
平成３０年第１回岩国市議会定例会会期日程 

目 次 月  日 曜 開 議 備         考 

第 １ ２月２２日 木 本会議 開会 議案等上程 説明 質疑 委員会付託 

第 ２ ２月２３日 金       ＊一般質問通告受付  ８時３０分 

第 ３ ２月２４日 ○土   

第 ４ ２月２５日 ○日   

第 ５ ２月２６日 月       ＊一般質問通告締切  正午 

第 ６ ２月２７日 火      休 会 

第 ７ ２月２８日 水   

第 ８ ３月 １日 木   

第 ９ ３月 ２日 金   

第１０ ３月 ３日 ○土   

第１１ ３月 ４日 ○日   

第１２ ３月 ５日 月 本会議 一般質問 

第１３ ３月 ６日 火 本会議 一般質問 

第１４ ３月 ７日 水 本会議 一般質問 

第１５ ３月 ８日 木   

第１６ ３月 ９日 金   

第１７ ３月１０日 ○土   

第１８ ３月１１日 ○日      休 会 

第１９ ３月１２日 月              １０時 経済常任委員会 

第２０ ３月１３日 火              １０時 教育民生常任委員会 

第２１ ３月１４日 水              １０時 建設常任委員会 

第２２ ３月１５日 木              １０時 総務常任委員会 

第２３ ３月１６日 金   

第２４ ３月１７日 ○土   

第２５ ３月１８日 ○日   

第２６ ３月１９日 月   

第２７ ３月２０日 火   

第２８ ３月２１日 ○水   

第２９ ３月２２日 木 本会議 
委員長報告 質疑 討論 採決 閉会 

本会議終了後 地方創生総合戦略調査特別委員会 



平成３０年第１回岩国市議会定例会議事日程（第１号） 

平成３０年２月２２日（木曜日）午前１０時開議 

日 程 件                  名 備 考 

第 １ 会議録署名議員の指名  

第 ２ 会期の決定  

第 ３ 諸般の報告 岩国柱島海運株式会社の経営状況について  

第 ４ 

監査報告第１号 平成２９年度第１回定期監査の結果に関する報告について  

監査報告第２号 平成２９年度第２回定期監査の結果に関する報告について  

監査報告第３号 

 

平成２９年度第１回財政援助団体等監査の結果に関する報告につ

いて 
 

監査報告第４号 例月出納検査の結果に関する報告について  

監査報告第５号 例月出納検査の結果に関する報告について  

監査報告第６号 例月出納検査の結果に関する報告について  

第 ５ 報告第 １号 公務上の事故に関する専決処分の報告について  

第 ６ 報告第 ２号 公務上の事故に関する専決処分の報告について  

第 ７ 報告第 ３号 市道における事故に関する専決処分の報告について  

第 ８ 報告第 ４号 公用車の事故に関する専決処分の報告について  

第 ９ 

諮問第 １号 人権擁護委員の推薦について 

 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦について 

諮問第 ３号 人権擁護委員の推薦について 

第１０ 

議案第 １号 平成２９年度岩国市一般会計補正予算（第５号）  

議案第 ２号 平成２９年度岩国市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

議案第 ３号 平成２９年度岩国市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）  

議案第 ４号 平成２９年度岩国市介護保険特別会計補正予算（第４号）  

議案第 ５号 平成２９年度岩国市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）  

議案第 ６号 

 

平成２９年度岩国市周東食肉センター事業特別会計補正予算（第１

号） 
 

議案第 ７号 平成２９年度錦帯橋管理特別会計補正予算（第３号）  

第１１ 議案第 ８号 平成２９年度岩国市病院事業会計補正予算（第１号）  

第１２ 

議案第 ９号 平成３０年度岩国市一般会計予算  

議案第１０号 平成３０年度岩国市土地取得事業特別会計予算  

議案第１１号 平成３０年度岩国市後期高齢者医療特別会計予算  

議案第１２号 平成３０年度岩国市国民健康保険特別会計予算  

議案第１３号 平成３０年度岩国市介護保険特別会計予算  

議案第１４号 平成３０年度岩国市簡易水道事業特別会計予算  

議案第１５号 平成３０年度岩国市農業集落排水事業特別会計予算  

議案第１６号 平成３０年度岩国市特定地域生活排水処理事業特別会計予算  

議案第１７号 平成３０年度岩国市周東食肉センター事業特別会計予算  

 



 議案第１８号 平成３０年度岩国市観光施設運営事業特別会計予算  

 

議案第１９号 平成３０年度錦帯橋管理特別会計予算  

議案第２０号 平成３０年度岩国市市場事業特別会計予算  

議案第２１号 平成３０年度岩国市駐車場事業特別会計予算  

第１３ 
議案第２２号 平成３０年度岩国市水道事業会計予算 

 
議案第２３号 平成３０年度岩国市工業用水道事業会計予算 

第１４ 議案第２４号 平成３０年度岩国市病院事業会計予算  

第１５ 議案第２５号 平成３０年度岩国市下水道事業会計予算  

第１６ 議案第２６号 岩国市特別職の指定等に関する条例  

第１７ 議案第２７号 岩国市安心・安全な社会づくり基金条例  

第１８ 
議案第２８号 

 

岩国市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例 
 

第１９ 
議案第２９号 

 

岩国市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化

のための固定資産税の課税免除に関する条例 
 

第２０ 議案第３０号 岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

第２１ 議案第３１号 岩国市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例  

第２２ 
議案第３２号 

 

重複地番解消のための山地番の変更に伴う関係条例の整理に関す

る条例 
 

第２３ 議案第３３号 岩国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

第２４ 議案第３４号 岩国市印鑑条例の一部を改正する条例  

第２５ 議案第３５号 岩国市民会館条例の一部を改正する条例  

第２６ 議案第３６号 岩国市運動施設条例の一部を改正する条例  

第２７ 

議案第３７号 

 

 

岩国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例 

 

第２８ 議案第３８号 岩国市国民健康保険基金条例の一部を改正する条例  

第２９ 議案第３９号 岩国市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

第３０ 議案第４０号 岩国市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  

第３１ 議案第４１号 岩国市介護保険条例の一部を改正する条例  

第３２ 
議案第４２号 

 

岩国市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例 
 

第３３ 

議案第４３号 

 

 

 

岩国市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例 

 

第３４ 

議案第４４号 

 

 

岩国市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

 



第３５ 
議案第４５号 

 

岩国市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 
 

第３６ 議案第４６号 岩国市企業誘致等促進条例の一部を改正する条例  

第３７ 議案第４７号 岩国市都市公園条例の一部を改正する条例  

第３８ 議案第４８号 岩国市営改良住宅条例の一部を改正する条例  

第３９ 
議案第４９号 

 

岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 
 

第４０ 議案第５０号 室の木地区調整池設置工事請負契約の一部変更について  

第４１ 
議案第５１号 

議案第５２号 

指定管理者の指定について 

指定管理者の指定について 
 

第４２ 議案第５３号 市道路線の認定について  

第４３ 議案第５４号 市道路線の変更について  

第４４ 議案第５５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について  

第４５ 議案第５６号 岩国市過疎地域自立促進計画の変更について  

 

 


