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平成２２年５月第２回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  平成２２年５月２５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 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    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 

  11番 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美 

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 

  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     商工観光深層水課長  中 西 政 夫 

７．議事日程        

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 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４ 議案第２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５ 議案第３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６ 議案第４号 平成21年度室戸市一般会計第11回補正予算の専決処分の承認につ 

             いて 

  日程第７ 議案第５号 室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の譲与を受けることの専決処分の承認 

             について 
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  日程第８ 議案第６号 平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業伝送路整備工 

             事請負契約の締結について 

  日程第９ 議案第７号 平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業センター施設 

             等整備工事請負契約の締結について 

  日程第10 議案第８号 固定資産評価員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第10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 

○議長（林 竹松君） おはようございます。 

 ただいまから平成22年５月第２回室戸市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告を議会事務局長よりいたさせます。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名中欠席届２名、現在14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、堺喜久美議員、所用のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。鈴木議会運営委員会

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（鈴木彬夫君） 皆さんおはようございます。 

 平成22年５月第２回室戸市議会臨時会を開会するに当たり、議会運営委員会委員長報告を行

います。 

 本日、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会期及び日程に

ついての協議を行いました。 

 今期臨時会に提案されております案件は、付議事件８件、うち条例関係３件、予算関係１

件、契約関係２件、人事関係１件、その他１件となっております。 

 会期につきましては本日１日限りとし、議案審議においては委員会付託を省略することとい

たしました。 

 会議時間につきましては、議事の進行状況によりまして延長もあり得ますので、それぞれの

日程の消化について、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、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、議長において立石大輔君及び谷口總一郎

君を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第２、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、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日１日限りといたしたいと
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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、日程第３、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から日程第10、議案第８号固定資産評価員の選任についてまで、以上

８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、これを許可いたします。 

 引き続いて、専決処分の報告並びに提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） おはようございます。 

 本日、平成22年５月第２回室戸市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には

御多用の中御出席をいただきましてありがとうございます。 

 それでは、ここで行政報告をさせていただきます。 

 まず１点目でありますが、第４回世界ジオパーク国際会議のことについてであります。 

 ４月11日から４月16日までマレーシアのランカウイで開催をされまして、室戸ジオパークか

ら４名で出席をさせていただきました。日本からは、世界認証されている島原半島、糸魚川、

洞爺湖有珠山、また世界申請中の山陰海岸、そしてまだ申請になっていない地域として阿蘇

山、アポイ岳、室戸が参加をしております。 

 その大会の中で室戸ジオパークについてプレゼンをさせていただきましたが、外国の事例で

は香港であるとか台湾、韓国済州島などが、国からの支援もあり、これから大きく伸びてくる

のではないかと感じたところであります。 

 室戸は、小さなエリアでありますが、地質学的に大変重要な場所であり、遊歩道の間近で見

たり触れたりすることができることや、教育や防災に地質を生かすことができるなど、ほかに

はない特徴も確認できたというふうに思っております。 

 なお、次回の開催でありますが、2012年、日本の島原半島で世界ジオパーク国際会議が開催

をされることが決定をされたところでございます。 

 また、先日５月23日、千葉県の幕張メッセ国際会議場で開催をされました日本地球惑星科学

連合大会のジオパークセッションの中で、世界申請の阿蘇と室戸、また日本の申請地でありま

す霧島、伊豆大島、白滝黒曜石ジオパークがおのおのプレゼンを行ったところであります。 

 次に、市長会への要望事項について申し上げます。 

 ４月22日高知県市長会が、５月13日四国市長会が開催をされ、国に対する要望事項がまとめ

られたところでございます。当市からは３件出させていただきました。いずれも、全国の市長

会へ上げていただくことになったところでありますが、１つには学校施設の耐震化の推進でご
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ざいます。これは、地震防災対策特別措置法により補助率が３分の２となったところでありま

すが、その期間が平成22年まで、本年度限りということになっております。しかし、耐震診断

などが集中をしておりまして、県下でも本年度中に終了する見通しではございません。この特

別措置法の延長をお願いをするというものでございます。 

 また２つ目は、乳幼児医療と保育料の無料化についてでございます。 

 現在、乳幼児医療の制度は、当市では就学前までというふうになっておりますが、他の市町

村ではこれを小学校卒業まで、あるいはまた中学校卒業までというふうに延長をしている市町

村もございます。そして、多子世帯の保育料の無料化につきましても制度以上のことをやって

いる市町村等がございますが、これを当市でやろうとすると一般財源8,000万円以上の額にな

ってまいります、この２つのことをやりますと。やはり、このことは国の少子化対策の一つと

して、国の助成によってやるべきではないかという思いで要望を上げさせていただいておりま

す。 

 そして３つ目でありますが、ジオパーク構想に関する支援についてでございます。 

 先ほど国際会議のお話をしましたが、外国ではやはり国の支援が大変大きいものがあるとい

うことでございます。日本ではジオパークの窓口が、昨年やっと経済産業省ということで決ま

ったところでありますが、ぜひ国の支援を求めるものでございます。なお、当市が加入をして

おります日本ジオパークネットワークの団体につきましても、政府機関にジオパークについて

の支援を要望するということが決議をされているところであります。 

 次に、提案理由の説明に先立ちまして、専決処分について御報告を申し上げます。 

 平成21年12月７日、安芸郡奈半利町甲1588番地前の国道において発生した自動車損傷事故の

損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第１項の規定に基づき専決

処分しましたので、同条第２項の規定により別冊のとおり報告をいたします。 

 次に、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、契約関係２件、人

事関係１件、その他１件の計８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。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成22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、室戸市税条例等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２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又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22年３月31日に公布され、同年
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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、地方税法等の一部を改正する法律等が平成22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４号平成21年度室戸市一般会計第11回補正予算の専決処分の承認について。 

 本案は、地域活性化・きめ細かな臨時交付金の追加交付により財源更正を行うため、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５号室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の譲与を受けることの専決処分の承認について。 

 本案は、高知県より室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の譲与を受けることについて、地方自治法第

179条第１項の規定により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６号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業伝送路整備工事請負契約の締

結について。 

 本案は、室戸市情報通信基盤整備事業伝送路整備工事について、平成22年５月14日に総合評

価方式による一般競争入札を行った結果、評価値の最も高かった四電工・角田水道電気特定建

設工事共同企業体、代表者株式会社四電工高知支店支店長片岡顯二氏と工事請負契約を締結し

たいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第７号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業センター施設等整備工事請負

契約の締結について。 

 本案は、室戸市情報通信基盤整備事業センター施設等整備工事について、平成22年５月14日

に総合評価方式による一般競争入札を行った結果、評価値の最も高かった四電工・角田水道電

気特定建設工事共同企業体、代表者株式会社四電工高知支店支店長片岡顯二氏と工事請負契約

を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第８号固定資産評価員の選任について。 

 本案は、４月１日付人事異動に伴い、固定資産評価員として税務課長石建友敬を選任したい

ので、地方税法第404条第２項の規定により、議会の同意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
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すので、御審議のほどをよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 日程第３、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。 

 執行部より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17分 休憩 

            午前10時38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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本議案についてお聞きをいたします。 

 こういう条例の改正は理解できない点ばっかしですが、１点だけ教えていただきたいと思い

ます。 

 地方税改正に伴って市税条例等の一部改正する条例の36条の３の後に36条の３の２と３の３

を追加した事情をかいつまんで教えていただきたいと思います。地方税においてこういう問題

が発生したから地方税が改正されて、それに従って市条例も改正するというような説明を短く

お聞かせいただきたいと思います。 

 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。石建税務課長。 

○税務課長（石建友敬君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 36条の３の次に２と３を加えたがということでございますが、地方税法の改正によって３の

次に３の２、３の３ということで、主に３がおるわけですよね。その次に、これに36条の３に

連動しての部分の改正でありますので、引き続きその後ろに３の２と３の３が追加されたもの

だと思いますけど。答えになってないですかね。済いません。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

            （発言する者あり） 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。石建税務課長。 

○税務課長（石建友敬君） 答えになってなくて済みません。36条の３というのは、先ほども

ちょっと御説明しましたけれども、扶養親族の廃止が23年の所得税、24年の市民税から、年少
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扶養親族ですね、０歳から15歳まで、特定扶養親族が16歳から19歳までの扶養親族が23年の所

得税、24年の市民税で見直しされます。それに伴って、非課税限度額制度というのが設けられ

ておりまして、扶養親族の数を把握するようになってます。それで、今まで標準世帯、夫婦で

子供２人で270万円の収入のところが非課税限度額のいっぱいになってまして、そこのその子

供さんに対して扶養控除が廃止されたことによって、今まで非課税であった家庭が税金がかか

るというのが今かからないような方向で見直しをされています。そういうふうな情報を得るた

めに、給与所得者及び公的年金受給者に対して扶養の状況を把握するために、３の２、３の３

が制定されたものでございます。よろしいでしょうか。 

○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。 

 次に、日程第４、議案第２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。 

 執行部より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44分 休憩 

            午前10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。 

 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。 

            〔「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３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。 

 執行部より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10時47分 休憩 



－13－ 

            午前10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。 

 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６、議案第４号平成21年度室戸市一般会計第11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。 

 執行部より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58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。 

            〔「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７、議案第５号室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の譲与を受けることの専決処分の承

認についてを議題といたします。 

 執行部より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。 

            午前11時４分 休憩 
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            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５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５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。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。 

 県から譲渡されるということは、財産がふえるとともに市の負担もふえることが予測されま

す。そこで本題となるのはそれらの予算支出の増加についてですが、それらについて４点ほど

お聞きをいたします。 

 １点目、施設の補修費、管理する人の人件費など、これらの金額について年間幾らぐらい必

要だと推測されておられるのかお聞きします。 

 ２点目、管理する人と管理する方法などをお聞きします。 

 ３点目、管理する人のいない時間があろうと思いますが、その無人となる時間は１日のうち

何時間ぐらいでしょうか。 

 ４点目、キャンプ利用者の受け付けと利用料などについてお聞きをしたいんですが、これは

資料14ページの譲渡契約書の第９条と11条にありますが、10年間という年月と、営利を目的と

し、または利益を上げるようにしてはならないということが書いてありますが、この点から

10年間は利用料を徴収してはならないということでしょうか。ということは、10年間、市は経

費をかけながら利用料などの収益を上げることができないと理解できますが、その点について

お聞きします。 

 また、10年後からは利用料が徴収できるということなのでしょうか。 

 以上、５点についてお聞きをいたしまして、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。中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 御質問が何点かございましたが、まず１点目の保守管

理の金額でございます。これにつきましては、平成21年度の部分になりますが、一応保守管理

料としては126万5,000円ぐらい、このキャンプ場の施設にかかっております。 

 次に、このキャンプ場の利用の形態としましては、まず最初に利用者から電話なりで観光課

のほうに利用の日時とか場所なんかについての問い合わせがございます。それを受けまして、

うちのほうで利用許可を出すわけですが、出した後は管理をされてる方、これはうちのほうが

賃金で雇用しております、その方に連絡をいたしまして、その間管理をしていただくと。キャ
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ンプ場の利用自体が毎日ございませんので、申し込みがあったときその都度管理の方に行って

いただいて管理をするような状況になっております。 

 それとあと利用料でございますが、この３月議会で管理条例の中で一定利用料の限度額の議

決をいただいております。例えば、宿泊の場合、テントサイトでは上限が2,000円、オートサ

イトでは4,000円以内ということになっておりまして、現在いただいておるのがテントサイト

が1,000円、オートサイトが2,000円徴収しております。この10年間お金がもらえないかという

部分でありますが、この部分につきましては、当然管理する中では徴収できるということで、

先ほどのように管理利用税をこの３月議会で制定しておりますので、それで対応をしておる格

好になると思います。以上でございます。 

（「課長、管理者のいない時間」と呼ぶ者あり） 

○商工観光深層水課長（中西政夫君）（続） 済いません。１つ抜かっておりました。 

 管理者のいなくなる時間ということですが、先ほどの説明の中でも申しましたように、連絡

があってからうちのほうが、利用者が出てきて初めて管理をするというような格好になります

ので、その都度何時から何時までというような決まった時間はございません。その利用のない

とき以外でも清掃とかそういう部分での管理はしておりますけど、それ以外の時間については

何時から何時までという時間は特に規定しておりませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

            （発言する者あり） 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。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） まず、管理人さんの賃金でありますが、これ平成21年

度の部分になりますけど、賃金は年間76万1,600円お支払いをしております。 

 それと、利益を上げてはならないという部分になりますが、例えば平成21年度ですが、この

利用料による収入は60万2,800円ございました。支出額は逆に126万5,588円出てますので、決

して利益が上がってるような状況にはなっておりません。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。 

 次に、日程第８、議案第６号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業伝送路整備

工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部より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17分 休憩 

            午前11時22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。 

 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６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６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９、議案第７号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業センター施

設等整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部より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23分 休憩 

            午前11時28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７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７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10、議案第８号固定資産評価員の選任についてを議題といたします。 

 執行部より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。 
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 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８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８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。 

 討論は、日程第３、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

いてから日程第10、議案第８号固定資産評価員の選任についてまで、以上８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３、議案第１号から日程第10、議案第８号まで、以上８件について討論

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〕 

○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税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につい
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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号平成21年度室戸市一般会計第11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４号は承認されました。 

 次に、議案第５号室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の譲与を受けること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５号は承認されました。 

 次に、議案第６号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業伝送路整備工事請負契

約の締結についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおりに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号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業センター施設等整備工

事請負契約の締結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、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号固定資産評価員の選任についてを採決いたします。 

 固定資産評価員に石建友敬氏の選任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、石建友敬氏の固定資産評価員の選任に

ついては同意されました。 

 お諮りをいたします。 

 本日議決されました案件について、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
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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22年５月第２回室戸市議会臨時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。 

            午前11時37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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