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平成２３年１２月第６回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  平成２３年１２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 

  滞納整理課長補佐  山 本 康 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 

  農林水産課長補佐兼農林振興班長  西 村 城 人     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 室戸市スポーツ振興審議会に関する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５号 平成23年度室戸市一般会計第３回補正予算について 

       議案第10号 室戸市土地開発公社の解散について 
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       議案第11号 第三セクター等改革推進債の起債許可申請について 

       議案第12号 権利の放棄について 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 議案第３号 室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について 

       議案第４号 室戸市墓地、埋葬等に関する条例の制定について 

       議案第６号 平成23年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算につ

いて 

       議案第７号 平成23年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算について 

       議案第８号 平成23年度室戸市水道事業会計第２回補正予算について 

       議案第９号 室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設にお

ける指定管理者の指定について 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 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 

             （平成23年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成23年９月定例会付託分） 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第４ 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 

             （平成23年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成23年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成23年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成23年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成23年９月定例会付託分） 

       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 
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             歳出決算の認定について 

             （平成23年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成23年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成23年９月定例会付託分） 

                            （産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第５ 議案第13号 室戸市羽根赤木山畜産団地における指定管理者の指定について 

                                    （追加議案） 

  日程第６ 意見書案第１号 大規模災害に対する防災対策など、住民の安心・安全を支え 

               る地方整備局や事務所等の出先機関の存続を求める意見書に 

               ついて 

  日程第７ 議会運営委員会委員の選任について 

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、川邊農林水産課長入院のため、西村農林水産課長補佐兼農林振興班長

が、日垣滞納整理課長通院のため、山本滞納整理課長補佐兼第２整理班長が、萩野企画財政課

長公務出張のため、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） ここで市長からの発言の申し出がございますので、これを許可いたし

ます。小松市長。 

 発言の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時２分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、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。 

 昨日、議長から追加議案の取り扱いについて諮問があり、本日午前９時から議会運営委員会

を開催し協議をいたしましたので、御報告をいたします。 

 議案第13号につきましては、本日、委員会付託省略の上、審議を行うことに決しました。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） 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号室戸市スポーツ振興審議会に関する条例の一部

改正についてから議案第12号権利の放棄についてまで、以上６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12号まで、以上６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。 



－85－ 

 委員会といたしましては、12月14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。 

 初めに、議案第１号室戸市スポーツ振興審議会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、今回の改正により審議会の処遇はどうなるかとの質疑があ

り、執行部より、スポーツ振興法がスポーツ基本法に全改正ということで、身分的なものにつ

いては変わらない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、体育指導員は何名かとの質疑があり、執行部より、専門種目

をやられてきた方が現在の体育指導員として15名選任され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、本案は可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５号平成23年度室戸市一般会計第３回補正予算についてであります。 

 まず、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、室戸市歴史民俗資料館（仮称）の設置場所について質疑があ

り、執行部より、旧室戸東中学校有効利用検討委員会の中で廃校になった旧室戸東中学校をジ

オパークの拠点施設として利用することが有効ではないかとの意見が出ており、今のところ旧

室戸東中学校であるとの答弁がありました。 

 次に、旧室戸東中学校よりもっと中心部に拠点施設を置くべきではないかとの質疑があり、

室戸岬には室戸岬を紹介するインフォメーションセンターがあり、主に高知方面から来られた

方に対しては鯨館にビジターセンターがある。東回りのルートを構築していく際に旧室戸東中

学校はその有効利用できる位置にあり、財源的にも有利であると考えるとの答弁がありまし

た。 

 次に、現在ある旧室戸東中学校の施設は改修して使用するのか、また耐震構造になっている

かについての質疑があり、内部改修がメインになってくると思うが、一定の外観の改修も必要

かなと考えている。耐震については対応できているとの答弁がありました。 

 次に、ビジターセンターを鯨館へ設置していることは目的外使用に当たらないか、会計検査

が入った場合に指摘はされないかとの質疑があり、ビジターセンターを始める前に県庁へ出向

き目的外使用関係の確認をし、現在の使い方であれば目的外使用に当たらず、目的外使用申請

書の提出の必要もないという書類をいただいておるところであるとの答弁がありました。 

 次に、今回補正のバス借り上げ料、報償費について質疑があり、バス借り上げ料は香川県ミ

ュージアムに行くことを想定して計上させていただいている。報償費は博物館の専門家や学芸
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員など外部の方の意見を聞く場合に対応できるように計上しているとの答弁がありました。 

 次に、基本計画策定の時期と室戸市歴史民俗資料館（仮称）の完成予定について質疑があ

り、期限は基本的に設けていないとの答弁がありました。 

 そのほかにも、委員より、室戸市歴史民俗資料館（仮称）については地元の単なる学習施設

にならないよう、集客施設としては市外の方が来るだけの魅力ある特徴を出すようにしてほし

い。また、旧室戸東中学校の施設の利用に関しては、補助金の適化法など十分注意して慎重に

取り組んでもらいたい等の意見がありました。 

 さらに、委員より、世界ジオパークの件もあり、極めて重要な大切な事業の大きな事業のこ

とである。我々議員もかなり慎重審議をしておかなければならないと感じている。そこで、市

長初め担当課長はもとより、検討委員と議論を重ね、熟慮の上、事を進めてもらいたいとの意

見がありました。 

 次に、福祉事務所であります。 

 執行部の説明の後、委員より、社会福祉法人施設改築費負担金について質疑があり、執行部

より、安芸市の身体障害者通所授産施設に対するものであり、この施設は身体障害者が就労す

る施設となっており、室戸市から毎年１名が通っているとの答弁がありました。 

 次に、生活保護総務費の保険料について質疑があり、ＩＣカードの契約を東部交通等として

おり、チャージ機を市役所と佐喜浜、吉良川、羽根の出張所に設置している。このチャージ機

が盗難に遭い不正にチャージされた場合に対する保険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、中山間地域等直接支払交付金返還金の生じた理由について質

疑があり、執行部より、農業振興地域の中の農用地区域には除外された土地というものがあり

ます。今回そういった土地があり、現況でいうと何十年も耕作されてきており、農地であると

認識していたが、農地として活用されてきていても除外された土地であれば条件に不適当であ

ると会計検査で指摘を受けたことによる返還であ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、情報カメラ設置事業補助金について、さんさんテレビがホテ

ル明星の屋上へビデオカメラを設置するということだが、映したときの景観などの説明を受け

たかとの質疑があり、執行部より、余り高い位置で撮影するより一定低い位置で撮影するほう

がよいとのことであり、管理の面とを総合的に判断して決めた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、室戸市地籍調査事業費補助金でこの調査はあと何年くらいか

かるのかについて質疑があり、執行部より、芸東森林組合が事業主体でやっている。来年も予

定はしているが、それ以降についてはまだ聞いていないとの答弁がありました。 

 次に、消防本部であります。 
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 執行部の説明の後、委員より、消防吏員装備品購入費は何名分かについて質疑があり、執行

部より、１名分であるとの答弁がありました。 

 次に、学校保育課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、要・準要保護児童・生徒援助費について質疑があり、執行部

より、現在の対象者は小学校が108名、中学校が66名であり、今回の補正は歯の治療等の件数

が昨年より大幅にふえたことによるものであるとの答弁がありました。 

 次に、児童福祉総務費の手数料の内容について質疑があり、保育料滞納者の預金調査をする

ためのものであり、50件分を見込んで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、ドリームベースボール補助金の事業そのものが中止になった

理由について質疑があり、執行部より、名球会と運営する株式会社ぎょうせいとの間でトラブ

ルが生じたことと、小・中学生の参加見込みの人数が非常に少なくなったためであるとの答弁

がありました。 

 企画財政課、総務課、財産管理課、税務課、市民課、保健介護課につきましては、特段質疑

はありませんでしたので、省略させていただきます。 

 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10号室戸市土地開発公社の解散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号第三セクター等改革推進債の起債許可申請についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、返済の年数について質疑があり、執行部より、10年であると

の答弁がありました。 

 次に、この起債を使うメリットについて質疑があり、今回起債が借りれなければ４億

6,000万円を当該年度で用意することが必要になってくる。全国的に土地開発公社の問題が起

こっていることに伴い、今回地方財政法の特例措置で貸してくれることになっているとの答弁

がありました。 

 次に、議案第12号権利の放棄についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、土地開発公社への権利を放棄するということだが、反対に受

け取った土地の利活用について質疑があり、執行部より、利活用についてはこれから検討とな

るとの答弁がありました。 

 次に、債権放棄の内容について質疑があり、用地の簿価額の約２億7,800万円と累積欠損金

約１億7,200万円、平成23年４月１日から平成23年９月22日までの利子が約500万円であるとの

答弁がありました。 

 その他にも、委員より、当時には利用する事業計画もあって開発公社に依頼して土地を購入
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してもらい、その後財政的なことから計画の変更があったと思うが、土地を購入する際の計画

性の甘さがあったのではないか。今後このようなことがないよう一生懸命取り組んでいくよう

市長にも要請をしてもらいたいとの意見がありました。 

 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３号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一

部改正についてから議案第９号室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設に

おける指定管理者の指定についてまで、以上６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。 

（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３号から議案第９号まで、以上６件は今期定例会にお

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、12月14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３号室戸市福祉医療費助成に関する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、一部改正による新たな対象者は把握しているか、また医療

費の増加見込み額はと質疑があり、24年度は約500人、25年度は約760人が新たに対象者とな

る。また、医療費は24年度800万円、25年度1,200万円ぐらいの増加が見込まれると答弁があり

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４号室戸市墓地、埋葬等に関する条例の制定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、古い墓を納骨堂に建てかえる場合も申請が必要かと質疑が

あり、構造が変わるので申請は必要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６号平成23年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算についてであ

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７号平成23年度室戸市介護保険事業特別会計第３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、歳出で地域密着型介護サービス給付費2,400万円の減額の

理由について質疑があり、小規模多機能型介護施設を羽根町に建設中だが、その完成が予定よ

りおくれ、今年度中の事業開始が見込めない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。 

 次に、議案第８号平成23年度室戸市水道事業会計第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、漏水が原因での電気料金の増加が補正理由であるとの説明

だが、当初予算の見積もりが見込み違いであったのではないかと質疑があり、上水道の動力費

は22年度当初予算と比較して４％ぐらい、簡水についても2.5％ぐらい上乗せしている。予想

以上の漏水が原因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号室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設における指定

管理者の指定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、株式会社ＭＵＲＯＴＯの職員の継続雇用について質疑があ

り、議決後に協議することになるが、株式会社創裕からの提案書の中では現状の職員を雇用し

たいとなっている。また、新規雇用についても市内の方を優先して雇用したいと提案をいただ

いていると答弁がありました。 

 次に、現在株式会社ＭＵＲＯＴＯが行っている国保事業について継続して実施できるのかと

質疑があり、これからの協議になるが、国保事業については、市としては原則現在実施してい

る事業は継続してもらう方向で協議を進めたい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、認定第１号平成22年度室戸市一般会計歳入歳出決算

の認定について及び認定第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、以上２件を一括議題といたします。 
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 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

ついて及び認定第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、以上２件につきましては、平成23年９月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、10月31日委員会を開き、執行部の出席を求め慎重に審査を行いま

した。 

 まず初めに、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であります。 

 平成22年度一般会計の決算概要につきましては、歳入総額127億8,844万9,531円、歳出総額

124億5,051万8,735円で、歳入歳出差し引き額は３億3,793万796円であり、翌年度へ繰り越す

べき財源額3,418万6,000円を差し引いた実質収支は３億374万4,796円の黒字となっておりま

す。また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は4,590万4,053円

の黒字となっており、この単年度収支に財政調整積立基金積立金１億128万6,000円を加え、実

質単年度収支は１億4,719万53円の黒字となっております。 

 普通会計での主な財政指標について、21年度と対比しますと、22年度の自主財源比率は

20.3％から15.2％に、経常収支比率は101.0％から95.5％に、また実質公債費比率は過去３年

間の平均で18.6％から19.5％という状況であります。22年度末の一般会計の市債残高は、

115億3,158万4,000円となっております。 

 以下、各課に対する主な質疑応答等審査経過及び結果について御報告いたします。 

 企画財政課関係では、特別交付税８億2,761万4,000円の中に含まれている旧地域改善対策費

に係る金額はとの質疑があり、旧地域改善対策に係る地方債元利償還金は２億9,558万3,000円

で、国に申請はしているが、この特別交付税の額は全体で11億7,000万円支出した額に対する

ものであり、幾らおりてきているかについてははっきりわからないとの答弁がありました。 

 次に、22年度の実質単年度収支が過去５年間で比較すると随分多いが、主な理由はとの質疑

があり、市税の収納額が前年度より3,000万円から4,000万円増収していること、過疎債がソフ

ト事業に充当できるようになったため、１億円増収したことによるものであるとの答弁があり

ました。 

 財産管理課関係では、廃校になった学校の用途廃止を行い、普通財産として財産管理課で管

理し、地代を支払っているのは何件あるかとの質疑があり、椎名小学校のみであるとの答弁が

ありました。 

 次に、住宅使用料の不納欠損処理を行ったものの年齢層等の状況について質疑があり、時効

の援用によるものは50歳代後半が１名、ほかは60歳代である。ほとんどが死亡し、保証人も不
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明のものを債権放棄したものでありますとの答弁がありました。 

 滞納整理課関係では、特別土地保有税滞納繰越分の不納欠損額と収入未済額について質疑が

あり、今回不納欠損処理を行ったのは、破産した団体があり、交付要求が済んで資産は全部処

分済みと確認できた１件であり、地方税法第15条の７第５項を根拠としている。未済分につき

ましては、あと２件分に対するものであり、不納欠損等今後検討しなければならないと考えて

おりますとの答弁がありました。 

 ジオパーク推進課関係では、不用額が多い理由について質疑があり、ジオパーク推進費の委

託料については、最後まで変更の可能性が若干残っていたためであり、工事請負費についても

同様である。今後、不用額については減額するよう心がけますとの答弁がありました。 

 市民課関係では、現在の火葬場は特別措置法に係る事業の経過がある。火葬場使用料につい

て、同和地区の方についての減免はあるかとの質疑があり、同和地区の住民の方の御利用とい

うことでの減免はしていない。生活困窮等により火葬場使用料の支払いが困難な方について市

長が必要と認めた場合に限り減免できるという規定がありますとの答弁がありました。 

 次に、環境衛生費、公有財産購入費の購入目的について質疑があり、長年借りておった火葬

場の土地を購入したものであるとの答弁がありました。 

 人権啓発課関係では、全市民館に専属の館長を置くことについて質疑があり、県からの指導

により、６館に対して今年度から館長は３名から４名体制へと１名増員させており、一歩前進

している。さらに、県との協議の中で検討させていただきたいとの答弁がありました。 

 農林水産課・農業委員会事務局関係では、室戸市農業研究会補助金ではどのような研究がさ

れているか、スジアオノリ販売拡大事業委託料の委託先について質疑があり、農業研究会補助

金の研究内容は天敵やＩＳＯについてであり、スジアオノリ販売拡大事業の委託先は高知県漁

協高岡支所でありますとの答弁がありました。 

 商工観光深層水課関係では、室戸市民宿旅館等活性化事業費補助金の内容について質疑があ

り、室戸食遊館808の方が若者向けのパンフレットやタオルを作成し、宿泊された方に配った

ものに対する補助であるとの答弁がありました。 

 次に、観光費の公有財産購入費について質疑があり、購入した場所はディープシーワールド

内のホテル前駐車場付近の土地であるとの答弁がありました。 

 建設課関係では、神ノ前公園整備工事の完成はいつかについて質疑があり、今年度完成予定

であるとの答弁がありました。 

 消防本部関係では、消防防災ヘリ市町村負担金が今後増額されることがあるかとの質疑があ

り、負担金が算定されるに当たってはさまざまな要素があるが、人口の減などに伴い多少減額

が出てくるのではと考えるとの答弁がありました。 

 次に、非常備消防費の報酬で消防団員の欠員があったということだが、その後消防団員の補

充はしたかとの質疑があり、現在も欠員のままであるが、各事業所にお願いして分団員に勧誘
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していただきたいということで運動をしておりますとの答弁がありました。 

 学校保育課関係では、家庭支援推進保育事業の目的、対象保育所、加配保育士の人数につい

て質疑があり、目的は日常生活の基本的な習慣、態度の涵養について、家庭環境に対する配慮

等保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童が多数入所している保育所に対して保育士増員

を行い保育事業の向上を図ることであり、対象保育所は、公立が佐喜浜、羽根昭和、私立は菜

生、室津、浮津、元、吉良川第一保育所の７カ所であり、加配保育士は各保育所に１名である

との答弁がありました。 

 次に、多子世帯保育料軽減事業費補助金の対象世帯数と対象児童数について質疑があり、対

象世帯は42世帯、対象児童数は45名であるとの答弁がありました。 

 生涯学習課関係では、奨学資金貸付金の貸付者数、中途退学者の有無、学校卒業後の市内外

での就職状況について質疑があり、貸付者数は新規が10名、継続が24名、合計34名であり、中

途退学者は22年度にはいない。就職先については押さえていないとの答弁がありました。 

 総務課、選挙管理委員会事務局、保健介護課、税務課、監査委員事務局、福祉事務所、会計

課については、特段の質疑はありませんでしたので、省略させていただきます。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は認定すべきものと決しました。 

 次に、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であ

ります。 

 本特別会計は、歳入総額２億2,997万1,509円に対して、歳出総額３億3,398万2,794円で、歳

入歳出差し引き１億401万1,285円の不足額が生じたため、同額を翌年度歳入から繰上充用した

ものであります。 

 執行部の説明の後、委員より特段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、本案は認定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４、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から認定第10号平成22年度室戸市水道事業会計決算の認定に

ついてまで、以上８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。 

（産業厚生委員会委員長報告） 
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○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から認定第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ま

で、以上８件につきましては、平成23年９月定例会におきまし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、平成23年10月26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、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

であります。 

 執行部の説明の後、委員から、22年度末で赤字額がかなりな額になっているが、県下の状況

はどうかと質疑があり、執行部から、当市では累積赤字も含め繰上充用で処理している。現在

このような状況にあるのは、当市も含め４市である。そのほかの自治体では赤字補てんのため

の繰り入れで処理をしていると答弁がありました。 

 次に、被保険者は減っているが、医療費がふえている状況だが、市を挙げての取り組みはと

の質疑に、軽い症状なら市内の病院でかかるが、症状が重くなると高知市内の病院にかかる状

況があり、市長を先頭に安芸病院の医療の充実について県に陳情を行っている。また、保健介

護課と連携し、特定健診の受診率向上に向け事業を実施している。 

 次に、不納欠損が1,200万円余りあるが、国保での差し押さえ対象について質疑があり、

22年度の国保の差し押さえは85件、金額にして737万4,000円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、全員異議なく認定すべきものと決しました。 

 次に、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であ

ります。 

 執行部の説明の後、委員から、繰越額244万8,000円について質疑があり、執行部から、見込

み額で補助金を受け入れしたものであり、翌年度に精算し、返還金として支出するものである

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、全員異議なく認定すべきものと決しました。 

 次に、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

ついてであります。 

 執行部の説明の後、委員から、審査会委員の任期と、長く在任している委員の在任期間につ

いて質疑があり、執行部から、任期は２年である。また、在任期間の長い委員は平成12年の設

置当初から在任している。これは委員に指定があり、医師などに変動がないためであると答弁

がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、全員異議なく認定すべきものと決しました。 
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 次に、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であ

ります。 

 執行部の説明の後、委員から、収入未済額1,100万円余りの内訳と滞納理由について質疑が

あり、未済額は現年分622万6,570円、過年度分573万7,010円、合計1,196万3,000円である。ま

た、滞納の主な理由は低額年金者の方が主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、全員異議なく認定すべきものと決しました。 

 次に、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

てであります。 

 執行部の説明の後、委員から、需用費の繰越明許費について質疑があり、執行部から、繰越

明許費の680万円については淡水化装置の配電盤の修繕のための予算であり、きめ細かな交付

金事業で実施するため繰り越しとなったもの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、全員異議なく認定すべきものと決しました。 

 次に、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

の認定についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、全員異議なく認定すべきものと

決しました。 

 次に、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

てであります。 

 執行部の説明の後、委員から、対象者は何名か質疑があり、執行部から、３月末で3,142人

である。昨年度と比べ17人増加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、全員異議なく認定すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、利益剰余金の処分について質疑があり、執行部から、減債積

立金及び建設改良積立金にそれぞれ2,000万円と2,428万3,577円積み立てることとしていると

答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、全員異議なく認定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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第１、議案第１号室戸市スポーツ振興審議会に関する条例の一部改正についてから日程
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第４、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まで、以上22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） なしと認めます。 

 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１、議案第１号から日程第４、認定第10号まで、以上22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。 

 お諮りをいたします。 

 議案第１号室戸市スポーツ振興審議会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５号平成23年度室戸市一般会計第３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５号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第10号室戸市土地開発公社の解散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10号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第11号第三セクター等改革推進債の起債許可申請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11号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第12号権利の放棄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３号室戸市福祉医療費助成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３号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第４号室戸市墓地、埋葬等に関する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４号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第６号平成23年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３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６号は原案のとおり可決されま
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した。 

 次に、議案第７号平成23年度室戸市介護保険事業特別会計第３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７号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第８号平成23年度室戸市水道事業会計第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号室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設における指定

管理者の指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、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第１号は認定されました。 

 次に、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

ついてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第３号は認定されました。 
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 次に、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

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第２号は認定されました。 

 次に、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採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第４号は認定されました。 

 次に、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

ついてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第５号は認定されました。 

 次に、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採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第６号は認定されました。 

 次に、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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第７号は認定されました。 

 次に、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

の認定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第８号は認定されました。 

 次に、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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第９号は認定されました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 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、認定第10号は認定されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第５、議案第13号室戸市羽根赤木山畜産団地における指定

管理者の指定についてを議題といたします。 

 本案は、昨日、市長から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） 追加議案の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第13号室戸市羽根赤木山畜産団地における指定管理者の指定について。 

 本案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定手続

等に関する条例第５条第１項第１号の規定に基づき、室戸市羽根赤木山畜産団地の指定管理者

の候補を選定しましたので、地方自治法第244条の２第６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農林水産課長補佐兼農林振興班長か

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） 執行部からの補足説明を求めます。西村農林水産課長補佐兼農林振興

班長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時０分 休憩 

            午前11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。 

 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13号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に
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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13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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第５、議案第13号室戸市羽根赤木山畜産団地における指定管理者の指定についてを行い

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） なしと認めます。 

 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５、議案第13号室戸市羽根赤木山畜産団地における指定管理者の指定に

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。 

 日程第５、議案第13号室戸市羽根赤木山畜産団地における指定管理者の指定についてを採決

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。 

 本案は原案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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第６、意見書案第１号大規模災害に対する防災対策など、

住民の安心・安全を支える地方整備局や事務所等の出先機関の存続を求める意見書についてを

議題といたします。 

 案文につきましてはお手元に配付しておるとおりであります。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議題となっております意見書案第１号につきましては、会議規則第37条第３項の規
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定により提案理由の説明及び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、意見書案第１号につきましては、提

案理由の説明及び委員会付託を省略することに決しました。 

 なお、本案については、議員全員が提出者、賛成者になっておりますので、質疑及び討論に

ついてはなきものとして議事を進めます。 

 これより採決いたします。 

 日程第６、意見書案第１号大規模災害に対する防災対策など、住民の安心・安全を支える地

方整備局や事務所等の出先機関の存続を求める意見書についてを採決いたします。 

 本案は原案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、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第７、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 この件につきましては、平成23年12月14日付で山本賢誓委員から議会運営委員会委員を辞任

したいとの申し出を受理し、議長において許可したものであります。その後任として委員を選

任するものであります。 

 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脇本健樹君を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました脇

本健樹君を議会運営委員会委員に選任することといたします。 

 お諮りいたします。 

 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。 

 これにて平成23年12月第６回室戸市議会定例会を閉会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午前11時36分 閉会 

 



－102－ 

 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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