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午前10時00分開会

○議長（市山 繁君） 皆さん、おはようございます。

中村出征雄議員、音嶋正吾議員から欠席の届けがあっております。ただいまの出席議員は

１８名であり、定足数に達しております。

壱岐市議会は、昨年１２月１６日の本会議において、市民に開かれた議会を推進し、議会の役

割と活動の指針を明確にするために壱岐市議会基本条例を制定いたしました。施行日を本年１月

１日としておりますので、本日招集されました本会議より通年議会がスタートいたしました。

地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定、自己責任の範囲がさらに拡大する中で、二

元代表制の一翼である議会が担う役割と責任は、これまで以上に重要なものとなってまいります。

このため本会議は、市長と対等な関係を構築し、市民福祉の向上と将来のまちづくりに向けて、

意思決定機関及び行政の監視機関としての役割を十分に発揮すべく、決意を新たにしているとこ

であります。議員及び理事者側の御協力をお願いいたします。

ここで、職員紹介の申し出があっております。副市長。

○副市長兼病院部長（久田 賢一君） おはようございます。

１月１日付の人事異動によりまして、職員に変更がございますので御紹介いたします。

総務部長の眞鍋陽晃でございます。（「どうぞよろしくお願いいたします」と呼ぶ者あり）教

育委員会教育次長の堤賢治でございます。（発言する者あり）

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（市山 繁君） ただいまから平成２４年壱岐市議会定例会を開催いたします。

これから、議事日程表第１号により１月会議を開きます。
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────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（市山 繁君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会１月会議の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１６番、大久保洪昭

議員、１７番、瀬戸口和幸議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（市山 繁君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

本定例会の会期につきましては、去る１月１２日に、議会運営委員会が開催され、協議をされ

ておりますので、議会運営委員会委員長に対し、協議結果の報告を求めます。鵜瀬議会運営委員

会委員長。

〔議会運営委員長（鵜瀬 和博君） 登壇〕

○議会運営委員長（鵜瀬 和博君） 議会運営委員会の報告をいたします。

平成２４年壱岐市議会定例会の会期日程（案）及び１月会議の議事運営について、協議のため、

去る１月１２日、議会運営委員会を開催しましたので、その結果について報告いたします。

壱岐市議会においては、平成２３年１２月１６日の本会議において、壱岐市議会基本条例を議

員発議で制定し、定例会の回数を年１回と定めたところであり、本日招集されました本会議より

通年議会の開始となります。本定例会の会期日程案につきましては、壱岐市議会通年議会実施要

綱第２条第１項の規定により、１月から１２月までとすることになっておりますので、本日から

１２月２８日までの３４１日間とする旨、申し合わせをするとともに、市議会定例会１月会議を

本日１日間とすることといたしました。

本日は、会期の決定、議長の報告、市長の行政報告を行います。

以上が、平成２４年壱岐市議会定例会の会期日程（案）及び１月会議の議事運営内容でありま

す。

本年から通年議会となります。円滑な運営に御協力を賜りますようお願いを申し上げ、報告と

いたします。

〔議会運営委員長（鵜瀬 和博君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告の

とおり、本日から１２月２８日までの３４１日間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（市山 繁君） 御異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から

１２月２８日までの３４１日間と決定いたしました。
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────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（市山 繁君） 日程第３、諸般の報告を行います。

まず、監査委員より例月出納検査及び定例検査の報告書が提出されており、その写しをお手元

に配付いたしておりますので、御高覧をお願いいたします。

次に、系統議長会であります。

去る１月１６日から１８日に、長崎市議会議長会の行政調査が高知県高知市及び愛媛県松山市

において行われ、主として、議会運営と議会活性化、特に地域主権の検討などについての調査が

行われたところであります。

高知市議会においては、議会改革について特別委員会が設置され、議員定数、一般質問の対面、

一問一答方式の導入、委員会制度に関する件、議会インターネット中継などについての議論の結

果、議員定数については、条例定数４０人を３４人に削減したことなど報告がされたところであ

ります。

また、松山市議会においては、議会改革の検討項目も含めた地域主権検討特別委員会が設置さ

れたことなどについて、検討が行われている旨の報告がなされたところであります。

以上のとおり、系統議長会に関する報告を終わりますが、詳しい資料につきましては事務局に

保管いたしておりますので、必要な方は御高覧を願います。

次に、今定例会１月会議において、市長を初め、関係部課長に出席を要請しておりますので、

御了承願います。

以上で、私からの報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告

○議長（市山 繁君） 次に、日程第４、行政報告を行います。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。

本日、ここに平成２４年壱岐市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれまし

ては、御健勝にて御出席賜り、まことにありがとうございます。

このたびは、壱岐市議会基本条例に基づく通年議会の開会でございまして、壱岐市にとりまし

ても、まさに新たな一歩の始まりであります。

議員各位の、壱岐市民の負託に的確にこたえ、市政の振興に寄与するという熱い気持ちが、思

いがこの通年議会、さらには議員定数削減を英断されたものであり、ここに改めて敬意を表する

ものであります。
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私も、市民皆様、そして将来の壱岐市を担う子供たちのため、この壱岐をよくしよう、この壱

岐市を何とかしようという、議員皆様と同じ強い思いで、これまで精いっぱい市政運営に取り組

んでまいりました。

さきに方針を表明いたしました市民病院の長崎県病院企業団加入につきましては、現在、長崎

県を初め関係機関と協議を行っているところでございます。

その中で、去る１月５日、待望の三島診療所の開設が実現いたしたところでございます。この

ことは、地域の医療を守るために、住民皆様、指定管理者、そして壱岐市、壱岐市議会が一丸と

なって取り組んできた、大きな成果の一つであります。今後、壱岐の医療を守るためには、壱岐

市、壱岐市議会、そして市民皆様が一枚岩となることが、この実現につながることであると思っ

ております。このことについて、私は今後とも全身全霊をかけて取り組んでまいりますので、議

員皆様、そして市民皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

本年が、壱岐市にとりまして飛躍の年となりますことを御祈念申し上げ、平成２４年市議会定

例会開会に際してのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） これで行政報告を終わります。

引き続いて、白川市長から発言の申し出があっておりますので、これを許します。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 今朝ほど、壱岐市におきまして大火が発生いたしました。御報告を申し

上げます。

出火日時、平成２４年１月２３日０３時０６分ごろ、鎮火時刻、２３日０４時５７分、所有者、

壱岐市芦辺町国分東触４５９番地、長谷川亨宅でございます。木造かわらぶき２階建て住宅約

２４０平方メートル全焼。死傷者、軽傷１名、死亡者１名でございます。

以上、申し上げますが、この大火によりまして、お一人の方がお亡くなりになりました。非常

に残念でございます。被災者の方に御見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになった方の御

冥福をお祈りいたしたいと思います。

以上、御報告をさせていただきます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

────────────・────・────────────

○議長（市山 繁君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。お疲れさんでございました。

午前10時11分散会

──────────────────────────────
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