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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６号） 

 

１．日 時  令和２年３月２４日（火） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

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

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

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

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

４．欠席議員  なし 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  長 崎 潤 子 

  事務局次長兼班長  谷 村 直 人 

  議 事 班 主 任  村 田 茉 莉 

  議 事 班 主 事  市 川   賢 

６．説明のため出席した者の職氏名 

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

  総務課長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17号 令和２年度室戸市一般会計予算について 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 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 

       議案第２号 室戸市行政不服審査会条例の廃止について 

       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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       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第３ 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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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
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の変更について 

       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 

       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 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第４ 議案第30号 農業委員会委員の任命について 

  日程第５ 議案第31号 農業委員会委員の任命について 

  日程第６ 議案第32号 農業委員会委員の任命について 

  日程第７ 議案第33号 農業委員会委員の任命について 

  日程第８ 議案第34号 農業委員会委員の任命について 

  日程第９ 議案第35号 農業委員会委員の任命について 

  日程第10 議案第36号 農業委員会委員の任命について 

  日程第11 議案第37号 農業委員会委員の任命について 

  日程第12 議案第38号 農業委員会委員の任命について 

  日程第13 議案第39号 農業委員会委員の任命について 

  日程第14 各常任委員会委員の選任について 

  日程第15 議会運営委員会委員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第15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） 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、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。 

 本案に関し総務文教委員会委員長の報告を求めます。久保総務文教委員会委員長。 

            （総務文教委員会委員長報告） 

○総務文教委員会委員長（久保八太雄君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております議案第17号令和２年度室戸市一般会計予算については、今期

定例会におきまして当委員会へ付託されたものであります。 

 委員会といたしましては、３月13日、16日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受

け、審査を行いました。 

 審査の経過及び結果につきましては次のとおりでございます。 

 まず最初に、企画財政課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項６目12節、地域公共交通網形成計画策定業務委託料

についての質疑があり、執行部から、当市にとってどのような公共交通が必要なのか計画を策

定し、市独自の公共交通サービスの提供に取りかかるための事業である。本年度から策定作業

を行っており、現在は現況調査を実施している。令和２年度は調査結果をもとに公共交通会議

で計画を策定し、サービス提供に取りかかる予定であると答弁がありました。 

 次に、２款１項６目13節、教育移住フェア会場使用料について、東京、大阪での会場使用料

とのことだが、名古屋などの中部圏ではなく、東京、大阪に限定した理由は何かと質疑があ

り、執行部から、教育移住フェアへの参加地域は室戸高校の希望をもとに決定をした。移住フ

ェアへの参加だけではなく、女子硬式野球部員の誘致活動としても関東、関西圏方面で取り組

んでいく予定であると答弁がありました。 

 次に、総務課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項１目２節、給料について、室戸市財政運営計画に基

づく職員数は何人かと質疑があり、執行部から、財政運営計画では令和２年度が263名、３年
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度が264名、４年度が266名、５年度が268名、６年度が270名の予定で現在審議している。令和

２年度としては、当初予算上、４月から雇用する医師も含め262名であり、計画よりは１名少

ない状態であると答弁がありました。 

 次に、財産管理課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、７款５項１目18節、老朽住宅除却事業費補助金について、令

和元年度と同じ予算額だが、昨年度の実績はどうだったのか、また限度額に変更はないのかと

質疑があり、執行部から、令和元年度事業実績として58件の申し込みがあり、35件採択した。

そのうち１件申請者からの取り下げがあり、34件の実施となった。また、費用については、

80％を補助し、補助金の上限額は164万5,000円であると答弁がありました。 

 次に、防災対策課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項13目、防災対策費について、避難路整備に関する国

の財源とその制度はいつまでかと質疑があり、執行部から、避難路の整備は緊急防災・減災対

策事業債で令和２年度までであるが、２年度中に予算計上すれば、翌３年度に繰り越しての事

業実施は可能であると答弁がありました。 

 次に、福祉事務所関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款３項２目19節、生活保護扶助費について、生活保護世帯

数は減少しているとのことだが、その原因は人口減によるものかと質疑があり、執行部から、

平成31年４月から令和２年２月までの状況では、開始世帯もあるが、廃止世帯は53世帯、62名

である。そのうち死亡は16件、就労が５件、扶養が４件、収入増２件などがあった。本年度は

人口減少による廃止だけではなく、就労での廃止が顕著にあらわれた結果となった。なお、人

口における生活保護者の割合は、昨年同期と比べ0.7下がって53.9パーミルであると答弁があ

りました。 

 次に、保健介護課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款１項８目18節、中山間地域介護サービス確保対策事業費

補助金について質疑があり、執行部から、高齢者の方々が必要な介護サービスが十分受けられ

るよう、中山間地域の高齢者に対し介護サービスを提供する介護サービス事業者に補助金を交

付することにより、事業を確保するための補助金であると答弁がありました。 

 次に、市民課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４款１項４目18節、浄化槽設置費補助金の内訳について質疑

があり、執行部から、予算としては924万円であり、５人槽18基、１基につき上限額33万円、

７人槽６基、上限額41万4,000円、10人槽１基、上限額56万4,000円、さらに撤去に関しても３

基分、１基９万円で予算計上を行っている。令和元年度の実績としては、５人槽16基、７人槽

９基であると答弁がありました。 

 次に、生涯学習課関係であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、９款４項１目12節、埋蔵文化財調査事業委託料について質疑

があり、執行部から、委託内容としては、最御崎寺の約700メートルの遍路道の測量と、道の

形状が過去の文献と合致するかの確認、試掘調査及び報告書作成に係る委託料である。この事

業は国の史跡指定を目指して行っているものであると答弁がありました。 

 次に、学校保育課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、９款１項２目18節、室戸高校通学費援助補助金について、通

学距離で金額が変わってくるのか、また対象者はどの程度と考えているのかと質疑があり、執

行部から、バス通学者については距離の制限は設けず、定期券の半額補助を、自転車通学者に

ついては自転車通学の範囲を特定せず、１台１万円以内の補助を予定している。また、対象者

数については、バスの定期の補助希望者を31名、自転車購入費を50名ということで予算を組ん

だと答弁がありました。 

 次に、産業振興課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５款３項２目18節、漁船導入支援事業費補助金について、補

助率はどのぐらいかと質疑があり、執行部から、この補助金は研修終了後、漁船を購入する際

の支援事業であり、県が10分の１、市が10分の１の補助率であると答弁がありました。 

 次に、建設土木課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、７款１項２目12節、地籍調査等委託料について、佐喜浜から

国道沿いの調査を行っているが、耳崎付近まで測量は済んでいるのかと質疑があり、執行部か

ら、耳崎付近まで測量は済んでいる。佐喜浜から順に進めていたが、津波浸水エリアを早急に

調査を行うよう県からも要望があるため、現在は市内を２地区に分けて両方で調査を進めてい

る。平成27年から令和６年までの10年で調査の計画を立てており、この期間に津波浸水エリア

の調査を行うと答弁がありました。 

 次に、観光ジオパーク推進課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、６款１項３目12節、旧椎名小学校体育館改修工事設計委託料

について、体育館が昭和53年に建設され、現在の耐震基準以前の設計であるため大規模な改修

が必要だということであったが、今回の設計委託はどういう経緯で出てきたのかと質疑があ

り、執行部から、廃校水族館が開館以降、多数の方の来館があり、この入館者数を維持するた

めの新たなコンテンツが必要ではないかと考えていた。廃校水族館からも団体を受け入れたい

が、現状では難しいとの意見があった。体育館を改修することで大きなスペースが確保でき、

展示を行ったり、昼食をとったりと団体の方を受け入れることが可能となる。改修費用として

は１億円前後との話であり、投資の効果はあるのではないかと考えている。運営としては、廃

校水族館の管理のもとで行うのが最もスムーズではないかと考えているが、今後、協議を行っ

ていくと答弁がありました。 

 次に、委員から、建物を建設したら、維持管理費に膨大な金額が必要となると思うが、改修
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ではなく、更地にしてから、新たに地域や廃校水族館のニーズに合った施設を建設する、もし

くは駐車場や避難場所にするという案はなかったのかと質疑があり、執行部から、１年かけ協

議をし、内容について決めていきたいと考えている。ただ、地域からの意見をいただいてお

り、何とかこの体育館を活用したいということで予算を計上したので、取り壊しということは

想定していなかった。検討会等も開催し、地域の方と協議をしていきたいと考えていると答弁

がありました。 

 次に、消防本部関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、８款１項４目17節、消防車等購入費の内訳について質疑があ

り、執行部から、元分団の防災車の購入と高規格救急車の更新ということで、平成18年に整備

した高規格救急車を更新するものである。なお、高規格救急車については、緊急消防援助隊設

備整備費補助金の交付を用いて更新を考えていると答弁がありました。 

 選挙管理委員会、会計課、債権管理課、税務課、監査委員事務局、人権啓発課、地域医療対

策課関係につきましては、特段質疑がありませんでしたので、省略をさせていただきます。 

 質疑の後、山本委員及びほか４名の委員から、本議案に対する修正案が提出されました。 

 修正箇所としましては、６款１項３目観光費、12節委託料のうち、旧椎名小学校体育館改修

工事設計委託料及び旧椎名小学校体育館改修工事設計審査委託料に関する委託料合計1,144万

円を削除し、12款予備費へ計上するものであります。 

 この委託料については、再度計画の熟度を高めた上、予算計上をすべきであると判断し、提

出された修正案であります。 

 それでは、修正案の説明をさせていただきますので、お手元の修正案１枚目を御確認くださ

い。 

 修正額1,144万円の財源についてでありますが、1,100万円については過疎対策事業、残りの

44万円につきましては一般財源であります。 

 歳入については、18款繰入金を1,100万円増額し、修正後の金額を15億5,484万2,000円と

し、また21款市債を1,100万円減額し13億3,666万5,000円とするものであります。 

 次に、歳出です。６款商工費は1,144万円の減額で、修正後の商工費の金額を24億360万

8,000円とし、また12款予備費は1,144万円を増額し2,144万円とするものであります。 

 なお、詳細につきましては、お手元の修正案により御確認ください。 

 旧椎名小学校体育館改修に係る委託料につきましては、委員会において質疑を重ねました

が、現段階では、地域等との検討会も未実施であり、将来の事業計画が未熟であるため、十分

な審査を行うことができず、執行を認めることはできないとの理由により削除をするものであ

ります。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、修正可決すべきものと決し、修正議決した部分を除

くその他の原案については可決されました。 
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 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） ただいまの委員長報告に対し、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。 

 これをもって総務文教委員会委員長に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論及び採決を行います。 

 討論及び採決の方法について事務局長より説明をいたさせます。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時19分 休憩 

            午前10時21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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第１、議案第17号令和２年度室戸市一般会計予算について行います。 

 まず、修正案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 

 次に、原案、修正案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 

 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 

 次に、修正案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 

 これをもって日程第１、議案第17号についての討論を終結いたしました。 

 議案第17号令和２年度室戸市一般会計予算についてを採決いたします。 

 まず、本案に対する総務文教委員会委員長から提出されました修正案についてを採決いたし

ます。 

 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、総務文教委員会委員長から提出され

ました修正案は可決されました。 
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 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決を行います。 

 修正部分を除くそのほかの部分については原案のとおり決すること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、修正議決された部分を除くそのほ

かの部分は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第２、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まで、以上14件を一括議題といたします。 

 本案に関し総務文教委員会委員長の報告を求めます。久保総務文教委員会委員長。 

            （総務文教委員会委員長報告） 

○総務文教委員会委員長（久保八太雄君） 総務文教委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております議案第１号室戸市個人情報保護条例の一部改正についてから

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

規約についてまで、以上14件につきましては、今期定例会におきまして当委員会へ付託された

ものであります。 

 委員会といたしましては、３月13日、16日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受

け、審査を行いました。 

 審査の経過及び結果につきましては次のとおりであります。 

 まず、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、今回の改正は死者に関する開示請求についてとのことだが、

改正が必要になった理由について質疑があり、執行部から、該当する事案が発生し、その際条

例には明記がなかったため、調整委員会で協議を行い、県の例に倣い開示を行った。今後のこ

とも考慮し、条例への明記が必要ではないかということで改正を行ったと答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２号室戸市行政不服審査会条例の廃止についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、固定資産評価審査委員会は廃止し、県が一括していくという

ことかと質疑があり、執行部から、固定資産評価審査委員会は廃止しない。今回の改正は、法

律が改正となったことで条項のずれが生じたことによる改正である。内容については、改正前

と同じであると答弁がありました。 
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 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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一部改正につ

いてであります。 

 執行部の説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、会計年度任用職員を採用することにより、宣誓の方法を変更

するのかと質疑があり、執行部から、これまで臨時職員については服務の宣誓の規定が適用さ

れていなかったが、会計年度任用職員となり一般職の職員と同等の扱いとなるため、市長の面

前での服務の宣誓が必要となる。しかし、保育士など出先の職員は現実的に市長の面前での宣

誓が困難なため、書面をもって提出できるように改正を行うものであると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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に関する条例の一

部改正についてであります。 

 執行部の説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、医師手当の支給が１勤務につきとあるが、１勤務とはどのよ

うに考えるのか、またこの手当は現在、室戸岬診療所で診察を行っている非常勤の医師にも該

当するのかと質疑があり、執行部から、１勤務とは１回の執務に当たる場合を想定しており、

半日でも１勤務に当たると考えている。また、この医師手当は任期つきで雇用した医師にのみ

該当すると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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

いてであります。 

 執行部の説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、改正の内容について質疑があり、執行部から、これまでの保

育料としては保育と副食費の部分があった。昨年10月から始まった保育の無償化に伴い、保育

料の中の保育の部分に関しては無償化されたが、副食費については今までどおり保護者負担と

することなどを改正するものであると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、今回の改正により２％分減る理由は何かと質疑があり、執行

部から、市中の利率が下がってきていること、また変動することもあるため、民法が３年ごと

に法定利率の見直しを行う改定となったためなどにより今回条例改正を行うものであると答弁

がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 まず最初に、企画財政課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項６目19節、空き家改修事業費補助金について、当初

予算が1,874万円で今回1,824万円の減額ということは50万円しか予算が執行されていないが、

この理由はなぜかと質疑があり、執行部から、当初予算として10件分と平成30年度からの繰越

明許費として182万4,000円を組んでいたが、改修の希望が１件しかなく、残りが減額となっ

た。最近の傾向として、一軒家を改修してまで移住するという方が少なく、単身者の移住者が

ふえているため、当初予算はその反省を生かした予算組みとしていると答弁がありました。 

 次に、２款１項６目19節、生活バス路線運行維持費補助金について、補助金の負担割合はど

う決めているのかと質疑があり、執行部から、この補助金の仕組みとして、１つの路線に係る

経費の収入が支出の半額程度であれば、赤字であっても国・県が補助金を負担してくれるが、

赤字の額がそれ以上になってくると市町村の負担が発生する。高知県の場合は、この市町村負

担分も一部県の補助がある。東部路線は沿線市町村で距離に応じて各市町村が負担するように

なる。負担額については、６月に概算の額と負担割合について協議があり、年末に事業費が固

まってくるので、３月補正で計上しているとの答弁がありました。 

 次に、選挙管理委員会関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款４項３目、室戸市市議会議員選挙費及び４目参議院議員

選挙費の13節、ポスター掲示場設置委託料他について、それぞれの選挙でポスター掲示場設置

のみの減額は幾らかと質疑があり、執行部から、市議会議員選挙については133万1,280円、参

議院議員選挙については47万3,600円の減額であると答弁がありました。 

 次に、総務課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項１目10節、市長交際費について、さまざまな会へ参

加後の懇親会等の参加費について、職員も同行した場合、市長も私費で参加しているのか、そ

のあたりの取り扱いについて質疑があり、執行部から、同行した職員については公費から出し

てはいないが、他市では職員の分も交際費から出ている場合もあるため、今後の運用について

検討していくと答弁がありました。 

 次に、福祉事務所関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款３項２目20節、生活扶助費について、9,000万円の減
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額、この主な理由は何かと質疑があり、執行部から、主には医療扶助費について、本年度は入

院件数が12月末の時点で前年度比較で105件の減、重複受診や頻回受診の指導の徹底等により

外来受診が230件の減、またジェネリック医薬品の使用率も約85％と高く、こういったことが

減額の主な要因であると答弁がありました。 

 次に、防災対策課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、２款１項13目11節、食糧費について、当初予算で1,519万

2,000円予算化されていたが、920万円の減額ということは600万円弱の予算執行となるが、こ

れほど減額になった理由は何かと質疑があり、執行部から、入札減による減額であると答弁が

ありました。 

 また、委員から、２款１項13目18節、防災対策用備品購入費について、津波救命艇を３艇購

入予定であったが、２艇とした理由は何かと質疑があり、執行部から、１艇減らしたのは丸山

長寿園設置分であり、まず寝たきりの方用の津波救命艇を設置し、その後避難訓練等で使用し

た際に一人一人移動させるのは支援する職員の負担も大きいとの意見があった。そのため３艇

全てを寝たきりの方用としていたが、２艇目は寝たきりの方と支援する方が一緒に乗れるもの

に仕様を変更した。３艇用意しても、救命艇への移動が大変だということで、あとの方は高台

へ避難するため、３艇目は必要ないとの意見があり、今回２艇の購入となったと答弁がありま

した。 

 次に、委員から、７款５項１目19節、建築物耐震対策緊急促進事業費補助金について、

4,400万円の減額になった理由は何かと質疑があり、執行部から、当初予算を耐震診断、設

計、工事で組んでいた。耐震診断については、対象物件は義務化されているが、費用もかかる

ことからなかなか進んでおらず、本年度の実績として、設計が１件、工事が２件だけであった

ため、今回の減額となったと答弁がありました。 

 次に、市民課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、４款２項１目、清掃総務費及び２目塵芥処理費について、３

月末で事務処理は芸東衛生組合で済ますことはできるのか、光熱水費などについては請求は４

月になってからになると思うが、その際の支払いについてはどのようになるのかと質疑があ

り、執行部から、３月末までに支払いができるものは全て芸東衛生組合で行うが、できないも

のについては事務を継承した室戸市が支払うということで現在進めている。光熱水費など４月

になって請求書が来るものについては今回の補正予算に計上している。しかし、補正予算で支

払いができない請求は、事務所の電気、水道などの今後も使用を予定しているので、そういっ

たものは当初予算での支払いとなると答弁がありました。 

 次に、保健介護課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、３款１項３目20節、障害者自立支援給付費について、施設入

所や通所も対象となるのかと質疑があり、執行部から、自立支援給付費は障害者の方への障害
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給付サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、施設への通所・入所など、利用者に個別に給

付されるサービスがある。費用としては、基本的には本人負担１割、残りの９割のうち、国２

分の１、県４分の１、市４分の１で公費負担すると答弁がありました。 

 次に、学校保育課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、９款２項小学校費及び３項中学校費の13節、無線ＬＡＮ環境

等整備委託料、この事業の必要性について質疑があり、執行部から、文部科学省が打ち出して

いるＧＩＧＡスクール構想の実現ということで、１人に１台端末と大容量の通信ネットワーク

を一体的に整備する補助事業で、創造性を育む教育ＩＣＴ環境の実現を目指していると答弁が

ありました。 

 次に、産業振興課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５款３項２目19節、新規漁業就業者支援事業費補助金につい

て、当初予算の半分程度に当たる額が減額されているが、対象者がいなかったのかと質疑があ

り、執行部から、各大敷等で研修生として雇っている方の人数と日数を見込みで立てて予算を

組んでいたが、見込みよりも少なかったため減額となったと答弁がありました。 

 次に、６款１項２目19節、企業立地促進事業費補助金について、当初予算の半額が減額され

ているが、この理由は何かと質疑があり、執行部から、当初予算で１人雇用で1,000万円、２

人雇用で2,000万円、３人雇用で3,000万円を補助する予算を各１件ずつ計上していたが、

3,000万円の申請１件しかなかったためと答弁がありました。 

 次に、５款２項３目19節、農山漁村振興交付金について、芸東森林組合が事業導入を見送っ

た理由について質疑があり、執行部から、交付金の申請に当たって、活性化計画を立てる必要

がある。農山漁村の定住人口の増加や組合での雇用増加についての計画の達成が難しいという

ことで導入を見送ったと伺っていると答弁がありました。 

 次に、建設土木課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、５款１項５目15節、中山間地所得向上支援対策事業工事費に

ついて、農業用水路の改良とのことだが、水稲栽培が始まるこの時期に予算を組んだのはなぜ

かと質疑があり、執行部から、令和元年度の国の補正予算で今回７カ所の工事を割り当てられ

た。４月から８月が水稲栽培の時期であることから、この時期は避け、８月以降に工事の発注

をしたいと考えていると答弁がありました。 

 次に、財産管理課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、７款５項２目15節、市営住宅補修整備工事費について、災害

による被害ということだが、保険の対象となるのかと質疑があり、執行部から、今回計上した

倉庫は保険には入っていなかったため、一般財源からの支出となる。市有物件でも古い団地の

倉庫など、保険に加入していないものもあると答弁がありました。 

 次に、消防本部関係であります。 
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 執行部の説明の後、委員から、８款１項１目12節、通信運搬費について、ＧＰＳで位置を確

認するとのことだが、これは出動した救急車の位置がわかるものかと質疑があり、執行部か

ら、この位置情報システムは通報者が電話をかけてきた際、消防署の受付のＰＣ画面にどこか

ら電話をかけているかが表示され、大体の場所が特定できるシステムであると答弁がありまし

た。 

 次に、生涯学習課関係であります。 

 執行部の説明の後、委員から、９款１項５目、奨学資金事業費について、貸付限度額、申請

者数、貸付者数はどのぐらいかと質疑があり、令和元年度については、高校生７名、高専・専

門学校生５名、短大生４名、大学・大学院生25名で予算化し、貸与額としては月額、高校生１

万円、高専・専門学校生１万6,000円、短大生３万円、大学・大学院生３万5,000円となってい

る。貸与者については、継続と新規合わせて、高校生２名、高専・専門学校生１名、短大生１

名、大学生14名となっており、申請者全員に貸与できていると答弁がありました。 

 債権管理課、税務課、地域医療対策課、観光ジオパーク推進課関係につきましては、特段質

疑がありませんでしたので、省略をさせていただきます。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であり

ます。 

 執行部の説明の後、委員から、最低制限価格の算出方法について質疑があり、執行部から、

公表もしているが、最低制限価格を設定する際には、それぞれの費用に対しての割合が国から

示されており、それに基づいて算出したものが70から90％の間に入っておれば、その金額を最

低制限価格として採用している。今回はそれを算出したときに90％を超えたので、上限の90％

で設定したと答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部の説明の後、委員から、当市から行政不服の申し立てがあった場合の経費のみの支払

いか、また他市も県へ委託を行うのかと質疑があり、執行部から、県と市で共同のワーキング

グループを行っており、他市も委託するものと考えている。負担金については、諮問１件当た

り概算で32万3,400円の経費と考えていると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 
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○議長（堺 喜久美君） ただいまの委員長報告に対し、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。 

 これをもって総務文教委員会委員長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から議案第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まで、以上15件を一括議題といたします。 

 本案に関し産業厚生委員会委員長の報告を求めます。小椋産業厚生委員会委員長。 

            （産業厚生委員会委員長報告） 

○産業厚生委員会委員長（小椋利廣君） 産業厚生委員会委員長報告を行います。 

 ただいま議題となっております議案第10号から議案第40号まで、以上15件につきましては、

今期定例会におきまして当委員会に付託をされたものであります。 

 委員会といたしましては、３月13日に委員会を開き、執行部の出席を求め、説明を受け、審

査を行いました。 

 審査の経過及び結果につきましては次のとおりであります。 

 まず、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、予防接種にはどのような種類が幾つあるのか、また市民へ

の周知についてはどのようにされているのかと質疑があり、執行部から、予防接種法に規定さ

れた予防接種の種類は、百日ぜきなどのＡ類疾病が11種類とインフルエンザなどのＢ類疾病が

２種類で、合計13種類である。周知については、新生児宅への戸別訪問時に問診票を手渡し、

病院に診察を受けに行っていただいている。また、高齢者肺炎球菌については該当者に問診票

を送っていると答弁がありました。 

 また、委員から、今まで本市で健康被害が生じた方はいるのかと質疑があり、執行部から、

昭和47年に１名の方が認定を受けていると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、条例第22条に規定する３施設の運営は委託などを行うのか

と質疑があり、執行部から、室戸清浄園などの３施設については、現在、芸東衛生組合が施設

ごとに業務委託を行っている。本市に帰属した後も、同様に業務委託を行うように考えている

と答弁がありました。 

 また、委員から、第13条の不法投棄について、不法投棄についてはシルバー人材センターに
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市内の巡回を委託しているとのことだが、その不法投棄されたごみはどのような形で処理をし

ているのかと質疑があり、執行部から、不法投棄についてはパトロール中に回収できるものに

ついては回収をしていただいているが、崖などにある回収困難なものについては、写真を撮っ

てきて、まず市に報告をしていただいている。報告後は、市から地権者などとごみの撤去につ

いて協議をしていると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から特段質疑もなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、条例改正によりパイプライン５社で200万円の収入減の見

込みであり、本市にとっては大きなマイナスであるが、企業経営に財政的なゆとりができた

分、商品開発に結びつけてくれたらと考えるがどうかと質疑があり、執行部から、本会議では

減額見込みと説明をしたが、現在の1,000立方メートル単位の使用料を100立方メートル単位に

改正すれば、企業の買い渋りが解消されることも考えられる。その分を商品の新規開発に振り

かえていただくよう働きかけていきたいと答弁がありました。 

 また、委員から、水産業の振興を利用する企業について質疑があり、執行部から、水産業を

利用する企業については、サツキマスの養殖やスジアオノリの養殖、また佐喜浜の漁業で畜養

をやられている方などが主なところであると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であ

ります。 

 まずは、事業勘定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、以前は問題もあった国保税の収納率について、現時点にお

ける県内の順位はどれぐらいかと質疑があり、執行部から、県内34市町村における国保税の収

納率順位については、平成29年度は21位であったが、平成30年度は16位となっている。市の順

位では３位であると答弁がありました。 

 また、委員から、国保制度が県統一になる前は収納率が93％を超えないと交付金の返還が生

じたが、現在、そのような取り決めはあるのかと質疑があり、執行部から、現在はそういった

取り決めはないと答弁がありました。 

 次に、直診勘定であります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳入、１款１項１目１節、診療報酬について、医師報酬が
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180万円の減額となっているが、医師の診察回数などが減ったためかと質疑があり、執行部か

ら、地域医療に大きく貢献をしていた医師が今年度から勤務ができなくなったことに伴い、診

察時間が短く変更となったことなどが影響していると答弁がありました。 

 次に、委員から、診療所を利用していただくための交通手段が必要である。市のバスを使っ

て市内を巡回するのがよいと考えるがどうかと質疑があり、執行部から、診療所への通院につ

いては、公共交通網形成計画策定の中で意見を述べさせていただきたいと考えている。市のバ

スを使用することについても検討すると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 まずは、事業勘定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳入、４款１項１目２節、特別調整交付金分について

3,766万円の特別調整交付金を予定しているが、例年と比べてどうなのかと質疑があり、執行

部から、特別調整交付金は国保税の減免など市町村の特殊な事業による財政難の不均衡を調整

するため、国・県からいただく交付金である。令和元年度の予算額は2,670万7,000円であり、

令和２年度は実績に基づき約1,000万円増の3,766万円を予算計上させていただいたと答弁があ

りました。 

 また、委員から、５款１項１目７節、特定健診受診勧奨員他委託料について、特定健診受診

勧奨員とはどのような仕事の内容か、また勧奨員は何人いるのかと質疑があり、執行部から、

この勧奨員とは健康応援団の方である。当日、特定健診が行われる地区においては、特定健診

が実施されることを市民の方に周知していただくためのものである。健康応援団の人数は

145人であると答弁がありました。 

 次に、直診勘定についてであります。 

 執行部から説明の後、委員から、１款１項１目１節の医師報酬235万2,000円について質疑が

あり、執行部から、医師報酬については、現在、診察に来られている高知大学医学部の医師分

と常勤医師の体調不良や学会に行くときに対応するための応援医師１名分の予算であると答弁

がありました。 

 また、委員から、今度新しく来られる常勤医師の給料に特殊勤務手当や共済費などを含める

と大体幾らの予算額になるのかと質疑があり、執行部から、常勤医師の給料は996万円であ

る。特殊勤務手当や共済費などを含めれば2,376万4,000円の予算額になると答弁がありまし

た。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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でありま

す。 

 執行部から説明の後、委員から、１節、介護認定審査会委員報酬について、開催回数などは
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決まっているのかと質疑があり、執行部から、現在、毎週木曜日の午後６時に開催をしてい

る。令和２年度は52回の開催を予定していると答弁がありました。 

 また、委員から、１節、会計年度任用職員報酬について質疑があり、執行部から、これは認

定審査会や認定通知などの職務をしていただくため、１名の雇用を予定している。週35時間の

勤務をしていただくことになると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、１款１項１目１節、地域密着型サービス運営委員会委員報

酬について、地域密着型サービス運営委員会とはどのような内容であるかと質疑があり、執行

部から、福祉関係者や介護サービス事業者など10名の委員で構成をされた委員会で、地域密着

型サービスの適正な運営の確保のため、事業所の新規指定及び更新などの際に審議をしていた

だくものであると答弁がありました。 

 また、委員から、３款２項１目12節、介護予防・生活支援サービス事業委託料について、ど

こが主体でこの事業を実施しているのか、また何人の方が利用されているのかと質疑があり、

執行部から、これは短期集中型の通所介護と簡易な生活支援型のサービスを委託するものであ

る。現在、通所型のサービスについては、株式会社タケザキに、また生活支援型サービスにつ

いてはシルバー人材センターに委託を行っている。平成30年度の利用実績の件数は、通所型が

延べ84件、生活支援型はゼロであると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、歳入、一般会計繰入金について、毎年一般会計からの補塡

で運営をしている。特別会計を廃止し、一般会計に移すのがよいと考えるがどうかと質疑があ

り、執行部から、今回の予算編成時も市長及び企画財政課と協議を重ね、一般会計への移行も

検討してきたが、海洋深層水を活用した事業展開を大きくしていきたい思いなどもあることか

ら、今回、特別会計で予算計上することとなったと答弁がありました。 

 また、委員から、12節、給水施設保守点検他委託料について、保守点検他委託料に2,200万

円くらいかかっているが、どのような点検を実施しているのか、また委託業者はどこかと質疑

があり、執行部から、委託予定業者は当施設の建設に携わっていた企業である。保守点検の内

容については夏と冬の年２回実施しており、機器の点検やポンプの芯材などの耐久消耗品など

の交換を一緒に行っていただいている。なお、今回の保守点検に係る委託料については

1,600万円程度を見込んでいると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第22号令和２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で

あります。 
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 執行部から説明の後、委員から、障害者の認定別の人数について聞くと質疑があり、執行部

から、平成30年度実績では、区分２が９名、区分３が13名、区分４が12名、区分５が９名、区

分６が16名の合計59名が区分認定をされていると答弁がありました。 

 また、委員から、１節、障害支援区分認定審査会委員報酬について、審査会は何回開催され

るか、また審査会の委員はどのような方で構成をされているのかと質疑があり、執行部から、

この審査会は毎月１回の年12回開催をしている。委員の構成については、非常勤特別職とし

て、医師３名、理学療法士１名、社会福祉士１名の合計５名であると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、後期高齢者制度に移行する75歳以上の人数と比率について

聞くと質疑があり、執行部から、令和２年２月末日における市の人口は１万2,941人であり、

そのうち75歳以上は男性が1,330人、女性は2,114人で、合計人数3,444人である。また、市の

人口に占める75歳以上の割合については26.6％であると答弁がありました。 

 また、委員から、歳入、１款１項２目、普通徴収保険料について、普通徴収保険料につい

て、現年度分と滞納繰越分の徴収率を何％に見込んでいるのか、また実績の徴収率は幾らであ

るのかと質疑があり、執行部から、令和２年度における現年度分の普通徴収については99％、

滞納繰越分については45.48％を見込んでいる。実績の徴収率については、平成30年度では、

現年度分の普通徴収が98.65％、滞納繰越分は76.05％となっていると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、第３条、収益的収入及び支出について、事業収益が２億

9,645万1,000円、事業費用が２億8,554万7,000円、収入と支出の差が1,090万4,000円出てい

る、この差額について聞くと質疑があり、執行部から、水道事業会計は一般会計とは異なり公

営企業会計になる。その差額部分については、水道収益的事業による純利益であり、それが令

和２年度の純利益となると答弁がありました。 

 また、委員から、予定貸借対照表の流動資産にある未収金が5,900万円以上となっている

が、その未収金の今後の見通しと現在の起債残高はどれぐらいあるのかと質疑があり、執行部

から、この未収金は３月31日時点であるため、国庫補助金などが考慮されておらず、現在の見

通しでは、水道料金の未収金額については1,500万円程度になるものと考えている。起債につ

いては、固定負債と流動負債の企業債を合わせた16億6,000万円程度が起債残高になると答弁

がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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

ついてであります。 
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 執行部から説明の後、委員から、今回の増額の理由は材料の搬入がおくれたためであるのか

と質疑があり、執行部から、今回の変更は消波ブロックの設置運搬に必要な作業船が、他の災

害復旧工事等により県内で確保できなかったことにより県外から作業船を回航してきたこと、

高知県室戸土木事務所と消波ブロックの作業ヤードの変更調整によるもの等により、今回、増

額変更を行うものであると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であり

ます。 

 執行部から説明の後、委員から、三島食品株式会社に決定した審査結果について聞くことが

できるのかと質疑があり、執行部から、１月28日に委員４名で構成をする指定管理者選定委員

会を開催し、２団体のプロポーザル方式による審査を行った結果、三島食品株式会社が指定管

理候補者となった。審査点数は、400点満点中305点である。なお、次点である合同会社シーベ

ジタブルについては、室戸市情報公開条例第８条第３項の規定により、点数の開示を控えさせ

ていただきたいと答弁がありました。 

 また、委員から、三島食品とシーベジタブルが市内で養殖をするスジアオノリの生産量は幾

らかと質疑があり、執行部から、平成28年度の生産量については、三島食品が3.3トンであ

り、シーベジタブルは約３トンであると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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であります。 

 執行部から説明の後、委員から、利用者の利便性を保つため、田野駅などからシレストむろ

とまでの間を運行する送迎バスは利用者が乗っておらず、有効に活用しているのか疑問に感じ

る。検討課題であると思うが、利用状況についてどのように把握をしているのかと質疑があ

り、執行部から、バスの送迎については、指定管理者から、利用者がほぼ固定をしている状況

だが、サービスは維持をしていきたいという話を伺っている。今後については、バスを運行し

ていく限りは営業努力をしていただくよう、また市としても健康づくりの面などをアピールし

て利用客をふやすよう、指定管理者と検討していきたいと答弁がありました。 

 また、委員から、指定管理者の公募期間を２月13日から27日までの２週間とした理由はなぜ

か、また指定管理料を460万円増額した理由はどこにあるのかと質疑があり、執行部から、公

募期間については指定管理の適切な金額を見きわめるのに時間を要したことが主な理由であ

る。指定管理料の増額理由については、指定管理者から提出をされた収益計算書をもとに赤字

の原因について精査したところ、施設運営に必要な光熱水費などの経常経費の上昇があったた

め、その部分を見きわめながら、収支バランスのポイントがどのあたりでとれるのかというと

ころで今回判断をさせていただいたと答弁がありました。 
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 また、委員から、今回、指定管理料を上げることによりどういった経済波及効果が考えられ

るかと質疑があり、執行部から、経済的な効果には換算しづらいが、その分を施設の運営費に

充てていただくことにより、この施設目的である市民の健康づくりに役立てるという部分での

効果は出せるものと考えていると答弁がありました。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） ただいまの委員長報告に対し、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。 

 これをもって産業厚生委員会委員長に対する質疑を終結いたします。 

 健康管理のため、11時30分まで休憩をいたします。 

            午前11時19分 休憩 

            午前11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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第４、議案第30号農業委員会委員の任命についてから日

程第13、議案第39号農業委員会委員の任命についてまで、以上10件を一括議題といたします。 

 本案につきましては、委員会付託を省略したものであります。 

 これより討論に入ります。 

 日程第２、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13、議案第

39号農業委員会委員の任命についてまで、以上39件を一括して行います。 

 まず、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 

 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 

 これをもって日程第２、議案第１号から日程第13、議案第39号まで、以上39件についての討

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 日程第２、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第４号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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第６号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

正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

いてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第３、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

採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 
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 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

ついてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立多数であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第４、議案第30号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に小松弘之氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を求

めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、小松弘之氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

 次に、日程第５、議案第31号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に尾﨑考平氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を求
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めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、尾﨑考平氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

 次に、日程第６、議案第32号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に阿野田久志氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を

求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、阿野田久志氏の農業委員会委員の任

命については同意されました。 

 次に、日程第７、議案第33号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に谷村眞一氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を求

めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、谷村眞一氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

 次に、日程第８、議案第34号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に西岡豊氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、西岡豊氏の農業委員会委員の任命に

ついては同意されました。 

 次に、日程第９、議案第35号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に藤岡義博氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を求

めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、藤岡義博氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

 次に、日程第10、議案第36号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 
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 農業委員会委員に山﨑修氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、山﨑修氏の農業委員会委員の任命に

ついては同意されました。 

 次に、日程第11、議案第37号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に島巻賢二氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を求

めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、島巻賢二氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

 次に、日程第12、議案第38号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に細川季代氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を求

めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、細川季代氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

 次に、日程第13、議案第39号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 農業委員会委員に川﨑一男氏を任命することについて同意することに賛成の議員の起立を求

めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、川﨑一男氏の農業委員会委員の任命

については同意されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 日程第14、各常任委員会委員の選任を行います。 

 各常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長におい

て指名をいたします。 

 総務文教委員会委員といたしまして、山本賢誓議員、濱口太作議員、久保八太雄議員、脇本

健樹議員、亀井賢夫議員、竹中真智子議員、以上６名を指名いたします。次に、産業厚生委員

会委員といたしまして、町田又一議員、小椋利廣議員、竹中多津美議員、田渕信量議員、河本

竜二議員、私堺喜久美、以上６名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました議員



－288－ 

をそれぞれの常任委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長の互選のため委員

会を招集いたします。直ちに各常任委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願いいた

します。 

 それでは、各常任委員会正副委員長互選のため10分間、12時まで休憩いたします。 

            午前11時50分 休憩 

            午後０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。 

 各常任委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告いたします。 

 総務文教委員会委員長山本賢誓議員、総務文教委員会副委員長亀井賢夫議員、産業厚生委員

会委員長竹中多津美議員、産業厚生委員会副委員長河本竜二議員、以上のとおり決定いたしま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第15、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長にお

いて指名いたします。 

 議会運営委員会委員に、町田又一議員、山本賢誓議員、濱口太作議員、久保八太雄議員、小

椋利廣議員、亀井賢夫議員、以上６名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました

議員を議会運営委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、議会運営委員会正副委員長互

選のため委員会を招集いたします。直ちに委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願

いいたします。 

 それでは、議会運営委員会正副委員長互選のため10分間、12時15分まで休憩いたします。 

            午後０時３分 休憩 

            午後０時９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。 

 議会運営委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告いたします。 

 議会運営委員会委員長濱口太作議員、議会運営委員会副委員長小椋利廣議員、以上のとおり

決定いたしました。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長から、委員会において閉会中もなお調査が

必要と認め、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 
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            〔「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、委員長からの申し出のとおり、閉

会中の継続審査に付することに決しました。 

 本日出席されております執行部の中で、３月末をもって退職をされる方、また課長職を退任

される方がおられます。宮脇生涯学習課長、岡本建設土木課長であります。長きにわたり市の

行政事務に携わり、今日の室戸市政の基盤を築いた功績は非常に大きいものがあります。本日

が最後の議会となりましたが、健康に十分留意され、それぞれの新しい人生を歩んでいただき

たいと思います。長い間大変御苦労さまでした。そして、ありがとうございました。（拍手） 

 お諮りいたします。 

 本日議決されました諸案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものに

つきましては、会議規則第43条により議長に委任されたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、その条項、字句、数字、その他の

整理を要するものにつきましては議長に委任されました。 

 これにて令和２年３月第３回室戸市議会定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後０時13分 閉会 

 

 上記は会議のてんまつを記載して相違ないことを証するため、地方自治法第123条第２項の

規定により署名する。 
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