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平成２１年９月第５回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  平成２１年９月１５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    ３番 久 保 正 則    ４番 上 野 祥 司 

  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 

  ２番 久 保 八太雄    ５番 濱 口 太 作 

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 

  事務局次長兼議事班長  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     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 長  亀 井 賢 夫 

  消  防  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１号 室戸市職員定数条例の一部改正について 

  日程第２ 議案第２号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の 

             一部改正について 

  日程第３ 議案第３号 室戸市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第４号 室戸市青少年補導センター設置及び管理条例の一部改正について 
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  日程第５ 議案第５号 室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正につい 

             て 

  日程第６ 議案第６号 室戸市国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第７ 議案第７号 室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に 

             ついて 

  日程第８ 議案第８号 平成21年度室戸市一般会計第４回補正予算について 

  日程第９ 議案第９号 平成21年度室戸市国民健康保険事業特別会計第２回補正予算につ 

             いて 

  日程第10 議案第10号 平成21年度室戸市介護保険事業特別会計第２回補正予算について 

  日程第11 議案第11号 室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について 

  日程第12 認定第１号 平成20年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第13 認定第２号 平成20年度室戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

  日程第14 認定第３号 平成20年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算 

             の認定について 

  日程第15 認定第４号 平成20年度室戸市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

  日程第16 認定第５号 平成20年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算 

             の認定について 

  日程第17 認定第６号 平成20年度室戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

  日程第18 認定第７号 平成20年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 

  日程第19 認定第８号 平成20年度室戸市障害程度区分認定審査会運営事業特別会計歳入 

             歳出決算の認定について 

  日程第20 認定第９号 平成20年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 

  日程第21 認定第10号 平成20年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第17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名中、欠席届２名、現在14名の出席でございます。 

 欠席議員は、濱口太作議員、親族の不幸のため、久保八太雄議員、所用のためでございま

す。また、午後欠席議員は、徳増寿子議員、所用のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） ただいまより大綱質疑を行います。 

 質疑に際しましては、ページと款、項、目を御指摘の上、御質疑を願います。 

 なお、自己の意見の多い質疑や議題外にわたる質疑については、御注意をお願いをいたしま

す。 

 日程第１、議案第１号室戸市職員定数条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部からの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。 

            午前10時２分 休憩 

            午前10時５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） 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２、議案第２号議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部からの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。 

            午前10時６分 休憩 
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            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３、議案第３号室戸市職員の退職手当に関する条例の一

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。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時11分 休憩 

            午前10時39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） 本案について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号室戸市青少年補導センター設置及び管理

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。柳川生涯学習課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時40分 休憩 

            午前10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。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（林 竹松君） 次に、日程第５、議案第５号室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関す

る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42分 休憩 

            午前10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。 

 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号室戸市国民健康保険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。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時45分 休憩 

            午前10時47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。本議案に関して質疑を行います。 

 １点だけお聞きをいたします。 

 議案書の下のほうに同条例の改正点が記されておりまして、附則２として、同条例の第６条

の１項の出産育児一時金35万円の規定を、21年10月１日から23年３月31日までの１年６カ月の

間に出産したときに支給する一時金は、４万円を加算して39万円に改正するという説明があり

ました。 

 この医療保険から支給される出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入している病院では

38万円で、それ以外の病院では35万円が支給されてきました。10月１日からは、この支給額は

４万円引き上げられて、産科医療補償制度加入の病院では42万円で、それ以外の病院では39万

円が支給されるということになると理解をします。 

 そこでお聞きします。 

 この一時金を受け取るには、医療保険の加入者本人が医療保険者に申請する必要があると思
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います。これまでの制度では、支給手続は、原則として出産後に所定の申請書に医師または市

長による出生に関する証明書を添付して医療保険者に提出しなくてはなりませんでした。その

ため、申請者が、受理されてから支給までには通常二、三週間かかっていたと聞いておりま

す。それゆえ、出産費用は退院するときに一たん自分で立てかえて、後日、出産育児一時金を

受け取るという仕組みでありました。 

○議長（林 竹松君） 谷口議員、一般質問並みになっていっておりますので、注意してくだ

さい。 

○９番（谷口總一郎君）（続） はい。10月、１行だけです、10月１日に改正された後は、こ

の点はどのように改善されるのでしょうか、それともこれまでどおりでしょうか。 

 以上１点だけをお聞きし、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。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。 

 従来の出産育児一時金につきましては、議員さん御指摘のとおり、出産後において所定の申

請書を提出して初めて受け取ることができる仕組みとなっておりました。このため、一時的に

被保険者等が多額の現金を用意する必要が生じているところでございますが、今回の改正は、

緊急の少子化対策としての一環として、安心して出産できる環境を整備するものでございま

す。 

 10月１日以降、本条例が改正され、同日、直接支払制度が創設されることにより、原則とし

て42万円の範囲内でまとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。病院に保険証

を提示すれば、本人にかわりまして病院が保険者に申請をしてくれます。 

 出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は病院などに一たんお支払いしていただくこ

とになりますが、42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者、いわゆる市役所などに請求

することができます。 

 出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産

後に医療保険者から受け取る従来の方法を御利用いただくことも可能でございます。ただし、

その場合は出産費用を退院時に病院などに一たん御自身でお支払いいただくことになります。

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。 

            〔「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号室戸市企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正について議題といたします。 
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 執行部からの補足説明を求めます。亀井水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時53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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本議案に関して質疑を行います。 

 これは、議案第３号に準用されると思いますが、５点ほどお聞きをいたします。 

 議案書と資料の22ページを見ますと、この改正は13条２項の改正と３項の加条だと思います

が、１点目に、まず13条２項についてであります。 

 資料右の旧条文で、「該当する者は退職手当を支給しない」となっておりますが、これを

「該当するときは退職手当の全部または一部を支給しない」と改正されるということで、これ

まで支給しないとされていたのを一部支給する場合があると変更されたことになります。この

点についてお聞きします。 

 ２点目、次に13条３項について、これまでの制度では退職手当支給の対象外となる懲戒免職

の職員に一部でも支給することには批判もありましたし、反対に全額不支給は厳し過ぎるとい

うケースもありました。現行は、この条例をどのように準用しているのでしょうか。 

 ３点目、同じ13条３項の「支払われる前にあっては返納または納付させる」という条文から

いいますと、懲戒免職で退職し、退職手当が支払われた後、それを返納させることはできるの

でしょうか。 

 ４点目、３項には、「地方公務員法第29条の規定によって懲戒免職になった」云々とありま

すので、同法の29条を見ますと、１、いろんな法律、条例、規則に違反した者、２、職務違反

をした者、３、非行のあった者とありまして、このような職員が懲戒免職になると規定されて

おります。こんな法律があることを知らなかったのですが、説明をお願いしたいですが、市職

員が定年や勧奨で退職した後、今の地方公務員法第29条に違反していたことがもし発覚した場

合、退職時に支給された退職手当は市に返還させることができるのでしょうか。退職して１

年、２年たっていても、その処分は適用可能でしょうか、お聞きします。 

 ５点目、本市に退職後の退職手当返還基準というものはあるのでしょうか。例えば禁錮以上

の刑の確定となっているのを、今の改正で懲戒免職に値する行為が発覚した場合までを対象に

拡大するということになるのでしょうか。 

 以上５点をお伺いします。病院で全快してきて、答弁も難しいと思いますが、済いませんが

答弁をお願いいたします。これで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。亀井水道局長。 
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○水道局長（亀井賢夫君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 僕にの質問は５点ほどありましたんで、順次それについてお答えしてまいります。 

 １点目の今回の改正で、なぜ退職手当を一部支給することとなったかとの御質疑でございま

すが、退職手当には、勤続褒賞、生活保障、賃金の後払いといった性格が混在していることか

ら、生活保障と退職後の生活転換資金という機能を有しておりますことに着目し、退職後の支

給制限及び返納制度を設けるものであります。 

 また、民間の事例では、懲戒解雇の場合でも、必ずしも一律に全額不支給の取り扱いにして

いないことも勘案して、一部支給という方向性のように進んでおるようでございます。 

 ２点目につきましては、懲戒免職処分の対象となった行為の度合いによって取り扱いは異な

ってくるのではないかと考えております。 

 次に３点目、支払われる前にあっては、返納または納付とのことですが、先ほど資料の訂正

で前段で説明いたしましたが、支給前にあっては支給を制限し、支給後においては返納させる

ことができる規定でございますので、その修正によってこの答弁のほうは御理解のほどお願い

します。 

 ４点目の退職時に支給された退職手当を市に返還させることができるのか、また退職後の適

用期限は何年後まで可能かとの質疑でございますが、今回退職した後に退職手当を返納させる

ことができる規定を設けるものでございます。また、適用期限につきましては、退職後１年間

のようでございます。 

 ５点目の退職手当返還基準は制定しておりません。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。 

            〔「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年度室戸市一般会計第４回補正予

算についてを議題といたします。 

 執行部から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11時３分 休憩 

            午後０時17分 再開 

○議長（林 竹松君） 再開いたします。 

 昼食のため午後１時20分まで休憩いたします。 

            午後０時17分 休憩 

            午後１時19分 再開 
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○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 午前中の議案第８号につきまして、執行部から補足説明を求めます。植村学校教育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時19分 休憩 

            午後１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。 

 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番（鈴木彬夫君） 13番鈴木。議案第８号について質疑を行います。３点ばかし質疑を

行いたいと思います。 

 まず、27ページ、第３項２目19節産業振興推進総合支援事業費補助金3,306万5,000円、これ

について質疑を行いたいと思います。 

 当案件は、今回の補正予算の中でも、目玉商品、金額的にも非常に大きい事業です。それに

対して、ちょっと説明が非常に荒っぽかった、時間も十分とらずにやった、資料もないという

ことで、ちょっと議会軽視じゃないかなと、自分はそう思っております。ということで、改め

て問いただしたいと思っております。 

 まず、この事業の主体者はだれかということですね。それから、設備の新設あるいは改善は

どのような内容のものなのか、この辺の明細。それから、この事業を行うことによって雇用者

はどうなるのか、あるいはこの事業の売上高はどうだろう、幾らだろう。それから、先ほどは

しめさば等をどうのこうのと言ってましたけども、まさかしめさばだけで3,300万円、これ総

事業費は約5,000万円ぐらいになってるはずなんですね。ということで、どういう魚種をどの

ように加工して、どの辺に売るのか、販路ですね。その辺の事業計画をやはりつまびらかにし

てもらいたいんです。 

 県の補助金が６分の３、室戸市が６分の２、恐らくこれは個人事業者が６分の２を出すと思

うんだけれども、これは私の推定ですからね、この事業の性格、あるいは指定管理者としてや

るのか、あるいは個人事業主がこういう設備を、改善した設備を借りるのかね、借りる場合に

は借り賃はどうなるのかね、その辺も詳しく説明をしていただきたいと思います。 

 それから２点目、30ページ、第７款２目15節相撲場改修工事費1,350万円、これも当補正予

算では大きい金額です。現在、この相撲場が年間どれだけ使われてるのか、どれだけの人に何

日使われてるかですね。それから、どれだけの人に使用されてるのか。この1,300万円かけ

て、恐らくこれトイレもシャワーも全部あるんですよね。全部あるんだけれども、恐らくもう

10年近くたってるからどっか故障がしてるということだと思いますけれども、どれだけの人が

利用してくれるかなということです。 

 それから３番目ですね、33ページ、第９款第３項１目学校管理費、18節備品購入費、スクー
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ルバス購入費ということで、現在ね、岬中学校が室中に来年度は合併するわけですね。対等合

併するわけ。そんなことで、先ほどのちょっと話を聞きますと、岬中の生徒というかね、を室

中まで通勤のためのスクールバスということで、私はちょっと聞いたけれども、それでいいか

どうか。ずっと今までスクールバス、今まで岬中学校に行ってた対象の中学生は、自転車な

り、あるいは徒歩なりで行くということで、ずっと自分はそのように理解してましたけども

ね、先ほどの説明では岬中学校の生徒用のバスということでちょっと自分は聞きました。これ

はちょっと自分が間違いかもわかりません。間違いであれば間違いと答えていただければいい

と思います。 

 以上３点を質疑いたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。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） 鈴木議員さんにお答えをいたします。 

 御質問のページ27ページ、５款３項２目水産業費の中の19節負担金補助及び交付金でござい

ます。 

 産業振興推進総合支援事業費補助金でございます。この補助団体は、まずどこですかという

お尋ねだと思います。 

 対象者は、高知市タナスカにございます有限会社タカシン水産でございます。片仮名のタカ

シン水産です。水産は漢字です。会社の内容といたしましては、主にマグロの加工販売、それ

からあとは加工したものを各県内に150ぐらいのスーパーであるとかホテル、旅館、レストラ

ン、おすし屋さん、居酒屋さん、学校給食等に販売をしておる会社でございます。 

 それから、飲食部分といたしましては、土佐ぽかぽか温泉というのがございますが、そこの

温泉の中に自主経営として土佐丸というレストランを経営をしてるといった会社でございま

す。 

 それから、設備でございます。設備につきましては、主に旧の活魚センターを利用するわけ

でございますので、内部の改造工事、それから一番大事になってくるのが環境問題に配慮して

いただくことじゃないかと思っておりまして、大型の合併処理槽ですね、血であるとか汚水で

あるとか、そういったものは完全に汚水処理をしていただいて流していただくといったことが

主になろうかと思います。あとは、魚の裁断機でありますとか、簡易な凍結施設でございます

とか、そういったものが整備をされるものだと思います。これは、こういった経緯につきまし

ては、補助対象以外、外になるのか、補助対象になるのか、ほとんど先ほど申し上げました機

器につきましては補助対象ということでございます。 

 それから、事業費につきましては、すべての事業がこの補助対象となるといったことではご

ざいませんので、ちなみに総事業費を申し上げますと、約5,600万円の事業費でございます。

そのうち補助対象となっておりますのが4,900万円、うち県が２分の１で2,479万9,000円、そ

れから市が補助いたしますのが補助対象額の６分の１、これで826万6,000円が市の持ち出しと
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いったことでございます。 

 それから、雇用の形態でございます。計画といたしましては、正社員２名、それから臨時、

パートですね、これを５名でございます。それから、売上目標は、当年度は、当年度と申しま

すか、これ採択されますと早い時期に操業を始めたいということでございますので、年間目標

といたしましては、大体7,100万円ぐらいを目標にしております。 

 それから、どういったものを加工するか、それから販路はということでございます。 

 魚種といたしましては、一応サバを予定をしておりまして、しめさば、それからフィーレで

すね、これはふりかけのようなもんだと思いますけども、こういったもの、それから塩サバ、

それから塩を振らない切り身ですね、こういったものを加工して、県内はもとより県外にも販

路の拡大をしていきたいし、市内の給食なんかでも取り上げていただきたいといったことでご

ざいますし、それからパッケージには、高知県漁協、例えば佐喜浜支所でとれたサバでござい

ますとかといったことを入れていただくように指導もしております。 

 それから、借地の件でございます。これは、一応、管理条例をもう外しておりまして、普通

財産になっておる施設でございます。これ、うちの使用料金ですね、条例にございます使用料

金から算定をいたしまして、年間約56万円を支払っていただくということにしておりまして、

今回の議会でも月割り計算で16万円を計上させていただいておるところでございます。 

 以上、簡単でございますけれども、お答えをさせていただきます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 植村学校教育課長。 

○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いたします。 

 まず、説明不足でどうも済いませんでした。 

 18節のスクールバス購入費につきましては、岬中学校の統廃合によるもので、父兄からの要

望等が多くありましたので、いろいろな補助メニューを使って購入することになりました。以

上です。 

○議長（林 竹松君） 柳川生涯学習課長。 

○生涯学習課長（柳川明彦君） 鈴木議員にお答えいたします。 

 相撲場の利用状況ということですが、平成20年度といたしましては、92件で1,179人の利用

がございました。使用料といたしましては、８万900円が入ってきております。 

 なお、21年８月末としまして、41件、548人で、使用料が３万3,400円でございます。以上で

す。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） この契約期間ですね、ちょっと自分は先ほど１回目の質問で、質疑

でできなかったんですけども、契約期間ですね、契約期間、それと。 

○議長（林 竹松君） どこの契約期間。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） 失礼、この水産事業振興費のね、第19節ですよ、これの事業
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の室戸市との契約期間、こういう条件での契約期間がどれだけかということ。 

 それから、この企業目的、事業目的が達成できない場合ね、どのようになるのか。これだけ

の設備投資をしておりますけれども、7,100万円ね、売り上げがある、7,100万円の売り上げが

あるということは、自分は、大変ね、ただとってきた魚を売るということじゃなくて、加工し

て魚を売るということで価値が２倍、３倍になってるということで、非常にいいと思いますけ

れども、この事業目的が達成できない場合ね、どのようなこと、どのようにするのか。例えば

雇用の問題にしても、７名、正社員と臨時で７名ということだけれども、そのようなね、当初

の目標が達成できない場合どうなるか、どのように考えてるのか。 

 この7,100万円というのは、初年度からそうなのか、次年度からそうなのか、３年計画なの

か、その辺もできれば教えていただきたいと思います。 

 次に、相撲場、相撲場どこだったっけな、後編、２目ですね、30ページのね、２目の15節、

これは現在あるトイレ、それからシャワーね、故障したから、老朽化したからと言ったほうが

いいかな、これだけの費用をかけるんですか。現在は、どういう状況ですか。本当に使えない

んですか。もし使えないとすれば、これは恐らく平成12年ぐらいにたしか室戸に国体が来たと

きに建てたんですよね。８年ちょっとしかたってないけれども、これ契約はどんなになってる

んだろう。もうこんな1,300万円もかけないと本当に使えないものなのか。当初の建築業者と

いうか、の保証期間はどれだけあるんだろう。その辺を教えていただけますか。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。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） 鈴木議員さんの２回目の質問にお答え

をさせていただきます。 

 これ、期間というのは施設の貸借期間のことだと思いますが、単年度になるのか、ことしは

中途から始まりますので、22年度からは単年度で契約をするのか、複数の年で契約をするの

か、その辺がまだ決定をしておりませんので、今後、相手方とよく相談をし合ってですね、そ

の契約年数については検討したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 それから、目的が達成できない場合ということでございますけど、市としてもこれくらいの

金額を支援するわけでございますので、ぜひこれは力を入れて目標達成のために頑張っていた

だきたいということで、市といたしましても強力に指導もさせていただかなければならないと

いうふうに考えております。 

 それから、7,100万円の目標でございます。21年度といたしましては、今検討しております

のは、商品の開発であるとか、加工品の開発であるとか、それから販路の開拓、ブランド品の

ＰＲ活動といったものを21年度は行いまして、22年度から原魚の買い付けでありますとか加

工、そして販売、そういったことを22年度から行っていくということでございますので、

7,100万円というこの金額は当然22年度の計画ではないかというふうに考えております。以上
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でございます。 

○議長（林 竹松君） 柳川生涯学習課長。 

○生涯学習課長（柳川明彦君） 相撲場でございます。供用開始が平成12年からだと思います

けども、その中での保証期間というものは切れておると考えております。 

 またそれから、今回の改修工事の中では、先ほども言いましたけども、ふろの新設も、要望

等もありまして考えております。またそれから、休憩室なんかにも、現在床だけですが、それ

にフローリングまたは畳等を入れて、選手等がゆっくりできるとか、休養ができる形を考えて

おりますので、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。 

            〔「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９、議案第９号平成21年度室戸市国民健康保険事業特別

会計第２回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から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７分 休憩 

            午後２時16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号平成21年度室戸市介護保険事業特別会計

第２回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から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17分 休憩 

            午後２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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 
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 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関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号室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更

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。 

            午後２時23分 休憩 

            午後２時25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12、認定第１号平成20年度室戸市一般会計歳入歳出決算

の認定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。 

            午後２時26分 休憩 

            午後３時４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。ひとつ簡明に、演説調にな

らないようによろしくお願いします。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木。平成20年度一般会計歳入歳出決算書について質疑を行い

ます。 

 20年度の決算書ですからね、何のためにこれをつくったか。 

○議長（林 竹松君） 何ページですか。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） と言いますと、ちょっと待ってくださいね。 

○議長（林 竹松君） ちょっと待ってくださいじゃないです。 
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○１３番（鈴木彬夫君）（続） 20年度の予算を執行して、いかに反省するかなんですね。い

いところがどれだけあったのか、悪いところがどれだけあったのか、これがこの予算書をつく

る一番大きい目的なんです。それで、21年度にいかに生かすかということなんですよね。そう

いう意味で、自分は市長さんだけにお尋ねをいたします。 

○議長（林 竹松君） 質疑と書いてます。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） この20年度の予算を執行して、我ながらようやったというと

ころを５点、それから残念ながらこういうことができなかったと、もうちょっと工夫すればよ

かったんじゃないかというのを５点、非常にわしづかみで申しわけないというか、市長は自分

がそういうことでいいんじゃないかなと思います。 

 あとは。 

○議長（林 竹松君） 鈴木議員。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） 各員。 

○議長（林 竹松君） ページに基づいて質疑してください。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） うん、各課長がね、やってくれると思いますので、市長に

ね、今のことだけをお尋ねいたします。 

○議長（林 竹松君） 何を聞くんですか。どうぞ。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） よく聞いてくださいね。 

○議長（林 竹松君） はい。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） 20年度の予算を執行して、評価できる点、市長として評価で

きる点を５点、それから評価できないというか、大いに反省しなきゃいかんところを５点上げ

てください。以上です。 

○議長（林 竹松君） ただいま鈴木議員の質疑に対して、取り扱いについて議会運営委員会

でお諮りをしていただきたいと思います。 

 休憩いたします。 

            午後３時10分 休憩 

            午後３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。 

 先ほどは貴重な時間をいただきまして、ありがとうございます。 

 ただいまの議会運営委員会の結果につきまして、議会運営委員会委員長に報告をお願いいた

します。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） 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど議長さんのほうから、20年度一般会計の歳入歳出の執行部の報告に対し、説明に対

し、鈴木さんのほうから質疑があったわけでございますが、質疑がちょっと大まかなような状
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況もありましたので、その点について検討していただきたいということでございましたので、

検討した結果、もう少しページ、数字等を上げて質疑をしていただくようにということに、結

果になりましたので、御報告をいたします。以上で終わります。 

○議長（林 竹松君） ただいま議会運営委員長のほうから御報告がございましたように、そ

のように取り扱っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、認定第１号につきまして質疑のある方の発言を許可いたします。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木です。平成20年度歳入歳出決算書について質疑を行いま

す。 

 ページ13ページと言ったほうがいいかね、このような結果が出ております。この結果を見て

ですね、市長さんはどのように評価されるのか、評価すべき点あるいは反省すべき点、その辺

を述べていただきたいと思います。 

○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、ページ13ページでございます。実質収支に関する調書ということでありますが、ペー

ジ12ページに歳入総額と歳出総額がございまして、歳入歳出差し引き額２億9,406万1,514円、

翌年度へ繰越額２億3,909万5,514円というような決算状況ということでございまして、私とい

たしましては、一定平成20年度決算は黒字決算ということでございまして、一定安心をしてい

るところでございます。 

 最終市債の残高、普通会計ベースで130億円というような残高になりました。以前はこれ以

上の額でありましたので、抑えていっていると。市債の発行額も７億5,000万円というところ

で、平成19年も７億5,000万円程度でございますが、ことしもそうした、平成20年もそうした

金額になってきているところでございまして、今回の市債の返還、起債の返還が年間15億円程

度でございますから、新しい借り入れが７億円程度ということでございますから、全体的には

抑えていっておるというような状況でございます。 

 また、御案内のように、これは自主財源比率が21.6％、他の市町村ではこの割合が30近くあ

ったり40％近く自主財源比率がある市がございます。当市としては21.6％ということで、依存

財源が78.4ということでありますから、こうした自主財源が大変低いと、財源比率が低いと、

これなんかを何とか今後していかなければならないというふうに思うところでございますし、

いろんな財政健全化法に基づくいろんな指標につきましては、私が開会の日にも行政報告の中

で申し上げましたように、これは一定、これも改善の方向に進みつつございます。 

 ただ、公債費比率が18年度の借換債の償還が始まってきましたので、この辺が大変、今後の

新規事業をやっていく上で大変この部分が起債の割合が高くなってくるのではないかというこ

とで、実質公債費比率がもう少し上がってくるということで、その点については心配をしてい

るところであります。 
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 しかし、20年度決算については、総括としてはおおむねよかったのではないかというふうに

考えております。今後とも、産業振興とか財政健全化ということをあわせて考えていかなけれ

ばならない。アクセルとブレーキの踏み分けをしっかりやっていかなければならないというふ

うに感じて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。 

 健康管理のため午後４時まで休憩いたします。 

            午後３時36分 休憩 

            午後３時57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13、認定第２号平成20年度室戸市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認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。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時58分 休憩 

            午後４時13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。本議案に関して質疑を行います。 

 決算書の204ページの繰入金です。繰入金に一般会計から繰り入れが当初予算で３億150万

8,000円ですかね、補正で1,004万4,000円、合計３億1,155万2,000円とありますが、繰入金に

は限度額があると思いますが、この繰入限度額をどのくらいに見ておられるのか、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。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。 

 繰入金につきましては、限度額がございませんが、その所定の率によりまして、それぞれの

項目に所定の率で繰入金が決まっております。例えば出産一時金にしますと、３分の２とかと

いうことの率で決まっておりますので。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 
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            〔「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、認定第３号平成20年度室戸市住宅新築資金等貸付事

業特別会計歳入歳出決算の認定について議題といたします。 

 執行部から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４時16分 休憩 

            午後４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。 

 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15、認定第４号平成20年度室戸市老人保健事業特別会計

歳入歳出決算の認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。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時23分 休憩 

            午後４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。 

 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16、認定第５号平成20年度室戸市介護認定審査会運営事

業特別会計歳入歳出決算の認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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午後４時31分 休憩 

            午後４時33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17、認定第６号平成20年度室戸市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算の認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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時34分 休憩 

            午後４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。 

 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。 

 お諮りをいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思います。これに御異議ございません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会することに決し

ました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 明日午前10時から大綱質疑です。 

 お疲れさまでございました。 

            午後４時44分 散会 

 


