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

議事日程（第１号）

平成21年11月30日 午前10時00分開会、開議

日程第１ 会議録署名議員の指名
９番 田原 輝男

10番 豊坂 敏文

日程第２ 会期の決定 １日限り
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壱岐市職員の給与に関する条例等の一部改
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の一部改正について

総務課長 説明、
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日程第５ 議案第104号
平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第

７号）

財政課長 説明

質疑、

委員会付託省略、可決

日程第６ 議案第105号
平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）

保健環境担当理事 説明、

質疑なし、

委員会付託省略、可決

日程第７ 議案第106号
平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会

計補正予算（第４号）

建設担当理事 説明、

質疑、

委員会付託省略、可決

日程第８ 議案第107号
平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計補正

予算（第２号）

建設担当理事 説明、

質疑、

委員会付託省略、可決

日程第９ 議案第108号
平成２１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２号）

市民生活担当理事 説明、

質疑なし、

委員会付託省略、可決

日程第10 議案第109号
平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会

計補正予算（第２号）

総務課長 説明、

質疑なし、

委員会付託省略、可決

日程第11 議案第110号
平成２１年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第３号）

病院事業管理監 説明、

質疑、

委員会付託省略、可決
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平成２１年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第１号）

建設担当理事 説明、

質疑、
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──────────────────────────────
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──────────────────────────────

午前10時00分開会

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は２０名であり、定

足数に達しております。

ただいまから平成２１年第７回壱岐市議会臨時会を開会します。

これから議事日程表第１号により、本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（牧永 護君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、壱岐市議会会議規則第８１条の規定により、９番、田原輝男議

員及び１０番、豊坂敏文議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（牧永 護君） 次に、日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日１日と決定

いたしました。

ここで、市長から発言の申し出があっておりますので発言を許します。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 皆様おはようございます。いよいよあしたから師走でございます。本当

に早いものでございますが、本日ここに平成２１年第７回壱岐市議会臨時会を招集いたしました

ところ、議員皆様におかれましては、大変御多忙な中に御健勝にて御出席を賜り、厚くお礼を申

し上げます。

さて、本臨時会において御審議をお願いいたします議案は、議案第１０２号壱岐市職員の給与

に関する条例等の一部改正について及び議案第１０３号壱岐市長及び副市長の給与に関する条例

等の一部改正について、と、この一部改正に伴う各会計の予算案件８件の合計１０件でございま

す。

厳しい経済、雇用情勢の中、人事院においては、民間給与の状況により公務員の俸給の引き下

げや期末勤勉手当の支給割合の引き下げなどの勧告を行い、政府においてはこの人事院勧告を受

け、勧告通りの内容を盛り込んだ関係法案が今国会に提出され成立する運びとなっており、本市

においてもこうした厳しい状況を受け、所要の改正を行うものでございます。
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詳細につきましては、担当理事、課長から説明をさせます。

次に、平成２１年１０月３０日付で壱岐市職員の懲戒処分を行いましたので、その概要につい

て報告させていただきますとともに、このような事案が発生しましたことに対し、市民皆様に対

し心からおわびを申し上げます。

今回の処分は、芦辺町内で実施しております地籍調査事業におきまして、平成２０年度までに

処理しなければならない事業工程に多くの未処理作業を残し、平成２１年度計画事業の遂行に支

障をきたしたこと及び平成２０年度に土地の境界復元測量等を測量業者に委託した際、契約事務

を怠った理由によりこの事業の担当係長を戒告処分とし、係員及び上司の計６名についても関係

者として訓告及び厳重注意の処分といたしました。

職員に対しては、公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、同時に勤務の遂行

に当たっては全力でこれに専念しなければならないということ、こういう基本を機会あるごとに

説いておりますけれども、このようなことになりまことに残念であります。

今後は、さらに職員の管理及び教育をしっかり行い、市民皆様からの信頼を回復するため努力

してまいります。

以上、開会のごあいさつとさせていただきますが、各議案につきまして慎重な御審議をいただ

き、適正なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第３．議案第１０２号～日程第１２．議案第１１１号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３、議案第１０２号壱岐市職員の給与に関する条例等の一

部改正についてから、日程第１２、議案第１１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第１号）についてまで、１０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。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日の議案の説明につきましては、担当理事及び担当課長にさせますの

でよろしくお願いいたします。

○議長（牧永 護君） 総務課長。

〔総務課長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務課長（堤 賢治君） それでは、議案第１０２号について御説明を申し上げます。

壱岐市職員の給与に関する条例等の一部改正について、壱岐市職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、平成２１年の人事院の国家公務員の給与等に関する勧告に基づく国
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の職員の給与に関する取り扱いの状況を踏まえまして、本市職員の給与について所要の改正を行

うものでございます。

具体的には、壱岐市職員の給料月額、期末手当及び勤勉手当の額の改定、自宅に係る住居手当

の廃止並びに時間外勤務手当の支給割合の改定及び時間外勤務代休時間の新設を行うための改正

でございます。

この議案第１０２号では、別冊に議案関係資料をつけさせていただいておりますけれども、

１ぺージ、壱岐市職員の給与に関する条例、それから資料８ぺージの壱岐市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例、それから資料１０ぺージ、壱岐市一般職の任期つき職員の採用等に関する条

例、この３条例を改正する条例でございます。

なお、資料に下線を付しておりますが、１本線につきましては平成２１年１２月１日の施行、

２本線につきましては平成２２年４月１日の施行でございます。

それでは、議案書のほうで説明をさせていただきますけれども、議案書の壱岐市職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例の第１条は、壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正で、

第１条の中の１４条は住居手当の条項であり、自宅に係る住居手当を廃止しようとするものでご

ざいます。

第３０条は期末手当の条項でございまして、２項中１２月に支給する支給率を０.１月減の

１００分の１５０に改めるものでございます。

第３３条は勤勉手当の条項でございまして、２項中の支給率を１００分の７５から１００分の

７０に改めるものでございます。

また、給料表の改正については別添のとおりでございます。平均の改定率は０.２％の減でご

ざいます。ちなみに、本市の平均では月額５１２円ということになります。

それから、第２条の中の２２条は時間外勤務手当の条項で、１カ月６０時間を超える時間外勤

務手当の支給割合を１００分の１２５から１００分の１５０に引き上げるとともに、本来の支給

割合との差額分の支給にかえて代替の休みを指定できる制度の新設でございます。

同じく、第２条の中の第３０条は期末手当の条項でございまして、２項中６月に支給する支給

率を０.１５月減の１００分の１２５に改めるものでございます。

第３条は、壱岐市職員勤務、休暇等に関する条例の一部改正で、第８条中の２に時間外勤務代

休時間を加えるものでございます。

第４条、第５条につきましては一般職、すなわち壱岐市職員の給与に関する条例の改正を踏ま

えて、壱岐市一般職の任期つき職員の採用等に関する条例を改正しようとするものでございます。

第６条は、壱岐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正でございまして、減給

補償の該当者につきましても引き下げて、１００分の９９.７６を乗じて得た額としようとする
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ものでございます。

次に、附則でございます。附則第１項、施行期日につきましては、この条例は平成２１年

１２月１日から施行することになります。

ただし書きで、第２条、第３条及び第５条の規定は、平成２２年４月１日から施行となります。

それから、第２項では、平成２１年１２月に支給する期末手当に関する特例措置としまして、

本来減とすべきであった分について１２月の期末手当で減額調整するというものでございます。

以上、議案第１０２号の説明を終わります。

続きまして、議案第１０３号について御説明をいたします。

壱岐市長及び副市長の給与に関する条例等の一部改正について、壱岐市長及び副市長の給与に

関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、本議案につきましても、国家公務員の特別職等の給与に関する条例

の取り扱いの状況を踏まえ、市長、副市長、教育長及び議会議員の期末手当の支給率を調整する

ため、所要の改正を行おうとするものでございます。

第１条と第２条は、壱岐市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正で、第１条は１２月期

に関する部分、第２条は６月期に関する部分でございます。

第３条と第４条は、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

例の一部改正で、第３条は１２月期に関する部分、第４条は６月期に関する部分でございます。

第５条と第６条は、壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正で、第

５条は１２月期に関する部分、第６条は６月期に関する部分でございます。

次に、附則でございますが、この条例は平成２１年１２月１日から施行することになります。

ただし書きで、第２条、第４条及び第６条の規定は平成２２年４月１日から施行となります。

以上で、議案第１０３号の説明を終わります。

〔総務課長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 財政課長。

〔財政課長（浦 哲郎君） 登壇〕

○財政課長（浦 哲郎君） 議案第１０４号平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）に

ついて御説明申し上げます。

平成２１年度壱岐市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予

算の補正、第１条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１１５万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０９億５,９６５万８,０００円とします。

第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により定めております。本日の提出でございます。
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２ぺージ、３ぺージをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正、歳入及び歳出補正の款項の

区分の補正額等については、第１表歳入歳出予算補正２ぺージから４ぺージのとおりでございま

す。

歳入歳出予算補正の内容は、歳出で主に給与費等のそれぞれの款項の予算科目分の給与改定、

制度改正、人事異動に伴うもので、総額としては給与費等の減額補正であります。

並びに、特別会計の一般職給与費等の減額による介護保険事業、簡易水道事業、下水道事業、

三島航路事業への各特別会計の一般職給与費等の減額分を、一般会計からの繰出金を減額いたし

ております。

給与費等の減額と特別会計の繰出金減額の総額は６,９５２万７,０００円であります。この減

額に相当する額、７,０００万円を財政調整基金への積立金補正をいたしております。

また、平成２０年度の事業で、壱岐市民病院宿舎等建設事業に過疎債を借り受けて建設事業を

行いました。この過疎債は一般会計で償還いたしますので、会計上の措置として本年度償還利息

分９７万１,０００円を市民病院事業会計より一般会計に繰り入れをいたします。

なお、過疎債償還に対する地方交付税措置が元利償還金の７０％がなされておりますので、地

方交付税措置額については、病院会計への繰出金としてそれぞれを補正をいたしております。

それでは、歳入歳出予算補正について、事項別明細書により補正内容について御説明いたしま

す。８ぺージ、９ぺージをお開き願います。

歳入、１０款地方交付税、１項地方交付税、普通交付税を１８万２,０００円、１８款繰入金

１項特別会計繰入金、病院事業会計繰入金９７万１,０００円は、歳入補正をそれぞれいたして

おります。

歳出について御説明いたします。１０ぺージ、１１ぺージをお開き願います。

歳出は、給与改定、給与等の制度改正に伴う分の減額並びに職員の人事異動に伴う分並びに特

別会計分繰出金の減額補正であります。

１款議会費、１項議会費から、それぞれの款項の給与費等及び特別会計への繰出金については

説明を省略させていただきます。

２款総務費、１項総務管理費、３目財政管理費、財政調整基金積立金７,０００万円は、給与

費等の減額相当額を追加補正をいたしております。

１８、１９ぺージをお開き願います。４款衛生費、１項保健衛生費、４目病院費、２８節病院

事業会計繰出金６８万円は、本年度の過疎債償還利息に対する地方交付税措置分であります。

給与費明細については、３１ぺージから３３ぺージの明細のとおりでございます。

以上で、平成２１年度一般会計補正予算（第７号）の説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。
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〔財政課長（浦 哲郎君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

〔保健環境担当理事（山口 壽美君） 登壇〕

○保健環境担当理事（山口 壽美君） 議案第１０５号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）について御説明申し上げます。

平成２１年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６８万

３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７億６,０８２万６,０００円

とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。本日提出でございます。

２ぺージ、３ぺージをお開きください。歳出では、今回の給与等の改正に準ずる減額でござい

ます。

歳入につきましては、一般会計繰入金で調整をいたしております。

以上でございます。よろしくお願いします。

〔保健環境担当理事（山口 壽美君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事兼水道課長（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事兼水道課長（中原 康壽君） 議案第１０６号について御説明を申し上げます。平

成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について御説明を申し上げます。

平成２１年度壱岐市の簡易事業特別会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。歳入

歳出予算の補正、第１条歳入歳出それぞれ２３９万２,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ

１２億２６９万９,０００円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。本日の提出でございます。

２ぺージ、３ぺージをお開きをいただきたいと思います。第１表歳入歳出予算補正の歳入でご

ざいますが、一般繰入金２３９万２,０００円の減額。

歳出では、１款総務費、１項総務管理費で給与改定に基づき２３９万２,０００円の減額をい

たしております。

続きまして、８ぺージ、９ぺージをお開きをいただきたいと思います。歳入、４款繰入金では、

一般会計繰入金２３９万２,０００円の減額。

１０ぺージ、１１ぺージをお開きをいただきたいと思います。３、歳出、１款総務費で１目一
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般管理費で給与費改定に伴う２３９万２,０００円の減額を計上させていただいております。

１２ぺージ、１３ぺージに給与費明細書を記載いたしております。

以上で、議案第１０６号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第１０７号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明を申し上げます。

平成２１年度壱岐市の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。歳

入歳出予算の補正、第１条歳入歳出それぞれ５２万６,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ

３億７,０５１万６,０００円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。本日の提出でございます。

２ぺージ、３ぺージをお開きいただきたいと思います。ここに、第１表歳入歳出予算補正の計

上をさせていただいておりますが、歳入につきましては、一般会計繰入金５２万６,０００円の

減額。

歳出では、下水道事業費３１万７,０００円の減額、２款漁業集落排水整備事業費で２０万

９,０００円の減額、合計５２万６,０００円の減額といたしております。これは先ほどと同様で、

給与改定に基づくものでございます。

続きまして、８ぺージ、９ぺージをお開きいただきたいと思います。歳入、５款繰入金で、一

般会計繰入金５２万６,０００円の減額、公共下水で３１万７,０００円の減額、漁業集落で

２０万９,０００円の減額、計の５２万６,０００円の減額となっております。

続きまして、１０ぺージ、１１ぺージをお開きいただきたいと思います。歳出で、１款下水道

事業費、１目施設整備費で給与改定に基づくもので３１万７,０００円の減額、２款漁業集落排

水整備事業の１目施設管理費で２０万９,０００円の減額といたしております。

なお、１２ぺージ、１３ぺージに給与明細書を記載いたしております。

以上で議案第１０７号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。

〔建設担当理事兼水道課長（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 登壇〕

○市民生活担当理事（山内 達君） 議案第１０８号について御説明申し上げます。平成２１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２号）について御説明をいたします。

平成２１年度壱岐市の特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるとこ

ろによる。歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１万９,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億８,５５４万９,０００円とする。
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歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。本日の提出でございます。

提案の理由でございますけれども、給与等の改正に準じ所要の改正を行うものでございます。

次に、２ぺージをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正の歳入、繰越金から補正額とい

たしまして、３１万９,０００円を計上いたしております。

次に、３ぺージでございますけれども、歳出、介護サービス事業費４６１万２,０００円を減

額しておりますけれども、これは給与等のカット分でございます。

次に、基金積立金でございますけれども、４９３万１,０００円になりますけれども、これは

３１万９,０００円と４６１万２,０００円を合計をしたものでございます。

それから、歳出の合計金額でございますけれども、４億８,５５４万９,０００円でございます。

次に、１０ぺージをお願いいたします。歳出でございますけれども、一番下段になります。

２款の基金積立金、そして施設整備基金積立金の４９３万１,０００円でございます。カットし

た分につきまして、特別養護老人ホーム事業の施設整備基金積立金といたしまして計上をしてお

ります。

以上で説明を終わらせていただきます。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

〔総務課長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務課長（堤 賢治君） 議案第１０９号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算

（第２号）について御説明申し上げます。

予算書の１ぺージをお開きお願いします。平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算

（第２号）は次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正でございます。

第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１２万８,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,２９５万１,０００円とする。

以下、掲載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２ぺージ、３ぺージにつきましては、歳入歳出予算補正でございます。

５ぺージから７ぺージにつきましては、事項別明細書でございます。

８ぺージ、９ぺージをお開きを願います。歳入予算補正について御説明をいたします。一般会

計繰入金１１２万８,０００円の減でございます。

１０ぺージ、１１ぺージをお開きを願います。ここは歳出予算補正について御説明を申し上げ

ます。

１款運航費、１項運航管理費、１目一般管理費でございますけれども、給与改定等によりまし
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て人件費１１２万８,０００円の減額補正を行おうとするものでございます。

なお、給与費明細につきましては、１２ぺージ、１３ぺージのとおりでございます。

以上で、議案第１０９号につきましての説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろし

くお願いをいたします。

〔総務課長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山病院事業管理監。

〔病院事業管理監（市山 勝彦君） 登壇〕

○病院事業管理監（市山 勝彦君） 議案第１１０号平成２１年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第３号）について御説明申し上げます。

第１条平成２１年度壱岐市病院事業会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。第

２条平成２１年度壱岐市病院事業会計予算、第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。

第１款壱岐市民病院事業収益、補正が６８万円を補正しまして合計２３億３,２９５万

５,０００円とします。

支出のほうが、第１款の壱岐市民病院事業費用といたしまして、６８万円を増額補正しまして

２５億４,８８０万３,０００円とします。

第２款かたばる病院事業費用といたしましては補正はなしで、４億８４７万１,０００円とし

ます。

第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入といた

しまして、第１款壱岐市民病院資本的収入として２８２万円の増額補正しまして、計が１億

４,７０９万５,０００円とします。

支出が、第１款壱岐市民病院資本的支出としまして、２８２万円を増額しまして２億３,０５６万

３,０００円とします。

第４条、予算第８条に定めた経費の全額を次のように定めるということでありまして、壱岐市

民病院事業職員給与費が２９万１,０００円の減額しまして、計が１４億８,８３２万１,０００円

となります。かたばる病院は、１,２７８万７,０００円を減額しまして２億６,９６３万

５,０００円となります。

本日の提出でございます。

４ぺージ、５ぺージをお開きください。平成２１年度壱岐市民病院事業会計補正予算（第

３号）の実施計画書でございます。４ぺージに、収益的収入及び支出が書いてございます。

収入が、負担金交付金といたしまして６８万円の増額補正をいたします。これは、２０年度過

疎債借入８,６４０万円の受け入れを、一般会計負担金から一般会計借入金へ修正に伴う利息償
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還に係る補正でございます。

支出のほうでございます。壱岐市民病院事業費用の事業費用は、補正としまして２９万

１,０００円の減額補正をいたします。これは、給与費の給与改定に伴うものを主体にした減額

補正でございます。

それから、医業外費用でございます。支払い利息及び企業債取り扱い諸費といたしまして、

９７万１,０００円を計上いたしております。

資本的収入及び支出でございます。

収入、支出それぞれ２８２万円が計上されておりますが、これは長崎県新型インフルエンザ患

者入院受入医療機関設備整備費補助金、これを計上するものでございます。今はやっております

ので、早急に計上しないと執行ができないとこういうふうなことになります。

７ぺージ、８ぺージが給与費明細書でございます。

１２ぺージをお開きください。平成２１年度壱岐市かたばる病院事業会計補正予算（第３号）

の実施計画書でございます。

収益的収入及び支出の項でございます。まず、給与費といたしまして１,２７８万７,０００円

の減額をいたしまして、材料費のほうに３００万円、これは外来患者等がふえておりますので、

この不足分を計上させていただいております。その差額９７８万７,０００円につきましては、

予備費に計上いたしております。

１４ぺージ、１５ぺージが給与費明細書でございます。

以上のとおりでございます。よろしく御審議お願いいたします。

〔病院事業管理監（市山 勝彦君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事兼水道課長（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事兼水道課長（中原 康壽君） 議案第１１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計補

正予算（第１号）について御説明を申し上げます。

第１条、平成２１年度壱岐市水道事業会計の補正予算（第１号）は次に定めるところによる。

第２条、平成２１年度壱岐市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり

補正する。

第１款水道事業費用で、給与改定に伴うものでございまして、補正額が３８８万１,０００円

の減額、合計で１億３,９０６万８,０００円とする。

第３条につきましては、資本的収入及び支出でございますが、不足する額１億３,０３３万

９,０００円は、平成２１年度決算をもとに、今回給与等の減額を含め不足する財源につきまし

て改めております。
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改めておるところは３カ所ございまして、過年度分消費税、資本的収入調整額及び当年度分損

益勘定保留資金及び建設改良積立金を改めております。

第４条、予算第６号に定めた経費の金額を次のとおり改める。科目、職員給与費、減額で

３８８万１,０００円の減額、予算額といたしまして計１億１,０４４万８,０００円とする。

本日の提出でございます。

続きまして、４ぺージ、５ぺージをお開きいただきたいと思いますが、４ぺージに収益的支出

で、１款水道事業費用で３８８万１,０００円の減額、これは給与改定に基づく減額でございま

す。

５ぺージに、水道事業会計補正予算資金の計画書を記載いたしておりまして、支払資金が

３８８万１,０００円の減額、差し引き現金が増額となりまして３８８万１,０００円の増という

ことで、差し引き合計４億５,３３３万７,０００円となります。

続きまして、６ぺージ、７ぺージに給与費明細書を記載いたしております。

８ぺージ、９ぺージが貸借対照表でございまして、資産の部の流動資金の現金預金が増額で

４億５,３３３万７,０２２円となります。及び資本の部で、当年度未処理利益譲与金で

１,７９５万６,４８３円に、先ほど申し上げました減額の３８８万１,０００円がプラスになっ

ております。

続きまして、１０ぺージ、１１ぺージが収益的収入及び支出で、給与改定に基づく減額をいた

しておりまして３８８万１,０００円の減額となっております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

〔建設担当理事兼水道課長（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上で、提出議案に対する説明終わります。

これから各議案に対し、質疑を行います。議案第１０２号壱岐市職員の給与に関する条例等の

一部改正についてに対する質疑を行います。質疑ありませんか。１２番、鵜瀬議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回の人事院勧告によりまして、給与削減については理解でき

ますけども、今回新設ということで時間外勤務代休時間の新設を行うというふうになっておりま

すけども、この点についてお尋ねをいたします。

現在、１カ月に６０時間を超えるものについては勤務手当を支給されてるようですけども、今

回新設されます時間外代休時間について、普通は通常ですと時間外勤務手当を支給されるという

ことですが、今回これを新設されることによっていわば任免者である、市長と思いますが、市長

がお金、勤務手当を支払うかまたは時間外勤務代休時間を指定するかということですけども、こ

れはそういうふうに今回の条例については理解していいものなのか。

そしてまた、その超えた分については、例えば１日８時間勤務ですから８時間とる場合は１日
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代休という形でも、そういう使い方もできるのか、その選択についてはあくまでも市長またはそ

の上司になるのか、その点をお尋ねいたします。

２点目が、今回対象者としては、大体６０時間を超えるような職員については何人ぐらい該当

してどの課が多いのか、またそういった場合には特に職員の、今言われている健康管理について

もどういった形で配慮されてるのか。

以上、２点についてお尋ねをいたします。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） それでは、１２番議員の御質問にお答えをいたします。

時間外勤務手当に関する部分でございます。月６０時間を超える時間外勤務時間に係る時間外

勤務手当の支給割合を１００分の１５０に引き上げるということでございます。

説明に当たりまして、一つ例を挙げさせていただきたいと思います。例えば、勤務時間が月

７６時間であったとします。そうしますと、７６時間に対しましては現行どおり１００分の

１２５の支給でございます。

６０時間超える１６時間につきましては、１００分の１５０と１００分の１２５の差、ですか

ら１００分の２５になります。４分の１という数字が出てきますけれども、１６時間につきまし

ては４分の１の４時間ということでございまして、今のを整理いたしますと７６時間の時間外勤

務手当、それから４時間の代休ということ、この代休につきましては指定することができるとい

うことでございまして、首長が指定をする、必ずじゃなくて指定することができるという、でき

る規定ということでございます。

なお、後段の６０時間を超える時間外勤務、どの課が多いかということでございます。６０時

間超えにつきましては、課といたしましては特別に特定はございません。災害が発生いたします

とすれば、災害担当処理する課が多かったりというような現状でございます。

なお、数字につきましては、まことに申しわけありませんけれども手元に準備いたしておりま

せん。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） １２番、鵜瀬議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回の時間外勤務代休につきましては理解しました。

特に、やっぱ先ほども言いましたように、災害等についても発生した場合にはかなりの激務で

職員の方も日常以外の業務に当たられてますので、それを管理される管理職の方においては、い

わばそういった職員の方々の健康管理には十分注意をされて、なるべく時間外勤務されないよう

な形で御指導いただければと思います。

以上で私の質問終わります。
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○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。──質疑がありませんので、議案第１０２号

の質疑を終わります。

次に、議案第１０３号壱岐市長及び副市長の給与に関する条例等の一部改正についてに対する

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（牧永 護君） 質疑がありませんので、議案第１０３号についての質疑を終わります。

次に、日程第５、議案第１０４号平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）から日程第

１２、議案第１１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）についてまで、８件

に対してを一括して質疑を行います。質疑ありませんか。１８番、市山議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 一般会計の２１ぺージ、今回の補正は減額補正がほとんどでご

ざいますが、諸手当も減額されておりますけれども、６款の商工費、１目商工総務費のところで

住居手当、そして一般職給料も増になっておりますけれど、これは特別の何か、新しく入られた

とかそういうことがありますか。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 増額になっておる分については、職員間の異動によって増額になっ

ております。各それぞれの、今回商工費の増額になっておりますが、職員間のそれぞれの款項の

異動によっての増額でございます。

○議長（牧永 護君） １８番、市山議員。

○議員（１８番 市山 繁君） いや、その中で住居費がほとんど減額になっておるですが、こ

れだけが１３万７,０００円の増になっておるからですね、その点、だれか新しく入られてそう

なったものか。

そして、１万２,０００円以上ですかね１万２,０００円以上、これは何人ぐらい今までおられ

たのか。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 済いません。ちょっと、調べさせていただけませんでしょうか。

○議長（牧永 護君） じゃ、後ほど回答ということでいいですか。

次、６番、町田議員。

○議員（６番 町田 正一君） 議案第１１０号の病院事業会計補正予算の分で、７ぺージ見とっ

たらわかるんですけども、職員の異動ということで、管理職手当が３６万１,０００円上がって

特殊勤務手当が９０万円上がっておるわけです。その後も幾つか上がってますけれども、これ何

か管理職が新しく１人、異動に伴って管理職がふえたんでしょうか。それちょっと。

○議長（牧永 護君） 市山病院事業管理監。
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○病院事業管理監（市山 勝彦君） 総看護師長がふえておりますんで、その部分だと思っており

ます。

○議員（６番 町田 正一君） 特殊勤務手当のほうは。特殊勤務手当も９０万円増額になってま

すけど。

○病院事業管理監（市山 勝彦君） ちょっとこれ、ちょっと詳しく承知しておりませんので、後

ほど連絡いたしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 後ほど答弁ということで（発言する者あり）６番、町田議員。

○議員（６番 町田 正一君） 特殊勤務手当ですから、大体理学療法士だとか作業療法士だとか、

そういった形の特殊勤務についてるレントゲン技師さんとかですね、そういった形の手当だと思

うんですが、補正でも７９万４,０００円しかなかったんですよ。

それで、急に１６９万４,０００円に今度補正がふえとる、９０万円ふえちょるわけなんで、

基本的にはその理学療法士が新しく採用されたとか作業療法士が採用されたとかレントゲン技師

がふえたとか、それ以外基本的には変わらんはずなんですけれども、何かその人員がふえたとい

うようなあれはないんでですね、急に何かその特別な、例えば新型インフルエンザなんかが発生

してというのもちょっと特殊勤務手当には、レントゲンもそんなにとるわけないから、何か特別

な事情があるのかなと思って、管理職手当については総看護師長が任命されたということでその

分は把握しましたけども、特殊勤務手当のこの９０万円の増額についてはちょっとわかりません

か。この場では。

○議長（牧永 護君） 市山病院事業管理監。

○病院事業管理監（市山 勝彦君） この場でちょっと承知しておりませんので、後ほど連絡いた

したいと、説明させていただきたいと思います。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。４番、町田議員。

○議員（４番 町田 光浩君） 今の質問ちょっと関連するんですが、一般会計その他特別会計で

すね、先ほど人事異動に関する部分で若干変わってるというところがあったんですが、一般会計

で１１万５,０００円ですか、で簡水のほうで４万円の減、これ管理職手当がそういうふうにな

ってるんですが、管理職が人事異動でふえられたということで理解してよろしいんでしょうか。

○議長（牧永 護君） お諮りします。いろいろ問題ありますので、ここで暫時休憩したいと思

います。再開を１１時５分としますので、その間に確認願いたいと思います。

午前10時53分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時05分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に続き会議を開きます。
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答弁求めます。浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 先ほど市山議員から御質問がありました内容でございますが、まず

商工費の商工総務費の住居手当等の増額でございます。

これにつきましては、総務費のほうで人件費を計上いたしておりました。９月の人事異動に伴

いまして、人件費のほうを商工総務費のほうに組み替えをいたしております。その分でございま

す。伴って、職員給並びに扶養、あるいは住居手当がこちらのほうで増額になっております。

住居手当等の住居費の減額でございますが、総額、全職員、病院会計も含めて２６名が該当を

いたします。

○議長（牧永 護君） 市山病院事業管理監。

○病院事業管理監（市山 勝彦君） 町田正一議員の質問にお答えします。

特殊勤務手当９０万円の増額でございますが、これことし麻酔手当を新設させていただきまし

た。それで、内科の医師が２名おりますけれども、外科、整形科の麻酔に入った回数が大きくふ

えたということでございます。どうも失礼しました。

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

○建設担当理事兼水道課長（中原 康壽君） 議案第１０６号の簡易水道事業の中の管理職手当の

４万円の減は、課長が年度途中に退職をいたしまして、甚だ申し上げにくいわけですが、私が

１カ月間兼務した関係上減になっております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。１０番、豊坂議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） ちょっと申しにくいことを言ってみたいと思いますが、今回の

補正では人勧に対する補正が緊急的な課題ということがあって、それが主ということで思ってお

りましたが、ほかの補正まで出てるというのはなぜ議案に出たかを、緊急性があったかどうかを

説明願います。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 豊坂議員の御質問でございますが、一般会計予算において人件費、

給与費等以外の分で病院会計への繰出金、繰入金を補正させていただいております。

この病院会計について、１２月定例議会で議案と予算書等の提案がないということでございま

したので、大変申しわけございませんが今回の臨時議会のほうで組まさせていただいた次第でご

ざいます。

○議長（牧永 護君） １０番、豊坂議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） それは、区分して出すのが妥当やと思うわけですが、その点ど

うでしょうか。
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○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） おっしゃるように、区分してということもございますが、改めて

１２月というのも、１２月４日から予定をされておりますが、それぞれ経理上等非常にまた作成

しなければなりませんので、御理解を賜りたいということで出しております。

○議長（牧永 護君） １０番、豊坂議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 理解とか了解とかそういうことではないとで、緊急性、臨時議

会というのはそういう議会じゃないわけで、緊急性があるから、どうも予算が今の現況でできな

い、定例議会ではできないから緊急議会でやるはずですから、そこの点は今後注意していただき

たいというふうに思います。

以上です。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） はい、わかりました。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。──質疑がありませんので、議案第１０４号

から議案第１１１号まで８件に対する質疑を終わります。

お諮りします。議案第１０２号壱岐市職員の給与に関する条例等の一部改正についてから議案

第１１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）についてまでの１０件について

は、壱岐市議会会議規則第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（牧永 護君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第１０２号壱岐市職員の給与

に関する条例等の一部改正についてから議案第１１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計補正予

算（第１号）についてまでの１０件については、委員会付託を省略することに決定いたしました。

これから各議案に対し討論、採決を行います。

まずはじめに、議案第１０２号壱岐市職員の給与に関する条例等の一部改正についての討論を

行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１０２号壱岐市職員の給与に関する条例等の一部改正についての採決をします。

この採決は起立によって行います。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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１０２号壱岐市職員の給与に関する

条例等の一部改正については原案のとおり可決されました。
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次に、議案第１０３号壱岐市長及び副市長の給与に関する条例等の一部改正についての討論を

行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１０３号壱岐市長及び副市長の給与に関する条例等の一部改正についてを採決

します。この採決は起立によって行います。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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１０３号壱岐市長及び副市長の給与

に関する条例等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１０４号平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第７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（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１０４号平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）を採決します。この

採決は起立によって行います。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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１０４号平成２１年度壱岐市一般会

計補正予算（第７号）については案のとおり可決されました。

次に、議案第１０５号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２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（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１０５号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）を採決

します。この採決は起立によって行います。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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１０５号平成２１年度壱岐市介護保

険事業特別会計補正予算（第２号）については原案のとおり可決されました。

次に、議案第１０６号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４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〕
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○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１０６号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）を採決

します。採決は起立によって行います。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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１０６号平成２１年度壱岐市簡易水

道事業特別会計補正予算（第４号）については原案のとおり可決されました。

次に、議案第１０７号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２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（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１０７号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号）を採決し

ます。この採決は起立によって行います。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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１０７号平成２１年度壱岐市下水道

事業特別会計補正予算（第２号）については原案のとおり可決されました。

次に、議案第１０８号平成２１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

２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（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１０８号平成２１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

２号）を採決します。この採決は起立によって行います。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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１０８号平成２１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２号）については原案のとおり可決されました。

次に、議案第１０９号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第２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（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１０９号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第２号）を採決
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します。この採決は起立によって行います。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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１０９号平成２１年度壱岐市三島航

路事業特別会計補正予算（第２号）については原案のとおり可決されました。

次に、議案第１１０号平成２１年度壱岐市病院事業会計補正予算（第３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（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１１０号平成２１年度壱岐市病院事業会計補正予算（第３号）を採決します。

この採決は起立によって行います。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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１１０号平成２１年度壱岐市病院事

業会計補正予算（第３号）については原案のとおり可決されました。

次に、議案第１１１号平成２１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（牧永 護君） 討論なしと認め、討論終わります。

これから議案第１１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計補正予算（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（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第１１１号平成２１年度壱岐市水道事

業会計補正予算（第１号）については原案のとおり可決されました。

以上で、予定された議事は終了いたしましたが、この際お諮りします。今期臨時会において議

決された案件について、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきましては、壱岐

市議会会議規則第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（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定いた

しました。

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。
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これをもちまして、平成２１年度第７回壱岐市議会臨時会を閉会いたします。お疲れさまでし

た。

午前11時19分閉会

──────────────────────────────
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