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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６号） 

 

１．日 時  平成２６年３月２４日（月） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 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 

       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 

       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 
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       議案第６号 室戸市分担金徴収条例の一部改正について 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第18号 平成26年度室戸市一般会計予算について 

       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 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 議案第４号 室戸市特別会計条例の一部改正について 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第30号 字の区域の変更について 

       議案第31号 市道路線の変更について 

       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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       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 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 議案第28号 水産関係施設の指定管理者の指定について 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第４ 議員定数調査検討特別委員会付託案件について 

  日程第５ 議案第34号 室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について 

（委員会提出） 

  日程第６ 議案第35号 室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について 

（議員提出） 

  日程第７ 議案第36号 室戸市議会委員会条例の一部改正について 

  日程第８ 常任委員会委員の選任について 

  日程第９ 議会運営委員会委員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第９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。 

 なお、執行部から谷村教育長、公務出張のため欠席いたしております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○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、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から議案第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まで、以上11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。脇本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（脇本健樹君） おはようございます。 

 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から議案第26号室戸勤労者体育センターにおける指定管理

者の指定についてまで、以上11件につきましては、今期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、３月14日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受け、審

査をいたしました。 

 審査の経過及び結果については次のとおりであります。 

 まず、議案第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

正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、今回改正し報酬を上げる理由は何かと質疑があり、執行部か

ら、他市に比べて低い水準であるため見直しを行った。非常勤職員の処遇改善をするためであ

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でありま

す。 

 執行部の説明の後、委員から、来年度より導入される人事考課制度の査定の内容は本人に通
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知されるのか、その内容に異議がある場合はどうなるのかと質疑があり、執行部から、評価内

容の結果は、被考課者にわかるようになっている。異議がある場合は、申し出のできる体制を

とっ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で

あります。 

 執行部の説明の後、委員から、税外収入金延滞金の対象となるのはどのようなものかと質疑

があり、執行部から、主に公共施設の使用料や分担金の延滞金が対象に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６号室戸市分担金徴収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、分担金の割合が事業費の９分の１以内となっているが、その

根拠はと質疑があり、執行部から、分担金の割合については、平成20年７月９日付総務省自治

行政局地域情報政策室長通知で割合が定められている。その通知の中で、９分の１という数字

が出てきており、それに基づき分担割合を定めたと答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第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で

あります。 

 執行部の説明の後、委員から、定数の変更はないようだが、学校教育の関係者などの各号に

掲げられている者に対する人数割はあるのかと質疑があり、執行部から、各号に掲げられた者

の定数は決めていないが、現在の人数は、学識経験者１名、学校長２名、連合婦人会１名、文

化協会１名、体育会１名、社会教育関係者として公民館から３名の合計９名であり、各号ごと

に網羅されていると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第11号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でありま

す。 

 執行部の説明の後、委員から、消防長及び消防署長の資格に該当する職員は何名かと質疑が

あり、執行部から、現在、署内では４名の職員が該当す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号室戸市消防手数料徴収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、この改正の対象となるような大きな貯蔵タンクは室戸市内に

あるのかと質疑があり、執行部から、室戸市内に対象となる貯蔵タンク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。 
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 次に、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

制定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第14号平成25年度室戸市一般会計第６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、１項総務管理費、６目企画費、19節負担金補助及び交付金の

うち、室戸市生活バス路線運行維持費補助金2,005万3,000円について、この市負担金の算出方

法はと質疑があり、執行部から、運行経費から国・県の補助金を差し引いた残りの金額が、関

係沿線市町村の負担となる。各市町村の負担割合は、バス路線延長キロにより算出されると答

弁がありました。 

 次に、総務課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５項住宅費、１目住宅総務費、19節負担金補助及び交付金の

うち、木造住宅耐震改修補助金550万円について、現在の申請件数は何件かと質疑があり、執

行部から、平成25年度申請件数は、耐震診断６件、耐震改修設計３件、改修工事３件であると

答弁がありました。 

 次に、滞納整理課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５項住宅費、３目住宅新築資金等貸付事業費、22節補償補塡

及び賠償金、民事執行予納金60万円の減額の理由について質疑があり、執行部から、１件分に

ついて、対象者が多重債務者であったため、ほかの債権者が差し押さえ、競売したことによ

り、市が競売の申し立てをする必要がなくなったからであると答弁がありました。 

 次に、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、１項総務管理費、13目ジオパーク推進費、15節工事請負費、

室戸ジオパーク拠点施設整備工事費2,411万1,000円が減額となった理由について質疑があり、

執行部から、主な要因は２つあり、予算を基本設計の概算見積もりに基づき計上していたが、

実施設計において減額となった。また、入札減となった合計の金額であると答弁がありまし

た。 

 次に、市民課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、１項保健衛生費、４目環境衛生費、19節負担金補助及び交付

金のうち、安芸広域市町村圏事務組合負担金1,532万2,000円が減額になった理由について質疑

があり、執行部から、メルトセンターで使用する運用方法の改善により、燃料費が削減された

ためである。また、室戸市のごみ搬出量が見込みより少なかったため、負担金が減額となった

と答弁がありました。 

 次に、福祉事務所であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、３項生活保護費、２目扶助費、20節扶助費に生活保護扶助費

１億3,733万1,000円の減額となった理由について質疑があり、執行部から、生活保護被保護人

員の減少に伴う減額もあるが、生活扶助も減額しているが、医療扶助の入院件数が特に減額し

ており、医療費の減額が主な理由であ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、１項保健衛生費、２目予防費の13節委託料、予防接種他委託

料530万円の減額の理由について質疑があり、執行部から、子宮頸がん予防接種ワクチンに副

反応が出たため、希望者が激減したことによる減額であると答弁がありました。 

 また、同じく13節委託料、健康診査事業等委託料150万円の減額の理由について質疑があ

り、30代の若年層の健康診査を150名予定していたが、応募者が少なく、41名であったため、

減額となったと答弁がありました。 

 次に、農林水産課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２項林業費、３目林業振興費、19節負担金補助及び交付金の

うち、新規製炭者研修支援事業費補助金229万円の減額について、研修の内容はどのようなも

のかと質疑があり、執行部から、新たに製炭業を始める者が、一連の製炭業の作業を習得する

ための研修を行うものであると答弁がありました。 

 次に、商工観光深層水課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、１項商工費、３目観光費、13節委託料で、室戸海洋深層水体

験交流センター指定管理料500万円の減額理由について質疑があり、執行部から、指定管理者

との年度協定の中で、指定管理料からふるさと雇用の分については差し引くという協定を結ん

でいる。最終的な金額ではないが、概算での減額であると答弁がありました。 

 次に、建設課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２項道路橋りょう費、２目道路新設改良費、13節委託料

810万円について、市道段線の管理区域は協定されているのかと質疑があり、執行部から、管

理区域の協定はまだである。県が工事を終え供用開始している分については、県道という扱い

にな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、１項消防費、４目消防施設費、15節工事請負費のうち、耐震

性防火水槽新設工事費142万3,000円の減額の理由について質疑があり、執行部から、入札減に

より事業費が確定したことによる減額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、２項小学校費、１目学校管理費、15節工事請負費、元小学校

校舎耐震補強・大規模改造工事費１億318万9,000円について、繰り越しを行う予定とのことだ

が、完成予定はと質疑があり、執行部から、平成25年度国の補正で対応し、平成26年度の施工
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となる。平成25年度に設計し、平成26年度直ちに入札をする。平成27年２月末の完成予定であ

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、５項保健体育費、２目体育振興費、14節使用料及び賃借料、

バス借り上げ料45万3,000円減額の理由について質疑があり、執行部から、韓国中学校野球合

宿のときバス借り上げ料を予算化していたが、市が借り上げをする必要がなくなったため減額

となったと答弁がありました。 

 財産管理課、税務課、人権啓発課につきましては、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18号平成26年度室戸市一般会計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、歳入で９款地方交付税が前年度より3,950万3,000円減額にな

った理由について質疑があり、執行部から、地方財政計画で国の交付税枠があり、国の総枠が

減少になっているので、地方財政計画の伸び率によって減額になったと答弁がありました。 

 次に、総務課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、１項総務管理費、14目防災対策費、15節工事請負費で、津波

避難タワーの発注予定について質疑があり、執行部から、羽根戎町地区は、25年度繰越分であ

るので、早期に発注予定である。残りの室津地区と室戸岬中町地区は、国の交付決定後の発注

となると答弁がありました。 

 次に、財産管理課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５項住宅費、１目住宅総務費、19節負担金補助及び交付金の

うち、老朽住宅除去事務補助金1,000万円について質疑があり、執行部から、費用の８割補助

で、上限が100万円である。10件分で予算を計上していると答弁がありました。 

 次に、滞納整理課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５項住宅費、３目住宅新築資金等貸付事業費、22節補償補塡

及び賠償金240万円について、民事執行予納金の件数は何件を予定しているのかと質疑があ

り、執行部から、民事執行予納金は競売が１件当たり60万円で３件分、強制執行は１件当たり

30万円で２件分を予定していると答弁がありました。 

 次に、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、１項総務管理費、13目ジオパーク推進費、13節委託料のう

ち、インフォメーションセンター運営事業委託料とジオパーク推進事業委託料の内容は人件費

であるとの説明であったが、賃金で対応しない理由はと質疑があり、執行部から、県のふるさ

と雇用制度を活用すると、平成26年度で３分の１補助となる。それを優先的に使うためである
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と答弁がありました。 

 次に、市民課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、１項保健衛生費、４目環境衛生費、15節工事請負費で、室戸

市新火葬場建設工事費１億1,216万1,000円について質疑があり、執行部から、１期工事分で建

屋などを発注しており、今回２期分として火葬炉、現行施設の取り壊しと外構工事、現行施設

跡地を造成し、駐車場を整備するなど、それらを発注する予定であると答弁がありました。 

 次に、選挙管理委員会であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４項選挙費、２目農業委員会委員選挙費について、農業委員

会委員の選挙予定はいつかと質疑があり、執行部から、農業委員会委員選挙は、平成26年４月

27日予定であると答弁がありました。 

 次に、監査委員事務局であります。 

 執行部の説明の後、委員から、６項監査委員費、１目監査委員費、13節委託料、工事監督技

術調査業務委託料25万9,000円の調査対象はと質疑があり、執行部から、主に建設工事の監査

を専門知識を持った技術者に監査を委託するものであ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、２項児童福祉費、３目母子福祉費、19節負担金補助及び交付

金のうち、母子家庭自立支援教育訓練事業費補助金７万2,000円について補助の内容はと質疑

があり、執行部から、母子家庭の方が教育訓練や通信講座などの指定講座を受講するときの補

助である。卒業するためにかかる経費の20％が補助されると答弁がありました。 

 また、３項生活保護費、３目生活保護適正化推進事業費、７節賃金のうち、就労支援員賃金

158万4,000円の雇用人数と活動内容はと質疑があり、就労支援員を１名雇用している。活動内

容は、自立支援ケースを選定し、巡回ハローワークへの同行や求人があった場合は世帯への訪

問などをしている。自立支援選定ケース以外の世帯にも訪問を行い、就労可能な状況であるか

の判断もし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、１項社会福祉費、６目社会福祉施設費、15節工事請負費、市

民館改修他工事費6,000万円で、行当市民館の浸水予想高はと質疑があり、執行部から、行当

市民館は、海抜12.6メートルであり、県の浸水予想高は２メートルから３メートルとなってい

る。２階が3.5メートル、屋上が７メートルであり、浸水を免れると予想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、１項社会福祉費、４目老人福祉費、13節委託料のうち、高齢

者生活支援事業委託料328万5,000円の事業内容について質疑があり、執行部から、高齢者の買

い物支援事業を商工会に委託しており、市内全域の65歳以上の高齢者のみで形成された世帯を
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対象として買い物支援を行っている。平成26年２月７日現在での対象者は87名であると答弁が

ありました。 

 また、同じく委託料のうち、配食サービス事業委託料の委託先はどこかと質疑があり、配食

サービスは毎年行っている事業であり、室戸市社会福祉協議会に委託していると答弁がありま

した。 

 次に、農林水産課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、１項農業費、１目農業委員会費について、農業委員会委員の

総数はと質疑があり、執行部から、農業委員会委員の定数は、公選による委員15名、農業協同

組合から推薦が１名、共済組合から１名、市議会から推薦が４名、合計21名であると答弁があ

りました。 

 また、１項農業費、３目農業振興費、19節負担金補助及び交付金のうち、中山間地域直接支

払交付金1,073万2,000円の対象とその内容について質疑があり、対象になっている集落は、中

尾、平山、西地、長野、磯原、日南の６集落である。集落と協定を結び、道路や水路を管理、

集落の環境整備を行い、将来に向けた農業活動の実施に対しての補助であると答弁がありまし

た。 

 また、同じく15節工事請負費、キラメッセ室戸施設整備工事費１億440万円について、工事

後に指定管理料はどうなるのかと質疑があり、指定管理料を増額することは考えていないと答

弁がありました。 

 次に、商工観光深層水課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、１項商工費、３目観光費、13節委託料のうち、室戸海洋深層

水体験交流センターについて、施設の経営状況はどうかと質疑があり、執行部から、平成24年

度から株式会社創裕が指定管理を行っているが、平成24年度は115万433円の赤字であったと答

弁がありました。 

 また、同じく13節委託料で、公衆便所管理他委託料について、市内の公衆便所は何カ所ある

のかと質疑があり、市内の公衆便所は17カ所であると答弁がありました。 

 また、同じく13節委託料で、深層水公園屋外便所清掃他委託料をほかの公衆便所の委託料と

別にしている理由はと質疑があり、広域公園の樹木の伐採や清掃も含めて委託しているためで

あると答弁がありました。 

 次に、建設課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、１項土木管理費、２目国土調査費、13節委託料、一筆地調査

等委託料4,075万円について、国・県の補助率はと質疑があり、執行部から、この事業は、平

成18年度から始まっており、補助率は国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１であると答

弁がありました。 

 次に、消防本部であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、１項消防費、３目非常備消防費、８節報償費で、団員表彰他

報償費200万円について質疑があり、執行部から、団員の退職者を10名と見込んで、平均で

20万円で10名分を予算化していると答弁がありました。 

 また、４目消防施設費、13節委託料のうち、デジタル無線整備監督委託料534万6,000円と

15節工事請負費、デジタル無線整備工事費４億2,097万5,000円について、室戸市消防本部サー

ビスエリアは広範囲であるが、電波が良好に届くのかと質疑があり、電波伝達調査は行ってお

り、サービスエリア内では十分に電波の発信、受信が可能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、３目学校給食共同調理場費、15節工事請負費、西部地区学校

給食センター新築工事２億4,851万5,000円について、最大調理量は400食との説明だが、対象

の生徒数と教員数はどのぐらいかと質疑があり、執行部から、対象人数は、吉良川小学校、吉

良川中学校、羽根小学校、羽根中学校、中川内小学校、中川内中学校の児童・生徒合計

237名、教職員が74名であ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、４項社会教育費、１目社会教育総務費、19節負担金補助及び

交付金のうち、重要伝統的建造物群保存地区保存事業補助金1,197万6,000円について、補助対

象は何戸かと質疑があり、執行部から、平成26年度では、補助対象家屋が２戸、修景が２戸、

修理を１戸の合計５カ所を予算化していると答弁がありました。 

 また、５項保健体育費、２目体育振興費、19節負担金補助及び交付金のうち、高校女子硬式

野球大会補助金50万円について、ことしの開催場所と参加校数はと質疑があり、ことしは室戸

市での開催を予定しているが、参加校についてはまだ決定していないと答弁がありました。 

 会計課、税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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、指定管理料について、光熱水費については含まれるのかと質

疑があり、執行部から、指定管理料は453万円で、光熱水費は指定管理料に含まれていると答

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。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 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（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 
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 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（山下浩平君） 次に、日程第２、議案第４号室戸市特別会計条例の一部改正について

から議案第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

20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。濱口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（濱口太作君） 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４号から議案第33号まで、以上20件については、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、３月14日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受け、審

査いたしました。 

 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４号室戸市特別会計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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、中学生までの医療費の無料化について増額となる対象人数

と予算はどのくらいかと質疑があり、執行部から、小学生約283人、医療費の増額分が436万

8,000円、中学生が約400人、134万4,000円の増額となるとの答弁がありました。 

 次に、附則で段階的な施行としているが、最終の施行後の平成28年度の増額分は幾らかと質

疑があり、執行部から、平成28年度は772万8,000円の増額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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、申請期限が出産から６カ月以内ということであるが、どの

ように周知徹底するのか質疑があり、執行部から、広報による周知と母子手帳交付時、出産後

に保健師が全戸訪問することにより周知を行っていく。また、戸籍での出生者リストの確認も

行うとの答弁がありました。 

 次に、住民登録はあるが、市外に住んでいる場合の確認や不正受給についてはどう対処する

のかと質疑があり、執行部から、保健師の訪問と民生委員等から聞き取りをして確認をする。

また、申請時に１年間以上室戸市に居住しているかどうかのチェック欄を設けている。不正が

あれば返還を求めることとなると答弁がありました。 

 次に、支給額について１子につき５万円だが、この額で妥当だと思っているのかと質疑があ

り、執行部から、県内町村では15万円とか、多いところでは馬路村が24万円を支給している。
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市では須崎市が第３子に15万円の支給である。当市では、分け隔てなく、１人につき５万円と

したほうが各世帯に行き渡るという考えで５万円とした。また、他市においては、１子当たり

均等に支給するという例はない。今後は、住民の声を聞き改正することや、別の方法も考えて

いきたいと思っていると答弁がありました。 

 次に、現在、ブックスタート事業として、１歳９カ月健診で絵本を贈呈しているが、この祝

い金と一緒に渡すともっとインパクトがあると思うが、検討されなかったのかと質疑があり、

執行部から、祝い金の支給方法については、口座振替としていると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、深層水の利用促進を図るため、室戸市以外の県内の人にも

給水するということだが、給水量は賄えるのかと質疑があり、執行部から原水、脱塩水も含め

て、平成22年度の給水量が905立方メートル、平成24年度は224立方メートルであった。脱塩水

においては、企業の需要が多いときには制限が出る可能性はあるが、それ以外では十分に給水

能力はあると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第15号平成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であ

ります。 

 執行部から説明の後、委員から、全体での赤字額はどうなるのか、また単年度決算ではどう

かと質疑があり、執行部から、今回の繰り入れで４億2,431万1,000円の赤字額に圧縮される。

単年度平成25年度においては、まだ医療費が確定しておらず、何とか黒字になるのではないか

と見込んでいるが、昨年度以上に医療費が伸びており、厳しい状況に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でありま

す。 

 執行部から説明の後、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で

あります。 

 執行部から説明の後、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、脳ドック検診ほか委託料について、脳ドック検診の受診募



－194－ 

集人数は、昨年度と同様の170人ということだが、申し込みの方法も同様かと質疑があり、執

行部から、電話の混雑や申込者に配慮するため、土曜日に職員が出勤し、受け付けを行う。ま

た、できるだけ多くの方が平均して受けられるよう、２年に１度から３年に１度の受診とし、

申し込みしやすくなるような対策をとっていると答弁がありました。 

 次に、２款保険給付費の１項医療諸費が２億円ほどふえているが、２項の高額医療費の上限

が下がることに影響があるのかと質疑があり、予算計上は３年から４年間の実績と診療報酬の

改定状況を踏まえ計算するが、25年度の医療費がかなりふえているので、２億円余り増額をし

た。また、２項の高額療養費は、自己負担分のことではなく、国保連合会を事業主体として協

働で行っている医療費の支払い分であり、医療の高度化にあわせ１件当たりの医療費も増加し

ていることなどから増額となっているとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、審査会の審査状況と非該当の件数について質疑があり、執

行部から、25年度は現在までで新規認定件数が、室戸市219件、東洋町35件、計254件、このう

ち非該当は室戸市35件、東洋町２件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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、介護予防１次予防事業費の委託料のうち、げんきクラブ活

動事業費委託料について、げんきクラブの対象者と内容はと質疑があり、執行部から、主に

65歳以上で構成されている団体で、市内に16団体である。活動としては、100歳体操や認知症

予防の勉強会等を実施している。市で介護福祉士等の有資格者をコーディネーターとして雇用

しており、各団体にアドバイスをしながら回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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳入の基金繰り入れにより、基金残高が469万円となって

いるが、平成27年度には赤字になる可能性があるのではないかと質疑があり、執行部から、海

洋深層水給水基金については、非常に厳しい状況になっている。今後の対策としては、給水対

象を広げ、収入増を目指していく。また、支出は精いっぱい抑えた予算としているが、少しで

も基金からの繰入額が少なくなるよう努力していきたいと答弁がありました。 

 次に、同じく歳入で、海洋深層水使用料の100万円増は、市外の方への給水を見込んでのこ

とと思うが、その市外の方の申請手続等について質疑があり、室戸市民と同様に、給水現場で

の確認が必要であるので、まず申請書を提出してもらい、後日給水許可書を送付するようにな

ると答弁がありました。 
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 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第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

であります。 

 執行部から説明の後、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であります。 

 執行部から説明の後、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25号平成26年度室戸市水道事業会計予算についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、キャッシュ・フローとはどういう概念かと質疑があり、執

行部から、平成26年度から義務づけられたもので、資金の流れを業務活動によるもの、投資活

動によるもの、財務活動によるものの３つの分野に分けるものである。これにより、経営状況

がより透明性のあるものと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27号農林水産関係施設の指定管理者の指定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、火災があった行当漁具共同作業所も指定管理施設に入るの

かと質疑があり、執行部から、３月６日に火災があり、現在、現地等の調査を行っている。半

焼であったため、行当船主会とその部分について撤去か復旧かについて検討中であるが、全体

の物件として、今回の指定管理の中に入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で

あります。 

 執行部から説明の後、委員から、指定管理期間が５年ではなく３年になっている理由は何か

と質疑があり、執行部から、現在の経営状況は、赤字経営であるが、指定管理料の支払いは行

っていない。施設の運営状況は、職員を常駐させて対応しているが、県内の他のライダーズ施

設は予約制であり、その時間帯だけの対応である。今回、この予約制を導入し経営状況を確認

するため、３年間としたと答弁がありました。 

 次に、観光協会へ指定管理するということであるが、公募はしなかったのかと質疑があり、

指定管理の趣旨からすると、公募すべきかどうか迷ったが、この施設ができてから現在まで、

観光協会に指定管理して特に問題もなかった。また、土日、祝祭日も含め、365日対応可能

で、観光案内もできるということと、他のライダーズ施設においても、同様の状況であるとい

うことから、公募をしなかったと答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第30号字の区域の変更についてであります。 
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 執行部から説明の後、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31号市道路線の変更についてであります。 

 執行部から説明の後、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32号損害賠償額の決定及び和解することについてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、今後の市道の管理について質疑があり、執行部から、平成

26年度予算で高木刈りをするようにしていると答弁がありました。 

 次に、事故の損害状況について質疑があり、執行部から、高所作業所のバケット部分が壊れ

た。そのバケット部分の修繕費は70万円であったが、修繕の間のリース代も含んでいると答弁

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。 

 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であります。 

 執行部から説明の後、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。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 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（山下浩平君） 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。 

 これより討論に入ります。 

 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

部改正についてから日程第２、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31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。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。議案第18号平成26年度室戸市一般会計予算について反対

討論を行います。 

 室戸市の現状は、合併以来の人口が約半減しているということになっております。また、近

年におきましては、毎年度500人前後の人口減少が続いております。ある意味、仕方のない自

然現象があるとはいえ、このままいけば10年たたないうちに室戸市の人口が１万人を割るとい

うことになろうかと思います。人口減少の大きな要因の一つは、室戸市に雇用の場が非常に少

ないということが考えられると思います。民間の活力が失われていく中で、行政の役割は何で

あるか、真摯な考えが必要であることは申すまでもありません。直近の調査では、室戸市の平

均失業率は15％前後、特に20歳から25歳の失業率は20％を超える状況であります。自治体運営
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の基礎は人口であります。その基礎的基本となる人口が、くしの歯が抜けるような状態は看過

できないものがあります。室戸市の人口が特に若年層の人口が潮を引くように少なくなってい

くことは、裏を返せば高齢者率が異常な速さで進行しているということになります。室戸市の

高齢化率が40％を超えた今、必要とされるのは若い世代を引きとめる雇用対策であります。若

い世代の定着が何よりも大事であるということは……。 

○議長（山下浩平君） 山本賢誓議員、ちょっと待ってください。 

 総務委員会で賛成で皆やっちゅう件でございますので。総務委員会で総務委員であって、や

っておりますので、御遠慮していただきたいと思いますが。 

○１０番（山本賢誓君）（続） ということで、それでは引きます。市長、雇用の場の確保を

してください。 

○議長（山下浩平君） ほかに反対討論を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。町田又一君。 

○１２番（町田又一君） 議案第９号について賛成討論を行います。 

 本案は、次代を担う子の誕生を祝福するとともに、健やかな成長を願い、祝い金を支給し、

子育ての支援に資することを目的に、市長より今定例会に提案されたものでございます。本市

は、長引く経済不況の影響などにより、人口減少が続き、少子・高齢化の進展もあって、町の

活性化が次第に失われつつあります。そうした状況を少しでも打開し、子育てしやすい環境を

整備するため、本案が提出されたものであり、第１子からの支給は、県内の市では初めての取

り組みであります。また、乳幼児等の通院医療費の所得制限を段階的に撤廃し、自己負担額の

全額助成に向けた条例案も同時提案されており、小松市長の子育て支援に取り組む姿勢が明確

に示されたものであり、大変評価されるべきである議案であると思います。 

 一方、本市の財政状況は、人口減少に伴う税収減など厳しさを増しておりますが、市長のす

ぐれた行政手腕により、厳しい中にも少しずつ好転の兆しが見え始めております。しかしなが

ら、他市町村の例から見れば、本市の財政状況はまだ十分とは言えず、南海トラフ地震などの

大規模災害を考えたときには、さらなる健全化の取り組みと災害に対する備えを進めていかな

ければなりません。そのような中、今回の提案は、本市の厳しい財政負担を十分に考慮しつ

つ、一方で安心して暮らせる子育てしやすいまちづくりのため、一層の子育て支援を推進しよ

うとするものであり、現時点で考えられる最善の提案であり、称賛に値するものであると考え

るところであります。 

 以上の理由により、私は本案に対し賛成するものであります。御賛同賜りますよう、よろし

くお願いをいたしまして、議案第９号に対する賛成討論を終わります。 

○議長（山下浩平君） ほかに討論はございませんか。 

            〔「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。 

 これをもって日程第１、議案第２号から日程第２、議案第33号まで、以上31件についての討

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 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（山下浩平君） 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（山下浩平君） 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

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（山下浩平君） 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号室戸市分担金徴収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（山下浩平君） 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

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。 
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 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（山下浩平君） 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（山下浩平君） 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号室戸市消防手数料徴収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（山下浩平君） 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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第14号平成25年度室戸市一般会計第６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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第18号平成26年度室戸市一般会計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〕 



－200－ 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第４号室戸市特別会計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（山下浩平君） 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（山下浩平君） 起立多数であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第９号室戸市すこやか子育て祝金支給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（山下浩平君） 起立多数であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第10号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（山下浩平君） 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
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した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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

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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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

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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されま
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した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決をされ

ました。 

 次に、議案第30号字の区域の変更についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第31号市道路線の変更についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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を採決

いたします。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

〔13番 林 竹松君 退席〕 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第３、議案第28号水産関係施設の指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

 本案に関し産業厚生委員会委員長の報告を求めます。濱口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（濱口太作君） 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28号水産関係施設の指定管理者の指定については、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、３月14日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受け、審

査いたしました。 

 審査の経過及び結果については、次のとおりであります。 

 執行部から説明の後、委員から、この施設の耐用年数について質疑があり、執行部から、鉄

骨鉄筋等で24年であり、耐用年数は過ぎていると答弁がありました。 

 また、施設の修繕について質疑があり、施設の軽微な修繕等維持管理については、指定管理

者が行っていると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 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（山下浩平君） 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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第３、議案第28号水産関係施設の指定管理者の指定について行います。 

 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〕 

○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〕 
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○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28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。 

 議案第28号水産関係施設の指定管理者の指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（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されま

した。 

〔13番 林 竹松君 入場〕 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第４、議員定数調査検討特別委員会付託案件についてを議

題といたします。 

 平成25年12月定例会において、議員定数調査検討特別委員会に議員定数に関する調査検討に

ついて及び近隣市町村の動向に関する調査についてを付託したものであります。 

 本件に関し議員定数調査検討特別委員会委員長の報告を求めます。堺議員定数調査検討特別

委員会委員長。 

（議員定数調査検討特別委員会委員長報告） 

○議員定数調査検討特別委員会委員長（堺 喜久美君） 議員定数調査検討特別委員会委員長

報告を行います。 

 本委員会は、議員定数の是非について調査検討する必要があるとする議長からの申し出を受

け、平成25年12月定例会において、議長を除く13人の委員構成により設置されたものでありま

す。 

 本委員会に付託された案件は、(1)議員定数に関する調査検討について及び(2)近隣市町村の

動向に関する調査についてであります。 

 本委員会として、１月９日、２月13日、３月５日の計３回開催し、協議資料として本市にお

ける議員定数の推移及び県内各市と人口規模の似通った町における議員定数の改正状況や今後

の動向について並びに本市における人口の推移、コーホート変化率法による人口推計及び本市

の面積、財政状況等をもとに協議を行いました。また、１月21日付室戸市常会長連合会会長か

ら提出された要望書について、会長を参考人として出席を求め、意見を聴しました。 

 協議内容といたしましては、本市の人口減少の状況から、それに伴う定数の削減が必要であ

るという意見に対し、室戸市の面積や地理的条件を考え合わせた場合、議員が少なくなると市

民の多様な要望や声が届かなくなるという意見がありました。また、本市の財政状況は、厳し

いものがあり、経費削減の面から議員定数を削減すべきだという意見に対し、財政が厳しいの
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であれば、議員報酬を削減すべきだという意見や過去には財政面が厳しいということと人口減

ということから議員定数を削減してきた事例もあったが、現在の本市の財政状況を見ると、過

去最大の基金残高となっている。財政面が厳しいことが、議員定数削減の理由にはならないと

いう意見がありました。 

 委員から、市民に議員活動が見えにくいという指摘もあり、市民に認められる議会にしてい

くためには、議員定数削減より議会改革に取り組んでいき、開かれた議会としていくべきでは

ないかという意見もありました。 

 次に、近隣市町村の動向については、東洋町の１名削減のほかは、定数削減の動きがないと

いう状況であります。また、昨年９月、土佐清水市において、議員定数が２名削減され、12議

席になった背景は、前回の議員選挙が無投票であったということが理由でありました。 

 以上の協議を踏まえ、委員から、議員定数４名削減案、２名削減案及び１名削減案の３つの

案が提案されました。本委員会としての意思を一つにするため、無記名投票により採決を行い

ました。採決の結果、議員定数を１名削減し、現在の14議席から13議席とする案が賛成多数で

可決され、13人の委員で構成する本委員会としての意思となりました。それに伴い、本委員会

から、議員定数を１名削減する案を提出することを諮り、全員異議なく提出に賛同されており

ます。 

 以上の経過を踏まえ、この後特別委員会から条例改正案を提出いたしますので、議員各位の

御賛同をお願いいたします。 

 以上で議員定数調査検討特別委員会委員長報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 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（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって議員定数調査検討特別委員会委員長に対する質疑を終結いたします。 

 御報告いたします。 

 先ほどの委員長報告にありましたように、特別委員会から議員定数１名減を求める条例案、

議案第34号室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正にする条例が提出されておりま

す。また、本日、小椋議員外３名から、定数２名減を求める条例案、議案第35号室戸市議会の

議員の定数を定める条例の一部を改正する条例が提出されております。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第５、議案第34号室戸市議会の議員の定数を定める条例の

一部改正について及び日程第６、議案第35号室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 本２案は、関連がございますので、一括議題といたします。 
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 まず、日程第５、議案第34号室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 本案に対して提出者の説明を求めます。堺議員定数調査検討特別委員会委員長。 

○議員定数調査検討特別委員会委員長（堺 喜久美君） 議案第34号室戸市議会の議員の定数

を定める条例の一部改正については、地方自治法第109条第６項及び会議規則第14条第２項の

規定により提出するものであり、室戸市議会の議員の定数を定める条例の本則中、議員の定数

14を13に改め、次の一般選挙から施行するため、一部を改正するものです。 

 説明は、先ほどの特別委員会委員長報告をもって提案理由の説明といたします。議員各位の

御協力をよろしくお願いいたします。 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第６、議案第35号室戸市議会の議員の定数を定める条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 本案について提出者の説明を求めます。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。議案第35号、本案につきまして提案理由の説明を行い

ます。 

 室戸市議員定数調査検討特別委員会におきまして、３回の検討が行われ、議員定数１名を削

減し、定数13名に改正をするとされておりますが、この１期４年間は、人口の減少数が一番大

きく、議員定数２名の削減は、市民から多くの意見が寄せられており、１名の削減では、市民

の賛同が得られておりません。新聞報道を受けて、市民は、民意の反映がされてないと言って

おります。本年度の予算も、基金を取り崩して、ようやく編成をされており、県内で唯一、連

結実質収支が赤字の団体である自主財源の乏しい室戸市において、これからも続いていくであ

ろうと予測をされる人口減少による地方交付税の減少や国民健康保険事業の大きな累積赤字を

考えたときに、議員定数１名の削減では、４年間の議員報酬は1,552万8,000円の減少にしかな

りませんが、議員２名を削減すると3,150万6,000円の議員報酬が減額となりますので、人口の

減少が続く本市の厳しい財政状況を鑑み、我々議員も市民の代表として身を削る思いの中で、

市民の要望に応えていかなければならないと思います。議員定数14名を２名削減して議員定数

12名にして市民の要望に応えることを提案をいたします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 静粛に願います、傍聴席は。 

 本２案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

 質疑に当たっては、議案第34号なのか議案第35号なのかを明確にしてお願いをいたします。 

 質疑はありませんか。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。議案第35号に関して質疑させていただきます。 

 議員定数調査検討特別委員会の経緯は、先ほど委員会の委員長が述べられたようなことなの

ですが、委員会の中で、委員の意見は出尽くした。これ以上審議を続けても堂々めぐりだとい

う意見の中で、委員長は、丁寧な運営をされたと思っております。そして、採決の結果、１名
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減の議員定数13名が賛成多数で可決されたということです。本委員会は、議長を除く議員全員

が委員として審査したものでありまして、２回目からは公開で行われました。特別委員会の軽

視ではないかという意見がございますが、議案提案者の見解をお伺いいたします。 

○議長（山下浩平君） 提出者の答弁を求めます。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。先ほどの上野議員にお答えをいたします。 

 まず最初に、市民の方々の中には、国民健康保険税や住宅新築資金、固定資産税や住宅使用

料等々を払いたくても払えない状況の方々がおいでるとお聞きをしているところでございま

す。それらのことを考えた場合に、議員は市民の負託を受けて、また公僕として働かなければ

ならないという役目と責任があると考えております。少しでも議員定数を削減して、市民サー

ビスに寄与しなければならないという大前提がある中で、私たち議員が身を切ることで、少し

でも市民サービスにつなげていくことが大きく求められていると思います。先ほど上野議員か

ら、議員定数調査検討特別委員会で検討された内容が、もう一度審議をするということがおか

しいじゃないかというお話がありましたけれども、軽視か、失礼しました、私は、各委員会で

も、特別委員会でも、室戸市や市民にとってよい方向となるようなことを決定して、市民にと

って有益な結論であることが一番であると考えております。今回のような市民の要望を無視し

た結果となったことは、非常に残念であるというふうに考えております。提案理由でも申し上

げましたが、１名削減の報道による市民の批判は、非常に厳しく、市道の補修等もお金がない

というのに、議員の報酬は特別かという厳しい意見を言っております。このままでは、市民の

信頼を裏切ることになり、市民の負託を受けた議員として、多くの市民の要望である２名削減

に応えるために、少数議員でもできる地方自治法第112条の議員による議案提出は、今回のよ

うな少数議員でも市民の立場に立つ議員のためにあると解釈をしておりまして、提案をさせて

いただきました。市民の要望に応えていくことができる結論であれば、議案を提出する必要が

ないことは当然のことであるというふうに考えております。以上です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。上野祥司君の２回目の質疑を許可いた

します。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） 上野、２回目です。それならば、なぜ特別委員会でもう少し丁寧に審

議をされなかったのでしょうか。先ほども言いましたけれど、委員長の運営は、丁寧にされた

と自分は記憶しております。議長を除いて全員参加の委員会で、一つの結論を得て、それが確

かに重要な、小椋議員おっしゃるような重要な議案ではありますが、それが本議会へまた提出

されるやというようなことをこれから続けていっていいものかどうか迷っております。もう一

度御答弁をお願いします。 

○議長（山下浩平君） 答弁を求めます。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。先ほどの上野議員の２回目の質疑にお答えをいたしま

す。 
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 私たちは、少数議員でもできる地方自治法第112条の議員による議案提出は可能であるとい

うふうに考えた中で提案をさせていただきました。以上です。 

○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２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５、議案第34号室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について及び日程第

６、議案第35号室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について行います。 

 まず、議案第34号に対する反対討論の発言を許可いたします。町田又一君。 

○１２番（町田又一君） 12番町田又一。議案第34号について反対討論を行います。 

 議員定数を現行の14から１減の13とする削減案に反対を行います。 

 全国には、室戸市よりずっと面積が広く、人口は同じくらいか、もしくはかなり少ない市が

何カ所もあります。議員定数は、９から12であります。そして、市の行政も、議会も、それな

りに知恵を絞りながら運営をされているようでございます。このように、他市の例からも、議

員定数を削減し過ぎると、少数意見が聞けなくなるというのは、議員をやらせてもらっている

私たちの逃げ口上ではないかと思うのです。この３年間、議会運営は、ちょくちょく欠席者が

出る中行われてまいりました。確かに議員の数が減れば、その役割や責任が重くなるのは当た

り前のことでございます。心を強く持ち、前進するのみだと存じます。少数でも室戸をよくし

たいと願って日々努力を重ねることが大切であると思うのです。数は少なくとも、その強い思

いを持っている者同士がスクラムを組めば、他市に負けない議会、そして議員活動ができるも

のだと確信をしております。私の知る限り、議員の数は、12でええやないかと、そういう声が

多数あります。私もあくまで議員定数は１減ではなく、２減の12にすべきであると願っており

ます。よって、議員定数を14から１減の13とする案には反対を表明し、討論といたします。議

員各位の御賛同のほど、どうかよろしくお願いをいたします。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 次に、議案第34号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。 

 次に、議案第35号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（山下浩平君） なしと認めます。 

 次に、議案第35号に対する賛成討論の発言を許可いたします。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 13番林。議案第35号室戸市議会の議員定数を定める条例の一部改正

について賛成討論を行います。 
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 いよいよ４月から消費税が８％に増額されるということであります。そして、市民は、これ

からどうしたらよいのかということをよく耳にします。そういう意味からにおいても、議員の

役割はどうすればいいのか、そのことをよく考えていただきたいと思うわけであります。ま

た、室戸市民は、安定した生活を送れる状況ではありません。議員定数を削減すれば、市民の

意見が反映できないとされておりますが、私はそうとは思いません。なぜなら、議員が少なく

なると、選んでくれる市民の方々は、候補者を選んで投票してくれるはずであります。ふだん

のいわゆる議員活動が大事であると思うものであります。また、議員数を削減すると、少数意

見が反映できないと言われておりますが、そうではないし、議会制民主主義を守ることによっ

て、少数意見が守られると私は確信するところであります。議員の皆さん、思い切った議会改

革をしようではありませんか。我々議員は、市民の負託を受け、市民の公僕として議席を得た

ものであります。室戸市の財政の悪化、そして人口減少や税収の落ち込みなど、市民の生活は

悪化するばかりであります。議員定数の削減に反対すれば、室戸市の議員は自分たちの保身の

ことだけを考えて選挙が近づいているから削減に反対するんだと言われております。そして、

市民の意見を反映することが、議員の役割であることは言うまでもありません。室戸市では、

既に職員の定数の削減や給料のカットを市長を先頭に推し進めておりますが、職員だけにその

痛みを押しつけることではなく、議員もみずからの身を切ることが議会改革であります。市民

生活を向上さすためにも、議員定数を削減し、市民サービスにつなげたいと思うものでありま

す。 

 これをもちまして議員定数を14名から12名に削減する定数改正条例に賛成の討論といたしま

す。議員の皆さん、思い切った改革をし、そして我々は市民の税金によって報酬をいただいて

おるものでありますので、どうかそのことを忘れることなく、少しでも議員定数を削減をし、

市民生活の少しでも楽になれるような、そういう議会改革であり、議員の役割とするものであ

ります。どうか賛成をしていただきますように御賛同お願いいたしまして、本案に対する賛成

討論といたします。 

○議長（山下浩平君） ほかに討論はございませんか。 

            〔「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５、議案第34号及び日程第６、議案第35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。 

 まず、現状から遠い２名削減案、議案第35号から採決いたします。 

 日程第６、議案第35号室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についてを採決いた

します。 

 この採決については、林竹松君、小椋利廣君から無記名投票によられたいとの要求が出てお
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ります。出席議員２名以上の要件を満たしておりますので、要件は成立しました。よって、こ

の採決は、無記名投票をもって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○議長（山下浩平君） ただいまの出席議員数は13名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○議長（山下浩平君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めます。 

            〔投票箱点検〕 

○議長（山下浩平君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票用紙に本案を可とする者は賛成と、否とする者は反対と記入の

上、議会事務局長の点呼に応じ、１番議員から順次投票を願います。 

 なお、白票については無効であります。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○議長（山下浩平君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○議長（山下浩平君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に北岡幸男君及び久保八太雄君を指名いたしま

す。よって、両君の立ち会いをお願いいたします。 

            〔開  票〕 

○議長（山下浩平君） 投票の結果を報告いたします。 

 投票総数 13票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたします。 

 そのうち 

 有効投票 13票 
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 無効投票 ０ 

 有効投票中 

  賛成 ５票 

  反対 ８票 

 以上のとおり反対が多数であります。よって、議案第35号は否決されました。 

 ただいま議案第35号が否決されました。 

 続きまして、日程第５、議案第34号室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部改正につい

てを採決いたします。 

 この採決につきましては、林竹松君、小椋利廣君から無記名投票によられたいとの要求が出

ております。出席議員２名以上の要件を満たしておりますので、要求は成立しました。よっ

て、この採決は、無記名投票をもって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○議長（山下浩平君） ただいまの出席議員数は13名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○議長（山下浩平君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○議長（山下浩平君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票用紙に本案を可とする者は賛成と、否とする者は反対と記入の

上、議会事務局長の点呼に応じ、１番議員から順次投票を願います。 

 なお、白票については無効であります。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○議長（山下浩平君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 
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○議長（山下浩平君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に堺喜久美君及び濱口太作君を指名いたしま

す。よって、両君の立ち会いをお願いいたします。 

            〔開  票〕 

○議長（山下浩平君） 投票の結果を報告いたします。 

 投票総数 13票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 13票 

 無効投票 ０票 

 有効投票中 

  賛成 ８票 

  反対 ５票 

 以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議員定数調査検討特別委員会の調査終了を宣告いたします。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議がありますので起立により採決いたします。 

 昼食のため午後１時まで休憩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） 起立少数であります。よって、午後１時まで休憩することは否決され

ましたので、会議を続行いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第７、議案第36号室戸市議会委員会条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 案文については、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議案第36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36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、本案につきましては、議員全員が提出者、賛成者になっておりますので、質疑及び討

論につきましては、なきものとして議事を進めます。 
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 これより採決いたします。 

 日程第７、議案第36号室戸市議会委員会条例の一部改正について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 日程第８、各常任委員会委員の選任を行います。 

 各常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により、議長にお

いて指名いたします。 

 総務文教委員会委員といたしまして、町田又一君、山本賢誓君、上野祥司君、脇本健樹君、

小椋利廣君、亀井賢夫君、私山下浩平、以上７名を指名いたします。次に、産業厚生委員会委

員としまして、林竹松君、堺喜久美君、米澤善吾君、濱口太作君、久保八太雄君、柳原只雄

君、北岡幸男君、以上７名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸君をそれ

ぞれの常任委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに各常任委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願いいたし

ます。 

 それでは、各常任委員会正副委員長互選のため10分間休憩いたします。 

            午後０時10分 休憩 

            午後０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。 

 各常任委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告いたします。 

 総務文教委員会委員長亀井賢夫君、総務文教委員会副委員長脇本健樹君、産業厚生委員会委

員長堺喜久美君、産業厚生委員会副委員長北岡幸男君、以上のとおり決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第９、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長にお

いて指名いたします。 

 議会運営委員会委員に、町田又一君、堺喜久美君、米澤善吾君、濱口太作君、上野祥司君、

脇本健樹君、柳原只雄君、以上７名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸

君を議会運営委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに委員会を開き、正副委員長を互選の上、御報告願います。 



－215－ 

 それでは、議会運営委員会正副委員長互選のため10分間休憩いたします。 

            午後０時23分 休憩 

            午後０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。 

 議会運営委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告いたします。 

 議会運営委員会委員長濱口太作君、議会運営委員会副委員長柳原只雄君、以上のとおり決定

をいたしました。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長から、委員会において閉会中もなお調査が

必要と認め、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査に付することと決しました。 

 なお、先ほど継続審査申出書とともに配付させていただきました平成24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

27条の規定に基づき、３月20日付で教育長から提出いただいたものであります。よろしくお願

いをいたします。 

 本日出席されている執行部の中で、３月末をもって退職される方が４名おられます。大影建

設課長、山本教育次長兼生涯学習課長、久保消防長、池内会計管理者兼会計課長であります。

長きにわたり市の行政事務に携わり、今日の室戸市政の基礎を築いた功績は非常に大きいもの

があります。本日が最後の議会となりましたが、健康に十分留意され、楽しい第２の人生を送

っていただきたいと思います。長い間、御苦労さまでございました。そして、ありがとうござ

いました。（拍手） 

 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34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。 

 これにて平成26年３月第２回室戸市議会定例会を閉会いたします。 

 どうも御苦労さまでございました。 
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            午後０時37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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