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平成２９年３月第２回室戸市議会定例会会議録（第４号） 
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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（久保八太雄君） 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名中、欠席届１名、現在12名の出席でございます。 

 欠席議員は、山本賢誓議員、通院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（久保八太雄君） 昨日に引き続き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、御注意願います。 

 日程第１、議案第13号平成29年度室戸市一般会計予算についてを議題といたします。 

 昨日に引き続き執行部から補足説明を求めます。久保教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時22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。 

 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。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） 12番林。本案について何点か質疑をいたしたいと思います。 

 まず、48ページの企画費のうちの13節委託料2,246万7,000円という予算が組まれておるうち

の、説明があったかどうかはわかりませんけども、このなんでも鑑定団の舞台設置費が53万

2,000円、いつ、どこで開催をされるのか、入場について無料なのか有料なのか、説明をいた

だきたいと思います。 

 次に、その委託料の中で説明欄の中の羽根地区水文調査委託料が1,200万円計上されており

ますけども、このうちの調査内容、そして２点目が調査範囲、そして３点目にはこの委託料の

1,200万円の中で漁業権まで調査をされるのかどうかということであります。 

 次に、54ページの防災費の中で13節委託料5,390万2,000円のうちの避難タワーの整備委託料

1,200万円と避難施設等整備委託料3,406万8,000円、この予算の内訳がどのようになっておる

のか、説明をされたいと思います。 

 それと次に、15節の工事請負費１億1,419万1,000円、この工事請負費の中、どういう形にな

るかわかりませんけども、弱者対策として避難されるスロープというものがついておるのかど
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うかということ。 

 そして続きまして、17節の公有財産購入費1,001万6,000円、この平米数と、そして平米単

価、そういったことについて説明を求めたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 林議員さんの御質疑にお答えをいたします。 

 まず、48ページの企画費の中の委託料のところで御質問いただきました。 

 まず１点目、なんでも鑑定団の委託料の件でございますが、こちらにつきましては、開催時

期といたしましては11月の初旬に実施をしたいというふうに考えております。場所としては、

現在のところ、保健福祉センターやすらぎの大ホールのほうで実施をする予定にしておりま

す。入場料につきましては、現在のところ、無料でということで考えております。 

 次に、羽根地区の水文調査の件でございますが、内容と範囲でございますが、中山地区など

を中心といたしまして、影響の及びそうな場所については全て水量の変化であるとか、濁りの

調査ということで数十カ所のポイントを設けて調査をするということにしております。 

 漁業権については、現在のところ、漁業権への侵害ということを中心ということではなく

て、周辺環境への影響ということで調査をするということにしてございます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 予算書54ページ、２款１項13目防災対策費のうちの13節委託

料の内訳についてでございますが、まず津波避難タワー整備委託料につきましては、菜生地域

のタワー整備に係る用地測量が300万円と建築設計が1,000万円を組んでおります。 

 津波避難施設等整備委託料3,406万8,000円につきましては、避難誘導標識設置に550万円、

避難路等測量設計に2,200万円、避難所運営マニュアル策定につきましては1,156万8,000円、

羽根市民館避難階段整備に係る設計に300万円、同じく工事監理に係ります費用に200万円を組

んでおります。 

 次に、15節につきましては、津波避難タワー整備工事につきましては、これは用地造成費

1,500万円となっております。その下の津波避難施設等整備工事費につきましては、避難路で

すので、舗装とか手すりというようなところで25カ所で、市民館の外づけ階段整備費用と災害

時に拠点となる市役所とやすらぎに、商用電源がストップした場合、発電機を電源とするよう

切りかえる工事費などですので、スロープというところまでは今回この予算計上とはなってお

りませんが、ほかの工事等出てきますと、そういった配慮をしていきたいと思っております。 

 それと、17節公有財産購入費につきましては、一般的なタワーの建設に係る費用としており

まして、平米単価とかということではなしに、これまでつくってきたタワーと、面積でいきま

すと、これまで６つありますが、460平米から800平米程度のもので、金額としましては280万

円ぐらいから1,100万円程度ぐらいまでの費用がかかっているということになっております。

以上です。 
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○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋。質疑をさせていただきます。 

 106ページの７款２項２目15節の工事請負費４億2,760万円のうち、国庫分が４億2,260万円

計上されております中で、議案説明資料の22ページの９番にあります室津浮津線両栄橋１億

2,550万円、施工延長34メーター、完成予定年度31年となっておりますけれども、きのうの課

長の説明では、上部工、下部工ともに１億2,550万円の中で発注をするというふうに説明があ

ったと思います。上部工、下部工それぞれの発注については大体いつごろになるのか、また工

期は大体何カ月ぐらいを想定をされているのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 それから、現在あそこには仮橋が設置をされておりますけれども、あの仮橋について通行が

できるのかどうか。 

 それから、例えば通行ができるとすると、当然重量制限とかいろいろな規制はあると思うわ

けですけれども、これらの通行ができることによる規制はどのように考えられているのか。例

えば４トン車以下は通れるのか、２トン車以下は通れるのか、普通車ということになるのか、

その付近細かく説明をお願いをいたしたいと思います。 

 それから、通行が可能ということになれば、例えば非常に狭いので、信号機なんかをつけた

交互交通とかということになるのか、お聞きをしたいと思います。 

 それともう一つ、通行が可能ということになりますと、車道と歩道の区別が分離されるのか

どうかということをお聞きをいたしたいと思います。 

 以上につきましてお聞きをしたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 小椋議員さんの質疑にお答えをします。 

 まず、１点目の国庫事業の両栄橋、これの29年度の発注予定と工期のことですが、まず橋台

の２基、これの設置工事といたしまして平成29年10月末を予定しております。工期としまして

は、10月から翌年の30年２月までということとしております。また、上部工につきましては、

平成29年12月に予定をしておりまして、この製作に関しては約230日かかる予定となっており

ます。当然年度をまたぎますので、翌債を対応して考えております。約230日ですので約７カ

月かかると思います、７月ごろには完成となります。 

 次に、仮橋の通行についてということで、いつからということですが、ことしの３月16日か

ら歩行者と二輪車のみ通行をさす予定としております。 

 期間としましては、次回の工事を発注する10月までを予定をしております。 

 あと、それについての信号機、これについては今現在検討中でございます。 

 あと、車道と歩道の区別、これについては仮橋の中で防護柵で区別するようにしておりまし

て、車道については４メーター、歩道については1.7メーター、車道については一般車両の中

で普通車のみを通行さすようにしております。 
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 この車道を通行さすのは６月からを予定しておりまして、仮橋の取り合わせの工事で下町本

通線との絡みがありますので、この取り合わせの工事が６月ごろ完成する予定となっておりま

すので、それ以降通らす予定としております。 

 また、この車道の通行については同じように10月末までと、工事期間中は通行どめとしてお

ります。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 小椋利廣君の２回目の質疑を許可いたします。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋。２回目の質疑をさせていただきます。 

 先ほど課長の答弁では、上部工につきましては、約230日ぐらいかかるから７カ月ぐらいの

工期を予定をしているということになるわけですけれども、そうすると今組んでおります１億

2,550万円のこの中では完成ができないということになるのか、それから新たな追加予算を組

んで上部工の完成に持っていくということになると思うがですけど、その付近の予算の獲得

が、例えば平成29年度予算の補正でいくのか、また新たな予算を計上するのか、その付近はど

ういうふうになるのかお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 小椋議員さんの２回目の質疑にお答えをします。 

 上部工の翌債の件で、予算が２カ年にまたがるかどうかでございますが、今回の１億

2,100万円で上部工、橋台、完成します予定となっております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第２、議案第14号平成29年度室戸市国民健康保険事業特

別会計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。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時43分 休憩 

            午前11時２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。 

 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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第14号議案について質疑を行いたいと思います。 

 17ページをお願いをしたいと思います。 

 県の財政調整交付金の中の特別調整交付金ですね、課長、これ27年度実績、決算書を見てみ
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ますと約3,000万円ぐらいの交付があったと思うがですが、29年度の予算は700万円ぐらいとい

うことで、約二千数百万円ぐらい落ちているわけですが、これはルールに基づかずに交付され

る交付金と思うがですが、私が言いたいのは、県のほうへ陳情なり要請なり要望なりが不足し

た結果ではないかと思うがですが、そのあたり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。萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） お答えいたします。 

 17ページの財政調整基金に関することでございますけれども、以前は県のほうに要望いたし

まして、特別の特別調整交付金がある一定加味されてきておりましたけれども、最近は全てル

ールに基づいた形での算出となっております。 

 それから、市長、それから私につきましても、県のほうにはいろいろ要望はいたしておりま

すけれども、結果としてこのような形になっておるというものでございます。 

○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。 

 ルールに基づいて支給されるということながですが、そのルールというのは、例えば経営状

態とか、何かのルールがあるろうと思うがですが、室戸市の国保会計というのは赤字なわけで

すので、むしろルールがあればふえてくると思うがですが、そこらあたり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。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上山議員さんの２回目の御質疑にお答えをいたします。 

 県の特別交付金の話でありますが、我々としては赤字がふえているからぜひ特別な配慮をし

ていただきたいという要望はこれまでもずうっとしているところでございます。 

 ただ、県側からすると、そういう赤字は各市町村もふえていると、あなたくだけではないと

いうような中で、一定の基準といいますか、例えば収納率がどうかとかというようなことも加

味されながらやっているというふうにお聞きをしてます。例えば、ことしは余り配分をようし

ませんが、次の年は考えていくとかですね、というような形で全体枠としては決められている

と、そういう中で県下に配分を考えている。そんな中で、配慮いただける年があるということ

と、また反対に配慮をしていただけない年もあるというような状況でございます。赤字がある

ので、我々としてはできるだけの配慮をお願いしたいということは毎年お願いをしているとこ

ろでございます。今後もそういうことはしっかり続けていきたいと思っております。以上で

す。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「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。 
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 健康管理のため11時20分まで休憩いたします。 

            午前11時７分 休憩 

            午前11時20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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第３、議案第15号平成29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議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時20分 休憩 

            午前11時22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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第４、議案第16号平成29年度室戸市介護保険事業特別会

計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。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時22分 休憩 

            午前11時43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。 

 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。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。本議案について質疑をいたします。 

 71ページの２項１目介護予防生活支援サービス事業で、13節の委託料923万4,000円の件でお

伺いいたします。 

 新しい介護制度になって、介護保険のサービスにかからないインフォーマルなサービスって

いう、お布団干しとかそういう簡単な、そういうのに自治体がこれから担っていかないかんわ

けですけれども、この委託先はどこに委託をするのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。武井保健介護課長。 
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○保健介護課長（武井知香君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 簡易なお布団干しやごみ出しのサービスを行う事業所といたしまして、シルバー人材センタ

ーに本年度、28年度は委託契約をしております。29年度もその予定で考えております。 

○議長（久保八太雄君） 堺喜久美君の２回目の質疑を許可いたします。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。２回目の質疑をいたします。 

 シルバー人材センターに委託をするということですけど、簡易なお布団干し、ごみ出しって

いうのはやっぱり地域で支えていくというか、一番顔の見えるところで、一番状況のわかって

いる人、全然知らない人が来て、家をあけてごみ出しに行くっていうのもちょっと抵抗がある

かなと思うので、地域の常会とか、老人会とか、そういうところに委託先は考えられないでし

ょうか。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 インフォーマルなサービスの構築につきましては、地域支援コーディネーターを雇用してお

りますので、先ほど御提案いただきましたような形でのサービスの構築ができないかをこれか

ら進めてまいるところでございます。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。質疑を行いたいと思います。 

 74ページの20節の成年後見制度支援費です。これ教えていただきたいがですが、恐らく認知

症か何かわからなくなった人が成年後見人を立てるということながでしょうが、それの今課長

の説明の中には、その後見人になればお金が出るというか費用が出るのか、それとその額は幾

らなのか。市が出す部分について、どういう部分についてこの72万円を出すのかをお聞きをい

たします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 上山議員さんにお答えいたします。 

 成年後見人制度の報酬につきましては、認知症などで自分のことが管理できない方につく成

年後見人制度なんですが、その方の報酬は裁判所の方がその方の所得状況に応じて年間幾らと

いうふうに決定をいたします。うんと所得のない人に対しましては、やはりそれなりの低い所

得とされることもありますので、後見人になった方が報酬等受け取れる金額がすごく少ない場

合がございます。ほかの市町村では、いわゆる司法書士さんなんかが受けていただいているこ

ともありますので、ある一定の報酬がなければなかなか活動することができないということ

で、ほかの市町村はある一定の額を市のほうで決めて、そこの額に届かない、裁判所の結果届

かない部分に対しての上乗せを補助をしておるところでございます。 

 室戸市のほうといたしましても、今のところ、１月、在宅の方を成年後見人としてやってい

ただく方に関しての報酬といたしまして、差額支給のほうをやっていこうというふうに来年度
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予定をしております。その額につきましては、施設の人と在宅の人でちょっと違いまして、施

設の方が１月に１万8,000円、在宅の方は２万8,000円を予定しております。この２万8,000円

よりも下の裁判所の決定が出ました方には、その差額分を支給をする方法で考えているところ

です。１月２万8,000円ということにしていこうということで、これからまた要綱の改正なん

かもしていく予定です。 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第５、議案第17号平成29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議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時50分 休憩 

            午前11時57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。 

 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（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。 

 昼食のため１時まで休憩いたします。 

            午前11時57分 休憩 

            午後０時57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。 

 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） 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、町田又一議員、所用のため午後欠席をいたします。現在11名の

出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第６、議案第18号平成29年度室戸市障害支援区分認定審

査会運営事業特別会計予算についてを議題といたします。 
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 執行部から補足説明を求めます。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時58分 休憩 

            午後０時59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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第７、議案第19号平成29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議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時０分 休憩 

            午後１時５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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第８、議案第20号平成29年度室戸市水道事業会計予算に

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。山崎水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時５分 休憩 

            午後１時20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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第９、議案第21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。 

            午後１時20分 休憩 

            午後１時23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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第10、議案第22号室戸市羽根赤木山畜産団地における指

定管理者の指定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時24分 休憩 

            午後１時25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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第11、議案第23号副市長の選任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。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時26分 休憩 
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            午後１時27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23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23号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第12、議案第24号監査委員の選任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。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時28分 休憩 

            午後１時30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24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24号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第13、議案第25号農業委員会委員の任命についてから日

程第24、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、以上12件を一括議題といた

します。 
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 本案は、先日市長より追加提案されたものであります。 

 市長から提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） それでは、追加議案につきまして提案理由を申し上げます。 

 議案第25号農業委員会委員の任命についてから議案第34号農業委員会委員の任命についてま

で、以上10案は、農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員会委員の選任方法が公選

から市長による任命に変更となったことに伴い、農業委員会委員10名を任命することについ

て、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございま

す。 

 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、以上２案は、平成28年９月12日に室戸市元甲2762番177の国道55号線

交差点において発生した人身事故に関し、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96条第１項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 なお、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） 次に、日程第13、議案第25号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時33分 休憩 

            午後１時35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25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25号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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14、議案第26号農業委員会委員の任命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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午後１時36分 休憩 

            午後１時38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26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26号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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15、議案第27号農業委員会委員の任命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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時38分 休憩 

            午後１時39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27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27号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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16、議案第28号農業委員会委員の任命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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時40分 休憩 

            午後１時41分 再開 
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○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28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28号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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17、議案第29号農業委員会委員の任命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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時41分 休憩 

            午後１時42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29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29号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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18、議案第30号農業委員会委員の任命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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時43分 休憩 

            午後１時44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。 
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 ただいま議題となっております議案第30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30号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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19、議案第31号農業委員会委員の任命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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時44分 休憩 

            午後１時46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31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31号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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20、議案第32号農業委員会委員の任命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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時46分 休憩 

            午後１時47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32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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、議案第32号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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21、議案第33号農業委員会委員の任命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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時48分 休憩 

            午後１時49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33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33号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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22、議案第34号農業委員会委員の任命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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時50分 休憩 

            午後１時51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34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34号につきましては委員会
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付託を省略することと決しました。 

 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23、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。 

            午後１時52分 休憩 

            午後１時55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。 

 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。 

○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。 

 １点だけ、これ治療費とか通院費等々、体に関することへの慰謝料的な金額の合計やと思い

ますけんど、車が当たったら両方車は損傷したと思いますけど、その相手方の車の損傷の修理

代が載ってないけんど、それについて１点だけ質疑をお願いします。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。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 谷口議員さんの質疑にお答えさせていただきま

す。 

 車両等につきましては、さきの12月議会のほうで100万円未満ということでしたので、報告

をさせていただいております。事故のときの損害額が32万2,200円、相手側の車の損害ですけ

れども、その部分は報告で終わらせていただいてます。 

○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24、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。 

            午後１時56分 休憩 

            午後１時59分 再開 
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○議長（久保八太雄君） 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（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。 

 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２号から議案第36号まで、以上23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。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、３月16日から３月23日まで８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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、３月16日から３月23日まで８日間

休会することと決しました。 

 ３月16日から３月23日までの８日間休会いたします。 

 ３月24日には午前10時から会議を開きますので、御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後２時１分 散会 

 

 


