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  日程第４ 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５ 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６ 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７ 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８ 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 
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  日程第11 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12 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13 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14 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15 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16 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17 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18 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19 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20 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21 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22 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23 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24 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 

  日程第25 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26 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27 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28 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29 議案第33号 市道路線の廃止について 

  日程第30 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31 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32 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 
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  日程第33 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34 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15まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（町田又一君） おはようございます。 

 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、病気療養中のためでございます。 

 なお、執行部から佃消防長が通院のため欠席届が出ております。かわりまして青木消防次長

兼消防署長が出席しております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（町田又一君） ここで、小松市長のその後の経過報告がございます。武内副市長。 

○副市長（武内土佐雄君） おはようございます。貴重な時間をいただきましてありがとうご

ざいます。 

 市長の現在の状況でございます。昨日、医療センターに出向きまして、事務連絡を行ってき

たところでございます。市長はベッドに座ってでの応対でございましたけれども、元気で通常

の状態とはそれほど変わらないという感じを受けております。ただ、高熱が下がっておらず点

滴治療を行っておりまして、原因については現在医療センターのほうにおきまして検査を行っ

ているという状況でございます。以上でございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） ただいまより大綱質疑を行います。 

 質疑に際しましては、ページ数と款、項、目を御指摘の上、御質疑を願います。 

 なお、自己の意見の多い質疑や議題外にわたる質疑については御注意を願います。 

 日程第１、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

部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩生涯学習課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時２分 休憩 

            午前10時６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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 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。 
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 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第２、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。谷口総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時６分 休憩 

            午前10時８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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第３、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。谷口総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時８分 休憩 

            午前10時16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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第４、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10時17分 休憩 

            午前10時22分 再開 
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○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 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。議案第８号について質疑を行います。 

 １点目、第２条の一定期間というところ、移住希望者が一定期間室戸市でというところの、

一定期間とはどの程度の期間をいうのかについてお聞きをします。短期間という説明がありま

したが、この見込み期間が明確でないと、定住して５年とか10年とか居座った場合に困るとい

うことも想定されますが、この一定期間の最長は何年でしょうか。また、その期間を明確にし

ておく必要はないのでしょうか。それとも、次のページの第５条には、使用料は１日700円と

あることから、ほんの１週間だけ貸すのでしょうか。使用料とは、移住して何年間も住む人を

対象にして、700円掛ける30日で１カ月２万1,000円、１年で25万2,000円という家賃になるこ

ともあり得るのでしょうか。 

 次に、２点目、同じ第２条の情報交換を行いというところが２条の２行目にあります。これ

はどういう意味でしょうか。どなたの情報交換をするのか。それと、移住者と周辺住民との関

係はどのようになるのでしょうか。例えば、６月の一斉清掃など市として市民の協働作業があ

りますが、市はその移住してきた人にどのように要請するのか。 

 ３点目、単身移住でもよいのか。子供を含む家族での移住でもよいのでしょうか。 

 その家族に父母がついてきて３世代というような移住ということもあり得ますが、現在改修

するというお家について、そういう同居ができる機能を持たせる形になるのでしょうか。 

 ５点目、第６条２項の直ちに原状に回復しなければならないという点から、住んでいるとき

に部分的に改修や増築ということは許されるのでしょうか。それならば、第７条にあります建

物及び設備の損傷ということとの兼ね合いが出てきますが、このことについてお聞きします。 

 ６点目、この施設の位置づけですが、地方自治法で言うところの公の施設になるのでしょう

か。もしそうならば、公の施設において正当な理由なしに、対象を住民ではなくて移住者に限

定という形は可能でしょうか。また、それは何を根拠に限定可能とするのかについて。 

 以上、６点についてお聞きをして、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。上山企画財政課長。 

○企画財政課長（上山精雄君） 谷口議員さんにお答えを申し上げます。 

 まず、第２条の一定期間ということでございます。これは規則でうたうことにしております

が、原則４週間ということでございます。ただ、原則４週間ですが、特に市長が認めた場合と

いうことで想定をしておりますが、これはその移住体験中に病気になったりですね、そういう

部分がひょっと出てくる可能性がありますので、特に市長が認めた場合という１項も定めると

いうふうにしております。ということで、４週間を、700円が限度ということでございます。 

 それと、２点目の情報交換ということでございますが、第２条の部分にあります。この移住
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されてきた方は、当然地元の情報を知りたいということになってくるわけですが、仕事とか、

それから住居の関係ですね、それとまた教育、医療がどういうふうになっているとかというよ

うな、移住してきて一般的に生活する情報をですね、当然地元の方との交換が要るということ

の意味合いの情報交換でございます。 

 それから、単身なのか３世代なのかということでございますが、これは世帯単位で考えてお

りますので、単身であろうが何人家族であろうが、もし来ると、住めるということを、その来

られる方が判断できればですね、単身で貸すということでございます。 

 それと、第６条の２項の直ちに原状にということですが、これは市の行政財産でございます

ので、増築とか改修とかというのは基本的にはだめよということでございます。 

 それで、このあとの第６点目の施設の位置づけ、公の施設ということでございますが、これ

かなり難しい問題でございまして、議員さん御承知のように、公の施設というのは不特定多数

の住民が利用して条例で定めなければならないということが公の施設の位置づけでございます

が、ただこの施設の中で、情報交換を行うときにですね、住民の方があの施設を利用して情報

を持ってくるということで、一定情報交換の場になるということでございます。それと、この

条例の中で、使用料の700円を定めてありますので、これは利用料金については規則では定め

られないと、要は条例で定めなければそのことができないということもあります。ということ

で、これ県のほうに見解をいろいろ聞いたわけですが、そういう公の施設で条例を設置するの

が望ましいということで、今回条例設置に至ったものでございます。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第５、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。萩野財産管理課長。 

 説明の間、休憩をいたします。 

            午前10時30分 休憩 

            午前10時34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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 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。 
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 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第６、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時34分 休憩 

            午前10時38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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第７、議案第11号室戸市介護保険条例の一部改正について

を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時38分 休憩 

            午前10時43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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第８、議案第12号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上田福祉事務所長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時44分 休憩 

            午前10時47分 再開 
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○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第９、議案第13号室戸市国民健康保険条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時48分 休憩 

            午前10時50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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第10、議案第14号室戸市漁具焼却炉施設設置及び管理条例

の廃止についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時51分 休憩 

            午前10時52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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第11、議案第15号平成20年度室戸市国民健康保険事業特別
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会計第３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。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時53分 休憩 

            午前10時59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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第12、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時０分 休憩 

            午前11時５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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第13、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時６分 休憩 

            午前11時９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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 
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            〔「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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第14、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時10分 休憩 

            午前11時14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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第15、議案第19号平成21年度室戸市一般会計予算について

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 

            午後０時９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。 

 説明の途中ではありますが、昼食のため午後１時10分まで休憩をいたします。 

            午後０時９分 休憩 

            午後１時９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。 

 執行部の説明を続けていただきたいと思います。上山企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時９分 休憩 

            午後３時３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。 

 午後３時30分まで休憩いたします。 
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            午後３時３分 休憩 

            午後３時28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。 

 執行部から補足説明を求めます。川邊建設課長。 

 説明の間、休憩します。 

            午後３時29分 休憩 

            午後３時35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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 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。議案第19号21年度一般会計予算について質疑を行いま

す。 

 まず、歳入のほうから参ります。ページ７ページ、債務負担行為について。ここにあります

２つの補助金、漁業近代化資金利子補給補助金と沿岸漁業等経営助成資金利子補給補助金につ

いての１つ目が、この債務負担行為は、これを履行するときには議会に提案されないといけな

いと思いますが、これはいつも何月議会で提案されているのでしょうか。それとも、何月議会

と決まっておらず、随意に提案されてこれまでいたのかについてお聞きをいたします。 

 もう一つ、ここに記載されております２つの補助金は、今後どのように推移する予定なので

しょうか。これは水産課のほうかなと思いますが、お聞きをします。 

 ２点目、ページ12ページの歳入、第１款市税について、この市税全般についてですが、この

経済不況によって市税収入の減少が顕著ですが、これからの税収減を踏まえた上で、この市税

についてどのように対処していかれるでしょうか。 

 ３点目、予算の説明資料のほうをごらんいただきたいですが、ページ３ページの基金繰入金

が140.7％に増額しておりまして、基金取り崩し分が４億2,100万円、残高は12億1,000万円か

ら７億9,700万円に減少して、心細い金額になってきております。今後の財政運営を厳しくさ

せるというふうに思いますが、この基金には目標額もあろうと思いますが、この基金の目標額

についてお聞きをします。 

 次に、ページ15ページ、第６款地方消費税交付金、第１項地方消費税交付金の地方消費税交

付金についてですが、さかのぼってちょっと調べてみましたところ、18年度、これが１億

7,022万円、19年度が１億5,991万円、20年度は１億4,698万円、そしてこの新年度の21年度が

１億3,901万7,000円と年々減少しております。この理由は人口減少も影響しているのでしょう

か。この減少の理由をお聞きします。 

 次に、ページ17ページ、第９款地方交付税、第１項地方交付税の普通交付金、これもさかの

ぼって予算書を見たところ、18年度が35億2,000万円、19年度が35億4,300万円、20年度は36億
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5,000万円、そして21年度予算では38億円と急に増額をされているように見えます。人口減少

は全国でもトップクラスですが、減少が激しい町なのに、逆に交付税配分がふえているという

ふうに見えますが、この理由をお聞きします。 

 次に、ページ19ページ、第12款使用料及び手数料、第１項使用料、４目土木使用料の１節道

路使用料の道路占用料ですが、これもさかのぼってみますと、18年度は430万円、19年度が

440万円、20年度が450万円、21年度450万円と少しずつ増額されております。この道路占用料

の内容とこの増額になっている理由をお聞きします。 

 次に、ページ23ページ、第13款国庫支出金、第２項国庫補助金、３節重伝建保存事業費補助

金2,173万6,000円の使途についてお聞きしますが、この補助金は、ページ27ページの８目教育

費補助金、４節社会教育費補助金の中にも501万6,000円があります。これをあわせて使途につ

いて、使い道についてお聞きします。これ説明があったかもわかりませんけんど、お願いしま

す。 

 次に、ページ30ページ、第15款財産収入、第２項財産売払収入、１目不動産売払収入の土地

売払収入2,000万円は、これはどこの売払収入なのか、これも説明があったかもわかりません

けんど、もう一度、聞き漏らしたと思いますので、もう一度お聞きします。 

 次に、ページ44ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、５目財産管理費の18節備品購入

費の公用車の説明がありました。説明では、７台を減車したが、不足したから３台軽四を購入

すると言われましたが、これは適正かなあと思いますが、その判断についてお聞きします。 

 次に、歳出。ページ45ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、６目企画費、15節工事請

負費に、室戸ジオパーク遊歩道整備工事費500万円とありますが、それに対する歳入の項目を

探しましたが、ページ37ページの市債、総務費の中に過疎債としてジオパーク遊歩道整備事業

費として160万円計上されておりますが、これはほかのどの予算を充てるのかお聞きをしま

す。 

 次に、ページ59ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の28節繰出

金の中の出産育児一時金1,216万円ですが、これもさかのぼってみますと、18年度650万円、

19年度676万7,000円、20年度1,096万7,000円、21年度1,216万円と20年度あたりから急に倍増

いたしましたが、これは国の支援政策が変化したからでしょうか、この変化の理由と本市のこ

の事業の状況をお聞きします。 

 次に、ページ83ページ、第５款農林水産業費、第２項林業費、３目林業振興費、19節負担金

補助及び交付金の中の地域林業総合支援事業費補助金270万円、森林整備地域活動支援交付金

836万9,000円、森林整備推進事業費補助金1,200万円のこの３項目について、この交付金と補

助金の対象となる事業名、団体名と、それぞれの金額をお聞きします。 

 次に、ページ89ページ、第６款商工費、第１項商工費、３目観光費、13節委託料の中のバー

デハウス室戸指定管理料1,740万円と、その下の空調設備ほか保守点検委託料699万3,000円、
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それと次のページの15節工事請負費1,600万円などについてですが、この当初予算から指定管

理者へのこれらの支援は、その赤字の改善につながり、適正な支出になるでしょうか、その点

についてお聞きします。 

 次に、ページ97ページ、第７款土木費、第４項都市計画費、17節公有財産購入費の公園整備

用地費４億1,052万円についてですが、この１点目が、これは土地開発公社から市が購入し

て、債務を解消していこうという事業ですが、これで土地開発公社が持っていた土地は、神ノ

前公園周辺にどのくらい残るのでしょうか。その残った土地を今後どう処分するのかについて

聞きます。 

 それのもう一つ、この公園をつくることによって周辺環境に関するデメリットとして、資料

のページ17ページの先ほどの図面ですが、この周辺で催しを行うときに駐車場がなくなるよう

に思いますが、これをどうクリアするのか。 

 次に最後、ページ123ページ、第10款災害復旧費、第２項公共土木施設災害復旧費の２目の

13節委託料、測量設計委託料の説明の中で、聞き間違いかもわかりませんけんど、補助災害の

ためとか言われたように思いますが、補助災害とはどういう意味なのか、もう一度説明を、こ

の測量設計委託料のことについて説明をお願いをします。 

 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。武内副市長。 

○副市長（武内土佐雄君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 89ページに関連しまして、バーデの支援予算についてでございます。この点につきまして、

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 質疑の内容は、この支援は赤字体質の改善につながり、適正な支出になるかについてでござ

います。 

 まず、指定管理料につきましては、市民と市外利用者との利用料の差額などを支援するもの

でございますし、健康増進事業の経費につきましては、第１の目的が、各種市民サービスの中

でも、基本的で大きな市民サービスであります市民の健康を増進させることにより、その効果

として行政の大きな課題であります医療費の削減が進むとともに、バーデハウス社の経営の改

善が促されるというものでございます。 

 また、温排水の工事費につきましては、経費の中でも大きなウエートを占めます光熱水費が

年間400万円が削減されることなどからいたしまして、バーデ社の経営は十分改善されるもの

と判断をしております。以上でございます。 

○議長（町田又一君） 上山企画財政課長。 

○企画財政課長（上山精雄君） 谷口議員さんに歳入関係と企画関係の御質疑に対して御答弁

を申し上げます。 

 まず、債務負担行為の件でございます。債務負担行為はいつの議会で提出されるか、また決
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まっていないかということでございますが、これは決まっておりません。その都度、その歳出

に係る部分で債務負担が必要な部分ができましたら、それぞれの議会で提案するということに

なります。 

 次に、ページ10ページの税の収入と、それに係る今後の運営についての御質問でございま

す。税収の減は、一定普通交付税の部分で補完をされるわけですが、交付税全体が国の景気等

で縮小傾向にされた場合は、当然影響を受けるということになります。ただ、それをどういう

ふうに、要は税が減った場合、財政運営に持っていくかということになりますと、主に義務的

経費、人件費と公債費をどうするかによってくるわけですが、人件費につきましても、250人

体制ということで、307人からずっと減らしてきたということで、今後これもなかなか減らせ

ないということで、あとは公債費をどうするかということですので、22年度は公債費がピーク

になります。ということで、これからずっと22年以降は公債費が下がっていきますので、いか

に新規発行を抑えながら、毎年払う公債費を抑えていくか、いかにコントロールするかという

のが、この税収が落ちた部分についての財政運営の重要な部分と考えております。 

 それから、基金繰り入れ予算資料説明書の基金繰り入れの部分でございます。基金が減って

いるがとか、あと目的があるがというような話でございますが、確かに今回、対前年度比

140.7％ということでございますが、これは予算書の予算説明資料の３ページでございます。

主にその他の特定目的の基金繰入金、これが大きな140.7％となっておりますが、これは土地

開発公社の１億3,800万円の部分を含んでおりますので、こういう数字なっているということ

でございます。 

 あと、この説明資料の15ページのほうに、それぞれ基金残高が15ページのほうで記載をされ

ておりますが、幾らが目的とするのかということでございます。主にこの財調と減債基金は積

むほど余裕が出てくるわけですが、あとの特定目的の部分については、それぞれの目的で取り

崩して、だんだん減っていくというふうに思っています。ということで、市長の思いは、この

財調と減債基金を10億円というふうに、10億円を目標にするというふうなどうも思いがあるよ

うでございます。その根拠は、特別会計の国保の赤字額が５億円、それから新築資金等が３億

円ぐらいの赤字があります。これを解消するために、そこそこの基金を持っておらなければ、

その赤字額が解消できないということで、市長の目標は、常々10億円ぐらいが目標というよう

な話をされております。 

 それから、ページ15の消費税の関係でございます。消費税が毎年減っていきゆうが、これは

人口減少が影響があるかということでございます。消費税につきましては、歳入のところで説

明をしましたように、５％のうち１％部分が地方に回る部分でございます。その２分の１を人

口、それから事業所数とか、従業員数というところで案分されてきます。ただ、これ毎年その

数字を使うかといいますと、国調の人口を使います。ということで、議員さんが御指摘のよう

に、毎年減っていきゆうというのは、恐らく物の取引が少のうなって、要はパイが少のうなっ
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てきて、５年に一回の数字を使いますので、毎年数字が、もとになる数字は変わらんが、５年

に一回変わるわけですけんど、毎年減っていきゆうということは、消費税全体が減っていきゆ

うということになろうと思います。 

 それから、地方交付税が、ことしは38億円で、例年より２億円ぐらいの増やと、これはどう

いう理由かということでございますが、これも説明申し上げましたように、より実績額に近い

数字ということと、国のほうが地方財政計画の中で2.7％の増、１兆円の増額を一応約束をし

ております。ということから、20年度の実績額が約38億1,200万円ぐらいでしたので、それに

2.数％掛ければ、ある一定ふえるわけですので、そのあたりで国の動向とか、そういう実績ベ

ースを見ながら今回は予算計上させていただいたということでございます。 

 次に、道路占用料のページ19の土木の道路占用料でございますが、占用料につきましては、

御存じのように、支線何メ－ターで何ぼ、メ－ター数が何ぼ、平米数何ぼというような規定を

条例で定めております。今回、毎年５万円か10万円ぐらいふえゆうわけですが、これは南海大

地震の関係で、ＮＴＴとか四国電力が支柱をたくさん立てゆうということが影響されて、この

道路占用料がふえていきゆうのかなというふうな感じでおります。 

 それから、ページ23ページの国庫支出金の中の重伝建の部分でございます。これは吉良川町

並みの家屋修繕に係る部分を、ことし５件を用意をしておりまして、この事業費の65％部分が

国庫補助金の中に入ってきます。事業費の65％部分が。15％部分が県の補助で入ってきます。

残りの20％がふるさと創生基金で手当てするというふうになるものでございますので、それぞ

れ入るところが違うということでございます。 

 それから、歳出の部分で、ページ45ページでございますが、ジオパーク関係の整備事業

500万円が、どこに財源化されているかということでございますが、これはページ25ページの

一番上の総務費の県補助金の中に、一番下に高知県産業振興推進事業補助金３分の２というん

がございます。これが500万円の３分の２の部分でございます。あとの部分は過疎債で160万円

ぐらいを打つということでございます。以上です。 

○議長（町田又一君） 萩野財産管理課長。 

○財産管理課長（萩野義興君） 予算書31ページの財産収入の中で、土地売払収入2,000万円

の件でございますけれども、予定しておりますものは、吉良川の郵便局前の元失対倉庫があっ

た跡地、それから吉良川の西灘の住宅の跡地、それから佐喜浜小学校教員住宅の跡地で、２カ

所あって、あと１カ所残っておるもの、その跡地、それから室小の、室戸の郵便局の横にあり

ます室小の教員住宅跡地を予定しております。 

 それから、44ページの財産管理費の中の備品購入費の公用車のことでございますけれども、

７台が減っておるということで御説明いたしましたが、公用車につきましては集中管理を行い

まして、古いものから順次削減していくという方向では取り組んでおりますけれども、税務課

のほうがですね、収納のほうで４台もともとあったわけなんですが、それが古いものから削
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減、廃車にしていったところが０台になりまして、ほかの課からも借り入れたり都合つけたり

しておりますけれども、やっぱり車の車種の状況でありますとか、それからもとの課自体もや

っぱり必要なこともあるということで、そういう判断しておりますので、方向性としてはだん

だん削減していきますけれども、今回そのものは補充したいということでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（町田又一君） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 出産一時金につきましては、国保会計において、議員さんも御承知のとおり、本年１月より

１人につき35万円から38万円に３万円の増額改定が行われたところであります。過去において

も、18年10月に30万円から35万円に改定が行われております。繰り入れの額につきましては、

出産一時金の３分の２が一般会計に交付税として算入されることから、同額を国保会計に繰り

出すこととされております。 

 御指摘の増額の傾向につきましては、18年度当初予算において、30万円を15件分、35万円を

15件分、合計で30件分を国保会計において950万円の予算編成を行いました。結果として、

30万円が７件、35万円が14件、合計21件、700万円の出産一時金の支給を行っております。そ

れぞれの３分の２、466万6,666円を一般会計から繰り出しております。19年度におきまして

は、17年度の26件の支給実績等も考慮の上、29件分を予算化しておりましたが、11月までに

26件の出生が確認され、国保会計において12月に13人分、455万円の補正予算をお願いいたし

ました。結果として、19年度は30人に1,050万円を支給しております。一般会計からの繰出金

は700万円となっています。20年度におきましては、47件分、１件当たり35万円の３分の２、

1,096万円を計上しました。20年度の増額につきましては、19年度に補正予算を計上した動向

や、さきに述べました３万円の増額も考慮に入れ予算計上いたしました。21年度につきまして

は、出産一時金を21年10月から23年３月まで暫定措置として４万円引き上げ42万円とし、安心

して妊娠、出産できる仕組みを実現させる方向が示されております。以上のような状況から、

希望的観測も含め49名分を予算計上させていただきました。以上です。 

○議長（町田又一君） 松本農林課長。 

○農林課長併農業委員会事務局長（松本正明君） 谷口議員さんにお答えします。 

 ページ83ページの３目林業振興費の19節負担金補助及交付金の団体名とそれぞれの金額とい

うことで、１点目の地域林業総合支援事業270万円の団体名は、これは森林所有者の個人に支

援するものであります。これ作業道でありまして、メ－ター当たり1,000円で16路線予定して

おります。１人当たりにしましたら、換算しましたら16万8,700円ぐらいになると思います。 

 ２点目の森林整備地域活性支援事業836万9,000円の団体名は、社団法人高知県森林整備公社

になります。その金額は785万9,000円です。もう一つは清水産業株式会社で51万円でありま

す。 
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 ３点目の森林整備推進事業1,200万円の団体名は、北川森林組合で、これ1,200万円、プロセ

ッサー１台とフォワーダ１台の機械代であります。これは県の補助が100％でございます。以

上です。 

○議長（町田又一君） 久保水産課長。 

○水産課長（久保重章君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 予算書の７ページ、債務負担行為についてでございます。１点目の御質問、この債務負担行

為につきまして、議会への提案時期はいつごろかといった御質問でございました。債務負担行

為のこの提案につきましては、当初予算のこの３月議会に昨年度も提案をさせていただいてお

ります。基本的には３月議会へお願いするといったことでございます。 

 それから、２点目の今後の推移でございます。今後もこの補助金、利子補給補助金は、漁業

経営安定、そして振興のためにも、今後とも継続していかなければならない事業であると思っ

ておりますので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。 

○議長（町田又一君） 川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 建設課の分について谷口議員さんにお答えいたします。 

 まず簡単に言うと、ページ123ページの公共土木施設の現年補助災害の部分で委託料200万円

についてです。この分については、測量設計委託料を計上して、そのときに起こる災害の備え

をしております。災害が起こったときに、すぐ外注して復旧していくという準備のための分で

す。 

 それと……。 

（「補助災害って言わなかった」と呼ぶ者あり） 

○建設課長（川邊幸雄君）（続） 補助災害って、補助災害です。 

（「補助災害」と呼ぶ者あり） 

○建設課長（川邊幸雄君）（続） 次に、97ページの関係の神ノ前公園です。防災公園で公園

をつくるデメリットはどんなものがあるかというお話なんですが、現在状況を見てみますと、

荒れ地で一応管理をしてないということで、そこに施設ができることによって維持管理の費用

がかかっていくと、公園をきれいにせないかんという話のことですね。で、建物の光熱水費な

んかがかかっていきます。話にありました駐車場の件に関しましては、一番最念頭に置いては

段取りせないかんのやけんど、それを前面に出すと補助金に乗りませんので、御了承お願いし

たいと。一応最念頭でやっていきます。 

（発言する者あり） 

○建設課長（川邊幸雄君）（続） それと、都市計画の中で、公有財産購入費の公園整備用地

の４億1,052万円についてです。神ノ前公園につきましては、開発公社への取得依頼で、当時

１万5,206平米、歩道の取得がされております。 

 20年度末として、金額的には８億2,000万円ほどの金額になっておりまして、平成20年度道
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路用地として2,472平米引き取っております。金額的に１億3,300万円ほどです。この時点で残

ったのが１万2,734平米、６億8,800万円ほど。平成21年度で事業を行いますが、屯所に750平

米ほど敷地をその中からいきます。それが4,200万円ほどいくんで。残り部分が１万2,000平米

ぐらい、６億4,000万円ほどになります。このうち、本年21年度の予算で746平米、４億

1,000万円ほどを引き取りまして、結果、平成22年度に残っていくのが4,500平米ほど。金利ら

を含めますと、２億5,000万円ほどの用地費となります。 

 平成21年度の公園引き取りの面積なんですが、事業で申請はしてるんですが、補助の採択の

問題で、補助金が落ちてきますと、補助金に対応していく面積になっていきますので、変更に

なっていくことがあります。以上です。 

（発言する者あり） 

○建設課長（川邊幸雄君）（続） 臨時の駐車場にも使えるような形では計画していきます、

公園の中で。 

（発言する者あり） 

○建設課長（川邊幸雄君）（続） はい、そうです。 

（「ああ、そういうことですか」と呼ぶ者あり） 

○建設課長（川邊幸雄君）（続） はい。 

（「はい、わかりました」「トイレもつくると」と呼ぶ者あり） 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はありませんか。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。議案第19号一般会計予算について質疑を行います。 

 まず、34ページです。19款諸収入の中の第３項２目の中の２節になります。同和小口資金貸

付金元利収入の件について伺います。 

 この50万2,000円の滞納分、これは全部貸付金元利収入だという説明ですけれども、これで

一体50万2,000円というの、何件分のこの50万2,000円という金額になるのかお聞きしたいと思

います。 

 それから、この貸し付けも何百口もあったようですけれども、貸し付けに対する完納という

か、完納率というか、それがわかればちょっと。わからんそうです。そうしたら、今後のこの

利子の収入状況というか、こういうがを継続して支払ってくれるというふうな確約も得ている

のかどうかもお伺いしておきます。 

 それから、62ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費の中の20節の扶助費の中の緊急通報

体制等整備事業費31万5,000円についてですが、この事業を行う件数と対象者、それとこの事

業を行って、その事業の成果を生かすフォローの体制はどのようにとられているのかお聞きを

します。 

 それから、113ページです。第９款教育費、第３項中学校費の中で、22節の補償補填及び賠

償金の中で、中学校隣地農作物補償費、これは場所と、この補償は毎年継続してやっているも
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のなのか、継続して補償しているものなのかということと、それからこれを計上する理由です

がね、理由。それと、その７万9,000円の内訳というか算定基準をお願いします。 

 それから、ちょっと飛ばしましたので、110ページへ、済みません、お願いします。第９款

教育費、第２項小学校費の１目学校管理費の中で７節の水泳監視員ほか賃金882万6,000円、そ

の中で水泳監視員だけについてお伺いいたします。 

 これは毎年夏休みになれば恒例で見られる姿ですけれども、水の事故らも多いということで

すので、その監視人を選ぶ基準ですわね、監視人になってもらうために、事故対策とか、そう

いったものを講習、マニュアル等を講習づけているのか、講習なんかをして監視員として採用

しているのかどうか。また、応急、救急治療に対応できるような対策もその場でとられている

のかどうか、お伺いをいたします。以上です。 

○議長（町田又一君） お諮りをいたします。 

 本日の会議時間はあらかじめ時間延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

            〔「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、本日の会議時間はあらかじめ時間延

長することに決しました。 

 執行部の……。 

（「ちょっと小休して」と呼ぶ者あり） 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） ページ62ページの20節扶助費、緊急通報体制等整備事業費で

すけれども、件数は現在38件利用している方がおりまして、今年度一応５件分を予定しており

ます。 

 対象者といたしましては、単身の高齢者の方で希望される方があれば緊急通報装置をつける

ようにしております。 

 フォロー体制ということですけれども、この緊急通報体制をとるときに３人ほどの連絡者を

用意しまして、何らかの安否があれば、だれかのところへ連絡が行くようになっております。

それ24時間体制ですので、何かあれば、もとのところのそういう会社がありますので、そっか

ら行くようになっています。一応そういうことでございます。以上です。 

○議長（町田又一君） 植村教育次長兼学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 まず、110ページの賃金、７節賃金の水泳監視員です。これにつきましては、14人を一応検

討しております。 

 講習等につきましては、消防とタイアップをして研修を行っております。 

 次に、113ページの22節ですかね、22節補償補填の中学校の関係ですけれど、これは場所は

吉良川中学校の体育館の北側です。これにつきましては、米をつくっておりまして、建てると
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きに日が当たらないということで補償していますけど、昨年は耕作をしておりませんでしたの

で、昨年は払ってないです。一応ことしも補償ということで、１万6,360円掛ける4.8俵で計算

しており、一応７万9,000円を計上しております。 

（発言する者あり） 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君）（続） そうです。 

（発言する者あり） 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君）（続） そうです。 

○議長（町田又一君） 静粛に。 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君）（続） 以上です。 

○議長（町田又一君） 前川人権啓発課長。 

○人権啓発課長（前川美智夫君） 山本議員さんにお答えします。 

 34ページの19款３項２目民生費貸付金元利収入の２節同和小口資金貸付金元利収入50万

2,000円に対しての質問だと思いますが、まず完納率ですが、小口資金は昭和47年から61年ま

でに貸し付けたもので322件、1,588万円を貸し付けしております。そのうち211件、1,085万

5,000円の方が完納しておりまして、率で約70％の完納となっております。残ったもので

111件、502万5,000円の10％を目標として50万2,000円の予算を計上しております。 

 また、滞納者からの収納に対する確約書ということですが、前の議会でも説明したように、

10年以上接触しておりませんので、それはとっておりません。これから接触していく中で支払

う方もいるかもしれませんので、10％の予算を計上しました。以上です。 

○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。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 山本。２回目の質疑を行います。 

 先ほどの人権啓発課長の分で、19款の分ですが、これ一応50万2,000円は１割ということ

で、毎年大体こういうあれで。それで、実績はどの程度上がっていきゆうかということになる

と思います。昨年度はどうなんなっていたのかと。わかれば、19、20年と教えて。 

 それから、この件に関しては、残りの百何件に関しては、不納欠損処理というふうな方向で

というふうに私も言っておりますが、それらも検討しているだろうと思いますが、その中で残

りの110件の中でも完全にだめだと判断されている件数はどれぐらいなのかお伺いして、２回

目の質疑にかえたいと思います。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。前川人権啓発課長。 

○人権啓発課長（前川美智夫君） 補足説明をします。 

 19年、20年、収納実績はあるかということですが、先ほど言いましたように、10年以上収納

実績はありません。折衝もしておりません。 

（発言する者あり） 

○人権啓発課長（前川美智夫君）（続） それで、111件の中に死亡者が35人、生活保護を受
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けている方が24人、それから高齢者が24人、市外在住が10人、その他として18人となっていま

す。これどういう処分にするかは協議しているところで、私のところでは死亡者等に対する相

続人を調べています。なかなかこれが時間がかかりまして、かなり市外へ出ていっておりま

す。以上です。ちょっと厳しいかなと思います。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑ありませんか。 

            〔「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。 

 ここで、久保善則議会運営委員会委員長にお願いをいたします。執行部より議案１件追加提

案したいとの申し出があります。ただいまより議会運営委員会を開会していただき、この件に

ついて協議をお願いいたします。 

 議会運営委員会開会の間、休憩いたします。 

            午後４時24分 休憩 

            午後４時36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。 

 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） 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議長出席のもと、議会運営委員会を開会いたしました。委員会では、執行部から、

市長入院中であるが、平成20年度室戸市一般会計第10回補正予算についてを追加提案したいと

申し出があり、協議の結果、あすの日程に追加し、審議することといたしました。議員各位の

御協力をよろしくお願いいたします。 

 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） ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり、追加議案の取り扱い

につきましては、あすの日程に追加し、審議することといたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会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、本日はこれにて散会することに決し

ました。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 あす午前10時から大綱質疑でございます。 

 どうもお疲れさまでした。 
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            午後４時38分 散会 

 


