
- 317 - 

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

平成21年第１回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第５日） 

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

議事日程（第５号） 

                         平成21年３月26日 午前10時00分開議 

日程第１ 議案第11号 
壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部改正について 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第２ 議案第12号 
壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正について 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第３ 議案第13号 
壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正

について 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第４ 議案第14号 
壱岐市職員の給与の特例に関する条例の一

部改正について 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第５ 議案第15号 
壱岐市家畜診療所獣医師の特殊勤務手当に

関する条例の一部改正について 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第６ 議案第16号 
芦辺町定住促進に関する条例の廃止につい

て 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第７ 議案第17号 
壱岐市自動車駐車場条例の一部改正につい

て 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第８ 議案第18号 
壱岐市特定地区公園条例の一部改正につい

て 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第９ 議案第20号 
壱岐市郷ノ浦町保健デイサービスセンター

条例の廃止について 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第10 議案第21号 
壱岐こどもセンター条例の一部改正につい

て 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第11 議案第22号 壱岐市敬老祝金条例の一部改正について 
厚生常任委員長報告・否決 

本会議・否決 

日程第12 議案第23号 
壱岐市国民健康保険条例の一部改正につい

て 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第13 議案第24号 
壱岐市介護保険臨時特例基金条例の制定に

ついて 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第14 議案第25号 壱岐市手数料条例の一部改正について 
厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第15 議案第26号 壱岐市介護保険条例の一部改正について 
厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第16 議案第27号 
壱岐市串山海洋性公園条例の一部改正につ

いて 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第17 議案第28号 壱岐市出会いの村条例の一部改正について
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第18 議案第29号 
壱岐市農業機械銀行条例の一部改正につい

て 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 
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日程第19 議案第30号 
壱岐市水道事業給水条例の一部改正につい

て 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第20 議案第31号 壱岐市文化財展示館条例の廃止について 
総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第21 議案第32号 
壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部改正について 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第22 議案第33号 財産の無償譲渡について 
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第23 議案第34号 財産の無償譲渡について 
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第24 議案第35号 財産の無償譲渡について 
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第25 議案第36号 財産の無償譲渡について 
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第26 議案第37号 財産の無償譲渡について 
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第27 議案第38号 財産の無償譲渡について 
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第28 議案第39号 財産の無償譲渡について 
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第29 議案第40号 
壱岐高等職業訓練校の指定管理者の指定に

ついて 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第30 議案第41号 
壱岐市自動車教習所の指定管理者の指定に

ついて 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第31 議案第42号 
壱岐市シーサイド小水浜の指定管理者の指

定について 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第32 議案第43号 
壱岐市国民宿舎壱岐島荘の指定管理者の指

定について 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第33 議案第44号 
マリンパル壱岐の指定管理者の指定につい

て 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第34 議案第45号 
筒城浜ふれあい広場の指定管理者の指定に

ついて 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第35 議案第46号 
あらたに生じた土地の確認及び字の区域の

変更について 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第36 議案第47号 
平成２０年度壱岐市一般会計補正予算（第

７号） 

予算特別委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第37 議案第48号 
平成２０年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第38 議案第49号 
平成２０年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第３号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第39 議案第50号 
平成２０年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第３号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第40 議案第51号 
平成２０年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第５号） 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 
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日程第41 議案第52号 
平成２０年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第５号） 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第42 議案第53号 
平成２０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２号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第43 議案第54号 
平成２０年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第４号） 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第44 議案第55号 平成２１年度壱岐市一般会計予算 
予算特別委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第45 議案第56号 
平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計予算 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第46 議案第57号 平成２１年度壱岐市老人保健特別会計予算
厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第47 議案第58号 
平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計予算 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第48 議案第59号 
平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計

予算 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第49 議案第60号 
平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計

予算 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第50 議案第61号 
平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計予

算 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第51 議案第62号 
平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計予算 

厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第52 議案第63号 
平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計

予算 

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第53 議案第64号 
平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計

予算 

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第54 議案第65号 平成２１年度壱岐市病院事業会計予算 
厚生常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第55 議案第66号 平成２１年度壱岐市水道事業会計予算 
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決 

日程第56 陳情第１号 

「協同出資・協同経営で働く協同組合法

（仮称）」の速やかな制定を求める意見書

に関する陳情 

総務文教常任委員長報告・採択

本会議・採択 

日程第57 議案第67号 
職員団体の登録に関する条例の制定につい

て 

総務部長説明、質疑 

委員会付託省略、可決 

日程第58 議案第68号 
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について 

市民部長説明、質疑 

委員会付託省略、可決 

日程第59 議案第69号 
勝本総合運動公園の指定管理者の指定につ

いて 

総務部長説明、質疑なし 

委員会付託省略、可決 

日程第60 同意第１号 壱岐市監査委員の選任について 
市長説明、質疑なし 

委員会付託省略、同意 

日程第61 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 
市長説明、質疑なし 

委員会付託省略、了承 
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日程第62 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 
市長説明、質疑なし 

委員会付託省略、了承 

日程第63 発議第１号 

「協同出資・協同経営で働く協同組合法

（仮称）」の速やかな制定を求める意見書

の提出について 

提出議員説明、質疑なし 

委員会付託 省略、可決 

日程第64 発議第２号 
防人の詩（国境離島新法）の制定を求める

意見書の提出について 

提出議員説明、質疑なし 

委員会付託 省略、可決 

日程第65 閉会中の委員会審査・調査の件 申し出のとおり決定 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第５号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（25名） 

１番 音嶋 正吾君       ２番 町田 光浩君 

３番 小金丸益明君       ４番 深見 義輝君 

５番 坂本 拓史君       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 坂口健好志君       12番 中村出征雄君 

13番 鵜瀬 和博君       14番 中田 恭一君 

15番 馬場 忠裕君       16番 久間  進君 

17番 大久保洪昭君       18番 久間 初子君 

20番 瀬戸口和幸君       21番 市山  繁君 

22番 近藤 団一君       23番 牧永  護君 

24番 赤木 英機君       25番 倉元 強弘君 

26番 深見 忠生君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長  松本 陽治君   事務局次長 加藤 弘安君 
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事務局係長 瀬口 卓也君   事務局書記 栁原 隆次君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 久田 賢一君 

教育長 ………………… 須藤 正人君  総務部長 ……………… 小山田省三君 

市民部長 ……………… 米本  実君  保健環境部長 ………… 山内  達君 

産業経済部長 ………… 山口 壽美君  建設部長 ……………… 中原 康壽君 

消防本部消防長 ……… 山川  明君  病院事業管理監 ……… 市山 勝彦君 

病院管理部長兼病院事務長 ……………………………………………… 山内 義夫君 

教育次長 ……………… 白石 廣信君  総務課長 ……………… 堤  賢治君 

財政課長 ……………… 牧山 清明君                     

会計管理者兼会計課長 …………………………………………………… 目良  強君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（深見 忠生君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２５名であり、定足数に達しております。 

 これより議事日程表第５号により本日の会議を開きます。 

 本日、白川市長より追加議案６件の送付があり、議事日程に追加いたしておりますので、御了

承を願います。 

 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。本日は、平成２１年第１回壱岐市議会定

例会の最終日でございます。議員の皆様には６日より２１日間にわたり、慎重御審議いただきま

して、まことにありがとうございます。大変お疲れのことだと思っております。 

 実は、３月６日、本定例会の開会前に、議案第１９号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の

一部改正についての議案を、私の関係機関との調整が不十分であったという理由で取り下げをさ

せていただきました。議員皆様には、大変御迷惑をおかけしたところでございます。その後、壱

岐市民病院の医師団、そして小児科医の派遣元でございます久留米大学医学部医局に参りまして

協議をいたしましたところ、壱岐市民病院及び久留米大学小児科医局も快くこの案につきまして

同意をしていただきました。本日、議案第６８号として再提出をいたしております。どうぞよろ

しくお願い申し上げる次第でございます。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 
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────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第１１号～日程第５６．陳情第１号 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、議案第１１号壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例の一部改正についてから、日程第５６、陳情第１号「協同出資・協同経営で働く協同組合法

（仮称）」の速やかな制定を求める意見書に関する陳情まで、５６件を一括議題とします。 

 本案の審査は、各委員会へ審査を付託しておりましたので、その審査結果について各委員長か

ら報告を求めます。 

 初めに、総務文教常任委員長の報告を求めます。中田総務文教常任委員長。 

〔総務文教常任委員長（中田 恭一君） 登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田 恭一君）  委員会審査報告。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１０３条の規定により報告をします。 

 議案番号、件名、審査の結果の順に報告をいたします。 

 議案第１１号壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正については、原案

可決。議案第１２号壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、原案可決。

議案第１３号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正について、原案可決。議案第１４号壱岐

市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について、原案可決。議案第１５号壱岐市家畜診療

所獣医師の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、原案可決。議案第１６号芦辺町定住

促進に関する条例の廃止について、原案可決。議案第１７号壱岐市自動車駐車場条例の一部改正

について、原案可決。議案第１８号壱岐市特定地区公園条例の一部改正について、原案可決。議

案第３１号壱岐市文化財展示館条例の廃止について、原案可決。議案第４０号壱岐高等職業訓練

校の指定管理者の指定について、原案可決。議案第４１号壱岐市自動車教習所の指定管理者の指

定について、原案可決。議案第６３号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計予算について、

原案可決。 

 引き続き、委員会の審査報告を行います。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のと

おり決定したので、壱岐市議会会議規則第１３８条の規定により報告をいたします。 

 受理番号、陳情第１号、付託年月日、平成２１年３月１１日、件名、「協同出資・協同経営で

働く協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書に関する陳情について、審査の結果、

採択すべきものとしております。委員会の意見はなし、措置としまして、意見書の提出をするよ

うにいたしております。 

 以上です。 

○議長（深見 忠生君）  これから、総務文教常任委員長報告に対し、質疑を行います。 
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 なお、委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果であり、議案内容について提出者に質

疑することはできませんので申し上げておきます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がありませんので、これで総務文教常任委員長の報告を終わります。 

〔総務文教常任委員長（中田 恭一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  次に、厚生常任委員長の報告を求めます。近藤厚生常任委員長。 

〔厚生常任委員長（近藤 団一君） 登壇〕 

○厚生常任委員長（近藤 団一君）  委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１０３条の規定により報告をいたします。 

 議案第２０号壱岐市郷ノ浦町保健デイサービスセンター条例の廃止について、原案可決。議案

第２１号壱岐こどもセンター条例の一部改正について、原案可決。議案第２２号壱岐市敬老祝金

条例の一部改正について、否決。議案第２３号壱岐市国民健康保険条例の一部改正について、原

案可決。議案第２４号壱岐市介護保険臨時特例基金条例の制定について、原案可決。議案第

２５号壱岐市手数料条例の一部改正について、原案可決。議案第２６号壱岐市介護保険条例の一

部改正について、原案可決。議案第３２号壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に

ついて、原案可決。議案第４８号平成２０年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）、原案可決。議案第４９号平成２０年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

３号）、原案可決。議案第５０号平成２０年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）、

原案可決。議案第５３号平成２０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

２号）、原案可決。議案第５４号平成２０年度壱岐市病院事業会計補正予算（第４号）、原案可

決。議案第５６号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算、原案可決。議案第５７号

平成２１年度壱岐市老人保健特別会計予算、原案可決。議案第５８号平成２１年度壱岐市後期高

齢者医療事業特別会計予算、原案可決。議案第５９号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計

予算、原案可決。議案第６２号平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算、原案

可決。議案第６５号平成２１年度壱岐市病院事業会計予算、原案可決であります。 

 次に議案第２２号壱岐市敬老祝金条例の一部改正についての否決の理由です。理由は２点です。 

 一つは、市の提出の議案すべてを指すのではありませんけれども、一応この件について市の広

報等による事前の周知、議会への事前説明も全く行われないまま、今回いきなり提出をされたこ

と。一つは、県内他の市町村の支給状況も検討した結果、施行まで期間もあり、議会等の協議の

場も含め、再検討できる余地が十分あること。 

 続いて、議案第６２号平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算の委員会意見
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です。嘱託及び長期臨時職員の給与等については、前にも委員会報告で強く進言してきたが、一

向に改善の兆しがない。市役所の中の特殊な部分であり、長期臨時職員の一カ月の勤務日数も

２０日を超える状態にあり、業務的にも責任的にも何ら正規職員と大差ないようになってきてい

る。このままでは、将来、民間等への職員の流動も考えられ、施設存続の危機にもなる。また、

長期臨時の職員にもヘルパー、介護福祉士の有資格者がいるということで、このあたりも検討さ

れ、早急に給与・資格手当等の是正措置に取り組まれるよう希望する。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（深見 忠生君）  これから、厚生常任委員長報告に対し、質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がありませんので、これで厚生常任委員長の報告を終わります。 

〔厚生常任委員長（近藤 団一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。赤木産業建設常任委員長。 

〔産業建設常任委員長（赤木 英機君） 登壇〕 

○産業建設常任委員長（赤木 英機君）  産業建設常任委員会の審査報告をいたします。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１０３条の規定により報告します。 

 議案第２７号壱岐市串山海洋性公園条例の一部改正について、原案可決。議案第２８号壱岐市

出会いの村条例の一部改正について、原案可決。議案第２９号壱岐市農業機械銀行条例の一部改

正について、原案可決。議案第３０号壱岐市水道事業給水条例の一部改正について、原案可決。

議案第３３号財産の無償譲渡について、原案可決。議案第３４号財産の無償譲渡について、原案

可決。同じく、議案第３５号財産の無償譲渡について、原案可決。同じく、議案第３６号財産の

無償譲渡について、原案可決。同じく、３７号財産の無償譲渡について、原案可決。同じく、議

案第３８号財産の無償譲渡について、原案可決。同じく、議案第３９号財産の無償譲渡について、

原案可決。議案第４２号壱岐市シーサイド小水浜の指定管理者の指定について、原案可決。議案

第４３号壱岐市国民宿舎壱岐島荘の指定管理者の指定について、原案可決。議案第４４号マリン

パル壱岐の指定管理者の指定について、原案可決。議案第４５号筒城浜ふれあい広場の指定管理

者の指定について、原案可決。議案第４６号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更につ

いて、原案可決。議案第５１号平成２０年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）に

ついて、原案可決。議案第５２号平成２０年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第５号）に

ついて、原案可決。議案第６０号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算について、原案

可決。議案第６１号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計予算、原案可決。議案第６４号平成
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２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算については、原案可決。議案第６６号平成２１年度壱

岐市水道事業会計予算については、原案可決。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  これから、産業建設常任委員長報告に対し、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がありませんので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 

〔産業建設常任委員長（赤木 英機君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  次に、予算特別委員長の報告を求めます。豊坂予算特別委員長。 

〔予算特別委員長（豊坂 敏文君） 登壇〕 

○予算特別委員長（豊坂 敏文君）  委員会審査報告。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１０３条の規定により報告します。 

 議案第４７号平成２０年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）、原案可決。議案第５５号平成

２１年度壱岐市一般会計予算、原案可決。 

 以上です。 

○議長（深見 忠生君）  これから、予算特別委員長報告に対し、質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がありませんので、これで予算特別委員長の報告を終わります。 

〔予算特別委員長（豊坂 敏文君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上で、各委員会の報告を終わります。 

 これから各議案に対し討論、採決行います。 

 まず初めに、議案第１１号壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につ

いてに対する討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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１１号壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につい

てを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１１号壱岐市人事行政の運営等の状
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況の公表に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１２号壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてに対する

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（深見 忠生君）  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１２号壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを採

決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委

員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１２号壱岐市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１３号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正についてに対する討論を行いま

す。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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１３号壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告の

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１３号壱岐市職員の給与に関する条

例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号壱岐市職員の給与の特例に関する条例の一部改正についてに対する討論を

行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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１４号壱岐市職員の給与の特例に関する条例の一部改正についてを採決しま

す。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の

報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１４号壱岐市職員の給与の特例に関

する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１５号壱岐市家畜診療所獣医師の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
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に対する討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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１５号壱岐市家畜診療所獣医師の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につ

いてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。

本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１５号壱岐市家畜診療所獣医師の特

殊勤務手当に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号芦辺町定住促進に関する条例の廃止についてに対する討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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１６号芦辺町定住促進に関する条例の廃止についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１６号芦辺町定住促進に関する条例

の廃止については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号壱岐市自動車駐車場条例の一部改正についてに対する討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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１７号壱岐市自動車駐車場条例の一部改正についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり

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（深見 忠生君）  起立多数です。議案第１７号壱岐市自動車駐車場条例の一部改正につい

ては、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１８号壱岐市特定地区公園条例の一部改正についてに対する討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（深見 忠生君）  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１８号壱岐市特定地区公園条例の一部改正についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１８号壱岐市特定地区公園条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２０号壱岐市郷ノ浦町保健デイサービスセンター条例の廃止についてに対する討

論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２０号壱岐市郷ノ浦町保健デイサービスセンター条例の廃止についてを採決

します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員

長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２０号壱岐市郷ノ浦町保健デイサー

ビスセンター条例の廃止については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号壱岐こどもセンター条例の一部改正についてに対する討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２１号壱岐こどもセンター条例の一部改正についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２１号壱岐こどもセンター条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号壱岐市敬老祝金条例の一部改正についてに対する討論を行います。討論あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２２号壱岐市敬老祝金条例の一部改正についてを採決します。この採決は起
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立によって行います。本案に対する委員長の報告は否決です。したがって、原案について採決し

ます。議案第２２号壱岐市敬老祝金条例の一部改正については、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（深見 忠生君）  起立少数です。したがって、議案第２２号壱岐市敬老祝金条例の一部改

正については、否決されました。 

 次に、議案第２３号壱岐市国民健康保険条例の一部改正についてに対する討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２３号壱岐市国民健康保険条例の一部改正についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２３号壱岐市国民健康保険条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号壱岐市介護保険臨時特例基金条例の制定についてに対する討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２４号壱岐市介護保険臨時特例基金条例の制定についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のと

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２４号壱岐市介護保険臨時特例基金

条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号壱岐市手数料条例の一部改正についてに対する討論を行います。討論あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２５号壱岐市手数料条例の一部改正についてを採決します。この採決は起立

によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定す
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ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２５号壱岐市手数料条例の一部改正

については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号壱岐市介護保険条例の一部改正についてに対する討論を行います。討論あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２６号壱岐市介護保険条例の一部改正についてを採決します。この採決は起

立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２６号壱岐市介護保険条例の一部改

正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号壱岐市串山海洋性公園条例の一部改正についてに対する討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２７号壱岐市串山海洋性公園条例の一部改正についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとお

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２７号壱岐市串山海洋性公園条例の

一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号壱岐出会いの村条例の一部改正についてに対する討論を行います。討論あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２８号壱岐出会いの村条例の一部改正についてを採決します。この採決は起

立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２８号壱岐出会いの村条例の一部改

正について、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２９号壱岐市農業機械銀行条例の一部改正についてに対する討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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２９号壱岐市農業機械銀行条例の一部改正についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２９号壱岐市農業機械銀行条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３０号壱岐市水道事業給水条例の一部改正についてに対する討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３０号壱岐市水道事業給水条例の一部改正についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３０号壱岐市水道事業給水条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号壱岐市文化財展示館条例の廃止についてに対する討論を行います。討論あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３１号壱岐市文化財展示館条例の廃止についてを採決します。この採決は起

立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３１号壱岐市文化財展示館条例の廃

止については、委員長の報告のとおり可決されました。 
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 次に、議案第３２号壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてに対する討論

を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３２号壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてを採決し

ます。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長

の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３２号壱岐市職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部改正について、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号財産の無償譲渡についてに対する討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３３号財産の無償譲渡についてを採決します。この採決は起立によって行い

ます。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３３号財産の無償譲渡については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３４号財産の無償譲渡についてに対する討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３４号財産の無償譲渡についてを採決します。この採決は起立によって行い

ます。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３４号財産の無償譲渡については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３５号財産の無償譲渡についてに対する討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３５号財産の無償譲渡についてを採決します。この採決は起立によって行い
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ます。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３５号財産の無償譲渡については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３６号財産の無償譲渡についてに対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３６号財産の無償譲渡についてを採決します。この採決は起立によって行い

ます。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３６号財産の無償譲渡については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３７号財産の無償譲渡に対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３７号財産の無償譲渡についてを採決します。この採決は起立によって行い

ます。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３７号財産の無償譲渡については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３８号財産の無償譲渡についてに対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３８号財産の無償譲渡についてを採決します。この採決は起立によって行い

ます。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３８号財産の無償譲渡については、

委員長の報告のとおり可決されました。 
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 次に、議案第３９号財産の無償譲渡についてに対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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３９号財産の無償譲渡についてを採決します。この採決は起立によって行い

ます。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３９号財産の無償譲渡については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４０号壱岐高等職業訓練校の指定管理者の指定についてに対する討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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４０号壱岐高等職業訓練校の指定管理者の指定についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のと

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４０号壱岐高等職業訓練校の指定管

理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから、議案第４１号壱岐市自動車教習所の指定管理者の指定についてに対する討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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４１号壱岐市自動車教習所の指定管理者の指定についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のと

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４１号壱岐市自動車教習所の指定管

理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４２号壱岐市シーサイド小水浜の指定管理者の指定についてに対する討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（深見 忠生君）  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４２号壱岐市シーサイド小水浜の指定管理者の指定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４２号壱岐市シーサイド小水浜の指

定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４３号壱岐市国民宿舎壱岐島荘の指定管理者の指定についてに対する討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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４３号壱岐市国民宿舎壱岐島荘の指定管理者の指定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４３号壱岐市国民宿舎壱岐島荘の指

定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４４号マリンパル壱岐の指定管理者の指定についてに対する討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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４４号マリンパル壱岐の指定管理者の指定についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４４号マリンパル壱岐の指定管理者

の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４５号筒城浜ふれあい広場の指定管理者の指定についてに対する討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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４５号筒城浜ふれあい広場の指定管理者の指定についてを採決します。この
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採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のと

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４５号筒城浜ふれあい広場の指定管

理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４６号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についてに対する討論を行

います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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４６号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についてを採決します。

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４６号あらたに生じた土地の確認及

び字の区域の変更については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４７号平成２０年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）に対する討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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４７号平成２０年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）を採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のと

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４７号平成２０年度壱岐市一般会計

補正予算（第７号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４８号平成２０年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に対す

る討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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４８号平成２０年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）を

採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４８号平成２０年度壱岐市国民健康

保険事業特別会計補正予算（第３号）は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４９号平成２０年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）に対

する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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４９号平成２０年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案

は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４９号平成２０年度壱岐市後期高齢

者医療事業特別会計補正予算（第３号）は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５０号平成２０年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に対する討

論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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５０号平成２０年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を採決

します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員

長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５０号平成２０年度壱岐市介護保険

事業特別会計補正予算（第３号）は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号平成２０年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）に対する討

論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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５１号平成２０年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）を採決

します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員

長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５１号平成２０年度壱岐市簡易水道
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事業特別会計補正予算（第５号）は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号平成２０年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第５号）に対する討論

を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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５２号平成２０年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第５号）を採決し

ます。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長

の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５２号平成２０年度壱岐市下水道事

業特別会計補正予算（第５号）は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５３号平成２０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２号）

に対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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５３号平成２０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

２号）を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。

本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５３号平成２０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２号）は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５４号平成２０年度壱岐市病院事業会計補正予算（第４号）に対する討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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５４号平成２０年度壱岐市病院事業会計補正予算（第４号）を採決します。

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５４号平成２０年度壱岐市病院事業

会計補正予算（第４号）は委員長の報告のとおり可決されました。（「議長」と呼ぶ者あり） 

 ２３番、牧永議員。 
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○議員（２３番  牧永  護君）  ここで休憩の動議を提出します。（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（深見 忠生君）  ただいま、牧永議員から、暫時休憩の動議が提出されました。 

 この動議は、一人以上の賛成がありますので、成立しました。暫時休憩の動議を議題として、

採決します。この採決は起立によって行います。この動議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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、暫時休憩することの動議は、可決されまし

た。暫時休憩します。 

午前10時53分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時06分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き会議を開きます。議案審議を続けます。 

 次に、議案第５５号平成２１年度壱岐市一般会計予算に対する討論を行います。討論はありま

せんか。２２番、近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  私は、この議案第５５号には反対であります。 

 理由は、厳しい経済状況の中で新年度予算の早期の成立を望むのはもちろんでありますけれど

も、予算中に２２号で否決となった敬老祝金の部分が含まれており、筋論、整合性の部分で反対

であります。 

○議長（深見 忠生君）  賛成討論はございませんか。１０番、豊坂議員。 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  今、反対討論が出ましたので、私は賛成討論を申し上げます。 

 条例は否決をされておりますが、予算の執行上の問題もあります。そういう中で条例の改正等

については、今後執行側も考えられると思いますので、この本予算については賛成をいたします。

そういうことで今後のあり方については予算の執行はできませんが、本予算については賛成をし

たいと思います。そういうことでよろしくお願いします。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がございませんので、これで討論を終わります。 

 これから、議案第５５号平成２１年度壱岐市一般会計予算を採決します。この採決は起立によ

って行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５５号平成２１年度壱岐市一般会計
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予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５６号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算に対する討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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５６号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算を採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告の

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５６号平成２１年度壱岐市国民健康

保険事業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５７号平成２１年度壱岐市老人保健特別会計予算に対する討論を行います。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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５７号平成２１年度壱岐市老人保健特別会計予算を採決します。この採決は

起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５７号平成２１年度壱岐市老人保健

特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５８号平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算に対する討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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５８号平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算を採決します。

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５８号平成２１年度壱岐市後期高齢

者医療事業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５９号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計予算に対する討論を行います。
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討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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５９号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計予算を採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとお

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５９号平成２１年度壱岐市介護保険

事業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第６０号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算に対する討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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６０号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算を採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとお

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６０号平成２１年度壱岐市簡易水道

事業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第６１号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計予算に対する討論を行います。討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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６１号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計予算を採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６１号平成２１年度壱岐市下水道事

業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第６２号平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算に対する討論を

行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（深見 忠生君）  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６２号平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算を採決しま

す。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の

報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６２号平成２１年度壱岐市特別養護

老人ホーム事業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第６３号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計予算に対する討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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６３号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計予算を採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとお

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６３号平成２１年度壱岐市三島航路

事業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第６４号平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算に対する討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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６４号平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算を採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとお

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６４号平成２１年度壱岐市農業機械

銀行特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第６５号平成２１年度壱岐市病院事業会計予算に対する討論を行います。討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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６５号平成２１年度壱岐市病院事業会計予算を採決します。この採決は起立
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によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６５号平成２１年度壱岐市病院事業

会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第６６号平成２１年度壱岐市水道事業会計予算に対する討論を行います。討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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６６号平成２１年度壱岐市水道事業会計予算を採決します。この採決は起立

によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６６号平成２１年度壱岐市水道事業

会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、陳情第１号「協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める

意見書に関する陳情に対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、陳情第１号「協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求

める意見書に関する陳情を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は採択です。本案は委員長の報告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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、陳情第１号「協同出資・協同経営で働く協

同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書に関する陳情は委員長の報告のとおり採択さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５７．議案第６７号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第５７、議案第６７号職員団体の登録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。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 
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○市長（白川 博一君）  本日提出いたします追加提出いたしました案件につきましては、担当課

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（深見 忠生君）  小山田総務部長。 

〔総務部長（小山田省三君） 登壇〕 

○総務部長（小山田省三君）  議案第６７号職員団体の登録に関する条例の制定について御説明を

いたします。 

 職員団体の登録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、長崎県市町村公平委員会を共同設置するに当たり、地方公務員法第５３条に基づき

職員団体の登録に関する規定を各共同設置団体がそれぞれ条例で定める必要があるためでござい

ます。 

 次のページをお開き願います。 

 職員団体の登録に関する条例、第１条には目的を掲げております。この条例は、地方公務員法

第５３条第１項、第５項、第６項、第９項及び第１０項の規定に基づき、職員団体の登録に関し

必要な事項を定めることを目的とするといたしております。第５３条でございますけれども、こ

れは職員団体の登録に関する規定でそのものでございます。第２条につきましては登録の申請に

ついて、第３条には登録の通知について、第４条には規約等の変更または解散の届け出について。

それから次のページ、第５条には登録の効力停止及び取り消しの通知について。第６条には公平

委員会規則への委任について。第６条、この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必

要な事項は公平委員会規則で定めるといたしております。 

 附則でございますが、この条例は平成２１年４月１日から施行するといたしております。 

 なぜ今ごろ提案をするのかということでございます。実は本来なら議会開会当初に提出すべき

であったと思いますが、長崎県市町村総合事務組合からの通知が若干おくれて参ったものでござ

いまして、今会期中に追加提案をさしていただいたところでございます。 

 以上で議案第６７号についての説明を終わらせていただきます。 

〔総務部長（小山田省三君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。６番、町田正一議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  今部長が、いみじく述べられたように本来はこれは議会当初にこ

の条例が当然提出されないかんはずなんですよ。僕は予算委員会で説明求めましたけども、一般

会計の予算書の中にこの構成団体と言われてますけど、要するに本年度から壱岐市から、自治労

の県本部に対して１名の専従職員を派遣すると。そのためには、地方公共団体の職員が任命権者、

市長の許可を受けて登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもっぱら従事する
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こと。まあ在籍専従ですね、要するに組合への。組合への在籍専従をこの登録団体が認めないと

認められないと、在籍専従のこれ市長が基本的に許可するようになってます。任命権者が相当と

認める場合には、地方公務員法第５２条の１項、２項、地方公営企業法労働関係法で、市長が任

命権者が相当と認める場合には当該地方公共団体の業務の能率的運営を阻害しない限度で、期間

を定めて在籍専従の許可を与えることができるものというふうになってます。要するに最終的に

は市長がこれは認めろということですよね。この構成団体というのは、連合体の職員団体にあっ

ては構成団体の名称というのは要するに自治労ですよね。職員団体のですね。 

 本年度から壱岐市から１名在籍専従という形で、もちろん在籍専従に当たった職員は、その期

間は退職金の加算もできないし、一切の報酬も受けてならないというふうになってますけれども、

本年度の一般会計の予算書の中ではその１名の共済組合の負担金のほうが雑収入として１００数

十万円たしか入っとります。これもまた非常におかしな話で、予算のほうが先にあって、条例の

ほうが後から提案されるという、本来もうあってはいけない形だと私は思いますが、ちょっと市

長、１点、この任命については市長は許可されてるのかどうか。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  お答えいたします。 

 本案件は、公平委員会４月から新しくできる公平委員会に対する登録の話でございまして、既

にその専従職員は昨年の１０月１日付で許可をいたしております。したがいまして、登録は現在

の長崎県に、３月までは県に委託をしておりますから、県の規則の中で登録をしておるわけです。

ですから、この専従職員の専従許可と本日の公平委員会に対する登録とは別の話でございますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  そしたら、この第２条の第３項にある連合体である職員団体にあ

ったその構成団体の名称というのは、これは何のことですか。 

○議長（深見 忠生君）  小山田総務部長。 

○総務部長（小山田省三君）  これは、議案第８号で御提案をいたしまして今議決をいただいたも

のでございまして、対馬市、壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市及び長崎県市町村総合事務組合

との協議によって、当該６団体で共同して公平委員会を設置する提案を第８号でいたしておると

ころでございます。 

 私の説明が若干悪かったと思いますけれども、これまでは長崎県のほうに公平委員会の事務を

委託をしておりまして、代表団体に条例を置いておけばそれでよしとしておったわけでございま

す。しかしながら、今回６団体で構成をいたします関係でやはり長崎県市町村総合事務組合だけ

の条例ではだめだと。構成団体全部で条例化をしなさいということが大きな理由の一つでござい
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ます。条例の制定が必要な理由は、共同設置した公平委員会の事務の管理、執行に関する法律、

条例、規則等の適用については各共同設置団体の委員会とみなされることになります。そこで、

職員団体の登録については、各共同設置団体がそれぞれ条例を定め、共同設置した公平委員会は

これに基づいて職員団体を登録することとなるため、共同公平委員会の共同設置とあわせて職員

団体の登録に関する条例を制定することが必要であるとされておるところでございます。このこ

とが地方公務員法第５３条の規定そのものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  そうしたら要するに部長の今言われたことをわかりやすく言えば、

壱岐市の場合は単独で公平委員会持っておりませんから、連合体として市町村公平委員会を今組

織してるわけですが、この連合体である３項による職員団体であってはその構成団体の名称とい

うのは、要するに部長の今の答弁では、壱岐市構成委員会と言うことになるわけですか。今さっ

き言った下部組織の６つは全部その構成委員会ということになりますよ。僕が言いたいのは構成

団体は何かと言いよるとよ。自治労だったら自治労でいいとですよ、別に。 

○議長（深見 忠生君）  小山田総務部長。 

○総務部長（小山田省三君）  やはり共同設置する上では、やはりこうした表現の仕方ということ

でモデル条例をいただきましたので、そのような条例を明文化して本日提出をいたしておるとこ

ろでございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員、おわかりいただけましたか。（「わかりません。ちょっとい

いですか、議長、もう１回」）と呼ぶ者あり） 

 ４回目です。特に許可します。町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  いやいやこれは、連合体である職員団体にあっては要するに僕が

聞きよるとはどっちなのかって言いよるとですよ。だから公平委員会はもちろん全部で６つで組

織しとるわけですから、この構成団体というのは壱岐市構成委員会と言う名称でこの構成団体な

るのかということなんですよ。そうじゃなくて、現実には自治労じゃないのかと、その２つを聞

きよるとよ。どっちなのかと。 

○議長（深見 忠生君）  市長、わかりやすく答弁をお願いします。白川市長。 

○市長（白川 博一君）  お答えいたします。構成団体のそれぞれの職員組合であると理解してい

ただきたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑はありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第６７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
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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（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６７号については委員会付託

を省略することに決定しました。 

 これから議案第６７号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから、議案第６７号職員団体の登録に関する条例の制定についてを採決します。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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６７号職員団体の登録に関する条例

の制定については原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５８．議案第６８号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第５８、議案第６８号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例

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。米本市民部長。 

〔市民部長（米本  実君） 登壇〕 

○市民部長（米本  実君）  議案第６８号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正につ

いて御説明を申し上げます。 

 壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日提出

でございます。提案理由でございますが、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、満３歳到達

までの者の医療費の一部負担金無料化を実施することに伴いまして、所用の改正を行うものであ

ります。 

 次のページをお開きをお願いします。 

 壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、現在長崎

県の福祉医療制度にのって実施をしているところでございます。第４条１項中の改正でございま

すが、これは支給に関する規定でございます。内容といたしましては、医療費の保険給付につき

保険給付を受ける者が負担すべき額とされる負担金を支払った場合におきまして、医療給付、付

加給付等がある場合にはその額を控除した額で、現在乳幼児にかかる医療費にあっては、その負

担金の額から保健医療機関ごとに１日につき８００円、１月につき１,６００円を限度として控

除した額を支給することとなっております。今回この現行の規定にただし書きを加えまして、
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３歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者について、診療時間外における外来診療分を除き、

自己負担額を支給しようとするものであります。 

 附則といたしまして、この条例は平成２１年４月１日から施行し、同日以後の診療にかかる医

療費から適用するものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〔市民部長（米本  実君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。２２番、近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  先般、いただきました分の承認事項の中に、外来で平日の診療

時間内という項目があります。しかし今回の条例の中に平日というのがありません。それと①、

３つありますけど毎月の１日が誕生日の人はその前の月の月末でということになりますかね。そ

れと年末も平日がありますよね、例えば２９と３０と３１日とか平日あります。この辺の絡みど

うなるのかと。それと５月の連休、国民の休日に関する規定あたりありますよね。例えば３日と

５日の中間の４日はどうのこうのというのあります。この辺が平日として認識するのかどうか。

以上その４点、要するにこの承認とこの前２、３日前にいただいたの、ちょっと全然違いますけ

ども、何でここまで変わったのかなと気がいたします。 

 以上です。 

○議長（深見 忠生君）  米本市民部長。 

○市民部長（米本  実君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回の診療時間外における外来診療分を除くと申しますのは、診療時間内、外にかかわらず入

院分は対象となるということで、診療時間外における外来診療分という表現にいたしております。

したがいまして、休日等も時間外という取り扱いになります。 

 それから１日生まれの方はということでございますが、満年齢といたしましては前日が満年齢

になりますので、その誕生日の前日の月の月末までを対象とするものでございます。 

 ５月の連休などということでございましたが、年齢のとらえ方といたしましては誕生日の前日

が満年齢になりますので、その月の月末までを対象とするものでございます。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  祝日とか、そういうのは診療時間外というのは認識してますよ。

それは認識してます。平日の話をしてるんです。平日が入ってないということです。要するに市

長、久留米医大で承認事項ここありますよ、私。ここあってそれでなおかつ、その承認に基づい

た改正案もいただいてます。これときょうのと違うやないですか。いいんですか、こういうこと

で、その承認以外のことをこういうふうに勝手に取り決めて。 

 それと、確かに１日は満が月末とわかりますけども、例えば就学なんかは４月１日生まれの人
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は２日とかいうのもあるやないですか。その辺との絡みはどうなるんですか。教育長、その辺は

御認識されとるんでしょ。４月１日生まれの人は２日とかいう話があるやないですか。最初の、

市長。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  お答えします。この記載の仕方でございますけど、内容的には同じ意味

だと思っております。平日の時間内というのは、時間外を除くというのは、平日の時間内なんだ

と。さっき部長も申しましたように、これに入院を入れておりませんでしたので、これは外来の

場合だけを書いておりましたけれども、入院の分を勘案したときにこういう表現になるというこ

とでございますので、文言はちょっと違いますけど、内容的には同じでございますので、御理解

いただきたいと思います。（「１日の件はいいですか、教育長。認識は」と呼ぶ者あり） 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  私、年金の担当しとった関係で、満年齢の話を知っているわけですけど

も、民法に規定されておりますけど、年齢については前日をもって満年齢とすると、こうなって

おるわけです。ですから、例えばこの学年は４月１日の人までが１つ早く学校へ行きます。３月

３１日じゃなくて、４月１日生まれの方。その方は３月３１日で満年齢に達してるもんですから、

早く学年に行くわけです。ですから、あくまで法律的に前日が満年齢でございますので、こうい

う表現で御理解いただきたいと思ってます。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  今、平日の診療分を前もって条文としたんだけど、今回また変

えたと。ここ１日、２日で変えたということですよね。で、その平日の認識です。だから２９、

３０、３１、年末あたりがこれもその平日の中になるのかと。当然銀行なんか平日ですよね。だ

からその辺こうちゃんとしたもんですから、ぴしゃっとその辺もしとかんと、やっぱいろいろ後

でトラブルや何やあるかなと思って今回質問しているわけです。 

 それと５月の、国民の休日とかどうのこうののときもです、平日と呼んで勤務する人もいるわ

けです。その国民の休日からすれば休みですけども、いろんな小規模な会社とかは平日になるわ

けですから、その辺の絡みで要らぬ誤解を招かないように今回ちょっと念を押しよるわけです。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  久留米医大と話したのは、いわゆる平日という話、時間内と話したんで

すけど、私の立場からすれば市民病院だけの話ではないわけです。市内の各開業医の方もいらっ

しゃいます。開業医の方はあるときは極端に言えば、お昼を休みにして時間外、いわゆる普通で

言う時間外を普通の診療時間となさってる方もいらっしゃいます。ですから、それはその病院が、

それぞれの施設がこれが時間内と、自分で定めてある時間ということで御理解いただきたいと思
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います。ですから例えば、休みの日でもあるいは土曜日でも、市民病院は土曜日は時間外です。

しかし他の病院で土曜日を診療時間となさってるところは該当するわけでございますので、そう

いう御理解をしていただきたいと思ってます。 

○議長（深見 忠生君）  ３番、小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  なかなか難しい議案で、条例改正ですけども、これ周知を徹底し

てもらわんと非常に混乱すると思います。それで今、市民病院以外のことも私聞こうと思いよっ

たんですけども、まず、医師会との協議はなさったのか。それと今、市長の口からは出ましたけ

ども、その点もあったわけですね。ですから、一概に平日の時間内は対応しますよ、時間外は対

応せんというのは、文面しかこれ読み取れないわけですよ、普通は。しかし、市長が言われたよ

うに、医療機関ごとにその時間内、時間外の取り扱いが違うと。これは混乱すると思いますね。

例えば江田病院に行った。で、６時半ぐらい連れて行って適用になったと、市民病院にはならな

かったと、これ市民は混乱して怒りますね。で、この時間外、もちろん夜間なんかも対象外です

よね、これは。将来的には、夜間対応もするのかせんのか。それと、その小児科医を標榜してお

るのは、壱岐に何施設あって何人の小児科医がいるのか、わかればお知らせをいただきたいと思

います。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  周知については徹底しなきゃいかんと、これはもうそのとおりでござい

ます。これ、条例を通していただけましたならば、早急に周知を出したい思っております。 

 それと、時間外につきましては、その診療所あるいは病院について、診療時間というのはちゃ

んと書いてありますので、おわかりになると思いますし、まあ、各施設で時間内というのは、お

知らせの中で、それもやっぱり記載しなくてはいけないかなと、今思っているところでございま

す。 

 それから、小児科医としては、今、市民病院と江田医院ではなかろうかと思っております。医

師会につきましては、医師会長にお話に行きましたところ、それはいいことだと、ただし時間内

だということを言われたところでございます。 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  初日に下げられたときが、医局との交渉もまだ未了だったと、そ

の点反省して、まずそっちからやるということで。多分その大きな理由は、この提案理由に基づ

いて施行した場合には、小児科医等の過重労働につながるというようなことも市長の口から言わ

れたと思います。施行するに私は反対じゃなかとですけども、市民病院に関しても、小児科医が

不足しておるんじゃないかと、市民の声があるわけです。物すごくいい先生だと。しかし夜間に

も行くと。夜間勤務があって、また次の日は平常勤務であるということで、小児科医の勤務状況
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を心配する声も多々あるんです。ですから、こういうふうに子育て支援をする一方では、やはり

小児科医の補充も、常勤医師というのはなかなか医師不足で難しいと思いますけども、週に２日

なり３日なり、臨時的にでも小児科医の補充をすべきと。私はこの１,２００万円ですか、もう

条例の可決前に予算を成立しておりますけども、１,２００万円使うならば、小児科医のその複

数体制を市民病院にはぜひ実現するような執行もしてほしいと思うわけです。その点は、市長、

どうですか。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  まず、前段の安易にかかるんじゃないかということもございますが、こ

れは、時間外を除くということで、ある意味時間内に誘導できるんじゃなかろうかという一つの

効果も期待できると思っておるわけです。 

 それから、小児科医をふやすということについてはもちろん必要だとは思っておりますけども、

それは、現実問題はちょっと管理監のほうに答えさせたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  市山病院事業管理監。 

○病院事業管理監（市山 勝彦君）  小金丸議員の質問でございますが、一番医師の確保が難しい

というのは、産婦人科、小児科医、これは全国的に難しゅうございます。それで、私どもも何と

か１人体制ですけども、それをサポートする体制はつくりたいとは考えておりますが、現実問題、

派遣してくれる医局、もしくは壱岐に勤務する医師がおられるかどうか、この現実の部分があろ

うかと思っております。当面は、１人体制で動かざるを得ない状況に置かれてると、こういうふ

うに考えております。 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  この提案理由に基づく市長の実現に向けた姿勢はいいとですけど

も、時間内に誘導できるんじゃないかというような御発言、それは僕は安易な発言と思うとです

ね。子供は時間を選ばんとです、具合が悪くなるのは。だから、近い将来的には２４時間体制で

受診した分についての軽減をする方向で行かんと、何にもならんですよ。平日の時間内といった

ら、保護者は仕事しとるですからねえ。将来的にはぜひそっちの方向に向かっていただきたいと

いうことと、まあ管理監も言われましたけども、こういう提案理由に基づいた根幹は小児科医の

補充が一番安心した子育て状況の環境をつくり出すと思いますんで、あきらめずに、ぜひ小児科

医の補充に取り組んでいただきたいと思います。 

 強く要望したいのは、市長もお認めになりましたけども、広報「いき」等で、わかりやすく、

もう２ページぐらい割いてでも、条例に基づく施策を説明して、特にさっきも問題になっており

ました医療機関ごとの時間内というのを明記して、後で混乱がないように説明をお願いしたいと

思います。 
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 以上で質問を終わります。 

○議長（深見 忠生君）  １３番、鵜瀬和博議員。 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  今回、３歳未満の医療費が軽減されるっていうのは、子を持つ

親として大変ありがたいことではございますが、今回、医療福祉費の支給に関して、従来は、親

が病院に行って、一たんお金を払って、領収書を１カ月分集めて、それを医療福祉費申請書で窓

口で出して、後でそのお金をもらうっていう方法になっておりますが、今回は時間外における外

来診療分を除くということですけども、今回も、おなじ委任払いのシステムでいくおつもりなの

か、そしてまた将来的には償還払い等の窓口での対応を、市長はどのように考えられているのか、

お尋ねをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  議員がおっしゃるように「現物支給」が一番いいわけですね。行って、

一銭も要らんというのが一番いいわけですけど、今、「償還払い」一応払ってから申請をして戻

ってくるという方法をとっております。これにつきましては、私は、もちろん「現物支給」にこ

したことはないと思っておりますけど、これはコンピューターのシステムの問題とか、いろいろ

あるかと思いますけれども、しばらく、今までどおりでいきたいと思っております。 

○議長（深見 忠生君）  鵜瀬議員。 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  まあ、国保の関係等もあるかと思いますけども、やはり、子育

てのしまづくりをされると市長は言われてますので、ぜひそういったところも、長崎県との関係

もあるようでございますので、十分先進地事例を研究されて、よりよい子育て環境のしまづくり

に邁進していただきたいということを申し添えまして、終わります。 

○議長（深見 忠生君）  １番、音嶋正吾議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  各議員からも指摘があっておりますように、あいまいな解釈にな

りがちであろうと思いますので、取り扱い要綱、規則にきちっと定めて、解釈の相違がないよう

にぜひともしていただきたいと思います。小金丸議員からも申されましたように、最終的には、

やはり２４時間体制で取り組めるよう、小児科医の招聘を含めて検討していただきたいというこ

とをお願いをいたします。規則、要綱に定めるか定めないか、そして、きちっとホームページで

見れるように、大きな字体で発信をしていただきたい。市長のちょっと見解を求めます。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  要綱になるか、名前はわかりませんけど、いずれにしましても事務取り

扱いになるかもわかりませんが、その辺は明確にわかるようにいたしたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  ２３番、牧永議員。 

○議員（２３番  牧永  護君）  今回で一度取り下げられて再提案されたわけでございます。医
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局との交渉不足であったという答弁をされたわけでございますけど、市長は当初、就任当時、病

院に乗り込んで話したのは私が最初だというような言葉を言われたわけですね。この１年間の中

で、お聞きしますと、病院の医師関係との話もほとんどなかったというような意見をお聞きしま

すけど、この面も絡めて、その後この１年間において、どのくらい医局とかと話し合いとか会合

をされたのか、非常に最初は物すごう花火がよかったわけでございますけども、後は線香花火と

聞いておりますけど、市長の見解を。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  御批判は甘んじて受けたいと思いますが、院長とは結構話す機会あった

んですけど、なかなか医局の先生方を合わせてお話するというのは正直申し上げて、最初と最近

と２回でございます。確かに、医局の先生方もお忙しいということもございますが、ただいまの

御指摘を真摯に受けとめたいと思っております。 

○議長（深見 忠生君）  牧永議員。 

○議員（２３番  牧永  護君）  今後も、こういう問題は起こり得る可能性がありますので、十

分、回数を、医局、医師が忙しいのか市長が忙しいのかわかりませんけど、そこら辺は時間をつ

くってぜひとも対応していただきたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  １４番、中田議員。 

○議員（１４番  中田 恭一君）  私は、今まで質問を聞いてきておりますが、要望をして終わり

たいと思いますが。前回取り消して今回この議案を上げて提出されたわけですけども、予算委員

会の冒頭のときも説明ありましたが、こういう大きな問題は、委員会とか何とかでもっと深く検

討していただきたいし、予算との整合性もありますし、とにかく議案を引っ込めたり出したりじ

ゃなくて、当初からもう少し横との連携をとってぴしっとした態勢で出してもらわんと。先ほど

の、この前の議案もそうですかねえ。国から今ごろ来たから、はい出しましたといわれても、検

討する暇がないんですよ、時間的にも。この前ありました行政区の問題もそうです。出してみた

り下げてみたり。もう少しぴしっと横の連携をとって、ちゃんとした形で議案を提出していただ

いて、予算の中でなり委員会の中で十分審議ができるように、今後、必ずこういうことがないよ

うにお願いをして、私は終わります。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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６８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〕 
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○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６８号については、委員会付

託を省略することに決定しました。 

 これから、議案第６８号について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから、議案第６８号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正についてを採決しま

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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６８号壱岐市福祉医療費の支給に関

する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。 

 ここで、暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。 

正午休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案審議を続けます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５９．議案第６９号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第５９、議案第６９号勝本総合運動公園の指定管理者の指定

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。小山田総務部長。 

〔総務部長（小山田省三君） 登壇〕 

○総務部長（小山田省三君）  議案第６９号勝本総合運動公園の指定管理者の指定について、御説

明をいたします。 

 下記のとおり、指定管理者を指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。 

 記。１、管理を行わせる公の施設の名称及び所在地、勝本総合運動公園。壱岐市勝本町新城西

触１６４５番地。２、指定管理者となる団体、住所、壱岐市勝本町新城西触１６４５番地。名称、

株式会社壱岐カントリークラブ。代表者名、代表取締役辻川更司。３、指定の期間、平成２１年

４月１日から平成２２年３月３１日までの１年間でございます。 

 提案理由でございますが、勝本総合運動公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第
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２４４条の２第６項により議会の議決を求めるものでございます。 

 ２４４条でございますけれども、これは公の施設の設置・管理及び廃止についての規定でござ

います。なお、これは議案第１８号にも関連するものでございます。 

 以上で、議案第６９号についての説明を終わらせていただきます。 

〔総務部長（小山田省三君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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６９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（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６９号については、委員会付

託を省略することに決定しました。 

 これから、議案第６９号に対する討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから、議案第６９号勝本総合運動公園の指定管理者の指定についてを採決します。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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第６９号勝本総合運動公園の指定管理

者の指定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６０．同意第１号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第６０、同意第１号壱岐市監査委員の選任についてを議題と

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）  同意第１号壱岐市監査委員の選任について。 

 次の者を壱岐市監査委員に選任する。本日の提出でございます。 

 記。住所、壱岐市郷ノ浦町本村触３０４番地。氏名、吉田泰夫。生年月日、昭和２３年１月

２８日。 

 提案理由の御説明でございますけど、本案は、監査委員横山松興氏が、平成２１年３月３１日
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をもって監査委員を辞職されることから、後任として、平成２１年４月１日から吉田泰夫氏を選

任したいので、地方自治法１９６条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、同氏の経歴につきましては、別紙参考を御参照願います。 

 御審議賜りまして、御同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから、同意１号についての質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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。同意第１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（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、同意第１号については、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（深見 忠生君）  討論なしと認め、これで討論を終わり、採決します。この採決は起立に

よって行います。本案はこれに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、同意第１号壱岐市監査委員の選任について

は、同意することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６１．諮問第１号 

日程第６２．諮問第２号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第６１、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について及び

日程第６２、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦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）  諮問第１号及び諮問第２号の提案理由を申し述べます。 

 これは、人権擁護委員の後任候補者を推薦し、法務大臣により委嘱していただく必要があり、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、人権擁護委員の推薦につきまして、議会の意見を求

めるものでございます。 

 諮問第１号につきましては、箱崎本村触の人権擁護委員、濱田正剛氏が、平成２１年６月



- 357 - 

３０日をもって任期が満了となりますので、同氏を引き続き人権擁護委員の候補者として法務大

臣に推薦したいので、提案するものでございます。 

 諮問第２号につきましても、芦辺町深江鶴亀触の人権擁護委員松野美幸氏が、平成２１年６月

３０日をもって任期が満了となりますので、同氏を引き続き人権擁護委員の候補者として法務大

臣に推薦したいので、提案をいたします。 

 なお、各候補者の経歴につきましては、お手元の別紙参考を御参照願います。 

 御審議賜り御了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから、諮問第１号、諮問第２号についての質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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。諮問第１号及び第２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（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、諮問第１号及び諮問第２号について

は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 次に、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてに対する討論を行います。討論ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。この採決は起立によ

って行います。本案はこれを了承することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につ

いては、了承することに決定しました。 

 次に、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてに対する討論を行います。討論ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。この採決は起立によ

って行います。本案はこれを了承することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につ

いては、了承することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６３．発議第１号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第６３、発議第１号「協同出資・協同経営で働く協同組合法

（仮称）」の速やかな制定を求める意見書の提出についてを議題とします。 

 提出議員の趣旨説明を求めます。１４番、中田恭一議員、お願いします。 

〔提出議員（１４番 中田 恭一君） 登壇〕 

○提出議員（１４番  中田 恭一君）  発議第１号、平成２１年３月２６日、壱岐市議会議長深見

忠生様。提出者、市議会議員中田恭一。賛成者、市議会議員町田光浩、同じく田原輝男。 

 「協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書の提出につ

いて。 

 上記の議案を、別紙のとおり壱岐市議会会議規則第１４条の規定により、提出をします。 

 意見書の内容を朗読したいと思います。 

 「協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書（案）。日

本社会における労働環境の大きな変化の波は、働くことに困難を抱える人々を増大させ、社会問

題となってきました。また、２０００年ごろからの急速な構造改革により、経済や雇用、産業や

地方など、さまざまな分野に格差を生じさせました。働く機会が得られないことで、「ワーキン

グプア」、「ネットカフェ難民」、「偽装請負」など、新たな貧困と労働の商品化が広がってい

ます。 

 また、障害を抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない

人々の増大は、日本全体を覆う共通した地域課題です。 

 一方、ＮＰＯや協同組合、ボランティア団体などさまざまな非営利団体は、地域の課題を地域

住民みずから解決することを目指し、事業展開しています。この一つである「協同労働の協同組

合」は「働くこと」を通じて「人と人のつながり」を取り戻し、コミュニティーの再生を目指す

活動を続けており、上記の社会問題解決の手段の一つとして大変注目を集めております。 

 しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であ

り、団体として入札・契約ができないことや社会保障の負担が働く個人にかかるなどの問題があ

ります。既に、欧米では労働者協同組合（ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ）につい

ての法制度が整備されています。日本でも「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが

広がり、１万に及ぶ団体がこの法制度化に賛同し、また国会でも超党派の議員連盟が立ち上がる
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など、法制化の検討が始まりました。 

 雇用・労働の問題と地域活性化の問題は、不離一体です。だれもが「希望と誇りを持って働

く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティーをつくる」、「人とのつながり

や社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、市民事業によ

る市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと、生きることに困難を抱える人々自身

が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。 

 国においても、社会の実情を踏まえ、課題解決の有力な制度として、「協同労働の協同組合

法」の速やかなる制定を求めるものです。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。平成２１年３月２６日。長

崎県壱岐市議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、

経済産業大臣となっております。 

 以上です。 

○議長（深見 忠生君）  これから、発議第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（深見 忠生君）  質疑がありませんので、これで発議第１号に対する質疑を終わります。 

〔提出議員（１４番 中田 恭一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  お諮りします。発議第１号「協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮

称）」の速やかな制定を求める意見書の提出については、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（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、発議第１号は、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（深見 忠生君）  討論なしと認め、これで討論を終わり、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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、発議第１号「協同出資・協同経営で働く協

同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第６４．発議第２号 
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○議長（深見 忠生君）  次に、日程第６４、発議第２号防人の島（国境離島）新法の制定を求め

る意見書の提出についてを議題とします。 

 提出議員の趣旨説明を求めます。２３番、牧永護議員、お願いします。 

〔提出議員（２３番 牧永  護君） 登壇〕 

○議員（２３番  牧永  護君）  まずもって、意見書を提出するに至った理由を申し上げます。 

 国境に近い離島の問題は国土を守る日本全土の問題としてとらえる必要があること。同じ離島

でも内海の離島と外海、国境の離島の役割は重要性が異なります。そのため、平成２４年の離島

振興法の法改正の中に入れるのではなく、新たな法律を制定すべきであること。壱岐も昔から蒙

古軍の襲来などの侵略により、壊滅的な被害を受けた歴史があり、国境離島である。対馬市、五

島市議会でも同様の動きがあり、３市が一体とした運動を進めたいということで、意見書の提出

をしたいと思います。 

 発議第２号。提出者、牧永護。賛成者、鵜瀬和博、同じく瀬戸口和幸。 

 防人の島（国境離島）新法の制定を求める意見書の提出について。 

 上記の議案を別紙のとおり、壱岐市議会会議規則第１４条の規定により提出します。 

 意見書の案を朗読します。 

 防人の島（国境離島）新法の制定を求める意見書（案）。壱岐の島は大陸朝鮮半島と九州北部

の間に位置し、中国の『魏志』倭人伝に一支国として記され、国の特別史跡に指定された、「原

の辻遺跡」からは、一支国の王都として、大陸と日本を結ぶ交易の中継地で栄えた証拠の品々が

数多く出土しています。また、島内には、豪族がつくったとされる数多くの古墳が確認でき、遣

新羅使、遣隋使、遣唐使等の使節が寄港するなど、古代から大陸と日本を結ぶかけ橋として繁栄

した島であります。 

 しかし、国境の島であるがゆえに、刀伊の襲来や、２度にわたる蒙古軍の襲来などの侵略によ

り、島民は壊滅的な被害を受けた悲惨な歴史があります。このように他国の影響を最初に受ける

ため、国益・国防上、非常に重要な位置にあります。 

 これまで壱岐市は、離島というハンデを抱えながらも離島振興法や過疎対策法という国の大き

な制度的支援を受け、道路、港湾、教育・文化施設など生活基盤の整備が計画的に進められてき

ました。また、平成１９年４月２７日に海洋基本法の法制化により、同法第２６条に離島の保全

等が明文化されたことは大変意義深く受けとめています。 

 しかしながら、国境に隣接する離島の現状は厳しく、高齢化の進行や若年層の流出に伴い、人

口の減少に歯どめがかからず、２０３０年の本市の推定人口は現在より３２パーセント減の約

２万１,０００人余りと予想されています。また、基幹産業である農林水産業は長期的低迷から

脱却できず、離島であるがゆえに企業誘致も思うように進まない状況の中で、規制的緩和等によ
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る公共料金の値上げや原油価格の高騰など、民間や一地方自治体では解決できない課題が山積み

しています。このような状況が続けば、住民不在の地域が拡大し、不法入国の可能性が増すなど

我が国の領土保全、ひいては国防にまで甚大な影響が考えられます。 

 よって、国境に隣接する離島の問題を一地方の問題ととらえることなく、日本全土の問題とし

てとらえ、国境の島を守り、活力を与えることは国土を守っていくことに通じるとの観点から、

国境離島地域の問題解決や地域振興に向けた新法の制定を強く望むものであります。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。平成２１年３月２６日。長崎県

壱岐市議会。提出先については、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、国土

大臣です。 

○議長（深見 忠生君）  これから、発議第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（深見 忠生君）  質疑はありませんので、これで発議第２号に対する質疑を終わります。 

〔提出議員（２３番 牧永  護君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）   お諮りします。発議第２号防人の島（国境離島）新法の制定を求める

意見書の提出については、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（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、発議第２号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（深見 忠生君）  討論なしと認め、これで討論を終わり、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（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、発議第２号防人の島（国境離島）新法の制

定を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６５．閉会中の委員会審査・調査の件 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第６５、委員会の閉会中の継続審査・継続調査申し出の件を

議題とします。 

 議会運営委員長、総務文教常任委員長、厚生常任委員長、産業建設常任委員長から委員会の審

査及び調査中の事件について、会議規則第１０４条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中
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の継続審査及び継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。各委員長から申し出のとおり、各委員会の閉会中の継続審査及び継続調査とす

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、委員

会の閉会中の継続審査及び継続調査とすることに決定しました。 

 お諮りします。今定例会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

の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、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。よって、そのように取りはからうことに決定しま

した。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。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）  議会閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 去る３月６日より本日まで２１日間にわたり、本会議並びに委員会を通じまして慎重審議を賜

り、１議案を除き可決御承認を賜りました。議員各位におかれましては、連日にわたる御労苦に

対し、衷心より敬意と感謝の意を表しますとともに、今会期中に賜りました御意見等につきまし

ては、十分尊重し、市政運営に当たる所存でございます。今後とも御指導、御鞭撻を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

 さて、国の景気対策の柱の一つであります定額給付金につきましては、国の関連法案成立後、

直ちに事務を進めてまいりました。現在、３月２３日までに受け付けました申請分９８３件、世

帯申請でございますから、９８３世帯と申し上げたいと思いますが、金額にいたしまして

４,３５７万６,０００円の事務処理が済みまして、このうち、一般銀行、農協、漁協を含めまし

て３,８１８万８,０００円につきましては、３月２７日に振り込みをいたします。郵貯銀行分に

つきましては、同じ手続をいたしますけれども、５３８万８,０００円でございますが、４月

２０日振り込みとなる予定でございます。４,３５７万６,０００円は、９８３世帯で中身の年齢

層等々はまだ把握をしておりませんが、壱岐市の平均が１万６,０００円程度になることから、

２,７００人ぐらいの分じゃなかろうかと推測をいたしておるところでございます。何とか年度

内に支給開始ができましたことを御報告申し上げます。 

 今後とも迅速な事務処理に努めてまいります。市民の皆様には、この定額給付金でプレミア付
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き商品券、さくら商品券を御購入いただきまして、活用いただき、地元商店街の活性化に御協力

いただきたいと思っているところでございます。 

 年度末を迎え、何かと慌ただしい季節となりました。議員の皆様におかれましては、新たな年

度を御健勝にてスタートされますことを心より祈念申し上げまして、簡単でございますがごあい

さつといたします。大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  以上をもちまして、平成２１年度第１回壱岐市議会定例会を閉会いたし

ます。大変お疲れでした。 

午後１時25分閉会 

────────────────────────────── 
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