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

平成27年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 12 月 会 議 会 議 録（第２日）

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

議事日程（第２号）

平成27年12月９日 午前10時00分開議

日程第１ 議案第76号
長崎県市町村行政不服審査会の共同設置に

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77号

壱岐市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の制定について

質疑なし、

総務文教厚生常任委員会付託

日程第３ 議案第78号 壱岐市税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４ 議案第79号 壱岐市奨学金貸与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80号 壱岐市介護保険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81号
刈田院地区圃場整備事業に伴う字界変更に

ついて

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第７ 議案第82号 財産の無償譲渡について
質疑、

産業建設常任委員会付託

日程第８ 議案第83号

渡良Ｂ辺地（変更）、原島辺地（変更）、

渡良Ａ辺地、大島辺地、長島辺地、箱崎本

村辺地、湯岳辺地、筒城辺地及び池田辺地

に係る総合整備計画の策定について

質疑、

産業建設常任委員会付託

日程第９ 議案第84号
平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第

８号）
質疑なし、

予算特別委員会付託

日程第10 議案第85号
平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計

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11 議案第86号
平成２７年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第12 議案第87号
平成２７年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第13 議案第88号
平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算(第２号）
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第14 要望第５号
「壱岐～福岡間の通勤・通学航路」運航に

ついての要望
質疑なし、

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）

──────────────────────────────
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出席議員（15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

６番 町田 正一君 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 深見 義輝君

16番 鵜瀬 和博君

──────────────────────────────

欠席議員（１名）

５番 小金丸益明君

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 川原 裕喜君 事務局次長 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 ………………… 笹原 直記君 教育長 ………………… 久保田良和君

総務部長 ……………… 眞鍋 陽晃君 企画振興部長 ………… 左野 健治君

市民部長 ……………… 堀江 敬治君 保健環境部長 ………… 土谷 勝君

建設部長 ……………… 原田憲一郎君 農林水産部長 ………… 大久保敏範君

教育次長 ……………… 山口 信幸君 消防本部消防長 ……… 安永 雅博君

総務課長 ……………… 久間 博喜君 財政課長 ……………… 西原 辰也君

会計管理者 …………… 平田恵利子君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（鵜瀬 和博君） 皆さん、おはようございます。

会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。
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壱岐新聞社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。

小金丸益明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１５名であり、定足数に達しております。

また、本日、タブレットとペーパーの併用を、使用の許可をしております。

それでは、本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．議案第７６号～日程第８．議案第８３号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第１、議案第７６号長崎県市町村行政不服審査会の共同設置につい

てから、日程第８、議案第８３号渡良Ｂ辺地（変更）、原島辺地（変更）、渡良Ａ辺地、大島辺

地、長島辺地、箱崎本村辺地、湯岳辺地、筒城辺地及び池田辺地に係る総合整備計画の策定につ

いてまで、８件を議題とし、これから質疑を行います。

初めに、議案第７６号長崎県市町村行政不服審査会の共同設置について、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（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第７６号の質疑を終わります。

次に、議案第７７号壱岐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、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（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第７７号の質疑を終わります。

次に、議案第７８号壱岐市税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（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第７８号の質疑を終わります。

次に、議案第７９号壱岐市奨学金貸与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（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第７９号の質疑を終わります。

次に、議案第８０号壱岐市介護保険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（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第８０号の質疑を終わります。
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次に、議案第８１号刈田院地区圃場整備事業に伴う字界変更について、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（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第８１号の質疑を終わります。

次に、議案第８２号財産の無償譲渡について、質疑を行います。質疑ありませんか。１４番、

牧永護議員。

○議員（１４番 牧永 護君） 離島におきまして、岩永学園さん等こういう専門学校がお見え

になることは非常にうれしいわけでございますけど、箱崎中学校もそうであったように無償譲渡

でございますけど、譲渡の条件が果たしてこれだけなのか。例えばですよ、例えばもし経営が悪

くて四、五年で閉鎖する場合は、その財産なんかはどうなるのかというのも譲渡の条件の中に入

っているのかどうか、譲渡の条件がこれだけなのかどうか、お聞きしたいと思います。

○議長（鵜瀬 和博君） 左野企画振興部長。

○企画振興部長（左野 健治君） 御質問の、譲渡の条件の中に学校が閉鎖した場合とか経営の状

況が厳しくなった場合についての対応といいますか、についての協定事項の中には、現在、今、

仮協定を結んでおります。今議会の議決後、本協定を結びたいというふうに思っております。そ

の中で、経営が譲渡をなさないような状況になった場合には返還という形を盛り込んでおります。

以上でございます。

○議長（鵜瀬 和博君） １４番、牧永護議員。

○議員（１４番 牧永 護君） 当然そういう条件を結ぶべきと思いますけど、何年とか、例え

ば、永遠にじゃないですから、向こう１０年とか、そういう条件も細部に決めて報告をしていた

だきたいと思います。

○議長（鵜瀬 和博君） 左野企画振興部長。

○企画振興部長（左野 健治君） 期間の、当面の期間というものは今後事業協定を内容的に結び

たいというふうに思っています。その中で数字を盛り込みたいと、年数を盛り込みたいというふ

うに思っております。

○議員（１４番 牧永 護君） 終わります。

○議長（鵜瀬 和博君） ほかに質疑ありませんか。１１番、中田恭一議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） 今の件ですけれども、条件ももちろんあわせてですけれども、

現在、建物というか、校舎と校舎の周りの土地だけが無償譲渡という形になっているんですけれ

ども、例えばやっぱり学校ですからグラウンドとか、いろんなものを使用する場合があるのかな

と思いまして、グラウンド等の使用については何も契約というか、使用するときはどうとかいう

契約はする予定はないですか。それとも、グラウンドはほとんど使わない状態になるんですかね、
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学校としては。

○議長（鵜瀬 和博君） 左野企画振興部長。

○企画振興部長（左野 健治君） 今、譲渡の部分については校舎、敷地というふうにしておりま

す。グラウンドの使用もしくは体育館の使用等、学校側として生徒さんのスポーツ、健全育成等

に利用される場合につきましては、通常の一般の申し込みという形でしていただいて、有効利用

していただきたいと。特に、学校としてグラウンドを譲渡してほしいというのは、現在のところ

上がっておりません。体育館についてもそのような状況でございます。

○議長（鵜瀬 和博君） １１番、中田恭一議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） 専門学校というても、ある程度の学校でございますので、体育

館の使用とかグラウンドの使用が将来的には出てくると思うんですよね。一般の申し込みのよう

にちゅうことですが、使うとき即日とか何とかなりますので、将来的にはやっぱり使うので、全

然使わないということであれば結構ですけれども、どうせ使う場合は利用料の免除とか、そうい

う形に持っていかないかんとでしょうから、その辺、年間通じてグラウンド、体育館を使う場合

の規約もつくっとかんと、地域の方とか何とかが使うときに合致したり何だりするのやないかな

と思って心配しておりますので、もしグラウンド、体育館についても使用の契約、契約というこ

とじゃなくて、利用規定か何かをつくっていただいて、金をもらえるのであれば１円でももろう

たほうがいいでしょうけれども、今までの流れ上どうしても免除になるでしょうから、その辺の

利用規定もつくっておったほうがいいと思いますので、あわせて将来的にお願いしておきます。

○議長（鵜瀬 和博君） 左野企画振興部長。

○企画振興部長（左野 健治君） グラウンドの使用、体育館の使用等につきましては、柔軟な対

応をできるような形でまた規則等を整理して、地域の方々とともに利用したいというふうに思っ

ておりますので、その制度は進めていきたいと思います。

以上でございます。

○議長（鵜瀬 和博君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第８２号の質疑を終わります。

次に、議案第８３号渡良Ｂ辺地（変更）、原島辺地（変更）、渡良Ａ辺地、大島辺地、長島辺

地、箱崎本村辺地、湯岳辺地、筒城辺地及び池田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。１１番、中田恭一議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） これ、辺地債の変更ですけれども、今回バスの、スクールバス

の購入が計画に入っておりますけれども、説明を読みますと、現在、契約の貸し切りバスの部分

がかなり金額が上がって、それよりも自分たちで車を購入して運営していったほうが安いという
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ことでございますが、多分、大方、試算はもうしてあると思うんですよね。大体どのくらいの差

があるもんか、今までどおり貸し切りバスに委託する部分と、自分たちが購入してやる部分で、

多分１年じゃわからないと思いますので、最低でも５年ぐらいのサイクルで、ある程度の予算の

比較の計算はしてあると思いますが、どのくらいの差が出てくるかだけでも教えていただければ

と思います。通告してませんでしたので、小さい数字は無理かもしれませんけれども、大まかな

大体幾らぐらいは違いますよというのがわかれば、お願いしたいと思います。

○議長（鵜瀬 和博君） 山口教育次長。

○教育次長（山口 信幸君） ただいまの御質問にお答えいたします。

今回のスクールバスの購入に当たっては教育委員会が所管になりますので、私のほうで答弁さ

せていただきますが、平成２６年３月２８日付で国交省の通達により、２６年４月から貸し切り

バス運賃及び料金等の見直しが行われました。このことを受けまして、今年度当初に現状等の比

較を、見直し等を行いました結果、今回、２９人乗りを２台購入させていただきました。額につ

いては、詳細は手元に資料がございませんが、概略１.５倍程度の経費が必要になったというこ

とになります。

以上です。

○議長（鵜瀬 和博君） １１番、中田恭一議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） その１.５倍はわかるんですけれども、このまま貸し切りバス

を利用したときと自分たちで購入したときの差が５年間で大体。僕は、もしそれが極端に差額が

ないのであれば、あくまで地元の業者ですから、若干はあれでも地元の業者を使ってやるのも一

つの手じゃないかなと思っておりましたが、それが極端に違うのであれば自分たちで購入したほ

うがいいとですけれども、その辺の差額が極端に大きかったのかどうかだけお願いしたい。今の

１.５倍ちゅうのは、自分たちで車を購入してやった場合が今の１.５倍の経費が要るということ

でしょうから、それを、極端な言い方すれば、そのまま業者にすれば２倍、２.５倍の経費が要

るのかなと思って、その辺の。わからなければ、後ででも結構です。済みません。

○議長（鵜瀬 和博君） 山口教育次長。

○教育次長（山口 信幸君） 正確な数字は今の段階では確認できませんが、当初は当然その初期

投資が必要になります。２年もしくは３年後に逆転するような現象になってくるのではないかと

いうふうに認識はいたしておりますが、正確な数字は改めて御提示をさせていただきます。

○議長（鵜瀬 和博君） よろしいですか。

○議員（１１番 中田 恭一君） 後で結構です。

○議長（鵜瀬 和博君） ほかに質疑ありませんか。７番、今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） 先ほど同僚議員も言っておりましたが、多分、試算を、完璧な試
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算をして出さないといけないことだと思いますので、完璧な試算の書類を後で、予算委員会まで

でもいいですから、いただきたいと思います。

それと、財政が非常に厳しい折ですので、なるだけ出費をということで市で購入してという意

向はわかりますが、民間も大きなやっぱりダウンだと思うんですね。それを見越して民間の会社

も経営をなされていると思うんですが、そこのところの民間との話し合いはスムーズにできてお

りますでしょうか。

○議長（鵜瀬 和博君） 山口教育次長。

○教育次長（山口 信幸君） 御質問にお答えいたします。

まず、試算につきましては、ある程度、５年、１０年スパンでの試算はさせていただきました。

あわせまして、業者との調整につきましても、島内には２業者ございます。それぞれ双方協議を

した結果、今回、２台の購入というふうになりました。

なお、購入に当たっては、運行業務の委託内容については従来どおりというふうな形をとらせ

ていただいております。

○議長（鵜瀬 和博君） 今西議員、よろしいですか。

○議員（７番 今西 菊乃君） はい、わかりました。運行業務は委託ということにということで

すね。車だけを買うということですね。どうしても民間は苦しくなると、どこの経費を節約する

かというと、人件費を削減するよりほかないんですよね、民間の経営方法として。そうしたとき

に、やっぱり市民の中には不平不満というのが出てきますので、そのちゃんと説明のできるだけ

の資料はいただきたいと思います。

終わります。

○議長（鵜瀬 和博君） ほかに質疑ありませんか。１０番、豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 議案の審議するときに、そういう資料がない、あるいは説明し

切らない、それはおかしいです。質問の後で資料をやるとか、そういうこと自体がおかしいです。

議長、どうですか。

○議長（鵜瀬 和博君） 確かにそれは当然でありますけれども、再三、皆さん方にも議会をス

ムーズに進行する上で、数字につきましては事前に通告の協力をいただければ、細部にわたって

は確実な答弁がいただけると思いますので、以後につきましては皆さん方の通告の御協力をよろ

しくお願いします。

また、執行部におかれましては、議案についての資料については、今回、タブレットも導入を

しております。その中に資料等をぜひ入れていただいて、今後このタブレットの活用をしていた

だきますことをお願いして、これでよろしいでしょうかね、豊坂議員。１０番、豊坂議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 一応この議案を出すときには、それまでに試算なり、それは全
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部資料があります。そうせんと、この計上はできんとです。だから、こういう質問を受けて、今

わからない、それは言語道断です。今後、注意をお願いします。

○議長（鵜瀬 和博君） よろしいでしょうか、市長、この件について。白川市長。

○市長（白川 博一君） 豊坂議員がおっしゃるように、やはりこの議案を提出する、そこにはや

っぱり基礎資料というものは当然準備してこなければいけなかったと思っております。しかし、

今、議長が申されますように、議員の方々も小さい数字が欲しいときは、ぜひ通告をお願いした

いと思っております。このことについては、今の案件については教育委員会でございますけれど

も、執行部、教育委員会ともそういうことを心がけるようにいたします。

○議長（鵜瀬 和博君） よろしいですか。（「仕方ない」と呼ぶ者あり）

ほか質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 質疑ありませんので、これで議案第８３号の質疑を終わります。

────────────・────・────────────

日程第９．議案第８４号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第９、議案第８４号平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第

８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８５号～日程第１３．議案第８８号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第１０、議案第８５号平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計補

正予算（第３号）から、日程第１３、議案第８８号平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補

正予算（第２号）まで、４件を議題とし、これから質疑を行います。

初めに、議案第８５号平成２７年度壱岐市介護保険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（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第８５号の質疑を終わります。

次に、議案第８６号平成２７年度壱岐市簡易水道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（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第８６号の質疑を終わります。

次に、議案第８７号平成２７年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）について、質
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疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第８７号の質疑を終わります。

次に、議案第８８号平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（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（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで議案第８８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７６号長崎県市町村行政不服審査会の共同設置につい

てから、議案第８３号渡良Ｂ辺地（変更）、原島辺地（変更）、渡良Ａ辺地、大島辺地、長島辺

地、箱崎本村辺地、湯岳辺地、筒城辺地及び池田辺地に係る総合整備計画の策定についてまで及

び議案第８５号平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）から、議案第

８８号平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第２号）まで、１２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８４号平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）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（鵜瀬 和博君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８４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（鵜瀬 和博君） 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、暫時休憩します。

午前10時22分休憩

………………………………………………………………………………

午前10時22分再開

○議長（鵜瀬 和博君） それでは、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、御報告します。

予算特別委員会委員長に６番、町田正一議員、副委員長に２番、土谷勇二議員に決定いたしま
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した。

────────────・────・────────────

日程第１４．要望第５号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第１４、要望第５号「壱岐～福岡間の通勤・通学航路」運航につい

ての要望を議題とします。

ただいま上程しました要望第５号については、お手元に配付の要望文書表のとおり、産業建設

常任委員会へ付託します。

────────────・────・────────────

○議長（鵜瀬 和博君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

次の本会議は、あす１２月１０日木曜日午前１０時から開きます。

なお、あしたは一般質問となっており、４名の議員が登壇予定となっています。壱岐ビジョン、

壱岐ＦＭにて生中継をいたします。市民の皆様におかれましては、御視聴いただきますよう、よ

ろしくお願いします。

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24分散会

──────────────────────────────


