
- 1 -

平成24年壱岐市議会定例会９月会議 会議録目次

審議期間日程 …………………………………………………………………………………… １

上程案件及び処理結果 ………………………………………………………………………… ２

一般質問通告者及び質問事項一覧 …………………………………………………………… ５

第１日（９月１１日 火曜日）

議事日程表（第１号） …………………………………………………………………… ７

出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… ９

開 議 ……………………………………………………………………………………… １０

会議録署名議員の指名 …………………………………………………………………… １０

審議期間の決定 …………………………………………………………………………… １０

諸般の報告 ………………………………………………………………………………… １１

行政報告 …………………………………………………………………………………… １２

議案説明

報告第１０号 平成２３年度財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況の

報告について ……………………………………………………… ２０

報告第１１号 平成２３年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況

の報告について …………………………………………………… ２２

報告第１２号 平成２３年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況の

報告について ……………………………………………………… ２３

報告第１３号 平成２３年度財団法人壱岐市開発公社事業会計収支決算の報告

について …………………………………………………………… ２５

報告第１４号 平成２３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について ………………………………………………………… ２６

議案第６７号 平成２３年度壱岐市病院事業会計（かたばる病院事業会計）未

処分利益剰余金の処分について ………………………………… ２６

議案第６８号 平成２３年度壱岐市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて ………………………………………………………………… ２７

議案第６９号 壱岐市防災会議条例の一部改正について ……………………… ２８

議案第７０号 壱岐市災害対策本部条例の一部改正について ………………… ２８

議案第７１号 壱岐市税条例の一部改正について ……………………………… ２９

議案第７２号 壱岐市国民宿舎条例の一部改正について ……………………… ３０



- 2 -

議案第７３号 壱岐市火災予防条例の一部改正について ……………………… ３１

議案第７４号 公の施設の指定管理者の指定について ………………………… ３１

議案第７５号 武生水Ｃ辺地（変更）、渡良Ｂ辺地（変更）、初山Ｂ辺地、東

可須辺地（変更）、立石辺地（変更）及び石田辺地（変更）に

係る総合整備計画の策定について ……………………………… ３２

議案第７６号 平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第４号） …………… ３３

議案第７７号 平成２４年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） ……………………………………………………………… ４０

議案第７８号 平成２４年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

………………………………………………………………………… ４０

議案第７９号 平成２４年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

………………………………………………………………………… ４１

議案第８０号 平成２４年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第１号）

………………………………………………………………………… ４２

議案第８１号 平成２４年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）

………………………………………………………………………… ４２

認定第１号 平成２３年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について ……… ４３

認定第２号 平成２３年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について ……………………………………………………………… ４４

認定第３号 平成２３年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定について …………………………………………………………… ４５

認定第４号 平成２３年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて …………………………………………………………………… ４５

認定第５号 平成２３年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて …………………………………………………………………… ４６

認定第６号 平成２３年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て ……………………………………………………………………… ４７

認定第７号 平成２３年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決

算認定について ……………………………………………………… ４８

認定第８号 平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて …………………………………………………………………… ４９

認定第９号 平成２３年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算認定につ



- 3 -

いて …………………………………………………………………… ５０

認定第１０号 平成２３年度壱岐市病院事業会計決算認定について ………… ５１

認定第１１号 平成２３年度壱岐市水道事業会計決算認定について ………… ５４

監査報告 …………………………………………………………………………………… ５５

議案説明

陳情第３号 「壱岐市芦辺町瀬戸浦の市道、恵美須～大久保線の幅員拡張工事」

に関する陳情 ………………………………………………………… ５６

第２日（９月１８日 火曜日）

議事日程表（第２号） …………………………………………………………………… ５９

出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… ６０

議案に対する質疑、報告済

報告第１０号 平成２３年度財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況の

報告について ……………………………………………………… ６３

報告第１１号 平成２３年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況

の報告について …………………………………………………… ６３

報告第１２号 平成２３年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況の

報告について ……………………………………………………… ６３

報告第１３号 平成２３年度財団法人壱岐市開発公社事業会計収支決算の報告

について …………………………………………………………… ６３

報告第１４号 平成２３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について ………………………………………………………… ６３

議案の審議（質疑、委員会付託省略、討論、採決）

議案第６７号 平成２３年度壱岐市病院事業会計（かたばる病院事業会計）未

処分利益剰余金の処分について ………………………………… ６４

議案第６８号 平成２３年度壱岐市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて ………………………………………………………………… ６４

議案に対する質疑

議案第６９号 壱岐市防災会議条例の一部改正について ……………………… ６５

議案第７０号 壱岐市災害対策本部条例の一部改正について ………………… ６７

議案第７１号 壱岐市税条例の一部改正について ……………………………… ６７

議案第７２号 壱岐市国民宿舎条例の一部改正について ……………………… ６７



- 4 -

議案第７３号 壱岐市火災予防条例の一部改正について ……………………… ６７

議案第７４号 公の施設の指定管理者の指定について ………………………… ６８

議案第７５号 武生水Ｃ辺地（変更）、渡良Ｂ辺地（変更）、初山Ｂ辺地、東

可須辺地（変更）、立石辺地（変更）及び石田辺地（変更）に

係る総合整備計画の策定について ……………………………… ６９

議案第７６号 平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第４号） …………… ６９

議案第７７号 平成２４年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） ……………………………………………………………… ６９

議案第７８号 平成２４年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

………………………………………………………………………… ７０

議案第７９号 平成２４年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

………………………………………………………………………… ７１

議案第８０号 平成２４年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第１号）

………………………………………………………………………… ７１

議案第８１号 平成２４年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）

………………………………………………………………………… ７１

認定第１号 平成２３年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について ……… ７２

認定第２号 平成２３年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について ……………………………………………………………… ７２

認定第３号 平成２３年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定について …………………………………………………………… ７２

認定第４号 平成２３年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて …………………………………………………………………… ７２

認定第５号 平成２３年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて …………………………………………………………………… ７２

認定第６号 平成２３年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て ……………………………………………………………………… ７２

認定第７号 平成２３年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決

算認定について ……………………………………………………… ７２

認定第８号 平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて …………………………………………………………………… ７３

認定第９号 平成２３年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算認定につ



- 5 -

いて …………………………………………………………………… ７３

認定第１０号 平成２３年度壱岐市病院事業会計決算認定について ………… ７３

認定第１１号 平成２３年度壱岐市水道事業会計決算認定について ………… ７５

委員会付託（議案） ……………………………………………………………………… ７５

予算特別委員会の設置 …………………………………………………………………… ７６

決算特別委員会の設置 …………………………………………………………………… ７６

委員会付託（陳情）

陳情第３号 「壱岐市芦辺町瀬戸浦の市道、恵美須～大久保線の幅員拡張工事」

に関する陳情 ………………………………………………………… ７７

市長提出追加議案（説明、質疑、委員会付託）

議案第８２号 八幡浦地区特定漁港整備工事請負契約の締結について ……… ７７

第３日（９月１９日 水曜日）

議事日程表（第３号） …………………………………………………………………… ７９

出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… ７９

一般質問 …………………………………………………………………………………… ８０

１４番 榊原 伸 議員 ………………………………………………………… ８１

８番 今西 菊乃 議員 ………………………………………………………… ９１

１０番 田原 輝男 議員 ………………………………………………………… １０４

３番 音嶋 正吾 議員 ………………………………………………………… １１４

６番 深見 義輝 議員 ………………………………………………………… １２５

第４日（９月２０日 木曜日）

議事日程表（第４号） …………………………………………………………………… １３９

出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… １３９

一般質問 …………………………………………………………………………………… １４０

１３番 鵜瀬 和博 議員 ………………………………………………………… １４０

７番 町田 正一 議員 ………………………………………………………… １５３

２番 呼子 好 議員 ………………………………………………………… １６７

１番 久保田恒憲 議員 ………………………………………………………… １７３

１７番 瀬戸口和幸 議員 ………………………………………………………… １８６



- 6 -

第５日（９月２８日 金曜日）

議事日程表（第５号） …………………………………………………………………… ２０１

出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… ２０２

会議録署名議員の指名 …………………………………………………………………… ２０４

委員長報告、委員長に対する質疑 ……………………………………………………… ２０４

議案に対する討論、採決

議案第６９号 壱岐市防災会議条例の一部改正について ……………………… ２０７

議案第７０号 壱岐市災害対策本部条例の一部改正について ………………… ２０８

議案第７１号 壱岐市税条例の一部改正について ……………………………… ２０８

議案第７２号 壱岐市国民宿舎条例の一部改正について ……………………… ２０８

議案第７３号 壱岐市火災予防条例の一部改正について ……………………… ２０９

議案第７４号 公の施設の指定管理者の指定について ………………………… ２０９

議案第７５号 武生水Ｃ辺地（変更）、渡良Ｂ辺地（変更）、初山Ｂ辺地、東

可須辺地（変更）、立石辺地（変更）及び石田辺地（変更）に

係る総合整備計画の策定について ……………………………… ２０９

議案第７６号 平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第４号） …………… ２１０

議案第７７号 平成２４年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） ……………………………………………………………… ２１０

議案第７８号 平成２４年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

………………………………………………………………………… ２１１

議案第７９号 平成２４年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

………………………………………………………………………… ２１１

議案第８０号 平成２４年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第１号）

………………………………………………………………………… ２１１

議案第８１号 平成２４年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）

………………………………………………………………………… ２１２

議案第８２号 八幡浦地区特定漁港整備工事請負契約の締結について ……… ２１２

認定第１号 平成２３年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について ……… ２１２

認定第２号 平成２３年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について ……………………………………………………………… ２１３

認定第５号 平成２３年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて …………………………………………………………………… ２１３



- 7 -

認定第６号 平成２３年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て ……………………………………………………………………… ２１３

認定第７号 平成２３年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決

算認定について ……………………………………………………… ２１４

認定第８号 平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて …………………………………………………………………… ２１４

認定第９号 平成２３年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算認定につ

いて …………………………………………………………………… ２１４

認定第１０号 平成２３年度壱岐市病院事業会計決算認定について ………… ２１５

認定第１１号 平成２３年度壱岐市水道事業会計決算認定について ………… ２１５

陳情第３号 「壱岐市芦辺町瀬戸浦の市道、恵美須～大久保線の幅員拡張工事」

に関する陳情…………………………………………………………… ２１５

議員提出議案の審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決）

発議第４号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の

構築を求める意見書の提出について ……………………………… ２１６

発議第５号 合併後の新市町への財政支援策の充実強化を求める意見書の提出

について ……………………………………………………………… ２１７

議員派遣の件 ……………………………………………………………………………… ２１９

市長の挨拶 ………………………………………………………………………………… ２１９

散 会 ……………………………………………………………………………………… ２２０

資料

議員派遣の件…………………………………………………………………………… ２２３


