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令和３年４月第２回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  令和３年４月２８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 小 椋 利 廣    ６番 脇 本 健 樹 

  ７番 久 保 八太雄    ８番 濱 口 太 作    ９番 山 本 賢 誓 

  10番 堺   喜久美    11番 町 田 又 一    12番 亀 井 賢 夫 

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  寺 岡 弥 生 

  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  山 田 千 華 

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  黒 岩 道 宏 

  総 務 課 長  和 田 庫 治     財 政 課 長  上 松 富士樹 

  財産管理課長  西 田 圭 司     税 務 課 長  濵 田 亮 士 

  産業振興課長  西 村 城 人     地域医療対策課長  松 下 善 徳 

  福祉事務所長  森 岡   光 

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 室戸市税条例等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 室戸市固定資産税の課税免除に関する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５ 議案第３号 室戸市企業誘致推進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６ 議案第４号 令和３年度室戸市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認

について 

  日程第７ 議案第５号 室戸市立室戸診療所設置及び管理条例の制定について 

  日程第８ 議案第６号 令和２年度（繰越明許）室戸市立室戸診療所（仮称）建築工事請
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負契約の締結について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第８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（亀井賢夫君） おはようございます。 

 ただいまから令和３年４月第２回室戸市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。寺岡議会事務局長。 

○議会事務局長（寺岡弥生君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況ですが、定数12名全員出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。久保議会運営委員会

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（久保八太雄君） 令和３年４月第２回室戸市議会臨時会を開会する

に当たり、議会運営委員会委員長報告を行います。 

 本日、議会運営委員会を開会し、諮問のありました会期及び日程等についての協議を行いま

した。 

 今期臨時会に提案されております案件は、付議事件６件、うち条例関係４件、予算関係１

件、その他１件となっております。 

 会期につきましては、本日１日限りとし、議案審議においては委員会付託を省略することと

いたしました。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 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、議長において田渕信量議員及び濱口太作

議員を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日１日限りといたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしま

した。 



－8－ 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市税条例等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８、議案第６号令和２年度（繰越明許）室戸市立室戸診療

所（仮称）建築工事請負契約の締結についてまで、以上６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、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４月第２回室戸市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方に

は、御多用の中、御出席をいただきましてありがとうございます。 

 それでは初めに、行政報告を申し上げます。 

 まず、室戸市体育会等の会計事務に係る職員の不祥事に伴う懲戒処分についてであります。 

 平成24年度から平成26年度の室戸市体育会室戸岬健康マラソン大会、室戸岬一周駅伝競走の

会計事務において不適切な事務を行い、使途不明金約108万円を生じさせたことや、それらに

関し、過去に虚偽の報告を行うなどし、公務に対する信用を著しく失墜させたものでありま

す。以上のことから、当該職員を４月５日付で減給10分の１、12か月という懲戒処分とし、当

時の課長を懲戒処分の戒告、関係課長補佐を文書による厳重注意としたところであります。 

 なお、当該職員は本人からの申出により、同日付で退職となりました。私の市長就任以前の

不祥事ではありますが、あってはならないことであり、大変申し訳なく、心よりおわびを申し

上げます。 

 今後におきましては、このようなことが起こらないよう、さらに上司の指導を徹底させると

ともに、組織としてのチェック体制の強化など再発防止に努め、業務の適正執行に努めてまい

ります。 

 次に、室戸市佐喜浜町農業共同作業所の指定管理についてであります。 

 この施設の指定管理者である都呂農業振興組合より、４月７日に当該施設の指定管理業務を

辞退する旨の届出が提出されました。同施設につきましては、昭和54年度より佐喜浜町内での

水稲のもみすり及び精米の共同作業所として運営が開始され、平成18年度より同組合を指定管

理者として業務が行われてまいりました。今回の指定管理期間は令和６年３月31日までとなっ

ておりましたが、組合員の高齢化に伴い離農者が相次ぎ、収入となる利用料が減少となった結

果、収支状況が悪化したことにより、期間途中での指定管理者取消しの申出となったところで

あります。今後におきましては、次期指定管理者の選定に向け、公募等の手続を進めてまいり

ます。 

 次に、第139回高知県市長会議についてであります。 

 ４月16日に宿毛市で開催されたこの会議において、本市からは少子化対策と藻場造成につい

て要望を行いました。市長会での要望は、後日、県よりその対応が報告されますが、他市から
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も新型コロナウイルス感染症への支援対策やＧＩＧＡスクール構想実現への支援拡大、防災・

安全交付金事業の交付対象の拡充など様々な要望が出されました。市の重要課題をタイミング

よく要望できるよう体制を強化して、この５月に管内視察に来られる県議会の各委員会にも積

極的に要望活動を行うこととしております。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種の状況についてであります。 

 本市では４月16日より、まず高齢者入所施設の入所者及び従業者約400名への接種を順次開

始しているところであります。また、施設入所者以外の65歳以上の高齢者につきましては、個

別接種を５月17日より佐喜浜診療所、室戸岬診療所、むろとぴあ医院、室戸中央病院、松本医

院の５か所の医療機関で開始し、集団接種を５月22日より佐喜浜生活改善センター、保健福祉

センターやすらぎ、吉良川公民館、羽根公民館の４か所の公共施設で開始することとしており

ます。そして、接種に必要となる接種券につきましては、まず75歳以上の方には４月19日に、

それ以外の高齢者の方には４月26日に順次発送しているところであります。 

 国の情報がなかなか確定しない状況での準備となっておりますが、これらワクチン接種が本

格的に始まるに当たり、市民の方にはいつどこでどのような手続で接種できるかという情報を

分かりやすくお伝えすることが大事でありますので、混乱が起こらないよう努め、現在接種を

受けることができる医療機関名や集団接種日程、予約開始時期などをお知らせするチラシを接

種券発送時に同封するとともに、各公共施設へのポスター掲示、広報やホームページへの掲載

などを行っているところであります。また、今後必要に応じて各団体の会合などへ出向き、説

明も行ってまいりたいと考えております。 

 次に、令和２年国勢調査の人口速報集計結果についてであります。 

 本市の国勢調査の人口はこの５年間で1,780人、13.2％減少し、１万1,744人となりました。

この減少率は県内11市で最も厳しい状況であり、県内34市町村でも大豊町17.8％、東洋町

15.1％に次いで３番目に厳しい減少率となっております。このような状況の中、人口の減少に

歯止めをかけるためには、従来取り組んできた施策を強化するだけでなく、抜本的な施策の取

組が求められることは申すまでもありません。既に子育て世代をターゲットにした移住促進の

強化やそのための居住環境整備を前倒しで検討するなど、新年度の最重点課題に位置づけてお

りますが、流出人口の対策として地域医療環境の充実強化や教育環境の充実、また若者に魅力

のある働く場づくりなど即効性のある施策を重点に置いた取組が不可欠であります。私たちが

住む室戸市の未来を次世代につなぐため、市民と行政が自助・共助・公助の観点に立ち協働の

まちづくりを推進するとともに、これまで以上に少子・高齢化や人口減少対策への意識を強く

持ち、定住と移住促進に効果的な施策の先行投資とその基盤整備に取り組み、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を目指し、市民の皆様の負託に応えられる

よう全力で取り組んでまいります。 

 次に、提案理由の説明に先立ち、報告事項について申し上げます。 



－10－ 

 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をしました近隣家屋等の

損傷に対する４件の損害賠償額を決定し和解することについて、地方自治法第180条第１項の

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

す。 

 次に、今臨時会に提案いたします案件は、条例関係４件、予算関係１件、その他１件の計６

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号室戸市税条例等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、地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月31日に公布され、同年４月１日か

ら施行されることに伴い、室戸市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法第

179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するととも

に、承認を求めるものであります。 

 議案第２号室戸市固定資産税の課税免除に関する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、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年３月31日に公布され、

同年４月１日から施行されることに伴い、室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を

改正する条例について、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号室戸市企業誘致推進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、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年３月31日に公布され、

同年４月１日から施行されることに伴い、室戸市企業誘致推進条例の一部を改正する条例につ

いて、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４号令和３年度室戸市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認について。 

 本案は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の

支給が決定され、令和３年４月分の児童扶養手当支給日に合わせて支給が行えるようシステム

改修等の必要が生じたことから、令和３年度室戸市一般会計補正予算（第１号）について、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５号室戸市立室戸診療所設置及び管理条例の制定について。 

 本案は、市民の健康保持に必要な医療を提供するとともに、災害時における医療救護活動の

拠点として機能することを目的に設置する室戸市立室戸診療所の適切な管理及び運営を図るた

め、本条例を制定するものであります。 

 議案第６号令和２年度（繰越明許）室戸市立室戸診療所（仮称）建築工事請負契約の締結に
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ついて。 

 本案は、令和２年度（繰越明許）室戸市立室戸診療所（仮称）建築工事について、令和３年

４月２日に一般競争入札を行った結果、岸之上・三谷組特定建設工事共同企業体代表、株式会

社岸之上工務店代表取締役社長岸之上憲一氏と工事請負契約を締結したいので、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める

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。 

 大変失礼いたしました。 

 職員の不祥事に伴う懲戒処分についてのことで一部間違いがございましたので、おわびを申

し上げ、訂正をさせていただきたいと思います。 

 「当該職員を４月５日付で減給10分の１、12か月という懲戒処分とし、当時の課長を懲戒処

分の戒告、関係課長補佐を文書による厳重注意」と申し上げておりましたが、正しくは「文書

による訓戒」でございますので、訂正をしておわびを申し上げます。大変失礼いたしました。 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市税条例等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。濵田税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時22分 休憩 

            午前10時35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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第１号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１号につきましては委員会付

託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第４、議案第２号室戸市固定資産税の課税免除に関する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。濵田税務課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時36分 休憩 

            午前10時40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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２号につきましては委員会付

託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第５、議案第３号室戸市企業誘致推進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。西村産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時41分 休憩 

            午前10時44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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第３号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３号につきましては委員会付

託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 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４号令和３年度室戸市一般会計補正予算（第１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。上松財政課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時45分 休憩 

            午前10時51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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４号につきましては委員会付

託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 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７、議案第５号室戸市立室戸診療所設置及び管理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。松下地域医療対策課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時52分 休憩 

            午前10時59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。 

 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５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（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第５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。河本竜二議員。 

○１番（河本竜二君） １番河本竜二。少し説明を聞かせてください。 

 市民の方は、夜間また祝祭日、休日に診療はしてもらえないのかというような声があります

ので、確認の意味でお聞きをいたします。 

 議案書の13ページ、第５条に、診療所の診療時間及び休診日は次のとおりとする。ただし、

市長が特に必要があると認めるときは診療時間及び休診日を変更し、又は臨時に休診すること

ができるとありますが、これは指定管理の方が今後締結してやっていく中で、夜間、祝祭日の
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診療も可能になるということなのか。 

 それともう一つ、小さいお子様を連れた方が、小児科の要望もございますけれども、先日高

知大学医学部と協力提携をしたと新聞にも載っておりましたが、そういう中で、毎日じゃなく

ても出張で月曜日と水曜日とかそういう感じで小児科を臨時的に開設をする、または行く行く

は小児科をやっていけるような可能性も入ってるんでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。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。 

 まず１点目の夜間、祝祭日の診療の件でございますけれども、議案書の16ページ、第17条第

３項に、第５条の部分については「市長」の部分を「指定管理者」と読み替えることができる

ということですので、指定管理者が診療時間自体は変更はできます。ただ、夜間診療、休日診

療につきましては、現在のところ通常診療だけでも一定経営状況は厳しいことが想定をされて

いると。これに加えて夜間、休日診療を実施するとなると、これに伴う医師、看護師等の確保

の問題もありますし、さらに経費がかかるということも想定をされます。 

 科目につきましては、指定管理候補予定者また市との協議によって科目を定めておりますけ

れども、今後、開所後は患者の受療動向とか要望とかそういったものを聞きながら、また検討

を進めていきたいと考えております。 

 次に、またそれに併せて小児科ですけれども、先ほど申しましたように、科目については現

在のところは内科、リハビリテーション科、整形外科、眼科ということで想定をしております

ので、こちらも患者の要望とか受療動向とかを併せて今後検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 河本議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○１番（河本竜二君） ２回目の質疑をさせてもらいます。重なる質疑になるかもしれません

けれども、もう一度確認をいたします。 

 時間外とか日曜、祝祭日をやるに当たっては、人件費とかスタッフの問題でということは分

かりますが、スタート時はそれでも構いませんが、行く行くに指定管理者の方が夜間、祝祭

日、市民の方はそれを要望されておりますので、休日に病気をしたとかというて対応できなけ

れば、最初からほかの町村のほうの病院のほうへ行ってしまうのではないかと考えられますの

で、要望がある以上はできる方向でお話をしていただきたいと思いますが、そこのところをも

う一度お願いいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 河本議員の２回目の質疑にお答えさせてもらいたいと思います。 

 御指摘のような御意見、私のほうも市民からたくさん伺っております。当初、前段で課長が

答えましたような事情も踏まえてますので、診療所の受療状況、受療等をキャッチしながら随

時そうした対応ができるように、指定管理者になられる方々とも協議を深めながら鋭意頑張っ



－15－ 

て取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） ほかに質疑はございませんか。小椋利廣議員。 

○５番（小椋利廣君） ５番小椋利廣。 

 この室戸市立診療所設置及び管理条例の制定についてでありますけれども、いろいろ話を聞

くところによりますと、この室戸市立診療所が新たに開所せられると、室戸岬診療所の関係は

どうなるのか。 

 それから、近隣の民間の診療所、病院、ここらとの関係はどうなっていくのか。一部、話が

聞こえてくるところによると、この室戸市立診療所が新しく稼働し出すと、近くの診療所が閉

鎖をするのではないかというふうなうわさも流れてきております。そういったときの対応とい

うのはどういうふうな対応の方法があるのか、この件についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 小椋議員の御質疑にお答えをいたします。 

 １点目の新たに室戸診療所が開所した場合の室戸岬診療所はどうするのかという点について

でありますけれども、まず室戸岬診療所は岬地区の民間診療所がなくなったことに伴いまし

て、強い住民要望等もあり、市が公立診療所として設置を行ったものであります。昨年度より

常勤医師も採用し、令和２年度は延べ患者数で3,000人を超える外来患者数も来ている状況で

ありますが、経営状況は厳しく、一般会計からの繰入金が約3,000万円程度出ているような状

況もございます。新診療所を開所後は、患者の受療動向、患者数も踏まえた上でそのまま継続

をするのか、週３回の診療にするとか診療日を減らすのか、また廃院するか等についても検討

は必要になってくると思いますけれども、今現段階では要望もあって患者も来ているというこ

とで続けてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の近隣の病院はどうなるのかっていうところなんですけれども、この診療所を

造るか造らないかというところにおいて、診療所あり方検討委員会ですとか地域医療計画の策

定の中では、近隣の医療機関の先生方にも会議の中に参加していただいて、最終は建設すると

いう動きになったわけですので、実際、瀕した場合については新たな診療所で支えていくとい

うふうな体制を取らざるを得ないというふうに考えておりますけれども、全くそういったこと

を相談せずにやったわけではなくて、皆さんの総意の上で今回診療所を建てることを決定した

ということですので、よろしくお願いします。 

○議長（亀井賢夫君） 小椋議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○５番（小椋利廣君） ５番小椋利廣。２回目の質疑を行いたいと思います。 

 先ほどの課長の話では、岬診療所には約3,000万円ぐらいの市費のつぎ込みもあるというふ

うな話があったわけですが、これらについての、今後診療を続けていくかどうかは検討してい

くという話ですが、新たな診療所についても赤字が見込まれていると、何ぼぐらいか分からん

けんど、年間数千万円ぐらいの赤字が見込まれているというふうに聞いております。そうする
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と、両方の診療所を動かすとなると、年間について、あまり詳しいことは分かりませんが、大

きく話をすると四、五千万円ぐらいの赤字が見込まれるのではないか、こういったことについ

て、今後市の財政に与える影響、それからこの赤字を補塡をしていく財源、こういったものを

今後どのような形で生み出していくのか。大きく人口は減少してくる、そしてまた人口の減少

に伴い……。 

○議長（亀井賢夫君） 小椋議員、管理条例からかけ離れてますんで、元に戻してください。 

○５番（小椋利廣君）（続） はい。 

 そういうことでお聞きをしたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 小椋議員の２回目の御質疑にお答えをいたします。 

 今の岬診療所と新しい診療所を合わせて一定の赤字が出るんじゃないかというところであり

ますけれども、令和元年度に実施をいたしました経営コンサルタント委託業務においては、シ

ミュレーション上では、初年度が四、五千万円、２年目以降も1,000万円を超える赤字が出る

見込みとはなっておりますけれども、その運営状況というのも指定管理者の今後の決定によっ

て変わる可能性もあるので、この金額は動くというふうには考えております。ただ、室戸病院

が閉院したことに加えまして、民間の診療所においても医師の高齢化等によって閉院が予測さ

れるなど、室戸市の地域医療は非常に厳しい状況にあるというふうに考えておりまして、今回

診療所の設置については本市において必要な事業であるという判断に至りまして、現在建設業

務に取り組んでおるところでございますので、その辺を御理解いただきたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） ほかに質疑はございませんか。堺喜久美議員。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。この議案について質疑を行います。 

 これは、室戸市立室戸診療所設置及び管理条例の制定ということですが、室戸市はもともと

平成28年４月に施行された室戸市立診療所設置及び管理条例というのがあります。室戸岬診療

所の管理条例なんですが、これが２つ別々、内容的には違いますので別だと思うんですが、今

度この室戸岬診療所の設置及び管理条例のこの頭書き、室戸市立診療所設置及び管理条例、こ

こはどう変わるのでしょうかということと、第４条の次に掲げる事業を行うということで、室

戸市の設置条例及び管理条例の中では、７項に介護保険関連事業に関することというのがあり

ますが、今回はあえてそこが抜けておりますが、どうして抜けたのかということをお聞きしま

す。 

 それと、第17条の指定管理等というところで公募することになっておりますが、いつ、どの

ような形で公募をするのかお聞きいたします。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） それでは、健康管理のため、11時30分まで休憩いたします。 

            午前11時17分 休憩 

            午前11時29分 再開 
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○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 堺議員の御質疑にお答えをいたします。 

 まず１点目の条例の名前ですけれども、今回の条例については室戸市立室戸診療所設置及び

管理条例で、室戸岬診療所は室戸市立診療所ということで、名前的には少しかぶっております

けれども、経営自体は、新しい診療所の場合は指定管理者制度を導入するということで条項も

違いますし、岬診療所のほうは国民健康保険診療所として指定管理者制度じゃない施設という

ことで、少し似てますけれども条例を分けているという形を取っております。 

 次に、室戸岬診療所にある介護保険関連業務、これは新しい診療所でしないのかというとこ

ろだと思いますけれども、第４条の中には、介護保険関連業務に関することというのはないん

ですけれども、これは居宅介護事業であったり訪問サービスであったりそういったことを想定

しているもんですけれども、現在のところは想定はしてないんですけれども、もしやるとなっ

た場合については、第７号のその他市民の健康保持等に関しというところの市長が必要と認め

る事業の中でやっていきたいと考えているというところです。 

 今後の指定管理者の選定をどう進めてくのかというところでありますけれども、今回設置管

理条例が議決となりましたら、指定管理候補予定者と協議の上、指定管理者選定委員会に諮っ

た上でなるべく早いタイミングで議会のほうに上程をしたいと考えておりますので、よろしく

お願いします。 

○議長（亀井賢夫君） 堺議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。２回目の質疑を行います。 

 先ほど説明がありましたけれども、そしたら市の条例の中の室戸市立診療所設置及び管理条

例というのはこのまま生きるんでしょうか。 

 そして、先ほど指定管理の件について、17条の２で「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の定めるところによる。」とありますので、私もさっき課長の言った

ことを聞き漏らして、いつ、どういう形でという形を聞き漏らしたんですけど、もう一度お伺

いいたします。公の施設における指定管理者の指定手続に関する条例の第２条の「次に掲げる

事項を明記し、指定管理者になろうとする法人、その他団体を公募するものとする。」という

ふうにありますように、いつ、どういう形で公募をするのかということをもう少し明確にお聞

きいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 堺議員の２回目の御質疑にお答えをいたします。 

 診療所の指定管理者の選定につきましては、室戸市に一般病床を確保する上で開かれる医療

審議会等において、指定管理者の公募はその時点で示す必要がございました。そのため、令和

元年８月に室戸市立室戸診療所（仮称）の指定管理者に係る意向調査を行った結果、応募のあ
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った医療法人愛生会と室戸市立室戸診療所（仮称）の整備及び運営に関する覚書を令和２年５

月に交わして、指定管理候補予定者としてこれまで基本設計段階から携わっていただいたとこ

ろでございます。 

 今後におきましては、事業計画書であったり収支計画書であったり、そういったものを再度

内部の指定管理候補者の選定委員会の中で確認をさせていただいて、決定を受けましたら議会

に提出させていただくという流れでいきたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 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８、議案第６号令和２年度（繰越明許）室戸市立室戸診療所（仮称）建築工事

請負契約の締結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。西田財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時35分 休憩 

            午前11時40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。 

 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６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（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第６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。小椋利廣議員。 

○５番（小椋利廣君） ５番小椋。本案、議案第６号について質疑を行います。 

 契約金額は６億8,042万7,000円と、こういうことで載っておりますが、次のページに工期が

令和３年４月から令和４年１月31日ということになっておりまして、もう４月は日にちがあり

ませんので５月からいくと、令和４年１月31日までということは約９か月しかありません。こ

の９か月間で本当にこの６億8,042万7,000円の巨体の工事が仕上がるのかどうか、本当に完成

するのか。これは金額的に見ると非常に厳しいんじゃないかなというふうに私は考えておりま

すけれども、この付近、繰越明許の関係もあるし、本当にこの令和４年１月31日の工期で本当

にええのかどうか、このことについてお聞きをしたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 小椋議員の御質疑にお答えをいたします。 
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 この金額の大きい工事が９か月で仕上がるのかというところだったと思いますけれども、ま

ず１回目の工事の入札のときには、設計業者との協議の上、工期を８か月としておりました。

ただ、２回目の入札のときには、業者からも新型コロナウイルス感染症の影響もあると。人材

確保や資材確保にも一定の期間を要するんじゃないか。それで、最初から工期間の延長も協議

ができるかというふうな質問もありました。うちのほうとしてもそういった社会情勢を踏まえ

て再度検討した結果、１か月延長するということで今回９か月の工期を設定したものでござい

ますので、その期間中に完成できるというふうに考えております。 

○議長（亀井賢夫君） 小椋議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○５番（小椋利廣君） 小椋。２回目の質疑を行います。 

 先ほどの課長の話では、当初の計画は８か月の予定で入札を行ったと、こういうことで今回

は１か月延長して９か月にしたという話ですけれども、私の考えでは、令和４年１月31日まで

で９か月しかないと。それで、まだこの契約書は令和２年度（繰越明許）室戸市立室戸診療所

（仮称）建築工事と、こうなっておりまして、令和２年度からの繰越工事なわけやきん、恐ら

くこれ、例えば本当に工期的に非常に僕は厳しいんじゃないかというふうに思ってますが、ど

うしても令和４年３月31日までで完成せんといかんと、そうすると約２か月は余裕があるけん

ど、本当にこれで大丈夫かどうか、もう一度聞きたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 小椋議員の２回目の御質疑にお答えをいたします。 

 確かに工期的にはそこまで余裕がないというふうには考えておりますけれども、基礎工事に

おいても、くい打ち工事とか地盤改良工事とかも必要ないということで、設計業者のほうから

は９か月あれば十分できるというふうな判断をいただいておりますので、工事に遅滞のないよ

う取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（亀井賢夫君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第３、議案第１号室戸市税条例等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８、議案第６号令和２年度（繰越明許）室戸市立室戸診療所（仮称）建築工事

請負契約の締結についてまで、以上６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（亀井賢夫君） 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。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） なしと認めます。 

 これをもって日程第３、議案第１号から日程第８、議案第６号まで、以上６件についての討

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号室戸市税条例等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。 

 本案について承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（亀井賢夫君） 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２号室戸市固定資産税の課税免除に関する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。 

 本案について承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（亀井賢夫君） 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号室戸市企業誘致推進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。 

 本案について承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（亀井賢夫君） 起立全員であります。よって、議案第３号は承認されました。 

 次に、議案第４号令和３年度室戸市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認について

を採決いたします。 

 本案について承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（亀井賢夫君） 起立全員であります。よって、議案第４号は承認されました。 

 次に、議案第５号室戸市立室戸診療所設置及び管理条例の制定についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（亀井賢夫君） 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号令和２年度（繰越明許）室戸市立室戸診療所（仮称）建築工事請負契約の

締結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〕 
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○議長（亀井賢夫君） 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。 

 お諮りいたします。 

 本日議決されました諸案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものに

つきましては、会議規則第43条の規定により議長に委任されたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

 これをもちまして令和３年４月第２回室戸市議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午前11時50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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