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平成21年第２回壱岐市議会定例会 会議録目次 
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    （平成２０年）議案第９５号 壱岐市手数料条例の一部改正について ………  ２３ 

  議案説明 

    報告第２号 平成２０年度壱岐市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書の報告 

          について ………………………………………………………………  ２４ 

報告第３号 平成２０年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算の繰越明許 

      費繰越計算書の報告について ………………………………………  ２５ 

報告第４号 平成２０年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越 

      計算書の報告について ………………………………………………  ２５ 
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      算書の報告について …………………………………………………  ２６ 

報告第６号 平成２０年度壱岐市水道事業会計予算の繰越計算書の報告につい 

      て ………………………………………………………………………  ２６ 

議案第７０号 壱岐市附属機関設置条例の一部改正について …………………  ２７ 

議案第７１号 壱岐市道路占用料徴収条例の一部改正について ………………  ２７ 

議案第７２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 ……  ２８ 

議案第７３号 平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第２号） ……………  ２８ 

議案第７４号 平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

       …………………………………………………………………………  ３２ 
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陳情第２号 壱岐市の奨学金貸与制度の改善を求める陳情 ……………………  ３３ 

陳情第３号 高齢者へのタクシー料金助成に関する陳情 ………………………  ３３ 
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  議事日程表（第２号） ……………………………………………………………………  ３５ 
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  議案に対する質疑、報告済 

    報告第２号 平成２０年度壱岐市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書の報告 

          について ………………………………………………………………  ３７ 

    報告第３号 平成２０年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算の繰越明許 

          費繰越計算書の報告について ………………………………………  ３７ 

    報告第４号 平成２０年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越 

          計算書の報告について ………………………………………………  ３７ 

    報告第５号 平成２０年度壱岐市下水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越計 

          算書の報告について …………………………………………………  ３７ 

    報告第６号 平成２０年度壱岐市水道事業会計予算の繰越計算書の報告につい 

          て ………………………………………………………………………  ３７ 

  議案に対する質疑 

    議案第７０号 壱岐市附属機関設置条例の一部改正について …………………  ３８ 

    議案第７１号 壱岐市道路占用料徴収条例の一部改正について ………………  ３９ 

    議案第７２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 ……  ４０ 

    議案第７３号 平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第２号） ……………  ４０ 

    議案第７４号 平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

           …………………………………………………………………………  ５４ 

  委員会付託（議案） ………………………………………………………………………  ５５ 

  予算特別委員会の設置 ……………………………………………………………………  ５５ 

    陳情第２号 壱岐市の奨学金貸与制度の改善を求める陳情 ……………………  ５６ 

    陳情第３号 高齢者へのタクシー料金助成に関する陳情 ………………………  ５６ 

  委員会付託（陳情） ………………………………………………………………………  ５７ 

  追加議案審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、承認） 

    承認第７号 壱岐市職員の給与に関する条例等の一部改正についての専決処分 

          を報告し、承認を求めることについて ……………………………  ５７ 
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  追加議案に対する質疑（説明、質疑、委員会付託） 

    議案第７５号 八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約の締結につい 

           て ……………………………………………………………………  ５９ 

    議案第７６号 諸津漁港竹ノ浦防波堤（改良）工事請負契約の締結について 

           …………………………………………………………………………  ６０ 

 

第３日（６月９日 火曜日） 

  議事日程表（第３号） ……………………………………………………………………  ６３ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………  ６３ 

  一般質問 ……………………………………………………………………………………  ６４ 

     ８番 市山 和幸 議員 …………………………………………………………  ６４ 

     ９番 田原 輝男 議員 …………………………………………………………  ７１ 

    １０番 豊坂 敏文 議員 …………………………………………………………  ７８ 

     １番 音嶋 正吾 議員 …………………………………………………………  ８５ 

    ２２番 近藤 団一 議員 …………………………………………………………  ９５ 

    １３番 鵜瀬 和博 議員 ………………………………………………………… １０７ 

 

第４日（６月１０日 水曜日） 

  議事日程表（第４号） …………………………………………………………………… １２１ 

  出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… １２１ 

  一般質問 …………………………………………………………………………………… １２２ 

     ７番 今西 菊乃 議員 ………………………………………………………… １２２ 

    ２１番 市山  繁 議員 ………………………………………………………… １３６ 

    １８番 久間 初子 議員 ………………………………………………………… １４９ 

  会議録署名議員の追加指名 ……………………………………………………………… １６３ 

    １２番 中村出征雄 議員 ………………………………………………………… １６３ 

     ６番 町田 正一 議員 ………………………………………………………… １７３ 

 

第５日（６月１６日 火曜日） 

  議事日程表（第５号） …………………………………………………………………… １８１ 

  出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… １８１ 

  委員長報告、委員長に対する質疑 ……………………………………………………… １８３ 
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  討論、採決 

    議案第７０号 壱岐市附属機関設置条例の一部改正について ………………… １８５ 

    議案第７１号 壱岐市道路占用料徴収条例の一部改正について ……………… １８５ 

    議案第７２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 …… １８６ 

    議案第７３号 平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第２号） …………… １８６ 

    議案第７４号 平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

           ………………………………………………………………………… １８６ 

    議案第７５号 八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約の締結について 

           ………………………………………………………………………… １８７ 

    議案第７６号 諸津漁港竹ノ浦防波堤（改良）工事請負契約の締結について  

           ………………………………………………………………………… １８７ 

    陳情第２号 壱岐市の奨学金貸与制度の改善を求める陳情 …………………… １８７ 

         賛成討論 １番 音嶋 正吾 議員 

         反対討論 ２番 町田 光浩 議員 

         賛成討論 ９番 田原 輝男 議員 

    陳情第３号 高齢者へのタクシー料金助成に関する陳情 ……………………… １９０ 

  追加議案の審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決） 

    諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について ……………………………… １９１ 

    諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について ……………………………… １９２ 

  閉会中の委員会継続調査の件 …………………………………………………………… １９３ 

  市長の挨拶 ………………………………………………………………………………… １９３ 

  閉 会 ……………………………………………………………………………………… １９４ 

  資料 

    閉会中委員会継続調査申し出の件 ………………………………………………… １９７ 


