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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５号） 

 

１．日 時  令和３年９月３０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 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 事  中 島 健 太 

  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     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 

       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 

       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 

       議案第10号 室戸市過疎地域持続的発展計画について 
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（総務文教委員会委員長報告） 

  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 

       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 

       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 

       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 

       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 

       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 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第３ 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４ 議案第12号 教育委員会委員の任命について 

  日程第５ 請願第１号 西灘地区市道建設完遂についての請願書 

             （令和３年３月定例会付託分） 

（産業厚生委員会委員長報告） 

  日程第６ 議案第13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７ 意見書案第１号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を

求める意見書 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第７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。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） 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） 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13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（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、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から議案第10号室戸市過疎地域持続的発展計画についてまで、以上

４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（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） 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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○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から議案第８号令和３年度室戸

市水道事業会計補正予算（第１号）についてまで、以上６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（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） 次に、日程第３、議案第11号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて及び日程第４、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。 

 本案に関しましては、委員会付託を省略したものであります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第５、令和３年３月定例会付託分の請願第１号西灘地区市

道建設完遂についての請願書を議題といたします。 

 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（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） 質疑なしと認めます。 
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 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。 

 これより討論に入ります。 

 まず、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

認についてから日程第４、議案第12号教育委員会委員の任命についてまで、以上12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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） なしと認めます。 

 次に、日程第５、令和３年３月定例会付託分の請願第１号西灘地区市道建設完遂についての

請願書についてを行います。 

 まず、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（亀井賢夫君） なしと認めます。 

 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（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） 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５、請願第１号まで、以上13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（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。 
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 次に、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（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。 

 次に、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（亀井賢夫君） 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10号室戸市過疎地域持続的発展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（亀井賢夫君） 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、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（亀井賢夫君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、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（亀井賢夫君） 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。 
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 次に、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（亀井賢夫君） 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（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（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） 起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第３、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谷山純一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。 
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            〔賛成者起立〕 

○議長（亀井賢夫君） 起立全員であります。よって、谷山純一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12号教育委員会委員の任命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。 

 教育委員会委員に多田明美氏の任命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（亀井賢夫君） 起立全員であります。よって、多田明美氏の教育委員会委員の任命に

ついては同意されました。 

            〔２番 竹中真智子君 退場〕 

○議長（亀井賢夫君） 事務局より請願第１号の採決についてを説明いたさせます。前田議会

事務局次長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時15分 休憩 

            午前10時15分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 正会に復します。 

 次に、日程第５、請願第１号西灘地区市道建設完遂についての請願書を採決いたします。 

 請願第１号に対する委員長の報告は不採択であります。 

 請願第１号を採択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） 起立少数であります。よって、請願第１号は不採択することに決しま

した。 

            〔２番 竹中真智子君 入場〕 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 次に、日程第６、議案第13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。 

 本案は、先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） 追加議案につきまして提案理由を申し上げます。 

 議案第13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、新型コロナウイルス感染防止に市を挙げて取り組んでいる中、自らの不適切な行動

により市民の信頼を大きく失うこととなったことを重く受け止め、市長の給料を１か月間10分

の５減額するため、本条例を制定するものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては総務課長から補足説明させますの
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で、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 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18分 休憩 

            午前10時19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13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13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。山本議員。 

○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。 

 この議案第13号は、市長が２度にわたり飲食を、県から特別警戒宣言が出されている中で、

そういった中で例えば４人以上の会食あるいは２時間を超える会食はしてはいけない、しない

ようにという要請が県内に行き渡っておる時期です。それで、市長はそういった約束事を全く

無視をして、最初１回目が４人をはるかに超える７人とか９人の会食、それも会議ということ

でしたけれども酒つきの会議。どうして会議だったら役所でやらないのかということも思いま

すけれども、そういったことを設定する姿勢そのものが全く私には信じられません。 

 それから、その後でその事態が発覚をすると役所の課長会の中で謝罪をしております。その

謝罪の言葉は新聞紙上しか、私も市長の答弁のときしか聞いてないんですけれども、まさかま

たほとぼりが冷めたら２回目やりますと、そういうふうな答弁もしてないと思いますけれど

も、そういった大事な課長がいる中で謝罪をして、執行部からも責任ある行動を取ってもらい

たいとか、それから十分反省をしてもらいたいと、そういう意見が出て終わってますよね、市

長。それから、また後にそういった特別警戒が出されている中で、また飲み会を設定しちゅ

う。そういうことをするということ自体が私には全然理解できんがですけれども、そういった

行為をする市長の心を、反省じゃなくてその裏にあるものを答弁してもらいたい。 

 それから、10分の５という、半分というのは数字的に見ればかなり大きなものであると思い

ますけれども、この尋常でない異常な市長の行為に関しては、私は半年間無報酬でやってもら

いたいと、そういうふうな一般質問もしております。この10分の５、１か月っていうのは全く

市長の責任の取り方としては足りないというふうに思っておりますが、市長の心の中では10分

の５で十分なのか、その答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 
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○市長（植田壯一郎君） 山本議員にお答えをさせていただきます。 

 この御質疑は、一般質問の中でも詳細詳しく答弁をさせていただいておりますので、簡潔に

お答えをさせていただきたいと思いますけれども、今回の御質疑の趣旨２点であったかと思い

ます。４人以内２時間という自粛規制がある中で、市長がそれを破るといった姿勢について、

しかもそれが１回、２回と重なったということの御指摘も受けて、市長のいわゆる裏にある心

の中はどうなのかといったことを聞かれたように受け止めました。２点目は、10分の５という

減給額が十分かどうかという御質疑の２点だというふうに受けておりますので、お答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 １点目の植田市長の心の裏はどうなっているのかという思いに関してでありますが、これは

山本議員も御案内のとおり６月に入りまして、古戸商店街はその昔銀座通りと言われた室戸の

最もにぎやかな商店街でした。こうした銀座通りと言われる商店街、全国の市町村ではどこも

シャッター通りになって、衰退するといったのが近年でありますけれども、そうした室戸の古

戸商店街……。 

            （９番山本賢誓君「行為そのものの本質のこと」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） それを答えております。 

 そうした室戸のいわゆるメインの商店街を活性化させたいという大変熱い強い思いを持った

青年３人がオープンをしたお店でございます。私は、そのお店がオープンされると同じ頃に商

工会の皆さんや古戸商店街振興会の皆さん、そして室戸市の産業振興課の職員で議論をして、

何とかこの商店街や商工事業を活性化させたい、対策は何かないかという議論をしまして、商

工会や古戸商店街振興会の皆様方の御意向は、商店街に携わる方々の高齢化も進んで、新しく

できたお店の方々やまた若い者、移住者の方々の御協力をもろうて取り組めることがあったら

我々も協力できる対策は持とうと、応援をしようというお話をいただいてから取組が始まって

おります。 

 このことは、私自身もインバウンド、外国からの観光客をこの室戸に迎えるための基盤整備

として楽しいショッピングのできる室戸の一角をつくることは大事だということの考えの下

に、商工会や振興会の皆さん方の御意向もいただいて、何とかこの新しくオープンされたお店

を軸として古戸商店街の活性化に踏み出せないだろうかといった思いでございました。そうし

た思いに共鳴をしてくれる方々を、声を掛け合ってそのお店で第１回目のいわゆる話合い会を

持った次第でございます。 

 御指摘のとおり、最終的には４人以上、そして２時間を超えた時間になりましたけれども、

御出席されておりました皆さん方は誰もが４人以内２時間でというルールを認識していたメン

バーばかりでありましたし、２時間の時間が来て、さあ、２時間が来たぞと言ってほとんどの

方が立ち上がってその席を終わらなければならないという認識でありましたし、私も後日その

席に参加していた一人の方から、市長はさすがやと、２時間来たといったことを声を上げて皆
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の解散を呼びかけたと、それでその本人と駐車場に行く方３人で先に出ましたよといったお話

を受けましたが、その後に残られた方もおりまして、立ち話等で２時間を30分ぐらいオーバー

することで解散に至ったといった状況でありました。 

 そうしたことで、結果として言い訳のようになりますけれども、私は４人以内２時間以内と

いったことが守れてない、その姿勢に深く自戒をし、猛省をして今後の市政に当たりたいとい

ったことを議会でも答弁をさせていただいた次第でございます。 

 あわせて、10分の５の減給処分というのを自ら判断をしましたけれども、その思いは当初申

し上げましたとおり、私自身も商店街の活性化や室戸の活性化、そして熱い思いを持ったメン

バーと一緒になって取り組んでいこうという会議で、その話合いをメモするためのｉＰａｄも

持って議事録をまとめながらやった取組でもありましたし、そうしたことも併せながら今回の

物事の判断として10分の５というのは私自身では私自身の自戒と猛省をするという上で判断を

したものでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○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。山本議員。 

○９番（山本賢誓君） ２回目の質疑を行います。 

 いろいろ言い訳を言われますけれども、市長、言い訳の前提にこの会を飲食つきで設定し

た、そもそもそこが間違うちゅうがですよ。それに対する言葉がないやないですか。 

 それで、その事業とかなんとか云々は分かりますけれども、そういった大事な会議やったら

何で役所の中でやらんがです。２回目も一緒。これは表に出んかったりしたら、何にもなしに

終わっちゅうがですよね。しかしながら、そういった市長としてしてはならない行為は出ます

よ、表にすぐ。だから、その会食を設定した時点から市長の、高知県のそういう要請に対して

従っていないことがその時点からあるやないですか。そのことをちゃんと説明してくれという

がですよ。 

 それから、先ほどの中で、２時間が来たって言うた、市長はさすがと褒められた、そんなこ

とは関係ない。そのもとにもそういう飲み会を設定したということがあるからそういうふうに

なってきたわけで、２時間たったって市長が言うてから解散せないかんと言うたことが褒めら

れた、冗談じゃないですよ、全く。市長としての、特別公務員としての資質、根本的な姿勢に

関わる問題じゃないですか。私は３回目ももう一回やらさせてもらいますけれども、もう一度

心に手を当てて考えて、10分の５では全く不十分。半年間無報酬が嫌ならその中間的な数字を

取るか、それぐらいの考え持ってください。もう一回答弁を求めます。 

○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） 山本議員の２回目の質疑にお答えをさせていただきます。 

 御質疑の趣旨は、県が示しているコロナ対策に反してそうした会を設定すること自体が反す

る行為ではないかという御指摘だったと思います。やるんやったら役所でやったらいいんじゃ

ないかと、こういう御意見だったというふうに受け止めましたが、私はこの４月からコロナが
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いつまで続くのか分からないという想定もありまして、できる限りそうしたルールは厳粛に守

っていかなければならないことは当然でありますけれども、課長会でもルールを守り、コロナ

対策を万全に万全を期しながらもやれることには取り組んでいきましょうという姿勢を表明さ

せていただいたことがあります。そういうことは今でも大事なことであると思っております

し、このことを私の今回の不祥事のことの言い訳に使うつもりはありません。基本的な私の姿

勢として説明させていただいていることでもありますし、参加者から褒めていただいたといっ

たことの御指摘もありましたけれども、これは褒めていただいたということを私が言ったので

はなくして、参加者の方から聞いた意見がそうであったということの紹介をさせていただいた

ということでございます。 

 そうしたことに伴いまして、今回の私の起こした不祥事は全く言い訳も申し上げるつもりは

ありませんし、私の不祥事の在り方というのはあってはならないことだというふうにしっかり

認識をして、自戒をし、猛省をして、その反省を今後の市政運営の活動に生かしていくと、そ

して参加をしていただいた皆さん方も、お店の方々にも一緒になってそうしたことをおわび申

し上げながら、今後活性化に向けて取り組みたいという思いでございます。そうしたことも併

せて、今回私が処分を私なりに判断したのは１か月10分の５の減給ということでございますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） 山本賢誓議員の３回目の質疑を許可いたします。山本議員。 

○９番（山本賢誓君） ３回目の質疑を行います。 

 給与の件についてはなかなか市長も折れる気がないと思いますけれども、私は市長をいつも

批判をしますけれども、私は心の中でいつでも室戸市のために室戸市はこうでなくてはならな

い、そういう思いは人一倍持っちゅうという自信を持ってます。そういった中で、室戸市のト

ップである市長がこういったあるまじき行為、自分でも言ってるじゃないですか、答弁の中

で、市長としてあるまじき行為を猛省して、今後二度と過ちを起こさない。それですよ、それ

が市長就任以来にいろいろ不祥事の連続、反省をしているけれどもまた繰り返す、そういった

姿勢が室戸市の発展のために本当に大丈夫かという意識を私は強く持っちゅうがですよ。ほい

で、職員の内部からもこういった状況が長く続けば室戸市は潰れると、こういう声が上がりゆ

うがですよ、事実として。それを、残り任期１年ぐらいになってまだ続けるということはどう

いうことですか、市長。私は、この質疑あまり長うなってもいけませんけれども、室戸市をよ

くするためならどうすればいいかということを常に考えてますけれども、今ここで私が思う一

番のええ策は、市長が辞めることです。即辞めなくても次の選挙には出ないとか、自民党の菅

さん見てくださいよ。 

○議長（亀井賢夫君） 山本議員、ほかにそれてます、質疑から。 

○９番（山本賢誓君） はい。菅さんが辞めたおかげで自民党変わりそうですよ。そういう状

況も考えて、私は市長にこれから残り１年を真摯に取り組んでもらいたいと思って質疑を終え
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ます。答弁は要りません。 

○議長（亀井賢夫君） ほかに質疑はございませんか。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。今回のこの市長の10分の５の減給の根拠をお聞き

したい。 

 実は、私が一々調査をしているのではないのですけれども、住民の方々からいろいろと教え

てくれます。それは、私が議員経験が浅いということもあるのでしょうけれども、この市長の

飲酒の件につきましては、投書があったり、電話があったり、買物に行った先で直接言われた

りもしました。もちろん、私の知っている人もおりましたし、初対面というか面識のない方も

私に声をかけてきて言われたことがあります。市議会議員がこれほど住民の方から注目されて

いるとは私も思っておりませんでした。でも、叱責を受けますと、市民ってやっぱり見るとこ

ろは見ゆうんやなということを思います。市役所への不満や市長の姿が見えない、どこそこへ

行っちょった、一杯やりよった、いや、「いっぱい」は仕事をいっぱいという意味ではなく

て、お酒の面の一杯やりよった、職員の対応が悪い、市議会議員の数が多い、しっかりしてい

ない、その割にえい給料をもらいゆうとかいろいろ言われました。市への、行政への不満がこ

れほどとは思いもよりませんでした。褒めてもらうことは少なくて、怒られることが多いで

す。執行部の皆さんもクレームが来るとは思いますけれども、私は市役所へのクレームが市議

会議員がその矢面に立たされているのではないかと感じました。 

 今回の古戸の飲酒の一件ですけれども、私の手元に届いた投書によりますと、市長は新しく

オープンしたお店を応援する意味もあってということを議会の中で答弁をされておりました。

このお店は、市の補助金をいただいて営業がされておりますお店になります。この補助金をい

ただくために出しました書類というのは、商工会が窓口になって、５人ぐらいでしたか、審査

をする方がおられて、よし、これでは書類の結果いいであろうということで、最終的に市長が

判こを押して補助金を出すということをやっております。 

 でも、一般質問のときの市長の答弁では、２回行った、自分から呼びかけて参集をした、時

間は10時ぐらいまでだったと言われております。けれども、近所の人からその話を聞きます

と、夜中の１時過ぎ頃まで市長の声は聞こえていたと言われております。このお店が補助金を

いただいてオープンをしているということは、営業時間の通告がちゃんとその書類には載って

おります。朝の11時から夜の９時までということで出ております。この書類を市長は目にして

いるはずですから、９時以降までその宴席が延びるというのは、これは市長、あるまじき行為

ではなかったかなと思います。お店のほうも、９時が来ましたき、店を閉めたい、そう思いま

しても補助金を出す人の一番の最上部におられる方がそのお店におりますので、いや、店閉め

ますき、言えんかったかもしれません。それは市長が、９時が来たらこのお店はほかのどのお

店よりも、補助金を出している手前、特にお手本になって営業をするべきお店ということで

早々に切り上げて出るべきであったと思います。コロナ対策本部の本部長として、大きくその
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責任を忘れております。10分の５の自分が決したこの処分の根拠をぜひともお伺いをしたいと

思います。終わりです。 

○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） 竹中真智子議員にお答えをさせていただきます。 

 初めにお断りをさせていただきたいと思いますが、近所の方から12時頃まで市長の声が聞こ

えたという御指摘を聞いたということでありますけれども、私は12時までもおったことはあり

ませんですので、近所の方の話から聞いたかも分かりませんが、私は絶対ありませんですの

で、そのことは否定をさせていただきたいと思います。 

            （２番竹中真智子君「１時過ぎです、12時じゃなくて、１時過ぎ」

と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） それはありませんですから、訂正をしていただきたいと思い

ます。聞いた話はそうかも分かりませんが、私はそんなことはしておりませんですので。 

 それと、御質疑のありました10分の５の根拠を示せということですけど、今回の不祥事に対

して私自身が自ら処分の判断をしたものでありまして、その思いは前段の山本議員にもお答え

をしたような背景だとか、自分の自戒、猛省というものをもって取り組むという上に私が私に

判断したことであって、方程式であるものではありませんので、それは議員の皆さん方の御判

断になろうかと思いますけれども、私としては今回の不祥事、大変に市民の皆さんにも、議会

の皆さん方にも御迷惑をかけ、室戸市の不信にもつながるということを大きく反省をして、今

回のこの処分を自分で考えたということでございます。 

 それと、９時までの補助金の決まりの中で、それを過ぎることはということの御指摘もあり

ました。これは２回目のことの御指摘だと思いますけれども、これは９時の頃に店じまいをし

た後のお客さんとの話であったかと思いますことは議会でも詳しく御説明をさせていただいた

とおりでありまして、そこについては御理解を賜りたいというふうに思います。 

 それと、すみません、答弁長くなりますけど、山本議員のときにもお答えをさせていただい

たらよかったんですが、私の軽率な気持ちなんですけど、このお店が始まりましたのは６月

15日でした。一緒になってオープンのお祝いの御挨拶に行きましたときに、お店の方々にこれ

から古戸商店街を元気にしていくという思いで一番大事なことは、御近所から苦情をもらわな

いようなことは徹底せないかんということは正直私からも担当には話はさせてもろうて、一緒

にスクラム組んで頑張ろうなといった思いであったこと、そんなことを持ちながらでも６月

27日の一件と、８月の一件の物事は出ましたけれども、そんな認識を持って取り組んでいると

いう背景は御理解いただけたらなというふうに思います。 

○議長（亀井賢夫君） 竹中真智子議員の２回目の質疑を許可いたします。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） 竹中真智子。２回目、質疑をさせていただきます。 

 市長は、そんなにまでおってないと言われていますけれども、お店の営業は９時までで、そ
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れ以降はやってない、やってないというかうたげをやってないようなことを言われていますけ

れども、今の時期、このコロナの時期です。窓を開けて換気をしなさいというようなことがあ

って、営業時間を過ぎてかなり遅い時間までぺちゃくちゃぺちゃくちゃおしゃべりがあるとい

うことはそれなりに声が外へ出ていくわけですから、市の最高責任者としてそれ相応の節度と

いうのが必要だと思います。ですので、今後十分に気をつけていただきたいと思います。答弁

は要りません。 

○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。今回のこの件について若干質疑を行いたいと思いま

す。 

 この件につきましては、新聞紙上に掲載されてから僕のところにも何件か電話もあり、それ

から町の中で人に会うと、あんなことで市長は務まっていくのかと、室戸市の市長があんなこ

とでええのかということばっかり相当言われました。それで、この前に隣町の――これは奈半

利町です――へ行っちょったときに、奈半利の人がどういうふうな思いを持ってあの新聞を見

たかと言いますと、わしのところの奈半利町も相当新聞紙上にぎわしゆうけんど、あの室戸市

の市長はあれじゃいかんやろと相当僕も怒られました。これはほんまに切実な思いで僕も聞い

たわけです。市長があんなことでええのかよ、２回もあんなに夜遅くまで一杯飲んで、自分が

飲み会を設定したがらしいやかという話で私も言われました。そんな話を聞くと、僕は市会議

員としてふだんから何をしようのかなというふうに感じたことでした。 

 それで、今回僕も先ほどの前段の２人の議員と同じですが、今回のこの事態を含めて市長が

10分の５、１か月、こういったことで本当に自分の責任を果たせるのかという思いを私は思っ

ております。それで、今回の件は新聞紙上に載ったことによって幅広く私たちが聞こえてない

ところでも相当言われゆう部分があるんじゃないかなというふうに私も考えております。それ

で、今回のこの議案第13号について、10分の５、１か月ということについてのこの決定をした

思いをもう一度お願い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。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の質疑に答えさせていただきたいと思いますが、端的に聞

かれたことは10分の５、１か月の処分についてのことだと思いますが、その経過の中で２回も

飲食を伴うことで新聞にも載って市外の方からの批判の声も聞かれたと、市民からも厳しい声

もあるということの御指摘もございました。一般質問の中ではその背景が分かるような答弁さ

せていただきましたけど、１回目の６月の件は４人以内２時間ということのルールを皆分かっ

てた者同士で話をした機会でありましたといったことは今も答弁させてもらいましたが、２回

目の８月の件につきましては県外から来たお客さんがそのお店のオープンのお祝いの御挨拶を

したいということで、遅くその店に、８時ぐらいに行って、その方は１時間ぐらいで帰って、

店を閉めて、そこの後でお店の方々と今後の古戸の商店街の活性化について話が盛り上がった
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というのが背景の実態でございます。確かに声が大きくなって近所の方々にも御迷惑をかけた

といったこともあったようでございますので、それは本当に心からおわびも申し上げ、今後そ

うしたことが全くないように私自身もお約束をさせていただくという思いでございます。 

 それで、10分の５、１か月ということについてということですが、それは前段の議員さんに

もお答えをさせていただきましたように、またあるいは室戸市の過去の処分の在り方といった

ことも拝見もさせていただき、そんなことも考えながら今回は職員の不祥事でなくして、私自

身の不祥事であるといった思いを持って10分の５、１か月という処分を判断したものでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（亀井賢夫君） ほかに質疑はございませんか。脇本健樹議員。 

○６番（脇本健樹君） ６番脇本。議案第13号について質疑を行います。 

 総務課長さんにお尋ねと思いますが、今回１か月の処分期間と短いが、執行部はこの減給期

間についてはどのような判断をされてこれに提出してきたかお答え願いたいと思います。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。和田総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（和田庫治君） 脇本議員の御質疑にお答えいたしま

す。 

 減給に関しては、市長自らの判断によりその率等を決められることで、減給に関する明確な

決まりものはございませんので、最終的には市長の判断でやられたということになります。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） 脇本。２回目の質疑を行います。 

 明確なことが書いてないとあれば、私は今回、総務課以下執行部が新聞にも載っておるし、

皆さんに注目を浴びてますので、前回も前々回も春先に処分があったと思いますが、その辺執

行部はうちのトップですので、ある程度何か言わなかったのかというところをお聞きしたいん

ですけど、執行部は言えないんですか、その辺。それをお聞きします。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。和田総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（和田庫治君） 脇本議員の２回目の御質疑にお答えい

たします。 

 私どものほうから市長のほうに提案するにおきましては、根拠のあるものを提案することに

なりますので、どうしても私どものほうとしてはこれまでの前例というものをお示しするしか

ないわけでございまして、その重みというのは市長の判断によるものであるので、提案自体は

申し上げてございません。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。 
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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。 

 これより討論に入ります。 

 日程第６、議案第13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。山本賢誓議員。 

○９番（山本賢誓君） ９番山本。議案第13号につきまして反対討論を行います。 

 先ほどの質疑でも申し上げましたけれども、この案件は市長がコロナが蔓延する中、また高

知県が特別警戒宣言を出され、県民に会食制限を要請されている中であります。会食というも

のは４人以下、あるいは会食制限時間は２時間以内というものでありましたけれども、この飲

食会につきましては市長自らが設定してこういった事態となったものであります。 

 事態が発覚をしたときに、直近の課長会において信頼を失墜する行為を誠に申し訳なくと謝

っています。それから、市長としてあるまじき行為を猛省しており、今後は二度と過ちを起こ

さないと、そういったものでありますが、今回の市民に迷惑をかけた代償として市長給与を

10分の５、１か月を減じると提案をされております。私は、市長の通常では考えられない、尋

常な意識では生まれ得るものではない行為であることから、10分の５の減額では全く物足りな

いものであるとして議案第13号に対して反対討論といたします。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 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13号に対し賛成討論を行います。 

 本案は、新型コロナウイルス感染防止に市を挙げて取り組んでいる中、自らの不適切な行動

により市民の信頼を大きく失うことになったことを深く受け止め、市長の給与を１か月10分の

５減額するという提案でございます。 

 私は、市長自らが市民に対して深く反省をし、おわびをする、そういう意味での給与１か月

10分の５を決断されたと思います。また、先ほどの一般質問の中でも市長はこの壇上で深く頭

を下げられました。私は、議席から市民に対して本当に深く深く反省をしている、そういう頭

の下げ方だというふうに強く思いもいたしました。そういう意味でも、私はこの議案第13号に

対しまして賛成をいたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いをいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 次に、原案に対する反対討論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。議案第13号について反対討論を行います。 

 コロナウイルス感染は今後も続くと思われます。処分一月では、市民にも処分したことも忘

れられるようになります。今後もあります。今回は市民に注意及び注目されています。市民へ

の信頼を取り戻すためにも減給期間は長期の処分を望むことより、議案第13号について反対し

ます。 

○議長（亀井賢夫君） 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。 

 次に、原案に対する反対討論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。今回のこの10分の５の減額に対して私は反対をい

たします。 

 先ほどの質疑のほうでもそうでしたけれども、お店の応援のためその会を開いたと言われて

おりますけれども、このお店にとってマイナスになる応援であります。先日の一般質問でもこ

のお店は自分の仲間だということで答弁をされております。仲間のお店を守り立てるためにこ

れをすると逆にマイナスになる、そんな判断もできないのかと、大丈夫なのかと思いました。

そんなところから私は反対をいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） なしと認めます。 

 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（亀井賢夫君） 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（亀井賢夫君） なしと認めます。 

 これをもって日程第６、議案第13号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６、議案第13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（亀井賢夫君） 起立多数であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されま

した。 

 健康管理のため11時20分まで休憩いたします。 

            午前11時５分 休憩 

            午前11時19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、意見書案第１号コロナ禍による厳しい財政状況に対
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処し地方税財源の充実を求める意見書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。 

 お諮りをいたします。 

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

定により提案理由の説明及び委員会付託を省略したいと思います。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、意見書案第１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、意見書案第１号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め

る意見書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、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 各常任委員会委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、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。 

 委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査に付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。 

 なお、本日配付させていただきました令和２年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価に関する報告書につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

26条第１項の規定に基づき、８月20日付で教育長より報告されたものであります。よろしくお

願いします。 

 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〕 
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○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９月第５回室戸市議会定例会を閉会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午前11時23分 閉会 
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