
－109－ 

令和２年９月第７回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  令和２年９月１６日（水） 

２．場 所  室戸市議場 
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  10番 山 本 賢 誓    11番 町 田 又 一    12番 堺   喜久美 

４．欠席議員  なし 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  長 崎 潤 子 

  事務局次長兼班長  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     税務課長補佐  柳 原 里 恵 

  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 﨑   州 

  観光ジオパーク推進課長  大 西   亨     債権管理課長  濵 田 亮 士 

  防災対策課長  山 崎   桂     会計管理者兼会計課長  松 本 弥 生 

  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  西 岡 佳 久 

  水 道 局 長  森 岡   光     消  防  長  藤 本   昇 

  監査委員事務局長  谷 村 直 人 

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 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第８号）について 

  日程第３ 議案第３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２号）

について 
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  日程第４ 議案第４号 令和２年度室戸市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

  日程第５ 議案第５号 損害賠償額の決定及び和解することについて 

  日程第６ 議案第６号 監査委員の選任について 

  日程第７ 認定第１号 令和元年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第８ 認定第２号 令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第９ 認定第３号 令和元年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

  日程第10 認定第４号 令和元年度室戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第11 認定第５号 令和元年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第12 認定第６号 令和元年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

  日程第13 認定第７号 令和元年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第14 認定第８号 令和元年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

  日程第15 認定第９号 令和元年度芸東衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定について 

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） 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。 

 次に、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号令和２年度室戸市一般会計補正予算

（第８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５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。 
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○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。若干質疑をしたいと思います。 

 16ページの２款総務費、１項総務管理費、６目企画費の12節委託料1,815万円。移住促進事

業委託料1,815万円と、こうありますけれども、先ほどの説明でもあんまりよう分からざった

がやけんど、修理、修繕を行う中で、この事業によって今まで全体で大体何組ぐらいで何人ぐ

らいの移住者があったのか。また、今後そういうことがどれぐらい見込まれていくのかという

ことをお聞きをしたいと思います。 

 それから、17ページ、２款総務費、１項総務管理費、13目防災対策費で、これも委託料

689万7,000円か、津波避難施設耐浪調査委託料。これは津波の避難施設を、何か波の波圧によ

る調査を行うというふうに説明があったと思いますが、耐浪調査というが初めての話みたいで

よう分かりませんので、室中と旧室戸岬小学校が津波の圧力に耐えられるかどうかという調査

をするというふうに聞いたがですが、それらについて、例えば津波の力に耐えられない状況が

起きた場合には、その避難所はどういうふうになるのか。そういうことについてお聞きをした

いと思います。 

 それから、20ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、６目地域医療対策費、14節工事請負費

７億5,115万円。市立室戸診療所建設工事費。これについてお聞きをしたいと思います。 

 現在、実施設計書を作成中であるというふうに聞いております。それで、実施設計書を作成

中であるという中で、７億5,115万円という計上予算はどのようにして計上されたのか。まだ

実施設計書が完全に仕上がってないという状況やというふうに私は考えておりますので、この

予算の計上についてどのように予算を計上したのか。 

 それから、工事の発注年月日は大体いつ頃になるのか。完成年月日はいつ頃になるのか。 

 それから、室戸市立診療所というこの建設物を建設するのには、前代未聞の建築物であると

いうふうに考えておりますけれども、室戸市内の建築業者、これらは参加ができる状況になる

のかどうか。市外業者はもちろんでしょうが、それに加えて市内業者も入札に参加できるよう

にするのが、これが行政の役目であると思いますが、その点をお聞きをしたいと思います。 

 それから、やすらぎの裏に診療所をつくるということで、診療所の前には通院用のバスの新

しいバス停の設置は検討をされているのか。 

 それから、これは今までにいろいろ説明が、建築構想がいろいろ説明があったわけですが、

その構想を説明されたときには新型ウイルスに対する対応の話は全くなかったというふうに考

えております。それで、今回、診療所建設に当たって、コロナウイルス対策用の入り口、こう

いうものは別に設計がされているのか。 

 そしてまた、その中について、例えば待合室とか診察室とか休憩室、例えばそれに対する入

院設備用の入院室、こういうものも別個に建設される予定になっているのかどうか。最初の説

明のときには新型コロナウイルスの説明なんかが全然なかったわけやきん、新たに最近になっ

て新型コロナウイルスへの対応が非常に重要視されてきておりますので、そういった対応がで
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きていく施設になるのかどうか。 

 それから、そういった新型コロナウイルスに対応をしていくだけの建築物となると、現在の

計上しちゅう７億5,115万円、この予算計上の範囲で収まるのかどうかということをお聞きを

したいと思います。 

 それから、23ページ、６款商工費、１項商工費の３目観光費、12節委託料2,435万円のうち

で、自然体験型交流宿泊施設機能向上工事設計監理委託料480万円。これは、今の施設を新た

にもう一度リニューアルするというふうな計画の設計委託料であるというふうに考えておりま

すけれども、この施設は一番最後に完成をせられた年度が令和２年３月27日に完成をしちゅう

というふうに聞いております。 

 それで、今年の３月27日に完成をしたこういった施設をまた新たにリニューアルをするとい

うことについて、そしたら当初の設計委託料、工事、これらはどういうことになってきたの

か。果たしてそれが当初からよかったのかどうか、これも分かりません。当初設計委託料も相

当、これを見ると、設計委託料約500万円かけて設計委託料やっちゅう。全体では、当初の設

計委託料は719万6,000円という設計委託料をかけて設計しちゅうわけですね。そういうことが

ありながらも、今回また約500万円近い設計委託料をかけて新たにまたこれを増改築という

か、そういう設計をやり直さにゃいかんということになってくると、当初の設計はそしたらど

うなってきたのかということを非常に疑問に考えておりますので、その点を詳しく説明をして

いただきたいというふうに思います。 

 それから、24ページの同じく14節の工事請負費3,305万7,000円、これまた巨額の金額が上が

っちゅうわけですが、この資料を見てみますと、この宿泊棟の開始は今年の２月からの宿泊と

いうことになっております。そして、指定管理が開始をされたのが今年の、令和２年１月１

日、それから２月から宿泊が始まって８月まで宿泊を行っておりますけれども、コロナで休ん

じゅう期間が、５月、６月は休んでいるということですが、６か月か７か月しか営業をしてい

ないこういう施設にまた今回3,305万7,000円、こういった巨額の工事費が計上されちゅうわけ

ですが、どうしても私はこういうことを、市民の方とも話をしておりますと、どうしてもこん

だけもの巨額の予算をかけてまで改造せないかんという意図がよく分かりません。そういった

ところをもう少し詳しく丁寧に説明をしていただきたいというふうにお願いをいたします。 

 そして、3,300万円もかけて改造したことによる費用対効果はどうなっていくのか。 

 そして、この施設は今現在行われております国のＧｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン、こう

いう宿泊施設に登録もされているのかということでお聞きをしたいと思います。 

 それから、次に同じく24ページの17節備品購入費の中で、自然体験型交流宿泊施設用備品購

入費85万1,000円。議案説明書を見てみると、これは天体望遠鏡やドローンを購入する。先ほ

どの説明の中では自転車も購入するというふうに説明があったと思います。自転車なんかは購

入して、あそこの地域を散策してもらうことは結構だというふうに思いますけれども、こうい
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った、先ほどの説明では風呂に入って天体望遠鏡で星空を眺める。こういったものが本当にこ

の施設にふさわしいそういう備品の購入になるのかどうか。それからドローンも購入をすると

いうふうに説明があったと思いますが、このドローンについてはどういうふうな使用方法、利

用方法があるのか、それについてお聞きをしたいと思います。 

 それから、同じく24ページの17節の備品購入費1,385万1,000円のうちで、ドルフィンセンタ

ー魅力向上用備品購入費1,235万円。これらの1,235万円の備品の購入費についてあまり詳しく

説明がなかったというふうに思いますので、この備品の購入費は何々を買うのか、これを詳し

く説明をお願いをしていただきたいというふうに思います。 

 これで１回目の質疑は終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 昼食のため、午後１時まで休憩をいたします。 

            午前11時43分 休憩 

            午後０時56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。辻企画財政課長。 

○企画財政課長（辻 さおり君） 小椋議員の御質疑にお答えをいたします。 

 まず、補正予算書の16ページ、２款１項６目12節移住促進事業委託料補正額1,815万円につ

きまして、まず移住体験住宅の利用者数の推移についてでありますけれども、令和元年度は元

移住体験住宅が21名……。 

            （６番小椋利廣君「ゆっくり言うてくれんか」と呼ぶ） 

○企画財政課長（辻 さおり君）（続） 元移住体験住宅が21名、吉良川移住体験住宅が

12名、佐喜浜移住体験住宅が９名の計42名となっております。平均稼働率は、約24％となって

おります。 

 また、令和２年度の８月末日現在の利用者数でありますけれども、移住体験住宅３か所で計

６名……。 

            （６番小椋利廣君「２年度全体」と呼ぶ） 

○企画財政課長（辻 さおり君）（続） ２年度です。８月末日までの数値としましては計６

名となっておりまして、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等もありまして、大幅に減少

しているところであります。 

 今後の利用見込数についてでありますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に

よって地方への関心がこれまで以上に高まってきていることから、ウイズコロナ、アフターコ

ロナを見据えて移住体験住宅の環境の整備を行うことによりまして、これまで以上の利用者数

の確保、また平均稼働率につきましては30％以上を目指してまいりたいと考えております。以

上です。 

○議長（堺 喜久美君） 山崎防災対策課長。 
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○防災対策課長（山崎 桂君） 小椋議員の御質疑にお答えいたします。 

 補正予算書17ページ、２款１項３目防災対策費の12節委託料、津波避難施設耐浪調査委託料

についてでございますが、今回の耐浪調査で津波の力に耐えられない、耐浪性がないという結

果が出た場合には、周辺のほかの避難場所への避難や建物の安全性を確保するための改修など

の検討が必要となります。 

 室戸中学校におきましては、屋上が津波緊急避難場所になっており、収容人数は約310人

で、対象避難者は中学生、教職員のほか、地域住民となっております。中学校周辺には避難タ

ワー１基を含む４か所の避難場所があり、一番広い避難場所はＥＮＥＯＳガソリンスタンドの

上の市道愛宕山墓園線周辺になりますが、距離が遠くなりますので、避難ルートや避難に要す

る時間を今後検証する必要があります。さらに、地域住民につきましては、夜間の逃げ遅れや

避難場所の収容人数が不足しないかなどについても検討する必要が出てくると考えておりま

す。 

 また、旧室戸岬小学校は、建物の東隣に別の避難場所があるため避難には支障がないと思わ

れますが、地域の自主防災組織などからは長期間避難することができる避難所としても活用し

たいとの声も上がっておりますので、今回調査を行い、今後の活用方法について検討していき

たいと考えております。 

○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いたします。 

 予算書ページ、20ページの４款１項６目14節の工事請負費に関する質問でございます。 

 まず１点目の、現在実施設計を作成中の中、どうやってこの予算を見積もったのかというと

ころでありますけれども、現在取り組んでおります実施設計業務が完成してから予算計上を行

うのが通常であると考えておりますが、建設費の財源である過疎債の要望時期の関係から９月

議会での予算化が必要となったため、基本設計時における概算設計書に基づき今回予算計上を

させていただいております。 

 概算設計の根拠といたしましては、国土交通省における公共建築工事積算基準に加え、同等

の木造建築物の過去の実績、救護病院基準、屋上避難所といった特異性を考慮し作成したもの

であります。今後実績設計業務を進めていく上で費用等の変動が見込まれる可能性もございま

すが、セカンドオピニオンに諮りながら適正な工事費となるようしっかりと検討してまいりた

いと考えております。 

 次に、２点目の工事の発注、完成年月日はいつかという御質疑でございますが、完成予定

等、今後の予定につきましては、11月末を予定しております実施設計の完了の後、建設工事指

名業者等審査委員会での手続を経まして、来年年明けには業者決定の議決、本年度中の建設工

事の着工を目指しております。現在の工期の終期ですけれども、令和３年度の末を予定してお

り、開所準備を経まして、令和４年６月頃の開所を目指して取り組んでおります。 
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 ３点目の室戸市内の建築業者が入札に参加できるのかという点でございます。 

 入札方法につきましては、契約担当課であります財産管理課との協議も今後必要でございま

すが、今回の建設工事につきましては、医療施設という専門性に加え、屋上部への避難が可能

となる設計とするなどの特殊性があることなどから、現在どういった入札方法とするのかを検

討しているところでございます。入札方法につきましては、一般競争入札と指名競争入札が考

えられ、まず指名競争入札を採用した場合については、室戸市建設工事指名競争入札参加者の

指名基準により、今回の建設工事費から市内建築事業者のＡランクが該当いたします。また、

一般競争入札を採用した場合におきましては、市外業者、また建設工事共同体、いわゆるＪＶ

での参加も可能となります。いずれにいたしましても、市内の事業者が本事業に参画できるよ

うな形を想定しておりますので、今後建設工事指名業者等審査委員会に諮り、適正な事業執行

となるよう進めてまいります。 

 次に、４点目の診療所にバス停の設置はするのかというところであります。 

 診療所整備では、当初計画から市民の利便性の向上を図るため、バス停の設置の検討につい

て進めてまいりました。基本設計策定時においては、バスの進入路やバス停の設置場所につい

て協議し、実際に東部交通さんに現場まで来ていただき検証もしております。東部交通さんに

おきましては、バスの利用者の増も見込めることから、今後バス停の設置については検討をい

ただけることとなっております。 

 次に、５点目の新型コロナウイルスに対応する検討はなかったと思うがコロナウイルス対策

として別入り口を考えているのか、またそれに対する待合や病室についてはどのような対応を

するのかというところでございます。 

 これにつきましては、今年に入ってから新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みまして、新

診療所においても今後このような感染症に対する対策が必要であると考え、設計に反映をして

いるところでございます。内容といたしましては、通常の出入口とは別に北側に感染症対応用

の別入り口と処置室を設置することや、受付の窓口には感染防止のためにアクリル板の設置等

を予定しております。今後、備品等の中でもコロナウイルス等に対応する設備を導入するな

ど、その対策に取り組んでまいります。 

 次に、入院患者の受入れについてでございますが、現行でも医療センター等の感染症指定入

院機関での対応となっておりますので、現在のところ本診療所での入院受入れは想定をしてお

りません。 

 最後に６点目、新型ウイルスに対応するとなると現計予算で足りるのかというところでござ

いますが、先ほども申し上げましたように、現行の予算の中でコロナウイルス対策としてした

上で設計をしておりますので、この部分による予算の増は今のところ考えておりません。以上

でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 大西観光ジオパーク推進課長。 
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○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君） 小椋議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 予算書の23ページ、自然体験型観光交流宿泊施設機能向上事業の12節委託料480万円及び

24ページの14節工事請負費3,305万7,000円、17節備品購入費85万1,000円につきまして、施設

完成オープン間もない中での増改築、リニューアルに経費が巨額ではないかとの御質疑です

が、当施設の増改築やリニューアル経費ではなく、機能の向上による魅力を高めるための事業

であり、背景としましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、屋外観光施設への需要

の高まりを受け、高知県で新しい生活様式や社会構造の変化に対応した屋外観光拠点の緊急支

援制度が創設されたことを受け、当該補助事業を活用した施設整備を検討する中で、対象施設

となる自然体験型観光交流宿泊施設ｂａｓｅ55と室戸ドルフィンセンターに対する施設整備に

ついて指定管理者と協議を重ねる中で、利用者の要望等を反映し予算計上したものでありま

す。 

 次に、当初の設計がよかったのかとの御質疑につきましては、近年オープンが相次ぎますグ

ランピング施設において、アクティビティ要素の追加による他施設との差別化を図ることや設

計当初にはなかった新型コロナウイルス感染症への対応も必要となるなど、状況も変化してお

りますのでやむを得ないものと考えております。 

 次に、費用対効果につきましては、雨天時のバーベキュー利用が確保できることや利用者の

満足度向上による利用者確保につながるため、一定の効果があるものと考えております。 

 次に、Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーンへの参加についてでございますが、当該施設は登

録宿泊事業者となっております。 

 次に、備品の85万1,000円の内容についてでございますが、予定しておりますのは、星空の

眺望をアピールしている当該施設での天体観測用の天体望遠鏡１台が６万7,000円、周辺散策

やサイクリング体験用のレンタサイクル８台で74万円、施設のロケーションを生かしたドロー

ン体験、これはドローンを飛行させたり空撮を楽しむためのもので、２台で４万4,000円とな

っております。 

 次に、予算書24ページの17節ドルフィンセンターの備品購入費1,235万円の詳細についてで

ございますが、サーマルカメラやエチケットシートなど、新型コロナウイルス感染症対策の備

品が35万円、またポンツーン購入、これは水域での体験事業において利用者の利便性や安全性

向上のために浅瀬を確保するための浮き桟橋のようなもので、これが200万円、またカフェや

スイーツ、軽食を提供し、見学や体験以外にも集客を図ることで滞在時間の長期化につなげる

ためのキッチンカーが600万円、ウッドデッキや椅子、テーブル、パラソルなどのテラス整備

用備品が150万円、また滑り台などの水上アスレチックやサップヨガを行うためのサップ購入

費250万円を計上しております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員の２回目の質疑を許可いたします。小椋議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。２回目の質疑を行います。 
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 まず、移住促進事業委託料1,815万円という巨額の委託料が計上されちゅう中で、令和元年

度は３か所で42名、２年度はたった６名しか入居がなかったということでございますけれど

も、1,815万円という巨額の委託費をかけて、改造には相当また金額も要ると思うのやけん

ど、1,815万円という巨額費をかけて見直した中で、先ほどの課長の話では稼働率は24％のも

のを30％以上にしたいという話があったと思うがですが、この太い1,815万円もの巨額の委託

費をかけた中で稼働率がたった30％以上ぐらいのものやったら、何か普通に考えてやったらど

うかなというふうにも思うわけやけんど、30％以上ということが、この委託料をかけたことに

よって施設を改造すると、例えば50％、60％とかもう少し稼働率が上がるとかという話やった

ら話が分かるけんど、1,815万円の委託費をかけて、後からまだ改造費用も相当要るのに、

30％以上ぐらいのものやったら、こんなもんやったら1,815万円やという委託費の予算の許可

というのはできないと思うがやけんど、もう一度答弁をお願いをいたします。 

 それから、津波の避難施設耐浪調査についてもう一度お聞きをしたいと思いますけれども、

室中の屋上には310人の避難ができる施設になっちゅうという話があったと思いますけれど

も、例えば室中で310人もの避難ができないと、例えば学校やったら外の枠なんかガラス張り

やきんよね、恐らくこの津波の波の耐圧には耐えれんと、壁なんかも薄いもんやきん耐えれん

と思うわけですが、こういったことで室中に310人もの予定の避難が全くできないということ

になった場合に、近くの周辺には３か所の新たな避難場所があるというふうに言われておりま

したけれども、室中自体の改造はそうしたらどうなっていくのか、今後、今回の一般質問にも

出てましたように、こういうことで、耐浪調査によって対応ができないという場合は移転も考

えていくのかどうか、新たなまたそういった津波の避難タワーも設置する計画もあるのか、こ

ういうことをお聞きをしたいと思います。 

 それから、４款保健衛生費の市立診療所の建設工事について、７億5,115万円の建設費が若

干足らんなったら追加するかも分からんという話もあったわけですけれども、今ここでまだ実

施設計書が完全なものができてない、先ほどの答弁ではそういう答弁やったと思いますが、完

全な設計書ができてない中でこういった予算を、重要な施設を建設するのにこういった予算を

上げてきて、過疎債を申請せにゃいかんきん、間に合わんきん上げてきたとかというようなこ

とでは、私はこれは予算の計上にはもってのほかやと思う。 

 例えば、これが普通の建設事業とかというようなことで、概算で積算をしたとかという話や

ったら分かるけんど、これは重要な、市の重大な前代未聞の診療所を建設するのに、過疎債に

間に合わんきん概算で設計をして、その概算予算で今ここに７億5,115万円という予算を計上

したというような話では、私はこれはもってのほかやないかというふうに考えております。も

う少し、こんな重要な建築物をつくるわけやきん、慎重審議して、コロナの対応も含めた、そ

ういった厳しい設計の下で設計された予算を上げて、これを無理に建設の完成年度が令和３年

度の末とかということに限らず、こういう貴重な重要な建設物やきん、もう少し慎重に検討を
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して予算の計上をせないかんやないかというふうに考えておりますけれども、この点について

もう一度答弁をお願いをいたします。 

 それから、新型コロナウイルスに対応する入り口は別に北側に設置をするという話がありま

したけれども、入院は医療センターのほうで入院をするという話で、入院設備の想定はしてな

いということを答弁があったわけですが、これは恐らく今からコロナのこの問題も進んでいく

と、地域医療が確定をしてくると、田舎のこういう施設でも一時的な入院、こういうものに対

応していかないかんべき時代が来るんじゃないか、いうふうに私は考えておりますが、その点

もう一度、少なくても何人ぐらいの一時的な入院ができる、そこからまた新たに医療センター

に搬送するとかいう、こういうストック的な、一時的な入院の施設が重要ではないかというふ

うに考えております。 

 それから、６款商工費の中で自然体験交流宿泊施設機能向上工事設計監理委託料480万円と

いうこの金額が計上されておりますけれども、先ほどの話では、いろいろ指定管理者と協議を

進めてきた結果、新たな施設の構築に取りかかるという話でしたけれども、この資料を見てみ

ますと、新たな施設の中でも一番最後に完成した施設としては令和２年３月27日に完成しちゅ

う。それから、指定管理者と協議をしたと、こういうふうに話をせられましたけれども、これ

を見てみると、２月には宿泊客が２人、３月には56人、４月には20人、７月が99人、８月が

268人、たった445人ぐらいしか宿泊してないわけよ。その中で指定管理者と協議をして改築に

取り組んできたというふうに言われておりますけれども、たった440人ぐらいしか泊まってな

いこういう中の話を、今度指定管理者と話をして約4,000万円もの投資をせないかん、こうい

う事業にどうやって考えてきたのか、ここをお聞きをしたいというふうに思います。非常に不

愉快。 

 それから、この施設は全体で１億7,400万円ぐらいの施設やきん、国の補助金をいただいて

建設をした国庫補助金の建築物やないかというふうに考えておりますけれども、国庫補助金で

建設した建物やったら、これはまだまだ、令和２年３月27日に完成をしたものもあるし、こう

いうことで行くとまだ国の会計検査も終わっていない、こういったものに新たなこういう予算

を計上して改築ができるのかどうか。実際、国の会計検査は終わってないわけよ、国費をもろ

うちゅう施設やったらで。そういったものが果たして新たに4,000万円もの巨額の投資をして

改築をせないかんだけのそういうことにつながっていくのかどうかお聞きをしたいと思いま

す。 

 それから、財政課長にお聞きをしたいと思いますけれども、この予算の中では、地方創生臨

時交付金が１次では１億400万円ぐらい、２次では３億5,000万円ぐらい、全体で４億5,000万

円ぐらいの地方創生臨時交付金が下りてくるということになっちゅうわけですけれども、この

合計の４億5,670万円という金額は、これは全部を使った予算がここに計上されちゅうのかど

うか、この点をもう一度お聞きをしたいと思います。 
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 それから、自然体験型交流機能向上宿泊施設の中で、久保副市長にお聞きをしたいと思いま

す。 

 この約4,000万円の予算の編成に当たって、完成間もないこの施設にこういう巨額の金をつ

ぎ込むことについて、久保副市長としてはどのような気持ちでこの予算の編成に取り組んでき

たのか、また予算の編成に当たってはどのような意見も述べられてきたのか、この辺について

もお聞きをしたいと思います。 

 それから最後に、ドルフィンセンターの備品の購入、これも1,380万円という巨額の予算が

含まれておりまして、いろいろ今話があったわけですが、カメラとかいろいろあって、キッチ

ンカーとか、キッチンカーを600万円をかけて購入すると、こういったことが果たしてお客さ

んに対して費用対効果としてどのようになっていくのか、そしてまたこれらの今後のメンテナ

ンス、それから修理、修繕、こういったものはどうなっていくのかということをお聞きをした

いと思います。これで２回目の質疑は終わります。 

○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） 小椋議員の２回目の質疑に答弁をさせてもらいたいと思います。 

 詳細についてはまた関係課長から補足説明をさせますので、市長としての見解に該当すると

ころを答弁させていただきたいというふうに……。 

            （６番小椋利廣君「詳細、500万円」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） 詳細は担当課長のほうからまたさせていただきますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 まず、移住促進事業についての御指摘がありまして、令和元年から２年８月状況の利用者を

見たときに、今回のような高額をかけて見直すほどの利用状況じゃないじゃないかという御指

摘がありましたが、議員御案内のとおり、この移住促進というのは本市にとっても最も重要な

ことでありまして、私自身も今年度からもっともっと移住促進への対応を強化しながらより多

くの方々を迎えられるような体制づくりというのは、空き家の改修だとか国の補助事業の導

入、あるいは県、市ともの公共宿泊施設の有効活用等々、力を入れて取り組ませているところ

であります。 

 予算計上に向けましても内部で財政課とも協議をしましたけれども、移住の体験に来た方々

に楽しんでもらって、この室戸はいいぞというような判断をしてもらうための対応の環境づく

りが必要であるということで、議論もさせていただきながら今回のような改修に至った背景も

ございますので、詳細はまた課長からこういうことですという補足があるかも分かりません

が、大きなところはそういった移住促進に向けたもっと抜本的な環境改善をして、より多くの

方々に体験に来てもらって、来た方々が定住してくれるといったところへ理解してもらえるよ

うにしたいというのが予算の背景でございます。 

 津波の耐浪調査のことについて、これもここに来て、当初から言いよった耐震化の対応だけ
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でなくして耐浪という、津波が来たときにその浮力なんかで、耐震は大丈夫ですけれども、別

の観点からそれが対応できるのかということが新たに調査されることになったわけでございま

して、議員からの御指摘は、310人の室戸中学校で、これで耐浪対策にならないということに

なれば、その対応をどうするのかということと学校の移転も考えないかんのじゃないかといっ

た御指摘まできました。 

 検査結果をまず待たなければなりませんけれども、耐浪的な対策が持てないような環境の施

設というふうに認められましたら、学校の移転、あるいはまた学校統廃合の中なんかでの対

策、いろんな形で中学生を守るということは当然に必要になってくると思いますので、内部で

協議をしながら新たな対策を講じてまいりたいと思います。 

 地域住民につきましても、避難タワー、今はすぐ整備をするといった位置づけにはなってお

りませんけれども、中学校の屋上に避難するという地域住民の方々もおりますので、そうした

方々の御意向も聞きながら、どういった対応が大事なのかを検討して対策強化に取り組んでい

きたいと考えております。 

 次に、診療所について何点か御質疑をいただきました。 

 診療所の取組については、一日でも早く開院をして心配する市民の医療に応えたいという、

当初からこの議会でも何度も御答弁させていただきましたけれども、そうした姿勢が基本には

あるということを一つ御理解をいただきたいと思います。 

 議員から御指摘のありました、これだけ重要な、室戸としてはこんなに初めての事業である

ものを実施設計が完成していない状況で予算計上するのは、言うたらもっと慎重に当たらない

かんのじゃないかという御指摘かと思います。そうした思いも持ちながら、国の基準や県の指

導も仰いで、できるだけ早期の議会に計上させていただいて、見直しをしながら、検討、指導

も仰ぎながら、少しでも早く事業着手することが一日でも早い開院につながるといったことを

思っての検討をしたところでございますので、この点については特に御理解をいただきたい

と、これはお願いをしておきたいと思います。 

 それとあわせて、コロナ対策なんていうのが当然の社会にもなってくるのではないかという

御指摘で、もっときちっとした入院ベッドにも対応が必要じゃないかという御意見じゃないか

と思いましたけれども、今の時点では、この入院ベッドには対応ができてないというのは、コ

ロナ感染に対応する病院が決められて、県の指導とか県と連携してやっているという中での取

組でございます。課長からも答弁がありましたように、入り口の工夫だとか受付の対策とか、

そういった通常のコロナ対策はしっかりと受け入れて、新たにつくる診療所でございますの

で、対応のできるような捉え方をしておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それと、商工観光の関係の自然体験施設について何点か質疑がございました。 

 議員のおっしゃるところの指摘は、私も理解ができないわけではございませんが、これも課

長から説明がありましたけれども、県のほうでもこうしたウイズコロナといった新しい社会環
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境の中にこれからの観光をどう改めてバージョンアップをしながら機能向上に向けて取り組ん

でいけるのかというのは、非常に重要な観点に置かれて新たな制度を創設されたと。そうした

県の取組を受けて、室戸のほうもこうした臨時交付金などの有効な事業費用を持てるときに、

県の指導も仰ぎながら、より魅力でこれから集客を高めていこうとする室戸の施設を機能アッ

プしていくというのは非常に大事ではないかなということで、議員からも御指摘のあったよう

な議論を随分させていただきました。そして、私も小椋議員の言うような意見も言わせていた

だきましたが、そんなことも総合して、県の取組、国のウイズコロナウイルスというような、

そうした新しい社会に、これから室戸が、コロナが終わった後にでもどんどん人が来てもらえ

るような整備をしておくことが今大事ではないかといった思いで議論も深めて今計上させてい

ただいているところでございますので、御審議のほどよろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。 

 あと、財政課長と久保副市長とそれぞれ聞くということでありましたけれども、詳細につき

ましてはまた担当課長のほうから補足させますので、私のほうの答弁はこれにさせていただき

たいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 久保副市長。 

○副市長（久保寛人君） 小椋議員の２回目の御質疑にお答えをさせていただきます。 

 私に対しては、完成間もないのに4,000万円もの新たな予算をかけるということについてど

う考えるのか、どのような意見を述べてきたのかということだったと思いますが、まず今回補

正予算をお願いしておる取組につきましては、改修ではなく新たな機能向上、新たな機能を加

えるといったことでございます。今後アフターコロナ、ウイズコロナ、新しい生活様式といっ

たことを考えた場合、この施設のような屋外型の施設が大変大きな役割を果たすものと思いま

す。県も東部の拠点となる重要な施設として考えていただいておりますからこそ、今回県も９

月議会での補正予算で補助金としては破格の補助率を、３分の２といった補助率の補助金の予

算を計上していただいておるところでございます。 

 また、観光産業は宿泊や飲食、土産物、道の駅での第１次産品の販売など、裾野が広く多く

の分野に効果が見込まれる産業でございますので、多くの観光客の方々に本市を訪れていただ

き、市長が常に言っております100万人観光を目指したいと考えております。そういった意味

もありまして、今だからこそ力を入れて取り組むべきと考えて、そのような意見を述べさせて

いただきました。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 辻企画財政課長。 

○企画財政課長（辻 さおり君） 小椋議員の御質疑につきまして、市長の補足説明をさせて

いただきます。 

 まず、移住体験住宅の整備につきまして、今回の委託料につきましては、耐震改修が必要な

移住体験住宅もございますので、それらの耐震改修等も含めて、設計監理、施工、まとめて一
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体的な経費として計上させていただいております。 

 現在の稼働率につきましては、今年度につきましては、先ほどお答えさせていただきました

とおり、利用者数が激減しておりまして稼働率が８％となっておりますので、今後このような

利用される方に対して移住体験住宅の魅力化を図り、この稼働率につきましても30％以上を目

指す、もちろんそれ以上を目指してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、新型コロナウイルス感染症対策の地方創生臨時交付金についての御質疑でありますけ

れども、交付限度額は４億5,760万8,000円となっておりまして、これまで１次補正分からは３

億1,077万1,000円を充当しております。今回の９月補正につきましては、１次、２次の補正分

から１億5,254万1,000円を充当させていただくこととして計上させていただいております。 

            （発言する者あり） 

○企画財政課長（辻 さおり君）（続） そうですね。 

            （発言する者あり） 

○企画財政課長（辻 さおり君）（続） そうです。 

 充当残額といたしましては570万4,000円がマイナスとなっておりますけれども、これにつき

ましては、不用額等々を見越しましてマイナスの計画として計上させていただいております。 

○議長（堺 喜久美君） 大西観光ジオパーク推進課長。 

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

 市長、副市長のほうからも答弁がありましたが、まずｂａｓｅ55の事業につきましては、改

築、増築とは考えておりませんというところで、経過につきまして先ほども御説明いたしまし

たが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、密を避けて屋外への志向の高まりが予想さ

れるということで、県のほうでも３分の２の緊急対策事業として補助事業を創設したと。そう

いうことやワーケーションの需要増加、これは国のほうもワーク、働きながらバケーションを

楽しむということで、屋外のこういった施設が注目を浴びているような、そういう背景を踏ま

えて、この事業の活用が対象となるｂａｓｅ55とドルフィンセンターに関して事業を活用しよ

うと、その中で指定管理者さんと協議を進めてきたというところです。その協議の中では、利

用者の要望を反映したものもあったということでございます。 

 ２点目の施設、１億7,400万円程度の建設費、国庫を活用していると会計検査が終わってい

ないというお話ですが、こちらのほうは、事業は県費を活用してますので、国費は入っており

ません。 

            （６番小椋利廣君「入ってない」と呼ぶ） 

○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君）（続） はい。 

 また、その県費、この補助事業自体も県から支出されるもので、問題はないと考えておりま

す。 

 その次に、ドルフィンセンターの備品につきましては、費用対効果であるとかメンテナンス
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ということですが、ドルフィンセンターにつきましては、現在の指定管理者も新型コロナの影

響を受けて今月末をもって撤退すると、そういった状況の中で、当該施設は重要な観光拠点と

なる施設として捉えております。費用対効果としましては、こういった整備をすることにより

まして周遊観光の促進ですとか市内全体での滞在時間が長期化するということで、また波及効

果も大きいものがあると考えております。 

 また、キッチンカーのメンテナンスですが、小規模な修繕や維持管理につきましては、使用

者のほうで負担をしていただくことを想定しております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋利廣議員の３回目の質疑を許可いたします。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。３回目の質疑をさせていただきます。 

 まず、財政課長のほうから移住促進事業委託料についての答弁があったわけですけれども、

1,815万円もの委託料をかけてせっかく改造した住宅が、多くの人に使ってもらえるような方

法で改造するというのが一番やと思いますけれども、30％以上を目指して取り組んでいくとい

う話ですけれども、30％ぐらいではいかんと思うがやね、先ほども、２回目のときも話をせら

してもろうたけんど。もっと大きく利用をしていただけるような方法の方策も考えていかん

と、こんだけもの金が生きてこんなるんじゃないかというふうに思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 それから、室戸市立診療所の建設についてでございますけれども、市長のほうの答弁では一

応はコロナに対応する入院の設備は考えてないというふうな話があったと思いますけれども、

これらも行く行くはそういうことも想定した中での検討をしていかないかんやないかというふ

うに思いますので、この付近はよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、この建設についての市内業者の入札に参加ができる、こういうことについては、

競争入札、一般競争入札、ＪＶを問わず、市内業者が入札に参加ができる環境をつくってやっ

ていただきたいというふうに考えております。 

 それから、自然体験交流宿泊施設の宿泊人数については、非常に今のところまだまだ宿泊者

も少ないので、今後こういった多額の費用をかけて改造やなしに新しく増築をするという話で

すので、宿泊者が多くないと、ちまたの市民の話ではあそこの施設大丈夫やろうかねというふ

うに言われておりますので、今後そういうことが言われないように取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。 

 それから最後に、ドルフィンセンターの話ですけんど、先ほどの課長の話では小さなメンテ

ナンスやったら事業者のほうでやってもらうと、車検なんかはほいたら今後どうなっていくの

かということはどういうふうになるのか。これで３回目の質疑は終わります。 

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

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

 車検につきましては、使用者、利用者のほうで負担をしていただきたいと、現在考えており
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ます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） よろしいですか。答弁。 

            （６番小椋利廣君「財政課長、財政課長」と呼ぶ） 

○議長（堺 喜久美君） 要望やなかったがですか。辻企画財政課長。 

○企画財政課長（辻 さおり君） 小椋議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 移住体験住宅の整備につきましては、議員おっしゃられるとおり、安心して使っていただ

く、また魅力化を図るとともに、今後広くＰＲをすることで利用者の方の確保を図ってまいり

ます。以上です。 

○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３回目の御質疑にお答えをいたします。 

 入札に市内業者の参加をということでございますけれども、当然市経済、地域の活性化、市

内業者育成の観点からも市内事業者を参加させることは重要だと考えておりますので、十分検

討してまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 久保副市長。 

○副市長（久保寛人君） すいません。３回目の御質疑に最後お答えをさせていただきます。 

 ＭＵＲＯＴＯ ｂａｓｅにつきまして、今後宿泊者数が多くないといかんという御意見をい

ただきました。それは本当にそのとおりだと思っております。たくさんの方に泊まっていただ

けるよう、今後県とも連携をしてＰＲもしていきたいですし、また一方、ＭＵＲＯＴＯ ｂａ

ｓｅではバーベキューという食事の部門もやっております。このコロナの中、密にならない屋

外でのバーベキューができます。市役所の職員も、例えば歓送迎会とかそういった場面で利用

はさせていただいておりますので、そういったことも市民の皆さんにＰＲ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） 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３、議案第３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２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。 

            午後１時48分 休憩 

            午後１時55分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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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。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。 

 ページは50ページの１款１項１目の一般管理費の17節備品購入費の497万5,000円についてお

聞きします。 

 この17節の予算については、たしか当初予算で903万円、これを予算化してレントゲンを購

入、そして６月の補正では384万7,000円でマッサージ器を購入しております。そして、この９

月、この補正では497万5,000円の補正予算を申請し、今の説明では電子カルテを導入するとい

うことですが、コロナということで分かりますが、なぜ毎回補正というこのような予算取りに

なるのか、計画性が全くないような気がします。必要な機材類等について診療所と話合いはさ

れているのか、その点についてお聞かせください。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 亀井議員の御質疑にお答えをいたします。 

 本年度導入を予定しております金額が100万円を超える備品といたしましては、先ほど議員

の説明にあったように、当初予算で計上いたしましたレントゲン607万8,000円、全自動血球計

数器143万円、６月補正予算で計上いたしましたウオーターベッド型マッサージ器231万円であ

ります。また、今回の補正予算において、電子カルテシステム484万円を計上させていただき

ました。 

 話ができているのか、計画的な備品購入となっているのかということでございますが、導入

の理由といたしましては、レントゲンにつきましては、現在ないことで必要な患者は全て他の

病院へ紹介状を書いて対応をいただくなど、患者負担にもつながっていることに加えまして、

住民要望もあって導入することにしたものであります。 

 また、全自動血球計数器についても、全て民間検査機関への委託となっているから、患者の

症状にすぐに対応ができないことなどから導入することとしたものであります。 

 ウオーターベッド型マッサージ器につきましては、コロナで受診患者数が減ったということ

もあって、この機器の導入による集客効果が見込まれることや収益的にも将来的にはプラスに

なることが見込まれることから導入を計画しているものでございます。 

 また、今回電子カルテシステムを計上させていただきましたが、電子カルテシステムについ

てもこれまで導入については検討を重ねてまいりました。現在紙カルテでの管理となってお

り、いろいろな問題が生じております。新型コロナウイルス感染症の地方創生臨時交付金の対

象となることから今回予算計上をしたものでございます。 

 いずれにいたしましても、現在来ていただいております常勤医師と綿密な協議も行いなが

ら、医療ニーズ、収支見込みも踏まえまして、今後計画的な備品購入となるように取り組んで

まいります。 
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○議長（堺 喜久美君） いいですか。 

 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４号令和２年度室戸市介護保険事業特別会

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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時０分 休憩 

            午後２時２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５、議案第５号損害賠償額の決定及び和解することに

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。武井教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時３分 休憩 

            午後２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。 

 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。議案第５号損害賠償額の決定及び和解することについ

て、一言意見を申し上げたいと思います。 

 令和元年度吉良川小学校プール改修工事において、契約変更の設計書が作成されていたにも

かかわらず、当初契約のままで請負金額が支払われる不祥事が起きたことは、担当の職員のみ

ならず、班長や課長補佐、課長など上司の指導や助言が十分ではなく、また保健介護課の職員

の不祥事により、福祉医療費助成制度で高額医療費の請求を怠り630万円もの補助金が時効に
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なるなど、ラジオやテレビ、新聞に続けて２回も報道されるなど、室戸市の信用を大きく失墜

させたことは非常に重大であります。 

 多くの市民の方々から、市役所の内部での仕事の内容はどのようになっているのか。日頃か

ら市民やお客様に対する接客態度や対応が十分ではないという怒りの言葉やお叱りの連絡が多

くあり、このような事案に対する対応に非常に苦慮しております。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員。 

○６番（小椋利廣君）（続） 今後においては……。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員。 

○６番（小椋利廣君）（続） 内部の統率や……。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員。 

○６番（小椋利廣君）（続） 指導や助言を十二分に行い、二度とこのような重大な不祥事が

起きないよう十分気をつけて日常の業務に取り組んでいただきたい、このように思っておりま

す。以上です。かまざったら市長、教育長、一言このことについてお願いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 質疑ですか。 

            （６番小椋利廣君「いや、意見」と呼ぶ） 

○議長（堺 喜久美君） 意見は一般質問でお願いします。 

○６番（小椋利廣君） ほいたら質疑で行こうか、質疑、質疑、そういうことで質疑を行いま

した。このことについて、市長、教育長、一言。 

○議長（堺 喜久美君） いいですか。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の議案第５号についての質疑に答弁をさせていただきま

す。 

 ただいま小椋議員から御指摘のありましたこのたびの２件に関する不祥事、不適切な事務に

つきましては、最高な責任である私の立場からしましても市民の皆様方に深くおわびをしなけ

ればならないことだと反省をしております。本当に申し訳なく思っております。 

 今、小椋議員の御指摘の内容について何かという問いでありましたけれども、御指摘のとお

りであるというふうに私も全く認識しておりまして、今後そうしたことが重なり発生しないよ

うに内部でも徹底した指導や改善体制につけて議論をさせていただいているところでございま

すので、今後ともどうかよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 小椋議員の質疑に答えさせていただきます。 

 今回の教育委員会の事務職員の不祥事につきましては、これは教育行政を総括する教育長と

して大変申し訳なく思っております。 

 今回の原因、対応につきましては、先ほど教育次長兼課長である武井次長のほうから説明が
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ありましたとおり、業務以前のイロハのイの部分からですね、徹底していなかったということ

が大きな反省でございます。ですから、今回のことにつきましては現在関係機関とも十分な相

談をしながら事実確認をしておりますので、その事実確認ができ次第、該当の職員及び上司、

あるいは教育長としての私の責任を含めて明確にしていきたいと思っております。大変御迷惑

をおかけしました。 

 ただ、私を含めて関係職員、上司の対応につきましては、先ほど申しましたように、まだ若

干関係機関と相談をして詰めておる段階ですので、今議会にはすぐに間に合わないと思います

けれども、かちっとしたところをさせていただきたいと思っております。 

○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６、議案第６号監査委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。 

            午後２時16分 休憩 

            午後２時17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。 

 健康管理のため、午後２時35分まで休憩いたします。 

            午後２時18分 休憩 

            午後２時34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７、認定第１号令和元年度室戸市一般会計歳入歳出決

算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。辻企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時35分 休憩 

            午後２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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第８、認定第２号令和元年度室戸市国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算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。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時43分 休憩 

            午後２時57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。 

 208から209ページの１款１項１目の一般被保険者国民健康保険税の不納欠損額の524万708円

についてお聞きします。 

 これは私の勉強不足であり、教えてほしいのですが、平成28年が約580万円、平成29年が約

640万円で、今年がこの524万708円になっております。この不納欠損になった理由を教えても

らいたいのですが、滞納件数が41件ということは分かりますが、この件数ということになった

ら、時効等の理由が含まれるもんかどうかを教えてもらいたいがですけんど、その辺をよろし

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。上松市民課長。 

○市民課長（上松富士樹君） 亀井議員の御質疑にお答えいたします。 

 決算書の208ページ、209ページにかけてあります１款１項の不納欠損524万708円の内訳とい
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うことでございますが、これは亀井議員さんがおっしゃるように、件数としては41件ございま

す。この内訳としまして、主に大きく３つございます。 

 １つ目が、まず地方自治法の第15条の７の４項に執行の消滅という、３年というものがあり

ます。これは、財産がなかったりとか窮迫をしたりとか不明である場合にこの条項を当てはめ

まして、これが16件、金額といたしまして342万111円がまず１つ目です。 

 ２つ目といたしまして、同じく地方自治法の第15条の７の第５項で、これは即時消滅という

ことで不納欠損がございます。これ、内容といたしましては、相続放棄とかでですよね、そう

いうことで１件で金額として20万9,400円となっております。 

 もう一つが、同じく地方自治法で18条で時効の消滅、５年というものでして、内容はです

ね、死亡者に課税になってしまったりとかですね。あとは、既に時効の５年の途中に預金等を

調べまして執行停止をしたにもかかわらず、執行停止をして３年で時効になるんですが、その

３年までの間に先に５年の時効が来てしまったというような場合がこの18条に当てはまります

けれども、それが件数としまして24件で、金額として161万1,197円ということが内訳となって

おります。 

            （５番亀井賢夫君「執行停止が３年にかかるもの」と呼ぶ） 

○市民課長（上松富士樹君）（続） はい。 

            （発言する者あり） 

○市民課長（上松富士樹君）（続） 執行停止が、同じ状態が１年目、また調べて同じ状態が

続いて２年目、また同じ資力がないということで、３年続いて初めてそれが落ちるようになり

ます、債権としてという内容です。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 上松市民課長。 

○市民課長（上松富士樹君） すいません。答弁の訂正をさせていただきます。 

 法律のほうなんですが、すいません、地方自治法と申し上げましたが地方税法の誤りでした

ので、それを訂正をさせていただきます。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９、認定第３号令和元年度室戸市介護認定審査会運営

事業特別会計歳入歳出決算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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時４分 休憩 
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            午後３時７分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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、認定第４号令和元年度室戸市介護保険事業特別会

計歳入歳出決算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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時８分 休憩 

            午後３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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第11、認定第５号令和元年度室戸市海洋深層水給水事業

特別会計歳入歳出決算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。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時17分 休憩 

            午後３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。 

 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。 

 315ページの11節需用費の235万287円の不用額について、経費削減を説明されたと思います

が、内容は何かもう一度説明をお願いします。 

 そして、この中に修繕料が107万9,529円入っておりますが、契約方法と業者名をお聞かせく
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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。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） 亀井議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、需用費の中で、修繕費だけでよろしいですか。 

            （発言する者あり） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君）（続） この需用費857万7,713円の決算

額で、主に不用額が出ているのが修繕料でございますので、修繕料についてお答えさせていた

だきます。 

 この修繕料については、予算計上の際に大体前年度実績を参考に計上させていただいており

ます。平成29年度に約700万円、修繕料がかかっておりました。平成30年度、おととしが約

400万円、令和元年度も大体300万円ぐらいは見ちょかんといかんじゃないかなということで

308万円を計上させていただきました。ところが、幸いに大きな修繕箇所と申しますか故障が

なかったものですから、107万円の執行にとどまっておるということで、その分の不用が約

200万円ぐらい不用となっておるのが理由でございます。 

 その107万円の修繕の契約方法と業者名でありますけれども、令和元年度は修繕費４件やっ

ております。 

 １つ目がアクアファームの消防設備修繕でありまして、金額が７万950円なので、もう随意

契約で行っております。業者名は、株式会社山本総合防災であります。 

 ２点目が、脱塩装置の２次ポンプの取替え修繕。これは金額が67万9,690円、これについて

も随契で行っております、有限会社東部水道工業さんと。ただ、この件については３者見積り

を徴取して決定をしております。 

 ３点目が、アクアファームの入り口の自動ドアの修繕で、これも少額で６万9,300円でござ

いまして、これも随契でございます。双葉鉄工所さんにお願いしております。 

 ４つ目が、アクアファームの給水配管の修繕で25万9,589円、これも随意契約でございまし

て、有限会社東部水道工業さんにお願いしております。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第12、認定第６号令和元年度室戸市障害支援区分認定審

査会運営事業特別会計歳入歳出決算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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午後３時26分 休憩 

            午後３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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第13、認定第７号令和元年度室戸市後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算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。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時29分 休憩 

            午後３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14、認定第８号令和元年度室戸市水道事業会計決算の

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。森岡水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時36分 休憩 

            午後３時53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つ目として、25ページの貸借対照表の２の流動資産の中の未収金6,303万3,616円について

お聞きしますが、この未収金の内訳、中身についてどういうものかお聞かせください。 
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 それともう一点、次のページ、26ページの流動負債の２の未払金の97万3,150円について、

この未払金ということは支払いが済んでいるのかどうか、何が残っていたのかをお聞かせくだ

さい。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。森岡水道局長。 

○水道局長（森岡 光君） 亀井議員さんの質疑にお答えいたします。 

 まず、１つ目の流動資産の未収金の内訳と中身についてでございますが、国庫補助金が

1,600万円ほど、起債元金利子償還金が1,400万円ほど、あとは崎山事業費の繰入金とか工事の

負担金、橋梁工事をしたときに、架け替えの部分が水道局のことになってきますが、それの補

償金、あとは消費税の還付とか、あと現年及び滞納の水道料金ということになります。橋梁費

の補償費までのことにつきましては、４月中に全部入金になっております。 

 それともう一つ、２つ目のお話ですが、流動負債の未払金についてですが、中身といたしま

しては、賃金や光熱水費の通常翌月払いとなるものがありますが、それも４月中には全て支払

いを終えております。出納整理期間がない形で水道局の会計が締まりますので、一般会計のほ

うから入ってくるような内容のものが、主に未払いになったり未収というようなところになり

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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第15、認定第９号令和元年度芸東衛生組合一般会計歳入

歳出決算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。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時58分 休憩 

            午後４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。 

 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。 

 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５号まで及び認定第１号から認定第
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９号まで、以上14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、９月17日から９月29日まで13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、９月17日から９月29日まで13日間

休会することと決しました。 

 ９月17日から９月29日まで13日間休会いたします。 

 ９月30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。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後４時８分 散会 

 

 


