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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５号） 

 

１．日 時  平成２８年３月２５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 濱 口 太 作 

  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    12番 林   竹 松    13番 久 保 八太雄 

４．欠席議員 

  ８番 山 本 賢 誓 

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 事  池 田 諭 史 

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     消防総務担当補佐  林   潤 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３号 室戸市行政手続条例の一部改正について 

       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 

       議案第５号 室戸市行政不服審査会条例の制定について 
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       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第17号 室戸市火災予防条例の一部改正について 

       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 

       議案第23号 平成28年度室戸市一般会計予算について 

       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 

       議案第32号 室戸市過疎地域自立促進計画について 

       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 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 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 

       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 

       議案第13号 室戸市分担金徴収条例の一部改正について 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 
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       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第36号 市道路線の認定について 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 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 

  日程第４ 議案第40号 室戸市議会会議規則の一部改正について 

  日程第５ 議案第41号 室戸市議会委員会条例の一部改正について 

  日程第６ 意見書案第１号 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 

               る意見書について 

  日程第７ 各常任委員会委員の選任について 

  日程第８ 議会運営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８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。 

 なお、執行部から、竹谷消防長、公務出張のため、かわりまして林総務担当補佐が出席をい

たしております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○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、議案第３号室戸市行政手続条例の一部改正についてから

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まで、以上16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。濱口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（濱口太作君） おはようございます。 

 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３号室戸市行政手続条例の一部改正についてから議案

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まで、以上16件につきましては、今期定例会におい

て当委員会へ付託されたものであります。 

 委員会といたしましては、３月17日、18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３号室戸市行政手続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、条項第34条の３の市民が法令に違反する事実を発見した場合

とあるが、具体的にはどのような事例が考えられるのかと質疑があり、執行部から、法令に違

反する事実の一例としては、不法投棄や野焼き等が想定されるとの答弁がありました。 

 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

であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、審査請求人の処分庁の主張を公正に審理する審理員の任命と

人数について質疑があり、執行部から、審理員はその処分に関与していない職員を市長が任命

する。主に総務課職員がなる予定であるが、総務課の行った処分に対して審査請求が出てきた

場合は他の部署の職員が当たることになる。人数は１名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。 

 次に、議案第５号室戸市行政不服審査会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号室戸市有林野看守人設置条例の廃止についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、室戸市有林野看守人が廃止された後、その業務はどうなるの

かと質疑があり、執行部から、看守人については設置当初の必要性が減少していると考え廃止

をした。今後の管理方法については、立木等は市有財産の管理というよりも産業振興の視点と

なる。来年度から管理については、産業振興課と検討していきたいと答弁がありました。 

 また、看守人の廃止による財政的な効果の金額は幾らになるのかと質疑があり、１名につき

年間約４万円の報償費の支払いがあった。平成27年度当初予算ベースで64万円の減額となると

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

正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、今回の改正では地域おこし協力隊の報酬額の改正は行われて

いないが、隊員は都市部から来る場合のハンディ等も考慮する必要があるのではないか、また

優秀な人材の確保のためにも報酬額を上げてはどうかと質疑があり、執行部から、地域おこし

協力隊員の報酬については、他市と比較をした結果、県平均が17万円であった。県平均を下回

ってはいるが、大きな差はなかったので、今回は据え置きにした。今後、検討したいと答弁が

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であります。 
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 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17号室戸市火災予防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、改正点についてどのように周知を図るのか、広報紙に掲載す

る予定等はあるのかと質疑があり、執行部から、改正点については市の掲示板で周知する。対

象火気設備等を設置した場合は届け出が条例で定められており、提出時に内容を確認し、指導

を行う。相談等の電話もあり、対応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であります。 

 まず、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項６目企画費、19節負担金補助及び交付金のふるさと

納税特産品開発事業費補助金468万円は、ふるさと納税に限定した補助金かと質疑があり、執

行部から、ふるさと納税に限定はしていない。名称をふるさと納税特産品開発事業とした。室

戸市の農林水産資源を活用して、特産品を開発加工、販売開発に取り組む。この補助金ででき

たものをふるさと納税で出せるレベルにして、ふるさと納税でも積極的にＰＲしていきたいと

答弁がありました。 

 次に、同じく６目企画費、19節負担金補助及び交付金の生活バス路線運行維持費補助金

1,894万4,000円について、赤字部分を補 するためであると思うが、公共交通の利用について

何か手だてをしているのかと質疑があり、公共交通の確保対策のためにいろいろな要望は行っ

ている。協議会に諮り、世界ジオパークセンターや県立あき総合病院へのバスの直接乗り入れ

が実現をした。利用者は若干増加し、昨年度ベースで278万2,000円の減額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11目情報管理費、13節委託料の情報セキュリティー

強化対策システム導入委託料3,890万3,000円について、内容と導入場所について質疑があり、

執行部から、個人番号利用事務のセキュリティー対策としてパソコン端末のセキュリティー強

化を行う。地域インターネットにつながっていない基幹業務を行うパソコンに、一番安全性が

高いと言われる指静脈認証機器を導入すると答弁がありました。 

 次に、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、産業の振興として新たなビジネス戦略を策定し、室戸のブラ

ンド化に取り組むとのことだが、具体的にどのような取り組みをするのかと質疑があり、執行

部から、総合戦略の中にもあるが、室戸ジオパークを生かした特徴ある産品のブランド化に取

り組む。他の商品と差別化を図り、室戸ジオパーク商品をイメージアップさせたいと答弁があ

りました。 
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 次に、交流人口の拡大のための展示物はどのような内容を考えているのかと質疑があり、来

客者のアンケートにもう少し専門性の高い展示物を希望する声がある。現在、企画段階ではあ

るが、シアターの映像の強化と学術面を強化した展示を考えてい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、今回整備される防災倉庫の管理はどこがするのか、また備蓄

品についてはどうなるのかと質疑があり、執行部から、今回整備する倉庫については防災公園

にある倉庫のような位置づけであり、市が管理を行う。このような倉庫をふやし、分散備蓄を

図っていきたい。備蓄品購入の予算は平成28年度に計上しており、市が準備する予定であると

答弁がありました。 

 次に、今までに市の補助金で整備した倉庫や中の備蓄品については今後市が管理するのかと

質疑があり、これまで自主防災組織に補助金を出し整備したものについては、今後も自主防災

組織の管理のままであると答弁がありました。 

 次に、市民課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４款１項４目環境衛生費、19節負担金補助及び交付金の芸東

衛生組合負担金1,029万2,000円の減額について、芸東衛生組合の現在の職員数と業務内容はと

質疑があり、執行部から、平成27年度途中で１名退職し、現在職員は５名である。業務内容

は、芸東衛生組合の本体建物の解体、災害時の一時保管場所となるストックヤードの建設があ

る。計画に３年間かかり、平成30年度完成予定である。その他、し尿処理部分についても管轄

であると答弁がありました。 

 次に、２款３項１目戸籍住民基本台帳費、19節負担金補助及び交付金の社会保障・税番号制

度カード関連事務交付金255万円については、１月から発行されているマイナンバーカードは

どのような状況かと質疑があり、３月16日現在で国から届いたカードは656通であると答弁が

ありました。 

 次に、福祉事務所であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項８目諸費、23節償還金利子及び割引料の臨時福祉給

付金返還金319万1,000円、３款１項１目社会福祉総務費、19節負担金補助及び交付金の臨時福

祉給付金660万円の減額について、この返還金、給付金はなぜ生じたのか、とりにこない方は

いたのかと質疑があり、執行部から、臨時福祉給付金については26年度事業確定によるもので

ある。概算で多くもらい過ぎていたのが理由である。19節負担金補助及び交付金の減額につい

ては、平成27年度予算で見積もっていた対象者より人数が少なかったので不用が生じた。ま

た、とりにこなかった方もいたと答弁がありました。 

 次に、保健介護課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４款１項５目保健福祉センター費、15節工事請負費の保健福

祉センター外灯撤去工事費38万7,000円の減額について、撤去後、新たな外灯の設置予定はあ
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るのかと質疑があり、執行部から、設置については平成26年度に災害用のソーラー、ＬＥＤの

外灯設置を行っており、今回の撤去は以前からあった分であると答弁がありました。 

 次に、３款１項２目身体障害者福祉費、19節負担金補助及び交付金の心身障害児者扶養共済

制度補助金について、共済制度への掛金に対してどの程度の補助をするのかと質疑があり、保

護者の所得区分により補助金額を決定する。非課税の場合、全額補助であると答弁がありまし

た。 

 次に、農林水産課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５款１項３目農業振興費、19節負担金補助及び交付金の施設

園芸ハウス整備事業費補助金301万5,000円の減額について、減額の金額が多いが、希望者が少

なかったのかと質疑があり、執行部から、吉良川の西山地区にトマトハウスを整備する事業で

あったが、件数は１件で、予算額が2,000万円を超えていた。入札減による事業費の確定が理

由であると答弁がありました。 

 次に、５款１項５目土地改良等事業費については、入札不調により取りやめとなったが、今

後の予定はあるのかと質疑があり、入札不調になった、ため池の関係の分については次年度以

降に実施をする予定であると答弁がありました。 

 次に、商工観光深層水課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、６款１項２目商工振興費、28節繰出金の海洋深層水給水事業

特別会計繰出金について、特別会計に繰出金が必要となったのは、基金が０になったためかと

質疑があり、執行部から、予算書、決算書ベースでは０の状態である。３月末の決算で恐らく

230万円ぐらい基金に積み立てることができると思うと答弁がありました。 

 次に、建設課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、７款２項２目道路新設改良費、15節工事請負費の市道整備工

事費1,400万円について、この事業の目的は何で行っているのかと質疑があり、執行部から、

平成24年度から工事着手している愛宕山墓園線であり、防災・減災のための防災道路というこ

とで、都市防災事業として行っていると答弁がありました。 

 次に、消防本部であります。 

 執行部の説明の後、委員から、８款１項１目常備消防費、19節負担金補助及び交付金の消防

防災ヘリ市町村負担金11万6,000円について、市町村負担金が増額になった理由はヘリの利用

増加によるものかと質疑があり、執行部から、ヘリによる搬送件数の増加によるものではな

い。当初予算の見込みよりヘリ運用に経費がかかったため、県から市町村に負担金増額の割り

当てがあったと答弁がありました。 

 次に、１年間のヘリ搬送件数は何件かと質疑があり、昨年のヘリ搬送件数は85件であったと

答弁がありました。 

 次に、学校保育課であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、３款２項１目児童福祉総務費、19節負担金補助及び交付金の

延長保育促進事業費補助金785万円の減額について、不用額の大きな理由は何かと質疑があ

り、執行部から、平成27年４月１日から子ども・子育て支援法に制度が変わったことで、延長

保育の人件費を補助金として支給していたものが、措置費として委託料に組み込まれ支払われ

ることとなり、その人件費部分が減額となったため、不用額が生じたと答弁がありました。 

 次に、３款２項１目児童福祉総務費、13節委託料の子ども・子育て支援事業委託料293万

1,000円の減額について、この支援事業はどのようなことを委託したのかと質疑があり、マイ

ナンバー制度による子ども・子育て支援システムのシステム委託料である。事業費確定による

不用額であ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、７款４項２目公園費、13節委託料の県立体育館利用促進事業

委託料について、実施した事業内容と不用額30万円の理由について質疑があり、執行部から、

実施した事業は過去のオリンピック選手を招き、バレーボールの技術指導と講義を行った。そ

の他、高齢者スポーツ教室を開催した。今回の不用額については、スポーツクラブに委託して

いたが、体制が整わず、事業を実施できなかった。そのため、不用額が生じたと答弁がありま

した。 

 次に、９款１項５目奨学金貸与費について、貸し付けを受けたい子供の住所が進学により室

戸市外となった場合、貸し付けを受けることは可能かと質疑があり、親が１年以上本市に在住

していれば貸し付けを受けることができると答弁がありました。 

 財産管理課、滞納整理課、税務課、選挙管理委員会につきましては、特段質疑もありません

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23号平成28年度室戸市一般会計予算についてであります。 

 まず、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、６款１項１目商工観光費、８節報償費のふるさと室戸応援寄

附金お礼品３億1,500万円について、地方創生加速化交付金でジオパーク推進課が特産品でジ

オパーク認定商品の開発を行う。その商品をお礼品にする取り組みは考えているのかと質疑が

あり、執行部から、ふるさと納税のお礼品はあらゆる組み合わせを設定している。ジオパーク

認定商品についても積極的に活用していきたいと答弁がありました。 

 次に、２款１項６目企画費、19節負担金補助及び交付金の空き家改修事業費補助金500万円

について、１件当たりどのくらいの補助が出るのかと質疑があり、移住促進対策のため、空き

家を改修し、貸し出しできるようにするための補助である。平成27年度は上限50万円であった

が、平成28年度は上限100万円の５件分を予算化したと答弁がありました。 

 次に、総務課であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、２款１項１目一般管理費、19節負担金補助及び交付金の職員

資格取得支援負担金30万円について、対象となる資格と、どのような経費について支援をする

のかと質疑があり、執行部から、対象となる資格は基本的に職員の職務に関連する資格で、１

級施工管理技士、測量士、社会保険労務士、介護支援専門員、情報処理技術者等を想定してい

る。支援の対象経費は受験料、受講料、テキスト、資料代、その他にかかる経費を予定してい

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１目住宅総務費、19節負担金補助及び交付金の老朽

住宅除却事業費補助金について、35件分で3,500万円の予算計上をしているが、要望があるの

か、平成27年度実績はどうであったのかと質疑があり、執行部から、平成27年度実績は40件で

ほぼ満額で予算を執行していると答弁がありました。 

 次に、滞納整理課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項12目債権管理費、19節負担金補助及び交付金の安芸

広域市町村圏事務組合負担金912万円について、広域へ委託する債権額はどのくらいかと質疑

があり、執行部から、当初は滞納金額4,000万円程度を予定していると答弁がありました。 

 次に、滞納整理課と広域の事務のさび分けについて質疑があり、滞納整理課では広域へ委託

案件以外の分と現年分の納期を過ぎた滞納に重点を置いた形にな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、７款５項１目住宅総務費、19節負担金補助及び交付金の住宅

耐震改修設計費補助金300万円と住宅耐震改修工事費補助金1,300万円、それぞれの補助金の上

限額と補助率について質疑があり、執行部から、平成28年度からは住宅耐震改修設計費補助金

については100％補助で上限額が30万円、住宅耐震改修工事費補助金については100％補助で上

限額が130万円である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２目賦課徴収費、13節委託料、固定資産課税資料異

動更新業務ほか委託料の業務内容はと質疑があり、執行部から、法務局からの土地登記異動に

伴い、地番、地目などの変更を行う業務であると答弁がありました。 

 次に、市民課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４款１項４目環境衛生費、15節工事請負費の火葬場整備工事

費6,273万6,000円について、工事内容と工期についての質疑があり、執行部から、新しくつく

る駐車場整備工事のフェンスや柵の外構工事と外灯をつける電気工事とである。また、災害発

生時の広域火葬に備えるため、災害用に予備の燃料タンクをもう一基設置する。県補助２分の

１である。工期については、火葬場の業務をしながらであるので、まだ決定はしていないが、

秋ぐらいを予定していると答弁がありました。 
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 次に、選挙管理委員会であります。 

 執行部の説明の後、委員から、高知海区漁業調整委員会委員選挙の選挙人名簿に登載される

者の資格と人数について質疑があり、執行部から、１年のうち90日以上漁業に従事している者

に選挙資格があり、選挙人名簿は年１回調整する。対象者は平成27年12月５日の確定で738名

であると答弁がありました。 

 次に、福祉事務所であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款１項１目社会福祉総務費、13節委託料の生活困窮者自立

支援事業委託料1,550万円について、生活困窮者の定義はあるのかと質疑があり、執行部か

ら、生活困窮者については所得等の定義はない。昨年、生活困窮者自立支援法が施行され、国

の事業名が生活困窮者となっていると答弁がありました。 

 また、この生活困窮者自立支援事業委託料はどこに委託をするのかと質疑があり、生活困窮

者自立支援事業委託料の自立相談支援事業、就労準備支援事業、家庭相談支援事業の３事業の

委託先は社会福祉協議会であると答弁がありました。 

 次に、保健介護課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款１項１目社会福祉総務費、19節負担金補助及び交付金の

社会福祉協議会補助金1,500万円について、この中に協議会職員の賞与は含まれているのか、

また賞与は市に準じて支給しているのかと質疑があり、執行部から、この補助金には賞与も含

まれており、市に準じていると答弁がありました。 

 次に、４款１項３目健康推進費、８節報償費の室戸の赤ちゃんスターターキット120万円の

事業内容について質疑があり、妊婦さんに赤ちゃんが生まれてすぐに必要となる品物を贈る。

１人２万円の60人分で予算計上している。内容としては、赤ちゃんの肌着、産着、携帯用ミル

ク、哺乳瓶等を予定していると答弁がありました。 

 次に、３款１項４目老人福祉費、15節工事請負費のあんしん見守りサービス工事費180万円

について、年間の申請件数と実績について質疑があり、平成28年３月現在、利用者の新規設置

の依頼が２件、撤去が46件、通知を受ける方の端末の新規設置が３件、撤去が26件である。現

在の端末設置件数は、利用者本人が453件、通知を受ける方が145件であると答弁がありまし

た。 

 次に、人権啓発課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款１項７目人権啓発費、１節報酬のいじめ問題調査委員会

委員報酬３万1,000円について、この委員会の委員構成と何回開催する予定かと質疑があり、

執行部から、この委員会はいじめが発生し、重要な案件になったときに設置される。委員はま

だ決定していないが、５人以内で専門的知識のある方となっている。１回分の予算であると答

弁がありました。 

 次に、農林水産課・農業委員会事務局であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、５款３項２目水産業振興費の19節負担金補助及び交付金の藻

場保全を行う新規事業の内容について質疑があり、執行部から、水産関係業者で組織をつく

り、エリアを指定し、藻場の潜水調査を行う。事業費は120万円である。調査をしながら対策

を検討すると答弁がありました。 

 次に、５款１項３目農業振興費、19節負担金補助及び交付金の耕作放棄地対策事業費補助金

87万円について、この補助金の実施主体は各支部の部会委員、果樹栽培の生産者となっている

が、それ以外の市民は対象外かと質疑があり、実施主体はまず各支部の部会委員、果樹栽培の

生産者を考えているが、予算に余裕があれば広く運用する考えであると答弁がありました。 

 次に、商工観光深層水課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、６款１項２目商工振興費、19節負担金補助及び交付金の創業

支援事業費補助金600万円について、補助制度を受けることができる者の認定基準と補助金額

について質疑があり、執行部から、規則については要綱を作成中であり、平成28年４月１日か

ら例規集に載せ、周知を図る。内容としては、室戸市の産業を活性化させることが目的で、室

戸市内に起業する者が対象となる。業種については幅広く考えているが、市長が認める者とし

ている。１事業につき、補助金額は創業に関する経費を２分の１補助で上限200万円であると

答弁がありました。 

 次に、６款１項商工費の旧椎名小学校活用整備計画について、運営計画予算案で入館料を取

るようになっているが、初年度４万人の来館者数で1,700万円の収入見込み、収支では100万円

の収益となっているが、実現は可能なのか、またこれが２年目、３年目以降も続くのか、赤字

になったときは指定管理料を支払うのかと質疑があり、初年度についてはドルフィンセンター

についても４万人を超えているので可能と思うが、２年目、３年目になると若干減少すると思

う。ただ、運営主体を民間にと考えているので、減少分については民間で考えて運営していく

ということになる。指定管理料については、出さないという前提であると答弁がありました。 

 次に、海水を引く等でこの施設はランニングコストもかなり必要となるのではないか、運営

のため、人件費についても市として補助をしていく必要があるのではないかと質疑があり、ラ

ンニングコストとして510万円の光熱水費を予算計上している。人件費については、集落活動

センターの件が進めば国の集落支援制度を検討していくと答弁がありました。 

 次に、この施設の活用の一つに集落活動センターとしての活用を予定されていたが、その具

体策が示されていない。この建物を四、五億円使ってウミガメセンターだけに活用するのはも

ったいない話であり、市民の理解も得られないと思うが、集落活動センターについてはどのよ

うになっているのかと質疑があり、集落活動センターについては、地元に対し他の成功事例等

について説明を行ったが、まだ理解が得られてなく、今後もいろんな事例等も紹介し、理解を

得たいと答弁がありました。 

 次に、６款１項３目、13節委託料の旧椎名小学校海水取水設計委託料162万円について、取
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水計画地は波の強度の強い地域であるが、取水方法はどのように考えているのかと質疑があ

り、取水予定地の波の強度を考え、取水方法は井戸を掘ろうと考えていると答弁がありまし

た。 

 次に、海洋深層水給水事業特別会計への一般会計よりの繰出金について質疑があり、毎年繰

り出しをしなければならないということは赤字ということであり、経費の削減や使用料の見直

し等が必要ではないかと質疑があり、使用料の見直しや使用料の増収も含め、運営計画の見直

しについて協議を行いたいと答弁がありました。 

 次に、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４目ジオパーク推進費の19節負担金補助及び交付金

の各種イベント補助金の内容と補助団体について質疑があり、執行部から、ジオパークセンタ

ーの活性化と交流人口の拡大を図るため、センターの敷地を活用し、イベントを開催する。現

段階の案では食をテーマにしたイベントを考えている。地域企業や生産者等で実行委員会をつ

くり実施する予定である。そのための補助金であると答弁がありました。 

 次に、建設課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項９目交通安全対策費、15節工事請負費について、カ

ーブミラー等を設置するとのことであるが、その件数とその他の事業内容はと質疑があり、執

行部から、カーブミラーと転落防止柵、佐喜浜橋の重量制限看板２基の設置を予定している。

カーブミラーについては要望が多く10基程度、転落防止柵については30から40メートルの柵を

１カ所予定していると答弁がありました。 

 次に、消防本部であります。 

 執行部の説明の後、委員から、８款１項１目常備消防費、13節委託料の消防設備機器保守点

検ほか委託料449万2,000円について、アナログ無線とデジタル無線の両方が予算化されている

が、全てデジタルにはならないのかと質疑があり、執行部から、アナログ無線については平成

28年５月31日をもって廃止となる。そのため、６月１日以降はデジタル無線のみとなる。その

ため、平成28年度は両方の予算を計上した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１項２目事務局費、19節負担金補助及び交付金の室戸高

校70周年記念支援事業費補助金５万円について、金額が少ないように思うが、申請額は幾らで

あったのかと質疑があり、執行部から、室戸高校校長との話し合いの中で３万円から５万円の

金額の申し出があった。そのため、５万円という金額となったと答弁がありました。 

 次に、同じく19節負担金補助及び交付金の室戸高校いさな寮生応援補助金について、補助金

は10カ月で計算したとのことであるが、１年は12カ月であり、年間12万円でなければおかしい

のではないかと質疑があり、12カ月での検討も行ったが、最終的には10カ月程度の年間10万円

を補助することになったと答弁がありました。委員より、せっかく補助をするのであれば、
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12カ月分を補助すべきとの意見がありました。 

 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目社会教育総務費、19節負担金補助及び交付金の

市文化協会補助金６万5,000円について、文化を盛り上げる団体に対しての補助金が低過ぎる

ように思う。この文化協会から補助金増額の申し入れはなかったのかと質疑があり、執行部か

ら、この文化協会が行っているイベントとしては、室戸市文化芸術祭を５月に開催している。

参加人数は約250人である。市の補助金のほか、市展の参加料が歳入として約10万円であり、

合計16万5,000円で運営をしている。申し入れがあれば協議をしていくと答弁がありました。 

 次に、９款４項１目社会教育総務費、11節需用費の印刷製本費281万9,000円の中で、むろと

広報に掲載した民話を１冊の本にするとのことであるが、製本部数と活用方法はどう考えてい

るのかと質疑があり、製本は200部で、学校や図書館への配布を予定していると答弁がありま

した。 

 会計課、監査委員会事務局につきましては、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31号室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更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32号室戸市過疎地域自立促進計画についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、産業振興のためには将来の事業化に向けての試験研究や調査

が必要であると考えるが、検討はされなかったのかと質疑があり、執行部から、今回の計画の

中には入っていないが、議会の承認を得て、順次追加は可能である。今後、そういった事業展

開が出てくる場合は、業務の議決をいただきながら追加をかけ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であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、還付金36万8,488円の還付先はどこかと質疑があり、執行部

から、還付先は総合事務組合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。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 次に、日程第２、議案第６号室戸市国民健康保険条例の一部改正に

ついてから議案第36号市道路線の認定についてまで、以上20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。小椋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（小椋利廣君） 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６号室戸市国民健康保険条例の一部改正についてから

議案第36号市道路線の認定についてまで、以上20件につきましては、今期定例会におきまして

当委員会に付託をされたものであります。 

 委員会といたしましては、３月17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６号室戸市国民健康保険条例の一部改正についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、条例を改正しないとその診療所で国保が使えないことにな

るのかと質疑があり、執行部から、一般の病院と同じようにどの保険を持っていてもこの診療

所にかかることはできます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７号室戸市立診療所設置及び管理条例の制定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、看護師の雇用について、正看護師はなかなかいないが、准

看護師ではいけないのか、また年齢についても45歳や50歳の人でも構わないのではないかと質

疑があり、執行部から、医師の指示で診察行為をするのが正看護師であり、医師と正看護師の

指示を受けて診察行為をするのが准看護師であります。正看護師は、処置だけでなく医師と同

じように診断をするカリキュラムを受けていると聞いている。市の診療所は１人しか雇えない

ので、やはり正看護師のほうがより医師に近い立場で診察ができるのではないかと考えてい

る。また、募集については、年齢などについて総務課や市長とも協議をして、診療の開始まで
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には看護師の確保は必要であるので進めていくと答弁がありました。 

 次に、医療事務をする方は本課から派遣をするとのことだが、医療事務の範囲はなかなか広

いと思うが、その方の給料は診療所からなのか、それとも本課からなのかと質疑があり、保健

介護課の臨時職員であるので、本課のほうで予算を組んでいる。事務については、週２回、半

日程度なので、それ以外は保健介護課で仕事をすることになると答弁がありました。 

 次に、通院については、高齢者が多くなるので、タクシーの利用について助成することは考

えていないのかと質疑があり、今すぐに通院のタクシー助成は難しいと考えている。しかし、

市の今後の現状を見ながら、必要な手だては考え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13号室戸市分担金徴収条例の一部改正についてであります。 

 執行部から説明の後、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

ついてであります。 

 執行部から説明の後、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、地域密着型サービスの人員は別に雇用しているのか、また

地域密着型サービスの人員の場合は資格が要るのかと質疑があり、執行部から、地域密着型サ

ービスは民間事業者のほうが行っているサービスであり、介護保険のサービスの中に在宅サー

ビスと施設型サービスと地域密着型サービスと３つに大きく分かれている。その地域密着型サ

ービスが室戸市では小規模多機能型居宅介護施設と認知症のグループホームの２つがある。そ

の中に新たに通所介護が増設されたもので、民間の事業所に対する基準を設置しているもので

ある。資格のほうは、介護職員であるとか看護職員、機能訓練員などのそういう資格を持った

人がいなければならないという基準もこの条例のほうで定められていると答弁がありました。 

 次に、この条例に定められているような施設はふえていくと思うが、ふえ過ぎて利用者のと

り合いになるというおそれはないのかと質疑があり、人口は少なくなっていく中で、サービス

事業所については、介護保険計画を３年に１回計画しており、その計画を策定する中で必要な

施設、また施設ができることによってふえる給付額のバランスを考慮して計画の中で定めてい

くので、事業所が乱立してしまうということはない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。 

 次に、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
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準を定める条例の一部改正についてであります。 

 執行部から説明の後、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であ

ります。 

 執行部から説明の後、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でありま

す。 

 執行部から説明の後、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で

あります。 

 執行部から説明の後、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で

あります。 

 執行部から説明の後、委員から、後期高齢者の医療保険料について、１割負担、３割負担と

分かれているが、その区分はと質疑があり、執行部から、３割負担は現役並みの所得の方であ

り、１割負担の方は市町村民税非課税の方である。それで区分が一般と区分１と区分２に分か

れ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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、国保への加入義務、これについては法的な根拠は何法の何

条かと質疑があり、執行部から、国民皆保険制度で誰もが保険に入らなくてはならないという

根拠になっている。あくまで社会保険、厚生保険以外のものについては国民健康保険法の第５

条に規定をされておりますと答弁がありました。 

 次に、薬については、病院から出すのではなく、他の病院が行っているように薬局で出すよ

うになるのかと質疑があり、院内と院外、両方できるように考えている。室戸岬地区には薬局

がないので、風邪薬や高血圧の薬など慢性疾患に関するものはなるだけ院内処方でできるよう

な形を考えている。余り使われないような薬に関しては、院外処方を考えているところである

と答弁がありました。 

 次に、歳出の総務費の中で、予算額が1,907万6,000円、この中に医療機器や備品などが含ま

れていると思うが、どういった機器類が整備、設備されるのか、その中に例えば血液検査ので
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きる器具類は含まれているのかと質疑があり、総務費の機器については、カルテを収納するも

のや薬の保冷庫や保管庫、医療器具を置く棚などを考えている。また、次の医療費は、医療器

具であり、心電図、尿の分析器、薬の分包器、注射台、遠心分離器、救急カートの吸入器、酸

素の吸入器などを予算化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でありま

す。 

 執行部から説明の後、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、施設介護サービスの事業所で大小いろいろあると思うが、

施設の数と施設で働いている人の数は把握されているのかと質疑があり、執行部から、施設の

数は３カ所である。施設型は特老の丸山長寿園、老健のあさひ、療養型は中央病院で３つにな

る。従業員の数は把握ができていないと答弁がありました。 

 次に、成年後見人制度支援費を現在給付している方が何名いるのか、また元気クラブの活動

委託料249万3,000円、どういった方たちが受けているのか、指導されているのかと質疑があ

り、成年後見人制度の支援費は家族や親族に後見人の申し立てをする方がいない場合、市長申

し立てをするようになっている。その市長申し立てをした方の中で司法書士や弁護士にその後

見人を頼んだ場合の報酬を低所得の方などに対して助成をするものである。現在、これを利用

している方はいない。予算のほうは２名分を組んでいる。 

 また、元気クラブ活動委託料は、地域の自主的なグループで運営している団体が対象であ

る。地域の高齢者の方が集まり、クラブの世話をする方を中心として手芸や100歳体操を各集

会所でやっている。このような地域の自主活動に対して、市のほうからクラブのほうに来られ

ている高齢者の方の人数に対して委託料として払っているものであると答弁がありました。 

 次に、60ページの繰越分、この滞納している主な理由と何名分になるのかと質疑があり、年

金からの特別徴収は100％であるので、滞納になっているのは年金の受給額が年18万円以下の

方などで、低所得のため、滞納になっている。件数については、平成26年度の決算で1,000万

円以上となっており、26年度末の現在における滞納件数が164名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。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、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

であります。 
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 執行部から説明の後、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、１款１項１目、１節の約１億1,600万円の予算を組んでい

るが、特別徴収保険料の後期高齢者の場合、国保から後期高齢者医療保険へ切りかえるときの

保険料の納め方や国保税と二重取りになっていないか。この場合、タイミング的な徴収の方

法、例えば国保税を支払い、後期高齢者医療保険料も支払うとなると、物すごく家計に負担が

かかる、何かよい方法はないのかと質疑があり、執行部から、国保から後期への切りかえや社

会保険からの切りかえのときにわかりづらいとか、支払いの金額が重なっていないかなど不安

があるので、事前にチラシでどのような方法で保険料の金額が算出をされているのか、また以

前に口座引き落としであっても、後期高齢者医療保険に入ったら普通徴収に変わり、重なって

いないかなど、事前に被保険者の方に通知をしてチラシでわかっていただくようにことしから

するように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30号平成28年度室戸市水道事業会計予算についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、簡易水道の統合の件について、単独の分と入木や佐喜浜の

上水とつながっていないところの簡易水道事業はどうなるのかと質疑があり、執行部から、水

道管としてはつながっていないが、経営体として一つの事業体として統合するというイメージ

であり、全ての簡易水道を管でつなぎ合わせるイメージの統合ではない。実質的には予算書で

は簡水と上水と２つに予算書を分けているが、そういったものが一体化されるということにな

ると答弁がありました。 

 次に、給水戸数が113戸減ったということだが、第３条の収入がプラス215万2,000円にふえ

たという説明だが、この事業収益が510万円ふえた原因はどこにあるのかと質疑があり、これ

については前年度との予算の比較であり、前年度の予算が少し下に見積もっていたためである

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。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、年間の利用者数はと質疑があり、執行部から、平成27年度

が1,150人、26年度が560人、25年度が808人である。収入では、約60万円から70万円の間で動

いている。指定管理料は毎年約70万円を支払いしており、１人を管理者で雇えるぐらいである

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。 

 次に、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であります。 
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 執行部から説明の後、委員から、この飲料施設を利用している世帯数と人数はと質疑があ

り、執行部から、地区別では、根丸が69世帯、150人、小山が13世帯、29人、珍地が16世帯の

48人、大久保が７世帯の17人であると答弁がありました。 

 次に、指定管理料は別に支払いはしていないかと質疑があり、指定管理料は支払っていない

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36号市道路線の認定についてであります。 

 執行部から説明の後、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。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 次に、日程第３、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。 

 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。 

 これより討論に入ります。 

 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から日程第３、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37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。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。議案第23号平成28年度室戸市一般会計予算について、

賛成討論を行います。 

 議案第23号平成28年度室戸市一般会計予算につきましては、大変厳しい財政状況の中におき

まして、市民のために事業効果を効率的に実施できるように、１、行財政の健全化、２、産業

の振興、３、保育福祉サービスの充実、４、保健福祉サービスの充実、５、市民の生活、環境

を守るまちづくり、６、防災対策の推進等々の６項目を重要項目として編成された予算であ

り、今議会に提案をされているものであります。 

 本議案には、総合支援事業やレンタル畜産施設等整備補助事業など、産業の振興、保育料無
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料化の対象拡大や中部学校給食センター整備事業などの保育、教育の充実、津波避難タワーの

建設、公共施設の屋上への避難階段の設置、防災コミュニティーセンター整備事業などの防災

対策や市民の安全・安心を守る事業と子育て支援等々、産業の振興や経済の活性化につながる

数多くの予算が計上をされております。 

 このほかにも、生活保護費を初めとする支援を要する人たちへの扶助費や保育所、学校など

子供たちの保育、教育関係予算など、市民生活に欠かすことができない数多くの重要な予算が

計上をされております。 

 また、旧椎名小学校整備関連予算は、過疎化が進み、人口の減少が続いている中で、既存の

施設を有効に活用することにより、地域の活性化や生きがい対策、また、防災関係関連施設と

して地域の住民や学生たち、研究者等々による交流人口の拡大による地域経済の活性化につな

げるように取り組みをしているものであります。国勢調査の結果によります人口の減少や過疎

化が進んでおります本市におきましては、議案第23号平成28年度室戸市一般会計予算はどの項

目を見ても非常に重要であり、地域経済の活性化や産業の振興、雇用の創出、交流人口の拡大

を目指し、室戸市の浮上に向けて取り組んでいく予算であり、ぜひとも進めていかなければな

らないと私は考えております。 

 以上の理由により、本案に対して賛成をするものでありますので、議員各位の御賛同を賜り

ますようよろしくお願いをいたしまして、議案第23号に対する賛成討論を終わります。 

○議長（久保八太雄君） ほかに討論はございませんか。 

            〔「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１、議案第３号から日程第３、議案第39号まで、以上37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25分まで休憩いたします。 

            午前11時12分 休憩 

            午前11時24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。 

 これより採決いたします。 

 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（久保八太雄君） 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
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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（久保八太雄君） 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号室戸市行政不服審査会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（久保八太雄君） 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８号室戸市有林野看守人設置条例の廃止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（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 起立全員であります。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（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 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17号室戸市火災予防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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第23号平成28年度室戸市一般会計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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決され
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ました。 

 次に、議案第32号室戸市過疎地域自立促進計画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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第６号室戸市国民健康保険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（久保八太雄君） 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。 
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 次に、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（久保八太雄君） 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13号室戸市分担金徴収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（久保八太雄君） 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、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（久保八太雄君） 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、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決され

ました。 
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 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決され
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ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決され
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ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第36号市道路線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（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第３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。 

 固定資産評価審査委員会委員に杉本正一郎氏を選任することについて同意することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、杉本正一郎氏の固定資産評価審査委

員会委員の選任については同意されました。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第４、議案第40号室戸市議会会議規則の一部改正につい

てを議題といたします。 

 案文については、お手元に配付したとおりであります。 

 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40号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より提案理由の説明及び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40号につきましては提案理

由の説明及び委員会付託を省略することに決しました。 

 なお、本案につきましては出席議員全員が提出者、賛成者となっておりますので、質疑及び

討論につきましては、なきものとして議事を進めます。 

 これより採決いたします。 

 日程第４、議案第40号室戸市議会会議規則の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決され

ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 日程第５、議案第41号室戸市議会委員会条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 案文については、お手元に配付したとおりであります。 

 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41号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より提案理由の説明及び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41号につきましては提案理

由の説明及び委員会付託を省略することに決しました。 

 なお、本案につきましては出席議員全員が提出者、賛成者となっておりますので、質疑及び

討論につきましては、なきものとして議事を進めます。 

 これより採決いたします。 

 日程第５、議案第41号室戸市議会委員会条例の一部改正についてを採決いたします。 
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 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41号は原案のとおり可決され

ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第６、意見書案第１号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いてを議題といたします。 

 案文につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております意見書案第１号につきましては、会議規則第37条第３項の規

定により提案理由の説明及び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、意見書案第１号につきましては提

案理由の説明及び委員会付託を省略することと決しました。 

 なお、本案につきましては出席議員全員が提出者、賛成者となっておりますので、質疑及び

討論につきましては、なきものとして議事を進めます。 

 これより採決いたします。 

 日程第６、意見書案第１号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

見書についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

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

されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 日程第７、各常任委員会委員の選任を行います。 

 各常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により、議長にお

いて指名いたします。 

 総務文教委員会委員といたしまして、堺喜久美君、山本賢誓君、濱口太作君、谷口總一郎

君、亀井賢夫君、上山精雄君、そして私久保八太雄、以上７名を指名いたします。次に、産業

厚生委員会委員といたしまして、林竹松君、町田又一君、山下浩平君、脇本健樹君、小椋利廣

君、竹中多津美君、以上６名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸君をそ

れぞれの各常任委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会



－233－ 

を招集いたします。直ちに各常任委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願いいたし

ます。 

 それでは、正副委員長互選のため12時まで休憩いたします。 

            午前11時47分 休憩 

            午前11時56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。 

 各常任委員会正副委員長が決定いたしましたので報告いたします。 

 総務文教委員会委員長谷口總一郎君、総務文教委員会副委員長上山精雄君、産業厚生委員会

委員長小椋利廣君、産業厚生委員会副委員長竹中多津美君、以上のとおり決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第８、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長にお

いて指名いたします。 

 議会運営委員会委員に、林竹松君、町田又一君、堺喜久美君、山下浩平君、山本賢誓君、濱

口太作君、亀井賢夫君、以上７名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸君

を議会運営委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告を願います。 

 それでは、議会運営委員会正副委員長互選のため12時10分まで休憩いたします。 

            午前11時57分 休憩 

            午後０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。 

 議会運営委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告いたします。 

 議会運営委員会委員長堺喜久美君、議会運営委員会副委員長亀井賢夫君、以上のとおり決定

いたしました。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長から、委員会において閉会中もなお調査が

必要と認め、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすること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、委員長から申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することと決しました。 

 なお、先ほど継続審査申出書とともに配付させていただきました平成26年度教育に関する事
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務の点検及び評価の報告書につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条

第１項の規定に基づき、３月15日付で教育長より報告されたものであります。よろしくお願い

いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日議決されました諸案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものに

つきましては、会議規則第43条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。 

 これにて平成28年３月第２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ございました。 

            午後０時10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。 

 

 

 

            室戸市議会議長 

 

 

 

              〃  議員 

 

 

 

              〃  議員 

 

 


