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平成２６年９月第６回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  平成２６年９月２４日（水） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  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  寺 岡 安 弘 

  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  川 上 建 司 

  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  萩 野 義 興 

  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  竹 本 俊 之     建 設 課 長  岡 本 秀 彦 

  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 

  防災対策課長  上 松 富士樹     会計管理者兼会計課長  長 崎 潤 子 

  福祉事務所長  黒 岩 道 宏     教  育  長  谷 村 幸 利 

  教育次長兼学校保育課長  中 屋 秀 志     生涯学習課長  森 岡   光 

  水 道 局 長  久 保 一 彦     消  防  長  竹 谷 昭 一 

  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 平成26年度室戸市一般会計第３回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

  日程第２ 議案第３号 室戸市手数料徴収条例の一部改正について 

  日程第３ 議案第４号 室戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
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める条例の制定について 

  日程第４ 議案第５号 室戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定について 

  日程第５ 議案第６号 室戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 

  日程第６ 議案第７号 室戸市コールセンター等誘致促進条例の制定について 

  日程第７ 議案第８号 室戸世界ジオパークセンター設置及び管理条例の制定について 

  日程第８ 議案第９号 平成26年度室戸市一般会計第４回補正予算について 

  日程第９ 議案第10号 平成26年度室戸市国民健康保険事業特別会計第２回補正予算につ

いて 

  日程第10 議案第11号 平成26年度室戸市介護保険事業特別会計第２回補正予算について 

  日程第11 議案第12号 平成26年度室戸市水道事業会計第１回補正予算について 

  日程第12 議案第13号 訴えの提起について 

  日程第13 議案第14号 訴えの提起について 

  日程第14 議案第15号 室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について 

  日程第15 議案第16号 平成25年度室戸市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

  日程第16 議案第17号 教育委員会委員の任命について 

  日程第17 認定第１号 平成25年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第18 認定第２号 平成25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 

  日程第19 認定第３号 平成25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 

  日程第20 認定第４号 平成25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 

  日程第21 認定第５号 平成25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 

  日程第22 認定第６号 平成25年度室戸市障害程度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 

  日程第23 認定第７号 平成25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 

  日程第24 認定第８号 平成25年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

  日程第25 議案第18号 平成26年度室戸ジオパーク拠点施設整備事業展示物等製作業務委

託契約の締結について 

８．本日の会議に付した事件 
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  日程第１より日程第25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名中欠員１名、現在13名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号平成26年度室戸市一般会計第３回補正予算の専決処分の承認について

を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１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） 日程第２、議案第３号室戸市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。上松防災対策課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時13分 休憩 

            午前10時17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号室戸市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準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。森岡生涯学習課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時18分 休憩 

            午前10時24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。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 13番林。本案について若干質疑を行いたいと思います。 

 まず、議案第４号の室戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定についてという説明があったわけですけども、ここで気になるし、知りたいことは、

この中に児童健全育成という言葉が出てきますが、これと児童憲章との整合性はどうなってく

るのか、説明を求めるものであります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。森岡生涯学習課長。 

○生涯学習課長（森岡 光君） 林議員さんの質疑にお答えいたします。 

 この放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の中にも載っており

ますが、放課後児童の方々に児童憲章との関係ということでございますけれども、児童憲章の

趣旨を十分理解した上で、この放課後児童クラブ、放課後児童健全育成事業の管理運営に当た

っていきたいということを考えております。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。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。 

 11条の４項では、４ページです、おおむね40人以下とするとなっておりますが、これは最高

40人ということですが、最低の基準をないのでしょうか。何人から、そしたらこの放課後児童

クラブは設立できるのかということをうたってないので、その点をお聞きいたします。 

 そして、支援員さんの資格っていうのは多々述べられていますが、多分室戸市には補助員さ

んっていうのがいらっしゃると思うんですけど、補助員さんの資格は何もないのでしょうか。 

 以上、２点お伺いいたします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。森岡生涯学習課長。 

○生涯学習課長（森岡 光君） 堺議員さんの質疑にお答えいたします。 
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 第11条第４項のおおむね40人以下とするということの下限の部分については、別段定められ

ておりませんので、希望のある場合には極力もう対応するということで考えております。 

 それと、補助員の資格関係ですけれども、補助員の資格関係は支援員ほどかっちりと定めら

れてはいませんが、できるだけ支援員の形に近づけるように人を募ってということで対応した

いと思っております。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。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。６ページの第22条に関してちょっとお伺いいたします。 

 放課後児童健全育成事業者はというところで、事故があった場合は速やかに連絡を行うこと

ということで必要な処置を講じなければならないと、必要な処置というのは大体おおむねどう

いうことなのか。 

 それとですね、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償

を速やかに行わなければならないということになっておりますが、これは事故という判断です

わね、判断基準はどなたがするのか。また、その裁定によって、ちょっと表現は悪いですけど

も、保護者の通報ですかね、それに対してやるのか、いや、そうじゃない、第三者機関の判断

でやるのか、それちょっとお伺いしたいと思います。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。森岡生涯学習課長。 

○生涯学習課長（森岡 光君） 米澤議員さんの質疑にお答えいたします。 

 第22条に当たります必要な措置はということでございますが、子供のけがでありますとか、

遊びの中で起こった、例えば学校施設なんかの破損、そういうようなことも起こることがある

と思いますので、そういうことを想定しております。 

 損害賠償の対象としてもそういうことを想定しておるものでございます。 

 それから、事故の判断につきましては、現場の支援員さんのほうから報告が逐一上がってま

いりますので、その事実を確認の上、市教育委員会のほうで判断するようになるかと思いま

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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第４、議案第５号室戸市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準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。中屋教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時34分 休憩 
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            午前10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。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。簡単なことをちょっとお伺いいたします。 

 ４ページの(1)、下の端ですけども、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申

込者の利用に係る電子計算機との接続する電気通信回路を通じて送信し、受信者の使用に係る

電子計算機に蓄えられたファイルに記録する方法という項目がありますけども、これはどなた

がというか、第三者の方が簡単にアクセスできるのか、いや、そうじゃないと、一定の許可を

得たアクセス暗号によってするということですか。 

 それと、このインターネットの電子記録媒体を、説明書の６ページですかね、６ページの中

に事故の状況及び処置について記録しなければならないということを書いてありますけども、

これはもう電子媒体で記録するということと、もしこの記録が必要なと、委員会かなんかで必

要といった場合は記録媒体で渡すのか、それとも紙で渡すのかをお聞きします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。中屋教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（中屋秀志君） 米澤議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、４ページの特定教育・保育施設の申し込みに関する電子媒体の件でございますが、こ

れ利用者の申込方法が電子的方法で、電磁的方法でも構わないという規定でございまして、書

類でも電子媒体でもどちらでも構んということの指定でございます。 

 それと、保育の記録についてでございますが、これも電子媒体でも書類、両方するようにし

ております。 

            （９番米澤善吾君「それは公開するん」と呼ぶ） 

○教育次長兼学校保育課長（中屋秀志君）（続） 請求がありましたら、情報公開として、請

求があれば。 

            （９番米澤善吾君「それは第三者が要求しても」と呼ぶ） 

○教育次長兼学校保育課長（中屋秀志君）（続） はい、情報公開にするようにしてます。 

            （９番米澤善吾君「個人情報もはいっちょらね。それも対象」と呼

ぶ） 

○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５、議案第６号室戸市家庭的保育事業等の設備及び運営
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に関する基準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。中屋教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時45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６、議案第７号室戸市コールセンター等誘致促進条例の

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。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52分 休憩 

            午前11時３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。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。議案第７号について質疑をいたします。 

 まず、済みません、説明資料の９ページでお願いいたします。 

 大きい１番のコールセンター等とはというとこですが、誘致する企業の職種は１でくくられ

た範囲と思いますが、事務職と理解しますが、室戸市企業誘致推進条例との違いとか、必要と

なった理由をお願い、まずいたします。 

 それでは、大きい２番でございます。２番の(2)の②です。雇用者の研修に要した費用でご

ざいますが、対象者、例えば室戸市の住民でしょうか、それとも県内の人でしょうか。そのよ

うなところの対象者のことをお答え願いたいと思います。 

 続きまして、④です。④人材確保にかかわる費用です。これ説明会場の場所です。場所は回

数が制限されてるのか、金額が制限されているのか、ちょっとお答え願いたいと思います。支

払いのほうが年に２回となってますので、ひょっとしたら各１回の対応かと思いますが、その

辺をお答え願います。 

 続きまして、２の(3)でございます。(3)の３番です。これは、２年目以降は純増加分の人数
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分が対象となると理解しますが、例えば１年間通じてやめられる場合もありますか。その辺の

対策というか、その辺の基準、カウントはどのようになってますか。そして、そのときの支払

い方とか、支払い期日については変更ありますか。今説明ありましたけど、その辺をちょっと

もう一度お願いいたします。 

 そして、全体的にこの奨励金が金額が大きいと思いますが、これに対する財源をどこからで

しょうか、お答え願います。 

 それと、全体的なことで続けましてですが、今現在誘致できそうな企業がありますか。 

 以上、何点か質問しましたが、お答え願います。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。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） 脇本議員さんにお答えします。 

 まず、何点かありましたが、最初に企業誘致推進条例との違いという部分でございますが、

企業誘致推進条例につきましては、ハード面、建物とか、要は固定資産税がかかる部分につい

てのものを対象にしておりますので、今回の場合は固定資産税がかかるものは対象にしてない

と、主にソフト面が対象になるということになります。 

 必要となった理由につきましては、企業誘致条例との関係もあるんですが、ハードだけじゃ

なくてソフト面の一定の奨励措置がなければ企業さんも一定来てくれないんじゃないかという

部分もありまして、今回新たに制定するものでございます。 

 それと、説明資料の中の部分で、まず２の(2)の②研修に要した費用の対象者ということで

すが、これ研修の対象者になるのはあくまで新規雇用していただいた、今回のその下の雇用の

給与を払う方等を対象とすることとなります。 

 それと次に、④の人材確保に係る費用の中で、開催する場所、説明会の場所なんかにつきま

しては、特に規定してませんので、室戸市内だけではなく、もう全体の中で募集を行ってもら

うという格好にはなると思います。 

 金額につきましては、一応費用の２分の１を補助することになりますが、１会計年度に上限

が2,000万円という部分がありますので、その範囲内の部分で対象になる部分については２分

の１の奨励金を出すこととなります。 

 それと、(3)の③雇用者の給与の中の部分ですが、新規雇用された方がやめた場合の補充の

部分につきましては、今回の補助対象にはなりません。あくまで新規で増員する部分につきま

してを対象とするものになります。 

 それとあと、財源的なものでございますが、国・県の補助メニューはございませんので、市

費的な部分にはなると思いますが、この事業を行うことによりまして、当然従業員、県外へ出

られる方が室戸に残ってくれたら、その方に対しての交付税算入とか、当然所得税、それと企

業さんの法人税、そういう部分が新たに収入となることが想定できます。 

 それと、具体的に進出する企業はあるかでございますが、今のとこは特にございません。こ
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れからＰＲを行いまして、企業の誘致に向けて対応していきたいと考えております。 

 あくまで2,000万円は上限でありますので、その前段の対象になる経費の部分で算定します

ので、例えば新規雇用が１人おったら、50万円だけを対象にするという感じになります。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第７、議案第８号室戸世界ジオパークセンター設置及び管

理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。和田ジオパーク推進課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時12分 休憩 

            午前11時18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。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。室戸世界ジオパークセンター設置及び管理条例の件でちょ

っと質疑させていただきます。 

 まず、名前はジオパークセンターということですが、これは管理というのはどちらがなさる

のか、施設そのものの管理。室戸市が指定管理するのか、またジオパーク推進課がするのか、

ちょっとその辺をお伺いしたいと思います。 

 それと、質問の中で、補足でジオカフェ、ジオショップ１万円と、これ月額ですね、これの

算定基準。つまり私が言いたいのは、このくらいの施設に対しての建築面積とかいろんなと

こ、商業的にもし個人企業であればかなりの投資が発生します。それに対する対価ということ

ですわね。これは一応の商業部分ですので、町の活性化にも利用しないといけないとは思いま

すが、それの算定基準、ただ１万円かけたとか。普通商売の場合は、１カ月の売り上げの何日

分とかというのはある程度想定されます。つまりこれは１日の売り上げが我々の常識からいう

と3,000円ぐらいしか売り上げがないと、それで人を雇って本当にできるかなというとこが疑

問になります。そういう低い目標でこういう施設が建つと、かなり厳しい話じゃないかなと思

いますので。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。和田ジオパーク推進課長。 
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○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 米澤議員さんの質疑にお答えいたします。 

 まず、管理についてでございますが、この施設は室戸市の管理ということで行います。 

 それから、ジオカフェ、ジオショップにつきましては、この金額につきましては課税標準価

格から算定をしております。課税標準価格が平米当たりの課税標準価格からこの使用面積、約

110平米ほどございます。課税標準価格は５万円と設定しております。平米当たりの課税標準

額を５万円と設定しております。1,110平米に1.5％を掛けたもの、年間８万2,000円となりま

すが、それに営利施設であることの期待値を加算しまして、１万円とさせていただきました。

課税標準額はこれ年額でございますので、それを12で割ったものでございます。 

            （９番米澤善吾君「施設に投資される金額、全体じゃなしに、ジオ

パーク、ジオショップに」と呼ぶ） 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君）（続） 投資額はまだ設備のほうがこれからでございま

すので、まだ金額は算定されておりません。 

            （９番米澤善吾君「償却も考えずに」と呼ぶ） 

○議長（山下浩平君） 余りぶつぶつ言わんように、聞いてから２回目に言うてください。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君）（続） 現在の金額の算定は、課税標準価格から算定し

たものでございます。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。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。 

 この条例で開館日とか時間とかというのは記載されておりませんが、これは要綱でされると

思うんですが、要綱はつくられているのか。もし開館日とか開館時間なんかが決まっておれば

教えていただきたいと思います。 

 次に、別表の(1)の基本使用料というところですが、この中のラボ、多分、私もよくわから

ないんですが、研究室とか実験室だと思うんですが、どういう使い方を想定しているのか。ま

た、備品はどこまでそろえているのか。その点お伺いいたします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。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） 堺議員さんの質疑にお答えいたします。 

 まず、開館日、開館時間等につきましては、これはこの条例制定後、規則を制定しまして、

そこに明記する予定でございます。 

 現在のところ、開館日につきましては年中無休で、ほかの施設を参考に検討しておりますけ

れども、展示室については、午前10時から午後６時ぐらいが適切ではないかというところで今

検討しております。 

 それから、ラボにつきましての利用についてということでございますが、現在室戸ジオパー

クにはいろんな大学、それから学校等が巡検、現地研修という形で来られています。平成25年

の実績におきましても、12件の大学や小・中学校、高校が現地に来られてます。その中には、
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大学院などで専用に研究に入ってこられてる方もおります。そういう方々にそういうスペース

をお貸しするということで、これは室戸ジオパークの研究をその方たちに進めていただくとい

う意味がございます。ぜひともそういった場所を提供して、室戸ジオパークの価値を高めてい

ただきたいというふうな思いです。平均で、平成25年度につきましては、27日間のそういった

方々が来られまして、延べ人数で700人を超えております。非常にこれは有効活用できるんで

はないかということで考えております。 

 備品につきましては、今後になりますけれども、そういった方々との話し合いの中で必要な

ものはそろえていきたいというふうに考えております。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。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） 11番堺。２回目の質問を行います。 

 先ほど課長のほうからの説明では、学生、大学生、大学院生、その方がジオパークについて

の研究とか、そういう実験をしていただくということです。せっかく室戸世界ジオパークとい

う名前をつけたので、学生さんたちにフリーで使っていただくということは考えなかったので

しょうか。学生さんが自由にここに来て、自由に研究したり、実験したりとか、そういうこと

ができる場所っていうことは世界ジオパークの中でもすごく大きな特典になると思うんです

が、わずかな使用料を取って使い勝手の悪いようなそういう施設にならないように、何とかこ

の部分は無料には考えられないでしょうか。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。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） 堺議員さんの２回目の質疑にお答えいたします。 

 このラボの使用料につきましては、使用料のほうで、９条の第３項で減免規定を設けており

ます。室戸ジオパークに有効なものであるとすれば、共同開催とかという形でこの減免規定に

ついて採用させていただいて、無料でやっていただくことも可能ではないかというふうに思っ

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。堺喜久美君の３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） 11番堺。３回目の質疑をさせていただきます。 

 先ほど課長が言われた内容ですと、大体がこのジオパークに関して減免規定が適用されると

思うんですが、そしたらもう最初から無料ということで公表すれば、もっともっとインパクト

があるがやないかなと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。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） 堺議員さんの３回目の質疑にお答えいたします。 

 このラボの使用を無料化するということですが、学生さんとか研究対象と言えば非常に有効

になって減免対象になりますが、一般の方がこの場所を使いたい、研究のために使いたいとい
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うことで、室戸ジオパークにとってその有効性が余り認められないもし事情である場合には、

一定の受益者負担をいただく必要があるんではないかというふうな考えもございますので、こ

こに規定をさせていただきました。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第８、議案第９号平成26年度室戸市一般会計第４回補正予

算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時30分 休憩 

            午前11時55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時まで休憩いたします。 

            午前11時55分 休憩 

            午後１時０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。 

 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） 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、午後４時から欠席したいとの届け出がございます。 

 欠席議員は久保八太雄議員、所用のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 午前中に引き続き、日程第８、議案第９号平成26年度室戸市一般会計

第４回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時１分 休憩 

            午後２時２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〕 
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○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号平成26年度室戸市国民健康保険事業特別

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。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時３分 休憩 

            午後２時６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10、議案第11号平成26年度室戸市介護保険事業特別会計

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。日垣保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時７分 休憩 

            午後２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11、議案第12号平成26年度室戸市水道事業会計第１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。久保水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時11分 休憩 
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            午後２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12、議案第13号訴えの提起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。 

            午後２時14分 休憩 

            午後２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。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 13番林。ただいま議題となっております訴えの提起について、若干

質疑をしていきたいと思います。 

 まず、滞納額の138万5,500円のうち時効になる部分は含まれていないのかどうか。 

 ２点目、この方を悪質と捉えているのかどうか。 

 そして次には、この住宅の建設については、部落差別をなくするために建てられた住宅であ

り、同和地区住民の低所得者向けに建てられた住宅であります。この同和対策の解決のために

建てられた住宅がそのようになっていない。 

 次に、この住宅に入居するについては保証人が必要であると思いますが、その保証人の生活

実態はどういう実態にあるのかどうか。 

 次に、この住宅の使用料を定めるには、いわゆる所得によって定められていると思います

が、この点、この住宅法の改正によっていつからこのようになったのか、第何条にそういった

問題が提起されているのか、説明を求めます。 

 そして次に、住宅のいわゆる使用料の滞納、支払いの提訴をしなければならないことを行政

はどのように感じているのか。私は、住民に対して市が提訴する、訴えるということはよほど

のことでない限りそういう行政が室戸市にあるということが行政の恥ではないかというふうに

解釈するものでありますので、これもあわせて説明を求めたいと思います。 

 そして次は、使用者の滞納状況はどうであったのか、ただいま若干説明がありましたけど
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も、滞納するにはそれなりの理由があったはずでありますが、どういった理由があったのか。 

 次には、滞納期間、本人または保証人のところまで何回請求されたか。支払いできない理由

は何であったか。住宅の明け渡し、この人たちは今後どのような生活を送っていけばいいの

か、考えたことがあるのかどうか。 

 そしてもう一点は、公僕とは市民が幸せに生活のできる状況になってこそ公僕が果たされた

というふうに思いますが、公僕とは一体何であるのか。 

 そして次には、この昭和40年に出された同和対策の答申、平成８年の地対協意見具申による

とですね……。 

            （「議長、一般質問にはいっていきやせんか」と呼ぶ者あり） 

○１３番（林 竹松君）（続） 何ですか。 

○議長（山下浩平君） 続けてください。 

○１３番（林 竹松君）（続） 関連がございますので、お聞きしておるんですが、言いたい

ことがあれば、どうぞあなたも質疑してください。 

 地対協の意見具申の中には、法律はなくなっても、この同和対策事業を放棄するものではな

いという定めになっております。そういったことを考えてみたときに、私は住宅の使用料につ

いてもこの同和対策としての家賃が制定されなければならないと思いますが、この点について

も説明を求めるものであります。 

 以上で第１回目の質疑を終わります。 

○議長（山下浩平君） 10分間休憩いたします。 

            午後２時23分 休憩 

            午後２時36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。 

 執行部の答弁を求めます。西村滞納整理課長。 

○滞納整理課長（西村城人君） 林議員さんの質疑にお答えします。 

 まず、相手の安岡さんの生活状況、所得等につきましては調査しております。収入の算定を

するときの基礎となった所得はありません。 

 滞納状況なんですけれども、収入はないということで、理由につきましてはその収入のない

ことから来ておりますが、何年か、99カ月分ということになっております。 

 平成23年、明け渡し請求しまして、その後も警告書等により本人には通知しておりますし、

ことしの１月につきましても滞納額の通知、また催告書等を送っております。それと、この６

月につきましては、訴訟の提起ということで、配達証明でお支払いがない場合につきましては

裁判所に訴えを起こすことを通知しております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 林議員さんにお答えいたします。 
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 現在のまず滞納額の時効にかかってる分があるかどうかっていうことでございますが、これ

はないというふうに受けとめております。 

 そして、この人の所得でございますが、所得調査、税の申告等については上がってきていな

いというところでございます。 

 それから、今までの対応策ということでありますが、明け渡しの通知であるとか、催告状の

発送、そして訴訟提起をすることとなりますよというような予告等についてはしっかりさせて

いただいたところでございます。 

 それから、住宅の建設については、もう議員さん御案内のとおり、同和対策特別措置法等々

を受けて、低所得者対策としてこうした市営住宅が整備をされてきたというのはもう御案内の

とおりでございます。 

 ただ、平成８年の公営住宅法の改正を受けまして、平成10年から当市におきましても、所得

を対象にした家賃方式というものに変わってきたというところがございます。 

 また、それら市営住宅の家賃の増嵩に伴って払えない方、いろんな方が出てまいりましたの

で、当市としても使用料の免除であるとか、減額であるとかという減免制度についてしっかり

と定めて今も取り組んでいるというような状況でございます。 

 それから、訴えをどう感じているかという、市民を訴えるというわけですから、これをどう

考えるかということでございますが、私どもとしましても本当に残念なことだというふうに思

ってますし、できるだけそういう形にはしたくないという思いは当然持ってきているわけであ

ります。今回のようにどうしても協議に応じていただけない、出てきていただけないというよ

うな中ではやむを得ないことで、今回の訴えの提起ということになっているものでございまし

て、私どももこれをどんどんどんどんやっていったらええというようには捉えていないという

ところでございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 また、公僕とはという話もございました。我々は全体の奉仕者としてしっかり市民の方々の

サービスの向上に努めなければならないという思いは当然でございますし、全体の福祉の向上

ということをまず考えながら日々の仕事に取り組んでいかなければならないというふうに思っ

ているところでございます。 

 それから、あと家賃の決定方法につきましては、先ほども申し上げますように公営住宅法を

受けてこういう決め方をしてきているわけでありますから、なかなかこれを変えるということ

は大変難しいというふうには思いますけれども、この辺については再度公営住宅法の適用のあ

り方等々については今後ぜひ研究もさせていただきたいというふうに思うところでございま

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。林竹松君の２回目の質疑を許可いたし

ます。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 本案について２回目の質疑を行います。 
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 課長さん、市長、丁寧に説明はあり、理解をある程度をするわけでございます。 

 けどもですね、やはりこういう問題は提訴したから、訴えたからといって解決できるもので

はないというふうに私は考える一人でありまして、解決できるという見込みがあって提訴した

のかどうか、説明をまた求めるわけでございます。 

 そしてもう一点ですね、これは特に市長さんに質疑をいたしますが、この滞納整理課の名称

ですね、この滞納整理課の名称を市民が聞いたときにですね、本当に皆驚いておるわけです。

びくびくしております。せめてこの滞納整理課の名称を変更することができないか、説明を求

めたいと思います。 

 そして次には、住宅法の説明を受けましたが、私がお聞きしたのは、住宅法の第何条に所得

によって家賃は取ります、使用料を取りますということが定められておるのかどうかというこ

とを聞きました。１つにはですね、所得割とか利便性、家族割とか、そういったことがです

ね、根拠になってきて使用料が定められております。その使用料の定めるに、この所得割とか

利便性とかそういったものが何％、幾らの根拠でもって使用料が定められておるのか、あわせ

て説明を求めたいと思います。 

 以上、２回目の質問を終わります。 

○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） 林議員さんにお答えをいたします。 

 まず、提訴をしたから全部解決するかということのお尋ねでありますが、私としてもそれは

一定の段階が進んでいくというふうには思っておりますが、提訴したので、全てが解決してい

るということにはつながらないという思いはあります。 

 ただ、いろんなことを進めていく上で、やっぱりどうしても協議に応じていただけないと

か、応答がないということは、どうしてもやむを得ず提訴せざるを得ないという状況は出てく

るので、今回そういう形をとらせていただいたということでございます。 

 それから、２点目の滞納整理課という名称がええのかという問題でありますが、よそでは収

納課とかという事例があるようでございますので、その点については名称についてどうかとい

うのを再度我々としても検討、考えていきたいというふうには思っております。 

 それから、公営住宅法で決められている根拠ということでございますが、これは御案内のと

おりだと思いますけれども、公営住宅法施行令、家賃の算定方法第２条ということで定められ

ております。それを受けて当市では条例も定めて、条例第12条だと思いますが、家賃の定め方

というのを決めさせていただいているというところでございます。以上です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。林竹松君の３回目の質疑を許可いたし

ます。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） しつこいようですが、３回目の質疑を行いたいと思います。 

 本案についてでありますが、私は住宅法とかそういったものについては定められておること
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は理解をしております。 

 ただですね、市長も御存じのように、平成８年の地対協の意見具申、昭和40年の同和対策の

答申、そういったことをもとにしてですね、同和対策としての法律はなくなっても、放棄する

ものではないということからしてですね、考えて、住宅法がどのように変わろうとですね、同

和対策の使用料は、同和対策を導入して同和向け家賃を制定すべきであるというふうに考えま

すので、この昭和40年の答申、そして平成８年の地対協の意見具申がどのように定められてお

るのか、ひとつ説明を求めて、住宅の使用料について、同和対策としての導入は図ることが可

能なのかどうかという質疑にかえていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○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） 林議員さんの３回目の質疑にお答えをいたします。 

 地対法の意見具申では、法が切れても、なおその考え方は残すべきではないかということの

御指摘であるというふうに思います。それらを受けて、同和対策事業等で建てた住宅の家賃の

決め方について、公営住宅法ではない別の定め方ができないかどうかというのを検討したらど

うかというふうに受けとめをさせていただきました。私どももそうしたことが可能かどうかと

いうことについては、前段でも申し上げましたように、今後ぜひ検討、研究をさせていただき

たいというふうに思います。以上です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「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号訴えの提起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。 

            午後２時51分 休憩 

            午後２時53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。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 13番林。議案第14号訴えの提起について若干質疑を行いたいと思い

ます。 

 まず、訴えの相手方であるこの２名の方、この住宅の使用許可について、この２人の方に許

可を与えているのかどうか、借り主は一体誰なのか、はっきりしていただきたいと思います。 
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 次に、保証人の、先ほども聞きましたが、生活状況はどうであるのか、どのようになってい

るのか、いつから滞納されたのか、その間何回請求をされたのか。 

 次に、住宅の使用料が支払いできない最大の理由は何なのか。 

 そして次に、保証人の、これは先ほど聞きましたが、方が死亡されているのかどうか、そし

て年金生活者であるのかどうか、そういった面についてもう一度説明を求めるものでありま

す。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。西村滞納整理課長。 

○滞納整理課長（西村城人君） まず、２名の方につきましては、住宅の届けが使用するとい

うことで出ておりまして、代表者としましては俊彦さんなんですけれども、使用者としまして

姓子さんがいます。これは明け渡し請求に係るもので、そこに居住しているということで２名

となっております。 

 今現在滞納が残っているのは平成13年度分からでありまして、ここ平成23年からの分が今手

元にありますが、明け渡し請求書、平成23年７月にやりまして、24年には警告書を送付してお

ります。26年、この１月なんですけれども、滞納額の通知と催告書につきまして送付しまし

た。６月10日につきましては、訴訟の提起についてということでまた出しております。支払え

ない最もな理由としましては、所得が、収入が少ないというようなところであるようです。 

 保証人につきましては、ちょっと定かではないんですが、確認の意味で保証人さんは誰です

かっていうのを、この５月なんですが、うちのほうからも出しておりますが、ちょっと連絡が

なかったものです。調査はできておりません。以上です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。林竹松君の２回目の質疑を許可いたし

ます。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 本案について２回目の質疑を行います。 

 ただいま課長の説明の中では、保証人が誰であるかということもわかっていないという説明

があったわけですが、そういった場合には住宅の使用許可、申請するのに保証人の印鑑証明や

実印を押して出しておるんじゃないですか、それをどうして確認ができないんですか。まず、

そういうこと。 

 そしてもう一点ですね、この２名の方を訴えるとするところでありますが、訴訟法で言うと

ころによるとですね、代表者１人を提訴するということになっていると思いますが、一緒に住

まわれておるこの奥さんのほうにも一緒に訴訟を起こすという、訴えを起こすということので

きる訴訟法は第何条にそういったことが定められておるのか、ひとつ説明を求めたいと思いま

す。 

○議長（山下浩平君） 10分間休憩いたします。 

            午後３時０分 休憩 

            午後３時９分 再開 
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○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 林議員さんの２回目の質疑にお答えをいたします。 

 たびたび休憩の時間をいただきまして、申しわけございません。 

 まず、１点目の保証人のことでございます。この方の入居が昭和60年ということでございま

して、我々としても大変困っているのが、以前の入居された方については保証人が整っていな

い事例がたくさんあります。それを何とか補正をしよう、やり直していただこうということ

で、現在そのやりかえもお願いをしてきているところでございます。そして、当然現在の入居

につきましては、しっかり保証人を構えさせて、届け出をしていただいております。 

 ただ、先ほども申し上げますように、以前のケースについては保証人がいないということで

ございまして、当該ケースについてもそういう状況でございます。 

 それから、２つ目でございますが、訴訟の相手方は１人でよくはないかという問題でありま

すが、これにつきましても、これは弁護士とも協議をしてきた中でございますけれども、この

今回の訴えの提起につきましては、１つは滞納の使用料の支払いの訴えが１つ、それからもう

一つは住宅明け渡し請求に関するものということで２つのことがございます。そういう中で、

１人とやりますと、次の人が残る可能性があるということになってまいります。ですから、成

人の方で入居されていることがはっきりしている場合には連名で訴訟を起こさせていただくと

いうことで、これまでにも取り組んでいるところでございますので、御理解をいただきたいと

存じます。以上です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。林竹松君の３回目の質疑を許可いたし

ます。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 本案について３回目の質疑を行いたいと思います。 

 今市長のほうから詳しく説明がありましたが、やはり住宅の使用料についてはですね、いろ

んな定めがある、そして次にはどの住宅にしても保証人をつけております、なぜ早急にそうい

った法的な整備をしないのか、できなかったのか、この説明を求めたいと思います。 

 そして、何回も言うようですが、本人にどれだけの能力があるかないかわからないにして

も、何回の請求をしていったのか。私は、職員とは言いませんが、全ての訴訟問題については

やっぱり行政の責任の一つもありはしないのかと思う一人であります。そういう面からにして

も、怠慢ではないのかというような気がします。市長さん、この点についてですね、我々も厳

しく受けとめておりますので、行政そのものも厳しく市民のいわゆるこの声なき声を受けてで

すね、満場的な物事に決まっていけるように、そういう行政をつくっていただきたいと思いま

すので、最後にもう一点市長が申していただきましたが、40年の答申、それから８年の意見具

申、そういったことを尊重して、早急にですね、この同和対策使用料、家賃を定めていただけ

るように要望いたしまして、終わります。ありがとうございます。答弁は要りませんので。 



－126－ 

○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。 

 健康管理のため午後３時40分まで休憩いたします。 

            午後３時15分 休憩 

            午後３時37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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第14、議案第15号室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更

についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時37分 休憩 

            午後３時40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15、議案第16号平成25年度室戸市水道事業会計未処分利

益剰余金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。久保水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時41分 休憩 

            午後３時43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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第16、議案第17号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時44分 休憩 

            午後３時46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17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17号につきましては委員会付

託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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、認定第１号平成25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。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時47分 休憩 

            午後４時２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18、認定第２号平成25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。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時３分 休憩 

            午後４時12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19、認定第３号平成25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４時13分 休憩 

            午後４時15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20、認定第４号平成25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４時16分 休憩 

            午後４時25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〕 
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○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21、認定第５号平成25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。 

            午後４時26分 休憩 

            午後４時33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。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事日程が終了するまであらかじめ時間延長いたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

            〔「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、本日の会議時間は、議事日程が終了

するまであらかじめ時間延長することと決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第22、認定第６号平成25年度室戸市障害程度区分認定審査

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４時34分 休憩 

            午後４時37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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第23、認定第７号平成25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議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時38分 休憩 

            午後４時44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24、認定第８号平成25年度室戸市水道事業会計決算の認

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。久保水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時44分 休憩 

            午後４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25、議案第18号平成26年度室戸ジオパーク拠点施設整備

事業展示物等製作業務委託契約の締結についてを議題といたします。 

 本案は、先日市長から追加提案されたものであります。 

 提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） それでは、追加議案の提案理由を申し上げます。 

 議案第18号平成26年度室戸ジオパーク拠点施設整備事業展示物等製作業務委託契約の締結に

ついて。 
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 本案は、室戸ジオパーク拠点施設整備事業展示物等製作業務について、指名型プロポーザル

方式により選定した結果、株式会社乃村工藝社代表取締役社長渡辺勝氏と委託契約を締結した

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

り、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、詳細につきましてはジオパーク推進課長から補足説明をいたさせますので、御審議の

ほどをよろしくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部から補足説明を求めます。和田ジオパーク推進課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後５時０分 休憩 

            午後５時４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。 

 １億7,500万円近い金額での契約になっておりますが、この乃村工藝社さん、丹青社さんの

入札金額は幾らだったのでしょうか。 

 それと、プロポーザル方式で提案されたので、点数としては41点差がついておりますが、乃

村工藝社になった一段大きな要因というのはどういうことでしょうか。 

 以上、２点お願いいたします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。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） 堺議員さんの質疑にお答えいたします。 

 まず、金額でございますが、今回の契約金額ということではございますが、プロポーザル時

点におきましての金額提示がございます。それによりますと、１億6,976万5,000円ということ

で見積もりは行われてますが、その後契約に至るに当たり、こちら等々の要望も含めて今回の

金額になったものでございます。 

 それから、乃村工藝社になった特に大きな理由というのが、評点のとおりですけれども、や

はり基本計画をいかに忠実に発展させていたかということで評価が分かれたというふうに思い

ます。もう一社のほうにつきましては、単にその点だけを比較してでも、やはり基本計画をど

う忠実に発展させて、独自の提案を盛られていたか、やはりその１点に尽きると思います、は

い。 

            （11番堺 喜久美君「プロポーザルは入札せん」と呼ぶ） 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君）（続） どうも済みませんでした。 

 提案時の金額につきましては、丹青社のほうが１億7,465万円、乃村工藝社のほうが、先ほ

ど申しましたとおり１億6,976万5,200円です。 
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 金額、それから審査内容のほうにつきましても、先ほど申しましたとおり、基本計画で策定

された目標を実現するために基本的な考え方、取り組み計画方針が記載されているか、それと

かジオシアターについて、未体験者、リピーター、学生と客層に合わせた展示機能を有してい

るかとか、配置した施設のゾーニングや来館者や管理者の動きを想定した計画になっている

か、フロア全体の平面図等施設のゾーニング、動線計画がわかりやすくイメージされているか

などの項目を評価いたしまして、乃村工藝社のほうが評点が高かったということで、第１交渉

権者と乃村工藝社がなりまして、その後乃村工藝社と契約についての打ち合わせをしておりま

す。 

 その後、その中で現在プロポーザルで提案されたもの以外に、資料の追加であったり、こち

らからの造作の希望っていうものも、やはり盛り込みまして今回の契約金額になったものでご

ざいます。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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、議会運営委員会委員長にお願いをいたします。日程について議会運営委員会を開催し

ていただき、協議をお願いいたします。 

 議会運営委員会開催のため休憩いたします。 

            午後５時22分 休憩 

            午後５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。 

 議会運営委員会委員長の報告を求めます。濱口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（濱口太作君） 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど議長出席のもと、議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありましたあす以降の日

程について協議を行ったところ、日程につきましては、あす25日委員会、26日休会と決定をい

たしました。議員各位の御協力をお願いをいたします。 

 以上で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） お諮りいたします。 

 ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり、日程につきましては、25日委員会、26日休

会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、日程につきましては、25日委員会、
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26日休会とすることと決しました。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第２号から議案第18号まで及び認定第１号から認定第

８号まで、以上24件につきましては、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞ

れ所管の常任委員会に付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、９月25日から10月２日まで８日間休会いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、９月25日から10月２日まで８日間休

会することと決しました。 

 ９月25日から10月２日まで８日間休会いたします。 

 10月３日は午前10時から会議を開きますので、御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後５時31分 散会 

 

 


