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平成２６年３月第２回室戸市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．日 時  平成２６年３月７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 北 岡 幸 男    ２番 亀 井 賢 夫    ３番 柳 原 只 雄 

  ４番 小 椋 利 廣    ５番 脇 本 健 樹    ６番 久 保 八太雄 

  ７番 上 野 祥 司    ８番 濱 口 太 作    ９番 米 澤 善 吾 

  10番 山 本 賢 誓    11番 堺   喜久美    12番 町 田 又 一 

  13番 林   竹 松    14番 山 下 浩 平 

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  上 松 一 喜 

  事務局次長兼班長  長 崎 潤 子 

  議 事 班 主 任  武 井 美 冬 

  議 事 班 主 事  中 川 恭 輔 

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  萩 野 義 興 

  滞納整理課長  西 村 城 人     財産管理課長  谷 口 稀 稔 

  税 務 課 長  長谷川 貞 彦     市 民 課 長  川 上 建 司 

  保健介護課長  日 垣 龍 二     人権啓発課長  松 本 大 成 

  農林水産課長併農業委員会事務局長  岡 本 秀 彦     建 設 課 長  大 影 伊津夫 

  商工観光深層水課長  中 西 政 夫     ジオパーク推進課長  和 田 庫 治 

  会計管理者兼会計課長  池 内 秒枝子     福祉事務所長  黒 岩 道 宏 

  教  育  長  谷 村 幸 利     教育次長兼生涯学習課長  山 本   勉 

  学校保育課長  中 屋 秀 志     水 道 局 長  久 保 一 彦 

  消  防  長  久 保 重 章     監査委員事務局長  中 山 一 彦 

７．議事日程        

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議案第１号 財産の処分について 

  日程第４ 議案第２号 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例

の一部改正について 
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  日程第５ 議案第３号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

  日程第６ 議案第４号 室戸市特別会計条例の一部改正について 

  日程第７ 議案第５号 室戸市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に

ついて 

  日程第８ 議案第６号 室戸市分担金徴収条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第７号 室戸市社会教育委員の定数及び任期等に関する条例の一部改正に

ついて 

  日程第10 議案第８号 室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について 

  日程第11 議案第９号 室戸市すこやか子育て祝金支給条例の制定について 

  日程第12 議案第10号 室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第13 議案第11号 室戸市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について 

  日程第14 議案第12号 室戸市消防手数料徴収条例の一部改正について 

  日程第15 議案第13号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

  日程第16 議案第14号 平成25年度室戸市一般会計第６回補正予算について 

  日程第17 議案第15号 平成25年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４回補正予算につ

いて 

  日程第18 議案第16号 平成25年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算について 

  日程第19 議案第17号 平成25年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第２回補正予算に

ついて 

  日程第20 議案第18号 平成26年度室戸市一般会計予算について 

  日程第21 議案第19号 平成26年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第22 議案第20号 平成26年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について 

  日程第23 議案第21号 平成26年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

  日程第24 議案第22号 平成26年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 

  日程第25 議案第23号 平成26年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計予算

について 

  日程第26 議案第24号 平成26年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  日程第27 議案第25号 平成26年度室戸市水道事業会計予算について 

  日程第28 議案第26号 室戸勤労者体育センターにおける指定管理者の指定について 

  日程第29 議案第27号 農林水産関係施設の指定管理者の指定について 

  日程第30 議案第28号 水産関係施設の指定管理者の指定について 

  日程第31 議案第29号 室戸市バイクライダー交流宿泊施設における指定管理者の指定に

ついて 
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  日程第32 議案第30号 字の区域の変更について 

  日程第33 議案第31号 市道路線の変更について 

  日程第34 議案第32号 損害賠償額の決定及び和解することについて 

  日程第35 議案第33号 安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部変更につい

て 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第35まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開会、開議 

○議長（山下浩平君） おはようございます。 

 ただいまから平成26年３月第２回室戸市議会定例会を開会いたします。 

 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。上松議会事務局長。 

○議会事務局長（上松一喜君） 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14名全員の出席でございます。 

 次に、12月定例会以降、閉会中の主な議会活動について御報告をいたします。 

 １月６日、議会だより編集のため、議会運営委員会が開催されました。 

 １月９日、議員定数調査検討特別委員会が開催されました。 

 １月11日、消防出初め式に議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 １月12日、成人式に議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 １月28日、栃木県佐野市議会会派政風会が行政視察のため本市を訪れました。 

 ２月２日、春の観光開きが開催され、議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 ２月５日、全国議長会第96回評議委員会が東京で開催され、議長が出席をいたしました。 

 ２月６日、平成25年度議会広報研修会が高知市で開催され、関係議員が出席をいたしまし

た。 

 ２月13日、議員定数調査検討特別委員会が開催されました。 

 ２月18日、名誉市民故井上豊治お別れの会が大阪で開催され、正副議長が出席をいたしまし

た。 

 ２月25日、安芸広域市町村圏事務組合議会定例会が安芸市で開催され、議長が出席をいたし

ました。 

 同じく25日、高知県東部地域博覧会推進協議会総会が芸西村で開催され、議長が出席をいた

しました。 

 ２月27日、芸東衛生組合議会定例会が開催され、議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 ３月４日、３月定例会の会期及び日程等の協議のため、議会運営委員会が開催されました。 

 ３月５日、議員定数調査検討特別委員会が開催されました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。米澤議会運営委員会

委員長。 

（議会運営委員会委員長報告） 

○議会運営委員会委員長（米澤善吾君） 平成26年３月第２回室戸市議会定例会を開会するに

当たり、議会運営委員会委員長報告を行います。 
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 ３月４日午後２時から、議長出席のもと議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありまし

た会期及び日程等についての協議を行いました。 

 今期定例会に提案されております案件は、付議事件33件、うち条例関係12件、予算関係

12件、その他の件９件となっております。 

 今議会の一般質問者は６名であり、その質問内容はお手元に配付の一般質問順序表のとおり

でございます。 

 会期につきましては、お手元に配付の会期及び日程表のとおり、本日３月７日から３月24日

までの18日間とすることに決定いたしました。 

 会議時間につきましては、議事の進行状況によりまして時間延長もあり得ますので、それぞ

れの日程の消化につきましては、議員各位の御協力をお願いいたします。 

 次に、お手元に配付してあります陳情書、要望書の一覧表につきましては、原本の写しを議

会控室に準備してあります。趣旨に賛同される議員がおいでましたら、申し出てください。 

 次に、市長から、議案第１号財産の処分につきまして、本日審議してほしいとの申し出があ

り、その取り扱いにつきまして協議した結果、本日、委員会付託を省略し、質疑、討論、採決

を行うことと決定いたしました。 

 次に、室戸市議会委員会条例の一部改正につきましては、室戸市課設置条例の一部改正に伴

うものであり、議会運営委員会で本会議に提案いたすことに決定いたしておりますので、議員

各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

 最後に、各常任委員会委員の選任につきましては、引き続きの選任となりますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上、議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において小椋利廣君及び亀井賢夫君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日７日から３月24日までの

18日間と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（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定をいたしまし

た。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第３、議案第１号財産の処分についてから日程第35、議案

第33号安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部変更についてまで、以上33件を一

括議題といたします。 

 ここで市長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 

 引き続いて、施政方針、専決処分等の報告並びに提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） おはようございます。 

 本日、平成26年３月第２回室戸市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれ

ましては、御多用の中、御出席をいただきましてありがとうございます。 

 それではまず、行政報告をさせていただきます。 

 まず１つ目でございますが、選択無形民俗文化財についてでございます。 

 平成26年１月、国の文化審議会において、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財と

して、吉良川御田八幡宮神祭のお舟、花台行事が指定をされるよう答申をされたところでござ

います。この行事は、毎年10月、御田八幡宮の神祭で営まれているもので、手づくりをした花

を飾った花台とお舟が地域をめぐるとともに、夜は境内でちょうちんをともした花台を担ぎ上

げ、ゆっくりと回す笹舞と勢いよく回すチョーサイ舞が奉納をされているものでございます。

国選択の民俗文化財といたしましては、当市では吉良川の御田舞、シットロト踊り、佐喜浜に

わか、義長神社の大祭がありますが、これに続く５件目となります。今後、これらの伝統文化

を大切にするとともに、記録を保存するなど、大事にしていかなければならないと考えており

ます。 

 次に、損害賠償請求訴訟の結果についてでございます。 

 平成25年６月議会の行政報告で申し上げたところでございますが、佐喜浜根丸地区の飲料水

供給施設に関するもので、原告竹島貢氏より、室戸市及び指定管理者である根丸常会を被告と

した損害賠償請求事件であります。この件につきましては、平成23年１月12日に、くみ上げポ

ンプの故障等により、高い塩素濃度の水が排水され、それによって健康被害を受けたとして

1,388万870円を支払えとの訴えでございました。顧問弁護士の下元敏春先生と協議の上、応訴

し、裁判により市の管理の正当性などについて主張をしてきたところでございます。これまで

４回の公判を経て主張してきた結果、今般、市への訴えは取り下げられ、また原告竹島貢氏と

根丸常会との間では和解が成立したものでございます。当該施設につきましては、再発防止の

ため、施設の改修を行ってきたところでございますが、今後とも運営管理や安全対策などにつ

きまして、指定管理者として連携をし、適切な取り扱いに努めてまいります。 

 次に、台湾行政報告についてでございます。 

 さきの２月13日から４日間、海外出張で台湾に行ってまいりました。高知県から岩城副知

事、久保観光振興部長、県議会議員５名などの方々による訪問団に参加をしたものでございま



－35－ 

す。 

 まず、台湾の自転車メーカージャイアント社を訪問、劉会長さんほかと意見交換ができまし

た。 

 次に、台湾最大のイベントであるランタンフェスティバルが南投県で開催をされておりまし

て、その祭りでは、高知県から旭食品とほにやの方々がよさこい踊りを披露をしたところであ

ります。昼から夜の花火までのイベントがあり、会場のイルミネーションや展示物は、巨大な

ものでございます。 

 そして、南投県庁を訪問し、陳副県長、王観光所長などにお会いをいたしました。また、旅

行社の何社長さんほか多くの旅行社の方々に面会をし、当市の観光施設などをＰＲをしてきた

ところでございます。 

 また、台北に移動し、野柳地質公園を視察するとともに、陳観光局所長、楊総経理、台湾大

学林教授ほかと意見交換ができました。ここは、海岸に突出した岬で、奇岩のある景勝地でご

ざいます。近くに水族館もあり、観光バス50台以上が並んでいるという桁違いの観光地となっ

ているところでございます。ここも数年前よりジオパークの取り組みが進んでいるところでご

ざいます。この４月には、野柳地質公園の関係者が当市に来ていただけることとなったところ

でございます。今後とも、交流を深めてまいりたいと考えております。 

 次に、施政方針について申し上げます。 

 初めに、国内情勢におきましては、第２次安倍内閣が誕生し、１年余りが経過したところで

ありますが、アベノミクス効果により、長年続いたデフレ経済を脱却しつつあり、緩やかでは

ありますが、景気回復の兆しが見え始めております。また、昨年中には、2020年東京オリンピ

ック、パラリンピックの開催が決定し、今後の日本経済にとって明るい話題が続いたところで

ございます。しかし、大規模な財政支出や金融緩和で支えられた景気回復は、世界経済の動き

次第では、一気に冷え込んでしまうのではないかと危惧をいたしております。また、４月から

の消費税率引き上げによる家計負担は、重いものとなります。安倍内閣には、都市部だけでは

なく、地方でも景気の回復が実感できるとともに、真の景気回復、安定的な経済成長を軌道に

乗せるような施策を期待をしているところであります。 

 また、県におきましては、経済の活性化や南海トラフ地震対策の抜本強化など、５つの基本

政策に加え、中山間対策などを重点事業とした予算編成となっております。 

 こうした状況の中、本市の財政状況につきましては、平成24年度普通会計決算の財政健全化

法に基づく財政指標は、全て早期健全化基準を下回っておりますが、県内で唯一、連結実質収

支が赤字の団体となっており、国民健康保険事業特別会計の累積赤字の解消など、引き続き財

政の健全化に取り組んでいかなければならないと考えております。 

 本年度の当初予算につきましては、１、行財政の健全化、２、産業の振興、３、保育・教育

の充実、４、保健・福祉サービスの充実、５、市民の生活・環境を守るまちづくり、６、防災
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対策の推進を重要事項とするとともに、財源の確保、歳出の削減による予算編成を行ってまい

りました。しかしながら、歳入においては、人口減による市税等の減に加え、歳出において

は、ジオパーク拠点施設整備事業、火葬場新設事業、津波避難タワー等の防災対策事業、社会

資本整備交付金事業による道路新設・改良事業等の継続事業に加え、新規事業として、西部学

校給食センター整備事業、消防デジタル無線整備事業、キラメッセ加工場整備事業等の大規模

事業が予定されているところであり、前年度に引き続き、減債基金を取り崩す予算となってお

ります。 

 次に、平成26年度の主な施策について申し上げます。 

 まず、行財政改革についてであります。 

 特別会計の健全化への取り組みとしましては、引き続き国民健康保険事業特別会計の累積赤

字の解消を図るため、国保税の徴収強化等の歳入確保とともに、医療費の抑制対策等の歳出削

減に努め、加えて一般会計からの支援を継続し、健全化に取り組んでまいります。 

 また、市税等の収納率向上対策につきましては、さらなる収納対策の強化により、負担の公

平性の確保を図るとともに、財源の確保に努めてまいります。 

 市役所の組織につきましては、防災対策事業の推進体制強化及び事業のさらなる加速化を図

るため、防災対策課を新設いたします。 

 また、昨年度に導入した基幹業務システムの運用開始にあわせ、本年度から市民税などの納

付回数をふやし、支払いの負担感軽減を図るとともに、さらなる行政サービスの向上に努めて

まいります。 

 室戸市人材育成基本方針に基づいた人事評価制度を導入し、職員の能力開発や人材育成及び

組織の活性化を図るとともに、評価を勤勉手当へ反映させることにより、職員のモチベーショ

ン向上につなげてまいります。 

 次に、商工観光深層水及び企業誘致、雇用対策についてであります。 

 平成25年の観光入り込み客数は、県外観光客の減少に伴い、前年に比べ１万2,000人減の

51万9,000人となっておりますが、前年に引き続き、50万人台と高い水準を維持しておりま

す。今後におきましては、関係機関などと連携しながら、室戸阿南海岸国定公園指定50周年記

念事業や東部地域博覧会への取り組みを初めとする地域観光資源の磨き上げを図り、交流人口

の拡大に努めてまいります。 

 商工関係につきましては、引き続きプレミア付き地域振興券発行事業や市内の特定中小企業

者が受ける融資に係る保証料への補給に取り組み、地域経済の活性化に努めてまいります。 

 海洋深層水事業につきましては、平成24年度における海洋深層水関連商品の売上高が増加し

ておりますので、今後におきましても、関係機関や関係団体などと連携を図りながら、海草、

アワビの養殖事業など、海洋深層水の利活用に努め、ブランド化を進めてまいります。 

 雇用事業につきましては、ふるさと雇用事業が最終年度となりますが、事業の目的でありま
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す継続的な雇用の創出につながるよう、取り組んでまいります。 

 企業誘致につきましては、羽根小規模工業用地の開発により、市内企業の流出を防ぐことが

できましたが、今後におきましても、市内企業の支援等に加え、市外企業の誘致に努めてまい

ります。 

 次に、農林水産関係についてであります。 

 農業におきましては、引き続き環境保全型農業推進事業による安心安全な作物の生産体制の

確立や農作物の生育に欠かせない水利条件の整備として、ため池やかんがい排水事業等を実施

し、水資源や農村環境の保全と質的向上に努めてまいります。 

 また、販売力の強化による産業振興を図るため、キラメッセ室戸の加工場整備事業などに取

り組んでまいります。 

 林業におきましては、地域林業総合支援事業や緊急間伐総合支援事業等を推進し、林道整備

や森林の地籍調査等を進めてまいります。 

 また、林業振興の一環として、新たに企業と地域が協働して、森林の再生と交流の促進を図

る協働の森づくり事業に取り組んでまいります。 

 また、土佐備長炭の生産・販売体制の強化を図るため、土佐備長炭振興計画を策定し、取り

組みを進めてまいります。 

 農林作物に対する鳥獣被害防止対策といたしましては、これまで実施してきた有害鳥獣の駆

除計画数を拡大するとともに、新たな取り組みとして、狩猟者の免許取得等に係る費用の一部

助成や防護ネットや捕獲おりの購入に対する補助を行い、鳥獣被害防止対策を推進してまいり

ます。 

 水産業におきましては、引き続き高知大学との連携事業によるアワビ、トコブシの種苗生産

や養殖研究事業を実施するとともに、新たにマグロの水揚げに対する奨励金を交付し、室戸市

内でのマグロ水揚げを促進してまいります。 

 第１次産業の後継者対策につきましては、引き続き新規就農者支援事業、新規製炭者研修支

援事業、新規漁業就業者生活支援事業に取り組んでまいります。 

 次に、建設関係についてであります。 

 国道及び県道の整備や室津避難港、佐喜浜港の早期整備を引き続き関係機関へ要望してまい

ります。 

 市道整備につきましては、継続事業として、市道北生線などの道路改良や待避所整備事業を

行うとともに、新規事業として、向江自然の家線の道路改良や橋りょう改良事業として両栄橋

の改良など、市民生活に密着した整備に努めてまいります。 

 また、地籍調査につきましては、椎名地区に引き続き、三津地区において事業を進めてまい

ります。 

 次に、防災関係についてであります。 
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 高知県の南海トラフ巨大地震の被害想定によりますと、本市の地震による死者数は、人口の

21.7％に当たる3,800人と予測されております。また、一方では、避難施設の整備や住宅の耐

震化などの対策を進めることにより、被害を大幅に軽減できるとの推計が発表されておりま

す。昨年11月には、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が成立した

こともあり、防災対策事業のさらなる加速化を図ることが重要であります。４月より防災対策

課を新設し、津波避難路や避難タワー、避難誘導標識など、避難施設の整備や住宅耐震化への

支援、備蓄品の確保等、一層の防災対策事業を推進してまいります。 

 また、自主防災組織や防災士の育成、それぞれの地域の現状に即した実践的な防災訓練の実

施など、地域の防災力を高めるための取り組みを行います。 

 さらに、災害時要配慮者対策として、要援護者台帳策定業務を現行の保健介護課から防災対

策課に移管し、関係団体などとさらなる連携を図りながら、台帳を活用した支援対策に取り組

みます。 

 また、災害発生時において、一般の避難所では生活が困難である要支援者が安心して生活が

できる体制を整備をした福祉避難所の指定や必要な物資、機材の備蓄等に取り組んでまいりま

す。 

 本年度完成しました防災行政無線につきましては、気象情報や災害情報などを迅速かつ正確

に伝達し、災害から住民の生命と財産を守るために適切な運用を行ってまいります。 

 次に、福祉関係についてであります。 

 地域福祉の推進につきましては、常会単位での住民同士の支え合いの仕組みづくりについ

て、モデル地区を選定し、実践するとともに、県のあったかふれあいセンター事業を導入し、

閉じこもりがちな障害者や高齢者などを対象とした集いの拠点を市中心部に設け、送迎を行う

ことにり、市全域を対象とした誰もが気軽に集まることのできる居場所とし、あわせて参加者

の相談支援や訪問見守り活動の実施などにより、誰もが地域で安心して暮らせるまちづくりの

実現に努めてまいります。 

 生活保護につきましては、訪問調査活動による生活実態の把握を徹底し、必要な指導、指示

の実施、就労支援員、援助困難ケース対策職員の有効活用により、一層の適正化を推進してま

いります。また、生活保護に至る前の段階での自立支援策の強化を図るため、国のモデル事業

として、相談支援員等による自立相談支援事業や就労準備支援を行うとともに、被保護世帯を

含む困窮世帯等の中学生に対する学習支援を行い、将来の自立を支援してまいります。 

 少子化対策、子育て支援としまして、新たにすこやか子育て祝金を支給するとともに、これ

まで段階的に対象を拡大してきた乳幼児等医療費の助成につきましては、新たに就学前の幼児

に係る所得制限、助成制限を撤廃し、自己負担額全額を助成いたします。次年度以降につきま

しても、順次小学生、中学生と拡大をしてまいります。 

 多子世帯の保育料軽減事業や親子ふれあい広場につきましても、継続することにより、子育
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て世帯の経済的負担軽減や育児不安の解消を図ります。 

 障害福祉につきましては、第４期室戸市障害者計画の策定に取り組むとともに、障害者の地

域生活を支援するため、障害者相談支援事業などを継続し、障害福祉サービスの充実に取り組

んでまいります。 

 次に、健康づくりについてであります。 

 厚生労働省発表による市町村別平均寿命について、前回調査では、男性、女性とも高知県内

で最下位でしたが、平成22年度の最新調査では、男女とも順位を上げることができました。今

後におきましても、さらなる平均寿命の延伸や健康長寿のまちづくりを推進するため、特定健

診や各種検診の受診率向上、シレストむろとを利用した水中運動等による生活習慣病予防事業

を継続していくとともに、平成23年度より始まりました室戸健康大学の共催など、健康教育の

充実を行い、市民の健康増進に引き続き取り組んでまいります。 

 また、新しく健康相談事業の一環といたしまして、24時間電話で健康や医療についての相談

ができる電話健康相談事業を実施します。 

 中山間高齢者福祉サービスについては、昨年度より実施している外出支援及び買い物支援サ

ービスの定着及び拡大に取り組んでまいります。 

 また、住みなれた地域で高齢者の方々が健康で生きがいを持ち、安心して元気に暮らしてい

ただくため、老人クラブやシルバー人材センターなどの支援を行ってまいります。 

 介護保険事業につきましては、第６期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の策定に取り

組むとともに、要介護状態になっても住みなれた地域で生きがいを持って暮らしていけるよ

う、取り組んでまいります。 

 次に、教育行政についてでございます。 

 児童・生徒の学力・体力・徳力の向上を図るため、室戸市教育振興基本計画を策定しました

ので、その計画に基づき、教育アクションプラン事業などをさらに推進をしてまいります。 

 また、社会問題化しておりますいじめ対策につきましては、室戸市いじめ防止基本方針に基

づき未然防止に努めるとともに、不登校や暴力行為についても、適切に対応してまいります。 

 施設整備につきましては、学校施設の耐震化に引き続き取り組むとともに、市西部地区の長

年の悲願であります西部学校給食センターの建設に取りかかり、学校給食の未実施校の解消及

び食育の推進を図ります。 

 また、今年度は、全国中学校体育大会が四国で開催され、高知県内におきましても、水泳、

サッカー、バレー、剣道が予定をされております。今後とも、放課後子ども推進事業などによ

り、心身ともに健やかな子どもの健全育成を目指して、学校、家庭、地域が一体となった取り

組みを進めてまいります。 

 生涯学習につきましては、市民一人一人がいつでも、だれでも、どこでも学べるよう、公民

館や図書館などを通じて、学習機会を提供します。 
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 生涯スポーツの推進については、幅広い年代を対象とした各種スポーツ大会、レクリエーシ

ョン等の事業の拡充と指導者を養成し、総合型地域スポーツクラブの充実を図ります。 

 また、スポーツ合宿等の誘致を図るため、室戸中央公園グラウンドに照明等の施設整備を行

うとともに、スポーツ少年団や大学などへ誘致活動を進めてまいります。 

 文化財につきましては、貴重な文化財の保存、伝承に努め、室戸市文化財保存管理活用計画

により、文化財の調査、活用を図ります。 

 また、吉良川まちなみ館が完成しましたので、吉良川の歴史や文化を情報発信するととも

に、地域の活性化や交流人口の拡大につなげてまいります。 

 次に、人権対策についてであります。 

 これまでの人権問題への取り組みにより、人権に対する意識は、高まってきていると考えま

すが、今なお誤った知識や偏見による差別やインターネットなどによる新たな人権侵害も起き

ています。これらの問題解決に向け、室戸市人権施策基本方針を踏まえて、同和問題、女性、

子ども、高齢者、障がい者などのあらゆる差別の解消に向けて人権啓発を推進し、人権が尊重

される地域社会づくりに取り組んでまいります。 

 また、各種審議会、委員会における女性委員の積極的な登用を図り、男女共同参画の社会づ

くりに努めてまいります。 

 市民館の運営につきましては、地域に根差した人権啓発事業を展開するとともに、地域のコ

ミュニティーセンターとしてデイサービスや世代間交流事業などの内容の充実に努めてまいり

ます。 

 また、市民館の耐震化につきましては、市内６館のうち３館の耐震改修が完了しましたが、

残りの３館につきましても、老朽化が著しいため、本年度は行当市民館の改修及び耐震補強を

行うとともに、順次改修を進めてまいります。 

 次に、環境対策についてであります。 

 室戸市環境基本計画に基づき、自然環境の保全と創造、資源循環型社会の構想、廃棄物の適

正処理の推進を図るため、地域・家庭・学校・企業などと連携して資源の有効活用、廃棄物処

理に係るコスト削減、ごみの減量化に取り組んでまいります。 

 また、生活排水処理のため、継続して合併浄化槽設置事業を推進し、生活排水の水質改善を

行い、河川や海の水質保全に努めてまいります。 

 さらに、増税前の駆け込み購入に伴う家電製品等の不法投棄の増加が懸念されますので、引

き続き監視パトロールを強化するとともに、環境意識の啓発に努めてまいります。 

 水道未給水地域につきましては、生活環境施設整備事業を推進し、衛生的な飲料水が安定供

給できるよう取り組んでまいります。 

 また、既存施設の老朽化に伴い、建てかえ工事中の火葬場につきましては、早期の完成に努

めてまいります。 
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 し尿処理施設につきまして、施設の老朽化による改修が必要となっておりますが、経費の節

減を図るため、東洋町の施設と統合した施設として、室戸清浄園の整備を進めてまいります。 

 次に、その他の主な事業についてでございます。 

 室戸ジオパークにつきましては、まちづくりや産業の振興を大きな柱とする３カ年の実行計

画に基づいて取り組みを進めております。これまでジオツーリズムの確立に向けたおさんぽツ

アーの実施やガイド養成講座による人材育成などに取り組んでおります。ジオパーク拠点施設

につきましては、旧学校施設の改修工事を行っていますが、今後展示内容や駐車場等の整備を

行い、早期の完成を目指してまいります。 

 また、韓国の済州島で開催されたアジア太平洋ジオパークネットワーク会議では、室戸ジオ

パークの取り組みをアピールするとともに、マレーシアなど他のジオパーク地域の方々とも交

流や情報交換ができました。こうした取り組みを重ね、日本ジオパークの再認定に取り組んで

まいります。 

 移住促進事業につきましては、元、吉良川の移住体験住宅に加え、新たに佐喜浜町に移住体

験住宅を整備するとともに、移住促進相談員と地域の移住サポーターとの連携による情報収集

や空き家確保など、積極的な移住促進に努めてまいります。 

 集落の維持、再生事業につきましては、地域おこし協力隊を増員するとともに、昨年商品化

しましたにがり米の黒見のダイヤモンド等、新たな特産品づくりに対する補助を行い、支援を

強化してまいります。 

 自然エネルギーの利活用につきましては、太陽光発電システムを設置する家庭に対しての補

助制度を継続するとともに、企業の太陽光発電事業や国が実施する風力発電等のモデル事業な

どにより、新エネルギー利用の促進に努めます。 

 消費税の引き上げに伴う新たな給付金につきましては、簡素な給付措置として給付される臨

時福祉給付金及び子育て世帯に対する臨時特例給付措置としての子育て世帯臨時特例給付金の

受け付け、給付等につきまして、円滑な給付事務を行ってまいります。 

 新たな事業といたしましては、市内業者による住宅のリフォームに対する補助を行い、市民

の住環境整備及び地域経済の活性化を図ってまいります。 

 消防事業につきましては、市民の安心安全確保のため、引き続き救急救命士と潜水士の養成

に取り組むとともに、潜水士の装備品購入に加え、訓練の実施による活動時の体制強化を図っ

てまいります。 

 また、南海トラフ地震対策として、引き続き消防屯所の高台移転を進めていくとともに、消

防団を中心とした地域防災力の充実強化に向け、ポンプ車の買いかえなどを進めてまいりま

す。 

 さらに、昨年度に用地を購入している消防本部の隣接地に、大型ヘリコプターにも対応でき

る離着陸場を整備してまいります。 
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 そして、アナログ方式からデジタル方式への移行が決定されている消防救急無線につきまし

て、消防デジタル無線整備事業を進めてまいります。 

 最後に、水道事業についてであります。 

 水道事業会計につきましては、人口の減少に伴い、給水収益が減少しており、大変厳しい財

政状況にありますが、安全でおいしい水を安定供給できるよう、配水池の新設や老朽化による

配水、送水管の布設がえなどを実施し、災害に強い施設の構築に取り組んでまいります。 

 また、経営安定を図るため、漏水対策に取り組み、有収率の向上に努めるとともに、集金人

制度の見直しに取り組んでまいります。 

 さらに、長年の懸案事項である建設仮勘定の処理を行い、水道会計の健全化に努めてまいり

ます。 

 以上、主な施策や事業について申し述べましたが、今後とも社会経済情勢の動向に留意しな

がら、適正な市政運営に努めるとともに、室戸の自然や資源を生かした産業の振興とこれまで

育んできた歴史や文化を大切にし、健康で心豊かに安心して暮らせるまちづくりを目指してま

いりますので議員各位並びに市民の皆様方の一層の御支援、御指導を賜りますようお願いを申

し上げます。 

 次に、提案理由の説明に先立ちまして、専決処分について御報告を申し上げます。 

 平成25年度室戸小学校プール新築工事請負契約の変更についてであります。 

 当初予定していた工事に加え、遊具の撤去等により、請負金額を変更する必要が生じたた

め、地方自治法第180条第１項の規定に基づき、専決処分しましたので、同条第２項の規定に

より、別冊のとおり報告いたします。 

 次に、私債権の放棄についてであります。 

 室戸市私債権の管理に関する条例に基づき私債権を放棄しましたので、同条例第13条第２項

の規定により、別冊のとおり報告いたします。 

 次に、今定例会に提案いたします案件は、条例関係12件、予算関係12件、その他９件の計

33件であります。 

 以下、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号財産の処分について。 

 本案は、地域経済の振興、雇用の確保のため、昨年度から整備を進めてまいりました羽根小

規模工業用地が完成しましたので、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定に基づ

く随意契約により、売買契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議

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３条の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

 議案第２号室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正につ

いて。 
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 本案は、特別職の職員で非常勤の者の待遇改善を図るため、報酬額を改定するとともに、新

たに移住促進相談員及び障害者計画策定委員会委員等を設置するため、本条例の一部を改正す

るものであります。 

 議案第３号室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について。 

 本案は、世代間の給与配分を適正化する観点から、高齢層職員の昇給制度を見直すことによ

り、55歳を超える職員の昇給は、勤務成績が極めて、または特に良好である場合に限り行うこ

と及び給与構造改革時に改革前の給料月額を下回ることとなった者に対する経過措置額を段階

的に引き下げるため、関係条例の一部を改正するものであります。 

 議案第４号室戸市特別会計条例の一部改正について。 

 本案は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

法律の整備に関する法律が平成24年６月27日に公布されたことにより、障害者自立支援法の一

部が改正され、平成26年４月１日から施行されることに伴い、特別会計の名称の改正を行うた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第５号室戸市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正について。 

 本案は、特に定めのない公的債権に係る督促手数料及び延滞金について、既に条例等で規定

された督促手数料及び延滞金との均衡を失しないよう、格差を縮小し、債務者負担の公平性を

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６号室戸市分担金徴収条例の一部改正について。 

 本案は、携帯電話不感地域の解消のため実施する携帯電話等エリア整備事業に係る施設整備

費の一部を施設使用者から徴収するため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第７号室戸市社会教育委員の定数及び任期等に関する条例の一部改正について。 

 本案は、第３次地方分権一括法により社会教育法が改正され、委嘱の基準に係る規定が削ら

れたことに伴い、基準を定めるため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第８号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について。 

 本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う所

要の改正及び一層の子育て支援を推進するために、乳幼児等に係る通院医療費の自己負担額の

全額助成を段階的に実施するため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第９号室戸市すこやか子育て祝金支給条例の制定について。 

 本案は、次代を担う子供の誕生を祝福するとともに、健やかな成長を願い、すこやか子育て

祝金を支給するため、本条例を制定するものであります。 

 議案第10号室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例の一部改正について。 

 本案は、海洋深層水の利用増を図るための給水対象の一部拡大並びに深層水使用料に係る延

滞金の字句の改正及びその割合を市税の延滞金に準じて改めるため、本条例の一部を改正する

ものであります。 
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 議案第11号室戸市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について。 

 本案は、消防組織法が改正され、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令

が、平成25年９月６日に公布され、平成26年４月１日から施行されることに伴い、本市の消防

長及び消防署長の資格について定めるため、本条例を制定するものであります。 

 議案第12号室戸市消防手数料徴収条例の一部改正について。 

 本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が、平成26年１月

29日に公布され、平成26年４月１日から施行されることに伴い、室戸市消防手数料の額の見直

しを行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第13号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて。 

 本案は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一

部を改正する等の法律等により、消費税法及び地方税法の一部が改正され、平成26年４月１日

から施行されることに伴い、関係条例の所要の改正を行うため、本条例を制定するものであり

ます。 

 議案第14号平成25年度室戸市一般会計第６回補正予算について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正であります。 

 歳入は、普通交付税等を一般財源とし、特定財源の国・県支出金及び市債等は、事務事業の

確定または確定見込み等に伴い、所定の算定基準により補正しております。 

 歳出の主なものは、元小学校校舎耐震補強、大規模改造事業１億556万5,000円、国民健康保

険後期高齢者支援金繰出金9,746万円、市道整備事業2,330万円、農村地域防災減災事業費負担

金2,260万円、室戸岬漁港整備県営事業費負担金1,000万円、木造住宅耐震改修事業費補助金

596万2,000円、津波、高潮危機管理対策県営事業費負担金500万円等の追加及び生活保護扶助

費１億3,733万1,000円、後期高齢者医療広域連合負担金3,007万円、安芸広域市町村圏事務組

合負担金1,532万2,000円、芸東衛生組合負担金740万円等の減額であります。 

 繰越明許費は19件で、主なものとしては、新火葬場整備事業２億2,954万7,000円、室戸ジオ

パーク拠点施設整備事業１億9,400万円、室戸小学校プール新築事業１億7,828万円、元小学校

校舎耐震補強、大規模改造事業１億556万5,000円等であります。繰り越しの理由としまして

は、平成26年２月議決の国の補正予算を財源とする事業であることや、地権者等との協議に不

測の日時を要したこと、専門技術職員や資材の不足などにより、それぞれ年度内に完成が見込

めなくなり、地方自治法第213条第１項の規定により、予算の繰り越しを行うものでありま

す。 

 債務負担行為の補正は、新たに原材料価格高騰対応等緊急融資貸付金に係る保証料補給金を

追加するものであります。 

 また、地方債の補正は、補正予算債の追加及び各事業に伴う限度額の変更を行うものであり
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まして、歳入歳出予算はそれぞれ7,917万8,000円を減額し、総額113億1,617万円とするもので

あります。 

 議案第15号平成25年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４回補正予算について。 

 本案は、後期高齢者支援金などに対し、一般会計より繰り入れを行い、赤字補塡のための雑

入を減額するとともに、共同事業交付金等を財源として、確定に伴う高額医療費共同事業拠出

金等について補正するものであり、歳入歳出予算はそれぞれ1,062万円を追加し、総額37億

7,112万2,000円とするものであります。 

 議案第16号平成25年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算について。 

 本案は、介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料について補正するものであり、一般会

計からの事務費繰入金及び国庫補助金を財源として、歳入歳出予算はそれぞれ135万2,000円を

追加し、総額22億6,410万4,000円とするものであります。 

 議案第17号平成25年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第２回補正予算について。 

 本案は、平成25年度保険基盤安定負担金の確定等に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金等

について補正するものであり、歳入歳出予算はそれぞれ159万円を追加し、総額２億5,000万

9,000円とするものであります。 

 議案第18号平成26年度室戸市一般会計予算について。 

 本案は、一般会計予算であります。 

 まず、歳入についてであります。 

 市税につきましては、人口の減少等により、市民税が対前年度比3.2％の減、市税全体では

2.3％の減となっております。 

 地方譲与税、各種交付金は、それぞれ前年度の決算見込み額、地方財政計画、また国の動

向、県の試算等を勘案の上、計上しております。 

 また、財政運営を大きく左右する地方交付税につきましては、普通交付税が地方財政計画等

から推計し1.1％の減、特別交付税を含めた地方交付税総額は0.9％の減となっております。 

 国・県支出金等の特定財源は、所定の算定基準により算定しております。 

 市債につきましては、西部学校給食センターや消防デジタル無線、ジオパーク拠点施設整備

等の普通建設事業費の増により、69.3％の大幅増となっております。 

 繰入金は、教育基金繰入金、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金基金繰入金等を計上する

とともに、減債基金を取り崩し、対前年度比1.2％の増となっております。 

 次に、歳出につきましてであります。 

 歳出につきましては、義務的経費のうち、人件費が欠員補充等により0.3％の増、扶助費に

つきましては、生活保護費の減等により4.4％の減となっております。また、公債費は、利子

の減少により0.8％の減となっております。 

 普通建設事業費は、西部学校給食センター整備事業や消防デジタル無線整備事業等の増によ
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り、74.5％の大幅増となっております。 

 新規事業の主なものとしましては、防災対策事業として、消防デジタル無線整備事業４億

2,632万1,000円、消防ポンプ車購入事業2,190万9,000円、消防本部緊急ヘリコプター離着陸場

整備事業1,700万円、羽根中学校通学路改修事業1,505万1,000円、中川内小学校耐震補強・改

造設計委託料552万1,000円、産業振興事業として、ジオパーク拠点施設展示物・外構整備事業

２億9,752万4,000円、キラメッセ室戸楽市加工場等整備事業１億944万9,000円、室戸阿南海岸

国定公園50周年記念事業177万6,000円、保育・教育の充実事業として、西部学校給食センター

整備事業２億5,240万3,000円、子ども・子育て支援事業1,196万6,000円、保育士等処遇改善補

助事業621万1,000円を計上しております。そして、保健・福祉サービス事業として、すこやか

子育て祝金350万円、就学前乳幼児の医療費助成に係る所得制限や限度額を撤廃することによ

る乳幼児医療費助成の拡充事業201万6,000円、健康相談ダイヤル委託事業186万3,000円、生活

環境の整備事業として、行当市民館大規模改修事業6,169万円、黒見集会所整備補助事業639万

1,000円、その他生活困窮者自立促進支援モデル事業1,581万円、あったかふれあいセンター事

業850万円、住宅リフォーム補助事業200万円、特産品商品化・販売補助事業135万円等を計上

しております。 

 また、継続事業としましては、防災施設整備事業として、津波避難タワー、避難路整備等３

億6,124万円、社会資本整備総合交付金事業による北生線ほか市道整備事業２億1,810万円、新

火葬場整備事業として、火葬炉設備や旧施設の解体等１億1,216万1,000円、ふるさと雇用事業

4,796万円、安芸広域市町村圏事務組合負担金２億8,562万7,000円、芸東衛生組合負担金２億

5,359万7,000円、国民健康保険事業特別会計などへの繰出金６億3,883万2,000円となっており

ます。 

 債務負担行為は、漁業災害対策特別資金利子補給補助金等を計上し、地方債につきまして

は、各事業に伴う限度額等を計上しております。 

 歳入歳出予算総額は、対前年度比８億7,395万8,000円、8.3％増のそれぞれ114億6,519万

2,000円となっております。 

 議案第19号平成26年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について。 

 本案は、国民健康保険事業の運営経費であります。 

 歳入における保険税は、対前年度比4.5％減の４億5,383万円を計上し、国庫支出金、療養給

付費交付金等の特定財源は、それぞれ補助率、交付基準により算定しております。 

 一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金、財政安定化支援事業繰入金等、当該措置の趣旨を

踏まえた所要額を算定するとともに、特定健診等に要する経費に対し、保健事業費繰入金

2,464万1,000円を計上しております。 

 歳出にあっては、過去の保険給付費等の実績、最近の医療費の動向等を勘案し、保険給付費

ベースで、対前年度比9.7％増の25億674万6,000円を計上しております。 
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 後期高齢者支援金等は、国から示された数値等に基づき算定し、対前年度比3.7％減の２億

9,242万1,000円、介護給付費納付金4.4％減の１億4,389万8,000円を計上しております。 

 高額医療費等に対する共同事業拠出金は、10％増の３億9,470万円、40歳以上75歳未満の加

入者を対象に義務化されております特定健診及び保健指導に係る特定健康診査等事業など保健

事業費に3,521万9,000円を計上し、歳入歳出予算は、それぞれ対前年度比２億4,627万

5,000円、7.7％増の総額34億4,795万5,000円を計上しております。 

 議案第20号平成26年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について。 

 本案は、介護認定審査会の運営経費であります。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金及び東洋町負担金を財源とし、歳出にあっては、委員

の報酬など審査会運営に要する経費を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比６万

7,000円、1.2％減の総額549万7,000円を計上しております。 

 議案第21号平成26年度室戸市介護保険事業特別会計予算について。 

 本案は、介護保険事業の運営経費であります。 

 歳入につきましては、保険給付費等に係るそれぞれの負担割合により、国・県・市負担金、

支払基金交付金を算定するとともに、第１号被保険者の保険料等を計上しております。 

 歳出における保険給付費につきましては、第５期介護保険事業計画に基づいた介護報酬等を

踏まえて、対前年度比2.1％増の20億7,899万8,000円となっております。 

 また、地域支援事業につきましては、高齢者の総合相談や権利擁護、介護予防ケアマネジメ

ント等総合的支援を実施するために、地域包括支援センターへの事業委託を行うとともに、一

般高齢者への１次予防事業及び生活機能低下高齢者向けの２次予防事業として5,950万円を計

上し、歳入歳出予算は、それぞれ対前年度比4,656万9,000円、2.2％増の総額21億7,167万

8,000円を計上しております。 

 議案第22号平成26年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について。 

 本案は、海洋深層水給水事業の運営経費であります。 

 歳入につきましては、前年度実績見込み額とし、歳出につきましては、海洋深層水の効率的

かつ安定的な給水業務のための運営経費及び施設や設備の維持管理費並びにさらなる利用の拡

大を図るために要する経費等を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比217万2,000円、

5.3％増の総額4,316万4,000円を計上しております。 

 議案第23号平成26年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計予算について。 

 本案は、障害支援区分認定審査会の運営経費であります。 

 歳入につきましては、安芸広域障害支援区分認定審査会共同設置市町村等負担金及び一般会

計繰入金等を財源とし、歳出にあっては、委員報酬など審査会運営に要する経費を計上し、歳

入歳出予算はそれぞれ対前年度比３万3,000円、3.1％減の総額102万7,000円を計上しておりま

す。 
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 議案第24号平成26年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について。 

 本案は、後期高齢者医療事業の運営経費であります。 

 歳入のうち、保険料につきましては、対前年度比0.01％減の１億6,707万2,000円を計上し、

一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金等の所要額を計上しております。 

 歳出における後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、過去の実績を勘案し、対前年

度比0.6％増の２億3,927万4,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比184万

4,000円、0.8％増の２億4,558万9,000円を計上しております。 

 議案第25号平成26年度室戸市水道事業会計予算について。 

 本案は、水道事業の運営経費であります。 

 業務の予定量につきましては、給水戸数を7,549戸、年間総給水量を178万4,546立方メート

ル、１日平均給水量4,889立方メートルと定め予算案を策定しております。 

 収益的収支につきましては、収入が対前年度比7.7％増の総額３億2,974万7,000円、支出は

対前年度比6.5％増の総額３億587万9,000円を計上しております。これにより、平成26年度の

純利益は2,405万3,000円と見込んでおります。 

 資本的収支につきましては、上水道と簡易水道の建設改良を予定しており、収入はこれらの

建設改良に伴う国庫補助金、企業債の借入金、簡易水道債の元金償還金に対する一般会計から

の補助金等で、対前年度比32.8％減の総額１億3,110万1,000円を計上しております。 

 支出は、対前年度比23％減の総額２億1,026万6,000円で、その主なものは、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がえ工事などの工事費及び企業債の元金償還金

であります。 

 資本的収支におきましては、7,916万5,000円の財源不足となりますが、消費税資本的収支調

整額、損益勘定留保資金で補塡することとしております。 

 議案第26号室戸勤労者体育センターにおける指定管理者の指定について、議案第27号農林水

産関係施設の指定管理者の指定について、議案第28号水産関係施設の指定管理者の指定につい

て、議案第29号室戸市バイクライダー交流宿泊施設における指定管理者の指定について。 

 以上４案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定

手続等に関する条例第４条及び第５条の規定に基づき、指定管理者の候補を選定したので、地

方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第30号字の区域の変更について。 

 本案は、国土調査法に基づく地籍調査事業の実施に伴い、調査地区内の飛び地となっている

字を整理するため、字の区域を変更することについて、地方自治法第260条第１項の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第31号市道路線の変更について。 

 本案は、企業誘致の推進を図るため認定していた市道が、当初計画に変更が生じたことによ
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り、市道路線を変更することについて道路法第10条第３項の規定により、議会の議決を求める

ものであります。 

 議案第32号損害賠償額の決定及び和解することについて。 

 本案は、平成25年10月２日、室戸市吉良川町丙886番地29先の市道黒耳本線路上において発

生した物損事故に伴う損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第96条第１項

第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第33号安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部変更について。 

 本案は、地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関

係法律の整備に関する法律が、平成24年６月27日に公布されたことにより、障害者自立支援法

の一部が改正され、平成26年４月１日から施行されることに伴い、所要の変更を行うため、本

規約の一部を変更することについて、地方自治法第252条の７第３項の規定により、議会の議

決を求めるものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、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（山下浩平君） 次に、議会運営委員会委員長報告にありましたように、日程第３、議

案第１号財産の処分については本日審議していただきたいと市長からの申し出がありましたの

で、ほかの議案に先立ち審議することといたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 日程第３、議案第１号財産の処分についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中西商工観光深層水課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時26分 休憩 

            午前11時32分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第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。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、議案第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。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。本案について質疑をいたします。 

 売却金額は２億1,230万3,000円とされておりますが、算出基準について算出されてこの金額

になったとお伺いいたしましたが、それじゃあ１点だけお伺いします。 
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 土地の購入価格と工事費合わせて幾らだったんでしょうか。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 この事業のかかった事業費につきましては、委託料関係、これが5,243万8,050円、それと工

事請負費関係が３億2,060万9,000円、それから原材料費が251万9,895円、公有財産購入費が

4,824万8,850円、補償費が1,326万7,658円、それの合計額が４億3,708万3,453円となります。

その経費のうちから、先ほど言いました県の補助金、これが5,400万円ございますので、差し

引いた金額の残りが３億8,308万3,453円となっております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。議案第１号に関しまして質疑を行います。 

 先ほど堺議員が質問した中で、と重なりますけれども、この売却金額というものは、工事を

してかかった費用とか、そういうもんも含まれた金額なのかちょっとお聞きしたいがです。 

 それと、この売却価格は、最初から地目が変わっておりますので、鑑定評価とかはしてから

の金額で決めたのかということと、それからもとが田と畑、一部原野もあったと思いますが、

変更後に雑種地ということです。これはもう工業用団地として造成したら、地目は雑種地とい

うことでなるのかと、その３つをお伺いします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 まず、１点目の工事費を含んだ価格かという部分ですが、先ほどお答えしましたように、委

託料、工事費、それと原材料費、公有財産購入費、補償費、これらを含んだ金額になっており

ます。 

 それと、鑑定をとったかという部分ですが、これにつきましても、実際にかかった経費で面

積で案分した分でいただいているようにしておりますので、それで了承していただきたいと思

います。 

 それと、雑種地につきましては、一応、まだ宅地とかという部分にはなっておりませんで、

雑種地ということで処理をさせていただいております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第３、議案第１号財産処分について行います。 

 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〕 
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○議長（山下浩平君） 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（山下浩平君） なしと認めます。 

 これをもって日程第３、議案第１号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３、議案第１号財産の処分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。 

 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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。 

 お諮りいたします。 

 本日議決されました案件について、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（山下浩平君） 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。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、10日月曜日の日程は一般質問であります。 

 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。 

            午前11時40分 散会 


