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平成２１年６月第４回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  平成２１年６月１７日（水） 

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 

  滞納整理課長  日 垣 龍 二     財産管理課長  萩 野 義 興 

  税 務 課 長  安 岡 稔 光     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 

  農林水産課長併農業委員会事務局長  久 保 重 章     建 設 課 長  川 邊 幸 雄 

  商工観光深層水課長  上 山 精 雄     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  柳 川 明 彦 

  水道局次長兼業務班長  中 屋 秀 志     消  防  長  青 木 正 雄 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第１号 平成21年度室戸市一般会計第２回補正予算の専決処分の承認につ 

             いて 

  日程第２ 議案第２号 平成21年度室戸市国民健康保険事業特別会計第１回補正予算の専 

             決処分の承認について 

  日程第３ 議案第３号 平成21年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計第１回補正予 
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             算の専決処分の承認について 

  日程第４ 議案第４号 室戸市立保育所設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第５ 議案第５号 室戸市立共同作業場の設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第６号 平成21年度室戸市一般会計第３回補正予算について 

  日程第７ 議案第７号 平成21年度室戸市老人保健事業特別会計第１回補正予算について 

  日程第８ 議案第８号 平成21年度室戸市介護保険事業特別会計第１回補正予算について 

  日程第９ 議案第９号 平成21年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第１回補正予算に 

             ついて 

  日程第10 議案第10号 室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設にお 

             ける指定管理者の指定について 

  日程第11 議案第11号 教育委員会委員の任命について 

  日程第12 議案第12号 教育委員会委員の任命について 

  日程第13 議案第13号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第14 議案第14号 固定資産評価員の選任について 

  日程第15 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

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（林 竹松君） 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。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が、定数16名、全員出席でございます。 

 なお、執行部から、山本監査委員事務局長が、通院のため欠席届が出ております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 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、御質疑をお願いいたします。 

 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、御注意をお願いをいたしま

す。 

 日程第１、議案第１号平成21年度室戸市一般会計第２回補正予算の専決処分の承認について

を議題といたします。 

 執行部からの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１分 休憩 

            午前10時10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。 

            〔「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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第２、議案第２号平成21年度室戸市国民健康保険事業特別

会計第１回補正予算の専決処分の承認についてを議題といたします。 

 執行部からの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11分 休憩 

            午前10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。 
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 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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。議案第２号専決処分の21年度国民健康保険事業特別会計

補正予算について質疑を行います。 

 予算書のページ15ページ、歳入の第10款諸収入、第２項雑入、５目雑入の赤字補てんのため

の雑入、４億7,617万8,000円、そしてその下の歳出にあります前年度繰上充用金、これも同額

ですが、この２点についてトータルにお伺いをいたします。 

 これは、20年度に予算不足を生んだため、歳出として１目の前年度繰上充用金として４億

7,617万8,000円を充用したということですが、この繰上充用はいつから行われているのかを少

し調べてみました。その結果、私が議員になりました15年６月議会の補正予算では、３億

6,449万3,000円、16年の補正で３億9,236万7,000円、17年６月補正で４億2,543万円が、18年

６月臨時会で４億6,720万9,000円が、19年６月議会の補正に４億6,054万2,000円が、昨年20年

６月議会の20年度補正予算で４億8,517万7,000円が専決処分され、そして本議案の４億

7,617万8,000円の繰上充用に至っております。 

 15年６月議会の先輩議員に対する説明によりますと、この赤字は平成９年から次々と転がっ

てきた赤字とのことでありました。そこで調べましたところ、その理由は、当時に県との関係

で本市に何かあったようで、それ以来赤字から脱却することができず、本議案によって13年連

続の繰上充用ということになっているようであります。 

 それと、昨年６月議会の委員会審議で、課長はこう説明されました。全国的にこの国保会計

が行き詰まっていることを国が重視し、これを解消する事業を行おうとしていることから、今

後は徐々に好転できると考えていますという説明がありました。 

 以上を踏まえまして、８点についてお聞きをいたします。 

 １点目、繰上充用とは、歳入が歳出に不足するときに、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充

てる制度で、簡単に言えば前借りですが、制度として許されているといえども、このように

13年間も予算を繰上充用するという処理は、予算運用として異常であります。このような状態

を生んだ原因は何かをお聞きをいたします。 

 ２点目、本議案の繰上充用金の財源は21年度の雑入を充てるのですが、この歳入の中の雑入

の原資はどの項目を充てたのでしょうか。今、もしかすると説明されたかもしれませんが、説

明がありましたらもう一度お伺いをいたします。 

 ３点目、20年度だけ見ますと、900万円余りの黒字決算になっているとのことでありました

が、ならば何年度の赤字決算がこの赤字会計を生んだ原因となっているのでしょうか。 

 ４点目、21年度……。 

○議長（林 竹松君） 谷口議員。 

○９番（谷口總一郎君）（続） はい。 
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○議長（林 竹松君） 注意いたします。 

○９番（谷口總一郎君）（続） はい。 

○議長（林 竹松君） 一般質問になっていってる傾向がございますので、注意してくださ

い。 

○９番（谷口總一郎君）（続） はい、気をつけます。 

 ４点目、21年度以降も20年度のように黒字で推移し、やがてこの赤字は解消されて繰上充用

という行為は行わなくなるのでしょうか。この問題、いつ解消されて通常の予算運用に戻るの

でしょうか。それとも、本市の国保会計は、これからも10年、20年ずっとこんな調子で続くと

お考えでしょうか。 

 ５点目、昨年６月議会の委員会での答弁では、国保会計の全国的な行き詰まりを国が重視

し、その解消策を講じようとしているとのことでありましたが、昨年６月議会以降、国はどの

ような対策を講じて、本市の事業にどのような効果をもたらしたのかを明らかにしていただき

たいと思います。 

○議長（林 竹松君） 谷口議員、注意してください。一般質問になっていっております。 

○９番（谷口總一郎君）（続） そうですか。質疑になっちゅうと思いますけんど。 

○議長（林 竹松君） いいえ。 

○９番（谷口總一郎君）（続） はい、続けます。６点目、国保保険税は、平成９年以降どの

ように変化しているのかをお聞きします。 

 ７点目、赤字を減額させるための努力がなくてはなりませんが、財政課との協議はどのよう

になされてきたのでしょうか。 

 ８点目、最後です。他市町村の例を見ますと、一般会計から国保会計に財政支援をしている

自治体がありますが、本市はこれを行う考えはないのでしょうか。これは市長にお聞きをいた

します。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（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） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 私からは、８点目、国保会計に一般会計から支援する考えはないかということでございま

す。 

 御案内のとおり、国保会計の累積赤字を何とかしたいというのが私の思いでございまして、

対応していかなければならない大きな課題であるというふうに考えるところでございますが、

そこで議員さん御提案の国保会計への一般会計からの繰り入れを考えてはどうか、そういう取

り扱いをしている市町村もあるのではないかということで、私もそうした市町村があることは

承知をするところでございますが、この件につきましては、平成21年４月24日付次官通達があ

っておりまして、事業勘定に対する一般会計からの繰り出しは、保険基盤安定制度に係る経
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費、国民健康保険事務費、出産一時金に係る経費の一部、国保財政安定化支援事業に係る経費

及び一般住民を対象とする保険事業に係る経費の一部を除き、その性質上、行うべきでないと

いうふうな通達がございます。ほんで、可能な限り支援はしているということでございます。

今以上の支援はなかなか難しいという判断に立っております。 

 また、御案内のとおり、国民健康保険に室戸市民全員の方が入っておられるというような場

合については、私は一般会計から繰り出すことも可能ではないかというふうに考えるわけです

が、この保険制度は全員の方が入られていないということでありますから、皆さん方からいた

だいた税金をそういう形で国保会計へつぎ込むことがいいのか悪いのかという大きな問題もあ

るというふうに認識をするところであります。 

 そうした中で、我々としては少しでも改善をしていきたいということで、平成20年度におき

ましては、収納率の向上、レセプト点検の強化、居所不明者の職権消除、健康対策の推進等に

取り組むということで、これらに積極的に取り組んできたところでございます。その結果、県

より、1,300万円の特別調整交付金をいただきました。そのことによって、本年度の黒字会計

になっているということでございます。 

 私どもとしましては、今後とも収納率の向上、健康対策の推進、医療費の削減ということに

努めまして、とにかく単年度を黒字化していくと、その結果において、全体の赤字を削減をし

ていくという取り組みがぜひ必要ではないかと考えているところであります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 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。 

 本市の国保、国民健康保険は、平成20年度に後期高齢者医療が始まりますまでは約50％の加

入者がおり、市民の健康維持増進に大きな役割を果たしてきたところでございます。 

 そこで、１点目、予算を繰上充用するような状況を生んだ原因は何かという御質問でござい

ますが、国保会計の収支につきましては、平成９年度の4,763万2,000円の単年度赤字に始ま

り、平成10年度の１億6,853万2,000円、11年の１億4,079万6,000円、この３カ年で３億

5,696万円の赤字となっております。 

 赤字の原因といたしましては、高齢化の進行による老人医療費拠出金が、対前年度比で平成

９年度は1.04倍の2,138万8,000円の増、平成10年度におきましては1.28倍の１億4,358万

3,000円の増、平成11年度におきましては1.14倍の9,016万4,000円の増と、急激な収支バラン

スを欠いたことが大きな原因と考えます。 

 また、低所得者が多いことも原因の一つと考えます。 

 それと、医療費の高度化による診療報酬が高くなり、１人当たりの医療費が高くなったこと

も原因の一つと考えることができます。 

 次に２点目、繰上充用金の財源はということですが、21年度の国保税を考えております。 

 次に３点目、何年度の赤字決算がこの赤字会計を生んだ原因かということでございますが、
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先ほど申し上げましたが、平成９年、10年、11年度の３カ年で３億5,696万円の赤字決算とな

っております。 

 健全化のための税率改正を平成11年度、15年度、17年度に行いましたが、医療費の高騰、所

得の減少等、悪条件が重なり、改善できていないのが現状でございます。 

 次に４点目、本市の国保会計はこれからもこのまま推移するのかという御質問でございます

が、医療費の削減、また抑制に向けていろいろな方策を行いまして、県及び関係者の協力を得

ながら、一日も早い改善を目指します。 

 次に５点目、国保会計の全国的な行き詰まりに対し、国はどのような対策を講じ、また本市

にどのような効果をもたらしたのかということでございますが、医療制度改革として後期高齢

者医療制度の創設、特定健診の推進、ジェネリック医薬品の利用促進、国保税の年金からの天

引き等の対策を行っております。 

 効果の金額等につきましては、把握が困難でございますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 次に６点目、国保税は、平成９年度以降、どのように変化しているのかについてお答えいた

します。現年度収納額でお答えいたします。 

 平成９年度、６億4,263万4,000円、10年度６億4,158万1,000円、11年度６億3,075万

1,000円、12年度６億5,541万2,000円、13年度６億5,960万5,000円、14年度６億7,593万

9,000円、15年度６億7,567万6,000円、16年度６億6,402万4,000円、17年度６億8,921万

5,000円、18年度６億6,659万6,000円、19年度６億8,058万6,000円、20年度５億1,613万

2,000円となっております。20年度におきましては、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移

ったことにより減少となっております。 

 先ほど申し上げましたが、平成11年、15年、17年に国保会計健全化のための税率改正を行っ

ております。 

 次に７点目、赤字減少のための財政課との協議はどのように行っているかということでござ

いますが、十分協議を行った上で予算編成を行っているところでありまして、一般会計の繰り

入れにつきましても、法定内の繰り入れにつきましては満額の予算計上をしているところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。２回目の質疑を行います。 

 １点だけお聞きをします。 

 国保税の滞納が１億6,500万円になっております。そして、本市は県下一高額な国保税だと

も聞いておりまして、この国保税の引き上げということも予想されております。そういうよう

な形を考えますが、今後のこの国保税の引き上げについて、そういう考えはあるのかないのか

についてお聞きをいたします。 
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 以上で本議案について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。久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 議員さんにお答えいたします。 

 国保税の引き上げについてでございますが、国保財政健全化のためには当然引き上げも必要

かと思いますが、現在の社会情勢等考慮いたしまして、検討いたしたいと考えております。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第３、議案第３号平成21年度室戸市住宅新築資金等貸付事

業特別会計第１回補正予算の専決処分の承認についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。前川人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時39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。 

 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。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第４、議案第４号室戸市立保育所設置及び管理条例の一部

改正について議題といたします。 

 執行部からの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48分 休憩 

            午前10時51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。 



－159－ 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第５、議案第５号室戸市立共同作業場の設置及び管理条例

の一部改正について議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。上山商工観光深層水課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時52分 休憩 

            午前10時56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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第６、議案第６号平成21年度室戸市一般会計第３回補正予

算について議題といたします。 

 執行部からの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56分 休憩 

            午後０時28分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 昼食のため午後１時30分まで休憩いたします。 

            午後０時28分 休憩 

            午後１時30分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 午前中の平成21年度室戸市一般会計第３回補正予算の補足説明が終わりました。 

 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。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。 

 まず、ページ53ページの第６款商工費、３目観光費の13節委託料の室戸海洋深層水体験交流
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センター指定管理料437万5,000円のことでお伺いいたします。 

 この資料によりますと、ことしの指定管理料としては1,742万5,000円、補正で437万5,000円

で、当初予算の残りの1,342万5,000円で、1,742万5,000円の実質指定管理料になるということ

なんですが、この21年度は経常利益としてマイナスの2,323万4,115円となっておりますが、こ

の指定管理料を引きましても580万9,115円が赤字見込みとなる計算になるんですが、これはこ

の分も指定管理料に追加するということにはならないのか。 

 それから、７月から６月までのこの予算書なんですが、この年度は７月から８月にされるの

か、決算年度ですね、決算月ですね、６月にされるのか、その辺をお伺いいたします。 

 それと、戻りまして、41ページの第２款総務費の中の６目企画費の19節負担金補助及び交付

金の室戸ジオパークホームページ作成等補助金の275万7,000円、この分ともう一つ関連しまし

て、50ページの１項農業費の中の３目農業振興費の19節負担金及び交付金のキラメッセ室戸イ

ンターネット販売事業費補助金、これもインターネットで販売するためのシステムの導入の補

助ということなんですが、さっきジオパークのところでも言いましたように、補助金があるか

らといって安易にそれを予算に計上するというのはどうかなと思うんです。 

 インターネット販売におきましても、個人の販売されゆ人は全部自分で開発というか導入し

て、簡単にインターネット販売されてます。それが、キラメッセの場合は100万円以上のお金

をかけて補助をするというのは、この辺いかがなものかなと思います。 

 それから、ジオパークのホームページ……。 

○議長（林 竹松君） 堺議員。 

○１２番（堺 喜久美君）（続） はい。 

○議長（林 竹松君） 何を質疑したいが。 

○１２番（堺 喜久美君）（続） この金額がこういうふうに、補助金、計上されていいもの

かどうかということをお聞きしたいんです。 

 それから、ジオパークのホームページの作成費の275万7,000円、これもどんな立派なホーム

ページをつくるか知りませんが、業者委託ということなくて、職員でできないものか、その辺

をお伺いいたします。 

 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。木下企画財政課長。 

○企画財政課長（木下恵介君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 ジオパークのホームページは必要なものか、また職員でできないものかという質疑でござい

ます。 

 非常に、ホームページとなりますと、高度な、専門的な知識が必要ですので、職員では対応

できません。 

 それと、このホームページつくるというのは世界ジオパークへの申請の第一歩ということで
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ホームページをつくるということです。以上です。 

○議長（林 竹松君） 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、53ページの指定管理料の件について御

答弁を申し上げます。 

 まず、指定管理料の補正の額の437万5,000円ですが、これは本年度の当初予算で1,740万円

の指定管理料といいますか、委託費を出しておったわけですね。それで、４、５、６とバーデ

ハウスは営業しますので、1,740万円の12分の３カ月はバーデハウスへ支払うこととなりま

す。その残りが1,305万円、これが既決予算ながですね、残りが。 

 それで、資料の11ページで、本年度の指定管理料の計算をしちゅうわけですが、収支の差が

2,323万4,115円あります。それを12分の９、つまり７月から新たな会社は指定を受けますの

で、９カ月分を指定管理料と支払うということになると、これが12分の９の額が1,742万

5,000円と。実際、1,742万5,000円指定管理料と支払わないかんところですが、残が1,305万円

ありますので、その差を、その差が恐らく437万5,000円になると思いますが、それを補正する

ということでございます。実際は、1,742万5,000円の指定管理料を出すということです。 

 それともう一点、決算月が７月とか８月とかという話やった、なんか、妙に質問の趣旨がよ

うわからんかったがですが。 

（「指定管理料が、これは３月までの分ですかとお尋ね」「いえい

え、７月から３月まで」と呼ぶ者あり） 

○議長（林 竹松君） はい、課長。 

（発言する者あり） 

○商工観光深層水課長（上山精雄君）（続） これは３月までの分でございます。 

（「３月まで」と呼ぶ者あり） 

○商工観光深層水課長（上山精雄君）（続） ええ。 

（「ふうん、ほなわかりました」と呼ぶ者あり） 

○商工観光深層水課長（上山精雄君）（続） はい、以上でございます。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。もとへ。久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 堺議員さんの質問にお答えをいたしま

す。 

 キラメッセ楽市におけるインターネットシステムの導入についてということです。 

 個人の方は自分の自前でやりゆということですけんど、楽市の販売事業につきましては、昨

年度市単独で行いましたふるさと室戸便事業ですか、これを行いましたところ、これははがき

で注文をとったわけですけど、反響がございまして、そういったはがき、それからチラシ等に

よる通信販売を行うよりはデータによる管理が可能となるシステムを導入してインターネット

による販売を行った方が効果が望めるんじゃないかという判断でございます。 
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 そして、予算的にも市単独で導入を行うということになりますと、この満額負担をしなけれ

ばならないということでございますので、この事業につきましては、21年度の地域づくり事

業、広域的連携事業に提案をさせていただきまして、３分の２の補助が得られるということ

で、予算を計上させていただいておりますので、その点御理解をいただきたいと思います。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。堺喜久美君の２回目の質疑を許可いた

します。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 堺、12番堺。２回目の質疑を行います。 

 今年度の指定管理料が合計して1,700万円ということで、これで、そしたら今年度は赤字に

はならないという計算なんですか。 

（「やってみんとわからん」と呼ぶ者あり） 

○１２番（堺 喜久美君）（続） やってみなわからんけど、この計算上は赤字にはなる……。 

○議長（林 竹松君） 堺議員。 

○１２番（堺 喜久美君）（続） はい。ということでしょうか。 

 それと、確かに業者に、インターネットの販売も業者に頼めば立派なシステムができると思

うんですけれども、キラメッセは一応ホームページをちゃんと立て上げてますので、その補助

金をこれに使わずに、ほかに使う方法はないのかということでお伺いしたのです。 

 以上で質疑を終わります。 

○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） 堺議員さんにお答えいたします。 

 この指定管理料で赤字にならないかというところでございますが、今考えるところではこれ

でイコールゼロということでございまして、今後の状況によって、黒字になる場合もあります

し赤字になる場合もあるということでございます。 

○議長（林 竹松君） 久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 キラメッセ室戸は既にインターネットをやられとるという御指摘でございますけれども、ま

たそのインターネットをつないでおるというのは、あくまでも食遊館のほうじゃないかという

ふうに認識をしておるんですが、これは楽市専用にシステムを導入するということでございま

すので、その点御理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 本議案について質疑をいたします。13番鈴木でございます。 

 41ページ、第２款５目の15節老朽公共施設取り壊し工事費、これは先ほどの説明では岬引揚

者住宅ということを言っておられましたけれども、どこにあって、どれだけの、何棟なのかと

言ったらいいのかしら、何平米と言ったらいいのかしら、この大きさですね、これもちょっと

教えてもらいたいと思います。 
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 それから、45ページ、第３款３目13節フレキシブル支援事業委託料、これは失業対策費とい

うことで、高齢者、それから居場所探しということを言っておられましたけれども、もうちょ

っと具体的に、実際に申請するときにはどのようにしたらいいのかとか、そういうことをちょ

っと具体的にもうちょっと教えてくれませんか。 

 それから、48ページ、第３款１目７節事務補賃金、これはその生活保護の業務が非常に重要

になってきたと、あるいは非常に忙しくなってきたということで、専任の班長さんを置いたと

いうことですけれども、これはどっかから来られたのか、あるいは班長に昇任させたのかと

か、いろいろのことが考えられますけれども、中身はどういうことでしょうか。 

 それから、53ページ、第６款３目の13節委託料、この中の室戸海洋深層水体験交流センター

パワーアップ事業委託料、これは県の調理師さんとインストラクターを県の援助でやられると

いうことを聞きましたけれども、それでいいかどうか、確認です。 

 それから、61ページ、第９款１目13節委託料、老朽校舎解体撤去設計ほか委託料ということ

で、岬小学校の校舎の取り壊しのための設計委託料ということで聞いていますけれども、実際

にこの小学校はいつ取り壊しになるのかということが１つですね。その跡地はどのようなこと

を利用してるのか。それから、室戸小学校の敷地には地権者が何名いるのか、その辺をお聞き

したいと思います。以上でございます。 

○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） 鈴木議員さんに、53ページの委託料の中のパワーアッ

プ事業の委託料について答弁を申し上げます。 

 これにつきましては、ふるさと雇用ということで、国が２次補正の部分で雇用部分について

県のほうにその交付金を交付しております。県のほうがそれを基金に積み立てて、今年度この

ふるさと雇用に係る部分について各市町村に支援をしてるということでございまして、今回、

観光課といたしましては、２名の申請をしているということで、調理師１名とインストラクタ

ー１名分の合計763万3,000円をこの委託料にもらえるとして予算を計上してるということでご

ざいます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 萩野財産管理課長。 

○財産管理課長（萩野義興君） お答えします。 

 41ページの２款１項５目15節の老朽公共施設の旧の引揚者住宅でございますけれども、場所

等は現在の室戸岬公民館の裏側といいますか、山側のすぐ近接した部分でございます。 

（「どこの、海側」と呼ぶ者あり） 

○財産管理課長（萩野義興君）（続） 山側です。北側といいますか。 

（発言する者あり） 

○財産管理課長（萩野義興君）（続） にございます。 

 昭和26年に建設されたものでございまして、木造スレート平家建て8.7坪ほどございます。
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これを取り壊しということでございます。以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（林 竹松君） 上田福祉事務所長。 

○福祉事務所長（上田 満君） 鈴木議員さんにお答えをいたします。 

 まず、フレキシブル支援センターでございます。これは、支援の必要な高齢者でありますと

か、障害を持たれた方、また子供、ひきこもりの若者の支援等を行うためのものでございまし

て、日中、また日中の預かりであるとか、地域での見守り、また介護予防のためとか、自立支

援、就労支援、創作的な活動、また生産的な活動の機会の提供ということを行っていただきま

す。 

 一応、私どものほうではプロポーザル方式で募集といいますか、公募といいますか、そうい

ったものを考えておりまして、一応法人さんにお願いしたいと。 

（発言する者あり） 

○福祉事務所長（上田 満君）（続） 法人、法人格を持った組織ですね。そういったところ

にお願いしたいということでございます。これ、先ほども申しましたけれども、雇用の促進と

いう一面もありますけれども、そういった社会福祉へ貢献していただくということが最大の目

的でございますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、生活保護費の中での事務補の関係でございますけれども、私ども総務班の中におき

ましては、以前といいますか、従前、生活保護の担当補佐が総務班長を兼ねておりましたけれ

ども、この４月より専任の班長を置いていただくことになりまして、昇任、昇格でございます

けれども、その昇格した後に事務補の方を置いていただいたということでございまして、先ほ

ども申しましたけれども、厳しい生活保護の状況の中で充実をしていきたいと。また、厚生労

働省等の指導監査もありまして、あわせてそういったものにも対応していきたいということ

で、今回１名の事務補賃金を計上させていただいた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（林 竹松君） 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） 議員さんにお答えします。 

 先ほどの岬の小学校の取り壊しにつきましては、まずいつ取り壊しになるのか。まず、地域

活性化経済基金対策で次の議会等で出していきたいなと思っております。 

 済いません、それと、済いません、もう一度いきます。 

（「地権者について」と呼ぶ者あり） 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君）（続） 地権者は今のところ約１名です。 

（「１名」と呼ぶ者あり） 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君）（続） はい。 

（発言する者あり） 



－165－ 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君）（続） 今、岬の小学校であるところは……。 

○議長（林 竹松君） 静粛に。 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君）（続） １名で、多田さんのところだけで、１名

で、地権者は１名でございます。 

 それからあと、いつごろ取り壊しになるかにつきましては、今後、設計金額ができ上がって

きてから、地域活性化の経済危機対策等で検討をしていきたいと思っております。 

○議長（林 竹松君） はい、下がって。 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君）（続） で、よろしいですかね。はい。どうも済い

ません。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番、２度目の質問を行います。 

 先ほどの53ページだったな、失礼、53ページね、高知県ふるさと雇用再生特別基金からとい

うことですよね。インストラクターについては収入に入ってますよね。失礼、資料ね、資料で

す。資料の11ページ。しかしながら、調理師は入れてないですよね。これはどういう理由で入

れてないんですか。 

 それともう一つ、61ページの先ほどの岬小学校の解体の件ですけれども、これだけの設計委

託料を払って、まだ先が見えてないというのもちょっと変な話じゃないの。 

 この２点、もう一回確認したいと思います。以上です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁願います。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） 鈴木議員さんに、53ページの第２回目の答弁をいたし

ます。 

 確かに、収支計算書の中では、１名のインストラクターの収入しか入れておりません。これ

は、どうしてかといいますと、この予算をつくるときには２名は県のほうへ申請してあったわ

けですが、インストラクターというか、新しい事業については、県のほうは適用しますよと、

これまでの部分については適用しませんということで、我々いろいろ交渉しよったわけです

が、その時点では一応２名の申請をしておりましたが、確実にふるさと雇用で交付できるのは

１名ということで、この指定管理料を計算するとき、仮にここに２名と入れて交付決定がなか

ったということになれば、非常に経営が苦しいということになりますので、１名分の交付につ

いて収入に上げたということでございます。 

 これが仮に２名になった場合、そしたらどうするかということでございますが、２名になれ

ば、これは恐らくといいますか、会社のプラス部分になっていくというふうに考えておりま

す。以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（林 竹松君） 植村教育次長兼学校教育課長。 
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○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君） 鈴木議員さんにお答えします。 

 先ほども失礼しました。老朽校舎の解体撤去ほか委託料で755万8,000円使ってという、高額

を使ってということですけれども、まず面積的にかなり大きなものですので、今後それが委託

設計を行ってどれくらいの金額で取り壊しができるのかということをまず確認をして、それか

ら経済危機対策臨時交付金事業にのっかればのっかっていきたいというようなことです。よろ

しくお願いします。 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第７、議案第７号平成21年度室戸市老人保健事業特別会計

第１回補正予算について議題といたします。 

 執行部からの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。 

            午後２時３分 休憩 

            午後２時７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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第８、議案第８号平成21年度室戸市介護保険事業特別会計

第１回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部からの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。 

            午後２時７分 休憩 

            午後２時11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〕 
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○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第９、議案第９号平成21年度室戸市後期高齢者医療事業特

別会計第１回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部からの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。 

            午後２時12分 休憩 

            午後２時15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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第10、議案第10号室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業

海洋深層水体験施設における指定管理者の指定についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。上山商工観光深層水課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時16分 休憩 

            午後２時18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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。議案第10号について質疑を行います。３点だけお伺いし

ます。 

 １点目、自治体の出資法人には、社団法人、財団法人、株式会社の３つがありますが、本市

は、なぜ公募によらずにその出資法人を指定管理者に指定しようと考えたのでしょうか。その

理由をお聞きします。 

 ２点目、本議案が可決しますと、指定管理者は自治体出資法人の株式会社になります。この

株式会社の社長は、民間企業の社長となるのでしょうか、それとも公的な機関の社長というこ

となのでしょうか。この兼ね合いがどうもわかりませんので、お答えをお願いいたします。 

 ３点目、もし民間企業と同じ位置づけとならば、特別職公務員という立場の市長が民間企業
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株式会社ＭＵＲＯＴＯの経営に介入するということは適正かどうか、お答えを願いたいと思い

ます。社長と市長のこの２つの職務をどのように適正な形で使い分けていかれるのか、お聞き

をいたします。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（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） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、いろんな会社の設立方式があるのではないかというお尋ねではないかというふうに思

いますが、これは平成21年４月10日の議員総会でも一定説明をさせていただいたところであり

ますが、まず指定管理者の公募をやる方法、再公募ですね、やる方法がどうかということであ

るとか、市直営、公共がそのまま直営してはどうかという方法があったと思います。 

 それからもう一つは、独立行政法人というようなものをつくってやってはどうかというよう

なことも議論をしたところでありますが、独立行政法人については大変に時間を要するという

ことで、これも断念をしたところでございます。 

 そして、御案内の法人の設立ということになってくるわけですが、これは平成18年制度改

正、制度改革がございまして、現在、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律というもの

が、法人組織の財団法人の場合はこの法律を適用するというふうに理解をするところでござい

ます。 

 そうした中で、一般社団法人あるいは一般財団法人がどうかということでありますが、一般

社団法人、財団法人とも、それぞれ特徴があるわけですが、１つには、営利を目的としない

と、こういう法人の場合は営利を目的としない。そして、剰余金の分配も目的としないという

こととされているというところでございまして、私どもとしては、それよりむしろ株式会社を

設立をしてやることが一番望ましいのではないかと。今回の設立した会社の業務内容等々から

考えますと、株式会社が一番望ましくはないかということで、株式会社を設立の上、今回、指

定管理者として選定をさせていただいたということでございます。 

 それから、２点目でありますが、これは私が自治体の長でもありますが、株式会社の民間の

社長でもあるということになります。 

 そして３点目でありますが、これは日本郵政への問題で、国においては行政がそうした民間

に介入云々というようなことが議論をされたということは私も承知をしておりますが、その点

と当市の会社の場合には、私はイコールにならないのではないかというふうに思ってまして、

当市の場合は、市が100％出資の株式会社ということでございますし、私は両方の職を行うこ

ととなります。したがいまして、仕事もふえます、仕事も多くなるということは認識をすると

ころでございます。 

 ただ、こうした場合、無報酬でやるということもあります。また、そうした中で、会社の経

営というものをもう少ししっかりと皆さんや市民の皆さん、議員の皆さんにも明らかにできて
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いくのではないかというようなことで、より、シレストを運営をする場合に市民の理解を得ら

れるのではないかという考えのもとにこうした取り組みを進めているということで御理解をい

ただきたいと存じます。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。久保正則君。 

○３番（久保正則君） ３番久保です。本件に関しまして、代表取締役が社長で、これは市長

が兼務されるということなんですけれども、先ほど市長の答弁の中で、報酬がどうもないみた

いな感じのお話でございましたけれども、これ報酬がもしないんであれば、早目に専念できる

方を選んで、市長は市政のほうに専念して、この民間企業たるＭＵＲＯＴＯには専門の社長を

置いた方が経営的によろしいんじゃないかと、こういうふうに思いますが、その辺はいかがで

ございますでしょうか。以上でございます。 

○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） 久保議員さんにお答えをいたします。 

 まず、専門のといいますか、社長を置いてはどうかという考えでありますが、私どももそう

した考えも議論の中ではやってまいりました。ただ、当然そうした専門の社長を置きますと、

報酬が当然かかります。経営をそれ以上の収益を上げていかないと、その方の報酬は出ないと

いうことにもなります。 

 私どもは、当面の立ち上がりについては、こういう形でぜひやりたいし、例えば出資の問題

についても以前にも申し上げましたように、ほか市民の方で協力していただける方もいるので

はないかということで、出資も募ったらどうかというお考えもいただいているわけで、そうし

たことについても、とにかく、しかし今の段階ではまだまだ経営がどういうふうな状況をたど

るのかというのを、不安定要素がたくさんあります。 

 そうした中で、市民の出資を求めるとか、専門の社長を置いて、その方の経費をどうするの

かというようなことについて、なかなか現段階ではそれ以上の収益を生むというようなことも

想定がなかなか難しいということで、今のところ私どもが考えてるのは、我々が兼務をし、無

報酬でできるだけ経営について安定的な形を見出して、その後、また状況によっては望ましい

姿に変えていくというようなことも考えていかないといけないという状況でありますが、現在

はそうした方向で取り組んでいるところでございます。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第11、議案第11号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。 
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 執行部より補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時28分 休憩 

            午後２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11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11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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第12、議案第12号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。 

 執行部より補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時32分 休憩 

            午後２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12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12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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（林 竹松君） 次に、日程第13、議案第13号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて議題といたします。 

 執行部より補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時35分 休憩 

            午後２時38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13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13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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第14、議案第14号固定資産評価員の選任についてを議題と

いたします。 

 執行部より補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時39分 休憩 

            午後２時41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14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14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。 
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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（林 竹松君） 次に、日程第15、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求める

こと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。前川人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時41分 休憩 

            午後２時44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諮問第１号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、諮問第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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第１号から議案第10号まで、以上10件につきまして

は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたし

ます。 

 お諮りをいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、６月18日から６月24日まで７日間休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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、６月18日から６月24日まで７日間休

会することに決しました。 

 ６月18日から６月24日まで７日間休会いたします。 

 ６月25日は午前10時から会議を開きますので、御参集をお願いをいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでございました。 

            午後２時47分 散会 


