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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５号） 

 

１．日 時  平成２９年３月２４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 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     副  市  長  久 保 信 介 

  総 務 課 長  山 本 康 二     企画財政課長  川 上 建 司 

  財産管理課長  黒 岩 道 宏     税 務 課 長  上 松 一 喜 

  市 民 課 長  萩 野 義 興     保健介護課長  武 井 知 香 

  人権啓発課長  松 本 大 成     産業振興課長併農業委員会事務局長  竹 本 俊 之 

  建設土木課長  岡 本 秀 彦     観光ジオパーク推進課長  久保田   浩 

  債権管理課長  上 松 富士樹     防災対策課長  西 村 城 人 

  会計管理者兼会計課長  長 崎 潤 子     福祉事務所長  中 屋 秀 志 

  教  育  長  谷 村 正 昭     教育次長兼学校保育課長  久 保 一 彦 

  生涯学習課長  和 田 庫 治     水 道 局 長  山 崎   桂 

  消  防  長  竹 谷 昭 一     選挙管理委員会事務局長  森 岡   光 

  監査委員事務局長  山 本 ゆかり 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第２号 室戸市まちづくり条例の制定について 

       議案第３号 室戸市個人情報保護条例及び室戸市情報公開条例の一部を改正す

る条例について 

       議案第４号 室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 
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       議案第５号 室戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

       議案第６号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

       議案第７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 

       議案第８号 室戸市税条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例につ

いて 

       議案第10号 平成28年度室戸市一般会計第８回補正予算について 

       議案第13号 平成29年度室戸市一般会計予算について 

       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 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 議案第９号 室戸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて 

       議案第11号 平成28年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４回補正予算につ

いて 

       議案第12号 平成28年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算について 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 議案第23号 副市長の選任について 

  日程第４ 議案第24号 監査委員の選任について 

  日程第５ 議案第25号 農業委員会委員の任命について 

  日程第６ 議案第26号 農業委員会委員の任命について 

  日程第７ 議案第27号 農業委員会委員の任命について 

  日程第８ 議案第28号 農業委員会委員の任命について 

  日程第９ 議案第29号 農業委員会委員の任命について 

  日程第10 議案第30号 農業委員会委員の任命について 
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  日程第11 議案第31号 農業委員会委員の任命について 

  日程第12 議案第32号 農業委員会委員の任命について 

  日程第13 議案第33号 農業委員会委員の任命について 

  日程第14 議案第34号 農業委員会委員の任命について 

  日程第15 室戸市選挙管理委員会委員の選挙について 

  日程第16 室戸市選挙管理委員会委員補充員の選挙について 

  日程第17 各常任委員会委員の選任について 

  日程第18 議会運営委員会委員の選任について 

  日程第19 芸東衛生組合議会議員の選挙について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第16まで 

  追加日程第１ 議長の辞職許可について 

  追加日程第２ 議長選挙について 

  追加日程第３ 副議長の辞職許可について 

  追加日程第４ 副議長選挙について 

  追加日程第５ 議席の一部変更について 

  日程第17より日程第19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（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名全員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） 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、議案第２号室戸市まちづくり条例の制定についてから議

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まで、以上10件を一括議題といたし

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。谷口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（谷口總一郎君） おはようございます。 

 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２号室戸市まちづくり条例の制定についてから議案第

21号室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更についてまで、以上10件につきましては、今期定

例会において当委員会へ付託されたものであります。 

 委員会といたしましては、３月16日、17日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受

け、審査をいたしました。 

 審査の経過及び結果については次のとおりであります。 

 まず、議案第２号室戸市まちづくり条例の制定についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、条例には市民参画がうたわれているが、一般市民の方で地域

のコミュニティーに参加されていない方や独居の高齢者の方など、情報の行き届きにくい方に

どうやってイベントや活動の情報提供や周知を行うのかと質疑があり、執行部から、市民参画

による協働のまちづくりということで、積極的に地域の方にかかわっていただきたい。市の責

務として、いろいろな形でよりよい情報提供を進めていきたいと答弁がありました。 

 また、委員から、第２条第１号で市民の定義を定めているが、市民の範囲を大きく広げるこ

とによって先進事例等で問題が起こったことはないのかと質疑があり、執行部から、一緒に町

をつくり上げていこうということで市民の範囲を広く設けている。過去の問題事例は聞いてい

ない。条例の第２条第８号でまちづくり活動を定義しており、反社会的な活動は担保していな

いと答弁がありました。 
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 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。 

 次に、議案第３号室戸市個人情報保護条例及び室戸市情報公開条例の一部を改正する条例に

ついてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、個人情報取扱事務届出簿について、個人から利用停止請求の

届け出が必要なのか、庁舎内の情報の共有は拒否できるかと質疑があり、執行部から、個人情

報については個人情報取り扱いウェブというもので管理しており、それに記載するという意味

である。自分の個人情報の使用状況を確認できるシステムがあり、本人より利用停止請求が提

出された場合は、その利用が違法か適法かを実施機関が判断し、対応を決めるようになると答

弁がありました。 

 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。 

 次に、議案第４号室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでありま

す。 

 執行部の説明の後、委員から、介護休暇取得期間６カ月を３つの期間に分割できるとある

が、その期間について質疑があり、執行部から、これまでは６カ月という連続した期間が１回

とれるというものだったが、それを３回に分割して取得できるというものである。例として、

２カ月ずつ３回取得し、通算６カ月という形にできると答弁がありました。 

 次に、委員から、介護休暇と男性の育児休暇の取得状況の実績について質疑があり、執行部

から、現時点ではどちらも取得者はいないと答弁がありました。 

 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。 

 次に、議案第５号室戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、民法に基づくということだが、親同士の口頭の約束や書面で

は対象外かと質疑があり、執行部から、民法に基づき特別養子縁組が成立したものが対象のた

め、口頭の約束等では対象にならないと答弁がありました。 

 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。 

 次に、議案第６号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、国に合わせたことにより、給与ではなく、住居手当や通勤手

当には変更はないかと質疑があり、執行部から、今回の改正は給料表と期末勤勉手当のみが対

象であり、住居手当等についての改正はないと答弁がありました。 

 次に、委員から、地方自治法には、職員の手当は国準拠ではなく、地域の実情に応じてとあ

る、国基準にすることに問題はないかと質疑があり、執行部から国と地方の水準には当然差が

あるが、地方公務員法第24条に均衡の原則があり、室戸市は今まで県に準拠してきたが、今回

の給与制度の総合的見直しにより国準拠としたものであると答弁がありました。 

 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。 

 次に、議案第７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であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、職員の在職期間中の公務への貢献度はどう反映させていくの

か、所属していた課の規模等で差はつけないかと質疑があり、執行部から、課で差をつける考

えはない。貢献度については人事評価で判断していくべきであると答弁がありました。 

 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。 

 次に、議案第８号室戸市税条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例についてであ

ります。 

 執行部の説明の後、委員から特段質疑もなく、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。 

 次に、議案第10号平成28年度室戸市一般会計第８回補正予算についてであります。 

 まず、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、繰越明許費の補正、３款１項社会福祉費7,311万1,000円の内

容について質疑があり、執行部から、臨時福祉給付金の給付事業である。消費税率の引き上げ

に伴う低所得者の負担軽減を図るもので、引き上げ時期が２年半延長されたことにより国の経

済対策として実施される。平成29年４月分から31年９月までの分が一括支給されると答弁があ

りました。 

 次に、委員から、２款１項６目企画費の19節、生活バス路線運行維持費補助金2,026万

2,000円について、東部交通への赤字補塡はどういう形で行っているかと質疑があり、執行部

から、バス運行を維持するための赤字補塡であるが、運行に係る経費から国庫補助金等を除い

た額を沿線市町村で負担している。延長キロ割りのため、総延長が一番長い室戸市の負担が一

番大きいと答弁がありました。 

 次に、財産管理課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項５目財産管理費の11節、燃料費30万8,000円の減額

について、ガソリン価格の低下が減額の原因と説明を受けたが、価格は上がったのではないか

と質疑があり、執行部から、ガソリンの予算はキロ133円で計上しているが、実際の値段は

120円前後だったため、減額が生じたと答弁がありました。 

 次に、福祉事務所であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項８目23節、生活困窮者自立相談支援事業について、

年間の相談件数と自立まで至った件数はと質疑があり、執行部から、自立相談件数として年間

に大体40件ほどで、自立したケースは２件であると答弁がありました。 

 次に、保健介護課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４款１項１目保健衛生総務費の19節、看護師確保対策補助金

180万円の減額について、28年度は申請が少なかったのかと質疑があり、執行部から、この補

助金は平成27年度からあり、27年度は１件申請があったが、28年度はなかったものである。こ

の補助金は、復職看護師、新規で学校を卒業してすぐの看護師に対しては雇用する医療機関、
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移住で来られた看護師に対しては本人に補助をするものであると答弁がありました。 

 次に、防災対策課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項13目防災対策費の25節、災害対策基金積立金

5,000万円について、これは何らかの法に基づいて積み立てをしているのか、幾らまで積み立

てるのかと質疑があり、執行部から、この積立金は災害対策基本法に規定する災害に対して、

予防対策及び復旧復興事業に備えるための積立金である。幾らまでということはなく、積み立

てられるときは積み立てていきたいと答弁がありました。 

 次に、税務課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款２項１目税務総務費の８節、固定資産新築家屋連絡員報

償費２万円の減額について、現在２名の欠員とのことだが、なり手がいないのか。欠員がある

ことによって報告がない場合が出てくると思うが、どう対処するのかと質疑があり、執行部か

ら、欠員については募集しているが、なり手がおらず探しているところである。報告がない場

合、職員が直接担当地区に行っていると答弁がありました。 

 次に、選挙管理委員会であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款４項１目選挙管理委員会費の１節、選挙管理委員会委員

報酬21万7,000円の減額について、選挙管理委員の活動内容はどのようなものかと質疑があ

り、執行部から、選挙管理委員の業務として、選挙準備のほか、定時登録というものがあり、

住民基本台帳の動きに対しての人数確認作業である。６月、９月、12月、３月と各月の２日に

会を行っている。また、海区の調整委員の定時登録もあり、10月と12月に行っていると答弁が

ありました。 

 次に、市民課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４款１項４目環境衛生費の13節、一般廃棄物取扱業務ほか委

託料1,300万円の減額について、委託する際は当初に委託金額を出しての契約になると思う

が、多額の減額になったのはなぜかと質疑があり、執行部から、この委託料の主なものは、一

般廃棄物取扱事務委託の一般ごみ分と資源ごみ分をそれぞれ委託している分である。これは昨

年、一般ごみと資源ごみを合わせ、予定価格で５年間分、５億円の債務負担行為をしたもので

ある。その後、入札で一般ごみ分が1,200万円入札減となったため、減額が生じたものである

と答弁がありました。 

 次に、学校保育課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、９款１項２目事務局費の15節、室戸高校いさな寮エアコン設

置工事費109万円の減額について、これで全室にエアコンは設置されたのかと質疑があり、執

行部から、全室に設置はされていない。電気容量の関係だが、電気改修工事を行うと多額の費

用がかかる。県の施設ということもあり、これ以上の増設は検討していないと答弁がありまし

た。 
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 次に、産業振興課・農業委員会事務局であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５款１項３目農業振興費の19節、新規就農推進事業費補助金

245万円の減額及び５款３項２目水産業振興費の19節、新規漁業就業者支援事業費補助金824万

円の減額について、何人の申請があったのかと質疑があり、執行部から、新規就農者について

は、新しく農業をされる方に研修費として補助をするもので、５人分を予定しており、２名の

方に就農していただき支援ができた。新規漁業就業者については、４名の申請があり、体調の

関係で辞退をされた１名を除く３名が現在も研修中である。漁業就業者については、額が大き

いが、これは新規就業後に中古の漁船をリースするという支援があり、これがほかのメニュー

でやれることになったため減額となったものであると答弁がありました。 

 次に、委員から、５款２項３目林業振興費の13節、市有林立木売却事業、委託料50万円の減

額について、立木を売却するための見積もりだと思うが、基準や委託先はと質疑があり、執行

部から、市有林の中にあるウバメやカシ類を木炭用に売却するため、現況調査を委託するもの

だったが、炭焼きの団体との協議が調わず、全額を不用額としていると答弁がありました。 

 次に、建設土木課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、７款２項１目道路維持費の15節、市道維持補修工事費

3,000万円及び２目道路新設改良費の15節、市道整備工事費950万円について、今年度も残り少

ないが、補正で計上した理由はと質疑があり、執行部から、吉良川地区の市道本町西ノ宮線の

補修工事に係る予算であるが、経年劣化により傷みが激しく、梅雨の時期までに補修をしたい

と考えている。有利な財源である過疎債に枠があるとのことで、繰越明許とともに補正予算を

計上させていただいたものであると答弁がありました。 

 次に、観光ジオパーク推進課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、６款１項３目観光費の17節、旧椎名小学校進入路整備事業用

地購入費330万円の減額について、進入路を２車線で予定していたものを１車線にするために

減額するとのことだが、事前に協議はされていたのかと質疑があり、執行部から、土佐国道事

務所奈半利事務所との協議では２車線も可能ということで予算化していたが、その後の県警や

土佐国道事務所の本課との協議の中で、２車線ではなく幅の広い１車線でということになり、

減額が生じたものであると答弁がありました。 

 次に、委員から、同じく17節の室戸岬園地・休憩所用地購入費350万円の減額についての詳

細について質疑があり、執行部から、県の環境共生課から購入の打診があり、協議をして予算

化したものであるが、県議会の議決が必要なため今年度中の購入が難しいとのことで、減額さ

せていただいたものであると答弁がありました。 

 次に、生涯学習課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、９款１項５目奨学資金貸与費の21節について、合計で800万

円ほどの減額だが、申請がない理由はどう考えているか、当初予算の減額は検討しているかと
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質疑があり、執行部から、児童・生徒の数が減少していることが一つの原因であるとは考えて

いる。当初予算については来年度も同じ額を上げているが、見直しを検討することは必要であ

ると思われると答弁がありました。 

 次に、消防本部であります。 

 執行部の説明の後、委員から、８款１項１目常備消防費の３節及び２目東洋出張所費の３

節、時間外勤務手当について、大幅な減額だが理由はあるのかと質疑があり、執行部から、救

急等の出張増を見込んで時間外手当を計上していたが、現時点の支出実績を見て減額したもの

であると答弁がありました。 

 総務課、債権管理課につきましては、特段質疑がありませんでしたので、省略させていただ

きます。 

 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。 

 次に、議案第13号平成29年度室戸市一般会計予算についてであります。 

 まず、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項６目企画費の18節、集落活動センター備品購入費に

ついて、集落活動センターの事業計画が定まったため備品を購入するものかと質疑があり、執

行部から、現在椎名地区の１グループが中心になり事業計画を作成している。その計画の中

で、地域住民が集えるサロンや特産品販売等が上がっており、調理等に必要な器具の予算を計

上するものである。また、事務所の機能も持たせるため、必要な備品としてパソコン等の予算

を計上していると答弁がありました。 

 次に、委員から、同じく２款１項６目13節の羽根地区水文調査委託料1,200万円について、

事業者ではなく市が環境調査を行う根拠について質疑があり、執行部から、現行の関係法令に

は事業者が環境調査を行う等の制度がないため、市が調査を実施し、結果報告については公表

を考えている。なお、事業者から負担もいただいていると答弁がありました。 

 次に、消防本部であります。 

 執行部の説明の後、委員から、８款１項４目消防施設費の18節、高規格救急車購入費

3,660万円について、廃車にする救急車は艤装も一緒に廃棄するのか、新しい救急車を購入し

た後はどう運用していくのかと質疑があり、執行部から、艤装については使えるものは使いた

いが、経年劣化もあるため、誤差がないように新規のものに更新したいと考えている。現在、

室戸市は救急車を３台運用しているが、一番古く予備車としていたものを今回廃車にして更新

する。更新後は、また一番古いものを予備車に回し、従来と同じく３台で運用していくと答弁

がありました。 

 次に、総務課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項８目諸費の19節、暴力追放運動推進協議会負担金７

万円について、暴力追放委員会の構成と活動内容について質疑があり、執行部から、室戸警察
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署管内における暴力団排除のために、生活安全活動や暴力意識の普及活動推進等を行っている

協議会である。室戸市長、東洋町長が顧問であり、室戸警察署、商工会等で構成され、役員の

人数は22名であると答弁がありました。 

 次に、財産管理課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、７款５項３目市営住宅建設費の13節、市営住宅建築工事設計

委託料1,300万円について、建設計画ではブロックづくりの住宅や古い住宅から建てかえると

のことだが、大谷団地より古い住宅はあるのではないかと質疑があり、執行部から、市営住宅

の建てかえ計画に当たり、基本的に古いものやブロックづくりのものを優先して検討するが、

他の優先条件として、建てかえる建物が津波浸水地域ではないこと、近隣に市有地があること

等があり、その条件に合致するものが大谷団地である。大谷より古いほかの団地については、

浸水地域であったり、住民との協議中であることから、今回は大谷団地を建てかえるものであ

ると答弁がありました。 

 次に、防災対策課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項13目防災対策費の15節、津波避難施設等整備工事費

9,919万1,000円について、どういう事業を行うのかと質疑があり、執行部から、避難路とし

て、佐喜浜１路線、室戸岬10路線、室戸７路線、吉良川１路線、羽根４路線の整備を計画して

いると答弁がありました。 

 次に、委員から、２款１項13目防災対策費の11節需用費について、消耗品や食料等の備蓄品

だと思うが、備蓄する場所は決定しているのかと質疑があり、執行部から、災害用備蓄品が主

なものである。拠点の備蓄倉庫に係るものの予算で、食料等は小さな避難所にも置くようにし

ていると答弁がありました。 

 次に、税務課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款２項１目税務総務費の13節、原動機付自転車新課税標識

作製委託料32万9,000円について、これはイメージとしてどういうものを考えているのかと質

疑があり、執行部から、まだ決定はしていないが、イメージとして絵柄をつけてプレートを作

製する予定であると答弁がありました。 

 次に、市民課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４款１項４目環境衛生費の19節、芸東衛生組合負担金１億

2,163万1,000円について、クリーンセンター取り壊しに係る予算は含まれているかと質疑があ

り、執行部から、クリーンセンターの焼却施設とストックヤードの解体を計画しており、その

調査設計の委託経費が含まれている。金額は1,500万円である。工事の規模や期間をこの調査

により決定すると答弁がありました。 

 次に、福祉事務所であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款１項１目社会福祉総務費の13節、生活困窮者自立支援委
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託料1,510万円について、事業内容の詳細や計画について質疑があり、執行部から、生活に困

っている方を対象に３つの事業を行っており、それぞれ就労準備支援事業、自立相談支援事

業、家計相談支援事業となり、就労に向けた基礎能力の養成や支援プランの作成等、自立に向

けた取り組みを実施していると答弁がありました。 

 次に、人権啓発課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款１項６目社会福祉施設費の19節、研修会等参加負担金５

万8,000円について、何名分の予算で対象者は誰かと質疑があり、執行部から、隣保事業士の

研修費が１名分で４万円、対象者は市民館長と市民館で３年間勤めた者である。残りの１万

8,000円については、防火管理者の講習会４名分の予算であると答弁がありました。 

 次に、産業振興課・農業委員会事務局であります。 

 執行部の説明の後、委員から、６款１項２目商工振興費の19節、商工業販売促進事業費補助

金150万円について、どのような事業なのかと質疑があり、執行部から、地元の商業を営む

方々に対し、販売促進を支援する方策として、商談会やホームページを構築したりすることに

対して補助金を出すものである。上限は30万円くらいを考えており、市単で行うと答弁があり

ました。 

 次に、委員から、５款１項３目農業振興費の19節、野生鳥獣に強い県づくり事業費補助金

512万5,000円について、申請は個人でも可能か、採択の基準に場所や面積等の基準はあるかと

質疑があり、執行部から、この事業は防除柵の補助事業であるが、３人未満での申請が採択の

基準であり、個人の申請は可能である。必要に応じて現況調査を行うが、必ずしも農業振興地

域である必要はない。この事業は県補助の基準に合わないケースを救済するための事業で、県

の補助金をいただきながら行っていると答弁がありました。 

 次に、観光ジオパーク推進課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、６款１項３目観光費の13節、ふるさと旅行券発行事業委託料

について、この事業の効果について質疑があり、執行部から、昨年度、今年度ともに完売して

いる。主にリピーターの方が購入しているが、29年度は固定客に加え、新規の方にも来てもら

いたいということで、楽天トラベルに委託をする予定であると答弁がありました。 

 また、委員から、委託料全般について、委託先の事業実績は誰が確認を行っているのかと質

疑があり、執行部から、個々に監督職員を置いており、委託料については、課長補佐が検査職

員としてチェックしている。また、負担金については、各団体から年度ごとの実績報告書を提

出してもらい、確認を行っていると答弁がありました。 

 次に、建設土木課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５款３項３目漁港整備事業費の19節、県管理漁港整備県営事

業費負担金1,988万4,000円について、県からの事業計画に基づいて市が予算化していると思う

が、その事業の可否等について検討するような協議はなされているかと質疑があり、執行部か
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ら、地元漁協からの要望に基づき、県から市のほうへ話がされる。その事業の必要性について

は、市も最低限の現地確認等を行い、県とも協議をするが、市から県への問いかけをしたこと

はないと答弁がありました。 

 次に、学校保育課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款２項１目児童福祉総務費の19節、地域子育て支援拠点事

業費補助金784万2,000円について、この事業内容と積算根拠について質疑があり、執行部か

ら、地域において、現在保育園に通っていない子育て親子の交流の場の推進のため、むろと保

育園が子育て支援センターを運営するものである。今まではシルバー人材センターに委託して

事業を行っていたが、保育士がかかわることで、より専門的な相談や現在の保育現場に合った

アドバイスができると考えている。積算根拠は、国の地域子育て支援交付金の基準額として決

まっている額で、人件費や消耗品費を含んでいると答弁がありました。 

 次に、生涯学習課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、９款４項１目社会教育総務費の19節、重要伝統的建造物群保

存地区保存事業補助金2,395万2,000円について、吉良川の町並み保存に係るものだが、この予

算は毎年必要になってくるものかと質疑があり、執行部から、吉良川の保存地区内の全ての建

物が修理補助対象となる。補助率が高いのは伝統的建造物の指定を受けた建物で、128棟くら

いあるが、年間多くて６棟くらいを修理している。順番に修理をしても、年月がたつと以前修

理をした建物も再度修理の対象になるため、この事業は長く続いていくと考えていると答弁が

ありました。 

 次に、委員から、９款４項１目13節、室戸亜熱帯性樹林等保存活用計画策定委託料384万

3,000円について、調査の内容と、どのように活用するのかと質疑があり、執行部から、室戸

岬の亜熱帯性樹林等が天然記念物に指定されたのが昭和３年であるが、当時の価値が現在どう

変わっているのか検証する調査である。現段階の価値を定め、これからの方針を定める計画で

あると答弁がありました。 

 次に、保健介護課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款１項８目介護保険事務費の19節、中山間地域介護サービ

ス確保対策事業費補助金250万円について、事業内容の詳細について質疑があり、執行部か

ら、介護事業所の所在地から利用者宅まで車で30分以上離れている通所の事業所を対象に、そ

の利用者の介護利用料15％分を事業所に対し補助をするものである。中山間地域の利用者等が

該当となってくるが、そういった方々にも必要な介護が行き届くようにする制度である。現在

は各事業所に調査をし、該当する利用者がどの程度おられるのかを集計していると答弁があり

ました。 

 次に、委員から、４款１項３目健康推進費の18節、利用者支援事業用備品購入費で、子育て

包括支援センターの備品購入とのことだが、どういう事業をするのかと質疑があり、執行部か
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ら、国の要請により専門の保健師や看護師、助産師が常駐し、いつでも相談ができるセンター

を設置するものである。保健福祉センターの一室を使用し、母子担当の保健師を１名配置して

対応する。主な内容としては、相談や情報提供、沐浴の練習等ができる場をつくることである

と答弁がありました。 

 会計課、債権管理課、選挙管理委員会、監査委員事務局につきましては、特段質疑がありま

せんでしたので、省略させていただきます。 

 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。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、ごめん・なはり線について、沿線の関係市町村がそれぞれ負

担をしていると思うが、今回その割合に変更はないかと質疑があり、執行部から、今回の改正

は特別交付税措置されていた分を起債に振りかえたという変更であり、負担割合については変

わらないと答弁がありました。 

 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（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第２、議案第９号室戸市水道事業の設置等に関する条例

等の一部を改正する条例についてから議案第36号損害賠償額の決定及び和解することについて

まで、以上13件を一括議題といたします。 

 本案に関し産業厚生委員会委員長の報告を求めます。小椋産業厚生委員会委員長。 

            （産業厚生委員会委員長報告） 

○産業厚生委員会委員長（小椋利廣君） 産業厚生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９号室戸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を

改正する条例についてから議案第36号損害賠償額の決定及び和解することについてまで、以上

13件につきましては、今期定例会におきまして当委員会に付託をされたものであります。 

 委員会といたしましては、３月16日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受け、審

査を行いました。 

 審査の経過及び結果につきましては、次のとおりであります。 

 まず、議案第９号室戸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例についてで

あります。 
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 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、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。 

 次に、議案第11号平成28年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４回補正予算についてであ

ります。 

 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、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。 

 次に、議案第12号平成28年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算についてでありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、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。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳入の１款１項１目、一般被保険者国民健康保険税の中の

滞納繰越分として、主な滞納の理由は何かと質疑があり、執行部から、滞納の主な理由として

は、収入が少ない方や、例えば借金があるために担税能力が弱い方、また職を失った方となっ

ていると答弁がありました。 

 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。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、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。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳出、予備費の金額の理由についてと質疑があり、執行部

から、主に補正で対応しているが、補正で対応ができないような不測の事態に備えて計上して

いると答弁がありました。 

 次に、委員から、歳入の３款２項２目地域支援事業交付金1,289万3,000円の内容についてと

質疑があり、執行部から、国庫補助金の地域支援事業交付金の内容は、介護予防・日常生活支

援総合事業という新しい総合事業となっている。歳出が、３款２項介護予防・生活支援サービ

ス事業として4,077万3,000円、３款３項一般介護予防事業として2,369万6,000円の予算を組ん

でおり、これに対する国の補助金が20％と法律で定められているので、20％分を歳入に計上し

ていると答弁がありました。 

 次に、委員から、歳出の２款保険給付費と３款地域支援事業費の昨年度との比較について詳

しく説明をと質疑があり、執行部から、給付については第６期計画のときに対象となる認定者

の数や高齢化率で計算をしており、３年前の計画値より予算を計上している。地域支援事業に

ついても、計画では29年度からは新しい総合事業に移行すると法律で定められているので、こ
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ちらの方も同じように高齢化率等に合わせた金額を予測して計画している。ただ一つ新しいと

ころで、３款２項１目介護予防・生活支援サービス事業、13節の委託料が計画の中では内容が

決まっていなかったので、新しく市がつくったサービスになっている。この部分が大きくなっ

ているが、それ以外は第６期計画のときに事業量を決めているので、それに合わせた金額で、

予算に関しても３カ年の計画で定めていくということになると答弁がありました。 

 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。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳入、使用料の2,892万円について、増額の見込みはある

のかと質疑があり、執行部から、この使用料2,892万円については、前年度の予算比で76万

9,000円の減額となっている。使用料が伸び悩んでいる状況であり、対策としては飲用のモニ

ターの発表会を開催して、深層水の利用拡大のＰＲを行う予定であるが、回復についての目途

としては確実なものではない状況であると答弁がありました。 

 次に、委員から、１款１項１目海洋深層水給水事業費、13節の委託料は、施設が古くなると

年々上がっていくのか、また室戸市の深層水関連の商品をアクアファームで取り扱ってアピー

ルをし、歳入につなげてはどうかと質疑があり、執行部から、委託料についてはメンテナンス

に係る部分の委託があるので、今後、老朽化が進むと若干上がっていくと考えている。それか

ら、関連商品については、現在、アクアファーム内で委託販売をしている。また、アクアファ

ームで販売をしている商品は、ふるさと納税の返礼品としての利用がふえてきているので、そ

ういう取り組みを随時していきながら市外にも販売ルートのＰＲをしていきたいと考えている

と答弁がありました。 

 次に、委員から、深層水事業がお荷物になりかけている状況で、使用料を値上げするという

ことは不可能か。また、メンテナンスに多額の予算が必要だが、修理業者が１社であれば、他

県の施設の予算動向などを調査してメンテナンス料の見直しをしてみる必要もあるのではない

かと質疑があり、執行部から、使用料を増額するためには単価を上げるというのが一番簡単で

効果もあるとは思うが、今企業自体が厳しい中で、材料費が上がると、その分商品にはね返っ

たりするので難しいと思う。関係先に与える影響等も含めて検討していきたい。メンテナンス

の費用については、メンテナンスを行っていく上で、その業者でなければならない部分とそう

ではない部分があるので、そこは分けて検討していきたいと考えていると答弁がありました。 

 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。 

 次に、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

であります。 

 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、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。 

 次に、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であります。 
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 執行部から説明の後、委員から、歳入の普通徴収保険料、２節、滞納繰越分普通徴収保険料

の28万4,000円の主な原因は何かと質疑があり、執行部から、原因としては、高齢者が多いた

め、低所得、年金の金額が少ない方や借金による担税力が弱い方、あと個人の理由によって支

払いができない方となっていると答弁がありました。 

 次に、委員から、後期高齢者は室戸市の人口割で何％ぐらいかと質疑があり、執行部から、

28年12月末で3,199人で、人口に対して22.5％であり、前年と比べて19人増、比率としては

0.7％の増になっており、年々ふえていると答弁がありました。 

 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。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、平成29年度より簡易水道と上水道が統合されるが、滞納な

ど統合により生じるふぐあいは想定されるかと質疑があり、執行部から、本市においては簡易

水道と上水道はこれまでも経営については一体で行ってきたし、料金体系も同じであるので、

統合したからといって滞納額が急激にふえるということはないと考えると答弁がありました。 

 次に、委員から、給水戸数、給水量ともに年々減少傾向であるが、この対策についてはと質

疑があり、執行部から、確かに減少傾向であり、今後、それに伴って給水収益の減少も見込ま

れるところである。給水人口についても、今後10年で20％程度減少するのではないかという予

想もある一方で、本市の水道施設は老朽化が進んでおり、老朽施設の更新とか耐震化に今後多

大な費用がかかる見込みである。そのため、投資計画とそれに必要な財源確保についての検討

を行いたいと思っている。来年度には中・長期的な経営の基本計画の経営戦略を策定し、その

中で経営の安定化、健全化に取り組んでいく必要があると考えていると答弁がありました。 

 次に、委員から、漏水している箇所はよくあると思うが、日々の見回りや調査はしているの

かと質疑があり、執行部から、漏水対策は水道メーターを境にして、メーターから手前の配水

管については当然市が管理すべきものなので、定期的に漏水調査を地区ごとに分けて行ってい

ると答弁がありました。 

 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。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、この指定管理について、指定管理料と使用料は幾らである

のか、老朽化している施設を新たに改修するのか、また施設のある山の崩壊についての手だて

はあるのかと質疑があり、執行部から、指定管理料は指定管理に係る納付金として市がいただ

く分で、これが30万円、使用料は土地の借地料であり、これも30万円で、それぞれ歳入歳出予

算に計上している。 

 次に、老朽化していく中で施設改修については28年度予算でも施設の修繕工事を行ってお

り、今後も指定管理者の方と協議をしながら維持管理を行っていく。また、山側の崩壊部分に
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ついては、現状では難しいと考えていると答弁がありました。 

 次に、委員から、この施設の運営状況に応じて室戸市は配慮していくという解釈でよいかと

質疑があり、執行部から、健全な運営ができるように施設としての維持管理はしていくと答弁

がありました。 

 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。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、相手方への休業補償日数はと質疑があり、執行部から、事

故の翌日から本年の１月31日までの142日間、休業補償として前年度の売り上げに対して１日

幾らとして算出をしていると答弁がありました。 

 次に、委員から、これほど事故が多くなれば保険料も上がっているのではないか、10年前と

比べてどうかと質疑があり、執行部から、平成17年度は自動車107台、原付６台で保険料は

150万2,149円、平成28年度は自動車が105台、原付５台で保険料は159万1,863円と少し上がっ

てはいるが、これは事故回数との関連ではなく、ＥＴＣであるとか、公用車の附属品の追加装

備により自動車の価格自体が上がったためであると答弁がありました。 

 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。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、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。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって産業厚生委員会委員長に対する質疑を終結いたします。 

 健康管理のため11時15分まで休憩いたします。 

            午前11時０分 休憩 

            午前11時14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23号副市長の選任についてから日程第14、

議案第34号農業委員会委員の任命についてまで、以上12件を一括議題といたします。 

 本案につきましては、いずれも委員会付託を省略したものであります。 

 これより討論に入ります。 

 日程第１、議案第２号室戸市まちづくり条例の制定についてから日程第14、議案第34号農業



－192－ 

委員会委員の任命についてまで、以上35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（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１、議案第２号から日程第14、議案第34号まで、以上35件について討論

を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第２号室戸市まちづくり条例の制定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（久保八太雄君） 起立多数であります。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号室戸市個人情報保護条例及び室戸市情報公開条例の一部を改正する条例に

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（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。 

 次に、議案第４号室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを採決い

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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第５号室戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正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。 
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            〔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５号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第６号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第７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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第８号室戸市税条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例についてを採

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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第10号平成28年度室戸市一般会計第８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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第13号平成29年度室戸市一般会計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〕 
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○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第９号室戸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例についてを

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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第11号平成28年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第12号平成28年度室戸市介護保険事業特別会計第４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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 



－195－ 

○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 
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○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第３、議案第23号副市長の選任についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 副市長に久保信介氏を選任することについて同意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、久保信介氏の副市長の選任について

は同意されました。 

 ここで、ただいま選任について同意されました久保信介氏から御挨拶がございます。 
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○副市長（久保信介君） 先ほどは副市長選任議案に御同意をいただきまして、ありがとうご

ざいました。 

 もとより微力ではございますが、小松市長のもと、職員一丸となって市政推進に努めてまい

りますので、議員各位におかれましては、引き続き御指導、御支援を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。ありがとうございました。 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第４、議案第24号監査委員の選任についてを採決いたし

ます。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 監査委員に中川博嗣氏を選任することについて同意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、中川博嗣氏の監査委員の選任につい

ては同意されました。 

 次に、日程第５、議案第25号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に尾﨑考平氏を任命することについて同意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、尾﨑考平氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

 次に、日程第６、議案第26号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に阿野田久志氏を任命することについて同意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、阿野田久志氏の農業委員会委員の任

命については同意されました。 

 次に、日程第７、議案第27号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に海老川正文氏を任命することについて同意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、海老川正文氏の農業委員会委員の任

命については同意されました。 
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 次に、日程第８、議案第28号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に西岡豊氏を任命することについて同意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、西岡豊氏の農業委員会委員の任命に

ついては同意されました。 

 次に、日程第９、議案第29号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に山﨑修氏を任命することについて同意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、山﨑修氏の農業委員会委員の任命に

ついては同意されました。 

 次に、日程第10、議案第30号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に島巻賢二氏を任命することについて同意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、島巻賢二氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

 次に、日程第11、議案第31号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に石建加世子氏を任命することについて同意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、石建加世子氏の農業委員会委員の任

命については同意されました。 

 次に、日程第12、議案第32号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に谷村眞一氏を任命することについて同意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、谷村眞一氏の農業委員会委員の任命
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については同意されました。 

 次に、日程第13、議案第33号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に藤岡義博氏を任命することについて同意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、藤岡義博氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

 次に、日程第14、議案第34号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に川﨑一男氏を任命することについて同意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、川﨑一男氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第15、室戸市選挙管理委員会委員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選で行いたいと思

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、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長において指名することに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、議長において指名することに決し

ました。 

 室戸市選挙管理委員会委員に、溝渕康展君、岡崎俊一君、小松與輔君、松本睦美君を指名い

たしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました溝渕康展君、岡崎俊一君、小松與輔君、松本睦美君

を室戸市選挙管理委員会委員の当選人と定めること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、ただいま指名いたしました溝渕康

展君、岡崎俊一君、小松與輔君、松本睦美君が室戸市選挙管理委員会委員に当選されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第16、室戸市選挙管理委員会委員補充員の選挙を行いま

す。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選で行いたいと

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、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長において指名することに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、議長において指名することに決し

ました。 

 室戸市選挙管理委員会委員補充員の第１順位として升井俊六君、第２順位として橋本章治

君、第３順位として関須美雄君、第４順位として森本萬里子君を指名いたしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました第１順位として升井俊六君、第２順位として橋本章

治君、第３順位として関須美雄君、第４順位として森本萬里子君を室戸市選挙管理委員会委員

補充員の当選人と定めること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、ただいま指名いたしました第１順

位として升井俊六君、第２順位として橋本章治君、第３順位として関須美雄君、第４順位とし

て森本萬里子君が室戸市選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 

 本日出席されている職員の中で、３月末をもって退職される方が４名おられます。松本人権

啓発課長、上松税務課長、萩野市民課長、日垣議会事務局長であります。長きにわたり市の行

政事務に携わり、今日の室戸市の基礎を築いた功績は非常に大きいものがあります。本日が最

後の議会となりましたが、健康に十分留意され、楽しい第２の人生を送っていただきたいと思

います。本当に長い間、御苦労さまでございました。そして、どうもありがとうございまし

た。（拍手） 
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 以上で議案審議が終わりましたので、三役以外の執行部の退席をお願いいたします。 

            〔三役残し、執行部退席〕 

○議長（久保八太雄君） ここで、11時50分まで休憩いたします。 

            午前11時41分 休憩 

            午前11時51分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま議長久保八太雄君から議長の辞職願が提出されております。 

 この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 御異議なしと認めます。よって、この際議長辞職の件を日程に追加

し、議題といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（脇本健樹君） まず、その辞職願を議会事務局長より朗読いたさせます。日垣議会

事務局長。 

○議会事務局長（日垣龍二君） 朗読いたします。 

 辞職願、今般、一身上の都合により議長を辞職したいから、会議規則第139条第１項の規定

により願い出ます。 

   平成29年３月24日 

  室戸市議会副議長様 

                         室戸市議会議長 久 保 八太雄 

 以上でございます。 

○副議長（脇本健樹君） お諮りいたします。 

 久保八太雄君の議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 御異議なしと認めます。よって、久保八太雄君の議長の辞職を許可

することに決しました。 

 久保八太雄君の入場を求めます。 

            〔13番 久保八太雄君 入場〕 

○副議長（脇本健樹君） ただいま議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 御異議なしと認めます。よって、この際議長の選挙を日程に追加
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し、選挙を行います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（脇本健樹君） これより議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○副議長（脇本健樹君） ただいまの出席議員数は13名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○副議長（脇本健樹君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○副議長（脇本健樹君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、議会事務局長の点呼に応じて順次投票願います。 

 なお、白票につきましては無効であります。 

 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○副議長（脇本健樹君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○副議長（脇本健樹君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に町田又一君及び亀井賢夫君を指名いたしま

す。よって、両君の立ち会いをお願いいたします。 

            〔開  票〕 

○副議長（脇本健樹君） 選挙結果を報告いたします。 

 投票総数 13票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 13票 
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 無効投票 ０票 

 有効投票中 

  濱口 太作君 ７票 

  堺 喜久美君 ６票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。よって、濱口太作君が議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました濱口太作君が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項の規定により告知をいたします。 

 本席に前議長の久保八太雄君がおられますので、御挨拶をお願いいたしたいと思います。久

保八太雄君。 

○１３番（久保八太雄君） 議長退任に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 平成27年５月12日、臨時議会におきまして、議員皆様の御推挙により要職にありました。約

２年ぐらいです。未熟者でいろいろ間違ったり詰まったりもいたしましたが、私なりに議長た

るものはトップセールスマンだと思いまして、東奔西走してまいりました。がしかし、まだ道

半ばで自分の力のなさを痛感しておるところでございます。濱口先輩が議長に就任されるとい

うことで、あとは濱口先輩に安心してお任せできると思っております。 

 非才な私を皆様の御協力、御指導によりまして、曲がりなりにも任期を全うすることができ

ました。重ねて皆様にお礼を申し上げたいと思います。 

 簡単ではございますが、御挨拶にかえさせていただきます。本当にありがとうございまし

た。（拍手） 

○副議長（脇本健樹君） 次に、新議長の濱口太作君が本席におられますので、議長当選承諾

及び御挨拶をお願いいたしたいと思います。濱口太作君。 

○６番（濱口太作君） このたびは議長に御推挙をいただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 本市におきましては、人口の減少や少子・高齢化等さまざまな課題が山積をしております

が、議会といたしましても、これら課題解決に向けて執行部とともに取り組んでいきたいと考

えております。 

 また、議会の職務であります行政の監視機関としての役割も果たすべきだと考えております

ので、執行部とは是々非々の立場で臨みたいと思っております。 

 議員の皆さん方の御指導、御協力のほどをよろしくお願いを申し上げます。ありがとうござ

いました。（拍手） 

○副議長（脇本健樹君） 12時20分まで休憩いたします。 

            午後０時７分 休憩 

            午後０時17分 再開 



－204－ 

○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま副議長脇本健樹君から副議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、この際副議長辞職の件を日程に追加

し、議題といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） まず、その辞職願を議会事務局長より朗読いたさせます。日垣議会事

務局長。 

○議会事務局長（日垣龍二君） 朗読いたします。 

 辞職願、今般、一身上の都合により副議長を辞職したいから、会議規則第139条第１項の規

定により願い出ます。 

   平成29年３月24日 

  室戸市議会議長様 

                        室戸市議会副議長 脇 本 健 樹 

 以上でございます。 

○議長（濱口太作君） お諮りいたします。 

 脇本健樹君の副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、脇本健樹君の副議長の辞職を許可す

ることに決しました。 

 脇本健樹君の入場を求めます。 

            〔５番 脇本健樹君 入場〕 

○議長（濱口太作君） ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、この際副議長の選挙を日程に追加

し、選挙を行います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） これより副議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 
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            〔議場閉鎖〕 

○議長（濱口太作君） ただいまの出席議員数は13名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○議長（濱口太作君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○議長（濱口太作君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、議会事務局長の点呼に応じ順次投票願います。 

 なお、白票につきましては無効であります。 

 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○議長（濱口太作君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○議長（濱口太作君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に谷口總一郎君及び竹中多津美君を指名いたし

ます。よって、両君の立ち会いを願います。 

            〔開  票〕 

○議長（濱口太作君） 選挙結果を報告いたします。 

 投票総数 13票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 13票 

 無効投票 ０票 

 有効投票中 

  亀井賢夫君 ７票 

  小椋利廣君 ６票 
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 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。よって、亀井賢夫君が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました亀井賢夫君が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項の規定により告知をいたします。 

 本席に前副議長の脇本健樹君がおられますので、御挨拶をお願いをいたします。脇本健樹

君。 

○５番（脇本健樹君） 久保議長とともに２年間副議長の責務を私なりにやってきたつもりで

ございます。近隣の首長さんや議会での議長、副議長さんの指摘や協力があり、室戸市のまだ

まだ残された課題もございます。まだまだ室戸市単独ではいけないというところがたくさん指

摘されてますので、これからの議長さん、副議長さんにお願いしたいことは広域での取り組み

を頑張っていただきたいと思います。私も久保議長もその辺は頑張ってきたつもりでございま

す。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（濱口太作君） 次に、新副議長の亀井賢夫君が本席におられますので、副議長当選承

諾及び御挨拶をお願いしたいと思います。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） ただいま副議長の職を任されました亀井賢夫でございます。 

 濱口議長を補佐しながら、議会運営がスムーズに行えるようしっかり頑張っていきたいと思

います。よろしくお願いします。（拍手） 

○議長（濱口太作君） お諮りいたします。 

 ただいまの議長選挙に伴い、議席の一部変更を日程に追加し、これを議題といたしたいと思

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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、この際議席の一部変更を日程に追加

し、議題とすることに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 議席の一部変更を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 私濱口太作が13番議席、久保八太雄君が６番議席と変更することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、私濱口太作が13番議席、久保八太雄

君が６番議席と変更することに決しました。 

 ただいま決定いたしました議席に、それぞれ御着席をお願いいたします。 

 議席変更のため、休憩いたします。 

            午後０時35分 休憩 

            午後０時35分 再開 
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○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第17、各常任委員会委員の選任を行います。 

 各常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長におい

て指名をいたします。 

 総務文教委員会委員として、山下浩平君、林竹松君、小椋利廣君、町田又一君、久保八太雄

君、竹中多津美君、脇本健樹君、以上７名を指名いたします。次に、産業厚生委員会委員とし

て、堺喜久美君、谷口總一郎君、亀井賢夫君、上山精雄君、山本賢誓君、私濱口太作、以上６

名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの各常任委員会委員

に選任することにいたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに各常任委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願いいたし

ます。 

 それでは、正副委員長互選のため12時50分まで休憩いたします。 

            午後０時36分 休憩 

            午後０時53分 再開 

○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 各常任委員会正副委員長が決定をいたしましたので御報告いたします。 

 総務文教委員会委員長小椋利廣君、総務文教委員会副委員長竹中多津美君、産業厚生委員会

委員長山本賢誓君、産業厚生委員会副委員長上山精雄君、以上のとおり決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第18、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長にお

いて指名をいたします。 

 議会運営委員会委員に、林竹松君、町田又一君、堺喜久美君、山下浩平君、山本賢誓君、久

保八太雄君、脇本健樹君、以上７名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸

君を議会運営委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願いいたします。 

 それでは、議会運営委員会正副委員長互選のため１時５分まで休憩いたします。 

            午後０時54分 休憩 

            午後１時３分 再開 

○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告いたします。 
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 議会運営委員会委員長堺喜久美君、議会運営委員会副委員長脇本健樹君、以上のとおり決定

いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第19、芸東衛生組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にいたしたい

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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法につきましては指名推選

といたすことに決しました。 

 次に、指名の方法については、議長において指名することに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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しま

した。 

 芸東衛生組合議会議員に、山下浩平君、脇本健樹君、山本賢誓君、私濱口太作、以上４名を

指名いたします。 

 ただいま議長において指名いたしました方を芸東衛生組合議会議員の当選人と決することに

御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました山下浩平

君、脇本健樹君、山本賢誓君、私濱口太作が芸東衛生組合議会議員に当選いたしました。 

 山下浩平君、脇本健樹君、山本賢誓君、私濱口太作が議場におられますので、本席から会議

規則第32条第２項の規定により告知をいたします。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長から、委員会において閉会中もなお調査が

必要と認め、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することに決しました。 

 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
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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（濱口太作君） 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。 

 これにて平成29年３月第２回室戸市議会定例会を閉会いたします。 

 どうもお疲れさまでした。 

            午後１時９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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