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令和２年６月第５回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  令和２年６月２３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 

  総務課長併選挙管理委員会事務局長  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     保健介護課長  山 本 康 二 

  地域医療対策課長  松 下 善 徳     人権啓発課長  和 田 庫 治 

  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  川 崎   州 

  観光ジオパーク推進課長  大 西   亨     防災対策課長  山 崎   桂 

  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  西 岡 佳 久     消  防  長  藤 本   昇 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第１号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第２ 議案第２号 室戸市税条例の一部改正について 

  日程第３ 議案第３号 室戸市手数料徴収条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第４号 室戸市立学校設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第５ 議案第５号 室戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第６号 室戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
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例の一部改正について 

  日程第７ 議案第７号 室戸市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第８号 室戸市国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第９号 室戸市介護保険条例の一部改正について 

  日程第10 議案第10号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第５号）について 

  日程第11 議案第11号 令和２年度室戸市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

  日程第12 議案第12号 令和２年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計補正予算（第１

号）について 

  日程第13 議案第13号 室戸市集落活動拠点施設における指定管理者の指定について 

  日程第14 議案第14号 財産の取得について 

  日程第15 議案第15号 市道路線の廃止について 

  日程第16 議案第16号 市道路線の認定について 

  日程第17 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第17まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（堺 喜久美君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。長崎議会事務局長。 

○議会事務局長（長崎潤子君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数12名全員の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） ただいまから大綱質疑を行います。 

 質疑に際しましては、ページと款、項、目を御指摘の上、御質疑願います。 

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

 日程第１、議案第１号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 執行部から補足説明を求めます。黒岩総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時４分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第２、議案第２号室戸市税条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。寺岡税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時５分 休憩 

            午前10時11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。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第３号室戸市手数料徴収条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時11分 休憩 

            午前10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。 

 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４、議案第４号室戸市立学校設置及び管理条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時14分 休憩 

            午前10時16分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第５、議案第５号室戸市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午前10時16分 休憩 

            午前10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６、議案第６号室戸市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。武井教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時19分 休憩 

            午前10時22分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第７、議案第７号室戸市後期高齢者医療に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時23分 休憩 

            午前10時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。 

 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８、議案第８号室戸市国民健康保険条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時26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９、議案第９号室戸市介護保険条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時31分 休憩 

            午前10時35分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は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10号令和２年度室戸市一般会計補正予算

（第５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10時35分 休憩 

            午前11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。 
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 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。若干質疑を行いたいと思います。 

 17ページ、２款１項13目防災対策費の中で、備品購入費2,761万円、これについて、先ほど

の課長の説明では、避難場所に器具を配置をするという話でしたけれども、この避難場所も相

当数あると思うけんど、避難場所はどういうところに設置するのか。その避難場所の名前がわ

かって、そこにどういうものをどれぐらい配置するのかがわかれば教えていただきたいと思い

ます。 

 それから、22ページの４款１項６目12節委託料4,207万5,000円についてお聞きをしたいと思

います。 

 これは、先ほどの課長の説明では、国土交通省の何かに基づいて積算をしたような話があり

ましたけれども、令和元年度の８月20日の議員説明会の資料では、施設の規模は一般病床が

19床、面積は1,500平米、平家建てということで説明があったと思いますけれども、これは普

通の建築設計委託料とは違い、室戸診療所の新しい病院の設計委託料でありますけれども、私

はこの4,207万5,000円は非常に高いのではないかというふうに考えておりまして、室戸市では

今までこういう委託料は前代未聞の設計委託料でありますので、この設計単価が適正であるの

かどうか、積算根拠についてお聞きをしたいと思います。 

 それで、工期はいつまでか。 

 もう少し話をさせていただくと、これらの資料の中にありました内容では、診療体制は内

科、リハビリテーション科、整形外科を想定をしているというふうにありまして、これらの新

しい診療所の人員体制は、常勤医師の院長さんが１名、非常勤医師が３名、看護師が９名、検

査技師等が３名、事務職員４名の計20名体制で行うというふうになっております。 

 それから、その中に、救急体制、夜間診療については整備当初からの開始は医師の確保など

の問題から難しいと、今後の課題とするけれども、施設については対応ができる設備とする

と、今後、診療所機能のあり方検討委員会及び指定管理候補者等と協議を進め、室戸市の実情

に応じた診療所の整備とするとありますけれども、この設計委託料の中には救急体制や夜間診

療を行う、こういうスペースの部分も入っているのか。 

 今大きく人口の減少していく中で、救急体制や夜間診療は非常に厳しいと思いますので、私

はそういうところを省くと、設計委託料も安く上がるのではないか、そして建築費用も随分安

くなると思いますけれども、この付近はどうなっているのか、お聞きをしたいと思います。 

 それから、25ページの６款１項６目18節負担金補助及び交付金の1,462万3,000円かな、企業

誘致奨励金、さっきの課長の説明では３社分と言われておりましたけれども、この企業名なん

かはわかるのか。企業名の内容が若干わかるようでしたら、説明をお願いをしたいと思いま

す。以上です。 
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○議長（堺 喜久美君） 健康管理のため、11時25分まで休憩いたします。 

            午前11時15分 休憩 

            午前11時26分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

 執行部の答弁を求めます。山崎防災対策課長。 

○防災対策課長（山崎 桂君） 小椋議員の御質疑にお答えをいたします。 

 補正予算書17ページの２款１項13目17節備品購入費につきまして、パーティションをどうい

ったところに設置するのかということでございますけれども、現在、室戸市の地域防災計画で

位置づけをされております避難場所が47カ所ございます。内容といたしましては、公民館です

とか体育館、それから学校などが入っておりますけれども、そういった避難場所での使用を想

定しております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 小椋議員の御質疑にお答えをいたします。 

 22ページ、４款１項６目地域医療対策費、委託料、診療所実施設計委託料でございます。 

 ３点ほど御質疑をいただいたと思います。 

 まず、基準額が高いのではないかという点でございますが、今回の診療所の実施設計につき

ましては、国土交通省における官庁施設の設計業務基準に基づき算定をしております。この基

準におきましては、建物の類型に応じて基準額が定められております。 

 今回の算定の内訳としては、まず医療施設で診療所であるということ、次に床面積が

1,000平方メートル以上であり、木造で避難所機能を兼ね備えた設計であること、また直接人

件費も見直しが予定されているからこれを考慮したもの、それぞれの諸条件、基準を当てはめ

て算定をしております。 

 なお、基本設計が完了し、実施設計等の入札の前段階になりましたら、セカンドオピニオン

等に諮り、適切な予算執行となるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、工期でありますが、現在の想定では７月中から10月から11月を想定しております。 

 次に、緊急、夜間に対応できる入り口があるのかというところでございますが、基本設計の

中では、今回の新型コロナウイルス感染症対策としての感染症対策の入り口とともに、夜間の

救急を含めた救急対応のできる入り口を、通常の入り口とは別に構えるように設計をしており

ます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

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

 25ページの商工振興費の18節、企業誘致奨励金の対象企業名についてのお尋ねでございまし

たので、まず１社目が、高岡にあります室戸海洋深層水株式会社さん、製塩業でございます。

もう一つが、岬の中勝建設株式会社で、ホテルジオパーク夢路灯、ホテルをやっております。
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３つ目が、羽根町大岸の富士鍛工株式会社で鉄鋼業となっております。その３社でございま

す。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋利廣議員の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。 

 防災対策費の備品の購入ですけれども、これは避難場所が47カ所あるうちで公民館とかに設

置をするということですけれども、公民館とかいろいろなところ何カ所に設置をするのか。そ

して、その設置がされないところはどういうふうになるのか。これをお聞きをしたいと思いま

す。 

 それから、22ページの４款12節の設計委託料4,207万5,000円について、先ほど課長のほうか

らの説明では、国土交通省の建築の中で設計を行ったと、こういうふうにありますけれども、

これらは平家建てとか２階建てとかというようなことは関係なしに、面積で計算されたのかど

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。山崎防災対策課長。 

○防災対策課長（山崎 桂君） 小椋議員の２回目の御質疑にお答えをいたします。 

 その47カ所のうちに設置されない場所はどうするのかということですけれども、水害ですと

か、風水害ですとか、地震災害、そういった災害に応じて避難所を開設することになっており

ますので、開設した避難所には基本的には設置をしていきたいと思っております。以上でござ

います。 

○議長（堺 喜久美君） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 小椋議員の御質疑にお答えします。 

 今回の設計については、木造の平家建てということで設計をお願いしております。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。河本竜二議員。 

○１番（河本竜二君） １番河本竜二。お伺いをいたします。 

 補正予算書の31ページをお願いします。 

 ９款４項３目10節、図書館修繕費63万8,000円でございますが、図書館に関しましては、雨

漏りは再々のこと直しておると思うんですが、いつも直してもまた別のところが漏るというこ

とでなかなか直らない。この調子で今のところとめてもまたよそから漏る状態が続くんではな

いかと思います。 

 それで、市民の方も、職員の方からもお聞きをしましたけれども、いっそのこともう上に屋

根をつくってはどうかという声もありますが、このような状態で修繕を続けていくのか。もう

いっそのことやりかえてはどうかと思いますが、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。西岡生涯学習課長。 

○生涯学習課長（西岡佳久君） 河本議員の御質疑にお答えをいたします。 
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 図書館の修繕につきましては、この３月にも、外壁塗装の補修、外壁目地シーリングの打ち

かえ、屋上防水シートのコーキング補修ということで修繕を行っております。その後、４月に

入って雨が降りまして、また別の箇所から雨漏りがしておりまして、今回また補正で修繕内容

ということで、今回は中川雨亭室と３階の書庫の換気口の部分からまた雨漏りがしておりまし

たので、今回その修繕を行う予定でございます。 

 今回それぞれの箇所を修繕いたしまして、その後雨がとまるかどうか、一旦それで様子を見

ながら、今後につきましては検討していこうということで予定をしております。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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第11、議案第11号令和２年度室戸市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１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。上松市民課長。 

 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。 

 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12、議案第12号令和２年度室戸市海洋深層水給水事業

特別会計補正予算（第１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。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時46分 休憩 

            午前11時47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。 
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 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第13、議案第13号室戸市集落活動拠点施設における指定

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。 

            午前11時48分 休憩 

            午前11時50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14、議案第14号財産の取得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。藤本消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時51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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。河本竜二議員。 

○１番（河本竜二君） １番河本竜二。質疑をさせていただきます。 

 先日の高知新聞を見られた方で、どうしてこのような高額な金額になるのかということで、

救急車のことを聞いてこられる方が数名おりました。自分の認識といたしましては、高規格救

急車はかなりの高額なものであるということと、自治体により仕様が違うので、それぞれ金額

が違うと、同じ救急車であっても価格的にかなりの差が出てくるということは認識をしており

ますが、私も含めて、市民からどうしてこのような3,600万円にもなるのかというその内訳を

お伺いしたいなと思いまして、質疑をさせていただきます。 
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○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。藤本消防長。 

○消防長（藤本 昇君） 河本議員の御質疑にお答えいたします。 

 今回の救急車両の入札金額の内訳についてでございますけども、車両につきましては、シャ

シー代金1,035万3,600円、車両艤装関係に631万3,400円、取りつけ品及び附属品858万3,500円

となり、合わせて2,525万500円となっております。また、救急資機材につきましては744万

9,500円となっており、これらを合計しますと3,270万円となり、またこれらに消費税分327万

円を合わせますと3,597万円となります。 

 また、非課税対象額であります自動車重量税や自賠責保険料等６万820円分を合計した金額

が3,630万820円であり、今回の契約金額となっております。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。 

            〔「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15号市道路線の廃止についてを議題といた

します。 

 執行部から補足説明を求めます。川崎建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時58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。 

 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16、議案第16号市道路線の認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。川崎建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時１分 休憩 

            午後０時３分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 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17、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ること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。和田人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時４分 休憩 

            午後０時５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諮問第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、諮問第１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。 

 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16号まで、以上16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、６月24日から７月１日まで８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、６月24日から７月１日まで８日間

休会することと決しました。 

 ６月24日から７月１日まで８日間休会いたします。 



－120－ 

 ７月２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いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後０時８分 散会 

 

 


