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平成２８年３月第２回室戸市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．日 時  平成２８年３月１１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    ７番 谷 口 總一郎 

  ９番 山 下 浩 平    10番 堺   喜久美    11番 町 田 又 一 

  13番 久 保 八太雄 

４．欠席議員 

  ６番 濱 口 太 作    ８番 山 本 賢 誓    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  日 垣 龍 二 

  事務局次長兼班長  寺 岡 安 弘 

  議 事 班 主 任  武 井 美 冬 

  議 事 班 主 任  眞 土 浩 子 

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 

  滞納整理課長  西 村 城 人     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 

  農林水産課長併農業委員会事務局長  竹 本 俊 之     建 設 課 長  岡 本 秀 彦 

  商工観光深層水課長  久保田   浩     ジオパーク推進課長  和 田 庫 治 

  防災対策課長  上 松 富士樹     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 

  教育次長兼生涯学習課長  久 保 一 彦     学校保育課長  森 岡   光 

  水 道 局 長  山 崎   桂     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 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 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第２号 平成27年度室戸市一般会計第７回補正予算について 
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  日程第５ 議案第３号 室戸市行政手続条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について 

  日程第７ 議案第５号 室戸市行政不服審査会条例の制定について 

  日程第８ 議案第６号 室戸市国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第７号 室戸市立診療所設置及び管理条例の制定について 

  日程第10 議案第８号 室戸市有林野看守人設置条例の廃止について 

  日程第11 議案第９号 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例

の一部改正について 

  日程第12 議案第10号 室戸市職員の退職管理に関する条例の制定について 

  日程第13 議案第11号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

  日程第14 議案第12号 室戸市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

  日程第15 議案第13号 室戸市分担金徴収条例の一部改正について 

  日程第16 議案第14号 室戸市介護サービス事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

の廃止について 

  日程第17 議案第15号 室戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の

基準に関する条例の一部改正について 

  日程第18 議案第16号 室戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部改正

について 

  日程第19 議案第17号 室戸市火災予防条例の一部改正について 

  日程第20 議案第18号 平成27年度室戸市一般会計第８回補正予算について 

  日程第21 議案第19号 平成27年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算につ

いて 

  日程第22 議案第20号 平成27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 

  日程第23 議案第21号 平成27年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計第３回補正予算に

ついて 

  日程第24 議案第22号 平成27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 

  日程第25 議案第23号 平成28年度室戸市一般会計予算について 

  日程第26 議案第24号 平成28年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第27 議案第25号 平成28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 
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  日程第28 議案第26号 平成28年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

  日程第29 議案第27号 平成28年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 

  日程第30 議案第28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予算

について 

  日程第31 議案第29号 平成28年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  日程第32 議案第30号 平成28年度室戸市水道事業会計予算について 

  日程第33 議案第31号 室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について 

  日程第34 議案第32号 室戸市過疎地域自立促進計画について 

  日程第35 議案第33号 吉良川まちなみ拠点施設における指定管理者の指定について 

  日程第36 議案第34号 室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場における指定管理者の指定について 

  日程第37 議案第35号 室戸市飲料水供給施設における指定管理者の指定について 

  日程第38 議案第36号 市道路線の認定について 

  日程第39 議案第37号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び高知県市町村総合事務組合規約の変更について 

  日程第40 議案第38号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び高知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産処分について 

  日程第41 議案第39号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

    日程第１より日程第41まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開会、開議 

○議長（久保八太雄君） おはようございます。 

 ただいまから平成28年３月第２回室戸市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。日垣議会事務局長。 

○議会事務局長（日垣龍二君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数13名中、欠席届３名、現在10名の出席でございます。 

 欠席議員は、山本議員、入院のため、林議員、濱口議員、通院のためでございます。 

 次に、12月定例会以降、閉会中の主な議会活動について御報告いたします。 

 12月22日、平成27年安芸広域市町村圏事務組合議会定例会が安芸市で開催され、議長が出席

をいたしました。 

 12月24日、平成27年第３回安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合議会定例会が奈半利町

で開催され、議長が出席をいたしました。 

 １月８日、議会だより編集のため、議会運営委員会が開催されました。 

 １月９日、平成28年室戸市消防出初め式に議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 １月10日、平成28年室戸市成人式に議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 １月31日、第41回室戸市春の観光開きが開催され、議長ほか関係議員が出席をいたしまし

た。 

 ２月16日、第81回高知県広域食肉センター事務組合定例会が高知市で開催され、議長が出席

をいたしました。 

 ２月23日、芸東衛生組合議会定例会が開催され、議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 ２月25日、平成28年安芸広域市町村圏事務組合議会定例会及び高知県東部地域博覧会推進協

議会議会が芸西村で開催され、議長が出席をいたしました。 

 ２月27日、香南市制施行合併10周年記念式典が開催され、副議長が出席をいたしました。 

 ３月５日、国立室戸青少年自然の家開所40周年記念式典が開催され、議長が出席をいたしま

した。 

 同じく５日、香美市合併10周年記念式典が開催され、副議長が出席をいたしました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） ここで皆さんにお願いがございます。 

 本日３月11日は、東日本大震災が発生した日でございます。東日本大震災でお亡くなりにな

られた多くの方々の御冥福をお祈りするために黙祷をささげたいと思います。 

 御起立願います。 

            〔全員起立〕 
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○議長（久保八太雄君） 黙祷。 

            〔黙  祷〕 

○議長（久保八太雄君） お直りください。 

 御着席願います。 

 次に、議会運営委員会副委員長の報告を求めます。亀井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（亀井賢夫君） おはようございます。 

 平成28年３月第２回室戸市議会定例会を開会するに当たり、議会運営委員会副委員長報告を

行います。 

 ３月８日午後２時から、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。 

 今期定例会に提案されております案件は、付議事件39件、うち条例関係16件、予算関係

14件、人事関係１件、その他８件となっております。 

 今議会の一般質問者は５名であり、その質問内容はお手元に配付の一般質問順序表のとおり

でございます。 

 会期につきましては、お手元に配付の会期及び日程表のとおり、本日３月11日から３月25日

までの15日間とすることに決定をいたしました。 

 会議時間につきましては、議事の進行状況によりまして時間延長もあり得ますので、それぞ

れの日程の消化につきましては、議員各位の御協力をお願いいたします。 

 次に、お手元に配付してあります陳情書、要望書の一覧表の記載案件の中で、室戸市と奈半

利町を結ぶ地域高規格道路の整備の推進を求める意見書につきましては、議会運営委員会で取

り扱うことと決定いたしましたので、議員各位の御協力を重ねてお願いいたします。 

 その他の陳情書、要望書の一覧表につきましては、原本の写しを議員控室に準備してありま

す。趣旨に賛同される議員がおいでましたら、申し出てください。 

 次に、市長から、議案第１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及

び議案第２号平成27年度室戸市一般会計第７回補正予算につきましては、高知県人事委員会勧

告に準じて給料表の改正を行うとともに、一般会計については年度内に差額支給の処理を完了

させたいので、本日審議してほしいとの申し出があり、その取り扱いにつきまして協議をした

結果、本日、委員会付託を省略し、質疑、討論、採決を行うことと決定をいたしました。 

 次に、室戸市議会会議規則の一部改正につきましては、男女共同参画を考慮した議会活動を

促進するため、本会議及び委員会を出産のため出席できない場合は、あらかじめ欠席届を提出

できることにするものであり、議会運営委員会で本会議に提案いたすことに決定をいたしてお

りますので、議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

 次に、室戸市議会委員会条例の一部改正につきましては、室戸市課設置条例の一部改正に伴
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うものであり、議会運営委員会で本会議に提案いたすことに決定をいたしておりますので、議

員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

 最後に、各常任委員会委員の選任につきましては、引き続きの選任となりますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上で議会運営委員会副委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において亀井賢夫君及び脇本健樹君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

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

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、議会運営委員会副委員長の報告のとおり、本日３月11日から３月25日

までの15日間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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、会期は15日間と決定いたしまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第３、議案第１号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から日程第41、議案第39号固定資産評価審査委員会委員の選任について

まで、以上39件を一括議題といたします。 

 ここで市長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 

 引き続いて、施政方針、報告事項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28年３月第２回室戸市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれ

ましては、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。 

 それでは、ここで行政報告をさせていただきます。 

 まず、東部地域博覧会についてでございます。 

 安芸郡９市町村が中心となって行ってまいりました高知家・まるごと東部博でございます

が、昨年４月29日から始まり、12月23日まで実施をされました。全体の集客目標は、270万に

対し264万人、観光消費額は、目標値８億円に対し７億5,000万円となっているところでござい

ます。当市では、室戸世界ジオパークセンターのオープンから始まり、特別企画展や第１回ト

ライアスロン大会、むろとまるごと産業まつり、安芸・室戸パシフィックライドなどが開催を
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されました。 

 今回の取り組みにつきまして、多くの方々の御意見をお伺いをしておりますが、１つには

人々のつながりを感じることができた、また観光という分野が点であったものが面に広がって

きたのではないかという評価をいただいているところであります。また一方で、情報発信の方

法などについて、まだまだ工夫が必要だとの御意見をお伺いをいたしておりますので、このこ

とにつきましては、今後に生かしていかなければならないと思っているところでございます。 

 当市の観光交流人口の調査では、平成26年の63万人に対し平成27年は73万人と増加をいたし

ているところでございます。このことをしっかり地域の経済効果につなげていかなければなら

ないと考えております。 

 また、安芸郡９市町村が中心となり、新しく東部観光協議会が発足をする予定でございます

ので、教育旅行や体験プログラムの実施など連携を図るとともに、高知県東回りの観光ルート

の玄関口として一層の観光振興と交流人口の拡大に向けて取り組んでまいります。 

 次に、芸東衛生組合の取り組みについてでございます。 

 まず、し尿処理施設につきましては、室戸清浄園に統合する工事を平成26年度に発注をし、

繰越事業として整備を行ってまいりました。平成27年９月30日、３億9,000万円の事業費で完

成をいたしております。現在、日量35キロリッターの施設として、室戸市、東洋町のし尿及び

浄化槽汚泥を順調に処理をいたしているところでございます。 

 また、相間衛生センターにつきましては、3,100万円の事業費で休止対策工事を行い、緊急

時の中継施設としての機能を残した上で休止施設としているところでございます。し尿処理施

設の統合により、運営経費は約4,700万円の節減となっております。 

 次に、懸案となっておりますごみ処理場クリーンセンターの解体と今後の取り組みについて

でございます。 

 芸東衛生組合議会において財源対策も含め検討をしてきたところでございます。その結果、

クリーンセンターを解体し、その跡地にはストックヤードを設置する方法が望ましいというふ

うに判断をいたしております。本年は地域計画を作成、続いてダイオキシン調査、実施設計を

行い、平成30年をめどに解体施工へと取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、既存のリサイクルセンターにつきましては、引き続き修理をしながら使用することと

いたしております。 

 続いて、施政方針に移ります。 

 初めに、国内経済は、月例経済報告によりますと、景気は一部に弱さも見られるが、緩やか

な回復基調が続いており、先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、各種施

策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されると言われております。 

 しかしながら、国外においては、中国を初めとするアジア新興国経済の減速や原油安など不

安要素があることや、国内においても我が国初のマイナス金利政策がどのような影響を及ぼす
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のか、先行きが不透明な状況にあります。 

 地方では、まだまだ景気回復を実感することができない状況でありますが、当市では人口減

少や雇用創出などの課題に取り組むため、新年度は組織機構の改編を行うとともに、平成27年

度に策定した総合振興計画の後期基本計画並びにまち・ひと・しごと創生総合戦略を基本とし

て産業振興や地域の活性化に取り組んでまいります。 

 それでは、平成28年度の主な施策について申し上げます。 

 まず、行財政の健全化についてであります。 

 本市の財政状況につきましては、平成26年度普通会計決算の財政健全化法に基づく財政指標

は全て長期健全化基準を下回っているものの、県内平均よりも高い数値であり、依然として厳

しい財政状況であることから、さらなる財政の健全化に取り組んでいかなければならないと考

えています。遊休資産の売却を進めるなど収入の確保とともに、一層の経費の削減に努めてま

いります。 

 特別会計の健全化につきましては、引き続き国民健康保険事業特別会計の累積赤字の解消を

図るため、国保税の徴収強化、医療費の抑制対策等に努めるとともに、一般会計からの支援対

策を進めてまいります。 

 また、職員の意識改革やスキルアップを図るため、高知県との人事交流や他団体への職員派

遣を行うとともに、業務改善研修や法制執務研修などを行います。そして、職員の自発的な資

格取得に対する新たな支援制度の導入や平成26年度から実施している人事評価制度のさらなる

活用に努めます。 

 次に、産業の振興についてであります。 

 室戸市内で新たに起業する方や事業後継者への支援を目的とした創業支援事業を実施しま

す。また、地域振興券やふるさと旅行券発行事業を実施することにより、地域経済の向上に努

めます。 

 地域おこし協力隊については、増員することにより、ふるさと室戸応援寄附金の新たなお礼

品の開発や情報発信の取り組みを強化し、特産品の販売拡大など地場産業の振興に努めてまい

ります。 

 雇用や企業誘致では、高知県と共同でコールセンター見本市に参加するなど、企業誘致活動

を行います。 

 観光では、安芸広域９市町村と県が出資する一般社団法人高知県東部観光協議会が設立され

る予定でありますので、今後、協議会と連携し、広域観光を進めるとともに、一層の交流人口

拡大に取り組みます。 

 また、グルメまつりや第２回トライアスロン大会、日本ウミガメ会議全国大会を開催するな

ど、支援してまいります。 

 そして、これまで検討を進めてまいりました旧椎名小学校の有効活用については、内部展示
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の実施設計等を行った上、施設整備に取り組んでまいります。 

 また、ジオパークのサイト整備として、四十寺山の展望台整備を行います。 

 農業では、規模拡大及び新規就農を目指す農家に対する園芸用ハウスやレンタル畜産施設の

整備、環境保全型農業の推進による安心・安全な農作物の生産体制や集落営農の組織化を支援

していくとともに、かんがい排水事業やため池改良事業を実施し、引き続き農業基盤の整備を

進めます。 

 また、耕作放棄地対策として、果樹の新植支援などに取り組んでまいります。 

 農林作物に対する鳥獣被害対策では、有害鳥獣の駆除とともに、防護柵の設置や新規狩猟者

に対する支援を行います。 

 水産業では、漁港整備事業等の水産基盤整備を推進するとともに、引き続き効率的な漁業経

営につながる漁船設備投資を支援してまいります。 

 そして、稚魚・稚貝の放流とともに、藻場調査など水産資源の回復に努めてまいります。 

 また、後継者対策として、引き続き農林水産業の新規就業者支援や移住者の受け入れ体制の

充実に努めてまいります。 

 次に、保育・教育の充実についてであります。 

 子供たちの学力向上、道徳教育の充実及び体力向上対策の推進を図り、ふるさとを愛し、心

豊かでたくましく未来を切り開く人間性を育む教育を推進するために、室戸市子ども・子育て

支援計画に基づいた施策に取り組みます。 

 施設整備では、新たに中部学校給食センターの新築実施設計などに取り組んでまいります。 

 また、放課後児童クラブなどの充実により、次代を担う児童の健全な育成に努めます。 

 そして、室戸市民に親しまれてきた室戸の民話をまとめる事業やスポーツ合宿の誘致活動を

進めます。 

 文化財では、室戸岬史跡等保存活用計画の策定に取り組みます。 

 次に、保健・福祉サービスの充実についてであります。 

 子育て支援では、多子世帯の保育料軽減事業として、３人目以降の保育料の無料化を行って

いますが、今回、２人目同時入所の保育料の無料化を実施します。 

 また、すこやか子育て祝金に加え、乳児期に必要な乳児用品を支援するとともに、不妊治療

費等助成や乳幼児等医療費の全額助成を引き続き実施いたします。 

 健康づくりでは、地域医療確保のために、新たに室戸岬地区に市立診療所を開設するととも

に、看護師などの人材確保事業に取り組みます。 

 また、電話健康相談事業や健康マイレージ事業を継続して行い、健康長寿のまちづくりを推

進いたします。 

 そして、介護職の人材を育てるため、介護職員養成講座実施事業を進めます。 

 次に、市民の生活・環境を守るまちづくりについてであります。 
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 市道整備につきましては、継続事業として、愛宕山墓園線、三津本線等の道路改良事業を進

めます。また、新規事業では、段線の道路改良や両栄橋のかけかえ工事などに着手してまいり

ます。 

 また、住宅リフォーム補助事業を継続するとともに、新火葬場の駐車場整備工事を行いま

す。 

 人権対策では、人権問題の解決に向け、室戸市人権施策推進計画の実施に努め、人権が尊重

される社会づくりに取り組むとともに、吉良川市民館の耐震改修工事を行ってまいります。 

 次に、防災対策の推進についてであります。 

 津波避難タワーや避難路の整備を図るとともに、避難誘導標識等の整備、備蓄品の確保、命

を守る対策として住宅耐震化の推進など、さらなる防災対策を進めます。 

 また、漁港内の燃料タンク地下埋設事業の実施や沿岸における海難救助組織に対する支援な

どに努めてまいります。 

 消防関係では、三津防災コミュニティーセンターを整備するとともに、分団のポンプ車、消

防本部の水槽車の更新を行います。そして、救急救命士の育成や消防士の技術向上に努めると

ともに、装備の充実などに取り組んでまいります。 

 次に、その他の主な事業についてであります。 

 まず、移住促進事業では、新たに移住促進室を設置し、これまでの移住体験ツアーや移住フ

ェア等の情報発信や誘致活動に加え、空き家改修補助金を活用した空き家バンク事業の推進を

図るとともに、「しごと」の面では無料職業紹介業務を導入し、「いえ」と「しごと」の情報

をワンストップで行い、移住対策を進めてまいります。 

 これに加えて、定住対策も重要であることから、若者や移住者の定住を促進するため、住宅

用地造成事業に取り組んでまいります。 

 また、地域を活性化するための核となる地域リーダー育成事業や、室戸高校への支援対策と

して、いさな寮へのエアコン設置や寮費の助成などに努めてまいります。 

 最後に、水道事業についてであります。 

 水道事業会計については、長年の懸案事項であった吉良川西の川水源地に係る建設仮勘定の

処理を地方公営企業会計制度の見直しにより行ってきたところでございますが、人口の減少に

伴う給水収益の減少など厳しい財政状況であります。引き続き、水道会計の健全化に努めると

ともに、安全でおいしい水を安定して供給できるよう、羽根、佐喜浜地区における老朽管の布

設がえや漏水対策などに取り組んでまいります。 

 以上、主な施策や事業について申し述べましたが、今後とも、社会経済情勢の動向に留意し

ながら、適正な市政運営に努め、明るく希望のあるまちづくりを目指し全力で取り組んでまい

りますので、議員各位並びに市民の皆様方の一層の御支援、御指導を賜りますようお願い申し

上げます。 
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 次に、提案理由の説明に先立ち、専決処分等について御報告を申し上げます。 

 まず、平成27年12月11日に室戸市浮津の市営住宅第七大谷団地内において発生しました自動

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

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

 また、平成27年12月11日に室戸市浮津の住宅敷地内において発生しました自動車損傷事故の

損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第１項の規定に基づき専決

処分しましたので、同条第２項の規定により別冊のとおり報告いたします。 

 次に、平成26年度に施工した室戸岬町津呂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、私債権の放棄についてであります。 

 室戸市私債権の管理に関する条例に基づき私債権を放棄しましたので、同条例第13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、今定例会に提案いたします案件は、条例関係16件、予算関係14件、人事関係１件、そ

の他８件の計39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号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 本案は、県内民間事業所を対象とした民間給与実態調査等を踏まえて行われた高知県人事委

員会勧告に準じ給料表の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２号平成27年度室戸市一般会計第７回補正予算について。 

 本案は、高知県人事委員会勧告に準じて給料表の改正を行うことに伴い、予算総額に増減な

く歳出予算の更正を行うものであります。 

 議案第３号室戸市行政手続条例の一部改正について。 

 本案は、行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、行政指導の中止及び処分等の求め

の手続の規定を追加するなど所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第４号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 

 本案は、行政不服審査法が全面改正され、平成28年４月１日より施行されることに伴い、関

係条例について所要の改正を行うため、本条例を制定するものであります。 

 議案第５号室戸市行政不服審査会条例の制定について。 

 本案は、行政不服審査法が全面改正され、平成28年４月１日より施行されることに伴い、審

査庁が行う裁決の客観性、公正性を確保することを目的に、市長が諮問する第三者機関として

室戸市行政不服審査会を設置する必要が生じたため、本条例を制定するものであります。 
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 議案第６号室戸市国民健康保険条例の一部改正について。 

 本案は、国民健康保険の保健事業の一環として、療養環境の向上と住民福祉の増進を図るた

め、新しく診療所を設置することに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第７号室戸市立診療所設置及び管理条例の制定について。 

 本案は、本市の地域医療の確保を目的として設置する室戸市立診療所の適正な管理及び運営

を図るため、本条例を制定するものであります。 

 議案第８号室戸市有林野看守人設置条例の廃止について。 

 本案は、近年の社会経済情勢の変化などにより、市有山林の盗伐等の事例もないことや、高

齢化や後継者不足などにより看守人の確保が困難となったため、本条例を廃止するものであり

ます。 

 議案第９号室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正につ

いて。 

 本案は、特別職の職員で非常勤のものの待遇改善を図るため、報酬額を改定するとともに、

新たに市立診療所医師及び集落支援員等を設置するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

 議案第10号室戸市職員の退職管理に関する条例の制定について。 

 本案は、地方公務員法の一部を改正する法律が平成26年５月14日に公布され、平成28年４月

１日から施行されることに伴い、営利企業等に再就職した元職員による働きかけの規制など、

地方公務員の退職管理の適正を確保するため、本条例を制定するものであります。 

 議案第11号地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。 

 本案は、地方公務員法の一部を改正する法律が平成26年５月14日に公布され、平成28年４月

１日から施行されることに伴い、関係条例について所要の改正を行うため、本条例を制定する

ものであります。 

 議案第12号室戸市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について。 

 本案は、総務省自治税務局長通知により、行政手続の一部における個人番号の利用取り扱い

を見直す方針が示されたことに伴い、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するもので

あります。 

 議案第13号室戸市分担金徴収条例の一部改正について。 

 本案は、分担金を徴収する事業の整理を行うとともに、分担割合について見直しを行うた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第14号室戸市介護サービス事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止につい

て。 

 本案は、室戸市デイサービスセンター及び地域包括支援センターの運営を指定管理及び委託

事業に移行したことに伴い、基金の全額を介護保険事業の市負担分として処分し、今後活用予
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定もないことから、本条例を廃止するものであります。 

 議案第15号室戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条

例の一部改正について。 

 本案は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令により、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正

され、平成28年４月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行うため、本条例の一部を

改正するものであります。 

 議案第16号室戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定

める条例の一部改正について。 

 本案は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令により、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正

され、平成28年４月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行うため、本条例の一部を

改正するものであります。 

 議案第17号室戸市火災予防条例の一部改正について。 

 本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例

の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が平成27年11月13日に公布され、平成

28年４月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するも

のであります。 

 議案第18号平成27年度室戸市一般会計第８回補正予算について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算、繰越明許費及び地方債の補正であります。 

 歳入は、特定財源の国・県支出金及び市債等を事務事業の確定または確定見込みなどに伴

い、所定の算定基準により補正しております。 

 歳出の主なものは、地方創生加速化交付金事業として、室戸世界ジオパーク資源の輝きで魅

せる新たなビジネスの創造と連携事業4,468万円、高知県東部観光協議会負担金634万3,000円

のほか、防災対策加速化基金積立金１億2,521万1,000円、後期高齢者支援金繰出金7,396万

7,000円等の追加であります。 

 また、減額の主なものは、芸東衛生組合負担金1,029万2,000円、安芸広域市町村圏事務組合

負担金2,227万1,000円、漁港整備工事費7,400万円等であります。 

 繰越明許費は29件で、主なものは、社会資本整備総合交付金等防災対策事業５億8,214万

8,000円、社会資本整備総合交付金道路整備事業１億9,055万円、羽根中学校校舎耐震補強・大

規模改造事業１億3,653万8,000円、公共土木施設現年補助災害復旧事業１億3,782万9,000円等

であります。 



－54－ 

 繰り越しの理由としては、平成28年１月成立の国の補正予算を財源とする事業であること

や、関係機関や他事業との協議、調整に不測の日時を要したことなどにより、それぞれ年度内

の完成が見込めないため、地方自治法第213条第１項の規定により、予算の繰り越しを行うも

のであります。 

 また、地方債の補正は、各事業に伴う限度額の変更を行うものでありまして、歳入歳出予算

はそれぞれ4,302万円を減額し、総額133億8,828万円とするものであります。 

 議案第19号平成27年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算について。 

 本案は、共同事業交付金等を財源として、確定に伴う保険財政共同安定化事業拠出金等につ

いて補正するとともに、後期高齢者支援金等について一般会計より繰り入れを行い、赤字補

のための雑入を減額するものであり、歳入歳出予算はそれぞれ837万7,000円を追加し、総額

41億5,922万7,000円とするものであります。 

 議案第20号平成27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。 

 本案は、介護給付費の居宅介護サービス給付費等について補正するものであり、国庫負担金

及び一般会計繰入金等を財源として、歳入歳出予算はそれぞれ287万3,000円を追加し、総額

22億8,096万9,000円とするものであります。 

 議案第21号平成27年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計第３回補正予算について。 

 本案は、歳入予算のうち、海洋深層水給水施設整備事業に係る財源について、市債を100万

円増額し、一般会計繰入金を同額減額するものであり、歳入歳出予算総額に増減なく、財源更

正を行うものであります。 

 また、地方債の補正は、当該事業に伴う限度額の変更を行うものであります。 

 議案第22号平成27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。 

 本案は、平成27年度保険基盤安定負担金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金につ

いて補正するものであり、一般会計繰入金を財源とし、歳入歳出予算はそれぞれ31万9,000円

を追加し、総額２億5,535万7,000円とするものであります。 

 議案第23号平成28年度室戸市一般会計予算について。 

 本案は、一般会計予算であります。 

 まず、歳入についてであります。 

 市税では、人口の減少等により、市民税が対前年度比5.3％減で、市税全体では3.2％減とな

っており、地方譲与税、各種交付金は、それぞれ前年度の決算見込み額、地方財政計画、国の

動向及び県の試算等を勘案の上、計上しております。 

 また、財政運営を大きく左右する地方交付税については、普通交付税が地方財政計画等から

推計し0.5％減、特別交付税を含めた地方交付税総額では0.4％減となっております。 

 国・県支出金等の特定財源は、所定の算定基準により算定しております。 

 繰入金は、ふるさと室戸応援寄附金基金繰入金の増に加え、防災対策加速化基金や財政調整
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積立基金等の取り崩しにより、対前年度比31.3％増となっております。 

 市債については、普通建設事業費等の増により20.3％増となっております。 

 次に、歳出についてであります。 

 歳出では、義務的経費のうち、人件費が退職予定者の増により6.2％増、公債費は償還終了

に伴う元金の減少により10.8％減となっております。 

 普通建設事業費は、津波避難タワー整備工事費や三津防災コミュニティーセンター整備事業

費、室戸広域公園県営事業費負担金の増等により、全体としては7.6％増となっております。 

 また、積立金は、ふるさと室戸応援寄附金基金積立金の増により、前年度比１億4,949万

8,000円の増となっております。補助費等についても、ふるさと室戸応援寄附金お礼品報償費

等の増により6.2％増となっております。 

 新規事業の主なものは、津波避難階段整備事業4,400万円、防災倉庫整備事業1,386万

8,000円、消防水槽車等購入事業6,450万2,000円、レンタル畜産施設等整備補助事業1,200万

円、創業支援補助事業600万円、中部学校給食センター新築実施設計費1,181万1,000円、吉良

川市民館大規模改修耐震補強事業7,098万9,000円、介護職員養成講座実施事業260万1,000円、

室戸高校いさな寮エアコン設置事業及び入寮支援事業613万2,000円等を計上しております。 

 また、継続事業では、津波避難タワー整備事業６億9,308万8,000円、社会資本整備総合交付

金事業による椎名室戸線ほか市道整備事業５億1,280万円、三津防災コミュニティーセンター

整備事業１億5,146万円、安芸広域市町村圏事務組合負担金２億7,299万8,000円、国民健康保

険事業特別会計などへの繰出金７億3,709万2,000円等となっております。 

 債務負担行為は、情報セキュリティー強化対策事業等を計上し、地方債につきましては、各

事業に伴う限度額を計上しております。 

 歳入歳出予算総額は対前年度比８億228万4,000円、6.7％増の、それぞれ127億3,738万

9,000円となっております。 

 議案第24号平成28年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について。 

 本案は、国民健康保険事業特別会計事業勘定及び直診勘定の運営経費であります。 

 まず、事業勘定についてでありますが、歳入における保険税については、対前年度比5.8％

減の３億9,457万5,000円を計上し、国庫支出金、療養給付費交付金等の特定財源は、補助率、

交付基準により算定しております。 

 一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金等所要額を算定し、対前年度比4.2％増の２億

8,381万3,000円を計上しております。 

 歳出にあっては、総務費において、新たに直診勘定への繰出金として233万1,000円を計上

し、対前年度比16.2％減の4,447万1,000円を計上しております。 

 保険給付費等については、実績等を勘案し、対前年度比7.7％減の22億5,651万7,000円を計

上しております。 
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 高額医療費等に対する共同事業拠出金は、対前年度比7.1％増の８億29万1,000円を計上し、

事業勘定歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比１億6,647万5,000円、4.5％減の総額35億4,557万

円となっております。 

 次に、直診勘定についてでありますが、歳入については、診療収入1,280万円、事業勘定か

らの繰入金233万1,000円、一般会計繰入金2,280万8,000円等を計上しております。 

 歳出にあっては、設備に係る初期経費として医療費等に2,185万3,000円、また運営経費とし

て総務費等に2,011万6,000円を計上し、直診勘定歳入歳出予算はそれぞれ総額4,196万9,000円

となっております。 

 議案第25号平成28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。 

 本案は、介護認定審査会の運営経費であります。 

 歳入については、一般会計繰入金及び東洋町負担金を財源とし、歳出にあっては、委員の報

酬など審査会運営に要する経費を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比５万9,000円、

1.1％減の総額544万2,000円となっております。 

 議案第26号平成28年度室戸市介護保険事業特別会計予算について。 

 本案は、介護保険事業の運営経費であります。 

 歳入については、保険給付費等に係るそれぞれの負担割合により国・県・市負担金、支払基

金交付金を算定するとともに、第１号被保険者の保険料等を計上しております。 

 歳出における保険給付費については、平成27年度から平成29年度までの３年間を計画期間と

する第６期介護保険事業計画に基づいた介護報酬等を踏まえて、21億6,774万1,000円を計上し

ております。 

 また、地域支援事業については、高齢者の総合相談や権利擁護・介護予防ケアマネジメント

等総合的支援を実施するために地域包括支援センターへ事業委託を行うとともに、高齢者への

介護予防事業等を行う経費として6,909万6,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度

比2,224万8,000円、1.0％増の総額22億6,942万3,000円となっております。 

 議案第27号平成28年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について。 

 本案は、海洋深層水給水事業の運営経費であります。 

 歳入については、前年度実績見込み額とし、歳出にあっては、海洋深層水の効率的かつ安定

的な給水業務のための運営経費及び施設や設備の維持管理費並びにさらなる利用の拡大を図る

ために要する経費等を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比1,025万3,000円、17.3％減

の総額4,889万2,000円となっております。 

 議案第28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予算について。 

 本案は、障害支援区分認定審査会の運営経費であります。 

 歳入については、安芸広域障害支援区分認定審査会共同設置市町村等負担金及び一般会計繰

入金等を財源とし、歳出にあっては、委員報酬など審査会運営に要する経費を計上し、歳入歳
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出予算はそれぞれ前年度と同額の総額102万7,000円となっております。 

 議案第29号平成28年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について。 

 本案は、後期高齢者医療事業の運営経費であります。 

 歳入における保険料については、対前年度比8.2％増の１億8,137万3,000円を計上し、一般

会計繰入金は、保険基盤安定繰入金等の所要額により算定しております。 

 歳出における後期高齢者医療広域連合納付金については、過去の実績を勘案し、対前年度比

9.5％増の２億6,565万5,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比1,816万

8,000円、7.1％増の総額２億7,320万6,000円となっております。 

 議案第30号平成28年度室戸市水道事業会計予算について。 

 本案は、水道事業の運営経費であります。 

 業務の予定量については、給水戸数を7,352戸、年間総給水量を171万3,346立方メートル、

１日平均給水量を4,694立方メートルと定め、予算を編成しております。 

 収益的収支については、収入が対前年度比1.6％増の総額３億1,761万3,000円、支出は対前

年度比2.4％減の総額２億9,347万8,000円を計上しております。これにより、平成28年度の純

利益は2,513万5,000円と見込んでおります。 

 資本的収支については、上水道と簡易水道の建設改良を予定しており、収入は当該建設改良

に伴う国庫補助金、企業債の借入金、簡易水道債の元金償還金に対する一般会計からの繰入金

等で、対前年度比14.7％減の総額１億3,662万2,000円を計上しております。 

 支出は対前年度比7.5％減の総額２億3,048万6,000円で、その主なものは、羽根簡易水道配

水管布設替工事、佐喜浜簡易水道配水管布設替工事などの工事費及び企業債の元金償還金であ

ります。 

 資本的収支においては、9,386万4,000円の財源不足となりますが、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補 す

ることとしております。 

 議案第31号室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について。 

 本案は、室戸市立診療所整備事業を本計画に追加するため、過疎地域自立促進特別措置法第

６条第１項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32号室戸市過疎地域自立促進計画について。 

 本案は、過疎地域自立促進特別措置法の失効期限が平成33年３月31日まで５年間延長された

ことに伴い、平成28年度から平成32年度までの室戸市過疎地域自立促進計画を別案のとおり定

めることについて、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項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33号吉良川まちなみ拠点施設における指定管理者の指定について。 

 議案第34号室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場における指定管理者の指定について。 
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 議案第35号室戸市飲料水供給施設における指定管理者の指定について。 

 以上３案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定

手続等に関する条例第５条第１項第１号の規定に基づき指定管理者の候補を選定したので、地

方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第36号市道路線の認定について。 

 本案は、吉良川小学校への進入路及び地域住民の避難道路として整備を行うため、市道路線

を認定することについて、道路法第８条第２項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37号高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市町村

総合事務組合規約の変更について。 

 議案第38号高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市町村

総合事務組合規約の変更に伴う財産処分について。 

 以上２案は、高知県市町村総合事務組合の構成団体である仁淀川中央清掃事務組合が平成

28年３月31日をもって解散し、平成28年４月１日から高知県市町村総合事務組合を脱退するこ

とに伴う規約の変更及び財産処分について、地方自治法第290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39号固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 本案は、固定資産評価審査委員会委員杉本正一郎氏が平成28年３月31日をもって任期満了と

なるため、引き続き同氏を選任したいので、地方税法第423条第３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をいたします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 次に、議会運営委員会副委員長報告にありましたように、日程第

３、議案第１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及び日程第４、議

案第２号平成27年度室戸市一般会計第７回補正予算については、本日審議していただきたいと

いう市長からの申し出がありましたので、ほかの議案に先立ち審議することといたします。 

 日程第３、議案第１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。 

            午前11時７分 休憩 

            午前11時11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１号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

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

付託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第１号議案について質疑を行います。 

 一般職員はわかるがですけど、臨時職員ですよね、例えば臨時職員の基本というのは初任給

の何日分の何ぼとかというような決め方をしゆうと思うがですが、これは臨時職員の日額とい

うか、給料というか、それはどういうふうに変わるのかを教えていただきたいと思います。以

上です。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 上山議員さんにお答えいたします。 

 今回の条例改正の対象となるのは一般職職員ということで、議案書の議案第１号の５ページ

の上の表の下に、この表は他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する、ただし、第

20条に規定する職員を除くとありまして、この20条に規定する職員が臨時職員という位置づけ

になります。 

 それで、今回の改正に伴いまして臨時職員の月額につきましては、当初予算のほうに計上し

ておりますけども、本年度については150円のアップ、これを２年間行う予定をしておりま

す。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第４、議案第２号平成27年度室戸市一般会計第７回補正予算についてを議題とい

たします。 

 執行部からの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。 

            午前11時14分 休憩 

            午前11時16分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 
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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２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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第３、議案第１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から日程

第４、議案第２号平成27年度室戸市一般会計第７回補正予算についてまで、以上２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３、議案第１号から日程第４、議案第２号まで、以上２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。 

 日程第３、議案第１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。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第４、議案第２号平成27年度室戸市一般会計第７回補正予算についてを採決いた

します。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 
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 お諮りいたします。 

 本日議決されました案件について、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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、その条項、字句、数字、その他の

整理を要するものにつきましては議長に委任されました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、14日月曜日の日程は一般質問であります。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午前11時20分 散会 

 

 


