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

平成29年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ６ 月 会 議 会 議 録（第２日） 

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

議事日程（第２号） 

                    平成29年６月13日 午前10時00分開議 

日程第１ 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 
質疑なし、報告済 

日程第２ 報告第３号 
壱岐市国民健康保険税条例等の一部改正に

係る専決処分の報告について 
質疑なし、報告済 

日程第３ 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 
質疑なし、報告済 

日程第４ 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 

質疑なし、報告済 

日程第５ 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 

質疑なし、報告済 

日程第６ 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 
質疑なし、報告済 

日程第７ 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 
質疑なし、報告済 

日程第８ 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 

質疑なし、報告済 

日程第９ 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 
質疑なし、報告済 

日程第10 議案第40号 
公益的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 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第11 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 

質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第12 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 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第13 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 

 

質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 
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日程第14 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 

質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第15 議案第45号 
平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第

２号） 
予算特別委員会付託 

日程第16 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） 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第17 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） 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第18 要望第１号 
小島及び元小島他の環境整備に関する要望

書 
産業建設常任委員会付託 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第２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 

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

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 

副市長 ………………… 笹原 直記君  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。壱岐新聞社から、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。 

 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。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．報告第２号～日程第９．報告第１０号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第１、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

についてから、日程第９、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まで９件を議題とし、これから質疑を行います。 

 初めに、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、これで報告第２号の質疑を終わります。 

 次に、報告第３号壱岐市国民健康保険税条例等の一部改正に係る専決処分の報告についてにつ

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（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで報告第３号の質疑を終わります。 

 次に、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

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、これで報告第４号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで報告第５号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで報告第６号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで報告第７号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで報告第８号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで報告第９号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで報告第１０号の質疑を終わります。 

 以上で、９件の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第４０号～日程第１４．議案第４４号 

○議長（鵜瀬 和博君）  次に、日程第１０、議案第４０号公益的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から、日程第１４、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、
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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まで５件を議題と

し、これから質疑を行います。 

 初めに、議案第４０号公益的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、これで議案第４０号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで議案第４１号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで議案第４２号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで議案第４３号の質疑を終わります。 

 次に、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、これで議案第４４号の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第４５号 

○議長（鵜瀬 和博君）  次に、日程第１５、議案第４５号平成２９年度壱岐市一般会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

 本件につきましては、議長を除く全議員で構成する特別委員会を設置し、審査を行うようにし

ておりますので、質疑については委員会でお願いします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第４６号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第１６、議案第４６号平成２９年度壱岐市国民健康保険事業特別会
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計補正予算（第２号）を議題とし、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、これで議案第４６号の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第４７号 

○議長（鵜瀬 和博君）  次に、日程第１７、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）についてを議題とし、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、これで議案第４７号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。 

 これより、委員会付託を行います。 

 議案第４０号公益的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から、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まで、及び議案第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）、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）まで７件を、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託します。 

 お諮りします。議案第４５号平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第２号）は、議長を除く

１４人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに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。したがって、議案第４５号については、議長を除

く１４人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長を除く１４名を指名したいと思います。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。したがって、議長を除く１４名を予算特別委員に

選任することに決定しました。 

 それでは、しばらく休憩します。 

午前10時09分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時10分再開 
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○議長（鵜瀬 和博君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 予算特別委員会の正副委員長が決定いたしましたので、御報告いたします。 

 予算特別委員会委員長に１０番、豊坂敏文議員、副委員長に１２番、久間進議員に決定いたし

ましたので、御報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．要望第１号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第１８、要望第１号小島及び元小島他の環境整備に関する要望書を

議題とします。 

 ただいま上程しました要望第１号については、お手元に配付の要望文書表のとおり、産業建設

常任委員会へ付託します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（鵜瀬 和博君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の本会議は、あす６月１４日水曜日、午前１０時から開きます。 

 なお、あしたは一般質問となっており、４名の議員が登壇予定となっております。ＩＫＩビジ

ョン、壱岐ＦＭにて生中継をいたします。市民の皆様におかれましては、御視聴いただきますよ

う、よろしくお願いします。 

 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11分散会 

────────────────────────────── 


