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平成２５年９月第４回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  平成２５年９月２５日（水） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  ２番 亀 井 賢 夫    ３番 柳 原 只 雄    ４番 小 椋 利 廣 

  ５番 脇 本 健 樹    ６番 久 保 八太雄    ７番 上 野 祥 司 

  ８番 濱 口 太 作    ９番 米 澤 善 吾    10番 山 本 賢 誓 

  11番 堺   喜久美    12番 町 田 又 一    14番 山 下 浩 平 

４．欠席議員 

  １番 北 岡 幸 男    13番 林   竹 松 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  上 松 一 喜 

  事務局次長兼班長  長 崎 潤 子 

  議 事 班 主 任  武 井 美 冬 

  議 事 班 主 事  中 川 恭 輔 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     副  市  長  久 保 信 介 

  総 務 課 長  山 本 康 二     企画財政課長  萩 野 義 興 

  滞納整理課長  西 村 城 人     財産管理課長  谷 口 稀 稔 

  税 務 課 長  長谷川 貞 彦     市 民 課 長  川 上 建 司 

  保健介護課長  日 垣 龍 二     人権啓発課長  松 本 大 成 

  農林水産課長併農業委員会事務局長  岡 本 秀 彦     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１号 室戸市表彰条例の一部改正について 

  日程第２ 議案第２号 室戸市税条例等の一部改正について 

  日程第３ 議案第３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４ 議案第４号 室戸市国民健康保険税条例の一部改正について 
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  日程第５ 議案第５号 室戸市手数料徴収条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第６号 室戸市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

  日程第７ 議案第７号 室戸市飲料水供給施設設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第８号 室戸市火災予防条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第９号 平成25年度室戸市一般会計第２回補正予算について 

  日程第10 議案第10号 平成25年度室戸市国民健康保険事業特別会計第２回補正予算につ

いて 

  日程第11 議案第11号 平成25年度室戸市介護保険事業特別会計第２回補正予算について 

  日程第12 議案第12号 平成25年度室戸市水道事業会計第２回補正予算について 

  日程第13 議案第13号 平成25年度室戸市新火葬場建築主体工事請負契約の締結について 

  日程第14 議案第14号 室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について 

  日程第15 議案第15号 平成24年度室戸市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

  日程第16 議案第16号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第17 認定第１号 平成24年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第18 認定第２号 平成24年度室戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第19 認定第３号 平成24年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

  日程第20 認定第４号 平成24年度室戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第21 認定第５号 平成24年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第22 認定第６号 平成24年度室戸市障害程度区分認定審査会運営事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

  日程第23 認定第７号 平成24年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第24 認定第８号 平成24年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

  日程第25 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第26 議案第17号 財産の取得について（追認） 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第26まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（山下浩平君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。上松議会事務局長。 

○議会事務局長（上松一喜君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数14名中欠席届２名、現在12名の出席でございます。 

 欠席議員は、北岡幸男議員、入院のため、林竹松議員、自宅療養のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 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、御注意を願います。 

 日程第１、議案第１号室戸市表彰条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本総務課長。 

 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 

○議長（山下浩平君） 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。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。議案第１号の第４条の件でお伺いいたします。 

 刑に処せられた者という文言がありますが、刑という意味はどの程度まで含まれますか、交

通事案はありますか、そういうことです。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 米澤議員さんにお答えいたします。 

 刑に処せられた者の中の刑という定義ですけども、道交法違反については含まれておりませ

ん。それ以外の刑については全て含まれております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第２、議案第２号室戸市税条例等の一部改正についてを議
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題といたします。 

 執行部から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４分 休憩 

            午前10時12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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第３、議案第３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10時13分 休憩 

            午前10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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第４、議案第４号室戸市国民健康保険税条例の一部改正に

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。 

            午前10時16分 休憩 

            午前10時21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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第５、議案第５号室戸市手数料徴収条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時22分 休憩 

            午前10時24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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第６、議案第６号室戸市後期高齢者医療に関する条例の一

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。 

            午前10時25分 休憩 

            午前10時29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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第７、議案第７号室戸市飲料水供給施設設置及び管理条例

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。 
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            午前10時29分 休憩 

            午前10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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第８、議案第８号室戸市火災予防条例の一部改正について

を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時32分 休憩 

            午前10時34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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第９、議案第９号平成25年度室戸市一般会計第２回補正予

算についてを議題といたします。 

 執行部から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34分 休憩 

            午前11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。 

 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。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。本議案について質疑をいたします。 

 まず、19ページの２款総務費、１款総務管理費の13目ジオパーク推進費の中の13節委託料、

拠点施設整備工事管理委託料400万円、それと15節工事請負費の中の拠点施設整備工事費２億
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5,411万1,000円のこの件についてお伺いいたします。 

 今回の計上では管理費400万円、それから工事費２億5,400万円、計２億5,800万円となって

いますが、26年度の展示等の内部整備に幾ら予定をしているのか、総額幾らになるのか、お伺

いいたします。 

 次に、議案説明書では既存の平面図のみで計画の設計図がないので、実際どのような形にな

るのかわかりづらいのですが、議員総会でいただいた基本計画の図面を参考にさせていただい

て質問をさせていただきます。 

 １つ目に、玄関は既存の大きさと変わらないようですが、様式はどうなっているのか。自動

ドアにするのか、観音開きにするのか。 

 ２つ目には、トイレについてであります。トイレは新たに１階の玄関右に設けられています

が、この広さで何個分というのか、十分対応できるのかどうか。２階にはトイレがないのはど

うしてなのか、必要ないと考えられたのでしょうか。以上、お伺いいたします。 

 もう一点、24ページの第３款民生費、第３項生活保護費の３目生活保護適正化推進事業費の

中の報償費で補正額115万7,000円の中の援助困難ケース対策職員報酬ということで、これは多

分警察官ＯＢを６カ月間雇用するための報償費だと思うんですが、この就労内容、どういう形

で、援助困難ケース対策って一体何なのかということを一応お聞かせいただきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（山下浩平君） 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） 堺議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 ジオパーク推進費の委託料、工事請負費に関することでございます。 

 総額につきましては、現在その基本設計の中で展示物をどんなものにするかということの詰

めをしておりまして、そういったものの内容によって総額が変わってくるので、一概にここで

幾ら幾らというふうな想定は申し上げかねるところでございますので、御理解をいただけたら

というふうに思います。基本計画というものを策定しておりまして、そのうちでは展示工事を

含めて４億3,100万円ということを想定をしております。26年度につきましては、１億3,100万

円、展示設計、それから外構工事も含めてということで考えております。 

 それから、ドアの部分につきましては、現在より若干広目ということで考えておるんです

が、その形式につきましては、自動ドアというものが原則として考えておりますが、現在のと

ころ、最終段階の詰めではございますが、観音扉のほうがよけ広く開放部がとれるんじゃない

かということで、観音扉も含めてちょっと今後検討していきたいと思っております。 

 トイレにつきましては、現在１階のほうにトイレを想定しております。個数につきまして

は、以前の説明資料の中でもこの数で十分ではないかというふうには考えておりますけれど

も、２階の設置につきましては、経費の関係もありまして、現在１階で使っていただくという

ことでお願いをしたいというふうに思っております。以上でございます。 
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○議長（山下浩平君） 黒岩福祉事務所長。 

○福祉事務所長（黒岩道宏君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 援助困難ケース対策職員の業務内容、職務内容についてということですが、まず対象者とし

ましては、元暴力団員であるとか、その家族あるいはケースワーカー等に対し威圧的な言動を

とるような方、そういった方を対象としております。そういった方への面接及び訪問調査への

同行及び所内での暴力行為や威嚇行為への対応、あとは警察官ＯＢですので、警察との連絡調

整などということで、安心してケースワークができる体制を取り組むために雇用したいと思っ

ております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。堺喜久美君の２回目の質疑を許可いた

します。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） それでは、２回目の質疑をさせていただきます。 

 ２階には必要はないというふうに課長さんおっしゃっておりましたけれども、ジオパークの

理念というのはやっぱりユニバーサルデザインといいますか、障害者だけではなくて赤ちゃん

から高齢者に至るまで全ての人が使いよい場所っていうのを目指していると思います。新たに

新設するのではないので大変難しいかとは思いますが、そういう皆さんが使い勝手のいいとい

うか、そういうところで２階にトイレは設けられないかということを改めてもう一度お伺いい

たします。 

 そして、団体バスで来られますと、１台50人ぐらい来られるんですが、これ２台、３台来ら

れて、この１階だけのここのトイレで対応できるのかどうか。さきの一般質問でもそのトイレ

のことが話題になっておりましたように、集客を目指すというか、そういうところで来た方に

本当に気持ちよく過ごしていただくため、またそういうジオパークの理念にのっとってぜひト

イレの整備ということは力を入れていただきたいなと思いますので、もう一度お伺いいたしま

す、市長に。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの２回目の御質疑にお答えをいたします。 

 まず、当該施設でございますが、ユニバーサルデザインということを視点に考えていくべき

ではないかということは、私も御案内のとおり大事な部分であるというふうに思っておりま

す。まず、小型のエレベーターを設置をするということも、そうしたことに対する一つの対策

ではないかなあというふうに思っているところでございます。 

 また、トイレにつきましては、大型バス等が入ってきた場合には確かにここだけのトイレで

は私も不十分さがあるのではないかと考えております。これは、次の段階でどうしても駐車場

の近く、そういうところへトイレの設置が必要でないかというような御意見もいただいており

ますので、次の内部展示の内容をまとめるとともに運動場の整備、どういう形で、前段でも申

し上げましたが、やっぱり親子連れが来て遊べるようなことも必要だという中で、トイレも私
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は必要ではないかという思いがございます。そうした意見もいただいておりますので、それら

を含めて次回の整備に向けて考えていきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。堺喜久美君の３回目の質疑を許可いた

します。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。３度目の質疑をさせていただきます。 

 多分これ休館日もあろうかと思います。年中無休ではないだろうと想像するんですが、やっ

ぱり休館日があれば休みの日とか、それから開館してない時間帯に来られるお客さんのため

に、外にトイレがあるというのはありがたいなとは思うんですが、やっぱり建物の中にもぜひ

今後とも２階にトイレをということをお願いしたいと思います。どうしてこんなに執拗に言う

のかというと、いろいろ行政の施設のときにいつも感じるんですが、職員の管理者の方がやっ

ぱり業者のつくった設計図にのっとって、必ずそれに乗ってやるので、途中で変更というのは

なかなか難しいというのが今までずっとやってきました。ドルフィンセンターにしても、吉良

川の拠点施設にしても、なかなか後で使いづらいとかそういう文句はたくさん出てきておりま

す。税金を使って改修するのですので、ぜひ使う側の視点に立って改修をしていただきたいと

思います。以上です。 

○議長（山下浩平君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの３回目の御質疑にお答えをいたします。 

 まず、２階にトイレをという話でございますが、その辺につきましては、施設の内部でそう

いうスペースがとれるのかどうかというのも今後ぜひ検討はさせていただきたいという思いで

ございます。 

 それから、議員さん御指摘のように設計事務所任せになっているのではないかということで

ございますが、私もそれは一番嫌いでございまして、我々がやっぱり設計事務所任せにしない

で使い勝手とか利用状況とかというのをしっかり考えながら設計にそれを組み込んでいくとい

うことは、私はぜひやっていかないといけない。たとえ素人であっても使い勝手とか使う方法

とかということを考えていけば、この施設がどうあるべきか、どこにどういうドアが適切かと

いうようなことはやっぱり素人でも考えていけば生かしていける部分もございますので、ぜひ

今後とも専門家の設計事務所ばっかしを当てにするんではなくて、自分たちの意見も踏まえた

中で、よりよい施設となるようにしてまいりますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤です。堺議員の対になるかとは思いますけども、２款１項

13目、13節委託料の内容で、これ見てみますと拠点施設整備工事管理委託、ある程度のテーマ

ができた感じで設計されるということですけども、肝心の内容について、和田ジオパーク推進

課長さんが勉強されてる部分で結構ですんで、お答えいただきたいなと。これは施設の整備で

すけども、当然つくるとなると内容もある程度は伴ってると思います。 
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 それと、あと一点です。24ページの３款２項民生費、児童福祉費、１目13節の委託料のニー

ズ調査というのですけども、これにつきましての内容を簡単にお教え願いたいと思います。た

だ、どういう目的で支援のニーズと言われても、いろいろ子育ての場合幅が広いと思いますん

で、その辺の内容を聞かせていただきたいです。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。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） 米澤議員さんの御質疑にお答えをいたします。 

 施設の内容というところですが、展示部分と非常にかぶってくる部分ではあるかと思いま

す。現段階ではまだ詰めている部分ではございますが、今段階でのこういったものということ

で御説明をさせていただきますと、１階、２階部分の場所につきましてはいろいろとまた動く

可能性がございます。 

 まず、私どもの考えておりますのは、ジオパークの展示コーナー、ジオパークとはどういう

ことなんだということを一般的にわかりやすくするために、地球、大地の動きから人の生活、

文化、産業、歴史というものをパネルや映像を使って御説明をしたいというふうに考えており

ます。 

 あと、室戸市のこの地形につきましても、３Ｄの地図を使ったり、プロジェクションマッピ

ングという新たな手法を使う方法でわかりやすく興味を引きたいと思っております。また、各

ジオサイトを紹介するパネル、映像、それから室戸を一望に展望できる展望台からのビューな

んかも御紹介をすることを現在考えております。特に、現在目玉として考えておりますのは、

180度ぐらいのパノラマのビジョンっていうものが採用できないかどうかということで、現在

内容も含めて詰めております。 

 それから、２階部分を主に使っての考えなんですが、ここは市民の方々がともにこの運営に

参加していただきたいという思いを込めまして、企画展をできるフリースペースを考えており

ます。ここでは、市民の方々がいろいろなコレクションをされてる方がいらっしゃいますの

で、そういった方の活躍の場というものをこの企画展で発揮していただきたいと思いますし、

また新たな研究をした成果などもそこで発表していただきたいと思います。 

 それから、市民の方が集まっていろいろな自分たちの意識を高めていく上でのワークショッ

プの場というものも考えておりますし、郷土料理っていうものを開発しようというスペースも

設けております。もちろんガイドさんの集まって自主的に勉強できるような場、それからそれ

に関する資料を置くような図書コーナーも設けて、一般的にジオパークを余り知らない方、な

じみのない方からジオパークに詳しい方、また地質の専門家まで対応できるような、そういっ

た広範囲な拠点施設というふうに考えておりまして、究極としましては、一般質問のほうでも

答えさせていただきましたが、この施設へ来たら各ジオサイトに出かけたくなるような魅力の

見せ方をどうつくるかということをこの中で考えていきたいというふうに思います。以上でご

ざいます。 
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○議長（山下浩平君） 中屋学校保育課長。 

○学校保育課長（中屋秀志君） 米澤議員の御質疑にお答えいたします。 

 子ども・子育て支援のニーズ調査の内容ということでございますが、事業計画を策定するに

当たりまして、保育時間などの保育の量の見込みを就学前児童の保護者へのニーズ調査を行う

ものでございます。調査内容として、児童の年齢や保護者の就労状況等の基本調査、現在利用

している保育の事業、これから将来に向かって利用したいと考える保育の事業の量の見込み

等々のニーズ調査でございます。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。米澤善吾君の２回目の質疑を許可いた

します。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。２回目の質問をさせていただきます。 

 今の課長さんのお答えというのは本当に盛りだくさんで、反対に心配になってきたんですけ

ども、このスペースで今度はその構想ですかね、がおさまるかなと、体育館とか増設とかとい

う話になってきますけども、それは置いといて、段階的には幾つもあると思います、ステップ

が。多分ジオパークの場合だったらステップが100とか200とかあるんですけども、その中でど

のようにしていくか。初期はこうする、２回目はこうするという一つの目的のもとでやってい

ただかないと、あれもやります、これもやりますというたって、てんこ盛りになって、何がこ

の施設の目的なの、来てみたくなるのというようなところがかいま見られますんで、その辺は

よろしくお願いします。これは答弁要りません、はい。 

 以上で２回目の質疑を終わります。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 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０時59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10、議案第10号平成25年度室戸市国民健康保険事業特別

会計第２回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から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１時０分 休憩 

            午後１時４分 再開 
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○議長（山下浩平君） 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第11、議案第11号平成25年度室戸市介護保険事業特別会計

第２回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から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１時５分 休憩 

            午後１時８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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第12、議案第12号平成25年度室戸市水道事業会計第２回補

正予算についてを議題といたします。 

 執行部から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１時９分 休憩 

            午後１時12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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第13、議案第13号平成25年度室戸市新火葬場建築主体工事
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請負契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。谷口財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時13分 休憩 

            午後１時18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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第14、議案第14号室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更

についてを議題といたします。 

 執行部から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19分 休憩 

            午後１時21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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第15、議案第15号平成24年度室戸市水道事業会計未処分利

益剰余金の処分についてを議題といたします。 

 執行部から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１時22分 休憩 

            午後１時24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。 

 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。 



－130－ 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第16、議案第16号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時25分 休憩 

            午後１時27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。 

 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16号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、議案第16号につきましては委員会付

託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第17、認定第１号平成24年度室戸市一般会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

 執行部から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28分 休憩 

            午後１時43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。 

 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。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。本案に対し質疑を行います。 

 まず、13ページ、実質収支に関する調書でございます。この中で、５番として実質収支額が

２億804万8,000円計上されております。単年度赤字がこれくらい出たということでございます
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けれども、この２億円余り黒字となった主な理由について説明をいただきたいと思います。 

 次が、17ページ、一番下、５項として特別土地保有税があります。これが、2,783万

3,434円、不納欠損がされております。この内容について説明をいただきたいと思います。 

 次が、73ページ、19節の負担金補助及び交付金の中で真ん中ぐらいにＡＭＡの地域連携推進

協議会負担金200万円が計上されておりますが、この推進協議会ができてからもう６年ぐらい

になろうかと思いますけれども、なかなかどのような活動をしているのか、見えてきません。

活動内容とその効果について説明をいただきたいと思います。 

 次が、87ページ、上から３番目ですか、19節負担金補助及び交付金1,248万1,000円に対しま

して、支出額が640万円ということで約半分が不用額として計上されております。この不用額

の多い理由について御説明をいただきたいと思います。 

 次が、89ページ、一番上の負担金補助及び交付金でございます。予算額が100万円と小さい

ですけれども、その約７割が不用額として残っております。不用額の多い理由について御説明

をいただきたいと思います。 

 次が、101ページ、上から３つ目の負担金補助及び交付金でございます。これも６割近くが

不用額として残っております。この理由について御説明をいただきたいと思います。 

 次が、147ページ、２の商工振興費の中の13節委託料でございます。この備考欄の説明で企

画提案型雇用創出事業という名前が出てきております。この事業についての内容について御説

明をいただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、前に返っていただきまして、11ページです。 

 一番下に歳出合計で不用額が３億4,400万円余りが計上されております。企画課長の説明で

は前年度よりか努力をして減らしておるということでございます。その努力は認めるところで

ございますが、この前のページ、９ページの真ん中あたりに民生費がございます。民生費の不

用額が１億5,700万円程度計上がされております。これが民生費の不用額が全体の45％を占め

ております。この民生費の不用額を減らさないと全体の不用額は減らないと思います。答弁は

要りませんけれども、生活保護費や児童福祉費についての不用額を少なくするよう努力すべき

だと思います。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 決算書の87ページをお願いします。 

 19節負担金補助及び交付金で不用額が多いという御質疑にお答えいたします。 

 この不用額の内容ですけども、備考欄にありますみんなで備える防災総合補助金の不用額と

なっております。この補助金につきましては、当初予算で避難路整備とか資機材購入という自

主防災組織活動支援事業として2,000万円、自主防災組織新規設立分で150万円の計2,150万円

の当初予算を計上しておりました。その後、新規設立の組織がなかったこと、各自主防災組織

からの事業の申請件数及び県との協議の結果により事業費が当初見込みより少なくなってきた
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ため、平成25年３月に約920万円ぐらいの減額補正をさせていただきました。その後、当初と

いいますか、その時点で補助の採択になるものと考えていました資機材購入事業が県との協議

の中で採択にならなかったということで、その案件が12件ぐらい出てきました。それらが出て

きたため、３月補正で減額しましたが、それでもなおかつ不用額が出てきたという形になって

きております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 13ページの実質収支、黒字額が２億円余り出た理由というこ

とでございますが、予算額と、それから決算額の比較ということでお答えすればいいかなと思

いますので、大きなものといたしまして、特別交付税なんですけれども、24年度の予算といた

しましては６億5,000万円組んでございました。これは、御存じのとおり、東北震災の関係で

大きな影響が出るということで、少し低い見積もりをしてございましたが、決算ベースといた

しましては、前年度並みの約８億円を確保いたしましたので、その分で１億5,400万円程度プ

ラス要素となりました。それから、先ほど市税のところでも説明いたしましたが、市税が予算

額といたしましては11億のものが、決算額では11億3,200万円、3,000万円程度入ってきており

ます。これは滞納整理課の徴収努力であります分によって、特に差し押さえなんかの影響も出

ておりますんで、こういうもので予算額よりもプラスになりまして、それを両方足しますと１

億8,500万円程度ということで、先ほどの２億円近いものが出てまいります。 

 それから、もう一点目の73ページのＡＭＡの推進協議会の活動とか効果ということでござい

ますけれども、この協議会は、御存じかと思いますけれども、四国の東南地域の阿南、室戸、

安芸、その広域的な地域資源の活用をして広域観光の取り組みを推進しようというものでござ

います。先ほど６年目と言われましたように、平成20年度から進めてきております。これまで

共同による観光キャンペーンとかイベント開催、共通パンフレット、それから平成24年度とい

たしましては東京、大阪での観光キャンペーン、それから皆様の御存じの３市の丼をつくった

りとか、四国のタウン誌への情報掲載であるとか、それから新たに阪神タイガースのホームゲ

ームにおきまして、甲子園のオーロラビジョンにプロモーションビデオを流すのに撮影をした

りとか、それから３市での市民レベルでのイベントの交流なども起こっておりまして、観光振

興に一定の効果があっておると思われます。本年で一応６年目を迎えまして、事務局が３市を

一回りしましたので、一応市長とも協議もいたしておりまして、来年度以降、また新たな展開

っていうのを３市で協議していかなければならないというようなことも出ております。以上で

ございます。 

○議長（山下浩平君） 長谷川税務課長。 

○税務課長（長谷川貞彦君） 濱口議員さんの89ページ、19節負担金補助及び交付金について

の質疑にお答えをいたします。 

 予算額104万円に対し支出額が34万9,264円でございまして、これの内容につきましては、固
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定資産税返還金等交付金、10年還付の対象が少なかったことによるものでございます。以上で

す。 

○議長（山下浩平君） 西村滞納整理課長。 

○滞納整理課長（西村城人君） 決算書17ページの特別土地保有税の不納欠損額の理由といい

ますか、額が大きいこともありますが、これにつきましては、企業１社が平成５年より平成

14年度までの特別土地保有税がかかっておりまして、特別土地保有税、議員さんも御承知のよ

うに財産として保有するとか、あと大規模開発について保有しているとかということで、昭和

48年から課税されまして、平成15年度になくなっております。その平成14年度までの企業１社

分に係るものが不納欠損となりました。理由としましては、実態調査もしまして、同ページの

収入済額にもありましたが、財産等差し押さえるものは差し押さえて、ほかにも財産がないと

いうことになっておりまして、地方税法の15条の７によりまして執行停止処分で同条第５項に

よりまして即時消滅させております。以上です。 

○議長（山下浩平君） 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） 決算書の147ページ、６款１項２目13節の委託料の企

画提案型雇用創出事業の内容についてでございますが、この事業は高知県ふるさと雇用再生特

別基金事業を使った事業でございます。内容といたしましては、民間企業を対象にしまして事

業の公募を行いまして、その提案された事業につきまして審査会で審査を行い、採択された事

業について補助を行う事業でございます。室戸市では４件、深層水関係企業などを含めた４件

の方から提案応募がありました。そのうち、１件が採択されております。内容としましては、

真空凍結乾燥方式を使った化粧品等の新商品の開発、製造、販売を行うための事業、これ１件

が採択となっております。なお、この事業によりまして、新たに３名の方が雇用されておりま

すので。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 濱口議員さんにお答えします。 

 ３款１項２目19節負担金補助及び交付金の不用額についてでございますが、心身障害児者扶

養共済制度の負担金につきまして、新規の加入がなかったことと、収入等によりまして個々の

補助額が毎年変動するため、年度末までこれが決定しないために不用額となったものでござい

ます。 

 もう一点、身体障害者住宅改造支援事業費補助金66万6,000円がございましたが、これにつ

きましては申請者がなかったために不用となったもので、合計でこの不用額となりました。以

上でございます。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 
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 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第18、認定第２号平成24年度室戸市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 執行部から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０分 休憩 

            午後２時23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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第19、認定第３号平成24年度室戸市介護認定審査会運営事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 執行部から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23分 休憩 

            午後２時26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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第20、認定第４号平成24年度室戸市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 執行部から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27分 休憩 

            午後２時37分 再開 
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○議長（山下浩平君） 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第21、認定第５号平成24年度室戸市海洋深層水給水事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 執行部から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２時38分 休憩 

            午後２時46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。 

 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。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。本議案に関して質疑をいたします。 

 これ毎年のことなんですが、海洋深層水は本市を代表する産業の一つで、それを支える給水

事業状況がだんだんと悪くなってきております。使用料の部分で言いますと、平成17年の

4,600万円あたりから21年には2,880万円、22年2,700万円、23年2,700万円、24年約2,650万円

という感じです。平成21年からですかね、基金の繰り入れをずうっとしておるような状況で、

このままいくと非常に先が思いやられると。ここらでほんまに抜本的に何か今までと違うやり

方をせん限り、どないもこないもならんのではないかと非常に心配しております。例えば平成

24年、業者さんと民間業者さんなどとどのような話し合いをされてきたのか、また今後県の企

業クラブ等もあるんですが……。 

○議長（山下浩平君） 簡明に願います。 

○７番（上野祥司君）（続） はい。この給水事業を維持する、その後ろには室戸の深層水産

業を維持するという意味からも、この……。 

○議長（山下浩平君） 余り一般質問形式にならないようにお願いします。 

○７番（上野祥司君）（続） はい。この使用料を伸ばしていく方法ということについてお伺

いいたします。 

○議長（山下浩平君） 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） 上野議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 まず、深層水の使用料が減ったことにつきましてですが、我々が考えておりますのは、一種
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の深層水ブームが去ったという部分とか、それによる清涼飲料水の売り上げの減、使用料の減

が一番であると思っております。それと、最近につきましては、安価な清涼飲料水が結構出て

きました。深層水に比べたら、それこそ４分の１以下のお金で買える安価な清涼飲料水が出て

きたことに伴う生産量の減少が一番大きな要因ではないかと考えております。 

 この現象につきましては、室戸市だけじゃなくて、全国16カ所取水施設がありますが、その

施設みんな同じ問題を抱えております。その中で、１つ取水施設関連の企業といいますか、自

治体関係で、これは平成24年９月に同じ悩みを持つ取水施設の団体で集まる会を立ち上げまし

ょうということで、全国海洋深層水取水地連携協議会という組織も立ち上げております。この

組織の中でどうすれば深層水をより多く使っていただけるかというようなことも一応協議もし

ておりますが、なかなか名案が出てきておりません。今のとこ、１つとしてはＰＲ事業、そう

いうのを中心にやったほうがいいんじゃないかということで、メルマガの発行とかスーパーマ

ーケット・トレードショーへの出店とか、そういうことでのＰＲ事業を現在行っております。

そのほかにも、医療分野でがんの細胞の増殖の抑制効果があるとか、ピロリ菌の抑制効果があ

るとかというような医療的な部分のメリットといいますか、ええ面なんかも研究の中で出てき

ておりますので、それらを含めたＰＲもやらんといかん部分もあります。 

 それともう一つ、これも平成24年度、沖縄県の久米島における海洋温度差発電事業の実証事

業なんかも24年度から始まっておりますので、それらの事業についての情報把握を努めなが

ら、室戸市にとってどのような使用料等に向けた取り組みができるかは、これから皆さんの意

見を聞きながら検討していかなければならないかなとは思っております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。上野祥司君の２回目の質疑を許可いた

します。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。２回目です。先ほどＰＲ事業っていうことが出てきました

が、これも前にお聞きしたとは思います。ＰＲに関する負担金が減りよると、そうすると県と

協働でやるからというようなお答えがあったと思うんですが、効果は出ているのでしょうか。 

○議長（山下浩平君） 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ＰＲ事業の件についてお答えいたしま

す。 

 このＰＲ事業につきましては、県との連携でやっている事業につきましては、企業さん向け

の深層水を紹介した新聞といいますか、チラシをこしらえまして、企業サイドにも配布なんか

はしております。そのような関係もあるせいかどうかちょっとあれですが、深層水関連企業の

売り上げ自体は毎年増加してきております。ただ、使用料につきましてはそれに応じた部分で

の増加にはなってきておりません。だから、一番大きな原因はやっぱり清涼飲料水、それの部

分ではないかなと自分的には考えておりますので、その清涼飲料水等一番水を使っていただけ

る何か方法についてはこれからちょっと検討していかなければならないかなとは思っておりま
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す。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第22、認定第６号平成24年度室戸市障害程度区分認定審査

会運営事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 執行部から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55分 休憩 

            午後２時58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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 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58分 休憩 

            午後３時27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23、認定第７号平成24年度室戸市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 執行部から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27分 休憩 

            午後３時34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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 
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 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第24、認定第８号平成24年度室戸市水道事業会計決算の認

定についてを議題といたします。 

 執行部から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35分 休憩 

            午後３時55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。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第25、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。松本人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時56分 休憩 

            午後３時58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。 

 お諮りいたします。 

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

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、諮問第１号につきましては委員会付

託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第26、議案第17号財産の取得について（追認）を議題とい
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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、追加議案の提案理由を申し上げます。 

 議案第17号財産の取得について（追認）。 

 本案は、平成21年度室戸市授業用・校務用パソコン機器等購入事業に係る財産を取得するこ

とについて、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、詳細につきましては学校保育課長から補足説明をいたさせますので、御審議のほどよ

ろしくお願いを申し上げます。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部から補足説明を求めます。中屋学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時１分 休憩 

            午後４時４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。 

 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。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。本案に対し質疑を行います。 

 本案は、平成21年12月９日に契約をしたパソコン及びプリンター購入契約について、議会の

議決を受けないで契約をしたので、追認議案として提案をされたものであります。本来、議案

が提出されますと、我々は議案の内容等について審議を行いますが、この議案については幾ら

審議をしても、既に交わしている契約の内容は既に成立しており、これらに何ら影響を及ぼさ

ないという我々の審議権と議決権を著しく侵害する議案であります。このため、議案内容の審

議は無意味なものになりますが、このような議案が再び提出されることのないように執行部に

はしっかりとした対応をしていただきたいと思います。 

 そこで、この契約時に在職をしていた教育委員会の責任者である教育長にお伺いをいたしま

す。 

 追認議案提出となった原因についてどのように考えておりますか。そして、その対応策はど

のように考えているのか、お伺いをいたします。また、この契約は指名審査会にかけられてい

るのかどうか、あわせてお伺いをいたします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 濱口議員さんにお答えいたします。 

 このような事態を起こしたことについて非常に無礼で、議員さん方に御迷惑をかけたことに

ついて申しわけなく思っておるところでございます。 
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 なぜこのようなことを招いたのかというお尋ねでございますが、本件は財産取得の予定価格

が2,000万円を超えており、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条により議会の議決を要する事案でありましたが、議

会議決の必要性を担当者が失念していたこと、及び組織的にチェック機能が働いていなかった

ことが何よりも大きな原因であったと考えております。当然私の責任になります。 

 それで、このようなことが今後起こさないために果たして教育委員会としてどうしていくの

かということでございますが、平成23年11月より建設工事指名業者等審査委員会の様式を見直

し、議決が必要な案件のチェック項目を設けているところでございますが、今後このことがな

いよう契約時の起案文書にもチェック項目を設けるなどのさらなるチェック機能の強化を図る

とともに、こういった基本的な制度をきちんと理解することが何よりも大事なことであり、契

約事務及び議会議決の手続等について、職員研修の実施も必要と考えております。 

 10月に課長補佐の研修会をやる予定でございますが、このことも議題に上げて検討していき

たいというふうに考えております。 

 非常に申しわけないということをお断りいたしまして、私の答弁とさせていただきます。ど

うも申しわけありませんでした。 

 指名審査会については諮っております。以上です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、議会運営委員会委員長にお願いをいたします。日程について議会運営委員会を開会し

ていただき、協議をお願いいたします。 

 議会運営委員会のため休憩いたします。 

            午後４時10分 休憩 

            午後４時16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。 

 議会運営委員会委員長の報告を求めます。米澤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（米澤善吾君） 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど議長出席のもと、議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありましたあす以降の日

程の変更について協議を行ったところ、日程につきましては、あす26日委員会、27日休会と決

定いたしました。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。 
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○議長（山下浩平君） お諮りいたします。 

 ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり、日程につきましては、26日委員会、27日休

会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、日程につきましては、26日委員会、

27日休会とすることと決しました。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第１号から議案第17号まで及び認定第１号から認定第

８号まで、以上24件につきましては、お手元に配付してあ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、９月26日から10月３日まで８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〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、９月26日から10月３日まで８日間休

会することと決しました。 

 ９月26日から10月３日まで８日間休会いたします。 

 10月４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。 

 お疲れさまでございました。 

            午後４時18分 散会 


