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平成２１年５月第２回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  平成２１年５月１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    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 町 田 又 一 

  16番 林   竹 松 

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  谷 口 稀 稔 

  事 務 局 次 長  中 山 一 彦 

  議 事 班 主 任  柳 原 直 哉 

  議 事 班 主 事  浜 田 あゆみ 

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  久 保 信 介     企画財政課長  木 下 恵 介 

  税 務 課 長  安 岡 稔 光     市 民 課 長  久 保   正 

  商工観光深層水課長  上 山 精 雄     教  育  長  谷 村 幸 利 

  生涯学習課長  柳 川 明 彦 

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 室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

  日程第４ 議案第２号 室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 

             の専決処分の承認について 

  日程第５ 議案第３号 室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承 

             認について 

  日程第６ 議案第４号 平成20年度室戸市一般会計第11回補正予算の専決処分の承認につ 

             いて 

  日程第７ 議案第５号 平成21年度室戸市一般会計第１回補正予算について 
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８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第７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（林 竹松君） おはようございます。 

 ただいまから平成21年５月第２回室戸市議会臨時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。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 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。定数16名中、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（林 竹松君） ここで市長より発言の申し出がございますので、これを許可いたしま

す。小松市長。 

 発言の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時３分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。山下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（山下浩平君） 平成21年５月第２回室戸市議会臨時会を開催するに

当たり、議会運営委員会委員長報告を行います。 

 本日、議長出席のもと議会運営委員会を開催し、議長から諮問のありました会期及び日程に

ついての協議を行いました。 

 今期臨時会に提案されております案件は、付議事件５件、うち条例関係３件、予算関係２件

となっております。 

 会期につきましては本日１日限りと決定をいたしました。 

 なお、議案第５号平成21年度室戸市一般会計第１回補正予算につきましては、所管の委員会

に付託をいたしまして審議をすることに決定をいたしました。 

 なお、その他の議案につきましては、付託を省略することといたしました。 

 会議時間につきましては、議事の進行状況によりまして延長もあり得るということで、それ

ぞれの日程の消化につきまして、議員各位の御協力をお願いいたします。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 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、議長において久保善則君及び堺喜久美君
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を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第２、会期の決定について、議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日１日限りといたしたいと

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、会期は本日１日限りと決定いたしま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市税条例等の一部を改正する条例の

専決処分の承認についてから日程第７、議案第５号平成21年度室戸市一般会計第１回補正予算

についてまで、以上５件を一括議題といたします。 

 ここで市長からの行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 

 引き続いて、提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 本日、平成21年５月第２回室戸市議会臨時会を招集いたしましたとこ

ろ、議員の皆様方に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。 

 それでは、ここで行政報告をさせていただきます。 

 まず、バーデハウス室戸の運営についてでございます。 

 平成21年度におきましても、指定管理者である株式会社バーデハウス室戸による運営を継続

することといたしておりましたが、残念ながら３月26日、八木社長から指定管理者解除の申し

出がございました。バーデ社としましては、7,876万円の債務超過となり、６月30日をもって

営業を中止し、解散するとのことでございます。 

 当該施設は、８億1,159万2,000円で建設された施設であります。休止、閉鎖となれば多額の

補助金であるとか起債の返還等が必要となり、今後の市全体の財政運営が極めて困難な状況と

なります。また、これまでの施設運営の経過から、この施設は一定の経済効果や医療費削減効

果が認められることのほか、今後、健康観光を進める上で中心的な役割を担う施設でもござい

ます。 

 そこで、今後の施設運営について、これまで関係機関、関連事業者など多くの方の御意見を

お聞きをしてきたところでございますが、指定管理者の再公募となりますと、約８カ月の期間

を要することや指定管理料を示さなければ応募者がいない可能性が高いことも予想されるとこ

ろでございます。 

 市が直営する場合についても、業務内容から職員の勤務時間や職員の身分の問題などもござ

います。それが短期間であっても、負担は大変大きいものがあると考えられるところでござい



－9－ 

ます。そしてまた、休止期間が長くなれば、塩害による機械の点検、交換に多額の経費が必要

となるとともに、マイナスイメージの拡大により、室戸の産業全体に悪影響を及ぼすこととな

ります。よって、これらのことについて総合的に検討しました結果、今後は市が100％出資の

株式会社を設立し、運営することが望ましいのではないかということで、判断をさせていただ

いたところでございます。 

 市が設立する会社におきましても、出資金であるとか指定管理料が必要となります。しか

し、各種制度の利用や運営内容の見直し、関係機関との連携の推進強化などによって、効果的

な運営となるよう改善できるものと考えているところでございます。 

 いずれにしましても、厳しい状況に変わりはありませんが、当該施設が市民の健康や産業経

済の発展につながるよう全力で努めてまいりますので、議員さん並びに市民の方々の一層の御

理解と御協力をお願いを申し上げます。 

 次に、定額給付金の振り込み予定日の誤りの件であります。 

 定額給付金につきましては、３月31日に全世帯に申請書を発送し、４月１日から受け付けを

開始しているところでございます。 

 そして、申請のあった者について書類審査等を行った上で申請者に対し定額給付決定兼口座

振り込み通知書を発送し、お知らせをしているところでありますが、今回２回目の通知の中

で、振り込み予定日が電算システム作業を行った日であり、また指定金融機関に依頼をした

日、それが４月20日となっておりました。正しくは、振り込み日といたしましては４月24日と

すべきところを誤ったものでございます。直ちに、1,758件に対し、誤表記についてのお知ら

せとおわび文書を送付したところでございますが、４月23日、そのことがテレビ等で報道され

たものでございます。銀行など関係機関、関係者並びに市民の方々に大変御迷惑をおかけをい

たしました。ここに深くおわびを申し上げます。以後、このようなことのないよう、事務処理

のチェックや適正執行に努めてまいります。 

 次に、今臨時会に提案いたします案件は、条例関係３件、予算関係２件の計５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号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成21年３月31日に公布され、同年４月１日

から施行されたことに伴い、室戸市税条例等の一部を改正する条例を地方自治法第179条第１

項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するとともに承認を求

めるものであります。 

 議案第２号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認について。 

 本案は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置
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が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が、平成21年３月31日に公布され、同

年４月１日から施行されたことに伴い、室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改

正する条例を地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の

規定により報告するとともに承認を求めるものであります。 

 議案第３号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成21年３月31日に公布され、同年４月１日

から施行されたことに伴い、室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第

179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するととも

に承認を求めるものであります。 

 議案第４号平成20年度室戸市一般会計第11回補正予算の専決処分の承認について。 

 本案は、寄附金を受け、教育基金への積み立てを行うため、地方自治法第179条第１項の規

定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するとともに承認を求めるも

のであります。 

 議案第５号平成21年度室戸市一般会計第１回補正予算について。 

 本案は、室戸海洋深層水体験交流センターの指定管理者である株式会社バーデハウス室戸の

撤退に伴い、当該施設の今後の運営を行う新会社を設立するための出資金及び利用者の利便性

の向上を図るための施設改修工事費を主とした歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入は、財政調整積立基金を財源とし、補正いたしました。 

 歳出の主なものは、新会社設立のための出資金3,000万円、更衣室等の改修工事費118万

7,000円、テーブル等の備品購入費150万5,000円の追加等でありまして、歳入歳出予算はそれ

ぞれ3,504万7,000円を追加し、総額106億80万9,000円とするものであります。 

 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（林 竹松君） 日程第３、議案第１号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処

分の承認について、議題といたします。 

 執行部より補足説明を求めます。安岡税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時18分 休憩 

            午前10時31分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りをいたします。 

 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〕 
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○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認についてを議題といたします。 

 執行部より補足説明を求めます。安岡税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時31分 休憩 

            午前10時35分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りをいたします。 

 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（林 竹松君） 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。 

 ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認について、議題といたします。 

 執行部より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36分 休憩 

            午前10時43分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りをいたします。 

 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。 
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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、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。 

 ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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年度室戸市一般会計第11回補正予算の専決処分の承認に

ついて、議題といたします。 

 執行部より補足説明を求めます。木下企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時44分 休憩 

            午前10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。 

 お諮りをいたします。 

 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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７、議案第５号平成21年度室戸市一般会計第１回補正予算について、議題とい

たします。 

 執行部より補足説明を求めます。木下企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時50分 休憩 

            午前11時21分 再開 

○議長（林 竹松君） 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。鈴木彬夫君。 



－13－ 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木です。ただいまの執行部の説明に対して質疑を行いたいと

思います。 

 質疑は、主に資料、議案説明資料、これを中心に行っていきたいと思っております。 

○議長（林 竹松君） 鈴木さん、その聞くところのページと先に予算書を指摘をして資料で

説明を求めてくれませんか。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） 済いません。私のこの説明はですね、主にこのここに書いて

ある当初予算、補正予算についての質問というよりも、これから新会社の運営に関することに

ついて質疑をさせてもらいたいと思っております。 

 ということで、資料のですね、議案説明資料20ページから22ページ、これについて。 

 それでは、議案第５号平成21年度室戸市一般会計第１回補正予算書のページ５ページです

ね、この歳出を中心に実際の運営について質疑をさせてもらいたいと思います。 

 資料のですね、20ページ、まず具体的な取り組みとして、健康増進事業、それから観光事業

ということで、この事業の柱は２つになっていると思うんですね。自分としては、この健康増

進事業がメーンの柱じゃないかなと思っております。ということで、ここに医療費の削減とい

うことで記述されております。実際に、医療費の削減をどのように目標値として上げておられ

るのか、この辺をお聞きしたいと思います。 

 それでですね、その中身として、継続と、それから新規ということでありますけれども、も

し計画、その個々にね、計画されているのであれば、この個々にね、例えば高齢者健康づくり

事業で医療費の削減が大体どれだけできそうだというような各項目ごとにね、できれば数値目

標があるのかないのか、設定しなきゃいかんと思うんですけれども、その辺の設定は、もしな

ければいつごろになるのか、その辺を教えていただきたいと思います。 

 それから、２番目です。これは、新会社になると13名ということですけども、どこにね、正

社員が何名で、パートの従業員がどこにですね、配属されるか、この辺は次のページに書いて

あります。ということで、ちょっとね、飛びますけれども、22ページちょっと見ていただけま

すか。 

 正直言って、この会社は13名の赤字のね、本当の零細企業なんですよね。ここで、この配置

を見ますとね、私経理です、年間賃金300万円です、私フロント係です、年間賃金300万円です

というような形になっております。何で経理とフロントを一緒にできないのか、あるいはフロ

ントをですね、ここで正社員と臨時、常勤のパートがやってることになってるんですけども、

どうして常勤の正社員じゃないとフロントはできないでしょうか。 

 そんなことでね、私が言いたいのは、正社員の常勤はすべて非常勤の、臨時の職員でいいん

じゃないか。それぐらいのことをしないとこの事業は自分はもたないと思っております。そん

なことで……。 

○議長（林 竹松君） 鈴木さん、自己の意見は挟まないように。 
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○１３番（鈴木彬夫君）（続） ぜひですね、正社員の非常勤化ということを考えていただき

たいということです。 

 次に、この法定福利費も全く一緒なんですよね。法定福利費を入れましてね、人件費を見る

と約2,700万円ぐらいになっております。これが半分にできないかなと。そのためには、やは

り臨時職員にしないとこの会社は自分はもたないと思います。まずね、赤字会社なんですよ

ね。赤字会社で、初めに300万円の賃金ありき、あるいは法定福利ありき、これはちょっとで

きれば考え直していただきたいと思っております。 

 次にですね、21ページです。 

 21ページの収入の欄ですけどもね、これは先ほどの担当課長のお話で大体わかりましたけれ

ども、この収入、例えばレストラン収入が390万円、約400万円あるということになってるんだ

けれども、赤字なんですよね、これ。人件費が、正規の人件費の正社員の人件費が300万円か

かるんです。法定福利費もかかります。それから、パートの職員が３名ぐらいになるんじゃな

いかなと思います。そうすると、このレストランというのは赤字なんですよね。だから、本体

の赤字の上に、なおレストラン部門が年間恐らく300万円ぐらいの赤字になると思います、賃

金だけで。 

 ということで、やはりこれは当面は健康増進施設に特化すべきじゃないかな、私はそう思い

ます。だから、できるだけ赤字部門はですね、今はやらないということですね。 

 その次はですね、同じく21ページの利用料収入算定表というのがあります。半年パスポー

ト、月間パスポート、書いてありますけれども、よくわかりませんので、これはわかるように

説明をしていただきたいと思います。 

 できればですね、週に１回、年間約50回、この人の対応をどうするのか、その辺を教えてい

ただきたいと思います。 

 最後ですけどもね、3,000万円。3,000万円の出資をこの新しい会社にするということになっ

ておりますよね。600株の株式を発行するということですけれども、市長さん、社長ですよ

ね。これもちょっと自分の思い違いかもわからないから確認しておきます。社長はだれになる

のか、副社長はだれになるのか、役員の３名から５名というのはどういう方が役員になるの

か、この辺もお聞きしたいと思います。 

 とともにですね、少なくともこの役員さんは、一株５万円の株を何十株か持ってもらわない

とだめじゃないかな、自分はそう思います。これは民間の株式会社なんです。民間の株式会社

だから、社長、副社長、役員はね、それなりのリスクを負って真剣に取り組まないとこのバー

デハウスの事業というのは消滅するんじゃないか。今までのやり方では自分は消滅するんじゃ

ないかなと、そう思っております。 

 そんなことで、その辺の対応についてもね、ぜひ聞かせていただきたいと思います。詳細は

いろいろね、この資料は残念ながらこの議会に持ってくる資料じゃないんですよ、私に言わす
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と。もうちょっと精査しなきゃだめだ、これは。けれども、私は、委員会に付託されてるとい

うことだから、委員会でやっていただきたい、精査していただきたいと、そう思っておりま

す。 

 以上で第１回目の質疑を終わりたいと思います。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 鈴木議員さんにお答えをいたします。 

 まず、新しくつくる会社の事業の内容についての御質問でございます。 

 私どもも、担当課長が説明をいたしましたように、一つには健康増進事業をしっかりやって

いくと、もう一つには観光事業もあわせて、一体として取り組んでいくというような考えで効

果を高めていこうとしているところでございますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず、１点目の医療費削減効果、目標値はということでありますが、これは、このバーデハ

ウス室戸につきましては、これまでの２年数カ月の運営の中でやはり健康面に与える効果とい

うのは大変大きいものがある、リラクゼーション効果というもので利用者が大変いやされてい

るというようなことがございます。 

 また、医療費の削減効果、そしてまたいろんな検診の結果、血圧とか血糖値、そういったも

のがだんだんいい数値に改善をされていくというようなところが見られるということでござい

まして、私どもこれまでのいろんなモニターさんの経過、検査結果、あるいはそれらを踏まえ

た中で、いろんな専門家の方の御意見もお伺いをいたしますと、大体これは少ない今までのデ

ータの中でございますから、これをすべて全体へ当てはめるというのは大変難しいということ

にはなりますが、利用する前と後というようなことで、やはり6.6％減というような医療費の

削減効果があるというふうに我々今のところ判断をしているところでございまして、それを市

民全体の方、多くの方が使っていただくことによってその6.6％がだんだん大きな数字に変わ

っていくものというふうに考えております。 

 先ほどそれぞれの健康事業、取り組み、現在市のほうで計画をしている高齢者健康づくり事

業あるいは特定健診保健指導事業、水中運動普及推進事業というようなもので、それぞれ医療

費削減の目標値を今のところ立てていないということでございますので、その点については御

理解いただきたいと思いますが、国保というような国民健康保険の医療費の減ということで言

いますと、先ほど申しますように6.6％減の効果があるのではないかと考えているところでご

ざいます。 

 そして、２点目についてでありますが、今のところ職員13名の配置ということで、これを何

とか効果的にやっていくことができないかというお尋ねだったというふうに思いますが、当然

私どももそれぞれの業務を助け合いながらやっていくというようなことは当然でございます

し、またそれをパート、臨時等で補っていくという考えでございますが、議員さん御指摘のよ

うに、これらについては我々としてもやはりもっともっとシビアに見ていかなければならない
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課題、問題であるというふうに思ってますし、ただ法定福利費につきましても、当然御指摘の

ように正職員というような形ですと福利費が大きくなるということは御指摘のとおりでありま

す。ただ、我々としても、従業員の方の雇用あるいは収入というようなものも一定考えていく

というような中で、今回こうした提案をして今回の資料をつくっているということでございま

すが、この辺につきましては、さらに精査をしていきたいと考えております。 

 次に、３つ目のレストラン収入についてであります。 

 これもやはり赤字というような形をどうしてもつくるわけにはいかないということで、現在

収支とんとんというような形をつくっておりますが、御指摘のように収入、経費をいかに落と

していくか、人件費あるいはその他の経費につきましても、いかに落としていくかということ

にやっぱりそうした点を考えていかなければならないというような思いもございますので、こ

れらについてもさらに収支、収入、支出をどのようにやっていくか、もう少し細かな数字が出

せるように、次の６月までには資料をつくりたいというふうに考えているところでございま

す。 

 それから、利用料の説明でございますが、やはりこれはまた担当課長から補足もしていただ

きますけれども、これは例えば月間パスポートあるいは半年パスポートというような形で利用

の促進と、利用者にとっては少ない、少しでも少ない料金で利用をしていただくと、使い勝手

のいいような形で今回考えているものでございますので、この辺は御理解もいただきたいわけ

でありますが、全体としてはやはり利用料、一定高いというようないろいろ利用者の方の御意

見も聞きます。その中で、我々としても収入と支出を踏まえた中で考えているところでござい

ますので、この点についてもなお精査をしていきたいという思いでございます。 

 それから、最後でございますが、3,000万円の出資金のことにつきましては、先ほど担当課

長からも申し上げましたように、１つには、他の事例ということも参考にさせていただいたと

いうこと、それから２つには、設立しようとする会社が、これは資産がないという会社でござ

いますから、資金繰りなどに、やっぱりそういうものに充てないといかない。そういうその資

金繰りなどについて出資金をもとに借り入れもしなければならない。そうした可能性の高いと

いうことで考えたということと、３つ目は、いわゆる経営難に対する担保という側面もあるの

ではないか、必要ではないかというような考えのもとに計上させていただいたところでござい

ます。 

 なお、社長がだれかということでありますが、これは執行部として我々が対応していくしか

ないのではないかと考えてます。ただ、現段階でまだすべてを決めているということではござ

いません。また、ぜひ、職員を充てれるかという問題もございます。例えば今まで公社、うち

が、市が出資している公社では市の職員を対応しているという事例もございますが、今回の場

合に市の職員を例えば役員として充てれるかどうかというのをいま少し時間をいただいて議論

をしているところでございますが、長としてはやはり自分がやらなければならないというよう
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な思いでございますし、先ほど持ち株の話が出ましたが、その辺につきましても我々と、私と

しては検討していきたいというふうに思っております。 

 いずれにしましても、きょうの資料、収入支出の資料につきましても、これはまだまだ精査

が必要というふうに考えておりますので、精査の上で、よりシビアな資料というものをつくっ

ていきたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。以上です。 

○議長（林 竹松君） ２回目の質疑を許可いたします。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番。２回目の質疑を行います。 

 ただいまのね、市長さんの答弁を私は聞きまして、何というんですかね、自分たち議会の意

見も取り入れてくれるんじゃないかと、そういう感触を自分はつかみました。いずれにしても

ですね、このバーデハウスというか、これは名称は今度どうなるかわかりませんけども、地域

のオンリーワン、ナンバーワンの施設なんですよね。これをいかに存続させていくかというこ

とと、経営を安定をさせていくかということをこの議会のですね、議員の意見を十分に取り入

れてね、対応をしていただきたいなと思います。 

 そういう意味で、市長のね、先ほどの答弁は自分は非常に評価されると思うんですよね。そ

れで、ちょっと待ってね、何だ、慌てることないじゃないか。 

○議長（林 竹松君） 鈴木議員、自己の意見は述べないようにお願いいたします。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） それでですね、再度質疑をしたいと思います。 

 先ほど医療費が6.6％減だということを言っておられましたけども、これ、健康保険の年間

の医療費というのはたしか36億円ぐらいあったと思うんですよね。何の、分母というかね、何

の6.6％減なのか、その辺をちょっとね、教えていただきたいと思います。 

 もう一つはね、入館者ですよね、約４万人ということになっております。残念ながら４万と

いうのは半分ぐらいなんですよね、当初目標の。当初７万人ということで、あの施設の定員の

ようなものは約７万なんですよね。自分は７万の人間にしてもらうためには、料金が非常に強

く影響してるんじゃないか、相関関係が強いんじゃないかなと、そう思っております。 

 そんなことで、あの装置は、あの装置って、あの設備というか、あの温浴施設というのは装

置産業なんですよね。10人入ろうと、あるいは100人入ろうと、かかる経費は全く一緒なんで

す。全くと言っていいほど一緒なんです。ということで、いかに人を入れるかなんですね。だ

から、７万入れるためにはどのような価格設定が必要か、その辺をですね、再度ね、検討して

いただきたい。これではね、今回の例えば月間パスポート6,000円ということですね。月に

6,000円、８回と。これは８回ということを予定してると思うんだけどね、幾らになります

か。七八、五十六、七百幾らですよ。今より高くなるんです。今20％低減で660円か640円のは

ずです。これでやりますとね、週２回の人が高くなるんですね。 

 そんなこともいろいろ考えながらね、やっていただきたいと。特に、料金設定については回

数が多くなればなるほど傾斜していく、下がっていくというような形に設定をしていただきた
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いなと思いますけれども、どのように考えているでしょうか、質問をしたいと思います。以上

です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 鈴木議員さんの２回目の御質疑にお答えをいたします。 

 まず、当然私どももいろんな方々の御意見を取り入れて、より適切な会社運営ということに

していかなければならないというふうに考えておりますので、その点につきましてはよろしく

お願いをいたしたいと存じます。 

 それから、先ほど医療費の削減効果として6.6％ということを申し上げました。全部、国民

健康保険の全医療費の総額を私も手元に持っておりませんけれども、約20億円程度の医療費が

かかっているというふうに理解をしているところでございます。ぜひ、その医療費の削減につ

なげていくというようなことをぜひ考えていきたいということでございます。 

 それから２点目でありますが、当初、この施設７万5,000人の入場者を見込んでいたという

ふうに計画ではなっておりました。それが４万人という実績になってまいりまして、これをさ

らにふやしていく努力は私どもとしては当然していかなければならないという思いでございま

す。それの努力はしてまいります。 

 ただもう一つ、料金設定のことにつきましては、先ほど前段の御答弁でも申し上げましたよ

うに、一定我々としては４万人ということを基本に考えているわけでありますが、なお料金が

高いという御意見もございますし、そうしたものも一定考えていかないといけない。しかし、

料金を下げてしまいますと、今度は赤字部分もふえてくるというような点も考えていかなけれ

ばなりません。 

 そういう点、考え合わせながら、少しでも経営が安定をしていくように、また安いやっぱり

料金で利用できるようなこと等々考えながら、よりよい料金設定というものにしていかなけれ

ばならないと考えておるところでございますので、御理解をいただきますようにお願いをいた

します。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。上野議員。 

○４番（上野祥司君） ４番上野。第５号議案、補正予算書５ページ、歳出の３目観光費、

24節投資及び出資金に関連して、新会社の事業内容について何点かお伺いいたします。 

 まず、人事異動も重なったこの時期の短期間に、一定の方向づけをされた執行部と、それか

ら所管課の皆さんお疲れさまでした。温浴施設の営業に空白期間を置かないということを第一

に考えるならば、評価できるのではないでしょうか。 

 そんな中で、まず第１点、基本料金についてお伺いします。 

 市民の健康増進施設と位置づけるならば、なぜ市外利用だけ利用料を値下げして、市民の利

用料はそのままなのでしょうか。室戸市が会社をつくり、温浴施設を運営するのは、市民のた

めでなくてはなりません。送迎バスが週１日減るなど利便性は前より悪くなる面もあります。
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もう少し考えるべきではないでしょうか。 

 ２点目、これも基本料金にかかわることですが、回数券を発行することは考えられないので

しょうか。ヘビーユーザーのためのパスポートは理解できます。利用期間３カ月とか６カ月で

団体割引の意味も含めた回数券を基本的に考えるべきではないのでしょうか、お伺いします。 

 ３点目、経費の見積もりは、本当にこれでよいのでしょうか。もちろん、実際営業を始める

とシビアに運営しなければなりませんが、赤字幅を無理やり圧縮してないのでしょうか。安全

面の配慮はこれで大丈夫なのでしょうか、お伺いします。 

 ４点目、説明でもあったように、水曜日を休館せずに特別な日と定め、市内、市外を問わ

ず、医療機関、各法人、市内団体、市内各常会等への利用促進のために、格安料金で利用でき

る日とできないものでしょうか。今年度だけでも構いません。このようなことになりますと、

予約制がよいのだと思います。 

 ５点目、水商売、客商売には波があります。オンシーズンとオフシーズン、平日と週末、午

前と午後、昼間と夜間、それらの利用状況のデータをとり、利用率を上げるための小回りのき

いた営業手段が必要と考えますが、いかがでしょう。 

 ６点目、詳しい情報公開と民間有識者を入れたメンバーの運営委員会等の設置が必要ではな

いでしょうか。これまでは、運営が民間会社であったので難しい面が……。 

○議長（林 竹松君） 上野議員、一般質問になってますから、変えてください。 

○４番（上野祥司君）（続） はい。市の運営になれば必要不可欠ではないでしょうか。 

 ７点目、地元の民間観光業者、商工会等のタイアップにどのように取り組むのでしょうか。

なぜ、室戸市が会社をつくり、温浴施設を運営するかを市民の方々にアピールするには少しイ

ンパクトに欠けるのではないでしょうか。利用者は前のバーデ社との比較を必ずします。バー

デ社の運営との違いを明確にしなければならないのではないでしょうか。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。上山商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（上山精雄君） 上野議員さんにお答えを申し上げます。 

 まず、基本料金の減ということで、今回市外だけ安くして、市内はということでございます

が、これは今回は基本的な考え方を示したところでございまして、まず１点目の市外はどうし

て下げたかということですが、今の状況では市外と市内が判断しにくいとか、市外の利用客が

ちょっと高いとか、いろいろありましてですね、そういうことで今回市外を下げたということ

です。 

 それで、市内のお客さんにつきましては、よく利用される方はパスポート制度を利用してで

すね、要はよくというか、より利用してもらうというふうな考え方でございます。そういう意

見も酌みながらですね、今回というか、６月の定例議会には指定管理料の設定をします。そし

て、３年の収支計画を出しますので、そのときにですね、そういう議員さんの意見、またいろ
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いろな方の意見も踏まえた中で、料金のことについては検討していきたいというふうに考えて

おります。 

 ただ、どうしても株式会社ですので利益を出していかないかんところもありますのでよね、

そことの関係が出てきますので、そういうことも踏まえながら検討していきたいということで

す。 

 それから、回数券の発行、これはなかなかいい提案ではないかというふうに思っておりま

す。それで、我々としても、ポイント制がどうかということで、今現在検討しておりまして、

回数券と同じような考え方になろうかと思いますので、そういう部分につきましてはぜひそう

いうことで取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 それで、経費の見積もりはどうか、安全かということでございますが、これにつきましては

一定シビアに見込んでいる部分もございます。ということで、ただできない部分では我々はな

いと考えておりますので、安全かどうかと言われると非常に答えにくいわけですが、これでい

けるというふうな考えのもとに、一応歳入というか、歳出についてはですね、経費配分をして

いるところでございます。 

 水曜日の休館日の格安料金、それから夜間、昼間との利用頻度との、での利用形態につきま

しては、これは水曜日につきましては前段の説明で申し上げましたような利用もしていきた

い。それから、昼間と夜間との差をどうつけるのか、これが可能なのかどうなのか、ちょっと

今のところわからんところですが、そういう部分につきましてもですね、例えば利用頻度が少

ない時間帯には市の事業をはめていくとか、いろいろのあそこが一定時間に混雑しないという

か、余り重複せんような格好でですね、料金に差をつけるのはどうかというところがちょっと

疑問があるわけですが、そういう時間帯の利用についてはですね、取り組んでいきたいと考え

ております。 

 それから、バーデ社との違いを明確にということですが、これは今の段階でではですね、ち

ょっと先ほど説明もさせていただきましたが、インストラクターを置く、それから機械でやら

ずに人間で指導といいますか、を行うということと、あと看護師、それからできれば保健師さ

んにも一定あそこに行っていただきまして、保健指導もしていただくということも考えており

ます。 

 ただ、いずれにしましてもですね、法人ができ上がって、そこの運営の中でですわね、その

内容につきましてもよりよい方法に検討していただくというふうになろうかと考えておりま

す。 

 それから、運営委員会につきましても、これにつきましても今後検討させていただきます。

以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。本議案について質疑をいたします。 
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 ５ページ、３歳出の12節投資及び出資金3,000万円について質疑をしたいと思います。 

 確かに建設費８億円かけて補助金の返済はできないし、そうかといって利用者に対する空白

期間が設けられないということで、こういう自治体出資100％の株式会社を設立するというお

話は理解できるんですが、これは本当にこの100％の株式会社自体、これがどういうふうに自

治法に定められてこういうふうにできたのか、基本的なことをお伺いいたします。 

 そして、本来ならば、本来というか、市長小松幹侍が社長である、小松幹侍に対して指定管

理料を出すということについては、多分自治法の改正に合わせて可能になったのだと思うんで

すが、そのあたりをもう少し詳しくというか、全然その点が触れられてませんので、説明をい

ただきたいと思います。 

 そして、この資料の21ページで、赤字というか、2,200万円が出てますが、これで指定管理

料が空白になっております。指定管理料の1,400万円がそのまま本年度行ったとしてもまだ赤

字になる。この市長が社長を務めるこの会社、よっぽど市長、腹をくくって臨まなければ本当

にこれ何年間で、バーデやったら３年間で撤退という形はとりましたが、このこういう自治体

が出資する株式会社ではどういう形になるのか。3,000万円の株式にしても、何年間で、そう

したら、これで、銀行で担保として借りていって、どういう形、最後はどういうふうになるの

かというのが何か恐ろしいような気がいたします。 

 また、株式は100％出資って決め、市が100％出資するのか、民間に株を買ってもらうという

方法はない、その思いはないのか、その点をお伺いいたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 私の足らない分については、担当課長から説明をいたさせますので、

よろしくお願いします。 

 設立につきましては、例えば公社等が100％出資で設立をされているということもございま

すし、また公社の設立につきましても、今度法が改正をされてですね、例えば一般社団法人は

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律というのが平成18年につくられておりまして、今

の公社制度もそういう法で変わっていくということがまずございます。 

 例えば公社の設立ということでどうかということも我々考えたわけですが、短期間の中でと

いうこともございますし、公社より利益を求めるという意味においては、株式会社設立という

ふうな方向が望ましいというようなことでございますし、例えば自治体が50％以上出資をする

と、自治法第221条第３項におきましては、市は報告を徴収し、また調査とか必要な措置を講

ずることができるというような規定もございますので、そうした会社をつくってもいろんな報

告を求めること、あるいは調査をすることもできるということで、会社の自由にはさせないと

いう部分で歯どめがかかるのではないかということでございます。 

 もう一点、指定管理の話が出てまいりましたが、公の施設につきましては、市が直営をする

のか、指定管理にするのかという２つの選択肢しかございません。我々としては、それを指定
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管理の方向でいきたいということで取り組んでいるところでございます。 

 例えば市のほうも代表するのは市長である、会社を代表するのも市長である、双方代理がえ

えかどうかという問題が出てまいります、民法では。その辺につきましては双方代理にならな

いようにしなければなりません。禁止規定がございますので、その場合には片方を副市長名で

やっていただくとかということで、双方代理については対応できるというような規定もござい

ます。 

 そうしたことから、今回の方向性に取り組んでいるところでございますが、最後に、私とし

ても、当然多くの責任を負うわけでございますから、これは簡単に私もこういう方式を選んだ

ということではございませんで、腹をくくってやらなければならないし、何とか今のマイナス

イメージ、指定管理者が撤退をした、もう室戸は何にもなくなるのかみたいなマイナスイメー

ジを払拭をしたいし、そうした中でこの施設をやっぱり生かす、とにかく生かしていかないと

いけないということで、いろんな関係者、関係機関とも、私は連携を深めることによって、そ

うしたことが、今までですと指定管理者を通じてどうしても我々の意向が反映されなかったと

いう部分も僕はあったというふうに認識をしておりまして、そうしたことにはならない、直接

我々が思う方向で運営ができるということもありますし、その分責任は当然重たくなる。そう

したことを覚悟の上、提案をしているというふうに御理解をいただければなという思いでござ

います。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに答弁はございませんか。上山商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（上山精雄君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 まず、株式の関係で最後はどうなるのか、民間をどうして公募しなかったのかという質問で

ございます。 

 まず、株式会社設立につきましては、発起人設立と、それから公募設立というようなやり方

がございます。発起人というのは当然発起した人のみでやる設立の仕方なわけですが、公募設

立の場合には一般公募をします。ということで、一般から公募するわけですので、何株かを公

募するわけですので時間もかかりますわね。ということと、一定そういう時間もかかること

と、例えば市の増進施設、健康づくりまたは交流人口の拡大という設置目的の施設のためには

ですね、その多くの余り意見の違う方が株式になった場合はそういう市の意見が余り反映しに

くいという部分もございます。そういうことで、今回の場合は迅速に対応するということで発

起人設立という形で公募はしなかったということでございます。 

 それで、最後はどうなるかということでございますが、一番えい方法といいますか、結果と

してみる場合はですわね、例えばその企業が黒字になってですね、例えば６年後なのか９年後

なのかわかりませんが、ある一定の力がつけばですね、その株式を譲渡するのか、または企業

買収で企業譲渡するのかというのは、最終の一番えい結果なわけですが、当然、結果として資

本金も、要は食い尽くすと言ったら言葉は悪いですけど、倒産みたいな形になる場合もありま
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す。 

 ということで、これはやってみなければわからないというのが今の実情といいますか、我々

はそのよりよい方向へできるだけ近づくために努力をしていくということでございます。以上

です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたしました。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第５号につきましては、お手元に配付してあります議

案付託表のとおり、総務文教委員会に付託いたします。 

 ただいまから委員会審査のため、その間休憩いたします。 

            午後０時14分 休憩 

            午後３時26分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第７、議案第５号平成21年度室戸市一般会計第１回補正予算について、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。久保正則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（久保正則君） 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号平成21年度室戸市一般会計第１回補正予算につい

ては、今期臨時会において当委員会に付託されたものであります。 

 本日委員会を開き、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いては次のとおりであります。 

 執行部より説明の後、委員より、次のような質問がございました。 

 本市の条例、「室戸市職員の公益法人等への派遣等に関する条例」の第２条職員の派遣第１

項第１号には、「派遣できる職員について法第２条第１項第１号に規定する法人のうち規則で

定めるもの」とある。しかし、規則第２条派遣できる団体に、この法第２条第１項１号は関連

した規定は存在していない。さらに、法第２条第１項第１号を見ると、一般社団法人または一

般財団法人とある。よって、特別法によらない民法法人の一般社団法人か、一般財団法人でな

いと、市職員を商法法人であるこの株式会社に派遣できないことになる。しかし、新会社は民

法法人ではなく、株式会社である。だから、職員を派遣することはできないのではないか。こ

のような質問に対し、市長のほうから次のような答弁がございました。 

 議員さん御案内のとおりでございます。「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に
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関する法律」第２条第１項第１号及び第３号の中で、派遣できる法人が示されておりますが、

当市の条例規則ではこういった規定はございません。したがいまして、派遣という形は困難で

ある。私としましては、研修という形で職員を配置していこうというふうに思っております。

民間企業派遣研修という形の実施要領をつくっていきたいし、また職員派遣研修に関しまして

は、双方で協定書をつくって、その中で派遣のやりとりをしていく形でぜひ推進をしたいと計

画しているところでございます。 

 続きまして、委員から出ました質問は、もし新会社の経営が成功し、利益が上がった場合、

社長や役員などに配当は行われるのか、また反対に赤字になった場合、その責任はだれがどの

ような形で責任をとるのかというような質問が出ました。 

 この点について、市長の答弁は、例えば任務を懈怠する責任あるいは怠けてはいけません

よ、例えば協業及び利益相反、そういった損害賠償、それから悪意とか、また重大な過失で損

害を与えた場合には責任を負うというような責任は当然持たなければならない。こういうよう

な答弁がございました。 

 いろんな質問がそのほか出ましたが、総括的に申し上げますと、今回の温浴施設の件につき

ましては、何とか室戸市としては成功させたい。そのために民間の経営センスをプラスしたほ

うがよいのではないか。また、今後の運営について、経営諮問委員会等を設置することを視野

に入れながら、取り組んでいこうではないか。そのメンバーには議員の方々にも加入していた

だく。こういったことで結論が出まして、本件については当委員会では賛成多数で可決されま

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。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第３、議案第１号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いてから日程第７、議案第５号平成21年度室戸市一般会計第１回補正予算についてまで、以上

５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（林 竹松君） 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。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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７、議案第５号まで、以上５件について討論

を終結いたします。 

 これより採決をいたします。 

 議案第１号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを採決いたしま

す。 

 本案は承認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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第１号は承認されました。 

 次に、議案第２号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認について採決いたします。 

 本案は承認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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、本案は承認されました。 

 次に、議案第３号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

て採決いたします。 

 本案は承認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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第３号は承認されました。 

 次に、議案第４号平成20年度室戸市一般会計第11回補正予算の専決処分の承認について採決

いたします。 

 本案は承認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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第４号は承認されました。 

 次に、議案第５号平成21年度室戸市一般会計第１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（林 竹松君） 起立多数であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。 

 お諮りいたします。 

 本日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
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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。 

 これをもちまして平成21年５月第２回室戸市議会臨時議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３時36分 閉会 

 

 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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