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午前10時00分開議

○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。

これより、議事日程表第５号により本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．議案第１１０号

○議長（牧永 護君） 日程第１、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第

４号）の訂正の件を議題とします。

訂正の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） おはようございます。議案の一部訂正についてでございます。議案第

１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）について、一部訂正したいので、壱岐

市議会会議規則第１９条の規定により、議会の承認を求めるものでございます。本日提出でござ

います。

訂正理由は、水産業振興対策事業補助金について、精査の結果、箱崎漁協が経営団から直接購

入した分については補助を認め、新たな資材購入費については認めないことといたしました。

詳細につきましては財政課長から説明させます。御承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

〔財政課長（浦 哲郎君） 登壇〕

○財政課長（浦 哲郎君） 市長が提案をいたしました一部訂正の前に、一般会計補正予算（第
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４号）、３２、３３ページをお開き願います。

事項別明細書で５款農林水産業費３項水産業費５目漁業集落環境整備費、次の計の欄でござい

ます。補正前の額が１４億４,９７３万７,０００円、補正額が「２３０万９,０００円」になっ

ております。この分を「９８４万２,０００円」に御訂正をお願いいたします。計のところも同

じく「１４億５,２０４万６,０００円」を「１４億５,９５７万９,０００円」に、そして、一般

財源の「２３０万９,０００円」を「９８４万２,０００円」に訂正をお願いします。大変申しわ

けございませんでした。

それでは、市長が申しました訂正内容について御説明をいたします。

平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）の１ページ、歳入歳出予算補正の第１条中の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出追加額「２億６,２４５万５,０００円」を「２億５,４９２万

２,０００円」に、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ「２４１億７,００２万８,０００円」

を「２４１億６,２４９万５,０００円」に訂正をいたします。

２ページから４ページの「第１表 歳入歳出予算補正」歳入表中、１０款地方交付税１項地方

交付税補正額「２億１,５２０万５,０００円」を「２億７６７万２,０００円」に、歳出表中の

５款農林水産業費３項水産業費補正額「９８４万２,０００円」を「２３０万９,０００円」に、

それぞれ「第１表 歳入歳出予算補正」を歳入及び歳出の表中の額に訂正をいたしております。

それでは、訂正内容について御説明いたします。資料「平成２２年度一般会計補正予算（第

４号）訂正内容の一覧」の最後の５ページをお開き願います。

事項別明細書、歳出の５款農林水産業費３項水産業費２目水産振興費１９節の水産業振興対策

事業の「１,０００万円」を「２４６万７,０００円」に減額訂正をいたしております。箱崎漁協

の箱崎漁業経営団資産買い受け等に対する補助金１,０００万円を事業内容等の精査不足により

２６７万７,０００円に７５３万３,０００円を減額訂正をいたしております。

訂正後の額は、箱崎漁協が箱崎漁業経営団からの買い受け資産７４０万２,０００円に対する

補助で、「壱岐市水産振興奨励事業補助金交付要綱」により３分の１の補助であります。歳出の

減額訂正により、前ページに歳入で１０款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税の普通交付

税で歳出減額訂正額同額の７５３万３,０００円を減額訂正をいたしております。

精査不足により、このような訂正をいたすことになり大変申しわけございませんでした。おわ

び申し上げます。

以上、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）の一部訂正内容の説明

を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。

〔財政課長（浦 哲郎君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。１３番、中田恭一議員。
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○議員（１３番 中田 恭一君） 訂正の理由についてちょっともう少し聞きたいんですけども、

今、財政課長の説明では補助金要綱にのっとって買い上げ価格の３分の１にするという補助金要

綱か何かあるわけですよね。ただ、補助金要綱があるのに前回のとき買い上げ価格の２分の１、

資材代の３分の１、これが前提案された分は補助金要綱にはなかったわけですか。補助金要綱の

内容がようわからんもんで、補助金要綱にのっとってやったわりには「２分の１」から「３分の

１」に変わったり、補助の内容が変わったりするので、多分今後のこともあると思いますので、

ある程度一つの線を出しとかにゃいかんと思うとです。その辺の説明をお願いします。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 壱岐市水産業振興奨励事業補助金の交付要綱の中で特認事

項というのがございます。その中に水産業振興上、市長が特に必要と認める事業については、そ

の２分の１または３分の１以内の助成をすることができるということになっております。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） ただいま牧山理事が申しました交付要綱でございますけど、平成１９年

１２月１日に改正が行われております。今回の経営団からの譲り受けにつきましては、その資材

等々が中古であるために、当初２分の１と判断いたしておりましたけれども、３分の１というこ

とに決めたところでございます。また、今後のことにつきましては、今回の事例を教訓にいたし

まして、はっきりとして精査をして臨みたいと思っております。

○議長（牧永 護君） 中田恭一議員。

○議員（１３番 中田 恭一君） わかりました。ただ、非常にこのごろ多いと思います。議案を

出す前に十分精査をしていただきたいと思います。議案出してからまた精査をして、また精査を

していく、議案出すときはもう多分精査できた後の議案の提出だと思っておりますので、今後ぜ

ひ、言うても多分またこの次も出てくると思いますが、こういう訂正が二度とないようにちゅう

ても無理でしょうけども、なるべくないようにお願いをしたいと思います。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑ありませんので質疑を終わります。

お諮りします。ただいま、議題となっております議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計

補正予算（第４号）の訂正の件を承認すること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、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一

般会計補正予算（第４号）の訂正の件を承認することに決定しました。

────────────・────・────────────
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○議長（牧永 護君） 以上で散会します。

午前10時10分散会

──────────────────────────────


