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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６号） 

 

１．日 時  令和３年３月２３日（火） 

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     総務課長補佐  山 下 武 史 

  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 

  地域医療対策課長補佐  池 田 典 生     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 

       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 

       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 
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       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       議案第19号 令和３年度室戸市一般会計予算について 

       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 

       議案第35号 室戸市総合振興計画について 

（総務文教委員会委員長報告） 

  日程第２ 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 

       議案第10号 室戸市介護保険条例の一部改正について 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 
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       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 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４ 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５ 議案第38号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第15号）について（追加議

案） 

  日程第６ 議案第39号 副市長の選任について（追加議案） 

  日程第７ 議案第40号 室戸市議会会議規則の一部改正について 

  日程第８ 議案第41号 室戸市議会委員会条例の一部改正について 

  日程第９ 室戸市選挙管理委員会委員の選任について 

  日程第10 室戸市選挙管理委員会委員補充員の選任について 

  日程第11 各常任委員会委員の選任について 

  日程第12 議会運営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10まで 

  追加日程第１ 議長の辞職許可について 

  追加日程第２ 議長選挙について 

  追加日程第３ 副議長の辞職許可について 

  追加日程第４ 副議長の選挙について 

  追加日程第５ 議席の一部変更について 

  日程第11より日程第12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。 

 なお、執行部から、松下地域医療対策課長が家族の看護のため欠席届が出ております。代わ

りまして池田課長補佐が出席いたしております。 

 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

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。 

 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先日、議長から追加議案の取扱いについて諮問があり、本日午前９時30分から議会運営委員

会を開催し、協議をいたしましたので、御報告いたします。 

 市長から追加提案されました、議案第38号及び議案第39号につきましては、本日委員会付託

を省略の上、審議を行うことに決しました。議員各位の御協力をお願いいたします。 

 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、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から議案第35号室戸市総合振興計画についてまで、以上14件

を一括議題といたします。 

 ただいま議題となっております総務文教委員会委員長報告は、お手元に配付してあるとおり

です。 

 お諮りいたします。 

 本案に関する委員長報告は、会議規則第39条第３項の規定により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、委員長報告は省略することに決し

ました。 

 この委員長報告に対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。 

 これをもって総務文教委員会委員長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議案第34号市道路線の認定についてまで、以上21件

を一括議題といたします。 

 ただいま議題となっております産業厚生委員会委員長報告は、お手元に配付してあるとおり

です。 

 お諮りいたします。 

 本案に関する委員長報告は、会議規則第39条第３項の規定により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、委員長報告は省略することに決し

ました。 

 この委員長報告に対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。 

 これをもって産業厚生委員会委員長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36号固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて及び日程第４、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、以上２件を一

括議題といたします。 

 本案につきましては、いずれも委員会付託を省略したものであります。 

 これより討論に入ります。 

 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

ついてから日程第４、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まで、以上37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。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。議案第８号について反対討論を行います。 

 議案第８号は、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であります。本

案は、市長と教育長の給料を減額する議案であり、吉良川小学校プール改修工事で契約変更手

続を怠ったことにより、室戸市等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20％１か月間、教育長の給料を10％１か
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月間減額をする議案となっております。 

 ただいま議題となっております議案第８号は、室戸市職員が犯した不祥事件が２件も続けて

高知新聞で大きく報道されたことに伴い、一連の不祥事は重大な事件であり、担当職員のミス

だけでは済まされない損害が生じており、市民から市役所の業務内容に対する不信感も大き

く、信頼を大きく失っております。１回目の新聞報道、令和２年９月８日火曜日の高知新聞で

は、保健介護課の職員が福祉医療の療養費助成制度で患者に代わって室戸市が負担をした療養

費697万9,922円を全国保険協会から返還を受けるべき高額療養費の請求を怠り、その金額が時

効となり、697万9,922円が返還をされなくなり、室戸市が受け取ることができなくなりまし

た。その結果、担当職員は懲戒処分を受けて、給料の10％３か月の減俸処分を受けており、ま

た毎月の給料の天引きとボーナスも天引きの併用で約10年をかけて室戸市に療養費の未請求金

額697万9,922円を全額返済中であり、厳しい生活環境が強いられております。 

 また、４日後の令和２年９月12日土曜日の高知新聞では、室戸市教育委員会学校保育課の職

員が、吉良川小学校プール改修工事で工事内容を追加したにもかかわらず、契約変更手続を怠

り、工事費の一部の金額259万6,000円が工事施工業者に支払われてなく、室戸市が財務省から

借ることができる過疎対策事業債175万円の金額を借ることができなくなり、室戸市に大きな

損害を与えたとして、就職して３年目の若い担当職員が、退職金もないのに175万円の全額を

令和２年11月９日には室戸市に全額を返済して既に退職をしており、その上司は厳重注意処分

で済まされております。 

 ２件の事件とも、若い担当者であった職員に697万9,922円と175万円という大金の全額を支

払わせており、室戸市の行政は本当にこんなことでよいのかと私は考えております。市役所内

部でのこんな大きな金額の不祥事件が、２回も続けて高知新聞に大きく掲載をされたことで、

高知県民や室戸市民も、室戸市の行政に対して大きな不信感を持っており、室戸市の行政が各

方面から信頼をされていないことが明らかとなりました。 

 植田市長は、住民の信頼を失うことになり大変申し訳ない、今後は上司の指導を徹底させる

とともにチェック体制の強化など再発防止に努めると言われておりますが、普通地方公共団体

の業務は、予算編成からその執行までの全責任は市長にあります。市役所内部でこういった大

きな不祥事件が続けて起きることは、市長以下教育長、課長、課長補佐など当時の担当者の上

司が部下の指導監督を十分に徹底をしていなかったことにあると、私は考えております。市役

所に入って３年目の若い担当職員に175万円という大金を全額支払わせておりますので、今回

提案をされております市長と教育長の給料の減額は、市長が給料の20％１か月間の減額と、教

育長が給料の10％１か月間の減額では、事件の重大さから考えると、私は減額幅があまりにも

小さ過ぎると考えております。 

 今回で２回目の提案ではありますが、室戸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、最低でも市長が給料の10％３か月間の減額と、教育長が給料の５％３か月間以上
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の減額を強く望むものであります。 

 以上の理由により、６番小椋利廣、議案第８号には反対をいたしますので、議員の皆様方の

御賛同を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、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。町田又一議

員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。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

の制定について賛成討論を行います。 

 昨年11月臨時会での結果を受けて、本年２月に開催をした外部の有識者等による特別職報酬

等審議会において議論をされ、その結果により本条例が今議会に提出されたものと理解をして

おります。議員の皆様には、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

ついて御賛同いただきますようよろしくお願いをいたしまして、私の賛成討論といたします。 

○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。 

 ほかに討論はございませんか。 

            〔「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１、議案第１号から日程第４、議案第37号まで、以上37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。 

 日程第１、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

いてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は承認であります。 

 本案について委員長の報告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号は承認されました。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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〕 
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○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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５号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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６号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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７号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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〕 
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○議長（堺 喜久美君） 起立多数であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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９号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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13号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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15号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第16号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第14号）についてを採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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16号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第19号令和３年度室戸市一般会計予算についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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〕 
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○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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28号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第35号室戸市総合振興計画についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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35号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第２、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

承認についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は承認であります。 

 本案について委員長の報告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１号は承認されました。 

 次に、議案第10号室戸市介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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10号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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11号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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
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条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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12号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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14号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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17号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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18号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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20号は原案のとおり可決いた

しました。 
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 次に、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採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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21号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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22号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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23号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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24号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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を採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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25号は原案のとおり可決され

ました。 
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 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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26号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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27号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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29号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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30号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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31号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、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採決いたしま
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す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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32号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第33号市道路線の廃止についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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33号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第34号市道路線の認定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告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34号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第３、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採決いたしま

す。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 固定資産評価審査委員会委員に竹﨑薫氏を選任することについて同意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、竹﨑薫氏の固定資産評価審査委員会

委員の選任については同意されました。 

 次に、日程第４、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採決いたしま

す。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 固定資産評価審査委員会委員に栁川明彦氏を選任することについて同意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、栁川明彦氏の固定資産評価審査委員

会委員の選任については同意されました。 
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○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第５、議案第38号令和２年度室戸市一般会計補正予算

（第15号）について及び日程第６、議案第39号副市長の選任について、以上２件を一括議題と

いたします。 

 本案は、昨日市長から追加提案されたものであります。 

 提案理由の説明を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） それでは、追加議案につきまして提案理由を申し上げます。 

 議案第38号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第15号）について。 

 本案は、退職手当について補正するものであり、財政調整積立基金繰入金を一般財源とし

て、歳入歳出予算はそれぞれ1,873万4,000円を追加し、総額174億505万6,000円とするもので

あります。 

 議案第39号副市長の選任について。 

 本案は、副市長に黒岩道宏氏を選任したいので、地方自治法第162条の規定により、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） まず、日程第５、議案第38号令和２年度室戸市一般会計補正予算

（第15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37分 休憩 

            午前10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。 

 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38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38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６、議案第39号副市長の選任についてを議題といたします。 
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 執行部から補足説明を求めます。山下総務課長補佐。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時41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。 

 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39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39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。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第５、議案第38号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第15号）について及び

日程第６、議案第39号副市長の選任について、以上２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。 

            〔「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５、議案第38号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第15号）について

及び日程第６、議案第39号副市長の選任について、以上２件の討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 日程第５、議案第38号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第15号）についてを採決いたし

ます。 

 本案は委員会付託を省略したものであります。 

 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38号は原案のとおり可決され

ました。 
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 次に、日程第６、議案第39号副市長の選任についてを採決いたします。 

 副市長に黒岩道宏氏の選任について同意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、黒岩道宏氏の副市長の選任について

は同意されました。 

 次に、退任いたします久保副市長から、退任の御挨拶があります。久保副市長。 

○副市長（久保寛人君） 大変貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。副市長を退

任するに当たり、一言お礼の御挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様には、いつも御指導、御鞭撻を賜りますとともに温かく見守っていただきました

ことに、心から感謝を申し上げます。至らぬことばかりで御迷惑をおかけする場面が多かった

と思いますが、ふるさと室戸市の振興に向けた業務に携わることができたことを大変うれしく

感じております。 

 ２年前、着任時の正直な気持ちをお話ししますと、外部からの登用ということで、議員の皆

さんや職員の中に拒否反応があるのではないかと心配をしておりましたが、皆さんに温かく迎

え入れていただき、ほっとしたことでございました。この２年間、市役所のスタッフと様々な

取組を進めてきまして、振り返れば大変充実していたと感じているところでございます。今後

は違った立場でふるさと室戸に側面から御支援ができればと考えております。 

 最後に、ふるさと室戸の発展と、議員の皆様、市民の皆様の御健勝、御多幸、そして何より

市職員が市民のため、室戸市発展のためにますます活躍し、輝いてくれることを心よりお祈り

申し上げまして、お礼の御挨拶とさせていただきます。２年間、誠にありがとうございまし

た。（拍手） 

○議長（堺 喜久美君） 次に、ただいま同意されました黒岩道宏氏から就任の御挨拶があり

ます。黒岩道宏氏。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 先ほどは、副市長選任議案に御同意を

いただきまして、ありがとうございます。改めましてその重責を思いますと、身が引き締まる

思いでございます。 

 市政を取り巻く様々な課題が山積する中ではございますが、市長を先頭に職員一丸となり、

これらの課題解決を進めるよう、微力ながら尽力をしてまいる所存でございますので、市議会

議員の皆様のこれまで以上の御指導、御支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

どうもありがとうございました。（拍手） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第７、議案第40号室戸市議会会議規則の一部改正につい

てを議題といたします。 

 案文については、お手元に配付したとおりでございます。 
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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40号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より提案理由の説明及び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40号につきましては提案理

由の説明及び委員会付託を省略することに決しました。 

 なお、本案につきましては議員全員が提出者、賛成者になっておりますので、質疑及び討論

につきましては、なきものとして議事を進めます。 

 これより採決いたします。 

 日程第７、議案第40号室戸市議会会議規則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40号は可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第８、議案第41号室戸市議会委員会条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 案文については、お手元に配付したとおりです。 

 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41号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より提案理由の説明及び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41号につきましては提案理

由の説明及び委員会付託を省略することに決しました。 

 なお、本案につきましては議員全員が提出者、賛成者になっておりますので、質疑及び討論

につきましては、なきものとして議事を進めます。 

 これより採決いたします。 

 日程第８、議案第41号室戸市議会委員会条例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41号は可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第９、室戸市選挙管理委員会委員の選挙を行います。 
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 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定による指名推選で行いたいと

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、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名することに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、議長において指名することに決し

ました。 

 室戸市選挙管理委員会委員に溝渕康展さん、岡﨑俊一さん、松本睦美さん、森本萬里子さん

を指名いたしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました溝渕康展さん、岡﨑俊一さん、松本睦美さん、森本

萬里子さんを室戸市選挙管理委員会委員の当選人と定めること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、ただいま指名をいたしました溝渕

康展さん、岡﨑俊一さん、松本睦美さん、森本萬里子さんが室戸市選挙管理委員会委員に当選

されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第10、室戸市選挙管理委員会委員補充員の選挙を行いま

す。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定による指名推選で行いたいと思い

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、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名することに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〕 
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○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決し

ました。 

 室戸市選挙管理委員会委員補充員に、第１順位として山路香代さん、第２順位として萩野義

興さん、第３順位として関須美雄さん、第４順位として橋本章治さんを指名いたしたいと思い

ます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました第１順位として山路香代さん、第２順位として萩野

義興さん、第３順位として関須美雄さん、第４順位として橋本章治さんを室戸市選挙管理委員

会委員補充員の当選人と定めること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、ただいま指名をいたしました第１

順位として山路香代さん、第２順位として萩野義興さん、第３順位として関須美雄さん、第４

順位として橋本章治さんが室戸市選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 

 本日出席されている執行部の中で、３月末をもって藤本消防長が退職されます。長年にわた

り、市の消防業務に携わり、火災や災害から市民の命や財産を守ってきた功績は顕著でありま

す。本日が最後の議会になりましたが、健康に十分留意され、楽しい第二の人生を送っていた

だきたいと思います。長い間、御苦労さまでした。そして、ありがとうございました。（拍

手） 

 以上で議案審議が終わりましたので、三役以外の執行部の退席をお願いいたします。 

            〔三役残し、執行部退席〕 

○議長（堺 喜久美君） 休憩いたします。 

            午前10時56分 休憩 

            午前11時９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、ただいま堺喜久美議長から議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに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、この際議長辞職の件を日程に追加

し、議題といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（脇本健樹君） まず、その辞職願を議会事務局長より朗読いたさせます。長崎議会

事務局長。 

○議会事務局長（長崎潤子君） 朗読いたします。 
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 辞職願、今般、一身上の都合により議長を辞職したいから、会議規則第139条第１項の規定

により願い出ます。 

   令和３年３月23日 

  室戸市議会副議長様 

                         室戸市議会議長 堺   喜久美 

 以上でございます。 

○副議長（脇本健樹君） お諮りいたします。 

 堺喜久美議員の議長の辞職を許可することに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、堺喜久美議員の議長の辞職を許可

することに決しました。 

 堺喜久美議員の入場を求めます。 

            〔12番 堺 喜久美君 入場〕 

○副議長（脇本健樹君） ただいま議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 御異議なしと認めます。よって、この際議長の選挙を日程に追加

し、選挙を行います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（脇本健樹君） これより議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○副議長（脇本健樹君） ただいまの出席議員数は12名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○副議長（脇本健樹君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○副議長（脇本健樹君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の



－206－ 

上、議会事務局長の点呼に応じ順次投票を願います。 

 なお、白票については無効であります。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○副議長（脇本健樹君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（脇本健樹君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○副議長（脇本健樹君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に町田又一議員及び山本賢誓議員を指名いたし

ます。よって、両議員の立会いを願います。 

            〔開  票〕 

○副議長（脇本健樹君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 12票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 11票 

 無効投票 １票 

 有効投票中 

  亀井賢夫議員 11票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であります。よって、亀井賢夫議員が議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました亀井賢夫議員が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項の規定により告知をいたします。 

 本席に前議長堺喜久美議員がおられますので、御挨拶をお願いしたいと思います。堺喜久美

議員。 

○１２番（堺 喜久美君） 御紹介いただきました、堺でございます。 

 この２年間、皆様の御協力をいただき、執行部の皆様の御指導もいただきながら、何とか議

長職を全うできましたことを心より感謝申し上げます。ありがとうございました。これから

も、新しい議長と共に、また室戸市の議会の発展のために頑張ってまいりたいと思っておりま

す。本当に２年間ありがとうございました。（拍手） 
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○副議長（脇本健樹君） 次に、新議長亀井賢夫議員が本席におられますので、議長当選承諾

及び御挨拶をお願いしたいと思います。亀井賢夫議員。 

○５番（亀井賢夫君） 亀井です。このたびは、議長という大役に御推挙していただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 私自身、微力ではありますが、行政の監視機関としての役割を果たすとともに、市長及び執

行部と共に正しい議会運営にしっかりと取り組んでまいりますので、議員皆様の御協力、御指

導のほどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。（拍手） 

○副議長（脇本健樹君） 休憩いたします。 

            午前11時25分 休憩 

            午前11時31分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま副議長脇本健樹議員から副議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、この際副議長辞職の件を日程に追加

し、議題といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） まず、その辞職願を議会事務局長より朗読いたさせます。長崎議会事

務局長。 

○議会事務局長（長崎潤子君） 朗読いたします。 

 辞職願、今般、一身上の都合により副議長を辞職したいから、会議規則第139条第１項の規

定により願い出ます。 

   令和３年３月23日 

  室戸市議会議長様 

                        室戸市議会副議長 脇 本 健 樹 

 以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） お諮りいたします。 

 脇本健樹議員の副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、脇本健樹議員の副議長の辞職を許可

することに決しました。 

 脇本健樹議員の入場を求めます。 

            〔７番 脇本健樹君 入場〕 
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○議長（亀井賢夫君） ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。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（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、この際副議長の選挙を日程に追加

し、選挙を行います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） これより副議長の選挙を行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○議長（亀井賢夫君） ただいまの出席議員数は12名であります。 

投票用紙を配付いたさせます。 

            〔投票用紙配付〕 

○議長（亀井賢夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○議長（亀井賢夫君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、議会事務局長の点呼に応じ順次投票をお願いします。 

 なお、白票については無効であります。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼を命じます。 

            〔職員点呼、投票〕 

○議長（亀井賢夫君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

○議長（亀井賢夫君） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に久保八太雄議員及び小椋利廣議員を指名いた
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します。よって、両議員の立会いをお願いいたします。 

            〔開  票〕 

○議長（亀井賢夫君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 12票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 11票 

 無効投票 １票 

 有効投票中 

  山本 賢誓議員 ７票 

  竹中多津美議員 ４票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であります。よって、山本賢誓議員が副議長に当選されまし

た。 

            （「議長、すいません。無効投票のがを報告してない」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（亀井賢夫君） 無効投票１票というて、11票が有効投票で、無効投票１票ということ

で。 

 ただいま副議長に当選されました山本賢誓議員が議場におられますので、本席から会議規則

第32条第２項の規定により告知をいたします。 

 本席に前副議長脇本健樹議員がおられますので、御挨拶をお願いいたします。脇本健樹議

員。 

○７番（脇本健樹君） 堺喜久美議長と共に２年間、足早に過ぎ去ってきたと思います。自分

なりに頑張ってきましたが、コロナ禍で１年思うような活動ができておりません。引き継いで

くれる議長、副議長には、久保前副市長も戻りますので、ぜひ陳情、要望が私は少なかったの

で、ぜひ引き続きお願いしたいと思いますので、どうか引き続いてよろしくお願いします。２

年間ありがとうございました。（拍手） 

○議長（亀井賢夫君） 次に、新副議長山本賢誓議員が本席におられますので、副議長当選承

諾及び御挨拶をお願いしたいと思います。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） ただいま副議長に御推挙いただきました山本賢誓であります。 

 市政運営を平等かつ円滑に進めるために、議員の皆様方の御協力を得ながら、そして亀井議

長を支えて頑張っていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（亀井賢夫君） お諮りいたします。 

 ただいまの議長選挙に伴い、議席の一部変更を日程に追加し、議題といたしたいと思いま
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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（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、議席の一部変更を日程に追加し、議

題とすることに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 議席の一部変更を議題といたします。 

 会議規則第４条第３項の規定により、議席の一部を変更いたします。 

 お諮りいたします。 

 私亀井賢夫が12番議席、堺喜久美議員が10番議席、山本賢誓議員が９番議席、濱口太作議員

が８番議席、久保八太雄議員が７番議席、脇本健樹議員が６番議席、小椋利廣議員が５番議席

と変更することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、私亀井賢夫が12番議席、堺喜久美議

員が10番議席、山本賢誓議員が９番議席、濱口太作議員が８番議席、久保八太雄議員が７番議

席、脇本健樹議員が６番議席、小椋利廣議員が５番議席と変更することに決しました。 

 ただいま決定いたしました議席に、それぞれ御着席をお願いいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第11、各常任委員会委員の選任を行います。 

 各常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長におい

て指名いたします。 

 総務文教委員会委員といたしまして、河本竜二議員、田渕信量議員、竹中多津美議員、小椋

利廣議員、町田又一議員、堺喜久美議員、以上６名を指名いたします。次に、産業厚生委員会

委員といたしまして、竹中真智子議員、脇本健樹議員、久保八太雄議員、濱口太作議員、山本

賢誓議員、私亀井賢夫、以上６名を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました議員

をそれぞれの常任委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに各常任委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願いいたし

ます。 

 それでは、各常任委員会正副委員長互選のため10分間休憩いたします。12時までです。 

            午前11時52分 休憩 

            午後０時３分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 各常任委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告いたします。 

 総務文教委員会委員長田渕信量議員、総務文教委員会副委員長河本竜二議員、産業厚生委員
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会委員長脇本健樹議員、産業厚生委員会副委員長濱口太作議員、以上のとおり決定いたしまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第12、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長にお

いて指名いたします。 

 議会運営委員会委員に、小椋利廣議員、脇本健樹議員、久保八太雄議員、濱口太作議員、町

田又一議員、堺喜久美議員を指名いたします。よって、ただいま指名いたしました議員を議会

運営委員会委員に選任することといたします。 

 この際、議長において委員会条例第９条第１項の規定により、正副委員長互選のため委員会

を招集いたします。直ちに委員会を開き、正副委員長を互選の上、報告をお願いいたします。 

 それでは、議会運営委員会正副委員長互選のため10分間休憩いたします。 

            午後０時４分 休憩 

            午後０時13分 再開 

○議長（亀井賢夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会正副委員長が決定いたしましたので御報告いたします。 

 議会運営委員会委員長久保八太雄議員、議会運営委員会副委員長小椋利廣議員、以上のとお

り決定いたしました。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長から、委員会において閉会中もなお調査が

必要と認め、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続審査に付することに決しました。 

 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（亀井賢夫君） 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。 

 これにて令和３年３月第１回室戸市議会定例会を閉会いたします。 
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 どうもお疲れさまでございました。 

            午後０時15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

規定により署名する。 
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