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平成２８年９月第５回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  平成２８年９月１３日（火） 

２．場 所  室戸市議場 
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  ７番 谷 口 總一郎    ８番 山 本 賢 誓    ９番 山 下 浩 平 
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  事 務 局 長  日 垣 龍 二 

  事務局次長兼班長  宮 脇   誠 

  議 事 班 主 事  千代岡 陽 子 

  議 事 班 主 事  小 椋 雄 平 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     副  市  長  久 保 信 介 

  総 務 課 長  山 本 康 二     企画財政課長  川 上 建 司 

  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     産業振興課長併農業委員会事務局長  竹 本 俊 之 

  建設土木課長  岡 本 秀 彦     観光ジオパーク推進課長  久保田   浩 

  債権管理課長  上 松 富士樹     防災対策課長  西 村 城 人 

  会計管理者兼会計課長  長 崎 潤 子     福祉事務所長  中 屋 秀 志 

  教  育  長  谷 村 正 昭     教育次長兼学校保育課長  久 保 一 彦 

  生涯学習課長  和 田 庫 治     水 道 局 長  山 崎   桂 

  消  防  長  竹 谷 昭 一     選挙管理委員会事務局長  森 岡   光 

  監査委員事務局長  山 本 ゆかり 

７．議事日程        

日程第１ 議案第１号 室戸市津波避難施設設置及び管理条例の一部改正について 

日程第２ 議案第２号 室戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

日程第３ 議案第３号 室戸市企業誘致推進条例の一部改正について 
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日程第４ 議案第４号 平成28年度室戸市一般会計第３回補正予算について 

日程第５ 議案第５号 平成28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６ 議案第６号 平成28年度室戸市介護保険事業特別会計第２回補正予算について 

日程第７ 議案第７号 財産の取得について 

日程第８ 議案第８号 訴えの提起について 

日程第９ 議案第９号 訴えの提起について 

日程第10 議案第10号 訴えの提起について 

日程第11 議案第11号 損害賠償額の決定及び和解することについて 

日程第12 議案第12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13 議案第13号 市道路線の認定について 

日程第14 議案第14号 平成27年度室戸市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

日程第15 議案第15号 高知県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

日程第16 議案第16号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第17 認定第１号 平成27年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第18 認定第２号 平成27年度室戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第19 認定第３号 平成27年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第20 認定第４号 平成27年度室戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第21 認定第５号 平成27年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第22 認定第６号 平成27年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第23 認定第７号 平成27年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第24 認定第８号 平成27年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第24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名全員の出席でございます。 

 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１号室戸市津波避難施設設置及び管理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。西村防災対策課長。 

 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２号室戸市家庭的保育事業等の設備及び運

営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。久保教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時４分 休憩 

            午前10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。 
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○１２番（林 竹松君） 12番。議案第２号室戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正についてという議案でございますけれども、ただいま説明があっ

た中で１つ抜かっておるんじゃないかというふうに思いますので、あえて質疑をいたしたいと

思います。 

 まず、資料の附則の第７条のところで、当分の間という文言があるわけですけども、その当

分の間とはいつまでを指すのか、それが１点。 

 それから２点目には、保育士の数とか、幼稚園、小学校教諭、養護教諭普通免許を有する者

を保育士とみなすことができる特例ということになっておりますけども、室戸市内にそれぞれ

の保育士とか、それから幼稚園の教諭、そういった免許を持たれている方が何名程度おられる

のか、わかる範囲内で、年齢別に説明を求めておきたいと思います。 

 そしてもう一点、ここに出てくる家庭的保育とはどういった内容、現在やられておる、実施

されておる保育内容とどこがどういうふうに違ってくるのか、あわせて説明を求めたいと思い

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。久保教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（久保一彦君） 林議員さんの質疑にお答えします。 

 まず、当分の間ですけれども、これは上位法のほうで定められております児童福祉施設等の

設備のほうで決められておりますので、そこで当分の間とされておりますので、それが変わり

ましたら市のほうの条例も変えるようにしております。 

 次に、幼稚園等の資格の方ですけれども、室戸市のほうでは今保育士不足で、このような資

格を持ってる方については保育の募集をしておりますけれども、把握しておりません。 

 それと、３つ目ですけれども、家庭的保育所っていうのは、ここで言いますと小規模保育事

業所っていうのは６名から19名とか、家庭的保育事業所は５人以下の保育所とかということ

で、そういうことで特に都会のほうで待機児童等がいる場合に施設を借りてとか、構えて、そ

こで保育をするというようなことで、室戸市としては対象がございません。 

○議長（久保八太雄君） 林竹松君の２回目の質疑を許可いたします。 

○１２番（林 竹松君） 議案第２号につきまして２回目の質疑をいたします。 

 今課長のほうから若干の説明がありましたけども、やはり室戸市内にはそういう資格を持た

れてる方を把握していないということですが、それはそれで理解はしますけども、やはり最低

限でも条例を制定する、そして議会に提案するということになると、そこまで若干調べて報告

ができるようにしておかなきゃならんと思いますので、ぜひ課長のほう、取り組みをしていた

だきたいと思います。 

 当分の間という意味も聞きましたけども、わかったようなわからんような説明でありますけ

ども、私が質疑したことは、いつまでを当分の間とするのか、定めておるのかということです

ね。 
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 家庭的保育ということについても、この件が現在保育をされておる内容とどこがどう違うの

かということをもう一度詳しく説明を求めておきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（久保八太雄君） 久保教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（久保一彦君） 林議員さんの２回目の質疑にお答えします。 

 大変時間をとらせて申しわけございませんでした。 

 当分の間につきましては、この次の改正が行われるまでの間ということでお願いしたいと思

います。 

 また、家庭的保育の内容でございますけれども、これは現在の保育所と規模が違うだけで、

内容についてはそれほど違いはございません。 

 また、幼稚園等の教諭の数の把握ですけれども、今後につきましては把握をしたいと思いま

すけれども、なおいない場合には研修を受けた者を置くことができますので、そこについても

今後そういう形で、この保育所ができた場合には対応したいと思いますし、数の把握はふだん

からしていきたいと思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「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） 日程第３、議案第３号室戸市企業誘致推進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。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時19分 休憩 

            午前10時22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３号議案について質疑を行いたいと思います。 

 まず、この過疎法の31条に入れる業種を定めたわけですが、この企業誘致の指定ですがね、

指定を受けると奨励金を交付するわけですが、下の条件に合えば、それは恐らくこの過疎法の

中で交付税での補 を受けるということになるろうと思います。今回この範囲を明確にしたと

いうことは、今までいろいろ交付税というか企業誘致の指定を受けてきた企業が、この補 に

かからなかった部分があるのかないのか、なかったから今回こういう規定を設けたのかどうか
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ということですがね。 

 それから２点目が、この規定を今回過疎法の中で旅館とか情報通信とかありますが、例えば

小売業、スーパーとか、あと老人ホーム、それから病院、こういうところが仮に来たときに

は、この31条の規定の中に入るのか入らないのか、この２点をお聞きします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。竹本産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 上山議員さんの御質疑にお答えを申し

上げます。 

 まず、１点目に過疎法との絡みということでございますが、過疎法では、御案内のとおり、

３つの事業につきましては後ほど交付税算入されるということで制度化されております。それ

以外のものにつきましては、今までは事業が規定されてなかったことによって全ての事業が一

応対象にはなりました。その中で、過疎法の対象となった事業というのは、この条例にもござ

いますように製造、コールセンターとか旅館業というふうなものが対象となっております。今

までの事業と旧事業分について、いわゆる指定企業として支援をしているわけでございますけ

れども、この中には御案内の小売業もございますし、小売業だけが１点ありますが、そちらの

ほうは支援させていただいております。そのほかは過疎法で言うところの製造業であったり、

宿泊業であったりというところとなっております。 

 ２点目であります。２点目の中で小売、スーパー、老人ホーム、病院についてということで

ございました。規則の中で定める事業といたしまして、全て該当するというふうに理解してお

ります。まず、商業に関係する事業として卸売小売業として定めます。そして、老人ホーム等

については介護事業などを定める福祉として定めます。そして、病院につきましては病院、診

療所として定める医療として、御案内の３件については事業所として定めることができる規則

として改正をするものでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（久保八太雄君） 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回目の質疑を行います。 

 課長の答弁はようわからんかったがですが、要はまず１番目に、今まで誘致企業をしてきた

わけで、何件かあるろうと思うがですが、そのうちこの交付税の補 を受けれなかった企業誘

致案件はあるのかないのかという質問がまず１つがですね。 

 それから、今スーパーとか病院、老健施設、老人ホームはできると、できない、例えば室戸

市がまちづくりを行うとして、この規定でできない事業というのはどういう分があるのか、な

いのか、そのあたりをお聞きします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上山議員さんにお答えいたします。 

 まず、１点目の過疎法の関係で交付税を受けられない事業、企業があったのかどうかってい

うのはあっておりますが、受けられなくてもうちの支援対策はやりますよというふうに取り組
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みをしているところでございます。ですから、過疎法の関係プラスうちは市単で継ぎ足してい

るという考え方もできるのではないかというふうに思ってますので、例えば過疎法の関係で対

象になるものは、例えば３年対象になりますよね、うちは５年間対象にしておりますので、３

年プラス２年が対象になる。その過疎法の対象にならん企業の部分についても５年間対象にし

ているということで、範囲は大変広げているわけでございます。 

 それから、２つ目でありますが、スーパーとか老人ホーム、病院等は該当させるのかという

ことで、それは私は該当していくと、していく事業所になるのではないかと考えております。

何が対象にならないのかというふうな視点で見ますと、例えば娯楽施設なんかで教育上余り好

ましくないというような事業、それから公害が発生する懸念がある事業、そういうものについ

てはいかがなものかということで、そんなことをやっぱりしっかり決めていく必要があるので

はないかということで、今回条例改正をお願いするものでございます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「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４号平成28年度室戸市一般会計第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。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時30分 休憩 

            午前11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４号補正予算について一部お聞きいたします。 

 まず、ページ18、２款１項13目13節210万6,000円の分です。避難所運営マニュアル作成委託

料205万円の件です。これはマニュアル作成はいいかげんなことはできないと思いますが、こ

れ室戸市の分だけでしょうか。また、僕は高いと思うんですけど、市販というかほかのところ

を見てチョイスすることはできないのでしょうか。これお答え願います。 

 次に、23ページ、５款３項３目13節と15節両方かかってるむろと海の学校に関する件でござ

いますが、資料のほうも含めて多岐にわたりますが、よろしくお願いいたします。聞き漏らし

もございますが、お願いいたします。 

 まず、資料の10ページのほうの距離400メートルですが、これどうしてもこの場所じゃなけ
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ればならないかということをお聞きいたしたいと思います。 

 次に、３階の家庭科室とか理科室とかの今後の利用方法をお教え願いたいと。また、これち

ょっと資料に載ってなかったもんですので、今後これで一旦完成でしょうか、お答え願いま

す。 

 次に、１階の利用は集落活動センターとお聞きしましたが、きのうの答弁の中に試食室で料

理を提供するということだったと思いますが、この辺の提供のぐあいをちょっとお聞きしたい

んですよ。管理団体が１階と２階、３階と違うと思いますが、その辺誰が利用して、どういう

ふうにするか、お聞き願いたいと思います。 

 次に、この施設、電気水道光熱費がよくかかってくると思いますが、これは行政のほうの負

担でしょうか。また、この団体それぞれに徴収するやり方があるかと思いますが、その辺詳し

くお願いいたします。 

 それと次に、２階、３階をウミガメ協議会が利用すると思いますが、この辺指定管理という

ことでございますが、指定管理というよりはウミガメ協議会に貸すという考えで使用料等とか

を取ることはないのでしょうか。今後、また利用する上で考えれるべきことなので、この辺で

先にお聞きしたいと思います。 

 次に、27ページです。９款５項２目体育振興費です。19節スポーツ合宿支援補助金でござい

ますが、市外からということですが、対象となる競技と対象となる年齢ですね、学生とか一般

とかお聞きしたいと思います。以上です。済みませんが、よろしくお願いします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 脇本議員さんにお答えします。 

 18ページの２款１項13目のうちの13節委託料、避難所運営マニュアル作成委託料205万円に

つきましてでありますが、先日の一般質問のときにもお答えさせていただきましたが、今年度

高知県道路啓開計画におきまして、啓開に多くの日数を要するであろう佐喜浜地区の２カ所を

予定しております。順次他の地域についても作成していきたいと思っております。 

 金額につきましては、２カ所でこれぐらい、結構高いんじゃないかということであります

が、１回今年度２カ所つくりまして、来年度以降順次つくっていくときには、それらを参考に

して、もう自分たちでできるところはやっていくようにするもので、かなり詳しく初年度です

ので突っ込んでいきたいと考えております。直接人件費とか向こうの技術とか、やられた方な

んかの技術料といいますか、そういうのとか、資料収集、マニュアル素案の作成、地区別の学

習会の運営等、訓練もやりますので訓練の補助とか、学習会資料の作成、もちろんマニュアル

が最終的にはできますが、そのもの、電子成果品の作成等々ございまして、そのくらいの金額

はかかっております。見積もりをとった業者はほかの市町村でもやっている業者で、金額的に

はこのような金額であります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 久保田観光ジオパーク推進課長。 
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○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 脇本議員さんに、まず１点目、取水箇所につい

て、どうしても椎名漁港の港内でないかということの御質問ですけれども、ちょうど図の中で

国道55号線を渡っている破線があると思うんですけれども、ちょうどここしか国道を横断して

いる通路がないということで、国道を開渠で工事できませんので、まずはここしか通せないな

ということで選定しております。 

 それともう一つ、直接前に出すなり、谷沿いにやってみたらどうかということもあったんで

すけれども、御存じのとおり、波浪の影響が大きいと考えまして、やはり安定して取水するに

は港内に地下水の打ち込みというのを考えたところです。 

 次に、３階の家庭科室、理科室、議案資料の９ページになると思うんですけれども、こちら

はそのまま、テーブル等のかさ上げ等は行いますけれども、そのまま使おうと思っておりま

す。海の学校ということですので、ここで子供たちに魚さばき体験だとか、標本づくり体験、

そういったものをやっていただこうということで、家庭科室と理科室はそのまま残そうという

考え方をしております。 

 次に、１階の集落活動センターの調理機能、料理はどんな感じかということなんですけれど

も、イメージ的にいきますと、ここで椎名地区の常会を中心として調理をしていただく、調理

をして社会福祉協議会等がやっております配食サービス、これを主にやっていただきたいなと

いうことで考えております。 

 次に、１、２、３階の利用団体が異なる、管理がうまくいくのかということだと思うんです

けれども、１階の部分にエントランスホールというところを整備しております。こちらのほう

に多分総合的な管理人といいましょうか、主にどちらかの団体の事務員的なのが多分座ると思

いますので、そちらのほうで管理をしていただくというふうなことを考えております。 

 次に、光熱水費につきましては、それぞれが負担していただくように考えております。 

 次が、２階、３階のウミガメといいましょうか、団体に対しての指定管理料ないし使用料を

取らないのかということなんですけれども、現段階では取らないということで考えておりま

す。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 和田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（和田庫治君） 脇本議員さんの御質問にお答えいたします。 

 スポーツ合宿の補助金につきまして、団体の種別、それから年齢制限につきましてですが、

現在のところ、市外のアマチュアスポーツ団体が市内の宿泊施設で宿泊する場合ということで

考えておりまして、種別、年齢制限はございません。 

 ただ、現在補助の対象にしようという団体につきましては、旅館業法による宿泊施設の場所

に泊まるということで、自然の家等は対象とはなっておりません。 

 それから、１回の合宿における宿泊数が10泊以上であること、例えば10人が１泊する場合は

10泊と数え、５人が２日泊まる場合は10泊と、延べ宿泊数が10泊以上であるものを対象としよ
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うと考えております。 

 そのほか、大会等への参加目的であったり、修学旅行目的であるというふうに認められた場

合には、これは対象外というふうに取り扱う予定でございます。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。山下浩平君。 

○９番（山下浩平君） １点だけですが、26ページ、小学校費の中で13節委託料、この中で室

戸小学校耐震補強改修工事事後損害調査委託料249万9,000円と出ておりますが、この事後損害

という、どういうような調査か、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。久保教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（久保一彦君） 山下議員の質疑にお答えします。 

 26ページの９款２項１目13節の委託料、小学校の耐震化等の事後調査の委託料ですけれど

も、これにつきましては事前調査を行っております。その事前調査と、工事が終わった後にど

ういう形で変更になっておるのか。なってなければ、もう全然問題ないということで比較をす

るようにしております。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。 

 昼食のため１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時６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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 日程第５、議案第５号平成28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。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時７分 休憩 

            午後１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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第６、議案第６号平成28年度室戸市介護保険事業特別会

計第２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10分 休憩 

            午後１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７号財産の取得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１時13分 休憩 

            午後１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８号訴えの提起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。上松債権管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時16分 休憩 

            午後１時19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。 
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 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９号訴えの提起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。上松債権管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時19分 休憩 

            午後１時22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10号訴えの提起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。上松債権管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時22分 休憩 

            午後１時25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11号損害賠償額の決定及び和解することに

ついてを議題といたします。 
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 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25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。 

            〔「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12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１時29分 休憩 

            午後１時31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13、議案第13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。岡本建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時32分 休憩 

            午後１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。 

            〔「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14、議案第14号平成27年度室戸市水道事業会計未処分

利益剰余金の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。山崎水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時34分 休憩 

            午後１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15号高知県市町村総合事務組合規約の一部

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１時37分 休憩 

            午後１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16、議案第16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１時39分 休憩 



－97－ 

            午後１時41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16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16号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第17、認定第１号平成27年度室戸市一般会計歳入歳出決

算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。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時42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18、認定第２号平成27年度室戸市国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 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57分 休憩 

            午後２時８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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。認定第２号についてお聞きをいたします。 

 まず、歳入のほうですが、前期高齢者の交付金が前年度より7.5％ふえているということで

すが、歳出のほうでは17.6減っちゅう、出すのは少なくなって、入るのはふえちゅうというの

がどういうことかということをまず１点お聞きをいたします。 

 それから、療養給付費ですわね、対策の中でいろいろ医薬品、ジェネリックとかいろいろや

ろうとしゆうわけですが、この療養給付費の中で薬剤が占める割合ですわね、それが何％ぐら

いになるのか教えて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。萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 上山議員さんにお答えします。 

 １点目の歳入と歳出の前期高齢者の増と減でございますけれども、歳入のほうの前期高齢者

の数は、これは国のほうから概算といいますか見込みで来まして、数値が現実の数字とちょっ

と合わないといいますか、国のほうからもう見込み額で、推計で来ますので、この数字が昨年

よりも33名増という形になっておりますので、それから基準額といいますか、それに１人当た

りの金額がかかってくるんですけれども、その金額も増になっておりますので、それによりま

してここの歳入のほうの、社会診療報酬基金のほうから来ますけれども、その数字がふえてお

るということになります。歳出のほうでございますが、前期高齢者の歳出のほうは金額的には

18万4,000円という金額になっておりまして、これも被保険者に対しまして全国単価が掛けて

こられて、これも社会保険診療報酬基金のほうから来ますので、これにつきましては保険者数

が185名、精算分が１万2,000円ほどされておりますので、減額になってきております。わかり

ますでしょうかね。 

 それからもう一点、療養給付費に占める薬剤の比率なんですが、今現在数値は持っておりま

せんが、後ほどお答えするということでよろしいでしょうか。済みません、よろしくお願いし

ます。 

○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回目の質疑をいたします。 

 課長の説明じゃ要を得ないわけですが、そしたらこの歳入のほうの８億4,800万円ちょっと

の数字ですが、この歳入は歳出のどこに当たっちゅうがですか。 

○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） 上山議員さんにお答えします。 

 前期高齢者交付金の歳入の８億4,800万円のほうですけれども、これは御存じのように前期

高齢者が各市町村の保険者ごとに数が偏在しておるということで、保険者間の負担の調整不均

衡を図るという意味のものでございますので、歳入といたしましては、室戸市は前期高齢者の

数が多ございますので、一旦社会診療報酬基金へ全保険者から入ってきたものが室戸市の国保
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は前期高齢者が多いので、この交付金として先ほど言うた計算に基づいて歳入へ入ってくる

と。でも、室戸市のほうは歳出のほうは結局は出す金額のほうは出さなくてもええということ

で、全国の保険者間で調整していく役割を持っておるものでございます。室戸市にとっては歳

入に入ってきますのでプラスということになります、前期高齢者が多いということで。 

            （２番上山精雄君「８億4,800万円、これはどっから出ても構ん

の」と呼ぶ） 

○市民課長（萩野義興君）（続） これは医療給付費、療養給付費に当たってます。歳入の前

期高齢者納付金につきましては、歳出の療養給付費のほうに当たっております。 

            （２番上山精雄君「前期じゃのうても、後期とかそういうことをや

っていくん」と呼ぶ） 

○市民課長（萩野義興君）（続） 保険給付費です、医療費ですね。 

            （２番上山精雄君「すべて」と呼ぶ） 

○市民課長（萩野義興君）（続） そうです。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑はございませんか。濱口太作君。 

○６番（濱口太作君） ６番濱口。本案に対し質疑を行います。 

 １点だけお伺いをいたします。歳入の繰入金なんですが、これが対前年比で4,800万円、率

にして12.4％減になってます。備考の説明を見ますと、後期高齢者支援金繰入金の減というこ

となんですが、この減の理由について説明を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。萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 濱口議員さんにお答えします。 

 平成27年度の後期高齢者繰入金が減額になっておるということで、これにつきましてはこれ

まで平成26年度までは、平成20年度分からの制度が始まってからの２年間分をまとめて、大体

１年間分が7,500万円ぐらいずつで１億5,000万円ずつぐらい一般会計のほうから繰り入れをし

てきてもらいました。ところが、平成27年につきましては２年間ずつ精算してきたもので、昨

年分の精算分ということはもう平成26年度分のみの精算を27年度のこの7,396万7,000円という

ことで、これまで２年間ずつであったものが、去年の分だけ、１年分になったということで、

全て過去の分は精算したと、繰り入れるということになりましたので、その分で半額、

7,300万円になったという形のものでございます、後期高齢者繰入金といたしましては。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30分まで休憩いたします。 
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            午後２時19分 休憩 

            午後２時30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19、認定第３号平成27年度室戸市介護認定審査会運営事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 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２時30分 休憩 

            午後２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。 

            〔「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、認定第４号平成27年度室戸市介護保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 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２時34分 休憩 

            午後２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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。認定第４号について質疑を行います。 

 この認定者数の増減がありますが、認定されるには審査会かなんかで認定されますわね。そ

の後、介護を受けて、受けゆう途中に回復したり、例えば重度化したりする人がおるろうと思

うがですが、最初認定を受けて、以後この認定者数の中で増減があるわけですが、この増減の

中に、例えば重度化したり回復したりしたその増減というのはどれぐらいあるんですか。 

○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） それでは、お答えいたします。 

 認定者数につきましては、これ３月年度末の１月のある１日の認定者数をここで載せており
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ます。初めて認定を受けられた方は、認定の期間が半年やったら半年ということで一旦区切り

おきまして、それでもう一度状態によってよくなったり悪くなったりの状態を見ましてもう一

度調査をして決定するものですけれども、中には本当に年齢とともに悪くなる方もいらっしゃ

いますし、軽度な方はこの介護予防というかリハビリなんかを通じて回復される方もいらっし

ゃいますので、ここのこの表の資料の中に載せています認定者数の中ではどの方が悪くなっ

て、要介護１に上がったとかということはここからは判断できませんけれども、そういう悪く

なる可能性もありますし、よくなる可能性もあります。実際に何件ぐらいが悪くなったかとい

うところまでの後追いの調査が今のところ手元の資料はございませんが、動いていることは確

かです。 

            （２番上山精雄君「それはもう一度審査会でかけるが」と呼ぶ） 

○保健介護課長（武井知香君）（続） 一番最初に認定を受けて要介護１となりましたら、そ

の方の状態によりけりで、本当にもうこの方は余り状態が変わらないだろうということであれ

ば１年間というようなことも出ますが、状態が変わる可能性がある方は半年という期間で一旦

そのサービスは来ます。半年たちましたら、もう一度調査をして認定をかけます。そのとき

に、よくなっていたら軽いサービスにというふうな形で介護度も変更する可能性もあります

し、引き続き同じ介護度が出る場合もございます。その人によりけりです。 

○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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２回目の質疑をいたします。 

 今聞きたいのは、例えば要介護３で仮にあった、それで認定をずうっと受けて、介護を受け

ゆうわけですので、その１割部分、要は９割部分がこの給付費に当たるわけよね。それが例え

ば２年ぐらいして、この人は認定４か５になるでよというようなことがあるのかどうなのか。

もう３であれば死ぬまで３でいくのか、途中で悪くなればそれが４になるのか５になるのか、

５になれば当然月に利用できる額は違ってくるし、９割部分も違ってくるわけですわね。だか

ら、その３の人が５になったり、仮に２になるかもわからんですけんど、そういう場合がある

ろうと思うがですけんど、その場合はもう一度審査会へかけるのかどうか、で認定するのかど

うかをお聞きをしたいがです。 

○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） お答えいたします。 

 議員さんのおっしゃるとおり、その方の状態を見ておりますので、要介護３で認定を受けた

方でも半年後の再度認定をかけたときに、その方の状態が悪くなって要介護４という判定が出

たときには要介護４になりますし……。 

            （２番上山精雄君「半年じゃなしに例えば１年後」と呼ぶ） 

○保健介護課長（武井知香君）（続） その方の状態に合わせまして、この方の状態が軽くな

るようであれば半年、この方の状態が余り変わらないであろうということで、認定の期間も認
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定審査会のほうで決定されてきます。１年後やったら、サービスの期間は１年間ですよという

ことであれば、１年たったときにもう一度審査会にかけて、その状態に応じた期間とサービス

と介護度がつくようになっています。 

            （２番上山精雄君「その都度、そしたら申請者は医師の証明がない

と」と呼ぶ） 

○保健介護課長（武井知香君）（続） 診断書が、はい。 

            （２番上山精雄君「それをその都度もろてこないかん」と呼ぶ） 

○保健介護課長（武井知香君）（続） そうです、はい。 

○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21、認定第５号平成27年度室戸市海洋深層水給水事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時50分 休憩 

            午後２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。 

 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。濱口太作君。 

○６番（濱口太作君） ６番濱口。本案に対し質疑をいたします。 

 １件だけお伺いをいたします。この歳入を見ますと、一般会計からの繰入金が600万円ぐら

い対前年度でふえております。だんだんだんだんこれ毎年ふえてきておると思うんですが、使

用料の改定については考えてないのかどうか、この点は市長に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。 

 海洋深層水の使用料の改定をするのかせんのかというお尋ねでございます。現在の使用料を

改定をするというのは、今のところ、考えておりません。 

 ただ、以前から申し上げておりますように、利活用について、それをふやしていく、そのこ

とはどうしてもやっていかないと、こんだけ一般会計を繰り入れているわけでありますから、

とにかく特別会計の範囲内でしっかり収支を整えていただくというためには、やっぱり利用を

ふやしていくしかない。以前にも申し上げておりますが、とにかく今の範囲の中では給水をふ
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やすような形がなかなか見えていかないということで、ということは今給水しゆうところに一

定の割合でほとんど給水配分をしてる、その給水配分が実態と余り合うてない。例えば給水配

分を100トンにしてる、けど使用は70トンで終わってるというようなことが見受けられますの

で、そうした間がやっぱりあります。そういうのをしっかり確認をするといいますか、関係者

と協議もして、その余る部分があるわけですから、その部分をぜひほかに利用する、ほかの企

業なりいろんな形で利用することによって収益をふやすというような形をぜひ取り組んでいき

たいということで、現在その辺の詰めを行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。 

            〔「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22、認定第６号平成27年度室戸市障害支援区分認定審

査会運営事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 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３時０分 休憩 

            午後３時３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23、認定第７号平成27年度室戸市後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 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３時３分 休憩 

            午後３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。 

 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。 



－104－ 

            〔「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24、認定第８号平成27年度室戸市水道事業会計決算の

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。山崎水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時11分 休憩 

            午後３時25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。本認定に対して、水道会計決算書から質疑を行います。 

 31ページです。附属明細書の費用の部です。１款事業費用の１項上水道営業費用、２目配水

及び給水費の19節委託料、一番下です、委託料の漏水調査及び水質検査委託料35万4,676円と

次のページの22節漏水修繕費730万8,668円についての関係と、34ページの２項簡易水道営業費

用、２目配水及び給水費、19節委託料の漏水調査及び水質検査委託料87万8,456円とその下の

22節漏水修繕費453万3,170円との関係についてお聞きをいたします。 

 31ページのほうからいきますが、この上水道と次の34ページの簡易水道に係る、この２つの

委託料と修繕費の関係を見ますと、27年度の決算の委託料は修繕費に対して4.8％で簡易水道

のほうは修繕費の19.4％が委託料となっております。そこで、これはどういう関係かなと思う

て、26年度の決算を見てみましたら、今年度と反対に上水道の漏水調査及び検査委託料は修繕

費の18.8％と高い比率になっております。この理由についてですが、これはただ単に平成26年

度では上水道の漏水調査と水質検査を行ったために費用がかさんだと、27年度は逆に簡易水道

のほうの漏水調査と水質検査を行ったために費用がかかったということなのでしょうか、お聞

きをいたします。 

 ２点目に、ちょっと調べてみますと、水道事業施設を建設する場合に、簡易水道の場合は上

水道に比べて国から高率の補助金が出ているとあります。この点について御説明を願いたいと

思います。 

 ３点目、最後ですが、水道事業全体についてですが、厚生労働省には簡易水道事業統合計画

というのがありまして、簡易水道を上水道への統合を進めていて、補助制度もあります。本市

の簡易水道の事業は上水道事業と統合する予定はあるのでしょうか、お聞きをいたします。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 
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○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） 谷口議員さんの御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の委託料と修繕費の比率についてでありますが、議員御指摘のとおり、平成

26年度には上水道の吉良川地区などにおいて広範囲での漏水調査を実施しております。このた

め、委託料が多くなっております。また、平成27年度には簡易水道の椎名地区、中川内地区、

佐喜浜地区、入木地区の４地区において漏水調査を実施しているため、委託料が多くなってお

ります。 

 なお、水質検査につきましては、上水道、簡易水道にかかわらず、全体で毎年水道法で定め

られた検査を実施しているものであります。 

 また、委託料と修繕費の関係性につきましては、漏水調査を行い、その結果、漏水が発見さ

れた場合は修繕工事を行いますので、そういった場合には関係性があるのではないかと思いま

す。しかし、漏水調査を行っていなくても、市民の方からの通報などにより漏水を発見したと

きには修繕工事を行いますので、この場合は修繕費が多くかかるということになります。 

 次に、２点目の簡易水道は上水道に比べて国からの高率の補助があるということについてで

ございますが、簡易水道は水道法により給水人口の規模が5,000人以下と定められておりまし

て、上水道と比べて事業規模が小さく、経営基盤が弱いことから、上水道に比べますと手厚い

財政措置がなされているところでございます。本市簡易水道事業におきましては、これまでに

も補助制度を活用して事業を実施しております。平成27年度につきましては、国の生活基盤施

設耐震化交付金、補助率は３分の１でございますが、これを活用しまして、羽根簡易水道や佐

喜浜簡易水道の配水管の布設がえを行っているところでございます。 

 次に、３点目の上水道と簡易水道の統合についてでございますが、この上水道と簡易水道の

統合ということにつきましては、平成19年度に国による簡易水道による国庫補助制度の見直し

が行われまして、補助対象の基準が厳格化されまして、原則として事業経営者が同一であっ

て、会計が同一、または一体的な管理が可能な既存の水道事業が存在する簡易水道施設等に関

する事業は補助の対象としないという決定がされております。ただし、平成29年３月までに他

の水道事業等と統合する簡易水道統合計画を平成21年度末までに厚生労働省に提出した場合

は、平成29年度まで補助の対象となるということが決定されております。本市では簡易水道事

業の統合を進めることといたしまして、現在まで３分の１の補助を活用してきたところでござ

います。平成28年度の当初予算におきまして、この統合に係る届け出書の作成費用を計上し、

現在作成中でございます。今年度中に県へ提出して、統合に向けた作業をしておるところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑はございませんか。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。認定第８号についてお聞きをいたします。 

 まず、決算書等、この監査意見書をもとにお聞きをしたいと思います。 
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 まず、決算書の14ページ、監査意見書の12ページに水道料金の収納状況というのが監査委員

の意見書の中にあります。現年度の収納額２億八千八百数十万円という数字が出ちゅうがです

が、この決算書の上水道営業収益、それから簡易水道の営業収益よね、これと水道料金とはど

う違うのかをまず１点ですね。 

 それから、決算書の17ページの資本的支出というところがあるがですが、この数字と説明資

料の29ページの資本的支出の額が違うと思うがですが、これはどっちが正しいのか。 

 それから３点目が、工事をするには資本的収入というか、国庫補助とか県補助とか起債とか

がありますわね。それで、支出のほうで工事をするわけですが、それが足りない場合に損益勘

定留保資金というのを充てると思うがですが、それの残は幾らあるのかをお聞きをいたしま

す。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。山崎水道局長。 

○水道局長（山崎 桂君） 上山議員さんの御質問にお答えいたします。 

 まず、決算書14ページの収納金額ですね、上水道営業収益と監査資料の説明資料の金額の違

いは何かと申しますと、これは決算書のほうは税抜き金額で表示をしております、消費税抜き

ですね、監査資料のほうは消費税込みで計算をされていると思いますので、その違いであると

思います。 

 次、２点目、17ページの資本的支出におきましても、決算書のほうは税抜き金額の表示をし

ております。その認定説明資料のほうでは税込み金額にしておりましてという違いでございま

す。これは税抜き、税込みの処理の違いといいますのは、損益計算書をつくるときにはやはり

企業会計の場合は税抜きで損益計算書をつくりますので、その関係で税抜きの資料と税込みの

資料が混在した形になってわかりづらくなっておると思います。御了承いただきたいと思いま

す。 

            （２番上山精雄君「決算書の数字と説明資料の数字が違う」と呼

ぶ） 

○水道局長（山崎 桂君）（続） いや、決算書の17ページの数字は税抜きの金額です。説明

資料のほうは税込みでございます。 

            （２番上山精雄君「こっちも決算書の資料よね、これも資料」と呼

ぶ） 

○水道局長（山崎 桂君）（続） 決算書の説明といいますのは、決算書の19ページをお開き

いただけますでしょうか。基本的には、この決算書の19ページの平成27年度室戸市水道事業会

計決算報告書というものが決算の報告書でございますので、基本的にはもうこれを、この税込

みのものをベースに説明資料も作成していただいているということでございます。 

 次に、３点目でございますが、内部留保資金の残額ということでございます。資本的収支に

充てることができます補 財源、いわゆる内部留保資金の内訳について御説明をさせていただ
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きます。 

 減債積立金は9,052万5,802円、年度当初でございます。建設改良積立金は7,704万2,740円で

ございます。損益勘定留保資金は、年度当初の保有額が3,254万236円で、年度中の増加額が

8,216万6,859円で、合計１億1,470万7,095円、そのうちの8,372万1,650円を補 財源として使

用しましたので、差し引きしまして年度末の保有額が3,098万5,445円となっております。消費

税及び地方消費税資本的収支調整額は、年度当初の保有額はなしで、年度中の増額が903万

95円でございましたが、これも補 財源として使用いたしましたので、年度末の保有財源はご

ざいません。これに27年度の未処分利益剰余金6,125万4,840円を合計いたしまして、内部留保

資金の平成27年度末の保有額といたしましては２億5,980万8,827円でございます。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。 

            〔「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。 

 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１号から議案第15号まで及び認定第１号から認定第

８号まで、以上23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した。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、９月14日から９月25日まで12日間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、９月14日から９月25日まで12日間

休会することと決しました。 

 ９月14日から９月25日までの12日間休会いたします。 

 ９月26日には午前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43分 散会 

 

 


