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平成20年第１回壱岐市議会定例会 会議録目次 

会期日程 …………………………………………………………………………………………   １ 

上程案件及び議決結果 …………………………………………………………………………   ２ 

一般質問通告者及び質問事項一覧 ……………………………………………………………   ５ 

 

第１日（２月２９日 金曜日） 

  議事日程表（第１号） ……………………………………………………………………   ７ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………   ９ 

  開 会（開議） ……………………………………………………………………………  １０ 

  諸般の報告 …………………………………………………………………………………  １２ 

  行政報告 ……………………………………………………………………………………  １３ 

  議会活性化特別委員会報告 ………………………………………………………………  ３３ 

  委員長報告、委員長に対する質疑 ………………………………………………………  ３５ 

  閉会中審査案件の審議（委員長報告、委員長に対する質疑、討論、採決） 

    平成１９年要請第２号 地方財政の強化・拡充、及び財政健全化法の施行にあ 

    たっては地方自治原則の堅持を求める要請 ………………………………………  ３５ 

  議員提出議案の審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決） 

    発議第１号 壱岐市議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部改正について 

          ……………………………………………………………………………  ３６ 

  農業委員会委員の推薦の件 ………………………………………………………………  ３８ 

  市長提出議案の審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決） 

    議案第２０号 久喜漁港中防波堤（Ａ）整備工事請負契約の変更について …  ３９ 

  議案説明 

    議案第２号 壱岐市防災会議条例の一部改正について …………………………  ４１ 

    議案第３号 壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

          ……………………………………………………………………………  ４１ 

    議案第４号 壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について ……………  ４２ 

    議案第５号 壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び壱岐市職員の勤務時間、 

          休暇等に関する条例の一部改正について …………………………  ４２ 

    議案第６号 壱岐市特別会計条例の一部改正について …………………………  ４３ 

    議案第７号 壱岐市手数料条例の一部改正について ……………………………  ４３ 

    議案第８号 壱岐市税条例の一部改正について …………………………………  ４４ 
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    議案第９号 壱岐市税等の徴収等の特例に関する条例の一部改正について …  ４４ 

    議案第１０号 壱岐市国民健康保険税条例の一部改正について ………………  ４５ 

    議案第１１号 壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について …  ４６ 

    議案第１２号 壱岐市国民健康保険条例の一部改正について …………………  ４６ 

    議案第１３号 壱岐市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について 

           …………………………………………………………………………  ４７ 

    議案第１４号 壱岐市後期高齢者医療に関する条例の制定について …………  ４８ 

    議案第１５号 壱岐市営住宅条例の一部改正について …………………………  ４９ 

    議案第１６号 壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一 

           部改正について ……………………………………………………  ５０ 

    議案第１７号 壱岐市民病院及びかたばる病院診療費、使用料及び手数料徴収 

           条例の一部改正について …………………………………………  ５０ 

    議案第１８号 市道路線の廃止について …………………………………………  ５１ 

    議案第１９号 市道路線の認定について …………………………………………  ５１ 

    議案第２１号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についての更正 

           について ……………………………………………………………  ５２ 

    議案第２２号 平成１９年度壱岐市一般会計補正予算（第４号） ……………  ５２ 

    議案第２３号 平成１９年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

           号） …………………………………………………………………  ５６ 

    議案第２４号 平成１９年度壱岐市老人保健特別会計補正予算（第２号） …  ５７ 

    議案第２５号 平成１９年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

           …………………………………………………………………………  ５８ 

    議案第２６号 平成１９年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

           …………………………………………………………………………  ５９ 

    議案第２７号 平成１９年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

           …………………………………………………………………………  ６０ 

    議案第２８号 平成１９年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算 

           （第３号） …………………………………………………………  ６１ 

    議案第２９号 平成１９年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第３号） 

           …………………………………………………………………………  ６１ 

    議案第３０号 平成１９年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号） ………  ６２ 

    議案第３１号 平成２０年度壱岐市一般会計予算 ………………………………  ６２ 
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    議案第３２号 平成２０年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算 …………  ７０ 

    議案第３３号 平成２０年度壱岐市老人保健特別会計予算 ……………………  ７５ 

    議案第３４号 平成２０年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算 ………  ７５ 

    議案第３５号 平成２０年度壱岐市介護保険事業特別会計予算 ………………  ７６ 

    議案第３６号 平成２０年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算 ………………  ８０ 

    議案第３７号 平成２０年度壱岐市下水道事業特別会計予算 …………………  ８１ 

    議案第３８号 平成２０年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算 …  ８３ 

    議案第３９号 平成２０年度壱岐市三島航路事業特別会計予算 ………………  ８４ 

    議案第４０号 平成２０年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算 ………………  ８５ 

    議案第４１号 平成２０年度壱岐市病院事業会計予算 …………………………  ８５ 

    議案第４２号 平成２０年度壱岐市水道事業会計予算 …………………………  ８７ 

    請願第１号 壱岐市一般廃棄物処理施設建設反対に関する請願 ………………  ９０ 

第２日（３月５日 水曜日） 

  議事日程表（第２号） ……………………………………………………………………  ９３ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………  ９５ 

  議案の訂正 

    議案第５号 壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び壱岐市職員の勤務時間、 

          休暇等に関する条例の一部改正についての訂正の件 ……………  ９６ 

  議案に対する質疑 

    議案第２号 壱岐市防災会議条例の一部改正について …………………………  ９７ 

    議案第３号 壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

          ……………………………………………………………………………  ９７ 

    議案第４号 壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について ……………  ９７ 

    議案第５号 壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び壱岐市職員の勤務時間、 

          休暇等に関する条例の一部改正について …………………………  ９８ 

    議案第６号 壱岐市特別会計条例の一部改正について …………………………  ９８ 

    議案第７号 壱岐市手数料条例の一部改正について ……………………………  ９８ 

    議案第８号 壱岐市税条例の一部改正について …………………………………  ９８ 

    議案第９号 壱岐市税等の徴収等の特例に関する条例の一部改正について …  ９８ 

    議案第１０号 壱岐市国民健康保険税条例の一部改正について ……………… １０３ 

    議案第１１号 壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について … １０３ 

    議案第１２号 壱岐市国民健康保険条例の一部改正について ………………… １０４ 
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    議案第１３号 壱岐市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について 

           ………………………………………………………………………… １０４ 

    議案第１４号 壱岐市後期高齢者医療に関する条例の制定について ………… １０４ 

    議案第１５号 壱岐市営住宅条例の一部改正について ………………………… １０４ 

    議案第１６号 壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一 

           部改正について …………………………………………………… １０４ 

    議案第１７号 壱岐市民病院及びかたばる病院診療費、使用料及び手数料徴収 

           条例の一部改正について ………………………………………… １０４ 

    議案第１８号 市道路線の廃止について ………………………………………… １０４ 

    議案第１９号 市道路線の認定について ………………………………………… １０９ 

    議案第２１号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についての更正 

           について …………………………………………………………… １１０ 

    議案第２２号 平成１９年度壱岐市一般会計補正予算（第４号） …………… １１１ 

    議案第２３号 平成１９年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

           号） ………………………………………………………………… １１２ 

    議案第２４号 平成１９年度壱岐市老人保健特別会計補正予算（第２号） … １１３ 

    議案第２５号 平成１９年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

           ………………………………………………………………………… １１３ 

    議案第２６号 平成１９年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

           ………………………………………………………………………… １１３ 

    議案第２７号 平成１９年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

           ………………………………………………………………………… １１３ 

    議案第２８号 平成１９年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算 

           （第３号） ………………………………………………………… １１３ 

    議案第２９号 平成１９年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第３号） 

           ………………………………………………………………………… １１３ 

    議案第３０号 平成１９年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号） ……… １１４ 

    議案第３１号 平成２０年度壱岐市一般会計予算 ……………………………… １１４ 

    議案第３２号 平成２０年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算 ………… １１６ 

    議案第３３号 平成２０年度壱岐市老人保健特別会計予算 …………………… １１６ 

    議案第３４号 平成２０年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算 ……… １１６ 

    議案第３５号 平成２０年度壱岐市介護保険事業特別会計予算 ……………… １１６ 
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    議案第３６号 平成２０年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算 ……………… １１６ 

    議案第３７号 平成２０年度壱岐市下水道事業特別会計予算 ………………… １１８ 

    議案第３８号 平成２０年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算 … １１９ 

    議案第３９号 平成２０年度壱岐市三島航路事業特別会計予算 ……………… １１９ 

    議案第４０号 平成２０年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算 ……………… １１９ 

    議案第４１号 平成２０年度壱岐市病院事業会計予算 ………………………… １１９ 

    議案第４２号 平成２０年度壱岐市水道事業会計予算 ………………………… １１９ 

  委員会付託（議案） ……………………………………………………………………… １２０ 

  予算特別委員会の設置 …………………………………………………………………… １２０ 

  委員会付託（請願第１号） ……………………………………………………………… １２１ 

第３日（３月６日 木曜日） 

  議事日程表（第３号） …………………………………………………………………… １２３ 

  出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… １２３ 

  一般質問 …………………………………………………………………………………… １２４ 

     ６番  町田 正一 議員 ……………………………………………………… １２４ 

    １３番  鵜瀬 和博 議員 ……………………………………………………… １３８ 

     １番  音嶋 正吾 議員 ……………………………………………………… １５０ 

    ２２番  近藤 団一 議員 ……………………………………………………… １６１ 

    １４番  中田 恭一 議員 ……………………………………………………… １６６ 

    １２番  中村出征雄 議員 ……………………………………………………… １６９ 

第４日（３月１０日 月曜日） 

  議事日程表（第４号） …………………………………………………………………… １７７ 

  出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… １７７ 

  市長提出追加議案の審議（説明、質疑、委員付託省略、討論、採決） 

    議案第４３号 壱岐栽培センター建築（本体）工事請負契約の締結について 

           ………………………………………………………………………… １７８ 

第５日（３月１７日 月曜日） 

  議事日程表（第５号） …………………………………………………………………… １８５ 

  出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… １８７ 

  委員長報告、委員長に対する質疑 ……………………………………………………… １８９ 

  討論、採決 

    議案第２号 壱岐市防災会議条例の一部改正について ………………………… １９４ 
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    議案第３号 壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

          …………………………………………………………………………… １９４ 

    議案第４号 壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について …………… １９５ 

    議案第５号 壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び壱岐市職員の勤務時間、 

          休暇等に関する条例の一部改正について ………………………… １９５ 

    議案第６号 壱岐市特別会計条例の一部改正について ………………………… １９５ 

    議案第７号 壱岐市手数料条例の一部改正について …………………………… １９６ 

    議案第８号 壱岐市税条例の一部改正について ………………………………… １９６ 

    議案第９号 壱岐市税等の徴収等の特例に関する条例の一部改正について … １９６ 

    議案第１０号 壱岐市国民健康保険税条例の一部改正について ……………… １９６ 

    議案第１１号 壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について … １９７ 

    議案第１２号 壱岐市国民健康保険条例の一部改正について ………………… １９７ 

    議案第１３号 壱岐市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について 

           ………………………………………………………………………… １９７ 

    議案第１４号 壱岐市後期高齢者医療に関する条例の制定について ………… １９８ 

    議案第１５号 壱岐市営住宅条例の一部改正について ………………………… １９８ 

    議案第１６号 壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一 

           部改正について …………………………………………………… １９８ 

    議案第１７号 壱岐市民病院及びかたばる病院診療費、使用料及び手数料徴収 

           条例の一部改正について ………………………………………… １９９ 

    議案第１８号 市道路線の廃止について ………………………………………… １９９ 

    議案第１９号 市道路線の認定について ………………………………………… １９９ 

    議案第２１号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についての更正 

           について …………………………………………………………… ２００ 

    議案第２２号 平成１９年度壱岐市一般会計補正予算（第４号） …………… ２００ 

    議案第２３号 平成１９年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

           号） ………………………………………………………………… ２００ 

    議案第２４号 平成１９年度壱岐市老人保健特別会計補正予算（第２号） … ２００ 

    議案第２５号 平成１９年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

           ………………………………………………………………………… ２０１ 

    議案第２６号 平成１９年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

           ………………………………………………………………………… ２０１ 



- 7 - 

    議案第２７号 平成１９年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

           ………………………………………………………………………… ２０１ 

    議案第２８号 平成１９年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算 

           （第３号） ………………………………………………………… ２０２ 

    議案第２９号 平成１９年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第３号） 

           ………………………………………………………………………… ２０２ 

    議案第３０号 平成１９年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号） ……… ２０２ 

    議案第３１号 平成２０年度壱岐市一般会計予算 ……………………………… ２０３ 

    議案第３２号 平成２０年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算 ………… ２０３ 

    議案第３３号 平成２０年度壱岐市老人保健特別会計予算 …………………… ２０３ 

    議案第３４号 平成２０年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算 ……… ２０４ 

    議案第３５号 平成２０年度壱岐市介護保険事業特別会計予算 ……………… ２０４ 

    議案第３６号 平成２０年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算 ……………… ２０４ 

    議案第３７号 平成２０年度壱岐市下水道事業特別会計予算 ………………… ２０５ 

    議案第３８号 平成２０年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算 … ２０５ 
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