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平成２９年５月第３回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  平成２９年５月２９日（月） 

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    ４番 小 椋 利 廣 

  ５番 脇 本 健 樹    ６番 久 保 八太雄    ７番 谷 口 總一郎 

  ８番 山 本 賢 誓    ９番 山 下 浩 平    11番 町 田 又 一 

  12番 林   竹 松    13番 濱 口 太 作 

４．欠席議員 

  ３番 亀 井 賢 夫    10番 堺   喜久美 

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  武 井 知 香 

  事務局次長兼班長  谷 村 直 人 

  議 事 班 主 任  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  久 保 一 彦     企画財政課長  山 本 康 二 

  財産管理課長  黒 岩 道 宏     税 務 課 長  長 崎 潤 子 

  市 民 課 長  中 屋 秀 志     産業振興課長  川 上 建 司 

  防災対策課長  西 村 城 人     消  防  長  竹 谷 昭 一 

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 室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認について 

  日程第４ 議案第２号 室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

  日程第５ 議案第３号 室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認について 

  日程第６  議案第４号 平成28年度室戸市一般会計第９回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

  日程第７ 議案第５号 室戸市津波避難施設設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第６号 平成28年度繰越明許浮津西町地区津波避難タワー建築工事請負契



－6－ 

約の締結について 

  日程第９  議案第７号 平成28年度繰越明許脇地地区津波避難タワー建築工事請負契約の

締結について 

  日程第10 議案第８号 財産の取得について 

  日程第11 議案第９号 固定資産評価員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第11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（濱口太作君） おはようございます。 

 ただいまから平成29年５月第３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。武井議会事務局長。 

○議会事務局長（武井知香君） 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２名、現在11名の出席でございます。 

 欠席議員は、亀井賢夫議員、通院のため、堺喜久美議員、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（濱口太作君） 次に、議会運営委員会副委員長の報告を求めます。脇本議会運営委員

会副委員長。 

            （議会運営委員会副委員長報告） 

○議会運営委員会副委員長（脇本健樹君） おはようございます。 

 平成29年５月第３回室戸市議会臨時会を開会するに当たり、議会運営委員会副委員長の報告

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９件、うち条例関係４件、予算関係１

件、人事関係１件、その他３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副委員長の報告を終わります。 

○議長（濱口太作君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 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、議長において林竹松君及び谷口總一郎君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 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、議会運営委員会副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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定をいたし

ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の専決処分の承認についてから日程第11、議案第９号固定資産評価員の選任について

まで、以上９件を一括議題といたします。 

 専決処分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５月第３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。 

 平成27年度羽根坂本・明神川地区津波避難タワー建築工事において発生しました隣接家屋の

損傷に対する４件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、今臨時会に提案いたします案件は、条例関係４件、予算関係１件、人事関係１件、そ

の他３件の計９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号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成29年３月31日に公布され、同年４月１

日から施行されることに伴い、室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法

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号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成29年３月31日に公布

され、同年４月１日から施行されることに伴い、室戸市税条例等の一部を改正する条例を地方

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３号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認について。 

 本案は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措

置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が、平成29年３月31日に公布され、

同年４月１日から施行されることに伴い、室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を

改正する条例を地方自治法第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
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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４号平成28年度室戸市一般会計第９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、予想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５号室戸市津波避難施設設置及び管理条例の一部改正について。 

 本案は、岩戸津波避難タワー及び佐喜浜町浦津波避難タワーの整備に伴い、本条例の一部を

改正するものであります。 

 議案第６号平成28年度繰越明許浮津西町地区津波避難タワー建築工事請負契約の締結につい

て。 

 本案は、浮津西町地区津波避難タワー建築工事について、平成29年５月16日に総合評価方式

による指名競争入札を行った結果、評価値の最も高かった有限会社中村建設代表取締役中村伸

一氏と工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第７号平成28年度繰越明許脇地地区津波避難タワー建築工事請負契約の締結について。 

 本案は、脇地地区津波避難タワー建築工事について、平成29年５月16日に総合評価方式によ

る指名競争入札を行った結果、評価値の最も高かった有限会社川村総合建設代表取締役川村五

介氏と工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第８号財産の取得について。 

 本案は、消防力の充実強化を図るため、救急車両１台を取得することについて、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求め

るものであります。 

 議案第９号固定資産評価員の選任について。 

 本案は、平成29年４月１日付人事異動に伴い、固定資産評価員として、税務課長長崎潤子を

選任したいので、地方税法第404条第２項の規定により、議会の同意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（濱口太作君） 日程第３、議案第１号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例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。中屋市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時12分 休憩 
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            午前10時15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。 

 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（濱口太作君） 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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 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号室戸市税条例等の一部を改正する条例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。長崎税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時16分 休憩 

            午前10時24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。 

 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（濱口太作君） 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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第２号議案について質疑を行います。 

 まず、この資料２、３ページで、ところどころに市長が課税方式を決定できるものを明確す

るというような文言が何点か出てまいります。 

 それで、お聞きをいたしますが、まず資料２ページでお聞きをいたします。 

 33条の部分で、配当なり株式譲渡の所得の部分での件ですが、普通株式譲渡、それから配当

は総合所得というか、所得から除外されますよということにこれを規定していると思うがです

が、ただその中で確定申告をした場合に、記載事項が不備なときにですね、その市町村長がや

むを得ないときに所得から除外する、つまり配当所得とか株式所得をその人の所得から除外す
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るという規定と思うがですが、それを今課長の説明では、市の申告書で終わらすでよというよ

うな説明やったと思うがですが、それはどういう理由というか、どういうことであれ、市の申

告書を提出すれば、要は配当所得とか譲渡所得というのは、その人の所得から除外されるとい

うことでよろしいがでしょうか。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。長崎税務課長。 

○税務課長（長崎潤子君） 上山議員さんにお答えいたします。 

 今まで従前は、上場株式等の配当所得におきましては、申告不要制度、申告分離課税、総合

課税から納税者が任意に選択できており、所得税の確定申告をして、住民税の申告書を提出し

ていない場合には、確定申告書に記載された事項は住民税の申告書に記載されたものとみなさ

れておりました。今回の改正においては、所得税と住民税で異なる課税方式を選択するという

のは、所得税の確定申告書を提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告書を

提出した場合には、その個人住民税の申告書に記載された事項をもとに課税ができるようにす

るということを明確化にしたものでございます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 上山精雄君の２回目の質疑を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２回目を質疑いたします。 

 それは、課長、今まではよね、その書いちゅう内容が、言うたら除外する、要は分離課税が

総合所得からのけるのによね、ああこれはのける必要があるねという判断を市町村長がしよっ

たわけやね。要は、所得からのけるのけんを市町村長が判断をしよったわけやきに、それを市

の申告書にした場合に、それはもう判断する必要ない。要は、市町村長がこれは所得から外す

ぜよというのを今まで判断をしよったわけやけんど、申告書の中身はどうあれ、判断する必要

ない、要は申告書が出てくればもうある一定書類が整っておればもうそういう判断は必要のう

なってくるということで、そういうことながでしょうか。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。長崎税務課長。 

○税務課長（長崎潤子君） 上山議員さんの２回目の御質疑にお答えいたします。 

 確定申告書を提出した後に、個人住民税の申告書を提出する。それによって課税するという

ことで、その申告についてはもう個人の自由といいますか、責任において申告をしていただく

ということになります。以上です。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 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号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条

例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。長崎税務課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時30分 休憩 

            午前10時33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。 

 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（濱口太作君） 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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 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６、議案第４号平成28年度室戸市一般会計第９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。川上産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時34分 休憩 

            午前10時37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。 

 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４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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４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（濱口太作君） 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７、議案第５号室戸市津波避難施設設置及び管理条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。西村防災対策課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時37分 休憩 

            午前10時40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。 

 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５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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、議案第５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（濱口太作君） 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８、議案第６号平成28年度繰越明許浮津西町地区津波避難タワー建築工事請負

契約の締結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。黒岩財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時42分 休憩 

            午前10時46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。 

 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６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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、議案第６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。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 本案に対して質疑をいたします。 

 指名業者４社がそれぞれ入札評価値、１社辞退ですけれども、評価値が出てますけれども、

これの評価値の内訳というか詳細、これ今説明できないのであれば、また後から後日でも構い

ませんが、資料で欲しいがですけど、どうでしょう。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 浮津西町地区津波タワーにおきます評価値ですが、まず川村
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総合建設が評価値が８点ということになってます。これは10点で評価しますが、企業の施工実

績が20点、室戸市との災害時の応急協定が10点、重機の保有が３台以上ということで10点、消

防団への加入状況が10点、それから技術者の実績が10点、技術者の資格が20点ということで８

点です。 

 中村建設につきましては、企業の実績が20点、室戸市の災害応急協定が10点、重機の保有が

10点、消防団への加入状況が10点、それから技術者の実績が20点、資格も20点ということで

90点が９点になってます。 

 山川工務店につきましては、企業の実績が５点、室戸市との協定が10点、重機が10点、消防

団が10点、それから配置予定技術者の実績が５点、資格は20点ということで、全部で60点でこ

れは６点ということで加算点ということでしてます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 山本賢誓君の２回目の質疑を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ２回目の質疑というか、今ずうっと読み上げておられましたけれど

も、ちょっと全部書くということができなかったので、できれば後日また詳細をよろしくお願

いしたいと思います。以上です。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。山下浩平君。 

○９番（山下浩平君） 繰越明許になった理由についてちょっとお伺いをしたいと思います

が、よろしくお願いします。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 山下議員にお答えします。 

 社会資本整備事業の交付金の計画期間が迫っておりまして、その時点に計画されたもので繰

り越しとなりました。社会資本整備交付金の関係は、４年間また更新はされることに、それ以

降になりましたので、こういった状況となっております。以上です。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 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９、議案第７号平成28年度繰越明許脇地地区津波避難タワー建築工事請負契約

の締結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。黒岩財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時52分 休憩 

            午前10時56分 再開 

○議長（濱口太作君） 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７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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７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。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 本案に対して質疑を行います。 

 これも評価値の件ですけれども、議案第６号と議案第７号の設計金額というか、予定価格が

700万円ぐらいの差です。ほいで、その中でその評価値の部分は入札金額によって変わってく

るとも思いますけれども、川村総合の場合は、評価値が議案第６号と議案第７号で0.06ぐらい

違っております。この0.06というのは、かなり大きな数字だと思いますけれども、これはどの

ような審査基準の中で、落札金額それほど変わらんと思いますけれども、この違いはどうして

生じているのか、ちょっと御説明をお願いいたしたいと思います。 

 それと、ほかの３社、２社は大体0.03とか、その前後の違いで、基準というか、その評価の

中にそれほどの差異はないと思いますけれども、川村総合は非常に大きいので、そこのところ

をちょっと御説明を願いたいと思います。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 山本議員にお答えします。 

 川村総合建設の評価値の違いということだと思いますが、先ほどの浮津西町タワーで配置し

ていた技術者の実績が、従事実績が２件しかないということで10点でした。こちらの脇地地区

のほうに配置する予定の技術者につきましては、３件以上の従事実績があるということで20点

ということで、先ほどの浮津では108点だったものが109点ということで１点上がっておりま

す。入札金額が若干違いますので、それで計算をしますとこういう結果になっております。違

いとしては、技術者の実績ということになります。以上です。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 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10、議案第８号財産の取得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。竹谷消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時59分 休憩 

            午前11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。 
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 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８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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、議案第８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。第８号議案について質疑を行います。 

 まず、艤装ですね、消防長、今、エージーなり1,000万円相当ぐらいが寄付されるというこ

とでしたが、この2,111万4,000円の中に、その艤装費は幾ら含まれるのか、これ寄贈される以

外にですよ。また、艤装の内容といいますか、室戸消防署ならではのその艤装があるのかどう

なのか、この点についてお聞きをいたします。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 上山議員さんの質疑にお答えします。 

 まず、艤装の金額なんですが、大体でしかちょっと発表できませんが、約2,100万円の今回

の入札金額のうちに、シャシー分、車体ですわね、それが大体約1,000万円、これにつきまし

ては、運転席とシャシーのみが基礎となっておりまして、艤装というのは、車体の周りのカバ

ーとかボディーですわね、ボディーとか中の後部座席の椅子、ストレッチャーとか器具をおさ

める容器なんかをつくることが艤装と言われてます。本市においてのその特に目立った艤装と

いうのは、搬送につきましては主に高知市内へ搬送するとか長距離にわたりますので、患者さ

んにショックとか状態を悪化をさせないためにショックを緩和するためのボディーとシャシー

とストレッチャー、担架の間に緩衝帯のものを取りつけております。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 上山精雄君の２回目の質疑を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２回目の質疑を行います。 

 私が言いたいのはですね、先ほど消防長が言いましたように、遠いですわね、自分も救急車

に搬送された経験があるがですけんど、ベッドのがたがたというのは今言うたような格好であ

る程度緩和されちゅうということですが、例えばトイレぽいもんですね、自分がちょうど搬送

されたときはね、トイレ行かせてくれというて、途中で言うたところが、もう一回乗せたらお

ろせれんということでよね、そしたらどんなしたらええがというたら、そのまましてくれじゃ

いう話になってよね、そういう、結局遠いもんですので、トイレに何かこう簡易、何かそんな

ようなのができないのかなあという意味合いで質問をさせてもらったがですが、そのあたりは

どうです。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 上山議員の２回目の質疑にお答えします。 
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 救急車の中にトイレがないかということなんですが、これはどこの市の救急車についても取

り扱っておりません。し瓶ですかね、男性の方も女性の方もし瓶を使っていただいて利用させ

ていただいております。途中でとまってトイレへ行くとかということは、容体の悪化を引き起

こすおそれがありますので、なるべく遠慮しておいていただいております。以上でございま

す。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 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11、議案第９号固定資産評価員の選任についてを議題といたします。 

 執行部から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11時９分 休憩 

            午前11時11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。 

 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９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（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、議案第９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（濱口太作君） 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号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認についてから日程第11、議案第９号固定資産評価員の選任についてまで、以上９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（濱口太作君） 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〕 
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○議長（濱口太作君） 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11、議案第９号まで、以上９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号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例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（濱口太作君） 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号室戸市税条例等の一部を改正する条例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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、議案第２号は承認をされました。 

 次に、議案第３号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処

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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、議案第３号は承認をされました。 

 次に、議案第４号平成28年度室戸市一般会計第９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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、議案第４号は承認されました。 

 次に、議案第５号室戸市津波避難施設設置及び管理条例の一部改正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（濱口太作君） 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号平成28年度繰越明許浮津西町地区津波避難タワー建築工事請負契約の締結

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〕 
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○議長（濱口太作君） 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号平成28年度繰越明許脇地地区津波避難タワー建築工事請負契約の締結につ

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（濱口太作君） 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号財産の取得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（濱口太作君） 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９号固定資産評価員の選任についてを採決いたします。 

 固定資産評価員に長崎潤子氏の選任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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、長崎潤子氏の固定資産評価員の選任に

ついては同意されました。 

 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条の規定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をされました。 

 これをもちまして平成29年５月第３回室戸市議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

            午前11時17分 閉会 

 

  



－20－ 

 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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