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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４号） 

 

１．日 時  令和３年３月１０日（水） 

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  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２ 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 

  日程第３ 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 
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  日程第４ 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５ 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６ 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７ 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８ 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９ 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10 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11 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12 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13 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14 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15 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16 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17 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18 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19 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20 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21 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22 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23 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24 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25 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26 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 

  日程第27 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28 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 
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  日程第29 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30 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31 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32 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33 議案第33号 市道路線の廃止について 

  日程第34 議案第34号 市道路線の認定について 

  日程第35 議案第35号 室戸市総合振興計画について 

  日程第36 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37 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 

  日程第38 請願第１号 西灘地区市道建設完遂についての請願書 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第19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、予算議案については、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号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時６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２、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７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号室戸市津波避難施設設置及び管理条例

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。山崎防災対策課長。 

 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４、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14分 休憩 

            午前10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。 

 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号室戸市庁舎整備検討委員会設置条例の

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。西村財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午前10時17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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。西村財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時20分 休憩 

            午前10時21分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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22分 休憩 

            午前10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。 
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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28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。第８号議案について質疑を行います。 

 市長、今回のこの件については、教育委員会の３年生の若い者が失態を犯したということ

で、本人は175万円という大金を払って退職もしているということで、本人の負担も非常に大

きいというふうに僕は考えております。それで、前に11月議会のときに否決をされたときに

は、市長は次に有識者の意見を聞いてもう一度提案をするというふうに言われていたと思いま

す。 

 それで、今回これを見てみますと、私はこの議案に上がってくるのは、もっと減額率も大き

く、例えば100分の20が３か月市長が、例えば教育長が100分の10が３か月とかというふうな形

で出てくるので、外部の有識者の意見を聞いて出てくるのかなというふうに考えておりました

ところが、今回は市長が100分の20が１か月、教育長が100分の10が１か月ということで、こう

いうことやったら、もう既に11月、12月の定例会で、こればのこうやった案件やったら出され

たんじゃないかなと、有識者の意見を聞かいでもというふうに僕は思うちゅうわけでして、そ

れで今回この３月議会に100分の20が１か月、100分の10が１か月ということで、この３月議会

に提案されたこの理由をお聞きをしたいなというふうに思いよります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 小椋議員にお答えをします。 

 有識者からの意見についてですが、市長のほうから12月議会の行政報告におきまして、外部

の有識者等の意見をお伺いした上で改めて議会に提案をさせていただきたいという報告をさせ

ていただいたところでありましたので、本年２月18日に開催をしました特別職報酬等審議会に

おきまして、その他の案件として、職員の不祥事に関し11月臨時会において市長等の給料の減

額について提案したところ、議会において様々な御意見がありましたので、これらについて委

員の皆様の率直な感想や御意見をお伺いさせていただきたいということで時間を取っていただ

いたものであります。委員からの御意見を集約しますと、おおむね最終的にはトップが責任を

取るのはやむを得ないが、それまでに上司か同僚が気づけるようなチェック体制を築き、日頃



－150－ 

から再発防止に努めてほしいといった内容の御意見をいただいたところでありましたので、そ

の旨を市長に報告したところであります。 

 昨日の一般質問等でも市長は答弁しておりましたが、こうした内容で職員にこれまで以上に

チェック体制等厳しい姿勢で臨む以上は、自らが姿勢を改める、姿勢を示すことが必要である

ので、今回100分の20ということで、前回より減額率を増やして提案をさせていただいてると

ころであります。 

○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） ６番小椋利廣。２回目の質疑を行います。 

 先ほどの総務課長の話では報酬等審議委員会にかけて決めたと、こういう話ですけんど、今

までに一番最長では10分の１が市長では５か月、それから教育長では10分の１が３か月という

ふうな分が一番長い部分もあったわけですわ。私は今回、本当にこれ２回も続けて、こういう

ふうなことが起きておりますので、もう少し厳しい姿勢で提案をせないかんっていうのはなか

ったのかなというふうに考えておりますので、もう一度答弁をお願いします。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 小椋議員にお答えをします。 

 先ほど過去の処分についてのお話がありましたが、今記録が残っております過去25年間の処

分例を調べてみました。先ほど例示のありました10分の１を５か月という内容につきまして

は、マージャン賭博で逮捕者が出ておりまして、職員については停職１年、それから依願退職

と同時期に道路交通飲酒運転の道路交通法違反がありまして、その方は懲戒免職になっており

まして、それらを合わせた特別職の減給ということで市長が10分の１を５か月、当時助役が

10分の１を４か月、収入役が10分の１を３か月という減額をしたことがあります。 

 ほかに今回100分の20を１か月ということですので、同様の10分の１を２か月市長が減額し

た例としましては、道路交通法違反で職員が飲酒、ひき逃げ、人身事故を起こして懲戒免職に

なったときに今回と同じ内容となります10分の１を２か月、それから窃盗により逮捕され停職

処分４か月のときにも同様に市長が10分の１を２か月ということでしておりますので、それら

に比べて今回の処分は軽いというふうには思っておりません。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９、議案第９号室戸市奨学資金貸与条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。西岡生涯学習課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時38分 休憩 

            午前10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10、議案第10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43分 休憩 

            午前10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11、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46分 休憩 

            午前10時49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。 
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 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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川﨑建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時50分 休憩 

            午前10時51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。 

 健康管理のため、11時まで休憩いたします。 

            午前10時51分 休憩 

            午前11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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第13、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。西村財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時４分 休憩 

            午前11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14、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を議題とい
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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８分 休憩 

            午前11時12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15、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時13分 休憩 

            午前11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。 

 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16、議案第16号令和２年度室戸市一般会計補正予算

（第14号）についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時18分 休憩 

            午前11時55分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 正会に復します。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 
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            午前11時55分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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） 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、堺議長、所用のため午後から欠席いたします。 

 現在11名の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○副議長（脇本健樹君） 午前中に引き続き、日程第16、議案第16号令和２年度室戸市一般会

計補正予算（第14号）についてを議題といたします。 

 執行部からの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１時１分 休憩 

            午後１時48分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 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。河本議員。 

○１番（河本竜二君） １番河本。少しお伺いをいたします。 

 令和２年度室戸市補正予算書のページ26を見ていただけますか。 

 ４款１項市立室戸診療所（仮称）建設事業費、金額７億6,316万2,000円に、ページ58ページ

の４款１項６目17節備品購入費の4,283万円を足して８億599万2,000円になっておりますが、

お伺いをいたします。 

 当初の予算のほうにも新診療所に関する予算が計上されていなかったように思いますが、こ

の予算で足りるのか、追加はないのか、それをお伺いいたします。 

 それと、先日入札が不調になったりしておりますが、これはしっかりした設計ができている

のか、またセカンドオピニオン等によってしっかりした適正額であるのか、チェックができて

いるのかをお伺いいたします。 

 それともう一つ、先日室戸市と高知大学医学部とで提携をしたと新聞に載っておりましたが

……。 

○副議長（脇本健樹君） 河本議員、それは質問になってますので、予算と関係ないので、許

可はできませんが。 

○１番（河本竜二君）（続） 分かりました。先ほどの分でお願いをいたします。 

○副議長（脇本健樹君） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 河本議員の御質疑にお答えをいたします。 
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 予算書の26ページ、保健衛生費の繰越明許費の追加について御質疑をいただきました。 

 予算書でいうと58ページの17節備品購入費になると思いますが、今年度の過疎債については

非常に厳しい状況がございまして、本市の要望額の72％というふうな形で厳しい状況となって

おりましたが、国への要望等を行った結果、本市の状況を鑑みて、診療所の建設に係る経費に

ついては過疎債を充当いただけるという話になりました。しかしながら、診療所の建設費って

いうのが入札減が当然生じますし、他の工事においても入札減を生じる等、過疎債に剰余額を

生じる可能性が非常に高いということもあって、今回は設置に一定の期間を要して工事が必要

な医療機器について一部を先行して予算化させていただいたという形ですので、これで全ての

医療機器かと言われると、全てではなくて一部の医療機器ということになります。 

 現在、医療機器については、指定管理候補予定者と協議中でありまして、総額で約１億円程

度になるのではないかということで動いております。 

○副議長（脇本健樹君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（脇本健樹君） 次に、日程第17、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54分 休憩 

            午後２時４分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 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〕 

○副議長（脇本健樹君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（脇本健樹君） 次に、日程第18、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２時５分 休憩 
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            午後２時８分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 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。 

 109ページの１款１項１目の１節海洋深層水使用料の減額の678万7,000円の補正についてお

聞きしますが、初日の市長の提案理由の説明では、新型コロナウイルス感染症の影響等が減額

理由であるゆえの説明がされておりますが、これ当初予算の22％余りが減額となっておりま

す。深層水の種類及び使用料が少なくなった業種名をお聞かせください。これは例えば原水か

脱塩水とか、何に使うた食品とかの事業とかになろうと思うけんど、そのあたりの説明をお聞

かせください。 

 それともう一点、109ページの３款１項１目の１節一般会計繰入金の510万円についてお聞き

します。 

 この補正する目的は、受水工事の変更増、これになるんか、それとも歳入の使用料の減額が

理由なのか、それとも別にまだ理由があるんか、そのあたりをお聞かせください。以上の２点

です。 

○副議長（脇本健樹君） 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、１点目の使用料の減額についてでありますが、深層水の種類、原水とか濃縮採取水、

脱塩水という意味だと思いますけれども、パイプラインを使うちゅう原水が使用量ですね、金

額じゃなくて重さのほうの使用量ですね、で99％原水が占めておりまして、当然この使用料の

減額というのは原水によるものでありまして、その中でも食品とかということでありますけれ

ども、先ほど説明しましたように、アクトリゾートの企業が１社去年の６月に撤退したこと

と、それとコロナの影響で専用パイプラインを４社引いておりますけれども、そのうちの２社

が令和元年度に比べて給水料それから給水使用料ともに減額となったものが670万円ぐらいの

減額になったものであります。 

 それから、２点目の繰入金510万円のものの原因でございますが、受水槽の工事100トンの工

事費は先ほど説明しましたように、昨年12月の議会で補正予算は議決いただきまして、まだ工

事には着手もしておりません。２月に入札を予定しておりましたが、不調に終わりまして、こ

の３月２日に入札して、業者が決まったところで、それで繰越しをお願いして４月以降の着手

になります。ほんで、この510万円は受水槽の工事に伴うものか、使用料の減がということで

ございますが、先ほどの理由による使用料の金額の減収分を補塡するための510万円の、一般

会計から繰入金としていただくものであります。 

○副議長（脇本健樹君） ほかに質疑はございませんか。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 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30分まで休憩をいたします。 

            午後２時13分 休憩 

            午後２時29分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（脇本健樹君） 次に、日程第19、議案第19号令和３年度室戸市一般会計予算につい

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29分 休憩 

            午後３時44分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 正会に復します。 

 健康管理のため、16時まで休憩いたします。 

            午後３時44分 休憩 

            午後３時58分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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） 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、山本賢誓議員、所用のため早退いたしました。 

 現在10名の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○副議長（脇本健樹君） 引き続き、執行部から補足説明を求めます。小松福祉事務所長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時59分 休憩 

            午後４時45分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会を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」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 御異議がありますので、起立により採決いたします。 
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 これにて延会することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○副議長（脇本健樹君） 起立少数であります。よって、本日はこれをもって延会することは

否決されました。 

 会議を続行いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、日程第19、議案第19号令和３年度室戸市一般会計予算についてが終了す

るまであらかじめ時間延長いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            （「質疑もやるが」と呼ぶ者あり） 

○副議長（脇本健樹君） 失礼しました。 

            （「説明だけにしたらええ。質疑は長うなるやんか」と呼ぶ者あ

り） 

○副議長（脇本健樹君） 失礼しました。 

 議案第19号令和３年度室戸市一般会計予算について執行部からの説明でとどめたいと思いま

す。御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は日程第19、議案

第19号令和３年度室戸市一般会計予算について、執行部の説明でとどめるということで決定し

ました。 

 執行部からの補足説明を求めます。大西観光ジオパーク推進課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時47分 休憩 

            午後５時12分 再開 

○副議長（脇本健樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日はこれにて延会をいたします。 

 明日午前10時から引き続き大綱質疑です。 

 どうもお疲れさまでした。 

            午後５時12分 延会 

 


