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11番 豊坂 敏文君 13番 鵜瀬 和博君

14番 榊原 伸君 15番 久間 進君

16番 大久保洪昭君 17番 瀬戸口和幸君
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──────────────────────────────
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──────────────────────────────
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説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 中原 康壽君

副市長 ………………… 山下 三郎君 教育長 ………………… 久保田良和君

総務部長 ……………… 眞鍋 陽晃君 企画振興部長 ………… 堀江 敬治君
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──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（市山 繁君） 皆さん、おはようございます。

中村出征雄議員から欠席の届け出があっております。

ただいまの出席議員は１９名であり、定足数に達しております。

ここで、山下副市長より発言の申し出があっておりますので、発言を許します。山下副市長。

○副市長（山下 三郎君） 皆様、おはようございます。

このたび、議員皆様の御高配を賜り、御同意をいただきまして、７月１８日に壱岐市副市長に

就任いたしました山下でございます。どうぞよろしくお願いします。

主に病院部、保健環境部の保健部門を担当しておりますが、そのほかにも市政の基本計画、予

算編成や職員の人材育成、企業誘致等につきましても、中原副市長とともに担当し、これまでの

行政経験等を活かしまして、白川市長を支え、壱岐市発展のため全力で取り組む所存でございま

す。

議員の皆様方におかれましても、御指導、御鞭撻を賜りますようあわせてお願いしまして、甚

だ簡単ではございますがごあいさつとさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いします。
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○議長（市山 繁君） 次に、職員の紹介の申し出があっておりますので、発言を許します。中

原副市長。

○副市長（中原 康壽君） おはようございます。

それでは、私のほうから７月１日付、人事異動に伴う職員の紹介をさせていただきます。

従来まで、病院管理課長をやっておりましたが、今回７月１日付の人事で病院管理部長兼病院

管理課長に就任をいたしました左野健治を御紹介申し上げたいと思います。

病院部長兼病院管理課長に就任をいたしております。よろしくお願いをいたします。

○病院部長（左野 健治君） よろしくお願いいたします。

○議長（市山 繁君） これから、議事日程表第１号により、８月会議を開きます。

────────────・────・────────────

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。

８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、９番、市山和幸議員、１０番、

田原輝男議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．審議期間の決定

○議長（市山 繁君） 日程第２、審議期間の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。８月会議の審議期間は、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（市山 繁君） 異議なしと認めます。よって、８月会議の審議期間は、本日１日と決定

いたしました。

────────────・────・────────────

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。

平成２４年壱岐市議会定例会８月会議に提出され、受理した議案等は３件であります。

次に、監査委員より例月出納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をいた

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７月１７日、長崎市において開催された、長崎県離島振興市町村議会議長会第１回臨時総

会に出席いたしました。会議では２市１町の議長の異動の報告の後、役員の補欠選任が行われ、

対馬市議会の作元義文議長が会長に、そして私が副会長に選任されたとこであります。
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次に、７月２０日東京都において全国離島振興市町村議会議長会平成２４年度第１回総会が開

催され、会務報告に続き、離島振興法の一部を改正する法律案の成立についての報告の後、平成

２３年度決算及び平成２５年度離島振興に関する要望が原案どおり可決されました。なお、役員

の選任において、対馬市議会の作元義文議長が、全国離島振興市町村議会議長会の会長に選任さ

れました。その後、国土交通省大野離島振興課長による改正離島振興法についての研修が行われ

ました。

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

保管をいたしておりますので、必要な方は御高覧を願います。

本８月会議において、議案等説明のため白川市長を初め、教育委員会委員長に説明員として出

席を要請しておりますので、御了承を願います。

以上で、私からの報告を終わります。

ここで、白川市長より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） 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８月会

議にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。

連日暑い日が続いておりますけれども、議員各位そして皆様には御健勝にてお過ごしのことと

拝察をいたします。心配しておりました台風１０号も大きな被害もなく、安堵しておるところで

ございます。

一方、去る７月１１日から１４日にかけて、九州北部地域で発生した豪雨、平成２４年７月九

州北部豪雨では、福岡県、熊本県、大分県を中心に死者、行方不明者が３０人を超え、家屋、土

砂災害など甚大な被害が発生をいたしました。被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げる

次第であります。

壱岐市といたしましては、被災された方々を支援するために、８月１日から３１日まで１カ月

間、義援金の募集を開始したところであります。市役所の各庁舎窓口または壱岐市社会福祉協議

会の各事業所において、受付、募金箱の設置を行っております。また、振り込みも可能となって

おりますので、市民皆様の御協力を賜りますようお願いを申し上げます。

さて、７月２８日から２９日にかけて、本市で開催されたもてもてナインティナインお見合い

大作戦につきましては、多くの市民皆様に御参加いただき大盛況のうちに終了したところであり

ます。さらに、多くのカップルが誕生するなど、ＴＢＳを初め関係者皆様からも驚きの声が聞か

れております。また、番組内におきましては、壱岐市のすばらしい自然、食などの紹介もあり、

あらゆる面で非常に大きな収穫があったと考えております。

本市を初め、離島地域等においては、雇用対策や人口の増加対策にさまざまな施策を展開して
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おりますが、大きな実績を上げるに至らず、苦慮している状況にある中で、本市といたしまして

は、今回の番組を契機に、本イベントに参加された皆様へのその後のフォローをしっかり行うと

ともに、結婚対策等をしっかり行ってまいりたいと考えております。

そして、皆様御承知のとおり、テレビによる宣伝、ＰＲ効果は非常に大きいものがあります。

今後も各種番組の収録、またドラマや映画などにおいて、壱岐市を取り上げていただけるよう、

働きかけを積極的に展開してまいりたいと考えておりますので、議員各位、市民皆様方には御協

力のほどをよろしくお願いを申し上げます。

なお、当番組は、８月２１日午後７時から放送予定となっております。市民の皆様にはぜひご

覧いただけますよう、お願い申し上げます。

次に、来る８月５日、日曜日、第３１回長崎県消防ポンプ操法大会が大村市で開催されます。

ポンプ車の部に壱岐市消防団芦辺地区第１分団が、小型ポンプの部に壱岐市消防団石田地区第

２分団第３小隊山崎チームがそれぞれ出場をいたします。出場する各チームにおいては、御家族、

職場、地域皆様の御理解、御協力のもと、連日厳しい訓練を重ねておられ、心から敬意を表する

ものでございます。

皆様御存じのとおり、壱岐市消防団はこれまで県大会はもとより、全国大会において輝かしい

成績をおさめており、今大会においても、これまでの厳しい訓練の成果とチームワークで、必ず

や優勝を飾るものと期待するものであります。

一方、去る７月２６日に長崎市で開催された子ども自転車長崎県大会において、初山小学校

チームが優勝し、全国大会に出場いたしました。このことは、今回の長崎県消防ポンプ操法大会

においても、壱岐市消防団の大きな励みになり、また弾みになるものと確信をいたしております。

市民皆様の壱岐市消防団への熱い御声援をお願いいたします。

本日、提案いたしております案件は、条例改正１件、災害復旧関係の予算案１件、報告１件で

ございます。詳細につきましては、担当部長等から説明させますが、何とぞ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して、開会に際してのごあいさつといた

します。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第４．報告第９号

○議長（市山 繁君） 次に、日程第４、報告第９号損害賠償の額の決定に関する専決処分の報

告についてを議題といたします。

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〕
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○市長（白川 博一君） 本日提出をいたしております案件については、担当部長に説明させます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 斉藤保健環境部長。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 登壇〕

○保健環境部長（斉藤 和秀君） 報告第９号損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告につい

て、地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１１条第１項第１号の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１１条

第２項の規定により報告いたします。本日の提出でございます。

次のページをお願いいたします。専決第７号、専決処分書、損害賠償の額を定めることについ

て、地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１１条第１項第１号の規定に基づき、

次のとおり専決処分をする。平成２４年６月２２日専決でございます。

損害賠償の相手方、壱岐市郷ノ浦町の個人でございます。損害賠償額、１０万３,５３３円、

損害賠償の理由、平成２４年６月１日午後２時ごろ、壱岐市郷ノ浦町渡良浦１３３１番地１付近

において、市所有のごみ収集車による運転作業中、付近に駐車していた損害賠償の相手である個

人所有の車両に接触し、損傷させたためでございます。

なお、損害賠償額であります相手車両の修理代満額の１０万３,５３３円及び市所有のごみ収

集車修理代１万３,６５０円につきましては、全国自治協会から自動車損害共済金として、７月

３日にそれぞれ入金されております。

今後こうした事故が起こらないよう、安全運転の徹底について指導を行ってまいります。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） これから報告第９号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（市山 繁君） 質疑がありませんので、報告第９号に対する質疑を終わります。

これで報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第５．議案第６５号

○議長（市山 繁君） 次に、日程第５、議案第６５号壱岐市医学修学資金貸与条例の一部改正

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。左野病院部長。

〔病院部長（左野 健治君） 登壇〕

○病院部長（左野 健治君） 議案第６５号について御説明いたします。



- 9 -

壱岐市医学修学資金貸与条例の一部改正について、壱岐市医学修学資金貸与条例の一部を改正

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、医学修学生の随時募集及び推薦入試等により、年度途中に医学修学

生となることを希望する者に対応するため、所要の改正を行うものでございます。本条例は、市

民病院の医師確保対策として、大学医学部を卒業後、医師として壱岐市民病院で勤務できる方に

対し、修学資金を貸与する制度として平成２３年度に制定いたしたとこでございます。２３年度

におきましては、応募者はゼロ件でございました。

今年度、募集期間を２月から３月までの２カ月間において、市報、ケーブルテレビ、市民病院

のホームページ等で募集を行いましたが、現在まで大学医学部入学者の申し込みはあって、受け

付けておりません。

再度６月から年度途中からの応募可能とした随時募集を市民病院のホームページで呼びかけま

したところ、７月に関東在住国立大学卒で私立大学医学部へ推薦入試を受ける予定の方から、本

市の修学資金の貸し付けの認定希望の問い合わせがあっております。御本人は小児科、産婦人科

医療を専攻される予定でございまして、地域医療に興味を持ってあり、将来医師として壱岐市民

病院へ勤務を希望ということを受け付けております。受験先の大学でございますけれども、関東

の私立医科大学の推薦入試選抜を予定されておりまして、入試日程が出願期間が８月１３日から

９月３日までと、入学試験が９月、合格発表が１０月末というような形で、手続が１１月の７日

までに行わなければならない、入学時に係る学納金について入学手続とあわせて納付しなければ

ならないという入試の推薦入試というふうになっておるということでございます。このことにつ

きましては、確認のため市から大学のほうに問い合わせて確認をさせていただきました。

通常、国立、私立の大学の一般入試の合格者は、２５年度であれば２５年４月の入学時に諸費

用を納付することになっておりますが、私立医科大学では既に２５年度の医学生の特別枠の入試

の選考試験が始まっております。早い大学では２４年８月から願書の受付が始まり、１０月には

入学が決定すると、あわせて一時金の納付を負担しなければならないような形になっております。

しかしながら、市の現行条例におきましては、大学入学後の医学生を対象としておりまして、

一般入試以外の推薦入試専攻方法による大学入試予定者に対して貸与できる規定となっておりま

せん、つきましては、私立医科大学の選考方法で医学生となる方へも貸与できる制度にするため、

今回改正しようとするものでございます。

今後、私立大学の各種選考方法に対応できる制度として、貸与規定の範囲を広げて、将来の壱

岐市民病院で勤務できる医師の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

１ページをお開きいただきたいと思います。壱岐市医学修学資金貸与条例の一部を次のように

改正しようとするものでございます。
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次のページの新旧対照表をお開きいただきたいと思います。改正部分につきましては、第４条

第１項第３号の「大学に入学した日の属する月」を「大学で医学を選考する者」に改めまして、

同条に第４項として随時募集による修学生に対して、第１項第２号の入学金１００万円以内及び、

第３号の入学一時金５００万円以内の貸与の決定を受けた日の属する月というふうに追加をいた

しまして、第１１条で一般入試以外の推薦入試等の専攻による入学予定者に対して対応できる規

定を追加するものでございます。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとするものでございます。

以上で、議案第６５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。

〔病院部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） これから議案第６５号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（市山 繁君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

お諮りいたします。議案第６５号については、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会

付託を省略いたしたいと思います。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） 異議なしと認めます。よって、議案第６５号については、委員会付託を

省略することに決定いたしました。

これから討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（市山 繁君） 討論なしと認め、討論を終わり、採決いたします。

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を願い

ます。

〔賛成者起立〕

○議長（市山 繁君） 起立多数です。よって議案第６５号壱岐市医学修学資金貸与条例の一部

改正については、原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第６．議案第６６号

○議長（市山 繁君） 次に、日程第６、議案第６６号平成２４年度壱岐市一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。西原財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 議案第６６号平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第３号）につ



- 11 -

いて、御説明申し上げます。

平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第３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１億６７６万４,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０４億３,３００万９,０００円といたしま

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。

地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」によるものでございます。本

日の提出でございます。

２、３ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正、歳入及び歳出の補正の款項の区分

の補正額等については、「第１表歳入歳出予算補正」に記載のとおりでございます。

歳入歳出予算補正の内容については、事項別明細書で後ほど御説明いたします。

４ページをお開き願います。第２表地方債補正、１、追加、災害復旧事業債は公共土木災害復

旧事業債の起債で１,４５０万円を追加し、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでご

ざいます。

それでは、事項別明細書により主な内容分について御説明いたします。

８から９ページをお開き願います。１０款地方交付税１項地方交付税は、今回、不足する財源

について普通交付税４,１７７万４,０００円を増額補正いたしております。

１２款分担金及び負担金１項分担金１目農林水産業費分担金２節林業費分担金は、自然災害防

止事業４地区分の地元分担金として、事業費に対し１０％の１８０万円を補正いたしております。

次に、２目災害復旧費分担金で農地災害３０カ所分の受益者分担金として、事業費に対し１０％

の２９７万円と施設災害３カ所分の地元分担金として、事業費に対し５％の２２万５,０００円

を合わせて、３１９万５,０００円を補正いたしております。

１４款国庫支出金１項国庫負担金２目災害復旧費国庫負担金１節公共土木施設災害復旧費負担

金は、道路災害６カ所及び河川災害３カ所の事業費に対し、補助率８０％の１,８７２万円を補

正いたしております。

１５款県支出金２項県補助金４目農林水産業費県補助金２節林業費補助金の自然災害防止事業

費補助金は、４地区分の事業費に対し、補助率５０％の９００万円を補正いたしております。次

に、８目災害復旧費県補助金１節農地及び農業用施設災害復旧費補助金は、農地災害３０カ所分

の事業費に対し、５０％の１,４８５万円と農業用施設災害３カ所分の事業費に対し、６５％の

２９２万５,０００円を合わせて、１,７７７万５,０００円を補正いたしております。

２１款市債１項市債７目災害復旧事業債１節補助災害復旧事業債は、公共土木施設等災害復旧



- 12 -

事業に４６０万円、２節単独災害復旧事業債は、公共土木施設等小規模災害復旧事業に９９０万

円を補正いたしております。

次に、１０から１１ページをお開き願います。歳出について御説明いたします。

今回の補正につきましては、平成２４年６月１８日から１９日の台風４号及び７月３日から

４日の梅雨前線豪雨により被災した災害復旧関連事業について、補正するもので、自然災害防止

事業費で１,８５８万８,０００円、農地等災害復旧事業費で５,２２６万２,０００円、公共土木

施設災害復旧事業費で３,５９１万４,０００円を補正いたしております。

それでは、事項別明細書により御説明いたします。

５款農林水産業費２項林業費２目林業振興費１３節委託料は、４地区に係る自然災害測量設計

業務で５８万８,０００円を補正いたしております。次に、１５節工事請負費の１,８００万円の

補正は、７月の豪雨災害による自然災害防止工事４地区に対する経費を補正いたしております。

１０款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費１目農地及び農業用施設災害復旧費で、１３節

委託料は、３５工区の査定設計書作成業務と１７工区の実施設計書作成業務であり、合わせて

３８７万９,０００円を補正いたしております。次に、１５節工事請負費の４,１８０万円の補正

は、６月の台風４号及び７月の豪雨災害による農地災害復旧工事の３０カ所及び施設災害復旧工

事３カ所の公共災害復旧工事費とまた小規模災害復旧工事は、農地及び施設の２４カ所に係る経

費を補正いたしております。次に、１９節負担金補助及び交付金は、６月の台風４号及び７月の

豪雨災害によるもので、農地及び農業用施設災害復旧事業２９カ所の農地・用水路、ため池に係

るもので、総事業費に対して７０％の補助金６５０万円を補正いたしております。

１０款災害復旧費２項公共土木施設災害復旧費１目公共土木施設災害復旧費１１節需要費の修

繕料は、６月の台風４号及び７月の豪雨災害による３２カ所の市道崩土除去分で、１３５万円を

補正いたしております。次に、１３節委託料は、小規模災害復旧工事測量設計業務委託であり、

道路１４カ所の１１２万円を補正いたしております。次に、１５節工事請負費の３,３３２万円

の補正は、６月の台風４号及び７月の豪雨災害によるもので、公共土木施設災害復旧工事の道路

６カ所、河川３カ所と小規模災害復旧工事の道路１４カ所分に係る経費を補正いたしております。

次に、１２ページに、地方債の見込みに関する調書をそれぞれに記載をいたしております。地

方債の２４年度末現在高、見込み額は、２９４億４,９９８万７,０００円となります。

なお、資料の２ページに平成２４年度８月補正予算の主要事業で、詳細な概要について記載を

いたしておりますので、よろしくお願いいたします。

以上で、平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第３号）について説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕
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○議長（市山 繁君） これから議案第６６号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（市山 繁君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

お諮りいたします。議案第６６号については、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（市山 繁君） 異議なしと認めます。よって、議案第６６号については、委員会付託を

省略することに決定いたしました。

これから討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（市山 繁君） 討論なしと認め、討論を終わり採決いたします。

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を願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（市山 繁君） 起立多数です。よって、議案第６６号平成２４年度壱岐市一般会計補正

予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第７．議員の派遣の件

○議長（市山 繁君） 次に、日程第７、議員派遣の件を議題といたします。

会議規則第１５９条により、お手元に配付のとおり関係議員を派遣したいと思います。これに

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） 異議なしと認めます。よって、議員の派遣については可決されました。

────────────・────・────────────

○議長（市山 繁君） 以上で、予定された議事は終了いたしましたが、この際お諮りいたしま

す。

今定例会において議決されました案件について、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、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（市山 繁君） 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をいた

しました。
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ここで、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） ただいまは、全案件について慎重審議を賜り、可決いただきましてまこ

とにありがとうございました。今後とも議員各位、市民皆様の御理解、御協力を得て全力で市政

運営に当たってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、ここで私の体につきまして、身体のことにつきまして議員皆様、そして市民の皆様に御

説明を申し上げ、御理解とお許しを願いたいと思っておるところであります。

御存じのように、私は２月１１日に心不全によりまして、九州大学病院に入院をいたしました。

その折の直接の診断は、１０時間以上にわたって休憩なしで連続して動き回ったということが、

原因の過労であるという診断でございました。しかし、その後の精密検査の結果、僧房弁これは

左心室と左心房の間にある弁でございますが、その僧帽弁の閉鎖不全、つまり弁にすき間がある

ということでございまして、この僧帽弁の閉鎖不全によりまして、若干ではありますが血液が逆

流しておりまして、このことが潜在的な原因であるということが判明をいたしました。

主治医のお話によりますと、当面、相当のむちゃをしなければ何の心配もないというお話では

ございましたが、将来的には外科手術の必要性が高くなるだろうということでございました。そ

こで、主治医と相談をいたしましたところ、現時点ならば軽手術で済むと思われると、したがっ

て体力のあるうちに思い切ってはどうかという御提案を受けました。

私としましては、現職期間中でもございまして、大変迷いましたけれども、一時的ではありま

すけれども、心不全になったという事実がございます。不安なく仕事に打ち込むために手術を受

ける決断をいたしました。そこで、５日の消防操法大会応援の後、翌６日から約２週間、入院の

ためのお休みをいただきたくお願いを申し上げるものでございます。

ただし、手術当日、現時点では９日という予定でございますけれども、その当日を除きまして、

常に連絡は可能でありますし、私の判断もできるところでございますので、重要な公務の判断は

みずから行うことといたしておるところであります。

議員皆様、市民皆様には大変、御迷惑をおかけいたしますが、どうぞ御理解とお慈悲賜ります

よう、お願いを申し上げます。

これからもしばらくは厳しい暑さが続いてまいります。市民皆様並びに議員各位におかれまし

ては、水の事故等には十分御留意いただきますとともに、健康にも十分御留意され、日々、健や

かに過ごされますことをお祈りいたしまして、終了のごあいさつといたします。大変ありがとう

ございました。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

────────────・────・────────────
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○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。皆さん、お疲れさんでした。

午前10時33分散会

──────────────────────────────
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