
    
令和３年香美市議会定例会   
３月臨時会議会議録        
令和 ３年 ３月３１日  開 議 
令和 ３年 ３月３１日  散 会         

香 美 市 議 会  



 

 

 

 

 

令和３年香美市議会定例会 

 

 

３月臨時会議会議録 

 

 

 

令和３年３月３１日 水曜日 

 



－1－ 

令和３年香美市議会定例会３月臨時会議会議録 
招集年月日 令和３年３月３１日（水曜日） 

招集の場所 香美市議会議場  

会議の日時 ３月３１日水曜日（審議期間第１日）  午前１０時０１分宣告 

出席の議員  
   １番  萩 野 義 和      １２番  濱 田 百合子 

   ２番  山 口   学      １３番  山 﨑 龍太郎 

   ３番  舟 谷 千 幸      １４番  大 岸 眞 弓 

   ４番  依 光 美代子      １５番  爲 近 初 男 

   ５番  笹 岡   優      １６番  山 本 芳 男 

   ６番  森 田 雄 介      １７番  比与森 光 俊 

   ７番  久 保 和 昭      １８番  小 松 紀 夫 

   ９番  村 田 珠 美      １９番  甲 藤 邦 廣 

  １０番  島 岡 信 彦      ２０番  利 根 健 二 

  １１番  山 崎 晃 子 

欠席の議員  
   ８番  小 松   孝 

説明のため会議に出席した者の職氏名  
 【市長部局】  

  市 長  法光院 晶 一   福 祉 事 務 所 長  中 山 泰 仁 

  副 市 長  今 田 博 明   建 設 課 長  井 上 雅 之 

  総 務 課 長  川 田   学   農 林 課 長  川 島   進 

  企 画 財 政 課 長  佐 竹 教 人   商 工 観 光 課 長  竹 﨑 澄 人 

  定 住 推 進 課 長  中 山 繁 美   環境上下水道課長  明 石 満 雄 

  市 民 保 険 課 長  植 田 佐 智  《香北支所》  

  健康介護支援課社会長寿班長  野 邑 裕 永   支 所 長  前 田 哲 夫 

 【教育委員会部局】  

  教 育 長  時 久 惠 子   教 育 振 興 課 長  公 文   薫 

  教 育 次 長  秋 月 建 樹   生涯学習振興課長  黍 原 美貴子  
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市長提出議案の題目  
 議案第 ４５号 令和２年度香美市一般会計補正予算（第１５号） 

 議案第 ４６号 令和２年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）  

 議案第 ４７号 令和２年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）  

 議案第 ４８号 令和２年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４

号） 

 議案第 ４９号 香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
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 同意第  １号 香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 同意第  ２号 香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 同意第  ３号 香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について  
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議事日程  
令和３年香美市議会定例会３月臨時会議議事日程  

                        （審議期間第１日目  日程第１号）  

令和３年３月３１日（水） 午前１０時開議 

 日程第１ 審議期間の決定  

 日程第２ 会議録署名議員の指名  

 日程第３ 諸般の報告 

   １．議長の報告  

   ２．市長の報告  

     （１）行政の報告並びに提案理由の説明  

 日程第４ 議案第 ４５号  令和２年度香美市一般会計補正予算（第１５号）  
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 日程第７ 議案第 ４８号  令和２年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第４号）  

 日程第８ 議案第 ４９号  香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の

制定について  

 日程第９ 同意第  １号  香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について  
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会議録署名議員  
 １４番、大岸眞弓君、１５番、爲近初男君（審議期間第１日目に審議期間を通じ指名）  
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議事の経過  
（午前１０時０１分 開会 開議） 

○議長（利根健二君）    ただいまの出席議員は１９人です。定足数に達していますの

で、これから令和３年香美市議会定例会を再開し、３月臨時会議を開会いたします。  

  議事日程に入る前に報告します。８番、小松 孝君は、欠席という連絡がありました。  

  直ちに本日の会議を開きます。  

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。  

  日程第１、審議期間の決定を議題といたします。  

  本件につきましては、本日の議会運営委員会で協議をいただいております。協議結果

につきましては、議会運営委員会委員長、比与森光俊君から協議結果報告書が提出され

ていますので、御覧いただきたいと思います。 

  お諮りします。今臨時会議の審議期間は、委員長報告のとおり本日１日としたいと思

います。これに御異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    異議なしと認めます。よって、審議期間は本日１日と決定い

たしました。 

【審議期間予定表  巻末に掲載】  

  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則の定めるところにより、今臨時会議を通じて、１４番、

大岸眞弓さん、１５番、爲近初男君を指名いたします。両名はよろしくお願いいたしま

す。 

  日程第３、諸般の報告を行います。  

  初めに、議長の報告をいたします。 

  令和３年香美市議会定例会３月定例会議において可決されました、オンライン本会議

の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書の提出について、新たな感染症発生

の危険性に備え、ワクチンや治療薬等の研究・開発を強化するよう求める意見書の提出

についてにつきましては、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各大臣へ送付

いたしました。  

  次に、監査委員から、例月現金出納検査の結果について報告書が提出されています。  

  その他の報告事項につきましては、お配りしました議長報告書のとおりです。  

  日程第４、議案第４５号、令和２年度香美市一般会計補正予算（第１５号）から、日

程第１１、同意第３号、香美市固定資産評価審査委員会委員の選任についてまで、以上

８件を一括議題といたします。  

  行政の報告及び提案理由の説明を求めます。市長、法光院晶一君。  

○市長（法光院晶一君）   おはようございます。年度の最終日でありまして、大変多

忙を極めるところ、議員の皆様には３月臨時会議に御出席いただき、誠にありがとうご
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ざいます。  

  御心配をおかけいたしております、社会福祉協議会の消費税の件でございますけれど

も、２４日、直ちに本税の納付を終えました。そして、関係機関と鋭意協議をしており

まして、税務署につきましても、延滞金等についていろいろと事情を酌んでいただける

ような状況になってきておりますので、大いにもう少し話を詰めていきたいと思ってお

ります。  

  社会福祉協議会につきましても、大変厳しい中でありますけれども、責任を感じ、負

担をしなければならないという立場に立っていただいておりますので、さらに話を詰め

て、皆様方に報告が一日も早くできるようにしてまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。  

  それでは、本臨時会議に提出いたしました議案につきまして、提案理由の説明を申し

上げます。  

  議案第４５号、令和２年度香美市一般会計補正予算（第１５号）は、生活用品確保等

支援事業負担金の追加、実績見込み等による減額ほか、繰越明許費及び地方債補正を行

うものであります。  

  議案第４６号、令和２年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）は、原水

及び浄水費の簡易水道施設清掃等維持管理委託料事業費の精査により減額を行うもので

す。 

  議案第４７号、令和２年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）は、下水道維持管理費の終末処理場維持管理委託料等の精査、修繕工事費の事業

確定による減額補正を行うものです。  

  議案第４８号、令和２年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４

号）は、国民健康保険システム改修に伴う財源の振替を行おうとするものです。  

  議案第４９号、香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定については、改正省令の公布に伴い、

条例の一部を改正しようとするものです。  

  同意第１号、同意第２号及び同意第３号は、香美市固定資産評価審査委員会委員の選

任についてでございます。  

  以上、議案５件、同意３件でございます。適切な御決定を賜りますよう、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。  

○議長（利根健二君）    これで行政の報告及び提案理由の説明を終わります。  

  お諮りします。先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたが、今臨時会議に

提案された議案は、会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思

います。これに御異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    異議なしと認めます。よって、今臨時会議に提案された議案



－6－ 

は委員会付託を省略することに決定いたしました。  

  これから、日程第４、議案第４５号、令和２年度香美市一般会計補正予算（第１５号）

を議題といたします。  

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。企画財政課長、佐竹教人君。  

○企画財政課長（佐竹教人君）    議案第４５号、令和２年度香美市一般会計補正予算

（第１５号）について説明いたします。  

  令和２年度香美市一般会計補正予算（第１５号）  

  令和２年度香美市の一般会計補正予算（第１５号）は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算の補正）  

  第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７ ,９５８万３ ,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２４億１０８万６ ,０００円とする。  

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

  （繰越明許費の補正）  

  第２条 繰越明許費の変更は、「第２表  繰越明許費補正」による。  

  （地方債の補正）  

  第３条 地方債の変更は、「第３表  地方債補正」による。  

  令和３年３月３１日提出、香美市長  法光院晶一  

  今回の補正予算は、生活用品確保等支援事業負担金の追加や実績見込み等による各事

業費の減額等のほか、繰越明許費及び地方債の補正を行うものでございます。  

  なお、「第１表 歳入歳出予算補正」３ページから９ページまでと、歳入歳出補正予

算事項別明細書１３ページから１５ページまでと、款項目節の内訳１６ページから２５

ページまでにつきましては、議案細部説明書の中で概要をお示ししておりますので御参

照ください。  

  続きまして、１０ページの「第２表  繰越明許費補正」につきましては、今回、２０

件、３億４ ,８２９万７ ,０００円を追加し、総額で２１億６ ,０４２万２ ,０００円と

しております。  

  次に、１２ページの「第３表  地方債補正」につきましては、５件について変更し、

限度額を２０億７ ,１９５万７ ,０００円といたしました。起債の方法、利率、償還の

方法につきましては、補正前と同じでございます。  

  なお、本年度の一般会計に係る市債の内訳につきましては、議案細部説明書にお示し

しているとおりでございます。  

  以上で補足説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。  

○議長（利根健二君）    補足説明が終わりましたので、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。  

  １２番、濱田百合子さん。  
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○１２番（濱田百合子君）   １２番、濱田です。議案書１６ページの２項、県補助金、

２目、民生費県補助金、高知県あったかふれあいセンター事業費補助金のことについて

伺います。  

これは令和２年度当初予算が４８０万５ ,０００円だったと思うんですけれども、確

認ですが、令和２年度もその消費税分を加えての申請をしていなかったので、今回、消

費税分を新たに申請をして、その結果、県のほうから補助金として４７万円が歳入に入

るというような流れの理解でいいでしょうか。  

○議長（利根健二君）    福祉事務所長、中山泰仁君。  

○福祉事務所長（中山泰仁君）    御説明申し上げます。  

  当該歳入予算の補正につきましては、香美市一般会計補正予算（第１４号）で御承認

いただきました、令和２年度事業委託料の消費税相当額９４万１ ,７６７円の増額に伴

う県費補助金の変更交付申請によるものでございます。  

  以上でございます。 

○議長（利根健二君）    ほかにありませんか。  

  １２番、濱田百合子さん。  

○１２番（濱田百合子君）   関連で、国庫補助金のほうには生活困窮者自立支援事業

費についての消費税分は上がっていないんですけど、これについては令和２年度は難し

かったと、できなかったということでしょうか。 

○議長（利根健二君）    福祉事務所長、中山泰仁君。  

○福祉事務所長（中山泰仁君）    御説明申し上げます。  

  生活困窮者自立支援事業費に係る国庫補助金につきましては、個別の事業費ごとに補

助基準額が設定されており、自立相談支援事業が１ ,０５０万円、就労支援事業と家計

改善支援事業を合わせた適用基準額が１ ,２４５万円となっております。本年度事業費

は消費税相当額の増額補正前の時点で、自立相談支援事業が１ ,２０６万９ ,０００円、

就労支援事業、家計改善支援事業で１ ,３３１万４ ,０００円となっており、既に国庫

補助基準額に達しているため、超過分に対する補助金交付が制度上なされないものとな

っております。  

  以上でございます。 

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）    議案書１８ページでお伺いいたします。  

市債の３つ目、教育債の中に、過疎対策事業債で４１０万円の減額になっているんで

すけど、細部説明書の２ページに、市債の５行目、「教育債４１０万円の減額は、義務

教育施設整備事業において、山田小学校空調・照明改修事業の補助対象外経費の増額に

よる過疎対策事業債３０万円の追加」となっていますので、この補助対象外経費の増額

の中身、何が増えてというようなところをちょっとお聞かせください。  
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○議長（利根健二君）    休憩いたします。 

（午前１０時１６分 休憩） 

（午前１０時２７分 再開） 

○議長（利根健二君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  答弁がちょっと遅れていますので、森田議員の質問以外で質疑がありましたらお受け

いたします。  

  １１番、山崎晃子さん。  

○１１番（山崎晃子君）   議案書２０ページでお聞きいたします。  

企画費の中の１８節、生活用品確保等支援事業負担金ということで、この議案細部説

明書にも書かれておるわけですけれども、ちょっと分かりにくいので、もう少し詳しく

説明を聞きたいところなんですが、新たに購入するのか、買換えのことなのか、もう少

し詳しく説明をお願いいたします。  

○議長（利根健二君）    定住推進課長、中山繁美さん。  

○定住推進課長（中山繁美君）    山崎晃子議員の御質問にお答えいたします。  

  議案細部説明書のほうにも書いておりますように、今回、サンプラザが２トンの移動

販売車を６台購入するということで、この生活用品確保等支援事業負担金を出しており

ます。過疎・高齢化によりまして、中山間地域で生活する人々が安心して暮らし続ける

ことができる生活環境を築くことが目的となっておりまして、過疎地域の移動手段のな

い方が買物に困らないようにということで、今回、サンプラザが購入することになって

おります。  

  もともとこの６台につきましては、２０１６年にリースになっておりましたが、２０

２２年にリースが終わるということで、県のほうから御相談がございました。それで、

去年の暮れぐらいから３回、４回ぐらい県内の１６市町村と県とが集まりまして、ほか

の市町村も一緒に購入費を負担し合って、過疎地域の高齢者の生活環境を守るというこ

とで同意しております。 

  今後、県と協定書を結びながら、この負担金を、実績が出てきてからになりますので、

来年２月、３月ぐらいに払うような形になるかと思います。ただ、６台を購入するに当

たりまして、中に冷蔵庫を入れたりとか、いろんな整備がございますので、１１か月ぐ

らいかかるということで繰越しという形にはなっております。  

  ちなみに、香美市では繁藤と新改のほうに１トンの販売車は今行っておりまして、２

３人ぐらいの方が利用しておるというところでございます。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）   議案書２１ページの環境衛生費で、合併処理浄化槽設置
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整備事業補助金４０２万４ ,０００円の減額ということですが、この事業自体は人気で、

いつも使いたくても使えないということがあるんですが、併せて県の補助金もマイナス

になっているんですけど、どういう事情があってこういう減額になったのか、お尋ねし

ます。 

○議長（利根健二君）    環境上下水道課長、明石満雄君。  

○環境上下水道課長（明石満雄君）    お答えします。  

  実際、有効に活用しなければならないと思っておりますが、こと本年に関しては、昨

年度より多く１０件のキャンセルが、最終的によけキャンセルが出ておりまして、大幅

な減額となっております。  

○議長（利根健二君）    １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    キャンセルの理由を伺いたいです。個人の事情もあるん

ですけど、制度上何か使いにくいとか、やめておこうというふうに至った理由があれば、

お尋ねします。  

○議長（利根健二君）    環境上下水道課長、明石満雄君。  

○環境上下水道課長（明石満雄君）    お答えします。  

  制度上に関しましては、交付決定後の施工及び３月１５日までに完了するというよう

な条件がありまして、それに当てはまらない場合は補助金の対象にならないという形も

あります。  

  今回につきましては、１０件のうち３件につきましては、令和４年度へ予約が入って

おります。ただ、残りの７件については、現在のところちょっと未確定となっておりま

して、実際のところ、建築の取りやめ、もしくは補助金を受けないか何かの理由で、今

のところ予約が出てきておらない状態です。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかにありませんか。  

  １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    やっぱり１０件もキャンセルが出るということは、何か

改善するべきところがあると思うんです。中には待ってる人もおられますのでね。実際

もう申込みがいっぱいやからできませんよと言うて、断られたケースも幾つか聞いてお

ります。そのときに、キャンセルになりましたと、次年度ですという。またいっぱいで

すと、こういう繰り返しをするのは、どこかのところにやっぱり改善の余地があると思

いますので、これはぜひ課のほうで検討いただきたいということですが、いかがでしょ

う。 

○議長（利根健二君）    環境上下水道課長、明石満雄君。  

○環境上下水道課長（明石満雄君）    従前から御指摘いただいているとおり、もうち

ょっと何か検討したいと考えております。  

  以上です。  
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○議長（利根健二君）    先ほどの森田議員の質問に対して、答弁が準備できたようで

すので、お願いいたします。  

  教育振興課長、公文 薫さん。  

○教育振興課長（公文  薫君）   森田議員の御質問にお答えいたします。  

  ここの補助対象外経費は何かという御質問ではありますが、総額実績で国の補助金を

頂くようになっていますので、実績額で見たときに、国の補助対象基準額を上回った部

分を過疎債で充てさせていただいておりますので、どれがというところではございませ

ん。 

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    議案書２２ページの観光費、指定管理者支援金２０４万

円減額の部分で聞きます。  

議案細部説明書では、べふ峡温泉分が不用になったと書かれています。ザ・シックス

ダイアリーかほくホテルアンドリゾート等も踏まえてやられたんですけど、この２０４

万円というががどういう積算根拠で不用になったのか、そこのところを詳細にお聞きし

ます。 

○議長（利根健二君）    商工観光課長、竹﨑澄人君。  

○商工観光課長（竹﨑澄人君）   お答えいたします。  

  当該事業支給対象条件の一つとしまして、令和２年４月から１２月までの期間におき

まして、収支の合計が赤字であるというのがございました。今回、去年の４月から１２

月までの収支を見ましたところ、べふ峡温泉につきましては、国の持続化給付金、それ

からリカバリーの協力金、県の休業要請協力金等の各種助成金が入っておりまして、そ

れを収入として含めましたところ収支がプラスになりましたので、今回は対象にならな

いので落としたところであります。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかにありませんか。  

  １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    ということは、ザ・シックスダイアリーかほくホテルア

ンドリゾートのほうは、それを入れてもプラスにならなかったという認識でいいのか。  

○議長（利根健二君）    商工観光課長、竹﨑澄人君。  

○商工観光課長（竹﨑澄人君）   ホテルにつきましては、おっしゃられましたとおり、

昨年の収支は、そういった国の持続化給付金等の助成を含めましてもマイナスであった

ということです。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  
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  １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    議案書２１ページの農業振興費、収入保険制度支援対象

事業のマイナスについて少しお話を聞きたいんですが、議案細部説明書７ページにも書

かれております。  

実際、高知県農業共済組合連合会なんかからの話合いもあって、この事業を５００万

円の予算でやって、活用戸数が４１戸ということで、１０万円を上限に支援するという

ことで前説明があったようなところでありますけれども、現実問題半分も使われなかっ

たと。使ってもらいたいという宣伝も踏まえて、どういう取組をなされてこの結果が出

たのかということをお尋ねします。  

あわせて、やっぱり何かハードルの高さがあったのか、そこら辺はいかがでしょうか。  

○議長（利根健二君）    農林課長、川島  進君。  

○農林課長（川島  進君）   お答えいたします。  

  事業の周知等の面で申し上げますと、農業共済組合連合会がチラシを作成しまして、

農済と関連する農家へ郵送したり、高知新聞へチラシを折り込みしたり、あと市のホー

ムページで事業の周知は行っております。  

  それから、件数につきましては４１件ということで、想定しておりました５０件に対

しましては約８割届いておりますが、補助金としましては、農業者によって掛金がそれ

ぞれ違いますので、平均したところ５万４ ,０００円ぐらいのため、補助金は少々余っ

てしまったということになっています。  

  ハードルは特に高いものではなかったように思っております。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  ４番、依光美代子さん。  

○４番（依光美代子君）   先ほど山﨑龍太郎議員が聞かれた、観光費の指定管理者支

援金のところで、べふ峡温泉への支援金が要らなくなったということでございますが、

私の思い違いかも分からんけど、前にこの指定管理者支援金が補正で上がったときの金

額は、ザ・シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾートのほうが８７４万９ ,００

０円で、べふ峡温泉が２５４万８ ,０００円だったと思うがです。今回この減額引くと

５０万８,０００円が残るんですけれど、その辺の説明お願いします。  

○議長（利根健二君）    商工観光課長、竹﨑澄人君。  

○商工観光課長（竹﨑澄人君）    お答えいたします。  

  おっしゃられましたとおり、予算計上時は今言われましたとおりの金額でございまし

た。予算を執行するに当たりまして、ザ・シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾ

ートのほうを実際に計算しましたところ５０万８ ,０００円プラスになりましたので、

先にそちらをホテルのほうへ使わせていただきまして、後ほどべふ峡温泉が該当になっ

た暁には予備費で対応するというような方向で、その分の差額が出ております。  
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  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １４番、大岸眞弓さん。  

○１４番（大岸眞弓君）   議案細部説明書５ページの繰越明許費の繰越理由のところ

で１点だけお聞きいたします。  

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、一部準備について年度内完了が困難

なため繰越しと書かれておりますけれども、これは従来質問等でも説明を受けてきたこ

とでの計画の遅れなのか、どの程度その準備が残っているのかということと、ワクチン

の入り数については現時点で分かっておりますでしょうか。  

○議長（利根健二君）    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（利根健二君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  １４番、大岸眞弓さん。  

○１４番（大岸眞弓君）   先ほどの質問につきましては取下げをいたしますので、答

弁結構です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡  優君）   議案細部説明書６ページで先ほど説明があったんですが、全

体的にちょっと明らかにしていただきたいのは、６台買うお金の総額で、県も負担し、

あとの１６市町村も含めての負担で、基本負担が人口とかも含めて何を根拠にしている

のか、それから、その案分はどういう形になってるか、その積算根拠を示していただき

たい。 

あと、他の業者もありますね、移動販売の関係は。今、香美市での移動販売関係等の

全体像が分かれば。分からなかったら分からないで構いませんけど、あと香北町含めて

４業者ぐらいあると思うんですけど、お願いします。  

○議長（利根健二君）    定住推進課長、中山繁美さん。  

○定住推進課長（中山繁美君）    お答えいたします。  

  まず、この積算根拠でございますが、１台が１ ,０４５万円掛ける６台で６ ,２７０

万円ということになります。これを県が３分の１、市町村が３分の１、事業者が３分の

１ということで、それぞれ２ ,０９０万円ということになります。今度、市町村分の３

分の１の２ ,０９０万円を１６市町村で案分いたしております。その案分方法につきま

しては、基本負担金６５万３ ,０００円ということで、１６市町村で半分ぐらいの

１ ,０４４万８ ,０００円になります。その後、上乗せ配分の地区割りということで、

それぞれの地区にどのくらい入っているか、香美市ではちなみに２地区入っております。
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２地区の分については、５地区未満ということで５５万８ ,０００円を香美市と本山町

と香南市で割りまして１８万６ ,０００円、先ほど言いました６５万３ ,０００円と１

８万６,０００円を足しまして、８３万９,０００円になります。  

  ちなみに、他の事業者ということでございますが、サンプラザ、それからＪＡ、それ

からとくし丸、それから物部町は信崎食料品店も回っているという感じでございます。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    議案細部説明書４ページで、中学校費に書かれています

組替予算で、この中学校プールの残響音について、現状どうなっているのか。残響音の

現状ですね。  

○議長（利根健二君）    教育振興課長、公文 薫さん。  

○教育振興課長（公文  薫君）   御質問にお答えいたします。  

  現在工事を進めておりまして、もうほとんど膜天井を張り終えた状態で、これから足

場を撤去していくという状況になっております。現場に出向いて確認をしている状況に

おいては、かなり軽減された感覚は持っております。全部足場とかも撤去して、きちん

と原状になった段階で調査、最初にした調査と同じ状況で調査をして測って、数値等を

確認するような形になっています。調査に来てもらう事業者もありますので、きちんと

した日程をここでは申し上げられませんけれども、４月中ぐらいをめどにはしておりま

す。 

  以上です。  

○議長（利根健二君）    １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    課長の感触は大体分かりましたけど、学校関係者の人な

んかも一緒にそういう状況は見ているのかな。見てたら、どういう反応なのかなという

がをちょっと。現状の認識でいいです。  

○議長（利根健二君）    教育振興課長、公文 薫さん。  

○教育振興課長（公文  薫君）   お答えいたします。 

  現場に入るときなどは御案内しておりますが、工事現場でもありますので、ちょっと

日程が合わなかったりして、今、学校の先生方と一緒に入るというところではありませ

んが、学校のほうは対策をしていただけているという認識でおります。足場も撤去した

ら一度入っていただきたいとは思っております。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １５番、爲近初男君。  

○１５番（爲近初男君）   議案細部説明書４ページの１１款、１項の場所など、状況

説明をお願いします。  
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○議長（利根健二君）    建設課長、井上雅之君。  

○建設課長（井上雅之君）    お答えいたします。  

  農業施設災害復旧費についてになりますが、過年災分と単独災、補助災の過年災、補

助災の現年災等、地区別に言えば各地区がばらばらとなっております。そのうち一部が

災害ですので繰越し、令和３年度への予算組替え等という形になっております。まだ現

地で動きゆうため、繰越し分もあったりしますが、どうしても農災ですので農地関係で、

大体土佐山田地区、香北地区、物部地区とあるがですけど、物部地区はそんなにありま

せんが、田が始まったり稲作が始まってちょっと中止になったという形での精算となり

ます。今のところ現況把握しちゅうのが、農地が香北地区、土佐山田地区含めまして、

単独災、補助災入れまして約１３件、香北地区が４件程度という認識、まだちょっと動

きよりますので、そこら辺はちょっと。それと、合算にして件数をくっつけたり、１件、

２件が動いたりしていますが、大体そのような形で認識しております。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  ４番、依光美代子さん。  

○４番（依光美代子君）   議案細部説明書４ページの教育費ですが、上から３行目に

感染症対策備品と書かれています。備品とはどういうものをいうのでしょうか。  

○議長（利根健二君）    教育振興課長、公文 薫さん。  

○教育振興課長（公文  薫君）   備品につきましては、サーマルカメラといって、映

して体温を測る割合性能のいいものを希望しております。それから、密を避けて屋外で

活動するときのためのテント等を想定したものでございます。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかにありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  これから討論を行います。討論はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

  これから、議案第４５号を採決いたします。  

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（利根健二君）    全員起立であります。よって、議案第４５号は、原案のとお

り可決されました。  

  日程第５、議案第４６号、令和２年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）

を議題といたします。  

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。環境上下水道課長、明石満雄君。  
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○環境上下水道課長（明石満雄君）    議案第４６号、令和２年度香美市簡易水道事業

特別会計補正予算（第６号）について説明します。  

  令和２年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）  

  令和２年度香美市の簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）は、次に定めるところ

による。  

  （歳入歳出予算の補正）  

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３７３万３ ,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億８ ,４２１万円とする。 

  第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

  令和３年３月３１日提出、香美市長  法光院晶一  

  内容につきましては、原水及び浄水費の簡易水道施設清掃等維持管理委託料事業費精

査による減額の補正を行うものであります。詳細は議案細部説明書のとおりとなります。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    補足説明が終わりましたので、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  これから討論を行います。討論はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

  これから、議案第４６号を採決いたします。  

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（利根健二君）    全員起立であります。よって、議案第４６号は、原案のとお

り可決されました。  

  日程第６、議案第４７号、令和２年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号）を議題といたします。  

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。環境上下水道課長、明石満雄君。  

○環境上下水道課長（明石満雄君）    議案第４７号、令和２年度香美市特定環境保全

公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について説明します。  

  令和２年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）  

  令和２年度香美市の特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正）  

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６００万円を減額し、歳入歳出予
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算の総額を歳入歳出それぞれ１億４ ,３０７万４,０００円とする。 

  第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

  令和３年３月３１日提出、香美市長  法光院晶一  

  内容につきましては、下水道維持管理費の終末処理場維持管理委託料等の精査及び修

繕工事費の事業確定による減額の補正を行うものとなっております。  

  細かい内容につきましては、議案細部説明書のとおりとなります。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    補足説明が終わりましたので、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。  

  １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    議案書８ページの、先ほども言われました終末処理場維

持管理委託料マイナス３００万円で、この精査ということですわね、委託料は当初組ん

じょって、どういう精査を行ってマイナス３００万円という結果にたどり着いたのか、

詳しくお尋ねします。  

○議長（利根健二君）    環境上下水道課長、明石満雄君。  

○環境上下水道課長（明石満雄君）    お答えします。  

  令和２年度、令和３年度と債務負担行為により予算計上していたものですが、実際入

札による減額分となります。精査というより入札減による減額分であります。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    ちょっとその入札の仕組みを御教授いただけますか。も

う決まったところに委託しちょったん違いますかね、何社かで入札していましたかね。 

○議長（利根健二君）    環境上下水道課長、明石満雄君。  

○環境上下水道課長（明石満雄君）    ちょっと訂正させていただきます。入札ではな

く随意契約であります。随意契約について一応積算して予算計上した分と、契約額の減

額分との差額になっております。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    １３番、山﨑龍太郎君。  

○１３番（山﨑龍太郎君）    債務負担を起こしておいて、実際要らざったから減るけ

ど、減った根拠は今分かりませんかね。  

○議長（利根健二君）    環境上下水道課長、明石満雄君。  

○環境上下水道課長（明石満雄君）    申し訳ありません。減った根拠、内容等、積み

上げやいろんな差額については、ちょっと現在のところ資料を持ち合わせておりません。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  
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「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑がないようですので、これで質疑を終わります。  

  これから討論を行います。討論はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

  これから、議案第４７号を採決いたします。  

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（利根健二君）    全員起立であります。よって、議案第４７号は、原案のとお

り可決されました。  

  日程第７、議案第４８号、令和２年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第４号）を議題といたします。  

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   議案第４８号、令和２年度香美市国民健康保険特別

会計（事業勘定）補正予算（第４号）の補足説明を行います。 

  令和２年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）  

  令和２年度香美市の国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）は、次に

定めるところによる。  

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予

算補正」による。  

  令和３年３月３１日提出、香美市長  法光院晶一  

  詳細は議案細部説明書のとおりです。よろしくお願いいたします。 

○議長（利根健二君）    補足説明が終わりましたので、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。  

  １４番、大岸眞弓さん。  

○１４番（大岸眞弓君）    このシステム改修費につきまして２７９万６ ,０００円の

減額補正、一般会計から繰り入れるようにしておったところが、国のほうから補助金と

して出るようになったために振替となっておりますが、この２７９万６ ,０００円はシ

ステム改修に係る全額でしょうか。  

○議長（利根健二君）    市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   大岸議員の御質問にお答えします。  

  今回出しておりますシステム改修につきましては、繰越しもありませんので、この内

容で済んでおります。  

○議長（利根健二君）    １４番、大岸眞弓さん。  

○１４番（大岸眞弓君）   システム改修が１００％国の補助金で行われるようになっ

たのかということの確認と、この改修につきましては、マイナンバーカードを国民健康
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保険証として使えるようにするためのシステム改修に係る費用でしょうか。  

○議長（利根健二君）    市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   事業費の全額が補助されるかどうかにつきましては、

確認させていただきます。  

  それと、マイナンバーカードの件ですけれども、今回の改修によりまして、マイナン

バーカードを使って、各医療機関等で保険証として使用できるようにするためのデータ

を送る、送信できるといいましょうか、利用できるようにするための改修になります。  

○議長（利根健二君）    休憩します。  

（午前１１時０３分 休憩） 

（午前１１時１３分 再開） 

○議長（利根健二君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）    大岸議員のシステム改修に係る補助割合についてお

答えさせていただきます。  

  これは全額補助ではありますけれども、１ ,０００円未満を切り捨てられますので、

端数の分は香美市の持ち出しとなります。  

  以上です。  

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑がないようですので、これで質疑を終わります。  

  これから討論を行います。討論はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

  これから、議案第４８号を採決いたします。  

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（利根健二君）    全員起立であります。よって、議案第４８号は、原案のとお

り可決されました。  

  日程第８、議案第４９号、香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたし

ます。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。健康介護支援課社会長寿班長、野

邑裕永さん。 

○健康介護支援課社会長寿班長（野邑裕永君）   議案第４９号、香美市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正す
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る条例の制定についての補足説明を行います。  

  議案第４９号、香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について  

  令和３年３月３１日提出、香美市長  法光院晶一  

  介護サービスに係る人員、設備、運営等の基準は、介護保険事業計画の期間に合わせ、

３年に１度大規模な見直しが行われます。本案は、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号）が

令和３年１月２５日に公布され、令和３年４月１日から施行されることにより、香美市

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、香美

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に関する基準等を定める

条例、香美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３つの条例改正を行うものです。  

  詳細は新旧対照表を御覧になっていただきたいと思います。  

  以上で補足説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。  

○議長（利根健二君）    補足説明が終わりましたので、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  これから討論を行います。討論はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

  これから、議案第４９号を採決いたします。  

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（利根健二君）    全員起立であります。よって、議案第４９号は、原案のとお

り可決されました。  

  日程第９、同意第１号、香美市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。  

  まず、執行部に提案理由の補足説明を求めます。総務課長、川田  学君。  

○総務課長（川田  学君）   それでは、同意第１号の説明をいたします。  

  同意第１号、香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

  下記の者を香美市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。  

記 
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  住  所 香美市土佐山田町佐野６９３番地  

  氏  名 前田 巧 

  生年月日  昭和２２年６月１３日  

  令和３年３月３１日提出、香美市長  法光院晶一  

  なお、経歴は参考資料のとおりですので、御覧ください。  

  以上、よろしくお願いいたします。  

○議長（利根健二君）    補足説明が終わりました。  

  お諮りします。本案は人事案件でありますので、香美市議会運営申合せ事項第６項第

２号の規定により質疑、討論を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  

  これから、同意第１号を採決いたします。  

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（利根健二君）    全員起立であります。よって、同意第１号は、原案のとおり

同意することに決定いたしました。  

  日程第１０、同意第２号、香美市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。  

  まず、執行部に提案理由の補足説明を求めます。総務課長、川田  学君。  

○総務課長（川田  学君）   同意第２号を説明させていただきます。  

  同意第２号、香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

  下記の者を香美市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。  

記 

  住  所 高知市春野町西分１８２０番地１  

  氏  名 原田春芽 

  生年月日  昭和４７年１０月５日  

  令和３年３月３１日提出、香美市長  法光院晶一  

  経歴は参考資料のとおりですので、御覧ください。  

  よろしくお願いいたします。  

○議長（利根健二君）    補足説明が終わりました。  

  お諮りします。本案は人事案件でありますので、香美市議会運営申合せ事項第６項第

２号の規定により質疑、討論を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  

  これから、同意第２号を採決いたします。  
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  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（利根健二君）    全員起立であります。よって、同意第２号は、原案のとおり

同意することに決定いたしました。  

  日程第１１、同意第３号、香美市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。  

  まず、執行部に提案理由の補足説明を求めます。総務課長、川田  学君。  

○総務課長（川田  学君）   同意第３号を説明させていただきます。  

  同意第３号、香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

  下記の者を香美市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。  

記 

  住  所 高知市越前町２丁目７番４号  

  氏  名 山本直子 

  生年月日  昭和５１年１１月２６日 

  令和３年３月３１日提出、香美市長  法光院晶一  

  経歴は参考資料のとおりですので、御覧ください。  

  以上、よろしくお願いいたします。  

○議長（利根健二君）    補足説明が終わりました。  

  お諮りします。本案は人事案件でありますので、香美市議会運営申合せ事項第６項第

２号の規定により質疑、討論を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  

  これから、同意第３号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（利根健二君）    全員起立であります。よって、同意第３号は、原案のとおり

同意することに決定いたしました。  

  以上で、今臨時会議に付された議案は全て議了いたしました。  

  以上をもちまして、３月臨時会議を終了し、令和３年香美市議会定例会を散会いたし

ます。 

（午前１１時２３分 散会）  
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地方自治法第１２３条第２項の規定による署名者  

 

 

          議  長 

 

 

          署名議員  

 

 

          署名議員  
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令和３年香美市議会定例会３月臨時会議 
審議期間等の予定表  

審議期間 月日（曜日） 会        議        等 
第１日 ３月３１日（水） 本会議 ・審議期間の決定  

・会議録署名議員の指名  
・諸般の報告  
・議案提案  説明～採決     

議会運営委員会の協議結果の報告    令和３年香美市議会定例会３月臨時会議について、議会運営委員会で協議し
た結果は次のとおりです。  
１ 臨時会議の審議期間等について 
（１） 審議期間は本日１日とします。なお、会議の都合により審議期間の延長

を必要とする場合は議長に一任します。  
（２） 会議は予定表のとおりであり、委員会の付託を省略して、本会議で審議

採決します。  
（３） 同意第１号から第３号は、人事案件であり香美市議会運営申し合わせ事 

項第６項の規定により、委員会付託、質疑、討論を省略して提案説明から 
採決まで行います。  

２ 一般質問の提出期限について 
（１） 原則午前９時とする。ただし、土佐山田町繁藤地区、香北町、物部町は

午前１０時を認める。 
（２） 抽選時間は午後１時とする。 
（３） 課長会の午後３時以降の開催を執行部に申し入れる。 
（４） 香美市議会運営申し合わせ事項改正の施行日は議長に一任する。 



　１．議　案　関　係

事 件 の
番 号

件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決結果
議　決
年月日

  議案
  第 45 号

令和２年度香美市一般会計補正予算（第１５号） 原案可決 3. 3.31

  議案
  第 46 号

令和２年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第６号） 原案可決 3. 3.31

  議案
  第 47 号

令和２年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算
（第３号）

原案可決 3. 3.31

  議案
  第 48 号

令和２年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算
（第４号）

原案可決 3. 3.31

  議案
  第 49 号

香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について

原案可決 3. 3.31

  同意
  第 １ 号

香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案同意 3. 3.31

  同意
  第 ２ 号

香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案同意 3. 3.31

  同意
  第 ３ 号

香美市固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案同意 3. 3.31
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