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平成２９年２月第１回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  平成２９年２月１６日（木） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 竹 中 多津美    ２番 上 山 精 雄    ３番 亀 井 賢 夫 

  ４番 小 椋 利 廣    ５番 脇 本 健 樹    ６番 濱 口 太 作 

  ７番 谷 口 總一郎    ８番 山 本 賢 誓    ９番 山 下 浩 平 

  10番 堺   喜久美    11番 町 田 又 一    12番 林   竹 松 

  13番 久 保 八太雄 

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  日 垣 龍 二 

  事務局次長兼班長  宮 脇   誠 

  議 事 班 主 事  千代岡 陽 子 

  議 事 班 主 事  小 椋 雄 平 

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  山 本 康 二 

  企画財政課長  川 上 建 司     産業振興課長併農業委員会事務局長  竹 本 俊 之 

  観光ジオパーク推進課長  久保田   浩 

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 平成28年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

  日程第４ 議案第２号 平成28年度室戸市一般会計第７回補正予算について 

  日程第５ 議案第３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 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第５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（久保八太雄君） おはようございます。 

 ただいまから平成29年２月第１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、諸般の報告をいたさせます。日垣議会事務局長。 

○議会事務局長（日垣龍二君） 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13名、全員の出席でございます。 

 なお、執行部から、久保副市長、インフルエンザのため、欠席届が提出されております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。堺議会運営委員会

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（堺 喜久美君） おはようございます。 

 平成29年２月第１回室戸市議会臨時会を開会するに当たり、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会し、議長から諮問のありました会期及び日程等

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３件、うち予算関係２件、その他１件と

なっております。 

 会期につきましては本日１日限りとし、議案審議においては委員会付託を省略することとい

たしました。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 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、議長において堺喜久美君及び濱口太作君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 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〕 
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○議長（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 次に、日程第３、議案第１号平成28年度室戸市一般会計第６回補正

予算の専決処分の承認についてから日程第５、議案第３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まで、以上３件を一括議題といた

します。 

 専決処分等の報告並びに提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） おはようございます。 

 本日、平成29年２月第１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。 

 提案理由の説明に先立ち、報告事項について申し上げます。 

 まず、事故による損害賠償額を決定し、和解することについてであります。 

 平成28年12月13日に、室戸市羽根町甲3162番地先の市道北生線において発生しました自動車

損傷事故の損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第１項の規定に

基づき専決処分しましたので、同条第２項の規定により、別冊のとおり報告いたします。 

 次に、平成27年度繰越明許岩戸地区津波避難タワー建築工事請負契約の変更についてであり

ます。 

 同工事において、近隣住民の安全対策に係る警備費及び屋上部分の工法変更に伴う工事費の

増により、請負金額を変更する必要が生じたため、地方自治法第180条第１項の規定に基づき

専決処分しましたので、同条第２項の規定により、別冊のとおり報告いたします。 

 次に、今臨時会に提案いたします案件は、予算関係２件、その他１件の計３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号平成28年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認について。 

 本案は、ふるさと室戸応援寄附金について、想定を上回る申し込みがあり、お礼品の発送

等、早急に対応する必要が生じたため、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２号平成28年度室戸市一般会計第７回補正予算について。 

 本案は、ふるさと室戸応援寄附金について、想定を上回る申し込みがあったことに伴う一般

会計歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入は、ふるさと室戸応援寄附金及び同基金繰入金を財源とし、歳出は、ふるさと室戸応援

寄附金基金積立金5,000万円、お礼品の発送等に係る経費3,509万7,000円を追加するものであ

り、歳入歳出予算はそれぞれ8,509万7,000円を追加し、総額145億9,823万4,000円とするもの

であります。 
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 議案第３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。 

 本案は、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の指定管理者である株

式会社創裕の指定管理期間が平成29年３月31日をもって満了となることに伴い、地方自治法第

244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第

１項の規定に基づき、指定管理者の候補を選定しましたので、地方自治法第244条の２第６項

の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 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（久保八太雄君） 日程第３、議案第１号平成28年度室戸市一般会計第６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。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時９分 休憩 

            午前10時13分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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（久保八太雄君） 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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。１号議案ですかね、１号議案について質疑を行いたい

と思います。 

 まず、歳出の部分で、役務費の1,270万円の手数料のことについてお聞きをいたします。 

 今、課長は、高率のサイトの利用でふえたという説明でしたが、この7,000万円の寄附額に

対して額が多いというか、高額になっているわけですわね。第７回補正、次の補正では

5,000万円で恐らく300万円ぐらいの補正額でやったと思うがですが、これはどこへ支払う予算

なのか。 

 それから、この7,000万円に対してのその手数料だけじゃなしに、恐らく当初からずうっと

来たがの不足分ということだろうと思うがですが、これは予算の計上よね、急に今この

1,270万円をやるの、要は計上執行が適正にやってたかよというような疑問も湧くがですが、

そのところを説明をお願いいたします。 
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 それと２点目ですね。ふるさと納税につきましては、「広報むろと」なんかで件数とか金額

とかというような発表、公表がされゆうわけですが、そこの中にですわね、例えばこの５億円

ぐらいの寄附が集まるわけですので、そのベストテンぐらいのよね、公表時にその寄附者から

指示されたというか、そういう商品名を公表するというのは、考えていないのかどうか、この

２点についてお聞きをいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。竹本産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 上山議員さんの質疑に対してお答えを

いたします。 

 まず１点目に、役務費の関係でサイトの高率なところということで私が御説明を差し上げた

中で、いわゆる今のふるさと納税のポータルサイトというのは、室戸市が取り扱っているのは

４カ所ございまして、それぞれのサイトによって一定手数料は違います。一番お安いのが全体

の寄附の中でおおむね大体２％ぐらいから10％ぐらいまでございます。その寄附していただい

た金額に対してこれぐらいお支払いくださいねという、インターネットの管理料みたいなもの

も含まれてます。そういうルールになってございまして、支払い先としてはその４カ所ござい

まして、そこのところへお支払いをさせていただく手数料ということになります。 

 それで、7,000万円という寄附の増額に対して1,270万円という手数料が出てきたことなんで

すけど、これは全体を見てます。議員さんの御質疑の中でもありましたように、全体の寄附額

を見てサイトの手数料を算定してございます。それで、今回この金額が必要になった内容とい

たしましては、先ほど申し上げましたように、非常に手数料の小さいサイト、当初の予算では

大体75％ぐらい見てました。全体の寄附の中の７割５分ぐらいは、ふるさとチョイスというサ

イトなんですけど、そちらがメーンでしようということで当初予算組んでました。しかしなが

ら、寄附者の方々も一定いろいろなサービス面を考えまして、寄附をするとポイントがつくサ

イトなんかもございまして、寄附に対して寄附者の方にポイントを差し上げようというサービ

スがある。そういうサイトを利用することが多くなりました。それによって、いわゆる寄附に

対して大体10％ぐらいの手数料が要るようなサイトがあるんですが、そちらのほうに当初25％

ぐらいで考えてたものが大体43％ぐらいまでふえる、寄附が12月に殺到しました。12月には、

物すごく寄附が殺到するのは、納税の締め切りですよね、その時期があるので、かなりな数が

殺到しましたので、そこのところで精査をした上で、全体の予算を見て予算の計上というか、

必要額を専決処分させていただいたという内容となっております。 

 次に、２点目のいわゆる広報への掲載等については、私どもとしてもその事業者の方々とも

協議しながらお話をさせていただいて検討していきたいというふうに思っております。以上で

す。 

○議長（久保八太雄君） 上山精雄君の２回目の質疑を許可いたします。 

○２番（上山精雄君） ２回目を質疑いたします。 
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 課長から説明を受けたわけですが、もう一点確認をしたいがですが、商品名をふるさとチョ

イスという室戸市のサイトへ載せらね、それがその楽天なのかどっかわかりませんけんど、載

せたときは利用があった場合は室戸市からその手数料をそのサイトに払うというのは理解がで

きるがですが、今課長が答えになった利用者がよね、それぞれの思いのサイトで室戸市へ商品

を、寄附というか、商品を依頼したときによね、それを市が払わないかんということながです

かね。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。竹本産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 上山議員の２回目の質疑をお答えをい

たします。 

 説明の中で、私が利用者という言い方をしてしまいました。寄附者の方ということでござい

ます。寄附をしたい方がそのサイトを選びます、４つあるサイトを選びますということです。

同じような商品がそれぞれのサイトには重複して掲載されてございます。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 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号平成28年度室戸市一般会計第７回補正予算についてを議題とい

たします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時25分 休憩 

            午前10時28分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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（久保八太雄君） 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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 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
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おける指定管理者の指定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保田観光ジオパーク推進課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時28分 休憩 

            午前10時33分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。議案第３号について質疑を行いたいと思います。 

 説明資料のほうでお願いをいたします。 

 まず、この今回の指定管理者の公募方法と公募期間を、まずお願いをいたします。 

 それから２番目としては、これはあれですが、指定管理料ですわね、これは現在と新会社と

いうか、予定をされているこの会社との指定管理料は幾らなのか。 

 それから３番目としまして、審査結果には大分の隔たりがあるわけですが、企画提案書でプ

レゼンを受けたと思うがですが、今現在やっている会社の創裕ですか、それとここの新会社の

間で大分開きがあるわけですが、普通審査というのは大体近づいたような点数になるはずなが

ですけんど、かなり差がありますので、その提案企画書よね、それが審査委員会の中で何か大

きな違いがあったのか。指定管理制度というのは、経費の節約と利用者の利用度の向上という

か、そういうことやろと思うがですが、その今までと違うような新たなそういう利便性という

か、そういうもんも盛り込んだ何か違うもんがあったのかを、まずこれ審査選定委員長が副市

長ですけんど、きょうは休んでおりますので、担当課長がそのプレゼンのときにですわね、そ

の内容がどういうふうなところに大きな影響があったのかを、もし答えることができればお願

いをいたします。 

 それから、４月１日から上がったのは認定されれば指定管理者になるわけですが、営業日は

いつからなるのか。例えば、３月31日で終わって４月１日からぱっと新会社で営業できるもん

なのか、ある一定何かをして10日とか20日ぐらい休むのか、そのあたりをお聞きをいたしま

す。 

 それから、この予定をされている会社ですわね、この会社は室戸市に法人を設立するのかど

うなのか。これは今回にも限らんと思うがですが、子会社をつくるのかどうなのかをお聞きし
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ます。 

 それから、現在の従業員ですわね、これは新会社で継続的に雇うのか、もう全て首になるの

か。まず、この点についてお聞きをいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。久保田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 上山議員さんにお答えいたします。 

 まず１点目、公募方法でありますけれども、１つは市のホームページ、そして掲示板等に広

報しております。 

 まず、１回目の募集を行いましたのは、11月17日から12月16日、約１カ月かけて募集を行っ

ております。１回目の公募によって１社応募がありまして、その後選定委員会でその１社の提

案について選定審査を行いました。審査を行いましたが、あらかじめ決めておりました基準に

達しなかったために１回目は該当なしという判断で１回目を終わっております。そしてその後

２回目に、12月26日から１月25日にかけて約１カ月間同じく２回目の募集を行いました。その

中で２社、今回の日世通商さんと創裕さん２社の提案がありまして、その後審査を行って今の

日世通商さんに優先交渉権者ということで決定しております。 

 指定管理料についてでありますけれども、今回の日世通商さんにつきましては、年間

3,200万円という提案をいただいてます。創裕さんにつきましては、3,700万円という提案でい

ただいております。 

 それと３点目の企画提案書の大きな違いというものは、まず１点目が審査の中で管理面につ

いては、やはり今までの実績ということで審査委員さんのほうも創裕さんを評価しておりま

す。ただ、指定管理料、今後の計画ということにおいて、審査委員さん皆さんがやはり今の日

世通商さんのほうを評価していると。評価した内容については、１つが大きいところは指定管

理料、もう一つは健康フィットネス事業、これを展開していきたいという提案、この部分を大

きく評価されていると思います。 

 それと４点目ですけれども、指定管理の後の営業ですけれども、営業が４月１日からという

のは、ちょっと別の今やっております熱源の交換の工事、これがちょっと４月１日までに間に

合いそうにないので、ひょっと４月の下旬ぐらいには間に合わせたいなと思っております。 

            （２番上山精雄君「４月の」と呼ぶ） 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君）（続） ４月の、はい。 

            （２番上山精雄君「下旬」と呼ぶ） 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君）（続） 下旬ぐらいをめどに行きたいと思うてま

す。 

 次、５点目の室戸市内の法人の設立というのは、ちょっとまだ日世通商さんとは詰め切れて

ない状態です。 

 それと、６点目の現在の従業員に対しての待遇ですけれども、先般日世通商さんとの協議を
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行いまして、そのまま引き続きシレストで働きたいという方につきましては、原則雇用してい

くというふうな感じで決めております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 上山精雄君の２回目の質疑を許可いたします。 

○２番（上山精雄君） ２回目の質疑を行います。 

 まず、指定管理料ですわね、3,700万円なり3,200万円の提示をしたということで、これは応

募というか、公募よね、公募をかけるときに、例えば市が指定管理料は幾らですよというよう

な仕様書などはつくらずに、例えばプレゼンの中であの施設をうちのほうはこれぐらいでやり

ますというような内容だったのかどうなのか。 

 それからもう一点がですね、指定管理料、この創裕のときは黒字が出た場合にはよね、何％

か市のほうに納入をするような契約か何かになってたと思うがですが、今回はその黒字が出た

場合の措置は何かされておるのかどうか。 

 それから、あと法人の問題ですわね、普通そういうふうな指定管理さすときは、できたら一

番ええのは室戸市に法人をつくっていただいて、室戸市に法人税なんかを納めていただくと。

今、課長の話では、それは詰めているということでしたが、そのせめてですわね、課長、もし

その法人ができん場合は、当然従業員は何人かは大阪から来ると思うがですが、その来る職員

はよね、せめて住所を室戸に移すと。当然住民票、人口もふえるわけですし、交付税も１人当

たり20万円ぐらい違うわけですので、何人か来ればすぐ百万円ぐらいの世界になるわけですの

で、これは市長に言うてええのかどうかわからんがですが、そのあたりを市長、せめて従業員

ぐらいは室戸市に住所を移すような折衝をしていただきたいと思うがですが、指定管理されゆ

うところはほかにもいろいろあるわけですけんど、そこがどういうふうになっちゅうかちょっ

とわかりませんが、それをお聞きをいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。久保田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 上山議員さんにお答えいたします。 

 まず１点目ですね、指定管理料についても全て実績をまず５年間見据えまして、そしてその

後は提案、企業側の経営努力といいましょうか、提案型で求めております。その中でやはり出

してきたのがその数字です。 

 次、２点目の創裕のように黒字が出た場合の半分の市への寄附といいましょうか、戻すとい

う話ですけれども、創裕さんのときにはこれ協定書の中でその部分をうたっておりますので、

今後その日世通商さんとも協議を行いながら黒字が出た場合、そういうふうにしていただける

かどうかというのはしていきたいと思っております。 

 私のほうからは、以上です。 

○議長（久保八太雄君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上山議員さんにお答えをいたします。 

 まず、雇用の問題でございますが、我々としては今回の指定管理につきましても、これは従
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業員は継続をして雇用をいただきたいというお願いをずうっとしているところでございますの

で、そうなってくるというふうに思っております。大体今雇用されている方は、ほとんど室戸

市内の方ばかりであるというふうに認識をいたしております。ただ、その責任者的な方がよそ

から来られるということになれば、当然議員さんおっしゃるように住所を室戸に移していただ

くというようなことは、お願いをしていきたいというふうに思ってますが、ただ責任者の方々

においても、何とかこちらで構えたいと、室戸市内で構えたいというようなお話も聞いており

ますので、ぜひそうした取り組みをしっかりと行っていきたいというふうに思っております。

以上です。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。本案について質疑を行います。 

 まず１点目、公募についてでありますが、この公募があることを議会の議員さんは全員知っ

ておられたのかどうか。今回のこの再公募に関して行われていることも、選定委員会が行われ

ていることも、私だけかもしれませんけんど、知りませんでした。議員に審査委員会開催を伝

えないまま指定管理者を選定したというふうに思いますので、この理由について、議員に告知

しなかったというか、お知らせしなかった理由についてお聞きします。 

 ２点目、出席委員はこの資料から市職員４名、施設利用者代表、有識者等５名、計９名と書

いてありますが、こういうことはお名前を全て情報公開してもいいんじゃないかと思います。

市職員ら９名全てのお名前をお聞きします。 

 それと、括弧で11名中とありますが、これはどういう意味かわかりません。もし11名が選定

委員で11名中９名なら９名だけでも構いませんけど、もし11名全員のお名前がわかる、公表し

ても構わんがやったらそれをお聞きします。 

 ３点目、審査に関して審査結果として点数が書いてありますが、こういうものは満点幾らを

表示して応募団体それぞれの評価点を書いて、満点との比率をそれぞれ何％で示し、請負金額

等があればその金額もそれぞれの提案額かを書き入れるようにしたほうがいいんじゃないかと

思います。その点が明確になっておりませんのでお聞きしますが、１点目、判断基準は何項目

だったのか。この点数は、合計点だと思いますが、５項目の合計点が74.3点ということなら、

その判断基準の項目があれば、その項目を全て明らかにしていただきたいと思います。 

 ２つ目、満点は何点なんでしょうか。これ100点満点なのか、200点満点のうちの74.3なの

か、90点満点なのか、その満点をお聞きします。 

 ３つ目、温浴施設が開設されるときの指定管理者公募では、こういう今言うたように提案額

がありましたが、ここには書いてありません。それぞれの提案額は不要となったのか、もしこ

れが提案額というものがあったということでしたら、日通さんと創裕さんの提案額は幾らだっ

たのかをお聞きをいたします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。久保田観光ジオパーク推進課長。 
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○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 まず、１点目の公募についてでありますけれども、まず室戸市の公の施設における指定管理

者の指定手続等に関する条例によりまして、基本的には原則公募ということで公募を実施いた

しました。 

 次に、出席委員なんですけれども、審査委員なんですけれども、審査委員につきましては、

同じくその手続条例の施行規則によりまして、市の職員でいきますと副市長、企画財政課長、

教育次長、そして担当課の所管課長ということで５名が位置づけられております。残り当初は

12名全体でやっておったんですが、市の職員５名と民間から７名ということで選定しておりま

した。ただ、途中１回目のときは12名そろったんですけれども、２回目になりますとその１個

の団体の役職の方がもう退職されましたので11名という形で選定委員を11名にいたしました。

11名の中で民間の方なんですけれども、まず１つ目が深層水の企業クラブの代表者、あと地元

高岡地区の常会長、あと室戸市内の健康応援団の団長さん、あと商工会の代表者、それともう

一つが市内金融団の代表、そして１名が利用者の代表という代表者の中から審査委員を選定い

たしております。 

 次に、審査についてでありますけれども、審査につきましては、まず判断基準、点数がつい

た部分で26項目で、まずは市民を初めとした健康増進に努める内容であるかどうかとか、あと

その提案者の経営状況だとか、そういったものを26項目に点数をつけまして全体で100点満点

です。100点満点の中から最低でも70点以上はクリアできないと、まず選定しないというのを

先に決めておりましたので、１回目は70点以下の方と、２回目の募集によって70点を超える日

世通商さんが出てきましたので、選定をいたしました。 

 次に、指定管理者からの提案額ですけれども、提案額は先ほど言いましたように日世通商さ

んが3,200万円の指定管理料で経営ができると、あと創裕さんはこれまでどおりの3,700万円と

いう、そういう提案がありました。それで、選定をしたのが日世通商さんです。3,200万円で

す、はい。以上です。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第３、議案第１号平成28年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認

についてから日程第５、議案第３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までを、以上３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（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 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５、議案第３号までの以上３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１号平成28年度室戸市一般会計第６回補正予算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（久保八太雄君） 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号平成28年度室戸市一般会計第７回補正予算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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第３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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第３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（久保八太雄君） 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。 

 これをもちまして平成29年２月第１回室戸市議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午前10時56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
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