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平成２１年３月第１回室戸市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．日 時  平成２１年３月６日（金） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 脇 本 健 樹    ２番 久 保 八太雄    ３番 久 保 正 則 

  ４番 上 野 祥 司    ５番 濱 口 太 作    ６番 米 澤 善 吾 

  ７番 立 石 大 輔    ８番 山 本 賢 誓    ９番 谷 口 總一郎 

  10番 徳 増 寿 子    12番 堺   喜久美    13番 鈴 木 彬 夫 

  14番 久 保 善 則    15番 林   竹 松    16番 町 田 又 一 

４．欠席議員 

  11番 山 下 浩 平 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  木 下 恵 介 

  事 務 局 次 長  中 山 一 彦 

  議 事 班 長  長 崎 潤 子 

  議 事 班 主 任  柳 原 直 哉 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     副  市  長  武 内 土佐雄 

  総 務 課 長  谷 口 稀 稔     企画財政課長  上 山 精 雄 

  滞納整理課長  安 岡 稔 光     財産管理課長  萩 野 義 興 

  税 務 課 長  中 岡 當 行     市 民 課 長  久 保   正 

  保健介護課長  山 本   勉     人権啓発課長  前 川 美智夫 

  農林課長併農業委員会事務局長  松 本 正 明     建 設 課 長  川 邊 幸 雄 

  水 産 課 長  久 保 重 章     観光深層水課長  柳 川 明 彦 

  会計管理者兼会計課長  中 川 博 嗣     福祉事務所長  上 田   満 

  教  育  長  谷 村 幸 利     教育次長兼学校教育課長  植 村 幸 治 

  生涯学習課長  黒 岩 秀 祐     水 道 局 長  亀 井 賢 夫 

  消  防  長  佃     均     監査委員事務局長  山 本 君 子 

７．議事日程        

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議案第１号 室戸市地域活性化・生活対策基金の設置、管理及び処分に関する 

             条例の制定について 
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  日程第４ 議案第２号 平成20年度室戸市一般会計第９回補正予算について 

  日程第５ 議案第３号 平成20年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計第２回補正予算に 

             ついて 

  日程第６ 議案第４号 平成20年度室戸市水道事業会計第１回補正予算について 

  日程第７ 議案第５号 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例 

             の一部改正について 

  日程第８ 議案第６号 室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第７号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第10 議案第８号 室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例の制定について 

  日程第11 議案第９号 室戸市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部改正につ 

             いて 

  日程第12 議案第10号 室戸市介護従事者処遇改善臨時特例基金の設置、管理及び処分に 

             関する条例の制定について 

  日程第13 議案第11号 室戸市介護保険条例の一部改正について 

  日程第14 議案第12号 室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について 

  日程第15 議案第13号 室戸市国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第16 議案第14号 室戸市漁具焼却炉施設設置及び管理条例の廃止について 

  日程第17 議案第15号 平成20年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算につ 

             いて 

  日程第18 議案第16号 平成20年度室戸市老人保健事業特別会計第３回補正予算について 

  日程第19 議案第17号 平成20年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算について 

  日程第20 議案第18号 平成20年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第２回補正予算に 

             ついて 

  日程第21 議案第19号 平成21年度室戸市一般会計予算について 

  日程第22 議案第20号 平成21年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第23 議案第21号 平成21年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

  日程第24 議案第22号 平成21年度室戸市老人保健事業特別会計予算について 

  日程第25 議案第23号 平成21年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について 

  日程第26 議案第24号 平成21年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

  日程第27 議案第25号 平成21年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 

  日程第28 議案第26号 平成21年度室戸市障害程度区分認定審査会運営事業特別会計予算 

             について 

  日程第29 議案第27号 平成21年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  日程第30 議案第28号 平成21年度室戸市水道事業会計予算について 
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  日程第31 議案第29号 農林関係施設の指定管理者の指定について 

  日程第32 議案第30号 水産関係施設の指定管理者の指定について 

  日程第33 議案第31号 水産関係施設の指定管理者の指定について 

  日程第34 議案第32号 室戸市バイクライダー交流宿泊施設の指定管理者の指定について 

  日程第35 議案第33号 市道路線の廃止について 

  日程第36 議案第34号 安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について 

  日程第37 議案第35号 損害賠償額の決定及び和解することについて 

  日程第38 議案第36号 損害賠償額の決定及び和解することについて 

  日程第39 議案第37号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第40 議案第38号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第40まで 

 ※本日議決した事件 

  日程第３ 議案第１号より 

  日程第６ 議案第４号まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開会、開議 

○議長（町田又一君） おはようございます。 

 ただいまから平成21年３月第１回室戸市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告を議会事務局長よりいたさせます。木下議会事務局長。 

○議会事務局長（木下恵介君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数16名中欠席届１名、現在15名の出席でございます。 

 欠席議員は、山下浩平議員、入院のためでございます。 

 次に、12月定例会以降、閉会中の主な議会活動について御報告をいたします。 

 12月25日、安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合議会が開会され、議長が出席をいたし

ました。 

 １月６日、消防出初め式に関係議員が出席をいたしました。 

 １月９日、議会だより編集のため、議会運営委員会が開会されました。 

 同じく９日、執行部とともに議長が県に陳情を行いました。 

 １月11日、成人式に議長を初め議員が出席をいたしました。 

 １月14日、執行部とともに議長が土佐国道事務所に陳情を行いました。 

 １月14日、国道55号大山道路着工記念式が安芸市で行われ、議長が出席をいたしました。 

 １月25日、観光びらきに議長を初め議員が出席をいたしました。 

 １月28日から30日の３日間、高知県市議会議長会視察研修が岡山県備前市及び京都市で行わ

れ、正副議長が参加いたしました。 

 ２月４日、執行部とともに議長が総務省ほかに特交の陳情を行いました。 

 同じく４日、雲仙市議会が行政視察のため訪問されました。 

 ２月10日、市議会議員共済会第97回代議員会が東京で開会され、議長が出席をいたしまし

た。 

 ２月12日、芸東衛生組合検討委員会が開会され、議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 ２月13日、高知県広域食肉センター事務組合議会が高知市で開会され、議長が出席をいたし

ました。 

 ２月20日、日本ジオパーク記念式典が東京で開催され、執行部とともに議長が出席をいたし

ました。 

 ２月23日、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会臨時総会及び道路財源に関する会議が

高知市で開会され、議長が出席をいたしました。 

 ２月24日、芸東衛生組合議会定例会が開会され、議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 ２月26日、安芸広域市町村圏事務組合議会定例会が安芸市で開会され、議長が出席をいたし
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ました。 

 ２月28日、市制50周年記念式典が開催され、議長を初め議員が出席をいたしました。 

 ３月２日、高知県市議会議長会臨時総会が高知市で開会され、議長が出席をいたしました。 

 ３月３日、３月定例会の会期及び日程等の協議のため、議会運営委員会が開会されました。 

 次に、会派の結成届について御報告をいたします。 

 １月13日、米澤善吾議員、脇本健樹議員、久保八太雄議員、上野祥司議員、久保正則議員、

濱口太作議員から、会派名六曜会の結成届が提出されております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（町田又一君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。久保善則議会運営委

員会委員長。 

（議会運営委員会委員長報告） 

○議会運営委員会委員長（久保善則君） 平成21年３月第１回室戸市議会定例会を開会するに

当たり、議会運営委員会委員長報告を行います。 

 ３月３日午後２時から議長出席のもと議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありました

会期及び日程等についての協議を行いました。 

 今期定例会に提案されております案件は、付議事件38件、うち条例関係11件、予算関係

17件、人事関係２件、その他８件となっております。 

 今議会の一般質問者は６名であり、その質問内容はお手元に配付の一般質問順序表のとおり

でございます。 

 会期につきましては、お手元に配付の会期及び日程表のとおり、本日３月６日から３月24日

までの19日間とすることに決定いたしました。 

 会議時間につきましては、議事の進行状況によりまして時間延長もあり得ますので、それぞ

れの日程の消化につきましては、議員各位の御協力をお願いいたします。 

 次に、お手元に配付してあります陳情書、要望書の一覧表の記載案件の中で、地方の道路整

備の着実な推進を求める意見書につきましては、議会運営委員会で取り扱うことと決定いたし

ましたので、議員各位の御協力を重ねてお願いいたします。 

 その他につきましては、原本の写しを議員控室に準備してあります。趣旨に賛同される議員

がおいででございましたら、申し出てください。 

 次に、市長より、議案第１号室戸市地域活性化・生活対策基金の設置、管理及び処分に関す

る条例の制定についてから議案第４号平成20年度室戸市水道事業会計第１回補正予算について

までの４件につきましては、国の第２次補正予算関連のため、本日審議してほしいとの要請が

あり、その取り扱いにつきまして協議をした結果、本日、委員会付託を省略し、質疑、討論、

採決を行うことに決定いたしました。 

 また、執行部から、会期中に予算関係１件が追加提案される予定であります。 
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 次に、室戸市議会委員会条例の一部改正については、室戸市課設置条例の一部改正に伴うも

のであり、議会運営委員会で本会議に提案いたすことに決定をいたしております。 

 また、任期満了に伴う選挙管理委員会委員並びに同補充員の選挙を予定しております。 

 次に、各常任委員会委員の選任につきましては、申し合わせにより、任期は２年ごとに他の

委員会へかわることとなっております。今回の選任につきましては、入れかわりとなりますの

でよろしくお願いします。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（町田又一君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において山本賢誓君及び米澤善吾君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 今期定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日６日から３月24日までの

19日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、会期は19日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市地域活性化・生活対策基金の設

置、管理及び処分に関する条例の制定についてから日程第40、議案第38号固定資産評価審査委

員会委員の選任についてまで、以上38件を一括議題といたします。 

 施政方針並びに提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） おはようございます。本日、平成21年３月第１回室戸市議会定例会を

招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多用の中御出席をいただきましてあ

りがとうございます。 

 本年度における市政運営に対する施政方針や予算案に対する予算編成方針などについて申し

上げ、議員各位並びに市民の皆さんの御理解と御協力をお願いをする次第であります。 

 さて、昨年よりの米国に端を発する世界規模の金融・経済危機の広がりは、日本経済へも深

刻な影響を及ぼしており、100年に一度の厳しい状況に直面していると言われています。特

に、製造業を中心に需要の急速な減少により、雇用情勢が急激に悪化するなど、景気の低迷は

地域の経済やそれを支えている中小企業などを直撃し、市民生活への影響も深刻さの度合いを

増してきています。 
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 こうした中、国策による雇用対策、地域活性化、生活対策に関連した新たな交付金が創出さ

れました。本市におきましても、これらの交付金を活用し、生活の安定と就労の機会創出につ

ながるための施策を着実に進めていくことが必要であります。 

 また、本市は、室戸市集中改革プラン推進計画に基づき、行財政改革に取り組んでいるとこ

ろでありますが、激動する日本経済や地域経済の動きの中で、本市における財政危機等の認識

を一人一人の職員が共有し、行政の効率的なスリム化を図るとともに、普通建設事業等、ハー

ド事業の効果的な施策を展開し、地域の活性化と市民サービスの向上を目指した行財政運営を

展開していかなければならないと考えております。 

 折しも本年は市制施行50周年記念の年であります。多くの諸先輩方が本市の現在と未来を考

え、奮闘、努力を重ねてきた結果、さまざまな産業や文化が地域に根づいてまいりました。こ

れら地域の特性を生かした産業を継承、発展させるとともに、次世代を見据えた新たなまちづ

くりを推進していかなければならないと決意をするところであります。 

 そこで、平成21年度の予算編成におきましては、次の７点を重点事項といたしました。 

 １点目、産業の育成については、 

 ①産業振興、経済発展を牽引する「意欲を持った」経営体・組織の育成支援。 

 ②室戸ならではの資源を活用した産業など、成長が期待できる新分野の産業育成。 

 ③雇用効果や住民所得の増加に直接結びつく取り組みの推進。 

 ④産業者会議での協議事項の推進。 

 ⑤室戸ジオパーク構想と観光振興事業の推進。 

 ２点目、防災対策については、 

 ①自主防災組織のネットワーク化と防災講演会の実施。 

 ②防災対策に係る民間企業との連携。 

 ③防災公園の整備や消防無線の充実。 

 ３点目、福祉サービスの充実については、 

 ①疾病の予防対策や受診率を高める啓発活動の推進。 

 ②高齢者の健康と生きがい対策の充実。 

 ③自助、共助、公助による協働のまちづくり。 

 ４点目、保育と教育の充実については、 

 ①少子化対策に結びつく事業の実施。 

 ②保小及び中高連携教育の推進。 

 ③保育の民営化や特別保育事業の推進。 

 ④学校施設の耐震化の推進。 

 ⑤地域の文化財を守る活動の支援。 

 ⑥学校の統廃合の推進。 
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 ⑦人権施策実施計画の策定推進。 

 ５点目、生活環境の充実については、 

 ①生活に密着した道路整備の推進。 

 ②森林を守る協働の森づくり事業等の推進。 

 ③地上デジタル放送対策の推進。 

 ６点目、財政の健全化について、 

 ①集中改革プラン推進計画の実施。 

 ②市税、使用料など滞納債権の回収。 

 ③利用されていない市有財産の貸し付けや売り払いの推進。 

 ④人件費の削減と物件費の節減を図る。 

 ⑤民営化や外部委託の推進。 

 ７点目、その他といたしまして、 

 ①職員に対する職場内研修の促進。 

 ②県及び広域組合へ職員を派遣し、資質の向上を図る。 

 ③高知大学との連携事業の推進。 

 ④市制50周年記念事業の推進などとしているところであります。 

 平成21年度の予算編成におきましては、行財政改革を基本に、住民福祉の増進はもとより、

市の活性化につながる予算内容としています。 

 また、予算配分の重点化に当たっては、人件費、公債費などの義務的経費の抑制を図るとと

もに、永年の懸案事項であった土地開発公社の塩漬け土地解消に向けた市道神ノ前線・防災公

園の整備、住民生活の向上のための道路整備、防災対策として学校耐震化事業、産業者会議提

案事項である新規就農者への支援などとともに、県が策定した産業振興計画と連動したジオパ

ーク推進事業などの重点施策を推進することとしています。 

 歳入においては、市税等自主財源の確保に一層努めるとともに、各種基金からその目的に沿

った繰り入れを行いました。また、遊休市有地の売却などによる歳入の確保により当初予算を

編成したところであります。 

 以下、主な施策を申し上げます。 

 まず、行政改革についてであります。 

 事務事業の効率化を図るため、農林課と水産課の統合を行い農林水産課とするとともに、班

体制の見直しを行います。また、来庁した市民と職員が同じ目線で接することのできる対面式

ローカウンターを１階の窓口に一部導入し、コミュニケーションの向上を図ります。 

 また、市税を初めとする未収金につきましては、滞納整理課を中心とし、債権処理に努める

とともに、滞納者の状況等を的確に把握し分析した上で、適切な債権処理を進めてまいりま

す。 
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 職員の人材育成につきましては、室戸市人材育成基本方針に基づき、階層ごとに求められる

能力と職員としての資質の向上を図るため、こうち人づくり広域連合や県外専門機関への派遣

研修及び専門講師招聘による各種研修を実施するとともに、職員を講師とする職場内研修を継

続的に実施します。さらに、本年度は、県及び広域連合等へ職員の派遣を行い、人材育成に努

めてまいります。 

 次に、商工観光と雇用促進についてであります。 

 本市への平成20年観光入り込み客は、36万900人であり、前年に比べ９万7,000人の増加とな

っております。昨年、室戸市商工会が中心となり実施しました地方の元気再生事業がモニター

の方々に好評であり、健康観光として期待が大きく高まっています。その核となる室戸海洋深

層水体験交流センターの運営面での支援を行います。 

 本年は、平成22年放送予定のＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」に関連し、県下で「龍馬であい

博」も開催されますので、交流人口の増大に一層努力してまいります。 

 雇用促進につきましては、国のふるさと雇用再生特別基金事業や緊急雇用創出臨時特別基金

事業などを活用し、雇用の場の確保や雇用機会の創出に向け、取り組んでまいります。 

 次に、水産関係についてであります。 

 水産業の振興につきましては、つくり育てる漁業への転換と漁獲物の消費拡大及び販路開拓

などに向け、積極的に取り組んでまいります。 

 また、高知県産業振興計画との連携を図り、地場産品の開発、藻場造成、漁業後継者の育成

などを推進するとともに、種子島周辺漁業対策事業による高知県無線漁協漁業用通信施設設置

事業費補助金など、各種補助事業を活用し、漁業関係施設の基盤整備に努めてまいります。 

 次に、建設関係についてであります。 

 国道及び県道、室津避難港、佐喜浜港、岩戸・元海岸の早期改良を各機関へ要望するととも

に、継続事業として市道神ノ前線新設等の工事や、新規事業として吉良川町市道学校通線、市

道奈良師岩戸線の改良事業など、市民生活に密着した生活道の整備改良に努めてまいります。 

 また、国土調査は、引き続き佐喜浜町において測量作業を進めてまいります。 

 次に、農林業関係についてであります。 

 中山間地域など条件不利地の営農を支援するとともに、環境保全型農業推進事業を行い、安

心・安全な作物を目指し、地域の特色ある産品開発やアンテナショップなどの販路拡大を図り

ます。 

 また、後継者対策である新規就農者支援事業を行い、担い手育成の支援を図ります。 

 林業につきましては、公有林整備事業を初め、森林整備地域活動支援事業や緊急間伐総合支

援事業等を推進し、林業の振興に努めてまいります。 

 次に、防災関係についてであります。 

 近い将来予想される南海地震に備え、自主防災組織の組織率100％を目指して取り組むとと
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もに、それらの組織間のネットワーク化、自主防災活動を担う人材の育成、防災講演会の開

催、防災対策に係る民間企業との連携、防災公園の整備とともに室戸消防分団屯所の新築など

防災体制の充実を図ってまいります。 

 次に、福祉関係であります。 

 少子化対策の一環としまして、多子世帯の第３子以降の３歳以上就学前の児童に係る通院医

療費の自己負担分を助成する制度を拡充いたします。また、次世代育成支援対策行動計画後期

計画を策定し、児童の健やかな成長と子育て家庭を地域全体で支援していく取り組みを充実さ

せてまいります。 

 地域福祉につきましては、ボランティア等による住民同士の支え合い活動の拠点となる事業

を各地域において展開してまいりたいと考えております。 

 また、障害のある方への防災時の支援のため、要援護者台帳の作成を進めてまいります。 

 次に、健康づくりと健康予防についてであります。 

 市民の方々に生涯にわたり健康な生活を送っていただくためには、子供から高齢者まで、そ

の年齢に応じた健康づくりが必要であります。そこで、各種検診率を高めるとともに、健康教

育、健康相談、健康指導を行うなど、市民の疾病・改善対策を推進してまいります。 

 また、市民の健康寿命や平均寿命の延伸を図るため、健康づくりの総合的な計画を策定し、

メタボリックシンドロームや生活習慣病に着目した健康づくり事業などに取り組んでまいりま

す。 

 さらに、高齢者の方が健康で生きがいを持って住みなれた地域でいつまでも元気に暮らして

いただくため、各地域で生きがい対応型デイサービス、いきいき100歳体操等の事業を実施す

るとともに、シルバー人材センターや老人クラブの支援を行ってまいります。 

 次に、教育についてであります。 

 子供たちの基礎学力の向上を図るため、市単独事業による学力向上対策事業として、確かな

学び支援事業、教育特区研究開発推進事業等を実施するとともに、新しく自然体験学習の推進

及び保小中高の連携事業に取り組んでまいります。 

 また、学級の状況を適切に把握するためのＱ－Ｕ調査とともに、子供たちの学力定着を目指

した到達度把握授業評価システム推進事業を実施します。 

 施設整備につきましては、整備計画に基づき、耐震補強工事等を実施してまいります。 

 生涯学習につきましては、市民一人一人がみずからに適した学習が行えるよう、学習援助や

学習環境の条件整備を行い、市民に広く学習の場を提供してまいります。 

 また、子供たちの健全育成のための居場所づくりとして、放課後児童クラブや放課後子ども

教室の推進を図り、その中で家庭学習や地域・家庭の教育力向上を図ってまいります。 

 スポーツの推進につきましては、総合型地域スポーツクラブの設立に努め、市民の健康づく

りと競技力アップを目指します。 
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 文化財行政につきましては、貴重な文化財の保存、伝承に努めるとともに、新たに室戸市文

化財保護管理活用計画を策定し、その計画に沿って文化財の調査研究及び活用の充実を図って

まいります。 

 吉良川町並み保存事業につきましては、建造物等の保存修理・修景を継続し、歴史的な町並

み保存を推進するとともに、見学者のための拠点施設である町並み館の設置に向けて調査研究

を進めてまいります。 

 次に、人権対策についてであります。 

 これまでの人権問題解決のための取り組みにより、人権意識は高まってきていると考えます

が、弱者に対する暴力や虐待などの人権侵害や、同和問題などのように、今なお誤った知識や

偏見による差別が存在しております。さらなる人権教育・啓発に努めてまいります。 

 また、室戸市男女共同参画プランによる各種施策を推進します。 

 市民館につきましては、地域のコミュニティーセンターとして、交流事業を初め各種教室等

の実施に努めるとともに、施設の耐震診断等を行ってまいります。 

 次に、環境対策についてであります。 

 環境対策は、環境基本計画に基づき、本市における生活環境や自然環境の保全と創造、資源

循環型社会の構築を図るために、ごみの減量化や環境市民講座等の事業を推進してまいりまし

た。その結果、市民グループの育成や一般ごみの排出量を減量することができましたが、一方

で不法投棄など環境を破壊する行為は後を絶たないのが現状であります。 

 本年度においても、これまでの事業を継続しつつ、不法投棄の監視パトロールの強化や室戸

市エコリサイクル活動交付金交付事業、地域環境美観活動事業などの事業を実施することによ

り、住環境の整備、環境美化の推進に努めてまいります。 

 次に、その他の主な事業についてであります。 

 まず、市制50周年記念事業につきましては、50キロメートルウオーキング大会、記念講演

会、ＮＨＫ全国放送公開番組の誘致、さらには子供たちによる地域伝統文化の継承につながる

事業などを実施いたします。 

 室戸ジオパーク関係につきましては、日本ジオパークに認定されましたので、今後、世界ジ

オパークの認証に向けまして案内板の設置や遊歩道の整備、さらにはビデオの作成、ガイドの

養成事業などを進めてまいります。 

 大学との連携事業につきましては、イルカセラピー、磯根資源の増養殖、まちづくり条例の

制定など、本年度においても引き続き取り組んでまいります。 

 ＡＭＡ地域連携事業につきましては、京阪神地域での観光キャンペーンやモニターツアーな

どの実施により、四国東南地域への誘客活動に向けた広域的な取り組みを実施します。 

 また、2011年の地上デジタル放送への完全移行に向けまして、難視聴地区の調査など対応を

進めてまいります。 
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 最後に、水道事業についてであります。 

 収益的収支につきましては、人口の減少に伴い、給水収益は減少しており、先行き大変厳し

い財政状況であります。昨年度、水道料金システムを導入しましたが、さらに事務の簡素効率

化を図り、水道会計の健全化に努めてまいります。 

 一方、資本的収支におきましては、山田水源地から三津配水池までの送水管の改良を行うと

ともに、簡易水道事業として長年の懸案事項であります西山台地への給水を３カ年事業として

取り組んでまいります。本年度は、取水堰など取水施設の整備を進めてまいります。 

 以上、主な施策等について申し述べましたが、急激に変化する社会環境に素早く対応すると

ともに、将来を見据えた体制の構築や各種課題の解決を進め、あしたに希望のあるまちとなる

よう努力してまいりますので、議員各位並びに市民の皆様方の一層の御支援、御指導を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 次に、今定例会に提案します案件は、条例関係11件、予算関係17件、人事関係２件、その他

８件の計38件であります。 

 以下、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号室戸市地域活性化・生活対策基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定につ

いて。 

 本案は、国から交付される地域活性化・生活対策臨時交付金により、本市における地域の活

性化及び市民サービスの向上につながる事業を効果的に執行するため、本条例を制定するもの

であります。 

 議案第２号平成20年度室戸市一般会計第９回補正予算について。 

 本案は、地域活性化・生活対策臨時交付金事業、子育て応援特別手当交付金事業及び定額給

付金給付事業を主とした歳入歳出予算繰越明許費及び地方債の補正であります。 

 歳入の特定財源の国県支出金及び市債は、各事業に対する算定基準により補正いたしまし

た。 

 歳出の主なものは、定額給付金給付事業２億9,570万4,000円、地域活性化・生活対策基金積

立金6,000万円、吉良川公民館耐震改修事業4,242万円等の追加であります。 

 繰越明許費は20件で、主なものといたしましては、定額給付金給付事業２億9,500万円、吉

良川公民館耐震改修工事4,242万円、室戸中央公園散策路復旧工事1,600万円等となっておりま

す。 

 繰り越しの理由といたしましては、国の第２次補正予算を財源とする事業であるため、それ

ぞれ年度内に完成が見込めず、地方自治法第213条第１項の規定により予算の繰り越しを行う

ものであります。 

 また、地方債の補正は、各事業に伴う限度額の変更を行うものでありまして、歳入歳出予算

はそれぞれ５億4,658万5,000円を追加し、総額108億3,304万4,000円とするものであります。 
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 議案第３号平成20年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計第２回補正予算について。 

 本案は、地域活性化・生活対策臨時交付金事業による一般会計繰入金を財源として、海洋深

層水の会計水量管理システム改修費について補正するものであり、歳入歳出予算はそれぞれ

860万円を追加し、総額7,382万円とするものであります。 

 議案第４号平成20年度室戸市水道事業会計第１回補正予算について。 

 本案は、地域活性化・生活対策臨時交付金事業による一般会計補助金を財源として、上水道

吉良川配水管新設工事費について補正するものであり、資本的収支にそれぞれ2,000万円を追

加し、資本的収入の増額を１億132万1,000円、資本的支出の総額を１億9,456万8,000円とする

ものであります。 

 議案第５号室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正につ

いて。 

 本案は、市内の文化財や郷土史に関する調査及び保護等を目的として文化財調査員を設置す

ることに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第６号室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 

 本案は、平成21年５月から裁判員制度が実施されることに伴い、臨時的任用職員及び非常勤

職員が裁判員として出頭する期間を休暇とするため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第７号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 本案は、一般職の職員の通勤手当について、交通機関等利用者に対し、６カ月定期券の価格

による一括支給を可能とすることにより、事務の軽減と経費の削減を図るため、本条例の一部

を改正するものであります。 

 議案第８号室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例の制定について。 

 本案は、急速に進む人口の減少と少子・高齢化に対し、地域の活性化を図るための施策とし

て、移住の促進や新しい交流の機会を創出する拠点として設置する室戸市移住促進交流宿泊施

設の適切な管理を行うため、本条例を制定するものであります。 

 議案第９号室戸市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部改正について。 

 本案は、行政財産に設置する自動販売機の目的外使用に関する使用料を定め、適切な管理を

図るため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第10号室戸市介護従事者処遇改善臨時特例基金の設置、管理及び処分に関する条例の制

定について。 

 本案は、介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策として、平成21年度から介護報酬が改

定されることによる介護保険料の上昇分を抑制し、被保険者の負担の軽減を図ることを目的と

して交付される介護従事者処遇改善臨時特例交付金の適切な管理及び運用を図るため、本条例

を制定するものであります。 
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 議案第11号室戸市介護保険条例の一部改正について。 

 本案は、平成21年度から23年度までの高齢者人口、要介護者の推移及び介護サービス給付費

等を見込んだ第４期介護保険事業計画に基づく介護保険料等の改定に伴い、本条例の一部を改

正するものであります。 

 議案第12号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について。 

 本案は、本市における少子化対策の一環として、18歳未満の児童を３人以上養育する世帯の

第３子以降の就学前の幼児に係る通院医療費の自己負担分を助成し、保護者の負担を軽減する

ことにより、多子政策を充実させるとともに、次世代を担う児童の健全育成を図るため、本条

例の一部を改正するものであります。 

 議案第13号室戸市国民健康保険条例の一部改正について。 

 本案は、退職者医療制度の廃止に伴い、国民健康保険運営協議会委員のうち、被用者保険等

保険者を代表する委員が不要となることなどから、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第14号室戸市漁具焼却炉施設設置及び管理条例の廃止について。 

 本案は、行当地区に設置した漁具焼却炉施設の老朽化に伴い使用できなくなったため、本条

例を廃止するものであります。 

 議案第15号平成20年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算について。 

 本案は、後期高齢者支援金、保険財政共同安定化事業拠出金等の確定及び平成15年財政調整

交付金返還金に伴う補正でありまして、特別調整交付金、前期高齢者交付金等を財源として、

歳入歳出予算はそれぞれ3,711万7,000円を追加し、総額36億7,546万4,000円とするものであり

ます。 

 議案第16号平成20年度室戸市老人保健事業特別会計第３回補正予算について。 

 本案は、歳出における医療給付費及び医療支給費の確定または確定見込みに伴う減額補正で

ありまして、歳入の支払基金交付金、国県支出金等につきましては、それぞれ算定基準により

算定し、歳入歳出予算はそれぞれ３億5,235万1,000円を減額し、総額２億9,188万8,000円とす

るものであります。 

 議案第17号平成20年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算について。 

 本案は、介護従事者処遇改善臨時特例交付金を財源とした基金積立金の追加とともに、利用

者及び利用件数の増による不足が見込まれる居宅介護サービス給付費等と、不用額の見込まれ

る地域密着型介護サービス給付費の予算組み替えを行うものであり、歳入歳出予算はそれぞれ

1,305万4,000円を追加し、総額18億8,206万1,000円とするものであります。 

 議案第18号平成20年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第２回補正予算について。 

 本案は、歳出における後期高齢者医療広域連合納付金等の確定見込み及び歳入の後期高齢者

医療保険料等の確定見込みに伴う減額補正でありまして、歳入の一般会計繰入金につきまして

は、所定の金額により算定し、歳入歳出予算はそれぞれ2,571万1,000円を減額し、総額２億
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1,267万2,000円とするものであります。 

 議案第19号平成21年度室戸市一般会計予算について。 

 本案は、一般会計予算の計上であります。 

 まず、歳入における市税につきましては、景気後退の影響で市民税が対前年度比6.5％の

減、市税全体では対前年度比4.9％の減となっております。 

 地方譲与税、各種交付金は、それぞれ前年度の決算見込み額、地方財政計画、また国の動

向、県の試算等を勘案の上、計上いたしました。 

 また、財政運営を大きく左右する地方交付税につきましては、対前年度比２億円、4.7％の

増額計上とし、国県支出金の特定財源は、所定の算定基準により算定いたしました。 

 繰入金は、財源調整のための財政調整積立基金繰入金9,100万円、減債基金繰入金１億

1,423万6,000円、土地開発基金繰入金１億3,883万6,000円、地域活性化・生活対策基金

3,140万円等を計上しております。 

 市債につきましては、普通建設事業の増や一般財源の不足に対する起債で、後年度交付金が

算入される臨時財政対策債等の増により、対前年度比73.9％増となっております。 

 歳出につきましては、義務的経費のうち、人件費は対前年度比では、職員数の減等により

2.9％の減、扶助費については、社会状況や実績見込みを勘案の上、計上しております。 

 公債費は、前年度比13.4％の増となりましたが、今年度においても、公債費負担適正化計画

に基づき、地方債の発行額を抑制する方向で取り組んでまいります。 

 新規事業の主なものといたしましては、防災公園整備事業に４億2,395万1,000円、室戸消防

分団屯所建設事業に8,692万8,000円、新規農業就業者支援事業など産業者会議提案事項に

358万6,000円、高齢者生活実態調査事業など緊急雇用創出臨時特例基金事業に2,350万円、観

光推進事業などふるさと雇用再生特別基金事業648万1,000円、高知県産業振興計画での取り組

み事項でもあるジオパーク関係に2,166万4,000円、消防分団用消防ポンプ自動車購入に

1,986万9,000円等を計上しております。 

 その他の事業としましては、地域活力基盤創造交付金事業で神ノ前線・東大谷山手線・羽根

本線・奈良師岩戸線・吉良川町学校通線の５路線整備に１億2,030万円、羽根漁港地域水産物

供給基盤整備事業費１億3,002万円、中央公園整備事業3,005万6,000円、室戸小学校及び室戸

岬小学校校舎耐震大規模改造事業に２億9,976万1,000円、室戸海洋深層水体験交流センターの

運営面への支援のため、指定管理料1,740万円を初め、健康増進事業の実施のための経費や芸

東衛生組合への負担金４億4,045万1,000円、安芸広域市町村圏事務組合負担金２億5,801万

8,000円、国民健康保険事業特別会計などへの繰出金６億3,549万4,000円を計上いたしまし

た。 

 債務負担行為は、漁業近代化資金利子補給補助金等を計上し、地方債につきましては、各事

業に伴う限度額等の計上であり、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比９億1,930万円、9.5％増
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の総額105億6,576万2,000円を計上いたしました。 

 議案第20号平成21年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について。 

 本案は、国民健康保険事業の運営経費であります。 

 歳入における保険税は、対前年度比0.9％減の５億3,241万8,000円を計上し、国庫支出金、

療養給付費交付金等の特定財源は、それぞれ補助率、交付基準により算定いたしました。 

 一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金、財政安定化支援事業繰入金等、当該措置の趣旨を

踏まえた所要額を計上しております。 

 歳出にあっては、過去の保険給付費等の実績、最近の医療費の動向等を勘案し、保険給付費

ベースで対前年度比2.3％増の23億2,022万8,000円を計上いたしました。 

 後期高齢者支援金等に15.5％増の２億9,589万9,000円、老人保健拠出金は、制度改正による

平成19年度精算額を算定し、対前年度比77.7％減の1,789万7,000円を計上いたしました。 

 介護給付費納付金は、国から示された数値等に基づき算定し、対前年度比2.1％減の１億

2,599万6,000円を計上し、共同事業拠出金に13.5％増の３億7,453万4,000円、また40歳以上

75歳未満の加入者を対象に義務化されております特定健診及び保健指導に係る特定健康診査等

事業など保健事業費に1,270万7,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比7,066万

8,000円、2.2％増の総額32億2,351万7,000円を計上いたしました。 

 議案第21号平成21年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について。 

 本案は、住宅新築資金等の償還に係る事業の経費であります。 

 歳入の県支出金につきましては、県の交付基準により算定し、また諸収入については貸付金

元利収入を、償還推進助成事業の市負担分につきましては一般会計からの繰入金を財源として

おります。 

 歳出につきましては、償還金回収のための経費とともに、公債費につきましては、本年度償

還分を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比1,606万2,000円、12.3％減の総額１億

1,430万5,000円を計上いたしました。 

 議案第22号平成21年度室戸市老人保健事業特別会計予算について。 

 本案は、平成20年４月から後期高齢者医療制度が発足し、老人保健制度が改正されたことに

伴い、平成20年３月までの老人保健制度における費用負担についての予算編成を行ったもので

あります。 

 歳入につきましては、支払基金交付金、国庫支出金及び県支出金をそれぞれ費用負担割合に

応じて算定するとともに、市負担分につきましては、一般会計からの繰入金を計上いたしまし

た。 

 歳出における医療諸費につきましては、最近の医療費の動向をもとに保険請求期間における

所要額を見込み、933万円を計上しており、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比６億1,619万

1,000円、98.5％減の総額958万9,000円を計上いたしました。 
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 議案第23号平成21年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について。 

 本案は、介護認定審査会の運営経費であります。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金及び東洋町負担金を財源とし、歳出にあっては、委員

の報酬など審査会運営に要する経費を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ前年度と同額の総額

558万4,000円を計上いたしました。 

 議案第24号平成21年度室戸市介護保険事業特別会計予算について。 

 本案は、介護保険事業の運営経費であります。 

 歳入につきましては、保険給付費等に係るそれぞれの負担割合により、国・県・市負担金、

支払基金交付金を算定するとともに、第１号被保険者の保険料等を計上しております。 

 歳出における保険給付費につきましては、過去の実績及び平成21年４月に実施される介護報

酬改定を勘案するとともに、高齢化の進展により在宅での生活支援である訪問介護サービス・

通所介護サービス等の利用が増加する傾向にあることから、居宅介護サービス給付費を前年度

より13.7％増とするなど、保険給付費全体で対前年度比5.1％増の18億3,820万6,000円となっ

ております。 

 地域支援事業におきましては、地域包括支援センター事業の委託、また基本健診に係る介護

予防特定高齢者把握のために、生活機能評価を実施し、より一層の地域住民の心身の健康保持

及び生活の安全・安心に必要な援助を行うとともに、高齢化の進展や制度の定着に伴い、介護

サービス利用者が増加していることから、介護給付費の適正化事業への取り組みをさらに推進

する必要があり、地域支援事業費として4,774万7,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対

前年度比9,580万7,000円、5.3％増の総額19億2,005万9,000円を計上いたしました。 

 議案第25号平成21年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について。 

 本案は、海洋深層水給水事業の運営経費であります。 

 歳入につきましては、海洋深層水使用料等を主な財源とし、歳出につきましては、海洋深層

水の安定供給のための運営経費や施設の維持管理経費のほか、室戸海洋深層水のブランド化

や、さらなる利用の拡大を図るために要する経費を計上したものであり、歳入歳出予算はそれ

ぞれ対前年度比924万9,000円、17.1％減の総額4,469万7,000円を計上いたしました。 

 議案第26号平成21年度室戸市障害程度区分認定審査会運営事業特別会計予算について。 

 本案は、障害程度区分認定審査会の運営経費であります。 

 歳入につきましては、安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置市町村等負担金及び一般会

計繰入金を計上し、歳出にあっては、委員報酬など審査会運営に要する経費として、歳入歳出

予算はそれぞれ前年度と同額の総額120万円を計上いたしました。 

 議案第27号平成21年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について。 

 本案は、後期高齢者医療事業の運営経費であります。 

 歳入のうち、保険料につきましては、後期高齢者医療広域連合において算出された額及び一
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般会計繰入金は保険基盤安定繰入金等の所要額を計上しております。 

 歳出における広域連合納付金につきましても、後期高齢者医療広域連合において算出された

額を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比2,165万3,000円、9.1％減の総額２億1,650万

9,000円を計上いたしました。 

 議案第28号平成21年度室戸市水道事業会計予算について。 

 本案は、業務の予定量を給水戸数7,783戸、年間総給水量を197万983立方メートル、１日平

均給水量を5,400立方メートルと定め、予算案を策定いたしました。 

 収益的収支につきましては、収入が３億3,360万7,000円と前年度に比べ618万1,000円の減、

支出は、平成19年度に行った高金利企業債の繰上償還により償還利子が減少する見込みで、総

額３億1,445万2,000円を計上し、前年度に比べ1,228万2,000円の減としております。これによ

り、平成21年度の純利益は1,670万4,000円と見込んでおります。 

 資本的収支におきましては、上水道及び簡易水道の建設改良を予定しており、収入はこの建

設改良に伴う国庫補助金、企業債の借入金、簡易水道債の元金償還金に対する一般会計からの

補助金等で合計6,093万5,000円を計上しております。 

 支出は、１億8,310万7,000円で、その主なものは、三津送水管布設がえ工事、西山簡易水道

整備事業などの工事費及び企業債の元金償還金であります。 

 資本的収支におきましては、１億2,217万2,000円の財源不足となりますが、消費税資本的収

支調整額、損益勘定留保資金で補てんすることといたしました。 

 議案第29号農林関係施設の指定管理者の指定について。 

 本案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定手続

等に関する条例第５条第１項第１号の規定に基づき、農林関係施設の指定管理者の候補を選定

しましたので、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。 

 議案第30号水産関係施設の指定管理者の指定について。 

 議案第31号水産関係施設の指定管理者の指定について。 

 以上２案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定

手続等に関する条例第５条第１項第１号の規定に基づき、水産関係施設の指定管理者の候補を

選定しましたので、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであ

ります。 

 議案第32号室戸市バイクライダー交流宿泊施設の指定管理者の指定について。 

 本案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定手続

等に関する条例第５条第１項第１号の規定に基づき、室戸市バイクライダー交流宿泊施設の指

定管理者の候補を選定しましたので、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決

を求めるものであります。 
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 議案第33号市道路線の廃止について。 

 本案は、現在利用されていない市道路線を廃止したいので、道路法第10条第３項の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。 

 議案第34号安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について。 

 本案は、平成21年４月１日より、安芸広域障害程度区分認定審査会の構成市町村である奈半

利町、田野町、安田町、北川村及び馬路村が、当該認定に係る事務を中芸広域連合に移管する

ことに伴い、安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部を変更することについて、

地方自治法第252条の７第３項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第35号損害賠償額の決定及び和解することについて。 

 本案は、平成20年６月14日、室戸市吉良川町甲2203番地前市道本町西ノ宮線において発生し

ました人身事故の損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第96条第１項第

12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第36号損害賠償額の決定及び和解することについて。 

 本案は、平成20年９月30日、室戸市室戸岬町字丸山7156番地駐車場において発生しました物

損事故の損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第96条第１項第12号及び第

13号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第37号固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 本案は、固定資産評価審査委員会委員山田紘一氏が３月31日に任期満了となるため、引き続

き同氏を選任したいので、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求めるものであ

ります。 

 議案第38号固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 本案は、固定資産評価審査委員会委員石川登志喜氏が３月31日に任期満了となるため、引き

続き同氏を選任したいので、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求めるもので

あります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては、関係課長から補足説明をいたさせ

ますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（町田又一君） 次に、議会運営委員会委員長報告にありましたように、議案第１号室

戸市地域活性化・生活対策基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定についてから議案第

４号平成20年度室戸市水道事業会計第１回補正予算についてまで、以上４件につきましては国

の第２次補正予算関連のため、本日審議していただきたいと市長より要請がありましたので、

他の議案に先立ち審議することといたします。 

 日程第３、議案第１号室戸市地域活性化・生活対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

の制定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上山企画財政課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時11分 休憩 

            午前11時15分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第１号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１号につきましては、委員会

付託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第４、議案第２号平成20年度室戸市一般会計第９回補正予算についてを議題とい

たします。 

 執行部から補足説明を求めます。上山企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時15分 休憩 

            午前11時49分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２号につきましては、委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本議案について１回目の質疑を行います。 

 ２点だけ、２点、３点かな、この交付金には、地域活性化・生活対策臨時交付金、先にペー

ジから言わないと。ページ11ページの第13款国庫支出金、第２項国庫補助金、６目総務費国庫

補助金の地域活性化・生活対策臨時交付金２億2,016万9,000円についてでございます。 

 １点目に、この交付金には交付対象事業が幾つか示されておりますが、このうちバーデハウ

ス室戸の関係では、事前にお聞きしたところ、1,740万円の指定管理料、省エネ整備費の設備
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工事費の1,400万円、部品交換修繕費の463万円の合計3,603万円、そして指定管理者以外とし

て、公園敷地への進入路増設工事費として1,000万5,000円に、この交付金を充てるという説明

をお聞きしましたが、当初予算とこの交付金を使っての指定管理者、バーデハウス室戸への支

援は、この3,603万円という、この交付金の関係で言えば3,603万円ですが、この交付金を使っ

ての支援は本当にその赤字体質の改善に効果的に働くとお考えでしょうか。これは市長にお聞

きしたほうがいいと思います。 

 次に、同じ６目総務費国庫補助金の定額給付金給付事業費補助金についてであります。この

給付事業に関する本市の事務経費は合計幾らかかるのでしょうか。今説明がありましたが、本

市の事務経費じゃなしに、この定額給付金の事業費の中の補助金から経費が出るのか、その点

についてもう一度ちょっと、説明があったかもわかりませんけど、その点をお聞きをいたしま

す。 

 この定額給付金について、この給付は、本市はいつから申請書を市民に配布して銀行振り込

みなどにするのか。その給付の方法についてお聞きをいたします。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、バーデハウスの関係予算ということでありますが、臨時交付金事業の中で今回充てる

部分につきましては、いやしの里整備事業で計上しておる1,463万5,000円ということでござい

まして、これはバーデハウスだけの支援ということではなくて、当然その進入路の問題という

ようなことで、今回経費を補正予算ということで計上させていただいておるものでございます

ので、その全体の例えば指定管理料等につきましては当初予算のほうで説明をするということ

になりますので、その点御理解をいただきたいと思います。以上です。 

○議長（町田又一君） 谷口総務課長。 

○総務課長（谷口稀稔君） 谷口議員さんにお答えをします。 

 事務費につきましては、合計で2,070万4,000円、それと定額給付金の補助金です、それが２

億7,500万円、合計で２億9,570万4,000円、これは全額国庫の補助金ということになります。 

 それと、これから今後の予定の申請書の送付等々でございます。申請書の送付につきまして

は、３月の下旬をめどにシステムの改修等々を行って発送したいと考えております。それで、

４月になって受け付けを開始しまして、４月の早ければ中旬ごろには口座振り込みで市民の皆

さんのお手元に届くというふうに考えております。 

 基本的には、郵送で返送をしていただいて、口座振り込みということでやりたいと思ってお

ります。以上です。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はありますか。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。本補正予算の件につきまして質疑をいたします。 
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 ページ数が13ページ、12目いやしの里整備事業の中で、13、15、17節についてお伺いをいた

します。 

 まず、この件で総額1,000万円に上る予算、これは実施すれば、実施に当たればそれなりの

変動もあると思いますけれども、この1,000万円の予算の中で、委託料が100万円、工事請負費

600万円、それから用地費300万円となっていますので、その中でちょっとお聞きをしたいと思

います。 

 まず、予算を組むのに、行政の側は当然その予算に対する費用対効果というものは検証、積

み重ねをされていると思います。それで、きょう、現地のほうへちょっと行ってきましたけれ

ども、入り口からたかおか市場まで車で15秒、帰りが14秒ということで、本当に距離にすれば

わずかなところであります。 

 そして、今回そのたかおか市場へ直結する道路ということですけども、果たしてこの道が費

用対効果としてどのようにあらわれるのかということになると思います。それで、ひとまずた

かおか市場の場合にはどういうふうな効果があるのかと。人数にしろ、それから売り上げにし

ろ、そういうものも積み重ねていただいていると思いますので、それをお教えいただきたい

と。 

 そして同じく、バーデのほうに対しても、人出及びその効果額、それをちょっとお聞きした

いと思います。 

 それから、設計委託に関してでありますけれども、100万円という予算を組んでおりますけ

れども、これも当然実施に当たれば変更があると思いますが、この100万円という予算を組む

根拠ですね、今までの事業計画の流れから見ても、これぐらいは要るのではないかというふう

に判断された100万円だと思いますけども、この委託料をこれぐらいにするという設定の根

拠、そしてその委託料を測量設計委託するというのに事業課等に相談もされたのかということ

であります。私も元技術者しておりましたので、現地を見れば、測量に１日、作図に、製図に

１日、２日と、そういうふうなレベルでできる範囲だと思いますが、この委託料をこれぐらい

予算を組んだ理由を教えていただきたい。 

 それから、委託する場合に、委託する場合にその工法ですわね、どのような、幅員10メート

ルの道をつくるのに、その工法はこちらのほうで委託を、設計コンサルタント会社にこちらの

ほうから指示をするのか、それとも委託丸投げでやるのか。工法も丸投げでお願いするのか

と。どういうふうな考えを持っているのか、お伺いをします。 

 それからもう一つ、委託をするのにこの100万円以内でやってくださいというふうな頼み方

をするのか、こういう工法も考えられるが、30万円、50万円でやってくださいと、そういうふ

うな依頼の仕方をするのかもお伺いをいたします。 

 それから、用地費の分についてであります。用地費の分でありますけども、これが道路用地

として約300平方メートルということに、先ほど説明がありましたが、それ以上に１筆地であ



－37－ 

ります、あると思いますけれども、それ以上に買い足しする面積もあるのかどうか。それと、

用地費の坪単価、これは当初バーデの事業のときに買った単価とどのような変化があるのか。 

 以上、お伺いしたいと思います。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 建設課です。 

 たかおか市場の進入路のことについては工事担当課となりますので、内訳については建設課

のほうから説明させていただきます。 

 まず、設計の根拠という話なんですが、一応測量、土地と実際のものの設計という形のこと

が２つあります。そんで、土佐国らの協議、いろいろこちらのほうの補助の対応の関係、バー

デ側を補助の事業でやってますので、それに対する対応の関係という形のことで、一応測量設

計で用地の部分で30万円ほどかかると見てます。積算設計のほうで70万円、一応、それで足し

て100万円という形になります。 

 今現在は、実際にどういう形で設計の内訳ができるかという話のことはないんですが、基準

となるものが１キロ単位の設計になっておりますので、一般の設計の道路をつくるというのは

１キロ単位の、単位なんです。だから、今回の場合は多分当てはまらんだろうということで、

数社から見積もりをとって、その中で設計書をつくっていくという形になっていくと思いま

す。 

 工法についての指示なんですが、これはほとんどこちらのほうでのこういう形をつくってく

ださいと。例えば周りの植栽に対してはこういう種類の植樹、木の種類を植えてくださいと。

本数については任すという形になっていきます。 

 道路の仕様、舗装とか路側の形とかという形のことはこちらのほうの指示になっていきま

す、すべて。 

 ほんで、依頼の仕方というのは、今の形のほうで依頼という形のことでいきます。今現在、

土地の関係を調べておりますと、あそこ一帯が同一の所有者ですので、もし買収で分筆になる

と一帯を全部はからないかんという形にはなってくると思います。隣接者が同じ所有者やった

ら、その向こうまでずっとはからないかんという形になりますので。 

 用地費については、一応前回バーデとかいやしの里のときに、買った事例があります。一応

それで、余り動かすことはできないと思うんですが、それを参考にして用地交渉をしていくと

いう形になっています。 

 当時の値段が１万200円ほどですかね、平米、平米、当時、そうですね、はい、ということ

です。以上です。 

○議長（町田又一君） 柳川観光深層水課長。 

○観光深層水課長（柳川明彦君） 費用対効果ということでございますけども、本来計画上で

は、最初の計画ではあれはループとかという形で直接国道と２カ所ほどつながるということで
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ありましたけども、地権者との関係もありまして、なかったということで、利便性が非常に向

上する。特に、大型バスなんかが直接入ってこれるし、現在ありますたかおか市場の存在自体

が奥へ入ってしまっておって、なかなか周知がされてないというところから、直接国道から見

え出すとかという形もあります。だから、そういう形での利便性が非常に、を考えてのことで

ございます。 

○議長（町田又一君） 山本賢誓君の２回目の質疑を許可いたします。 

○８番（山本賢誓君） ２回目の質疑を行います。 

 工事のほうに関しましては、建設課長が非常に答弁の腕も上げられておりまして、大体納得

ができますが、無駄のないような予算の執行をお願いしたいと思います。 

 それから、費用対効果の面につきましては、ループ状にすれば確かにそのまま行き抜けれる

というふうな分もありますけれども、現時点で考えたときに、それほどに利便性だけで物事を

判断していいのかというふうな部分もあろうかと思います。 

 そして、当然、満額執行されれば1,000万円という金額ですから、利便性だけでそういうふ

うなことをここで答弁されるということにはちょっと理解をいたしかねますので……。 

○議長（町田又一君） 済みません。山本君、どこを質疑しておりますかね。 

○８番（山本賢誓君）（続） いやしの里整備事業で。 

○議長（町田又一君） はい、続けてください。 

○８番（山本賢誓君）（続） ついてであります。ちょっと理解をいたしかねますので、もう

ちょっと、例えばたかおか市場として、バーデのほうでどれぐらいの効果があるのかというふ

うな再度の答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、深層水公園ディープシーワールドの進入路の問題でありますが、これは御案内のよう

に、以前からこういう進入路が必要ではないかということで計画にあったというふうに私は聞

いておりまして、また現在、その時期に、以前から進入路の計画はあったということをまず１

つ聞いてるということと、その時期にその用地の所有者が、どうしても分けていただけなかっ

たというお話もあわせて聞いているところでございます。 

 現在、その所有者の方については、私のほうで関係の方にお願いをしてですね、何とかその

用地は分けていただけるというようなお話も聞いておりますので、そうしたらぜひそれを進め

たいという思いで取り組んでいるものでございまして、当然、用地の額等については以前のも

のも参考にやっていかないといけないという思いがしているのがまず１つであります。 

 それから、担当課長より利便性の向上と言いましたが、前段でも申し上げますように、公園

全体としての利便性の向上に当然つながっていくというふうに思ってます。議員さんのおっし

ゃるように、例えばなかった道路を１本つけるんだということになれば、当然その効果、経済
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効果等々を算定しなければいけないというふうにも思いますけれども、私は今これは全体の中

の利用の拡大につながっていくというふうに思ってまして、たかおか市場でいろんな地場産品

も販売をしておりますし、お遍路さんがなかなか立ち寄れないというようなお話も聞きます。

地元のそうしたことをやっておられる方からも、強い進入路の要請があっているということも

ございますし、またバーデハウス室戸の利用者の増大にもこのことはつながっていくと。投資

額以上の効果があるというふうに考えているところでございます。以上です。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。これをもって本案に対する質疑を終結いたしま

す。 

 次に日程第５、議案第３号平成20年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計第２回補正予算に

ついてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。柳川観光深層水課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時12分 休憩 

            午後０時15分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第３号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３号につきましては、委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。これをもって本案に対する質疑を終結いたしま

す。 

 次に日程第６、議案第４号平成20年度室戸市水道事業会計第１回補正予算についてを議題と

いたします。 

 執行部から補足説明を求めます。亀井水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時16分 休憩 

            午後０時22分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４号につきましては、委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。これをもって本案に対する質疑を終結いたしま

す。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第３、議案第１号室戸市地域活性化・生活対策基金の設置、管理及び処分に関

する条例の制定についてから日程第６、議案第４号平成20年度室戸市水道事業会計第１回補正

予算についてまで、以上４件を一括して行います。 

 まず、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） なしと認めます。 

 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。議案第２号平成20年度室戸市一般会計第９回補正予算に

ついて、賛成の立場で討論を行います。 

 本議案には、ディープシーワールド進入路整備費のほか、キラメッセ室戸施設修繕費、鯨館

委託費、子育て応援交付金事業、また河内線林道及び市道整備費、そして室戸中央公園散策路

工事費、吉良川町公民館耐震改修事業費等々、主に繰越明許費としていろんな重要な事業費が

あり、これらはすべて市民生活に直結した大事な事業でありますので、まずこれらについては

賛成をいたします。 

 しかし、ただ１点だけ、議員としてどうしても心から賛成できないのが、国策であるこの定

額給付金についてでございます。理由は後で述べますが、自分がこの政策に何も批判せず、何

の意思表示もせずに議案に賛成してよいものかと考えました。 

 そこで、その意思表示の方法の一つとして、賛成討論の中で議案の中の事業を批判し、見直

しを求めることは許されておりますので、それに準じ、少し批判をしてみたいと思います。 

 よって、議案の繰越明許費にある国の定額給付金給付事業に異議ある点を述べた上で賛成討

論といたします。 

 この定額給付金事業には、国から本市に２億9,500万円が交付されますが、そのお金が室戸

市に落ちるようになることにはもちろん賛成ですし、市民の皆さんがもらえるものならもらい
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たいと言われるのもよく理解しておりますし、これはもともと自分たちが払った税金で、どこ

かの政党がくれるというお金ではないので、堂々と給付を受けて使えばよいと思います。 

 さて、とにかく一言で言って、この問題ほど困った国の政策はありません。その根拠の一つ

が、21年度の国家予算の37％が借金という現実があります。こんな国が倒産するかもしれない

ような借金もつれの家計なのに、なぜ無駄遣いするのか。皆さんは日本の借金が今幾らあると

お思いでしょうか。インターネットで日本の借金と打ち、検索してもらえば、その時間の国と

地方の長期債務残高の合計額が表示されますが、けさの国の借金は約938兆5,939万円、これは

１世帯当たりの負担額は約2,130万円、国民１人当たりにすると約740万円です。国が借金を

938兆円も抱えている、そんなとき、国の財政がうまく賄えないからといって赤字国債で７兆

円という借金をします。ですが、その片方では、自治体に交付税として配分するでもなく、ま

たお金がなくて生活に困っている人だけではなくて、大金持ちにまで１万2,000円、２万円を

配るという２兆円のばらまきです。 

 これを算数で言いますと、７引く２は５、この節約の計算は小学生でもわかります。７兆円

の借金をして別のところから２兆円を引っ張り出して無駄遣いをする。それなら、その２兆円

を無駄遣いせずに、５兆円の赤字国債の借金でいいじゃないですか。政府・与党は、なぜこの

計算ができないのでしょう。 

 以上のような認識が国の政治家に欠けております。この２兆円を子供たちの教育や高齢者へ

の医療、介護、また失業者への雇用対策などに、地方交付税や交付金として、なぜもっと効果

的に使わないのか。それにです、２兆円の定額給付金とは別に、１兆円の減税が行われると聞

きますが、それならなぜ３兆円の減税にしなかったのか。それに、なぜ地方自治体が忙しい年

度末、年度初めに行い、事務量をふやし、多くの負担を強いるのか。 

 特に問題なのは、なぜ衆議院選挙の前に国民に金をつかまそうとするのか。選挙後に支給す

ればよいではないか。だから、国民はこれを買収だと言っております。また、消費に使えば景

気がよくなると言いますが、これはいわゆる浪費、浪費と消費とは違います。それに、そもそ

もこの定額給付金の原資は特別会計にためた埋蔵金と言われる国民の血税であります。その大

事なお金を浪費していることでしかない。何といっても、国民のお金を預かっている政府が、

その税金の使い方がおかしいと思います。 

 国民のほうが賢明で、その75％の人が反対しております。市民をその割合で言いますと、１

万6,000人の75％で１万2,000人の人が反対しているという勘定になります。でも、市民の皆さ

んは反対することはありません。これは御自分が払った税金だから、減税と思って給付金をも

らえばいいと思います。もらって、室戸市内で使えばいいし、貯金すればいいと思います。そ

して、選挙になったら、与党、野党関係なしに自由に投票すればいいんです。 

 それに、さらに言うに事欠きまして、麻生総理は高額所得者や400万円以上というお話もあ

りました。こういうのはとてもおかしな話で、そちらのほうがさもしいというふうに思ってお
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ります。 

 最後に、政府に見直しを求めておきたいのは、もうこのような地方議員を、また地方の自治

体を悩ませる、国民の税金をばらまくような政策はやめていただきたい。出すのなら、もっと

自由に使える地方交付税交付金として出すべきだとお願いをしておいて、賛成討論といたしま

す。 

 以上、議案第２号についての賛成討論といたします。 

○議長（町田又一君） 次に、原案に対する反対討論の発言を許可します。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号に対

して、賛成討論をさせていただきます。 

 その中でも、議案第２号の第９回補正予算についてでありますが、長引く不況で今市民生活

は厳しい状況であることは、だれもが認めるところであります。今回の第９回補正予算の中に

盛り込まれております定額給付金２億9,570万4,000円は、市民の皆様の生活支援や子育て支援

を行うためと同時に、疲弊した経済情勢での消費拡大、内需拡大、地域の活性化に影響を及ぼ

すものと私は確信しております。 

 昨日、いち早く支給を開始された自治体が放送されておりました。その中に、喜ぶ住民の顔

が映し出されたことはすごく印象的でありました。 

 また、子育て応援特別手当592万5,000円は、児童手当制度の乳幼児加算が終わった３歳から

５歳までの複数の子供を持つ世帯が対象となりますが、これは保育所に通う時期の費用負担が

かさむ若い子育て世代の負担に配慮をした観点から設けられたものであります。 

 この定額給付金とともに、待ち望んでいた市民の皆様にとって、まさに春を呼ぶ諸事業であ

ると確信しております。 

 さらに、この議案には、定額給付金だけではなく、地域活性化・生活対策給付金を使った２

億4,500万円近くの事業が計画されております。これは、本市が長年懸案でありました取り組

もうとする事業にとってぜひとも必要な予算であります。私は、先ほどの市長の施政方針にも

ありましたように、あすに希望のあるまち室戸市を目指す事業の一助となると確信をしており

ます。 

 どうか、議員の皆様の全員一致の御賛同をいただきますよう、私の賛成討論といたします。 

○議長（町田又一君） 次に、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） ほかに討論はありませんか。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） なしと認めます。 

 これをもって日程第３、議案第１号から日程第６、議案第４号まで、以上４件についての討

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号室戸市地域活性化・生活対策基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定につ

いてを採決いたします。 

 本案につきましては、委員会付託を省略したものであります。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（町田又一君） 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおりに可決され

ました。 

 次に、議案第２号平成20年度室戸市一般会計第９回補正予算についてを採決いたします。 

 本案については、委員会付託を省略したものであります。 

 本案は原案のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（町田又一君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおりに可決され

ました。 

 次に、議案第３号平成20年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計第２回補正予算についてを

採決いたします。 

 本案につきましては、委員会付託を省略したものであります。 

 本案は原案のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（町田又一君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおりに可決され

ました。 

 次に、議案第４号平成20年度室戸市水道事業会計第１回補正予算についてを採決いたしま

す。 

 本案につきましては、委員会付託を省略したものであります。 

 本案は原案のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（町田又一君） 起立全員であります。よって、議案第４号は原案のとおりに可決され

ました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま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
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つきましては、議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、その条項、字句、数字、その他整理

を要するものについては議長に委任されました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、９日月曜日の日程は一般質問であります。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

            午後０時37分 散会 

 


