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平成２８年１２月第６回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  平成２８年１２月６日（火） 

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    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  なし 

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 
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  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 
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  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 室戸市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

日程第３ 議案第３号 室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に

ついて 
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日程第４ 議案第４号 室戸市税条例等の一部改正について 

日程第５ 議案第５号 室戸市国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第６ 議案第６号 室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

日程第７ 議案第７号 室戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改

正について 

日程第８ 議案第８号 室戸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関

する条例の制定について 

日程第９ 議案第９号 平成28年度室戸市一般会計第４回補正予算について 

日程第10 議案第10号 平成28年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算について 

日程第11 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第12 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第13 議案第11号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について（追

加議案） 

日程第14 議案第12号 平成28年度室戸市一般会計第５回補正予算について（追加議案） 

日程第15 議案第13号 平成28年度（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事

業校舎等改修工事請負契約の締結について（追加議案） 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第15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号室戸市職員の退職手当に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時５分 休憩 

            午前10時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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

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

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第３、議案第３号室戸市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山崎水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時９分 休憩 

            午前10時10分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第４、議案第４号室戸市税条例等の一部改正についてを

議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上松税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時11分 休憩 

            午前10時15分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は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５、議案第５号室戸市国民健康保険税条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午前10時15分 休憩 

            午前10時18分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第６、議案第６号室戸市デイサービスセンターの設置及

び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時19分 休憩 

            午前10時23分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は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。何点かお聞きをしたいと思います。 

 まず、議案説明書の７ページですが、今回の改正は要支援１、２の方を新しい事業に移行す

るということですが、これまで室戸市のデイサービスセンターに要支援１、２の方は通所はし

ていなかったのか。それとも、利用はしていたけれども、今回の法改正によって第１号通所事

業という名称を条例か何かにつけ加えるためのこの議案ということながでしょうか。 

 それから、２点目ですわね、他の一般のデイサービスを行っている事業者は、今回のこの改

正でどういうふうになるのか。 

 ３点目が、通所というか利用されゆう利用者ですわね、その利用者の負担とかというのは今

回の改正で変わるのか変わらないのか。 

 それから、４点目といいますか、その次に第１号通所事業ということに統合されて、された

ために給付されゆうサービスというのが除外されるサービスがあるのかどうかをお聞きをいた

します。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 上山議員さんにお答えいたします。 

 まず、第１点目でございます。室戸市デイサービスセンターでも介護予防の支援の方の通所

はございました。支援の方がそのまま新しい総合事業の第１号事業の通所事業のサービスを受
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けるという形に変わっていきます。 

 それと、２番目のほかのデイサービスに関しても、これは一律室戸市が平成29年１月１日か

ら新しい総合事業に変わりますので、ほかのデイサービスに関しても同じことが１月１日から

起こります。新しい総合事業に移る方は、今認定を受けている方はその有効の認定の期間が終

わった方から順次判断をしまして、通所と訪問のサービスだけを使っている要支援１、２の方

に関して順次移っていく形になりますので、この１月に変わると見込まれる方が今のところお

２人、２月が５人、３月が３人というふうに認定の期間が切れた方から順次移行に変わってい

きます。これはほかのデイサービスセンターでも同じこととなっています。新しい総合事業に

なったときの利用者の方の負担に関しましては、通所に関しても訪問のほうもそうなんですけ

れども、室戸市のほうでは新しい総合事業の中でサービスをいろいろと構えております。 

 １つ目が、現行相当サービスと言いまして、今受けてます介護予防支援と同じサービスが受

けられる現行相当サービス、それと基準を緩和しました緩和基準によるサービス、こちらのほ

うは基準が少し緩和されてますので、少し低額、利用料金のほうも少し低額、お安くなってい

る部分になります。 

 それと、３番目に新しいサービスとしまして、通所のほうでは短期集中型で３カ月、６カ月

と決めて運動機能の向上をするものというふうな３つの通所に関しては新しいサービスをつく

っています。なので、今まで利用されてる方はそのまま現行どおりいくこともできますし、少

し、専門職によるサービスでなくても構いません、室戸市のほうで研修を受けた方のサービス

で構わない基準、緩和された基準でやりたい方は少し金額も下がった形でのサービスを受ける

こともできますし、このたびは運動機能を向上させたいという方には新しくつくったサービス

も利用することができますので、利用料金といたしましては今までと変わりないか、お安く受

けられることもできるか、新しいサービスも受けることができるという形になっています。 

 そのほかに、今まででしたら要介護認定、要支援認定を受けられない軽い方、非該当となっ

た方はデイサービスとかホームヘルプのサービスを受けることができなかったんですけれど

も、この新しい総合事業になりましたら、基準チェックリストの結果、その方にデイサービス

が必要、ホームヘルプが必要と判断された方に対しましてもこのサービスを受けることができ

る仕組みになっています。 

 ４番目の第１号通所は、給付の除外のサービスがあるかということですが、先ほども申しま

したように、現行相当のサービスも構えておりますので、その方に必要なサービスであれば現

行相当、今までどおりのサービスを受けることができます。以上です。 

            （２番上山精雄君「今まで受けれよったサービスがこの１号にまと

められたか、今まであったサービスが除外されるのは」と呼ぶ） 

○保健介護課長（武井知香君）（続） 名前が第１号通所事業というふうに変わりましたが、

その中でも室戸市のほうは現行相当のサービスを残しておりますので、今まで受けてる方で必
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要とみなされた方はその今までのサービスを引き続き受けることができます。除外をすること

は今のところ、室戸市のほうでは考えておりませんので、反対に新しい運動機能に特化したデ

イサービスのほうも予定をしておりますので、サービスの幅も広がったというふうに考えてい

ます。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第７、議案第７号室戸市包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時30分 休憩 

            午前10時33分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第８、議案第８号室戸市農業委員会の委員及び農地利用

最適化推進委員の定数に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。竹本産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時33分 休憩 

            午前10時38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８号議案について質疑をしたいと思います。 

 今課長の説明の中でですわね、農業委員が現行21人、それが10人になるということですが、

今は恐らく地区割りというか室戸で何名、どこそこで何名というような格好でいろいろ事業を



－84－ 

しゆうと思うがですが、10人になった場合ですわね、これは例えば選挙で10人を選ぶのかどう

なのかわかりませんが、例えば農地３条なり、４条、５条ですわね、農地法で市民の方がよ

ね、例えば室戸の方がお願いというか、何か見てもらうときにですわね、10人の区割りがかち

っとされてない場合、どこに行っていいのかわからないような状態になるろうと思うがです

が、その10人の地区別というか地域別というか、そういう区割りは考えているのかどうなの

か。選挙ですので、極端に言えば室戸に10人固まるような格好になるのか、そのところがまず

１点ですね。 

 それから、利用最適化推進委員というのは、恐らく農地の有効利用かなんかのために働いて

くれる人やと思うがですが、そういう方は定期的な、農業委員会は総会を月に１遍やってると

思うがですが、定期的なそういうふうなのを予定しているのかどうなのか、その２点について

お伺いをいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。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） 上山議員さんの質疑に対してお答えを

いたします。 

 まず、１点目の地区割りの考え方ということなんですけれども、やはり室戸市は農地が広う

ございますので、一定それぞれの担当エリアというものは想定をしております。今まで21人が

かかわってきた部分を10人でやるということになりますので、広くはなりますけれども、そこ

の部分については推進委員さんのほうも御協力もいただきながら、地域の情報等を収集しなが

ら、３条、４条、５条申請の不足といいますか、円滑な事務ができないというふうなことのな

いように努めていくということとなります。 

 公選でなくて公募になりますので、いわゆる一般的に誰が応募してくるかはわからない。で

すから、10名中10名が例えば室戸地区から応募される可能性もないわけではないですが、一定

のところでは調整も図られると思いますので、一定の区分けは、原案のほうは現在の農業委員

会の中でもセーブはしてますので、円滑に事務が進むように進めていきたいと思っておりま

す。 

 ２点目の推進委員の定期的な会合ということですが、まだ来年の５月からの運営になります

ので、はっきりしたところは決めかねているところもございます。新たな農業委員さんと協議

をして決めていくことになろうかと思いますが、農業委員会の総会のほうには推進委員さんも

出席していただいて、推進委員さんの御意見も農業委員会の中で反映することができますの

で、意思決定はできませんが、意見を述べることはできるという流れになっておりますので、

そちらのほうで集まっていただくということを想定はしております。以上でございます。 

○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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２回目の質疑を行いたいと思います。 

 その農地利用最適化推進委員さんの仕事よね、農業委員会のほうは農業委員会法かなんかで
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ですわね、かちっとそういう位置づけはされていると思うがですが、利用最適化推進委員さん

はどんな仕事をしてよね、どんな権限があるのかよね、そのところについてお聞きをしたいと

思います。自分は農業委員が兼任でやるのかなというような今説明聞いたらそういうあれやっ

たがですが、今課長の説明を聞いたら別々の人でやるというような意味合いだったと思うがで

すが、どういう仕事をして、農業最適化推進委員というのはどんな権限があるのかについてお

聞きをいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。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２回目の質疑に対して

お答えをいたします。 

 まず、農地利用最適化推進委員という新たな名前での委員ができます。これは、新しい農業

委員会の法律等の関係の中で農業委員会が制定すると、任命する形となります。今回の条例の

中では定数は条例で定めるとなっておりますので、今回の提案にさせていただきました。 

 任命とかの行為は新たな農業委員会が任命して、業務といいますかその役割としては、農地

の荒廃化が進む中で農地中間管理機構などが農地を後継の方々とか、担い手さんのほうに集約

するという事業を農林水産省が進めております。この中で、近隣の農地等を集約して、若い

方々に農地をまとめていこうというふうな役割が農業委員会で図られなければならないという

流れとなりまして、その役割を担うために農地利用の最適化を推進する委員さんということで

新たな特別職といいますか、その職を設けるということとなりました。 

 この方々の業務といたしましては、地域の方々の地域の農地を集約して、荒廃している農地

に対して担い手の方々に対してまとめていく、これは最適化推進委員だけができるものではな

くて、農業委員も当然かかわらなければならないし、私ども市の行政関係者もかかわります

し、農業団体等もかかわっていきますが、その一つのピースとして、委員さんがかかわっても

らわなければならないというふうなルールとして制定するものです。 

 農業委員会のほうへはそれぞれに出席して意見を述べることができると、また農業委員会は

推進委員に意見を求めることができるとなっておりますので、当分の間は定例の農業委員会総

会のほうに出席をいただいて、農業委員会と農地推進委員の上手な連携を図る、このことが必

要かと思いますので、そこの上で情報共有もしながら、また３条、４条、５条申請による農地

の変更点等も協議もしながら、農業委員と推進委員の連携を図りたいというふうに考えており

ます。 

 基本的には、農業委員さんのほうはそういう許認可申請にかかわる部分に特化したという

か、それを中心とした業務になっていくものかというふうに理解しております。以上でござい

ます。 

○議長（久保八太雄君） 上山精雄君の３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） ３回目をお願いしたいと思います。 
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 極端によね、21人から10人に減らして、あとの10名分、２つ合わせりゃ20人ぐらいになるが

ですが、今課長の説明を聞くとよね、最適化推進委員というのは集積する中間的な役割をして

もらうよと、余り権限がないような意味合いながですが、ほかの市町村というか、法なのか、

ほかの市町村なんかも含めてよね、極端にそういう21名を10名にするというのは室戸市だけ、

それともそのほかの市町村も半分以下に農業委員を減らすというところはあるのかどうなの

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。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） ３回目の質疑にお答えをいたします。 

 新たな農業委員の定数についてお問い合わせをいただいておりますが、農業委員の定数は、

この改正された農業委員会に関する法律の改正の中では、農業委員は改正前の定数の２分の１

程度で市内農地の面積をもとに算定するとなっておりまして、２分の１を国のほうが法律の中

で示しておりますので、近隣の市町村でも３市町ほど県下では実施しておりますけれども、現

実に農業委員の定数は半減しております。このような法律の改正がもとになっておりますの

で。 

            （２番上山精雄君「農業委員会の意見は」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君）（続） 農業委員会のほうには、この法

律が改正された平成28年４月から、総会ごとに情報提供して、お話もさせていただいておりま

す。内容としては、厳しい内容といいますか、しんどい内容にはなるけれども、推進委員さん

と協力しながら、業務がそれぞれ分かれていきますが、もともと農業委員がやっていた業務で

ございますので、推進委員さんと現場のほうでは協力しながら、室戸市の農業をされてる方々

に支障のないような形で運営していこうということで、室戸市農業委員会のこの制度に対する

準備会もできて、協議をしている中でこの条例をお願いしているところでございます。なるた

けきちんとした格好で運営ができるように事務局としては努めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 山本です。この件に関して何点かお聞きをしたいと思います。 

 農業委員の定数は、今まで21人、確かに前々から多いのではないかという思いはしておりま

したが、今回10人と推進委員10人ということに分けるということですが、まず選挙でなくなっ

た場合に、公募という形をとると聞いたがですが、選任する方々、これはどういう方々がする

のかということ。 

 それから、公募に応募する条件としては、基本的に田畑を所有している方か、農業者かとか

というような原則があるのかどうか、お聞きします。 

 それから、この名前だけで言えば、かつての農業委員と農地利用最適化推進委員は、先ほど

の課長の答弁の話を聞いていれば農地の集積とかなんとかという部分も含めたということで、
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今までの農業委員は農地の集積とかというものはやってなかったと思いますけれども、名前か

らいえば全く目的が違ってきてもいいとは思うがですけれども、今の課長の答弁の中で、今ま

で農業委員会をやってきた仕事を分割して取り組むっていうような形だと思いますけれども、

農地利用最適化推進委員っていうのは、それなりの意見をまとめてもらって、室戸の荒廃して

いる農地とかそういったものの再利用の方法とか、そういったもの、提言をまとめて室戸市に

提言するチームとなるか、そういうふうな方向性はないのかどうか、その点についてお聞きし

たいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。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） 山本議員さんの御質疑に対してお答え

をいたします。 

 まず、１点目の公募で行う場合の選任はどうするかということですが、選任のほうについて

は、室戸市農業委員会の委員選任に関する規定というのを設けておりまして、それによって一

定選任の基準を決めております。 

 そして、選任の審査をするという内容につきましては、室戸市農業委員会委員候補者審査委

員会というのを設置しまして、メンバーとしては室戸市総務課長、企画財政課長、産業振興課

長、その他地域農業に関し知見を有する者２名ということで、ＪＡ関係とか共済会とかという

方々に入っていただいて審査をするという内容になります。 

 この審査の内容につきましても、一定の基準の表はつくっております。案の段階ですけれど

も、議員さんが言われたみたいに農地の所有であったりとか、農業の経験であったりとか、耕

作している耕作面積ですかね、そういうものであったりとかという部分について、点数方式

で、点数を入れながら選任すると、点数の上位のものを選考していくというルールはつくって

ございます。 

 ２点目のそういう方々の応募する要件なんですけれども、国のほうでは基本的には税金の残

ってない方とか、準禁治産者とかというふうなところでの規制はあります。ですので、私ども

のほうはそれは規制はします。ただ、農業をしてないとだめというところではございません。

広く多くの方々が農業委員になってもらいたいというふうな国の方向性が示されて、女性の方

であったりという方々にもなっていただけるようなルールにはなってます。 

 ただ、その一方で、国の基準としては、農業に対して広く力を出していただけてる認定農業

者という方がおりますが、認定農業者の割合をこの10人中の何割以上というふうな基準も求め

られてます。ですので、一方では広く求めます。ですので、若い方々、女性の方々にもなって

もらいたい。もう一方では、農業委員の中には農業者の中で中心的な役割を担っている方々に

もなってもらいたいという、内容で国のほうは基準を決めておりますので、その基準に基づい

て公募するといいますか、エントリーしていただくという内容になろうかと思います。 

 次に、推進委員のほうの業務の中で計画をつくるのかということですが、この計画はつくら
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なければならないことになりますので、農業委員と一緒に意見を聞きながら、農地を最適化し

て推進していくための計画というのはつくるような流れになっております。以上でございま

す。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君の２回目の質疑を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ２回目の質疑を行います。 

 何か２つの部分がはっきりわからないところがあるがですけど、それは動き出してからでも

意見は言えますけれども、今までは農業委員の定数というか、大体地区割りっていうのが定着

しておって選ばれてきたっていうところがあるがですけれども、それをなくして公募という形

という話が最初にあって、先ほどの話の中で区割りは生きていくということを言うたわけやけ

れども、皆さんが高齢化してきて、それから認定農業者が何人含まれないかんという部分が入

ってくると、例えば室戸は羽根から５つの旧の町があるわけですけど、その区割りっていう部

分に行政が、農業委員会が立ち入っていったら、本当の公募ということにはならん。例えば羽

根で公募で何人です、吉良川で何人ですという部分がどうしても裏で見えてくるわね。本当に

室戸の農業を発展的に考えてくれる方々を選ぶには、オールラウンドというか、そういう公募

の仕方が一番ベストやと思うがですけど、行動範囲が広がるという部分もあって、ある意味区

割り的なものを生かそうというがはようわかるがですけれども、例えば羽根で何人、吉良川で

何人っていう縛りにしたら、先ほど言うたように認定農業者の数も何人か入れないかんという

ことだったら、ハイレベルなメンバーが集まりにくいっていうこともありゃあせんかと思う、

そこらのところはどういうふうに取り組んでいくかどうか。 

○議長（久保八太雄君） 健康管理のため11時15分まで休憩いたします。 

            午前11時２分 休憩 

            午前11時15分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの御質疑にお答えをいたします。 

 妙にしっかり整理ができてないということでございますので、もう一度振り返らせていただ

いて、お答えをさせていただきます。 

 まず、農業委員の選任、これは10人ということで定数を決めさせていただいて、まずこれは

もう公募制によりなさいということでございます。公募で手を挙げていただいて、審査会をつ

くって審査をするということになります。 

 その審査では、これは農業委員候補者審査用ということで、農業者用と農業者でない用と２

つをつくって、それで一定審査表をつくって、資格審査であるとか、経歴審査であるとか、農

業経営審査というようなことを踏まえた中で審査をして、審査会から私のほうに答申がござい

ます。私は、その答申を受けて、議会で同意をいただいて、選任をしていくというようなのが
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農業委員会の場合でございます。 

 農業委員会の場合は、主に仕事といたしましては、主にですが、３条、４条、５条の許認可

権というようなものを審査をするというのが主な役割ということになります。 

 もう一つの農業利用最適化推進委員、この方々も10人ということを予定をしておりますが、

この方々につきましては、これは市内を10区画に区割りを行うという予定でございます。この

最適化推進委員につきましては、これは農業委員会が選任をするということになっておりま

す。ただ、農業委員会では、先ほども言いました農業委員の審査をやる審査表、そうしたもの

を一応使って適正な人を審査をしていくというようなことで今想定をしゆうというところでご

ざいます。 

 最適化推進委員の仕事につきましては、農地の集約化に努めるというのが大きな仕事という

ことにはなります。遊休農地を発見をしたり、発見をして報告をいただく、またその活用につ

いて提言をいただくというようなことを役割としてしっかりやっていただこうというようなこ

とで、大きく先ほど言った農業委員さんの仕事、あるいは最適化推進委員さんの仕事を分ける

ということになります。 

 ただ、先ほど来課長も申し上げておりますように、新たな農業委員さんだけでは十分な把握

ができないといった部分もあるので、農地利用最適化推進委員の皆さんの協力をいただいて、

しっかり農業の振興、発展に努めていこうということでございますので、御理解をいただきた

いと思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君の３回目の質疑を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ３回目の質疑を行います。 

 話を聞いておったら、農業委員と全く違う業務に取り組んでもらわなくてはならんというか

なりハイレベルなメンバーの仕事になってくると思います。これらはその産業振興から農業振

興にもかかわってくる基礎になる部分をこの方々が担うというふうな位置づけで役所のほうも

取り組んでいかなくてはならんのじゃないかと思うがですけど、１回目の質疑のときに、応募

者は農業者じゃなくてはならんか、農地を保有していなくちゃならんかっていう質疑の中で、

ちょっと聞き漏らしたがですけど、農業者以外でもという課長の答弁と、市長は農業者でない

方々の要件もこの候補者の中に入れるっていうことがあったがですけど、農業者でない方の要

件っていうのは、農業委員だけか、それから利用最適化推進委員のほうなのか、それとももし

公募する農業委員に農業者でない、あるいは農地を持っていないっていうのは選ぶとしたら、

この時点で農業委員会の規則、今までたしか農業委員は農地３反以上持ってなくてはなれない

っていうようなあれがあったと思いますけど、その条件も変更しておかないと成り立たないっ

ていう気もするがですけど、そこのところをもう一度聞きたいと思います。 

 それで、最初の課長の答弁で、続いて質疑をしなかったら課長の答弁がそのまま生きてくる

わけよね。市長の答えてくれたことと全く違うという部分もあるので、課長はこの案件を議案
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出すときには、もう少し深く勉強して、意見の食い違いがないように取り組んでもらいたいと

思います。 

 それで、３回目の質疑を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの御質疑にお答えをいたします。 

 済みません、いろいろ時間をとらせておりますけれども、現農業委員さんの選任と農地利用

最適化推進委員の選任の違いについては、先ほど申し上げたところでございます。ただ、公募

については、両方とも公募をするということでございます。最適化推進委員についても公募は

しますが、最終的には審査の上、新たにつくられた農業委員会が選任をすると、承認をすると

いうことでありますが、その最適化推進委員については、現在の農業委員が準備会をつくって

選任をしていくという、５月までに、そういうようなやり方をしていくということで、これは

他の市町村で先行してやってるところにお聞きもしておりますが、同時にその公募はやってい

くと。審査についても、先ほど言いますように、農業従事者といいますか、農業をやっていた

というような人の審査と、また全然農業をやっていない人の審査については審査表は別々にし

て審査をしていきましょうというような形での審査はやっていくということでございます。 

 いろいろ課長も答弁をしておりますが、最終的に私の申し上げている答弁で御理解をいただ

ければということでございます。よろしくお願いします。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９、議案第９号平成28年度室戸市一般会計第４回補正

予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時30分 休憩 

            午後０時15分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は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。 



－91－ 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第10、議案第10号平成28年度室戸市介護保険事業特別会

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０時16分 休憩 

            午後０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。 

            〔「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30分まで休憩いたします。 

            午後０時25分 休憩 

            午後１時28分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 諸般の報告をいたさせます。宮脇議会事務局次長。 

○議会事務局次長兼班長（宮脇 誠君） 日垣議会事務局長が通院のために欠席しましたの

で、私のほうから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２名、現在11名の出席でございます。 

 欠席議員は、町田又一議員、山本賢誓議員、ともに所用のためです。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第11、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ること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。松本人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時30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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております諮問第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。 
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            〔「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、諮問第１号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○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、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ること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。松本人権啓発課長。 

 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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております諮問第２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、諮問第２号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○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11号室戸市一般職の職員の給与に関する条

例の一部改正についてから日程第15、議案第13号平成28年度（仮称）むろと海の学校及び集落

活動センター整備事業校舎等改修工事請負契約の締結について、以上３件を一括議題といたし

ます。 

 本案は、昨日市長より追加提案されたものであります。 

 市長から提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） それでは、追加議案の提案理由を申し上げます。 

 議案第11号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。 
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 本案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成28年11月24日に公

布されたことに伴い、県内民間事業所を対象とした民間給与実態調査などを踏まえて行われた

高知県人事委員会勧告に準じ、民間の特別給と均衡を図るため、本条例の一部を改正するもの

であります。 

 議案第12号平成28年度室戸市一般会計第５回補正予算について。 

 本案は、高知県人事委員会勧告に準じ、職員の期末勤勉手当について補正するものであり、

財政調整積立基金繰入金を財源として、歳入歳出予算はそれぞれ317万1,000円を追加し、総額

144億1,916万9,000円とするものであります。 

 議案第13号平成28年度（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事業校舎等改修工

事請負契約の締結について。 

 本案は、平成28年度（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事業校舎等改修工事

について、平成28年11月29日に総合評価方式による指名競争入札を行った結果、評価値の最も

高かった有限会社川村総合建設代表取締役川村五介氏と工事請負契約を締結したいので、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を

求めるものであります。 

 なお、詳細につきましては、関係課長から補足説明をいたさせますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 日程第13、議案第11号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時38分 休憩 

            午後１時43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。 

 次に、日程第14、議案第12号平成28年度室戸市一般会計第５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。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時43分 休憩 
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            午後１時45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。 

 次に、日程第15、議案第13号平成28年度（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備

事業校舎等改修工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時46分 休憩 

            午後１時52分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は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。 

 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13号まで、以上13件につきまして

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

ます。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、12月７日から12月15日まで９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、12月７日から12月15日まで９日間

休会することと決しました。 

 12月７日から12月15日までの間休会いたします。 

 12月16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１時53分 散会 


