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平成２６年１２月第８回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日  時  平成２６年１２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    14番 山 下 浩 平 

４．欠席議員   

  13番 林   竹 松 

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  山 下 早 紀 

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１号 室戸市津波避難施設設置及び管理条例の制定について 

       議案第２号 室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例の一部改正につ 

  いて 

       議案第３号 室戸市税条例の一部改正について 
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       議案第４号 室戸市大学入学準備金貸与条例の一部改正について 

       議案第７号 室戸市消防団設置等に関する条例の制定について 

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

       議案第11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 

             委託契約の変更について 

（総務文教委員会委員長報告) 

  日程第２ 議案第５号 室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の一 

  部改正について 

  議案第６号 室戸市国民健康保険条例の一部改正について 

  議案第９号 平成26年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算に 

        ついて 

  議案第10号 平成26年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算につい 

        て 

  議案第12号 芸東衛生組合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 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 

（平成26年９月定例会付託分） 

                            （総務文教委員会委員長報告) 

  日程第４ 認定第２号 平成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 

（平成26年９月定例会付託分） 

  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 

（平成26年９月定例会付託分） 

   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 

（平成26年９月定例会付託分） 

   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 

（平成26年９月定例会付託分） 

   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 

（平成26年９月定例会付託分） 

   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 
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（平成26年９月定例会付託分） 

   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 

（平成26年９月定例会付託分） 

（産業厚生委員会委員長報告) 

  日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第６ 意見書案第１号 「森林・林業基本計画」の推進に係る意見書について 

  日程第７ 意見書案第２号 「持続可能な農業」と「豊かで暮らしやすい地域社会」の 

               実現に向けた意見書について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第７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、欠席届１名、現在12名の出席でございま

す。 

 欠席議員は、林竹松議員、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） 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１号室戸市津波避難施設設置及び管理条例の制定に

ついてから議案第11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

の変更についてまで、以上７件を一括議題といたします。 

 本案に関し総務文教委員会委員長の報告を求めます。亀井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（亀井賢夫君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております議案第１号室戸市津波避難施設設置及び管理条例の制定につ

いてから議案第11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

変更についてまで、以上７件につきましては、今期定例会において当委員会へ付託されたもの

であります。 

 委員会といたしましては、12月17日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受け、審

査をいたしました。 

 審査の経過及び結果については次のとおりであります。 

 まず、議案第１号室戸市津波避難施設設置及び管理条例の制定についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、津波避難タワーに避難していなければならない時間はどれく

らいを想定しているのかと質疑があり、執行部から、津波発生後安全が確保できるまでの時間

は、高知県の南海トラフ巨大地震による津波浸水予想による試算では４時間程度であるが、津

波警報が解除されるまでは津波避難タワーの屋上で避難が必要である。津波警報解除までの時

間により退避時間は違ってくると答弁がありました。 

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

 次に、議案第２号室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例の一部改正についてであり

ます。 
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 執行部の説明の後、委員から、移住体験住宅は元と吉良川の２カ所あるが、平成26年度の稼

働率はどれぐらいかと質疑があり、執行部から、平成26年12月１日現在の稼働率は、元移住体

験住宅が71.13％、吉良川移住体験住宅が66.8％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号室戸市税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、今回の改正により歳入はどれくらい増加する見込みかと質疑

があり、執行部から、今回の改正で対象となる小型特殊自動車の平成26年度登録件数は、農耕

作業用のもの456台、その他のもの39台である。税額の差額から算出すると22万9,200円増加す

ること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４号室戸市大学入学準備金貸与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、合格発表により入学金を先に支払う必要があるが、条例の施

行は平成27年４月１日で来年度の入学手続に間に合うのかと質疑があり、執行部から、最近で

は入試の時期が夏ごろから始まり、それぞれ合格が決定すると早期に入学金が必要となる場合

もあるが、貸与を一定の期間に審査する必要があるため、申請を集約した上で決定していく方

針であり、４月１日の施行としたと答弁がありました。 

 また、この制度の利用者が少ないことを言われているが、貸与金額のほかにも問題があるの

ではないか、今回貸与金額を増額する改正を行ったが、連帯保証人についての見直しは検討し

なかったのかと質疑があり、条例で連帯保証人は成年者２人となっている。連帯保証人の人数

を減らすことも検討したが、今回は貸与金額の変更のみの改正とし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号室戸市消防団設置等に関す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、消防団員の定数は294人ということだが、現在の消防団員数

と、そのうち女性消防団員数はと質疑があり、執行部から、12月１日現在の消防団員数は

290人であり、定数から４人の欠員である。また、女性消防団員数は290人中３人であると答弁

がありました。 

 また、旧条例の第10条、団員はあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政

機関の命令に服してはならないという条項が削除されているが、その理由はと質疑があり、消

防団員の命令系統は消防長、署長、団長、分団長と定められているが、災害時など一時警察の

応援をする場合もある。その際は、応援先である消防機関以外の指揮下となることがある。そ

のため、削除し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８号平成26年度室戸市一般会計第８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。 
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 執行部の説明の後、委員から、６目企画費、13節委託料で、ふるさと納税システムを導入す

る理由について質疑があり、執行部から、ふるさと納税の募集は実質10月６日からの開始であ

ったが、12月11日現在で5,487件、5,436万8,000円の申し込みがあり、既存のソフトでは処理

能力が限界であるため、作業の効率化を図るためにシステムを導入するものであると答弁があ

りました。 

 次に、６目企画費、25節積立金、ふるさと室戸応援寄附金基金積立金について、この基金積

立金は今後どのように活用するのかと質疑があり、寄附金の積み立てであり、基金条例に定め

られている地域資源の保全や整備、地場産業の振興や特産品の開発、地域文化の継承を通じた

子供たちの健やかな育ちと健やかな学びの育成など、一定の目的を選んでもらい寄附をもらっ

ている。積み立て後、目的に応じた一般財源に充当していく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、２目市営住宅管理費、11節需用費600万円について、修繕箇

所は市内全体の市営住宅かと質疑があり、執行部から、既決の当初予算で修繕を実施してきた

が、修繕箇所が増加したため、不足分を補正するものであり、修繕箇所は市内全体の市営住宅

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、13目ジオパーク推進費、13節委託料、新村遊歩道設置工事設

計委託料278万7,000円について、既存の遊歩道をどのように延長する計画かと質疑があり、執

行部から、現在設置している遊歩道の先端部は20メートルほどの橋梁であるが、その元から分

岐させ、新村不動まで歩けるようにする。なるべく岩盤を壊さないように計画をしていると答

弁がありました。 

 次に、防災対策課であります。 

 執行部の説明の後、委員から、14目防災対策費、11節需用費、修繕料362万2,000円につい

て、落雷による防災行政無線の故障とのことだが、避雷針は設置していたのかと質疑があり、

執行部から、避雷針は設置していたが、避雷針をつけた上で、落雷により障害、故障が生じた

ため修繕が必要となったものである。修繕箇所は市内６カ所の防災行政無線を修繕すると答弁

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、１目児童福祉総務費、13節委託料、母子生

活支援施設入所保護委託料77万1,000円の内容について質疑があり、執行部から、ＤＶ被害な

どの支援対象者が母子生活支援施設に入所した場合に必要となる委託料であり、入所施設に支

払うもの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、５目保健福祉センター費、15節工事請負費
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550万円について、設置するソーラー誘導灯は５基とのことだが、その照明が照らす範囲は十

分であるのかと質疑があり、執行部から、誘導灯半径1.5メートル以内で10ルクスの照度があ

る。通常の防犯灯で３ルクスであり、日本防犯設備協会で認定している防犯灯基準から判断し

ても十分な明るさであ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、３目農業振興費、13節委託料、鯨館指定管理委託料及び２目

水産業振興費、13節委託料、室戸ドルフィンセンター指定管理料の２件は年度契約ということ

だが、消費増税相当分を今回予算化する理由はと質疑があり、執行部から、当初平成25年度と

同額の指定管理料で年度契約をしていたが、この10月に公正取引委員会から消費税転嫁につい

ての指導があり、消費税増額分３％分に相当する金額を算定し、予算化することとなったと答

弁がありました。 

 次に、３目林業振興費、８節報償費、有害鳥獣駆除報償費136万5,000円について、現在の駆

除件数はと質疑があり、11月17日現在で駆除件数は、鹿447頭、猿85頭、ハクビシン等105頭、

カラス57羽、イノシシ68頭である。今後、報償費の不足が見込まれるため、補正するものであ

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、３目観光費、13節委託料、室戸ドルフィンセンター集客アッ

プ事業委託料12万5,000円の内容について質疑があり、執行部から、委託先は室戸ドルフィン

センターを予定している。非正規職員を正規職員として、中国地方や関西方面へＰＲを行い集

客アップに取り組むもの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項道路橋梁費、２目道路新設改良費、13節委託料、測量設

計調査委託料500万円について、両栄橋の新設のためということだが、当初予算では補強工事

を実施するとの説明であったが、補強ではだめなのかと質疑があり、執行部から、市道室津浮

津線の両栄橋の補強調査委託業務の中で、補修から新設のかけかえとなったため、その橋梁上

下部工の測量設計委託料であり、工事請負費から組み替えるものであ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、４目消防施設費、19節負担金補助及び交付金、消防栓設置事

業負担金290万円について、消防栓設置箇所はどこかと質疑があり、執行部から、佐喜浜町の

都呂地区２カ所、南町１カ所、羽根町登地区１カ所及び坂本地区１カ所の計５カ所であると答

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、市内で耐震補強工事が行われていない小・中学校の校舎は残

り何カ所あるのかと質疑があり、執行部から、平成26年度は元小学校、平成27年度は羽根小学
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校、羽根中学校及び中川内小学校の予定である。市内校舎は全部で37棟あり、耐震補強工事が

行われていないのは室戸小学校の北舎と吉良川中学校の北舎の２棟が残ることになると答弁が

ありました。 

 総務課、市民課、人権啓発課、生涯学習課につきましては、特段質疑がありませんでしたの

で、省略させていただきます。 

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

 次に、議案第11号平成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

変更についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、工事内容等の変更及び請負金額の増額も大きいが、その理由

について質疑があり、執行部から、室戸ジオパーク拠点施設の基本構想に基づき基本設計し、

実施設計を作成した。市が委託した室戸ジオパーク拠点施設整備事業展示監修委員に意見を聞

いてきたが、その中でより効果的な展示とするための検討を行い、変更が生じたためであると

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。 

 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。 

 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５号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一

部を改正する条例の一部改正についてから議案第12号芸東衛生組合規約の一部変更についてま

で、以上５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。堺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（堺 喜久美君） 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５号から議案第12号まで、以上５件は、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、12月17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５号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正につ

いてであります。 
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 執行部から説明の後、委員から、今回の一部改正の理由はと質疑があり、執行部から、今回

子育て支援を一層推進するために、平成28年度施行予定であった中学生に係る通院医療費の自

己負担額の全額助成を１年前倒しして27年度から行うこととした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６号室戸市国民健康保険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、出産育児一時金を39万円から40万4,000円とした根拠はと

質疑があり、執行部から、出産育児一時金については、全国の出産費用の平均値を国が出して

おり、それを参考にして増額したと答弁がありました。 

 次に、この一時金は本人に支払うのかと質疑があり、当市から医療機関に直接支払うので、

本人が医療機関に支払う必要はないと答弁がありました。 

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

 次に、議案第９号平成26年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算についてであ

ります。 

 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、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10号平成26年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算についてでありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、介護保険システム改修費用329万7,000円について、必要と

なった理由はと質疑があり、執行部から、今回のシステム改修は介護保険法の改正に伴う全国

的な改修である。主な内容としては、要支援１、２のサービス費が保険給付費から地域支援事

業費に移行すること、特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護３以上に限定すること、

低所得者に対する公費による介護保険料軽減を強化すること及びサービスつき高齢者向け住宅

が新たに住所地特例の適用がされることといった内容を伴うシステム改修であると答弁があり

ました。 

 次に、保険給付費が不足した理由はと質疑があり、当初予算では第５期介護保険事業計画に

より高齢者数、介護認定者数及び介護施設の状況などを試算し、推計した給付費を予算計上し

たが、施設介護サービス給付費については入所者が計画よりも１割程度増加したためである。

また、居宅介護サービス給付費については高齢者数及び認定者数は計画とほぼ同数であった

が、１人当たりの利用額が増額となり、不足が生じた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12号芸東衛生組合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、議員定数を削減する理由はと質疑があり、執行部から、議

員定数は昭和47年、芸東衛生組合設立当時から10名であったが、クリーンセンターでのごみ処
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理事業をメルトセンターに移行したことで事業が縮小したことや人口減により構成市町の議員

定数が減少していることなどから、今回同組合の議員定数を２名削減するものであると答弁が

ありました。 

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

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第３、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。 

 本案に関し総務文教委員会委員長の報告を求めます。亀井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（亀井賢夫君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております認定第１号平成25年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてにつきましては、平成26年９月定例会において当委員会へ付託されたものであります。 

 委員会といたしましては、10月31日、11月４日の２日間、委員会を開き、執行部の出席を求

め審査を行いました。 

 審査の経過及び結果については次のとおりであります。 

 平成25年度一般会計の決算概要については、歳入総額118億8,074万3,133円、歳出総額114億

778万8,635円で、歳入歳出差し引き額は４億7,295万4,498円であり、翌年度へ繰り越すべき財

源額9,995万5,000円を差し引いた実質収支は３億7,299万9,498円の黒字となっております。ま

た、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は１億6,495万1,000円の

黒字となっており、この単年度収支に財政調整基金積立金１億1,096万8,000円を加え、実質単

年度収支は２億7,591万9,000円の黒字となっております。 

 普通会計での主な財政指標について24年度と対比しますと、自主財源比率は21.5％から

19.4％に、経常収支比率は96.9％から96.4％に、また実質公債費比率は過去３年間の平均で

18.7％から18.1％という状況であります。 

 また、25年度末の一般会計の市債残高は、106億653万9,931円となっております。 

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

 企画財政課関係では、平成25年度の連結実質収支が黒字となった要因について質疑があり、

要因としては、一般会計と水道事業会計の黒字が大きかったため、国民健康保険事業特別会計
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の赤字が圧縮され、全体では黒字となったと答弁がありました。 

 次に、２款総務費、１項総務管理費、６目企画費の19節負担金補助及び交付金、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、生活バス路線の確保は必要なことだが、

負担金額が大きい。負担割合の算定基準の変更はできなかったのかとの質疑があり、算定基準

を決定する協議会でも提案したが、各関係市町村の理解を得ることができず、現行の割合での

負担となったと答弁がありました。 

 総務課関係では、２款総務費、１項総務管理費、11目情報管理費の15節工事請負費、あんし

ん見守りサービス新規設置工事の不用額について質疑があり、あんしん見守りサービスの機器

設置の推移は、平成24年度末時点で530件、平成25年度末で539件であり、利用者数が伸び悩ん

でいる。平成25年度は新規設置工事として30件分を予算化していたが、新規申請が16件と少な

かったため、不用額が発生したと答弁がありました。 

 財産管理課関係では、７款土木費、５項住宅費、１目住宅総務費の19節負担金補助及び交付

金、老朽住宅除却事業費補助金827万2,000円について、１件当たりの補助額と採択基準はと質

疑があり、１件当たりの限度額は100万円であり、平成25年度は11件実施した。国土交通省が

定めた危険度を点数化した表の評点に基づき、その評点が100点以上で危険度が高いものから

順に補助対象としている。平成25年度は評点が100点以上の物件が12件あり、全部を採択した

が、自己負担金を出すことが困難なため取り下げたものが１件あり、827万2,000円の実施とな

ったと答弁がありました。 

 滞納整理課関係では、歳入で１項市民税、２項固定資産税、３項軽自動車税の収入未済額に

ついて、平成25年度は１億1,898万1,286円であるが、滞納する主な理由について質疑があり、

滞納となる理由は事業不振等による収入の不安定、失業、転職、退職などによる収入の減少な

どが主な要因ではないかと分析している。なお、収入未済額は平成23年度から減少傾向である

と答弁がありました。 

 ジオパーク推進課関係では、２款総務費、１項総務管理費、２目ジオパーク推進費の13節委

託料、室戸ジオパークを活用した交流人口の拡大事業委託業務の内容について質疑があり、ジ

オパーク推進協議会で雇用している専門員３名の人件費、活動費、旅費等の事業費であると答

弁がありました。 

 次に、同じく15節工事請負費、段ノ谷山公衆トイレ設置工事費355万3,200円について、坪単

価が高過ぎるのではないかとの質疑があり、平均的な構造と部材を使用した仕様であるが、建

築面積が狭く、限られた面積での建築であることが原因で坪単価が高くなったと答弁がありま

した。 

 税務課関係では、歳入で１款市税、２項固定資産税について、佐喜浜地区は地籍調査事業が

終了したが、固定資産税への反映は平成25年度から実施されたかとの質疑があり、法務局から

の認証は平成26年度予定であり、平成25年度の税にはまだ反映されていないと答弁がありまし
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た。 

 選挙管理委員会関係では、選挙運動用ポスター掲示板の設置数について質疑があり、平成

25年度末は169カ所であったが、平成26年11月の室戸市長選挙時に159カ所に減らしたと答弁が

ありました。 

 次に、２款総務費、４項選挙費、２目参議院議員選挙費の13節委託料、ポスター掲示場設置

等委託料で、予算額129万8,000円に対し不用額が61万736円と多いが、この理由について質疑

があり、ポスター掲示場設置の委託は指名競争入札で決定したが、入札減により不用額が発生

した。また、選挙公報の郵送準備や投票啓発のため、市内を巡回する広報車の業務をシルバー

人材センターに委託することにより委託料が減額となり、不用額が発生したと答弁がありまし

た。 

 福祉事務所関係では、生活保護の受給者の推移について質疑があり、平成25年度の平均生活

保護率は前年度に比べ１パーミル減少した。受給者は減少傾向であると答弁がありました。 

 次に、３款民生費、３項生活保護費、２目扶助費の20節扶助費について、医療扶助が占める

割合は61.85％と大きいが、前年度と比べて１億円ぐらい減っている。減少させるための対策

について質疑があり、医療扶助については被保護人員の減少により入院の延べ日数が減少し

た。そのことで医療費が減額となった。外来受診については、ジェネリック医薬品の利用促進

を進めているが、任意による実施であるので、余り効果が出ていないと答弁がありました。 

 農林水産課関係では、５款農林水産業費、２項林業費、２目林道費の13節委託料、室戸市林

道橋橋梁点検他委託業務の主要路線の点検結果について質疑があり、林道大平舟場線及び林道

東又佐喜浜線の主要路線とともに老朽化が進んでいる。一、二年で壊れることはないが、老朽

化しているので補修計画を立てる必要性があるとの診断結果であったと答弁がありました。 

 次に、３項水産業費、２目水産業振興費の13節委託料、つくり育てる漁業推進事業他委託料

で緊急雇用とあるが、その内容はと質疑があり、この委託料のうち、緊急雇用については一般

社団法人うみ路が陸上養殖のアワビ、トコブシ等のＰＲ事業のため、社員２名を雇用した、そ

の委託料であると答弁がありました。 

 次に、１項農業費、２項林業費、３項水産業費の19節負担金補助及び交付金で、農林業、水

産業の新規就業者への支援補助金があるが、平成25年度の就業希望者の推移はどうなっている

のかと質疑があり、水産業については減少傾向であるが、製炭事業は年間の木炭の総売り上げ

が２億円を超えていることもあり、希望者数がふえていると答弁がありました。 

 商工観光深層水課関係では、６款商工費、１項商工費、３目観光費の13節委託料、室戸海洋

深層水体験交流センター指定管理料について質疑があり、年度協定で黒字になった場合は、そ

の半額を還元金として市へ納めることになっている。平成25年度は343万8,788円の黒字となっ

たため、市への還元金は171万9,000円となり、実際の指定管理料は2,812万768円であると答弁

がありました。 
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 次に、２目商工振興費の19節負担金補助及び交付金の企業誘致奨励金について、対象となっ

ている企業について質疑があり、ダイドー・タケナカビバレッジ株式会社、有限会社タカシン

水産、室戸マリンフーズ株式会社及び株式会社西日本セイムス・ドラッグセイムス室戸店の４

社が対象となっていると答弁がありました。 

 建設課関係では、７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費、13節委託料の市道敷地明

確化事業委託料206万4,300円について、この事業は継続して行っているのかと質疑があり、こ

の事業は権原事業で毎年実施されている事業であると答弁がありました。 

 消防本部関係では、８款消防費、１項消防費、３目非常備消防費の１節報酬の不用額30万

6,417円について質疑があり、団員の定員294名で報酬費を予算化していたが、団員数が289名

に減少したため、不用額が発生したと答弁がありました。 

 次に、平成25年度は救急出動が914件であるが、救急車の配置台数は適正かと質疑があり、

救急車は３台保有しており、人口に対する適正な配置台数は２台であるので充足していると答

弁がありました。 

 学校保育課関係では、９款教育費、２項小学校費及び３項中学校費で19節負担金補助及び交

付金、日本スポーツ振興センター負担金について質疑があり、市内の小学校、中学校の校内で

の児童のけがや事故に対して保険に加入している。そのため、日本スポーツ振興センターに負

担金を支払ったものであると答弁がありました。 

 次に、11節需用費、学校給食の食材の購入先について質疑があり、地元の食材を購入するよ

うにしているが、全てを購入することはできない。献立によっては公益財団法人高知県学校給

食会から購入したものも使用したと答弁がありました。 

 生涯学習課関係では、９款教育費、４項社会教育費について、不用額が多いが、計画に無理

があったのではないかとの質疑があり、スポーツや文化などさまざまな分野があり、計画の精

査ができず不用額が発生した。今後、十分に検討したいと答弁がありました。 

 次に、１目社会教育総務費、19節負担金補助及び交付金の重要伝統的建造物群保存地区保存

事業1,512万2,000円の修理件数について質疑があり、主屋３件分の修理に対し、その経費の一

部を負担したと答弁がありました。 

 会計課、防災対策課、市民課、監査委員事務局、人権啓発課、保健介護課については、別段

の質疑はありませんでしたので、省略いたします。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定すべきものと決しました。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（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４、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から認定第８号平成25年度室戸市水道事業会計決算の認定に

ついてまで、以上７件を一括議題といたします。 

 本案に関し産業厚生委員会委員長の報告を求めます。堺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（堺 喜久美君） 産業厚生委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております認定第２号平成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から認定第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ま

で、以上７件につきましては、９月定例会におきまして当委員会に付託されたものでありま

す。 

 委員会といたしまして、11月５日に委員会を開き、執行部の出席を求め審査を行いました。 

 審査の経過及び結果については、次のとおりであります。 

 まず、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

であります。 

 執行部の説明の後、委員から、ジェネリック医薬品使用で2,000万円ほど医療費の削減効果

が出ているが、これは医療機関や医師に対して直接依頼したのかと質疑があり、執行部から、

医療機関や医師に対しての依頼ではなく、被保険者にジェネリック医薬品に変えた場合はこれ

くらい医療費が安くなるという使用促進の通知を3,000枚発送した、その通知により主治医や

薬剤師などに相談してもらうように周知を図ったと答弁がありました。 

 次に、25年度の赤字理由で２番目に大きな入院医療費について、国保が広域化されてもこれ

を解消しないと変わらない、この対策はと質疑があり、入院医療費を分析すると、本市は他市

町村と比べ市内に病院が少なく、本来は通院で済むような疾病でも市外の病院で入院する比率

が高くなっている。対策としては、国保の広域化とともに病院の配置については県が医療費適

正化計画等により対応していく予定があるので、本市としても病院の充実等について県に対し

て要望していくと答弁がありました。 

 次に、本市は医療費負担が大きいが、医療費の高額な疾病が本市には多いのかと質疑があ

り、入院の医療費が高額であるのが本市の特徴である。疾病による高額な医療費や長期入院に

ついては平均的であると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第３号平成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

ついてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、不用額は69万4,060円あるが、この審査会の委員報酬単価と
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委員構成はと質疑があり、執行部から、委員報酬単価については委員長が１万3,000円、委員

が１万2,000円である。委員の構成は２班体制で、医師４名、看護師２名、福祉関係ＯＢの職

員２名、理学療法士１名、介護福祉士１名の10名であり、毎週交代で審査していると答弁があ

りました。 

 次に、介護認定には有効期間はあるのかと質疑があり、認定の状況によって有効期間が６カ

月から２年間まであるが、途中で状態が変わった場合は区分変更申請をすることになると答弁

がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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であ

ります。 

 執行部の説明の後、委員から、収入未済額が1,000万円余りあるが、徴収率はと質疑があ

り、執行部から、徴収率は特別徴収が100％であるが、年金額が年額18万円未満の者は普通徴

収になるが、低所得者であるため、普通徴収が若干悪く、全体で96.27％であると答弁があり

ました。 

 次に、25年度の一般会計から約２億8,000万円繰り入れているが、保険料の改定は行ったの

かと質疑があり、保険料の見直しは３年に１回行われており、平成26年度までが第５期計画で

ある。27年度からの３カ年の第６期計画を策定中であり、保険料の改定等については、それに

基づいて総合的に判断することとなると答弁がありました。 

 次に、25年度も赤字だが、赤字解消の対策はと質疑があり、対策として、１つは介護予防に

力を入れ、介護を必要としない健康な人をふやすこととしている。もう一つは、介護が必要に

なっても、住みなれた家で暮らして、在宅介護等により支出を抑えていくことで対応していき

たいと答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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

てであります。 

 執行部の説明の後、委員から、給水量はふえているのか、また企業関係の使用料収入はと質

疑があり、執行部から、給水量は全体で24年度に比べて2.3％、１万5,371立方メートル増加し

ている。内訳は、個人利用が2.8％の増加、水産利用が3.3％の増加であるが、企業関係が

4.5％の減少である。また、給水使用料は全体で2,699万3,344円であり、そのうち2,335万

7,671円が企業関係からの収入であると答弁がありました。 

 次に、単年度収支では約900万円の赤字であり、基金からの繰入金で補っているが、基金の

残高とその対策はと質疑があり、２つの基金があり、その残高は深層水給水基金が25年度末で

1,449万8,712円、深層水振興基金が159万6,000円、合わせて1,609万4,712円の残高である。ま

た、関連企業の売り上げはふえているが、給水量はほぼ横ばい状態で、毎年600万円から700万
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円の歳入不足が生じ、基金から繰り入れをしている。今年度から高知大学と産学官連携事業で

医療分野の研究を行う予定である。健康食品の機能性表示ができるようになったので、研究の

成果に期待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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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

の認定についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、21万6,434円の不用額の理由はと質疑があり、執行部から、

審査会を毎月１回開催しており、それに随時認定が必要になったときのため、２回分、年に

14回分の予算を組んでいる。平成25年度については毎月開催の12回分だけで済み、随時認定の

ための開催分２回分が不用となった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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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

てであります。 

 執行部の説明の後、委員から、25年度は45万9,676円の不納欠損額、69万9,709円の収入未済

額となっているが、その収納対策はと質疑があり、執行部から、年金額の少ない方の普通徴収

の不納欠損である。未済額の収納対策としては、対象者が41人なので、これからは個別訪問等

による納付交渉を行い、差し押さえ等についても検討していくと答弁がありました。 

 次に、普通徴収と特別徴収の割合について質疑があり、普通徴収が753件で約26％、特別徴

収が2,827件で約74％であると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、有収水量が77.01％とかなり下がっているが、その対策はと

質疑があり、執行部から、漏水調査を積極的に行って事前に漏水を見つけることを考えている

と答弁がありました。 

 次に、水道会計としては大変厳しい状況であるが、会計の弾力性を表す留保資金額はと質疑

があり、当年度発生額の損益勘定留保資金が１億751万2,154円、減価償却費が9,422万

4,586円、トータルで１億1,288万1,741円であり、資本的支出額に不足する7,746万1,368円を

充当して、当年度の残高見込みは約4,300万円であると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定すべきものと決しました。 

 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。 
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 これをもって産業厚生委員会委員長に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第５、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

 本案につきましては、委員会付託を省略したものであります。 

 これより討論に入ります。 

 日程第１、議案第１号室戸市津波避難施設設置及び管理条例の制定についてから日程第５、

諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてまで、以上21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。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

定について反対討論を行います。 

 多くの決算認定事項の中で、反対項目はジオパーク推進課の事業である段ノ谷山公衆トイレ

設置工事の決算についてで反対をいたします。 

 この工事に際しましては、当初予算におきまして、総務委員会におきまして、執行部から予

算の内容の説明があった際に、この金額は建物面積から換算すると、坪あたり単価が軽く

100万円を超す計画であり、余りにも高価として、この便所は大理石でできるのかというよう

な質問もし、使用者数も限られているところから、坪単価100万円というのは過剰設計である

と指摘をしました。執行部には、設計者と協議の上、執行には適正な単価となるようにと指摘

をしたところであります。しかしながら、全く改善が行われないまま工事はそのまま行われ、

一般常識では考えられない坪単価100万円を超すという便所が完成をしております。 

 室戸市その他でも、民家におきましても、このような高額な坪単価の建物は目にすることは

なかなかできないと思います。こうしたことが起きる原因は、役所が全て設計監理をコンサル

タントに丸投げをして、その中身を全く吟味をしないまま、検討しないまま予算を執行すると

いうことであろうと思います。設計ができ上がれば、無駄はないのか、設計検討し、費用を最

小限に抑えるのが担当課の室戸市の職員としての務めであろうと思います。恐らく室戸市の予

算の設計監理委託料はそのほとんどこうした状況下ではないかと思います。例えば、この便所

を建設に委託する場合、建物の重要度から考えても、建坪30万円ぐらいでと設計依頼をすれ

ば、建坪30万円で用途に即した同様のものはできたと思います。 

 今後は、こういったことのないように、チェック機関の設置を含めて、市長以下に猛省を促

したいと思います。コンサル案丸のみで何の審査もせず施工するというのは究極の無駄遣い行

為ではないかと思います。私は本認定に反対するとともに、今後こんな無駄遣いの起きない制

度づくりを市長にお願いいたしまして、反対討論といたします。以上です。 

○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。小椋利廣君。 
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○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。平成25年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て賛成討論を行います。 

 平成25年度一般会計歳入歳出決算書の認定につきましては、平成26年10月31日の慎重な審議

と平成26年11月４日に現地確認の結果、適正に予算が執行されていると確認をいたしましたの

で、賛成をいたします。 

 以上、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１、議案第１号から日程第５、諮問第１号まで、以上21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１号室戸市津波避難施設設置及び管理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１号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第２号室戸市移住促進交流宿泊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号室戸市税条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（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４号室戸市大学入学準備金貸与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。 
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            〔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７号室戸市消防団設置等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７号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第８号平成26年度室戸市一般会計第８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８号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第11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

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11号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第５号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正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号室戸市国民健康保険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
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した。 

 次に、議案第９号平成26年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算についてを採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第10号平成26年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算についてを採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○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

した。 

 次に、議案第12号芸東衛生組合規約の一部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12号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立多数であります。よって、認定第１号は認定されました。 

 次に、認定第２号平成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

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第２号は認定されました。 

 次に、認定第３号平成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
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ついてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第３号は認定されました。 

 次に、認定第４号平成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採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第４号は認定されました。 

 次に、認定第５号平成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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第５号は認定されました。 

 次に、認定第６号平成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

の認定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第６号は認定されました。 

 次に、認定第７号平成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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第７号は認定されました。 

 次に、認定第８号平成25年度室戸市水道事業会計決算の認定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第８号は認定されました。 
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 次に、日程第５、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決い

たします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 人権擁護委員に松本美保氏を推薦することに御異議のない諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、人権擁護委員に松本美保氏を推薦する

ことと決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第６、意見書案第１号「森林・林業基本計画」の推進に係

る意見書についてを議題といたします。 

 案文につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております意見書案第１号につきましては、会議規則第37条第３項の規

定により提案理由の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませ

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、意見書案第１号につきましては提案

理由の説明及び委員会付託を省略することと決しました。 

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

いては、なきものとして議事を進めます。 

 これより採決いたします。 

 日程第６、意見書案第１号「森林・林業基本計画」の推進に係る意見書についてを採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第７、意見書案第２号「持続可能な農業」と「豊かで暮ら

しやすい地域社会」の実現に向けた意見書についてを議題といたします。 

 案文につきましては、お手元に配付いたしたとおりであります。 

 本案について提出者から提案理由の説明を求めます。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。提案理由の説明を行います。 

 農業・農協改革については、平成26年６月24日に規制改革実施計画が閣議決定され、また農
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林水産業・地域の活性化創造本部において、農林水産業・地域の活力創造プランの改定が決定

されました。 

 農業協同組合はこれを受け、持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を目指し

て、自主、自立の協同組合として自己改革の検討に着手し、11月６日に自己改革案を取りまと

め、政府に提出しております。 

 しかし、11月12日に規制改革会議・農業ワーキンググループから発表された農業協同組合の

見直しに関する意見では、中央会の一般社団法人への移行、准組合員の利用制限の導入、全農

の株式会社化への速やかな合意形成などを強く要請するなど、地域実態と協同組合への理解の

ない内容となっております。 

 地域を支える農業協同組合の自己改革案を無視した法改正が進むと、農業振興を産業振興計

画の中心に据える本市においては、生産者、地域住民が将来の展望を描くことが難しくなり、

地域の衰退がなお一層加速されることが危惧されるなど、多くの課題が発生すると思われま

す。 

 したがって、農協法の改正案の取りまとめに当たっては、これまで農業協同組合が果たして

きた地域社会や農業への役割を踏まえるとともに、協同組合への自己改革の実現への決意を尊

重して、持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会を実現し、地方創生につながる改正と

なることを強く求めるものであります。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長（山下浩平君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております意見書案第２号につきましては、会議規則第37条第３項の規

定により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、意見書案第２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。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第７、意見書案第２号「持続可能な農業」と「豊かで暮らしやすい地域社会」

の実現に向けた意見書について行います。 

 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。 
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 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７、意見書案第２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７、意見書案第２号「持続可能な農業」と「豊かで暮らしやすい地域社会」の実現に

向けた意見書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） 起立多数であります。よって、意見書案第２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諸案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものに

つきましては、会議規則第43条により議長に委任されたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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12月第８回室戸市議会定例会を閉会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午前11時16分 閉会 
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 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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