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平成29年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ４ 月 会 議 会 議 録（第１日） 

 

議事日程（第１号） 

                    平成29年４月24日 午前10時00分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
３番 呼子  好 

４番 音嶋 正吾 

日程第２ 審議期間の決定 １日間 決定 

日程第３ 諸般の報告 議長 報告 

日程第４ 議案第37号 
平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第

１号） 

財政課長説明、質疑あり、 

討論なし、委員会付託省略、 

可決 

日程第５ 議案第38号 
平成２９年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号） 

保健環境部長説明、質疑な

し、討論なし、委員会付託省

略、可決 

日程第６ 議案第39号 
大谷公園体育館耐震改修工事請負契約の締

結について 

教育次長説明、質疑なし、 

討論なし、委員会付託省略、 

可決 

日程第７ 同意第２号 壱岐市教育委員会教育長の任命について 
市長説明、質疑なし、 

討論なし、委員会付託省略、 

同意 

日程第８ 発議第４号 
玄海原子力発電所の再稼働に反対する意見

書の提出について 

提出議員説明、質疑なし、 

討論なし、委員会付託省略、 

可決 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第１号に同じ） 

────────────────────────────── 

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 

５番 小金丸益明君       ６番 町田 正一君 

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 今西 菊乃君 
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16番 鵜瀬 和博君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長    土谷  勝君   事務局次長 米村 和久君 

事務局係長   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 

教育長  久保田良和君  総務部長  久間 博喜君 

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  髙下 正和君  建設部長  原田憲一郎君 

農林水産部長  井戸川由明君  教育次長  山口 信幸君 

消防本部消防長  下條 優治君  総務課長  中上 良二君 

財政課長  松尾 勝則君  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。朝日新聞社ほか５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、許可を

いたしておりますので御了承願います。 

 しばらくお待ちください。 

 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。 

 ただいまから、平成２９年壱岐市議会定例会４月会議を開きます。 

 議事に入る前に、職員の紹介の申し出があっておりますので、これを許します。中原康壽副市

長。 

○副市長（中原 康壽君）  おはようございます。 

 それでは、私のほうから、４月１日付の人事異動があっておりますので、今回から議会へ出席

いたします職員の紹介をさせていただきます。 

 まず、議員さんから向かいまして右側の、総務部長の久間博喜でございます。 
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○総務部長（久間 博喜君）  皆様、おはようございます。久間でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○副市長（中原 康壽君）  続きまして、消防本部消防長の下條優治でございます。 

○消防長（下條 優治君）  おはようございます。消防長の下條です。壱岐市の消防・防災のため

に消防の任務遂行に努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○副市長（中原 康壽君）  続きまして、総務課長の中上良二でございます。 

○総務課長（中上 良二君）  おはようございます。総務課長の中上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○副市長（中原 康壽君）  最後でございますが、財政課長の松尾勝則でございます。 

○財政課長（松尾 勝則君）  おはようございます。財政課長の松尾でございます。よろしくお願

いします。 

○副市長（中原 康壽君）  以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（鵜瀬 和博君）  議会事務局の職員も異動があっておりますので、紹介をいたします。米

村事務局次長でございます。 

○事務局次長（米村 和久君）  議会事務局次長の米村でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（鵜瀬 和博君）  これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、３番、呼子好議員、４番、音

嶋正吾議員を指名いたします。 

 

日程第２．審議期間の決定 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第２、審議期間の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。４月会議の審議期間は本日一日としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  異議なしと認めます。よって、４月会議の審議期間は本日一日と決定い

たしました。 

 

日程第３．諸般の報告 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第３、諸般の報告を行います。 
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 諸般の報告を申し上げます。 

 平成２９年壱岐市議会定例会４月会議に提出され、受理した議案は４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、その写しをタブレットに配信し

ておりますので、御高覧をお願いします。 

 次に、系統議長会であります。 

 去る４月１１日から１２日の２日間、壱岐市において、平成２９年度長崎県市議会議長会定期

総会が開催されました。会議では、平成２８年度後期の事務報告、平成２８年度収支決算報告、

平成２９年度収支予算、各市から提出の２２議案及び九州市議会議長会へ長崎県１３市共同提出

の３議案について審議がなされ、それぞれ可決・決定がなされたところであります。 

 以上のとおり、系統議長会に関する報告を終わります。 

 次に、平成２９年３月２９日、長崎市において開催された長崎県病院企業団議会平成２９年第

１回定例会に、市山繁議員と市山和幸議員が出席をされております。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４月会議において議案等説明のため、白川市長を初め、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。白川博一市長。 

〔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。平成２９年壱岐市議会定例会４月会議に当たり、

御挨拶を申し上げます。 

 念願でございました有人国境離島新法が、この４月から施行されました。国境に面する島々を

無人化させないという国の強い意志を示した新法であります。 

 その施策の一つとして、航路・航空路運賃のＪＲ並み運賃までの引き下げを提唱しましてから

足かけ６年、現実のものとなりました今、改めて本法律の成立に甚大な御尽力をいただいた谷川

衆議院議員を初め、関係皆様に深く感謝を申し上げます。 

 本法律の施行日である４月１日には、郷ノ浦港及び壱岐空港において記念セレモニーを開催い

たしました。 

 また、今月７日には創業事業拡大支援に係る事業説明会を開催し、約２００名の皆様に御出席

いただきました。想定を上回る出席者数に関心の高さを実感したところであり、今後も事業拡大、

企業、観光振興等に向けて市民の皆様に有効活用していただくよう手だてを図り、同法を最大限

活用した各種施策に取り組んでまいります。 

 さて、本日提出しております案件は、一般会計及び国民健康保険事業特別会計の補正予算案件、
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大谷公園体育館耐震改修工事請負契約の締結案件、教育長の任命に係る人事案件の合計４件でご

ざいます。何とぞ慎重なる御審議の上、適正なる御判断を賜りますようお願い申し上げ、開会の

御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  ここで、音嶋正吾議員から発言の申し出があっておりますので、これを

許します。４番、音嶋正吾議員。 

〔議員（４番、音嶋 正吾君） 登壇〕 

○議員（４番 音嶋 正吾君）  議長のお許しを得まして発言をさせていただきます。 

 さきの３月議会におきまして、地方自治法第１２９条の規定による、議長の秩序保全権により

事実誤認の発言の訂正を求める文書が送付されましたので、議事録で確認の上、修正をいたした

く発言の申し出を申し上げます。 

 内容について申し上げます。 

 さきの３月９日の定例議会におきます一般質問において、呼子議員が「この件については、今

議会の最終日に真相究明のために１００条委員会の設置を委員会に提出したいとそういう予定を

しておりますので、これに御理解を願いたいというふうに思っております」というふうな発言が

あっております。 

 そして、それを受けまして、町田正一議員は「何か最終日には１００条委員会の提案があるか、

そんなものが出るみたいです」というような発言をしておられます。 

 そうした中、私は３月２２日、１００条委員会の設置をする賛成討論の中で、以上の段落につ

いて事実誤認がございましたので御報告を申し上げ、陳謝申し上げ、訂正を申し上げたいと考え

ております。 

 要するに、私たちは動議として上げておるわけでありますので、これには守秘義務があると思

うわけです。議会運営委員会の委員長が、発議として上げることを議会に報告されましたか。あ

なたは、議会運営委員会の副委員長としての立場で知り得る立場にあったわけであります。私は、

議会に混乱をさせないためにきちんと事務局に提案をしておるわけであります。そういうことで、

私は、守秘義務を犯すことになると考えております。 

 以上の段落について、町田議員の非常に真摯に私も反省をいたしております。この点を訂正を

し、陳謝し、おわびを申し上げたいと思います。 

〔議員（４番、音嶋 正吾君） 降壇〕 

 

日程第４．議案第３７号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第４、議案第３７号平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第



- 8 - 

１号）を議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。白川博一市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  本日提出の議案につきましては、担当部長及び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（鵜瀬 和博君）  松尾財政課長。 

〔財政課長（松尾 勝則君） 登壇〕 

○財政課長（松尾 勝則君）  議案第３７号平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

 平成２９年度壱岐市の一般会計補正予算（第１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２億９２１万５,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２７億３,２２１万５,０００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から３ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等につきましては、記載のとおりでございま

す。 

 資料の予算概要をお開き願います。 

 今回の補正は、平成２８年度の国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）の決算が赤字

となる見込みであり、地方自治法施行令第１６６条の２の規定に基づき、翌年度歳入からの繰上

充用を行う必要が生じたため、平成２９年度の国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

に前年度繰上充用金を計上するとともに、その財源として一般会計からの繰り出しに係る所要額

を計上するものであります。なお、これにより生じた財源措置につきましては、普通交付税の増

額により財源調整をいたしております。 

 また、平成２７年度の国・県の補正予算で財源措置がなされました原子力災害対策事業により、

事業実施の計画であります郷ノ浦町大島の三島小学校体育館放射線防護対策施設整備工事につき

ましては平成２８年度での繰越事業として進めておりましたが、昨年４月に発生いたしました熊

本地震を契機に当該施設整備における安全性や健全性などを見直すこととなり、それに伴う設計

変更や事業費の増額もあり、繰越年度内での着工及び事業完了が困難となったため、今回この事

業費につきまして平成２９年度において新たに予算計上をいたしております。 

 なお、これに対する財源措置につきましては、国・県補助金の繰越充当の措置が行われること
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となっておりますので、歳入において相当額を計上いたしております。 

 それでは、事項別明細書により御説明をいたします。 

 まず、歳入について説明いたします。８から９ページをお開き願います。 

 １０款１項１目地方交付税で普通交付税１,８８１万５,０００円を増額いたしております。 

 １５款２項１目総務費県補助金、長崎県原子力災害対策施設整備費補助金１億９,０４０万円

は、ただいま説明いたしました三島小学校体育館放射線防護対策施設整備工事の補助対象事業費

分に対し、１００％の補助金を計上いたしております。 

 次に、歳出について説明いたします。１０から１１ページをお開き願います。 

 ３款１項４目国民健康保険事業費、直営診療施設勘定操出金１,４８１万５,０００円は、先ほ

ど説明いたしました国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）における前年度繰上充用金の財

源として一般会計より繰り出しを行うものであります。 

 ８款１項５目災害対策費、原子力災害対策施設整備事業１億９,４４０万円の補正は、三島小

学校体育館放射線防護対策施設整備工事に係る事業費につきまして、新年度において再計上する

ものでございます。 

 以上で、議案第３７号平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第１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（松尾 勝則君） 降壇〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  これから質疑を行います。質疑ありませんか。１４番、牧永護議員。 

○議員（１４番 牧永  護君）  確認したいと思います。三島小の体育館のことでございますけ

れど、気密性が保たれるということは冷暖房もついておるのか。夏の暑いとき、もし事故があっ

て、気密性を保つために密封したときに果たして子供と住民が耐え切れるのか。冬の寒いときに

耐え切れるのか。 

 それから、施設の内容について、この前説明があったと思いますけれど、水とか食料とか、何

日分ぐらい保管されるのか。確認のため、もう一回、答弁願いたいと思います。 

○議長（鵜瀬 和博君）  久間総務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  牧永議員のただいまの質問にお答えをいたします。 

 施設自体は気密性を高めるとともに、気圧の調整をして放射線を防ぐという工事になります。 

 空調関係については、ただいままだ設計の部分で確認ができておりませんので、後日そこの部

分は報告をさせていただきたいと思っております。 

 食料の備蓄関係については、現在、３日分を備蓄する予定で予算の計上をさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 
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○議長（鵜瀬 和博君）  １４番、牧永護議員。 

○議員（１４番 牧永  護君）  今から確認とかじゃなくて当然、夏の暑い時期に密封すれば中

におれるはずがないわけです。もう当然のことでございますので確認じゃなくて、できるように

しなければシェルターとしての役割はないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鵜瀬 和博君）  答弁はいいですか。 

○議員（１４番 牧永  護君）  あれば。なければいいです。 

○議長（鵜瀬 和博君）  久間総務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  この件につきましては、改めて報告をさせていただきます。よろし

くお願いします。 

○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、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第３７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（鵜瀬 和博君）  異議なしと認めます。よって、議案第３７号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（鵜瀬 和博君）  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（鵜瀬 和博君）  起立多数です。よって、議案第３７号平成２９年度壱岐市一般会計補正

予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５．議案第３８号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第５、議案第３８号平成２９年度壱岐市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。髙下保健環境部長。 

〔保健環境部長（髙下 正和君） 登壇〕 

○保健環境部長（髙下 正和君）  議案第３８号平成２９年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補
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正予算（第１号）について御説明申し上げます。 

 平成２９年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１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、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,４８１万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,０４８万７,０００円とします。 

 第２項については、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正については、記載のとおりでございます。 

 ５ページから７ページには、歳入歳出予算・補正予算事項別明細を記載をいたしております。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。 

 歳入につきましては、４款２項一般会計からの繰入金として１,４８１万５,０００円を追加を

いたしております。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。 

 歳出につきましては、５款１項１目前年度繰上充用金として１,４８１万５,０００円を計上さ

せていただいております。 

 この補正が必要となった要因につきましては、患者の減少等により勝本・湯本の両診療所の診

療収入の減少により、歳入の確保ができない見込みとなったものでございます。 

 今後の委託費につきましては、平山医師と協議を重ねている状況でございますので、御理解い

ただきますようお願いいたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔保健環境部長（髙下 正和君） 降壇〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  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（鵜瀬 和博君）  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３８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（鵜瀬 和博君）  異議なしと認めます。よって、議案第３８号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（鵜瀬 和博君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 
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 これから、議案第３８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（鵜瀬 和博君）  起立多数です。よって、議案第３８号平成２９年度壱岐市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６．議案第３９号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第６、議案第３９号大谷公園体育館耐震改修工事請負契約の締結に

ついてを議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。山口教育次長。 

〔教育次長（山口 信幸君） 登壇〕 

○教育次長（山口 信幸君）  議案第３９号大谷公園体育館耐震改修工事請負契約の締結について

御説明いたします。 

 大谷公園体育館耐震改修工事請負契約を下記の通り締結するため、地方自治法第９６条第１項

第５号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。本日の提出でございます。 

 １、契約の目的、大谷公園体育館耐震改修工事。 

 ２、契約の方法、制限つき一般競走入札。 

 ３、契約金額、１億６,０５９万６,０００円。 

 ４、契約の相手方、壱岐市郷ノ浦町柳田触１３１の１。株式会社山内組代表取締役、山内昇。 

 提案理由でございますが、壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を経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。説明資料でございます。 

 １、工事の場所は、壱岐市郷ノ浦町田中触。 

 ２、施設は、大谷公園体育館で昭和５５年に建築、鉄筋コンクリート造の一部鉄骨２階建て、

延べ床面積２,６９０平方メートル。 

 ３、工事の内容は、水平トラス外付け工法による耐震補強工事と外壁の補修、塗装等の改修工

事とする。 

 ４、工期は、契約発効の日から平成２９年９月２９日まででございます。 

 ５の入札結果、及び６の予定価格につきましては、記載のとおりでございます。 

 また、次ページ以降に、工事の平面・立面図を添付いたしております。 

 以上で、議案第３９号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔教育次長（山口 信幸君） 降壇〕 
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○議長（鵜瀬 和博君）  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（鵜瀬 和博君）  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３９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（鵜瀬 和博君）  異議なしと認めます。よって、議案第３９号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（鵜瀬 和博君）  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（鵜瀬 和博君）  起立多数です。よって、議案第３９号大谷公園体育館耐震改修工事請負

契約の締結については原案のとおり可決されました。 

 

日程第７．同意第２号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第７、同意第２号壱岐市教育委員会教育長の任命についてを議題と

します。 

 ここで、久保田教育長の退場を求めます。 

〔教育長久保田良和君 退場〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  提案理由の説明を求めます。白川博一市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  同意第２号壱岐市教育委員会教育長の任命について御説明申し上げます。 

 次の者を、壱岐市教育委員会教育長に任命するものでございます。 

 住所、壱岐市芦辺町芦辺浦２６９番地１。 

 氏名、久保田良和。 

 生年月日、昭和２１年２月１８日。 

 提案理由でございますけれども、教育委員会教育長の任命について、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４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。 
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 本案は、壱岐市教育委員、久保田良和氏が本年５月１９日をもって任期満了となるので、同氏

を新教育委員会制度に基づく教育長に任命するものでございます。新制度における教育長の任期

は３年となっております。 

 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に、どうぞよろしくお願いいたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  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（鵜瀬 和博君）  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。よって、本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（鵜瀬 和博君）  討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから、同意第２号を採決します。この採決は起立によって行います。本件はこれに同意す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  起立多数です。よって、同意第２号壱岐市教育委員会教育長の任命につ

いては同意することに決定しました。 

 ここで、久保田教育長の入場を許可します。 

〔教育長久保田良和君 入場〕 

 

日程第８．発議第４号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第８、発議第４号玄海原子力発電所の再稼働に反対する意見書の提

出についてを議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。１５番、今西菊乃議員。 

〔提出議員（今西 菊乃君） 登壇〕 

○提出議員（１５番 今西 菊乃君）  発議第４号。平成２９年４月２４日。壱岐市議会議長、鵜

瀬和博様。提出者、壱岐市議会議員、今西菊乃。賛成者、壱岐市議会議員、市山和幸、同上、久
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間進。 

 玄海原子力発電所の再稼働に反対す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いたします。 

 玄海原子力発電所の再稼働に反対する意見書。 

 福島原発の事故が証明したように、原発は一旦重大事故を起こせば、地域的にも時間的にも風

評を含め、広範な被害を周囲に及ぼすことになる。かつて、政府も電力会社も、炉心溶融のよう

な過酷事故は起きないとの安全神話に捉われ、新しい規制基準さえ満たせば安全だというのはと

んでもない新たな神話そのものと言わざるを得ない。 

 また、隣国も不安定であり、テロ等による武力攻撃等不安要素も大きい。政府や電力会社等は、

安全性が確保されていないとの世論の反対にもかかわらず、新規制基準に適合したとして原発再

稼働を急いでいる。 

 現在、玄海原発３・４号機の再稼働をめぐり、長崎県は住民説明会を開催し、その中で国と九

州電力は新規制基準が厳しいものとなっていることや、原子力防災の取り組み等を説明し、再稼

働への理解を求めているが、市民からは安全性や避難に対する不安が払拭できない等の声が相次

いでいる。 

 壱岐市は３０キロ圏内地域の中では最も人口が多い離島であり、万が一事故が発生すれば本市

は壊滅的な打撃を受け、全島民避難を余儀なくされる。また、離島からの避難は船舶が主であり、

荒天や台風等も考えられることからどの自治体よりも不利な状況であり、全島民が避難するには

５日半はかかると予想されている。 

 よって、壱岐市議会は、国の責任において福島原発の事故原因究明がなされて、原発の安全性

検証の手段が確立されること、また、実効性のある避難計画や方法等が確立されることがなけれ

ば、現状では市民の安全を守ることができないものと判断し、市民の理解が得られない限り、玄

海原発再稼働に反対する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。平成２９年４月２４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、内閣官房長官、経済産業大臣、

環境大臣、原子力防災担当大臣、長崎県知事、佐賀県知事。 

 今回のこの意見書の提出につきましては、平成２３年３月１８日に提出いたしておりました原

子力発電所のさらなる安全性の確保を求めるための意見書、これについて国・県から何の対策も

対応もなされていないことから再度、意見書を提出することにいたしました。 

 以上です。 

〔提出議員（今西 菊乃君） 降壇〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  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（鵜瀬 和博君）  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（鵜瀬 和博君）  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（鵜瀬 和博君）  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（鵜瀬 和博君）  起立多数です。よって、発議第４号玄海原子力発電所の再稼働に反対す

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。 

 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。 

 ４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（鵜瀬 和博君）  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いたし

ました。 

 

○議長（鵜瀬 和博君）  ここで、久保田教育長より挨拶の申し出があっておりますので、これを

許します。久保田教育長。 

〔教育長（久保田良和君） 登壇〕 

○教育長（久保田良和君）  市長が提議をいたしました新教育長の議案に御同意をいただいたと報

告を受けました。ありがとうございます。身の引き締まる思いで、その責任の重大さを改めて確

認をしながら職務に当たりたいと思います。 

 ５月の２０日から新教育委員会制度に、完全に壱岐市も移行することになります。 

 そこで、これまでと何が違うのかということについて、私自身の認識も含めて少しだけお伝え

をしたいことがございます。 
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 実は、こちら側が現在の教育委員会制度でございます。５人の教育委員が、それぞれ教育委員

として議会の同意を受けてまいりました。その中から互選で事務方を預かる教育長が選ばれ、ま

た互選で教育委員長、教育委員長職務代理者が選ばれてまいりました。教育委員長と教育長とい

う似通った名前がある形の中で、大変市民の皆様方にも理解が十分でない部分もあったようでご

ざいます。今回の改正の中では、その部分を一本化をしたことになります。 

 先ほど御同意いただいた教育長を新教育長という呼び方でいたしますと、職名そのものが新教

育長となり、ほかの４人の方は、これから教育委員としてそのままこれまでどおりの同意事項と

なってまいります。大きく違う点は、一本化をされましたので首長の意向によって、その任期期

間中に新教育長の入れかえを可能とするため、任期を３年としたところが大きな違いになります。 

 なお、一本化をしたことにより、これまで教育委員長、教育長が持っておりましたその役割が

全て新教育長に移ることになります。 

 つまり、教育委員会の代表者、そして諸会議を主催することも新教育長になり、業務の遂行、

所属職員の服務監督等も新教育長が全てこれから行うことになりますが、教育委員４人の中から

教育長職務代理者というのを教育長が指名をしてなっていただくことになり、これまでどおり

５人の教育委員で協議をしながら進めてきた業務の遂行には何ら変わりがないよう、権限が集中

する新教育長の独走・暴走をさせないためには４人の教育委員さんの協議、合議でもって全ては

進んでいくという形になる、通常「レイマンコントロール」という言い方をされておりますが、

そのような形で運ぶということが維持されていることをお伝えします。 

 なお、御承知のように、新教育委員会制度は首長を中心にして教育長、教育委員を集めた総合

教育会議等が開かれながら、壱岐市の教育行政の推進について協議をしていくというシステムに

なってまいります。 

 新教育長として５月２０日から職務に当たりますが、そのことをしっかり踏まえ、壱岐市の教

育行政の推進に誠心誠意当たらせていただくことをお誓い申し上げながら、御同意のお礼にかえ

させていただきます。今後ともどうぞ御指導よろしくお願いいたします。 

〔教育長（久保田良和君） 降壇〕 

 

○議長（鵜瀬 和博君）  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２９年壱岐市議会定例会４月会議を終了いたします。 

 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45分散会 
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