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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） 昨日に引き続き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。竹谷消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10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。 

 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。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。議案第23号平成28年度室戸市一般会計予算について質疑を

行います。聞き漏らしの点もございますが、よろしくお願いします。 

 何点かお聞きします。 

 ページ47、２款１項６目１節、地域おこし協力隊報酬613万5,000円、続いて86ページ、５款

１項３目１節、同じく796万8,000円、この中で集落支援員40万円と聞いておりますが、あわせ

てお願いします。続いて、97ページの６款１項１目１節、同じく地域おこし協力隊199万

2,000円、続いて101ページ、６款１項４目１節の地域おこし協力隊の398万4,000円、これにつ

いてですが、雇用期間をまずお願いします。それぞれのまた男女数、雇われてる数ですね、男

女数でお願いします。また、それの各企画、農林、商工、ジオとなっておりますが、仕事内容

とか目的をわかる範囲でよろしくお願いします。 

 続いて、100ページ、６款１項３目13節、深層水公園野外便所清掃ほか委託料ですが、468万

9,000円、前年度より120万円ほどアップしておりますが、ちょっとそれについて中身を説明願

います。 
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 101ページ、６款１項３目19節、日本ウミガメ実行委員会補助金150万円、中心になる団体、

その活動、またその会に出るメンバーがわかっておればお願いしたいです。 

 続いて、101ページ、６款１項３目19節、体験型観光施設整備事業です。450万円、ちょっと

聞き漏らした感がありますが、済みませんが、これよろしくお願いします。 

 続いて、46ページ、２款１項５目７節、バス運転手賃金43万1,000円です。これ中身をちょ

っと教えてください。バスの運転手の賃金、どのバスというか、どの運行で費用が出たかとい

うことです。 

 続いて、48ページ、２款１項６目19節、出会いのきっかけづくり事業補助金ですが、昨年よ

り100万円ほど増額しておりますが、これの理由を教えてください。 

 続いて、118ページ、９款１項６目15節、先ほど説明がありましたが、室戸高校いさな寮エ

アコン設置工事費313万2,000円、同じく119ページの19節ですが、いさな寮応援補助金300万円

についてですが、これ管理責任者はどちらになりますか。また、この補助金に設置とかに行き

当たったいきさつが知りたいですが、構いませんでしょうか。また、エアコンについては設置

が今回の目的ですが、今後の修理等についての補助も対象になってるんでしょうか。また、こ

の応援補助金についてですが、入寮対象者となっておると思いますが、これ入寮に資格があっ

て、何らか補助対象の基準があるんでしょうか。 

 以上、多岐にわたりますが、よろしくお願いします。１回目の質疑を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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） 脇本議員にお答えいたします。 

 46ページの２款１項５目財産管理費のうちの賃金のバスの運転手に係るものですが、これ昨

年度購入しました市営のマイクロバスの運転に係るものであります。主な使用としましては、

現在老人クラブの方が高知市の研修に行かれるとか、あるいは市の行事で使用する、イベント

の送迎、今回の文化財展なんかにも使用しております。月20時間程度で２人分を予算計上して

おります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 47ページから101ページまで、地域おこし協力隊についてお尋ねがございましたので、私の

ほうからあわせてお答えを申し上げます。 

 男女別ということでございましたが、今回全部で合計で地域おこし協力隊としては７名の採

用を予定をしております。１名を除き全てが更新になりますので、現在のところ、男女、男性

が何名、女性が何名ということは未定でございます。 

 期間は、現在も順次募集中でございますが、予算上は４月１日から翌年３月31日までの予算

を計上してございます。 

 内容でございますが、47ページ、６目企画費のほうにつけておりますのが移住促進の関係の
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仕事をしていただく予定としております。 

 あと、企画のほうが１名でございます。 

 あと、産業振興として３名の予定をしております。主なものは、集落営農の推進であったり

特産品の開発、それと山間集落の地域の活性化事業に取り組んでいただくこととしておりま

す。 

 それと、ジオパーク関係で２名、１名の方は現在昨年から採用しておる方が引き続きという

ことになりまして、その方は男性が１名でございます。新たに現在募集中の方が１名、それに

つきましては誘客の受け入れ、体験プログラムの支援であるとか、教育旅行の対応であると

か、管内の案内などに従事していただくというふうな予定にしてございます。 

 それともう一点、48ページの６目の19節負担金補助及び交付金のところで、出会いのきっか

けづくり事業ということでお尋ねございました。大きな増加理由といたしましては、件数を今

年度は４件、事業費として１回当たり30万円掛ける４回というふうに計上しておりまして、

120万円を計上させていただいております。 

            （「人数は」と呼ぶ者あり） 

○企画財政課長（川上建司君）（続） 集落支援と集落営農で３名でございます。 

 申しわけございません。１つ抜けておりました。特産品開発のほうで、これはふるさと納税

関係の仕事をしていただく方が１名抜けておりました、で７名ですね、はい。以上でございま

す。 

○議長（久保八太雄君） 久保田商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（久保田 浩君） 脇本議員さんにお答えいたします。 

 予算書100ページ、深層水公園屋外便所清掃ほか委託料の内容についてであります。 

 まず１つが、トイレの日々の清掃業務、そしてトイレの浄化槽の点検業務、そして公園全体

の植栽の管理、こういったものを含めての468万9,000円であります。 

 100万円の増額というのは、植栽を充実させようということでアップしております。 

 次に、予算書101ページ、体験型観光施設整備事業費450万円でありますけれども、こちらの

ほうはジオパークサイトであります四十寺山、こちらの四十寺山に展望台を設置するに当たっ

ての補助金であります。補助金予定の団体といたしましては、四十寺山桜美人（さくらびと）

の会への補助金を考えております。 

 もう一点、同じく日本ウミガメ実行委員会補助金150万円でありますけれども、まずこの活

動内容は、日本全国でウミガメの保護とか放流とかそういった研究をしている研究者の方が集

まっていただいて、１年に１回発表会をするというのが日本ウミガメ会議であります。実行委

員会のメンバーといたしましては、市長を実行委員長にいたしまして、観光協会の関係者、そ

して市内の定置網組合の組合長さんにも実行委員会のメンバーになっていただいてます。以上

であります。 
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○議長（久保八太雄君） 森岡学校保育課長。 

○学校保育課長（森岡 光君） 脇本議員さんにお答えいたします。 

 まず、エアコンの設置は、市のほうで取りつけ工事、設置をしまして、その後は県のほうへ

の寄附ということにさせていただきたいと考えております。寄附になりますので、もうその資

産としては県になりますので、修繕ということは基本発生しないと考えております。 

 それと、入寮している方への支援ということなんですが、これはもう入寮している方という

ところで考えておりますので、どこからというふうなことは今のところは考えておりません。 

 それと、受け入れる団体といいますか、申請してくれる団体ということにつきましては、寮

を支援する団体が一定もう既にできておりますので、そちらのほうへ補助を出すという形で考

えております。 

 それと、全体ここまで至ったいきさつですけれども、これは学校と校長先生等とお話をして

いく中で、やはり生徒数、新入生の確保というところで一定要望もあり、また市長とも相談の

上、決定してきたことでございます。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。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。若干質問をさせていただきます。 

 106ページ、７款２項２目道路新設改良費の中の15節工事請負費が４億1,370万円予算化され

ております中で、議案説明資料の38ページを見てみますと、ここに継続路線が13路線あるわけ

ですけれども、この11番の室津浮津線、両栄橋の２億1,050万円、これ完成年度が平成29年度

となっております。この橋も非常に古いわけでございますが、完成後は今のような２スパンの

橋になるのか、あそこ比較的延長も短いので、今の工法でいくと１スパンになるのか。 

 それから、あそこ古い橋を取り壊すわけですから、人が渡れるような歩道の仮設橋がつくの

かどうか。それから、一番下流側に港橋が通れて迂回ができるのかどうかというところでお聞

きをしたいと思います。２カ年かかるわけですから、仮の歩道橋でもつけてやらなくてはなら

ないのではないかなというふうに考えております。 

 それから、12番の愛宕山墓園線、これ完成年度が30年となっておりまして、2,190万円の予

算化がされておりますけれども、念願の愛宕山の墓園に道路がつくということで30年完成予定

ですが、あそこの墓園は高いですが、墓園にはやはり水が必要であるというふうに考えており

ますが、水の関係は、水道の関係はどのようなことが計画をされているのでしょうか。 

 それから、４番の北生線冬の瀬、これ完成年度が平成32年となっております。着工年度は何

年なのか。それから、あそこには仮設用の防護柵に矢板の防護柵を設置をしていると思います

が、それらの耐用年数はどうなっていくのか、これを若干お聞きしたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。岡本建設課長。 

○建設課長（岡本秀彦君） 小椋議員さんの質疑にお答えします。 

 まず、１点目の両栄橋についてでございますが、両栄橋については平成28年度には１億
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4,650万円の工事を予定しておりまして、整備計画の中では29年度に完成予定となっておりま

すが、県の河川協議の中で出水期間、水が出る期間でございますが、その期間は工事を避ける

ようにという条件をつけられております。そのため、予定の工事期間としては３年ぐらいかか

るんではないかと思われます。年度別の計画でいきますと、平成28年度に建物調査、用地調

査、それと工事の損害等に対応します工損事前調査を予定しておりまして、建物調査におきま

しては、契約後、建物を撤去してからの工事着手となりますので、平成28年度に工事を着手し

たいとは考えておりますが、１期工事としまして、１年目は仮設橋の設置とまた既設の橋梁の

解体工事を予定しております。２期工事としまして、２年目ですが、下部の工事、橋台の工事

でございます、これを予定しておりまして、３期工事で、上部工の工事と桁の架設というふう

な計画を立てております。これはあくまでも国の予算の配分によって若干変動は出てくるとは

思いますが、予定としては３年ぐらいと考えております。 

 それと、仮設橋についてでございますが、既設の橋梁の解体や上部工の設置に必要な工事用

の仮設橋については計画しております。 

 ただ、お聞きの車両や歩行者、特に歩行者の仮設橋については、両端の取り合わせとか、あ

そこがかなり高い、河床から、ということでなかなか難しいということで、現在のところ、計

画は考えておりません。 

 それと、スパンですが、33.6メーターございますが、１スパンで計画をしております。鋼橋

でございます。 

 それと、迂回路の検討ということで、下流の港橋の利用ということでございましたが、この

平成27年度に橋梁の点検調査を実施しておりまして、その橋梁の点検調査によりますと、損傷

が激しく著しいということで、判定区分が４と出ております。この判定区分４というのは緊急

措置が直ちに必要ということで、ことしの３月５日でございますが、全面通行どめとしており

ます。地元の方々には御不便をおかけしておりますが、両栄橋の東側と西側で折り返してもら

うように計画はしております。 

 この港橋の全面通行どめについてでございますが、関係する常会には説明は行っておりまし

て、あと来られてない方もおられましたので、それは文書で回覧し、あと防災無線等などでも

周知をしております。 

 それで、説明会の中で常会のほうから要望といたしまして、市道下町本通線から下町への進

入路、この交差点が狭いということで、救急車らが入れないということでこれの拡幅を要望さ

れておりまして、これらについて今県と調整をしているところであります。 

 次に、市道愛宕山墓園線の水道ということで、水道管の埋設については、道路改良事業の中

で計画はしておりまして、平成27年度の道路改良分までは埋設をしてきているところでありま

す。また、墓園までとなると、圧力の関係がございますのでなかなか難しいと思われますの

で、地元の利用される方々と、またその方々の御意見をお聞きしながら、取水の位置や、また
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取水の形状を検討したいと考えております。 

 それと、市道北生線の冬の瀬の道路改造に伴う仮設の落石防護柵のリース料についてという

ことで、この市道北生線の冬の瀬につきましては、総事業費が１億5,000万円ぐらいで年間約

2,000万円ぐらいで実施しているところでありまして、着工年度が24年、完了予定は、議案の

説明資料にも書いてありましたが、32年となっておりまして、８年間で計画をしているところ

でありまして、工事概要につきましては山腹ののり面保護と、あと道路拡張となっておりまし

て、現在は山切りを行っておりまして、30年までには山切りが終わると安定勾配でカットでき

るということで、お聞きの仮設の落石防護柵については30年までが必要であるんではないかと

思われます。 

 お聞きの仮設落石防護柵のリース料についての算定でございますけれども、これは高知県の

土木工事積算基準書をもとに算定をしております。予算額では180万円ほどとっております

が、これはリース期間を９カ月と暫定して予算を組んでおりまして、工事期間中につきまして

は交付金の対象となりますので、設計書のほうへ入れております。 

 リース料の実績としましては、平成25年からリース料を支払いしておりまして、25年から

27年度まで年平均120万円ぐらいリース料がかかっております。それにつきまして、買い取り

等の検討もいたしましたところ、仮設落石防護柵145メーターを購入価格で計算しますと約

1,500万円ぐらいかかります。また、リースにつきましては、リース期間中の25年から30年、

安定勾配で山切りをするこの期間、撤去するまでの期間約６年間で720万円ぐらいと試算をし

ておりまして、780万円ぐらいリースが安価となります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 小椋利廣君の２回目の質疑を許可いたします。 

○４番（小椋利廣君） 小椋。２回目の質問をさせていただきます。 

 この室津浮津線の両栄橋の件ですが、今お聞きをするところによりますと、一番下流の港橋

も３月５日から全面通行どめになっちゅうという話でございますので、旧の両栄橋の取り壊し

と港橋も通行どめになっちゅうということになりますと、あそこ両岸がもう全然川で遮断され

てしまうということになると思いますので、何か下町のほうから向こう側に渡れる仮設用の歩

道、これらの設置については考えられてないのかどうか、この点もう一点お聞きをしたいと思

います。 

○議長（久保八太雄君） 岡本建設課長。 

○建設課長（岡本秀彦君） 小椋議員さんの２回目の質疑にお答えします。 

 仮設歩道橋の設置ということで、これにつきましては地元の説明会をまだ開催はようしてお

りません。地元の方々の御意見もお聞きしながら、どうしても必要であるということであれ

ば、県の河川協議との関係もございますので、その辺も含めて検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 それとあと、答弁漏れがありました。耐用年数、矢板の、この矢板の耐用年数については、
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私が知る限りでは、例えば岸壁の護岸の矢板工法によるものでいきますと、50年となっており

ました。ただ、その仮設防護柵の矢板についてはですよね、恐らく10年から15年であると考え

ております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「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。 

 健康管理のため11時15分まで休憩いたしたいと存じます。 

            午前11時２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） 日程第２、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11時15分 休憩 

            午前11時34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。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。本議案について質疑をいたします。 

 予算書の12ページ、歳入歳出のところです。 

 この歳入も歳出も国民健康保険税が減額になっていまして、歳出の保険給付金が減額となっ

ております。この減額という理由についてですが、これは僕は基礎的な知識がないので教えて

いただきたいんですが、これは人口減少によるものなのか、それとも別に理由があるのか、お

聞きをします。 

 次に、同じページ、12ページ、国保会計の国保税収入、歳入ですが、これは平成23年度の当

初に国保税が値上げしまして、あれから５年がたちます。昨年６月議会の閉会日の委員長報告

をお聞きしたところ、国保は平成30年まで赤字解消に取り組んでいくとの答弁があった旨の報

告がありました。国保料の値上げを行ったことによって、平成23年度以降、国保会計の赤字額

はどのように変化し、どのように改善されたのでしょうか、お聞きをいたします。 

 次に、これは保健介護課のほうの所管になりますが、資料の40ページからお聞きをします。

市立室戸診療所についてですが、右上の表の受け付けが予約制を基本とするとなっております
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が、前日に１名も予約がもしない場合はその日は休診となるのでしょうか、お聞きします。 

 それと、予約受け付けは前日の何時までなのでしょうか、お聞きします。 

 次に、昨年10月に議員総会での説明では、医師の給与は年間832万円という資料をいただい

ております。この資料には、総務費の中の運営経費に医師報酬、出張旅費として493万3,000円

が記載されております。これは、ことし６月から来年３月まで10カ月間の給与及び旅費と考え

られ、１年12カ月で計算しますと592万円にしか届きません。議員総会では832万円、この資料

では単純に計算しますと592万円にしか届かないと。また、議案第９号で医師給与は時間１万

3,500円とされておりました。これらのことから、給料がどのくらいなのかなということでわ

かりませんので、医師の給与は年間幾らなのかお聞きします。 

 次に、資料には薬剤等の専門職は保健介護課から１名派遣とあることから、この職員の給与

は市から支給されるものとしても、もう一名の受け付け事務については、下のほう、受け付け

事務についてはニチイ学館などからの派遣職員ということが、議員総会の資料ですが、いただ

いております、受け付け事務はニチイ学館などからの派遣職員とあります。この職員の給与は

資料の歳出の中には記載されておりません。この職員の給与は歳出に含めなくてもよいのでし

ょうか、お聞きをします。 

 １回目の質疑を終わります。 

○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） まず、１点目の歳入の１款の国保税の減額についてでございます

けれども、26年12月末で被保険者数が5,483人、27年12月末で5,218人、265名減少しておりま

す。これによる影響を国保税の算出に加味したものでございます。 

 それから、２点目の歳出のほうの２款の保険給付費の減でございますけれども、これにつき

ましては退職被保険者の療養給付費のほうで約１億7,000万円減額となっております。これに

つきましては、医療制度改革の中で、平成27年度以降は退職者医療制度に新規で加入する方が

いなくなりますので、大幅に減額となってまいります。ここ数年でほぼいなくなることが予想

されております。退職者医療の対象者数ですけれども、27年度当初では319人を見込んでおっ

たものが、28年度の見込みとしては231名、88名ほど減っております、予想されます。 

 それから、３点目だったと思いますが、国保の赤字解消額のことについてですが、国保会計

の赤字額の実質収支の推移は100万円単位で決算の額で申し上げますと、23年度で６億4,200万

円、ここから減額してまいりまして、平成24年度で５億2,100万円、平成25年度で４億6,400万

円、平成26年度で４億900万円と減額してきております。この赤字額が減額してまいりました

のは、平成24年度から開始しました一般会計からの後期高齢者支援繰出金が大きく影響いたし

ております。これの効果によるものでございます。それは平成24年度で１億2,100万円、この

年度から開始しております。平成25年度が9,700万円、平成26年度が１億5,000万円、平成27年

度も今回の補正予算で7,400万円を計上いたしております。昨年の６月議会の時点では、平成
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30年度の県下統一となるまでに、室戸市、県下ですけれども、赤字を全額解消することが前提

というような形で捉えておりましたので、平成30年度までに解消したいというような見込みで

ございましたが、その後国・県のほうから示されました内容は、累積赤字は計画的に早期解消

することが前提ではあるけれども、平成30年度までの赤字解消が県一の条件ではなくて、平成

30年度時点での累積赤字額は各市町村で責任を持って債権回収に努めてくださいというような

ことが示されました。このこと、それからあと２年、３年ぐらいしかございませんが、現在の

状態で一般会計からの大幅な繰り入れというのはなかなか厳しい状況でございますので、現時

点では平成30年までの全額解消というのは難しいかと思います。その中でも、一般会計からの

後期支援繰入金を引き続き行っていただきまして、できる限り早く早期の赤字解消には努めて

まいらなければならないと考えております。 

 私からは以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 谷口議員さんにお答えします。 

 受け付けについてですけれども、受け付けの予約制はスムーズな診療のために行うものでご

ざいますので、予約がなければ診察をしないというようなことでもありませんし、急なけがな

どにも対応することとしておりますので、予約がないから休診ということはございません。 

 予約方法などの具体的なことはこれから決定していかなければいけないところなんですけれ

ども、今想定されてる人数を考えましたら、診察の帰り際に次回の予約をしていくというよう

な形でもいいのではないかなというふうには考えているところです。 

 どういうふうに予約をするのか、いつまでにというお話だったんですけれども、まだそれも

これから決めていかなければいけないところではありますけども、診療所に電話をかけたらそ

れが転送されて保健介護課にと、そういうことにしておけば、診療所が閉まっているときで

も、時間内であれば受け付けをすることができるのではないかなというふうに、これも一つの

案として考えてはいるところでございます。 

 それと、医師の報酬につきましては、時間で１万3,500円の報酬を予定しております。４時

間診療ですので、１日に５万4,000円になりまして、１月は４週で計算しましたら、６月から

３月までの10カ月で88日になりますので、計算をしますと475万2,000円がお医者様の報酬とし

てはなります。最初のほうにまだ交渉する前にいろいろと模索をしているときに、高知の医大

とか高知で勤務されてる方が室戸へ来ていただいて診療してもらうという想定だったときに

は、４時間の診療時間でも、往復２時間、２時間で丸々１日潰れてしまうということもありま

すので、ちょっと単価を高目に２万円で計算をしておりました。それがいろいろと交渉させて

いただいている先生方がそんなに遠くない、高知で勤務されてる先生方ではありませんので、

ほかの市町村と同じような報酬の単価とさせていただいております。 

 受け付けの事務員の派遣職員につきましては、派遣の業者のほうと交渉しておりましたけれ
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ども、できないと言われたわけではないんですけれども、診療日が不定期なのでなかなか人材

の確保に困難を来す場合がありますよというようなお話もありました。それと、視察のほうで

三原村のほうに行かせていただいたんですけれども、そこではレセプトのソフトが入っており

まして、事務員さんじゃなくて看護師さんがソフトを使って瞬時にその自己負担の計算などが

できておりました。そのソフトを本市のほうも導入しますし、医療事務の資格がなくても受け

付けとかそういうことはできるようになっておりますので、保健介護課の職員で対応をするよ

うな方向で話を進めているところでございます。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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第24号議案について質疑を行います。 

 予算書の18ページの繰入金ですね、一番下の、他会計の繰入金の件ですが、先ほど前段の議

員さんに繰入金の話をちょっとされたところですが、国保会計につきましては約４億円の赤字

を前年度、翌年度から繰上充用しているということで、30年度に県下統一になるためには、市

町村が赤字を解消しなさいという先ほどのお答えだったわけですが、市長は以前の議会の中で

起債をお願いをしていくという話やったところですが、なかなか現在のよその市町村の国保会

計見ますと、安芸が国保税の増額の改定をした、それから四万十町が一般会計からの基準外繰

り入れをしちゅうということで、起債がそういう簡単に借れるというような気はしないわけで

すね。それからすると、この国保会計は統一に向けて国保会計の赤字解消していくには、まさ

に税の増額なり繰り入れをせないかんわけですが、そこで今回のこの当初予算において、一般

会計の繰入金の中での基準外繰り入れについて担当課として財政課と協議をされたのかどう

か、またそのあたりのしなければならないような感はするわけですが、そこのあたりの説明と

いうか、考え方についてお伺いいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） お答えいたします。 

 起債のことにつきましては、この赤字解消についての起債っていうのは現在のところはござ

いませんので、自主解決していくということになります。先ほども説明いたしたとおりでござ

います。 

 それから、歳入のほうの繰入金の基準外の検討ということですけれども、これにつきまして

は、先ほど申し上げました後期高齢者への支援金につきましては基準外でございます。この分

につきましては、市長のほうからその年度の一般会計の収支状況を見まして、大体年度末の３

月補正予算で計上を検討するということを言われてましたので、当初予算ではそのことは上げ

てないです、今回、後期高齢者への支援繰入金については今回は上げてないですが、第一義的

には後期高齢者の支援金というのをいただくというのがまずそれは市長のほうとそういう方向

性になっておりますが、それ以外の分につきましては、前段の議員さんにもお答えいたしまし

たように、一定その金額をじゃあ今の時点で１億円、２億円、別のものをまた繰り入れるとい
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うのについては、市長とこの点についても協議いたしましたけれども、今の時点では後期高齢

者支援の繰入金で一般会計としては対応していきたいというような報告を受けておりますの

で、これ以外の基準外繰り入れというのは、現在のところは示されておりません。先ほど前段

の議員さんに申し上げましたように、その繰入金の中で一応県一になりますときにはある一定

の赤字枠は残るかと思いますが、引き続きそれを続けていただいて減額していくというような

方向は出てくるかと思います。よろしいですか。 

○議長（久保八太雄君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上山議員さんにお答えをいたします。 

 まず、繰入金の問題でありますが、国保の赤字に対して繰入金を一般会計から繰り入れをし

ているところでございます。以前に何とか最終赤字は起債の方法で借り入れができないかとい

うことを私もいろんな方々にお願い、国の方々や高知市長が全国の国保関係の代表をやってま

すので、高知市長にもお願いをして、そういう起債の制度をつくっていただきたいというお話

をずっとしてきたわけでありますが、課長が申し上げましたように、今のところ、そうした新

たな起債制度ができるという見通しは立っていないところでございます。 

 現在、当市が一般会計から繰り入れている部分というのは、後期高齢者支援金の部分を繰り

入れているがです。当初、予算編成のときに一定の支援金を組んでるわけですが、これが実績

で大体多くなるがですね、いつものことですが。その差額分については一般会計から繰り入れ

ろうという考え方でございます。どうしてかといいますと、これ国においては国保会計への一

般会計からの繰り入れは余り望ましくないと言われてるわけです。けんど、それに対して我々

がやってるのは、しかし後期高齢者の支援部分については、これはいろんな保険者の中で75歳

以上の方々がここへ集まってくるんではないかという考え方です。ほんで、普通は国保が国保

の加入者で始末をしなさいというのが一般的ですよね。ですから、国は繰り入れたらいかんと

いう考え方です。しかし、私は75歳以上の方々については全部の国保以外の被保険者の方々も

そこへ入ってくるわけですから、それに係る部分については、これは一般会計からも繰り入れ

てもおかしくはないという理解をいただける部分になるのではないかということで今、その部

分だけ繰り入れているというような状況です。 

 ただ、今後、それをずうっと続けていても、最終的には赤字が残ってまいります。ですの

で、それは課長も申し上げましたように、それぞれの市町村でその部分については処理をしな

さいというようなことが県一になってからも出てまいります。それは今後私どもがそれをどう

いう形で処理をするかというのは大きな検討課題だというふうに思っているところでございま

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。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。 

 議案第24号国民健康保険特別会計歳入歳出予算についての資料40ページです。この概要の中
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で、診療報酬請求というのを専門業者へ委託というふうになっております。この委託料は幾ら

になるのでしょうか。患者数月75人を想定しているようなんですが、どれぐらいの委託料かお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。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。 

 レセプトの請求事務の委託料といたしまして、10カ月分で29万1,600円を予算計上いたして

おります。これは240円、１月に１枚が240円で100枚のレセプトで１月に手数料として

3,000円、それの10カ月と消費税になっております。 

 以上です。 

○議長（久保八太雄君） 堺喜久美君の２回目の質問を許可いたします。 

○１０番（堺 喜久美君） １カ月24万円ですかね。これはさっきも医療事務の資格がなくて

もソフトが入っているのでっていう話を聞かせていただいたんですが、それで75人ぐらいの、

ぐらいのというと、それをその金額で委託をするのか、またこの窓口事務ではできないのか、

ちょっとお伺いいたします。 

○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。 

 受付窓口のレセプトのほうは、レセプト管理システムによって瞬時に自己負担分とかという

のは計算ができます。でも、１月まとめて診療報酬をそれぞれの保険者に請求する部分につき

ましては、やはり専門的な知識が必要となってきますので、日々積み上げていく入力であると

かという部分は資格のない方でもできますけれども、やはり請求となると専門的な知識が必要

であると考えております。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。 

 昼食のため１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時２分 休憩 

            午後１時６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。 
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            午後１時７分 休憩 

            午後１時９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４、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９分 休憩 

            午後１時29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。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。本議案について質疑を行います。 

 １点だけお聞きします。 

 63ページ、歳入の一番下のほうにあります一般会計からの繰入金として低所得者保険料軽減

繰入金とあります。この低所者の定義がわかりませんので、この点だけ教えてください。 

○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） 谷口議員さんにお答えします。 

 低所得者保険料の軽減につきましては、国の介護保険制度改正によってこの平成27年度の保

険料から適用された制度でございまして、第１段階、所得は生活保護の受給者の方や老齢福祉

年金受給者の方で世帯全員が住民税の非課税の世帯の方、あるいは世帯全員が住民税非課税で

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下といったような方に対しまして、基

準額に対して軽減措置として0.5を掛けるというのが正式というか決まっているものなんでご

ざいますけれども、平成27年４月からは、さらに軽減をするという意味で0.05を基準額から下

げております。それの部分に対する軽減を行うものです。 

○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。本議案についての質疑をいたします。 

 歳入のほうなんですけど、61ページ、62ページ、63ページのいわゆる新しい総合支援の収入
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のところなんですが、この新しい総合支援というのは、地域包括支援システムが構築されるこ

とによって新しい総合支援へ移行するというふうにお聞きしました。それが今までの介護サー

ビスにどう影響を持つのか、どういうことが新しい総合支援になるのか、これが市の取り組み

についてどのように総合支援があるのかということをちょっと具体的にお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。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。 

 地域包括ケアシステムの構築に向けて新しい総合事業がスタートするわけでございますけれ

ども、地域包括ケアシステムというものが、団塊の世代が75歳以上までになる2025年をめど

に、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供されるシステムを構築しようという

ものでして、その中の介護の部分であるとか、生活支援の部分について、このたびの新しい総

合事業で新しくやっていく部分でございます。 

 今まである通所介護や訪問介護につきましては、一定額、国の基準も示されておりますので

変わらずに続けていきまして、そのほかに、先ほども少しお話しさせてもらったように、有償

ボランティアによるごみ出し部分であるとか、ちょっとすみ分けをするという形で、ヘルパー

さんは身体介助をしていただく、それ以外の生活の支援の部分については、地元、地域で賄っ

ていきましょうというようなことになっておりますので、これ１月からスタートですので、今

のところ考えておりますのは、有償ボランティアによるごみ出しと、あとは身体能力が落ちて

いる方を対象に集中的に３カ月間リハビリをやっていただくというような介護予防の観点のと

ころも考えて、事業としては新しいものとしてはそういうものを今のところは考えておりまし

て、これからだんだんとどんなことが望ましいのか、どういうサービスが必要なのかというこ

とをコーディネーターさんを、新しい包括的事業、新規事業のところで地域コーディネーター

を雇用しますので、その方を中心に、地域に必要なサービスはこんなものがあるとか、今ある

民間のサービスを皆さんに知っていただくとかというようなコーディネーター役の方も１人雇

用して、地域包括ケアシステムの構築に向けた部分を取り組んでいくこととしております。 

○議長（久保八太雄君） ２回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） ありがとうございました。２回目の質疑をいたします。 

 そしたら、一番変わったというのは、今市町村に移行された介護サービス、ボランティアの

ごみ出しとか生活支援の部分ですよね。それは介護料のほうと反映するのでしょうか、無料な

のでしょうか、ちょっとお聞きします。 

○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。 

 これは介護保険の制度の中で行うものですので、自己負担分は出てきます。それで、その他

の一般の高齢者支援との兼ね合いもありますので、そこのところをちょっと調整しながら、新
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しい事業なんかにも取り組んでいかなければいけないというふうに考えているところでござい

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５、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37分 休憩 

            午後１時40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。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。本議案について質疑をさせていただきます。 

 予算書の82ページ、歳入の使用料及び手数料が前年度は約3,160万円、これが平成28年度予

算額では約2,970万円と189万円ほどの減額となっております。これから判断しますと、近年、

海洋深層水の使用料収入が減っているのかなと考えます。この事業の最近の状況についてお聞

きをいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。久保田商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（久保田 浩君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 使用料が低くなってきております。パイプライン２社が27年度に効率よく脱塩を行うように

ということで製造ラインを入れかえしております。それに伴ってか、27年度の後半のほうもや

はり月々の使用料が減ってきているという状態です。あと、関連の商品が余り出ていないとい

うことでの使用料が減っております。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。濱口太作君。 

○６番（濱口太作君） ６番濱口。本案に対して質疑を行います。 

 83ページから84ページにかけての繰入金についてお伺いをいたします。 

 この繰入金は、対前年度比で507万円の増となっております。前年度の状況を見てみます

と、次のページですが、前年度は基金繰入金が287万2,000円ありましたが、今年度は０という

ことで、もう基金もなくなったのかなというふうに判断もするわけでございます。このよう

に、基金がなくなれば不足額は全部一般会計からの繰入金に頼らなければならなくなっておる
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のがこの会計の現状ではないかと思います。現在の使用料収入を見てみますと、4,889万

2,000円の歳入合計額に対して６割しか賄えてないというのがこの予算の現状でありますが、

この当初予算の現状について市長としてはどのような認識を持っておられるのか、また今後ど

のような対応を考えておられるのか、この点についてお伺いをいたします。 

○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） 濱口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、市の繰入金が大きくなっているということでございます。 

 御案内のとおり、基金が底をついているということでございます。使用料収入が前年度

3,164万5,000円の予算化をしておりましたが、平成27年度実績ではこれを下回るということ

で、本年度分は2,975万5,000円という歳入、使用料収入となっているところでございます。こ

れは以前スジアオノリの施設を漁協が運営していたときには使用料百数十万円でございました

が、現在、三島食品の指定管理料で500万円を超えているというような中であっても、なおこ

ういう使用料の状況ということが見られているところでございます。これは前段、課長からも

答弁がありましたけれども、深層水商品の水の使用料が格段に落ちているということでござい

ます。以前は御案内のとおり、使用料収入が5,000万円を超えていたというところもあるわけ

ですが、一部企業が撤退をするというような中から減少傾向を示してきましたし、現在では深

層水100％使っていたものが、それがだんだん少なくなっている、100％ではなくて添加をする

というような状況の製品になりつつあるというようなことから、やっぱり使用料収入が減少し

ているというところでございます。 

 これをどう打開していくかということでありますが、１つには今配水といいますかしている

企業給水でありますが、ある一定量を確保した状況で配水をしております。ですから、日量

の、昼間の時間帯はほとんど余裕の水がないような状況でございます。これは実際には使われ

ていないので、余裕の給水があるはずでありますから、それらについて相手側との協議もさせ

ているわけですが、その協議が調いますと、余剰の深層水が出てまいります。その余剰の深層

水をいかに別の企業に使っていただくかというようなことで、深層水の利用拡大をどうしても

やっていかないと、これはますます一般会計からの繰り出しになるということでございますの

で、そういうことをやりながら、とにかく深層水を利用する企業をふやしていくというような

取り組みをぜひやっていきたいというふうに思ってますし、関連予算につきましても一層、こ

ういう状態でありますから、経費の節減をどう工夫していくか、今後さらに工夫をしていかな

ければならないという思いでございます。 

 いずれにしましても、利用の拡大をし、給水収益をふやしていくということに努めていきた

いと考えております。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〕 
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○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49分 休憩 

            午後１時51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７、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51分 休憩 

            午後１時57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８、議案第30号平成28年度室戸市水道事業会計予算に

ついてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山崎水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時58分 休憩 
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            午後２時15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。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。本議案について質疑を行います。 

 ４ページの収入、上水道営業収益、給水収益２億1,008万円についてお聞きします。 

 かつて消費税が５％から３％増額されて８％になりましたが、その増税分が水道料金の収入

などにどのような影響を及ぼしたのか、小さなことですが、その点についてお聞きします。 

 また、近くさらに２％増額ということも予想されますが、その増額が制度化されればどのよ

うな影響があるのかについてもお聞きします。 

 もう一点、人口減少も水道使用料に影響すると思いますが、今後のこの予算化の見通しにつ

いてお聞きをいたします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。山崎水道局長。 

○水道局長（山崎 桂君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 平成26年４月に消費税率が５％から８％に引き上げられた際に、本市の水道料金も改定を行

っております。基本料金への影響といたしましては、一例を挙げますと、家庭用の口径13ミリ

メートルで使用水量が10立方メートル以下の場合は、1,030円から1,060円になり30円の増加を

しております。また、使用水量30立方メートルでは、4,600円から4,730円となり130円の増加

などとなっているところでございます。 

 御指摘いただきました予算書４ページの１款１項１目給水収益２億1,008万1,000円につきま

しては、消費税率８％で算出をしておりますが、これは消費税率５％で試算をいたしますと２

億424万5,000円となり、３％上がったことによる影響額は583万6,000円でございます。また、

２項の簡易水道分を合わせた全体の給水収益で計算しますと781万6,000円の増額となっており

ます。 

 また、今後、消費税が10％に引き上げられた場合にはどのような影響があるのかという御質

問でございますが、仮に基本料金を消費税率10％で試算した場合、先ほどの例で申しますと、

家庭用の口径13ミリメートルのもので、使用水量10立方メートル以下の場合は、1,060円が

1,080円になり20円の増加、また使用水量30立方メートルの場合は、4,730円から4,820円にな

り90円の増加となる見込みでございます。全体の給水収益といたしましては、平成28年度予算

額をもとに計算いたしますと２億8,655万9,000円となり521万円の増額となるものと思われま

す。 

 ２点目の人口減少による水道使用料への影響についてということでございますが、国立社会

保障・人口問題研究所の推計によりますと、本市の人口は2025年には１万人を切ると予測され

ており、これに伴い水道収入は、概算ではありますが、5,000万円以上減少する見込みであり
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ます。その後も人口は減少すると予想されております。また、このような状況に加えまして、

本市の水道施設におきましては、大変老朽化が進んでおり、今後更新していく必要があります

ので、経営環境といたしましてはますます厳しくなってくると考えております。 

 今後におきましては、経費削減等に継続して取り組むとともに、水道を安定的に継続して提

供できるよう、経営計画等を策定し、健全な水道事業の運営を図る必要があると考えておりま

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。 

 健康管理のため２時35分まで休憩いたします。 

            午後２時20分 休憩 

            午後２時35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９、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２時35分 休憩 

            午後２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。 

 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32号室戸市過疎地域自立促進計画について

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２時37分 休憩 

            午後２時45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。久保教育次長兼生涯学習課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時46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。 

 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12、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２時49分 休憩 

            午後２時51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13、議案第35号室戸市飲料水供給施設における指定管
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理者の指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。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時51分 休憩 

            午後２時53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14、議案第36号市道路線の認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。岡本建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時53分 休憩 

            午後２時55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15、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。 

            午後２時56分 休憩 

            午後２時58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。 
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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16、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。 

            午後２時58分 休憩 

            午後３時０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17、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。 

            午後３時１分 休憩 

            午後３時２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39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39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〕 
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○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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第３号から議案第38号まで、以上36件につきまして

は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、３月17日から３月24日まで８日間を休会いたしたいと思い

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、３月17日から３月24日まで８日間

休会することと決しました。 

 ３月17日から３月24日までの８日間休会いたします。 

 ３月25日は午前10時から会議を開きますので、御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後３時６分 散会 

 

 


