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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４号） 

 

１．日 時  令和２年３月１１日（水） 

２．場 所  室戸市議場 
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  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 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２ 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３ 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 

  日程第４ 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 
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  日程第５ 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６ 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７ 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８ 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９ 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10 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11 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12 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13 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14 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15 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16 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17 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18 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19 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20 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21 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22 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23 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24 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25 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26 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27 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 

  日程第28 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29 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
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務の委託に関する規約について 

  日程第30 議案第30号 農業委員会委員の任命について 

  日程第31 議案第31号 農業委員会委員の任命について 

  日程第32 議案第32号 農業委員会委員の任命について 

  日程第33 議案第33号 農業委員会委員の任命について 

  日程第34 議案第34号 農業委員会委員の任命について 

  日程第35 議案第35号 農業委員会委員の任命について 

  日程第36 議案第36号 農業委員会委員の任命について 

  日程第37 議案第37号 農業委員会委員の任命について 

  日程第38 議案第38号 農業委員会委員の任命について 

  日程第39 議案第39号 農業委員会委員の任命について 

  日程第40 議案第40号 室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設にお

ける指定管理者の指定について（追加議案） 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第17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（堺 喜久美君） 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。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） ただいまから大綱質疑を行います。 

 質疑に際し、予算議案については、ページと款、項、目を御指摘の上、御質疑願います。 

 なお、自己の意見の多い質疑や議題外にわたる質疑については、御注意願います。 

 日程第１、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時３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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第２、議案第２号室戸市行政不服審査会条例の廃止につ

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。黒岩総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時４分 休憩 

            午前10時６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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第３号室戸市固定資産評価審査委員会条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時７分 休憩 

            午前10時８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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第４、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時９分 休憩 

            午前10時10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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第５、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時11分 休憩 
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            午前10時12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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。町田又一議員。 

○１１番（町田又一君） 本案について質疑をいたします。11番町田です。 

 任用職員の採用人数と平均年齢と年齢制限があるのかどうか、この３点についてお伺いをい

たします。 

○議長（堺 喜久美君） これ宣誓の議案です。 

○１１番（町田又一君）（続） 訂正します。 

○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） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第６、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時14分 休憩 

            午前10時16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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第７、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時16分 休憩 

            午前10時18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。 



－197－ 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第８、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時19分 休憩 

            午前10時22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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第９、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時23分 休憩 

            午前10時27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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第10、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を議題といたします。 
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 執行部から補足説明を求めます。辻保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時28分 休憩 

            午前10時30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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第11、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10時31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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。本案に対し質疑を行います。 

 23ページに第９条で審議会の規定がありますけれども、この審議会の委員というのは、別に

定めてあるんですかね。これは大体何名を予定しておって、その構成はどのように考えておら

れるのかお伺いをいたします。 

 そうか。審議会のほうに定めはありますかね。それには構成も書いてありますか。 

            （「はい」と呼ぶ者あり） 

○９番（濱口太作君）（続） そしたら、取り消します。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。本案に質疑をいたします。 

 議案書の23ページ、第10条で廃棄物減量等推進委員の項目ですけれども、一般廃棄物の減量

及び適正処理等について熱意と識見を有する者とはどういうことなのでしょうか。それから、

廃棄物減量等推進委員の委嘱することができるとありますが、これはどれぐらいの人員で、地

区別にはどういうふうに配置をする予定を考えているのかお伺いをいたします。 

 それから24ページです。第13条不法投棄の件ですけれども、結構市道沿いにとか、廃棄物と
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かが見受けられるところがあって、もう長年にわたって全然改善されないようなところもあり

ますが、この条例でいろいろ原状回復を命ずることができるとか、関係機関と連携をとり適切

な対応を図らなければならないとありますけれども、この長年にわたって指導しても、改善を

されない場合は、強制的にそのごみを撤去さすというふうな例があるのか、またそれはできる

のできないか、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。上松市民課長。 

○市民課長（上松富士樹君） 山本議員の１回目の質疑にお答えいたします。 

 まず、ページ23ページの第10条でございます。一般廃棄物の減量及び適正処理等について、

熱意と識見を有する者のうちからということで、これは現在、先ほど審議会等で、室戸市環境

審議会ということで、委員さんのほうを設置をしております。そうした中で、各代表者の方を

選定をしておりますので、そうした方を中心として、ごみの減量及び適正処理等について委員

として当たっていただいていることも考えているところでございます。 

 次に、ちょっと飛びまして、まず第13条の不法投棄のことをちょっとお答えをさせていただ

きます。 

 これ不法投棄なんですけれども、現在市内を巡回して不法投棄の場所をシルバーさんのほう

に委託をして巡回をしていただいております。その中で不法投棄があった場合は、シルバーさ

んが片づけれるところは片づけていただいて、できないところについては市のほうに連絡をし

ていただいて、そこで市のほうで対処するようにしてますけれども、ただその不法投棄の場所

ですよね、について私有地であったり、管理者があるところにつきましては、そこの管理者と

協議をしながら今後どういうふうにそれを撤去していくのかどうかというのは、市民課のほう

で協議をしているところです。 

 済いません。推進委員の地区とか人数につきましては、ちょっと今手持ちのほうに資料がご

ざいませんので、それまた済いません、ちょっと時間をとらさせていただいて答弁させていた

だきます。 

○議長（堺 喜久美君） 山本賢誓議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○１０番（山本賢誓君） ２回目の質疑をさせてもらいます。 

 その不法投棄の分で市道沿いとかによく放置をされているということ、それからシルバーの

方が新たな不法地域とか、そういうものもずっと巡回してくれてますけど、その市道沿いに不

法投棄と思われるものは、完全に私有地ですので、自分の土地へ置いちゅうということです。

それで、それらは当然美観を損ねることもありますし、役所のほうが発注する草刈り業務とか

にも影響を与えたりしゆうことがあるので、長年にわたっての放棄をずうっとそこにあるとこ

ろは、何らかの対応をとらないかんと思いますけれども、毎年不法投棄しちゅう分をのけてく

れとかというような対応をしているのかどうかということも聞きたいがですけど、そこのとこ

ろはどうですかね。 
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○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。上松市民課長。 

○市民課長（上松富士樹君） 山本議員さんの２回目の質疑にお答えいたします。 

 まず、美観を損ねるということで、不法投棄の件ですけれども、先ほども申し上げましたと

おり、シルバーさんのほうに巡回をしていただきまして、その報告のもとにどういうふうにす

るかということは協議をさせていただいております。 

 長年同じところというのは、またシルバーさんの報告はちょっと今手元にないので、見ては

ないんですけれども、報告がある分については、市の中で協議をしてどういうふうにするかと

いうことは、対応してるんですけれども、長年今のままでの状態で不法投棄が続いているって

いう場所につきましては、今後管理者の方とまた協議をしていきたいと思っております。 

 それと、ちょっと先ほどの後でお答えをしますと言ってました推進委員のことですけれど

も、これ実際現在は地区とか人というのは、まだ選定は個人を充てるというところまでは至っ

てはないです。大きくこういうふうに進んでいこうというところで、条例上でうたって、細か

いところはこれから設定をしていくという形を検討しておりますので、よろしくお願いいたし

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） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に関する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第12、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10時48分 休憩 

            午前10時52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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第13、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を議題といたします。 
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 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時53分 休憩 

            午前10時55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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。本案に対し質疑を行います。 

 まず、課長にお伺いをいたしますが、今回の改定は1,000立方メートルを超える使用料につ

いての改正ですが、使用水量が1,000立方メートルを超える企業というのは、何社あるのか。

そして、今回の改定により使用料はふえるのか減るのかお伺いをいたします。 

 次に、市長にお伺いをいたしますけれども、別表３の下に水産業振興の料金が定められてお

ります。今回この水産業振興の利用料金の見直しは検討しなかったのかどうかお伺いをいたし

ます。 

 この海洋深層水の給水事業特別会計におきましては、このところずうっと赤字会計が続いて

おります。そして、これを一般会計よりの繰入金によって賄われているのが現状であります。

これは特別会計の性格からいって、好ましい正常な形ではないというふうに思います。この状

況を改善するためには、使用量をふやすか利用料金をふやすか、こういう方向しかないわけで

すが、そろそろ水産業の料金についても見直しを行うべきではないでしょうか。この水産振興

の利用料金が工業関係と比べて、その他と比べて特別に安いですよね。これはパイプライン建

設のときに、国の水産関係の補助金が入っておるということと、また以前スジアオノリの養殖

を経営しておったのが、高岡の漁協さんですが、そこが経営状況が思わしくなかったというこ

とで、改定をせずに据え置かれたというふうに理解をしております。しかし、今、今回、スジ

アオノリの養殖を行っております三島食品さん、非常に優良な企業さんでありますし、この事

業によって利益も上げておられると思います。あとのほうで議案としても出てきますが、ちょ

うど３月で指定管理が切れ、更新の時期となっております。ぜひこういう機会を捉えて、三島

食品さんと料金改定の話をですね、協議を持つべきではないかと思いますが、市長の考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

○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） 濱口議員の質疑にお答えをさせていただきたいと思います。 

 私への質疑は、水産振興における利用料金の見直しの検討はされなかったのか、あるいは現

在三島食品さんがスジアオノリを栽培される中で、その事業もなかなか生産性を上げているん

じゃないかということで、協議をされてはどうかという御提案じゃなかったかというふうに受

けとめております。 
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 協議はさせていただきましたが、今の時点の中でこの水産振興に使われている量が非常に多

い量なので、この今の料金10円を上げるということについては、今はちょっとちゅうちょした

ところでおりまして、今後三島食品さんだけでなくして、水産振興面で深層水を活用してく場

合、全体的なことも考えながら、なお協議は深めていこうと考えておりますので、しばらく時

間をいただきたいというふうに思います。検討していかなければならない課題だというふうに

受けとめております。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 濱口議員の質疑にお答えいたします。 

 初めに、1,000立方を超える使用量をしている企業が何社ということでございますが、

1,000立方、この料金は一月単位ですので、一月を超えるのは、全部で５社がこのパイプライ

ンを利用しておりまして、一月1,000立方を超えるのが４社ございます。５社のうち４社が

1,000立方を超えております。 

 それから、今回の使用料改正によっての影響額でございますが、平成30年度の企業からの給

水実績によって試算いたしますと、約200万円の使用料の減収を想定しております。先ほど説

明いたしましたが、給水企業の買いしぶりの解消でありますとか、利用促進を図って、できる

限り収益が下がらないように努力してまいります。 

○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） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第14、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。西村財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時３分 休憩 

            午前11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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

 健康管理のため、11時20分まで休憩いたします。 
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            午前11時５分 休憩 

            午前11時20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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第15、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20分 休憩 

            午後０時６分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 正会に復します。 

 昼食のため午後１時10分まで休憩をいたします。 

            午後０時７分 休憩 

            午後１時７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。 

 執行部から補足説明を求めます。松下地域医療対策課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時７分 休憩 

            午後１時35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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。若干質疑を行いたいと思います。 

 ９ページの繰越明許費の補正の中で若干お聞きをしたいと思います。 

 先ほどの財政課長の説明では、全体の繰越予算額は12億1,674万4,000円で、そのうちの既決

予算の繰越額が８億9,261万2,000円、それと３月補正予算で繰り越す額が３億2,413万2,000円

というふうな説明があったと思います。それで、３月の補正予算の繰り越しは別にして、既決

予算で繰り越しちゅう分のうちで若干お聞きをしたいと思います。 

 それで、既決予算のうちで特に当初予算に計上されております項目で若干お聞きをいたした

いと思います。 

 これは９ページの津波避難救命艇購入業務1,846万5,000円、それから指定ごみ袋製作委託業

務495万6,000円、それから水産物供給基盤機能保全事業1,550万円、企業立地促進事業費補助

金3,000万円……。 

○議長（堺 喜久美君） 当初予算書。 



－204－ 

○６番（小椋利廣君）（続） ページは10ページ。９ページと10ページ。10ページは水産物供

給基盤機能保全事業1,550万円、それから企業立地促進事業費補助金3,000万円、むろと廃校水

族館磨き上げ事業6,755万1,000円、それから老朽住宅除却事業3,050万6,000円、それから９月

議会で補正をした室戸市立診療所基本設計策定委託業務1,075万8,000円、これらについてちょ

っとお聞きしたいと思いゆうのは、先ほどの財政課長の説明では、関係機関との協議を要し、

不測の日数を要したというふうな話があったと思うがですが、これ当初で組んだ予算が１年も

かけて本当にこんなに関係機関との協議に不測の日数がかかったのかというふうに考えており

ます。 

 例えば９ページの津波避難救命艇購入事業、これらはこんな関係機関との協議に不測の日数

を要したのか。それから、指定ごみ袋の製作の委託業務、これらもそうです。 

 10ページの水産物供給基盤機能保全事業、それから企業立地促進事業費補助金、住宅の除却

事業補助金とか、いろいろな事業があって、その中で当初で組んだ予算がどうしてこんなに繰

り越しをせないかんのかというところを聞きたいと思うて、それでこれらの中で契約ができち

ゅうものについては、工期、それから契約ができてないものについては、大体の完成の予定年

月日、それから先ほどの財政課長の話では、全部関係機関との協議に不測の日数を要したとい

うことになってましたきん、これらについて個々にどうして繰り越しになったかという理由が

あると思うがやけんど、それをお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。西村財産管理課長。 

○財産管理課長（西村城人君） 予算書の10ページで、老朽住宅除去事業費について小椋議員

にお答えします。 

 これ自体、51ページの歳出のところでちょっと説明不足で済いませんでした。国費の年度間

調整の関係ということで枠がありまして、まずことしこの補助金をやったのも、まずは繰り越

してきて、どういいますか、やりくりして突き出し方式といいますか、繰越予算を先に使う

て、現年度予算を使って、余りをまた繰り越すというやり方を何年間かずっと続いておりま

す。その関係でことしの事業はまず繰り越した額から使って、ことしの予算を使うと。それ

で、また余ったのを翌年度へ繰り越して繰越予算を使うというのがずうっと続いているもので

す。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 小椋議員の質疑にお答えをいたします。 

 10ページの水産物供給基盤機能保全事業でありますけれども、これは羽根漁港のストックマ

ネジメント事業、老朽化した構造物を直す事業でありまして、この事業につきましては、平成

30年度の繰越分が若干工事がおくれたことがあります。その理由といたしましては、災害復旧

事業等がありまして、これらの災害復旧事業、早急に直さないかんというようなことがありま

して、それとちょっとダブったこともありまして、ちょっとおくれました。 
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 それとあと、漁協との施工時期の調整等にも時間をちょっと要したということで、今回繰り

越しということになりました。発注時期といたしましては、５月ごろを予定しておりまして、

完成は10月ごろを予定をしておりますが、天候等により若干延びる可能性もあります。12月ご

ろまではかかるとは思いますが、以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 大西防災対策課長。 

○防災対策課長（大西 亨君） 小椋議員の質疑にお答えします。 

 ９ページの繰越明許費の上から３つ目、津波救命艇購入業務です。繰り越しの理由といたし

ましては、関係機関との調整に時間を要したということですが、議員さん御指摘の当初予算に

計上していたのにどうしておくれたということですが、昨年度から今年度に繰越業務として２

艇分を繰り越しをしておりました。その昨年度から今年度へ繰り越した２艇目のシート、座席

の作製に不測の日数を要したということで、昨年度から繰り越してきたものの終了が９月30日

になりまして、その後の発注となりましたので、今年度の２艇目の分が来年度へずれ込むこと

として繰越明許費で計上させてもらっております。 

 購入の期日ですが、現在は３月23日の引き渡しとしておりますが、繰越業務により５月中の

納入を予定をしております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 上松市民課長。 

○市民課長（上松富士樹君） 小椋議員さんの質疑にお答えいたします。 

 ９ページの上から４つ目、指定ごみ袋製作委託業務でございます。これが繰り越しになった

理由でございますが、受注者の工場が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

による影響で、操業が中止となりまして、ごみ袋の納入が今年度にはできなくなったというこ

とで、納期を今のところ令和３年３月までという形で延ばして繰り越しのほうの措置をとって

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） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 小椋議員の質疑にお答えいたします。 

 10ページの下から５つ目の企業立地促進事業費補助金の繰り越しの理由というお尋ねでござ

いましたが、この補助金は事業所の新設及び増設に対する支援でございまして、ことしの事業

者からの申請自体が12月11日にございました。それから、審査会を開いてこの補助金の交付決

定が12月19日になっております。それ以降に事業に着手しまして、３月末の完成をお願いして

おりましたが、どうしても間に合わないということで、繰り越しをさせていただいたわけで、

完成予定は６月末を予定しております。 

○議長（堺 喜久美君） 和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 小椋議員のむろと廃校水族館磨き上げ事業の繰り

越しについての御質疑にお答えいたします。 

 本事業は、高知県観光拠点補助金の補助事業として実施しておりまして、手続としては４月
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から補助申請に向けた事前協議を行い、５月には補助事業の採択、申請、その後、交付申請い

ただいたのが６月下旬となりました。７月末に設計委託業者を決定して、11月29日に本工事の

契約、30日から３月25日までの工期で工事を行っておりましたが、建物の主要構造である特殊

鋼材の在庫不足により、年度内完成が見込めなくなったため、工期を４月30日まで延長するこ

ととして、高知県とも協議を行った上、繰越明許をするものでございます。 

 この６節の755万1,000円のうちには、12月の補正にも上げさせていただいて、議決いただい

たものも入っておりまして、この件につきましては、来年度、高知県の事業として採択してい

ただこうとしていた事業がございますが、その分を県のほうが補助枠の関係で前倒しをしても

らえないかという形で、12月に入れた関係で、工期自体はなかなか年度内の完成が見込めな

い、繰り越しが前提となっているといえばあれですけれども、前提として工期がとれないため

に、繰り越しとさせていただいております。この辺の完成につきましては、６月20日を予定し

ております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 小椋議員の御質疑にお答えをします。 

 ９ページ、繰越明許費の補正の中ほどにあります室戸市立診療所基本設計策定委託業務であ

りますが、これにつきましては９月補正で予算計上いたしておりましたが、新診療所に係る安

芸医療圏での病床確保が当初12月中を予定をしておりましたが、特例申請によりまして、本年

２月中ほどとなったことから年度内完成が見込めず、繰り越しを行ったものであります。 

 今後の予定といたしましては、今月中に業者選定を行い、来年度６月末を期限として取り組

んでいきたいと考えております。以上でございます。 

○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） 小椋利廣。２回目を若干質疑をしたいと思います。 

 先ほどの市民課長の話では、指定ごみ袋製作委託業務について、コロナウイルスの関係があ

って繰り越すという話があったわけですけれども、これ当初で組んじゅうと思うがですよね、

予算を。このコロナウイルスのいろいろな事案が出てきたのが、去年の12月ごろの話ですき

ん、こんなもん、このごみ袋つくるばあの委託業務の490万円ぐらいのもんやきよね、ぱあっ

とやったらできると思うがよね。これがどうして12月のコロナウイルスの時期にまでにこんな

に延びてきたのか。こんなもの早うぱっとつくるだけの話やきん、製作するだけの話やきん、

早うできるんやないかなあと思うて、僕は思うのやけんど、その付近をもう一度お聞きをした

いと思います。 

 それから、椎名の廃校水族館のことですけんど、これらは当初予算で設計委託料も276万

5,000円と、設計委託料を組んで、それから工事費が4,860万5,000円という事業費の中で、そ

れで5,137万円という全体予算を組んじゅう中で、工事自体が実際発注せられてないずくに、

12月にまた大きく何ぼやったかな、12月に2,481万6,000円という追加で補正しちゅうわけよ。
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今回それで繰り越しちゅう予算が6,755万1,000円という予算を繰り越しておりますよね。これ

らについて12月で2,480万円も補正をした中で、今回また繰越予算が6,700万円ということは、

800万円余りの金額もここで落ちちゅうわけですよね。どうしてこんだけのもんで、12月に補

正をして今回また繰り越しで800万円も落とした金額がどうして繰り越しになるのか、もとも

との基本設計というのがどこに設計委託料を使うて出てきちょったのかというところが不思議

でおれんわけよ。12月にもう2,400万円もの金を補正予算を組んで、今回またその繰り越しち

ゅう金も6,755万1,000円やきん、860万円ぐらい落ちた金で繰り越しをしておりますわね。こ

の理由がどうしても僕はわからんがですよ。それやったら、12月の補正のときも、この今落と

しちゅうこの金額860万円も、こんだけも補正せえでもよかったやないかというふうに思うが

ですわ。この中には若干入減があったかもわからんけんど。設計自体が、設計委託料も276万

5,000円も当初に組んじゅうわけやきん、そういうことの中でやっぱり設計自体が確実にでき

ていきよったのかどうか。基本はあのプールの上に当初は屋根を載せるという話だけやったと

思うがよ。あんなもん、ほんじゃきん、既設のかっちりしたもんの上に載せるだけのもんやき

ん、わからんとかというような話ではないと思うがやけんど。どうして、ほんで12月にも

2,400万円も補正をした、今回落とすのも860万円も落とした金で繰り越しをしたのか、その付

近の説明をもう一度お願いしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。上松市民課長。 

○市民課長（上松富士樹君） 小椋議員さんの２回目の質疑にお答えいたします。 

 まず、この指定ごみ袋の製作の委託業務でございますが、契約年月日が昨年の10月30日で契

約をしています。納期が３月20日ということでの契約の期間でございますが、今月、先月あた

りから業者のほうに納入は本当に３月20日にできるのかということでお聞きをしますと、やは

り工場が中国にあって、コロナのウイルスの関係で工場はストップしたということで、３月

20日までの納期には間に合わないという話になりまして、繰越明許の手続をとらさせていただ

いたところです。 

 それで、契約が10月よりもっと早くできなかったかというところでございますが、確かに契

約のほうがもっと早くできたんではないかなと思うんですが、在庫の調整とか、そういったこ

とも見ながら、時期を見て契約をしましたので、今年度は10月30日の契約となったところでご

ざいますが、今後はもっと早く契約ができるような早期の取り組みを行いたいと思っておりま

す。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 小椋議員の御質疑にお答えいたします。 

 この椎名の大屋根、ひさしの部分ですけれども、設計の中で大屋根の構造的な一応強度的な

問題で一部内容を変更したことがございまして、一つの大きな大屋根を２分割させてもらう経

過がございました。当初の分で大きな屋根のほうを、３分の２の屋根のほうを施工させていた
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だくとして、それを発注させて、工事を進めておりました。その入減額が出ております。その

後、12月補正でもう一つの南側の小さな屋根をつくるということで、補正予算を上げさせてい

ただいて、別の工事で発注をさせていただいております。ですので、当初の分はまだ工事中で

あったので、そのまんま予算としては残させていただいておるところでございます。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） ６番小椋。もう一回ちょっとお聞きしたいと思いますけんど、先ほど

の市民課長の話では、発注時期が10月30日になったと、こういう話ですけんど、当初で組んだ

予算が10月までいかいでも、どうせつくるがやったらはようつくったら、発注したらそれで済

んでいくがやないかなあと思うてわしは思うのやけんど、その付近もう一回ちょっとお聞きを

したいと思います。 

 それから、廃校水族館の話で、水槽の上を２分割に分けて発注をしたと、こういう話ですけ

んど、もともとはあそこはプールが一つしか、もう決まったプールやないですか。それを屋根

をつくるのについて、どうして２分割に分けて発注せないかんのか、全体的にかけたらそれで

終わることやないかなあというふうに思うわけやけんど、その付近をもう一度お聞きしたいと

思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。上松市民課長。 

○市民課長（上松富士樹君） 小椋議員の３回目の御質疑にお答えをいたします。 

 もう少し早く発注ができなかったかということなんでございますけれども、まず在庫を見な

がら発注をかけている関係もありまして、その発注の時期が10月30日の契約ということで、今

回行ったところでございます。今後も在庫の状況を見ながら、その発注時期を早期にできるよ

うなことを検討していきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 小椋議員の３回目の御質疑にお答えいたします。 

 設計変更の主な理由は、１つは強度関係、強度不足が心配された点でございまして、当初予

算で計上させていただいたときの概算見積もりの設計内容について、やはり実施設計に入ると

きに現地での強風対策、台風が来るとわかっていれば、事前に帆を畳んでその強度に心配なく

過ごせるかもしれませんけれども、突風が吹いた場合、テントを張っていた状態で突風が吹か

れた場合に、やはり強度的な心配があるというふうな提案がございました。やはりお客様が入

っていく関係で、そこは万全を期したらいいだろうと、期したほうがいいだろうということ

で、強度の高い設計変更にした関係で、金額面においてもそうです。構造的にも２分割にした

ほうがいいということの判断のもとで、２分割にさせていただいたところでございます。以上

です。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 
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            〔「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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第16、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。 

            午後２時３分 休憩 

            午後２時10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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

 健康管理のため午後２時半まで休憩いたします。 

            午後２時11分 休憩 

            午後２時29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。 

 ここで皆様にお願いがございます。 

 本日３月11日は東日本大震災が発生した日でございます。東日本大震災でお亡くなりになら

れた多くの方々の御冥福をお祈りするため、１分間の黙祷をささげたいと思います。 

 御起立を願います。 

            〔全員起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 黙祷。 

            〔黙  祷〕 

○議長（堺 喜久美君） お直りください。 

 御着席願います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第17、議案第17号令和２年度室戸市一般会計予算につい

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、休憩します。 
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            午後２時31分 休憩 

            午後３時48分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 再開いたします。 

 健康管理のため午後４時まで休憩いたします。 

            午後３時48分 休憩 

            午後４時１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。 

 本日の会議時間は、議案第17号令和２年度室戸市一般会計予算についてが終了するまで、あ

らかじめ時間延長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、本日の会議は議案第17号が終了す

るまであらかじめ時間延長することと決しました。 

 執行部の補足説明を求めます。寺岡人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時１分 休憩 

            午後５時26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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。河本竜二議員。 

○１番（河本竜二君） １番河本。２点ほどお聞きをしたいと思います。 

 まず１点目は、予算書の109ページお願いします。 

 ６款１項３目12節の委託料をちょっとお聞きをいたします。旧椎名小学校体育館改修工事設

計委託料についてお聞きをいたします。 

 設計委託料というのは、僕の認識の中では人件費、諸経費、技術料プラス消費税などと自分

なりに理解をしておりますが、1,134万円と設計委託料が高額になっておるように思います。

これほどの金額になるということは、工事費、事業費はかなりの億を超える金額になろうかと

思いますが、この委託料は事業費の大体何％ぐらいに当たるんでしょうか。また、事業費はど

れぐらいかかる予定をしておるのか。そして、どのような施設を考えているのかをお聞きをい

たします。 

 それと２つ目は、ページ、予算書137ページお願いいたします。 

 ９款３項１目14節ですか、室戸中学校多目的トイレ改修工事についてお聞きをいたします。 

 多目的トイレを設置するのは、とても重要なことだと思います。委託料84万4,000円、工事

費1,474万円、両方で1,558万4,000円とかなり高い金額になっているように思います。新築で
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はなく、改修工事でこれほど高額になるというのは、洋式便器と温水シャワーの設置をすると

説明資料にはありますが、便器を幾つ設置をし、シャワーを幾つ設置をするのかをお聞きいた

します。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 河本議員の御質疑にお答えいたします。 

 このトイレの件なんですけれども、シャワーは１カ所です。電源につきましては、今電源の

数まではちょっと確認ができてはいませんが、改修するちょっと具体的な内容を少しお話しさ

せていただきたいと思います。 

 このトイレは温水シャワーが要りますので、まずガス給湯器の設置が必要になります。そこ

では、シャワーを使いますので、トイレとはいえ、壁や天井はお風呂のところに使うバスパネ

ルと下はタイルで使用する予定となっています。この子供さんがちょっと医療器具もお使いに

なりますので、その医療器具を置く保管庫をつける予定としています。そのほかにトイレのほ

かに汚物流しなども別にちょっとつくる予定となっておりますし、もともと普通のトイレだっ

たのを改修しますので、入り口のドアも自動の引き戸というか、それのドアも改修をする予定

にしています。 

 金額に関しましては、学校などの公共施設の改修などにつきましては、使用する材料とか工

法は、品質や性能を確保するためということで、国土交通省から出ております公共建築改修工

事標準仕様書を基本として設計や工事を行っているところです。算定方法に用います数量につ

きましても、公共建築数量積算基準が国のほうにありまして、諸経費につきましても、公共建

築工事共通費積算基準に基づいて算出をしておるところでございますので、価格的には適切に

積算はされているものと考えているところです。ただ、今回の当初予算の額につきましては、

あくまで予算ですので、まだきちんとした設計ができておらず、実際この子供さんが今通って

ます小学校での改修をもとに予算の計上をさせていただきましたので、少しこれより金額とい

うのはもう少し下がる価格になっていくのではないかと思っています。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 河本議員の御質疑にお答えいたします。 

 議員御案内のとおり、設計委託料につきましては、直接人件費、それから諸経費、技術諸経

費、それに消費税がかかっての見積もりとなっております。内容につきましては、この建物は

昭和53年建築であることから、新耐震の建物ではないということで、耐震診断等、補強設計が

必要だということで、通常の設計よりは経費がかかるというふうに聞いております。この金額

につきましても、業者見積もりを参考にさせていただいて、聞き取りの後、計上させていただ

いておる金額でございます。内容につきましては、先ほど言いましたとおり、直接人件費に諸

経費を掛けて、それから技術料の経費がかかります。消費税も10％をかけて、その上で耐震評

定料というのもあります。これは合格を受けるための耐震評定料なんですが、合計で1,134万
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円という金額になっておりまして、いずれにしましても、この業者見積もりに基づいて市のほ

うで精査をさせていただいて、入札にてこの委託先を決めますので、金額につきましてはこの

金額よりは下がるものというふうには考えております。 

 ２点目の何％かというのも、直接人件費に基づいて諸経費がかかるものですから、建物の総

額が決まってないので、何％ということは、今はちょっと申し上げることができません。た

だ、業者さんと話をしていくうちに、大体１億円前後ぐらいじゃないかというふうなお話を聞

いておりますけれども、いずれにしても、内部をどうするか、それから外装をどうするか、部

材によって金額が変わってくるものですから、そのあたりを含めてその前後で抑えれたらなあ

というふうには考えております。 

 この建物、どういう建物にするかということですが、やはり建物の意義というのを重要視し

たいと思っております。むろと海の学校は、平成30年４月26日にオープンをしまして、初年度

は16万8,333人、２年目の今年度においても、３月を除いた11カ月で14万6,690人、合計で31万

5,023人の入館者を集めております。本市においては、これは群を抜く観光拠点というふうに

なっております。この集客効果は施設の入場料だけでなく、地域経済に与える傾向も多いと思

います。 

 室戸世界ジオパークセンターで、施設来館者の室戸に滞在する間の消費する金額アンケート

というのを今とっております。そこで、使用金額が最も多いゾーンがお客様からお答えいただ

いたのが5,000円から１万円というお答えが一番多いゾーンになっております。これは仮にで

すが、１人当たりの消費した額を中間の5,000円から１万円の中間の7,000円といたしますと、

１年平均15万人が室戸市に来られるとして、単純計算をいたしますと、年間で10億5,000万円

の経済消費がされているということになります。 

 また、施設は全国的な認知度、それから注目度が非常に高い施設でございまして、この価値

を維持拡大していくことは重要なことであるというふうに思っております。 

 この体育館の改修につきましては、廃校水族館のコンセプトを生かしつつ活用することで、

施設全体の価値を上げることができるというふうに思っております。 

 まず、教育旅行や団体、大型の団体など、これまでスペース的な問題で十分に受け入れがで

きなかったという経緯を聞いたことがございます。お聞きをしております。ですので、こうい

う体育館を整備することによって、新たなターゲット層を呼び込むことができるというふうに

考えております。来られた方の満足度も上げれることができるというふうに考えております。 

 また、施設の展示活用スペースが広がることによって、新たな展示物をふやしたり、講演会

などができるようになります。 

 そして、地元の方々もやはりこの体育館を直してもらいたい、使いたいというふうな利用の

御要望があります。伝統芸能の継承とか、各種会合など、地域コミュニティーの向上にも資す

ることができるんじゃないかというふうには考えております。 
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 こういったフレキシブルな目的で非常に利活用の高い建物になるというふうに考えておりま

して、この施設、周辺の観光施設とつなげていくことによりまして、観光周遊、それから観光

消費額の増加につなげていけるものというふうに、そういう施設になっ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） 河本議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○１番（河本竜二君） ２回目の質疑をいたします。 

 まだどういうふうな内容にするかは、まだよく決まってないということなんですね。思いだ

けということなんですね。やっぱりこういうものをつくるに当たって、やっぱりある程度のビ

ジョンとか計画を立ててやらないと、どんどんどんどん予算が膨らんだりしぼんだりすること

になると思いますので、やっぱりちゃんとした計画を立てて、こういうものにするというふう

にして、こういう予算を上げてこないと、先々どんなになるかわからないでは、やっぱりだめ

だと思います。 

 それで、10億円の費用対効果があると予想しているということでしょうか。さっきの……。 

○議長（堺 喜久美君） 答弁。 

○１番（河本竜二君）（続） それが費用対効果が10億円ぐらいあるということなのか、次に

もう一回お願いします。 

 それと、多目的トイレのことでももう一回質疑させてもらいます。 

 やっぱり課長の説明でいろいろ基準はわかりましたが、やっぱり洋式便器１つと温水シャワ

ー１つをつけるに当たり、一般感覚からすると高過ぎるように僕は感じます。 

 私、このことをちらっと耳にしまして、ある業者さんに聞いたところ、便器とシャワー室を

つけるんで100万円ぐらいあれば、余裕を持ってできるだろうという返事をいただいておりま

したので、ちょっとかけ離れているなと思いましたので、質疑をいたしました。 

 これは合併浄化槽のような大きなものを設置をするんでしょうか。それで、こればあの金額

になっておるのか、それをちょっとお聞きをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 河本議員の２回目の御質疑にお答えいたします。 

 費用対効果が10億円かという御質疑だったと思いますが、費用対効果と申しますと、この体

育館を直すことによって、そこで10億円を稼げるかというふうな形になるかとは思いますが、

あくまでこの体育館を直すことで、廃校水族館に来られるお客様を維持することによって、室

戸市で落とす観光消費額が10億円である。これはあくまで仮定でもございます。ジオパークセ

ンターのアンケートに基づいた仮の数字ではございますけれども、室戸市全体にそれぐらいの

数字が落ちるという計算上の金額でございますので、この今の廃校水族館の来館者を維持する

ことによって、将来的にも大きな室戸市全体に経済効果があるというふうに考えていただいた

らということを思います。よろしいでしょうか。 
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○議長（堺 喜久美君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 河本議員の２回目の御質疑にお答えさせていただ

きます。 

 100万円ということで、業者の方からお話があったということなんですけれども、先ほど少

し詳しく天井にはという話をさせていただきまして、それの今見積もりの部分が手元にありま

すので、お話をさせていただきますと、壁とか天井につけるバスパネルで見積もりをとってお

りますところが、それだけで150万円ほどかかっているところになっています。先ほども申し

上げましたように、学校などの公共施設はやはり国土交通省の出している基準にのっとってや

っておりますので、こういう金額になるのではないかと考えているところです。 

 済いません。合併浄化槽とか、そういうものではなくて、やっぱり主のトイレの中の改修に

なっているところです。そこだけになります。 

○議長（堺 喜久美君） 河本議員の３回目の質疑を許可いたします。 

○１番（河本竜二君） ３回目を質疑させてもらいます。 

 先ほどの椎名小学校の件ですが、事業開始はいつぐらいに始まっていつぐらいに完成をさす

予定か、それとまたこういったちょっと高額なものをやっぱり市長も言っておられましたの

で、高額になるものや疑問に思うようなことはセカンドオピニオン、第三機関を利用するとい

うような答弁を昨年の議会でいただいたように記憶しておりますけれども、これからどうして

いくのか、それと多目的トイレのことに関しましては、事情等あると思いますが、やっぱりこ

の予算だけ見ると高いように感じますので、これもやっぱりセカンドオピニオンとか、いろい

ろ精査していってもらいたいと思いますが、そういうものを今回の物件に対して両物件はセカ

ンドオピニオン等受けたのか、また受けるつもりがあるのかをお聞きをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 河本議員の３回目の御質疑にお答えをいたしま

す。 

 まず、いつからいつまでを考えているかということですが、この予算を議決いたしました

ら、やはり地元の人との協議とか、現地の指定管理者との協議も深めていきたいと思っており

ます。また、工事の手法ですね、狭隘な敷地になっておりますので、どういうふうな手段で工

事ができるか。それと、そうしたことも並行してやっていきます。設計委託なので、今年度に

つきましては、設計委託事業を完了させるということが目的でございます。 

 事業につきましては、順調にいけば、来年度の当初予算に計上させていただきたいというふ

うな流れで考えております。 

 セカンドオピニオンにつきましては、予算上で計上させていただいております。ですので、

実施設計の建築費が固まります前に適切な設計であるかということをタイミングを見てセカン

ドオピニオンを出して見ていただいて、適切な価格で建設ができるように進めてまいりたいと
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いうふうに思っております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 河本議員の３回目の御質疑にお答えいたします。 

 セカンドオピニオンにつきましては、この当初予算のほうにはちょっと計上ができておりま

せんが、今後何らかの形で進めていけれるように考えていきたいと思っています。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕。本案について質疑をしたいと思います。 

 予算書の110ページ、６款３目14節工事請負費1,015万3,000円の自然体験型の交流宿泊施設

の改修工事について質疑したいと思います。 

 課長の説明の中で、電源が足りないということをお聞きしましたけれども、オープンしてま

だ何日もたってないんですわね。なぜ当初でそれがわからないのか、どうして最初からそうい

うことも計算して電源を確保できなかったか。最初はわからなかって、電源が足りないという

ことがいつごろわかったか、それをちょっと聞きたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 田渕議員の御質疑にお答えをいたします。 

 自然体験型観光交流宿泊施設ｂａｓｅ55の電源設備については、御説明申し上げましたとお

り、旧ライダーズインの電源設備を使っております。現在の宿泊状況の中では、電源は足りて

おります。足りておりますが、最近のお客様の動向を見た場合に、例えば1,200ワットのヘア

ドライヤーを持ち込むお客様、御自分の機械を持ち込むお客様は大変多くあるというふうにお

聞きをしました。部屋にもコンセントがあることですから、自由に使っていただくことは構わ

ないんですが、もし同時に使っていった場合に、そういった危険性があるというお話を聞きま

した。その聞いた時期につきましては、この１月ぐらいですかね、はっきり記憶はございませ

んけれども、１月ぐらいに、もしかしたらそういう場合があるかもしれんので、キュービクル

の設置を検討したほうがいいよっていう話は聞きました。ただ、今のままでもいけないことは

ないんです。ないんですが、やはり施設の安全性を考えた場合、途中で電源が落ちるというこ

とも、大変お客様にも申しわけないということもありますので、できたらキュービクルに変え

ておいたほうがどういったことがあっても、電源としては安定的な供給ができるので、ぜひ変

えさせていただきたいと思いまして、計上させていただいたところでございます。本当に当初

からそうした想定ができればよかったんですが、今の段階になって申しわけございません。 

○議長（堺 喜久美君） 田渕議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○３番（田渕信量君） ２回目の質疑をしたいと思います。 

 当初から要するに今の電源でも足りるということなんですわね。足りるんやったら、結局そ

ういう過程で要するに設計、あるいは建物、施設をつくるときに、ライダーズインのときの電

源と箱物を何度がつくりましたわね。それプラスの計算というのはしてなかったんですか。 
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○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 田渕議員の２回目の御質疑にお答えします。 

 建物の設備自体の電源許容量は足りております。足りておりますが、先ほど申し上げました

とおり、最近のお客様は高い消費電力の電化製品を持ち込まれる傾向があるというところまで

には気がつきませんで、そうしたことの想定を考えた場合に、安全マージンをとってキュービ

クルを設置したいというところでございます。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。何点かお聞きをしたいと思います。 

 まず、ページ54ページの２款総務費、１項総務管理費の６目企画費で、18節の負担金補助及

び交付金の中の公共交通活性化支援事業費補助金1,213万1,000円、これは何かバスを買うこと

についての補助金やろうか。例えば、ほんでバスを買うのやったら何人乗りぐらいのバスを買

うのか、いつごろを予定しているのかということでお聞きをしたいと思います。 

 それから、60ページの２款総務費、２項総務管理費、13目防災対策費の中で14節工事請負費

の中の津波避難施設等整備工事費の中で、耐震性の貯水槽かな、この貯水槽をつくるという話

ですけんど、この貯水槽、40トンの貯水槽と言いましたかね。それで、この40トンの貯水槽を

つくると、今市が持っております給水車に直接、貯水槽から給水車に直接とれるのか、それか

ら直接とれるとして、それを配達できるとするならば、給水車何台分いけるのか、これを１つ

お聞きをしたいと思います。 

 それからもう一つ、17節の備品購入費ですかね、これ防災対策用の備品購入費、こっちらに

ようわからざったけんど、段ボール用の何かほかにもまだ買うというふうな話やったと思うが

ですが、ここちょっと全部よう聞きませんでしたので、もう一度お聞きをしたいと思います。 

 それから、101ページの５款農林水産業費の２項林業費、３目林業振興費の中で、12節の委

託料の中の市有林立木伐採事業委託料300万円、これは先ほどの課長の説明によると、ウバメ

ガシの中、ウバメガシもしくはカシの中に線虫がおるということで、これらの調査をするのに

委託料という話やったけんど、面積はどれぐらいの面積を調査をするのか。それから、この対

象となる市有林の面積はどればぁあるのか、これがわかればウバメガシ、カシ類、別にできた

らお願いをしたいかな。 

 それから、109ページの６款商工費、１項商工費、３目観光費の中で、12節委託料の海洋深

層水体験交流センター指定管理料3,920万円で、先ほど課長の説明では、460万円の増額がある

と、増額をして今回決めたというふうに説明をせられておりましたけんど、この460万円の増

額をしたという内容について若干お聞きをしたいと思います。 

 それからもう一点、146ページの９款教育費、５項保健体育費、２目体育振興費の中で委託

料283万1,000円、スポーツ振興事業委託料、これは何か2020東京オリンピックの警護かなんか

に使う委託料というふうに説明があったと思うけんど、これもきれいによう聞きませんでした
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ので、聞き取らなかったんで、もう一度お願いしたいと思います。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） 小椋議員の御質疑にお答えいたします。 

 予算書の54ページの２款１項６目企画費の中の18節負担金補助及び交付金の公共交通活性化

支援事業費補助金1,213万1,000円についてですけれども、この補助金につきましては、令和元

年10月から室戸－甲浦線ということで、東部交通が運行しておりますバス路線の再編に伴いま

して、それに伴うマイクロバスの購入費への補助金となっております。この補助金につきまし

ては、令和元年度、本年度の９月補正でも予算を計上して、まず１台目のほうを購入しており

ます。令和２年度も同じ車両の購入のほうを考えておりまして、乗車定員が32名、座席が

16名、立席15名、運転手１名のマイクロバスの購入を考えているところでございます。 

 また、いつの時点で購入するかということですけども、本年度の事業につきましても、約４

カ月程度、バスの購入にはかかっておりますので、新年度になって交付決定の時期等もありま

すが、なるべく年度の早い段階での購入のほうにまた東部交通のほうとも話し合っていきたい

と考えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 小椋議員の質疑にお答えいたします。 

 101ページの林業振興費の中の12節委託料の市有林立木伐採事業委託料で300万円で、調査費

というようなことを言われてましたが、調査費じゃなくて、カシノナガキクイムシによって被

害を受けた木ですね、ウバメガシとか、そういう木の伐採をお願いする委託料でございまし

て、場所はこれ議決後、４月以降、被害に遭うた箇所なんかも関係者と協議の上、どこを切る

のか、その面積とか本数まだきれいに把握しておりませんので、その辺のところを関係者と協

議の上進めていく予定としております。 

            （６番小椋利廣君「今からその面積も」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君）（続） まだ決めておりません。 

○議長（堺 喜久美君） 宮脇生涯学習課長。 

○生涯学習課長（宮脇 誠君） 小椋議員の御質疑にお答えいたします。 

 146ページ、２目体育振興費でございます。12節委託料283万1,000円は、東京2020オリンピ

ック聖火リレーの警備費及び資機材の設置に伴う委託業務のための経費でございます。警備員

が29名、それと資機材の関係のコーンとかバーについては1,800個の設置の委託業務というこ

とになります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 大西防災対策課長。 

○防災対策課長（大西 亨君） 小椋議員の質疑にお答えします。 

 予算書の60ページ、２款１項13目のまず14節工事請負費の津波避難施設等整備工事費の中の

耐震性貯水槽40トンで、給水車にまず市の、室戸市が今保有している給水車に直接補給ができ
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るかということですが、これはできます。今室戸市が保有している給水車が２トンですので、

室戸市の給水車で補給というか、給水をした場合は20台分とれるという計算になります。 

 続きまして、17節備品購入費の中身をということでしたが、先ほど御説明をさせていただい

たのは、段ボールベッドなどを避難所に配備するための備品購入を考えているということを説

明をさせていただきました。 

 そのほかに避難所の備品を中心に、避難所運営マニュアルを作成した元地区、室戸地区の避

難所への備品、震度５以上の感知で開く感震ボックスですとか、そういった備品を配備してい

きます。そのほかバリアフリーでない津波避難タワーへの足の不自由な方を引き上げるための

エアバックですとか、非常階段避難車というのを購入する予定となっております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 小椋議員の御質疑にお答えいたします。 

 室戸海洋深層水体験交流センター、シレストむろとの指定管理につきましては、令和２年３

月末をもって終了となることから、指定管理者の更新に向けて取り組みを行ってまいりまし

た。その案件につきましては、済いません、本日追加議案として提出させていただきました。

申しわけありません。よろしくお願いいたします。 

 今回の指定管理者の公募に当たっては、適切な指定管理料を判断するに当たり、現指定管理

者の過去２年間の決算及び本年度の収支見込みというものをいただきました。それから、施設

の改修なんかの状況についても、詳細を把握するためにヒアリングも行ったところです。その

調査の結果、現指定管理者が運営してきた平成29年度から令和元年度の３年間において大変厳

しい収支状態になっておりました。決算の内容を見ますと、海洋深層水を温水に変えるための

熱源を電気からガスに変更することによって、光熱費が抑えられるという見込みで、平成

29年、この業者が指定管理を受ける際に500万円切り下げられた経緯がございます。その後、

そのガス代が高騰したことによって、結果的に光熱費が削減につながっておらないという状況

がわかりました。賃金に関しましてもですね、毎年高知県の最低賃金が上がっております。指

定管理者がこの指定管理を受ける際に、この最低賃金の推移を勘案して、29年に時間単価を上

げたことも収支悪化につながっている。それから、ことしにおきましては、消費税が８％から

10％に上がったことで、実質的な委託料が目減りしているというふうに判断しました。こうし

たことから、次期の指定管理者の公募においては、指定管理料を見直す必要があるというふう

に判断しました。見直した内容は、光熱費と最低賃金の上昇に伴う賃金分の増額でございま

す。金額としましては、本年度の指定管理料です。3,460万円の税抜き価格で計算をさせてい

ただきます。税が途中で変わっている関係で、3,174万6,000円を土台にしまして、28年度、つ

まり切り下げ前と同等の光熱費を見込んだ金額、税抜きで218万1,000円の増額、それから高知

県の最低賃金がこの３年間で715円から790円、約10％アップしております。これを勘案して３

年間、指定管理者の平均賃金の10％ですね、約320万円を増額し、合計538万1,000円をこの
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3,174万6,000円に追加しました。ただし、指定管理者においても、収支面の努力もしていただ

かなければいけないというふうに考えておりまして、指定管理前からこの指定管理者、収入を

16％ほど伸ばしているという実績もございますので、人口が減っている中で大変厳しいと思い

ますが、やはり工夫によって収入をふやせる可能性があるというふうに見込んで、その数字大

変難しいかもしれませんが、約６％伸ばしていただくように見込みまして、その額149万

1,000円を減額します、合計額から。合計税抜き金額を3,563万6,000円、これに消費税10％を

掛けまして、合計3,920万円という形で計上させていただいております。以上です。 

○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回目の質疑をさせていただきたいと思います。 

 先ほどのシレストの460万円を増額をしたという内容について説明があったわけですけれど

も、この業者からの話を聞く中でも、電気代をガスに変えたとか、それから消費税の話とか、

いろいろな話があったわけやけんど、これは結局は業者から出てきた話をそのままうのみにし

てやりよる計算がこうなったのじゃないかなあというふうに考えちょりますけんど、その付

近、やっぱり460万円も増額するということになると、これ３年かね。３年ということになっ

てくると、1,300万円、400万円上がってくるわけよね、全体では。そういうところの全体金額

の上がってくる分について、やっぱり指定管理料の増額分がこの地域にどういうふうに生かさ

れていくかということは、考えてやってきたことがあるのかなあというふうに聞きたいと思い

ます。 

 それからもう一つ、60ページの備品の購入の件ですけんど、いろいろ備品はエアバックを買

うとか、いろいろなことの備品を買うようですが、これは今建設されちゅう津波避難タワー、

ここに全部配置をするという予定で買うのかどうか、その付近を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。大西防災対策課長。 

○防災対策課長（大西 亨君） 小椋議員の２回目の御質疑にお答えします。 

 防災用の備品購入費のエアバック等の購入についてですが、現在スロープのついてないタワ

ーが２基あります。羽根の戎町と室津と、その２基について購入するものであります。以上で

す。 

○議長（堺 喜久美君） 和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 小椋議員の２回目の御質疑にお答えいたします。 

 この指定管理料の増額分をどういうふうに生かせるかというお話でございますが、この指定

管理料を増額することによって、施設の健全な運営と、それから健全なサービスの提供ができ

るようになるというふうに考えておりまして、そのサービスの提供によって市民の健康づくり

に役に立つというふうに考えております。新年度におきましては、また新たなサービスをやっ

ていくという計画もございますので、この指定管理料を計上させていただきまして、施設の健

全なサービスの提供ができることによって、市民の健康づくり、それからその健康づくりによ
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って外からのお客様もそれに来ていただけるような努力もさせていただいて、この増額分に見

合う活用をしていきたいというふうに考えております。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） ３回目の質疑を行いたいと思います。 

 先ほどのシレストの指定管理料の問題ですけれども、いろいろ私が話を聞くところによる

と、指定管理料がはや上がるでという話をもう随分前から言われよったように聞いておりま

す。その指定管理料を上げることについて、あそこへ行きゆう方の中でもいろいろはやもう指

定管理料が上がるということで、随分話も聞いておりますので、そういう話が僕らのところへ

聞こえてきちゅうということは、やっぱりそこらあたりは何かこの指定管理の業者と市との間

でも、そういう話が内々のうちであったのじゃないかなというふうなことも考えられるわけ

で、小椋さん、ほんまにこんなに指定料が上がるという話をしゆうが、ええかなという話で僕

は今聞いてみたのやけんど、そういう話があったのかなかったのか。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 小椋議員の３回目の御質疑にお答えします。 

 先ほども申し上げましたとおり、新しく指定管理を更新するに当たって、これまでの収支状

況はヒアリングをしました。ただ、上げる上げないという約束のほうはしてございませんの

で、あくまでその状況を聞いて市のほうで判断をさせて計上させていただいた金額でございま

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。竹中多津美議員。 

○４番（竹中多津美君） ４番竹中多津美。予算書の90ページ、17節の備品購入費で公用車購

入費が128万円となっておりますが、私の知識の範囲内では、128万円という価格は安過ぎると

思うんですよね、高過ぎるというと反対に。この公用車の車種、それと使用目的、これこんな

値段の車で十分に使用目的に応えられる車なんでしょうか。済いません、お答えをお願いいた

します。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 竹中議員の御質疑にお答えをします。 

 17節の備品購入費なんですけれども、現在１台は公用車はございますが、来年度から毎日あ

けることになります。それに伴いまして今回残った職員については公用車がない状態であるこ

とや、往診に使用するということで、もう一台必要だという判断をしたというところがまず１

点と、車種については軽の乗用を予定しております。見積もりをとってあの金額で大丈夫だと

……。 

            （４番竹中多津美君「新車ですか」と呼ぶ） 

○地域医療対策課長（松下善徳君）（続） はい、新車ですね。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 
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            〔「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。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会を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、本日はこれにて延会することと決

しました。 

 本日はこれにて延会をいたします。 

 あす午前10時から引き続き大綱質疑です。 

 どうもお疲れさまでした。 

            午後６時20分 延会 

 

 


