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

平成29年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ９ 月 会 議 会 議 録（第２日） 

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

議事日程（第２号） 

                    平成29年９月13日 午前10時00分開議 

日程第１ 報告第11号 
平成２８年度公益財団法人壱岐栽培漁業振

興公社に係る経営状況の報告について 
質疑なし、 

報告済 

日程第２ 報告第12号 
平成２８年度壱岐空港ターミナルビル株式

会社に係る経営状況の報告について 

質疑なし、 

報告済 

日程第３ 報告第13号 
平成２８年度株式会社壱岐カントリー倶楽

部に係る経営状況の報告について 
質疑なし、 

報告済 

日程第４ 報告第14号 
平成２８年度一般財団法人壱岐市開発公社

に係る経営状況の報告について 

質疑なし、 

報告済 

日程第５ 報告第15号 
平成２８年度壱岐市財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告について 

質疑なし、 

報告済 

日程第６ 議案第53号 
壱岐市行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する条例の制定について 

質疑あり、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第７ 議案第54号 
壱岐市情報公開条例及び壱岐市個人情報保

護条例の一部改正について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第８ 議案第55号 壱岐市手数料条例の一部改正について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第９ 議案第56号 
平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第

４号） 
質疑なし、 

予算特別委員会付託 

日程第10 議案第57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３号） 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第11 議案第58号 
平成２９年度壱岐市介護保険事業特別会計

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12 議案第59号 
平成２９年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号） 

 

 

質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第13 認定第１号 
平成２８年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について 

質疑なし、 

決算特別委員会付託 

日程第14 認定第２号 
平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第15 認定第３号 
平成２８年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第16 認定第４号 
平成２８年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第17 認定第５号 
平成２８年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第18 認定第６号 
平成２８年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 
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日程第19 認定第７号 
平成２８年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について 

質疑あり、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第20 認定第８号 
平成２８年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第21 認定第９号 
平成２８年度壱岐市水道事業会計決算認定

について 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第22 要望第２号 
市道【瀬戸・大左右線】から県道【勝本・

石田線】の取替えについての要望 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第23 要望第３号 
長崎県知事に図書館図書費決算額の虚偽報

告した教育委員会が杜撰で誤謬な決算額に

ついての要望 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第24 陳情第２号 
「全国森林環境税の創設に関する意見書採

択」に関する陳情 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第25 要望第４号 
漁業生産活動に欠かすことの出来ない漁業

用燃油に対しての応分の支援に対する要望 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第26 要望第５号 小島及び元小島他の環境整備に関する要望 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第27 要望第６号 
人事課を設置されて法に従い管理職々員の

任用を求める要望 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第28 要請第１号 
「道路整備事業に必要な予算確保に関する

意見書」採択のお願い 
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（16名） 

１番 山川 忠久君       ２番 山内  豊君 

３番 植村 圭司君       ４番 清水  修君 

５番 赤木 貴尚君       ６番 土谷 勇二君 

７番 久保田恒憲君       ８番 呼子  好君 

９番 音嶋 正吾君       10番 町田 正一君 

11番 鵜瀬 和博君       12番 中田 恭一君 

13番 市山  繁君       14番 牧永  護君 

15番 豊坂 敏文君       16番 小金丸益明君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 
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────────────────────────────── 

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 

監査委員 ……………… 吉田 泰夫君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（小金丸益明君）  皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６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。 

 本日までに要請１件を受理し、その写しをお手元に配付しております。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．報告第１１号～日程第５．報告第１５号 

○議長（小金丸益明君）  日程第１、報告第１１号平成２８年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公

社に係る経営状況の報告についてから、日程第５、報告第１５号平成２８年度壱岐市財政健全化

判断比率及び資金不足比率の報告についてまで、５件を議題とし、これから質疑を行います。 

 初めに、報告第１１号平成２８年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況の報告

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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで報告第１１号の質疑を終わります。 

 次に、報告第１２号平成２８年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告につ

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〕 



- 52 - 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで報告第１２号の質疑を終わります。 

 次に、報告第１３号平成２８年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況の報告につい

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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで報告第１３号の質疑を終わります。 

 次に、報告第１４号平成２８年度一般財団法人壱岐市開発公社に係る経営状況の報告について、

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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで報告第１４号の質疑を終わります。 

 次に、報告第１５号平成２８年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、

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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで報告第１５号の質疑を終わります。 

 以上で、５件の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第５３号～日程第８．議案第５５号 

○議長（小金丸益明君）  日程第６、議案第５３号壱岐市行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する条例の制定についてから、日程第８、議案第５５号壱岐市手数料条例の一部改正につ

いてまで、３件を議題とし、これから質疑を行います。 

 初めに、議案第５３号壱岐市行政手続等における情報通信の技術の利用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。鵜瀬議員。 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）  議案第５３号壱岐市行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する条例の制定について、質問をいたします。３点ほど質問をいたします。 

 ９月７日の議案説明では、今回マイナンバーカードを利用した電子申請できるようにするため

に、制定の必要があるとのことでしたが、今回この条例を制定することによって、市民にとって

どのように利便性が向上されるのか、また今回この条例を制定することによって具体的にはどの

ような申請が可能になるのかお尋ねをいたします。 

 また、今回そのマイナンバーカードを使った電子申請ということですけども、個人識別するた

めにはｅ─Ｔａｘなどで活用されているＩＣリーダーが必要と思いますが、それが必要なのかど

うか。 

 ３点目が、ホームページからさまざまな電子申請をする場合に、新たにソフトの開発が必要で

はないかと思いますが、その点についてお尋ねをいたします。 
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○議長（小金丸益明君）  ただいまの鵜瀬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。久間総務

部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  鵜瀬議員の御質問にお答えいたします。 

 壱岐市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例につきましては、従来の書面で

の申請、手続等についてインターネットからマイナポータルを通じた申請、届出等を可能とする

ことで、市民皆様の利便性の向上と行政運営の簡素化及び効率化を図ることを目的としておりま

す。当然ではございますけども、書面による申請手続きも今までと変わりなく行うことができま

す。 

 マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスであり、主にマイナンバーに関連し

た個人情報を自ら確認できるポータルサイトです。別名、情報提供等記録関係システムと呼ばれ

ておりまして、利用者は行政機関などからのお知らせの確認、行政機関が自分のマイナンバーに

かかわる情報をどのように取り扱ったかを確認することができます。今回、マイナポータルを活

用した全国共通のサービス検査、電子申請等の仕組みである子育てワンストップサービスの運用

開始に伴いまして、壱岐市におきましても児童手当、保育等にかかる電子申請等について準備を

進めております。具体的な手続きにつきましては、児童手当の受給資格及び児童手当の額につい

ての認定の請求、そして児童手当の額の改定の請求及び届出、次に氏名変更、住所変更等の届出、

未支払いの児童手当の請求、児童手当の現況届、保育施設等利用申込書、保育施設等の現況届、

妊娠の届け出、ほかにもございますけども、こういう手続きが可能となってまいりますが、国で

はその後も各制度の手続きごとに電子申請等の検討がなされているとこでございます。 

 電子申請が開始されますと、利用者は市役所に出向くことなく、いつでもインターネットから

マイナポータルを通じて申請が可能となります。また、子育てワンストップサービスでは個々の

状況にあわせて、必要なサービスが検索できるようになり、忘れてしまいがちな手続きもリアル

タイムに通知でお知らせをしますので、市民皆様の利便性向上につながると考えております。 

 自宅のパソコンから電子申請を行うためには、マイナポータルにログイン、接続する際に、環

境設定プログラムの実施、及びＩＣカードリーダーライターでマイナンバーカードを読み取る個

人認証が必要となります。これは、なりすましにより特定個人情報を詐取されることのないよう

に、利用の際は情報セキュリティ及びプライバシー保護に配慮した厳格な本人申請を行うための

ものでございます。このため、マイナンバーカードのＩＣチップに搭載される公的個人認証を用

いたログイン、接続が必要となります。今後、パソコン以外にもスマートフォンやタブレット等

からも利用できるようになることを検討されております。壱岐市のホームページでも子育てワン

ストップサービスにつきまして、お知らせするようにしておりますが、市民の方が電子申請を行

う場合はインターネットからマイナポータルへのアクセスが必要となります。マイナポータルは
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政府が運営するオンラインサービスでありますので、新たなソフトの追加の必要はございません

が、先ほど説明しましたように電子申請を行うためにはインターネットの接続パソコン、そして

マイナンバーカード、ＩＣカードリーダーライターが必要となりますので、御理解いただきます

ようにお願いをいたします。 

 なお、機種は限定されておりますけれども、スマートフォンのリーダーライターモードを利用

して、ＩＣカードリーダーライターの代わりにパソコンに接続して、公的個人認証サービスを利

用することも可能ということでございます。 

 マイナンバーカードを利用したサービスは今後拡大されていきますので、壱岐市としましても

市民の皆様の利便性向上につながる取り組みを進めてまいります。 

○議長（小金丸益明君）  鵜瀬議員。 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）  今回の条例制定につきましては、主に子育てワンストップサー

ビスの電子申請ということで、国のマイナンバーポータブルサイトを利用した申請になっており

ますが、このマイナンバーカードについては今回の電子ワンストップサービスだけではなくて、

自治体独自の、例えば印鑑証明書でありますとか住民票の交付ですとか、そういうのも含めて自

治体の目的に沿ったやり方でできるようになっているようでございます。特に今、総務省も電子

化を進めておりまして、現在特に都会はコンビニが結構ありますので、コンビニによります住民

票とか印鑑登録証明書なども発行できるようになっております。壱岐も少しずつではありますが、

コンビニもふえており、また春の異動日の折には２４時間対応ができるようになっておりますの

で、今後そういった部分も含めて市のほうで検討いただきたいと思います。 

 市町村の全国のアンケートによりますと約７００弱の市町村が導入予定をしているとのことで

す。これがだいたい国民の約７割がそのサービスを受けられるんじゃないかということで、この

マイナンバーカードを使った市民の利便性向上のためにいろいろと研究をされているようでござ

います。 

 また、住民票とかそれと印鑑証明とかそういった部分の証明を発行するソフト辺りの開発につ

いては、確か上限５,０００万円の特別交付税辺りも出るようになってるようでございますので、

ぜひ利便性を向上するためにその辺の研究を十分していただいて、今後職員の数も減りますので、

そういったサービスの向上をしていただければ。そして、また高齢化にもなりますので、自分の

近くでそういう証明が受けられるようなサービス向上のために、ぜひ研究をしていただきたいと

思います。その件に関して御答弁があれば答弁お願いしたいと思います。 

○議長（小金丸益明君）  久間総務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  ただいま鵜瀬議員のほうから御質問のございました住民票と印鑑証

明ですけれども、コンビニ交付の関係の御意見でございます。 
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 マイナンバーカードを利用して市が発行する住民票、印鑑登録証明書等が全国のコンビニエン

スストアの端末から取得できるサービスが始めておりまして、夜間や休日でもコンビニエンスス

トア等で取得できるということでございます。今、鵜瀬議員が言われたように総務省のほうも推

奨されておるということでございまして、長崎県内では長崎市、佐世保市、大村市が既に導入を

しておるとお聞きをしております。この導入については経費の面とかその辺もございます。島内

では現在ファミリーマートが取り扱い可能と、そして９月の２０日から、もうすぐでございます

けども、ポプラも可能ということは聞いております。そういうこともございますので、コンビニ

交付サービスの導入につきましては、今後費用対効果の試算の判断、そして検討のもとに、研究

をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（小金丸益明君）  ほかに質疑はありませんか。久保田議員。 

○議員（７番 久保田恒憲君）  関連で、今マイナンバーカードのことが出ましたので、壱岐市内

におけるマイナンバーカードの普及率とかいうのがわかれば教えていただきたいと。と申します

のは、私の例えば身近なとこでも県とか市とか行政と関係あるとこはマイナンバーカード、皆さ

ん急いでつくってるんですけど、そうじゃない人たちはなかなかマイナンバー、いや、なくても

いいんだっていうようなことも伝え聞いております。 

 それともう１つ、よく行政、県であれ市であれ、ホームページどうのということがいわれるん

ですけど、人口比率的には当然、今のインターネット社会に組み込まれてる世代が多いんですけ

ど、こういう地方は、田舎は御存じのようにインターネット、パソコンが家庭にある環境ではな

いんですよね。ですから、そこのところやはりせっかくこの質疑の中にも出ましたし、この際壱

岐市としてもマイナンバーカードの普及に向けた啓発活動、それからパソコンがない、インター

ネット環境にない御家庭に対する取り組みも並行して行っていただければと思いますけど、いか

がでしょうか。 

○議長（小金丸益明君）  ただいまの久保田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。久間総

務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  久保田議員の御質問にお答えいたします。 

 まずマイナンバーカードの申請件数についてでございますけれども、今年度の８月３１日現在

で申請件数が３,４７０件で、申請率が１２.６％ということでございます。他の自治体と比べて

低いほうではございませんということで、認識をしております。せっかくマイナンバーカードを

つくるんですから、それを活用できる環境をという御質問と承っております。それで、パソコン

につきましては各家庭で準備をしていただいて、そのマイナポータル等の活用をしていただくこ

とになるわけですけども、先日９月の８日にマイナポータル専用のパソコンとカードリーダーが
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４セット、市のほうに送ってきました。それで、とりあえず市役所庁舎の窓口のほうに置いて、

市民皆様に活用していただくような準備をしております。そういうことで徐々に普及をさせてい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（小金丸益明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで議案第５３号の質疑を終わります。 

 次に、議案第５４号壱岐市情報公開条例及び壱岐市個人情報保護条例の一部改正について、質

疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで議案第５４号の質疑を終わります。 

 次に、議案第５５号壱岐市手数料条例の一部改正について、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで議案第５５号の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第５６号 

○議長（小金丸益明君）  日程第９、議案第５６号平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第

４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いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第５７号～日程第１２．議案第５９号 

○議長（小金丸益明君）  日程第１０、議案第５７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３号）から日程第１２、議案第５９号平成２９年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号）まで、３件を議題とし、これから質疑を行います。 

 初めに、議案第５７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３号）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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで議案第５７号の質疑を終わります。 

 次に、議案第５８号平成２９年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）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〕 
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○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで議案第５８号の質疑を終わります。 

 次に、議案第５９号平成２９年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで議案第５９号の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．認定第１号 

○議長（小金丸益明君）  日程第１３、認定第１号平成２８年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。本件につきましては、議長及び全監査委員市山繁議員を除く１４名で

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

願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．認定第２号～日程第２１．認定第９号 

○議長（小金丸益明君）  日程第１４、認定第２号平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定についてから、日程第２１、認定第９号平成２８年度壱岐市水道事業会計決算

認定についてまで、８件を議題とし、これから質疑を行います。 

 初めに、認定第２号平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで認定第２号の質疑を終わります。 

 次に、認定第３号平成２８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、

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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで認定第３号の質疑を終わります。 

 次に、認定第４号平成２８年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで認定第４号の質疑を終わります。 

 次に、認定第５号平成２８年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで認定第５号の質疑を終わります。 
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 次に、認定第６号平成２８年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで認定第６号の質疑を終わります。 

 次に、認定第７号平成２８年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定について、質疑

を行います。質疑ありませんか。鵜瀬議員。 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）  ９月７日の議案説明におきまして、平成２８年度利用者実績に

ついては、公共事業のあった平成２７年度実績に比べると５,６１７人減の５万４,１６５人。自

動車航送実績が３３台減の１,０６６台と報告がありました。今回２８年度は２７年度に比べる

と公共工事減とあわせて人口減によると報告がありました。今後も赤字分については、国庫補助

はあるものの、運航管理費は変わらず利用者が減少すれば赤字幅はますます拡大をされます。そ

こで、今後三島における利用者をふやすための振興策はどのように考えられているのかお尋ねを

いたします。 

○議長（小金丸益明君）  ただいまの鵜瀬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。久間総務

部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  鵜瀬議員の質問にお答えをいたします。 

 フェリーみしまの運営における課題といたしましては、議員の御意見のとおり、国庫補助航路

として赤字部分の補填が国のほうからされておりまして、当然のことながら国、県からはその経

営改善の努力を求められているところでございます。 

 その運営の根幹をなすものが船舶使用料をいかに確保するかということでございますが、収入

見込みにおける船舶使用料に占める乗船客数及び自動車航送台数等の変動分析におきましては、

公共事業にともなう分についてはその時々の計画もございますので、将来的な船舶使用料の見込

みとしては除外したところでの変動の要因はやはり三島島民の利用状況、すなわち三島島民の人

口の推移だと思っております。 

 フェリーみしまの乗船客数の推移を申し上げますと、平成２４年度決算では６万７,１３８人、

平成２８年度では５万４,１６５人で、５年間でマイナスの１万２,９７３人、１９.３２％減少

している状況でございます。それでは、三島島民の人口の推移ということになりますと、平成

２４年３月末の人口が４２１人で、平成２８年３月末が３５４人で、５年間でマイナス６７人、

１５.９％減少しております。つまり、議員の御指摘のとおり、利用者をふやすための振興策が

必要となってくるわけでございます。考え方としては、壱岐本島と同じようにその縮図が三島に

あるというふうに認識をしております。それでは、それで本島と同じ方法としては定住促進及び

交流人口の拡大ということになると思っております。交流人口拡大施策ということでいえば、三



- 59 - 

島でのイベントの実施、観光資源の活用、三島を生かした企業創業、雇用拡大等が考えられると

ころでございますが、これも官民一体となった取り組みが求められていることは言うまでもない

といふうに認識をしております。 

 なお、航路改善の対策としましては、本年度取り組んでおります壱岐市地域公共交通網形成計

画策定業務におきまして、三島航路事業の長期的視点で省エネ船舶へのリプレイス計画や季節ダ

イヤ導入等のメリハリのあるダイヤ編成の検討などによる経費削減の視点と、そして他の公共交

通機関との乗り継ぎ改善や観光と連携した商品造成などの利用者拡大方策を両輪として検討を行

うようにしております。 

 以上でございます。 

○議長（小金丸益明君）  鵜瀬議員。 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）  今、総務部長のほうから御説明がありました。利用者の減とそ

れに対する三島の人口減のお話がありました。今、言われたとおり、これは壱岐市における縮図

だと思っております。いろんな取り組みの中で、今回は三島航路については総務課が主体となっ

てしておりますが、やはりその三島における定住、そして並びに交流人口については企画振興部

辺りと、やはり全庁的な取り組みをしないとなかなか解決できるような問題でないと思っており

ます。また、現在島にいらっしゃる方々とやはりいろんな意見交換をしていただいて、新たに三

島の振興策もつくる必要があるんじゃないかと思っておりますが、この件に関しまして市長のお

考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（小金丸益明君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  まさにおっしゃるとおりでありまして、三島の状況は壱岐本島の九州に

対する状況の縮図であります。そういった中でやはり人口減少問題、これは避けて通れない大き

な課題であります。そういった中で、今まで三島の方々とお話をする中で三島はやはりすばらし

い環境でございます。また、戦跡等の遺跡もございます。 

 そういった中で、やはり三島を観光、例えば交流人口を考えたときに民泊をやれないかとかい

うお話もずっと聞いております。そういったこと等も含めて、企画振興に研究させたいと思って

おるところであります。また、そういった中でこの三島航路を一概に赤字等々ということで、確

かに赤字を解消することは大事でございますけれども、これはやはり島民の足ということを一義

的に考えておるところでございまして、その島民に対する、三島の方々に対する１番便利のいい

ダイヤ、そのことが果たして観光者にとってベストの航路かということ等々も含めまして、総合

的に研究していきたいと思っております。 

○議長（小金丸益明君）  鵜瀬議員。 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）  市長が言われました島民にとってはなくてはならない航路とい
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うのは重々承知をしております。ぜひ、市長が言われた内容で三島振興の計画案ができることを

期待してこれで質問を終わりたいと思います。ぜひよろしくお願いします。 

○議長（小金丸益明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで認定第７号の質疑を終わります。 

 次に、認定第８号平成２８年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算認定について、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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで認定第８号の質疑を終わります。 

 次に、認定第９号平成２８年度壱岐市水道事業会計決算認定について、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（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで認定第９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５３号壱岐市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてか

ら、議案第５５号壱岐市手数料条例の一部改正についてまで、及び議案第５７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３号）から、議案第５９号平成２９年度壱岐市農業

機械銀行特別会計補正予算（第１号）まで、並びに認定第２号平成２８年度壱岐市国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算認定についてから、認定第９号平成２８年度壱岐市水道事業会計決算

認定についてまで、１４件をお手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付

託します。 

 お諮りします。 

 議案第５６号平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）は議長を除く１５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。御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５６号については、議長を除く１５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。 

 お諮りいたします。 

 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
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規定により、議長を除く１５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（小金丸益明君）  異議なしと認めます。 

 したがって、議長を除く１５名を予算特別委員会に選任することに決定しました。 

 お諮りします。 

 認定第１号平成２８年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定については、議長及び前監査委員、

市山繁議員を除く１４人で構成する決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。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号については、議長及び前監査委員、市山繁議員を除く１４人で構成す

る決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いたしました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました決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、議長及び前監査委員、市山繁議員を除く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（小金丸益明君）  異議なしと認めます。 

 したがって、議長及び前監査委員、市山繁議員を除く１４名を決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34分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時35分再開 

○議長（小金丸益明君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 予算特別委員会及び決算特別委員会の正副委員長が決定しましたので、御報告いたします。 

 予算特別委員長に５番、赤木貴尚議員、副委員長に１番、山川忠久議員、決算特別委員会委員

長に１２番、中田恭一議員、副委員長に６番、土谷勇二議員に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．要望第２号～日程第２７．要望第６号 

○議長（小金丸益明君）  日程第２２、要望第２号市道【瀬戸・大左右線】から県道【勝本・石田
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線】の取替えについての要望から、日程第２７、要望第６号人事課を設置されて法に従い管理

職々員の任用を求める要望の６件を議題とします。 

 ただいま上程しました、要望第２号から、要望第６号までの６件については、お手元に配付の

要望等文書表のとおり、それぞれの所管の委員会へ付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．要請第１号 

○議長（小金丸益明君）  日程第２８、要請第１号「道路整備事業に必要な予算確保に関する意見

書」採択のお願い、についてを議題とします。 

 ただいま上程をしました、要請第１号につきましては、産業建設常任委員会へ付託します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小金丸益明君）  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９月１４日木曜日午前１０時から開きます。なお、あすは一般質問となって

おり、６名の議員が登壇予定となっております。壱岐ビジョン、壱岐ＦＭにて生中継いたします。

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37分散会 

────────────────────────────── 

 

 


