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平成29年壱岐市議会定例会６月会議 会議録目次 

審議期間日程 ……………………………………………………………………………………   １ 

上程案件及び議決結果一覧 ……………………………………………………………………   ２ 

一般質問通告者及び質問事項一覧 ……………………………………………………………   ４ 

 

第１日（６月７日 水曜日） 

  議事日程表（第１号） ……………………………………………………………………   ５ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………   ６ 

  再 開（開議） ……………………………………………………………………………   ７ 

  会議録署名議員の指名 ……………………………………………………………………   ８ 

  審議期間の決定 ……………………………………………………………………………   ８ 

  諸般の報告 …………………………………………………………………………………   ９ 

  行政報告 ……………………………………………………………………………………  １２ 

  議会活性化特別委員会調査報告 …………………………………………………………  ２２ 

  議案説明 

    報告第２号 壱岐市税条例等の一部改正に係る専決処分の報告について ……  ２６ 

    報告第３号 壱岐市国民健康保険税条例の一部改正に係る専決処分の報告につ 

          いて ……………………………………………………………………  ２７ 

    報告第４号 平成２８年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の報 

          告について ……………………………………………………………  ２９ 

    報告第５号 平成２８年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）の 

          専決処分の報告について ……………………………………………  ３１ 

    報告第６号 平成２８年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第５号）の専 

          決処分の報告について ………………………………………………  ３２ 

    報告第７号 損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告について …………  ３３ 

    報告第８号 平成２８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 ………………………………………………………………  ３４ 

    報告第９号 平成２８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 ………………………………………………  ３４ 

    報告第１０号 平成２８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 ……………………………………………  ３５ 

    議案第４０号 公益法人等への壱岐市職員の派遣等に関する条例の制定につい 
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           て ……………………………………………………………………  ３５ 

    議案第４１号 壱岐市附属機関設置条例の一部改正について …………………  ３６ 

    議案第４２号 壱岐市汚泥再生処理センター条例の一部改正について ………  ３７ 

    議案第４３号 壱岐市漁業集落排水処理施設条例の一部改正について ………  ３７ 

    議案第４４号 大島辺地（変更）、勝本辺地（変更）、芦辺浦辺地（変更）、 

           箱崎本村辺地（変更）、武生水Ｂ辺地、柳田Ｂ辺地、沼津Ａ辺 

           地、初山Ａ辺地、初山Ｂ辺地及び仲・大石辺地に係る総合整備 

           計画の策定について ………………………………………………  ３８ 

    議案第４５号 平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第２号） ……………  ３９ 

    議案第４６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２ 

           号） …………………………………………………………………  ４１ 

    議案第４７号 平成２９年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

           １号） ………………………………………………………………  ４２ 

    要望第１号 小島及び元小島他の環境整備に関する要望 ………………………  ４３ 

 

第２日（６月１３日 火曜日） 

  議事日程表（第２号） ……………………………………………………………………  ４５ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………  ４６ 

  議案に対する質疑 

    報告第２号 壱岐市税条例等の一部改正に係る専決処分の報告について ……  ４７ 

    報告第３号 壱岐市国民健康保険税条例の一部改正に係る専決処分の報告につ 

          いて ……………………………………………………………………  ４７ 

    報告第４号 平成２８年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の報 

          告について ……………………………………………………………  ４７ 

    報告第５号 平成２８年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）の 

          専決処分の報告について ……………………………………………  ４８ 

    報告第６号 平成２８年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第５号）の専 

          決処分の報告について ………………………………………………  ４８ 

    報告第７号 損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告について …………  ４８ 

    報告第８号 平成２８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 ………………………………………………………………  ４８ 

    報告第９号 平成２８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 
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          計算書の報告について ………………………………………………  ４８ 

    報告第１０号 平成２８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 ……………………………………………  ４８ 

    議案第４０号 公益法人等への壱岐市職員の派遣等に関する条例の制定につい 

           て ……………………………………………………………………  ４９ 

    議案第４１号 壱岐市附属機関設置条例の一部改正について …………………  ４９ 

    議案第４２号 壱岐市汚泥再生処理センター条例の一部改正について ………  ４９ 

    議案第４３号 壱岐市漁業集落排水処理施設条例の一部改正について ………  ４９ 

    議案第４４号 大島辺地（変更）、勝本辺地（変更）、芦辺浦辺地（変更）、 

           箱崎本村辺地（変更）、武生水Ｂ辺地、柳田Ｂ辺地、沼津Ａ辺 

           地、初山Ａ辺地、初山Ｂ辺地及び仲・大石辺地に係る総合整備 

           計画の策定について ………………………………………………  ４９ 

    議案第４５号 平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第２号） ……………  ４９ 

    議案第４６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２ 

           号） …………………………………………………………………  ４９ 

    議案第４７号 平成２９年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

           １号） ………………………………………………………………  ５０ 

  委員会付託（議案） ………………………………………………………………………  ５０ 

  予算特別委員会の設置 ……………………………………………………………………  ５０ 

  委員会付託（要望） 

    要望第１号 小島及び元小島他の環境整備に関する要望 ………………………  ５１ 

 

第３日（６月１４日 水曜日） 

  議事日程表（第３号） ……………………………………………………………………  ５３ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………  ５３ 

  一般質問 ……………………………………………………………………………………  ５４ 

     １番 赤木 貴尚 議員 …………………………………………………………  ５４ 

     ２番 土谷 勇二 議員 …………………………………………………………  ６９ 

     ４番 音嶋 正吾 議員 …………………………………………………………  ７７ 

     ９番 田原 輝男 議員 …………………………………………………………  ８９ 

 

第４日（６月１５日 木曜日） 
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  議事日程表（第４号） ……………………………………………………………………  ９７ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………  ９７ 

  一般質問 ……………………………………………………………………………………  ９８ 

     ３番 呼子  好 議員 …………………………………………………………  ９８ 

    １０番 豊坂 敏文 議員 ………………………………………………………… １０９ 

    １３番 市山  繁 議員 ………………………………………………………… １２１ 

  委員会付託（陳情） 

    陳情第１号 法令違反通報制度に関する要綱を犯した壱岐市顧問弁護士を改め 

          て顧問弁護士以外の者を求める陳情………………………………… １３３ 

 

第５日（６月２１日 水曜日） 

  議事日程表（第５号） …………………………………………………………………… １３５ 

  出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… １３５ 

  委員長報告、委員長に対する質疑 ……………………………………………………… １３７ 

  議案に対する討論、採決 

    議案第４０号 公益法人等への壱岐市職員の派遣等に関する条例の制定につい 

           て …………………………………………………………………… １３９ 

    議案第４１号 壱岐市附属機関設置条例の一部改正について ………………… １３９ 

    議案第４２号 壱岐市汚泥再生処理センター条例の一部改正について ……… １４０ 

    議案第４３号 壱岐市漁業集落排水処理施設条例の一部改正について ……… １４０ 

    議案第４４号 大島辺地（変更）、勝本辺地（変更）、芦辺浦辺地（変更）、 

           箱崎本村辺地（変更）、武生水Ｂ辺地、柳田Ｂ辺地、沼津Ａ辺 

           地、初山Ａ辺地、初山Ｂ辺地及び仲・大石辺地に係る総合整備 

           計画の策定について ……………………………………………… １４０ 

    議案第４５号 平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第２号） …………… １４１ 

    議案第４６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２ 

           号） ………………………………………………………………… １４１ 

    議案第４７号 平成２９年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

           １号） ……………………………………………………………… １４１ 

    陳情第１号 法令違反通報制度に関する要綱を犯した壱岐市顧問弁護士を改め 

          て顧問弁護士以外の者を求める陳情………………………………… １４１ 

  議員派遣の件 ……………………………………………………………………………… １４２ 
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  市長の挨拶 ………………………………………………………………………………… １４２ 

  散 会 ……………………………………………………………………………………… １４４ 

  資料 

    議員派遣の件 ………………………………………………………………………… １４７ 


