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平成18年第１回壱岐市議会定例会 会議録目次 

会期日程    １ 

上程案件及び結果    ２ 

一般質問一覧    ７ 

 

第１日（３月３日 金曜日） 

  議事日程表（第１号）    ９ 

  出席議員及び説明のために出席した者   １３ 

  開 会（開議）   １４ 

  諸般の報告   １６ 

  施政方針の説明   １７ 

  委員長報告、委員長に対する質疑   ３５ 

  討論、採決 

    Ｈ17請願第１号  全天候型多目的施設の早期建設について   ３５ 

    Ｈ17認定第３号  平成１６年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について 

               ３５ 

  議案説明 

    議案第１号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団 

          体の数の減少とこれに伴う規約の変更について   ３７ 

    議案第２号 長崎県市町村土地開発公社定款の変更について   ３７ 

    議案第３号 長崎県市町村土地開発公社定款の変更について   ３７ 

    議案第４号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に 

          ついて   ３７ 

    議案第５号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及 

          び規約の変更について   ３７ 

    議案第６号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に 

          ついて   ３７ 

    議案第７号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及 

          び規約の変更について   ３８ 

    議案第８号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について   ３８ 

    議案第９号 平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）   ３８ 

    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 
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           ３号）   ４１ 

    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） 

             ４１ 

    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） 

             ４２ 

    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） 

             ４３ 

    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）   ４４ 

    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）   ４４ 

    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）   ４６ 

    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   ４７ 

    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   ４７ 

    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   ４８ 

    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   ４８ 

    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   ４８ 

    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   ４８ 

    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   ４９ 

    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   ４９ 

    議案第２５号 壱岐市附属機関設置条例の制定について   ５０ 

    議案第２６号 壱岐市情報公開条例の一部改正について   ５０ 

    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   ５０ 

    議案第２８号 壱岐市監査委員条例の一部改正について   ５０ 

    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   ５１ 

    議案第３０号 壱岐市職員定数条例の一部改正について   ５１ 

    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   ５１ 

    議案第３２号 壱岐市税条例の一部改正について   ５２ 
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    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 

              ５２ 

    議案第３４号 壱岐市特別会計条例の一部改正について   ５２ 

    議案第３５号 壱岐市介護保険条例の一部改正について   ５３ 

    議案第３６号 壱岐市敬老祝金条例の一部改正について   ５４ 

    議案第３７号 壱岐市手数料条例の一部改正について   ５４ 

    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   ５４ 

    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   ５５ 

    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   ５５ 

    議案第４１号 壱岐市公民館条例の一部改正について   ５５ 

    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   ５５ 

    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   ５５ 

    議案第４４号 壱岐郷土館条例の一部改正について   ５５ 

    議案第４５号 松永記念館条例の一部改正について   ５５ 

    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   ５５ 

    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   ５５ 

    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   ５５ 

    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   ５５ 

    議案第５０号 壱岐市体育施設条例の一部改正について   ５５ 

    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   ５６ 

    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   ５６ 

    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   ５６ 

    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   ５６ 

    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   ５６ 

    議案第５６号 壱岐市企業誘致条例の一部改正について   ５６ 

    議案第５７号 壱岐市火災予防条例の一部改正について   ５７ 

    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   ５７ 

    議案第５９号 平成１８年度壱岐市一般会計予算   ５７ 

    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   ６４ 
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    議案第６１号 平成１８年度壱岐市老人保健特別会計予算   ６７ 

    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   ６８ 

    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   ７０ 

    議案第６４号 平成１８年度壱岐市下水道事業特別会計予算   ７２ 

    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   ７３ 

    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   ７５ 

    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   ７６ 

    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 

             ７７ 

    議案第６９号 平成１８年度壱岐市病院事業会計予算   ７７ 

    議案第７０号 平成１８年度壱岐市水道事業会計予算   ８２ 

    議案第７１号 市道路線の認定について   ８３ 

    議案第７２号 市道路線の廃止について   ８３ 

    議案第７３号 準用河川の廃止について   ８３ 

    請願第１号 一級市道能尻線及び一級市道江角諸津線道路改良工事の早期採択 

          施工に関する請願   ８３ 

    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 

            ８４ 

    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   ８４ 

    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   ８４ 

第２日（３月８日 水曜日） 

  議事日程表（第２号）   ８７ 

  出席議員及び説明のために出席した者   ９０ 

  議案に対する質疑 

    議案第１号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団 

          体の数の減少とこれに伴う規約の変更について   ９２ 

    議案第２号 長崎県市町村土地開発公社定款の変更について   ９２ 

    議案第３号 長崎県市町村土地開発公社定款の変更について   ９２ 

    議案第４号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に 

          ついて   ９２ 

    議案第５号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及 
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          び規約の変更について   ９２ 

    議案第６号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に 

          ついて   ９２ 

    議案第７号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及 

          び規約の変更について   ９２ 

    議案第８号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について   ９２ 

    議案第９号 平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）   ９２ 

    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）   ９９ 

    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） 

             ９９ 

    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） 

             ９９ 

    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） 

             ９９ 

    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）   ９９ 

    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）   ９９ 

    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）   ９９ 

    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  １００ 

    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  １００ 

    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  １００ 

    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  １００ 

    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  １００ 

    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  １００ 

    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  １００ 

    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  １００ 

    議案第２５号 壱岐市附属機関設置条例の制定について  １０１ 
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    議案第２６号 壱岐市情報公開条例の一部改正について  １０１ 

    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  １０１ 

    議案第２８号 壱岐市監査委員条例の一部改正について  １０１ 

    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  １０１ 

    議案第３０号 壱岐市職員定数条例の一部改正について  １０１ 

    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  １０１ 

    議案第３２号 壱岐市税条例の一部改正について  １０１ 

    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 

             １０２ 

    議案第３４号 壱岐市特別会計条例の一部改正について  １０２ 

    議案第３５号 壱岐市介護保険条例の一部改正について  １０２ 

    議案第３６号 壱岐市敬老祝金条例の一部改正について  １０２ 

    議案第３７号 壱岐市手数料条例の一部改正について  １０４ 

    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  １０４ 

    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  １０４ 

    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  １０４ 

    議案第４１号 壱岐市公民館条例の一部改正について  １０４ 

    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  １０４ 

    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  １０４ 

    議案第４４号 壱岐郷土館条例の一部改正について  １０４ 

    議案第４５号 松永記念館条例の一部改正について  １０４ 

    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  １０４ 

    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  １０４ 

    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  １０４ 

    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  １０４ 

    議案第５０号 壱岐市体育施設条例の一部改正について  １０４ 

    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  １０４ 

    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  １０４ 

    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  １０４ 
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    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  １０５ 

    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  １０６ 

    議案第５６号 壱岐市企業誘致条例の一部改正について  １０６ 

    議案第５７号 壱岐市火災予防条例の一部改正について  １０６ 

    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  １０６ 

    議案第５９号 平成１８年度壱岐市一般会計予算  １０９ 

    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  １３９ 

    議案第６１号 平成１８年度壱岐市老人保健特別会計予算  １３９ 

    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  １３９ 

    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  １４１ 

    議案第６４号 平成１８年度壱岐市下水道事業特別会計予算  １４２ 

    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  １４２ 

    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  １４２ 

    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  １４３ 

    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 

            １４３ 

    議案第６９号 平成１８年度壱岐市病院事業会計予算  １４７ 

    議案第７０号 平成１８年度壱岐市水道事業会計予算  １５０ 

    議案第７１号 市道路線の認定について  １５０ 

    議案第７２号 市道路線の廃止について  １５０ 

    議案第７３号 準用河川の廃止について  １５０ 

  討論、採決 

    議案第１号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団 

          体の数の減少とこれに伴う規約の変更について  １５０ 

    議案第２号 長崎県市町村土地開発公社定款の変更について  １５０ 

    議案第３号 長崎県市町村土地開発公社定款の変更について  １５０ 

    議案第４号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に 

          ついて  １５０ 

    議案第５号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及 

          び規約の変更について  １５０ 

    議案第６号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に 
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          ついて  １５１ 

    議案第７号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及 

          び規約の変更について  １５１ 

    議案第８号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について  １５１ 

  予算特別委員会の設置  １５２ 

  委員会付託  １５２ 

第３日（３月９日 木曜日） 

  議事日程表（第３号）  １５５ 

  出席議員及び説明のために出席した者  １５５ 

  一般質問  １５６ 

    １４番 中田 恭一 議員  １５７ 

    １番  音嶋 正吾 議員  １６６ 

    ７番  今西 菊乃 議員  １７６ 

    １３番 鵜瀬 和博 議員  １８２ 

    ３番  小金丸益明 議員  １９０ 

    １０番 豊坂 敏文 議員  １９９ 

    １１番 中村出征雄 議員  ２０９ 

第４日（３月１０日 金曜日） 

  議事日程表（第４号）  ２１７ 

  出席議員及び説明のために出席した者  ２１７ 

  一般質問  ２１８ 

    ２２番 近藤 団一 議員  ２１９ 

    ８番  市山 和幸 議員  ２２６ 

    ５番  坂本 拓史 議員  ２３３ 

    １８番 久間 初子 議員  ２４３ 

    ６番  町田 正一 議員  ２５３ 

    ４番  深見 義輝 議員  ２６４ 

第５日（３月２４日 金曜日） 

  議事日程表（第５号）  ２７１ 

  出席議員及び説明のために出席した者  ２７４ 

  委員長報告、委員長報告に対する質疑  ２７６ 

  討論、採決 
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    議案第９号 平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）  ２８１ 

    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）  ２８１ 

    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） 

            ２８２ 

    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） 

            ２８２ 

    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） 

            ２８２ 

    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）  ２８２ 

    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）  ２８３ 

    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）  ２８３ 

    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  ２８３ 

    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  ２８３ 

    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  ２８４ 

    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  ２８４ 

    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  ２８４ 

    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  ２８４ 

    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  ２８５ 

    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  ２８５ 

    議案第２５号 壱岐市附属機関設置条例の制定について  ２８５ 

    議案第２６号 壱岐市情報公開条例の一部改正について  ２８５ 

    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  ２８６ 

    議案第２８号 壱岐市監査委員条例の一部改正について  ２８６ 

    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  ２８６ 

    議案第３０号 壱岐市職員定数条例の一部改正について  ２８６ 
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    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  ２８７ 

    議案第３２号 壱岐市税条例の一部改正について  ２８７ 

    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 

             ２８７ 

    議案第３４号 壱岐市特別会計条例の一部改正について  ２８７ 

    議案第３５号 壱岐市介護保険条例の一部改正について  ２８８ 

    議案第３６号 壱岐市敬老祝金条例の一部改正について  ２８８ 

    議案第３７号 壱岐市手数料条例の一部改正について  ２８８ 

    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  ２８９ 

    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  ２８９ 

    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  ２８９ 

    議案第４１号 壱岐市公民館条例の一部改正について  ２８９ 

    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  ２８９ 

    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  ２８９ 

    議案第４４号 壱岐郷土館条例の一部改正について  ２８９ 

    議案第４５号 松永記念館条例の一部改正について  ２８９ 

    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  ２８９ 

    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  ２８９ 

    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  ２８９ 

    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  ２８９ 

    議案第５０号 壱岐市体育施設条例の一部改正について  ２８９ 

    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  ２８９ 

    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  ２８９ 

    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  ２８９ 

    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  ２８９ 

    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  ２９０ 

    議案第５６号 壱岐市企業誘致条例の一部改正について  ２９０ 

    議案第５７号 壱岐市火災予防条例の一部改正について  ２９０ 

    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  ２９０ 
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    議案第５９号 平成１８年度壱岐市一般会計予算  ２９１ 

    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  ２９３ 

    議案第６１号 平成１８年度壱岐市老人保健特別会計予算  ２９３ 

    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  ２９４ 

    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  ２９４ 

    議案第６４号 平成１８年度壱岐市下水道事業特別会計予算  ２９４ 

    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  ２９４ 

    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  ２９５ 

    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  ２９５ 

    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 

            ２９５ 

    議案第６９号 平成１８年度壱岐市病院事業会計予算  ２９５ 

    議案第７０号 平成１８年度壱岐市水道事業会計予算  ２９６ 

    議案第７１号 市道路線の認定について  ２９６ 

    議案第７２号 市道路線の廃止について  ２９６ 

    議案第７３号 準用河川の廃止について  ２９６ 

    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  ２９７ 

    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  ２９７ 

  追加議案説明、質疑、討論、採決 

    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  ２９７ 

    同意第１号 教育委員会委員の任命について  ２９８ 

    諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について  ２９８ 

    諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について  ２９８ 

  議員発議案件の説明、討論、採決 

    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  ３０１ 

    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  ３０２ 

  委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件  ３０４ 

  議員派遣の件  ３０４ 

  市長挨拶  ３０４ 

    閉 会  ３０５ 
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