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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５号） 

 

１．日 時  平成２５年３月２６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     総務課長補佐  上 松 富士樹 

  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 

       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 

       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 
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       議案第７号 室戸市防災会議条例の一部改正について 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第30号 平成25年度室戸市一般会計予算について 

       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 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第22号 室戸市都市公園条例の制定について 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第38号 市有財産の無償譲渡について 

       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44号 市道路線の認定について 

       議案第45号 市道路線の変更について 

       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 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 議案第47号 監査委員の選任について 

  日程第４ 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 

  日程第５ 議案第49号 平成24年度室戸市一般会計第９回補正予算について（追加議案） 

  日程第６ 議案第50号 副市長の選任について（追加議案） 

  日程第７ 議案第51号 室戸市議会会議規則の一部改正について 

  日程第８ 議案第52号 室戸市議会委員会条例の一部改正について 

  日程第９ 室戸市選挙管理委員会委員の選挙について 
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  日程第10 室戸市選挙管理委員会委員補充員の選挙について 

  日程第11 室戸市農業委員会委員の推薦について 

  日程第12 防災対策に関する総務文教委員会委員長報告について 

  日程第13 各常任委員会委員の選任について 

  日程第14 議会運営委員会委員の選任について 

  日程第15 芸東衛生組合議会議員の選挙について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第12まで 

  追加日程第１ 議長の辞職許可について 

  追加日程第２ 議長選挙について 

  追加日程第３ 副議長の辞職許可について 

  追加日程第４ 副議長選挙について 

  追加日程第５ 議席の一部変更について 

  日程第13より日程第15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、遅刻届１名、現在12名の出席でござい

ます。 

 欠席議員は、林竹松議長、病気のため、遅刻議員は、山本賢誓議員、10分でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 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） 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 昨日、議長から追加議案の取り扱いについて諮問があり、本日午前９時から議会運営委員会

を開催し、協議をいたしましたので、御報告をいたします。 

 昨日、市長から追加提案されました議案第49号及び議案第50号につきましては、本日、委員

会付託省略の上、審議を行うことに決しました。議員各位の御協力をお願いいたします。 

 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、議案第４号室戸市課設置条例の一部改正についてから議

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まで、以上19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。柳原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（柳原只雄君） 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４号室戸市課設置条例の一部改正についてから議案第

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まで、以上19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、３月14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、議案第４号室戸市課設置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、委員より、障害者福祉の事務を福祉事務所から保健介護課に移したほう

がより効率的な事務ができるという理由について質疑があり、執行部より、全国的に生活保護

の適正化が言われており、障害者福祉を移すことにより保健師の連携が効率よく図れ、生活保

護の適正化に向けても強化していけるとの答弁がありました。 

 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５号室戸市福祉事務所設置条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、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６号室戸市災害対策本部条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、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７号室戸市防災会議条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、室戸市独自で改正した部分はどこかとの質疑があり、執行部

より、災害対策基本法の改正に伴うもののみであり、市独自で改正する部分はないとの答弁が

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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、ほかにこのような病気に対する対策本部条例はあるかとの質

疑があり、執行部より、特定の病気に関する防災対策本部というのはないとの答弁がありまし

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

についてであります。執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、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

正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、青少年問題協議会委員と農業振興促進協議会会長及び委員、

これのもとは規則にあるのかとの質疑があり、青少年問題協議会委員については、室戸市青少

年問題協議会設置条例が昭和37年に制定され現在もある。農業振興促進協議会会長及び委員に

ついてはないとの答弁がありました。 

 次に、各種統計調査委員については何か資格が必要かとの質疑があり、資格は特に必要ない

との答弁がありました。 

 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であります。 
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 執行部の説明の後、委員より、今回の改正の対象となる職員の影響額はとの質疑があり、執

行部より、減額対象となる影響額は３名で、年額10万8,000円であるとの答弁がありました。 

 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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、組合との合意は得ているのかとの質疑があり、執行部より、

同意したという答えはいただいていないが、一定の理解をいただいていると解釈しているとの

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であります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、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

いてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、この基金は高知県津波避難対策等加速化臨時交付金として交

付を受けた額以外の金額がプラスされるのかとの質疑があり、執行部より、交付金の額に必要

な額を足して積み立てることができると考えているとの答弁がありました。 

 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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、この交付金は火葬場の新設事業へ充てるということだが、ど

んな事業に充てても構わないのかとの質疑があり、執行部より、地方単独事業ということにな

っており、火葬場についてはほとんど補助がないので充当したとの答弁がありました。 

 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であります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、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でありま

す。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、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であります。 
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 まず、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金制度がこれだけ恵まれ

た制度であるということの各課への周知徹底はどのような手段で行ったのかとの質疑があり、

執行部より、通常の事務の流れの中で要綱概要部分については職員のひろば等で周知したが、

これをどんどん推進するという面では不十分であったとは感じているとの答弁がありました。 

 また、この交付金を使って行う事業の補正額が他市町村と比べると少なくその差が大き過ぎ

るが、各課の計画の熟度が十分でなかったのかとの質疑があり、計画の熟度については金額的

には少ないという形が出ているが、特に防災については総務課のほうで県と協議して精いっぱ

いのところがここまでであるというふうに捉えているとの答弁がありました。 

 次に、総務課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、津波避難タワー整備工事費9,000万円は200平米の予定で計上

されているかとの質疑があり、執行部より、現在の予定としては、鉄筋コンクリート製のもの

を中心に検討しており、地質調査等の結果によっては変更の可能性もあるため、少し高額に設

定しているとの答弁がありました。 

 次に、津波避難路整備ほか委託料の中に含まれているソーラー式避難誘導灯の数と単価につ

いて質疑があり、50基分であり、単価は21万2,000円であるとの答弁がありました。 

 次に、ジオパーク推進課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、羽根岬遊歩道の測量設計委託料と整備工事費は実際幾らにな

ったのかとの質疑があり、執行部より、201万9,000円であるとの答弁がありました。 

 次に、市民課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料ほかと住民基

本台帳ネットワークシステム賃借料の減額について質疑があり、執行部より、外国人登録法が

廃止になり住民基本台帳法が改正になったため、システムの入れかえを行い、新システムにな

って減額が生じたための補正であるとの答弁がありました。 

 次に、福祉事務所であります。 

 執行部の説明の後、委員より、障害者自立支援事業費扶助費5,826万8,000円の減額理由につ

いて質疑があり、執行部より、平成24年度から障害者自立支援法が新体系に移行し、報酬体系

が大きく変化したことにより今回の減額となったとの答弁がありました。 

 次に、生活保護扶助費4,755万8,000円の補正要因は医療費かとの質疑があり、医療費であ

る、件数は前年度とあまり変わらず1,000件ぐらいであるが、１件当たりの単価が５万円ぐら

いふえているとの答弁がありました。 

 次に、農林水産課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、スジアオノリ養殖販路拡大事業費補助金の減額理由は、研究

者が12月で退職したということだが、後の補充はないのかとの質疑があり、執行部より、職員
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としての補充はないとの答弁がありました。 

 次に、水産施設整備工事費はどこの施設の追加分かとの質疑があり、室戸岬に建設している

ドルフィンセンターのフェンス等を整備することになっているとの答弁がありました。 

 次に、商工観光深層水課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、観光推進事業委託料の減額理由について質疑があり、執行部

より、事務経費をあまり使用しなかったため減額になっているとの答弁がありました。 

 次に、建設課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、津波・高潮危機管理対策緊急事業県営事業負担金について、

事業の場所はどこかとの質疑があり、執行部より、三津、高岡海岸水門開閉機の修繕であると

の答弁がありました。 

 選挙管理委員会事務局、財産管理課、滞納整理課、税務課、人権啓発課、保健介護課、消防

本部、学校保育課、生涯学習課につきましては、特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、本案は可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第30号平成25年度室戸市一般会計予算についてであります。 

 まず、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、室戸市太陽光発電システム設置費補助金は20件分という説明

であったが、今何件くらい要望があるのかとの質疑があり、執行部より、大体19件である、も

し要望が多ければ補正をすることを考えているとの答弁がありました。 

 次に、ごめん・なはり線活性化協議会負担金と鉄道軌道輸送対策事業費補助金について質疑

があり、執行部より、ごめん・なはり線活性化協議会負担金は毎年計上している。鉄道軌道輸

送対策事業費補助金は新規のもので、鉄道軌道輸送対策工事に対して国庫補助金が出ることに

なったので、その残りを県と市で見ていくことが協議会で決定したとの答弁がありました。 

 次に、友好都市親善団受入・派遣事業費補助金について、この事業の効果はとの質疑があ

り、室戸高校の生徒などポートリンカーンへ行き、英語や人に触れることはすばらしいことで

はないかと思っている。ポートリンカーン市長がかわり、ことしの４月に今後の新しい展開を

協議していこうということで来市予定となっているとの答弁がありました。 

 次に、総務課であります。 

 執行部より説明の後、委員より、現在の正規職員数と臨時職員数について質疑があり、執行

部より、当初予算計上分の職員数は一般会計以外も合わせて合計242名、常勤形態の臨時職員

数は平成25年１月雇用分で117名であるとの答弁がありました。 

 また、職員に対してメンタルヘルスやそのあたりの取り組みはしているかとの質疑があり、

職員の健康管理については通常の健康診断等は受けさせており、特にメンタル面に関しては安

全衛生委員会で室戸市職員の復職に向けた勤務の試行に関する要綱などを作成し、病休職員の
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復帰時には、なれていく一定の期間を設けて職場復帰を促す取り組みもしているとの答弁があ

りました。 

 次に、みんなで備える防災総合補助金950万円の内訳について質疑があり、避難路整備は１

組織30万円を上限とし、10組織で300万円、自主防災組織新規設立として30万円を上限とし、

５組織で150万円、自主防災組織が資機材を購入する際の補助金としておおむね50万円の10組

織で500万円であるとの答弁がありました。 

 次に、財産管理課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、老朽住宅除却事業補助金の申請時期について質疑があり、執

行部より、７月くらいに広報を通じ募集をかける。募集期間は１カ月ほど設け、書類審査、現

地審査を経て決定しているとの答弁がありました。 

 次に、ジオパーク推進課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、ジオパーク推進費普通旅費にはアジアパシフィックジオパー

クネットワーク国際会議旅費が１名分計上されているとのことだが、済州島には何名行くのか

との質疑があり、執行部より、４名になる予定であるとの答弁がありました。 

 次に、ジオパーク推進事業委託料の内容について質疑があり、主なものとしては、室戸ジオ

パーク推進協議会の専門員３名の人件費と旅費、パンフレットの印刷製本費であるとの答弁が

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、委員より、子どもの居場所づくり事業委託料について、保健介護課で行

っているミルク＆ハニーとの事業の違いはとの質疑があり、執行部より、ミルク＆ハニーはお

母さん方に場所を提供し、自主グループで自由に集まっていただいているものであり、子ども

の居場所づくり事業は触れ合いということで、室戸市シルバー人材センターの方に来ていただ

き、いろんな事業を提供しているとの答弁がありました。 

 次に、ひとり親家庭医療助成費は何名分を見込んでいるかとの質疑があり、１カ月当たり外

来を300件と入院を３件ぐらい見込んでいるとの答弁がありました。 

 次に、人権啓発課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、高知県隣保館東部ブロック負担金について、このブロックで

の活動内容はとの質疑があり、執行部より、主に市民館職員の研修を行っているとの答弁があ

りました。 

 次に、保健介護課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、高齢者生活支援事業の先進地視察のためのバス借り上げ料が

計上されているが、視察先は大体決まっているのかとの質疑があり、執行部より、土佐清水商

工会議所の有志が立ち上げて配送などを行っているがんばろう屋と大豊町あたりの２件を現在

検討中であるとの答弁がありました。 
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 次に、障害者長期休暇支援事業委託料の委託先について質疑があり、現時点では委託先とし

て、はまゆう園を考えているとの答弁がありました。 

 次に、農業委員会事務局・農林水産課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、レンタル畜産施設等整備事業費補助金について質疑があり、

執行部より、鶏舎を建てることに対する補助で県が５分の２、市が３分の１、残りが申請者の

負担となるとの答弁がありました。 

 次に、青年就農給付金事業費補助金は何名分か、また今までの実績はとの質疑があり、この

補助金は経営を新たに始めた人の初期リスクを補助するもので、国の100％交付金を活用する

ものである。24年度からできた事業で、今のところ対象者はいないが、25年度については農家

の意見など情報収集を行い、２名分計上させていただいているとの答弁がありました。 

 次に、商工観光深層水課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、体験型観光推進事業委託料と観光客満足度向上ＵＰ事業委託

料について、委託先は同じかとの質疑があり、執行部より、体験型観光推進事業委託料は室戸

黒潮協同組合、観光客満足度向上ＵＰ事業委託料は室戸市観光協会であるとの答弁がありまし

た。 

 次に、建設課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、道路維持費は前年度より282万6,000円増額になっているが、

この金額で大体住民の要望に応えていけるかとの質疑があり、執行部より、かなり足りないと

の答弁がありました。 

 次に、消防本部であります。 

 執行部の説明の後、委員より、常備消防費手数料について、潜水士の資格を取るというのは

どの程度の資格か、また研修期間はどれくらいかとの質疑があり、執行部より、研修期間はな

く、あくまでペーパー試験であり、国家試験であるとの答弁がありました。 

 次に、学校保育課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、西部学校給食センター新築設計委託料について、新たにどこ

かへ建てるのかとの質疑があり、執行部より、吉良川小学校の敷地内に西部学校給食センター

を25年度に設計し、26年度に建てる方向で考えているとの答弁がありました。 

 次に、スクールガードリーダーの仕事内容について質疑があり、学校の登下校における生徒

の安全見守りのため、巡回パトロールをしていただいているとの答弁がありました。 

 次に、生涯学習課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、室戸広域公園整備県営事業負担金について、この工事内容は

との質疑があり、執行部より、室戸マリン球場のグラウンド改修を県の予算3,462万円で行う

事業の負担金であり、内容はアンツーカーの舗装とエントランス前の舗装であるとの答弁があ

りました。 
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 会計課、滞納整理課、税務課、市民課、監査委員事務局につきましては、特段の質疑はあり

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、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員より、指定管理者の指定を受ける前から施設と同番地というのは、

先住権など誤解されるような文言の表示の仕方であり、改善の余地があるのではとの質疑があ

り、そういう誤解のないようにしていくとの答弁がありました。 

 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であります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、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。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第２、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から議案第46号安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置規約の

一部変更についてまで、以上24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。脇本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（脇本健樹君） 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17号から議案第46号まで、以上24件については今期定

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、３月14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であり

ます。 

 執行部から説明の後、委員から、現在市所有の共同利用漁船は何隻か質疑があり、執行部か

ら、今回無償譲渡議案を提出している漁船を除くと２隻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。 
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 次に、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22号室戸市都市公園条例の制定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、神ノ前公園について、この公園の面積はどれくらいか、第

５条の規模の基準を満たしているのか質疑があり、執行部から、この公園は消防屯所や市道神

ノ前線も含んでおり、面積は1.5ヘクタールである。平成２年に計画を申請し、高知県から

1.5ヘクタールで認可を受け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、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、この条例第５条及び第６条において、市管理道路の道路区

分はどの欄に該当するのか、また第34条及び第43条では道路標識の設置が義務づけられるのか

質疑があり、執行部から、新設道路については３種、５級で計画している。理由として、３種

は地方道路であり、その中で、１日の通行量が500台以下は５級という基準である。また、標

識については設置を義務づけするものではなく、大きさを示しているものであると答弁があり

ました。 
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 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であ

ります。 

 執行部から説明の後、委員から、国保会計は全国的に厳しい状況にあると聞くが、補正予算

を含めて、ことしの状況はどうかとの質疑があり、執行部から、全国的に低所得の被保険者の

加入がふえ、厳しい状況である。国のほうで医療費を県下で一本化する法案を可決しており、

平成27年度から実施される見込みである。それまで厳しい状況が続くものと考えている。今回

の補正予算においても、補填分として１億2,000万円を一般会計から繰り入れるものであると

答弁がありました。 

 次に、１億2,000万円の繰り入れということだが、平成24年度単年度において国保会計は赤

字にならない見込みかと質疑があり、今の歳入歳出見込みでは、今年度単年度は黒字になる見

込み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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、保健衛生普及費の委託料、脳ドック検診ほか委託料につい

て、脳ドック検診の受診募集を170人に拡大したということだが、今後も拡大する見込みかと

質疑があり、執行部から、平成21年度までは100人で実施をしていたが、希望者が多いため、

22年度は150人に拡大し、25年度は170人で予算措置をした。担当課としては拡大したいが、こ

の事業の対象となる病院が１カ所のため、受け入れ人数に余裕がない状況であると答弁があり

ました。 

 次に、同じく保健衛生普及費の委託料、水中運動プログラム運営ほか委託料82万1,000円の

うち、シレストむろとに関するものはと質疑があり、水中運動プログラム運営ほか委託料のう

ち68万円がシレストむろとに関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。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、審査会の開催状況と審査委員の人数について質疑があり、

執行部から、審査会は毎週木曜日に開催しており、25年度は51回開催を予定している。審査委

員は10人であり、そのうち５人が隔週で審査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、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳入で県補助金のうち介護基盤緊急整備事業費補助金が前

年度3,300万円から本年度０円になっている理由について質疑があり、執行部から、この補助

金は小規模多機能型居宅介護施設建設及び開設に伴うものであり、平成23年度羽根町に１カ所

開設し、24年度は室戸地区に１カ所開設予定である。25年度については計画がないため、予算

措置をしていない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。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳入の基金繰入金について、現在基金の残額はどれくらい

か質疑があり、執行部から、平成24年度当初で海洋深層水給水基金については2,012万

4,580円、振興基金については159万5,000円の残額であると答弁がありました。 

 次に、同じく歳入で海洋深層水使用料が前年度と比べほとんど増減がないが、給水契約者数

の増減について質疑があり、平成23年度では個人契約者数が3,113件、前年度比22件の減、企

業の契約者数が112件、前年度から変動なし、農林業関係が64件、前年度比６件の増、水産、

健康増進関係が14件、３件の減、合計で500件、前年度比19件の減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

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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、保険料の徴収について、本年度、普通徴収の者が増加した

理由について質疑があり、執行部から、基本的に介護保険料と後期高齢者医療保険料について

は年金から特別徴収しているが、その合算額が年金額の２分の１を超えると年金から徴収でき

なくなる。平成24年度に後期高齢者連合が保険料を改定したため、保険料が年金額の２分の１

を超える者が増加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37号平成25年度室戸市水道事業会計予算についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、業務の予定量で給水戸数の増減はどうか、また給水栓数の

増減についてはどうか質疑があり、執行部から、給水戸数は上水道で15世帯の増、簡易水道で

16世帯の減である。また、給水栓数については上水道で58栓数の減、簡易水道では19栓数の増

であり、合計で39栓数の減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。 
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 次に、議案第38号市有財産の無償譲渡についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、この漁船の漁業種別は何か質疑があり、執行部から、漁業

種別はサンゴ、はえ縄、一本釣り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でありま

す。 

 執行部からの説明の後、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、指定管理者を公募の上決定したとのことだが、応募は何社

あったのか質疑があり、執行部から、問い合わせは４社あったが、応募したのはこの１社だけ

であると答弁がありました。 

 次に、施設の修繕について、修繕料は全て指定管理者が負担するのか質疑があり、市と指定

管理者とが協定書を交わしており、その中で修繕料の負担については定め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、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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44号市道路線の認定についてであります。 

 執行部からの説明の後、委員から、新設道路については市道認定の後、事業に着手すること

になるが、市道延長が変更になった場合は再度議決の必要が生じるのか質疑があり、執行部か

ら、新設道路については、起点終点の地番を記載して市道路線の認定を受け、工事完成後に公

示閲覧をしている。備考として延長を記載しているが、延長、幅員について変更が生じても議

会の議決の必要はない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。 

 次に、議案第45号市道路線の変更についてであります。 

 執行部からの説明の後、委員から、国から普通交付税に道路延長算入分があるが、市道路線

の変更の場合、議決によって算入分が変更されるのか質疑があり、執行部から、市道路線が変

更され、道路台帳に記載されたときに交付税算入分も変更され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。 
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 次に、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であり

ます。 

 執行部からの説明の後、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。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第３、議案第47号監査委員の選任について及び日程第

４、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２件を一括議題といたしま

す。 

 本件につきましては、いずれも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４号室戸市課設置条例の一部改正についてから日程第４、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まで、以上45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。 

 これをもって日程第１、議案第４号から日程第４、議案第48号まで、以上45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４号室戸市課設置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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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５号室戸市福祉事務所設置条例の一部改正についてを採決いたします。 
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 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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号室戸市災害対策本部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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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

ました。 

 次に、議案第７号室戸市防災会議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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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。 
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 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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。 
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 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第30号平成25年度室戸市一般会計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。 
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            〔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30号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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。 
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 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第22号室戸市都市公園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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 
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 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 
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 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第38号市有財産の無償譲渡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。 
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 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第44号市道路線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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第44号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第45号市道路線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。 
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            〔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45号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第46号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第47号監査委員の選任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。 

 監査委員に中川博嗣氏を選任することについて同意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、中川博嗣氏の監査委員の選任につい

ては同意されました。 

 次に、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。 

 固定資産評価審査委員会委員に杉本正一郎氏を選任することについて同意することに賛成の

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、杉本正一郎氏の固定資産評価審査委

員会委員の選任については同意されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第５、議案第49号平成24年度室戸市一般会計第９回補正

予算について及び日程第６、議案第50号副市長の選任について、以上２件を一括議題といたし

ます。 

 本案は、昨日、市長から追加提案されたものであります。 

 提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） それでは、追加議案の説明を申し上げます。 

 議案第49号平成24年度室戸市一般会計第９回補正予算について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入は、財政調整積立基金繰入金を一般財源としております。歳出は、副市長及び一般職員
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の退職に伴う退職手当と消火栓設置事業の事業費確定に伴う負担金について補正するものであ

り、歳入歳出予算はそれぞれ4,121万4,000円を追加し、総額119億4,712万8,000円とするもの

であります。 

 議案第50号副市長の選任について。 

 本案は、副市長に久保信介氏を選任したいので、地方自治法第162条の規定により議会の同

意を求めるものであります。 

 なお、詳細につきましては関係課長等から補足説明をいたさせますので、御審議のほどよろ

しくお願いをいたします。 

○副議長（米澤善吾君） まず、議案第49号平成24年度室戸市一般会計第９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。 

            午前11時14分 休憩 

            午前11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。 

 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49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49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。 

 次に、議案第50号副市長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。上松総務課長補佐。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時20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。 

 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50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。 
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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、議案第50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。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第５、議案第49号平成24年度室戸市一般会計第９回補正予算について及び日程

第６、議案第50号副市長の選任について、以上２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。 

 これをもって日程第５、議案第49号及び日程第６、議案第50号、以上２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。 

 日程第５、議案第49号平成24年度室戸市一般会計第９回補正予算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〕 

○副議長（米澤善吾君） 起立全員であります。よって、議案第49号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第６、議案第50号副市長の選任についてを採決いたします。 

 副市長に久保信介氏の選任について同意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、久保信介氏の副市長の選任について

は同意されました。 

 次に、退任いたします木下副市長から退任の御挨拶があります。木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。 

 職を辞するに当たり、一言御挨拶を申し上げます。 
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 昭和52年に室戸市役所に入庁以来、36年の長きにわたり、皆様方には多大な御支援をいただ

いたところでございます。ここに改めまして心からお礼を申し上げたいと思います。また、先

ほどは私の後任の選任議案に同意をいただきました。ありがとうございます。久保新副市長に

後を託したいと思います。 

 多難をきわめる地方行政において、室戸市の未来に明るい展望が開けますことを念じまし

て、退職に当たっての御挨拶といたします。どうも本当に長い間ありがとうございました。

（拍手） 

○副議長（米澤善吾君） 御苦労さまです。 

 次に、ただいま同意されました久保信介氏から就任の御挨拶があります。久保信介君。 

○総務課長（久保信介君） 先ほどは副市長選任議案に御同意をいただきまして、ありがとう

ございます。 

 改めまして、その重責を思いますと身も震える思いがいたします。諸課題が山積する中、甚

だ力不足ではございますけれども、市長を中心に職員一丸となって市政推進に努めてまいりた

いと思いますので、議員の皆様方におかれましては、どうぞこれまで以上の御指導、御支援を

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（米澤善吾君） よろしくお願いします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第７、議案第51号室戸市議会会議規則の一部改正につい

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ございます。 

 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51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51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に決しました。 

 なお、本案につきまし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

につきましては、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７、議案第51号室戸市議会会議規則の一部改正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51号は原案のとおり可決され
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ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第８、議案第52号室戸市議会委員会条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 案文については、お手元に配付したとおりでございます。 

 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52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52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に決しました。 

 なお、本案につきまし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

につきましては、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８、議案第52号室戸市議会委員会条例の一部改正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52号は原案のとおり可決され

ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第９、室戸市選挙管理委員会委員の選挙を行います。 

 お諮りをいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定による指名推選で行いたいと

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、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 次に、指名の方法は、議長において指名することに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、議長において指名することに決し

ました。 

 室戸市選挙管理委員会委員に、溝渕康展君、岡崎俊一君、小松與輔君、松本睦美君を指名い
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たしたいと思います。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました溝渕康展君、岡崎俊一君、小松與輔君、松本睦美君

を室戸市選挙管理委員会委員の当選人と定めること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、ただいま指名いたしました溝渕康

展君、岡崎俊一君、小松與輔君、松本睦美君が室戸市選挙管理委員会委員に当選されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第10、室戸市選挙管理委員会委員補充員の選挙を行いま

す。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定による指名推選で行いたいと

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、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 次に、指名の方法については、議長において指名することと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、議長において指名することに決し

ました。 

 室戸市選挙管理委員会委員補充員の第１順位として田村恵子君、第２順位として高田隼人

君、第３順位として升井俊六君、第４順位として小野英昭君を指名いたしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました第１順位として田村恵子君、第２順位として高田隼

人君、第３順位として升井俊六君、第４順位として小野英昭君を室戸市選挙管理委員会委員補

充員の当選者と定めること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、ただいま指名いたしました第１順

位として田村恵子君、第２順位として高田隼人君、第３順位として升井俊六君、第４順位とし

て小野英昭君が室戸市選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第11、室戸市農業委員会委員の推薦についてを議題とい

たします。 
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 本件は、農業委員会等に関する法律第12条第２項の規定に基づき、議会が推薦した農業委員

４人のうち、山口悌氏が昨年12月死亡いたしましたので、この補充員１人を推薦するものであ

ります。 

 お諮りいたします。 

 推薦の方法については、議長において指名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、議長において指名することに決し

ました。 

 農業委員会等に関する法律第12条第２項の規定に基づく議会推薦の農業委員に、室戸市佐喜

浜町3428番地、福冨汎君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 議会推薦の農業委員に福冨汎君を推薦することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、議会推薦の農業委員に福冨汎君を

推薦することに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第12、防災対策に関する総務文教委員会委員長報告につ

いてを議題といたします。 

 防災対策に関する所轄事務調査について委員長報告を求めます。柳原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（柳原只雄君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 平成23年６月定例会より継続審査しております防災対策についての調査報告を行います。 

 委員会といたしましては、平成23年11月18日、24年１月27日、２月９日、２月21日、平成

25年２月12日の計５回委員会を開き、防災対策の総括である総務課を初め関係各課にも出席を

求め、南海地震等に備えた防災対策の取り組み状況等について説明を求め、審査をいたしまし

た。 

 以下、各課に対する主な質疑応答等審査経過について御報告いたします。 

 まず、総務課では、平成24年３月31日に内閣府の有識者会議が公表した南海トラフ巨大地震

の津波高の想定を受けて以後の防災対策の取り組み状況について質疑があり、防災対策の主な

取り組みとしては、市内全域に一斉通報が可能な防災行政無線の整備を行っており、25年度秋

の完成を見込んでいる。津波避難路整備については、現在14路線を整備しており、平成25年度

以降も継続して取り組んでいく予定である。なお、自主防災組織が軽微な整備をする場合に
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は、その材料についての補助をする形で進めている。ソーラー式の避難誘導灯については本年

度60基、27年度までの４カ年で300カ所程度、海抜表示は本年度100カ所、３カ年で約300カ

所、避難誘導標識も27年度までの４カ年で市内で300カ所計画している。そのほか、旧室戸東

中学校の技術棟を地震・津波観測監視システムの陸上局に改修していくことについては４月の

完成を見込んでいる。災害時の給水対策についての取り組みでは、浄水器６台と運搬するトラ

ックの購入を進めている。また、吉良川消防屯所の吉良川小学校敷地内への移転については、

本年度末の完成を見込んでいる。津波防災マップについては、新想定に対応したものに修正

し、避難場所、避難路の見直しが必要な箇所について、自主防災組織を中心として地域の皆さ

んと協議し、見直しを進めていくということを現在計画している。津波避難タワーについては

８地域から要望をいただいているが、25年度は２カ所程度を事業化に向けて立地調査や地盤の

調査等に取りかかっていきたいと考えているが、現時点では場所は決まっていないとの答弁が

ありました。 

 次に、防災対策の予算的な最終事業年度について質疑があり、現在高知県津波避難対策等加

速化臨時交付金は25年度までの起債額を対象に26年度まで、国の社会資本整備総合交付金は

28年度までであるが、本市の計画は27年度までであるとの答弁がありました。 

 次に、避難場所が遠く、海抜が低いところから先に津波避難タワーを設置することが大事で

はないかとの質疑があり、海抜や避難場所までの距離等について、周辺の環境を見て必要な箇

所の整備の順位を決めなければいけないとの答弁がありました。 

 次に、吉良川の西の川、東の川の旧橋の耐震対策について質疑があり、建設課のほうで市内

の全橋梁の調査作業を進めているので、その結果を待って、必要であれば改修がなされていく

ものだと考えているとの答弁がありました。 

 次に、危険集落の高台移転事業に取り組んでいるかとの質疑があり、現在のところ、基本的

には集落全体が移転するということで全員の同意が必要であることが課題になっている。ま

た、事前の移転というのは自己負担が生じること等により制度上対応しておらず、室戸市では

今のところ高台移転をしたいという集落等はなく、全国でもまだ被災をしていない地域の事前

移転については例がない状況であるとの答弁がありました。 

 また、小集落移転をしなければならないような危険地域の把握はしているかとの質疑があ

り、その資格は全沿岸部が有しているということになろうかと思うとの答弁がありました。 

 次に、海抜の表示はとの質疑があり、現段階の案としては、電信柱の位置の海抜を測量し、

電信柱に張るものはここの地盤の高さは何メートルとの表示にしたいと思っている。市が今年

度予定している100カ所は市道を中心にやるとの答弁がありました。 

 また、水や食料の供給拠点への備蓄の目安は何日分かとの質疑があり、避難者の３日分ぐら

いは想定して備蓄を進めているとの答弁がありました。 

 次に、三津坂トンネルの耐震性について県に確認をしていただきたいとの要望があり、防災
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の観点からもぜひとも強く要望していきたいとの答弁がありました。 

 次に、チリ地震等過去に来た津波で地域ごとの津波のデータはあるか、そういうデータがあ

れば、避難するときにある程度の参考になるのではないかとの質疑があり、室戸岬に何メート

ルが来たら室戸か羽根か吉良川にどれくらい来るかというようなデータは持ち合わせていない

ので、データ収集に努めたいとの答弁がありました。 

 また、津波が来ることを市民にどのように伝えるかとの質疑があり、防災行政無線の整備を

行い、消防無線と連携をすることで夜間等にも対応できるようにリンクをさせていきたいと考

えている。室戸市内にいる方なら市外の方でも携帯電話にエリアメールといって津波警報が出

た等の場合は知らせるメールが入るという契約を既にドコモとはしている。その他の会社でも

実施されれば申し込みをしていきたいと考えているとの答弁がありました。 

 次に、非常時の職員の対応の仕方についての考えをとの質疑があり、職員の参集に関して

は、津波警報が出て、震度４以上の地震が発生したというときには一斉メールでの参集システ

ムをとっており、年に２回参集訓練をしている。職員は大津波が予想される場合は、まず最寄

りの高台、自主防の定めたところへ逃げて、津波による被害がある程度想定されなくなってか

ら参集しなさいということにしているとの答弁がありました。 

 次に、地震に伴う隆起は何メートルかとの質疑があり、過去の地震では一、二メートル程度

ずつ隆起しているとの答弁がありました。 

 次に、東北の震災がある以前は、誰と誰がこの人を連れていくとか言っていたが、今専門家

等は自分の命は自分で守らないといけないので、自分がまず逃げなさいということを言われて

いるが、指導していくのにそのあたりをどう考えているのかとの質疑があり、要援護者台帳を

つくって誰が誰を助けて行くことを地域の津波避難計画に書いていくことをこれまでやってい

たが、東日本大震災を受け、そこまで求めるのはやっぱり厳しいだろうということで、名簿は

名簿で一旦自主防災のリーダーにお渡しするが、要援護者の方を連れていくかどうかというこ

とは強制はできないとの答弁がありました。 

 次に、港を掘った土砂で埋め立てているところは、地震が来ると液状化が起きるのではない

かと言われている。また、庁舎そのものも危険な場所に建っている。液状化についての調査や

取り組みはどうなっているかとの質疑があり、どこが液状化の危険性があるとか、そういう埋

め立てた土地である等の情報を現在持ち合わせていないので、今後土木事務所等と協議をし、

情報を入手していきたいと思うとの答弁がありました。 

 次に、総務課が取り組んでいる事業と農林水産課が各地域を回って説明会を開いている漁村

再生交付金事業との整合性の問題であるが、庁内でそういった話し合いはしているかとの質疑

があり、羽根漁港のこうした事業が農林水産課の事業としてあることは承知している。農林水

産課と今後連絡を密にして、それぞれの事業でどこまでやるか連携をとっていきたいとの答弁

がありました。 
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 次に、夜来た津波に対してはどのような考えを持っているかとの質疑があり、平成17年にソ

ーラー式誘導灯を市内で数カ所設置した経過があり、平成24年度には県の補助を受けてソーラ

ー式誘導灯を設置することにより夜間の自主防災訓練もこれから考えなければならないとの答

弁がありました。 

 次に、防災用のヘリ発着場の取り組み状況、病人、けが人等の受け入れ先との協定について

質疑があり、ヘリの発着場は現在室戸市に消防本部の裏と高岡、そして新しい防災公園で３つ

目となる。中山間地にも孤立した場合の対策は必要であり、県とも協議をしながら適地を探し

ていくことについては、まだ具体的な計画はない。災害時の医療対策につきましては、室戸の

場合は室戸病院が災害の支援病院であり、やすらぎが救護所なので、基本的にはけがをした方

は室戸病院とやすらぎのほうへ集まっていただくようになると思う。医師の確保については保

健介護課のほうでも対応していくと思うが、室戸市内では数が少ないので、今後国のほうで今

ＤＭＡＴと言ってヘリで医師団を運ぶ方法があり、県、国で進められているので、情報の収集

や連携をとりながら進めていかないといけないと思うとの答弁がありました。 

 次に、保存水や非常食で10年くらいの賞味期限のものは備えていないのかとの質疑があり、

今のところ、室戸市は備えていない。アルファ米という５年賞味期限のものであるとの答弁が

ありました。 

 次に、農林水産課であります。 

 農林水産課では、地震が起こった場合のため池決壊の危険性や被害想定、対策について質疑

があり、県が決壊したときの簡易被害想定をしたのが簡易ハザードマップで、平成23年７月に

作成し、12月の「広報むろと」に入れて配布したところである。このハザードマップは、満水

状態のため池の堤が決壊した場合の浸水予想範囲を大まかに示した区域である。県が対象とし

た46池のうち特に危険性の高いと言われる38池を対象に調査を行い、県、市、地元代表者で選

定検討会を開き、平成24年から28年を第１期事業として３池、平成29年から33年を第２期事業

で３池を引き続き整備する予定となっているとの答弁がありました。 

 次に、建設課では、各地区からの津波避難タワーや避難ビルに対する要望が取りまとめら

れ、担当課におりてきた場合の準備としてどのような対策を持っているかとの質疑があり、ま

ず総務課がまとめたら場所が選定されるので、地元と交渉し、国の補助をもらえる分について

事業をしていきたいとの答弁がありました。 

 次に、避難訓練のときに道がでこぼこで一人転んでけがをしたということがある。各地域の

道の整備について、防災対策とあわせて早急に取り組んでもらえないかとの質疑があり、毎年

予算を計上し、順次整備しているところであるとの答弁がありました。 

 福祉事務所では、津波が起きた場合には福祉事務所は浸水すると思うが、重要書類の保管場

所については考えているかとの質疑があり、個々のデータはシステムにあり、バックアップを

とっているが、例えば生活保護の台帳は電子化して管理しておらず、保管場所については今現
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在考えていないとの答弁がありました。 

 次に、学校保育課では、安全を確保するために避難道の複数化ということは考えているかと

の質疑があり、避難道は、今ないところはとりあえず１つつけるということで進めているの

で、また何本かというようなことも現場と相談をして進めていくとの答弁がありました。 

 次に、小中学校、体育館合わせて75％の耐震化が進んでいるということだが、どれだけの地

震に耐えることができるのかとの質疑があり、耐震化を進めているが、大体震度７で倒れにく

くなることによって時間を稼げると思うとの答弁がありました。 

 次に、羽根小学校から羽根中学校へ直接避難できるような避難道をとの質疑があり、工事を

進める前段の用地確保については地主さんに内々に快諾を得ている。生活道として整備をとい

うことで建設課のほうで取り組むように聞いているとの答弁がありました。 

 次に、学校が地域の方の避難場所になったりすると思うが、例えば最小限の食料品、衣料

品、飲料水等を避難する学校や体育館へ準備しておくべきではないかとの質疑があり、今体育

館なりに備蓄していないので、総務課と協議をするとの答弁がありました。 

 次に、財産管理課では、現在想定されている津波高を受けてのこの庁舎の管理について質疑

があり、現在自家発電機が地下にあるが、今度総務課が行っている防災行政無線の一環として

屋上へもっとコンパクトな非常用電源を備えることになっている。ほかにはガラスの飛散防止

フィルムを敷設などしているとの答弁がありました。 

 消防本部では、地震発生時に陸閘を閉めに行くかどうかについて消防署員や各分団員にはど

のように指示しているかとの質疑があり、平成23年10月に県の方針として陸閘のあけ閉めはし

ないということが示されているので、津波のときには陸閘には近寄らず、まず自分の身の安全

を確保するように伝えているとの答弁がありました。 

 次に、地震が起こった場合に、今ある消防屯所そのものが車類なども含めて津波にさらわれ

てしまうというような危険性はないかとの質疑があり、屯所でも海や河川に近いところがあ

る。建築されてから相当年数がたっているので、そういった箇所にある屯所については、これ

から新築移転を順次していくように計画を立てている。消防自動車は、常にどこかへ移動させ

るような訓練をしていただくように分団の方にはお願いしているとの答弁がありました。 

 次に、消防本部としてドクターヘリ等の発着場を計画したり審議しているということはない

かとの質疑があり、今度防災公園にも１つヘリポートができる。消防用地の拡張を計画してい

るので、消防にあるヘリポートには防災ヘリ、ドクターヘリが同時に着陸できるスペースは確

保ができると思う。今市内で調査をして着陸可能というところが７カ所ぐらいあるとの答弁が

ありました。 

 次に、災害時の受け入れに関する協定を病院等と結んでいるかとの質疑があり、今のとこ

ろ、室戸病院、田野病院、県立あき総合病院であるとの答弁がありました。 

 次に、保健介護課では、自宅介護を受けている方は何世帯、何人か、またその人たちへの防
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災対策はとの質疑があり、自宅療養ということは要支援１、２、要介護１、２あたりが主にな

るかと思うので、600人くらいだと思う。自宅でおられる方についての援護については、災害

時要援護者台帳へ載せた上で助けてもらうということになるとの答弁がありました。 

 次に、永久保存の文書の数と保管場所について質疑があり、かなりの数あり、２階の書庫に

保管しているとの答弁がありました。 

 また、保健福祉センターの２階であれば、地震、津波に耐えるだけの保管場所になることは

間違いないかとの質疑があり、建物自体は平成10年に建てたものなので耐震は十分だと思う

が、津波は高さにもよるが、２階は高いので大丈夫だと思うとの答弁がありました。 

 次、市民課では、永久保存の文書はどれくらいあるかとの質疑があり、どれくらいあるかは

今覚えていないとの答弁があり、また庁舎の１、２階は地震が来て、津波が来たらやられてし

まうのではないか、戸籍等の保管は大丈夫かとの質疑があり、戸籍のデータは全部法務局のほ

うへ保管になるし、住民基本台帳は今は住基ネットがあり、県と総務省のほうに同じデータが

毎日更新されているので、室戸市や県が壊滅状態であったとしても、総務省のほうにはデータ

はあるとの答弁がありました。 

 商工観光深層水課では、シレストむろとの避難場所の位置表示板や避難路は整備できている

か、またどれだけの津波に耐えるだけの避難場所になっているのか、アクアファームの取水施

設がどれだけの地震に耐えれるだけの構造になっているのか、共同作業所の人たちは労働時間

中に災害が起きた場合、どこへ避難するのかとの質疑があり、御指摘のあった部分については

自分たちも自覚しているが、なかなか今のところ完全に対応できているかといえば、実際はで

きていない。その中で、１つとしては、今総務課が作成している防災計画で避難場所等の見直

しもやっている。共同作業所等についても地域での避難場所等が最終的にその計画の中で決ま

ると思うので、それらの計画と連動、連携をとりながら取り組みをこれから進めていかなくて

はいけないとは思っているとの答弁がありました。 

 次に、シレストむろとからの避難路の案内図が小さいので、もう少し大きくできないか、ま

た地震が起きた場合の避難訓練をシレスト職員は行っているかとの質疑があり、避難路の案内

図を大きくするということについては対応する。実際起きたときの対応であるが、消防計画の

地震関係の部分で避難誘導は誰がやるかや人員の配置など細かい規定まで載っており、これに

基づいて行動するしかないのではないかと思う。訓練は、多分火災訓練などと一緒にやってい

るのではないかと思うが、把握はしていないとの答弁がありました。 

 ジオパーク推進課では、防災行政無線ができるまでに地震が起こった場合、観光客を案内し

ているガイドへ知らせる方法はとの質疑があり、ラジオで聞くなり、それを知った本庁サイド

などが、インフォメーションセンターに限らず、そういう情報をとにかく連絡してあげること

が大事だと思っているとの答弁がありました。 

 水道局では、布設がえしたところの管がどれだけの地震に耐えることができるかとの質疑が
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あり、布設がえは全部耐震化、東日本大震災のマグニチュード９に耐えているということであ

るとの答弁がありました。 

 次に、基幹管路の耐震化は全体の何％ぐらいかとの質疑があり、全国で30.3％、県平均で

28.3％、室戸市は9.3％であるとの答弁がありました。 

 次に、管が破裂して水が出なくなった場合の給水対策について質疑があり、緊急用の飲料水

製造装置は総務課で対処してもらうようになっている。給水車は、今現在500リットルのタン

クが何台かあるので、そのタンクで応急処置を考えているとの答弁がありました。 

 以上で防災対策についての総務文教委員会委員長の調査報告を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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。 

 本日出席されている執行部の中で、３月末をもって退職される方が２名おられます。 

 川邊農林水産課長、山本人権啓発課長であります。長きにわたり、市の行政事務に携わり、

今日の室戸市政の基礎を築いた功績は非常に大きいものがあります。本日が最後の議会になり

ましたが、健康に十分留意され、楽しい第２の人生を送っていただきたいと思います。長い間

非常に御苦労さまでございました。そして、ありがとうございました。（拍手） 

 以上で議案審議が終わりましたので、三役以外の執行部の退席をお願いいたします。 

            〔三役残し、執行部退席〕 

○副議長（米澤善吾君） 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午後０時５分 休憩 

            午後０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。 

 本日、議長林竹松君から議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、この際議長辞職の件を日程に追加

し、議題といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） まず、辞職願を朗読いたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 朗読いたします。 

 辞職願、今般、一身上の都合により議長を辞職したいから、会議規則第139条第１項の規定
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により願い出ます。 

   平成25年３月26日 

  室戸市議会副議長様 

                         室戸市議会議長 林   竹 松 

 以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） お諮りいたします。 

 林竹松君の議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 御異議なしと認めます。よって、林竹松君の議長の辞職を許可する

ことに決しました。 

 ただいま議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。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、この際議長の選挙を日程に追加

し、選挙を行います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） これより議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○副議長（米澤善吾君） ただいまの出席議員数は13名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○副議長（米澤善吾君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○副議長（米澤善吾君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、議会事務局長の点呼に応じ１番議員から順次投票願います。 

 なお、白票については、無効であります。 

 ただいまから投票を行います。 
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 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○副議長（米澤善吾君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○副議長（米澤善吾君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に脇本健樹君及び上野祥司君を指名いたしま

す。よって、両君の立ち会いをお願いします。 

            〔開  票〕 

○副議長（米澤善吾君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 13票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 12票 

 無効投票 １票 

 有効投票中 

  山下浩平君 11票 

  米澤善吾君 １票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であります。よって、山下浩平君が議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました山下浩平君が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項の規定により告知をいたします。 

 本席に新議長の山下浩平君がおられますので、議長当選承諾及び御挨拶をお願いいたしたい

と思います。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） ただいま議員の皆様方の御推挙によりまして議長という重責を担う

ことになりましたこと、まことにありがとうございます。 

 市政に対する課題は山積いたしておりますが、近い将来起きると言われております南海トラ

フ巨大地震に対し、市民の命を守る備えを重点的に取り組んでいくことが不可欠であると思い

ます。執行部に対しては是々非々の姿勢で臨み、そして議会改革を含め市民に広く信頼される

議会を目指したいと思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

 甚だ簡単でございますが、就任の挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございまし
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た。（拍手） 

○副議長（米澤善吾君） 休憩いたします。 

            午後１時10分 休憩 

            午後１時15分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま副議長米澤善吾君から副議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、この際副議長辞職の件を日程に追加

し、議題といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 地方自治法第117条の規定により米澤善吾君の退席を求めます。 

            〔９番 米澤善吾君 退場〕 

○議長（山下浩平君） まず、その辞職願を朗読いたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 朗読いたします。 

 辞職願、今般、一身上の都合により副議長を辞職したいから、会議規則第139条第１項の規

定により願い出ます。 

   平成25年３月26日 

  室戸市議会議長様 

                         室戸市議会副議長 米 澤 善 吾 

 以上でございます。 

○議長（山下浩平君） お諮りいたします。 

 米澤善吾君の副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、米澤善吾君の副議長の辞職を許可す

ることに決しました。 

 米澤善吾君の入場を求めます。 

            〔９番 米澤善吾君 入場〕 

○議長（山下浩平君） ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、この際副議長の選挙を日程に追加

し、選挙を行います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） これより副議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○議長（山下浩平君） ただいまの出席議員数は13名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○議長（山下浩平君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○議長（山下浩平君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、議会事務局長の点呼に応じ１番議員から順次投票をお願いいたします。 

 なお、白票については、無効であります。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○議長（山下浩平君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○議長（山下浩平君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に小椋利廣君及び亀井賢夫君を指名いたしま

す。よって、両君の立ち会いをお願いいたします。 

            〔開  票〕 

○議長（山下浩平君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 13票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 
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 そのうち 

 有効投票 11票 

 無効投票 ２票 

 有効投票中 

  久保八太雄君 10票 

  上野 祥司君 １票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であります。よって、久保八太雄君が副議長に当選をされまし

た。 

 ただいま副議長に当選されました久保八太雄君が議場におられますので、本席から会議規則

第32条第２項の規定により告知をいたします。 

 本席に前副議長米澤善吾君がおられますので、御挨拶をお願いいたします。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） どうも２年間という長い時、また短い時ですけども、皆さんの御協力

で無事副議長の責務を全うできました。本当にありがとうございました。 

 いろいろと思いもありますけども、またよろしくお願いします。一議員として頑張りますの

で、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（山下浩平君） 次に、新副議長久保八太雄君が本席におられますので、副議長当選承

諾及び御挨拶をお願いいたしたいと思います。久保八太雄君。 

○６番（久保八太雄君） 本日は副議長に選んでいただきまして光栄に、かつこの重責の痛感

をしております。浅学非才な私でございますので、少々不安ではありますが、先ほど山下浩平

議員が議長になりまして、ベテランの議長になりまして、その機微に触れまして公平かつ円満

な議会運営に心がけていきたいと思いますので、どうか御指導、御助言賜りますようよろしく

お願いいたします。 

 簡単でございますけども、挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

（拍手） 

○議長（山下浩平君） お諮りいたします。 

 ただいまの議長選挙に伴い、議席の一部変更を日程に追加し、議題といたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、議席の一部変更を日程に追加し、議

題とすることに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 議席の一部変更を議題といたします。 

 会議規則第４条第３項の規定により、議席の一部を変更いたします。 
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 お諮りいたします。 

 私山下浩平が14番議席、林竹松君が13番議席、町田又一君が12番議席、堺喜久美君が11番議

席と変更することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、山下浩平君が14番議席、林竹松君が

13番議席、町田又一君が12番議席、堺喜久美君が11番議席と変更することに決しました。 

 ただいま決定いたしました議席に、それぞれ御着席をお願いいたします。 

 議席変更のため、休憩いたします。 

            午後１時29分 休憩 

            午後１時31分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第13、各常任委員会委員の選任を行います。 

 各常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長におい

て指名いたします。 

 総務文教委員会委員といたしまして、町田又一君、山本賢誓君、上野祥司君、脇本健樹君、

小椋利廣君、亀井賢夫君、私山下浩平、以上７名を指名いたします。次に、産業厚生委員会委

員といたしまして、林竹松君、堺喜久美君、米澤善吾君、濱口太作君、久保八太雄君、柳原只

雄君、北岡幸男君、以上７名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸君をそ

れぞれの常任委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに各常任委員会を開き、正副委員長互選の上、報告をお願いいたしま

す。 

 それでは、各常任委員会正副委員長互選のため10分間休憩をいたします。 

            午後１時32分 休憩 

            午後１時48分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 各常任委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告をいたします。 

 総務文教委員会委員長脇本健樹君、同じく総務文教委員会副委員長亀井賢夫君、産業厚生委

員会委員長濱口太作君、同じく産業厚生委員会副委員長北岡幸男君、以上のとおり決定をいた

しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第14、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長にお
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いて指名いたします。 

 議会運営委員会委員に、町田又一君、堺喜久美君、米澤善吾君、濱口太作君、上野祥司君、

脇本健樹君、柳原只雄君、以上７名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸

君を議会運営委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願いいたします。 

 それでは、議会運営委員会正副委員長互選のため10分間休憩をいたします。 

            午後１時50分 休憩 

            午後２時０分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会正副委員長が決定をいたしましたので御報告いたします。 

 議会運営委員会委員長米澤善吾君、同じく議会運営委員会副委員長上野祥司君、以上のとお

り決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第15、芸東衛生組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にいたしたい

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、選挙の方法につきましては指名推選

といたすことに決しました。 

 次に、指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しま

した。 

 芸東衛生組合議会議員に、上野祥司君、小椋利廣君、亀井賢夫君、濱口太作君、私山下浩

平、以上５名を指名いたします。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました方を芸東衛生組合議会議員の当選人と決することに

御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました上野祥司

君、小椋利廣君、亀井賢夫君、濱口太作君、山下浩平君が芸東衛生組合議会議員に当選いたし
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ました。 

 上野祥司君、小椋利廣君、亀井賢夫君、濱口太作君、山下浩平君が議場におられますので、

本席から会議規則第32条第２項の規定により告知いたします。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長から、委員会において、閉会中もなお調査

が必要と認め、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、

閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することに決しました。 

 なお、先ほど継続審査申出書とともに配付させていただきました平成23年度の教育に関する

事務の点検及び評価の報告書につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

27条の規定に基づき、本日付で教育長から提出いただきましたものであります。よろしくお願

いをいたします。 

 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。 

 これにて平成25年３月第１回室戸市議会定例会を閉会いたします。 

 どうも御苦労さまでございました。 

            午後２時５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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