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平成２３年３月第２回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  平成２３年３月８日（火） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 脇 本 健 樹    ２番 久 保 八太雄    ４番 上 野 祥 司 

  ５番 濱 口 太 作    ６番 米 澤 善 吾    ７番 立 石 大 輔 

  ８番 山 本 賢 誓    ９番 谷 口 總一郎    10番 徳 増 寿 子 

  11番 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美    13番 鈴 木 彬 夫 

  14番 久 保 善 則    15番 町 田 又 一    16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 

  事務局次長兼議事班長  上 松 一 喜 

  議 事 班 主 任  大 西 あゆみ 

  議事班主事補  馬 誥 英 憲 

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  久 保   正 

  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  久 保 重 章     建 設 課 長  川 邊 幸 雄 

  商工観光深層水課長  中 西 政 夫     会計管理者兼会計課長  中 川 博 嗣 

  福祉事務所長  久 保 一 彦     教育次長兼学校保育課長  植 村 幸 治 

  生涯学習課長  栁 川 明 彦     水 道 局 長  中 山 一 彦 

  消  防  長  青 木 正 雄     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 室戸市課設置条例の一部改正について 

  日程第２ 議案第２号 政治倫理の確立のための室戸市長の資産等の公開に関する条例の

一部改正について 

  日程第３ 議案第３号 室戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第４号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部改正について 



－118－ 

  日程第５ 議案第５号 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例

の一部改正について 

  日程第６ 議案第６号 室戸市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

  日程第７ 議案第７号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改

正について 

  日程第８ 議案第８号 室戸市特別会計条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第９号 室戸市国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第10 議案第10号 室戸市過疎地域自立促進事業基金条例の制定について 

  日程第11 議案第11号 室戸勤労者体育センター設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第12 議案第12号 室戸市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の制定につ

いて 

  日程第13 議案第13号 室戸市精神障害者小規模通所授産施設の設置及び管理運営に関す

る条例の廃止について 

  日程第14 議案第14号 平成22年度室戸市一般会計第５回補正予算について 

  日程第15 議案第15号 平成22年度室戸市国民健康保険事業特別会計第５回補正予算につ

いて 

  日程第16 議案第16号 平成22年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計第３回補正予

算について 

  日程第17 議案第17号 平成22年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計第１回補正予算に

ついて 

  日程第18 議案第18号 平成23年度室戸市一般会計予算について 

  日程第19 議案第19号 平成23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20 議案第20号 平成23年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

  日程第21 議案第21号 平成23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22 議案第22号 平成23年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

  日程第23 議案第23号 平成23年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 

  日程第24 議案第24号 平成23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25 議案第25号 平成23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26 議案第26号 平成23年度室戸市水道事業会計予算について 

  日程第27 議案第27号 室戸勤労者体育センターにおける指定管理者の指定について 

  日程第28 議案第28号 室戸市精神障害者小規模通所授産施設における指定管理者の指定

について 

  日程第29 議案第29号 室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場における指定管理者の指定について 
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  日程第30 議案第30号 室戸市飲料水供給施設における指定管理者の指定について 

  日程第31 議案第31号 教育委員会委員の任命について 

  日程第32 議案第32号 教育委員会委員の任命について 

  日程第33 議案第33号 室戸市総合振興計画について（追加議案） 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第18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16名中欠員１名、15名全員出席でございます。 

 なお、執行部から、谷村教育長が公務出張のため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） ただいまより大綱質疑を行います。 

 質疑に際しましては、ページと款、項、目を御指摘の上、御質疑を願います。 

 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１号室戸市課設置条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時４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。 

            〔「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２、議案第２号政治倫理の確立のための室戸市長の資産

等の公開に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から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。 

            午前10時５分 休憩 

            午前10時10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。 
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            〔「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３、議案第３号室戸市職員の育児休業等に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から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。 

            午前10時10分 休憩 

            午前10時18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。 

            〔「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４号議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 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。 

            午前10時18分 休憩 

            午前10時22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。 

            〔「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５号室戸市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償支給条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から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。 
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            午前10時23分 休憩 

            午前10時26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。 

            〔「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６号室戸市長等の給与及び旅費に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から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。 

            午前10時26分 休憩 

            午前10時29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。 

            〔「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７号教育長の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から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。 

            午前10時29分 休憩 

            午前10時31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。 

            〔「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８、議案第８号室戸市特別会計条例の一部改正について

を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。山本人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時32分 休憩 

            午前10時37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。 

            〔「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９号室戸市国民健康保険税条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時38分 休憩 

            午前10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10号室戸市過疎地域自立促進事業基金条例の

制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。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時43分 休憩 

            午前10時46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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 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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11号室戸勤労者体育センター設置及び管理条

例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。栁川生涯学習課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時47分 休憩 

            午前10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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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12号室戸市社会福祉法人に対する助成の手続

に関する条例の制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。久保福祉事務所長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時50分 休憩 

            午前10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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本議案について質疑を行います。 

 １点だけお伺いをいたします。 

 第３条についてです。ここには、申請時の添付書類として事業計画書と収支予算書と市長が

必要とする書類の３点だけ規定してありますが、このほかに理由書、財産目録、貸借対照表、

そして別に国またはほかの地方公共団体から助成を受け、または受けようとする場合には、そ

の助成の程度を記録した書類の項目も、ほかの市町村なんかはこの条例に規定してあります。
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その必要はないとお考えなのか。つまり申請のときに提出する書類がこれでは不備で、後で問

題が発生するということがあるのではないかとも思いますが、その点について１点だけお聞き

をいたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。久保福祉事務所長。 

○福祉事務所長（久保一彦君） 谷口議員さんにお答えします。 

 第３条申請手続について、申請書の添付書類として事業の計画書、収支予算書、その他市長

が必要と認める書類だけしか提出を義務づけていないが、理由書、財産目録、貸借対照表など

必要ではないかという御質問でございますけれども、現在社会福祉協議会及び私立保育所のほ

うに補助金を交付しておりまして、必要に応じて第３条第１項第２号に規定しております、市

長が必要と認める書類の中での提出をしていただくことを考えております。よろしくお願いし

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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第13、議案第13号室戸市精神障害者小規模通所授産施設の

設置及び管理運営に関する条例の廃止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。 

            午前10時57分 休憩 

            午前11時８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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本議案について質疑を行います。 

 １点目、資料から質疑を行います。14ページ、まず１点目にお聞きをいたします。 

 旧体系と新体系の主な相違点の表の右の上から４段目に利用人数に応じた給付費とあります

が、これは市から指定管理料と同様の扱いで支援するということなのでしょうか。また、施設

運営費の給付費ですね、利用人数に応じた給付費のこの給付費とは何に使う経費なのかをお聞

きします。 

 ２点目、一番下の部分です。施設のイメージ図の分ですが、ユズ加工場で使用するユズにつ

いてお聞きしますが、北川村産のユズというように聞いたと思いますが、そのゆず王国の下請

作業とも聞いておりますが、加工場での経営計画などを詳細にお聞かせいただけたらと思いま
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す。 

 ３点目は、14ページの下の施設設計図にありますように、この施設を市が建設するというこ

とで、公の施設かなと思っております。そして、資料15ページを開いていただきたいですが、

15ページには一番上に行政財産を普通財産に変更したとあって、それを指定管理者でもない民

間団体に無償貸与する理由を３点その下に列挙してあります。この普通財産とは、売り払い用

の土地や行政財産の用途を廃止したものと記憶しておりますが、１点目にお聞きしますが、行

政財産の公共用財産である公の施設を、用途を廃止する以前に建設していきなり普通財産に位

置づけを変更することはできるのでしょうか。それは何法の第何条を根拠にしてなのか。もう

一つ、行政財産を普通財産に変更と記載してありますが、建設申請するときは普通財産として

建設するのか、それとも行政財産として建設申請をしておいて建物が完成後に普通財産に変更

するのかをお聞きをいたします。 

 ４点目、資料15ページの運営体系の変更比較表の中から運営経費についてですが、運営経費

1,000万円とありますね、運営経費は旧体系では市からの指定管理料が1,000万円としながら市

費４分の１とありますが、これではちょっとわかりにくいのでこの説明をお願いします。市か

らは指定管理料として1,000万円出していたのか、それとも市が４分の１という意味なのかを

お聞きします。 

 ５点目、それが新体系では１名増員したことから、国保連合会から1,295万円の給付を受け

て民営事業にすると受け取っておりますが、その後の４分の１、これは323万7,500円くらいに

なりますが、これを市が出すという意味なのか、この意味についてもお聞きいたします。 

 質疑６点目、次に施設運営の表の一番下、利用者の状況として旧体系では１日に7.3人とあ

ったものを、新体系では１日9.5人が採算ラインとあります。この利用者9.5人とは１日の売上

総額が幾らになるのかと、幾らという意味なんでしょうか。この説明をお願いします。 

 最後に一番下の授産事業の作業の内容に、⑤ユズの皮加工とあります。ユズの出荷は11月ご

ろですが、皮を冷凍すれば１年間作業はできるものと思いますが、このユズ加工作業とその収

益の期間を何カ月と考えているのか、１年間通して作業できるものなのかをお聞きをいたしま

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。久保福祉事務所長。 

○福祉事務所長（久保一彦君） 谷口議員さんにお答えします。 

 質疑１点目ですけれども、利用人数に応じた給付費とあるが、市からの指定管理料と同様の

扱いで支援するのかということでございますけれども、障害者自立支援法に基づく障害福祉サ

ービスは自立支援給付費と地域生活支援事業で構成されておりまして、そのうち自立支援給付

は国や県の義務的経費が伴う全国一律のサービスで、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、

補装具の４つに分かれております。このうちうみがめが移行するのは訓練等給付に区別される
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就労継続支援Ｂ型であり、このサービスを施設側が提供するために要する経費について、国に

よって決められた１人当たりのサービス費に施設の利用者数を乗じて事業者へ給付費として支

払われることになっております。したがいまして、この給付費は利用者が施設からサービスを

受けるための経費を算定するものでありまして、施設はこの給付費を運営費に充てることにな

ります。 

 続きまして２番目ですけれども、ユズ加工場での運営計画についてでありますが、北川村に

ありますゆず王国からユズを、ちょっと加工したものですけれども、それを運搬してひまわり

のほうに持ってきまして、そこで皮はぎ加工をいたします。そして、またゆず王国に持ってい

くというようなことでして、作業時間といたしましては、月曜日から金曜日、水曜日を除きま

して午前９時から正午まで約３時間６名体制、午後１時から４時まで３時間10名体制、水曜日

につきましては９時から４時まで６時間を10名体制で行う予定にしております。就労日数は１

カ月当たり22日、加工量は１時間当たり１キログラムと想定しておりまして、１キロ当たりの

業者からいただける単価は150円となっております。これらから計算いたしますと、収入約

216万円、経費約100万円、利益が116万円となるとお聞きしておりますけれども、作業は熟練

していけばなお利益はふえるのではないかと考えられます。 

 続きまして質疑３点目、夢工房ひまわり及び敷地面積の室戸市有財産につきましては、室戸

市有財産の交換譲与、無償貸与等に関する条例第４条第１項第１号に基づき無償貸与で貸し付

けを行いまして、その土地の一部にうみがめの会のほうがユズ加工場を建設いたしますので、

市の施設ではございませんので普通財産でも行政財産でもございません。 

 質疑４、市からの指定管理料は1,000万円なのか、250万円なのかということでございます

が、市から1,000万円を支出しておりますけれども市費は４分の１であり、市の純粋な負担部

分が250万円ということでございます。 

 質疑５、新体系では１名増員したことから国保連合会から1,295万円の給付を受けて民営化

するとありますが、その４分の１に当たる323万7,500円は市が出すという意味なのかというこ

とでございますが、市は障害者自立支援給付費として１人当たり5,900円掛ける通所日数分を

国保連合会に全額支払い、国保連合会から事業所に訓練等給付費としてＮＰＯうみがめの会に

支払われ、市には国から２分の１の障害者自立支援給付費と国庫負担金、また県からは４分の

１の高知県障害者自立支援給付費負担金をいただくことになり、市の負担額は1,295万円の給

付であるとすれば、４分の１の323万7,500円になる計算になります。 

 質疑６、旧体系が１日7.3人であったものを新体系では9.5人が採算ラインとありますが、こ

の利用者9.5人とは１日の売上総額が幾らという意味かということでございますが、施設運営

費は訓練等給付費が充てられますが、授産事業は利用者の工賃に充てられますので、１日の売

り上げが幾らかというよりも１日の利用者が何人来るのかということが重要になります。 

 質疑７ですけれども、ユズの加工場とその収益の期間を何カ月考えているかということでご
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ざいますが、期間につきましては周年でございまして、利益につきましては先ほども申しまし

たように116万円を予定しております。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。谷口總一郎君、２回目の質疑を許可い

たします。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本議案について２回目の質疑を行います。 

 １点だけちょっと疑問に思いましたんでお教えください。この施設ですね、この建物につい

て公の施設かと思いましたところ、市の財産ではないので行政財産でも普通財産でもないとし

ながら、上には行政財産を普通財産に変更と書いてありますので微妙にわかりません。この点

をもうちょっとわかるように教えてください。 

 これで質疑を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんの２回目の御質疑にお答えをいたします。 

 まず、この精神障害者小規模授産施設でありますが、御案内のようにこれは精神障害者の障

害者施設として、市の財産として建設をし、これまで市の公の施設として指定管理者によって

運営をしてきた施設でございます。したがいまして、現在のところ市の行政財産であるという

ことであります。これを民営化をするということで市の行政財産から、行政財産のままではい

けませんので、普通財産に移すということでありますが、そのためには国から補助金もいただ

いておりますので、その適化法のクリアもしなければなりません。そうした手続を経た上で処

理をしていくと。普通財産にすること、あるいはそれを無償で貸し付けること、そういった手

続が今後必要になってくるということであります。その当初の設置管理条例については、それ

を10月１日の時点で廃止をしたいという条例の廃止議案ということでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「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14号平成22年度室戸市一般会計第５回補正予

算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時26分 休憩 

            午後０時26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。 
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 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。 

 昼食のため午後１時30分まで休憩いたします。 

            午後０時27分 休憩 

            午後１時29分 再開 

○副議長（濱口太作君） 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。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、林議長は所用のため午後欠席いたします。現在14名の出席でご

ざいます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（濱口太作君） 次に、日程第15、議案第15号平成22年度室戸市国民健康保険事業特

別会計第５回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時30分 休憩 

            午後１時35分 再開 

○副議長（濱口太作君） 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〕 

○副議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に関する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（濱口太作君） 次に、日程第16、議案第16号平成22年度室戸市住宅新築資金等貸付

事業特別会計第３回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時36分 休憩 

            午後１時41分 再開 

○副議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 



－130－ 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱口太作君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（濱口太作君） 次に、日程第17、議案第17号平成22年度室戸市海洋深層水給水事業

特別会計第１回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。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42分 休憩 

            午後１時46分 再開 

○副議長（濱口太作君） 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〕 

○副議長（濱口太作君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（濱口太作君） 次に、日程第18、議案第18号平成23年度室戸市一般会計予算につい

てを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時47分 休憩 

            午後３時３分 再開 

○副議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 健康管理のため午後３時30分まで休憩をいたします。 

            午後３時３分 休憩 

            午後３時27分 再開 

○副議長（濱口太作君） 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。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、久保善則議員から午後３時10分から所用のため欠席届が出てお

ります。 
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 以上で諸般の報告を終わります。 

○副議長（濱口太作君） 引き続き執行部から補足説明を求めます。石建税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時28分 休憩 

            午後４時23分 再開 

○副議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会をしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決

しました。 

 本日はこれにて延会をいたします。 

 あす午前10時から大綱質疑でございます。 

 どうもお疲れさまでした。 

            午後４時24分 延会 

 


