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  日程第２ 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３ 議案第５号 室戸市行政不服審査会条例の制定について 



－156－ 

  日程第４ 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５ 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６ 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７ 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８ 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９ 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10 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11 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12 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13 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14 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15 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16 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17 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18 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19 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20 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21 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22 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 
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  日程第25 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26 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 
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  日程第27 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28 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29 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30 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31 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32 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33 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34 議案第36号 市道路線の認定について 

  日程第35 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36 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37 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21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名中、欠席届１名、現在12名の出席でございます。 

 欠席議員は、山本議員、入院のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） ただいまから大綱質疑を行います。 

 質疑に際しましては、ページと款、項、目を御指摘の上、御質疑願います。 

 なお、自己の意見の多い質疑や議題外にわたる質疑については、御注意願います。 

 日程第１、議案第３号室戸市行政手続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10時１分 休憩 

            午前10時４分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第２、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10時５分 休憩 

            午前10時10分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第３、議案第５号室戸市行政不服審査会条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時10分 休憩 

            午前10時13分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第４、議案第６号室戸市国民健康保険条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時13分 休憩 

            午前10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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。本議案について質疑いたします。 

 この２項の中の(2)その他保険給付のために必要な事業っていうのは具体的にどんなことが

考えられるでしょうか。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） お答えいたします。 

 この施設は保健事業として行うものでございますので、保健師さんも設置いたしまして、そ

ういう保健事業に関することも医療とともにやっていくものとしております。以上でございま

す。 
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○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第５、議案第７号室戸市立診療所設置及び管理条例の制

定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時18分 休憩 

            午前10時21分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第６、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21分 休憩 

            午前10時23分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第７、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。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時24分 休憩 

            午前10時28分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第８、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10時29分 休憩 

            午前10時33分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第９、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10時34分 休憩 

            午前10時37分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 
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 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第10、議案第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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上松税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時37分 休憩 

            午前10時39分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第11、議案第13号室戸市分担金徴収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。竹本農林水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時40分 休憩 

            午前10時44分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第12、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時45分 休憩 

            午前10時46分 再開 
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○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第13、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時46分 休憩 

            午前10時50分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第15号議案について質疑をさせていただきます。 

 介護保険というのは在宅サービス、施設サービス、それと今言う地域密着型、この３本柱で

あると思うがですが、その地域密着型の中に、今までは入所とか入居なんかに介護保険が適用

されよったけんど、今回改正される通所サービスがないから今回改正によって通所サービスが

加わったという認識でよろしいがですかね。 

 それと、今ちょっと課長から説明をされたがですが、現行でデイサービスというのは恐らく

通所、今ここで言うサービスと思うがですが、それがここへ移ったということですか。それ

で、今までそういう例えばデイサービスを受けよった、受けられた方がよね、今まで通いよっ

たそういう事業所を変更することなく通えるというか、何ら変わりないということになるがで

しょうかね。 

 ２点、済みません。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 上山議員さんにお答えします。 

 議員さん言われたように、サービスには大きく在宅サービスと施設サービスと地域密着型が

ございます。今このたび移行する通所介護のほうは、在宅サービスの中で位置づけられておる

ものです。地域密着型には小規模多機能型というものがありまして、そこは通所介護に当たる

通いの部分と泊まりと訪問サービスを一つの事業所で一緒にやれるのが小規模多機能型です。

在宅サービスのほうの普通の通所介護のほうは、地域密着型には通所介護だけをする事業所は
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今まで創設されてませんでした、ありませんでしたので、在宅サービスの中での通所介護の中

の利用定員が18名以下の小さな部分だけ、そこの部分だけをこのたび地域密着型に移すという

ことです。その利用定員18名以下の小規模な通所介護事業所というのは、少人数であることか

ら生活圏域に密着したサービスが行われているということを踏まえて、このたび国のほうが

18人以下の小さな事業所だけを在宅サービスではなく地域密着型サービスのカテゴリーの中に

入れたというだけのことでありますので、そこに実際に通われている方には事業所の変更をし

なくてはならないというようなことはありませんが、先ほどの説明でも少しお話しさせてもら

ったように、地域密着型はその事業所のある市町村にお住まいの方が利用できるものでござい

ますので、例えば羽根の方が奈半利のほうの小規模なデイサービスに通われていた場合、小規

模なデイサービスは奈半利町のデイサービスだった場合は、市町村が違いますので、本来なら

ば行くことができなくなることなんですけれども、市町村の同意を得たら、特別な事情がある

場合、市町村の同意を得て通うことができますので、今のところ、実際に通われている方に変

動はない、利用されている方に変動はないものです。サービスの分類が変わっただけで、地域

密着型ですので利用者のところが変わりましたけども、それ以外は何の変わりもありませんの

で、引き続き利用はできます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 上山精雄君の２回目の質疑を許可いたします。 

○２番（上山精雄君） ２回目を質疑いたします。 

 例えば利用者が今までやっていたデイサービス、通所の自己負担額ですよね、それと今回地

域密着型に改正されて移ったということで、その利用額の変更というものはありますか。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 上山議員さんにお答えします。 

 利用額のほうは、今のところ、給付費として全国一律の単価でやっておりますので、変更は

ございません。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。本議案について質疑をいたします。 

 この通所介護事業所、定員18人以下っていう、これが地域密着型サービスに移行するという

ことなんですが、本市において該当する施設が幾つあるのか。また、この事業所が地域密着型

サービスに移行した場合、事業所として何かメリットがあるのか、そこら辺をお伺いいたしま

す。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 堺議員さんにお答えします。 

 今回の小規模のデイサービスにつきましては、通所介護、デイサービスの指定を高知県が行

っておりますので、今回どの施設が地域密着型に移ってくるかということは、正確なところは

室戸市のほうではわかりかねるところではございますけれども、公表されているデータから見
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ますと、室戸市内には対象となる事業所が３カ所あるのではないかと推測をしております。 

 また、その事業所が、先ほどもちょっと説明させていただきましたけれども、地域密着型の

通所介護にそのまま移っていくのか、あるいは小規模多機能型のサテライトになるのかってい

うところがまだ不透明なところではございます。 

 地域密着型になる事業所のメリットにつきましては、地域に限定をされた方の利用になりま

すので、本当に地域に密着した、地域に根差したサービスの提供ができるというようなことに

なろうかとは思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 堺喜久美君の２回目の質疑を許可いたします。 

○１０番（堺 喜久美君） 本議案について２回目の質疑を行います。 

 そしたら、地域の中だけで利用者を募るということでしたら、これからはもうよそからの人

は受け入れらないというので、メリットというよりもデメリットのほうが大きくなるというふ

うに解釈してよろしいでしょうか。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 堺議員さんの２回目の質疑にお答えします。 

 この18人以下の小規模な通所介護の事業所に関しましては、もともと小規模でやっていらっ

しゃったこともありますので、デメリットということではなく、そこの地域の中でやっていく

ことができるものと解釈をしておりますし、他地区の小規模の通所介護のほうに通われてる方

に関しましては、先ほども少し御説明させてもらったように、特別な事情があるというときに

は、その市町村の同意を得て通うことができるものでございます。 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第14、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時１分 休憩 

            午前11時４分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 
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            〔「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。 

 ここで健康管理のため11時15分まで休憩いたします。 

            午前11時５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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第15、議案第17号室戸市火災予防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。竹谷消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時17分 休憩 

            午前11時20分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第16、議案第18号平成27年度室戸市一般会計第８回補正

予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時20分 休憩 

            午後０時７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。 

 昼食のため１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時７分 休憩 

            午後１時７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。 

 執行部から補足説明を求めます。竹本農林水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午後１時７分 休憩 

            午後１時33分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） 12番。本案につき質疑を行いたいと思います。 

 ページ数は17ページから19ページまでの繰越明許費についてでありますが、本当にこれまで

にない異常な繰越明許費で驚いておる面もあるわけでございますけども、まずそれぞれの項目

の最大の繰り越しをしなければならなかった理由は何か。 

 ２つ目は、予算はいつの時期に組まれたのか。そして、設計の発注した時期はいつなのか。

設計が完成された時期はいつなのか。そして次には、工事発注がいつであったのか。余りにも

繰越明許費が多いわけでして、最初から繰り越しをすればええというふうな考えで、安易な気

持ちで発注をしたとしか思えないわけでありますけども、これに基づいて、年度がまたがれ

ば、また資材費とかそういったものが高騰する可能性もあるわけですが、そういった不足を生

じた場合にはまた補正か何かで組むつもりなのか。 

 そして、この原因としていわゆる我々素人ですけども、技術屋が不足しておるからこういう

ふうな形になったのではないかということで、この繰り越しが続いていくと、また28年度の工

事に影響が出てきますので、どこかの時点でこれを食いとめていかなきゃならんというような

気がするわけですけども、総括について、これらについて、簡単ですので、市長のほうからひ

とつ総括で説明を求めておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 林議員さんにお答えをいたします。 

 まず、繰越明許の理由でございますが、これは国の補正予算によるものであるとか、それか

ら過疎債を確保できたことによって予算化をしておくという問題、過疎債はやはり年度年度で

配分額がかなり上下をします。今回、今年度配分があれば、できるだけ今年度の配分があった

部分を事業予算化をして、補正予算で対応するということにしているところでございます。 

 ですから、その配分が決まってくるのがかなり遅いわけですね。ですから、今回の３月補正

予算に組んでるという部分も、当然吉良川公民館の事業であったり、例えば保育所の高台移転

の進入路の工事費であったり、そういうもんについてはやっぱり現在の過疎債を充てたいとい

うことで今回予算化をしたというものもございますし、また学校、羽根中学校、室戸小学校な

んかの場合には、平成28年になりますと補助金が削減をされます。ですから、これは12月補正

だったと思いますが、12月補正で補正をさせていただいて、補助枠を確保して現在取り組んで

いるというようなことで、全てがそうした取り組みのおくれということではなくて、そういう

事情によって予算措置をなるだけ国の予算確保、国からの予算確保を市がしっかり確保してい



－168－ 

きたいという思いの中で取り組んでいる事業もありますので、その辺についてはぜひ御理解を

いただきたいと思います。 

 それから、技術者の不足というのは、御案内のように私も不足をしているということで、こ

こ２年募集を全部かけてきましたが、採用ができない、実際に採用ができていない状況でござ

います。現在も募集は随時募集という形に今年度させていただくということで、４月１日から

ということではなくて、随時に採用試験をやって確保をしていきたいというような形に現在取

り組んでいるところでございます。 

 個々の理由等につきましては、それぞれの理由がございますので、私のほうからは概略とい

うことで説明をさせていただきます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） 本案について２回目の質疑を行いたいと思います。 

 総括的に市長の説明をいただきまして、おおむね了解はしておりますけれども、技術屋不足

については、市長さん、これまでもすばらしいＯＢの方が、退職された方が多いわけですか

ら、そういった方たちも協力していただく、活用するというような方法は考えられないのか、

市長にお聞きをしておきたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 林議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 私たちも市役所の技術者の方で、職員の方で退職されてる方にはなるだけお手伝いをしてい

ただきたいということでお声かけはしてきたところでございます。現に防災対策課等でも勤務

をいただいているところでございまして、また今後ともそうした退職者の方々が協力いただけ

る場合にはぜひお願いをしてまいりたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第17、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時43分 休憩 

            午後１時46分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 
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 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第18、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時47分 休憩 

            午後１時50分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第19、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保田商工観光深層水課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時51分 休憩 

            午後１時52分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第20、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。萩野市民課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時52分 休憩 

            午後１時54分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第21、議案第23号平成28年度室戸市一般会計予算につい

てを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時54分 休憩 

            午後２時32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。 

 健康管理のため２時50分まで休憩いたします。 

            午後２時32分 休憩 

            午後２時48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。 

 執行部から補足説明を求めます。長崎会計管理者兼会計課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時49分 休憩 

            午後４時42分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会を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、本日はこれにて延会することと決

しました。 

 本日はこれにて延会をいたします。 

 あす10時から大綱質疑でございます。 
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 どうもお疲れさまでございました。 

            午後４時42分 延会 

 

 


