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平成２１年９月第５回室戸市議会定例会会議録（第２号） 

 

１．日 時  平成２１年９月１４日（月） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 脇 本 健 樹    ２番 久 保 八太雄    ３番 久 保 正 則 

  ４番 上 野 祥 司    ６番 米 澤 善 吾    ７番 立 石 大 輔 

  ８番 山 本 賢 誓    ９番 谷 口 總一郎    10番 徳 増 寿 子 

  11番 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美    13番 鈴 木 彬 夫 

  14番 久 保 善 則    15番 町 田 又 一    16番 林   竹 松 

４．欠席議員 

  ５番 濱 口 太 作 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  谷 口 稀 稔 

  事務局次長兼議事班長  中 山 一 彦 

  議 事 班 主 任  柳 原 直 哉 

  議 事 班 主 事  浜 田 あゆみ 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     総 務 課 長  久 保 信 介 

  企画財政課長  木 下 恵 介     滞納整理課長  日 垣 龍 二 

  財産管理課長  萩 野 義 興     税 務 課 長  安 岡 稔 光 

  市 民 課 長  久 保   正     保健介護課長  山 本   勉 

  人権啓発課長  前 川 美智夫     農林水産課長併農業委員会事務局長  久 保 重 章 

  建 設 課 長  川 邊 幸 雄     商工観光深層水課長  上 山 精 雄 

  会計管理者兼会計課長  中 川 博 嗣     福祉事務所長  上 田   満 

  教  育  長  谷 村 幸 利     教育次長兼学校教育課長  植 村 幸 治 

  生涯学習課長  柳 川 明 彦     水 道 局 長  亀 井 賢 夫 

  消  防  長  青 木 正 雄     監査委員事務局長  山 本 君 子 

７．議事日程        

  日程第１ 意見書案第１号 室戸市に特別支援学校の設置を求める意見書について 

  日程第２ 一般質問 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第２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（林 竹松君） 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。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 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、濱口太作議員、親族の不幸のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） まず、議会運営委員会委員長報告にありましたように、意見書案第１

号室戸市に特別支援学校の設置を求める意見書についてにつきましては、本日審議することと

いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 日程第１、意見書案第１号室戸市に特別支援学校の設置を求める意見

書についてを議題といたします。 

 案文につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

 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並びに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（林 竹松君） 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

理由の説明並びに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

についてはなきものとして議事を進めます。 

 これより採決をいたします。 

 日程第１、意見書案第１号室戸市に特別支援学校の設置を求める意見書について採決いたし

ます。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議決されました案件については、その条項、字句、数字、その他整理を要するもの
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につきましては、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〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第２、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

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

市民を代表して一般質問を行います。 

 大項目の１、室戸市消防本部の将来について。 

 国の三位一体改革や人口減少に伴う地方交付税の削減で、運営費をこの税に頼っている県内

の消防署が存廃の危機にさらされておりまして、最悪の場合、幾つかの地域で体制を維持でき

なくなる予測があります。この状況から、消防関係者は住民の生命、財産を守る消防、救急は

最も重要な行政サービスであるのに、これからどうなるのかと危機感を募らせております。県

内には市単独、あるいは室戸市のように複数市町村で構成する消防本部が15あり、その下に

19消防署と23の分署、出張所が配備されていると認識をしております。これらの機関について

消防組織法では、消防業務を行い、費用を負担する責任は市町村にあると認定されておりまし

て、この運営は国から全国の各市町村に分配される地方交付税の一部、消防費に係る基準財政

需要額で賄われております。ですが、三位一体改革で16年度以降は徐々に交付税が減少し、さ

らに需要額の算定に人口数が関係するため、過疎化が進む高知県では、国勢調査が行われるた

びに交付税が減り続けております。そんな２年前の19年４月、国は消防組織法を改正、各都道

府県に消防本部を人口30万人以上の規模に１カ所が適当とする消防組織の広域化、統合を指示

しました。都道府県にその管理者や有識者らでつくる検討委員会を立ち上げ、県内の15消防本

部を１ないし６本部制のパターンの再編案を指示し、調整を図ってまいりました。複数の本部

を統合することで幹部職員を減らし、その分現場の人員を確保させようということでありま

す。その結果、検討委員会は昨年３月18日に県内を１ブロックとする高知県総合広域化推進計

画を策定し、その方向で進んでおります。 

 そこで、本市消防の財源と体制、この計画に関してお伺いをいたします。 

 １点目、市町村の消防に係る財源は、地方交付税によって措置されていて、消防費の単位費

用というこの地方交付税の基準額は、住民１人当たり幾らと定められております。室戸市消防

本部に対するその基準額の状況をお聞きをいたします。 

 ２点目、人口規模が大きいほど消防戦力は大きくなり、住民１人当たりに換算した消防費は

少なくなります。また反対に、人口規模が小さければ消防戦力は小さく、住民の１人当たりの

消防費は多くなってしまいます。 
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 これらに関してお聞きしますが、①室戸市の消防の財源状況を県内の他消防本部の状況と比

較して御説明ください。 

 ②普通会計に占める消防費の割合を県内の他消防本部の状況と比較して説明をしていただき

たいと思います。 

 ３点目、次に問題と考えるのは、今後東洋町を含め、本市の消防本部の体制が健全な状況に

保つことができるかどうかであります。その確保は、おのずと消防職員数によります。職員が

１割、２割減りますと、現在の消防署や分署、出張所の運営維持は困難になるのは間違いない

と思います。広域化といいましても、全国平均の76％に対して、高知県全体でも63.7％、室戸

市は53.5％、東洋町を含めましても63％しかありません。県内の市町村を見ても、どこも消防

職員の人手が足りなくて困っております。そんな人手が足りない同士が一緒になっても、初動

出動態勢の強化にはつながらないのは明らかであります。このように、人口減少は消防体制の

維持を困難にさせ、住民サービスにも大きな影響が出てきます。県が策定したこの計画につい

て、消防広域合併のメリットとデメリットなどを本市はどのようにお考えでしょうか、お聞き

をいたします。 

 ４点目、次に、計画策定後、動きはとまっているともお聞きをしますが、その理由をお伺い

します。 

 この計画のまとめの中には、広域化対象市町村の組み合わせは、全市町村を対象に県内全域

を１つとする消防本部を目指すことが必要と書いてあります。目指すとは希望であり、県は計

画がストップして破綻も想定していると思います。この点をお伺いをいたします。 

 それと、本市はこの計画に参加するおつもりでしょうか、それとも参加しないおつもりでし

ょうか、この点もお聞きをいたします。 

 ５点目、反対に計画が数年で実行に移され、職員が急激に減少した場合、火災や救急、そし

て南海大地震のときにはどう対応されるのか、今のように対応できるのかなどをお伺いをいた

します。 

 大項目の２、集中改革プラン推進計画について。 

 (1)総論・集中改革プランの成果について。 

 １点目に、まず国と地方、国と室戸市の関係など、市長が考えます地方自治のあり方につい

てお伺いをいたします。 

 ２点目、集中改革プラン推進計画は、19年11月から始まり、３年５カ月の後、22年度末に終

了をいたします。この進捗状況と今後の抜本的な行財政改革はどのように進められるのかにつ

いてお伺いをいたします。 

 問い３、次に、この計画スタート時には予測していなかった、世界的に拡大した大きな経済

不況が発生し、これに伴い、国からは不況対策のための交付金などが各自治体に投入されまし

た。これらの国の動きは、本市のこの集中改革プラン推進計画の中の事業とは特段関係ないか
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もしれませんが、もしあれば、その進展しなかった事業と国の経済対策によって思いがけず進

展した事業について、計画にかかわる担当課長にお伺いをいたします。 

 (2)各論・集中改革プランの取り組みについて。この項の中では、計画書の項目をもとにお

聞きをしていきます。 

 １点目、まず補助金、負担金の見直しについてであります。 

 財源が厳しいから、補助金と負担金の見直しを行うとしておりますが、見直した事業をすべ

て明らかにしていただきたい。そしてまた、新規補助事業は原則３年以内の期限つき補助事業

として実施するとしております。これに関する事業の状況もすべて明らかにしてください。こ

れは関係するすべての課長にお聞きをいたします。 

 ２点目、財源の確保の項目に、税等の滞納未収金徴収があります。私が15年からずっと財政

をチェックしてきて、一番注目しているのはこの滞納金、収入未済額の回収と５年で借金をチ

ャラにしてしまう不納欠損処理という規定であります。この滞納金で一番問題視してるのが住

宅使用料です。これが15年度は7,800万円、16年が9,900万円、17年が１億2,200万円、18年が

１億4,500万円、19年度は１億7,000万円と、毎年20％前後増加しております。本市は、計画最

終年度の22年度は特にこれに力点を置いて徴収活動を行うべきだと思いますが、これを行うお

つもりはありますでしょうか。また、どうすれば成果が上がるとお考えでしょうか。 

 ３点目、計画年度３年５カ月間における市税と住貸、住宅新築資金貸付金に関する徴収成績

の総合的な所感を担当課長、２つの課の課長にお聞きをいたします。 

 ４点目、もう一つ遊休市有地の売却の状況についてもお聞きをします。 

 ５点目、電硝エンジニアリングの立地計画を最近聞きませんが、計画は頓挫したのではない

かと思っております。進んでいるならば、いつ工場建設が開始され、いつ完工し、いつ事業が

開始されるのか、この点は市長にお伺いをいたします。 

 ６点目、事務事業の見直しについてであります。 

 このプランを説明されたときに、行政改革プロジェクトを組み、計画を推進中と言われたと

思いますが、そのプロジェクト組織についてと、この計画の進捗状況と、事業見直しの一つと

して入札制度改革はどのように進められているのかをお聞きします。電子入札など入札方法の

改善はどのように行われ、見直しの中でどのような意見が出ているのかについてお聞きしま

す。 

 ７点目、土地開発公社の健全化と見直しについてであります。 

 まず、土地開発公社の業務について、改革プランには21年度末の目標として廃止と記されて

おります。これははっきりと年度末に廃止できるのでしょうか。 

 ８点目、神ノ前用地の処分として市道及び防災公園についてお聞きします。 

 まず、市道については、20年12月議会で用地費が、また21年３月当初予算で市道新設工事費

がと、合計6,280万円計上され、可決しております。工事は12月末までに終了の予定と聞いて
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おります。 

 一方、防災公園は、用地費として合計４億1,722万円が計上されました。ただ、これは用地

費だけで、整備工事費はこれからということですが、防災公園の工事予算額は幾らで、議会に

いつ計上され、いつごろ工事着工となり、いつごろ完工する予定でしょうか、お聞きします。 

 ９点目、同じ項目になりますが、昭和63年に当時の市長が不要な山の土地を買わされて、や

むなく１年後にバイオ施設用地と名づけて土地開発公社にほうり込んで、そのまま塩漬けにな

っている土地があります。１億円近い資産価格があると言いますが、そんな価値はないと思

い、だれも買わないあの山はどう処分されるのかと思っております。買ったまま放置してきた

あの行政責任はだれがとって、だれが責任を持ってあの無駄に買った土地を処分するのでしょ

うか。そして、どうすればこの問題を処理できるとお考えでしょうか、市長にお伺いをいたし

ます。 

 10点目、この項の最後に、国と本市の関係をお聞きします。 

 衆議院選で政権交代がなされ、民主党政権が誕生しました。７月成立の補正予算の一部をこ

の秋に中止して、来年度当初予算の概算要求の基準も全面的に見直すなどの報道があります。

地方交付税などに依存している我々地方自治体の関係者は不安ばかりで、先行きが全く見えて

きません。これら政変に関する本市への影響についてお伺いをいたします。 

 次に、大項目の３、市長の政治姿勢についてであります。 

 (1)住民への説明責任の遂行について。 

 まず、国と地方の関係からいいますと、国は国家に係る根幹的な事柄を担当し、国家全体を

総合的に調整し、地方の総合的な運営は地方にゆだねます。この地方が行う運営が地方自治

で、これは住民自治と団体自治の２つの概念を持ちます。住民自治とは、地方の運営は地方の

住民の意思によって行われるべきという概念で、団体自治とは、地方の運営は国と独立した自

治権を持つ地方公共団体などにより行われるべきという概念であります。そして、これら住民

自治、団体自治は、憲法第92条から第95条において定められております。さらに言いますと、

住民自治とは、住民の意思を聞いてこそ成立するものであります。住民の声、住民の意見を聞

かない住民自治などあり得ません。自治とは文字どおり、みずからのことはみずからの手によ

って処理することでありますが、行政が住民からの信頼を失うのは、大抵が行政における不祥

事や独善的な事業運営など、もろもろの問題が発生したときに、その処理において住民の声、

意見を聞かず、住民感覚から遠く乖離した結論を出したときであります。つまり住民に対する

説明責任を果たさなかったとき、行政の信頼は失われます。そのアカウンタビリティー、説明

責任が確立されていない組織は、社会から厳しく評価を受けることから、説明責任が明確に果

たされているか否かが、企業経営に限らず、自治体経営においても重要視されてきておりま

す。 

 このことから、行政組織が健全性を維持するためには、住民から権限を負託された首長はみ
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ずからの職務責任、職責を果たすとともに、住民に対する説明責任も同時に遂行して、行政経

営の透明性を確保、保持することが要求されます。このように自治体経営の基礎となるのが、

説明責任であります。説明責任とは、行政機関の行為や意思決定の過程を住民にオープンに

し、住民からの、どうしてほかの市町村と違うことをするのか、どうしてそんな方法で行うの

か、どうしてそんなに時間をかけたり予算を使ったりするのかの問いかけに対し、自治体みず

からがなぜそうするのか、なぜそうなるのか、なぜそうなったのかなど、その考え方や政策の

内容を筋立てて住民に説明することであります。そう住民の問いかけに答えることで、住民の

問題意識や情報を共有し、より住民の視点に立った施策を絶えず自己点検していくことになり

ます。こういう納得のいく行政組織を実現していけば、住民自治も急速に進んでいきます。 

 以上のことを基本として質問に入ります。 

 ①選挙公約と市長初議会での所信表明について。 

 市長は、市長選におきまして住民との対等な対話と行政情報の積極的な提供を行うと公約を

しております。また、18年12月の市長初議会の所信表明でも、「市政運営に臨む私の基本的な

考え方のまず１点目には、住民の方々との信頼関係を築くことであります。年度の初めには、

年内10カ所以上で行政説明会を開催することや各種行政計画の策定には市民ワークショップな

どを開き、広く住民の方々の意見を聞いて、それを計画に反映させます」と決意を表明いたし

ました。ここで言う説明会は、住民懇談会の誤りだと思いますが、これは開催をしてきまし

た。ですが、重要計画や事業の転換期に意見を聞く住民説明会は、この間の地デジ事業の説明

会以前は一度も開催されていないと認識しております。人生におきまして、恩義を受けた人や

大事な人との約束を守ることは大切でありますが、政治においても住民との約束を守ることは

特に大事だと思います。約束を守るとは、人の意見を聞き入れることが原点で、それを忘れた

ら、人間としての信用を失い、みんな愛想を尽かせて次から次へと自分のもとから去っていく

ことになります。 

 １点目にお聞きします。 

 市長は、市長選での公約と市長就任初議会での所信表明をもとに、これまで少なくても３度

は住民説明会を開催すべきであったと、私は思っております。なぜ住民との約束どおり説明会

を開催されなかったのか、この点をお伺いをいたします。 

 ②パブリックコメント制度の導入について。 

 これまで本市は、特に重要事業の問題発生時などは批判を受けるからか、かたくなに住民の

意見を聞くことを避けてきました。そのため、あんな重要なことを決めるのに、なぜ市民に説

明せんがやろうという声が住民の中にあります。 

 そこで、その改善策として提案をいたします。パブリックコメント制度、日本語でいいます

と意見公募制度、これは市民の意見を行政に反映させるため、法令や法令に基づく基準の制度

改廃、そして行政が行う重要事業の計画段階や、転換期に当たっては市のホームページを通じ
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て広く意見を募集する制度であります。本市が市民の意見を聞かずに、独走するのを防止する

ためというふうに思っております。既に国の各省庁や先進的な自治体はこれを導入しておりま

す。本市も、住民自治推進のためにこの制度を導入してはいかがでしょうか。 

 (2)温浴施設の指定管理者株式会社ムロトについて。 

 ①社名について。 

 これは単純な疑問からですが、本市は設立しました会社の名前をＭＵＲＯＴＯと英文字にし

ております。普通の封筒で縦書きで書きますと、室戸市から出す封筒にも、相手方からシレス

トむろとや株式会社ムロトあての封筒にも、この６つの英文字を縦に書かなくてはなりませ

ん。当然書く人には、ちょっと変だ、面倒だという違和感がずっとついて回ると私は感じまし

た。だから、お客様は仕方なしに英文字を書くことになると思います。大手の自動車メーカー

の社名を例にとりますと、トヨタ自動車株式会社は車には英文字で「ＴＯＹＯＴＡ」とエンブ

レムを取りつけてありますが、社名は「トヨタ」と片仮名で書き、「自動車」と漢字を続けま

す。このように英文字の社名は、媒体に書いて広報するときには通常は片仮名にするというこ

とであります。 

 お聞きしますが、市設立会社の株式会社ムロトの社名の英文字で書いた「ＭＵＲＯＴＯ」を

「ムロト」と片仮名の社名に変更してはいかがでしょうか。相手の身になれば、それが適正だ

し、今後のためにも変更は効果的だと思います。この点について御見解をお聞きします。 

 ②ムロトの会社定款について。 

 この会社の定款を見ますと、問題点がたくさんあるように思います。次々とお聞きをしてい

きます。 

 一番疑問に思ったのは、定款第６条の当会社の株式については、株券を発行しないの条文で

あります。株券は発行しないから、株券を所持した株主はいません。そして、会社の株主は室

戸市と担当課で聞きました。 

 １点目にお聞きしますが、以上のことを整理しますと、民間会社ムロトに株券はない。で

も、株主の室戸市は株式を持っているといいます。疑問なのは、これ私の素人考えですが、株

券を持たなくても株主と言えるのかについて。株主と言えないのではないかと考えますが、こ

れを適法だと言うならば、会社法などの何条をもって株券を持たなくても株主と言えるのか、

その法的な根拠を明らかにしていただきたいと思います。 

 ２点目、第９条には、当会社の株式を取得した者が株主名簿への記載を請求するにはなどと

記載されております。第６条で、株券を発行しないとしております。これを根拠にお聞きしま

すが、この会社には株式はない。ゆえに、株式を取得する者もいない。だから、当然株主名簿

もない。株主名簿への記載もないと理解しますが、これら私が指摘します４点は間違っている

でしょうか。間違いならば、この４点を論理的にお答えいただきたいと思います。 

 ３点目、また株券がないのに、７条にあります株の譲渡ができるのかについても、法的な根
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拠をお聞きします。 

 ４点目、次に民間から社長などを招聘すれば、給与支払いという経費増が予想されますし、

かといってボランティアで社長や副社長を引き受けてくれる人はいないと考えておりますが、

将来も含め、指定期間３年のこの株式会社ムロトに社長など役員として民間から招聘する考え

はおありでしょうか、この点をお聞きします。それと、その場合には、給与支払いで経営を圧

迫します。これに関してもお聞きします。 

 ５点目、次は会社経営についてであります。株主総会はだれが参加されるのでしょうか。市

長１人が出席するという話もありますが、私は株主の室戸市側からは市長、副市長、観光課長

の３人が参加して、会社側からは社長を含む取締役の３人が参加すると予測しております。つ

まり委託側の株主と受託側の民間会社が同一人物で、この３人が赤字になった経営責任を追及

し、同じ３人がその追及をかわす答弁を行うという、世にも不思議な光景が想定されます。こ

の指摘が正しいでしょうか。そして、これは適正なことだとお考えでしょうか。 

 ６点目、また私だけでなく、こういう珍しい株主総会を傍聴したい人や取材したいマスコミ

などは多いと思いますので、広く公開していただきたいですが、情報公開の観点からこれを公

開しますでしょうか。そして、株主総会はいつ開催されるのでしょうか、お聞きします。 

 ７点目、この会社が赤字になり、負債がふえれば、バーデ社が行ったように資本金を食いつ

ぶし、それがなくなれば普通は倒産しますが、資本金がなくなれば、また市の基金を取り崩し

て資本金につぎ込み、負債はふえますが、この会社はいつまでも倒産しないと私は予測をして

おります。ですが、そんな住民無視のような政策はやめるべきで、今の3,000万円の資本金が

なくなれば、市による会社経営は停止し、これまでどおり民間の企業や団体から広く指定管理

者を公募すべきだと思いますが、これを行いますでしょうか。 

 ８点目、指定管理者である株式会社ムロトについて、この会社は平成24年６月末で指定期間

３年が失効すると思っていますが、同社が再度指定されない場合などは、会社をどのように解

散しようと考えておられるのか。そして、そのときの株券のない株式の処理方法と赤字経営で

負債があるときは、その残債処理をどのように行うのでしょうか。派遣した市職員の処遇はど

うされるのかなどをお聞きをいたします。 

 ③ムロトへの派遣研修について。 

 民間企業の株式会社ムロトが管理運営しているシレストむろとに地方公共団体の室戸市から

職員１名を支配人として研修名目で派遣をしております。室戸市から職員を民間会社に派遣す

ることは、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、派遣法の趣旨とは異な

ることから、市長も委員会質疑の答弁で、指摘どおり、この法律からいって、株式会社への市

職員の派遣はできませんと明確に認めております。よって、室戸市は従来どおり、地方公務員

法にのっとり、職務命令か職務専念義務の免除かによって対応するしかありませんでした。そ

こで、室戸市は研修名目の派遣、これを単に派遣研修というそうですが、という方法を選択し
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ました。 

 以上がこれまでの簡単な流れです。 

 そこで、再度お伺いをしていきます。 

 地方公務員法第35条の職務専念義務の条項には、特例として、法律その他条例に特別の定め

がある場合と、この職務専念義務が免除される場合が規定されております。これは本市の職務

専念義務特例に関する条例にも同様に規定されておりまして、職員は次の各号のいずれかに該

当する場合は、あらかじめ任命権者の承認を得て、その義務を免除されることができるとした

上で、３点の場合が挙げられております。その１番目に、研修を受ける場合とあります。この

点から思いますに、シレストに取締役３名はいつも不在だから、上司はいません。ましてや取

締役は商売を経験したことのない人たちであります。ほかに経営手腕を持った人はいません。

とすると、研修に出した市職員は、組織のあり方や商売についてだれからも研修を受けること

はないと言えます。 

 そこで、１点目にお聞きします。 

 だから、民間企業が管理運営するシレストむろとに派遣研修に出した市職員は、派遣法や市

の特例条例における研修を受ける場合にも該当しません。よって、地方公務員法の第35条の職

務専念義務が免除される場合の法律その他条例に特別の定めがある場合にも、本市の職務専念

義務特例条例にも違反しております。これについて御見解をお伺いをいたします。 

 問い２、もし研修を受ける場合に該当すると言われるならば、職員はだれから研修を受けて

いるのでしょうか。 

 ３点目に、地方公務員法第39条２項には、前項の研修は、任命権者が行うものとすると規定

されております。前項の研修とは、機会を与えられて受ける研修のことであり、これを当ては

めますと、職員が機会を与えられて受ける研修は、任命権者が行うものとなります。よって、

派遣研修は、この法39条２項を満たしておらず、違反していると思います。この点についても

お聞きをいたします。 

 ４点目、派遣した市職員の業務についてお聞きします。 

 支配人は何時から何時まで勤務しているのでしょうか。朝８時半から午後５時過ぎでしょう

か。それを過ぎて働いた場合は、時間外手当を毎日支給しているのでしょうか。どこの会社も

が行っているサービス残業はないのでしょうか。休みはいつとるのでしょうか。週休２日制で

しょうか。定休日以外の日の責任者はだれでしょうか、お聞きをいたします。 

 ５点目、職員派遣において、自治体の幹部職員が商法法人である企業の理事や取締役として

選任される場合、より複雑な問題が生じます。すなわち理事や取締役は、その法人の経営層で

あり、労働基準法の適用対象となる労働者に該当しないと解します。このことから、民間企業

の取締役に選任された観光課長は、株式会社ムロトの経営層であり、労働基準法第９条の労働

者に該当しないことから、労働基準法関係法令における労働者にも該当しません。この点をま
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ず確認をいたします。 

 ６点目、一般に派遣職員は、地方公務員災害補償法は適用されず、労働者災害補償保険法が

適用されるとしますが、これも労働基準法及び労働者災害補償保険法の解釈において、自治体

と派遣先企業で特別の工夫をしないと行えません。 

 以上のことから、株式会社ムロトの取締役である観光課長が企業において業務上の災害を受

けたときは、労働基準法及び労働者災害補償保険法、地方公務員災害補償法は適用されませ

ん。この点をどのように適正に対処するおつもりでしょうか、お聞きします。 

 ７点目、同様に、災害時の補償に関し、市から派遣研修に出している支配人にはどのように

この点を対応されるのでしょうか。 

 ８点目、給与についてでありますが、まず観光課長は市職員であり、株式会社ムロトの取締

役でもあります。例えば、ウイークデーにシレストむろとで問題が発生したため、課長はその

処理に行き、シレストの事務所で半日取締役として仕事を行ったとします。そのとき市の業務

は行っていません。課長はそのまま市から給料をもらえば、地方公務員法の職務専念義務違反

になり、議会で私などから追及を受けます。課長はそれを見越して適正にと考え、市のタイム

カードを押して市役所を半日休むことにしました。でも、それでは課長は市からその半日分の

給料をもらえないし、市長によりますと、委員会では取締役はシレストからの給与支給はない

という答弁がありましたので、取締役になったばっかりに、一生懸命仕事をしても、どこから

も給料をもらえず、割を食ってしまいます。 

 そこで、市長にお聞きします。 

 観光課長の民間企業における取締役の職は、派遣でしょうか、それとも研修でしょうか。そ

の法律上の身分をお聞きします。また、シレストで長時間の事務作業が発生した場合、課長の

給料はどのように扱うのでしょうか、お聞きします。 

 (3)公の施設の要件とバスターミナルの位置づけについてであります。 

 ①議会での質問と答弁について。 

 20年11月臨時会での質疑応答から何点かお聞きします。 

 １点目、高速バスターミナルの設置について。地方自治法第244条をもとに、施設の宿泊室

部分は公の施設とは言えないと私が質疑をしたときに、課長から、施設は交通アクセスの確保

という行政目的を持って建設された行政財産であるから、法律違反にはならないと答弁があり

ました。つまり法をもとに行政目的を持って建設された施設は、違法にはならないと答弁され

たことになります。これは正しいでしょうか、もう一度確認をいたします。 

 次に、５番議員からも、地方自治法第244条で、公の施設とは、住民の福祉を増進する目的

を持って住民の利用に供するための施設と規定されている。徳島バスの乗務員が専用し、利用

する休憩室が公の施設であるという根拠を説明願いたいと質疑がありました。この質疑に対し

て市長は、この施設は行政財産の公共用財産に該当する。公の施設の条件は、住民の利用に供
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するもので、住民の福祉の増進が目的でなければならない。確かに施設は待合所と休憩室にな

っているなどとお答えがありました。 

 ５番議員は再度質疑に立ち、待合室と休憩室とでは、利用形態が全く違うので、個々にとら

えるのが正しい判断だ。解説書によると、当該普通地方公共団体の区域内に住所を有する者の

利用に全く供しないものは、公の施設ではないと明記されている。このことから、住民が利用

対象になってないバスターミナルの休憩室は、公の施設として不適正な施設内容だと考えざる

を得ないと的確に指摘をしております。これに対し市長は、答弁の最後は、ターミナルの位置

づけが必要だから、一つの施設と考えている。経済の発展につながるから御理解をいただきた

いと、懇願して終えました。 

 要約しますと、ターミナルという位置づけが必要だから、宿泊室と待合所を別々にとらえな

いでほしい、どうか御理解くださいという内容になりますが、これでは議員も困るだろうし、

これでは問いに答えたことにはなっていません。 

 そこで、お聞きします。 

 ５番議員が問うたのは、待合室と宿泊室とは利用形態が違うが、個々にとらえるのが正しい

判断だ。待合室は、法第244条に照らして公の施設と言えるのか、そして宿泊室は、法第244条

に照らして公の施設と言えるのかと問うたものであります。この問いにもう一度お答えくださ

い。 

 ②公の施設の要件について。 

 公の施設の目的は、住民福祉の増進などですが、公の施設かどうかを判断するには、５つの

要件があります。１つ、住民の利用に供するためのもの、２つ、当該地方公共団体の住民の利

用に供するためのもの、３つ、住民の福祉を増進する目的を持って設けるもの、４つ、地方公

共団体が設けるもの、５つ、施設であること、この５つであります。 

 １点目にお聞きしますが、公の施設には、このように５つの要件がありますが、あのバスタ

ーミナルの宿泊室は、ここで言う要件である住民の利用に供するためのものとは言えません。

つまり住民の利用対象物ではありません。ゆえに、公の施設でありません。もし、市長があの

施設を公の施設と言われるならば、住民の利用対象物ではない施設も、公の施設ということに

なりますが、そう考えておられるのでしょうか、お聞きをいたします。 

 次に、地方自治法第244条第１項をもとにして、公の施設と判断されるものと公の施設でな

いと判断されるものを分類した資料がありました。その資料を見ますと、公の施設でないと判

断されているものの中に、住民の利用に供しないものとして、庁舎、防波堤、観光ホテルなど

が挙げられているほかに、企業に一定期間貸し付ける住宅があります。これに徳島バスに貸し

付けている宿泊室が該当すると思います。 

 ２点目にお聞きしますが、あの宿泊室を公の施設と位置づけるには、あの部分に公益性と公

共性がなくてはなりません。この２つの概念が認められなければ、公の施設と言えません。あ
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の部分に公益性と公共性はあるのでしょうか。 

 ３点目、あの宿泊室は、徳島バスに一定期間貸し付けたもので、住民の利用に供しないこと

から、公の施設ではないと判断される建物だとわかりました。私の指摘どおりでしょうか、こ

の点の御見解をお伺いをいたします。 

 ③基本協定書について。 

 この項では、徳島バスの乗務員が朝出発するときに、宿泊室の台所のこんろになべをかけ、

火をつけたままバスを出発してしまったため火事になり、施設は全焼してしまったと仮定して

お聞きをいたします。 

 高速バスターミナル管理基本協定書を点検しますと、この第20条、損害賠償等には、次のよ

うにあります。乙（徳島バス）は、故意または過失により管理物件を損傷し、または滅失した

ときは、それによって生じた損害を甲（室戸市）に賠償しなければならない。つまり乗務員の

過失による火事で施設が全焼したとき、徳島バスは室戸市に損害賠償をしなければならないと

いうことになります。でも、その20条の後半にはただし書きがあって、甲が乙には特別の事情

があると認めたときは、甲はその全額か一部を免除できると書かれております。つまり徳島バ

ス側に全面的に責任があっても、室戸市がいいですよと、施設再建はうちがやりますと言え

ば、それが通ってしまうように協定書は規定されているように思います。 

 １点目にお聞きします。 

 協定書の20条の規定は、徳島バス側に責任がある火災で施設が全焼した場合は、徳島バス側

が責任を持って室戸市に賠償せよと言いながら、徳島バスに事情があると認めた場合は、その

全額を免除できるとなっているように思いますが、もし徳島バス乗務員の過失で火事になり、

施設が全焼した場合、本市はそれにどう対応されるのでしょうか。 

 ２点目、しかし22条では、本業務の実施に当たり、甲が加入する保険等は、建物総合損害共

済とするとあります。つまり20条では徳バスさん、あなたの会社の過失で火事になったときな

どは、あなたの会社が責任を持って室戸市にその損害を賠償しなさいとしながら、事情があっ

たら全額免除しますよと言い、その上、保険は室戸市が掛けますとしております。指摘どおり

なら、室戸に来てもらうために協定書で優遇しているにおいがします。もしものことがあって

も、徳島バスは自社の過失による失火の責任をとる必要がない。室戸市がうまく議会対策をし

てくれる。そんな協定書だから、会社が安心しているのではないでしょうか。 

 うがった見方かもしれませんが、お聞きをします。 

 私は、企業側の過失による失火の火事で施設が全焼した場合は、室戸市が企業側にその損害

を賠償させるべきだと思いますが、この場合どうされるのでしょうか、20条と22条の解釈を説

明していただきたいと思います。 

 ３点目、20条では、徳バス側の過失による火災の場合、徳島バスがその損害賠償を行うよう

に規定されております。22条では、損害保険は室戸市が掛けるとしていて、それは市の施設と
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考えますと、適正とも思います。ですが、徳バス側がその責任を果たさずにいて、保険を掛け

ている室戸市が保険会社から保険金を受け取った上で、そのお金を徳バスさんが室戸市に支払

うべき損害賠償金を支払った形にする、そんな不適正な処理を行うようにも解釈できます。そ

うではないでしょうか、お聞きします。 

 ４点目、もう一つ考えられることは、室戸市は保険会社から保険金をもらって、施設は徳バ

スが自社で掛けていた保険で室戸市に損害賠償をする。その結果、室戸市は徳バスさんからの

賠償金で施設を建てかえ、おりてきた保険金は基金にでも入れて丸取りという手法も想起され

ます。この点についてもお聞きします。 

 徳バスさん側も、22条で規定した室戸市と同じように、建物損害保険に加入していて、自社

の責任となれば、その保険金で本市に損害賠償するのでしょうか。その場合、室戸市が掛け

て、入った保険金はどうなるのかなどをお聞きをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 まず、問い４の消防の広域化推進計画策定後の状況についてでございますが、御案内のよう

に、当市のような人口減少が著しく、また財政基盤の厳しい小規模な消防本部におきまして

は、消防業務を共同で行うことが必要であると認識をするところでございます。 

 そこで、この広域化問題につきましては、平成19年度、有識者や市町村長、消防関係者で構

成している高知県消防広域化推進検討委員会でも熱心に議論をされ、平成20年３月、広域化推

進計画が策定をされたところでございます。その計画のまとめといたしましては、広域化の効

果を最大限享受できる方法として、県内15消防本部の一本化を目指すものとなっております。 

 そのことを受け、県では、現在実務者による各本部の現状や将来予測の検証を初めとして、

ブロック別のシミュレーションなどを行っているところでございます。私としましては、それ

らの推移を見守っているところでありますが、消防の任務は市民の生命、身体及び財産を守

り、災害による被害を軽減することでございますので、管内情勢などを熟知していることも必

要と考えるところでございます。いずれにいたしましても、効率的で機能的な消防組織でなけ

ればならないと考えております。 

 次に、大きな２点目の集中改革プラン推進計画についての(1)総論・集中改革プランの成果

についての問い１の市長が考える自治のあり方についてであります。 

 国と地方は、平成12年施行の地方分権一括法により、従来の上下・主従関係から、対等・協

力を基本とする新しい関係へと大きくかじを切り、地方分権改革の次なる課題として求められ

た歳入の確立と国と地方の財政再建という異なる目的が並行して進められる中、地方財政改革

のための国庫補助金改革、国から地方への税源移譲、地方交付税改革を行う三位一体改革の取

り組みが行われたところでございます。 
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 そうした中で、室戸市の平成20年度の財政状況は、一般会計の自主財源が21.6％、国庫補助

金等の依存財源が78.4％と依然国に依存した状況となっております。このような厳しい財政状

況でありますが、平成18年12月議会で市政運営に臨む私の基本的な考え方としまして、広く住

民の方々の意見を聞き、それを各種行政に反映させ、住民の方々との信頼関係を築くことが重

要であるとの考え方を含め、９項目について所信表明を行い、取り組んできたところでござい

ます。 

 次に、問い２のこの集中改革プラン推進計画の進捗状況についてでありますが、この計画の

取り組みといたしましては、(1)行財政の効率、スリム化では、農林課と水産課の統合、公用

車の一元管理、敬老年金の見直しを行うとともに、市税等の未収金徴収の取り組みによる財源

確保に努めております。 

 次に、(2)民間活力の導入、活用につきましても、室戸市社会福祉協議会へアウトソーシン

グによる地域包括支援センターの委託、旧サンパレスむろとの有効活用のための売却を行い、

民間での活用をお願いするなど、民間活力の導入を図ってまいりました。 

 次に、(3)定員管理及び給与等の適正化につきましては、平成19年度の職員数275人が平成

21年度には256名となっており、平成22年度の250人体制に向け推進を行うとともに、給料等の

カットや議員の方々の協力による行政視察の隔年実施等を行っていただいているところであり

ます。 

 次に、(4)公社の経営健全化につきましては、神ノ前公園用地への市道や消防屯所の新設、

防災公園の整備を行うことにより、国の補助を受け実施をするということを進め、有利な用地

の引き取りを行い、塩漬け土地の解消に向けた取り組みを進めているところであります。 

 その結果、室戸市集中改革プラン推進計画の平成20年度収支では、普通会計の形式収支で

5,062万2,000円の収入が不足をする見込みであったものが、改善効果や交付税等の増もありま

して、9,268万8,000円の黒字決算となっているところでございます。今後とも、室戸市集中改

革プラン推進計画の一層の推進による行財政改革を進め、財政の健全化とともに市民サービス

の向上に努めてまいります。 

 次に、(2)の問い５、電硝エンジニアリングの立地計画についてのお尋ねでございます。 

 株式会社電硝エンジニアリングは、室戸工場開設を前提に、11名の方を地元雇用し、現在本

社工場などで研修、養成を行っております。 

 また、室戸工場建設計画につきましても、本年４月に工程表が提出をされておりまして、そ

れによりますと、平成23年５月より室戸工場を操業開始予定ということになっております。し

かし、企業のほうとしましても、今般の景気不況の影響を受けているということでございまし

て、多少計画がずれ込むのではないかと私自身も心配をしているところでございます。いずれ

にしましても、早い時期に用地選定を行い、室戸工場の建設を推進していただきたいと願って

いるところであります。 
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 次に、問い６、行政改革プロジェクトチームについてのお尋ねでございます。 

 室戸市行政経営改革プロジェクトチームは、平成19年４月に、室戸市の行財政改革を構造的

に見直し、市政課題である潤いと活力に満ちた住みよいまちづくりを迅速に推進するため、だ

れもが理解しやすく、効率的な行政経営を図ることを目的に、応募等のあった市職員11名で組

織されたチームでございます。 

 このチームは、１、業務改善に関すること、２、財政運営の効率化に関すること、３、その

他行政経営改革の推進に関すること、４、行政経営改革に係る各課への周知及び助言に関する

ことを業務とし、このため職員アンケート調査などを行い、平成19年10月に事務決裁の改善等

の事務改善や接遇についての中間報告をいただいております。この報告をもとに、公用車の一

元管理、室戸市事務決裁規定の改正、市民館での収納事務の実施等の見直しや改善を行ってい

るところでございます。今後とも、このチームの提言等を参考に、業務の改善に取り組んでま

いります。 

 次に、問い７、土地開発公社の健全化及び見直しと、問い９、バイオ施設用地についてお答

えをいたします。 

 平成16年度に作成いたしました土地開発公社経営健全化計画により、議員御指摘のとおり、

平成21年度末での公社廃止を目標として取り組んでおりましたが、長期保有土地を計画どおり

再取得できなかったため、新たに平成20年度から平成24年度までの５カ年間で国の財政支援等

を受けるための公社経営健全化計画を作成したところでございます。この計画に基づき、国の

補助制度、財源対策の活用、事業の見直しなどを行い、近隣公園、バイオ用地等の長期保有土

地の再取得に取り組んでいるところであります。 

 平成20年度におきましては、市道神ノ前線用地費１億3,300万円、平成21年度は消防屯所用

地費4,100万円、防災公園用地費４億5,900万円を土地開発公社から再取得することとしており

ます。今後も、公社経営健全化計画、集中改革プラン推進計画に基づき、有利な制度を活用

し、再取得を進めてまいります。 

 なお、長期保有土地の再取得が完了した段階で、公社の廃止を検討してまいります。 

 次に、問い８の神ノ前公園についてでございますが、この件につきましては、平成19年９月

６日の議員総会で、室戸市土地開発公社の用地引き取りについて御説明をさせていただいたと

ころでありますが、現在地域活力基盤創造交付金事業で市道神ノ前線を、消防屯所建設事業で

室戸分団屯所新築を、都市防災推進事業で防災公園を計画して実施、取り組んでいるところで

ございます。これらは平成23年度最終完成を目指し、進めているところであります。 

 次に、問い11、衆議院選挙での政権交代による本市への影響についてでございます。 

 議員御指摘のように、国の補正予算の見直し等が言われておりますが、まだ民主党による内

閣が成立されていないため、国からの通知もあっておりませんで、詳細につきましてはわかっ

ていない状況でございます。本市への直接的にどういうような状況になるのかということにつ
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きましても、同じ状況でございます。今後とも、県等との連絡を密にし、状況把握に努めてま

いります。 

 次に、大きな３点目の(1)の①行政に関する説明会の御質問でございます。 

 説明会の開催につきましては、御案内のように、平成19年度に行政説明会という名称から始

めまして、今年で３年目になります。本年度は名称を市政懇談会とし、住民の皆様が少しでも

話しやすく、よりよい意見交換ができるような雰囲気づくりに努めるとともに、参加してよか

ったと言っていただけるような会を目指して開催をしているところであります。 

 平成19年度、20年度ともに、各10回ずつ開催をし、本年度は16カ所の常会で順次開催をして

おります。本懇談会を通して、行政と住民の方々との信頼関係を築くことで、少しでも室戸が

元気になるよう一緒に考えてほしいと願っております。 

 また、９月４日からは、市内５カ所におきまして新規事業でありますブロードバンド整備等

に関する説明会を順次開催をしており、今後とも進捗状況に応じて開催していかなければなら

ないと考えております。 

 また、健康づくり推進協議会の中で、健康推進実施計画を策定をする予定でございます。そ

うした中でもワークショップ等を取り入れて、住民の方々の意見を聞かせていただきたいと思

っております。 

 次に、②のパブリックコメント制度の導入についてでありますが、まず本市におきまして

は、市政意見箱を設置をしているところでございます。 

 また、市ホームページのメニューから、住民の声をクリックしていただきますと、担当部署

に直接御意見やお問い合わせをしていただくことができ、市といたしましては、意見箱に入れ

られた御意見と同様に、一つ一つ検討し、対応させていただいているところでございます。 

 さらに、住民の方々の貴重な御意見をいただくということで、行政運営についても少しでも

理解をしていただきたいということから、市政懇談会などを各地域で開催をさせていただいて

いるところでございます。今後につきましても、パブリックコメント制度にかわるべきものと

して、これらの事業を積極的に実施をしてまいります。 

 次に、(2)の温浴施設の指定管理者株式会社ＭＵＲＯＴＯについての中の①室戸海洋深層水

体験交流センターの指定管理者である株式会社ＭＵＲＯＴＯの名称について、片仮名にしては

どうかとの提案でございますが、会社名につきましては、大変時間の少ない中でいろいろな

方々の御意見をお伺いし、また市職員からの提案もいただきました。そうした中で、商標権で

差別化ができ、斬新的であるということから決めさせていただいた名称でございますので、現

時点での変更は考えていないところでございます。 

 次に、②の問い１についてであります。 

 平成16年の会社法改正によりまして、商法における株券等の不発行制度の導入を柱とする株

式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法
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律が成立をし、従前は原則としてすべての株式について株券が発行され、その譲渡についても

株券の交付を要する建前となっておりましたが、この改正によりまして株式不発行が原則とな

り、発行するときのみ会社法第214条の規定により株券を発行する旨を定款で定めることがで

きることとなっております。したがいまして、株式会社ＭＵＲＯＴＯの場合、株券は不発行と

しているところでございます。 

 次に、問い２につきましては、前段で御説明をいたしましたとおり、株券は発行しておりま

せんが、株式での株を有しておるところでございますので、現在株主名簿には株主である室戸

市が記載をされているところであります。 

 次に、問い３につきましては、問い２でも御説明しましたとおり、株券は発行しておりませ

んが、株を保有しておりますので、会社定款の第７条により株の譲渡ができるものでございま

す。 

 次に、問い６の民間からの社長などの招聘についてでございます。 

 シレストむろとにつきましては、御案内のように、交流人口の拡大と市民の健康増進の２つ

の大きな目的がございます。また、大きな命題の一つといたしまして、収支の改善がございま

す。これまで運営経費の節減、特に人件費の節減などに努めているところでございまして、関

係者一丸となった施設運営に取り組んでいるところでございます。前段で申し上げました施設

の趣旨などを踏まえて、経費の負担がなくて、施設の運営状況も理解し、また経営改善に努め

ていただけるような適切な人材があれば、それはお願いすることはやぶさかではないと考えて

おります。 

 次に、問い７の株主総会の開催についてでありますが、会社法第296条の規定で、決算期に

最低年１回の開催が必須条件となっており、その議事録の作成、保管が第318条等により規定

をされているところでございます。したがいまして、株主総会を１人で開き、私が議長となっ

て議案を出し、可決をして議事録をつくることとなります。一人株主でありますから、このよ

うな形になるというふうに理解をしております。 

 次に、問い８の株主総会の公開についてでございますが、議員さん御案内のように、通常は

株主のみに総会の通知がされるものでございますので、原則非公開となっているのではないか

と理解をするところであります。 

 また、開催時期につきましては、定款により事業年度末日の翌日から３カ月以内に招集する

規定になっておりますので、３月末で年度の決算を行い、６月までのしかるべき間に開くこと

となります。 

 次に、問い９の資本金の増資や指定管理者の再公募についてでございますが、株式会社ＭＵ

ＲＯＴＯの設立につきましては、これまで議会でも御議論をいただき、３年間は全力で運営す

るという方向で私は決めていただいたと認識をするものでございます。ですから、倒産や廃業

にならないように、全従業員一同全力を現在尽くしているところであります。倒産の後の公募
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などということについては、現在考えていないところでございます。 

 次に、問い10でありますが、指定管理者として再指定をされない場合云々ということのお尋

ねでありますが、この点におきましても、前段で申し上げましたように、そうした状況になら

ないように、経営が改善していくように努めているところでございます。少しでも指定管理料

を削減をするという実績等が出れば、私は再度指定等も受けれることになるのではないかと、

これは想定をするところでございます。 

 なお、赤字が出た場合の債務処理につきましては、会社法の規定により、出資金の範囲内で

処理されるべきものと認識をしております。そして、研修中の職員につきましては、研修終了

後には市に復帰をすると、市職員として復帰をするということとなります。 

 次に、③の職員の派遣研修についてでありますが、まず問い１の株式会社ＭＵＲＯＴＯへの

職員の派遣研修に伴う地方公務員法第35条及び室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関す

る条例についてのお尋ねであります。 

 株式会社ＭＵＲＯＴＯへの職員研修は、室戸市職員民間企業派遣研修実施要領に基づき、職

員を民間企業に派遣し、企業における実務を経験させることにより、広い視野から問題解決能

力の向上を図り、行政需要に柔軟に対応できる人材を育成することを目的に行っているもので

ございます。これは地方公務員法第32条の職務上の命令として辞令を発して派遣研修をさせて

いるものであります。したがいまして、職務専念義務の免除には該当しないものと理解をして

おります。 

 次に、問い２の職員はだれから研修を受けるのかについてであります。 

 この派遣研修では、企業的な経営感覚や企画立案能力の習得等を目的としており、研修内容

といたしましては、渉外、営業、宣伝手法等の習得、会計処理方法、情報収集及び情報活用能

力の養成などとともに、施設を活用した健康づくり事業の検証や運動、理学療法等に関する大

学等専門機関との連携などを予定をしているところであります。これらの業務を遂行していく

とともに、専門家の方々からの指導を受けることによって研修につながるものと考えておりま

す。 

 次に、問い３の地方公務員法第39条第２項に関するお尋ねでありますが、研修には本市が直

接実施をする職員研修のほか、他の機関に委託して行う場合や特定の教育機関へ入所を命ずる

場合なども含むものと解されておりますので、このことにつきましては任命権者が行う研修で

あると理解をしております。 

 次に、問い４の派遣職員の業務についてであります。 

 派遣職員の服務、勤務時間、その他勤務条件につきましては、派遣研修実施要綱第10条によ

り、原則派遣先の関係規定を適用することとしております。株式会社ＭＵＲＯＴＯでは、８時

間勤務を基本として、営業時間の午前10時から午後９時までについて、社員間で時間差出勤の

形態をとっているところであります。支配人の勤務時間は、午前９時から午後５時までとなっ
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ております。開業当初は関係先との連絡調整などで時間内に終われない時期もあったようであ

りますが、９月になってからは、経理担当の社員と交代で勤務しているため、改善されている

状況であります。また、休みについては、土曜日、日曜日は出勤、水曜日の定休日と来客等の

少ない日を選んで休むようにしております。勤務日の振りかえが期限内にできなかった場合な

どは、時間外手当を支給することとしております。定休日以外で支配人が休むときの責任者

は、経理担当の社員がかわって行うこととしております。 

 次に、問い５の取締役である商工観光深層水課長につきましては、労働基準法に言う労働者

には当たらないと考えます。 

 次に、問い６の労働者災害補償保険法に関するお尋ねでありますが、商工観光深層水課長が

担当課の業務として施設へ行く場合には、当然地方公務員災害補償法が適用されることになり

ます。また、役員会等取締役の立場として業務を行う場合につきましては、これは一部労働者

災害補償保険法の適用になる場合もあるというふうに言われておりますけれども、やはりこれ

は一般の民間の保険対応になるのではないかと考えております。いずれにいたしましても、無

保険、無補償というような形にならないように対応を考えてまいります。 

 次に、問い７でございますが、派遣研修職員に関する災害時の補償に関しましては、派遣研

修実施要綱第７条及び室戸市職員派遣研修に関する協定書第７条におきまして、市において地

方公務員災害補償法に基づき措置するものと規定をしているところでございます。 

 次に、問い８の取締役のことについてであります。 

 まず、商工観光深層水課長は、株式会社ＭＵＲＯＴＯの取締役として無報酬であることは、

議員さん御案内のとおりでございます。また、商工観光深層水課長につきましては、地方公務

員法第38条及び室戸市職員の営利企業等の従事制限に関する規則第３条第２項の規定に基づ

き、無報酬ではありますが、営利企業に従事することを許可しているところでございます。 

 なお、勤務時間内に株式会社ＭＵＲＯＴＯの取締役としての業務を行う場合には、職務専念

義務の免除を受けて従事することとなります。この場合には、職専免を受けておりますので、

給与の減額の対象にはならないと理解をしております。 

 次に、大きな３点目の高速バスターミナルについての御指摘でございますが、当該施設は市

民の強い要望もあり、交流人口の拡大とともに、京阪神地域への市民の方々の交通アクセス確

保のための拠点施設として行政目的を持って建設をしたものでございます。この施設は、待合

室と休憩室から構成されたものでありますが、それらは一体としてその効能を発揮するもので

ございます。前段でも申しましたように、住民の福祉向上を目的とした高速バスターミナル施

設として、地方自治法第244条に規定する公の施設として設置したものでございます。 

 なお、現在バスの運行は１便でございますが、徳島バスさんからは２便にしたいとの話も来

ております。時間帯の問題もありますが、利用者にとりましては選択肢がふえることになりま

すので、私は大変うれしく思っているところでございます。 
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 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

をいたします。以上です。 

（「議長、済いません」と呼ぶ者あり） 

○議長（林 竹松君） 指摘は最後にしてください。 

（「答弁漏れで」と呼ぶ者あり） 

○議長（林 竹松君） まだ最後まで答弁しておりませんので。木下企画財政課長。 

○企画財政課長（木下恵介君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 大きい１点目の室戸市消防本部の将来についての中の問い１の室戸市消防本部に対する地方

交付税の住民１人当たりの基準額ですが、平成19年度普通交付税の基準財政需要額に算入され

た消防費は２億6,610万2,000円で、住民１人当たり１万5,215円となっています。 

 次に、問い２の①県内の他の消防本部と比較した住民１人当たりの平成19年度消防費決算額

の状況についてでありますが、人口規模が比較的大きい消防本部を見てみますと、高知市が１

万1,000円、南国市１万2,000円、香南市１万2,000円、香美市１万6,000円、土佐市１万

5,000円となっています。反対に、人口規模の小さい土佐清水市が１万9,000円、東洋町を含め

た室戸市が２万7,000円、町村で構成する中芸広域連合消防本部が３万9,000円、高吾北広域町

村事務組合消防本部が３万3,000円となっていることから、議員さん御指摘のとおり、人口規

模の小さい地域において、住民１人当たりの消防費が多くなっていることがうかがえます。 

 次に、②の平成19年度の普通会計に占める消防費の割合についてですが、構成比の低い市

は、香南市が2.4％、高知市2.8％、反対に高い市が、土佐市４％、土佐清水市3.7％となって

います。東洋出張所費を除いた室戸市の構成比は3.5％となっており、県内11市の中で３番目

に高い割合となっております。 

 次に、大きい２点目の(1)の中の問い３、国の経済対策による計画への影響についてであり

ます。 

 この御質問については、関係課長の答弁を求められておりますが、私のほうから一括して御

答弁申し上げます。 

 室戸市集中改革プラン推進計画は、歳入の柱である地方交付税の見直し等を踏まえ、赤字団

体転落の可能性も想定されることから、財源の確保を図りながら、既存の事務事業や組織機

構、また補助金、負担金の見直し、さらには公共事業の見直しを推進し、継続可能な財政の確

立と市民サービスの向上を目指したものであります。今回の国の経済対策による交付金は、地

域活性化に資する事業、地球温暖化対策、少子・高齢化社会への対応、安全・安心の実現等の

事業に要する費用に対し交付されるものでありますので、室戸市の地域経済には一定貢献する

ところですが、集中改革プラン推進計画の上では、市税の増収というところで期待をするとこ

ろであります。 

 次に、大きい３点目の(3)の中の③基本協定書についてでございます。仮定の御質問であ
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り、また問い１から問い４までは関連がございますので、私のほうから一括して御答弁申し上

げます。 

 民間事業者に指定管理している市の施設において火災が発生した場合の市の対応についての

御質問でございます。基本協定の損害賠償等の規定のただし書きの免除規定につきましては、

相手側の過失が重大な場合は適用外となります。市は、市有財産を守るために損害保険に加入

しており、火災等により損害を受けた場合には、その保険で補てんされる部分を除き、責任の

割合を明確にし、相手側に損害賠償を請求することになります。 

 次に、室戸市、指定管理者の両者がそれぞれが損害保険に加入している場合の取り扱いにつ

いてですが、現状といたしまして室戸市は基本協定第22条によりまして、建物総合損害共済に

加入しており、指定管理者は高速バスターミナルを対象とした損害保険には加入しておりませ

ん。よって、議員が指摘する事案については、現実に起こり得ないところでありますので、御

理解をいただきたいと思います。いずれにしましても、議員設定のような事態が発生しないよ

う、協定書に基づいて施設管理の徹底を図っていかなければならないと考えております。以上

でございます。 

○議長（林 竹松君） 萩野財産管理課長。 

○財産管理課長（萩野義興君） 市長答弁を補足いたします。 

 ２の(2)各論・集中改革プランの取り組みについての中で、問い２、住宅使用料の滞納金へ

の取り組みでございますが、このことにつきましては議員御指摘のとおり、年々滞納額は増大

してきております。重点を置いて取り組まなくてはならないと考えております。 

 これまで平成19年度に滞納整理課が設置されまして、平成20年度には滞納整理課において訴

訟提起３件、また財産管理課においても収納率向上対策マニュアルを作成いたしまして、滞納

者に対する取り組みを行ってきております。これによりまして、平成19年度の収納率が現年分

が73.61％、滞納繰越分3.06％でございましたものが、20年度の決算では、現年分対前年度比

がプラスの4.45％の78.06、滞納繰越分につきましても、対前年プラスの2.18％の5.24％と、

これまで低下の一途をたどってきました収納率が向上いたしてきております。一定の成果は上

がってきておりますので、滞納整理課とともに引き続き収納率の向上に努めてまいります。 

 次に、問い４の遊休財産の売却状況ですが、平成20年度におきましては、皆様御存じの旧サ

ンパレスむろと、それから旧の佐喜浜小学校の教員住宅、旧西灘住宅隣地など、計4,688万円

を売却いたしております。21年度としましては、旧吉良川失対倉庫、旧室小教員住宅、旧佐小

教員住宅の残地、旧西灘住宅など、計2,000万円程度の売却手続を順次進めております。今後

も、遊休財産につきましては、積極的に売却を行ってまいります。 

 それから次に、問い６の入札制度改革についての取り組みでございますが、平成21年度から

予定価格500万円以上の土木工事につきましては、これまで指名競争入札から、市内の業者の

方なら、参加資格があればだれでも参加できます制限つきの一般競争入札を導入いたしまし
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た。また、建設工事の価格と品質が総合的にすぐれた調達の実現と透明性の確保を図るため

に、落札方法といたしまして、予定価格2,500万円以上につきましては、総合評価方式をこれ

も平成21年度から実施しております。 

 なお、電子入札につきましては、高知県が導入に向けて取り組んでおりまして、市町村も共

同利用の形で協議いたしてきておりましたけれども、室戸市といたしましては、市の負担する

導入経費や本市の入札件数による利用状況等を検討いたしました結果、現時点では導入いたさ

ないということといたしております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 大きい２番の集中改革プラン推進計画についての(2)各論・集中改革プランの取り組みにつ

いての中の問い１、補助金、負担金の見直しについてでございます。 

 市民課の関係といたしましては、芸東衛生組合負担金について検討を行いました。資源ごみ

の売り上げについて、販売先の選択や品質の向上を図ることにより売り上げを伸ばしておりま

す。その結果として、負担金の減少につながっています。ちなみに、19年度資源ごみの販売額

は2,375万7,000円、20年度資源ごみ販売額2,417万3,000円でございます。その関連といたしま

して、地域美観活動交付金の見直しも行い、20年度より500万円から400万円に100万円の減額

をしております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 安岡税務課長。 

○税務課長（安岡稔光君） 谷口議員に、大項目の２、(2)集中改革プランの取り組みについ

ての中で、問い３といたしまして、この計画年度における徴収成績についての所感を担当課長

にとの御質問につきまして御答弁を申し上げます。 

 集中改革プラン推進計画における市税の滞納分の収納率につきましては、平成17年度の収納

率7.6％を上昇させるということで、目標値を10％と定めております。収納率の推移につきま

しては、平成18年度は7.8％、滞納整理課が新設されました平成19年度には、目標値でありま

す10.0％、翌平成20年度には11.7％と目標値は達成されまして、順次収納率は上昇いたしてお

ります。しかしながら、目標値が達成されたのでそれでよしとは考えておりません。今後にお

きましても、滞納整理課とも連携を図りまして、平成22年度に向け、さらなる収納率の向上を

目指してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 谷口議員さんに市長答弁の補足をさせていただきます。 

 大きい２の(2)、その中の問い８の神ノ前用地の市道及び防災公園についてであります。 

 神ノ前用地の全体事業としましては市長のほうから説明がありましたが、平成24年４月１日

に開園する計画をしております。 

 事業ごとの工事の説明をいたしますと、道路事業につきましては、平成20年、21年の２カ年
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で計画しております。現在工事に着手しているとこであります。消防屯所事業につきまして

も、公園の一部に計画がされておりまして、現在建築工事が進められております。 

 次に、防災公園の事業でありますが、平成21年度から事業に着手しておりまして、本年度に

つきましては、現在進めております公園全体の平面計画の設計と公園用地の一部引き取りを計

画しております。平成20年度におきましては、前年度に設計された平面計画に基づきまして、

公園周りの擁壁、水路等々不陸整正を行いまして、粗造成の状態にします。この工事費として

2,100万円を予定しております。最終年度の平成23年度につきましては、公園の仕上げと施設

になります。仕上げの修景工事としましては、公園内通路、植栽、芝生、ヘリポート、駐車場

フェンス、照明機器、看板などに5,500万円を予定しております。そのほかに防災倉庫の新築

に2,000万円、非常用便槽、防災ベンチなどに1,000万円を予定しております。この２年間の工

事予定額が１億600万円となっております。予算計上につきましては、それぞれの年度の当初

予算の計上を予定しております。工事発注につきましては、補助申請決定通知の事務の関係か

ら、それぞれの年の９月ごろと考えております。完成は、年度末となります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 谷口議員にお答えいたします。 

 大きい項目の２、集中改革プラン推進計画について。 

 (2)の各論・集中改革プランの取り組みについての中で、見直した事業についてでございま

すが、保健介護課関係では、平成20年度より85歳以上の方に支給しております敬老年金額を

5,000円から3,000円に見直し、146万4,000円の効果額となっております。また、敬老祝い品を

88歳、99歳と100歳以上の方に支給していましたが、平成20年度から廃止としております。以

上でございます。 

○議長（林 竹松君） 青木消防長。 

○消防長（青木正雄君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 大きい項目の１番、室戸市消防本部の将来についての問い３の１点目、職員の充足率につい

ては、議員さん御指摘のとおりでございます。小規模本部におきましては、それを補うために

兼任体制をとっております。また、火災出動、そして救急が同時にある場合などは、非番隊を

招集する体制をとっています。重ねて申しますと、現在は兼任体制及び非番隊招集体制で対応

をしております。 

 ２点目、消防の広域化に対するメリット、デメリットについての当市の考えはの御質問でご

ざいますが、まず住民サービスの向上面では現場到着時間の短縮、また人員配備の効率化と充

実面では現場要員の増強の２点に関してはメリットがあると考えております。デメリットは特

に挙げられておりませんが、本部と東洋出張所間が40分余りかかりますので、この間をどのよ

うにするかが課題と考えております。 

 次に、問い５の計画が実行され、職員が急激に減少した場合の現場対応をどのようにするか
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についての御質問ですが、当然のことですが、消防長は広域化の規模によって減りますが、先

ほどメリット面で現場要員の増強と説明しましたが、現場活動要員は広域内のやりくりといい

ますか、広域内で近隣の消防署が補完いたしますので、減少にはつながらないと考えます。い

ずれにしましても、先ほど市長答弁にございましたように、効率で機能的な消防組織体制を目

指すため、今まさにそれらについて検証、シミュレーションをしている最中でございますの

で、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 前川人権啓発課長。 

○人権啓発課長（前川美智夫君） 谷口議員さんに２の集中改革プラン推進計画についての

(2)集中改革プランの取り組みについての中の問い３、徴収成績の総合的な所感についてお答

えします。 

 人権啓発課が所管する滞納未収金の主なものとしまして、住宅新築資金等貸付金がありま

す。この貸付金に関する事務は、平成20年度から人権啓発課へ移管されたものですが、収納率

は平成19年度が現年分73.08％、20年度が75.85％、滞納分は19年度が6.14％で、20年度が

6.26％と、それぞれ向上しておりまして、滞納件数も19年度末が185件、20年度末では175件と

10件の減となっております。 

 滞納者を減らすために督促状の定期的な発送とか口座引き落としができなかった者のチェッ

クと通知、戸別訪問、それから呼び出し等による納付指導や誓約書の提出をさせたりしており

まして、そうした中、滞納原因の解消が困難なケースについては、滞納整理課へお願いしてお

り、19年度が18件、20年度が13件、21年度は８月末までに６件について処理を依頼しておりま

す。そうした対策の結果、長い間納付されておりませんでしたが、20年４月以降に納付が始ま

った者がかなりございます。しかしながら、その未収金額は、20年度末で３億2,802万円と大

きなもので、滞納の主な理由は自営業や勤務先の営業不振、転職や退職、失業による収入減で

ございまして、収納率を上げるには、その原因を個々に見きわめながら、個別の事情に即した

対策を図っていく必要があると考えております。今後とも徴収率の向上のために滞納整理課と

も協議しながら努力をしてまいりますので、よろしく御理解お願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに答弁はございませんか。 

 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 いずれも答弁漏れという御指摘でございますが、私としましてはすべて答弁をしているとい

うふうに解釈をしておりますので、御理解をいただきたいと思いますけれども、もう一回申し

上げますが……。 

○市長（小松幹侍君）（続） 前段で答弁をしているというふうに認識をしておりますが、な

お簡単に申し上げますと、消防本部の問題につきましては、現在県においていろんなシミュレ

ーションがされているところでございますから、それを受けて我々としてはどうするのかを考
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えていくということでございますし、もう一つの住民説明会というようなことにつきまして

も、私としては住民懇談会、いろんな名称は変えておりますけれども、住民の方々が参加を

し、意見を言いやすい雰囲気づくりというものをぜひやっていくということで、全然行政の説

明をしていないというふうには理解をしておりません。私としては積極的に住民の中へ入って

意見を求めているという考えでありますので、申し上げておきます。 

 次に、もう一点の市が資本金を出してる会社でございます。これは資本金がなくなったらど

うするかというような問題でありますが、私はそういうことにならないように現在全力を挙げ

て取り組んでいるということでございますし、そうしたことにやはりそれは一定将来のこと、

危険になったこと等々は考えていかないといけないという思いは当然議員さんと同じようにあ

るわけでございますけれども、今それがなくなったらどうするかというようなことは考えてな

くて、現在はそれで全力で現在の運営を適正化にしていくということで取り組んでいるわけで

ありますから、その点もあわせて御理解をいただきたいというところでございます。以上で

す。 

○議長（林 竹松君） 谷口總一郎君の２回目の質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。２回目の質問を行います。 

 まず、先にバスターミナルの件についてでありますが、１点目に、昨年11月の臨時会での５

番議員が、バスターミナルの休憩室は公の施設としては不適正と言わざるを得ないという質疑

を行ったことに対して、市長は、別々に考えると、議員の指摘は正しいと認めております。こ

の発言から考えますに、市長は不当な予算の支出だったと認めたことになりまして、あの施設

の建設費を市のほうに返還しなくてはならないというふうなことを考えますが、この点につい

て１点目にお聞きします。 

 ２点目に、地方自治法第244条におきまして、公の施設と判断するには５つの要件があると

申しました。どこまでが公の施設か判断できない場合は、設置の目的と住民の利用対象物かど

うかの２点で判断すべきとされております。設置の目的は別にしまして、住民の利用対象物か

どうかで吟味いたしますと、この施設の半分を占める徳島バス宿泊室部分は、地方自治法第

244条の公の施設の要件の１番目にあります住民の利用に供するためのものに反しており、利

用対象物とは言えません。あの高速バスターミナルのように、公の目的のために設置された施

設であっても、住民の利用に供することを目的としない部分を含んだ施設は、公の施設の概念

に含まれません。ゆえに、あのバスターミナルは、地方自治法における公の施設ではないと考

えます。もし、あの施設が公の施設と言われるならば、市長は住民の利用対象物を含まないあ

のような施設を公の施設と言われるのでしょうか、この点をお聞きします。 

 次に、株式会社ムロトの会社についてですが、副市長が退任いたしました。株式会社ムロト

の取締役就任後、この点も約２カ月で辞職をしております。株式会社設立当初の取締役の任期

は１年と決まっておりますが、副市長の取締役任期はいつまでとなっているのでしょうか。 
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 次に、会社を登記したときに役員として登録されているはずですが、この件について取締役

の変更登記は行ったのでしょうか。それとも、まだそのままになっているということでしょう

か、お聞きします。 

 次に、株式会社ムロトへの研修名目の派遣についてであります。 

 市長も答弁をしていただきましたが、同じ地方公務員法第39条の３項では、地方公共団体は

研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項、その他の研修に関する基本的な方針を

定めるものと規定しておりまして、これを根拠として本市は人材育成基本方針を策定しており

ます。その職員研修の方法を見ますと、職場外研修の方法として４つ挙げられておりまして、

本市が市職員を派遣研修に出す場合は、この中のどれかに該当していなければなりません。１

つは、こうち人づくり広域連合研修、これも違います。その２が、その他の機関による専門実

務研修、これも違います。その３は、自主企画派遣研修事業、これは市の職員が企画して研修

を行う場合だと聞いておりますので、これも違います。その４は、派遣講師研修、これも違い

ます。今回の研修は、これらのすべてに該当しておりません。このことから、地方公務員法を

根拠に作成されました本市の人材育成基本方針の研修の中に、企業への職場外研修は含まれて

いないことがわかりました。したがって、今回本市が行った職員の派遣研修は、地方公務員法

第39条３項の規定をもとに作成されました室戸市人材育成基本方針を満たしていないことか

ら、違法な研修と言えると同時に、室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例と同

規則を適用して市長が行いました職務免除の決裁も違法で、無効となります。そして、もちろ

んこの間に本市から研修職員に支払いました給与は、違法な支出となります。これに関する市

長の答弁を求めたいと思います。 

 以上、５点をお伺いいたしまして、今議会における私の一般質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、バスターミナルの件でありますが、これも前段でお答えをいたしましたように、これ

は一体としてその機能を発揮するということとしてとらえておりまして、高速バスターミナル

設置及び管理条例というものも制定をさせていただいて取り扱っているものでございますの

で、これは公の施設として取り扱っているということを再三申し上げてきているところでござ

います。 

 また次に、株式会社ＭＵＲＯＴＯの件でありますが、取締役の任期ということで、これは２

年ということで決めております。また、副市長が取締役になっていたのではないかということ

ですので、これは御案内のとおりでございます。新たな方が決まり次第、登記をいたしたいと

いうふうに思っております。 

 次に、職員の研修ということでありますが、これも再三申し上げておりますように、職員を

研修で出しているのは職務免除という形で出してはおりませんよ。職務命令で出しております
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よということでございますし、また職員の派遣研修というようなものにつきましては、基本方

針の中の、私は11ページ、他団体への交流派遣研修というようなことの中に含まれているとい

うふうに解釈をしているところでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時59分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、米澤善吾君の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○６番（米澤善吾君） ６番米澤。平成21年９月議会におきまして、室戸市民を代表いたしま

して一般質問を行います。 

 危機管理と安心・安全の街創りについての独居世帯の安全確保と孤独死防止について。 

 人間とは、心の安全と安心を求めるものです。生、病、老、死、人間この世に生まれ、避け

ることのできない四苦のうちの死のあり方についてお伺いいたします。 

 平成21年７月初旬、衝撃的な出来事が室戸市浮津で勃発しました。独居男性がだれにもみと

られず、死後数日経過後、異常な状態で発見されました。この事実を行政当局は把握されてい

たのか、把握されていれば、孤独死に対してどのような方策が講じられたか、お伺いいたしま

す。 

 このようなことは、大都会の核家族化の出来事かと勝手に思い込んでいましたが、この室戸

で、我が町で発生したことについて、行政、地域住民と家族連携の大事さを再認識させられま

した。孤独死という事実は、地域住民にとってはかり知れないショックを与えたと思われま

す。私自身、想像を超える悲惨な現実が起こりました。今後、このような事態を回避し、防止

するための独居住まいと単身赴任の方々の安全の確認と、それらの状況を把握するもろもろの

組織と常会組織も含めたシステムづくりが絶対必要と思います。９月４日の高知新聞朝刊で

は、室戸市全域の高速通信網の導入計画が報道されましたが、利活用の方法にさらなる説明と

インターネットブロードバンドと、地デジ、防災に加えて、この計画の本来の目的の一つでも

ある行政と市民、また市民同士の日常的な会話と情報交換に活用できないかなと思います。ま

た、個人情報の問題も存在しますが、独居世帯の住民調査は行われているか。調査済みであれ

ば、その世帯数は幾らか。もし、未調査ならば、早急に実施され、住民の理解を得ながら、最

初は希望者のみでもスタートされてはいかがですか。繰り返しますが、市民の安心と安全を守

るための組織づくりはできないか。人間とは、表現はまことに不適当な言葉になるかもわかり

ませんけども、自分ではしかばねを処理できません。その事態を避けるためには、家族と地域

の住民の連携を行政主導ですべきだと思いますし、連絡さえつけば、命が救われ、孤独死がな

くなります。これらを避ける手段の一つとして、行政として市民に対して何ができるか、また



－54－ 

御自宅から電話などで気軽に身の回りの相談できる総合窓口は市に設置できないか、市長を初

め総務課、市民課、福祉事務所、保健介護課、水道局とか人権啓発課、生涯学習課、消防署等

の住民世帯の方々とより多く接触される関係各課の連携を積極的かつ建設的な所見をお伺いい

たします。この事案は、９月６日、防災の日の地震と津波等の災害を想定した避難訓練を実施

しましたが、実際の災害時の救助活動に必要な大事なことと思われます。よろしくお願いいた

します。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 米澤議員さんにお答えをいたします。 

 危機管理と安全・安心のまちづくりについての独居世帯の安全確保と孤独死の防止について

であります。 

 まず、お尋ねの本年７月の独居男性が死後数日経過をして発見されたことに関して、行政当

局は把握しているかというお尋ねでございますが、私としましては、申しわけございません

が、把握をしておりません。議員さんも御案内のように、こうしたことが都会での出来事と言

われていたことが、やはり我々田舎でも起こるようになってきていると。これらのことにはし

っかり対応しなければならないという思いは、私もするところでございます。そして、こうし

た不幸な事態は、やはり日常的に家族や近隣との人間関係があれば、何とか防げるのではない

かという思いもするわけでございまして、昨今言われております人間関係の希薄化と言われる

ものがまさにだんだんこう現実味を帯びているのではないかなという感じを受けるところでご

ざいます。 

 現在、当市といたしましては、直接的な孤独死の防止策ということではございませんけれど

も、例えば民生児童委員さんによる日常的な高齢者の安否確認、また老人クラブさんによる独

居高齢者への友愛訪問、そして高知新聞取扱販売所、民生児童委員協議会、室戸市との３者の

間で締結をしております室戸市地域の見守り活動、そして高知ヤクルト販売所の見守り活動、

常会による広報紙の配布や回覧など、市内各地、各所において団体や企業の方々の御協力もい

ただきながら、積極的な活動もされているという状況でございます。 

 行政としましても、ひとり暮らしの高齢者等の緊急事態に対応するための緊急通報装置の設

置、２カ月ごとの水道検針業務、水道料金集金業務の際の安全確認、生活保護世帯へのケース

ワークの中での生活実態の把握、特定高齢者などへの保健の指導など、各課で取り組みをして

いるところでございます。そして、本年度は新たな事業といたしまして、65歳以上の高齢者の

実態調査を行うとともに、災害発生時に自力での避難が困難な方々を対象に、要援護者の登録

台帳の作成やマップづくりに取り組むことといたしております。これらの情報をそれぞれの地

域で自主防災組織や消防分団などと共有していくことで、防災活動とあわせて、地域での見守

りネットワークの構築につながっていくのではないかと考えているところでございます。議員
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御提案の総合窓口の検討ということにつきましては、行政内部で今後検討をさせていただきた

いと思っております。いずれにしましても、前段でも申し上げました民間との連携とともに、

行政の活動をさらに充実をさせることによりまして、防災時の要援護者の支援とともに、孤独

死の防止に今後とも努めてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 米澤善吾君の２回目の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○６番（米澤善吾君） ６番米澤。２回目の質問を行います。 

 いろいろ市長さん、もろもろの方策を前向きに取り組んでいただけるということで一応の安

心しましたけども、これは現在の感じでは、対症療法的な方策しか見えてこないところがあり

ます。孤独死という問題になりますと、一番大事なのは身近におった家族との同居になります

けども、今同居したくてもなかなか就労の場、雇用の場がないと。町が豊かじゃないとそうい

うところはできませんけども、早く自活できるまちづくり、そして家族が同居できるまちづく

りというふうな形で方策を考えていただきたいなと思います。世論と社会の流れをくんだ、実

情に沿った調査事業をやりまして、いろんな先輩、同僚の方々の質問がありますけども、その

中の方策を前向きに取り組んでいただいて、町を活性化し、同居家族がふえるようにお願いし

たいと思います。その方策をよろしくお願いします。 

 これで２回目の質問を終わります。答えは要りません、はい。 

○議長（林 竹松君） これをもって米澤善吾君の質問を終結いたします。 

 次に、山下浩平君の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） 11番山下浩平。今期定例会におきます一般質問を行います。 

 民主党中心の新たな政権か、それとも自民党中心政権の継続か、政権選択が最大の焦点とな

り、各政党とも総力を挙げた取り組みを展開され、第45回衆議院議員総選挙が終わり、有権者

は鳩山民主党に300を超える議席を与え、自民党は結党以来の大惨敗を喫し、初めて第２党に

沈んだわけでございます。新政権には、地方の実態をよく考え、よりよい政治の実現を目に見

える形で実績を上げていただくよう期待をし、質問に入ります。 

 １番、交通安全対策について、信号機の設置。 

 国土交通省は、2009年７月10日、道路特定財源の一般財源化に伴い、廃止した地方道路整備

臨時交付金にかわり、2009年度に新設した地域活力基盤創造交付金の２回目の自治体配分額を

発表しました。総額2,051億円、これは道路整備並びに離島航路支援などに充てるということ

です。本県への追加配分額は29億4,900万円で、ことし４月の第１回配分額113億7,000万円と

合わせた総額は143億1,900万円です。この地域活力基盤創造交付金の使途目的は、道路整備の

ほか冠水対策や信号機の設置、更新等にも充てることになっておるわけでございます。 

 私も数年前に、地元の方々とともに室戸警察署へ、ある場所への信号機設置について直接陳

情書を提出したことがあります。しかし、予算がない。信号機の設置は県下で年に１カ所ぐら

いしかできない状況であり、いつになるか全くわからないということでした。本年８月初め
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に、室戸警察署へ再度信号機設置について地元の方々が陳情を行い、要望書を提出いたしまし

たが、同じような返答でした。このような状況では、市民を交通事故から守ることはできませ

ん。市としても、「広報むろと」において毎回交通事故多発と注意を呼びかけるなど、また従

来から交通安全指導員を任命するなどし、高齢者を初め児童・生徒の通学など、交通安全対策

に取り組んでいるわけでございます。車の通行量の増加に伴い、危険箇所もふえているわけで

ございます。室戸警察署においても、事故防止を呼びかける上からも、もう少し市民の要望に

対し、危険箇所等信号機の設置を速やかに検討していただきたいと思うわけでございます。 

 したがって、市内においても、他に何カ所か信号機の設置をしていただきたいという話を伺

っておりますので、個々に室戸警察署に要望するよりも、市民の交通安全を守る上からも、市

として市内の危険な箇所、信号機を設置しなければならない箇所をまとめて早急に室戸警察署

並びに県に対し要望すべきでないかと思っております。取り組みについて市長並びに総務課長

の見解を求めます。 

 次に、２番、過疎地域自立促進特別措置法について、法失効後の打開策。 

 過疎地域対策緊急措置法が昭和45年に制定をされてから、現行の過疎地域自立促進特別措置

法に至り、都市と地方の格差是正を図るため、４次にわたって見直し、制度化されてきたわけ

でございますが、現行の過疎地域自立促進特別措置法が平成22年３月31日限りで効力を失効す

るわけでございますが、新たな過疎法制定の動きも進行されているようですけれども、政権も

交代し、まだ先が見えておりません。民主党政権公約、鳩山政権の政権構想での５つの約束、

５原則、５策といった形でのマニフェスト要旨を見ても、全国の疲弊した地方、過疎地方をど

のように再生していくか、全く見当たらない。もし新たな過疎法が制定されなければ、日本全

国過疎地域指定市町村は限界集落どころか、限界自治体へと移行していくのではないか、すべ

て北海道の夕張と同じ状況をたどることになるのではないかと思うわけでございます。 

 高知新聞発行の高知大学名誉教授大野晃先生の著書「限界集落と地域の再生」の中に、日本

列島の7,878集落のうち2,645集落は、消滅の一里塚を刻むがんにも似た社会的病巣であり、戦

後の日本を支えてきた村の崩壊は、山、農、水、海との決別で、国土に響く滅びの笛というこ

とで、衰退していく農林漁業再生への警鐘が述べられています。本市も、平成９年度に過疎地

域に指定され、過疎法の対象地域として、生活環境地域や産業振興等、各種施策についてさま

ざまな事業が財源措置を含めて実施され、措置法を最も有効に活用してきたと認識し、100％

の恩恵を受けてこられたと思うわけでございますが、来年度以降失効になった場合、地域の振

興を図るどころか、生活基盤は崩壊し、安心して住み続けることができなくなり、本市にとっ

ても市政運営に大きな痛手をこうむるわけで、財政面からも特に重要な法で、来年度予算編成

時期を目の前に控え、真剣に考えなければならない時期に来ているのではないかと思うわけで

ございます。市政運営上、財政措置を考慮した予算編成と法失効後の打開策についてどのよう

に考えているのか、市長並びに企画財政課長の見解を求めます。 
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 次に、３番、新たな産業への貢献対策について、深層水の新価値模索、培養研究所誘致。 

 室戸海洋深層水の活用を進めている学会の一人、高知工科大学榎本惠一先生の一言を引用さ

せていただきます。「深層水から採取した新規細菌が、青紫色素の生理活性についての研究課

題として、深層水が海洋学的には300メートルはそんなに深くはないが、ＤＮＡ登録されてい

ないバクテリアは結構出る。その中から深層水の新たな利用価値を探るわけで研究している色

素については抗がん作用があることを既に検証した」と。「ただし、実験室レベルでの結果

論。作用の過程はまだ十分わかっていないが、研究を進め、治療薬や診断薬への応用を目指

す。また、天然のオーシャンバイオレットは、繊維染色や化粧品などへの活用も期待される。

いずれにせよ、実験化となれば、生産コストの課題も出てくる。まだまだ手探り状態。県内に

バイオ工場などができれば、理想的である」と、産業界への貢献に意欲を燃やされておりま

す。したがって、深層水の現状を見てみますと、2008年の室戸海洋深層水関連企業180社の商

品売上高は134億800万円で、深層水商品売上高前年度比９％減少ということです。 

 また、海洋深層水給水事業特別会計における海洋深層水使用料を20年度決算で見ましても

4,586万円で、売り上げもこれ以上の伸びも余り期待できないのではないかと思います。室戸

市の海洋深層水も、深層水としてのネーミングも全国的に行き渡り、最近は活用商品の力強

さ、価値観等一時期の迫力が薄らぎ、海洋深層水産業への貢献度も何か頭打ちに来ているよう

な感じも受けるわけでございます。本市の貴重な資源であり、その特徴を生かし、多方面にお

ける有効活用を新たに図っていかなければならないわけで、新しいパイオニアとして、前段申

し上げましたような今までと全く異なった活用方法として、深層水のＤＮＡ、バクテリアの分

析、抗がん作用を含めた新薬研究、色素繊維染色研究等、まだまだわからない深層水の未知の

部分への挑戦をすべきで、今後高知大学、高知工科大学、企業、特に製薬会社等を含めた応用

化学に対するバイオ研究所を国、県へ働きかけ、室戸市へ誘致、深層水の新しい価値を模索

し、新たな産業への貢献策として取り組んでいくべきではないかと思います。取り組みについ

て、市長並びに商工観光深層水課長の見解を求めます。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山下議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の交通安全対策についての中の信号機の設置についてでございます。 

 市としましても、交通事故防止活動を行っております。これは議員さんも御案内のとおりで

ございます。また、御指摘のように、地方を取り巻く厳しい財政状況の中、県におきましても

信号機新設の予算は限られておりまして、要望を出してもなかなか順番が回ってこないという

ことが現状でございます。このような現状ではありますが、地域の皆さんの御要望等もお聞き

しながら、必要性が高いと判断される箇所につきまして、市としましても要望事項を取りまと

めた上で、地域住民の方々や関係団体と連携をして、関係機関に強く要望をしてまいります。 
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 次に、大きな２点目の過疎地域自立促進特別措置法についてお答えをいたします。 

 本市におきましては、議員さん御案内のように、平成９年に過疎地域の指定を受け、過疎地

域自立促進特別措置法に基づき、総合的かつ計画的な過疎対策事業を実施してきたところであ

ります。しかしながら、人口減少や高齢化が進む中、地域産業の衰退や情報通信基盤の整備の

おくれなど多くの課題を抱えており、今後においても引き続き過疎対策事業を講じていかなけ

ればならないのが現状であります。現行の過疎法は、平成22年３月末をもって失効することと

なりますけれども、我々財政力が脆弱な本市が今後単独で過疎地域の山積するさまざまな課題

に取り組むことは、大変厳しい状況であると考えるところであります。特に、これまで本市の

起債のうち、後年度元利償還金の70％が交付税措置されるという、地方自治体にとって非常に

有利な過疎対策事業債が廃止された場合の影響ははかり知れず、市政運営上極めて困難な状況

に陥るものと考えております。これらのことから、現行の過疎法が失効後も、引き続き過疎地

域に対する総合的な過疎対策の充実強化に取り組んでいけるように、新たな過疎対策法の制定

について高知県市長会及び全国市長会過疎関係都市連絡協議会等を通じて国に要望をしている

ところでございます。 

 なお、平成21年７月４日には、県民文化ホールにおきまして新過疎法の制定実現を目指す高

知県総決起大会が開催をされました。また、平成21年７月７日には、全国市長会過疎関係都市

連絡協議会から、新たな過疎対策法の制定に関する要望書を策定し、国及び国会議員に要請を

するとともに陳情を行ってきたところでございます。 

 次に、大きな３点目の深層水の新たなる産業への貢献対策についてでございます。 

 これも御案内のように、私も深層水関連商品の売り上げが減少ぎみにあるということを大変

心配をするところでございます。高知工科大学の榎本教授は、海洋深層水中の微生物を資源と

して利用する研究を行い、その細菌の持つ酸性色素の解析と生理活性という、わずかな量で生

き物に特有な作用を示し、身体の働きを調節する役割を持った物質を発表をされたところであ

ります。私もせんだって高知工科大学に出向き、榎本教授にお会いをし、お話を聞いたところ

でございますが、オーシャンバイオレット、つまり青紫色素の染色や化粧品への応用があると

いうことですし、一定の培養液にオーシャンバイオレットを加え、60時間培養した後、腫瘍細

胞に添加したところ細胞毒性が示され、抗がん作用が検証をされたということでございます。

また、現在高知大学でも、地元の深層水企業とタイアップをいたしまして、海洋深層水の濃縮

水を利用した、ベータカロチンを使った健康食品の研究も進んでいるというふうにお聞きをい

たしております。これらはいずれも原料となるのは室戸海洋深層水でございます。今後とも、

産・学・官の連携を深めるとともに、県の産業振興計画の取り組みや他の産業への利活用を含

め、深層水の利用の拡大につなげていかなければならないと考えております。 

 なお、御提案のいろんな研究所を当市へ設置をする誘致をしてはどうかというような御提案

でございますが、そうしたことにも情報収集に努め、積極的に取り組んでまいりたいと考えて
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おります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 山下議員さんに、１点目の交通安全対策につきまして市長答弁を

補足させていただきます。 

 まず、市の交通安全対策に関する取り組み状況でございますけれども、現在市が委嘱してお

ります７名の交通安全指導員さんとの毎月20日の県民交通安全の日の早朝街頭指導や市内各小

学校で開催しております交通安全教室での交通指導、また高知県交通安全協会室戸支部などと

の春、秋、年末の全国交通安全運動期間中の街頭広報やドライビングスクールの開催、夜間の

反射材パレード、交通安全フェスティバルの開催、毎週第３木曜日の通学路安全の日における

登下校の子供たちの見守り活動、交通安全母の会や警察署などとの高齢者世帯訪問によります

高齢者への交通安全指導などの各種交通安全対策や市民の交通安全意識の啓発などに取り組ん

でいるところでございます。 

 御質問の信号機の設置についてでありますが、まず現在の信号機の設置に関する流れについ

てお話し申し上げますと、市民の方から室戸警察署に信号機の設置の要望が出されましたら、

まず室戸警察署でその内容を審査して、必要性を認めた場合には、県警交通規制課に上申書を

提出いたします。そこで、県警交通規制課が現地調査をし、最終的には高知県公安委員会で決

定するという手順となっております。 

 その採択基準につきましては、その設置要望箇所の交通量や過去の事故の発生状況、最寄り

の保育所や小学校の有無等を総合的に判断し、交通事故の危険性があり、特に必要性が高いと

思われる場所から順に設置をしているということでございます。しかしながら、先ほど市長も

申し上げましたように、既存道路への信号機の新設につきましては、県単独事業となりますこ

とから、県全体で年間に数基程度の予算しかなく、要望を出してもなかなか順番が回ってこな

いというのが現状のようでございます。 

 このような状況ではありますけれども、市内の交通環境の整備向上を図り、市民の皆さんを

交通事故の危険から少しでもお守りするためにも、先ほど市長が御答弁申し上げましたよう

に、地域の皆さんの御要望等をお伺いしながら、特に必要性が高いと判断される箇所につきま

しては、市といたしましても地域の方々や関係団体等と連携して、室戸警察署や県警交通規制

課に対し、要望してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 木下企画財政課長。 

○企画財政課長（木下恵介君） 山下議員に、２点目の過疎地域自立促進特別措置法について

市長答弁を補足いたします。 

 過疎対策につきましては、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法、昭和55年の過疎地域振興特

別措置法、平成２年の過疎地域活性化特別措置法に引き続き、平成12年に現行の過疎地域自立

促進特別措置法が制定されたものであります。本市は、平成９年にこの過疎法の対象地域とし
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て指定を受けており、これに伴う過疎債については、その依存度は高く、市道、農道、林道の

整備、漁港及び港湾の整備、地場産業の振興に資する施設、観光またはレクリエーションに関

する施設、消防施設、保育所施設等多岐の分野にわたり活用されております。また、その起債

額が、平成９年度から平成20年度までの12年間で総額35億1,400万円となっており、法失効後

はより充実した新たな過疎法の制定を我々事務方としても努力し、期待するところでありま

す。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 上山商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（上山精雄君） ３の新たな産業への貢献対策について、市長答弁の補

足をさせていただきます。 

 深層水事業につきましては、議員さん御指摘のように、平成16年度のピーク時の売り上げ

154億円から、昨年度約20億円ぐらい減った130億円のということで減少しております。これは

一定自然淘汰されたという感はありますが、消費が後退傾向にあるというふうに考えておりま

す。 

 このような状況の中、関係団体とも深層水の今後につきまして協議を行っておりますが、も

う一度ブームを起こしたいというような思いは、県、市、企業とも一致しております。そのこ

とを具体化するため、昨年より取り組みを始めました高知県の産業振興計画の中に深層水の利

用拡大を位置づけ、他の14あります取水地との差別化を図る室戸海洋深層水の機能解明、企業

との商品開発、共同ＰＲ、それから設備機能の充実などをテーマに取り組みを行っておりま

す。深層水につきましては、企業のみならず、農業、水産業にも多く活用されておりまして、

本市の活性化の核となりますことから、先ほど市長答弁もされました件も含めまして、担当課

として日々取り組みを行ってまいります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 山下浩平君の２回目の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） ２回目の質問を行います。 

 １点目の交通安全対策、信号機の設置についてでございますが、先ほど課長さんのほうか

ら、一つの目安として、調査の結果で事故の発生状況等というようなお話もございましたが、

事故は極力、その危ない信号機を設置していただきたいところが、みんなが気をつけて事故を

起こさないように通っておるわけでございます。事故が起きたらいかないから、そういう状況

であるから信号機を設置していただきたいと。ここでぎっちり事故を起こしよったら、こらも

うどうもこうもならんようになりますので。その辺を、事故の発生状況ち、ほな事故が警察に

はそこで余り発生してないという状況が、大きな事故は起きてないですけんど、小さい事故

は、警察の問題になるような事故は余り起こってないですけんど、それに見合うような事故が

発生しかかっておるわけです。それで、みんな住民がそこへぜひつけていただきたいというが

ですので、その事故の発生がどっさりなけりゃ、信号機をつけられんというようなことで判断

をされては私は困ると思いますので、その辺を強調して、また要望をしていただくようにして
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いただきたいと思います。 

 それから、２番の過疎法の自立促進特別措置法が、法が失効するわけでございますので、私

も決起集会にも出席をしておりました。いろいろ出席をして、国へ要望もするということで出

しておることもわかっておりますが、政権もかわって、これがすぐに引き続いて来年度も過疎

法が現在の適用になっていくかということは全く目に見えてない、マニフェストも民主党のず

うっと読んでみましたけんど、そんなことまでは書いてない。だから、心配をして、もし失効

になったら、来年度はどのような打開策をもって予算の編成をするのかということを聞いてお

りますので、その辺の答弁が何かちょっとないように思いましたので、再度お聞きをいたしま

す。 

 それから、３番目の深層水につきましても、現状はいろいろ私もわかっております。しか

し、今の水だけでの伸びは、なかなかこれ以上はそう急には伸びていくとは思いませんので、

新たな深層水の新しい変わった研究、新しいブームを起こすような研究に携わっていただかな

いと、深層水のこれからの伸びはないと思いますので、何か変わったような、市長さんも高知

大学の榎本先生の話を聞いたということですけんど、そういうような方向で変わった、全く今

までと違った、変わったやはり研究をしていただいて、そういう方向へ向いて進んでいかなけ

れば、深層水の将来は余り期待ができないと思っておりますので、その辺を、こら要望になり

ますが、ぜひ市長さんもバイオのその研究所を室戸へ設置ができれば、要望して力を入れてい

ただきたいなということでございます。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山下議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の信号機の設置の問題であります。 

 事故の発生状況が一つの目安になっているということでありますが、議員さん御指摘の趣旨

はよくわかりますので、そうしたことを踏まえた中で要望をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、過疎法が切れた場合にどうなるかということでありますが、当然我々としては、現在

来年度計画している事業の過疎債を充てる部分、例えばブロードバンド整備計画であって、そ

れの過疎債を充てる部分、また防災公園等で用地取得等でも過疎債を充てる部分というのがご

ざいますので、それが充たらないというようなことになりますと、これは本当にその財源をど

んなにしてくるのかということでありますから、前段で申し上げましたように、大変な状況に

なってくると、予算編成ができるのかというような状況に追い込まれるということで、私ども

も大変心配をするところでございますが、全力を挙げて新法の制定に向けて、現在市長会とし

ても取り組んでいるというところで御理解をいただきたいと存じます。 

 また、深層水の分野につきましても、御案内のとおりでございます。今まで想定をされた分
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野以外に、やっぱり別の分野での利用拡大に当然取り組んでいかないといけないという思いは

私どもも同じでございますので、ぜひそうした別の分野で拡大をしていただけるようなものを

私どもも情報収集に努めて、それらの研究所が当市にできれば、本当にそれはありがたいこと

であるわけですから、そうしたことに私どもとしても今後全力で努めてまいりますので、よろ

しくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって山下浩平君の質問を終結いたします。 

 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。９月定例会におきまして一般質問を行います。 

 さきの衆議院議員選挙におきましては、大きな地殻変動とも言える圧勝した民主党政権の誕

生という結果になり、大きな期待と不安が交錯するのは、国民、市民、そして行政機関も同じ

であろうかと思います。私も、長く自由民主党を支持してまいりましたけれども、昨今の自民

党の姿は、だれの目から見ても政権担当与党としてその資格を喪失していたと感じておりまし

た。高知県におきましても、自民党現職３人が当選という結果になりましたけれども、もう古

い自民党政治は許さないという意味で、その結果が比例代表、比例の得票数にあらわれてい

る。自民10万8,487票、民主16万7,352票、その差５万8,000票余りが現実をあらわしてるとい

うことであろうと思います。当面、政権がかわれば補正予算の執行停止、あるいは見直しが予

想されます。実際林業分野におきましては、多くの事業が交付金ストップというふうな状況に

も、決定見送りというふうな状況にもなっております。平成22年度予算の大幅な執行状況の変

更等、地方行政担当者も中・長期の計画の見直しと、現場の混乱も当然予想されます。市長に

おかれましても情報を十分に把握し、職員ともよく協議をして、その戸惑い、混乱が市民生活

に影響を及ぼさないような十分な配慮をお願いしたいと思います。高知県に政権与党の議員が

いないというふうなことで、十分な予算配分が行われるかという心配もあろうと思いますけれ

ども、裏を返せば、民主党が党勢拡大のために、かえって高知県に配慮した予算が来るのでは

ないかというふうな部分もあろうかと思います。尾﨑高知県知事の手腕に期待をすることにも

なろうかと思います。官僚支配の政治からの脱却、徹底した無駄の排除、新しい日本の姿の構

築に向けた、より国民に近い政治が実現するということを、大きな期待を持って迎えたいと考

えるのは、どの政党支持者も同じであってほしいと思います。国が大きく変わる、大きく変え

てほしいということを期待しながら、一般質問に入りたいと思います。 

 まず、市長の政治姿勢、市政運営について、２点ほどお伺いをいたします。 

 １、公約の進捗状況について。 

 小松市政となりまして、任期４年間のうち３年間、４分の３が間もなく超えようとしており

ます。この間、市長におかれましては順調に消化できた公約、どうしても解決できない公約、

現在進行中の公約と、そういったものに分類されるかと思います。長としての重圧は、真剣に

取り組もうとすればするほど、その比重は増すものだと思っておりますし、進捗状況が悪くて
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歯がゆい思いもされていることも多々あろうかと思います。一時期体調を崩されまして心配も

ありましたが、しかしどういう理由があるにせよ、行政の長となれば、万難を排してでも市民

の福祉向上のために尽力をしなくてはならないという責務を持っております。市民が負託した

市政運営の中心となる公約の実現と進捗状況、これは市長としては当然その経過は市民に説明

をしていくことが大事だ、責務だと考えます。市長の当時の公約を私も今でも大事に持ってお

りますけれども、全体として残り任期１年余りの時点で、采配を振るってきた３年間をどのよ

うに評価をし、また反省もされているのか、市長の率直な感想をできる範囲でお伺いしたいと

思います。 

 次に、公設の老人介護施設の設置についてお伺いをいたします。 

 室戸市も非常に高齢化が進み、大変な状況になってきております。勤労世代が仕事がなく

て、仕事を探しながら老夫婦を養う世帯、御老人のひとり住まいの世帯、御老人同士の夫婦世

帯、家族に病身な御老人を持つ世帯、いろいろな世帯で御老人の老後の介護に不安を抱えてい

る人が圧倒的に多いと感じます。わずかながらの年金生活者がほとんどで、余裕のない生活を

している方々が非常に多いのではないかと想像されます。そういった人たちにどういうふうな

配慮ができるか。安心した老後が過ごせるような施策はないのか。過去において汗水垂らして

働いていただき、日本の社会を支えてきていただいた方々へ安心の老後を届けてやることは、

行政の最大の役割でもあろうかと思います。 

 しかしながら、現状は施設に入所するには何十人もの順番待ち、また入るにしましても10万

円近く、あるいはそれ以上の入所費用となります。そうなれば、その費用負担は、まず年金だ

けで生活している方々には大変無理だという現実があります。室戸市の三津地区の特別養護老

人ホームも民営化というふうな形で進んでるというふうに聞いておりますけれども、もしそれ

が民営化されれば、入所料、入所費用は軽く10万円を超えるのではないかというふうに言われ

ております。行政が行政の都合で御老人を苦しめる、そう言われても仕方のない現状が浮かび

上がってくると言ってもおかしくないのではないかと考えます。御老人を支える家族の心情を

考えると、そんなことがあっていいのだろうかと危惧もいたします。こういった事情は室戸市

もよく把握はしているけれども、その対応がなかなかできないという部分にもなろうかと思い

ます。 

 私も、単純な対応策として提案させていただきますけども、少なくとも合併前の旧５カ町村

に１カ所ずつ公設の老人の介護施設を設置し、安価に年金で十分に入所して暮らせる対策を考

えてやるべきではないかと考えます。施設をつくることによって、雇用の場も確保でき、人口

の流出を防ぎ、若い世代が残れば、少子化対策にもなります。また交付金算出基礎のかさ上げ

にもなろうかと思います。御老人に、また御老人を支える家族に貢献する施策の導入は、ひと

えに市長の考え方次第ではなかろうかと思います。私が今言いました旧５カ町村に１カ所ずつ

のというような提案は一気には無理ということは十分に承知をしておりますが、市長のこの任
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期中にその端緒はつけるべきではないかと考えます。どう思われますか、お伺いをいたしま

す。 

 次に、大きな項目２の市政全般についてお伺いいたします。 

 まず、林業行政について４点ほどお伺いいたしますけれども、私も林業関係の団体に所属し

ておりますので、利益誘導ではない、真剣に室戸市の林業施策に取り組む観点から、市民の林

業地を守るという観点から４点ほどお伺いをいたします。 

 まず、１番目の山林境界確定事業についてですが、山林所有者の高齢化、あるいは後継者の

県外流出等でその境界確認が非常に困難になってきております。このことは市長も十分に認識

をされていると思います。国のほうも、一刻も早くその解消のために基金創設等を行い、新た

な事業推進も起こされております。全国森林組合連合会、全森連と通称呼ばれておりますけれ

ども、基金利用の境界確定事業を21年度から事業実施を行い、芸東地区事業体でも、その事業

に応募をしまして、本年度157ヘクタールを仕上げていく予定であります。この事業は、平成

22年度からは県のほうに移行しますが、予定としては23年度までの３年間の、21年度から23年

度までの限定事業となっております。県の関係者に伺いますと、この事業の延長も考えられる

が、現時点では確定をしてないということであります。このペースで行きますと、到底広大な

面積の室戸市の民有林の境界確定事業を完了することは大変困難だろうと考えます。この境界

確定事業は、早急に何が何でも終了させなければ大変なことになると判断をしております。東

部のこの事業体も、利益を度外視をして協力したいという方向で取り組んでいくことを確認し

ております。 

 提案でもあり、市長に対してお願いでもありますが、ぜひ取り組んでいただきたいのが、

国、県の補助事業とは別の簡易な境界確定の方法、地権者に立会をいただいて、簡易な境界ぐ

いを設置していく。実費プラス経費という形で取り組み、特に筆数の多い里山周辺の境界の確

認を中心に行い、後から国の一筆地調査を行うためのその基礎資料とするのが一番いいのでは

ないかと考えます。この境界確定事業は、地球温暖化防止事業の延長線上にあると御理解して

いただいても結構です。将来の森林整備事業の一環事業でもあります。ぜひ市長にこの事業の

必要さを御認識いただいて、高齢化した山林所有者の期待にこたえていただくようお願いした

いと思います。御答弁をお伺いいたします。 

 ２番目に一筆地調査の推進についてお伺いをいたします。 

 この事業は、既に室戸市も山林におきまして本年度から取り組んでいただき、本年度は約

400ヘクタール、４平方キロが消化される見込みであります。しかし、この事業推進に当たっ

て、若干問題点がありましたので、触れさせていただきます。その問題点といいますのは、私

が室戸市の山林面積を計算中に、その基礎を室戸市市勢要覧ではじき出そうとしたところ、疑

問点が出てきたわけでございます。といいますのは、国土地理院が計測した室戸市の面積は

248.25平方キロメートル、平方メートルに換算しますと２億4,825万平方メートルになりま
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す。しかし、室戸市が算出した室戸市の総地籍種目別総面積は113.725平方キロメートル、１

億1,372万5,000平方メートルとなっておりまして、簡単に言えば国土地理院が算出した室戸市

の面積と室戸市が算出した面積は半分以下と。室戸市の面積は45％の面積しか存在していない

ということになります。この数字は、長く室戸市の市勢要覧の中で使われてきた数字でありま

す。この面積は税務課によるもので、登記簿上の面積でありますが、田畑、住宅用地、原野、

その他は登記簿上の面積と実測面積は余り大きな違いはないと思います。 

 一番問題なのが山林面積であろうと推測されます。室戸市の山林面積比率は、総面積の

84.3％というのが一般の常識的な数字ということで皆さんも御存じのとおりでありますけれど

も、国土地理院の数字から算出すれば、209.274平方キロメートル、２億927万4,000平方メー

トルの山林面積が存在しなくてはならないものが、登記簿上の面積は半分以下、45.8％の

9,586万5,000平方メートルとなっております。山林面積におきましては、精密に計測したわけ

ではなく、昔炭窯を基準に、１窯２ヘクタール、２町歩とか焼いたのでは20町というふうな簡

易な計測だったというような話を先人に聞いております。 

 そういったことから、これぐらいの差異は、違いは、相違はあろうかと考えます。その例と

しましては、県下各市町村で県下の各森林組合が山林の一筆地調査等に協力をして、その調査

が順調に進んでおりますが、県下の情報交換をするたびに、こういった例が数多く聞かれま

す。一番大きな相違、違いのあったところ大栃地区では、登記簿上の面積の100倍の、実測す

れば100倍の面積がそうだったという情報もあります。登記簿上と実測面積にこれだけの差異

があるということが、各市町村におきまして基礎的数値を早期に把握したいという山林地籍調

査の事業の推進ということにもなっていると思います。 

 室戸市の場合も、山林面積が現面積より155％増しになる可能性が非常に高いわけでありま

す。固定資産に換算すると、数千万円、私の持ち山単価でちょっとやってみましたら、約

2,000万円以上の増収になるとも予想されます。こういう地籍調査が進んだからといって固定

資産算入金基礎が見直しということには長い時期もかかると思いますけれども、長い目で見れ

ば、室戸市の固定資産算入に貢献する数字でありますから、大事にしなくてはならないと思い

ますし、いずれにしても室戸市という一つの自治体の基礎的数値でありますから、早急な取り

組みが必要であると考えます。 

 話はもとに戻りますけれども、実際国土地理院の面積が正しいとして、年間室戸市が約

400ヘクタール、４平方キロメートルずつ一筆地調査を進めていく。このペースで行きます

と、人工林だけに限定すると19年間、室戸市の山林全体で見ると、室戸市の山林面積が約

209平方キロですから、約52年で室戸市の山林境界確定事業は終了すると考えられます。50年

後となれば、現在の所有者の次世代の後継者もほとんどがもうこの世には存在しないと考えら

れます。そうなると、実質的には境界確定が非常に困難な状況になると判断されます。東洋町

のほうにも、私も何度も足を運ばせていただいて実情を説明し、その実情もよく理解していた
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だき、昨年度からこの事業に東洋町も取り組んでくれておりますけれども、21年度予算額は前

年比140％増、22年度は当初年度よりも200％増の予算を組んでいただくというふうな方向性も

示していただいております。東洋町の場合、４平方キロメートルのペースで進むと約13年で山

林境界確定事業が終了します。また、室戸市も現在の倍のペース、現在の倍のペースで進め

ば、約26年で山林境界確定事業が終了します。26年といえば、まだ小松市長も元気で健在では

なかろうかと想像もするところでございます。でき得れば、小松市長には、この重要な事業を

早急に終了させていただくような取り組みをお願いしたいと思います。1,500万円の事業で

も、市の持ち出しは75万円程度、補助事業の５％の室戸市の持ち出しでありますから、人件費

の関係の問題さえクリアすれば、何とかやっていけるんではないかというふうな考え方にもな

ります。山林面積の相違の改善、室戸市の正確な基礎的数値の積み上げ、山林所有者高齢化対

策に向けて、室戸市にもぜひスピードアップした取り組みをお願いしたいと思いますが、市長

のお考えをお伺いいたします。 

 続きまして、林業に関する支援事業の活用についてお伺いいたします。 

 京都議定書に係る地球温暖化防止、ＣＯ２削減効果の関係で、森林整備の事業は右肩上がり

にふえてきております。ある一定期間であろうと思いますが、今回政権与党となった民主党の

政策の中にも、平成21年度で25％のＣＯ２削減に取り組む。これは1996年比だったと思います

が、そうマニフェストに書かれております。今まで自民党・政府の削減目標が７％であったこ

とから比較すると、一段と事業量がふえてくるとの予想も考えられます。そうなれば、新たな

人材の雇用の場があらわれ、相当人数の雇用が見込まれる状態にもなっていきます。また、森

林整備事業の中には木材の搬出事業も含まれるし、高性能機械の導入、そういった森林施業シ

ステムのハイレベル化も当然要求されます。そういった事業に乗りおくれない体制を築くに

は、行政との連携は絶対欠かせないところであります。他市町村では、林業に理解のある自治

体では、補助事業に市町村独自の継ぎ足しも行い、森林整備事業が順調に進んでおります。室

戸市の場合は、どうも森林事業体と担当課の協議の場が少なかったのではないかと思われま

す。国、県の補助制度には、機械設備にしましても、システムの改善にしても、人材雇用にし

ても、ほとんどの事業を網羅できるような補助制度、助成制度があるわけですから、担当課と

してもそういったことが有効に使えるように取り組んでいただきたいというふうに思います。

相談すれば対応というのではなく、相談をする前に、こういう事業を取り組んでやればどうか

というような指導をいただきたいということになります。 

 農林課長にもお願いをしておきます。市町村を窓口にした事業はたくさんあろうかと思いま

す。それらを遅滞なく活用していただきたいということであります。どの事業者にせよ、どの

事業体にせよ、独自の費用で腹いっぱいの設備はできません。担当職員及び担当課に新規助成

事業があれば、即連絡をとり合うというふうな指導をお願いしたいと思います。御答弁をお願

いします。 
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 林業振興協議会の設置についてお伺いいたします。４番です。 

 過去に東洋町を含む芸東地域の森林行政については、ある意味一貫性のないものであり、統

率のとれた林業行政が行われてきたとは思いません。室戸市、東洋町とも、森林面積が85％に

もなろうという地域でありながら、その森林の価値に対して政策上軽視してきた嫌いがあろう

と思います。今、森林機能が全世界で、地球規模でこれほど重要視されることは昨今ないこと

であろうと思います。その重要さを再認識していただきたいと思います。室戸市の森林の持つ

機能の重要さ、その財産的価値は、どんなに安く見積もっても、室戸市のほかの追随を許さな

い大きな財産であろうと思います。過去50年間にわたって、国有林も含めた国、県から室戸市

の森林に投資されてきた金額は気の遠くなるような莫大な金額になろうと思います。また、林

業に従事してきた関係者の室戸市への貢献も、大きなものがあろうかと思います。国、県から

投資されて育てられた森林資源が、今度は室戸市の大きな財産となって室戸市に還元される時

期に来ております。そういったことから、室戸市がこの大きな財産の管理を人任せにするとい

うことではいけないだろうと思います。林業行政が林業事業体任せになり、行政とタイアップ

した取り組みがなされてこなかったことに、双方が反省もしなくてはならないと思います。長

年にわたり蓄積された森林資源は、今後活用の時代へと推移をしていきます。その森林資源活

用に向けた取り組みは、早急に行う必要があります。 

 さきの議会でも質問させていただきましたけれども、大きな財産がその山林内に蓄積されな

がら、木材搬出ができない地域の林道の改良、搬出に向けた林内路網の整備、懸案の境界確定

事業、木材搬出技術の向上、保育間伐事業の推進、環境保護の観点からの森林の整備、特用林

産関係、木炭生産の安定化等々、多くの課題が山積をしております。今後は、所有者、事業

者、事業代行者、高知県、高知県森林整備公社、緑資源機構と国有林等の関係者と一元化した

取り組みが必要になってきます。 

 国、県との折衝、交渉はさておき、少なくとも室戸市、東洋町のこの芸東地域の森林に関す

る地元自治体と山林事業関係者との林業振興計画策定に向けた協議会の設置は、絶対必要だと

考えます。そのすべての準備に関しての協力を惜しむことはありません。林業振興協議会設置

に向けて、ぜひ市長には前向きに検討していただきたい、リーダーシップを発揮していただき

たいと思います。御答弁をお願いいたします。 

 ５番、建設業者の指名について。 

 室戸市内の建設業の衰退状況には、目を覆いたくなるような状況で、過去の繁栄はどこに行

ったのだろうかと思う昨今であります。数少なくなった仕事を最低制限価格で落とす。衰えた

体力に追い打ちをかけるかのような状況が続いております。このような現状を改善できる時期

がいつ来るのか、全く見当がつかないところでもあります。多くの従業員を抱え、室戸市の発

展に寄与してくれた建設業界の再生を強く望みたいと思います。今回お聞きしたいのは、建設

業者それぞれが一般土木工事以外に、水道、舗装、管工事等の資格を取得しているのに、それ
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ぞれの工事の指名に参加できないという声が私のもとに届きました。私も相談を受けましたと

きに、資格は持っていても、特殊工事となれば専用の資機材も持っていない。落札しても、一

括下請は許されません。それから、工事実績がなければ、なかなか指名には至らないのではな

いかというふうな話もして、一応納得の姿勢でありましたけれども、業者側からすれば、事業

拡大に向けてせっかく取得した資格ですから、その資格を生かす機会を逸することに不満が生

じるのも当然のことであろうかと思います。市当局におきまして、不満の起こらないような丁

寧な説明というものがなされることが必要ではないかとも考えます。建設協会を通じて、ある

いは個別にでも結構だと思いますけども、どうしてこういう指名参加ができながという理由を

明確に通知するべきだと考えますが、御答弁をお願いします。 

 次、６番目、市職員採用についてお伺いいたします。 

 最近市民から届いた声を直接そのままお伝えをします。親が職員やったら、その子供は市役

所への採用が約束されちゅうがかよ。近ごろそんな例が多過ぎる。おかしくないかというふう

な声であります。確かに、私もここの市役所の中で接する機会が多くなってから、偶然とはい

え、職員の子供が採用されるというケースが多いような気がします。厳格な試験が行われてお

り、採用に関しては予断を差し挟む余地はないとは思っておりますが、市民から見ればおかし

いと感じる声が上がるのは当然だという気もします。そういった話の流れとして、いやが応で

も市当局に疑惑の目が向けられる。小松市長に限ってはそういうことはないと信じますが、何

らかの形で説明する機会を得て、説明する機会、姿勢も必要ではないかとも考えます。数少な

い市職員採用に、市職員の子供が常に採用され続けると、不正はなくとも市役所不在の声が上

がるのも無理からぬことだろうと思います。答えをいただきにくい質問ですけれども、答え

も、答えていただかなくてもわかっておりますけれども、議会だよりに載せなくてはならない

理由がありますので、お答えをお願いしたいと思います。 

 参考までに、一般職、消防本部におきまして、最近５年間で採用された職員のうち、２代続

きで採用された職員の数をお聞きします。そして、その職員、２代続けて採用された職員の比

率、採用された全職員の中から、その２代続けて採用された職員の比率をお伺いいたします。 

 最後になります。７番目、介護事業所運営指導についてお伺いをいたします。 

 これも市民からの声でもあります。市内にも幾つかの民間福祉介護事業所が設立をされまし

て、室戸市の福祉事業に貢献をしていただいてるところだろうと思います。福祉事業を行って

いただく中で、数少ないパイを争って、それぞれが事業拡大に向けて努力もされているところ

だろうと想像されますが、よく耳に入ってくるのが、事業者間の不協和音であります。事業者

間同士が足の引っ張り合いをするようでは、健全な介護事業が継続するとは思いません。市当

局にしても、多くの情報を得るような体制を築き、問題が起こればすぐ対応する。問題が深刻

にならないうちに対応する姿勢も必要だろうと考えます。この事業の許認可権は室戸市にはあ

りませんけれども、その運営管理の管理責任、管理をする責任は室戸市にもあろうと思いま
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す。どこかに委託されているかもしれませんけれども、そういう責任もあろうと思います。室

戸市も中に入って、事業者間の意見も聞き、事業者間の協議の場を設けて、法遵守の姿勢と円

満な福祉事業の推進のために汗をかくべきだろうと思います。現在、そういった正式な機関が

設置されているのかどうか、また設置されていないとすれば、今後設置すべきではないかとも

思いますが、どう考えるのか、お伺いをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の市政運営についての(1)公約の進捗状況についてでございます。 

 私は、室戸を健康にしたいと言って市民の方々に訴えてまいりました。そのことは市民の

方々の健康はもちろん、行政運営、農林漁業、商工観光、教育や文化、福祉など元気を失って

いる部分に活力を取り戻したいという願いからであります。そして、議員さん御案内のように

６項目、58施策について取り上げてまいりました。その項目に沿って取り組み内容を少し申し

上げたいと存じます。 

 まず１つ目の住民主体のまちづくりの推進につきましては、行政説明会や行政懇談会、市政

懇談会などの名称で実施をいたしております。まちづくり基本条例への取り組み、移住促進事

業の推進、市職員の資質の向上や職員数の適正化、市民満足度調査の実施、生活道路の整備な

どに努めてまいりました。 

 ２つ目の財政健全化の取り組みといたしましては、集中改革プラン推進計画の策定推進、滞

納整理課の新設、塩漬け土地対策、地域包括支援センターの外部委託、特別職の給与、退職金

の削減などに取り組んでまいりました。 

 ３つ目の産業振興対策の取り組みにつきましては、企業誘致推進条例の制定、企業誘致進出

協定の締結、産業者会議の開催と提案事項の予算化、地場産品の販売拡大、観光特使の任命な

どを行ってまいりました。 

 ４つ目の教育環境の整備につきましては、基礎学力の充実、学校施設の建てかえや耐震補強

の実施、放課後児童クラブなどの充実、社会教育団体の育成などに努めてまいりました。 

 ５つ目の保健・医療・介護など、福祉の充実につきましては、シルバー人材センターや健や

かサロンなどの充実、妊婦健診、就学前医療の充実、丸山長寿園の課題解決などに取り組んで

まいりました。 

 ６つ目の防災対策の推進につきましては、自主防災組織の設置、消防設備の充実、防災公園

の整備、防災行政無線の実施計画、要援護者の調査などについて取り組んでおります。 

 以上のように進めてまいりましたが、新しい政策課題にも取り組んできたところでございま

す。例えば、前段で申し上げましたもの以外に、学校及び学校給食の統合、給食会計の公会計

化、高速バス乗り入れ事業、ＡＭＡ地域連携協定の締結、地質公園室戸ジオパークの取り組
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み、ブロードバンド整備への取り組みなどであります。 

 私としましては、就任後、これまで全力で走りながら取り組んでまいりましたが、６項目、

58施策、77の具体的内容としましては、完了及び継続中というものを含めますと、85％程度の

取り組み状況だと思っております。今後におきましても、教育長にやり始めていただいており

ます一貫した基礎学力向上のための保小中高連絡協議会の取り組みや、やり残しております旧

町単位のまちづくり協議会のことや行政評価システムの導入、深層水関連企業の誘致、市内ぐ

るりんバスの導入などのほか、市の新たな行政課題に対して全力で取り組んでまいります。 

 次に、特別養護老人ホームの新設という御質問にお答えをいたします。 

 まず、室戸市の高齢化率は現在35.1％で、高齢者数は6,066人となっております。今後も高

齢化が進みますと、平成28年度のピーク時では6,319人となりますが、その後高齢者人口は減

少をしていく推計となっております。 

 次に、施設の現状はどうかでありますが、県の高齢者保健福祉計画第４期介護保険事業支援

計画では、高齢者人口に占める介護保険施設の入所定員の割合は、全国平均を上回っておりま

して、非常に高い整備状況で、安芸圏域での特別養護老人ホームの充足率は、100％となって

いるところでありまして、安芸圏域での新設は大変困難な状況でございます。現在、当市の介

護保険施設は、老人福祉施設丸山長寿園、定員100名、老人保健施設あさひ、定員70名、療養

型医療施設２カ所、定員45名、グループホーム、これは在宅というふうに位置づけられてはお

りますが、実質的には入所という形になろうと思いますので、グループホーム２カ所を加えま

すと、グループホーム２カ所で36名、合計251名で介護施設サービスを提供しているところで

あります。 

 次に、現在の待機者の状況としましては、特別養護老人ホーム丸山長寿園の場合、市内外か

らの申し込みや重複申し込みという場合がありますが、待機者53名ということになっておりま

す。したがいまして、現実には施設が不足をしている現状ではありますが、在宅サービスを有

効に組み合わせることなどによって対応していかなければならないと考えております。 

 なお、国は、高齢者介護の基本的な考え方といたしまして、介護予防の推進とともに、住み

なれた地域での継続的な生活が重要であるというような在宅の方向性が打ち出されているとこ

ろであります。今後におきましては、自宅から通いを中心として、泊まりなどを組み合わせて

日常生活を支援する小規模多機能型居宅介護サービスなどを計画的に整備をし、在宅や施設サ

ービスと組み合わせて、効果的な介護サービスが提供できるように取り組んでまいりたいと考

えております。 

 次に、大きな２点目の市政全般についての中の(1)の山林境界のことについてと、(2)の一筆

地調査の推進について、関連がございますので、あわせてお答えをいたします。 

 山林面積と台帳面積に違いがあるということは、私も理解をするところでございます。山林

の境界確定につきましては、所有者の高齢化や過疎化の進行により、山林の境界に精通した
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方々が年々減少しており、早期に完了させなければならないことは、私としましても十分認識

をしているところでございます。 

 また、御提案の簡易な境界確定による境界ぐいを設置していくことも、早期に行うためには

一つの方法だというふうには思いますが、その境界ぐいが台風や豪雨災害により消失をすると

いうようなことも想定をされるわけでありますので、市といたしましては、やはり国、県の補

助事業により、測量をもとに境界を確定し、記録していく方法がより適切ではないかと考えて

いるところであります。 

 現在、建設課が実施しております山村境界保全事業による一筆地調査につきましては、さき

の３月議会でもお答えをいたしておりますが、本年度は羽根地区の４平方キロメートルの境界

確定を実施する予定でございます。しかし、御案内のように、一筆地調査だけでは多くの時間

を要するため、今回全国森林組合連合会の実施する森林境界明確化促進事業を活用し、少しで

も早く境界確定のできる事業の取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 なお、境界確定に関する事業につきましては、今後とも山村境界保全事業や森林境界明確化

促進事業などにより、計画的に進めてまいります。 

 次に、(4)林業振興協議会の設置についてでございます。 

 御提案をいただきましたので、今後詳しいお話もお聞かせをいただきながら、ＣＯ２の削減

や環境問題、林業の振興などに効果的な取り組みということでございましたら、私としても積

極的に取り組みを進めてまいります。 

 次に、５点目の建設業者の指名についてということでありますが、私は市内の経済活動等の

ことを考えますと、やはり国、県、市の公共事業というのは、私は一定必要であるというふう

に考えておりますし、当市の予算におきましても、基本的には普通建設事業を余り上下をささ

ないといいますか、一定の額を普通建設事業として年々に確保していくということがぜひ必要

であろうという考えでいるところでございます。 

 そこで、建設工事の業者指名についてでありますが、これは参加有資格者名簿に登載されて

いる業者の中から選定をすることといたしております。議員御指摘の土木建築工事以外の特殊

工事については、参加有資格者のうちから、工事の内容により工事に必要な資機材の必要性や

建設業法第22条による一括下請の防止、工事実績等により総合的に判断をして業者を指名いた

しているところであります。 

 次に、水道局発注の水道管布設工事の指名業者につきましては、水道法第16条の２第１項及

び室戸市水道給水条例第８条の規定により、市長が指定した者が施行することとなっておりま

す。 

 なお、指定方法は、室戸市水道指定給水装置工事事業者規定第４条及び第５条に基づき、書

類申請の上、審査を経て、指定業者となっているところであります。 

 水道局発注以外の工事につきましては、市内の有資格業者のうちから指名いたしているとこ
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ろであります。また、舗装工事につきましては、工事の内容により、市内有資格業者を指名い

たしておりますが、舗装のみの場合は、その特殊性から専門業者を指名いたしているところで

あります。また、指名できない理由を明確に通知すべきという御指摘につきましては、現在公

表いたしております指名理由書におきまして、指名した理由を明らかにするとともに、指名の

あり方、指名方法等につきましては、関係団体等を通じ、説明及び周知徹底に努めてまいりま

す。 

 次に、(6)の市職員採用についてでございます。職員採用について、大変不信感を持ってお

られる方がいるということでございます。 

 まず、職員採用試験の流れについて御説明申し上げます。１次試験につきましては、内閣府

所管の公益法人であります財団法人日本人事試験研究センターによります全国規模の統一試験

として統一試験日に実施をしております。試験内容は、教養試験及び適性試験の２種類で、採

点は日本人事試験研究センターによりコンピューター採点処理が行われ、その結果の通知を受

けて成績上位の者を１次試験合格者として決定をいたしております。 

 次に、２次試験は、１次試験合格者を対象に面接試験及び作文試験を行っており、消防職員

については、これに体力検査が加わります。面接試験は、面接者が２班に分かれ、受験者１名

ごとに２回行っております。また、作文試験は、識見を有する者３名にお願いをして採点をい

ただいているところであります。このように、それぞれの試験を行った上で、これらの成績を

総合して、上位の者を公平公正に採用をしているところでございます。また、合格者のことに

つきましてのお尋ねがございましたが、受験申込書には、申込時点の現住所を記入いただくこ

とになっておりますし、学生の方や県外就職をされている方が受験をするというような場合に

は、本市出身なのかどうなのかということは、私どもはわかっておりません。また、御両親の

名前などは記入するようにはなっておりませんので、したがいましてどなたのお子さんである

かというようなことも、私どもは把握ができていない状況でございます。いずれにいたしまし

ても、職員の採用は受験者の成績によって採用をいたしているということを申し上げておきた

いと存じます。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

をいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 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(3)林業に関する支援事業の活用についてでございます。 

 国、県が実施をいたします補助事業や助成事業につきましては、多種多様な事業がございま

す。特に、本年度におきましては、国の経済対策等によりまして新しく新規事業が追加をされ

ておるところであります。 

 議員御案内のとおり、脆弱な室戸市の財政状況からいたしましても、市にとって有利な事業



－73－ 

につきましては、積極的に導入をして、有効な活用を図るべきであると考えております。そし

て、私も含めまして担当の職員につきましては、説明会や研修会への参加を強力に指導いたし

まして、その情報の収集に努めてまいりたいと考えております。 

 また、事業の円滑な実施につきましては、関係機関との連携がこれ不可欠でございます。収

集をいたしました情報等につきましては、速やかに提供いたしまして、事業の振興につながる

よう、あわせて指導してまいります。よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 大きい項目の２、市政全般について、山本議員にお答えいた

します。 

 介護サービス事業所の指導についてお答えいたします。 

 利用者に関しましての相談は、保健介護課、地域包括支援センターで対応しておりますけれ

ども、介護サービス事業所、事業者の指導につきましては、介護保険法に違反するようなこと

があれば、県より指導監査等が行われることとなっております。 

 それから、国、県等におきましては、利用者サービスが公平公正に行われるようにケアマネ

ジメント力の向上、利用者の生活の質の向上を支援するため、講演会、研修会、学習会を開催

するなどして、ケアマネジメントの資質の向上に努め、知識及び技術を高めているところでご

ざいます。 

 次に、事業者間の問題についてでございますけれども、運営にかかわることでございまし

て、それぞれの組織運営や経営等の問題でありますので、これらにつきましては事業者の間で

解決すべきことではないかと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 答弁はございませんか。 

 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） ８番山本。２回目の質問をさせていただきます。 

 まず、公約の進捗状況について市長にお答えをいただきました。その６項目、58に分かれて

も、まだそれにプラス、すべてで74事業というか、そういうものに取り組んでるというふうな

お答えをして、１期目としたらすごい順調に進んでいるんじゃないかというふうな気もしま

す。ただ、そん中で今までできたもの、できていたものに対しての検証していく、できたもの

に対しても検証、できてないものに対しても検証と、それがスムーズにというか、そういうも

のにも取り組んでいただいているのかどうか、お伺いいたします。 

 それともう一つ、ちょっと早いですけれども、次期市長選には出馬されるのかどうか、お伺

いをしておきます、ちょっと早いですけどね。 

 それから、次の２番目の公設老人介護施設設置についてお伺いしましたけれども、その中で

三津の丸山長寿園の話も市長の中で出ましたが、その中でもうちょっとお聞きしたいのは、確

定している民営化の時期と、それから民営化すれば、その入所費用がどれぐらいになるかとい
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うことでございます。それから、現状としまして入所率というか、充足されるほどの施設があ

ると、安芸広域の部分ですかね、あるということですけれども、室戸市において今後の老人の

高齢化のパーセンテージなんかも考えたら、室戸市の分は36％と言いましたけども、それはも

う立っていけれるのかと、現在の施設で達成できていけるのかとも、その分もお聞きします。 

 それから、第２の１の境界確定事業の中で市長答弁の中に、仮にくいを打っても、災害等で

流失すれば同じことだから、後の境界確定事業、国費のやつを使ったらええというふうな意見

でありましたけど、市長もよく御存じだと思いますけど、山というものは崩壊するところはも

う大体決まっております。もう高い確率で谷合いが崩壊する。一部谷の斜面とかというふうな

部分がありますけれど、大体山林境界というものはほとんど畝です。ほんで、畝から災害が起

きて、畝から崩壊するというふうな部分は、私も長い間災害のほうにも携わってきましたけれ

ども、そういう部分はまずほとんどと言っていいほどありません。そういうふうなことから考

えれば、一筆地調査でやろうが、仮ぐいでやろうが、仮ぐいというものを勘違いされているか

もしれませんけど、ポリビニールというか、そういうふうなものでやれば、半永久的なもんで

ありますので、そういう部分がもし災害等で流れても、そういうのも一部残っておれば、そこ

を基準点に次々動かしていけるというふうな部分になりますので、国の一筆地調査を待つより

も、今のそういった方向でやるのが、私の経験からいえばずっと有効的であるというふうに思

いますので、もう一度答弁をお願いします。 

 それから、最後の市職員採用についてお伺いいたしました。当然私もそういうふうな、市長

がこういう答弁をしてくれるということはわかっておりましたので、議会だよりへもそういう

答弁も載せることができれば、私の質問としての務めも終わるし、市長の市民に知らせるとい

うふうなことも同時で解決できるということになりますので、答弁をちゃんと載せたいと思い

ます。 

 以上で２回目の質疑、質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の公約の進捗状況ということでありますが、完了しているものもあれば、当然

継続中のものもあるわけですので、すべてが終わった、全部よかったという形にはなっていか

ないということでございますので、やはり継続して進捗状況を見ていかなければならないし、

やっぱりそうした中で見直し点も次々出てくるというふうには思ってますので、そうしたこと

でよりよい方向に進むようにこれからも取り組んでまいります。 

 また次に、丸山長寿園問題でございます。 

（「次の市長選」と呼ぶ者あり） 

○市長（小松幹侍君）（続） あっ、済いません。次の市長選へ出馬をするのかどうなのかと

いうお話でございますが、私といたしましては、まだその辺まではよう考えておりません。現



－75－ 

在、任期を力いっぱい、自分の公約を掲げ、それがいかに進捗するのかというところへ重点を

置いておりますので、そうした発表するといいますか、私の態度を決める時期はいずれ出てく

るというふうには思いますが、現在のところ全力で今の仕事を進めているということでござい

ます。 

 次に、丸山長寿園の民営化の問題でございます。これも丸山長寿園の民営化問題について

は、広域の老人ホーム組合議会で議論をいただいているところでございます。これまでの経過

を少し申し上げますと、丸山長寿園につきましては、前任者が民間事業者からの、民営化する

ということで民間事業者から公募を行っておりました。しかし、私はまだまだの施設、いろん

な面で調査とか研究が必要だということで、これまで日時をいただいてきたところでございま

す。 

 その結果、１つには、施設を新築をした場合、現在入所している方々の負担が増加をすると

ともに、低所得者が多い施設であるため、入所できなくなる状況が発生をするということがわ

かってまいりましたし、新たに施設を新築するということになりますと、当然そのホテルコス

トがかかってまいりますので、入所は今例えば６万円払うていただいてる方がいるとすれば、

それへホテルコストが加算されると、最高６万円加算されるということになりますので、大き

な負担になるということでございます。 

 そして２つ目には、現施設の耐震診断を行った結果、耐震性のある建物であるということが

明確になってまいりまして、早期の改築は必要ではないのではないかということでございま

す。 

 そして３つ目には、毎年のように国の介護保険制度等が改正をされておりまして、施設の補

助等につきましても、本当にさまざまな問題点が出てきておりまして、長期的な予想がなかな

か現時点はできにくいというような状況もございまして、大きくはその３点で、これ以上民間

事業者さんの応募、審査、決定をするという方向には持っていくことはできないという結論に

私としては立ちまして、民間の事業者さんに対しては、平成21年２月18日の文書をそれぞれの

事業所さんに私としては持参をいたしまして、もう応募はいただきまして大変申しわけないわ

けでありますけれども、この件については中止をさせていただきたいという旨の文書を持参を

して、相手方に伝えたところでございます。その結果といいますか、その後民間事業者さんか

らは、いろんな質問状とかというのをいただきましたが、それぞれには丁寧にお答えをさせて

いただいて、現在訴訟であるとか質問状をそのままにしているというような状況にはなってい

ないところでございます。私としましては、そういうことで一たん民営化の問題については置

いておいて、現在の今の施設、そしたらそのままで老人ホームとして環境はどうかということ

になりますと、例えば雨漏りの問題とか、いろんな施設整備が、補修箇所とかというようなも

のが全然できてないという施設でございますから、私は２年ぐらいかけてその施設を改修をす

るという思いでございまして、そうしたことを広域の議会にもお話をさせていただいていると
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ころでございます。また、そうしたものが完了した段階で、どういった民営化の方法が一番望

ましいかというようなことについては、次の段階として再度考えてまいりたいというような思

いで取り組んでいるところでございます。 

 そして次に、境界確定のことについてでございます。 

 私が申し上げましたのは、やはり測量ということを基本に置いたものであるのが望ましいの

ではないかというお話をさせていただいたところでありますが、なおこの問題につきまして

は、関係者のいろんな御意見を参考にさせていただいて、市の取り組むべき方向を決めてまい

りたいと存じます。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため午後３時30分まで休憩いたします。 

            午後２時58分 休憩 

            午後３時30分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、久保正則君の質問を許可いたします。久保正則君。 

○３番（久保正則君） ３番久保。平成21年９月議会において一般質問を行います。 

 まず第１点目でございます。放置された粗大ごみについて。 

 粗大ごみの放置については、かなり以前から言われております。私も複数の市民から指摘を

受け、現場を見てまいりました。１つは、市営の火葬場の上の山です。冷蔵庫その他がたくさ

ん捨てられておりました。市民の方から何とかせいと言われました。もう一カ所は、新村の山

のほうでございます。ここも冷蔵庫、自転車が捨てられておりました。その現場から少し上が

った別の現場のほうの山は、所有者が設置したのか、あるいはどこかの団体が設置したのかは

わかりませんが、粗大ごみ放置防止のために鉄条網が約50メートルぐらいの範囲で高さ1.8メ

ートル程度で設けられておりました。鉄条網設置の場所は、さすがに粗大ごみは投げ捨てるこ

とができないので、現在は見た限りでは粗大ごみはありませんでした。新村の山は、魚つけ保

安林ということで、山の所有者であれども、勝手に木を切ることはできないそうでございま

す。固定資産税は取られるけれども、その山から得られる果実、収入は何もない。個人所有地

に捨てられた粗大ごみは、その山林の所有者が片づけるのが当たり前かもしれないけれども、

70代後半になると体が動かないので、よう掃除をしない。山林の所有者はそのように言ってお

りました。その山林は、急傾斜の土地になっておりまして、大雨や台風のときには土砂の流出

がよくあるそうでございます。その際、放置せられた粗大ごみが転落し、岩石の転落を発生さ

せるので、その山の下に住んでいる市民は危険であるとのことであります。室戸市が約15年ほ

ど前に、その近辺の山へ砂利防護ネットを設置したそうでございますが、その防護ネットの能

力は、直径が10センチメートル程度までの砂利は防げるんだけれども、それ以上の岩石には耐

えられない、こういうことでございます。 
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 このように、放置せられた粗大ごみが災害を誘発し、ひいては近辺の市民、住民の命すら危

険にさらすことが考えられます。この際、市がリーダーシップを発揮して、市内の粗大ごみ放

置の総点検をし、土地所有者あるいはそれぞれの該当地区の常会とも話し合いをして一斉清掃

をするなり、何らかの具体的行動をするべきと考えますが、いかがでございますでしょうか。 

 ２つ目の質問でございます。小・中学校の耐震補強についてでございます。 

 人口が減少していく一方の室戸市において、まさに子供は次世代を担う大切な人材であるこ

とは、だれも異論を差し挟むところはないところでありますが、その子供たちが一日の大半を

過ごす小学校、中学校において、鉄筋コンクリート製の校舎が老朽化してきているのが気がか

りなところであります。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 室戸市内の小・中学校の耐震補強工事の順番は決まっているのか。また、その順番を決める

基準は設けてあるのか。以上の２点につき、御開示願いたいと思います。 

 なお、補強工事の順番とともに、工事開始予定時期についても公表願いたいと思います。 

 次に、３つ目の質問でございます。消防総合訓練大会用の大ストップウオッチについてでご

ざいます。 

 日ごろの消防団活動につきましては、市民の一人として消防団の皆様に本当に感謝しており

ます。サイレンが鳴ったら、自分の仕事をほうり出して現場へ急行する。また、夜中であって

も、サイレン一つで消防車に飛び乗って現場へ急行する。消防団活動は24時間365日、火事が

あれば、また災害が発生すれば、消防自動車に乗って現場へ急行しなければならない。言いか

えれば、精神的なストレスは一年じゅうかかりっ放しということであります。それに対する報

酬は、聞いたところによりますと、ほんのわずかなものでございまして、まさに郷土愛、人間

愛にのっとった活動をされている。本当に消防団の団員の皆様には、頭が下がる思いでござい

ます。 

 さて、私も総合訓練に何回か観客の一人として参加させていただいたのでありますが、訓練

参加者は真剣そのものでありました。観客も、地元消防団が登場いたしますと、一生懸命声援

を送っております。そういった状況の中で、チームごとの競技が終了したとき、競技終了まで

に要した時間がわからない。うちの地元のチームは何分何秒で競技を終了したのかわからな

い、こういった状況でございます。火事というのは、早く消せば消すほど被害が少なくて済む

ので、その消火活動の迅速さというのは非常に大きなポイントでございます。また、競技の中

におきまして、前のチームが１分30秒かかったのであれば、うちのチームは１分29秒で競技を

終了してやろうという目標設定も明確になりますし、さらに観客も次のチームは何秒かかる

と、こういうことで見てるほうも競技参加者と一体化することができやすくなると思います。

この競技参加者と観客の一体感が、いざ本番、いざ南海大地震というときに非常に大きな役割

を果たすと考えられます。 
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 そういった観点からも、消防団総合訓練大会用の大きなストップウオッチを、観客席からも

十分視認できるような大きさのストップウオッチを市のほうで備えつけてもらえんだろうかと

いうことであります。どうか消防団総合訓練が室戸市の一大イベントになり、ひいては消防技

能の向上、そしていざ本番のとき、最小の被害で終わりますことを念じながら、この質問を終

わらせていただきます。 

 ４番目の質問でございます。無線漁業協同組合への補助金の増額について。 

 室戸市の高知県無線漁業協同組合運営費補助金交付要綱の第３条についてでございますが、

第３条には、補助限度額を80万円というふうに書かれてございます。この80万円を増額するこ

とはできませんかという質問でございます。このことの背景を申しますと、平成20年度遠洋マ

グロ漁船で室戸無線局所属船14隻が減船になりました。これに伴いまして賦課金収入が、無線

局の賦課金収入でございますが、これが約450万円減少いたしました。さらに、無線局のアン

テナを張ってあります鉄塔が古くなりまして、これが21年度建てかえということで、建てかえ

費用が1,600万円必要となります。これは国、県、市の補助を差し引きますと、無線局自体の

負担は320万円であります。減船の分と鉄塔修理の分合わせて約770万円が、平成20年度対比運

営費が減少いたします。現在、マグロ漁船経営はまことに厳しいものがあり、船主の方たちも

非常に苦労されております。 

 そういった状況の中、マグロ漁船１隻について賦課金３万円の値上げを現在無線局は各船主

の皆様と交渉中でございます。これは恐らくまとまるというふうに考えておりますけれども、

この値上げ分を室戸無線局所属船100隻が全船承諾してくれましても、300万円の増収にしかな

りません。減船に伴う減収分450万円に対しまして、まだ150万円の不足であります。幸いに

も、室戸無線局所属船12隻を有する黒潮町、ここは平成21年度新たに26万円の補助金を出して

くれることになりました。高知県下の市町村での室戸無線局所属船隻数５隻以上があるところ

を抜粋で公表いたしますと、室戸市が34隻、高知市が７隻、土佐市が18隻、須崎市が15隻、黒

潮町が12隻、土佐清水市が10隻となっております。本家本元の室戸市が補助金を増額してくれ

るのならば、室戸無線局所属船がおります県下の各市町村選出の県会議員の方々へも補助金の

お願いに行こうか、こういうふうに考えております。 

 第１次産業の育成、保護という観点からも、80万円の上限をアップしていただくよう作業に

取り組んでいただきたいが、いかがでありましょうか。ちなみに、当補助金交付要綱に定めら

れている補助率は、２分の１であります。21年度分の室戸無線局の補助対象経費は、942万

4,000円、これに補助率を掛けますと471万2,000円となります。つまり補助率計算で出てくる

補助金は471万2,000円でありますが、補助限度額が80万円となっているので、実際は80万円で

頭打ちということになります。これは471万2,000円との実情との乖離が激しいということに相

なろうかと思います。この運営費補助金交付要綱第３条の限度額は、見直す時期であると考え

るが、いかがでございましょうか。 
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 次に５点目、副市長についてでございます。市長の求める副市長の理想のタイプとはどんな

タイプかについての質問でございます。 

 最近市民の方々からよく聞かれますのは、「おい、おい、副市長はどいてやめたがあな」と

いうふうに聞かれます。私はそのとき、「知らんで、わしら何ちゃ知らんで、何ちゃ聞いてな

いでよ」と答えております。世間というのはおかしなもので、質問に対して「何にも知らんぜ

よ」という答えをすると、「うそ言え、ほんまはお主は何ぞ知っちゅうがやろうが。何な何

な、ほんまは何な、何があったがあな」とますます市民の方は興味本位になって聞くんです。

国政のナンバーツーが任期途中でやめてしまいますと、新聞、テレビ、マスコミ、そういった

ところがいろんな話を流しますので、国民、市民も、なるほどそういうことなのかということ

で納得するんですが、市政執行部のナンバーツーの場合、そこまで新聞、テレビはいろんな話

を書きません。市民は、だから情報が何も流れてこないので、おかしいやないか、どうしたが

なら、こういうふうに聞くわけです。そんなわけで、市民への市長からのメッセージというこ

とで、副市長が任期途中で辞任したいきさつを、まずお話しされてはどうかと考えますが、い

かがでございますでしょう。一身上の都合というだけでは、かえっていろんな推測、疑心暗鬼

が発生してまいります。ぜひいきさつをこの際公の場でお話しいただければというふうに思い

ます。 

 さて、本題の市長の求める理想の副市長のタイプについてでございますが、私が考えるとこ

ろによりますと、一般的に組織のトップがナンバーツーに求める理想像というのは、トップと

部下との調整役をナンバーツーに求める。これが一般的でございます。いわゆる潤滑油として

の役割をナンバーツーに求めるのが、世間の一般でございます。その最たるものが、部下がト

ップに言いにくい意見を、ナンバーツーが吸収してトップに上手に伝えること、また逆にトッ

プが部下に直接言いにくいことや多忙について言えなかったことを、ナンバーツーが部下に伝

えて理解させること、これができるタイプが理想のナンバーツーであると言われております。 

 さて、市長はどんなタイプを理想のナンバーツーと、つまり副市長としたいのか、御開示い

ただきたいと思います。また、これは一つの試案として申し上げますが、一般公募というのも

おもしろいアイデアと考えますが、いかがでございますでしょう。 

 ６番目、ブロードバンドについてでございます。 

 室戸市情報基盤整備について、国の補正予算を使ってこれを行うこと自身については、大変

よいことだと思っております。また、国の財源措置が平成21年度限りであるので、早急な取り

組みが必要であるということも十分理解できます。ただ、１つ気がかりな点があります。そこ

のところをお聞きしたいと思います。それはブロードバンド整備後の運営の可否についてであ

ります。日本を代表する優良企業でありますＮＴＴが、運営が不可能であるとしている方法に

ついて、Ｆ社、あるいはＫ社が可能としている点であります。聞くところによりますと、Ｆ社

もＫ社も、株式市場に上場していない会社であるということでありまして、会社内容、財務内
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容についても公表されておりません。 

 どうも室戸市のブロードバンド整備方式は、いろいろな場でお話しされてるのを総括いたし

ますと、ＦＴＴＨ方式というのを要望しておりまして、運営会社については、Ｆ社になりそう

な感があります。市民の安心のため、あるいはバーデ社の二の舞を防ぐ意味からも、Ｆ社につ

いて、あるいはＫ社も含めて十分な吟味と情報公開をされるよう、市民の立場から要求するも

のであります。何もＦ社、Ｋ社に対して疑いを持ってるという意味ではございませんので、そ

このところは誤解のないようによろしくお願いいたします。あくまでも温浴施設で発生いたし

ましたバーデ社の二の舞を防がなければならない。後々予想しなかった市民の負担が発生する

ことのないように慎重に事を運び、なおかつ市民にも情報公開して、主権者である市民を納得

させる事業展開を願うものであります。 

 ７番目の質問、シレストむろとについて。 

 新聞報道によりますと、入場者数が順調に推移しているとのことで、まことに喜ばしい限り

であります。さて、せんだっての６月議会中に市長は、運営協議会をつくりますと発言されて

おりましたが、その後動きが目に見えてまいりません。入場者数も順調であるから、もう運営

協議会は必要ないと判断されたのか、それとも多忙につき忘却のかなたに行ってしまったの

か、あるいは運営協議会の設置については近いうちつくる御予定なのか。つくるのかつくらな

いのか、マルかバツか、やるかやらないのか、明快なる公式見解を出していただきたいと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 最後、８番目の質問でございます。景気刺激策として、国が配分しました資金、これは補正

予算でございますが、これについてでございます。 

 一連の資金は、これも新聞報道によりますと、高知県には382億円、さらに二、三日前の新

聞には200億円が来るか来ないか、そういった報道がされておりましたが、室戸市には幾らこ

の景気刺激策の補正予算が配分されてきたのか。それを室戸市は主にどういう使い方をしたの

か、どういう名目の資金として、いつ、幾ら配分されてきて、それを使い切ってしまったの

か、あるいはまだ作業中なのか、それとも計画の段階にあるのか、その点を御開示いただきた

いと思います。これはマスコミでもよく言われております。きょうの質問でも、せんだって

二、三人の議員の方が質問されましたけれども、政権交代による地方自治体の事業への影響が

あるかないか、そういった室戸市へもやがて波及してくることも考えられますので、その点を

踏まえて答弁願いたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 久保議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の放置された粗大ごみについてでありますが、御案内のとおり、室戸市

では環境保全の取り組みといたしまして、毎年６月の第１日曜日に、常会の方々に御協力をい
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ただきながら一斉清掃を実施をいたしております。水路等の清掃も行っていただいてるという

ことで、御案内のとおりでございます。また、住民の方々や小・中学生を含めたボランティア

活動により、羽根、吉良川、室戸岬などの海岸や道路の清掃活動を行っているところでござい

ます。 

 御質問の不法投棄の防止につきましても、警察の方の御協力をいただいているところでござ

いますが、当市ではシルバー人材センターに委託し、月３回の不法投棄監視パトロールを実施

をし、市内の環境保全に努めているところでございます。 

 さらに、安芸福祉保健所を中心とした東部地区廃棄物対策協議会という組織がございます。

この協議会は、安芸郡内の公共団体がメンバーとなっております。活動内容は、管内の不法投

棄の監視や清掃活動でございまして、活動時には地域の住民の方々にも参加をいただいており

ますが、協議会として各関係公共機関の環境担当者などの参加をいただき、清掃活動を行って

います。当市においても、これまでスカイライン沿いを清掃した実績もございます。 

 御指摘の火葬場の山の上や新村の山の上につきましても、現場を確認の上、常会や各種団体

の協力をいただきながら、いずれかの対応をしてまいりたいと考えております。また、前段で

申し上げました活動に加え、看板の設置や一層の不法投棄防止に努め、生活環境の保全に努力

をしてまいります。 

 次に、大きな４点目の高知県無線漁業協同組合の補助金についてであります。 

 議員さん御案内のように高知県無線漁業協同組合は、世界の海で操業する所属船との円滑な

通信を確保し、漁業者の人命、財産を保全するとともに、操業の効率化を図るため、24時間体

制で業務を行っており、遠洋、近海漁業者にとって大変重要な役割を担っております。このよ

うに、市の基幹産業である漁業への貢献を考え、当無線漁業協同組合の補助金につきまして

は、組合発足以来運営費の補助を行ってきておりまして、現在は年間80万円を補助していると

ころであります。 

 しかしながら、近年同組合の運営は、遠洋、近海漁業の漁業環境の悪化による廃業や国際減

船による所属船の減少により賦課金収入が減り、財政的に厳しい状況となっていることは私も

理解をするところであります。また、当無線漁業協同組合は、市外船籍の船も所属をしており

ます。これらの船は、自分たちの生命と財産を守るべく、賦課金を無線漁業協同組合に払って

いるわけでありますけれども、一方において、これらの市外船籍の所属する漁業協同組合の所

在自治体に運営費の一部を負担してもらうことが適当ではないかと考えているところでござい

ます。 

 このような考えから、私は以前に組合長に対し、所属する漁協の市町村に対して負担を求め

ることも提案をいたしたところでございます。その後、組合長が各市町村に働きかけた結果、

県内の１自治体が26万円の補助を決定をしたとお聞きをしております。私としましては、まず

は今後とも無線漁業協同組合の組合長とともに、他の市町村に対し、当組合への支援を働きか
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けていきたいと考えているところでございます。 

 なお、市といたしましては、運営費以外に老朽化した施設を更新するなどの事業に対しても

補助を行っております。本年度は種子島周辺漁業対策事業により、総事業費約1,696万円で送

信空中線を張りかえる計画であります。市は、約85万円をこれに対しても補助することといた

しております。いずれにいたしましても、高知県無線漁業協同組合の運営が安定し、漁業者が

安心して操業できるよう努めてまいります。 

 次に、大きな５点目の副市長についてのお尋ねでございます。 

 市議会開会日の行政報告でも申し上げましたように、８月31日付で一身上の都合により退職

をされたものでありまして、私としても大変残念に思っております。副市長は、市長を補佐

し、市長の命を受け、政策及び企画をつかさどり、職員を監督し、市長の職務を代理する仕事

であるというふうに思っております。議員御提案のように、一般公募をしてはどうかという御

意見があることは承知をいたしておりますが、当市の厳しい市政運営の状況やたくさんの課題

を理解されるとともに、識見を有し、能力にすぐれ、正義感と責任感のある人物が副市長とし

て望ましいのではないかと考えるところであります。 

 次に、大きな６点目のブロードバンドの件についてであります。 

 この取り組みにつきましては、これも一部開会日に行政報告をさせていただきましたけれど

も、議員さん御案内のように、施設整備後の運営に関する部分が、私どもにとりましても本事

業を推進する上で最も重要なポイントであると考えております。多額の予算を投入して整備す

る、これらの情報基盤をいかに有効に活用し、かつ安定したサービスの提供を行うことができ

るのかということについては、慎重に検討していかなければならない課題であると考えており

ます。したがいまして、この重要な運営事業者の選定に当たりましては、公募型プロポーザル

方式の採用を考えておりまして、採点項目といたしましては、提供可能なサービスの内容、保

守管理面における体制、保守管理、運営に伴う市の負担、加入者の利用料金などとともに、当

該事業者の会社概要や財務諸表などの決算状況、情報通信分野における事業実績、本事業参入

後の収支見通しなどを想定をしており、将来にわたり健全で安定した運営ができるかどうかな

どについて選定委員会を組織した上で、公平公正に審査を行い、運営事業者の決定を行ってま

いりたいと考えております。 

 なお、現在市内５カ所で住民説明会を行い、ブロードバンド整備事業について説明をしてい

るところでございます。今後とも、事業の進捗状況に応じた住民説明会を開催し、関連情報を

提供しながら、市民の方々の御理解と御協力をお願いをしていきたいと考えております。 

 次に、大きな７点目のシレストむろとについての運営検討委員会の設置についてでございま

す。 

 ６月議会でも御答弁申し上げましたように、一定実績が出て評価、検討できる資料が整った

時期に、まだ２カ月の資料しかございません、これでは多くの検討ができませんので、もう少
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し資料が整った時期に、シレストむろとの経営向上につながる運営検討委員会の開催を考えて

おります。 

 委員会のメンバー構成といたしましては、利用者の代表、行政関係者、安芸福祉保健所、市

保健介護課、商工観光深層水課、市民課、そしてシレスト支配人などを想定をいたしておりま

す。 

 なお、議員さん方の加入についても検討をしてきたところでございますが、シレストむろと

を運営する株式会社ＭＵＲＯＴＯは、市100％出資の組織でありますので、地方自治法第243条

の３第２項により、経営状況を議会に報告することとなっておりますので、そうした中で御議

論をいただきたいと存じているところでございます。 

 次に、大きな８点目の景気刺激策として国が配分した資金についてお答えをいたします。 

 昨年来の世界的な不況に対応するため、国におきましては、平成20年度第１次補正予算によ

り、緊急安心実現総合対策費として約１兆8,000億円、第２次補正予算により、生活対策関係

経費として約４兆7,000億円、また平成21年度第１次補正予算により、経済危機対策関係経費

として約14兆7,000億円を計上しているところでございます。このうち地方公共団体への支援

交付金として、本市では平成20年度に、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金2,183万

7,000円、地域活性化・生活対策臨時交付金２億2,016万9,000円が交付決定をされ、また平成

21年度には、地域活性化・経済危機対策臨時交付金２億5,978万1,000円が交付される見込みと

なっております。 

 これらの交付金総額は、５億178万7,000円となっております。これら交付金の使途につきま

しては、平成20年度一般会計第９回補正予算において、安全・安心の実現等として公民館耐震

改修事業などの予算計上を行っております。また、平成21年度一般会計第３回補正予算におい

ては、地球温暖化対策や少子・高齢化社会への対応等として低燃費、低公害車の購入、小・中

学校情報通信技術環境整備事業などを計上してまいりました。さらに、今回の第４回補正予算

におきましても、市道及び林道整備、防災対策、老朽公共施設解体撤去事業等の予算計上を行

い、事業の推進に取り組んでいるところでございます。国、県の経済対策事業とともに、当市

の地域経済の活性化につながっていくものと考えております。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上です。 

○議長（林 竹松君） 植村学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（植村幸治君） 久保議員さんに、御質問の２、耐震補強について

お答えいたします。 

 学校施設の耐震化につきましては、耐震化を促進することを目的として、平成20年６月に地

震防災対策特別措置法が一部改正されました。室戸市教育委員会としても、この趣旨に沿っ

て、有利な財源確保のもと、学校施設の耐震補強を実施するため、室戸市学校施設等耐震化整
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備計画を平成20年７月に策定しております。 

 この計画では、１次診断で耐震性の弱い学校施設９施設を、時限立法である特措法の期限内

である平成22年度までに耐震補強することとしております。したがいまして、この耐震化計画

に沿って現在耐震化を進めているところであります。 

 耐震化の取り組みといたしましては、平成20年度に室戸小学校屋体を、平成21年度は室戸岬

小学校校舎、室戸小学校南舎、三高小学校校舎、吉良川中学校屋体の耐震補強工事を実施して

おります。今後は、羽根中学校校舎、吉良川中学校校舎、佐喜浜中学校校舎及び室戸小学校の

中舎の２次耐震診断補強設計等行った上、平成22年度に耐震補強工事を実施する予定です。 

 補強工事開始予定時期と順番につきましては、子供たちの授業等に支障がないよう、学校の

夏休みの期間中に主な工事を行うこととなります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 青木消防長。 

○消防長（青木正雄君） 久保議員さんに、大きな３点目の訓練大会用の大ストップウオッチ

の備えについてでございますが、観客席から十分視認できるストップウオッチとなりますと、

価格が非常に高額となりますので、観客の方が競技大会に少しでも一体感、臨場感を持ってい

ただくため、チームごとのタイム発表のあり方など運営面につきまして、芸東消防連合会議で

検討します。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保正則君の２回目の質問を許可いたします。久保正則君。 

○３番（久保正則君） まず、覚えてるところから、後ろのほうから聞かせていただきます

ね。回答が新しいほうが頭に残ってます。 

 まず、消防長にお聞きしますけども、運営のほうで考えていただくということなんですが、

もし大きいストップウオッチを、何か価格が50万円前後ぐらいするというふうにちょっと漏れ

聞いたんですが、寄附してくれる方がいらっしゃれば、それはお使いになる気持ちはございま

すか、それ、それ、それが第１点。 

 それから、教育関係の小・中学校の件でございますが、名前が出てきたのは７つほど名前が

……。 

（発言する者あり） 

○３番（久保正則君）（続） ９つ出ました。そうしますと、危険の度合いが指摘されたのは

９つの校舎で、９つの校舎についてはすべて計画もしくはやるべきことはやったと。そのこと

は御父兄も十分知ってらっしゃるわけですね、危険なところについては、はい。 

 それと、ちょっと順番が順不同になって申しわけございません、無線漁業協同組合の件なん

ですが、市長がおっしゃった答弁はごもっともで、私もよく理解できるんです。ただ、他市町

村に、今のところ黒潮町が26万円出してくれたんですが、それ以外は全然動きがございません

ですよね。そういったところを選出の県会議員さんのところにもこれから陳情に行く予定なん

ですが、室戸市が80万円ずうっと昔から出してくれてる。ここでもう１万円でも２万円でも出
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してくれたらですね、漁業者もみんな１隻当たり３万円出すわけですから、100隻で300万円お

金が出るわけですから、だから室戸市もここで１万円でも２万円でもいいんだけれども、出し

ていただければ、室戸漁業局所属の船がいる他市町村選出の県会議員に陳情に回るときに、ま

ことに説得力が増すと思うんですよ。その点について御回答いただきたいと思います。 

 それから、ごみの問題でございますが、これは安芸福祉協議会が中心にやってらっしゃる。

それから、現場確認にも行くつもりですということですが、もしよろしければ、現場確認に行

く日を事前に手前どものほうに教えていただければ、その山林所有者の方も呼んでおきますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから、あ、時間まだ大丈夫ですね、はい。副市長の件についてでございますが、正義感

があって見識のある方、もう当然のことだと思いますね。議会の初日に市長が、議会最終日に

候補者の方の名前を出しますので、同意議案として対処していただきたいというふうにお話が

あったんですが、これ私は、もしよろしければ、最終日にいきなり名前を発表するんでなく

て、若干の余裕を持たせて、二、三日前で結構でございますので、名前を、この人を候補とし

て考えてるんだけれどもというふうに我々に告知していただければ、私ども１年生としても非

常に対処がしやすいということで、その辺いかがお考えなのか、御開示願いたいと思います。 

 それから、ブロードバンドの件についてですが、財務諸表については取り寄せる予定で選定

委員会もつくって選びますということでございますけれども、財務諸表等については、現在も

う手元に来てる分もあろうかと思いますが、公表していけないという法的な規制、あるいは条

例上の規制がないのであれば、我々議会サイドのほうにも財務諸表のほうをオープンにしてい

ただきたい。もし、オープンにできないのであれば、それは室戸市条例どこそこに抵触するか

らだめだ、あるいは地方自治法のどこに抵触するから公表できない、そういった法的根拠を示

していただければ助かります。 

 それから、シレストむろとの協議会についてですが、一定の実績が出てという条件づきで私

は６月議会に言ったんだと。だから、今はまだ２カ月しかたってないから、一定実績が出てな

いから、もう少し時間を待っていただきたいというんですが、これは企業の決算としまして四

半期ごとの決算、あるいは半期ごとの決算、そういったことがございますが、３カ月たったら

やる御予定というふうに理解してよろしいのか、あるいは半期、半年、６カ月経営やってみ

て、それから協議会を立ち上げる御予定なのか、その辺の四半期なのか半期なのか、その辺お

答えいただければと思います。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 久保議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、消防……。 

（「消防は消防長で結構です」と呼ぶ者あり） 
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○市長（小松幹侍君）（続） ええですかね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○市長（小松幹侍君）（続） 校舎の関係もええですね。 

（発言する者あり） 

○市長（小松幹侍君）（続） それでは、私からは無線漁業協同組合のお話をさせていただき

ますが、これはぜひわかっていただきたいのは、我々当市としましては、これまでどこの市町

村も負担をいただいてないということで、私どもは大変厳しい財政状況の中からこれまで出し

てきたんだよということをぜひお訴えをいただきたい。まず、私自身も、だから組合長と一緒

にどこへでも行きますよということを申し上げたつもりでございますので、ぜひ御理解をいた

だきたいと思います。 

 それから次に、粗大ごみの話ですが、当然現場確認のときはお知らせをしていくということ

でございます。 

 それから、副市長問題でありますが、これは当然その日にということも大変でございますの

で、私としてもできるだけ早くというふうに思っておりまして、それは議長さんにも相談をさ

せていただきたいと思っております。 

 それから、ブロードバンドの運営状況でありますが、これにつきましても、前段で申し上げ

ましたように、これは提案制でやっていきますよということを申し上げているところでござい

ますので、そうした提案があれば、先ほど言ったような資料が全部そろうということになりま

すので、そうした段階でお示しをしていくということに私はなるというふうに、プロポーザル

方式でぜひやっていきたいということでございますから、そうした提案がないときに、そうし

た資料を出せと言われても、それはやっぱり適切ではないというふうな考えでございます。提

案があって、それを審査しということで、その審査については、先ほど議員さんがおっしゃら

れるように、とにかくなるだけ当然オープンにして、みんなの御理解をいただけるような形と

いうものをぜひつくっていきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと

存じます。 

 それからもう一つ、シレストの運営検討委員会の設置をということですが、私はやっぱりあ

る程度の実績がないといけないのではないかという思いでございます。それが何カ月たったら

ええかというようなお話でございますが、私としましても、例えば公認会計士にそうした会計

上のことを相談に行っておりますし、現在大阪の南公認会計士事務所の会計士さんがうちの会

計を引き受けていただくということは決まっております。だから、そうした専門家の方の御意

見も踏まえて、開催時期を考えていきたいというふうに思いますので、その点についても御理

解をいただきたいと存じます。 

（「今、私は発言したらいかんのですね」と呼ぶ者あり） 

○市長（小松幹侍君）（続） 以上です。 
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○議長（林 竹松君） 青木消防長。 

○消防長（青木正雄君） 久保議員さんに、２回目の質問に対してお答えいたします。 

 大ストップウオッチについて、寄附していただける方があれば、どうするかという御質問で

すけど、大変ありがたくうれしいことでございますが、そうなれば、ストップウオッチの運営

上の面とかを含めて、東洋町が含まれておりますので、芸東消防連合会で提案させていただき

たいと思います。 

 金額が50万円ということですけど、聞いたということですけど、本体だけの金額でして、そ

れに加えて架台とか、スタンドとか制御盤とかが要るわけでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって久保正則君の質問を終結いたします。 

 これにて日程第２、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、明15日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集お願いをいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後４時27分 散会 

 


