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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５号） 

 

１．日 時  平成２１年３月２４日（火） 

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    11番 山 下 浩 平    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  なし 

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     税務課課長補佐  山 本 浩 司 

  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     消防次長兼消防署長  青 木 正 雄 

  監査委員事務局長  山 本 君 子 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第19号 平成21年度室戸市一般会計予算について 

                            （総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 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 
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             の一部改正について 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第39号 平成20年度室戸市一般会計第10回補正予算について 

                            （総務文教委員会委員長報告） 

  日程第３ 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 

       議案第11号 室戸市介護保険条例の一部改正について 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第29号 農林関係施設の指定管理者の指定について 

       議案第30号 水産関係施設の指定管理者の指定について 
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       議案第31号 水産関係施設の指定管理者の指定について 

       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 

       議案第33号 市道路線の廃止について 

       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 

                            （産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第４ 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５ 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 

  日程第６ 議案第40号 室戸市議会委員会条例の一部改正について 

  日程第７ 意見書案第１号 地方の道路整備の着実な推進を求める意見書について 

  日程第８ 室戸市選挙管理委員会委員の選挙について 

  日程第９ 室戸市選挙管理委員会委員補充員の選挙について 

  日程第10 各常任委員会委員の選任について 

  日程第11 議会運営委員会委員の選任について 

  日程第12 芸東衛生組合議会議員の選挙について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第９まで 

  追加日程第１ 議長の辞職許可について 

  追加日程第２ 議長選挙について 

  追加日程第３ 副議長の辞職許可について 

  追加日程第４ 副議長選挙について 

  追加日程第５ 議席の一部変更について 

  日程第10より日程第12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、全員出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（町田又一君） ここで市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたしま

す。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） おはようございます。 

 発言の時間をいただきまして、ありがとうございます。 

 まずは、今議会、中毒疹という病名で、高知医療センターに入院となりまして、開会日以後

きょうまで、議会を欠席をしたことに対しまして、議員各位並びに市民の方々に対しまして、

心からおわびを申し上げます。 

 また、今議会、議員の方々には、一般質問を取り下げていただくなど、特段の御配慮をいた

だいたというふうにお聞きをしておりまして、そのことに対しましても、心からお礼を申し上

げる次第でございます。 

 今後、このようなことのないよう、一層健康管理に気をつけるとともに、望ましい市政運営

に努力をしてまいりますので、御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

 次に、報告事項でございます。 

 平成20年度特別交付税でございますが、２月４日、町田議長とともに、高知県選出国会議員

及び総務省に陳情をいたしました。 

 また、２月５日、人権問題解決のための財政対策全国協議会会長として、副会長２名ととも

に、総務省に陳情をしたところでございます。 

 今回、本年度特別交付税といたしまして、７億4,924万1,000円が決定をされたところでござ

いまして、前年度と比較をいたしますと、3,715万2,000円の増となったところでございます。

このことによりまして、基金の取り崩しを少しでも抑えることができるというふうに考えてお

ります。 

 次に、寄附金のことについてであります。 

 佐喜浜町出身で、千葉県在住の前田稔臣さんから、小・中学校へということで、図書券

200万円をいただきました。これは、有効に使わせていただきたいと存じます。 

 また、小野喬秀さんの奥さん小野康子さんから、子供たちの教育にということで1,000万円
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の御寄附をいただきました。お二人とも、残念ながらお亡くなりになっておりますけれども、

御遺志を受け、大学入学準備金貸付金として使わせていただきたいと存じます。 

 ２つの御寄附に対しまして、心からお礼を申し上げる次第でございます。以上です。 

○議長（町田又一君） これより本日の日程に入ります。 

 御報告いたします。 

 議案第19号平成21年度室戸市一般会計予算については、久保正則君外２名から、修正の動議

が提出されております。内容につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 日程第１、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。 

 本案に関し総務文教委員会委員長の報告を求めます。鈴木総務文教委員会委員長。 

（総務文教委員会委員長報告） 

○総務文教委員会委員長（鈴木彬夫君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております議案第19号平成21年度室戸市一般会計予算につきましては、

今期定例会において当委員会へ付託されたものであります。 

 委員会といたしましては、３月13日に委員会を開き、執行部の出席を求めて、審査を行いま

した。 

 審査の経過及び結果については次のとおりであります。 

 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、景気の後退により、財政を取り巻く環境が厳しい中、限られた財源を重点的かつ効

果的な配分を行うことを基本とし、雇用対策、防災対策、道路整備、地域経済の活性化等、市

政課題の実現に向けた事業に取り組むため、その予算規模は105億6,576万2,000円となり、対

前年度比9.5％増、金額にして９億1,930万円の増額となっておりますが、職員の給与カットの

継続や地域活性化・生活対策臨時交付金の活用による事業の前倒し等により、市の財政的負担

の軽減を図った予算となっております。 

 以下、各課に対する主な質疑応答及び審査結果について、御報告いたします。 

 初めに、企画財政課、執行部の説明の後、委員より、１、分担金条例では、特別な事情のあ

る者については、分担金の減額が許されている。不景気の中、考慮すべきではないか。２、分

担金は、受益者が負担すべきもので、組合ではなく個人ではないのか。３、基金の残高合計額

と基金10億円の積み立ての目的について。４、同和小口資金等の滞納分については、不納欠損

処理をすべきと考えるが、ネックになっているのは何か。また、滞納処理のめどについて、質

疑があり、執行部より、１、県下９市の分担金条例を照合し、取るべきものかどうか、率をど

うするか、見直しを検討していきたい。２、分担金の負担は、受益者である個人だが、その個

人は組合員なので、組合に請求している。分担金条例の見直しの中で検討をしていきたい。
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３、基金の残高合計額は約８億円になると予測している。国保の５億円、住宅新築資金の３億

円、土地開発公社の２億円、計10億円は払える状態にしておくため、10億円の基金の積み立て

を目標としている。４、同和小口資金等の滞納金の不納欠損処理は、本人からの申し出と議会

での債権放棄の議決が必要だ。安易な債権放棄は、住民訴訟の対象になるので、副市長を中心

に、21年じゅうをめどに取り組んでいますとの答弁がありました。 

 次に、選挙管理委員会事務局です。 

 執行部の説明の後、委員より、選挙費委託金2,230万2,000円は、午後８時までの計算と思う

が、県下でも午後６時にしているところが大半である。２時間の繰り上げを検討すべき、また

投票時間の変更等について、常会等に図らなければいけないものなのかとの質疑があり、執行

部より、投票時間の繰り上げについては、公選法第40条で住民の意思の尊重がうたわれている

ので、常会を通して住民の意思を集約していきます。２時間の繰り上げで、約30万円の経費節

減になりますとの答弁がありました。 

 次に、市民課です。 

 執行部の説明の後、委員より、出産一時金は何名を予測してるのか、清掃用重機借り上げ料

は一斉清掃時の借り上げになっているが、常会等の清掃のときに借りられないのか、芸東衛生

組合の負担金の東洋町との負担割合について、質疑があり、執行部より、出産一時金は48名掛

けるの35万円で組んでいます。重機の借り上げについては、当予算では見込んでいませんが、

地域環境美化活動交付金30万円の活用が考えられます。芸東衛生組合の東洋町との負担割合は

８対２となっていますとの答弁がありました。 

 次に、福祉事務所であります。 

 執行部の説明の後、委員より、レセプト点検で３名から２名になってるが、業務に支障はな

いのか、点検の効果は、扶助費の対象者は何名かとの質疑があり、執行部より、レセプト点検

は従来どおり２名体制です。効果は、年間約600万円です。扶助費の対象者は841名、世帯数は

619世帯ですとの答弁がありました。 

 次に、保健介護課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、生きがい対応型デイサービスの実施箇所数、効果について、

老人クラブ健康づくり事業施設使用料について、質疑があり、執行部より、デイサービス事業

は、12カ所でやっており、100歳体操等高齢者の健康づくりに効果が上がってます。施設使用

料については、バーデハウスの入場料で、老人クラブが対象になっていますとの答弁がありま

した。 

 次に、農業委員会事務局・農林課です。 

 執行部の説明の後、委員より、室戸市新規就農者支援補助金３名分の内容について、生活改

善センターの方向性と役割について、有害鳥獣駆除報償費の内容について、森林整備推進事業

費補助金の対象団体と使途について、質疑があり、執行部より、新規就農者補助金は、３名に
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１人当たり100万円を援助し、認定農業者のもとで農業を学ぶことになっています。農協等で

公募します。生活改善センターは、農林関係の施設ですが、現在は公民館的な役割を果たして

おり、将来的にはその色彩が強くなると考えています。有害鳥獣の駆除費は、猿20頭、シカ

30頭、対策協議会メンバー５名分の費用、シカの個体数250頭分です。森林整備費は、プロセ

ッサと運搬車の購入費で、北川森林組合が６年計画で事業を進めていますとの答弁がありまし

た。 

 次に、水産課です。 

 執行部の説明の後、委員より、スジアオノリの販路拡大事業と無神経サバの室戸産品販売促

進事業のねらいについて質疑があり、執行部より、スジアオノリについては、雇用再生特別基

金を活用し、スジアオノリ培養の専門知識と販路拡大を図れる人を雇用することが事業内容

で、現在、高知大学の院生１名を予定しています。無神経サバについては、漁法も流したて縄

で室戸支所しかできず、市場でも品薄で、世間には浸透しづらい難点があります。岬支所、高

岡支所等で手を挙げてくれれば支援もできますが、漁具等も専用のものであり、普及が難しい

のが難点ですとの答弁がありました。 

 次に、観光深層水課です。 

 執行部の説明の後、委員より、観光商品コーディネーター育成事業の内容について質疑があ

り、執行部より、当事業は、高知県ふるさと雇用再生特別基金による事業で、将来観光協会の

事務局長になられる方で、観光ルートの作成等をやってもらいます。ハローワークを通しての

採用で、特別の資格等は必要ありませんとの答弁がありました。 

 次に、消防本部です。 

 執行部の説明の後、委員より、ドクターヘリを新たに配備すると、負担金は幾らになるのか

との質疑があり、執行部より、現在、消防防災ヘリの負担金が128万円ですので、最低でも同

額の負担増になると考えてますとの答弁がありました。 

 総務課、会計課、財産管理課、滞納整理課、税務課、監査委員事務局、人権啓発課、建設

課、学校教育課、生涯学習課については特段の質疑もありませんでしたので、省略させてもら

います。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（町田又一君） 次に、本案に対し、久保正則君外２名から修正の動議が提出されてお

ります。 

 この際、提出者の説明を求めます。久保正則君。 

○３番（久保正則君） おはようございます。３番久保。議案第19号平成21年度室戸市一般会

計予算に対する修正動議の提案理由説明を行います。 

 まずもって、修正動議を出すことに賛同いただきました先輩議員に感謝の意を申し述べたい
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と思います。また、アドバイスいただきました先輩議員の方にも感謝の意をあらわしたいと思

います。 

 それではまず、お手元に配付されております資料に基づきまして、修正動議の事務作業の流

れと変化する数字等について説明させていただきたいと思います。 

 ３枚、お手元に資料が配られております。１枚目が、議案第19号平成21年度室戸市一般会計

予算に対する修正動議ということで、３人の名前が書いてあるもの、２枚目が、横に表が４つ

並んでおります。３枚目が、図になってございまして、1,740万円を予備費として計上する修

正案の作業手順。こういう３枚の資料がお手元に配付されております。 

 ３枚目のほうから御説明した方が、流れがわかりやすいと思いますので、３枚目のほうに、

お手元よろしくお願いいたします。 

 この1,740万円というのは、そもそもは、平成21年３月11日に、国のほうから、地域活性

化・生活対策臨時交付金という名目で２億2,000万円が県を通して市のほうにおりてまいりま

した。２億2,000万円のうちの30％につきましては、21年度中の予算で消化して構わないと。

ただし、その残額については、20年度中で予算化をして使い切っていただきたいと。こういう

趣旨のお金でございます。 

 室戸市としましては、２億2,000万円のうち１億6,000万円を20年度補正予算で消化するとい

う作業を行いました。30％弱の6,000万円を地域活性化・生活対策基金というのにお金を積ん

だわけでございます。 

 今回出ております予算原案は、この6,000万円のうちの1,740万円を地域活性化・生活対策基

金繰入金ということで、歳入で、まずその基金繰入金のところにお金を持っていきます。そし

て、そのお金をバーデハウス室戸へ、歳出、指定管理料1,740万円ということでお金を流す

と。こういう流れが予算の原案の流れでございます。 

 本来は、この1,740万円をいきなり予備費に持ってってもよろしいんですが、今回は、国か

ら流れてきたお金でございますので、この、国から流れてきたお金は予備費にいきなり計上す

るという処置はできない。 

 そういうことでございますので、修正案の第１の作業といたしましては、1,740万円を、こ

れを歳入から一回地域活性化・生活対策基金繰入金へ返します。そして、バーデハウス室戸へ

の指定管理料はゼロにします。これが第１の作業でございます。 

 ２番目の作業といたしまして、財政調整基金のほうから歳入を起こしまして、これを財政調

整積立基金繰入金に持っていきます。これを予備費のほうに歳出で出しておいて、プールして

おこうと、こういう作業でございます。 

 今後といたしましては、予備費が500万円から2,240万円になるんですが、これをどうするの

か。出すのか出さないのか、あるいはゼロにするのか、1,740万円よりもふやすのか、そうい

った本質的な議論をしていただきたいというのが、今回修正動議の出した意味でございます。 
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 一番は、私といたしましては、これはいろんな観点から、まず出さないのが一番よろしいの

ではないか、こういうことでございます。 

 それでは、次の２枚の資料でございますが、名前を書いてありますところの１枚目にござい

ますが、歳入歳出予算、ページ数申し上げます。これは、商工費予備費が書いてございます

が、この一般会計予算書の何ページかということで、ページ数だけ申し上げますので、後でじ

っくりと数字を見ておいていただきたいと思います。 

 第１表の歳入歳出予算の歳出のところは、６番商工費は、これは一般会計予算書の５ページ

でございます。12番予備費、これは６ページでございます。それから、次のずらずらっと表が

４つ並んだ紙のところに参りまして、一番上の総括、（歳出）でございますが、これは一般会

計予算書の11ページのところでございます。続きまして、歳入、これは32ページでございま

す。３番目、歳出、これは89ページでございます。３番観光費とございまして、計がございま

すが、この計のところは90ページのところになります。それから、最後の第12款予備費、これ

は一般会計予算書の123ページのところになりますので、後で数字をじっくりと見ておいてい

ただきたいと思います。 

 それでは、修正動議の提案理由の説明に移ります。 

 修正動議提案理由、５点ございます。順次、説明させていただきます。 

 第１点目、市民が理解、納得するような議論が今回の1,740万円については十分出尽くして

いない。現在出ている論点、疑問点についても、十分な回答、解決策が見出せていない。具体

的に申しますと、バーデハウス室戸の平成21年度運営計画につきましては、経常利益がマイナ

スにならないように帳じり合わせをしたにすぎない感が否めない。また、ミクプランニングの

社長を、議員総会でも意見が出ましたが、出席させて説明を受けたいという、こういった議員

総会で出ました意見も全く反映されておりません。入館者拡大のための営業施策についても、

商業ベースで見て、もう少し具体的な計画をつくる必要性がある、このように思います。 

 したがって、いま一度時間をかけて、知恵を出し、議論をしてから、支援の件については結

論を出すべきと思い、修正動議を提出したわけであります。 

 次に、第２点目でありますが、現在、室戸市の指定管理者には、キラメッセを初め漁協、農

協、その他がたくさん存在するわけでありますが、前回、今回と、バーデへ指定管理料を支払

うというのは、その他の指定管理者と公平性において差が出てくるのではないか。その辺の線

引きをどういうふうにするのか。ほかの指定管理者も赤字が出れば支援をするのか、あるいは

バーデは施設の性質上、ほかの施設と本質的に異なるところがあるから、だからバーデだけ出

すんだ、そういう議論があるのか。その辺の本質的な議論がなされていない。 

 ２回目の支援をする前に、指定管理者制度におけるバーデハウスの位置づけも十分な論議を

重ねるべきと考えるわけであります。そのような議論を重ねた上で、２回目の支援について結

論を出しても遅くはないと考え、修正動議を出したわけです。 
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 次に、３点目の提案理由でございますが、このバーデハウス室戸の施設についての将来像、

中期的、長期的な本質論に基づいたビジョンが明確でないということであります。この施設

は、本質論において、室戸市に必要なものか否か、恒久的施設として運営していくつもりなの

か、あるいは国、県への補助金返済残額と維持運営していくコストの損益分岐点までは頑張っ

て運営していくつもりなのか。そういった点についても、具体的なデータと予測されるコスト

に基づいたシミュレーションをきっちり出して、論議をするべきときであると私は考えており

ます。 

 そういった議論を重ねて、どのような議論がなされたのか、議論の結果はどうであったの

か、そういったことを室戸市民に対してきちんと説明するべきです。これを行うことが、説明

責任を果たすということになり、室戸市民の信頼を得ることになると考えます。２回目の支援

を決める前に、室戸市民への説明責任をきちんと果たしましょう。これが３点目の提案理由で

ございます。 

 続きまして４点目でございますが、これは法的見地と説明責任の観点からの提案でございま

す。地方自治法第96条には、普通地方公共団体の議会の議決事件についての定めがございまし

て、その第１項第２号に、予算の議決権、これが書かれております。片や、第138条の２にお

いては、執行機関の義務として、予算その他の事務を誠実に管理し、及び執行する義務を負う

と書かれております。さらに、第149条において、首長の担任事務についての規定の中の２番

目に、予算を調製し、及びこれを執行すると書かれております。早い話が、議会と首長は車の

両輪であるということであり、市民に対しても双方責任を負っているということであります。

そのことは、この件に限らず、全般的に言えることでありますが、特にこの件につきまして

は、責任は重大であります。 

 したがいまして、バーデハウス室戸への支援につきましては、首長のみが室戸市民への説明

責任を負うのではなく、議会議員も説明責任、そしてそれ以上の責任を負うわけですから、私

は、この件につきましては、一般予算から離して、再度慎重審議を行ってから、支援の有無に

ついて決すればよしと判断し、修正動議を出したわけであります。 

 最後、５点目でございます。最後は、地方自治体の意思を決めるのは、議会の重要な役割で

あるという視点から修正動議の提案理由でございます。４点目の提案理由の中でも、予算の議

決権は議会にあるということを申しましたが、議会でしか決められない大事なことは、この予

算議決と、もう一つは条例をつくることであります。これは、地方自治法第96条第１項第１

号、第２号に定められております。この２つのことは、自治体の意思を決めるということが議

会の重要な役割であることを示しております。条例と予算が、政策決定の最大のポイントであ

ることは今さら言うまでもありません。 

 さらに、言葉をかえて言うならば、本来の地方自治法の趣旨からすれば、議会が自治体行政

の目標を定め、それを首長に提示して執行させるというのが地方自治の本来の姿なのでありま
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す。市長は、議会の決めた自治体の意思にのっとって、行政組織の責任者として事務を執行す

る立場でございます。だから、市長を初め行政の幹部のことを執行部と一般に言っておりま

す。 

 何が言いたいのかといいますと、議会は、執行部に対するチェック機関であると思われてい

る傾向が強いのですが、市長、執行部の意向をチェックするだけでは、議会本来の機能を十分

に果たしているとは言えない。議会本来の役割、機能は、自治体の意思を決めるということを

自治法は要求して原則としているのであります。 

 私は、このバーデハウス室戸への２回目の支援策を盛り込んだ予算に対して、修正動議を出

すことを通じて、地方自治法第96条の規定する議会の重要な役割、予算の議決権の意味すると

ころ、地方自治体の意思を決めるのは議会であるという法の要求する原理原則へ返ろう、もう

一度あの場所へ、基本へ返り、再度、慎重な審議をしましょうと訴えているわけであります。 

 考えてみてください。バーデハウス室戸を利用してるのは、室戸市民の中の限られた一部の

人しかいない、この状況をどうすればよいのか、どう考えればよいのか、また国民健康保険の

会計における療養費用額の推移、これをどういうふうに見ればよいのか、あるいはバーデ社か

ら言われたので支援する、１回のみならず２回も出す、２度あることは３度あるとも言われて

おります。要は、言われちゃあ出し、言われちゃあ出し、こんな消極的で言いなりの対応を続

けることを市民は望んでいるのか。バーデハウス室戸の運営がとまったらどうしようと、目先

の運営に目をとられて、問題を先送りしている。これで市民が納得するでしょうか。このあた

りで、腹を据えて議論するべきときだと私は思います。市長も、議会も、腹をくくっていただ

きたい。 

 市民の中には、特別委員会を設置して議論するべきだと言う人もおります。私は、それはい

い考えだ、そうしなければいけないかなあ、こういうふうに、非常に思っております。が、そ

れは修正動議の次に来る話であります。どうか、議員の皆様、地方自治法第96条の規定する議

会の役割、この基本的役割をいま一度念頭に置いて、２回目の支援について考えてください。

議員の皆様が、第96条の議会本来の役割、議会の機能を御理解いただき、地方自治の基本に立

脚し、この修正動議について御理解いただくことを切にお願いする次第であります。 

 以上で議案第19号平成21年度室戸市一般会計予算に対する修正動議の提案理由の説明を終わ

ります。 

○議長（町田又一君） ただいまの委員長報告並びに修正案に対し、質疑のある方の発言を許

可いたします。鈴木彬夫君。 

 なお、発言に当たっては、原案なのか、修正案なのか、明確にお願いをいたします。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木です。ただいまの修正案に対して質疑を行います。 

 まず第１に、議会の説明責任ということを言われておりました。それから、議会の基本的役

割、機能を理解していないということも言っておられたと思います。 
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 議会の説明責任は、この本会議でただいま久保議員が言ったことを執行部に対してただすこ

と、これが一番の説明責任になると思います。 

 それからその次に、委員会があります。委員会で、今言われたことを詳細に質疑する。これ

が議会の与えられた説明責任であると私は思います。 

 それと、基本的な役割という意味でも、私が今言ったことが議会の基本的な役割ではないか

と思います。その辺をどのようにお考えでしょうか。 

 それから、久保委員のほうで、議員総会でどうのこうのということがありましたけれども、

議員総会は、自分たちの、これは勉強の場で、基本的には議員総会で幾ら物を言っても、これ

は自分たちの勉強だけの話で、市民に発信したとか、そういうことでは一切ありません。とい

うことで、本当の意味での議論というのは、この議会、本会議、委員会で今言ったことを言わ

れないと、市民に対する説明にはならないんじゃないでしょうか。 

 それから、その辺についても、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 私は、久保議員の先ほどの修正動議の提案理由の中で、本当に室戸市あるいはこの室戸市の

宝物であるバーデハウスに対する、どうしたらいいかと、経営をどのようにしたらいいんだろ

うということを執行部と、それから議会と一緒になって、いろいろ議論していいものをつくり

上げていく、この姿勢は自分は非常にいいと思うんですよね。 

 私は、今言ったように、久保議員も言っておられましたけれども、特別委員会を設けて、じ

っくりとやったらどうだろうというのはですね、バーデハウスは一瞬たりともとめることはで

きないわけなんですよね。この1,700万円ですか、の予算がこの議会を通らないとすると、実

際に受けてるところ、バーデハウス社というのがどうだろうというのも、一つの懸念材料とし

てあると思います。 

 バーデハウスを開店しておれば、当然、毎日毎日費用が発生をします。そういうものに対し

てもですね、議会のほうで資金を供給するということは、自分は大事だと思うんですよね。 

 それで、これは一度に資金を1,700万円ですか、出すということではなくて、実績に応じ

て、入館の実績に応じて出すということですから、先に予算執行ありきということではなく

て、全部を出すということじゃあないんですよね。そういうことで、特別委員会を設けて、先

ほども久保議員が言われたように、このバーデハウスの将来計画、中・長期計画、それから実

際の今の経営の実態について、委員会を設けてやってもいいんじゃないか。私はそう思います

が、議員はどのように考えておられるでしょうか。そんなこと。 

 それから、指定管理者の差別的な対応じゃないかということが言われていたと思いますけれ

ども、やはり私は一番最初からいけば一番いいと思いますけどね、自主独立でいけば一番いい

と思いますが、まずよちよち歩きのときには、自走ができる、自分で走ることができるまで

は、突っかい棒がやっぱり必要なんです。どの指定管理者も、室戸市の指定管理者はみんなそ

うです。みんなそうですとは自分は断言できませんけれども、そういう対応をしてきておりま
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す。 

 だから、バーデハウスだけが、特別の対応をしたと、金額的にどうのこうのという話がある

かもわかりませんけども、特別の対応をしてるということでもないと思います。自走するま

で、みずから走るまでは、やはり援助をすると。 

 それから、先ほども言ったけれども、私はこのバーデハウスというのは、室戸のたった一つ

の宝です。それを生かしていく、議会と執行部が生かしていくという意味で、私は久保さんと

全く同じ意見だと思います。そういうことで、ちょっと見解の相違があると思いますけれど

も、私の今の質問といいましょうかね、に対してお答え願いたいと思います。以上です。 

○議長（町田又一君） 修正案の質疑に対し、提出者の答弁を求めます。久保正則君。 

○３番（久保正則君） 鈴木議員の質問にお答えさせていただきます。 

 議会の説明責任、それから基本的機能については、委員会その他いろんな活動があって、説

明責任は果たせるではないかと、こういう趣旨だったと思うんですが、そういった非常に根本

的なお話も、今回修正動議が出て初めて公の場で議論されるわけでございますので、そういっ

た意味からも、私は修正動議を出したわけであります。 

 それから、委員会活動その他、ほかもろもろの議会活動を、価値がない、あるいは議会の役

割から離れたものである、そういったことは私は説明の中で一言も触れておりません。その辺

は、誤解がなきようによろしくお願いいたします。 

 それから、議員総会は勉強の場であると、かようなことをおっしゃいましたけれども、議員

総会が単なる勉強の場で、それで終わらせてよろしいんでしょうか。そこで出た意見は、議員

がみんな集まって出した意見ですから、執行部にしても、それなりのきちんとした対応しなけ

ればいけない。単なる勉強の場で、それで済ますというわけには私はいかないのではないかと

いうふうに理解しております。 

 それから、バーデは、とめるわけにはいかない。これは、私も全く同じ意見です。とめない

ほうがいい。だけれども、６カ月前にも、１回目の支援を決めました。私は、そのときは、最

初は反対するつもりだったんですが、国、県への補助金返済額を執行部のほうから資料を出し

ていただきまして、これ、８億円相当を今すぐ返すというのは大変なことだということで、賛

成に回ったわけですが、そのときに私は考えたのは、半年間の猶予の時間を差し上げますの

で、その間にぜひ、恐らく２回目も、次年度も同じように支援の要求が出るだろう。これは、

議員各氏がみんな考えてたと思うんですよ。 

 だから、１回目は賛成するけれども、６カ月の間にバーデハウスをとめないような善後策を

講じなさいと、こういう観点で私は１回目は賛成したんです。ただ……。 

（「久保議員、聞かれたことだけ淡々と答弁して」と呼ぶ者あり） 

○３番（久保正則君）（続） わかりました。そういうことで、議員総会は勉強の場でもある

と思うんですが、政策を論ずる場でもあるというふうに思います。 
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 それから、バーデはよちよち歩きだから助けなきゃいけないということをおっしゃいました

が、これは、当初、一切支援は要りませんと、こういった話し合いのもとでスタートしたもの

でありますので、その辺はバーデもちょっと足らんところがあるだろうと、こういうふうに思

います。 

 それから、たった一つの宝、これは私全く同じ意見でございまして、このたった一つの宝を

殺すというつもりはございません。適正な運営をしていくために、皆さんで知恵を出しましょ

うと、こういう提案でございます。以上です。 

○議長（町田又一君） 鈴木彬夫君の２回目の質疑を許可いたします。鈴木彬夫君。 

（「議長、討論か質疑かはっきりをしてください、やってくださ

い。討論やら質疑やらわからん」と呼ぶ者あり） 

○１３番（鈴木彬夫君） 私が、一番、議会の説明責任ということが今回の場合には果たされ

てないと自分は思ってるんですよ。執行部が、３月議会で21年度の予算をここに出したわけで

す。それに対して本会議で一般質問がありました。委員会で質疑ありました。反対討論ありま

した。何もないですよ。自分は、これを、本当の議員だったら、この場で言わなきゃだめだと

私は思います。 

 それから、議員総会の話が出ましたけれども、これはよく勉強してください。以上です。 

 それを、ちょっと質問になるかどうかはわかりませんけれども、議員総会というのは、本会

議の権限を奪っちゃだめなんだよね。だから、そういうのが議員総会の本来の役目なんです

よ。そういうことで……。 

○議長（町田又一君） 鈴木議員、質疑でお願いします。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） その辺、よろしくお願いします。 

○議長（町田又一君） 久保正則君の答弁を求めます。久保正則君。 

（「提案理由の説明のとおりです」と呼ぶ者あり） 

○３番（久保正則君） 鈴木議員に、手短にお答えします。 

 提案理由のとおりなんでございますが、一般会計について質疑をなぜ本会議でしなかったか

ということでありますが、これね、質疑よりも、私は修正動議のほうが動きがより大きくなる

と思って、一般質問をせずに、この修正動議のほうにやったわけでございます。以上でござい

ます。議員総会のほうは勉強します。 

○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。修正動議に対して質疑を行います。 

 質疑の見本というふうな形でやりたいと思いますが、質疑の前に、若干質疑に持っていく説

明もありますので、そこらのところはしばらくはお聞きをお願いしたいと思います。 

 まず、この施設は、だれもが必要な施設だと思ってると感じております。私も、この施設建

設に関しましては、採算はとれないというふうな見方から、当初は反対もしておりました。し
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かしながら、できた限りは、支援をしていくというふうな方向性を今は持っております。 

 そしてまた、この施設が、医療関係も含めて、多大な効果を上げるという望みがあると。そ

ういうふうな方面から支援していく必要性もあるというふうに思っております。 

 そしてまた、このことに対しまして、議会が議論を深めていくということで、こういった修

正動議が提出されるということは非常にいいことだと思っております。 

 しかしながら、ただ提案理由説明の中で、この施設が持つ将来性に対して若干理解が不足さ

れているのではないかというふうな気がします。また、この予算が執行されるまでは、十分な

時間があります。本予算で、この３月議会で決定したから、すぐ支出するということではない

んです。その間に、十分に改善策は検討できるというふうに私は考えております。 

 市民が望むのは、この施設が十分に機能して、そして医療の改善から、健康の改善、増進、

そして国保料と……。 

○議長（町田又一君） 山本議員、質疑に入ってください。 

○８番（山本賢誓君）（続） いうふうな部分になっていくと思いますので、それは十分理解

してほしいと。 

 それでは、質疑に入ります。 

 まず、なぜ予算の修正なのかということですけれども、予算通過後に、予算の執行について

市当局と指定管理者、そして議会が意見を取りまとめた改善策を検討するということが一番望

ましいと考えられますが、その方法がどうして考えられないのかということです。１番。 

 それから２番目、修正案が通過した場合、どのような場でどのような議論をしようと考えて

いるのか、具体的な動き、今後の動きを御説明願いたいと思います。 

（「それは発言に対しての質疑じゃないんだ、それは」と呼ぶ者あ

り） 

○８番（山本賢誓君）（続） 予算修正に対する質疑やき。 

（「提案理由の説明に」と呼ぶ者あり） 

○８番（山本賢誓君）（続） ちょっと小休。 

○議長（町田又一君） 続けてください、続けてください、ずっと続けてください。 

（「議長、しっかり注意せえ」と呼ぶ者あり） 

○議長（町田又一君） 続けてください。 

○８番（山本賢誓君）（続） 静かにしてください。３番目とします。その議論の場を設ける

ということになると思いますが、最終結論はどのような結論が望ましいと考えているのか。 

 ４番目、その結論を出す時期をいつごろに想定されているのかですね。 

 それから５番目としまして、結論を出した後、予算の復活方法。考えられるのは、臨時議会

の招集か今後の定例会、いつ、６、９、12、そして３月までありますが、定例会への提案、定

例会かということになりますが、どちらを想定されているのか。 
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 それから、臨時議会にしろ、定例会にしろ、この予算が修正可決された場合、新たに提案す

るとなれば、当然、市長の提案となります。 

○議長（町田又一君） 私語はやめてください。 

○８番（山本賢誓君）（続） そして、その臨時議会、定例会におきまして、市長が提案しな

い限り、成り立たない議論ということになりますけれども、それは間違いなく対応できる自信

がおありかどうか。 

（「もう一回言ってくれます」「そんな答弁する必要ないわ。執行

権まで及んだようなことは」と呼ぶ者あり） 

○８番（山本賢誓君）（続） 修正議案を、通過した場合ね、定例会か臨時議会において対応

ということになりますが、それは間違いない対応ができるかというふうな分。 

 それから、市長がですよ、もしどくれて、提案しないというふうな分なれば、指定管理者撤

退ということも十分に考えられます。そういう状況になった場合に、対応も想定をするという

ことも、この修正動議の中には含まれなくてはならんというふうに思いますが、そこのところ

はどう考えるのか、お伺いをいたします。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（町田又一君） 久保正則君の答弁を求めます。久保正則君。 

（「執行権まで及んでの答弁はできん」と呼ぶ者あり） 

○３番（久保正則君） 賢誓議員にお答えします。 

（発言する者あり） 

○３番（久保正則君）（続） 失礼しました。山本議員にお答えします。 

 執行権に及ぶような質疑がかなりありますみたいですので、ちょっとその辺は答弁できない

ところが多々あろうかと思います。 

 最後の市長がどくれることはないというふうに私は思っております。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。 

 答弁漏れで御指摘でもよかったんですが、全く答えてくれませんので、もう一回言います。 

 まず、なぜ予算の修正なのかということですが、予算通過後に、その予算の執行について

は、市当局、指定管理者、議会が意見を取りまとめた改善策を検討するということが一番望ま

しいと考えられるが、その方法がどうして考えられないのか、これ１番に言いましたね。 

 それから２番目、修正案通過後、どのような場でどのような議論をしようと考えているの

か、今後の具体的な動きを教えてください。これも言いました。 

 ３番目、その議論の場で、最終結論はどのような結論が望ましいと考えているのか。 

 ４番目、その結論を出す時期をいつと考えてるのか。 

 それから５番目、結論を出して予算復活の方法、それは臨時議会か定例会かしかありません
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が、そのどの時期に想定しているのかと。後は、執行部に入ってくるかね、こりゃあ。 

 そしたら、その５点、最後の質疑になりますので、ゆっくり考えて、丁寧な御答弁を願いま

す。 

（「質疑じゃない。答弁求める必要なし、提案理由の説明の中には

ない」と呼ぶ者あり） 

○議長（町田又一君） 久保正則君の答弁を求めます。久保正則君。 

○３番（久保正則君） 山本議員にお答えします。 

 予算通過後に、なぜしなかったのかということですが、ことわざに「のど元過ぎれば熱さ忘

れる」、私はそれを一番感じるんです。 

 ２つ目、通過した後の具体的な動き。 

○議長（町田又一君） 久保議員、簡潔にお願いします。 

○３番（久保正則君）（続） 済いません、ちょっとのど乾きましたんで。 

（発言する者あり） 

○３番（久保正則君）（続） 要は、特別委員会ができればですね、そこがすべて結論を出す

んじゃなかろうかと、かように考えております。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はありませんか。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 ほかに質疑は。堺喜久美君。 

（「質疑を終結したろう、今、議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（町田又一君） 山本議員の質疑を、訂正します、山本議員の質疑を終結いたします。 

 堺喜久美君、どうぞ。 

 静かにお願いします。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。本議案について提案者に若干の質疑をさせていただきま

す。 

 まず、先ほど執行部に対して説明責任を果たしていないということで、前段の議員から、一

般質問も委員会での討論もなかったという話がありましたが、その答えとして、一般質問で質

問するより、この修正案を出せばインパクトがあるので、そうしたと話しておりましたけど、

それは全く執行部に対して説明責任を果たすチャンスを与えなかったということと同じではな

いかと私は感じますが、どうお考えでしょうか。 

 それ、インパクトあるということだけで、政争の具にするような、そういう提案の仕方では

納得できないと思います。 

 それと、精細なデータはちょっと手元にないのであれですけれども、今回の委員会でも説明

がありました、委員会やなくて議員総会で説明がありましたように、そのモニターによるデー

タの説明がありました。その医療費の抑制、それから観光客の呼び込み数による経済効果、そ
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のことをどのように考えているのか。それが、1,740万円に高いのか安いのか、高いと感じる

のか、安いと感じるのか、そこの感覚だと思うんですが、その経済効果と医療費の抑制による

データのそれはどのように久保議員はお感じなのか、質疑をいたします。 

（「議員は議員に対して一般質問はできん」と呼ぶ者あり） 

○１２番（堺 喜久美君）（続） いや、その出した提案理由のことだけ。 

○議長（町田又一君） 戻ってください。 

（「提案理由でのそういう質疑でなけりゃあ、ルールを守らないか

ん」と呼ぶ者あり） 

○議長（町田又一君） 提出者の答弁を求めます。久保正則君。 

（発言する者あり） 

○３番（久保正則君） 堺議員にお答えいたします。 

 なぜ一般質問しなかったかということなんですが、私ね、一般質問は何回かしましたけども

ね、ほかの件でもね。なかなか適正な、非常に適正なお答えしかいただけなくて、で、今回も

これはやっぱり修正動議でやるのが、このようにいろんな方の議員の意見も出るだろうし、非

常に議論が深まるのではないかと、こういうふうに考えました。 

 それから、モニターは、これたしか74名だったと思うんですが、ちなみにデータ、ちょっと

私、今持っておりますので、これはね、市町村別、これ言っていいんですか。 

（発言する者あり） 

○議長（町田又一君） 質疑に対して答えてください。 

○３番（久保正則君）（続） 医療費のことを。 

 考えました。考えた上ででございます。詳細なデータは後でお見せします。 

○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。 

 これをもって議案第19号の委員長報告並びに修正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。 

 日程第１、議案第19号平成21年度室戸市一般会計予算についてを行います。 

 まず、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） なしと認めます。 

 次に、原案修正案に対する反対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19号の原案について、市民を代表いたしまして、

反対の立場で討論を行います。 

 21年度当初予算には、市温浴施設指定管理者への赤字補てんである支援の予算が含まれてい
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ることから、その異議ある点を列挙し、そのすべてが違法であることを指摘をいたしたいと思

います。 

 まず、前提は、今議会に当該指定管理者への……。 

○議長（町田又一君） 静かにお願いします。続けてください。続けてください。 

○９番（谷口總一郎君）（続） 討論でございます。 

（「修正案はもう終わったの」と呼ぶ者あり） 

○議長（町田又一君） 谷口さん、続けてください。 

○９番（谷口總一郎君）（続） 最初からいきます。 

○議長（町田又一君） はい、どうぞ。 

○９番（谷口總一郎君）（続） 21年度当初予算には、市温浴施設指定管理者への赤字補てん

である支援の予算が含まれていることから、その異議ある点を列挙し、そのすべてが違法であ

ることを指摘をしたいと思います。 

 まず、前提は、今議会に当該指定管理者ヘの支援策として提案されております指定管理料な

ど合計約4,500万円の予算であります。これは、昨年同様、単なる本市からの財政支援ではな

くて、指定管理者が赤字運営となったことから、本市に支援を求め、それに呼応して本市が支

援することから、市長がどのように強弁しようともすべて違法な赤字補てんであります。 

 議案書に記載されている大半の議案は、法律をもとに提起した上で、執行機関から議会に提

案され、議員はそれらの法律を根拠に行政の施策や業務及び予算運用が公平公正で適正か否か

を調査した上で、最終的に表決の判断を下す。市長と執行機関と議事機関がこれを守る。そう

したものだと今日までまじめに取り組んでまいりました。 

 ですが、これらの法律が厳格に守られていません。特に、この事業については、これまで４

年９カ月の間、ずっとその違法性を調査、取材、研究し、追求をしてきましたが、その過程は

それこそ違法のオンパレードです。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━私は、議員の

一人としてとてもそれを看過することはできません。 

 そこで、この議案に関係する予算も含め、指定管理者と本市による違法行為に論点を絞っ

て、これまで何が違法だったかを示したいと思います。 

 違法の１点目は、17年６月に行いました指定管理者再公募のときの公募要項、応募者の失格

の項にあります「審査の公平性に影響を与える行為があったときは失格とする」の規定につい

て、これは、公募前の17年５月12日、これに応募する予定のミクプランニング社に、前市長、

市職員ら４名が行き、八木氏と事前協議を行った事件であります。 

 取材に対し、ミク社の社員は、再公募前の協議だったとはっきりと証言をしております。当

時、この事件について、地方自治を専門とする帝塚山大学の中川幾郎教授にメールを送り、御

判断を仰いだところ、応募予定者と市長や市担当職員、選定委員の接触禁止は当然のことで、

室戸市がとったその行動はとても信頼できない、妥当かつ公正な運営ではないと厳しく批判し
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ておりました。 

 これを法的に言いますと、17年６月作成の公募要項に記載された応募者の失格に該当する本

市とミク社が行った不正行為は、16年６月議会提出の室戸市指定管理者条例第５条１項の３、

公募において「著しく不適当と認められる事情が生じたとき」に該当することから、違法であ

ります。 

 次に、違法の２点目は、同じ公募要項の収支計画書の項の中に記載されております「なお、

赤字に対して市が補てんする予定はありません」について、この支援については、最初に申し

上げましたように、バーデ社が赤字にならなかったら、市が支援しなかったことを考えます

と、昨年の支援のすべてが赤字補てんであるし、本議案の支援もまさしくこれまでの赤字に対

する支援であり、公募要項に反する財政支援であることから、違法であります。 

 これを厳密に言いますと、17年作成の公募要項の赤字補てんはしないの規定は、室戸市指定

管理者条例第２条に基づいた規定であります。その条例は、地方自治法第244条の２第３項、

公の施設の規定に基づき制定され、さらにこの条項は日本国憲法第８章地方自治の第94条の要

旨、地方自治体の財産管理、事務処理、行政執行の権能の規定に基づき制定されたものであ

り、この赤字補てんは自治法と憲法違反でもあります。 

 次に、違法の３点目は、指定管理者条例で規定された指定期間について、地方自治法第

244条の２第５項の「指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする」の条項から、室戸

市指定管理者条例第２条１項の７で、この指定期間を規定しております。この規定から、指定

期間は公募要項に明記した上で公募しなくてはならないのに、本市は再公募の要項にこれを規

定せずに公募を行っております。これも条例と自治法、そして憲法に違反をしております。 

 次に、違法の４点目は、この温浴施設事業、当初の16年９月の公募以降、本市はこの施設を

健康増進施設だとして全国に広報してまいりましたが、健康増進施設とは、厚労省が認定した

設備と人材の基準を満たしている施設で、健康運動指導士などを置くなど、主に５つの基準を

クリアしていないとそう呼べません。この点も、国の制度認定を取得した施設かのような虚偽

の広報を行った罪があります。 

 次に、違法の５点目は、地方公共団体の予算は、本来市民のためのもので、市長が勝手に立

案し、議会が勝手に議決してよいものではなく、幾つかの原則があります。自治体事務の大原

則であります地方自治法第２条14項には、「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなけれ

ばならない」と規定されておりますが、この事業は、最大の経費で最少の効果しか上げており

ません。また、自治体会計の大原則である地方財政法第４条１項には、「地方公共団体の経費

は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」と

定められておりますが、本市のバーデ社への投資は、目的を達成するために限度を超えて支出

をしております。 

 よって、この２つの大原則にも違反しております。 
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 そして最後に６点目、これは最も重要な法律で、地方自治法第２条16項の法令等適合性の原

則に、「地方公共団体は、法令に違反してその事務処理をしてはならない」の規定がありま

す。この規定で、本市とミクプランニングが実行した不正な事前交渉という行政事務は、違法

だと確定し、同条17項は、「前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効

とする」と規定しております。 

 これにより、ミク社が経営するバーデ社という指定管理者の権利は剥奪すべきものでありま

す。 

 以上のように、本市が行ってきました違法行為は数知れず、━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━これまでの４年９カ月を振り返りますと、不正を行ったことで指定管理者に

なれない企業が、指定管理者を続け、今度は、赤字になったといって、財政力の弱いこの田舎

の役場を泣き落としにかかり、市民のお金を奪い取っていきます。その一方では、その泣き落

としにほだされ、市民との約束を簡単にほごにし、赤字補てんをする、そんな行政がまかり通

っています。 

 そして、これらの違法を議会は断固許してはならないのですが、━━━━━━━━━━━━

━━━━━その陰で、室戸市民は泣いています。そんな構図です。 

 ですが、お考えいただきたいと思います。我々議員は、市民の声の受け皿であるべきです。

市民の皆さんは、そんな赤字の会社に支援する金があったら市民のために使えと叫んでおりま

す。議会のあり方、議員のあるべき姿とは、この市民の声をよく聞いて、その意向をそれぞれ

が推しはかり、正しく判断すべきものではないでしょうか。本市が行います不公正、不公平な

業務を公正公平に、そして適正に改革、改善させるのが我々議会の務め、それこそが住民のた

めに働く議員というものです。 

 さきの委員会の後、違法だとする新情報がここに数多く明確に示されたことを受けまして、

委員会で賛成された議員も、表決を考え直していただきたいと思います。議員諸氏は、市民の

ため、勇気を持って全員が原案に反対することを期待しております。 

 以上、批判高まる室戸市民の声を代表いたしまして、議案第19号の原案についての反対討論

といたします。 

○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。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 原案に対して。 

○議長（町田又一君） そうです。訂正いたします。鈴木議員、取り消しをいたします。 

（発言する者あり） 

○議長（町田又一君） ほかに、討論ありませんかね。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 討論なしと認めます。 

 次に、修正案に対する賛成討論の発言を許可いたします。上野議員。 
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○４番（上野祥司君） ４番上野。議案第19号平成21年度室戸市一般会計予算に対する修正動

議に賛成をいたします。 

 昨年６月定例会の補正予算の赤字補てんか財政支援かから始まって、この温浴施設に関して

は、不毛とも言える議論が続いております。１つ言えるのは、赤字補てんにしろ財政支援にし

ろ、指定管理者であるバーデハウス室戸社への支援であることは間違いないでしょう。 

 だから、市民の方から、室戸市は金がない金がないと言いながら、東京から来た会社を支援

するのか、そのお金を一生懸命やっている地元室戸市民の施設や団体になぜ回せないのだとい

う意見が出てきます。当然のことだと思います。 

 私は、今議会で用意し、取り下げた一般質問の中で、あの温浴施設を利用できない、利用し

ないのではなく、利用できない多くの市民がいることも、また事実だと言いたかったのです。

利用された方は、利用してよかったけれど、そう月に何度も行けないよねという意見が多いの

です。県内最下位に近い健康寿命、平均寿命を少しでも高めるためには、より多くの利用者を

目指さなければなりません。私たち議員は、資料などを見ながら、国保会計への繰り出しが多

いとか、今後医療費が増大するとか、ため息をついていますが、本当に医療費を少しでも抑え

たいのは、嫌な言葉ですが、低所得者と言われる方たちです。 

 バーデハウス室戸社を現時点で排除しようとは思っておりません。情報によりますと、医療

データもある程度まとまり、これからはデータを示しながら営業活動もするようです。データ

をまとめるには、バーデハウス室戸社の協力があったと考えます。 

 昨年６月に、今までと違うかじの切り方をしたのは事実です。このままの方法で支援し続け

ることがよいとは考えられません。室戸市が目指すのは、組織や施設を守るのではなく、本当

に大切なのは市民の方一人一人なんですよと言える室戸市であるべきです。 

 指定管理者であるバーデハウス室戸社への財政支援ではなく、室戸市民一人一人の健康増進

のための投資ですので、公費を使わせてくださいと言うべきではないでしょうか。青臭い理想

論ですが、私はそう思います。 

 これを機会に一度立ちどまって、市民、有識者、執行部、指定管理者であるバーデハウス室

戸社、議会を構成委員に何らかの会を立ち上げ、今までの検証と前向きな施設運営を考えるべ

きと思います。 

 以上の理由により、当初予算からバーデハウスへの指定管理料を切り離すこの修正動議に賛

成させていただきます。 

○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） 次に……。 

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（町田又一君） 鈴木議員の議事進行発言を許可いたします。静粛にお願いします。 
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○１３番（鈴木彬夫君） 先ほども自分の議場から言いましたけども、彼は、ちょっと私のメ

モが間違っているかもわかりませんけれども、８項目にわたって、いろいろ違法行為があった

と、不正行為があったと。この違法と不正を何度も言っています。そして、議会もそのまま黙

認してると。ということで、執行部と議会が、17年ですから、ことしはもう何年になりますか

ね、３年間、議会で12回、この不正行為を見逃してきたと。いうことは、この室戸の議会に対

する最大の侮辱でもあるし、あるいは執行部に対する最大の侮辱でもあると思います。自分た

ちは、先ほど谷口議員が言われたことは、それぞれ議会で発言をして、委員会で発言をして、

納得をして自分は賛成あるいは反対をしてるはずなんであります。 

 それを自分の意見に反対だからといって、すべて不正行為があった、あるいは違法行為があ

ったというのをこの本会議で言うこと自体は、非常に自分は問題があると思っております。以

上でございます。ぜひ、これをですね、議員の皆さん、慎重に審議していただきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（町田又一君） ただいまの鈴木議員の議事進行発言について、久保議会運営委員会委

員長に議運を開いていただきたいと思います。 

 その議運開催の間、休憩いたします。 

            午前11時29分 休憩 

            午前11時43分 再開 

○議長（町田又一君） 再開いたします。 

 久保議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

（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の報告を行います。 

 先ほどの議事進行の件につきまして、テープを起こして整理いたしますので、若干の時間を

ちょうだいいたしたいと存じます。以上です。 

○議長（町田又一君） 昼食を含め、午後１時半まで休憩いたします。 

            午前11時43分 休憩 

            午後３時21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。 

 諸般の報告を議会事務局長よりいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（木下恵介君） 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況です。執行部から、中岡税務課長、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、山本税務課長補佐、青木消防次長兼消防署長が出席をいたしております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

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

（議会運営委員会委員長報告） 
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○議会運営委員会委員長（久保善則君） 先ほど来、長時間にわたり貴重な時間をいただき、

ありがとうございました。 

 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど鈴木彬夫議員の議事進行発言にございました谷口總一郎議員の発言中に、不適当な発

言に該当する部分があるのではないかということについて、協議をいたしました。 

 当委員会で協議した結果、「しかも」から「素通りしています」まで、「議会」から「なり

ません」まで、及び「そのたびに」から「容認してきた」までは、好もしくないという結論に

達し、谷口總一郎議員に取り消しの要請を行ったところ、取り消すように決定をいたしまし

た。 

 その取り消しの件につきましては、本人から、当議会の演壇より議会に対して報告をするよ

うでございます。 

 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） 谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） 長い間、お待たせをいたしまして済いません。先ほどの反対討論の

中で、私の発言の中に不適切な部分があり、おわびをいたします。その不適切とされる部分で

ありますが、「しかも」から「素通りしています」まで、「議会」から「なりません」まで、

及び「そのたびに」から「容認してきた」までについて３カ所、発言部分を削除していただき

たく、よろしくお願いをいたします。 

○議長（町田又一君） お諮りいたします。 

 ただいま谷口總一郎君からの申し出のありました発言の取り消しについて、「しかも」から

「素通りしています」まで、「議会」から「なりません」まで、及び「そのたびに」から「容

認してきた」までを削減することで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、谷口總一郎君の申し出のとおり、取

り扱うことにいたします。 

 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 次に、原案修正案に対する反対討論の発言を許可いたします。濱口太

作君。 

○５番（濱口太作君） ５番濱口。修正案に対し、反対討論を行います。 

 私は、この修正案は、不適正な修正案だと考えております。 

 まず、１点目として、修正案の手法が正しい方法ではないというふうに考えております。従

前は、予算を減額する場合に、予算総額を原案のとおりとし、減額した予算を予備費に増額す

るという手法が使われていましたし、本市におきましても、このような方法で減額修正が行わ
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れたこともあったようでありますけれども、この手法は予備費の性格から考えて望ましくな

く、減額の手法としては、減額する金額を歳入歳出予算から減額すべきであります。 

 歳入歳出予算の減額をすると、修正箇所が多くなり、複雑な作業が必要ですが、やはり正し

い手法をとるべきではなかったかと残念に思っております。仮に提案者の予算修正理由が正し

いものであったとしても、その手法を誤ればその努力も報われないことになります。 

 次に、増額修正をしている予備費についてでありますが、予備費につきましては、御承知の

ように、地方自治法第217条に規定されており、予算外の支出や予算超過の支出に充てるため

に、使途を特定しないで予算に計上する、執行機関にその使用をゆだねたいわゆる目的外予算

であります。 

 確かに、地方自治法第96条第１項第２号には、議会の議決事項として、予算を定めることが

明記をされております。しかし、よく考えなければならないのは、予算科目の中でも、予備費

というのは他の予算科目とは違う特殊な科目であるということであります。予備費以外の科目

につきましては、議会は予算額とその使用方法について審議を行いますが、予備費につきまし

ては議会は予算額のみを議決し、使用方法については、市長の権限にゆだねられるという特殊

な科目であるということをよく理解していただきたいと思います。 

 つまり、一たん予備費として計上されれば、その使用については、議会の議決を必要とせ

ず、市長の権限で使用するものであり、我々議会は単に予備費の計上額の適否についての判断

をし、議決するのみで、その使途については審議をすることはできません。予備費というもの

はそういう性格のものであります。 

 予備費の使用方法の審議や予備費の使用方法について、何らかの条件をつけるような行為

は、議会の権限外のことであり、市長の権限に対しての不当介入ということになります。議会

としては、厳に慎まなければならない行為であります。 

 次に、予備費の額についてであります。執行部の提案では、予備費は500万円に対し、修正

案では2,240万円と高額の計上になっております。予備費の計上額につきましては、予算規模

の何％が適当であるかというような法令の規定はございません。しかし、計上額については財

政の均衡を阻害しない程度の金額でなければならず、余り高額の予備費の計上は問題視されて

いるところであります。 

 なぜ高額の予備費が問題視されるかといいますと、前段でも述べましたように、予備費につ

いては、一たん予備費として計上されれば、その使用方法については市長の権限で行い得るも

のであります。議会が使用方法について審議ができない金額であり、その金額が高額になれ

ば、議会の姿勢そのものが問われることになるからであります。 

 また、予備費の計上額につきましては、財政の均衡を阻害しない程度の金額にしなければな

らないとされておりますけれども、財政調整基金を取り崩してまで、高額の予備費を計上する

ことが、果たして財政の均衡を阻害しない程度の金額なのかどうか、疑問に感じるところでご
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ざいます。 

 私は、予備費の適正額というのは、法令に一定の基準がないのであれば、その地方公共団体

の過去の実績に基づいて判断をすべきであると考えます。 

 そこで、本市の過去３年間の予備費の計上額を見てみますと、毎年当初予算に500万円を計

上しており、使用額についても18年度が16万5,000円、19年度が439万6,000円、20年度が年度

途中ですが現在のところ420万円と、その範囲内でおさまっております。 

 本市の場合は、500万円が予備費の適正な当初予算計上金額であると判断をするものであり

ます。 

 最後に、結論を繰り返しますけれども、予算修正の手法として、歳入歳出予算の減額という

手法をとらずに、歳入歳出予算総額は原案のとおりとし、歳出予算の減額相当額を予備費に加

えた今回の手法は、何点かの不適切な部分が考えられますので、残念ですが、私は賛成するこ

とはできません。議員の皆さん方の御理解のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

○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） なしと認めます。 

 次に、修正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） 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） なしと認めます。 

 これをもって日程第１、議案第19号についての討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 採決の方法について、議会事務局長より説明をいたさせます。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時34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。 

 議案第19号平成21年度室戸市一般会計予算についてを採決いたします。 

 まず、本案に対する久保正則君外２名から提出されました修正案についてを採決いたしま

す。 

 本修正案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） 起立少数であります。よって、久保正則君外２名から提出されました

修正案は否決されました。 
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            〔15番 林 竹松君 退席〕 

○議長（町田又一君） 次に、原案についての採決を行います。 

 原案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） 起立多数であります。よって、議案第19号平成21年度室戸市一般会計

予算については原案のとおり可決されました。 

            〔15番 林 竹松君 入場〕 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第２、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から議案第39号平成20年度室戸市一般会計第10回

補正予算についてまで、以上９件を一括議題といたします。 

 本案に関し、総務文教委員会委員長の報告を求めます。鈴木総務文教委員会委員長。 

（総務文教委員会委員長報告） 

○総務文教委員会委員長（鈴木彬夫君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております議案第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から議案第39号平成20年度室戸市一般会計第10回補正予算

についてまで、以上９件につきましては、今期定例会において、当委員会へ付託されたもので

あります。 

 委員会といたしましては、３月13日に委員会を開き、執行部の出席を求め、審査を行いまし

た。 

 審査の経過及び結果については次のとおりであります。 

 初めに、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

改正についてであります。 

 本案は、室戸市の文化財の再調査、台帳整備、新規文化財の発掘等を行う文化財調査委員の

報酬等を定めたものであります。 

 執行部の説明の後、委員より、文化財調査委員の採用者数、勤務時間、資格等について質疑

があり、執行部より、採用は学芸員資格を持った者を１名、週30時間の勤務、募集はハローワ

ークを通して行いますとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 本案は、裁判員制度の導入に伴う条例の一部改正であります。 

 執行部の説明の後、委員より特段の質疑もなく、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 
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 次に、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であります。 

 本案は、交通機関の定期券の購入を６カ月にすることによる経費削減を図るための条例の一

部改正であります。 

 執行部の説明の後、委員より特段の質疑もなく、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 本案は、移住促進事業の一環で、短期間在住者に室戸を体験してもらうための体験住宅の設

置についての条例の制定であります。 

 執行部の説明の後、委員より、滞在期間、滞在者の形態、当該施設以外の民家の活用等につ

いて質疑があり、執行部より、話の内容を聞き、移住の意思のある方で１日700円、滞在期間

は原則４週間を限度とする。民家の活用等については、当該施設以外に、例えば教員住宅等の

活用も考えましたが、改築費等がネックになっています。移住体験の申し込みが多くなれば、

民間住宅の借り上げも考慮しなければならないが、今のところ当施設で対応します。また、一

定料金を徴収するので、保健所の許可が必要になりますとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、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であ

ります。 

 本案は、自動販売機の使用料の算定を土地建物の評価額を基準にしていたものを、販売額あ

るいは使用電気料相当額に変更するものであります。 

 執行部の説明の後、委員より、特段の質疑もなく、採決の結果、本案は全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部の説明の後、委員より、特段の質疑もなく、採決の結果、本案は全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、１、事故当事者の過失割合について及び休業補償額の算定基

準について、例えば所得証明書のようなものを根拠にしてるのかどうか、２、救急搬送中の事

故で、15分間搬送活動が中断されているが、緊急性の面で影響のあることは考慮されたのか、

３、救急依頼者は腰痛での依頼だったとのことだが、心臓も悪くしていたと報告されている

が、いろいろな病気の可能性を考えて対応されたのかとの質問がありました。 

 執行部より、１、過失割合は120万円を超過したときは適用されることになっております。

また、休業補償は、国の機関で自賠責算定協会の定めた基準に準じています。２、搬送中の人
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身事故の場合、２次出動は無線指令で行う。双方重篤な場合は相乗りもあります。今回の場

合、事故に遭って倒れた方が意識消失の状態であり、なおかつ右足甲の裂傷の状況でしたか

ら、応急処置をしました。３、救急救命士は、医療人としても位置づけされているので、今回

の腰痛通報者に対しても、いろいろのチェックを行います。今回は、救命士は、最初の通報者

にかかり切りで、他の２名が事故車に対応していますとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、１、停車時にサイドブレーキを引くのは、運転者の最低の注

意義務と考えるが、運転者の責任はどうとらえているのか。また、補償費を直接修理会社に支

払っているが、手続的に問題はないのかとの質疑があり、執行部より、責任は当然運転手に

も、分団長、消防士にもあります。文書なり機関員の養成時に指導しています。事故発生の場

合、事故報告を市長に提出し、市長決裁後、保険会社に一任する流れになっていますとの答弁

がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第39号平成20年度室戸市一般会計第10回補正予算についてであります。 

 初めに、企画財政課であります。執行部の説明の後、委員より、給食費負担金がマイナス

604万2,000円の原因について、及びふるさと室戸応援寄附金基金積み立てが100万円となって

いるが、実際にどれだけの寄附があったのかとの質疑があり、執行部より、給食費負担金のマ

イナスは、子供数の減少によるもので、本年度より公会計となり、余裕を持った予算設定にな

っているため、減額となりました。また、寄附金は、３月10日現在、78万6,000円ですとの答

弁がありました。 

 次に、市民課であります。執行部の説明の後、委員より、合併処理浄化槽設置整備事業費補

助金がマイナスの289万2,000円となっているが、幾ら設置したのかとの質疑があり、執行部よ

り、20年度は５人槽22基、７人槽９基、10人槽１基、計32基設置しました。５人槽は33万円、

７人槽は41万4,000円、10人槽は54万6,000円の補助になっていますとの答弁がありました。 

 次に、保健介護課であります。執行部の説明の後、委員より、安芸広域市町村圏特別養護老

人ホーム組合の負担金の減額及び予防費の減額の理由について、及び検診率の向上対策につい

て質疑があり、執行部より、特別養護老人ホームの減額は、運営の合理化によるものであり、

予防費については、予防接種と検診で１万2,000人を予定していたが、1,000人の減、ＢＣＧ、

日本脳炎等の予防接種は400人の減となっている。検診率の向上については、40代、50代の検

診率が10％台と極端に低いので、対策を講じていきたいとの答弁がありました。 

 次に、農林課であります。執行部の説明の後、委員より、高知県レンタルハウス整備事業補

助金1,365万円の減額について質疑があり、執行部より、資材高騰により、３件予定していた

が今回はゼロとなりました。補助率は３分の１なので、資材高騰が影響してますとの答弁があ
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りました。 

 次に、学校教育課であります。執行部の説明の後、委員より、吉良川中学校体育館の工事期

間中のクラブ活動への影響について、教育研究所の報酬の減額と体制について、質疑があり、

執行部より、体育館の工事は夏休み期間中を予定しています。教育研究所の体制は、所長、研

究員２名、臨時３名です。報酬減は、研究主任１名減によるものです。研究員２名は県の職員

で、県費負担ですとの答弁がありました。 

 総務課、財産管理課、滞納整理課、税務課、監査委員事務局、福祉事務所、人権啓発課、水

産課、観光深層水課、建設課、消防本部については、特段の質疑はありませんでしたので省略

します。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（町田又一君） ただいまの委員長報告に対し、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。 

 これをもって総務文教委員会委員長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から議案第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まで、以上23件を一括議題といたします。 

 本案に関し産業厚生委員会委員長の報告を求めます。濱口産業厚生委員会委員長。 

（産業厚生委員会委員長報告） 

○産業厚生委員会委員長（濱口太作君） 産業厚生委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております議案第10号から議案第34号まで、以上23件は今期定例会にお

いて当委員会に付託されたものであります。 

 委員会といたしましては、３月13日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受け、審

査いたしました。 

 審査の経過及び結果につきましては次のとおりであります。 

 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。 

 執行部の説明の後、委員より、介護従事者処遇改善臨時特例基金はどのような基準で定めら

れているのかとの質疑があり、介護報酬の引き上げ幅の３％を基準として決められていますと

の答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 次に、議案第11号室戸市介護保険条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、第２条第２項の平成21年度から平成23年度までの令第39条第

１項第５号イで定める額125万円と、第３項の平成21年度から平成23年度までの令第39条第１

項第５号イで定める額200万円の根拠についてとの質疑があり、国からの一定の基準と市民の

生活状況に応じて設定をいたしましたとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、一部改正に関係する対象者と負担費用の見込みについてはと

の質疑があり、対象者は57名で負担費用は約70万円を見込んでおりますとの答弁がありまし

た。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、漁具焼却炉施設が廃止となり、新しくつくりたいという意向

はなかったのかとの質疑があり、以前は、漁具焼却炉でテグスを処分しておりましたが、現在

はテグスを冷却して業者に処分してもらう施設ができておりますので、新しくつくりたいとい

う意向はありませんでしたとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であ

ります。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部の説明の後、委員より、地域密着型介護サービス給付費を減額して居宅介護サービス

給付費と居宅介護サービス計画給付費に組み替えた理由はとの質疑があり、地域密着型介護サ

ービス給付費は、施設利用者に対する給付費であるが、施設利用者は給付費で余り変動がな

く、不用額が見込まれ、居宅介護サービスでの訪問介護サービスと通所介護サービスの利用者
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がふえ、それに伴う介護サービス計画もふえたことが理由ですとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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で

あります。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、医療給付費分滞納繰越分の1,286万4,000円の算定理由はとの

質疑があり、滞納分の11％を見込んでの算定でありますが、これ以上の努力を行っていきます

との答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、居宅介護サービス計画給付費が5,767万円と多額である理由

はとの質疑があり、毎月約800人分の計画をケアマネジャーに立ててもらっている。他の介護

サービスとは違い、利用者の自己負担はなく、全額給付費で支払っていることが理由ですとの

答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、海洋深層水使用料が前年度より減っている理由はとの質疑が

あり、現在、メーンで使用しているダイドーの「ウオーターミウ」が500ミリリットルと２リ

ットルの２種類があり、500ミリリットルについては今までは海洋深層水100％で製造をしてお

りましたが、ことしの３月からは水道水をろ過したものに海洋深層水のミネラル分を加えて製

造することになったので、海洋深層水使用料が減ることが理由ですとの答弁がありました。 

 次に、給水システム保守点検外委託料の点検内容と海洋深層水及び関連商品ＰＲ事業負担金

のＰＲ内容についてはとの質疑があり、点検については７月と２月の年に２回、機器におかし

いところがあればそのたびに点検をしている。ＰＲ内容については、20年度としては、県と協

働でカタログを作成して、有力な卸メーカーに送付を行い、海洋深層水に興味を持ってもらう
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ようにしておりますとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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

であります。 

 執行部の説明の後、委員より、障害程度区分認定審査会委員の人数と内訳はとの質疑があ

り、障害程度区分認定審査委員会委員の人数は５名で、内訳は医師が３名、理学療法士が１

名、保育士が１名ですとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、平成21年度の給水収益の比較の金額536万2,000円減が、昨年

度に比べ減額となっている理由はとの質疑があり、ダイドーの「ウオーターミウ」500ミリリ

ットルについては、今まで海洋深層水100％で製造していたものが、ことしの３月からは水道

水をろ過したものに海洋深層水のミネラル分を加えて製造することになったので、水道使用料

の増加が見込まれるとの答弁がありました。 

 次に、三津送水管布設がえ工事設計委託料50万円と西山簡易水道整備事業設計委託料120万

円については、配管の距離は余り変わらないが、金額に大きな差が出ている理由はとの質疑が

あり、三津送水管布設がえ工事は測量が終わっているが、西山簡易水道整備事業は測量がまだ

終わっていないこと、また事業量の違いなどが理由ですとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第29号農林関係施設の指定管理者の指定についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、農業組合法人赤木山養豚団地の収支報告と協定書の内容はど

うなっているのかとの質疑があり、収支報告は平成19年度は1,560頭、繁殖で2,340万円、平成

20年度は1,200頭で3,600万円の販売額です。協定書の契約日は、平成18年４月１日で、修繕代

についてはすべて指定管理者が支払うことになっているとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第30号水産関係施設の指定管理者の指定についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、指定期間を５年としたことについてはとの質疑があり、現在

の施設の状況や過去３年間の経緯を勘案した上で５年としたとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第31号水産関係施設の指定管理者の指定についてであります。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ
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きものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部の説明の後、委員より、利用者が減っていると聞くが、採算はとれているのかとの質

疑があり、平成18年度で約４万5,000円、平成19年度で約８万円の黒字、平成20年度は少しの

黒字であり、採算はとれているとの答弁がありました。 

 次に、施設ができて10年ほど経過をしますが、改修や修繕の予定はないかとの質疑があり、

小さな修繕はあるかもしれませんが、屋根自体がコルゲートパイプですので、雨漏りすること

などはなく、大きな改修や修繕は今のところないと思いますとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第33号市道路線の廃止についてであります。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部より説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（町田又一君） ただいまの委員長報告に対し、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。 

 これをもって産業厚生委員会委員長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37号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて並びに日程第５、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、以上２件を一

括議題といたします。 

 本案につきましては、いずれも委員会付託を省略したものであります。 

 これより討論に入ります。 

 日程第２、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

部改正についてから日程第５、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34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〕 
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○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。 

            〔「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２、議案第５号から日程第５、議案第38号まで、以上34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

いてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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５号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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６号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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７号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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採決いた

します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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８号は原案のとおり可決されま
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した。 

 次に、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採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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９号は原案のとおりに可決され

ました。 

 次に、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を採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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21号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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35号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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36号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第39号平成20年度室戸市一般会計第10回補正予算についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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39号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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
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例の制定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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10号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第11号室戸市介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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11号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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12号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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13号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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14号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採

決いたします。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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15号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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16号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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17号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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

採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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18号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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20号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いたします。 



－169－ 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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22号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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23号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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24号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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25号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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26号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いたし

ます。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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27号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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28号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第29号農林関係施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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29号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第30号水産関係施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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30号は原案のとおり可決されま

した。 

            〔15番 林 竹松君 退席〕 

○議長（町田又一君） 次に、議案第31号水産関係施設の指定管理者の指定についてを採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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31号は原案のとおり可決されま

した。 

            〔15番 林 竹松君 入場〕 

○議長（町田又一君） 次に、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

指定についてを採決いたします。 



－171－ 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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32号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第33号市道路線の廃止についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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33号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いた

します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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34号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 固定資産評価審査委員会委員に山田紘一氏を選任することについて、同意することに賛成の

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、山田紘一氏の固定資産評価審査委員会

委員の選任については同意されました。 

 次に、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を採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 固定資産評価審査委員会委員に石川登志喜氏を選任することについて、同意することに賛成

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、石川登志喜氏の固定資産評価審査委員

会委員の選任については同意されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第６、議案第40号室戸市議会委員会条例の一部改正につい
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てを議題といたします。 

 案文についてはお手元に配付したとおりであります。 

 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40号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より提案理由の説明並びに委員会付託を省略したいと思います。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40号につきましては、提案理

由の説明並びに委員会付託を省略することに決しました。 

 なお、本案につきましては、議員全員が提出者、賛成者になっておりますので、質疑及び討

論につきましてはなきものとして議事を進めます。 

 これより採決いたします。 

 日程第６、議案第40号室戸市議会委員会条例の一部改正についてを採決いたします。 

 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40号は原案のとおりに可決され

ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第７、意見書案第１号地方の道路整備の着実な推進を求め

る意見書についてを議題といたします。 

 案文につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

 お諮りいたします。 

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

定により提案理由の説明並びに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、意見書案第１号につきましては、提

案理由の説明並びに委員会付託を省略することに決しました。 

 なお、本案につきましては議員全員が提出者、賛成者になっておりますので、質疑及び討論

についてはなきものとして議事を進めます。 

 これより採決いたします。 

 日程第７、意見書案第１号地方の道路整備の着実な推進を求める意見書について採決いたし

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。 
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            〔賛成者起立〕 

○議長（町田又一君） 起立全員であります。よって、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

            〔資料配付〕 

○議長（町田又一君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事日程が終了するまで、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、本日の議事日程が終了するまで会議

時間をあらかじめ延長することに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 日程第８、室戸市選挙管理委員会委員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選で行いたいと

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、選挙の方法は指名推選によることに

決しました。 

 お諮りいたします。 

 議長において指名することに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、議長において指名することに決しま

した。 

 室戸市選挙管理委員会委員に溝渕康展君、岡崎俊一君、小松興輔君、松本睦美君を指名いた

したいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました溝渕康展君、岡崎俊一君、小松興輔君、松本睦美君

を室戸市選挙管理委員会委員の当選人と定めることに御異議はございませんか。 

            〔「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、ただいま指名いたしました溝渕康展

君、岡崎俊一君、小松興輔君、松本睦美君が室戸市選挙管理委員会委員に当選されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第９、室戸市選挙管理委員会委員補充員の選挙を行いま

す。 
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 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定による指名推選で行いたいと

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、選挙の方法は指名推選によることに

決しました。 

 お諮りいたします。 

 議長において指名することに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、議長において指名することに決しま

した。 

 室戸市選挙管理委員会委員補充員に、第１順位として升井俊六君、第２順位として小野英昭

君、第３順位として田村恵子君、第４順位として高田隼人君を指名いたしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました第１順位として升井俊六君、第２順位として小野英

昭君、第３順位として田村恵子君、第４順位として高田隼人君を室戸市選挙管理委員会委員補

充員の当選人と定めること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、ただいま指名いたしました第１順位

として升井俊六君、第２順位として小野英昭君、第３順位として田村恵子君、第４順位として

高田隼人君が室戸市選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 

 これで全議案が終結いたしました。 

 本日出席されている執行部の中で、３月末をもって退職される方が３名おられます。 

 松本農林課長、黒岩生涯学習課長、佃消防長であります。 

 市制施行50年となる室戸市において、長きにわたり市の行政事務に携わり、今日の室戸市の

基礎を築いた功績は非常に大きいものがあります。 

 本日が最後の議会となりましたが、健康に十分に留意され、楽しい第２の人生を送っていた

だきたいと思います。本当に長い間御苦労さまでした。そして、どうもありがとうございまし

た。（拍手） 

 なお、議案審議が終わりましたので、三役以外の執行部の退席をお願いいたします。 

            〔三役残し、執行部退席〕 

○議長（町田又一君） 休憩をいたします。 

            午後４時31分 休憩 

            〔16番 町田又一君 退場〕 



－175－ 

            午後４時44分 再開 

○副議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま議長町田又一君から議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、この際議長辞職の件を日程に追加

し、議題といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（山下浩平君） まず、その辞職願を議会事務局長より朗読いたさせます。木下議会

事務局長。 

○議会事務局長（木下恵介君） 朗読いたします。 

 辞職願、今般、一身上の都合により議長を辞職したいから、会議規則第139条第１項の規定

により願い出ます。 

   平成21年３月24日 

  室戸市議会副議長様 

                         室戸市議会議長 町 田 又 一 

 以上でございます。 

○副議長（山下浩平君） お諮りいたします。 

 町田又一君の議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、町田又一君の議長の辞職を許可す

ることに決しました。 

 町田又一君の入場を求めます。 

            〔16番 町田又一君 入場〕 

○副議長（山下浩平君） ただいま議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、この際議長の選挙を日程に追加

し、選挙を行います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（山下浩平君） これより議長の選挙を行います。 
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 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○副議長（山下浩平君） ただいまの出席議員数は16名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○副議長（山下浩平君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山下浩平君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めます。 

            〔投票箱点検〕 

○副議長（山下浩平君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて１番議員から順次投票を願います。 

 なお、白票については、無効であります。 

            〔職員点呼、投票〕 

○副議長（山下浩平君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山下浩平君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○副議長（山下浩平君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に脇本健樹君及び上野祥司君を指名いたしま

す。よって、両君の立ち会いを願います。 

            〔開  票〕 

○副議長（山下浩平君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 16票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 14票 

 無効投票 ２票 

 有効投票中 

  林 竹松君 ７票 

  久保善則君 ７票 
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 以上のとおりであります。 

 すなわち、林竹松君の得票と久保善則君の得票が同数であります。しかも、その得票数は法

定得票数４票を超えております。よって、地方自治法第118条第１項の規定により、準用する

公職選挙法第95条第２項の規定により、当選者はくじで定めることとなりました。 

 申し上げます。 

 まず、くじを引く順序をくじで決めます。その順序に基づいて、当選人を定めるくじを引い

ていただくことになります。 

 林竹松君、久保善則君の登壇を願います。 

             〔林竹松君 久保善則君 登壇〕 

○副議長（山下浩平君） まず、くじを引く順序をお決め願います。 

             〔林竹松君 久保善則君 くじを引く〕 

○副議長（山下浩平君） ただいまのくじの結果を報告いたします。 

 久保善則君、１番、林竹松君、２番。よって、久保善則君が先にくじを引くこととなりまし

た。 

 久保善則君より、くじをお引き願います。 

             〔久保善則君 林竹松君 くじを引く〕 

○副議長（山下浩平君） ただいまのくじの結果を報告いたします。 

 林竹松君が当選のくじを引かれました。 

 よって、林竹松君が議長に当選をされました。 

 ただいま議長に当選されました林竹松君が議場におられますので、本席から会議規則第32条

第２項の規定により告知いたします。 

 本席の前議長町田又一君がおられますので、ごあいさつをお願いいたします。町田又一君。 

○１６番（町田又一君） それでは、一言だけごあいさつをさせていただきます。 

 ２年間、皆様方に大変協力をしていただいて、何とか議長の職を２年間務めることができま

した。本当にありがとうございました。そしてまた、執行部といろんなところに足を運ばせて

いただいて、陳情等々、室戸市の少しでも役に立つような、そんな働きがしたい、そんな一存

で２年間をやってきました。 

 また、この議会の中で、それぞれの考え方を持っている議員さんが、それぞれの立場で一般

質問や議員活動をしてきておられます。目的は一つだと思います。少しでも、自分たちのこの

室戸をよくしたい、そんな思いで日夜活動をされている、そんなふうに私は思っております。 

 今後とも、私もまた皆さん方と切磋琢磨しながら、議員活動を続けていきたいと思いますの

で、今後ともよろしくお願いを申し上げます。言葉足りませんが、２年間、本当にありがとう

ございました。（拍手） 

○副議長（山下浩平君） 次に、新議長林竹松君が本席におられますので、議長当選承諾及び
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ごあいさつをお願いいたします。林竹松君。 

○１５番（林 竹松君） ただいま前議長の町田議員の後を受けまして、新しく議長として皆

さん方の御推薦をいただきましたことをまず厚くお礼を申し上げます。 

 本当に申しわけございませんが、私も皆さん方に推薦をされた以上、一生懸命取り組んでい

く決意であります。また、これまでの30年間の議員経験を生かしまして、執行部と両輪のごと

く、室戸市勢の発展のために取り組んでいく決意であります。 

 今後とも、年寄りではございますが、どうぞ皆さん方の御指導、御鞭撻をいただきながら、

議会運営ができますようにお願いをいたしまして、就任のあいさつにかえさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（山下浩平君） 休憩いたします。 

            午後５時４分 休憩 

            〔11番 山下浩平君 退場〕 

            午後５時９分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま副議長山下浩平君から副議長の辞職願が提出をされております。 

 お諮りをいたします。 

 この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、この際副議長の辞職の件を日程に追

加し、議題といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） まず、その辞職願を議会事務局長より朗読いたさせます。木下議会事

務局長。 

○議会事務局長（木下恵介君） 朗読いたします。 

 辞職願、今般、一身上の都合により副議長を辞職したいから、会議規則第139条第１項の規

定により願い出ます。 

   平成21年３月24日 

  室戸市議会議長様 

                         室戸市議会副議長 山 下 浩 平 

 以上でございます。 

○議長（林 竹松君） お諮りいたします。 

 山下浩平君の副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、山下浩平君の副議長の辞職を許可す
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ることに決しました。 

 山下浩平君の入場を求めます。 

            〔11番 山下浩平君 入場〕 

○議長（林 竹松君） ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りをいたします。 

 この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、この際副議長の選挙を日程に追加

し、選挙を行います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） これより副議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○議長（林 竹松君） ただいまの出席議員数は16名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○議長（林 竹松君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○議長（林 竹松君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じ１番議員から順次投票を願います。 

 なお、白票については、無効であります。 

            〔職員点呼、投票〕 

○議長（林 竹松君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○議長（林 竹松君） 開票を行います。 
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 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に久保八太雄君及び久保正則君を指名いたしま

す。よって、両君の立ち会いをお願いいたします。 

            〔開  票〕 

○議長（林 竹松君） 選挙結果を御報告いたします。 

 投票総数 16票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたします。 

 そのうち 

 有効投票 14票 

 無効投票 ２票 

 有効投票中 

  濱口太作君 ８票 

  立石大輔君 ４票 

  山本賢誓君 １票 

  徳増寿子君 １票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。よって、濱口太作君が副議長に当選をされまし

た。 

 ただいま副議長に当選をされました濱口太作君が議場におられますので、本席から会議規則

第32条第２項の規定により告知をいたします。 

 本席に前副議長山下浩平君がおられますので、ごあいさつをお願いをいたします。山下浩平

君。 

○１１番（山下浩平君） ２年前に皆様方の御推挙を得まして、副議長という要職につかせて

いただきました。非学短才ではございますが、無事に副議長を、補佐して務めることができま

したことを、皆様方の御支援、御協力によるたまものと思っております。本当にありがとうご

ざいました。 

 今後とも、一議員として、市勢発展のために尽力してまいりたいと思いますので、さらなる

御支援、御協力のほどをお願い申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。あり

がとうございました。（拍手） 

○議長（林 竹松君） 次に、新副議長濱口太作君が本席におられますので、副議長当選承諾

及びごあいさつをお願いいたしたいと思います。濱口太作君。 

○５番（濱口太作君） このたびは副議長に御推挙をいただきまして、ありがとうございま

す。 

 議員としての経験は、まだまだ浅い私でございますけれども、執行部での行政経験を生か

し、議長の補佐役として全力を投球する覚悟でございます。どうか皆さん方の御指導、御協力
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のほどをよろしくお願いを申し上げます。（拍手） 

○議長（林 竹松君） お諮りをいたします。 

 ただいまの議長選挙に伴い、議席の一部変更を日程に追加し、議題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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、議席の一部変更を日程に追加し、議

題とすることに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 議席の一部変更を議題といたします。 

 会議規則第４条第３項の規定により、議席の一部を変更いたします。 

 お諮りをいたします。 

 林竹松君が16番議席、町田又一君が15番議席と変更することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、林竹松君が16番議席、町田又一君が

15番議席と変更することに決しました。 

 ただいま決定いたしました議席に、それぞれ御着席をお願いいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第10、各常任委員会の委員の選任を行います。 

 各常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長におい

て指名いたします。 

 総務文教委員会委員といたしまして、久保善則君、山下浩平君、谷口總一郎君、立石大輔

君、山本賢誓君、濱口太作君、久保正則君、脇本健樹君、以上８名を、次に産業厚生委員会委

員といたしまして、林竹松君、町田又一君、鈴木彬夫君、堺喜久美君、徳増寿子君、米澤善吾

君、上野祥司君、久保八太雄君、以上８名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしま

した諸君をそれぞれの常任委員会の委員に選任することにいたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願いをいたしま

す。 

 それでは、各常任委員会の正副委員長を互選のため、その間休憩いたします。 

            午後５時28分 休憩 

            午後５時48分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 各常任委員会の正副委員長が決定をいたしましたので御報告をいたします。 

 まず、総務文教委員会委員長に久保正則君、続いて総務文教委員会副委員長に脇本健樹君、
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続いて産業厚生委員会委員長久保八太雄君、副委員長上野祥司君、以上のとおり決定をいたし

ました。 

 議会運営委員会委員を調整するために、その間休憩いたします。 

            午後５時50分 休憩 

            午後５時55分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第11、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により、久保善

則君、堺喜久美君、鈴木彬夫君、徳増寿子君、山本賢誓君、米澤善吾君、町田又一君、以上７

名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸君を議会運営委員会委員に選任す

ることにいたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため……。 

（「ちょっと待ってください。異議あります」と呼ぶ者あり） 

○議長（林 竹松君） 山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 辞退をさせていただきます。 

（発言する者あり） 

○８番（山本賢誓君）（続） 前は集まってやりよったぞな。 

○議長（林 竹松君） なお、意見調整のため、意見調整が終わるまで、その間休憩いたしま

す。 

            午後５時58分 休憩 

            午後６時12分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど議長のほうから、議会運営委員会の委員につきまして、条例規則に基づきまして指名

をいたしましたが、訂正を行いたいと思います。よって、引き続き指名を行いたいと思いま

す。 

 なお、議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により、

久保善則君、堺喜久美君、町田又一君、鈴木彬夫君、米澤善吾君、山下浩平君、立石大輔君、

以上７名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸君を議会運営委員会委員に

選任することにいたします。 

 この際、議長において、委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため、委

員会を招集いたします。 

 直ちに委員会を開きます。正副委員長を互選の上、報告をお願いをいたします。 

 それでは、議会運営委員会正副委員長互選のため、その間休憩いたします。 



－183－ 

            午後６時13分 休憩 

            午後６時22分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会の正副委員長が決定いたしましたので御報告をいたします。 

 議会運営委員会委員長に山下浩平君、議会運営委員会副委員長に立石大輔君、以上のとおり

決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第12、芸東衛生組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りをいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選いたしたいと

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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法につきましては指名推選

にすることに決しました。 

 次に、指名の方法については、議長において指名することに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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しま

した。 

 芸東衛生組合議会議員に、徳増寿子君、町田又一君、鈴木彬夫君、久保八太雄君、林竹松

君、以上、申し合わせ事項の４条９項によって指名いたします。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました方を芸東衛生組合議会議員の当選人と決めることに

御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました徳増寿

子君、町田又一君、鈴木彬夫君、久保八太雄君、林竹松君が芸東衛生組合議会議員に当選をい

たしました。 

 本席から会議規則第32条第２項の規定により告知をいたします。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長より、委員会において、閉会中、なお審査

が必要と認め、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、

閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りをいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することに決定いたしました。 

 なお、先ほど継続審査の申出書とともに配付させていただきました平成19年度の教育に関す

る事務の点検及び評価の報告書につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

27条の規定に基づき、本日付で教育長より提出いただいたものであります。よろしくお願いを

いたします。 

 お諮りをいたします。 

 本日議決されました諸案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものに

つきましては、会議規則第43条により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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、その条項、字句、数字、その他の整

理を要するものにつきましては議長に委任されました。 

 これにて平成21年３月第１回室戸市議会定例会を閉会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後６時30分 閉会 
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 上記は会議のてんまつを記載して相違ないことを証するため、地方自治法第123条第２項の

規定により署名する。 
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