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平成２９年１２月第６回室戸市議会定例会会議録（第５号） 

 

１．日 時  平成２９年１２月２２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 久 保 八太雄 

  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    13番 濱 口 太 作 

４．欠席議員 

  12番 林   竹 松 

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 

  総務課長併選挙管理委員会事務局長  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     保健介護課長  辻   さおり 

  人権啓発課長  寺 岡 弥 生     産業振興課長併農業委員会事務局長  川 上 建 司 

  建設土木課長  岡 本 秀 彦     観光ジオパーク推進課長  山 崎   桂 

  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  森 岡   光     福祉事務所長  小 松 達 也 

  教  育  長  谷 村 正 昭     教育次長兼学校保育課長  竹 本 俊 之 

  生涯学習課長  和 田 庫 治     水 道 局 長  久保田   浩 

  消  防  長  竹 谷 昭 一     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１号 平成29年度室戸市一般会計第３回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

       議案第２号 室戸市防災コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正に

ついて 

       議案第３号 室戸市山村留学支援住宅設置及び管理条例の制定について 



－154－ 

       議案第４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５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６号 室戸市税条例等の一部改正について 

       議案第８号 室戸市立保育所設置及び管理条例の一部改正について 

       議案第９号 平成29年度室戸市一般会計第４回補正予算について 

       議案第12号 高知市及び室戸市におけるれんけいこうち広域都市圏形成に係る

連携協約の締結について 

       議案第13号 財産の取得について 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 議案第７号 室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について 

       議案第10号 平成29年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算について 

       議案第11号 平成29年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第１回補正予算に

ついて 

       議案第14号 室戸市海洋生物飼育展示施設における指定管理者の指定について 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 認定第１号 平成28年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について 

             （平成29年９月定例会付託分） 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第４ 認定第２号 平成28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 

             （平成29年９月定例会付託分） 

       認定第３号 平成28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 

             （平成29年９月定例会付託分） 

       認定第４号 平成28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 

             （平成29年９月定例会付託分） 

       認定第５号 平成28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 

             （平成29年９月定例会付託分） 

       認定第６号 平成28年度室戸市障害支援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 

             （平成29年９月定例会付託分） 

       認定第７号 平成28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



－155－ 

定について 

             （平成29年９月定例会付託分） 

       認定第８号 平成28年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

             （平成29年９月定例会付託分） 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第５ 議案第15号 名誉市民の選定について 

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 開議 

○議長（濱口太作君） 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。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１名、現在12名の出席でございます。 

 欠席議員は、林竹松議員、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（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、議案第１号平成29年度室戸市一般会計第３回補正予算の専

決処分の承認についてから議案第13号財産の取得についてまで、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。小椋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（小椋利廣君） 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１号平成29年度室戸市一般会計第３回補正予算の専決

処分の承認についてから議案第13号財産の取得についてまで、以上10件につきましては、今期

定例会におきまして当委員会へ付託をされたものであります。 

 委員会といたしましては、12月14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１号平成29年度室戸市一般会計第３回補正予算の専決処分の承認についてであ

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承認すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第２号室戸市防災コミュニティセンター設置及び管理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、三津防災コミュニティセンターは既に使われているのか、ま

たどれくらいの避難者を収容できるのかと質疑があり、現在この施設は使われており、施設内

には30畳の会議室があり、１畳に１人程度が横になれるものであると考える。また、避難に活

用できる敷地内の広さは建物を含めて約1,600平方メートルもあることから、非常時には地域

住民が避難できるものと考える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号室戸市山村留学支援住宅設置及び管理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、山村留学の希望者はいるのかと質疑があり、執行部から、現

在親子２名の１世帯の方から問い合わせが入っていると答弁がありました。 

 次に、教育環境や受け入れ体制がよくても、安定収入のある職場がなければ生活ができてい

けない、そこの支援体制はどうなっているのかと質疑があり、本市に設置をした無料職業紹介

所を活用しながら、事業者側と求職者側との雇用条件がかみ合うよう取り組むとともに、山村

留学で来られる方が生活ができるよう、職業などに関する情報を提供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４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、職員の育児休業の利用実績はどうなっているのか、また男性

職員は利用しているのかと質疑があり、執行部から、現在４人の正職員が利用している。男性

職員も取得をすることはできるが、該当事例は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、県の人事勧告を確認してから改定していたと思うが、これか

らは県の改定を待たずに国準拠で改定をしていくのかと質疑があり、執行部から、平成28年度

までは県準拠で改定をしていたが、国・県の指導もあり、平成29年度からは県内の市町村は全

て国に準じて改定をしていると答弁がありました。 

 次に、職員の勤勉手当は満額支給するのか、また再任用者への支給はどうなっているのかと

質疑があり、職員はＡからＥランクまでの評定率があり、それに準じて支給をしている。再任

用者についても人事評価を行い、それに基づき支給をし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６号室戸市税条例等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８号室戸市立保育所設置及び管理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９号平成29年度室戸市一般会計第４回補正予算についてであります。 

 まず最初に、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、歳入の13款２項１目と５目の空き家対策総合支援事業補助金

について質疑があり、執行部から、この空き家対策総合支援事業補助金については予算を組み
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替えたものである。１目は移住者向けの住宅の改修等補助金であり、５目は老朽住宅除却の補

助金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18節、むろと海の学校用備品購入費について質

疑があり、執行部から、施設内に設置をする受付カウンターや事務用椅子などの備品を購入す

るものである。また、入札には備品を取り扱っている地元業者からの参加も考えていると答弁

がありました。 

 次に、６款１項３目19節、観光協会運営補助金について、観光協会の職員の土日の人件費分

を補助するのかと質疑があり、土日分の人件費というのではなく、来年１月から３月までのパ

ート１名分の人件費の一部を補助するものである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２目12節、通信運搬費と13節の「広報むろと」折込

梱包委託料について質疑があり、執行部から、12節の通信運搬費については、「広報むろと」

の運送費において、運送会社の料金の値上げに対応するものであり、13節の委託料につきまし

ては、シルバー人材センターに委託をしている「広報むろと」の折り込み部数がふえたため、

作業時間の増加に対応するもの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２目12節、手数料について、遊具撤去した後に新た

な遊具を設置するのかと質疑があり、執行部から、大谷児童遊園地につきましては、市営住宅

の建設予定地であることから今回撤去するものであり、ひまわり団地については、現在使われ

ている様子もなく、老朽化をし、危険性もあることから撤去するものである。また、住宅には

使用する年齢層もいないため、新たな遊具の設置は考えていな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８節、原動機付自転車新課税標識デザイン作製

謝礼について、デザインをした高校生に報償費を支払うのかと質疑があり、執行部から、これ

は御当地ナンバープレートのデザインを室戸高校の美術部に依頼したものであり、依頼した美

術部に対して謝礼を行う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１目３節の時間外手当等について、災害対策本部は

総務課で段取って設置をしていたのではないのかと質疑があり、執行部から、防災対策課が設

置されてからは防災対策課が事務を行って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13節、吉良川町並み公衆トイレ浄化槽移設等工

事設計委託料について、公衆トイレの規模は大きくなるのか、またトイレ内の便器も全部取り
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かえるのかと質疑があり、執行部から、国道の拡幅による浄化槽の移設や照明のＬＥＤ化と汚

れている便器の取りかえ工事であり、公衆トイレの施設自体は改修をし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、９款２項１目と９款３項１目の13節、パソコン廃棄処分委託

料について、どれぐらいの頻度でパソコンを廃棄処分するのか、またパソコンの耐用年数はど

れぐらいなのかと質疑があり、執行部から、今回オペレーティングシステムが古く、10年以上

経過をしたパソコンを処分するものである。不必要になったその時々にパソコンを適正に廃棄

物処理をしている。耐用年数については大体５年程度であると答弁がありました。 

 消防本部、保健介護課、市民課、人権啓発課、福祉事務所、産業振興課、建設土木課につき

ましては、特段質疑がありませんでしたので、省略を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12号高知市及び室戸市におけるれんけいこうち広域都市圏形成に係る連携協約

の締結についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、この協約を締結することによるメリットとデメリットはある

のかと質疑があり、執行部から、メリットについては財政上の交付措置や一極集中している高

知市の人口を活用した効果的な産業の振興、生活関連サービスの向上に取り組めることが考え

られる。デメリットについては特にはないが、新たな取り組みになるので、連携事業の調整な

どが考えられると答弁がありました。 

 また、本市の喫緊の課題である雇用と医療の問題について協力をしてもらえるような提案は

できるのかと質疑があり、この連携事業はあらゆる分野で連携をして取り組むことから、その

部分についても十分提案をしていきた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13号財産の取得についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、この用地を購入する財源措置はあるのか、また購入予定地内

に民間の建物はあるのかと質疑があり、執行部から、消防用地の購入ということから、緊急防

災・減災事業債を活用する予定である。建物は全て学校関連の建物であり、民間の建物はない

と答弁がありました。 

 また、消防屯所の建設位置について質疑があり、海側に建設をするのがよいのではないかと

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。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（濱口太作君） 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。 
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            〔「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（濱口太作君） 次に、日程第２、議案第７号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一

部改正についてから議案第14号室戸市海洋生物飼育展示施設における指定管理者の指定につい

てまで、以上４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。山本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（山本賢誓君） 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７号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正に

ついてから議案第14号室戸市海洋生物飼育展示施設における指定管理者の指定についてまで、

以上４件につきましては、今期定例会において当委員会に付託されたものであります。 

 委員会といたしまして、12月14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７号室戸市福祉医療費助成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、委員から特段の質疑もなく、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29年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算についてでありま

す。 

 執行部の説明の後、委員から、歳出２款２項３目、介護予防住宅改修費について、住宅改修

の限度額は幾らか、また住宅改修はどの範囲までが可能であるのかと質疑があり、執行部か

ら、介護予防住宅改修費は要支援１、２の方が対象であり、上限額は１件につき原則20万円で

ある。上限額を超えた超過額は申請者の自己負担となる。改修の範囲は対象者が居住している

家の敷地内であるが、専門家の意見も踏まえての判断になると答弁がありました。 

 次に、委員から、歳出２款２項、介護予防サービス等諸費について、補正が幾つか出ている

が、どのような理由で不足が生じたのか、またどのようなサービスの需要が増加しているのか

と質疑があり、執行部から、要支援の認定を受けた方が昨年と比較して増加しているのが原因

である。対象者が増加したことで全体的にサービス給付費に不足が生じているが、在宅サービ

スについて需要が増加してき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11号平成29年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第１回補正予算についてで

あります。 
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 執行部の説明の後、委員から、３款１項１目23節の後期高齢者医療保険料還付金について、

還付金が発生する原因となったシステムの誤りとはどのようなものかと質疑があり、執行部か

ら、国のシステムの軽減判定は所得をもとに計算をしているが、軽減判定用の純損失額ではな

く、確定申告上の繰越損失額を誤って使用してしまったものである。また、本来還付金には時

効があるが、これは国のシステムの誤りが原因のため時効が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14号室戸市海洋生物飼育展示施設における指定管理者の指定についてでありま

す。 

 執行部の説明の後、委員から、指定管理者選定委員会委員はどのような構成になっているの

かと質疑があり、執行部から、構成員は副市長を委員長として、企画財政課長、総務課長、教

育次長、観光ジオパーク推進課長の市職員５名、外部団体からは室戸市商工会事務局長、高知

銀行室戸支店支店長、室戸漁協室戸統括支所統括支所長の３名、計８名で構成されていると答

弁がありました。 

 次に、施設設置目的の中に水族館に関する記述がないが、水族館の指定管理はまた別に行う

のかと質疑があり、管理業務概要中に施設の設置目的を達成するために必要な事業という項目

があるが、この中の設置目的は室戸市海洋生物飼育展示施設設置及び管理条例の第２条を指し

ている。この第２条で海洋生物の飼育や漁業関連資料の展示、体験学習等を設置の目的として

示していることから、それらを達成するための必要な事業として水族館も含まれると考えてい

る。水族館を別に管理するのではなく、一体的な管理を行うようになると答弁がありました。 

 次に、指定管理者候補となっている団体について、運営スタッフは何名を予定しているの

か、またこの団体はウミガメに関する専門性は有しているようであるが、ウミガメ以外の海洋

生物について専門知識を持つスタッフはいるのかと質疑があり、正職員２名とパート職員１

名、無償ボランティア数名で運営する予定である。専門知識を持つスタッフについては、黒島

研究所でウミガメや魚類等の海洋生物の飼育の実績がある方が派遣される予定であると答弁が

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。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（濱口太作君） 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（濱口太作君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第３、認定第１号平成28年度室戸市一般会計歳入歳出決算
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の認定についてを議題といたします。 

 本案に関し総務文教委員会委員長の報告を求めます。小椋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（小椋利廣君） 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認定第１号平成28年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてにつきましては、平成29年９月定例会におきまして当委員会へ付託をされたものであり

ます。 

 委員会といたしましては、10月26日及び27日に委員会を開き、執行部の出席を求め、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。 

 平成28年度一般会計の決算概要につきましては、歳入総額141億3,687万1,297円、歳出総額

137億9,111万1,732円で、歳入歳出差し引き額は３億4,575万9,565円であり、翌年度へ繰り越

すべき財源額１億1,500万円を差し引いた実質収支は２億3,075万9,565円の黒字となっており

ます。また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は２億9,160万

8,976円の赤字となっており、この単年度収支に財政調整基金積立金２億7,229万7,000円を加

えた実質単年度収支は1,931万1,976円の赤字となっております。 

 一般会計の自主財源比率は平成27年度の23.2％から24.7％に、また平成28年度末の市債残高

は117億1,706万581円となっております。 

 以下、各課に対する主な質疑応答等審査経過及び結果について御報告を申し上げます。 

 企画財政課関係では、２款１項６目１節、地域おこし協力隊員等報酬について、協力隊員何

名分の報酬なのか、今までの雇用人数や県内外の比率などはどうなっているのか。また、最長

３年間の雇用期間を満了した後、本市に定住した方はいるのかと質疑があり、執行部から、協

力隊員の月額報酬は16万6,000円である。企画財政課は１名を雇用しており、市全体では、現

在４名の方が在籍をしている。退職者を含めると、男性６名、女性４名の合計10名であり、全

員が県外出身者である。退職後、本市に定住した方は２名であると答弁がありました。 

 また、現在行っている地域おこし協力隊の活動内容等について質疑があり、中川内や日南地

区など、地元の団体と一緒になって新規商品の開発や販売などを手伝い、地域の活性化につな

がるよう事業に取り組んでいると答弁がありました。 

 保健介護課関係では、４款１項５目14節、電話機リース料について、どこに設置をした電話

機のリース料であるのかと質疑があり、執行部から、やすらぎ施設内の電話機は全てリースで

あり、それに係るリース料であると答弁がありました。 

 学校保育課関係では、９款３項１目15節工事請負費について、市内小・中学校の耐震補強工

事などはほぼ完了したと思うが、生徒が減少しているため、空き教室が増加をしている。有効

活用について検討はしているのかと質疑があり、執行部から、現在、子供たちが放課後に空き
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教室などを活用し、勉強などを行う放課後子ども教室や放課後児童クラブとして使用している

学校もある。今後も生徒の減少による空き教室の増加が予想されることから、空き教室へ防災

用品を設置するなど、地域の要望などがあれば検討をしていきたいと答弁がありました。 

 観光ジオパーク推進課関係では、６款１項３目13節、深層水公園屋外便所清掃委託料につい

て、委託先はどこかと質疑があり、執行部から、深層水公園内の草刈りは公益社団法人室戸市

シルバー人材センター、公衆トイレはＮＰＯ法人室戸を元気にする会に事業委託をしていると

答弁がありました。 

 次に、６款１項３目13節、キラメッセ室戸鯨館リニューアル委託料について、志国高知幕末

維新博ということで展示物を入れかえているが、入館者の状況はどうなのか。また、施設リニ

ューアルを行っているが、展示内容はこのままでいくのかとの質疑があり、リニューアル前の

入館者数は年間6,000人程度であったが、平成29年３月のオープン後は、９月末までで約１万

人の入館者数となっている。今回は維新博の関係で施設リニューアルを行っており、デジタル

映像を駆使したファミリー層などにもわかりやすい展示にしている。今後については、所管課

と協議をして進めていきたいと答弁がありました。 

 消防本部関係では、８款１項消防費について、消防本部が出動した中で、火災状況区分その

他が９件あるが、これは消防分団が出動した件数も含まれているのかと質疑があり、執行部か

ら、その他とは雑草火災など他の区分によらない出動を指している。本部が出動した火災状況

区分その他９件には、消防分団が出動した件数も含まれていると答弁がありました。 

 産業振興課・農業委員会事務局関係では、歳入の19款３項４目１節、産業育成事業資金貸付

金元利収入の滞納分について質疑があり、執行部から、全体件数で11件の未収金が残ってお

り、そのうちの１件分については現在分割で返還をしている。他の10件についても、債権管理

課などと協議を進めながら、債務者の現状調査などを実施をしていると答弁がありました。 

 次に、歳出の５款１項３目19節、燃料タンク対策事業費補助金について質疑があり、南海地

震対策のためにＪＡなどが行うビニールハウスの燃料タンクの防災対策に対する補助である。

補助率は県が２分の１、市が３分の１であると答弁がありました。 

 選挙管理委員会では、２款４項１目１節、選挙管理委員会委員報酬の委員の人数や定例会の

開催日数等について質疑があり、執行部から、委員の人数は４名である。委員会の定例会は３

カ月に１回の年４回は行っており、選挙期間中はほぼ毎日出席をしていると答弁がありまし

た。 

 また、選挙公報車の投票を呼びかける音声が聞こえにくい、期日前投票所が狭いとの声があ

るが、投票率向上のため対策は行わないのかと質疑があり、選挙公報車については、小集落ご

とへの巡回啓発を行うことなども含めて広報に取り組むよう努力をする。期日前投票所につい

ては、現在、市役所の１カ所しか開設をしていないことから、遠方から投票に行きにくいとい

う話もあるので、他の地域での投票所の開設などとあわせて検討をしていく。また、市内の高
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校などと連携をした主権者教育の出前授業を予定をしており、若い世代からの投票率の向上に

努めていくと答弁がありました。 

 総務課関係では、２款１項１目一般管理費について、人件費等の抑制に取り組むとのことだ

が、職員数をふやすとも聞いている、どのように取り組むのかと質疑があり、執行部から、現

在の職員数は247名であるが、住民サービスの多様化などによる業務の増加などの理由によっ

て252人までふやす計画はある。臨時職員やパートなどを含めて検討していくことになると答

弁がありました。 

 次に、２款１項８目13節、ＬＥＤ照明導入調査事業委託料について質疑があり、この委託調

査で判明をした市が管理する防犯灯数は1,719基であり、そのうち1,432基を今年度中に交換を

する予定であると答弁がありました。 

 建設土木課関係では、７款１項２目、国土調査費について、地籍調査にて、室戸岬町津呂地

区のＥ１工程と佐喜浜入木地区のＣ・Ｅ１工程とあるが、この違いは何かと質疑があり、執行

部から、津呂地区のＥ１工程とは地籍調査を行う前準備のことで、土地の地権者リストを準備

し、戸籍調査を行い、特定した所有者に書類などの郵送準備をするものである。入木地区のＣ

工程とは測量の事前準備のことで、測量業者が三角測量の基準点を現地に打つものと、地籍調

査の前準備を行うＥ１工程であると答弁がありました。 

 また、地権者の追跡調査など、計画どおりに進んでいるのかと質疑があり、平成27年度に津

波浸水区域からの地籍調査の10カ年計画を策定した。海岸地域では、平成37年ごろに完了す

る。ことしは地元の地籍調査推進員に協力をしていただきながら、入木と岬津呂地区の現地立

会を進めていると答弁がありました。 

 債権管理課関係では、２款１項12目債権管理費について、徴収時における職員の言葉がきつ

いとの声も聞かれるが、どういう対応を行っているのかと質疑があり、執行部から、徴収のこ

とは話さなくてはならないが、支払いの原則を相手に話し、より理解を求めるような話し方を

するよう職員には指導していると答弁がありました。 

 防災対策課関係では、２款１項13目15節、津波避難施設等整備工事費の繰越明許費につい

て、津波避難タワーはたびたび工事などの変更が生じているが、３基分の進捗状況は計画どお

りに進んでいるのかと質疑があり、執行部から、現在、浮津、脇地、吉良川の順でタワー３基

を建設中であり、工事の段階において工事変更を行っている。事前の地質調査などは行ってい

るが、不測の事態が生じた場合は工期変更なども考えられると答弁がありました。 

 また、津波避難タワーはどの震度までの地震に対応できるように建設をされているのかと質

疑があり、津波避難タワーは国のガイドラインを活用し、強い津波の力を考慮した設計になっ

ている。最大震度７に耐えられるように建設をしていると答弁がありました。 

 市民課関係では、４款１項４目28節、水道事業会計繰出金について質疑があり、執行部か

ら、これまでの水道事業に係る上水道や崎山地区の簡易水道の元利償還金の半分と、また昨年
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に上水道と簡易水道の一本化による委託料の２分の１を一般会計から水道事業会計へ繰り出し

たものであると答弁がありました。 

 次に、４款１項４目19節、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金について質疑があり、執行

部から、これは個人に対しての補助金であり、平成28年度では住宅の建坪が135平方メートル

以下は５人槽で14件、それ以上の７人槽で３件、新設の２世帯住宅の場合は10人槽で３件の補

助を行ったと答弁がありました。 

 福祉事務所関係では、３款１項１目13節、生活困窮者自立支援事業委託料について、生活困

窮者の基準はあるのか、また想定をした人数より少なかったから不用額が出ているのかと質疑

があり、執行部から、生活に困っている方や就労したことがない方たちの自立支援を図るた

め、生活困窮者自立支援法に基づく各種事業を室戸市社会福祉協議会に委託をしている。不用

額の理由は、予定をしていた活用人数より少なかったためであると答弁がありました。 

 また、３款４項１目20節、災害被災世帯見舞金等給付費について、どのような方を対象とし

ているのか、その対象者が申請をしないと給付をされないのかと質疑があり、平成28年度は自

宅が全焼した３件の方に見舞金を給付をしている。消防本部と連携を行いながら見舞金を手渡

しているので、対象者から申請をする必要はないと答弁がありました。 

 生涯学習課関係では、９款５項２目19節負担金補助及び交付金の不用額202万196円について

質疑があり、執行部から、スポーツ合宿支援補助金と室戸岬健康マラソン大会補助金を合わせ

た190万円ほどが主な不用額になる。スポーツ合宿支援補助金については、予定をしていた申

請者数が少なかったためであり、また室戸岬健康マラソン大会補助金については、想定以上の

参加者がいたことで参加料がふえ、大会運営費の縮減が図れたためであると答弁がありまし

た。 

 次に、９款４項１目13節、重要伝統的建造物群保存地区改修指導等委託料と９款４項１目

19節、重要伝統的建造物群保存地区保存事業補助金との関係性について質疑があり、執行部か

ら、委託料については、市には重要伝統的建造物群保存地区の修景が行える建築の専門家がい

ないため、専門の方に来ていただき、適切な修景が行われるよう指導を受けるためのものであ

る。補助金については、伝統的な建造物の修理などを行うために補助を行うものであると答弁

がありました。 

 会計課、財産管理課、税務課、監査委員事務局、人権啓発課につきましては、特段の質疑は

ありませんでしたので、省略をいたします。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定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（濱口太作君） 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〕 
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○議長（濱口太作君） 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（濱口太作君） 次に、日程第４、認定第２号平成28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から認定第８号平成28年度室戸市水道事業会計決算の認定に

ついてまで、以上７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。山本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（山本賢誓君） 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認定第２号平成28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から認定第８号平成28年度室戸市水道事業会計決算の認定についてま

で、以上７件につきましては、平成29年９月定例会において当委員会へ付託をされたものであ

ります。 

 委員会といたしまして、10月10日に委員会を開き、執行部の出席を求め、審査を行いまし

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。 

 初めに、認定第２号平成28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

てであります。 

 まず、事業勘定についてであります。 

 本決算は、歳入総額35億93万1,419円に対し、歳出総額37億4,796万4,770円で、歳入歳出差

し引き額２億4,703万3,351円の不足が生じ、このため同額を翌年度歳入から繰上充用をされて

おります。 

 執行部の説明の後、委員から、歳出８款２項１目、保健衛生普及費の13節脳ドック検診他委

託料不用額312万2,525円について、脳ドックは毎年何人ほどが検診を受けているのか、不用額

が出ているのは検診を受ける人が少なかったためかと質疑があり、執行部から、脳ドックの検

診人数については、平成28年度に170人の定員で募集をかけたところ、キャンセル等もあった

がほぼ枠が埋まった。このため29年度は募集人数を200人にふやしている。また、この委託料

については、脳ドック以外の検診やほかの委託料も含まれていることから、今回の不用額は糖

尿病の重症化予防事業での契約変更減等のために計上されたものであり、脳ドックに関する不

用額は出ていないと答弁がありました。 

 また、歳出１款５項１目、医療費適正化特別対策事業費、レセプト点検事務に係る予算

311万2,580円について、レセプト点検はＯＡ化されているので間違いは以前より少ないと思う

が、補助金がないならこの予算は他の事業に回すべきではないかと質疑があり、レセプト点検

については１次審査を国保連合会、２次審査を市で行っている。ＯＡ化されたことにより間違
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いは少なくなっているが、資格を持った職員がチェックをすることにより、重症化や重複頻回

の方の情報を拾い出せる。また、一定医療費の抑止力になっていると答弁がありました。 

 次に、直診勘定であります。 

 本決算は、歳入歳出額ともに1,727万393円の同額であります。 

 執行部の説明の後、委員から、歳出２款１項医業費について、室戸岬診療所の開設に当た

り、当初予定していた器材を購入しなかったため、多額の不用額が出たとのことだが、その器

材がなくても診療所の運営に支障はないのかと質疑があり、執行部から、当初の予算について

は診療所開設前に視察を行った佐喜浜診療所や馬路診療所等に導入されていた器材分を予算計

上していたが、その後、医師との協議により、今回は最小限の器材のみを導入することになっ

た。導入していない器材での検査が必要な場合は、器材がそろったほかの病院での検査となる

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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第３号平成28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

ついてであります。 

 本決算は歳入歳出額ともに501万9,519円の同額であります。 

 執行部の説明の後、委員から、介護認定審査の結果、非該当となる場合があるが、どのよう

な方が非該当となるのかと質疑があり、執行部から、介護認定の申請があると、認定調査員が

身体等の状態について本人や御家族に聞き取り等を行い、調査票を作成する。その調査票と主

治医の意見書をもとに審査を行うが、身体の状態がまだ介護が必要なほどではないと判断され

た方が非該当となっていると答弁がありました。 

 また、介護認定を申請してどれくらいの期間で認定がおりるのかと質疑があり、申請を受け

付けて30日以内に結果を出すことになっているが、主治医の意見書や調査日の調整等で審査が

延びることもある。30日を超える場合には理由を添えて遅延通知を送付し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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第４号平成28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であ

ります。 

 本決算は、歳入総額20億6,558万170円に対し、歳出総額20億2,106万4,567円であり、翌年度

繰越額は4,451万5,603円であります。 

 執行部の説明の後、委員から、歳出２款１項６目19節、居宅介護サービス計画作成費負担金

7,728万3,779円について、居宅介護サービス計画作成費とはどういう内容なのかと質疑があ

り、執行部から、要介護１から要介護５までの介護認定を受けた方は、ほとんどにケアマネジ

ャーがついており、ケアプラン作成等の業務を行っている。この業務に対し、ケアマネジャー

が所属する居宅介護支援事業所に市から給付金を支払うものであると答弁がありました。 
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 次に、歳出３款３項１目、包括的支援事業費の認知症サポーター養成講座委託料について、

認知症サポーターの人数や位置づけ、必要な資格等について質疑があり、認知症サポーター事

業は一般市民の方を対象に行っており、平成28年度の受講者は25名である。必要な資格や義務

は特になく、講座を受講して認知症に関する知識を深め、認知症の方に対する理解や声かけな

どをしていただく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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第５号平成28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

てであります。 

 本決算は、歳入歳出額ともに4,375万3,403円の同額であります。 

 執行部の説明の後、委員から、歳出１款１項１目、海洋深層水給水事業費、給水施設保守点

検委託料1,447万2,000円については、取水から給水ピットの部分のみの保守点検料なのか、ま

たスジアオノリ施設等の指定管理施設の保守点検も含まれているのか。含まれている場合、同

じ会社で同時に全ての施設の点検を行えば経費が削減できるのではないかと質疑があり、執行

部から、この保守点検委託料は給水ピット等の保守点検に係る委託料である。指定管理施設の

設備関係の保守点検については市と切り離して考えているが、全体として経費が削減できるの

であれば検討したいと答弁がありました。 

 次に、海洋深層水使用料金は、収入を経費が上回る状態であるが、今の運営でやっていける

のか、深層水の使用料金を上げる等の対策が必要ではないかと質疑があり、給水使用料金で採

算をとろうとすると、料金の値上げ及び使用量の増加を考えていく必要がある。料金の値上げ

については、企業と協議も重ねているが、現在では値上げをするという話まで至っていない。

使用量の増加については、海洋深層水研究所や企業と連携し取り組みを進めているところだ

が、今すぐにふえるというものではないため、当面は協議や検討をしながら、予算が不足する

分については一般会計から繰り入れで対応する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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第６号平成28年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてであります。 

 本決算は、歳入歳出総額とも80万8,586円の同額であります。 

 執行部の説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は認定すべきものと決しま

した。 

 次に、認定第７号平成28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

てであります。 

 本決算は、歳入総額２億7,319万578円に対し、歳出総額２億6,200万8,249円であり、翌年度

繰越分は1,118万2,329円であります。 

 執行部の説明の後、委員から、この特別会計の予算はどのように構成されているのか、保険
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料収入以外の額はどこから出ているのかと質疑があり、執行部から、後期高齢者医療保険料が

全体の約68％を占め、残りは一般会計からの繰入金と前年度の繰越金である。一般会計からの

繰入金の内訳については、主に事務費に係る金額と保険基盤安定繰入金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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第８号平成28年度室戸市水道事業会計決算の認定についてであります。 

 平成28年度の給水状況は、給水人口１万3,091人、給水栓数7,835栓、年間総有収水量168万

2,217立方メートルで、前年度比で給水人口357人の減、給水栓数で78栓減、年間有収水量３万

4,177立方メートルの減であります。 

 施設整備につきましては、主なものとして、両栄橋配水管添架がえ工事、羽根簡易水道市道

登線配水管布設がえ工事、佐喜浜簡易水道配水管布設がえ工事などを施工しております。 

 経営状況につきましては、収益的収支の状況は、収入３億339万2,571円に対し、支出は２億

4,871万3,733円であり、当年度の未処分利益剰余金は5,467万8,838円であります。 

 執行部の説明の後、委員から、有収率が悪化している原因は何が考えられるのか、また改善

の余地はあるのか。水道管からの漏水以外にも原因があるのではないかと質疑があり、執行部

から、有収率低下の主な原因はやはり漏水である。水道管老朽化に伴い、１カ所漏水箇所を修

繕しても、また次の箇所が漏水するという状態のため、すぐに有収率を上げることは難しいと

考えている。現在、漏水改善のため、水道管布設がえ工事を進めており、特に石綿管が通って

いる箇所については改修計画を進めていると答弁がありました。 

 また、資金増加額として5,542万328円が計上されているが、毎年これほどの額が黒字となっ

ているのか、今後の見通しはどうなっているかと質疑があり、27年度、28年度は黒字として計

上している。今後数年は利益を出していけるのではないかと考えているが、人口の減少に従い

徐々に利益は減少していくと思われ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、本案は認定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（濱口太作君） 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（濱口太作君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第５、議案第15号名誉市民の選定についてを議題といたし

ます。 

 本案につきましては、委員会付託を省略したものであります。 
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 これより討論に入ります。 

 日程第１、議案第１号平成29年度室戸市一般会計第３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15号名誉市民の選定についてまで、以上23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。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。議案第９号について反対討論を行います。 

 まず、昨年９月定例会に提案されました補正予算案に旧椎名小学校改修工事関係の予算が約

４億8,000万円計上されましたが、それに対して、私はもちろんのこと、この事業に大半の市

民も反対しておられることを重く受けとめ、委員会において委員長の裁決権を行使して反対

し、議案を否決いたしました。その予算案は、本議会で可決してしまいましたが、そのような

事態は議会前に予算書を手にしたときから承知していたことで、それでもなお市民の代表の一

人として、ほかの委員３名とともに反対いたしましたが、その判断には何の悔いも持っており

ません。 

 そして、今議会のこの補正予算案に反対するのも、この中の旧椎名小学校改修事業に係る２

つの活動事業への５つの予算、合計2,268万1,000円に対して反対するもので、ほかの予算につ

いて疑義は持っておりません。本議案のもととなります旧椎名小学校改修事業については、昨

年９月議会最終日に行いました反対討論でも指摘いたしましたが、この事業の問題点はたくさ

んあると思っております。 

 １つ目に、自治体の事業とは、本来まずソフト事業としてこういう事業をやろうと考え、そ

れにはこういう施設は必要になるなあと考え、そういう施設はないが、あの廃校を改修すれば

この事業ができるんじゃないかと計画され、進展すべきものだと私は思っております。である

のに、この廃校に国や県や市民の税金を合わせて５億円を超す巨額の予算を投資する事業目的

は、まず建設業者の仕事づくりとして計画されたもので、県外団体の研究施設設置と住民の活

動の場づくりは明らかに後づけの事業であります。15年後の室戸市の人口は約6,500人です。

ですが、その時代までこの債務返済が続くことを考えますと、全く住民目線の公共工事ではな

いこと、またその施設の借金が払い終わる時代までこの施設内の事業が健全に行われ続けてい

くとは思わないこと。 

 ２つ目は、室戸市において、昔から観光客の誘致及び交流人口の拡大を促進することにより

地域の活性化を図るに足る一番の場所は間違いなく室戸岬だったし、今もそうです。ですが、

本市は遠く離れた三津に室戸岬の地質関連施設を整備し、今度はさらに遠く離れた椎名に観光

関連施設だとして約６億円を投資し、グラウンドを駐車場にという話も聞いておりますので、

現在５億8,800万円の予算も最終的には予算総額は６億円を超え、６億5,000万円にもなると考

えており、費用対効果の面で言いますと、費用がまさるのは疑いないことであります。 

 私は長く地域づくり活動を行い、地域雑誌では県東部地域の観光などの特質を再発見すべく

活動を続けてまいりましたが、この２つの事業はともに観光客誘致に効果を上げないナンセン
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スな事業だと理解しておりまして、無駄な投資と考えております。室戸岬のほかに吉良川町の

重伝建保存地区も観光地として位置づけられてはおりますが、室戸市の観光地として重点投資

するとすれば、間違いなく室戸岬周辺地域の魅力アップに投資すべきだと思っております。周

辺に新しい施設を設けるなどして観光地的要素をさらに伸ばし、室戸岬に来られる観光客の増

加に努めるしか室戸市の観光振興が活性化することなどあり得ません。 

 また、室戸市内で商売をしてきて、そして新店舗への関心度を見計らってきて思うのは、室

戸で店を構え、新しく商売を始めても、お客さんが立て込むのは長くて３年、幾ら繁盛店が利

益度外視で大盤振る舞いして店を経営しても、２年か３年もすればすぐに飽きられてしまい、

またすぐほかの新しい店に行ってしまいます。これは室戸市民の気質だと思っております。本

市が公共施設を整備しても同じことで、椎名地区に幾ら６億円、７億円と投資して観光地化し

ようと試みても、３年もすれば観光客が椎名のこの施設に行かなくなります。その理由は、あ

の場所は本来観光地ではないからです。これが本議案に反対する２つ目の理由であります。 

 ３つ目に、６億円近くなった事業費ですが、もしこの事業を行わなかったらと仮定します

と、事業を行う以上の効果が地域にもたらされていたこと、この事業の計画段階において、県

外団体や建設業者などによる市への働きかけに応じることなく、あの廃校の施設を取り壊し、

学校敷地を地権者に返還して、地権者への賃貸料支出をなくした上で、椎名地区の集会所など

活動の場と消防屯所を高台移転させる計画を進めていたら、この６億円の事業費の半分か、そ

れとも３分の２の予算額で椎名地区住民の了解を得られただろうし、これから建設を計画し、

新たに約２億円の予算が必要となるその消防屯所、防災コミュニティーセンターもその予算額

で完成するだろうこと、こうしておれば市の予算軽減になったことは間違いないと思っており

ますし、市民の賛同も得られたこと。 

 ４つ目に、元小学校の子供たちは長い年月の間、ウミガメの卵のふ化に取り組む活動を続け

てきました。そのことを本市は十分承知しておりながら、その活動に対しては支援もそのため

の施設建設を行うでもなく、県外団体の研究にはこのように施設改修に億単位の予算をかけて

提供しようとしております。市内の小学校の活動よりも県外団体の活動を優先させたのはいか

にも道理にかなわず、不合理なことであり、何で僕らの活動を応援せんと、大阪の団体のウミ

ガメ活動を応援するがでと考えるだろう子供たちの思いを察しますと、その点が今もってどう

にも納得できないこと。 

 このことから、本議会に提案されております議案第14号の指定管理者に同団体を選定する件

については反対しようと考えましたが、市長は指定管理料を出さないと明言されましたことも

あり、運営赤字となったとき、市と団体がどう対応されるのかと、それを監視しようと考え、

委員会では賛成いたしました。これでもし市長が前言を翻し、市民との約束を破って、赤字に

対する補塡や指定管理料を出した場合に、そのときには徹底批判を行うつもりでいます。 

 ５つ目に、本議案とは別に、集落活動センターの指定管理者と内定しておりました椎名常会
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は、電気代などが年間70万円などと聞いて指定管理者をおり、集落活動センターの管理は市が

行うことになり、住民はお金の心配をすることなく、その施設を利用して活動を行うと聞きま

した。これについても、本市と常会とが協議を始めた当初から年間の電気代などはおよそ70万

円と伝えていたら、椎名常会はその時点でかかわることもなかったので、これは住民側の責任

ではなく、明らかに本市の失態と言えます。こうして、この施設内で開始しようと計画した２

事業のうちの１つ、住民参加で管理運営の活動を旨とすべき集落活動センターの事業趣旨が既

にオープン前に破綻していること。 

 以上、元小学校のウミガメにかかわる子供たちの活動よりも県外団体のウミガメ研究を優先

させたこと、改修工事ありきのこの事業には反対であること、この施設は観光地とはなり得

ず、新たな観光事業は三津や椎名地区ではなく、室戸岬周辺地域に重点的に行うべきこと、こ

の事業には多くの市民が反対しておられることなどの理由から、本案に反対いたします。 

 以上、本案についての反対討論といたします。 

○議長（濱口太作君） 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（濱口太作君） 次に、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） ほかに討論はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） これをもって日程第１、議案第１号から日程第５、議案第15号まで、

以上23件についての討論を終結いたします。 

 健康管理のため11時30分まで休憩いたします。 

            午前11時14分 休憩 

            午前11時27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。 

 これより採決いたします。 

 日程第１、議案第１号平成29年度室戸市一般会計第３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。 

 本案に対する委員長の報告は承認であります。 

 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（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号室戸市防災コミュニティセンター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。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 
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 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（濱口太作君） 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号室戸市山村留学支援住宅設置及び管理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（濱口太作君） 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。 

            〔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号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第５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（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号室戸市税条例等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（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８号室戸市立保育所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（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号平成29年度室戸市一般会計第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（濱口太作君） 起立多数であります。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12号高知市及び室戸市におけるれんけいこうち広域都市圏形成に係る連携協約

の締結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（濱口太作君） 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13号財産の取得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（濱口太作君） 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、日程第２、議案第７号室戸市福祉医療費助成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（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10号平成29年度室戸市介護保険事業特別会計第３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〕 
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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10号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第11号平成29年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第１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（濱口太作君） 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14号室戸市海洋生物飼育展示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（濱口太作君） 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、日程第３、認定第１号平成28年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、認定第１号は認定されました。 

 次に、日程第４、認定第２号平成28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

定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、認定第２号は認定されました。 

 次に、認定第３号平成28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

ついてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、認定第３号は認定されました。 
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 次に、認定第４号平成28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採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、認定第４号は認定されました。 

 次に、認定第５号平成28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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、認定第５号は認定されました。 

 次に、認定第６号平成28年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、認定第６号は認定されました。 

 次に、認定第７号平成28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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、認定第７号は認定されました。 

 次に、認定第８号平成28年度室戸市水道事業会計決算の認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認定であります。 

 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（濱口太作君） 起立全員であります。よって、認定第８号は認定されました。 

 次に、日程第５、議案第15号名誉市民の選定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。 

 山川稔夫氏を室戸市名誉市民に選定することに同意する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、山川稔夫氏を室戸市名誉市民に認定す
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ることは同意をされました。 

 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（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12月第６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。 

            午前11時39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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