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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３号） 

 

１．日 時  平成２５年３月１２日（火） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 北 岡 幸 男    ２番 亀 井 賢 夫    ３番 柳 原 只 雄 

  ４番 小 椋 利 廣    ５番 脇 本 健 樹    ６番 久 保 八太雄 

  ７番 上 野 祥 司    ８番 濱 口 太 作    ９番 米 澤 善 吾 

  10番 山 本 賢 誓    11番 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美 

  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     水 道 局 長  久 保 一 彦 

  消  防  長  久 保 重 章     監査委員事務局長  中 山 一 彦 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第４号 室戸市課設置条例の一部改正について 

  日程第２ 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３ 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４ 議案第７号 室戸市防災会議条例の一部改正について 
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  日程第５ 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６ 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７ 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８ 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９ 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10 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11 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12 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13 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14 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15 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16 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17 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18 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19 議案第22号 室戸市都市公園条例の制定について 

  日程第20 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 

  日程第21 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22 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23 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24 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25 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



－115－ 

いて 

  日程第26 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27 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28 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29 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30 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31 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32 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33 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34 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35 議案第38号 市有財産の無償譲渡について 

  日程第36 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37 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38 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39 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40 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41 議案第44号 市道路線の認定について 

  日程第42 議案第45号 市道路線の変更について 

  日程第43 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44 議案第47号 監査委員の選任について 

  日程第45 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 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第27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 

○副議長（米澤善吾君） 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。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。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 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、御注意ください。 

 日程第１、議案第４号室戸市課設置条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時３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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第２、議案第５号室戸市福祉事務所設置条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時４分 休憩 

            午前10時５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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第３、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10時６分 休憩 

            午前10時８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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第４、議案第７号室戸市防災会議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10時９分 休憩 

            午前10時12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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第５、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。 
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            午前10時12分 休憩 

            午前10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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第６、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10時16分 休憩 

            午前10時20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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第７、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10時21分 休憩 

            午前10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。 

 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〕 

○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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第８、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10時28分 休憩 

            午前10時33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。 

 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。小椋君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋。質疑をいたしたいと思いますが、これ60キロから40キロに

下がったことで、この20キロ減ったことによる対象人数というのは何人ぐらいあるのかと、そ

れを教えてほしいかなと。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 今回の改正により40キロまでの上限で対象となる職員の数といたしましては、高知市からと

香南市からの合計３名がこの対象となります。 

○副議長（米澤善吾君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第９、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10時34分 休憩 

            午前10時42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。 

 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〕 

○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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第10、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10時42分 休憩 

            午前10時53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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第11、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10時53分 休憩 

            午前10時58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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第12、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を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時58分 休憩 

            午前11時３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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 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第13、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を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。山本教育次長兼生涯学習課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時４分 休憩 

            午前11時８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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第14、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８分 休憩 

            午前11時12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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第15、議案第18号室戸市福祉医療費助成に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 



－122－ 

 執行部からの補足説明を求めます。黒岩福祉事務所長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時12分 休憩 

            午前11時14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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第16、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を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。日垣保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時15分 休憩 

            午前11時18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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第17、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を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。日垣保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時18分 休憩 

            午前11時22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。 

 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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○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第18、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を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。日垣保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時23分 休憩 

            午前11時28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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第19、議案第22号室戸市都市公園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。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時29分 休憩 

            午前11時31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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第20、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

ついてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 



－124－ 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時32分 休憩 

            午前11時37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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第21、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を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時38分 休憩 

            午前11時41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。 

 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〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第22、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を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。松本財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時42分 休憩 

            午前11時45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。 

 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 質疑なしと認めます。 
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 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第23、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を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。松本財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時46分 休憩 

            午前11時53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。 

 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〕 

○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。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時54分 休憩 

            午後１時０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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第24、議案第27号平成24年度室戸市一般会計第８回補正

予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時１分 休憩 

            午後２時37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。 

 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。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番亀井。本議案について質疑をいたします。 

 ９ページの５款農林水産業費、３項漁港建設費の１億1,510万円についてお伺いいたしま

す。 

 この繰越予算ですが、当初予算で6,100万円組まれていたと思いますが、この３月補正予算

で5,502万円を工事請負費で予算を提出されております。15節の工事費が合わないようです

が、年度内に予算執行があるのでしょうか。それとも、途中に補正があったのか、ちょっと勉
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強不足なので説明をお願いします。 

 次に、当初予算の工事費が全く使われておりません。未発注、未着手の事業の再着工は大丈

夫でしょうか。当初予算が未発注になって繰り越しされておりますその理由をお聞かせくださ

い。 

 次に、７款土木費、２項道路橋梁費の２億5,082万9,000円についてお伺いします。 

 48ページの補正予算の６カ所の１億1,410万円はこれからの予算執行となるので繰越明許は

わかりますが、差額の約１億3,670万円については何件の繰越工事で、進捗率はどうなってい

るのか、またなぜ未発注なのか、お聞かせください。 

 次に、29ページをお願いします。 

 ２款総務費の14目防災対策費の13節の委託料と15節の工事請負費についてお伺いします。 

 避難路が24カ所と説明がありましたが、11月の補正予算分で７カ所が未発注と聞いておりま

す。したがって、現在補正予算が議決すれば31カ所の避難路が未発注として残ります。それに

避難タワーもあります。８ページの繰越明許費も多くの予算が残っております。この補正分の

議決後に即市の発注、そして検査、本工事の発注、変更、検査と手順を踏むことになります

が、予算が繰越明許費であることから、事故繰越はできないと思うのですが、箇所数が多く、

当初予算にも事業がまだ残っております。技術職員もいないと思いますが、年度内での工事の

完成、予算の執行は大丈夫なのでしょうか、お聞かせください。 

 次に、48ページをお願いします。 

 ７款土木費、２目道路新設改良費の15節工事請負費の１億1,410万円の中の６カ所のうち市

道椎名本線についてお伺いします。 

 資料の38ページで工事費が2,000万円、延長が150メーターと説明がありました。この道路

は、11月の臨時議会で事業費3,670万円、延長360万円が補正されており、まだ未着手でありま

す。前段でもお聞きしましたが、未着手の補正予算へ再度補正をする理由の説明をお聞かせく

ださい。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 29ページの13節委託料及び15節工事請負費に出てまいります津波避難路整備工事についてで

ございますが、まず最初に御質疑にございました11月補正予算時点での24年度の津波避難路整

備工事が７カ所分未発注であったと、それは御案内のとおりでございます。その後、現在まで

に７カ所のうち６カ所につきまして発注済みとなっておりまして、そのさらに６カ所のうち５

カ所は既にもう現場が完成しております。あと一カ所が年度内完成の見込みと。それから、も

う一件残っておりますが、これも設計自体は完成しておりまして、事業自体は繰り越しとなり

ますが、もう発注可能な状態となっております。 

 それで、今回補正予算に計上しておりますのは24カ所と御説明申し上げましたが、これ国の
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補正予算によるものでございますので、通常の新年度の予算の場合ですと、新年度に入りまし

てから国への補助申請をして交付決定をいただいてから設計等の着手という運びになりますの

で、ほんま早くとも６、７月からの着手となってしまいます。この点補正予算ですので、今後

すぐに着手が可能にまずなるかと思います。これが１点でございます。 

 それから、あとこの津波避難路整備事業は実質的に24年度から取り組み始めましたので、こ

の補助に関する県との協議とか、構造の技術的な部分でありますとか、地元の皆さんの要望と

の調整等々の今これまでちょっと時間を要した部分がございましたが、一定その事業13件、こ

れまで12件進捗をしてまいりまして、そうしたことも準じだんだん調整がついてまいったとい

うこともございます。 

 それからさらに、こうした特にハード面の防災対策の取り組みを一層進めるために、25年度

におきましては技術的な経験とか知識を持つ臨時職員の方を増員したいなと考えておりまし

て、これら３点ほど合わせまして年度内の完成に向けて事業の進捗に努めてまいりたいと考え

ております。 

（「事故繰越ができるかどうか、それまでは考えてないというこ

と」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（久保信介君）（続） はい、もう当然再度の繰り越しはできませんので、25年度

内の完成を図ってまいります。 

○副議長（米澤善吾君） 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） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 ９ページの繰り越しの中で５番の農林水産課の漁港建設費についてですが、工事請負費と

個々の事業費の合計の事業費の差があるということですが、個々の事業費に関しては事務費も

含めての事業費となっているもので、工事費よりちょっとプラスになっております。 

 それと、当初予算にこれらの事業費が上がっていたのに、未発注でそれを繰り越しゆうとい

うことですが、最初当初予算で予算計上の事務に移りまして、指名業者審査委員会とか県の設

計承認とか受けております。ところが、県の審査を24年９月３日に得ておりますが、その後す

ぐ発注の事務に移ったがですよ。そのときに、平成24年９月５日に公正取引委員会が官製談合

の疑いがあると、それを認定するということで公表になりました。うちとしては指名通知を保

留にしたわけです。その後、公正取引委員会が10月17日に違反行為として認定をして、44社が

認定された。10月25日になって、県がそれをまた受けて指名停止にしたと。市のほうが11月

14日にそれをまた受けて独自でまた指名停止をしたと。ということで、当工事が港湾での特殊

工事のため、指名を予定していた多くの業者が停止処分を受けたという状態になっておりま

す。そのために発注ができなくなったという形になっております。補正予算は平成25年度で計

画した工事の一部が前倒しになってきたもんで、一応補正予算に計上しております。 

○副議長（米澤善吾君） 大影建設課長。 
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○建設課長（大影伊津夫君） 亀井議員さんにお答えします。 

 ９ページの７款２項道路橋梁費の道路整備についての今回の補正以外の繰越工事はというこ

とで、今回以外は５件で、傍士本線、奈良師岩戸線、椎名本線、下町西線、愛宕山の５路線で

ございます。 

 繰り越しする理由としましては、傍士本線におきましては、12月補正で予算化されたもの

で、測量設計が２月に終了しまして、今から設計ということになっております。 

 奈良師岩戸線につきましては、工事は３月末に完成となりますが、支払いが４月以降になる

ため、繰り越しております。 

 椎名本線、これは次の質問と重なりますが、測量設計がおくれたためでございます。 

 次に、下町西線、これは現在用地買収等補償補填を行っておるからで、工事につきましては

25年４月以降になります。 

 それと、愛宕山墓園線につきましては、工事着工前の建物調査します工損がおくれておりま

して、事業に進んでない状況でございます。 

 次に、48ページ、７款２項３目、15節工事請負費の椎名本線の繰り越し事由についてでござ

います。この路線は、当初測量設計のみでしたので、10月に測量設計委託業務を発注しまし

て、１月に業務が完成したものです。設計積算、指名審査を行い、入札手続を進めております

が、発注金額が2,500万円を超えるため、総合評価方式による入札となり、今年度の発注が難

しいためで繰り越しをするものであります。それと、今回の補正につきましては、測量設計が

済んでおりますので、引き続き発注しても工期的に十分可能であると思い、工事の進捗を図る

ため、補正するものであります。 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第25、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。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時53分 休憩 

            午後２時58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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第26、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を議題といたします。 

 執行部からの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58分 休憩 

            午後３時３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。 

 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〕 

○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。 

 健康管理のため午後３時30分まで休憩いたします。 

            午後３時３分 休憩 

            午後３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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第27、議案第30号平成25年度室戸市一般会計予算につい

てを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時27分 休憩 

            午後４時43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。 

 お諮りをいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会をいたしたいと思います。これに御異議ございません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決

しました。 
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 本日はこれにて延会いたします。 

 あす午前10時から大綱質疑がございます。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後４時43分 延会 


