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平成２１年３月第１回室戸市議会定例会会議録（第２号） 
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  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（町田又一君） 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、諸般の報告を議会事務局長よりいたさせます。木下議会事務局長。 

○議会事務局長（木下恵介君） 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16名中欠席届１名、現在15名の出席でございます。 

 欠席議員は、山下浩平議員、入院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（町田又一君） ここで御報告いたします。 

 昨晩、小松市長が入院をされました。詳細について、武内副市長から報告をお願いします。

武内副市長。 

○副市長（武内土佐雄君） おはようございます。貴重な時間をいただきましてありがとうご

ざいます。 

 先ほど議長さんからもお話をいただいたところでございます。市長が１週間ほど前から風邪

を引きまして高熱が続いておりました。体調を調整をしながらの議会への準備を進めてきたと

ころでございますが、昨夜遅く医療センターのほうに検査入院をいたしました。 

 今後の予定でございますが、きょうから検査が始まるということでございますので、その検

査結果でないとわからないということでございます。 

 ３月定例会は本日から一般質問の日程となっておりますが、今後の議会の日程等につきまし

て、議会での御協議いただきますようにお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（町田又一君） 次に、議会運営委員会委員長にお願いをいたします。本日からの日程

について、議会運営委員会を開会していただき協議をお願いします。 

 議会運営委員会開会の間、休憩をいたします。 

            午前10時２分 休憩 

            午前11時９分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会委員長の報告を求めます。久保善則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（久保善則君） 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど議長出席のもと、議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありました日程について

協議を行い、日程については変更しないとい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。 
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○議長（町田又一君） ただいまの委員長の報告のとおり、日程の変更はいたしません。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 日程第１、一般質問を行います。 

 それに先立ちまして、林竹松君より一般質問の取り下げの申し出がありました。会議規則第

51条の規定により質問の順序が繰り上がりますので、御協力をお願いいたします。 

 一般質問を行います。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。2009年３月議会におきまして、改革を進める鷹山会が室

戸市民を代表いたしまして一般質問を行います。 

 大項目の１、市温浴施設健全化への総合的な施策について。 

 この質問に入る前に、まず訂正をお願いをいたします。大項目の１の(3)のミクプランニン

グの経営方針をバーデハウス室戸の経営方針に訂正をお願いをいたします。そして、大項目の

３の市長の組織リーダーとしての姿勢について、この項目をすべて取り下げますので、よろし

くお願いをいたします。 

 では、質問に入ります。 

 (1)開業以来の問題点と市民の意思について。 

 今議会の21年度当初予算案には、市温浴施設を管理運営している指定管理者に対する財政支

援の予算が提案されております。ですが、議会の判断は市民の意向を受けてどのように変化す

るかわかりませんので、ここからの質問は、指定管理者への支援と撤退、市直営事業、新たな

指定管理者公募など、施設事業に関するさまざまな状況を想定してお聞きをしていきます。 

 問い１、本市はこの海洋深層水体験交流施設事業が始まったころの市の広報紙、16年９月議

会で指定管理者公募の告知をしておりまして、このころから現在までの約４年半、議会などに

おいてずっと健康増進施設として全国にＰＲをしてまいりました。温浴施設の位置づけとし

て、健康増進施設は、かっちり健康増進施設と言えるでしょうか、まずこの点をお伺いをいた

します。 

 さて、市温浴施設を運営する企業が開業以来２年９カ月で約１億4,000万円という巨額の累

積赤字を出し、巷間のうわさでは、いつ撤退するかという話が飛び交っておりますし、議会が

その支援をどう判断されるのかも注目をされております。思い返しますと、指定管理者公募と

選定、いやしの里計画に関係する３つの公共工事、そして指定管理者による運営と、その流れ

の中にはいろんなことがありましたが、余り褒めるようなことはないまま今に至っておりま

す。今さらの話で問題点を挙げれば切りがないですが、本市と指定管理者である企業との関係

の中で生まれたこれら４年間の一連の行為や対応は、全く私としては納得できず、ずっと許し

がたい思いを持っております。 

 それとは別に、市民の声を拾いますと、施設の利用者は温浴施設のプールはなかなかいい、

閉めずに続けてほしいと、おおむね好評であります。また、ある市民は、企業には最初から支
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援しないと市民に約束しちょったに、市長はなぜ支援したのか、21年度もまた大事な予算から

何千万円も支援するがあかと批判的であります。この両方とも室戸市民の意見でございます。

まとめますと、プールは存続させてほしいが、赤字経営の指定管理者に毎年赤字補てんの支援

をするのには反対だ、これが大半の市民の声でございます。もちろん私も市民派議員として、

市民の皆さんと同じ考えです。バーデ社への財政支援は無駄の一語に尽きるので撤退していた

だく、温浴施設は閉めない、定額の財政支援を条件に入れて指定管理者を新たに公募し、その

間は市直営で営業する、あの施設が健全経営に向かう方法はこれしかないと思っております。 

 議員のバイブル、議員必携の本には、悪や不公正を追及するには、何が善であり、何が正し

いのかを明確に示せとありました。これにこたえますと、行政は指定管理者委託事業のすべて

を公平公正に行い、指定管理者は健全経営に徹し、適正な業務に邁進し、発生する金銭的問題

等の責任は、すべて自社で責任を持って解決していただくこと、これが善で正義であると思い

ます。また、経営が好転する余地が全くない指定管理者に、行政が安易に次々と財政支援を行

うことと、破綻が予想される指定管理者が行政に依存すること、これが不義であります。政治

家に強く要求されるのは、先ほど申しました勇気です。市長は市民の求めに応じてバーデ社に

新たな支援を行わず、勇気を持って撤退を促し、今すぐ健全な管理者に任せるべく手続を始め

るべきだと思います。 

 問い２、お聞きをいたします。私が計算しますと、赤字続きで倒産も予想されますバーデハ

ウスに21年度は実質約4,557万円の財政支援を行う計算になり、そのうち国の地域活性化・生

活対策臨時交付金からは合計4,603万5,000円を充当することが議決されました。ですが、それ

はまたもや経営改善の効果を生まない無駄な投資になるのは間違いなく、もし21年度も経営改

善しなかったら、支援を決めた市長はその責任をどのようにとられるのかについてお伺いをい

たします。 

 (2)市長の政治姿勢と民意の重みについて。 

 市民はお怒りでございます。室戸市が赤字になっても支援せんというのを納得して応募して

きた会社が、赤字になったと泣きついてきたきにというて、なぜ大事な室戸市の予算から金を

出して助けちゃらないかんがなと。これは私が常に言ってきたことと同じで、これが今の市民

感覚だと思います。最初の約束を守れということであります。このことから、首長にしても議

会にしても時代を読んで判断することが非常に重要だとわかります。２年９カ月で約１億

5,000万円になんなんとする指定管理者の巨額な赤字に対する支援の問題について、今まさに

その時代を読んだ判断が問われているということになります。日本の経済状況、室戸の社会情

勢をよく知り、市民の暮らしぶりを読み解き、正しい判断を下す、そうやって時代を読む力、

先見性や洞察力を持って行動するのが我々市政にかかわる者の責務であります。これを読み解

けず誤った判断をしますと、住民の怒りを買うのは昨年暮れの一件でおわかりだと思います。 

 問い３、そこでお伺いをいたします。昨年行ったバーデ社への最初の支援について、市民は
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市民の血税を赤字企業に与えて無駄遣いをするなとお怒りですが、市長は昨年のバーデ社への

赤字補てんについて、市民の理解は得られたとお考えでしょうか、いまだに理解は得られてい

ないとお考えか、どちらでしょうか。 

 問い４、またバーデ社への２度目となる今回の支援の予算については、市民の皆さんの理解

を得られるとお考えでしょうか。理由は要りませんので、理解は得られるとお考えか、得られ

ないとお考えかだけお答えをください。 

 問い５、この点は税務課長にお伺いをいたします。昨年来の世界的な経済不況の影響を受け

て、日本全国で大企業や中小企業、それに関係の深い会社の経営が大幅に悪化し、倒産の危機

に陥っていますが、全国の自治体において、その企業収益悪化のあおりを受けて、法人税収入

が大きく落ち込み打撃を受けるのは必至であります。本市においても企業の倒産や廃業などの

影響から、19年度決算で約１億2,000万円あった法人税が20％ぐらい減少すると予測をされて

おります。この点を詳細に説明していただきたいと思います。 

 問い６、約20％に当たる二千四、五百万円の法人税減収が予想されるなど、21年度の危機的

財政において、一方でバーデ社には、さきの法人税収減の減少額と同額程度の財政支援を決め

ております。この税収減とこの財政支援とを対比して、市長の御見解をお伺いをいたします。 

 次に、(3)バーデハウス室戸の経営方針について。 

 問い７、かつて前市長は管理運営上で赤字が発生しても、それらの危機的状況は指定管理者

の責任において処理させると答弁をしております。また、昨年６月議会の15番議員の質問に対

し、市長は安易に支援する考えはないと答弁をしております。これは室戸市と議会、そして市

民への明確な約束でございます。ですが、市長は議会での市民とのこの約束をほごにし、簡単

に前言を翻して企業に支援しようとしております。では、あの安易に支援しないの発言は何だ

ったのかと思っておりますが、これについてお答えください。 

 次に、同じ６月議会で、前段の議員の質問に対し、市長が行った答弁です。バーデハウス室

戸からは20年５月末の撤退を取りやめ事業を継続したいとの考えが示された後、収支の状況を

点検、検証するとともに、20年度改善計画の作成に取り組んできたと答弁がありました。この

答弁は、１年前にバーデ社から事業を継続したいという方針が本市に示された後、収支状況が

実現可能かを本市が点検、検証した上であの20年度改善計画を策定し、それを20年６月議会に

資料として提出したという意味になります。だれが作成したかをなぜ言わないのか、これまで

わかりませんが、私はこれまでバーデ社がつくって提出した計画書を本市がチェックし、それ

を議会資料として出したものだと解釈しておりましたが、この答弁から見ますと、どうも違う

ように思います。事実をお答えいただきたいと思います。 

 問い８、あの20年度改善計画の20年度分の収支金額について、先輩議員には本市が策定した

と答弁しております。あれはどなたがつくったものでしょうか、バーデ社でしょうか、または

本市でしょうか。 
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 問い９、次に、17年９月議会に、当時の担当課長からバーデハウス室戸の経営方針について

答弁がありました。仮に運営収支の見込みが計画どおりにできない場合や収益が確保できない

場合、優先交渉権者は開業２年間に年間2,000万円程度の赤字が発生しても、資本金の中で対

応することを予想範囲とお聞きをしておりますと、担当課長は答弁しております。つまり、こ

れはバーデ社の八木社長と思われる方が、赤字が出たらバーデ社の資本金から毎年2,000万円

は出すと本市と約束したことになります。八木さんの約束が本当に実行されているかどうか、

ここで証明していただきたいと思います。18年７月の開業から21年３月までに、バーデハウス

室戸は自社の赤字に対し、資本金7,000万円のうちから幾ら切り崩してそれに投入したのか、

そして今バーデ社の資本金は幾らに目減りをしているのか、目減りをしてなかったらおかしな

話ですので、お伺いをいたします。もちろん虚偽答弁でごまかされたくないので、今回はそれ

を証明する書面も当然提出していただきたいと思っております。 

 問い10、もしバーデ社の資本金が7,000万円のままならば、契約不履行として今議会の支援

金の修正はもちろんのこと、昨年の2,400万円の支援金も返還させるべきですが、これを行い

ますでしょうか。 

 問い11、バーデハウスを実質経営しているミクプランニング社は、資本金9,400万円で日本

綜合地所の100％出資会社、よって日本綜合地所が破産したことにより、日本綜合地所が出資

した100％はゼロに限りなく近く消滅し、ミク社の資本金も変化していると考えられます。ミ

ク社の資本金は現在幾らになっているのかをお聞きをいたします。 

 問い12、この本市が危機的な財政状態にあるときに、いつ撤退するかもしれない赤字経営の

民間委託企業に対し、何千万円も予算を投下する、その危険きわまりない行政運営は間違って

おります。支援をやめて、その分を当初予算から取り下げるお考えはありませんでしょうか。 

 問い13、バーデ社の経営は健全だと市長は確約できますか、もしもバーデ社へのこの財政支

援を行った後、21年度に破産に陥ったり撤退した場合、市長の責任は大きいと思いますが、こ

の場合責任をどのようにとられますか。 

 次に、(4)支援議決前の住民説明会開催について。 

 市長は昨年９月議会でこうお答えになりました。私が、本市はバーデ社への赤字補てんの件

を４月末の議員総会で議員に意見を求めたが、その後５月初めに急遽住民説明会を市内各地で

開き、十分に我々の雇用主である市民の納得を得られてから財政支援を行うべきは当然の行政

手続であります。この行政決定における住民意思の把握、これを行ってこそ公平公正な行政運

営と言えます。それを住民説明会を開かず、市民の意思を聞かず、なぜ支援を決めたのでしょ

うかとただしたところ、市長は、このことは市民の方々にも状況説明をすることが大事である

と考え、７月の行政懇談会において説明したと答えられました。質問は、住民説明会を開か

ず、市民の意見を聞かずに、なぜ支援を決めたのでしょうかとお聞きをいたしました。つま

り、この問いの文意は、なぜ議会で支援を決める前に、つまり議会前に住民説明会を開いて住
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民の意見を聞かなかったのかと、時期が遅い点をお聞きしたもので、説明会を開いたかとは聞

いておりません。なのに、届け出た原稿の文意を取り違えたのか、住民への説明は６月議会後

の７月に行ったと答えられました。私がこういうふうにこだわるのは、議員の報酬も、市長や

市職員の給料も、すべて市民のお金である市の予算から賄われているからです。よって、市民

が室戸市という組織のいわば社長、その社長である市民の意思、民意によって、行政にかかわ

る我々が動くべきであるのは自明の理、だから結局は市長も市民に雇われた従業員の我々と一

緒の一人です。市長が結論を出す前に、その社長である市民から最終判断の意見をお聞きする

のは当たり前のことだと思います。胸襟を開いて意見交換すれば、自信もつき、活路が見出せ

るものを、臆病になって住民の中に飛び込んでいけない、このような行政運営では公平で公正

な行政運営と言えないと思います。首長というものは政策を実行する前に、憶せず勇気を出し

て住民に説明してこそ、住民自治にかなう政治の運用と言え、それでこそ住民の賛同を得るこ

とができます。 

 それと、問い14、市長は昨年６月議会前に、バーデ社への財政支援を決め、告示日に議案を

議会に提出しましたが、その前に住民に説明を行いませんでした。後で行ったといえども、そ

れは意味を持ちません。赤字補てんを行うとをなぜ昨年６月議会内に住民に説明しなかったの

か、議会前に市民が知れば反対されるからでしょうか、この点をお聞きをいたします。 

 問い15は取り下げます。 

 次に、(5)国の指定管理者制度と正しい行政手続について。 

 さて、本市の指定管理者制度に関する条例は、申すまでもなく国の地方自治法に基づいて制

定された本市の法律、その国の法律と本市の法律による規則が公募要綱と協定書であります。

その公募要綱には、審査の公平性に影響を与える行為があった場合は失格とするとあるから、

事前交渉を行った企業は指定管理者になる前に既に失格になっていなければならなかったし、

指定管理者による運営上の赤字を補うための財政支援は行わないとも公募要綱に明記してあり

ます。市長はそれらのことを承知で議会に財政支援の提案をし、予算を支出をしております。 

 問い16、そこでお聞きをいたします。地方自治法第244条の２の11項には、当該指定管理者

による管理を継続することは適当でないと認めるときは、その指定を取り消しまたは期間を定

めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができるとあります。これはバーデ社が

毎年5,000万円前後の赤字を出していることは、指定管理者として適当でないと認められ、そ

れを根拠にその指定の取り消しを申し渡すことができるという条項であり、この条項をもとに

指定管理者の指定を取り消すべきだと思います。これを行いますでしょうか。 

 問い17、本市とバーデ社とが締結した基本協定書の第34条１項の４には、乙の責めに帰する

事由により指定管理者による管理を継続することができないと甲が認めるときとあります。こ

の意味は、バーデ社の責任において発生した経営赤字によりバーデ社では管理運営を継続する

ことが不可能と室戸市が認めるときに当たり合致する条項で、この協定書を根拠に管理者の指
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定を取り消すことが可能です。これを行いますでしょうか。再度申しますと、国の指定管理者

制度では、自治法と条例に基づいて優先交渉権者を選び、その団体を指定管理者として議会に

提案し、それを決定し、協定書を締結するとあります。だから、この制度に基づき作成した公

募要綱や協定書に反する指定管理者への配慮は違法であり、指定を取り消すべきであります。 

 次に、(6)21年度運営計画の問題点について。 

 まず、バーデ社が提出しましたこの21年度運営計画は、収支で21万4,000円の黒字と、議会

対策としてなのか収入を上げ底にして帳じりを合わせてありますが、20年度改善計画のように

また赤字になると思っております。 

 では、その21年度運営計画の中からお聞きしますが、問い18、収入の部、入館料収入の備考

欄には、水曜日にレストランは休むが、そのほか、つまりプールと売店は営業すると書いてあ

ります。これは20年度改善計画で、それまでの７日から52日に定休日を45日ふやしたものを、

21年度はまた年７日だけ休むようにしたのでしょうか、それとも年中無休にしたのでしょう

か、お聞きします。 

 問い19、次に、レストラン収入の備考欄には、水曜日の定休をやめてと書いてあるのは、レ

ストランのほうもプール同様に定休日をなくして年中無休にしたと理解してよいのでしょう

か。しかし、上では反対に水曜日にレストランは休むとあります。どちらでしょうか、定休日

があるのでしょうか、休みなしに営業するのでしょうか。 

 問い20、レストラン収入としてあるのは、売り上げではなくて、実収入を計上してあります

が、本来はレストラン売り上げを収入に、レストラン経費を支出に計上し、その差額を計算す

ればレストランの実収入がわかるとするもので、ミクプランニンググループが最初に提出しま

した１回目の公募のときも、17年７月の再公募で提出しました基本計画書もそうなっておりま

した。なのになぜ20年度改善計画書と21年度運営計画書もそう記載しなかったのでしょうか、

どのような意図があるのでしょうか、お聞きをいたします。 

 問い21、それに関連して、では20年度と21年度のレストラン売上額とレストラン経費は幾ら

なのでしょうか。それがわかっていないと、この計画書のレストラン収入の金額が出るわけが

ないので、数字をお聞きをいたします。 

 次に問い22、市外法人会員が１年で500万円、雑収入も500万円とありますが、市長はこのよ

うな収入源を本当に実現性があると考えて議員に提示したものでしょうか。これは実現可能と

お考えかお聞きをいたします。 

 問い23、経常利益21万4,000円としてあるこの21年度運営計画を試算しますと、1,722万円以

上の赤字になると私は見ていますし、この21万4,000円は支出を設定した後、少しだけ黒字に

するために収入で帳じりを合わせて、20年度は15万7,000円、21年度は21万4,000円にしたもの

と見ています。市長はこの計画書なら黒字は間違いないと考えて議員総会で提示したものです

が、本当に黒字になるとお考えでしょうか。 
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 次に、(7)指定管理者撤退の場合の対応について。 

 ここからは、市施設の健全な方向性についてお伺いをいたします。 

 全国にある温泉施設や温浴施設を管理運営する指定管理者が、今業績不振を理由に次々と撤

退していますが、本市においても本議会に21年度の財政支援の議案が提出されているといえど

も、この議案が否決されるなど議会の判断によっては本市温浴施設の指定管理者も撤退せざる

を得なくなります。その危機にあるのは間違いありませんので、もし撤退した場合の方向とし

て、不可能なものを含め幾つか上げてみたいと思います。１つは、新しく指定管理者公募を行

い、指定管理者が指定されるまでの約半年ぐらいを市が直営で運営する方法、１つは公募せず

にそのまま市直営にして長く管理運営していく方法、１つは公募も市直営もせずに施設を売却

する方法、室戸市の場合は、これは国、県からの補助金の関係で不可能であります。１つは公

募しても応募がない場合に、もう一度公募する方法、当然この場合は、公募から選定、指定へ

とスムーズに進まなければ、市直営の期間も延びます。以上、このように幾つかの方法が考え

られます。次に、市直営を想定して、バーデ社の19年度の実績をもとに私なりに計画書をつく

ってみますと、市から年間2,930万円の支援があれば収支が均衡する勘定になりました。な

お、これは１年間の収支で、市直営が６カ月ならばこの半分の1,465万円ぐらいと、市から支

援する計算になります。 

 問い24、そこでお伺いしますが、今議会の財政支援が否決される等によって現在の指定管理

者が撤退した場合、本市はその後をどのように対応されるおつもりでしょうか。公募を行い、

その間市直営でしばらく運営して、新たな指定管理者に引き継ぐのか、または市直営でずっと

運営するのでしょうか。 

 問い25、指定管理者が事業を開始したときから赤字体質で、そのことで市や市議会が混乱す

るという今のような事態はもう避けなくてはならないのに、民間委託の効果がないと判断して

いても途中で指定を打ち切れず、次々と市の大事な予算から大金を出して支援をしておりま

す。そこで、今後現指定管理者が親会社の経営破綻の影響を受けて撤退などした場合、市直営

とは別に新たに公募することを想定しておかなくてはなりません。そのときの対策の一つが、

指定期間の短縮です。事業を見直すという意味からも、今の５年の指定期間はとても長いよう

に思いますので、３年にすべきだと実感をしております。この指定期間について御所見をお伺

いをいたします。 

 次に、大項目の２、室戸市における木炭製造業の振興について。 

 まず、本市の木炭生産の歴史から。室戸市における木炭生産の歴史の発端は、明治時代の終

わりごろ、今から100年ほど前に紀州和歌山から炭の原料となるウバメガシを求めて、この室

戸にも出稼ぎや指導者がやってくるようになったと言われております。そんな明治40年、紀州

で備長炭の炭焼きをしていた植野蔵次が息子を連れてやってきます。その親子の指導によっ

て、県内に紀州備長炭の技術が伝授され、やがて土佐備長炭として確立され、蔵次は室戸の備
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長炭発展のために尽力、貢献をいたします。そこで行われていたのが、紀州と同じ縦焼べ方式

で炭を焼く方法でありました。それが改良されたのは、約20年たった昭和初期のこと、吉良川

町の林員吉が考案した現在主流になっている横焼べ方式であると聞いております。こうして発

展してきた本市における土佐備長炭の生産ですが、今や紀州備長炭、宮崎県の日向備長炭と並

んで日本を代表する土佐備長炭として名をはせ、その品質は確立をされております。 

 さてそこで、室戸市内の製炭業についてですが、室戸の製炭業者で組織する室戸市木炭振興

会は、今先進地の和歌山県や、ともに発展してきた宮崎県を訪問し、日本の備長炭の産業やそ

れに関する伝統と技術をさらに将来に受け継いでいくために互いに交流を深めております。ま

た、これまで100年の間には、先駆的な考え方を持った人の支えによって、その時代その時代

製炭に取り組む若い後継者も育ち、若者の働く場としても活性化しているそうであります。た

だ、関係者が申しますには、時代の移り変わりの中で、さらなる若手の育成、つまり後継者の

育成と製品の販売促進、そして調査研究に関しての３つについては、木炭振興会など木炭業者

の力だけではいかんともしがたい面があり苦労していると聞きました。私もこの３点について

は、行政の支援が必要だと感じます。 

 そこで、室戸市における現状をある炭焼きさんに取材してまいりましたので、少しお聞きい

ただきたいと思います。 

 １番目の後継者育成については、近くこの木炭業への研修生支援策として、市から議会に提

案されると聞いています。今は生産がニーズに追いつかず品不足になっていて、生産量を上げ

ないといけない状況にあります。市内には23人の製炭業者がいて、若手の後継者も育ってきて

うれしいとは思っていますが、これについても県や室戸市の今の支援は、和歌山県や田辺市な

どが行っていることと比較すれば、明らかに劣っている。業者にはみずから山に入り、原木の

ウバメガシを切り、山出しをして炭をつくる、この作業を家族と少しの手伝い手を使って行う

人と、既に切り出した原木を買って焼く人との二通りあるが、どちらの収支も自分たちの給料

が取れないときのほうが多い、汗を流して精いっぱい働いても炭焼きさんの生活は苦しい状態

ですよ、人を雇って炭を焼いても、夫婦で20万円から30万円、１人１窯10万円で２窯焼いて

20万円ぐらいです。経費を減らすために自分で山出しをし、自分で運び、自分で焼いて、それ

よ、だから若手を雇うにも収入に余地がないと雇えん、そんな事情がある。和歌山県のように

高知県内の木炭業が無形民俗文化財になればとずっと思っている。 

 ２番目の室戸市で生産した備長炭の販売促進、販促については、一時安い中国産の備長炭が

入ってきて打撃も受けたが、今は持ち直し、土佐備長炭の売れ行きもよく、品薄状態にある。

かといって、頑張ってつくってはいるが、それも限りがあってなあ、ただ行政による支援とし

て思うのは、室戸市内や県東部に、ここが土佐備長炭の本場だとすぐわかる大きな看板の一つ

も設置する、そんな支援が欲しいと思いゆう。それと、研修についてだが、これは我々製炭業

者が和歌山県や宮崎県など備長炭生産の本場と言われるところへ勉強に行くための支援もそう
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ですが、不足していると思うのは、行政と議会のこの業界に関する不勉強と無理解、だからそ

れを解消するためにぜひとも行政の担当職員と市会議員が一緒に和歌山県田辺市やみなべ町清

川の２カ所に視察に行き、現状を調査し勉強を深めてきてほしい。このことは我々がずっと思

ってきたことです。別々に行ってはだめです。一緒に行って、お互いに意見交換することが大

事です。田辺市秋津川には紀州備長炭発見館という施設があり、みなべ町清川には紀州備長炭

振興館があります。この２つの資料館だけでも、製炭地の自治体がどのくらいこの木炭業の分

野を大事に思い、自治体の一つの政策にし、広く全国に広報しているかがわかります。ぜひと

も行ってきてください。そうして今、吉良川に町並み資料館をつくるという計画があると聞い

ているが、和歌山県のような木炭資料館がつくれなくても、町並み資料館の中の一角に、木炭

が栄えたからこそこの吉良川町の町並みが今に残っているんですよと観光客に訴えかけ知って

もらう形の、室戸市の製炭の歴史を表現する展示スペースを設けてもらえると我々はうれしく

思う。 

 続いて、３番目の調査研究の点は、何を調査研究するかですが、備長炭の原料となるウバメ

ガシと通常のカシの原木がある山を調査し、そのデータをもとに現状と将来的な面を研究する

こと、それを行政の仕事に生かしてもらいたい。これは我々炭焼きをしている人間にはできな

いので、行政職員に行ってもらい、それを我々が協力、支援していく形になろうと思います。 

 ４点目は、製炭業は県内では室戸が一番盛んで、今は炭の注文に追われている状態、だから

これからの課題は生産量をふやすこと、これらは木炭生産という高知県の文化が和歌山県のよ

うに県の無形民俗文化財になればすべて解決します。 

 以上が炭焼き職人さんのお話であります。 

 私が感じましたのは、この文化財については、室戸市ではなくて高知県がやるべきことだと

思います。でも、県がこの土佐の備長炭の歴史と実情を理解していないように思いますし、や

る気を感じられないとお聞きをしております。室戸市の炭焼きさんたちは、こちらが幾らこの

業界の重要性、文化財指定の重要性を県と市に強く訴えかけても、すぐあきらめてやめてしま

う、そんないら立ちを隠せないでいます。炭焼きさんの思いを代弁しますと、和歌山県が指定

している無形民俗文化財の位置づけが重要で必要なのは、産業として文化として、また資源の

有効利用としてであります。この炭焼き文化が無形民俗文化財に指定されれば、その価値は格

段に上がるし、若い人たちもやってみたいと言って、今以上この仕事に従事するようになるの

ではないでしょうか。 

 それともう一点は、特産品としての位置づけ、土佐備長炭は特産品として商品に書き込んで

販売していると思っておりましたが、これは書いてはいけないということになっているらしい

です。この位置づけにしても、市や県に申請を出しても、書類に不備があるといって却下され

たとのことですが、その不備は行政の方がわかることでありますし、また行政しかわからない

ことではないかと感じております。これが５点目の課題です。 
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 そこで、７点ぐらいお聞きします。 

 問い１、１点目の課題の、市内に、室戸市は土佐備長炭生産の本場、県外の人たちにそうわ

かる大きな看板を設置することについて、いかがお考えでしょうか、国の林業振興の事業費な

どを受けて設置できないものでしょうか。 

 問い２、または、県に対し、高知県東部地域は土佐備長炭の本場です、そんな看板を設置す

るよう要望してはいかがでしょうか。 

 問い３、課題の２点目、木炭製造業界は行政職員と議員が一緒に和歌山県田辺市とみなべ町

の備長炭生産の現場へ視察に行き、それらからもっと行政関係者がこの業界に関心を持つよう

勉強してきてほしいと求めております。議会とも協議が必要ですが、これを行うことについて

いかがお考えでしょうか。 

 問い４、課題の３点目、吉良川町にやがて設置されるだろう町並み資料館の中に、吉良川を

初めとする市内での製炭の歴史や産業、そして原木から炭ができるまでの流れなどがわかるよ

うな展示スペースを設けることについて、いかがお考えでしょうか。 

 問い５、課題の４点目の無形民俗文化財についてですが、和歌山県は紀州備長炭の製造技術

を昭和49年４月９日に和歌山県無形民俗文化財として指定し、指定製炭士も認定し、紀州備長

炭の品質向上と製炭技術の継承を図っております。これに倣い、室戸市内を初めとする県内の

この製炭産業を高知県無形民俗文化財に指定してもらうため、室戸市から県に対し働きかけ、

また手続等も室戸市木炭振興会に一任せず、市が積極的に支援し、一致協力して何とか県無形

文化財の指定をかち取るよう努力できないでしょうか。そして、県内で活躍している炭焼きさ

んを指定製炭士に高知県も認定するよう県に要請してはいかがでしょうか。 

 問い６、課題の５点目の特産品としての位置づけについてですが、これはもう特産品だと私

は思っておりました。なぜ土佐備長炭の商品に特産品として銘打ち販売することができないの

か、この理由をまずお聞きをいたします。そして、特産品と箱に書き販売するようにならない

のでしょうか。 

 次に問い７、市長にお聞きをいたします。以上の提案も含め、市内の製炭業界全体をもっと

活性化させる振興政策を考えるべきではないでしょうか。これまで以上のまとまった木炭業活

性化事業を行うかについてお伺いをいたします。 

 これで私の今議会の質問を終わります。 

○議長（町田又一君） 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時50分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○議長（町田又一君） 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。武内副市長。 

○副市長（武内土佐雄君） 答弁に入ります前に、まず貴重な時間をいただきましてありがと
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うございます。また、今回のことによりまして一般質問に影響を与えましたことにつきまし

て、心からおわびを申し上げます。 

 それでは、市長が欠席ということでございますので、市長の作成をいたしました答弁書を代

読をさせていただきます。 

 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の市温浴施設健全化への総合的な施策についての中で、問い１の海洋深

層水体験交流センターは健康増進施設であるのかということでございます。 

 施設の設置管理条例で定めておりますとおり、地域資源を活用した市民の健康づくりと交流

人口の拡大促進による地域の活性化を図るため設置された施設であると認識をしております。 

 次に、問い２の市長の責任についてでありますが、前段でお答えしたとおり、海洋深層水体

験交流センターは市民の健康増進施設であるとともに、交流人口拡大の中心となる施設という

両面を持っており、住民の健康づくりに役立つ施設であると認識をしております。しかし、当

該施設の運営は極めてよくない状況にあり、昨年度より財政支援を行い、経営努力もされてき

ましたが、現在改善されていないところもあり、大変残念に思っております。しかし一方で、

施設の効果として市が行った施設利用者の医療費の検証により伸び率を比較すると、6.6％の

減少が見られ、また20年度で3,819万5,000円の直接的な経済効果があるものと試算をしており

ます。したがいまして、市としても重要な施設であると認識しており、当該施設の運営を継続

していく必要があろうと考えております。 

 これらの施設運営については、市長として責任を痛感しているところでありますが、限られ

た条件の中で財政負担を抑えるとともに、地域経済の発展につながるよう一層利用効果を高め

る取り組みが責務であると考えております。 

 次に、問い３の市民の理解についてでありますが、この問題につきましては、行政懇談会に

おいてもお知らせし、御意見をいただいたところでございますが、なお今後とも広報や行政懇

談会等いろいろな場で市民にはお知らせし、理解を得られるよう努めてまいります。 

 次に、問い４の２度目の支援についてでありますが、施設の必要性については、これまでの

運営の経過を含め、一定理解していただいているものと認識しております。支援についても、

厳しい財政状況の中、財政負担のかからない方策を検討し計上したものであり、市民の理解が

いただけるものと考えております。 

 なお、前段で説明したとおり、当市にとっては必要な施設であり、一定の経済効果も試算さ

れておりますので、施設の運営への支援についても御理解がいただけるよう努めてまいりま

す。 

 次に、問い６の税収減と財政支援とについてでありますが、法人税額の減収については、議

員御案内のとおり、世界的な不況のあおりを受けて、国や地方においてもそれらの影響が出て

いるものと認識をしております。当市にとりましても、法人市民税の減収は避けられないこと



－61－ 

であると考えております。 

 なお、指定管理者への支援につきましては、財源など有利な方法により負担の少ない方向で

予算化し計上させていただいておりますので、御理解いただきたいと考えております。 

 次に、問い７の昨年６月議会での市長答弁についてでありますが、今回の支援につきまして

も、安易に支援するものとは認識しておりません。大変重大な問題と位置づけ、責任を感じて

いるところでございます。 

 次に、問い12の支援をやめてはどうかということでありますが、今後のことについても議論

をする中で、一つの方策として厳しい財政状況の中、現在の予算をお願いをしているところで

ありますので、取り下げるという考えは持っておりません。 

 次に、問い13の破産したり撤退した場合の責任についてでありますが、現在指定管理者と連

携して施設の運営を行っているところであります。その状況等変わった場合には、状況の変化

する中で、最善策を考えて実施していくことが私の責任であると考えております。 

 次に、問い14、議会前の住民説明についてでありますが、前段でお答えさせていただいてお

りますので省略させていただきます。 

 次に、問い16、17の指定管理者の指定取り消しについてでありますが、当市におきまして

は、これまでの経過の中で、指定管理者として議会に上程をし、平成18年６月から平成23年５

月までの指定期間について議決をいただいているところであります。そして、協定を締結し、

協定書に基づき指定管理者においては２年９カ月施設を運営する中で経営改善に取り組み、企

業努力をいただいているところであります。当市といたしましても、これらを考慮し協議した

中で支援を続けているところであり、指定取り消しの状況にはないと考えております。 

 次に、問い23の指定管理者の収支についてでありますが、平成21年度計画につきましても大

変厳しいと認識をしております。指定管理者にはなお一層の経営努力をしていただき、市とい

たしましても経営の実現に向けて全力で努めてまいります。 

 次に、問い24、25の予算が否決された場合についてでありますが、予算が否決された場合に

ついて、現在の指定管理者の撤退ということになれば、施設の閉鎖に係る問題、直営の場合の

問題、再公募の期間の問題などが発生すると考えられます。今回の支援は、前段でも申し上げ

ているとおり、最善の方策として指定管理料や健康対策事業、省エネ対策事業等を計上させて

いただいておりますので、御理解いただきたいと思います。 

 また、議員御案内のとおり、再公募になった場合の指定期間についてでありますが、そのと

きに議会にもお諮りし、検討するものと考えております。 

 次に、大きな２点目の室戸市の木炭製造業の振興についての中の問い７の製炭業界全体の振

興政策についてお答えをいたします。 

 木炭産業の振興対策については、原材料の確保の問題、販売促進の問題といった課題があ

り、こうしたことを産業者会議で協議をしているところであります。こうした中、室戸市木炭
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振興会が設立され、室戸市ものづくり、元気づくり推進事業で備長炭まつりを開催し、備長炭

の木琴、備長炭焼き鳥など販売促進やＰＲ活動を行ったところでございます。こうしたことに

ついての普及に努めてまいります。 

 また、今回の県の産業振興計画の中で、１、木炭使用店への看板設置、２、大都市への営業

強化、３、パンフレット作成、４、炭焼き体験の実施、５、生産者での共同出荷、原木の共同

購入の事業が計画されているところであり、県とともに連携し、木炭産業の振興及び室戸市木

炭振興会等の団体育成などの備長炭振興対策に努めてまいります。 

 市長の答弁は以上でございますが、各課長より補足説明をしてもらいますので、よろしくお

願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（町田又一君） 柳川観光深層水課長。 

○観光深層水課長（柳川明彦君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 問い８、20年度の改善計画についてであります。 

 20年度の改善計画につきましては、指定管理者が計画をつくる段階で、私どもと何回も協議

をいたしました。その中で、担当課として指導、助言も行ってきたところでございます。計画

につきましては、指定管理者が計画を策定の上、本市に提出をされてきたものでございます。 

 問い９と問い10につきましては、バーデ社の資本金等についてでありますので、あわせてお

答えいたします。 

 株式会社バーデハウス室戸の資本金は7,000万円でありますが、現在ではそれを使い切って

おり、親会社のミクプランニング社より３月１日現在で7,316万円の貸し付けを受けていると

の報告を受けております。 

 問い11といたしまして、ミク社の資本金ですが、ミクプランニング社の資本金は9,400万円

から変動していないと聞いております。 

 問い18と問い19につきましては、定休日等に関しての質問ですが、あわせてお答えさせてい

ただきます。 

 ２月24日の議員総会でお渡しいたしました資料３ページの21年度運営計画案のうち、概要の

内容について最終案が当日午前中に送付されてきたものであり、説明分について一部食い違い

があり、精査すべきところでしたが、深く反省をいたしております。 

 バーデハウスは21年４月からも引き続き水曜日を定休日とすることには変わりありません

が、水曜日を病院や福祉施設からの要請によりリハビリ目的等のため貸し切り日として使用す

ることも考えており、最少の職員で対応することとしておりますので、概要の内容が混乱した

ものであります。 

 問い20としまして、レストランの実収入につきましては、20年度と21年度の計画数値につき

ましては、指定管理者から提出されてきた資料を使ったものでありますので、特に意図として

はありません。 
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 問い21としまして、売上見込み額と原価見込みにつきまして、20年度のレストランの収入見

込みは3,389万1,000円です。原価見込み額は1,352万4,000円であり、収益は2,036万7,000円と

なっております。原価率といたしましては39.9％を見込んでおるところです。21年度の収入見

込み額は3,464万5,000円であります。原価見込みといたしましては1,316万5,000円を見込んで

おります。収益といたしまして2,148万円を見込んでおり、原価率としては38％ということに

なっております。 

 問い22といたしまして、法人会員収入と雑収入でございますが、法人会員の収入につきまし

ては、営業強化の一環として、高知市を中心とした100名以上の従業員を有する企業に営業を

行うというものでありますが、指定管理者として企画立案をしたものでありますので、担当課

といたしましても実現に向けて連携協力してまいりたい考えております。 

 雑収入につきましても、親会社であるミクプランニング社とともに韓国や台湾等の企業にバ

ーデハウスのシステムを売り込んでいるものであり、成功報酬として見込んでいると聞いてお

ります。以上です。 

○議長（町田又一君） 中岡税務課長。 

○税務課長（中岡當行君） 谷口議員さんに御答弁申し上げます。 

 １の市温浴施設健全化の総合的施策について、(2)市長の政治姿勢と民意の重みについての

中の問い５の法人市民税の減収関係でございます。 

 平成21年度当初予算におきましては、各自治体では景気悪化の影響を受けまして税収の落ち

込みは避けられず、非常に困難な財政運営を強いられる状況下にあります。提案理由で市長が

申し上げましたように、市税全体で対前年度比4.9％、約6,400万円の減、また個人市民税及び

法人市民税で6.5％、約3,640万円の減少となっております。 

 本市の平成19年度決算では、一般会計の歳入に占める市税全体の割合は13.2％になってお

り、また法人市民税のみでは、議員御案内のとおり、約１億2,000万円で1.2％を占めていると

ころでございます。 

 平成21年度の法人市民税は8,750万5,000円を計上いたしておりますが、平成19年度決算額と

比較いたしますと、26.6％の減少となっているものであります。 

 今回平成21年度当初予算の法人市民税につきましては、鉄鋼業関連企業等の大幅な減収が予

測されるため、平成20年度月別徴税額における変動率を勘案いたしまして、対前年度比

14.3％、1,459万9,000円の減として予算計上いたしたところでございます。以上でございま

す。 

○議長（町田又一君） 松本農林課長。 

○農林課長併農業委員会事務局長（松本正明君） 谷口議員さんに市長答弁を補足説明させて

いただきます。 

 ２、室戸市の木炭製造業の振興について。問い１と２の１点目の大きい看板について。県内
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で室戸市は土佐備長炭の生産高が多い地域でありますが、大きな看板について県に問い合わせ

たところ、国、県などの補助はございません。このため、市といたしましては、現在室戸市ホ

ームページと観光パンフレットなどで紹介しておりますが、より一層関係機関と協議し、ＰＲ

していきたいと考えております。 

 問い３の２点目、現地視察について。木炭産業の先進地視察を職員と議員が行うことについ

ては、議会とも協議してまいります。 

 木炭産業については、以前より木炭生産者とともに、木炭産業振興のため、木炭問屋、地域

での各種会合、新しい試みとして室戸市ものづくり、元気づくり事業での備長炭まつりなどに

も出席し、職員として木炭産業の勉強もさせていただいております。今後も機会あるたびに参

加し、木炭産業の振興に努めさせていただきます。 

 問い５の４点目、指定製炭士の認定について。高知県では古くから受け継がれた伝統技術や

熟練技能などのすぐれた継承者を土佐のたくみとして認定する制度があります。このほど、室

戸市吉良川町の仙頭博臣さんが製炭技能の分野で土佐のたくみの認定を受けております。毎年

度土佐のたくみ認定要綱に基づき知事が認定を行っております。 

 問い６の５点目、特産品について。土佐備長炭は既に高知県特用林産協会が、東部地区を対

象に上土佐備長炭として商標登録しております。箱の掲示につきましては、生産者とともに特

用林産協会に協議してまいりたいと思います。 

 特産品についても、高知県伝統的特産品指定の申し出を、平成20年４月14日付で市長の意見

とともに県に申請しております。 

 なお、その結果は、平成21年度中になる予定であります。以上です。 

○議長（町田又一君） 黒岩生涯学習課長。 

○生涯学習課長（黒岩秀祐君） 谷口議員にお答えいたします。 

 室戸市の木炭製造業の振興についての問い４で、吉良川資料館の設置の際に、製炭の工程や

歴史、産業などがわかるような展示スペースを設けることについての御質問がございました。

市長が施政方針で申し述べましたように、町並み館の設置に向けて調査研究を進めていくわけ

ですが、候補に上がる数軒の家屋の規模から見ましても、もてなしの面積が多くを占めるもの

と思われ、資料の展示については、余り多くの展示は考えておりませんので、スペースについ

ては最小限の範囲で、議員御提案の件について、町並み保存会と検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、問い５で、製炭産業を高知県無形文化財に指定してもらうこと、炭焼きさんを指定製

炭士に認定するよう働きかけてはとの御質問でございますが、高知県無形文化財の指定につい

ては県に申請した経緯がございますが、土佐備長炭技術が確立されてからの歴史が浅いことな

どで指定には至りませんでした。現段階では大変厳しい状況にあります。しかしながら、この

製炭業は室戸市の主要産業として市経済の一翼を担ってきた背景もあり、市の無形民俗文化財
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の指定と指定製炭士の認定はできないものか検討してまいりたいと考えております。以上で

す。 

○議長（町田又一君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 久保正則君、米澤善吾君、上野祥司君から一般質問の取り下げの申し出がありました。会議

規則第51条の規定により質問の順序が繰り上がりますので、御協力をよろしくお願いをいたし

ます。 

 次に、山本賢誓君の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。３月定例会におきまして一般質問を行いたいと思います。 

 まず最初に、小松市長が緊急入院をされたということでありますので、一刻も早い回復をお

祈りいたしたいと思います。 

 それから、通告の中で、２の市政全般についての１と２を同時に、また５と６も同時に、そ

れから３の教育問題につきましては取り下げをしたいと思いますので、よろしくお計らいのほ

どよろしくお願いします。 

 それではまず、質問に先立ちまして、今春に退職されます職員の方々に、長い間お疲れさま

でしたと一言申し上げます。退職されましても、長年務めた室戸市政に対しまして、今後とも

御協力をいただきますようお願いを申し上げます。 

 室戸市政におきましては、全体として小松市長が非常に堅実な市政運営に取り組んでおられ

るということは、一定の大きな評価にもなろうと思います。しかしながら、一部事業、その他

実施事業におきまして、政策実施に当たりまして、市民感覚から目線のずれた財政計画の中、

もしくは予算執行が行われているようにも思われます。予算の計画から執行に至るまでは、各

方面からの意見も多く取り入れ、無駄のない行政運営へと努力されることをお願いしておきま

す。 

 それでは、質問事項に入ります。 

 質問事項１、市長の政治姿勢、市政運営についての中から、４点ほどお伺いをいたします。 

 まず１番目に、雇用促進への取り組みでありますが、私の周辺でも多くの方から、どこかで

働く場がないかというような要望が相談が寄せられます。本当に切実な相談でもあり、その期

待にこたえれない自分が申しわけない気持ちでいっぱいであります。私も議員として雇用の場

の確保というものに関しては、問題が大きいという責任も自覚をしておりますが、何とかしな

くてはならないという気持ちだけは常に持ち続けておりますが、現実的な行動までには至って

おりません。当面私の関係する団体で３名ほどの採用をしようかと、研修も受けたし、そして

また現場において研修ということもさせておりますけれども、全体としていえば、それは室戸

市の中においてもささいなことであります。室戸市内の多くの方々の就職希望者の受け皿とは

なり得ないことは当然であります。 

 市長も産業者会議等も含めていろいろな手だてを講じられているとは思いますが、いま一度
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視点も変えられて、雇用促進という緊急課題への取り組みとして、幅広く市民に雇用創出とい

う問題提起をして、いろんな案を提出していただくというような手法も大事ではないかと思い

ます。その案が官主導か、あるいは民主導であっても、行政がどこまで支援できるかというよ

うな検討ができれば、少しでも前進するのではないかとも思います。移り変わりの激しい社会

情勢に、あるいは市民の目線に立つ事業展開には、官主導、行政主導では、既に限界を超えて

いるということに気づいていただきたいと思います。そういった意味で、雇用促進について新

たに有識者会議等を立ち上げて検討会等を行ってはどうか、お伺いをいたします。 

 ２番としまして、老朽化した農業用水路対策についてお伺いをいたします。 

 室戸市においても、かつては稲作に多くの方が従事をされておりましたが、近年は後継者不

足、高齢化で多くの耕作放棄地が各地で見受けられます。農地は室戸市の大切な財産でありま

す。その大切な財産が無残にも荒廃をしていくこういった現状を目にしながら対策を打てな

い、そういった室戸市の農業行政に脆弱さを感じます。どうしてそういうふうになるのかとい

えば、行政の長の責任はもとより歴代の農政担当者が、農業問題に対してのビジョンを描いて

いないというふうなところに行き着くのではないかとも思います。ビジョンを描かない、行き

届いた行政管理ができていなかったというところだと思います。行政組織の中にそれぞれのエ

キスパートを養成することなく、単なる人事異動で行政事務を過ごしていけば、当然こういう

結果になることは明白であります。林業行政しかり、教育行政しかり、福祉行政しかり、それ

ぞれにエキスパートを養成していかなければ、養成して切れ目のない計画的な行政運営をして

いかなければ、すべての行政管理部門において発展性はないと思います。 

 農業行政にしても、どうしてこのような結果になっているかの検証をするというような姿勢

がないといけないと思います。話が横道にそれましたけれども、昭和30年代につくられた、あ

るいはそれ以前につくられた農業用水路、コンクリートそのもの自体が既に限界に来ておりま

す。労働力のある時代には、春のこの時期になれば、部落総出、地域総出で水路の改修という

ようなことが、修繕等も行われておりましたけれども、近年は高齢の方々が耕作を放棄するよ

うな方向になっております。しかしながら、耕作を放棄しても、一人でもそういった耕作をす

る方がおれば、水路は当然必要であります。老朽化した農業用水路の計画的な修理、今後どの

ように取り組むのか、お伺いをいたします。 

 ３番目としまして、職員定数の問題であります。平成15年度からの財政健全化計画、そして

それを引き継いだ集中改革プラン、その中で職員に対して250人体制という計画であります

が、私としましても、この一、二年の役所の中を見てみますと、果たして本当にそこまで削減

していいのかという疑問が生じてきます。私も平成16年のころには、とにかく財政を健全化さ

すためには職員の削減が一番だと、そういうことを訴えまして、この場でも勧奨制度というも

のを呼びかけてきた経緯もありますけれども、最近ではやめていただき過ぎたのではないかと

も思っております。これだけ職員の削減が進めば、もう勧奨制度も廃止すればいいのではない
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か。仕事をしない、できない人だけおやめいただくと、もちろん普通退職でということになり

ます。そういうふうに方針転換すべきであろうと思います。また、250人という数字、この数

字にしましても、絶対的な根拠があって示された数字ではありませんので、余りにもこだわり

過ぎる必要はないと思います。大切なことは、住民サービス、市民サービスに支障を来さない

最低限の必要人員というものがある程度想定されると思います。その250人という数字、もう

一度検討していただきたいと思います。 

 もはや現状において市民サービスへの影響が生じていると感じるし、削減のあおりを受け

て、職員の間からもその多忙さに悲鳴も上がっているということは、市長も副市長も知るべき

であろうと思います。長期的な市政運営から見れば、切れ目のない職員採用の方向性も堅持し

ていくべきだろうと思います。職員の意見もよく聞いて判断をし、その業務に無理がある場合

には、それなりの柔軟な対応をしていくといった姿勢も必要だろうと思います。現状において

市長はどのようにお考えになっているのか、お伺いをいたします。 

 ４番目としまして、職員の資質向上、市長も今定例会施政方針の中でも触れられておりまし

たが、各種研修の中で習得したことが生かされているのかということを検証していくことが大

事だろうと思います。職員がぐんぐん成長していくのを肌で感じることができれば、市長にと

っては大変うれしいことだと思われますが、その成長過程を認識、確認していく方法はどのよ

うに考えているのか、お伺いをいたします。 

 続きまして、大項目２の市政全般についてお伺いをいたします。 

 ①と②の境界確定事業、続いて２の地籍調査の推進については同時にお伺いをいたします。 

 この境界確定事業あるいは地籍調査、政策用語で言いますと、一筆調査というのが正解かと

思いますが、境界確定、国による地籍一筆調査の中で、特に山林に関する件でお伺いをいたし

ます。 

 山林の境界、この確定作業は非常に困難をきわめます。特に市街地と違って、世代がかわれ

ば、その山林の相続者、ほとんどの方が境界を知らないというふうな状況になっております。

そんな現状に対応するために、国のほうも境界確定事業というものに力を入れているところだ

と思います。私の知る範囲、安芸郡下でも、各市町村が山林境界確定事業、地籍調査に対して

多くの予算を組んで取り組みを始めております。調査の方法には、いろいろな段階に区別はさ

れておりますが、いずれにせよ山林所有者が高齢化をしている現状を考えると、早急に取り組

む必要性があると考えます。 

 室戸市におきましても、山林に関しては、本年度から予算も組んでいただき、取り組んでい

ただける方向となりましたが、今後の取り組みについて、再度お伺いをいたします。 

 ３番目としまして、林業行政についてお伺いをいたします。 

 室戸市は山林面積率が96％、県下でも有数の森林面積を誇っております。また、所有の県有

林、健康造林保有率は高知県下最大、また林業公団の造林契約地も同様であります。森林に関
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してのその財産は高知県下一であります。御存じのように、地球温暖化対策、環境対策の中

で、ＣＯ２削減のための森林の保護、整備は、地球環境規模で取り組む緊急課題となっており

ます。その流れの中で、間伐作業は欠かすことのできない整備事業であり、その間伐に対する

補助対象というものは、おおむねその林齢が30年生以上というものが対象となっております。

今までは、そのまま間伐をしまして、林地内に切り捨てという方向でありましたけれども、最

近では所有者に利益の還元という見地から、現在では収入間伐が主流となっております。室戸

市におきましても５カ年計画により、羽根町、佐喜浜町、約450ヘクタールの事業地が設定を

され事業に取り組んでおります。また、吉良川町におきましても、100ヘクタールに近い事業

地が本年度で最終年度を迎えようとしております。昭和30年代から植えよふやせよで育ててき

た植林でありますが、そのほとんどが伐期を迎えようとしております。以前であれば、植林に

おいてはスパンも長く、そしてその中でも農産物と同じように、ただの収入源というふうな見

地でとらえられておりましたけれども、近年におきましては、その木材の収入プラス環境保護

という付加価値のついた大切な就労の場でもあろうと思います。年明けに大阪梅田で行われま

した林業就業希望者に対する説明会がありました。「森の仕事ガイダンス」と名づけられてお

りましたけれども、その相談には事前受け付けに300人以上、700人を超す来場者で、来場者の

希望者が殺到したと新聞報道にもありました。まさに、森林の価値が見直されている一幕でも

あろうかと思います。ある識者は、森林は荒れ放題になっていると、山にも緑の介護士が必要

と言っておりましたが、まさに言い得て妙であろうかと思います。 

 高知市におきましては、昨年12月に企業の協賛金を利用した民有林整備の仕組みづくりに検

討委員会を立ち上げております。企業が協賛する協働の森づくり、これは市町村の公有林を対

象にして現在行われておりますけれども、公有林が主たる対象でありますが、室戸市でも、小

規模であっても民有林を対象にした取り組みを考えるべきではないかとも思っております。昨

年度に室戸市内にも、農林課のほうに市内の企業から申し入れがあったわけですが、対象地が

ないということでお断りをしたようですが、せっかくのこういった芽を摘まないような取り組

みもやるべきだと思います。 

 また、高知県が打ち出しました産業振興計画の中にも、林業分野には施業地の集約化と機械

化で効率化を図る森の工場づくりをさらに進める一方、新たに自伐林家や副業型林業者の技術

向上を支援する、また間伐材の搬出支援などを通じ木質バイオマスの利用を拡大させると明記

をされております。国策として林業政策が大きく転換されようとしております。また、高知県

も各出先機関に環境対策の職員の配置もしようとされております。県下自治体の林業に理解の

深い市町村では、山林主あるいは森林組合等に市町村独自の支援策を行ってもおります。室戸

市も県下の先進地を視察するなど、情報を仕入れるなど積極的な取り組みをしていただきたい

と思います。 

 それから、市の体制の中におきましても、林業政策を重視をするような取り組みをお願いし
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たい。ただ、今の農林課の体制では、なかなか余裕を持った取り組みができないというふうに

判断をしております。職員の配置につきましては、私が口を出す範疇ではございませんけれど

も、その配置を見れば、林業政策あるいは農業政策に対して室戸市のやる気というものが見え

てこようかと思います。市長には人員配置も含めた取り組みを今後どのように考えているの

か、お伺いをいたします。 

 次に、４番目の、質問通告には二級林道とありますが、これは済いませんが普通林道に訂正

をお願いしたいと思います。 

 普通林道の改良についてお伺いをいたします。 

 室戸市には約20路線を越す幅員が２メ－ター80以下の林道が数多くあります。この林道の流

域、そして奥地には、広大な面積の植林地が存在をしており、それぞれが収入の伐期を迎えて

おります。しかしながら、この植林地での収入間伐を施行しようにも、問題は大型運搬車両が

通行できず、木材の搬出ができない。山林所有者の方々も頭を抱えられていることでありま

す。また、個人山林所有者ならず、公社、公団とかといったそういうふうなところから、受託

事業地に設定をして木材を搬出しようにも木材が搬出できないと、そういうことになると室戸

市の大きな損失ということにもなろうと思います。 

 私がここでお伺いする林道の改良とは、幅員が２メ－トル80あれば、直線部分は十分に７ト

ンないし８トンのトラックは通りますけれども、木材運搬用の車はボディーが長いということ

から、部分的に曲線部がネックになるということであります。その１路線すべての曲線部が通

行できないということではなく、間違いなく支障を来すというような部分の改良をお願いした

いということであります。この件に関しましては、今すぐに対応ということではありませんけ

れども、山林所有者の収入を閉ざすということがあってはなりませんので、まず市のほうが現

地検討して、計画的に改良に取り組んでいただきたいということでありますので、それについ

てお伺いをいたします。 

 それから、５番、６番について同時にお聞きをいたします。 

 まず、市道改良及び修理、危険箇所の点検についてお伺いをいたします。 

 市道北生線につきましては、延長約11キロメ－トルの幹線市道でありますが、長年にわたっ

て崩土が堆積をし、幅員も部分的には１メ－トル余りも狭くなっているという現状でありま

す。私もそういう現状を見かねて、５年前から市の建設課の協力も得て、崩土の取り除き、そ

して除草の処理というものを重ねてきました。おかげで十分過去と比べれば見違えるような道

路とはなっております。この20年度は待避所の設置に取り組みまして、私が現地を測量して、

三十数カ所の待避所設置箇所をピックアップもしてまいりましたが、市長も現地に行って検討

もしてくれております。その中で市長は、これは全部やるとすれば500万円ではとても無理だ

というふうな話もありましたけれども、市長もびっくりのわずか30万円余りで、これは30万円

というのは、入札減も含め、の部分でありますけれども、三十万余円で８カ所の待避所ができ
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ました。知恵を絞れば幾らでも安価でできるということの証明にもなったと思います。今議会

の開会日の補正予算の中で、たかおか市場への進入路と同じことではないかと思います。その

道路の必要性は理解しましたけれども、わずか20メ－トルの用地測量費が30万円、設計費用が

70万円、これらは職員がやればただでできるということであろうと思いますけれども、そうい

うことはしないということであります。そして、本体工事が600万円、10メ－ターの幅員、大

型観光バスが３台並んで通行できるということであろうと思います。 

 私は市長にこの場で言おうと思っておりましたけれども、市長がおりませんので、副市長に

お願いしておきます。３分間でいいですから、その現場に立って眺めていただきたいと、つば

を吐いても届くような距離にどうして1,000万円もの予算を組むのかと、どうかを確認してい

ただきたい。同時に、この1,000万円の出どころ、この1,000万円の原資は何であるかというこ

とを考えながら見てきていただきたいと思います。お願いをしておきます。 

 以上のことから、考えようによっては、安価な工法で住民に喜んでもらえ、利便性も向上す

ると、高額な予算を組まなくとも必要最小限な取り組みをしていくことによって効果が出る。

わずかな市費を有効に使うということを職員に徹底していく責任が、市長以下担当課長も考え

なくてはならんと思います。 

 市道北生線におきましては、問題点の残りは、待避所の残り箇所と、それからあわせて落石

が非常に多いということであります。この落石の犯人はわかっております。それは猿とシカと

イノシシでありますが、彼らに責任を押しつけるということにはなりませんので、困っている

ということであります。また、この市道は通学路になっているということもあって、落石があ

れば父兄がきれいに取り除きもしておりますが、それにも限度があり、子供たちが常に危険に

さらされているという状況があります。落石防護にしましても、工事として組まなくても、立

ち木を利用してネットを張るだけで解消できます。材料代と賃金さえあれば簡単にその問題が

解消できます。危険箇所の把握とあわせて簡易な工法で、今後こうした危険な箇所を取り除い

ていくということに対して、どういうふうに取り組んでいかれるのかお伺いをいたします。 

 続きまして、７番、設計委託についてお伺いをいたします。 

 先ほども言いましたけれども、とにかくこの設計委託料が、ある意味室戸市の無駄遣いの象

徴でもあろうかと私は感じております。特に私が土木の技術屋としての経験がありますから、

だれよりも敏感に感じると思っております。最近では、バスターミナルの待合室の建設しかり

であります。あそこも建設が、たしか坪単価60万円ぐらいの設計をしておりまして、実質的に

は55万円というふうな部分で終わったと思いますけれども、がらんどうの建物でありますの

で、市のほうから設計委託をするときに、坪30万円でお願いしますというふうな相談ができな

かったのかというふうに思います。そういったことが安易に無駄遣いを生んでいるということ

にもなると思います。いつも設計委託をしなくてはならない理由、私なりに考えてみますと、

庁内で事業化に測量設計の相談もしない、技術屋の適正な人事配置をしないこと、人事交流な
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どといってせっかく育て上げた技術屋を事務職に配置すると、そういうふうなことも含まれる

と思います。そして、そのもとには、職員を減らし続けてきて、減らし過ぎたという部分もあ

ろうかと思います。測量器械のトランシットも市役所にもあるわけですから、用地測量から登

記事務に至るまでは職員でも簡単にできるはずです。また、今回の予算にのっております防災

公園につきましても、委託料は軽く1,100万円というふうな金額にも上っております。それら

にも職員ができる部分がないのかというふうに首をかしげるところであります。今後もすべて

委託にするのか、あるいは技術者を養成するのかしないのか、職員でできることは職員間で話

し合ってやっていこうじゃないかと、そういうふうなことも大事だと思いますけれども、この

件に関しまして市長のお考えをお聞きいたします。 

 次に、８番、バーデハウス室戸支援策についてお聞きをいたします。 

 私は基本的には、この施設に関しましては積極的に支援をしていくべきだと考えておりま

す。そして、その支援が実らない場合、やむを得ない場合においても、たとえ相当額の赤字が

出ようとも、支援、存続すべき施設であろうと思います。市長が赤字の補てんはしないという

ように言ったことを言質にとり、問題視もされておりますけれども、たとえ公約であったとし

ても、その言葉を変更することに何のためらいも要らないと私は思っております。さきの小泉

総理が公約を破ることなど大した問題ではないというふうなことで物議も醸しましたけれど

も、私はこの施設の将来を考えれば、この施設の果たす役割を考えれば、赤字補てん、よろし

いではないですか、結構であると考えております。ただ、支援をするに当たっては、室戸市が

毅然とした態度をとること、市と指定管理者の関係以上に、金も出すが口を出すといった双方

の取り決めも必要になってくると感じております。また、支援策に見合う効果が上がるよう

に、支援の期間を限定設定し、改善が見られない場合は市直営に移行する、そういった検討も

今から想定しておくことも大事ではなかろうかと思います。支援するにしましても、運営計画

から支援策とが一体となった計画策定を慎重に行うことが大前提となります。また、その計画

策定には、コップの中の議論ではなく、幅広い意見を聞くという作業が絶対条件になります。

はっきり申し上げますが、市と指定管理者の間だけでの検討では大した案は出ないというふう

に考えます。現状を広く情報公開し、改善策を公募し、そしてそれを積み重ねるというような

手法が必要になってくると思います。また、サンパレスを購入されました高知の医療グループ

との今後の医療に関する共同調査、追跡調査、検証が、このバーデハウスの施設を生かす大き

なポイントにもなってくると私は思っております。苦労はあっても、この５年間ぐらいは、三

段跳びに例えればホップ、ホップの時期とし、次の３年間をステップと、そしてジャンプへと

飛躍するような取り組み体制を構築されるようにお願いをしたいと思っております。 

 この３月定例会におきまして予算通過後は、その運営に当たり、すぐに幅広く改善策を公募

したり、運営委員会を設置したり、この施設の運営改善に取り組んでいただきたいと思ってお

りますが、市長のお考えをお聞きいたします。 
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 次に、最後になりますが、市民表彰規程についてお伺いをいたします。 

 昨年９月に、私はこの場におきまして、市民表彰規程の基準が緩み過ぎているというふうな

指摘をさせていただきました。しかしながら、本年度の表彰者が、またそれほど値打ちのない

市民受賞者がふえたということであります。今回受賞……。 

（発言する者あり） 

○８番（山本賢誓君）（続） まだ、あと言います。今回受賞者の人物云々を言うわけではご

ざいません。 

（発言する者あり） 

○議長（町田又一君） 静粛に願います。 

○８番（山本賢誓君）（続） その選考基準が緩み過ぎた定義ということを申し上げたいので

あります。誤解のないようにお願いします。また、この６年間、私が議員に在籍してからです

けれども、各種団体の長を務めるならまだしも、各種団体の理事職、役員を長年務めただけ、

そういった方が多く市民表彰受賞をしております。推薦があればフリーパスというふうな状況

は、何としてでも改善していかねばならないというふうに私は思っております。どのような

方々が選考委員としておられるかは知る由もありませんけれども、選考基準をねじ曲げるどこ

ろか、全く無視をして現在のような状況をよしとする選考委員の方々には、即刻交代をしてい

ただきたいと思っております。このような値打ちのない受賞者をぞくぞく誕生さすということ

は、室戸市そのものを愚弄することであります。そして、先代の功績のあった方々にも大変失

礼に当たると私は信じております。 

 今回も、聞くところによりますと、ある団体の表彰受賞者の方には室戸市のほうからこの方

を、その団体のほうに推薦してくださいというふうに持っていったという話を聞いておりま

す。大事な市民表彰という受賞者決定に、市のほうから押しつけていいのかという疑問があり

ます。依頼されたほうは断ることができないんです。これから何点か質問をしますけれども、

質問の中で答弁できない部分もあろうかと思いますが、お伺いをいたします。 

 まず１、市民表彰規程の重要なところをこの場で朗読をしていただきたい。そして、私が今

指摘したような受賞者とそれらがマッチするのかということもお聞きしたいと思います。 

 続きまして、２番として、この団体の推薦を依頼した依頼指示を出したのはだれかというこ

とであります。 

 それから、単なる理事職を務めただけでありますけれども、市民表彰規程のどこに該当する

のか、詳しく説明をお願いいたします。 

 また、その団体に推薦は依頼をしましたけれども、その方が本当に室戸市に寄与するような

功績、活動があったかどうかを問い合わせ確認したのかどうかお伺いをします。もし確認して

いないとなれば、どうして功績があったと認めたのか、お伺いをいたします。 

 最近の流れとしまして、８番目としまして、市民表彰規程に該当していなくとも、団体の理
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事職等要職を何年間以上務めれば、だれでも市民表彰受賞者の対象となると、そういうふうな

流れが選考委員の中の委員会と、市ももちろんかかわっていると思いますけれど、その中にそ

ういうふうな話し合いが行われているのかどうかもお聞きします。 

 それから、今後選考委員とも話し合いをして、市民賞受賞という大事な賞の選考を健全な姿

に戻すというふうな姿勢はないのかどうか、お伺いをいたします。 

 質問はこれで終わりますが、市長には市民表彰という重みをいま一度見詰めていただいて、

市民だれから見ても納得できるというような市民表彰受賞者の誕生に向けて取り組んでいただ

きたいと思います。行政のほうにおきまして、非常に毅然とした態度もとられておる、しかし

ながら片や気を配り過ぎてか、どうでもいいわというふうな、それではおかしなものになると

思いますので、御答弁をお願いしたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。武内副市長。 

○副市長（武内土佐雄君） 市長の答弁書を代読をいたします。 

 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の市長の政治姿勢についての市政運営についての中の１点目、雇用の促

進について、新たな有識者会議を設置してはについてでございます。当市といたしましては、

雇用対策は重要なことと認識をしております。安芸公共職業安定所と連携しまして、雇用開発

の促進や雇用情報収集等に取り組んでいるところでございます。現在、安芸職業安定所を中心

として、県及び安芸広域の市町村で構成されましたハローワーク安芸雇用対策推進協議会の中

で、雇用問題が協議をされているところであります。今後とも協議会との連携を深め、雇用の

促進により一層努めてまいります。 

 なお、市独自には新たな組織の設置は予定をしておりませんが、議員御提案のことにつきま

しては安芸職業安定所にも提言してまいります。 

 次に、３点目の職員定数の問題についての250人体制の見直しが必要ではについてでありま

す。室戸市集中改革プラン推進計画において、職員数は250名体制を目指しているところでご

ざいますが、この問題につきましては、議員さん御承知のとおり、主な要因は、国の行財政改

革の一環として地方交付税の見直しが行われ、総額抑制が決定されたことを受けて、本市が将

来的に安定的財政運営を行うことを目的に、人口推移、財源効果などを検討し、平成22年度ま

でに250人体制とすることとしたものでございます。平成19年４月の職員数は275名、平成20年

４月の職員数は264名、本年４月には職員数は255人となる予定で、目標は達成できるものと考

えております。しかし一方で、議員さん御指摘のように、職員の事務量は増加している状況で

ございます。したがいまして、職員の方には事務改善の工夫をしていただき、事務の簡素化を

さらに進めるとともに、民間委託や事務改善等を行い、市民や企業と行政との協働の関係を構

築し、住民サービスの低下を招かないよう取り組みを行ってまいります。 
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 次に、４点目のどのように職員の成長過程を確認していくのかについてであります。前段の

議員さんにもお答えをしましたように、職員との話し合いの機会を積極的に設けており、その

中で職員の成長を感じることもありますし、あるいは決裁をする際など、業務を通じて成長を

実感する場合もございます。いずれにしましても、人材育成というものは一朝一夕で成るもの

ではございませんので、人材育成基本方針に基づき研修の機会の拡充と充実を粘り強く行うと

ともに、人事考課制度の導入により、職員が自分の強みと弱みを正しく把握した上で、必要な

能力開発につなげるための仕組みづくりに取り組んでいかなければならないと考えているとこ

ろでございます。 

 次に、大きな２点目の市政全般についての１点目、境界確定事業についてと、２点目、地籍

調査の推進についてでありますが、地籍調査事業は国土調査法により地籍の明確化を図るた

め、国土の実態を科学的に調査することを目的としております。本市は平成18年度から、佐喜

浜町の海岸沿いの住宅地を対象にスタートして３年が経過しているところであります。 

 議員さん御質問の山林部分の調査についてでありますが、本市の山林部分は広大な区域とな

りますので、短期間に事業が完了するものではないと考えております。しかし、山林の境界確

定の問題につきましては、所有者の高齢化や過疎化のために、山林の境界に精通した方々が減

少しているのも現状であります。したがいまして、山林の境界確定についても早期に調査が必

要であることは十分認識しているところでございます。今回は、国土調査法を受けて、将来の

山林の地籍本調査に備えた資料を作成をするため、山林境界保全事業において取り組むことと

しております。 

 なお、財政状況は大変厳しい状況ではありますが、関係団体とも協議を重ね、部分的ではあ

りますが、保全事業によっての調査を実施することとしまして、平成21年度の予算にも計上し

たところであります。 

 次に、７点目の設計委託についてであります。設計委託については、委託仕様書を作成し、

競争入札による業者決定をしており、建物については落札業者によって建設物価を参考にする

こと、それにない資材については三者見積もりにより設計金額をまとめているところでありま

す。 

 次に、測量設計についてでありますが、すべてを委託にするという考えは持っておりません

し、職員でできることは職員ですべきと考えております。 

 人事の問題につきましても、限られた人員の中での職員一人一人の資質や能力を高めること

を目標に人事配置を行っているところであります。 

 なお、技術職員の採用や養成については、今後の状況を見ながら対応していきたいと考えて

おります。 

 次に、８点目のバーデハウス室戸の支援策についてでありますが、現在、指定管理者、県職

員、市職員による連絡調整会議や市の関係課職員による連絡会で、バーデハウス室戸の施設運
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営や利用促進、施設を利用した健康増進事業の推進などについて情報交換や業務の調整、改善

策の検討などを実施しております。 

 また、昨年の支援につきましては、住民の方々にも行政懇談会を通して市の考え方や支援策

を説明し、それに対する御意見などお伺いしているところであります。 

 議員御提案のことにつきましては、広く御意見を聞くことや専門家に御指導いただくことは

大事なことと考えますので、その進め方や方法などについて検討してまいります。 

 次に、９点目の市民表彰規程についてでありますが、市民表彰の推薦につきましては、毎年

「広報むろと」でお知らせをするとともに、なお表彰の意味などの周知徹底を図る意味で、幾

つかの団体に対して市民表彰に該当する方がおりましたら推薦をしていただきたいという呼び

かけをすることはあります。 

 審査の方法でありますが、提出された推薦書の内容は、まず所管課で確認をしております。

その後、審査会に諮問し、審査をいただいた後、審査会から私に答申をしていただき、決定と

いう手順となっております。 

 市民表彰条例では、産業、教育、文化、政治、社会労働、その他公共の福祉に関し特にすぐ

れた善行があり、または特に顕著な功績のあった市民を表彰し、市民生活に希望と活気を与え

地方自治の向上に資することを目的としておりますので、表彰基準を定め、それに沿って審査

していただいているところでございます。今後におきましても適正な表彰となりますよう努め

てまいります。 

 市長の答弁は以上でございますが、関係課長より補足してもらいますので、よろしくお願い

をいたします。以上でございます。 

○議長（町田又一君） 松本農林課長。 

○農林課長併農業委員会事務局長（松本正明君） １、市長の政治姿勢の(1)市政運営につい

て、山本議員さんに市長答弁を補足説明させていただきます。 

 ②老朽化した農業水路対策について。農業用水路の計画的に改良するには、県単事業のうち

農業確立総合支援事業、土地基盤整備事業があります。補助率は、県50、市35、地元負担15で

あります。採択基準があります。１、受益戸数３戸以上、受益面積が３ヘクタール以上である

こと、２、認定農業者がいること、３、事業効果が必要で、その中の費用対効果で販売、生産

の向上する作物の栽培、水稲のみでは対象外になります。４、農地の有効利用、畑作振興によ

り休耕田の解消ができることなど、ほかにも条件が絞られてきます。その事業の完成後は、フ

ォローアップ、県の追跡調査が行われ、事業実施年度から３年間で成果が達成できなければ改

善命令が出されます。これらの条件をクリアするためには、地元農業従事者の協力が必要にな

りますので、事業の説明をして合意が得られましたら、随時改良計画を立て取り組んでまいり

ます。また、これらのほか小規模な改良につきましては、修繕で材料の支給等により、地元協

力のもと施行しております。 
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 次に、２、市政全般の(3)林業行政の取り組みについて。森林が持つ多面的な機能は大変重

要であると認識しております。環境先進企業との協働の森づくりにも取り組んでいるところで

ありますが、企業の立地条件などが合わなくて協定に至っていないのが現状でございます。立

地条件の範囲が緩くならないのか、再度県と協議して取り組んでまいります。 

 議員さん御案内のとおり、各市町村の林業者及び職員が地域アクションプランを策定し、具

体的な取り組みとして県産業振興計画に取り上げられました事業の概要は次のとおりです。 

 効果的な施工の実施については、森の工場の推進、高性能林業機械の導入、作業道開設など

の基盤整備、低コスト生産技術の構築、施業プランナーの育成と提案型施工の確立、新規就労

の確保、育成については緑の雇用事業の活用、就業環境の改善、全木集材システムの列状間

伐、小面積伐開、木質バイオの生産などが上げられます。これからの事業に取り組むことで林

業行政の振興を図ってまいります。また、間伐材を活用した木質ペレットの開発などの調査研

究も進めていきたいと考えております。 

 次に、(4)普通林道の改良について。室戸市の林道は平成20年４月１日現在、路線数が32路

線、総延長８万8,052.3メ－ター、利用面積１万889ヘクタールです。幅員2.8メ－トルの林道

は傾斜道として区分され、路線数は18路線、利用面積3.76ヘクタール、蓄積47万4,622立米

で、全体の約30％を占めております。 

（「面積を間違えた」と呼ぶ者あり） 

○農林課長併農業委員会事務局長（松本正明君）（続） えっ。 

（「3.76ヘクタール」と呼ぶ者あり） 

○農林課長併農業委員会事務局長（松本正明君）（続） あっ、3,726ヘクタールです。 

 開設年度はほとんど旧町時代に新設されたものです。 

 議員さん御指摘のとおり、まずは現地踏査をし、現状を把握した上で、計画的な改良を立

て、他の林道と同じように補助制度ができるよう要望してまいります。以上です。 

○議長（町田又一君） 川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 山本議員さんにお答えします。 

 大きい２の市政全般について。その中の(5)市道改良及び修理についてと、(6)市道危険箇所

の点検整備についての御質問であります。 

 議員さんにおかれましては、市道北生線の改良について、いろいろと現場に立ち会ってもら

って、改良方法も提案いただいて、どうもありがとうございました。 

 建設課としましても、市民の多くの要望についてのすべてにおこたえできない状態もあり、

大変申しわけないと思っております。 

 今現在も、教育委員会に対して地元から出された通学路の改良要望の報告も、教育委員会の

ほうから建設課のほうまでいただいておるところであります。 

 今後においても市民の皆さんの意見を聞きながら、御質問の中にあったように、効率的、経
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済的で現場に合った工法を創意工夫するとともに、危険度や必要度の高い要望からの早期改良

を心がけて努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（町田又一君） 谷口総務課長。 

○総務課長（谷口稀稔君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 ２の市政全般についての９の市民表彰規程についてということで、市民表彰の選考の基準の

ことです。それと、今年度表彰された方の基準ということで。 

（「全体の基準より市民表彰規程の基準」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（谷口稀稔君）（続） それを全部……。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。谷口総務課長。 

○総務課長（谷口稀稔君）（続） 表彰の対象ということで、品行方正で衆にすぐれ、市民の

模範となると認められる者のうち、次の号のいずれかに該当し、その功績が顕著な者について

市長がこれを行うというものでございます。第１号、有益な研究、考案、発明、改良、創作に

ついて実績が特にすぐれた者、第２号、教育、文化、社会福祉または産業の振興に功績が顕著

なもの、第３号、保健衛生、体育の向上に功績が特にすぐれた者、第４号、貯蓄、納税につい

てすぐれた功績を上げた者、第５号、災害の発生に際して、身の危険を顧みず人命を救助し、

または防護もしくは公共の維持に著しい貢献をした者、第６号、治山治水、土地改良、土木、

交通等に功績が特にすぐれた者、第７号、前各号のほか特に必要と認める者。以上です。 

○議長（町田又一君） 山本賢誓君の２回目の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 山本。２回目の質問を行います。 

 市長が不在ですので、政策的な問題じゃなく、担当課長にお伺いをいたします。 

 先ほどの答弁で、農林課長のほうから水路の改修というふうな分で答弁をいただきましたけ

れども、その中で冒頭に、水路を改修していくに県単事業とかを取り入れるとかというふうな

答弁がありましたけれども、県単費用なんかを取り入れれば、後々の効果の検証とかそういっ

たもんまで含めて、なかなか小さな部落の中ではそういうものには対処できないと、またそう

いう県単事業なんかでは早速がきかないという部分があります。 

 私の言いたいのは、例えば各集落、各地域の田町のメーンとなる水路、そういったものだけ

でも非常に傷みの激しい部分があれば、早急に手直しをしてやる、修繕をしてやる必要があり

はしないかということがメーンで訴えたわけです。少なくとも原材料支給とかというふうな話

がありましたけれども、その原材料支給というふうな方向に持っていくにしても、その地域の

方々が相談をしてこなければ、そういうこともできないという部分がありますので、少なくと

もその地域地域のメーンの水路、こういったものに関してはそれなりの調査をし、補修、修繕

が優先するところは取り組んでいただきたいというふうな部分で申し上げましたので、もう一

度よろしくお願いします。 

 それから、市民表彰規程についてでありますけれども、決して特定な個人をという意図で言
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ってるわけではありません。最近の例を見てみますと、非常に安易に市民表彰受賞者がふえて

いると。これは私だけの意見ではないわけです。市民の方からもそういうふうな声が出てお

り、私もそれの意見に同感してこういう場で取り上げるという部分であります。総務課長も言

っておりましたけれども、功績の顕著な方というふうな判断の仕方が、30年前、40年前から比

べれば非常にレベルが落ちているということになると思います。功績顕著というふうな部分を

総務課長にもう一度お聞きしたいですけれども、この功績顕著、そしてその功績顕著な部分を

認めた場合、その認めるレベルが、室戸市に対してどのように貢献してきたかということも確

認がなければ功績顕著とは言えんわけだと思います。そういったことが過去の、最近でも結構

ですけれども、いま一度市民表彰という重みを考えれば、その功績顕著という部分にこだわる

という姿勢を市のほうが持たなければ、推薦を依頼したと、その団体に依頼した、そして応募

があった、その団体が断ることはまずできないとしたら、そういったことも考えて、その団体

にも無理を言うというような思慮も働かなかったのかという部分にもなりはしないかと思いま

す。もう一度総務課長に聞きますけれども、功績顕著、そしてその功績顕著が受賞にふさわし

いというふうな部分は、どういう影響を持った者を判断としているかというふうに、私も何言

うかわからんようになりましたが、答えれる範囲で答えていただきたいと思います。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。松本農林課長。 

（発言する者あり） 

○議長（町田又一君） 静粛にお願いします。 

○農林課長併農業委員会事務局長（松本正明君） 山本議員さんに２回目の答弁をいたしま

す。 

 農業用水路の地域メーンの水路ということであります。なかなかそのメーンという水路には

把握してございませんので、再度地元農業者の方と調査をして、悪いところは材料支給でお願

いしたいということです。以上です。 

○議長（町田又一君） 谷口総務課長。 

○総務課長（谷口稀稔君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 功績が顕著な者ということで、人に秀でた功績があるといいますか、それ客観的に見て判断

して、それで功績が顕著な者と判断するんじゃないかと思いますけんど。以上です。 

（８番山本賢誓君「まあ、また次の議会で」と呼ぶ） 

○議長（町田又一君） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 ここで議会運営委員会委員長にお願いをいたします。議会運営委員会を開会していただき、

あすの日程について協議をお願いいたします。 

 議会運営委員会開会の間、休憩をいたします。 

            午後２時27分 休憩 
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            午後２時34分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会委員長の報告を求めます。久保善則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（久保善則君） 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど議長出席のもと、議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありましたあすの日程に

ついて協議を行ったところ、あす10日は休会と決定いたしました。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（町田又一君） お諮りいたします。 

 ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり、あす３月10日につきましては休会とするこ

とに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、あす３月10日は休会とすることに決

定いたしました。 

 明後日３月11日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

            午後２時35分 散会 

 


