
－133－ 

平成２４年３月第１回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  平成２４年３月７日（水） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 北 岡 幸 男    ２番 亀 井 賢 夫    ３番 柳 原 只 雄 
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  10番 山 本 賢 誓    11番 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美 

  13番 町 田 又 一    14番 林   竹 松 

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  谷 口 稀 稔 

  事 務 局 次 長  上 松 一 喜 

  議 事 班 長  冨士原 妙 子 

  議 事 班 主 事  小 味 秀 行 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     副  市  長  木 下 恵 介 

  総 務 課 長  久 保 信 介     企画財政課長  萩 野 義 興 

  滞納整理課長  日 垣 龍 二     財産管理課長  松 本 大 成 

  税 務 課 長  石 建 友 敬     市 民 課 長  川 上 建 司 

  保健介護課長  山 本   勉     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  中 川 博 嗣     福祉事務所長  久 保 一 彦 

  教  育  長  谷 村 幸 利     教育次長兼生涯学習課長  栁 川 明 彦 

  学校保育課長  中 屋 秀 志     水 道 局 長  中 山 一 彦 

  消  防  長  久 保 重 章     監査委員事務局長  長谷川 貞 彦 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第21号 平成24年度室戸市一般会計予算について 

  日程第２ 議案第22号 平成24年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第３ 議案第23号 平成24年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について 

  日程第４ 議案第24号 平成24年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

  日程第５ 議案第25号 平成24年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 
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  日程第６ 議案第26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予算

について 

  日程第７ 議案第27号 平成24年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  日程第８ 議案第28号 平成24年度室戸市水道事業会計予算について 

  日程第９ 議案第29号 市道路線の認定について 

  日程第10 議案第30号 市道路線の認定について 

  日程第11 議案第31号 市道路線の変更について 

  日程第12 議案第32号 市道路線の変更について 

  日程第13 議案第33号 市道路線の変更について 

  日程第14 議案第34号 市道路線の変更について 

  日程第15 議案第35号 市道路線の変更について 

  日程第16 議案第36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 議案第37号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第17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（林 竹松君） 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名全員出席でございます。 

 執行部から、谷村教育長所用のため、午後欠席届が出ております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 昨日に引き続き、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、御質疑を願います。 

 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21号平成24年度室戸市一般会計予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。中屋学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時０分 休憩 

            午前10時54分 再開 

○議長（林 竹松君） 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。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。大綱質疑をいたしたいと思います。 

 各説明聞き漏れた感がありますが、よろしくお願いいたします。 

 まず、46ページです、２款１項19節の下のほう、室戸市太陽光発電システム設置費の内訳を

ちょっと聞きましたけど、300万円ということですが15件て聞いてます。この設定した理由、

いきさつをちょっとお聞きしたいと思います。この件数になった理由をお聞きしたいです。 

 続きまして、50ページ、２款１項13目13節の委託料に関することでございますが、各委託

料、インフォメーションセンターの委託料とジオパーク推進事業の委託料とビジターセンタ

ー、それとガイド委託料がありますが、それぞれ新しくふるさと雇用から変わった言葉で雇う

と言われましたが、その辺をちょっと、どこへ委託するか、またその人数ちょっと聞き漏らし

た感がありますので、その辺も詳しくちょっとよろしくお願いします。 

 それでは、96ページ、６款１項２目13と19にまたがりますが、地域振興券発行の件でござい

ますが、19節で400万円ほど使っております。これ400万円、支給していると僕は解釈しており

ますが、そしたら13節の委託というのに金額がかかる理由がちょっとわからないので、ちょっ
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とその辺２つ合わせて詳しく説明していただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 続きまして、126ページ、９款４項１目、ちょっとまたがります、13節委託料、15節工事請

負費、19負担金補助及び交付金のかかわる部分で、済みません、重伝建、町並みの件でござい

ます、上のほうはパワーアップ事業のところで、下のほうの15節は工事費です。下の19節は、

下から２番目の保存地区保存事業補助金についてですが、15のほうは今度新しく約5,000万円

かけて町並みを修復すると伺います。そして、下の負担金は通常やっているということで、今

回３件の修理を含めた補助金が出てると思いますが、これちょっと上のほうの13の委託のちょ

っと町並みの保存活用パワーアップ事業の委託料について、ちょっともう少し聞きたいと思い

ます。あえてこれ分けて出される事情があるというか、内容が違うのかちょっとその辺詳しく

お聞きしたいと思います。 

 済みません、131ページです。９款５項２目13節の委託料です。済みません、これ今さら聞

くということになってしまいますけども、室戸岬のタイム測定の委託料でもちょっと50万円ほ

どかかりますが、そのかかる費用の内容がちょっと僕はかかるかなと、高くちょっとかかって

るんじゃないかと思いますので、その辺ちょっと中身を詳しく、どうしてこれぐらいかかって

いるのか事情を知りたいので、済みませんがよろしくお願いします。 

 以上、５ページほどにわたります。済みませんが、よろしくお願いします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） お答えいたします。 

 46ページの太陽光の補助金の15世帯の件数設定のことでございますが、この太陽光の補助金

につきましては、市の単独でやりますので、すべて一般財源ということになりますので、やっ

ぱり財政の許す範囲ということで、それから最初ですのでまだどのぐらい申し込みがあるか全

く想定できませんので、とりあえず室戸市の財政状況とですね、そういうがで大体15世帯の

300万円ということで計上いたしました。ごめんなさい、20万円の15世帯。 

 20万円の理由ですか。20万円は他の市町村ですね、今１キロワット当たり５万円なんですけ

れども、大体他の市町村で、10市町村くらいやっておるんですけれども、それの大体平均とい

いますか、多いところは本当に１キロワット当たり20万円でやっているところもありますけれ

ども、それの大体平均といいますか、そういうところで計上いたしております。 

○議長（林 竹松君） 和田ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 脇本議員さんにお答えいたします。 

 ２款１項13目の13節委託料につきましてでございますが、インフォメーションセンターにつ

きましては、室戸市観光協会は例年どおりなんですけれども、２名ふるさと雇用でということ

でございます。 

 それから、ジオパーク推進事業委託料につきましては、室戸ジオパーク推進協議会の専門員

４名に関する推進事業としての委託でございます。 
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 それから、ビジターセンター観光推進事業委託料につきましては、これは新しい事業でござ

いまして、緊急雇用において、現在ビジターセンターのほうに１人説明員を配置するというこ

とで、指定管理者青少年育成会と今後協議をしていきたいというふうに考えておるところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 脇本議員さんにお答えします。 

 96ページの２目商工振興費の委託料と負担金補助及び交付金の関係の部分でございますが、

まず委託料の地域振興券発行事業委託料の267万6,000円につきましては、これは県の緊急雇用

を活用して行いまして、商品券を発行するのに係る事務の関係の人件費とか事務経費、その分

の委託になります。 

 その19節の地域振興券発行事業の補助金400万円につきましては、これは実際発行する商品

券が5,000万円、それに１割のプレミアムがつきまして5,500万円になります。そのプレミアの

500万円のうちの80％を市のほうで補助するという部分の400万円になってます。以上でござい

ます。 

○議長（林 竹松君） 栁川教育次長兼生涯学習課長。 

○教育次長兼生涯学習課長（栁川明彦君） 脇本議員さんにお答えいたします。 

 重伝建建造物群の町並みパワーアップ事業ということで、これは町並み保存会に委託してホ

ームページの更新及び土産品の作製ということで、１名の方がこの中に雇用が入っておりま

す。それで、県費の100％補助ということになってきております。 

 それと、マラソン計測につきましての50万円ですけども、これは現在チップ計測でやってき

ております。その中で23年度に行いましたもので約60万円近くですけれども、その半分が実行

委員会から出してきております、それと市として半分は補助すると。ですから、この50万円に

つきましては参加人員の増も見込んで一応市のほうで半分出すということで50万円というふう

に計上しておるもんでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番亀井。本議案について質疑をいたします。 

 １点目は、50ページの13目ジオパーク推進費の13節委託料の3,296万円の中のインフォメー

ションセンター運営事業504万円と、ジオパーク推進事業委託料の2,245万8,000円について、

説明では２名分の人件費や専門員の人件費という説明になっておりましたが、人件費というこ

とであれば、担当課の７節の賃金、８節の報償費で予算化することになると思いますが、委託

料ということであればどんな契約になるのかお聞かせください。 

 次に２点目、51ページ、14目の防災対策費の15節工事請負費、これの防災行政無線整備工事

費６億4,627万円の工事内容については詳しく説明されておりますが、放送機械の設置拠点と

なる親局か基地かを工事申請するときか開設するときに無線免許の所有が必要と思いますが、
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市職員免許所有の必要はないのですか、説明をお願いします。 

 次も１点目と同じことになると思いますが、96ページ、２目商工振興費の13節委託料、地域

振興券発行事業委託料の267万6,000円についても１名の人件費、97ページの13節委託料の体験

交流センターパワーアップ事業委託料の1,069万6,000円でも２名雇用の人件費との説明があっ

たようにお聞きしましたが、契約はどのようになるのでしょうか、お聞かせください。 

 以上について、答弁をお願いします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 51ページの15節工事請負費に関しまして、無線局の開設には資格を持った職員の配置が必要

ではないかという趣旨の御質疑だったと思います。この件に関しましては、まず防災行政無線

につきましては、御案内のとおり、市町村が行う防災行政無線であっても、総務大臣に申請し

てまず免許、といいますのは無線局の開設の免許、これをまず総務大臣に行わなければなりま

せん。それとともに、それを利用するに当たりましては一定の資格を持った無線従事者の配置

が必要となります。もちろん無線局の開設に当たりましては、電波法の規定によりましてこの

国の交付決定をいただきましたら、工事の着手とともに並行して免許の申請をいたします。現

在の移動系の無線とは別の免許が必要となります。 

 それから、無線従事者のほうですけれども、無線従事者は防災行政無線の従来の移動系のほ

うにも当然必要でございましたので、現在、総務課の防災班の職員を含めまして、これに必要

な第３級陸上特殊無線技士の以上の資格を持った職員が庁内に４名おりますので、それらの者

で条件を満たしているということとなっておりまして、今回にとって新たな取得は必要とない

ということになります。同じ免許で対応が可能ということになっております。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） 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） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 説明が不十分で申しわけございませんでした。 

 50ページのジオパーク推進事業の委託料でございますが、これの契約につきましては、ジオ

パーク推進事業委託ということで委託する予定でございまして、内容としましては、マスター

講座の開催とか、各サイト別のパンフレットをつくったりということになってきます。事業を

委託するという形で、その中に４人分の専門員の必要であろうということで賃金分を織り込ん

でいるということでございます。 

 それと、インフォメーションセンターにつきましても、これは観光協会のほうにインフォメ

ーションセンター運営事業ということで委託する予定でして、周辺の御案内とかガイドさんの

手配とかいただくための賃金が２名分織り込まれているということでございます。以上でござ

います。 
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○議長（林 竹松君） 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） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 予算書の96ページの２目の13節委託料の地域振興券発行事業委託料と、97ページの３目の委

託料、海洋深層水体験交流センターパワーアップ事業の委託料の関係でございますが、まず地

域振興券発行事業委託業務につきましては、高知県の緊急雇用創出事業の基金事業を活用して

事業を実施します。室戸市商工会と委託契約を締結する予定であります。その契約書の中では

新規雇用者が失業者であることとか、予定されている新規雇用者の人件費の割合が総事業費の

２分の１以上であることなどを要件として契約を締結するようにしております。 

 それと、室戸海洋深層水体験交流センターパワーアップ事業につきましては、これは高知県

の産業振興推進ふるさと雇用事業、この事業を活用して行う事業者を対象としておりまして、

この契約書の中では予定されている新規雇用者の人件費の割合が総事業費の２分の１以上であ

ることなどを委託要件として事業を実施する株式会社創裕さんと締結する予定となっておりま

す。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。上野祥司君。 

 はっきりと手を挙げてください。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。本議案に関して質疑いたします。 

 まず、予算書の45ページ、２款１項６目13節の委託料、市民満足度調査委託料についてでご

ざいます。 

 平成20年に市民満足度調査というのをたしか実施されたと思います。回収率が34.6％という

ことだったと思いますが、回収率が低い、それからわからない等の回答が多いというようなこ

とに対して、前回の反省はどのようにされたかお伺いします。 

 ２点目、前回の調査結果はその後どのように生かされたのか、お伺いします。二、三の実例

を挙げていただいたら非常にありがたいと思います。 

 それから３点目、前回と同じような設問で実施されるのでしょうか、お伺いいたします。 

 それから次、51ページ、防災行政無線、２款１項14目の主に15節防災行政無線整備工事費に

係る部分になりますが、公民館、各出張所からも放送可能ということですが、流す情報はどこ

ら辺までを考えておられるのか、基本的に。実は、地域に常会等が設置した放送施設がありま

すが、そこの老朽化等との兼ね合いもございますので、大体どこら辺までの情報を流すことに

されているかお伺いいたします。それから、83基の屋外子局を設置するということでございま

すが、前のブロードバンド整備のときに防災行政無線は別仕立てにしたいというような説明が

ございました。そのときに双方向、つまり現地からも情報を本部なりに流すことが可能という

ふうにお聞きしておりますが、83基の子局全部から流せるんでしょうか。その２点お伺いいた

します。 

 それと、65ページ、３款１項４目13節委託料、高齢者生活支援事業委託料に関してです。高
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齢者生活支援事業というのは外出支援と買い物サービスの二本立てというふうにお聞きしてお

りますが、支援事業の内容ですね。特に地区が限定されている、そのほかの地区はどうするの

か。それから、特に外出支援に関しましては、公共交通の利用客を奪うおそれがあるのではな

いかと思いますが、そこら辺のこと。それから、買い物サービスで、利用者と運営者間のお金

のやりとりが発生します、そこら辺のこと。それからもう一つは、住民が電話等で予約はする

というようなことでしたが、仮にそのサービスを利用したいというようなことになりますと、

事前に申請が必要なのかどうか。それから、今年度ぐらいまでやったと思いますが、移動販売

者に対する補助がありました。移動販売の実績等がわかればお願いいたします。それから

……。 

○議長（林 竹松君） 上野議員、大綱質疑とちょっとずれていっておりますから、移動販売

とかそういった議案はないですので、注意してください。 

○７番（上野祥司君）（続） はい、済みません。 

 それから、113ページ、８款１項３目委託料、水門管理ほか委託料。消防分団のほうへ委託

ということでしたが、昨年の大震災以降、消防分団員の生命の安全を守るちゃいうようなこと

がずっと話し合われてきておりますが、これは平常時ということでしょうか、そこら辺のこと

をお伺いいたします。 

 それと、次のページ、114ページ、８款１項４目18節、小型ポンプ５台を分団用にというこ

とでしたが、これは配布先、行き先が決まっているのでしょうか。以上、お伺いいたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 上野議員さんにお答えいたします。 

 51ページ、２款１項14目15節の防災行政無線工事費に関する御質疑にお答えいたします。 

 まず、その防災行政無線として流す情報の範囲と申しましょうか、どういう情報までこの施

設を使って放送をするのかという趣旨の御質疑だったと思いますけれども、まず防災行政無線

と申しますのは、その名のとおりと申しましょうか、災害時やあるいは災害発生のおそれがあ

るような場合……。 

○議長（林 竹松君） 静粛にしてください。 

○総務課長（久保信介君）（続） などに、津波警報などの気象情報や避難勧告などこの災害

情報についてお知らせするほか、一方では各種の健診などのお知らせとか、選挙のときには選

挙に行きましょうとかという呼びかけなど、行政情報の提供などもその目的としております。

それで、そうした情報を随時お知らせしていくわけですが、その内容等につきましては、ある

いは具体的な運用につきましては、これから防災行政無線運用規程とか運用細則とかといった

ことで決めていくことになるかと思いますけれども、一定の地域内の公共性のあると認められ

るようなものにつきましては、そうした細則の中で一定の基準を設けて対応できるような形を

検討してまいりたいと考えております。 
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 それから、その83局のうち、双方向機能を持つ局がどのくらいあるのか、全部なのかとの点

につきましては、現在83の屋外子局、これは拡声器のついたものと中継をする機能のものもあ

るんですが、このうち、全部もちろん双方向にすればよろしいんですけれども、機能として持

たすと相当費用もかさんでまいりまして、現在のところは各地の集会所近辺とか避難所近辺と

かの全体の30％程度の、83のうち、数で申しますと24カ所程度で双方向ができる機能を持たせ

たものを設置したいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） お答えいたします。 

 45ページの市民満足度調査の委託料のことですが、１点目の回収率が低かったり、わからな

い内容があったりで、どういう反省しておるかと、これですけれども、一応回収率は前回20年

のときは34.6％ということで低いですけれども、いろんな回収率の中ではそれほど低いとは思

ってないんですが、できる限り回収率は高めていかなければならないということで、事前のＰ

Ｒとかわかりやすくするとか、シンプルにするとかというふうなところで、できる限りそうい

うふうな形に検討いたします。 

 それから、済みません、３点目を先に言いますと、それと絡みまして前回と同じ項目でやる

のかということなんですが、余り変えますとやはり前回と比べにくくなりますので、先ほど言

いましたように、シンプルな形にはしますけれども、できる限りその中でやっていきたいとい

うふうには思っております。 

 それから、前回の調査結果をどのように生かしたかということなんですけれども、私が当初

予算を説明する段階のときに市長が施政方針であるとか、それから提案理由の説明などでこう

いう方向でいろいろやっていくという内容が大きく出ておりましたけれども、20年の満足度調

査の中で満足感が薄いといいますか、そういうものであったものが大体市道整備とか企業誘

致、働く場所がない、それから交通問題、防災、病院などが満足度が低うございました。こう

いうものについては、防災対策はことしも当初予算で例年の３倍ぐらいの予算を組んでおりま

すし、市道整備なんかにつきましては市長の方も年々、今回も１億7,000万円ぐらいでした

か、大きな工事費を上げております。あと、それぞれ先ほど言いましたものにつきましてもで

きる限りの努力をいたしておりますので、御理解いただきたいと思います。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 上野議員さんの質疑にお答えいたします。 

 65ページの13節の委託料ですけれども、地域のほかへ広げれないかということですけれど

も、最初、現地のほうで説明も行っていきますけれども、最初はどうしても限定で入っていき

ますけれども、そのやり方次第によっては地域の拡大もしていきたいというふうに考えており

ます。 
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 それから、外出支援をするときに、公共輸送の関係ですかね、に奪いやしないかということ

ですけれども、それは、今までもこれやってきました、今まではデマンドバスとかやっており

ましたけれども、利用客がなかったということもありますので、とにかく75歳以上と限定をい

たしておりますけれども、やっていく中でそういうこともできればまた協議をしていきたいと

思っております。 

 それから、お金のやりとり云々のところでございますけれども、これは、一応本人と会っ

て、品物のパンフレットみたいなものをつくりまして、それを見せてこれが欲しいと言うた

ら、これは何ぼぞねということで金額をいただいて、次の日とかその日に配送するというよう

な形をとっていきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、現地へ入っていきますと多分いろんな要望が出てまいると思いま

すので、それに柔軟に対応していきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保消防長。 

○消防長（久保重章君） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 予算書の113ページ、３目の13節委託料についてでございます。水門管理についてでありま

すが、昨年の10月に県の方針といたしまして、津波等に対しては水門の開閉はもう行わないと

いった方針が示されておりまして、平常時のみならず台風等の予報等が発令された場合には、

水門、陸閘の開閉をお願いするといったことの委託料でございます。基本的にはもう津波では

開閉は行わない、近寄らないといった方針でございます。 

 次に、114ページの４目18節ですか、備品購入費の小型ポンプの配布先についてでございま

す。市内には分団が10分団ございますが、５台の購入ということでございまして、今後分団長

会等の開催を行いまして、その中で配布先の協議をしてまいるつもりでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（林 竹松君） 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。24年度当初一般会計予算に対して質疑を行います。 

 まず、当初予算書の一般会計予算書の26ページをお願いします。 

 この中で14款２項５目１節ですが、商工費県補助金の中で、雇用に関する事業が６事業載っ

ています、右側の金額の入っている部分で。その中で、高知県地域人材育成事業補助金と、高

知県市町村消費者行政活性化事業補助金を除いた雇用関係の現状をどのように計画を立ててい

るのかちょっとお伺いします。まず、その市の委託業務に係る部分で、ふるさと雇用何名、緊

急雇用何名、それから一般事業所のほうでふるさと雇用何名、緊急雇用何名という計画で、こ

ういう金額になっているのかお伺いします。 

 それから同じく26ページで、これはこの中にまとめて各課の緊急雇用、ふるさと雇用が入っ

てますので、各課ごとの款項目はちょっと説明できませんので、まとめた部分でお伺いをしま

す。 
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 この多くの緊急雇用、ふるさと雇用を利用した業務を各課が展開、委託業務の中でしており

ますけれども、それだけ人員が必要だということは、この制度がなくなればどうするかという

ことにもなろうかと思います。緊急雇用、ふるさと雇用を雇って業務をしなくてはならない業

務量があるわけですから、業務縮小はできないと思いますが、根本的にそういったことに対処

できる、この事業がなくなればですわね、そういうふうに退去できる準備はできているのかど

うかお伺いします。 

 それから、23年度ふるさと事業では９事業で17名程度ふるさと雇用事業で利用してましたけ

ども、正規に採用されたのはたったの２名ということです。それで、24年度もふるさと雇用制

度、緊急雇用で計画をされておりますが、その制度で正規雇用に向けて働きかける必要があろ

うかと思います。ということから、本来この制度の趣旨を生かした正規雇用につなげていくと

いう機運がなければ余りこの制度を使わないほうがいいのではないかというふうに思います

が、そういった機運に立ち入った景気雇用計画なのかどうか、お伺いをします。 

 それから同じく……。 

○議長（林 竹松君） 山本議員、簡潔に。 

○１０番（山本賢誓君）（続） はい、わかってます。次に行きます。 

○議長（林 竹松君） 一般質問にならないように質疑をお願いいたします。 

○１０番（山本賢誓君）（続） はい、わかりました。 

 それと、市長が説明された当初予算案説明資料の10ページの中で、高知県産業振興推進ふる

さと雇用事業は、事業費として6,126万9,000円と、この中で３分の２補助ということですので

残りの３分の１が市の持ち出し、３分の２の補助であればこの数字6,100万円をもとにすれば

３分の２では4,084万6,000円ですけれども、当初予算書のページ26では4,304万7,000円となっ

ております。ここで差額が220万1,000円というものが出てきてますが、この違いを説明してい

ただきたいと思います。 

 それからページ45、２款１項６目企画費、この中で集落再生事業というやつは、これは７節

の事務賃金の中へ入ってますかね。企画財政課長、そう。 

 その中でこれも継続事業ですが、本年度は市内のどの地域で何カ所ぐらいの説明会というこ

とを計画されているのか、それとも地域に出向くということではなくて、要望があった箇所に

出向くというようなことなのかお伺いします。 

 それから、この取り組みが地元と協議の上進んでいくようになれば、取り組みそのものは企

画財政課だけで対応していくのかどうか、お伺いします。 

○議長（林 竹松君） 山本議員。恐れ入りますが、一般質問のようになってきておりますの

で……。 

○１０番（山本賢誓君）（続） 事業をどのように取り組むかって聞くのは大綱でえいと

……。 
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○議長（林 竹松君） 一般質問になっていきよりますので注意してください。 

○１０番（山本賢誓君）（続） いきよったらまたとめてください。はい。 

 次、50ページをお願いします。これはたわいなことですけども、２の１の13の13節でビジタ

ーセンター観光推進事業委託料というのがあります、これはキラメッセ鯨館の部分だと思いま

すが、あそこの看板に、ビジターセンターっていう看板があって、クエスチョンマークがある

わけですよ。この事業委託しゆう中で事業を展開していくわけですから、予算書に関係のある

ことですけども、あのクエスチョンマークの意味をひとつ教えていただきたい。 

 次に65ページをお願いします。３の１の４の13節、老人福祉費の中の委託料です。これはき

のうの説明の中で、先ほどの議員さんも説明を求めておりましたが、中山間の外出支援及び日

用品等の買い物サービスということです。これは室戸市内全域ということであると思います

が、市内の何部落数を対象なのか。例えば、羽根川流域なら、どこから奥、どこを境に実施す

るのかということと、実施地域の対象者数をどのように算出されているのかお伺いします。 

 それから、ページ93、５款３項２目の16節原材料費です。きのう川邊農林水産課長の説明

で、ヒラメを海へ放流するということを初めて知りましたけれども、この事業は何年ぐらい継

続しているのかと。それからまた、放流場所ですね。どこの海、どこの周辺かということと、

その効果です、効果。それとあわせて、このヒラメの各漁協の水揚げ高を教えていただきたい

と思います。以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 45ページの７の賃金の集落再生事業の関係のことなんですが、私どもが対象にしている地域

が35集落ございます。そのうちで、平成23年度には６集落をモデル地区といたしまして現在入

っていっております。今後どうするかということなんですけれども、現在のところ、今入って

いって始めたところですので、それの方向性ともいいますか、流れに乗りましたら次のほかの

地区へも順次入っていくようにしております。それから、集落自体を一つの集落を１事業とし

てとらえてなくて、ひょっとしたらそれが広がっていく、例えば隣の集落と一緒になっていく

とか、それは集落の方々とのお話し合いをしながら進めていきたいなと思っております。 

 それから、企画だけでやるのかというお話なんですけれども、高知県の集落支援員さん、そ

れから高知県の各、例えば農業振興センターとか、いろんなまず県の関係出先、それからもち

ろん役所の中の農林水産課、それから保健介護課さんとも、今はまだ企画が中心に入っていっ

ておりますが、内に入っていきますとやっぱりそれぞれの課が担当するものもございますの

で、それにつきましては一緒に対応してまいります。 

 それからもう一点、予算編成上の話もございましたので、26ページのふるさと雇用と10ペー

ジの補助金が３分の２なのに200万円ぐらい合わないということを、予算編成上のことであり

ますのでちょっと私のほうから答弁させていただきます。 
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 このふるさと雇用の中で、委託でやるものと補助でやるものがございまして、今おっしゃる

のは補助の分で地元、例えば補助ですので実施主体が地元分として６分の１を見ることになっ

ておるんですよ。ですので、この予算の中に入っておるのは６分の５分でございます。全体が

６分の６といたしましたら、３分の２の補助事業でございますので、６分の４については見て

もらいますわね。 

 だから６分の１は入ってないんで、高率の補助になっておるわけですね。ですから、５のう

ちの４を80％で市の中では入っておると、この予算の全体の中ではですね。ですので、若干そ

の分200万円分が上回っておるということになります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 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） 山本議員さんにお答えいたします。 

 ふるさと雇用等での雇用者の人数につきましてでございますが、まずはふるさと雇用の平成

24年度の計画でいきますと、９事業で17名、それと緊急雇用の部分になりますが、その中の重

点分野の部分につきましては１事業の、済みませんこれ延べになりますけど24名の雇用。それ

と、人材育成につきましては１事業で１名、それと震災対応につきましては18事業で25名の雇

用を予定しております。 

 そのふるさと雇用の正規雇用者数との関係でございますが、まずこの事業につきましては平

成21年から23年度まで３年間の事業で当初国の事業で実施をしておりました。しかし、23年度

に取りかかった事業につきましては、24年度についても認めるということで、９事業のうち２

つの事業が国の事業を使って24年度も事業を行うようになってます。残りの７事業につきまし

ては、今度県のほうが新たに創設しました高知県の産業振興推進ふるさと雇用事業、これに引

き続いて雇用していただけると、事業の対象にしていただけるということになりましたので、

残りの方につきましては、この事業を活用して引き続き26年度末までこの事業が続きますの

で、その間は雇用していただけるものと思っております。この事業が終了してから後の雇用に

つきましては、まだ３年間も期間がありますのでその期間の中で企業さんにも努力していただ

いて、事業終了後は正規職員として雇用していただけるよう、市といたしましても要望なり指

導なりを行っていきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 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） 山本議員さんにお答えいたします。 

 先ほどのビジターセンターのクエスチョンマークのことについてでございますが、ビジター

センターの施設の持つ機能を記号化したものでございまして、クエスチョンマークとは、問い

合わせ機能をあらわしたものでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんにお答えします。 

 93ページ、５款３項２目の16節原材料です。平成24年度はヒラメの放流を予定しております



－146－ 

が、24年が久しぶりに開始ということになります。昨年まではイサギを放流しております。事

業としては、岬を挟んで東側と西側とを交互にイサギの放流という形になっております。場所

としては、昨年度が東側でしたので、ことしは西側の海岸のほうでヒラメを放流しようという

目標を持っております。なぜヒラメにしたかということになりますと、イサギは効果がどうも

見えにくいということと、東で放流すると大敷へ入ると……。 

（「何を言いゆうんや」と呼ぶ者あり） 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君）（続） ということで、ヒラメのほうが

という形になっております。前のヒラメのほうは、平成19年度まで実施しておりまして、水揚

げが８カ所で２トンほどの水揚げになっているようです。 

 放流場所なんですが、一応海岸としては８カ所ありまして、西と東になりますが、平成24年

度は西のほうの海岸で、羽根海岸、吉良川、室戸岬という形になっていきます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 山本議員さんの質疑にお答えいたします。 

 65ページの高齢者生活支援事業についてでございます。地区別ということで、個別に例えば

佐喜浜でしたら、立花、中尾、小山となってますけど、それぞれ人数を、佐喜浜やったら佐喜

浜地区何人で構いませんか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○保健介護課長（山本 勉君）（続） はい。佐喜浜につきましては、立花、中尾、小山とな

っておりまして32名です。吉良川につきましては、川長、日南、大平、長者野、古矢、釣の

口、中の川、珍地、磯原、長野、西地、合計で190名です。それから、羽根につきましては、

中尾、太田、平山、枦山、黒見、中山、それから中川内で70名です。室戸岬が椎名、三津、高

岡で365名。室戸地区で河内、大久保、長野、それから元の、奥郷、崎山で81名。合計で738名

の区分けになってます。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君。 

 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） 山本２回目の質疑を行います。 

 今お答えいただいた分、老人福祉費の分ですが、当初予算の説明のときに、年金支給条例と

いうのを廃止するかわりに、そのかわりにこの制度をやるということでしたけれども、今の答

弁聞いたら、全市的に町のほうもかなり入るということ、人数的には年金部分よりもはるかに

対処数は多いということね。 

 それから、ヒラメの件です。23年度が東側、24年度が西側ということですが、そもそもヒラ

メが室戸市の海岸に生息に適しているというような調査報告というか、そういうものはありま

すか。 

 それと、あと一つはこれは希望ということになりますが、企画財政課の取り組みにはぜひ、
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非常にいい取り組みだと思いますので、各課と連携した取り組みをしていただきたいというこ

とで、２回目の質疑を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんに２回目の質問にお答え

いたします。 

 ヒラメということですが、なぜヒラメに決めたかという形のことでいいですかね。 

（「生息に適しているかと」と呼ぶ者あり） 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君）（続） 室戸の海岸のほうで、砂浜の関

係といいますと、ある程度あります。大敷なんかで聞きますと、大敷のほうにもときにヒラメ

が上がってくるという話のことで、イサギよりはまだましやと。それと、魚種としてはほかに

県内で養殖している魚種がないんですよ。イサギはことしからやめましたので、ほんでヒラメ

のほうに転換したという形になっております。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

 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） ３回目の質疑をいたします。 

 ヒラメの放流は、将来の効果を求めてということでありますので、継続してやっていくだろ

うと思います。数量がわずかですので、平成18年ごろに議会では、余りにも漁獲高が少ないの

で、ヒラメの子はどこへ行ったんでしょうというふうにこの場でもありましたが、そういう効

果を求めていく調査、追跡調査ですね、前はしてましたき、各漁協で。そういう追跡調査もし

ながら効果を確認していくというふうなことも考えておられますかどうか。以上で３回目を終

わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんに３回目の質問にお答え

します。 

 ヒラメの追跡調査ということですが、漁協のほうと、一応漁協のほうに放流しますので、漁

協のほうと何がしの量は上がってきゆうかという、量ですね、漁業者が釣ってきゆうという話

のことは調べます。ただ、放流したものがどういう、その放流したものが釣られてるかどうか

っていうのはちょっとなかなか難しいとは思いますが、量的には追っかけることができますの

で、また効果を見てみます。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋。１点だけお聞きをしたいと思います。 

 51ページ、２款１項14目防災対策費の中の15節工事請負費で、この防災行政無線の建設工事

を行うに当たって、防災行政無線が届かないところについては光ケーブルで対応するというふ

うにお聞きをしておりますけれども、この地図がようわからんきん、こまいきわかりませんけ
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んど、元川の奥の東郷とか、それから奥郷とか吉良川の西の川の奥の畑古矢というところまで

光ケーブルが届いておりますか。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 ２款１項14目の防災対策費の工事請負費に関しまして、まずこの防災行政無線は、当然対象

は市内全域としておりますが、やはりどうしても山の陰になったりして、電波が十分届きにく

い箇所がどうしても出てまいります。そうしたところには、先ほどもお話がございましたよう

に、光ケーブルを使ったものと、もしくは電波の届くところでも、１軒２軒だけが少しだけ陰

になるといった場合には、個別の受信機、ラジオのようなものですけども、そうしたもので補

完をしていく考えでおります。 

 御質疑の光ケーブルにつきましては、整備時に市内全域をカバーするということで、人家の

あるところにはすべて線が通っておりますので、対応可能と考えております。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            午後０時４分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第２、議案第22号平成24年度室戸市国民健康保険事業特別

会計予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時０分 休憩 

            午後１時32分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第３、議案第23号平成24年度室戸市介護認定審査会運営事

業特別会計予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時33分 休憩 

            午後１時36分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第４、議案第24号平成24年度室戸市介護保険事業特別会計

予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時36分 休憩 

            午後１時52分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第５、議案第25号平成24年度室戸市海洋深層水給水事業特

別会計予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。中西商工観光深層水課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時52分 休憩 

            午後１時58分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 本案の付託は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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第６、議案第26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予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。久保福祉事務所長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時58分 休憩 

            午後２時２分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第７、議案第27号平成24年度室戸市後期高齢者医療事業特

別会計予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時２分 休憩 

            午後２時11分 再開 

○議長（林 竹松君） 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。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。本議案につき質疑いたします。 

 後期高齢者の保険料の値上げということでございますが、3,302名の方、後期高齢者対象者

なんですが、見込みとして1,128万8,000円の増、保険料が上がるということですよね。 

 ページ数95ページの１款１項の１目特別徴収保険料が本年度１億1,676万4,000円で、前年度

比482万8,000円、次の２目の普通徴収保険料が4,920万6,000円と前年度比646万円。対象者が

少ない割には比率が高いということでしょうか。その辺を１人当たり大体どれくらい上がった
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のかということをお聞きしたいと思います。 

 それと、特別徴収と普通徴収でどうして金額の増が違うのかということです。済みません。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。川上市民課長。 

○市民課長（川上建司君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 前段で御説明させていただいたように、２年ごとの改定ということで広域連合の保険料の改

定がなされました。先ほどの議員さんの御質疑の中にありましたように、普通徴収と特別徴収

の中で、それぞれ482万8,000円、それと646万円の増加ということで、これは広域のほうで試

算をしていただいた金額を計上させていただいておりますが、全体で１億6,562万3,000円に合

計としてはなってまいります。それを被保険者の見込みであります3,302人で割りますと、１

人当たりで単純に割りますと3,418円の増額ということになっております。 

 確かに議員さん御指摘のように、特徴の対象者が70.5％でございますので、割合からすると

特徴の被保険者のほうが増加をしないといけないというふうに思いますが、そこら辺は所得と

か、年金のほうはほとんど所得として算定をされないので、所得割がかかりません、ほとんど

の方がかからないようになりますので、そこら辺のところでやっぱり特徴の人については増加

割合が少ないと、そういったことだと思います。よろしいですか。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第８、議案第28号平成24年度室戸市水道事業会計予算につ

いてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。中山水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時16分 休憩 

            午後２時40分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第９、議案第29号市道路線の認定についてを議題といたし
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ます。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時41分 休憩 

            午後２時42分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第10、議案第30号市道路線の認定についてを議題といたし

ます。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時43分 休憩 

            午後２時45分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第11、議案第31号市道路線の変更についてを議題といたし

ます。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時45分 休憩 

            午後２時47分 再開 

○議長（林 竹松君） 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。 



－153－ 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第12、議案第32号市道路線の変更についてを議題といたし

ます。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時48分 休憩 

            午後２時49分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第13、議案第33号市道路線の変更についてを議題といたし

ます。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時50分 休憩 

            午後２時51分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第14、議案第34号市道路線の変更についてを議題といたし

ます。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午後２時51分 休憩 

            午後２時53分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第15、議案第35号市道路線の変更についてを議題といたし

ます。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時53分 休憩 

            午後２時55分 再開 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第16、議案第36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。 

 執行部からの補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時56分 休憩 

            午後２時58分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議題となっております議案第36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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、議案第36号につきましては委員会付
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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〕 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第17、議案第37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。 

 執行部からの補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時59分 休憩 

            午後３時１分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議題となっております議案第37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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、議案第37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〕 

○議長（林 竹松君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 昨日から行われました、議案第１号から議案第35号まで、以上35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。 

 お諮りをいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、３月８日から３月20日まで13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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、３月８日から３月20日まで13日間休

会することに決しました。 

 ３月８日から３月20日まで13日間休会いたします。 

 ３月21日は午前10時から会議を開きますので、御参集をお願いをいたします。 
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 本日はこれにて散会をいたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後３時５分 散会 


