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平成29年壱岐市議会定例会12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（１２月４日 月曜日） 

  議事日程表（第１号） ……………………………………………………………………   ７ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………   ８ 

  再 開（開議） ……………………………………………………………………………   ９ 

  会議録署名議員の指名 ……………………………………………………………………   ９ 

  審議期間の決定 ……………………………………………………………………………   ９ 

  諸般の報告 …………………………………………………………………………………  １０ 

  行政報告 ……………………………………………………………………………………  １１ 

  議案説明 

    議案第６５号 損害賠償の額の決定について ……………………………………  １９ 

    議案第６６号 壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 

           改正について ………………………………………………………  ２０ 

    議案第６７号 壱岐市附属機関設置条例の一部改正について …………………  ２１ 

    議案第６８号 壱岐市税条例の一部改正について ………………………………  ２１ 

    議案第６９号 壱岐市営住宅条例の一部改正について …………………………  ２２ 

    議案第７０号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市芦辺浦住民集会 

           所） …………………………………………………………………  ２３ 

    議案第７１号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市高等職業訓練校） 

           …………………………………………………………………………  ２４ 

    議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市自動車教習場） 

           …………………………………………………………………………  ２４ 

    議案第７３号 公の施設の指定管理者の指定について（マリンパル壱岐） …  ２５ 

    議案第７４号 公有水面埋立について ……………………………………………  ２６ 

    議案第７５号 平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第９号） ……………  ２７ 

    議案第７６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４ 

           号） …………………………………………………………………  ３０ 

    議案第７７号 平成２９年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 
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           …………………………………………………………………………  ３０ 

    議案第７８号 平成２９年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

           …………………………………………………………………………  ３１ 

    議案第７９号 平成２９年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号） ………  ３２ 

    要請第２号 「難病医療費助成制度の改善を求める意見書」提出のお願い …  ３３ 

    要望第７号 漁業用燃油に対しての応分の支援に対する要望 …………………  ３３ 

    陳情第３号 住民の日常生活や外出を支援する生活交通の確保についての陳情 

          ……………………………………………………………………………  ３３ 

 

第２日（１２月７日 木曜日） 

  議事日程表（第２号） ……………………………………………………………………  ３５ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………  ３６ 

  議案に対する質疑 

    議案第６５号 損害賠償の額の決定について ……………………………………  ３７ 

    議案第６６号 壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 

           改正について ………………………………………………………  ３７ 

    議案第６７号 壱岐市附属機関設置条例の一部改正について …………………  ３７ 

    議案第６８号 壱岐市税条例の一部改正について ………………………………  ３７ 

    議案第６９号 壱岐市営住宅条例の一部改正について …………………………  ３７ 

    議案第７０号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市芦辺浦住民集会 

           所） …………………………………………………………………  ３７ 

    議案第７１号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市高等職業訓練校） 

           …………………………………………………………………………  ３７ 

    議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市自動車教習場） 

           …………………………………………………………………………  ３７ 

    議案第７３号 公の施設の指定管理者の指定について（マリンパル壱岐） …  ３７ 

    議案第７４号 公有水面埋立について ……………………………………………  ３７ 

    議案第７５号 平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第９号） ……………  ４６ 

    議案第７６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４ 

           号） …………………………………………………………………  ４６ 

    議案第７７号 平成２９年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

           …………………………………………………………………………  ４６ 
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    議案第７８号 平成２９年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

           …………………………………………………………………………  ４６ 

    議案第７９号 平成２９年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号） ………  ４６ 

  委員会付託（議案） ………………………………………………………………………  ４６ 

  予算特別委員会の設置 ……………………………………………………………………  ４６ 

    要請第２号 「難病医療費助成制度の改善を求める意見書」提出のお願い …  ４７ 

    要望第７号 漁業用燃油に対しての応分の支援に対する要望 …………………  ４７ 

    陳情第３号 住民の日常生活や外出を支援する生活交通の確保についての陳情 

          ……………………………………………………………………………  ４７ 

  委員会付託（要請・要望・陳情） ………………………………………………………  ４７ 

 

第３日（１２月１１日 月曜日） 

  議事日程表（第３号） ……………………………………………………………………  ４９ 

  出席議員及び説明のために出席した者 …………………………………………………  ５０ 

  一般質問 ……………………………………………………………………………………  ５０ 

     ８番 呼子  好  議員 …………………………………………………………  ５０ 

     ５番 赤木 貴尚 議員 …………………………………………………………  ６２ 

    １１番 鵜瀬 和博 議員 …………………………………………………………  ６９ 

     ６番 土谷 勇二 議員 …………………………………………………………  ８２ 

    １２番 中田 恭一 議員 …………………………………………………………  ９２ 

 

第４日（１２月１２日 火曜日） 

  議事日程表（第４号） …………………………………………………………………… １０３ 

  出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… １０４ 

  一般質問 …………………………………………………………………………………… １０４ 

     ２番 山内  豊 議員 ………………………………………………………… １０４ 

     ４番 清水  修 議員 ………………………………………………………… １１６ 

     ７番 久保田恒憲 議員 ………………………………………………………… １２７ 

    １３番 市山  繁 議員 ………………………………………………………… １４０ 

    １５番 豊坂 敏文 議員 ………………………………………………………… １５４ 

 

第５日（１２月１３日 水曜日） 
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  議事日程表（第５号） …………………………………………………………………… １６５ 

  出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… １６５ 

  一般質問 …………………………………………………………………………………… １６６ 

    １０番 町田 正一 議員 ………………………………………………………… １６６ 

     ３番 植村 圭司 議員 ………………………………………………………… １７９ 

     ９番 音嶋 正吾 議員 ………………………………………………………… １９２ 

 

第６日（１２月１９日 火曜日） 

  議事日程表（第６号） …………………………………………………………………… ２０５ 

  出席議員及び説明のために出席した者 ………………………………………………… ２０６ 

  委員長報告、委員長に対する質疑 ……………………………………………………… ２０７ 

  議案に対する討論、採決 

    議案第６５号 損害賠償の額の決定について …………………………………… ２１０ 

    議案第６６号 壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 

           改正について ……………………………………………………… ２１０ 

    議案第６７号 壱岐市附属機関設置条例の一部改正について ………………… ２１３ 

    議案第６８号 壱岐市税条例の一部改正について ……………………………… ２１３ 

    議案第６９号 壱岐市営住宅条例の一部改正について ………………………… ２１３ 

    議案第７０号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市芦辺浦住民集会 

           所） ………………………………………………………………… ２１３ 

    議案第７１号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市高等職業訓練校） 

           ………………………………………………………………………… ２１３ 

    議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市自動車教習場） 

           ………………………………………………………………………… ２１３ 

    議案第７３号 公の施設の指定管理者の指定について（マリンパル壱岐） … ２１３ 

    議案第７４号 公有水面埋立について …………………………………………… ２１３ 

    議案第７５号 平成２９年度壱岐市一般会計補正予算（第９号） …………… ２１４ 

    議案第７６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４ 

           号） ………………………………………………………………… ２１４ 

    議案第７７号 平成２９年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

           ………………………………………………………………………… ２１４ 

    議案第７８号 平成２９年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
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           ………………………………………………………………………… ２１４ 

    議案第７９号 平成２９年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号） ……… ２１４ 

    要請第２号 「難病医療費助成制度の改善を求める意見書」提出のお願い … ２１４ 

    要望第７号 漁業用燃油に対しての応分の支援に対する要望 ………………… ２１４ 

    陳情第３号 住民の日常生活や外出を支援する生活交通の確保についての陳情 

          …………………………………………………………………………… ２１４ 

  委員会の閉会中の継続審査・継続調査の申し出の件 ………………………………… ２１５ 

  市長の挨拶 ………………………………………………………………………………… ２１６ 

  閉 会 ……………………………………………………………………………………… ２１８ 

  資料 

    委員会の閉会中の継続審査・継続調査の申し出の件 …………………………… ２２１ 


