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平成２２年３月第１回室戸市議会定例会会議録（第５号） 

 

１．日 時  平成２２年３月２５日（木） 

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    ３番 久 保 正 則 

  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  中 山 一 彦 

  議 事 班 主 任  柳 原 直 哉 

  議 事 班 主 事  浜 田 あゆみ 

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  安 岡 稔 光     市 民 課 長  久 保   正 

  保健介護課長補佐  黒 岩 道 宏     人権啓発課長  前 川 美智夫 

  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  上 山 精 雄     会計管理者兼会計課長  中 川 博 嗣 

  福祉事務所長  上 田   満     教  育  長  谷 村 幸 利 

  教育次長兼学校教育課長  植 村 幸 治     生涯学習課長  柳 川 明 彦 

  水 道 局 長  亀 井 賢 夫     消  防  長  青 木 正 雄 

  監査委員事務局長  山 本 君 子 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第１号 平成21年度室戸市一般会計第９回補正予算の専決処分の承認につ 

             いて 

       議案第２号 室戸市職員定数条例の一部改正について 

       議案第３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 
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             の一部改正について 

       議案第４号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

       議案第５号 室戸市一般職の職員等の給与に関する特例を定める条例の一部改 

             正について 

       議案第６号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例 

             の一部改正について 

       議案第７号 室戸市奨学資金貸与条例の一部改正について 

       議案第10号 平成21年度室戸市一般会計第10回補正予算について 

       議案第14号 平成22年度室戸市一般会計予算について 

       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予算について 

                            （総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 議案第８号 室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の設置及び管理に関する条例の制定に 

             ついて 

       議案第９号 室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に 

             ついて 

       議案第11号 平成21年度室戸市老人保健事業特別会計第２回補正予算について 

       議案第12号 平成21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 

       議案第13号 平成21年度室戸市水道事業会計第１回補正予算について 

       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予算について 

       議案第17号 平成22年度室戸市老人保健事業特別会計予算について 

       議案第18号 平成22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 

       議案第19号 平成22年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

       議案第20号 平成22年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 

       議案第21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予算 

             について 

       議案第22号 平成22年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

       議案第23号 平成22年度室戸市水道事業会計予算について 

       議案第24号 市道路線の認定について 

       議案第25号 市道路線の認定について 

       議案第26号 市道路線の認定について 

       議案第27号 市道路線の認定について 

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

  日程第３  議案第28号 監査委員の選任について 
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  日程第４ 議案第29号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第５  陳情第１号 室戸東中学校統廃合の見直しについて 

                            （総務文教委員会委員長報告） 

  日程第６ 議案第30号 室戸市長の給与に関する特例を定める条例の制定について 

                                    （追加議案） 

  日程第７ 各常任委員会委員の選任について 

  日程第８ 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８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、全員出席でございます。 

 なお、執行部から、山本保健介護課長が通院のため、欠席届が出ております。かわりまし

て、黒岩保健介護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号平成21年度室戸市一般会計第９回補正予算の専

決処分の承認についてから議案第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予算

についてまで、以上10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。久保正則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（久保正則君） 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号平成21年度室戸市一般会計第９回補正予算の専決

処分の承認についてから議案第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予算に

ついてまで、以上10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。 

 委員会といたしましては、３月11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号平成21年度室戸市一般会計第９回補正予算の専決処分の承認についてで

あります。 

 執行部の説明の後、委員より、漁具水産施設の火災の原因について質疑があり、執行部よ

り、消防、警察が検証しましたが原因は不明でつかめていませんとの答弁がありました。 

 次に、設計委託料、撤去費は随意契約であるかとの質疑があり、設計については安芸の安岡

建設研究所で、随意契約で行いました。撤去工事については入札を行いましたとの答弁があり

ました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は全員異議なく承認すべきものと決しました。 

 次に、議案第２号室戸市職員定数条例の一部改正についてであります。 
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 執行部の説明の後、委員より、保育行政に関する事務を福祉事務所から教育委員会へ移管す

ることについて質疑があり、執行部より、保育所と小学校の連携を密にすることにより、保育

士が学校へ、また教師が保育所へと人材の交流が図られ、それぞれの児童の発達の時期に必要

な環境構成や指導の内容が見えてくる効果をねらっての改正ですとの答弁がありました。 

 次に、他市の状況としてはどうかとの質疑があり、香南市、香美市で教育委員会が保育行政

を行っています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、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３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、特別職の職員で非常勤のものの対象者は何名であるかとの質

疑があり、執行部より、通勤費相当額の支給対象は４名です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、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４号室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてでありま

す。 

 執行部の説明の後、委員より特段の質疑もなく、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第５号室戸市一般職の職員等の給与に関する特例を定め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、職員は給料も上がらず、意欲が低下しているのではないかと

思われるが、財政状況がこうなればカットを打ち切るなどの基準はあるのかとの質疑があり、

執行部より、１、２級については人数も少なく金額も小さいことからカットを取りやめるが、

市の財政状況は好転もしていないため、３級以上のものについては引き続き半分協力をお願い

していきたい。集中改革プラン推進計画の実績を検証して、23年度以降については検討してい

きますとの答弁がありました。 

 次に、室戸市職員の給与は、室戸市内の民間企業の給与よりも高いことや集中改革プラン推

進計画による給与カットは当初平成22年までとなっていたため、それまでは続けるべきである

との意見もありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第６号単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改

正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、特段の質疑もなく、採決の結果、本案は全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 次に、議案第７号室戸市奨学資金貸与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、保証人を連帯保証人に変更するということに関し、県外の方
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でも構わないのかとの質疑があり、執行部より、室戸市内だけでは親戚も減ってきたこともあ

り、なかなか室戸市内だけで２名を確保することが難しくなってきたため、高知県内に限って

の改正を行います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、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第10号平成21年度室戸市一般会計第10回補正予算についてであります。 

 初めに、企画財政課であります。執行部の説明の後、委員より、室戸市コミュニティ施設整

備事業について質疑があり、執行部より、地デジの難視聴地区の解消を目的とし、共聴施設へ

国、県からの補助金を使って事業を行う予定であったが、ブロードバンド整備事業を行うこと

によってこの事業が行えなくなったための減額補正ですとの答弁がありました。 

 次に、財産管理課であります。執行部の説明の後、委員より、木造住宅耐震診断委託料につ

いて委託業者は室戸市内に限定しているのかとの質疑があり、執行部より、高知県建築士事務

所協会と委託契約を結んでいます。その中で、室戸市内の診断士は３名ほどですとの答弁があ

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、子育て支援センター事業費補

助金の減額補正について質疑があり、執行部より、保育士の資格を持った者が少なく、ハロー

ワークへの公募もかけているが応募がなかったための減額です。今後は、ある程度計画的に保

育士の正規職員の採用が必要だと考えておりますとの答弁がありました。 

 次に、私立保育所措置費について質疑があり、私立６園の保育所での総額であるが、児童数

の減少による減額補正です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、キラメッセ室戸インターネッ

ト販売事業費補助金の減額理由について質疑があり、執行部より、インターネットで全国に楽

市の商品を販売する事業ですが、事業が計画より少なかったためです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、海洋深層水給付事業特

別会計繰出金700万円について質疑があり、執行部より、アクアファームの施設整備に繰り出

すもので、塩害による腐食のため、スイングステージ取りかえ費用222万4,000円、給水に必要

なアーム整備費用84万7,000円、給水ポンプ取りかえ費用123万8,000円などが主な整備目的で

すとの答弁がありました。 

 次に、観光費の委託料502万7,000円の減額理由について質疑があり、へんろ道調査について

は、別に四国整備局からお遍路を生かしたまちづくり事業の提案があったため、この事業を取

りやめたための減額です。また、シレストむろとにおいては、当初のシェフが途中でやめたこ

とによる減額です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、建物等移転補償費の減額について

質疑があり、執行部より、大谷の道路の分であり、額が確定したため、不用額を減額補正して

いますとの答弁がありました。 
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 次に、学校教育課であります。執行部の説明の後、委員より、小・中学校の学校管理費修繕

料について質疑があり、執行部より、主に耐震化工事の対象になっていない学校の老朽化した

消防設備の修繕ですとの答弁がありました。 

 滞納整理課、市民課、保健介護課、消防本部については、特段の質疑はありませんでしたの

で省略します。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第14号平成22年度室戸市一般会計予算についてであります。 

 初めに、建設課であります。執行部の説明の後、委員より、一筆地調査委託料について質疑

があり、執行部より、21年度に引き続き佐喜浜町のおよそ850筆、面積にして0.12平方キロメ

ートルについての調査ですとの答弁がありました。 

 次に、企画財政課であります。執行部の説明の後、委員より、ジオパーク遊歩道整備工事費

及び案内板設置について質疑があり、執行部より、遊歩道については21年度から引き続いての

新村遊歩道整備であり、22年度に195メートルを整備する予定です。案内板については、室戸

岬と新村に５基を追加して設置しますとの答弁がありました。 

 次に、ジオパーク国際会議はだれが出席するのかとの質疑があり、４月10日から15日までマ

レーシアのランカウイでの国際会議であり、ジオパーク推進協議会会長、事務局職員、地質専

門員、通訳の４名ですとの答弁がありました。 

 次に、ジオパーク国際会議への旅費97万8,000円について、総務課の職員研修費は年間110万

円であり、それに匹敵する金額を数日で使うということは、費用対効果の面からそれだけの効

果を上げてもらわないといけない。職員給与のカットも行っていて、財政状況の厳しい折なの

でとの意見がありました。 

 次に、産品開発応援事業補助金について質疑があり、室戸市内の産業開発につながるような

地場産品を開発する、または開発したという団体に対しての補助であり、限度額が50万円で３

事業を予定していますとの答弁がありました。 

 次に、総務課であります。執行部の説明の後、委員より、家具転倒防止金具等取付け事業に

ついて、30世帯分という積算根拠はとの質疑があり、執行部より、県から２分の１の補助の適

用となり、対象世帯が、高齢者など自分で取りつけできない世帯に限られているため、利用度

が少なく、ここ３年ほどの実績が一、二件ほどであることから、30世帯の予算となっています

との答弁がありました。 

 次に、情報管理費の事務補賃金ほかについて質疑があり、22年度にブロードバンド整備事業

の本体工事に着手予定であり、地元説明会や申し込み受け付けを開始するので、臨時職員を雇

用するための経費です。高知県緊急雇用促進特別基金事務費による補助を受けて、臨時職員１

名を11カ月雇用しますとの答弁がありました。 

 次に、財産管理課であります。執行部の説明の後、委員より、木造住宅耐震改修補助金につ
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いて、申し込みはどのようにするのかとの質疑があり、執行部より、５月の広報に掲載予定で

あるので、５月から受け付けを開始しますとの答弁がありました。 

 次に、滞納整理課であります。執行部の説明の後、委員より、弁護士費用他委託料について

質疑があり、執行部より、新築資金等貸与金において訴訟を行ったときに弁護士に支払う委託

金で、そのほかにはインターネット公売において簡易鑑定を鑑定士に委託する費用や、税の電

算システム変更料が含まれますとの答弁がありました。 

 次に、民事執行予納金の12件について質疑があり、新築資金等貸付金について、担保物件を

とっている分を競売にかけるときに、予納金として１件につき60万円を納めます。それが６件

分と、住宅使用料について訴訟で債務名義をもらって明け渡しを求めるときに納める分が６件

ですとの答弁がありました。 

 次に、市民課であります。執行部の説明の後、委員より、崎山簡易水道施設管理補助金につ

いて質疑があり、執行部より、施設の維持管理、企業債の元利償還を含め、支出の総額から崎

山の向江地区の水道料金を差し引いた分を補助していますとの答弁がありました。 

 次に、芸東衛生組合負担金が年々減少している理由はとの質疑があり、起債の償還がだんだ

ん減っていっているためです。平成27年度で終了しますとの答弁がありました。 

 次に、福祉事務所であります。執行部の説明の後、委員より、生活保護比率は幾らかとの質

疑があり、執行部より、１月現在で50.6パーミルです。保護者数は875名、世帯数は646世帯で

すとの答弁がありました。 

 次に、一人のケースワーカーが抱えるケースがふえてきていると聞くが、大体何件ほど抱え

ているのかとの質疑があり、厚生労働省の基準は１人80件ほどであるが、室戸の場合は80件を

少し超える程度ですとの答弁がありました。 

 次に、フレキシブル支援事業について質疑があり、子供から高齢者までだれもが気軽に集っ

て、子育てや生活支援、介護サービス等を受けることができる拠点を整備するということで、

地域での見守り、支え合いの地域づくり活動を推進しようという事業です。21年度より３年間

の計画で実施しております。委託については、佐喜浜町の有限会社村昌に委託しており、室戸

市あったかふれあいセンターしえんの舎というところで活動しています。今は、佐喜浜町を中

心に活動をしていますが、今後、室戸市全体にサービスの提供を広げていく可能性はあります

との答弁がありました。 

 次に、子ども手当、児童手当について質疑があり、児童手当については６月に支給する２

月、３月分の予算であり、児童手当はなくなりますので、１万3,000円の差額について子ども

手当から継ぎ足して支給するという形ですとの答弁がありました。 

 次に、保健介護課であります。執行部の説明の後、委員より、シルバー人材センター事業運

営費補助金について質疑があり、執行部より、仕事の内容としては、草刈りなどの軽作業を行

っていて、140人ほどが登録していますとの答弁がありました。 
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 次に、老人クラブ健康づくり事業施設使用料について質疑があり、75歳以上の方が300円の

補助で24回分が50人分、65歳以上74歳までの分が500円の補助で24回分が150人分で、合計

216万円で計上していますとの答弁がありました。 

 次に、農業委員会事務局・農林水産課であります。執行部の説明の後、委員より、新規漁業

就業者生活支援事業補助金及び、沿岸漁業者経営構造改善促進事業補助金の内容について質疑

があり、執行部より、新規漁業就業者については、20日以上、漁業に従業して研修をし、本人

と指導者に対して２年間支援をするという内容で４名分です。沿岸漁業経営については、20ト

ン未満の漁船が対象となり、県の補助が６分の１、市が12分の１、合わせて25％を支援する内

容で４隻を予定しています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、恋人の聖地プロジェク

トについて質疑があり、執行部より、ＮＰＯ法人地域活性化支援センターが、恋人の聖地をつ

くって地域振興に貢献しようという企画で、選定されると、ロゴマークの使用や情報発信のホ

ームページへの掲載などができます。室戸岬周辺を恋人の聖地と位置づけて、話題づくりに取

り組んでいきたいと考えていますとの答弁がありました。 

 次に、新土産物開発事業の内容について質疑があり、室戸の特産品がないということで、室

戸の土産になるような製品開発やアイデアを募集する事業で、１等10万円、２等、３等が５万

円、審査員の報償費を含めて32万2,000円となっていますとの答弁がありました。 

 次に、学校教育課であります。執行部の説明の後、委員より、教育アクションプラン推進事

業費補助金について質疑があり、執行部より、高知県地域アクションプランの教育版というこ

とで、県の補助金を使って室戸方式を導入した学力の向上、体力の向上、また子供たちの交流

関係を充実させていくという趣旨の事業ですとの答弁がありました。 

 次に、小・中学校の耐震改修工事はいつ終了するのかとの質疑があり、Ｉｓ値0.3未満の分

については22年度で終了予定です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、重要伝統的建造物群保存地区

保存事業補助金及び文化財保存事業補助金の内容について質疑があり、執行部より、重要伝統

的建造物については母屋の屋根のふきかえや外壁のやりかえ、工作物はいしぐろの修復など

12件を行います。文化財については、椎名八王子宮の持仏堂にある十一面観音立像の修理を行

います。地元の常会、県、市がそれぞれ３分の１ずつ負担しますとの答弁がありました。 

 次に、体育振興費の普通旅費は、相撲場の利用拡大に使用する費用と聞いたが、どこを回る

のかとの質疑があり、県外では近畿大学、関西大学、立命館大学などにアプローチする予定で

すとの答弁がありました。 

 選挙管理委員会事務局、会計課、税務課、監査委員事務局、人権啓発課、消防本部について

は、特段の質疑はありませんでしたので省略します。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべきものと決しました。 
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 次に、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予算についてでありま

す。 

 執行部の説明の後、委員より特段の質疑もなく、採決の結果、本案は全員異議なく可決すべ

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８号室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の設置及び管

理に関する条例の制定についてから議案第27号市道路線の認定についてまで、以上17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。久保八太雄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（久保八太雄君） 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８号から議案第27号まで、以上17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、３月11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８号室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の設置及び管理に関する条例の制定についてで

あります。 

 執行部より説明の後、委員より、平成21年度の利用者数、今後どのように利用者をふやすの

かとの質疑がありました。平成21年度の利用者は856人、総合的なパンフレットをつくり、Ｐ

Ｒしていくとの答弁がありました。 

 以上の審査の経過を踏まえ、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号室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてで

あります。 

 執行部より説明の後、委員より、対象者は何名かとの質疑がありました。水道局の対象者は

いないとの答弁があり、以上の審査の経過を踏まえ、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。 
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 次に、議案第11号平成21年度室戸市老人保健事業特別会計第２回補正予算についてでありま

す。 

 執行部より説明の後、委員より、老人保健事業特別会計はいつ終わるのかという質疑があり

ましたが、平成22年度に終わ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、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第12号平成21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13号平成21年度室戸市水道事業会計第１回補正予算についてであります。 

 執行部より説明の後、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15号平成22年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算についてであります。 

 執行部より説明の後、委員より、保険給付費、葬祭費の減額幅が前年より大きい理由は、ま

た前期高齢者交付金６億7,189万3,000円の根拠、前期高齢者の被保険者数についての質疑があ

りました。後期高齢者支援制度が始まり、75歳以上の国保の方が後期高齢者に移ったために減

額したと。また、根拠は、対象人員掛ける基準単価で、前期高齢者の被保険者数は平成21年度

は2,404人と、22年度は2,235人との答弁がありました。 

 次に、一般被保険者療養給付費と一般被保険者療養費の違いについての質疑がありました。

療養給付費は通常の診療費、療養費はコルセットとか義足等の費用と、そういった答弁があり

ましたので、以上の審査の経過を踏まえ、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17号平成22年度室戸市老人保健事業特別会計予算についてであります。 

 執行部より説明の後、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18号平成22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でありま

す。 

 執行部より説明の後、委員より、平成21年度の介護認定申請者は何名か、また22年度の予定

についての質疑がありました。申請者は、室戸市1,465名、東洋町300名、22年度は室戸市は

1,700名を予定しているとの答弁がありました。 

 以上の審査の経過を踏まえ、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19号平成22年度室戸市介護保険事業特別会計予算についてであります。 

 執行部より説明の後、委員より、総務管理費、地域介護・福祉空間整備等補助金の内容につ
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いての質疑がありました。室戸市内の小規模グループホーム２カ所のうちの１カ所へのスプリ

ンクラー設置のための補助金で、補助率は１平米当たり9,000円との答弁がありました。 

 次に、介護予防特定高齢者施策事業費、地域支援事業委託料、また包括的支援事業費、地域

包括支援センター運営事業委託料の事業内容についての質疑がありました。地域支援事業委託

料は、健診を総合保健協会へ委託していると。また、地域包括支援センター運営事業について

は社会福祉協議会へ委託し、事業内容は総合相談支援事業、包括的支援事業等高齢者の虐待に

ついての相談を受け付けていると。22年度のメンバーは、社会福祉士２名、看護師１名、ケア

マネジャー１名、相談件数は１カ月平均70件との答弁がありました。 

 以上の審査の経過を踏まえ、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20号平成22年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算についてであります。 

 執行部より説明の後、委員より、事務補賃金の内容についての質疑がありました。現在、市

職員２名、臨時職員が３名、パート１名の体制、うち市職員の１名は一般会計の支払い、もう

１名は特別会計で賄っており、来年度は特別会計の負担を少なくするため市職員１名の減を予

定しているとの答弁がありました。 

 次に、海洋深層水及び関連商品のＰＲ事業負担金315万円の内容についての質疑がありまし

た。県と市のタイアップで深層水企業全体のＰＲ、販路、商談成立の目標事業、今年は「龍馬

伝」もあって一定認知度も高いので、包装紙等に「龍馬伝」のイラスト、イメージ図をあしら

って、高知県の深層水関連企業名及びアンケートを入れ、企業2,000社に発送し、商談につな

げる取り組みです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、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第21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予算について

であります。 

 執行部より説明の後、委員より特段の質疑もなく、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22号平成22年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算についてであります。 

 執行部より説明の後、委員より、保険料についての質疑がありました。特別徴収保険料は、

予算額が9,192万円、対前年比は1,325万5,000円の減額、普通徴収保険料の予算額は4,934万

1,000円、対前年度比は673万3,000円の増額、内訳は、現年分につきましては4,884万6,000円

の滞納繰越分49万5,000円となっておる。保険料全体の減額の原因といたしましては、均等割

の７割軽減を受ける世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下の場合に

は９割減とすると。また、均等割７割軽減を受ける方を一律8.5割軽減とすると。さらに、所

得割を負担する方のうち所得の低い方、具体的には年金収入153万円から211万円までの方につ

いて所得割を５割軽減とする制度改正が実施されることになっているための減額ですとの答弁
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がありました。 

 以上の審査の経過を踏まえ、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23号平成22年度室戸市水道事業会計予算についてであります。 

 執行部より説明の後、委員より、平均給水量5,377立方に対する配水量、またその差につい

ての質疑がありました。配水量は6,478立方、差は漏水、消火栓の使用、漏水修繕時の濁りの

排水との答弁がありました。 

 次に、水道管の寿命、布設がえはできているのかとの質疑がありました。管の耐用年数は

40年から50年、布設がえは計画的に行っているとの答弁がありました。 

 以上、審査の経過を踏まえ、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24号市道路線の認定についてから議案第27号市道路線の認定についてまでであ

ります。 

 本４案につきましては一括議題として執行部より説明の後、委員より、今回一括して４件の

認定の理由、また４路線に対する普通交付税は幾ら入るのかの質疑がありました。以前、この

拡幅工事していたが、市道認定していなかったということで、また４路線に対する普通交付税

は概算で19万8,680円との答弁がありました。 

 以上の審査の経過を踏まえ、採決の結果、本４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の報告を終わります。 

○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、議案第28号監査委員の選任について並びに日程第

４、議案第29号固定資産評価審査委員会委員の選任については、以上２件を一括議題といたし

ます。 

 本案につきましては、いずれも委員会付託を省略したものであります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第５、平成20年６月定例会付託分の陳情第１号室戸東中学

校統廃合の見直しについてを議題といたします。 

 本案に関し、総務文教委員会委員長の報告を求めます。久保正則総務文教委員会委員長。 
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（総務文教委員会委員長報告） 

○総務文教委員会委員長（久保正則君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 平成20年６月２日に受理しました陳情第１号室戸東中学校統廃合の見直しについての審査及

び結果につきまして、委員長報告を行います。 

 本件につきまして、文部科学省から、平成21年８月に、学校統廃合についての方針が出され

ると言われていたこと、また教育委員会とＰＴＡの話し合いの推移を見守るということで、定

例会において継続審査としてきました。しかし、政権交代により、いまだ統廃合の方針は発表

されず、また平成21年10月16日に陳情提出者の変更についての申し出もあったため、平成22年

１月25日、委員会を開催し、執行部より経過説明を受けた後、陳情者より意見聴取を行いまし

た。 

 統廃合反対の主な理由として、中学校がなくなれば、生徒を持つ若い保護者が室戸市外に転

出することが予想され、地域人口が減少し地域が寂れる。２番目の理由は、室戸東中学校では

高学力が維持できているが、室戸中学校へ統廃合されると学力の低下が懸念される。３つ目、

室戸中学校の校舎を建て直したからといって、統廃合するというのはおかしい。４つ目、長期

休暇中のクラブ活動に関してのスクールバスの運行に不安がある。５つ目、室戸中学校には給

食がなく、食育という観点からも不安がある。６つ目、室戸東中学校と比べると、室戸中学校

での学校、保護者、地域間の連携は余りとれていないように見えるなどが上げられました。 

 参考人からの意見に対し、委員より、１つ目、平成22年３月の室戸東中学校卒業予定者７名

のうち、室戸高校への進学者が一人もいないことに対してどのようにお考えでしょうか。２つ

目、平成21年度室戸東中学校生徒数は21名、平成22年度は15名の予定でありますが、生徒数が

７名程度になっても存続を希望されるのでしょうか。３つ目、統廃合について、生徒たちの思

いはきちんと把握されているのでしょうか。４つ目、部活動等において団体競技ができないな

ど、少人数校のデメリットについてどうお考えでしょうか。５つ目、保護者は、全員が統廃合

に反対しているのでしょうか。また、生徒が１人になっても反対されるのでしょうかなどの質

疑がありました。 

 その後、討論を行いましたが、１つ、統廃合の問題はどこの地域でも起こっていることであ

り、室戸東中学校の状況を見ても、今後生徒がふえていくことはなく、いろいろな情勢面から

考えてもいたし方ない。２つ、地域の皆さんの気持ちを考えると、中学校がなくなることは大

変不安であろうし、心情としては当委員会もまことに深い理解を示すところであるが、現実問

題としては室戸中学校への統廃合はいたし方ないとの反対意見が出ました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本陳情は採択しないものと決しました。 

 なお、この結論については、当委員会としまして心情面におきましてはまことに忍びないと

いう状況のもと、出された結果であることを申し添えます。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 
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○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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第１、議案第１号平成21年度室戸市一般会計第９回補正予算の専決処分の承認について

から日程第５、陳情第１号室戸東中学校統廃合の見直しについてまで、以上30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５、陳情第１号まで、以上30件についての討

論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。 

 議案第１号平成21年度室戸市一般会計第９回補正予算の専決処分の承認について採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は承認であります。 

 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号は承認されました。 

 次に、議案第２号室戸市職員定数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３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。 
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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号室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決いた

します。 

 本案に関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５号室戸市一般職の職員等の給与に関する特例を定める条例の一部改正につい

て採決いたします。 

 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６号単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改

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６号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第７号室戸市奨学資金貸与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７号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第10号平成21年度室戸市一般会計第10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〕 
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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10号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第14号平成22年度室戸市一般会計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14号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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16号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第８号室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の設置及び管理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号室戸市企業職員の給与の種類及び基準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９号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第11号平成21年度室戸市老人保健事業特別会計第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〕 
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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11号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第12号平成21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13号平成21年度室戸市水道事業会計第１回補正予算について採決いたします。 

 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13号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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15号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第17号平成22年度室戸市老人保健事業特別会計予算について採決をいたします。 

 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17号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第18号平成22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18号は原案のとおり可決されま
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した。 

 次に、議案第19号平成22年度室戸市介護保険事業特別会計予算について採決いたします。 

 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19号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第20号平成22年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について採決いたしま

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20号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第21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予算について

採決をいたします。 

 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21号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第22号平成22年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について採決いたしま

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22号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第23号平成22年度室戸市水道事業会計予算について採決いたします。 

 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23号は原案のとおり可決されま

した。 
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 次に、議案第24号市道路線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24号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第25号市道路線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25号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第26号市道路線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26号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第27号市道路線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27号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第28号監査委員の選任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。 

 監査委員に中岡當行氏を選任することについて、同意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、中岡當行氏の監査委員の選任について

は同意されました。 

 次に、議案第29号固定資産評価審査委員会委員の選任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。 

 固定資産評価審査委員会委員に杉本正一郎氏を選任することについて、同意することについ
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ての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、杉本正一郎氏の固定資産評価審査委員

会委員の選任については同意されました。 

 次に、陳情第１号室戸東中学校統廃合の見直しについてを採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 

 陳情第１号について、採択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） 起立なしであります。よって、陳情第１号は不採択とすることに決し

ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第６、議案第30号室戸市長の給与に関する特例を定める条

例の制定についてを議題といたします。 

 本案は、昨日、市長より追加提案されたものであります。 

 市長からの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30号室戸市長の給与に関する特例を定める条例の制定について。 

 本案は、相次いで発生した職員の不祥事に関し、全体の奉仕者であって公共の利益のために

職務に専念しなければならない公務員として、市民の信頼を失墜させる行為であることから、

市政運営の責任者としてその責任を痛感し、市長の給料を１カ月間、10分の１減額するため、

本条例を制定するものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては総務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） 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11時３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。 

 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30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30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。 
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 本案に関し質疑のある方の発言の許可をいたします。久保正則君。 

○３番（久保正則君） ３番久保。議案第30号について質問させていただきます。 

 給料の月額10分の１というのは、金額に直すとお幾らになるんでしょうか。以上でございま

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） 10分の１が幾らになるかということですが、給料月額が68万円ですの

で、その１割ということになるというふうに認識をしております。以上です。 

 金額ということでございますので、６万8,000円になるかというふうに考えます。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。議案第30号に対して質疑を行います。 

 20年11月臨時議会で、消防職員の不祥事の件で市長が。 

○議長（林 竹松君） 議題外にわたっての質疑は御遠慮願います。 

○４番（上野祥司君）（続） 10分の１、２カ月という市長自身に対する処分を行いました

が、今回のこの10分の１、１カ月という根拠はどのようにお考えか、質問いたします。以上で

す。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 まず、今回の私の処分に対する根拠ということでございます。御案内のとおり、前回、平成

20年11月の消防職員による事件のときには、消防職員が停職４カ月というようなことで、大

変、そのときの処分の重さに対する私の責任というものを勘案をして、前回はやったというこ

とでございます。今回も、職員の処分に対して私の責任度合いというようなことを勘案をし

て、処分案というような、給与の減額措置というようなことを提案をさせていただいていると

ころでございます。 

 こうしたことに対して、特に明快な基準というものは私はつくられていないというふうに思

っております。その時々の出来事に応じて、これまでの処分経過、長がとってきた処分経過等

を踏まえた中で、今回、10分の１、１カ月という提案をさせていただいたというところでござ

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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第６、議案第30号室戸市長の給与に関する特例を定める条例の制定について行います。 
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 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６、議案第30号室戸市長の給与に関する特例を定める条例の制定につい

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６、議案第30号室戸市長の給与に関する特例を定める条例の制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30号は原案のとおり可決されま

した。 

 訂正いたします。起立多数であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 日程第７、各常任委員会委員の選任を行います。 

 各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

て指名いたします。 

 総務文教委員会委員といたしまして、久保正則君、久保善則君、立石大輔君、谷口總一郎

君、濱口太作君、山下浩平君、山本賢誓君、脇本健樹君、以上８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、久保八太雄君、堺喜久美君、鈴木彬夫君、徳増寿子君、町田

又一君、米澤善吾君、林竹松、以上８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の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。直ちに各常任委員会を開き、正副委員長互選の上、報告をお願いいたしま

す。 

 それでは、各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27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。 
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 各常任委員会の正副委員長が決定をいたしましたので御報告をいたします。 

 総務文教委員会委員長に山下浩平君、総務文教委員会副委員長に立石大輔君、産業厚生委員

会委員長に米澤善吾君、産業厚生委員会副委員長に上野祥司君、以上のとおり決定をいたしま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第８、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、久保善

則君、堺喜久美君、鈴木彬夫君、立石大輔君、町田又一君、山下浩平君、米澤善吾君、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、議会運営委員会正副委員長互

選のため委員会の招集をいたします。 

 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53分 休憩 

            午後０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。 

 議会運営委員会の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鈴木彬夫君、議会運営委員会副委員長に堺喜久美君、以上のとおり

決定をいたしました。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長より、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、お手元に配付を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定いたしました。 

 なお、先ほど継続審査の申出書とともに配付をさせていただきました平成20年度の教育に関

する事務の点検及び評価の報告書につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第27条の規定に基づき、本日付で教育長より提出いただいたものであります。よろしくお願い

をいたします。 

 本日出席されている執行部の中で、３月末をもって退職される方が６名おられます。御紹介

をいたします。 
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 安岡税務課長、前川人権啓発課長、上山商工観光深層水課長、上田福祉事務所長、亀井水道

局長、山本監査委員事務局長であります。 

 長きにわたり、市の行政事務に携わり、今日の室戸市政の基礎を築いた功績は非常に大きい

ものがあります。本日が最後の議会になりましたが、健康に十分留意をされ、楽しい第２の人

生を送っていただきたいと思います。長い間、本当に御苦労さまでございました。そして、あ

りがとうございます。（拍手） 

 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。 

 これにて平成22年３月第１回室戸市議会定例会を閉会をいたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後０時10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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