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第2回定例会・議決結果一覧表・議案の説明
〈第２回定例会議決結果一覧表〉
議案番号

件

名

議決年月日

結

果

議案第１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

元年６月21日

原案可決

議案第２号

監査委員の選任について

元年６月21日

同

意

議案第３号

令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第１回補正予算の専決処分の承認について

元年７月５日

承

認

議案第４号

室戸市森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について

元年７月５日

原案可決

議案第５号

室戸市土佐和牛経営安定基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について

元年７月５日

原案可決

議案第６号

室戸市立診療所運営管理基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について

元年７月５日

原案可決

議案第７号

室戸市学校給食センター設置条例の一部改正について

元年７月５日

原案可決

議案第８号

室戸市介護保険条例の一部改正について

元年７月５日

原案可決

議案第９号

室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例の一部改正について

元年７月５日

原案可決

議案第10号

室戸市自然体験型観光交流宿泊施設設置及び管理条例の制定について

元年７月５日

原案可決

議案第11号

室戸市消防手数料徴収条例の一部改正について

元年７月５日

原案可決

議案第12号

室戸市火災予防条例の一部改正について

元年７月５日

原案可決

議案第13号

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備について

元年７月５日

原案可決

議案第14号

令和元年度室戸市一般会計第１回補正予算について

元年７月５日

原案可決

議案第15号

令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第２回補正予算について

元年７月５日

原案可決

議案第16号

令和元年度室戸市介護保険事業特別会計第１回補正予算について

元年７月５日

原案可決

議案第17号

損害賠償額の決定及び和解することについて

元年７月５日

原案可決

議案第18号

平成30年度繰越明許30災市第５号菜生漁港災害復旧工事請負契約の締結について

元年７月５日

原案可決

意見書案第１号

家族従業者の人権保障と「女性の活躍」を促進するために「所得税法第56条の廃止を求める」意見書について

元年７月５日

原案可決

〈 議 案 の 説 明 〉
議案第２号関係

監査委員の選任について

本案は、監査委員に 濱口 太作 氏を選任することに同意するものです。
議案第14号関係

令和元年度室戸市一般会計第１回補正予算について

歳入歳出予算は、それぞれ3億7 , 591万円を追加し、総額143億5 , 810万3千円とするものです。
歳出の主なものは、領家高台宅地造成工事費3 , 319万8千円、減債基金積立金9 , 400万円、国民健康保険財政健全
化支援繰出金5 , 494万9千円、芸東衛生組合負担金1億1 , 803万4千円、森林環境譲与税基金積立金1 , 242万9千円、企
業誘致奨励金1 , 348万4千円の追加等です。
議案第15号関係

令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第２回補正予算について

事業勘定は、予算総額に増減なく歳出予算の更正を行うものです。
直診勘定は、歳入歳出予算はそれぞれ472万2千円を追加し、総額3 , 928万円とするものです。
議案第16号関係

令和元年度室戸市介護保険事業特別会計第１回補正予算について

歳入歳出予算はそれぞれ1 , 558万円を追加し、総額22億2 , 595万4千円とするものです。
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を舗装工事に合わせ、拡大
地域の宝物であり、乳幼児
も含め見直しを行う。
等医療費助成事業として、
エレベーターの大型化は
中学校卒業までの医療費全
費用の問題や休館を伴うこ
額助成など、子育て支援を
となどからスロープの設置
実施している。医療費全額
等で対応したい。
助成を 歳まで拡大する事
屋外公衆トイレの設置に
は前向きに検討していく。
ついては、椎名集落活動セ
通院費支給は取組事例も
ンターのトイレを開放し対
無く、難しいと考えるが関
応する。
係課と協議・検討する。
問⁝県立室戸広域公園内の遊
具は︑平成 年に供用が開
始されたが︑傷んで使用で
竹中真智子 議員
きない遊具が多くなってい
る︒親子で楽しく遊べる市
内で唯一の公園である広域
☆ 市長の政治姿勢について
公園内の遊具の改修・改善
工事の計画状況について聞く︒ １ 室戸市議会議員選挙の応
答…室戸広域公園内のちびっ
援のあり方について
こ広場は、中芸地域以東で
問
⁝市議選挙の際︑一部の候
唯一の公園施設であり、市
補者の応援をしていたが︑
外からも家族連れが利用し、
その候補者だけの応援で市
地域活性化に繋がっている
長になった訳ではない︒時
が、メイン遊具等が経年劣
間をつくり︑全候補者の応
化などにより、安全基準を
援ができなかったのか︒
満たさず、使用禁止等制限
市長であれば何をしても
されている。
差し支えないという考えな
高知県に要望を重ね、今
のか聞く︒
年度中にメイン遊具に代わ
答…市長選挙の応援に対する
る遊具を設置すると聞いて
お礼。
おり、今後も親子が安全で
若い頃から地域づくり等
安心して遊べる遊具整備に
の活動を共に行ってきた同
協力する
志であるから、応援をした。
問⁝むろと廃校水族館の入館
者増加により︑施設の充実
☆防災対策について
が求められるが︑今後の対
策は︒
問⁝行当・新村地区の津波避
答…障害者等の駐車スペース
難タワー建設について聞く︒

答…要望の趣旨を踏まえ、地
元、自主防災組織と検討する。
問⁝西灘・西菜生の避難タワ
ーの建設要望について聞く︒
答…これまで、津波避難タワ
ーを整備してきた地区同様
に地元と協議し、必要性や
設置場所等の検討をする。
西灘地区は、１路線整備
に本年度着手する。
道路拡張についても、地
元の方々と協議を重ねる。
問⁝台地上のため池の数は︒
耐震調査をしたことがあるか︒
あれば︑調査結果を聞く︒
答…本市のため池は 池あり、
うち市所有は８池、個人・
共有が 池。万一決壊する
と、人家等に被害が及ぶ防
災重点ため池は 池ある。
県営事業で８池が整備さ
れ本年度、西山地区４池、
室戸地区４池の改修工事等
を実施する。
問⁝菜生消防屯所の高台移転
は︑いつまでにできるのか︑
現在の状況を具体的に聞く︒
答…旧水産高校跡地に移転予
定で、令和２年度建物解体、
同３年、建築工事に着手す
るように全力で取り組む。
問⁝菜生津波避難タワーの建
設時期︑完成予定はいつか︒
答…造成工事を発注しており、
建築、電気設備工事は秋ご
ろに発注し、完成は来年度
中を見込む。
問⁝菜生保育所の津波救命艇

3

58

46

小椋利廣 議員

道の駅整備には様々な意見
があると聞く。
住民の意見を伺い、事業
︽一般質問 と そ の 答 弁 ︾
の必要性や内容等、関係機
関等と協議・検討する。
問⁝少子高齢化で特に生産年
齢人口の減少による労働者
の不足が問われる現在︑期
待される外国人労働者への
☆ 市長の政治姿勢について
雇用体制に向けた取り組み
問⁝医療体制の整備充実に係
について聞く︒
答…本市では漁業や縫製業の
る新しい診療所のベッド数
分野で技能実習生として外
床の確保と建設場所︑
また
診療所の開設年度の想定は︒
国人が就労しており、改正
法によって漁業では最長
答…ベッド数の確保は、安芸
年間の在留が可能となり、
医療圏での医療構想調整会
安定した雇用に繋がると考
議の早期開催を要望し、
える。
床の確保に取組む。
法改正により、新たに宿
建設場所は検討を重ね、
泊業や外食業にも外国人雇
候補地を絞り、現在、国や
用の道が開かれ、労働力不
県等の関係機関と協議を進
足の解消が期待されるが、
めている。
外国人を受け入れる地域の
ベッド数や医師等医療従
体制づくりも重要。
事者の確保等、課題も多い
課題も多く、県など関係
が、令和３年度中の診療所
機関と連携を強化し、想定
開設を見込んでいる。
される課題対策に取り組ん
問⁝市の東側の玄関口である
で行きたい。
佐喜浜町は︑観光客を歓迎
問⁝室戸市は小児科が無く︑
する看板や公衆トイレ等も
子供が病気になると︑親は
無く︑引き留める要素が無
仕事を休み︑あき病院で診
いことから︑公設民営型の
察を受けるが︑仕事を１日
﹁道の駅﹂の建設ができな
休む事は収入に大きく影響
いか︒
答…佐喜浜町に道の駅を整備
すると聞く︒
する事は、産業振興や地域
歳までの医療費の無償
資源を活かした商品開発、
化と通院費の支給による子
人材育成等交流の拠点とし
育て支援はできないか︒
て必要な施設だと考えるが、 答…子供は将来の室戸を担う
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設置場所が狭く︑隣接の土
が、市内の取扱業者が少な
答…過去５年間の１千万円以
応じて地域ぐるみで、集落
ため、室津避難港を物資受
地の利用ができないか聞く︒
い場合等以外は、基本的に
上の建築関係工事件数と設
の維持、再生及び活性化を
入れ港として、整備要望も
は市内業者からの調達に努
計変更、または工期延長が
目的に設置されたものであ
行っていきたいと考える。
答…津波避難タワーへの避難
めている。
なされた件数と金額の差額
るため、県とも連携しなが
の障害となる恐れや、保育 問⁝ガレキの処理をどこへ︑
どのようにするのか聞く︒
は、工事件数 件のうち、
ら協議を行なっていく。
所からの距離が遠くなる等
設計変更が 件、工期延長
また、水族館関連事業に
の説明をし、
理解を得ている。 答…佐喜浜港や室戸岬漁港等
☆ ふるさと納税について
問⁝羽根坂本海岸の防潮堤は︑
が 件、入札時との金額差
か所を、災害廃棄物仮置
かかった金額は、約５億６
現在︑台風等によって高波
１７０万円の費用がかかっ
場として想定。ガレキの再
が合計約２億９ ４３０万
問⁝ふるさと納税で得た資金
が押し寄せ︑海水が集落に
円である。
ている。
利用を最大限進める。
を活用して︑農業漁業の方
入り込む時がある︒
問⁝災害後︑仮設住宅が必要
また、過去５年間のコン
契約に関しては、特定非
の収入増のため︑二次産品
一日も早く︑防潮堤のか
だが︑建設場所の想定を聞く︒
サルタント会社への支出金
営利活動法人日本ウミガメ
の生産販売をする事も重要
さ上げをする具体的な取り
協議会と、令和５年３月
答…室戸広域公園や室戸中央
額は、合計約８億２ ３０
である︒
組みについて聞く︒
０万円である。
日まで締結しており、更新
公園等、 か所に１３９６
農産物や海産物等を共同
設計課の設置については、
については収支状況や将来
戸分を想定している。
答…南海地震等の ︵エルワン︶
で使用︑または加工を依頼
現時点ではハードルが高い
を勘案し、適切な協定を締
津波の想定高は ｍで、既
できる公設の加工用工場の
と考えているが、専門職を
結したいと考えている。
設の防潮堤高は ｍあり、
建設ができないか︒
答…高知工科大と官学連携し
雇用するメリットは十分あ
越波しない想定とされている。
て協議をしている。
るので、一定期間活用する
老朽化対策では、平成
☆ 工事の入札及び室戸市役所
最新急速冷凍機を使った
任期付き職員制度の構築など、
年度、既存施設の健全度の
の機構改革について
水産加工場とともに、将来
幅広い任用に努めていく。
現地詳細調査をし、羽根坂
☆ むろと廃校水族館について
的に農産物の加工施設も見
本海岸長寿命化計画を策定
問⁝公共工事の入札について︑
据え、幅広く対応できるよ
し、計画に基づき順次事業
市民の方からは﹁設計変更
☆ 地域の活力を生む地元事業
う検討している。
を実施する、と県から聞い
や工期延長を前提とした入
者のための政策について
ている。
札が行われ︑最初の入札条
今後、関係機関や地域の
問⁝室戸市で事業をされてい
件とかけ離れた工事になっ
方々と共に越波被害につい
る方は︑人口減等により大
ている︒﹂との声を聞くが︑
て、注視していく。
工事金額１千万円以上の建
変苦しく厳しい経営におか
れているが︑この事業者の
築工事件数と設計変更︑ま
方々を大切にしていかなけ
た工期延長になった件数及
☆南海地震災害後の取
ればいけない︒
び︑入札時との過去５年間
り組みについて
そこで︑市が行う事業に
の差額は幾らか︒
使われる資材や物品等は︑
また︑コンサルタント会
室戸市内の事業者を優先して
社に高額の予算を払って設
計の依頼をしているが︑過
使用することはできないか︒
去５年間のコンサルタント
また︑入札時にこのような
会社への支出金額と︑市役
条件を付けられないか聞く︒
答…購入財源は税金であり、
所内に設計課を作れないか
一定の競争性が必要である
併せて聞く︒
28

問⁝救援物資等の取り組みと
対策について聞く︒
答…県の拠点施設の室戸広域
公園に、空・陸路より支援
物資が集積され、室高相撲
場等へ配布する。
海からの輸送も確保する

10 8.2 L1

17

問⁝廃校水族館敷地内や施設
周辺に宿泊施設や飲食店を
設けるなど地域活性化に繋
がる計画はあるのか︒
また︑この施設について
は多額の予算がかかってい
るが︑室戸市に一切のお金
が入らない状況であり︑維
持管理費用はかかり続ける︒
水族館に関し︑支出した
費用の金額と︑指定管理者
との契約更改について聞く︒
答…常設の物品販売や飲食コ
ーナーを設置する施設は、
併設する椎名集落活動拠点
施設の活用が考えられるが、
この施設は集落の課題等に

河本竜二 議員

32

,

31

21

47

46
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田渕信量 議員

亀井賢夫 議員

診療所の整備や医師・看
ており、６月１日からは事
室津川周辺には避難タワ
護師の確保については、公
業者への概要説明を経て基
ーがなく︑もし津波が来れ
設民営方式を想定し、ハー
準を満たすよう、内容や寄
ばどこに避難すればいいの
ド部門は市、ソフト部門は
附額等の見直しを行い、こ
か︑その対策について聞く︒
指定管理者、そして地域医
れまでと同様に、年間通じて
答…自主防災組織の方々の考
☆ 市長の政治姿勢について
療課題検討会や東部地域医
地場産品を返礼品として出
えをもとに作成した、室戸
療確保対策協議会では、医
荷できる体制をとっている。 問⁝市長の人脈について聞く︒
市津波防災マップにも示さ
療人材の確保、医療提供体
答…地元選出の国・県議会議
れており、高台への避難が
問⁝今後︑様々な農水産物に
制の充実に向けた協議を重
員、そして、知事や各部局
基本であると考える。
付加価値を付けた新商品の
ね、今年５月に高知県へ、
長、国の機関でも県に在職
実践に役立つ避難訓練等
開発が必要と考えるがどうか︒
医師・看護師の確保支援等
されていた職員の方々に市
答…特産品の開発に熱意ある
を通じ、広く周知を図って
の要望書を提出した。
政発展のアイデアを頂くな
事業者には、ハード面やソ
いく。
ど、培ってきた人脈を活用
フト面で、室戸市ふるさと納
問⁝すぐに避難できる高い建
している。
税特産品開発事業費補助金
物が近くになく︑都会より
☆本市の抱える人口
を活用させ、新商品の開発
問⁝採択されなかった重要要
避難先が少ない地域だが︑
減少問題について
に向けて促進を図っている。
望の取り扱いについて聞く︒
市内にも浸水想定より高い
答…関係機関への要望活動が
問⁝人口減少への取り組みに
問⁝返礼品を商品開発するた
建物がいくつかある︒
少ないと感じており、積極
ついて聞く︒
めに加工場を作れば︑若者
津波発生時︑安芸土木事
答…﹁室戸市まち・ひと・し
的に国・県議会議員との連
や高齢者︑移住者まで幅広
務所室戸事務所等の建物な
ごと創生総合戦略﹂を策定
携を密にして、国、県に対
い雇用ができる︒
どを︑津波避難施設として
して事業に取り組んでいる。
して要望活動を強化していく。
室戸市の事業所において
使用できるよう︑市と協定
また、次期戦略として、
そして一過性の要望でな
を結ぶことが可能か聞く︒
は︑ 歳での定年退職が多
雇用の創出、新規起業の促
く、翌年、翌々年と続ける
答…高台への避難が第一であ
く︑まだまだ働ける年代で
進、空き家対策等により、
ことや、地元選出の国会議
るが、補完する施設は多い
の働く場が制限されている
移住促進や生産年齢人口の
員はもとより、市議会議員
ほど良いと考える。
状況もある︒
流出対策に取り組む。
の協力を得て粘り強く要望
条件等の調整が必要であ
市内で加工場を作り︑雇
そして、若者の市外への
活動をしていく。
るが、相手方と協議を行う
用の場につなげられるよう︑
流出を抑制し、住みよい町
など、前向きに検討していく。
問⁝医療問題について聞く︒
市長の考えを聞く︒
にするため、中学生へのア
答…室戸市地域医療計画を策
答…現在、新商品の開発を含
ンケートの実施、室戸高校
定。そして地域医療対策課
めた加工場の建設計画につ
☆ ふるさと納税について
生や地域おこし協力隊員と
を設置し、地域医療の取組
いて、高知工科大との官学
の意見交換等を検討している。
強化を図っている。
連携による取り組みを始め
進学による市外への流出
地域医療施策の実現には。
ている。
対策として﹁室戸高校魅力
国・県議会議員、高知県や関
ふるさと納税返礼品や地
化の会﹂を立ち上げ、保護
係医療機関、医師会等との協
場産品の発信基地となり、
者の方や、中学生との情報
力体制の構築が不可欠であり、
本市の若者の流出抑制や定
発信や交流を通して、室戸
今後も協議・要望を重ね、
年退職者用の受け皿となる
高校の周知に努めている。
支援を頂くよう努力する。
よう、強力に推進していく。
問⁝地場産品の返礼について
室戸市では︑新制度の基準
に適用し︑地場産品の返礼
品を年間通じて出荷できる
か聞く︒
答…本市はこれまでも地場産
品を返礼品として取り扱っ

5

☆防災について
問⁝市内には︑現在９基の避
難タワーが設置されており︑
基目が整備中であるが︑
その数だけで十分安全が確
保できるのか聞く︒
答…津波避難の基本は山等の
高台へ逃げることが第一で
あり、津波避難タワーは、
家屋等の倒壊により避難路
が通行できなかったりする
など、不測の事態で高台へ
の避難が間に合わない場合
に、補完するための施設と
考えている。
より安全な場所への避難
を考え、まず高台へ逃げて
頂きたいと考える。
防災対策にこれで十分と
いう終わりはないため、今
後も引き読き、津波避難施
設の整備に取り組んでいく。
また、命を守るために大
切なことは、自助・共助の
意識の向上を図ることだと
考えており、実践に役立つ
避難訓練などに努めている。
問⁝市役所周辺地域には街の
中を室津川が流れており︑
地震発生時には津波が海か
ら逆流してくる事が想定さ
れ︑その周辺は一瞬のうち
に海の中と化してしまう︒
10
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そして、室戸高校入学祝
い金等事業により、市内全
中学校卒業生 人中、 人
が室戸高校へ進学している。

収入として収受できる。
借地については、今後検
討していく。

山本賢誓 議員

10

30

答…吉良川町に農事組合法人
﹁庄毛ファーム﹂が誕生した。
問⁝吉良川町西ノ川地区の上
流の優良農地が耕作放棄地
になっている︒
産業振興課主導でユズ生
産組織を立ち上げ︑耕作放
棄地の有効活用をすべきで
はないか聞く︒
答…ユズ部会及び安芸農業振
興センターなどとも協議の
うえ検討していく。
問⁝室戸市の事業主も人手不
足に悩んでいる︒
外国人労働者の受け入れ
には︑どのような知識と手
続きが必要か聞く︒
答…外国人労働者受け入れの
ための支援体制づくりを、
県、関係機関と連携を図り
ながら推進していく。

泊施設にし﹁廃校利用ホテ
ル﹂と命名して取り組むべ
きだと思うが見解を聞く︒
答…他の廃校や有休公共施設
も含めて対策チームを設置
するなどして活用方法を検
討する。

☆ 議会答弁その後について

答…現時点で抱える課題等に
ついて率直に意見交換した。
引き続き、新規就農者と
いった後継者の確保に取り
組んでいく。

☆中川内小中学校への
今後の対応について

問⁝学校存続のため︑ＰＴＡ
１ 吉良川町並み保存地区の
や有志が努力をしてきた︒
異臭問題について
教員も心に余裕をもって
問⁝異臭問題について関係各
取り組み︑優秀な子供たち
課の動きについて聞く︒
を育ててきた︒
答…対策として近隣住民の方
廃校という手段は私の判
と協議が必要だと考えている。
断にはない︒子供を受け入
れる方法を模索すべきだが︑
２ 西山地区の農業の今後に
教育長の見解を聞く︒
答…学校、保護者、地域の方
ついて
々の意見を聞いて何をすべ
問⁝西山地区の農業経営者の
きか協議する。
意見はどうだったのか聞く︒

総務文教委員会委員長報告︵抜粋︶

令和元年６月定例会

決すべきものと決した。

﹁議案第 号 室戸市火災予
防条例の一部改正について﹂
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た。

﹁議案第 号 消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う
関係条例の 整備について﹂
﹁消費税率は 月からあがる

10

﹁議案第７号 室戸市学校給
食センター設置条例の一部改
正について﹂
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た。

﹁議案第 号 室戸市消防手
数料徴収条例の一部改正につ
いて﹂
特段の質疑もなく、採決の
結果、本案は原案のとおり可

12

13

☆旧室戸岬小学校の
廃校利用について
問⁝むろと廃校水族館の来訪
者が 万人を超えたが︑ほ
とんどが通過型である︒
このうち２割︑４万人が
室戸市に宿泊料金︑飲食で
一人１万円を室戸市に落と
してくれれば︑４億円の金
が室戸市に入ることになる︒
通過型と言われて久しく︑
その対策は何もしてこなか
ったことが宿泊業︑飲食業
の衰退の大きな原因である︒
旧室戸岬小学校を簡易宿

11

☆ むろと海の学校及び集落
活動センターについて

17

29

問⁝日本ウミガメ協議会との
☆室戸市医療計画の
基本協定書の不可抗力により
進捗状況について
発生した費用負担について︒
答…天災による被害について
問⁝診療所建設の補助事業は
は、双方で協議を行い﹁不
どんなものがあるか聞く︒
答…国民健康保険調整交付金
可抗力﹂によって、指定管
の中に直営診療施設整備事
理者の損害・損失が発生し
業があり、補助がある事を
た場合、被害状況を確認し
確認している。
て、原状回復を図っていく。
問⁝濁水や雨水による水質や
塩分濃度︑水温等の変化に
☆産業振興について
よる魚への影響は︒
答…取水した海水を、ろ過装
１ 林業・農業の振興について
置に通す等、水質は確保し
問⁝民有林の利活用状況を聞く︒
答…平成 年度、７ヘクター
ているが、多雨等による魚
ル、平成 年度、 ヘクタ
類への影響が懸念される。
ールの間伐が行われている。
水質確保に向け、指定管
理者等と検討している。
問⁝芸東森林組合と協議して
木材搬出組織を公設民営方
問⁝施設改修の要望が届いて
式で作るべきではないか聞く︒
いる中︑協議はされているか︒
答…組織、運営方法など、森
答…体育館の改修工事、補助
林組合や関係団体等と意見
池の整備工事、駐車スペー
交換など模索していく。
スの確保等、指定管理者と
担当課で協議中である。
問⁝産業振興計画に基づいて︑
ただ、補助池については
この 年間で新たな農業品
日沖漁港を検討している。
目は誕生したのか聞く︒
答…モチ麦やソバが開始され
問⁝利用料金収入の収益金及び
ている。
旧学校用地の借地について︒
答…基本協定書により、施設
問⁝新たな農業生産組織は誕
の利用料金は指定管理者の
生したのか聞く︒
21

29

66
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して段階的に金額は上がって
いき、最終的に本来譲与され
る額になるものと考えている。
﹂
と答弁があった。
次に、移住促進事業用備品
購入費について、﹁移住促進住
宅の改修は入居予定があるの
か。また住宅は十分に足りて
いるのか。﹂と質疑があり、
﹁入居希望者が多数おり、今
回改修を行う住宅についても
２名入居する意思がある。移
住促進住宅は全部で６戸ある
が足りていない状態であり、
空き家活用についての広報活
動等は行っている。﹂と答弁が
あった。
次に、室戸市次期総合振興
計画及び、まち・ひと・しご
と創生総合戦略策定支援委託
業務について、﹁市の計画につ
いて、コンサルタント会社へ
の委託ではどこの計画も似た
ようなものになる。
大事な振興計画を他人任せ
でなく、職員の資質向上のた

めにも職員で作成することは
☆産業振興課関係
佐喜浜生活改善センター県
考えていないのか。﹂と質疑が
返還金の内容について質疑が
あり、
あり、
﹁コンサルタント会社に委託
﹁生活改善センター内に佐喜
はしているが、その策定過程
浜出張所が入ることが、目的
である庁内の本部会、市民も
外使用となるため、その面積
参加した審議会などは職員が
分の補助金を返還することに
中心となって携わっており、
なり、昨年９月に議決いただ
コンサルタント会社には主に
いたが、国からの財産処分の
はアンケート調査やその後の
認可がおりなかったため、予
集計・分析や計画書の文言整
理などを行ってもらっている。
﹂ 算を執行できなかった。
今年になり、国から連絡が
と答弁があった
あり、改めて計上した。﹂と答
弁があった。
☆総務課関係
次に、森林環境譲与税基金
事務補他賃金について﹁今
までの人員ではできないのか。
﹂ 積立金について、﹁この積立金
は室戸市所有の市有林の間伐
と質疑があり、
事業等に使っていくと理解し
﹁期日前投票について、今回
てかまわないのか。
の参院選は、比例区と選挙区
また委託するとすれば、当
の２枚投票用紙を渡すので、
市の場合は芸東森林組合とな
配布ミスを未然に防ぐため人
るのか。﹂と質疑があり、
員増加を行うものである。経
﹁資金や組織のしっかりした
費については、国からの全額
補助である。
﹂
と答弁があった。 意欲ある林業経営者、具体的
には芸東森林組合になる。
市有林等の間伐についても
芸東森林組合と協議を行って
いく。﹂と答弁があった。
次に、土佐和牛経営安定基
金貸付金について、﹁貸付金額
の 万円は４名分か、４頭分
か。また１名が 万円借りる
ことができるのか。﹂と質疑が
あり、
﹁１頭あたり 万円で４頭分
の貸付になる。
１名で全額借りることは可
☆財産管理課関係
公用車購入費について、﹁財
産管理課では現在何台の公用
車を管理しているか。また公
用車を購入する際の入札では
何者くらい指名しているか。﹂
と質疑があり、
﹁６月１日現在、財産管理課
での管理台数は 台である。
また公用車の入札については、
市内業者を優先し６者を指名
している。﹂と答弁があった。

能だが、返済期限は同時とな
るので、返済について事前に
十分審議したうえで借り入れ
ていただくことになる。﹂と答
弁があった。
また、﹁実績のない新規就農
者へ貸し付ける際に判断はで
きるのか。﹂と質疑があり、
﹁新規就農者は、営農開始か
ら５年以内というのが定義で
ある。
畜舎を建てる際にも、経営
計画を立てる必要があり、家
畜保健衛生所や農協とも意見
交換を行い、判断しており、
貸し付けを実行する場合もそ
ういった意見を元に判断をし
ていく。﹂と答弁があった。
次に、水産物販売拡大支援
事業費補助金について質疑が
あり、
﹁本補助金はパンフレット作
製費で、室戸市の紹介及び市
内生産者の製品についてのパ
ンフレットである。
﹂と答弁が
あった。
次に、ふるさと納税特産品
開発事業費補助金について質
疑があり、
﹁機械を２台購入したいとの
要望があり、１台は生ものを
急速冷凍する機械、もう１台
はオオグソクムシをパウダー
にする粉砕機である。﹂と答弁
があった。

☆保健介護課関係
修繕料の、地下水ポンプの

7

360

90

が、９月議会ではなく、本議
会で諮るのはなぜか。﹂
と質疑
があり、
﹁市民への周知期間も必要で
あり、９月議会では間に合わ
ないため。﹂
と答弁があった。
次に、﹁民間委託や指定管理
等している施設の入場料等も対
象になるのか。
﹂
と質疑があり、
﹁指定管理等している施設
にも反映した条例改正になっ
ているが、実際の料金につい
ては上限の範囲内で、管理者
が判断し、料金設定を行って
いく。﹂
と答弁があった。
採決の結果、本案は原案の
とおり可決すべきものと決した。
﹁議案第 号 令和元年度
室戸市一般会計第１回補正予
算について﹂
☆企画財政課関係
森林環境譲与税の入ってく
る金額について質疑があり、
﹁現時点の国の試算では、人
口林面積や就業者数等で按分
14

28
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また、芸東衛生組合が実施
使用目的と耐用年数について
する事業であり、その経費に
質疑があり、
ついては、室戸市と東洋町が
﹁地下水ポンプはトイレ等の
負担することになるため過疎
汚水用として使用しており、
耐用年数は 年から 年だが、 債を利用して交付税措置を受
ける方が財源手当て的に有利
現在 年が経過している。﹂と
である。﹂と答弁があった。
答弁があった。
次に、インターネット配線
☆学校保育課関係
等設置工事費の工事の内容に
共同調理場改修等工事費に
ついて質疑があり、
ついて、﹁目隠しフェンスにつ
﹁やすらぎが、災害などの有
いて、当初の工事内容には入
事の際の医療救護所になって
っていなかったのか。﹂と質疑
おり、１階部分が浸水した場
があり、
合、２階部分が医療救護所の
﹁隣家との塀で境界には既存
設置場所となり、県の災害対
の塀があるが、給食センター
策本部や医療施設等への連絡
完成後、想定よりも建物が大
体制整備のため、インターネ
きいので、目隠しフェンスを
ット配線が必要となる。
つけてほしいと、要望があった
しかし、
これまで２階部分に
﹂
と答弁があった。
回線を引いていなかったので、 ためである。
今回の工事で２か所引き込む
予定である。
﹂
と答弁があった。 ☆福祉事務所関係
未婚の児童扶養手当受給者
☆市民課関係
臨時・特別給付金の給付回数
等について質疑があり、
芸東衛生組合負担金につい
﹁児童扶養手当を受給中で婚
て、﹁熱交換器、集塵機ともに
姻をしたことがない方を対象
耐用年数は経過しているが、
にした給付金で、１回限りの
まだ稼働しているのか。
また芸東衛生組合ではなく、 支給となる。
また、人数については 人を
市の負担となったのはなぜか。
﹂
想定している。
﹂
と答弁があった。
と質疑があり、
﹁設置後 年が経過している。
☆地域医療対策課関係
現在まで整備、
修繕をしなが
診療所経営等アドバイザー
ら稼働しており、昨年芸東衛
生組合が応急措置を行ったが、 報償費について、﹁アドバイザ
ーとして何回分の報償費なの
腐食がさらに進行していると
か。またアドバイスの内容。﹂
のことで、早急な更新が必要
となり、
交換することになった。 について質疑があり、
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﹁ 回分を予定しており、そ
採決の結果、本案は原案の
のうち４月からの３回分は予 とおり可決すべきものと決した。
備費対応し、残りの回数分に
対する補正である。
﹁議案第 号 損害賠償額の
アドバイザーは、過去に公 決定及び和解することについて﹂
立診療所の建設、経営等に携
特段の質疑もなく、採決の
わられた方で、内容としては、 結果、本案は原案のとおり可
施設基準や人員配置等の専門
決すべきものと決した。
的な分野に対してアドバイス
をいただくものである。﹂と答
弁があった。
☆観光ジオパーク推進課関係
自然体験型観光交流宿泊施
設用備品購入費について、﹁厨
房設備は利用客が使用するた
めか﹂と質疑があり、
﹁管理棟とコンテナハウスの
２か所に整備予定で、管理棟
については、食事を提供する
ため運営側が使用する設備で、
コンテナハウスについては、
利用者がバーベキュー等を行
うための設備である。﹂と答弁
があった。
次に、﹁備品の購入は業者へ
の一括発注か。
﹂
と質疑があり、
﹁備品の種類毎に市内で調達
できる物は、できるだけ市内
で入札を考えている。
業務用の冷蔵庫などは市内
では取り扱いがないので別発
注となる。﹂と答弁があった。
また、﹁指定管理する業者の
選定方法はどのように行うの
か。﹂と質疑があり、
﹁提案型の公募を行う予定で
ある。﹂と答弁があった。

12

﹁議案第３号 令和元年度 室
戸市国民健康保険事業特別会
計第１回補正予算の専決処分
の承認について﹂
﹁室戸市の一人当たりにかか
る医療費は、高知県や全国に
比べて高く、一人の患者が、
一つの病気で市内や市外への
病院にかかっていることが考
えられる。
必要な治療を止めるわけに
はいかないが、医療費の抑制
に向けた取り組みはおこなっ
ているか。﹂と質疑があり、
﹁医療費の抑制に向けた取り
組みとしては、重複受診に対
する意識付けを持って頂くた
め、受診履歴が記載された医
療費の通知等を本人に行って
いる。﹂と答弁があった。
次に、﹁重複受診をする事に
より、類似の薬が処方される
など、国保会計には大きな影
響が出ると思うが、市はどの
ようなチェックを行っている

﹁議案第４号 室戸市森林環
境譲与税基金の設置︑管理及
び処分に関する条例の制定に
ついて﹂
令和６年度から創設される、
森林環境税の賦課徴収の内容
と、市に譲与される森林環境
譲与税額について質疑があり、
﹁森林環境税については、現

のか。﹂と質疑があり、
﹁薬の重複については、市が
委託した業者にチェックをさ
せており、指導も行っている。
また、市の広報やホームペ
ージ、健康まつりなどのイベ
ントを通じて、ジェネリック
医薬品の普及促進を図ること
で、医療費の抑制に繋げている。
２０１０年頃からその取り
組みを開始した結果、約２億
円の医療費の削減に繋げてい
る。﹂と答弁があった。
採決の結果、本案は承認す
べきものと決した。

令和元年６月定例会

産業厚生委員会委員長報告︵抜粋︶
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在、住民税均等割に加算措置
をされている、東日本大震災
の復興分が終了する令和６年
度から、千円を賦課徴収する
予定である。
また、森林環境譲与税額に
ついては、森林環境税を本市
の私有人工林の面積や、林業
就業者数などに応じて案分し
た額が、国から譲与税として
譲与される。
﹂
と答弁があった。
次に、﹁４項目の森林環境譲
与税の使途について示されて
いるが、
優先順位はあるのか。
﹂
と質疑があり、
﹁市としては、国からの優先
意向が強い﹃市が実施する森
林の公的管理や新たな森林管
理経営システムの円滑な実施﹄
及び、﹃森林の境界確定﹄に
ついての２項目を優先して、
実施したいと考えている。﹂
と
答弁があった。
採決の結果、本案は原案の
とおり可決すべきものと決した。
﹁議案第５号 室戸市土佐和
牛経営安定基金の設置︑管理
及び処分に関する条例の制定
について﹂
﹁対象となる牛の種類は土佐
赤牛だけであるのか。﹂
と質疑
があり、
﹁条例第６条の委任規定にて、
基金管理に必要な事項は市長
が別に定めることとなってお
り、今定例会で本条例案が議
決された後、規則で対象牛の

﹁議案第 号 室戸市自然体
験型観光交流宿泊施設設置及
び管理条例の制定について﹂
﹁この利用料金の設定は素泊
まりであるのか。また、食事
は提供しないのか。﹂と質疑が
あり、
﹁指定管理者の方針にもよる
が、現在、この条例上では素
泊まりでの料金設定となって
おり、料理を提供する場合に
ついても、別料金が発生する
事になると考える。﹂と答弁が
あった。

﹁議案第８号 室戸市介護保
﹁議案第９号 室戸市海洋深
範囲を定める予定である。
険条例の一部改正について﹂
層水給水施設設置及び管理条
なお、現在の案では、赤牛
﹁今回の条例改正に伴う対象
例の一部改正について﹂
の褐毛和種︵かつもうわしゅ︶
者の人数と、軽減額は幾らに
と黒毛和種を対象牛として考
﹁海洋深層水の使用料が減少
なるのか。﹂と質疑があり、
えている。﹂と答弁があった。
している中、今回の改正によ
﹁当初の予算ベースでは、第
次に、﹁市内の家畜農家数と、
り深層水利用が拡大する可能
１段階の対象者が２ ２００
それに携わる方の年齢構成は
性はあるのか。
﹂
と質疑があり、
人、軽減額は２ ００８万６
把握しているのか。
﹁今回の改正により、深層水
千円、第２段階では、対象者
また出荷する市場の場所は
利用の拡大については、期待
何処にあるのか。
﹂
と質疑があり、
している。﹂と答弁があった。
人、軽減額は 万１千円、
﹁現在、市内の家畜農家数は、 第３段階では、対象者 人、
次に、﹁海洋深層水のＰＲは
肉用牛全体では預託経営を含
軽減額は 万８千円となる。﹂ 各事業者が行うものなのか。
めて８経営体になる。
市はＰＲを行っていないのか。
﹂
と答弁があった。
年齢構成については、 代
と質疑があり、
また、﹁今回の条例改正によ
の新規就農者が一番若く、そ
﹁市はパンフレットなどを作
る市への影響はあるのか。﹂と
の次が 代後半から 代であ
質疑があり、
成しており、今後は給水審査
り、次は 代以上となる。
﹁第１段階から第３段階の軽
会を廃止することにより、室
ここ数年の新規就農者では、 減分に対し、国が２分の１、
戸海洋深層水の使用ロゴを扱
代の方を除くと高齢の方が
県が４分の１、市は４分の１
える商品が増えることで、室
多いことから、今後、肉用牛
を
負
担
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
市
戸
海
洋
深
層
水
の
良さの拡散を
への新規就農者の呼びかけと
４分の１の負担分の影響が考
期待している。
﹂
と答弁があった。
確保等にも努めて行きたい。
えられる。﹂と答弁があった。
採決の結果、本案は原案の
また、出荷する市場の場所
採決の結果、本案は原案の
とおり可決すべきものと決した。
については、県内では津野町
とおり可決すべきものと決した。
と嶺北の２か所であり、室戸
市の方は、嶺北の市場に出荷
をしているとお聞きをしてい
る。
﹂
と答弁があった。
採決の結果、本案は原案の
とおり可決すべきものと決した。
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﹁議案第６号 室戸市立診療
所運営管理基金の設置︑管理
及び処分に関する条例の制定
について﹂
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た。

次に、﹁以前のライダーズイ
ン室戸は、指定管理者が常駐
せず、電話予約での受付のみ
であったことから利用が低迷
した。委託条件には最低でも
常駐することを条件にするべ
きであると考えるがどうか。
﹂
と質疑があり、
﹁管理棟は 時間、開放する
予定であることから、管理人
は配置されることになるもの
と考えている。
﹂
と答弁があった。
次に、﹁施設の場所のロケー
ションが悪いとのことだが、
その地形を生かしたライダー
用のツーリングコースなどを
整備することはできないか。
﹂
と質疑があり、
﹁現時点ではそのような計画
はないが、今後検討して行く。
﹂
と答弁があった。
採決の結果、本案は原案の
とおり可決すべきものと決した。

﹁議案第 号 令和元年度 室
戸市国民健康保険事業特別会
計第２回補正予算について﹂
事業勘定について、﹁国保会
計の赤字最高額はいくらであ
ったのか。
また、赤字が発生していた
国保会計は、県一になったこ
とから今年度で赤字額が無く
なったが、今後赤字にならな
いような取組事例はあるのか。
﹂
と質疑があり、
﹁過去の最高赤字額について
は、平成 年度からの資料に
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よると、
平成 年度の６億４
﹁議案第 号 令和元年度 室
戸市介護保険事業特別会計第
２５５万９千円であり、これ
が今回解消をされたという事 １回補正予算について﹂
特段の質疑もなく、採決の
になる。
結果、本案は原案のとおり可
また、今後の国民健康保険
決すべきものと決した。
事業の取り組みとして、保健
介護課と情報共有を密にして、
連携を深め、特定健康診査や
医療費通知の送付など、保健
事業の強化に努めるなどとし
た、４項目の重点項目を定め
ており、今後とも国保事業の
健全運営に努めて行く。﹂と答
弁があった。
次に、直診勘定について、
﹁５７７万２ ３９７円の黒
字という報告であったが、黒
字の理由は把握しているか。﹂
と質疑があり、
﹁決算剰余金が生じた件につ
いては、安芸クリニックの先
生による水曜日の診療が開始
されたことにより、室戸岬診
療所の診療日数が増加したた
めである。
平成 年度の診療日数は
日、総患者数 人であったの
が、平成 年度では、診療日
数が 日となり、また、総患
者数は３ ５７６人に増加を
している。
室戸岬診療所が地域に一定、
根付いたことも考えられるが、
診療日数の増加に伴い、総患
者数が増加したことが主な理
由である。﹂
と答弁があった。
採決の結果、本案は原案の
とおり可決すべきものと決した。
3月26日

平成31年第1回ごめん・なはり線活性化協議会総会に議長出席。
3月27日

平成31年第1回安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合議会

◎全国市議会議長会 第 回 定期総会において︑
次の方が永年勤続表彰されました︒
︽特別表彰︾
・市議会議員 年以上
林
竹 松 前議員

95

4月 2 日

議会運営委員会開催

4月 4 日

第134回高知県市議会議長会定期総会に正・副議長出席

5月18日

関東室戸会・定例総会に議長出席

5月22日

ＡＭＡ地域連携推進協議会・総会に議長出席

産業厚生委員会開催

室戸市商工会第59回総代会に産業厚生委員長出席

整備事務所に陳情

6月 4 日

一般国道55号・阿南安芸自動車道路整備促進期成同盟会総会、

高知東部自動車道路整備促進期成同盟会総会及び国道493号

整備促進期成同盟会総会に議長出席

総務文教委員会開催

6月 5 日

芸東衛生組合議会定例会に議長及び関係議員出席

6月 9 日

「むろとの日」記念イベントに議長出席

6月10日

第69回社会を明るくする運動推進委員会に議長出席

6月11日

全国市議会議長会第95回定期総会に議長出席

6月18日

議会運営委員会開催

産業経済委員会委員
議員

︽一般表彰︾
・市議会正副議長職４年以上
濱 口 太 作 議員

室戸岬小学校閉校式に議長出席

︽感 謝 状︾
・全国市議会議長会
濱 口 太 作

3月30日
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534

40

執行部とともに正・副議長が四国地方整備局高知港湾・空港
5月24日

第81回四国市議会議長会定期総会に正・副議長出席
5月23日
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定例会に議長出席

10

