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平成２２年１２月第７回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  平成２２年１２月２２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 脇 本 健 樹    ２番 久 保 八太雄    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  上 松 一 喜 

  議 事 班 主 任  大 西 あゆみ 

  議 事 班 主 事  眞 土 浩 子 

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  石 建 友 敬     市 民 課 長  久 保   正 

  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  久 保 重 章     建 設 課 長  川 邊 幸 雄 

  商工観光深層水課長  中 西 政 夫     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 

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

  水 道 局 長  中 山 一 彦     消  防  長  青 木 正 雄 

  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 室戸市立学校設置及び管理条例の一部改正について 

       議案第２号 室戸勤労者体育センター設置及び管理条例の制定について 

       議案第４号 室戸市暴力団排除条例の制定について 

       議案第５号 室戸市消防長の任命資格を定める条例の制定について 

       議案第６号 室戸市消防手数料徴収条例の一部改正について 
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       議案第７号 室戸市消防団員表彰条例の一部改正について 

       議案第８号 室戸市火災予防条例の一部改正について 

       議案第９号 平成22年度室戸市一般会計第４回補正予算について 

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

  日程第２ 議案第３号 室戸市火葬場設置及び管理条例の一部改正について 

       議案第10号 平成22年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４回補正予算につ 

             いて 

       議案第11号 平成22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 

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

  日程第３ 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 

             （平成22年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成22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 

             （平成22年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成22年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成22年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成22年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成22年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成22年９月定例会付託分） 

       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 
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             定について 

             （平成22年９月定例会付託分） 

       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 

             （平成22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 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 

  日程第６ 議案第12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 議案第13号 教育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８ 意見書案第１号 トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策を求める意見書に 

               ついて 

  日程第９ 意見書案第２号 ＴＰＰ交渉に反対する意見書について 

  日程第10 意見書案第３号 燃油減免制度の継続を求める意見書について 

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名中欠員１名、現在15名の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） 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号室戸市立学校設置及び管理条例の一部改正につ

いてから議案第９号平成22年度室戸市一般会計第４回補正予算につきまして、以上８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。山下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（山下浩平君） 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９号まで、以上８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、12月15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号室戸市立学校設置及び管理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２号室戸勤労者体育センター設置及び管理条例の制定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４号室戸市暴力団排除条例の制定についてであります。 

 執行部の説明の後、委員より、なぜ今、暴力団排除条例を制度化するのかとの質疑があり、

執行部より、まず、県が条例の議会提案に当たって、近年暴力団は賭博や民事介入に加え、組

織実態を隠しながら各種事業に進出し活動を多様化してきているため、警察の取り締まりだけ

ではなく、県や県民、事業者が一体となって排除を推進していくことが重要で効果的であると

の説明があった。市町村と連携しながら、安心・安全な生活の確保に取り組んでいこうという

県からの要請を受けての提案であるとの答弁がありました。 
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 次に、この条例制定の背景はとの質疑があり、最近、県内では椎名漁港の覚せい剤大量密輸

事件やゴルフ場や食品会社の手りゅう弾連続爆破事件などの凶悪犯罪が起きている。また、中

村、宿毛、高知などのみかじめ料の縁切り同盟が一定成果を上げてきているという背景から、

本市においても県の要請に伴い提案をさせていただい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、本案は可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５号室戸市消防長の任命資格を定める条例の制定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６号室戸市消防手数料徴収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、特定屋外タンク貯蔵所とはとの質疑があり、執行部より、

1,000キロリットル以上の油などの危険物類を貯蔵するタンクであるが、管内にはそのような

貯蔵所は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７号室戸市消防団員表彰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、現在、30年以上所属している団員は室戸市で何名かとの質疑

があり、執行部より、19名である。全国的に消防団が減少してきている中で、30年以上所属の

消防団員の活躍のためにも、ぜひ改正をということで上程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、本案は可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第８号室戸市火災予防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９号平成22年度室戸市一般会計第４回補正予算についてであります。 

 まず、企画財政課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、移住促進事業に関して、今までに移住してきた実績があるか

との質疑があり、執行部より、移住体験住宅には毎月一、二名の方が来られているが、それに

よって移住した方はまだない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、扶助費について、当初予算14億円からの増額ということであ

るが、生活保護者が何人ふえ、合計で何人になったのかとの質疑があり、執行部より、開始件

数と廃止件数がほぼ同数であるため、生活保護世帯、人数とも増減はほとんどないが、医療費

がかなりふえてきている。11月末までの平均から今年度の見込みを出すと、15億円を超すこと

から、今回補正予算を上程させていただいた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、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業委託料について、ワ
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クチンの接種の対象年齢は、また対象者の負担金はないのかとの質疑があり、執行部より、子

宮頸がんワクチンの対象者は現在の中学校１年生から高校３年生までの年齢に相当する方を対

象としている。中１から高１までの297名を予定していて、高２、高３は、県の追加があり、

133人を予定している。ヒブワクチンと肺炎球菌については、０歳から４歳が対象である。対

象者の負担金はない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、室戸市耕作放棄地解消推進事業について質疑があり、執行部

より、昨年度から県で制度化された事業で、耕作放棄地解消のための賃借料である。また、売

買されて１年経過した荒廃地を整地するための補助事業であり、国が２分の１、県が４分の

１、残りは個人が負担し、市の持ち出しはないとの答弁がありました。 

 次に、県管理漁港整備県営事業費負担金について、三津、高岡、行当漁港のストックマネジ

メントを行うことについて、負担金は年間を通して決まったものではないかと思うが、今回

270万円の補正予算の理由はとの質疑があり、当初予算で室戸岬漁港のストックマネジメント

（漁港診断）を行うということで計上していたが、県の補正によって入札減が出たため、その

差額に追加して３漁港分を追加で行う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、測量設計他委託料410万円について質疑があり、執行部よ

り、現在行っている橋梁の調査は今年度で終わるが、それが終わると今度は修繕計画に入る。

この計画等をつくらないと補助の対象にならないため、修繕計画をつくるための補正予算であ

るとの答弁がありました。 

 次に、防災公園整備事業費の神ノ前公園の整備の内容について質疑があり、概算で水道工事

300万円、電気工事700万円、一部植栽600万円の1,600万円余を計上している。そのほかに、来

年度は芝生、防災倉庫、案内板、消防タンク、防火水槽などの整備を予定しているとの答弁が

ありました。 

 次に、消防本部であります。 

 執行部の説明の後、委員より、消耗品の火災報知機購入について426世帯に設置ということ

であるが、新たに設置するのかとの質疑があり、執行部より、21年度には80歳以上の世帯を対

象に設置したが、22年度は75歳から80歳までの426世帯に対し、取りつける予定で、取りつけ

料も含んだ料金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、教育振興費の消耗品、図書の購入について、小学校と中学校

で金額に差があるのはなぜかとの質疑があり、執行部より、高知新聞が母校に本を贈る運動を

行っていて、内容として、学校を指定した上で寄附をする運動である。このため、学校によっ

て金額が異なることから、小・中で差が出ているとの答弁がありました。 
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 次に、生涯学習課であります。 

 執行部の説明の後、委員より、中央公園整備工事費の内容について質疑があり、執行部よ

り、Ｂコートのバックネットが老朽化したため、３月に少年野球もあることから、下側にブロ

ックを積んで金属ネットを整備するとの答弁がありました。 

 総務課、選挙管理委員会事務局、財産管理課、税務課、市民課につきましては、特段の質疑

はありませんでしたので省略をいたします。 

 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。 

 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号室戸市火葬場設置及び管理条例の一部改

正についてから議案第11号平成22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ま

で、以上３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。米澤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（米澤善吾君） 平成22年12月定例会産業厚生委員会委員長報告を行

います。 

 ただいま議題になっております議案第３号から議案第11号まで、以上３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15日、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号室戸市火葬場設置及び管理条例の一部改正についてであります。 

 本案は、火葬場用地について、経営許可申請時の所在地番の錯誤が判明したもので、正しい

地番に訂正するため、本条例の一部を改正するものであります。 

 執行部より説明の後、委員より、条例改正の内容について質疑があり、火葬場を建築した当

時、県へは土地１筆で登録してあったが、今回調査したところ、土地３筆であると判明したた

め、条例を改正するものであると答弁がありました。 

 次に、この土地を購入する目的について質疑があり、室戸市過疎地域自立促進計画では、平

成25年に火葬場の改修を予定となっているが、県下では２番目に古く、市民から改修の要望が
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あるため、改修する目的で購入しますとの答弁がありました。 

 次に、具体的な改修内容についての質疑があり、建物や焼却炉などの構想はまだできていな

いので、これからは先進地視察等を行い、計画を立てていきた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、本案は原案のとおり可決するべきものと決しまし

た。 

 次に、議案第10号平成22年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４回補正予算についてであ

ります。 

 本案は、平成23年度より実施されるレセプト審査支払の電子化に対応するためのシステム改

修委託料及び高知県国民健康保険団体連合会システム等最適化経費負担について補正するもの

であります。 

 執行部より説明の後、委員より、システム改修の具体的な事業内容について質疑があり、国

保レセプト審査支払システム等改修委託料については、国保連合会と市、おのおのが持ってい

るレセプトデータと国保被保険者データを連携させるためプログラムを構築するものであり、

また国保連合会レセプト審査支払等最適化経費負担金については、国保連合会のレセプト審査

支払システムを最適化するための負担金であり、県下市町村がレセプトの年間枚数割による負

担割合を決め負担するものであり、室戸市の負担割合は2.9％であるとの答弁がありました。 

 次に、これを導入したときの効果についての質疑があり、レセプトをデータ化するので機械

的処理が可能となり、一定の効率化が図れると考え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、本案は原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第11号平成22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。 

 本案は、介護保険認定調査等費及び居宅介護サービス給付費等について、利用者及び利用件

数の増により不足が生じたため、一般管理費及び地域密着型介護サービス給付費より組み替え

を行うものであります。 

 執行部より説明の後、委員より、介護保険のシステム改修他委託料が減額された理由につい

ての質疑があり、介護保険の分割納付システムの改修を予定していたが、今後、介護保険シス

テムの改修が見込まれるため、今回は不用とし、組み替えするものであると答弁がありまし

た。 

 以上、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。 
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 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21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、以上２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。山下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（山下浩平君） 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21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、以上２件につきましては、平成22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７日、８日の２日間、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21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21年度一般会計の決算概要につきましては、歳入総額120億2,010万8,215円、歳出総額

117億1,721万9,472円で、歳入歳出差し引き額は３億288万8,743円であり、翌年度へ繰り越す

べき財源額4,504万8,000円を差し引いた実質収支は２億5,784万743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1,874万5,229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１億5,186万6,000円、繰上償

還金3,047万2,551円を加え、財政調整積立基金取り崩し額１億2,000万円を差し引いた実質単

年度収支は8,108万3,780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は、

20年度と対比しますと、21年度の自主財源比率は21.4％から20.3％に、経常収支比率は

100.6％から101.0％に、公債費比率は14.0％から16.7％に、また実質公債費比率は過去３年間

の平均で17.6％から18.6％という状況であります。21年度末の一般会計の市債残高は、120億

2,129万6,000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、退職手当債について、なぜ事前に退職手当基金を創設しなかったのか

との質疑があり、財源不足で余裕がなかったことと退職積立金にする場合も市民の理解を得に

くいのではないかということから財政調整積立基金で賄ってきた。退職手当債については、団

塊の世代の大量退職に対応するために国が制度を見直したこともあり、それを活用させていた

だいたとの答弁がありました。 

 次に、室戸ジオパークビデオ作成業務他委託料と海岸清掃事業について質疑があり、ビデオ
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作成業務他の内容については、案内看板の設置と遊歩道の設計監理、ＤＶＤの作成であり、海

岸清掃事業についてはシルバー人材センターに委託したとの答弁がありました。 

 次に、公債費は何％かとの質疑があり、実質公債費比率は21年度決算で18.6％となってい

る。22年度の見込みは大体20％程度であるとの答弁がありました。 

 次に、全体的な不用額がふえてきているが、12月、３月議会で不用額をできるだけ少なくす

るために、減額補正の指示はしていないかとの質疑があり、指示しているが、ある程度各課任

せのところはある。不用額が発生しないように対応していくとの答弁がありました。 

 総務課関係では、交際費が全く使用されていないのはなぜかとの質疑があり、交際費は主に

祝賀行事についての新聞広告や、市の行政に貢献された方などに関しての死亡広告等を想定し

て計上しているが、21年度は対象事例がなかったためであるとの答弁がありました。 

 次に、一般管理費の賃金について、1,400万円の予算に対して700万円の不用額が出ている理

由はとの質疑があり、育児休業職員、病気休暇職員、職員定数の削減をした課に対する激変緩

和措置などを想定して、臨時職員の賃金を計上しているが、育児休業職員、病気休業職員が出

なかったため、５名分が不用となったとの答弁がありました。 

 次に、諸費の負担金補助及び交付金の不用額530万円の主な理由について質疑があり、みん

なで備える防災総合補助事業費補助金の不用額が主なものであり、理由としては、山間部の小

さな集落において３つほどの常会単位でまとめて一つの自主防災組織の立ち上げをしていただ

きたいとの提案に対して、常会から同意が得られず、事業が実施されなかったためであるとの

答弁がありました。 

 税務課関係では、市税の特別土地保有税の不納欠損額について、20年度は０円であったのが

21年度は447万円になっている。その内容と理由について質疑があり、裁判所に交付要求手続

をかけていたため企業の時効が一時中断していたが、16年３月解除になり、その時点から５年

たった21年３月に時効が成立し、不納欠損処分を行ったとの答弁がありました。 

 市民課関係では、出産育児一時金について、国保の対象者は受給できるが、その他の保険対

象者は受給できないのかとの質疑があり、共済保険対象者については共済保険のほうから、社

会保険対象者には社会保険のほうから給付されるとの答弁がありました。 

 監査委員会事務局関係では、工事技術調査業務委託料について質疑があり、技術的なことを

専門家に委託して工事監査を行っている。21年度は、室戸小学校の南舎と室戸岬小学校の耐震

補強大規模改造工事を対象に監査を行ったとの答弁がありました。 

 福祉事務所関係では、自立支援補装具給付費について質疑があり、給付の対象としては障害

者手帳を持っていることが前提で、医師の意見書で日常生活を行う上で必要であると診断され

ることが条件となっているとの答弁がありました。 

 次に、生活保護費について、21年度に増額している理由はとの質疑があり、景気低迷による

失業者の増加等により保護率も上がってきている。今後も、ケース数は増加してくる見込みで
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あるので、頻回受診を減らすなどして医療費の削減に取り組みたいとの答弁がありました。 

 保健介護課関係では、市の行う成人病検診において、成人病の早期発見に対する効果をどう

考えるかとの質疑があり、早期発見ができても大したことではないと判断し、すぐに病院に行

かず悪化するケースが多いが、保健指導や特定保健指導を行うことによって早期治療につなが

る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、農林水産費の負担金補助及び交付金について、全

体的に補助が多いが、漫然と支出していないか、効果の薄いものについては打ち切ったり額を

減らすべきと考えるが、行政として効果と実績をチェックしているかとの質疑があり、補助金

等の内容については十分精査していて、経済効果についても補助団体等と十分に打ち合わせも

して事業実績を提出してもらっているため、効果は上がっていると認識しているとの答弁があ

りました。 

 商工観光深層水課関係では、観光ガイド養成事業補助金について、ジオパークガイドは何人

ぐらい養成しているかとの質疑があり、20名ほどが受講し、最終的には15名ほどが登録してい

るとの答弁がありました。 

 建設課関係では、地籍調査事業費が前年の倍近くにふえているが、進捗状況はとの質疑があ

り、21年度は宅地部地籍調査測量と山林境界保全予備調査を実施したため、事業費が増額とな

っている。18年度から21年度までに0.93キロ平米、調査測量をしており、室戸市全体で言うと

0.4％の進捗状況であるとの答弁がありました。 

 次に、長寿命化修繕計画策定事業橋梁点検委託料について質疑があり、15メートル以上の市

内の橋梁点検を資格を持った専門業者に委託して行っているとの答弁がありました。 

 学校保育課関係では、今後、耐震工事が必要な学校はどこがあるのかとの質疑があり、１次

診断でＩｓ値が0.3未満のものに対する国の補助等が22年度で終わるため、次の段階として来

年度は体育館等も含めてＩｓ値0.3以上の学校も行っていきたい。小学校は６件、中学校は２

件、体育館は３件を考えているとの答弁がありました。 

 次に、小学校補助金の学校情報通信技術について質疑があり、ＩＣＴ授業のため、地上デジ

タル対応テレビ、パソコン等、通信技術を整備するための国の補助であるとの答弁がありまし

た。 

 選挙管理委員会事務局、財産管理課、滞納整理課、会計課、消防本部、生涯学習課、人権啓

発課については、別段の質疑はありませんでしたので省略をいたします。 

 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。 

 次に、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であ

ります。 

 本特別会計は、歳入総額２億2,342万6,399円に対して、歳出総額４億6,056万3,210円で、歳

入歳出差し引き２億3,713万6,811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
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たものであります。 

 執行部から説明の後、委員より、繰上充用金について赤字のまま決算をするわけにはいかな

いから、翌年度の歳入から繰り上げて充足したのだと思うが、なぜ翌年度の歳入を先食いしな

いといけなかったのかとの質疑があり、執行部より、地方自治法施行令第166条の２により、

歳入が歳出に不足するときは翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができるとされてい

るため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から認定第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。米澤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（米澤善吾君） 平成22年12月定例会決算認定について産業厚生委員

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から認定第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ま

で、以上８件につきましては、平成22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22年10月27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

であります。 

 本決算は、歳入総額29億3,101万313円に対し、歳出総額34億3,525万892円で、歳入歳出差し

引き５億424万579円の不足額を生じ、このため同額を翌年度歳入から繰上充用されているもの

であります。 

 執行部からの説明の後、委員より、国保税の収納率について質疑があり、執行部より、平成
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20年度は滞納分15.06％、現年分が93.59％、21年度は滞納分が13.37％、現年分が94.77％であ

り、滞納分では少し下がっているが現年分と国保税全体では収納率は上がっているとの答弁が

ありました。 

 次に、平成20年度は906万円の黒字であったが、平成21年度は2,806万円の赤字に激変してい

る理由についての質疑があり、執行部より、国保会計の場合、ことしの医療費を翌年度に支払

ったりするので交付金の精算に過不足が生じ、ほかの会計のように単年度ごとに終わらないと

ころがあるため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、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であ

ります。 

 本決算は、歳入総額1,189万860円に対し、歳出総額788万73円であり、翌年度繰越額は401万

787円であります。 

 執行部からの説明の後、委員より特段質疑もなく、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

ついてであります。 

 本決算は、歳入歳出総額とも501万6,945円であります。 

 執行部からの説明の後、委員より、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であ

ります。 

 本決算は、歳入総額18億4,239万8,973円に対し、歳出総額18億1,836万3,584円であり、翌年

度繰越額は2,403万5,389円であります。 

 執行部からの説明の後、委員より、歳出で、保険給付費のうち、地域密着型介護サービス給

付費3,600万円の不用額についての質疑があり、執行部より、小規模多機能型施設の計画をし

ていたが、運営する事業者がなく、運営されなかったため不用額となりましたとの答弁があり

ました。 

 次に、小規模多機能型施設の制度は制度的にはどこに問題があるのかと質疑があり、執行部

より、国の示している基準では登録者が25名以上必要であるためではないかと答弁がありまし

た。 

 次に、介護予防サービス給付費が、前年度より1,000万円減額した理由についての質疑があ

り、執行部より、この介護予防サービスは介護認定基準で要支援１、２の方が受けられるサー

ビスであり、状態が変わって重度化すると要介護となるため、居宅介護サービス給付費がふ

え、介護予防サービス給付費が減額となりましたと答弁がありました。 
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 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

てであります。 

 本決算は、歳入歳出総額とも4,961万7,734円であります。 

 執行部からの説明の後、委員より、歳入で、使用料及び手数料が予算額より900万円減額し

た理由について質疑があり、執行部より、パイプラインで給水している会社のうち１社の生産

が縮小したことが主な理由であると答弁がありました。 

 次に、パイプラインでつながっている企業全体の給水量は対前年度比で幾らかとの質疑があ

り、執行部より、21年度は大口顧客１社の生産が少なくなり、給水量は半減したが、22年度は

給水量全体でふえており、パイプラインについても微増であると答弁がありました。 

 次に、歳出で、負担金補助及び交付金について、海洋深層水及び関連商品ＰＲ事業負担金

300万円の事業内容についての質疑があり、執行部より、県と市が同額を負担し、県が事業主

体となって企業向けのＰＲ事業を実施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、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

の認定についてであります。 

 本決算は、歳入歳出総額ともに85万500円であります。 

 執行部から説明の後、委員より、実績等事業概要についての質疑があり、執行部より、本会

計は安芸郡内の９市町村が負担金を出し合って運営している。毎月１回、５人の医師による審

査会を開催しており、21年度申請者の実績は、室戸市33名、安芸市53名、中芸地区30名、東洋

町13名、芸西村19名、合計150名であった。 

 歳出の主なものは、審査会へ出席する医師の報酬及び旅費であるとの答弁がありました。 

 次に、歳出の不用額についての質疑があり、執行部より、不用額について審査会に医師が出

席できなかった場合もあり、報酬及び旅費が不用額となった。また、昨年度は賃金を計上して

いたが、執行しておらず、不用額となったとの答弁がありました。 

 以上、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

てであります。 

 本決算は、歳入総額２億1,030万3,483円に対し、歳出総額２億711万8,447円であり、翌年度

繰越額は318万5,036円であります。 

 執行部からの説明の後、委員より、後期高齢者医療の保険者についての質疑があり、執行部

より、広域連合が保険者で、県下の全市町村が会員になり運営している。広域連合へは、室戸

市で対象者から集めた保険料と市の負担分を納付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。 
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 次に、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であります。 

 平成21年度の給水状況は、給水人口１万5,378人、給水栓数8,383栓、年間給水量191万

8,471立方メートルで、前年度比給水人口330人減、給水栓数84栓減、年間給水量６万7,836立

方メートルの減であります。施設整備について、主なものとして、三津送水管布設替工事、東

の川配水管布設工事、馬路地区配水管布設替工事などを施工しております。 

 経営状況でありますが、収益的収支の状況は、収入３億1,073万3,686円に対し、支出は２億

6,446万5,734円であり、当年度の未処分利益剰余金は4,626万7,952円であります。 

 執行部からの説明の後、委員より、現在、アスベスト管はどのくらい残っているか質疑があ

り、執行部より、全体で160キロの布設管のうち、５キロぐらい残っているとの答弁がありま

した。 

 次に、アスベスト管の布設がえについての質疑があり、執行部より、老朽管の布設がえは毎

年更新し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、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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第５、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

 本案につきましては、委員会付託を省略したものであります。 

 これより討論に入ります。 

 日程第１、議案第１号室戸市立学校設置及び管理条例の一部改正についてから日程第５、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、諮問第１号まで、以上22件についての討



－136－ 

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号室戸市立学校設置及び管理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号室戸勤労者体育センター設置及び管理条例の制定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２号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第４号室戸市暴力団排除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５号室戸市消防長の任命資格を定め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５号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第６号室戸市消防手数料徴収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号室戸市消防団員表彰条例の一部改正についてを採決いたします。 
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 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号室戸市火災予防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８号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第９号平成22年度室戸市一般会計第４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９号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第３号室戸市火葬場設置及び管理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10号平成22年度室戸市国民健康保険事業特別会計第４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10号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第11号平成22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。 
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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11号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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） 起立多数であります。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。 

 次に、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採
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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８号は認定されました。 

 次に、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21年度室戸市水道事業会計決算の認定について採決いたします。 

 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。 

 次に、日程第５、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。 

 人権擁護委員に小 隆元氏を推薦することに御異議ない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、人権擁護委員に小 隆元氏を推薦する



－140－ 

ことに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第６、議案第12号室戸市長の給与に関する特例を定める条

例の制定について及び日程第７、議案第13号教育長の給与に関する特例を定める条例の制定に

ついて、以上２件を一括議題といたします。 

 本２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） それでは、追加議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第12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、11月27日に起きた臨時職員による道路交通法違反酒気帯び運転に関し、全体の奉仕

者であって法令を遵守すべき公務員としてあってはならないことであり、市民の信頼を大きく

失墜する行為であることから、市を統括し代表する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。 

 議案第13号教育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、11月27日に起きた臨時職員による道路交通法違反酒気帯び運転に関し、全体の奉仕

者であって法令を遵守すべき公務員としてあってはならないことであり、市民の信頼を大きく

失墜する行為であることから、指揮監督責任者としてその責任を痛感し、教育長の給料を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、関係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） 日程第６、議案第12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。 

 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４分 休憩 

            午前11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。 

 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12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12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。 



－141－ 

            〔「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13号教育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。 

 執行部からの補足説明を求めます。植村教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時８分 休憩 

            午前11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。 

 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

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。 

 討論は、日程第６、議案第12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及

び日程第７、議案第13号教育長の給与に関する特例を定める条例の制定についてまで、以上２

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６、議案第12号及び日程第７、議案第13号、以上２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。 

 日程第６、議案第12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
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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12号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第７、議案第13号教育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８、意見書案第１号トンネルじん肺根絶に向けた抜本的

な対策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、お手元に配付したとおりであります。 

 お諮りいたします。 

 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

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８、意見書案第１号トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（林 竹松君） 次に、日程第９、意見書案第２号ＴＰＰ交渉に反対する意見書につい

て議題といたします。 

 案文につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

 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２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９、意見書案第２号ＴＰＰ交渉に反対す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２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10、意見書案第３号燃油減免制度の継続を求める意見書

について議題といたします。 

 案文につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

 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。意見書案第３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10、意見書案第３号燃油減免制度の継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。 
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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、意見書案第３号は原案のとおり可決さ

れました。 

 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12月第７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17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
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