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平成２５年３月第１回室戸市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．日 時  平成２５年３月８日（金） 

２．場 所  室戸市議場 
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  13番 町 田 又 一 

４．欠席議員 

  14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  谷 口 稀 稔 

  事 務 局 次 長  上 松 一 喜 

  議 事 班 長  冨士原 妙 子 

  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  木 下 恵 介 

  総 務 課 長  久 保 信 介     企画財政課長  萩 野 義 興 

  滞納整理課長  山 本 康 二     財産管理課長  松 本 大 成 

  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  山 本 俊 男 

  農林水産課長併農業委員会事務局長  川 邊 幸 雄     建 設 課 長  大 影 伊津夫 

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

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

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

  学校保育課長  中 屋 秀 志     学校保育課長補佐  宮 脇   誠 

  水 道 局 長  久 保 一 彦     消  防  長  久 保 重 章 

  監査委員事務局長  中 山 一 彦 

７．議事日程        

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議案第１号 こうち人づくり広域連合規約の一部変更について 
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  日程第４ 議案第２号 室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設設置及び

管理条例の制定について 

  日程第５ 議案第３号 室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンターにおける指定

管理者の指定について 

  日程第６ 議案第４号 室戸市課設置条例の一部改正について 

  日程第７ 議案第５号 室戸市福祉事務所設置条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第６号 室戸市災害対策本部条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第７号 室戸市防災会議条例の一部改正について 

  日程第10 議案第８号 室戸市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

  日程第11 議案第９号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部改正について 

  日程第12 議案第10号 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例

の一部改正について 

  日程第13 議案第11号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第14 議案第12号 室戸市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 

  日程第15 議案第13号 室戸市職員の旅費に関する条例の一部改正について 

  日程第16 議案第14号 室戸市防災対策加速化基金の設置、管理及び処分に関する条例の

制定について 

  日程第17 議案第15号 室戸市地域経済活性化・雇用創出臨時交付金基金の設置、管理及

び処分に関する条例の制定について 

  日程第18 議案第16号 吉良川まちなみ拠点施設設置及び管理条例の制定について 

  日程第19 議案第17号 室戸市沿岸小型共同利用漁船設置及び管理条例の一部改正につい

て 

  日程第20 議案第18号 室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について 

  日程第21 議案第19号 室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

  日程第22 議案第20号 室戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の

基準に関する条例の制定について 

  日程第23 議案第21号 室戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の制定につ

いて 

  日程第24 議案第22号 室戸市都市公園条例の制定について 

  日程第25 議案第23号 室戸市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定道路
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の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定

について 

  日程第26 議案第24号 室戸市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法

を定める条例の制定について 

  日程第27 議案第25号 室戸市営住宅等の整備に関する基準を定める条例の制定について 

  日程第28 議案第26号 室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  日程第29 議案第27号 平成24年度室戸市一般会計第８回補正予算について 

  日程第30 議案第28号 平成24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 

  日程第31 議案第29号 平成24年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算について 

  日程第32 議案第30号 平成25年度室戸市一般会計予算について 

  日程第33 議案第31号 平成25年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第34 議案第32号 平成25年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について 

  日程第35 議案第33号 平成25年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

  日程第36 議案第34号 平成25年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 

  日程第37 議案第35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予算

について 

  日程第38 議案第36号 平成25年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  日程第39 議案第37号 平成25年度室戸市水道事業会計予算について 

  日程第40 議案第38号 市有財産の無償譲渡について 

  日程第41 議案第39号 吉良川まちなみ拠点施設における指定管理者の指定について 

  日程第42 議案第40号 室戸市デイサービスセンターにおける指定管理者の指定について 

  日程第43 議案第41号 室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設（産地形成促進施 

             設、地域食材供給施設、附帯施設）における指定管理者の指定に

ついて 

  日程第44 議案第42号 室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設（地域資源総合管理

施設）における指定管理者の指定について 

  日程第45 議案第43号 高速バスターミナル施設における指定管理者の指定について 

  日程第46 議案第44号 市道路線の認定について 

  日程第47 議案第45号 市道路線の変更について 

  日程第48 議案第46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 

  日程第49 議案第47号 監査委員の選任について 

  日程第50 議案第48号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第50まで 

 ※本日議決した事件 

  日程第３ 議案第１号より 

  日程第５ 議案第３号まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開会、開議 

○副議長（米澤善吾君） おはようございます。 

 ただいまから平成25年３月第１回室戸市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 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名中欠席届１名、現在13名の出席でございます。 

 欠席議員は、林竹松議長、病気のためでございます。 

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

 12月25日、安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合議会定例会が開会され、議長が出席を

いたしました。 

 １月４日、議会だより編集のため、議会運営委員会が開会されました。 

 １月６日、消防出初め式に、副議長を初め関係議員が出席をいたしました。 

 １月13日、成人式に副議長を初め議員が出席をいたしました。 

 １月29日、正副議長及び議会運営委員会が南国市議会へ行政視察を行いました。 

 １月31日、執行部とともに副議長、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長が高知県

に陳情を行いました。 

 ２月６日、神奈川県箱根町議会が行政視察のため本市を訪れました。 

 ２月12日、総務文教委員会が開会されました。 

 ２月21日、議会運営委員会が開会されました。 

 ２月28日、芸東衛生組合議会定例会が開会され、関係議員が出席をいたしました。 

 ３月５日、３月定例会の会期及び日程等の協議のため、議会運営委員会が開会されました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。町田議会運営委員

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（町田又一君） 平成25年３月第１回室戸市議会定例会を開会するに

当たり、議会運営委員会委員長報告を行います。 

 ３月５日午後２時から、副議長出席のもと議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありま

した会期及び日程等についての協議を行いました。 

 今期定例会に提案されております案件は、付議事件48件、うち条例関係24件、予算関係

11件、人事関係２件、その他11件となっております。 

 今議会の一般質問者は５名であり、その質問内容はお手元に配付の一般質問順序表のとおり
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でございます。 

 会期につきましては、お手元に配付の会期及び日程表のとおり、本日３月８日から３月26日

までの19日間とすることに決定をいたしました。 

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

れの日程の消化につきましては、議員各位の御協力をお願いいたします。 

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

員控室に準備してあります。趣旨に賛同される議員がおいでましたら、申し出をお願いしま

す。 

 次に、市長から「議案第１号こうち人づくり広域連合規約の一部変更について」から「議案

第３号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンターにおける指定管理者の指定につい

て」までの３件につきまして、議案第１号については、広域連合において県知事へ許可申請す

る期限が迫っているために、また議案第２号及び第３号については、ドルフィンセンターのオ

ープンに向けての準備に早急に着手する必要があるため、本日審議をしてほしいとの申し出が

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

採決を行うことに決定をいたしました。 

 次に、室戸市議会会議規則及び委員会条例の一部改正につきましては、地方自治法の一部改

正に伴うものであり、議会運営委員会で本会議に提案することに決定をいたしておりますの

で、議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

 次に、任期満了に伴う選挙管理委員会委員及び補充員の選挙並びに議会推薦の農業委員に欠

員が生じたため、その補充委員の推薦を予定しております。 

 最後に、各常任委員会委員の選任につきましては、申し合わせにより、原則として２年ごと

に他の委員会へかわるものとなっております。今回の選任につきましては入れかわりでの指名

となりますので、よろしく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。 

○副議長（米澤善吾君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において山下浩平君及び山本賢誓君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日８日から３月26日までの

19日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、会期は19日間と決定いたしまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第３、議案第１号こうち人づくり広域連合規約の一部変

更についてから日程第50、議案第48号固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上48件

を一括議題といたします。 

 ここで市長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 

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

○市長（小松幹侍君） おはようございます。 

 本日、平成25年３月第１回室戸市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれ

ましては御多用の中御出席をいただきましてありがとうございます。 

 それでは、ここで行政報告をさせていただきます。 

 まず、副市長から辞職願が出ております。 

 木下副市長から、３月31日付をもちまして、一身上の都合により辞職したい旨の願いが出て

おります。 

 木下副市長には、これまで３年６カ月にわたり私を支え、市政運営に御尽力をいただいてま

いりました。お聞きをいたしますと、以前から職員としての定年を一つの区切りに勇退をした

いということの考えであったということをお聞きをするところでございます。大変残念であり

ますが、やむを得ないものと考えております。 

 木下副市長のこれまでの行政運営や御助言に対しまして心から感謝と御礼を申し上げる次第

でございます。 

 なお、後任の人選につきましては、早急に進めまして、できれば今議会の最終日までに提案

をいたしたいというふうに存じますので、議員各位の御理解と御協力を賜りますようお願いを

申し上げます。 

 次に、佐喜浜町根丸地区の飲料水供給施設の塩素濃度が高くなった件についてでございま

す。 

 本施設は、平成18年４月１日から根丸常会に指定管理をお願いをしている施設でございま

す。去る２月20日、くみ上げポンプの故障により予備ポンプに切りかえを行った際、水道管内

に滞留していた塩素やポンプ能力の差による調整不足等により規定を超す塩素が供給され、一

時的に塩素濃度が高くなったものでございます。常会により注意喚起の呼びかけを行うととも

に、水道水の入れかえ作業を実施し、直ちに復旧をいたしましたが、市としましては再発防止

のため、予備ポンプの能力差をなくすことや塩素濃度を容易に管理する仕組みなどにつきまし

て専門業者に施設の改善の依頼をしているところでございます。 
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 今回、１名の方が飲用、一時的に血圧が上がったとの訴えがございましたが、地元病院での

診察の結果、一過性のもので特に心配は要らないとの報告をいただいております。 

 なお、当施設では一昨年、平成23年１月12日におきまして、給水ポンプの停止後において塩

素濃度の高い水道水が供給されたことがございます。このときは配水管に外部配水バルブがな

かったことから、塩素濃度の高い水道水が長時間水道管内に滞留したものと考えています。 

 被害につきましては、１名の方が飲用、健康被害を訴えられておりまして、関係者と補償等

について協議中でございます。 

 この後におきましても、給水ポンプと連動し、停止するよう塩素供給装置を改修をいたして

おります。また、他の飲料水供給施設に対しましては、再点検を実施をするとともに、各指定

管理者に対し管理講習を実施するなど、管理の徹底を図ってきたところでございます。今後と

も、再発防止のため、指定管理者とともに管理の徹底をしてまいります。 

 次に、株式会社ＭＵＲＯＴＯの解散及び清算結了についてでございます。 

 海洋深層水体験交流センターは、市民の健康増進と交流人口の拡大を目的とした施設でござ

います。当初のバーデハウス室戸が平成21年６月で途中撤退をされた後、その後の対策といた

しまして株式会社ＭＵＲＯＴＯを市の100％出資により平成21年５月設立をし、同年７月１日

からシレストむろとの指定管理を受け、平成23年度まで約３年間運営をしてまいりました。し

かし、その経営は毎年赤字となる大変厳しい状況となったところでございます。 

 施設の経営につきましては、市から支配人を研修派遣することや、インストラクターの養

成、高知大学との連携による水中運動の実施、テイクアウトの取り組み、国のふるさと雇用を

利用したスイーツの販売や外部への営業活動の実施などに取り組んでまいりましたが、当初の

施設計画７万人の想定に対し、利用者は４万人程度の利用になっていることや、売店部門は販

売を伸ばしたものの、最後までレストラン部門の業績が赤字経営となるなど赤字が累積をした

ところでございます。 

 これまで平成24年９月議会に平成23年度決算報告を、平成24年11月議会に平成24年度の決算

報告を行うとともに、解散決議と清算人選任についての御報告をさせていただいたところでご

ざいます。 

 今回の平成25年３月議会、清算終了の決算報告となっているところでございますが、残余財

産が115万5,489円となっております。平成25年２月14日付、清算結了の登記を行ったところで

ございますけれども、市の出資金を大きく取り崩すことになり、まことに申しわけなく、おわ

びを申し上げる次第でございます。責任を感じているところでございますけれども、これまで

の取り組みに対しまして御理解をいただきたいと存じます。 

 なお、当該施設の経済効果などにつきましてはこれまでにも御報告をさせていただいてきた

ところでございますが、医療費の削減を含めまして年間4,000万円から5,000万円程度の経済効

果があるものと考えております。今後とも、現在の指定管理者とともに市の活力につながる施



－23－ 

設運営となるよう努力をしてまいります。 

 次に、土地開発公社の清算結了についてでございます。 

 平成23年12月議会におきまして、１、室戸市土地開発公社の解散について、２、第三セクタ

ー等改革推進債許可申請について、３、権利の放棄について、以上３つの議案の議決をいただ

いております。その後、県の解散認可を受け、平成24年１月17日に公社の解散及び清算人就任

登記を行い、公社の清算事務を行ってまいりました。清算団体となって以降、未払金の精算な

どの業務を行った結果、現金の残額は43万2,549円、市からの出資金返還金500万円、市へ代物

弁済された４件の土地の評価額が1,843万413円、これらの合計額2,386万2,999円が公社から弁

済されたこととなります。したがいまして、公社に対する市の債権放棄額は４億3,622万

9,794円と確定をいたしました。 

 以上により、清算に必要な業務が全て終了し、平成25年３月６日に清算結了登記を法務局に

申請をいたしたところでございます。 

 土地開発公社は、昭和48年に設立して以来、市の公共施設建設用地の取得などに寄与してき

たところでありますが、その会計は借入金利息により負債が年々膨らむ一方であることから、

神ノ前公園用地を防災公園用地として利活用するとともに、解散を決定し、第三セクター等改

革推進債を活用した清算業務がこのたび終了することとなったところでございます。 

 以上、御報告を申し上げます。 

 次に、施政方針に入ります。 

 初めに、国内情勢につきましては、昨年末の衆議院議員選挙により、政権交代が行われまし

た。そして、デフレ脱却と経済再生を最重点課題と位置づけた「日本経済再生に向けた緊急経

済対策」が閣議決定をされ、平成24年度補正予算から始まる「15カ月予算」による切れ目のな

い経済対策として、「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性

化」の３分野を重点とした政策が示されたところでございます。 

 また、県におきましては、「課題解決先進枠」による移住促進や中山間対策など新たな課題

への対応とともに、「南海トラフ巨大地震対策の抜本強化・加速化」や「産業振興計画の着実

な推進」など５つの基本政策を柱とした予算編成となっております。 

 そうした中で、本市の財政状況につきましては、平成23年度普通会計決算の財政健全化法に

基づく財政指標は全て「早期健全化基準」を下回っておりますが、国民健康保険事業特別会計

の累積赤字の解消や実質公債費比率の適正化など、引き続き財政の健全化に取り組んでいかな

ければならないと考えております。 

 また、長引く経済不況や人口減などの影響で市税や地方交付税が減少しているため、本年度

は減債基金の取り崩しを行う当初予算となりました。 

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

の充実、４、保健・福祉サービスの充実、５、市民の生活・環境を守るまちづくり、６、防災
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対策の推進を重要事項として、予算編成をしてまいりました。 

 また、引き続き「総合振興計画」「新・行財政改革プラン」「過疎地域自立促進計画」等の

計画を基本として、国の地域の元気臨時交付金や県の補助事業などの財源確保や経費の削減に

努め、効果的・効率的な行政運営に取り組んでまいります。 

 次に、平成25年度の主な施策について申し上げます。 

 まず、行財政改革についてであります。 

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

赤字の解消のため、保健事業などについて一般会計から支援を行うとともに、医療費の抑制対

策に努め、健全化を一層推進してまいります。 

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

平性の確保を図るとともに、財源の確保に努めてまいります。 

 市役所の組織につきましては、行政サービスの向上と事務事業の効率化を図るため、障害者

福祉サービスを高齢者や介護サービスと同じ部署で行うとともに、新たに市長公室を設置しま

す。 

 また、行政コストの大幅な圧縮と行政サービスの質の向上を図るため、平成26年度運用開始

をめどに基幹業務システムの導入に取り組んでまいります。 

 次に、商工観光深層水及び企業誘致・雇用対策についてでございます。 

 平成24年の観光入り込み客数は、県下全域で取り組んでおります「リョーマの休日」イベン

トや、世界認定を受けました「室戸ジオパーク」の効果などによりまして、前年に比べ約４万

人増の53万人となっております。入り込み客数が50万人を突破したのは、平成３年に56万人を

記録して以来となります。 

 今後におきましても、関係機関などと連携をしながら、ジオパークを初めとする地域資源の

磨き上げを図り、交流人口の拡大に努めてまいります。 

 商工関係につきましては、プレミアム付き地域振興券発行事業を継続するとともに、新たに

市内の特定中小企業者が受ける融資に係る保証料への補給を行い、地域経済の活性化に努めて

まいります。 

 海洋深層水事業は、平成23年における深層水関連商品の売上高が一定増加しておりますの

で、今後におきましても、関係機関や関係団体などと連携を図りながら、スジアオノリの養殖

事業など深層水の利活用に努め、貴重な地域資源のブランド化を進めてまいります。 

 雇用事業につきましては、これまで「ふるさと雇用事業」や「緊急雇用事業」等を活用し、

雇用を創出してまいりましたが、本年度におきましても、引き続き関連事業を推進してまいり

ます。 

 羽根小規模工業用地開発事業につきましては、昨年から進めておりますが、地元の方々や地

権者の方々の協力を得られたことにより、２月22日には富士鍛工株式会社と「新工場建設に関
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しての覚書」を締結しております。 

 今後におきましては、各種許認可を受けた後、進入道路の整備や用地造成などに取り組み、

少しでも早く企業に用地の引き渡しができるよう、全力で進めてまいります。 

 次に、農林水産関係についてであります。 

 農業では、引き続き環境保全型農業推進事業による「安心安全な作物」の生産体制の確立

や、転作有利作物の栽培研究や技術習得、かんがい排水やため池整備などの施設整備を図ると

ともに、農地・農業用水などの資源や農村環境の保全と質的向上に努めてまいります。 

 また、畜産関係では、集落の活性化を図るため、６次産業化法に基づく事業の一環として、

集落が生産出荷に携わる土佐はちきん地鶏の畜産施設整備に対する支援を行ってまいります。 

 林業では、地域林業総合支援事業や緊急間伐総合支援事業などを推進し、林道整備に対する

支援や林道橋梁点検診断事業を実施するとともに、森林の地籍調査などを進めてまいります。 

 水産業では、高知大学との連携事業によるアワビ・トコブシの種苗生産及び、海藻も含めた

増養殖に関する研究事業を継続するとともに、アワビ、トコブシ、昆布の陸上養殖に向けた販

売調査研究についての支援を行い、「つくり育てる漁業」の推進を図ってまいります。 

 第１次産業の後継者対策としては、引き続き、新規就農者支援事業・新規製炭者研修支援事

業・新規漁業就業者生活支援事業に取り組んでまいります。 

 また、農林作物に対する鳥獣被害防止対策を関係機関や関係団体と連携して一層推進してま

いります。 

 次に、建設関係についてであります。 

 国道及び県道の整備や室津避難港、佐喜浜港や元・岩戸海岸侵食対策事業の早期完成などを

引き続き関係機関へ要望してまいります。 

 市道整備につきましては、継続事業として北生線などの道路改良事業を行うとともに、新規

事業として室津川線などの道路改良事業や椎名室戸線及び河内線の待避所整備事業を実施して

まいります。 

 さらに、羽根小規模工業用地の開発とあわせまして、既設市道の拡幅や進入路の新設などの

周辺整備を進めてまいります。 

 また、市道の老朽化を把握するため、舗装点検を行うなど、市民生活に密着した生活道の整

備改良に努めてまいります。 

 地籍調査事業につきましては、引き続き椎名地区において進めてまいります。 

 次に、防災関係についてであります。 

 昨年12月に公表された高知県の「震度分布・津波浸水予測」によりますと、本市には最大で

24メーターの津波が来襲すると予測されております。 

 また、津波の到達時間につきましては、県内で最も早く、１メーターの津波が３分で到達す

ると予測されています。 
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 このため、津波から避難するための対策が急務となっており、津波避難道路やソーラー式避

難誘導灯、海抜表示などの整備を進めているところでありますが、これらの取り組みをさらに

加速化させるとともに、本年度新たに津波避難タワーの整備に取り組んでまいります。 

 また、県により計画されております総合防災拠点施設や、津波避難シェルターにつきまして

は、関係機関や住民の方々の御意見をお聞きした上で、早期完成を要請してまいります。 

 現在整備を進めております防災行政無線につきましては、災害情報や気象情報などを迅速か

つ正確にお伝えするとともに、防災訓練等への活用など本市の防災対策の向上につなげるた

め、年度内早期完成、運用開始に努めてまいります。 

 また、地震や津波からの避難において障害となる老朽化した空き家の除却事業や、倒壊の危

険性のあるブロック塀の更新事業を引き続き推進してまいります。 

 次に、福祉関係についてであります。 

 地域福祉の実現に向け、常会単位などの小地域における住民同士による支え合いの仕組みづ

くりや、市中心部に拠点を設け、障害者や高齢者など、誰もがいつでも気軽に集まることので

きる居場所づくりを推進してまいります。 

 障害者福祉につきましては、障害者の地域生活を支援するため、障害者相談支援事業を継続

し、必要な方には成年後見人制度の利用支援を行うなど、障害福祉サービスの充実を図りま

す。 

 また、少子化対策としまして、乳幼児医療費の助成対象を小学生から中学生へ拡大するとと

もに、多子世帯の保育料軽減対象についても拡大することにより、子育て世帯の経済的負担の

軽減を図ります。また、育児不安解消のための親子ふれあい広場を継続してまいります。 

 災害時要援護者対策につきましては、新たに対象となった方の災害時要援護者台帳への登録

を進めており、未登録の方について、民生児童委員等と連携し実情の把握を行い、台帳の更新

を進めるとともに、関係機関や関係団体などと連携を図りながら、台帳を活用した支援対策に

取り組んでまいります。 

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

の実施による一層の適正化の推進や、被保護世帯の中学生等に対する学習支援などを行い、将

来の自立を支援してまいります。 

 次に、健康づくりについてであります。 

 健康長寿のまちづくりを推進するため、特定健診や各種検診の受診率向上、健康教育の充

実、食育の推進、「シレストむろと」を利用した水中運動等による生活習慣病予防を行うな

ど、市民の健康増進に引き続き取り組んでまいります。 

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

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

 中山間高齢者福祉サービスについては、参考事例が少なく苦慮しているところであります
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が、室戸に適した外出支援及び買い物支援サービスとなるよう、取り組んでまいります。 

 全国健康福祉祭「ねんりんピック」につきましては、10月に「第26回全国健康福祉祭こうち

大会」の開催が予定され、本市におきましてはスポーツ交流大会のペタンク競技の会場となっ

ております。全国から約500人の参加者が見込まれており、開催地として、市を挙げて温かく

お迎えし、関係機関や関係団体の協力のもと、大会を成功させたいと考えております。 

 次に、教育行政についてであります。 

 児童・生徒の基礎学力及び体力の向上を図るため、教育アクションプラン事業をより充実さ

せるとともに、社会問題化している「いじめ」「不登校」「体罰」などの諸課題へ適切に取り

組んでまいります。 

 また、児童生徒の地域行事への参加を促し、「ふるさと教育」を推進するとともに、「室戸

ジオパーク」などを活用し、室戸に自信と誇りを持てる人材育成に努めてまいります。 

 施設整備につきましては、保育所や学校施設の耐震化を一層推進するとともに、市西部地区

の学校給食未実施校の解消を図るため、西部学校給食センター整備事業を進めてまいります。 

 また、室戸高校におきまして、県内では初となる「女子野球部」の創部に対する地元住民や

関係者からの要望や期待が高まっていることから、関係機関や関係団体と連携しながら、実現

できるよう、支援してまいります。 

 今後におきましても、「心身とも健やかな子供の健全育成」を図るため、学校・家庭・地域

が一体となって、子供たちを育てる体制の強化・充実に努め、教育力の向上を目指してまいり

ます。 

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

公民館や図書館などを通じて学習機会を提供してまいります。 

 また、子供たちの健全育成のため、「放課後児童クラブ」や「放課後子ども教室」を実施し

てまいります。 

 生涯スポーツの推進につきましては、幅広い年代を対象とした各種スポーツ大会、レクリエ

ーション等の事業に取り組むとともに、総合型地域スポーツクラブの充実を図ってまいりま

す。 

 また、スポーツ交流として、スポーツ少年団を中心に交流活動を進めてまいります。 

 文化財につきましては、貴重な文化財の保存・伝承に努めるとともに、室戸市文化財保存管

理活用計画に基づいた文化財の調査・活用を行ってまいります。 

 吉良川町並み保存事業につきましては、「まちなみ拠点施設」が完成しますので、吉良川の

歴史や文化を情報発信するとともに、地域の活性化につなげてまいります。 

 次に、人権対策についてであります。 

 これまでの人権問題への取り組みにより、人権意識は高まってきていると考えますが、暴力

や虐待などの人権侵害や同和問題など、今なお誤った知識や偏見による差別が存在しておりま
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す。 

 これらの問題解決に向け、「室戸市人権施策基本方針」や、平成24年度に高知県が実施した

「人権に関する県民意識調査」の結果を踏まえながら、具体的な推進計画をもとに人権啓発・

人権教育事業などを推進するとともに、「室戸市男女共同参画プラン」に沿った施策を推進

し、性別や年齢、障がい、社会的身分などにかかわりなく、人権が尊重される地域社会づくり

に取り組んでまいります。 

 市民館の運営につきましては、地域のコミュニティーセンターとして、デイサービスや地域

間交流事業を実施しており、事業内容の充実に努めてまいります。 

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

残り３館についても耐震診断を行い、順次耐震化を進めてまいります。 

 次に、環境対策についてであります。 

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

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

物処理に係るコスト削減、ごみの減量化に取り組んでまいります。 

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

よる河川や海の水質保全に努めてまいります。 

 なお、家電製品等の不法投棄につきましても、引き続き監視パトロールを強化するととも

に、環境意識の啓発に努めてまいります。 

 既存施設の老朽化に伴い、建てかえを計画しております火葬場につきましては、国からの交

付金を財源として、本年度新施設の火葬場建設に取り組んでまいります。 

 次に、その他の主な事業ついてであります。 

 室戸ジオパークにつきましては、世界認定以降、ジオパーク関連商品として、お菓子や飲料

水などの商品が次々と誕生しています。今後とも、ガイド養成講座やジオマスター講座を開催

し、人材育成を図るとともに、関係機関や関係団体との連携強化に取り組んでまいります。 

 ジオパーク拠点施設は、昨年度に基本構想をまとめた後、ワークショップの開催により多く

の意見を踏まえた基本計画を策定いたしました。本年度は実施設計費を計上しておりますの

で、施設の整備に向け順次進めてまいります。また、各ジオサイトの磨き上げや受け入れ態勢

の強化、佐喜浜の「郷土の森」を生かした新たな魅力づくりに取り組み、交流人口の拡大につ

なげてまいります。 

 本年９月には韓国の済州（チェジュ）島でアジア太平洋ジオパークネットワーク会議が開催

されますので、室戸ジオパークの取り組みをしっかりと国内外にアピールしたいと考えており

ます。 

 携帯電話の不感地域対策につきましては、本年度新たに携帯電話基地局の整備事業に取り組

んでまいります。 
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 集落支援につきましては、新たに配置する地域おこし協力隊員を活用し、中山間地区を中心

とした集落の課題解決や地域の活性化に取り組んでまいります。 

 人口定着対策としましては、ホームページの更新などによる情報発信の強化を図り、移住促

進事業に取り組んでまいります。 

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

制度を継続するとともに、企業による太陽光発電事業の促進に取り組んでまいります。 

 次に、消防事業につきましては、市民の安心と安全を図るため、引き続き救急救命士と潜水

士の養成に取り組むとともに、潜水士の装備品を購入し、体制づくりを進めてまいります。ま

た、消防タンク車の購入や防火水槽の整備、アナログ方式から移行が決定をされている消防救

急無線のデジタル化の取り組みを進めてまいります。 

 最後に、水道事業についてであります。 

 水道会計につきましては、人口の減少に伴い給水収益が減少しており、大変厳しい財政状況

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

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

経営安定を図るため、漏水対策に取り組み、有収率の向上に努めてまいります。 

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

ながら、適正な市政運営に努めるとともに、産業の振興や健康で心豊かに安心して暮らせるま

ちづくりに取り組んでまいりますので、議員各位並びに市民の皆様方の一層の御支援、御指導

を賜りますようお願いを申し上げます。 

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

 自動車損傷事故の損害賠償についてであります。 

 平成24年10月18日、市道北生線において発生しました自動車損傷事故の損害賠償額を決定

し、和解することについて、地方自治法第180条第１項の規定に基づき専決処分しましたの

で、同条第２項の規定により別冊のとおり報告いたします。 

 次に、私債権の放棄についてであります。 

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

の規定により別冊のとおり報告いたします。 

 次に、株式会社ＭＵＲＯＴＯの経営状況を説明する書類についてであります。 

 平成24年度第５期の決算状況を作成しましたので、地方自治法第243条の３第２項の規定に

より別冊のとおり提出いたします。 

 次に、今定例会に提案いたします案件は、条例関係24件、予算関係11件、人事関係２件、そ

の他11件の計48件であります。 

 以下、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号こうち人づくり広域連合規約の一部変更について。 
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 本案は、こうち人づくり広域連合議会の議決により広域計画が改定されたことに伴い、広域

連合の処理する事務等に変更が生じ、規約の変更が必要となったため、地方自治法第291条の

11の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設設置及び管理条例の制定

について。 

 本案は、イルカ飼育を活用した観光交流人口の増加と地域の活性化を図るため、観光拠点等

整備事業により設置した室戸ドルフィンセンター施設の適正な運営管理及び効果的な利活用を

図るため、本条例を制定するものであります。 

 議案第３号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンターにおける指定管理者の指定に

ついて。 

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

等に関する条例第５条第１項第１号の規定に基づき、室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィ

ンセンター施設における指定管理者の候補を選定しましたので、地方自治法第244条の２第６

項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第４号室戸市課設置条例の一部改正について。 

 議案第５号室戸市福祉事務所設置条例の一部改正について。 

 以上２案は、組織機構の改革により事務事業の効率化を図るとともに、行政課題の解決に対

応する組織とするため、関係条例の一部を改正するものであります。 

 議案第６号室戸市災害対策本部条例の一部改正について。 

 本案は、災害対策基本法の一部改正に伴う所要の改正を行うため、本条例の一部を改正する

ものであります。 

 議案第７号室戸市防災会議条例の一部改正について。 

 本案は、災害対策基本法の一部改正に伴い、防災会議の所掌事務等について所要の改正を行

うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第８号室戸市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について。 

 本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布されたことに伴い、室戸市新型インフ

ルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 

 議案第９号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につい

て。 

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

係法律の整備に関する法律」が公布され、地方公務員災害補償法の一部が改正されたことによ

り所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第10号室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正につ

いて。 
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 本案は、月額報酬の者に対する報酬の適正化、各種統計調査員等に関する規定の追加及び検

察審査会法の改正に伴う所要の改正等を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第11号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 本案は、職員の通勤手当の支給額の上限となる距離を制限するため、本条例の一部を改正す

るものであります。 

 議案第12号室戸市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について。 

 本案は、「国家公務員の退職給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を

改正する法律」の施行に伴う国家公務員退職手当法等の一部改正に準じ、退職手当に係る調整

率を引き下げるとともに、当該調整率の適用対象に自己都合退職者または勤続20年未満の退職

者を含めるため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第13号室戸市職員の旅費に関する条例の一部改正について。 

 本案は、職員の旅費について、その一部を回数券などの現物支給ができるようにするととも

に、派遣や人事交流等による住所や居所の移転に伴う費用の支給に関する規定を設けるため、

本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第14号室戸市防災対策加速化基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について。 

 本案は、高知県から交付される津波避難対策等加速化臨時交付金について、防災対策に有効

に活用し、災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため、本条例を制定するものでありま

す。 

 議案第15号室戸市地域経済活性化・雇用創出臨時交付金基金の設置、管理及び処分に関する

条例の制定について。 

 本案は、国から交付される地域経済活性化・雇用創出臨時交付金により、雇用の創出及び地

域の活性化につながる事業を効果的に執行するため、本条例を制定するものであります。 

 議案第16号吉良川まちなみ拠点施設設置及び管理条例の制定について。 

 本案は、重要伝統的建造物群保存地区における拠点施設として整備した当該施設の適正な運

営管理を行うため、本条例を制定するものであります。 

 議案第17号室戸市沿岸小型共同利用漁船設置及び管理条例の一部改正について。 

 本案は、沿岸小型共同利用漁船１隻を高知県漁業協同組合へ無償譲渡することに伴い、本条

例の一部を改正するものであります。 

 議案第18号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について。 

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

係法律の整備に関する法律」が公布され、障害者自立支援法の一部が改正されたことにより所

要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第19号室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備
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に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」

により介護保険法が一部改正され、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等が都道府県条例に委任されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第20号室戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条

例の制定について。 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」

により介護保険法が一部改正されたこと等に伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営等に関する基準を定めるため、本条例を制定するものであります。 

 議案第21号室戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定

める条例の制定について。 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」

により介護保険法が一部改正されたこと等に伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法等に関する基準を定めるため、本条例を制定するものであります。 

 議案第22号室戸市都市公園条例の制定について。 

 本案は、都市公園法に基づき、市の都市公園について適正な設置及び管理を行うため、本条

例を制定するものであります。 

 議案第23号室戸市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定道路の構造及び特定

公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について。 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」の公布及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部

改正に伴い、特定道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準について定めるため、本条

例を制定するものであります。 

 議案第24号室戸市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の

制定について。 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」が公布されたことに伴い、市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識

の寸法について定めるため、本条例を制定するものであります。 

 議案第25号室戸市営住宅等の整備に関する基準を定める条例の制定について。 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」が公布されたことに伴い、公営住宅法及び公営住宅等整備基準における公営住
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宅等の整備に関する基準について定めるため、本条例を制定するものであります。 

 議案第26号室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」が公布されたことに伴い、「公営住宅法」における入居収入基準を定めるた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第27号平成24年度室戸市一般会計第８回補正予算について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算、繰越明許費及び地方債の補正であります。 

 歳入は、財政調整積立基金繰入金を一般財源とし、特定財源の国・県支出金及び市債等は事

務事業の確定または確定見込み等に伴い、所定の算定基準により補正しております。 

 歳出の主たるものは、国民健康保険後期高齢者支援金繰出金１億2,104万7,000円、市道整備

事業１億3,523万円、津波避難タワー整備事業１億1,250万円、羽根漁港整備工事費5,510万

円、農業農村活性化基金積立金3,750万円、生活バス路線運行維持費補助金2,236万3,000円等

の追加及び障害者自立支援給付費5,536万8,000円、安芸広域市町村圏事務組合負担金2,253万

2,000円、後期高齢者医療広域連合負担金1,910万7,000円、芸東衛生組合負担金1,669万

8,000円、羽根岬遊歩道整備事業費1,076万7,000円等の減額であります。 

 繰越明許費は24件で、主なものとしては、社会資本整備総合交付金事業で実施をする、防災

対策事業７億4,519万7,000円、道路整備事業２億5,082万9,000円、消防デジタル無線整備事業

940万円、羽根漁港整備事業１億1,510万円等であります。 

 繰り越しの理由としましては、平成25年２月議決の国の補正予算を財源とする事業であるこ

とや、地権者等との協議に不測の日時を要したことなどにより、それぞれ年度内に完成が見込

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

す。 

 また、地方債の補正は、補正予算債の追加及び各事業に伴う限度額の変更を行うものであり

まして、歳入歳出予算はそれぞれ２億7,906万8,000円を増額し、総額119億591万4,000円とす

るものであります。 

 議案第28号平成24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。 

 本案は、後期高齢者支援金などに対し一般会計より繰り入れを行い、赤字補填のための雑入

を減額し、確定に伴う保険財政共同安定化事業拠出金等について補正するものであり、一般会

計繰入金を財源として、歳入歳出予算はそれぞれ328万9,000円を追加し、総額40億189万

1,000円とするものであります。 

 議案第29号平成24年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算について。 

 本案は、居宅介護サービス給付費等において、利用者及び利用件数の増による不足が生じま

したので、不用額の見込まれる地域密着型介護サービス給付費より組み替えを行うとともに、

介護保険施設等開設準備支援事業費補助金について補正するものであり、県補助金を財源とし
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て、歳入歳出はそれぞれ120万円を追加し、総額22億2,219万3,000円とするものであります。 

 議案第30号平成25年度室戸市一般会計予算について。 

 本案は、一般会計予算であります。 

 まず、歳入についてであります。 

 市税につきましては、前年度に引き続き下落修正による課税標準額の見直しにより、固定資

産税が対前年度比5.8％の減、市税全体では2.1％の減となっております。 

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

向、県の試算等を勘案の上、計上しております。 

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

から推計し5.5％の減、特別交付税を含めた地方交付税総額は3.6％の減となっております。 

 国・県支出金の特定財源は、所定の算定基準により算定しております。 

 市債につきましては、普通建設事業費の減や臨時財政対策債の減等により12.5％の減となっ

ております。 

 財産収入は、羽根小規模工業用地の売払収入を計上し、対前年度比２億827万2,000円の増額

となっております。 

 繰入金は、教育基金繰入金、防災対策加速化基金及び地域経済活性化・雇用創出臨時交付金

基金繰入金を計上するとともに、減債基金を取り崩し、対前年度比３億1,666万7,000円の増額

となっております。 

 次に、歳出についてであります。 

 歳出につきましては、義務的経費のうち人件費が退職予定者の増により1.5％の増、扶助費

につきましては、障害者自立支援事業費の減等により4.3％の減となっております。 

 また、公債費は、利子の減少により0.5％の減となっております。 

 普通建設事業費は、防災行政無線整備工事費の減等により8.3％の減となりますが、３月補

正予算への前倒し事業を含めますと22.8％の増となっております。 

 新規事業の主なものとしましては、防災対策として、大谷保育所耐震改造事業5,555万

6,000円、消防タンク車等購入事業5,316万3,000円、元小学校耐震改造設計委託料633万円、市

民館耐震診断委託料488万5,000円、潜水士装備購入事業337万4,000円、耐震性防火水槽設置事

業335万円、中川内小学校耐震診断設計委託料186万6,000円、産業振興と雇用対策として、ジ

オパーク拠点施設整備実施設計委託料1,500万円、レンタル畜産施設整備補助事業1,276万円、

高知県起業支援型地域雇用創造事業546万3,000円、陸上養殖販売実験調査補助事業160万円、

高知県信用保証協会保証料補填事業47万5,000円、保育・教育の充実としまして、室戸小学校

プール新設事業１億7,710万9,000円、西部学校給食センター新築設計委託料815万7,000円等を

計上しております。 

 そして、保健・福祉サービスの充実として、対象者を拡大する乳幼児等医療費助成事業
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1,921万円、多子世帯保育料軽減事業1,330万5,000円、ねんりんピック開催補助事業505万

2,000円、高齢者外出支援補助事業172万8,000円、生活環境の整備として、火葬場新設事業２

億4,843万円、移動通信用施設整備事業2,785万2,000円、その他として、地域おこし協力隊事

業739万3,000円、高等職業訓練促進補助事業204万6,000円、地域の交通維持支援補助事業

119万7,000円、室戸ドルフィンセンター指定管理料200万円、吉良川まちなみ拠点施設指定管

理料100万円等を計上しております。 

 また、継続事業としましては、羽根小規模工業用地開発事業２億8,055万6,000円、県の産業

振興推進ふるさと等雇用事業１億1,435万7,000円、津波避難タワー整備事業9,379万1,000円、

北生線ほか市道整備事業7,715万円、海洋深層水体験交流センター指定管理料3,700万円、芸東

衛生組合負担金２億1,845万4,000円、安芸広域市町村圏事務組合負担金２億7,511万5,000円、

国民健康保険事業特別会計などへの繰出金は６億2,160万6,000円となっております。 

 債務負担行為は、漁業近代化資金利子補給補助金等を計上し、地方債につきましては、各事

業に伴う限度額等を計上しております。 

 歳入歳出予算総額は、対前年度比１億371万7,000円、1.0％減の、それぞれ105億9,123万

4,000円となっております。 

 議案第31号平成25年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について。 

 本案は、国民健康保険事業の運営経費であります。 

 歳入における保険税は、対前年度比4.9％減の４億7,534万9,000円を計上し、国庫支出金、

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

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

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

2,082万8,000円を計上しております。 

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

ベースで対前年度比6.2％減の22億8,562万9,000円を計上しております。 

 後期高齢者支援金等は国から示された数値等に基づき算定し、対前年度比4.0％増の３億

353万5,000円、介護給付費納付金は7.1％増の１億5,053万6,000円を計上しております。 

 高額医療費等に対する共同事業拠出金は1.7％増の３億5,867万4,000円、40歳以上75歳未満

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

保健事業費に3,201万円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比１億1,847万7,000円、

3.6％減の総額32億168万円を計上しております。 

 議案第32号平成25年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について。 

 本案は、介護認定審査会の運営経費であります。 

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

の報酬など審査会運営に要する経費を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比８万
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9,000円、1.6％減の総額556万4,000円を計上しております。 

 議案第33号平成25年度室戸市介護保険事業特別会計予算について。 

 本案は、介護保険事業の運営経費であります。 

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

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

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

踏まえて、対前年度比3.8％増の20億3,596万1,000円となっております。 

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

ント等総合的支援を実施するために地域包括支援センターへの事業委託を行うとともに、一般

高齢者への１次予防事業及び生活機能低下高齢者向けの２次予防事業として5,826万8,000円を

計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比4,270万8,000円、2.1％増の総額21億2,510万

9,000円を計上しております。 

 議案第34号平成25年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について。 

 本案は、海洋深層水給水事業の運営経費であります。 

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

かつ安定的な給水業務のための運営経費や施設の維持管理、並びにさらなる利用の拡大を図る

ために要する経費等を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比15万2,000円、0.4％減の総

額4,099万2,000円を計上しております。 

 議案第35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予算について。 

 本案は、障害程度区分認定審査会の運営経費であります。 

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

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

歳出予算はそれぞれ対前年度比14万円、11.7％減の総額106万円を計上しております。 

 議案第36号平成25年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について。 

 本案は、後期高齢者医療事業の運営経費であります。 

 歳入のうち保険料につきましては、対前年度比0.7％増の１億6,708万円を計上し、一般会計

繰入金は保険基盤安定繰入金等の所要額を計上しております。 

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

度比0.7％増の２億3,789万2,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比４万

5,000円、0.02％減の２億4,374万5,000円を計上しております。 

 議案第37号平成25年度室戸市水道事業会計予算について。 

 本案は、水道事業の運営経費であります。 

 業務の予定量につきましては、給水戸数を7,705戸、年間総給水量を179万7,056立方メート

ル、１日平均給水量を4,923立方メートルと定め、予算案を策定いたしました。 
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 収益的収支につきましては、収入が３億606万2,000円と前年度に比べ762万円の減、支出

は、総額２億8,718万4,000円を計上し、前年度に比べ1,442万1,000円の減となっております。

これにより、平成25年度の純利益は2,122万1,000円と見込んでいます。 

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

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

助金等で、合計１億9,500万2,000円を計上しております。 

 支出は２億7,298万4,000円で、その主なものは、東の川配水池築造工事、羽根配水管布設替

工事などの工事費及び企業債の元金償還金であります。 

 資本的収支におきまして、7,798万2,000円の財源不足となりますが、消費税資本的収支調整

額、損益勘定留保資金で補填することとしております。 

 議案第38号市有財産の無償譲渡について。 

 本案は、漁業者の生活基盤の確立、生活の安定向上及び共同利用者の自立を図るため、高知

県漁業協同組合室戸岬支所に管理委託している沿岸小型共同利用漁船１隻を同組合へ無償譲渡

することについて、地方自治法第96条第１項第６号及び第237条第２項の規定により議会の議

決を求めるものであります。 

 議案第39号吉良川まちなみ拠点施設における指定管理者の指定について。 

 議案第40号室戸市デイサービスセンターにおける指定管理者の指定について。 

 議案第41号室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設（産地形成促進施設、地域食材供給

施設、附帯施設）における指定管理者の指定について。 

 議案第42号室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設（地域資源総合管理施設）における

指定管理者の指定について。 

 議案第43号高速バスターミナル施設における指定管理者の指定について。 

 以上５案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定

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

自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第44号市道路線の認定について。 

 本案は、児童や地域住民の避難道路等として整備するため、市道路線を認定することについ

て、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第45号市道路線の変更について。 

 本案は、児童や地域住民の避難道路等として路線を延長し整備するため、市道路線を変更す

ることについて、道路法第10条第３項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第46号安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部変更について。 

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

係法律の整備に関する法律」により、障害者自立支援法の一部が改正されたことに伴う所要の
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変更等を行うため、本規約の一部を変更することについて、地方自治法第252条の７第３項の

規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第47号監査委員の選任について。 

 本案は、監査委員に中川博嗣氏を選任したいので、地方自治法第196条第１項の規定により

議会の同意を求めるものであります。 

 議案第48号固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 本案は、固定資産評価審査委員会委員杉本正一郎氏が平成25年３月31日をもって任期満了と

なるため、引き続き同氏を選任したいので、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意

を求めるものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては関係課長から補足説明をいたさせま

すので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（米澤善吾君） 次に、議会運営委員会委員長報告にありましたように、日程第３、

議案第１号こうち人づくり広域連合規約の一部変更についてから日程第５、議案第３号室戸市

観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンターにおける指定管理者の指定についてまで、以上３

件につきましては本日審議していただきたいとの市長からの申し出がありましたので、ほかの

議案に先立ち審議することといたします。 

 日程第３、議案第１号こうち人づくり広域連合規約の一部変更についてを議題といたしま

す。 

 執行部からの補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時30分 休憩 

            午前11時34分 再開 

○副議長（米澤善吾君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

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

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 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。 

 次に、日程第４、議案第２号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設設置及
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び管理条例の制定についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。川邊農林水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時35分 休憩 

            午前11時40分 再開 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、議案第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。濱口君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。本案に対して質疑を行います。 

 附則の第２項について質疑を行います。 

 この第２項は、条例の施行前に行う行為、つまり条例ができる前の行為について合法化しよ

うとする規定であります。本当にこういうことができますか。新しい条例なんですが、この新

条例の施行日は第１項にあるように25年４月１日であります。ですから、この条例が効力を発

生するのは過去にさかのぼってではなくて、条例の制定後、将来に向かって実施をする、そう

いう場合であります。これ言葉をかえて言いますと、この条例の守備範囲は４月以降であっ

て、４月１日前のことについてはこの条例の守備範囲ではないということであります。ですか

ら、このように施行日前の行為、既に終わっている行為について後で追認するような規定をこ

の条例に定めることはできないというふうに思いますが、できるという根拠を説明していただ

きたいと思います。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。 

 10分間休憩いたします。 

            午前11時43分 休憩 

            午後０時16分 再開 

○副議長（米澤善吾君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 意見調整及び昼食のため、午後１時30分まで休憩といたします。 

            午後０時16分 休憩 

            午後１時27分 再開 

○副議長（米澤善吾君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 諸般の報告をいたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 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名中欠席届１名、午後欠席届が１名、現在12名の出席で

ございます。 

 午後欠席議員は、山本賢誓議員、所用のためでございます。 

 執行部から、中屋学校保育課長が公務出張のため欠席届が午後出ております。かわりまし

て、宮脇学校保育課長補佐が出席をいたしております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 次に、執行部の答弁を求めます。川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 濱口議員さんの御質問にお答えいたし

ます。 

 農林課としましては、室戸ドルフィンセンターの建設については今３月末完成を目標にして

４月１日から指定管理者に運営をお願いすべく事務手続をしておりましたが、ちょっと多少不

適切なところがあるようでして、今後はこの件に対して指定管理の準備行為につきましては今

後の指定管理の指定手続等に関する条例の中で規定するなど、検討していきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○副議長（米澤善吾君） ほかに質疑はございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 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。 

 次に、日程第５、議案第３号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンターにおける指

定管理者の指定についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。川邊農林水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時30分 休憩 

            午後１時34分 再開 

○副議長（米澤善吾君） 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３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〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３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。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 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、議案第１号こうち人づくり広域連合規約の一部変更についてから議案第３号室戸市

観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンターにおける指定管理者の指定についてまで、以上３

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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） なしと認めます。 

 これをもって議案第１号から議案第３号まで、以上３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号こうち人づくり広域連合規約の一部変更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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィン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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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。 

 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
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つきましては、会議規則第48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〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、その条項、字句、数字、その他の

整理を要するものにつきましては議長に委任されました。 

 以上で本日の日程を終了いたしました。 

 なお、11日月曜日の日程は一般質問であります。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後１時37分 散会 


