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

平成17年第４回臨時会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第１日） 

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

議事日程（第１号） 

                         平成17年11月22日 午後１時30分開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
７番 今西 菊乃 

８番 市山 和幸 

日程第２ 会期の決定 １日間 決定 

日程第３ 議案第98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 

総務部長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第４ 議案第99号 
平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第

５号） 

財政課長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第５ 議案第100号 
平成１７年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号） 

財政課長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第６ 議案第101号 
平成１７年度壱岐市老人保健特別会計補正

予算（第１号） 

財政課長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第７ 議案第102号 
平成１７年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第４号） 

財政課長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第８ 議案第103号 
平成１７年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第３号） 

財政課長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第９ 議案第104号 
平成１７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） 

財政課長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第10 議案第105号 
平成１７年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第３号） 

財政課長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第11 議案第106号 
平成１７年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第２号） 

財政課長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第12 議案第107号 
平成１７年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第３号） 

市民病院事務長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第13 議案第108号 
平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第３号） 

水道課長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

日程第14 議案第109号 
壱岐市勝本町自給肥料供給センターバキュー

ム車購入契約の締結について 

市民生活部長 説明 

委員会付託 省略 

本会議・承認 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第１号に同じ） 
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────────────────────────────── 

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 

19番 倉元 強弘君       20番 瀬戸口和幸君 

22番 近藤 団一君       23番 牧永  護君 

24番 赤木 英機君       25番 小園 寛昭君 

26番 深見 忠生君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

21番 市山  繁君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長  川富兵右ェ門君  事務局次長 山川 英敏君 

事務局係長 瀬口 卓也君   事務局書記 松永 隆次君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 長田  徹君  助役 …………………… 澤木 満義君 

収入役 ………………… 布川 昌敏君  教育長 ………………… 須藤 正人君 

総務部長 ……………… 松本 陽治君  市民生活部長 ………… 山本 善勝君 

産業経済部長 ………… 喜多 丈美君  建設部長 ……………… （ 欠 席 ） 

消防本部消防長 ……… 山川  明君  郷ノ浦支所長 ………… 鳥巣  修君 

勝本支所長 …………… 米本  実君  芦辺支所長 …………… 久田 昭生君 
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石田支所長 …………… 瀬戸口幸孝君                     

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………… 吉富 一敬君 

総務課長 ……………… 堤  賢治君  財政課長 ……………… 久田 賢一君 

水道課長 ……………… 松本 徳博君  市民病院事務長 ……… 牟田 数徳君 

────────────────────────────── 

午後１時30分開会 

○議長（深見 忠生君）  皆さん、こんにちは。 

 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。ただいまから平成１７年度第

４回壱岐市議会臨時議会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時議会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、今西菊乃議員及び

８番、市山和幸議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（深見 忠生君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本臨時議会の会期は本日１日としたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「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、本臨時会の会期は本日１日と決定し

ました。 

 本臨時会の招集に当たり、市長よりあいさつの申し出がありますので、これを許します。長田

市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  本日は、平成１７年第４回市議会臨時会を招集いたしましたところ議員

の皆様方には御多忙のところ御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 ９月議会で附帯意見をいただいておりました原の辻遺跡博物館建設の件につきましては、議員

皆様方に同意をいただくべく鋭意努力をいたしているところでございます。１２月議会定例会会

期中には結論を出したいと、このように考えております。 

 さて、本臨時議会において御審議をお願いいたします議案は、議案第９８号壱岐市職員の給与
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に関する条例等の一部を改正する条例と、それに関係する一般会計、特別会計等の補正予算

１０件及び議案第１０９号壱岐市勝本町自給肥料供給センターバキューム車購入契約の計１２件

でございます。慎重に御審議の上、適正なる御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、あいさつといたします。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第９８号～日程第１４．議案第１０９号 

○議長（深見 忠生君）  日程第３、議案第９８号壱岐市職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついてから日程第１４、議案第１０９号壱岐市勝本町自給肥料供給センターバキューム車購入契

約の締結についてまで、１２件を議題とします。 

 ただいま上程しました議案について、提案理由の説明を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  説明は、担当部課長にさせます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  総務部長。 

〔総務部長（松本 陽治君） 登壇〕 

○総務部長（松本 陽治君）  議案第９８号について御説明を申し上げます。 

 壱岐市職員の給与に関する条例等の一部改正について、壱岐市職員の給与に関する条例等の一

部を別紙のとおり改正する。平成１７年１１月２２日提出、壱岐市長。 

 提案の理由でございますが、平成１７年度の国家公務員の給与につきましては人事院勧告に基

づき改定がなされますので、本市の職員の給与についても国家公務員の給与改定に準じて改定を

行うものでございますが、施行期日を１２月１日とする必要がございますので、臨時議会をお願

いをいたしたところでございます。 

 １ページ、おあけをいただきたいと思います。壱岐市職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例、壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第１条の内容でございます

が、第１条の中の第１１条は扶養手当の条項でございます。配偶者に対する手当を５００円引き

下げて、月額１万３,０００円に改めるものでございます。 

 第３３条は、勤勉手当の条項でございます。支給率を、平成１７年１２月分について

０.０５月増の１００分の７５に改めるものでございます。別表第１から第４につきましては、

給料表の全俸給月額を０.３％引き下げることとなります。 

 次のページ、お願いいたします。次に、第２条でございますが、第２条の中の第３３条は勤勉

手当の条項で、第１条で改めるといたしました勤勉手当の支給率を「１００分の７５」から
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「１００分の７２.５」に改めるもので、本条例の附則、施行期日の第１項のただし書きで、こ

の第２条については平成１８年４月１日から施行するといたしております。したがいまして、勤

勉手当の支給率は、１８年度から６月、１２月とも１００分の７２.５になってまいります。 

 第３条壱岐市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正、第４条壱岐市長、助役

及び収入役の給与に関する条例の一部改正、第５条教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他

の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、議会議員及び市長等四役の１２月の期末手

当の支給率を改定をするもので、それぞれ０.０５月増の１００分の１７５に改めるものでござ

います。 

 次に、附則でございますが、附則第１項施行期日につきましては、この条例は１２月１日から

施行するということになります。ただし書きで、第２条の勤勉手当については平成１８年４月

１日施行となります。 

 それから、第５項につきましては、平成１７年１２月に支給する期末手当に関する特例措置で

ございまして、今年４月から１１月までの給料、手当等の合計額から０.３６％の引き下げ、さ

らに、６月に支給された期末勤勉手当についても０.３６％引き下げるということになりますの

で、それらを１２月の期末手当から差し引くというものでございます。 

 以上、第９８号についての説明を終わります。 

〔総務部長（松本 陽治君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  財政課長。 

〔財政課長（久田 賢一君） 登壇〕 

○財政課長（久田 賢一君）  議案第９９号について御説明申し上げます。 

 平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）でございます。歳入歳出予算の補正で、歳入

歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９４万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２２１億３４５万７,０００円とします。 

 次に、３ページをお開き願います。第１表の歳入でございます。今回の給与改定に伴います補

正財源といたしまして、普通交付税を２９４万３,０００円減額をいたしております。 

 次のページをお開き願います。歳出でございます。今回の給与改定によりまして、三役、教育

長、議員、一般職員、嘱託職員の人件費の補正を行っております。それから、職員の異動に伴う

ものにつきましても今回あわせて行っておるところでございます。その詳細につきましては、給

与費明細書のところで説明をいたしますので、４０ページをお開き願います。 

 給与費明細書の１、特別職でございます。一番下のところの比較のところでございますが、今

回の改定によりまして、長等、これは三役でございますが、三役の期末手当が１１万６,０００円

の増、それから、共済費が１万１,０００円の増で、長等で１２万７,０００円の増となっており
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ます。議員につきましても期末手当の増額で２７万５,０００円でございます。特別職の合計で

４０万２,０００円の増額となっております。 

 ４１ページ、一般職員の（１）総括でございます。給料が職員４３６名分で１６１万円の減額、

職員手当につきましては１８９万９,０００円の増額となっておりますが、その明細につきまし

ては下の表のとおりでございます。特にその中で、一番下の表でございますが、期末手当の減額

が６２９万３,０００円、勤勉手当の増額が７５０万２,０００円となっております。 

 給与費の合計で２８万９,０００円の増、それから、共済費が８万１,０００円の増で、合計で

３７万円の増額となっております。 

 以上で、一般会計を終わります。 

 次に、議案第１００号について御説明申し上げます。 

 平成１７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、歳入歳出予算の補正で、

事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３６億２,９００万５,０００円、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ１４万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

６,２８４万７,０００円とします。 

 次のページをお開き願います。第１表歳入、これは事業勘定の分でございますが、補正財源と

いたしまして、一般会計の繰入金を２万９,０００円追加をいたしております。 

 次のページ、歳出で、総務管理費の、これは人件費の分でございますが、嘱託職員の報酬を

１万２,０００円減額し、労働保険料を４万１,０００円追加をいたしております。 

 次のページをお開き願います。第１表歳入で、これは診療施設勘定の分でございますが、補正

財源といたしまして、老人保健診療収入を１４万５,０００円減額をいたしております。 

 次のページ、歳出でございますが、一般職員２名分の給料、それから、職員手当、共済費を減

額をいたしております。 

 次に、老人保健特別会計予算について御説明いたします。 

 議案第１０１号平成１７年度壱岐市老人保健特別会計補正予算（第１号）、歳入歳出予算の補

正で、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１万４,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４２億４,０７６万円とします。 

 次のページをお開き願います。第１表歳入で、補正財源といたしまして一般会計の繰入金を

１万４,０００円追加をいたしております。 

 次のページの歳出でございます。これは、嘱託職員の報酬を７,０００円減額をし、社会保険

料を１,０００円、労働保険料を２万円追加をいたしております。 

 次に、議案の１０２号でございます。平成１７年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第
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４号）、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７５万４,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億２,３４３万３,０００円とします。 

 次のページをお開き願います。第１表歳入で、補正財源といたしまして一般会計の繰入金を

１７５万４,０００円減額をいたしております。 

 次のページ、歳出でございますが、一般職員の給料、職員手当、共済費を１７５万４,０００円

減額をいたしております。 

 次に、議案第１０３号について御説明申し上げます。 

 平成１７年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）、歳入歳出予算の補正で、歳入歳

出予算の総額から歳入歳出それぞれ８万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ９億５０万７,０００円とします。 

 次のページをお開き願います。第１表歳入でございます。補正財源といたしまして、一般会計

の繰入金を８万７,０００円減額をいたしております。 

 次に、歳出でございますが、下水道事業費の施設整備費、漁業集落排水整備事業費の施設整備

費の人件費の分でございます。給料、職員手当、共済費を減額をいたしております。 

 次に、議案第１０４号について御説明いたします。 

 平成１７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）、歳入歳出予算の補

正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４億５,９９４万４,０００円とします。 

 次のページをお開き願います。第１表歳入で、補正財源といたしまして介護給付費収入を

１５万８,０００円減額をいたしております。 

 次のページの歳出でございますが、介護サービス事業費の中の人件費につきまして、それぞれ

施設介護サービス事業費、通所介護サービス事業費、居宅介護サービス事業費につきまして減額

をいたしております。 

 次に、議案第１０５号について御説明いたします。 

 平成１７年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第３号）、歳入歳出予算の補正で、歳入

歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１億９８０万８,０００円とします。 

 次のページをお開き願います。第１表歳入で、補正財源として一般会計繰入金を１１万

２,０００円減額をいたしております。 

 次のページ、歳出でございますが、運航費の運航管理費の人件費を１１万２,０００円減額を

いたしております。 

 次は、議案第１０６号について御説明いたします。 
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 平成１７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第２号）でございます。金額の補正はご

ざいませんが、嘱託職員の人件費を２万４,０００円減額をいたしております。その減額したも

のにつきまして、燃料費が高騰いたしておりますので、燃料費の方へ２万４,０００円追加をい

たしておりまして、金額の補正はございません。 

 以上で、説明を終わります。 

〔財政課長（久田 賢一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  病院事務長。 

〔市民病院事務長（牟田 数徳君） 登壇〕 

○市民病院事務長（牟田 数徳君）  議案第１０７号平成１７年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第３号）について説明をいたします。 

 第１条、平成１７年度壱岐市病院事業会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。 

 第２条、平成１７年度壱岐市病院事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正をいたします。収入の壱岐市民病院事業収益を４,８３２万３,０００円の減額で

ございます。第２款のかたばる病院事業収益を１,１３８万５,０００円の減額でございます。支

出の壱岐市民病院事業費用を４,８３２万３,０００円の減額でございます。かたばる病院事業費

用を１,１３８万５,０００円の減額をいたしております。 

 第３条、予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。市民病院事業の職員給与費を

４,８３７万６,０００円の減額でございます。かたばる病院事業の職員給与費を１,７１１万

２,０００円の減額でございます。平成１７年１１月２２日提出、壱岐市長。 

 次に、４ページをお開きを願います。平成１７年度壱岐市壱岐市民病院事業会計補正予算（第

３号）実施計画書の収益的収入及び支出の収入でございますが、壱岐市民病院事業収益補正予定

額が４,８３２万３,０００円の減額でございます。医業収益のうち入院収益で４,３７５万

２,０００円の減でございます。医業外収益のうち負担金、交付金で４５７万１,０００円の減額

でございます。 

 支出でございますが、壱岐市民病院事業費用の補正予定額が４,８３２万３,０００円の減額で、

医業費用のうち給与費で４,８３７万６,０００円の減でございます。予備費で５万３,０００円

の増でございます。 

 次に、６ページをお開きをお願いいたします。給与費明細書でございます。職員数の比較のと

ころで９名の減につきましては、職員９名の減でございますが、当初、正規職員の雇用計画をい

たしておりましたが、医師２名を嘱託採用いたしておりましたことによる２名減と、薬剤師１名、

臨床心理士１名、看護師５名の不採用ということにいたしております。 

 先ほど申しましたように、合計の報酬の部分が４,３７８万４,０００円の増でございますが、
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嘱託職員の分がここに入ってきておるわけでございます。給料で４,５３６万８,０００円の減、

賃金で１,１２０万７,０００円の増、手当で４,６２６万９,０００円の減、計で３,６６４万

６,０００円と法定福利費の１,１７３万の減を合計いたしまして、減額合計が４,８３７万

６,０００円となっております。 

 次の７ページにつきましては、この説明になっております。 

 次に、８、９ページをお開きをお願いいたします。平成１７年度の壱岐市壱岐市民病院事業会

計予算貸借対照表につきましては変動がありませんので、病院の分については、これで終わらせ

ていただきます。 

 次の１０ページをお開きをいただきたいと思います。平成１７年度壱岐市かたばる病院事業会

計補正予算（第３号）実施計画書の収益的収入及び支出の収入でございますが、かたばる病院事

業収益、補正額が１,１３８万５,０００円の減でございます。医業収益のうち入院収益で

９０３万２,０００円の減でございます。その他医業収益で２３５万３,０００円の減でございま

す。 

 支出でございますが、かたばる病院事業費用の補正額が１,１３８万５,０００円の減額となっ

ております。医業費用のうち給与費で１,７１１万２,０００円の減でございます。経費で

３７５万１,０００円の増でございます。特別損失で４７万円の増となっております。予備費で

１５０万６,０００円の増となっております。 

 次に、１２ページをお開きをお願いいたしたいと思います。給与費明細書でございますが、増

減はあっておりません。内容につきましては、右の欄の人件費の見直しの分でございます。 

 １４ページをお開きをいただきたいと思います。これにつきましても変動はいたしておりませ

ん。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

〔市民病院事務長（牟田 数徳君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  水道課長。 

〔水道課長（松本 徳博君） 登壇〕 

○水道課長（松本 徳博君）  議案第１０８号平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算（第

３号）について御説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。議案第１０８号平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算（第

３号）、総則第１条、平成１７年度壱岐市水道事業会計の補正予算（第３号）は次に定めるとこ

ろによる。収益的収入及び支出第２条、予算第３条の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 支出でございますが、２,０００円の減額をいたしております。議会の議決を得なければ流用

することができない経費、第３条、予算第５条に定めた経費の金額を次のように改める。支出の
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職員給与費の２,０００円の減額をいたしております。平成１７年１１月２２日提出、壱岐市長。 

 ３ページをお願いいたします。補正予算（第３号）に関する説明書でございますが、４ページ

に平成１７年度壱岐市水道事業会計予算実施計画補正（第３号）の収益的支出につきまして記載

いたしております。５ページに、平成１７年度壱岐市水道事業会計資金計画補正（第３号）を記

載しております。６ページ、７ページに給与明細書を記載しております。８ページ、９ページに

平成１７年度壱岐市水道事業予定貸借対照表を記載しております。 

 次に、１０ページをお願いいたします。収益的支出の支出といたしまして、３目の総係費

２,０００円を減額いたしております。内容につきましては、給与改定に伴いまして給料等の改

定を行うものでございます。 

 以上で、平成１７年度水道事業会計補正予算（第３号）の説明を終わります。 

〔水道課長（松本 徳博君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  市民生活部長。 

〔市民生活部長（山本 善勝君）  登壇〕 

○市民生活部長（山本 善勝君）  議案第１０９号について御説明申し上げます。 

 壱岐市勝本町自給肥料供給センターバキューム車購入契約の締結について、壱岐市勝本町自給

肥料供給センターバキューム車購入契約を下記のとおり締結するため、地方自治法９６条第１項

第８号の規定により議会の議決を求める。平成１７年１１月２２日提出、壱岐市長。 

 品名、壱岐市本町自給肥料供給センターバキューム車、契約の方法、指名競争入札、契約金額

３,０２７万１,５００円、契約の相手方、壱岐市郷ノ浦町東触８０１番地の２、東和自動車株式

会社代表取締役辻川正人。 

 提案の理由でございます。壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を経る必要があります。 

 次のページをお開き願います。資料の説明を申し上げます。品名、壱岐市勝本町自給肥料供給

センターバキューム車、散布用バキューム車３台、散布収集用バキューム車１台でございます。

車種等については仕様書で指定しております。なお、メーカーの指定はありません。 

 液肥についてのバキューム車３台、これは２トン車の四駆で、エンジン１３０馬力以上、積載

タンクの容量は１.８キロリットルといたしております。 

 次に、家畜用の散布収集用バキューム車１台でございますが、これも同じく２トン車、四駆で

ございます。エンジン１３０馬力以上、タンク容量１.８キロリットル、上の散布用と同じでご

ざいます。同じ仕様でございますが、蓄尿用の散布収集用のバキューム車１台につきましては、

散布関連ホース以外に、吸入ホース２本、散布吸入切りかえ装置の設置を条件といたしておりま

す。 
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 納期でございますが、平成１８年２月２８日としております。 

 入札状況は以下のとおりであります。 

 以上で、説明を終わります。 

〔市民生活部長（山本 善勝君）  降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  説明が終わりましたので、議案の調査、研究のため、しばらく休憩いた

します。 

午後２時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時15分再開 

○議長（深見 忠生君）  再開します。 

 これから質疑を行います。 

 日程第３、議案第９８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）  質疑がないようですので、議案第９８号についての質疑を終わります。 

 次に、日程第４、議案第９９号平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）から日程第

１３、議案第１０８号平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算（第３号）まで一括して質疑を

行います。質疑ありませんか。６番、町田正一議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  議案９９号の補正予算のページ、５ページですか、減額の主なも

のが、１番、この社会教育費の４０万９,０００円があるんですが、これの明細について御説明

願いたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  財政課長。 

○財政課長（久田 賢一君）  町田議員の質問にお答えいたします。 

 予算書の３６、３７ページが１０款５項の社会教育費の事項別明細書でございます。その中で、

まず社会教育総務費の中で、嘱託職員の報酬、それから、一般職員の人件費の減額が３万

７,０００円、それから、公民館費で、ここでも嘱託職員、一般職員の給与の増減をいたしてお

ります。 

 それから、図書館費の方では、嘱託職員の報酬の減額、それから、文化財保護費では、嘱託職

員、それから、一般職員の人件費の減額でございます。 

 それと、１０款５項６目の文化財保護費の３９９万６,０００円減額をいたしております。そ

この中に、一般職員が１人特別会計と組み替えをいたしておりますので、給料、職員手当、共済

費の額が大きい減額となっております。 
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 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑ございませんか。２２番、近藤議員。 

○議員（２２番 近藤 団一君）  １０７号、６ページ、給与費明細書の下なんですが、管理職手

等、一般会計の中がほとんど増額で１,０００円とか３,０００円とかなっているんですが、特別

に２８０万円とか金額がアップになっているんですが、何か特別な理由とかあるんでしょうか。

その辺の説明をお願いいたします。 

○議長（深見 忠生君）  病院事務長。 

○市民病院事務長（牟田 数徳君）  近藤議員様の質問にお答えいたします。 

 この増額につきましては、看護師を管理職にいたしました関係で、その分が増となっておりま

す。（「何名ですか」と呼ぶ者あり）６名です。看護師長に任用いたしておりますので。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番 近藤 団一君）  その６名を看護師を看護師長にした、その辺のいきさつとか理

由とか特別なものがあるんですか。 

○議長（深見 忠生君）  事務長。 

○市民病院事務長（牟田 数徳君）  １病棟を看護師が任されておることにつきましては、いろい

ろな責任等々も伴ってくるわけでございまして、そうした中で、他の病院につきましても師長等

については管理職というふうで、また、先生方も、そういうふうに１病棟を任されておる人につ

いては、そうした責任が伴いますので、それと同等の給与も支給すべきじゃないかというような

こともありまして、院内で検討をした結果、管理職として登用をいたしておるわけでございます。

（「終わります」と呼ぶ者あり） 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。１番、音嶋議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  議案１０７号の第１ページ目、当初の収益から見るとマイナス補

正をしてあります。このマイナス補正を余儀なくされる原因は何があるとお考えでしょうか。病

院事務長の見解を聞きたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  病院事務長。 

○市民病院事務長（牟田 数徳君）  音嶋議員さんの質問にお答えをします。 

 御指摘のように、当初は、入院につきましては１７５名を見ておりました。今までの経過の中

で、１７５名は当初見込んだとおりにはなっておらないのは事実でございます。先生方も充実を

していただいておりますし、９月から外科の先生も１人入られたわけでございますので、今後頑

張っていただきまして、より目標に近づけたいと思っておりますけれども、これらについては厳

しい現況にあるのも事実でございますが。 

 冬場につきましても、いろいろインフルエンザ等々の発生とか、いろいろな話もあっておりま
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すけれども、それがいいわけじゃございませんけれども、患者さんをどうしたら確保すればいい

かという問題も抱えながら、目標を持って少しでも近づけたいというふうに考えております。今

のところ目標には達しておりません。それは事実でございます。今後頑張っていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  音嶋議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  御指摘のように、ひとつお願いをいたしたいと思います。そして、

市民病院が市民から信頼される医療機関として成長することを期待をいたしておりますので、事

務長、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（深見 忠生君）  事務長。 

○市民病院事務長（牟田 数徳君）  ただいま言われましたことにつきましては、職員もみんなそ

ういうところで一丸となって頑張っております。今後ともそうした体制で頑張っていきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。６番、町田正一議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  ちょっと幾つかお尋ねしたいことがあるんですが、今質問された

病院事業会計補正予算についてまず、先ほど聞いたら、もちろん厚生委員会でも、患者、外来数

等の変遷というのは私どもも聞いているわけで、８月ぐらいからは前年度よりも非常に多くなっ

てきているということで、当初の病院移設に伴う困難の中で入院患者が減少したということは理

解しております。 

 ただ、ちょっと、よく私わからないんですが、今回については補正で減額、収益事業について

補正で減額されているわけですが、それの穴埋めというような形に、この人員の減とかいうのは、

人件費が大体同じような金額減少しとるわけなんですけども、これが、基本的に僕は、病院の入

院患者の減少額と補正、これと人件費が減るというのが大体同じぐらいの金額になるとは、本来

別な話なんで。 

 さっき聞いたら、看護師が５名減少したとか、臨床検査技師が１名その分の人件費が要らんよ

うになったとか言われましたけれども、本来確保すべき医療スタッフの分まで赤字がふえるから、

その分を減額したんじゃないかというちょっと心配しとるんですが、その面についてまず第１点。 

 それから、２番目に下水道事業特別会計、この会計の分でありませんが、市長、郷ノ浦の下水

道事業の１５万円の返還について、たしか前回、９月、１０月ぐらいにはそれについて結論を出

すと、議会に報告するというふうに市長はたしか答弁されたんですが、それについて市長は、今

度の１２月の議会でそれを出されるのかどうか、それが２点目。 

 それから、ついでに、昨年度あった前納報奨金について、私は廃止大賛成なんで、ぜひ、来年
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の３月の定例議会では前納報奨金の廃止については打ち出してもらいたいと思うんですが、その

決意があるかどうか、その予定があるかどうか、以上３点、お答え願いたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  病院事務長。 

○市民病院事務長（牟田 数徳君）  先ほど人員のことを町田議員さんから御質問でございますが、

お答えいたします。 

 看護師等につきましては、先般、ハローワークを通じまして募集をいたしておりました。

１０月１日から３名の雇用を臨時でしておるわけでございます。その後も継続をしまして申し込

みをいたしておりますけれども、時期的に、看護師さんがおられるわけでしょうけれども、こち

らの方になかなかお帰りになるあれがございませんで、今のところは、あと５名につきましては

不補充というようなことをいたしております。 

 それと、臨床心理士さん、この件でございますけど、この方たちはずっと募集を継続をいたし

ておりますけれども、いまだ応募があっておりませんので、来年にも向けて引き続き確保の努力

をいたしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員、前納報奨金と、それから、下水道の関係については議題外で

すから。（「いやいや、議題外と思いません。こんなものは、別に議会で必要なことを質問して

いるわけですから、議題外も何も、それはぜひ私は答えてもらいたいと思います」と呼ぶ者あ

り）後ではできないですか。（「じゃ、議案最後に別に質問してもいいです。以上については」

と呼ぶ者あり）そういうことでひとつお願いをします。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、議案第９９号から議案第１０８号まで質疑を

終わります。 

 次に、日程第１４、議案第１０９号壱岐市勝本町自給肥料供給センターバキューム車購入契約

の締結について質疑を行います。質疑ありませんか。２４番、赤木英機議員。 

○議員（２４番 赤木 英機君）  私、素人でございまして、ちょっとお聞きしたいんですが、こ

のバキューム車の散布用３台、それと散布収集用ですが、この散布用というのは散布専門のやつ

ですか。本来ですと、収集もできて散布も両方かなえたのがあるわけですが、その点。 

○議長（深見 忠生君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（山本 善勝君）  赤木議員の御質問にお答えいたします。 

 この３台でございます。し尿につきましては、収集につきましては民間の方がやっていただき

ますので、この３台については散布のみでございます。 
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 次に、１台あります家畜の蓄尿でございますが、これは、まず収集して、そして散布、１台に

ついては兼用ということでございます。 

○議長（深見 忠生君）  赤木議員。 

○議員（２４番 赤木 英機君）  それは、私が申し上げるのは、収集というのは、一般の人はそ

れはできないわけです。あれは民間がされたもんですから、家畜の方を１台だけで、本来ですと、

その家畜の方、収集もできて散布できるわけです。そしたら、この機種は、散布される場合、例

えば、センターからは結局、どのようにして、移しかえるか何か、そういう方法か何かされるわ

けです。 

○議長（深見 忠生君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（山本 善勝君）  ４台大体は同じ機種、同じ型になるかと思いますが、蓄尿の散

布収集用につきましては散布吸入切りかえ装置がついております。これだけが１台についてはつ

いておる関係で、散布と吸入ができるかと思います。（発言する者あり）よって、１台だけで蓄

尿については収集を行うというものでございます。 

 なお、この１台という計画でございますが、蓄尿の収集計画によりまして、一番収集の多い

１２月、２３０トンを最大収集量と見込んで一応計画して、大体１日に５０分所要時間を見て大

体１０回ぐらい収集、それから、散布ができるものと思っております。 

○議長（深見 忠生君）  赤木議員。 

○議員（２４番 赤木 英機君）  私が申し上げたいのは、これ４台、もちろん１台と３台あるわ

けですが、その両方兼ね合わせればこんな台数が要らんかったちゃなかろうかという気もいたし

てお聞きいたしてますし、そして、この散布はホースで人が散布されるものか、もしくは、四駆

ですと、そのまま田んぼに後ろから散布、ばっとまかれるものでしょうか。どちらの方法でしょ

うか。 

○議長（深見 忠生君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（山本 善勝君）  仰せのとおり四駆でございますので、田んぼに入って、ホース

をそれぞれ５０メーターものとか３０メーターものそれぞれ準備をいたしますので、それによっ

てまくものでございますが。 

 その４台というのは、一応、液肥につきましては、１０月に、施肥計画量によりまして大体

１,３５０トンを一応最高といたしております。それを１日に１台で１０回、最高で、散布した

ときにどうなるかという計算いたしまして３台という数字。それから、蓄尿につきましては、先

ほど申し上げました１２月の１台が２３０トンが最大ということで、１台、そして４台というこ

とで一応算出をいたしております。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 
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○議員（２２番 近藤 団一君）  今の関連ですけども、常識の範囲で、要するに散布用だけとい

うことは、上から入れて地上で落としてもいいわけです。そしたら、何も察するにバキュームの

必要はないっちゃないですか。やっぱり、散布と（発言する者あり）だから、赤木議員がさっき

言ったように、例えば４台同じような方式で、そんなに僕は金額的には変わらんと思うとです。

購入価格は。 

 それと、やっぱり、この家畜用が、もしも例えば故障や何やしたときのためにやっぱりその辺

は何で考えやったかなという気はするわけですけども、その辺はいかがですか。故障とかの場合

です。何も代用がないわけでしょ。結構故障するんです。そこは考えんやったかなと思う。 

○議長（深見 忠生君）  市民生活部長。 

○市民生活部長（山本 善勝君）  故障したときはどうするかという質問でございます。これにつ

いては、一応故障ということも考えられますので、この後ちょっと検討をさしていただきたいと

思います。 

○議員（２２番 近藤 団一君）  終わります。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑がないようですので、議案第１０９号についての質疑を終わ

ります。 

 以上で、議案に対する質疑を終わります。 

 お諮りします。日程第３、議案第９８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

から日程第１４、議案第１０９号壱岐市勝本町自給肥料供給センターバキューム車購入契約の締

結についてまで１２件については、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。御異議ございませんか。 

〔「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９８号から議案第１０９号に

ついてまで１２件については、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、議案に対する討論、採決を行います。 

 日程第３、議案第９８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）  討論がないようですので、討論を終り、採決します。この採決は起立に

よって行います。 

 議案第９８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は、原案のとおり決定する
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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９８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は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第４、議案第９９号平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）から日程第

１３、議案第１０８号平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算（第３号）まで、１０件につい

て一括して討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終ります。 

 これから、議案第９９号平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）から議案第１０８号

平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算（第３号）まで、１０件を一括して採決します。この

採決は起立によって行います。 

 議案第９９号平成１７年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）から議案第１０８号平成１７年

度壱岐市水道事業会計補正予算（第３号）まで、１０件については原案のとおり決定することに

賛成の方は起立を願います。 

〔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９９号平成１７年度壱岐市一般会計

補正予算（第５号）から日程第１３、議案第１０８号平成１７年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第３号）まで、１０件については原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１４、議案第１０９号壱岐市勝本町自給肥料供給センターバキューム車購入契約

の締結について討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終り、採決します。この採決は起立に

よって行います。 

 議案第１０９号壱岐市勝本町自給肥料供給センターバキューム車購入契約の締結については、

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）  起立多数です。したがって、議案第１０９号壱岐市勝本町自給肥料供給

センターバキューム車購入契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。この臨時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。 
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〔「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、そのように取り計らうことに決定をしま

した。 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  以上で、本日の日程は終了しました。 

 これをもちまして、平成１７年度第４回壱岐市議会臨時会を閉会いたします。 

午後２時42分閉会 

────────────────────────────── 
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