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─────────────────────────────────────────── 

平成16年 第１回（臨時）壱 岐 市 議 会 会 議 録（第２日） 

                             平成16年３月９日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                         平成16年３月９日 午前10時05分開議 

 日程第１ 承認第１号 壱岐市役所の位置を求める条例ほか２３４件の条例制定についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第２ 承認第２号 平成１５年度壱岐市一般会計暫定予算についての専決処分を報告し、

承認を求めることについて 

 日程第３ 承認第３号 平成１５年度壱岐市国民健康保険事業特別会計暫定予算についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第４ 承認第４号 平成１５年度壱岐市老人保健特別会計暫定予算についての専決処分を

報告し、承認を求めることについて 

 日程第５ 承認第５号 平成１５年度壱岐市介護保険事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第６ 承認第６号 平成１５年度壱岐市簡易水道事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第７ 承認第７号 平成１５年度壱岐市下水道事業特別会計暫定予算についての専決処分

を報告し、承認を求めることについて 

 日程第８ 承認第８号 平成１５年度壱岐市漁業集落排水事業特別会計暫定予算についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第９ 承認第９号 平成１５年度壱岐市老人ホーム事業特別会計暫定予算についての専決

処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第10 承認第10号 平成１５年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計暫定予算につい

ての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第11 承認第11号 平成１５年度壱岐市精神障害者地域生活支援センター事業特別会計暫

定予算についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第12 承認第12号 平成１５年度壱岐市精神障害者福祉ホームＢ型事業特別会計暫定予算

についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第13 承認第13号 平成１５年度壱岐市三島航路事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 
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 日程第14 承認第14号 平成１５年度壱岐市農業機械銀行特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第15 承認第15号 平成１５年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計暫定予算につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第16 承認第16号 平成１５年度壱岐市病院事業会計暫定予算についての専決処分を報告

し、承認を求めることについて 

 日程第17 承認第17号 平成１５年度壱岐市水道事業会計暫定予算についての専決処分を報告

し、承認を求めることについて 

 日程第18 承認第18号 町の新設についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第19 承認第19号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合への加入についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第20 承認第20号 長崎県市町村総合事務組合への加入についての専決処分を報告し、承

認を求めることについて 

 日程第21 承認第21号 長崎県離島医療圏組合への加入についての専決処分を報告し、承認を

求めることについて 

 日程第22 承認第22号 公平委員会の事務の委託についての専決処分を報告し、承認を求める

ことについて 

 日程第23 承認第23号 指定金融機関の指定についての専決処分を報告し、承認を求めること

について 

 日程第24 議案審議（質疑・討論・採決） 

      承認第１号 壱岐市役所の位置を求める条例ほか２３４件の条例制定についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第２号 平成１５年度壱岐市一般会計暫定予算についての専決処分を報告し、

承認を求めることについて 

      承認第３号 平成１５年度壱岐市国民健康保険事業特別会計暫定予算についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第４号 平成１５年度壱岐市老人保健特別会計暫定予算についての専決処分を

報告し、承認を求めることについて 

      承認第５号 平成１５年度壱岐市介護保険事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第６号 平成１５年度壱岐市簡易水道事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 
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      承認第７号 平成１５年度壱岐市下水道事業特別会計暫定予算についての専決処分

を報告し、承認を求めることについて 

      承認第８号 平成１５年度壱岐市漁業集落排水事業特別会計暫定予算についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第９号 平成１５年度壱岐市老人ホーム事業特別会計暫定予算についての専決

処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第10号 平成１５年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計暫定予算につい

ての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第11号 平成１５年度壱岐市精神障害者地域生活支援センター事業特別会計暫

定予算についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第12号 平成１５年度壱岐市精神障害者福祉ホームＢ型事業特別会計暫定予算

についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第13号 平成１５年度壱岐市三島航路事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第14号 平成１５年度壱岐市農業機械銀行特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第15号 平成１５年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計暫定予算につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第16号 平成１５年度壱岐市病院事業会計暫定予算についての専決処分を報告

し、承認を求めることについて 

      承認第17号 平成１５年度壱岐市水道事業会計暫定予算についての専決処分を報告

し、承認を求めることについて 

      承認第18号 町の新設についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第19号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合への加入についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第20号 長崎県市町村総合事務組合への加入についての専決処分を報告し、承

認を求めることについて 

      承認第21号 長崎県離島医療圏組合への加入についての専決処分を報告し、承認を

求めることについて 

      承認第22号 公平委員会の事務の委託についての専決処分を報告し、承認を求める

ことについて 

      承認第23号 指定金融機関の指定についての専決処分を報告し、承認を求めること
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について 

 日程第25 議会閉会中の継続調査の件 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 承認第１号 壱岐市役所の位置を求める条例ほか２３４件の条例制定についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第２ 承認第２号 平成１５年度壱岐市一般会計暫定予算についての専決処分を報告し、

承認を求めることについて 

 日程第３ 承認第３号 平成１５年度壱岐市国民健康保険事業特別会計暫定予算についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第４ 承認第４号 平成１５年度壱岐市老人保健特別会計暫定予算についての専決処分を

報告し、承認を求めることについて 

 日程第５ 承認第５号 平成１５年度壱岐市介護保険事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第６ 承認第６号 平成１５年度壱岐市簡易水道事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第７ 承認第７号 平成１５年度壱岐市下水道事業特別会計暫定予算についての専決処分

を報告し、承認を求めることについて 

 日程第８ 承認第８号 平成１５年度壱岐市漁業集落排水事業特別会計暫定予算についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第９ 承認第９号 平成１５年度壱岐市老人ホーム事業特別会計暫定予算についての専決

処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第10 承認第10号 平成１５年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計暫定予算につい

ての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第11 承認第11号 平成１５年度壱岐市精神障害者地域生活支援センター事業特別会計暫

定予算についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第12 承認第12号 平成１５年度壱岐市精神障害者福祉ホームＢ型事業特別会計暫定予算

についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第13 承認第13号 平成１５年度壱岐市三島航路事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第14 承認第14号 平成１５年度壱岐市農業機械銀行特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 
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 日程第15 承認第15号 平成１５年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計暫定予算につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第16 承認第16号 平成１５年度壱岐市病院事業会計暫定予算についての専決処分を報告

し、承認を求めることについて 

 日程第17 承認第17号 平成１５年度壱岐市水道事業会計暫定予算についての専決処分を報告

し、承認を求めることについて 

 日程第18 承認第18号 町の新設についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第19 承認第19号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合への加入についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

 日程第20 承認第20号 長崎県市町村総合事務組合への加入についての専決処分を報告し、承

認を求めることについて 

 日程第21 承認第21号 長崎県離島医療圏組合への加入についての専決処分を報告し、承認を

求めることについて 

 日程第22 承認第22号 公平委員会の事務の委託についての専決処分を報告し、承認を求める

ことについて 

 日程第23 承認第23号 指定金融機関の指定についての専決処分を報告し、承認を求めること

について 

 日程第24 議案審議（質疑・討論・採決） 

      承認第１号 壱岐市役所の位置を求める条例ほか２３４件の条例制定についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第２号 平成１５年度壱岐市一般会計暫定予算についての専決処分を報告し、

承認を求めることについて 

      承認第３号 平成１５年度壱岐市国民健康保険事業特別会計暫定予算についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第４号 平成１５年度壱岐市老人保健特別会計暫定予算についての専決処分を

報告し、承認を求めることについて 

      承認第５号 平成１５年度壱岐市介護保険事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第６号 平成１５年度壱岐市簡易水道事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第７号 平成１５年度壱岐市下水道事業特別会計暫定予算についての専決処分

を報告し、承認を求めることについて 
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      承認第８号 平成１５年度壱岐市漁業集落排水事業特別会計暫定予算についての専

決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第９号 平成１５年度壱岐市老人ホーム事業特別会計暫定予算についての専決

処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第10号 平成１５年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計暫定予算につい

ての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第11号 平成１５年度壱岐市精神障害者地域生活支援センター事業特別会計暫

定予算についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第12号 平成１５年度壱岐市精神障害者福祉ホームＢ型事業特別会計暫定予算

についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第13号 平成１５年度壱岐市三島航路事業特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第14号 平成１５年度壱岐市農業機械銀行特別会計暫定予算についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第15号 平成１５年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計暫定予算につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第16号 平成１５年度壱岐市病院事業会計暫定予算についての専決処分を報告

し、承認を求めることについて 

      承認第17号 平成１５年度壱岐市水道事業会計暫定予算についての専決処分を報告

し、承認を求めることについて 

      承認第18号 町の新設についての専決処分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第19号 長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合への加入についての専決処

分を報告し、承認を求めることについて 

      承認第20号 長崎県市町村総合事務組合への加入についての専決処分を報告し、承

認を求めることについて 

      承認第21号 長崎県離島医療圏組合への加入についての専決処分を報告し、承認を

求めることについて 

      承認第22号 公平委員会の事務の委託についての専決処分を報告し、承認を求める

ことについて 

      承認第23号 指定金融機関の指定についての専決処分を報告し、承認を求めること

について 

 日程第25 議会閉会中の継続調査の件 
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────────────────────────────── 

出席議員（61名） 

１番 菊田 光孝君       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 今西 徹也君 

７番 平尾 典子君       ８番 町田 正一君 

９番 今西 菊乃君       10番 市山 和幸君 

11番 田原 輝男君       12番 長島 清和君 

13番 山下 澄夫君       14番 豊坂 敏文君 

15番 富田 邦博君       16番 山下 正業君 

17番 立石 和生君       18番 坂口健好志君 

19番 中村出征雄君       20番 橋本 早苗君 

21番 立川 省司君       22番 鵜瀬 和博君 

23番 中田 恭一君       24番 東谷  伸君 

25番 馬場 忠裕君       26番 久間  進君 

27番 小園 寛昭君       28番 眞弓 倉夫君 

29番 大久保洪昭君       30番 山内 道夫君 

31番 江川  漣君       32番 西村 勝人君 

33番 大浦 利貞君       34番 榊原  伸君 

35番 長岡 末大君       36番 酒井  昇君 

37番 久間 初子君       38番 浦瀬 繁博君 

39番 末永  浩君       40番 倉元 強弘君 

41番 横山 重光君       43番 平畑  光君 

44番 吉田  寛君       45番 吉富 忠臣君 

46番 佐野 寛和君       47番 安川 芳一君 

48番 永田  實君       49番 森山 是蔵君 

50番 山川 峯男君       51番 近藤 団一君 

52番 牧永  護君       53番 品川 洋毅君 

54番 長山 茂彌君       55番 川谷 力雄君 

56番 赤木 英機君       57番 中村  瞳君 

58番 入江 忠幸君       59番 立石 一郎君 

60番 原田 武士君       61番 深見 忠生君 
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62番 瀬戸口和幸君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

42番 川添  隆君                 

────────────────────────────── 

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  事務局主事 松永 隆次君 

事務局課長 山川 英敏君   事務局係長 瀬口 卓也君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長職務執行者 ……… 山口 銀矢君  収入役職務代理者 …… 浦川 信久君 

教育長 ………………… 高田 國行君  総務部長 ……………… 澤木 満義君 

市民生活部長 ………… 布川 昌敏君  産業経済部長 ………… 末永 榮幸君 

建設部長 ……………… 白川 武春君  消防本部消防長 ……… 山川  明君 

郷ノ浦支所長 ………… 吉永 正司君  勝本支所長 …………… 園田 省三君 

芦辺支所長 …………… 立石 勝治君  石田支所長 …………… 喜多 丈美君 

教育次長 ……………… 鳥巣  修君  総務課長 ……………… 米本  実君 

企画課長 ……………… 山本 善勝君                     

合併プロジェクト室長 …………………………………………………… 堤  賢治君 

情報管理課長 ………… 大浦 栄治君  財政課長 ……………… 久田 賢一君 

税務課長 ……………… 浦  哲郎君  市民福祉課長 ………… 川畑 文隆君 

保護課長 ……………… （ 欠 席 ）  健康保健課長 ………… 小山田省三君 

環境衛生課長 ………… 桝崎 精司君  農林課長 ……………… 山内 義夫君 

水産課長 ……………… 今村 光一君  観光商工課長 ………… 西村 善明君 

土木課長 ……………… 長山  栄君  水道課長 ……………… 松本 徳博君 

農業委員会事務局長 … 市山 保信君  病院管理課長 ………… 上川 孝一君 

公立病院事務長 ……… 竹下 立喜君                     

かたばる病院事務長代行 ………………………………………………… 前田 正博君 

教育総務課長 ………… 吉富 一敬君  生涯学習課長 ………… 目良  強君 

文化財課長 …………… 殿川 正孝君                     
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────────────────────────────── 

午前10時05分開議 

○議長（瀬戸口和幸君）  会議に入る前に、あらかじめ紹介いたします。本日、市長部局から議案

説明のため関係部課長の出席をお願いいたしております。初めての方もおられると思いますので、

説明員の方々の自己紹介をお願いします。どうぞ。総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  それでは、私の方から説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、前列の皆さん方から向かって右側から御説明申し上げます。市長職務執行者、山口銀矢

でございます。市民生活部長、布川昌敏でございます。産業経済部長、末永榮幸でございます。

建設部長、白川武春です。教育次長、鳥巣修です。左側にまいりまして、教育長、高田國行です。

郷ノ浦支所長、吉永正司です。勝本支所長、園田省三です。芦辺支所長、立石勝治です。石田支

所長、喜多丈美です。消防長、山川明です。２列目の右側から紹介いたします。収入役職務代理

者、浦川信久です。総務課長、米本実です。企画課長、山本善勝です。合併プロジェクト室長、

堤賢治です。情報管理課長、大浦栄治です。財政課長、久田賢一です。左側にまいります。税務

課長、浦哲郎です。市民福祉課長、川畑文隆です。保護課長の高下莞司は欠席をいたしておりま

す。次に、健康保健課長、小山田省三です。環境衛生課長、桝崎精司です。農林課長、山内義夫

です。後列にまいります。水産課長、今村光一です。観光商工課長、西村善明です。土木課長、

長山栄です。水道課長、松本徳博です。農業委員会事務局長、市山保信です。左側にまいります。

病院管理課長、上川孝一です。公立病院事務長、竹下立喜です。かたばる病院事務長代行、前田

正博です。教育総務課長、吉富一敬です。生涯学習課長、目良強です。文化財課長、殿川正孝で

す。私、総務部長の澤木でございます。よろしくお願いします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  本日、報道取材のため、壱岐正論社ほか３社より、撮影機材等の使用の

申し出があり、許可をいたしております。御了承願います。 

 ただいま出席議員は６１名です。川添議員から欠席の届け出があっております。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．承認第１号 

日程第２．承認第２号 

日程第３．承認第３号 

日程第４．承認第４号 

日程第５．承認第５号 

日程第６．承認第６号 
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日程第７．承認第７号 

日程第８．承認第８号 

日程第９．承認第９号 

日程第１０．承認第１０号 

日程第１１．承認第１１号 

日程第１２．承認第１２号 

日程第１３．承認第１３号 

日程第１４．承認第１４号 

日程第１５．承認第１５号 

日程第１６．承認第１６号 

日程第１７．承認第１７号 

日程第１８．承認第１８号 

日程第１９．承認第１９号 

日程第２０．承認第２０号 

日程第２１．承認第２１号 

日程第２２．承認第２２号 

日程第２３．承認第２３号 

○議長（瀬戸口和幸君）  日程第１、承認第１号壱岐市役所の位置を定める条例ほか２３４件の条

例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについてから、日程第２３、承認第

２３号指定金融機関の指定についての専決処分を報告し、承認を求めることについてを上程し議

題といたします。 

 議会招集のごあいさつとあわせ、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。壱岐市長職務執行者。 

○市長職務執行者（山口 銀矢君）  皆さん、おはようございます。本日は、歴史的な壱岐市誕生

後、初臨時議会を招集をいたしましたところ、議員各位には御多忙中にもかかわりませず御出席

を賜りまして、まことにありがとうございました。 

 ３月１日の壱岐市役所開庁式には、早朝より御出席をいただきまして、ありがとうございまし

た。おかげさまで、無事壱岐市がスタートを切ることができました。心から厚く御礼を申し上げ

る次第でございます。 

 ごあいさつを申し上げます前に、昨日の市議会議長、副議長の選挙におきまして、初代壱岐市

議会議長に瀬戸口和幸様、そして副議長に深見忠生様が御就任なされたわけで、まことにおめで

とうございます。また、常任委員会等のそれぞれの委員長、副委員長に御就任されました方々に
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おかれましても、おめでとうございます。これからの御活躍を御期待申し上げる次第でございま

す。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 また、３月１日に開催をされました行政委員会におきましても、教育委員会の暫定の教育委員

長に川原忠雄氏、教育長に、先ほど紹介がありました高田國行氏が選任をされ、就任をいたして

おります。また、選挙管理委員会も開催をされまして、暫定の委員長に福田達氏が就任をされて

おります。その後、引き続いて市長選挙の期日等の協議がなされ、４月１１日に告示、４月

１８日、投票が行われるように決定をされました。また、固定資産評価審査委員会委員長には折

田芳紘氏が就任をされております。それぞれに順調な滑り出しをいたしておりますので、御報告

をいたしておきます。 

 それでは、本日、壱岐市誕生後、最初の議会が開催されるに当たり、一言ごあいさつを申し上

げます。 

 議員各位には、４町合併に際しまして、議会選出の協議会委員を初めとし、さまざまな機会を

通じて数多くの御指導、御助言をいただきました。また、合併そのものが議員各位の御賛同がな

ければ実現できなかったものであり、短期間に合併を成立させた皆様方の御英断と御努力に対し、

改めて心から敬意と感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。 

 ３月１日の壱岐市役所の開庁式でも申し上げましたが、壱岐市誕生は対馬と並んで県内最初の

合併であり、壱岐市のこれからのまちづくりは、多くの方々の注目の中にあるわけでございます。

私に課せられた責務は、これまでの各４町のまちづくりから１つのまちづくりにスムーズに移行

をし、壱岐市の市政運営が市民の期待にこたえられますよう、その第一歩を誤りなく踏み出すこ

とであります。そのためにも、市の執行部と議会が健全な関係を保ち、お互いに協力をしあい、

かつ切磋琢磨をし、市民の幸せを最大の目標といたしますとともに、常に車の両輪となって市政

運営に当たることが肝要であろうかと存じます。 

 本日、議会と執行部の両輪が軌道に乗り、今まさに動き出しました。市長職務執行者として、

新市長の誕生までの間、任された職務の重大さを認識をいたし、最大限の努力をしてまいります。

皆様の御協力を切にお願いを申し上げる次第でございます。 

 ３月１日から即日施行しなければならない条例など専決処分を行った案件の御承認をいただく

議会に当たり、今日の日を迎えられたことに議員各位に深く感謝申し上げ、あいさつといたしま

す。 

 それでは、承認第１号壱岐市役所の位置に関する条例のほか２３４件の条例制定について専決

処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。 

 本案件は、壱岐市の設置に伴い、行政を運営する上において空白期間の許されない壱岐市役所

の位置に関する条例ほか２３４件の条例について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき
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専決処分をしたものでございます。 

 専決処分しました条例は、地方自治法及び市町村の合併に関する特例法に基づき設置された合

併協議会及び旧４町間で協議が整った事項について条例化を図ったものでございます。 

 それでは、この条例の概要説明を所管ごとに担当部長、課長に説明をいたさせますが、出入り

に時間を要しますので自席の方から説明をいたさせますので、御了承のほどよろしくお願いを申

し上げます。 

 以上で、ごあいさつを終わらせていただきます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  まず、総務部から御説明をさせていただきます。 

 １ページをお開き願いたいと思います。条例第１号、壱岐市役所の位置を定める条例について。

地方自治法第４条の規定によりまして、事務所の位置を定めることとなっております。合併協定

書に基づき位置を定めております。 

 ２ページをお開き願いたいと思います。非常に写りが悪いかと思いますが、右下の方にページ

を打っております。マイクの都合で座らせていただきます。２ページ、おわかりでしょうか。条

例第２号、壱岐市の休日を定める条例について。日曜日及び土曜日、それから国民の祝日に関す

る法律に規定する休日、年末年始は執務を原則行わない日と定めております。旧４町、広域とも、

基本的には一致をいたしております。以上が条例第２号の説明でございます。 

 ３ページをお開きください。条例第３号、壱岐市公告式条例についてでございます。条例等を

公布する場合の要領等を定めた公告式は、地方自治法第１６条第４項第５号の規定に基づくもの

でございまして、公布場所は本庁と４支所の計５カ所といたしております。 

 ６ページをお開きください。条例第４号、壱岐市議会定例会条例について。地方自治法第

１０２条第２項の規定による、上限の年４回といたしております。以上でございます。 

 ７ページをお開き願いたいと思います。条例第５号、壱岐市行政組織条例について。この条例

は、地方自治法１５８条第７項の規定に基づきまして、市長の権限に属する事務を分掌させるた

め、総務部、市民生活部、産業経済部、建設部、病院管理部の５部の組織として設置をいたしま

して、それぞれの部の事務分掌を定めたものでございます。この条例の施行についての具体的な

事項は、壱岐市組織規則に定めてまいります。消防本部は別に条を起こしております。以上が条

例第５号の関係でございます。 

 ９ページをお開き願いたいと思います。条例第６号、壱岐市支所及び出張所設置条例について。

地方自治法第１５５条第１項の規定に基づきまして、市長の権限に属する事務を分掌させるため、

支所、出張所を設置をいたします。旧４町役場をそれぞれ支所とし、４課を設けております。旧

勝本町の湯ノ本支所、旧芦辺町の那賀出張所、箱崎出張所の３カ所を出張所として、旧４町の区
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域を所管する総合的な行政サービスを提供する行政機関として位置づけたものでございます。旧

郷ノ浦町の事務所につきましては、別に行政組織規則の中で定めております。 

 １１ページをお開きください。条例第７号、壱岐市行政改革推進委員会条例についてでござい

ます。効率的な市政の実現を推進するため置くものでございますが、これまで旧４町、広域にそ

れぞれございましたので、ほぼ内容も同じでございます。今までどおりで定めております。 

 １２ページをお開きください。条例第８号、政治倫理の確立のための壱岐市長の資産等の公開

に関する条例について。政治倫理の確立のため、国会議員の資産等の公開等に関する法律に基づ

きまして、市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めております。準則をベースに作成してお

ります。 

 １５ページをお開きください。条例第９号、壱岐市行政手続条例について。行政手続法の趣旨

にのっとりまして、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、旧４町とも定めて

おりましたので、行政手続法に準じて作成をいたしております。 

 ２８ページをお開きください。条例第１０号、壱岐市情報公開条例について。住民の知る権利

を尊重し、公正で開かれた市政を推進するために設けるものでございます。旧４町の例により作

成をいたしました。これに伴い、当然個人保護条例の整備も必要となってまいりますけれども、

１５年３月に個人保護条例が閣議決定はされておりますけれども、法律自体は来年の４月に施行

予定でございますので、それを待って整備をいたしたく思っております。ほかの自治体も法律に

基づくものはできていない状況でございます。今まで旧郷ノ浦町、勝本町、それから町村組合に

は、電算に関する個人情報の保護の規則はあったところでございますので、その分は規則で定め

ておるところでございます。 

 総務部はとりあえず以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ３９ページをお開き願います。条例第１１号、壱岐市印鑑条例。

この条例につきましては、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めたものでございます。芦

辺町の例により作成をしたものでございます。 

 ４１ページをお開き願います。条例第１２号、壱岐市認可地縁団体印鑑条例。この条例につき

ましては、本市に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法第

２６０条の２第１項の規定に基づき、市長の認可を受けたものを認可地縁団体とするということ

につきましての登録及び証明に関し必要な事項を定めたものでございます。これは、郷ノ浦町の

例により作成をいたしました。 

 ４９ページをお開き願います。条例第１３号、壱岐市船員法に基づく事務取扱いに関する条例。

この条例につきましては、第１条の趣旨にございますように、船員法第１０４条の規定に基づき、
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もろもろの関係法に基づく、本市において処理することとされた事務の取り扱いに関しまして必

要な事項を定めたものでございます。市長の行う事務につきましては、第２条にあるとおりでご

ざいます。郷ノ浦町の例により作成し、窓口対応を行うものでございます。 

 以上でひとまず終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  ５１ページをお開きください。条例第１４号、壱岐市防災会議条例

についてでございますが、災害対策基本法に基づく防災会議の所掌事務及び組織について定めて

おります。 

 ５３ページをお開きください。条例第１５号、壱岐市災害対策本部条例。災害対策基本法に基

づき、災害対策本部に関し必要な事項を準則にのっとり定めております。 

 ５４ページをお開きください。条例第１６号、壱岐市防災行政無線施設条例について。旧４町

にございました防災無線の設置条例を郷ノ浦町の例に倣い作成をいたしております。 

 ５７ページをお開きください。条例第１７号壱岐市防災行政無線戸別受信機設置事業分担金徴

収条例についてでございます。戸別受信機を１世帯２基以上の設置を希望する者または市内に居

住する住民登録外の者、また事業を営む者で設置希望者については、旧郷ノ浦町では１基当たり

３万円の分担金を取っておりましたので、旧郷ノ浦町の例に倣い作成をいたしております。 

 ５９ページをお開きください。条例第１８号、壱岐市交通指導員設置条例についてでございま

す。交通指導員の任命及び身分について必要な事項を定めております。指導員の定数は３２名以

内としております。 

 ６１ページをお開きください。条例第１９号、壱岐市自動車駐車場条例についてでございます。

旧４町と石田町に町営の駐車場がありましたので、両町の例規を考慮し作成をしております。使

用料は合併前と同様となっております。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  ６４ページをお開きください。条例第２０号、サンドーム壱岐

条例でございますが、若者の定住と世代間に魅力のある交流の場の提供をする施設として設置す

るものでございます。旧勝本町の例によりまして、現行のとおりで提案をいたしております。加

えて指定管理者制度の条文を追加をいたしております。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  ６９ページをお開きください。条例第２１号、壱岐市の議会の議員

及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例について。公職選挙法に基づくポス

ター掲示場につきまして、旧勝本町の例に倣い作成をいたしております。 

 ７０ページをお開きください。条例第２２号、壱岐市固定資産評価審査委員会条例についてで
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ございます。地方税法に基づきまして、固定資産評価審査委員会の手続、記録の保持、その他審

査に関し必要な事項を定めるため、準則をベースに作成をいたしております。委員は４名でござ

います。 

 ７５ページをお開きください。条例第２３号、壱岐市総合計画審議会条例についてでございま

す。市の総合計画に関し必要な事項を調査、審議するため審議会を置くこととなりますが、旧勝

本町の例に倣い作成をいたしております。 

 次、７７ページをお開きください。条例第２４号、壱岐市職員定数条例についてでございます。

ここでは一般職に属する常勤の職員の定数について定めておりますが、旧４町と、それから町村

組合の職員定数に国立病院の医療に伴う職員数を加えまして、合計６９３名と定めております。 

 ７９ページをお開きください。条例第２５号、壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例についてでございます。地方公務員法第２８条の規定に基づき、勤務成績不良でございま

すとか、病気等で職員の意に反する降任、免職及び休職の手続、効果並びに失職の例外に関し必

要な事項を定めております。旧郷ノ浦町及び石田町の例に倣い作成をいたしております。 

 ８１ページをお開きください。条例第２６号、壱岐市職員の定年等に関する条例についてでご

ざいます。条例準則に倣い作成をしております。定年年齢は、これまでどおりでありました年齢

といたしております。 

 ８３ページをお開きください。条例第２７号、壱岐市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

についてでございます。地方公務員法に基づきまして、職員の懲戒の手続等に関する必要な事項

を定めております。４町の例に倣い定めておるところでございます。 

 それから、８５ページをお開きください。条例第２８号、壱岐市職員の服務の宣誓に関する条

例についてでございます。地方公務員法第３１条に基づき、新たに職員になった者の宣誓につい

て定めております。 

 ８８ページをお開きください。条例第２９号、壱岐市職員の職務に専念する義務の特例に関す

る条例についてでございます。地方公務員法第３５条の規定に基づきまして、職員の職務に専念

する義務の特例に関し必要な事項を定めております。勝本町、石田町の例に倣い定めておるとこ

ろでございます。 

 ８９ページをお開きください。条例第３０号、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例に

ついてでございます。地方公務員法第２４条第６項の規定に基づきまして、職員の勤務時間、休

日及び休暇に関し必要な事項を定めております。郷ノ浦町の例に倣い定めております。 

 ９６ページをお開きください。条例第３１号、壱岐市職員の育児休業等に関する条例について。

地方公務員の育児休業等に関する法律に基づきまして、職員の育児休業等に関し必要な事項を定

めております。旧４町、広域に相違点はございませんので、そのとおりといたしております。 
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○議長（瀬戸口和幸君）  病院管理課長。 

○病院管理課長（上川 孝一君）  条例第３２号でございますけれども、壱岐公立病院及びかたば

る病院職員の宿舎管理等に関する条例でございますけれども、広域圏の条例へかたばる病院を追

加いたしておりますが、病院の職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本事項

を定めております。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  １０３ページをお開きください。条例第３３号、職員団体のための

壱岐市職員の行為の制限の特例に関する条例。地方公務員法第５５条の２第６項の規定に基づき

まして、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、また活動することができる

場合を定めております。旧４町同じでございましたので、同様といたしております。 

 １０４ページをお開きください。条例第３４号、壱岐市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例についてでございます。地方自治法第２０３条第５項の規定に基づきまして、議員の報

酬、費用弁償及び旅費等について定めております。報酬の額は、報酬審議会の答申に基づき、合

併前の４町の議員報酬の低いところに合わせておりますが、答申の最後には、議員の在任特例の

期間を考慮し結論を出したものであり、その後において改めて検討を加えられることを希望する

という附帯意見がつけられております。合併協議会に報告した後におきまして、議会運営委員長

の報酬について、常任委員長と同額といたしまして新たに加えております。そのほか、費用弁償、

期末手当について定めております。 

 １０９ページをお開きください。条例第３５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についてでございます。地方自治法第２０３条第５号の規定に基づきま

して、議員を除く非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の支給について定めておりま

す。 

 １１５ページをお開きください。条例第３６号、壱岐市証人等に対する実費弁償に関する条例

についてでございます。議会の委員会等に参考人等として出頭した者に対する費用弁償について

定めております。勝本町の例に倣い定めておるところでございます。 

 １１８ページをお開きください。条例第３７号、壱岐市特別職報酬等審議会条例についてでご

ざいます。議員の報酬並びに市長等の給料の額に関する条例を議会に提出する場合には、審議会

の意見を聞くことになっておりますので、そのことについて４町の例に倣い作成をいたしており

ます。委員の数は８名以内といたしております。 

 １１９ページをお開きください。条例第３８号、壱岐市長、助役及び収入役の給与に関する条

例についてでございます。給料の額は、報酬審議会の答申に基づきまして、合併前の４町の町長、
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助役、収入役の低いところに合わせております。手当につきましては一般職の例によるといたし

ておりますが、支給率については、６月期は職員は「１００分の１４０」のところ「１００分の

１６０」に、それから１２月期は「１００分の１６０」のところを「１００分の１７０」となっ

ております。 

 １２０ページをお開きください。条例第３９号、壱岐市長職務執行者の給与及び旅費に関する

条例についてでございます。市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例は、地方自治法第

２０４条第３項の規定に基づきまして定めるものでございますが、給与及び旅費につきましては

市長の例によるといたしております。 

 １２１ページをお開きください。条例第４０号、壱岐市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関する条例についてでございます。教育長は一般職の地方公務員でございます

が、地方公務員法特例法第１７条第１項の規定によりまして、地方公務員法に定める給与、勤務

時間等の規定が適用されませんので、同条第２項の規定に基づきまして、他の一般職に属する地

方公務員とは別に、給与、勤務時間その他の勤務条件について本条例で定めるものでございます。

給料の額は、報酬審議会の答申に基づきまして収入役と同額でございまして、手当等につきまし

ても一緒でございます。教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については一般職の例によると

定めております。 

 １２２ページをお開きください。条例第４１号、壱岐市職員の給与に関する条例についてでご

ざいます。一般職の給与に関する条例は、地方公務員法第２４条第６項の規定に基づきまして定

めるものでございます。職員の給与の適正化は、壱岐市の市政運営を展開するために必要不可欠

な課題でございますが、特に今日の厳しい雇用、それから社会経済情勢の中では、人事院による

勧告に基づき、民間との均衡はもとより、広く市民の方々の理解を得られるよう見直していく必

要がございます。 

 一般職の適用給料表につきましては、県下の８市は８級以上で、町村の８割が８級制を導入を

いたしております。また、全国の市の中でも８割以上が９級制を導入をいたしておりまして、隣

の対馬市も９級制の導入を検討されておりますけれども、壱岐市の場合は現行の７級制に抑えて

おるところでございます。４町の給与格差はないに等しい状況でございますけれども、ただ、旧

町村組合とは多少の格差がございます。合併前の４町、それから町村組合の現給を保障をしなが

らも、職員間に不公平があってはならないわけでございまして、今後調整が必要となってまいり

ます。 

 また、町村組合職員の給料につきましても、議会の方から早急な適正化を図るよう決議がなさ

れておりまして、これが改善に向け早急に取り組まなければならないということも思っておりま

す。 
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 次に、県の機構改革に伴いまして、平成１９年３月で県下の教育事務所は一斉廃止が打ち出さ

れておりまして、計画的に指導主事の配置要望があっております。壱岐市教育委員会の場合、学

校教育課長１名、それから指導主事４名の計５名は必要とされております。指導主事は教育指導

の専門性を要することから、公立学校教員を配置をすることといたしまして、平成１６年度から

人件費は県費負担での派遣が２名、それから割愛人事の市費の負担が２名の計４名を配置の予定

でございます。１７年度も同数といたしまして、１８年度からは県の派遣が２名、それから市の

負担が３名の５名体制をとってまいりまして、１９年度から５名全員が市で負担をするというこ

とになるわけでございます。 

 以上のようなことから、条例の中には割愛人事を願う教職員の給与の支給ができますよう、教

育職給料表でありますとか、教職の調整手当、それから特殊勤務手当等の所要の整備をいたして

おります。また、５８歳に達した職員は昇給停止というふうにいたしております。 

 それから、管理職手当につきましては、病院長が１８％、それから部長職が１５％、それから

課長等は１０％といたしております。そのほかはこれまでのとおりでございます。 

 １５１ページをお開き願いたいと思います。条例第４２号、壱岐市職員の特殊勤務手当に関す

る条例についてでございます。職員手当につきましては、合併当初から新市としての統一性を保

つ必要性から特殊勤務手当等の見直しを行いまして、４町で内容、金額に差異があるもの、また

時代にそぐわないもの等につきましては廃止を含め調整をいたしまして、職員組合とも合意を得

ましたので条例化したところでございます。 

 １５６ページをお開きください。条例第４３号、壱岐市技能労務職員の給与の種類及び基準に

関する条例についてでございます。壱岐公立病院、かたばる病院に勤務する現業職員の給与等に

ついて定めております。 

 １５９ページをお開きください。条例第４４号、壱岐市職員等の旅費に関する条例についてで

ございます。これは、旧４町及び町村組合の例により作成をいたしております。 

 １７５ページをお開きください。条例第４５号、壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例についてでございます。現行の４町の条例をベースに、地方自治法施

行令第１２１条の２に規定する基準をもとに、市の場合は予定価格１億５,０００万円以上の工

事費の請負、財産の取得または処分──請負でございます。財産の処分または予定価格２,０００万

円以上の不動産、もしくは動産の買い入れ、もしくは売り払いについては議会の議決を得なけれ

ばならないとなっておりますので、それらについて条例で定めております。 

 １７６ページをお開きください。条例第４６号、壱岐市財政状況書の作成及び公表に関する条

例についてでございます。地方自治法に規定する財政状況の公表に関する文書の内容及び公表時

期等、必要な事項を定めております。 
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 １７８ページをお開きください。条例第４７号、壱岐市特別会計条例についてでございます。

これまでの旧４町及び町村組合の特別会計に、かたばる病院併設の精神障害者地域支援センター

事業特別会計、精神障害者福祉ホームＢ型事業特別会計を加えまして、合計１３の特別会計とな

っております。 

 なお、地方公営企業法の適用のあるものにつきましては、特に条例で設置をする必要はないこ

ととなっております。例えば病院事業でございますとか、上水道事業等でございます。これらは

設置をいたしておりません。 

 １７９ページをお開きください。条例第４８号、壱岐市税条例についてでございます。条例準

則に倣い作成をいたしております。税率につきましては標準税率でございます。 

 ２７７ページをお開きください。条例第５６号ということで、壱岐市議会の議決に付すべき公

の施設に関する条例についてでございますが、本来ならば、条例第５６号でございますから後の

方で出てくるわけでございますけれども、ちょっと編集いたしますときにページが間違っており

まして、まことに申しわけございません。ページの都合で、ここで説明をさせていただきたいと

いうふうに思います。説明が前後することをおわびをいたします。市の公の施設のうち、長期的

に、独占的に利用させるとき、または地方自治法９６条第１項第１１号の規定により、または廃

止または長期的に利用させようとするときは２４４条の２の２項の規定によりまして、議会の議

決を得なければならないとなっておりますので、その施設につきましてここで定めておるところ

でございます。 

 ２７９ページをお開きください。条例第４９号、壱岐市国民健康保険税条例についてでござい

ます。準則に基づきまして作成をいたしております。３月分の税率は、それぞれ旧町の税率を適

用いたします。基礎課税総額は旧町と同様の算定方式で、所得割、資産割、被保険者均等割、世

帯別平等割の方式で算定課税を行いまして、納期は１０期徴収で行います。また、新年度の税率

は、医療費の動向と、それから所得の状況をかんがみまして改めて決定をいたしたいと考えてお

ります。 

 ２９０ページをお開きください。条例第５０号、壱岐市税等の徴収等の特例に関する条例につ

いてでございます。市税等の納付成績の向上と事務の合理化を図るために徴収の特例を設けるこ

とといたしておりまして、旧芦辺町の例に倣い必要な事項を定めております。 

 ２９３ページをお開きください。条例第５１号、壱岐市行政財産使用料条例についてでござい

ます。地方自治法の規定による許可を受けて行政財産を使用する場合の使用料について必要な事

項を定めております。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ここでしばらく休憩します。なお、再開は１０分後、ステージの時計で

１１時５分とします。 



- 20 - 

午前10時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時05分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開いたします。 

○総務部長（澤木 満義君）  ２９３ページをお開きください。条例第５１号、壱岐市行政財産使

用料条例についてでございます。地方自治法の規定による許可を受けて行政財産を使用する場合

の使用料の徴収について必要な事項を定めております。 

 ２９６ページをお開きください。条例第５２号、壱岐市手数料条例についてでございます。地

方自治法に基づき市が徴収する手数料について定めておりますが、地方自治法２２８条で、使用

料、手数料については全国的に統一して定めることが必要な事項については政令で定める金額を

標準にして定めるとなっております。４町とも単位のとり方こそ違え、金額に差異はございませ

んので、今までの額をもとに定めております。 

 ３０５ページをお開きください。条例第５３号、壱岐市証紙徴収条例についてでございます。

地方自治法２３１条の２によりまして、手数料の徴収については証紙による収入の方法によるこ

とができるとなっております。４町のうち２町が証紙、２町が納入額通知書による収入となって

おりましたので、証紙による方法を採用いたしまして条例を定めております。 

 ３０６ページをお開きください。条例第５４号、壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条例

についてでございます。地方自治法第３１条の３の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数

料及び過料等の市の収入に係る督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収につきましては別に定め

ております。 

 ３０８ページをお開きください。条例第５５号、壱岐市財産の交換、譲与、無償貸付等に関す

る条例についてでございます。市有財産の交換、譲与、貸付等につきまして、旧４町及び町村組

合の例に倣い定めております。 

 ３１１ページをお開きください。壱岐市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に

ついてでございます。地方自治法の改正に伴いまして、公の施設の管理方法が管理委託制度から

指定管理者制度に移行をされております。これまでは、公の施設の管理運営は、市町村が出資を

いたしました出資法人ですとか、公共団体及び公共的団体だけしか委託することができませんで

した。しかし、指定管理者制度の導入によりまして、今後は民間の事業者、ＮＰＯ法人、それか

らボランティア団体なども広く公募して施設の管理者を決めていくことになるわけでございます。

そのための手続等につきまして条例で定めております。 

○議長（瀬戸口和幸君）  病院管理課長。 

○病院管理課長（上川 孝一君）  ３１４ページでございますけれども、条例第５８条、壱岐市医
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学生奨学資金貸付基金条例でございますけれども、医学生奨学資金の貸し付けに関する事務を円

滑かつ効率的に行うために設置をいたしております。基金の額でございますけれども、３,０００万

円とするとなっておりますけれども、これまでに積み立てた実績はございません。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  条例第５９号、壱岐市老人福祉施設整備基金条例についてでござい

ますけれども、老人福祉施設の整備充実を図るため基金を設置するものでございます。基金の種

類といたしましては、老人ホーム事業施設整備基金、それから特別養護老人ホーム事業施設整備

基金となっております。 

 ３１８ページをお開きください。条例第６０号、壱岐市ふるさと市町村圏基金の設置、管理及

び処分に関する条例についてでございます。この基金につきましては、地域振興事業を積極的に

進めることを目的といたしまして、平成元年度から地総債によります財政措置によりまして、そ

の造成が図られてきたところでございます。ところが、近年の低金利により十分な運用収入が確

保できない状況にございます。果実運用がままならない中、取り崩し等も含め今後検討を要する

とは思われますけれども、いろいろな制約もございますので、とりあえず現行のまま、旧町村組

合の例に倣い作成をいたしております。 

 ３２０ページをお開きください。条例第６１号、壱岐市財政調整基金条例についてでございま

す。財政の健全な運営に資するため基金を設置をいたしますけれども、内容は現行のとおりでご

ざいます。 

 ３２２ページをお開きください。条例第６２号、壱岐市減債基金条例についてでございますが、

起債の償還に必要な財源を確保し、市の財政の健全な運営に資するため設けるものでございます。

内容はこれまでのとおりでございます。 

 ３２４ページをお開きください。条例第６３号、壱岐市減価償却基金条例についてでございま

す。農業機械銀行の農業用機械、それから車両の購入でございますとか、三島航路事業のフェ

リーの建造や購入の財源に充てるために設けるものでございます。内容は現行のとおりといたし

ております。平成１６年２月時点では基金の残金はゼロで、これは一時借り入れしないために基

金取り崩しをしたものでございます。なお、平成１５年度の１カ月の暫定予算には、１,０００万

円の積立金を計上済みでございます。 

 ３２６ページをお開きください。条例第６４号、壱岐市地域振興基金条例についてでございま

す。地域振興に資する事業の財源に充てるため設けるものでございます。内容はこれまでのとお

りでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 
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○市民生活部長（布川 昌敏君）  ３２８ページをお開き願います。壱岐市地域福祉基金条例。こ

の条例につきましては、在宅福祉、健康づくり、民間活動の活発化等、地域福祉の向上を図るた

めの基金を設置しようとするものでございます。設置したものでございます。積み立てにつきま

しては、一般会計歳入歳出予算の予算で定めるということにいたしております。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  教育長。 

○教育長（高田 國行君）  本議会に教育委員会関係の条例を３０件上程をしておりますが、その

都度説明を教育次長にさせますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  教育次長。 

○教育次長（鳥巣  修君）  それでは、座って失礼させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。３３０ページ、壱岐市教育振興基金条例でございますけれども、これは郷ノ浦町の例に倣

って、基金の種類、積み立て、管理等について定めるものでございます。条例第６６号でござい

ます。 

 ３３２ページ、壱岐市奨学資金運用基金条例。これにつきましても郷ノ浦町の例に倣って、管

理、貸付対象、貸付金額等を定めるものでございます。 

 ３３４ページ、条例第６８号でございますが、壱岐市原の辻遺跡保存整備基金条例。これは、

芦辺町で平成６年に定められておりましたものをベースに、もとに条例を作成しております。こ

れは、積み立て、管理等について定めておるものでございます。 

 ３３６ページ、石田町にあります松永記念館ですけれども、松永記念館維持管理基金条例、条

例第６９号でございますが、石田町の例に倣って作成をいたしております。これにつきましても

積み立て、管理等について定めております。 

 ひとまず以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ３３８ページでございます。条例第７０号、壱岐市国民健康保

険財政調整基金条例。この条例につきましては、国民健康保険事業の保険給付に要する費用に不

足を生じたときの財源を積み立てるため基金を設置するものでございます。積み立てにつきまし

ては、国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額とするということにいたしております。 

 ３４０ページをお開き願います。壱岐市国民健康保険出産費資金貸付基金条例。この条例の目

的につきましては、出産一時金の支給を受けることが見込まれる世帯に対しまして、その間の費

用を支払うための資金として貸し付けるというものでございます。もって被保険者の福祉の向上

に寄与することを目的とするということでございます。勝本町の例により、これを作成をいたし

たものでございます。 
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 ３４３ページ、条例第７２号、壱岐市国民健康保険直営診療所財政調整基金条例。この条例に

つきましては、直営診療所の特に重要な事業の執行、その他財源の不足を生じたときの財源を積

み立てるため基金を設置するものでございます。積み立てにつきましては、これも同じように国

民健康保険特別会計の歳入歳出予算で定める額とするということにいたしております。 

 ３４５ページでございます。壱岐市介護給付費準備基金条例、条例第７３号でございますが、

これにつきましては、介護保険の中期的な財政の調整を図るため、壱岐市介護給付費準備基金を

設置するものでございます。この積み立てにつきましては、予算の範囲内の額とするということ

でございます。以下、管理、運用基金の処理、振りかえ運用、処分等について規定をしたもので

ございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  ３４７ページでございます。条例第７４号、壱岐市土地開発基金条

例についてでございますが、公用、もしくは公共用に供する土地をあらかじめ取得することによ

りまして、事業の円滑な執行を図るため設置するものでございます。内容はこれまでどおりでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  ３４９ページをお開きください。条例第７５号、壱岐市中山間

ふるさと活性化基金条例でございますが、土地改良施設の機能向上や維持管理に充てることので

きる財源として基金を創設するものでございます。基金の積み立てについては、一般会計予算で

定めるという額にいたしておりますが、現在、旧４町に１,０００万円を各町基金として積み立

てておりましたので、そのままこれを従来どおり積み立てる予定にいたしております。 

 ３５１ページをお開きください。条例第７６号、壱岐市家畜導入事業資金供給事業基金条例で

ございますが、肉用牛の繁殖雌牛の導入事業に要する経費の財源として設置をするものでござい

ます。基金の額の使用といたしましては、国、県費、そして市費を合わせまして、１頭当たり

１３万８,０００の補助金がございますので、これを１度基金として積み立てをいたします。そ

して、これを上半期、下半期に分けて、導入実績に応じてＪＡ壱岐郡に支援をする場合に、当基

金より取り崩しを行って一般会計へ繰り入れてから繁殖雌牛の導入事業への補助をする制度でご

ざいます。要するに、国県費、市費を合わせて、１頭１３万８,０００円を一度基金として積み

立てる財源に充てるものでございます。 

 ３５３ページ、条例７７号、壱岐市沿岸漁業振興基金条例でございますが、本市沿岸における

沿岸漁業等の振興を図るための財源として設置するものでございます。これは旧芦辺町にござい

ましたが、海砂の事務手数料として県より市へ立米当たり９円４０銭が１５年度実績で交付をさ
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れております。これを基金として水産振興に充てるものでございます。 

 ３５５ページをお開きください。条例第７８号、壱岐市栽培漁業振興基金条例でございます。

これも沿岸海域における種苗放流の推進を図るための財源として基金を設置するものであります

が、郷ノ浦のアワビ種苗センター、稚貝の売上金を基金として積み立てて種苗放流の推進を図る

ものでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  建設部長。 

○建設部長（白川 武春君）  ３５７ページをお開きください。条例第７９号、壱岐市簡易水道事

業特別会計基金条例について御説明申し上げます。簡易水道事業の増補改良事業に要する経費と

災害が発生した場合の工事費に充当する財源を積み立てるためのものでございます。積み立てる

額については、毎年予算で定める額とされております。芦辺、石田、郷ノ浦については既に設置

されてありましたので、芦辺町の例により作成されたものでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ３５９でございます。条例第８０号、壱岐市災害資金貸付基金

条例。この条例の設置につきましては、災害復旧に要します資金を貸し付けることによって、災

害の復旧の促進、それから民生の安定を図ろうとするものでございまして、そのために基金を設

置するものでございます。基金の額は２,０００万円とするということでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ３６１ページ、条例第８１号、壱岐市立老人ホーム事業及び特

別養護老人ホーム事業財政調整基金条例。この条例につきましては、両ホームの重要な事業の執

行、地方債の償還、その他財源の不足を生じたときのために財源を積み立てるものでございます。

この基金を設置をするものでございます。したがいまして、基金の種類といたしましては、１つ

には、老人ホーム事業財政調整基金、２つ目に、特別養護老人ホーム事業財政調整基金というこ

とになるわけでございます。積み立てにつきましては、毎年度基金として積み立てますし、予算

で定める額とするということでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  教育次長。 

○教育次長（鳥巣  修君）  ３６３ページ、条例第８２号でございますが、壱岐市教職員宿舎の

設置に関する条例でございます。これは、壱岐市内の学校に勤務する教職員のため教職員宿舎を

設置するというものでございます。第２条に書いてありますように、それぞれの場所に先生方の

宿舎が設けられております。 

 ３６４ページでございます。条例第８３号、壱岐市立小・中学校設置条例でございます。これ

は、学校教育法第２条に基づいて小学校、中学校を設置するものでございますが、これは現在あ

ります４町の学校の位置だとか、あるいは名称だとか、そういったものを規定するものでござい
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ます。次のページをお開きいただきたいと思います。３６５ページに小学校について、三島小学

校の長島、原島分校もひっくるめまして、今度は２０校となります。次のページをお開きいただ

きます。中学校は１０校となります。 

 次の幼稚園設置条例でございますけれども、これは同じく学校教育法に基づく幼稚園でござい

ますが、４町にございます幼稚園、条例第８４号、壱岐市立幼稚園設置条例でございます。９校

が幼稚園、壱岐市内の幼稚園ということになります。 

 ３６８ページ、条例第８５号、壱岐市立幼稚園授業料徴収条例ということで、第１条に書いて

おりますように、幼児の保護者から第６条の規定により授業料を徴収するということで、月額

４,２００円ということで、徴収納付の方法、減免等について定めておるものでございます。 

 ３７０ページ、条例第８６号、壱岐市奨学金貸与条例ということで、これ本市の第１条に書い

ておりますように、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学が困難な者に対して奨

学金を貸与し、有能な人材を育成すると。これは、県の奨学金に漏れた人に対して貸与するとい

うものでございます。貸与人員等については第３条に書いております。壱岐全体で４人以内とい

うことでございます。 

 ３７４ページ、条例第８７号、壱岐市学校給食センター及び学校給食共同調理場設置条例。こ

れは郷ノ浦町の例に倣ってつくっております。設置につきましては、ここに書いております郷ノ

浦、勝本、石田のそれぞれの施設ということでございます。給食費等については別の規則で定め

ております。 

 ３７５ページ、条例第８８号、壱岐市社会教育委員条例。これにつきましては、社会教育法に

基づきまして社会教育委員を置くと。第２条に書いております、１５名以内ということでござい

ます。これにつきましては、学校代表、社会教育団体代表、学識経験者等から組織されます。こ

れは勝本、芦辺、石田の例に倣ってつくっております。 

 ３７６ページ、条例第８９号、壱岐市社会教育指導員設置条例でございます。これにつきまし

ては、社会教育主事等おりますけれども、指導体制をさらに充実していくためということで、い

ろいろ経験の豊富な方あたりをお願いするということになりますが、芦辺、石田に今１名ずつ配

置をしております。 

 ３７７ページ、条例第９０号、壱岐市公民館条例。これにつきましては、各町に今まで中央公

民館、地区公民館があったわけでございますが、この表のとおり、郷ノ浦庁舎内にあります教育

委員会に中央公民館を置き、今まで中央公民館でありましたところは地区公民館として、例えば

勝本地区公民館、芦辺地区公民館ということで、中央公民館１カ所、あとは地区公民館というこ

とでございます。 

 ３８１ページ、条例第９１号、壱岐市郷ノ浦図書館条例ということで、これは図書館法に基づ
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く図書館の設置でございます。郷ノ浦町の例に倣って条例整備をしております。 

 ３８２ページ、条例第９２号でございます。壱岐市視聴覚ライブラリー条例。これにつきまし

ては、ここに書いております視聴覚教育の普及、振興を図るためライブラリーを設置するという

ものでございまして、これまで郡民センターにありましたけれども、今度は教育委員会の中に置

くということでございます。 

 ３８３ページ、条例第９３号、壱岐郷土館条例でございます。これは、壱岐に関する歴史、民

俗、あるいは芸術の研究資料を収集しということで、教育文化の発展に寄与するということで、

郷ノ浦町にあります壱岐郷土館の例に倣って作成をいたしております。 

 続きまして、３８８ページ、条例第９４号、松永記念館条例でございます。これは、松永安左

エ門の遺徳をしのび、青少年の教育の源泉に資するということで、石田町に設置しておるもので

ございます。これは、設置、管理、入館等について定めるものでございます。 

 ３９１ページ、条例第９５号、壱岐西部開発総合センター条例ということで、これは産業文化

の振興及び住民福祉の増進を図るということで、ここの会場のことでございます。これにつきま

して、勝本の条例に倣いまして設置、管理、使用等について定めるものでございます。 

 ３９５ページ、条例第９６号、壱岐島開発総合センター条例でございます。これにつきまして

は、芦辺にあります、今まで離島開発総合センターということで呼んでおりますが、これにつき

まして、設置、そして維持、利用の方法等について定めておるものでございます。 

 ３９９ページ、条例第９７号、壱岐市石田町住民センター条例。これにつきましては、地域住

民の教育文化、産業の振興、健康の増進、社会福祉の向上ということで、３カ所、湯岳、久喜、

池田に定めて設置しておりますものにつきまして、石田町の例によって定めるものでございます。 

 ４００ページ、条例第９８号、壱岐市体育施設条例。これにつきましては、市民の体育の普及

及びその振興を図るためということで、この表に書いております施設につきまして、設置、管理、

使用等について定めるものでございます。これは郷ノ浦町の例によって定めるものでございます。 

 ４０５ページ、条例第９９号、壱岐市ふれあい広場条例でございます。これは、市民のスポー

ツの振興を図るためということで、芦辺町の九電の事務所の近く、川のほとりのところに広場が

設置されておりますが、芦辺町の例によって定めるものでございます。これにつきましても、設

置、管理、運営、そして使用等について定めるものでございます。 

 それから次、４１２ページ、条例第１００号、壱岐市勝本Ｂ＆Ｇ海洋センター条例でございま

す。これは、海洋性のスポーツとレクリエーションを通じて住民の福祉向上、そして青少年の育

成等を図るということでございます。勝本町の例に倣っております。これにつきましては、体育

館が新城西触のところ、Ｂ＆Ｇプールが湯ノ本の小中学校の校舎の近くでございます。これにつ

きましても、管理、使用等について定めるものでございます。 
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 ４１６ページ、条例第１０１号でございます。壱岐市文化財保護条例でございます。これは、

国とか県の指定を受けていない、壱岐市の区域内にあるもので重要なものを指定して、その保存

及び活用を図るために必要な処置を講ずるということで、文化財の定義あるいは管理の方法等に

ついて定めるものでございます。これは各町の例に倣って作成をいたしております。 

 ４２０ページ、条例第１０２号、壱岐市文化財保護審議会条例。これにつきましては、市内に

存在する文化財の保存及び活用を図るため審議会を置くというものでございます。委員の定数は

５人以内ということで、芦辺町の例に倣って作成をいたしております。 

 ４２２ページ、条例第１０３号でございます。壱岐市文化財展示館条例。これにつきましては、

芦辺町の深江にあります安国寺にあります展示館につきまして、芦辺町の例に倣って作成いたし

ております。 

 ４２３ページ、壱岐風土記の丘条例でございます。これは、勝本町布気触、国道沿いにありま

す風土記の丘につきまして、勝本町の例に倣って設置、管理、入園等について定めるものでござ

います。 

 私の方から以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ４２６ページでございます。条例第１０５号、壱岐市福祉事務

所設置条例。この条例につきましては、新市壱岐市が誕生いたしましたことにより、今回の

２３５件のうち唯一新規で、かつ法的な義務によって定めたものでございます。条文につきまし

ては短うございますけれども、いわゆる法でもって福祉事務所の設置が義務づけられております

ことによりまして、それを設置するという条例でございます。名称及び位置につきましては第

２条で掲げております。所員の定数につきましては、壱岐市の定数条例の中でこれを定めておる

わけでございます。 

 ４２７ページでございます。壱岐市福祉医療費の支給に関する条例。この条例の目的につきま

しては、第１条にございますように、心身障害児、乳幼児、母子家庭の母、母子家庭の子及び寡

婦等に対して医療費の一部を支給することによって、福祉の増進を図ろうとするものでございま

す。第２条に定義がございます。それから、支給対象者あるいは支給の制限、受給の資格の認定、

支給の方法等について規定をしたものでございます。 

 ４３２ページ、条例第１０７号壱岐市石田町総合福祉センター条例、第１条で設置を規定いた

しておりますが、市民の福祉増進、健康保持、教養の向上、レクリエーション等の利用に供する

ために、壱岐市石田町総合福祉センターを設置をするという規定でございます。この中で第３条

に管理の代行等の規定を追加をしております。いわゆる指定管理者の条項をここで規定をしてお

るところでございます。 
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 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  ４３３ページをお開きください。条例第１０８号壱岐市芦辺浦住民

集会所条例についてでございますが、芦辺浦にございます住民集会所につきまして、住民の集会、

その他水産商工等、諸活動の用に供するために設置するものでございます。旧芦辺町の例により

定めておるところでございます。その中で第６条からは、指定管理者制度のことについて加えて

おるところでございます。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ３６ページ、条例第１０９号壱岐市健康公園条例、これにつき

ましては芦辺町の例により作成をいたしております。 

 ４３７ページ、条例第１１０号壱岐市僻地保健福祉館条例、僻地保健福祉館につきましては、

第１条にございますように、地域福祉の増進を図ることを目的として福祉館を設置するものでご

ざいます。第２条におきましては、福祉館の名称及び位置を掲げております。記載のとおりでご

ざいます。以下、利用の許可、利用の制限等について定めております。 

 ４３９ページ、条例第１１１号壱岐市石田町生きがい広場条例、この条例の設置につきまして

は、市民の福祉増進、健康保持、教養の向上及びスポーツ等を通じ、市民の交流と触れ合いを高

め、健全で潤い豊かな人間形成の場として活用するために、これを設置するものでございます。

名称及び位置、第２条にございます。利用の制限、使用料、原状回復の義務等々につきまして定

めておるわけでございます。 

 ４４２ページ、条例第１１２号石田ふれあいの森広場条例、この条例も前条例と同じように、

市民の福祉増進、健康保持、レクリエーション等の利用に供し、市民憩いの場及び触れ合いの場

として、この広場を設置をするものでございます。以下、名称及び位置、利用の許可、利用の制

限、取り消し等々につきまして定めておるものでございます。 

 ４４６ページ、条例第１１３号壱岐市生活館条例、地域住民の生活環境の整備を図り、保健、

医療、福祉に関しますところの相談、教育、文化、体育、集会、娯楽等、生活の各般の便宜に供

するために、生活館を設置をするものでございます。生活館の名称及び設置場所は、第２条に規

定をしておるとおりでございます。以下、利用の制限、使用料、原状回復等々につきまして定め

ておるものでございます。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産経部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  ４４８ページをお開きください。条例第１１４号壱岐市自動車
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教習場条例、市民の職業補導のために、自動車等の運転に関する技能及び法令、並びに自動車の

構造及び取り扱い方法について、教習または練習させまして、あわせもって運転免許試験場を設

置するものでございます。内容は現行のとおりでございまして、旧郷ノ浦町の例によって調整を

いたしております。なお、６条には指定管理者を適用いたしております。 

○議長（瀬戸口和幸君）  教育次長。 

○教育次長（鳥巣  修君）  ４５６ページ、条例第１１５号でございます。壱岐文化ホール条例、

これにつきましては市民の文化、教養の向上と教育の振興及び福祉の増進を図るということで、

設置の目的を定めております。これにつきましては、郷ノ浦町にあります今までの条例に基づき

まして、設置、管理、使用、あるいは具体的に別表を定めまして、使用料等を定めるものでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ４６２ページ、条例第１１６号壱岐市災害弔慰金の支給等に関

する条例、この条例の目的につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律等の規定に準拠い

たしまして、自然災害により死亡した場合、その遺族に対する災害弔慰金の支給、それから障害

を受けた市民に対し災害見舞金の支給を行うための資金貸し付けを行うことによって、市民の福

祉及び生活の安定に寄与することを目的として設置をするものでございます。第２条には定義を

定めております。それから、災害弔慰金の支給、支給の順序、あるいは災害弔慰金の額、死亡の

場合が５００万円でございます。最高が５００万円でございます。あと死亡の推定、支給の制限、

支給の手続、あるいはまた災害見舞金の支給等について定めたものでございます。 

 ４６７ページ、条例第１１７号壱岐市福祉資金貸付事業の補助に関する条例、この条例につき

ましては、福祉資金貸付事業の助長とその促進を図るため、貸付資金の補助に関し必要な事項を

定めたものでございます。定義といたしましては、生活困窮者に対し必要な奨学資金の貸し付け

を行う事業に対しまして、壱岐市が補助を行おうとするものでございます。すなわち壱岐市社会

福祉協議会がそれを行う場合に限って、これを補助しようとするものでございます。以下、補助

の条件、使用の制限、補助金の返還等について定めております。 

 ４６９ページ、条例第１１８号壱岐市保育所条例、この条例は児童福祉法第３５条第３項の規

定に基づき設置をするものでございます。保育所の名称及び位置につきましては、第２条に掲げ

ているとおりでございます。以下、職員の配置、入所児童、委任事項を定めております。 

 ４７１ページ、条例第１１９号壱岐市保育の実施に関する条例、第１条では、児童福祉法第

２４条の規定に基づくところの保育の実施に関し必要な事項を定めるということでございます。

以下、保育の実施の基準、それから委任事項の規定をいたしております。 
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 ４７３ページ、条例第１２０号壱岐市保育所保育料徴収条例、この条例は保育所に係りますと

ころの保育料の徴収に関し定めたものでございます。保育料の額につきましては、市長が規則で

別に定めるということにいたしております。保育料の納期につきましては、毎月末日までに納付

しなければならないという規定でございます。 

 ４７４ページ、条例第１２１号壱岐市へき地保育所設置条例、この条例の設置につきましては、

児童福祉法第２４条の規定に基づき、へき地保育所を設置するものでございます。名称及び位置

につきましては、第２条に掲げているとおりでございます。以下、保育料、委任事項を規定をい

たしております。 

 ４７５ページ、壱岐市へき地保育所保育料徴収条例、前条例の保育につきますところの保育料

の徴収に関しまして規定をいたしております。保育料の額が月額３,７００円ということでござ

います。保育料の減免、保育料の納期、委任等を規定をいたしております。 

 ４７６ページ、条例第１２３号壱岐市児童館条例、この児童館条例につきましては、児童の健

全な遊びを通しての児童福祉の向上を図るという観点から、児童館を設置をするものでございま

す。児童館の名称につきましては、壱岐市芦辺町八幡児童館のみでございます。 

 ４７７ページ、条例第１２４号壱岐こどもセンター条例、第１条では、心身に障害のある児童、

心身障害児に対しまして日常生活における基本動作及び集団生活への順応等を通園の方法により

指導、育成するため、壱岐こどもセンターを設置するということにいたしております。名称及び

位置につきましては、第２条に掲げておるとおりでございます。いわゆる心身障害児のデイサー

ビス事業ということになると存じます。 

 ４７８ページ、条例第１２５号壱岐市児童遊園条例、この条例につきましては、芦辺町の例に

より作成をいたしております。位置、名称につきましては、第２条にあるとおりでございます。 

 ４７９ページ、条例第１２６号壱岐市母子健康センター条例、本健康センターにつきましては、

旧芦辺町にのみございます。母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及

び幼児の保健指導を行うため、母子保健法第２２条第１項の規定に基づき、母子センターを設置

をするものでございます。第２条では、位置及び名称を記載をいたしております。利用の許可、

利用の制限、利用許可の取り消し等を記載いたしております。 

 ４８２ページ、条例第１２７号壱岐市出産祝金支給条例、少子高齢化が進む中で、出産祝金の

支給をし、いわば出産を奨励するということの目的のための条例でございます。いわゆる市政の

反映と住民福祉の向上に寄与することを目的とする条例でございます。第２条には支給要件、そ

れから手続の申請及び認定、祝金の額、第２子が３万円、第３子以降につきましては１０万円と

すると。それから、祝金の返還等につきまして規定をいたしております。 

 ４８４ページ、条例第１２８号壱岐市老人憩いの家条例、設置の目的でございますが、老人、
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母子、身障者及び一般住民の教養、娯楽、福利厚生等の諸活動を助長し、生活福祉の向上に資す

るため、老人憩いの家を設置をするものでございます。老人憩いの家の位置、名称、箇所数につ

きましては、２条にあるとおりでございます。以下、使用料、委任の規定を設けております。 

 ４８６ページ、条例第１２９号壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや条例、市民の福祉、健

康の増進、社会福祉活動の向上及び世代間の交流の場づくり等のため、その拠点としてふれあい

センターかざはやを設置するものでございます。このセンターにつきましては、勝本町大久保触

にございます。第３条には、管理の代行等、すなわち指定管理者制度をここで設けておるところ

でございます。それから第４条では行う事業、それから第５条では職員の配置の条項、利用の許

可、利用許可の取り消し、使用料、使用料の減免、損害賠償等につきまして規定をしておるとこ

ろでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ここでしばらく休憩します。なお、再開は１３時とします。 

午後０時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時58分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開します。 

 市民生活部長、説明を続けてください。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ４９０ページ、条例第１３０号壱岐市芦辺町クオリティーライ

フセンターつばさ条例、この条例につきましては、人間としての尊厳を保ちながら、人生、生活

の質をいかに高めんがためとしての諸活動を構築するために、地域福祉活動拠点として整備をす

るために設置をするものでございます。位置につきましては、壱岐市芦辺町箱崎中山触２５４８番

地でございます。以下、使用料、管理の代行等、これにつきましては、いわゆる指定管理者の適

用をせんがための条項を追加をしておるところでございます。その他委任の条項を規定をいたし

ております。 

 ４９３ページ、条例第１３１号壱岐市全天候型多目的施設条例、この条例につきましては、芦

辺町諸吉大石触にございます多目的施設でございます。老人スポーツ等を通じまして、人間形成

の場として、これを活用するということで設置をするものでございます。以下、利用の許可、利

用の制限、権利譲渡の禁止、許可の取り消し等につきまして規定をいたしておるところでござい

ます。 

 ４９６ページ、条例第１３２号壱岐市大谷公園ゲートボール場条例、記載のとおり大谷公園に

ゲートボール場を設置するものでございます。 

 ４９７ページ、条例第１３３号壱岐市敬老祝金条例、この祝金条例につきましては、７７歳に

達した方に対しまして祝金を支給するということを定めた条例でございます。祝金の額は
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５,０００円とするということでございます。それから、受給権の消滅、未支給の祝金の取り扱

い、譲渡等の禁止等につきまして規定をいたしております。 

 ５００ページ、条例第１３４号壱岐市長寿祝金条例、この条例につきましては、１００歳に達

した方に対しまして１０万円の祝金を支給しようとする条例でございます。なお、この場合は、

前号の敬老祝金との併給ができるという規定になっております。第６条にございます。 

 ５０３ページ、条例第１３５号壱岐精神障害者地域生活支援センター設置条例、この条例につ

きましては、精神障害者福祉のため精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５０条第２項の

規定により、支援センターを設置するものでございます。かたばる病院内にこれを設置をするも

のでございます。 

 ５０４ページ、条例第１３６号壱岐市国民健康保険条例、国民健康保険のもろもろの事項につ

きまして、この条例で規定をしておるわけでございます。まずもって国保運営協議会の委員の定

数を規定をいたしております。それから、規則への委任、あるいは被保険者が３章で規定をいた

しております。それから、患者が病院等へ払いますところの医療費、すなわち一部負担金の項目

が第５条に規定いたしております。それから第６条では、出産育児一時金を規定をいたしており

ます。出産育児一時金として３０万円を支給すると規定いたしております。それから、葬祭費、

委任事項を規定をいたしております。第５章につきましては、保健推進関係の保健事業を規定を

いたしております。第６章におきましては、国民健康保険税の規定をいたしておりますが、これ

は先ほど説明をいたしました国民健康保険税条例にゆだねておるわけでございます。第７章では、

罰則規定がございます。以上が国民健康保険条例でございます。 

 ５０８ページ、条例第１３７号壱岐市国民健康保険直営診療所条例、この条例につきましては、

直営診療所につきまして規定をしておるものでございます。すなわち第２条にございます勝本、

それから湯ノ本の両診療所についての規定でございます。それから、第３条の使用料とございま

すけれども、これは前国民健康保険条例で説明いたしました一部負担金に相当するものでござい

ます。すなわち医療費のことをここでは使用料というふうに呼んでおるところでございます。 

 ５１１ページ、条例第１３８号壱岐市介護保険条例でございます。介護保険につきましては、

介護保険法に基づいて行うわけでございますが、法令に定めがあるもののほか、この条例の定め

るところによって行おうとするものでございます。介護認定審査会の委員の定数、それから

１４名でございますけども、定数、それから認定審査会に係る委任、保険料率、普通徴収に係る

納期、１０期徴収でございます。それから、賦課後のいろいろな手続につきまして規定をしてお

るところでございます。普通徴収の特例もございます。保険料の額の通知の仕方、保険料の督促

の仕方等について、ここでは規定をいたしておるところでございます。 

 ５１８ページ、壱岐市老人ホーム診療所条例、条例第１３９号でございます。これは老人ホー
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ムに入所しておられる方の健康保持のための措置を行うとともに、入所者のうち治療及び休養を

要する者の利用に供するために、この診療所を設置するものでございます。診療所は市長が管理

をするものでございます。職員として嘱託医師、看護師を置くということにいたしております。 

 ５１９ページ、条例第１４０号壱岐市立特別養護老人ホーム診療所条例、前号と趣旨につきま

しては全く同様でございます。 

 ５２０ページ、条例第１４１号壱岐市郷ノ浦町保健デイサービスセンター条例、この条例につ

きましては、今一般化いたしましたデイサービスセンターを設置するために条例を設けておると

ころでございます。郷ノ浦町のデイサービスセンターにつきまして規定をいたしております。 

 以上で一応終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  病院管理課長。 

○病院管理課長（上川 孝一君）  ５２１ページでございますけれども、条例第１４２号壱岐市助

産師養成修学資金貸与条例、助産師の確保を図ることを目的といたしておりますけれども、修学

資金の貸与額は月額７万円以内とするということでございます。これまで２名に貸与をいたして

おりますが、２名につきましては現在公立病院の方へ勤務をいたしております。 

 ５２４ページ、条例第１４３号でございます。壱岐市理学療法士養成修学資金貸与条例、理学

療法士の確保を図ることを目的に設置をいたしておりますけれども、修学資金の貸与額は月額

７万円以内とするとなっております。これまでに２名に貸与いたしておりますが、２名につきま

しては現在公立病院の方へ勤務をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ５２７ページ、条例第１４４号壱岐市犬取締条例、この条例に

つきましては、犬によりますところの人身被害等を防止し、もって公共の福祉の増進、あるいは

公衆衛生の向上を図ることを目的として制定をするものでございます。定義につきまして、２条

で掲げておりますが、この条例の遵守事項が第３条にございます。いろいろと苦情が多ございま

すけれども、常時飼い犬につきましては係留しなければならないということが、なかなか守れな

いという現実がございますが、第３条で常時係留をしなければならないという遵守事項を定めて

おるところでございます。以下、措置命令、あるいは畜犬の関係、畜犬指導の関係を規定をいた

しております。 

 ５３０ページ、条例第１４５号壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、廃棄物につきまし

ては、該当いたします法があるわけでございますけども、その法令その他に定めがあるもののほ

か、市内の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるために、この条例の制定をしておる

ところでございます。定義、市の責務、市民の責務、事業者の責務、処理計画等々につきまして、
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規定をいたしておるところでございます。 

 ５３５ページ、条例第１４６号壱岐市ごみ処理施設条例、公衆衛生の向上と生活環境を清潔に

するという観点から、ごみ処理施設を設置するものでございます。箇所数なり名称、位置につき

ましては、第２条に掲げているとおりでございます。 

 ５３６ページ、条例第１４７号壱岐市郷ノ浦町浄化センター条例、郷ノ浦町の浄化センターに

つきまして、設置なり位置、あるいは委任事項等を定めたものでございます。 

 ５３７ページ、条例第１４８号壱岐市芦辺町自給肥料供給センター条例、芦辺町にございます

ところの自給肥料供給センターに関し定めたものでございます。利用時間、休業日、利用の許可、

投入者等につきまして規定をいたしております。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  ５３９ページをお開きください。条例第１４９号壱岐市石田町

自給肥料供給センター・堆肥センター条例、この条例につきましては、旧石田町にあります自給

肥料供給センター並びに堆肥センター条例が別々でございました。そういうことで今回おのおの

条例を統廃合いたしまして作成をいたしております。名称は第２条に示しておるとおりでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ５４２ページ、条例第１５０号壱岐市芦辺町資源化センター条

例、ごみの減量化とリサイクルの推進を図るために、資源化センターを設置するための条例でご

ざいます。以下、ごらんのとおりでございます。 

 ５４３ページ、条例第１５１号壱岐市リサイクルセンター条例、これは旧４町の広域化により

ましてリサイクルセンターを設置をした、そのための今回の壱岐市の条例でございます。郷ノ浦

町大浦触にございます壱岐市リサイクルセンターのことでございます。設置条例でございます。 

 ５４４ページ、条例第１５２号壱岐市墓地、埋葬等に関する条例、この条例につきましては、

墓地、埋葬等に関する法律第１０条に規定する墓地等に係る許可の基準、その他経営に関する必

要な事項を定めるものでございます。したがいまして、経営許可の申請、経営の許可、それから

変更等の許可、設置場所の基準、施設の基準、納骨堂の施設基準、火葬場の施設基準等々につき

まして定めておるところでございます。 

 ５４８ページ、条例第１５３号壱岐市納骨堂条例、納骨堂の設置することに伴う設置条例でご

ざいます。郷ノ浦町にございます。 

 ５４９ページ、条例第１５４号壱岐市立壱岐葬斎場条例、この条例につきましても、葬斎場を
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設置するための設置条例でございます。使用料の額、使用料の減額、徴収等につきまして規定を

いたしておるところでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  ５５１ページをお開きください。条例第１５５号壱岐市死亡獣

畜取扱場条例、死亡獣畜の埋葬するために獣畜取扱場を設置するものでございます。これは旧芦

辺町と石田町へ町営の獣畜処理場がありましたので、両町の例規を参照しながら、統合いたしま

した設置上の作成をいたしております。名称及び位置は、第２条にお示しをいたしております。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ５５２ページ、条例第１５６号壱岐市環境美化の推進に関する

条例、この条例の目的につきましては、ここにございますように、快適な生活環境の創造と美し

いふるさとづくりに資するためのものとしておるわけでございます。すなわち地域の緑化、空き

缶等のごみの散乱の防止、あるいはごみの減量化、資源リサイクルを推進するということの条例

でございます。２条には定義がございます。それから、市としての責務、あるいは市民としての

責務、それから事業者としての責務、それから土地占有者等の責務、あるいはまた公共施設の緑

化につきましての努力義務の規定をいたしておるところでございます。その他、以下ここに掲げ

ておるとおりでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  ５５７ページをお開きください。条例第１５７号壱岐市農業委

員会条例でございますが、農業委員会の選挙による委員の定数は、合併の特例に関する法律第

８条第１項の規定によりまして、平成１７年２月２８日まで、在任する委員の定数といたしてお

ります。平成１７年３月１日からの条例については、合併特例期間内に定めることといたしてお

ります。部会につきましては、３条、４条に示しておるとおりでございますが、農業委員会に関

する法律第１９条によりまして、農業委員が２０名を超えますので農地部会を設置するようにい

たしております。あわせもちまして農業振興を審議するための農政部会も設置をすることにいた

しております。 

 ５５８ページをお開きください。条例第１５８号石田農村環境改善センター条例、この条例に

つきましては、農業経営及び生活改善の合理化、健康の維持増進等に供するための多目的研修施

設として設置するものでございまして、石田町の例によって作成をいたしております。 

 ５６２ページをお開きください。条例第１５９号壱岐市農業振興地域整備促進協議会条例でご

ざいますが、本条例につきましては、農業振興地域の整備促進と円滑な運営を図るために、市長

の諮問に応じまして調査、審議する委員を置くことにいたしております。任期は２年といたして
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おります。市長が委嘱をする組織といたしております。 

 ５６４ページをお開きください。条例第１６０号でございます。壱岐市農業機械銀行条例、農

地の基盤整備及び農作業の合理化並びに公共的施設への利用に供するため設けるものでございま

して、郷ノ浦町の例によりまして、現行のとおりとするものでございます。 

 ５６６ページをお開きください。条例第１６１号でございます。壱岐市農業農村整備事業の促

進に関する条例でございますが、市単独の土地改良事業の整備に必要な事項を定めたものでござ

いまして、現行のとおりとして調整し、提案申し上げるものでございます。 

 ５６７ページをお開きをください。条例第１６２号壱岐市農業振興機械使用に関する条例、農

業振興機械の使用を定めるものでございまして、石田町の例によりまして、現行のとおりとする

ものでございます。 

 ５６９ページをお開きをください。条例第１６３号壱岐市農産物貯蔵施設条例、これは種子貯

蔵、種子は主にショウガでございますけれども、種子貯蔵及び農産物の計画的な出荷を図るため

の施設を設置するものでありまして、郷ノ浦町の例によって現行のとおりとして調整をいたして

おります。調整提案をいたしております。 

 ５７０ページをお開きをください。条例１６４号壱岐市猿岩物産館条例でございますが、農水

産物の展示及び販売を行う物産館を設置するものでございまして、郷ノ浦町の例によりまして、

現行のとおりとするものであります。 

 ５７１ページをお開きください。条例第１６５号壱岐風民の郷条例、都市と農村の交流を深め

る目的で設置するものでありまして、勝本町の例によりまして、現行のとおりとして条例を提案

するものでございます。 

 ５７５ページをお開きをください。壱岐出会いの村条例でございますが、都市住民等が生産と

生活を体験学習して、都市と農村の交流及び活性化を図る目的で設置するものでございまして、

郷ノ浦町の例によりまして、現行のとおりとするものでございます。 

 ５８２ページをお開きをください。条例第１６７号壱岐市営土地改良事業の経費の賦課徴収に

関する条例でございますが、これは次ページ、それから次の次のページに出てまいりますが、県

営、市営の土地改良事業に要する経費につきまして、賦課徴収を定める条例でございまして、現

行のとおりとするものでございます。 

 ５８４ページをお開きをください。先ほどの賦課徴収条例に基づいて、条例第１６８号壱岐市

県営土地改良事業分担金の徴収条例でございます。これは県営の土地改良事業に要する経費につ

いて、土地改良法に基づきまして分担金の徴収を定めるものでございまして、現行のとおりとす

るものでございます。 

 ５８６ページをお開きをください。条例第１６９号壱岐市営土地改良事業分担金徴収条例でご



- 37 - 

ざいますが、これは市営の土地改良事業に要する経費について、土地改良法に基づきまして分担

金の徴収を定めるものでございます。現行のとおりとするものでございます。 

 ５８７ページをお開きをください。条例第１７０号でございます。壱岐市農地集団化事業分担

金徴収条例でございますが、農地の集団化事業の経費に充てるための分担金の徴収を定めたもの

でございまして、旧勝本町の圃場整備の換地に係る経費の分担金の徴収でございまして、勝本町

の例によりまして、現行のとおりとするものでございます。 

 ５８９ページをお開きをください。壱岐市農地等災害復旧事業分担金徴収条例でございます。

これは農地等災害復旧事業の経費に充てるための分担金の徴収を定めるものでございまして、現

行のとおりとするものでございます。 

 ５９１ページをお開きをください。条例第１７２号でございますが、壱岐市家畜診療所条例で

ございます。これは、家畜の診療及び畜産指導に関する業務を行うことによりまして、本市の畜

産の振興を図るために家畜診療所を設ける条例でございます。旧４町の家畜診療所協議会の規約

等を参照にして作成して、現行のとおりといたしております。 

 ５９２ページをお開きをください。条例第１７３号壱岐市家畜診療所獣医師の特殊勤務手当に

関する条例でございますが、家畜診療所の獣医師の特殊勤務手当に関する事項を定めたものでご

ざいます。２条では特殊勤務手当の種類、３条では職務手当、４条では獣医師手当、５条では指

定獣医師技術手当、６条では予防接種手当、７条では手当の支給方法等を明記いたしております。 

 ５９３ページをお開きをください。条例第１７４号壱岐市行造林条例、これは造林資源の造成

に資するために、山林または原野の所有者と収益を分けて納めていただく、納めるということで

すが、分収する条件を定めたものでございまして、旧芦辺町の例によりまして、現行のとおりと

して設定を設けるものでございます。 

 ５９７ページをお開きをください。条例第１７５号壱岐市火入れに関する条例、この条例は、

森林の周囲１キロメートルの範囲内にある土地に火入れをする場合に、森林法に基づいて必要な

手続事項を定めたものでございます。現行のとおりとするものでございます。 

 ６０３ページをお開きください。条例第１７６号壱岐市林地災害復旧事業分担金の徴収条例で

ございます。本条例につきましては、林地災害復旧事業の経費に充てるための分担金の徴収を定

めるものでございまして、分担金の額は事業費の１０％以上とするものでございます。 

 ６０５ページをお開きをください。条例第１７７号壱岐市漁港管理条例、市が管理する漁港の

維持管理に関し必要な事項を定めるものでございまして、模範漁港管理規程等、いわゆる県の条

例等を比較、参照しながら作成をしたものでございます。 

 ６１９ページをお開きをください。条例第１７８号壱岐市水産業振興対策委員会条例、本条例

は水産業に関する総合的な施策を考え研究し、そしてまたかつその振興発展を図るための委員会
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を設置するものでございまして、委員会の人数は１５名以内といたしております。水産団体関係

者から１０名、学識経験者を４名、市長が認める者１名として調整、作成をいたしております。 

 ６２０ページをお開きをください、条例第１７９号壱岐市漁港環境施設条例、これは漁港の環

境施設の整備及び管理に関して、石田町の例によりまして作成をしたものでございます。 

 ６２３ページをお開きをください。条例第１８０号壱岐市水産共同作業施設条例、これは旧勝

本町の赤滝漁民アパート居住者の利便に供するために、水産共同作業所を設置するために定める

ものでございまして、勝本町の例によりまして、現行のとおりとするものでございます。 

 ６２５ページをお開きをください。条例第１８１号壱岐市体験漁業管理施設条例、これは漁業

体験を通じまして、青少年の理解力向上と、都市と離島との交流を図るために施設を定めるもの

でございまして、勝本町の例によりまして、現行のとおりといたしております。 

 ６２７ページをお開きをください。条例第１８２号壱岐市水産物簡易加工処理施設及び壱岐市

地域産物展示販売施設条例、漁家の経営の安定と漁業所得の向上に資するために、湯ノ本浦へ加

工処理施設、展示販売施設を設置するために設けるものでございまして、指定管理者を適用して、

勝本町の例によりまして、現行のとおりとして調整、上程するものでございます。 

 ６２８ページをお開きをください。条例第１８３号壱岐市種苗生産施設条例でございます。こ

れは資源培養管理型漁業の推進と漁民の所得向上に資するための壱岐市のアワビ種苗センターの

設置をするものでございます。種苗生産施設を設置するものでございまして、名称につきまして

は、第２条に壱岐市アワビ種苗センター、竹ノ浦アワビ中間育成センターを明記をいたしており

ます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  建設部長。 

○建設部長（白川 武春君）  ６２９ページをお開きください。条例第１８４号壱岐市漁業集落排

水処理施設条例について御説明申し上げます。 

 現在、旧芦辺町の恵美須地区と旧石田町の山崎地区の２施設がございます。郷ノ浦町の公共下

水道条例と調整しまして、旧４町の統一をいたしました。技術上の基準、指定工事店、許認可等

は公共下水道条例を準用いたしております。使用料金につきましては、公共下水道使用料と違い

がありますので、当面現行のとおりといたしております。芦辺町、石田町の例、また郷ノ浦町公

共下水道条例により作成をいたしました。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  ６３７ページをお開きをください。条例第１８５号でございま

す。壱岐市漁民センター条例でございますが、明るく豊かで活力ある漁民づくりの拠点とするた

めの漁民センター設置をする条例でございます。名称及び位置は、第２条に示しておるとおりで

ございまして、石田町の例によって現行のとおりといたしております。 
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 ６３８ページをお開きをください。条例第１８６号壱岐市企業誘致条例でございます。市内に

事業所を新設する当該企業に対して奨励措置を講じまして、雇用の増大を図るために設置するも

のでございます。製造業を企業に改めまして、対象を拡大をいたして作成をいたしております。 

 ６４０ページをお開きをください。条例第１８７号壱岐市魚菜市場条例でございますが、これ

は設置の目的でございますけれども、魚菜類の円滑な流通を図って、市民の利便に資するために

設置するものでございまして、旧勝本町の例によりまして、現行のとおりとしております。 

 ６４４ページをお開きをください。条例第１８８号壱岐市商工業等研修施設条例でございます

が、勝本浦において商工業の活動及び地域活動の推進を図るために、研修施設を設置するために

定めるものでございまして、旧勝本町の例によりまして、現行のとおりとするものでございます。 

 ６４６ページをお開きをください。条例第１８９号壱岐市筒城浜ふれあい広場条例でございま

す。市民が──これは島外者も含むということでございますが、スポーツ、イベント等を通じ、

豊かな人間形成と地域の産業、文化振興を図るために施設を設置する定めでございまして、旧石

田町の野外趣味活動施設を筒城浜ふれあい広場と名称を変更して、あわせもって指定管理者制度

の条文を追加して、作成、整備をするものでございます。 

 ６４９ページをお開きをください。条例第１９０号壱岐市営印通寺共同店舗条例でございます。

商工業の振興と地域の開発を図るために、印通寺共同店舗の設置を定めるものでございまして、

旧石田町の例によりまして、現行のとおりとするものでございます。 

 ６５３ページをお開きをください。条例第１９１号マリンパル壱岐条例でございます。これ印

通寺地区の商店街の活性化を図りまして、地場産品の消費拡大及び市民と観光客との交流の場を

提供する施設の設置を定めるものでございます。旧石田町の例によりまして、指定管理者制度の

条文を追加をして作成をいたしております。 

 ６５７ページをお開きをください。条例第１９２号壱岐市高等職業訓練校条例でございます。

市内の職業人の優位な技能労働者としての能力の養成訓練及び社会的地位の向上を図るための施

設の設置を定めるものでございまして、旧郷ノ浦町の例によりまして、現行のとおりとするもの

でございます。 

 ６５８ページをお開きをください。条例第１９３号壱岐市串山海洋性公園条例でございます。

この条例につきましては、市民の福祉を増進するための施設の設置を定めるものでありまして、

旧勝本町の例によりまして、現行のとおりとするものでございます。 

 ６６１ページをお開きをいただきたいと思います。条例第１９４号壱岐市観光交流館条例、壱

岐市の観光産業の振興に寄与するための施設として設置を定めるものでございまして、６条に指

定管理者制度の条文を追加をして、現行のとおりといたしております。 

 ６６３ページをお開きをください。条例第１９５号壱岐市シーサイド小水浜条例でございます。
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これの設置の趣旨でございますが、豊かな自然を生かし、健全な余暇活動の場を提供し、活力の

ある地域づくりを推進するための施設の設置を定めるものでございまして、本条例にも指定管理

者の条文を追加して作成をいたしておるものでございます。 

 ６６５ページ、条例第１９６号、壱岐市海釣り筏施設条例でございます。漁業に対する理解を

深めるとともに、観光開発及び地域の活性化を図るための施設の設置を定めるものでございまし

て、指定管理者制度の条文を追加をいたしまして、旧郷ノ浦町の例によりまして、現行のとおり

とするものでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  建設部長。 

○建設部長（白川 武春君）  ６６７ページをお開きください。条例第１９７号壱岐市都市計画審

議会条例について御説明申し上げます。都市計画法によりまして、市長からの諮問に対し調査、

審議するものでございます。委員総数は合計１７名で、任期は２年といたしております。旧郷ノ

浦町の例により設置しております。 

 ６６９ページをお開きください。条例第１９８号壱岐市都市公園条例について御説明申し上げ

ます。旧郷ノ浦町では、大谷公園ほか５カ所の公園がございます。都市公園の設置及び管理につ

いて必要な事項を定めたものでございまして、郷ノ浦町の例により作成いたしております。 

 ６７８ページをお開きください。条例第１９９号壱岐市特定地区公園条例について御説明申し

上げます。前の条例でも御説明申し上げましたが、都市公園は都市公園事業で整備したものであ

りますが、旧勝本町の総合運動公園と旧芦辺町の青嶋公園は、都市計画区域外であるため、都市

施設として位置づけされておりません。この二つの公園を特定地区公園として一本化したもので

ございます。公園の設置及び管理について必要な事項を定めております。旧勝本町と旧芦辺町の

例により設置してございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ６８４ページでございます。条例第２００号壱岐市たかのはら

憩の森条例、この条例につきましては、環境美化に関する知識の普及啓発、それから住民意識の

高揚、そして住民福祉の向上を図るために、たかのはら憩の森を設置をするものでございます。

位置につきましては、記載のとおりでございます。以下、施設等の設備、禁止行為、あるいは制

限、許可の取り消し、原状回復等につきまして規定をいたしておるところでございます。 

 以上。 

○議長（瀬戸口和幸君）  建設部長。 

○建設部長（白川 武春君）  ６８８ページをお開きください。条例第２０１号壱岐市公共下水道

条例について御説明申し上げます。公共下水道は郷ノ浦町にございますけれども、漁業集落排水

処理施設条例と調整して統一いたしております。使用料につきましては、漁業集落排水処理施設
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と違いますが、当面現行のとおりといたしております。排水設備等の検査手数料については、漁

業集落排水処理施設と調整し、廃止をいたしております。旧郷ノ浦町の例により作成いたしてお

ります。 

 ６９８ページをお開きください。条例第２０２号壱岐市公共下水道事業受益者負担金に関する

条例についてでございます。漁業集落排水処理施設につきましては、負担金は徴収いたしており

ません。市民から見れば公共下水道も漁業集落排水処理施設も別段変わりはございません。将来

的には受益者負担金については廃止の方向で検討いたしますが、利用料につきましては大きく異

なっております。合併と同時に調整は無理がございましたので、当分の間、負担金を免除できる

条文を付加しまして、現行のとおりとしております。 

 ７０１ページをお開きください。条例第２０３号壱岐市都市下水路条例について御説明申し上

げます。旧郷ノ浦町の例により作成いたしております。ほかは過料を地方自治法との整合を図り

まして、２,０００円を５万円に改正しまして、占用料につきましては道路の占用料を準用いた

しております。 

 ７０４ページをお開きください。条例第２０４号壱岐市道路占用料徴収条例について御説明申

し上げます。道路法の規定に基づきまして、道路の占用料の額及び徴収方法について定めたもの

でございます。旧４町と長崎県の例により作成をいたしております。 

 ７１１ページをお開きください。条例第２０５号壱岐市準用河川流水占用料徴収条例について

御説明申し上げます。河川法に基づきまして、市長が指定した準用河川の流水占用料、土地占用

料、土石採取料等の徴収をするため定めたもので、旧勝本町、芦辺町では既に設置されてござい

ましたので、その２町の例により作成をいたしております。 

 ７１４ページをお開きください。条例第２０６号壱岐市法定外公共物管理条例について御説明

申し上げます。認定外道路でトンネル、橋梁、水路及び附属物等の環境の整備及び保全を図るこ

とを目的として定めたものでございまして、旧勝本町、芦辺町では既に設置されてありましたの

で、その２町の例により作成をいたしております。 

 ７１９ページをお開きください。条例第２０７号壱岐市営住宅条例について御説明申し上げま

す。住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めたもので、旧４町での特定住宅、

賃貸住宅条例と単独住宅条例を統合し、壱岐市すべての市営住宅条例に改めております。 

 ７４２ページをお開きください。条例第２０８号壱岐市災害危険住宅の移転促進等の助成に関

する条例について御説明申し上げます。災害危険住宅の移転の促進を図るため、資金の融資を円

滑にする等の助成措置を定めたものでございまして、旧郷ノ浦町の例により作成いたしておりま

す。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 
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○産業経済部長（末永 榮幸君）  ７４４ページをお開きをください。条例第２０９号、壱岐市営

ターミナルビル条例でございます。本市の港を利用する者の便宜に供するためのターミナルビル

を設置するために定めるものでございますが、旧郷ノ浦町の例によりまして、郷ノ浦、芦辺、石

田の各ターミナルビルを条例で統一をいたしまして、調整、作成しておるものでございます。設

置、管理、利用、利用時間、使用料等を明記をいたしております。 

 ７５０ページをお開きをください。条例第２１０号壱岐市港湾施設管理条例でございますが、

港湾を利用する者の便宜を供するために郷ノ浦港の岸壁、それから野積み場の施設の設置を定め

るものでございまして、これは旧郷ノ浦町の例によりまして、現行のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  建設部長。 

○建設部長（白川 武春君）  ７５４ページをお開きください。条例第２１１号壱岐市水道事業の

設置等に関する条例について御説明申し上げます。この条例は、旧郷ノ浦町の上水会計のことで

ありまして、市民の生活用水、上水を供給するため定めたものでございます。平成１７年度より

簡易水道の三島地区を加えることで、旧郷ノ浦町の例により作成をいたしております。 

 ７５７ページをお開きください。条例第２１２号壱岐市水道事業給水条例について御説明申し

上げます。壱岐市の水道料金、用途区分及び給水装置区分の費用負担等を適正に行うため定めた

もので、旧郷ノ浦町の上水会計と旧芦辺町で定めてありましたので、旧芦辺町の例により作成い

たしております。また、検針につきましては、旧郷ノ浦町と勝本町は毎月検針、旧芦辺町と石田

町は２カ月ごとの検針でありましたが、統一いたしまして２カ月ごとの検針といたしております。 

 ７６９ページをお開きください。条例第２１３号壱岐市簡易水道事業の設置に関する条例につ

いて御説明申し上げます。生活用水、上水を市民に供給するため壱岐市統一して簡易水道事業を

設置するものであります。なお、三島地区につきましては、平成１７年度から上水会計となって

おります。 

 ７７１ページをお開きください。条例第２１４号壱岐市簡易水道事業給水条例について御説明

申し上げます。市の簡易水道の給水について、料金、用途区分及び給水装置工事等の費用負担を

適正に保持するため定めたものでございまして、旧勝本町の例により作成いたしております。検

針につきましては、先ほど申し上げましたように、上水会計と同様、２カ月ごとといたしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ここでしばらく休憩します。再開は１１分後の１４時５分とします。 

午後１時54分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後２時05分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開します。 

 病院管理課長。 

○病院管理課長（上川 孝一君）  ７７２ページをお願いいたします。条例第２１５号壱岐市病院

事業の設置等に関する条例でございます、公立病院の設置条例にかたばる病院分を追加いたして

おります、第４条、経営の基本でございます、第４条の第３項、病院事業の病床数は次のとおり

とする。次のページをお願いいたします。かたばる病院の病床数でございます、１、一般病床

２０床、２、療養病床４８床、３、結核病床６床、計７４床でございます。 

 ７７５ページ、お願いいたします。条例第２１６号壱岐公立病院及びかたばる病院診療費、使

用料及び手数料徴収条例、第２条に診療費、それから第３条、使用料、第４条、手数料、別表第

１、第２に掲げております、診療費につきましては、医療診療報酬点数表及び老人保健法の規定

によるものでございます。また、使用料、手数料につきましては、県医師会及び壱岐市医師会と

の協議により決定をいたしております。 

 ７７９ページをお願いいたします。条例第２１７号壱岐公立病院及びかたばる病院構内売店施

設使用条例、公立病院、かたばる病院の売店の使用料の規定でございます、第２条の２、２項で

ございます、壱岐公立病院の使用料の額は月額２万円とし、かたばる病院の使用料の額は月額

５,０００円とするということでございます、公立病院の分にかたばる病院の分を追加をいたし

ておるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  ７８２ページ、条例第２１８号壱岐市立老人ホーム条例、これ

は老人福祉法に定めるところの老人ホームを設置するための設置条例でございます。御承知のよ

うに、老人ホームにつきましては、厚生労働省の省令等で定める基準に適合した施設の整備を行

い、県知事の許可をもって設置をするものでございます。 

 ７８３ページ、条例第２１９号壱岐市立特別養護老人ホーム条例、これも前号の老人ホーム条

例と同様でございます。 

 ７８４ページ、条例第２２０号壱岐市立特別養護老人ホーム附属デイ・サービスセンター条例、

これも施設設置条例でございます。使用料、業務の委託につきまして規定をいたしております。 

 ７８５ページ、条例第２２１号壱岐精神障害者福祉ホームＢ型設置及び使用に関する条例、こ

の条例につきましても施設設置運営条例でございます。かたばる病院内にこれを置こうとするも

のでございます。したがいまして、設置につきましては、壱岐市郷ノ浦町片原触２５１０番地と

いうふうになっておるところでございます。使用料につきましては、居宅使用料が月額９,０００円
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ということでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  病院管理課長。 

○病院管理課長（上川 孝一君）  ７８６ページでございます、条例第２２２号壱岐市医学生奨学

資金貸与条例、修学の便宜を図り、もって有能な人材を育成するとともに、医師の確保を図り、

市民の医師、福祉向上に寄与するということで設定をされております。医学生の奨学生の資格は、

医師免許取得後７年を超えない期間内に本市病院に勤務をしようとする者でなければならないと

なっております。これまでに６名の方が貸与を受けて医者になっておられます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  郷ノ浦支所長。 

○郷ノ浦支所長（吉永 正司君）  ７９０ページをお願いします。条例第２２３号壱岐市三島航路

事業に関する条例、この条例は本島と三島間をフェリーで結ぶ航路事業の設置及びその運営に関

し、必要な事項を定めるものでございます。第３条で、この航路の運営は、国の補助航路として

壱岐市の直営とするとしております。第４条で、起点及び終点を大島港とし、寄港地を長島、原

島、渡良浦、郷ノ浦港としております。運航方法の基本は定期運航とし、以下普通乗船運賃、第

６条、第９条に、５ページでございます、自動車航走運賃、これは郷ノ浦町の例により現行どお

り、７ページ、８ページ、記載のとおりでございます。 

 ７９９ページ、条例第２２４号壱岐市三島航路船客待合所条例、これは第２条に掲げる５カ所

の船客待合所を設置する条例でございます。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  ８００ページをお開きください。条例第２２５号壱岐市国民宿

舎条例、市民並びに国民の保養及び健康の増進を図り、あわせもって観光産業等の振興に寄与す

るため、国民宿舎の設置を定めるものでございます。これには指定管理者制度の条文を追加をい

たしまして、勝本町の例により作成をいたしたものでございます。３条に管理、４条には利用料

料金、その他整備をして作成をいたしております。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  消防長。 

○消防本部消防長（山川  明君）  ８０５ページでございます。条例第２２６号壱岐市消防本部

等設置条例でございます。この条例は、消防組織法第１１条第１項の規定に基づき、消防本部及

び消防署、括弧書きで支所及び出張所を含みます、の設置位置及び名称並びに消防署の管轄区域

について定められております。以下、３条から６条まで署所の名称と、それから位置の記載がな

されております。 
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 ８０７ページをお願いします。条例第２２７号壱岐市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ

金条例でございます。この条例は、本市に勤務する消防職員に賞じゅつ金または殉職者特別賞じ

ゅつ金を授与することを目的といたしております。第３条に、賞じゅつ金と殉職者賞じゅつ金は

４９０万から２,５２０万円の範囲内で、以下功労の程度によって別表で定められております。

２号で、障害者賞じゅつ金は２,０６０万円を上限として、別表の障害の等級によって金額は定

められております。 

 ８１０ページをお願いします。条例第２２８号壱岐市消防関係手数料条例、この手数料条例は、

主に第２条でございますが、１号から７号までの危険物施設におきますところの許認可、それか

ら水張り検査等々の事務手数料が主に規定がなされております。そのほか第３条で、火災その他

いわゆる災害、罹災届、罹災に関しての証明手数料、これは３５０円でございますけれども、そ

の規定がなされております。 

 ８２６ページをお願いします。条例第２２９号壱岐市消防団の設置等に関する条例でございま

す。消防組織法第１５条の第１項に規定する消防団の設置、名称及び区域について定められてお

ります。第３条で、消防団の名称と管轄区域が記載されております。 

 ８２７ページお願いをいたします。条例第２３０号壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務

等に関する条例でございます。第２条で、壱岐市の団員の定数は１,１０５人となっております。

以下、各町で定められておられた条例のとおりでございます。あと１２条でございますが、団員

の報酬等が別表で記載をされております。これにつきましては、合併の協議の折に、従前のまま

で支給するというふうになった結果でございます。 

 ８３１ページをお願いします。条例第２３１号壱岐市火災予防条例でございます。この条例は、

ここの目次に記載されておりますように、第１章から第７章までの長い条例でございます。ペー

ジ数でいきますと、最後の８９２ページまで条例の規制がなされております。これは国の準則に

基づいて作成をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  ８９２ページをお開きください。条例第２３２号、壱岐市設置

による郷ノ浦町肥育素牛導入資金貸付基金条例の失効に伴う経過措置を定める条例でございます。

この条例は、調整をいたしまして、全部新しくなったわけでございますけれども、旧郷ノ浦町に

おきまして、肥育素牛導入資金貸付制度があったわけですが、これを廃止したわけです。ところ

が、貸付制度を受けておられる方がまだ２件、２人おられます。その貸付償還までが１７年の

１月までと９月までが償還がまだ残っております。そうしたことで、この償還が完了するまでの

間、この条例の失効に伴う経過措置が必要となっておりますので、その条例を定めるものでござ
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います。償還完了で失効する旨の条項を入れまして、作成をいたしております。 

 ８９３ページ、条例第２３３号でございます。これも同じような条例ですが、壱岐市設置によ

る勝本町優良牛の保留に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例でございますが、これは

旧勝本町に人工授精技術料５,０００円の助成制度がございます。その制度が１５年度で調整の

結果、廃止をするということになっておりますが、御承知のように、１５年３月の暫定予算まで

は残りますので、平成１６年３月末日まで、その効力を有しております。よって、４月１日をも

って失効となりますので、その経過措置を定めたものでございます。 

 ８９４ページをお開きをください。条例第２３４号壱岐市設置による勝本町観光事業振興条例

の失効に伴う経過措置を定める条例でございます。この条例でございますが、これは旧勝本町に

おきまして観光振興条例ということで、あるホテルの建設事業といいましょうか、その観光振興

条例が該当いたしておりました。その償還助成をされて、今償還年限が平成１８年度まで残って

おります。そうしたことでこれを企業誘致の方に全部条例を改正しましたので、この措置が

１８年度まで残っておると、有効になっておるということですので、有効期限を失うまでの間の

経過措置を定めたものでございます。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  教育次長。 

○教育次長（鳥巣  修君）  ８９５ページ、条例第２３５号でございます。壱岐市芦辺生涯学習

施設「まなびの館」設置条例でございます。これは離島センターの前に地域と学校と共有し合え

る体験型の総合学習施設ということで整備をされておるものでございます。第１条に書いてあり

ますように、民族及び芸術に関する調査研究資料を収集、保存するとともに、生涯学習活動や教

育普及活動に資するということでございます。場所は第２条に書いてあるとおりでございます。

管理、あるいは事業、そして利用時間、それから職員、資料等について規定をするものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  財政課長。 

○財政課長（久田 賢一君）  承認の第２号でございます。平成１５年度壱岐市一般会計暫定予算

についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、平成１５年度壱岐市一般会計暫定予

算について、地方自治法の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をさせていただきましたの

で、これを報告し、承認を求めます。 

 １ページでございます。専決第２号、平成１５年度壱岐市一般会計暫定予算でございます。 

 第１条の歳入歳出予算でございますが、歳入歳出暫定予算の総額は歳入歳出それぞれ８１億

４,０７４万５,０００円と定めております。第２条は繰越明許費、第３条は債務負担行為、第
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４条は地方債についてそれぞれ定めております。 

 第５条は一時借入金でございまして、一時借入金の借り入れ額の最高額は１０億円といたして

おります。第６条は歳出予算の流用について定めております。 

 ３ページお願いいたします。第１表の歳入でございますが、歳入につきましては、各町の平成

１５年度歳入予算額の未収入額を基本として編成をいたしております。 

 １款の市税でございますが、１項の市民税、２項固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯

税、これは旧勝本町の分でございます。６項の都市計画税、これは旧郷ノ浦町の分でございます

が、これらの３月の収入見込み額１億７,７３９万５,０００円を計上いたしております。 

 次に２款の地方譲与税でございます。自動車重量譲与税、地方道路譲与税につきましては３月

の譲与見込み額、３項の航空機燃料譲与税、これは旧石田町の分でございますが、これにつきま

しても３月の譲与見込み額を計上いたしております。 

 ３款の利子割交付金、４款の地方消費税交付金、５款のゴルフ場利用税交付金、これは旧勝本

町の分でございます。 

 それから６款の自動車取得税交付金につきましては、それぞれ３月の交付見込み額を計上いた

しております。 

 ８款の地方交付税につきましては、特別交付税の３月の交付見込み額を計上いたしております。 

 ９款の交通安全対策交付金につきましては、３月の交付見込み額でございます。 

 次に４ページをお願いいたします。１０款の分担金及び負担金でございます。１項の分担金で

ございますが、災害復旧費の分担金、県営ため池整備事業の分担金等を計上いたしております。

２項の負担金でございますが、保育所入所負担金、老人保護措置費負担金、漁民センター建設事

業負担金等を計上いたしております。 

 １１款の使用料及び手数料でございますが、１項の使用料につきましては、各行政財産の使用

料でございます。２項の手数料でございますが、ごみ処理手数料、それから家畜診療所協議会の

開催に伴いまして、家畜診療等手数料を計上いたしております。 

 １２款の国庫支出金でございます。１項の国庫負担金でございますが、民生費、衛生費、災害

復旧費の負担金を計上いたしております。また、今回の市制の施行に伴いまして、生活保護費の

負担金を２,００３万２,０００円計上いたしております。これにつきましては、補助率は４分の

３でございます。次に２項の国庫補助金でございますが、民生費、衛生費、農林水産業費、土木

費補助金など６億８,２６３万１,０００円を計上いたしております。また、生活補助費の補助金

といたしまして、機器の導入経費といたしまして１２６万円、これは１００％の補助金でござい

ますが計上いたしております。３項の国庫委託金でございますが、国民年金事務費委託金などを

計上いたしております。 
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 １３款の県支出金でございますが、１項の県負担金、２項県補助金につきましては、国庫負担

金補助金等と同内容でございます。３項の県委託金につきましては、県民税徴収取り扱い費委託

金、衆議院議員総選挙委託金などを計上いたしております。 

 １４款の財産収入でございますが、１項の財産運用収入、これは普通財産の土地・建物貸付収

入、ふるさと市町村圏基金の利子を計上いたしております。２項の財産売り払い収入ですが、こ

れは堆肥売り払い収入等を計上いたしております。 

 １６款の繰入金でございますが、１項の特別会計繰入金、２月末の打ち切り決算によりまして、

特別会計で資金不足を生じたところがございますので、一般会計から繰りかえ運用をいたしてお

ります。その分の一般会計への繰り入れでございます。２項の基金繰入金でございますが、家畜

導入事業資金供給事業の繰入金、栽培漁業振興基金の繰入金でございます。 

 次に５ページをお願いいたします。３項の貸付金元利収入でございますが、これは地域総合整

備資金の元金収入、商工業振興資金預託金元金収入等を計上いたしております。４の雑入金でご

ざいますが、これは旧町の決算剰余金を計上いたしております。 

 １９款は市債でございまして２９億６,５２０万円を計上いたしております。 

 次に７ページからは歳出でございますが、歳出につきましては事項別明細書の方で説明をさせ

ていただきますので１１ページをお願いをいたします。 

 第２表の繰越明許費でございます。繰り越しの理由といたしましては、用地交渉の遅延、地元

協議、許認可申請、補助内示等のおくれ等によりまして、以下の事業について繰り越すことにい

たしております。 

 ２款１項でございますが、事業名が初山開発事業。これは旧郷ノ浦町の初山開発の道路整備事

業の分でございます。次が、郷ノ浦港駐車場整備事業、これは旧郷ノ浦町の郷ノ浦港に建設をい

たしております自動式駐車場の整備事業の分でございます。 

 次に６款１項でございますが、ふるさと農道緊急整備事業、これは旧郷ノ浦町の泉が山地区の

農道整備事業の分でございます。県営老朽ため池整備事業、これは旧勝本町の四徳地区の老ため

の整備事業でございます。次が、芦辺地区農村総合整備事業でございます。２項の林業費で自然

災害防止事業、これは旧郷ノ浦町の分でございます。３の水産業費で八幡地区特定漁港整備でご

ざいます。 

 次に８款土木費の２項の道路橋梁費でございます。道路橋梁新設改良事業で、旧郷ノ浦町で有

安本線ほか１路線で１,６００万円、旧芦辺町の市道第２中谷線ほか６路線で８,６１６万

８,０００円の計１億２１６万８,０００円の繰り越しでございます。３項の河川費でございます

が、急傾斜地崩壊対策事業、これは旧郷ノ浦町の分でございます。次が筒城仲地区排水路整備事

業、これは旧石田町の分でございます。５項の都市計画費、まちづくり総合支援事業、これは旧
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郷ノ浦町の分でございまして、本村元居線、金毘羅公園大谷公園線の整備事業の分でございます。

６項の下水道費下水道事業特別会計繰り出し金でございますが、これは旧郷ノ浦町の下水道事業

の繰り出し金でございます。７項の住宅費でございますが、公営住宅建設事業、これは旧郷ノ浦

町の今宮団地の建設事業の分でございます。 

 次１０款教育費の５社会教育費生涯学習施設整備事業、これは旧芦辺町のまなびの館建設事業

でございます。次が石田地区の図書館整備事業、それから１１款の災害復旧費でございますが、

１項の農林水産施設災害復旧、農地及び農業用施設災害復旧事業でございますが、郷ノ浦町で

１８カ所、勝本町で２０カ所の繰り越しでございます。次が、漁港施設災害復旧事業で、これは

旧郷ノ浦町の分でございまして１３事業ございます。次が、公共土木施設災害復旧事業でござい

ますが、これは旧郷ノ浦町で７カ所、石田町で２カ所、芦辺町で３カ所、計１２カ所の分でござ

います。合計で９億７,８３０万５,０００円といたしております。 

 次１２ページは、第３表で債務負担行為について定めております。 

 次に１３ページをお願いいたします。第４表地方債でございます。一般公共事業債ほか１１事

業について、それぞれ限度額を定めております。合計で２９億６,５２０万円でございます。 

 次に５２、５３ページをお願いいたします。５２ページでございます。３の歳出でございます

が、歳出予算につきましては、平成１６年３月分の支出または債務の負担のあるものについて計

上いたしております。基本的には、平成１６年２月までの各町予算の執行残としております。そ

れに壱岐市で新たに設置をされました福祉事務所、精神障害者地域生活支援センター、精神障害

者福祉ホームＢ型事業、かたばる病院事業等について計上いたしております。各町の歳出執行残

の計上科目につきましては、基本的には各町の執行残をそのまま壱岐市の各諸費に計上いたして

おりますが、議会費それから職員給与費、選挙費、農業委員会費等につきましては、本庁費に計

上いたしております。 

 それでは１款の議会費でございますが、ここでは主に議員報酬、職員給与費について計上いた

しております。 

 次、２款１項１目の一般管理費でございますが、ここでも職員給与費でございます。 

 次５５ページをお願いいたします。１５の工事請負費で１,６０３万７,０００円を計上いたし

ております。これは郷ノ浦支所費の総合行政ネットワーク整備工事請負費でございます。 

 次に５９ページをお願いします。２款１項５目の財産管理費でございます。次のページをお願

いいたします。１５の工事請負費で９,１９３万１,０００円計上いたしております。これは本庁

費の仮本庁舎改修工事請負費３,２４１万９,０００円、それから郷ノ浦支所費の駐車場の整備工

事請負費４,０４０万円、それから芦辺支所費の庁舎等の改修工事請負費、これは庁舎の空調設

備の改修工事でございます。計上いたしております。２５の積立金につきましては、ふるさと市
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町村圏基金の積立金でございます。 

 次に６４、６５ページをお願いします。２款１項６目の企画費でございます。この中で工事請

負費１,４４１万円計上いたしておりますが、これは郷ノ浦支所費の初山開発道路整備工事請負

費、これは先ほどの繰り越し事業の分でございます。それから、石田支所費の中に時計等の設置

工事請負費４４１万円を計上いたしております。 

 次に６６、６７ページでございます。２款１項７目の電算業務費でございますが、１３委託料

で１億２,４４８万２,０００円を計上いたしておりますが、これはシステムの開発委託料でござ

います。１８節の備品購入費は３,１５０万円は、庁用器具の購入費でございます。 

 次に６８、６９ページをお願いいたします。２款１項１０目の地籍調査費でございます。次の

ページをお願いいたします。７１ページでございますが、１３の委託料で５,７２５万５,０００円

でございます。主なものは、数値情報化の委託料でございます。次に一番下の行の１２目の合併

関連事業費でございますが、７２、７３ページをお願いいたします。１５の工事請負費で

１,４０９万４,０００円を計上いたしております。これはメガデータネットワーク整備工事費、

農村整備積算システムの移転工事費を計上いたしております。 

 次に２款２項１目の税務総務費でございます。次のページをお願いいたします。ここで１９節

がございますが、負担金補助および交付金でございますが２,０００万円を計上いたしておりま

す。これは、郷ノ浦支所費の還付不納金でございます。それから２３節の償還金利子及び割引料

でございますが２,０００万円、これは郷ノ浦支所費の過誤納還付金でございます。 

 次に８０ページ、８１ページをお願いいたします。３款民生費の社会福祉総務費でございます。

次のページをお願いいたします。２０節の扶助費でございます。２８節の繰り出し金でございま

す。２２万６,０００円、これが今回、かたばる病院へ併設をされました精神障害者福祉ホーム

Ｂ型事業の運営費の繰り出し金でございます。 

 次に８７ページをお願いいたします。３款１項２目の社会福祉施設費でございますが、ここで

工事請負費で２,０００万円を計上いたしておりますが、これは郷ノ浦支所費のデイサービスセ

ンター建設予定地の敷地造成工事費でございます。 

 次のページをお願いします。３の老人福祉費でございます。ここで２０の補助費が１,８７９万

８,０００円でございます。それから２８の繰り出し金でございますが、これは老人保健事業特

別会計への繰り出し金でございます。 

 次のページ、９０ページ、９１ページをお願いします。４の国民健康保険事業費でございます。

これは、国民健康保険事業特別会計への繰り出し金について計上いたしております。 

 次の９２、９３ページでございますが、３款１項５目の介護保険事業費でございます。これは

繰り出し金で介護保険事業特別会計への繰り出し金を計上いたしております。 
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 次に９７ページをお願いいたします。３款２項４目の保育所費でございますが、主にここは職

員給与費、それから委託料で郷ノ浦支所費に保育園児入所委託料、これは壱岐保育園の分でござ

います。計上いたしております。 

 次に１００ページ、１０１ページをお願いいたします。３款３項１目の生活保護総務費でござ

います。ここでは職員の人件費、それから１３節の委託料としましてレセプト点検業務の委託料、

それから負担金補助および交付金で県派遣職員の負担金を計上いたしております。次、２目の扶

助費でございます。これは３月に支給をされました生活扶助費でございます。２,６７１万円で

ございます。 

 次に１０５ページをお願いします。４款１項１目保健衛生総務費でございますが、ここは繰り

出し金２億４,８７７万５,０００円でございますが、これは簡易水道事業特別会計への繰り出し

金が主でございます。 

 次に１１１ページをお願いいたします。４款１項４目の病院費でございます。ここで繰り出し

金で５,９７６万２,０００円ございます。この中に今回のかたばる病院分といたしまして

１,３３０万６,０００円がこの中に含まれております。 

 次に１１３ページをお願いいたします。４款２項２目の塵芥処理費でございますが、委託料と

いたしまして３,６３９万６,０００円、これは施設の管理委託料でございます。工事請負費につ

きましては、勝本クリーンセンターの設備等の修繕工事費、芦辺クリーンセンターの焼却灰保管

施設の整備工事費を計上いたしております。 

 次に１１７ページをお願いいたします。４款２項３目のし尿処理費でございますが、ここ委託

料でございます。これも施設の管理委託料が主なものでございます。 

 次に１２０、１２１ページでございます。６款１項３目の農業振興費でございますが、次の

１２３ページの１９節をお願いいたします。８,３３５万９,０００円計上いたしております。こ

れは各種補助金が主なものでございます。 

 次に１２９ページをお願いします。６款１項４目の畜産業費でございますが、ここも１９節の

負担金補助および交付金でございますが、これも各種補助金でございます。それから２５の積立

金でございますが、家畜導入事業、資金供給事業基金の積立金でございます。 

 それから１３４、１３５ページをお願いします。６款１項５目農地費でございます。１３の委

託料７,１５４万４,０００円、これは測量設計業務委託料でございます。１５の工事請負費でご

ざいますが、これは農道の整備工事費でございます。それから１９節の負担金補助および交付金

でございますが、これは県営事業費の負担金等でございます。 

 次に１３９ページをお願いいたします。６款２項２目林業振興費１５節の工事請負費でござい

ます。７,７２４万２,０００円、これは自然災害防止事業の工事請負費でございます。それと林
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業作業道の改良工事請負費を計上いたしております。 

 次に１４３ページをお願いいたします。６款３項２目の水産業振興費でございます。１９節で

ございますが１億８７１万４,０００円でございますが、これは各種補助金等が主なものでござ

います。 

 次に１４５ページでございます。６款３項４目の漁港漁場整備費でございますが、主に１５節

の工事請負費で郷ノ浦支所費で水産基盤整備工事請負費、芦辺支所費で漁港漁場整備工事請負費

を計上いたしております。 

 次の１４６ページでございますが６款３項５目の漁業集落環境整備費でございます。工事請負

費１,７００万円でございますが、芦辺支所費の漁業集落環境整備工事請負費を計上いたしてお

ります。繰り出し金は、漁業集落排水事業特別会計への繰り出し金でございます。 

 次に１４８ページでございます。７款１項４目の観光費でございますが、工事請負費の

２,９９１万６,０００円、これは勝本支所費の次のページ、１５１ページでございますが、国民

宿舎壱岐島荘側溝整備工事費それからイルカパークの整備工事費、芦辺支所費で２１世紀まちづ

くり推進総合支援工事請負費それから観光施設改修工事請負費を計上いたしております。 

 次に１５５ページをお願いします。８款２項３目の道路橋梁新設改良費でございます。次の

ページをお願いいたします。１３の委託料でございますが、これは測量設計業務委託料でござい

ます。１５節の工事請負費でございますが、道路改良工事請負費を計上いたしております。なお、

詳細につきましては、議事日程表の次のところに１５年度暫定予算の主要事業の一覧表をつけさ

せていただいておりますので、そちらの方をごらんになっていただきたいと思います。それから

１９節１,８００万円でございますが、これは県営事業費の負担金でございます。 

 次に１５９ページをお願いします。８款３項１目の河川総務費でございます。１３の委託料に

つきましては測量設計業務委託料、それから工事請負費は河川等維持補修工事費を計上いたして

おります。 

 次に１６３ページをお願いします。８款５項４目の一番下でございます。土地区画整理費でご

ざいますが、次のページをお願いいたします。工事請負費で９,４４１万５,０００円、これは郷

ノ浦支所費のまちづくり総合支援事業工事請負費でございます。次の８款６項１目の公共下水道

費は、郷ノ浦支所費の下水道事業特別会計への繰り出し金でございます。 

 次に１６７ページをお願いします。８款７項２目の住宅建設費でございますが、工事請負費で

ございます。郷ノ浦支所費の公営住宅建設工事請負費、それから次のページでございますが、石

田支所費で公営住宅建設工事請負費、これは北中尾住宅でございます。その分を計上いたしてお

ります。 

 次の９款１項１目の常備消防費でございますが、主に職員給与費でございます。 



- 53 - 

 次に１９５ページをお願いします。一番下の行でございますが、１０款５項５目の図書館費で

ございます。次のページをお願いいたします。工事請負費で４,０００万円計上いたしておりま

す。これは石田支所費の図書館整備工事請負費でございます。次の１０款５項６目の文化財保護

費でございますが、工事請負費で９,４３９万円は芦辺支所費の次のページをお願いします。生

涯学習施設建設工事請負費について計上いたしております。 

 次に２０５ページをお願いいたします。下の方で１１款の災害復旧費でございます。１目の農

地及び農業用施設災害復旧費でございますが、次のページをお願いいたします。工事請負費でご

ざいますが１億８,１５７万８,０００円につきましては、災害復旧工事費でございます。次の

２目の漁港施設災害復旧費、これも工事請負費でございまして、郷ノ浦支所費の漁港施設の災害

復旧工事費でございます。 

 次の２０８、２０９ページをお願いいたします。１１款２項１目の公共土木施設災害復旧費で

ございますが、ここも工事請負費で公共土木施設の災害復旧工事費を計上いたしております。 

 次に２１０、２１１ページをお願いします。１２款の公債費でございます。これは３月の元利

償還金それから一時借入金の利息を計上いたしております。 

 次に２１２、２１３ページの１３款の諸支出金でございます。土地取得費でございます。これ

は郷ノ浦支所費の土地購入費でございますが、これは公立病院用地の購入の償還金でございます。

それから１３款の２項の公営企業費でございますが、これは郷ノ浦支所費の三島航路事業の特別

会計の繰り出し金でございます。それから１３款の３項で旧町借入金返済金でございます。これ

につきましては旧町で、一般会計で１５億２,７００万円の一時借り入れを行っておりますので、

その分の償還の科目でございます。 

 ２１４、２１５ページでございます。１４款の予備費でございますが、１,０００万円を計上

いたしております。 

 次に２１７ページをお願いいたします。給与費明細書でございますが、２の一般職（１）総括

でございまして、職員数が４３２名、給与費が２億２,９９６万４,０００円になっております。

手当の明細につきましては、次の表のとおりでございます。 

 それから２１８ページ、一番最後の表でございますが、地方債の現在高の見込みに関する調書

でございます。一番下の合計のところを見ていただきたいと思いますが、一番右端でございます。

１５年度末の一般会計の現在高見込み額が２７３億４,１０４万８,０００円の見込みでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、議事日程表の次のところに資料といたしまして、旧町の決算の概

要それから基金の現在高、そして平成１５年度３月暫定の主要事業の一覧表を添付いたしており

ますので、ごらんになっていただきたいと思います。 
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 以上で説明を終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  健康保健課長。 

○健康保健課長（小山田省三君）  承認第３号平成１５年度壱岐市国民健康保険事業特別会計暫定

予算についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、専決第３号平成１５年度壱岐市

国民健康保険事業特別会計暫定予算について、説明をいたします。 

 予算書の１ページをお開きください。暫定予算の趣旨については、一般会計で説明のとおりで

ございます。平成１５年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計の暫定予算は、次に定めるところ

によります。事業勘定の歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳入それぞれ８億７２７万７,０００円

と、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２,５５７万８,０００円と定める

といたしております。 

 １２ページをお開きください。歳入予算の主なものについて説明いたします。国民健康保険税

については、一般被保険者分の医療給付費、介護納付金分の現年度滞納繰り越し分を合わせて

１億４,０３７万４,０００円を、退職被保険者分が同じく８４９万７,０００円を計上いたして

おります。 

 １４ページをお開きください。３款の国庫支出金の中で国庫負担金で、療養給付費当に係る分

は２億１,６１０万１,０００円を、高額医療共同事業負担金が４６０万４,０００円、国庫補助

金の中で国保の交付税とされる財政調整交付金が３億１,４１２万６,０００円、４款の県支出金

が国と同額の４６０万４,０００円を計上しております。 

 １６ページをお開きください。５款の療養給付費交付金は、支払い基金から交付される退職者

医療交付金４,５８６万７,０００円です。６款共同事業交付金は、国保連合会から交付される高

額医療費共同事業の交付金１,８８４万円です。８款の繰入金は、一般会計から繰り入れされる

保険税軽減による保険基盤安定分２,５１２万円、事務費的な職員給与費等４２２万２,０００円、

出産育児一時金の３分の２の繰入金が１,２２０万円、国保財政安定化のための繰り入れが

８１０万５,０００円、合わせて４,９６４万７,０００円です。 

 ２０ページをお開きください。１０款の貸付金元利収入は、年度当初、国保連合会に預託した

元利合わせて４２４万２,０００円の返還分でございます。 

 以上が、歳入に関する分でございます。 

 続いて、歳出について説明いたします。 

 ２２ページをお開きください。２２ページから２４ページは経常的なものでございます。

２４ページの２款保険給付費は、国保事業会計では診療費については３月分から翌年の２月分に

ついて１会計年度で処理されるため、一般分が２カ月分の３億４９５万６,０００円を、退職分

が同じく３,８８０万円を、療養費については１カ月分をそれぞれ計上しております。 
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 ２６ページをお開きください。中ほどの２項の高額療養費については、一般、退職、それぞれ

１カ月分を計上しております。 

 ２８ページをお開きください。３款老人保健拠出金、４款介護納付金は、第１２期分の納付金

額でございます。 

 ３０ページをお開きください。５款の共同事業交付金は、国保連合会に支払う第４四半期分で

ございます。 

 ３４ページをお開きください。９款諸支出金の中の旧町借入金は、２月２９日、旧町の出納事

務の閉鎖により、国保会計の歳入歳出の過不足調整による一時借入金２億９１６万円とその利息

５５万８,０００円の返済及び一般会計との繰り替えによる繰り出し金５,８０５万６,０００円

です。 

 以上が事業勘定です。 

 次に、診療施設勘定について説明いたします。 

 壱岐市では、旧勝本町の国民健康保険直営診療所として、勝本診療所及び湯ノ本診療所を引き

継いでおります。診療所では、老人ホームと特養ホームの診療もあわせて行っております。 

 ４０ページをお開きください。１款の診療収入は１月から３月分の３カ月分を計上しておりま

す。 

 ４４ページをお開きください。歳出でございますが、施設管理費は経常的なもので、１８節の

備品購入費は往診車が更新時期のための購入費でございます。 

 ４６ページをお願いします。２款の医業費では、医薬材料費の２カ月分１,２００万円などで

す。４款の公債費は、地方債償還の元金及びその利息を計上しております。 

 以上で、平成１５年度国民健康保険事業特別会計暫定予算の説明を終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ここでしばらく休憩します。再開は１５時１０分とします。 

午後３時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時13分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開します。 

 健康保健課長。 

○健康保健課長（小山田省三君）  承認第４号平成１５年度壱岐市老人保健特別会計暫定予算につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについて、専決第４号平成１５年度壱岐市老人保健

特別会計暫定予算について、説明いたします。 

 予算書の１ページをお開きください。暫定予算の趣旨については、一般会計同様でございます。

平成１５年度壱岐市の老人保健特別会計の暫定予算は、次に定めるところによります。歳入歳出
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予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億４,６０３万８,０００円と定めるといたしております。 

 ８ページをお開きください。歳入予算の主なものについて説明いたします。１款の支払い基金

交付金は３月、４月に交付される現年度分５億９,８５５万２,０００円を、審査支払い手数料交

付金２４８万８,０００円を計上しております。 

 ２款の国庫支出金中、国庫負担金は医療費負担金現年度分９,９３５万５,０００円を、過年度

分１,５６１万３,０００円を、国庫補助金は老人１,０００人以上が対象の郷ノ浦、勝本、芦辺、

３町分の１８７万８,０００円を、３款の県支出金は２,４１８万９,０００円をそれぞれ計上し

ております。 

 １０ページをお開きください。４款の一般会計繰入金は、事務費ほか会計処理調整によるもの

でございます。 

 続きまして、歳出予算の主なものについて説明いたします。 

 １４ページをお開きください。１款総務管理費は、経常的な予算でございます。 

 ２款医療諸費は、老人保健は３月診療から２月診療分までが１会計年度で処理させるため、医

療給付費が２カ月分の６億６,７８１万６,０００円を、療養費、高額療養費が１カ月分の

９３０万２,０００円を、審査支払い手数料は２ヶ月分の２５９万３,０００円をそれぞれ計上し

ております。 

 ３款諸支出金で償還金は、国県の精算返還金６６９万６,０００円を計上しております。 

 １６ページをお開きください。３款２項の旧町借入金返済金は、２月２９日をもって旧町の出

納事務の閉鎖により、老人保健特別会計の歳入歳出の過不足調整による一般会計との繰り替えに

よる繰り出し金５,７６０万１,０００円です。 

 以上で、老人保健特別会計暫定予算の説明を終わります。 

 次に、承認第５号平成１５年度壱岐市介護保険事業特別会計暫定予算についての専決処分を報

告し、承認を求めることについて、専決第５号平成１５年度壱岐市介護保険事業特別会計暫定予

算について説明いたします。 

 １ページをお開きください。暫定予算の趣旨については、一般会計同様でございます。平成

１５年度壱岐市の介護保険事業特別会計の暫定予算は、次に定めるところによります。歳入歳出

の予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億１,５８０万１,０００円と定めるといたしております。 

 歳入予算について説明いたします。 

 ７ページをお開きください。１款介護保険料については、１号被保険者分として特別徴収が年

６回支給される年金からの２月支給分からの徴収分５,２１９万４,０００円を、直接納付される

普通徴収分５０４万３,０００円の合わせて５,７２３万７,０００円を、３款の国庫支出金中、

１項の国庫負担金は現年度分５,７９７万３,０００円を、また１４年度の精算分１,３５８万
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２,０００円を、２項の国庫補助金は介護保険の交付税と称される調整交付金が５,３４０万

１,０００円を、介護保険要介護認定事務に係る事務費交付金として３７８万５,０００円をそれ

ぞれ計上しております。 

 ９ページをお開きください。４款の支払い基金交付金は２回交付分の１億１,８７８万

４,０００円を、５款県支出金は２回交付分の４,０９６万２,０００円を、７款繰入金は事務費

を含めた一般会計の繰入金４,３７１万１,０００円をそれぞれ計上しております。 

 １１ページをお開きください。９款諸収入の雑入は旧町の１５年度決算余剰金の２,５６０万

８,０００円です。 

 続いて、歳出について説明いたします。 

 １３ページをお開きください。１３ページから１５ページの総務費は、経常的な予算です。

１５ページの２款の介護給付費は、介護保険給付は３月分から翌年の２月分までを１会計年度で

処理されるため、それぞれ２ヶ月分の予算を計上しております。 

 １７ページをお開きください。４款の基金積立金は、１号被保険者の分として１,２０４万

４,０００円を、６款の諸支出金中、償還金は国県から交付された補助金を３月に精算による分

の９２５万７,０００円です。 

 １９ページをお開きください。６款２項の借入金返済は、２月２９日をもって旧町の出納事務

の閉鎖により、介護保険事業会計への歳入歳出の過不足調整による一般会計との繰り替えによる

繰り出し金２,０００万円です。 

 以上で、介護保険特別会計暫定予算の説明を終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  水道課長。 

○水道課長（松本 徳博君）  承認第６号平成１５年度壱岐市簡易水道事業特別会計暫定予算につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについて御説明申し上げます。 

 専決第６号平成１５年度壱岐市簡易水道事業特別会計暫定予算でございますが、歳入歳出暫定

予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０億４,１５３万１,０００円と定めるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。歳入、１款分担金および負担金から２款使用料及び手数料につ

きましては、経常費的なものでございますので、説明を省略させていただきます。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金１目衛生費国庫補助金３億７,５００万円でございますが、こ

れは郷ノ浦町の志原、初山地区及び芦辺町の箱崎、国分地区の簡易水道施設整備費事業費に対す

る補助金でございます。 

 １０ページをお願いいたします。４款県支出金から５款財産収入につきましては、費目の存目

として計上しております。 

 次の６款繰入金１項一般会計繰入金１目一般会計繰入金２億４,８７７万５,０００円でござい
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ますが、これは一般会計からの繰入金でございます。 

 次に７款繰越金、８款諸収入１項市預金利子につきましては、費目の存目として計上しており

ます。 

 １２ページをお願いいたします。８款諸収入２項雑入１目雑入６,９１１万８,０００円につき

ましては、道路改良工事によります水道管布設がえ補償金及び合併の折、旧町での出納閉鎖によ

ります決算剰余金でございます。 

 次に９款市債１項市債１目簡易水道債２億９,１１０万円でございますが、これは簡易水道事

業に対します借り入れ分でございます。 

 １４ページをお願いいたします。歳出、１款総務費１項総務管理費１目一般管理費、１６ペー

ジの２目施設管理費につきましては、経常経費的なものでございますので、説明を省略させてい

ただきます。 

 １８ページをお願いいたします。２款施設整備費１項簡易水道施設整備費１目簡易水道施設整

備費事業費３億２,０３３万６,０００円でございますが、これは郷ノ浦町の志原、初山地区簡易

水道施設整備事業と芦辺町の箱崎、国分地区の老朽管水道管布設がえ工事に係る工事費でござい

ます。 

 次に１８ページから２０ページにかけまして、３款公債費１項公債費につきまして、簡易水道

整備事業の借り入れに対します償還金でございます。１目元金５,８０５万２,０００円、２目利

子６,９２２万６,０００円でございます。 

 次に４款諸支出金１項旧町借入金返済金１目旧町借入金返済金５億９,００９万７,０００円で

ございますが、旧町での一時借入金の返済金で、一般会計への繰り出し金等でございます。 

 ２２ページをお願いいたします。５款予備費１項予備費１目予備費２５万円の予備費でござい

ます。 

 次に、繰越明許費でございますが、４ページをお願いいたします。１款総務費１項総務管理費

８５７万円の繰越明許費でございますが、これは水道管布設がえ工事費でございまして、勝本町

湯ノ本地区の県道改良工事、芦辺町瀬戸地区の漁業集落排水事業に伴いましての布設がえ工事の

明許繰り越しでございます。４月に完了予定としております。 

 歳入歳出暫定予算事項別明細書につきましては、歳入を５ページに、歳出を６ページに記載し

ておりますので、お目通しをお願いいたします。 

 続きまして、承認第７号平成１５年度壱岐市下水道事業特別会計暫定予算についての専決処分

を報告し、承認を求めることについて御説明申し上げます。 

 専決第７号平成１５年度壱岐市下水道事業特別会計暫定予算でございますが、歳入歳出暫定予

算の総額を歳入歳出それぞれ９億８,５０９万６,０００円と定めるものでございます。 
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 １４ページをお願いいたします。歳入、１款分担金及び負担金、２款使用料及び手数料につき

ましては、経常費的なものでございますので、説明を省略させていただきます。 

 次に３款国庫支出金１項国庫補助金１目土木費補助金１節都市計画費補助金４億５,２３５万

円でございますが、これは郷ノ浦町で建設しております中央水処理施設関連工事に対する公共下

水道事業費補助金でございます。 

 １６ページをお願いいたします。４款繰入金１項一般会計繰入金１目一般会計繰入金３億

１,０１４万１,０００円でございますが、これは一般会計からの繰入金でございます。 

 次の５款繰越金、６款諸収入につきましては、存目として計上しております。 

 次に７款市債１項市債１目下水道事業債２億２,１６０万円でございますが、これは公共下水

道事業に対します借入金でございます。 

 ２０ページをお願いいたします。歳出、１款総務費１項総務管理費、２項施設管理費につきま

しては、経常費的なものでございますので、説明を省略させていただきます。次に１款総務費

２項下水道建設費１目下水道建設費７億３,６６２万円でございますが、これは郷ノ浦町で施工

しております元居トンネル横の中央水処理センター建設で、造成工事ほか下水管布設工事等の工

事費でございます。 

 ２２ページをお願いいたします。２款公債費１項公債費１目元金１,８８６万９,０００円、

２目利子８９７万３,０００円につきましては、借り入れに対する償還金でございます。 

 ２４ページをお願いいたします。３款諸支出金１項旧町借入金返済金１目９町借入金返済金

２億１,２７０万１,０００円でございますが、これは旧町の一時借入金元金返済金で、一般会計

への繰り出し金でございます。 

 ４款予備費１項予備費１目予備費５万円の予備費でございます。 

 次に、繰越明許費でこざいますが、４ページをお願いいたします。１款総務費２項下水道建設

費、事業名公共下水道事業４億５,４００万円でございますが、これは郷ノ浦町中央水処理施設

工事におきまして、水処理区域の区域変更等の許認可に時間を要したために、繰り越しをお願い

するものでございます。 

 次に５ページをお願いいたします。債務負担行為でございますが、事項といたしまして、郷ノ

浦町で実施しております中央水処理センター本体建設工事でございます。期間は平成１６年度中

にいたします。限度額を１億８,３９８万円で実施するようにしております。歳入歳出暫定予算

事項別明細書につきましては、歳入を９ページに、歳出を１０ページに記載しておりますので、

お目通しをお願いいたします。 

 続きまして、承認第８号平成１５年度壱岐市漁業集落排水整備事業特別会計暫定予算について

の専決処分を報告し、承認を求めることについて御説明申し上げます。 
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 専決第８号平成１５年度壱岐市漁業集落排水整備事業特別会計暫定予算につきましては、歳入

歳出暫定予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５,８２２万８,０００円と定めるものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。歳入、１款使用料及び手数料１項使用料１目下水道使用料

２４万６,０００円を見込んでおります。これは石田町、芦辺町分でございます。 

 ２款県支出金１項県補助金１目農林水産業費補助金１億２,５７８万円でございますが、これ

は芦辺町瀬戸地区で実施しております漁業集落環境整備補助金、漁村生活環境整備事業費交付金

でございます。 

 次に３款繰入金１項一般会計繰入金１目一般会計繰入金４,０７５万２,０００円でございます

が、これは一般会計からの繰入金でございます。 

 ４款繰越金１項繰越金４９４万９,０００円は、前年度繰越金でこざいます。 

 ９ページをお願いいたします。５款諸収入３款雑入１目雑入につきましては、存目として計上

しております。 

 ６款市債１項市債１目下水道事業債８,６５０万円でございますが、芦辺町で実施しておりま

す漁業集落環境整備事業の借り入れでございます。 

 １１ページをお願いいたします。歳出、１款総務費１項総務管理費２項施設管理費につきまし

ては、経常経費的なものですので、説明を省略させていただきます。１款総務費２項漁業集落排

水整備費１目漁業集落排水整備費１億７,５３４万３,０００円でございますが、これは芦辺町瀬

戸地区の下水管の埋設工事に係るものでございます。 

 ２款公債費１項公債費１目元金３２０万１,０００円、２目利子２８８万７,０００円は借り入

れに対する償還金でございます。 

 次に４款諸支出金１項旧町借入金返済金１目旧町借入金返済金７,０９８万２,０００円につき

ましては、旧町での一時借入金の元金利子の返済金でございます。 

 次に繰越明許費でございますが、３ページをお願いいたします。１款総務費２項漁業集落排水

整備費、事業名、漁業集落環境整備事業１,９５１万円でございますが、これは芦辺町瀬戸地区

の下水管布設工事が町部であったため、道路事情により交通問題等の調整に時間を要したため、

繰り越しをお願いするものでございます。工期は４月までとしております。 

 歳入歳出暫定予算事項別明細書につきましては、歳入を４ページに歳出を５ページに記載して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、説明申し上げ御報告いたしましたが、御承認賜りますようお願いいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民福祉課長。 

○市民福祉課長（川畑 文隆君）  認定第９号平成１５年度壱岐市老人ホーム特別会計暫定予算に

ついての専決処分を報告し、承認を求めることについて説明いたします。 
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 予算書の１ページをお願いします。専決第９号平成１５年度壱岐市の老人ホーム事業特別会計

の暫定予算は、歳入歳出それぞれ２,８５６万５,０００円であります。一時借入金の借入額の総

額は３,０００万円でございます。 

 ８ページ、９ページをよろしくお願いします。歳入の主なものを説明いたします。２款繰入金

一般会計繰入金１,１４８万４,０００円、これは退職手当組合費の負担金、それから老人ホーム

の市債償還金等の目的で繰り入れております。 

 ４款諸収入雑入、入所者の電気使用料と２月決算段階での壱岐広域圏町村組合決算剰余金とし

て繰り入れております。 

 ５款財産収入につきましては、存目でございます。財政調整基金等の利子でございます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。６款分担金及び負担金で民生費負担金、老人保

護措置負担金でございます。１,４７２万８,０００円、実は４月にさかのぼりまして措置費の減

額がございまして、４月から今年の２月までの減額分２０４万８,５００円を２月分の措置費か

ら引いております。これの補てんといたしまして、先ほど申し上げました決算剰余金からの繰越

金として、これを雑入として補てん金として入れております。 

 ８款県支出金につきましては、長崎県高齢者福祉人材育成事業委託金、これは学校卒業後に無

就職であった者についての就職するという約束で、補助金が１００％ついております。６名の賃

金で臨時雇いをやっております。 

 次の１２ページ、１３ページの歳出の主なものを御説明いたします。１項老人ホーム費、事務

費につきましては、職員給与費が主なもので１８名の職員給与費でございます。そして一般管理

費は、嘱託職員等の報酬等でございます。２の保護費、これは次のページでございますけれども、

主に食材等の賄い費とそれから光熱水費等が主でございます。 

 １４ページ、１５ページお願いします。２款の公債費につきましては、地方債残金償還額が

１,０６２万６,０００円でございます。３款の基金積立金につきましては、財政調整基金積立金

としまして９５万円を計上いたしております。 

 以上でございます。 

 続きまして、承認第１０号平成１５年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計暫定予算につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについて説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いします。平成１５年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計の暫

定予算は１億２１５万６,０００円であります。一時借入金の最高額は３,０００万円でございま

す。 

 ８ページ、９ページをお開きください。歳入の主なものを申し上げます。１項の介護給付費収

入、１番介護サービス費として６,２３４万円、それから利用者負担金収入６２２万円、介護
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サービス計画費収入、これはデイサービス部門においてのケアプラン等の作成料でございます。

いずれも２カ月分を計上いたしております。 

 それから２款の財産収入につきましては、利子配当としまして４５万５,０００円、寄附金に

ついては、これは忌明け等の寄附があった場合の存目でございます。 

 次の１０ページ、１１ページをお願いします。雑入といたしまして、２月決算での壱岐広域圏

町村組合決算剰余金としまして３,２３０万円を計上いたしております。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。歳出の主なものを説明いたします。施設介護

サービス事業費としまして、事務費として２,０９８万２,０００円、主に職員給与費２９名分と

一般管理費、嘱託職員５名分の人件費等でございます。それから２の介護費につきましては、同

じように賄い料等が主でございます。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。３項通所介護サービス事業費、これはデイサー

ビスでございますけれども、主で２７８万４,０００円でございますが、主に職員給与１人分、

それから嘱託職員５名分の人件費でございます。 

 １６ページ、１７ページをよろしくお願いします。２款の基金積立金としまして、財政調整基

金積立金としまして６,３６２万３,０００円、それから施設整備基金積立金としまして２４５万

５,０００円を計上いたしております。３款の公債費につきましては、元金としまして地方債、

元金償還費としまして２０４万４,０００円、地方債利子償還費としまして１１９万９,０００円

でございます。予備費としまして３２０万円を計上いたしております。 

 以上でございます。 

 続きまして、承認第１１号でございます。平成１５年度壱岐市精神障害者地域生活センター事

業特別会計暫定予算についての専決処分を報告し、承認を求めることについて説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。専決第１１号でございますが、これは新規事業でござ

いまして、国立病院の移譲の伴いまして、その跡地におきまして精神障害者生活支援センター、

通称ひまわりということで開設をいたしました。これは、主に精神障害者の皆さんからのさまざ

まな相談と、必要に応じた助言、そして施設等福祉サービスについての紹介をつなぐ機関でござ

います。主に調理、掃除、その他、日常生活上のお世話の指導、それから自主活動や地域家族と

の交流事業等の提供、そして自立して生活ができるような必要な情報の提供というところでござ

います。施設長１名、それから精神保健福祉士１名、社会復帰指導員の３名、計５名で運営予定

でございます。 

 それでは、予算の方１ページをお願いします。平成１５年度壱岐市の精神障害者地域生活支援

センター事業特別会計の暫定予算は、歳入歳出それぞれ４９５万円であります。一時借入金の最

高額は５００万円でございます。 
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 ８ページ、９ページをお開きください。歳入の主なものでございますが、県補助金で精神障害

者地域生活支援事業施設運営費県補助金、これは基準額の１ヶ月分でございますけれども

１７１万４,０００円でございます。それから施設整備としまして、精神障害者地域生活支援セ

ンター施設等整備費県補助金としまして３２３万５,０００円、これは総事業費の４分の３でご

ざいます。 

 次のページ、１０ページ、１１ページをお願いします。歳出の主なものの説明をいたします。

運営費としまして、運営費嘱託職員報酬、４名の嘱託職員の人件費でございます。そして、賃金

雇いの３名の指導員の賃金等でございます。それから、施設整備費でございますけれども、これ

は施設整備費として３２３万５,０００円を組んでおります。この中で実は３月の開設以前に、

２月までに施設整備あるいは備品等の整備を前もって整備しなければできませんでしたので、あ

らかじめ一般会計で立てかえたような形になっておりますが、県の補助金が３月にしか交付され

ませんでしたので、３月の予算では一般会計に繰り出し金ということで予算計上いたしておりま

す。 

 以上でございます。 

 続きまして、承認第１２号平成１５年度壱岐市精神障害者福祉ホームＢ型事業特別会計暫定予

算についての専決処分を報告し、承認を求めることについて説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。これも先ほど申し上げましたが、国立病院の移譲に伴

って併設されました施設でございまして、新規事業でございます。精神障害者福祉ホームＢ型は、

主に障害が相当程度改善している、社会生活に大体なじめる状況の症状である精神障害者の皆様

に対して、社会復帰と家族の復帰の援助をするためを目的としてございます。当初は１４床でス

タートいたしますけれども、公立病院が完成いたした折には２０床ということで、また改めてス

タートいたします。全体で９００平米の施設でございます。管理人１名、精神保健福祉士１名、

指導員２名の４名で事務を運営していきます。これは３月時点の２月までの入所申請が６名ござ

いまして、さきに判定委員会をいたしまして、３名の方が判定委員会で入所決定いたしまして、

３月中に入所する予定でございます。なお、続いて３月中にも申請がございましたら、判定委員

会を開きまして入所を促したいと思っております。 

 予算の方の説明をいたします。 

 １ページでございますが、平成１５年度壱岐市の精神障害者福祉ホームＢ型の事業特別会計の

暫定予算は、歳入歳出それぞれ３６６万４,０００円でございます。一時借入金の最高額は

３５０万円でございます。 

 ８ページ、９ページをお開きください。歳入の主なものを御説明いたします。県補助金で精神

障害者福祉ホームＢ型運営費県補助金としまして１５８万３,０００円、これも月額の基準額で
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ございます。それから精神障害者福祉ホームＢ型施設等整備費県補助金１７３万５,０００円、

これは総額の４分の３の補助でございます。そして、居宅使用料としまして、先ほど条例の中で

ございましたけれども、これは入居使用料につきましては、１月９,０００円でございまして、

９,０００円の１０人分ということで９万円計上いたしております。それから、一般会計の繰入

金でございますけれども、これは当初の整備の中で若干補助金では賄えない部分がございました

ので、その不足分といたしまして２２万６,０００円を繰り入れております。諸収入といたしま

しては、住居者の電気代でございます。 

 次の１０ページ、１１ページお開きください。歳出の主なものを申し上げます。運営費で職員

給与費、これは管理人、施設長の１名分の人件費と運営費の嘱託職員２名分、それからこの中で

下の方から、中ほどよりも下にありますけれども、施設管理業務委託料といいますのは、夜間警

備それから夜間指導のために１３万８,０００円組んでおりますが、これは２名で交代で夜間指

導をいたします。そして、施設整備といたしましては１７３万５,０００円、庁用器具と一般会

計繰り出し金につきましては、これも先ほど申し上げました県の補助金が３月交付でございまし

たので、事前の準備としまして一般会計で立てかえた形になっておりますので、一般会計に繰り

出し金としまして１０９万円を計上いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  郷ノ浦町支所長。 

○郷ノ浦支所長（吉永 正司君）  承認第１３号平成１５年度壱岐市三島航路事業特別会計暫定予

算についての専決処分を報告し、承認を求めることについて説明いたします。 

 予算書１ページをお願いします。平成１５年度壱岐市の三島航路事業特別会計の暫定予算は、

歳入歳出それぞれ６,５４６万円と定め、一時借入金の借り入れの最高額は５,０００万円と定め

ます。 

 １２ページ、１３ページをお願いします。歳入、使用料、船舶使用料２２０万円、これは１カ

月分を計上いたしております。 

 ２款の国庫支出金、航路費補助金、これは年間分赤字補てん分３,０００万円が３月に入る見

込みでございます。 

 次に１８ページ、１９ページ、歳出でございます。１款運行費の一般管理費、これは一般職

４人、海事職６人の給与、人件費が主なもので、一般的な管理経費でございます。 

 ２目の業務管理費、これは燃料費、２カ月分が主なものでございます。２項の施設整備費では、

２１ページ、船客待合所整備工事請負費、これは大島の船客待合所の整備工事でございます。 

 ３款諸支出金でございますが、旧町の一時借入金返済金４,７７４万１,０００円を見込んでお

ります。 
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 以上でございます。 

 次に、承認第１４号平成１５年度壱岐市農業機械銀行特別会計暫定予算についての専決処分を

報告し、承認を求めることについて説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いします。専決第１４号平成１５年度壱岐市の農業機械銀行特別会計

の暫定予算は、歳入歳出それぞれ１,５７５万９,０００円と定めます。 

 １２ページ、１３ページをお願いします。歳入、使用料、機械使用料５７４万９,０００円、

これは１カ月分を計上いたしております。 

 次に１４ページ、１５ページです。雑入、これは旧郷ノ浦町１５年度決算剰余金１,０００万

円が主なものです。 

 次に１８ページ、１９ページ、歳出、一般管理費、これは農作業の分の労務賃金等が主なもの

です。あと公園管理費と施設等の管理費、文化ホール、道路等の管理費分を計上いたしておりま

す。合わせて５７１万円です。 

 ２款の基金積立金、減価償却基金積立金１,０００万円計上いたしております。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  水産課長。 

○水産課長（今村 光一君）  承認第１５号平成１５年度壱岐市芦辺港ターミナビル事業特別会計

暫定予算についての専決処分を報告し、承認を求めることについて御説明を申し上げます。 

 予算書をお開き願います。平成１５年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計の暫定予算

は、次に定めるところよるものでございます。歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ

８５６万２,０００円と定めるものでございます。 

 それでは、収入より御説明を申し上げます。６ページから７ページをお開き願います。施設の

使用料として３１万３,０００円を計上いたしております。次に県補助金といたしまして、新漁

村コミュニティー基盤整備事業補助金８１０万円を計上いたしております。３款繰入金は、一般

会計より１４万７,０００円を計上いたしております。４款、５款につきましては、費目の存目

でございます。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。施設の管理費として、消耗品費、役務費を計上して

おります。次に、委託料といたしまして建物の設計管理委託費、建物本体の設計業務委託費

７６０万７,２５０円と仮待合所設計業務契約委託金９４万５,０００円、合計８５５万

３,０００円を計上いたしております。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  公立病院事務長。 
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○公立病院事務長（竹下 立喜君）  承認第１６号平成１５年度壱岐市病院事業会計暫定予算につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについて御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお開きください。専決第１６号平成１５年度壱岐市病院事業会計暫定予算

の御説明を申し上げます。業務の予定量でございますが、壱岐公立病院事業、病床数１７４床、

一般病床１００床、精神７０床、感染症４床。年間患者数、３月のみでございますが、入院患者

４,４０２名、外来患者９,２００人、１日平均患者数、お示しのとおりでございます。 

 ２のかたばる病院事業でございますが、病床数７４床、一般病床が２０床、結核６床、療養病

床４８床でスタートいたしております。年間患者数、入院患者１,５３１人、外来患者３４５人

といたしております。１日平均患者数は、お示しのとおりでございます。 

 次ページをお願いします。収益的収入及び支出でございます。壱岐公立病院事業収益２億

２,１２４万８,０００円、事業収益１億７,３７５万１,０００円、医業外収益、特別利益につき

ましては、お示しのとおりでございます。特別利益、また特別損失等出てまいりますけれども、

これは医療保険の過誤減点増減などの積み立ての分でございます。第２款かたばる病院事業収益

４,１３１万６,０００円、医業収益といたしまして２,７９６万５,０００円、医業外収益、特別

収益、お示しのとおりでございます。 

 支出でございますが、第１款壱岐公立病院事業費用、第１項医業費用でございますが２億

２,１２４万８,０００円、第１項医業費用１億６,２７５万２,０００円、医業外費用

２,８０５万３,０００円、特別損失１,０００、２,０００円、予備費に２,９４４万１,０００円

充てております。第２款かたばる病院事業費でございますが４,１３１万６,０００円、第１項医

業費用４,１３０万８,０００円、医業外費用、特別損失予備費、それぞれお示ししたとおりでご

ざいます。 

 資本的収入及び支出でございますが、収入の部でございますが、第１款壱岐公立病院資本的収

入３,２７０万円、第２項の出資金でございますが２,２６５万８,０００円、企業債存目で補助

金でございますが１,００４万円でございます。このところで資本的収入計画では、当然、病院

事業建築費が計上されるべきでございますけれども、一部事務組合が２月末で閉庁でございます。

したがいまして、平成１５年度壱岐公立病院の移転新築更新につきましては、一組の予算の経理

で事務は終了いたしております。要するに２月末で決算ということになるわけでございまして、

第２款かたばる病院資本的収入でございますが、これは存目にいたしております。 

 支出でございますが、第１款壱岐公立病院資本的支出２,４０６万８,０００円、建設改良費の

４９７万８,０００円、第２項の企業債償還金１,９０９万円でございますけれども、これは企業

債関係の償還金でございます。第２款かたばる病院資本的支出でございますけれども、これは存

目にいたしております。 
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 続きまして、債務負担行為でございますけれども、これは平成１５年当初予算計画をいたしま

して、引き続き計上いたしておるところでございます。事項といたしましては、壱岐公立病院建

築整備事業、期間平成１６年度、限度額は工事費３７億８８７万３,０００円でございます。一

時借入金でございますけれども、壱岐公立病院事業といたしましてはゼロでございまして、かた

ばる病院事業費といたしましては３,０００万計画をいたしております。予定支出の各項の経費

の金額の利用でございますが、壱岐公立病院事業といたしましては、収益的収入の項款の流用、

資本的収入の項款の流用ということでございまして、かたばる病院も同じでございます。 

 議会の議決を得なければならない流用することのできない経費といたしましては、次に掲げて

おります職員給与費、公立病院の場合は８,４６７万１,０００円、公債費３０万円といたしてお

ります。かたばる病院事業費用では、職員給与費が２,１９８万３,０００円、公債費８万

４,０００円でございます。棚卸資産購入限度額でございますが、これは壱岐公立病院の場合は

５,４５４万３,０００円計上いたしております。かたばる病院事業費用では４２５万８,０００円

でございます。 

 以上、３月分の暫定予算の御報告でこざいます。予算に関しまして、次は説明を主なところだ

けさせていただきたいと思います。 

 ５ページをお開きください。平成１５年度のこれは暫定の予算実施計画書でございますが、収

益的収入及び支出でございます。収入の部でございますが、壱岐公立病院の事業収益２億

２,１２４万８,０００円、入院収益といたしまして１億６２万９,０００円、これは１日平均患

者数１４２人、そして１日１人当たり診療費２万２,８６０円といたしております。これは当初

４月の計画どおりでございます。外来収益６,８６３万２,０００円も、これも１日平均患者数

４００人、１日１人当たりの診療費７,４６０円で計画いたしておりますけれども、これも当初

計画どおりで計上いたしております。 

 次に２の医業外収益でこざいますが、負担金交付金でございます。２,３７９万８,０００円、

一般会計の負担金でございます。運営費のこれは必要経費の一般会計の繰り出し基準に基づく繰

り入れでございます。それから５の補助金でございます。２,２５０万９,０００円、これは県の

補助金でございまして、救急輪番制の病院の補助金でございます。 

 次９ページをお願いをいたします。資本的収入及び支出でございます。収入でございます。壱

岐公立病院資本的収入３,２７０万円、２、出資金２,２６５万８,０００円、一般会計への出資

金でございますけれども、厚労省財務局の繰り出し基準に基づき必要経費の３分の２を壱岐市か

ら繰り入れております。４の補助金でございますが１,００４万円でございます。これは壱岐公

立病院の移転新築工事に伴います補助金でございまして、感染症の補助金また精神病棟の施設整

備資金の補助金のおのおのの補助金でございまして、進捗率の１０％に相当する分でございます。 
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 １１ページをお開きください。平成１５年度の壱岐公立病院事業の暫定資金計画書でございま

すが、受け入れ資金といたしまして６億７,３０４万５,０００円計上いたしております。一時借

入金はございませんで、支払い資金といたしまして２億１,７５２万６,０００円でございます。

差し引きといたしまして４億５,５５１万９,０００円、これは現金にかわるものでございまして、

平成１６年の３月３１日現在末の現金預金高と予定貸借対照表の数字と一致するものでございま

す。 

 それから１５ページをお願いをいたします。これは貸借対照表でございますけど、平成１６年

３月から平成１６年３月３１日まででございます。１そして２でございますが、流動資産でござ

います。現金、預金４億５,５０６万９,１５２円というふうに、一応予測を立てておるところで

ございます。これは資金計画書、先ほど申し上げました、一致するものでございます。 

 １７ページをお願いいたします。剰余金でございます。（２）の欠損金でございますけれども、

当年度未処理欠損金といたしまして３億１,５７６万５６８円でございます。これは収益的収入

の当期純利益、いわゆる予備費でございますけれども２,９４４万１,０００円と計画いたしてお

ります。したがいまして、前年度未処理欠損金から減額いたしますと３億１,５７６万５６８円

と予測を立てておるところでございます。言いかえれば、これは累積欠損金にかわるものでござ

います。 

 次のページ、１８ページをお願いいたします。平成１５年度壱岐市かたばる病院事業会計暫定

予算の実施計画書でございます。かたばる病院も３月１日から独立採算制の企業体といたしまし

てスタートいたしておるところでございます。経営内容につきましては、非常に厳しいものがご

ざいます。本来なら赤字予算の計上となるところでございますけれども、経営上、赤字予算だけ

は適当ではございませんので避けております。公共性から見ましても、企業の経済性が十分発揮

できますよう、今回の収支計画も一応は均衡を保って計上いたしております。 

 では、収益的収入及び支出、収入でございますけれども、２のかたばる病院事業収益４,１３１万

６,０００円、入院といたしまして２,４３６万２,０００円を計上いたしております。それから

外来収益でございますが２６５万６,０００円を計上いたしております。２の医業外収益でござ

いますが、３の負担金交付金、一般会計への負担金といたしまして１,３３０万６,０００円、内

訳といたしまして、通常の繰り出し基準に基づくものを２２５万７,０００円計上いたしており

ます。あと運営費の負担金といたしまして１,１０４万９,０００円、市より補てんをいただいて

おります。 

 次のページの支出でございます。２のかたばる病院事業費用でございますが４,１３１万

６,０００円、給与費２,１９８万３,０００円、これは事業費に対します６０％を示す、非常に

厳しいものでございましょう。 
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 ２３ページをお願いいたします。平成１５年度、これは資金計画書でございます。受け入れ資

金といたしまして４,４６８万５,０００円でございます。一時借入金、予算書の中では

３,０００万お願いいたしておりますが、２,０００万、一応借り入れることを計画いたしており

まして、支払い資金といたしまして４,３１８万９,０００円、差し引き１４９万６,０００円と

いたしております。 

 ２９ページをお願いいたします。これは平成１５年度かたばる病院事業会計の貸借対照表でご

ざいます。平成１６年３月１日でございまして、これは国立病院の医療と同時に固定資産の財産

といたしまして受贈をいたしております。また、ほかに流動資産とか流動負債、いろいろござい

ますけれども、受贈はほかには一切受けておりません。この分だけでございます。資産の部でご

ざいまして、壱岐固定資産、有形固定資産といたしまして、土地、立木、建物、構築物、機械備

品、車両といたしまして、有形固定資産、また固定資産合計といたしまして４億３,７４０万

７０９円受贈いたしております。この分を資本剰余金の方に受贈、財産評価額といたしまして同

じく４億３,７４０万７,００９円受贈いたしまして、計上いたしておるところでございます。 

 以上で、御説明を終わらせていただきます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  郷ノ浦支所長。 

○郷ノ浦支所長（吉永 正司君）  承認第１７号平成１５年度壱岐市水道事業会計暫定予算につい

ての専決処分を報告し、承認を求めることについて説明いたします。 

 予算書１ページをお願いします。専決第１７号平成１５年度壱岐市水道事業会計の暫定予算は、

次に定めるところによります。業務の予定量として、給水戸数２,５６０戸、給水人口は

６,９６３人でございます。給水区域は武生水、渡良地区が主な区域です。年間総給水量９万

３,０００トン、これは１カ月分を計上しております。 

 収益的収入及び支出につきましては、１２ページから御説明いたします。収益的収入、水道事

業収益、主なものは給水収益、水道使用料１,３００万円、１カ月分を計上いたしております。 

 次に１４ページ、１５ページ、支出でございます。１目の原水及び上水費、主なものは動力費

の２００万円でございます。 

 次に１６ページ、１７ページ、３目の総係費、これは行政職３人の人件費が主なものでござい

ます。４目の減価償却費、これは１カ月分３３５万８,０００円を計上いたしております。 

 １８、１９ページです。２項の営業外費用、主なものは企業債の支払い利息４２４万１,０００円

です。 

 次に、２０ページ、２１ページ、資本的収入、工事負担金４４９万円、これは県道改良工事に

伴う配水管の移転補償費でございます。 

 ２２ページ、２３ページ、資本的支出、建設改良費で工事請負費１,２２９万円、これは県道
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道路改修、下水道工事に伴う配水管の布設がえ工事費でございます。 

 次に、企業債の償還金３７６万６,０００円を計上いたしております。 

 ２ページに戻りまして、議会の議決を得なければ流用することのできない経費として職員給与

費１７８万８,０００円を計上いたしております。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  承認第１８号町の新設についての専決処分を報告し、承認を求める

ことについて説明を申し上げます。 

 壱岐市設置に伴いまして、町の新設につきましては地方自治法第２６０条の規定に基づきまし

て、市町村の区域内に町もしくは字の区域を新たに画しようとする場合は、議会の議決を経てこ

れを定め、知事に届けなければならないとなっておりますので、壱岐市設置に伴い、合併協議結

果に基づきまして字は変わりませんけれども、壱岐市の下に郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町

をそれぞれ新設の要望があり、３月１日付で専決処分を行ったものでございます。御承認のほど

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ここでしばらく休憩します。再開は１６時２５分とします。 

午後４時13分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時24分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開します。 

 総務部長どうぞ。 

○総務部長（澤木 満義君）  承認第１９号長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合への加入に

ついての専決処分を報告し、承認を求めることについてを御説明いたします。 

 本案件は、地方自治法第２５２条の７第２項の規定により、平成１６年３月１日から県内の市

町村で共同処理する長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合に加入するため専決処分を行った

ものであります。 

 なお、本案件と次の承認第２０号は、旧郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町の昨年９月の議会

定例会におきまして、４町が２月２９日限りで廃止されることに伴い、それぞれの町で加入して

いた同組合からの脱退について議決をいただきましたが、今回壱岐市として３月１日から加入す

るため専決処分を行ったものでございます。御承認方をお願いいたします。 

 次に、承認第２０号長崎県市町村総合事務組合への加入についての専決処分を報告し、承認を

求めることについて説明をいたします。 

 本案件は、地方自治法第２５２条の７第２項の規定によりまして、平成１６年３月１日から県
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内の市町村で共同処理するため長崎県市町村総合事務組合に加入するため専決処分を行ったもの

でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（布川 昌敏君）  承認第２１号につきまして説明申し上げます。 

 長崎県離島医療圏組合への加入についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、長

崎県離島医療圏組合への加入について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、これを報告し承認を求める。平成１６年３月８日提出、壱岐市長職務執行

者。 

 これの内容につきましては、地方自治法第２８６条第１項の規定により、離島医療圏組合の規

約第４条に規定をいたします８項目の事務を共同処理するために長崎県離島医療圏組合に加入す

ることとし、その専決処分を行ったものであります。したがいまして、ここに承認を求めるもの

でございます。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  承認第２２号公平委員会の事務の委託について専決処分を報告し、

承認を求めることについて説明をいたします。 

 本案件は、地方自治法第２５２条の１４第１項の規定により、平成１６年３月１日から長崎県

に公平委員会の事務の委託を行うため専決処分を行ったものでございます。 

 次に、承認第２３号指定金融機関の指定についての専決処分を報告し、承認を求めることにつ

いて説明をいたします。 

 本案件は、地方自治法第２３５条第２項及び地方自治法施行令第１６８条第２項の規定により、

壱岐市の公金の収納及び支払いの事務について、株式会社十八銀行を指定して、平成１６年３月

１日からその事務に当たらせるため専決処分を行ったものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  承認第１号壱岐市役所の位置を定める条例ほか２３４件の条例制定につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについてから承認第２３号指定金融機関の指定につ

いての専決処分を報告し、承認を求めることについての２３議案については、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（瀬戸口和幸君）  御異議なしと認めます。したがって、承認第１号から承認第２３号まで

については、委員会付託を省略することに決定されました。 

────────────・────・──────────── 
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日程第２４．議案審議（質疑・討論・採決） 

○議長（瀬戸口和幸君）  日程第２４、これから議案に対する審議を行います。 

 承認第１号から承認第２３号まで２３議案を議題とし、これから順に質疑、討論、採決を行い

ます。 

 承認第１号壱岐市役所の位置を定める条例のほか２３４件の条例制定についての専決処分を報

告し、承認を求めることについてを議題とします。 

 質疑ありませんか。４５番、吉富議員。 

○議員（４５番  吉富 忠臣君）  二、三につきまして確認をしたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

 ３０５ページ、証紙の件でございます。証紙の販売につきまして、各支所でということにたし

かなってたみたいでございますけれども、４条ですかね、証紙の売りさばきは壱岐市市役所、各

市役所窓口で行うと、こういうことになっておりますけれども、出張所についてはどんなになる

のかということを確認をしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長職務執行者。 

○市長職務執行者（山口 銀矢君）  質問に対します答弁につきましては、関係部長及び課長にい

たさせます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  ４５番議員にお答をいたします。 

 証紙の売りさばきにつきましては、支所窓口ということになっておりまして、各出張所等につ

きましては、売りさばきは行わないということで調整をいたしております。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ４５番、吉富議員。 

○議員（４５番  吉富 忠臣君）  この合併につきまして、いろんな論議をしてきたところでござ

いますけれども、住民サービスを低下させないということが最大の御意見として多く出てきたと

ころでございますけれども、その各出張所でそれを取り扱わないということは、非常に住民の方

がお困りになるような気がするんですけれども、そこら辺はいかがでしょうかね。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  各出張所につきましては、現金納付で行っていただくということで

ございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ４５番、吉富議員。 

○議員（４５番  吉富 忠臣君）  その支所、出張所については、その現金扱いというようなこと

にするというようなことでございますけれども、この条例からしますとちょっとそこら辺が非常

にこう理解しにくいようなところがあるわけでございます。私は、そのように非常に困ったもの
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だなというような意見を持っておるところでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長職務執行者。 

○市長職務執行者（山口 銀矢君）  暫時、５分間ぐらい休憩お願いします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  休憩します。 

午後４時35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時37分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開します。 

 総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  ４５番議員にお答をいたします。 

 先ほどの証紙の徴収条例につきまして、出張所には置かないということで申し上げました。条

例第４条の中には、各支所窓口で扱うというふうになっておりまして、各出張所につきましては、

それぞれ資金前渡でもって支所にも前もって準備をしておくということで、売りさばきは支所の

みに置きますよと、それで出張所の方には資金前渡でもって準備をしておくということで御理解

をいただきたいと思います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  会議規則第５６条の規定により、質疑の回数が３回を超えますが、ただ

し書きの規定により、特に許可いたします。４５番、吉富議員。 

○議員（４５番  吉富 忠臣君）  ちょっと理解がよくできなかったと思われますので、もう一回

確認だけしときます。 

 出張所では売りさばきはしないけれども、出張所には準備しておくということですね、そうい

う答弁ですね、わかりました。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ６０番、原田議員。 

○議員（６０番  原田 武士君）  専決の条例の中で条例第６０号ふるさと市町村圏にかかわるこ

とで、御承知のようにこの５年間町村組合議会の中で問題がいつも出まして、３年前から島内で

行っておりましたサイクルフェスティバル、これの果実が底をつきまして、そして同時に、この

年限が１０年であったために、もう既に最初の１０年間の期限が平成１５年で切れるわけで、御

承知と思いますが、各町２億２,５００万を拠出して９億をつくり、そして１億は県が助成をし

たと、その元金が１０億。ところが、金利の低下によりまして、その果実で行う事業、地域浮揚

の事業ができない状態になっております２年前から。で、参加者にも負担をしていただくように

なりましたし、将来基金の取り崩しを図るべきだということで組合議会でもやられてきたわけで

すが、結局基金を取り崩して、そしてやるべき事業に果実で足らない分は基金を取り崩してやっ

てよろしいということまではわかっておるわけですが、総務部長が説明の中で言われたようにい
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ろいろ今まで問題がありましたし、今後市としても早急に基金を取り崩せる方向で検討を願いた

いと、そういうふうに思います。 

 それと、サイクルフェスティバル事業について、以前は、出発当時は、４町それぞれに事業を

行っておったのにも助成をしていたわけですが、現在のところサイクルフェスティバル一本に絞

られてきたという経緯もあります。したがって、議会でもこのことは検討課題であるというふう

に考えますので、議長よろしくお願いをしておきます。答弁は要りません、あればいただきます

よ。 

 それと、条例第１０４号、同じく１９７号、２０１号、２０２号、２０８号、これはいわゆる

下水道の処理にかかわる条例であります。説明の中で、理事者は公共下水道と環境集落下水事業、

それの対比をしながら将来は住民負担をなくしていく方向で考えたいというふうに言われました

が、私は勉強不足で都市計画法の設置が何のためにやられたのか、これには旧郷ノ浦町だけがそ

の指定された計画区域に入っていたわけですね。そうすると、集落環境と都市計画法に基づく公

共下水道の工事を負担金なしでやるという方向は、非常に私は問題があると思いますよ。 

 つまり、その恩恵に属さない住民もその経費の負担を強いられる、そういう結果が生まれしな

いですか。それと、郷ノ浦町が合併協議会で４町合意の上で承認をされた都市計画税を廃止をさ

れている。これはちょっとおかしいですよ、今後も問題となります、当然私は問題にいたします。

なぜかというとですね、国が定めた土地計画法の中で公共下水道等の工事を行う場合には、それ

なりの地域の住民負担は付随のものであります。 

 したがって、公共下水道に対する郷ノ浦町がおやめになった、廃止された税です。これは、目

的税であるわけです、ほかの方面には使えない税金なんで、そういうものを私は今度の一般質問

の中でやりますが、私もそれなりに資料を求め、勉強をして質問をしたいと思っておりますが、

そこら辺の合併協議の中でもう今まで経緯は要りませんが、今部長さんたちが答えられた、考え

られて説明をされた集落環境整備事業、これは漁村と農村とあるわけです。それは同じではない

わけですね、多少の違いはあります農村と漁村の場合は。 

 それと、公共下水道との違いは、これも議長各所管委員会で十分検討をしていただかないと何

のために合併したかわからんごとなりますよ。そこら辺を、きょうは時間もないようですから、

このくらいでとめますが、十分検討をしていただかないと困ると私は思います。答があればいた

だきますが、なければいいです、きょうの条例や何やは認めんちゅわけいかんですけんね、それ

はわかっておりますが、今後の課題としてはっきり申し上げておかなければならない、私はそう

思います。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ほかに質疑ありませんか。５３番、品川議員。 
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○議員（５３番  品川 洋毅君）  第１号の壱岐市役所の位置を定める条例、この中に住所、番地

が明記してございます。ここが、今度からの庁舎になるわけですけれども、私たちは本庁舎とい

う考え方でいいのかどうかお尋ねをいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  ５３番議員にお答えをいたします。 

 庁舎の事務所の位置ということで、地方自治法の中でなっておりまして、現在の郷ノ浦町本村

触６８２番地ということで定めておるとこでございます。本庁舎の位置としてとらえられて結構

でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ５３番、品川議員。 

○議員（５３番  品川 洋毅君）  ここを本庁舎とするとなると問題が出てきます。今後ですね、

ここの暫定予算の中にも仮庁舎としか書いてないんですね、工事何かに関すると。費用となると、

経費その他になると本庁となっております。そこら辺の兼ね合いをぴしっとしておかないと、こ

れは将来大きい庁舎の位置がここで決定すると大きい問題になってきますよこれ。だから私は確

認のためにお尋ねをしておりますけれども、御答弁がありましたら賜りたいと思います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  お答えをいたします。 

 地方自治法の第４条の中で地方公共団体の事務所の設置という条項ございまして、その中で定

めるようになっておりますから、一応現在の先ほど申し上げました本村の６８２番地を本庁舎と

いうふうに位置づけております。当然、今後また変更となりますとこの議決ということが出てま

いるわけでございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ５３番、品川議員。 

○議員（５３番  品川 洋毅君）  ただいまの事務所のということでございますけど、私ども一般

から見ますと市庁舎というのは、事務所と言うよりも庁舎としか見ないわけですね、そこら辺の

考え方を私お尋ねしてるつもりですね。一般の住民の人が、もうあそこが本庁舎と思ってるんで

すよ。しかも、都合のいい部分には仮庁舎、都合のいいときには本庁舎と、私はこれ非常に大事

な問題だと思って、私、私なりに思っております。自治法としてはそうなっておるのか知りませ

んけれども、この条例を変えると、将来的に変えるといいましてもそう簡単には変えられません

ね。 

 それから、例えば庁舎を新しくする、どっかにつくるといってもこれだけの議員の、この当時、

このままの議員でおるならば、４分の３以上の議決が必要になります。言うと４２.何人か、

４３名の議決がないと、違いますか、ああそうですか、それなら失礼いたしました。私の考え方

はそういうことで、きちっとしたつくり方をこの条例でしておかないと将来に禍根を残すことに
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なるということを申し上げておきたいと思います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  この際お諮りいたします。本日の会議時間を本日の議事日程が終わるま

で延長したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  御異議なしと認めます。したがって、本日の会議は本日の議事日程が終

わるまで時間を延長します。 

 ２２番、鵜瀬議員。 

○議員（２２番 鵜瀬 和博君）  第１条に、関連なんですけども、条例の関連なんですが、合併

に伴いまして新しい市章というのができたと思うんですけども、そういった市章の取り扱い等を

含めた条例を制定する必要があると思いますけども、今後そういった条例をつくられる予定があ

るのか、またはないのかよろしくお願いします、お答えください。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  市章につきましては、条例ではございませんで、告示でもって告示

をいたしております。条例事項にはならないと思います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ２２番、鵜瀬議員。 

○議員（２２番 鵜瀬 和博君）  条例にならないということは、まあ肖像権等含めて勝手に使っ

ていいということですか、そういった取り決めをしとかないと今後いろんな部分で問題が出てく

るんじゃないでしょうか。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  先ほど申し上げましたように告示第１号で壱岐市章の制定というこ

とでうたっておるとこでございます。この市章を他に使ってはならないということにならないと

思いますし、当然壱岐市の看板とは言いながらも広く市民が使われることには制約はできないと

いうふうに思います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ２２番、よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。３５番、長岡議員。 

○議員（３５番 長岡 末大君）  この条例は、すべて合併協議会の中でつくられたものであって、

今の議員の皆さん方すべてが知ったわけじゃないようでしたね。いわゆる今後の市の運営の中で

まずい条例については、やはりやりかえるべきであると私はこう思うわけですたいね。やっぱり

いいものをすべて取り入れると、だからそれは随時やはり、これはまずいなというときはやりか

えるべきであるというふうに考えますから、その辺の確認をしてみたいと思いますが。 

○議長（瀬戸口和幸君）  総務部長。 

○総務部長（澤木 満義君）  ３５番議員にお答えをいたしますが、当然議員仰せのように不都合
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なところがあった場合には、当然改正をしていくことになろうと思いますし、今現在ございまし

た旧４町広域にございました条例をもとに調整をしてつくったわけでございます。よりよい方向

で十分検討はしていくべきと思います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ３５番、よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。５９番、立石議員。 

○議員（５９番  立石 一郎君）  壱岐港湾施設管理条例、７５３ページ、岸壁係船料、係料１回

までは５０トン以上、ネット越え５０トン以上の船舶が１トンにつき３２０円になっております

が、徴収するのは重要港湾のみか、それとも地方港湾も同様であるかをお伺いをいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  お答えをいたします。 

 この条例につきましては、郷ノ浦港湾だけの条例でございますので、郷ノ浦港についての料金

でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  そのほかの港につきましては、漁港については漁船の、漁港の

使用料で徴収をするということになります。（「印通寺」「漁港ではないですよ」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（瀬戸口和幸君）  産業経済部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  重要港湾は県管理でございますので、今条例は別に設けており

ませんということでございます。 

○議員（５９番  立石 一郎君）  それ理解しております、終わり。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ほかに質疑ありませんか。１３番、山下議員。 

○議員（１３番  山下 澄夫君）  きょうの議題とは関係ないんですが、石田小中学校の名板のこ

とで、学校の門にある名板のことでお尋ねします。 

 まだ石田町立石田小学校、中学校とか筒城あたりなってますが、間もなく卒業式、入学式があ

りますので、名板の変更はされるんでしょうか。 

○議長（瀬戸口和幸君）  まあ、議題以外でございますが、教育次長。（「議長、議案を審議しよ

るとですから」と呼ぶ者あり） 

 １３番議員、その件については後の機会に質問していただきたいと思います。 

 ほかに質疑ありませんか。３１番、江川議員。 

○議員（３１番  江川  漣君）  予算の専決問題は、専決処分されてるのは結構というか、それ

で承認されれば結構ですけど、これの監査はどなたがされるわけですか、ちょっとそれだけはお

伺いしたいと思います。 
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○議長（瀬戸口和幸君）  ３１番議員、今予算についての議題でございますので、後ほどお願いし

ます。 

○議員（３１番  江川  漣君）  専決処分は結構です、３月専決処分されておるとでしょうけど、

その監査はどなたがするのか、それはちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  先ほど申し上げましたとおりでございますので、別の機会にお願いしま

す。 

 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  他に、ほかに質疑がないようですので、質疑を終わり討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  討論がないようですので、討論を終わります。 

 これから承認第１号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は承認することに

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  起立多数です。したがって、承認第１号については承認することに決定

しました。 

 次に、承認第２号平成１５年度壱岐市一般会計暫定予算についての専決処分を報告し、承認を

求めることについてから、承認第１７号平成１５年度壱岐市水道事業会計暫定予算についての専

決処分を報告し、承認を求めることについての暫定予算関係を一括議題とします。 

 質疑ありませんか。１４番、豊坂議員。 

○議員（１４番  豊坂 敏文君）  これは、一般会計から特別会計まで関連するわけですが、今度

の議案の中に説明が、項で説明がされております。節の説明で今後お願いをしたい、これは要望

しておきます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  では、ほかに質疑がないようですので、質疑を終わり討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  討論がないようですので、討論を終わります。 

 これから承認第２号から承認第１７号までを一括して採決したいと思います。御異議ありませ

んか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  御異議なしと認めます。したがって、承認第２号から承認第１７号まで

を一括採決します。この採決は起立によって行います。本件は承認することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  起立多数です。したがって、承認第２号から承認第１７号については承

認することに決定しました。 

 次に、承認第１８号町の新設についての専決処分を報告し、承認を求めることについてを議題

とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  質疑ないようですので、質疑を終わり討論を行います。討論ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  討論がないようですので、討論を終わります。 

 これから承認第１８号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は承認すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  起立多数です。したがって、承認第１８号については承認することに決

定しました。（発言する者あり）したがって、承認第１８号については承認することに決定しま

した。 

 次に、承認第１９号長崎県市町村議会議員公務災害補償等組合への加入についての専決処分を

報告し、承認を求めることについてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  質疑ないようですので、質疑を終わり討論を行います。討論ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  討論がないようですので、討論を終わります。 

 これから承認第１９号を採決します。この採決は起立によって行います。本件を承認すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（瀬戸口和幸君）  起立多数です。したがって、承認第１９号については承認することに決

定しました。 

 次に、承認第２０号長崎県市町村総合事務組合への加入についての専決処分を報告し、承認を

求めることについてを議題とします。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  質疑がないようですので、質疑を終わり討論を行います。討論ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  討論がないようですので、討論を終わります。 

 これから承認第２０号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は承認すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  起立多数でございます。したがって、承認第２０号については承認する

ことに決定しました。 

 次に、承認第２１号長崎県離島医療圏組合への加入についての専決処分を報告し、承認を求め

ることについてを議題とします。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  質疑がないようですので、質疑を終わり討論を行います。討論ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  討論がないようですので、討論を終わります。 

 これから承認第２１号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は承認すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  起立多数です。したがって、承認第２１号については承認することに決

定しました。 

 次に、承認第２２号公平委員会の事務の委託についての専決処分を報告し、承認を求めること

についてを議題とします。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（瀬戸口和幸君）  質疑がないようですので、質疑を終わり討論を行います。討論ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  討論がないようですので、討論を終わります。 

 これから承認第２２号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は承認すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  起立多数です。したがって、承認第２２号については承認することに決

定しました。 

 次に、承認第２３号指定金融機関の指定についての専決処分を報告し、承認を求めることにつ

いてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  質疑がないようですので、質疑を終わり討論を行います。討論ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  討論がないようですので、討論を終わります。 

 これから承認第２３号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は承認すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（瀬戸口和幸君）  起立多数です。したがって、承認第２３号については承認することに決

定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議会閉会中の継続調査の件 

○議長（瀬戸口和幸君）  日程第２５、委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

 議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会の調査中の事件について、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調査の申し出があります。 

 お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の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（瀬戸口和幸君）  御異議なしと認めます。したがって、委員長申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。 
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────────────・────・──────────── 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上で本日の日程は終了しました。 

 閉会に当たり、市長職務執行者よりごあいさつがあります。職務執行者。 

○市長職務執行者（山口 銀矢君）  閉会に当たりまして一言お礼のごあいさつを申し上げたいと

思います。 

 本日は、いまだかってないような合併に伴います専決処分案件を条例の制定２３４件を含めま

したあまたの議案を提案いたしましたところ、午前１０時開会以来、今まで延々と長時間にわた

って御審議をいただきましてまことにありがとうございました。すべて提案いたしました案件を

全員御承認を賜りまして、心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 これで、けさほど申し上げましたように執行と議会とがそれぞれの立場、立場で取り組んでい

く姿勢が本日立派にできたわけでございます。これからひとつ、本日の出発点を起点として皆さ

ん方とともに力を合わせて新生壱岐市の発展のために尽くしたいと思っております。本日の審議

の中でお寄せいただきました御意見等につきましては、十分これから内部的に検討いたさせまし

て、これからの市政執行に反映できるように努力をいたしたいと思っております。これからもひ

とつ御指導方をよろしくお願い申し上げましてお礼のごあいさつにかえさせていただきます。あ

りがとうございました。（拍手） 

────────────・────・──────────── 

○議長（瀬戸口和幸君）  これをもちまして、平成１６年壱岐市議会第１回臨時会を閉会します。

御苦労さんでございました。 

午後５時14分閉会 

────────────────────────────── 
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