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議案第２４号 壱岐市火災予防条例の一部改正について ……………………… ２８４

議案第２５号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市郷ノ浦町デイ

サービスセンター） ……………………………………………… ２８５

議案第２６号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市勝本町ふれあい

センターかざはや） ……………………………………………… ２８５

議案第２７号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市芦辺町クオリ

ティーライフセンターつばさ） ………………………………… ２８５

議案第２８号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市石田町総合福祉

センター） ………………………………………………………… ２８５

議案第２９号 公の施設の指定管理者の指定について（勝本総合運動公園）
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………………………………………………………………………… ２８６

議案第３０号 市道路線の廃止について ………………………………………… ２８６

議案第３１号 市道路線の認定について ………………………………………… ２８６

議案第３２号 平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第１０号） ………… ２８６

議案第３３号 平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号） ……………………………………………………………… ２８７

議案第３４号 平成２１年度壱岐市老人保健特別会計補正予算（第２号） … ２８７

議案第３５号 平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号） ……………………………………………………………… ２８７

議案第３６号 平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第７号）

………………………………………………………………………… ２８８

議案第３７号 平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第５号）

………………………………………………………………………… ２８８

議案第３８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４号） ………………………………………………………… ２８８

議案第３９号 平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第３号）

………………………………………………………………………… ２８８

議案第４０号 平成２１年度壱岐市病院事業会計補正予算（第４号） ……… ２８９

議案第４１号 平成２１年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号） ……… ２８９

議案第４２号 平成２２年度壱岐市一般会計予算 ……………………………… ２８９

議案第４３号 平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算 ………… ２９０

議案第４４号 平成２２年度壱岐市老人保健特別会計予算 …………………… ２９０

議案第４５号 平成２２年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算 ……… ２９０

議案第４６号 平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計予算 ……………… ２９１

議案第４７号 平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算 ……………… ２９１

議案第４８号 平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計予算 ………………… ２９１

議案第４９号 平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算 … ２９１

議案第５０号 平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計予算 ……………… ２９２

議案第５１号 平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算 ……………… ２９２

議案第５２号 平成２２年度壱岐市病院事業会計予算 ………………………… ２９２

議案第５３号 平成２２年度壱岐市水道事業会計予算 ………………………… ２９３

議案第５４号 一般廃棄物最終処分場（本体）建設工事請負契約の締結につい
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る請願 …………………………………………………… ２９３

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）

承認第２号 損害賠償額の決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 …………………………………………………………… ２９４

同意第１号 壱岐市教育委員会委員の任命について …………………………… ２９７
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同意第３号 壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任について …………… ２９９
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けた取り組みを求める意見書の提出について …………………… ３０１

発議第２号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出

について ……………………………………………………………… ３０３

発議第３号 離島の燃油に係る税とする法律制定を求める意見書の提出につい

て ……………………………………………………………………… ３０５

市長提出追加議案の審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決）
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