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

平成18年第２回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第５日） 

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

議事日程（第５号） 

                         平成18年６月26日 午前10時00分開議 

日程第１ 議案第77号 
壱岐市附属機関設置条例の一部改正につい

て 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第２ 議案第78号 壱岐市税条例の一部改正について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第３ 議案第79号 
壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター条例

の制定について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第４ 議案第80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の一部改正について
厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第５ 議案第81号 
壱岐市農業機械銀行条例の一部改正につい

て 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第６ 議案第82号 
平成１８年度壱岐市一般会計補正予算（第

１号） 

予算特別委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第７ 議案第83号 
平成１８年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第８ 議案第84号 
平成１８年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第９ 議案第85号 
平成１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号） 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第10 議案第86号 
平成１８年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第１号） 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第11 議案第87号 
平成１８年度壱岐市芦辺港ターミナルビル

事業特別会計補正予算（第１号） 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第12 議案第88号 
平成１８年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第１号） 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第13 議案第89号 
壱岐高等職業訓練校の指定管理者の指定に

ついて 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第14 議案第90号 
壱岐市自動車教習所の指定管理者の指定に

ついて 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第15 議案第91号 
壱岐市シーサイド小水浜の指定管理者の指

定について 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第16 議案第92号 
サンドーム壱岐の指定管理者の指定につい

て 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第17 議案第93号 
壱岐市国民宿舎壱岐島荘の指定管理者の指

定について 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第18 議案第94号 
筒城浜ふれあい広場の指定管理者の指定に

ついて 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 
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日程第19 議案第95号 
壱岐市海釣り筏施設の指定管理者の指定に

ついて 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第20 議案第96号 
マリンパル壱岐の指定管理者の指定につい

て 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第21 議案第97号 青嶋公園の指定管理者の指定について 
総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第22 議案第98号 
壱岐市文化財展示館の指定管理者の指定に

ついて 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第23 議案第99号 

武生水Ｂ辺地、武生水Ｃ辺地、志原Ａ辺

地、東可須辺地、布気辺地、本宮辺地、諸

吉辺地、仲・大石辺地、芦辺浦辺地、大左

右・中山辺地及び瀬戸浦辺地に係る総合整

備計画の策定について 

総務文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第24 請願第１号 
一級市道能尻線及び一級市道江角諸津線道

路改良工事の早期採択施工に関する請願 

産業建設常任委員長報告・不採択 

本会議・不採択 

日程第25 請願第２号 
漁業集落環境整備事業による造成地の早急

な整備に関する請願 

産業建設常任委員長報告・採択 

本会議・採択 

日程第26 陳情第２号 
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳

情 

総務文教常任委員長報告・採択 

本会議・採択 

日程第27 陳情第３号 
患者・国民負担増の「医療制度改革法案」

反対の意見書採択を求める陳情 

厚生常任委員長報告・不採択 

本会議・不採択 

日程第28 陳情第４号 最低賃金制度の改正を求める陳情 
総務文教常任委員長報告・不採択 

本会議・不採択 

日程第29 議案第100号 
壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正

について 

議案説明・質疑・委員会付託省略 

討論・採決 本会議・可決 

日程第30 議案第101号 
壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部改正について 

議案説明・質疑・委員会付託省略 

討論・採決 本会議・可決 

日程第31 議案第102号 
壱岐市家畜診療所獣医師の特殊勤務手当に

関する条例の一部改正について 

議案説明・質疑・委員会付託省略 

討論・採決 本会議・可決 

日程第32 議案第103号 訴訟上の和解について 
議案説明・質疑・委員会付託省略 

討論・採決 本会議・可決 

日程第33 議案第104号 
八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請

負契約の締結について 

議案説明・質疑・委員会付託省略 

討論・採決 本会議・可決 

日程第34 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 
議案説明・質疑・委員会付託省略 

討論・採決 本会議・了承 

日程第35 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について 
議案説明・質疑・委員会付託省略 

討論・採決 本会議・了承 

日程第36 発議第３号 
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意

見書の提出について 

議案説明・質疑・委員会付託省略 

討論・採決 本会議・可決 

日程第37 委員会の閉会中の継続審査及び調査の件 申し出のとおり決定 

日程第38 議員派遣の件 原案のとおり決定 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

（議事日程第５号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（25名） 

１番 音嶋 正吾君       ２番 町田 光浩君 

３番 小金丸益明君       ４番 深見 義輝君 

５番 坂本 拓史君       ６番 町田 正一君 

７番 今西 菊乃君       ８番 市山 和幸君 

９番 田原 輝男君       10番 豊坂 敏文君 

11番 坂口健好志君       12番 中村出征雄君 

13番 鵜瀬 和博君       14番 中田 恭一君 

16番 久間  進君       17番 大久保洪昭君 

18番 久間 初子君       19番 倉元 強弘君 

20番 瀬戸口和幸君       21番 市山  繁君 

22番 近藤 団一君       23番 牧永  護君 

24番 赤木 英機君       25番 小園 寛昭君 

26番 深見 忠生君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

15番 馬場 忠裕君                 

────────────────────────────── 

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  事務局次長 山川 英敏君 

事務局係長 瀬口 卓也君   事務局書記 松永 隆次君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 長田  徹君  助役 …………………… 澤木 満義君 

収入役 ………………… 布川 昌敏君  教育長 ………………… 須藤 正人君 

総務部長 ……………… 松本 陽治君  市民生活部長 ………… 山本 善勝君 

産業経済部長 ………… 喜多 丈美君  建設部長 ……………… 中原 康壽君 
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消防本部消防長 ……… 山川  明君  郷ノ浦支所長 ………… 鳥巣  修君 

勝本支所長 …………… 米本  実君  芦辺支所長 …………… 久田 昭生君 

石田支所長 …………… 瀬戸口幸孝君  市民病院事務長 ……… 山本  龍君 

教育次長兼文化財課長 …………………………………………………… 山内 義夫君 

総務課長 ……………… 堤  賢治君  財政課長 ……………… 久田 賢一君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（深見 忠生君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２５名であり、定足数に達しております。 

 これから本日の会議を開きます。 

 議事に入る前に、会議録署名議員の追加指名を行います。 

 本定例会会議録署議員でありました１５番馬場忠裕議員が、本日欠席ですので、１７番大久保

洪昭議員を追加して指名します。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 これより議案審議を行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第１号～日程第２８．陳情第４号 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、議案第７７号壱岐市附属機関設置条例の一部改正についてか

ら、日程第２８、陳情第４号最低賃金制度の改正を求める陳情まで、２８件を一括議題とします。 

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

及び副委員長から報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長の報告を求めます。中田総務文教常任委員長。 

〔総務文教常任委員長（中田 恭一君） 登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田 恭一君）  総務文教常任委員会の審査の報告をいたしたいと思いま

す。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第１０３条の

規定により報告をいたします。議案番号、件名、審査の結果の順に報告をさせていただきます。 

 議案第７７号壱岐市附属機関設置条例の一部改正について、原案可決。議案第７８号壱岐市税

条例の一部改正について、原案可決。議案第８９号壱岐高等職業訓練校の指定管理者の指定につ

いて、原案可決。議案第９０号壱岐市自動車教習所の指定管理者の指定について、原案可決。議

案第９７号青嶋公園の指定管理者の指定について、原案可決。議案第９８号壱岐市文化財展示館

の指定管理者の指定について、原案可決。議案第９９号武生水Ｂ辺地、武生水Ｃ辺地、志原Ａ辺
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地、東可須辺地、布気辺地、本宮辺地、諸吉辺地、仲・大石辺地、芦辺浦辺地、大左右・中山辺

地及び瀬戸浦辺地に係る総合整備計画の策定について、原案可決。 

 以上です。 

 同じく委員会の審査報告。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したの

で、会議規則第１３８条の規定により報告をいたします。受理番号、付託年月日、件名、審査の

結果、委員会の意見、措置の順に報告をさせていただきます。 

 陳情第２号、平成１８年６月１４日、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情、採択すべ

きもの、意見はなし、措置としては意見書の提出を行います。 

 陳情第４号、平成１８年６月１４日、最低賃金制度の改正を求める陳情、不採択とすべきもの、

委員会の意見なし。不採択の理由といたしまして、地域の実情を勘案せずに最低賃金を引き上げ

ることによって企業経営を圧迫するおそれがあり、ひいては雇用情勢に及ぼす影響も憂慮される

という理由でございます。 

 以上です。 

〔総務文教常任委員長（中田 恭一君） 降壇〕 

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

〔厚生常任委員長（近藤 団一君） 登壇〕 

○厚生常任委員長（近藤 団一君）  厚生常任委員会の審査報告を行います。本委員会に付託され

た議案は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規定により報告いたしま

す。議案番号、件名、審査の結果の順に行います。 

 議案第７９号壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター条例の制定について、原案可決。議案第

８０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の一部改正について、原案可

決。議案第８３号平成１８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、原案可決。

議案第８４号平成１８年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、原案可決。 

 意見として、議案第８０号の審査において、特別養護老人ホームの現地調査を行ったが、当施

設は築３５年を経過し、修繕を繰り返している。また災害の発生に対する避難通路、場所が確保

されていないなど、入居者の人命にかかわる問題もあり、早急に新築移転を要する。 

 なお、審査の中で出された主な意見等について報告をいたします。まず議案第７９号壱岐市郷

ノ浦町デイサービスセンター条例の制定についての審査について報告します。本条例の制定は、

新しい施設が坪触地区に完成し、７月中旬から供用開始されることによるものです。 

 質疑の中で、施設の指定管理者の指定については、現在社会福祉協議会と協議中であり、指定

へ向け努力中であるとのことでした。また移転後、現在利用している郷ノ浦地区の施設の利用に

ついては、シルバー人材センターの事務局として、また社会福祉協議会より生きがいデイサービ
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ス事業への利用の申し込みがあり、検討中とのことでした。 

 次に、議案第８３号壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についての審査につ

いて報告します。本件は直営診療施設「勝本診療所」の委託事務職員の退職に伴う退職慰労金の

補正であり、嘱託職員退職慰労金支給要綱に準じて支払おうとするものです。 

 委託事務職員の任用に対する質疑では、就業契約により旧勝本町のときから新市に引き継がれ

たものであるとのことですが、今後は新規に採用される職員の身分の取り扱いについては、直営

診療施設の指定管理者指定を含め、早急に検討する必要があるとの意見がありました。 

 次に、陳情の件を報告いたします。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決

定したので、会議規則第１３８条の規定により報告いたします。受理番号、付託年月日、件名、

審査の結果、委員会の意見等、順に申し上げます。 

 陳情第３号、平成１８年６月４日患者国民負担増の医療制度改革完全法案反対の意見書採択を

求める陳情、審査の結果は不採択とすべきもの。委員会の意見は特にはありませんが、不採択と

すべきものとなった理由は、今回の法は高齢者の患者医療費の負担増や、新たな高齢者医療制度

の創設、保険者を市町村単位から県単位へ再編統合などであるが、進行する高齢化社会へ対応し、

ふえ続ける医療費の抑制を図り、医療保険財政の健全化を確保するためであり、法制定はやむを

得ないと思われる。本陳情の審査にあたっては、健康保険課長より医療制度改革について説明を

受けて審査を行いました。今回の法には、出産一時金を３５万円へ増額することや、乳幼児の窓

口負担率の軽減措置など、少子化対策や生活習慣病の予防対策も盛り込まれているとのことでし

た。医療制度改革関連法案は、去る６月１４日、参議院本会議において可決成立しています。ま

た付託案件以外でありますが、所管事務事項である郷ノ浦町大浦触にある「壱岐葬斎場」の現地

調査を行いましたが、待合室の空調機器やいすの増設など、利用者の利便性に配慮し、早急に改

善が必要と思われましたので報告をいたします。 

 以上で終わります。 

〔厚生常任委員長（近藤 団一君） 降壇〕 

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

〔産業建設常任委員長（赤木 英機君） 登壇〕 

○産業建設常任委員長（赤木 英機君）  おはようございます。産業建設常任委員会の審査報告を

いたします。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第１０３条の

規定により報告します。議案番号、件名、審査の結果の順で報告いたします。 

 議案第８１号壱岐市農業機械銀行条例の一部改正について、原案可決。議案第８５号平成

１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、原案可決。議案第８６号平
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成１８年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、原案可決。議案第８７号成

１８年度壱岐市芦辺港ターミナル事業特別会計補正予算（第１号）について、原案可決。議案第

８８号平成１８年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）について、原案可決。議案第９１号

壱岐市シーサイド小水浜指定管理者の指定について、原案可決。議案第９２号サンドーム壱岐の

指定管理者の指定について、原案可決。議案第９３号壱岐市国民宿舎壱岐島荘の指定管理者の指

定について、原案可決。議案第９５号壱岐市海釣り筏施設の指定管理者の指定について、原案可

決。議案第９６号マリンパル壱岐の指定管理者の指定について、原案可決。 

 続きまして、本委員会に付託された請願を審査した結果の報告いたします。 

 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第１３６条の

規定により、報告いたします。受理番号、付託年月日、件名、審査の結果、委員会の意見等、順

に追います。 

 請願第１号、平成１８年３月８日付託、一級市道能尻線及び一級市道江角諸津線道路改良工事

の早期採択施工に関する請願について、審査の結果、不採択とすべきもの、委員会の意見はござ

いませんでした。 

 請願第２号、平成１８年３月８日、漁業集落環境整備事業による造成地の早急な整備に関する

請願、採択とすべきもの、委員会の意見はございません。なお、請願第１号が不採択とすべきも

のとなった理由につきましては、本件請願にかかわる路線についての重要性は認識するところで

あり、市においても一部区間の整備計画に着手されている状況にある。しかしながら、議会とし

て個別路線の整備計画に介入することは市の道路計画全般に不公平を欠くおそれがあるとのこと

から不採択とすべきものとなった。 

 以上でございます。 

〔産業建設常任委員長（赤木 英機君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  次に、産業建設常任副委員長及び予算特別委員長の報告を求めます。大

久保産業建設常任副委員長及び予算特別委員長。 

〔産業建設常任副委員長・予算特別委員長（大久保洪昭君） 登壇〕 

○産業建設常任副委員長・予算特別委員長（大久保洪昭君）  審査の報告をいたします。 

 議案第９４号筒城浜ふれあい広場の指定管理者の指定については、委員会条例第１８条の規定

により赤木委員長に除斥を願い、同条例第１２条の規定により副委員長が職務を代行し、審査の

結果、原案可決となりましたので、会議規則第１０３条の規定により報告をします。 

 次に、予算特別委員会の報告を行います。本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のと

おり決定したので、会議規則第１０３条の規定により報告します。議案番号、議案第８２号平成

１８年度壱岐市一般会計補正予算（第１号）、原案可決。 
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 以上です。 

〔産業建設常任副委員長・予算特別委員長（大久保洪昭君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから、各委員長及び副委員長の報告に対する質疑を行います。 

 日程第１、議案第７７号壱岐市附属機関設置条例の一部改正についてから、日程第２８、陳情

第４号最低賃金制度の改正を求める陳情まで、２８件に対し、一括して各委員長及び副委員長の

報告に対する質疑を行います。 

 なおここで申し上げておきますが、各委員長及び副委員長の報告に対する質疑は審査の経過と

結果であり、議案内容について提出者に質疑することはできませんので、御参考までに申し上げ

ておきます。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑はないようですので、日程第１、議案第７７号から日程第

２８、陳情第４号まで２８件の各委員長及び副委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。 

 日程第１、議案第７７号壱岐市附属機関設置条例の一部改正について、討論を行います。討論

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第７７号壱岐市附属機関設置条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２、議案第７８号壱岐市税条例の一部改正について、討論を行います。討論あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第７８号壱岐市税条例の一部改正につ

いては、委員長の報告のとおり可決されました。 
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 次に、日程第３、議案第７９号壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター条例の制定について、討

論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第７９号壱岐市郷ノ浦町デイサービス

センター条例の制定については、委員長の報告のとおり、可決されました。 

 次に、日程第４、議案第８０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

の一部改正について、討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８０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の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第８１号壱岐市農業機械銀行条例の一部改正について、討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８１号壱岐市農業機械銀行条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６、議案第８２号平成１８年度壱岐市一般会計補正予算（第１号）の討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

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

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８２号平成１８年度壱岐市一般会計

補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、議案第８３号平成１８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８３号平成１８年度壱岐市国民健康

保険事業特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第８、議案第８４号平成１８年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８４号平成１８年度壱岐市介護保険

事業特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第９、議案第８５号平成１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８５号平成１８年度壱岐市簡易水道

事業特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第８６号平成１８年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第１号）
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の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８６号平成１８年度壱岐市下水道事

業特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１１、議案第８７号平成１８年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計補正

予算（第１号）の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８７号平成１８年度壱岐市芦辺港

ターミナルビル事業特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１２、議案第８８号平成１８年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）の討論

を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８８号平成１８年度壱岐市水道事業

会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１３、議案第８９号壱岐高等職業訓練校の指定管理者の指定について、討論を行

います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第８９号壱岐高等職業訓練校の指定管

理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１４、議案第９０号壱岐市自動車教習所の指定管理者の指定について、討論を行

います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９０号壱岐市自動車教習所の指定管

理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１５、議案第９１号壱岐市シーサイド小水浜の指定管理者の指定について、討論

を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９１号壱岐市シーサイド小水浜の指

定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１６、議案第９２号サンドーム壱岐の指定管理者の指定について、討論を行いま

す。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９２号サンドーム壱岐の指定管理者

の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１７、議案第９３号壱岐市国民宿舎壱岐島荘の指定管理者の指定について討論を

行います。討論ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９３号壱岐市国民宿舎壱岐島荘の指

定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定によって、赤木英機議員の退場をお願いします。 

〔２４番（赤木 英機君） 退場〕 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第１８、議案第９４号筒城浜ふれあい広場の指定管理者の指

定について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する副委員長の報告は可決です。本案は副委員長の報告のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９４号筒城浜ふれあい広場の指定管

理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

〔２４番（赤木 英機君） 入場〕 

 次に、日程第１９、議案第９５号壱岐市海釣り筏施設の指定管理者の指定について討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９５号壱岐市海釣り筏施設の指定管

理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２０、議案第９６号マリンパル壱岐の指定管理者の指定について討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９６号マリンパル壱岐の指定管理者

の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２１、議案第９７号青嶋公園の指定管理者の指定について討論を行います。討論

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９７号青嶋公園の指定管理者の指定

については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２２、議案第９８号壱岐市文化財展示館の指定管理者の指定について討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９８号壱岐市文化財展示館の指定管

理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２３、議案第９９号武生水Ｂ辺地、武生水Ｃ辺地、志原Ａ辺地、東可須辺地、布

気辺地、本宮辺地、諸吉辺地、仲・大石辺地、芦辺浦辺地、大左右・中山辺地及び瀬戸浦辺地に

係る総合整備計画の策定について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第９９号武生水Ｂ辺地、武生水Ｃ辺地、
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志原Ａ辺地、東可須辺地、布気辺地、本宮辺地、諸吉辺地、仲・大石辺地、芦辺浦辺地、大左

右・中山辺地及び瀬戸浦辺地に係る総合整備計画の策定については、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、日程第２４、請願第１号一級市道能尻線及び一級市道江角諸津線道路改良工事の早期採

択施工に関する請願の討論を行います。討論ありませんか。６番、町田議員。どっちの討論です

か。 

〔６番（町田 正一君） 登壇〕 

○議員（６番 町田 正一君）  不採択に対して反対です。 

 私は、請願第１号の不採択について反対討論を行います。 

 不採択となった理由にですね、議会として個別路線の整備計画に介入することは市の道路計画

全般に公平性を欠くおそれがあるというふうに委員長の報告がありましたけれども、市が出した

道路計画の個別路線の整備計画に対してですね、議会がこういった判断をしないということにな

れば、それもまた不公平だということになればですね、一体だれが市が出した道路計画に対して

チェックするのかどうか。 

 本来議会はですね、市の道路計画全般に対して公平性が欠いとるかどうかということをチェッ

クするのも議会の役割です。しかも、今回の請願についてはですね、本当に少数の住民ではなく

て、勝本、江角、諸津、この市道に関する地域住民の各公民館の代表は全員集まっております。

しかも、私たちはその話し合いの場に私はおりましたけれども、採択されても、議会で採択され

てもですね、非常に市の財政の厳しさも住民には説明しておりますし、もし採択されたとしても

実現というのは非常にまだ長い年月がかかるだろうということも出席した議員は住民に対しては

きちんと説明しております。 

 本来、採択するかどうかということは、この住民が出した請願がですね、正当かそうじゃない

こということだけを判断すればいいことであって、その後のこの道路の執行に対してはですね、

それは予算面とかそういうことを考えて行政当局が判断すればいいことです。本来住民がですね、

ここまで必要としている道路に対する請願をですね、議会が否決するということであればですね、

今後住民は一体どこにその道路の早期着工とかそういうことをどこに持っていっていいのか。各

道路についてですね、すべてこういう形で否決されるようなことがあったら、各住民は道路整備

に関して一体どこにそれを持っていいのかわからない。本来議会機能のですね──私はこの委員

会報告はですね、議会機能の否定であると私は思っております。そういった立場から今回の産業

建設常任委員会のこの請願第１号に対する不採択については徹底的に反対したいと思います。 

 以上です。 

〔６番（町田 正一君） 降壇〕 
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○議長（深見 忠生君）  委員長報告に対して賛成の方があればお願いをします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 この請願に対する委員長の報告は不採択です。請願第１号を採択することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立少数です。したがって、請願第１号、一級市道野尻線及び一級市道

江角諸津線道路改良工事の早期採択施工に関する請願は、不採択とすることに決定しました。 

 次に、日程第２５、請願第２号漁業集落環境整備事業による造成地の早急な整備に関する請願

の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 この請願に対する委員長の報告は採択です。請願第２号は委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、請願第２号漁業集落環境整備事業による造

成地の早急な整備に関する請願は採択することに決定しました。 

 次に、日程第２６、陳情第２号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情の討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 この請願に対する委員長の報告は採択です。陳情第２号は委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、陳情第２号義務教育費国庫負担制度の堅持

に関する陳情は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 次に、日程第２７、陳情第３号、患者・国民負担増の「医療制度改革関連法案」反対の意見書

採択を求める陳情の討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 この陳情に対する委員長の報告は不採択です。陳情第３号を採択することに賛成の方は起立願

います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立少数です。したがって、陳情第３号、患者・国民負担増の「医療制

度改革関連法案」反対の意見書採択を求める陳情は不採択とすることに決定しました。 

 次に、日程第２８、陳情第４号最低賃金制度の改正を求める陳情の討論を行います。討論あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 この陳情に対する委員長の報告は不採択です。陳情第４号を採択することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立少数です。したがって、陳情第４号最低賃金制度の改正を求める陳

情は不採択とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第１００号～日程第３５．諮問第４号 

 次に、日程第２９、議案第１００号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正についてから、

日程第３５、諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦についてまで、本日送付されました７件を議

題とします。 

 ただいま上程しました議案について、提案理由の説明を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  議案第１００号より１０４号までは担当部課長に説明をさせますので、

よろしくお願いいたします。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  松本総務部長。 

〔総務部長（松本 陽治君） 登壇〕 

○総務部長（松本 陽治君）  議案第１００号について御説明をいたします。 

 議案第１００号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について、提案理由は記載のとおり

でございます。議案関係資料の新旧対照表により、御説明をいたしたいと思います。 

 新旧対照表の１ページをお開きいただきたいと思います。左側が現行、右側が改正案でござい

ます。１ページの下から２ページにかけまして、第１６条、特地勤務手当及び第１７条、準特地

勤務手当につきましては、その支給範囲から、国から派遣された薬剤師を削除するものでござい

ます。 

 ２ページ、第２８条、宿日直手当でございますが、宿日直手当の薬剤師の支給額を一般職員と
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同額に改めるものでございます。また２項については、年末年始の割り増し率、５割増しを廃止

するものでございます。 

 次に、４ページ、第３６条、三島地区に勤務し、居住する職員に対する僻地手当でございます

が、これを廃止することとしております。 

 第３８条、夜間看護手当でございまして、助産師、看護師などの深夜業務に対する手当でござ

いますが、夜間勤務手当との併給となっておりますので、廃止するものでございます。 

 ５ページ、第３９条、特殊業務手当でございます。市民病院、老人ホームなどの職員に支給を

しているもので、廃止といたしております。 

 ６ページ、第４０条、救急手当で、医師等が緊急に勤務した場合に支給するものでございます

が、薬局長、放射線技師長等は管理職でございますので、それらについては廃止するように改め

るものでございます。 

 ７ページ、第４２条、技師手当でございますが、一律３０％削減するものでございます。 

 なお、条項の廃止による条項の繰り上げ等の整理を行っております。施行日は７月１日でござ

います。 

 次に、議案第１０１号壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、提案理由

は記載のとおりでございます。新旧対照表の１０ページをご覧いただきたいと思います。 

 第２条は特殊勤務手当の種類で、２０の手当のうち１６の手当を廃止するものでございます。 

 １１ページ、第３条、収入役職務代理手当、これについて廃止をいたします。 

 第４条の税の滞納処分、従事手当についても廃止としております。 

 次に、１２ページ、第５条、感染症、防疫作業等従事手当、これにつきましては減額改定をす

るものでございます。 

 第６条の船舶運行業務手当は廃止としております。 

 １３ページ、第８条の水道技術管理業務手当、第９条の予防接種従事手当、第１０条の税務手

当、第１１条の保健指導業務手当をそれぞれ廃止とすることとしております。 

 次に、１４ページ、第１２条の放射線取り扱い手当、第１３条の病理検査作業手当、第１６条

の麻薬管理手当の各手当を廃止といたしております。 

 １５ページ、第１７条、消防機関員手当、第１８条、救急出動手当、第１９条、夜間特殊勤務

手当、消防士の各手当を廃止するものでございます。 

 また第２０条は特別養護老人ホームの夜間介護手当でございますが、夜間勤務手当との併給で

ございますので、これも廃止といたしております。 

 １６ページ、第２１条は、福祉事務所の現業事務職員の社会福祉業務手当、第２２条は、国保

直営診療所看護師業務手当の各手当を廃止をするものでございます。本条例におきましても、廃
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止に伴う条項の繰り上げ等を整理を行っております。施行日は７月１日でございます。 

 次に、議案第１０２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の一部改正につい

て、提案理由は記載のとおりでございます。 

 新旧対照表の１８ページをご覧いただきたいと思います。第３条、職務手当、これは家畜診療

所次長に対するもので３０％をカットするものでございます。施行日は７月１日でございます。 

 次に、議案第１０３号訴訟上の和解について御説明をいたします。 

 損害賠償請求事件の和解をすることについて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、事件名、福岡簡易裁判所平成１８年（ハ）第６００７８号、損害賠償請求事件。２、原

告、福岡県粕屋町桶口久之、被告、壱岐市。３、和解の内容。（１）被告は原告に対し、本事件

の紛争解決金として金３万円の支払い義務のあることを認め、これを平成１８年７月１０日まで

に原告の指定する口座に振り込む方法により支払う。（２）原告は、その余の請求を放棄する。

（３）原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか、他に何らの債権債務のな

いことを相互に確認する。（４）訴訟費用は各自の負担とする。４、和解理由、本事件について

は福岡簡易裁判所から職権による強い和解勧告がなされたこと及びこの和解により原告と被告の

訴訟経費が軽減されることなど早期解決が望ましいこと等を勘案し、和解しようとするものであ

る。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〔総務部長（松本 陽治君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 登壇〕 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  議案第１０４号について御説明を申し上げます。 

 議案第１０４号八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約の締結について、提案理由で

ございますが、壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を得る必要がございます。八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請

負契約を下記のとおり締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議

決を求める。本日その提出でございます。 

 契約の目的、八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）、契約の方法は指名競争入札でございま

す。契約金額３億５,４９５万２,５００円、契約の相手方、壱岐市芦辺町諸吉二亦触５６０番２、

株式会社岡本組代表取締役岡本一氏でございます。経過でございますが、６月の５日に入札を実

施し、仮契約をいたしております。 

 次の裏のページでございますが、工事の内容といたしましては、外防波堤を６０メーターでご
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ざいます。工期につきましては、契約の日から平成１９年３月２０日までで２６８日間を予定を

いたしております。 

 次のページに図面をつけておりますが、今回出しましたのは、基礎工を６０メーター、それか

ら堤体工を６０メーター、そして消波工６０メーター、上部工６０メーターということで、上ま

で完成するというようなことでございます。ただ全体計画はそこに書いておりますように、全体

で３００メーターを設置するものでございます。今回発注をいたしておりますのは、異形ブロッ

クの作成据えつけ、それから方塊の作成据えつけ、それから捨て石、基礎工、上部工のコンク

リートミキサー船による打設等を計画をいたしております。 

 よろしく御審議をいただきたいと思います。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。平成１８年

６月２６日提出でございます。 

 住所は、長崎県壱岐市勝本町立石中触７３９番地の１、氏名品川喜里、昭和２１年１０月

１５日生まれでございます。 

 提案理由といたしましては、平成１８年の９月３０日、福田敏委員の任期満了に伴いまして、

後任を推薦するため、議会の意見を求めるものでございます。 

 続きまして、諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委員の候補

者として推薦したいので、議会の意見を求める。平成１８年６月２６日提出でございます。 

 住所が、長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触６０番地の２、氏名久田清文、昭和２１年２月２６日生

まれでございます。 

 提案理由といたしましては、壱岐市の区域におかれる人権擁護委員が１名増員されることとな

ったことから推薦者を推薦する必要があるため議会の意見を求めるものでございます。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君君） 降壇〕 

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

します。暫時休憩。再開を１１時１５分といたします。 

午前11時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 
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○議長（深見 忠生君）  再開します。 

 これから議案第１００号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について、質疑を行います。

質疑ありませんか。２２番、近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  まず、割とですね、こういう重要なことをですね、委員会で十

分な審議ができないような体制、例えば追加案件で出すとか、その辺のねらいを何でかなという

気がいたします。そこをちょっとお聞きいたします。 

 それとですね、それと一部分ですけども、新旧対照表の６ページのですよ、例えば、第４０条

の医師が１万円は、まあこれはいいんですけども、結果的には薬局長とか放射線、この辺は、今

後は時間外勤務手当でカバーするということですかね。要するに手当は出さないかわりに、市長

は特殊勤務手当の見直しとかそういうことですけども、時間外手当は関係ないですよね。だから

今後はこれ時間外手当でカバーするのかですね、もう全く時間外手当も出さないのか、その辺ち

ょっとお聞きをいたします。２点です。 

○議長（深見 忠生君）  松本総務部長。 

○総務部長（松本 陽治君）  追加の理由でございますが、当初市長の行政報告の中にもあったか

と思いますが、現場あるいは職員組合との協議をしておりまして、今議会中に最終的に何とかま

とまったということで追加となったということでございます。 

 それから薬局長等については先ほど申し上げましたように、管理職ということで手当は廃止を

いたしております。管理職手当が出ますので時間外はございません。 

○議長（深見 忠生君）  ２２番、近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  大体前から聞いてはおったんですよね。その辺のことは。ただ

ですね、職員組合と話し合いができたと言いながらね、やはり職員のやる気とかですね、仕事に

対する意欲の欠如にですね、この辺がなければいいんですけどもね、どうしもその辺がもしも出

てくればね、結果的には住民サービスの低下を招くわけですから、その辺も十分職員組合と話し

合いをしながら詰めていっていただきたいという気はいたしますが、その辺はいかがですか。 

○議長（深見 忠生君）  松本総務部長。 

○総務部長（松本 陽治君）  組合の方も現在の市の状況、特に病院等の財政状況等については十

分理解をしてくれております。そういった中で今回も非常に真摯な話し合いができたというふう

に思っております。理解をしていただいたと思っております。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。２５番、小園議員。 

○議員（２５番  小園 寛昭君）  技師手当の薬剤師の手当でございますが、技師手当全般的に

３割をカットされているというような内容ですけれども、薬剤師は過去に現在の手当では到底雇

えないので、１万円から１０万円に上げた経過があっただろうというふうに思います。で、そう
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いうことで薬剤師を確保されただろうというふうに思っているわけですが。確保されたらすぐに

またこの３割、３万円の手当をカットするということで。言いたいのはですね、信義に反する行

為ではないかと。自分たちの都合でそういうふうにされるということについて、市がですね、信

義を問われるのではないかという懸念がございますが、そういう点は円満に解決ができているの

であろうかどうか、お尋ねいたします。 

○議長（深見 忠生君）  澤木助役。 

○助役（澤木 満義君）  ２５番議員にお答えをいたしますけれども、確かに薬剤師につきまして

は民間との格差があるということから、前に１０万円に上げた経過がございます。そのような中

でまだわずか１年足らずでこうやって下げるということでございますけれども、これにつきまし

ては、当然職員も理解をしてくれて、今回のこうした改正に割ったわけでございます。これは御

理解願いたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  小園議員。 

○議員（２５番  小園 寛昭君）  疑われることがないようにやっていただきたいということを述

べまして終わります。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに。１番、音嶋議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  最終日になってですね。上程された理由をお聞きをいたしたいと

いうのが一つです。開会の折に議会運営委員長の報告にございましたので、委員会付託をしない

で議案を上げる案件があるということでございますが、これは本来ですね、条例の改正であり、

もっと慎重にですね、協議をすべきものではないかと思います。例えば、議案１００号から

１０２号に関し、今議案１００号の審議をしておるわけですが、もっと調査研究すべきじゃない

かというふうな感じで当初こういう議案は上げるべきと考えますが、理事者側の答弁を求めたい

と思います。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  今の言われたのはわかるんですけど、行政報告でもその旨は今組合との

交渉中ということでしておりました。そこで最終日に追加議案と提案するというようなこともお

伝えしとったわけでございます。そういうことで今回提案の運びになったわけでございます。そ

ういうことで、もし委員会がという議会側のお話であればそのような形にもなるんじゃなかろう

かと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  音嶋議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  私が報告内容を聞きそびれておりましたことは反省はいたします。

ただ重要であろうと私は思うんですね。廃止削減のみであるからいいというような問題ではない



- 201 - 

と思います。やはり職務体系、労務体系のですね、根幹にかかわる問題もあります。やはり慎重

に審議をすべき問題と考えておりますので、今後ひとつそういった面を含めてですね、考慮して

いただきたいと考えております。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。６番、町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  議案第１００号、附則の第２項についてちょっと説明をお願いし

ます。経過措置の分ですね。 

○議長（深見 忠生君）  松本総務部長。 

○総務部長（松本 陽治君）  この経過措置は第２８条、１００号の中の附則でございますが、経

過措置は２８条が宿日直手当、それから第３８条が夜間看護手当、第４０条が緊急手当、これに

つきましては、６月に業務したものが７月に支給となるということで、７月の支給については従

前の例によるということでございます。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑がないようですので、議案第１００号についての質疑を終わ

ります。 

 次に、議案第１０１号壱岐市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。２１番、市山議員。 

○議員（２１番  市山  繁君）  行政報告にもあっておりましたが、年間これは４,０００万円

の予定の特殊勤務の全額ですか。そうしますと、病院関係が大体幾らぐらいか、そしてまた一般

の特殊手当は幾らぐらいか、ちょっとわかればお伺いしたいと思います。 

 それでこの間私、一般質問で申しましたように、分子型、分母型があるわけですから、減額す

るのは、これはもう賃金カットは安いことでございますけれども、やはりですね、ちょっと関連

ですけれども職員さん方の人間ドックでもですね、何百人おいでですから、５万円かかっても例

えば１００人おると５００万円になるわけですからね、そういうことを考えて職員の意欲を失わ

ないようにしていただきたいと思っておりますので。一応病院関係はどのくらいのこの手当で削

減なるのか、そしてまた三島丸とかいろいろ４点ぐらいありますね、その内訳がわかりましたら

ひとつ。 

○議長（深見 忠生君）  松本総務部長。 

○総務部長（松本 陽治君）  大変申しわけございませんが、それぞれ分けて、病院関係が幾らに

なるということについてはちょっと今数字を出しておりません。全体で約４,０００万円程度と

いうことで申し上げておりましたが、約４,０００万円を少し切るということでございます。先

ほど申し上げましたように、それぞれの分野ごとの数字については今持ち合わせておりませんの
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でお許しをいただきたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  市山議員。 

○議員（２１番  市山  繁君）  予定が４,０００万円ということになると、予定上げるまでに

基礎があるわけでしょう。それ幾らか、概略は１年間でこのくらいですから１年間どのくらいと

いうことはわかるわけですから、病院だけが４,０００万円じゃないことはわかっておりますか

らですね、その点、大体予定立てる前に幾らかわかってるはずなんです。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  今調べておりますのでその時間をお借りいたしまして答弁でございます。

市山議員が言われましたように、分子、分母の件で、分母も結局収益をいかに上げるかも大切で

ございます。そういうことで今経費削減の件で今、経費削減と申しますが、ちょっと特殊勤務手

当の件で提案しているわけでございます。職員の、先ほど近藤議員からもお話があっておりまし

た。本当に職員のやる気をなくしたらいけないわけでございます。しかし、職員とも話し合いを

しながら、やはり現況もわかっていただいて、いろいろやる気がなくさないような、そういうふ

うな形で今現状を交渉して、そのお話ができたものでございます。もうしばらく、今ちょっと数

字につきましては、今ちょっと調べておりますんで時間をいただきたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  ２１番、市山議員。 

○議員（２１番  市山  繁君）  いわゆる今分子型、分母型と言っておりますが、例えば病院関

係はこの４,０００万円のうちに２,０００万円としますね。そうしたときに人間ドックを使った

らですね、職員だけで３００人、４００人おるわけですから、５万円使うと２,０００万円出て

くるわけです。そういうことでですね、特殊勤務についても必要なものはやっぱ残さないかんと、

そういうことを私は言っておるわけですから、意欲が落ちんようにですね、そして常識ある医療

ができるようにということです。 

○議長（深見 忠生君）  わかりますか。（発言する者あり）後でいいですか。それじゃ報告は後

で御報告をお願いをいたします。ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  ほかにないようですので、議案第１０１号についての質疑を終わります。 

 次に、議案第１０２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の一部改正につい

て質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、議案第１０２号についての質疑を終わります。 

 次に、議案第１０３号訴訟上の和解について質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 203 - 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、議案第１０３号についての質疑を終わります。 

 次に、議案第１０４号八幡浦地区特定漁業漁港整備工事（１工区）請負契約の締結について質

疑を行います。質疑ありませんか。２３番、牧永議員。 

○議員（２３番  牧永  護君）  非常に財政が厳しい中ですね、近ごろ何回かの入札で失格とい

うのが非常に多いわけですね、大切な財源を扱ってですね。最低価格を割って失格というのはで

すね、そちらの最低価格を求めるためのですね、最低の基準がですね、私たちからいえば間違っ

てるんじゃないかと。こういう安い事業であろうという業者は幾らにもいっぱいおられてですね、

失格というのは非常におかしい。算定の基準が間違ってるんじゃないかと思いますけど、その答

弁をお願いします。 

○議長（深見 忠生君）  執行部。長田市長。 

○市長（長田  徹君）  今非常に厳しい状況ということで、なかなか入札も最低価格しておりま

すが、それが失格という形が確かに目立っております。この最低価格もですね、やはりそれ以上

下げると、余り工事費が下がると、工事にも手抜きとかそういうことが懸念されるということで、

ある程度そういう基準がありますので、そういう意味で最低価格というものは基準を示してある

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  ２３番、牧永議員。 

○議員（２３番  牧永  護君）  今の答弁はですね、非常に私たちは納得できません。安かった

からですね、手抜きをするとかじゃなくてですね。ちゃんと管理監督するのがあるわけですから。

ひどう安うしたら手抜きされるとかいう、そういうですね、答弁が議会にあるなどと思いません。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  議会に通じることはないということで、ちゃんとそのような法的にうた

い方もしてある文書もございます。 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  最低制限価格につきましては、補助事業と起債事業につきまし

ては、設計に係ります適正単価というのがございますので、それのうちの何％までというのが大

体の目安で決まっております。それを壱岐市として決定をしてやっておりますので、それで御了

解をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（深見 忠生君）  牧永議員。 

○議員（２３番  牧永  護君）  そうすると、法の中で今最低のラインで設定額設けてあるのか

ですね、私が言ってるのはこの件についてもですね、ほとんどの業者が失格ですね、仕事はした

いけど失格。その枠内で最低ラインでやってあるならもう言いませんけど、枠があって上の方で
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とってあるんじゃないだろうかということを私は質問したわけです。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  今言う、余り下がるといろいろそういう問題が、管理上の問題等がいろ

んなことが出るということで、ある程度の数字が出ておるわけでございます。壱岐市の場合は、

今最低価格もですね、ランダムという形で、これ県にちょっと見習いまして、そういう形でやっ

ています。だから、最低価格がぴっちりとした数字が、その場その場の入札時でないと数字が出

ないような状況になっております。入札参加業者もやはり一生懸命仕事をとりたいということで、

その中で頑張っておられます。そういうとこで最低価格もその日にちょっと若干、その日のラン

ダムといって抽選と申しますか、それによって率が若干変わることがありますので、非常にそう

いう点でこういうふうに失格者も多くなっているのではなかろうかと、このように判断をいたし

ております。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑はございませんか。２０番、瀬戸口議員。 

○議員（２０番  瀬戸口和幸君）  今のに関連します。市長の最初の答弁と、それから牧永議員と

のやりとりを聞いてますと、まあ確かに市長が言われた件について心配するのはもうもちろんあ

ると思うんですが、実際具体的にですね、この制限価格が幾らであって、どのくらいの差がある

んかということ、こうすればですね、私たちもそのくらいの程度だったらまあというようなのも

ありますので、最低制限価格を幾らにしとったのか、そしてついでに予定価格は幾らにしとって、

実際達成率として何％ぐらいに納まってるのか等質問いたします。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  これはなかなかここで数字を言うべきではなかろうかと、このように思

っておりますので御理解をいただきたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  瀬戸口議員。 

○議員（２０番  瀬戸口和幸君）  今のはですね、壱岐市としてのその見解ですか。ということは

ですね、よその市町村ではですね、逆に予定価格等を提示して入札してるところもあるわけです

よ。そこからすれば、時勢になんかおくれてるというかですね、なんかすごくおくれてるという

言葉に当てはまると思うんですが、そこの付近はどうお考えですか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  確かに他の地区ではですね、予定価格をはっきり表示してるところもあ

るようでございます。その中で、今非常に指名じゃなくてですね、一般競争入札の取り入れも多

くされております。壱岐市も合併して２年目でございます。１年目でもですね、いろいろ指名業

者の４町の足並みと申しますか、その中で今年２年目に向けたわけでございます。そこで今後の

情勢としては今よそでもしてやれることも当然考えていかなければならないとも思っております。
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しかし、現在今のところではこの２年目に当たりましてはそういう形でやっているところでござ

います。 

○議長（深見 忠生君）  瀬戸口議員。 

○議員（２０番  瀬戸口和幸君）  予定価格はまあわかります、わかるような気もしますけど、最

低制限価格も出せませんか。ということからすると、最初の市長の答弁でですね、その最低制限

価格を割って手抜きの何とかかんとかって言われてもわからんでもないんだけど、最低制限価格

に対して近い線で何しとるんだからといって、私たちが数字的な何で、ああ、そのくらいだった

らまあ納得できるというようなんもあると思うんですよ。最低制限価格だけでも出せませんか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  私としてはどうかなと思いますが、ランダムでやっておりますので、そ

の範囲があるから、じゃあ申したいと思います。 

 大体８７.００から８７.９９──予定価格掛けるのですね、大体そういう割合でございます。

だから８７.幾つかというのは、その当日じゃないとわからないわけです。だからいろいろ入札

参加業者も一生懸命このくらいだろう、このくらいだろうというような形で、そして失格者が多

くふえてるのではなかろうかと、このように私は判断をいたしております。 

○議長（深見 忠生君）  １０番、豊坂議員。 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  私はですね、この議案に対して前回の契約議案の中に石田の体

育館があったと思います。このときには最低価格が表示、議案の中に表示してあったと思います

が、議案をちょっと確認願います。予定価格か最低か、表示があったと思いますが、議案の確認

を願います。 

○議長（深見 忠生君）  豊坂議員、確認だけでよかったですか。 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  最低価格の表示があったと思うわけですが、議案の一貫性がな

いということを言いたいわけですが。だから確認を願いたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  執行部、答弁をお願いします。澤木助役。 

○助役（澤木 満義君）  １０番議員にお答えをいたしますけれども、石田のときの契約関係の議

案について、あったということでございますが、多分入ってなかったというふうに私たちは思う

わけでございます。それで今回はなくて、前回はあったということがあってはいけないわけでご

ざいますから、なかったというふうに我々は理解しております。 

○議長（深見 忠生君）  １０番、豊坂議員。 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  こっちの勘違いであればいいですが、もしあったとすれば一貫

性がないということを指摘をしておきます。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。１２番、中村議員。 
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○議員（１２番  中村出征雄君）  １点だけお伺いしたいと思いますが、最低制限価格は、県ある

いは国の指導があってこういうふうになったのか、それともう一つは市の一般の単独事業でも同

じように制限価格を設けてあるのかどうか、この２点についてお尋ねをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  補助事業と起債事業については一応最低制限価格を設けるよう

にいたしております。市の単独事業については設けないこともあり得ます。以上です。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにありませんか。２２番、近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  豊坂議員につけ加えですけどですね、やはり先ほど部長がです

よ、適正単価の何％までということでですね、市長もランダムと言いましたけども、やはりこれ

をする以上は、どんな場合でも今後してほしいというわけですよ。これはしない、あれはしない、

要するに市の方の采配ででですね、した、しないをしないようにですね、やはり業者にもそうい

う通達を出して、ぴしゃっとやっぱり今後はしてほしいという気がするんですが、その辺はいか

がですか。なんか今まで見てたらですね、なんか都合でですね、したりせんやったりというよう

なのが見受けられましたので特に意見を申し上げておきます。いかがですか、その辺は。 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  最低制限価格についてはありなしは執行通知のときにちゃんと

業者に通知をいたしております。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。２４番、赤木議員。 

○議員（２４番  赤木 英機君）  この議案は、請負契約の締結でございますけど、１点ちょっと

お聞きしたいんですが、ここは御承知のように内海という淡水が流れ込む、今特に河川を整備さ

れまして、幡鉾川の非常に流水が多くなったということで、いつも内海が非常に濁るっていいま

すか、そういう雨のときは、汽水が随分広くなってくるわけですね。いわゆる３００メーターで

すから、私、中のいろんな生態系の状況が今後なってくるんじゃなかろうか、あそこにいろいろ

真珠の養殖もされておりますし、前回もいろんな補償問題で相当の時間と経費を費やした経過ご

ざいますし──これ県の相手ですが。 

 そういうことで、何万年のああいう、あそこに内海があるわけですが、Ｌ３００出して、果た

して今後の汽水の広まるのによって中の生態系が狂ってくるんじゃなかろうかという気をいたす

わけですが、その点は環境調査なんかされては恐らくあると思いますし、特に私、東部漁協の方

にお聞きしますと、余りこの工事の話は知らんという漁師さんもおられるわけですね。非常にそ

ういうところ不透明な部分があるわけですが、その点をちょっとお聞きしとかんと私も住民の方

に報告を申し上げないかんもんですから、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 
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○産業経済部長（喜多 丈美君）  赤木議員の質問にお答えをいたしたいと思いますが、御指摘の

とおり、昨年１７年の工事を発注する際に対岸の方から調査の要請がございまして、コンサルを

入れて調査をいたしております。 

 その結果によりますと、生態系については今の状況より若干変わるところはあるけども大勢に

はそう影響がないという結果が出ております。それともう一つは、この部分につきましては、壱

岐では大島岸壁にやっておりますが、壱岐では初めてでございまして、自然調和型漁港づくりと

いうことで、全体３００メーターのうちに手前のうちの７０メーター、それから先の一番突堤の

１００メーターだけを方塊で上がりまして、途中はケーソンで上がりまして、１０メーターピッ

チで穴をあけるようにしております。ですから、下は海流が通るというような工法で今回考えて

おりますので、普通空いておるときのようには潮は入れかわりはないでしょうけども、ある程度

の部分の潮の入れかわりはあるというような整備をするようにいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  ２４番、赤木議員。 

○議員（２４番  赤木 英機君）  部長の説明はよくわかるわけですが、このコンサルというのが

今までにですね、コンサルの当たったためしがないような気がいたすわけですね。特に筒城なん

かでも砂の動きなんかでもコンサルは一つも原因がわからんということで、私たちはわかってる

わけですが。 

 そういうことで何におきましても、従前よりも水の流れが激しくなったのは事実なんですよね。

幡鉾が河川整備しましたから。ましてそういう水の流れが多くなった反面、またその外を仕切る

ということは私はこれは生態系等に相当の影響を及ぼすと思いますけど、執行の方がコンサルに

も頼んだし、間違いないと言われますが、しかし工事が終わって何年かしてそのように狂い出し

たときだれが責任をとるのか、私、その点は確認をしときますが、ひとつよろしくお願いをいた

したいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  ２２番、近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  図面ちょっと気づいたんですけどもですね、ここの色分けして

ある全長大体１８０メーターぐらいですよ、縮尺でいけば。で、要するに議会やったらこういう

適当な図面でもいいというようなことでお考えでこういう図面を出されたのかですね、もう下に

ちゃんと出とるやないですか、メーターあたりはですね。だからその辺をちょっとお聞きをいた

します。 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  全体としては、先ほどから申し上げておりますように

３００メーター出します。ただし、今回工事をしますのは、上まで完成断面で基礎工を含めまし
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て６０メーターということで、赤色の着色をしております。下の方に黄色の着色をしております

のは、平成１７年度で床掘りをいたしておるもんですから、その分で平成１７年度の工事はこう

いう図面をかいております。（「これ、ちょっと意味がわかってない、答弁なってないです。」

と呼ぶ者あり）大変申しわけないです。質問の趣旨を理解をいたしておりませんでした。縮尺の

分と図面との、あれは縮尺は関係なくわかりやすいように長くかいておるようです。申しわけな

いです。（「短くやないとですか。」と呼ぶ者あり） 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  あのですね、やっぱりある程度こういうものは、正確にですね、

やっぱ出していただきたいと思う。前でもそうですよ、２００を４００じゃ大分違うわけでしょ

う、ねえ、１００が２００じゃ違うわけですからね、その辺でですね、とにかくやっぱりもうち

ょっとですね、図面あたりはぴしゃっと出していただきたい。前から言いよるでしょう。議員は

どうせ見きらんとやけんという気持ちならそれでも構いませんよ。 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  大変失礼しました。申しわけございません。今後注意します。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑がございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、議案第１０４号についての質疑を終わります。 

 次に、諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦について、質疑を行います。質疑ありませんか。

２０番、瀬戸口議員。 

○議員（２０番  瀬戸口和幸君）  質問、３号、４号も一緒なんですけど、このお２人の名前が出

てるわけなんですけど、経歴というのは全然私たちわからないわけですね。経歴等を一応紹介し

ていただきたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  まず品川喜里さんでございますが、生年月日は先ほど申し上げたとおり

でございます。昭和４０年に壱岐高を卒業されまして、７月に初山の郵便局に勤務をされており

ます。今年度の３月に芦辺郵便局に勤務されて退職をなされた方でございます。 

 次に、久田清文さんは、生年月日は先ほど申し上げたとおりでございますが、今年の３月まで

霞翠小学校の校長をしておられまして退職された方でございます。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、諮問第３号についての質疑を終わります。 
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 次に、諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦について、質疑を行います。質疑はありませんか。

２２番、近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  特に問題ないんですが、久田さんについてですね、奥さんにつ

いてちょっとお聞きをいたします。特に民生委員とか人権擁護委員とかですね、その辺をされて

ないのかどうか、その辺ちょっとお聞きをいたします。夫婦でしてる場合に、いろいろ問題が出

てきたりする場合がありますので、ちょっと参考までにお聞きをしているわけです。──おわか

りになりませんか。 

○議長（深見 忠生君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  当然そういうことも勘案して提案をしなければいけないわけでございま

すが、たしか以前は婦人会長とかされていた記憶がありますが、公職としては多分──すいませ

ん、多分という言葉は非常に失礼とは思いますが、多分ついてなかったと、このように記憶をい

たしております。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑はないようですので、諮問第４号についての質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１００号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正についてから、諮問

第４号人権擁護委員候補者の推薦についてまで７件については、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議案第１００号から諮問第４号まで

７件については、委員会の付託を省略することに決定しました。 

 これから議案第１００号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１００号壱岐市職員の給与に関する

条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０１号壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について討論を行い

ます。討論ありませんか。 

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

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１０１号壱岐市職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０２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の一部改正につい

て討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１０２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の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０３号訴訟上の和解について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１０３号訴訟上の和解については、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０４号八幡浦地区特定漁業整備工事（１工区）請負契約の締結について討論を

行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１０４号八幡浦地区特定漁港整備工

事（１工区）請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 次に、諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案はこれに了承することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦につ

いては、了承することに決定しました。 

 次に、諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案はこれに了承することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦につ

いては、了承することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３６．発議第３号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第３６、発議第３号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する

意見書の提出についてを議題とします。 

 提出議員の趣旨説明を求めます。１３番、鵜瀬和博議員、お願いします。 

〔提出者（鵜瀬 和博君） 登壇〕 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  発議第３号提出者鵜瀬和博、賛成者町田光浩、同じく坂本拓史。

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について、別紙のとおり会議規則第１４条

の規定により提出します。 

 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書（案）、義務教育費の国庫負担制度は憲法の保

障するひとしく教育を受ける権利、あるいは教育を受けさせる義務の基本的理念を具現化するた

め、国が必要な経費を負担することによって教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度で

あり、現行教育制度の重要な根幹となっています。 

 しかし、政府与党合意によって２００６年度から義務教育費国庫負担金については国負担が

２分の１から３分の１に変更されます。３分の１にすることは、地方交付税に依存する割合が高

まることになります。三位一体改革で今後の焦点は地方交付税ですが、削減は必至と言えます。

全国的な教育水準の確保や地方財政を圧迫させないためには、これ以上の国庫負担金の削減はす

べきではありません。 

 現在の三位一体の改革の議論では、国と県、市町村の役割分担や財源配分のあり方を明らかに

しないまま国庫補助金負担金の削減を優先した検討がされています。義務教育費国庫負担金全額

廃止して、その分が税源移譲されたとしても本県のように財源の乏しい地方団体が財源不足に陥

り、県財政を圧迫することが予想されます。教育行政の推進に多大な影響を及ぼすことは明らか
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です。地方の自由度を拡大するための改革であるならば、現在の義務教育費国庫負担制度を維持

しながら地方の裁量で何ができるかといった見直しこそ進めるべきです。 

 よって、政府におかれましては、義務教育費国庫負担制度の基本理念に基づき、現行制度を引

き続き堅持されることを強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。平成１８年６月２６日、長崎

県壱岐市議会、提出先は内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、総務大臣となっております。 

〔提出者（鵜瀬 和博君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから、発議３号の質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、発議第３号の質疑を終わります。 

 お諮りします。発議第３号は、会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略したい

と思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、発議第３号は委員会の付託を省略す

ることに決定されました。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、発議第３号義務教育費国庫負担制度の堅持

に関する意見書の提出については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３７．委員会の閉会中の継続審査及び調査の件 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第３７、委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件を議題

とします。 

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

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

ます。 

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

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり閉会中

の継続審査及び継続調査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３８．議員派遣の件 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第３８、議員派遣の件を議題とします。 

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

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

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

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

の他の整理を要するものにつきましては、会議規則第４３条の規定により、その整理を議長に委

任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

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

した。 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  以上で本日の日程は終了いたしました。 

 ここで長田市長よりごあいさつの申し出があっておりますので、許します。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

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

 去る６月９日より１８日間にわたりまして、本会議並びに委員会を通じて慎重に御審議をいた

だき、全議案可決、御承認、まことにありがとうございました。今後も市民及び議会の皆様方の

期待にこたえるべく一生懸命努力をいたす所存でございます。今後とも御指導、御鞭撻をお願い

をいたしまして、簡単ではございますが、閉会のあいさつといたします。大変御苦労でございま

した。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  以上をもちまして、平成１８年第２回壱岐市議会定例会を閉会いたしま

す。大変皆さんお疲れでございました。ありがとうございました。 

午後０時04分閉会 

────────────────────────────── 
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