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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４号） 

 

１．日 時  平成２３年３月９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 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  眞 土 浩 子 

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  長  谷 村 幸 利 

  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18号 平成23年度室戸市一般会計予算について 

  日程第２ 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３ 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４ 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５ 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 
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  日程第６ 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７ 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８ 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９ 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10 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11 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12 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 

  日程第13 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14 議案第31号 教育委員会委員の任命について 

  日程第15 議案第32号 教育委員会委員の任命について 

  日程第16 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16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、現在15名全員出席でございます。 

 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、御注意をお願いをいたしま

す。 

 日程第１、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１分 休憩 

            午前10時33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。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木。本案について何点か質疑をしたいと思います。 

 まず、当予算書の12ページ、第１款市税、１目個人現年分３億7,490万円、滞納繰越分

1,092万7,000円ということで、実際対前年度と比較すると328万4,000円の減額になっておりま

す。説明によりますと、景気の低迷ということを言われていました。景気の低迷でどれだけ個

人の税金が少なくなるのか。 

 それともう一つは、それをカバーする分として、徴収率を95％から96％、12％から15％に上

げるということを言っておられましたけども、それぞれ景気の低迷によってどれだけ住民税が

下がるのか、それから徴収率のアップによってどれだけ上がるのか。その辺をお聞かせいただ

きたいと思います。 

 次に、16ページ、第９款第１目地方交付税ですね、これが対前年度比1,271万3,000円という

ことになっております。説明によりますと、人口減があるということを言っておられました。

御承知のとおり、地方交付税は行政が行うサービスの対象に対して、客体に対してサービス料

として国が交付税として渡されるわけですけれども、この人口減による影響というのが丸々



－138－ 

1,200万円でいいのかどうかね、その辺を確認をしたいと思います。 

 次に、43ページ、第２款総務費、第２目文書広報費の中の12節役務費、通信運搬費25万

2,000円ということになっております。たしかこれは補正予算の中で230万円の減額のあった項

目じゃないかなと思っております。私は、これは非常に仕事のやり方を変えて前年約250万円

近くあったものを25万2,000円に落としているんじゃないかと、自分はそう考えていますけれ

ども、それでいいかどうかね、確認をしたいと思います。 

 それから、50ページの第２款総務費、12目滞納整理処分費の中の13節委託料と22節補償補填

及び賠償金、これについて質疑を行います。 

 まず、弁護士の委託料ですけれども、これも前年22年度の補正で482万5,000円ですかね、減

額があったと思います。今回も、この予算は本当に執行されるのかどうか、ここまでいかずに

職員の努力で弁護士料を抑えることができるかどうか。なかなかこれわからんと思いますけど

もね、その辺をどのように思っておられるのかということです。 

 それから、22節補償補填及び賠償金、これも考え方は全く一緒です。たしか補正では583万

5,000円ということであったと思いますが、23年度は184万5,000円ということになっておりま

す。説明を聞きますと、抵当物件の３件ですか、60万円の３件を処分するというのかね、要す

るに競売にかけるということじゃないかなと思いますけれども、そこまでいかなくともできる

ものなのかどうか、この辺も確認したいと思います。 

 済いませんね、ちょっと待ってね。 

 次に、80ページ、第４款衛生費のこれは４目ですかね、４目の、80ページですからね、13節

の委託料、これは家庭用ごみですよね、家庭用ごみの運搬車に対しての委託料だと自分は理解

をしております。これも補正の中で270トンのごみを少なくすることができたということで、

大分予算が削減されているんですよね。この辺はどのように、この7,900万円というのは、さ

らに低額するものなのかどうか、削減できるものなのかどうか、その削減についてどのような

方策があるのか、その辺をお聞きしたいと思います。非常に大きいんですよね、これ。 

 次に、85ページ、第５款第３目になりますね、19節になるかな、室戸市新規就農者支援補助

金960万円ということであります。この新規就農者は何名なのか、この就農される方は市内の

方なのか、あるいは市外の方なのか、どういう農業に就農されるのか、その辺を聞かせていた

だきたいと思います。非常にこれ大事なことじゃないかなと思っております。 

 87ページ、第５款第３目林業振興費、８節報償費、有害鳥獣駆除報償費395万8,000円という

ことであります。説明を聞くとわかりますけれども、この駆除をする人ですね、この辺の足り

てるのか足りてないのか、この辺は市民からもしょっちゅう苦情が来ております。何とかして

くれということで来ておりますけれども、これで体制が整うものなのかどうか、本来あるべき

姿はどういうものなのか、その辺の考え方を聞かせていただきたいと思います。 

 それから、88ページ、３目です。３目林業振興費、19節負担金補助及び交付金、この中に高
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性能林業機械等整備事業費補助金2,872万1,000円ということになっております。この辺の機械

の整備ということのようですけれども、実際のこの機械というんですか、実際はどれだけする

ものなのか、そして経済的なメリットがどうなるのか、その辺をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、93ページ、第６款第１目商工総務費、９節の旅費、これは50万円ということで普

通旅費、企業訪問、企業誘致をしたい、そのための訪問だということであります。実際に、ど

ういう効果的な誘致活動をするための費用なのか、旅費なのか、その辺の内容を聞かせていた

だきたいと思います。 

 その次が123ページ、第９款教育費、２目公民館費、１節公民館長ほか報酬ということにな

っております。これは公民館の業務が非常に多忙をきわめるから出張所の業務と切り離すとい

うことで、公民館の館長さんの給料というか報酬といいますか、これを12万円から11万円にす

るということですけれども、説明の中でも公民館の館長さんは、土曜日、日曜日、休日も出勤

されているということです。現に自分たちも一緒になっていろいろの地域活動をしておりま

す。先ほど、先ほどというかきのうですかね、三役の給料を２万円削減するということを言っ

ておられましたけれども、公民館の館長さんの12万円を１万円削減するというのはちょっと役

員の特別職の２万円とはけたが違うんじゃないかなと、自分はそのように思っております。再

考の余地がないかどうか、これを質問をしたいと思います。 

 それから、125ページ、第９款教育費、３目図書館費、この図書館費の中には、自分も目を

皿にしてみていますけれども、図書の購入費というのが見当たらないですけれども、これは自

分が見つけ出せてないだろうか。図書館費の中の一番大きな費用というのは図書の購入費では

ないでしょうか。どっかにあったらぜひ教えていただきたいと思います。どの項目なのかね、

教えていただきたいと思います。 

○議長（林 竹松君） 鈴木議員、議題外になりますので、質疑を変えてください。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） 以上でございます。議長さんの御注意もありましたんで、こ

れで質疑を終わります。第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。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 鈴木議員さんにお答えいたします。 

 まず、43ページの２款１項第２目文書広報費の通信運搬費についての御質疑がございまし

た。本目に計上いたしております通信運搬費25万2,000円につきましては、毎月発行しており

ます広報紙の配送料、大体１カ月に２万1,000円程度必要ですので、これの12カ月分を計上さ

せていただいております。御質疑のありました補正による減額の部分につきましては、第２款

第１項第１目の一般管理費の12節通信運搬費、ここにつきまして電話代、郵便料の節約に伴い

まして、減額をさせていたところでございまして、本目ではございませんので、２款第１項第

１目の減額でございますので、御理解をお願いいたします。以上でございます。 
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○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） 鈴木議員さんにお答えします。 

 16ページの９款の地方交付税のことなんですけれども、普通交付税につきましては、人口減

少による県の試算が出ておりまして、その金額は１億500万円の減額ということで示されてお

ります。それも見込みまして、あと、地財、地方財政計画の伸び率は全体では2.8％の伸び率

になっております。それから、昨年の実績も含めまして見込んでこの金額を計上いたしており

ます。それから、特別交付税につきましては、補足説明でも申し上げましたが、昨年は７億円

組んでおりまして、ことし６億円ということですが、６％の総額を確保しておったんですけれ

ども、それが５％になるという減額、それから過疎のソフト分、起債ですね、この部分につき

ましては特別交付税の全く対象にしないということもありまして、１億円の減額にしておりま

す。若干不確定な要素がたくさんありますけれども、この金額で組んでおりますので、よろし

くお願いいたします。 

（「もう一つあるんじゃないの」「常任委員会で」「常任委員会

で」「それは」「順番にいきますんで」と呼ぶ者あり） 

○議長（林 竹松君） 順番に、順番にいきます。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） 鈴木議員さんに、６款１項１目商工総務費の普通旅費

の部分についてお答えいたします。 

 ページが、済いません。 

（「93」と呼ぶ者あり） 

○商工観光深層水課長（中西政夫君）（続） 93ページです。 

 この普通旅費50万円の内訳でございますが、内容としましては、東京へ２名が３回、大阪へ

２名が２回行く経費を計上しております。その企業誘致のための情報収集につきましては、関

東室戸会とか関西室戸会、そういう室戸市に関係ある方々の会に参加して情報収集に努めてお

りますし、またその情報らをもとに新たに企業を訪れることを想定しての経費を計上している

ものでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 鈴木議員さんにお答えいたします。 

 80ページの13節委託料、一般廃棄物の取り扱いほか委託料の減額の話でしたが、22年度の減

額につきましてはちりの袋代の入札の減でございます。当然、ちりの家庭ごみの水切り等の普

及によりまして、全体としての目方といいますか、トン数は減っております。ほんで、そのト

ン数が減りますと、次の19節の負担金補助及び交付金のメルトセンターでの処理手数料が減る

わけです。当然のこととして、これからも家庭ごみの重量ですかね、水切りは当然のこととし

て、エコパックの推進等を図っていきたいとは考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 石建税務課長。 
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○税務課長（石建友敬君） 鈴木議員さんにお答えいたします。 

 12ページの個人市民税の328万4,000円の減でございますが、前年対比して0.84％減額になっ

ております。景気の低迷ということでございますが、景気の低迷で所得アップにつながってい

ないことは確かでございますが、景気の低迷についての減額についてはちょっと把握はできて

おりませんので、よろしくお願いをいたします。 

 人口減によりまして課税人員の減を主な算定基準に上げておりまして、22年度の実績に基づ

いて算定をしておりますので、よろしくお願いをいたします。 

（「徴収率のアップ」と呼ぶ者あり） 

○議長（林 竹松君） 日垣滞納整理課長。 

○滞納整理課長（日垣龍二君） 自分のほうからは、12ページの市税の個人の歳入のことで、

徴収率をふやしたことによって予算の増加の額はということの御質問について、市税個人の現

年分につきましては385万円、滞納分につきましては145万7,000円、合計で530万7,000円の増

となっております。 

 続きまして、予算書の50ページをお願いします。 

 50ページ、２款１項12目の滞納整理処分費の13節委託料の新築資金等貸付金の100万円の訴

訟に係る弁護士への委託料につきまして、当然、議員さんおっしゃられますように、市民の方

を相手の訴訟となりますので、慎重に取り扱う必要があるとは考えております。その上、訴訟

には議会への議案の提出も必要となりますので、最低の１件の訴訟の分を計上させていただき

ました。 

 22節補償補填及び賠償金につきましては、新築資金等貸付金におきましては、貸付時に担保

といたしまして家屋等の物的担保と保証人の人的担保を提供されておりますので、どうしても

納付が困難となった場合、地方自治法施行令に定められております競売等を実施することにな

りますが、さきに申し上げましたが、いずれにいたしましても市民の方相手の財産等について

のことになりますので、慎重に取り扱う必要があると考えておりますので、その辺よろしくお

願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 鈴木議員さんにお答えいたします。 

 ページ85ページでございます。款項目は５、１、３の５款１項３目19節負担金補助及び交付

金でございます。これは、新規就農者の支援事業補助金でございます。予算額960万円でござ

いまして、４名、ただいまのところ３名の申し込みがあっておりまして、現在１名が研修中で

ございますので、23年度中は４名といったことでございます。 

 申し込みのありました３名につきましては、全員市内の方でございまして、現在就労、就農

しておる方につきましても室戸市内に在住の方でございます。現在、就農されておる方１名は

水稲、野菜の研修を行っておりまして、23年度から行います３名につきましては、施設園芸と
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いうふうにお聞きをいたしております。 

 次に、87ページをお願いいたします。87ページ、５款２項３目８節の報償費でございます。

予算額は395万8,000円、これは有害鳥獣駆除の報償費でございます。議員御案内のように、駆

除に対する人員が少ないのではないかというお尋ねでございますが、現在、駆除の資格を持っ

ております狩猟者の方は144名でございます。５年前と比較いたしますと、５年前が約200名お

りましたので４分の１が減少しておるといった現状でございます。しかし、この捕獲につきま

しては、有資格者でなければ捕獲はできませんので、現在の144名でやっていくと。それと、

23年度予算の中で、この資格を取得するための補助金といたしまして７万円を計上しておると

ころでございます。 

 次に、88ページをお願いいたします。 

 88ページの５款２項３目19節負担金補助及び交付金の中で、高性能林業機械等整備事業費補

助金でございます。これは県費100％の事業でございまして、厳しい現場で作業いたします林

業関係者の方々に安全性の確保でありますとか労働力の軽減であるとかといったことで補助を

するものでございます。補助機械につきましては、プロセッサ、伐採等が行われる機械でござ

いますね、それから運搬、ウインチつきのグラップルといった機械の導入を予定をいたしてお

ります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 栁川生涯学習課長兼図書館長。 

○生涯学習課長（ 川明彦君） 123ページの９款４項２目公民館費、１節報酬費404万

7,000円につきましてですが、これは公民館長ほかの給料でございますけども、まず公民館長

は非常勤であって１週間を単位として週30時間程度ということの、なってきております。それ

におきましては、20年４月に出張所の併任ということがありましたが、そのときも11万円でし

た。それが併任が切れたということで11万円にまた戻ったということでの御理解をお願いいた

します。 

 それと、125ページの９款４項３目図書館費ですが、これは18節図書館費が抜けておるんで

はないかということでしたけども、これは補正予算の22年度の第５回補正予算の中で住民生活

に光をそそぐ交付金を充当いたしまして、一応370万円の図書館費を計上しております。それ

を受けまして、繰越明許という形になるものでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。上野祥司君。 

○４番（上野祥司君） ４番上野です。本議案に関しまして質疑をいたします。 

 41ページ、２款１項１目４節の共済費の雇用保険料425万円、これは室戸市が雇用主である

ところの賃金職員さん等の雇用保険の総額だとは思いますが、前年度200万円、本年度425万

円、倍増という形になっておりますが、大体雇用保険対象者何人で、前年度と比べて何人ふえ

ているのか、お伺いしたいと思います。 

 次に、90ページ、91ページ、５款３項、これは２目です。水産業振興費、例年計上されてお
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ります旅費が計上されておりませんが、大丈夫なんでしょうか、お伺いします。 

○議長（林 竹松君） そんな質問はしないでください、質疑は。議題外ですので。 

○４番（上野祥司君）（続） そうですか。 

 次に、95ページ、６款１項３目の13節委託料、公園公衆便所等管理委託料463万1,000円、こ

れは７節の賃金等が減って、管理委託料という形で支出されるんだと思いますが、委託先はど

こなんでしょうか。 

 それと、19節負担金補助及び交付金、市観光協会補助金が前年度180万円、今年度230万円、

50万円ふえた理由はどのようなことなんでしょう。 

 それと、124ページ、９款４項２目13節委託料、公民館機械警備ほか委託料、これも大分増

額になっております。説明があったのかもわかりませんが、ここら辺の御説明をお願いいたし

ます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 水産業の振興費あるいは総務費の中に旅費が計上されていないがということでございます。

昨年までは、この旅費につきましては外国人漁業研修生受け入れ事業に伴う旅費を組んでおり

ました。ところが、23年度から入国管理法が改正となったことによりまして、行政が受け入れ

をしなくてもよいといったことで、外国人漁業研修生の受け入れ事業につきましては、各漁協

が受け入れを行うといったことになりますので、ここには計上はいたしておりません。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） 上野議員さんにお答えします。 

 ページ95ページの13節委託料の中の公園公衆便所等の管理委託料についてでございますが、

この委託につきましては、市内の公衆便所９カ所と室戸岬周辺の遊歩道とかの清掃なんかを今

まで市のほうが直営で行っておりましたが、今回、それを民間に委託しまして行うこととなっ

たための経費でございます。委託先としましては、株式会社ＭＵＲＯＴＯを予定しておりま

す。 

 それと、19節観光協会への補助金がふえた理由でございますが、法律の改正によりまして、

今まで社団法人でありました室戸市観光協会が公益法人とかそういう法人の変更をしなくては

ならないという、これは24年度までに変更しなければならないということが起きましたもの

で、観光協会内の経費の整理をするために、今回増額を行ったものでございます。以上でござ

います。 

○議長（林 竹松君） 栁川生涯学習課長兼図書館長。 

○生涯学習課長（ 川明彦君） 124ページの公民館費13節委託料でございます。これは、公

民館機械設備ほかということで、室戸岬公民館の浄化槽の清掃が23万円ちょいです。それか
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ら、電気工作物保安管理、これが室戸岬公民館と吉良川公民館、18万円でございます。それか

ら、機械設備といたしまして75万6,000円、これは３館でございます。それで、消防設備が岬

と吉良川でございます。以上で133万円ということでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 41ページの２款１項１目一般管理費の第４節共済費中、雇用保険

料の増についての御質疑がございました。 

 まず、この雇用保険料につきましては要因が２点ございます。まず１点目が、保険料率のア

ップでございます。前年度予算編成時には1000分の11という割合でございましたが、この部分

が1000分の15.5というふうに料率が上がっております。もう一点でございますが、昨年22年度

から、この臨時職員に通勤手当を支給を開始いたしております。この雇用保険につきましては

前年の実績によってこれらの料率に反映させるということになりますので、この通勤手当の反

映部分の増が２点目の理由でございます。 

 人数といたしましては、これ人の入れかわりはございますが、年間延べ人員として大体実績

で22年度で大体ほぼ100名程度でございます。入れかわりはございますが100名程度。これをも

とに新年度予算については、その料率のアップと通勤手当の反映分とを見込んで予算計上させ

ていただいております。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第２、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11時16分 休憩 

            午前11時43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11時44分 休憩 

            午前11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。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時52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４、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１分 休憩 

            午後１時３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。 
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            午後１時４分 休憩 

            午後１時19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６、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20分 休憩 

            午後１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27分 休憩 

            午後１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８、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。 

            午後１時30分 休憩 

            午後１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26号平成23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１時38分 休憩 

            午後２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。 

 ページ14ページの収入支出の見積基礎というページです。１款１項上水道営業収益の１目給

水収益の中に、比較としてマイナス148万円となっております。昨年度当初で前年度比1,220万

円の減収見込みとしたものに比べますと少し楽観視しているかなということを思いますが、そ

れについてと、それに関係してこの水道会計全般の人口減少による収入減はさらに進んで、上

水道布設整備工事も継続的に行われると考えられますし、また深層水企業等の給水使用料に期

待もできなくなってきている状況もあることから、この水道会計の経営不安は拡大していくと

見られます。この当初予算の収入支出の状況についてと水道会計の将来展望についてもお聞き

をいたします。 

 ２点目、ページ17ページの２目配水及び給水費の16節委託料の漏水調査委託料73万5,000円

です。漏水調査の現在の状況についてお聞きします。調査業者、調査回数、調査箇所、延べ人
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数、それらの費用、年間の調査によって改善された件数等々をお聞きします。 

 もう一点、23ページの１項上水道建設改良費の４目固定資産費の39節車両運搬費の公用車購

入費118万円についてですが、車両はこれ代替なのか新規購入なのか、車両は軽四、箱バンな

のでしょうか、それなどについてお聞きをいたします。 

 これで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。中山水道局長。 

○水道局長（中山一彦君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 １点目の給水収益についてですが、平成22年度見込み額に近年の減少率を乗じて予算化した

ものであり、前年度比に比べ楽観視しているとの御指摘ですが、平成22年度予算時の見込み額

が前年度予算額からの落ち込みが大きかったことが原因と思われます。 

 次に、議員さん御指摘のように、料金収入は気候や深層水企業の動向に左右されるものの、

人口減少により確実に減少している状況であります。したがって、今後、営業費用を抑えるこ

とが重要であり、維持管理費等の軽減に努めるとともに、水道水の安定供給を図るための送配

水管の布設がえ等の改良事業を進めていきたいと考えております。 

 また、企業債償還金元金償還額が平成25年度より大幅に減少することから、改良事業費につ

きましては、若干余裕ができると考えております。 

 ２点目の漏水調査委託料についてですが、平成22年度実施の委託業者は高知市内の日進設備

工業株式会社、調査箇所、回数につきましては、三津、羽根地区の２カ所を各１回実施し、漏

水箇所につきましては、三津１カ所、羽根３カ所を特定しております。費用につきましては、

２カ所で10万5,000円となっており、動力費等の軽減につながっております。平成23年度予算

につきましては、個別調査方法に予算を計上しておりますが、22年度実施につきましては配水

流量測定調査の方法となっております。 

 ３点目の39節車両運搬具公用車購入費でございますが、現在使っている公用車が10年以上た

ちましたので買いかえになります。車種は箱バン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。 

            〔「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。 

            午後２時10分 休憩 
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            午後２時14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11、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２時15分 休憩 

            午後２時17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12、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２時18分 休憩 

            午後２時21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13、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。 

            午後２時21分 休憩 

            午後２時25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31号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時26分 休憩 

            午後２時27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31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31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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第15、議案第32号教育委員会委員の任命についてを議題と

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。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時28分 休憩 

            午後２時30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32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32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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第16、議案第33号室戸市総合振興計画についてを議題とい

たします。 

 本案は、先日、市長より追加提案されたものであります。 

 提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） それでは、追加議案の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第33号室戸市総合振興計画について。 

 本案は、平成23年度から平成32年度までの向こう10年間を計画期間として、総合的かつ計画

的な市政運営を図るため、新たに総合振興計画を策定するものでございます。 

 計画策定に当たっては、平成22年２月に市民満足度調査を実施し、市への愛着度や定住意

向、現状評価や今後重視する取り組み、各分野における施策の要望など、市民の意識を把握・

分析し、その調査内容を計画に反映するとともに、市民の方々により構成された室戸市振興計

画審議会及び市内部による室戸市主要計画策定本部会をそれぞれ４回開催をし、協議・検討を

行ってまいりました。 

 新計画では、基本構想として、本市の将来像とその実現に向けて７つの施策の大綱を定め、

その大綱実行のために協働のまちづくりを推進するとともに、基本施策を踏まえ、実施計画を

策定し、事業を推進することとしております。 

 つきましては、新たな室戸市総合振興計画を定めることについて、地方自治法第２条第４項

の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては、企画財政課長から補足説明をいた
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させますので、御審議のほどよろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 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。 

            午後２時33分 休憩 

            午後２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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。米澤善吾君。 

○６番（米澤善吾君） ６番米澤。初歩的なことをお伺いいたします。 

 この計画ができたということは、今の計画の中では５年とか何年ですかね、ずっと10年後の

一応計画になってますけども、今までこういう計画は幾つも立てられたと思いますが、ロード

マップといいますか、何年後にはこれをつくる、何年後にはこれをつくるという具体的な案と

かそういうのはお持ちですかね。 

 それと、一応これ大綱１の体系図の中の基本構想の中で27番というのがありますけども、そ

の中でなかなか簡単にいかない、例えば７番企業誘致の推進と雇用の確保、これなんかは過去

50年間ですかね、ずっとこういうことを言い続けながら、いまだに厳しいという状況が続いて

ます。日本の中の企業そのものが外国へ出てる状態に、果たして具体的に室戸のほうに誘致が

お願いできるか、室戸で、それよりジオパークとかなんとか、ほかの企業をというより、室戸

で創造できる企業ですかね、そういうのの計画なんかも入れていただきたいなと思います。 

 とりあえずロードマップはできておりますか。以上です。 

○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） １点目のロードマップのことなんですけれども、一応実施計

画につきましては、普通建設事業とかで、これまで去年からの過疎計画の中とか今回の振興計

画に基づきまして、５年間くらいのものを普通建設事業のこういうものに取り組んでいくよと

いう計画はあらかた計画書で立てております。 

 それからあと、ソフト事業の部分については、まだ各課から出てきておりますが、未確定な

部分もあるんですが、この実施計画の中で２年間という形で今後策定していく予定でございま

す。 

 それから、そのロードマップという部分で、いついつまでにここまで進めるんだというよう

なところにつきましては、計画策定の段階で、課長の中の主要本部会でありますとか、民間の

審議会の中でもそういうものを定めなければならないというようなところの話も出ましたけれ

ども、なかなかその話がそれぞれ１項目１項目というのがなかなか大変な作業でございますの

で、今後の課題といたしまして、それも整理していかなければならないかなとは思っておりま

す。 
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 それから、２点目の企業誘致、雇用の確保の対策のことなんですけれども、同様に、一番今

室戸市が雇用の確保とか、それから産業の振興の部分もそうなんですけれども、この意見がた

くさん出たんですけれども、その部分につきまして、おっしゃるように深層水の部分につきま

してとかというものをもっと明確にあらわしたらよかったんですけれども、その部分につきま

しては今ここに書いてある部分でなかなか企業誘致難しいんですけれども、取り組んでいく姿

勢としてここに上げらしていただいておりますので、済みませんが、またいろいろ御意見も伺

いまして、また今後のこともあるかと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。以上

です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木ですが、本振興計画について質疑を行います。 

 先ほど前段の議員さんも言っておられましたけれども、自分も全く同じ考えであります。

74ページに、実施計画というのがありますよね。やはりこれを明確に出さないと、先ほど言っ

たようなロードマップ、できたのかできないのか、これできちっと進捗を管理しなきゃだめだ

と思うんですけどもね。これができるのはいつですか。具体的にこの計画ができるの。ここへ

書いてありますよね、施策を具体的に事業化し実施するための向こう２年間ごとの計画を立て

って書いてあります。この向こう２年間ごとの計画はいつできますか。我々にいつ提示できま

すか。これを聞かないと、後は絵にかいたもちになると思います。室戸の将来像というのはこ

こに書かれたよりもはるかに深刻な状況になると思います。そんなことで、深刻な状況という

のを共通認識して、この実施計画を書かないと大変なことになるんじゃないかなと思います。

そういうことで、実施計画ができるのがいつでしょうか。それをお伺いいたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 鈴木議員さんにお答えします。 

 実施計画がいつできるのかということなんですが、先ほどもちょっとお答えさせていただき

ましたけれども、普通建設事業の部分につきましては、昨年の過疎計画の作成とか今回の振興

計画に基づきまして、５年間で約60億円程度のものを各課から提出し、ある程度この方向でい

くというものが出ておりますけれども、それ以外のソフト分と言われるようなところにつきま

しては、まだ現在整理中でございます。それで、いつかということなんですが、早急な対応は

したいなと思っておりますので、現時点ではまだそのあたりのところはまだ未確定でございま

す。 

            （「はい、２回目の質問を行います」と呼ぶ者あり） 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。鈴木彬夫君の２回目の質疑を許可いた

します。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木です。２回目の質疑を行います。 

 これ23年度から始まるんじゃないですか、これ。23年度から具体的に室戸市をこのようにす
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るんだというのが始まるんじゃないですかね。それがまだこれだけの網羅してあるんですよ

ね、基本計画で。それぞれ網羅したものについて、具体的に23年度から始まっていくというの

がまだ先が見えてないというのは、そもそもこの計画が本当に実現性のあるものかどうかね、

疑いますね。そういうことで、何というんだかな、これ本当に23年からスタートできるのかど

うかね、もう一度確認したいと思います。 

○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） 鈴木議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、振興計画、10年間の振興計画ということで、大きな我々の指針、方針を定めて取り組

もうというのが、大体基本構想と基本施策、これまでにもです。その10年間のものを立ててや

ってまいりました。御案内のように、具体的に進まないのではないかという点でありますが、

これは２年間の実行計画を我々はすぐにまとめて、それを毎年度ローリングをしながらやって

いくということで、現振興計画の内容では基本構想と基本施策までということになります。実

施計画につきましては、早急に取りまとめて、これはまた議員の皆様にも御説明もする機会を

持って、それを毎年度見直しをしながら、次の予算編成等々も関係してくるわけですから、そ

れを見直しをし、またＰＤＣＡサイクルをしっかり持って事業を推進をするということでござ

いますので、よろしくお願いをいたします。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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたしました。 

 昨日から行われました議案第１号から議案第33号まで、以上31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、それぞれの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10日から３月17日まで８日間休会いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、３月10日から３月17日まで８日間休

会することに決しました。 

 ３月10日から３月17日まで８日間休会いたします。 

 ３月18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。 

 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０分 散会 


