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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５号） 

 

１．日 時  令和３年３月１１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 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２ 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３ 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４ 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５ 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 
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  日程第６ 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７ 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８ 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９ 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10 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11 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12 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13 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14 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15 議案第33号 市道路線の廃止について 

  日程第16 議案第34号 市道路線の認定について 

  日程第17 議案第35号 室戸市総合振興計画について 

  日程第18 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19 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20 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20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名中、午前中の欠席届１名、現在11名の出席でございま

す。 

 欠席議員は、久保八太雄議員、所用のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 昨日に引き続き、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。 

 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。何点かお聞きをしたいと思います。 

 まず、ページ56ページの２款１項13目防災対策費の10節需用費の中の食糧費1,179万

3,000円、これ、昨日あまり詳しい説明がなかったように思いますので、災害用ではあるとい

うふうなことは説明があったと思いますが、この1,179万3,000円は備蓄用の食料品であるとい

うふうに私は思っておりますけれども、これは何人分で何日ぐらいを想定しているのか。それ

からまた、備蓄の場所はどこになるのか。備蓄の場所もあそこの公園から含めて津波避難タワ

ーまであるわけですが、どこへどのように備蓄をするのか、お聞きをしたいと思います。 

 それから次に、93ページの５款１項３目農業振興費の中で７節の報償費、これはシカの個体

数報償費が480万円と、それから有害鳥獣の国庫分が778万円、それから有害鳥獣の駆除の報償

費が、市単の分が830万円、こういうふうに予算が組まれておりますけれども、これらの金額

は前年度、令和２年度の実績と比べて金額的にどのようになっているのか。随分とまだ予算が

足らないんがやないかなというふうに思っておりますけれども。この前、佐喜浜に行ったら、

なかなか、小猿が20匹ぐらいおって親猿が10匹ぐらいおる中で、親猿がまた小猿も負うてどん

どん行きゆうと。しかも、子連れのシカがどんどん走りようということで、非常に有害鳥獣が

増えてきちゅうというふうに考えておりますので、これらのことについてお聞きをしたいと思

います。 

 それから、107ページの６款商工費、１目商工費、３目観光費の中の18節負担金、観光協会



－164－ 

負担金379万8,000円、このことについて若干いろいろ話も来ておりまして、観光協会は室戸市

の中心地の室戸岬の中心地にあって土産物を売りようということで、観光協会に379万8,000円

もの補助金を出しているわけですけれども、ここについて、いろいろな情報発信をもっと大き

くしてもらいたいということの指導をしてもらいたいというふうな話が来ておりますので、こ

のことについてお聞きをしたいと思います。 

 以上、３点についてお聞きをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。山崎防災対策課長。 

○防災対策課長（山崎 桂君） 小椋議員さんの御質疑にお答えしたいと思います。 

 予算書の56ページの２款１項13目防災対策費、10節需用費の中の食糧費1,179万3,000円につ

いてでございます。 

 まず、何人分、何日分であるかということでございますが、これは災害用備蓄食料の経費で

ございまして、人数につきましては、南海トラフ地震が発生した際の避難所に来られる避難者

の数といたしましては6,963人を現在想定しております。その方々の３日分の水や食料を公的

備蓄として市のほうで確保する計画でございます。 

 また、備蓄場所につきましては、今年度購入する分につきましては、防災公園の倉庫がいっ

ぱいですので、新たな場所や相撲場などに仮置きをしたいと考えております。また、分散備蓄

の場所といたしましては、各地域の公民館、市民館、そして保健福祉センター、それから学

校、それから自然の家や防災コミュニティーセンター、そしてさらには避難タワーなどにも毛

布などと一緒に分散して備蓄をしているところでございます。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

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

 農業振興費の７節報償費、有害鳥獣の経費についてお尋ねがございました。 

 この予算は、３つとも前年と同額を計上させていただいております。昨年の実績といたしま

しては、下から２つ目の国庫分の有害鳥獣、これは778万円計上しておりますが、昨年の実績

といたしましては、補正予算でも御説明しましたが、国の捕獲の枠が設定されておりまして、

603万6,000円の実績で、174万4,000円３月補正で減額した経緯があります。それと、昨年度は

市単の分でシカの頭数が多くて、去年の８月の補正、臨時議会の中で500万円増額をさせてい

ただいております。その分については、今年度はシカの捕獲数が大変多くございましたので増

額補正をさせていただいて、ほぼ予算も執行しております。来年度は今年度並みの予算として

おりますが、捕獲の状況を見ながら、また補正もさせていただくように考えております。 

○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） 小椋議員の御質疑にお答えいたします。 

 観光協会の補助金379万8,000円ですが、内容としましては観光案内ですとか灯台まつり、観

光開き等のイベント実施、また観光推進に係る費用として補助金を支出しております。議員さ
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んの言われました情報発信をもっとということですが、今年度補助事業の中でホームページを

整備しまして、ホームページは完成しております。今後、さらなる情報発信をしていく予定に

なっております。また、その観光協会の補助金以外にも市のほうで広告料ということで、テレ

ビＣＭやラジオでの情報発信をこれから拡大していく予定となっております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋利廣議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○６番（小椋利廣君） 小椋利廣。２回目の質疑を行います。 

 先ほど、防災対策課の課長からは南海トラフ用に6,963人分ぐらいの備蓄をするという話が

あったわけですが、これらの食料品の備蓄なんかは有効期限はどれぐらいあるのか、その付近

でお聞きをしたいと思います。毛布なんかは、そらもう、備蓄の年数は多いでしょうけんど、

食料品について備蓄年限をお聞きしたいと思います。 

 それから、さっき産業振興課長からシカの個体数が随分増えちゅうきん500万円ぐらい増額

をしたというお話がありましたけれども、ほんまになかなかどんどん増えていきゆうと思いま

すので、500万円ぐらいで足らんかも分からんきん、そういうこともまた想定をして増額にも

取り組んでもらいたいというふうに思いよりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それから、観光協会の補助金379万8,000円ですけれども、先ほどの大西課長の話では観光案

内とかにいろいろ工夫をして取り組んでいくというお話がありましたけれども、いろいろ僕の

ところにも話が来ちゅうのは、もっと室戸岬の観光、室戸市内の観光も含めて、ジオパークな

んかも含めたもっと強い情報発信をせないかんのではないかというふうな話がもう来ておりま

すので、ぜひとも、そのことにもっと力を入れて取り組んでやっていくというのが室戸市の今

後の大きな観光の目玉にもつながっていく可能性もあると思いますので、その付近をもう一度

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。山崎防災対策課長。 

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

 備蓄食料や保存水の保存年限は何年かということですが、食料、水につきましては基本５年

の保存年限でございます。以上です。 

○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します。 

 さらなる情報発信をということですが、今後観光協会と協議の上、さらなる情報発信に必要

な予算が考えられるときは、また補正予算計上等考えて、さらなる情報発信に努めていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕。質疑をしたいと思います。１点です。 

 予算書の106ページの６款１項３目観光費、12節委託料の恋人の聖地季節イベント委託料の

100万円ですが、昨日の説明では足らなかったんで、もう少し詳しく教えていただきたいと思
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います。 

○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） 田渕議員の質疑にお答えいたします。 

 ６款１項３目12節の委託料、恋人の聖地季節イベント委託料100万円の内容についてであり

ますが、恋人の聖地スポットである室戸岬周辺での実施を想定しております。過去に実施をし

ておりましたクリスマスイルミネーションやキャンドルイベントなど、恋人の聖地が定着する

ようなイベントを開催したいと考えております。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２、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17分 休憩 

            午前10時31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。 

 16ページ、５款１項１目の１節国民健康保険基盤安定繰入金１億502万5,000円と、次のペー

ジの８節の後期高齢者支援金繰入金の6,296万1,000円までの８件の繰入金について、これは算

定基準で決めてるということですが、算定基準により予算をどのような形で決めているのか、

一例を挙げてからお聞かせください。 

 それと次に、42ページ、これは自分が間違うちょうかも分からんがですけんどお聞きしま

す。１款１項１目の１節の報酬の522万1,000円、これはたしか説明があったがやけんど、こ

れ、僕が考えた人間と丸々数字が違うんでもう一度お聞きしますが、会計年度職員と２節給料

分の1,627万8,000円の職種というか業務内容についてお聞かせください。 

 それともう一点、次のページの12節の委託料の窓口業務、これはレセプトの関係やろとは思

うがですけんど、内容について、これが報酬の雇われちゅういう職員とまた違う職種なのかど

うかということが聞きたいがですけんど、そのあたり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。上松市民課長。 
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○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。 

 特別会計予算書16ページの５款１項１目一般会計繰入金の、これは１節から８節までの金額

の算定基準についてということでよろしいでしょうか。 

 まず、各節それぞれ異なった算定基準を基に算定を行っております。要点のみ申し上げさせ

ていただきます。 

 まず、１節の国民健康保険基盤安定繰入金、保険税軽減分につきましては、これは国保税に

ついて所得により７割、５割、２割と軽減した国保税の総額を算定基準としております。 

 次に、２節の保険者支援分につきましては、これは低所得者の割合に応じて支援されるもの

でございまして、算定基準は１人当たりの平均保険料に７割、５割、２割の軽減対象者の数と

支援率を乗じて得た金額を算定基準としております。 

 次に、３節の事業費等繰入金につきましては、これは国が定めた事務経費分を算定基準とし

ております。 

 次の４節の財政安定化支援事業費繰入金は、これは医療費の増などによりまして財政事情等

によってその額について算定基準としているものです。５節の出産育児一時金の繰入金は、こ

れは件数を算定基準としておりまして、１件当たり42万円の３分の２を市が補塡しているもの

で、令和３年度は13件分を見込んでいるものです。６節の地方単独事業医療助成波及増補塡繰

入金は、市独自に実施しています、これは福祉医療事業の保険者の負担分を算定基準としてい

るものです。 

 次、よろしいですかね。そういうことで、各節それぞれの算定基準により算定した金額を本

年度の予算に計上しているところでございます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 亀井議員の御質疑にお答えをいたします。 

 42ページ、１款１項１目一般管理費の中の１節報酬と２節給料について、まずお答えさせて

いただきます。 

 １節報酬につきましては、会計年度任用職員報酬として397万3,000円を計上しており、中身

といたしましては短時間勤務のパート看護師４名分で、受付事務の会計年度任用職員に対する

報酬でございます。下の医師報酬につきましては、高知医大の医師に対する医師報酬22日分を

計上しております。２節給料につきましては、常勤医師の給料として996万円を、看護師２名

分で631万8,000円、計1,627万8,000円を計上しております。 

 次に、12節委託料についてでありますが、この窓口事務派遣委託料というのは民間の会社に

窓口事務の派遣を委託しておりまして、その経費として402万3,905円プラス交通費ですけれど

も、それプラスレセプト事務、請求事務委託料として73万7,220円を計上しております。その

他につきましては、例年あります機械警備委託料であったり浄化槽保守点検委託料であったり

というところと、あと県立あき総合病院に対する応援医師の派遣、これについては12日分、
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61万2,000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） ほかに質疑はございませんか。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。本案に対して質疑を行います。 

 １件だけお伺いをいたします。ページ22ページの２款の保険給付費についてお伺いをいたし

ます。 

 この保険給付費、19億円というのは、国保会計の歳出26億円の中の19億円ですので約73％を

占めております。国保税が今年の予算を見ても幾らか減少になってます。そういう、税が減少

する中でこの国保会計の財政の安定化を図るためには、この保険給付費をいかに削減するか、

このことにかかっていると思うんですが、本年度の予算19億円、前年度と比較しまして１億

600万円の削減ができております。この１億600万円削減になった主な理由についてお伺いをい

たします。 

 それから、この保険給付費を削減するためにはいろんな取組がされておると思いますが、令

和３年度、主にどのような取組に重点を置いて行うのか、その点も併せて説明を願います。以

上です。 

○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） 濱口議員の質疑にお答えいたします。 

 特別会計予算書の22ページ、２款１項１目の療養給付費の件ですけれども、これは先ほど議

員さんお話のように、昨年度と比べて医療費のほうが減額となっております。この主な原因と

いうことなんですけれども、まず全体としまして被保険者数のほうが減少してきております。

75歳以上の方につきましては後期高齢者医療のほうへ移行してきているということになってお

りまして、被保険者数自体が減ってきてるということがまず医療費の総額の減額の大きな理由

となっております。ただし、１人当たりの医療費につきましてはやはり高額、１人当たりの医

療費が上がってきております。保険適用の薬なんかも増えてきてるっていうこともあります

し、医療が高度化してるっていうこともありますので、全体としては下がってきてる大きなこ

とは、被保険者数が下がってるんですけれども、１人当たりで見ると医療費が増額してきてる

ということが背景にはございます。 

 次には、令和３年度、主な事業はどういったことに取り組んでいるのかということなんです

けれども、これは主に特定健診とかそういうことで、病気になってからということではなくて

病気になる前に特定健診なんかを受けていただいて事前に予防していただくと、そういうこと

で、特定健診のほうで脳ドックと併せて健診を受けていただくということで、令和３年度も

250名分の予算のほうも計上させていただいておりますので、まずそうした予防について今後

さらに力を入れていきたいと考えております。 

 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。 
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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44分 休憩 

            午前10時47分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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47分 休憩 

            午前11時０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。 

 80ページの１款３項１目の11節役務費の792万5,000円の中の手数料688万円について、これ

はたしか説明では介護認定審査員の判定資料についての主治医の意見書作成ということだった

と思うのですが、件数と在宅施設と思うが何件計画しているかの内訳について説明をお聞かせ

ください。 

 それと、もう一点、86ページの19節の扶助費成年後見人制度についてのことですが、自分が

認識不足かも分からんがですけんど、自分のことが管理できない人の成年後見人制度というこ

とと思うがですが、これはどのような人で金額がどのようになって報酬とかこういうようなこ
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とが払われているのか、そういう対象者等についてのことを詳しくお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 亀井議員の御質疑にお答えいたします。 

 まず、１款３項１目の11節の手数料ですけれども、これにつきましては主治医意見書の作成

手数料ということになっておりまして、この意見書につきましては介護認定審査会での判定資

料として被保険者の主治医から疾病、負傷、心身の状況などについて所要の事項等を出してい

ただくものです。その手数料となります。今回の予算の見込みとしまして、在宅で970件、施

設で520件を想定しているところでございます。 

 次に、成年後見制度の関係ですけども、これにつきましては判断能力が十分でない高齢者等

で審査請求を行う親族等がいない、もしくは親族等があっても虐待を受ける危険がある者、ま

たは虐待の事実があるなど、本人で申請等もできないというところで、市長がその審判の請求

をするべきと認めた場合に市長が成年後見人制度の申立てを行うものでございます。申立て費

用やその後見人への報酬の助成ということで、施設等入所者の場合は一月当たり１万

8,000円、在宅者につきましては2,800円という算定で予算を立てているところでございます。

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。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。１点だけ、この件に関して質疑をさせていただきたいと

思います。 

 ページ数で83から84にかけてですけど、３款の地域支援事業の中の介護予防生活支援サービ

ス事業の２項１目の介護予防生活支援サービス事業の中で、この中に日常生活支援事業という

のが含まれていますわね。日常生活支援総合事業と、正式名だと思いますけれども、含まれて

いると思いますけれども。 

 ええですかね。それで、ここに18節で3,970万円、その中に生活支援サービス事業で3,650万

円というふうにあります。これが、例えば10万円の工事費だったら本人負担が１割で、９割が

この事業費に入ってくる中で、事業者に負担していくという部分だと思いますが、この

3,600万円という金額が前年度からいうたらどれぐらい増えてます。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 山本議員の御質疑にお答えいたします。 

 予算書の84ページの一番上の介護予防生活支援サービス事業費3,650万円ですけれども、ま

ず予算の規模としたら前年度と同額を計上しているところでございます。この介護予防生活支

援サービス事業の内容としましては、介護保険の要介護認定で要支援１、要支援２に認定され

た方、または要支援まで行かずに基本チェックリストにサービス事業の対象者と認定された方

を対象として、訪問型サービス、掃除とか洗濯などの日常生活支援等、あと通所型サービスと
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してその機能訓練とか集いの場などの日常生活支援に係る給付費の支給を行う内容ということ

になっております。よろしいですか。 

○議長（堺 喜久美君） 山本賢誓議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○１０番（山本賢誓君） 勘違いかも分からんがで、失礼ですけど、例えばその日常生活支援

サービスの中で手すりとかスロープとか、そういった支援事業のことを聞きゆうがですけど。 

○議長（堺 喜久美君） あ、それは違う。 

○１０番（山本賢誓君）（続） これとは全然違うわけじゃないと思うがですが、どうです

か、もう一回。 

○議長（堺 喜久美君） それは違う。 

○１０番（山本賢誓君）（続） 違う。 

○議長（堺 喜久美君） それは違う。 

 執行部の答弁を求めます。山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 山本議員の２回目の御質疑にお答えいたします。 

 予算の箇所としたら、81ページ、２款１項５目に居宅介護住宅改修費ということで、手すり

や居宅の段差解消の修繕に対する給付費を出しているところでございます。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。 

 健康管理のため、11時25分まで休憩いたします。 

            午前11時13分 休憩 

            午前11時24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５、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を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時25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。 

 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。 
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○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。 

 まず初めに、99ページの１款１項１目使用料の１節海洋深層水使用料の2,780万6,000円につ

いてお聞きしますが、これは先ほどの課長の説明では前年度との比較は313万3,000円の減とあ

りますが、これは３月末の補正の使用料と比較しますと361万2,000円の増となっております。

これ、増額となっちゅう理由をお聞かせください。どういうことかというと、３月末の補正金

額が2,419万4,000円ということになっております。 

 それと、昨年、受水槽が設置されたことにより、水量が増えたことにより給水料収入が増額

すると考えていたのですが、この繰入金が増える理由、根拠をお聞かせください。 

 それと次に、100ページの３款１項１目１節一般会計繰入金の1,452万7,000円についてお聞

きします。 

 これは、昨年度は受水槽の設置工事等で６月、12月、３月に増額補正がされております。そ

れが、工事費で増額されたことですが、今年の予算が前年度より400万円以上増やす理由をお

聞かせください。 

 それと次に、101ページ、１款１項１目の12節委託料の2,116万3,000円についてお聞きしま

す。 

 この委託料については、何度も質問をしております。ほんで、説明もされておりますが、平

成31年度が2,192万1,000円、令和２年度が2,220万6,000円と、全く金額の改善がされておりま

せん。担当課としてどのような対策が検討されているのか、お聞かせください。委託契約をし

ているのか、１件ごとの修繕契約なのか、内容、修繕委託はどのような方法でされているの

か、説明をお願いします。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） 亀井議員の御質疑にお答えいたしま

す。 

 初めに、使用料の増ということでありますが、私、先ほど、昨年度の当初予算比では増と言

いましたが、亀井議員の御指摘は、昨日の補正予算号の収入でいうと増えちゅうがどういうこ

とでしょうかというかということです。令和２年度は、先ほど申し上げましたように、コロナ

の関係とか企業の撤退で670万円減額となっております。今年３年度の予算編成において給水

量を予測したときに、今年ほどもう落ち込まないだろうということと、私どもの、給水量、企

業への働きの努力によって最低2,784万8,000円は確保したいという目標で編成、計上しており

ます。 

 それから、繰入金の400万円の根拠であります。使用料の減と一般会計からいただく繰入金

は、相関関係といいますか、使用料が減るとその分補塡のために一般会計からいただくもので

ありますが、昨年の当初予算では会計年度任用職員さん１名分、200万円が未計上でありまし

たことと、今回新規事業で警報盤の設置工事と委託業務２件が増額となった分で400万円繰入
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金が増えておるものでございます。 

 それから、委託料の2,000万円、改善がされていないじゃないかという御指摘であります

が、委託料全体では去年と比べて104万円、昨年の当初が2,220万6,000円、今年の当初で

2,116万3,000円で104万円の減となっております。委託料の中も６ぐらいの業種がありまし

て、亀井議員が指摘の分は一番金額の多い海洋深層水のアクア・ファームの保守点検委託業務

と思います。これにつきましても、昨年は1,716万円を計上しておりました。今年当初では

1,551万円、165万円ぐらい節減といいますか、予算は減額にしております。 

 なお、一昨日、市長も一般質問で申し上げましたように、まだまだこの委託料が本会計を圧

迫しておりますので、引き続き節減に向けて努力をしていきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（堺 喜久美君） 亀井議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○５番（亀井賢夫君） 亀井。２回目の質疑を行います。 

 先ほど説明がありました101ページの委託料の件ですけんど、保守点検委託料が1,000万円ち

ょっとということやけんど、これは当初に契約されちゅうもんか、一括されて１年契約になっ

ておるもんかどうかを一応説明してもらいたいということと、あとこれは修繕料がこの

2,000万円何ぼの中に入っちゅうと思うがやけんど、１件ごとに契約しようもんか、ただ見積

りで発注しようもんか、そのあたりを詳しく教えてもらいたい。どうしてかというと、一般会

計からの繰入金、この分を減そうとするにはここしかないと思ちゅうがやけんど、そのあた

り、担当課はどのように考えているのか、もう一度説明をお願いします。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。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２回目の質疑にお答えいた

します。 

 本施設の保守点検委託業務は一括かどうかということですが、年度当初に一括で契約をいた

します。その業務内容については、年２回、各種ポンプや自動制御装置等、淡水化装置等につ

いての点検、消耗部品の交換を行うものでありますが、修繕については別途でありますので、

修繕の必要が生じたら修繕費のほうから支出することになります。 

 なお、この委託の中で一番高額というか多うございますので、先ほど申しましたように節減

に向けて取り組んでまいります。 

○議長（堺 喜久美君） 亀井賢夫議員の３回目の質疑を許可いたします。 

○５番（亀井賢夫君） もう一度お聞きします。 

 この保守点検委託料について、当初に契約しよるということですが、これはどういう契約方

法をやっておるのか、随契、１社入札見積、どんなんかなということですが、１社へ向いてそ

のままずうっと丸投げでやっていきゆうかどうかあたりをお聞きしたいがですけんど。入札の

方法についてお聞かせください。 
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○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） 業者選定の理由というか経過ですけれ

ども、この委託業務は随意契約で契約しております。１社。その経過というか、選定について

は、指名審査委員会へもお諮りをしてから審査を受けて決定しております。 

            （５番亀井賢夫君「随契ということは、特殊ということか、この事

業が。そういうことやないと随契できんろ。これ。金額がこればあ

大きかったら」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君）（続）  昨日も一般質問でお答えしま

したが、専門性の高い業種でございますので、その辺のところも考慮してから契約を交わして

おります。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。本案に対して質疑を行います。 

 100ページの一般会計繰入金についてであります。 

 これは市長にお伺いしますけど、この会計は事業会計の特別会計ですよね。ほんで、私、以

前にもこのことは言ったんですが、赤字が出たから一般会計から当然のように繰り入れる、こ

れはこの会計の性質からいって間違っておると思いますよ。事業のために、要は市民の税金を

投入している。この事業会計、特別会計という性質からいったら、赤字が出ればこれは料金収

入を取っておるわけですので、その辺の見直しをすべきじゃないかというふうに思います。 

 特に、スジアオノリ、これの使用料は低いんですよね。一般の企業への分水と比べて極端に

低い。なぜ低いかというと、これはスジアオノリを始めたのは高岡の大敷組合ですか、あそ

こ、漁協ですか、ここが始めましたよね。それは、国から取水管を引くのに補助金をもらって

ます。これは水産関係の補助金ですよね。ですから、水産関係への利用ということと地元の漁

協ということで、取水管を引くのにも大変お世話になっておるということで低い料金設定をし

たような経緯があります、地元ということでね。ところが、今経営しておるのは県外の企業な

んです。ですから、以前言ったときには、市長は赤字の報告が出ているからとかというふうな

ことを多分言ったと思いますけど、これは私のうがった見方かも分かりませんけれども、要

は、支店ですか、あれは、支所ですか、支所と本社の間の取引になるわけやないですか。その

辺をもうちょっと精査をして、料金が本当に適正かどうかというふうなこともしてもらいたい

ね。ですから、ただ赤字が出たから一般会計から必然的に繰り入れるんではなしに、赤字が出

れば料金の見直しをすべきだと思います。その点、市長、どうですか。 

○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） 濱口議員の質疑にお答えをさせていただきたいと思います。 

 ３款１項１目に関係します一般会計繰入金の件についての御指摘でございますが、今質疑の

中で濱口議員が御指摘されたのは、私も同じような認識にあります。それで、今現在契約して
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管理をしております県外の企業さんの収支も一定情報収集させていただく中で、いろいろ議論

もしながら考えていかなければならない課題もあるなと受け止めておりまして、内部ではその

ことも協議をしております。 

 それと、事業会計の特別会計ということで、当然御指摘のとおりだと思うんですよね。た

だ、御意見にもありましたように、この室戸の海洋深層水は取水の50％は水産業に利用すると

いうことの事業の背景があるようで、しかも水産業に使う取水料金というのは非常に低額で給

水されてるということがずっと過去から来られてますし、今の状況でも企業分水の分と水産業

の分水料金の分との見直しやらいろいろ御相談を受けますけれども、いずれももっと下げても

らえないかというのが御要望でありまして、なかなか事業の実態は厳しいのかなというふうに

受け止めますけれども、スジアオノリの件についてはもう少しきちっとした協議をしながら、

改善の図れる分野があるのではないかなというふうに私なりに思っておりますので、御指摘い

ただきました内容、もう一度精査をしながらしっかりと公平な対応のできるような事業会計に

改善をしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

            （９番濱口太作君「またその結果は聞きますので」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） 分かりました。 

○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11時46分 休憩 

            午前11時48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７、議案第25号令和３年度室戸市後期高齢者医療事業
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特別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。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時48分 休憩 

            午前11時52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） 昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時52分 休憩 

            午後１時０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。 

 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、小椋利廣議員、所用のため20分の遅刻でございます。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第８、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１時１分 休憩 

            午後１時14分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。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。 

 13ページの１款１項２目の配水施設改良費の39節工事請負費の１億4,608万円についてお聞

きしますが、この事業については、令和元年が１億6,907万円、令和２年が１億3,970万円と、

この３年間で１億5,000万円前後が予算化されて工事がされております。これを考えた場合、
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企業債の償還金を考えて計画されているのでしょうか。年間総給水量もこの３年間で約８万立

方も減っております。これ、担当課の考えをお聞かせください。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。森岡水道局長。 

○水道局長（森岡 光君） 亀井議員にお答えをいたします。 

 令和３年度の償還金額の予定額としましては8,322万4,000円であります。配水施設の改良費

の工事の請負額の予定が１億4,608万円、財源としましては、まずは水道料金で頂いた現金、

それと企業債と交付金と負担金等があります。企業債の借入れにつきましては、１億3,060万

円の借入れを予算の中では予定をしておりますが、議員御指摘のように企業債をどんどん増や

すわけにはいきませんので、当然、水道経営のほうに負担がかかってくることが予測されます

ので、それをできるだけ増やさないということで、３年度予算においてのこの数字でございま

すので、実際、企業債を借り入れる際は工事の出来高といいますか、事業実績によってお借り

するということが出てきます。当然、予定しております１億3,060万円よりは少ない金額でと

いうことで考えております。予算の場合には、少し金額を大きく取っておかないといろんなこ

とに対応ができないということで、それを丸々お借りするということではございません。ま

た、施設の更新は老朽化の関係で必要不可欠でありますので、将来の収支を見詰めたところ

で、企業債の借入れについては各年度7,000万円、8,000万円ぐらいのところが室戸市の水道会

計においては妥当なところかと考えておりますので、その程度に抑えながら将来の償還額の減

少に努めてまいります。説明は以上です。 

○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27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。川﨑建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時20分 休憩 

            午後１時22分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は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10、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１時23分 休憩 

            午後１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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第11、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29分 休憩 

            午後１時32分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第12、議案第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32分 休憩 

            午後１時34分 再開 
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○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、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34分 休憩 

            午後１時36分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第14、議案第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36分 休憩 

            午後１時38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33号市道路線の廃止についてを議題といた
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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。 

            午後１時38分 休憩 

            午後１時40分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第16、議案第34号市道路線の認定についてを議題といた

します。 

 執行部から補足説明を求めます。川﨑建設土木課長。 

 説明の間、休憩します。 

            午後１時41分 休憩 

            午後１時42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17、議案第35号室戸市総合振興計画についてを議題と

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１時43分 休憩 

            午後１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。 

 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18、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、休憩します。 

            午後１時57分 休憩 

            午後１時58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36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36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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第19、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１時59分 休憩 

            午後１時59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37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37号につきましては委員会
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付託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第１号から議案第35号まで、以上35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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第20、請願第１号西灘地区市道建設完遂についての請願

書についてを議題といたします。 

 ただいま議題となっております請願第１号につきましては、会議規則第134条第１項の規定

により産業厚生委員会に付託いたします。 

 ここで皆様にお願いがあります。 

 本日３月11日は東日本大震災の発生から10年を迎えます。東日本大震災でお亡くなりになら

れた多くの方々の御冥福をお祈りするため、１分間の黙祷をささげたいと思います。 

 御起立をお願いいたします。 

            〔全員起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 黙祷。 

            〔黙  祷〕 

○議長（堺 喜久美君） お直りください。 

 御着席をお願いします。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、３月12日から３月22日まで11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、３月12日から３月22日まで11日間

休会することと決しました。 

 ３月12日から３月22日まで11日間休会いたします。 

 ３月23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２時６分 散会 


