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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４号） 

 

１．日 時  平成２６年３月１２日（水） 

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  小 味 秀 行 

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 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 

  日程第２ 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３ 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４ 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
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ついて 

  日程第５ 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６ 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７ 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８ 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９ 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10 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11 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12 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13 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14 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15 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16 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17 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18 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19 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20 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21 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22 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23 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24 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25 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26 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27 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28 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 

  日程第29 議案第30号 字の区域の変更について 

  日程第30 議案第31号 市道路線の変更について 

  日程第31 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 
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  日程第32 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17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（山下浩平君） 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。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。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） ただいまより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１分 休憩 

            午前10時５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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第２、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10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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第３、議案第４号室戸市特別会計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。日垣保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時10分 休憩 

            午前10時13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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第４、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。西村滞納整理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時13分 休憩 

            午前10時16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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第５、議案第６号室戸市分担金徴収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。 



－148－ 

            午前10時16分 休憩 

            午前10時19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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第６、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。山本教育次長兼生涯学習課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時19分 休憩 

            午前10時22分 再開 

○議長（山下浩平君） 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第７、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。黒岩福祉事務所長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時22分 休憩 

            午前10時28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。 

 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（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。 



－149－ 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第８、議案第９号室戸市すこやか子育て祝金支給条例の制

定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。日垣保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時28分 休憩 

            午前10時31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。 

 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。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。議案第９号に対しまして質疑をいたします。 

 その支給額の決定ですけれども、１子につき５万円ということですが、この５万円とした根

拠というか、どういう流れで５万円となったのか、お聞きします。 

 また、記憶が定かではないんですが、市町村によりというか町村によって支給額が何十万円

とか、少子化対策の一部にもなろうと思いますが、そういう数十万円というところもあります

けれども、ひょっとわかれば他市の状況とかもお願いしたいと思います。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 支給額の決定につきましては、県下の市町村の支給状況を鑑みまして、うちの財政状況とも

相談をいたしまして、一律１子につき５万円というのがいいのではないかという結論に達しま

して、５万円と決定させていただきました。 

 他市の状況でございますが、安芸郡下の出産祝い金につきまして報告させていただきます。 

 東洋町は１人につき10万円、うち５万円が商品券、奈半利町につきましては１人につき３万

円、安田町につきましては１人につき出産以前の居住期間掛ける１万円で、最高24万円、馬路

村は１人につき10万円、安芸郡下はこのようなものでございますが、市といたしましては須崎

市が第３子以降に15万円という分がありまして、ほかの市では出産祝い金を出しているところ

はございません。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君の２回目の質疑を許可いた

します。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） ２回目の質疑を行います。 

 今そういった状況下で５万円ということが決定したということですけれども、室戸市も昨

日、おとついの中でも少子化対策というものが非常に重要となっておりますので、この５万円

っていうのは非常にインパクトが薄いんじゃないかと思いますね。例えば、室戸に少しでも引

きとめようとすれば、10万円とか15万円とかという部分も出てくると思いますけれども、５万
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円っていう金額は判断を迷うか、判断する以前の金額ではないかと思うわけです。こういった

ものをもう少しでも、財政的な部分っていうことも言よりましたけれども、年間室戸市で何十

人もおらんと思いますので、もうちょっと段階的にというか、早い段階で金額を上乗せしてい

くというふうな考えがあってもいいと思いますが、そこのところをもう一回お聞きしたいと思

います。 

○議長（山下浩平君） 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２回目の御質疑にお答えをいたします。 

 すこやか子育て祝金の額についてでございますが、これはいろいろ議論はあろうと思います

し、インパクトがないと言われる部分もあるかもしれませんけれども、私どもとしては子育て

支援の大きな前進の一つだというふうに捉えておりますし、先ほど課長の答弁にありましたよ

うに、市の中ではほとんどやられていないというところでございます。町村の場合やっている

という事例があって、私どもも何とか祝い金を支給していきたいということで提案をいたして

いるものでございます。 

 今後のことにつきましては、当然社会的あるいは財政的、経済的な状況等々勘案をして、見

直しということがある場合もあろうと思いますけれども、その辺はもう今回は我々としてはこ

れで提案をしておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君の３回目の質疑を許可いた

します。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） ３回目の質疑を行います。 

 この子育て支援っていう部分が財政的にどれぐらいかということで、ちょっと参考までに平

成25年度の新生児は何名であったのかということと、それからこういったいい制度は特に他市

に見習わなくても独自の行政支援ということでいいと思いますので、もう何もかにもが他市に

っていうようなことのないようにお願いしたいと思います。参考までにその数字をちょっと。 

○議長（山下浩平君） 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３回目の御質疑にお答えをいたします。 

 平成24年度で60名というふうに押さえているところでございます。御案内のとおり、新しい

施策について全て他の市町村並みにということは考えておりません。新たな取り組みとして

は、しっかり室戸市として考えて取り組んでいかなければならないと考えているところでござ

います。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野です。本議案に関して質疑させていただきます。 

 子育て支援について他自治体の動向を見てみますと、医療費の助成のほかに保育所の無料化

とか、小学校入学時の一時金とかというような施策をやってるところもあるんですが、本市は

出産祝い金という形になりました。その経緯といいますか、それともう一つ出産祝い金にした
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目的というのをお伺いいたします。 

 ２点目、１年以上前からの住民基本台帳、それと実際に市内に居住している人というのが支

給の要件となっておりますが、実際に市内に居住している方というのはどのような調査をする

のでしょうか。出産時ということになりますと、里帰り出産等もございまして、一番人の出入

りが大きいときだろうと思っておりますので、調べにくいのではないのかなあというような疑

問を持ちました。 

 ３点目、これは確認ということになろうと思いますが、支給対象者の要件に親の部分が入っ

ておりません。例えば正式な夫婦のお子さんでなくても、皆さんに５万円が支給されるという

ようなことでよろしいのでしょうか。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 上野議員さんにお答えいたします。 

 １点目のなぜ出産時の祝い金なのかということでございますが、祝い金の支給方法につきま

しては、他市もいろいろな方法で取り組んでおるところでございますが、本条例の制定の目的

でも申し上げましたが、私どもといたしましては市として子供の誕生をともに祝福し、健やか

な成長を願うという観点で出生時のお祝い金を支給するということで提案をさせていただいて

おります。 

 ２点目の現にその居住の確認等々でございますが、保健介護課におきましては、母子手帳の

交付時や対象者全員に行っております妊婦訪問、民生児童委員さんにも御協力いただきまして

確認が行われるものではないかと考えております。 

 ３点目の親が夫婦でなくても構わないかということですが、支給対象者につきましては子を

出産した者と規定をさせていただいておりますので、婚姻されている方もされていない方も支

給対象となります。 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第９、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10時42分 休憩 

            午前10時47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。 
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 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第10、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時47分 休憩 

            午前10時49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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第11、議案第12号室戸市消防手数料徴収条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時50分 休憩 

            午前10時52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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第12、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を議題といたします。 
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 執行部から補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時53分 休憩 

            午前10時58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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第13、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。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時58分 休憩 

            午後０時10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。 

 昼食のため午後１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時10分 休憩 

            午後１時７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。 

 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。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。本議案について質疑いたします。 

 ８ページ、９ページの繰越明許費についてお伺いいたします。 

 ことしは19件と10億円近い金額が繰り越しをされることになりましたが、いろいろ事情もあ

りこういうことになったのだと思いますが、４月から消費税が８％になりますが、この時点で

はこの消費税、翌年度に繰り越した場合、事業費のほうはどうなるのでしょうか。 

 それと、執行率ですね、この19件、執行率をお伺いいたします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 堺議員さんにお答えします。 

 繰越明許費に係るものの消費税の金額でございますが、19件のうち国の補正予算に係るもの

はもう８％で入っておったりとか、そういうものを除きますと、全部で918万円分が３％アッ
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プ分として入っております。もちろんこの19件の中には10月１日以前の契約のものはあります

ので、もともとの５％のものもあったりとかします。 

 それから、執行率につきましては、ちょっと主なものを各課から説明するということでよろ

しくお願いします。 

○議長（山下浩平君） 和田ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 繰越明許に係る室戸ジオパーク拠点施設整備事業につ

きまして、堺議員さんにお答えいたします。 

 今年度末におきまして、約40％の執行率を予定しております。 

 消費税につきましては、10月１日以降の契約ですので、繰り越す分につきましての消費税は

８％となり、25年度に契約した額５％に３％の上乗せになります。ちなみに、補助の対象にな

る予定です。 

（11番堺 喜久美君「８％で契約か」と呼ぶ） 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君）（続） 現在は５％で契約しております。 

（11番堺 喜久美君「契約はいつ」と呼ぶ） 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君）（続） 12月10日です。今年度内の契約ですので、当初

は今年度中の終了予定でしたので、５％で契約をさせていただいて、繰り越す時点で３％の上

乗せを現在繰越額の中へ予定させてもらっております。 

○議長（山下浩平君） 川上市民課長。 

○市民課長（川上建司君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 市民課の関係は、室戸市新火葬場整備事業でございます。火葬場の事業費につきましては、

全て９月末までに発注済みでございまして、この分については３月以降も５％が適用されると

いうことになっております。 

 なお、執行率でございますが、金額の支払いベースになりますが、支払いベースでいきます

と現在７％ということになっております。 

○議長（山下浩平君） 中屋学校保育課長。 

○学校保育課長（中屋秀志君） 堺議員の御質疑にお答えいたします。 

 室戸小学校のプール新築事業に関しましてでございますが、現在の執行率といいますか、工

事の進捗率でよろしいですか、60％ぐらい進んでおります。 

 それで、消費税につきましては、本工事は８月２日に契約をいたしております。10月以前で

ございますので、繰越分についても５％になります。 

○議長（山下浩平君） 松本人権啓発課長。 

○人権啓発課長（松本大成君） 私からは、上から３行目の行当市民館大規模改修耐震補強工

事設計委託業務でございます。 

 259万2,000円は８％で繰り越す額としております。１月の契約ですので、契約時は５％、繰
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り越し時には８％として持っていくという格好で、それで設計委託業務ですので、70％ぐらい

話し合いとか、どういうふうにやっていくということは決めておりますけれども、目に見えま

せんので、何％ということは申し上げられませんけれども、70％ぐらいはいってると思いま

す。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。堺喜久美君の２回目の質疑を許可いた

します。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 細かいことを聞きまして、済みません。 

 消費税が上がるということで、事業費がこれでいいのかどうかということを聞きたかったわ

けです。先ほど来の課長の説明を聞いていますと、確かにドルフィンセンターの部分は補正で

消費税を組んでいるところですけれども、ほかのところはどうなのかなと思うのでお聞きした

わけです。５％から８％のその境ですね、そのときに業者としてもう３月末に買い込んでおっ

て、５％で買うて、それで８％の契約でいいのかなという、そういう懸念もありましたので、

その辺はしっかりと担当課が検査をしていただきたいなと思います。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。ちょっとお伺いします、細かいことで申しわけございませ

んけども。 

 23ページの16款２目の１節ふるさと応援寄附金が164万9,000円ということですけども、どの

ような性格ちゅうか、何人ぐらいの方が御協力いただいたかというところです。 

 それと、28ページの２款１項の６企画費の中の19節の中の、去年ちょっといろいろ問題あり

ましたバス路線ですかね、ことしは2,005万3,000円ということですけども、これは減額になっ

た理由は国の計算がかわったということですが、その詳細をちょっと教えていただきたいなと

いうふうに思います。 

 それと、ちょっと本当に細かいことで申しわけないですけども、３款、４老人福祉費の中の

報償費の金婚式とか13節委託料ですかね、その中で金額が62万円と164万7,000円というとこで

減額になってますが、これは何か出席者が少ないんでだったんですかね、それちょっと済みま

せんが、そうなると予算立てるときにはずさんというと失礼なけんど、そういうことに感じま

す。 

 それと、３款３項の扶助費、20節ですかね、１億3,733万1,000円、これは補助金が減ったと

いう内訳を教えてほしいんです。 

 それと、５款１項の３目の19節の中のレンタル施設……。 

○議長（山下浩平君） 米澤議員、ちょっとページ数をはっきり言うちゃってください。 

○９番（米澤善吾君）（続） ごめんなさい。39ページの５款３目、19節の中のレンタル畜産

施設の補助費用が1,276万円と多額のことで、ちょっと少ないような説明を受けましたけど

も、再度これをお願いします。 
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 47ページ、９款４項１目の13節委託料、ＤＶＤの制作で125万9,000円ですかね、これが減額

されてますけども、これは製品ちゅうか、どのようにものがあるのか。もともとの総額が、ち

ょっと済みません、お教えていただきたいんです。 

 以上です。済みません、よろしくお願いします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 23ページの16款１項２目のふるさと応援寄附金のことでござ

いますが、現時点で51名の方が寄附していただいております。5,000円の方から、多い方は

50万円までということで、この金額をそのまま丸々歳出のほうで寄附金に積み立てるというこ

とにしております。 

 それから、歳出のほうの28ページのバス路線に関する国庫補助金のことでございますけれど

も、昨年が国の補助金が955万円でございました。それが、今回1,444万8,000円、約500万円弱

ぐらいふえております。もともとこのぐらいの金額はいただいておったものが、三、四年前に

国のこの補助制度見直しによって減額しておりましたものが、３年間のその変動率によりまし

て、平均をとってまた見込んでくれるという形に戻ったといいますか、こういう市町村に対し

ての手厚い措置に変わりましたので、このぐらい国の補助金が復活してきたものでございま

す。 

○議長（山下浩平君） 岡本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（岡本秀彦君） 米澤議員の質疑にお答えします。 

 39ページの５款１項３目、19節レンタル畜産施設等整備事業費補助金1,276万円の減額であ

りますけれども、これは平成25年度の県の新規事業でございまして、採択要件の中で事業実施

主体が農業協同組合でないといけないということが書かれております。そのため、農業協同組

合、ＪＡ等とも協議を重ねておりましたが、この事業自体が新規事業であるということで、事

業実績がない、それとあと経営計画等に事業実績がないことから不安が残るということで、再

三協議等も重ねておりましたけれども、本年度の事業の実施が工期的にも間に合わないという

ようなことになりまして、今回不用ということで減額させていただいております。 

○議長（山下浩平君） 山本教育次長兼生涯学習課長。 

○教育次長兼生涯学習課長（山本 勉君） 米澤議員の質疑にお答えいたします。 

 ＤＶＤの委託料の減額の125万9,000円ですが、事業費を一応209万5,000円見込んでおりまし

たけれども、入札の結果、83万6,000円の事業費となりました。 

 内容といたしましては、椎名の太刀踊りの保存というか録画をしたものでございます。ＤＶ

Ｄといたしまして、30分ものと、それから概要版というものをつくりまして、一応20枚程度作

成しております。これは地域創造というところから助成をいただいてやっておる関係で、枚数

は制限がございまして、そういう少なくなっております。 

○議長（山下浩平君） 黒岩福祉事務所長。 
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○福祉事務所長（黒岩道宏君） 米澤議員にお答えいたします。 

 生活保護扶助費の１億3,733万1,000円の内訳についてでございますが、生活扶助が1,878万

3,000円、住宅扶助353万8,000円、教育扶助70万3,000円、介護扶助78万2,000円、医療扶助１

億693万1,251円、生業扶助181万9,000円、葬祭扶助111万9,000円、それから中国残留邦人に対

する生活支援といたしまして365万5,749円が内訳でございます。 

 なお、原因といたしましては、先ほどの説明でも申し上げましたが、人員の減によります生

活扶助の減及び入院件数、入院単価の減による医療扶助の減が要因であると考えております。 

○議長（山下浩平君） 日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 米澤議員さんの御質問にお答えいたします。 

 33ページの３款１項４目老人福祉費の８節報償費の減額でございますが、敬老祝い金といた

しまして、100歳の方に２万円、10人分を予定をしておりましたが、１名のみの支給となりま

した。88歳の方に１万円、150人を予定しておりましたが、113人となったために減額となった

ものでございます。 

 次の13節委託料につきましては、敬老会の対象者が3,347名ございまして、約3,000人分の予

算計上を１人1,000円としておりましたが、参加者が1,353名となったために減額をするもので

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。米澤善吾君の２回目の質疑を許可いた

します。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） 再度お伺いします。 

 39ページの５款３目、19のレンタル施設のことで、25年度、県の新規事業ということで、Ｊ

Ａのとこで協議されたということですけども、実績がないということですが、その新規事業の

内容はどういうもんでしたか。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。岡本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（岡本秀彦君） 米澤議員の２回目の質疑にお答えしま

す。 

 このレンタル畜産施設等整備事業は、農協等に補助金を流して、農協等がレンタル施設を建

設して、それを貸し出すものであります。 

 この事業については、先ほど説明したように、ことし25年度の新規事業でありまして、農業

協同組合というふうに書いてありますので、ＪＡだけではないということもありますけれど

も、今回ＪＡほかもう一者、協議も重ねましたが、やはり経営計画に不安が残る、実績がない

というようなことで、ほかのところの農協にもちょっと保留という形で再三協議もしましたけ

れども、事業になかなか受け入れてくれてない状態でありました。 

（９番米澤善吾君「これ新規事業という、全然今までと異質のも

ん、それとも従来のシステムの中で新しい制度ができてやるとい
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う」と呼ぶ） 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（岡本秀彦君）（続） 従来のものではなくて、新しい

ものです。 

（９番米澤善吾君「新しいものとはどんな」と呼ぶ） 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（岡本秀彦君）（続） 今までは農産物の関係のもんを

レンタル施設として貸し出しておりましたけんど、今度その畜舎ということで、養鶏とかとい

うものをやるものの施設であります。 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第14、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。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時31分 休憩 

            午後１時38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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第15、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。日垣保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時38分 休憩 

            午後１時41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。 

 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。 
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            〔「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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第16、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。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時41分 休憩 

            午後１時45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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第17、議案第18号平成26年度室戸市一般会計予算について

を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時46分 休憩 

            午後２時56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。 

 健康管理のため午後３時30分まで休憩いたします。 

            午後２時56分 休憩 

            午後３時27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。 

 執行部から補足説明を求めます。岡本農林水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時27分 休憩 

            午後４時34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。 
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 本日の会議はこの程度にとどめ、延会を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、本日はこれにて延会することと決し

ました。 

 本日はこれにて延会をいたします。 

 あす午前10時から大綱質疑でございます。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後４時34分 延会 


