
－133－ 

平成２５年３月第１回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  平成２５年３月１３日（水） 

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30号 平成25年度室戸市一般会計予算について 

  日程第２ 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３ 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４ 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 
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  日程第５ 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６ 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７ 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８ 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９ 議案第38号 市有財産の無償譲渡について 

  日程第10 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11 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12 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13 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14 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15 議案第44号 市道路線の認定について 

  日程第16 議案第45号 市道路線の変更について 

  日程第17 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18 議案第47号 監査委員の選任について 

  日程第19 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19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。また、小椋利廣議員から午後２時より

所用のため欠席届が出ております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 日程第１、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。長谷川税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前11時55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。 

 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 

○副議長（米澤善吾君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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、御注意をお願いします。 

 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します。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。質疑をさせていただきます。 

 46ページの２款６目１節の地域おこし協力隊員、ここ３名、神奈川県と埼玉県ともう一県ど

っかは聞き逃しましたけんど、３県からおいでるということですけんど、この協力隊員の実質

の仕事というのはどういう仕事になるのか、お聞きをしたいと思います。 

 それから、同じその次のページ、47ページの室戸市太陽光発電システム設置補助金280万

円、これ個人の家に設置をする補助金やと思うちゅうがですけんど、これ何戸の予定か、１戸

当たり何ぼ補助をするのか、お聞きをしたいと思います。 

 それから、50ページの２款１項１目、それで15節の工事請負費の移動通信用施設整備工事費
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2,065万1,000円、これは新規でやるという話ですけんど、この資料を見てみますと、佐喜浜町

中尾地区ということになってますが、これは左側の絵では細長く棒線で囲まれております。基

地局がどこにできるのかわかりませんけれども、この棒線で描かれちゅうエリアからほかのエ

リア、例えばこの下流には右側へ入った白壁部落とか、そこには５戸ぐらいある。それから、

この上流に行くと、また右側に入って保能母部落とか、ここにも３戸か４戸かある。こういう

ところも全体的に拾えるのかどうかというところをお聞きをしたいと思います。 

 それから、65ページの３款１項４目かな、13節の委託料、高齢者生活支援事業委託料273万

円がありますけれども、これはどっか外出支援に使うという話の中で、これはどこに委託する

のか、商工会とかという話があったと思うんがですけんど、どういうふうな内容で委託をし

て、どういうふうな方法で高齢者のもとまで届けるということになるのか、その付近をお聞き

をしたいと思います。 

 それから、その下に19節の負担金補助及び交付金のところで、ここもこの高齢者外出支援事

業補助金、これはタクシーの料金を補助するという話ですけんど、１人当たり上限としては何

ぼぐらいまでを補助するのか。この前の新聞へ載っちょったのは、たしか仁淀川町なんかは

12枚を補助をすると。12枚ということは530円の初乗りの分を12枚補助するということやった

けん、月に１枚程度やとあのときは思うたがですけんど、うちはこれをどこまでやるのかとい

うところをお聞きをしたいと思います。 

 それから、82ページの４款１項、これは19節負担金及び交付金のところで合併処理浄化槽設

置整備事業補助金924万円ということで載っておりますけれども、これは合併処理浄化槽を設

置する戸数は何戸ぐらいを予定しているか。それと、その１戸当たり補助金としては幾らを補

助するのか。それから、この室戸市においては都市下水道がないだけに最近この合併処理浄化

槽に対する新築または改築も含めて非常に要望も多くなっているというふうにお聞きをしてお

りますけれども、この合併処理浄化槽が始まって以来のこの普及率というのはどれぐらいにな

っているのか。それから、現在１年単位のものあたりですけれども、１年何戸いくのかわかり

ませんが、それでその残っていく戸数はないのか。例えば20戸やったら、30戸申し込みがあれ

ば10戸残るとかということになっていくので、その付近はないのかどうかお聞きをしたいと思

います。 

 それからもう一つ、93ページの５款２目水産振興費の中で13節の委託料、これつくり育てる

漁業推進事業546万3,000円ということで、これはトコブシを放流をするというふうに説明があ

ったわけですけれども、この放流というのは海域は設定をしているのか、室戸市沿岸の海域全

体なのか、その付近をお聞きをしたいと思います。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○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。 
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 予算書50ページの２款１項11目情報管理費の15節工事請負費、移動通信用施設整備工事費に

ついての御質疑でございます。 

 今回私どもが整備をしておりますのは、この資料で御案内の佐喜浜町中尾地区でございま

す。その基地局の整備の位置ということですけれども、この位置につきましては、このエリア

でできるだけ多くの世帯が拾える、カバーできるように、その電波調査を実際は行いまして、

行った上で適地を選んでいくと。その中で、やはりこの基地局を、右側のような設備をつくっ

ていかなければなりませんので、工事用車両が入っていく道が一定必要となります。そうした

こと、各進入路が確保できることと電波の適切な位置ということを中心に適地を考えていきた

いと考えております。 

 ただ、この結果、大体この囲んだあたりの中心近く、おおむね近くになるのではないかと思

っておりますが、どうしてもそのあたりに設けますと、この御質疑にございました保能母、白

壁地区につきましては、現地の地形等を考えますと、少し山の陰になっておりますので、今回

の事業ではカバーできないのではないかということが予想されます。 

 ただ、こちらの世帯数としては住民基本台帳上は両方とも５世帯程度となっておりますが、

市といたしましてもできるだけそうしたところもカバーはしていきたいところですけども、な

かなか今回上げさせていただいておりますように、１基当たり一千数百万円かかるということ

でございますので、その点につきましては、現在携帯電話会社によりまして、こうした小規模

な携帯電話の不感地域の方々を対象に光ケーブルですね、ブロードバンドを使いましたインタ

ーネットを介して携帯電話サービスが受けられるというふうな制度があるというふうにちょっ

と聞きましたので、これを私どももうちょっと調査をさせていただきまして、どのような負担

でどのような条件が必要となるのかということなどを調査した上で、こういうところにも使え

るということになりましたら、私ども市内全域に光ケーブルが一応通っておりますので、使え

るかどうかということなどについて調査をして、その結果についてはまた広報等でお知らせし

てまいりたいと考えております。 

○副議長（米澤善吾君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 小椋議員さんにお答えします。 

 46ページの２、１、６の地域おこし協力隊のことですが、どこからおいでるかということ

は、埼玉、神奈川、兵庫です、兵庫県です。 

 それから、仕事内容といたしましては、現在２、１、６の中にもあります集落維持再生事業

補助金というのがありますが、集落の維持再生のための支援をしていただくということが中心

になります。でも、地域おこし協力隊ですので、それからはだんだん広げていきたいと思って

おります。 

 それから次に、太陽光発電ですが、個人用、世帯個人用ということになってまいります。そ

れで、１キロワット当たり３万5,000円で４キロワットまで１世帯当たり14万円、それが20世
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帯分ということで算出いたしております。 

○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） 小椋議員さんの質問にお答えします。 

 93ページです。２目の13委託料の中でつくり育てる漁業推進事業ということで、トコブシを

どこへ放流するのかという形のことですが、一応この養殖場所が今現在高岡漁港にありますの

で、高岡漁港へ移しますので、高岡漁港を中心にして、三津、椎名、佐喜浜と東の海域です

ね、主にそこを中心にして放流するという形になっております。放流に際しては漁師の方にお

願いをして放流先へ持っていってもらうと、海の中へ持っていってもらうという形になってい

きます。 

○副議長（米澤善吾君） 川上市民課長。 

○市民課長（川上建司君） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 82ページの４款１項４目環境衛生費の中の19節負担金補助及び割引料の中の合併処理浄化槽

設置整備事業補助金についてでございます。補助の戸数と１戸当たりの補助、それと普及率

と、あと要望に対する待機の戸数ということでよろしいでしょうか。 

 補助の戸数といたしましては、平成25年、これ昨年度と同様の予算を計上しておりますが、

それと１戸当たりの補助の金額についてもまとめてお答えをいたします。25年度が５人槽が

18基分、これは１基当たり33万円でございます、７人槽が６基、これは41万4,000円、それと

10人槽が１基、54万6,000円の補助となっておりまして、合計で25基分を予定をしておりま

す。 

 それと、普及率のほうでございますが、浄化槽等処理状況調査というのがございまして、そ

れによりますと、平成23年末で700基の整備ということになっております。対象人数といたし

ましては、4,408人が利用人数というか対象の人数となっておりまして、人口当たりの普及率

で申しますと28％程度となっております。 

 それと最後に、補助の待機、待ちということでいきますと、年によりますが、補助額の消化

をいたしますために業者さんなどに工事の前倒しをお願いするような年もございますが、また

年度末に１基か２基程度の申し込みがありまして、次年度にということでお話をする場合もご

ざいますが、いずれにいたしましても翌年度には着工、補助ができるといった状況でございま

す。 

○副議長（米澤善吾君） 日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 小椋議員さんにお答えします。 

 予算書の65ページになります。３、１、４の13委託料、外出支援サービスの270万3,000円に

つきましては、委託先におきましては室戸市の商工会を中心とした形を今考えております。現

在は検討中ではありますので、まだ決定したわけではございませんが、方法等につきましては

各中山間地域におきまして週２回程度の買い物について、午前中に電話で注文を受け、その日
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の午後に配達をするという形を現在考えております。配送の方法といたしましては、１コンテ

ナ500円程度の配達料を考えておりまして、個人負担としまして100円、市の補助が400円程度

という形を今考えております。配達時に同時に見守り活動も行っていただきたいということで

現在検討中で、今商工会との協議を進めております。 

 続きまして、19節負担金補助及び交付金につきましては、172万8,000円につきましては、中

山間の高齢者の外出支援サービスということで、一般質問のほうでもお答えさせていただきま

したが、タクシー料金の助成をするということでございます。助成額につきましては、申請者

の地区から最寄りのバス停までのタクシー料金の２分の１を助成するという形でございます。

回数につきましては、申請月から月２回、２往復分を支給するということにしております。 

○副議長（米澤善吾君） ほかに質疑ございませんか。小椋議員の２回目の質疑を許可いたし

ます。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ２回目の質疑を行います。 

 先ほど保健介護課長のほうから65ページの13節の委託料の高齢者生活支援事業委託料270万

3,000円については商工会のほうに委託をするという話じゃけんど、これは去年から委託をす

る委託をするというて言よん、まだ検討中やという話やけんど、これ実際何月から始めるか

と、これかっちり何月からやるかということをかっちりここで月をお願いをしたいと思いま

す。 

 それから、50ページの移動通信用施設整備事業費の中で、まだこの41ページの山口地区、中

尾地区、ここの棒線で囲まれたほかの部分については光ケーブル等の検討をするという話です

けんど、これはぜひここの白壁、保能母両方合わせてまだ10世帯ぐらいあるわけやきん、この

付近もぜひとも光ケーブルで連絡がとれるというふうな方法に検討をお願いしたいというふう

に思います。 

 ２回目を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 小椋議員さんの２回目の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 商工会との買い物支援につきましては、一般質問でお答えしましたように、現在方法等につ

いて商工会と委員会を立ち上げてもらって協議をしておりまして、予算の中でも説明もいたし

ましたが、先進地等の視察も計画もしておりますので、その中で商工会との方法が煮詰まり次

第早急にということでお答えをさせていただきたいと、何月からということでうちのほうから

切りつけるということはちょっと難しいと思われますので、早急にということで御了承いただ

きたいと思います。 

○副議長（米澤善吾君） ほかに質疑ございますか。小椋議員の３回目の質疑を許可いたしま

す。小椋利廣君。 
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○４番（小椋利廣君） 先ほどの話では先進地視察をまだやらないかんという話ですきん、こ

れ先進地視察行ってきて、それからまたこれ委託を始めるということになってくると、先進地

視察も何月に先進地視察をするのか、それから先進地視察をしてきたら、何カ月後ぐらいには

実行ができるのか、その付近をお願いいたします。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 小椋議員さんの３回目の御質問にお答えします。 

 商工会の先進地視察は、もうこの事業につきましては至急ということでお願いしてあります

ので、４月中にはお願いできると思いますが、視察地等にお願いもせないかんこともございま

すし、まだ予算もついてないので、正式なオファーをしておりませんので、４月中には行きた

いということで商工会の会長さんのほうにもお願いはしております。 

 事業の実施につきましても、市当局だけで何月ということは、向こうの方が受けてくださら

ないと事業が実施できませんので、その辺のほどは、済みません、御理解のほどよろしくお願

いします。 

○副議長（米澤善吾君） ほかに質疑ございませんか。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。 

 50ページの２款総務費の11目、情報管理費の15節工事請負費の2,488万1,000円の中にある通

信用施設についてお伺いします。 

 今の前段の議員も質疑されましたが、この事業については中山間地域の携帯電話の基地局の

設置との説明がありましたが、施設整備ではかなり広い用地が必要と思うのですが、用地費の

計上がありません。公共用地等に位置は決まっているのでしょうか。また、完成後の管理はど

こになるのか、お聞かせください。 

 次に、53ページをお願いします。 

 ２款総務費、１項総務管理費の15節工事請負費と17節公有財産購入費の津波避難タワーにつ

いてお伺いします。 

 補正予算でもありましたが、津波避難タワーの建設工事が採択されるのには場所等の基準は

設定されているのでしょうか。例えば浸水区域で近くに高台がないというような場合を予測し

てから建設するようになっておるのか、お聞かせください。 

 次に、93ページをお願いします。 

 ５款農林水産業費、２目水産業振興費の16節原材料費の135万円の稚魚の購入についてお伺

いします。 

 説明資料の９ページでは、イサキ購入費で４万匹の145万5,000円と書かれております。説明

資料が予算以内ならわかりますが、何かほかに購入とかのあれがあるのでしょうか。金額の違

いについて説明をお願いします。 

 次に、102ページをお願いします。 
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 ７款の土木費、２目道路新設改良費の13節の委託料の1,950万円の中の市道椎名室戸線、河

内線、坂本線の用地測量設計についてお伺いしますが、用地買収が必要となる道路改良工事に

ついては事前に用地の承諾書があり、改良事業の申請をしていたと思われますが、この方法は

以前と基準が変わっていないのでしょうか、お聞かせをお願いします。 

 次に、確認の意味で再度お伺いしますが、24年の補正で委託料が予算化されて５路線以上が

測試をされることになっておりますが、25年度で工事費に予算化されていないように思われる

のですが、計画はどのように進められているのか、お答えください。 

 それと、委託料、測試の発注が非常に多いようですが、全て事業化されているのでしょう

か、説明をお願いします。 

 次に、120ページ、９款教育費、２項小学校費の15節工事請負費の１億7,467万9,000円の中

のプール新設工事についてお伺いします。 

 説明資料では工事内容がわからないのでお聞きしますが、このプール移転では補償費がある

ように聞いておりますが、契約はされたのでしょうか。また、隣接している県道が通学路であ

ることから、以前より市のほうで改良の要望を県に行っていた経緯があります。プールの工事

で取り壊しが含まれているなら、通学路の改良について県と協議をされて事業を進められてい

るのか、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をいたします。 

 まず、１点目の50ページ、２款１項11目工事請負費の移動通信用施設整備工事費に関しての

御質疑でございます。 

 まず、前段の議員さんにもお答えをいたしましたが、この移動通信用施設整備工事費に関し

ましての立地場所につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりですけれども、現地におい

て電波調査を行いまして、できるだけ多くの世帯が拾えるところを探して、そこで工事車両も

入れるようなところということで候補を選びましたら、その地権者の方と協議をさせていただ

いて、御了解が得られれば、できれば借地としてお借りすることで御協力いただけないだろう

かというふうに考えております。 

 面積的には、この資料にイメージ図がございましたように、大体１辺が５メートル程度です

ので、１局分で25平方メートル、２局分ですので、今回、施設だけで50平方メートルですの

で、約ですが、その敷地となりますと1.5倍程度の敷地になろうかと思いますので、七、八十

平方メートルが必要ではないかと考えております。 

 そうした、先ほど申し上げたように、できれば借地としてお借りできないかということで地

権者の方と協議をさせていただきたいと考えております。そうしたお話がまとまりましたら、

借地料等について補正予算にて計上させていただきたいというふうに考えております。 

 また、整備後の施設の保守、電気代等を含めました保守経費につきましては、携帯電話会
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社、運営会社が行うこととなっております。この部分についての市の持ち出しは現在のところ

ないという予定でございます。 

 ただ、先ほどの借地料などは市が借りるということになりますので、その借地料は今後必要

になってこようかと思います。 

 それから、もう一点の53ページの２款１項14目15節工事請負費、津波避難タワー整備工事費

に関しましてのタワーの場所等の採択基準についての御質疑でございましたが、まず前提条件

といたしまして、議員さん御質疑にもございましたように、いわゆる新想定による津波浸水エ

リア内であることが前提条件となります。その上で、もう一点は私どもが財源として予定をし

ております国の社会資本整備総合交付金、この上で採択されるに当たりまして、前提となりま

すのが社会資本整備計画という計画を立てて、その計画に位置づけられていることが２つ目の

条件といいましょうか、が計画に位置づけられていることが必要となります。 

 その社会資本整備計画の計画時あるいは交付金の申請時において、交付金のヒアリングを受

けるわけでございますが、その際その対象地域が置かれている現状やその対策の必要性、緊急

性などを問われることになります。御質疑にございましたような避難場所までの距離とか、海

抜であるとか、そうした数字的な基準は特段示されておりませんが、あと市といたしまして

は、これまでも御説明申し上げてきましたように、タワーの立地に当たりましては、その地域

の予想されております浸水深でありますとか、海抜でありますとか、あるいは河口部かどうか

などの地形的条件とともに、高台などの避難場所までの距離に関しまして、一定遠いと、距離

があるということで考えていきたいと考えております。それが大体どの程度かということです

が、おおむねよく言われておりますのが、避難するのに５分程度で移動できる距離、これは大

体おおむねですけれども、300メートル程度、直線で300メートル程度を一つの目安にしておる

わけですが、前段で申し上げたような諸条件を勘案の上で場所については検討してまいりたい

と考えております。 

○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） 亀井議員さんの質問にお答えいたしま

す。 

 93ページです。 

 農林水産業振興費の中の16節原材料、放流用稚魚購入費135万円の金額と、当初予算案の説

明資料、９ページの８番かな、放流用稚魚購入費ほかの145万5,000円と金額の差があるではな

いかという話のことですが、一応その説明資料のほうは事業として捉えておりまして、この原

材料の135万円とこの原材料を運ぶ14節の使用料及び賃借料10万5,000円、車ほか借り上げ料の

金額を足してこの放流事業の総計としておりますので、よろしく御理解のほどをお願いいたし

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、102ページ、７款２目13節委託料で用地買収

が必要な道路改良の承諾書についてお答えします。 

 現在行っている社会資本整備事業では、事業を計画申請する前に地権者から承諾書をもらう

基準はございません。買収予定地等につきましては、事前に建設課及び地元関係者の方の協力

を得て、地権者に対し一定のお話をしていただき、承諾していただいたとこでございます。 

 承諾書につきましては、事業を進めるに当たり必要と考えますので、事業着工前にもらう予

定でございます。 

 次に、24年補正で委託料が予算化され、25年度で工事が予算化されていない件についてお答

えします。 

 平成24年度補正で委託料を予算化している路線は５路線で、25年度に工事を予算化していな

い路線は、元本線、岬都呂線、羽根小学校前線、庄毛２号線の４路線であります。これらの工

事につきましては、元本線は今回の補正で実施、岬都呂線につきましては26年から予算化を検

討しております。また、羽根小学校前線及び庄毛２号線につきましては、用地測量が完了後、

用地買収や所有権の移転登記の事業を行い工事着工となりますため、26年度から工事を予算化

する予定でございます。 

 それと、予算化している全ての予算につきましては、国への提出事業計画等により事業化さ

れております。 

○副議長（米澤善吾君） 中屋学校保育課長。 

○学校保育課長（中屋秀志君） 亀井議員にお答えいたします。 

 室戸小学校プール新築工事に関連いたしまして、プールに隣接の県道歩道の拡幅計画の協議

がなされているかとのお尋ねでございました。 

 議員御案内の歩道は、室戸小学校の通学路となっております。道路管理者であります県安芸

土木室戸事務所の担当者から安全・安心な通学路の整備ということで歩道拡幅についての協議

がございました。現時点では事業着手年度や事業規模等は確定しておりません。今後、先ほど

申し上げました安全・安心な通学路の確保のために協議を進めてまいります。 

 それと、プールの補償費についてお尋ねがございました。 

 国土交通省のほうで現在算定中とお聞きしております。額が確定次第補正予算で対応してま

いりたいと考えております。 

○副議長（米澤善吾君） ほかに質疑ございませんか。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。本議案に対しまして何点か質疑させていただきます。 

 まず、17ページ、11款２項１目児童福祉費負担金、公立と私立の保育所の保護者負担金が、

公立の場合は前年度より570万円程度、それから私立で170万円程度少なくなっておりますが、

これは大体どのぐらい子供さんが減になるというようなことなのか、教えていただきたいと思

います。 
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 それから、37ページ、19款の雑収入の４項雑入になるんではないかと思います。これは、き

のうの補正予算のときにもしかしたら説明があったのかわかりませんが、キラメッセの使用料

が計上されてない、今まで計上されてたんではないかと思いますが、そこら辺御説明をお願い

いたします。 

 それから、50ページ、私も総務費の工事請負費、移動通信施設についてお伺いいたします。 

 本来通信事業者が中継局はつくるんだろうと思うんですが、それがどうしてもその中山間で

人口の少ないところというところは後回しになるからというような趣旨だろうとは思うんです

が、これは今回１件あるんですが、今後希望者が出てきたら、先ほどのお話で光ケーブル云々

ということもありましたけんど、対応はできていくんでしょうか。 

 それともう一つ、ＫＤＤＩ、ＮＴＴの２社がということですが、もう一つソフトバンクとい

うところがあるはずで、ソフトバンクは手を挙げなかったということなんでしょうか。 

 それともう一つ、今高知市内周辺だろうと思うんですが、高速化が進んでおります。これが

室戸へ来るのはいつか私は知りませんが、そのときに対応できるような仕様になっているんで

しょうか。もしかしたらそのとき、ＬＴＥ何たら、そのときに追加とか改修とかということが

必要なんでしょうか、お伺いいたします。 

 それから、76ページ、民生費の生活保護費、扶助費なんですが、これは補正予算のときにも

若干医療費等の増という説明がございましたが、前年度と比べまして3,500万円程度ふえてお

ります。内訳といいますか、生活扶助、医療扶助、大体どのくらいを見込まれているのか、お

教え願います。 

 97ページ、商工費です。１項３目13委託料のシャトルバスです。とろむから室戸岬まで、え

え考え方だとは思いますが、実はジオパークの全国大会のときにシャトルバスを出しておった

んではないかと、どうもあのときに利用者がそれほどなかったように私は感じております。せ

っかくやるんでしたら、そのシャトルバスの存在の周知徹底等はどのようにお考えか、お願い

いたします。 

 121ページ、教育費、中学校費、学校管理費の13委託料です。私の記憶違いでなければ、学

校機器の警備ほか委託料というところが半減してるんではないかと、前年度と比べて、それが

そうでなければ、私の記憶違いですので構いません。もしそういうふうな580万円、260万円と

いうようなことであれば、どこがどのように変わったのか、お教え願います。 

○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） 上野議員さんにお答えいたします。 

 50ページ、２款１項11目情報管理費の15節工事請負費、移動通信用施設整備工事費に関して

の御質疑でございます。 

 まず１点目は、今後希望があればこれを拡大していけるのかという趣旨の御質疑だったと思

いますけれども、この予算の説明のときに申し上げたと思いますけれども、この事業導入に関
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しては何点か条件的なものがございます。まず、１社も携帯電話が通じないこと、それから携

帯電話会社が、市がやるというだけでなしに、市がやった場合に携帯電話の会社が確実に参入

してくれるかどうかと、これはコスト対費用、費用対コストの面もあるかと思いますが、確保

できること。それから、逆にその参画しようとする運営事業者は拒めないと、あるいは絞れな

いと。言えば３社から全てやると申し出があれば、市側としては、その２社だけとか１社だけ

とかという選択は市側からはできないといったような条件等々がございます。 

 あとは、もう一点大事なところは、その携帯電話会社の中継基地といいましょうか、そうし

た施設が市内各所にあるわけですが、そこまでの距離によりまして新しく伝送路を引く必要が

あります、その基地局との間に、中継局と基地局との間に新しく伝送路を引く必要がありま

す。その距離に応じまして、また基地局と同等程度の事業費がかかるわけでございますけれど

も、私どもはこの事業を導入するに当たりまして、その部分は携帯電話会社のほうで整備をお

願いしたいと、市のほうではもう基地局の整備だけをお願いしたいんだということで進めてま

いりまして、今回この佐喜浜町中尾地区に対しまして、２点目の御質疑にもかかわってまいり

ますが、この現在資料のほうで上げてございます２社から手が挙がったと、参画するという意

思表示があったということでございます。 

 もう一つ、高速化への対応ということでございますけれども、この点につきましては、当然

この基地局の設備の内容につきましては設計において当然運営事業者と詳細な詰め、協議をし

ながら進めていかなければならないわけですけれども、現在の市内の携帯電話サービスの状況

から考えますと、この事業には多分高速化には対応していないものになると考えております。 

 ただ、高速化に向けての取り組みはもう携帯電話の運営会社のほうでおのおの取り組まれて

いくことになると思いますので、この事業では室戸市の一般のほかの地域と同等のサービスが

受けられるということを念頭に進めておりますので、御理解のほどお願いいたします。 

○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） 上野議員さんにお答えいたします。 

 予算書の37ページの雑入の中に、今まであったキラメッセの使用料がないがという話のこと

ですが、この使用料につきましては、補正予算の中で５款１項３目の農業振興費の中で25節積

立金で予算を計上しております。この積立金というのは、現在進めているキラメッセの指定管

理者との協議によってキラメッセのほうから申し出がありまして、指定管理の承認が得られた

後に、平成24年度中ですが、５カ年間を先に納付したいという申し出があっております。それ

が議案が通りましたら、一応そういうことに、24年度中に入るという形になりますので、平成

25年度分はないという形になっておりますので。 

（「５年分先にということ」と呼ぶ者あり） 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君）（続） そうですね。はい、そういうこ

とです。よろしくお願いします。 
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○副議長（米澤善吾君） 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） 上野議員さんにお答えいたします。 

 17ページの13委託料の中のシャトルバス運営委託料の部分の中で周知のことについて御質問

がございましたが、この30万円の中にＰＲ用のポスターの制作とか、それと今回初めて連休で

シャトルバスを走らすということで、利用者の方のアンケートの調査、それも含めた経費を一

応30万円の中で計上しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○副議長（米澤善吾君） 中屋学校保育課長。 

○学校保育課長（中屋秀志君） 上野議員にお答えいたします。 

 予算書17ページの公立保育所保護者負担金と私立保育所保護者負担金が前年に比べ少し減っ

ているが、この原因ということですが、保育料につきましては平成24年度の保護者の所得をベ

ースに算定しております。25年度の公立、私立合わせて約年間延べ300名程度児童数が減少し

ております。その影響で保育料も少し減少しておるというふうに考えております。 

 それと、121ページの13節委託料が前年に比べて半減していると、その原因というか理由と

いうことですが、昨年度、24年度は確かに584万6,000円、ことしが268万9,000円で半分程度で

すが、昨年度は室戸中学校のスクールバスを運行しております。これをシルバー人材センター

のほうへ委託してございました。25年度はその分を賃金として７節のほうへ計上してございま

す。委託料から賃金へ組み替えというか、した関係で委託料は少なくなっておるというような

ことでよろしくお願いいたします。 

○副議長（米澤善吾君） 黒岩福祉事務所長。 

○福祉事務所長（黒岩道宏君） 上野議員さんにお答えいたします。 

 生活保護費の生活扶助の内訳でございますが、まず生活扶助が４億3,614万1,000円で、対前

年が905万7,000円の減、住宅扶助費8,207万5,000円で対前年比288万6,000円の減、介護扶助

3,579万3,000円で前年比478万3,000円の減、それから教育扶助費537万4,000円で、これは昨年

度と同額でございます。それから生業扶助費666万4,000円で前年より145万4,000円増額してお

ります。それと、葬祭扶助、これが508万3,000円で前年比より83万9,000円の増額となってお

ります。あと、医療扶助につきましては10億2,741万9,000円でございまして、前年より

5,071万4,000円の増額になっております。 

○副議長（米澤善吾君） ほかに質疑ございませんか。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。大綱質疑を行います。 

 先ほど前段の議員さんからも出ておりますが、私も50ページ、２款１項13委託料、15工事請

負料のとこで、住民サービスの面かと思いますけど、この地区への設置理由ですね、必要性な

どいきさつをちょっとお聞きしたいとこでございます。 

 次は、97ページ、６款１項13節の上側３つです。前年度とかわっておりませんが、３つ目の

シレストの指定管理料についてですが、これ毎年変動すると思います。その中で上２つの件で
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すが、関係は一番上はないと思いますが、２つ目の公園の掃除その他便所の委託料ですが、こ

れは別に払う予定やったでしょうか。シレストの今創裕さんが受け持っているのでしょうか。

よければ上の１つ目の委託料先と２番目の委託先をお願いしたいと思います。 

 それに絡んで、51ページ、この２款１項13委託料、この中に段ノ谷のトイレの設置が60万円

出てきております。これはもう事業の関係でつくるというふうに私理解しております。つくる

ということはそこに掃除する担当者が出てくるということです。これ項目的には先ほどの97ペ

ージは商工観光課になると思います。今後のこのジオパーク課で管理するか、それともまたこ

ういうものをつくられたら、ジオパークは経費かけてつくってメンテを見ていくかというとこ

ろをちょっとお知らせ願いたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 脇本議員さんにお答えいたします。 

 50ページ、２款１項11目情報管理費の13節及び15節の移動通信用施設整備事業に関してでご

ざいます。 

 この今回予算計上に至ったその必要性といきさつという御質疑でございますが、前段の議員

さんにもお答えいたしましたように、この事業の導入の前提条件といたしまして、まず一社も

携帯電話が通らないということがまず１つ条件となります。それからもう一つ、携帯電話会社

が基地局、市が整備した場合に参画されるということがもう一つ大きな条件となってまいりま

す。それには携帯電話事業者の当然営業的な要素が出てまいると思いますが、先ほど申し上げ

たように、携帯電話を使えるようにするためにはこの局のほかに最寄りのその運営事業者の中

継局までを結ぶ必要があります。市内の現時点での私どもが把握しております携帯電話のいわ

ゆる不感地域、全くどの社も通らないという地域に関しましては、今回の佐喜浜町の中尾地区

周辺のほか、羽根町の黒見から奥、それから西の川では古矢から奥、それから東の川では大平

地区、それから先ほど前段の議員さんの御質疑もありました佐喜浜地区の白壁、保能母地区、

このあたりも一社も通らないというふうに調査をしておるところでございますが、その携帯電

話の中継局との一定距離ですね、新しく伝送路を引かなければならない事業費と見込まれる加

入者、世帯数と申しましょうか、を総合的に判断して、この地区では、今回計画しておる地域

では十二、三戸で二十数名、30人弱の方が住んでいらっしゃるところが対象になるということ

で、あと、先ほど申し上げたところは、羽根町の黒見は一定数あろうかと思いますが、ちょっ

とその中継局との距離が長いということで、これは私どもは事業者側のほうで負担をしていた

だきたいということで事業を進めております関係で、そちらのほうは現在の時点ではまだ参画

表明がなかったということでございます。そうした対象の世帯数、人口と中継局との距離、こ

うしたことで事業計画に当たってそうした携帯電話運営事業者と協議を重ねる中で、今回はこ

の地区であれば事業者側も中継局までの伝送路を自分のところで整備してもいいということに
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至りましたので、予算計上に至ったという経過でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 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） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 ジオパーク、２款１項13目13委託料の中の段ノ谷の公衆トイレの設置工事の設計についての

維持管理のことについてなんですけれども、段ノ谷山につきましては、室戸ジオパークの佐喜

浜サイトの整備としてジオパーク推進課のほうで設置及び管理をしていかなければいけないと

いうふうに基本的には考えております。この設置場所、それから設置の管理の方法につきまし

ては、先般２月にも地元の活動団体等との話し合いを行いました。実際に使われている団体と

お客様の動向等を勘案しまして位置を決めたいというふうに話し合いを今進めておる関係で

す。 

 それといいますのも、奥に入りますと電気、水道等の引き込みがございませんので、それに

よってトイレの設置方法は変わってくるんだろうと。それと、あと規模の問題もございますの

で、ぜひ地元団体の方と話を詰めて、適切な位置に早急につけたいというふうには考えており

ます。 

○副議長（米澤善吾君） 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。 

 予算書97ページの13節の委託料の中の公衆便所管理ほか委託料の160万7,000円につきまして

ですが、これは市内の観光用の公衆トイレ11カ所分の浄化槽の年２回の清掃と点検保守の部分

をやってもらう仕事になりまして、室戸環境整備公社ほかもう一社ありますが、その資格を持

った会社に委託をすることになります。 

 それと、２つ目の深層水公園屋外便所清掃ほか委託料511万1,000円につきましては、高岡地

区にあります深層水公園の公園内の清掃とか防風林なんかの管理、それと公園内に１つトイレ

がありますが、それの清掃等をやってもらう委託になります。この辺につきましては、以前株

式会社ＭＵＲＯＴＯがありましたときから、シレストを運営してます指定管理者にお願いする

ようにしてまして、今回も新たに指定管理になりました株式会社創裕さんに委託する予定でお

ります。 

○副議長（米澤善吾君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「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２、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。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時５分 休憩 

            午後２時38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３、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38分 休憩 

            午後２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４、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41分 休憩 

            午後２時57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。 
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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。 

 健康管理のため午後３時30分まで休憩いたします。 

            午後２時57分 休憩 

            午後３時26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５、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を議題といたします。 

 執行部からの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３時26分 休憩 

            午後３時32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６、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を議題といたします。 

 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。 

            午後３時33分 休憩 

            午後３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７、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を議題といたします。 
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 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３時37分 休憩 

            午後３時44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８、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。久保水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時45分 休憩 

            午後４時９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９、議案第38号市有財産の無償譲渡についてを議題と

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４時10分 休憩 

            午後４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〕 
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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10、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。 

            午後４時13分 休憩 

            午後４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11、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４時16分 休憩 

            午後４時19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12、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。 
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            午後４時20分 休憩 

            午後４時23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13、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４時24分 休憩 

            午後４時26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） ここでお諮り申し上げます。 

 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。 

 休憩いたします。 

            午後４時29分 休憩 

            午後４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。 

 質疑はございませんでしたので、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。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時35分 休憩 

            午後４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。 

            〔「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44号市道路線の認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。 

            午後４時38分 休憩 

            午後４時39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45号市道路線の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。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時40分 休憩 

            午後４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。 
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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17、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を議題といたします。 

 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。 

            午後４時42分 休憩 

            午後４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18、議案第47号監査委員の選任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。 

            午後４時45分 休憩 

            午後４時47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47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47号につきましては、委員

会付託を省略することに決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第19、議案第48号固定資産評価審査委員会委員の選任に



－156－ 

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。 

            午後４時48分 休憩 

            午後４時50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48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48号につきましては、委員

会付託を省略することに決しました。 

 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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 昨日から質疑が行われました議案第４号から議案第46号まで、以上43件につきましては、お

手元に配付してお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、３月14日から３月25日まで12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〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、３月14日から３月25日まで12日間

休会することに決しました。 

 ３月14日から３月25日まで12日間休会いたします。 

 ３月26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。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後４時53分 散会 


