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令和２年５月第４回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  令和２年５月２６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  前 田 大 志 

  議 事 班 主 任  村 田 茉 莉 

  議 事 班 主 任  中 岡 憂 輔 

  議 事 班 主 事  廣 田 大 記 

６．説明のため出席した者の職氏名 

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

  総 務 課 長  黒 岩 道 宏     企画財政課長  辻   さおり 

  財産管理課長  西 村 城 人     税 務 課 長  寺 岡 弥 生 

  市 民 課 長  上 松 富士樹     地域医療対策課長  松 下 善 徳 

  産業振興課長  中 屋 秀 志     観光ジオパーク推進課長  大 西   亨 

  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 

７．議事日程        

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議案第１号 令和元年度室戸市一般会計第８回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

  日程第４ 議案第２号 令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第６回補正予算の専

決処分の承認について 

  日程第５ 議案第３号 室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認について 

  日程第６ 議案第４号 室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について 
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  日程第７ 議案第５号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認

について 

  日程第８ 議案第６号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認

について 

  日程第９ 議案第７号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認

について 

  日程第10 議案第８号 室戸市長等の給与に関する特例を定める条例の制定について 

  日程第11 議案第９号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第４号）について 

  日程第12 議案第10号 固定資産評価員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第12まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開会、開議 

○議長（堺 喜久美君） おはようございます。 

 ただいまから令和２年５月第４回室戸市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。長崎議会事務局長。 

○議会事務局長（長崎潤子君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数12名全員の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。濱口議会運営委員

会委員長。 

            （議会運営委員会委員長報告） 

○議会運営委員会委員長（濱口太作君） おはようございます。 

 令和２年５月第４回室戸市議会臨時会を開会するに当たり、議会運営委員会委員長報告を行

います。 

 本日、議会運営委員会を開会し、諮問のありました会期及び日程等について協議を行いまし

た。 

 今期臨時会に提案されております案件は、付議事件10件、うち予算関係６件、条例関係３

件、人事関係１件となっております。 

 会期につきましては、本日１日限りとし、議案審議においては委員会付託を省略することと

いたしました。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において河本竜二議員及び竹中多津

美議員を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

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

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日１日限りといたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたし
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ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第１号令和元年度室戸市一般会計第８回補正

予算の専決処分の承認についてから日程第12、議案第10号固定資産評価員の選任についてま

で、以上10件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） おはようございます。 

 本日、令和２年５月第４回室戸市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方に

は、御多用の中、御出席をいただきましてありがとうございます。 

 今臨時会に提案いたします案件は、予算関係６件、条例関係３件、人事関係１件の計10件で

あります。 

 以下、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号令和元年度室戸市一般会計第８回補正予算の専決処分の承認について。 

 本案は、国民健康保険特別調整交付金の確定に伴い、国民健康保険事業特別会計繰出金につ

いて減額するため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第

３項の規定により報告するとともに、承認を求めるものであります。 

 議案第２号令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第６回補正予算の専決処分の承認に

ついて。 

 本案は、令和２年３月31日に確定した室戸岬診療所のトイレ改修工事に係る特別調整交付金

について、一旦事業勘定で受け入れた後、直診勘定へ繰り出す必要があるため、地方自治法第

179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するととも

に、承認を求めるものであります。 

 議案第３号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和２年３月31日に公布され、同年４月１

日から施行されることに伴い、室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法

第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するとと

もに、承認を求めるものであります。 

 議案第４号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和２年３月31日に公布され、同年４月１日か

ら施行されることに伴い、室戸市税条例等の一部を改正する条例を地方自治法第179条第１項

の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するとともに、承認を求

めるものであります。 

 議案第５号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認について。 

 本案は、令和２年１月27日から28日にかけて発生した低気圧による暴風災害で被災した園芸
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用ハウス整備事業の補助申請について、急遽、交付決定前着手ができない補助区分での申請に

よらなければならなくなったため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分しまし

たので、同条第３項の規定により報告するとともに、承認を求めるものであります。 

 議案第６号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認について。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、国による特別定額給付金、子育て

世帯への臨時特別給付金給付事業並びに県及び市独自の経済対策を早急に行うため、地方自治

法第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告すると

ともに、承認を求めるものであります。 

 議案第７号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認について。 

 本案は、国の持続化給付金の対象とならない市内商工業事業者に対し、事業の継続及び雇用

の維持のための支援を緊急に行うため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分し

ましたので、同条第３項の規定により報告するとともに、承認を求めるものであります。 

 議案第８号室戸市長等の給与に関する特例を定める条例の制定について。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出自粛や休業要請によって深刻な影響

を受け、苦境に置かれている市民の状況を踏まえ、市長、副市長及び教育長の給料を３カ月間

減額するため、本条例を制定するものであります。 

 議案第９号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第４号）について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入は、国庫支出金を算定基準により特定財源とし、財政調整積立基金繰入金を一般財源と

して補正しております。 

 歳出は、公立学校ＧＩＧＡスクール構想事業の端末整備に係る教材他備品購入費1,717万

9,000円について補正するものであり、歳入歳出予算にそれぞれ同額を追加し、総額151億

2,703万4,000円とするものであります。 

 議案第10号固定資産評価員の選任について。 

 本案は、令和２年４月１日付人事異動に伴い、固定資産評価員として税務課長寺岡弥生を選

任したいので、地方税法第404条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては関係課長から補足説明をさせますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第１号令和元年度室戸市一般会計第８回補正

予算の専決処分の承認についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時12分 休憩 

            午前10時15分 再開 



－10－ 

○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１号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第４、議案第２号令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第６回補正予算の

専決処分の承認についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時17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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第５、議案第３号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時22分 休憩 

            午前10時26分 再開 



－11－ 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第３号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第６、議案第４号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

てを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。寺岡税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時27分 休憩 

            午前10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４号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第７、議案第５号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承

認についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時40分 休憩 

            午前10時43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５号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第５号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。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。 

 先ほどの８ページの５款１項３目の18節負担金補助及び交付金の1,016万2,000円の園芸用ハ

ウス整備事業費補助金についてお聞きします。 

 この事業、先ほど課長も説明があったと思うがですけんど、３月の当初予算で707万

5,000円、これを予算化しておりますが、この事業が同じ事業であれば、１週間余りで再度当

初予算より多額な事業費を専決処分で予算化した理由をお聞かせください。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。中屋産業振興課長。 

○産業振興課長（中屋秀志君） 亀井議員の質疑にお答えいたします。 

 どうして４月１日の専決処分になったのか、３月の補正と一緒にできなかったのかという趣

旨だったと思いますが、３月の補正の分についてはまた別の事業がありまして、それはその時

点では県の補助の採択が決定しておりました。この事業については、それ以降に事業が確定し

たものですから、４月１日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 

            （５番亀井賢夫君「事業は同じということ、事業名」と呼ぶ） 

○産業振興課長（中屋秀志君）（続） 事業名は同じでございます。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第８、議案第６号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承

認についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時46分 休憩 

            午前11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。 
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 ただいま議題となっております議案第６号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略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６号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 健康管理のため、11時15分まで休憩いたします。 

            午前11時２分 休憩 

            午前11時14分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第９、議案第７号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承

認についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時15分 休憩 

            午前11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。 

 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７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７号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。本案に関して質疑を行いたいと思います。 

 まず、この給付事業を行うに当たり、対象事業、各事業者の、430事業者になりますけれど

も、こういった方々のコロナウイルス感染に対する窮状、どういうふうな困った状態が起きて

いるのかと、そういう現状等はどういうふうに把握して給付対象としたのかどうか１つお伺い

します。 

 それからもう一点、６号議案でも出ましたけれども、休業要請に応じて、観光事業者、これ

は全国でも相当のダメージを受けている職種ですけれども、室戸市はそれでも10万円の給付で
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す。今回、この430事業者に20万円とした根拠を教えてください。 

 それから、430事業者の中には、月々の事業規模、売り上げ等が３万円とか５万円とか全く

ないと、そういう事業者もおられます。そういうところも当然対象となるわけですけれども、

この際に売上高の上限というか、例えば月々の売り上げが20万円とか、そういった判断検討は

したのかどうかお伺いをいたします。 

 それから、ちょっと別というか、休業要請を受けていない飲食業者で、昼間の喫茶店とか等

になると思いますけれども、それでもコロナの感染症対策に協力してくれて店を閉めていた

と。そういう方も前年度比では80％、90％のマイナスと、売り上げが、という方もおられま

す。しかし、これらの方々は、協力事業の対象にもならない、それから今回の対象にもならな

い。そういった方々には全く手当てがないわけですけれども、こういうことも検討されたのか

どう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。中屋産業振興課長。 

○産業振興課長（中屋秀志君） 山本賢誓議員の１回目の質疑にお答えいたします。 

 まず、市内の商工業者の現状をどのように把握したかでございますけれども、今回の制度設

計をするに当たりまして、国の持続化給付金の対象は50％以上売り上げが減少しちゅう事業者

でございまして、市の商工会に問い合わせというか、協議をいたしまして、20％から50％未満

の方を何とか支援できないだろうかと。資金繰りとかそういうことで大変困っているので何と

か支援できないか、そういう制度をつくっていただけないかというような声といいますか、要

請を受けまして、今回の制度をつくったところでございます。 

 そして、２番目の、ほかの給付金は10万円なのになぜ20万円とした根拠でございますけれど

も、この給付金事業について参考にしたのは他市町村の同じような事業でございまして、大体

20万円から40万円を支給額としておりますので、国からの臨時交付金の制限もありますけれど

も、何とか20万円ぐらいを支給して応援できないかというところで20万円としたところでござ

います。 

 それから、売り上げに上限を設けていない、判断、検討したかでございますけれども、いろ

いろ困っておる事業者がおる中で、今回休業要請もした中で、上限を設けずに20％から50％未

満の範囲としたところでございます。 

            （発言する者あり） 

○産業振興課長（中屋秀志君）（続） 休業要請をした、80％から90％ということでございま

すけれども、この事業者については国の持続化給付金の対象となりますので、そちらの事業を

活用していただくということとしております。以上でございます。 

○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回目の質疑を行います。 

 商工会へも当然助けてもらいたい、それから役所にもそういう声があります。それから、私



－15－ 

たちにもそういう声が届いておりますけれども、そういう支援をすることに反対をするわけで

はないんですけれども、一律20万円っていう判断をするのに、例えば商工会に430事業者のう

ちに例えば何割、３割とか４割とか５割とか、そういうふうな声が多かったのかということを

聞きたかったわけで、そら声がありますって言うたら、１件でも声があるということですか

ら、こういうふうに全部に一律にやらなくてはならないっていうのは、かなりの窮状が役所の

ほうへ商工会を通じて訴えられてくるという現状があったはずです。それを大体どのレベルで

捉えてこういう判断をした、一律ということとそれから20万円っていう金額もセットになると

思いますが、その窮状を訴えてくる件数、レベル、それらをどれぐらいのところで把握をした

のかもう一度教えてもらいたいと思います。 

○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（中屋秀志君） 山本賢誓議員の２回目の質疑にお答えします。 

 市内には約600事業者がありまして、個々に全ての声を聞いてやったわけではございませ

ん。関係の組織団体であります商工会さんが意見集約といいますか、声を集約しておられると

思いましたので、商工会さんからの要望を全体の声と捉えて事業設計をしたものでございま

す。 

 それから、20万円の根拠、先ほども申し上げましたけれども、私どもはスピード感を持って

早く事業者の皆さんにお金を届けたいという思いから、制度設計の中でもなるだけ簡素化とい

いますか、複雑化しない、簡素化した指標、物差しで判断して対象者を決定するというような

ことに主眼を置いておりますので、そういうことでございます。 

○議長（堺 喜久美君） 山本賢誓議員の３回目の質疑を許可いたします。 

○１０番（山本賢誓君） ３回目の質疑を行いたいと思います。 

 この市民向けの交付金の原資は、コロナウイルス対策創生臨時交付金、後でも言いますけれ

ども、１億500万円ぐらいが入っております。それで、きのうの新聞とかも見て、ニュースと

かも聞いてましたら、また２次補正でっていうことを政府も言っておりましたので、近いうち

にまた来るかもわかりませんけれども、この１億500万円のうちに若干使途を限られている部

分もありますけれども、ある意味自由に使ってよろしい金ということであろうと思います。１

億500万円のうち、9,000万円に近い金を使うと。全額使うということにはならんと思いますけ

れども、コロナ対策の一環は間違いないですけれども、今後の第２波、第３波に対するコロナ

対策も同じように重要だと思うがです。だから、１回目のときに、あ、金があるというふうに

一気にこういうふうに使い切るっていうことが果たして正常な判断かなっていうことを私は思

うわけです。 

 後でもまた言いますけれども、専決事項ですから、議員が全員反対してもその効力が失われ

るわけではありませんから、コロナ対策というのは完全に終結するまで、２波、３波も必ず来

るということを言われてますので、この大事な原資は十分に検討しながら使っていってもらい
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たいと。そこのところを市長に一言。 

○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） 山本議員の３回目の質疑に答弁をさせていただきたいと思います。 

 今回、１億500万円ぐらいの国から来た資金の活用の仕方ということで、これから２波、３

波も心配されるのに入り口のときに全部使ってしまったら後で心配じゃないかという御指摘が

含まれてるんじゃないかなというふうに受けとめました。 

 今回、初めてコロナウイルス対策として現場の声を見たときに、非常に初めての経験である

ほどの危機感を皆持っておりましたし、我々も非常に緊急性を感じておりました。御案内のと

おり、既にこの室戸市においては２つのホテルが休業をやむないというような状況も出てるよ

うな大変逼迫した状況にもありました。それと、全国のいわゆる支援をされている市町村の現

状等も把握したときに、ここで、本当を言うと、国から応援していただける給付金だけでなく

って、もっとうちの財源力があれば厚く支援、給付をしてあげたいっていう思いでありました

けれども、当面、今回について、第１次として各担当課長から説明のありましたような支援体

制になっておりますけれども、今後これから２波、３波が出てくる中で、また議会の皆さん方

の御協力、御意見も賜りながら、できる限りの支援ができる市の財政体制を持って考えていき

たいというふうに思っておりますので、御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第10、議案第８号室戸市長等の給与に関する特例を定め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11時35分 休憩 

            午前11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８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８号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 
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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。 

 次に、日程第11、議案第９号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第４号）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。辻企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時37分 休憩 

            午前11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９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９号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。議案第９号につきまして若干質疑を行いたいと思いま

す。 

 ＧＩＧＡスクール構想ということで、１人１台端末の早期実現で整備の加速により全ての子

供たちの学びを保障できる環境を早急に実現をするということで、今回全体で合計600台とい

う端末が整備をされるわけですけれども、これらのことが600台が一挙に進んでいくと学校で

の使用開始はいつごろになるのか。 

 それから、こういうことが一挙に進んでいく中で、600台が一挙に使われるのかどうかわか

りませんけれども、室戸市が独自で引いております光回線への影響はないのか。それから、例

えば光回線への影響があるとするならば、どういうふうな影響があるのか。 

 そして、これは一般の人や民間業者さんが非常に心配をされておりますけれども、光回線に

影響があるとしたら、例えばインターネットを使用している人には迷惑をかけることがないの

か。それから、民間業者が一番心配をしているのは、前にもあったみたいですが、これらが一

挙に使われた場合にインターネットがとまってしまって、非常に民間業者も苦労したと、回復

が遅いということで非常に困ったらしいです。今回も国のほうでやってましたオンライン申請

で10万円の特別定額給付金事業なども、これらも一挙に使用が起きたことによってオンライン

が一時停止をして、今回はまたその次に文書申請に変更したというような例もありますので、

室戸市がやっております光回線には全く影響がないのかということでお聞きをしたいと思いま
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す。 

 例えば、光回線がとまるということになると、民間業者の人たちは銀行の取引ができないと

か、それからクレジットサービスができないとか会社のネット会計ができないとか、いろいろ

な弊害があるらしいですわ。これらが一挙に使われるということについて、それらのことに影

響がないのかどうか、これらのこと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。武井学校保育課長。 

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

 まず、１点目のスケジュールにつきましては、高知県が行います共同入札の予定が７月21日

とお聞きをしておりますので、そこから入札を行います。そこから考えますと、導入につきま

しては、一応コロナのことなんかもありますので、納期としては今年度中ということで設定は

しておきたいとは思っておりますが、できるのであれば３カ月程度で導入がいけるのではない

かと考えておりますので、順調にいけば12月中の整備を見込んでおるところです。そこからで

すので、３学期になってからの使用になるかとは考えております。 

 それとあと、インターネットの回線につきましては、先ほども説明させていただきましたよ

うに、今学校のほうには高知県の情報ハイウェイを使った教育ネットという回線がありますの

で、そちらのほうを利用する予定にしております。ですので、室戸市の光のほうには直接的な

影響はないものと考えてい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回目の質疑を行いたいと思います。 

 先ほど、課長の答弁では、教育ネットのサービスを使うということで、光回線には全く関係

がないというふうに答弁があったと思うがですけんど、今後いろいろな形の中で、光サービス

を使わないかん状況が出てきたときに、例えば民間業者には影響は全くないのかということを

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。武井学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 小椋議員の２回目の御質疑にお答えしたいと思い

ます。 

 教育ネットのほうを使いますけれども、確かに県内の全員の子供たちがそれぞれ端末を持ち

ますので、教育ネットのほうの影響がひょっと考えられることもあるかとは思います。その場

合には、新たな民間事業者の回線を活用していくべきではないかということで今検討を行って

いるところでございます。ですので、今既存にあります室戸市の光サービスではなくて、新し

いモバイル回線を利用するであるとか、別の方法で新しいインターネットへの回線は考えてい

かなければならないと思っているところです。 

○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〕 
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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。 

 次に、日程第12、議案第10号固定資産評価員の選任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11時52分 休憩 

            午前11時54分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第10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10号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第３、議案第１号令和元年度室戸市一般会計第８回補正予算の専決処分の承認

についてから日程第12、議案第10号固定資産評価員の選任についてまで、以上10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。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。議案第７号と議案第８号の反対討論を行います。 

 まず、議案第７号でありますが、議案第７号、室戸市事業者緊急支援給付金給付事業の専決

処分について反対をいたします。 

 この事業は、事業収益悪化に伴い、国が実施する持続化給付金の対象とならない売上額が減

少している市内商工業者430事業者に対して給付金を支給することを目的としたものでありま

す。私も、原則としてこういった給付事業、今回の給付事業の全額を反対するわけではありま

せんので、ちょっと反対理由としては言いにくいところもありますけれども、申し上げるとこ

ろは申し上げておきたいと思います。 

 こういった室戸市独自の救済措置は、必要なことであるとは理解はします。政府の感染症対

策が大変後手後手に回っているとの実感があります。そういった中で、各都道府県知事が独自

案を出し、存在感を強めていることは周知の事実であります。それは、市町村にも同じことが
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当てはまり、各自治体の首長が市民、住民に寄り添った施策を施すことは重要であると思いま

す。重い判断を迫られ、その思い切った判断が英断であったり、早計であったり、勇み足であ

ったりのことがあろうと思います。全ては、ある一定期間を過ぎた結論を待つしかないかもし

れません。 

 まず、１点目の反対は、この財源の国による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金であります。これは、使途を限定しない交付金であって、コロナ対策にある一定の縛り、

補償とかという部分があるらしいですけれども、地方独自に自由裁量で使途を決められるもの

であります。その金額が１億500万円であります。そして、今回の給付金事業で80％を超える

専決の決裁金額が8,661万5,000円であります。国から使い勝手のいい金が来たから、室戸市の

事業実態の窮状をアンケート調査であったり、聞き取り調査もやってないということと思いま

すが、一律にどうぞと給付する姿勢が私は英断とは決して評価できないと思います。 

 コロナ対策特別委員会のメンバーであったり、感染症対策の専門家も、あるいは政府も、感

染症が完全に鎮静化したわけではなく、第２波、第３波は必ずやってくると注意喚起をしてお

ります。室戸市におきましても、１次給付事業は大切かもしれませんが、高知市では同じ給付

事業でもその給付金額は10万円であります。 

 私が言いたいのは、室戸市の現状を十分に把握できないまま一律20万円というばらまき的な

給付をするよりも、金額を抑えて今後の第２波、第３波に備えて費用を回すべきだったと思い

ます。今回の騒動の中で、コロナウイルス感染対策の中で顕著にあらわれたのは、マスク不足

であり、消毒液の不足であります。その他もろもろの不安が市民の中にたくさんあったわけで

すから、そういった市民の今後の不安解消に対して予算措置をするのが行政の長の務めであろ

うと思います。 

 現在、マスクも少しは安くなってきておりますけれども、それでも50枚入りで3,000円近く

はかかろうかと思います。これを各家庭に平均２箱程度配布するとしたら約5,000万円近くは

かかります。また、消毒液不足も深刻でしたから、これも各家庭に３本ずつ配布するとしたら

1,000万円は必要になります。それから、また市内各所に体温測定器を配付したり、妊婦の感

染症対策であったり、民生委員の活動助成であったり、医療従事者への助成であったり、そう

いったことも同時並行で取り組むべきではなかったかと思います。２次補正が予定されている

とはいえ、今回の地方創生交付金を早くもほとんど使い切った判断には疑問を感じるところで

あります。 

 次のもう一つの反対理由は、対象者の選定であります。 

 今回の騒動では、多方面の職種にわたって全国で影響を受けております。しかしながら、今

回室戸市の予算措置は、農業、林業あるいは水産業という職種は対象となってはおりません。

情報では、国の第２次補正で対応するということでありますけれども、それも１カ月あるいは

それ以上遅くなるかもしれませんから、今回同時に差別化することなく取り組む給付事業とす
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るべきであったと思います。対象事業者の中には、月の売り上げが５万円以下あるいは10万円

以下というところも一定あるわけですから、そういうところには、きついですけれども、我慢

もしていただいて、幅広い支援とすべきだったと思います。 

 今回のこの議案一件の専決金額が8,600万円余りでありまして、市長の専決金額としまして

私も初めての経験のない多さでありますから、専決決裁は市長の特権事項でありますから、こ

の場で議員全員が反対してもその効力を失うものではありません。万が一、こういう金額の専

決事項が常態化をすれば、室戸市政は大変なことになりますから、市長には慎重な判断をお願

いしたいと思います。 

 今回の議案第７号の専決議案に対しまして、給付金の執行計画または給付金の対象者の判断

が十分でないと思いますから、反対するものであります。 

 同じく次に、議案第８号室戸市長等の給与に関する特例を定める条例の制定について反対討

論を行います。 

 本議案は、室戸市長の給与を３カ月間20％の減額、副市長及び教育長の給与を３カ月間10％

の減額を行うものであります。その給与減額の原因は、新型コロナウイルス感染症の全国的な

蔓延に対し、被害があるであろう室戸市民に対して行政の執行役が率先して範を示そうという

ことだろうと思います。 

 しかしながら、室戸市には、コロナウイル感染者は市民の皆様方の御協力あるいは行政職員

の努力によって感染者ゼロの状況であります。高知県内では七十数名の感染者が確認されまし

たが、現状は１カ月近く感染者もあらわれることなく落ちついた状況となっております。感染

者がふえ続けている時期に、高知県知事あるいは高知県議会も給与あるいは報酬減額の措置を

とったということでありますが、知事も県議会も行政区域として高知県内を把握、網羅してお

りますから、感染者防止を一定防げなかった責任を感じた行為としては当然だろうと思いま

す。 

 私たちの行政区域は室戸市内であります。このように全国的な問題であっても、感染者ゼロ

という関与に関係する室戸市の状況を的確に捉えた判断でいいと思います。確かに、ある一定

の市民生活の窮状が存在することは確認できますが、安易に世間の波に同調して、三役がある

いは議員が給与減額をしてまで責任をとるレベルではないと私は思っております。 

 なすべきことは、給与の減額ではなくて、専門家も指摘する第２波、第３波に対して今後ど

ういうことを行政として取り組むべきかに注力していただくことが市民の不安に応えることだ

と思います。一部市民の中には、公務員は給料が下がらないからというような声もありますけ

れども、そういった声には過剰に反応しなくていいと思っております。 

 今後の新型コロナウイルス対策、２波、３波に向けての取り組みが全てであります。市長以

下がなすべきことをしっかりと取り組んでいけば、３カ月間の給料減額よりもはるかに効果は

高いと思っております。右に並べの考えは捨てていいのではないかと思います。そういったこ
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とから本議案に反対するものであります。 

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

員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。議案第８号に賛成討論を行います。 

 新型コロナウイルスの影響により、市内で観光業や飲食業、農業、漁業等を行って生計を立

てている経営者、そしてこれらの仕事に従事をして生計を立てている方が仕事をなくし、ある

いは値崩れのため、その家族の皆さんが大変苦しい状況に置かれているとのことであります。

これらの状況を少しでも緩和しようとした議案が第８号であると考えます。市の三役として、

皆さん方の困っていることに対して少しでも役に立とうという、その気持ちのあらわれが私は

この議案であろうかと思います。 

 議員各位の御賛同をよろしくお願いをいたしまして、言葉は足りませんが私の賛成討論とい

たします。 

○議長（堺 喜久美君） 次に、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 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。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。議案第８号につきまして賛成討論を行います。 

 ただいま議題となっております市長、副市長、教育長の６月、７月、８月の３カ月間の給与

の減額についてでありますけれども、本市におきましてはコロナ感染者は出ておりませんけれ

ども、外出の自粛や休業要請、また県外との観光客の交流の禁止やいろいろな方たちの室戸市

への流入の禁止等がありまして、交流人口が大きく減少しております。旅館やホテル、民宿や

自営業者の飲食店等々におきましては、お客様が本当に大きく減少したことによりまして影響

が大きいというふうにお聞きをいたしております。 

 私は、今回、市長の給与、副市長、教育長の給与につきましては、議案第８号のとおり協力

をしなければならないと考えて、議案どおり、議案第８号の給与の減額につきましては賛成を

するものであります。以上であります。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに討論はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 

 これをもって日程第３、議案第１号から日程第12、議案第10号まで、以上10件についての討

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号令和元年度室戸市一般会計第８回補正予算の専決処分の承認についてを採決いた

します。 
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 本案は承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第１号は承認されました。 

 次に、議案第２号令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第６回補正予算の専決処分の

承認についてを採決いたします。 

 本案は承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第２号は承認されました。 

 次に、議案第３号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

てを採決いたします。 

 本案は承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第３号は承認されました。 

 次に、議案第４号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを採決い

たします。 

 本案は承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第４号は承認されました。 

 次に、議案第５号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認について

を採決いたします。 

 本案は承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第５号は承認されました。 

 次に、議案第６号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認について

を採決いたします。 

 本案は承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第６号は承認されました。 

 次に、議案第７号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認について

を採決いたします。 

 本案は承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立多数であります。よって、議案第７号は承認されました。 

 次に、議案第８号室戸市長等の給与に関する特例を定める条例の制定についてを採決いたし



－24－ 

ます。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立多数であります。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号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第４号）についてを採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

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

ました。 

 次に、議案第10号固定資産評価員の選任についてを採決いたします。 

 固定資産評価員に寺岡弥生氏の選任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、寺岡弥生氏の固定資産評価員の選任

については同意されました。 

 お諮りいたします。 

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

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

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

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

整理を要するものにつきましては議長に委任されました。 

 これをもちまして令和２年５月第４回室戸市議会臨時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15分 閉会 
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 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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