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令和２年３月第３回室戸市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．日 時  令和２年３月６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  中 島 健 太 

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 

  総務課長併選挙管理委員会事務局長  黒 岩 道 宏     企画財政課長  山 本 康 二 

  財産管理課長  西 村 城 人     税 務 課 長  西 岡 佳 久 

  市 民 課 長  上 松 富士樹     保健介護課長  辻   さおり 

  地域医療対策課長  松 下 善 徳     人権啓発課長  寺 岡 弥 生 

  産業振興課長併農業委員会事務局長  中 屋 秀 志     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     債権管理課長  山 崎   桂 

  防災対策課長  大 西   亨     会計管理者兼会計課長  濵 田 亮 士 

  福祉事務所長  小 松 達 也     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 

  水 道 局 長  森 岡   光     消  防  長  藤 本   昇 

  監査委員事務局長  中 岡 佳 子 

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 室戸市個人情報保護条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第２号 室戸市行政不服審査会条例の廃止について 

  日程第５ 議案第３号 室戸市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 
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  日程第６ 議案第４号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について 

  日程第７ 議案第５号 室戸市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第６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 

  日程第９ 議案第７号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第10 議案第８号 室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

  日程第11 議案第９号 室戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

  日程第12 議案第10号 室戸市予防接種健康被害調査委員会設置条例の制定について 

  日程第13 議案第11号 室戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定について 

  日程第14 議案第12号 室戸市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の

縦覧等の手続に関する条例の制定について 

  日程第15 議案第13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 

  日程第16 議案第14号 室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  日程第17 議案第15号 令和元年度室戸市一般会計第７回補正予算について 

  日程第18 議案第16号 令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第５回補正予算につ

いて 

  日程第19 議案第17号 令和２年度室戸市一般会計予算について 

  日程第20 議案第18号 令和２年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第21 議案第19号 令和２年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について 

  日程第22 議案第20号 令和２年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

  日程第23 議案第21号 令和２年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 

  日程第24 議案第22号 令和２年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計予算

について 

  日程第25 議案第23号 令和２年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  日程第26 議案第24号 令和２年度室戸市水道事業会計予算について 

  日程第27 議案第25号 令和元年度旧室戸岬中学校校舎等解体工事請負契約の締結につい

て 

  日程第28 議案第26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

の変更について 

  日程第29 議案第27号 室戸市スジアオノリ等養殖施設における指定管理者の指定につい

て 
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  日程第30 議案第28号 室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について 

  日程第31 議案第29号 室戸市と高知県との間の行政不服審査法第81条第１項の機関の事

務の委託に関する規約について 

  日程第32 議案第30号 農業委員会委員の任命について 

  日程第33 議案第31号 農業委員会委員の任命について 

  日程第34 議案第32号 農業委員会委員の任命について 

  日程第35 議案第33号 農業委員会委員の任命について 

  日程第36 議案第34号 農業委員会委員の任命について 

  日程第37 議案第35号 農業委員会委員の任命について 

  日程第38 議案第36号 農業委員会委員の任命について 

  日程第39 議案第37号 農業委員会委員の任命について 

  日程第40 議案第38号 農業委員会委員の任命について 

  日程第41 議案第39号 農業委員会委員の任命について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第41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３月第３回室戸市議会定例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。 

 次に、12月定例会以降、閉会中の主な議会活動について御報告をいたします。 

 12月24日、第３回安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合議会定例会が奈半利町で開会さ

れ、議長が出席いたしました。 

 12月28日、高知市制130周年記念高知市新庁舎落成式典に議長が出席いたしました。 

 １月７日、第90回高知県広域食肉センター事務組合議会臨時会が高知市で開会され、議長が

出席いたしました。 

 同じく１月７日、議会だより編集のため、議会運営委員会が開催されました。 

 １月11日、室戸市消防出初め式が開催され、議長初め議員が出席いたしました。 

 １月12日、令和２年成人式が開催され、議長初め議員が出席いたしました。 

 １月16日、韓国野球室戸合宿歓迎セレモニーに議長が出席いたしました。 

 １月17日、新議員研修が高知市で開催され、関係議員が出席いたしました。 

 ２月４日、５日、令和元年度高知県市議会議長会視察研修に正副議長が参加しました。 

 ２月５日、ウバメガシ植樹祭が東洋町野根で開催され、産業厚生委員会正副委員長が参加し

ました。 

 ２月９日、第45回室戸市春の観光開きが開催され、議長初め議員が出席いたしました。 

 ２月17日、第91回高知県広域食肉センター事務組合議会定例会が高知市で開会され、議長が

出席いたしました。 

 同じく２月17日、令和２年第１回芸東衛生組合議会定例会が開会され、関係議員が出席いた

しました。 

 ２月21日、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設「ＭＵＲＯＴＯ ｂａｓｅ 55」のオープニ

ングセレモニーに議長初め議員が出席いたしました。 

 ２月28日、令和２年第１回安芸広域市町村圏事務組合議会定例会が安芸市で開会され、議長

が出席いたしました。 

 同じく２月28日、第６回大川村だけじゃない地方議員の会が高知市で開催され、副議長初め

議員が出席いたしました。 

 ３月３日、３月定例会の会期及び日程等の協議のため、議会運営委員会が開催されました。 
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 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 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３月第３回室戸市議会定例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。 

 ３月３日午後２時から、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

した会期及び日程等についての協議を行いました。 

 今期定例会に提案されております案件は、付議事件39件、うち条例関係14件、予算関係

10件、人事関係10件、その他５件となっております。 

 なお、執行部から会期中にその他の案件１件が追加提案される予定であります。 

 今議会の一般質問者は７名であり、その質問内容はお手元に配付の一般質問順序表のとおり

でございます。 

 会期につきましては、お手元に配付の会期及び日程表のとおり、本日３月６日から３月24日

までの19日間とすることに決定をいたしました。 

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

れの日程の消化につきましては、議員各位の御協力をお願いいたします。 

 次に、お手元に配付してあります陳情書、要望書の一覧表につきましては、原本の写しを議

員控室に準備してあります。趣旨に賛同される議員がおいでましたら、申し出てください。 

 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、議長において亀井賢夫議員及び久保八太

雄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。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日３月６日から３月24日ま

での19日間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19日間と決定いたしまし

た。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市個人情報保護条例の一部改正に

ついてから日程第41、議案第39号農業委員会委員の任命についてまで、以上39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、施政方針、報告事項並びに提案理由の説明を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 皆さん、おはようございます。 

 本日、令和２年３月第３回室戸市議会定例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。 

 まず、関西圏における室戸応援隊結団式についてであります。 

 愛称を「ムロト・エイキーズ」としました室戸応援隊は、本市のまちづくりへの政策提言や

さまざまな機会を通じて情報発信をしていただくことなどにより、本市の魅力あるまちづくり

の実現につなげることを目的として設立するもので、昨年11月の首都圏に引き続き、本年１月

に関西圏で設立したものであります。 

 応援隊には、関西圏で活動されている観光関係者や商工業者及び大学教授の方々などに御加

入いただき、結団式当日には、応援隊69人のうち48人の方に御出席をいただきました。 

 式典では、映像を使った本市の紹介や公益財団法人大阪観光局長との対談を行い、その後、

本市の食材を使った料理による交流会を行いました。 

 私のほうからは、参加者に対し、まずは室戸市のことを知っていただくとともに、2025年に

開催される大阪・関西万博を見据えた交流人口の拡大や観光振興への御協力をお願いするとと

もに、室戸市の資源をビジネス振興に生かしていただくなど、お互いの利益につながる取り組

みにしたいとの思いをお伝えいたしました。 

 御出席いただいた方からは、室戸市の魅力あるまちづくりの実現に向けてぜひ協力させてい

ただきたいとの力強いお言葉もいただくなど、応援隊皆さんの意気込みに感謝をしているとこ

ろであります。 

 今後も、応援隊の皆様との交流を図り、この応援隊の取り組みが本市のまちづくりに確実に

つながっていくよう努めてまいります。 

 次に、小中学校の統廃合についてであります。 

 室戸市では、児童・生徒数の減少に伴う学校の小規模化や、出生数、南海トラフ地震対策の

観点から、教育環境及び学校規模について、ＰＴＡ会長、常会長等を委員とする室戸市小・中

学校統廃合検討委員会で検討を行ってまいりました。 

 よりよい教育環境や学校規模については室戸市全体で総合的に検討していく必要があるとの

意見が出され、検討を行う中で、中川内小学校、中川内中学校については、児童・生徒数の減
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少、それに伴う教職員の減少が今後も続き、改善が見込まれない中、子供たちの教育環境を考

えると、統合はやむを得ないと考えているとの意見が出されました。 

 協議の結果、統廃合検討委員会としては統合はやむを得ない。ただし、統合に当たっては、

スクールバスの整備など、保護者や関係者等の意見をもとに十分な準備や配慮を行うことが必

要である。このことから、統合時期については令和２年度末が妥当であると報告がされたとこ

ろであります。 

 そのほかとして、津波浸水区域外への学校移転や統合についても早急に検討していくべき、

地域に学校があることにより郷土愛が育まれ、伝統が継承されるなどの意見もあわせて報告さ

れているところであります。 

 今後は、この報告の趣旨をしっかりと受けとめ、子供たちにとってよりよい教育環境の整備

に努めてまいります。 

 次に、１月27日から28日にかけて発達した低気圧による被害とその対応についてでありま

す。 

 東北東を中心とした暴風が市内全域に吹き荒れ、27日９時48分、室戸岬で最大瞬間風速

33.7メートルを観測、この低気圧の影響により、室戸市内では農業や漁業に大きな被害が生じ

ました。農業関係では施設被害60件、主にナス農家が打撃を受け、面積7.3アール、金額とし

まして1,467万8,000円の被害を受けました。漁業関係では、高岡、三津、椎名、佐喜浜の定置

網が被害に遭い、その被害総額は約１億2,000万円となっております。 

 この状況を踏まえ、市といたしましては、国・県へ財政的支援の要望を行い、１月29日には

県の土木部や農業振興部、土佐国道事務所への要望、２月１日に中谷代議士、弘田県議が本市

の被害状況の調査に来ていただきましたので、その機会に県や国への支援を要望したところで

あります。 

 そうした中、２月13日には、中四国農政局生産部長ら数名が本市の被害状況の調査に来ら

れ、さらに２月27日には、農林水産省藤木政務官を初め水産庁、中四国農政局の方々も調査に

来ていただく機会を得ましたので、高岡、三津、椎名、佐喜浜の各大敷組合長とともに意見交

換会を行い、市の基幹産業として地域を支える重要な大敷の存続支援策について協議を深め、

その対策を強く要望したところであります。特に、今回のように予期できない災害時への支援

対策について、新たな補助制度の創設をお願いしたところであります。 

 今後におきましても、こうした被害状況をもって粘り強く要望してまいりたいと考えており

ますので、どうか議員各位の御支援、御協力のほどもよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、違法確認請求事件の判決についてであります。 

 固定資産税に係る当該事件は、令和２年３月３日、高知地方裁判所において判決があってお

ります。その判決によりますと、主文、１、原告の訴えを却下する、２、訴訟費用は原告の負

担とするとなっております。また、判決文の結論におきましては、原告の請求は不適法である
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ことから、これを却下するとされているところでございます。このことによりまして、室戸市

が行ってきたこれまでの事務処理につきましては、何ら問題なかったものと確認できたところ

でございます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 

 ２月19日に対策検討会、同月26日には対策本部準備会を開催し、市ホームページや広報紙へ

の折り込み、公共機関や各関係団体等へのチラシの配布などにより、相談窓口や予防対策情報

を提供するとともに、感染症対策や庁内での情報共有を行ってきたところであります。 

 また、高知県内で感染者が確認された２月29日には、私を本部長とする新型コロナウイルス

感染症対策本部を立ち上げ、情報収集及びその対策について検討を進め、できるところから取

り組みを始めております。 

 小中学校の臨時休業の状況につきましては、２月27日に開催された国の新型コロナウイルス

感染症対策本部において、感染リスクにあらかじめ備える観点から、内閣総理大臣により小中

学校、高等学校等に全国一斉の臨時休業の要請の方針が示されました。このことを受け、室戸

市では、文部科学省や高知県教育委員会の通知を踏まえ、３月４日から３月24日まで、全小中

学校を臨時休業することといたしました。この間、各学校において、家庭学習のための教材の

準備や指導、家庭訪問等を実施するなど、児童生徒の休業中の過ごし方についても支援してい

くこととしております。 

 なお、卒業式につきましては、現在のところ、規模を縮小して実施する予定となっておりま

す。 

 また、感染防止を最優先としながらも、共働き家庭等で児童が留守番をすることが困難であ

る場合等に限り、児童の安全確保の観点から、放課後児童クラブや放課後子ども教室、児童館

におきまして受け入れを行うこととしております。 

 保育所につきましては、保護者が働いており、家に一人でいることができない年齢の子供が

利用するものであることから、感染の予防に留意した上で、原則開所としているところであり

ます。 

 また、３月６日から同月16日までの間、室戸世界ジオパークセンターを休館することを決定

したところであり、緊急時には、他の指定管理施設においても休業の対応がとれるよう、その

準備態勢の指示などに取り組んでおります。 

 なお、むろと海の学校も本日６日から休館との報告を受けたところでございます。 

 現在までのところ、室戸市内での感染者はおりませんが、いつ感染者が発生してもおかしく

ない状況にある中、国・県等の動向に留意しつつ、市民の皆さんの安全・安心を最優先に、感

染防止の対策に全力で取り組んでまいります。 

 市民の皆さんにおかれましては、せきエチケット、手洗い、体温の調査などの感染予防対策

を徹底していただくとともに、正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いしたいと存じます。 
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 次に、施政方針について申し上げます。 

 初めに、国の予算編成においては、アベノミクス推進により景況感の地域差が小さくなって

いるとはいえ、消費税引き上げ後の動向に注視し、引き続きデフレ脱却に向け、構造改革、金

融政策と財政政策をうまく組み合わせることに留意するとしています。 

 高知県におきましては、５つの基本施策のうち、経済の活性化に関しては、今後も続く人口

減少の中、拡大基調を維持し続けるため、産業振興の推進に係る施策を進化させていかなけれ

ばならないとし、最重要課題である南海トラフ地震対策については、速やかな復旧、復興に向

けた対策を加速化する必要があるとしています。 

 本市におきましては、依然として国や県の動向を注視しつつ、地域医療の充実及び防災対策

など命を守る施策や、雇用、産業振興対策、少子・高齢化対策、世界一健康づくりの楽しい室

戸宣言に向けた基盤整備の促進などを初めとする「室戸を創る」施策を予算編成の重点事項と

して、令和２年度予算編成に取り組んだところであります。 

 それでは、令和２年度の主な施策について申し上げます。 

 まず、行財政の健全化についてであります。 

 本市では、これまで室戸市財政運営計画に基づき、市税等の収納率の向上、基金残高の増及

び有利な市債の発行などによる実質公債費比率や将来負担比率の改善など、財政健全化に取り

組んでまいりました。 

 しかしながら、自主財源に乏しく、依存財源に頼る本市の財政状況におきましては、今後も

厳しい財政状況が予想されることから、ふるさと室戸応援寄附金事業の拡大や国や県等の補助

制度を積極的に活用しながら財源の確保に努めるとともに、令和元年度策定予定の第２期室戸

市財政運営計画に基づき、引き続き適正な財政運営に取り組んでまいります。 

 職員の資質向上や意識改革については、高知県との人事交流や他団体への職員派遣を積極的

に行うとともに、業務改善研修や接遇研修の実施、こうち人づくり広域連合が行う階層別研修

や能力向上開発研修の受講、人事評価制度の活用など、人材育成のさらなる強化を図ってまい

ります。 

 次に、具体的な取り組みについて申し上げます。 

 初めに、「命を守る」対策についてであります。 

 まず、本市における地域医療の充実に向けた対策としまして、令和元年度に有床診療所の病

床設置に関する特例制度を用い、本市の19床の病床設置の届け出が県により認められ、現在、

新しい診療所整備に係る基本設計業務に取り組んでいるところであります。令和２年度は実施

設計に取り組むとともに、医療従事者の確保に向けた対策を行うなど、一日でも早く診療所が

整備できるよう、スピード感を持って取り組んでまいります。 

 既設の室戸岬診療所におきましては、これまで課題となっておりました常勤医師の確保等に

より、さらなる診療体制の充実を図ってまいります。 
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 このような取り組みとともに、地域包括ケアシステムの構築を図るなど、市民の方々が安心

して暮らしていける地域医療の充実強化に向け、引き続き強力に取り組んでまいります。 

 また、特定健診等の受診勧奨や予防対策の強化に取り組み、糖尿病性腎症の重症化予防指導

などに加え、運動、笑う、食などを取り入れた新たな健康づくり事業を推進するとともに、ジ

ェネリック医薬品の使用促進などを図りながら、健康づくりの意識高揚と医療費の削減に努め

てまいります。 

 障害者福祉では、啓発や相談活動等の充実とともに、新たな福祉避難所の確保に努めてまい

ります。 

 介護保険事業では、安定した介護サービスの提供や医療と介護の連携を推進し、住みなれた

地域で安心して暮らし続けられるよう、自立支援などサービスの充実を図ってまいります。 

 次に、防災対策につきましては、地域の防災力を強化するため、自主防災組織が行う防災活

動への積極的な支援を行ってまいります。 

 南海トラフ地震に関連する臨時情報への対応の周知や地域ごとの課題や対策について協議検

討を進めるとともに、避難タワーや避難路等の有効性を再確認し、市民が日常生活の中におい

て防災施設になれ親しむことができる取り組みを推進してまいりたいと考えております。 

 また、避難タワーや避難路などの津波避難施設の整備、住宅の耐震化や危険なブロック塀の

除却、備蓄品の分散、拡充などの防災・減災対策に取り組むとともに、市役所本庁舎等の地震

対策を進め、災害応急対策活動拠点機能の確保に努めてまいります。 

 一方、近年激甚化する高潮災害への対策も急務であり、危険エリアの再確認とその周知の迅

速化及び徹底に取り組んでまいりたいと思います。 

 要配慮者の避難対策につきましては、令和元年度佐喜浜町浦地区をモデル地区として実施し

た取り組みを参考に、名簿の見直しや事前配布への同意をいただいた上で、個別避難計画の策

定に取り組んでまいります。 

 あわせて、南海トラフ巨大地震を初めとする大規模自然災害はもとより、厳しい環境にも対

応できるインフラ整備など災害に強い地域をつくるため、国土強靱化地域計画の策定に取り組

んでまいります。 

 次に、消防本部では、増加する救急要請に対し、気管挿管などの特定行為を行うことができ

る救急救命士育成事業の継続や、防火水槽などの消防水利の整備及び高規格救急車の更新を行

うなど、消防、救急・救助体制や装備の充実強化に努めてまいります。 

 また、消防団の機能や装備の充実強化を図るため、岬、菜生、羽根分団屯所の新築移転事業

を推進するとともに、防災車の更新等に取り組んでまいります。 

 次に、「室戸を創る」対策についてであります。 

 本市では、人口減少の克服と地方創生を実現するため、平成27年度に室戸市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定し、この５年間、さまざまな施策に取り組んでまいりました。 
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 令和２年度は、第１期総合戦略の総括を踏まえ、第２期総合戦略において、これまでの取り

組みのさらなる充実、強化を図るとともに、新たな施策を展開していくことで切れ目のない取

り組みを進めてまいります。 

 また、本市の行政計画の最上位に位置づけられている室戸市総合振興計画の計画期間が令和

２年度に最終年度を迎えることから、同計画の総括及び次期計画の策定に取り組んでまいりま

す。 

 令和元年11月に首都圏、令和２年１月に関西圏で発足した室戸応援隊の取り組みにつきまし

ては、隊員の拡充や意見交換等を通じ連携を深めてまいります。 

 応援隊の皆様には、あらゆる機会を通じて本市の魅力を発信していただくとともに、本市へ

の施策提言や有益な情報の提供、指導及び助言をいただくことにより、本市の魅力あるまちづ

くりの実現につなげてまいります。あわせて、応援隊の皆様には、本市の魅力ある資源を活用

いただき、ビジネスの振興にもつなげていただけますよう取り組んでまいります。 

 そして、室戸市独自の特化した施策を推進する第一歩として、ＳＤＧｓの理念に基づいたま

ちづくりの推進を図ることにより、ＳＤＧｓが市民に浸透し、幅広い分野や地域で具体的な取

り組みが展開されるよう、関係機関と連携をしながら普及促進に取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 ふるさと室戸応援寄附金事業では、市民や事業者と連携を深め、返礼品の開発やブラッシュ

アップを行うとともに、ウエブ広告によるＰＲや寄附者へのダイレクトメールなど継続的なア

プローチを行い、ふるさと納税のさらなる拡大に努めてまいります。 

 また、地域おこし協力隊を増員し、事業者間の連携を図り、新たな返礼品の開発を進めてま

いります。 

 商工業関係では、企業立地促進事業や創業支援事業、販路開拓支援事業、室戸市商工会が実

施するチャレンジショップ事業などの事業支援に引き続き取り組んでまいります。 

 さらに、首都圏及び関西圏等における地産外商を推進するため、高知県のアンテナショップ

まるごと高知や市外の飲食店、量販店などと連携した取り組みなどにより、市内生産品の販路

開拓や販売拡大に取り組んでまいります。 

 農林業では、地域農業の競争力強化のため、引き続き園芸用ハウス整備事業などに取り組む

とともに、地域営農を守るため、集落営農組織や集落活動センターへの支援のほか、耕作放棄

地対策、鳥獣被害対策に取り組んでまいります。 

 農林施設では、農業用の基盤整備事業を引き続き実施するとともに、林道におきましては、

木材搬出時の輸送時間の短縮を図るため、舗装整備を進めてまいります。また、森林環境譲与

税を活用して、森林資源解析を含んだ森林ビジョンの策定を行い、ウバメガシといった天然林

も含めた経営管理権集積計画の策定に取り組んでまいります。 

 水産業では、加工品開発や第６次産業化の取り組みをさらに進め、水産物のふるさと納税返
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礼品やお土産品への需要拡大により市場価格の向上を図るとともに、放流事業の推進による水

産資源の維持回復に努めるなど、水産振興につなげてまいります。 

 漁港施設では、水産基盤整備事業を推進するとともに、漁港施設保全計画に基づく整備に取

り組んでまいります。 

 海洋深層水の利用促進対策といたしましては、室戸海洋深層水ブームの再燃を目指し、特性

である清浄性や富栄養性を生かし、飲食店や食品製造業への需要を高め、ＳＮＳ等で情報拡散

し、さらなる需要拡大につなげてまいります。また、効能検証などにより、新たな視点による

商品開発や事業化にも取り組み、生産性を高めたいと考えております。 

 これら農林水産業の後継者を確保するため、就業希望者に対する研修及び新規就農者の経営

開始に対する支援のほか、製炭窯の整備や肉用牛の導入、漁船導入に対する支援なども進めて

まいりたいと考えております。 

 次に、少子・高齢化対策といたしましては、室戸市子ども・子育て支援計画に基づき保育の

質の向上に努めるとともに、地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業などを実施してまいり

ます。 

 子育て支援では、不妊治療費等補助金、室戸の赤ちゃんスターターキット事業、すこやか子

育て祝金、小児インフルエンザワクチン接種費用助成金、第２子以降の保育料無料などによる

支援策とともに、子育て包括支援センターを中心とした妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援

に取り組んでまいります。 

 次に、教育対策であります。 

 小・中学校におきましては、生きる力や健康の大切さ、室戸の偉人、歴史、文化や産業など

ふるさとの誇りの指導と、心身ともに健やかな子供の育成を目指し、学力向上、心の教育の充

実及び体力向上対策の推進を図ってまいります。郷土愛豊かな子供たちを育てることができる

と、一時は市外に出ても、必ず将来は室戸に帰ってくることにつながるものと考えておりま

す。 

 また、選挙管理委員会と連携した模擬投票の体験や出前授業、地域学校協働本部事業の拡

充、放課後子ども教室の充実など、次世代の健全育成に努めてまいります。 

 施設整備では、小中学校の非構造部材の耐震化や照明のＬＥＤ化などを順次進めてまいりま

す。 

 公民館におきましては、世代間交流事業やシルバーセミナー事業を継続し、地域の各世代の

結びつきを深めるとともに、地域の伝統を次世代に伝える活動を続けてまいります。 

 室戸高等学校への支援対策としましては、新たに通学に係る定期券や自転車購入費用に対す

る助成などの取り組みとともに、教育移住フェアへの参加や女子野球部員増大につなげるた

め、新たに関東圏及び関西圏での誘致活動など移住促進事業と連携しながら取り組むととも

に、一層の魅力化を推進してまいります。 
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 次に、道路網の整備対策であります。 

 幹線道路である一般国道55号が、高波や豪雨により通行が遮断され、日常生活に支障を来す

ことが一層懸念されることから、その保全強化や迂回路等新たな対策、また三津坂トンネルや

県道佐喜浜吉良川線の改修整備など、より安全性の高い快適な国道や県道の整備促進について

国や県に対し強く要望してまいります。 

 また、市道整備では、これまでに引き続き、庄毛西町２号線、北生線等の道路改良事業に取

り組むとともに、新たな路線として植松団地１号線など３路線の改良事業に着手いたします。 

 橋梁関係では、橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕事業を引き続き実施してまいります。ま

た、通行どめとなっておりました尾崎橋につきましては、修繕事業が令和２年度に完成予定と

なっております。 

 移動手段の確保対策につきましては、令和元年11月に室戸市地域公共交通会議を立ち上げ

て、当市の実情に合った公共交通の形について議論をしておりますので、当市の社会的現状や

高齢者の方々の御意見などを考慮した計画を策定し、独自の利便性の高い交通体系の構築に取

り組んでまいります。 

 次に、その他の主な事業についてであります。 

 まず、ブロードバンド整備事業におきましては、運営事業者の契約更新に伴い、光回線の速

度向上や光回線を利用したさまざまな施策を行うことができるよう、多くの事業者から提案を

いただくプロポーザル方式による運営事業者の選定を進めてまいります。 

 環境対策では、芸東衛生組合の解散に伴い、市が行うこととなるし尿処理及びじんかい処理

業務に取り組むとともに、環境基本計画に基づき、自然環境の保全と創造、循環型社会の構築

を図るため、資源の有効活用、ごみの減量化や適正処理、不法投棄監視パトロールの強化な

ど、環境意識の啓発に引き続き努めてまいります。 

 ジオパーク事業では、令和元年にユネスコによる再審査を経て、ユネスコ世界ジオパークの

再認定を受けました。今後は、ジオパーク推進協議会の法人化への対応など、審査時の指摘事

項について取り組みを進めるとともに、ジオビジネスを強化し、自立に向けた取り組みや地域

の子供たちに対してジオパーク学習の推進、ジオツアーや各種体験プログラムの充実などの取

り組みを強化してまいります。 

 観光振興では、高知県が推進する自然＆体験キャンペーンに合わせて、ライダーズイン室戸

をリニューアルした自然体験型観光交流宿泊施設「ＭＵＲＯＴＯ ｂａｓｅ 55」を核とし、

室戸世界ジオパークセンターやむろと海の学校を初めとする観光関連施設と連携を図るととも

に、本市の自然体験型観光資源の磨き上げや新たな観光施設の整備を行い、周遊型観光等さら

なる観光交流人口の拡大対策を強化して取り組み、地域経済の活性化につながるよう努めてま

いります。 

 移住促進対策では、都市部で行われております移住相談会などへ積極的に参加するととも
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に、県東部地域の市町村と連携した移住体験ツアーや合同移住相談会の実施など、広域的な移

住対策に取り組んでまいります。 

 また、無料職業紹介所の活用を図るとともに、空き家改修や空き家活用事業などを活用し、

移住・定住対策はもとより、多用途な利活用を強化、推進し、地域の振興につなげてまいりま

す。 

 生活保護関連では、生活状況や収入及び資産の実態把握等に努めるとともに、主治医や嘱託

医などとの連携により健康管理支援等を進め、継続的に適正保護を実施してまいります。 

 社会福祉関連では、生活困窮者支援として自立相談支援事業等を進めるとともに、子供の学

習支援事業の充実を図ってまいります。 

 また、室戸市地域福祉計画に基づく施策を、地域住民や関係団体と協働しながら着実に進め

てまいります。 

 人権対策では、室戸市人権施策推進計画に基づき、人権啓発や人権教育の充実に取り組むと

ともに、部落差別解消推進法、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法など、いわゆる差別

解消法３法の施行に伴い、室戸市人権施策基本方針の見直しを検討中であり、早期の改定に向

けて取り組んでまいります。 

 また、室戸市男女共同参画プランに沿った施策を推進し、男女が互いに相手の人権を尊重し

つつ、責任を分かち合い、社会の対等な構成員としてあらゆる分野にともに参画し、それぞれ

の個性と能力を十分発揮できる社会の実現を目指してまいります。 

 市民館の運営では、地域のコミュニティセンターとして、デイサービスや地域間交流事業な

ど事業内容の充実に努め、利用しやすい施設となるよう取り組んでまいります。 

 社会体育におきましては、各種スポーツイベントの開催などにより、市民の体力向上と健康

の維持増進を図ってまいります。また、関係団体と連携し、ニュースポーツの普及に努めるこ

とで、子供から高齢者、障害の有無にかかわらず楽しめるスポーツを推進してまいります。 

 文化財関係では、重要伝統的建造物群保存地区における修理、修景事業に引き続き取り組ん

でまいります。 

 図書館におきましては、業務の効率化と市民サービスの向上を図るため、新たな図書館シス

テムを稼働させるとともに、館内照明のＬＥＤ化等利用環境の整備により利用者の拡大を図っ

てまいります。 

 次に、水道事業についてであります。 

 水道事業会計については、室戸市上水道経営戦略に基づき、経営の健全化に努めてまいりま

す。また、安全でおいしい水を安定して供給できるよう、石綿管を含む老朽管の布設がえや漏

水対策などに取り組んでまいります。 

 以上、主な施策や事業について申し述べましたが、本市のさまざまな分野における課題解決

や新たな事業の推進に向け取り組んでまいります。また、社会経済情勢の動向に留意し、適切
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な市政運営となるよう全力で取り組んでまいりますので、議員各位並びに市民の皆様の一層の

御支援、御指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 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。 

 まず、私債権の放棄についてであります。 

 室戸市私債権の管理に関する条例に基づき私債権を放棄しましたので、同条例第13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、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、今定例会に提案いたします案件は、条例関係14件、予算関係10件、その他５件、人事

関係10件の計39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号室戸市個人情報保護条例の一部改正について。 

 本案は、死者に関する個人情報の開示請求に関する規定を追加するため、本条例の一部を改

正するものであります。 

 議案第２号室戸市行政不服審査会条例の廃止について。 

 本案は、地方自治法第252条の14第１項の規定に基づき、行政不服審査法第81条第１項の機

関の事務を高知県に委託することに伴い、本条例を廃止するものであります。 

 議案第３号室戸市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について。 

 本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営

の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の

一部を改正する法律が令和元年５月31日に公布され、同年12月16日から施行されたことに伴

い、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第４号地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について。 

 本案は、地方自治法等の一部を改正する法律が平成29年６月９日に公布され、令和２年４月

１日から施行されることに伴い、関係条例について所要の改正を行うため、本条例を制定する

ものであります。 

 議案第５号室戸市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について。 

 本案は、会計年度任用職員制度の施行に伴い、その任用形態等がさまざまであることから、

会計年度任用職員の服務の宣誓について、それぞれの任用形態等に合った方法で行うことので

きる旨を規定するため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第６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。 
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 本案は、室戸市行政不服審査会条例の廃止に伴い、同会長及び委員の項を削るとともに、室

戸市予防接種健康被害調査委員会設置条例の制定に伴い、同委員長及び委員の項を追加するた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第７号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 本案は、特定任期付職員として市立診療所の常勤医師を採用するに当たり、医師に対する地

域手当及び特殊勤務手当に関する規定を追加するため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第８号室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について。 

 本案は、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額について、多様な勤務形

態に対応できるよう規則への委任規定を設けるため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第９号室戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部改正について。 

 本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する

内閣府令が令和元年５月31日に公布されたことに伴い、幼児教育・保育の無償化に伴う食事の

提供に要する費用の取り扱いの変更等に関する所要の改正を行うため、本条例の一部を改正す

るものであります。 

 議案第10号室戸市予防接種健康被害調査委員会設置条例の制定について。 

 本案は、予防接種法の規定に基づき、市が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑

な処理に資することを目的として、室戸市予防接種健康被害調査委員会を設置するため、本条

例を制定するものであります。 

 議案第11号室戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定について。 

 本案は、芸東衛生組合の解散に伴い、同組合が行っていた一般廃棄物処理業務を令和２年４

月１日から本市が行うことに伴う所要の改正を行うため、室戸市廃棄物の減量及び適正処理等

に関する条例の全部を改正し、本条例を制定するものであります。 

 議案第12号室戸市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に

関する条例の制定について。 

 本案は、芸東衛生組合の解散に伴い、本市に帰属することとなる一般廃棄物処理施設等につ

いて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第２項または同法第９条の３の３第２項

の規定により、設置の届け出に際し、必要となる生活環境影響調査結果の縦覧及び当該届け出

に対する意見書の提出等について定めるため、本条例を制定するものであります。 

 議案第13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。 

 本案は、室戸海洋深層水の専用管パイプライン給水による使用料について、使用の実態に即

した料金体系への見直しを図るため、本条例の一部を改正するものであります。 
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 議案第14号室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 本案は、民法の一部を改正する法律が平成29年６月２日に公布され、令和２年４月１日から

施行されることなどに伴う所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第15号令和元年度室戸市一般会計第７回補正予算について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算、繰越明許費及び地方債の補正であります。 

 歳入は、特定財源の国・県支出金及び市債等は事務事業の確定または確定見込みなどに伴

い、所定の算定基準により補正しております。 

 歳出の主なものは、生活バス路線運行維持費補助金3,245万8,000円、生活保護費国庫負担金

返還金4,254万9,000円、国保会計に対する国民健康保険財政健全化支援繰出金4,935万

2,000円、地域医療対策基金積立金１億円、中山間地域所得向上支援対策事業工事費1,600万

円、農山漁村地域整備工事費2,850万円、市道整備工事費１億9,050万円、市内小学校ＧＩＧＡ

スクール構想事業に係る費用3,275万3,000円、市内中学校ＧＩＧＡスクール構想事業に係る費

用2,132万9,000円等の追加であります。 

 また、減額の主なものは、空き家改修事業費補助金1,824万円、防災対策用備品購入費

2,513万5,000円、後期高齢者支援金繰出金2,807万9,000円、国民健康保険基盤安定繰出金

1,099万2,000円、障害者自立支援給付費2,000万円、生活保護扶助費9,000万円、安芸広域市町

村圏事務組合負担金2,000万円、国民健康保険事業直診勘定繰出金1,271万3,000円、種子島周

辺漁業対策事業補助金2,593万5,000円、企業立地促進事業費補助金3,000万円、建築物耐震対

策緊急促進事業費補助金4,447万9,000円等でありまして、歳入歳出予算はそれぞれ１億

9,966万4,000円を減額し、総額153億1,844万7,000円とするものであります。 

 繰越明許費の補正は、追加が32件で、主なものは、空き家活用促進事業2,797万2,000円、室

戸市立診療所基本設計策定委託業務1,075万8,000円、農業水路等長寿命化・防災減災事業

3,100万円、漁村再生交付金事業6,000万円、企業立地促進事業費補助金3,000万円、室戸市営

住宅建替事業6,455万9,000円、防災コミュニティセンター整備事業２億3,773万8,000円、室戸

市内小学校ＧＩＧＡスクール構想事業3,275万3,000円、室戸市内中学校ＧＩＧＡスクール構想

事業2,132万9,000円等であります。 

 また、変更は１件で、社会資本整備総合交付金道路整備事業２億5,750万円の増額でありま

す。 

 繰り越しの理由としましては、関係機関等との協議や用地交渉に不測の日数を要したこと、

本年１月に発生した暴風災害によるものや新型コロナウイルス感染拡大に起因する中国工場の

閉鎖による影響、及び国の補正予算を財源として今回予算化する事業であることなどにより、

それぞれ年度内に完成が見込めないため、地方自治法第213条第１項の規定により、予算の繰

り越しを行うものであります。 

 また、地方債の補正は、補正予算債の追加及び各事業に伴う限度額の変更を行うものであり
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ます。 

 議案第16号令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第５回補正予算について。 

 本案は、事業勘定におきましては、歳入は、実績見込みにより一般会計繰入金を1,341万

6,000円増額するとともに、国民健康保険税を同額減額し、予算総額に増減なく歳入予算の更

正を行うものであります。 

 また、直診勘定におきましては、歳入は、室戸岬診療所における診療収入について、638万

8,000円の増額及び前年度からの繰越金を計上したことにより一般会計繰入金を1,271万

3,000円減額する等、実績見込みにより補正しております。 

 また、歳出については、診療時間の減等に伴い、医師報酬や医薬材料費等について減額する

ものであり、歳入歳出予算はそれぞれ527万5,000円を減額し、総額3,400万5,000円とするもの

であります。 

 議案第17号令和２年度室戸市一般会計予算について。 

 本案は、一般会計予算であります。 

 まず、歳入についてであります。 

 市税では、人口減少等の影響による市民税の減やたばこ税の減が見込まれるものの、軽自動

車税及び固定資産税が増額見込みのため、市税全体では対前年度比7.7％増となっておりま

す。 

 地方譲与税、各種交付金は、それぞれ前年度の決算見込額、地方財政計画、国の動向及び県

の試算等を勘案の上、計上しております。 

 また、財政運営を大きく左右する地方交付税につきましては、普通交付税が人口減少等特別

対策事業費など新たな算定項目の創設などにより基準財政需要額が増となることや地方財政計

画の伸び率などから推計し2.1％増、特別交付税は過去５年の交付実績から昨年と同額を計上

し、地方交付税総額では1.7％増となっております。 

 国・県支出金等の特定財源は、所定の算定基準により算定をしております。 

 繰入金は、財政調整積立基金繰入金やふるさと室戸応援寄附金基金繰入金等の減額により

16.8％減となっております。 

 市債については、普通建設事業費のうち単独事業費の増等に伴う増額により3.9％増となっ

ております。 

 次に、歳出についてであります。 

 歳出では、義務的経費のうち、人件費が給料及び会計年度任用職員制度の施行に伴う報酬等

の増額により12.6％増、公債費は公共事業等債や退職手当債等に係る元金の減少により1.7％

減となっております。 

 普通建設事業費は、市営住宅建設費及び社会資本整備総合交付金事業の減や室戸小学校給食

受配施設整備工事費や元小学校擁壁改修工事費の皆減などにより17.4％減となっております。 
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 また、積立金は、ふるさと室戸応援寄附金基金積立金等の増額により23.6％増となってお

り、物件費については、臨時職員に係る経費が人件費に移行したこと等により12.4％減となっ

ております。 

 新規事業の主なものは、国土強靱化計画策定事業に586万3,000円、耐震性貯水槽整備事業

7,519万6,000円、健康プログラム等事業2,000万円、芸東衛生組合解散に伴う事業費等１億

5,078万6,000円、旧椎名小学校体育館改修事業1,134万円、高規格救急車購入事業3,708万円、

室戸高校通学費援助補助金420万8,000円等を計上しております。 

 また、継続事業では、津波避難タワー整備事業3,321万4,000円、種子島周辺漁業対策補助事

業7,351万4,000円、企業立地促進事業費補助金6,000万円、市道等整備事業４億5,450万円、消

防屯所整備事業２億9,498万2,000円、市内小中学校非構造部材耐震化事業5,997万6,000円、閉

校を含む市内小中学校の既存焼却炉の解体撤去工事5,083万7,000円等を計上し、歳入歳出予算

はそれぞれ対前年度比２億9,719万3,000円、2.1％減の総額136億8,500万円となっておりま

す。 

 債務負担行為は、室戸海洋深層水体験交流センター指定管理料等について、また地方債につ

きましては、各事業に伴う限度額等を計上しております。 

 議案第18号令和２年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について。 

 本案は、国民健康保険事業特別会計事業勘定及び直診勘定の運営経費であります。 

 まず、事業勘定についてでありますが、歳入における保険税については、近年の収納実績を

見込み、対前年度比9.8％減の３億6,838万3,000円を計上し、医療費相当分等に対して交付さ

れる県支出金は20億3,010万1,000円を、一般会計繰入金は保険基盤安定繰入金等所要額を算定

し、対前年度比7.4％減の３億3,605万7,000円を計上しております。 

 歳出における事務経費に係る総務費については、対前年度比5.6％増の4,900万2,000円、保

険給付費については、前年度実績等を勘案し、対前年度比1.2％減の20億3,718万1,000円を、

県に対する国民健康保険事業費納付金については、県の試算により対前年度比9.0％減の６億

7,107万8,000円を計上しております。保健事業費においては、脳ドック、特定健診及び重症化

予防等の経費として、対前年度比8.6％増の3,449万5,000円を計上し、事業勘定歳入歳出予算

はそれぞれ対前年度比7,911万3,000円、2.8％減の総額28億29万円となっております。 

 次に、直診勘定についてでありますが、歳入については、前年度実績等を勘案し、診療収入

2,358万4,000円、一般会計繰入金4,647万円等を計上しております。 

 歳出にあっては、運営経費として総務費に6,203万円、医業費に1,372万5,000円等を計上

し、直診勘定歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比4,304万8,000円、124.6％増の7,760万

6,000円となっております。 

 議案第19号令和２年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について。 

 本案は、介護認定審査会の運営経費であります。 
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 歳入については、東洋町負担金及び一般会計繰入金を財源とし、歳出にあっては、委員の報

酬など審査会運営に要する経費を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比51万2,000円、

9.0％増の総額617万7,000円となっております。 

 議案第20号令和２年度室戸市介護保険事業特別会計予算について。 

 本案は、介護保険事業の運営経費であります。 

 歳入については、保険給付費等に係るそれぞれの負担割合により国・県・市負担金、支払基

金交付金を算定するとともに、第１号被保険者の保険料等を計上しております。 

 歳出における保険給付費については、平成30年度から令和２年度までの３年間を計画期間と

する第７期介護保険事業計画に基づいた介護報酬等を踏まえて、21億1,697万8,000円を計上し

ております。 

 また、地域支援事業費については、高齢者の総合相談や権利擁護、介護予防ケアマネジメン

ト等総合的支援を実施するために地域包括支援センターへの事業委託を行うとともに、高齢者

への介護予防事業等を行う経費として１億2,121万6,000円、その他介護認定調査等に3,655万

8,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比6,437万8,000円、2.9％増の総額22億

7,475万2,000円となっております。 

 議案第21号令和２年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について。 

 本案は、海洋深層水給水事業の運営経費であります。 

 歳入については、前年度実績見込額とし、歳出にあっては、海洋深層水の効率的かつ安定的

な給水業務のための運営経費並びに施設及び設備の維持管理費を計上し、歳入歳出予算はそれ

ぞれ対前年度比191万5,000円、4.4％減の総額4,150万7,000円となっております。 

 議案第22号令和２年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計予算について。 

 本案は、障害支援区分認定審査会の運営経費であります。 

 歳入については、安芸広域障害支援区分認定審査会共同設置市町村等負担金及び一般会計繰

入金等を財源とし、歳出にあっては、委員報酬など審査会運営に要する費用を計上し、歳入歳

出予算はそれぞれ前年度と同額の総額95万5,000円となっております。 

 議案第23号令和２年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について。 

 本案は、後期高齢者医療事業の運営経費であります。 

 歳入における保険料については、対前年度比1.3％減の１億9,913万4,000円を計上し、一般

会計繰入金は保険基盤安定繰入金等の所要額により算定しております。 

 歳出における後期高齢者医療広域連合納付金については、過去の実績を勘案し、対前年度比

0.9％増の２億8,515万6,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比145万3,000円、

0.5％減の２億9,064万3,000円となっております。 

 議案第24号令和２年度室戸市水道事業会計予算について。 

 本案は、水道事業の運営経費であります。 
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 業務の予定量については、給水戸数を6,820戸、年間総給水量を157万5,139立方メートル、

１日平均給水量を4,315立方メートルと定め、予算を編成しております。 

 収益的収支については、収入が対前年度比2.4％減の総額２億9,645万1,000円、支出は対前

年度比3.4％減の総額２億8,554万7,000円を計上しております。これにより、令和２年度の純

利益は1,190万4,000円と見込んでおります。 

 資本的収支については、水道施設の建設改良を予定しており、収入は当該建設改良に伴う国

庫補助金、企業債の借入金、簡易水道債の元金償還金に対する一般会計からの繰入金等で、対

前年度比15.4％減の総額１億6,549万5,000円を計上しております。支出は、対前年度比12.4％

減の総額２億4,166万6,000円で、その主なものは、耳崎・水尻配水管布設替工事などの工事費

及び企業債の元金償還金であります。 

 資本的収支においては、7,617万1,000円の財源不足となりますが、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補塡す

ることとしております。 

 議案第25号令和元年度旧室戸岬中学校校舎等解体工事請負契約の締結について。 

 本案は、令和元年度旧室戸岬中学校校舎等解体工事について、令和２年２月18日に指名競争

入札を行った結果、株式会社三谷組代表取締役三谷修一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26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変更につい

て。 

 本案は、令和元年７月５日付で株式会社三谷組代表取締役三谷修一氏と工事請負契約を締結

した平成30年度繰越明許30災市第５号菜生漁港災害復旧工事において、県内で多数の災害復旧

工事があり、作業船の確保が困難であったため、県外から回航したことにより、請負金額を変

更する必要が生じたため、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27号室戸市スジアオノリ等養殖施設における指定管理者の指定について。 

 本案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定手続

等に関する条例第４条第１項の規定に基づき、指定管理者の候補を選定しましたので、地方自

治法第244条の２第６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28号室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について。 

 本案は、公共交通活性化支援事業費補助金等を本計画に追加するため、過疎地域自立促進特

別措置法第６条第７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29号室戸市と高知県との間の行政不服審査法第81条第１項の機関の事務の委託に関す

る規約について。 
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 本案は、地方自治法第252条の14第１項の規定に基づき、室戸市と高知県との間の行政不服

審査法第81条第１項の機関の事務の委託に関する規約を定めることについて、地方自治法第

252条の14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30号農業委員会委員の任命についてから議案第39号農業委員会委員の任命についてま

で、以上10案は、現任の農業委員会委員10名が令和２年５月14日をもって任期満了となるた

め、農業委員会委員10名を任命することについて、農業委員会等に関する法律第８条第１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。 

 大変失礼いたします。先ほど山本議員から指摘のありました、農業関係での施設災害につい

ての件でありますけれども、面積の御指摘がありましたとおり、災害を受けた面積「7.3アー

ル」と申し上げましたけれども、「7.3ヘクタール」の間違いでございましたので、訂正をさ

せていただきます。大変申しわけありませんでした。 

○議長（堺 喜久美君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、９日月曜日の日程は一般質問であります。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午前11時21分 散会 

 

 


