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平成２４年３月第１回室戸市議会定例会会議録（第５号） 

 

１．日 時  平成２４年３月２１日（水） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 北 岡 幸 男    ２番 亀 井 賢 夫    ３番 柳 原 只 雄 

  ４番 小 椋 利 廣    ５番 脇 本 健 樹    ６番 久 保 八太雄 

  ７番 上 野 祥 司    ８番 濱 口 太 作    ９番 米 澤 善 吾 

  10番 山 本 賢 誓    11番 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美 

  13番 町 田 又 一    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  田 渕 正 量 

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     企画財政課長補佐  小 松 達 也 

  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１号 室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例の一部改正につい

て 

       議案第２号 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例

の一部改正について 

       議案第３号 室戸市職員の旅費に関する条例の一部改正について 
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       議案第４号 室戸市税条例等の一部改正について 

       議案第５号 室戸市土地開発基金条例の廃止について 

       議案第６号 室戸市住宅新築資金等貸付事業基金の設置及び処分に関する条例

の一部改正について 

       議案第７号 室戸市大学入学準備金貸与条例の制定について 

       議案第10号 室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について 

       議案第11号 室戸市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正

について 

       議案第12号 室戸市立公民館設置及び管理条例の一部改正について 

       議案第13号 室戸市立市民図書館設置条例の一部改正について 

       議案第15号 室戸市消防手数料徴収条例の一部改正について 

       議案第16号 平成23年度室戸市一般会計第４回補正予算について 

       議案第18号 平成23年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計第２回補正予

算について 

       議案第21号 平成24年度室戸市一般会計予算について 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 議案第８号 室戸市介護保険条例の一部改正について 

       議案第９号 室戸市敬老年金支給条例の廃止について 

       議案第14号 室戸市水道給水条例の一部改正について 

       議案第17号 平成23年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４回補正予算につ

いて 

       議案第19号 平成23年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算について 

       議案第20号 平成23年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第２回補正予算に

ついて 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第29号 市道路線の認定について 

       議案第30号 市道路線の認定について 
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       議案第31号 市道路線の変更について 

       議案第32号 市道路線の変更について 

       議案第33号 市道路線の変更について 

       議案第34号 市道路線の変更について 

       議案第35号 市道路線の変更について 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 議案第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４ 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 

  日程第５ 各常任委員会委員の選任について 

  日程第６ 議会運営委員会委員の選任について 

  日程第７ 芸東衛生組合議会議員の選挙について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第７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。 

 なお、執行部から、萩野企画財政課長が病気療養のため、欠席届が出ております。かわりま

して、小松企画財政課長補佐が出席をいたしております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 日程第１、議案第１号室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例

の一部改正についてから議案第21号平成24年度室戸市一般会計予算についてまで、以上15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。久保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（久保八太雄君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております議案第１号から議案第21号まで、以上15件につきましては、

今期定例会において当委員会へ付託されたものであります。 

 委員会といたしましては、３月８日、９日に委員会を開き、執行部の出席を求め審査を行い

ました。 

 審査の経過及び結果については次のとおりであります。 

 まず、議案第１号室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例の一部改正についてであり

ます。 

 執行部の説明の後、委員より、使用料を300円値上げする基準になるものはあるかとの質疑

があり、執行部より、22年度の実績を参考にした場合、維持管理費だけであれば使用料を

1,000円にすると収支のバランスがとれ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２号室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改

正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、人権教育推進員と広報編集員の現在の人数と通勤距離が片道

40キロメートルに相当する方の有無について質疑があり、執行部より、人権教育推進員につい

ては現在はいない、広報編集員は１名であり、通勤距離が片道40キロメートルに相当する方は
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いないとの答弁がありました。 

 次に、ほかにもまだ特別職の非常勤の職員はいるが、通勤費を出す出さないの基準は何かと

の質疑があり、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別表第１に

列挙されている職のうち、月額報酬でその服務が一般職の職員の４分の３程度、週のうちおお

むね４日程度勤務する方だけを現在支給対象として考えているとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３号室戸市職員の旅費に関する条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、日当を廃止することによって年間200万円の経費削減ができ

るということだが、職員も特別職も給料等の削減は今までに行ってきている。せめてこれぐら

いのものは据え置きにするという考え方になぜ立てないのかとの質疑があり、執行部より、前

回の集中改革プランから今度の新行財政改革プランに至るまでの間に、まだ新たにもっと経費

の節減ができるところはありはしないかという中で、一つの案としてこの旅費のうちの日当と

いうことが上がってきたとの答弁がありました。 

 また、日当を廃止することは出張する職員の過大な負担にならないかとの質疑があり、食事

はどこにいてもとらなければならないということと、旅費の実費分は支給するので持ち出しに

なる部分は基本的にないと解釈している、過大な負担ということにはつながらないと考えてい

るとの答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４号室戸市税条例等の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、平成26年度から平成35年度まで個人の市民税に500円加算す

るということだが、この金額の根拠はとの質疑があり、執行部より、地方税法で定められた金

額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５号室戸市土地開発基金条例の廃止についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第６号室戸市住宅新築資金等貸付事業基金の設置及び処分に関する条例の一部改

正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、特別会計から一般会計に改めるということだが、所管はどこ

になるのかとの質疑があり、執行部より、４月からは滞納整理課のほうに所管がえになると聞

い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７号室戸市大学入学準備金貸与条例の制定についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき
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ものと決しました。 

 次に、議案第10号室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第11号室戸市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について

であります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第12号室戸市立公民館設置及び管理条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、条例の改正に及んだ理由について質疑があり、執行部より、

第２次地域主権改革一括法による社会教育法の一部改正に伴うもの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13号室戸市立市民図書館設置条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第15号室戸市消防手数料徴収条例の一部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第16号平成23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、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、今回の補正の減額分は全体で幾らかとの質疑があり、執行部

より、約４億円であるとの答弁がありました。 

 また、12月の時点で確定しており減額できるものは12月補正で落としていけば、それを他の

財源として使用できるのではないかとの質疑があり、12月の補正予算時に各課に内容を精査し

てきてほしいと指示はしているが、来年はより一層そういう趣旨も含めて指示するようにする

との答弁がありました。 

 次に、室戸市コミュニティ施設整備事業補助金500万円減額の理由について質疑があり、テ

レビ中継所の取り壊しを予定していたが、実施主体の地元での話がまとまらず、今年度の実施

が不可能になったことによる減額であるとの答弁がありました。 

 次に、室戸市生活バス路線運行維持費補助金の額の算出方法や年々補助額が上がっている理

由について質疑があり、基本的には経費から国庫補助金を差し引いた金額を安芸市から東洋町

までの沿線市町村で負担することになっており、距離などによって負担割合が決まる。補助額

が上がっているのは、バスの利用人員も減っており、この５年間で運行収入が約10％以上減っ
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ているが、経費は変わらないためであるとの答弁がありました。 

 次に、総務課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、高知県交流職員負担金について質疑があり、執行部より、県

からの人事交流職員１名分の年間負担分確定額との差額の補正であるとの答弁がありました。 

 次に、滞納整理課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、滞納整理処分費の弁護士委託料ほかが147万円の減額になっ

ているが、訴訟に至るものがなかったのかとの質疑があり、執行部より、今年度滞納整理課に

移管されたケースは５件であり、４件が分納で１件は追加抵当について協議中であり、訴訟の

ケースはなかったとの答弁がありました。 

 次にジオパーク推進課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、室戸ジオパーク案内看板設置ほか委託料を1,680万9,000円減

額ということだが、これはもともと総額で幾らだったのか、また内容はとの質疑があり、執行

部より、予算ベースで2,400万円であり、事業内容は案内板17、誘導板16、説明板５、合計

38件の設置であるとの答弁がありました。 

 次に、人権啓発課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金１億100万円、これ

は赤字解消のためのものだと思うが、住貸会計はもう締めたのかとの質疑があり、執行部よ

り、まだ締めていない、５月31日で確定するが、従来の収納率を見込んで計上したものである

との答弁がありました。 

 次に農林水産課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、室戸市農業活性化推進協議会委員ほか報償費が減額になった

理由について質疑があり、執行部より、委員の中でも農協や農業共済の職員は無償で出席して

いただくようになったことと、開催回数が少なかったことによるものであるとの答弁がありま

した。 

 次に、漁業近代化資金利子補給補助金、信用事業統合促進資金利子補給補助金の平成23年度

の該当件数と据置期間、償還期間について質疑があり、執行部より、漁業近代化資金利子補給

補助金の個人漁船リース事業は４件、据置期間２年、償還期間５年、漁協施設工事は１件、据

置期間半年、償還期間５年である。信用事業統合促進資金利子補給補助金は１件、据置期間１

年、償還期間10年であるとの答弁がありました。 

 次に、生涯学習課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、放課後子ども教室の講師は教員の資格を持った方かとの質疑

があり、執行部より、講師の中には教員の資格を持った方もいるとの答弁がありました。 

 選挙管理委員会事務局、財産管理課、市民課、福祉事務所、保健介護課、商工観光深層水

課、建設課、消防本部、学校保育課につきましては、特段の質疑はありませんでしたので、省
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略いたします。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第18号平成23年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計第２回補正予算につい

てであります。 

 執行部の説明の後、委員より特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第21号平成24年度室戸市一般会計予算についてであります。 

 まず、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、連結財務諸表作成支援業務委託料を組んでいるが、いつごろ

実施するのかとの質疑があり、執行部より、23年度も専門業者に委託しており、今年の３月末

までにはホームページ等で公開する予定である。23年度より24年度の予算が若干ふえているの

は、内容をいろいろと広げて公表する予定になっているためであるとの答弁がありました。 

 次に、市民満足度調査は平成20年にやっており実施の間隔が短いが、今回やる必要性はとの

質疑があり、市長は２年に１回ほど実施したいという意向を持っている。22年にも、少し形は

違うが振興計画を作成するもとになる市民アンケートを行っており、２年後ということで24年

度に実施したいと考えているとの答弁がありました。 

 また、これを市政へ反映させるのかとの質疑があり、満足度数が低いものについて取り組ん

でいきたいと考えている。この調査の内容の中でどうしても地理的条件の中において行政がタ

ッチするところかどうかという部分もあるが、できる分についてはできる限り取り組んでいき

たいという市長が意向を持っているとの答弁がありました。 

 次に、出会いのきっかけづくり事業費補助金について質疑があり、定額30万円の２件分であ

り、事業主体は公募の上決定するとの答弁がありました。 

 次に、友好都市親善団受入・派遣事業費補助金はどの団体に補助しているのか、今まで親善

団を派遣した回数はとの質疑があり、室戸市友好交流協会への補助金であり、オーストラリ

ア、ポートリンカーン市と友好都市となって今年で20周年となる。親善団の派遣は24年度で

18回目になるとの答弁がありました。 

 次に、総務課であります。 

 執行部より説明の後、委員より、あんしん見守りサービス工事費について質疑があり、執行

部より、光ケーブルを使い、75歳以上だけで構成されている世帯、身体障害者の１・２級だけ

の世帯、要介護３以上の方のみで構成されている世帯の方々が、ボタンを押せばあらかじめ登

録した方のメール等に押したことが伝わる仕組みで、24年度において新たに条件に該当する方

に対する設置工事費であるとの答弁がありました。 

 また、機器設置後の利用者の自己負担について質疑があり、機器の電気代のみが本人の自己

負担になるとの答弁がありました。 
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 次に、津波避難路整備工事費等の予算を計上しているが、24年度からは新しくできた起債の

制度で事業を行うかとの質疑があり、国庫補助等があるものは国庫補助等を導入した後、残り

は緊急防災・減災事業債を充当することになる。この起債は交付税措置があるが、その交付税

措置のされない部分を翌年度に県が交付金でくれるという制度にのっとってこの当初予算から

計上させていただいているとの答弁がありました。 

 また、県の交付金の対象事業年度について質疑があり、現在県が表明しているのは24年度と

25年度であるとの答弁がありました。 

 次に、津波避難計画を策定して、それに基づきこれから避難タワー建設等を行うに当たり、

かなり事業費が膨らんでくると思うが、これを全額起債でやるとなると公債費比率が上がって

くる。財政との絡みは大丈夫かとの質疑があり、基本的に単独事業であればこの金額、緊急防

災・減災事業債で措置することになる。事業費が多くなり、地方債現在高もふえてくる。財政

とも協議をしながら事業を進めていかなければならないと思っているが、県のほうはもう２年

間でスピード感を持ってやってもらいたいということなので、これからその辺は多少その影響

もあると思うが、そういうことを踏まえた上で津波避難対策についてはこの２年間で集中的に

やらないといけないと考えているとの答弁がありました。 

 次に、避難路整備については、今回予算計上しているところ以外にもたくさん危険地域はあ

るが、そういった場所の整備についてはいつごろになるかとの質疑があり、200以上の箇所の

整備が必要になってくるので、工事と委託料、補助金といろんな形での計画をしており、市民

の皆さんに御協力いただきながら、この２年間、スピード感を持って集中的にやらなければな

らないと考えているとの答弁がありました。 

 次に、防災行政無線は市内全域をカバーすることができるのかとの質疑があり、対象として

はもちろん全域を対象としており、できるだけ細かく屋外子局を建てていくが、どうしても電

波が届きにくい箇所が出てくる。そうしたところは戸別受信機をお配りして受信していただく

か、光ケーブルを通じてお伝えするか、この２つの方法でカバーをしたいと考えており、限り

なく100％カバーする計画であるとの答弁がありました。 

 次に、地震・津波観測監視システム陸上局舎整備設計委託料が計上されているが、これは市

が整備しなければならないのかとの質疑があり、独立行政法人海洋研究開発機構より、今回旧

室戸東中の技術棟を陸上局候補地として選定いただいたということで、防災対策に大変貢献が

できる施設だと考えまして協力することになった。施設は市の施設なので整備をするものであ

るとの答弁がありました。 

 次に、選挙管理委員会事務局であります。 

 執行部の説明の後、委員より、海区漁業調整委員会委員選挙の場合はポスターを掲示する場

所がないが、何か方法はないかとの質疑があり、執行部より、県の選管が所管する選挙になる

ので、そうしたお声を届けて公営のポスター掲示場等の設置を検討していただくよう要請して
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いくとの答弁がありました。 

 次に、財産管理課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、庁舎空調設備保守ほか委託料の内訳について質疑があり、執

行部より、委託料の内訳は、庁舎清掃警備ビル管理委託料1,018万5,000円、空調設備保守管理

委託料131万円、浄化槽保守委託料77万円、自家用電気工作物保安委託料30万3,000円、消防設

備点検委託料10万円、エレベーター保守委託料86万7,000円、自動ドア保守管理12万6,000円で

あるとの答弁がありました。 

 次に、財産管理課で管理し土地借り上げ料を支払っている学校関係の土地は、旧椎名小のほ

かにどこがあるかとの質疑があり、旧椎名小しかないとの答弁がありました。 

 次にジオパーク推進課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、拠点施設基本構想策定委員会専門委員謝礼について質疑があ

り、執行部より、専門委員の謝礼とは（仮称）歴史民俗資料館検討委員会の中に専門部会とい

うものをつくります。その部会で、例えば文化財部門を研究するなら文化財の専門家の方々も

必要に応じて入っていただくという形をとりたいと考えている。専門的な知識を持っている方

に対する謝礼であるとの答弁がありました。 

 次に、ジオパーク推進協議会の自主財源について質疑があり、服の売り上げ等の収益が33万

4,395円、龍馬賞30万円、ほかに今後イオンのワオンカードの売上金が入ってくる予定である

との答弁がありました。 

 次に、第３回日本ジオパーク全国大会室戸大会実行委員会負担金はこの全国の組織へ650万

円が支払われるということかとの質疑があり、この650万円につきましては、日本ジオパーク

全国大会室戸大会実行委員会というものをつくりまして、そこに補助金として支払う予定であ

るとの答弁がありました。 

 次に、ビジターセンター観光推進事業委託料について質疑があり、ビジターセンターには現

在専門員が行って活動をしているが、特に来年度においては日本ジオパーク全国大会室戸大会

の準備があり、専門員のかわりに常駐で説明員を置きたいと考えている。必要に応じて専門員

が出かけていくという形をとりたいと考えているとの答弁がありました。 

 次に、市民課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、後期高齢者医療保険制度の保険料が改正されるということだ

が、一人世帯の場合の平均的な上がり幅は幾らになるかとの質疑があり、執行部より、改正後

は一番低所得者で年額286円上がって年額5,179円、年金収入等が250万円の方は年額１万

6,539円上がって、年額15万2,188円の保険料になるとの答弁がありました。 

 次に、福祉事務所であります。 

 執行部の説明の後、委員より、ひとり親家庭医療助成費について質疑があり、執行部より、

本人からの申請によって助成しており、子供の対象年齢は18歳までであるとの答弁がありまし
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た。 

 次に、乳幼児医療助成費について質疑があり、今までの助成対象は就学前までであったが、

24年度には12歳まで、25年度には15歳まで年齢を引き上げるとの答弁がありました。 

 次に、児童館に一般地区と言われるところの児童の参加がなかなかないというような形態が

あるが、そのことについて啓発事業はどのようにやられておるかとの質疑があり、啓発に関し

ましては、児童館だよりを月に１回発行し、小学校のほうに配布していただいているとの答弁

がありました。 

 次に、障害者の居場所づくり推進事業委託料について質疑があり、ひまわりの建物の中のス

ペースを活用して障害者の方の集いの場をつくり、またそこで指導する方を育成していくとい

うことを緊急雇用の事業を使って行うものであるとの答弁がありました。 

 次に、中国残留邦人等生活支援扶助費の内容について質疑があり、中国残留邦人に対する生

活保護と同じような医療扶助や生活扶助であり、１名に係る予算であるとの答弁がありまし

た。 

 次に、人権啓発課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、市民館用地購入費385万円が計上されているが、佐喜浜市民

館建設から20年間のうちに財務省から一度でも佐喜浜市民館用地の借地料を請求されたことは

あったかとの質疑があり、執行部より、請求があったかどうかについては現時点では書類等で

確認できていないとの答弁がありました。 

 次に、建設から40年近くがたち、その間借地料の請求がない場合には無償で室戸市に払い下

げをしても構わないような状況ではないかとの質疑があり、弁護士に相談したが、時効取得に

はならないとの見解であった。財務事務所とは、時効について10年以上の分については借地料

を免除、建物が建っていることを考慮して用地代を２分の１に、さらにその用地代については

24年度に示される新たな評価額での価格で購入してくれればよい、借地料もそれに比例して下

がるということになっているとの答弁がありました。 

 次に、保健介護課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、シルバー人材センター事業運営費補助金500万円ということ

だが、シルバー人材センターの年間事業費は幾らかとの質疑があり、執行部より、年度によっ

て違ってくるが、約3,300万円であるとの答弁がありました。 

 次に、地域老人クラブ活動費補助金について質疑があり、現在市内に22の老人クラブがあ

る。補助金は各老人クラブの規模により、10人未満は幾ら、10人以上は幾らと、何段階かに分

けて配分しているとの答弁がありました。 

 次に、農業委員会事務局・農林水産課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、水産業振興費の放流用稚魚ほか購入費でヒラメを放流すると

いうことだが、各地区ごとに何万匹放流するのかとの質疑があり、執行部より、室戸岬から西
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の地区で１万2,500匹くらいを分けて放流するとの答弁がありました。 

 次に、商工観光深層水課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、室戸市ディープシーワールド環境保全基金繰入金400万円の

支出の内訳について質疑があり、執行部より、災害が起こった場合の修繕料194万円、維持管

理費186万円、リーフレット印刷製本費20万円であるとの答弁がありました。 

 次に、建設課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、市道維持補修工事費の額は23年度と比べてどうなっている

か、市民の要望が多いと思うが、それに十分こたえることができる予算額になっているかとの

質疑があり、執行部より、200万円ふえている、ある程度市民の要望にこたえれている金額だ

と思っているとの答弁がありました。 

 次に、生涯学習課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、奨学資金貸し付けの予定人数について質疑があり、執行部よ

り、高校５名、高等専門学校５名、短大２名、大学33名、大学院２名、合計47名の予定である

との答弁がありました。 

 次に、防災ずきん作成事業用賃借料について質疑があり、室戸岬、吉良川、羽根公民館のミ

シン借り上げ料であり、１カ所当たり５台ずつで１万5,000円の３カ所分である。つくった防

災ずきんは各保育園児に無償でお渡しすることになるとの答弁がありました。 

 次に、図書館耐震補強大規模改修工事費で、３階部分についてはどのように改修するのかと

の質疑があり、トイレを撤去するとの答弁がありました。 

 次に、室戸市人権教育研究協議会の会員数と自主財源について質疑があり、会員数は

620名、会費は年間１人当たり1,000円で62万円徴収されているとの答弁がありました。 

 会計課、滞納整理課、税務課、監査委員事務局、消防本部、学校保育課につきましては、特

段の質疑はありませんでしたので、省略いたします。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第２、議案第８号室戸市介護保険条例の一部改正について

から議案第35号市道路線の変更についてまで、以上20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。上野産業厚生委員会委員長。 
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（産業厚生委員会委員長報告） 

○産業厚生委員会委員長（上野祥司君） 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８号から議案第35号まで、以上20件については今期定

例会において当委員会に付託されたものであります。 

 委員会といたしまして、３月８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８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、介護保険料の改定ということだが、県下各市町村の状況は

どうかと質疑があり、執行部から、介護保険料の県平均は5,021円である。一番高い市町村は

越知町、次が黒潮町であり、室戸市はそれに次いで３番目に高い市町村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９号室戸市敬老年金支給条例の廃止についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、廃止する理由について質疑があり、執行部から、一律に支

給する年金制度としての個人給付は改めるべきではないか、サービスが求められているものに

転換すべきではないかとの意見もあり、平成23年３月策定の新室戸市行財政改革プランにより

敬老年金廃止の方向が示され、そのときに高齢者生活支援事業などの高齢者福祉サービスの充

実を図るということに方向性を変え、今回支給条例を廃止するものであると答弁がありまし

た。 

 次に、今まで苦労されてきた高齢者を敬うためにも何らかの制度を残すべきではないかと質

疑があり、今回いろいろな方の意見を聞く中で、一律支給ではなく、例えば米寿あるいは百歳

紀寿になったときに祝い金を支給するというようなことについて内部でも検討して、考えてみ

たいと答弁がありました。 

 次に、高齢者生活支援事業に触れ、高齢者のための事業であれば、予定対象地域の高齢者だ

けでなくその周辺地域の者、あるいは高齢者だけでなく真に福祉サービスを必要としている者

にも柔軟に対応すべきではないかと質疑があり、長寿を祝うという意味の祝い金支給とあわせ

て高齢者から要望の多い外出支援、買い物支援サービスを、今後とも拡大、充実させる方向で

取り組んでいくと答弁がありました。 

 次に、敬老年金の対象者はどれくらいいるか、また高齢者支援事業との金額面での比較はと

の質疑があり、平成24年度で85歳以上の対象者が1,013人、金額に換算すると303万9,000円、

高齢者支援事業は当初予算額で319万8,000円であると答弁がありました。 

 次に、この敬老年金支給条例の目的は、長寿を祝福し、市民の敬老思想の高揚を図り、高齢

者の福祉の増進に寄与することであるとうたわれているが、その所期の目的は達成されたのか
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と質疑があり、高齢者の福祉サービスがすべて達成されたかというと達成されていない。これ

は、今後とも高齢者の福祉サービスを継続してやっていかなければならないということである

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14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、市全体の給水戸数の状況について質疑があり、執行部か

ら、平成21年度7,780戸、平成22年度7,692戸であると答弁がありました。 

 次に、磯原地区と長野地区の追加ということだが、この地区での水道加入率はどれくらいか

と質疑があり、両地区とも全戸加入していると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第17号平成23年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４回補正予算についてであ

ります。 

 執行部から説明の後、委員から、補正後の予算額が39億円余りだが、これは県下で人口規模

が同等の市町村と比較した場合どうかと質疑があり、執行部から、本市は医療費が多く、同等

規模の団体と比べるとどうしても予算額が多い状況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19号平成23年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算についてでありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第20号平成23年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第２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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、脳ドック検診の利用者数と効果について質疑があり、執行

部から、平成22年度に対象年齢を74歳までに拡大し、本年度からは予算額を100人分から150人

分に拡大した。このように対象者を拡大し、要指導の対象者を把握した上で保健介護課と連携

しながら指導しているので、かなり効果は上がっていると答弁がありました。 

 次に、歳入で保険税の収納率について質疑があり、現年の保険税の収納率は94％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でありま

す。 
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 執行部から説明の後、委員から、認定を受けているのは何人ぐらいかと質疑があり、執行部

から、平成22年度は室戸市1,734人、東洋町381人、合計2,115人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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、督促件数はどれくらいかと質疑があり、執行部から、重複

分も入れて毎月800件ほど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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳入で海洋深層水使用料が前年度と比べ700万円余り減額

している理由について質疑があり、執行部から、水産関係の給水量が伸びているため、全体の

給水量はふえているが、企業向けの給水量が余り伸びていないためであると答弁がありまし

た。 

 次に、修繕料について、アクアファームは平成12年４月事業開始であり、ポンプ類などが古

くなったが、これくらいの金額で対応できるのかと質疑があり、給水システム保守点検委託料

で年２回点検を実施しており、その点検時にある程度対応していると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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

であります。 

 執行部から説明の後、委員から、審査会の開催状況について質疑があり、執行部から、月１

回安芸市で開催していると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、後期高齢者が人口に占める割合について質疑があり、執行

部から、平成24年度は3,302人を想定しており、割合にして20％ぐらい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28号平成24年度室戸市水道事業会計予算についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、業務の予定量で給水戸数はふえているが、年間総給水量が

減っている理由はと質疑があり、執行部から、業務の予定量については年間のうち１月分から

３月分までは前年度の実績で、４月分から12月分までは今年度の実績で算出しているためであ

ると答弁がありました。 

 次に、企業債償還金が前年度と比較して増加している理由について質疑があり、平成18年借

り入れの起債の据置期間が終了したためであると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 次に、議案第29号市道路線の認定についてから議案第35号市道路線の変更についてまでであ

ります。 

 本７案につきましては一括議題とし、執行部から説明の後、委員から、議案第30号市道西山

中尾線の認定について、この路線は市道西山線と交差、重複しているが、市道西山線の路線変

更は必要ではないのかと質疑があり、執行部から、市道西山中尾線として認定する農道を新設

するときに、市道西山線との関係部分は市道路線から除外していると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） 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（林 竹松君） 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（林 竹松君） 次に、日程第３、議案第36号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて及び日程第４、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、以上２件を一括

議題といたします。 

 本案につきましては、いずれも委員会付託を省略したものであります。 

 これより討論に入ります。 

 日程第１、議案第１号室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例の一部改正についてか

ら日程第４、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まで、以上37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。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。平成24年度３月室戸市議会定例会におきまして、議案第

９号室戸市敬老年金支給条例の廃止について反対討論を行います。 

 議案第９号につきましては、室戸市の御老人たちのささやかな喜びであります。議案提案時

に市長及び執行部は、こうした敬老年金支給は県下でも例がなく、室戸市もそういう方向に従

って見直していくであったと思います。この敬老年金支給制度は、年額におきましては１人当

たり3,000円であります。御高齢の方々はわずか3,000円でも室戸市の老人福祉政策に非常な温

かみも感じていただいていると思います。わずかなことであっても、その温かさには大きく感

激を持ってくれていると私は思っております。そうした御老人の感覚は、私たちの感覚とは違

う部分でもあります。大事にしたいのは、そうした御老人の方々のありがたく思ってくれる心

だと思います。こうした制度を廃止しようとするのは、御老人たちの目線を行政として忘れて

いるのではないかとも思います。最初のほうで述べましたが、県下でも例がないからという、
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行政としてすぐ他市に見習うと、そういう体質は変えていただきたいと私は思います。他市に

例がなくても室戸市はぜひこの制度を拡充して継続し、他市から見習っていただくというふう

な姿勢も必要ではないかと感じます。 

 また、提案説明のとき、この制度を廃止するかわりに高齢者支援対策というふうな事業を創

設するとの説明でありました。しかしながら、この高齢者支援制度というものは全く代替案と

して成り立つものではありません。委員会審議の中でもその矛盾点が指摘されたところであり

ます。行政の温かさがどこまで御老人たちに伝わるかという考えがなければ、真の老人福祉政

策は成り立たないというふうに私は思います。 

 この制度、老人年金支給の制度ですが、対象の御老人たちの方々は長年にわたって室戸市の

行政を市民として支えてくれた方々であります。今私たちが室戸市において生活できるのもこ

の先輩方のおかげであろうかと考えます。しかしながら、この方々の後継者は市外に、あるい

は県外に出て市内においてこうした方々はほとんどがひとり暮らしというふうにひとり暮らし

の多い方々であろうと思います。そういった方々に、わずかではあっても継続してきたこの年

金支給を打ち切るということは、ささやかな喜びを奪うということにもなろうかと思います。

私たち議員としても非常に心苦しく忍びない思いであります。執行部にもそういう思いがもう

ちょっと強くなかったのかと思うと残念であります。御老人たちの目線と違ったところでの行

政の経費削減に向けた取り組み、市長以下執行部は今後の政策運営において、公務員の目線で

はなく市民の目線に立った室戸市の政策をしていただきたいということを申し添えておきま

す。 

 このような視点から、議案第９号室戸市敬老年金支給条例の廃止について反対の立場から反

対討論とします。委員会におきましても、この審議につきましては賛否同数であり、委員長決

ということで廃止賛成ということになりましたが、委員会の中における委員討論の中でも継続

は賛成ではあるけれども反対というふうな形で、消極的賛成が非常に多かったと私は感じてお

ります。議員諸氏におきましては、私の反対討論に賛同していただきますようお願いいたしま

して、反対討論といたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 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。 

○１３番（町田又一君） 13番町田。議案第９号室戸市敬老年金支給条例の廃止について、賛

成討論を行います。 

 当該条例の第１条の目的には、敬老年金の支給を行うことにより長寿を祝福し、市民の敬老

の高揚を図り、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とするとあります。これまで対象者

に個人給付を行い、高齢者福祉の一環としての役割を果たしてきました。そしてまた、こうし

た施策も必要とされてきましたが、平成23年には高齢化率37.2％となり、ますます高齢者が増

加しております。また、ひとり暮らしの高齢者も急増するなど、取り巻く社会環境は大きく変

化をしてまいりました。 
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 こうした中、どのような生活支援施策が行政に求められているかを考えたとき、病院や買い

物へ行くとき、公共交通を使用できない人のための外出支援、一人で買い物に行けない人のた

めの日用品等買い物サービス、いつまでも元気で生活ができるように健康教育や健康相談、各

種の健康診断などさまざまな健康づくり事業、また楽しく生活するための生きがい対策事業な

どがあると思います。今後行政の行う高齢者福祉サービスは、個人給付からこうした高齢者の

日常生活を積極的にサポートするような事業へと大きくシフトしなければならないと考えま

す。今がその時期であると私は思っております。 

 よって、議案第９号に議員各位の御賛同をよろしくお願いをいたしまして、私の賛成討論と

いたします。 

○議長（林 竹松君） ほかに討論はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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４、議案第37号まで、以上37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号室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例の一部改正についてを採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 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号室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改

正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 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（林 竹松君） 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３号室戸市職員の旅費に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立多数であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されま
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した。 

 次に、議案第４号室戸市税条例等の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 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号室戸市土地開発基金条例の廃止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（林 竹松君） 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号室戸市住宅新築資金等貸付事業基金の設置及び処分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（林 竹松君） 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号室戸市大学入学準備金貸与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（林 竹松君） 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号室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第11号室戸市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について
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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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第12号室戸市立公民館設置及び管理条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第13号室戸市立市民図書館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（林 竹松君） 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15号室戸市消防手数料徴収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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第16号平成23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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第18号平成23年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計第２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。 
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            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第21号平成24年度室戸市一般会計予算についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立多数であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第８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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第９号室戸市敬老年金支給条例の廃止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（林 竹松君） 起立多数であります。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14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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第17号平成23年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４回補正予算についてを採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されま

した。 
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 次に、議案第19号平成23年度室戸市介護保険事業特別会計第４回補正予算についてを採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第20号平成23年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第２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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第23号平成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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第24号平成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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されま

した。 
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 次に、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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第26号平成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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第27号平成24年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算についてを採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第28号平成24年度室戸市水道事業会計予算についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第29号市道路線の認定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第30号市道路線の認定についてを採決いたします。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第31号市道路線の変更についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第32号市道路線の変更についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第33号市道路線の変更についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第34号市道路線の変更についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第35号市道路線の変更についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されま
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した。 

 次に、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採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 固定資産評価審査委員会委員に石川登志喜氏を選任することについて、同意することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、石川登志喜氏の固定資産評価審査委員

会委員の選任については同意されました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 固定資産評価審査委員会委員に前田孝治氏を選任することについて、同意することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、前田孝治氏の固定資産評価審査委員会

委員の選任については同意されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 日程第５、各常任委員会委員の選任を行います。 

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

て指名いたします。 

 総務文教委員会委員といたしまして、北岡幸男君、濱口太作君、久保八太雄君、堺喜久美

君、柳原只雄君、米澤善吾君、私林竹松、以上７名を指名いたします。次に、産業厚生委員会

委員といたしまして、上野祥司君、町田又一君、脇本健樹君、小椋利廣君、山下浩平君、亀井

賢夫君、山本賢誓君、以上７名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました諸君を

それぞれの常任委員会委員に選任することといたします。 

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

を招集いたします。 

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

 それでは、各常任委員会正副委員長互選のため10分間休憩いたします。 

            午前11時20分 休憩 

            午前11時38分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 各常任委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告をいたします。 

 総務文教委員会委員長柳原只雄君、総務文教委員会副委員長北岡幸男君、産業厚生委員会委

員長脇本健樹君、産業厚生委員会副委員長小椋利廣君、以上のとおり決定いたしました。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第６、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長にお

いて指名いたします。 

 議会運営委員会委員に、上野祥司君、濱口太作君、脇本健樹君、久保八太雄君、町田又一

君、堺喜久美君、山下浩平君、以上７名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしまし

た諸君を議会運営委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、議会運営委員会正副委員長互

選のため委員会を招集いたします。 

 直ちに委員会を開き、正副委員長を互選の上、御報告をお願いをいたします。 

 それでは、議会運営委員会正副委員長互選のため10分間休憩いたします。 

            午前11時40分 休憩 

            午前11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。 

 議会運営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。 

 議会運営委員会委員長町田又一君、議会運営委員会副委員長久保八太雄君、以上のとおり決

定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第７、芸東衛生組合議会議員の選挙を行います。 

 この件につきましては、芸東衛生組合議会議員に１名欠員が生じましたので、これを補充の

ため選任するものであります。 

 お諮りをいたします。 

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

と思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法につきましては指名推選

によることに決しました。 

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

御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することと決しま

した。 

 芸東衛生組合議会議員に上野祥司君を指名いたします。 

 お諮りをいたします。 
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 ただいま議長において指名いたしました上野祥司君を芸東衛生組合議会議員の当選人と決す

ることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

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

君が芸東衛生組合議会議員に当選いたしました。 

 上野祥司君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第２項の規定により告知いた

します。 

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

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

閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りをいたします。 

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

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査に付することに決しました。 

 なお、先ほど継続審査の申出書とともに配付させていただきました平成22年度教育に関する

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

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

いたします。 

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

 石建税務課長、栁川教育次長兼生涯学習課長、中川会計管理者兼会計課長であります。長き

にわたり、市の行政事務に携わり、今日の室戸市政の基礎を築いた功績は非常に大きいものが

あります。本日が最後の議会になりましたが、健康に十分留意をされ、楽しい第２の人生を送

っていただきたいと思います。長い間本当に御苦労さまでございました。そして、ありがとう

ございました。 

 お諮りをいたします。 

 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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、その条項、字句、数字、その他の整

理を要するものにつきましては議長に委任されました。 

 これをもって平成24年３月第１回室戸市議会定例会を閉会をいたします。 

 どうも御苦労さまでございました。 
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            午後０時０分 閉会 
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