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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４号） 

 

１．日 時  平成２８年１２月１６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    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 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 

       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 

       議案第４号 室戸市税条例等の一部改正について 

       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 
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       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 

       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 

       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 

（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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 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 

             （平成28年９月定例会付託分） 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第４ 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 

             （平成28年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成28年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成28年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成28年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成28年９月定例会付託分） 
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       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 

             （平成28年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成28年９月定例会付託分） 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第５ 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６ 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７ 意見書案第１号 参議院議員選挙における合区の解消に関する意見書について 

  日程第８ 意見書案第２号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書について 

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） 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まで、以上７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まで、以上７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、12月７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、避難タワーの日常的な管理はどのように行っているのかと質

疑があり、執行部から、津波避難施設については指定管理者を定めておらず、市が管理してい

る。タワー付近に立ち寄ったときにごみを取り除いたり、水を流すなどの簡単な清掃を行って

いると答弁がありました。 

 また、委員から、避難タワーによって設備の有無や備蓄倉庫の大きさに違いがあるのではな

いかと質疑があり、執行部から、それぞれの地域と話をしながらつくってきたので、スロープ

やソーラーライトなどタワーによって設備に違いがある。備蓄倉庫の大きさについては、避難

人数により若干異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であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、65歳以降新たに雇用される者が対象であるが、室戸市に該当

者はいるのかと質疑があり、執行部から、室戸市では現時点では該当者はいない、他市では自

衛官ＯＢを防災監として雇用している事例があり、そういった場合は該当となると考えられる

と答弁がありました。 

 また、委員から、求職活動支援費の詳細について質疑があり、執行部から、例の一つとし

て、これまでの失業保険に加え、求職活動をする際に子供を一時的に保育等へ預ける必要があ

る場合、この費用を支給する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号室戸市税条例等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、19条に修正申告があった場合、延滞金計算期間を一定期間控

除するとあるが、この一定期間とはどの期間を指すのかと質疑があり、執行部から、申告の提

出があった日または翌日から１月を経過する日の期間が控除の対象となると答弁がありまし

た。 

 また、委員から、附則第６条の医療費控除について、特定一般用医薬品とはどういうものか

と質疑があり、執行部から、医師によって処方される医療用医薬品に使用されている成分を含

む医薬品を薬局等で購入できるようにしたものである。医療費控除の特例で該当医薬品の年間

購入金額が１万2,000円を超えた場合に適用されるものであり、従来の医療費控除制度と同時

に利用することはできない。申告時に市民にＰＲし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、債務負担行為の補正について、補助金は予算の範囲内で行う

という規定がある。この補助金は来年の予算に係る補助金であると思うが、債務負担行為を起

こすことは可能なのかと質疑があり、執行部から、高知県市町村振興課と協議を行い、可能で

あると結論づけた。今回の債務負担行為はＪＡ土佐あきの事業を補助するものであるが、県が

補助金の債務負担行為を行うことを受け、それに合わせて市も同様の取り扱いをしたものであ

ると答弁がありました。 

 また、委員から、補助金ではなく負担金とすべきではないかと質疑があり、執行部から、事

業の趣旨としてＪＡ土佐あきの行う事業に市から補助をするというものであるため、負担金で

はなく補助金として計上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目常備消防費の18節、消防救急救助装備品購入費

について、新規採用職員の装備品一式の費用かと質疑があり、執行部から、そのとおりであ

る。内容としては、制服、活動服、防火着、長靴等である。救急活動を行うに当たり特殊な装
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備が必要となるため、全て貸与という形をとっていると答弁がありました。 

 また、毎年この時期に補正を組むのはなぜか、当初予算で対応できないかと質疑があり、執

行部から、新規職員採用の発表が10月ごろであり、それに合わせて補正を組むため、この時期

になる。以前は当初で予算計上していたが、採用人数が固定されていない。また、今までは新

規職員に古い装備を使用させていたが、体型の違い等に対応できないこともあり、補正で対応

してい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８目介護保険事務費の28節、介護保険事業特別会計

繰出金について、新しい介護総合支援事業の対象者は何名いるのかと質疑があり、執行部か

ら、来年１月から介護認定期間が切れた方から順次移行となる。移行については合意が必要な

ため、全員というわけではないが、対象者は１月は２名、２月が５名、３月が３名であると答

弁がありました。 

 次に、委員から、３款１項４目老人福祉費の19節、安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組

合負担金について、安芸広域で管理されている施設はどこがあるのか、室戸市民は何名入所し

ているのかと質疑があり、執行部から、現在安芸広域で管理されている施設は奈半利町の愛光

園のみである。室戸市からの入所者は、平成28年４月１日現在で18名であ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２目市営住宅管理費について、市営住宅の修繕料は

年々ふえていると思うが、これを解消するために改善や建てかえを考えてはいないかと質疑が

あり、執行部から、去年からことしにかけ、建てかえ計画を考えている。来年度より耐用年数

が過ぎたコンクリートブロック製のものを順次建てかえていくということで現在計画を作成し

てい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３項１目生活保護総務費の13節、レセプト管理システム

クラウドサービス導入委託料の詳細について質疑があり、執行部から、現行のシステムはＡＤ

ＳＬ回線を使用しているが、クラウドサービスは行政専用の総合行政ネットワーク回線を使用

するため、セキュリティー強化を望めるものである。また、現在手動で行っているデータ授受

等も自動で行えるため、事務の簡素化とな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、16節、相撲場用原材料費について、素

材はどのようなものを使用するのかと質疑があり、執行部から、使用する素材は赤土である。

相撲場の土俵は建設当初からそのままでひび割れやでこぼこがあり、状態が悪い。年に１度行

われる高知県高校相撲の一部の参加校から危険だと御指摘を受けたこともあり、市の相撲協会
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の御協力を受け、今回修繕をするものであると答弁がありました。 

 また、委員から、現在、相撲場の利用は年に１度の高校相撲のみのようだが、利用促進の方

策は考えていないのかと質疑があり、執行部から、ことしからスポーツ合宿補助金制度を設け

たこともあり、相撲関係、大学関係の機関へ申し入れを考えてい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目人権啓発費の８節、講師謝礼５万円について、

男女共同参画プランの進捗状況はと質疑があり、執行部から、男女共同参画プランは29年度に

策定、30年度から実施の計画である。現在改訂版のプランを作成しているが、第１回目策定の

際に時間がかかったため、急遽立ち上げの準備を行っている。今回補正計上している５万円

は、オブザーバーの大学教授への謝礼である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５項３目学校給食共同調理場費の17節、中部学校給食セ

ンター整備用地費について、整備用地は５筆あるが、対象者は何名か、土地の鑑定評価はきち

んと行っているかと質疑があり、執行部から、対象者は２名で、お会いして事業への協力依頼

という形で承諾書をいただいている。土地の鑑定については、本鑑定と簡易鑑定ということで

２社から鑑定を受けている。地目は雑種地であるが、宅地ということで鑑定評価していると答

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、５款１項３目農業振興費、13節委託料の複合経営拠点事前調

査委託料について、事前調査の詳細について質疑があり、執行部から、農業の生産、加工、販

売を一つの流れの中でやっていける事業体を創設しようという事業である。今回の調査では、

キラメッセで農業生産、集荷、販売までを一元して行えないかどうか調査をし、また事業者の

財務状況の強み、弱みを判断する調査となっていると答弁がありました。 

 次に、委員から、５款１項３目農業振興費の11節、光熱水費について、委託ではなく、市が

直接光熱費を払っているのはなぜかと質疑があり、執行部から、キラメッセの敷地内にある電

気自動車充電器の電気代である。これはキラメッセではなく、日本充電インフラという企業が

設置したもので、電気契約は市が行っている。電気代は３月ごろに精算され、市に戻ってくる

と答弁がありました。 

 次に、建設土木課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５款３項２目漁港整備事業費の13節、漁港整備事業設計委託

費について、傍士漁港の設計委託は何を目的にどういうことを委託するのかと質疑があり、執

行部から、水産物供給基盤保全事業で漁港施設の老朽化対策として施設の機能診断とそれに基

づく保全計画を策定し、施設の長寿命化を図るための保全工事を行うものである。防波堤や係

留施設等、港を構成する施設が対象で、荷さばき場等の箱物は対象外となっていると答弁があ
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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、５款６項３目観光費の15節、海洋深層水体験交流センター熱

源給湯器更新工事費について、金額が大きいが、予算の内訳と単価を決めた理由は、見積もり

は数社からとっているのかと質疑があり、執行部から、予算は起債である。見積もりは１社か

ら徴収している。施工会社は何社かあるが、熱源だけでどれくらいの費用がかかるのかという

ことで、１社から見積もりをとり、それをもとに設計書を作成すると答弁がありました。 

 総務課につきましては、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、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、再任用職員について、人事院勧告によるボーナス引き上げ率

が再任用以外の職員の半分であるが、法的に問題はないかと質疑があり、執行部から、市が準

じている県の人事院勧告の中で、再任用以外の職員は0.1月、再任用職員は0.05月の引き上げ

とあり、その勧告に従う形とな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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、市が採用している総合評価方式は地元の実情にそぐわない点

があるように感じるが、室戸市独自の評価方式にしていく必要はないかと質疑があり、執行部

から、室戸市が採用している方式は市町村が使用する特別簡易型というものである。独自項目

については、提案があれば委員会や学識経験者の話も聞き、変えていくことも可能であると答

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３号室戸市企業職員の給与の種類及び基準
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に関する条例の一部改正についてから議案第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から議案第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

についてまで、以上６件は、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、12月７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で

あります。 

 執行部から説明の後、委員から、65歳以上の人を雇用した例や、これから先、雇用する可能

性はあるのかと質疑があり、執行部から、このたびの改正は国の雇用保険法の改正に伴うもの

で、65歳以上で新たに雇用される方に対して雇用保険の対象とするもので、現時点では対象と

なる職員はいない、今後の雇用については基本的に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５号室戸市国民健康保険税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、外国におられる方の譲渡所得や一時所得とかになると、そ

の方が日本国籍があれば海外の財産と日本の財産の両方が適用になるのかと質疑があり、執行

部から、今回の条例改正の中での外国人というのは台湾国籍の方に限られていて、台湾国籍の

方で室戸市の国保に加入している者に限っている。現在、室戸市では該当者はいないが、仮に

該当者がいた場合は台湾の企業からの利子、配当の所得を含めると答弁がありました。 

 次に、委員から、この一部改正によって税収の増減に影響はあるのかと質疑があり、執行部

から、今後もし該当者が出てきたら、判定の基礎に入ってくるが、今のところ、該当者がいな

いので影響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。 

 次に、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

いてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、通所介護と第１号通所事業はどのような違いがあるのかと

質疑があり、執行部から、要介護の認定を受けた方が受ける通所サービスが通所介護、チェッ

クリストにより対象になる、ならないはあるが、それ以外の方で認定を受けなくても受けられ

るのが第１号通所事業であると答弁がありました。 
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 次に、委員から、この改正によってメリットはどんなことが考えられるかと質疑があり、執

行部から、新しい総合事業になることで、今まで全国一律で決められていた通所事業や訪問事

業に関して室戸市独自のメニューを加えることができる。通所に関しては短期集中型といった

３カ月、６カ月に区切ってリハビリを中心としたデイサービスを使った体力を向上させるサー

ビスも新たにつくる。訪問に関しても、今までどおりのサービスに加え、緩和された少し安価

な値段の利用していただけるサービスと、シルバー人材センターなどに委託をして布団干しと

かごみ出しなどの簡易なサービスの提供も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

てであります。 

 執行部から説明の後、委員から、主任介護支援専門員というのは何人配置しているのかと質

疑があり、執行部から、室戸市に主任介護支援専門員の資格を持っている方が６人いる。現

在、室戸市の地域包括支援センターには２人資格を持った方が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

の制定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、農業委員の選任方法について偏った地域から応募があった

場合、どこで調整を行うのかと質疑があり、執行部から、農業委員の選任はエリアを特定して

の募集はしない。市内全域での募集になるので、調整することは不可能であると答弁がありま

した。 

 次に、委員から、女性の農業委員選任についてはどうか。また、年齢制限は設けていないの

かと質疑があり、執行部から、国の基準の中に女性とか若い人を選任するよう指導がある。ま

た、年齢制限は設けていないと答弁がありました。 

 次に、委員から、農業委員に応募して選任されなかったら推進委員に応募できるのかと質疑

があり、執行部から、農業委員と推進委員は同時に併願ができるようになっているので、農業

委員に選任されなかったら推進委員となることも可能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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、介護予防事業の内容についての説明をと質疑があり、執行

部から、新しい総合事業は訪問事業と通所事業と介護予防事業に分かれている。その介護予防

事業では今まで１次と２次に分かれていたのが一体となった。新しい介護予防の事業として

は、今までの１次予防で実施をしていた介護予防教室は引き続いて実施する予定である。それ

に加え、１つ新しい介護予防事業をこの１月から予定をしている。それは、短期集中型での身
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体能力を向上させ、在宅で生活ができるようにリハビリに特化した介護予防教室である。今後

も介護予防教室をふやしていきたいと考えていると答弁がありました。 

 次に、委員から、特定入所者介護サービス費の件について、もう少し詳しく説明をと質疑が

あり、執行部から、特定入所者介護サービス費というのは施設に入所されている低所得者の方

の住居費と食費の限度額を決めて、それ以上支払わなくてもよいように上限を設けている。そ

の上限との差を埋めるために、施設に給付費として支払っている金額である。介護保険の予算

は３年間の計画として決定しているが、毎年毎年サービスの利用状況によって少しずつ不足が

出てくる。ことしは特定入所者介護サービス費が不足したための補正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、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。 

 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

ついてにつきましては、平成28年９月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、10月18日及び19日に委員会を開き、執行部の出席を求め、審査を

行いました。 

 審査の経過及び結果については次のとおりであります。 

 平成27年度一般会計の決算概要につきましては、歳入総額131億4,659万8,068円、歳出総額

125億2,987万6,594円で、歳入歳出差し引き額は６億1,672万1,474円であり、翌年度へ繰り越

すべき財源額２億9,435万2,933円を差し引いた実質収支は５億2,236万8,541円の黒字となって

おります。また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は２億

1,963万544円の黒字となっており、この単年度収支に財政調整基金積立金１億9,226万4,000円

を加えた実質単年度収支は４億1,189万4,544円の黒字となっております。 

 一般会計の自主財源比率は平成26年度の23.0％から23.2％に、平成27年度末の市債残高は
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111億2,822万8,727円となっております。 

 以下、各課に対する主な質疑応答等審査経過及び結果について御報告いたします。 

 企画財政課関係では、２款１項６目企画費、地域おこし協力隊事業について、地域おこし協

力隊員の人数と実績、また任期が満了した協力隊員の定住状況について質疑があり、執行部か

ら、地域おこし協力隊の隊員は現在３名、任期は１年更新で最長３年である。現在地域特産品

の開発や補助、研究等を地元の方々と協力しながら行っている。また、現在力を入れている事

業として庭先集荷事業がある。任期満了となった隊員は３名おり、炭焼きなどに従事している

方、集落支援員になられた方の２名が室戸に残っていると答弁がありました。 

 次に、同じく２款１項６目19節負担金補助及び交付金の室戸特産品商品化・販売事業費補助

金の成果について質疑があり、執行部から、27年度は特産品開発を行い、ユズ果汁を使用した

商品のほか、海洋深層水を使用したチョコレートなど４件の商品開発を行っている。また、高

知大学のフードビジネスクリエーター人材育成研修事業へ４名の方に参加していただいてお

り、入校料、受講料の補助を行っていると答弁がありました。 

 選挙管理委員会では、２款４項選挙費について、27年度は選挙が２度執行されているが、投

票率はどうであったのか。室戸市は投票率が低いが、普及活動のための予算がとられていない

ように感じる、普及活動は行っているのかと質疑があり、執行部から、27年度に執行された選

挙のうち、県議選の投票率が全体で54.4％、市議選が65.92％であり、23年度執行の同選挙と

比較して数字が落ちている。普及活動については、県の選挙管理委員会が小・中学校や高校で

出前授業や模擬投票などの啓発活動を行っているが、市としては十分な予算が組めていないと

答弁があり、委員から、市においても投票率を上げる努力や気配りをお願いしたいとの意見が

上がりました。 

 総務課関係では、２款１項８目13節の弁護士委託料について、執行内容はどういうものかと

質疑があり、執行部から、羽根小規模工業用地に係る訴訟である。こちらは当初予算で組んだ

委託料で対応しており、その後、もう一件分補正したが、こちらは使用しなかったため、不用

額となっている。弁護士費用は総務課で予算計上するが、訴訟の対応は担当課が行っていると

答弁がありました。 

 消防本部関係では、８款１項３目１節、消防団員報酬について、一般団員の報酬は幾らか、

振り込みはどのような形で行われているのかと質疑があり、執行部から、一般団員の報酬は年

額３万7,000円である。振り込み方法は、まず各分団長が振り込み依頼書を分団員から取りま

とめ、分団長名義の口座へ振り込んだ後、各分団で振り分けていただいている。団員に直接渡

るのが基本であると思うが、分団の希望もあり、団員の皆さんに納得していただいた上でこの

ような形式をとっていると答弁がありました。 

 市民課関係では、４款１項４目15節工事請負費について、約5,000万円が不用額として上が

っているが、これはどのような工事を計画していたものか。また、火葬場建設は事故繰越で工
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期が延びているが、それにより必要経費が当初より増大しているのではないかと質疑があり、

執行部から、5,000万円の不用額は火葬場の造成工事に係る工事費であり、火葬場横の駐車場

や外構、外灯の電気工事を予定していたものである。必要経費の増減については、28年度に工

手や設計を見直したために比較は難しいが、当初より金額は下がっていると答弁がありまし

た。 

 次に、４款１項４目19節、合併処理浄化槽設置整備事業補助金について、予算が不足してい

るように思うが、もっと予算に幅を持たせ、多目に計上することはできないのかと質疑があ

り、執行部から、国や県に補助対象として申請を上げているが、十分な補助金がついていな

い。９月ぐらいに枠がなくなったということもあり、家を新築された方には御迷惑をおかけし

ている。引き続き県とも協議検討を進めていくと答弁がありました。 

 財産管理課関係では、２款１項５目14節、土地借り上げ料について、これはどこの土地を借

り上げたものかと質疑があり、執行部から、旧椎名小学校、愛宕山墓地参道、室戸岬スカイラ

イン上のテレビ塔の土地であり、テレビ塔については市が高岡常会から借り上げ、テレビ高知

に貸し付けしている。なお、これは昨年撤去したため、来年からはなくなる分であると答弁が

ありました。 

 次に、12款１項５目４節、住宅使用料について、２億1,000万円近い滞納があり、内容によ

っては債権管理課に回して裁判、退去という措置をとっていると思うが、目に見える効果は出

ているかと質疑があり、執行部から、平成27年度の収納率は、前年度と比較して滞納分で

0.69％、現年度分で2.27％の増となっており、少ない割合ではあるが、厳しい処分を行うこと

により効果は上がっていると答弁がありました。 

 観光ジオパーク推進課関係では、２款１項13目19節、室戸ジオパーク推進協議会補助金につ

いて、どのような種目を基準として補助しているのかという質疑があり、執行部から、補助金

は専門員の賃金、給与、協議会の活動費が主なものである。専門員が１名ふえたため、前年度

より補助金が大きくなっている。また、賃金については市の職員の基準で出していると答弁が

ありました。 

 次に、６款１項３目13節、室戸岬東海岸ダイビングスポット調査委託料について、どのよう

な調査を行い、どのような結果が出ているかとの質疑があり、執行部から、この調査は県の補

助金を活用し、室戸岬から東の海岸を調査している。魚種や魚の分布について報告を受けてい

ると答弁がありました。 

 学校保育課関係では、歳入、11款２項１目２節、児童福祉費負担金について、前年からの滞

納分が残っており、現年の未済額もその後滞納となると思うが、未収金に対する取り組みはど

のように行っているかと質疑があり、執行部から、以前は保育所のほうでお願いをしていた

が、現在は市が収納業務を行っている。督促状、催告書の送付、電話で対応しており、その電

話の中で子ども手当からの天引きもお願いもしている。なかなか回収できないという現実もあ
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るが、今後も引き続き協力をお願いしていくと答弁がありました。 

 次に、３款２項１目22節、保育所高台移転進入路建物等補償費について、この金額の算出方

法はと質疑があり、執行部から、建物補償費の構成は建物移転料、工作物移転料、移転雑費補

償金、立竹木補償金から成る。建物移転料の中の推定再建築準工事費は、取り壊す古い建物を

現在新築した場合の準工事費になると答弁がありました。 

 債権管理課関係では、歳入、１款２項固定資産税について、不納欠損と収入未済の額が大き

いが、この理由はと質疑があり、執行部から、不納欠損の理由として５年で時効になるものが

延べ204名、560万円と生活状況から執行停止となり、３年で時効になるものが延べ91名、

270万円となっている。５年時効の中で、途中から生活状況による執行停止となった方が59名

である。収入未済については、税務課から督促状を送付し、支払いがない場合は債権管理課か

ら催告書を送付、それでも反応がない場合は財産の差し押さえ等を実施しているが、それでも

4,000万円ほどの収入未済額が発生していると答弁がありました。 

 次に、歳入、19款３項３目、住宅新築資金等貸付金元利収入について、現在は貸し付けはし

ていないと思うが、最後の貸し付けはいつで、償還が終わるのはいつなのかと質疑があり、執

行部から、最後の貸し付けは平成８年であり、償還が終了するのは平成42年であると答弁があ

りました。 

 防災対策課関係では、２款１項14目16節、津波避難路整備用原材料費について、どういう資

財をどのようなところへ出しているのかと質疑があり、執行部から、短距離の避難路や簡単な

補修の場合、工事発注ではなく、業者に依頼して整備していただく際の材料費等であると答弁

がありました。 

 次に、避難路や避難タワー等の整備は行っているが、起震車等を使い、市民に地震の怖さを

体験してもらい、新たに心構えをしていただくような事業はないのかと質疑があり、執行部か

ら、起震車については県が２台保有しており、これを市町村が借りる形になる。小学校につい

ては、市から声かけをして、起震車体験を希望する学校があれば要望を回してもらうようにし

ている。住民向けのものは、自主防災組織から希望があれば市から県に要請するようになる。

今後は、イベント等でも起震車を活用するという提案をしていきたいとの答弁がありました。 

 税務課関係では、市税歳入と賦課徴収率について、以前は申告書を送付していたと思うが、

現在は行っていないのか、広報で申告の日時や場所の周知は図っているが、申告が必要かどう

かの案内はどうしているのかと質疑があり、執行部から、昨年度申告をされた方は大体の方が

ことしも申告してくれる、そういう方は申告がおくれていても減額措置のある国保の期日まで

に完了してくれる方が多い。また、申告がない場合でも、年金支払い報告書等の賦課資料があ

れば、それをもとに賦課をさせていただく。資料も全くない未申告の方に対しては、御案内を

させていただいていると答弁がありました。 

 監査委員事務局関係では、２款６項１目13節、工事監査技術調査業務委託料について、委託
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の基準はどういうものかと質疑があり、執行部から、委託は年２回、１回につき２日かけて行

っている。西日本には委託業者は２社あるが、見積徴収を行い、委託先を決定していると答弁

がありました。 

 次に、ことしの工事監査はどこを実施したのかと質疑があり、執行部から、元防災コミュニ

ティーセンターであると答弁がありました。 

 保健介護課関係では、３款１項１目13節、あったかふれあいセンター事業委託料について、

運営内容やその実績について質疑があり、執行部から、ＮＰＯ法人ぐりーとに委託している。

高知型福祉ということで県が力を入れている事業でもあり、子供、高齢者、障害がある人とな

い人など、誰もが集まることのできる場所をつくるというものである。毎日９時から17時まで

あいており、相談、訪問、集い、送迎などの事業を行っていると答弁がありました。 

 また、３款１項３目20節、障害者自立支援医療費について、どのような疾病が対象か。ま

た、現在給付を受けているのは何名かと質疑があり、執行部から、自立支援医療の大きなもの

は更生医療として心臓手術、透析、育成医療として子供の心臓手術に関するものなどである。

対象者は、去年の実績で透析が83名で年間8,997万5,000円、心臓手術が50名で約3,600万円で

ある。この制度は、普通の生活が送れることを目的とした制度となっていると答弁がありまし

た。 

 人権啓発課関係では、歳入、19款３項１目９節、同和小口資金元利収入の中で不納欠損とな

った15万円について、不納欠損になった理由はと質疑があり、執行部から、借り受け人、保証

人ともに死亡となったケースが不納欠損となっていると答弁がありました。 

 次に、３款１項６目社会福祉施設費について、各館でデイサービス事業を行っているが、こ

れには参加費が必要なのか、必要な場合、それはどこが管理しているのかと質疑があり、執行

部から、デイサービス事業は全ての館で月２回をめどに行っている。参加費は、大谷は行事の

ほかにモーニングのような軽食が出て100円、その他の館は行事と昼食で200円いただいてい

る。いただいた参加費は、即日市の会計へ入金していると答弁がありました。 

 産業振興課・農業委員会事務局関係では、５款２項３目19節の新規製炭者研修支援事業費補

助金について、内容と実績を聞きたいとの質疑があり、執行部から、平成27年度では新しく炭

焼きをされる方７名の研修支援を実施している。研修を受ける本人には月額15万円、指導者を

される方には月額５万円補助をし、２年くらいの研修を経て自立していただく流れとなってい

る。この補助金は、県の補助金も入っており、研修者もＩターン、Ｕターン者を中心に選定し

ていると答弁がありました。 

 次に、５款３項２目16節、放流用稚貝購入費について、トコブシの放流はどの地域に放流し

ているのか。また、購入先と単価は幾らかと質疑があり、執行部から、トコブシは三津、椎

名、高岡、佐喜浜の室戸岬から東のエリアで放流しており、１つの漁協単位で7,000個をめど

に放流している。購入先は徳島の栽培センターで、単価は大体40円くらいである。約３センチ
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くらいのものを放流し、その後３年くらいで収穫できるという考えで行っていると答弁があり

ました。 

 建設土木課関係では、７款１項２目19節、室戸市地籍調査事業費補助金について、この事業

内容について質疑があり、執行部から、芸東森林組合が室戸市の山村部分の地籍調査を行って

おり、今現在、羽根から吉良川にかけてを調査している。この事業の先行事業として、国が山

村境界基本調査を実施しており、その調査の際に定められた基準点を使用することにより、調

査行程が省略でき、費用も抑えることができると答弁がありました。 

 福祉事務所関係では、３款３項２目、生活保護扶助費について、全国的に65歳以上がふえた

と言われるが、27年度の生活保護率58.8パーミルの中でＡケースは何件あるのか。また、医療

扶助単独ケースは何件あるのかと質疑があり、執行部から、全体のケース数が583ケースあ

り、Ａケースは49ケースで8.4％である。医療扶助単独ケースは９ケースで、うち精神疾患が

７ケース、そのほかが２ケースであると答弁がありました。 

 生涯学習課関係では、９款１項５目、奨学資金貸与費について、新規貸付者が７名とのこと

だが、この人数は例年と比較して少ないのか、利用者が減少しているように感じるが、その理

由はとの質疑があり、執行部から、例年と比較して利用者は減少しており、年々申込者数は減

少傾向にある。理由としては、人口減、生徒数減によるものと考えられると答弁がありまし

た。 

 次に、９款４項１目19節、文化財展示事業費補助金について、補助を行った相手先と決算報

告等の予算の使用報告はあったのか、補助金なのに細かい金額が上がっているのはなぜかとい

う質疑があり、執行部から、補助の相手先は文化財展実行委員会という委員会組織である。予

算の使用は決算報告書、実績報告書として上がっている。細かい金額が上がっているのは、相

手方に事業計画書を提出していただき、それに基づいて概算交付を行う。その後、実績を精査

し、残額は返還するという形をとっているためであると答弁がありました。 

 会計課については、別段の質疑はありませんでしたので、省略いたします。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定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４、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から認定第８号平成27年度室戸市水道事業会計決算の認定
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についてまで、以上７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から認定第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ま

で、以上７件につきましては、９月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、10月28日に委員会を開き、執行部の出席を求め、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、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

であります。 

 本決算は、歳入総額34億1,693万1,482円に対し、歳出総額38億7,554万4,268円で、歳入歳出

差し引き額４億5,861万2,786円の不足が生じ、このため同額を翌年度歳入から繰上充用されて

いるものであります。 

 執行部の説明の後、委員から、赤字解消の具体的な方法と、保険料の金額の算定基準の中

で、固定資産税の資産割は二重課税ではないかという問題はどうなっているのかと質疑があ

り、執行部から、平成28年度から32年度までの５年間の赤字解消基本計画を県に提出してお

り、その中での考え方は、平成30年度に県下統一になるという方向で進んでいるが、県に納め

る納付金の額がまだ示されていないため、納付金額確定を前提として今の解消計画では５年間

で保険税を一定上げていくという方法と、一般会計からも一定の繰入金を出すという２つの方

法によって５年間で解消していくという大きな方向は見えている。また、固定資産税割につい

ても、平成30年度の県下統一に向けて国保税の改正は必要になるので、その時点で固定資産税

の割合をもう一度協議をしていくと答弁がありました。 

 次に、委員から、平成30年を目途に県下統一になるとのことだが、その中でこれ以上被保険

者に負担をかけない方法は何があるのか。また、県下統一になるときに室戸市の赤字を持ち込

めるのかと質疑があり、執行部から、一般会計の繰出金を多目に出して、国保税の改正による

上げ幅を小さくしていくのが一番の方法であるということは全国的にも同じである。また、県

下統一になる前の赤字については、それぞれの市町村が運営をしてきた中での赤字額なので、

自主的に赤字解消計画を作成して、それぞれ解消していくことが国・県からはっきり示されて

いると答弁がありました。 

 次に、委員から、後期高齢者支援繰入金が減額になった理由は何かと質疑があり、執行部か

ら、後期高齢者支援繰入金というのは、後期会計に国保会計から支援金を出さなければならな
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いが、その金額に不足分があるということで、不足分を国保会計に対して一般会計から支出し

ているものであり、平成24年度は20年度と21年度の２年間分を、平成25年度は22年度と23年度

の２年間分をというように、２年間分ずつ６年間繰り入れをしている。しかし、27年度につい

ては、26年度１年分の精算しか繰り入れができないので１年分となり、それが減額の主な理由

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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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

ついてであります。 

 本決算は、歳入歳出総額ともに509万7,423円であります。 

 執行部の説明の後、委員から、介護認定審査会が年間52回開かれたということだが、１回の

平均参加人数は何名かと質疑があり、執行部から、１回平均4.6名の参加で、出席率は93.4％

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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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であ

ります。 

 本決算は、歳入総額20億8,228万4,886円に対し、歳出総額20億7,059万4,955円であり、翌年

度繰越額は1,168万9,931円であります。 

 執行部の説明の後、委員から、保険料の不納欠損の主な理由は何かと質疑があり、執行部か

ら、主な理由は低収入、無年金、死亡などであると答弁がありました。 

 次に、委員から、介護保険料が高いという声はないか。また、他市と比較して保険料はどう

かと質疑があり、執行部から、保険料については具体的には所得に応じて細かく設定されてい

る。低所得の方については、国・県、市の公費による軽減措置で考慮されている。また、基準

額で見た場合の保険料は県内11市中、室戸市は安芸市に次いで２番目に高くなっていると答弁

がありました。 

 次に、委員から、システム関係の委託は毎年必要なのかと質疑があり、執行部から、介護保

険システムは介護保険法の改正があれば改修の必要がある。適正化支援システムについては、

定期的に介護保険料の請求などが適正にされているかのチェックをするシステムなので、毎年

必要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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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

てであります。 

 本決算は、歳入歳出総額ともに6,233万8,241円であります。 

 執行部の説明の後、委員から、海洋深層水及び関連商品ＰＲ事業負担金の内容はと質疑があ

り、執行部から、海洋深層水の商品ＰＲということで、主にイベントで飲用水関係を中心にＰ
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Ｒを行うための負担である。内容は、パンフレットや会場の旗をつくるためなどの経費となっ

ていると答弁がありました。 

 次に、委員から、25節積立金が少ないが、給水事業の売り上げが減っているためかと質疑が

あり、執行部から、積立金の4,000円については基金への利子の積み立てである。平成20年度

までは毎年1,000万円近い金額を積み立てできていたが、平成21年度から現在に至るまでの積

立金は利子ぐらいしか計上できない運営状況が続いていると答弁がありました。 

 次に、委員から、深層水という課がなくなったということもあり、市も深層水事業に力を入

れなくなったのではないかという企業経営者の声も聞くが、この苦しい経営内容を脱皮するた

めには何か起爆剤のようなものが必要ではないかと思うがという質疑があり、執行部から、起

爆剤的な取り組みが必要であることは認識をしている。現状の取り組みとしては、昨年度から

高知大学と連携をして腸内環境を中心に深層水を飲んでどれだけ健康になるかという分析を行

っている。深層水の効果が医学的に説明ができれば、需要拡大が期待をできると考えていると

答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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

の認定についてであります。 

 本決算は、歳入歳出総額ともに82万1,965円であります。 

 執行部の説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は認定すべきものと決しま

した。 

 次に、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

てであります。 

 本決算は、歳入総額２億5,199万7,269円に対し、歳出総額２億4,284万1,340円であり、翌年

度繰越額は915万5,929円であります。 

 執行部の説明の後、委員から、後期高齢者医療保険料は年金からの天引きとなっていると思

うが、不納欠損と収入未済額の主な原因は何か。また、自己負担割合の所得基準についてはど

うかと質疑があり、執行部から、年金天引きは基本的に特別徴収なので100％徴収で、収入未

済額として残っているのは納入通知書による普通徴収である。自己負担は原則１割で、課税所

得が145万円以上の加入者がいる世帯は３割となっていると答弁がありました。 

 次に、委員から、ますます高齢化率が高くなっている中での見通しと対策はどうかと質疑が

あり、執行部から、確かに後期高齢者の数は年々ふえているが、会計の収支は県下統一の保険

料を連合へ支払うようになっているので、この会計で赤字が出てくることは基本的にはないと

思う。高齢者の数がふえれば、保険料を県下一体で上げていくという形で広域連合が判断して

いくことになると思うと答弁がありました。 

 次に、委員から、年金受給者は年金から保険料を天引きされていると思うが、それにより生
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活が困窮するという声を聞く、その対策はどうかと質疑があり、執行部から、年金額が18万円

以上の方は年金天引きになる。支払うべき保険料が２分の１を超える方は天引きをしないと答

弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 平成27年度の給水状況は、給水人口１万3,448人、給水栓数7,913栓、年間総有収水量171万

6,394立方メートルで、前年度比で給水人口309人減、給水栓数は119栓減、年間総有収水量は

3,546立方メートルの減であります。 

 施設整備につきましては、主なものとして、原池水源地非常用発電機設置工事、羽根簡易水

道配水管布設がえ工事、佐喜浜簡易水道配水管布設工事などを施工しております。 

 経営状況でありますが、収益的収支の状況は、収入３億1,001万8,363円に対し、支出は２億

4,876万3,523円で、当年度の未処分利益剰余金は6,125万4,840円であります。 

 執行部の説明の後、委員から、年間有収水量率が低くないかと質疑があり、執行部から、平

成27年度の有収率は74.74％で、前年度と比較をして0.2ポイント低下している。有収率が低下

をしている原因としては、老朽化による漏水が考えられる。本市の水道管の多くは昭和40年代

から50年代に整備をされており、対策としては専門業者による漏水調査を行い、漏水箇所を特

定した上で水道管の修繕を行っていく必要があると考えている。昨年度は市内５カ所で漏水調

査を実施し対応してきたが、今年度以降も継続し、有収率の向上に努めていく。また、水道管

を含む水道施設の老朽対策についても、整備計画を立てた上で計画的に取り組んでいく必要が

あると考えていると答弁がありました。 

 次に、委員から、市内で石綿管の区間が残っていると思うが、それは年次計画で取り組むよ

うにしているのかと質疑があり、執行部から、今年度作成中の事業計画に準じて対応していき

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、本案は認定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21分 休憩 

            午前11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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第５、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについて及び日程第６、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

てまで、以上２件を一括議題といたします。 

 本案につきましては、いずれも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

６、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まで、以上23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。 

            〔「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６、諮問第２号まで、以上23件について討論

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号室戸市職員の退職手当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２号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第４号室戸市税条例等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。 
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            〔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11号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

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〕 
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○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号室戸市国民健康保険税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５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〕 
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○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、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第１号は認定されました。 

 次に、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

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第２号は認定されました。 

 次に、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

ついてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第３号は認定されました。 

 次に、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採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第４号は認定されました。 

 次に、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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第５号は認定されました。 

 次に、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

の認定についてを採決いたします。 



－121－ 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第６号は認定されました。 

 次に、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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第７号は認定されました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第８号は認定されました。 

 次に、日程第５、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。 

 人権擁護委員に吉田久美氏を推薦することに御異議のない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、人権擁護委員に吉田久美氏を推薦す

ることと決しました。 

 次に、日程第６、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。 

 人権擁護委員に小 隆元氏を推薦することに御異議のない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、人権擁護委員に小 隆元氏を推薦す

ることと決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第７、意見書案第１号参議院議員選挙における合区の解

消に関す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。 
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 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、本案については議員全員が提出者、賛成者となっておりますので、質疑及び討論につ

いては、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７、意見書案第１号参議院議員選挙における合区の解消に関す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） 次に、日程第８、意見書案第２号地方議会議員の厚生年金への加入

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２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、本案については議員全員が提出者、賛成者となっておりますので、質疑及び討論につ

いては、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８、意見書案第２号地方議会議員の厚生年金への加入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２号は原案のとおり可決
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されました。 

 なお、本日配付させていただきました平成27年度の教育に関する事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、

12月14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12月第６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。 

            午前11時46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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