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令和３年６月第４回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  令和３年６月２３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 

  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 

  ４番 竹 中 多津美 

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 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 

  総務課長併選挙管理委員会事務局長  和 田 庫 治     まちづくり推進課長  辻   さおり 

  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     市 民 課 長  小 松 達 也 

  保健介護課長  山 本 康 二     人権啓発課長  長 崎 潤 子 

  産業振興課長併農業委員会事務局長  西 村 城 人     建設土木課長  川 﨑   州 

  観光ジオパーク推進課長  大 西   亨     地域医療対策課長  松 下 善 徳 

  福祉事務所長  森 岡   光     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 

  消  防  長  多 田 周 平 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第１号 令和３年度室戸市一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認

について 

  日程第２ 議案第２号 押印廃止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３ 議案第３号 室戸市個人情報保護条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第４号 室戸市手数料徴収条例の一部改正について 

  日程第５ 議案第５号 室戸市防災コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正に
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ついて 

  日程第６ 議案第６号 室戸市過疎地域自立促進事業基金条例の一部改正について 

  日程第７ 議案第７号 室戸市企業誘致推進条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第８号 室戸市農業共同作業所設置及び管理条例の廃止について 

  日程第９ 議案第９号 令和３年度室戸市一般会計補正予算（第３号）について 

  日程第10 議案第10号 令和３年度室戸市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

  日程第11 議案第11号 令和３年度室戸市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

  日程第12 議案第12号 令和３年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）について 

  日程第13 議案第13号 室戸市立室戸診療所における指定管理者の指定について 

  日程第14 議案第14号 財産の取得について 

  日程第15 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第16 議案第15号 室戸市長の給与に関する特例を定める条例の制定について（追加

議案） 

  日程第17 議案第16号 令和３年度室戸市一般会計補正予算（第４号）について（追加議

案） 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第17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（亀井賢夫君） 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。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。 

 出欠の状況でございますが、定数12名中、欠席届１名、現在11名の出席でございます。 

 欠席議員は、竹中多津美議員、親族の不幸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（亀井賢夫君） ただいまから大綱質疑を行います。 

 質疑に際しては、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号令和３年度室戸市一般会計補正予算（第２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。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時２分 休憩 

            午前10時６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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第２、議案第２号押印廃止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たします。 

 執行部から補足説明を求めます。和田総務課長。 

 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（亀井賢夫君） 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。 
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 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第３、議案第３号室戸市個人情報保護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。和田総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時11分 休憩 

            午前10時13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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第４、議案第４号室戸市手数料徴収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。小松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時14分 休憩 

            午前10時16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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第５、議案第５号室戸市防災コミュニティセンター設置及

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。多田消防長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時16分 休憩 

            午前10時20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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第６、議案第６号室戸市過疎地域自立促進事業基金条例の

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。辻まちづくり推進課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時21分 休憩 

            午前10時22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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第７、議案第７号室戸市企業誘致推進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。西村産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時23分 休憩 

            午前10時24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。 

 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（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） 次に、日程第８、議案第８号室戸市農業共同作業所設置及び管理条例

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。西村産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時25分 休憩 

            午前10時26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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第９、議案第９号令和３年度室戸市一般会計補正予算（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。上松財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時27分 休憩 

            午前11時４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。 

 健康管理のため、11時20分まで休憩いたします。 

            午前11時４分 休憩 

            午前11時20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。 

 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。脇本健樹議員。 

○６番（脇本健樹君） ６番脇本。本案に関し何点か質疑を行います。 

 まず、29ページ、５款１項３目12節委託料です。キラメッセ室戸施設効果試算委託料、コロ

ナ対策と言われた49万5,000円ですが、コロナ対策ですので今後の方向性というか、これを利

用してこの後お金が要るとか、そういうふうに考えますが、その辺詳しくお願いしたいです。 

 続いて、30ページ、５款３項２目10節修繕料、これは高岡のスジアオノリの修繕料346万

3,000円でございますが、もう少し修繕する箇所とか詳しくお願いしたいです。 
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 続きまして、32ページ、６款１項４目18節負担金補助及び交付金、ユネスコ世界ジオパーク

高校生国際交流事業補助金190万8,000円の分です。まず、各学校との交流ということですが、

聞き漏らし感がありますが参加国数というか参加団体数はどれくらいになるかということを少

し詳しくお願いいたします。もう一点は、これの財源がふるさと納税のほうから来たと思いま

すが、これを補助するに当たった主な理由をお聞きしたいと思います。 

 続きまして、少し戻りますが29ページです。４款１項６目17節、地域医療対策費の中の備品

購入費の分です。市立室戸診療所医療機器等購入費でございますが、先ほどのジオパークの関

連と一緒で財源についてです。財源の中に２万4,000円というところが出て機器を導入するに

当たる補助金を出しておると思いますが、２万4,000円だけというところが今回気になりまし

たんで、この中身というかどうして今回だけ少額か、もしくは今後また使うことがあるがやっ

たらその辺詳しくお聞きしたいと思います。 

 これが１回目の質疑です。よろしくお願いします。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。西村産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君） 脇本議員にお答えします。 

 まず、29ページ、５款１項３目12節委託料、キラメッセ室戸の委託料なんですけれども、こ

れは現在コロナ禍においてアクリル板とかを設置してやっておりますが、１人用の食べるとこ

ろとか設置した場合とか、お客さんの動線、お土産物置場がそこであったら混むとかレジ前が

混むとかいろんな想定をしまして、一番飛沫といいますか、感染が抑えられるような試算をす

るものであります。結局、コロナ禍にアクリル板だけでも結構飲食業のほうは広がってますの

で、いろんな動線のほうからも考えてみるというような試算をするものであります。 

 次が、修繕料につきましては、スジアオノリの施設、電力の外の配電盤の工事もあります

し、スジアオノリを洗う施設の機械類の修繕、あとこの中には吉良川の港の……。 

            （発言する者あり） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） 結構それも金額が張ってますの

で、このような金額になってます。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 脇本議員の御質疑にお答えをいたします。 

 29ページの４款１項６目地域医療対策費の17節備品購入費の特定財源について御質疑をいた

だきました。 

 まず、一番左側にあります国・県支出金につきましては、21ページにございますように衛生

費県補助金として県から病床機能分化促進事業費補助金を825万円、まず充当をしておりま

す。残額については、過疎債の充当を考えておりまして、次のページになりますが22ページ、

一番下の段に市立室戸診療所建設事業債として7,190万円を計上しております。といったこと

から、その差額、差引きについてが２万4,000円だったものでございますので。 
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            （発言する者あり） 

○地域医療対策課長（松下善徳君）（続） 8,017万4,000円に対して、まず県費の825万円を

充当します。過疎債については10万円以下のものについては該当になりませんので、10万円の

単位で地方債を充当した結果、8,017万4,000円の差が２万4,000円になってるものです。 

○議長（亀井賢夫君） 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） 脇本議員の御質疑にお答えいたします。 

 32ページ、６款１項４目18節負担金補助及び交付金のうちのユネスコ世界ジオパーク高校生

国際交流会事業費補助金190万8,000円についてですが、参加団体数という御質疑でしたが、当

初は３校程度、教員の方も含めて100名程度の参加を予定しておりましたが、近年アジア地域

とか世界のネットワーク会議をオンラインで開催していることもありまして、幅広く呼びかけ

ろうと参加国数の制限は取りあえず設けなく呼びかけを行っております。実際の参加数がもし

多くなった場合は調整が出てくるかもしれませんが、現在のところ参加校数何校ということは

想定はしておりません。幅広く呼びかけをしております。ユネスコ世界ジオパーク、日本ジオ

パークの関係校に。 

            （「発言する者あり） 

○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君）（続） はい。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 上松財政課長。 

○財政課長（上松富士樹君） 脇本議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、ページ数が32ページ、６款１項４目ジオパーク推進費の18節のユネスコ世界ジオパー

ク高校生国際交流会事業費補助金の財源の190万8,000円についてでございます。 

 これは、ふるさと室戸応援寄附金基金繰入金を充当しておりまして、充当しております根拠

としましては、まずふるさと室戸応援寄附金基金の設置、管理及び処分に関する条例というも

のがございまして、その中にこの基金の処分については「基金は、室戸市の地域資源の保全、

地場産業の振興及び子どもたちの健全な育成などの事業に要する経費に充てる場合に限り、そ

の全部又は一部を処分することができる」というような条例があります。また、この条例を受

けましてふるさと室戸応援寄附金取扱要綱というものを制定をしております。その中には、先

ほどの処分の「条例第６条に規定する事業は次の各号に掲げるものとする」ということで、１

号としまして地域資源の保全や整備に関する事業、２号としまして地場産業の振興やまちづく

りに関する事業、３号としまして子どもたちの健全な育成に関する事業、４号としまして医療

及び福祉の充実に関する事業、５号としましてその他市長が必要と認める事業としております

ので、今回子供たちの健全な育成ということも併せましてユネスコの財源としております。 

 あわせまして、ページ数が29ページの４款１項６目地域医療対策事業費の中のその他の２万

4,000円、これにつきましてもふるさと室戸応援寄附金の基金繰入金を充当させておりまし

て、それも先ほどの取扱要綱の中の４号の医療及び福祉の充実に関する事業ということで基金
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のほうを充当しております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 脇本議員の２回目の質疑を許可いたします。脇本議員。 

○６番（脇本健樹君） ６番脇本。２回目の質疑を行います。 

 すみません、１点だけ。５款１項３目12節のキラメッセの件です。 

 アクリル板とかを利用することなどの今後の対策をすると言いますが、もし今度大きなこと

をするとなったら、今後また事業費が出てくるんでしょうか、その辺お聞きしたいです。 

○議長（亀井賢夫君） 西村産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君） 脇本議員にお答えします。 

 今現在アクリル板で仕切ってるのは御存じですよね。ああいったものも、もちろん今後にお

きましても必要でありますし、今１人で食べるスペースといいますか、テーブル自体が個人用

にはなってないというところもありまして、そういった配置あるいはそういった設備が必要と

なってくるようであれば事業費の計上も考えられると思います。あと、土産物の位置とか、そ

ういったいろんなパターンをシミュレーションして、一番効果のある、また営業の落ちないよ

うな形を取っていきたいと考えております。 

 １点、すいません。先ほどの１回目の質問で簡単に配電盤と修繕と言いましたが、正確には

引込区分開閉器という電気設備の修繕になってます。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） いいですかね。 

 ほかに質疑はございませんか。山本賢誓議員。 

○９番（山本賢誓君） ９番山本。本案に対して質疑をさせていただきます。 

 まず、29ページです。５款１項３目18節の負担金補助及び交付金で、環境制御技術普及促進

事業費補助金です。これは、例えば施設整備、こういったものが整っているところへの事業補

助なのか、それとも基本はナスとかっていうことなのか、それとも通常のハウス、例えばイチ

ゴとかナスとかそういったところへも転用できる補助金なのかどうかお伺いをします。 

 それと、32ページの６款４目18節です。18節のユネスコ世界ジオパーク高校生国際交流事業

費補助金、これは室戸高校の生徒がやるということですけれども、県の事業を利用するのか室

戸高校独自の事業なのか、それと補助金190万8,000円は応募数とかによって費用が変わってく

ると思いますが、大体想定の190万8,000円は事業費の何％ぐらいの補助率なのかをお聞きした

いと思います。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。西村産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君） 山本議員にお答えします。 

 29ページ、５款１項３目18節負担金補助及び交付金27万円の環境制御技術普及促進事業費補

助金につきましては、施設園芸におきまして環境制御技術を導入、実践するために必要がある

と認められる環境制御装置のリース導入に要する、もしくは省力化、高度化につながる機器の

リース導入及び資材に要する経費となっておりまして、今回はハウスの自動転送装置及び自動
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巻き上げ装置を導入するに当たっての経費に対して補助するものであります。 

            （９番山本賢誓君「何件」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） １件。 

○議長（亀井賢夫君） 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） 山本議員の御質疑にお答えいたします。 

 ６款１項４目18節負担金補助及び交付金のユネスコ世界ジオパーク高校生国際交流会事業費

補助金190万8,000円の全事業費の中に占める割合でございますが、大体今の試算で54％程度と

なってます。全事業費のうち、室戸高校のほうが負担をいたします会場での消耗品ですとか、

そういったものを除いた、対象とならない経費を室戸市のほうで負担する補助金となっており

ます。以上でございます。 

○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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第10、議案第10号令和３年度室戸市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１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。小松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時40分 休憩 

            午前11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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第11、議案第11号令和３年度室戸市介護保険事業特別会計

補正予算（第１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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時45分 休憩 

            午前11時47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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第12、議案第12号令和３年度室戸市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１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。小松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時47分 休憩 

            午前11時49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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第13、議案第13号室戸市立室戸診療所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。松下地域医療対策課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時50分 休憩 

            午前11時58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。 

 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。小椋利廣議員。 

○５番（小椋利廣君） ５番小椋利廣。若干質疑を行いたいと思います。 

 この指定管理者選定委員会による審査の中で、令和元年８月16日に２法人より参加の申込み

があり１法人は辞退をしたと、こうなっておりますが、１法人になったことについてその後に

おいて再募集はかけたのかどうか、これについてお聞きをしたいと思います。１法人になった

場合には、内容の精査だけやなしにもう一度再募集をかけて募集を募るのが大体今までのやり
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方やったわけやけんど、再募集はかけたのかどうか、その辺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。 

 ２法人の申出があった後１法人になった後、再募集をかけたかというところでありますけれ

ども、今回の意向調査につきましては、通常の指定管理者の公募ではなくあくまで指定管理者

をやる意思があるかという意向調査でございますので、今回はしておりません。 

○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） 小椋利廣。２回目の質疑を行いたいと思います。 

 医療法人愛生会の楠瀬理事長さんですか、自分らがお聞きをするところによると高知市の長

浜のほうでも何か病院を経営をせられゆというふうにお聞きをしちゅうわけですが、あんまり

えい話が来ておりません。 

 それで、21日の一般質問でもスタッフは全員で20名というふうな市長の説明があったと思い

ます。それで、この愛生会の楠瀬理事長さんについてはあまりえい話が来てない中で、果たし

てそういう20名ものスタッフを集めて実際経営ができていけるのかどうか、この付近を私は非

常に心配をしておりますので、その付近の答弁をよろしくお願いをいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の２回目の質疑に答弁をさせていただきたいと思います。 

 このたび、指定管理者候補として提案をさせていただいております医療法人愛生会のほう

で、今後20名のスタッフを集めて経営できるのかどうか心配するが大丈夫かという御質問じゃ

ないかと受け止めました。そうしたことも踏まえて、長浜のほうの病院のことも存じておりま

すし、室戸でも随分お世話になってきたことの背景も持ちながら、理事長をはじめ今現在の経

営される病院の方々なんかの意向等もお聞きさせていただく中で、しっかりとした経営をして

いただけるものと確信をしているものでございます。以上でございます。 

○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。 

 お諮りいたします。 

 残りの議案が４件ございます。昼食の時間でありますが、終わるまで審議するのか昼食にす

るのか。 

            （「終わるまでやろう」「中断」と呼ぶ者あり） 

○議長（亀井賢夫君） ４件あります。どうしますか。 

            （「やりましょう」「議長に一任」「終わるまでやりましょう」と

呼ぶ者あり） 
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○議長（亀井賢夫君） 御異議がありますので、起立により採決いたします。 

 昼食を挟まずそのままやるという、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） 起立多数であります。よって会議を続行することは可決されましたの

で、引き続き会議を行います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第14、議案第14号財産の取得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。多田消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時５分 休憩 

            午後０時10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。 

 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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第15、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求める

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。長崎人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時11分 休憩 

            午後０時13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諮問第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、諮問第１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〕 
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○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。 

 健康管理のため12時25分まで休憩いたします。 

            午後０時13分 休憩 

            午後０時22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。 

 ここで事務局に諸般の報告をいたさせます。寺岡事務局長。 

○議会事務局長（寺岡弥生君） 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、所用のため午後から早退届が提出されておりま

す。 

 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第16、議案第15号室戸市長の給与に関する特例を定める条

例の制定について及び日程第17、議案第16号令和３年度室戸市一般会計補正予算（第４号）に

ついて、以上２件を一括議題といたします。 

 本案は、昨日市長より追加提案されたものであります。 

 市長から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15号室戸市長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、令和元年度から令和２年度にかけて本市から高知県へ派遣していた職員の不祥事に

関し、市民及び県民の信頼を大きく失墜させる行為であることを重く受け止め、市長の給料を

２か月間10分の１減額するため、本条例を制定するものであります。 

 議案第16号令和３年度室戸市一般会計補正予算（第４号）について。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業について補正するもので

あり、国庫支出金を特定財源として、歳入歳出予算はそれぞれ926万3,000円を追加し、総額

142億8,535万6,000円とするものであります。 

 以上、概略説明いたしましたが、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（亀井賢夫君） 日程第16、議案第15号室戸市長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。和田総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時27分 休憩 
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            午後０時28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。 

 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。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。すいません、私ちょっと分からないので教えてほ

しいので。 

 以前の職員の不祥事のことで、そのときに市長に、これって責任取るというか処分を出すの

に上は何をしゆうがですかということで質問を一般質問でいたしました。そのときに、処罰を

決める会があって、それを待ちよったき遅うなりましたということですが、今回はそういう会

議にもかけられず市長の減給ということでこれが出てきているんですが、そういうことって構

わないんですか。すいません、分からないので教えてください。 

○議長（亀井賢夫君） 意見調整のため、５分間休憩いたします。 

            午後０時31分 休憩 

            午後０時32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。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 竹中真智子議員の質疑にお答えをさせていただきます。 

 以前のときには、報酬等審議会に相談をするという経過があって、今回こうしていきなり出

てきたけどそれでいいのかというルール的な問いであったと受け止めました。何ら問題がない

ように認識しておりますという答弁とさせていただきます。 

○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17、議案第16号令和３年度室戸市一般会計補正予算（第４号）についてを議題

といたします。 

 執行部から説明を求めます。上松財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時34分 休憩 

            午後０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。 

 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〕 
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○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。 

 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16号まで、以上16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。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、６月24日から６月30日まで７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（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、６月24日から６月30日まで７日間休

会することに決しました。 

 ６月24日から６月30日まで７日間休会いたします。 

 ７月１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０時43分 散会 

 


