
－1－   

目       次 

 

○９月２日（月曜日） 

  議事日程 …………………………………………………………………………………  １ 

  出席議員 …………………………………………………………………………………  ２ 

  欠席議員 …………………………………………………………………………………  ３ 

  説明のため出席した者 …………………………………………………………………  ３ 

  事務局職員出席者 ………………………………………………………………………  ３ 

  開   会 ………………………………………………………………………………  ３ 

  会議録署名議員の指名 …………………………………………………………………  ３ 

  会期の決定 ………………………………………………………………………………  ３ 

  市長行政報告 ……………………………………………………………………………  ４ 

  総合交通体系調査特別委員会の中間報告 ……………………………………………  ６ 

  推薦第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について ………………………………  ７ 

  報告第２５号 防府地域振興株式会社の経営状況報告について …………………  ８ 

  報告第２６号 平成３０年度防府市一般会計継続費精算報告について …………  10 

  報告第２７号 平成３０年度防府市競輪事業特別会計継続費精算報告について  

         ……………………………………………………………………………  10 

  報告第２８号 平成３０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報 

         告について ……………………………………………………………  11 

  報告第２９号 専決処分の報告について ……………………………………………  11 

  報告第３０号 専決処分の報告について ……………………………………………  11 

  報告第３１号 契約の報告について …………………………………………………  14 

  報告第３２号 契約の報告について …………………………………………………  15 

  報告第３３号 中小企業振興施策の実施状況報告について ………………………  15 

  認定第 １号 平成３０年度決算の認定について …………………………………  18 

  議案第６６号 平成３０年度防府市水道事業剰余金の処分について ……………  18 

  議案第６７号 平成３０年度防府市工業用水道事業剰余金の処分について ……  18 

  議案第６８号 平成３０年度防府市公共下水道事業剰余金の処分について ……  18 

  認定第 ２号 平成３０年度防府市上下水道事業決算の認定について …………  18 

  議案第６９号 財産の取得について …………………………………………………  25 

  議案第７０号 財産の取得について …………………………………………………  25 



－2－   

  議案第７１号 防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について 

         ……………………………………………………………………………  26 

  議案第７２号 防府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等中改正に 

         ついて …………………………………………………………………  26 

  議案第７３号 防府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等中改正に 

         ついて …………………………………………………………………  28 

  議案第７４号 防府市固定資産評価審査委員会に関する条例中改正について …  29 

  議案第７５号 防府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

         る基準を定める条例中改正について ………………………………  29 

  議案第７６号 防府市災害弔慰金の支給等に関する条例中改正について ………  31 

  議案第７７号 防府市水道事業給水条例中改正について …………………………  32 

  議案第７８号 令和元年度防府市一般会計補正予算（第４号） …………………  33 

  議案第７９号 令和元年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第１号） ………  36 

  議案第８０号 令和元年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

         ……………………………………………………………………………  36 

  議案第８１号 令和元年度防府市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） ……  36 

  議案第８２号 令和元年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

         ……………………………………………………………………………  36 

  議案第８３号 令和元年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） …  36 

  議案第８４号 令和元年度防府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

         ……………………………………………………………………………  36 

  散   会 ………………………………………………………………………………  39 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○９月９日（月曜日） 

  議事日程 …………………………………………………………………………………  41 

  出席議員 …………………………………………………………………………………  41 

  欠席議員 …………………………………………………………………………………  41 

  説明のため出席した者 …………………………………………………………………  41 

  事務局職員出席者 ………………………………………………………………………  42 

  開   議 ………………………………………………………………………………  42 

  会議録署名議員の指名 …………………………………………………………………  42 

  一般質問 …………………………………………………………………………………  42 



－3－   

    山田 耕治君 ………………………………………………………………………  42 

     １ 上山満之進翁の顕彰について 

     ２ ５Ｓ運動の取り組みについて 

     ３ 市民の健康づくり推進事業について 

    田中 健次君 ………………………………………………………………………  58 

     １ 外国人住民との共生について 

     ２ 子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）について 

     ３ 幼児教育・保育無償化について 

    今津 誠一君 ………………………………………………………………………  72 

     １ 中心市街地の活性化 

     ２ 防府市中小企業サポートセンターの現状 

    河村  孝君 ………………………………………………………………………  86 

     １ 木育の推進について 

     ２ 学校施設のバリアフリー化について 

     ３ 行政手続きのネットでの対応について 

    石田 卓成君 ………………………………………………………………………  97 

     １ 上山満之進翁の顕彰と、絵画『東台湾臨海道路』を通じた台湾との交 

       流について 

     ２ 山口県央連携都市圏域での消防通信指令業務の共同運用について 

     ３ 農機レンタルと農繁期の応援人材確保の取り組みについて 

  延   会 ……………………………………………………………………………… 109 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○９月１０日（火曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 111 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 111 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 111 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 111 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 112 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 112 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 112 

  一般質問 ………………………………………………………………………………… 112 

    山根 祐二君 ……………………………………………………………………… 112 



－4－   

     １ 浄化槽の整備について 

     ２ 消費増税に対する景気対策について 

    和田 敏明君 ……………………………………………………………………… 123 

     １ まちづくりについて 

     ２ 市道認定について 

     ３ 三世代同居定住促進事業について 

    宇多村史朗君 ……………………………………………………………………… 140 

     １ 福祉タクシー利用券交付申請書等の負担軽減について 

     ２ 農福連携の推進について 

     ３ ジャンボタニシ対策について 

    曽我 好則君 ……………………………………………………………………… 151 

     １ ふるさと納税について 

     ２ 防府市防災施設整備事業について 

  延   会 ……………………………………………………………………………… 157 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○９月１２日（水曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 159 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 159 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 159 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 159 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 160 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 160 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 160 

  一般質問 ………………………………………………………………………………… 160 

    髙砂 朋子君 ……………………………………………………………………… 160 

     １ 小児救急医療体制の充実について 

     ２ 病気療養中の児童生徒に対する教育の充実について 

     ３ 道路環境の整備について 

    清水 浩司君 ……………………………………………………………………… 173 

     １ 防府読売マラソンについて 

     ２ ゴミ問題について 

    牛見  航君 ……………………………………………………………………… 183 



－5－   

     １ ＩＣＴ推進・タブレット端末について 

     ２ レノファ山口との連携について 

     ３ パブリックコメント、市民アンケートについて 

    三原 昭治君 ……………………………………………………………………… 190 

     １ 自動車のペダル踏み間違い防止装置の補助金制度について 

     ２ 公共トイレの整備について 

  延   会 ……………………………………………………………………………… 202 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○９月１３日（金曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 203 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 203 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 203 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 203 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 204 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 204 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 204 

  一般質問 ………………………………………………………………………………… 204 

    清水 力志君 ……………………………………………………………………… 204 

     １ 競輪事業について 

     ２ 国民健康保険の保険者努力支援制度について 

     ３ 就学援助制度について 

    山本 久江君 ……………………………………………………………………… 214 

     １ 農業振興施策について 

     ２ 高齢者福祉について 

     ３ 市営住宅の管理について 

     ４ 子育て支援について 

    久保 潤爾君 ……………………………………………………………………… 228 

     １ 平成３０年度決算を受けての財政運営について 

    安村 政治君 ……………………………………………………………………… 247 

     １ 水産卸売市場と潮彩市場防府の活性化について 

     ２ 青果市場について 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 254 



－6－   

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○１０月１日（火曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 255 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 256 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 256 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 256 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 257 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 257 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 257 

  認定第 １号 平成３０年度決算の認定について（委員長報告） ……………… 257 

  議案第６６号 平成３０年度防府市水道事業剰余金の処分について（委員長報告） 

         …………………………………………………………………………… 268 

  議案第６７号 平成３０年度防府市工業用水道事業剰余金の処分について（委員 

         長報告） ……………………………………………………………… 268 

  議案第６８号 平成３０年度防府市公共下水道事業剰余金の処分について（委員 

         長報告） ……………………………………………………………… 268 

  認定第 ２号 平成３０年度防府市上下水道事業決算の認定について（委員長報 

         告） …………………………………………………………………… 268 

  議案第７１号 防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について（委 

         員長報告） …………………………………………………………… 268 

  議案第７２号 防府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等中改正に 

         ついて（委員長報告） ……………………………………………… 268 

  議案第７５号 防府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

         る基準を定める条例中改正について（委員長報告） …………… 268 

  議案第８０号 令和元年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

         （委員長報告） ……………………………………………………… 268 

  議案第８１号 令和元年度防府市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）（委員 

         長報告） ……………………………………………………………… 268 

  議案第８２号 令和元年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 268 

  議案第８３号 令和元年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）（委 

         員長報告） …………………………………………………………… 268 



－7－   

  議案第８４号 令和元年度防府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

         （委員長報告） ……………………………………………………… 268 

  議案第７９号 令和元年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第１号）（委員長 

         報告） ………………………………………………………………… 268 

  議案第７８号 令和元年度防府市一般会計補正予算（第４号）（委員長報告） 

         …………………………………………………………………………… 273 

  議案第８５号 防府市議会の議決すべき事件を定める条例中改正について …… 275 

  常任委員会の閉会中の継続調査について …………………………………………… 276 

  閉   会 ……………………………………………………………………………… 276 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○参考資料 

  議案に対する議員の態度 ……………………………………………………………… 277 

 


	このページのトップ
	９月２日本会議
	９月９日一般質問
	９月１０日一般質問
	９月１２日一般質問
	９月１３日一般質問
	１０月１日本会議
	議案に対する議員の態度

