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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 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
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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。長崎新聞社ほか１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、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。

ただいまから平成２７年壱岐市議会定例会を開会します。

これより、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。

１月会議の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、２番、土谷勇二議員、４番、

音嶋正吾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１６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、議会運営委員長に対し、協議結果の報告を求めます。小金丸議会運営委員長。
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〔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） 皆さん、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２７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１６日議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について御報告い

たします。

本定例会の会期日程につきましては、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２８日までの３３７日間とする旨、申し合わせをいたしました。

また、定例会１月会議の審議期間につきましては、本日１日間とすることにいたしました。

本定例会１月会議に提案されます案件は、報告１件、補正予算１件の合計２件となっておりま

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、審議、採決を行います。

以上が、平成２７年壱岐市議会定例会の会期日程（案）及び１月会議の審議期間及び議事運営

の内容であります。

平成２７年も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（小金丸益明君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本

日から１２月２８日までの３３７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２８日までの３３７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、審議期間の決定を議題とします。

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

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（町田 正一君） 御異議なしと認めます。よって、１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４．諸般の報告
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○議長（町田 正一君） 日程第４、諸般の報告を行います。

平成２７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２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してお

りますので御高覧をお願いします。

次に、１月１３日長崎市において開催された「長崎県離島三市二町議会の国境離島に関する特

別委員会の正副委員長及び議長会」に鵜瀬委員長、市山和幸副委員長と私が出席をいたしました。

会議では、三市二町議会で連絡協議会が設置され、会長に対馬市の作元義文副委員長を選任し、

国境離島に係る法案制定に向けた今後の活動等の協議がなされたところであります。

次に、系統議長会であります。

去る１月２１日から２３日に長崎県市議会議長会の行政調査が行われ、三重県四日市市で「議

会改革について」、兵庫県相生市では「人口減少対策・定住促進について」、広島県廿日市市で

は「世界遺産宮島厳島神社」などについて視察研修を行いました。

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。

今定例会の１月会議において議案等説明のため、白川市長をはじめ、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） おはようございます。本日、ここに平成２７年壱岐市議会定例会の開会

並びに１月会議の開催に当たり、御挨拶を申し上げます。

本年も、議員各位そして市民皆様の御理解、御協力を賜り、全力で市政運営に当たってまいり

ます。

特に、本年は壱岐市にとって、これまでの取り組みが実を結ぶ年であります。年度初めの４月

１日には長崎県及び壱岐市議会、壱岐医師会、そして市民皆様の多大な御理解により、壱岐市民

病院が長崎県病院企業団壱岐病院として新たなスタートを切ることとなります。

また、三島地区の皆様、保護者の皆様の多大な御理解により、三島小学校長島分校及び原島分

校が本年３月３１日をもって閉校となり、４月１日からは三島本校への統合となります。そして、

壱岐市にとって最も大きなプロジェクトである新庁舎の建設につきましては、現在、議員各位と

一緒になって建設に向けた協議を行っており、新庁舎の建設場所すなわち庁舎の位置を初め、将

来の壱岐市を見据えた方向性を見出していきたいと思っております。

このように、本年は重要案件について新たな１歩を踏み出す年であります。今後とも議員各位、
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市民皆様の御理解、御協力を賜りますよう切にお願いする次第であります。

また現在、国においては、人口減少対策を柱とした地方創生に向けた動きが加速しております。

国が旗を振ってこの極めて重要な課題に取り組むべき根本が示されたところでありますが、これ

をいかに生かすかは各自治体の取り組み、いわゆる知恵と実践力、行動力にかかっております。

今後も職員一丸となって、この地方創生、まち・ひと・しごと創生に取り組んでまいりますので、

お力添えを賜りますようお願いいたします。

本日提出しております案件は、報告１件、そして一般会計補正予算１件の合計２件でございま

す。詳細につきましては、担当部長、課長から説明をさせますが、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２７年壱岐市議会定例会の開会並びに

１月会議の開催に際しての御挨拶とさせていただきます。

〔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） 日程第５、報告第１号平成２５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。報告を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日提出の案件につきましては、担当部長及び担当課長に説明をさせま

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） 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。報告第１号平成２５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、地方自治法第２０４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２５日に定期株主総会が開

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。

資料の１ページから４ページは事業経過報告書でございます。

５ページのＡ３判の平成２５年度発電事業実績表をお開きください。

表の中ほどに、売電の金額の欄がございます。その一番下段の２５年度実績値４,５７４万
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３,９６７円で、一番右側の備考欄に記載しております前年度の実績がございますが、前年度の

実績が３,４０４万９,６３６円でありまして、対前年度比１３４.３％と１,１７０万円程度の増

額となっております。増額となりました理由としましては、昨年度に比べて故障の発生が少なく、

一番期間を要した修理が平成２５年の１２月に発生しました１号機のヨーギアシャフト折れ故障

で約１カ月間の期間、運転の停止はいたしましたが、そのほかは１号機、２号機とも数日の運転

停止が発生しただけでした。

このような状況であったため、年間の稼働日数も増加しまして、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７９３万３,６２４円、固定資産が５,７１４万３,７９３円、繰越資産が

１,０７２万１,６１８円。

以上の資産の部の合計が７,５７９万９,０３５円でございます。

負債の部でございますが、合計で２,７６１万７,２５８円。

純資産の部でございますが、合計で４,８１８万１,７７７円でございます。なお、繰越利益剰

余金２,８１８万１,７７７円の内訳は、前年度までの利益剰余金１,８３６万２,１１６円と

２５年度当期純利益９８１万９,６６１円であります。

以上で、負債及び純資産の部の合計が７,５７９万９,０３５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。売上高が先ほどの５ページ、発電事業実績表に記載されておりまし

た売電金額の４,５７４万３,９６７円でございます。売り上げの原価が２,０１９万４,７５６円、

内訳が１０ページにございますので、後ほど御説明をいたします。

売上総利益は２,５５４万９,２１１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１,１８３万４４５円で、税引き後の当期純利益といたしましては９８１万９,６６１円となっ

ております。前年度の当期純利益が約４００万円でございましたので、約６００万円の増となっ

ております。

なお、表の中ほどに販売費及び一般管理費の欄がございますが、その役員の報酬３１４万円は

４名の取締役と２名の監査役の報酬でございます。また、退職金１０３万７,７６８円は、監査

役２名が交替いたしましたので、前の監査役に支給したものでございます。

さらに、ちょっと下のほうに寄附金がございます。寄附金５４７万４,６３９円、その主なも

のは、大蔵省告示第１５４号の２に該当する指定寄附金としまして、社会福祉法人長崎県共同募

金会への寄附でございます。
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１０ページをご覧ください。

製造原価報告書でございます。合計で２,０１９万４,７５６円と、前年度に比べますと約

２００万円の減額となっております。主な原因は表の中ほどに記載されております修繕費の減額

によるものとなっております。

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％です。そして、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、平成２５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。

〔企画振興部長（山本 利文君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから質疑を行います。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。

これで報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第６．議案第１号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第６、議案第１号平成２６年度壱岐市一般会計補正予算（第

９号）を議題とします。

提出議案の説明を求めます。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１号平成２６年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）につい

て御説明申し上げます。

平成２６年度壱岐市の一般会計補正予算（第９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３,０７１万５,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２３億１２０万１,０００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。

２、３ページには、第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等について記載のとおりで

ございます。

事項別明細書により、主な内容分について御説明をいたします。

８、９ページをお開き願います。

まず、歳入について御説明をいたします。

１０款１項１目地方交付税は、今回不足する財源について、普通交付税１,０３４万４,０００円
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を増額しております。

次に、１４款２項４目農林水産業費国庫補助金、農地中間管理機構地域集積金補助金は、農地

中間管理事業の推進に伴う地域集積協力交付金として、集積率８０％以上の１０アール当たり

３万６,０００円、２,１８８アール分について７８７万７,０００円を追加しております。

次に、１５款２項４目農林水産業費県補助金ながさき米・麦・大豆産地強化推進事業補助金は、

県産米ブランド力強化事業として、壱岐産米ブランドを確立するため、適正な水管理に必要な溝

切り機４０台の導入に対し、県３分の１補助の２５９万１,０００円を追加しております。

次に、１７款１項２目指定寄附金９９０万３,０００円の補正は、ふるさと応援寄附金の大幅

な増加に伴い、今年度の寄附見込み額を補正前の２,０１０万円から３,０００万円に増額し、ふ

るさと応援基金に積み立てることとしております。

次に、歳出について御説明いたします。

別紙資料１の平成２６年度１月補正予算案概要の２、３ページをお開き願います。

２款１項６目企画費ふるさと応援寄附金は、歳入で説明しましたとおり、ふるさと応援寄附金

の増額に伴い、お礼の品の特産品代を４２９万３,０００円、郵便料を９万４,０００円、基金積

立金に９９０万３,０００円増額補正しております。

次に、２款１項７目情報管理費地域情報通信推進事業費の２６９万円の補正は、ＩＰ電話の新

規加入者が増加しており、新規加入者用機器、Ｄ－ＯＮＵが不足となりましたので、１００台分

を増額補正しております。

次に、２款１項１３目庁舎建設対策費は、１月１日付、庁舎建設対策課の設置により、庁舎建

設の事前準備に要する諸手続打ち合わせ旅費等、事務経費について追加をしております。

次に、５款１項３目農業振興費県産米ブランド力強化事業補助金は、消費者ニーズに呼応した

高品質で食味のよい米の生産のために、旧町単位の４地区良品質米生産対策協議会へ溝切り機

４０台を導入し、適正な水管理を行うこととし、事業費７７７万６,０００円に対し、県３分の

１、市３分の１の計５１８万４,０００円を追加しております。

次に、農地中間管理機構地域集積金補助金は、農地中間管理事業の推進に伴う農事組合法人原

の辻が農用地利用配分計画の認可を受けたので、集積率８０％以上で、２,１８８アールの地域

集積金補助金について、１０アール当たり３万６,０００円、７８７万７,０００円を追加をいた

しております。

以上で、平成２６年度壱岐市一般会計補正予算（第９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、これで質疑を終わります。

お諮りします。本案については、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、本案については、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１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１号平成２６年度壱岐市一般会計補正予

算（第９号）は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第７．発議第１号

○議長（町田 正一君） 日程第７、発議第１号壱岐市議会基本条例の一部改正についてを議題と

します。

提出議案の説明を求めます。１０番、豊坂敏文議員。

〔提出議員（豊坂 敏文君） 登壇〕

○提出議員（１０番 豊坂 敏文君） 発議第１号、平成２７年１月２６日、壱岐市議会議長町田

正一様。提出者豊坂敏文、賛成者深見義輝、市山和幸。

壱岐市議会基本条例の一部改正について。

上記の議案を、別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び壱岐市議会会議規則第１４条の規定

により提出いたします。

提案理由。次世代育成支援対策推進法の一部改正及び議決事件の計画の名称変更に伴い、所要

の改正を行うものであります。裏面をお願いします。

壱岐市議会基本条例の一部を改正する条例。壱岐市議会基本条例、平成２３年壱岐市条例第

３３号の一部を次のように改正する。

第１２条第５号を次のように改める。

（５）子ども・子育て支援事業計画。附則、この条例は、公布の日から施行する。



- 12 -

以上です。

〔提出議員（豊坂 敏文君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これから質疑を行います。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。本案については、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、本案については、委員会付託を省略する

ことに決定しました。

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、発議第１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、発議第１号壱岐市議会基本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。

以上で、予定された議事は終了しましたが、この際お諮りします。１月会議において議決され

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、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、そのように取り計らうことに決定しまし

た。

────────────・────・────────────

○議長（町田 正一君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

これをもちまして、平成２７年壱岐市議会定例会１月会議を終了いたします。

なお、１月３０日には庁舎建設特別委員会を１０時より本議場にて開催いたします。

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。

午前10時26分散会

──────────────────────────────
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