
－23－ 

令和２年２月第２回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  令和２年２月１４日（金） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 河 本 竜 二    ２番 竹 中 真智子    ３番 田 渕 信 量 

  ４番 竹 中 多津美    ５番 亀 井 賢 夫    ６番 小 椋 利 廣 

  ７番 脇 本 健 樹    ８番 久 保 八太雄    ９番 濱 口 太 作 

  10番 山 本 賢 誓    11番 町 田 又 一    12番 堺   喜久美 

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  長 崎 潤 子 

  事務局次長兼班長  谷 村 直 人 

  議 事 班 主 任  村 田 茉 莉 

  議 事 班 主 事  市 川   賢 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  植 田 壯一郎     副  市  長  久 保 寛 人 

  総 務 課 長  黒 岩 道 宏     企画財政課長  山 本 康 二 

  財産管理課長  西 村 城 人     市 民 課 長  上 松 富士樹 

  建設土木課長  岡 本 秀 彦     観光ジオパーク推進課長  和 田 庫 治 

  教  育  長  百 田 貴 昌     教育次長兼学校保育課長  武 井 知 香 

  生涯学習課長  宮 脇   誠 

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 令和元年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

  日程第４ 議案第２号 室戸市課設置条例の一部改正について 

  日程第５ 議案第３号 室戸市と東洋町との間の一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥、資源ご

み、有害ごみ及び不燃ごみ）の処理に関する事務の委託について 

  日程第６ 議案第４号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び高知県市町村総合事務組合規約の変更について 

  日程第７ 議案第５号 高知県市町村総合事務組合から芸東衛生組合が脱退することに伴

う財産処分について 
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  日程第８ 議案第６号 高知県市町村総合事務組合から高幡西部特別養護老人ホーム組合

が脱退することに伴う財産処分について 

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 開会、開議 

○議長（堺 喜久美君） おはようございます。 

 ただいまから令和２年２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、諸般の報告をいたさせます。長崎議会事務局長。 

○議会事務局長（長崎潤子君） 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12名、全員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（堺 喜久美君） ここで市長より発言の申し出がございますので、これを許可いたし

ます。植田市長。 

 発言の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時２分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。亀井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（亀井賢夫君） おはようございます。 

 令和２年２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、議会運営委員会を開会し、諮問のありました会期及び日程等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６件、うち条例関係１件、予算関係１

件、その他４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。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 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、議長において脇本健樹議員及び小椋利廣

議員を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 
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 お諮りいたします。 

 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

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（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第１号令和元年度室戸市一般会計第６回補正

予算の専決処分の承認についてから日程第８、議案第６号高知県市町村総合事務組合から高幡

西部特別養護老人ホーム組合が脱退することに伴う財産処分についてまで、以上６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、提案理由の説明を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 本日、令和２年２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。 

 それでは初めに、行政報告を申し上げます。 

 令和２年１月27日から28日にかけて発生をした暴風災害についてであります。 

 前線を伴った低気圧の通過により、本市では室戸岬での最大瞬間風速が35.8メートルを記

録、佐喜浜町では時間当たり120ミリを超える雨が降りました。被害の状況につきましては、

屋根や外壁の損傷などの建物被害が27件、園芸用ハウスが16件、学校や教育集会所、荷さばき

所などの市有財産で20件ありました。また、河川の埋塞や市道、林道における落石、倒木によ

る通行障害なども発生し、早急な対応が必要となりましたので、一部予算の専決をさせていた

だいたところであります。幸いにも人命にかかわるような被害はありませんでしたが、早期の

災害復旧に取り組むとともに国や県への災害に強い基盤整備などの要望を重ねてまいります。 

 以上、行政報告とさせていただきます。 

 次に、提案理由の説明に先立ち、報告事項について申し上げます。 

 平成29年度中部学校給食センター建築工事において発生をしました隣接家屋の損傷に対する

３件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、別冊のとおり報告いたします。 

 次に、今臨時会に提案いたします案件は、予算関係１件、条例関係１件、その他４件の計６

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号令和元年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認について。 

 本案は、令和２年１月27日から28日にかけて発生した低気圧による暴風災害について、早急
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な復旧対策に取り組む必要が生じたため、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２号室戸市課設置条例の一部改正について。 

 本案は、人口減少、少子高齢化の進む中、産業の振興、医療対策、移住対策、まちづくりの

あり方等、これまでの枠組みを超えた新たな施策の展開や行政需要に対応することを目的とし

て業務の効率化及び専門性の向上等を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第３号室戸市と東洋町との間の一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥、資源ごみ、有害ごみ及

び不燃ごみ）の処理に関する事務の委託について。 

 本案は、芸東衛生組合の解散に伴い、東洋町の一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥、資源ごみ、

有害ごみ及び不燃ごみ）の処理に関する事務を室戸市が受託することについて、地方自治法第

252条の14第３項において準用する同法第252条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

 議案第４号高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市町村

総合事務組合規約の変更について。 

 本案は、高知県市町村総合事務組合から令和２年４月１日付で芸東衛生組合及び高幡西部特

別養護老人ホーム組合を脱退させ、これに伴い高知県市町村総合事務組合規約を変更すること

について、地方自治法第290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５号高知県市町村総合事務組合から芸東衛生組合が脱退することに伴う財産処分につ

いて。 

 議案第６号高知県市町村総合事務組合から高幡西部特別養護老人ホーム組合が脱退すること

に伴う財産処分について。 

 以上２案は、高知県市町村総合事務組合から芸東衛生組合及び高幡西部特別養護老人ホーム

組合が脱退することに伴う財産処分について、地方自治法第290条の規定により、議会の議決

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させますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 日程第３、議案第１号令和元年度室戸市一般会計第６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。 

 執行部から補足説明を求めます。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時12分 休憩 

            午前10時24分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 
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 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（堺 喜久美君） 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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 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号室戸市課設置条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時25分 休憩 

            午前10時36分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） 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。町田又一議員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。議案第２号室戸市課設置条例の一部改正について質疑を

行います。 

 まず最初に、年度も押し迫ったこの時期に課の設置条例の一部改正を提出した理由について

詳しく説明を求めたいと思います。 

 次に、課の設置条例の一部改正に当たり、市長や執行部、該当する課ではどのような議論を

経て提出されるに至ったのか、市長や担当課長には詳しく順を追って説明を求めたいと思いま

す。また、市長のこの条例に対する思いがあればお聞かせをいただきたい。 

 次に、室戸市課設置条例が制定されることによって、室戸市の行政運営がこれまでとどのよ

うに違ってくるのかお聞きをいたします。また、市民生活にはどのようなメリットが生まれる

のかお尋ねをいたします。また逆に、この条例が制定されなかった場合には市政運営や市民生

活にどのような影響が考えられるのか、市長及び担当課長にお尋ねをいたします。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 
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○市長（植田壯一郎君） 町田議員の質疑にお答えしたいと思います。 

 大きくは３点、質疑があったと受けとめております。 

 まず１点目に、設置条例の一部改正案をこの時期に提出した理由ということですけれども、

この４月からこうした新たな機構で取り組むということを考えましたときに、人事異動等のこ

とも踏まえてこのタイミングがタイムリミットというか、最後というか、この時期でないと間

に合わなくなるといった解釈で今回提案をさせていただいたものでございます。 

 それと、２点目については、該当する課ではどのような議論があったのかということの説明

を求められました。 

 この機構改革につきましては、企画財政課長がトップになる室戸市行政経営改革プロジェク

トチームという内部の組織で新たな課設置条例についての議論をして、積み上がってきたもの

を全体の課長会等に上げて議論をしてどうするのかということを検討していくものでありまし

て、その具体的なプロジェクトの内容は課長のほうから説明をお願いしたいと思いますけれど

も、私のほうとして、全体的な中で市長の今回の条例機構改革に対する思いがあればお聞かせ

いただきたいということでございましたので少し時間をいただきますけれども、その思いとい

うものをここで説明をさせていただきたいと思います。 

 初めに、今室戸市がどういった状態に置かれているのかといったことについてでありますけ

れども、まず市の経済に直結します人口減少問題についてでありますが、もう既に御案内のと

おりかと思いますけれども、国立社会保障・人口問題研究所が公表しております全国792市の

2015年から2045年の推計人口によりますと、室戸市は１万3,524人の人口が25年後の2045年に

は4,579人になるとの推測がされております。この人口は、全国792市の中で2015年には後ろか

ら５番目の人口数でありまして、北海道を除きますと全国一人口の少ない市となっておりま

す。しかも、後ろから５番目の位置が25年後には後ろから３番目にまで後退をするという推計

となっておりますけれども、これは他の市よりも減少率が大きいことを明確にしているもので

あります。 

 この対比で人口割合を見ますと、０歳から14歳までの年少人口割合は7.6％が4.9％に減少、

15歳から65歳までの生産年齢人口割合は47.1％が36.8％に減少、65歳以上の老年人口割合は

45.3％が58.4％に増加し、75歳以上の後期老年人口割合は22.8％が37.5％に増加するとの推計

でありますけれども、子供たちの減少はもとより、生産年齢人口の激減や老年人口の増大社会

となり、持続可能な社会への警鐘を鳴らしております。さらに、こうした社会的人口の激減に

加えて地震発生時の津波等による想定死亡者数3,800人を加えますと、2,000人足らずの市にな

るといった推測がされるのであります。 

 こうした大変厳しい人口減少の動向に加えて、現在の高齢者率は49.6％で、２人に１人が

65歳の人口でありますが、現在65歳の市民は25年後には90歳となります。一方、昨年の出生者

数は46人でありますが、10年、20年、将来の人口構造を想定したときに今何をなすべきかを具
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体的にして、かつ先行順序を明確にして、待ったなしでその対策に取り組まなければなりませ

ん。こうしたことから、本市の人口問題は市の持続可能な社会の根幹が崩れてしまうという非

常に厳しい実態を突きつけられていると受けとめております。 

 今回の機構改革は、そうした課題を解決し、その取り組みを強化するために必要な機構改革

の提案であります。万全とは言えなくても、そうした危急存亡の室戸市再構築に一歩踏み出す

ための機構改革として提案をするものであります。私は、医療の充実強化や実践に役立つ防災

強化対策への取り組みなど命を守る政策と、室戸を魅力ある町にする政策の一つとして世界一

健康づくりの楽しい室戸を宣言できるまちづくりを推進し、市民の健康づくりはもとより、国

内外から健康づくりを楽しみに、より多くの方々に来ていただける室戸市を創造することで元

気な室戸につなげたいと考えておりますが、こうした施策や取り組みにはさまざまな手法や考

え方があります。 

 人口減少対策には、Ｕターンや移住者などの対策強化を優先する考えや子育て支援事業を強

化する対策、また産業振興を優先的に取り組むといったさまざまな方法があると思いますが、

私は総合的に判断をしまして、まずは観光客を多く迎えるための環境整備に先行投資をして、

にぎわいを取り戻すことを優先したいと考えております。Ｕターンや移住、地域産業の振興や

企業誘致、さらには商店の活性化や宿泊施設整備、一方では道路整備促進や公共交通の充実な

ど、あふれるほどの観光客を迎えることでさまざまな課題への対策が明確化され、必要な施策

への投資が鮮明になると考えました。例えば、ホテルを建てたいがお客がいないので建てるこ

とができない、ホテルがないのでお客が来ないといった卵か鶏かとの問題で足踏みしている多

くの課題の解決につながるのではないかと考えた次第です。 

 前置きが長くなりましたが、具体的には2025年大阪万博の年に100万人の観光客誘致を一つ

の目標に掲げ、室戸市にあふれんばかりの観光客を迎えるための観光基盤整備と、あわせて財

源確保対策事業をスピードアップして先行的に取り組みたいと考えております。その取り組み

は、室戸流を世界流に変えるなど、ハード、ソフト各事業にさまざまな効果的で即効性のある

施策を室戸応援隊等の御指導もいただきながら取り組んでいきたいと思います。 

 このような基本的な方針をもとに、まず取り組まなければならないことは、室戸市の環境美

化と衛生的なまちづくりの強化だと考えました。観光客の安全性を高めるためにも、最低限の

インフラ整備でリピーターを育成するための基盤整備にもつながります。こうした取り組みや

地球温暖化対策など環境行政の企画や調整を基本に、このたび解散が予定されています芸東衛

生組合の引き継ぎ業務を行う課として今回環境政策課の設置を提案するものであります。 

 また、ＳＤＧｓまちづくり推進課につきましては、まだ理解が深まっていないＳＤＧｓの名

は取り下げて、まちづくり推進課と修正しました。ＳＤＧｓは、庁内においては各課内部でそ

れぞれの取り組みに生かして持続可能な開発目標の意識を高めて推進をし、まちづくり推進課

でその取り組みの総括をしながら各事業などにＳＤＧｓの理念を取り入れる市政を目指したい
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と考えています。同時に、市民にわかりやすく広報や勉強会を開催するなど普及推進に取り組

み、市民一人一人のＳＤＧｓの目標を見つけられるように関心を高め、企業や団体、学校や病

院など、それぞれの事業所においてもＳＤＧｓが普及推進されるよう取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 

 また、債権管理課を廃止して、税務課に債権管理室を新設し、債権管理に取り組む方向に当

たっては、安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構への職員派遣などにより人材の育成や

ノウハウも一定把握した職員が育ったことから、税務課と一元して取り組んでも対応できると

の判断で、新設をする２課の必要性と総合的に判断をして対応を考えたものであります。 

 次に、企画財政課を財政統計課とまちづくり推進課に区分しますのは、新年度から室戸市の

将来の道しるべとなる室戸市総合振興計画の策定を初め、国土強靱化地域計画、さらには過疎

地域自立促進計画など、主要な計画の見直しが山積をするなど、強靱で安心、元気で魅力ある

室戸市の未来を見通し、創造するための指針を確固たるものにしたいとの考えであります。 

 また、海洋深層水推進室の創設とふるさと納税推進班の専属化は、財源確保対策や産業振興

対策のさらなる強化に取り組もうとするものであります。 

 こうした機構改革についての今回への私の思いでありますけれども、先ほど各課からも詳し

い説明がありましたとおり、今取り組まなければならないところをできるだけ明確にして効率

的に進めていくための機構改革として提案をするものでございますので、どうか御審議のほど

をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 ３点目でありますけれども、こうした取り組みが市民にとってメリットがどうあるのかとい

った、あるいは影響がどうあるのかといったような御指摘であったように思います。 

 機構改革の主な目的は申すまでもありませんけれども、行政の効率化を追求して、その対応

により効果的な取り組みの組織、課にしたいという考えでありまして、より市民要望にも応え

ながらスピーディーに室戸市の難局に対応できるような市の体制で進めていきたいという思い

の取り組みでございますので、こうした新たな機構改革で４月から室戸市を運営していくとい

うことになりますと、市民への対応をする行政サービスや、また新たなまちづくりといった目

標とするところに前進できることにつながるというふうに確信をしているところでございま

す。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 町田議員さんの御質疑に市長答弁のほうを補足させていただ

きます。 

 まず１点目に、この時期になぜ提出するのかというところですけれども、市長が答弁したこ

とに加えて、令和２年度から新しいまち・ひと・しごと創生総合戦略で財政運営計画はスター

トすると。その計画、総合戦略等を着実に推進するためには、令和２年４月１日の時点でその

戦略とか計画に対応できる体制をつくっておきたいというのが本年度にこの条例の改正を行う
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一つの理由ということになります。 

 次に、２点目の庁内での協議といいますか、経緯でございますが、庁内には機構改革を検討

する室戸市行政経営改革プロジェクトチームというものを設置しておりまして、このプロジェ

クトチームで、昨年の５月から今回の機構改革については協議をしてきたところでございま

す。昨年の５月に、まず庁内の職員から機構改革に関する意見提案の募集を行いまして、その

意見をもとに６月から課長11名で構成するプロジェクトチームで10月まで計５回開催をして協

議をしてきたところでございます。その間、情報政策関係とか債権管理関係の行政視察のほう

も行っておりまして、一定結論を出して、それから市長の意向を踏まえて12月の定例会にまず

最初の議案を提案させていただいたところでございます。それが否決というような結果になり

ましたので、その後さらに反対討論等を踏まえて見直しを行いまして、１月27日に課長会のほ

うを開催して、庁内では意思統一を図ったところでございます。 

 ３点目の今回の機構改革がどのようなメリットをもたらすのかっていうところですけれど

も、今回の機構改革の大きなポイントの一つとして、専門部署を多く設置するという形がとら

れております。例えば、企画財政課をまちづくり部門と財政部門とに分けるとか、総務課内に

情報政策の部署を設置すると。あと、産業振興課内にふるさと納税を専門とするふるさと納税

推進班、あと海洋深層水を専門的に行う海洋深層水推進室などを設置しているところでござい

ます。これまで職員数の関係とかで一定業務を統合するというような動きもありましたけれど

も、それでは本市が取り組むべき施策がなかなか進んでいないというところもありましたの

で、今回の機構改革では一定専門的に取り組める部署を設置したというのも今回の機構改革の

特徴ではあるかなというふうに考えております。こうした機構改革によって、室戸市にとって

必要な施策を着実に推進していきたいというふうに考えているところでございます。以上で

す。 

            （11番町田又一君「逆は」と呼ぶ） 

○企画財政課長（山本康二君）（続） この機構改革がなされなかったときのデメリットです

けれども、これにつきましては先ほど言いました今執行部が考えている機構改革の体制によっ

て施策をより進めていきたいというところが、今執行部が考えている施策の推進っていうのが

おくれてくるところもあるんではないのかなというふうには考えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。亀井賢夫議員。 

○５番（亀井賢夫君） ５番亀井。本案について質疑を行います。 

 この件につきましては、何回か執行部で協議して決めていることという説明がありました

が、１点だけお聞かせください。 

 ４ページの環境政策課の分掌事務についてお聞きします。 

 説明資料の４ページで内容を説明されておりますが、その中の今後取り組む新たな施策等に

海岸のごみ処理等の美化活動の業務が入っておりますが、私の知る限り海岸の流木やごみ類、
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瓦れき類は海岸管理者が行っていたと記憶しております。このために課を新設するということ

になるのでしょうか。それとも、今後市で市内全域の海岸を管理していくことになるのか、説

明をもう一度お聞かせください。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 亀井議員の御質疑にお答えいたします。 

 海岸のごみ処理についてですけれども、基本的にはそこの管理者が維持管理していくものと

考えております。ただ、市としましても一定海岸の清掃活動とかも行っておりますし、全て管

理者に任すのではなくて、一定市として取り組める部分については市として取り組んでいきた

いと。ただ、ここの環境政策課だけが行うというのではなくて、ほかのトイレ等もそうですけ

れども、それぞれ所管課が管理している施設もありますので、そこは市全体、一つとなって美

化活動に取り組んでいきたいと。そこを統括する部署ということで環境政策課のほうに位置づ

けているところでございます。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 亀井議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○５番（亀井賢夫君） もう一回そこを聞きたいがですけんど、海岸の処理を統括してみると

いうことはそれでいいかもわからんがやけど、委託料の発生ということはこれ単費でやってい

くということになるがですか、予算をつけて。よその管理区域まで市単をつけてからやるとい

うことがちょっと納得いかんがやけんど、そのあたりをもう一回詳しくお聞かせください。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 亀井議員の２回目の質疑にお答えさせていただきたいと思います。 

 御指摘のとおり、海岸のごみについては県の担当課のほうで管理をしながら現在も取り組ん

でいただいているところでありますけれども、現状を見てわかりますように、台風だとか高潮

のたびにごみだとか流木なんかが、沿岸国道を走っていたときに、環境整備がされずに放置さ

れた状況が続いております。市のほうから県のほうなどに要望はしておりまして、そこの地域

の住民と一緒になって県の職員なんかも参加をしながらその処理をしてくれておりますけれど

も、それが場当たり的になって日常の中ではどうしても万全な対策になっていないということ

をいつも危惧をしておりまして、そうした取り組みを県とも連携しながら事業予算のほうは県

のほうにも要請させていただいて、室戸市としては地域の方々の協力もいただきながら、少し

でも海岸を走る国道からの海岸線がきれいになるような取り組みを新たな課の中で手を入れて

いきたいなというような考え方でございまして、新たな仕組みづくりなんかも考えながら、で

きるだけ環境美化につながるような取り組みを進めることの一つとして海岸のごみなんかにも

目を向けていきますよという説明をさせていただいたところでございます。以上です。 

            （５番亀井賢夫君「単費は入れるということでええがか。財政課

長、どういうことになるの」と呼ぶ） 

            （「事業予算は、これからどんな発表をして……。小休中ですか」
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と呼ぶ者あり） 

○議長（堺 喜久美君） いや、小休中やないです。 

 答弁を求めます。 

            （「答弁漏れや」と呼ぶ者あり） 

○議長（堺 喜久美君） 答弁漏れで、はい。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 答弁漏れで済みません。 

 予算のことにつきましては、とにかく環境美化という視点でどういうふうな仕組みだとか取

り組みをこれから考えるのかということで、当然県のほうの管理する部署については県のほう

にやっていただくような要望をしますけれども、室戸市としてもっと活動の中で取り組もうと

することについての支援なんかはしていくことが今後出てくる可能性はあります。一定のルー

ルだとか取り組む方法を今後検討していく課にしていきたいなというふうに考えているところ

です。済いません。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋。本案について若干質疑を行いたいと思います。何点かお聞

きをいたしたいと思います。 

 令和２年１月30日に機構改革について議員説明会がありました。この中では人口の減少、少

子高齢化に歯どめがかからない状況であり、という説明の中で、私の思いでは令和２年１月の

人口は約１万3,000人です。先ほど市長からも話がありましたが、全国でも北海道をのけると

人口では下から５番目に位置しております。今後まだまだ人口の減少が大きく続いていくと私

は想定をしているところでございます。１万3,000人の人口では、人口でいきますと町村単位

の人口に値をするのではないかというふうに考えておりまして、まだまだ室戸市の厳しい財政

状況の中では職員数の減少も考えて取り組んでいかなければならないのではないかというふう

に考えております。 

 先ほどの執行部の説明によりますと、平成28年４月１日から現行の体制で19課２室41班体制

で業務が行われておるとお聞きをいたしておりまして、そのときの人口が１万4,300人ぐら

い、そのときの税収は約11億5,712万円ぐらいであると。それで、その３年後の現在におきま

しては、人口では約１万3,000人、税収では11億1,574万円となっておりまして、この３年間で

人口も1,300人、大きく減少いたしております。室戸市の税収も4,138万円ぐらい減少しており

まして、人口減少についてまだまだこれから厳しい現状が続いていくのではないかというふう

に考えております。人口も減少し、市税も減少していく中で今回機構改革案に提出をされてお

りますのは、20課３室42班で、１課１室１班とそれぞれ増加をしている状況になっておりま

す。そんな中でこの厳しい財政状況を考えてみますと、課、室、班を増設するよりは、私はも

っと人員削減をしたコンパクトな課にしていくことが執行部に課せられた大きな課題ではない
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か、このように考えているところでございます。そこで、若干お聞きをいたしたいと思いま

す。 

 今後１年間に人口がどれぐらい減少していくと想定をされているか、そしてまた、３年間で

は何人ぐらいの人口が減少するのか、そして３年後の室戸市の人口はどれぐらいを想定されて

いるのかということをお聞きをいたしたいと思います。 

 ２番目に、人口も減少し、税収も減少していくと考えておりますので、そんな中で１課１室

１班をふやして機構改革をして取り組んでいく理由はどこにあるのか。 

 ３番目に、産業振興課の中でも海洋深層水推進室は海洋深層水推進班が１班、商工観光ジオ

パーク課の中でもジオパーク推進班が１班とこの説明資料の中では載っておりますけれども、

１班ぐらいやったら課、いや１班ぐらいやったら室らによばないのではないかというふうに思

う。そのままの班でええやないかというふうに思います。 

 それで次に、４点目に、議員説明会では芸東衛生組合から再任用で来る職員のことを第一に

考えて、環境政策課という名前にして取り組むというふうな話があったと思います。これ、芸

東衛生組合から来る職員さんも再任用で来るというふうに聞いてますんで、もう二、三年もす

ると職員さんも退職されていくと思いますけんど、その後の環境政策課の対応というのはどの

ように考えていくのか。先ほどの課長と市長の説明でも海岸を第一に考えていくと。海岸自体

は、市の海岸やなしに県と国の海岸であるというふうに認識をしております。そして、そこに

室戸市がどこまで対応していくのかわかりませんけんど、そういうところの対応を考えて取り

組んでいくのかどうか。 

 それから、これを見ますと課、室、班がふえちゅうということは、前の議員説明会のときで

は職員数をふやすというふうに財政課長から説明があったと思うがですが、職員数は何人ぐら

いをふやすのか。それで、職員数をふやすことによって年間予算はどれぐらい要るのかという

ことでお聞きをしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の質疑にお答えをしたいと思います。 

 大きくは５点の質疑であったと受けとめておりまして、人口の減少が続く中で職員も削減を

して対応すべきじゃないかといったことを内容の主なところにして、１点目の質疑としては、

この１年間の人口の減少は何人ぐらいかと、あるいは３年間に何人ぐらい減少するのかという

問いがありました。 

 このことにつきましては、想定になりますけれども、今大体ざっくりで年間300人から400人

ぐらいの減少じゃないかと思いますが、今の現状からすると、高齢化率なんかも多い中でさら

には出生者数も少ないということを考えますと、こうした傾向がさらに大きくなるのではない

かと心配をしております。 

 ２点目ですけれども、こういった人口も減り、税収も減るといった中で機構改革する理由は
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何かといった御質疑でございましたけれども、当初答弁もさせていただきましたように、そう

した現状だからこそ強化をして取り組まなければならない課題へ対応するための機構改革であ

ります。具体的には、海洋深層水あるいはふるさと納税といった班を特化して専属化をして強

化をしていくということは、財源、税収が減ってることに応えて財源強化につなげていきたい

というような取り組みの方向でもありますし、あるいは観光といったことを今度また商工観光

という形での課に考えておりますけれども、そうした商工業と観光といったものをもっとリン

クさせて大きな観光力の推進に取り組みたいといったような、今小椋議員から御質疑のあった

ようなことの対策として今回機構改革を進めたいという御提案でございます。 

 次に、１課１班というのは今のままの班でもいいんじゃないかという御指摘だったかと思い

ますけれども、そのことも前の議会でも御指摘がありまして、内部でも協議をしましたけれど

も、事業を特化して強化していくという部分については、課を設けてきっちりと市民にも理

解、協力をもらえるような体制を持ちながら協力的に進めていきたいという考えのもとの御提

案でございますので、御理解を賜れたらというふうに思います。 

 それと、芸東衛生組合の職員の問題で４つ目に質疑がありました環境政策課での対応はどう

なるのかということでありますけれども、現在、退職されます芸東衛生組合の職員には春から

の対応で市のほうに迎え入れる環境づくりを進めておりまして、今の考えでありますけれど

も、今後新たに提案をさせてもらっております環境政策課の中で、今の引き継ぐ芸東からの業

務とあわせてこうした室戸市における環境美化等の事務にも仕事をしていただけるようにとい

うふうに考えているところでございます。 

 それと、５点目ですけれども、職員数を何人ふやすのか、その年間の予算はどうなるのかと

いうことにつきましては、総務課長のほうから説明をさせたいと思います。なお、関係する課

長のほうに補足説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 

○総務課長（黒岩道宏君） 小椋議員にお答えします。 

 職員数の増がどれぐらいを予定しているかということですが、令和２年度の職員数につきま

しては先ほど説明をいたしました機構改革に伴うもの、またこれにつきましてはポストの増と

ともに組織の統廃合であるとか事務分掌の見直しなども含めておりますので、機構改革に伴う

分としては３名ぐらいの純増になるんではないかということで今検討しているところです。令

和２年度の職員数につきましては、機構改革に加えまして会計年度任用職員制度の導入に伴い

ます職員配置のあり方やこれまで補充ができていなかった保育士などの専門職の採用などを進

めておりまして、現時点の253名から全体で大体10人程度の増員をする方向で今各課等もヒア

リングを行ってまして、調整を行っているところであります。１人当たり新採職員が大体年収

300万円から350万円程度ですので、300万円として10人ふえますと3,000万円の増になるという

ことになります。以上です。 
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○議長（堺 喜久美君） 小椋議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○６番（小椋利廣君） 小椋。２回目の質疑を行いたいと思います。 

 先ほどの総務課長の答弁では、現行では３名ぐらいの増員を予定しておると。けんど、全体

では10名ぐらいを予定しちゅうという話があったわけでございますけれども、これでは人件費

として年間約3,000万円から3,500万円ぐらいかかると。私は、人口は今からまだまだ大きく減

少していくというふうに考えております。先ほどの市長の話でもありましたように、年間約

400人前後が今現在も減少しております。そうすると、400人年間で人口が減少していくと、こ

れ５年もたてば約2,000人ぐらい減少していきますので、税収も大きく減ってくると思うわけ

よ。そんな中で、これ約10名も増員をしていかないかんという仕事の量、質、こういうものの

増加の対象はどこにあるのか。私は、もう少し職員自体が仕事にも意欲を持って取り組んでい

くと、もう少しコンパクトな課にして職員数も減していける状況があるのではないかというふ

うに考えております。その中で、課長が先ほども10人ぐらいを増員すると。そしたら、今まで

はそれをどうやってやってきたのか。今からまだまだ10人も増員せないかんような仕事の量や

ったら今まではどんなしてきたのか。今までの仕事の内容も聞いてみにゃいけません。今から

増員をせないかんことばっかり言ようけんど、そういう仕事の内容についてもう一度お聞きを

したいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 

○総務課長（黒岩道宏君） 小椋議員にお答えします。 

 職員数増についてでありますが、まず機構改革は先ほど企画課長から説明していたとおり、

専門の職種を置いて、そこの部門を強化していくという側面があると思います。 

 それと、職員数が増になった主な要因としましては、今臨時職員さんの数が室戸市は非常に

多いということで、今職員253名に対してパートというか、ごく短期間の方も含めまして約

250名ぐらいの臨時職員さんがおられます。この方たちが国の制度の変更によりまして、会計

年度任用職員制度ということで、給与が今まで11カ月だったのが12カ月来れたりとかボーナス

が出たりということで非常に待遇が上がっていくわけですが、それに伴いましてどうしても予

算上の負担がふえるということで、それもあわせまして今まで職員数をこの10年ぐらいで何十

人も減らしてきたわけですが、それに伴ってそこに臨時職員さんを置きかえているというその

中で、やはりこのままでいいのかと。大事な窓口業務とか出先のところを臨時職員さんに頼り

っ放しになっておると。そうしたところにはある一定職員を置いていくべきじゃないかという

ようなこともありまして、会計年度任用制度の導入に伴いましてそういった見直しを行いまし

て職員数をふやしていこうということで考えております。 

 それと、先ほども言いましたが、保育士さんとかもこれまでずっと募集をしてきたんです

が、なかなか応募もなくて、たまたま今年度は２名でしたか３名でしたか、募集があったの

で、この機会に雇用しておこうということで専門職の確保という面も加えまして、それとあわ
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せて先ほどの芸東衛生組合の話もありますが、当然仕事を引き継いでくるわけですので業務量

の拡大で任期付職員ということで、身分保障の観点を含めまして３名も定数10名の中に入って

おりますので、そういった方なんかも含めてトータルで10名ということですが、内訳としまし

てはそういった専門職であるとか芸東さんなんかもあります。あとは、これまで臨時職員さん

に頼りっ放しになっていた部分に正職を置いていきたいというようなこともありまして、10名

増ということで今計画をしております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員の３回目の質疑を許可いたします。 

○６番（小椋利廣君） 小椋。３回目の質疑を行いたいと思います。 

 先ほどの総務課長の話では正職員が253名、臨時職員が250名というふうに言われたと思いま

す。今、市民からいろいろな話が出ておりまして、市役所へ行っても正職員よりも臨時職員が

多過ぎて臨時職員は何をしよるのかっていう話がしょっちゅう来るわけです。これ聞いたら、

臨時職員と正職員はほぼ同じぐらいおるわけよね。253名に250名がおるというわけよね。特に

１階の窓口に来た人らは余計わかるがやないのかなあと思うがやけんど、臨時職員が非常に多

いやないかというふうな話がしょっちゅう来るわけよね。そうすると、今の話ではまだまだ正

職員もふやせば臨時職員もこのままではいかんというふうな話やき、ほいたら今後最終的には

どういうふうにやっていくのかなというふうに思うわけよね。 

 これしょっちゅう言いますけんど、人口もますます減っていく。そうすると、人口の減少に

対して職員数がふえていくということは、私は非常に納得がいかんわけよ。どうしてそんなに

なっていくのか。今までしてきた仕事の量はどうなっていきよるのか。ほんで、今後こういう

機構改革をやって、10人もふやさないかんような機構改革でどういうふうに仕事の内容を分散

していくのかっていうことは、私にしてみたら不信感がうんとあるわけよね。そこのあたりを

もう少し市民のニーズにも対応した職員数の数というものも考えて対応していかないかんと思

うし、また市民の意見も聞かないかんところも出てくると思うがよね。人口の割には余りに臨

時職員が多過ぎやせんか、職員も多過ぎやせんかという話をしょっちゅう聞きよりますので、

その付近、最後にもう一度お聞きをしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の３回目の質疑にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 端的に申して、人口がどんどん減っていってるのに職員数をふやすということはいかがなも

のかという御指摘であろうかと思います。 

 私も率直に感じていますのは、市民からはそうした指摘を多く受けとめておりますが、私が

市長になりまして１年余りでありますけれども、現場の状況を見ましたときに非常に大事な部

署にまで臨時職員が置かれていると。なぜこれだけ臨時職員が多くなったのかということにつ

いては、正職削減ということにこの10年間一生懸命頑張ってきたと。その背景として臨時職を
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ふやさざるを得ないという職場の現状がありまして、臨時職を一定整理をするということにな

ってきますと、それをきちっと正職員がカバーするといった場、場に当たる職員が必要になる

という背景がありまして、今回私も職員数がふえるということについては非常に危惧もありま

すけれども、危急存亡という言葉を使わせてもらいましたけれども、これだけの厳しい状態で

今すぐ力を入れて取り返さなければならないような役場の力が要るんじゃないかなという思い

もありまして、もちろん行政の組織の強力化といったことは当然でありますけれども、市民の

要望にも的確に応えていけるような市役所にしていきたいという思いで考えた対応の提案でご

ざいますので、どうぞ御審議、御理解賜りますようによろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

○議長（堺 喜久美君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 小椋議員の御質疑にお答えいたします。 

 今回の機構改革に伴う職員数の増の件ですけれども、現在のまち・ひと・しごと創生総合戦

略の人口ビジョンの中で、室戸市が2060年には2,700人規模になるという想定を何とか8,500人

規模まで保ちたいということで、その戦略の中でこれまで５年間取り組んできたところでござ

います。しかしながら、人口の減少には歯どめがかかっておらず、人口ビジョンを上回るペー

スで推移をしているというところでございます。そういった現状を受けて、今後どういった施

策を行っていくかという中で、市が重点的に取り組む施策については専門的な部署を設けて、

そこで取り組んでいくというような考え方が今回の機構改革にはあるところでございます。当

然部署がふえれば、組織がふえれば当然そこに配置する職員数もふえるというところですけれ

ども、一定今後の室戸市のことを考えたときに必要な機構改革であるというふうに考えており

ます。 

 もう一点、臨時職員の数とか職員数について市民の意見を聞くべきだというところですけれ

ども、その点につきましては現在室戸市の財政運営計画のほうを策定中でございまして、その

計画につきましては民間の方を委員とする行財政問題審議会という場に諮って、そこに職員数

の関係の項目もありますので、そこの審議会の中でも市民の方の御意見は聞いていきたいとい

うふうに考えております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 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。 

 健康管理のため11時40分まで休憩いたします。 

            午前11時30分 休憩 

            午前11時41分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 次に、日程第５、議案第３号室戸市と東洋町との間の一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥、資源

ごみ、有害ごみ及び不燃ごみ）の処理に関する事務の委託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。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時41分 休憩 

            午前11時54分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） 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号高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び高知県市町村総合事務組合規約の変更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。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時55分 休憩 

            午前11時59分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） 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。 
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 次に、日程第７、議案第５号高知県市町村総合事務組合から芸東衛生組合が脱退することに

伴う財産処分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。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時０分 休憩 

            午後０時２分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） 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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 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号高知県市町村総合事務組合から高幡西部特別養護老人ホーム組

合が脱退することに伴う財産処分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。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時３分 休憩 

            午後０時４分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） 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。 
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 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第３、議案第１号令和元年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認

についてから日程第８、議案第６号高知県市町村総合事務組合から高幡西部特別養護老人ホー

ム組合が脱退することに伴う財産処分についてまで、以上６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。脇本健樹議員。 

○７番（脇本健樹君） ７番脇本。第２号議案について反対討論を行います。 

 12月議会の採決結果により、引き続き議会改革については検討されてきたようですが、今回

はＳＤＧｓの名称が削除されたにとどまる内容であり、改革する点を見れば唯一ジオを残した

にすぎず、前任者の設立した課等々を削除すると感じるのは私だけでしょうか。 

 まず、環境政策課についてですが、政策が多く追加されてはおりますが、市内全体の美化活

動の統括業務が追加されていますが、国、県管轄の範囲である海岸に対し統括するのは適切で

ないと思われます。 

 次に、債権管理課廃止について、公債権となる市税、国保税等の徴収率は微増加ではありま

すが、私債権となる水道料金の収納率は100％でなく、滞納額はここ数年2,000万円ほどで推移

しております。住宅使用料の収納額は毎年下がっています。これは人口減の関係であると推測

しますが、収納率は毎年10％ほどが未納で、過去５年平均800万円が未納であります。滞納額

は平成30年度現在２億円を超えており、滞納収納率は過去５年平均で4.8％あり、大きく増加

しておりません。これでは一定圧縮したとは理解できません。債権管理課ができて約10年です

が、このような数字であります。執行部の皆さん、この数字等をどう捉えますか。債権管理課

がなくなれば私債権の扱いは公債権よりややこしく、徴収は下がることと危惧いたします。前

任者のよいとこ、必要なことは残すなど考慮していただきたい。 

 短期間での議案提出となっておりますが、12月議会での否決を市長はどのように捉えており

ますか。市長の行いたいことを各課長に押しつけるのではなく、執行部の皆さんに理解してい

ただくよう時間をかけ、議論をしていただきたいものであります。このような点からも、今回

は十分時間をかけた議論がされていないと判断いたします。 

 以上のことより、議案第２号については反対とさせていただきます。 

○議長（堺 喜久美君） 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。町田又一議

員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。議案第２号室戸市課設置条例の一部改正について賛成の

立場で討論を行います。 

 議案説明資料に人口減少、少子高齢化の進む中、産業の振興、医療対策、移住対策、まちづ

くりのあり方等、これまでの枠組みを超えた新たな施策の展開や行政需要に対応することを目

的に業務の効率化及び専門性の向上を図るため、組織機構の改革を行うものとあります。どれ

をとっても今の室戸市にとっては非常に大切な対策であります。室戸市へ少しでもいい形で室
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戸を残さなければなりません。これは市民から選ばれた市長や市議会議員の大きな役目と責任

であると考えます。まさに的を射た条例であると考えます。 

 議案第２号室戸市課設置条例の一部改正について、議員各位の御賛同をよろしくお願いいた

しまして、私の賛成討論とさせていただきます。どうかよろしくお願いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 次に、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（堺 喜久美君） 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（堺 喜久美君） ほかに討論はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 

 これをもって日程第３、議案第１号令和元年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の

承認についてから日程第８、議案第６号高知県市町村総合事務組合から高幡西部特別養護老人

ホーム組合が脱退することに伴う財産処分についてまで、以上６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。 

 議案第１号令和元年度室戸市一般会計第６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議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 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号室戸市課設置条例の一部改正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議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立少数であります。よって、議案第２号は否決されました。 

 次に、議案第３号室戸市と東洋町との間の一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥、資源ごみ、有害

ごみ及び不燃ごみ）の処理に関する事務の委託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議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 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号高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県

市町村総合事務組合規約の変更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議員の起立を求めます。 



－44－ 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 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号高知県市町村総合事務組合から芸東衛生組合が脱退することに伴う財産処

分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議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 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号高知県市町村総合事務組合から高幡西部特別養護老人ホーム組合が脱退す

ることに伴う財産処分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議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 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。 

 お諮りいたします。 

 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条の規定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（堺 喜久美君） 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。 

 これをもちまして令和２年２月第２回室戸市議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

            午後０時16分 閉会 

 

  



－45－ 

 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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