
 

平成16年第２回壱岐市議会定例会 一般質問 

月日 順序 議席 氏   名 月日 順序 議席 氏   名 

１ 39番 末永  浩 20 17番 立石 和生 

２ 13番 山下 澄夫 21 ９番 今西 菊乃 

３ 11番 田原 輝男 22 60番 原田 武士 

４ 18番 坂口健好志 23 45番 吉富 忠臣 

５ 20番 橋本 早苗 24 59番 立石 一郎 

６ 29番 大久保洪昭 25 40番 倉元 強弘 

７ ３番 小金丸益明 26 ６番 今西 徹也 

８ １番 菊田 光孝 27 43番 平畑  光 

９ 15番 富田 邦博 

６ 

月 

21 

日 

28 22番 鵜瀬 和博 

６ 

月 

17 

日 

10 16番 山下 正業 29 31番 江川  漣 

11 25番 馬場 忠裕 30 21番 立川 省司 

12 14番 豊坂 敏文 31 26番 久間  進 

13 28番 眞弓 倉夫 32 24番 東谷  伸 

14 33番 大浦 利貞 33 ７番 平尾 典子 

15 30番 山内 道夫 34 34番 榊原  伸 

16 44番 吉田  寛 35 ８番 町田 正一 

17 19番 中村出征雄 36 37番 久間 初子 

18 51番 近藤 団一 

６ 

月 

22 

日 

37 61番 深見 忠生 

６ 

月 

18 

日 

19 10番 市山 和幸 

 

 
 
 
 
 

平成１６年第２回壱岐市議会定例会 一般質問一覧表 



 
  平成１６年６月１７日（木）  １０：００～  

質問

順序 
議 員 氏 名 質    問    事    項 質問の相手 

合併特例債について 
０１ 末永  浩 

九州郵船のダイヤ改正について 
市長 

０２ 山下 澄夫 
印通寺～唐津の大型フェリー（１０００㌧クラス）就航による 

印通寺港の整備計画は 
市長 

一般廃棄物処理施設の今後の設置計画について 

新設予定のし尿処理施設の運営について ０３ 田原 輝男 

武道館建設について 

市長 

少子化対策、定住促進対策 市長 

食の安全と地場産業振興の為、学校給食に壱岐産の食材を 市長、教育長０４ 坂口 健好志 

観光立島を目指す更なる対策は 市長 

過疎化、少子化と学校規模に関する施策について 
０５ 橋本 早苗 

子育て支援に関する地域のネットワークづくりについて 
市長 

早期の市庁舎建設の着工について 
０６ 大久保 洪昭 

市所有遊休地の活用と処理 
市長 

保育環境の改善（保育所及び幼稚園の運用改善の可能性に
ついて） 

０７ 小金丸 益明 

選挙公約の確認 

市長 

農業振興と農振地域の見直しについて 
０８ 菊田 光孝 

福岡事務所職員派遣について 
市長 

２１世紀型県営圃場整備地区について 
０９ 富田 邦博 

市庁舎の建設計画について 
市長 

１０ 山下 正業 福祉行政と貧困者対策は今のままでいいのだろうか 市長 

 
 

 平成１６年第２回壱岐市議会定例会 一般質問一覧表 



    平成１６年６月１８日（金）  １０：００～

質問

順序 
議 員 氏 名 質    問    事    項 質問の相手 

１１ 馬場 忠裕 水産振興について 市長 

特養ホームの増設について 

税の未納対策について １２ 豊坂 敏文 

当面する振興計画について 

市長 

国の指定区間について 
１３ 眞弓 倉夫 

行財政改革の取組みについて 
市長 

インターネットによる特産品の販売について 

海底遺跡の活用について １４ 大浦 利貞 

地域活性化のための市職員の役割について 

市長 

１５ 山内 道夫 四町ゴミ焼却施設及び焼却灰の対応対策は 市長 

福岡への通勤通学構想の今後の対策 

長崎県福岡事務所に職員派遣について 
市長、教育長

１６ 吉田  寛 

「開かれた学校」の危機管理 市長、教育長

下水道の整備計画と合併処理浄化槽設置推進について 

環境型社会の推進について（ごみ減量化対策） １７ 中村 出征雄 

合併特例法に伴う合併特例債の活用について 

市長 

九州（壱岐）大学村設置構想について 

観光振興策について １８ 近藤 団一 

九州郵船における障害者・高齢者対策について 

市長 

浄化槽市町村整備推進事業について 
１９ 市山 和幸 

壱岐島の海岸線の漂流物の撤去について 
市長 

  

 平成１６年第２回壱岐市議会定例会 一般質問一覧表 

    平成１６年６月２１日（月）  １０：００～



質問

順序 
議 員 氏 名 質    問    事    項 質問の相手 

２０ 立石 和生 税務行政について 市長 

保育料の見直しについて 

輸入野菜（食品）に対する研修の必要性について ２１ 今西 菊乃 

新設される公立病院の内容の情報公開について 

市長 

都市計画税の廃止について 

公立病院看護士の給料格差の是正について ２２ 原田 武士 

芦辺港ターミナルの下船階段についての改善を 

市長 

自己財源の確保について 

九郵待合所（福岡市）前面の道路交通渋滞の解消について 

学校教育について 

各スポーツ施設利用について 

２３ 吉富 忠臣 

し尿処理施設の建設について 

市長 

前石田町港湾整備促進委員会設置継続について 

２４ 立石 一郎 壱岐市港湾漁港整備促進又は検討委員会の新設立につい 

て 

市長 

２５ 倉元 強弘 壱岐市庁舎の建設について 市長 

２６ 今西 徹也 教育行政及び学童・幼児期に対する事故防止対策について 市長 

壱岐市役所本庁舎の早期建設について 

２７ 平畑  光 合併協議会における「壱岐市役所建設については勝本町亀 

石地区」について 

市長 

少子化対策について積極的な支援を 
２８ 鵜瀬 和博 

機構改革について 
市長、教育長

  

 平成１６年第２回壱岐市議会定例会 一般質問一覧表 

    平成１６年６月２２日（火）  １０：００～



質問

順序 
議 員 氏 名 質    問    事    項 質問の相手 

２９ 江川  漣 農業奨学制度の導入を 市長 

退職時の「特別昇給制度」について 

少子化対策について ３０ 立川 省司 

野積みや不法投棄等の廃車の処分について 

市長 

３１ 久間  進 嫦娥・三島大橋架橋（原島～大島）の早期実現に向けて 市長 

生ごみ対策について 
３２ 東谷  伸 

油の価格を下げる政策について 
市長 

公立病院について 市長 
３３ 平尾 典子 

教育について 教育長、市長

本庁舎建設計画について 市長 

行財政改革について 市長、教育長３４ 榊原  伸 

公営住宅建設事業について 市長 

行財政改革について 

経済の活性化について ３５ 町田 正一 

ゴルフ場について 

市 長 

かたばる病院について 
３６ 久間 初子 

公営住宅条例について 
市 長 

職員教育について 
３７ 深見 忠生 

和牛のへい獣処理施設について 
市 長 

 


