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令和３年３月第１回室戸市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．日 時  令和３年３月５日（金） 

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     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 

  債権管理課長兼税務課長  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 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 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４ 議案第２号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第13号）の専決処分の承認
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について 

  日程第５ 議案第３号 室戸市津波避難施設設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第４号 室戸市山村留学支援住宅設置及び管理条例の廃止について 

  日程第７ 議案第５号 室戸市庁舎整備検討委員会設置条例の制定について 

  日程第８ 議案第６号 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例

の一部改正について 

  日程第９ 議案第７号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

  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 室戸市奨学資金貸与条例の一部改正について 

  日程第12 議案第10号 室戸市介護保険条例の一部改正について 

  日程第13 議案第11号 室戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部改正について 

  日程第14 議案第12号 室戸市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法

を定める条例の一部改正について 

  日程第15 議案第13号 室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  日程第16 議案第14号 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

  日程第17 議案第15号 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害

する行為の是正等に関する特別措置法の失効に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について 

  日程第18 議案第16号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第14号）について 

  日程第19 議案第17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４号）

について 

  日程第20 議案第18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３

号）について 

  日程第21 議案第19号 令和３年度室戸市一般会計予算について 

  日程第22 議案第20号 令和３年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第23 議案第21号 令和３年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について 

  日程第24 議案第22号 令和３年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

  日程第25 議案第23号 令和３年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 

  日程第26 議案第24号 令和３年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計予算

について 

  日程第27 議案第25号 令和３年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  日程第28 議案第26号 令和３年度室戸市水道事業会計予算について 
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  日程第29 議案第27号 損害賠償額の決定及び和解することについて 

  日程第30 議案第28号 損害賠償額の決定及び和解することについて 

  日程第31 議案第29号 室戸市飲料水供給施設における指定管理者の指定について 

  日程第32 議案第30号 室戸市飲料水供給施設における指定管理者の指定について 

  日程第33 議案第31号 室戸市飲料水供給施設における指定管理者の指定について 

  日程第34 議案第32号 室戸市飲料水供給施設における指定管理者の指定について 

  日程第35 議案第33号 市道路線の廃止について 

  日程第36 議案第34号 市道路線の認定について 

  日程第37 議案第35号 室戸市総合振興計画について 

  日程第38 議案第36号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第39 議案第37号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第39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３年３月第１回室戸市議会定例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。 

 次に、12月定例会以降、閉会中の主な議会活動について御報告をいたします。 

 12月25日、令和２年第３回安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合議会定例会が奈半利町

で開会され、議長が出席いたしました。 

 同じく12月25日、議会だより編集のため、議会運営委員会が開催されました。 

 １月４日、市民表彰式に正副議長が出席いたしました。 

 ２月２日、３日、８日、高知県選出国会議員へのウェブ面談による特別交付税の要望に議長

が参加しました。 

 ２月10日、第93回高知県広域食肉センター事務組合議会定例会が高知市で開会され、議長が

出席いたしました。 

 ２月19日、条例改正等の協議のため、議会運営委員会が開催されました。 

 ２月26日、令和３年第１回安芸広域市町村圏事務組合議会定例会が安芸市で開会され、議長

が出席いたしました。 

 ２月27日、高知東部自動車道高知南国道路全線開通式典に議長が出席いたしました。 

 ３月２日、３月定例会の会期及び日程等の協議のため、議会運営委員会が開催されました。 

 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３年３月第１回室戸市議会定例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。 

 ３月２日午後２時から議長出席の下、議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありました

会期及び日程等について協議を行いました。 

 今期定例会に提案されております案件は、付議事件37件、うち条例関係14件、予算関係

12件、その他９件、人事関係２件となっております。 

 今議会の一般質問者は６名であり、その質問内容はお手元に配付の一般質問順序表のとおり
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でございます。 

 会期につきましては、お手元に配付の会期及び日程表のとおり、本日３月５日から３月23日

までの19日間とすることに決定をいたしました。 

 会議時間につきましては、議事の進行状況によりまして時間延長もあり得ますので、それぞ

れの日程の消化につきましては、議員各位の御協力をお願いいたします。 

 次に、室戸市議会会議規則の一部改正について及び室戸市議会委員会条例の一部改正につい

ては、それぞれ標準市議会会議規則の改正、室戸市課設置条例の一部改正等に伴うものであ

り、２月19日に開催した議員総会において議会運営委員会から本議会に提案する決定をいたし

ておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、お手元に配付してあります陳情書一覧表につきましては、原本の写しを議員控室に準

備してあります。趣旨に賛同される議員がおいでましたら、申し出てください。 

 次に、任期満了に伴う選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を予定しております。 

 次に、各常任委員会委員の選任につきましては、申合せにより、原則として２年ごとに他の

委員会へ替わることとなっております。今回の選任につきましては入れ替わりでの指名を行う

ことといたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 最後に、閉会日に行う各常任委員会委員長報告につきましては、朗読を省略し、会議前に書

面で配付することと決定をいたしました。 

 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、議長において竹中多津美議員及び竹中真

智子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。 

 今期定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日５日から３月23日までの

19日間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19日間と決定いたしまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第１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から日程第39、議案第37号固定資産評価審査委員会委員
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の選任についてまで、以上37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、施政方針、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３年３月第１回室戸市議会定例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。 

 初めに、提案理由及び補正予算書等に一部誤りがございましたので、訂正をさせていただき

たいと存じます。 

 既に差し替えをさせていただいておりますが、今後はチェック方法を一層徹底をし、このよ

うなことのないよう再発防止に努めてまいりますので、御了承賜りますようよろしくお願いを

いたします。誠に申し訳ございませんでした。 

 それでは、行政報告を申し上げます。 

 久保副市長についてでありますが、新年度の県の人事異動に伴い、今年度いっぱいで副市長

を辞して、県に帰任することとなりました。 

 久保副市長には、これまで２年間、県庁での経験や人脈を生かし、市政運営に御尽力をいた

だいてきたところであり、これまでの助言や協力に対しまして、深く感謝をしているものであ

ります。なお、後任の人選につきましては、今議会中に提案ができますよう、人選を進めてい

るところでありますので、議員各位の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し

上げます。 

 次に、ＳＤＧｓの推進についてであります。 

 昨年12月に室戸市ＳＤＧｓ推進宣言を行い、１月には人口減少や少子・高齢化など社会課題

の解決と持続可能な地域づくりに向けて、企業・団体・学校・研究機関、住民などとの官民連

携を進め、日本のＳＤＧｓモデルを世界に発信をするＳＤＧｓ日本モデル宣言に賛同してお

り、今後につきましてもＳＤＧｓの推進に取り組んでまいります。 

 次に、本市における新型コロナウイルスワクチン接種についてであります。 

 現在の予定では、65歳以上の高齢者へのワクチン接種が４月より開始されることに伴い、本

市においては市内６医療機関の御協力をいただき、４月から６月までの３か月間、平日の個別

接種、土日の集団接種、随時に行う高齢者入所施設での巡回接種の組合せによる接種体制を準

備してきたところであります。 

 しかしながら、２月24日に示された高齢者の接種に係る国から自治体へのワクチン配分計画

では、本市が想定していた配分量を大きく下回る状況が予想されることとなり、これまで構築

してきた体制や接種開始時期の見直し等が必要となってくる可能性が出てまいりました。 

 市としましては、今後も国・県との情報共有を図り、接種を希望する方に滞りなく接種でき

る体制を可能な限り構築してまいりたいと考えています。今後、市民の方にはどこで、いつ、
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どのような手続で接種できるかという情報をホームページ、広報、チラシ等、様々な形で分か

りやすくお伝えをしてまいります。 

 次に、災害協定についてであります。 

 １月29日に岡山県総社市と、地震等の大規模な災害における応急・復旧対策や市民が安心し

て健康で暮らすことができる社会の構築を目的とした、災害時及び健康づくりの推進の相互応

援に向けた包括的連携に関する協定を締結しました。今後、大規模災害などが発生した際は、

協定に基づき相互に職員の派遣、支援物資の提供などを行うとともに、健康増進事業などにつ

いても協力して取り組んでまいります。 

 また、２月22日には、恋人の聖地プロジェクトに参画している全国の市町村のうち本市を含

む12市町村と、恋人の聖地ネットワーク災害時相互応援協定を締結しました。これまで同プロ

ジェクトを通して地域の魅力発信に取り組んでいる御縁から今回協定締結の運びとなり、今後

この協定に基づき災害発生時において職員の派遣、支援物資の提供や応急復旧対策に必要な資

機材の提供などについて相互応援を行ってまいります。 

 次に、高知大学医学部との覚書の締結についてであります。 

 ３月１日に、室戸市における医療体制の充実を図るとともに、地域包括ケアシステムの構築

に資すること等を目的として、高知大学医学部と室戸市との連携事業に関する覚書の締結を行

いました。この覚書は、ＩＣＴを活用したシステム構築に関すること、遠隔医療の実施に向け

た取組、医療介護ネットワークの構築等に関し、高知大学医学部と連携し、取組を進めるもの

であります。現在、整備を進めております新診療所という地域医療の基盤づくりとともに、地

域の医療を支える仕組みづくりを行い、市民が安心して暮らしていけるよう、地域医療の充実

に向け、高知大学医学部の御支援をいただきながら、全力で取り組んでまいります。 

 次に、損害賠償請求控訴事件の判決についてであります。 

 新火葬場建築主体工事に係る当該事件は、令和元年９月27日、高知地方裁判所において判決

があり、その後、令和元年10月４日に、控訴人、室戸市吉良川町乙2991番地、澤山保太郎、被

控訴人、室戸市浮津25番地１、室戸市長植田壯一郎として控訴をされておりましたが、令和３

年２月２日に高松高等裁判所の判決がありました。その判決によりますと、主文、１、本件控

訴を棄却する、２、訴訟費用は控訴人の負担とするとなっております。 

 しかし、判決後、原告控訴人から上告提起がありましたので、今後最高裁判所が上告審とし

て受理した場合には、引き続き争うこととしております。 

 次に、施政方針について申し上げます。 

 初めに、国の予算編成においては、新型コロナウイルスの感染拡大防止、デジタル社会、グ

リーン社会の実現、活力ある地方づくり、少子化対策など全世代型の社会保障制度の構築をポ

イントとし、社会経済活動のレベルを引き上げ、デフレ脱却と経済再生の道筋を確かなものと

するために改革を推進していくとしています。 
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 高知県におきましては、感染防止対策に取り組みながら、５つの基本政策と３つの横断的政

策を推進し、経済活動の活性化や日本一の健康長寿県づくり等を行っていくとしております。 

 本市におきましては、国や県の動向に注視しながら、防災対策や地域医療対策など、命を守

る施策や、雇用・産業振興対策、移住定住対策、世界一健康づくりの楽しい室戸宣言に向けた

基盤整備促進などをはじめとする「室戸を創る」施策を予算編成の重点事項とし、令和３年度

予算編成に取り組んだところであります。 

 それでは、令和３年度の主な施策について申し上げます。 

 まず、行財政の健全化についてであります。 

 国や県等の補助制度を積極的に活用するなど財源確保に向けた取組を行っているところであ

り、ふるさと室戸応援寄附金の増大に取り組んでいるものの、市税収入等その他の自主財源に

つきましては依然として乏しい状況が続いております。こうした財政状況を勘案した上で、一

般財源を令和２年度当初予算比で10％削減することを目指した当初予算編成に取り組んだとこ

ろであります。 

 また、今後につきましては、令和２年４月に策定いたしました第２期室戸市財政運営計画に

基づき、引き続き適正な財政運営に取り組んでまいります。 

 職員の資質向上や意識改革については、高知県への派遣研修や他団体への派遣を引き続き行

うとともに、こうち人づくり広域連合や各種団体が実施する研修の受講及び若手職員を対象と

した職場内研修の実施等により、職員全体の人材育成強化及び意識の向上を図ってまいりま

す。 

 また、職員の不適切な事務を防止するため、定期的な課内会の開催により業務の進捗管理を

徹底するとともに、人事評価において勤務成績不良との評価を受けた職員に対する改善措置及

びその後の対応について、マニュアルの作成と運用に取り組んでまいります。 

 次に、具体的な取組について申し上げます。 

 初めに、命を守る対策についてであります。 

 防災対策につきましては、自主防災組織が行う防災訓練への支援や防災資機材整備への支援

を継続することにより、地域における防災活動の活性化を図るとともに、夜間の避難訓練や、

地元の小・中学校と自主防災組織などが連携して取り組む合同防災訓練の実施、さらには防災

拠点港に位置づけている室津港を活用した救援物資配送訓練など、実践に役立つ訓練を通し

て、地域防災力の強化を図ってまいります。 

 防災施設整備につきましては、吉良川町西灘地区に11基目となる津波避難タワーの整備を行

うとともに、避難路の整備や、室戸市中央公園への新たな防災備蓄倉庫の整備などに取り組ん

でまいります。 

 また、災害時における要配慮者のうち、自ら避難することが困難な方への避難支援対策とし

まして、地元の自主防災組織や民生委員などの協力を得ながら、個別避難計画の作成に取り組
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み、円滑かつ迅速な避難の確保につながるよう努めてまいります。 

 避難所におきましては、新型コロナウイルス感染防止対策の徹底をはじめ、避難所運営マニ

ュアルに基づいた訓練の実施により、災害発生時に円滑な避難所運営ができるよう取り組むと

ともに、長期化することが予想される避難所生活に必要な設備や備蓄物資の再点検を行い、避

難所の環境改善に向けた取組を行ってまいります。 

 あわせて、令和２年度に策定した室戸市国土強靱化地域計画に基づき、あらゆる大規模自然

災害に対して、致命的な被害を受けない強さや速やかに回復するしなやかさを持った国土強靱

化の実現に向けて取り組んでまいります。 

 次に、地域医療対策についてであります。 

 本市における地域医療の充実に向けた対策としましては、新診療所の建設事業に引き続き取

り組むとともに、医療機器等導入事業、人材確保事業を進め、令和４年度の開設を目指して全

力で取り組んでまいります。 

 新型コロナウイルス感染症対策として、引き続き感染予防策の推進及び啓発に取り組むとと

もに、新型コロナウイルスワクチン接種について、市内の医療機関と連携をし、接種を希望す

る住民の方に滞りなく接種できる体制を構築してまいります。 

 また、生活習慣病の予防と早期発見のため、健康状態を知るきっかけになる特定健診と脳ド

ックのセット受診を引き続き勧奨していくとともに、予防対策の強化に取り組み、運動・笑

い・食などを取り入れた健康づくり事業を推進、歯科検診など他の検診事業にも取り組みなが

ら、健康づくりの意識高揚と医療費の削減に努めてまいります。 

 障害者福祉では、令和３年度から令和５年度を計画期間とする第６期室戸市障害者計画等に

基づき、啓発や相談活動等を充実させ、障害を持つ方が社会の一員として、生きがいを持って

自立した生活ができるよう、福祉の増進に努めます。 

 消防本部では、増加する救急要請に対し、気管挿管や薬剤投与などの特定行為を行うことが

できる救急救命士育成事業の継続や、防火水槽などの消防水利の整備及び災害対応特殊消防ポ

ンプ自動車の更新を行うなど、消防・救急・救助体制や装備の充実強化に努めてまいります。 

 また、消防団の機能や装備の充実強化を図るため、菜生、羽根分団屯所の新築移転事業を推

進するとともに、吉良川分団積載車の更新等に取り組んでまいります。 

 次に、「室戸を創る」対策についてであります。 

 令和３年度は、令和11年度までの９年間を計画期間とした新しい室戸市総合振興計画がスタ

ートします。市の将来像である、みんなが生き生きと活躍し、健康と幸せと豊かさを実感でき

るまちの実現に向けて、ＳＤＧｓの理念を踏まえ、各分野の施策を着実に推進し、市民参画と

協働によるまちづくりを進めてまいります。 

 あわせて、本計画において重要かつ優先的に実施する事業として位置づける第２期室戸市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略において、人口減少問題の克服と地方創生の実現に引き続き取
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り組んでまいります。 

 室戸応援隊ムロトエイキーズの取組につきましては、引き続き隊員の拡充や意見交換会等を

通じ、コロナ禍における新たな交流の在り方や、コロナ収束後にインバウンドを含む都市圏か

らの交流人口増大対策などその基盤づくりにつながるよう連携を深めてまいります。ムロトエ

イキーズの皆様には、あらゆる機会を通じて、本市の魅力の発信、施策提言や有益な情報の提

供、指導及び助言等をいただくことにより、魅力あるまちづくりの実現につなげてまいりま

す。そして、令和７年に開催されます大阪・関西万博を見据え、応援隊の皆様と連携をし、交

流人口の拡大に向けた取組を進めてまいります。 

 ＳＤＧｓの推進につきましては、令和２年12月21日に行いました室戸市ＳＤＧｓ推進宣言に

基づき、市民や企業などへの普及啓発活動、地域の多様な関係者とのパートナーシップによ

り、環境・社会・経済の調和のとれたまちづくりに率先して取り組むことで、室戸ユネスコ世

界ジオパークにふさわしい持続可能な地域社会の実現につなげてまいります。 

 ふるさと室戸応援寄附金事業では、返礼品提供協力事業者の増加に努めるとともに、既存の

返礼品のブラッシュアップやウェブ広告、寄附者へのダイレクトメールなどにより、ふるさと

納税のさらなる拡大に努めてまいります。 

 商工業関係では、企業立地促進事業や創業支援事業、室戸市商工会が実施するチャレンジシ

ョップ事業などの事業支援に引き続き取り組んでまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対し、室戸市商工会など関係

機関と連携をし、現状や要望の把握に努め、国・県などの制度を活用するなど迅速な支援に引

き続き取り組んでまいります。 

 さらに、各商店の魅力化を支援するとともに、スマートフォン等による決済の推進など、観

光客にもショッピングを楽しんでいただけるまちづくりや、市内事業者のウェブ販売やＳＮＳ

の活用方法等を強化、促進するためのセミナーを開催するなど市内生産品の販路開拓や販売拡

大に取り組んでまいります。 

 農林業では、地域農業の競争力強化のため、引き続き集落営農組織や日南・大平地区集落活

動センターへの支援のほか、鳥獣被害対策、基盤整備事業の推進強化、さらには防災・減災対

策として、不用となったため池の廃止事業を実施します。また、令和２年度より引き続き森林

資源解析を進め、室戸市森林ビジョンの策定に取り組むとともに、ナラ枯れ被害につきまして

は防除対策に取り組んでまいります。 

 水産業では、高鮮度化など水産物のブランド化、高付加価値化に向け新たな流通加工体制の

強化に取り組むとともに、トコブシ等水産物の種苗放流事業の推進による水産資源の維持回復

に努めるなど、水産振興につなげてまいります。また、磯焼け対策を国や県に要望しつつ、漁

港施設では引き続き漁港施設保全計画に基づく整備に取り組んでまいります。 

 海洋深層水産業におきましては、現在策定に取り組んでおります室戸市海洋深層水推進構想
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を基に、アクア・ファームの経営改善を図るとともに、特性である清浄性や富栄養性を生かし

た新たな事業おこしやプロモーション活動について官民協働で取り組み、利用促進につなげて

まいります。また、効能検証などにより、新たな視点による商品開発や事業化にも取り組み、

生産性を高めたいと考えております。加えて、土佐備長炭等製炭業者をはじめとした農林水産

業の後継者を確保するため、就業希望者に対する研修及び新規就農者の経営開始に対する支援

のほか、漁船導入に対する支援などを進めてまいります。 

 移住促進対策としましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、テレワークの拡大

など、地方移住への関心が高まっております。こうした社会の変化をしっかりと捉え、魅力あ

る居住環境や職場の紹介、移住支援策などを充実させ、本市の魅力を積極的にＰＲし、感染防

止にも配慮した個別対応型の移住体験ツアーを実施するなど、移住対策を一層強化して取り組

んでまいります。また、空き家改修等の受入れ環境の整備や、無料職業紹介所の活用を図りな

がら、移住・定住対策はもとより、地域の振興にもつなげてまいります。 

 また、教育対策としまして、ふるさとに愛着と誇りを持ち、持続可能なまちづくりの担い手

として必要な資質や能力を持った子供の育成を目指し、学力向上、心の教育の充実及び体力向

上対策、さらにＧＩＧＡスクール構想におけるＩＣＴ機器等を用いた情報教育の推進を図って

まいります。また、選挙管理委員会と連携をした模擬投票の体験や出前授業、地域学校協働本

部事業の充実、放課後子ども教室や放課後児童クラブの充実など、次世代の健全育成に努めて

まいります。 

 施設整備では、小・中学校の非構造部材の耐震化や照明のＬＥＤ化などを順次進めてまいり

ます。 

 公民館におきましては、世代間交流事業やシルバーセミナー事業を継続し、地域の各世代の

結びつきを深めるとともに、幅広い年代に対応できる生涯学習の支援を推進し、生涯学習体制

の充実を図ります。また、関係団体と連携し、市民の誰もが身近にスポーツを楽しむことがで

きる環境づくりを推進し、生涯スポーツ社会の実現に向け取り組んでまいります。 

 室戸高等学校への支援としましては、新たに学力向上を目的として、室戸高校生を対象とし

た公設塾を開設いたします。また、いさな寮に入寮している生徒の保護者負担を軽減するため

行っている補助について増額をするなど、より多くの入学生を迎えられるよう一層魅力化を推

進してまいります。 

 情報通信高速化対策としまして、施設整備から10年が経過するセンター施設の通信系設備機

器の更新を行うとともに、プロポーザル方式により高速のインターネットサービスの提供が可

能な運営事業者を選定してまいります。また、次期住民情報系システムにおいて、現在同じ事

業者のシステムを利用している県東部の５市合同で共同利用に向けたプロポーザル方式による

事業者の選定を行い、自治体クラウドに向けた取組を進めてまいります。 

 次に、道路網の整備対策であります。 
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 幹線道路である一般国道55号が越波や豪雨により通行が遮断され、日常生活に支障を来すこ

とが懸念されることから、その保全強化や佐喜浜－野根間、羽根－奈半利間等の迂回路のない

区間においては陸の孤島にならないような新たな対策を講じることや、また、三津坂トンネル

や県道佐喜浜吉良川線の改修整備など、より安全性の高い快適な国道や県道の整備促進につい

て国や県に対し、強く要望してまいります。また、市道整備では、引き続き大平線や北生線等

の道路改良事業に取り組むとともに、新たな路線として室戸農協線など２路線の改良事業に着

手いたします。 

 橋梁関係では、橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕事業を引き続き実施いたします。また、

通行規制となっております佐喜浜橋につきましては、令和３年度より事業着手の予定となって

おります。 

 移動手段の確保対策につきましては、令和２年度に策定した室戸市地域公共交通計画に基づ

き公共交通空白地区解消を目指し、地域の皆様に根づいた移動手段となるよう各種事業に取り

組んでまいります。 

 次に、その他の主な事業についてであります。 

 観光振興につきましては、着地型観光や周遊観光の推進、教育旅行の受入れ拡大につなげる

ため、体験メニューの掘り起こしや磨き上げに努めてまいります。また、国の地方創生推進交

付金を活用した恋人の聖地広域市町村連携事業として、イベントの実施や観光施設の磨き上げ

等、効率的なシティプロモーションを行い、交流人口の拡大、地域の活性化につながるよう努

めてまいります。 

 ジオパーク関連事業では、国際連合教育科学文化機関ユネスコより四国圏内では唯一の認定

を受けた世界ジオパーク地域であることや、そうした国際機関から認められている室戸のすば

らしさを一人一人の市民に誇りを持っていただけるよう、その周知を徹底し、市民の連携を一

層深め、ジオツアーや各種体験プログラムの充実強化の取組など、ジオツーリズムを推進する

とともに、産業振興にも結びつくジオパーク推進活動やジオビジネスの強化などにより、ジオ

パーク推進協議会の自主財源確保を目指した取組を進めるとともに、令和元年度のユネスコ再

審査における指摘事項への対応に取り組んでまいります。 

 世界一健康づくりの楽しい室戸宣言に向けた基盤整備促進としまして、健康で生きがいを持

てるまちづくりを目指し、健康づくり事業では、令和２年度から取り組んでいる運動・笑い・

食などを取り入れた、世界一健康づくりが楽しめるまちづくりプロジェクトにより健康を実感

できるまちづくりを推進するとともに、特定健診や各種がん検診等の受診率の向上を図り、疾

病の早期発見、早期治療につなげてまいります。 

 少子化対策としまして、室戸の赤ちゃんスターターキット事業、すこやか子育て祝金、不妊

治療費等補助金、小児インフルエンザワクチン接種費用助成金、第２子以降の保育料無料など

の支援策に引き続き取り組んでまいります。また、子育て世代包括支援センターを中心とした
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妊娠出産子育ての切れ目のない支援、室戸市子ども・子育て支援計画に基づく保育の質の向上

対策、地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業など、従来から取り組んできた支援事業を総

合的に見直し、若者の定着や移住、出会い、結婚、出産、育児、子育て、それぞれに魅力のあ

る支援事業、実績の上がる施策について、専門家の支援もいただきながら、全庁的に連携し

て、子育てを安心して楽しむことのできる体制づくりなど少子化対策の強化に取り組んでまい

ります。 

 高齢化対策として、介護保険事業では、令和３年度から令和５年度を計画期間とする第８期

室戸市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、安定した介護サービスの提供や医療

と介護の連携を推進し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、自立支援などサー

ビスの充実を図ってまいります。また、介護職員研修を実施し、各事業所の課題である介護人

材の確保策を推進します。 

 人権対策では、室戸市人権施策推進計画に基づき、人権啓発や人権教育に取り組んできまし

た。人権を取り巻く環境は、近年、複雑・多様化しており、国においては、平成28年に障害者

差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法などの人権に関する法律が施行さ

れ、社会情勢においては、性的指向と性自認や新型コロナウイルス感染者への人権侵害など、

新たな人権課題が生じていることから、それらを盛り込んだ第２次室戸市人権施策基本方針の

策定に向けて取り組んでまいります。また、男女共同参画社会を推進するために、令和３年度

中に室戸市男女共同参画プランの改定を行い、男女が互いに相手の人権を尊重しつつ、責任を

分かち合い、社会の対等な構成員としてあらゆる分野に共に参画し、それぞれの個性と能力を

十分に発揮できる社会の実現を目指してまいります。 

 市民館の運営では、地域のコミュニティーセンターとして、デイサービスや地域間交流事業

など事業内容の充実に努め、利用しやすい施設となるよう取り組んでまいります。 

 文化財関係では、重要伝統的建造物群保存地区における修理・修景事業に引き続き取り組ん

でまいります。 

 図書館におきましては、業務の効率化と市民サービスの向上を図るため、図書館情報システ

ムを活用した、インターネット等からの図書の検索や予約制度を拡充するとともに、館内のレ

イアウトの見直し等利用環境の整備により、利用者の拡大を図ってまいります。 

 環境対策では、まちの美化対策はもとより、地域の生活環境の保全を図るため、資源の有効

活用、ごみの減量化や適正処理、不法投棄監視パトロール強化など環境意識の啓発に引き続き

努めてまいります。また、多様化するごみの種類、分別を的確化するため、ごみ分別ガイドブ

ックの更新を進めてまいります。 

 住宅環境対策では、市営住宅の建て替えや長寿命化を図り、また、老朽化住宅の除却事業等

に取り組んでまいります。 

 生活保護関連では、生活状況や収入及び資産の実態把握等に努めるとともに、主治医や嘱託
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医等との連携による医療扶助の適正実施に引き続き取り組んでまいります。 

 社会福祉関連では、生活困窮者自立支援として、自立相談支援事業等を進めるとともに、子

供の学習支援事業の充実を図ってまいります。また、室戸市地域福祉計画や、令和２年度中に

策定予定の室戸市再犯防止推進計画などに基づく施策を地域住民や関係団体等と協働しながら

取り組んでまいります。 

 水道事業会計については、室戸市上水道経営戦略に基づき、経営の健全化に努めてまいりま

す。また、安全でおいしい水を安定供給できる基盤の強化や、老朽基幹管路の布設替え等耐震

化に取り組んでまいります。 

 以上、主な施策や事業について申し述べましたが、本市の様々な分野における課題解決や新

たな事業の推進に向け取り組んでまいります。特に、コロナ禍における社会変動による新たな

需要を捉えるため、ブロードバンド強化やウェブ社会への対応など、社会経済情勢の動向に留

意し、適切な市政運営となるよう、全力で取り組んでまいりますので、議員各位並びに市民の

皆様方の一層の御支援、御指導を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 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。 

 私債権の放棄についてであります。 

 室戸市私債権の管理に関する条例に基づき私債権を放棄しましたので、同条例第13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、今定例会に提案いたします案件は、条例関係14件、予算関係12件、その他９件、人事

関係２件の計37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が改正され、国民健康保険税に関する改正規定が令和３年１

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２号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第13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ワクチン接種に必要な体制を早期に整備するため、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３号室戸市津波避難施設設置及び管理条例の一部改正について。 

 本案は、室戸岬町菜生津波避難タワーの整備に伴い、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第４号室戸市山村留学支援住宅設置及び管理条例の廃止について。 

 本案は、本市唯一の山村留学制度実施小・中学校である中川内小学校及び中川内中学校が令
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和３年３月31日をもって閉校となることに伴い、本条例を廃止するとともに、当該住宅を移住

促進住宅として加えるものであります。 

 議案第５号室戸市庁舎整備検討委員会設置条例の制定について。 

 本案は、市役所本庁舎の耐震診断の結果、震度６から７程度の大規模地震の震動及び衝撃に

より倒壊し、または崩壊する危険性があることが判明したため、地方自治法第138条の４第３

項の規定に基づく附属機関として、本庁舎の整備に関する調査審議を行う室戸市庁舎整備検討

委員会を設置するため、本条例を制定するものであります。 

 議案第６号室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正につ

いて。 

 本案は、室戸市庁舎整備検討委員会設置条例の制定に伴い、同委員長及び委員の項を追加す

る等、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第７号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 本案は、派遣職員に係る単身赴任手当に関する規定の追加及び新型インフルエンザ等対策特

別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正を行うため、本条例の一部を改正す

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、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等に損害

を与えた職員不祥事に関し、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20、教育長の給料を１か月間100分の10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号室戸市奨学資金貸与条例の一部改正について。 

 本案は、奨学資金の貸与額を増額することにより、経済的負担を軽減し教育の機会均等の向

上を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第10号室戸市介護保険条例の一部改正について。 

 本案は、介護保険法第117条の規定に基づく令和３年度から令和５年度までを計画期間とす

る第８期介護保険事業計画の策定に伴い、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するも

のであります。 

 議案第11号室戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部改正について。 

 本案は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が令和

３年４月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するも

のであります。 

 議案第12号室戸市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の
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一部改正について。 

 本案は、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により道

路構造令の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するも

のであります。 

 議案第13号室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 本案は、近年の少子・高齢化、核家族化の進展に伴い単身世帯が増加する中、同居親族があ

ることを一つの要件としてきた市営住宅の入居資格を緩和する等所要の改正を行うため、本条

例の一部を改正するものであります。 

 議案第14号新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定について。 

 本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和３年２月13日

に施行されたことに伴い、関係条例について所要の改正を行うため、本条例を制定するもので

あります。 

 議案第15号消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正

等に関する特別措置法の失効に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 

 本案は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等

に関する特別措置法が令和３年３月31日をもって失効することに伴い、関係条例について所要

の改正を行うため、本条例を制定するものであります。 

 議案第16号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第14号）について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正についてであ

ります。 

 歳入における特定財源の国・県支出金及び市債等は、事業の確定または確定見込みなどに伴

い、所定の算定基準により補正しております。 

 歳出の主なものは、生活バス路線運行維持費補助金3,997万3,000円、生活保護費国庫負担金

返還金2,915万1,000円、ブロードバンド通信系設備更新事業１億5,660万円、市立室戸診療所

（仮称）医療機器等購入費4,283万円、ふるさと室戸応援寄附金基金積立金１億３万2,000円、

地域振興券発行事業9,954万4,000円、社会資本整備総合交付金道路整備事業１億4,600万円、

小学校施設建築非構造部材耐震化事業4,554万8,000円、中学校施設建築非構造部材耐震化事業

4,973万3,000円等の追加であります。 

 また、減額の主なものは、空き家活用促進事業2,672万9,000円、津波避難施設等整備委託料

1,838万7,000円、安芸広域市町村圏事務組合負担金3,254万9,000円、国民健康保険事業直診勘

定繰出金1,866万3,000円、ふるさと室戸応援寄附金お礼品7,750万4,000円、事業者緊急支援給

付金給付費4,580万円等でありまして、歳入歳出予算はそれぞれ6,232万2,000円を減額し、総

額173億8,632万2,000円とするものであります。 
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 繰越明許費の補正は追加が55件で、主なものは、室津地区耐震性貯水槽整備事業で4,378万

5,000円、地域振興券発行事業9,954万4,000円、老朽住宅除却事業8,800万7,000円、市営住宅

建替事業6,469万2,000円、小・中学校施設建築非構造部材耐震化事業１億5,521万8,000円等で

あります。また、変更は３件で、市立室戸診療所（仮称）建設事業、社会資本整備総合交付金

（道路整備）事業、防災コミュニティセンター整備事業の増額であります。 

 繰越の理由としては、関係機関等との協議や調整、用地交渉に不測の日数を要したこと、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や国の補正予算を財源として今回予算化する

事業であることなどにより、それぞれ年度内完了が見込めないため、地方自治法第213条第１

項の規定により、予算の繰越を行うものであります。 

 債務負担行為の補正は、変更が２件で、新食肉センター整備事業負担金及び新型コロナウイ

ルス感染症漁業被害対策資金利子補給金について変更するものであります。 

 また、地方債の補正は、補正予算債、減収補塡債の追加及び各事業に伴う限度額の変更を行

うものであります。 

 議案第17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４号）について。 

 本案は、事業勘定におきまして、歳入については、新型コロナウイルス感染症による国民健

康保険税減免等の措置に対する特別調整交付金等1,449万3,000円の増額及び実績見込みにより

一般会計繰入金を1,510万円増額するとともに、国民健康保険税を2,756万2,000円減額補正し

ております。 

 歳出については、国民健康保険事業特別会計直診勘定繰出金203万1,000円について補正する

ものであり、歳入歳出予算はそれぞれ203万1,000円を追加し、総額28億1,006万5,000円とする

ものであります。 

 直診勘定におきまして、歳入については、室戸岬診療所における診療収入440万7,000円の増

額及び一般会計繰入金1,866万3,000円の減額等、実績見込みにより補正しております。 

 歳出については、新型コロナウイルス感染症の影響等により、当初の見込みより外来患者数

が減少したことに伴い、一般管理費及び医療用消耗器材費を減額するものであり、歳入歳出予

算はそれぞれ1,092万5,000円を減額し、総額8,324万3,000円とするものであります。 

 地方債の補正は、直診勘定における過疎対策事業債について限度額の変更を行うものであり

ます。 

 議案第18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３号）について。 

 本案は、歳入については、新型コロナウイルス感染症の影響等により、海洋深層水使用料

678万7,000円を減額するとともに、一般会計繰入金を510万円増額補正しております。 

 また、歳出については、給水施設保守点検委託業務等について減額するものであり、歳入歳

出予算はそれぞれ168万7,000円を減額し、総額7,499万9,000円とするものであります。 

 また、繰越明許費は３件で、取水施設内取水ポンプ修繕59万9,000円、アクア・ファーム受
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水槽増設工事2,935万6,000円、取水ポンプ購入事業330万円の計3,325万5,000円であります。 

 繰越の理由としては、部材の確保に不測の日時を要し、年度内完了が見込めないため、地方

自治法第213条第１項の規定により、予算の繰越を行うものであります。 

 議案第19号令和３年度室戸市一般会計予算について。 

 本案は、一般会計予算であります。 

 まず、歳入についてであります。 

 市税では、新型コロナウイルス感染症拡大による収入減や、土地の評価額の減等により、市

税全体では、対前年度比6.3％減となっております。 

 地方譲与税、各種交付金、地方交付税は、それぞれ前年度の決算見込額、地方財政計画、国

の動向及び県の試算等を勘案の上、計上しております。国・県支出金等の特定財源は、所定の

算定基準により算定しております。 

 繰入金は、ふるさと室戸応援寄附金基金繰入金につきましては増となっておりますが、財政

調整積立基金繰入金の大幅減により、繰入金全体では、対前年度比3.5％減となっておりま

す。 

 市債については、普通建設事業費のうち単独事業費及び災害復旧事業費の減等により、

11.3％減となっております。 

 次に、歳出についてであります。 

 歳出では、義務的経費のうち人件費は、会計年度任用職員期末手当等の増により微増、公債

費は、市債の償還開始により増、扶助費は、生活保護費等の減により義務的経費全体では、対

前年度比0.7％減となっております。 

 普通建設事業費は、消防屯所整備事業など単独事業費は減となっているものの、市営住宅建

替事業及び社会資本整備総合交付金事業など補助事業費の増により、全体として対前年度比

6.1％増となっております。 

 また、積立金は、ふるさと室戸応援寄附金基金積立金等の増額により、15.4％増となってお

ります。 

 新規事業の主なものは、自家用有償運送用車両購入事業1,400万円、恋人の聖地連携事業

4,701万9,000円、消防車等購入事業5,462万7,000円、室戸高校公設塾委託業務652万円等を計

上しております。 

 また、継続事業では、津波避難タワー整備事業２億4,182万7,000円、種子島周辺漁業対策事

業補助金1,077万5,000円、企業立地促進事業費補助金6,000万円、市道等整備事業４億1,390万

円、市営住宅建替事業４億795万円、菜生防災コミュニティセンター整備事業１億3,085万

6,000円等を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比１億9,212万5,000円、1.4％増の総額

138億7,712万5,000円となっております。 

 債務負担行為は、共同利用型住民情報系システム導入及びサービス利用業務等について、ま
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た地方債につきましては、各事業に伴う限度額等を計上しております。 

 議案第20号令和３年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について。 

 本案は、国民健康保険事業特別会計事業勘定及び直診勘定の運営経費であります。 

 まず、事業勘定についてでありますが、歳入における保険税については、近年の収納実績等

を勘案し、対前年度比9.6％減の３億3,293万5,000円を計上し、医療費相当分等に対して交付

される県支出金は19億8,294万3,000円を、一般会計繰入金は保険基盤安定繰入金等所要額を算

定し、対前年度比3.4％減の３億2,449万1,000円を計上しております。 

 歳出における事務経費に係る総務費については、対前年度比8.6％減の4,479万1,000円、保

険給付費については、前年度実績等を勘案し、対前年度比5.2％減の19億3,102万1,000円を、

県に対する国民健康保険事業費納付金については、県の試算により、対前年度比6.3％減の６

億2,907万8,000円を計上しております。 

 保健事業費においては、脳ドック、特定健診及び重症化予防等の経費として、対前年度比

5.6％減の3,256万6,000円を計上し、事業勘定歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比１億5,356万

5,000円、5.5％減の総額26億4,672万5,000円となっております。 

 次に、直診勘定についてでありますが、歳入については前年度実績等を勘案し、診療収入

2,878万円、一般会計繰入金4,453万円等を計上しております。 

 歳出については、運営経費として総務費に5,565万5,000円、医業費に1,586万6,000円等を計

上し、直診勘定歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比423万2,000円、5.5％減の7,337万4,000円

となっております。 

 債務負担行為は、事業勘定において共同利用型市町村事務処理標準システム導入及びサービ

ス利用業務について設定するものであります。 

 議案第21号令和３年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について。 

 本案は、介護認定審査会の運営経費であります。 

 歳入については、東洋町負担金及び一般会計繰入金を財源とし、歳出については、委員の報

酬など審査会運営に要する経費を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比９万1,000円、

1.5％増の総額626万8,000円となっております。 

 議案第22号令和３年度室戸市介護保険事業特別会計予算について。 

 本案は、介護保険事業の運営経費であります。 

 歳入については、保険給付費等に係るそれぞれの負担割合により国・県・市負担金、支払基

金交付金を算定するとともに、第１号被保険者の保険料等を計上しております。 

 歳出における保険給付費については、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間と

する第８期介護保険事業計画に基づいた介護報酬等を踏まえ、20億8,583万5,000円を計上して

おります。 

 また、地域支援事業費については、高齢者の総合相談や権利擁護・介護予防ケアマネジメン
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ト等総合的支援を実施するために地域包括支援センターへの事業委託を行うとともに、高齢者

への介護予防事業等を行う経費として、１億2,031万8,000円、その他介護認定調査等費に

3,865万6,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比2,994万3,000円、1.3％減の総

額22億4,480万9,000円となっております。 

 議案第23号令和３年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について。 

 本案は、海洋深層水給水事業の運営経費であります。 

 歳入については、前年度実績見込額とし、歳出については、海洋深層水の効率的かつ安定的

な給水業務のための運営経費並びに施設及び設備の維持管理費を計上し、歳入歳出予算はそれ

ぞれ対前年度比116万4,000円、2.8％増の総額4,267万1,000円となっております。 

 議案第24号令和３年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計予算について。 

 本案は、障害支援区分認定審査会の運営経費であります。 

 歳入については、安芸広域障害支援区分認定審査会共同設置市町村等負担金及び一般会計繰

入金を財源とし、歳出については、委員報酬など審査会運営に要する費用を計上し、歳入歳出

予算はそれぞれ前年度と同額の総額95万5,000円となっております。 

 議案第25号令和３年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について。 

 本案は、後期高齢者医療事業の運営経費であります。 

 歳入における保険料については、対前年度比2.3％減の１億9,464万4,000円を計上し、一般

会計繰入金は、保険基盤安定繰入金等の所要額により算定しております。 

 歳出における後期高齢者医療広域連合納付金については、過去の実績を勘案し、対前年度比

1.6％減の２億8,051万3,000円を計上し、歳入歳出予算はそれぞれ対前年度比301万円、1.0％

減の２億8,763万3,000円となっております。 

 議案第26号令和３年度室戸市水道事業会計予算について。 

 本案は、水道事業の運営経費であります。 

 業務の予定量については、給水戸数を6,675戸、年間総給水量を152万5,930立方メートル、

１日平均給水量を4,181立方メートルと定め、予算を編成しております。 

 収益的収支については、収入が対前年度比4.3％減の総額２億8,372万6,000円、支出は対前

年度比7.1％減の総額２億6,524万5,000円を計上しております。これにより令和３年度の純利

益は1,948万1,000円と見込んでおります。 

 資本的収支については、水道施設の建設改良を予定しており、収入は当該建設改良に係る国

庫補助金及び企業債の借入金、簡易水道事業債元金償還金に対する一般会計繰入金等で、対前

年度比1.9％増の総額１億6,867万円を計上しております。 

 支出は対前年度比0.4％減の総額２億4,065万4,000円で、その主なものは、浮津配水管布設

替工事などの工事費及び企業債の元金償還金であります。 

 資本的収支においては、7,198万4,000円の財源不足となりますが、当年度分消費税及び地方
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消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補塡することとしております。 

 議案第27号損害賠償額の決定及び和解することについて。 

 本案は、平成28年度から令和元年度にかけての両栄橋架替工事において発生した近隣家屋の

損傷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96条第１項第12号及

び第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第28号損害賠償額の決定及び和解することについて。 

 本案は、室戸市内の小学校において発生した児童の負傷事故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96条第１項第12号及び第13号の規定により、議会の議決

を求めるものであります。 

 議案第29号室戸市飲料水供給施設における指定管理者の指定についてから議案第32号室戸市

飲料水供給施設における指定管理者の指定についてまで。 

 以上４案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定

手続等に関する条例第５条第１項第１号の規定に基づき、それぞれ指定管理者の候補を選定し

ましたので、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 議案第33号市道路線の廃止について。 

 議案第34号市道路線の認定について。 

 以上２案は、地域住民の利便性の向上を図ることを目的に、市道路線の終点位置を変更する

ことに伴い、路線を廃止し、新たな路線として認定するため、道路法第10条第３項及び同法第

８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第35号室戸市総合振興計画について。 

 本案は、現行の室戸市総合振興計画の計画期間が令和２年度までとなっていることから、令

和３年度から令和11年度までの９年間を計画期間とする室戸市総合振興計画を策定することに

ついて、地方自治法第96条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第36号固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 本案は、固定資産評価審査委員会委員竹﨑薫氏が令和３年３月31日をもって任期満了となる

ため、引き続き同氏を選任したいので、地方税法第423条第３項の規定により、議会の同意を

求めるものであります。 

 議案第37号固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 本案は、固定資産評価審査委員会委員に栁川明彦氏を選任したいので、地方税法第423条第

３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。 
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○議長（堺 喜久美君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、８日月曜日の日程は一般質問であります。 

 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。 

            午前11時23分 散会 

 

 


