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平成２５年１２月第５回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  平成２５年１２月１９日（木） 

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 堺   喜久美    12番 町 田 又 一 

  13番 林   竹 松    14番 山 下 浩 平 

４．欠席議員  なし 

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 室戸市課設置条例の一部改正について 

       議案第２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８号 平成25年度室戸市一般会計第３回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

       議案第９号 平成25年度室戸市一般会計第４回補正予算について 
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（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 議案第３号 室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に

ついて 

       議案第４号 室戸市協働の森づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例の

制定について 

       議案第５号 室戸市介護保険条例の一部改正について 

       議案第６号 室戸市印鑑条例の一部改正について 

       議案第７号 室戸市水道給水条例の一部改正について 

       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３回補正予算につ

いて 

       議案第11号 平成25年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算について 

       議案第12号 平成25年度室戸市水道事業会計第３回補正予算について 

       議案第13号 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理する事務及

び規約の変更について 

       議案第14号 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理する事務の

変更に伴う財産処分について 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 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 

             （平成25年９月定例会付託分） 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第４ 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 

             （平成25年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成25年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成25年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成25年９月定例会付託分） 

       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 



－71－ 

             （平成25年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成25年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成25年９月定例会付託分） 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第５ 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６ 議案第15号 平成25年度室戸ジオパーク拠点施設整備事業（改修建築工事）請

負契約の締結について（追加議案） 

  日程第７ 意見書案第１号 アスベストによる健康被害の救済と対策を求める意見書につ

いて 

  日程第８ 総務文教委員会行政視察における所管事務調査結果について 

  日程第９ 産業厚生委員会行政視察における所管事務調査結果について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第９まで 

  追加日程第１ 決議案第１号 議員定数調査検討特別委員会設置に関する決議 

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名全員の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 日程第１、議案第１号室戸市課設置条例の一部改正についてから議案

第９号平成25年度室戸市一般会計第４回補正予算についてまで、以上４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。脇本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（脇本健樹君） おはようございます。 

 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１号室戸市課設置条例の一部改正についてから議案第

９号平成25年度室戸市一般会計第４回補正予算についてまで、以上４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、12月11日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受け、審

査をいたしました。 

 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１号室戸市課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、委員から、防災対策課が設置された場合、大規模災害の対応はどうなる

のかと質疑があり、執行部より、災害時には災害対策本部が設置される。今までどおりそこが

対応すると答弁がありました。 

 また、防災対策課はほかの課とも関係する防災対策業務にどこまで対応するのかと質疑があ

り、南海トラフ地震対策特別措置法の成立によりさまざまな事業がふえた。防災対策課が中心

となり取り組んでいく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２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。 

 執行部の説明の後、委員から、国、ほかの地方公共団体から派遣された職員に対し支給する

ということだが、災害派遣手当の金額については定められているのかと質疑があり、執行部よ
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り、金額については滞在した期間と場所によって決まる。基準については、国に準じていると

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８号平成25年度室戸市一般会計第３回補正予算の専決処分の承認についてであ

ります。 

 執行部の説明の後、委員より、大平舟場線の災害復旧工事中の拡大崩壊のためとのことだ

が、変更分の契約はどのような契約方法なのかと質疑があり、執行部より、この工事の変更分

については通常の変更契約で対処した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、本案は承認すべきものと決しました。 

 次に、議案第９号平成25年度室戸市一般会計第４回補正予算についてであります。 

 まず、総務課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、情報管理費の14節使用料及び賃借料で、電算機器他賃借料

1,311万円について、年間ではどのくらいの金額になるのかと質疑があり、執行部より、５年

間でシステム利用料が約２億1,000万円、パソコン、プリンターの機器の利用料が約5,400万円

である。単年度で購入するのが難しい財政状況であるので、５年契約で賃借していると答弁が

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、５目財産管理費、11節需用費の光熱水費について、電気料金

とのことだが、管理している対象はどこかと質疑があり、執行部より、市役所本庁舎、西庁

舎、北庁舎及び旧椎名小学校の４カ所であると答弁がありました。 

 次に、滞納整理課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、印刷製本費の発注方法はどのようになるのかと質疑があり、

執行部より、システムに対応する様式は規格が決まっているので、契約金額により対応してい

くことになると答弁がありました。 

 次に、税務課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、２款１項８目諸費、23節市税還付金について、還付件数と金

額はどのくらいかと質疑があり、執行部より、11月末現在で法人関係と個人合わせて57件、還

付金額は487万119円である、予算額が500万円であるので、補正が必要になったと答弁があり

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、３款１項６目社会福祉施設費、13節委託料250万円につい

て、行当市民館の改修・耐震工事設計委託料とのことだが、工期はいつまでかと質疑があり、

執行部より、工期は来年の３月31日までを予定としている。完成しなければ繰り越しになると

答弁がありました。 
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 次に、保健介護課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、３款１項３目20節障害者自立支援医療費2,331万6,000円につ

いて、心臓手術費用ということだが、１人当たりの手術金額はどのくらいかと質疑があり、執

行部より、９月に１件実施した分は815万7,150円、８月に実施した１件は119万5,980円であ

り、１件当たりかなり差がある。また、この金額は手術及び入院費用全体の金額であると答弁

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、５款２項３目林業振興費、８節報償費264万円について、有

害鳥獣駆除報償費ということだが、補正金額はこれで足りるのかと質疑があり、執行部より、

鹿については昨年は駆除件数が140頭、ことしは313頭に増加している。月別の駆除件数を換算

し、鹿90頭分を。猿については、昨年の駆除件数の約３割増しの128頭分で補正額を計上して

いると答弁がありました。 

 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、６款１項４目工業用地開発事業費、15節工事請負費の用地造

成工事費の2,000万円について、補正となる主な理由は何か。また工期はどうなるのかと質疑

があり、執行部より、補正の主な理由は、切り盛りバランスが設計より約８％誤差が生じたの

が主な理由である。また、工期は１カ月程度の延長を予定していると答弁がありました。 

 次に、建設課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、７款２項２目道路新設改良費22節補償補塡及び賠償金の、工

作物移転補償費100万円の見積もり根拠について質疑があり、執行部より、金額については概

算で補正しており、今後補償鑑定の調査委託をした後、補償をしていくものであると答弁があ

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、８款１項１目常備消防費、18節消防救急救助装備品購入費

160万8,000円について質疑があり、執行部より、消防学校初任科へ入校するための装備一式を

購入するものである。４月１日入校のため、それまでに購入する必要があり、補正で対応して

いると答弁がありました。 

 次に、学校保育課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、９款３項１目学校管理費、13節委託料、中学校通学路擁壁改

修工事設計委託料144万5,000円について、改修工事箇所はどこかと質疑があり、執行部より、

羽根中学校校門から15メートルほど下のブロックで、ひび割れが入って膨らんだ箇所がある、

その部分の改修工事であると答弁がありました。 

 次に、生涯学習課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、９款１項５目奨学金貸与費、21節貸付金708万6,000円の減額



－75－ 

について、奨学資金貸付金と入学準備金の貸付状況について質疑があり、執行部より、奨学金

貸付金は当初48名を予定していたが、32名の申し込みであった。入学準備金について今年度は

申し込みがなかったと答弁がありました。 

 次に、７款４項２目公園費、13節委託料、中央公園運動広場改良工事基本設計委託料122万

9,000円について、この事業はどこから補助を受けて実施するのかと質疑があり、独立行政法

人日本スポーツ振興センターの地域スポーツ施設整備助成事業を利用する予定であると答弁が

ありました。 

 企画財政課、福祉事務所につきましては、特段質疑がありませんでしたので、省略させてい

ただきます。 

 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。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 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〕 

○議長（山下浩平君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第２、議案第３号室戸市企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正についてから議案第14号安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共

同処理する事務の変更に伴う財産処分についてまで、以上10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。濱口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（濱口太作君） 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３号から議案第14号まで、以上10件は、今期定例会に

おいて当委員会に付託をされたものであります。 

 委員会といたしましては、12月11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３号室戸市企業職員の給与の種類及び基準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４号室戸市協働の森づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定につ

いてであります。 
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 執行部から説明の後、委員から、環境先進企業との事業の協定期間は３年間ということだ

が、経過後はどうなるのかとの質疑があり、執行部から、３年経過後も引き続き協定を結ぶよ

う企業に要望していく予定であると答弁がありました。 

 また、企業から、３年間で90万円の協賛金の提供があるということだが、具体的な使途はと

質疑があり、執行部から、森林の整備や間伐体験学習、地元の元小学校との環境学習などの地

域交流等に活用する予定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５号室戸市介護保険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、市税の延滞金の割合の引き下げに準じ改正を行うとのこと

だが、延滞金の割合と特例について質疑があり、執行部から、国税及び市税の延滞金の割合の

見直しに伴い、介護保険料に係る延滞金の割合を引き下げるための改正で、納期限後３カ月以

内の場合は、特例で4.3％とされていたものが、改正後は３％に。納期限後３カ月を経過した

場合は、特例の規定がなく14.6％であったものが、改正後は9.3％に引き下げられるというも

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６号室戸市印鑑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、条項中、調製するとあるが、人の手を加え、内部の変更が

可能ということかと質疑があり、執行部から、調製は手を加えるということではなく、紙ベー

スの登録票の印影だけを画像読み取り装置で読み取り、磁気ディスクに保存するということで

あるとの答弁がありました。 

 また、外部からの侵入などセキュリティー問題についてはどうかという質疑があり、執行部

から、基幹業務に組み込まれているもので、地震対策やセキュリティー対策を十分にとったク

ラウド方式であり、現在考えられる万全の対策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７号室戸市水道給水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10号平成25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11号平成25年度室戸市介護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、保険給付費の補正だが、介護サービス対象者は増加してい
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るのかと質疑があり、執行部から、第５期計画で見込んでいた人数より要介護１の方が26名減

ったが、要介護２、３の方が40名増加している。また、要介護４の方は20名減っているが、要

介護５の方が10名ふえている。介護度が重度化すると月の介護サービスの限度額が大きくなる

ため、介護給付費等が不足したための補正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12号平成25年度室戸市水道事業会計第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、支出の動力費の補正について、電気料金が増加したという

ことだが、何％程度増加したのかとの質疑があり、執行部から、14％程度増加しているとの答

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号安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理する事務及び規約の

変更についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、組合市町村負担金について、丸山長寿園が民営化される

と、室戸市の負担金はどのように変わるのかと質疑があり、執行部から、平成25年度は348万

2,149円、平成26年度は214万6,026円の見込みであるとの答弁がありました。 

 また、丸山長寿園の民営化で愛光園しか残らないが、組合議会の議員に変動はあるのかとの

質疑があり、執行部から、構成する市町村は現在と変わらないので、組合議員についても変動

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14号安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理する事務の変更に伴

う財産処分についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、民間に譲渡した場合の固定資産税の収入見込みはどの程度

なのかと質疑があり、執行部から、老人ホーム等の社会福祉法人に対する固定資産税は地方税

法の規定により非課税であると答弁がありました。 

 次に、無償譲渡する財産に建物と備品は記載されているが、土地はどうなっているのかとの

質疑があり、執行部から、土地は市の普通財産であり、無償貸与する。その期間については協

議中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。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 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〕 

○議長（山下浩平君） 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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第３、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。 

 本案に関し総務文教委員会委員長の報告を求めます。脇本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（脇本健樹君） 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

ついてにつきましては、平成25年度９月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、10月21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。 

 平成24年度一般会計の決算概要につきましては、歳入総額106億6,825万4,990円、歳出総額

103億8,461万2,727円で、歳入歳出差し引き額は２億8,364万2,263円であり、翌年度へ繰り越

すべき財源額7,559万4,000円を差し引いた実質収支は２億804万8,263円の黒字となっておりま

す。また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は２億1,885万

5,217円の赤字となっており、この単年度収支に財政調整積立基金積立金２億2,084万5,000円

を加え、実質単年度収支は198万9,783円の黒字となっております。 

 普通会計での主な財政指標について23年度と対比しますと、自主財源比率は18.7％から

21.5％に、経常収支比率は94.3％から96.9％に、また実質公債費比率は過去３年間の平均で

19.4％から18.7％という状況であります。 

 また、24年度末の一般会計の市債残高は、108億3,829万2,000円となっております。 

 以下、各課に対する主な質疑応答等審査経過及び結果について御報告いたします。 

 企画財政課関係では、２款総務費、１項総務管理費、６目企画費の負担金補助及び交付金の

不用額89万728円について質疑があり、不用額89万728円については、室戸市太陽光発電システ

ム設置費補助金を300万円予算化していたが、申請が19件、250万円ほど執行し、50万円不用額

となった。それが主なものであると答弁がありました。 

 次に、同じく負担金補助及び交付金で、室戸市地域づくり支援事業費補助金662万9,000円に

ついて質疑があり、元、崎山地区の集会所建築に補助した。県費補助を２分の１もらってい

る。この事業は集落の維持再生ということで、集会所を利用して地域が特産品づくりに取り組

んでいくというものである。今後については、地域が自立的にいろいろな事業をやっていける

よう、地域おこし協力隊を中心に支援していくと答弁がありました。 

 総務課関係では、14目防災対策費の19節負担金補助及び交付金の不用額607万9,889円につい

て、自主防災組織の新規設立がなかったため、みんなで備える防災総合補助金607万7,055円が
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全額不用額となったとのことだが、自主防災組織の組織率について質疑があり、24年度末で市

内全域で組織率98.3％、未組織団体は６団体であると答弁がありました。 

 次に、15節工事請負費の防災行政無線整備工事費4,000万円について、請負契約金額４億

9,142万5,650円の前払い額ということだが、前払い額の基準はあるのか、またこの工事の完成

予定について質疑があり、前払い金については、室戸市建設工事請負契約書、第34条において

請負代金額の10分の４以内の前払い金の支払いを請求することができる。この場合、前払い金

の額が4,000万円を超えるときは4,000万円を限度とする旨、記載されているので、本件の工事

に係る前払い金については4,000万円としている。また、工事につきましては、25年度に繰り

越ししたものであり、本年の12月をめどに完成の予定であると答弁がありました。 

 財産管理課関係では、歳入で、住宅使用料の不納欠損額98万2,500円の理由と時効について

質疑があり、室戸市私債権の管理に関する条例で、債務者が死亡した場合には不納欠損とする

こととなる。民法上５年で時効になるが、援用の申し立てがない限り滞納は残ると答弁があり

ました。 

 滞納整理課関係では、住宅新築資金等貸付金元利収入の不納欠損額678万8,669円の理由につ

いて質疑があり、室戸市私債権の管理に関する条例13条１項１号生活保護の適用に係るものが

１件、59万4,092円、同条例13条１項２号破産法の適用に係るものが１件、619万4,577円で、

２件とも住宅新築資金貸付金であると答弁がありました。 

 ジオパーク推進課関係では、ジオパーク推進費、13節委託料でインフォメーションセンター

運営事業費委託料504万円について、毎年委託料の額が変動しているようだが、委託料504万円

の根拠について質疑があり、この運営事業費委託料は県の産業振興推進ふるさと雇用事業で補

助を受け実施している。この事業は毎年同様の要求額で申請をしてもらい、実績に基づいて精

算するため、毎年度金額に変動があると答弁がありました。 

 次に、19節負担金補助及び交付金、室戸ジオパーク推進協議会補助金597万71円について、

この補助金を受けての協議会の活動内容について質疑があり、環境整備費として海岸清掃時の

保険代、ごみ処分費。啓発活動費として、のぼり旗の作成費など。また室戸ジオパーク俳句大

会の支援、こどもサマースクールの経費などであると答弁がありました。 

 税務課関係では、徴税費、19節負担金補助及び交付金で、予算額104万円に対して不用額が

69万736円とあるが、不用額の理由について質疑があり、この不用額69万736円のうち、固定資

産税返還金等交付金の不用額が68万4,100円である。固定資産税については、還付が生じた場

合、10年間返還することになる。今年度は還付請求が少なかったため、不用額が発生したもの

であると答弁がありました。 

 市民課関係では、火葬場使用料642万円について、使用状況は307件とのことだが、１件当た

り幾らかと質疑があり、市内居住者の12歳以上が２万円、12歳未満が１万5,000円、市外居住

者の12歳以上が４万円、改葬は市内居住者が１万5,000円、市外居住者が３万円であると答弁
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がありました。 

 次に、飲料水供給施設の水質検査について、年１回の実施だが、検査回数の根拠はと質疑が

あり、水道法に該当する施設ではないが、室戸市飲料水供給施設管理運営規則で年１回検査を

行うこととなっていると答弁がありました。 

 選挙管理委員会関係では、選挙運動用ポスター掲示板の設置数について質疑があり、人口に

より掲示板数が定められており、室戸市では法定数が191カ所である。昨年12月の衆議院選挙

時に169カ所に減らしたと答弁がありました。 

 監査委員事務局関係では、工事監査技術調査業務委託料24万600円について、年間で何件実

施しているのかと質疑があり、24年度は吉良川分団屯所である吉良川防災コミュニティーセン

ター新築工事と室戸ドルフィンセンター建築工事の２件実施している。工事進捗率が20％時と

80％時にそれぞれ２回実施していると答弁がありました。 

 福祉事務所関係では、生活保護の受給者の推移について質疑があり、平成25年８月末で受給

者が850人、59.7パーミルであり、まだまだ率は高いが、受給者は減少傾向にあると答弁があ

りました。 

 次に、受給者に対しての就労支援について質疑があり、就労支援員を雇用し、受給者に対し

就労の支援を行っており、24年度は３人が就労したと答弁がありました。 

 保健介護課関係では、老人福祉費の19節負担金補助及び交付金で、移動入浴車派遣事業費補

助金203万5,012円について、この事業の対象者と派遣回数はどのくらいか。また利用者負担は

どのくらいかと質疑があり、平成24年度の対象者は81人、派遣回数は363回である。また利用

者負担については、被保護世帯はなし、所得税非課税世帯は派遣に要した費用１万2,500円の

３％。所得税課税世帯は同じく10％であると答弁がありました。 

 農林水産課関係では、新規漁業就業者生活支援事業費補助金の不用額について質疑があり、

補助の対象となるのは出漁が１カ月に５日以上の場合であるので、８月から11月の間、出漁が

５日未満であったため対象外となり不用額が出たと答弁がありました。 

 次に、鯨館指定管理者管理他委託料が前年度より増額になっている理由について質疑があ

り、鯨館の物品販売に使用していたスペースの半分程度をジオパークのブースとして使用する

ことになった。それによる物品販売の損失補塡分を見込んだためであると答弁がありました。 

 次に、有害鳥獣駆除報償費の駆除件数について質疑があり、報償費543万5,800円のうち、狩

猟期間11月15日から３月15日までが400頭、320万円。残りは駆除期間４月１日から10月31日ま

での分であると答弁がありました。 

 次に、シカ被害特別対策事業費補助金の内容について質疑があり、枦山地区と西山地区及び

大岸地区への囲いおり設置費用である。補助としては県が３分の２、市が４分の１、地元が６

分の１負担であると答弁がありました。 

 商工観光深層水課関係では、公有財産購入費で4,345万9,000円繰り越しとなっているが、そ
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の繰越理由について質疑があり、羽根小規模工業団地用地購入で農地法の適用を受けない１カ

所のみを登記し執行した。残りの分が繰り越しとなったと答弁がありました。 

 次に、企業誘致奨励金569万円について質疑があり、24年度は４社認定しているが、会社に

５年間固定資産税相当分の金額を奨励金として交付している、その４社分の総額であると答弁

がありました。 

 建設課関係では、津波・高潮危機管理対策緊急事業県営事業負担金の実施場所について質疑

があり、平尾海岸と鹿岡海岸の護岸を補強した事業の負担金であると答弁がありました。 

 次に、港湾改修県営事業負担金の負担率について質疑があり、率は県の分担条例で定められ

ている県単事業15％、港湾事業で13％であると答弁がありました。 

 消防本部関係では、水門管理他委託料83万1,390円について、陸こう、水門の箇所数に変更

はあるのかと質疑があり、陸こう33カ所、水門12カ所の計45カ所で変更はないと答弁がありま

した。 

 学校保育課関係では、使用料及び賃借料の小・中学校の学校用地他借上料の学校別の年間借

り上げ料について質疑があり、佐喜浜小学校85万5,726円、旧入木分校22万3,581円、三高小学

校102万8,833円、旧室戸岬小学校506万2,656円、室戸小学校293万6,237円、元小学校90万

2,456円、中川内小学校５万1,612円、佐喜浜中学校108万4,943円、吉良川中学校12万2,764円

であると答弁がありました。 

 生涯学習課関係では、重要伝統的建造物群保存地区保存事業補助2,124万1,000円の補助率に

ついて質疑があり、800万円を限度としており、自己負担率は20％であると答弁がありまし

た。 

 会計課、人権啓発課については、別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、本案は認定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。 

○議長（山下浩平君） 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〕 

○議長（山下浩平君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第４、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から認定第８号平成24年度室戸市水道事業会計決算の認定に

ついてまで、以上７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。濱口産業厚生委員会委員長。 

（産業厚生委員会委員長報告） 
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○産業厚生委員会委員長（濱口太作君） 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から認定第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ま

で、以上７件につきましては、９月定例会におきまし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は、11月５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、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

であります。 

 執行部の説明の後、委員から、国民健康保険税の収入未済への対応について質疑があり、執

行部から、24年度に滞納整理課で差し押さえた件数は102件、金額は560万8,187円であったと

の答弁がありました。 

 次に、予備費の不用額が大きいが、その必要性は何かと質疑があり、医療費はインフルエン

ザ等の発生などの事例があれば数千万円の単位で変わるため、支払いに不足が生じないよう過

去の実績や伸び率、また国からの通知による算定式によって予算化を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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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

ついてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、35万6,690円の不用額は審査会何回分かとの質疑があり、執

行部から、審査会は10人の委員が５人ずつの２チームで行うが、24年度の不用額は51回開催し

たうちの欠席委員の旅費と報酬の合算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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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であ

ります。 

 執行部の説明の後、委員から、379万6,160円の不納欠損の処理について質疑があり、執行部

から、介護保険料は時効が２年であり、死亡や生活困窮でどうしても差し押さえするものもな

いということで処理をしたものであるとの答弁がありました。 

 次に、延滞金加算金及び過料の収入未済額185万5,280円について質疑があり、介護サービス

の不正受給に係る介護給付費相当額とそれに対する40％の加算額を介護事業所に対し返還命令

をかけたうち、返還に至らなかった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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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
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てであります。 

 執行部の説明の後、委員から、海洋深層水使用料について、販売水量はどのくらいか、また

１立方メートル当たりの単価はとの質疑があり、執行部から、販売水量は67万3,352立方メー

トルである。単価については、原水のパイプライン給水、スタンド給水、濃縮水、脱塩水と種

類によって違いがある。また、市内、市外でも単価が違う。１立方メートル当たり原水であれ

ば、市内の方は540円、市外の方は650円、濃縮水、脱塩水は、市内7,300円、市外8,800円とな

っているとの答弁がありました。 

 次に、施設の稼働率の問題になるが、くみ上げた深層水の有効水量はどのくらいかと質疑が

あり、24時間くみ上げているため、そのうちの46.2％程度が料金に結びついているが、53.8％

程度は海域へ放流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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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

の認定についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から特段の質疑もなく、採決の結果、本案は認定すべきものと決し

ました。 

 次に、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

てであります。 

 執行部の説明の後、委員から、繰越金について質疑があり、執行部から、後期高齢者広域連

合へ集めた保険料を納付金として納めるが、市の出納期間と２カ月のずれがあるため、翌年度

に納める形となるため繰越金で処理を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、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、有収水量とならない約20％の対処について質疑があり、執行

部から、漏水の委託調査を行うとともに、修繕に早急な対応ができるよう室戸市水道組合と委

託契約をしていると答弁がありました。 

 また、昨年の漏水箇所は何カ所と質疑があり、上水道で102カ所、簡易水道で57カ所、合計

159カ所であったと答弁がありました。 

 次に、電気料金が上がるが、水道料金の値上げは考えなくてもよいか、また収支決算はどう

であったかと質疑があり、電気料金の値上げに伴う水道料金の値上げは今のところ考えていな

い。24年度は3,600万円の黒字であった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、本案は認定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。 

○議長（山下浩平君） 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。 
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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。 

 これをもって産業厚生委員会委員長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、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。 

 本案につきましては、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１号室戸市課設置条例の一部改正についてから日程第５、諮問第１号ま

で、以上23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〕 

○議長（山下浩平君） 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〕 

○議長（山下浩平君） なしと認めます。 

 これをもって日程第１、議案第１号から日程第５、諮問第１号まで、以上23件についての討

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第２号室戸市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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第８号平成25年度室戸市一般会計第３回補正予算の専決処分の承認についてを採

決いたします。 
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 本案に対する委員長の報告は承認であります。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第８号は承認されました。 

 次に、議案第９号平成25年度室戸市一般会計第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〕 

○議長（山下浩平君） 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３号室戸市企業職員の給与の種類及び基準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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第４号室戸市協働の森づくり基金の設置、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〕 

○議長（山下浩平君） 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号室戸市介護保険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〕 

○議長（山下浩平君） 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号室戸市印鑑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〕 
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○議長（山下浩平君） 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号室戸市水道給水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〕 

○議長（山下浩平君） 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10号平成25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〕 

○議長（山下浩平君） 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号平成25年度室戸市介護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〕 

○議長（山下浩平君） 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号平成25年度室戸市水道事業会計第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〕 

○議長（山下浩平君） 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号安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理する事務及び規約の

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。 

            〔賛成者起立〕 
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○議長（山下浩平君） 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号安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理する事務の変更に伴

う財産処分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〕 

○議長（山下浩平君） 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、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第１号は認定されました。 

 次に、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

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第２号は認定されました。 

 次に、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

ついてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第３号は認定されました。 

 次に、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採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第４号は認定されました。 

 次に、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
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てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第５号は認定されました。 

 次に、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

の認定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第６号は認定されました。 

 次に、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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第７号は認定されました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、認定第８号は認定されました。 

 次に、日程第５、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。 

 人権擁護委員に小 隆元氏を推薦することに御異議のない諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、人権擁護委員に小 隆元氏を推薦する

ことに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第６、議案第15号平成25年度室戸ジオパーク拠点施設整備

事業（改修建築工事）請負契約の締結についてを議題といたします。 

 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。 
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○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15号平成25年度室戸ジオパーク拠点施設整備事業（改修建築工事）請負契約の締結に

ついて。 

 本案は、室戸ジオパーク拠点施設整備事業（改修建築工事）について、平成25年12月10日に

総合評価方式による指名競争入札を行った結果、評価値の最も高かった有限会社山川工務店代

表取締役山川寿彦氏と工事請負契約を締結したいので、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２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財産管理課長から補足説明をいたさせますので、御審議のほどを

よろしくお願いいたします。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。谷口財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時１分 休憩 

            午前11時６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15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15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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第６、議案第15号平成25年度室戸ジオパーク拠点施設整備事業（改修建築工事）請負契

約の締結について行います。 

 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〕 

○議長（山下浩平君） 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〕 

○議長（山下浩平君） なしと認めます。 

 これをもって日程第６、議案第15号についての討論を終結いたします。 
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 これより採決に入ります。 

 日程第６、議案第15号平成25年度室戸ジオパーク拠点施設整備事業（改修建築工事）請負契

約の締結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〕 

○議長（山下浩平君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第７、意見書案第１号アスベストによる健康被害の救済と

対策を求める意見書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あります。 

 お諮りいたします。 

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

定により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。これに御異議ありませ

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、意見書案第１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と決しました。 

 なお、本案につい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

いては、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、意見書案第１号アスベストによる健康被害の救済と対策を求める意見書について

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〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第８、総務文教委員会行政視察における所管事務調査結果

についてを議題といたします。 

 平成25年度総務文教委員会行政視察における所管事務調査結果について総務文教委員会委員

長報告を求めます。脇本総務文教委員会委員長。 

（総務文教委員会委員長報告） 
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○総務文教委員会委員長（脇本健樹君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 室戸市議会総務文教委員会は、平成25年11月18日から20日までの３日間、行政視察として、

18日、奈良県宇陀市、19日、三重県尾鷲市、20日、京都府笠置町を訪問いたしました。 

 この行政視察には総務文教委員会委員７名が参加をいたしました。 

 まず、視察初日、奈良県宇陀市であります。 

 視察目的として、宇陀市が取り組む宇陀松山地区の重要伝統的建造物群保存について視察を

いたしました。この地区の特徴として、伝統的景観を構成する要素の、町家、洋館、社寺建

築、土蔵、石碑、門、塀などが広範囲にわたり分布しております。同市では、平成４年、大宇

陀町歴史文化館「薬の館」を行政整備し、その後住民活動とともに行政の施策を進め、平成

16年に大宇陀町伝統的建造物群保存地区保存条例を制定し、住宅主屋や塀の修理・修景事業に

取り組んでおります。その保存物件数は、建築物133件、工作物90件、環境物件28件でありま

す。 

 同市の関係者から出迎えの挨拶を受けた後、市が取り組んでいる重要伝統的建造物群保存の

取り組みについて説明があり、その取り組みの内容、実施状況等について質疑、現地視察を行

いました。 

 総括として、宇陀松山地区は、観光面については、近くに国宝五重塔の室生寺など観光施設

が多くあり、ほかの観光の途中で立ち寄っていただければとの考えであり、土産物屋はなく、

小さな道の駅がある程度でした。観光よりも古い町並みを後世に残すための景観形成に力を入

れているのは室戸市との違いであり、驚きました。 

 次に、翌19日、三重県尾鷲市におきましては、防災対策について視察をいたしました。 

 同市は、室戸市と地勢もよく似ており、総面積に対する山林率や気候、年間降水量の多さな

どよく似た環境であります。室戸市が現在整備中の津波・地震観測監視システムＤＯＮＥＴも

整備されております。昭和19年の東南海地震や昭和46年の三重県南部集中豪雨など過去に大き

な災害があり、その災害から得た教訓を忘れずに、早期避難、率先避難を重視し、「津波は逃

げるが勝ち」「揺れてから５分で逃げれば被災ゼロ」をスローガンに住民への啓発を進めてい

ます。また、公共施設に防災情報の配信・収集システムを構築し、情報収集をよりしやすくし

たり、カメラの映像や防災無線放送を音声、文字及び映像情報として、各家庭にポータブルテ

レビを設置し、エリアワンセグで配信する防災情報システムなど、最先端の技術を取り入れな

がら防災対策を進めております。 

 同市関係者から出迎えの挨拶を受けた後、市が取り組んでいる防災対策についての説明があ

り、その取り組み内容、実施状況等について質疑を行いました。 

 総括として、同市の取り組みの中で特に興味深かった取り組みは、地震自動開錠ボックスで

あります。市内９カ所の公共施設など比較的高いビルと避難協力をした建物に設置していま

す。鍵保管ボックスは、震度５の揺れを感知し自動に開錠される仕組みであります。休日や夜
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間でも鍵を取り出し、建物に避難することが可能です。このシステムは、東日本大震災後に何

かすぐに取り組める対策はないかと検討され、実施した防災対策の一つであります。 

 また、独自の津波シミュレーションＣＧを制作しており、ふだん住みなれた町が津波により

浸水する様子を制作し、啓発活動に利用しております。住みなれた風景であるため、住民も関

心を示し、啓発に最も有効であるとのことでした。このような取り組みは室戸市においても大

いに参考になる取り組みであり、大きな成果として視察を終えました。 

 次に、最終日、20日であります。 

 京都府笠置町におきまして、食文化のまちづくりについて視察いたしました。 

 同町は、近年過疎化や高齢化が進行し、観光入り込み客の減少が続いていることから、地域

活性化の一環として鍋フェスタを企画しました。平成22年に第26回国民文化祭京都2011のプレ

イベントとして開催した食文化の祭典「山の恵」のご当地フェスタが始まりとなり、ことしで

４回目の全国ご当地鍋フェスタ「Ｎ－１グランプリ」を開催しております。 

 同市関係者から出迎えの挨拶を受けた後、全国ご当地鍋フェスタの実施概要等について説明

があり、その取り組み内容等について質疑を行いました。 

 鍋フェスタは、同町のキジ鍋とともに町の認知度を高めることを目的として、フェスタと同

時に全国ご当地グルメの販売やご当地キャラ集合で活気に満ちたイベントとして開催しており

ます。平成24年度は高知県南国市のシャモ鍋が参加しております。今後の課題としては、会場

設定の改良が必要であること、同町に宿泊施設が少なく、参加団体の宿泊も困難であることな

どで、継続開催の難しさを感じているとのことです。 

 総括として、行政だけでなく、地域住民一体となり、地域の大切なブランドとして魅力ある

地域づくりにつなげていくことを目標にしており、室戸市のジオパークに相通ずるところであ

り、非常に勉強になりました。 

 ２泊３日の限られた時間での視察ではありましたが、大いに参考になるべき事例があり、室

戸市における行政課題に取り組む方向性、必要性を示された視察でありました。 

 以上をもちまして平成25年度総務文教委員会の行政視察結果報告といたします。 

○議長（山下浩平君） 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〕 

○議長（山下浩平君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第９、産業厚生委員会行政視察における所管事務調査結果

についてを議題といたします。 

 平成25年度産業厚生委員会行政視察における所管事務調査結果について産業厚生委員会委員
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長報告を求めます。濱口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（濱口太作君） 産業厚生委員会委員長報告を行います。 

 産業厚生委員会は、平成25年11月26日から28日までの３日間、委員５名が参加し、行政視察

を行いました。 

 初日、26日の香川県土庄町豊島では、芸術祭を生かした観光振興、棚田の復元、島キッチ

ン、生けす等による産業振興、産業廃棄物等処理事業について視察を行う予定でありました

が、悪天候によりフェリーが欠航しており、残念ながら豊島に渡ることができず、やむなく中

止ということになりました。 

 翌27日、岡山県岡山市、岡山理科大学におきましては、好適環境水を用いた養殖施設を視察

いたしました。 

 まず、最初に通された50周年記念館の入り口にある水槽を見て驚きました。その水槽には、

トラフグ等の海水魚と淡水魚が海水でも淡水でもない第３の水と言われる好適環境水の中で泳

いでいました。 

 学校法人加計学園と好適環境水の概略説明を受けた後、生命動物教育センターに移動し、工

学部バイオ応用化学科の山本俊政准教授より養殖研究の説明を受けました。好適環境水を用い

た魚類の養殖は完全閉鎖循環方式で、そのきっかけは学生が海水のプランクトンを淡水で育て

てみたいというユニークな発想から始まったそうです。 

 好適環境水は、海水に含まれている60成分のうち、魚の浸透圧調整にかかわるナトリウム、

カルシウム、カリウムの３つの成分に着目し、その適正な濃度を淡水に加えることによりつく

られています。この好適環境水を使った養殖のメリットしては次の５点が上げられます。 

 １点目は、人工的に管理された環境であるため、自然の影響により生産量が左右されにく

く、安心で安全な養殖ができるということです。 

 ２点目は、好適環境水は浸透圧の調整が必要ないため、エネルギーが少なくて済み、その分

成長が早いということです。実際、種苗生産室でウナギの稚魚を海水、淡水、好適環境水で育

てていましたが、その差は歴然としており、好適環境水の水槽のウナギが一番大きく育ってい

ました。 

 ３点目は、病気が発生しにくいということです。海水にも淡水にも病原体は存在するけれど

も、そのどちらでもないため、病気も発生しにくく、結果ホルマリンなど危険な薬に頼らない

養殖ができます。 

 ４点目は、場所を選ばないということです。山本先生の言葉をかりれば、水さえあれば砂漠

の中でも海水魚を育てることができ、砂漠を漁村に変えることも可能となります。 

 ５点目は、水をリサイクルして使用できるということです。ろ過方式の改善により、少ない

水での養殖が可能となり、実際に18カ月間、水の入れかえなしで養殖が実現しています。 
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 好適環境水の研究が2008年から2009年にかけてメディアで放送されるようになり、さまざま

な企業からの共同研究開発の出資の申し出があったそうですが、これらの資金提供の話を全て

断り、岡山理科大学の理事長の英断で３億5,000万円の建設費で2010年３月に完成した施設が

生命動物教育センターです。 

 このセンターの完成により、これまでの研究から、トラフグ、ヒラメ、シマアジ、ウナギ、

クエ、クルマエビ、が適合魚種となっていますが、そのほかにも種苗生産室でアナゴの養殖実

験も行われておりました。また、魚を飼育している栄養たっぷりの水を使用して行う複合農

業、海水で栽培することが難しい植物も好適環境水で栽培することが可能であり、水を循環ろ

過する過程の中で植物を栽培する研究も行われています。これが実現すれば、魚の養殖と植物

の栽培が一つの施設で可能となります。 

 センターで研究飼育されたトラフグは、冬の天然フグ並みの１キログラム4,000円の高値が

つき、通常の養殖フグよりも甘味があり、身もしっかりしていると評価も上々で、おかやま理

大フグとネーミングされています。そのほかにも、理大青ウナギ、理大クエとして出荷されて

おり、味も好評で、高値で取引をされています。 

 ことし７月１日に公開された水産白書の中に、陸上養殖（閉鎖循環式魚類養殖）への取り組

みが初めて盛り込まれました。その背景には高生産性が期待できることや生産場所に限定され

ず、震災に強い魚工場の利点に国が注目したものであります。まだまだ研究過程にあり、課題

もありますが、生産効率やシステムも年々向上しており、好適環境水を使用した魚工場が実現

するのもそう遠くはないように思いました。 

 次に、28日には島根県大田市を訪問し、世界遺産である石見銀山を活用した観光について、

川島観光振興課長さんから石見銀山遺跡の概要、行動計画等について説明をしていただきまし

た。 

 大田市は島根県の中央部に位置し、松江・出雲市圏と浜田・益田市圏の中間に当たり、県央

の拠点都市としての役割を期待された地域で、人口は約３万8,000人です。 

 平成17年６月から石見銀山を未来に引き継ぐために民間と行政の協働により石見銀山協働会

議がスタートし、平成19年７月には、日本では14番目、鉱山・産業遺跡としてはアジア初の世

界遺産登録となりました。 

 運営としては、市役所内部に石見銀山プロジェクトチームを結成し、保存管理、調査研究は

石見銀山課で、来訪者の受け入れ活用は観光振興課、また情報発信については双方で情報共有

しながら行っております。 

 石見銀山は、遺跡自体とこれを取り巻く自然、そして人々の暮らしが一体となって価値を持

つ遺産です。この遺産を未来に引き継いでいくための行動指針として石見銀山行動計画が策定

をされています。その石見銀山行動計画に基づいた官民協働の取り組みの中で、銀山観光の特

徴でもある石見銀山方式パーク・アンド・ライドを実施しています。これは、世界遺産登録以
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降、観光客が急増し、静かだった山間の住民生活に支障を来すことから、一般の乗用車や観光

バスの乗り入れを規制するもので、車は世界遺産センターに駐車し、路線バスで目的地に行く

といった歩く観光への転換を図ったものです。 

 また、石見銀山行動計画に基づくものとして石見銀山基金の設置があり、平成24年３月末現

在で３億5,000万円に達しています。この基金は、平成23年からＮＰＯ法人石見銀山協議会が

助成事業の運営主体となり、民間団体による石見銀山遺跡を守り、活かし、究め、伝える活動

として、市内小・中学校の石見銀山学習への助成が行われています。 

 石見銀山の観光客数は、従来10万人程度でしたが、平成13年の世界遺産暫定リスト入りから

増加し、平成18年度40万人、平成20年度81万3,200人、平成22年度50万4,800人、平成23年度

49万8,700人、平成24年度43万2,200人となっております。今後は50万人程度の安定した入り込

み客数を目指しているようであります。 

 観光客のうちガイド利用者数は、平成18年度２万1,000人、平成23年度５万2,000人となって

おります。現在のガイド登録は登録会員は69人ですが、ガイドの高齢化の問題があるというこ

とでした。 

 世界遺産登録後、町並み地区の出店数も、空き家利用などにより平成18年度の32店舗から平

成24年度には50店舗に増加をしております。 

 昨年は、世界遺産登録５周年事業として石見銀山ウオーキングミュージアムを展開し、地域

の魅力を発信する取り組みを進めてきたそうです。 

 今後の取り組みとしては、１、魅力的な取り組みの継続実施、２、着地型観光商品の企画販

売、３、都会や観光関連メディアへの情報発信力の強化、４、観光振興を牽引する観光協会の

組織強化、５、広域連携の強化が上げられております。 

 課題としては、室戸市同様、通過観光地であるため、経済的効果に結びつかない点、周辺地

区への周遊が上げられており、規模さえ違え、石見銀山遺跡を活用した観光事業への大田市の

取り組みは参考になるものでした。 

 大田市役所での質疑の後、石見銀山世界遺産センターを見学し、石見銀山遺跡全体のジオラ

マを使った説明を受けました。この施設は、石見銀山の歴史や鉱山技術の紹介、出土遺物の模

型、映像を通じて世界遺産としての価値を体感できるシステムになっていて、銀山遺跡全てを

回らなくても全体像がわかるようになっていました。 

 その後、石見銀山遺跡のうち大森町の町並みをガイドさんの案内で現地視察をいたしまし

た。この大森銀山地区は、鉱山に隣接して発展した陣屋町で、代官屋敷跡の石見銀山資料館や

重要文化財に指定されている商家、武家屋敷など歴史と文化の薫りが漂う重要伝統的建造物群

保存地区です。 

 公開されている施設の中には、一部体験学習に貸し出されているものや、復元された武家屋

敷では四季折々地元の旬の食材を活用した料理を提供するお食事どころとして活用されている
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ものもあります。そのほかにも、空き家対策として昔ながらのたたずまいのカフェや雑貨店、

土産物店などへの活用が図られています。また、電線類は地中化し、郵便ポストなども全て木

製で、エアコンの室外機も木枠などできれいに覆われており、景観への調和を図る細やかな配

慮が見られました。 

 最後に、住民みずからがつくった石見銀山大森住民憲章を紹介をいたします。 

 このまちには暮らしがあります。私たちの暮らしがあるからこそ、世界に誇れる良いまちな

のです。私たちはこのまちで暮らしながら、人との絆と石見銀山を未来に引き継ぎます。未来

に向かって私たちは、歴史と遺跡、そして自然を守ります。安心して暮らせる住みよいまちに

します。おだやかさと賑わいさを両立させます。 

 ２泊３日の限られた時間での視察ではありましたが、岡山理科大学の好適環境水を用いた養

殖施設では将来の室戸市の漁業を考える上でも大いに参考になる事例ではなかったかと思いま

す。また、石見銀山を活用した観光については、大田市の抱える課題等々が室戸市と共通した

部分も多く、課題を打破するための知恵と努力が求められるものであると実感をいたしまし

た。観光事業だけでなく、ジオパーク拠点施設や吉良川の町並みの課題にも生かせるものでは

ないかと考えさせられました。 

 いずれも大いに参考になる事例であり、室戸市における行政課題に取り組む方向性、必要性

を示された視察でありました。 

 以上をもちまして平成25年度産業厚生委員会の行政視察結果報告といたします。 

○議長（山下浩平君） 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〕 

○議長（山下浩平君） 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。 

 ここ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〕 

○議長（山下浩平君） その間休憩いたします。 

            午前11時35分 休憩 

            午前11時37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。 

 本日、米澤善吾君外３名から決議案第１号議員定数調査検討特別委員会設置に関する決議が

提出されました。 

 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。 

 この際、決議案第１号を日程に追加し、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〕 



－97－ 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、決議案第１号を議題とすることと決

しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 追加日程第１、決議案第１号議員定数調査検討特別委員会設置に関す

る決議についてを議題といたします。 

 本案について提出者から提案理由の説明を求めます。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。提案理由の説明を行います。 

 地方議会は、住民の意思を反映させる機関であり、議員定数を何人にするかは、当該団体の

人口、面積、産業構成、地域の数、住民の自治意識等を総合的に勘案して、住民を代表する議

会の意思決定によるべきものであります。 

 その場合、議会の活性化を可能とすること、執行機関を十分監視できるようにすること、住

民の意思を十分反映できるようにすること、このことが阻害されるような定数は議会の存在価

値が疑われることとなるものであります。 

 近年、近隣市町村では定数削減の動きが見受けられますが、執行機関を監視する唯一の法的

機関は議会であることから、議員定数改正の是非について調査する必要があるものと考えま

す。 

 そのためにも、私は議員定数調査検討特別委員会を設置をすべきであると考えます。 

 議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長（山下浩平君） お諮りいたします。 

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

により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

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

付託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 13番。ただいま議案となっております議員定数調査検討特別委員会

設置に関する決議について、何点か簡単に質疑をしておきたいと思います。 

 私はあえて申し上げますが、定数削減については反対するものではありません。今日に至っ

たものについては、やはりそれなりの経過というものがあっているはずであります。そのこと

について我々議員は全く知らされていないし、知らない部分が多いわけでありますので、質疑

をしていきたいと思います。 

 まず、議会の運営は自治法や会議規則、申し合わせ事項によって運営がなされていると思い

ます。けれども、今回の提案によっては特別委員会を設置するというものであるものの、やは
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り背景にある細かいことが、これまで取り組まれてきたことが私は知りたいわけでありますの

で、できれば簡単に答弁、説明をしていただきたいと思います。 

 これまで議会改革は議会運営委員会で審議するということになっていたものが、いつの間に

か全体会で特別委員会をつくるということになっておりますが、この改革案、議会改革につい

て議運で審議されなければならないものをいつ変えたのか、まず１点お聞きします。 

 そして、提案者である議員の皆さんは議会運営委員会の委員であると思いますが、定数削減

についていつ議長から諮問があったのか。諮問を受けて何回審議されたのか、その日時及びど

ういう内容で諮問されたのか。経過と結果について説明を求めるものであります。 

 そして、その結果、どういう内容で答申をされたのか、特別委員会はよほどのことがない限

り簡単に設置するものではない。そして、所管の委員会はなぜあるのかということでありま

す。 

 次に、議員定数を削減することによって報酬とか賞与はどのように変わってくるのか、幾ら

になるのか。また、高知県には11市ありますが、その人口及び議員定数、報酬、賞与等はどう

なっているのか。決議案については他市の状況の調査をするということでありますが、議会運

営委員会はどうして調査ができないのか。 

 そして次には、定数を減らすことによって市民の少数意見が通らなくなってくる可能性もあ

ります。その危険性もありますが、そういったことについてお聞きをしておきたいと思いま

す。 

 次に、一番大事なことは、この議員定数を削減することによって、いわゆるみんなで心得て

おかなければならないことは議会制民主主義とはどういうことであるのか、その理由について

お聞きをしておきたいと思います。 

 次に、特別委員会の審議期間が終了するまでとなっておりますが、開催予定は何回程度を予

定しているのか。 

 次に、何回も申し上げますが、議会運営委員会で定数について決めることができなかった最

大の理由は何であったのか、議長からの諮問について議員定数は議員全員で審議するという諮

問はあったのか、なかったのか。 

 そして、議員定数の所管の委員会は議会運営委員会であると思いますが、議会運営委員会の

義務を果たしていない、その最大の理由は何であるのか。 

 簡単でありますが、以上質疑をしておきたいと思います。第１回目の質疑を終わります。 

○議長（山下浩平君） 意見調整と昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時48分 休憩 

            午後０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。 

 諸般の報告をいたさせます。上松議会事務局長。 



－99－ 

○議会事務局長（上松一喜君） 諸般の報告をいたします。 

 執行部から、小松市長、午後公務出張のため欠席届が提出されております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 午前中に引き続き、決議案第１号議員定数調査検討特別委員会設置に

関する決議についてを議題といたします。 

 提出者の答弁を求めます。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） 林議員の質疑に対し答弁いたします。 

 ９月17日に開催の議会運営委員会において、議長から、国旗、市旗の掲揚について及び議員

定数の是非についてを諮問いただきました。 

 議会運営委員会の開催状況といたしましては、10月11日、12月３日の２回開催し、協議をい

たしております。その内容を踏まえまして、12月３日に答申をいたしております。 

 答申の内容につきましては、議場への国旗の掲揚については適当と考える、議員定数の是非

については議員個々の考え方があり、議会運営委員会のみで協議より議員全員で検討すること

が適当と考えるという内容であります。 

 12月３日の会議では、事務局が作成した県下各市及び主な町の人口、議員報酬、議員任期及

び現在の削減状況並びに室戸市の人口推計をもとに会議を進めました。 

 その席において、議長からの検討の方法について議運で協議するのか、特別委員会をつくっ

て協議するのかについての諮問があり協議を行いましたが、結論が出ず、採決の結果、特別委

員会を設置することがよいのではないかとなりました。 

 削減によります経費は、議員１人当たりの報酬は年間約388万2,450円となっております。 

 特別委員会の開催予定といたしましては、３月定例会をめどに意見をまとめたいと思ってい

ますので、それまでの間にできるだけ多く開催をする予定であります。 

 市民少数意見が通らなくなるとか、議会制民主主義などについても協議する予定でございま

す。議会制民主主義という原点ですけども、それは皆さん一人一人住民の代表者から負託を受

けてその内容について審議をするということでございますんで、その辺御理解いただきたいと

思います。 

○議長（山下浩平君） 林竹松君の２回目の質疑を許可いたします。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 本案について２回目の質疑を行います。 

 たくさん答弁漏れはありますけれども、それは配慮するにしても、米澤さん、理解していた

だきたいとこは、私がなぜ議会制民主主義という言葉をあなたに質疑をしたかということが大

事なわけです。今あなたが説明をされた内容については当てはまりません。ということはね、

こういうことですよ。いわゆる議会制民主主義とは、少数意見を尊重して審議を重ねると、そ

してその結果を踏まえて決議をするという内容があるんですよ。今回私が聞くところによる

と、定数削減をするということが専らの話ですから、その削減を何人するかわからんにして
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も、少数意見が反映される、市民の少数意見が反映されなくなるということを聞いたわけで

す。 

 それと、答申内容にしても、諮問内容にしてもわからない。 

 ほれから次には、大事なことは、議長から諮問内容を受けたということですが、その諮問内

容の中にいわゆるこの議員定数の見直しについては議員全体で特別委員会をつくって審議する

というような諮問があったのかなかったのかということも聞いてあると思いますが、そして回

数については聞きましたが、その内容等について経過と結果について説明をしてくれというこ

とを指摘しました。 

 まだほかにもありますが、これ以上議長さん、質疑をしても前進がないと思いますのでとど

めますけども、１つ議長に要請をしたいことは、我々、町田君にしても私にしても、議長のと

きには議会改革については議会運営委員会で審議をするということになっておりました。今後

においても、議会改革については議会運営委員会で審議をするということをお願いをいたしま

して要請にしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。本案について質疑をいたします。 

 まずその前に、決議文を読まさせていただきましたけれども、その中で文書がおかしなとこ

ろがあると思いますので、御指摘をさせていただきます。 

 決議文の中で、下から５行目からですが、執行機関を監視する唯一の法的機関は議会しかな

く、本議会は議員定数改正の是非について調査する必要があるものと考えるとあります。これ

は、議会の意義というものは定数が多かろうが少なかろうが変わるものではありませんので、

法的機関は議会しかなく、本議会は議員定数改正の是非について調査する必要があると、これ

はおかしな文書ではなかろうかと思います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 まず、今回の検討特別委員会設置に関する決議が出る前に、一連の流れとして議会運営委員

会からのことについてお聞きをしたいと思いますが、当然関連がありますので、大丈夫だと思

います。 

 まず、議長のほうから、９月17日付で議会運営委員会に口頭で諮問があっております。それ

に対して議会運営委員会が審議をして答申をしたということですけれども、まずその事務局の

ほうに議長から諮問のあった件についての答申の文書を見せてもらいました。これは全く文書

そのものがおかしい。といいますのは、まず答申でありながら、議長宛の名前がないと。それ

から、答申を提出した日付もない。それから、答申者である議会運営委員長の名前もないと。

それから、議会運営委員会の中で、当然議長から諮問があって、それに対する答申っていうこ

とで検討されたと思います。それから、そういったものがこの文書になってきておりますけれ

ども、最終的に議長に提出した文書を議会運営委員会全員が承知をしてないと、これなんかま
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ずあり得んことです、これは。賛成が多数であろうが、少数、反対があろうが、議会運営委員

会としてはこういうものを議長に答申しますっていう文書は全員に見せるべきです。そこのと

ころを、どうしてそういうことができていないのか、賛同者の町田議会運営委員長にお聞きを

します。 

 それから、これ答申の文書ですけれども、これは議長宛の名前もなければ答申の日付もな

い、議運の委員長の名前もないということは、これは誰かが勝手につくったと思われても仕方

がない。正式に生きた文書ではないということが言えますけれども、そこのところの判断もち

ょっと議会運営委員長にお聞きしたいと思います。 

            （「議運の委員長は米澤さん」と呼ぶ者あり） 

            （10番山本賢誓君「ああ、そうか」と呼ぶ） 

○議長（山下浩平君） 提出者の答弁を求めます。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。今の山本賢誓議員にお答えいたします。 

 今の書類の件ですが、12月３日、議長宛に出しております。議会改革についての答申という

ことで、平成25年９月17日をもって諮問のありました議会改革について慎重に審議を進め、そ

の結果を得ましたので、次のように答申いたしますということで、貴職から平成25年９月17日

付の諮問がありました議場への国旗、市旗の掲揚について及び議員定数の是非についての次の

とおり意見を取りまとめましたので答申いたします。ということで、さきの答弁で重なります

けれども、議場への国旗、市旗の掲揚について、平成25年２月以降の他市の状況等を勘案の

上、国旗及び……。 

 削除いたします。読み直します。 

 平成25年12月３日。 

 室戸市議会議長山下浩平様、室戸市議会運営委員会委員長米澤善吾。 

 議会改革についての答申。 

 平成25年９月17日をもって諮問のありました議会改革について慎重に審議を進め、その結論

を得ましたので、答申をいたしました。以上です。 

 私の責任を持って答申したということで、協議内容については逸脱してないと思います。以

上です。 

（10番山本賢誓君「協議内容は当然それをまとめて文書にするわけ

やから、最終的に委員長に一任するとしても、それをまとめたこと

であって、文書ができたらこれで出しますっていうようなことをす

るのが当然やと思うけど」と呼ぶ） 

○９番（米澤善吾君）（続） はい、それは出しておりません。委員には見せておりません。 

○議長（山下浩平君） 山本賢誓君の２回目の質疑を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） ２回目を行います。 
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 それから、先ほど米澤議員さんの林議員さんに対する答弁の中で、12月３日に議長のほうか

ら特別委員会を設置してっていう諮問があったというふうな答弁がありましたが、そのことに

ついてちょっとお伺いしたいと思います。 

 それは、特別委員会を設置して検討してくれっていう議長からの要請等であれば、それを議

会運営委員会にどのようにおろしたのかということです。それをちょっと説明願いたいと思い

ます。 

○議長（山下浩平君） 提出者の答弁を求めます。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） お答えいたします。 

 12月３日の会議の件につきましてですけども、その席で議長から検討の方法について議運で

協議すると、協議する内容について２つの案として出されました。諮問が出されました。それ

について、どちら側に賛成するのか、挙手による決裁をいたしました。以上です。 

○議長（山下浩平君） 山本賢誓君の３回目の質疑を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 議長が投げかけた分に関しては答えを出したわけですから、それも

やっぱり答申の文書がなけりゃいかんということですよね、当然、つくらないかんというこ

と、今からでも。 

 今のやつが答申としたら、今出しているやつが出ているのが12月３日付の答申としたら、議

運にその日に来て、その日にもう答申していくということよね、当然ね、その日に諮って。多

数決でそういうことになったということなんですかね。 

 それで、議員の立場とすれば、特別委員会っていうものは非常に重たい委員会なんです。例

えば、今東京都の猪瀬知事の場合は百条委員会で、まだワンランク、ツーランク上の百条委員

会ということがありますけども、特別委員会というのは非常に重たい事項であって、通常この

中で、どうしても何日か、何カ月か、何十回かの会合を重ねてしないとなかなか結論が出ない

というふうなことに市民生活にも大きく影響を与えるとかというような部分であれば、それは

特別委員会の設置もやむを得ないということも思います。ただ、この答申の中にもありますよ

うに、議会運営委員会のみで協議するよりも議員全員で検討することが適当と考えるというこ

とが答申の中にありますけれども、そこで一気に特別委員会まで持っていかなくても、議員総

会で１回、２回協議をして、それでもまだ調査事項がたくさん残ると、重要事項がいっぱい残

るというふうなときにはそら特別委員会ということも考えられると思います。軽々に特別委員

会というものを設置するということはかなりの判断をせないかんということだと思います。特

別委員会設置というのは、賛成になれば設置ということになりますけれども、もう９年ぐらい

前に議会改革、財政改革特別委員会というのができて、それ以来ということになりますけれど

も、それはもう議会、室戸市を立て直すために取り組もうということで始まった特別委員会で

した。今回の場合も、名前は違っても同じ特別委員会ということですので、それなりの大きな

調査事項がなけりゃいかんと思います。 
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 この議運の方々に話を聞いてみれば、議運の会議の中に近隣の市町村の人口とか、それから

議員定数とか、議員の報酬とかというものも資料として来ちょったはずですよね。そういった

資料というものは、議運のメンバーは見て、当然資料として持っちゅうわけですから、議員総

会を開いて、そういう資料を提示して、それまで一回話し合いをしてみるということも大事じ

ゃないがです。それでも、どうしても議員定数に向けて重要な調査がいっぱい残っておると、

そういう部分なものであれば、それは特別委員会設置も賛成多数であればオーケーと私は思い

ます。なぜそういうことを協議せずに、一気に特別委員会というものに行ったのかということ

を、本当は本来なら提案者の方々全員に聞きたいがですけど、ちょっとできないということ

で、提出者の米澤議会運営委員会委員長に丁寧に御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（山下浩平君） 提出者の答弁を求めます。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） 私の権限といたしまして、委員会設置とかそういう権限は一切ござい

ません。ただ、答申については、さきにお答えしたとおりにさせていただきました。 

 資料については、議運の方に全部いただいております。室戸市14名、安芸市14名とか、いろ

いろ載っております。 

 それと、委員会を設置するのは私の権限ではないです。ただ、私は設置を提案しているだけ

なんで、採決するかどうかは議長の責任やと思いますんで、よろしくお願いいたします。以上

です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「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。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、追加日程第１、決議案第１号議員定数調査検討特別委員会設置に関する決議につい

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〕 

○議長（山下浩平君） 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。町田又一君。 

○１２番（町田又一君） 賛成討論を行います。 

 議員の定数については、議員各自の身分に関する事柄であることから、私は議長を除く13名

の議員で定数について議論して定数を決めることが大切であると考えます。 

 よって、私は議員定数調査検討特別委員会設置に関する決議に賛成をいたします。御賛同の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山下浩平君） ほかに討論はございませんか。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） なしと認めます。 

 これをもって追加日程第１、決議案第１号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。 

 追加日程第１、決議案第１号議員定数調査検討特別委員会設置に関する決議についてを採決

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〕 

○議長（山下浩平君） 起立多数であります。よって、決議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 

 議員定数調査検討特別委員会の設置が可決されましたので、特別委員会委員の選任を行いま

す。 

 特別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。 

 議員定数調査検討特別委員会委員といたしまして、林竹松君、町田又一君、堺喜久美君、山

本賢誓君、米澤善吾君、濱口太作君、上野祥司君、久保八太雄君、脇本健樹君、小椋利廣君、

柳原只雄君、亀井賢夫君、北岡幸男君、以上13名を指名いたします。よって、ただいま指名い

たしました諸君を特別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。直ちに特別委員会を開催し、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、特別委員会正副委員長互選のため10分間休憩いたします。 

            午後１時32分 休憩 

            午後１時47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。 

 議員定数調査検討特別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。 

 特別委員会委員長に堺喜久美君、副委員長に柳原只雄君、以上のとおり決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 本日議決されました諸案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものに

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、その他整理
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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12月第５回室戸市議会定例会を閉会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後１時48分 閉会 

 

 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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