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平成２３年９月第５回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  平成２３年１０月４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    12番 堺   喜久美    13番 町 田 又 一 

  14番 林   竹 松 

４．欠席議員 

  11番 山 下 浩 平 

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     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１号 室戸市税条例等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２ 議案第２号 平成23年度室戸市一般会計第２回補正予算について 

  日程第３ 議案第３号 平成23年度室戸市介護保険事業特別会計第２回補正予算について 

  日程第４ 議案第４号 平成23年度室戸市水道事業会計第１回補正予算について 
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  日程第５ 議案第５号 訴えの提起について 

  日程第６ 議案第６号 訴えの提起について 

  日程第７ 議案第７号 訴えの提起について 

  日程第８ 議案第８号 訴えの提起について 

  日程第９ 議案第９号 室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について 

  日程第10 認定第１号 平成22年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第11 認定第２号 平成22年度室戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第12 認定第３号 平成22年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

  日程第13 認定第４号 平成22年度室戸市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第14 認定第５号 平成22年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

  日程第15 認定第６号 平成22年度室戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第16 認定第７号 平成22年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第17 認定第８号 平成22年度室戸市障害程度区分認定審査会運営事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

  日程第18 認定第９号 平成22年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第19 認定第10号 平成22年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第19まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 



－75－ 

            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名中欠席届１名、現在13名の出席でございます。 

 欠席議員は、山下浩平議員、所用のためでございます。また、午後欠席議員は、山本賢誓議

員、所用のためでございます。 

 執行部から、木下副市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号室戸市税条例等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。 

            午前10時１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。 

            〔「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号平成23年度室戸市一般会計第２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10時10分 休憩 

            午前11時21分 再開 
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○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。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番亀井。本案について質疑をいたします。 

 16ページ、８目諸費の15節工事請負費の1,980万円、これは13節の委託料の117万円も一緒と

は思いますが、先ほどの課長説明では事業内容ではわかりましたが、担当課が事業課でないと

思います。工事設計書の作成及び成果品の審査はどうなるのかお聞きいたします。 

 次に、22ページ、５款の農林水産業費の５目土地改良費、15節工事請負費の500万円につい

てお伺いいたします。工事内容と場所は説明資料等でわかりますが、工事新設に関連するはず

の用地費が計上されていないようですが、道路敷地はどうするのですか。説明をお願いいたし

ます。 

 次に、25ページ、７款土木費の１目道路維持費、15節工事請負費の580万円と、３項の河川

海岸費の15節工事請負費615万円についてお聞きいたします。説明では、台風災害によるとあ

りましたが、金額が大きいのに災害復旧事業、単独災害等の補助事業で採択するべきではない

ですか。建設課にお伺いいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。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） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 ページ22ページ、第５款の予算です。５目の15節の500万円で、用地費のことについてお伺

いがありました。全体事業は100メーターを計画しております。その中で、ここの50メーター

につきましては、現道ののりと、赤線なんですが、のり部分とを使いまして３メーター確保で

きる部分をことし仕上げます。次の計画のときに用地費がかかってきます。２名ほどの方の協

力を得るという形になっていきますので、今回は用地費はありませんということになります。

よろしくお願いします。 

○議長（林 竹松君） 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。 

 16ページ、２款１項８目諸費の工事請負費の担当課あるいは設計成果品の検査等はどうする

のかという御質疑でございますけれども、今回先ほど説明申し上げました、今回想定しており

ます箇所には学校保育等を中心に計画しております。一部そうしたところとの現場等の調整等

も要りまして、これまでも事業課のほうに協力もいただいて、この積算を行っておるところで

ございまして、学校保育課あるいは総務課のほうで箇所により担当することになろうかと思い

ますけれども、それぞれ技術職員がおりませんので、この設計あるいは検査等につきまして

は、建設課等の事業課の協力を得て実施したいと考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（林 竹松君） 大影建設課長。 
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○建設課長（大影伊津夫君） 亀井議員にお答えします。 

 25ページの７款２項１目15節の工事費についてでございますが、この工事費は台風によるも

のではなく、ふだんから傷んでおります市道の舗装のオーバーレイとか舗装工事によるもので

ございます。 

 次に、７款３項１目15節の工事費につきましても、台風によるものではなく、老朽化した水

路の改修工事と土水路でありますものを３面張りの水路に変えるものでございます。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。 

            〔「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号平成23年度室戸市介護保険事業特別会計

第２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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時29分 休憩 

            午前11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４号平成23年度室戸市水道事業会計第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。 

            午前11時32分 休憩 

            午前11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。 
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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５、議案第５号訴えの提起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。松本財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時36分 休憩 

            午前11時41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号訴えの提起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。松本財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時41分 休憩 

            午前11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号訴えの提起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。松本財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午前11時45分 休憩 

            午前11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。 

            〔議長交代〕 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第８、議案第８号訴えの提起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。松本財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時50分 休憩 

            午前11時53分 再開 

○副議長（米澤善吾君） 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〕 

○副議長（米澤善吾君） 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。 

 休憩いたします。 

            午前11時53分 休憩 

            午前11時53分 再開 

○議長（林 竹松君） 再開をいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第９、議案第９号室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更

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。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時54分 休憩 

            午前11時57分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 



－80－ 

 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59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10、認定第１号平成22年度室戸市一般会計歳入歳出決算

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。萩野企画財政課長。 

 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。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。本議案に対しまして質疑を行います。 

 まず、１点目。全体の不用額についてですが、決算書の11ページ一番下になります。不用額

10億1,249万7,000円、内訳といたしましては先ほど御説明があったように、事項別明細の81ペ

ージになりますが、ブロードバンド整備に係る工事費で約５億8,200万円、それは今まで説明

がございましたので理解できます。残り四千二百、三百万円程度の不用額ということになりま

すが、これは予算現額137億1,984万5,000円から81ページの工事請負費20億4,764万7,000円を

差し引いた116億7,220万円と比較いたしますと、約3.6％ということになろうかと思います。

平成21年度は予算現額145億7,450万8,000円に対し、不用額４億743万1,000円で2.8％、20年度

は予算現額107億6,184万7,000円に対して不用額３億5,204万5,000円で約3.3％と推理しており

ますが、この不用額というものは予算現額のおおむね何％ぐらいが妥当であると言えるのでし

ょうか。お伺いいたします。 

 ２点目。これも不用額に関してでございますが、監査委員の意見書31ページの指摘で、第３

款の民生費、第４款の衛生費、前年度より不用額がふえた部分が出ております。先ほど民生費

に関しては御説明がございましたので構いませんが、第４款の衛生費は全体で20年度1,400万

円、21年度1,900万円、22年度約3,000万円の不用額となっております。決算書の事項別明細に
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記されておりますので、精査すればよいのですが、なぜなのかお聞きいたします。 

 それから、３点目。監査委員の意見書28ページの下のほうです。予算の流用及び予備費の充

当状況というところで、予算の流用は110件1,077万3,000円、前年度89件で2,653万4,000円で

あり、件数がふえているが金額は大幅に減少しているとあります。1,576万1,000円の減少とい

うことになりますが、どのような理由からでしょうか。不用額の多い少ないというのと、この

予算の流用というのは何か関係があるのでしょうか。 

 予算の流用に関しまして、決算書事項別明細書132ページ、133ページ、５款１項６目生活改

善センター費、11節需用費、これは備考欄になりますが、よその科目へ流用した金額が２万

5,000円、それからよそより流用されたものが２万7,000円、それで結果不用額が８万3,053円

ということになっております。 

 それから、180ページ、181ページ、９款４項１目社会教育総務費の12節の役務費になります

が、これも先ほどと同じように、よそへの流用、よそよりの流用というような事例が出てまい

ります。 

 それから、182ページ、183ページ、９款４項２目公民館費、この場合は流用額が57万

2,000円でありますが、予算不用額が53万6,880円というようなことがございます。ここら辺に

対して御説明いただきたいと思います。 

 それから、消防費についてお伺いいたします。事項別明細書162、163。８款１項１目常備消

防費の19節負担金補助及び交付金のうち、消防防災ヘリ市町村負担金ですが、22年度109万

7,000円、21年度119万9,000円となっております。道路事情の悪い室戸市です。緊急時もしも

のときには大切な部分ですので、その算定基準についてお伺いいたします。 

 それから、ちょっと順序が逆になるのですが、歳入の12款２項２目民生手数料のうち、１節

社会福祉手数料の配食サービス事業利用料、これが平成19年度44万5,000円、平成20年度49万

1,000円、平成21年度52万円で、平成22年度110万400円というようなことになっております。

倍増している要因等をお聞きしたいと思います。 

 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） 何点かございましたが、財政のほうからも答える部分がある

と思いますので、答えさせていただきます。 

 まず、１点目の11ページの不用額の10億円のことなんですけれども、不用額につきまして

は、昨年も議会から御指摘がありまして、できる限り減額、不用額が出ないようにということ

で御指摘をいただいておりまして、平成22年度、ことしの３月の補正予算で約４億円程度の減

額補正を既決で減額しております。それによりまして、明許の分は除きまして、減額いたした

結果でもこの内容が出ております。先ほど言いましたように、10億円のうちで６億円程度はブ

ロードバンドの経費なんだよと、これはやむを得ないと。じゃああと４億円につきましては、
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先ほど民生費で私は説明させていただきましたけれども、民生のほうがどうしても国とか県と

かの補助金の関係で、補助金の申請が時期的に早いもんで見込みで出しますので、その部分に

つきましてはある程度実績ベースで補助金が入ってきませんので、見込みでありますとね、ど

うしても不用額がある程度出るというのはやむを得ないんじゃないかなと。でも、議員さんが

おっしゃいますように、できる限り不用額は出さない形で、という形は福祉事務所、ほかの課

にも昨年来から言っておりますので、その分につきましては本年度も引き続き不用額をできる

だけ減額していくと、少なくしていくということで取り組んでまいります。 

 それから、不用額がどの程度なら適正かということなんですけれども、この程度というて決

められたもんはないかと思いますが、できる限り不用額は出さない形で取り組んでいくという

方向でやっておりますので、どうか御理解いただきたいと思います。 

 それから、済みません。３点目でしたかね。流用とか予備費のことなんですけれども、

110件で件数は増だが金額が減っておるというようなことがございます。これは、もちろん流

用とか予備費をしなければならないということにつきましては、本来でしたら予算で対応して

おけばよかったものかとは思いますが、緊急やむを得ないものでありますとかというものを予

備費または流用で対応いたしておりますので、これにつきましても、できる限り議会のほうに

予算変更とか増額とかという形で予算計上していくものなんですけれども、これにつきまして

も、できる限り各課に対しましても慎重に予備費充当とか流用が余り出ないような形で取り組

んでくれという指導は、いつもいたしておりますので、若干22年度につきましてはこういう結

果が出ておりますけれども、その点で御理解いただきたいと思います。 

 済みません。あとちょっと個々のそれぞれの件につきましては、各課から答弁あるかと思い

ますんで、よろしくお願いします。 

○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。 

 監査委員の意見書のほうで、４款衛生費の不用額が多くなったことですけれども、22年度の

ときにちょうど新型のインフルエンザワクチン、それと子宮頸がん等のワクチンの接種がござ

いまして、その関係が時期的なこともございまして、ちょっとおくれた関係でこういう不用額

となっております。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。 

 歳入歳出決算書の163ページ、19節負担金補助及び交付金の中の消防防災ヘリの市町村負担

金でございます。この負担金につきましては、現在高知龍馬空港に設置されております高知県

の消防防災航空隊に現在13名の職員が配置されておりますが、うち８名は市町村で組織する消

防本部、15の消防本部の中から現在８本部から８名の隊員が派遣をされております。この隊員

の給与といったことを34の市町村で賄っておる経費でございます。 
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 算出の内容につきましては、各市町村の人口割、これは65％です。それと、面積割が20％。

それから、均等割として15％によって算出をされておりまして、なお人口につきましては国勢

調査による暫定値、それから面積につきましては平成22年10月１日付の国土地理院の公表値に

よる面積といったことで算定をされておりまして、県下34の市町村がすべて負担金を出してい

るといったところでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） ある。ない。答弁しますか。 

 ほかに答弁はありませんか。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。 

 29ページの社会福祉手数料ですけれども、配食される事業量のほうが人数がふえた関係でこ

の利用料がふえたわけであります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 10分ぐらい休憩いたします。 

            午後１時36分 休憩 

            午後１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。 

 執行部の答弁を求めます。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） どうも貴重な時間をいただきましてありがとうご

ざいました。 

 181ページの役務費12節、社会教育４項１目です。社会教育の12節の役務費です。はい、済

みません。その中の７万2,000円の減額でございます。これは鯨資料を修繕ということで、デ

ルマールホールディングス株式会社からいただいたものを、八戸から送ってきてそれを修理す

るということで、９、４、１の11需用費へ動かしたものでございます。 

 それから、あと９、４、１の16へ流用２万5,000円、これは原材料費ということで、これも

鯨の修繕のペンキ代に使ったものでございます。 

 それから、９、４、１の８より流用９万4,000円ですが、これにつきましては吉良川の町並

みトイレが利用者増によりトイレがいっぱいになったということで、急遽流用したものでござ

います。 

 それと、あと結果的に役務費８万6,260円、これは余りましたものは八戸から送ってくる鯨

資料の送料、通信運搬費ですが、その部分が余ったということ、結果的に余ってきたというも

のでございます。 

 続きまして、183ページですが、手数料、役務費の９、４、３、13より57万2,000円、これは

特殊建築物羽根公民館の特殊建築物ということで、最初は委託料で組んでおりましたが、それ

を12節手数料がいいんではないかということで動かしたわけなんですが、結果的に羽根公民館

が耐震を行った関係で、検査ができなかったというところで、53万6,880円が余ったと、不用

になったということでございます。以上です。 
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○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） 上野議員さんにお答えします。 

 ページ133ページをお願いします。農林水産業費の６目生活改善センター費の中の11節需用

費、12節役務費、15節工事費のところで流用関係が動いているという形のことです。 

 これは、一般的には改善センターがなにもなかったらそのままの予算でいったんですが、ち

ょうどブロードバンドの機械が、あそこが起点というか始点というか、サブセンターという形

のことになってきてるんですよ。あそこの部屋を使って、機械類が全部入ってくるという形の

ことでして、そうすると電気の関係がふえてくるという形のことで、去年途中から特殊な形の

ことで電気代、通信代がかかってきたという形のことで、そういうことがわからなかったもん

で結局工事費から流用したりいろいろの処理をしたということであります。 

○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） 答弁させていただきます。 

 先ほどの流用についてでございますが、181ページ、183ページ関係でございますが、12節の

役務費につきましては、細節で内訳といたしましては、保険料、通信運搬費、それから手数料

といろいろ分かれておりまして、ほかの流用も含めまして細節に分かれておるものが細節単位

で流用の管理をいたしておりますので、その中で、この中でも例えば減額になったり増額にな

ったりするものがございます。その細節単位で余ったりするところも、流用はしてないけれど

も余っているところなんかもございますので、どうしても決算書上の記入の仕方がこういう形

になってまいりますので、ちょっと御理解いただきたいと思いますんで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。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。１点だけ質疑をさせていただきます。 

 81ページの２款１項11目15節の工事請負費が、これはブロードバンドの関係だと思いますけ

れども、５億8,206万5,400円が減額になっちゅうという、この内容についてちょっと教えてい

ただきたいと思います。加入者の問題やと思いますけれども、内容をちょっと教えていただき

たい。以上です。 

○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） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 ブロードバンドの不用額につきましては、総括で企画財政課長からも説明があったところで

すけれども、御案内のとおり81ページ２款１項11目の15節工事請負費の不用額５億8,206万

5,400円、これはすべて21年度から繰り越しをいたしました室戸市情報通信基盤整備事業の工

事費の不用額でございます。 

 まず、この当初の20億4,764万7,000円、この予算は平成21年度に予算化をしていただきまし

て、22年度に繰越明許費として繰り越しをさせていただいたものでございます。その際に、予
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算として計上させていただいてから、まず内容といたしましては、実施設計を、当初の予算は

基本設計で計上させていただきました。概算で計上させていただきまして、その後実施設計を

行いまして、それから入札を経まして、それから工事費の精算が上がるという流れでございま

す。まず、第１段階で基本設計から実施設計に至る際に、具体的な数量、光ケーブルの延長等

を基本設計時より、より精査をいたしまして、まず設計上で約6,500万円程度当初の基本設計

より減額となっております。それから、その後その実施設計によりまして、入札を行いまし

た。入札減、いわゆる入札減が１億3,700万円程度、それと御質問にもございました最終的な

加入申し込み等によります数量の確定によるもの、これが約３億8,000万円程度でございま

す。これにつきましては、当初は国の交付金による事業ということで、設計は可能な限り加入

したい方が予算不足等によりまして加入できないことのないように、かなり大き目に見込んで

おりましたが、実績といたしましては、インターネット加入が約16％、それからケーブルテレ

ビが19.5％程度、見守りサービスが6.5％程度の加入となりましたので、当初不足のないよう

に見込んでおりました部分からこうした不用となったものでございます。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。 

            〔「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、認定第２号平成22年度室戸市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算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。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時57分 休憩 

            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、認定第３号平成22年度室戸市住宅新築資金等貸付事

業特別会計歳入歳出決算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。山本人権啓発課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時15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13、認定第４号平成22年度室戸市老人保健事業特別会計

歳入歳出決算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。川上市民課長。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第14、認定第５号平成22年度室戸市介護認定審査会運営事

業特別会計歳入歳出決算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。山本保健介護課長。 

 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。 

 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。 
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 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、認定第６号平成22年度室戸市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時36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、認定第７号平成22年度室戸市海洋深層水給水事業特

別会計歳入歳出決算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。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47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。 

 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17、認定第８号平成22年度室戸市障害程度区分認定審査

会運営事業特別会計歳入歳出決算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。久保福祉事務所長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時58分 休憩 

            午後３時２分 再開 
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○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。 

 なお、健康管理のため３時35分まで休憩いたします。 

            午後３時３分 休憩 

            午後３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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第18、認定第９号平成22年度室戸市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算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。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時32分 休憩 

            午後３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19、認定第10号平成22年度室戸市水道事業会計決算の認

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。中山水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時41分 休憩 

            午後４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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○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、議会運営委員会委員長にお願いをいたします。日程について議会運営委員会を開会し

ていただき、日程の協議をお願いいたしたいと思います。 

 議会運営委員会開会の間、休憩いたします。 

            午後４時６分 休憩 

            午後４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。 

 議会運営委員会委員長の報告を求めます。町田議会運営委員会委員長。 

（議会運営委員会委員長報告） 

○議会運営委員会委員長（町田又一君） 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど議長出席のもと、議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありました本日以降の日

程の変更について協議を行ったところ、日程につきましては、あす５日委員会、６日休会と決

定をいたしました。議員各位の御協力をお願いいたします。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） お諮りいたします。 

 ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり、日程につきましては、５日委員会、６日休

会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、日程につきましては、５日委員会、

６日休会とすることに決定いたしました。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第１号から議案第９号まで及び認定第１号から認定第

10号まで、以上19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、10月５日から10月13日まで９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、10月５日から10月13日まで９日間休

会することに決しました。 

 10月５日から10月13日まで９日間休会をいたします。 

 10月14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いたします。 
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 お疲れさまでございました。 

            午後４時13分 散会 

 


