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  日程第１ 議案第１号 室戸市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について 

  日程第２ 議案第２号 室戸市火災予防条例の一部改正について 

  日程第３ 議案第３号 室戸市沿岸小型共同利用漁船設置及び管理条例の一部改正につい 
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  日程第４ 議案第４号 市有財産の無償譲渡について 

  日程第５ 議案第５号 平成22年度室戸市一般会計第３回補正予算について 

  日程第６ 議案第６号 平成22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 

  日程第７ 議案第７号 平成22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８ 議案第８号 平成22年度室戸市水道事業会計第１回補正予算について 

  日程第９ 議案第９号 市道路線の認定について 

  日程第10 議案第10号 市道路線の認定について 

  日程第11 議案第11号 市道路線の認定について 

  日程第12 議案第12号 市道路線の認定について 

  日程第13 議案第13号 市道路線の認定について 

  日程第14 議案第14号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第15 議案第15号 室戸市過疎地域自立促進計画について（追加議案） 

  日程第16 認定第１号 平成21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17 認定第２号 平成21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18 認定第３号 平成21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19 認定第４号 平成21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20 認定第５号 平成21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21 認定第６号 平成21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22 認定第７号 平成21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23 認定第８号 平成21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24 認定第９号 平成21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25 認定第10号 平成21年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

  日程第26 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第26まで 
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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名中、午前中欠席届１名、現在15名の出席でございま

す。 

 午前中欠席議員は、久保八太雄議員、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） 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、御注意をお願いいたしま

す。 

 日程第１、議案第１号室戸市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正についてを議題と

いたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時20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号室戸市火災予防条例の一部改正について

を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。青木消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時21分 休憩 

            午前10時24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。 

            〔「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号室戸市沿岸小型共同利用漁船設置及び管

理条例の一部改正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。久保農林水産課長。 

 説明の間、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。 

 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号市有財産の無償譲渡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。久保農林水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時27分 休憩 

            午前10時30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５、議案第５号平成22年度室戸市一般会計第３回補正予
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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30分 休憩 

            午前11時17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号平成22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。久保市民課長。 

 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 

○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７、議案第７号平成22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22分 休憩 

            午前11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８、議案第８号平成22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26分 休憩 

            午前11時30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９、議案第９号市道路線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。川邊建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時30分 休憩 

            午前11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10、議案第10号市道路線の認定についてを議題といたし

ます。 

 執行部から補足説明を求めます。川邊建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午前11時33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。 

 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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本案について質疑を行います。 

 １点だけお聞きをいたします。 

 この道路には、かつて付近に住んでおられた篤志家が私財を投じて建設したコンクリートづ

くりの橋があります。今回、市道に認定された場合、市道の改修と同時にこの橋の耐震工事も

行われるのでしょうか、お伺いをいたします。 

 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。川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 谷口議員さんの御質疑にお答えします。 

 現在、市道にかかる橋については、長さ15メーター以上の橋は補助事業、平成21年度、22年

度と２カ年に分けて橋梁点検を進めております。また、長さ15メーター未満の189橋について

は、平成21年度において緊急雇用事業で橋梁点検が完了しております。 

 議案第10号の認定市道にある橋については、15メーター未満の橋となっておりますので、今

後、市道として供用が開始された後で橋梁点検が必要となります。 

 計画中の橋の橋梁点検が終わりますと、点検に基づく整備計画を作成することとなっていき

ますので、この橋については計画作成時に橋梁点検も一緒に行うこととなり、必要となれば全

体計画の中で改修を行うこととなります。 

 なお、道路については、今のところ改修計画はありませんが、修理的な工事については必要

があれば市のほうで行うということになっていきます。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第11、議案第11号市道路線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。川邊建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時38分 休憩 

            午前11時40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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第12、議案第12号市道路線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。川邊建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時41分 休憩 

            午前11時43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13、議案第13号市道路線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。川邊建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時44分 休憩 

            午前11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14、議案第14号固定資産評価審査委員会委員の選任につ
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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。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時46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。 

 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14号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会の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14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。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時50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15、議案第15号室戸市過疎地域自立促進計画についてを

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。 

 提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 平成22年９月第５回室戸市議会定例会追加議案の提案理由の説明を申

し上げます。 

 議案第15号室戸市過疎地域自立促進計画について。 

 本案は、過疎地域自立促進特別措置法が延長されたことに伴い、平成22年度から平成27年度

までの室戸市過疎地域自立促進計画を別案のとおり定めることについて、過疎地域自立促進特

別措置法第６条第１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、詳細につきましては、企画財政課長から補足説明をいたさせますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。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。萩野企画財政課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時２分 休憩 

            午後１時21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16、認定第１号平成21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22分 休憩 

            午後１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17、認定第２号平成21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。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時41分 休憩 

            午後１時59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18、認定第３号平成21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。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時０分 休憩 

            午後２時７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19、認定第４号平成21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。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時８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20、認定第５号平成21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14分 休憩 

            午後２時17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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第21、認定第６号平成21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18分 休憩 

            午後２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。 

 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22、認定第７号平成21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29分 休憩 

            午後２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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本案について質疑を行います。 

 決算書のページ316ページ、317ページの事項別明細書のほうです。 

 １款使用料及び手数料、１項使用料、１目海洋深層水使用料の収入済額のほうに2,883万

8,904円とあります。これに関連してお聞きをいたします。 

 この使用料収入の過去３年を見ますと、19年度は約5,321万、20年度は約4,586万円でありま
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した。この21年度はこのように2,884万円と落ち込んでいるように感じております。この減

収、売り上げ減少の原因は、隣接する企業の経営移管など影響があったと考えられますが、こ

の減少、減収についてお聞きをいたします。 

 あわせて、市内に立地している関連企業ですね、海洋深層水の関連企業の販売量の推移と今

後の見通しなどについてもあわせてお聞きをいたします。 

 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。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） それでは、谷口議員さんにお答えいたします。 

 海洋深層水の使用料の部分についてでございますが、平成21年度の分野別の使用料で申し上

げますと、一般の個人の方の利用分が236万5,127円で、対前年度比でいきますと3.3％、36万

4,079円の減となっております。それと、水産利用分が105万5,874円で、対前年度比10.3％、

12万1,539円の減となっております。それから、一番大きい部分になりますが、企業利用分、

これが2,541万7,903円で、対前年度でいいますと39.4％の減、金額で言いますと1,653万

9,845円の減となっておりますが、このうち地元といいますか、パイプライン関係で使用して

おります企業関係、この部分が52.9％、1,778万8,887円の大幅な減となっております。これ

は、先ほど御説明いたしましたように、受託でやっておりました商品の取り扱いの減などによ

るものと思われます。 

 料金の全体で言いますと、対前年度比1,725万5,463円の減となっております。 

 以上でございます。 

（「もう一点、市内に立地している関連企業の販売量の推移と見通

しなどについては」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。市内の業者さんの部分で言います

と、一定、先ほど言いました大きな減の分はありますが、全体的にはほぼ横ばいないしは他の

業者さんではちょっと下がりぎみぐらいの部分で大きな変動は特にございません。 

 今度、今後の見込みにつきましても、市内の業者さんにつきましては、先ほど８月から大手

の企業の子会社さんも進出していただきましたので、今後、新しい商品の開発なんかもしてい

ただいて、一定の売り上げの増加なんかもあるんではないかと感じております。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。 

 議会運営委員会委員長にお願いをいたします。日程等について議会運営委員会を開会してい

ただきたいと思います。日程の協議をお願いをいたします。 
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 引き続きまして、健康管理も含めまして、３時30分まで休憩いたします。議会運営委員会も

ありますので。 

            午後２時46分 休憩 

            午後３時30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。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） 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、明日15日休会、16日委員会と決

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） お諮りをいたします。 

 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、15日休会、16日委員

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。日程につきましては、15日休会、16日委員会

とすることに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第23、認定第８号平成21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３時32分 休憩 

            午後３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。 

 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24、認定第９号平成21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。 
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 執行部からの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。 

            午後３時36分 休憩 

            午後３時43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25、認定第10号平成21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43分 休憩 

            午後４時６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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本案について質疑を行います。 

 ページ数は27ページ、28ページです。水道事業貸借対照表からページ27ページの資産の部の

下の方に、流動資産合計１億1,648万8,770円とあります。右のページの上のほうに、流動負債

合計3,418万9,627円とあります。これに関して、流動資産割る流動負債掛ける100で流動比率

が計算でき、それは水道会計上の負債を返済する能力と短期的支払い能力を示すものだとお聞

きをしております。 

 そこで、ここ数年のこの流動比率を見ますと、14年度から18年度までの５年間は百数％で推

移してきましたが、19年度が131.5％、20年度決算では4,237％、そしてこの21年度は340.7％

と大きく変化していることがわかります。特に、20年度の4,237％と21年度の340.7％が注目さ

れますので、この２カ年それぞれがそれまでの百数％の数字よりも大きく変化した理由と、そ

の数字が20年度とこの21年度の決算全体に及ぼしている影響もあわせお伺いをいたします。 

 ２点目、ページ32ページです。１番の下の総係費の１番の下に委託料675万7,002円、検針及

び集金委託料等についてであります。19年度は793万円、20年度はその倍の1,411万円、21年度

は675万7,002円となっております。なぜ、毎年定期的に行っている、定数の人数で行っている
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だろう業務に係る委託料が、これほど３カ年ぐらいで変化しているのか、その点についてお聞

きをいたします。 

 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。中山水道局長。 

○水道局長（中山一彦君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 １点目の流動資産、流動負債についてですが、20年度より大きく変化した理由は、資本的収

支不足額の利益剰余金での補てんは、19年度2,062万円、20年度０円、21年度は652万円と、例

年では利益剰余金で補てんしているものが、20、21年度は減少し、その剰余金が積み立てされ

たことが理由でございます。 

 決算全体に及ぼす影響は、流動比率と同種の指標としましては、現金比率、酸性比率があ

り、その数値も流動比率と同様に、20、21年度に大きな変化があります。また、流動資産から

流動負債を差し引いたものが、当面積極的に運用できる実質的な余裕資金であり、その余裕資

金がふえたこととなります。 

 次の２点目の検針及び集金委託料についてですが、各年度の総係費の委託料について説明い

たします。 

 19年度、検針委託料241万4,589円、集金委託料538万1,238円、水道組合給水管理委託料14万

円、計793万5,827円。20年度、検針委託料238万4,303円、集金委託料518万4,143円、水道組合

給水管理委託料25万1,000円、水道料金システム導入委託料627万4,500円、決算システム保守

料１万5,800円、計1,410万9,746円。21年度、検針委託料は237万288円、集金委託料351万

8,528円、水道組合給水管理委託料22万5,686円、水道料金システム保守料62万7,000円、決算

システム保守料１万5,500円、計675万7,002円となっており、20年度委託料には水道料金シス

テム導入委託料627万円が含まれております。検針委託料は約240万円前後で推移しておりま

す。集金委託料につきましては、19年度538万円、20年度は518万円と大幅な変動はありません

が、21年度は351万円と少なくなっております。これは、20年度に導入した水道料金システム

では従来口座引き落としの領収はがきを集金人さんを通じて１件35円で配布してもらっており

ましたが、２カ月に１回の検針時に、ハンディターミナルによりその場で前回、前々回の領収

を打ち出すことができますので、領収はがきの配付委託料が削減されております。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26、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求める
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こと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。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時13分 休憩 

            午後４時16分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております諮問第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、諮問第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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 本日行われました議案第１号から議案第15号まで及び認定第１号から認定第10号まで、以上

24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、９月15日から９月27日まで13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、９月15日から９月27日まで13日間休

会することに決しました。 

 ９月15日から９月27日まで13日間休会いたします。 

 ９月28日は午前10時から会議を開きますので、この議場に御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 御苦労さまでございました。 

            午後４時19分 散会 

 


