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──────────────────────────────

午前10時00分開会

○議長（町田 正一君） おはようございます。

会議に入る前に御報告いたします。壱岐新聞社ほか３名の方から、報道取材のため、撮影機材

等の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので、御了承願います。

赤木貴尚議員から、インフルエンザにより欠席の届けがあっております。

ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。

ただいまから平成２６年度壱岐市議会定例会を開会します。

これから、議事日程表（第１号）により、１月会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（町田 正一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、中田恭一議員、

１２番、久間進議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（町田 正一君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

本定例会の会期につきましては、去る１月２０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。小金丸益明議会運営

委員長。

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 登壇〕

○議会運営委員長（小金丸益明君） おはようございます。議会運営委員会の報告をいたします。

平成２６年壱岐市議会定例会の会期日程（案）、１月会議の審議期間及び議事運営について協

議のため、去る１月２０日議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告いた

します。

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条により、本日から

御用納めの１２月２６日までの３３４日間とする旨申し合わせをいたしました。

また、定例会１月会議の審議期間の日程案については、お手元に配付しておりますが、本日か

ら１月３０日までの４日間とすることにいたしました。

１月会議に提出されます案件は、報告２件、条例制定１件、条例の一部改正２件、補正予算

１件、その他５件の合計１１件となっております。

また、請願１件を受理いたしておりますが、この請願につきましては、議長を除く全議員で構
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成する特別委員会を設置し審査すべきということを確認いたしております。なお、特別委員会の

設置については、議長発議でお願いいたします。

本日は、会期の決定、審議期間の決定、議長の報告の後、本日送付された議案の上程、説明を

受け、質疑を行い、委員会付託を行うようにいたしております。

なお、上程議案のうち、議案第９号平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）について

は、委員会付託を省略し全員審査をお願いします。

１月２８日は、各常任委員会及び特別委員会の開催日としております。

１月３０日、本会議を開催し、各委員長の報告を受けた後、議案等の審議、採決を行い、全日

程を終了したいと思います。

以上が、平成２６年壱岐市議会定例会の会期日程（案）、１月会議の審議期間及び議事運営の

内容であります。

通年議会も３年目に入りました。円滑な運営に御協力賜りますようお願いを申し上げ、御報告

といたします。

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 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２６日までの３３４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（町田 正一君） 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２６日までの３３４日間と決定いたしました。

────────────・────・────────────

日程第３．審議期間の決定

○議長（町田 正一君） 日程第３、審議期間の決定についてを議題とします。

お諮りします。１月会議の審議期間については、先ほどの議会運営委員長の報告のとおり、本

日から１月３０日までの４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（町田 正一君） 御異議なしと認めます。したがって、１月会議の審議期間は、本日から

１月３０日までの４日間と決定をいたしました。

────────────・────・────────────

日程第４．諸般の報告

○議長（町田 正一君） 次に、日程第４、諸般の報告を行います。

平成２６年壱岐市議会定例会１月会議に提出され、受理した議案等は１１件と請願１件であり

ます。
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次に、系統議長会であります。

去る１月２１日、長崎市で開催された「長崎県市議会議長会研修会」に出席をいたしました。

研修会では、長崎県文化観光物産局の松川局長を講師にお招きし、「世界遺産登録に向けての

活動状況について」と題した講演が行われ、世界遺産の決まり事や仕組み、登録へのルール、産

業革命遺産の現状と課題等の研修を行いました。

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

に保管いたしておりますので、必要な方は、御高覧をお願いします。

今定例会１月会議において議案等説明のため、白川市長を初め、教育委員会教育長に説明員と

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、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） 皆さん、おはようございます。本日、ここに平成２６年壱岐市議会定例

会の開会及び１月会議開催に当たり、御挨拶を申し上げます。

本年も、議員各位を初め、市民皆様の御理解、御協力を賜り、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をいたします。

さて、本年３月１日壱岐市は、市制施行１０周年を迎えます。この間、議員各位、市民皆様、

さらには多くの関係機関団体の皆様の御理解、御協力をいただきまして１０周年を迎えることが

できます。

これまで、一支国博物館の開館、光ケーブル網の整備、壱岐市ケーブルテレビの開局、中学校

４校体制のスタート、石田スポーツセンターや学校給食センター、壱岐クリーンセンター、汚泥

再生処理センターの建設など、壱岐市の将来、市民皆様の暮らしの向上と、壱岐市の振興発展並

びに壱岐市の将来を見据えた施策に取り組んでまいりましたが、これからがまさに重要な時期だ

と思っております。

特に、市民病院の長崎県病院企業団加入や離島航路運賃の低廉化、ＪＲ並み運賃の早期実現を

柱とした交流人口の拡大を図ってまいります。

この中でも、人口減少対策について、企業誘致を初め、地場産業の振興による雇用の場の創出

等、壱岐市発展のため今後も全力で取り組んでまいります。

また、この１０周年を記念してさまざまなイベントを行います。２月１０日には日本消防協会

秋本会長の特別講演会、３月１日、壱岐市市制施行１０周年記念式典、３月１６日、ＮＨＫのど

自慢壱岐大会、さらに３月２２、２３日の両日、壱岐焼酎七蔵めぐりが予定されております。

市民皆様には、本年行われますさまざまなイベントに壱岐市市制施行１０周年の冠をつけてい
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ただき、１０周年を盛り上げていただきたいと思っております。

さて、本日提案いたしております案件は、報告２件、損害賠償の額の決定について３件、条例

の一部改正等３件、公の施設の指定管理者の指定について２件、そして一般会計補正予算１件の

合計１１件でございます。特に消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う関係条例の整備につ

いて、今回改正が必要な使用料等に係る条例の改正４１件をまとめたものを提出しております。

詳細については、担当部長等から説明させますが、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、平成２６年壱岐市議会定例会の開会及び１月会議開催に

対しての御挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第５．報告第１号

○議長（町田 正一君） 初めに、日程第５、報告第１号平成２４年度壱岐クリーンエネルギー株

式会社に係る経営状況の報告についてを議題とします。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〕

○市長（白川 博一君） 本日の報告案件及び議案の御説明につきましては、担当部長及び課長等

にさせますのでよろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 山本企画振興部長。

〔企画振興部長（山本 利文君） 登壇〕

○企画振興部長（山本 利文君） おはようございます。それでは、報告第１号平成２４年度壱岐

クリーンエネルギー株式会社に係る経営状況の報告につきまして、地方自治法第２４３条の３第

２項の規定により、別紙のとおり報告いたします。

本日の報告でございます。この報告につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第

３号に規定する、一般社団法人及び一般財団法人、株式会社への予算の執行の適正化等を図る観

点から、公金をもって、資本金等の４分の１以上、２分の１未満の出資をしている法人等につい

ても市長の調査等の対象となっているところでございまして、昨年、１１月２９日の定期株主総

会が開催されましたので、これを受けて報告するものであります。

１ページから経営状況報告となっており、２ページから４ページは事業経過報告書でございま

す。

５ページ、Ａ３判の発電事業実績表をお開きください。

表の中ほどに、売電金額という欄がございます。その一番下が２４年度の実績値になっており
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ますが、実績値としまして３,４０４万９,６３６円になっております。同じ右側のほう見ていた

だきますと、備考欄に掲載しております前年度の実績が２,７５０万８,１１１円になりまして、

対前年度比１２３.７％、６５０万円程度の増額となっております。

なお、主な故障箇所を報告いたしますと、平成２５年４月の１７日に１号基が落雷を受けまし

て、固定子コイルが焼損しました。で、稼働が停止しました。メーカー修理のために日数を要し

まして、８月の２２日に稼働するまで約４カ月間発電ができませんでした。こういった状況の中

でしたが、売電単価が平成２４年の１２月からキロワットアワー当たり１１.５円から１８.０７円

に見直されまして、トータルとしまして売電金額が増額となったものでございます。

次に、６ページから決算報告、７ページは決算監査報告書でございます。

８ページの貸借対照表をご覧ください。

資産の部で流動資産が６８６万３,５１５円、固定資産が６,０９４万３,８８５円、繰り延べ

資産が１,１７５万８９１円。

以上、資産の部の合計が７,９５５万８,２９１円でございます。

負債の部でございますが、合計で４,１１９万６,１７５円。

純資産の部でございますが、合計で３,８３６万２,１１６円でございます。なお、繰越利益剰

余金１,８３６万２,１１６円の内訳は、前年度までの利益剰余金１,４２５万６,９９６円と

２４年度の当期純利益４１０万５,１２０円であります。

以上、負債及び純資産の部の合計は７,９５５万８,２９１円でございます。

続きまして、９ページをお開き願います。

損益計算書でございます。売上高が５ページ、売電事業実績表に掲載されておりました売電金

額の３,４０４万９,６３６円。売り上げの原価としまして２,１９８万６,９５２円、売上総利益

は１,２０６万２,６８４円で、販売費及び一般管理費を差し引きますと、営業利益が５５２万

７,２６３円で、税引き後の当期純利益といたしましては４１０万５,１２０円となっております。

前年度の当期純利益が約５００万円でございましたので、約１００万円の減となっております。

１０ページをご覧ください。

製造原価報告書でございます。中ほどに記載してあります修繕費は前年度と同程度かかってお

ります。製造原価合計で２,１９８万６,９５２円となっております。

１１ページをお開きください。株主資本等変動計算書でございます。

資本金が２,０００万円。現在の引き受け株数は壱岐市が１０２株、額面で５１０万円、出資

比率が２５.５％、株式会社「なかはら」が２９８株、額面で１,４９０万円、出資比率が

７４.５％となっております。

以上で、平成２４年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に係る経営状況の報告を終わります。
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〔企画振興部長（山本 利文君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、報告第１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（町田 正一君） 質疑がありませんので、報告第１号に対する質疑を終わります。

────────────・────・────────────

日程第６．報告第２号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第６、報告第２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します。

提案理由の説明を求めます。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） 皆様、おはようございます。今回の損害賠償の報告につきまし

ては、議会１２月会議に提案しようとしておりましたが、示談内容の調整に時間を要したため、

今回、専決処分として報告するものでございます。

報告第２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、御説明申し上げます。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。

本日の報告でございます。

次のページをお開きください。専決第１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

とおり専決処分する。平成２６年１月７日専決でございます。

損害賠償の相手方、壱岐市芦辺町の法人でございます。損害賠償額、５万８,０００円。損害

賠償の理由、平成２５年１０月２日午前１０時３７分ごろ、壱岐市郷ノ浦町本村触６２０番地４、

壱岐合同庁舎敷地内において、壱岐市環境管理組合職員が運転する壱岐市クリーンセンター公用

車、ごみ収集車が敷地内の裏手にあるごみステーションからごみを収集後、敷地から出ようと走

行中、左横の駐車帯に数台駐車しておりました車と車の間から発進した、損害賠償の相手方であ

る法人所有の車両と接触し、損傷させたためでございます。

なお、今回の過失割合は、損害賠償の相手方が駐車帯からの発進であり、かつごみ収集車の前

輪の後ろに接触しており、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準により、２対８の割合で

壱岐市が２割、相手方が８割であります。なお、市の損害賠償額であります、相手車両の修理代

及び市の公用車修理代自責分につきましては、全国自治協会から自動車損害共済金として支払わ

れます。
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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。よ

ろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、報告第２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（町田 正一君） 質疑がありませんので、報告第２号に対する質疑を終わります。

以上で、２件の報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第７．議案第１号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第７、議案第１号損害賠償の額の決定についてを議題としま

す。

提案理由の説明を求めます。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） 議案第１号損害賠償の額の決定について御説明申し上げます。

次のとおり、損害賠償の額を決定することについて、議会の議決を求める。本日の提出でござ

います。

損害賠償の相手方、壱岐市芦辺町の個人でございます。損害賠償額、６万２,２５０円。損害

賠償の理由、平成２５年１１月５日午後１時３０分ごろ、郷ノ浦町柳田触国道３８２号線の、芦

辺町から郷ノ浦町に入った、市道が交差するＴ字路交差点において、壱岐市環境管理組合職員が

運転する、壱岐市クリーンセンター公用車、リサイクル収集車が国道を出ようと左折した際、左

から来ていた、損害賠償の相手方である個人運転のセニアカーに接触し、けがを負わせたためで

ございます。

提案の理由、損害賠償の額の決定については、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定によ

り議会の議決を経る必要があるためでございます。

今回の事故の原因は、交差点での運転手及び助手席補助員の左折時の巻き込み確認不足による

ものでございます。接触時、損害賠償の相手方はセニアカーに乗られたままで、転倒もされてお

りませんでしたが、すぐに市民病院へ搬送し、診察を受けていただきました。

けがの内容につきましては、左膝打撲、右肘かすり傷で、事故当日と１週間後に一度通院され、

完治されております。

過失割合ですが、相手方のシニアカ―は、道路交通法上歩行者扱いであり、事故当時は右側通

行をされており、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準により、壱岐市が１０割でありま

す。
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損害賠償の内容としましては、治療費及び通院費などであります。

シニアカーの損害賠償につきましては、議案第２号で御説明いたします。

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。よ

ろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、議案第１号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。音

嶋議員。

○議員（４番 音嶋 正吾君） 昨年から、随時、この損害賠償というのが頻繁に提出されており

ます。これ過失割合は全て当方にあるのか、１００％過失割合が市が悪いのか。それと、ガバナ

ンスの欠如があるんじゃないですか。余りにも多いですよ。こんなに頻繁に事故を起こしてどう

なりますか。

過失割合がどうなのかの件と、いわゆる運行管理の徹底はどういうふうにしているのか、その

２点に関してお尋ねいたします。

○議長（町田 正一君） 斉藤保健環境部長。

○保健環境部長（斉藤 和秀君） セニアカーの事件の件でございますけども、先ほど御説明いた

しましたように、セニアカーは道路交通法上、車両でなく歩行者ということになっております。

それで右側を通行されて来ておりましたので、やはり左折をする際、歩行者の確認を十分するべ

きだったということで、これは民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準というのがございま

して、これに基づいて壱岐市が１０割ということになっております。

それと、もう１点でございますけども、環境管理組合の指導の件でございますが、日ごろより、

壱岐市クリーンセンターの収集安全作業マニュアルというのを、作成をいたしまして、安全運転

の徹底について指導をしているところでございます。

昨年は、２４年度は壱岐警察署より来ていただきまして、クリーンセンターのほうで講習会も

実施をいたしておりますし、２５年度も６月に講習会を実施しております。そしてまた、安全週

間が始まりますと、その際にも職員に安全運転の指導をしているところでございます。また、毎

日につきましては、８時２５分からミーティングを行っておりますけども、その際にも注意喚起

を促しているところでございます。

たびたびのこういった事故を発生して、非常に申しわけなく思っておりますけども、今後とも、

さらに厳しく指導をしていきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（町田 正一君） 音嶋議員。

○議員（４番 音嶋 正吾君） 問題が起これば、るるそういうふうに、いろいろ公言をされます
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ね。しかし、確実に下に伝わるように、組織として、もう少しぴりっとするものを求めたい。や

はり、保険処置できるからという安易な考え、これ民間に置いたらどうなりますか。自分が個人

で手出しする場合は。もう少し、真剣味をもって仕事に取り組んでもらいたい。

以上、苦言を呈して質疑を終わります。

後、またこういうことがないように、結果が証明をしますので、くれぐれもよろしく。

○議長（町田 正一君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、議案第１号に対する質疑を終わります。

────────────・────・────────────

日程第８．議案第２号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第８、議案第２号損害賠償の額の決定についてを議題としま

す。

提案理由の説明を求めます。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） 議案第２号損害賠償の額の決定について、御説明いたします。

議案第１号と同じ案件でございます。次のとおり、損害賠償の額を決定することについて、議

会の議決を求める。本日の提出でございます。

損害賠償の相手方、壱岐市芦辺町の法人でございます。損害賠償額、１２万３,２５２円。損

害賠償の理由、議案第１号の相手方が運転するセニアカーは、リース車であり、損害賠償の相手

方である法人所有のセニアカーに接触し、損傷させたためでございます。

提案理由についても同様でございます。

同じくセニアカーの損害賠償額全体と市公用車の修理代につきましては、全国自治協会から自

動車損害共済金として支払われます。

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。よ

ろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、議案第２号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。中

田恭一議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） 確認でお尋ねです。これ第１号と同一事件と思いますが、議案

第１号の分については、個人の治療費とかの分で、２号がセニアカー自体の修理代と思うんです

けども、先ほどの事故の割合で２割が壱岐市、８割、２割。（「２割」と呼ぶ者あり）ちょっと、

それ、金額が（「議長」と呼ぶ者あり）２割の過失割合の割には、１２万３,２５２円と大きい
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ですので、そのけがの部分が過失割合、けがの分とセニアカーの部分と過失割合が違うとかなと

思って、ちょっとその辺。

○議長（町田 正一君） 斉藤保健環境部長。

○保健環境部長（斉藤 和秀君） 先ほどの２割は、合同庁舎での事故でございまして、議案のほ

うはセニアカーの接触事故ということで、セニアカーの運転されている方に対する人身の分の損

害賠償が第１号議案です。第２号は、運転されていましたセニアカーはリース車であったために、

リース車の所有者に修理代を損害賠償するという議案でございます。（発言する者あり）１０・

０でございます。１０割……（「１０割」と呼ぶ者あり）はい。（発言する者あり）

○議長（町田 正一君） 中田議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） 報告第２号については、２割ちいうたですね、過失割合は。

○保健環境部長（斉藤 和秀君） そうです。

○議員（１１番 中田 恭一君） センター内での駐車場から出てきたやつは２割、これは、過失

割合は１０・０ですか、どちらも１０・０ですか。

○議長（町田 正一君） 斉藤保健環境部長。

○保健環境部長（斉藤 和秀君） 同じく１０割でございます。（「あっ、１０割ですね」と呼ぶ

者あり）

○議長（町田 正一君） 中田議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） 先ほども、音嶋議員が言われたように、市としてもこれだけ、

公用車がおって、特にクリーンセンター、しょっちゅう毎日のように走り回っておりますので、

事故をゼロにしろというのは、大変難しいことと思ってはおりますが、ぜひ、誰も事故したくて

するわけではありませんので、ただ、１０・０ちゅうのがちょっとひっかかるだけであって、そ

の辺、事故をゼロにせろとは言えませんけども、１０・０事案ちゅうのを減らしていただきたい

と思っております。

先ほど、２割とかいうのは避けられない事故と思いますので、１０割の負担ということは避け

ることができた事故だと思っておりますので、ゼロにせろとは言いませんが、その分、今後とも

注意をしていただきたいと思います。

以上です。

○議長（町田 正一君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） この交通事故が非常に多い、次の議案第３号でもまた、お叱りを受ける

わけでございますけども、おっしゃるように、本当に私も多過ぎると思っておるとこであります。

特に、ごみ収集車等につきましては、確かに市内を回る頻度も多いわけでございますけど、現在、

理事長が毎朝、朝礼で厳しく言っておりますし、その収集コースにつきましても、変えるといい
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ますか、より安全なコースを設定しております。

そして、この案件につきまして、やはり補助者は、ちゃんと左右確認の、特に左ですけども、

確認の報告をする、声を出して言うということ、そして、出発の際に車両周りの安全点検につき

ましても、厳しく言っております。しかしながら、こういう事故が起こっておるということにつ

きましては、さらに、安全管理を徹底を促すということを申し上げたいと思います。本当に申し

わけなく思っております。

○議長（町田 正一君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、議案第２号に対する質疑を終わります。

────────────・────・────────────

日程第９．議案第３号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第９、議案第３号損害賠償の額の決定についてを議題としま

す。

提案理由の説明を求めます。米倉教育次長。

〔教育次長（米倉 勇次君） 登壇〕

○教育次長（米倉 勇次君） 議案第３号について、御説明を申し上げます。

議案第２号に引き続きまして、損害賠償の額の決定についてでございます。次のとおり、損額

賠償の額を決定することについて、議会の議決を求めるものでございます。本日の提出でござい

ます。

損害賠償の相手方は、壱岐市芦辺町の個人の方でございます。損害賠償額、３１万９,０２２円

でございます。損害賠償の理由、平成２５年１２月６日午前１１時２０分ごろ、石田町石田西触

の市道、白水線、壱岐市農協の石田支所前の交差点におきまして、壱岐市嘱託職員の運転する公

用車が損害賠償の相手方である、個人所有の車両に接触し、損傷させたものでございます。

提案の理由は、損害賠償の額の決定については、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定に

より、議会を議決を経る必要があるためでございます。

本件事故の詳細と損害賠償額の算出根拠につきまして、御説明を加えさせていただきます。

本件事故は、市道が交差する十字路の交差点でございます。市の嘱託職員が公用車でＪＡ石田

支所に石田農村環境改善センターの使用料の入金に出向き、市道白水線、市道白水線は、石田中

学校と石田小学校の間の市道のことでございます。のＪＡ石田支所前の交差点を右折をしようと

発進したところ、市道の白水線を直進をしておりました相手車の通り過ぎ際に、相手の車の右側

の後部と市の公用車の左側前部が衝突し、事故を起こしたものでございます。

双方の身体への被害は免れたものの、双方の車両がともに損傷したものでございます。
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損害賠償の額の算定につきましては、本年１月７日に長崎県町村会に査定を依頼をいたしまし

て、１月９日付で報告がございましたので、これを根拠といたしております。

このケースの事故につきましては、民事交通訴訟における過失相殺率の認定率は、通常８５対

１５が基本とされております。しかし、今回の事故は、公用車側の左側、左方不注視が主な原因

でございまして、相手側にとりましては、事故が回避不可能であったことから、さらにこれに

５％を加算修正をいたしまして、壱岐市の責任割合を９０％と定めまして９０対１０の適用をい

たしまして、損害賠償額を算定したものでございます。

なお、壱岐市の責任は、これの全額を全国自治協会の災害共済事業の自動車損害共済事業の対

物保険で対応するものでございます。

なお、今回、不祥事を起こしました職員につきましては、分限懲戒審査委員会を開催をいたし

まして、処分を決定をいたしまして、本人を訓告処分といたしております。

今後の事故の再発防止に努めてまいりたいと思っております。

以上、提出議案３号の御説明をさせていただきます。どうぞ、本議会で御承認をいただきます

ようによろしくお願いを申し上げます。

以上で説明を終わります。

〔教育次長（米倉 勇次君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、議案第３号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。中

田議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） もう、余り言わないでおこうかと思いましたけども、今の教育

次長の答弁の中で職員に訓告の処分が出てますよね。職員だから訓告するわけですか。先ほどの、

また、ぶり返すようではございますが、嘱託職員の分については、何も報告があっておりません

が、事故……（発言する者あり）これも嘱託か。（発言する者あり）あっ、嘱託か。（発言する

者あり）ごめんなさい、どちらも嘱託です。申しわけないです。こちらは訓告になっております

けれども、クリーンセンターのほうは、１０・０事案でもあってないと、ですね。報告がなかっ

たもんですから、９・１事案と１０・０事案でも職員に対するあれがあるのかないのかだけ、確

認を。

○議長（町田 正一君） 斉藤保健環境部長。

○保健環境部長（斉藤 和秀君） 環境管理組合職員も市の職員と同じ扱いで、就業規則の中で罰

則規定を設けております。１０・０の場合は、戒告処分をするということにいたしております。

最初の合同庁舎の場合は、厳重注意ということで行っております。

以上でございます。合同庁舎内での事故の場合ですね、８・２の場合は厳重注意をいたしてお

ります。
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○議長（町田 正一君） 中田議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） それならいいんですけども、もちろん環境管理組合ではござい

ますが、同じ壱岐市の仕事をしておる嘱託職員でございますので、その辺の処分についても、な

るべく、もうやっておられるんでいいですけど、統一して、片一方だけ軽いとか片一方だけ重い

ということがないように、よろしくお願いします。

○議長（町田 正一君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、議案第３号に対する質疑を終わります。

この件については、それぞれ委員会に付託をいたしますので、委員会のほうでも、今後の対策、

過去の安全指導等については厳しくチェックしてください。議長から要望します。

────────────・────・────────────

日程第１０．議案第４号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１０、議案第４号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴

う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） おはようございます。それでは、議案第４号消費税率及び地方消費

税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、御説明を申し上げます。

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を、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、平成２６年４月１日から消費税及び地方消費税の改定に伴い、本市

の条例で定める使用料及び手数料について、相応の改定を行おうとするものでございます。

制定内容は、本市の条例で定める使用料及び手数料のうち、消費税及び地方消費税の課税対象

となるものについて、消費税及び地方消費税の税率引き上げ分に相応した引き上げを行うことと

するものでございます。

当該議案の対象条例は４１条例でございます。なお、このほかに提案理由が消費税及び地方消

費税の改定に伴う改正のみにとどまらない内容のものは、法制執務の技術上、この議案第４号関

係条例の整備に関する条例とは別議案で、議案第６号として上程をさしていただいております。

また、国からの統一基準指示待ちの理由で、消防関係手数料条例の一部改正につきましては、

次の会議で提案予定とさせていただきます。

今回の使用料及び手数料の改定に当たりましては、見直し方針を定めておりますが、消費税法

改正法及び地方税法改正法の規定により、８％、１０％と段階的な転嫁を基本とし、消費税引き
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上げ分の転嫁としております。

また、その消費税率の引き上げに伴う端数処理は、１０円未満の端数について切り捨てを基本

としております。ただし、公営企業等の特別会計や指定管理者が管理する施設の使用料等につい

ては、事業全体としての収入が増加率、すなわち値上げ幅となります。おおむね２.８５％以内

になるよう、切り上げ、切り捨ての端数調整を行っております。

次のページをお開きください。まず、この条例の構成でございますが、消費税率及び地方消費

税率の引き上げに伴い、改正対象となる条例を整備しやすいように担当部局ごとに分類し、章立

てとしております。

次に、各条例の一部改正を条立てにより、規定をさせていただいております。

２２ページをお願いいたします。附則につきましては、第１項で施行期日を平成２６年４月

１日といたします。経過措置が必要なものにつきましては、関係条例ごとに附則第２項から第

４項に規定をしております。なお、消費税の非課税取引の例といたしましては、住民票、戸籍抄

本などの行政手数料、火葬料、埋葬料、助産費用、介護保険サービス、社会福祉サービス、また、

学校教育法の規定による学校の授業料、施設整備費等、そして住宅の貸し付け、これは家賃のう

ち住宅として利用する部分のみ非課税となり、店舗や事務所などの事業用の部分は課税対象とな

っております。

次に、土地の譲渡でございますが、貸し付け期間が１カ月未満や駐車場等の貸し付けは課税対

象となっております。また、利子、保険料、保障料等などと非課税の内容となっております。

それでは、各章番号順に担当部局ごとの説明にさせていただきます。

まず、第１章、総務部関係は、第１条から第４条でございます。

まず、第１条、壱岐市行政財産使用料条例の一部改正について御説明いたします。

壱岐市行政財産使用料条例の第２条第１項、ただし書き中におきまして、消費税法施行令第

８条に該当する使用期間が１カ月に満たない場合並びに駐車場、その他の施設の利用料を伴う場

合及び建物が使用される場合は、当該使用料に１００分の１０５を乗じて得た額を、消費税の課

税対象となるものについては、別表により算出した額に、そして、消費税法に定める消費税の税

率に乗じて得た額及びその額に、地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した

額に改め、年額として徴収するを加算するものに改めております。表現内容を数字から文章表現

とし、平成２６年４月及び平成２７年１０月に予定されている消費税率引き上げに対応できるよ

う改正するものでございます。

改正内容につきましては、資料１の新旧対照表１ページに記載しておりますとおりでございま

す。

行政財産の種類といたしましては、本庁別館、それから芦辺庁舎別館等の使用料等が該当いた
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します。

次に、第２条、壱岐市自動車駐車場条例の一部改正について、御説明を申し上げます。

壱岐市自動車駐車場条例の第３条の駐車場を利用する場合の使用料につきましても、消費税の

課税対象施設となりますので、別表記載の使用料を本市の見直し方針どおり、消費税及び地方消

費税の税率の引き上げ分に相応した引き上げを行うものでございます。

改正内容につきましては、資料１の新旧対照表２ページに記載しておるとおりでございます。

対象となる駐車場は、郷ノ浦港駐車場、江上駐車場、石田の印通寺本町駐車場、目坂駐車場が

ございます。

次に、第３条、壱岐市芦辺浦住民集会所条例の一部改正について、御説明を申し上げます。

壱岐市芦辺浦住民集会所条例第５条に、施設を使用する場合の使用料につきましては、１階事

務所部分や２階会議室を使用する場合の使用料でございますが、消費税の課税対象施設となりま

すので、別表記載の使用料を本市の見直し方針どおり、消費税及び地方消費税の税率引き上げ分

に相応した引き上げを行うものでございます。

改正内容につきましては、資料１の新旧対照表３ページに記載をしておりますとおりでござい

ます。

次に、第４条、壱岐市三島航路事業条例の一部改正について、御説明を申し上げます。

２ページをご覧ください。三島航路の運賃につきましては、大別して一般旅客運賃、往復旅客

運賃、回数乗船運賃、割引運賃、臨時運行料金、小荷物運賃、特殊手荷物運賃、自動車航走運賃

の８種類でございます。今回の消費税率引き上げ分に伴う運賃改定につきましては、国土交通省

海事局内航課より指示のありました、一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業に係る運賃

及び料金、並びに運賃の上限に対する消費税の転嫁に関する実施要綱に基づき、改正を行ってお

ります。

基本的事項といたしましては、計算方法は現行運賃に１００分の１０８を乗じて得た額となり

ますが、端数処理につきましては、１０円未満の四捨五入となっております。さらに、運賃等の

種類別に調整を行い、全体として１００分の１０８以内の増収となるよう設定をしておるとこで

ございます。

増収額の比較計算は、平成２４年度実積に基づくことになっております。

改正内容につきましては、資料１の新旧対照表４ページから６ページに記載しておりますとお

りでございます。

なお、今回の改定に当たりましては、生活航路として影響を大きく受けることとなりますので、

三島の島民代表者を中心に構成されております壱岐市三島航路事業運営委員会を１月８日に開催

をいたしまして、改正の趣旨及び内容について御説明を申し上げ、御理解をいただいているとこ



- 20 -

ろでございます。

以上で、第１章の総務部の説明を終わらせていただきます。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 山本企画振興部長。

〔企画振興部長（山本 利文君） 登壇〕

○企画振興部長（山本 利文君） 議案第４号に係る第２章、企画振興部関係部分につきまして、

御説明をさせていただきます。

企画振興部関係では、第５条から第１２条まで８件ございますが、利用料金等の算出に当たり

ましては全て、壱岐市の見直し方針どおりに消費税増税に伴う金額が１０円を超える部分につい

て、円単位を切り捨てにより改正をしております。

それでは、議案の４ページをご覧ください。

第５条、サンドーム壱岐条例の一部改正について。

サンドーム壱岐は、若者の定住化を促進するため、地域間、世代間の魅力ある交流の場を提供

し、市民の福祉の向上及び地域の振興に資する施設として設置されました。

改正内容につきましては、資料１の新旧対照表７ページ、８ページに記載のとおり（１）の入

館料と、（２）研修室及び会議室利用料金、（３）屋内競技場利用料金となっております。

次に、議案の５ページをお開きください。

第６条、壱岐市魚菜市場条例の一部改正について。

壱岐市魚菜市場は、勝本町勝本浦に、魚菜類の円滑な流通を図り、市民の利便に資するととも

に、公共衛生の向上に資する目的で設置されました。

改正内容につきましては、新旧対照表の９ページに記載のとおり、１、シーフードセンター、

２、朝市売り場の使用料となっております。

次に、第７条、壱岐市商工業等研修施設条例の一部改正について。

壱岐市商工業等研修施設は、勝本町勝本浦に、商工業活動及び地域活動の推進を図るとともに、

地域社会における連帯意識の高揚に資する目的で設置されました。

改正の内容につきましては、新旧対照表の１０ページに記載のとおり、施設の使用料となって

おります。

次に、第８条、壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正について。

壱岐市営印通寺共同店舗は、商工業の振興と、地域の開発を図ることを目的として設置されま

した。

改正内容につきましては、新旧対照表の１１ページに記載のとおり、施設の使用料となってお

ります。
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なお、別表の括弧内、適用条項が現行で第４条となっておりましたが、平成２２年に一部改正

をした際に条項を削除しており、それに伴い、適用条項第３条に改正すべきでしたが手続をして

おりませんでしたので、今回同時に、第３条ということで改正をしております。

次に、第９条、マリンパル壱岐条例の一部改正について。

マリンパル壱岐は、印通寺地区商店街の活性化を図り、地場産品の消費拡大、及び市民と観光

客との交流の場を提供し、地域の振興に資する目的で設置されました。

改正内容につきましては、新旧対照表の１２ページに記載のとおり、イベントホール、コン

コース、２階待合コーナー、２階ホールの利用料金となっております。

次に、議案の６ページをお開きください。

第１０条、壱岐市串山海洋性公園条例の一部改正について。

壱岐市串山海洋性公園は、住民の福祉を増進する目的で設置されました。

改正内容につきましては、新旧対照表の１３ページに記載のとおりイルカパーク施設でのイル

カとの触れ合い体験料となっております。

次に、第１１条、壱岐市シーサイド小水浜条例の一部改正について。

壱岐市シーサイド小水浜は、豊かな自然を生かし、健全な余暇活動の場を提供し、ふれあいの

中に活力ある地域づくりを推進する目的で設置されました。

改正内容につきましては、新旧対照表の１４ページに記載のとおり、施設の使用料となってお

ります。

なお、施設には、グリル棟、監視棟、休憩棟、トイレ・シャワー棟、体験学習館がございます。

次に、第１２条、壱岐市ケーブルテレビ施設条例の一部改正について。

壱岐市ケーブルテレビ施設は、高度情報化社会に適応した魅力あるまちづくりを推進すること

により、市民の生活環境の向上及び地域の産業等の振興を推進し、地域の活性化に資する目的で

設置されました。

改正内容につきましては、新旧対照表の１５ページに記載のとおり、基本使用料、インターネ

ット基本使用料となっております。

以上で、第２章、企画振興部関係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。

〔企画振興部長（山本 利文君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 川原市民部長。

〔市民部長（川原 裕喜君） 登壇〕

○市民部長（川原 裕喜君） 第３章の市民部関係は、第１３条、１４条でございます。

まず、第１３条、壱岐市地域福祉活動拠点施設条例の一部改正について、御説明を申し上げま
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す。

壱岐市地域福祉活動拠点施設である壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや及び壱岐市芦辺町

クオリティーライフセンターつばさ、２つの拠点施設の別表第６条関係、屋内施設のイベント

ホール及び娯楽室、ＡＶホールの使用料、また、屋外施設のイベントハウス使用料につきまして

は、消費税の課税対象施設となりますので、本市の見直し方針どおり、消費税及び地方消費税の

税率の引き上げ分に相応した引き上げを行うものであります。

改定内容につきましては、資料１の新旧対照表１６、１７ページに記載しているとおりでござ

います。

続きまして、１４条、壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例の一部改正について、御

説明申し上げます。

地域生活ホームの使用料第３条第１号中の居室使用料につきましても、消費税の課税対象施設

となりますので、本市の見直し方針どおり、消費税及び地方消費税の税率の引き上げ分に相応し

た引き上げを行うものであります。

改定内容につきましては、資料の新旧対照表１８ページに記載しているとおりでございます。

壱岐地域生活ホームは、現在、旧かたばる病院の病棟を利用し、障害者、知的、精神の方のケ

アホーム、グループホームとして運営を図っているところでございます。

以上で、第３章、市民部関係の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。

〔市民部長（川原 裕喜君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 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） 第４章、保健環境部関係は、第１５条から１７条でございます。

まず、第１５条、壱岐市国民健康保険直営診療所条例の一部改正について、御説明いたします。

壱岐市国民健康保険直営診療所条例の第４条、診断書及び証明書の発行手数料でございますが、

消費税の課税対象となりますので、別記記載の手数料を本市見直し方針どおり、消費税及び地方

消費税の引き上げ分に相応した引き上げを行うものでございます。

改正内容につきましては、資料１の新旧対照表１９ページに記載しておりますとおりでござい

ます。

続きまして、第１６条、壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、御説

明いたします。

壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の第１３条、廃棄物の収集、運搬及び処分の手数料

でございますが、消費税の課税対象となりますので、別表記載の手数料を本市の見直し方針どお

り、消費税及び地方消費税の引き上げ分に相応した引き上げを行うものでございます。



- 23 -

改正内容につきましては、資料１の新旧対照表２０ページに記載をしておりますとおりでござ

います。

次に、第１７条、壱岐市自給肥料供給センター条例の一部改正について、御説明申し上げます。

壱岐市自給肥料供給センター条例第６条の液肥散布原料の受け入れに伴う使用料でございます

が、消費税の課税対象となりますので、別記記載の使用料を本市の見直し方針どおり、消費税、

地方消費税の引き上げ分に相応した引き上げを行うものでございます。

改正内容につきましては、資料１の新旧対照表２１ページに記載しておりますとおりでござい

ます。

保健環境関係は以上でございます。よろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 堀江農林水産部長。

〔農林水産部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○農林水産部長（堀江 敬治君） 議案第４号に係る第５章、農林水産部関係の条例改正について、

御説明いたします。

第１８条から第２６条までの条例改正となります。

議案関係資料、新旧対照表にて御説明をしますので、２２ページからお開き願います。

まず、第１８条、壱岐市死亡獣畜取扱場条例の一部改正でございます。別表中、区分の欄の早

産の使用料を１,０００円を１,０２０円に、上記以外のもの５,０００円を５,１４０円に改めて

おります。

次に、２３ページから２６ページ。第１９条、壱岐市農業機械銀行条例の一部改正でございま

す。

壱岐市農業機械銀行については特別会計であり、運営協議会に図りまして消費税の段階的転嫁

と経営面を考慮しまして、事業全体で調整を図っております。

別表中、機械の使用料については基本的に１０円未満の端数を切り捨て、１０円単位で改正を

行っていますが、２５ページの２段目のカッティングロールベーラーの委託者の倉庫への積みお

ろし作業、各単価への加算２００円については端数を切り上げ、２１０円に改めております。そ

の他の使用料については、方針どおり記載のとおりでございます。

続きまして、２７ページから２８ページでございます。

第２０条、壱岐風民の郷条例の一部改正でございます。別表中、施設の使用料については、基

本的に１０円未満の端数を切り捨て、１０円単位で改正を行っていますが、指定管理を行ってお

り、経営面を考慮しまして、区分使用料中の農林漁業体験実習館の視聴覚室と、体験実習室につ

いては２００円を２１０円に、調理実習室と農産加工室については、３００円を３１０円に改め
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ております。その他の使用料の改正については、記載のとおりでございます。

続きまして、２９ページから３１ページでございます。第２１条、壱岐出会いの村条例の一部

改正でございます。

改正に当たっては、指定管理者と協議しまして、基本的には１０円未満の端数を切り捨て、

１０円単位としておりますが、経営上、宿泊料については、１００円単位にしてほしいとの要望

もありまして、別表第１中、農林漁業体験実習館の宿泊料、小学生児童については、実際

２,８８０円になりますが、８０円を切り捨て、２,８００円をそのまま据え置きにしております。

また、別表第２のコテージの使用料についても、実際１万５,４２０円になりますが、これも、

２０円を切り捨て、１万５,０００円を１万５,４００円に改めております。その他の使用料の改

正については、記載のとおりでございます。

壱岐出会い村につきましては、指定管理を行っておる関係上、運営面で使用料の切り上げ、切

り捨て等、生じておりますが、平成２４年度使用料実積全体をベースに比較しますと２.７４％

の値上げとなっております。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

続きまして、３２ページから３３ページでございます。第２２条、壱岐市漁港管理条例の一部

改正でございます。

別表は省略しておりますが、この現行の条例の別表１、利用料の金額表示には、消費税は加算

されていません。したがいまして、本来なら本文の１００分の１０５を１００分の１０８に改正

すればよいことでありますが、消費税の段階的転嫁を想定しまして、次のような文章表現での改

正としております。

第１６条第１項中算出した額に１００分の１０５を乗じて得た額を、算出した額に消費税法に

定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に、地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて

得た額を合算した額を加えた額に改め、同項、ただし書き中「（昭和６３年法律）第１８０号」

を削る。第１８条第１項中算出した額に１００分の１０５を乗じて得た額を、算出した額に消費

税相当額を加えた額に改め、同項、ただし書き中「（昭和６３年法律）第１０８号」を削る。

改正内容については記載のとおりでございます。

続きまして、３４ページでございます。第２３条、壱岐市水産共同作業施設条例の一部改正で

ございます。

第４条の使用料第２項中２,０００円を２,０５０円に改めております。

続きまして、３５から３７ページでございます。第２４条壱岐市営ターミナルビル条例の一部

改正でございます。

別表の１、郷ノ浦港ターミナルビル使用料、及び同表の２、芦辺港ターミナルビル使用料、同

表の３、印通寺港ターミナルビル使用料については、それぞれ１０円未満端数を切り捨て、
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１０円単位に改めております。

使用料の改正内容については、記載のとおりでございます。

続きまして、３８ページ。第２５条、壱岐市港湾施設管理条例の一部改正でございます。

この条例の別表、使用料の金額表示には壱岐市漁港管理条例と同様、消費税は加算されていま

せん。しかしながら、本文ではなく備考欄に税率を乗じる等の記述はありますが、この際、本文

の第７条に１項を追加するものでございます。第７条、使用料に次の１項を加える。２項、前項

の規定にかかわらず消費税法第６条第１項の規定により、非課税とされるものを除くものについ

ての使用料の額は、別表により算出した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び

その額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

改正内容については記載のとおりでございます。

続きまして、３９ページ。第２６条、壱岐市堆肥センター条例の一部改正でございます。

別表中、堆肥センター使用料等については、それぞれ１０円未満の端数を切り捨て、１０円単

位に改めております。

使用料の改正内容については、記載のとおりでございます。

以上で、農林水産関係の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〔農林水産部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） １２ページをお開きください。

続きまして、第６章、建設部関係でございますけども、建設部関係は第２７条と第２８条でご

ざいます。

壱岐市道路占用料徴収条例の一部改正について。

この条例は、道路法の規定に基づきまして、道路の占用料の額及び徴収方法について定めるも

のでございます。この条例の本文中に数字で書いてありますけども、本市の見直し方針に基づき

まして、数字から文章表現に改めております。

続きまして、第２８条、壱岐市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正について。

この条例は、河川法の規定に基づきまして、市長が指定した準用河川の流水占用料、土地占用

料または土石採取料その他の河川産出物採取料の徴収に関するものでございます。この条例につ

きましても、本市の見直し方針に基づきまして、数字から文章表現に改めております。

詳細につきましては、資料１の議案関係資料の４０から４１ページに新旧対照表を添付してお

りますので、御参照いただきたいと思います。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕
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○議長（町田 正一君） 米倉教育次長。

〔教育次長（米倉 勇次君） 登壇〕

○教育次長（米倉 勇次君） 続きまして、第７章、教育委員会関係について御説明を申し上げま

す。

教育委員会関係の本条例の改正につきましては、第２９条から４０条まででございます。条例

数にしまして１２件ございます。

公民館関係の条例の改正につきましては、別添資料１の新旧対照表をもとに御説明をさしてい

ただきます。

まず４２ページから、壱岐市公民館条例から新旧対照表がございます。現行の会議室等の使用

料等の改正でございます。最初の別表の条項の変更でございますが、これは、引用条例が前条例

で誤っておりましたので、今回、一緒に改正をさせていただいております。前回第１０条関係と

なっておりましたものを第１１条関係というふうにいたしております。公民館の使用料につきま

しては、集会場、和室、研修室、視聴覚室、その他、調理実習室、それぞれ下線部分につきまし

て、ご覧のとおり改正をさせていただいております。

続きまして、壱岐西部開発総合センター条例の新旧対照表をご覧ください。本件につきまして

は、条例第９条関係で会議室の使用料等を定めております。大ホール、それから小会議室、婦人

研修室、調理実習室、その他研修室等につきまして、それぞれ冷暖房装置使用料等を含めまして、

今回、改正をさせていただいております。

続きまして、壱岐島開発総合センター条例の新旧対照表でございます。これにつきましては、

大集会室そして小会議室につきまして、それぞれ時間区分等によります会議室の使用料、冷暖房

の使用料を改正をさせていただいております。

そして、その次に壱岐市体育施設条例の改正条例でございます。３２条関係でございますが、

これにつきましては、別表の３条関係でそれぞれ、各施設の使用料を定めておりますので、この

分を改正をさせていただいております。対象となっておりますのが、天ケ原グラウンド、それか

ら旧鯨伏中学校のグラウンドの夜間照明施設、勝本テニスコート、芦辺小学校グラウンドの夜間

照明施設、石田小中グラウンドの夜間照明施設、筒城グラウンドの夜間照明施設、石田テニス

コート、学校開放施設、旧中学校の体育館の使用料等でございます。

そして、めくっていただきまして、石田スポーツセンター、この分につきましても、体育室、

多目的ルーム、そして武道場につきまして、それぞれ使用料を改正をさせていただいております。

その次に、壱岐市ふれあい広場条例でございます。これにつきましては、別表の１で第９条関

係でそれぞれの使用料を定めておりますが、イベント等に関するもの、現行２万円となっており

ますものを、今回、条例部分の改正をいたしまして２万５７０円、以下業として、写真撮影、映
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画撮影、興行等を行う分、それから競技会、展示会等に使用される分につきまして、それぞれ改

正をさしていただいております。

それから、野球場、ソフトボール場につきましても、ご覧のとおり下線部分につきまして、今

回、値上げをさせていただきたいと思っております。

それから、同じく、ふれあい広場関係で、多目的広場につきましても同様の理由で料金を値上

げしたいと考えております。多目的広場の場合は全面照明使用の場合、現在２,２００円でござ

いますが、個人で占用する場合は２,２６０円という値上げになります。

次に、壱岐市勝本Ｂ＆Ｇ海洋センター条例について御説明を申し上げます。これにつきまして

は、施設利用料につきまして、体育館がございますが、これを現行５００円でございますが

５１０円に、１０円値上げをさせていただきたいと思っております。

次に、壱岐市石田ふれあいの森広場条例の新旧対照表をご覧ください。これにつきまして別表

で現在、使用料を定めておりますが、現行７８０円を８００円に今回値上げをさせていただきた

いと思っております。

次に、壱岐市文化ホール条例の新旧対照表をご覧ください。別表で第７条関係でそれぞれ使用

料を定めておりますが、大ホール棟、これにつきましても、それから中ホール棟、以下、もろも

ろの会議室につきまして、今回、消費税分を加算をいたしまして値上げをさせていただきたいと

思っております。

そして、壱岐市全天候型多目的施設の条例の改正でございますが、これにつきましても、別表

第８条関係で決めておりますが、現行６,０００円の分を６,１７０円、営利を目的として利用す

る場合は４,０００円を４,１１０円ということで値上げをさせていただきたいと思っております。

次に、壱岐市石田農村環境改善センター条例の新旧対照表をご覧ください。これにつきまして

も、ほとんどが会議室等の使用料でございますが、大集会室、和室、工作室、視聴覚室、会議室、

調理実習室、結婚式場につきまして、それぞれ新旧対照表のとおり改正をさせていただきたいと

思っております。

次に、壱岐市都市公園条例でございますが、壱岐市都市公園条例で定めておりますが、都市公

園の名称、位置につきましては、現在、６公園を定めております。弁天崎公園、亀丘公園、大谷

公園、今宮公園、金毘羅公園、元居公園でございます。で、このうち、大谷公園につきましての

使用料等の改正をするものでございます。大谷公園につきましては、運動広場、ソフトボール球

場、庭球場、屋根付ゲートボール場、体育館につきまして、それぞれ今回の消費税の改正に基づ

きまして、改正をさせていただきたいと思っております。

最後に、壱岐市特定地区公園条例でございますが、今回改正をする分は、青嶋公園関係の分で

ございます。青嶋公園関係につきましては、それぞれ行商、募金、それから映画撮影、興行、そ
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れから競技会等で使用する場合の料金について定められておりますが、これにつきまして、それ

ぞれ今回転嫁をいたしまして１０円単位で値上げをするというふうにいたしております。

以上、件数が多ございますが、御協議のほどよろしくお願いいたします。終わります。

〔教育次長（米倉 勇次君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 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） 第８章、病院事業関係でございます。４１条でございます。

壱岐市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について、御説明いたします。

改正につきましては、本市の見直し方針どおり、消費税及び地方消費税の税率の引き上げ分に

相応した引き上げを行うものでございます。

議案は２１ページでございます。第２条、別表第１の１、分娩料、健康診断料等の課税対象と

なります人工妊娠中絶費用と、避妊リングの装着等の処置費用及び同表の２の施設附属設備等の

病院施設使用料、同３条の別表第２、各種診断書、証明書等の発行手数料を改正するものでござ

います。

改正内容につきましては、資料１の新旧対照表の５８ページから６１ページに記載しておりま

すとおりでございます。

以上で説明を終わります。

〔病院部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、議案第４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（町田 正一君） 質疑がありませんので、議案第４号に対する質疑を終わります。

ここで暫時休憩します。再開を１１時３０分とします。

午前11時18分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時30分再開

○議長（町田 正一君） 再開します。

────────────・────・────────────

日程第１１．議案第５号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１１、議案第５号壱岐市税外収入金に係る督促等に関する

条例等の一部改正についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕
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○総務部長（眞鍋 陽晃君） 議案第５号壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条例等の一部改

正について、御説明を申し上げます。

壱岐市税外収入金に係る督促等に係る条例等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。

本議案につきましては、本市の条例において、督促手数料の徴収を規定している壱岐市税外収

入金に係る督促等に関する条例及び壱岐市税条例並びに壱岐市税等の徴収等の特例に関する条例

の３つの条例につきまして、一部改正を行うものでございます。改正理由がいずれも、督促状の

発送に要する費用を見直すとともに、県下市町との均衡を考慮し、納税義務者間の公平を確保す

るという同様の理由であることから、一議案として提案をさせていただくものでございます。

次のページをお開き願います。

第１条で壱岐市税外収入金に係る督促手数料について、督促料の手数料の徴収について、督促

状１通につき現行５０円を１００円に引き上げる内容でございます。

第２条及び第３条で、壱岐市税外収入金に係る督促手数料の徴収について、同様の改正を行う

ものでございます。

附則といたしまして、この条例は平成２６年４月１日から施行するといたしております。

また、経過措置といたしまして、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料か

ら適用し、施行期日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例によるものと

いたしております。

改正内容につきましては、資料の１、新旧対照表６１ページから６３ページに記載のとおりで

ございます。

なお、他市の状況でございますけれども、長崎市７０円、佐世保市、諫早市が８０円、ほかの

９市は１００円となっておりまして、壱岐市だけが５０円となっているところでございます。

以上で、議案第５号の壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条例等の一部改正について説明

を終わります。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、議案第５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（町田 正一君） 質疑がありませんので、議案第５号に対する質疑を終わります。

────────────・────・────────────

日程第１２．議案第６号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１２、議案第６号壱岐市自動車教習場条例の一部改正につ

いてを議題とします。
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提案理由の説明を求めます。眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 議案第６号壱岐市自動車教習所条例の一部改正について、御説明を

いたします。

壱岐市自動車教習場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。

提案理由といたしましては、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い使用料について、所

要の改正を行うとともに、学科の部に大型特殊自動車の使用料を追加する必要があるため、所要

の改正を行うものでございます。

改正の内容につきましては、資料１の新旧対照表６４ページから６７ページに記載のとおりで

ございます。

以上で、議案第６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。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、議案第６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（町田 正一君） 質疑がありませんので、議案第６号に対する質疑を終わります。

────────────・────・────────────

日程第１３．議案第７号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１３、議案第７号公の施設の指定管理者の指定について

（壱岐市三島診療所）についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。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） 議案第７号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市三島

診療所）、御説明申し上げます。

下記のとおり、公の施設の指定管理者を指定する。本日の提出でございます。

公の施設の名称及び位置、名称、壱岐市三島診療所、位置、壱岐市郷ノ浦町大島５５４番地２。

指定管理者、壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５番地３、医療法人玄州会理事長光武新人。指定期間、平

成２６年４月１日から平成２９年３月３１日。提案理由、壱岐市三島診療所の指定管理者を指定

するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経ようとするものでご

ざいます。

三島診療所につきましては、平成２３年１２月１日に僻地診療所として開設し、指定管理期間

が本年３月３１日までとなっておりますので、その後の３年間をこれまでと同様の内容で指定管
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理者を指定するものであります。

以上で、議案第７号の説明を終わります。御審議をよろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、議案第７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（町田 正一君） 質疑がありませんので、議案第７号に対する質疑を終わります。

────────────・────・────────────

日程第１４．議案第８号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１４、議案第８号公の施設の指定管理者の指定について

（壱岐市原島診療所）についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。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） 議案第８号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市原島

診療所）御説明申し上げます。

下記のとおり、公の施設の指定管理者を指定する。本日の提出でございます。

公の施設の名称、位置、名称、壱岐市原島診療所、位置、壱岐市郷ノ浦町原島２９６番２、指

定管理者、壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５番地３、医療法人玄州会理事長光武新人。指定期間、平成

２６年４月１日から平成２９年３月３１日。提案理由、壱岐市原島診療所の指定管理者を指定す

るため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経ようとするものであり

ます。

原島診療所の診療日につきましては、三島診療所と同じく、毎週木曜日とし、三島診療所で午

前中の診療が終わった後、原島に渡り午後２時から４時までの診療を予定しております。

以上で、議案第８号の説明を終わります。御審議をよろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから、議案第８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（町田 正一君） 質疑がありませんので、議案第８号に対する質疑を終わります。

以上で質疑を終わります。

これより委員会付託を行います。議案第１号損害賠償の額の決定についてから、議案第８号公

の施設の指定管理者の指定について（壱岐市原島診療所）についてまで、８件を、お手元に配付

の議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託します。

────────────・────・────────────
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日程第１５．議案第９号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１５、議案第９号平成２５年度壱岐市一般会計補正予算

（第８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９号平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）につい

て御説明いたします。

平成２５年度壱岐市の一般会計補正予算（第８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１８６万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２９億６,９４５万８,０００円とします。第２項は記載

のとおりでございます。本日の提出でございます。

２３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。今回の補正につき

ましては、芦辺土地改良区が管理をしている梅ノ木ダム掲水機場の高圧電気基盤改修事業補助金

について補正するものでございます。

８、９ページをお開き願います。歳入は、１０款地方交付税１項１目特別交付税１８６万円を

増額いたしております。

次に、１０、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。５款農林水産業

費１項５目農地費、土地改良区施設改修等事業は、別紙資料に記載のとおり、芦辺土地改良区が

管理をしている梅ノ木ダム掲水機場の高圧電気基盤において、昨年１２月１８日の定期点検の際、

経年劣化による液漏れが確認され、このまま放置をすると、ほかの機器への重大な影響を与える

おそれがあるため、今回、緊急的に改修に要する経費を補助率８７.５％、１８６万円を補正い

たしております。

なお、本来であれば国庫補助事業の活用が可能な事業でございますが、県営による更新計画も

ありましたが、今回、急を要するため国庫補助事業での改修が可能であったことを考慮し、受益

者の負担を壱岐市農業農村整備事業実施に伴う負担区分細則に基づき、補助残の２分の１以内、

１２.５％といたしております。

以上で、平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第８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〕

○議長（町田 正一君） これから、議案第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〕
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○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第９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（町田 正一君） 異議なしと認めます。よって、議案第９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。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第９号を採決します。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願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、議案第９号平成２５年度壱岐市一般会計補正予

算（第８号）は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１６．請願第１号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１６、請願第１号壱岐カード詐欺事件に関する請願を議題

とします。

紹介議員の説明を求めます。４番、音嶋正吾議員。

〔紹介議員（音嶋 正吾君） 登壇〕

○紹介議員（４番 音嶋 正吾君） 請願第１号壱岐カード詐欺事件に関する請願書。

本日の提出でございます。

壱岐市議会議長町田正一殿、請願者、壱岐市郷ノ浦町本村触５２３ＮＴＴビル３階壱岐ひまわ

り基金法律事務所、弁護士、松坂典洋、紹介議員、壱岐市議会議員音嶋正吾。

請願の趣旨を御説明申し上げます。

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社、アイフル株式会社及びＣＦＪ合同会社を相手

方とする壱岐カード詐欺事件に関し、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター及び前記の

消費者金融業者らに対し、被害者らの属性、財産及び収入並びに事案の特殊性を踏まえ、早期か

つ円満な解決がなされるよう要望する旨の決議をしていただきたい。

第２、請願の理由。

１、壱岐カード詐欺事件の概要について御説明を申し上げます。

本件は、平成１５年ころから壱岐において﨑山英人（以下、「﨑山」と申し上げます）は、騙
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取したローンカードを利用し、いわゆる奪い取ったですね、だまし取ったと申し上げましょうね、

騙取したローンカードを利用し、金員を窃取する意図を隠し、ローンカード作成が必要なので助

けてほしい、信頼できるあの人もやっているから安心などと依頼した。名義だけの会員になれば

よいもの（借り入れすることはない）と誤信し、カードを作成した者に対し、﨑山はさらに、

カードをロックする必要があるから預けてほしいなどと述べ、カードを騙取し、同カードを使用

して消費者金融のＡＴＭまたは提携先ＡＴＭから限度額上限の金員を引き出した。以下、本件の

詐欺事件と表現させていただきます。

２消費者金融業者との交渉状況について御説明を申し上げます。

本詐欺事件の被害者、受任者が１８８名受任されております。全員が壱岐市民または壱岐市出

身者であります。アイフル、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス及びＣＦＪ等の消費者金融業

者から貸金返還請求、１人頭５０万円から２５０万円相当、約２億円に上っております、を受け

たことからやむなく、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センターに対し、上記消費金融業者

らを相手とする紛争解決手続（ＡＤＲ）、いわゆる裁判外紛争解決手段とも申しますが、申し立

てをいたしております。

請願者松坂典洋及び法テラス壱岐法律事務所の大橋征平弁護士は、福岡県弁護士会所属の５人

の弁護士（森山大輔弁護士、黒木和彰弁護士、曽里田和典弁護士、柳沢賢二弁護士、河内美香弁

護士）の協力を得て弁護団を結成して対応しておりますが、相手方らは約款に基づき、全額の支

払いを主張しており、交渉は難航しております。

３、被害者らの窮状について御説明を申し上げます。

被害者らの多くは２０歳代または３０歳代の青年であり、十分な収入を得ていない、また﨑山

は、壱岐の濃密な人間関係を利用し、被害者らに知人を紹介させるため、被害者相互間の人間関

係に多大な影響を及ぼしている。さらに、インターネット上の掲示板等に名誉及びプライバシー

を侵害する書き込みがなされ、自殺者が複数名発生するなど震撼すべき２次災害が発生しており

ます。

加えて、﨑山は、被害者らのカードの窃取及び金融機関からの現金の窃取等について、懲役

３年８カ月の実刑判決を受けており、被害者らは、刑事事件の被害者でもございます。

４、終わりに。

相手方らを当事者とする上記ＡＤＲ手続が早期かつ円満に解決することが、本件被害者らの経

済的、精神的安定をもたらすものであるため、係る事案考慮の上、議員各位の格段の御高配を賜

りますよう、頭書のとおり請願をいたす次第でございます。

以上でございます。

〔紹介議員（音嶋 正吾君） 降壇〕
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○議長（町田 正一君） これから、請願第１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（町田 正一君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっております請願第１号壱岐カード詐欺事件に関する請願に

ついては、議長を除く１５人で構成する壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員会を設置し、

これに付託して審査することにしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 御異議なしと認めます。よって、請願第１号については、議長を除く

１５人で構成する壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員会を設置し、これに付託して審査

することに決定しました。

お諮りします。ただいま設置されました壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員会委員の

選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長を除く１５名を指名したいと思い

ます。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 異議なしと認めます。よって、議長を除く１５名を特別委員会の委員に

選任することに決定しました。

それでは、しばらく休憩します。

午前11時51分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時52分再開

○議長（町田 正一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員会の正副委員長が決定しましたので、御報告しま

す。委員長に６番、深見義輝議員、副委員長に８番、市山和幸議員に決定しました。

────────────・────・────────────

○議長（町田 正一君） 以上で、本日の日程は終了しました。

あした１月２８日は各常任委員会及び特別委員会を開催します。

また、１月３０日木曜日午前１０時から本会議を再開いたします。

本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。

午前11時53分散会

──────────────────────────────


