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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４号） 

 

１．日 時  平成２８年９月２６日（月） 

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    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 

  ８番 山 本 賢 誓    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 

  ３番 亀 井 賢 夫 

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  宮 脇   誠 

  議 事 班 主 事  千代岡 陽 子 

  議 事 班 主 任  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 

  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 

       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 

       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 
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       議案第７号 財産の取得について 

       議案第８号 訴えの提起について 

       議案第９号 訴えの提起について 

       議案第10号 訴えの提起について 

       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 

       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 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 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 

       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 

       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 

       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 

       議案第13号 市道路線の認定について 

       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 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 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 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第３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、欠席届１名、現在12名の出席でございます。 

 欠席議員は、亀井賢夫議員、通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） 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

改正についてから議案第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まで、以上９

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。谷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（谷口總一郎君） 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

についてから議案第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まで、以上９件に

つきましては、今期定例会において当委員会に付託されたものであります。 

 委員会といたしましては、９月14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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、津波避難シェルターは県が建設し、後に室戸市に移管される

ものだが、県が管理している施設はあるのか。また、移管された後、シェルターの維持管理に

は幾らかかるのか、通常の管理はどうしていくのかと質疑があり、執行部から、身近なもので

は広域公園のシェルターが県管理の施設であり、現在建設中のドームについても県が指定管理

をしていくと思われる。シェルターの維持管理については、初年度は打音検査等全ての検査が

あることから約240万円程度経費がかかるが、２年目以降は電気代、機械のメンテナンス等で

30万円程度の予定である。また、県から委託料は出ない。通常の管理は、防災対策課職員が見

回りに行くほか、市民館の職員にもお願い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、本案は可決すべきものと決しました。 

 次に、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
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改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、議案説明資料２ページの附則第６条について、条文中の「置

くことができる」と同資料５ページの附則第６条中「置かなければならない」はどう違うのか

と質疑があり、執行部から、附則第６条はいかなる場合でも最低２名の保育士が必要となるた

め、保育士が１名しかいない場合ではもう一名、保育士と同等の知識及び経験を有する者を置

かなければならないというものである。資料２ページの説明は、保育士が１名しかいない場

合、あとの１名を置くことができる状況の条件を示したもの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13節の羽根地区水文調査委託料について、この

調査は太陽光発電システム事業を受け、市が独自に行っているのか、県から依頼があっての調

査か。また、水文調査とはどのような調査かと質疑があり、執行部から、水文調査とは、水質

だけではなく水の濁りや水量の変化等もっと広域な調査を指す。また、この調査は市が独自で

行う調査であり、県に依頼されたり結果を提出するというものではない。工事の事前事後の環

境調査をすることにより、影響が出た場合は業者に改善要請をする材料にする。まだ工事は始

まっていないため、今回は事前調査の費用を計上していると答弁がありました。 

 次に、保険介護課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４款１項３目20節養育医療扶助費について、未熟児の養育費

ということだが、対象となる条件はどういうものかと質疑があり、執行部から、出生時の体重

が2,000グラム以下でけいれんがある、嘔吐を繰り返す等の症状があり、入院での養育が必要

と認められた赤ちゃんである。この養育医療費は、医療保険給付以外の自己負担分が対象とな

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、２款１項５目７節バス運転手賃金について、市有バスの利用

対象はどういうものか、過去どのような方々が利用したのかと質疑があり、執行部から、利用

対象者は市または教育委員会の事務遂行、市が主催、共催する行事での利用、市内の小・中学

校や保育所の利用、市内の社会教育福祉団体等が市内において実施する連合会行事、もしくは

市外で実施される国・県もしくは同団体が主催する大会に参加する場合である。過去の利用と

して、老人クラブの研修、小・中学生のクラブの大会や行事等で利用している。また、ジオパ

ーク関連行事の際のピストンバス運行等でも利用し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、７款５項１目13節委託料について、住宅耐震改修工事費から

耐震診断委託料に予算を組み替えているが、工事費が足りなくなるおそれはないのかと質疑が
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あり、執行部から、診断件数が昨年ベースからいうと４倍ほどの数になっている。耐震工事を

行うにはまず耐震診断、設計、工事という流れになり、工事まで至ったものはことしは今のと

ころ該当が１件である。工事にも期間がかかるため、ことしはほかに該当するものが出てこな

いと判断し、組み替えで診断費に充てているとの答弁がありました。 

 次に、福祉事務所であります。 

 執行部からの説明の後、委員から、３款２項１目12節役務費について、公園の遊具撤去との

ことだが、撤去後の土地の利活用について考えているのかと質疑があり、執行部から、大谷地

区と吉良川地区の児童遊園地の遊具撤去を行うが、大谷地区の児童遊園地については高台にな

るため、津波避難の際の避難所として利活用できないか協議を行っている。吉良川について

も、更地にして駐車場にしてほしいとの地元からの要望もあるため、これから協議していく必

要があるとの答弁がありました。 

 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19節地域環境美観活動交付金について、この交

付金の交付要件はどのようなものか、どういう団体がどういう目的で活動するときに交付する

のかと質疑があり、執行部から、地域環境保全につながる活動を行う市内のＮＰＯ法人、任意

団体、グループ等で地域に環境活動の広がりが見込まれる活動をしている団体、そのほか環境

に配慮した取り組みと認められる活動をしている団体を対象としている。海岸清掃や花壇の植

栽等の活動をしており、交付額は最高５万円であると答弁がありました。 

 また、委員から、美観活動の結果や成果を確認しているかとの質疑があり、執行部から、実

績報告や領収書の提出をお願いしていると答弁がありました。 

 次に、産業振興課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、６款１項２目19節地域産業支援事業費補助金について、内容

をもっと詳しく聞きたいとの質疑があり、執行部から、滋賀県湖南市に新たにオープンする産

業交流施設に室戸の特産品を置いてもらう話が進んでおり、オープンイベントで室戸の魚や料

理方法をＰＲする。海のない県のため、水産物が中心になると考えている。この施設と室戸の

水産業者とのつながりのきっかけをつくる補助金としたいとの答弁がありました。 

 また、委員から、５款１項３目19節県広域食肉センター事務組合負担金について、食肉セン

ター事務組合に赤字が出たら、この負担金は毎年額が変わるのかと質疑があり、執行部から、

この組合は県事務組合で県下28市町村全てが入っている。運営費用はこの市町村で出してお

り、赤字が出た場合はそれぞれ負担金を出し、額も毎年変わる、屠畜が減少傾向で運営状況も

非常に厳しく、負担金も大きくなってくるため、今後の方向性が検討されているとの答弁があ

りました。 

 次に、建設土木課であります。 

 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、13節及び17節委託料につい
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て、担当課みずから設計等をすることはないのかと質疑があり、執行部から、今回の市道新設

では国道、公安との交差点協議の必要がある。また、右折レーンを設置することにより複雑な

技術を要すること、対応する職員が少ないこともあり委託をしたものである。協議には、コン

サルとともに担当職員も参加しており、コンサル任せにしているわけではないとの答弁があり

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14節、９款４項２目14節及び３目14節のＡＥＤ

リース料について、職員は実際ＡＥＤを使えるのか、講習等はしているのかと質疑があり、執

行部から、ＡＥＤに使用方法の記載はあるが、実際ＡＥＤを使用しての講習は近年していない

と思う。職員は使用できることが望ましいので、講習については総務課に相談しながら検討し

たいと答弁がありました。 

 また、委員から、９款４項５目青少年指導費について、深夜や夏休みに指導員が巡回するた

めの賃金だと思うが、人をふやしたということかと質疑があり、執行部から、今回の補正は補

導センターの職員が７月に急遽退職したために必要になったものである。補導センターの職員

は正教員が高知県教育委員会から異動になってくるものだが、７月に退職となっても来年３月

まで新たな職員が派遣されないため、急遽市のほうで雇用することになっ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３項１目13節室戸中学校プール改修工事監理委託料及び

15節改修工事費について、プールを直すのは耐震化が目的なのか、老朽化が原因なのか、どち

らかとの質疑があり、執行部から、室戸中学校のプール改修工事は老朽化のため、改修工事を

行うものであるとの答弁がありました。 

 次に、観光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３目13節及び15節むろと海の学校及び集落活動セン

ター整備工事について、椎名常会及び地元住民の理解や集落活動センターの利益、運営体制に

ついても協力体制は整っているのか。椎名地区は高齢化率も高いが、継続して事業をやってい

けるのかとの質疑があり、執行部から、説明会を計３回開催し、椎名地区の総会にも出席して

説明しているが、反対の声は聞いていない。椎名地区の方十四、五名と先進地の集落活動セン

ター視察を行った結果、女性の方が積極的になってくれている。センターの活動については、

地元で継続してできる範囲の事業をやっていくとの答弁がありました。 

 また、委員から、配食サービスの要望調査は実施したのかとの質疑があり、執行部から、地

元の配食の要望については調査していないと答弁がありました。 

 次に、委員から、海の学校事業の費用対効果について、年間入館者数４万人という数字の根

拠は何かとの質疑があり、執行部から、ドルフィンセンターや市外の類似施設、ジオパークセ



－117－ 

ンター等の来館者数から予想している。また、国道縁の施設となるため、入りやすいと考えて

いると答弁がありました。 

 また、委員から、海の学校へ海水を供給する取水ポンプ及び排水方法について、仕様はどの

ようなものかとの質疑があり、執行部から、港の地下に直径100ミリ、深さ10メーターの井戸

を打ち込む予定であり、港内の水がよどんでいても常にきれいな海水を供給することができ

る。配水パイプは深さ60センチのところに埋設し、外気温の影響を受けることはないと考えて

いる。また、水はかけ流し形式で使用し、排水はろ過装置を通した上で市道沿いの側溝へ流す

ように考えていると答弁がありました。 

 次に、委員から、採算をとるのが難しい事業と考えるが、市から受託者へ指定管理者料を支

払う考えはあるのかとの質疑があり、執行部から、採算のことについては全て受託者に任せる

形となり、行政からの支援は考えていない。指定管理者決定の際にしっかりと協定を結ぶ必要

があるとの答弁がありました。 

 また、この２つの事業は同じ施設であることから、委員から、この施設の電気代は月幾ら程

度かかるのか、建物の階ごとに利用団体が違うが、光熱費はどのように払うのかと質疑があ

り、執行部から、月の電気代は全室稼働させて最大50万円程度である。それぞれの階にメータ

ーをつけ、使用団体にそれぞれ光熱費を支払っていただくと答弁がありました。 

 次に、キラメッセ室戸鯨館改修工事について、委員から、鯨館の内部リニューアルについ

て、研修施設であった部分についても当初の目的と違う使用をすることとなるが、構わないの

かと質疑があり、執行部から、県のほうと協議を行い、口頭ではあるが、許可を得ていると回

答がありました。 

 また、６款１項３目13節観光ガイド等養成委託料について、委員から、どのようなガイド養

成講座なのか、例年行っているものとは違うものなのかと質疑があり、執行部から、200万円

のうち50万円はジオパークセンター館内ガイド、もう50万円で鯨館の館内ガイド養成講座を行

う。残り100万円に関しては、室戸市全域の全ての観光施設に対応したガイドの養成講座を行

い、観光客に市内周遊していただけるような体制を目指す。既存のガイドのブラッシュアッ

プ、接遇の向上という位置づけであると答弁がありました。 

 消防本部、総務課、税務課については、特段質疑がありませんでしたので、省略させていた

だきます。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、可否同数となりましたので、委員長の裁決権を行使

し、本案は否決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７号財産の取得についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、消防車両の買いかえについて計画はあるのかと質疑があり、

執行部から、消防車両について各市町村で耐用年数を決定するが、室戸市は財政状況が厳しい

こともあり、決めていない。使用に耐えられる期間は何とか使っていきたい。買いかえについ
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ては古い順に行っていると答弁がありました。 

 また、本署と分団で消防車両の艤装に違いはあるかと質疑があり、執行部から、分団につい

ては消火活動、本署については消火に加え、救助活動に活用するという違いがあり、署のもの

についてはウインチが装備されている。南海トラフ地震等の災害に備え、本署、分団ともにチ

ェーンソーやエンジンカッターを積むようにしてい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８号訴えの提起についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、訴えを提起するしないはどのように判断しているのかと質疑

があり、執行部から、金額だけではなく、未納月数や相談の有無、分割誓約後の支払いの状況

等を総合的に判断し、訴訟を検討している。今回の相手方については未納月数が多く、誓約も

守っていただけないため、訴訟に至った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号訴えの提起についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、裁判を起こした後、ほとんどは和解となるのか、和解できず

強制退去等になった場合、滞納額はどうなるのかと質疑があり、執行部から、平成27年までの

判決は強制退去５件、自主退去５件、滞納解消に向けて話し合いをし、現在も入居しているも

のが４件である。強制退去になっても債権は残るので、弁護士と協議しながら解消に向けて取

り組んでいくと答弁がありました。 

 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号訴えの提起についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、滞納のある約15年間で本人と市の担当者は何回話し合いをさ

れたのか、支払う意思の有無、支払い能力はどうであったかと質疑があり、執行部から、平成

22年に２回と住宅明け渡し請求書を送付したときに直接話し合いがされており、それ以外は催

告書等を送付しても反応が得られなかった。支払い能力については高齢であることもあり困難

だが、支払い状況の改善が見られない場合は強制退去に移行せざるを得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12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、現在の過疎債の配当は年間どれくらいかと質疑があり、執行

部から、平成26年度で約８億円、平成27年度で約９億円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。 
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 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。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） 12番林竹松。ただいまの委員長報告に対し質疑をいたします。 

 まず、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であります。 

 この件につきましては、９億5,581万7,000円が補正をされているものでありまして、この金

額そのものが、法的にお聞きをしますが、どこに違法性があったのか。 

 続けてお聞きをいたしますが、委員長報告は確かに経過と結果についてでありますけども、

このたびのこの議案第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は可否同数によ

って委員長が否決をしております。ということから、私は細かく審議をしておらなければなら

ないということから質疑をしておりますので、その点を御理解をいただきたいと思います。 

 この数字そのもののどこに、繰り返しますが、違法性があったのか、なかったのか、どうい

う審議がされたのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 そして、この補正予算に対してどういった反対審議があったのかということをあわせてお聞

きをしておきたいと思います。 

 この補正予算のどこがいけないのか、工事そのものなのか、金額なのか、あわせて説明を求

めるものであります。 

 そして、続けますが、平成28年度室戸市一般会計第３回補正予算についてであります。 

 また先ほど説明がありました旧椎名小学校の利活用事業を問題視しておるとお聞きをしてお

りますが、１点目、委員会で本案を否決と決した理由について具体的に説明を願いたいのであ

ります。 

            （「議長、おかしいやろ」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保八太雄君） 林議員、続けてください。 

○１２番（林 竹松君）（続） 私は何度言われても、最初から質疑をいたします。 

 ２点目として、否決と決した審査経過について詳細に説明を願います。 

 そして、２点目、この否決と決したその審査経過について詳細にもう少し説明を願いたいと

思います。どのような質疑があり、どのような答弁があったか、全ての質疑について説明を願

います。 

 ３点目、さきの３月定例会において旧椎名小学校利活用事業の委託料３件、1,210万円を含

む予算案を全会一致で可決をしております。議会の意思として利活用に賛成しておるわけであ

ります。議決には整合性がなければならないものであります。今回、旧椎名小学校利活用事業

の工事請負費、工事監理委託料を否決とするのは、３月議会の議決に反することであり、議会

としての一貫性がなく、また信頼性を失うものであります。総務文教委員会委員長として当初

予算をなぜ可決をしたのかということが大事になってくると思います。今回なぜ否決したの
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か、その整合性についても説明を願います。 

 やはり議長や委員長が裁決する場合には、現状維持の原則がございますので、これまでによ

ると現状維持の原則については可否同数のときには可とする委員長の判断があるわけでござい

ますので、その点もあわせて委員長の説明を求めたいと思います。 

 ４点目、一旦可決したものを破棄するには大幅な事情の変更があった場合に限り可能である

とされております。今回否決するに当たり、３月定例会以降のどのような事情の変更があった

のか、委員長の御意見をまた考えをお聞きいたしたいと思います。 

 ５点目、旧椎名小学校の利活用について、地元常会からの要望を受け、執行部が常会と協議

を重ね、津波から避難場所、集落活動センター、（仮称）むろと海の学校として利用すると地

元と合意したものであります。また、防災対策、過疎集落での集落維持活動、交流人口拡大に

よる活性化対策の３事業として利活用するものでもあります。市民からの要望を否決するな

ら、議会として地区住民、室戸市民に対する責任は果たせないものであります。否決としたの

なら、総務文教委員会委員長としてこの３点に対する代替案があっての否決であったのか、お

示しを願いたいのであります。 

 ６点目、市民は日常生活の中で多くの要望を持っております。市長はこれら市民の要望を政

策として具体的に実現するため、予算案を提出したものであります。否決としたなら、椎名地

区住民、室戸市民からの要望を必要ないと無視するのか、無視してよいのか、委員長の考えを

お聞きするものであります。 

 次に、７点目、本市は過疎、少子・高齢化が進み、市内の主な産業であります第１次産業は

衰退していく一方であります。この状況で公共事業は市民の生活を守る重要な施策でありま

す。市ではジオパークを中心とした観光交流人口の拡大によって地域活性化を図ろうとしてお

ります。旧椎名小学校の利活用を実現することによって交流人口の拡大が見込まれておりま

す。否決としたなら、交流人口の拡大を見込めるこれ以上の地域活性化案を委員長としてお示

しを願いたいのであります。代替案のない反対は市民に対して無責任であります。 

 ８点目、地元の椎名地区の住民からは南海トラフ巨大地震によって起こる津波に対する対策

として、旧椎名小学校校舎を避難場所として利用したいと要望が出てきております。否決は地

区住民の避難場所を必要ないとすることであります。否決としたのであれば、この地区住民の

要望をどのように実現をするのか、委員長としての考えをお示しを願います。 

○議長（久保八太雄君） 林議員、少々個人の意見が入っておるように感じておりますので、

その点簡潔に。 

○１２番（林 竹松君）（続） ９点目、本案には現年災害復旧費、また林道災害3,259万

8,000円、公共土木災害3,731万8,000円、道路維持費1,310万円、健康管理費420万円、診療所

費230万9,000円など、市民生活に直結した予算が組まれております。否決とすれば、市民生活

が脅かされるものであります。そして、市民生活を脅かし混乱を招くことは、市民の代表であ
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る市議会は慎まなければならないものであります。市民生活を脅かし、混乱を招くことをよし

とするのか、委員長の考えをお聞きをいたしたいと思います。 

 10点目、本予算には歳入予算として９億5,581万7,000円計上されておりますが、この際、歳

入予算について、委員会においてどのような審査が行われてきたのか、審査経過についてもも

う少し詳細に説明を願います。 

 また、国庫支出金、県支出金など政府・自民党が可決した補助金について、同じ自民党員が

否決するのは議員の道義に反するものではないのか、委員長はどう考えるか、お聞きをいたし

ます。 

 11点目、同じく歳出予算には市民の生活を守るための予算が計上されておりますが、これら

についてもどのような審査が行われたのか、審査経過について詳しく、もう少し説明を願いた

いのであります。 

 これで１回目の質疑を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 委員長の答弁を求めます。谷口総務文教委員会委員長。 

○総務文教委員会委員長（谷口總一郎君） 委員長報告への林議員の質疑にお答えいたしま

す。 

 地方議会での委員長報告に対する質疑は、あくまでも審査経過と結果に対してと限定され、

それ以外は許されませんので、そのルールにのっとりお答えをいたします。 

 総務文教委員会での第４号議案に対する審査経過は、御報告のとおりであります。御指摘の

事業に関しても、約２時間かけて細部にわたる質疑がなされ、担当課の答弁をいただき、その

審査経過を踏まえて採決に入りまして、賛成３名、反対３名の同数となり、委員長の私が裁決

権を行使して否決したものであり、これが結果ですので、よろしくお願いをいたします。以上

です。 

○議長（久保八太雄君） 林竹松君の２回目の質疑を許可いたします。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） 委員長に２回目の質疑を行いますが、なるほど委員長報告は経過と

結果を報告すればええということには、それは承知をしております。けれども、今回は私は委

員長の裁決によって否決されたということから、あえて委員長に、いろんな問題があるにして

も、お聞きをしたわけであります。 

 まず、この２回目の質疑といたしましては、平成28年度の室戸市一般会計第３回補正予算に

ついて、（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事業費についてでありますが、こ

の中に施設整備工事費3,304万3,000円というものが含まれております。この内容をどのように

審議をされたのか、また執行部はどのように答弁をされたのか。 

 そしてもう一点は、主な工事費といたしまして３億5,968万3,000円、これらについても同じ

くどのような審議がされたのか、また執行部はどのように答弁をされたのか、お聞かせ願いた

いと思います。 
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 次には、海水取水施設整備工事費の3,250万8,000円、これらについてもどのような質疑がさ

れて、執行部はどう答えたのか、若干報告はありましたけども、あわせて答弁をしていただき

たいのであります。 

 そして次に、細かい点でありますけども、この請負工事費7,600万円、これも細かいことを

お聞きしますが、どう審議をされ、執行部はどのように答えたのか、あわせて答弁を求めるも

のであります。 

 そして、最後にもう一点、私は裁決権の問題、可否同数の場合、委員長が裁決を下すという

ことになっておりますけども、これまでの慣例として、可否同数の場合は現状維持を可とする

ことでこれまでは取り扱ってきております。その判断を下すまでに何分ぐらい委員長は考えて

判断を下したのか、あわせて答弁を求めておきたいと思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 委員長の答弁を求めます。谷口総務文教委員会委員長。 

○総務文教委員会委員長（谷口總一郎君） 林議員の再質疑にお答えをいたします。 

 議案第４号に関する審査経過と結果は、先ほど申し述べたとおりでございます。 

 つけ加えさせていただきますが、常任委員会の委員長は単に会議の司会役にすぎず、まして

や初めての私は委員長職であり、委員会において、どの議員がどのような質疑を行い、それに

対し担当課職員がどのような答弁を行ったかなど、審議の詳細なやりとりは全く覚えておりま

せん。それに、70歳近い私の頭ではとても記憶できかねます。なされた質疑は、第４号議案の

旧椎名小学校改修及び整備事業についてでございますが、記憶力も薄くなった私が委員会で行

われた当該事業に関する約２時間にも及んだ質疑と答弁の内容をここで不用意に答えてしまっ

ては、それもまた事実に基づかない不適正な行動であり、総務文教委員会の委員の皆さんから

お叱りを受けてしまいます。 

 また、御存じのように報告書は委員会審議の内容を短く要約したもので、審議の全貌ではあ

りませんので、報告書を見ながら委員会で行われた質疑応答の内容を正確にお答えすることも

できません。 

 林議員も御存じのように、地方議会の委員長報告には自己の意見を加えてはならないという

のが基本であり、委員長である私の勝手な見解で委員会審議の細部についてあやふやに答弁す

ることは適切ではないし、公正ではないと考えます。 

 ましてや、本補正予算案が否決された理由等についても、委員長の私が委員会ではＡ委員の

こういうお考えのもとこういう判断があって反対された、Ｂ委員はこういうお考えがあって反

対された、Ｃ委員はこういうお考えがあって賛成されたなどと委員各位の考えや判断を委員長

が把握できるわけはありませんし、委員長の勝手な解釈で御報告してはならないものだと考え

ます。よって、否決されました理由に関しても報告書には記載しておりません。 

 それと、委員それぞれの賛否の判断は市民の声を代弁したものであり、ほかの議員が自分の

判断と違うからと批判すべきものでないことも、林議員のほか議員の皆さんは御承知のとおり
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だと思います。 

 しかしです、そのようなルールもありますが、委員長報告の目的の一つは、所属委員以外の

議員に対し表決態度を決める際の参考情報を提供するため、もう一つは公開となっていない委

員会の審査内容を市民に知らせること、この２つであります。これを考えますと、せっかく私

に対していただいた質疑です。市民の皆さんのことを思えば、これを無駄にしてはならず、感

謝し、委員長として誠心誠意努力しなければならないと考えました。加えまして、ほかにも何

名かが質疑を用意しているかもしれませんが、これについても無駄にしてはならず、感謝し、

何時間かかろうが、委員長としてなし得る限りの努力はしなくてはならないと思います。 

 そこで、考えますに、冒頭の答弁で御納得していただけない場合は、委員会での録音テープ

を文書に起こした議事録によれば、この報告書よりも詳細な御報告が可能であるし、それなら

ば委員長の自己の意見ではなく、委員会での委員各位の発言であり、御納得いただけるものと

考えます。それも簡素な報告になっても、また皆さんに御迷惑をおかけしてしまいますので、

質疑と答弁の全てを記録した議事録をもとにした御報告となるよう努力したいと思います。そ

うすれば、ほかに私が改めて報告すべきものはなくなるので、質疑も林議員お一人で終わり、

時間も効率的かと考えます。 

 そこで、次のようにさせていただきます。 

 事務局の協力もいただきながらですが、議事録の整理作業を行いますので、今から暫時休憩

して、お時間をいただいて、12時ごろまでお待ちください。そのころには林議員に御納得いた

だけるものが仕上がっていると思いますので、議員並びに執行部の皆さん、傍聴席の皆さんに

も御迷惑をおかけしますが、そうさせていただきます。 

 １つ申し上げておかねばなりませんが、補正予算案の中の観光ジオパーク課に係る審査だけ

でも午後１時半ごろから３時半ごろまで長時間に及びました。だから、当然審議内容を原稿に

起こした議事録をもとにこの場でその全貌を御報告するにしても１時間近くは要し、続く討論

を考えますと会議は午後も続くことになると考えますので、御迷惑をおかけしてまことに申し

わけございませんが、その点もあらかじめ御了承ください。 

 それでは、すぐに取りかかりますので、しばらくの間、お待ちいただきたいと思います。 

 久保議長には御配慮のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 林竹松君の３回目の質疑を許可いたします。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） ３回目の質疑でありますが、私は委員長報告については経過と結果

を報告すればいいということは理解をしております。それ以外のことは今までも例がないし、

すべきではないと思います。けれども、誰が賛成したか、誰が反対したかというのは、これは

横道にそれると思いますけども、谷口委員長の出しておるブログの中には議会が終了していな

いのにもう個人の名前が出ております。そういったことについても気をつけていただきたいと

思います。これは議長に対する要請です。 
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            （「議会外のことはこの議場の中では言えんがで」「だから議会内

のことを聞きよるわけやから」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保八太雄君） 質問やないですき。 

            （「議長に要請したがで、質疑じゃないで。それはどうなるがな、

議会が終わる前に個人の名前がブログに出てしもちゅうやないか」

と呼ぶ者あり） 

○議長（久保八太雄君） これで林議員の質疑を終結いたします。 

 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。平成28年９月第５回室戸市議会定例会におきまして、

谷口総務文教委員会委員長報告に対し、議案第４号平成28年度室戸市一般会計第３回補正予算

について質疑を行います。 

 今回のこの平成28年度室戸市一般会計第３回補正予算につきましては、補正予算額９億

5,581万7,000円の補正予算が計上をされております。その中で、今回賛成３名、反対３名の同

数となり、委員長裁定となり、谷口總一郎総務文教委員会委員長が裁決権を行使をして、賛成

少数で予算案は否決をされ、平成28年度室戸市一般会計第３回補正予算は否決となりました。

その補正予算の内訳は、総務管理費が2,070万9,000円、民生費33万9,000円、衛生費690万

8,000円、農林水産業費1,661万8,000円、商工費７億5,969万8,000円、土木費5,821万

5,000円、消防費46万1,000円、教育費2,895万3,000円、災害復旧費6,991万6,000円で、合計が

９億5,581万7,000円の大きな予算が計上をされているわけでございます。今回この予算を否決

をしたことによりまして、これは予算が否決をされるとこの室戸市の経済はどうなっていくの

か、それからこの補正予算案が全部を否決されたことによりまして今後この室戸市としての対

応はどうなっていくのか。 

 今回のこの補正予算には椎名地区住民からは集会所や避難所として利用したい要望が寄せら

れており、これらを中止した場合の要望にはどのように応えていくのか。 

 それから、当施設の３階には、近い将来起きると言われております南海トラフ巨大地震に対

する地域の避難場所や災害時の備蓄用品の集積場所、こういうものが計画をされており、事業

が中止をした場合、これらの施設の建設にはどのように応えていくのか。 

 それから、先ほど来、委員長は予算を否決をされました。その否決をされた理由についてお

聞きをしたいと思います。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 谷口総務文教委員会委員長。 

○総務文教委員会委員長（谷口總一郎君） 小椋議員さんの質疑にお答えをいたします。 

 地方議会での委員長報告に対する質疑は、あくまでも審査経過と結果に対してと限定され、

それ以外は許されませんので、そのルールにのっとりお答えをいたします。 

 総務文教委員会での第４号議案に対する審査経過は御報告のとおりであり、御指摘の事業
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等々に関しても約２時間かけて委員の皆さんがけんけんがくがく質疑をなされ、担当課の職員

の皆さんも一生懸命答弁をしていただきまして、その審査経過を踏まえて採決に入り、それぞ

れの委員のそれぞれの考え方を持って賛成３名、反対３名の同数となり、委員長の私もそれな

りの考えを持って裁決権を行使して否決したものであり、これが結果ですので、よろしくお願

いをいたします。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３号室戸市企業誘致推進条例の一部改正に

ついてから議案第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まで、

以上６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３号室戸市企業誘致推進条例の一部改正についてから

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まで、以上６件に

つきましては、今期定例会におい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、９月14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３号室戸市企業誘致推進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、条例改正のメリットというか長所は何かと質疑があり、執行

部から、誘致条例を制定している県下18市町村のうち、誘致企業として指定していないのは室

戸市を含め３市町村である。室戸市がどのような企業に対して誘致をするかという基本的な姿

勢を示すという点と、それを明確にすることによってより積極的に誘致に取り組むことができ

るということを考えていると答弁がありました。 

 次に、委員から、この情報通信技術利用事業とか旅館業のほか、どういったものが対象にな

るか規則で定められているのかと質疑があり、執行部から、この条例の改正の効力自体が議決

後の公布の日からということになるので、規則の案はできているので、条例と同時期に公布し

て、条例と同じタイミングで定めたいと考えていると答弁がありました。こういった条例を充

実させていくことがプラスに働くよう、ぜひ一つでも多くの成功例をつくってほしいと思うと

ころであります。 
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 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でありま

す。 

 執行部の説明の後、委員から、償還金の4,000万円余りは例年に比べてどうかと質疑があ

り、執行部から、例年に比べ全体的に少し大きくなっている。国・県、市の負担分が県の予算

と１年前の介護給付費地域支援事業費を参考に概算で決められているので、国・県の負担金が

足りなくならないよう多目に確保したため、ことしは少し多くなったと答弁がありました。 

 次に、委員から、４款１項１目介護給付費交付金が２年分と５款１項３目償還金140万

8,000円の違いは何か。また、毎年２年分ということなのかと質疑があり、執行部から、歳入

のほうは第２号被保険者の診療報酬支払基金から入ってくるもので、国・県は市が多くもらい

過ぎているので、返すものであるが、27年度の決算で診療報酬のほうが足りなくなったので、

こちらはもらう分で平成27年度に対応するものである。歳出の支払基金の交付金返還金は平成

24年度の歳入調定に年度誤りがあったので、ことしは平成24年度分を再確定して、その分が返

還になっている。なお、今回は24年度分と27年度分が混在しているが、通常は前年度分のみの

精算を行っ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11号損害賠償額の決定及び和解することについてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、この事故はどういう状況で起こったのか。また、後で示談金

額がこんなにふえるようなことは初期の対応に問題があったように思うが、事故が多い中、保

険頼りで安易な気持ちで公用車を運転しているのではないか、いま一度意識の徹底が必要では

ないかと質疑があり、執行部から、仕事の帰りに渡川橋を右折する際、停止していた原付バイ

クが死角となり、接触事故を起こした。事故直後には、室戸警察署、水道局に連絡をして、相

手方には救急車の手配、病院への受診を勧めるも、本人が必要でないとの返答であり、バイク

を置き、徒歩で帰宅をした。翌日、自宅へ訪問し、確認をすると、病院へは次の日に受診をし

ており、これ以降は基本的に保険会社が示談に向けた話し合いを行った。なお、施設管理とい

う業務で毎日公用車を運転するので、今後とも交通安全意識を徹底していくと答弁がありまし

た。 

 次に、委員から、過失割合はどうかと質疑があり、執行部から、過失割合は本市が加入をし

ている保険会社である全国市有物件災害共済会によると、市側の前方の確認不足ということ

と、相手の原付バイクは一時停止線の手前で停車中であったという状況から、過失割合は市の
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10対ゼロ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13号市道路線の認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でありま

す。 

 執行部の説明の後、委員から、3,000万円の根拠はあるのか、残す割合は決まっているのか

と質疑があり、執行部から、特に未処分利益剰余金に関しては幾ら以上積み立てないといけな

いという決まりは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。 

 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。 

 健康管理のため11時30分まで休憩いたします。 

            午前11時16分 休憩 

            午前11時27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。 

 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から日程第

３、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まで、以上16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。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。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

ついて反対討論を行います。 

 まず、討論についてでありますが、討論とは賛成者と反対者が交互に自分の意見を述べて相

手の意見に反駁し、批判し、攻撃することにより、聞く人に対して論点を明らかにし、問題の



－128－ 

判断をしやすくするために行うのが討論であります。その目的は、自己の意見に反対する議員

及び賛否の意見を決めていない議員を自己の意見に賛同させることにあります。しかし、既に

議員諸氏の賛否の判断は終わり、お考えを変えてもらうことは至難のわざであります。 

 そこで、今回は、傍聴席の皆さんと議会中継をごらんの市民の皆さんに向けて私の考えを披

瀝し、それを討論にかえさせていただきます。 

○議長（久保八太雄君） 谷口議員、反対討論のほうを進めてください。 

○７番（谷口總一郎君）（続） さて、私がこの補正予算の中にあるむろと海の学校及び集落

活動センター整備事業関係の予算とこれまでの予算を合計した総額５億2,000万円のこの事業

になぜ反対するかについて御説明をいたします。 

 私は、この事業の問題点は多いですが、４点ほど上げます。 

 １点目は、地元に反対者はいないと課長は答弁されましたが、７月初旬、御高齢の女性グル

ープに呼ばれ、お聞きしたところ、この事業に賛同しておらず、口々に私ら消防の屯所を高台

に移転して、集会所をその横にでもつくってくれたらそれでええにと言っておられ、本市の状

況把握と議会答弁に誤りがあることでございます。 

 ２点目は、その廃校に国や県や市民の税金を合わせて５億円を超す巨額の予算を投資しよう

とする目的は、建設業者の仕事づくりであり、長期の債務などを考えると全く住民目線の公共

事業ではないこと。 

 ３点目は、その校舎改修後の利活用についても、室戸市元小学校の生徒たちが長年続けてき

たウミガメ飼育活動を応援するためではなく、指定管理者と目されております大阪市に本部が

ある団体、日本ウミガメ協議会に国民、県民、市民の税金である市の予算を投じて支援するも

のであり、全く納得できません。 

 それでも、百歩譲って、その団体が研究を５年、10年と継続することにより室戸市への金銭

的な効果が明確に認められるというならいざ知らず、室戸市への金銭的貢献どころか、月50万

円を超す光熱費と聞きますから、年間600万円以上、月80万円とならば年に1,000万円の光熱費

となり、団体の運営はすぐに破綻し、プラス・マイナスをすれば団体の本市への貢献よりも市

からの支援がまさるのは明らかであること。それに、指定管理料を出さないと申しましたが、

前言を翻した前例があるから、これも信用できません。施設完成後にこの団体を指定管理者に

選定し、10年、20年とこの団体から家賃も取らず、無償提供し、あげく、あの温浴施設の指定

管理者に出さないとした管理料をミクプランニングに出すようになったと同じで、この事業も

かさむ光熱費で経営が苦しいから支援してほしいと要望が来ると、間違いなくすぐに指定管理

料を出して支援し始めるのは疑いありません。つまり本市の手法はまず、施設完成という既成

事実をつくっておいて、その後のことはどうにでもなると考えております。 

 ですが、もしこの団体のために施設を構え、管理料まで出すとならば、市民の皆さんは口々

に室戸市は我々の生活向上には何の効果もない県外団体のための事業に５億円ものお金をかけ
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て研究施設をつくり、管理料まで与え、上げ膳据え膳で支援するのか。そんな金があるなら、

高額な俺たちの国保税を下げろと言い、お叱りを受けるだろうと思うことであります。 

 ４点目に、昭和21年の南海大地震はマグニチュード8.0でしたが、次の地震がそれ以上の

162年前に発生したマグニチュード8.4の安政南海大地震と同程度の巨大地震だったらとお考え

いただきたい。平成24年８月に内閣府の中央防災会議が公表した四国沖を震源域とする室戸市

の津波高の最高値は20メーターから24メーターです。市長は事業実施を考えて、国のこの指針

を無視し、施設には２メーターか３メーターの津波と非常に甘い答弁をされましたが、もし次

の南海大地震がマグニチュード8.5クラスで、20メーターの津波が室戸市を襲ったとしたら、

津波防災マップで５メーターと、これも過小評価している椎名のこの施設も20メーター以上の

津波をかぶり大被害を受けるのは必至であること。 

 まとめますと、問題点は、１つに、地元住民はこの施設改修事業は望んでおらず、屯所の移

転と集会所の整備を希望していること。２つに、事業目的が計画当初から建設業者の仕事づく

りであること、３つに、誘致企業の支援を強化しているように、今度も県外団体を支援しよう

としておりますが、本市が支援すべきは室戸の地元企業や地元の商店、室戸市民であり、その

思いに心を寄せるべきであること。４つ目に、海岸縁のこの施設は近づく南海大地震の大津波

によって被害を受けることが大いに懸念されますが、そのような校舎に対し、市民の大事な税

金を投入する政策は評価に値しないことなどであります。 

 ここで市民の皆さんの予算を投資することについて２つばかり例え話をいたします。 

 １つ目に、地方議員が行う行政視察を例に挙げます。行政視察先を決める正しい方法は、ま

ず１番目に、本市において現在懸念となっている事業は何かなどを考え、２番目に、ではその

事業について全国のどこの自治体が先進的な取り組みをしているのかと事前調査をします。そ

の後、３番目に、ではこの幾つかある候補地の中でこの町が最適だと思うので、ここに視察に

行こうかと、最後に目的地を決定すべきものであります。しかし、不適切な視察先決定の場合

は、最初にまず俺は金沢に行ったことがないきん、金沢行かんかと、まるで観光旅行先を決め

るかのように目的地が提案され、後は推して知るべしであります。 

 同様に、自治体の公共事業も、正しくは、１番目に、懸案となっているソフト事業があり、

２番目に、そのためにはどのようなどうすればその事業が効率的で効果的で市民への効果が生

まれるのかと考え、３番目に、それにはその事業を行うための施設が必要になるなあという流

れで施設建設工事及び改修工事が計画されるならば、市民の皆さんも事業に納得されるでしょ

う。でも、この事業は最初に廃校の改修工事が事業目的になり、後づけで県外団体の研究と住

民活動の施設づくりが決まるなど、事業決定までの流れが不純であると私は考えることから、

賛同できません。 

 ２つ目の例です。市民の皆さんが買い物をするときのことを考えてください。大きなものな

ら車や大型家電など、小さなものなら毎日スーパーで買っている食料品があります。その購入
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しようとする品物のよしあしを決定する決め手は、品物を買ったことによってまずおいしいと

か、便利になったとか、気分がよくなるなど喜びがあることであります。次に、仕事がはかど

るとか、家事がスムーズに進むとか、目的地に早く到着できるとか、買っただけの効果がある

ことです。次に、あんたはよいものを買ったなあと買った品物を家族や友人などほかの人が褒

めてくれることなどです。 

 この買い物と同じように、自治体の公共事業も、正しくは、１番目に市民の喜びがあり、２

に市民への効果があり、３に市民から高く評価される、これらがあれば市民の皆さんも事業に

納得されると想像できます。ですが、この事業にはこの決め手の３つともが欠けております。

１に、市民が喜ぶことはなく、喜ぶのは建設業者と大阪のあの団体です。２に、効果も市民全

体に及ぶことはなく、建設業者と大阪の団体だけ。３に、当然市民の評価も非常に低い。人口

が急減する椎名地区にあって、住民の皆さんが希望するのは、この事業費５億2,000万円の半

分の予算で完成するだろう屯所の高台移転と集会所の新設で、これこそ費用対効果と言えるの

ではないでしょうか。 

 とかく自治体の公共政策はなぜか慌てて、住民全体の意見を集約することもなく強行されま

す。ですが、今問題化しているあの東京都の豊洲新市場の問題で都議会のチェック機能が問わ

れていることでわかりますように、やはり本市のこの事業も市議会のチェック機能を発揮すべ

きですし、執行部にしても、いかに一部が県の提案実現という前提があろうとも、全ての市政

運営は市民のためにあるべきです。市民の意見と将来的な展望に立ち、事業開始直前の今、一

度立ちどまり、見直すべく評価が必要であると考えます。 

 ということから、私はこの事業に賛同できませんし、市民の皆さんも御納得しておられませ

んので、反対いたします。 

 以上を本議案に対する反対討論といたします。 

○議長（久保八太雄君） 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。町田又一

君。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。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

ついて賛成討論を行います。 

 本予算に計上されております各事業費は、当市の発展や市民生活にとってかけがえのない予

算であると言っても過言ではありません。この中には、私どもが毎日通行しております市道北

生線の落石防止の工事費も含まれております。地域住民が安心して通行できるよう、速やかな

予算の成立を願うものであります。 

 また一方では、室戸市の交流人口の今後を占う大変重要な（仮称）むろと海の学校及び集落

活動センター整備事業関連予算が計上されております。それは、平成17年度に廃校となって以

来、有効活用について検討を行ってきたこの学校のことでございます。内容については旧椎名

小学校を地域の活力や産業の育成や活性化、高齢者の生きがいや健康対策として、ほかには海
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洋植物の飼育、研究、展示施設として整備することにより、市外や県外からの観光客、そして

研究者や学生などによる交流人口の拡大や地域経済の活性化、また防災対策等につなげようと

する実に画期的な取り組みであると私は存じます。 

 昨年来から地元との協議では、椎名常会からは集会所や高齢者の交流の場としてのデイサー

ビスや避難場所、備蓄品置き場などとして利活用をしたいとの要望があったとお聞きをしてお

ります。本案は施設改修をすることによりそうした地元の強い要望に応えるとともに、子供た

ちの教育や世界ジオパークセンターとの連携による観光振興と交流人口の拡大、そして雇用や

地域の活性化につなげるため、（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事業として

提案をされているものでございます。 

 議会としてもそうした計画に対し、平成27年度第６回補正予算で実施計画委託料1,500万円

及び平成28年３月定例会における平成28年度当初予算で内部展示設計委託料648万円、海水取

水設計委託料162万円などについて、それぞれ予算を可決し、現在これらの業務が進行中であ

ることは、議員各位は御承知のはずでございます。また、この本事業は昨年策定され、本年１

月25日の議員総会においても説明を受けた室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略にも位置づ

けられている事業でございます。県外でも一番と言っていいほど過疎化、人口減少、少子・高

齢化が急速に進んでいる本市にとって、人口流出に歯どめをかけるためにも、国が推し進めて

いる地方創生を着実に推進するためにも、こうした地域の活力を高める取り組みを積極的に推

し進めていかなければならないと存じます。高齢化、過疎化がますます進行していくことにな

り、これらの事業はぜひとも成功させなければなりません。地域と行政が一つになって成功例

を一つ一つふやしていくことが、今最も大事なことであると存じます。 

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

すようにお願いを申し上げまして、これで私の賛成討論を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 次に、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。山本賢誓

君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。議案第４号平成28年度室戸市一般会計第３回補正予算に対

して反対討論を行います。 

 反対するのは、補正予算案のうち対象箇所として６款第１項３目13節委託料及び15節工事請

負費の中の（仮称）むろと海の学校及び集落活動センターに係る事業費全てであります。総務

委員会では、この事業は反対多数で否決をされましたけれども、否決をすれば責任を持って修

正案を提出するのが我々議員の務めでありますけれども、悲しいことに本日最終日に修正案を

提出することができない室戸市議会の現状を非常に残念に思います。修正案を出すことができ

ませんでしたから、本意ではありませんけれども、基本的に補正予算全般に反対ということに

なります。 

 以下、反対理由を述べさせていただきます。 
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 まず、この事業計画につきましては、賛否両論の中で室戸市職員の意見として、この事業の

担当課の職員以外は恐らく100％反対ではないかと、そういう声がある中での驚きとも言える

事業推進であります。事業推進のきっかけは、市長、担当課長の説明によりますと、２つの理

由からであります。１つ目として、この地区に集会所がないこと、２つ目として、ウミガメ研

究所から水族館をつくったらどうかとの提案があったから採用したということであります。市

長は、その提案に応えて、総額５億円余りに上る事業を導入すると決断をされたわけでありま

す。通常の判断では、この程度の案件、条件で５億円もかけた事業が公共事業として採択され

るということは、私はあり得ないと思います。 

 私も今まで市長といろいろ事業について交渉したり、相談したりの経緯の中で、こういった

レベルでの要望におきましては常に慎重に考えるのが小松市長のスタンスであります。100万

円、200万円の要望に対しても、慎重に構えて首を縦に振らないのが小松市長の構えであった

と思っております。担当課長に聞きますと、この理由のうち集会所建設につきましては地元か

らの建設要望があったわけではなく、地元の声は建物ができたら使わせてほしい、そういう要

望であったとけさお聞きをいたしております。そういったことから、まずミニ水族館ありきと

いうふうな事実が浮かび上がってくるのではないかと思います。簡単にミニ水族館ありきの状

況から５億円の事業が生まれたわけであります。無駄遣いには一番慎重である小松市長の判断

を狂わせたのはどういうことか。いろいろ思いは尽きません。 

 例えば集会所がないからということにつきましては、ほかにも対応策があります。産業振興

課の補助事業で集落コミュニティーセンター形式の取り組みを要件とした事業があります。集

落の活性化を図る目的のこの補助事業は、今回の予算化された事業と全く同等の活動内容がで

きるのに、どうしてそちらを利用しなかったのか不思議でなりません。1,000万円程度ででき

る事業であります。 

 ウミガメ研究所から水族館の提案があったから事業を予算化したとの理由も、今までの市長

の通常の判断であれば私はあり得ないことであると考えております。室戸市がこうした箱物を

建設する場合は、当然費用対効果があるのか、あるいは採算性があるのかどうかの判断は最低

限必要になってくると思いますが、中心部から離れた椎名地区に総額５億円をかけるこの事業

のどこに費用対効果が生まれるのか、全く理解ができません。 

 また、採算性については、市長は委託業者が責任を持つから、室戸市に直接的な責任はない

というような趣旨の発言をされておりますけれども、果たして５億円も使って行政としてそう

いった姿勢でいいのかということに疑念も浮かびます。 

 計画案では、年間４万人の来館者を見込むと言っておりますけれども、４万人という数字に

は県も首をかしげ、素案数字の見直しを指示されたと担当課長も総務委員会で発言をしており

ます。市長も同じく総務委員会で、この事業によって交流人口を進めるけれども、危惧すると

ころは来館者数であると認めております。考えてみていただければいいと思います。４万人と
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いう数字は一年中毎日大型観光バス、50人乗りとすれば、それが毎日２台以上来て初めて達成

できる数字であります。室戸市では、一番人通りの多いキラメッセ室戸鯨館でも年間入館者数

はこの数年２万5,000人には届いてないわけですから、中心地から遠く離れた椎名地区のミニ

水族館に年間４万人もの来館者があるとは到底考えることはできません。また、市長は事ある

ごとに室戸市に昨年は70万人の観光客が訪れたというふうに公の場で常に発言をしております

けれども、その数字に疑念を持たないということが私は不思議でなりません。私は、この場で

何度も室戸市の観光入り込み客数の算定については疑問を呈し、その算定方法を見直すべきと

指摘もさせていただきましたけれども、改善された様子がありません。 

 ちなみに、高知県、高知市、土佐清水市に取材をさせていただき、高知県を代表する足摺

岬、桂浜、そして高知城の入館者数、観光客数を調査をさせていただきました。 

 まず、土佐清水市におきましては、常に観光客数で室戸市よりもかなり上位に位置するとこ

ろでありますけれども、算定基準が室戸市と同じような算定をしておりますから、そういった

中での数字はここ数年60万人台で推移しているとのことであります。 

 また、桂浜では、高知市観光課の調査で、車でありますけれども、26年度は車で18万

7,132台、27年度は19万3,208台であり、そういったことから高知市観光課は桂浜に入る観光客

数は推定で60万人から65万人というふうに数字を出しております。 

 また、高知城では、天守閣への入場がチケットでありますから、これは確実な数字でありま

すけれども、天守閣に上がる方は26年度が26万5,052人、27年度が25万1,775人ということで、

天守閣に上らない人が多いわけですから、高知県としてはこのチケット販売数の約2.5倍、

65万人から70万人ではないだろうかというふうな数字をお聞きをいたしました。高知県を代表

する観光地が市長の言う70万人という室戸市の観光客よりも同等か、あるいは少ないことに違

和感は抱いてほしいと思います。 

 そういったことから、今回（仮称）むろと海の学校、ミニ水族館にはキラメッセでさえ年間

２万5,000人は届いておりませんから、私は年間１万人も来ればという想定ができると思いま

す。この事業計画策定にそういった数字の根拠資料も検討せずに建設ありきの取り組みに市

民、職員が唖然とするのは当然であろうと思います。また、維持管理費として海水取水のため

のポンプ電気代が毎月50万円、年間600万円は必要との総務委員会で担当課長の説明でありま

したけれども、その他もろもろの必要経費も勘案すれば、人件費を除く維持管理必要経費は年

間1,000万円は下らないだろうと、そういうふうに想像します。 

 また、このミニ水族館運営には５人の雇用を計画しているとの説明でしたが、どこから人件

費が出てくるのでしょうか。本来なら委託事業者が採算ベースに合わせて決めるべきだと思わ

れる入館料にも、執行部が言及をして300円ぐらいとのことですけれども、その程度の金額で

どうやって採算がとれるのか、全く疑問に思います。 

 また、集落活動の一環として御老人の方々を対象に配食サービスの検討もされているようで
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ありますけれども、地域内では需要があるかどうかもわからない、あっても１日数食であろう

と思われます。人件費、材料代、配達等の費用も考えれば、全く採算がとれる取り組みではな

いと思われます。こういった箱物建設の過去の例を振り返ってみれば、運営事業者から泣きつ

かれ、あの手この手の予算措置をして赤字経営の運営を助けていくという図式が今までありま

す。市長は運営事業者は公募方式をとる方向と言っておりましたけれども、担当課長は公募は

しないと、この意見の相違はおかしなことであります。私は担当課長発言が正しいと思いま

す。要するに、特定事業者ありきの事業採択でありますから、そういう発言になるのではない

かと思います。既に一直線のレールは敷かれておるということになると思います。ましてや、

公募をしたとしても、こういった一般事業者は経営に非常に敏感であり、慎重でありますか

ら、民間事業者が公募に応募するということはまずないと断言をしておきます。 

 こういったことから総合的に判断をしても、市民のために行政のやるべき仕事から逸脱した

事業であること、間違いなく将来、市民に負担を強いる事業であると考えます。今室戸市がや

るべきことは、緊急の必要性のない軽微な採択要件で５億円を使うのではなく、少子化対策で

あり、雇用対策であり、産業振興対策であります。行政はその施策の振興に関して一握りの団

体の利益に寄与するのではなく、市民全体を見渡した施策の推進が第一前提であると伺いま

す。 

 私は、市長には今からでも遅くないから、この事業の見直しをしていただきたい。椎名地区

に総額５億円かけてミニ水族館などと市民の誰もが納得しないということを胸に手を当ててい

ただき、一考を促したいと思います。椎名地域の振興におきましては、椎名地区の皆さんに代

替案を示して地域活性化に取り組んでいくのが最善の策であろうと思います。我々議会の務め

は、予算が適正に計画され、予算が適正に執行され、予算が適正に決算審査が終了するまで責

任を持つのが議員としての仕事であります。予算段階で審査をし、特にこういった大規模な箱

物建設については本当に室戸市民が必要としているのか、あるいは事業として採算がとれて、

経営が安定するのかといった議論をしなくてはなりません。予算の段階で疑義があれば、執行

部に一考を求め、後世に負担を残さないための施策を求めるのが本来の議会の姿であると思い

ます。予算審査の総務委員会での賛成多数で否決されたこの事業に対して、修正案も出せない

室戸市議会の現状を憂いながら、反対討論といたします。 

○議長（久保八太雄君） 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。山下浩平

君。 

○９番（山下浩平君） 賛成討論を行います。 

 今期定例会が年度中間期に当たり、それぞれの議案は大事な時期で提案されております。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から議案第16号固定資産評

価審査委員会委員の選任についてまで、いずれも室戸市の根幹をなす重要な案件ばかりでござ

いますので、全議案に対し賛成討論といたします。皆様方の御賛同をよろしくお願い申し上げ
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ます。以上。 

○議長（久保八太雄君） 次に、原案に対する反対討論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。議案第４号に対する反対討論を行います。 

 長くなっておりますので、簡潔に要点だけを申し上げます。 

 議案第４号の第３回補正予算の中にむろと海の学校及び集落活動センター整備事業費４億

7,884万8,000円が計上されておりますが、この事業費に私は反対をいたします。 

 まず、むろと海の学校についてでありますが、この事業は日本ウミガメ協議会の提案に基づ

き計画をされたものであり、執行部の説明からも、指定管理者は日本ウミガメ協議会になるも

のと思われますが、果たしてこの施設で採算がとれるものか、疑問に思います。入場料につい

てはまだ決まっていないとのことであり、維持管理費は指定管理者が負担するとのことであり

ますが、日和佐のウミガメの施設の経営状況、また県内には桂浜や土佐清水市の水族館があ

り、香川県の屋島にも水族館があります。また、近畿地方には須磨や海遊館という立派な水族

館がある中で、何の特徴もない中途半端な施設に県外からの多くの集客があるとは見込めませ

ん。また、日本ウミガメ協議会の財政状況を見てみましても、決して楽な運営ではなく、ホー

ムページ上でも現在日々の活動は助成金に頼っており、人件費などが不足し、十分な調査や研

究ができていないということで寄附を呼びかけております。運営が赤字になれば、撤退もやむ

を得なくなる危険性のある施設だと思われます。 

 次に、集落活動センターについてでありますが、私は集落活動センターそのものに反対する

ものではありません。しかし、執行部の説明では、まだその内容も確定はしておらず、話し合

いはこれから続けられるとのことであります。まだ何をどのような組織でやるかも確定してい

ないのに、工事が先行するようでは、ジオパークセンターのように後できっと使い勝手の悪い

部分が出てくる可能性があり、はっきりとやるものが決まってから使う人たちの意見も聞いて

施設をつくるべきだと考えます。また、この施設には常会スペースがとられております。この

地区には集会所の老朽化に伴い、集会所が使用できなくなり、地区では集会所の設置を以前か

ら要望しておりましたので、そのスペースだと思います。しかし、この場所は２メートル以上

の津波の浸水が予測される場所であります。また、他に公共施設がない地区でもあり、高齢化

率も非常に高くなっております。せっかく住民のための施設をつくるのであれば、既存のスペ

ースに制約されない使い勝手のよい施設を津波の心配のない場所に、老人憩の家や避難所も併

設できるような木造の木の香りのする高齢者がくつろげるような集落活動センターにすべきだ

と考えますので、現在の場所への集落活動センターの設置には反対をいたします。 

 以上の理由により、私は議案第４号に対して反対をいたします。議員の皆さん方の御理解を

お願いをいたします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。竹中多津美
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君。 

○１番（竹中多津美君） １番竹中多津美。議案第４号について賛成いたします。 

 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、賛成をいたします。 

 どの案も重要な案件ばかりと感じ、特に旧椎名小学校利活用事業は室戸岬から少し離れてい

る地域が旧小学校を利活用することによって観光地域内に加わり、地域住民の日々の生活に対

してもモチベーションが高まり、地域または室戸市全体の観光事業の向上が見込まれると思い

ます。私は再三ジオパークセンターを訪れることがありますが、観光客の方々が室戸は水族館

がないがやね、生の魚を見ることができんのやねえみたいなことを時々聞きます。そういった

点からも、やはりミニ水族館は一つの観光の目玉となるんではないでしょうか。この予算は室

戸市にとって非常に大切な予算であると思いますので、どうか議員の皆様、御賛同をよろしく

お願いいたします。 

○議長（久保八太雄君） 次に、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。平成28年９月第５回室戸市議会定例会におきまして、

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賛成討論を行います。 

 今期定例会におきまして提案されております議案第４号平成28年度室戸市一般会計第３回補

正予算には、平成17年度に廃校になりました旧椎名小学校をむろと海の学校及び集落活動セン

ターとして再利用する予算が計上をされております。この事業は、補正予算額９億5,581万

7,000円、そのうち旧椎名小学校の改修工事費４億7,884万8,000円が計上されており、平成

28年１月25日の臨時議会で施設改修実施設計委託料1,500万円、今年３月定例会で平成28年度

当初予算に内部展示設計委託料648万円、海水取水施設設計委託料162万円等々の予算が議決を

されて、現在事業が進行をしております。 

 椎名地区住民からは集会所や避難所として利用したい要望が寄せられており、当施設の利用

が望まれているところでございます。平成17年度に廃校になった旧椎名小学校は、集落活動セ

ンターとして健康福祉の増進や生きがい対策や避難場所、また子供たちが海の生き物と触れ合

う学びの場や研究施設など、県内外からの観光客や研究者による交流人口の拡大につなげる施

設でもあります。国の空き家対策総合支援事業補助金、県の観光拠点等整備事業補助金などを

活用して、市債分につきましては後年度に交付税措置のある有利な過疎債を活用して、市の財

政負担を極力抑えた予算であるとお聞きをいたしております。この事業により、地域の皆様方

の交流の場所や高齢者の健康福祉の向上や、近い将来起きると言われております南海トラフ巨

大地震の避難場所や備蓄品の保管場所として、また子供たちの触れ合いの場所として、研究飼

育施設として整備をすることにより観光振興や防災対策、交流人口の拡大につなげようとする
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ものであります。 

 １階は椎名常会が利活用する集落活動センターで調理器具を備えた集会所として活用すると

ともに、介護予防事業、デイサービス事業等に利用し、椎名地区は高齢化率が高く、スーパー

もなく、買い物難民が増加をしており、地区外から週に２回か３回程度食品をつくる個人の行

商人が何人か来ているようですが、すぐに売り切れてしまって買うことができない人が多く、

毎日の食事の準備が大変であるとお聞きをいたしており、高齢者の配食サービスやむろと海の

学校に来る研究者や研修者等の食事の提供が予定をされているとのことであります。 

 むろと海の学校部分は、旧の校舎部分を有効利用することで観光交流人口の拡大を目指し、

ウミガメや地元で捕獲された魚類を飼育するミニ水族館として２階、３階には大型水槽や小型

水槽などを設置し、またプールには飼育施設としてさまざまな魚類の展示が行われるとお聞き

をしており、大学との連携や研究実習生との交流も考えていくとのことであります。 

 本事業は、昨年制定されました室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略にも位置づけられて

おり、総合戦略につきましては本年１月25日の議員総会で執行部から説明を受けたところでご

ざいます。過疎化や人口減少、少子・高齢化が急速に進んでいる中で、国が推し進めている地

方創生事業を着実に推進していくためにも、これらの事業はぜひとも進めていかなければなら

ないと考えているところであり、有効に利用ができる施設に改修するよう取り組んでいただき

たいと思います。 

 以上の理由により、本案に対し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、賛成討論といたします。 

○議長（久保八太雄君） ほかに討論ございませんか。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。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

いて賛成討論を行います。 

 ６款商工費の中の（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事業関連であります。

執行部に大綱質疑をし、説明を受け、疑問点を理解し、賛成するものであります。 

 この事業の中には、空き家対策総合支援事業補助金50％も受け、旧椎名小学校を新たな施設

へとよみがえらせるものであります。椎名地域住民待望の集会所とも言える集落活動センター

も含まれております。集落活動センターとは、地域住民の皆様が主体となって地域外からの人

材も受け入れながら、旧小学校や集会所等を拠点に、それぞれの地域の課題やニーズに応じて

産業、生活、福祉、防災といったさまざまな活動に総合的に取り組む仕組みとなっておりま

す。この建物の１階集落活動センターには、試食室があり、地域の基幹産業に当たる水産物で

観光客を魅了していただける料理ができ、椎名地区住民の大いなる活力になるとともに、２

階、３階のミニ水族館を見に来ていただいた方にも利用していただけるものと期待しておりま

す。生物等子供たちに教えることのできる学校教育施設にもなります。子供が多く訪ねる施設

のある地域は笑いもあり、元気であるとお聞きしております。また、今後、室戸市消防団椎名
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分団も施設の近くに高台移転となると理解しております。 

 同じく、６款商工費の中のキラメッセ室戸鯨館の展示物のリニューアルを含んだ改修は今年

度末開催予定の志国高知幕末維新博に合わせたものとお聞きしております。 

 あわせて、大型客船の入港により日本国内はもとより、国外の方までが高知県の隅々にも観

光に訪れることが想像に易しいです。 

 このように、高知県は観光に力を入れております。尾﨑知事及び高知県が高知県観光拠点等

整備事業補助金など県東部の観光施設の充実にも力を入れていただいている間に、（仮称）む

ろと海の学校をジオパーク拠点施設を中心とした観光客を十分受け入れることのできる体制づ

くりの構築を、椎名地区住民はもちろん、教育関係者を含んだ方たちとともに進めていける施

設になるなど、（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事業は今後の室戸の発展の

ために必要となり得る事業であると理解し、平成28年度室戸市一般会計第３回補正予算につい

て賛成するものであります。 

 以上で平成28年度９月第５回室戸市議会定例会での賛成討論を終了します。 

○議長（久保八太雄君） ほかに討論ございませんか。 

            〔「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１号から日程第３、議案第16号まで、以上16件についての討

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 日程第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１号は可決されました。 

 次に、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２号は原案のとおり可決され

ました。 

 事務局より、議案第４号の採決についてを説明をいたさせます。日垣議会事務局長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午後０時21分 休憩 

            午後０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。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は否決であります。 

 原案について採決いたします。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） 起立多数であります。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７号財産の取得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８号訴えの提起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） 起立多数であります。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号訴えの提起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） 起立多数であります。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号訴えの提起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） 起立多数であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決され

ました。 
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 次に、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、日程第２、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。 

 次に、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採決いたします。 
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 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11号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第13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13号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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、日程第３、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五島由理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、五島由理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。 

 各常任委員会委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、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、委員長からの申し出のとおり、閉

会中の継続審査とすることに決しました。 

 お諮りいたします。 
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 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９月第５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31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。 
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