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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５号） 

 

１．日 時  令和２年３月１２日（木） 

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 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２ 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３ 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４ 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５ 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
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について 

  日程第６ 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７ 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８ 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９ 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10 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11 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12 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13 議案第30号 農業委員会委員の任命について 

  日程第14 議案第31号 農業委員会委員の任命について 

  日程第15 議案第32号 農業委員会委員の任命について 

  日程第16 議案第33号 農業委員会委員の任命について 

  日程第17 議案第34号 農業委員会委員の任命について 

  日程第18 議案第35号 農業委員会委員の任命について 

  日程第19 議案第36号 農業委員会委員の任命について 

  日程第20 議案第37号 農業委員会委員の任命について 

  日程第21 議案第38号 農業委員会委員の任命について 

  日程第22 議案第39号 農業委員会委員の任命について 

  日程第23 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23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） 昨日に引き続き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１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。 

 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。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いたします。 

 １点だけちょっと教えてほしいのですが、16ページの４款１項１目、この２節の保険給付費

等交付金の保険者努力支援分の680万7,000円についてお聞きします。 

 これひょっと私の勘違いかもしれませんが、たしかこの制度は保健事業の評価により補助金

が決まると思いますが、毎年金額が少なくなってきております。この事業制度について、もう

一度説明をお聞かせください。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。上松市民課長。 

○市民課長（上松富士樹君） 亀井議員の質疑にお答えいたします。 

 予算書16ページの４款１項１目２節の保険者努力支援分についてでございます。まず、この

保険者努力支援の制度でございますが、まず保険者における医療費適正化や医療保険加入者の

予防健康づくりの推進などの保健事業等に対する取り組みを評価をしまして、基準を達成した

保険者に対して交付金が交付をされる制度でございます。この制度は、平成30年度から始まっ

た制度となります。また、この評価する項目なんですけれども、本市が取り組んでいる事業と
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しましては、特定健診、歯科健診の受診率の向上やジェネリックの医薬品の促進、または収納

率向上に関する取り組み、医療費通知の取り組みなどがございます。こうした取り組んだ事業

に対しまして、一定以上の基準値を達成している場合は、点数として加算をされまして、全保

険者の合計点数の割合に応じて、国・県予算の範囲内で交付をされるというものとなっており

ます。 

 次に、この交付金額が毎年少なくなっているんではないかということですけれども、これは

本年度より予算の計上の仕方が県の指示により変わっております。今までは保険者努力支援分

に一部特別調整交付金という交付金が含まれておりました。本年度予算からは、この一部特別

調整交付金を含まずに計上しておりますので、昨年度と同じ保険者努力支援の金額を比較した

場合は、本年度は金額が低くなっております。この一部特別調整交付金を除く保険者努力支援

分の交付金ですが、平成30年度が643万7,000円で、令和元年度は37万円多い680万7,000円が交

付予定額となっております。令和２年度の見込み額としましては、交付予定額と同額の680万

7,000円を計上させていただいているところです。以上でございます。 

○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） ちょっともう一度お聞きします。これひょっと自分のほんまに勘違い

かもわからんがやけんど、この薬をジェネリックにするということと、特定健診率がアップし

たということで、これひょっともらえる金が変わってくるんかなという感じを持っちょったが

やけんど、そうじゃないですかね。そのあたりもう一回、違うんやったら違うでちょっと答え

てもらいたいがですけんど。 

○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） 亀井議員さんの２回目の質疑にお答えをいたします。 

 項目の中には、評価をする項目の中には特定健診の受診率とかですね、ジェネリック、後発

医薬品の促進の取り組みというものがございます。ただ、例えば特定健診にしましても、本市

のほうの現在の行ってる率なんですけれども、それが一定の基準をクリアしないと点数には加

算をされないというところがございますので、事業を行っているので加算をされるということ

ではなくて、その事業を行った実績の数値が基準値をクリアしているのかしてないのかという

ところの判断で点数が加算を、項目ごとに点数が加算をされていきますので、その合計点で交

付金がいただけるようなことに決まるということになっております。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。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。本案に対して質疑を行います。 

 22ページなんですが、このページの下のほうに、運営協議会の委員報酬というのがございま

す。私、この委員会に限らず、一度市長のお考えをお聞きしたいと思っておりましたので、ま

あいい機会だと思うんで、この際お聞きをします。 

 市役所にはいろんな委員会、数多くあると思います。それで、新年度になりまして、いろん
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な委員会の委員更新がされると思うんですが、特にこれ私の思い過ごしかもわかりませんけれ

ども、見ておりますと、特に住民代表の方として特定の方がいろんな会へ選ばれておるような

気がします。ですから、特に住民代表の場合は、いろんな方々の御意見をお聞きするほうがい

いんじゃないかと思いますが、その辺やはり余り偏らないように、どっかで総務課なりでチェ

ックをして選ばれたらいいんではないかと思いますが、その点、市長はどのように考えておる

のかお伺いをいたします。 

○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。 

 質疑の趣旨は、運営協議会の報酬についてのことでしたけれども、その質疑の趣旨というの

は、委員会委員になる方が特定の方に偏っている傾向があるんじゃないかということで、いろ

んな方の意見を聞くべきじゃないかという御指摘でありますが、私も全くそのとおりに思って

おりますが、今の背景というのは、いろんな組織の代表した方々が主になって審議会の委員に

なってることが多いですので、どうしても固まった傾向にあるのが現状じゃないかなというふ

うに思いますので、今後注視しながら検討していきたいと思いますので、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を議題といたします。 

 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３、議案第20号令和２年度室戸市介護保険事業特別会
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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。辻保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時31分 休憩 

            午前10時44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。脇本健樹議員。 

○７番（脇本健樹君） ７番脇本。本議案に対して質疑を行います。 

 ページ82ページ、１款３項１目の一番下、11節の役務費の中の手数料についてちょっと高い

ので、中身をちょっと教えていただけないかということです。 

 もう一点は、87ページ、３款３項１目の13節、済いません、車の借上料ですが、車種と回数

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。辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 脇本議員の１回目の質疑にお答えいたします。 

 まず、82ページの１款３項１目11節役務費の手数料につきましてですが、こちらのほうは主

治医の意見書作成手数料となっております。見込みといたしましては、在宅970件、施設520件

ということで計上させていただいております。主治医の意見書といたしましては、介護認定審

査会での判定資料として所要の事項を医師に記載してもらうためのものとなっております。 

 次に、87ページの３款３項１目13節の使用料及び賃借料につきましては、バスの借上料とい

たしましては、むろとげんきフェスタでありますとか、百歳体操交流大会、高知県百歳体操交

流大会用、水中運動用ということでさまざまではありますけれども、失礼いたしました。むろ

とげんきフェスタバス借上料といたしまして、中型バス１台と小型バス、百歳体操交流大会バ

ス借上料として中型１台、高知県百歳体操交流大会用のバスとして大型バス１台を借り上げる

予定としております。あとげんきクラブの交流大会等のバスとしても大型バスを借り上げるこ

とといたしております。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いたします。 

 １点だけお聞かせください。83ページ、２款１項５目の居宅介護住宅改修費の18節負担金に

ついてですが、これひょっと前に僕もこれ聞いたと思うがですけんど、１年の大体の申請件数

と１件の限度額、それと補助率があるということですが、個人負担もあれば教えてほしいので

すが、お願いします。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 亀井議員の１回目の質疑にお答えいたします。 
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 83ページの２款１項５目居宅介護住宅改修費についてでありますけれども、居宅介護住宅改

修費につきましては、居宅要介護認定者の身体状況、住宅状況を照らし、日常生活の自立を助

けるため、必要と認めた居住している住居の改修費となっております。手すりの取りつけであ

りましたり、段差の解消、滑りの防止などということになっております。こちらにつきまして

は、所得の制限はありますけれども、上限を100万円として、県３分の１、市３分の１、本人

が３分の１を負担することとなっております。件数としましては、年々増加しているというこ

とは間違いなく発生しております。 

            （５番亀井賢夫君「その個人負担が要るんかなと思うて」と呼ぶ） 

○保健介護課長（辻 さおり君）（続） 個人負担は３分の１となっております。所得によっ

てにもなりますが、今基本的には３分の１御負担いただくこととなっております。 

○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） それと、答弁があったかどうかちょっと聞き忘れたがですけんど、申

請されたら採択率、これ100％ということでええがですかね。申請全部受け付けるということ

になるがですか。そのあたりをお答えお願いします。不採択になったということがあるかどう

かということながです。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 全てが採択されては実際のところおります、今のところ、現在のところ。ただし、県のほう

への補助申請をしまして、そちらのほうでも精査していただくような形になっておりますの

で、ただ認められる部分、改修につきましても、認められる部分と認められない部分が要綱等

で定められておりますので、認められる部分につきましては、補助がされております。 

 済いません、私のほうが間違っておりました。済いません、答弁が間違っておりました。訂

正をさせていただいてよろしいでしょうか。済いません。住宅、私が先ほど御説明したのが、

住宅改造費になっておりまして、議員の御質疑の２款１項５目の住宅改修費につきましては、

要介護者の方が手すりとかを取りつけるということで、住宅改修を行うときに必要な書類を添

えて申請を提出していただいてということになります。費用の９割または８割が償還払いされ

ることとなります。支給額につきましては、支給限度基準額が１件20万円の９割または８割が

上限となります。それ以上が自己負担ということになっております。こちらのほうも年々申請

数のほうはふえてはおります。こちらのほうは、先ほども申しましたように、住宅改造と同様

に認められる部分と認められない部分はあるんですけれど、個人のおうちの部分への住宅改修

ということであれば、ほぼ認められている状況ではあります。 

            （５番亀井賢夫君「先ほど100万円っていよったけんど。にこっと

笑うたがやけんど。100万いかんがやろ」と呼ぶ） 

○保健介護課長（辻 さおり君）（続） 大変申しわけありませんでした。先ほどの住宅改造
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費が100万円です。申しわけありません。 

○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４、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を議題といたします。 

 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55分 休憩 

            午前10時58分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続きを開きます。 

 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。 

 101ページの使用料なんですが、昨日、私この深層水に関しては料金改定のときに質疑もさ

せていただいたわけなんですが、正直あの改定で200万円もの料金が減るということは思いま

せんでした。しかし、実際の使った水量に合わせた料金改定ということで、これはそれでやむ

を得ないのかなというふうに思っております。しかし、この会計、きのうも言いましたよう

に、事業会計の特別会計ですので、一般会計からの繰り入れをするというのは、これは好まし

くない形ですし、これによりまして、料金改定によりまして、それと１社が撤退したというこ

ともありまして、一般会計からの繰入金が1,000万円を超したということです。 

 それと、歳出のほうを見てみますと、修繕費が150万円しか組まれてない。幸い少ないとい

うことなんですが、施設も老朽化してきておりますし、今後大規模な修繕もあるのではないか

というふうに予測をしております。それで、これを以前、前市長のときも私はこの会計につい

ては、機会あるごとにこの健全化というものをせないかんじゃないかということを言ってきま

した。そのときの答弁は、使用量をふやす施策を行いますという、これの繰り返しで、料金を

改定するということは、決して言いませんでした。上げにくい事情もあるのかなというふうに

思ったわけですけれども、以前に市長は何か深層水を活用した事業を考えておるというふうな

ことも言われておりましたが、その基本は使用量をふやす、今後深層水を活用した事業を今の

段階で結構ですが、考えておられるのかどうかお伺いをいたします。 

 それと、料金改定については、やはりこれは検討していく課題だと思います。今使っておる

企業がどのような経営状況なのか、このあたりもある一定調査をして、やはり赤字であれば、
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無理を言うことはできませんけれども、一定利益が上がっておるようでしたら、その辺協議を

することも可能ではないかと思いますが、その辺どのように考えるのか、市長にお伺いいたし

ます。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。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。 

 １款の１項１の深層水の使用料金についての御質疑であったかと思います。問いは主には使

用料の改定といったことについての意見と、一般会計から繰り入れしているのは好ましくない

じゃないかというその改善対策をどう考えているかということじゃないかというふうに思いま

すが、使用料金につきましては、今回の料金改定、使用料金じゃない、その仕組みの改定をす

るときに随分と協議をしまして、今の状況で各企業さんのほうの御意見も受けて、ここで深層

水料金を上げるというのはいかがなものかなということで、今の現状で置いたのが状況です。

そのかわり、一方では見直しをして、少しでも企業のほうの負担を軽減できる対策をもってよ

り利用量をふやしていくというところに今回は協議をしたところでございます。 

 １社が撤退したということになっておりますけれども、あとそうしたところにかわった企業

の誘致というのも今進めて、御相談にも乗ってもらっておりますけれども、そんなことも進め

ながら、一方では室戸市としても、海洋深層水事業の具体的な事業化に向けた取り組みを大学

や企業とも一緒になって進めていきながら、深層水の全般的な事業の赤字対策というものには

対応していけたらなということを考えているのが今でございます。それが料金のことでありま

すし、それと今後一般財源からできるだけ繰り越さないようにということは、当然のことでご

ざいますので、今回もこの１年、過去振り返ってみて、特別会計じゃなくって、一般会計の中

に戻して対応するというのも一つじゃないかということもありましたけれども、そのこともあ

わせて検討しながら、新年度からぜひ海洋深層水事業に市も具体的に取り組みながら、事業収

益の上がるような、赤字をカバーできるようなことには、早急に動ける対策で進めたいという

考え方を持っておりますので、企業誘致の面とあわせて今の段階では御理解賜りますようによ

ろしくお願いしたいと思います。 

 段階としては、今の状況で、海洋深層水の料金をすぐ見直すというところに踏み込めていな

いというのが状況でございます。そういった状況でございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 大変答弁漏れになりまして、失礼いたしました。今考えていること

ということですけれども、具体的には海洋深層水を活用したスジアオノリを高知大学や民間企

業のノウハウ等も生かしながら、市が主体になって事業収益の上がるような取り組みを考えて

おりまして、新年度から具体的にそういった方向を取り組めるように進めていきたいなと考え

ておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 
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○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。済いません。ちょっと教えてください。この深層

水をくみ上げて、私たちは2000年から室戸市民は分けていただくということがあるので、くみ

に行っておりますが、今は室戸市民だけではなくて、高知県民であれば、事前に予約をすれば

くむことができるのでしょうか。たしかそのようなことを聞いた覚えがあります。なぜこのよ

うなことを聞くかというと、高知県内に住んでる人が室戸市以外で……。 

○議長（堺 喜久美君） 竹中議員、款、項、目を指摘していただきまして、そこの中から質

疑をしていただきたいと思います。 

○２番（竹中真智子君）（続） ごめんなさい。済いません。じゃあ、ちょっと一旦戻りま

す。 

○議長（堺 喜久美君） 一般質問のような質疑は控えていただきたいと思います。 

○２番（竹中真智子君）（続） １款１目の……。 

○議長（堺 喜久美君） まず、ページ数から。 

○２番（竹中真智子君）（続） 済いません。１款……。 

○議長（堺 喜久美君） ページ数から。 

○２番（竹中真智子君）（続） ごめんなさい。101ページでお願いします。１款１目１節使

用料のそれで聞きたいがですけれど、室戸市に住んでいる者以外でも、高知県民ならばくむこ

とができますか。それによって広く高知県内に住んでる人にくみに来てもらうということにな

れば、売り上げの面にもつながると思いますので、お聞きしたいです。１回目の質疑を終わり

ます。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。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） 竹中真智子議員の質疑にお答えいたし

ます。 

 給水の対象ということですね、市民と市外の方という。室戸市深層水の給水施設設置及び管

理条例の中で、給水の対象というのを第６条で定めております。この中で、給水の対象は深層

水の給水の許可を受けた者となっておりますので、室戸市民も市外の方も給水の許可を受けれ

ば、給水を受けるということになります。 

○議長（堺 喜久美君） 竹中真智子議員、２回目の質疑を許可いたします。 

○２番（竹中真智子君） 済いません。それは室戸市市内に限定、以前はされていたんですけ

れども、室戸市市外からもくむことができるということですか。２回目終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。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） ２回目の質疑にお答えします。 

 繰り返しになって恐縮ですが、許可を受けたら市内、市外の方でも給水ができるということ

であります。 
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○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。 

 健康管理のため、11時25分まで休憩いたします。 

            午前11時11分 休憩 

            午前11時25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５、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を議題といたします。 

 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11時26分 休憩 

            午前11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６、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28分 休憩 

            午前11時32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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第７、議案第24号令和２年度室戸市水道事業会計予算に

ついてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。森岡水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時32分 休憩 

            午前11時49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。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。この件につきまして、ちょっと質疑をさせていただきま

す。 

 ６ページの資本的収入の中で、繰入金がありますわね、1,371万5,000円、これは簡易水道事

業債償還金からということで、市のと一般会計の中では市民課からということでええですか

ね。ちょっと今探しよったがですけど、その市民課が水道事業会計へ繰り出し分と、それから

水道事業の繰入金、数字違うてませんかね。それちょっと違うちょったような気がしたので、

教えてください。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。森岡水道局長。 

○水道局長（森岡 光君） 山本議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 水道局は受けるほうでありますので、まずその受ける金額のこれが２つの箇所にちぎれてま

して、この予算書の中で。まず１つ目が、７ページの１款２項７目の中の左の説明のところ

に、崎山簡水水道繰入金715万1,000円があります。その下の簡易水道事業償還金利子分190万

4,000円、これと飛んでいただきまして13ページに、１款５項１目１節の他会計繰入金が

1,371万5,000円というふうになっております。これの３者の合計が市民課の歳出の予算のほう

におると思われます。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「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。 

 昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時53分 休憩 

            午後０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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第８、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。 

            午後１時０分 休憩 

            午後１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。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋。若干質疑を行いたいと思います。 

 この説明資料の37ページを見ますと、入札金額が入札者６者、全業者とも１億5,268万円と

いう６者とも同じ金額で入札をされております。これ今までにもずっと思いよったのやけん

ど、今回これ６者によってくじ引きの結果、株式会社三谷組に決まったと、落札ということに

なったということですが、これ今までもずっとこういうことで、これ入札やないと思うがよ

ね。くじ引きをするための一つの手段やないかと、入札やというて言ゆうけんど、これ入札に

なってないと思うわけよ。これほんで、今から全体的にこの入札制度を抜本的に見直さんと、

いつまでたってもこういうことで何者やっても、今インターネットで全部公表ができちゅうわ

けで、ずうっとこういうことでくじ引きばっかりで何もかも全部いきゆう。くじに当たらなか

ったら、仕事はとれんという話が出てきゆうわけよね。こういう今までのずうっとやってきた

入札方法を何かもっと抜本的に変えんと、このままでいきよったら、これもう入札せえでも、

くじ引きそのままやったらええやないかという話になってきゆうわけですわ。今後、やっぱり

そういうことを基本に考えて、この入札制度というものを抜本的に考えていかないかん必要が

あるのではないかというふうに思いますが、その点について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。西村財産管理課長。 

○財産管理課長（西村城人君） 小椋議員にお答えします。 

 室戸市の契約規則第17条で、最低制限価格の設定範囲等という項目がございます。その範囲

を決めるに当たりまして、現在が予定価格の70％から90％の範囲内で定めるとあります。最低

制限価格を算定するに当たりまして、国のほうも公表とかしておりますけれども、その方法で

積算しますと、それを上回ったり下回ったり、先ほど申しました範囲を上回ったり下回ったり

したときは、その中で決めていくということになってまして、今回90％で今の市の契約規則で

定める中での90％の額でなってますので、その算定でやったら九十何％になって、言うたらそ

の範囲で定める中の一番上限になっているということになってまして、今回このような状況に

なっているわけでございます。 

 また、その算定式によって、その７割から９割の間のところで決まったら、こういう積算を
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かっちりして、同金額になるのか、幾らか違う金額になるのかになりますけれども、今回はこ

の６者が入札に当たって計算するときに、９割になるんであろうという積算で入札されたと思

いますので、このような状況になっております。 

 また、国のほうでもその範囲とかを決めてますので、また４月１日、室戸市のまた契約規則

とかも変わりますけれども、また率を変えていく予定はしております。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回目の質疑を行いたいと思います。 

 先ほど課長のほうからは、室戸市の契約規則によって予定価格の70％から80％の範囲に決め

られちゅうと、それはそのとおり決められとります。しかし、今までもうこの何年か前から県

のほうではインターネット入札とか、ここで会場で入札するやなしに、こういう入札制度の改

革が抜本的に行われてきちゅうわけですわ。それを市の入札としては、従来どおりの入札方法

でずうっとやってきゆうき、こういう結果につながっているというふうに私は考えております

けれども、今後の抜本的な入札制度についての改革を行っていくのかどうか、この辺について

もう一度お聞きをしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 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） 小椋議員に２回目の質疑にお答えします。 

 一応市としましても、国とかに準拠していきたいと考えておりますので、そういった状況を

踏まえながらいろいろとまた検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○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回目をもう一回行いたいと思います。 

 国の入札の方法にも従ってやるということですけんど、県のほうはもうはようからやりゆう

わけよね、高知県では。やっぱり取り組みが遅いというふうに、今までどおりの方法でやって

きゆうきん全然改革ができてないというふうに思うわけですので、今後そういう改革をした入

札制度に取り組んでいくのかどうか、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。西村財産管理課長。 

○財産管理課長（西村城人君） 新たな制度ということですので、ちょっとほかのところも研

究検討してみて、いいものは取り入れていきたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いします。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。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９、議案第26号平成30年度繰越明許30災市第５号菜生
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漁港災害復旧工事請負契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。岡本建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時13分 休憩 

            午後１時15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10、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を議題といたします。 

 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。 

            午後１時16分 休憩 

            午後１時19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。脇本健樹議員。 

○７番（脇本健樹君） ７番脇本。本議案に対して質疑をいたします。 

 資料でお願いします。資料40ページの下段のほう、指定管理の指定管理者選定委員会の審査

結果についてですが、１つはこの開催日、１月28日に対する募集の期間を決めた、このころ決

めた理由をひとつお願いしたいと。 

 あともう一つは、募集の告知の方法について、何種類かあったらお答え願いたいと思いま

す。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。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） 脇本議員の質疑にお答えいたします。 

 募集の期間ということでございますけれども、本年１月７日から１月24日まで募集期間とし

て定めておりまして、その募集の方法は室戸市のホームページへ掲載しております。 

            （７番脇本健樹君「答弁漏れです。募集期間をこの日に定めた理

由」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） 答弁漏れでございまして、済い
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ませんでした。募集期間を定めた理由でございますけれども、当指定管理者の期間がこの３月

31日で期間満了となりますので、この定例議会には４月からの更新の指定管理者候補を上程せ

ないきませんので、１月に募集をしたものであります。 

○議長（堺 喜久美君） 脇本議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○７番（脇本健樹君） 済いません。２回目の質疑をさせていただきます。 

 募集の告知の方法でホームページと言いましたが、ホームページ以外に検討するというか、

知らせることはしないんでしょうか、お願いします。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。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） 脇本議員の２回目の質疑にお答えしま

す。 

 募集の告知の方法ですけれども、業者も大体特定もありますけれども、ホームページが一番

広く各業者といいますか、それぞれの会社に、市外の会社にも広く知らせる一番の方法だと思

って、ホームページへ掲載しております。 

○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11、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１時23分 休憩 

            午後１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。 

 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12、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項の機関の事務に委託に関する規約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。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時25分 休憩 

            午後１時28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13、議案第30号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時28分 休憩 

            午後１時33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30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30号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第14、議案第31号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時34分 休憩 

            午後１時34分 再開 
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○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31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31号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第15、議案第32号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時35分 休憩 

            午後１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32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32号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第16、議案第33号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午後１時37分 休憩 

            午後１時37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33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33号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第17、議案第34号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時38分 休憩 

            午後１時39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34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34号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第18、議案第35号農業委員会委員の任命についてを議題

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。 

            午後１時39分 休憩 

            午後１時40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35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35号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第19、議案第36号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時41分 休憩 

            午後１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。 

 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36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36号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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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○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第20、議案第37号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時42分 休憩 

            午後１時43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37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37号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第21、議案第38号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時43分 休憩 

            午後１時44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38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38号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 
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 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22、議案第39号農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時45分 休憩 

            午後１時45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39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39号につきましては委員会

付託を省略することと決しました。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第23、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を議題といたします。 

 本案は先日市長より追加提案されたものであります。 

 提案理由の説明を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） それでは、追加議案につきまして提案理由を申し上げます。 

 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。 

 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。 

 なお、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） 執行部から補足説明を求めます。和田観光ジオパーク推進課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午後１時48分 休憩 

            午後１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。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いたします。 

 この指定管理者の指定についてですが、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も

適切なサービスの提供者を選定するものだと認識しておりますが、この施設の指定管理者をい

つどのような方法で選定したのか、募集期間と入札というか、選定方法についてお聞かせくだ

さい。 

 それと、資料を見ると、応募業者が１社であり、１社でも契約できる法的根拠というか、理

由をお聞かせください。私の知る限りでは、指定管理者の指定は行政処分であり、契約ではな

いので、入札の対象はとらないということから、選定が適正かつ効率的な管理を可能とするも

のでなければならないとあり、選定方法が大変気になっておりますので、説明をお願いしま

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） 亀井議員の御質疑にお答えします。 

 まず、公募の期間でございますが、公募の期間は２月13日から２月27日まででございます。 

 次に、方法につきましては、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

に基づきまして、審査をいたしました。公募期間中に申請者、申請をいただいた申込者に対し

て審査を行い、適切な判断をするという方法で行いました。 

 それから、この条例に基づき行っておりますので、複数名がいないといけないということは

規定はしておりませんので、単独で可能だというふうに考えております。 

 方法。形式としてはプロポーザルの方法になると思います。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） ５番亀井。２回目の質疑を行います。 

 この指定管理料を決めた理由、根拠をもう一回お聞かせください。ただ、先ほど業者の選定

方法がプロポーザル方式で行ったということであれば、確かに１社でも契約することを選定す

ることができます。そうなれば、たしか以前にこの業者を選定する前に１社の申し込みがあっ

たとお聞きしておりましたが、そのときにやり直しするときに１社じゃいけないいうてからの

けたということを聞いておりますが、ちょっと僕の聞き間違いかもわかりませんので、そのあ

たりももしあったら一応答えてもらいたいということと、これここでもし業者が選定される場

合、これに書かれておりますが、３年間の施設運営が決まることになります。申し込みが１社

しかなかったということになれば、この会社の意見が全て通るということになってしまうがで
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すよね、こうなれば。そうなれば、これ例えば運営経営が難しいということになったら、これ

１社を除外しちょって、この１社に決めたということがもしほんまであれば、撤退や休館する

ことになったら、この１社の言うことが全部通ることになりゃへんかということが気になるが

です。この施設の運営、これどうしてかというて言うたら、指定管理者に対して３年間債務負

担行為をとっちゅうということに、ここで決めてしもうたら３年間も完全に契約ができてしま

うということになるんで、これが気になるがですけんど、それとそのあたりをもう一回１社で

も選定できるというがで、ほかに余り応募がなかったということが確かかどうかを確認しても

らいたいということと、それとこの債務負担行為が３年間とられちゅうということ、これ自分

がちょっと認識不足やけんど、これ３年間の債務負担、これ変更で増額ということができるか

どうか、あわせて答弁お願いします。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。久保副市長。 

○副市長（久保寛人君） 亀井議員の御質疑にお答えをいたします。 

 まず、私からは、私はこの選定委員会の委員長を務めましたので、プロポーザルの一般的な

考え方についてまずはお答えをさせていただきます。 

 プロポーザルで応募者が複数ある場合は、得点の高い方、事業者を指定管理候補者というふ

うに定めることになっております。ただし、今回のように１社の場合については、得点にかか

わらず、その事業者の提案内容がいいのか悪いのか、そういったことを審査することになりま

す。その見きわめるボーダーラインとしまして、今回は審査員の得点の平均が60点をボーダー

ラインといたしました。その結果、審査員６名の得点の平均が73点ということになりました。

この点数をもってそのままこの事業者が指定管理候補者ということではなしに、改めて審査員

６名で、得点はボーダーラインと決めた60点を超えているが、この提案者を指定管理候補者と

して決定してよいかというのを改めて協議をいたしまして、よいという結論で指定管理候補者

に委員会としては決めたという手順になっております。 

 それと、提案者が１社の場合、この指定管理候補者が提案した企画提案書、これがそのまま

通るのかといった、そういうものではございませんで、これはあくまで応募段階の計画書でご

ざいまして、今後の運営に当たっては、市及び担当課と協議をしながら決めていくということ

になります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 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） 亀井議員の２回目の御質疑にお答えいたします。 

 まず、指定管理の算定のことですかね。予算のときにも御説明をさせていただきました。こ

の算定に関しましては、新しい指定管理の候補者を公募するに当たって、指定管理する際には

指定管理の期間とか指定管理料をあらかじめ設定して公募をかける必要がございます。ですの

で、指定管理者の指定管理料が適切であるかどうかを再検証いたしました。そのために、現在

の業者のほうからは必要な書類を徴取、ヒアリングを行いまして、指定管理料の設定を行いま
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した。分析を行いましたところ、現在の指定管理料の金額の中で光熱費及び人件費の高知県の

最低賃金の上昇分において、収支バランスが崩れている原因になっているということで見直し

をかけました。光熱費につきましては、当初予算のときにも説明させていただきましたが、熱

源を電気からガスに変更したときに価格は下がるであろうということで、指定管理料を下げた

という経緯がございまして、現在の決算を見ますと、それと同等、むしろそれより上回るよう

な経費がかかっており、これは決して無駄遣いではなく、それぐらいの経費がかかっていると

いう判断をさせていただいて、切り下げる前の金額に戻すべきであろうという判断をさせてい

ただいた。 

 それとあとは、高知県の最低賃金が指定管理する前の金額と今年度の金額を比較しますと

715円から790円というふうに、約10％上がっております。これはここの施設の働いている方々

の労働条件の改善に上げることでつながっていくというふうに、雇用の安定と改善につながっ

ていくというふうに判断して、この10％のアップというのは一定見ていく必要があるだろうと

いうことで判断をさせて、増額をさせていただいて計算していただいた上で、指定管理者の自

助努力というのも期待をして、少し金額をマイナスにさせていただいたオーダーを設定させて

いただきました。少しこのあたりには時間がかかっておりますが、そういうことで指定管理料

を算定させていただいたところです。 

 それと、３年前の指定管理の候補者を決定する際に、１事業者、確かに２事業者で公募があ

ったということですが、１事業者を除外したかという御質疑ですが、同じようにプロポーザル

方式でこれは審査を行われておりまして、その１事業者は除外したのではなくて、審査上で先

ほど副市長のほうが申しましたボーダーに達しなかったために落ちたという、落ちたという言

葉が適切かどうかわかりませんが、落ちたということになります。以上ですが。 

            （５番亀井賢夫君「債務負担変更できるかどうか」と呼ぶ） 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君）（続） それにつきましては、はい。私からは以上

です。 

○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） 亀井議員の御質疑にお答えいたします。 

 債務負担行為の件ですけれども、債務負担行為につきましては、地方公共団体が債務を負担

する場合の上限額、限度額を定めているものでありまして、今回の室戸海洋深層水体験交流セ

ンター指定管理料につきましては、本年度の予算と令和３年度以降の分について債務負担行為

を起こしております。２カ年で7,840万円となっておりますので、この範囲の中でやっていた

だくということになると認識をしております。 

 増額の場合は、またこの債務負担行為の見直しということが必要ですけれども、現時点では

この限度額でやっていただくというふうに考えております。 

○議長（堺 喜久美君） 亀井議員の３回目の質疑を許可いたします。 
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○５番（亀井賢夫君） ５番亀井。３回目の質疑を行います。 

 もう一度この指定管理料を決めた理由をお聞きします。特になぜ聞くかということですが、

これを決めた出席委員が市職員となっております。これ民間会社の経営内容や交流センターの

経営状況が本当に市の職員で審査ができたのか、ましてこの金額が指定管理料が他社との比較

がまるまるできない１社ということで、これを決めた理由を本当にもう一度お聞かせくださ

い。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。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） お時間をいただきありがとうございます。 

 まず、指定管理の金額を決めたというところですが、指定管理の金額を上限を設定させてい

ただいたのは、市の担当課と財政との協議の上で指定管理の金額の上限を設定させていただい

ております。 

 経営内容を把握できるかというところですが、これは審査の中で市職員が５名、それから市

職員以外の方が１名おりまして、市職員以外の方につきましては、商工会の方に入ってきてい

ただいておりまして、経営内容の判断は全員でしていったということでございます。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。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。質疑させていただきます。 

 今回の公募はどうしてこの２週間という期間が決められたのでしょうか、教えてください。

１回目終わります。 

○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） 竹中真智子議員の御質疑にお答えします。 

 ２週間になった理由でございますが、本指定管理者の公募に当たりましては、募集要項に公

募する内容、それから指定管理料を定めていく必要がございます。先ほども御説明をさせてい

ただきましたが、その指定管理料の設定に時間を要し、それと定例議会の上程させていただく

期限との関係から公募期間を２月13日から２月27日までとさせていただきました。以上でござ

います。 

○議長（堺 喜久美君） 竹中議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○２番（竹中真智子君） 竹中真智子。２回目質疑をさせていただきます。 

 この募集なのですけれども、前回の募集のときには、平成28年にありまして、そのとき実は

11月の月と12月の月とに募集が行われております。そのときの公募の期間というのは、それぞ

れ１カ月が設定をされていました。今回この２月の月に入ってというのが２週間で、前回の平

成28年度に公募をしたときには、12月の月であって、しかも公募の期間が１カ月、それが11月

と12月と２回公募の時期がありました。今回はインターネットでの公募のようだったようなん

ですが、インターネットもそうなんですけれども、平成28年度に公募をしたときには、広報に
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も載っておりました。でも、今回はそのような手法がとられていなくて、インターネットだけ

ということで、なぜ広報には載せることができなかったのか、しかもなぜ２月になったのか、

以前は、11月、12月と募集するようなことがあってしましたのに、なぜこの２月の月の２週間

の公募になってしまったのかというのを、もう一回お願いいたします。 

 それはなぜかというと、新たに応募をしたくても、２週間の募集の期間では、新規に参入す

る人たちというか、そういう業者さんが書類の準備などが２週間の日にちでは非常に手際よく

やらないとできないと、これは新規参入が大変に難しいので、なぜ１カ月という期間をとらず

に、今回２週間という期間になったのかということをお聞きをします。済いません。よろしく

お願いします。 

○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） 竹中真智子議員の２回目の御質疑にお答えしま

す。 

 この公募をかけた時期ということでございますが、確かに前回は１カ月の公募期間を設けて

設定しております。今回につきましては、やはり指定管理料の見直しをする必要があるという

ことをある程度判断をしておりまして、３カ年の経過を見てみたいということで、少し３年目

の決算状況、決算見込みというのをつかむのに少しおくらせてしまったことはございます。そ

の後、設定についてまた時間が大変申しわけございません、設定について時間がかかった関係

で、議会、先ほども説明しましたが、議会との関係で２月13日から２月27日という設定とさせ

ていただきました。 

 それとあと、広報手段でございますが、ホームページだけがということですが、やはりホー

ムページが最も早く広く広報する手段として適しているということで、ホームページの方法を

選ばせていただいたところでございます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 竹中真智子議員の３回目の質疑を許可いたします。 

○２番（竹中真智子君） 竹中真智子。３回目質疑をします。 

 今回この業者が選定されていくようになるのか、非常に胸が痛いです。それはこのプールへ

よく行っています市民の人たちが市民の税金が投入されるのに、市民の声が一つも吸い上げて

もらうことが非常に少ないというようなことで、今回の選定の委員の選び方も、市の職員が５

名、民間の有識者が１人、プールなんかを利用している人たちの声は一向に届かない。今回の

この募集はこの業者ありきで事が進められたのではないかというようなことが言われて、私も

そのように感じたりしています。どんなでしょうか。３回目終わります。 

○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） 竹中真智子議員の３回目の御質疑にお答えをいた

します。 

 まず、プールに対する苦情の声が届かないということですが、これは大変申しわけないとは
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思っております。私どもの担当課としましても、そういう声をいただきましたら、指定管理者

のほうにつなげて改善努力するようには伝えていきたいというふうには考えております。 

 それから、この業者ありきではないかとおっしゃることなんですが、この次期指定管理者の

公募に対しては、議員の御指摘の上では、やはり期間が短いんではないかということではござ

いますが、ホームページによって公募して、募集をして、その結果の申請者の数、申請者を受

けるという体制をとっておりますので、ありきで進めたわけではございません。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。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。本案に対して質疑を行います。 

 まず、公募期間なんですが、２週間らいうのは例があるんですか。ほとんど１カ月の公募期

間をとって徹底をさしておるんじゃないですか。何やかんやと言いわけしておりますけれど

も、時期的にも遅いんじゃないですか、これ。３月いっぱいで期間が切れる。そんなことわか

っとるんじゃないですか。これ何で２月になるんですか。そのあたりの、何ぼ理屈つけても段

取りが悪い。 

 それから、前回とちょっとやり方が違うんで疑問に思ったんですが、前回は29年のときには

それまで指定管理者として３年やっておった、あれは創裕さんですか、そこが募集に対して応

募してきてますよ、１社でしたよ。先ほどの答弁から見ておると、１社の場合は協議をしてか

ら妥協点を何か見出す、そんなように自分は受け取ったんですが、前回の場合は１社ではいけ

ないのか、再募集をかけてますよ。それで、創裕さんと今の指定管理者と２社が応募があっ

て、その中から選んだのが現在の指定管理者、そのときの理由が提案された指定料が安かった

から。たしか3,200万円と3,700万円、500万円の差があるから今の指定管理者を選んだという

ふうなことがあったんじゃないかと思いますよ。ほんで、今回は１社しかなかったので、その

あたりで話し合いをして、妥協点を見出したのか何かわかりませんが、決めたと。 

 それと、指定管理料、プレゼンテーションですので、公募の段階で市役所のほうが決めてお

るんですか。前回の場合は、業者から提案、幾らでやりますよという提案があって、それでそ

の差があるから安いほうを選んだというふうに記憶してますよ。その辺どうであったのか。今

回の公募に当たって、指定管理料は市のほうが上限こればあですよとかというふうな決め方で

公募したのか、全くゼロで、それは応募者のほうでこればあでやりたいというふうなことでや

ったのか、お伺いをいたします。 

 それから、これ指定管理者と決まったら協定書を交わしますよね。それの中にこの指定管理

料はどのような規定がされておるのか。今回の場合もそうですよ。債務負担行為を起こしてま

すよね。私たちは債務負担行為は上限ですので、提案の理由から３年間その指定管理料でやる

というふうに思いますよ、３年間。そういうことで審査しておるんじゃないですか。それが途

中でいかなる理由があろうと、指定管理料を上げる、そういうことをしておったんじゃ、最初
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低い提案をしておいて、途中でこれでやっていけんき上げてくれということになれば、意味が

ないじゃないですか、審査の意味が。そういうことが実際今の指定管理者と行っておるんでし

ょう。債務負担行為では、最初決定になったときには、債務負担行為を決めておいて、途中で

変更しておるんじゃないですか。違いますか。ことし上げておるんじゃ、そうそうことし。今

までは3,200万円で、最初決定をして、その3,200万円、その時点で債務負担行為を、２年分の

債務負担行為を起こしておるんですよ。だから、6,400万円の債務負担行為をとっておるの

に、今年の３年目、今の予算で、令和元年度の予算の指定管理料は3,450万円、60万円になっ

ておるんやないですか。ほんで、そういうことが協定書の中に、指定管理料を定めた協定書の

中に、そういうことができるというふうな規定になっておりますか。何か前回と全くやり方が

違うんで、どうしてなのかなと、先ほど竹中議員の質疑にもありましたように、何か無理やり

ここへやらすんかなと。前回は１社じゃ、それはどういう理由でいけなかったのかわかりませ

んけれども、再募集かけとるんですよ。その辺お聞きをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 意見調整のため、20分間休憩いたします。 

            午後２時27分 休憩 

            午後２時46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） 濱口議員の御質疑にお答えいたします。 

 まず、指定管理者の前回の募集の際において、２回やったということでございます。確認を

いたしました。まず、２回の募集を行っておりまして、１回目におきましては、１社が申請を

しておりました。審査を行いまして、先ほどまで申し上げておりました審査のボーダー得点ま

で届いてなかったので、１回目は落選という形になっております。業者が決まらなかったの

で、２回目の募集をかけて、その際には２社が応募をされてきて、得点の高いほうが指定管理

の候補者として採用された経過がございます。 

 次に、債務負担行為につきましてですが、これにつきましては基本協定書の第30条のほうに

不可抗力により発生した際の負担ということで、変更できるようには制度的にはできます。そ

の際には、議会の議決が必要でございまして、平成30年度の末、31年の３月議会にて議決をい

ただいておるところでございます。 

 やり方のことですが、上限の設定についてですが、前回の募集の際には、確かに上限を設定

しておらず、金額の提案ということでございました。今回はこの時期の募集に当たりまして、

予算措置の関係で上限は設定をさせていただいております。 

 例があるのか、２週間の例があるのかという御質疑につきましては、確かに県のガイドライ

ンにおいては、１カ月ぐらいが適当であるということはうたわれておりますが、必ずしも１カ

月でないといかんということではありません。例としては17日程度の募集、公募期間の例もご
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ざいます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 濱口議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○９番（濱口太作君） その料金よね、指定管理料か、これさっきの説明では不可抗力があっ

た場合に変更ができるということなんですが、今回、元年度予算で債務負担行為の変更をして

上げちゅうわね、二百何十万円か。これはどういう不可抗力があったのかお伺いをします。 

 それから、今回の公募、どんな公募かよくわからんのですが、これは指定管理料を示して、

さっき上限、上限と言よったですけんど、市のほうが指定管理料の上限を示して募集をしたわ

け。そのほな上限とは幾らなのか。それから、応募者から示された指定管理料は幾らなのか、

この辺にしちょこうか。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） 濱口議員の御質疑にお答えいたします。 

 平成31年の３月議会に平成30年度の室戸市一般会計第８回補正予算書で債務負担行為260万

円を追加させていただいております。その理由としましたら、先ほど協定書の中でうたってま

す不可抗力ということで、消費税のアップとあとガスの燃料費の高騰というところでこの債務

負担行為を追加しているところでございます。30年10月からでして、この債務負担行為は翌年

度の平成31年度分について、その分を加味した分で上げております。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） 濱口議員の２回目の御質疑にお答えいたします。 

 上限の設定は募集要項に掲載をさせていただいておりまして、その金額は3,920万円です。

申請者からの提案につきましても、3,920万円で申請をしております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第１号から議案第40号までの以上30件につきまして

は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、３月13日から３月23日まで11日間休会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、３月13日から３月23日まで11日間

休会することと決しました。 
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 ３月13日から３月23日まで11日間休会いたします。 

 ３月24日は午前10時から会議を開きますので、御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後２時54分 散会 

 

 


