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平成２３年５月第３回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  平成２３年５月１０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 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 

  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 

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

７．議事日程        

  日程第１ 議長の選挙について 

  日程第２ 議案第１号 平成22年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

  日程第３ 議案第２号 室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認について 

  日程第４ 議案第３号 室戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認

について 

  日程第５ 議案第４号 室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認について 

  日程第６ 農業委員会委員の推薦について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１ 
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  追加日程第１ 議席の指定について 

  追加日程第２ 会議録署名議員の指名について 

  追加日程第３ 会期の決定について 

  追加日程第４ 副議長の選挙について 

  追加日程第５ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任について 

  追加日程第６ 芸東衛生組合議会議員の選挙について 

  日程第２より日程第６まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開会、開議 

○議会事務局長（谷口稀稔君） おはようございます。 

 私、議会事務局長の谷口でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の臨時会は、一般選挙後最初の議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方

自治法第107条の規定により、年長の議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。 

 出席議員中、山下浩平議員が年長議員でありますので、御紹介をいたします。 

 山下議員、御登壇をお願いいたします。 

○臨時議長（山下浩平君） おはようございます。 

 ただいま御紹介をいただきました山下でございます。 

 平成23年５月第３回臨時議会の開会に当たり、地方自治法第107条の規定により、私が臨時

議長の職務を行うこととなりました。議長選挙までの限られた時間ではありますが、議員の皆

様方の御協力をいただきまして、無事任務を果たしたいと思っております。何とぞ格段の御支

援を賜りますようお願いを申し上げます。 

 これより平成23年５月第３回室戸市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに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） 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。 

 次に、本日の日程でございますが、最初に議長の選挙を行い、議長が決定いたしますと、追

加日程としまして議席の指定、会議録署名議員の指名、会期の決定、副議長の選挙、各常任委

員会委員及び議会運営委員会委員の選任、芸東衛生組合議会議員の選挙を行いまして、その後

議案第１号から農業委員会委員の推薦についてまで、以上５件の審議をお願いすることとなっ

ております。以上でございます。 

○臨時議長（山下浩平君） この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。 

 仮議席はただいま御着席の議席といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○臨時議長（山下浩平君） 日程第１、議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（山下浩平君） ただいまの出席議員数は14名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○臨時議長（山下浩平君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○臨時議長（山下浩平君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○臨時議長（山下浩平君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、議会事務局長の点呼に応じ、１番議員から順次投票

をお願いいたします。 

 なお、白票は無効であります。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○臨時議長（山下浩平君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（山下浩平君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○臨時議長（山下浩平君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に上野祥司君及び亀井賢夫君を指名いたしま

す。よって、両君の立ち会いをお願いいたします。 

            〔開  票〕 

○臨時議長（山下浩平君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 14票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 うち 

 有効投票 14票 

 無効投票 ０票 

 有効投票中 

  林 竹松君 ８票 

  堺喜久美君 ６票 

 以上のとおりでございます。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。よって、林竹松君が議長に当選をいたしました。

（拍手） 

 ただいま議長に当選されました林竹松君が議場におられますので、本席から会議規則第32条
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第２項の規定により告知いたします。 

 議長の就任のごあいさつをお願いいたします。 

○１４番（林 竹松君） ただいまの議長選挙におきまして皆さん方の温かい御推薦をいただ

きまして、まことにありがとうございます。 

 私は、これから議会改革といたしましては市民に開かれた議会、そして市民目線に合った議

会改革を取り組んでいきたいと思いますので、議員諸君の皆さん方の御協力をお願いいたした

いと思います。 

 また、最近東北地方で起きました大地震、大津波の被害に遭われたことを教訓にして、室戸

市におきましても南海地震は近く必ず起きると言われております。そういう面におきまして、

防災対策につきましても私はこれから本当に皆さん方とともにですね、一生懸命取り組んでま

いります。そして、市民の命と財産を守るためにも、防災対策は必ず議員として取り組まなけ

ればならない問題であります。 

 そして最後に、少子・高齢化の問題もございますけども、当面は防災対策、できれば特別委

員会もつくる中で私は取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 また、市長初め執行部の皆さん方におきましても、微力な私でございますが、執行部と両輪

のごとくに議会も取り組んでまいりたいと思いますので、今後よろしくお願いをいたします。 

 甚だ簡単措辞ではございますけども、議長就任のあいさつにかえさせていただきます。本当

にありがとうございました。（拍手） 

○臨時議長（山下浩平君） これをもって臨時議長の職務はすべて終了いたしました。 

 御協力ありがとうございました。 

 林議長、議長席にお着き願います。 

 議長交代及び追加日程表配付のため休憩いたします。 

            午前10時25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。 

 ただいまお手元に配付いたしました追加日程表のとおり、日程を追加し順次議題といたした

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、追加日程表のとおり日程を追加し順

次議題とすることに決しました。 

 意見調整のため30分間休憩いたします。 

            午前10時28分 休憩 

            午前10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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 追加日程第１、議席の指定を行います。 

 議席は会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定いたします。 

 議員諸君の氏名とその議席番号を、議会事務局長に朗読いたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 朗読いたします。 

 １番北岡幸男議員、２番亀井賢夫議員、３番柳原只雄議員、４番小椋利廣議員、５番脇本健

樹議員、６番久保八太雄議員、７番上野祥司議員、８番濱口太作議員、９番米澤善吾議員、

10番山本賢誓議員、11番山下浩平議員、12番堺喜久美議員、13番町田又一議員、14番林竹松議

員、議長席でございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） ただいま朗読をいたしましたとおり議席を指定いたしました。 

 議席の移動の間、休憩いたします。 

            午前10時52分 休憩 

            午前10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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において小椋利廣君及び北岡幸男君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、追加日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 今期臨時会の会期は本日１日限り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、会期は本日１日限りと決定いたしま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、追加日程第４、副議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○議長（林 竹松君） ただいまの出席議員数は14名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○議長（林 竹松君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（林 竹松君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○議長（林 竹松君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、議会事務局長の点呼に応じ、１番議員から順次投票

をお願いをいたします。 

 なお、白票は無効であります。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○議長（林 竹松君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○議長（林 竹松君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に久保八太雄君及び堺喜久美君を指名いたしま

す。よって、両君の立ち会いをお願いをいたします。 

            〔開  票〕 

○議長（林 竹松君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 14票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたします。 

 そのうち 

 有効投票 12票 

 無効投票 ２票 

 有効投票中 

  米澤 善吾君 ８票 

  久保八太雄君 ２票 

  堺 喜久美君 １票 

  山本 賢誓君 １票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であります。よって、米澤善吾君が副議長に当選をされまし
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た。 

 ただいま副議長に当選をされました米澤善吾君が議場におられますので、本席からの会議規

則第32条第２項の規定により告知をいたします。 

 副議長の就任のごあいさつをお願いをいたします。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） このたび御指名いただきまして副議長の重責を任されましたという

か、米澤善吾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、林議長さんを初め、諸先輩方のお力と、また同僚議員、また新人の議員の方の力をか

りながら、またいろんな室戸市民の課題について頑張っていきたいと思いますんで、どうかよ

ろしくお願いいたします。（拍手） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、追加日程第５、常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任

を行います。 

 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

指名をいたします。 

 まず、総務文教委員会委員といたしまして、順不同ではございますが、北岡幸男君、久保八

太雄君、堺喜久美君、濱口太作君、林竹松君、柳原只雄君、米澤善吾君、以上７名を、次に産

業厚生委員会委員といたしまして、上野祥司君、小椋利廣君、亀井賢夫君、町田又一君、山下

浩平君、山本賢誓君、脇本健樹君、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にいたします。 

 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。直ちに各委員会を開き、正副委員長互選の上、報告をお願いをいたしま

す。 

 それでは、常任委員会正副委員長を互選のため10分間休憩いたします。 

            午前11時７分 休憩 

            午前11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。 

 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いたします。 

 総務文教委員会委員長に堺喜久美君、総務文教委員会副委員長に柳原只雄君、産業厚生委員

会委員長に上野祥司君、産業厚生委員会副委員長に脇本健樹君、以上のとおり決定をいたしま

した。 

 次に、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

いて指名をいたします。 

 議会運営委員会委員に、上野祥司君、久保八太雄君、堺喜久美君、濱口太作君、町田又一
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君、山下浩平君、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

た諸君を議会運営委員会委員に選任することにいたします。 

 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

を招集をいたします。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24分 休憩 

            午前11時35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に町田又一君、議会運営委員会副委員長に濱口太作君、以上のとおり

決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、追加日程第６、芸東衛生組合議会議員の選挙を行います。 

 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いたしたいと

思いますが、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

にす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に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に決しま

した。 

 芸東衛生組合議会議員に、上野祥司君、小椋利廣君、亀井賢夫君、林竹松、脇本健樹君、以

上５名を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました方を芸東衛生組合議会議員に当選人として決するこ

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、小椋利廣君、亀井賢夫君、林竹松、脇本健樹君が芸東衛生組合議会議員に当選いたしまし

た。 
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 上野祥司君、小椋利廣君、亀井賢夫君、林竹松、脇本健樹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をいたします。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時39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１号平成22年度室戸市一般会計第６回補正予

算の専決処分の承認についてから日程第５、議案第４号室戸市固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてまで、以上４件を一括議題といたしま

す。 

 ここで市長から行政報告の申し出がありますので、許可いたします。 

 引き続いて、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、初めに行政報告をさせていただきたいと存じます。 

 まず、旧サンパレスの施設の利用についてでございますが、当該施設は市から内田先生に売

却をした後、売却先におきまして、どういうふうな利用をしていくのかということについて協

議をされていたところであります。また、昨年には市民の方々によるワークショップなども開

催をされてきたところでありますが、今回ニューサンパレスむろと、滞在型健康施設として５

月１日にオープンをいたしております。建物内部の床、壁はすべて木材を使用しており、特に

アトピー性疾患及びアレルギー性疾患の方々の滞在型療養施設として整備をされております。

約２週間の滞在で、室戸の自然と海洋深層水の持つ力で、アトピーやアレルギー疾患の治癒を

助けるというものでございます。また、施設では健康教室、生活習慣病、認知症などの予防活

動を行うことというふうに聞いておりまして、当市のシレストむろとの利活用や市民の方々の

健康づくりに対し貢献をいただけるものと考えております。さらに、ニューサンパレスむろと

の運営によりまして、当市の雇用であるとか地域経済に波及効果があるものと期待をしている

ところであります。 

 次に、東日本大震災に対する支援についてでございます。 

 まず、さきに専決処分をさせていただいております義援金につきましては、岩手県、宮城

県、福島県にそれぞれ100万円を、合計300万円送金をさせていただきました。また、市民の

方々からの募金につきましても、３県に対しそれぞれ130万円、合計390万円を１回分として配

分をさせていただいたところであります。 

 そして、物資につきましては、４月１日、県を通して、また４月22日には、釜石市に対して

救援物資の支援を行ったところであります。 

 また、これまで保健師１名を４月15日から４月21日まで、宮城県南三陸町に派遣をし、被災
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地の保健活動に従事をしていただいたところでございます。 

 なお、今後とも職員の派遣につきましては準備をいたしているところであります。 

 さらに、被災された方々に安心して避難生活を送っていただけるよう、避難者の受け入れに

つきましても青少年自然の家の利用や市営住宅を改修しての利用のほか、農林水産業などの就

業支援等につきましても、被災市町村とも連携を図りながら、当市として可能な限り避難者に

対する支援を行ってまいりたいと考えているところであります。 

 なお、これらのことを検討協議する会を近く発足をさせて協議をしていきたいというふうに

考えているところであります。 

 今後とも、東日本大震災に対する支援につきましては、議員各位並びに市民の皆様方の一層

の御理解と御協力を賜りますようにお願いを申し上げます。 

 続きまして、提案理由に入ります。 

 今臨時会に提案いたします案件は、条例関係３件、予算関係１件であります。 

 以下、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号平成22年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認について。 

 本案は、東北地方太平洋沖地震災害義援金の追加及び事業費確定による地方債の限度額の変

更を行うものであり、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条

第３項の規定により報告するとともに、承認を求めるものであります。 

 議案第２号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成23年３月30日に公布され、同年４月１

日から施行されることに伴い、室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法

第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するとと

もに、承認を求めるものであります。 

 議案第３号室戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成23年３月30日に公布され、同年４

月１日から施行されることに伴い、出産育児一時金に関する所要の改正を行う必要があるた

め、室戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第１項の規定に基づ

き専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するとともに、承認を求めるものであ

ります。 

 議案第４号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認について。 

 本案は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措

置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が平成23年３月31日に公布され、同

年４月１日から施行されることに伴い、室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改

正する条例を地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の
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規定により報告をするとともに、承認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関係課長から補足説明をいたさせま

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） 日程第２、議案第１号平成22年度室戸市一般会計第６回補正予算の専

決処分の承認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。 

            午後１時10分 休憩 

            午後１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。 

 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１号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１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。 

 次に、日程第３、議案第２号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認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19分 休憩 

            午後１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。 

 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２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２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。 
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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。 

 次に、日程第４、議案第３号室戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認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23分 休憩 

            午後１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３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３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。 

 次に、日程第５、議案第４号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認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。石建税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時28分 休憩 

            午後１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。 

 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４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４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。 
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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。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第２、議案第１号平成22年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認

についてから日程第５、議案第４号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正す

る条例の専決処分の承認についてまで、以上４件を一括して行います。 

 まず、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            〔「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２、議案第１号から日程第５、議案第４号まで、以上４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号平成22年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認についてを採決いた

します。 

 本案は承認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号は承認されました。 

 次に、議案第２号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

てを採決いたします。 

 本案は承認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号は承認されました。 

 次に、議案第３号室戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について

を採決いたします。 

 本案は承認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３号は承認されました。 

 次に、議案第４号室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認についてを採決いたします。 

 本案は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 
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○議長（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第４号は承認されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第６、農業委員会委員の推薦についてを議題といたしま

す。 

 本件は、農業委員会等に関する法律第12条第２号の規定により、農業委員会の所掌に属する

事項につき、学識経験を有する者４人以内を議会が推薦するものであります。 

 お諮りをいたします。 

 議会推薦の農業委員は４人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、議会推薦の農業委員は４人とするこ

とに決しました。 

 次に、推薦の方法についてお諮りをいたします。 

 推薦の方法については、議長において指名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に決しま

した。 

 農業委員会等に関する法律第12条第２号の規定による議会推薦の農業委員は、室戸市佐喜浜

町3640番地４、山口悌君、室戸市浮津1529番地５、杉村陽輔君、室戸市吉良川町乙4199番地、

小松秋夫君、室戸市羽根町乙209番地、山﨑修君を指名いたします。 

 お諮りをいたします。 

 農業委員会等に関する法律第12条第２号の規定により、議会推薦の農業委員は山口悌君、杉

村陽輔君、小松秋夫君、山﨑修君を推薦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、議会推薦の農業委員は山口悌君、杉

村陽輔君、小松秋夫君、山﨑修君、以上４人と決しました。 

 各常任委員会委員長及び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、委員長からの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。 



－20－ 

 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、その他の整理を要するものに

つきましては、会議規則第43条の規定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。 

 これをもちまして平成23年５月第３回室戸市議会臨時会を閉会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。ありがとうございます。 

            午後１時40分 閉会 

 

 上記は会議のてんまつを記載して相違ないことを証するため、地方自治法第123条第２項の

規定により署名する。 
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