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平成18年 第１回（定例）壱 岐 市 議 会 会 議 録（第５日） 

 

議事日程（第５号） 

                         平成18年３月24日 午前10時00分開議 

日程第１ 議案第９号 
平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第

８号） 

予算特別委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第２ 議案第10号 
平成１７年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第３ 議案第11号 
平成１７年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第４ 議案第12号 
平成１７年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第７号） 

 産業建設常任委員長報告・可決 

 本会議・可決 

日程第５ 議案第13号 
平成１７年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第５号） 

 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第６ 議案第14号 
平成１７年度壱岐市芦辺港ターミナルビル

事業特別会計補正予算（第３号） 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第７ 議案第15号 
平成１７年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第５号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第８ 議案第16号 
平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第４号） 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第９ 議案第17号 
壱岐市国民保護対策本部及び緊急対処事態

対策本部条例の制定について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第10 議案第18号 
壱岐市国民保護協議会の組織及び運営に関

する条例の制定について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第11 議案第19号 
災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当

の支給に関する条例の制定について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第12 議案第20号 
壱岐市安全・安心まちづくり推進条例の制

定について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第13 議案第21号 
壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例

の制定について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第14 議案第22号 
壱岐市障害程度区分認定審査会の委員の定

数等を定める条例の制定について 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第15 議案第23号 
壱岐市自給肥料供給センター条例の制定に

ついて 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第16 議案第24号 
壱岐市石田町堆肥センター条例の制定につ

いて 

 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第17 議案第25号 壱岐市附属機関設置条例の制定について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第18 議案第26号 壱岐市情報公開条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 



- 272 - 

日程第19 議案第27号 
壱岐市個人情報保護条例の一部改正につい

て 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第20 議案第28号 壱岐市監査委員条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第21 議案第29号 

壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第22 議案第30号 壱岐市職員定数条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第23 議案第31号 
壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正

について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第24 議案第32号 壱岐市税条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第25 議案第33号 
壱岐市税等の徴収等の特例に関する条例の

一部改正について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第26 議案第34号 壱岐市特別会計条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第27 議案第35号 壱岐市介護保険条例の一部改正について 
厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第28 議案第36号 壱岐市敬老祝金条例の一部改正について 
厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第29 議案第37号 壱岐市手数料条例の一部改正について 
厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第30 議案第38号 
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第31 議案第39号 
壱岐市全天候型多目的施設条例の一部改正

について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第32 議案第40号 
壱岐市石田農村環境改善センター条例の一

部改正について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第33 議案第41号 壱岐市公民館条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第34 議案第42号 
壱岐市立郷ノ浦図書館条例の一部改正につ

いて 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第35 議案第43号 
壱岐市立石田図書館の設置及び管理に関す

る条例の一部改正について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第36 議案第44号 壱岐郷土館条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第37 議案第45号 松永記念館条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第38 議案第46号 
壱岐西部開発総合センター条例の一部改正

について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第39 議案第47号 
壱岐島開発総合センター条例の一部改正に

ついて 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 
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日程第40 議案第48号 
壱岐市石田町住民センター条例の一部改正

について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第41 議案第49号 
壱岐市芦辺生涯学習施設「まなびの館」条

例の一部改正について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第42 議案第50号 壱岐市体育施設条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第43 議案第51号 
壱岐市ふれあい広場条例の一部改正につい

て 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第44 議案第52号 
壱岐市勝本Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部

改正について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第45 議案第53号 
壱岐市文化財展示館条例の一部改正につい

て 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第46 議案第54号 
壱岐市農業機械銀行条例の一部改正につい

て 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第47 議案第55号 
壱岐市営ターミナルビル条例の一部改正に

ついて 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第48 議案第56号 壱岐市企業誘致条例の一部改正について 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第49 議案第57号 壱岐市火災予防条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第50 議案第58号 
壱岐市公共下水道事業受益者負担に関する

条例の一部改正について 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第51 議案第59号 平成１８年度壱岐市一般会計予算 
予算特別委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第52 議案第60号 
平成１８年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計予算 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第53 議案第61号 平成１８年度壱岐市老人保健特別会計予算
厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第54 議案第62号 
平成１８年度壱岐市介護保険事業特別会計

予算 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第55 議案第63号 
平成１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計

予算 

 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第56 議案第64号 
平成１８年度壱岐市下水道事業特別会計予

算 

 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第57 議案第65号 
平成１８年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計予算 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第58 議案第66号 
平成１８年度壱岐市三島航路事業特別会計

予算 

 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第59 議案第67号 
平成１８年度壱岐市農業機械銀行特別会計

予算 

 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第60 議案第68号 
平成１８年度壱岐市芦辺港ターミナルビル

事業特別会計予算 

 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第61 議案第69号 平成１８年度壱岐市病院事業会計予算 
 厚生常任委員長報告・可決 

 本会議・可決 
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日程第62 議案第70号 平成１８年度壱岐市水道事業会計予算 
 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第63 議案第71号 市道路線の認定について 
 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第64 議案第72号 市道路線の廃止について 
 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第65 議案第73号 準用河川の廃止について 
 産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第66 陳情第１号 
「公共サービスの安易な民間開放は行わず、

充実を求める意見書」提出に関する陳情 

総務文教常任委員長報告・不採択

本会議・不採択 

日程第67 要請第１号 
「道路特定財源制度の堅持に関する意見

書」採択の要請 

 産業建設常任委員長報告・採択 

 本会議・採択 

日程第68 議案第74号 
あらたに生じた土地の確認及び字の区域の

変更について 

 議案説明・質疑・委員会付託省略

 討論・採決 本会議・可決 

日程第69 同意第１号 教育委員会委員の任命について 
 議案説明・質疑・委員会付託省略

 討論・採決 本会議・同意 

日程第70 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 
 議案説明・質疑・委員会付託省略

 討論・採決 本会議・承認 

日程第71 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 
 議案説明・質疑・委員会付託省略

 討論・採決 本会議・承認 

日程第72 発議第１号 
道路特定財源制度の堅持に関する意見書の

提出について 

議案説明・質疑・委員会付託省略

討論・採決 本会議・可決 

日程第73 発議第２号 
一支国博物館（仮称）建設等に関する調査

特別委員会設置に関する決議について 

議案説明・質疑・委員会付託省略

討論・採決 本会議・可決 

日程第74 委員会の閉会中の継続審査及び調査の件 申し出のとおり決定 

日程第75 議員派遣の件 原案のとおり決定 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第５号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（26名） 

１番 音嶋 正吾君       ２番 町田 光浩君 

３番 小金丸益明君       ４番 深見 義輝君 

５番 坂本 拓史君       ６番 町田 正一君 

７番 今西 菊乃君       ８番 市山 和幸君 

９番 田原 輝男君       10番 豊坂 敏文君 

11番 坂口健好志君       12番 中村出征雄君 
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13番 鵜瀬 和博君       14番 中田 恭一君 

15番 馬場 忠裕君       16番 久間  進君 

17番 大久保洪昭君       18番 久間 初子君 

19番 倉元 強弘君       20番 瀬戸口和幸君 

21番 市山  繁君       22番 近藤 団一君 

23番 牧永  護君       24番 赤木 英機君 

25番 小園 寛昭君       26番 深見 忠生君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長  川富兵右ェ門君  事務局次長 山川 英敏君 

事務局係長 瀬口 卓也君   事務局書記 松永 隆次君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  長田  徹君  助役  澤木 満義君 

収入役  布川 昌敏君  教育長  須藤 正人君 

総務部長  松本 陽治君  市民生活部長  山本 善勝君 

産業経済部長  喜多 丈美君  建設部長  立石 勝治君 

消防本部消防長  山川  明君  郷ノ浦支所長  鳥巣  修君 

勝本支所長  米本  実君  芦辺支所長  久田 昭生君 

石田支所長  瀬戸口幸孝君  市民病院事務長  牟田 数徳君 

教育次長兼文化財課長  山内 義夫君 

総務課長  堤  賢治君  財政課長  久田 賢一君 

 

午前10時00分開議 

○議長（深見 忠生君）  皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は２６名であり、定足数に達しております。 

 これから本日の会議を開きます。 

 議事に入る前に諸般の報告を行います。監査委員より、住民監査請求による監査結果の報告が
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提出されており、その写しをお手元に配付しておりますので、御高覧お願いいたします。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。これより議案審議を行います。 

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 

日程第１．議案第９号～日程第６７．要請第１号 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、議案第９号平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）

から日程第６７、要請第１号「道路特定財源制度の堅持に関する意見書」採択の要請まで、

６７件を一括議題とします。 

 本案の審査は各委員会へ審査を付託しておりましたので、その審査結果について、各委員長か

ら報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長の報告を求めます。中田総務文教常任委員長お願いします。 

〔総務文教常任委員長（中田 恭一君） 登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田 恭一君）  委員会の審査の報告を行います。本委員会に付託された

議案は審査の結果、次のとおり決定したいので、会議規則第１０３条の規定により報告をいたし

ます。 

 議案番号、件名、審査の結果の順に読み上げていきたいと思います。 

 議案第１７号壱岐市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の設定について、原案可

決。 

 議案第１８号壱岐市国民保護協議会の組織及び運営に関する条例の制定について、原案可決。 

 議案第１９号災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例の制定について、

原案可決。 

 議案第２０号壱岐市安全・安全まちづくり推進条例の制定について、原案可。 

 議案第２１号壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例の制定について、原案可決。 

 議案第２５号壱岐市附属機関設置条例の制定について、原案可決。 

 議案第２６号壱岐市情報公開条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第２７号壱岐市個人保護条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第２８号壱岐市監査委員条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第２９号壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

について、原案可決。 

 議案第３０号壱岐市職員定数条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第３１号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第３２号壱岐市税条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第３３号壱岐市税等の徴収等の特例に関する条例の一部改正について、原案可決。 
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 議案第３４号壱岐市特別会計条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第３９号壱岐市全天候型多目的施設条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４０号壱岐市石田農村環境改善センター条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４１号壱岐市公民館条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４２号壱岐市立郷ノ浦図書館条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４３号壱岐市立石田図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４４号壱岐郷土館条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４５号松永記念館条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４６号壱岐西部開発総合センター条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４７号壱岐島開発総合センター条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４８号壱岐市石田町住民センター条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第４９号壱岐市芦辺生涯学習施設「まなびの館」条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５０号壱岐市体育施設条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５１号壱岐市ふれあい広場条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５１号壱岐市ふれあい広場条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５２号壱岐市勝本Ｂ＆Ｃ海洋センター条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５３号壱岐市文化財展示館条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５７号壱岐市火災予防条例の一部改正について、原案可決。 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第１３８条の

規定により報告をいたします。 

 受理番号、陳情第１号、付託年月日、平成１８年３月８日、件名、公共サービスの安易な民間

開放は行わず、充実を求める意見書提出に関する陳情、審査の結果、不採択とすべきもの。委員

会の意見はなし。不採択となった理由といたしまして、今日の社会情勢や行財政改革の推進がな

されている状況を考慮するとき、一定の公共サービスの民間開放や公務員の純減については避け

て通れない今日的課題であり、不採択と決定をいたしました。 

 以上です。 

〔総務文教常任委員長（中田 恭一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  次に、厚生常任委員長の報告を求めます。近藤厚生常任委員長お願いし

ます。 

〔厚生常任委員長（近藤 団一君） 登壇〕 

○厚生常任委員長（近藤 団一君）  委員会審査報告書、本委員会に付託された議案は、審査の結

果、次のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規定により報告します。 
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 議案番号、議案第１０号平成１７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）、

原案可決。 

 議案第１１号平成１７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）、原案可決。 

 議案第１５号平成１７年度壱岐市病院事業会計補正予算（第５号）、原案可決。 

 議案第２２号壱岐市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について、原

案可決。 

 議案第２３号壱岐市自給肥料供給センター条例の制定について、原案可決。 

 議案第３５号壱岐市介護保険条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第３６号壱岐市敬老祝金条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第３７号壱岐市手数料条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第３８号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第６０号平成１８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第６１号平成１８年度壱岐市老人保健特別会計予算、原案可決。 

 議案第６２号平成１８年度壱岐市介護保険事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第６５号平成１８年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第６９号平成１８年度壱岐市病院事業会計予算、原案可決であります。 

 なお、審査の中で出された主な意見等について報告をいたします。 

 まず、議案第３５号壱岐市介護保険条例の一部の改正についての審査について報告をします。

今回の改正は、平成１８年度から平成２０年度まで第３期介護保険事業に係る保険料を改定する

もので、基準月額は現行の３,３００円を３,７６５円に増額するものであります。壱岐市内にお

いては、在宅介護や施設介護サービスの向こう３年間の利用見込みから算出したとのことでした。

長崎県下の各市の状況は、４,２００円から５,５００円程度とばらつきがありますが、壱岐市よ

り高くなっています。これは、在宅介護サービスや施設介護サービスの利用が多いことが要因と

見られます。壱岐市においては、向こう３年間、特に新しい介護施設の増加が見込まれないため、

県下では低い方になっているという説明でした。 

 次に、議案第３６号壱岐市敬老祝金条例の一部改正についての審査について報告します。 

 今回の改正は祝金の支給対象年齢を７７歳から８０歳に引き上げるものであります。改正の主

な理由は財政難からということであり、金額にして約６８０万円の支出削減になるという説明で

した。長崎県下の各市の状況は、一律支給方法や節目支給方法が見られますが、一律支給の場合、

７７歳からが１市、８０歳から２市、８５歳からが１市となっております。節目支給では７７歳、

８８歳、９９歳、１００歳それぞれの年齢到達の節目に支給される市が４市となっています。な

お、７７歳から一律支給の１市においても、次年度から見直しされるということでした。今まで
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支給を受けた人が２年間受けられなくなるので、段階的に改正できなかったのかという意見があ

りましたが、今壱岐市は一律支給と節目支給の２つの方法を採用しており、将来的には節目支給

へ移行したいための段階的改正という説明でした。 

 次に、議案第６９号平成１８年度壱岐市病院事業会計予算についての審査について報告します。 

 医療をめぐる政策では、平成１８年４月から、今年の４月からです。診療報酬や薬価など、合

計で平均マイナス３.１６％の改正が行われることが決定をしており、病院事業における医業収

入の減額が見込まれる。また、壱岐市民病院は、平成１７年５月に開院しましたが、入院及び外

来とも当初計画より患者数は少ない状態でありますが、 近徐々にではありますがふえてきてい

るということでした。 

 このような中、平成１８年度事業計画では、平成１７年度当初事業計画より１日平均患者数を

入院でマイナス３０人、外来でマイナス４０人のようになっており、医業収益予算では、平成

１７年度当初予算額より、マイナス５億７,６８７円の１８億６６７万円となっております。予

定損益計算書では、純損失額が８億７,６８７万円となっており、前年度繰越決算額を入れると

未処理欠損額は１０億６,１２８万円が計上されていますということです。 

 このことに対して、壱岐市民病院は 新の設備と機器を備え、充実した医師と看護師を揃えて

いるので、前年度よりマイナスの事業計画をつくるのではなく、高い目標を掲げて、医師や看護

師一体となって努力すべき、市民病院に一人でも多くの患者さんが来られるよう努力をされ、医

業収益を上げて、赤字を少なくするよう努力されたいとの意見がありました。 

 また、現在の院長は管理者であり、現役の内科の医師でもあります。優秀な医療技術を身に付

けておられるとのことですので、医師として患者の診療に専念していただくためにも、市長は一

日でも早く病院管理者を選任されることを望むとの意見がありました。 

 以上で報告を終わります。 

〔厚生常任委員長（近藤 団一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。赤木産業建設常任委員長

お願いします。 

〔産業建設常任委員長（赤木 英機君） 登壇〕 

○産業建設常任委員長（赤木 英機君）  本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり

決定したので、会議規則第１０３条の規定により報告します。 

 議案第１２号平成１７年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第７号）、原案可決。 

 議案第１３号平成１７年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第５号）、原案可決。 

 議案第１４号平成１７年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計補正予算（第３号）、原

案可決。 
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 議案第１６号平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算（第４号）、原案可決。 

 議案第２４号壱岐市石田町堆肥センター条例の制定について、原案可決。 

 議案第５４号壱岐市農業機械銀行条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５５号壱岐市営ターミナルビル条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５６号壱岐市企業誘致条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５８号壱岐市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第６３号平成１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第６４号平成１８年度壱岐市下水道事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第６６号平成１８年度壱岐市三島航路事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第６７号平成１８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算、原案可決。 

 議案第６８号平成１８年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第７０号平成１８年度壱岐市水道事業会計、原案可決。 

 議案第７１号市道路線の認定について、原案可決。 

 議案第７２号市道路線の廃止について、原案可決。 

 議案第７３号準用河川の廃止について、原案可決。 

 次に、本委員会に付託された要請を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第

１３８条の規定により報告します。 

 要請第１号「道路特定財源制度の堅持に関する意見書」採択の要請は、審査の結果、採択すべ

きものと決定しました。 

 委員会の意見はありません。処置として意見書を提出いたします。 

 なお、審査の付託を受けておりました請願第１号一級市道能尻線及び一級市道江角諸津線改良

工事の早期採択施工に関する請願及び請願第２号漁業集落環境整備事業による造成地の早急な整

備に関する請願については、継続審査の申し出をしておりますのでよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〔産業建設常任委員長（赤木 英機君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  次に、予算特別委員長の報告を求めます。近藤予算特別委員長お願いし

ます。 

〔予算特別委員長（近藤 団一君） 登壇〕 

○予算特別委員長（近藤 団一）  委員会審査報告書。本委員会に付託された議案は審査の結果、

次のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規定により報告します。 

 議案第９号平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）、原案可決。 

 議案第５９号平成１８年度壱岐市一般会計予算、原案可決であります。 
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 審査の経過について御報告を簡単にいたします。平成１８年度壱岐市一般会計予算のうち、石

田スポーツセンター建設計画については、事業費が過大である。場所が適地かどうか等の意見が

出され、これに対し市長より市の均衡ある発展と利用者の立場を考慮し、悔いのない施設をした

い旨の答弁がなされました。採決に先立ち、石田スポーツセンター建設に関し、本案に反対、賛

成の立場からそれぞれ２名の討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。 

 以上、報告を終わります。 

〔予算特別委員長（近藤 団一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから各委員長の報告に対する質疑を行います。 

 日程第１、議案第９号平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）から日程第６７要請第

１号「道路特定財源制度の堅持に関する意見書」採択の要請まで６７件に対し、一括して質疑を

行います。 

 なお、ここで申し上げておきますが、委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対す

る質疑に限られ、付託事件の内容について提出者に質疑することはできませんので、御参考まで

に申し上げておきます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、日程第１、議案第９号から日程第６７号、要

請第１号まで６７件に対する質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。 

 日程第１、議案第９号平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）の討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９号平成１７年度壱岐市一般会計補

正予算（第８号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２、議案第１０号平成１７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１０号平成１７年度壱岐市国民健康

保険事業特別会計補正予算（第３号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第３、議案第１１号平成１７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１１号平成１７年度壱岐市介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第４、議案第１２号平成１７年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第７号）

の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１２号平成１７年度壱岐市簡易水道

事業特別会計補正予算（第７号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第１３号平成１７年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第５号）の

討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１３号平成１７年度壱岐市下水道事

業特別会計補正予算（第５号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６、議案第１４号平成１７年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計補正予

算（第３号）の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 



- 283 - 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１４号平成１７年度壱岐市芦辺港

ターミナルビル事業特別会計補正予算（第３号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、議案第１５号平成１７年度壱岐市病院事業会計補正予算（第５号）の討論を

行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１５号平成１７年度壱岐市病院事業

会計補正予算（第５号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第８、議案第１６号平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算（第４号）の討論を

行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１６号平成１７年度壱岐市水道事業

会計補正予算（第４号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第９、議案第１７号壱岐市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定

について、討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。本案に対する委

員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１７号壱岐市国民保護対策本部及び

緊急対処事態対策本部条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第１８号壱岐市国民保護協議会の組織及び運営に関する条例の制定に

ついて、討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１８号壱岐市国民保護協議会の組織

及び運営に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１１、議案第１９号災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条

例の制定について、討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１９号災害派遣手当及び武力攻撃災

害等派遣手当の支給に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１２、議案第２０号壱岐市安全・安心まちづくり推進条例の制定について、討論

を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２０号壱岐市安全・安心まちづくり

推進条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１３、議案第２１号壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例の制定について、

討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２１号壱岐市固定資産税の課税免除

に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１４、議案第２２号壱岐市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

の制定について、討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２２号壱岐市障害程度区分認定審査

会の委員の定数等を定める条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１５、議案第２３号壱岐市自給肥料供給センター条例の制定について、討論を行

います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２３号壱岐市自給肥料供給センター

条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１６、議案第２４号壱岐市石田町堆肥センター条例の制定について、討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２４号壱岐市石田町堆肥センター条

例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１７、議案第２５号壱岐市附属機関設置条例の制定について、討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２５号壱岐市附属機関設置条例の制

定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１８、議案第２６号壱岐市情報公開条例の一部改正について、討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２６号壱岐市情報公開条例の一部改

正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１９、議案第２７号壱岐市個人情報保護条例の一部改正について、討論を行いま

す。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２７号壱岐市個人情報保護条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２０、議案第２８号壱岐市監査委員条例の一部改正について、討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２８号壱岐市監査委員条例の一部改

正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２１、議案第２９号壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について、討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２９号壱岐市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第２２、議案第３０号壱岐市職員定数条例の一部改正について、討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３０号壱岐市職員定数条例の一部改

正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２３、議案第３１号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について、討論を

行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３１号壱岐市職員の給与に関する条

例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２４、議案第３２号壱岐市税条例の一部改正について、討論を行います。討論あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３２号壱岐市税条例の一部改正につ

いては、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２５、議案第３３号壱岐市税等の徴収等の特例に関する条例の一部改正について、

討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３３号壱岐市税等の徴収等の特例に

関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２６、議案第３４号壱岐市特別会計条例の一部改正について、討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３４号壱岐市特別会計条例の一部改

正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２７、議案第３５号壱岐市介護保険条例の一部改正について、討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３５号壱岐市介護保険条例の一部改

正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２８、議案第３６号壱岐市敬老祝金条例の一部改正について、討論を行います。

討論ありませんか。１０番、豊坂敏文議員。 

〔１０番（豊坂 敏文君） 登壇〕 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  議案第３６号壱岐市敬老祝金条例の一部改正について、厚生委

員会では原案可決とされておりますが、７７歳を８０歳にするということに反対をいたします。 

 年次的処置として、あるいは経過処置を講ずるということであれば、そういう処置をするとい

うことについてやむなしと思いますが、今現在受給してある方がもう全然もらえないという経過

もあります。そういう中で、年次的に、あるいは経過処置をした方がいいと、やむなしというこ

とで反対をいたします。 

 以上です。 

〔１０番（豊坂 敏文君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  賛成討論がございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。本案に対する委

員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３６号壱岐市敬老祝金条例の一部改

正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２９、議案第３７号壱岐市手数料条例の一部改正について、討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３７号壱岐市手数料条例の一部改正

については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第３０、議案第３８号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について、

討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３８号壱岐市福祉医療費の支給に関

する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第３１、議案第３９号壱岐市全天候型多目的施設条例の一部改正についてから、日

程第４５、議案第５３号壱岐市文化財展示館条例の一部改正についてまで１５件を一括して討論

を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、議案第３９号から議案第５３号

まで１５件について一括して採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３９号壱岐市全天候型多目的施設条

例の一部改正についてから、議案第５３号壱岐市文化財展示館条例の一部改正についてまで

１５件については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第４６、議案第５４号壱岐市農業機械銀行条例の一部改正について、討論を行いま

す。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５４号壱岐市農業機械銀行条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
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 次に、日程第４７、議案第５５号壱岐市営ターミナルビル条例の一部改正について、討論を行

います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５５号壱岐市営ターミナルビル条例

の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第４８、議案第５６号壱岐市企業誘致条例の一部改正について、討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５６号壱岐市企業誘致条例の一部改

正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第４９、議案第５７号壱岐市火災予防条例の一部改正について、討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５７号壱岐市火災予防条例の一部改

正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５０、議案第５８号壱岐市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に

ついて、討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５８号壱岐市公共下水道事業受益者

負担に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
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 次に、日程第５１、議案第５９号平成１８年度壱岐市一般会計予算の討論を行います。討論あ

りませんか。６番、町田正一議員。どちらの立場で。（「反対」と呼ぶ者あり） 

〔６番（町田 正一君） 登壇〕 

○議員（６番 町田 正一君）  私は本議案が平成１８年度の当初予算であるということも、市長

の政治判断、政策判断については十分理解はしておりますが、あえてこの予算については苦言を

呈する意味で反対させていただきます。 

 行財政改革というのは、総論賛成、各論反対というふうになりがちなんですが、私は本年度予

算に計上されている石田スポーツセンターの建設については、その点からも非常に問題があると

考えております。本年度総額、建設費、駐車場整備、それから、備品等も含めて６億４,０００万

円の予算が計上されておりますが、私は、スポーツセンターの建設に反対するものではありませ

ん。しかし、石田町にはほかにも農村改善センターとか、あるいは今「碧雲荘」にまがりしてお

るデイサービスセンターとか、非常に老朽化しており、早急に建設しなければならない施設がま

だ幾つもあります。今回３階建てで石田のスポーツセンターは予算計上されておりますが、私は、

行財政改革とか、壱岐市の財政が厳しいということを言うんであれば、今と同じように１階建て

にして、現在の体育館を建てかえて、ほかにも整備しなければならない施設の充実に予算を回す

べきであると考えております。 

 以上の理由から、私は平成１８年度の一般会計予算についてはこの部分を減額するなり、計画

を見直すべきであるという立場から反対するものであります。 

〔６番（町田 正一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  賛成者の討論。１番、音嶋議員。 

〔１番（音嶋 正吾君） 登壇〕 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  私は、予算特別委員長の報告に賛成の立場で討論をいたします。

平成１８年度予算案は、すべてにわたり良好とは考えておりません。すべての事項がパーフェク

トにあることが望まれはしますが、しかし、そのようなことは不可能であります。補助金の一律

１割カットに近いものになっていることに対しましても、補助金検討委員会の答申を受けての結

果ではあるとはいえ、いかがなものかと考えております。 

 ただいま町田議員の方から仮称石田スポーツセンター建設に関して予算の組み替えを求める反

対の討論がされました。この予算は、石田町民の合併前からの懸案の事項でもございました。特

に、この問題に触れられたので私も賛成の立場から討論を申し上げておるわけです。 

 私は、施設の規模といたしましても、武道館、実業団の公式の大会実施可能な施設を建設する

ことが必要と考えております。ほかに、類似の新しい建物を建設する、そのことこそが、市の財

政を圧迫する要因になると考えております。建設予定地といたしましても、従来から石田町体育
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館として広く市民に利用され、愛着を持たれた地でございます。石田中学校の体育館、石田小学

校の文化体育館と隣接をいたし、ウォーミングアップ等もできるサブ施設を有した公的施設を考

えております。また、駐車場につきましては、隣接のグラウンドも利用可能である。壱岐市石田

支所もある。また、当地も含めて対応できる。 

 また、当予定地は、標高３０メートル程度の標高を有しております。周囲には、石田町の人口

過密地帯、田ノ中、本町、君ヶ浦、祝町地区がございます。地震災害、自然災害の避難場所とし

て、また、高潮対策の避難場所として、安全・安心な市民生活に寄与すると も適地であると考

えております。これからの施設の用途は、多目的な機能を有することが求められると考えます。 

 以上の要因から考えても、予算特別委員長の御報告のとおり、予算委員会で慎重に審議された

と認識しておりますので、賛成でございます。 

〔１番（音嶋 正吾君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  反対討論ありませんか。５番、坂本議員。 

〔５番（坂本 拓史君） 登壇〕 

○議員（５番 坂本 拓史君）  今回の当初予算については、ある程度理解はしておりますけども、

今触れられております石田のスポーツセンターの建設については、一部疑問を感じておりますの

で反対をさせていただきますが、このたびの予算については、その財政状況が非常に厳しいこと

が強調されております中、特に、各種補助金等の一率的なカット、また、敬老祝金の支給開始年

齢の引き上げ、あるいは納付報奨金の支給率の引き下げ等、市民にがまんを強いるものが直接見

える内容というふうになっております。 

 しかしながら、現況の財政難においては、一部やむを得ないというふうに今考慮すべき点もあ

りますが、その一方で、石田スポーツセンター建設に伴い、当初よりかなり事業費のアップが計

上されております。規模あるいは場所、特にスポーツ合宿等する場合、先ほどグラウンド等もあ

るというふうに言われましたが、現在のところは、小中学校のグラウンドとして使用されており

ますので、やはりその場所等についても疑問を感じざるを得ないということだと思います。 

 体育館自身の建設については、過去の経過もありますのでやむを得ないという点も理解をいた

しますが、その規模、あるいは構造等については見直しを図り、予算を減額縮小すべきという立

場により今回反対をいたします。 

 以上。 

〔５番（坂本 拓史君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  賛成の討論。２４番、赤木議員。 

〔２４番（赤木 英機君） 登壇〕 

○議員（２４番  赤木 英機君）  賛成討論をさせていただきますが、本来、どなた様市民もまた
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議会も予算財源の厳しいのこれ皆さん御存じだと思います。そういうことで、１８年度予算はあ

くまで予算であって、私は執行にぜひ要望したいのは、その執行に当たってやはり慎重に執行し

ていただくと、それを要望して賛成の意見にさせていただきたいと思います。 

 もういろいろその体育館など多くは語りません。何しろこの１８年度の予算の執行を速やかに

していただいて、市民の負託に応えていただく、そして、執行に当たっては慎重にしていただく、

これを要望いたしまして賛成いたします。 

〔２４番（赤木 英機君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  ほかに討論がございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５９号平成１８年度壱岐市一般会計

予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 以上で暫時休憩をいたします。再開を１１時１５分。 

午前11時02分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時15分再開 

○議長（深見 忠生君）  再開します。 

 次に、日程第５２、議案第６０号平成１８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算の討論を

行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６０号平成１８年度壱岐市国民健康

保険事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５３、議案第６１号平成１８年度壱岐市老人保健特別会計予算の討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６１号平成１８年度壱岐市老人保健

特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５４、議案第６２号平成１８年度壱岐市介護保険事業特別会計予算の討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６２号平成１８年度壱岐市介護保険

事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５５、議案第６３号平成１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算の討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６３号平成１８年度壱岐市簡易水道

事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５６、議案第６４号平成１８年度壱岐市下水道事業特別会計予算の討論を行いま

す。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６４号平成１８年度壱岐市下水道事

業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５７、議案第６５号平成１８年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算の

討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６５号平成１８年度壱岐市特別養護

老人ホーム事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５８、議案第６６号平成１８年度壱岐市三島航路事業特別会計予算の討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６６号平成１８年度壱岐市三島航路

事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５９、議案第６７号平成１８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算の討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６７号平成１８年度壱岐市農業機械

銀行特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６０、議案第６８号平成１８年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計予算

の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６８号平成１８年度壱岐市芦辺港

ターミナルビル事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６１、議案第６９号平成１８年度壱岐市病院事業会計予算の討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６９号平成１８年度壱岐市病院事業

会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６２、議案第７０号平成１８年度壱岐市水道事業会計予算の討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第７０号平成１８年度壱岐市水道事業

会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６３、議案第７１号市道路線の認定について、討論を行います。討論ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第７１号市道路線の認定については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６４、議案第７２号市道路線の廃止について、討論を行います。討論ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第７２号市道路線の廃止については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６５、議案第７３号準用河川の廃止について、討論を行います。討論ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第７３号準用河川の廃止については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６６、陳情第１号「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見

書」提出に関する陳情の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。この陳情に対する

委員長の報告は不採択です。陳情第１号を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立少数です。したがって、陳情第１号「公共サービスの安易な民間開

放は行わず、充実を求める意見書」提出に関する陳情については、不採択とすることに決定しま

した。 

 次に、日程第６７、要請第１号「道路特定財源制度の堅持に関する意見書」採択の要請の討論

を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので討論を終わり、採決します。この要請に対する

委員長の報告は採択です。要請第１号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、要請第１号「道路特定財源制度の堅持に関

する意見書」採択の要請については、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

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 

日程第６８．議案第７４号～日程第７１．諮問第２号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第６８、議案第７４号あらたに生じた土地の確認及び字の区

域の変更についてから、日程第７１、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてまで、本日

送付されました４件を議題とします。 

 ただいま上程しました議案について提案理由の説明を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  議案第７４号につきましては、担当部長より説明をいたします。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 登壇〕 
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○産業経済部長（喜多 丈美君）  議案第７４号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更に

ついて、地方自治法第９条の５第１項の規定により、本市内にあらたに生じた土地を確認し、同

法第２６０条第１項の規定により、字の区域を次のとおり変更する。平成１８年３月２４日提出。 

 提案理由でございますが、地方自治法第９条の５第１項及び第２６０条第１項の規定に基づき、

議会の議決が必要でございます。 

 次のページでございますが、１といたしまして、壱岐市芦辺町諸吉大石触字新松崎２４２プラ

ス２４３、それから２４４、２４５、２４７の１地先並びに字占砂２５７及び２５８番地先、並

びに字丸石３３０、３３１、３３１の３及び３３１の４の地先に面積３万１,８４１.９平方メー

トル、編入する区域といたしまして、字丸石です。 

 次のページに位置をつけておりますが、本土地につきましては、旧芦辺町時代におきまして、

芦辺漁港漁業集落環境整備事業として実施をし、埋め立て整備をしたものでございまして、平成

元年１月１５日に工事に着手し、平成３年１２月２０日に竣工したものでございまして、場所と

しては現在グラウンドとして使っておるところでございますので、よろしくお願いをいたします。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  同意第１号教育委員会委員の任命について、壱岐市教育委員会委員に下

記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 住所、長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６９１番地、氏名、井川武、昭和１４年１０月１日生まれ。 

 提案理由でございます。壱岐市教育委員会委員井川武氏が、平成１８年５月１９日をもって任

期満了となるので、引き続き同氏を教育委員会委員に任命したく、議会の同意を求めるために提

案するものでございます。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦

したいので、議会の意見を求める。住所、長崎県壱岐市芦辺町箱崎本村触１５９２番地の２、氏

名、濱田正剛、昭和１７年１１月３０日生まれ。 

 提案理由、人権擁護委員浜田正剛氏が、平成１８年６月３０日をもって任期満了となるので、

引き続き同氏を候補者として推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意

見を求めるため、提案するものであります。 

 続きまして、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委員の候補

者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 住所、長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触２３７番地イ、氏名、松野美幸、昭和２９年８月８日生
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まれ。提案理由、人権擁護委員松野美幸氏が、平成１８年６月３０日をもって任期満了となるの

で、引き続き同氏を候補者として推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会

の意見を求めるため提案するものであります。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  説明が終わりましたので、議案の調査研究のためしばらく休憩します。

暫時休憩します。再開を１１時４０分とします。 

午前11時31分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時40分再開 

○議長（深見 忠生君）  再開します。 

 これから議案第７４号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について、質疑を行いま

す。質疑ありませんか。５番、坂本拓史議員。 

○議員（５番 坂本 拓史君）  聞き間違いでなかったら、平成３年に完了したというふうに聞い

たと思っておりますが、その後、１５年間経過をしておるわけでございますので、どういう内容

でこれまで延びたということを御説明お願いしたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  御指摘のように、早く登記をすべきところでございますが、そ

の当時、まずつくることが先ということで、事後処理を非常に担当が怠ったということでござい

まして、今、担当者、登記係も集約をして、古い分から随意やってるということでございまして、

非常に申しわけない仕方をいたしておりますが、こういう案件が何件か出てくるというふうに思

っております。よろしくお願いします。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに。１０番、豊坂議員。 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  同じようにわかりやすい質問をいたしますが、不動産登記法が

いつから改正されたかちょっとお聞きしたいんですが、この位置の中に２４２プラス、足すとか

プラスとか説明があったわけですが、２４３のこれ同一で２番の地番があるということはわかる

んですが、このプラスというのが、不動産登記法の改正があって、こういう表示をしてあるのか。

あるいは真ん中点だけでよいのではないかと思うわけです。その点をどうぞ。 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  大変申しわけないですが、次の字図にありますように、２４２、

２４３の合筆でございますので、真ん中・が正解でございます。失礼しました。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、議案第７４号についての質疑を終わります。 

 次に、同意第１号教育委員会委員の任命について、質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、同意第１号についての質疑を終わります。 

 次に、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、諮問第１号についての質疑を終わります。 

 次に、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦について、質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、諮問第２号についての質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第７４号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についてから、諮

問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてまで、４件については、会議規則第３７条第２項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議案第７４号から諮問第２号まで

４件については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これから、議案第７４号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について、討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第７４号あらたに生じた土地の確認及

び字の区域の変更については、原案のとおり可決されました。 

 次に、同意第１号教育委員会委員の任命について、討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、同意第１号教育委員会委員の任命について

は同意することに決定しました。 
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 次に、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。 

 本案は、これに了承することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につ

いては、了承することに決定しました。 

 次に、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。 

 本案は、これに了承することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につ

いては、了承することに決定しました。 

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 

日程第７２．発議第１号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第７２、発議第１号「道路特定財源制度の堅持に関する意見

書」の提出についてを議題とします。 

 提出議員の趣旨説明を求めます。１７番、大久保洪昭議員お願いします。 

〔提出者（大久保洪昭君） 登壇〕 

○議員（１７番 大久保洪昭君）  「道路特定財源制度の堅持に関する意見書」の提出について、

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 道路特定財源制度の堅持に関する意見書（案）。道路は国民生活や経済、社会活動を支える

も基礎的な施設であり、高齢化、少子化が進展している状況において、活力ある地域づくりの推

進、環境問題への対応、国土の保全に努めるため、道路整備はより一層重要であり、その整備は

全国民が等しく熱望するところであります。 

 壱岐市は平成１６年３月に壱岐島の４町が合併をし、新市として地方の発展と責任ある地方行

政の推進に努力しておりますが、合併後の効率的な道路網の整備が緊急の課題であり、経済情勢

が厳しい状況において公共投資に着実に実施し、国民が真に必要とする社会資本を整備すること

により、経済構造の改革を実現させることが必要であります。ついては、次の事項について特段

の配慮がなされるよう強く要望する。 

 記。一つ、地方の道路整備を重点的かつ計画的に進めるため、道路特定財源については、受益
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者負担の原則に基づき、一般財源化や他に転用することなく、すべて国民の期待する道路整備を

推進するために充てること。２つ、離島及び半島の振興を図るため、道路網の整備強化及び離島

架橋の整備促進を図ること。３つ、道路の補修や災害防除事業等の予算拡大を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。平成１８年３月２４日、長崎

県壱岐市議会。提出先は以下記載のとおりでございます。 

 以上。 

〔提出者（大久保洪昭君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから、発議第１号の質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、発議第１号の質疑を終わります。 

 お諮りします。発議第１号は、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略した

いと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、発議第１号は、委員会の付託を省略

することに決定されました。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。本案は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、発議第１号「道路特定財源制度の堅持に関

する意見書」の提出については、原案のとおり可決されました。 

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 

日程第７３．発議第２号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第７３、発議第２号「一支博物館（仮称）建設等に関する調

査特別委員会設置に関する決議」についてを議題とします。 

 提出議員の趣旨説明を求めます。１３番、鵜瀬和博議員、お願いします。 

〔提出者（鵜瀬 和博君） 登壇〕 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  「一支博物館（仮称）建設等に関する調査特別委員会設置に関

する決議」について、賛成者、音嶋正吾、町田光浩、提出者、鵜瀬和博。 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 一支博物館（仮称）建設等に関する調査特別委員会設置に関する決議、次のとおり、一支博物
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館（仮称）建設等に関する調査特別委員会を設置するものとする。名称、一支博物館（仮称）建

設等に関する調査特別委員会。設置の根拠、地方自治法第１１０条及び委員会条例第６条。目的、

一支博物館（仮称）建設並びに原の辻遺跡の保存整備に関する調査。委員の定数１０名、委員の

氏名、音嶋正吾、町田光浩、深見義輝、小園寛昭、今西菊乃、豊坂敏文、倉元強弘、市山和幸、

馬場忠裕、鵜瀬和博。期限、閉会中も継続して審査終了までとなっております。よろしくお願い

します。 

〔提出者（鵜瀬 和博君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから、発議第２号の質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、発議第２号についての質疑を終わります。 

 お諮りします。発議第２号は、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略した

いと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、発議第２号は、委員会の付託を省略

することに決定されました。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。本案は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、発議第２号「一支博物館（仮称）建設等に

関する調査特別委員会設置に関する決議」については、原案のとおり可決されました。 

 次に、一支博物館（仮称）建設等に関する調査特別委員会の正副委員長を決定する必要があり

ますので、委員会条例第１０条第１項の規定により、直ちに一支博物館（仮称）建設等に関する

調査特別委員会を招集します。委員会において、委員長及び副委員長の互選をし、議長まで報告

をお願いします。委員長及び副委員長の互選に関する職務は、委員会条例第１０条第２項の規定

により、年長委員が行うことになっておりますので、よろしくお願いをします。 

 なお、委員会の場所は第１会議室と定めます。それではしばらく休憩をいたします。 

午前11時53分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時59分再開 

○議長（深見 忠生君）  再開します。 
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 一支博物館（仮称）建設等に関する調査特別委員会の正副委員長が決定いたしましたので御報

告いたします。委員長に６番、町田正一議員、副委員長に１番、音嶋正吾議員、以上のとおりで

あります。 

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 

日程第７４．委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第７４、「委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件」を

議題とします。 

 議会運営委員長、総務文教常任委員長、厚生常任委員長、産業建設常任委員長から、会議規則

第１０４条の規定によって、お手元に配付のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査の申し出が

あります。 

 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査とすることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉

会中の継続審査及び継続調査とすることに決定しました。 

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 

日程第７５．議員派遣の件 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第７５、「議員派遣の件」を議題とします。 

 会議規則第１５９条の規定により、お手元に配付のとおり、関係委員を派遣したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件は可決されました。 

 お諮りします。今期定例会において議決されました案件について、その条項、字句、数字その

他の整理を要するものにつきましては、会議規則第１４３条の規定により、その整理を議長に委

任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定しまし

た。 

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 

○議長（深見 忠生君）  以上で本日の日程は終了しました。 

 ここで長田市長よりごあいさつの申し出があっておりますので、許可したいと思います。長田

市長。 
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○市長（長田  徹君）  議会閉会に当たり、一言お礼を兼ね、ごあいさつを申し上げます。 

 去る３月３日から２２日間にわたり、本会議並びに委員会を通じて慎重に御審議をいただき、

全議案可決、御承認賜り、まことにありがとうございます。議員各位には、連日にわたる御努力

に対し衷心より敬意と感謝の意を表しますとともに、今会期中に賜りました御意見などにつきま

して、平成１８年度予算を初め、その執行に当たり、十分尊重し、御要望に沿うべく努力をいた

す所存でございますので、今後とも御指導、御鞭撻のほどを賜りますようにお願いを申し上げま

す。簡単ではありますが、３月議会の閉会に当たりましてのあいさつといたします。ありがとう

ございました。 

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 

○議長（深見 忠生君）  議員皆様並びに執行部の皆さん方の御協力をもちまして、早く終わるこ

とができました。 

 これをもちまして、平成１８年度第１回壱岐市議会定例会を閉会いたします。大変皆さんお疲

れでございました。ありがとうございました。 

午後０時03分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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      地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

             平成  年  月  日 

                                     議  長 深見 忠生 

                                     署名議員 坂口健好志 

                                     署名議員 中村出征雄 
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平成１８年３月８日 
 

予算特別委員会の設置について 
 
  次のとおり予算特別委員会を設置する。 
 

記 
 
１．名 称    予算特別委員会 
 
２．目 的    議案第 ９号 平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）の審査 
         議案第５９号 平成１８年度壱岐市一般会計予算の審査 
 
３．委員の数   １０名 
 
４．委員の氏名   

音嶋 正吾   町田 光浩   坂本 拓史 
町田 正一   市山 和幸   近藤 団一 
坂口 健好志  牧永  護   赤木 英機 

小園 寛昭                 
 
発議第２号 
 

平成１８年３月２４日 
 
壱岐市議会議長  深見 忠生 様 
 

提出者  壱岐市議会議員  鵜瀬 和博   
賛成者    同  上   音嶋 正吾   

同  上   町田 光浩   
 

一支国博物館（仮称）建設等に関する調査特別委員会 
設置に関する決議について 

 
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 
一支国博物館（仮称）建設等に関する調査特別委員会設置に関する決議 

 
 次のとおり一支国博物館（仮称）建設等に関する調査特別委員会を設置するものとする。 
 

記 
 
１．名   称   一支国博物館（仮称）建設等に関する調査特別委員会 
 
２．設置の根拠   地方自治法第１１０条及び委員会条例第６条 
 
３．目   的   一支国博物館（仮称）建設並びに原の辻遺跡の保存整備に関する調査 
 
４．委員の定数   １０名 
 
５．委員の氏名   音嶋 正吾  鵜瀬 和博  倉元 強弘 

町田 正一  今西 菊乃  市山 和幸 
深見 義輝  豊坂 敏文  馬場 忠裕 
小園 寛昭 

 
６．期   限   閉会中も継続して調査終了まで 
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議会閉会中継続審査 申出書 

 

委員会名 事件及び理由 

産業建設 

常任委員会 

事件 ・請願第１号、一級市道能尻線及び一級市道江角諸津線改

良工事の早期採択施工に関する請願 

   ・請願第２号、漁業集落環境整備事業による造成地の早急

な整備に関する請願 

 

理由 さらに慎重な審査を必要とするため 

 

議会閉会中継続調査 申出書 

 

委員会名 事  件 

議会運営委員会 
事件 ・本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項 

 

期限 ・次期定例会招集日前日まで 

総務文教 

常任委員会 

事件 ・教育行政等に関する調査 

   ・市有財産の管理運営等に関する調査 

   ・消防行政等に関する調査 

厚生 

常任委員会 

事件 ・社会福祉、健康保健事業及び病院事業に関する調査 

   ・環境衛生、廃棄物処理対策に関する調査 

産業建設 

常任委員会 

事件 ・農林水産業及び観光商工業の振興等に関する調査 

   ・芦辺港ターミナルビル事業に関する調査 

 
 

議 員 派 遣 に つ い て 

 

平成１８年３月２４日    

次のとおり議員を派遣する。 

 

１．平成１８年長崎県離島医療圏組合議会第１回定例会 

（１）目  的  定例会出席 

（２）派遣場所  長崎市 

（３）期  間  平成１８年３月２９日～３０日（１泊２日） 

（４）派遣議員  中村出征雄 
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