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令和３年９月第５回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  令和３年９月１５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 

  事務局次長兼班長  前 田 大 志 

  議 事 班 主 任  村 田 茉 莉 

  議 事 班 主 任  川 越 桂 太 

  議 事 班 主 事  中 島 健 太 

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     防災対策課長  山 崎   桂 

  地域医療対策課長  松 下 善 徳     会計管理者兼会計課長  松 本 弥 生 

  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 

  水 道 局 長  中 屋 秀 志     消  防  長  多 田 周 平 

  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 令和３年度室戸市一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認

について 

  日程第２ 議案第２号 室戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の

基準に関する条例の一部改正について 

  日程第３ 議案第３号 室戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
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運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部改正

について 

  日程第４ 議案第４号 室戸市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指

定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部改正について 

  日程第５ 議案第５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６ 議案第６号 令和３年度室戸市一般会計補正予算（第６号）について 

  日程第７ 議案第７号 令和３年度室戸市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

  日程第８ 議案第８号 令和３年度室戸市水道事業会計補正予算（第１号）について 

  日程第９ 議案第９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10号 室戸市過疎地域持続的発展計画について 

  日程第11 議案第11号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第12 議案第12号 教育委員会委員の任命について 

  日程第13 認定第１号 令和２年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第14 認定第２号 令和２年度室戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第15 認定第３号 令和２年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

  日程第16 認定第４号 令和２年度室戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第17 認定第５号 令和２年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第18 認定第６号 令和２年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

  日程第19 認定第７号 令和２年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第20 認定第８号 令和２年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第20まで 

９．議事の経過 
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  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。前田議会事務局次長。 

○議会事務局次長兼班長（前田大志君） 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） ただいまから大綱質疑を行います。 

 質疑に際しましては、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５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１分 休憩 

            午前10時７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号室戸市指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営等の基準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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時８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。 
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            〔「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号室戸市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法等に関する基準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14分 休憩 

            午前10時17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４、議案第４号室戸市指定介護予防支援事業者の指定に

関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準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18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号室戸市指定居宅介護支援等の事業の人員
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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21分 休憩 

            午前10時23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６、議案第６号令和３年度室戸市一般会計補正予算（第

６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24分 休憩 

            午前11時１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15分まで休憩します。 

            午前11時１分 休憩 

            午前11時14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。 

            午前11時14分 休憩 

            午前11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。 

 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。今議案第６号について質疑を行います。 

 ページ数31ページ、６款１項３目16節公有財産購入費について何点かお聞きをいたします。 

 まず１点目、補助金の件からお聞きします。 

 今現在、補助金の返還の期限はあるのか、いつなのか。施設の譲渡後も補助金の返還は存在
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するのか。指定管理で運営とあるが、補助金の返還を避けるためには次の運営はいつまでの猶

予があるのか。 

 ２つ目、指定管理についてお聞きします。 

 指定管理の選定はプロポーザル方式などで行うなど、具体的に計画は立てているのか。この

施設は多くの収入が発生するはずですが、指定管理料はどのようになるのか。次の運営開始ま

で１年近く閉鎖の状態が続くことになろうと思います。次の指定管理者に気持ちよくスタート

してもらうためにも、施設の修繕等はどのようにお考えか。 

 ３つ目……。 

○議長（亀井賢夫君） 脇本議員、予算から外れています。 

○６番（脇本健樹君）（続） はい。予算350万円の、すみません、資料の15ページのほうか

らちょっとお聞きしたいとこがありまして質疑しております。 

 ３つ目、施設の購入金額が350万円になった経緯を教えてください。また、施設及び店舗に

抵当権がないのか調べているのか、お聞きしたいです。 

 以上、３点の件を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。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。 

 まず１点目ですが、補助金の返還の義務は生じているのか、また期限はいつかといったこと

があったと思いますが、今は補助金の返還の請求はありません。もし請求がされた場合につき

ましては、期限については請求があった日から20日以内になると、また納期限までに納付でき

ない場合は年10.95％の超過金が加算されるということになります。また、施設の譲渡後も補

助金の返還の必要性はあるのかといったことですが、補助金交付の目的に沿った活用でなけれ

ば、目的外使用等の許可を得ていない限り返還を請求される可能性はあるということです。 

 次の運営についてですが、いつまでの猶予があるかといったことですが、県の補助金交付要

綱等には詳細な規定がないのでいつまでの猶予とは言えませんが、市が取得後、指定管理者制

度による運営などに取り組んでいることを分かっていただければ返還を請求されること……。 

○議長（亀井賢夫君） 課長、予算からだんだんだんだん。予算後の説明になってしまいよう

きん、ちょっと答弁が変わってしまいゆうけんど。質疑には答えてください。 

○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君）（続） はい。指定管理料はどのようになるのかと

いうことですが、議員御指摘のとおり、多くの収入が見込まれるので施設使用料をいただき、

指定管理の費用に充当するような施設というふうには考えておりますが、今コロナの状況もあ

りますので、場合によっては一定期間は指定管理料の支払いも必要かもしれません。施設の所

有権移転と並行して、コロナの状況を見据えた施設の運営方法を検討していきたいと考えてい

ます。 

 あと、施設の修繕等はどのように考えているのかという御質問ですが、当該施設は３月まで
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は運営されていた施設でありますが、建築後17年が経過しているため、一定の修繕も必要と考

えますが、修繕に当たっては現状への復旧ありきではなく、室戸市の観光拠点となるよう幅広

い意見を反映した施設の改修等も視野に入れて検討を進めていきたいと思います。 

 あと、350万円となった経緯についてお聞きだったと思います。この経緯につきましては、

団体が破産を検討しているということで、市への影響を考慮し破産を防いで解散となるための

条件を伺い、それに必要となる経費を算定して根拠としております。 

 あと、施設の店舗等に抵当権がないのかといった質疑があったと思いますが、これはないこ

とを確認しております。 

 質疑は以上だったと思いますが、よろしいですか。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 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。本議案に対して何点か質疑をさせていただきます。 

 まず、補正予算書の25ページで、２款１項の６目の企画費の18節、ここで1,440万円の空き

家改修事業費補助金が追加予算として出ております。これは、空き家を改修して空き家バンク

とかに登録もされて、それから利用はＩターン、Ｕターンとかそういった方々が利用されると

ころですが、追加予算をするほど活発にＩターン、Ｕターンの人も増えてきて非常に実績が上

がっていると思うんですけれども、この実績の上がっている、こんだけ追加せないかん理由と

いうか、これはえいことですけれども、これ、例えば何件で1,400万円かっていうことも、実

績が上がっていっている理由も併せてお願いしたいと思います。 

 それから、31ページの、先ほどの議員の質疑にもありましたけれども、３目16節の室戸岬漁

港物販飲食施設購入費についてお伺いいたしたいと思います。 

 これは、350万円という金額は個人債権の残と物件リース料の残と、それから解散に係る登

記費用等の積算だと思いますが、それぞれの金額も言ってもらったらええですが、この解散に

係る登記費用も購入費分に含めるということについてですが、これは室戸黒潮協同組合が解散

をして所有権を、それから移転をするわけですから、解散のときにもう既に、登記費用等はそ

のときに黒潮が負担せないかん金ではないかと思うがですけれども、これを市が負担せないか

ん理由は何かということをお聞きしたいと思います。それをお願いします。 

 それと、35ページの４目12節の測量設計委託料、林道の災害復旧に係る分ですが、この測量

設計の委託料、これは３路線分で300万円とたしか言いましたけれど、例えば３件のうち１件

は崩土取り除きで、これも設計委託料が要るのかと思いますけれども、この内訳を教えてくだ

さい。 

 それから、29ページの３目農業振興費の18節の負担金補助及び交付金54万2,000円の中の鳥

獣被害緊急対策事業費補助金、これは防護柵等は100％補助というふうなことですが、この補

助の中に、実際現場で施工するときの費用は対象にならんのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。以上です。 
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○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁求めます。辻まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（辻 さおり君） 山本議員の御質疑にお答えをいたします。 

 まず、ページ数ですが、補正予算書の25ページ、２款１項６目18節空き家改修事業費補助金

についてでありますが、まずこの追加件数につきましてですが、今年度の予算といたしまして

は繰越明許分も含めて７件分を予算計上させていただいておりましたが、もう既に５件分が申

請済み、残りの２件分についても対応中ということで、今回６件分を追加補正させていただい

ております。 

 空き家改修の件数が増加している理由についてでありますけれども、まずは本年度から空き

家改修費の補助金の上限額を185万7,000円から240万円に引き上げました。あわせて、すぐに

移住者の方の受入れができるように、借手が決まる前に先に改修をすることができる、可能と

なるようにしたことも原因であると思います。何より一番には、移住促進室では市内事業者や

各関係機関と連携して住居の確保と就業先を併せて移住者につないでいくということの取組を

行っておりますので、そういったことなどから改修件数が増というふうにつながっていると考

えております。以上でございます。 

○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） 山本議員の御質疑にお答えいたします。 

 350万円の内訳についてでございますが、まず個人債権の残が105万円、リース料の残が約

200万円、登記に係る費用は現在のところ約14万円という算定になっています。また、解散に

係る費用として登記の費用というのは黒潮協同組合のほうが負担すべきではということです

が、破産を見据えているということを受けて市と協議をしたときに、今回破産の場合の市のデ

メリットを考えたときに、何としても破産を防がないかんと。組合のほうの個人債権は債務放

棄をするとかということでクリアできましたが、この解散に必要な登記の費用だけは捻出でき

ないということでしたので、解散をするために必要な費用ということで計上させてもらってい

ます。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 川﨑建設土木課長。 

○建設土木課長（川﨑 州君） 山本議員の御質疑にお答えします。 

 35ページの10款１項４目林道現年補助災害復旧費の12節委託料300万円についての内訳であ

りますが、説明資料に各路線の設計委託料を載せております。小川線が80万円、羽根線が80万

円、東又佐喜浜線が140万円。構いませんかね。崩土撤去などについても、一部施設等もござ

いますので、積算から写真撮影まで含んだ委託料となっておりますので、御理解ください。以

上です。 

○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） 山本議員にお答えします。 

 ５款１項３目鳥獣被害緊急対策事業費補助金でありますが、これは資材の購入に要する経費
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の上限が定められておりまして、その範囲内での補助金となっておりますので、施工する作業

代とかは入っておりません。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 山本賢誓議員の２回目の質疑を許可いたします。 

○９番（山本賢誓君） ２回目の質疑をさせていただきます。 

 25ページの空き家改修事業費補助金以外のやつは、私の間違いもありましたけど、了解をし

ました。この空き家改修事業費補助金の18節の事業ですけど、今までにない取組ができてい

て、そういったものがどんどん伸びてきたということで、これは市長が進めるＩターン、Ｕタ

ーンとかそういったもの、それに合致する取組ができてきているということなので、課長は今

後ともこういったことが伸びていくようにやってもらいたいと思います。以上です。 

○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。 

 昼食のため、午後１時まで休憩をいたします。 

            午前11時52分 休憩 

            午後０時56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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第７、議案第７号令和３年度室戸市介護保険事業特別会計

補正予算（第２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。 

            午後０時57分 休憩 

            午後０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。 

 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８、議案第８号令和３年度室戸市水道事業会計補正予算

（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。中屋水道局長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時０分 休憩 

            午後１時２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。多田消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時３分 休憩 

            午後１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10、議案第10号室戸市過疎地域持続的発展計画について

を議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻まちづくり推進課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時７分 休憩 

            午後１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。山本賢誓議員。 

○９番（山本賢誓君） ９番山本。本案に対して１点だけお聞きをします。 

 この過疎地域持続的発展計画は令和３年度からということですけれども、この中のどこを見
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ても室戸市で立ち上げたＳＤＧｓの関係、対策本部も立ち上げてやっていますが、そういった

記述が全くこの中に記載をされておりませんけれども、これは室戸市の中心的なというか、大

事に取組をしていくという中でそれが入っていないのはどうしてなのか、ひとつお聞きをしま

す。 

 それから、47ページで第10章集落の整備というところでそれぞれ問題点が羅列されておりま

すが、その対策として集落をみんなで支え合う、集落の日常生活を支える仕組みづくり、集落

活性化につなぐ仕組みづくり、これなんかが今までも言われてきながら実際になかなか取り組

まれてないという現状があります。それと、支援員とか協力隊とかが入っている集落があって

いますけれども、ほんの一部です。これらは、全集落が網羅的にそういった取組姿勢をやって

いかんと、本当に集落がなくなっていく現状がありますが、そこらに対しての対策、これで十

分なのかどうかお聞きをします。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。辻まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（辻 さおり君） 山本議員にお答えをいたします。 

 ＳＤＧｓの関連の記述がどうしてないのかという御質疑でございました。 

 この新過疎法につきましては、人口減少、少子・高齢化の加速、東京一極集中の加速、過疎

地域の可能性を広げる新たな潮流という社会情勢の新たな変化につきまして、この新過疎法、

特別措置法が制定されております。この新過疎法の中で項目を定められておりまして、それら

に沿って今回計画を定めたものでございますけれども、もちろんＳＤＧｓは大変重要な施策で

ありますので推進していくということにはなりますけれども、この中にもございますように、

室戸市の総合振興計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略の中でもＳＤＧｓの推進ということ

を記載しておりますので、それらと一体に取り組んでいくこととなります。 

 それと、47ページの集落の整備について、十分な取組がこれまでされていないということ、

対策は十分なのかという御質疑でございました。 

 集落の整備につきましては、今後様々な整備がされていくことになるかとは思いますけれど

も、一定、総合戦略でありますとかあらゆる計画の中で細かいところにつきましては整備をし

ていく、進めていく事業であると考えておりますので、こちらの過疎計画につきましてはその

大きなものとして捉えて記載をしているところでございます。以上です。 

○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11、議案第11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。 
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 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１時22分 休憩 

            午後１時23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11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11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（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号教育委員会委員の任命についてを議題と

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１時24分 休憩 

            午後１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。 

 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12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12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（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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第13、認定第１号令和２年度室戸市一般会計歳入歳出決算

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。上松財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時27分 休憩 

            午後１時37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。主に不用額についてお聞きします。 

 ページは77ページ、間違うちゅうかね、すみません、小休してください。 

 ２款１項６目企画費の18節負担金補助及び交付金について、不用額約900万円ほどあります

が、この不用額の主な理由を教えてください。 

 続いて、119ページです。119ページの４款１項４目、同じく18節の負担金補助及び交付金の

です。600万円ほどの不用額が出ていると思いますが、これはごみ処理の安芸広域市町村圏事

務組合の負担金だと思いますが、この辺をお教え願えますか。 

 すみません、戻りまして、110ページです。110ページ、３款３項２目の扶助費の件です。扶

助費の19節生活保護扶助費の主な不用額を、成果報告書の23ページで、主に医療費の扶助で減

額が出ておりますが、これは主立った理由をお教え願えますか。今年度の主立った理由を教え

てください。 

 続いて、158ページと160ページです。わたる部分です。両方関連してますので、一気に行か

させていただきます。８款１項１目常備消防費の中の３目職員手当の不用額360万円ほどと、

次のページの東洋出張所、２目の同じく３節職員手当の不用額300万円ほどでありますが、こ

れは手当ですので聞きにくいかもしれませんが、同じような消防規模であれば分かりますが、

１目のほうが倍ほど残るんじゃないかということでお聞きしたいとこです。 

 続いて、187ページ、９款５項３目学校給食共同調理費、10節、不用額の780万円ほどです

が、報告書の58ページ、一番上の段ですが、３、学校給食共同調理場費の一番下にその他の経

費と出ておりますが、これの6,000万円ほど、これは併せて説明願えますでしょうか。以上で

す。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。辻まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（辻 さおり君） 脇本議員にお答えをいたします。 

 決算書の77ページにございます２款１項６目18節の不用額の主な理由についてでありますけ

れども、生活バス路線運行維持費補助金というのを高知東部交通株式会社様のほうにお支払い

をしているんですけれど、そちらの補助金のほうが、国からの新型コロナウイルス関連補助が
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高知東部交通のほうにありましたので、その差額を差し引いた額を関係市町村が補助すること

となったため、不用額となっております。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 脇本議員の御質疑にお答えいたします。 

 ９款５項３目の学校共同調理場費の10節需用費の不用額についてのお尋ねでございます。 

            （「ページ数言うてください、ページ数」と呼ぶ者あり） 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君）（続） 186、187ページになります。 

 この10節の需用費の不用額につきましては、賄い材料費となっております。主要施策の報告

書の一番上にも載っておりますように、賄い材料費が4,099万9,785円の使用となっております

が、賄い材料費不足になってはいけませんので、多く予算を計上させていただいております関

係で、賄い材料費のほうの不用額といたしましては700万円の不用額のうち約600万円ほどが賄

い材料費の不用額となっております。 

 それから、あと成果報告書の中でのその他の経費についてのお尋ねでございますが、その他

の経費というものがここの上の４つのぽちに書かれていますように、賄い材料費それから要・

準要保護の援助費、それから給食の配送費の委託料ほか以外の部分を全てこちらのほうの経費

として計上させていただいていますので、給食センターのほうで働いている職員の方々のお給

料とか手当、それからあとは配送の自動車に係る経費であるとか、全てのものがこのその他の

経費ということで計上させていただいています。 

○議長（亀井賢夫君） 森岡福祉事務所長。 

○福祉事務所長（森岡 光君） 脇本議員の御質疑にお答えをいたします。 

 生活保護に係る扶助費についての不用額のことでございますが、議員さん御指摘のとおり、

主要施策のほうの23ページのほうに少し明細が出ております。元年度と２年度を比べた場合

に、医療扶助の部分が5,300万円ほど下がっております。これも、一定解析もしてみたのです

が、入院の費用がかなり、2,600万円ほど下がっております。入院の日数ですとか入院を年度

の後半にどうも控えた傾向がありやしないかという想定をしております。というのも、年度の

後半にコロナの部分が出てきて、どうしても怖いという方がおる中でこういうことになったの

ではないかというところと、それに伴うて入院外の外来の部分も1,600万円ほど下がっており

ますので、これも併せて同様のことではなかったろうかと考えております。ただ、入院なんか

につきましては手術ですとか救急の対応で１人当たりの単価が物すごく変わってくることがあ

りますので、一概には、その傾向があるとは言えますけれども、回復なさってとか退院されて

というようなところも含めて詳細について分析が今できていない状況のところであります。以

上です。 

○議長（亀井賢夫君） 多田消防長。 

○消防長（多田周平君） 脇本議員の御質疑にお答えいたします。 
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 まず、８款１項１目常備消防費の職員手当でありますが、不用額364万2,956円の内訳です

が、主なものは時間外手当の減少ということで、理由につきましては、コロナウイルス感染症

によりまして各種イベントや訓練等で非番隊の勤務が少なくなったことであります。東洋出張

所費の職員手当につきましても、同じく不用額332万2,498円のうち、主なものとしまして時間

外勤務手当が170万円となっておりまして、理由としましては常備消防費と同じ理由となって

おります。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 小松市民課長。 

○市民課長（小松達也君） 脇本議員の御質疑にお答えします。 

 決算書118ページ、４款１項４目環境衛生費、18節です。このうちの安芸広域市町村圏事務

組合負担金の分ですけれど、一応この負担金自体が維持費とか地元対策費とかというのがある

んですけれど、そのうちのごみ搬入量が元年度より130トンほど少なく、その維持費の分が不

用額となっております。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14、認定第２号令和２年度室戸市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算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。小松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時53分 休憩 

            午後２時８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。 

 健康管理のため、２時25分まで休憩をいたします。 

            午後２時８分 休憩 

            午後２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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第15、認定第３号令和２年度室戸市介護認定審査会運営事

業特別会計歳入歳出決算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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時23分 休憩 

            午後２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16、認定第４号令和２年度室戸市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時26分 休憩 

            午後２時34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17、認定第５号令和２年度室戸市海洋深層水給水事業特

別会計歳入歳出決算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。西村産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時35分 休憩 

            午後２時39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。 
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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18、認定第６号令和２年度室戸市障害支援区分認定審査

会運営事業特別会計歳入歳出決算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。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時40分 休憩 

            午後２時42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19、認定第７号令和２年度室戸市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算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。小松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時43分 休憩 

            午後２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20、認定第８号令和２年度室戸市水道事業会計決算の認

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。中屋水道局長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時50分 休憩 

            午後３時２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。 

 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10号まで及び認定第１号から認定第

８号まで、以上18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、９月16日から９月29日まで14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、９月16日から９月29日まで14日間休

会することと決しました。 

 ９月16日から９月29日まで14日間休会いたします。 

 ９月30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３時５分 散会 

 


