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令和２年１１月第８回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  令和２年１１月２６日（木） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

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

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

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

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

４．欠席議員  なし 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  長 崎 潤 子 

  事務局次長兼班長  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 

  産業振興課長  中 屋 秀 志     建設土木課長  川 﨑   州 

  教  育  長  百 田 貴 昌     生涯学習課長  西 岡 佳 久 

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２年度室戸市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認

について 

  日程第４ 議案第２号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

  日程第５ 議案第３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６ 議案第４号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第10号）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６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11月第８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11月第８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４件、うち予算関係２件、条例関係２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、議長において小椋利廣議員及び亀井賢夫

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２年度室戸市一般会計補正予算

（第９号）の専決処分の承認についてから日程第６、議案第４号令和２年度室戸市一般会計補

正予算（第10号）についてまで、以上４件を一括議題といたします。 

 ここで市長から行政報告の申出がありますので、これを許可いたします。 

 引き続いて、報告事項並びに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11月第８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、御出席いただきましてありがとうございます。 

 それでは初めに、行政報告を申し上げます。 

 令和元年度吉良川小学校プール改修工事における職員の不祥事に伴う懲戒処分についてであ

ります。 

 当該工事におきまして、追加工事の必要が生じましたが上司にはそのことを隠蔽し、虚偽の

報告を行い、必要な変更契約手続を怠ったものであります。このことにより、請負業者に変更

工事分の工事代金259万6,000円の損害を与えるとともに、市に対しても変更分に対する過疎対

策事業債が充当できなかったことにより、本来受けられるべき地方交付税措置が受けられなく

なったことによる175万円の損害を与えたものであります。このほか、その他の業務において

も事務遅滞や虚偽報告、現金の不適切な取扱いなどが見受けられ、上司から再三指導を受けて

いたにもかかわらず改善が見られなかったことから、令和２年10月30日付で本人を減給10分の

１、12か月という懲戒処分とし、課長を文書による厳重注意、関係課長補佐、班長を口頭注意

としたところであります。 

 なお、当該職員は本人からの申出により同日付で退職となりました。度重なる不祥事に対

し、大変申し訳なく、心よりおわびを申し上げます。 

 今後におきましては、上司の指導を徹底させるとともに、再びこのようなことのないよう勤

務成績不良者に対する改善措置マニュアルの作成によるチェック体制の強化、研修等により再

発防止及び業務の適正執行に努め、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。 

 次に、提案理由の説明に先立ち、報告事項について申し上げます。 

 まず、令和元年度室戸岬町菜生地区津波避難タワー建築本体工事請負契約の変更についてで

あります。 

 同工事において、フェンス等を追加計上したことにより請負金額を変更する必要が生じたた

め、地方自治法第180条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第２項の規定によ

り、別冊のとおり報告いたします。 

 次に、令和元年度繰越明許市営第二大谷団地解体工事において発生しました近隣車庫の損傷
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に対する損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第１項の規定に基

づき専決処分しましたので、同条第２項の規定により、別冊のとおり報告いたします。 

 次に、今臨時会に提案いたします案件は、予算関係２件、条例関係２件の計４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２年度室戸市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認について。 

 本案は、令和２年９月25日の豪雨及び10月９日から10日にかけての台風14号による被害につ

いて、早急な復旧対策に取り組むため、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号室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について。 

 本案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案が令和２年11月６日に

閣議決定されたことに伴い、人事院勧告に準じ民間の給与との均衡を図るため、関係条例の一

部を改正するものであります。 

 議案第３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、吉良川小学校プール改修工事における変更契約手続を怠ったことにより市に損害を

与えた職員の不祥事に関し、市民の信頼を大きく失墜する行為であることを重く受け止め、市

長の給料を１か月間100分の10、教育長の給料を１か月間100分の５減額するため、本条例を制

定するものであります。 

 議案第４号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第10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、普通交付税を一般財源とし、特定財源の国・県支出金は事業に対する算定基準によ

り補正をしております。 

 歳出の主なものは、普通退職等に係る退職手当1,978万7,000円、中心市街地振興計画推進事

業費補助金180万円の追加等でありまして、歳入歳出予算はそれぞれ2,169万3,000円を追加

し、総額166億9,441万円とするものであります。 

 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をいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第１号令和２年度室戸市一般会計補正予算

（第９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12分 休憩 

            午前10時18分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 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号室戸市一般職の職員の給与に関する条例等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19分 休憩 

            午前10時23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。 
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 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。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。本案に対し質疑を行います。 

 この議案は、職員の不祥事に対する責任として市長の給料の１か月分を100分の10、教育長

の給料を１か月分100分の５減額するものでありますが、職員の不祥事に対する責任として

は、９月議会において市長、副市長の給料が減額をされております。このときは、市長が

100分の15、副市長は100分の10の減額がされておりますが、前回と今回の責任の取り方に違い

ができておりますが、その理由は何なのかお伺いをいたします。 

 また、市長の減額の100分の10、教育長の減額の100分の５というのは、金額にすると幾らに

なるのか併せて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。黒岩総務課長。 

○総務課長（黒岩道宏君） 濱口議員にお答えいたします。 

 まず、１点目の前回との減給の率の差についてでありますが、今回の懲戒処分につきまして

は、対象職員の職務怠慢に加え、上司に対し必要な変更契約の存在を隠蔽するなどにより市に

損害を与えるとともに、市民の信頼を失う行為であったことから処分を行っているものでござ

います。 

 一方で、この対象職員からは、市に与えた損害について一括返済の申出がなされておりま

す。また、市民の信用を失墜させたことにつきましても、本人が自主退職により一定の社会責

任を果たしていると考えておりますので、そのあたりを総合的に判断し、市長及び教育長の給

料の減額について今回の提案内容とさせていただいているところですので、御理解をお願いし

たいと思います。 

 それと、金額につきましては、市長のほうが100分の10、１か月で６万6,000円、教育長のほ

うが100分の５、１か月で２万7,550円となります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 濱口議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○９番（濱口太作君） 総務課長の答弁をいただきましたが、よく理解ができません。 

 私は、私なりに前回の責任と今回の責任を比較をしてみました。前回につきましては、職員

が高額療養費の請求事務を怠り、平成27年から平成30年まではこの請求が時効となり請求がで

きなく、市に損害を与え賠償の責任を負ったわけですが、この対象となった賠償の期間につい

ては、市長、副市長は就任前であり在職はしておりません。これに比べ、今回の不祥事は今年
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起きたものであり、当然市長、教育長は在職をしております。 

 また、前回の不祥事は、請求すれば市に入ってくるお金が時効で入ってこなくなったという

ことで市に損害を与えていますが、今回の不祥事は、工事の変更を行っているにもかかわら

ず、その手続を怠り、支払わなければならない工事費が支払われてないということで業者から

損害賠償の請求がされたものであり、市民及び市に損害を与えたものであります。 

 また、９月定例会に続き短い期間での不祥事に対する責任ということで、市民の信頼を著し

く失ったということを考えれば、今回の責任の取り方はあまりにも軽いのではないか。少なく

とも前回と同じあるいはそれ以上の責任が求められるのではないかと考えますが、答弁をお願

いをいたします。 

 次に、教育長の給料の100分の５という減額についてでありますが、私も長年行政に関わっ

てきましたが、私の記憶では本市においても、他の市町村においてもこのような100分の５と

いう軽い減額はなかったように記憶をしております。教育長は自身の責任の取り方に対し、ど

のような考えの下で決められたのか、お伺いをいたします。 

 また、前回副市長は、自身の在職以前のことであるにもかかわらず100分の10の減額という

責任を取っておりますが、教育長はこのことは考慮されなかったのかどうか、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。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 濱口議員の２回目の質疑にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 １度目にあった職員の不祥事と今回の不祥事は状況が違うじゃないかという御指摘で、せん

だってさきにあった不祥事については就任前のことに対する自分の処分の在り方と、今回は在

職した中で起こった不祥事について考えたときに、その処分が軽くないかという御指摘のよう

に受け止めました。 

 実は、私も市長に就任をしまして大小様々な職員の不祥事を耳にし、注意も促しながら取り

組んできて、今回こうした減給処分ということを２度にわたって受けるということになったわ

けでございまして、その間たくさんの市町村長さんにも相談をしながらどう対処したらいいの

かなということを御指導受けてきたときに、ちょうど香南市の市議会だよりに載せられていた

ことでありますが、47万円余りの職員の不祥事が発生をして、その処分をどうされたのかとい

うことが報告されておりました。その内容の主なことを申しますと、市長が監査委員に処分の

在り方を検討せえという指示を出して、監査の結果を受けて対処したものでありますけれど

も、47万円余りの使途不明金に対して、担当の課長は50％、担当の課長補佐は20％、班長にも

数％というような、所管所管での処分をきっちりしていきながら、若い職員のいわゆる不祥事

ではありますけれども、課で責任を持つという姿勢をしっかり立てられているということを議

会だよりで見まして、香南市の市長のほうにもあるいは担当の課長のほうにも御指導を受けに
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行って相談をしました。 

 やっぱりどこな市町村長も、職員の不祥事というのはある一定の職員を抱えておりますので

いろいろ様々大小の問題が起こるということで、みんな首長はそのことに対して気をもみなが

らできる限りそうした不祥事の起こらないような対処に頑張って取り組まれているということ

を聞きながら、香南市のほうでは24年ぐらいからそうした取組にされて職員のいわゆる不祥事

改善をしてるということのお話でして、今回そうしたことも参考にさせていただきながら、室

戸の処分の在り方というのも検討しなければならないんじゃないかなというふうに今感じてい

るものでございます。 

 私自身の、前回は100分の15、今回10ということについては、私のそうしたいろいろ市町村

長などにも御相談をさせていただきながら市長としての処分としての私の考えとして今回議会

に提案をさせていただいたものでありまして、15％に対して10％が軽いんじゃないかというこ

とについては、私自身はそう受け止めずに、今後そうした処分の在り方については全体的な中

で考えながら、より職員の不正が起こらないような市役所に改善させていただきたいというふ

うに考えているものでございますので、御理解賜りますようによろしくお願いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 濱口議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

 本来なら、教育委員会の事務局でのこの処分につきましては、これは教育長自らが責任を負

うものであって、本来なら市長部局の市長のほうの責任については負わないというものが私の

考えでございます。 

 これは、同じ市の職員でございますけれども、教育委員会の事務局は出向という形の立場で

ございまして、そして独立した組織ということでございます。そこのところで、今市長の御返

答がありましたけれども、他の市町村それぞれ相談をしながら、こういう判断をさせていただ

いたところでございます。 

 減給の金額が少ないではないかという御指摘がございますが、そこのところは真摯に受け止

めをしておりまして、今後こういったことのないような形でのものをしていきたいと。今後、

もし市の教育委員会の事務局がこういった不祥事を行いましたときには、私、教育行政の総括

の長としての教育長の処分といいますか、減給で私はお願いしたいと思っております。 

 そういった考えでございます。以上でございます。 

            （９番濱口太作君「答弁漏れ」と呼ぶ） 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 御返答せずに大変失礼しました。 

 これにつきましては、当然その内容につきましても考慮いたしました。在職中あるいは在職

前のということがございますが、その中で今回の分は１件、金額的には175万円という大物で

ございますし、それから今総務課長が答弁しましたが、本人の一括弁済、そういったものを含
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めて判断をいたしました。当然前回のものは十分考慮した上での判断でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 濱口議員の３回目の質疑を許可いたします。 

○９番（濱口太作君） ３回目の質疑を行います。 

 私の認識不足かも分かりませんけれども、先ほど教育長は、教育委員会のことについては市

長は権限がないとか関係ないようなことを言いましたけれども、以前はそうでしたよ。たしか

何年か前に、市長が教育行政に対して一定の権限を持つような改革がされたというふうに私は

理解しておるんですが、その点違うのかどうか、答弁を求めます。 

 それから、市長はほかの市町村の、香南市ですか、例も聞いたと言いますけれども、室戸市

においてはこれまでにそういう責任の取り方というものの歴史があるわけですよね。そして前

回、９月ですよ、９月議会で自ら15減給してますよね。前例を全く考えないというふうなこと

はおかしいんじゃないですか。やはり前例を踏襲して、その中から今回の処分を考えていく、

そういうことをしないと前回とのバランスが全く取れない。今回は今回、前回は前回、そうい

うふうな考え方はないと思いますよ、行政においてはね。 

 それから、教育長、５％らいう責任の取り方、私の記憶で本当にないんですよ、前例が。そ

れだけあなたは今回の物事に対して軽く考えておるんですか。戻したからもうそれでいいとか

そういうんじゃなくて、あなたの監督責任ですよ、これは。その点もうちょっと重く受け止め

てしないと、また再発しますよ、長自身がそういう考え方では。 

 答弁は要りませんけれども、３回目は。私はそのように考えますので、しっかりと今回のこ

とについても原因を究明して再発しないようにしていただきたいと思います。以上で終わりま

す。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。本案について質疑を行います。 

 先ほど来の説明によりますと、今回は吉良川小学校プール改修工事における変更契約手続を

怠ったことにより市に大きな損害を与えた職員の不祥事に関し、市民の信頼を大きく失墜する

行為があることを重く受け止めて、市長が給料の10％を１か月、教育長が給料の５％を１か月

減額をするという議案の中で、これは先ほども濱口議員の中にもありましたが、９月議会のと

きの、令和２年９月８日の高知新聞にも大きく掲載をされておりまして、福祉医療費助成制度

で患者に代わって負担をした療養費のうち、全国健康保険協会などから返還を受けるべき高額

療養費の請求を職員が怠り、630万円もの金額が時効となって請求ができなかったなど、続け

てこういう不祥事が起きている中で、今回、前回と違う市長と教育長の減額幅について非常に

不平等ではないかいうふうに感じておりまして、今回は同じようなケースでの職員の不祥事が

起きておりまして、これらは前代未聞の行政問題ではないかいうふうに私は感じておりまし

て、今後、職員のみならず市長、副市長、教育長らの、結局は事務執行についての認識が甘か

ったからこういう不祥事が起きたのではないかというふうに考えております。 
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 これは、前回の９月議会においても多くの市民から処分内容が軽過ぎるのではないかいうふ

うな批判の声が大きく寄せられてきました。今回も、私はこの市長と教育長の10％１か月、

５％１か月という減額幅は非常に小さいのではないかというふうに考えておりまして、これら

のことについて、先ほども濱口議員のほうから15％、10％で前回の９月議会のときは減額をし

たと。今回は10％と５％であるということに私も納得がいきませんので、その付近、丁寧な説

明をお願いをいたしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の質疑にお答えをさせていただきたいと思います。 

 経過を通じて様々な御指摘も受けてのことですが、質疑の趣旨は、前回９月の100分の15に

対して今回の100分の10というのが軽いんじゃないかという御質疑についての答弁をというこ

とに受け止めております。 

 そのことに関しましては、ただいまの濱口議員の答弁でもお答えさせていただきましたけれ

ども、私自身も市長に就任をして去年、今年でまだ２年足らずでありますけれども、様々な各

職員の小さなミスから大きなミス、今回前代未聞じゃないかという小椋議員の御指摘も、私も

そのようにも思っておりますが、私自身、私がまだ就任してないときの事件であれ、最初に私

自身が減給をしなければならないような処分を出さないかんというときに、その時点で判断を

した、そうした状況がまた今後も出てくるという状況で、他の市町村さんなんかにも御相談を

しながら、どういうふうに職員の不正をただしていったらいいのか、なくすようにどうしたら

いいのかといったことを聞く中で、今回は100分の10ということの私の思いで提案をさせてい

ただきました。 

 今後は、前段濱口議員からも３回目の質疑では前例をもっと行政としては重視していくべき

じゃないかという御指摘もありましたけれども、私はこうした取組については、うちの問題で

ありますけれども他の市町村の例も見ながら、より職員の不祥事が起こらないような万全を期

すためには様々なことをもって改革に力を入れていかなければならないんじゃないかなという

ことを思っておりまして、このたびの100分の10の減額というのは私なりに判断をしたことで

ございますので、御理解賜りますようによろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○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。 

○６番（小椋利廣君） 小椋利廣。２回目の質疑を行います。 

 先ほど市長のほうからの説明の中で、今回の損害に対する金額が175万円であったというふ

うに説明がありました。この175万円について、市長は先ほど香南市の例を取られて、香南市

では45万円の不祥事があったことについて、これは担当課もともに責任があるということで担

当課長が50％、それから部下の課長補佐が30％、それからそのほかの職員が何％という例を挙

げられて、責任を取っておられるというふうなことが議会だよりの記事に載っていたというふ

うに話を聞いておりますが、今後こういう事態が起きたときに、室戸市としてそういうふうに
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各課の担当者、例えば課長、課長補佐、担当官、こういうところに損害を求めていくのかどう

か。これは非常に大事なことやと思うわ。このままでは済まされない。こういうことが今後起

きたときに、先ほどの市長の例では香南市の例を挙げられておりましたので、今後室戸市もこ

ういう例が起きたときに、市として担当の課長、課長補佐、担当官に責任を取らすのかどう

か。これについてお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。黒岩総務課長。 

○総務課長（黒岩道宏君） 小椋議員にお答えします。 

 先ほど市長が申し上げましたのは、地方自治法の規定によります職員の損害賠償についての

話だと思います。 

 今回につきましては、本人の上司への虚偽の報告であるとか再三の指導にわたって従わなか

った、あえて隠避をしていた、故意にしていたということで、上司については注意ですか、処

分はなっております。ただ、上司に重大な過失があるかどうかということについては、そこま

では、担当のほうの故意のほうが多いんじゃないかというような処分で、担当のほうに処分が

重くなってます。また、今後についてこういったことがあって、上司のほうにも重大な過失が

あるとかというようなことがあるということになりましたら、先ほど言いましたように地方自

治法の規定に基づいて、監査委員のほうにお願いして損害賠償額であるとか割合を決定してい

ただくというのは、これは自治法の規定でありますので、そういった制度も活用していくこと

もあろうかと思います。 

 今回については、上司について損害を求めるほどの重大な過失があったということの認定ま

ではしてないということになります。 

            （６番小椋利廣君「今後のことです」と呼ぶ） 

○総務課長（黒岩道宏君）（続） 今後、そういう形で上司のほうについてもそういう過失が

あるというようなことの判断が下れば、当然監査委員のほうにお願いをして、こういった損害

賠償を求めていく、先ほど香南市の例もありましたけども、そういったこともしていかなけれ

ばならないとは思います。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員の３回目の質疑を許可いたします。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。３回目の質疑を行いたいと思います。 

 今回のこの処分内容について、これまた恐らくあした大きく新聞報道で報道されると思うが

ですよ。こういったことになると、この今回の減給内容、こういうものが大きく市民のほうか

らもまたいろいろなことで私のほうにも言われてくる、また市長にも言われてくると思うわけ

ですわ。前回とどうして違うのか、今回どうしてこうなったのかいうことの内容について、今

後市民からのそういった指摘についてどういうふうに市長としては対応していくのか、これに

ついてもう一度市長の考えを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。植田市長。 
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○市長（植田壯一郎君） ３回目の小椋議員の質疑にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 今、前段黒岩課長のほうからの答弁もありましたように、今回香南市のほうで勉強させてい

ただいたことは、どうしてそんなような厳しい体制になったのかっていうのは、どういった指

導を上司がしてもなかなか職員のいわゆる不祥事というのは収まらないというところに苦慮さ

れて、監査を通じて監査の指示を受けて処分をしたという形で、そのときの監査の報告は市長

の処分はどうだったかというと、賠償責任はないということにされておりましたが、それでも

市長は一定自分の判断で減給処分をされておりますけれども、そうして監査委員という中での

組織の意見というのも聞きながら、より適切で不正のない役所づくりというのは非常に大事じ

ゃないかなということで、私自身が課長にも指示をし、今後香南市のようなそうした体制の在

り方も検討しながら不祥事のない室戸市にしていくことに頑張っていこうじゃないかというお

話をさせていただいた次第です。 

 ただいまの３回目の小椋議員からの御指摘、これが広報されますと、市民からも様々な角度

からのまた疑問やら注意やら叱りが出てくるだろうということでありますけれども、私にとり

ましては、そうした私自身が他の市町村長やらまた市町村で取り組んでおられます実例も勉強

させていただきながら、今後、より不正のない室戸市職員の体制を築くために頑張っていくと

いうことを誠意をもって答えていくということになろうかと思います。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。議案第３号に対して質疑をさせていただきます。 

 この減額条例の制定ですけれども、不祥事に対する市長の役職の減額幅っていうのが、直近

では９月議会でありましたけれども、その減額する基準というものが我々にはどうも定かに伝

わってきていないという部分がありますので、総務課長の手元に９月、それ以前の同等という

か、そういった処分事例というか、減額事例があったら聞かせてください。まずそれが１回目

で。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。黒岩総務課長。 

○総務課長（黒岩道宏君） 山本議員にお答えをします。 

 手元に過去の例があるんですけど、同等というのがあれなんですが、基本的には一月10分の

１を数か月という、幅はいろいろありますけど、基本は10分の１になってるケースが多いと思

います。ただ、この率につきまして特に定められているものではないとは思っております。 

○議長（堺 喜久美君） 山本議員の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。 

 まず、今回の教育委員会の仕事の関係の分ですけれども、先ほど教育長は職員が事業の中身

を全て隠蔽をしていたというふうなことをそこで言いましたけれども、通常、職員がおって、

その職員は監督職員となるわけですけれども、そういったことが班長、補佐レベルに、一つの
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課の中で一つの仕事をしていて変更があるなしとかそういったことを全部隠蔽できるやという

ことあり得んと思いますよ、はっきり言うたら。というのは、班長クラスがこの仕事どうなっ

ちょらとか、補佐が班長にどういうになっちゅうとかということを指示をするのが当たり前の

こと。それができていないし、そういう状況も全部鑑みてこういうことになっちゅうというこ

とで、職員が隠蔽をしたからということが責任の原点にはならんということを、市長も教育長

もよく覚えちょっていただきたいと思います。 

 それから、全体として処分内容が軽いというふうに思います。その中にひょっとすれば、私

のうがった見方かもしれませんけれども、市長はじめそういったコロナの関係の減給、それか

ら９月の減給、そして今回、まだ次もあるかもしれない、そういったことが心の中にあって、

今回はこれぐらいにしておこうかというふうなことがあったんじゃないですか、総務課長にも

聞きたいですけど。 

 それと、こういった減給処分とかというものは、必ず１回ごとにリセットしなくてはいけな

い。前回にこれぐらいにした、前回の影響があるからこれぐらいでっていうようなことにはな

らずに、前回は前回、今回は今回で必ずリセットをして同じ類似例に例えて処分をしていかな

くてはならないというふうに思いますけれども、その点、市長にもう一度お聞きしたいと思い

ます。 

 それから、先ほど言ったことに関して、役所というところは非常に前例踏襲主義ということ

で今まで長いことやってきて、植田市長になってそれらもちょっと変えてはきていますけれど

も、こういった処分事例も前例踏襲主義はっていうのは役所の十八番ですけれども、こういっ

たことに関しては変えてはいけないというふうに思います。前回100分の15とかというところ

だったですけれども、それと比べても全く変わらないような事例だと思いますので、今回もそ

ういった前例踏襲で15とか、それ以下でやっていかなくてはならないような事例だとは思いま

すが、この件に関してももう一度答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 山本議員の質疑にお答えをしたいと思います。 

 １点目につきまして、いろいろコロナの問題なんかの減給と併せて度重ねる不祥事もあり、

減給の処分をする機会が増えてくる中で、今回はまあまあのというぐらいのお考えがあったん

じゃないかという御推測をされたようでありますけれども、全くございませんですので。ちゃ

んとした整理をして判断をしております。 

 それと、２点目でございますけれども、変化をしてはいけないと、こういう御指摘でござい

ますけれども、今回前段でも御答弁させてもらいましたように、他の市町村なんかにも学びな

がら、より不祥事の起きないような体制を取るということについて、私は市長や副市長や教育

長が、例えばもっと大きなもっと高いパーセンテージで減給して、その高さだけで職員の不祥

事が収まるとは思っておりません。だから、ほかの市町村でもあらゆる手法をもって改善対策
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をしていきながら不祥事の起こらないようなことに知恵を出しているということで様々な取組

があるんじゃないかなと。また、私も県下の幾つかの市の状況しか学べておりませんけれど

も、全国ではもっと効率的というか効果的な取組もあるかもしれません。そんなことも学びな

がら、より260人も余る職員のおる役場でございますので、そうした不祥事ができる限り起こ

らないような取組に進めていく今過程でございますので、今回のことは、９月の15％と今回の

10％を比較してどうこうということの判断には私自身は持たずに、今後改革をしていく一つの

今回の判断として持ち出したものでございますので、御理解を賜れたらというふうに思いま

す。 

○議長（堺 喜久美君） 山本議員の３回目の質疑を許可いたします。 

○１０番（山本賢誓君） ３回目の質疑を行います。 

 今市長が、力を込めてそういったことは全くないということを聞いて安心はしましたけれど

も、不祥事をなくするために減給をしても、それほど影響はないということですけれども、こ

れは辞めていく本人はそうかも分からんですけれども、思いがはせることはないと思うんです

けど、庁内におる職員に関してはそういった思いは出てきますよ、間違いなく、不祥事ってい

うものに対する思いはね。 

 その一番の不祥事の原因は、例えばさきの保健介護課の件もそうですけれども、課長が１

人、２人代わって、今回の教育委員会の関係も一緒の人がおるわけですよね。そういったこと

が、その職員の仕事ぶりなんかも聞いているはずですけれども、あちらでもこちらでも、そう

いったことを課長とか補佐とか、その課の体制の中でちゃんとできてないから繰り返し繰り返

し起きるわけです。保健介護課の職員にしても、どこの部署に行っても問題があるというふう

に指摘をされて異動を繰り返しよったわけですよね。そういった職員が来たら保健介護課であ

ろうが教育委員会であろうが、そういった者は常に上司が注意するということが不祥事を防ぐ

一番の手だてですよ。それを教育長、市長、副市長以下がちゃんとできるかできんかが。不祥

事の防止はある意味簡単にできると思いますよ、通常の毎日の職務の中でちゃんと管理をして

いたらね。そういうことですので、今後はこういったことのないように執行部以下にお願いを

いたしてから質疑を終わります。 

○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。 

 健康管理のため、午前11時20分まで休憩いたします。 

            午前11時10分 休憩 

            午前11時20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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 次に、日程第６、議案第４号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第10号）についてを議題

といたします。 

 執行部からの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20分 休憩 

            午前11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。 

 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。 

 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２年度室戸市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の

承認についてから日程第６、議案第４号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第10号）につい

てまで、以上４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。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。議案第３号に対し反対討論を行います。 

 議案第３号に対しては、大綱質疑をさせていただきましたので詳しくは言いませんけれど

も、今回の職員の不祥事は、市長、教育長の在職中に起きていること、市民に迷惑をかけてい

ること、立て続けの不祥事への責任であることも考え、前回より軽い責任の取り方はあり得な

いと思います。本議案は否決をし、市長、教育長には再度責任の取り方を考慮していただき、

12月議会に再提案を求めるべきだと考えますので、私は第３号議案に反対をいたします。 

 今、日本では、新型コロナウイルスの第３波を迎え、大変な状況になっております。本市に

おいても、新型コロナウイルスの影響でホテルの閉鎖や業績不振により多くの失業者も出てお

り、市民の皆さんは国、県、市の支援を受けながら頑張っております。このような状況下に職

員の職務怠慢による不祥事が発覚し、その管理責任が問われているわけでありますが、今回の

市長、教育長の責任の取り方はあまりにも軽く、危機感が欠如しているとしか考えられませ

ん。特に教育長の給与の５％カットという前例にもない軽い責任の取り方は、本当に責任を感
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じているのか疑問に感じます。教育委員会の職員は出向職員であり、自分に全責任があると言

うのであれば、自らがもっと重い責任を取るべきであります。 

 相次ぐ職員の不祥事により、市役所に対する市民の不信感はますます増大すると思われま

す。市長、教育長には、市民が納得するようなしっかりとした責任の取り方を示し、再発防止

に努めていただきたいと思います。 

 議員の皆さん、このような議案を可決しますと、市長、教育長のみならず、議会も市民の皆

さんから監視機関としての役割を疑問視されることになると思われますので、御理解のほどよ

ろしくお願いをいたします。 

○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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 次に、反対討論の発言を許可いたします。小椋議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。議案第３号に対する反対討論を行います。 

 今回提案をされております市長、教育長の減額につきましては、職員の不祥事としては前回

の９月議会で行いました職員の不祥事とほぼ変わらない状況にあるというふうに考えておりま

す。そうすると、前回９月議会では市長は15％、副市長は10％という減額をすることによって

議決がされております。今回同じ体質での不祥事とするならば、市長が10％１か月、教育長が

５％１か月というのは、私はどうしても理解をすることができません。 

 そして、前回の９月議会のときも市長、副市長の減額議案が可決されたその時点で大きく新

聞報道されましたときには、多くの市民から減額幅が非常に少ないのではないかというふうな

意見が多数寄せられております。今回も、私はこの市長10％、教育長５％の減額についてはど

うしても容認をすることができません。ということで、私は今回のこの議案第３号に対しては

反対をいたしたいと思います。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに討論はございませんか。町田議員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。賛成討論を行います。 

 議案第３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賛成の立場で討論を

行います。 

 質疑の中で市長からもありました、処分の金額が多ければそれでいいのか、少なければ悪い

のか。私は、金額の大小で善悪を決めては駄目だというふうに思ってます。この処分の原点に

なっております職員の不祥事、これは室戸市全体の職員の働き方に原因が、私はあると思いま

す。何か職員間で不祥事があるとすぐに長が責任を取る、それは最終的には長が責任を取るの

は当たり前です。しかし、その職場の中で班長さんがおり、また補佐もおり、課長もおりま

す。仕事を取り組む中で、私は課が一体となって仕事に取り組む、それが今のこの行政を預か

っております、また仕事に携わっている職員の中に意識の欠如があるのではないか、そんなふ

うにも思ってます。そういう中で、今回の処分について市長10％、また教育長５％、今の状況
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の中で判断をしてこの場に提出をされております。私はそのことについては了としたいと思い

ます。 

 また、今後については、質疑の中にもありましたように、いろんな問題が起きたときには、

職員間、また市長、幹部だけでなく議会選出の監査委員もおります。そういう方たちとも相談

をしながら、今後の万が一不祥事が起きた場合には、調査、また議会の代表の監査委員も交え

て議論をしていただきたい、そんなふうにも思います。 

 私は、この議案第３号に対しましては、今回は賛成の立場で討論をさせていただきます。ど

うぞ議員の皆様方の御賛同よろしくお願いをいたします。これで終わります。 

○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。 

            〔「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６、議案第４号まで、以上４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２年度室戸市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認についてを採決

いたします。 

 本案について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１号は承認されました。 

 次に、議案第２号室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正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

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） 起立少数であります。よって、議案第３号は否決されました。 

 次に、議案第４号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第10号）についてを採決いたしま
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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４号は原案のとおり可決され

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11月第８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。 

            午前11時42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
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