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───────────────────────────────────────────

平成26年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ３ 月 会 議 会 議 録（第２日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第２号）

平成26年３月11日 午前10時00分開議

日程第１ 議案第16号
壱岐市附属機関設置条例の一部改正につい

て

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第２ 議案第17号
壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正

について

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第３ 議案第18号
壱岐市社会教育委員条例の一部改正につい

て

質疑、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第４ 議案第19号
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

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第５ 議案第20号
壱岐市病院事業の設置等に関する条例及び

壱岐市職員定数条例の一部改正について

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第６ 議案第21号
公の施設の指定管理者の指定について（青

嶋公園）

質疑、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第７ 議案第22号
沼津Ｂ辺地に係る総合整備計画の策定につ

いて

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第８ 議案第23号 市道路線の認定について
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第９ 議案第24号
平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第

１０号）

質疑なし、

予算特別委員会付託

日程第10 議案第25号
平成２５年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号）

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第11 議案第26号
平成２５年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第３号）

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第12 議案第27号
平成２５年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第２号）

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第13 議案第28号
平成２５年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第３号）

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第14 議案第29号 平成２６年度壱岐市一般会計予算
質疑なし、

予算特別委員会付託

日程第15 議案第30号
平成２６年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計予算

質疑、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第16 議案第31号
平成２６年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計予算

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第17 議案第32号
平成２６年度壱岐市介護保険事業特別会計

予算

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第18 議案第33号
平成２６年度壱岐市簡易水道事業特別会計

予算

質疑なし、

産業建設常任委員会付託
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日程第19 議案第34号
平成２６年度壱岐市下水道事業特別会計予

算

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第20 議案第35号
平成２６年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計予算

質疑、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第21 議案第36号
平成２６年度壱岐市三島航路事業特別会計

予算

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第22 議案第37号
平成２６年度壱岐市農業機械銀行特別会計

予算

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第23 議案第38号 平成２６年度壱岐市病院事業会計予算
質疑、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第24 議案第39号 平成２６年度壱岐市水道事業会計予算
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第25 要望第１号
これからの勤労青年教育のあり方に関する

要望
総務文教常任委員会付託

日程第26 議案第40号
平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第

１１号）

財政課長 説明 質疑、

予算特別委員会付託

日程第27 要望第２号

福岡―壱岐―対馬航路における運賃値下げ

実現のための長崎県リプレイス事業支援の

早期適用についてご支援・ご協力をお願い

する要望

産業建設常任委員会付託

日程第28 要望第３号
指定区間：「壱岐―博多航路」と「厳原―

博多航路」の分離を求める要望
産業建設常任委員会付託

日程第29 要望第４号
九州郵船の博多航路深夜便の廃止を求める

要望
産業建設常任委員会付託

日程第30 要望第５号

唐津航路の指定区間サービス基準を緩和

し、減便によって航路の赤字解消を求める

要望

産業建設常任委員会付託

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第２号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（16名）

１番 赤木 貴尚君 ２番 土谷 勇二君

３番 呼子 好君 ４番 音嶋 正吾君

５番 小金丸益明君 ６番 深見 義輝君

７番 今西 菊乃君 ８番 市山 和幸君

９番 田原 輝男君 10番 豊坂 敏文君

11番 中田 恭一君 12番 久間 進君

13番 市山 繁君 14番 牧永 護君

15番 鵜瀬 和博君 16番 町田 正一君
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──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 桝崎 文雄君 事務局次長 米村 和久君

事務局次長補佐 吉井 弘二君 事務局書記 若宮 廣祐君

──────────────────────────────

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 ………… 山本 利文君

市民部長 ……………… 川原 裕喜君 保健環境部長 ………… 斉藤 和秀君

建設部長 ……………… 原田憲一郎君 農林水産部長 ………… 堀江 敬治君

教育次長 ……………… 米倉 勇次君 消防本部消防長 ……… 小川 聖治君

病院部長 ……………… 左野 健治君 総務課長 ……………… 久間 博喜君

財政課長 ……………… 西原 辰也君 会計管理者 …………… 土谷 勝君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（町田 正一君） おはようございます。本日は、東北地方を中心に未曽有の被害をもたら

した東日本大震災から３年目に当たります。この震災により犠牲になられた全ての方々に哀悼の

意を表するため、ただいまより黙祷を捧げたいと思います。皆様方の御協力をお願いします。

なお、震災発生の午後２時４６分においても、各自、黙祷を捧げられますようあわせてお願い

します。

御起立お願いします。黙祷。

〔黙祷〕

○議長（町田 正一君） ありがとうございました。御協力ありがとうございました。

会議に入る前に御報告いたします。

壱岐新聞社より報道取材のため、撮影機材等の使用の申し出があり、これを許可いたしており

ますので、御了承願います。

ただいまの出席議員は１６名であり、定足数に達しております。



- 58 -

これより、議事日程表（第２号）により本日の会議を開きます。

御報告します。本日までに、白川市長より追加議案１件を受理し、お手元に配付いたしており

ます。また、要望書４件を受理し、その写しをお手元に配付しております。

────────────・────・────────────

日程第１．議案第１６号～日程第８．議案第２３号

○議長（町田 正一君） 日程第１、議案第１６号壱岐市附属機関設置条例の一部改正についてか

ら、日程第８、議案第２３号市道路線の認定についてまで８件を議題とし、これから各議案に対

し質疑を行います。

初めに、議案第１６号壱岐市附属機関設置条例の一部改正について質疑を行います。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、これで議案第１６号の質疑を終わります。

次に、議案第１７号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について質疑を行います。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、これで議案第１７号の質疑を終わります。

次に、議案第１８号壱岐市社会教育委員条例の一部改正について質疑を行います。質疑ありま

せんか。今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） １件だけお尋ねいたします。

第２条の「（２）家庭教育の向上に資する活動を行う者」となっておりますが、具体的にこれ

はどういった方か、どういった団体とか、そういうものを指してあるのでしょうか。

○議長（町田 正一君） 米倉教育次長。

○教育次長（米倉 勇次君） 今西議員の御質問にお答えをいたします。

「家庭教育の向上に資する活動を行う者」ということで、現在、私どもが考えておりますのは、

実際に御家庭にあって子供の養育もしくはそういった地域の子供たちにかかわっておられる方々

というようなことで、例えばでございますが、地域の婦人会の代表者というような方々、それか

ら、必ずしも女性とは限ってないんですけども、青少年の健全育成の関係とか、そういった方々

を入っていただければというふうに思っております。

○議長（町田 正一君） 今西議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） 今、その学校教育及び社会教育の関係者、これが今、この方々が

入っていらっしゃいますよね。婦人会とかＰＴＡとか、いろんなその社会教育団体はここの中に

入ってるわけですが、それ以外にという意味ですか。
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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） 基本的には、今構成しておられる方々というふうに考えております。

ただ、現在構成している方々の中には、公募による委員さんも数名含まれておるようでございま

すから、その関係で入られる可能性はあるということになるかと思います。

○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、これで議案第１８号の質疑を終わります。

次に、議案第１９号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、これで議案第１９号の質疑を終わります。

次に、議案第２０号壱岐市病院事業の設置等に関する条例及び壱岐市職員定数条例の一部改正

について質疑を行います。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、これで議案第２０号の質疑を終わります。

次に、議案第２１号公の施設の指定管理者の指定について質疑を行います。質疑ありませんか。

中田恭一議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） これについてお尋ねいたしますが、公募の方法と、一般公募と

いうことであったと思いますが、いろんな、各業者とか何とかにも公募を出しておるわけですか

ね。それでその申し込みというか、それの件数、わかれば。

○議長（町田 正一君） 米倉教育次長。

○教育次長（米倉 勇次君） 青嶋公園の公の施設という、指定管理の公募の方法ということでご

ざいますが、もちろん、市内の皆さんに回覧という形、それから市のホームページで募集を行っ

ております。

それから、一応応募をされたのは、事前には２件ほど問い合わせはあったわけですけども、実

際に応募にということで手を挙げられて申し込まれたのは、今回指定の案件に出してる壱岐市森

林組合だけでございます。

○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、これで議案第２１号の質疑を終わります。

次に、議案第２２号沼津Ｂ辺地に係る総合整備計画の策定について質疑を行います。質疑あり

ませんか。
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〔「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、これで議案第２２号の質疑を終わります。

次に、議案第２３号市道路線の認定について質疑を行います。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、これで議案第２３号の質疑を終わります。

────────────・────・────────────

日程第９．議案第２４号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第９、議案第２４号平成２５年度壱岐市一般会計補正予算

（第１０号）を議題とします。

本件につきましては、議長を除く全議員で構成する特別委員会を設置し審査を行うようにして

おりますので、質疑については委員会でお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１０．議案第２５号～日程第１３．議案第２８号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１０、議案第２５号平成２５年度壱岐市後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第１号）から、日程第１３、議案第２８号平成２５年度壱岐市病院事業会

計補正予算（第３号）までの４件を議題とし、これから質疑を行います。

初めに、議案第２５号平成２５年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑を行います。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、これで議案第２５号の質疑を終わります。

次に、議案第２６号平成２５年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第３号）

について質疑を行います。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、これで議案第２６号の質疑を終わります。

次に、議案第２７号平成２５年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第２号）について質

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、これで議案第２７号の質疑を終わります。

次に、議案第２８号平成２５年度壱岐市病院事業会計補正予算（第３号）について質疑を行い

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、これで議案第２８号の質疑を終わります。
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────────────・────・────────────

日程第１４．議案第２９号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１４、議案第２９号平成２６年度壱岐市一般会計予算を議

題とします。

本件につきましては、議長を除く全議員で構成する特別委員会を設置し審査を行うようにして

おりますので、質疑については委員会でお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１５．議案第３０号～日程第２４．議案第３９号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１５、議案第３０号平成２６年度壱岐市国民健康保険事業

特別会計予算から、日程第２４、議案第３９号平成２６年度壱岐市水道事業会計予算までの

１０件を議題とし、これから質疑を行います。

初めに、議案第３０号平成２６年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。音嶋正吾議員。

○議員（４番 音嶋 正吾君） 私は、所管の委員会外でありますのでお尋ねをいたします。

平成２５年と平成２６年の、いわゆる予算額を比較をいたしますと８,９３９万２,０００円、

平成２６年度予算は増額をいたしております。そして、基金残高は１億５４５万６,０００円で

あります。何が問題かと申しますと、平成２６年度の基金をある程度補完するために一般会計か

ら４億７,９７９万９,０００円、約４億８,０００万円の繰り入れを行って、国民健康保険会計

を維持しておるということになるわけであります。こうなりますと、当然、国民健康保険料を値

上げをせねばならないというような事態が生じる懸念があるわけですね。結局、基金の残高をあ

る程度とるために、際限なく一般会計からの繰り入れをしていかなければならないというような

事態になっておるわけですね、現実に。この件に関して見解を賜りたいと思います。どうするの

か、今から。

○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） 音嶋議員の御質問にお答えをいたします。

当初予算の予算説明の中でも御説明をいたしましたけども、非常に、景気の低迷によりまして、

国保世帯の所得が減少をしております。２５年度になりましても、その所得の底は打ったという

感じがいたしておりますけども、それでも平成２３年度からしますと３.４％程度の落ち込みが

あっておるようでございます。

さらには、国民健康保険の大きな問題といいますと、被保険者数は減少をいたしております。

２２年度から２４年までの４年間で保険者数が７５２人減っております。それにもかかわりませ

ず、医療費の総額でございますが、３,５００万円程度上がってきているというようなことで、
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この間の１人当たりの保険給付費は年間約３１万円から３３万５,０００円と２万５,０００円増

加をしているような状況でございます。確かに、１億５００万円の基金の残はありますけども、

これを将来的なことも含めますと、この景気が底を打ったといいましても、今後、伸びていくと

いうような見込みのところも、想像も、想像といいますか、予想もできないような状況でござい

ます。これを平成２４年度も改正をしたわけですけども、このとき所得の落ち込みがひどくて、

それを税で、税率を改正で見込みましてもやっぱり三十数％上げなくてはいけないところを

１１％でおさめているところでございますけども、今年度も今のままでいきますとやはり３５％

程度の、一般会計から繰り入れない場合は３５％の税の改正が必要になるんじゃないかと、今、

申告中でございますので、わからない点もございますけども。

それと、今言われました、４億円強の一般会計からの繰り入れでございますが、その中で法定

内の、法で定められたものが半分ございまして、２億円の一般会計繰り入れと医療費の福祉関係

の子供の６歳までの医療費分、これの分が法定外でございます。そういったことで、今、４億数

千万円の中の半分以下が法定外でございまして、これを今後どうするかといいますと、一市町村

で現在のところ改善策というのは持ち合わせていないわけでございますが、健診、特定健診とか

がん検診ですね、そういったものとか、市民の皆さんのウオーキングとか、うらふれ体操、こう

いった健康増進に努めながら、この医療費の削減に努めてまいりたいというふうに考えておりま

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） 基本的には、私が何を言いたいかといいますと、住民の国民健康

保険税を、料を値上げしないような形をとってくださいということを申し上げたいんですね。で、

いろいろ、るる理由はわかりますよ。やはり特定健診をしてもらって、重大疾患がないように早

目に予防してくださいと、それは当然のことなんです。それは所管の委員会で詳しく議論される

でしょうから、私は、大所高所的に申し上げて、これ以上、利用料金、使用料金の税が上がれば、

市民負担が重くなって定住人口の流出にもつながりますよということを申し上げたいんです。く

れぐれもその件に関しては重点を置いて施策を講じていただきますようにお願いをいたします。

回答は要りません。

○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、これで議案第３０号の質疑を終わります。

次に、議案第３１号平成２６年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。
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〔「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、これで議案第３１号の質疑を終わります。

次に、議案第３２号平成２６年度壱岐市介護保険事業特別会計予算について質疑を行います。

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、これで議案第３２号の質疑を終わります。

次に、議案第３３号平成２６年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算について質疑を行います。

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、これで議案第３３号の質疑を終わります。

次に、議案第３４号平成２６年度壱岐市下水道事業特別会計予算について質疑を行います。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、これで議案第３４号の質疑を終わります。

次に、議案第３５号平成２６年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算について質疑を

行います。質疑ありませんか。呼子好議員。

○議員（３番 呼子 好君） この特養ホームにつきましては一般質問で出しておりますが、繰

越金が２,６８８万３,０００円、前年度でございますが、これは全体の繰り越しなのか、ちょっ

とこの内容をお願いしたいと思います。

○議長（町田 正一君） 川原市民部長。

○市民部長（川原 裕喜君） 基金の繰越金につきましては、今現在、通常の特別会計で事業的な

予算も入ってませんので、平常の事業運営の中での運用で積み立てるというような状況でござい

ます。それで、今、基金に積み立てている建設的な基金、それと事業的な基金ありますけれども、

今後、特養ホームの建てかえ等の内容にいろんな諸整備をする内容がございますので、その経費

に充てるように今、基金を積んで、それに充てたいというような状況でございます。（発言する

者あり）済いません。単年でございます。

○議長（町田 正一君） 呼子議員。

○議員（３番 呼子 好君） 建設につきましては、先ほど言いますように、一般質問でしたい

と思いますが、２６年度についてはこの事業を見ると予算がないようでございますが、２６年度

は無理ということですね。

○議長（町田 正一君） 川原市民部長。

○市民部長（川原 裕喜君） 今回、２６年度の当初予算に建設的な内容が計上されてない状況で



- 64 -

ございます。これにつきましては、今現在、その湯本地区のほうから要望が出ました候補地の内

容を、ボーリング調査をいたしまして、地質調査をいたしまして、建物を建築できる状況という

ような内容で答えが出ましたので、その内容に向かって進んでいくわけでございますけれども、

現在のところ、住民、地域の方との協議、それと運営形態、それと議員皆様の協議、図っている、

さまざまな諸事業も整備する必要がございますので、この２６年度の１年間の間に内容、協議が

進めば、その補正予算等を対応いたしまして、その整備を図って、なるべく早い時期に建設を行

っていきたいというふうに思っております。

○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、これで議案第３５号の質疑を終わります。

次に、議案第３６号平成２６年度壱岐市三島航路事業特別会計予算について質疑を行います。

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、これで議案第３６号の質疑を終わります。

次に、議案第３７号平成２６年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算について質疑を行います。

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、これで議案第３７号の質疑を終わります。

次に、議案第３８号平成２６年度壱岐市病院事業会計予算について質疑を行います。質疑あり

ませんか。音嶋議員。

○議員（４番 音嶋 正吾君） これは、私はいい意味で、お褒めの件でお尋ねをいたします。な

ぜかと申しますと、これもまた所管の委員会外でありますのでお尋ねいたします。

１１ページをお開きをいただきたいと思います。

平成２６年度のいわゆる市民病院の予定キャッシュフローというのが示されております。その

中で、事業キャッシュフローが非常に伸びておると、そして、投資活動によるキャッシュフロー

は、これはマイナス、これは積極的に投資をするからであろうというふうに考えております。そ

して、財務活動によるキャッシュフローが、これもふえております。総合的に見て、積極的な投

資系の経営形態を目指す計画書になっております。好ましい形であると思います。

そして、キャッシュフローの推移を私もちょっと調べてみました。平成２３年度のキャッシュ

フローは１億５,５７７万円でありました。そして、平成２４年が２億１００万円、平成２５年

度が、一応かたばる病院との統合もございました関係もありますが４億円、そして２６年度が

７億９,３６１万９,０００円であると。市長が目指しておられますこの１０年間の中で一番頭を
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痛められたのは市民病院問題であろうと考えております。

この数字でいきますと、私は明るいものがあるな、病院企業団への加入にも明るいものがある

なと。時には、市民の皆さんにも明るい展望を示す必要がありますので、あえてここで、質疑で

申し上げました。

そして、８ページを見ましたら、退職金給付金というのがあります。これ、５年間で積み立て

た場合には特別損失で見ることができると、これもまた一定の退職金をどうするのかというよう

な問題もありましたが、一つの方向性が見えたなということでありますので、手綱を締めて、ひ

とつ２６年度に向けてフィードアップしていただきたいというふうにお願いをいたします。これ

は、市長にお答えをいただきたいと思います。

○議長（町田 正一君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 音嶋議員の御質問でございますが、本当に病院の今の現状、今までの経

過等々を考えた上でのお褒めの言葉をいただきまして、大変ありがとうございました。２６年度

は、九州大学第二外科も再度派遣を開始していただきます。こういったこともございまして、い

わゆる経理のこともそうでございますけれども、私は何より壱岐の医療が充実するということで、

数字的なものも御評価いただいてありがたいんですけれども、さらに、私は医療の充実について

御評価いただけたらなと思っております。ありがとうございます。

○議長（町田 正一君） 音嶋議員。

○議員（４番 音嶋 正吾君） 職員の皆さんも非常に明るくなられた、組織が変わりつつあるな

という、喜ばしい姿も散見をされます。私も、信賞必罰の気持ちで今後とも臨んでいきたい、褒

めるとこは褒める、厳しいとこは厳しく指摘をする、この姿勢で、あしたはそういう姿勢でいき

ますので、ひとつよろしくお願いいたします。答えは要りません。

○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、これで議案第３８号の質疑を終わります。

次に、議案第３９号平成２６年度壱岐市水道事業会計予算について質疑を行います。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、これで議案第３９号の質疑を終わります。

以上で、議案に対する質疑を終わります。

これより委員会付託を行います。議案第１６号壱岐市附属機関設置条例の一部改正についてか

ら、議案第２３号市道路線の認定についてまで及び議案第２５号平成２５年度壱岐市後期高齢者

医療事業特別会計補正予算（第１号）から、議案第２８号平成２５年度壱岐市病院事業会計補正
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予算（第３号）まで並びに議案第３０号平成２６年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算から、

議案第３９号平成２６年度壱岐市水道事業会計予算まで、２２件をお手元に配付の議案付託表の

とおり、それぞれ所管の委員会に付託します。

お諮りします。議案第２４号平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第１０号）及び議案第

２９号平成２６年度壱岐市一般会計予算については、議長を除く１５人で構成する予算特別委員

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。したがって、議案第２４号及び議案第２９号に

ついては、議長を除く１５人で構成する予算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予算特別委員会の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） 御異議なしと認めます。したがって、議長を除く１５名を予算特別委員

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10時32分休憩

………………………………………………………………………………

午前10時32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。

予算特別委員会の正副委員長が決定しましたので御報告いたします。

予算特別委員会委員長に、７番、今西菊乃議員、副委員長に、１４番、牧永護議員に決定いた

しましたので御報告いたします。

────────────・────・────────────

日程第２５．要望第１号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第２５、要望第１号これからの勤労青年教育のあり方に関す

る要望についてを議題とします。

ただいま上程いたしました要望第１号については、お手元に配付の要望文書表のとおり総務文

教厚生常任委員会へ付託します。

────────────・────・────────────

日程第２６．議案第４０号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第２６、議案第４０号平成２５年度壱岐市一般会計補正予算
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（第１１号）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） 本議案につきましては、財政課長に説明させますので、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） 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４０号平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第１１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１１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正……（発言する者あり）

○議長（町田 正一君） 済いません。ここで暫時休憩をいたします。

午前10時34分休憩

………………………………………………………………………………

午前10時37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。西原財政課長、説明をお願いします。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 議案第４０号平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第１１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１１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２８９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２３４億７,６６４万６,０００円とします。

第２項は記載のとおりでございます。

繰越明許費の補正。

第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」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。

４ページをお開き願います。
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第２表、繰越明許費補正、９款６項保健体育費の大谷公園体育館耐震診断業務の事業費

２８９万円について、国の平成２５年度補正予算により、年度内にその事業が終わらない見込み

でありますので、翌年度に繰り越して使用できる繰越明許費を追加しております。

８、９ページをお開き願います。

歳入について御説明いたします。

１０款１項１目地方交付税は、不足する財源について特別交付税１４４万５,０００円を追加

しております。

１４款２項１目総務費国庫補助金、離島活性化交付金は、国の平成２５年度補正予算に伴う離

島防災機能強化事業として、２月２５日に採択を受けた大谷公園体育館耐震診断業務の事業費

２８９万円に対し、２分の１の補助で１４４万５,０００円を追加いたしております。

次に、歳出については、別紙資料、２５年度３月補正追加補正予算（案）概要で御説明いたし

ます。

資料の２、３ページをお開き願います。

９款６項１目大谷公園体育館耐震診断業務は、昭和５５年築の建物であるため、今回耐震診断

を行い、指定避難場所の安全確保を図ることとしており、事業費２８９万円を追加補正しており

ます。

なお、平成２６年度当初予算にも計上しているため、次の補正予算で減額をすることといたし

ます。

次に、資料の４、５ページに繰越明許費の詳細について、記載のとおりでございます。

以上で、平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第１１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４０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、質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第４０号平成２５年度壱岐市一般会計補正予算（第

１１号）については、予算特別委員会へ付託します。

────────────・────・────────────

日程第２７．要望第２号～日程第３０．要望第５号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第２７、要望第２号福岡─壱岐─対馬航路における運賃値下

げ実現のための長崎県リプレイス事業支援の早期適用についてご支援・ご協力をお願いする要望

から、日程第３０、要望第５号唐津航路の指定区間サービス基準を緩和し、減便によって航路の
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赤字解消を求める要望までの４件を議題とします。

ただいま上程しました要望第２号から要望第５号までの４件につきましては、産業建設常任委

員会へ付託します。

────────────・────・────────────

○議長（町田 正一君） 以上で、本日の日程は終了しました。次の本会議は、あした、３月

１２日、水曜日午前１０時から開きます。

本日はこれで散会をいたします。お疲れさまでした。

午前10時41分散会

──────────────────────────────


