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  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（久保八太雄君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。日垣議会事務局長。 

○議会事務局長（日垣龍二君） 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13名全員の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 日程第１、一般質問を行います。 

 ここで、皆様に御報告をいたします。 

 谷口議員から、質問事項の１の(1)の⑤市議会議員の役割と責務について取り下げる旨の申

し出がございましたので、御報告いたします。 

 順次質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） おはようございます。７番谷口、平成29年３月定例会におきまし

て、改革会派鷹山会が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、自治基本条例等で規定すべき要点について。 

 (1)室戸市まちづくり条例（案）の全般について。 

 今議会に提案されております本条例案は、既に本市ホームページで昨年12月５日から26日ま

で広く意見募集を行い、市内外に公表されていることもあり、議会前の議会運営委員会の御審

議の結果、お許しをいただきましたので、質問をさせていただきます。 

 なお、通常このような条例は、自治基本条例、まちづくり基本条例などの名称になっており

ますが、質問ではこれらの基本型を便宜上、自治基本条例と呼びます。また、この室戸市まち

づくり条例案は、まだ可決しておりませんが、案を外して単にまちづくり条例と呼ぶことをお

断りしておきたいと思います。 

 それでは、順次質問をいたします。 

 ①まちの最高規範である自治基本条例について。 

 １点目ですが、自治基本条例制定の最高法規性からいって、このまちづくり条例の内容に反

する本市の条例は無効となりますが、その点はどのように考えておられるのか、本市の条例や

規則、要綱など全ての決め事の中に、この条例に反することを記載したものはないか、全て精

査、点検したのかについてまず最初にお聞きをしておきます。 

 ２点目に、この条例を制定し施行している全国の自治体を見ますと、大半が自治基本条例か

まちづくり基本条例と名称がついております。本市は、単にまちづくり条例としております

が、なぜ基本の文字を入れてまちづくり基本条例としなかったのか、基本の文字を有識者や市
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関係者の総意であえて外したのには明確な理由があったからだと思いますので、その理由をお

聞きいたします。 

 ３点目に、通常自治基本条例には、憲法にあるように前文が書かれておりますが、この条例

は、いきなり第１条が来ます。室戸市の最高規範となる条例に、その基本精神をうたった文章

を入れなかった理由についてお聞きをいたします。 

 ４点目に、第１条に、この条例は市民参画と協働によるまちづくり云々とあります。協力と

いう単語でよいところを協働と言い始めたのは、ある時期から全国の地方自治においてこれは

便利な言葉だと流行語になったからであります。２条では、この協働を、市民、市議会及び市

が互いを理解し尊重し対等な立場で連携して課題に取り組むことをいうと定義しております

が、協働の意味についてもう少し御説明願いたいと思います。 

 ５点目に、この条例を可決後に改正する場合、議会の過半数の賛成で改正できるのでしょう

か、それとも３分の２の賛成が必要となるのか、この点をお聞きいたします。 

 ②まちづくりについて。 

 ６点目ですが、第２条の用語の定義です。市民の位置づけに疑問を持ちますが、この内容で

いいのでしょうか、お伺いをいたします。 

 ７点目に、２条で事業者は市内で事業を営む企業及び団体やＮＰＯを含む事業者と定義され

ております。もっと詳細に言いますと、事業者とは、一般社会のさまざまな分野で、事業や活

動を行っている企業、ＮＰＯ法人、常会、ボランティア団体などでしょうか、お聞きをいたし

ます。 

 ８点目に、２条のまちづくりの定義には、みんなの知恵と力を合わせて住みよい地域社会を

つくる活動と理念づけてはおりますが、まちづくりの概念は、非常に広いため、私はあえて定

義づけしないほうがよかったのではないかと考えております。この点もお聞きをいたします。 

 ９点目に、４条の基本理念の(3)に、まちづくりの理念は、市民参画等を基本として推進し

ていくものと規定しておりますが、市民がまちづくりに参加することは、市民の義務なのでし

ょうか、権利なのでしょうか、お聞きをいたします。 

 次に、③市民の権利と責務について。 

 この条例の一番の欠点は、市民の権利が規定されていないことであります。平成13年にニセ

コ町まちづくり基本条例が制定されてから、全国の自治基本条例に関心を持ち、内容について

少し考えてまいりましたが、住民の権利が規定されていない自治基本条例を見るのは、私にと

っては初めてであります。 

 10点目に、４条の(1)で主権は市民にあるとするなら、当然、市民の権利を条項に入れるべ

きなのに、それが抜け落ちております。しかも、市民に権利を認めていないのに、第３条で

は、この条例は室戸市の自治の最高規範だから、市民もこの条例を遵守しなさいと責務を負わ

せております。どう考えてもおかしいと思います。この条例づくりに携わってこられた市長も
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担当職員の皆さんも指摘を受けてこの不備に気がつかれたのではないでしょうか。つまり、自

治基本条例としていまだ整理し切れていないということであります。他市の自治基本条例に

は、必ずこの住民の権利が条文に入っているのに、本市の条例になぜこの市民の権利の条項を

入れなかったのか、この点について御見解をお聞きいたします。 

 11点目に、当然、規定すべき権利も認めず、市民に対してなぜ条例を遵守せよと責任を負わ

せたのでしょうか、その点をお聞きします。 

 次に、本市のまちづくり条例には、市民の権利の記載がない反面、市民の責務しか規定され

ておりません。責任だけ規定して、権利を与えていない状況では、今後市からの不当な関与や

市民活動に参加しなかった場合に不当な差別を受けることも想起します。その点を防止するた

め、ニセコ町の条例では、町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重され、町

の不当な関与を受けない。私たち町民は、まちづくりの活動への参加、または不参加を理由と

して差別的な扱いを受けないと規定しております。非常に全体的な配慮とバランスのよさを感

じます。振り返りまして、本市の条例はどうか、市政に参加するように努めますと責務だけを

規定、この点から見ても、市政に参加しなかった市民は、ほかの市民から批判され、差別を受

け、のけものになってしまう、そんな危険性が高いと感じます。市民の権利を認めずにいて、

市民の責務などをつくると、まちづくり活動に協力しなかったらのけものにされ、差別され、

その家族はたまらずこの町を出ていくことになります。そうなれば、その市民にすれば、何が

まちづくり条例かという話になります。あの条例がなかったころのほうがよかったと、そうい

う声も出てくるでしょう。 

 そこで、12点目です。この条例に市民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重

され、市の不当な関与を受けない。私たち市民は、まちづくりの活動への参加、または不参加

を理由として差別的な扱いを受けない、このような規定を加えておくべきですが、この点をお

聞きいたします。 

 次に、市長は覚えておられると思いますが、議会において私は、室戸市の主権者は市民、市

長や議員や職員の雇用主は市民で、我々はその従業員という立場ですと質問したことがありま

す。市長は、そのとき、私はそうは思わないと答弁されましたが、そのお考えは間違っていま

す。市民は主権者であり、我々政治関係者の雇用主であるということを私たちは片時も忘れて

はなりません。それが理解できていたら、この条例のように、基本理念を規定した４条の後の

５条の頭に、市長の役割と責務を書きません。主権者である市民が先に来たはずであります。

全国どこの自治基本条例を見てもそうなっているのは、その町の首長や職員がそのことをよく

理解しているからであります。ともかく、５条から10条までの順序が間違っております。基本

型としては、４条の基本理念の後に、第１節市民の項を設け、５条に市民の権利が明記され、

６条に市民の責務と続き、７条に子供の権利も書き加えられ、８条に事業者の役割と続き、次

には議会が来るべきであります。第２節市議会と市議会議員を設け、９条に市議会の役割と責
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務、第10条に市議会議員の責務を明記、その後に第３節市長と行政を設け、第11条市の役割と

責務、12条市長の役割と責務、13条市職員の役割と責務などと規定されるべきであります。こ

れが自治基本条例の基本型です。 

 そこで、お聞きします。 

 13点目ですが、市民に特化した条項が、なぜ市長や市議会や職員の後の９条に来るのでしょ

うか。市長の役割と責務の前に規定すべきではないでしょうか。そんなことはどちらでも同じ

なんて話にはなりません。憲法では、主権者の国民が一番先に来ます。自治体でも、市長より

偉いのは主権者である市民。だったら５条に市民の権利、子供の権利、市民の責務、事業者の

役割と責務、市議会の役割と責務、市議会議員の責務と続き、その後に市の役割と責務、市長

の役割と責務、市職員の役割と責務と続くべきであります。この点について見解をお聞きいた

します。 

 ④子供の権利について。 

 14点目ですが、市民の権利のほかにも、満20歳未満の青少年及び子供にも、その年齢に応じ

た参加の形態が必要であり、その意見は、室戸市の重要な財産となります。こうした子供たち

の参加の権利も条例で保障されるべきであるのは、至極当然のことではないでしょうか。市民

の権利の後に子供の権利の条項を加えるについてお聞きをいたします。 

 ⑥条例の見直しについて。 

 16点目として、全国45の市区町の自治基本条例を見ますと、約３分の１が見直し期間の規定

なしで、ニセコ町など３分の２が４年を超えない期間ごとに、または５年を超えない期間ごと

にと明記しております。本条例も19条に見直しを位置づけてはおりますが、期限は書かれてお

りません。これを４年か５年と期限を明記してはどうでしょうか。 

 また、条例を見直す場合、市民自治審議会等を設置して見直すのでしょうか、または行政が

独自に見直すのかをお聞きいたします。 

 次に、⑦条例策定に係る経費等について。 

 17点目ですが、まちづくり条例をつくろうと計画したときから、策定が終了した現在までに

要した期間と審議委員の皆さんへの謝礼等々にかかった費用についてお伺いをいたします。 

 ⑧市民投票制度の条項と市民投票条例について。 

 18点目に、他市の例を見ますと、自治基本条例とは別に、住民投票条例があわせて条例化さ

れていて、その自治基本条例の中に、住民投票制度について規定されている条例もあります。

ですが、このまちづくり条例の中に、その制度の規定はありません。この条例制定にあわせ、

市民投票条例も制度化し、このまちづくり条例の中にそれを規定した条項を設けるお考えはあ

りませんでしょうか。市民投票条例を導入しない理由があれば、その点もお聞きいたします。 

 次に、⑨まちづくり協議会の設置について。 

 19点目ですが、平成18年の市議選では、まちづくり基本条例の制度化にあわせ、まちづくり
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協議会の設置も選挙公約にありましたが、この条例の中にまちづくり協議会の文言は書かれて

おりません。この協議会の設置は、いつ取り組まれるのでしょうか。それとも当該協議会は設

置しないのでしょうか、お聞きをいたします。 

 (2)市長等政治倫理条例の制定について。 

 20点目ですが、５条には市長の役割について、公平・公正かつ誠実に市政を執行する役割を

果たすとあります。この条文から想起しますが、市長、副市長、教育長に関する市長等政治倫

理条例も市議会に倣い制度化してはいかがでしょうか。それができれば、誰が市長になられて

も、公平・公正で健全な組織が保たれます。この条例化についてお伺いをいたします。 

 大項目の２、既存の条例の点検と改廃について。 

 これは、全国の自治体全てに言えることですが、既に施行している条例は、一旦でき上がり

ますと、それが常態となり、制定時にその条例を必要とした事情や理由が年月の経過とともに

消滅したにもかからず、なおそのまま存続している場合がたくさんあります。そんな事情と惰

性のもとに不要な規制が続いていたり、組織が温存されていたりします。この種の無駄は、早

急に排除しなければなりませんが、そうした条例がそのままになっている場合があります。そ

の点を議会側が気づけばいいですが、気づかなくて執行部側も気づかなかったり、気づいてい

ても組織が廃止や縮小されることからそのままにしてあるという例も多いのではないでしょう

か。 

 １点目に、そこで提案ですが、既存の条例を市民、納税者の目線で一度点検してみてはいか

がでしょうか。その結果、改正、または廃止すべき条例が見つかれば、議会に提案すること、

この作業を行うかについてお伺いをいたします。 

 次に、今後本市においては、新しい条例をつくる際には、施行後３年ないし５年、場合によ

っては10年で失効、効力を失う旨の条文を盛り込む方針を採用してはいかがでしょうか。あわ

せ既存の条例にも、順次同様の規定を書き加える改正を進めてはいかがでしょうか。当然、そ

れぞれの条例について、失効期限が到来した時点においてもなお必要性がある場合には延長す

ることにします。とにかく一度その時点で必ず点検することによって、不要な規定や無駄な規

定を取り除ける機会を設けます。これにより、執行部の仕事にも緊張感が生まれますし、議会

も数多くある条例を計画的かつ効率的にチェックする機会を得ることにもなります。 

 最後です。２点目に、新しい条例をつくる際には、失効期限を設け、既存の条例も順次同じ

ように失効期限を書き加える改正を行うことについて御所見をお聞きいたします。 

 以上で私の１回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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をいたします。 

 まず、室戸市まちづくり条例案についてでございます。 

 まちづくり条例の制定につきましては、市民の声を行政に反映するため、市民がまちづくり
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の主役となって行政に参画できる仕組みを整える必要があると考え、平成20年８月に各産業界

の方々や有識者などで構成をする室戸市まちづくり条例策定懇話会を設立をいたしました。策

定懇話会では、先進事例や市民の満足度調査の結果、また市の財政状況、議会のことなどにつ

いてもっと勉強した上でつくり上げていきたいということで進んでおりましたけれども、市の

職員数の削減や事務量の増加等の問題もございまして、平成22年２月から中断をいたしていた

ものでございます。委員の皆様方や関係各位には、大変申しわけなく思っているところでござ

います。しかし、協働のまちづくりを進めるためには、この条例の制定がどうしても必要であ

るという考えのもと、再度高知大学の鈴木教授をアドバイザーとして懇話会を再開をし、原案

の作成をしていただいたところでございます。 

 また、策定の中で、５カ所での市政懇談会や議員説明会などにより意見も求めてきたところ

でございます。市政懇談会での市民の方々の御意見といたしましては、こうした条例をつくる

ことは、大変いいことではないかというような御意見をいただいておりまして、この条例に対

する批判的、否定的な意見は出ていなかったところでございます。また、12月にはパブリック

コメントを行った上で、今回、条例案として提案をさせていただいております。 

 次に、まちづくり協議会についてでございます。 

 私は、やはり旧町村単位に、自分たちの町は自分たちで考え、よくしていこうという考えの

もと、地域のことを話し合って活動する組織が必要であるというふうに考えております。ま

た、その活動する組織には、財政的支援措置も必要ではないかと考えておりまして、これらの

ことにつきましては、要綱設置などについて今後検討してまいりたいと考えております。 

 次に、(2)市長等政治倫理条例についてでございます。 

 市長としての役割と責務につきましては、今回、まちづくり条例策定懇話会などで御意見を

いただき、制定をお願いしているものでございます。室戸市まちづくり条例の案の中での第５

条におきまして、市民の信託に応え、公平・公正かつ誠実に市政を執行すること、効果的な行

政運営を行うこと、また機能的な組織の編成に取り組んでいくことというようなことを明記を

いたしているところでございます。私といたしましては、まずはこの規定に基づき、市長とし

ての役割と責務を果たしてまいりたいと考えているところでございます。 

 私からは以上でございますが、企画財政課長及び総務課長から補足答弁をいたさせますの

で、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 谷口議員さんに１の(1)まちづくり条例案についてお答えを

いたします。 

 本条例の提案に至るまでの経緯などにつきましては、市長が先ほど申し上げたとおりでござ

いますが、県内では、５市町村が同種の条例制定を行っているところでございまして、当市に

おきましても、本条例を策定することによって、おのおのの役割を明確にする、また恣意的に
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ならないように理念や原則をしっかりと守っていくとともに、市民参画と協働のまちづくりを

目指そうというものでございます。 

 それでは、順次お答えをしてまいります。 

 まず１点目、本市の条例等との整合性についてでありますが、地方自治法第14条では、普通

地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができるとされている

ところでありまして、各条例につきましては、それぞれ上位法などに基づきあるいは条例の趣

旨、目的を達成するため、議会の議決を経て制定をされているものでございます。今回提案さ

せていただいておりますまちづくり条例は、まちづくりに関する基本的な事項について定める

ものでありますので、直ちにこれに反するものはないものと考えております。また、条例案第

３条第２項において、市は他の条例及び規則等の制定、改廃及び運用、各種計画の策定に当た

っては、この条例に定める内容を最大限に尊重し、整合性を図ることとしているところであり

ます。今後、こういった点については、しっかりと検証してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の条例の名称についてでありますが、策定に当たり、多くの先進事例を参考に

させていただいた中で、室戸市まちづくり条例策定懇話会においては、自分たちがつくり、自

分たちが守っていく、室戸にふさわしい条例の名称について御検討いただいた結果、今回の室

戸市まちづくり条例という名称に至ったところでございます。 

 次に、３点目の前文についてでありますが、参考とさせていただいた事例においても、前文

を置いている例や置いていない例、それぞれがございました。今回、懇話会で御検討していた

だいた結果、条項の中で目的や基本理念などについては十分反映させているのではないかとい

うことで、前文は設けないといった方向に至ったところでございます。 

 次に、４点目の協働の意味についてでありますが、議員御案内のように、地域では行政と市

民がともに一緒になってまちづくりに取り組んでいかないと成り立っていかないと言われて久

しいところでございます。互いに対等な立場で一体となって自分たちの町は自分たちでつくっ

ていこうという趣旨でございます。 

 次に、５点目の本条例を改正する場合の議決についてでありますが、地方自治法には、特別

多数議決を要する場合についてそれぞれ規定されておりまして、本条例は、それらの規定に該

当いたしませんので、通常の条例の例により行うことができるものと考えております。 

 次に、６点目の市民の位置づけでありますが、第２条の定義におきまして、市民とは、市内

に住所を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で活動する人及び団体並びに市内で事

業を営む人をいうものとしておりまして、室戸市に在住、在職、在学及び活動している個人や

団体というふうに捉えているところでございます。 

 次に、７点目の事業者についてであります。事業者の位置づけにつきましては、第２条第３

号に定義しているところでございますが、御質問の常会やボランティア団体などは、その設置

目的や活動内容から、それぞれ同条第２号、第１号に該当するものと思われ、事業者という位
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置づけには当たらないものと考えております。 

 次に、８点目のまちづくりの定義についてであります。第２条第８号のまちづくりの定義に

つきましても、懇話会における協議の中で、先進事例や学識経験者などの意見を踏まえ、条例

案のとおりまとめさせていただいたものでございます。 

 次に、９点目の第４条第３号の市民参画についてであります。市民が自分たちのまちづくり

に参加することは、当然の権利であり、また努力義務であると考えておりまして、市民の皆さ

んに積極的、主体的にまちづくりに御参加いただく趣旨のものであります。 

 次に、10点目の市民の権利ということでありますが、このことにつきましては、全国の事例

を見ましても、条項として規定している条例もあれば、規定をしていない条例もある中で、情

報を知る権利や市政に参画する権利などがうたわれているものが多く見られます。そうしたこ

とも踏まえ、懇話会において御検討いただいた結果、本条例の基本理念や情報の公開及び共有

と市民参画などの条項から、主権は市民にあり、自治の主役は市民であることや、行政に参画

する権利、知る権利などについては十分担保できるとの御判断をいただいたところでありま

す。 

 次に、11点目の第３条第１項の条例の遵守についてでありますが、懇話会委員の思いとし

て、条例をつくって終わりということではなく、市民、市議会、市それぞれの立場で守ってい

くんだという意思をあらわす言葉として遵守するという文言にしたものでございます。 

 次に、12点目の不当な関与や差別的な扱いに関する規定についてでありますが、この点につ

きましても、先進事例の規定などを参考に懇話会において御検討をいただいた結果、市民の参

画については、市民がみずからの意思や判断で市政を含むまちづくりに参加することは、市民

の権利であり、努力義務であるため、参画の有無によって市が市民の自主性や自立性を阻害し

たり、不当な関与、差別的扱いを行うものではないとの御判断をいただいたところでございま

す。 

 次に、13点目の条例に規定する順番についてでありますが、本条例の理念といたしまして

は、主権は市民にあり、市民が主役であることは御案内のとおりでございます。そのことか

ら、第１条、第２条、第３条、第４条などでは、市民、市議会、市としているところでありま

す。第５条以降は、より役割と責務を明らかにするため、このような規定としているところで

ございますが、条例の規定の中で条項が若いほうが上位にあるということではなく、全ての条

例がそれぞれにひとしく、それぞれに重要なものであるというふうに考えております。 

 次に、14点目の子供の権利についてでありますが、この点につきましても、策定懇話会にお

いて御検討いただきました。全国の事例としては、20歳未満の市民の参画などについて、条項

として規定している例もございますが、本市の条例におきましては、市民の定義として、第２

条第１号に定めておりますように、市内に住所を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人な

ど、年齢や性別などにかかわりなく幅広く対象としていることから、子供や高齢者などといっ
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た区分による規定をあえて設ける必要はないのではないかという判断に至ったものでありま

す。 

 次に、16点目の条例の見直し期限や見直し方法についてでありますが、たとえ制定１年後で

ありましても、改正すべき必要な理由が生じた場合には改正をするということもあり得ますの

で、特に見直し期限を明記するということは、現在のところ考えておりません。 

 また、見直しが必要となった場合には、その時点で新たに策定懇話会を設置して御意見をい

ただくことが望ましいのではないかというふうに考えております。 

 次に、17点目の条例策定までの期間と経費についてであります。本条例策定に当たりまして

は、市長が申し上げましたように、平成20年８月に設置いたしました第１回策定懇話会から始

まり現在に至っております。策定に要した費用といたしましては、平成28年度で申し上げます

と、高知大学鈴木教授に対するアドバイザーとしての報償費、３回分で計９万円でございま

す。 

 なお、策定懇話会の委員の皆さんには、無償でお願いをしております。 

 次に、18点目の住民投票条例についてでありますが、住民投票条例については、例えば原子

力発電所や産業廃棄物処理場の建設など、市民の意見を二分するような大変重要な判断を要す

る場合などには考えなければならないものであり、そうした時点での判断になるのではないか

というふうに考えております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 谷口議員さんに２の既存の条例の点検と改廃についてお答えいた

します。 

 まず、１点目の条例の点検についてでございますが、本市では、現在、225件の条例があ

り、職員の給与や公の施設の設置管理について定めたもののほか、教育や福祉など市民生活に

かかわりの深い条例など、さまざまな分野の条例が施行されているところでございます。これ

らの条例につきましては、それぞれ必要性、効果、適法性などの視点から検討を行い、議会の

議決を経て制定しているところであり、制定後もその時々の法の改正や社会経済情勢等を踏ま

え、必要に応じ庁内協議等を行い、一部改正、もしくは廃止条例を議会に提案してきていると

ころでございます。しかしながら、制定後、長期間にわたり改正等が行われていない条例もあ

ることから、現行の条例が今日において必要性があるか、効率的に機能し、十分な効果が上げ

られているかなどにつきましては、定期的に組織的な点検や見直しを行うことは必要であると

考えております。具体的な見直し作業につきましては、まずは条例の各所管課において、点検

や見直しを行うことが先決であると考えております。その作業時期や点検の方法などについ

て、専門家の御意見や他市の事例なども参考に今後取り組んでまいります。 

 また、見直しに当たりましては、条例の内容により、必要と思われるものについては、パブ

リックコメントなどによる市民の御意見や条例により設置されている審議会などの委員あるい
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は専門家の意見を求めるといったことなども検討の上、条例がよりよいものとなるよう努めて

まいります。 

 次に、２点目の条例の有効期限に関してでございますが、条例の有効期限につきましては、

上位法の規定やその条例の性格等に応じ、あらかじめその条例の効力について一定の期限を定

めるものでございます。議員さん御提案の全ての条例に有効期限を設け点検する機会を設ける

ことについてでございますが、有効期限を設けた条例は、その期限が来れば自動的にその効力

を失うこととなることから、条例の制定目的や性格などにより、有効期限を設けることが適切

でないと考えられるものがあること、またその条例に関連する規則や要綱の改正等に伴う事務

量の増大などさまざまな課題が考えられますので、それぞれの条例の内容により慎重に判断し

ていくものであると考えております。いずれにいたしましても、まずは前段でお答えしました

定期的な点検、見直しを適切に行っていくことにより、条例の必要性や効果、改廃の必要性な

どについて検証してまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 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。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口、２回目の質問を行います。 

 大項目の１だけについてお聞きをいたします。１回目の質問と答弁をもとに、もう少し詳細

に指摘をさせていただきます。 

 まず、室戸市まちづくり条例で、この条例を室戸市の自治に関する最高規範と位置づけてい

る点についてであります。国の最高規範は、日本国憲法です。そして、国に最高規範となる法

律が必要なのは、国の憲法で国民が国家権力を縛るためであります。そのあかしとして、憲法

第99条で定められた遵守義務者は、天皇陛下、大臣、議員、公務員などであり、国民は入って

おりません。これと同じように、自治基本条例やまちづくり基本条例なども、自治体の憲法と

いうからには、条例の基本的精神は主権者である市民が行政の市長や職員、そして議会を縛る

ものでなくてはなりません。ゆえに、市長や議員が市民を縛るようなものは、自治体の自治基

本条例として成立しないと言えます。まずこの点を当該条例をつくる人たちが理解しておられ

ないと、大きな間違いを犯すことになります。だから、自治基本条例やまちづくり基本条例な

どにある市民の責務は、憲法にある教育の義務、勤労の義務、納税の義務という国民の３大義

務と同じように、その範囲で行政が市民に求めることを市民が許したものと理解すべきであり

ます。ただし、その市民の責務は、市民の権利が規定されていてこその責務であるのは言うま

でもありません。しかし、この室戸市まちづくり条例では、権利を規定せずにいながら責務を

規定し、市長や議員が市民を縛る形になっております。この基本をたがえている点からいって

も、この条例の構成は明らかに間違っていると言えます。また、最初に協働とはどのような意

味かとお聞きをいたしましたが、私はこう考えます。第１条にある市民との協働のまちづくり

の協働なども、市民と協働するならばこういうことを守るようにと市民が行政に義務づけたも

のであります。また、この範囲なら市民に連携協力を求めてもよいと市民が行政に許したもの
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だと言えます。行政は、これは協働の関係だといってごまかすときがありますが、決して政治

の場にいる人間が勘違いしてはならないのは、市民との協働とは、行政が市民に義務づけたも

のではないということであります。事業者市民と行政が対等にパートナーシップを組み、２者

が連携して働きかける相手である受益者市民の自立をサポートする、これが協働です。例え

ば、障害者支援に取り組むＮＰＯ法人と市の保健介護課が対等な関係で連携して、受益者市民

である障害者の地域での自立支援を行う、これが協働であります。だから、主権者である市民

が、雇用した立場の行政と対等な立場で連携して課題に取り組む、こんなことなどあり得ませ

ん。主権者、つまり我々政治関係者の雇用主が、行政に協力してあげることがあっても、主権

者である市民が、行政からああしろ、こうしろと言われる筋合いはないということです。おわ

かりいただけたでしょうか。自治基本条例は、室戸市や市長が協働を一般市民に義務づけるわ

けではなくて、市民が市長や議会に対し新たに何を縛ったかが特徴になるということでありま

す。その一例です。全国には、昨年12月１日現在で361自治体がこの自治基本条例を制定して

おりますが、そのきっかけとなったのは、北海道のニセコ町まちづくり基本条例であります。

平成13年４月に施行されたその条例では、前文から私たち町民は云々とまるで町民の皆さんが

作文したかのように主役となって、議会や町長以下を縛った条文が続きます。自治基本条例と

は、このようにそこに住む住民を主役として条文をしたためることが基本であり、常識です。

本市もこのように主権者である室戸市民が、市長や議会を縛るまちづくり条例を策定し、みず

からの意思を反映した地域づくりを進めてこそ、まちづくり条例が本当に市民のものとして実

効性を発揮すると言えます。なのに本市の条例では、市長が主役となり、市民を一番下に位置

づけております。これは、下にあることについて上が上位で下が下位だということではないと

いう答弁がありましたが、市民を一番下に位置づけてこそだと私は思っております。 

 そこで、１点目です。なぜ市民が主役ではない、市長が主役になるこのような理念型の条例

をつくられたのかをお聞きをいたします。 

 そして、２点目です。この条例には、一番大事な市民の権利が抜けております。第４の(1)

で、市民は自治の主役であり、主権は市民にあると基本理念をうたいながら、市民の権利の条

項はどこを探してもありません。主権は市民にあるとしながら、市民の権利を意図して規定し

なかった理由について、そういう総意だったということでしたが、あえて規定しなかった理由

についてもう一度お聞きをいたします。 

 次に、まちづくりの定義について質問をいたしました。私は、まちづくりの意味を次のよう

に解釈しております。まちづくりとは、道路や河川や水道の整備、町並み景観形成などのハー

ド面、情報共有や住民参加などの仕組みづくりのソフト面、これらもまちづくりですが、これ

だけでなく、市民が商売に励んだり、暮らしぶりをよくしようと励む暮らしづくりも全て含め

てまちづくりだと思っております。したがって、まちづくりの概念は、非常に広く、定義づけ

は非常に難しいです。理由を上げますと、①一つ一つの事例を挙げることができても、概念が
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広義に広い意味にわたり総体でくくるのが難しいこと、②条例で定義することが、室戸市での

まちづくりの意味をかえって狭めてしまうこと、③定義しても時代が移り変わりますと諸事情

が変化してすぐ陳腐化、古臭くなってしまうこと、④条例というルールの中でまちづくりを定

義する必要性が低いこと等々が上げられます。 

 そこで、３点目として、まちづくりの定義は、あの条文のままでいいのでしょうか、お答え

ください。 

 次です。指摘してきましたように、本市のまちづくり条例には、問題点が幾つもあります。

５条では市民を市長、議員、市職員、その後に位置づけております。私の地域づくり活動の経

験からいいまして、自治基本条例は、住民自治を具現化した条例だと思っております。つま

り、市民が主役になるべき条例だと。それがどうでしょうか。見てのとおり、この条例は、市

長が議会が主権者であるかのように、市民の位置づけの上に来て私たちの雇用主である市民は

後回し、加えて一番大事な市民の権利が抜け落ちております。これが明記されていないという

ことは、市民には権利が認められていないということになります。もし市民の権利を認めてい

ないわけじゃないと反論されるなら、条例の中にちゃんと市民の権利という条項を受けて書き

込むべきであります。その理由は、何度も申しますが、民主主義のもと、室戸市の主権者は室

戸市民であって、私たち市長や議員や職員じゃないからです。 

 そこで、４点目にお聞きします。私は、自治基本条例、まちづくり条例の基本精神は、市民

が市長や議会や職員を縛るものだと考えておりますが、御賛同いただけますでしょうか。それ

とも、市長は、役所が市民を縛るものだとお考えでしょうか、この２点どちらでしょうか、御

所見をお伺いをいたします。 

 次に、さらに上げますと、条例に市民とか市民参画などと記載したその市民の定義について

であります。最初にもお聞きをいたしましたが、この点は全国の自治基本条例にもよく見られ

る問題点であり、ここには条例の対象となる市民を異常に拡大して定義しております。この過

ちの原因は、他市の条例の不適正な点に倣ったりするからです。だからこんな同じ間違いを犯

します。市民の定義について、第２条にはこう定めております。市民とは、市内に住所を有す

る人、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で活動する人及び団体並びに市内で事業を営む人を

いいます。つまり、条例でいう市民とは、室戸市に住所を置き、税金を納めている住民だけで

なく、室戸市民ではないほかの市町村から通勤、通学してくる人たち、室戸市で活動する市民

団体のメンバーなどであれば、居住していなくても市民ということになります。また、個人だ

けでなく、団体や企業等も市民であり、過激派やカルト集団などの組織も室戸市で活動するも

のがいれば、住民票がなくても市民、外国人も市民、いわば誰でも市民ということになってい

ます。市民以外の人にもまちづくりに協力してもらおうと考え、全国至るところの町の自治基

本条例がこう定義しておりますが、この条例で市民とされた市外に住む人たちが、もしその権

利の濫用や悪意のある行為や参画があれば防止しなければなりませんが、現在の本市の体制で



－71－ 

防ぎ切れるんでしょうか。こうした市民の定義は、一般常識からいっても受け入れがたく、法

律的にも問題であります。本条例の対象者として、住民と非住民がひとしく一くくりにされて

いる点は、地方自治の原則である住民自治の考え方を踏み外しており、大きな問題をはらんで

おります。地方自治法第10条では、居住者である住民は、自治体の提供するサービスを受ける

権利がある一方、その自治体に納税の義務があります。でも、非居住者にはそうした義務はあ

りません。また、住民であれば、自治体の財政難などによっては、公共料金の値上げや市民

税、固定資産税、国保税、介護保険料、水道料の値上げやサービス縮小など応分の負担が求め

られますが、非居住者にはそうした負担は生じません。こうした意味で、住民と非居住者とを

ひとしく市民として同等の権利を認めることは、自治体と住民との法的な関係からも大きな問

題があります。条例の内容が余り適切ではないことに気づかれたのではないでしょうか。さら

なる問題は、誰でも市民の状態を規定したこの条例により、カルト組織や過激派、外国人団体

であっても、室戸市で活動していれば市民として市の政策形成に参加してくることも考えられ

ます。まちづくり条例は、みずからを最高規範、要は室戸市の憲法と定めておりますから、数

人程度の敵対的な市民の参加が、議会多数派をも押さえつけて、反社会的反日的な団体の要求

が通ってしまう可能性もあり、この条例は危機意識も欠けております。ただ、指摘しておきた

いことですが、その責任は、本条例づくりに携わりました市民の皆さんにはなく、条例づくり

の経験を持つ市長と市職員、高知大学の教授にあります。この人たちが、もっと多くの全国の

自治基本条例を調査し、そこから学び、生かしておりましたら、このような市民の権利規定も

ない、誰でも市民とした内容の条例にはならなかったはずであります。 

 そこで、５点目です。条例の市民の定義についての誰でも市民という取り扱いは、全国の市

区町村が制定した自治基本条例でずっと問題だとされてきた点であります。住民票がない人た

ちに室戸市民という地位を与えることには、市内に住居を構え、市民税、固定資産税、国保

税、介護保険料、水道料等々を支払っている純粋な市民は納得しません。それについてもう一

度お答えいただきたいと思います。 

 次に、６点目です。まちづくり条例を最高規範と規定している点についてであります。室戸

市まちづくり条例案では、第３条にこの条例は市の自治に関する最高規範ですとして、２項で

ほかの条例や規則等の制定、改廃及び運用、各種計画の策定に当たっては、この条例に定める

内容を最大限に尊重し、整合を図りますとしております。しかし、憲法及び地方自治法では、

法律の範囲内であれば、議会は自由に条例を制定できることになっております。室戸市のよう

に、議会で制定される条例が、まちづくり条例の趣旨を最大限に尊重しなければならないので

あれば、室戸市議会は日本国憲法や地方自治法など、法律以外の制約を受けることになり、議

会の条例制定権を制限、または侵害することになります。この点は、いわば市の条例が憲法や

自治法を無視したことになり、大いに問題がありますが、この点をどのように考えておられる

のか、お聞きをいたします。 
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 ７点目です。もう一度お伺いをいたします。平成18年にまちづくり基本条例を政策として提

案したこともあって、自治基本条例を策定することについては賛成です。ただ、この条例に

は、欠点や不備な点がたくさんありますので、本日をもって一度取りやめ、他市の条例をもっ

と調査研究した後、29年度の議会にもう一度提案し直してはいかがでしょうか。その重要さを

考えるからこそ、こうして条例の製造者責任を負っております議員の一員の私から、一度立ち

どまって条文を精査してはどうかと提案しております。この条例案の取り下げについてお伺い

をいたします。 

 質問は以上です。まとめますので、課長は控えてください。 

 １点目、なぜ市民が主役ではない条例をつくってしまったのか。 

 ２点目、主権は市民にあるとしながら、市民の権利が規定されなかった理由についてもう一

度お聞きをいたします。 

 ３点目、まちづくりの定義はあの条文のままでいいのか。 

 ４点目、この条例の基本精神は、市民が市長や議会や職員を縛るものとお考えか、それとも

役所が市民を縛るものだとお考えか。 

 ５点目、市民の定義が誰でも市民という取り扱いは、住民票がない人たちに室戸市民という

地位を与えることになり、そうなると公共料金等を支払っている純粋な市民は、納得しないだ

ろうことについて。 

 ６点目、憲法及び地方自治法では、法律の範囲内であれば、議会は自由に条例を制定できま

す。室戸市のように、議会で制定される条例が、まちづくり条例の趣旨を最大限に尊重しなけ

ればならないのであれば、室戸市議会は、日本国憲法や地方自治法など法律以外の制約を受け

ることになり、議会の条例制定権を制限、または侵害することになります。これはいわば市の

条例が、憲法や自治法を無視したことになり、大いに問題がありますが、この点について。 

 ７点目、この条例には欠点や不備な面がたくさんありますので、本日をもって一度取り下

げ、他市の条例をもっと調査研究した後、来年度の議会にもう一度提出し直してはいかがでし

ょうか。 

 以上７点をお聞きして、２回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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します。 

 まず、条例の制定について、議員さんの考え方をるる述べられているわけでありますが、私

たちといたしましては、前段で申し上げましたように、この条例制定については、他市の事

例、そういうものも参考にさせていただいて、懇話会の皆さんとともに策定をしてきたもので

ございます。そして、例えば現在、御案内のとおり、34市町村あるわけでありますが、５つの

市町村が先進事例ということになっております。まだ全ての市町村でつくられているわけでは

ないというような中で、しかし私たちは市民の皆さんとともに、協働のまちづくりを進めてい
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こうという趣旨の中で制定をお願いをしているものでございますから、その辺については御理

解をいただきたい。また、この条例の目的といたしましては、第１条にございますように、市

民参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、市民、市議会及び市

の役割、責務等を明らかにし、市民の知恵や力を生かすことにより、地域社会の発展を図るこ

とを大きな目的といたしているところでございます。また、まちづくりという位置づけの中

で、議員さんも申されておりますが、まちづくりと一くくりにいうと、大変範囲も物すごく広

いということは御案内のとおりでございます。ですから、例えば第２条の第８号に示しており

ますように、まちづくりとは、一人一人の知恵や力を合わせて、住みよい豊かな地域社会をつ

くるための取り組み及びその活動をいいますというようなことを定義づけさせていただいてお

りますし、市長が主役なのかどうなのかとかというようなお尋ねでありますが、全く私が主役

をしたい、主役になろうというような趣旨でこうした条例を制定をしているものではございま

せんので、御理解をいただきたい。 

 また、何かを縛るのか、縛らないのかというような問いでございますけれども、そうした何

かを縛る、市民に対して例えば協働の活動に参加をしてないので、そのことを指摘をするであ

るとか、そのことに対して罰則を適用するとか、そういうようなことは全く考えていないとい

う思いでございます。 

 そしてまた、悪意を持ってやったらどうかというようなことでありますが、これ我々が悪意

を持っていろんなことをやったとしますと、当然、別のことで指摘をされるわけでありますか

ら、そのことは全くこの条例からするとおかしいという話になってまいります。したがいまし

て、全くこの条例を今回提案を市民の皆さんで、懇話会の皆さんで一生懸命つくってきた条例

を今回取り下げたらどうかというようなことでありますが、それは全く我々考えておりませ

ん。懇話会の方々と一緒になってつくらせていただいて、今回、これは時間がかかりましたけ

れども、提案をさせていただいている条例でありますから、ぜひ審議の上、御決定をいただき

たいと思うところでございます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため11時15分まで休憩いたします。 

            午前11時５分 休憩 

            午前11時14分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、小椋利廣君の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣、平成29年３月第２回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表して通告に基づき一般質問を行います。 

 １番、市政全般についてお聞きをいたしたいと思います。 

 (1)平成29年度予算の基本構想についてお聞きをいたします。 
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 高知県では、平成29年度の重点予算としては、平成28年度からの補正予算と新年度の当初予

算を一体的に編成をした15カ月予算で本年３月から開催をされております観光キャンペーン、

志国高知幕末維新博を初めとした経済の活性化や外商や地産の強化など、また中山間対策や南

海トラフ巨大地震対策の震災関連では、命をつなぐ輸送路の確保や避難所の運営マニュアルの

作成とインフラ整備事業の充実など、積極型予算を堅持をしたと説明をされております。小松

市長の施政方針演説では、人口減少対策や雇用の創出などの課題に取り組み、地域の住民が一

体となったまちづくりや市民活動が活発に行っていける市民参画と協働のまちづくりを進めて

いくと言われております。自主財源が非常に乏しい当市の予算編成には、市長さん以下、執行

部の皆様方は大変御苦労をされていることと思います。室戸市におきましても、南海トラフ巨

大地震への対策や公共事業による住環境整備事業対策、中山間地域への支援の取り組みや少

子・高齢化と高齢化社会における老人福祉への対策や医療体制の課題と充実など、町なかでの

インフラ整備事業への取り組み等々が課題が山積をしていると考えております。市長の施政方

針演説にもありましたが、平成29年度の予算編成の中で、市民にアピールができる平成29年度

の目玉予算を何点かお示しをしていただきたいと思います。また、内容につきましても、説明

をお願いをいたしたいと思います。 

 (2)クラスタープランの策定についてお聞きをいたします。 

 高知県が平成28年３月に作成をしました地域産業クラスタープロジェクトの概要案では、１

番、拡大生産に向けた施策の強化、地域産業クラスターの形成、２番、地域成長戦略の取り組

みを土台とする地域産業クラスターの形成、３、地域アクションプランの取り組みを土台とす

る地域産業クラスタープランの形成等々が示されております。その中でも、拡大生産に向けた

施策の強化、地域産業クラスターの形成では、産業成長戦略系が９カ所、地域アクションプラ

ン系が７カ所、それぞれ表示をされ、その中で１番に奈半利町の集落活動センターを中心とし

たクラスタープランが示されており、室戸市は観光クラスタープランの中で、歴史を中心とし

た博覧会の開催を通じて、歴史資源の磨き上げと周遊コースの整備を実施する計画とされてお

ります。産業成長戦略の取り組みを土台とする地域産業クラスタープランの形成では、９つの

クラスタープロジェクトを推進するとされておりますが、農業では、四万十町の四万十次世代

モデル、日高村の日高トマト産地の拡大、南国市では、南国市の還元野菜、香南市、香美市で

は日本一のニラ産地の拡大、安芸市では日本一ナス産地の拡大、県下一円の取り組みとして

は、加工業務用野菜の産地形成と水産業では幡多地域での広域の養殖業やメジカ加工ビジネ

ス、中央地域は、広域のブランド養殖業の産地化機能と工科大周辺の集荷、加工機能で、林業

では県下一円に木材産業の木材加工から生産、販売までの９項目とされております。地域アク

ションプランの取り組みを土台とする地域産業クラスタープランでは、７つのクラスタープロ

ジェクトを推進するとされておりますが、仁淀川町のフードプラン、佐川町で展開をする自伐

型林業の形成、四万十ポークランドの形成、竹資源の活用では、県産竹材を活用した竹製品加
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工の活用、嶺北畜産の生産拡大と付加価値の向上、嶺北地域の森林資源の活用と活性化への取

り組み、奈半利町の集落活動センターを中心とした奈半利ブランドの確立と市域の所得向上

等々が県下一円で幅広くブランド化に向けて記載をされておりますが、室戸市を中心としたク

ラスタープランの計画が記載をされていないと私は考えております。 

 そこで、①室戸市でも他の市町村に負けない地域産業を幅広く活用したクラスタープラン

は、十分計画ができていけると思いますが、充実をした室戸地域のクラスタープランには、ど

のように取り組んでいくのか、お聞きをいたします。 

 ②今後、クラスタープランの計画を充実していくと、ふるさと納税への対象品目の拡大や新

たな地域産業の掘り起こしと地域の発展、ふるさと納税品目の磨き上げにも一層の効果が上が

り、大きな地域資源ができると思いますが、今後の室戸市クラスタープランの計画についてお

聞きをいたします。 

 (3)室戸市内の医療体制についてお聞きをいたします。 

 室戸市内では、唯一の内科、外科、皮膚科、眼科などの診療が行われております室戸病院

が、昨年の12月15日に急遽福岡県福岡市に拠点を置く株式会社アビタシオンという会社に名義

を譲渡されたとお聞きをして、前の経営者でありました北村先生も、いの病院のほうへ転勤を

されて、現在は今まで診療を行ってまいりました船戸先生を初め、診療に携わってきた先生方

が、そのまま残って診察を続けられていくとお聞きをいたしておりましたけれども、この３月

になって、また急遽室戸病院が室戸診療所になるという話やもう既に入院患者の受け入れもし

ていないと話が流れている中で、市民は病院がなくなることへの不安と現在ある介護施設はど

のようになるのか、高齢化社会に突入していくことに非常に不安を感じているとお聞きをいた

しております。病院から診療所に格下げになることによる看護師や介護士、リハビリ療法士、

薬局員や医療関係事務員や病院給食職員等々の数多くの医療業務に従事をしている職員は、一

体どうなるのか、既に職を求めて市外に転出をされていく方々もおられるとお聞きをしており

まして、室戸市から医療従事者の流出による人口の減少問題、新たな医療体制の構築にはどの

ように取り組まれていくのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 次に、室戸市立室戸岬診療所につきましては、室戸病院がなくなることにより、医師の派遣

はどのようになるのか、今までどおり月曜、火曜、木曜の１週間に３日間の診療ができていけ

るのか、平成28年８月18日に開院をして約６カ月余りが経過をしており、受診者も400人余り

が受診をされたとお聞きをいたしておりますが、新たにむろとぴあ医院の川西先生が診察をさ

れているということでございますけれども、当初に想定をしていた受診者数と比較をして、ど

のようになっているのか、また収支はどのようになっているのでしょうか、お聞きをいたした

いと思います。 

 また、室戸病院がなくなることで、市内の医療体制が大きく崩壊をしていくと思われ、市民

の方々は途方に暮れております。市民の方々からの意見では、急に現状が大きくさま変わりを
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してきたので、病院がなくなることへの不安は大変大きく、こんな状態が続く中で、（仮称）

むろと海の学校の建設による観光交流人口の拡大も産業の振興には必要であると思いますけれ

ども、市民にも密着をした室戸市が病院経営にも取り組んでもらいたいとの声が大きく、室戸

市の安定的な医療体制の構築ができないかを訴えております。ある地域では、町立の病院が地

域医療として充実をしておりますが、室戸市も医師の先生方の意見や市民からの強い要請もあ

り、高知県とも連携をして、室戸市立室戸岬診療所を室戸市立室戸岬病院に格上げをして、室

戸市が率先して経営をする医療体制の充実を図ることで、室戸市立室戸岬病院を立ち上げる計

画に取り組むことはできないか、お聞きをいたします。 

 そこで、①室戸市立室戸岬診療所の開院から現在までの受診者の人数についてお聞きをいた

します。 

 ②室戸市内では、唯一の病院である室戸病院の経営者がかわったことにより、今後の室戸市

内における室戸病院との連携と、また室戸市立室戸岬診療所の存続についてはどのような展開

を考えているのか、わかる範囲内でお聞かせをいただきたいと思います。市民の方々も非常に

関心を持ちながら心配をされております。 

 ③失礼かもしれませんが、室戸市内の病院の先生方も非常に高齢になってきていると思われ

ますが、市内の病院や診療所について、今後も過疎化が激しいこの室戸市の地域医療は、どの

ような取り組みが考えられていくのか、市民の方々も非常に不安であるとお聞きをしておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 以上のことについてお聞きをいたしたいと思います。 

 (4)林道の一部を市道に編入することについてお聞きをいたします。 

 室戸市の浮津西町のちかみタイヤの奥に約900メートルのところに平成６年ごろから室戸市

が池ノ尻墓地として１区画５平方メートルを33万円で123区画を販売に出して、現在115区画を

個人に売買譲渡して民間の方々が幅広く利用しており、現在は８区画が残って売り出しを行っ

ているとお聞きをいたしております。市が売り出している池ノ尻の墓地の前後には、民間の墓

地も相当数あり、盆や彼岸、正月前には都会からの帰省者も含めて、一時的ではありますが、

車の待避所がないために道路が非常に混雑をして、墓地の所有者が困っていると言われてお

り、室戸市がもっと積極的に待避所の建設に取り組んでいただきたいと市民の方々は訴えてお

ります。国道55号線のちかみタイヤの横の分岐点から市道西の谷線が延長約470メートルとそ

の市道に接続した林道西の谷線が延長約430メートルぐらいとまだまだその上流部には林道が

延長されて建設をされておりますが、この墓地に通じる約900メートル間は、市道、林道とも

に道路幅員は２メートルから２メートル80と非常に道路幅員が狭く、途中には待避所がないた

めに、行き来をする途中で車に出会うと、道路幅員が狭いので、何百メートルもバックをしな

いといけなく、墓地の所有者も高齢化をしてきてバックができずに大変であると言われてお

り、最近は都会から帰省をしてきた人たちの車が大きく、道路幅員が狭いために、地域の方々
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や帰省者の方々も墓参りに墓地へ行くのが大変困難だと言われております。これらのことを解

消するために、①室戸市が整備をして販売をしております池ノ尻の墓地に通じる市道西の谷線

から接続をした林道西の谷線延長約400メートル余りを市道に編入して、待避所の建設や道路

の整備をすることはできないか、お聞きをいたします。 

 ②国道55号線から分岐をして、池ノ尻の墓地までの間約900メートル間については、道路幅

員も狭く、待避所が一カ所もありませんので、墓地の所有者は待避所の建設を強く要望してお

ります。何カ所かの待避所の建設が必要であると思いますが、待避所の建設にはどのように取

り組んでいくのか、お聞きをいたします。 

 (5)キラメッセ室戸の楽市に新しい荷さばき所を建設ができないかについてお聞きをいたし

ます。 

 室戸市へのふるさと納税の納税額も平成26年度は１億5,300万円ぐらい、平成27年度は３億

3,800万円、また平成28年度の現在までの納税額は約５億9,000万円ぐらいであるとお聞きをい

たしており、ふるさと納税額も年々増加をしてきている中で、キラメッセ室戸楽市の直販所が

取り扱う件数や金額なども大きく増加をして、楽市の平成28年度の全体売上額は約３億

3,000万円ぐらいに達しており、生産者の登録者数も800名を超えて、地域経済の活性化に大き

くつながっていると言われております。楽市の店内では、生産者から持ち込まれた商品が、山

積みされて通路にもはみ出す状態であり、店内では買い物客が行き来ができない状態であり、

非常に混雑をして困っているとお聞きをいたしております。また、一番東側の事務室の中で

は、当日に荷づくりをして発送しなければならない商品が、山のように積み上げられて足の踏

み入れ場がない状態になっており、机の上もパソコンが使用できない状態のときがある中で、

特に雨降りの日は、発送する商品を外に置けないので、事務所の中では混雑をして非常に困っ

ているとお聞きをいたしております。楽市の平成28年１月からの発送商品は、ふるさと納税用

が約7,800万円ぐらい、東京のむらからまちから館への発送が約1,700万円、その他の販売は、

インターネット販売やファクス、電話注文等による販売が約300万円で、その他東京のデパー

トや飲食店等々で発送にかかわる全体金額では約１億円にも相当する商品の荷づくりと発送す

る業務が行われております。狭い事務室の中で作業が行われており、特に雨の日は外で作業が

できないので、荷づくりが非常に苦痛になるとまで言われており、作業効率の省力化と事務室

内の環境整備と混雑の解消に取り組んでやらなければならないと考えております。 

 また、吉良川地区では、国道55号線の歩道の新設改良工事に伴い、ＪＡ土佐あき農協吉良川

支所が所有をしております米の保管倉庫用地が買収されることになり、これまで食遊館や加工

場の弁当の販売等に年間約500袋ぐらいの吉良川産の米を地産地消として使用に取り組んでき

た低温の保管倉庫がなくなるとお聞きをいたしております。これらのことにより、今後指定管

理者が、キラメッセ室戸の１年間を通した米の低温保管倉庫を建設し確保するのは、非常に厳

しい状況にあるとお聞きをいたしております。 
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 以上のことから、食遊館と加工場で使用する米の低温保管倉庫の新設と楽市の内部ではスペ

ースが狭いので、荷さばきや発送作業が手狭で困難であり、特に雨降りの日は外に商品が置け

ませんので、早急な取り組みの対策が必要であると考えております。 

 そこで、キラメッセ室戸楽市の周辺か国道55号線の山側には市道黒耳本線も通っております

ので、その市道の沿線も含めた用地の確保とふるさと室戸応援寄附金の基金で新しい荷さばき

所と荷物発送の拠点となる事務所の建設はできないか、お聞きをいたします。 

 (6)農業振興地域の見直しについてお聞きをいたします。 

 農業振興地域は、市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進することが必要と認め

られた地域であると提言をされております。また、農業振興地域制度の概要では、制度の目

的、自然的、経済的条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められ

る地域について、その地域の整備に関し、必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずる

ことにより、農業の健全な発展に努めていくと言われております。本市も人口の減少に伴い、

１次産業の農業や林業、漁業者の人口も大きく減少していく中で、後継者不足も大きな課題が

あり、農業につきましては、休耕田や耕作放棄地等が大きく増加をしており、今後においても

休耕田や耕作放棄地等が解消されていくことはなく、まだまだ増加の傾向にあると考えられて

おります。農業振興地域は、農業振興地域の整備に関する法律、農振法に基づき、市町村が策

定する農業振興地域整備計画により決定をされ、策定に当たっては、向こう10年間の農地利用

等を考慮して計画が立案され、計画では農用地等として利用する土地を農用地区域として設定

し、農業の発展に必要な措置が集中的に行われると解されております。 

 そこで、①農業振興地域の見直しにつきましては、10年に１度は見直しが行わなければなら

ないとされておりますが、今までに農業振興地域の見直しは行われてきたのでしょうか。見直

しが行われてきた年度をお聞かせをください。 

 ②人口の減少に伴い、後継者不足が叫ばれている現在、休耕田や耕作放棄地は今からもまだ

まだ増加をしてくると予測をされますが、どのように農業振興地域の見直しを考えていくの

か、お聞きをいたします。 

 ③農業振興地域の見直しは、字単位で見直すか、地番一筆単位か、地域全体を指定するの

か、現在非常に多くなっております休耕田や耕作放棄地がある箇所は、歯抜け的な土地でも対

象になるのか、お聞きをいたします。 

 ④休耕田や耕作放棄地に太陽光発電とかその他の施設を建設を申請することは、農業振興地

域の中でも可能になるのか、お聞きをいたします。 

 ⑤農業振興地域の見直しは、市内全域についてどのような観点から取り組み、いつまでに新

しい農業振興地域の公布が行われるのか、お聞きをいたします。 

 以上についてお聞きをいたしたいと思います。 

 これで第１回目の質問は終わります。 
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○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の(1)平成29年度予算の基本構想についてでございます。 

 平成29年度予算につきましては、施政方針でも申し上げましたように、行財政の健全化から

防災対策の推進まで６項目について引き続き重要事項として編成をしたところでございます。

中でも何点か主なものを申し上げますと、産業振興では、吉良川地区における圃場整備や出荷

場ナス選果機の更新により、出荷体制の効率化を図るとともに、環境保全型農業の推進など、

安全・安心な作物づくりに取り組むよう進めてまいります。また、漁船やエンジンリース事業

による漁業者対策を行うとともに、中層式人工魚礁設置事業、稚魚の放流事業などによって、

水産資源の回復に努めます。そして、商工会が行うチャレンジショップ事業を支援するととも

に、創業支援事業、販路開拓支援事業、プレミアム商品券発行事業などにより、地域の経済活

動の発展を目指してまいります。 

 子育て支援対策では、不妊治療費等助成、赤ちゃんスターターキット事業、健やか子育て祝

い金、多子世帯の保育料無料化、２人目同時入所の保育料無料化、中学生までの医療費の全額

助成などの支援対策を進めるとともに、子育て世代包括支援センターを設置することにより、

切れ目のない子育て支援対策に取り組んでまいります。また、中部学校給食センターを新たに

改築をすることによりまして、全ての小・中学校で給食が実施できるようにしてまいります。

また、普通教室へのエアコンの設置、校舎の非構造部材の耐震化などに取り組み、教育環境の

改善を図ってまいります。 

 生活環境の取り組みにつきましては、道路整備や橋梁のかけかえ事業を積極的に進めるとと

もに、飲料水供給施設の整備や耐震性の低い市営住宅の建てかえなど、生活環境の改善を進め

てまいります。 

 防災対策としましては、津波避難タワーや避難路の整備を継続をして進めるとともに、給水

車や給水タンクの購入、高規格救急車の更新などにより充実に努めてまいります。そして、今

回、国におきましては、緊急防災・減災事業債を４年間延長するということを決定をいただき

ました。これらを財源として、この期間に消防屯所の高台移転をぜひ全て完了させていきたい

と考えているところでございます。 

 また、今議会におきまして、まちづくり条例を提案をさせていただいているところでござい

ます。それぞれの地域で、住民が主体となる住民参画の協働のまちづくりをぜひ進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、(2)クラスタープランのことについてでございます。 

 地域産業クラスターの形成につきましては、第１次産業を生かした新たな加工や販売、観光

拠点を中心とした地域の周遊コースなど、地域での集積をより大きくしていくための取り組み

であり、県の第３期産業振興計画において推進をされているところでございます。議員さん御
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案内のとおり、県の産業成長戦略と地域アクションプランの取り組みを土台として、農業、林

業、水産業、食品加工の各分野と県内各地域において平成29年１月時点で18のクラスタープロ

ジェクトが生まれているとお聞きをいたしております。これらのプロジェクトの中には、産業

成長戦略を土台とするものとして、日本一のナス産地拡大プロジェクトや林業、木材産業クラ

スタープロジェクトなど、室戸市の産業としましても、密接にかかわってくるプロジェクトが

ございます。こうした県下全体の大きなプロジェクトの推進による波及効果が、本市の産業振

興にもつながるものと期待をいたしているところでございまして、本市といたしましても、積

極的に参画をしてまいりたいと考えております。 

 また、一方で、地域アクションプランに位置づけされた取り組みがございます。本市では、

土佐備長炭の生産、出荷、販売体制の強化、海洋深層水による地域産業の推進、キラメッセ室

戸楽市を核とした地産地消、外商の拡大など９つの取り組みにより、産業振興に努めていると

ころでございます。このような取り組みにつきましても、生産者だけではなく、加工、販売業

者などとの連携を強化していき、地域アクションプランの取り組みをより一層推進をすること

で、クラスター化であるとか６次産業化につなげていかなければならないと考えております。 

 次に、(3)室戸市内の医療体制についてでございます。 

 これまで地域医療の問題につきましては、移住促進や安心した住民の生活を考えるときに

は、どうしても地域医療がしっかり確保されなければならないということはずっと私も申し上

げてきたところでございます。しかし、そうした中、室戸病院につきましては、平成28年12月

15日に、病院経営が福岡県に本社のある株式会社アビタシオンにかわったとお聞きをしており

ます。その連絡が12月19日に入りまして、12月26日には、北村先生、船戸先生、株式会社アビ

タシオンの経営企画部長とお会いをしてお話をお伺いをしたところでございます。そのときに

は、市といたしまして、室戸市の医療の現状をお伝えするとともに、何とか病院機能を継続を

していただくようお願いをしたところでございます。しかし、現在、議員さんも御案内のとお

り、北村先生の転勤や山中先生も退職予定とお聞きをいたしておりまして、また５月１日を予

定として無床診療所へ、これはベッドのないという意味ですが、診療所へ移行するというお話

もございます。私どもといたしましても、大変困惑をいたしているところであります。室戸市

内で唯一の一般病床50床がなくなるということについては、室戸市の医療体制にとって大変危

機的な状況ではないかと考えるところであります。 

 また、室戸病院が診療所となった場合には、現在、雇用されている看護師や事務職員の方々

など、多くの方が退職となり、次の就職、雇用の場の確保が大変重要になってくるものと考え

ております。私といたしましても、これまで室戸中央病院の楠瀬理事長さんであるとか、県立

あき総合病院の前田院長さんにもお願いをして、現在の状況をお話しするとともに、看護師等

の雇用の問題であるとか、今後の医療体制などにつきまして協力依頼をお願いをしているとこ

ろでございます。また、株式会社アビタシオンには、なかなかお会いをできないところであり
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ますけれども、少しでも早くお会いをして状況を聞く、把握に努めるとともに、有床の診療所

として残していただくことや職員の再就職先の確保、室戸岬診療所への医師の派遣や連携など

について協力要請をしてまいりたいと考えております。 

 なお、隣接するデイサービス事業につきましては、お聞きする範囲におきましては、給食の

部分につき変更が出てくるかもしれませんが、デイサービスの運営自体は続けるというふうに

聞いているところでございます。 

 次に、室戸岬診療所についてでございます。 

 現在、佐喜浜診療所、高知高須病院室戸クリニック、むろとぴあ医院、県立あき総合病院の

先生方、４名の先生方でありますが、御協力をいただき、何とか運営ができている状況でござ

います。今後におきましても、診療所の運営内容の見直しが必要となるかもしれませんけれど

も、私どもといたしましては、医師の確保など、全力で継続運営をしていかなければならない

と考えております。 

 次に、室戸岬診療所を市立病院にできないかについてでございますが、このことは、以前に

も市議会の一般質問でお答えをいたしましたが、そうなりますと、医師の確保が大変困難な現

状もございます。また、看護師の確保が必要となります。そして、大きいのはやはり入院設備

等施設整備が多額になることなど、多くの課題が考えられます。また、財政状況も含めて考え

ていきますと、新しい病院の設立という点については、大変困難な状況であるというふうに考

えております。 

 次に、地域医療への取り組みについてでございますが、高知県と室戸市との合同で設立をい

たしました地域医療課題検討会を立ち上げていただいておりますので、そこで地域医療のこと

につきましては、継続して議論をしていただいているところでございます。ですから、今回の

問題につきましても、情報提供し、情報共有をしながら、検討もいただいているところでござ

います。そうした中で、１つには、高知県におきまして、地域医療の支援対策として、県立病

院から民間病院や診療所への医師派遣体制について、これは具体的にどういう体制がとれるか

というのはあるわけでありますが、そうしたことを検討していくというようなこともお聞きを

いたしているところでございます。私どもといたしましては、今後とも県の協力もいただきな

がら、地域医療の確保に向けて全力で取り組まなければならないと考えております。 

 次に、(4)林道の編入についてお答えをいたします。 

 当市の林道でありますが、林道は32路線で、総延長約92キロメートルございます。議員さん

御案内の林道西の谷線は、延長967メートル、道路幅員2.8メートルの軽自動車用の林道となっ

ております。この路線の利用区域面積は39ヘクタールで、その中には市有林や分収造林、公社

造林など、人工林が約17ヘクタールあり、間伐等の森林施業を実施してきたところでございま

す。そして、市道西の谷線は、林道より移管をされた市道でございまして、延長が473メート

ルでございます。幅員は林道と同じく2.8メートルとなっております。この路線につきまして



－82－ 

は、平成23年度に道路改良事業を国道55号線の入り口より185メートル間を整備をし、残りの

区間につきましても、平成27年度より順次現道拡幅のため、側溝の改良を行っているところで

ございます。 

 御質問の林道の市道への追加編入についてでございますが、私どもも池ノ尻墓園は市の施設

でございますので、そこまでの編入については検討をいたしているところでございます。しか

し、市道に編入をいたしますと、一方で林道の延長が縮小し、利用区域の面積が減少となり、

林道災害が発生した場合、補助災害復旧事業の採択要件をクリアできなくなるのではないかと

そのことについて心配をいたしているところでございます。この点につきましては、今後、関

係機関と協議を行った上で、市道に編入するのかどうかというような点について判断をしてま

いりたいと考えております。 

 また、国道55号線より池ノ尻墓園までの待避所につきましては、これまでにも墓地関係者の

方々から待避所の要望が出ておりまして、市道西の谷線において、地元関係者の協力もいただ

きながら、２カ所の候補地を選定をしていただき、土地所有者の方と交渉をしてきたところで

ございます。そして、１カ所では、平成26年度に用地測量委託業務を発注し、土地境界確認を

進めてまいりましたけれども、林地所有者との境界立会の調整ができない状況でございます。

また、そういう状況であり、現状としましては、２カ所とも用地確保ができないと、用地取得

が難しいという状況となっているところでございます。今後につきましても、地元関係者の

方々に協力もいただきながら、待避所の整備に向けて今後とも取り組みたいと考えておりま

す。 

 次に、(5)キラメッセ室戸楽市の件についてでございます。 

 まず、キラメッセ楽市につきましては、平成７年に１億2,572万円で建設をされておりま

す。そして、平成20年には1,206万円で店舗の増築により売り場面積の増設を図っておりま

す。また、平成22年には1,699万円で西側斜面を駐車場として拡幅をいたしております。そし

て、平成27年には9,285万円で加工場の新設とともに、駐車場の再拡幅など施設整備を行って

きたところでございます。そして、平成29年度、本年度におきましても、公衆トイレの外壁改

修を行うことによって、安全性の確保や美観の維持などを図ることといたしております。そし

てまた、新たな取り組みといたしまして、中山間複合経営拠点事業におきまして、庭先集荷の

事業化や外部講師による商品開発、先進地視察などによって、キラメッセ室戸楽市の事業拡大

を図ることについて支援をしてまいりたいと考えているところでございます。楽市の販売総額

は、平成18年度に１億8,000万円であったものが、インターネット販売や東京のアンテナショ

ップむらからまちから館への出荷、そしてふるさと納税のお礼品の扱いなどによりまして、平

成27年度販売総額でも３億5,000万円を超えているというところでございます。生産者の方々

の所得の向上に大きくつながっていると考えておりまして、成果が出ているというふうに思っ

ているところでございます。 
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 このような状況から、商品の発送に伴うこん包などの作業スペースが狭くなっていること

や、またお米の低温保管倉庫の確保が必要になっていることなどについて、指定管理者の協同

キラメッセ室戸有限会社からもお聞きをするところでありますが、まずは市の遊休施設を活用

することができないか、そして農協などが所有する施設の利活用などについても関係者間にお

いて十分検討をいただきたいというふうに思っているところでございます。 

 私からは以上でございますが、保健介護課長及び産業振興課長から補足答弁をいたさせます

ので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 小椋議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 室戸岬診療所についてでございます。 

 平成28年８月18日に開院いたしました室戸岬診療所は、先ほどの市長答弁にもありました

が、診療所の開院、運営につきましては、いろいろな課題がある中、市内医療機関の先生方、

また県立あき総合病院の多大な御協力をいただいて診療を行っているところでございます。そ

の診療所の診療日につきましては、平成29年２月から、北村先生の後の診療日につきまして

は、むろとぴあ医院川西先生に行っていただいております。また、同じく２月からは、県立あ

き総合病院の御協力のもと、代診としての医師派遣の回数を月に１回から２回にふやしていた

だいており、何とか週２回の診療を維持しているところです。 

 次に、受診者数についてでございます。当初の想定との比較との御質問でございますが、本

年度より新たに設けました国保会計の直診勘定における当初予算では、実人数で一月75人の想

定をしておりました。診療報酬明細書、いわゆるレセプトの請求は、一月に何回受診されまし

ても月単位での請求ですので、当初予算では実人数で想定をいたしております。受診者数の実

績といたしましては、直近の平成29年２月で実人数は44人となっており、当初の想定を下回っ

てはおりますが、延べの受診者数につきましては、開院から２月末現在で、合計で延べ

484人、１日の平均は12.7人となっておりまして、多い日では19人の方が来院された日もござ

いました。室戸岬地区の方が大半でございますが、それ以外の地区の方にも多くの方に受診を

いただいております。 

 次に、収支につきましては、平成29年１月末現在で、収入が169万2,952円、これは診療報酬

と患者さんからの自己負担の分になります。一方、歳出は1,539万4,442円となっておりまし

て、本年度は初年度でしたので、電気系統の施設修繕やエアコンなどの施設設備、また心電図

やお薬の分包器などの医療関係の備品、レセプトコンピューターなどの医療事務備品などの初

期設備を要したことなどから歳出側が大きくなっているところでございます。以上でございま

す。 

○議長（久保八太雄君） 竹本産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 私からは、(6)の農業振興地域の見直
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しについてお答えをいたします。 

 まず、御質問の農業振興地域につきましては、農振法の規定によりまして、国の定める農業

振興地域整備基本方針に基づき、高知県知事が定めることとなります。本市においては、高知

県農業振興地域整備基本方針の中で、都市計画法の臨港地域、特定公園の特別保護地区、規模

の大きな森林の区域、市町村周辺のある宅地区域などを除いた市の総面積のおよそ３割に当た

る7,563ヘクタールが指定されているところでございます。また、農振法では、市町村は、農

業振興地域内に農用地等として利用すべき土地の区域として農用地区域を指定することとなっ

ておりまして、本市では室戸市農業振興地域整備計画によりまして、市の総面積の約４％に当

たります約945ヘクタールを指定しているところでございます。 

 関連がございますので、市の指定しております農用地区域も含めまして御質問の項目にお答

えをさせていただきたいと思います。 

 御質問の１点目の①の農業振興地域の見直しの年度についてでございますが、農業振興地

域、農用地区域ともに見直しが行われております。農業振興地域につきましては、先ほど申し

上げましたように、高知県が高知県農業振興地域整備基本方針を平成28年度に、一方市が農用

地区域を指定する室戸市農業振興地域整備計画につきましては、平成24年度に内容等の見直し

を行っております。 

 なお、農地の転用など計画の変更が必要となった場合には、農用地区域からの除外手続に係

る変更などを適時個別に行っておるところでございます。 

 次に、２点目でございますが、今後の見直しについてでございます。 

 県の指定する農業振興地域の範囲につきましては、国の基本方針をもとに定められておるた

め、国の基本方針に変更がない限り、大きな見直しは行われないというふうにお聞きをしてい

るところでございます。 

 一方、市の指定する農用地区域につきましては、引き続き市内の優良農地を確保していくと

いうことを前提に、既に荒廃農地となって林地化してしまい、将来にわたって農地としての再

生が不可能なものなどについて区域の見直しを行うこととして検討しております。 

 次に、３点目の指定する範囲の単位等についてでございますが、県の指定する農業振興地域

の範囲につきましては、先ほど申し上げましたように、基本的には市町村ごとにその全域から

臨港地域等を除く地域全体を範囲とする指定となっているところでございます。 

 一方、市の指定する農用地区域につきましては、基本的には地番単位で指定をしてございま

す。農地が飛び地になっている場合等であっても、周辺環境が農地へ与える影響等を加味しま

して、ある程度一体となったエリアで指定するように考慮しております。 

 なお、農用地からの除外の申し出等につきましては、１筆ごとの地番単位で受け付けをしま

して、許可要件をもとに要否を判断しております。 

 次に、４点目の農業振興地域内での太陽光発電施設の建設についてでございます。 
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 農業振興地域であるなしにかかわらず、農地法によりまして、農地において太陽光発電など

他の目的で使用する転用を行う場合には、都道府県知事の転用許可が必要となります。また、

農用地区域につきましては、まず農地法に定める農用地除外の手続が必要となります。その上

で、農地法に基づき転用の許可を受けていただくことが要件となっております。農地転用の許

可要件につきましては、農地法上の農地区分により異なってまいりますが、所定の手続の上、

転用の許可が受けられれば、太陽光発電施設への転用につきましても可能となります。ただ

し、御案内の太陽光発電施設につきましては、営農を継続しながら行う営農型という方式もご

ざいまして、この場合には、一時転用という許可もございます。 

 最後に、５点目でございます。農業振興地域の見直しの観点、見直しの時期についてでござ

いますが、農業振興地域制度は、地域の農業の健全な保全、発展を図るために非常に大事な制

度となっております。御説明してまいりましたように、農業振興地域は、農地法による国の基

本方針に基づいて、県下の状況を勘案して都道府県知事が定めることとなっているものでござ

います。農業振興地域につきましては、高知県農業振興地域整備基本方針が昨年変更されたば

かりであり、これはおおむね10年を見通して定めることであることから、すぐには見直しは行

われないのではないかと思われます。また、市が定める農用地区域内の土地は、農業用の有効

利用を図る観点から、国の補助事業及び融資事業による農業生産基盤整備事業など、農業に係

るさまざまな支援を受けることができるようになっております。しかし、その一方で、その保

全と有効利用を図るため、農業以外への用途の転用が規制されているものでございます。農用

地区域を指定する室戸市農業振興地域整備計画につきましては、先ほど申し上げましたけれど

も、平成24年の変更から５年が経過しておりますので、今後農業をどのように守っていくの

か、農業者の皆さんの考え方や関係機関とも協議をしながら慎重に検討の上、見直しを進めて

まいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 小椋利廣君の２回目の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣、２回目の質問をさせていただきます。 

 まず最初に、１点目の平成29年度予算の基本構想についてお聞きをいたしましたけれども、

市長さんの答弁では、６項目についてそれぞれの経済の発展や地域経済の振興に大きく取り組

んでいくというふうな答弁がありまして、非常に丁寧に説明もしていただきまして、ありがと

うございました。ただ私として気になっておりますのが、平成29年度の予算も125億5,000万円

余りという大型の予算が計上されております中で、ここ数年来、建設業者の減少や建設労働者

の高齢化など、建設業界を取り巻く環境が非常に厳しくなってきていると考えております。御

答弁にもありました中でも、最近は特に明許繰越事業などが非常に多くなってきたのではない

かというふうに考えております。平成29年度の目玉予算の執行はもとより、地域産業の振興や

医療や介護、高齢者福祉の取り組みや公共事業の早期発注による繰越事業の少ない平成29年度

予算の早期執行、早期完成に向けて取り組みをいま一度お聞きをいたしたいと思います。 



－86－ 

 それから、(3)の室戸市内の医療体制についてでありますけれども、先ほどの市長さんの答

弁では、５月１日からは室戸病院がベッド数のない診療所に移行するというふうな答弁があっ

たわけでございますけれども、これら非常に室戸市内には、緊急事態に入院をするベッド数が

なくなるということで、病院自体がなくなることへの不安が非常に広がっているのが市民の思

いであるというふうに私は考えているところでございます。それで、市民の方々のお話では、

何とか病院を残してもらえないかというふうなお話がありましたので、今回この医療体制につ

いての質問をさせていただいたところでございますけれども、室戸岬診療所を市立病院にする

ことは非常に財政的な面でも厳しいということでできないというふうなお話もありましたの

で、今後病院の先生方の高齢化等も含めて、室戸市として地域住民の安定的な医療にはどのよ

うに取り組んでいけるのか、わからないところも非常に多々あるかと思いますけれども、この

付近、もう一度御答弁をお願いをいたしたいと思います。 

 それから、(4)の林道の一部を市道に編入することについて、市道にできないかということ

でありますけれども、林道の430メートル部分を市道には編入はできないという御答弁やった

というふうに考えております。これあそこの池ノ尻墓地を市が分筆をして売っている中で、そ

の市が分筆をしている箇所までにどうして市道として整備ができないのか。そりゃ山のことを

考えて、今市長さんは430メートル部分を市道にすると、林地への林道の延長が短くなるから

できませんという話ですけれども、これ墓地を買った方々は、非常に困っている。市が売った

墓地ですよ。ほとんどもう完売に近い状態で、池ノ尻の墓地は売れていると。それからまた、

その前後にも墓地がたくさんありますので、ぜひとも何とか整備ができないかということであ

りますので、このところをもう一度御答弁をお願いをいただきたいと思います。 

 それから、(5)番のキラメッセ楽市に新しい荷さばき所の建設ができないかということにつ

いてお聞きをいたしたところでございますけれども、ただいまの市長さんの答弁では、改修工

事についても今までにもずっとるる説明があったわけでございますけれども、この楽市の中で

の作業状態というのが、非常に私は問題になっているというふうに考えております。指定管理

者の代表者にお聞きをいたしますと、事務所の東側には独自で倉庫も設置をした。しかし、そ

の設置をした倉庫も中で作業をする段ボールなどを入れるとすぐにいっぱいになってしまっ

て、もう全然入れる余地がないというふうなお話をされております。そしてまた、雨の日にあ

そこの中で荷づくりをした荷物、これを配送するのに宅急便屋さんが事務所の横に車を横づけ

して、宅急便屋さんのトラックの後ろから荷物を積み込まなくてはならないという状況にあり

ます。それは、露天でそのまま積み込まなければならない。雨の日は運転手さんも従業員の

方々もびしょびしょになって荷物を積み込まなくてはならないというふうに現状はなっている

わけでございます。その中で、あの今の状態を解消してやらないと、私はもう貴重なお客さん

の商品をぬらしてしまって積み込むのは、宅急便屋さんも来てくれないのではないかというふ

うに考えているところでございます。高知地方気象台でお聞きをいたしますと、高知県では、



－87－ 

１年に10ミリ以上の雨の日が大体61日ぐらいあるようです。そうすると、約６日に１度ぐらい

は雨が降るという状況になると思います。６日に１度は大体あの外で雨が降る状態の中で荷物

を積み込まなくてはいけないというふうな状況になると思います。生産者から預かった商品を

安定的に出荷をする体制を整えてあげなければならないというふうに考えておりますが、市長

さん、もう一度これらのことに取り組みの考え方を変えていただいて、国道の山側には市道黒

耳本線も通っておりまして、楽市の事務所には近いところにも何かの形で土地もあるかもわか

りません。そういうところに新しい荷さばき所が建設ができないか、このことについてもう一

度お聞きをいたしたいと思います。 

 それから、６番目の農業振興地域の見直しについてでございますけれども、先ほど産業振興

課長さんからは、県は平成28年度、市は平成24年度に農業振興地域の見直しを行った。全体で

は945ヘクタールが指定されているが、見直しをした結果、これが何ヘクタールになったの

か、そしてその見直しをした結果、生産力はどのように変わってきたのか、そしてまた農業従

事者の数はどうなってきたのかというところをお聞きをいたしたいと思います。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○議長（久保八太雄君） ここで昼食のため１時35分まで休憩いたします。 

            午後０時31分 休憩 

            午後１時32分 再開 

○議長（久保八太雄君） 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。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず最初、建設事業者の件、繰り越しの話でありますが、御案内のとおり、普通建設事業に

つきましては、現在、本年度予算においても20億円を超えてます。前年度も24億円程度でござ

いまして、今全体としては事業量がふえているというのがございますが、御指摘のように、繰

り越しの事業も多くなっていると。そういう中で、やっぱり４、５月に繰越分については発注

をする、次の事業については６、７月あたりから事業採択が始まるわけですから、それまでの

間に少しでも早く発注をしていくというようなことについては、我々としてもその辺取り組ん

でいっているつもりでありますが、まだ十分でございませんので努力を重ねていきたいという

ふうに思っております。 

 それから、室戸病院の問題、地域医療の件でございますが、我々としても本当に不安に思っ

てますし、対策をしていかないといけないという思いはしっかり持っているつもりでございま

す。１つには、今回室戸病院の新しい経営者の方々に、とにかく先ほども申し上げましたよう

に、有床でベッド数を残すというような形をぜひ取り組んでいただきたいというようなお願い

の部分というのが１つございます。それをしっかりやっていかないといけない。それともう一

つは、それ以外の診療所、そういうものも大変心配な状況はございますので、それらはしっか
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り守っていく。また、県立あき総合病院の支援もいただきながら、そうしたことは診療所はし

っかり守っていくという姿勢、そういう取り組みということも必要だというふうに思ってまし

て、お願いの部分としっかり守っていかないといけない部分、そういうものをしっかりやって

いく必要があるというふうに思っているところでございます。 

 それから、林道の問題、市道に編入できないかという問題でありますが、これも市道に編入

をしないということは申し上げておりません。ぜひ市道に編入をした場合に、残りの林道が少

なくなる。そのことによって、どんな問題が引き起こされるかというようなことについて、こ

れぜひ県もそうですし、いろんな関係機関と協議の上、そうしたものを把握をした上、ぜひ編

入についても検討していきたい、判断していきたいということを申し上げているところでござ

いますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 それから、楽市の作業状況というお話、これはもうその辺議員さんもおっしゃられたことに

つきましては、私どももわかっているつもりでございますが、やはり指定管理者の中で工夫を

することができないか、もちろん工夫できないということから新しいことを望んでおられると

いうこともわからんわけではありませんけれども、まず指定管理者の中で工夫をして、しっか

り考えていただきたいという思いを申し上げているわけでございます。ぜひ私どもといたしま

しても、今後関係者の方々と十分協議をし、対応を考えていきたいという思いでございます。 

 私からは以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 竹本産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 農業振興地域、農用地区域のことでお尋ねをいただきました。面積と農業従事者と生産高と

いうことでございます。順次御答弁を申し上げます。 

 まず、農用地区域の面積については、先ほど私が申し上げました945ヘクタールというの

は、これは現在の面積でございます。平成24年の見直し当時には951ヘクタールでございまし

て、そこから減少分が６ヘクタール、この見直しの中で、前段で御説明もさせていただきまし

たが、農用地区域でないと農業者の方が資金繰りの借り入れとか補助制度が受けられないとい

う制約がどうしてもあることから、ＪＡとか各団体の御意向を確認する中で、大規模な見直し

とはなってないという状況がございます。御理解をいただきたいと思います。 

 次に、農業者の従事者数でございますが、基幹的な農業に従事されている方の数で506名で

ございます。24年の見直し当時には582名でございましたので、76人減少したという形となっ

ております。 

 次に、生産高でございます。系統該当も含めた概算で申し上げます。現状で11億4,600万

円、見直し当時の金額では13億3,100万円ですので、１億8,500万円減少というところとなって

おります。いずれにいたしましても、農業者の方々の高齢化とか後継者問題で生産高、従事者

数ともに減少傾向にあることは大切な課題でございますので、なお取り組んでいきたいと思っ
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ております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 小椋利廣君の３回目の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） 小椋利廣、３回目の質疑をさせていただきます。 

 今市長さんのほうから、(3)番の市内の医療体制についてでありますけれども、御答弁があ

ったわけでございますけれども、本当に市民の方が非常に心配をせられて、どうなっていくや

ろう、どうなっていくやろうかというふうな話ばかりが来ておりますので、わかる範囲内で今

からもなるだけ市民に公表ができる範囲の話をしていただきたいというふうに思います。これ

は答弁も要りません。 

 それから、(4)番の林道の一部を市道に編入することについてでございますけれども、この

件につきましては、今後検討はしていくというお話でございますけれども、本当に今現在、山

側の側溝も若干改良もしながらですけれども、進んでおりますが、本当に幅員が狭い中での改

良ですので、側溝だけを改良していきゆう状態ですので、待避所ができるとかというような雰

囲気にはなってないと思うがですよね。普通乗用車なんかもだんだん太くなってきておりまし

て、あそこ本当に２メーターから２メーター80ぐらいの幅員でございますので、一度車に出会

うとなかなか交互通行ができにくいと。どうしても待避所の建設を何とかしてもらいたいとい

うのが現状でありますので、もう一度取り組み姿勢についてお聞きをいたしたいと思います。 

 それから、(5)番のキラメッセの件でございますけれども、楽市の荷さばき所が新しくでき

ないかということでございますけれども、先ほどの市長さんの答弁では、指定管理者の方々も

工夫をしていただく中で取り組みもお願いをしたいという話がありましたけれども、指定管理

者のほうも、今までにも何度か市のほうにもお願いをしてくる中で、できる範囲、あそこの隣

へも倉庫をつくったり、それから事務所の中もなるだけ荷物を出して、あそこの中でできる範

囲の荷づくりができるような改善もしてきたというふうに言われております。その中で、どう

しても近くに何とか荷さばき所の建設ができないかをお願いをしたいというお話が来ておりま

すので、ここで質問させていただきゆうわけですけれども、私のほうでも指定管理者のほうと

も話もしていく中で、あそこの近くに用地の確保ができると、例えば国道縁も市道黒耳本線の

市道沿いも含めて、用地の確保ができると、そういう荷さばき所の建設には取り組んでいただ

けるのかどうかというところをもう一度お聞きをいたしたいと思います。 

 それから、６番目の農業振興地域の見直しについてでございますけれども、これ今課長のほ

うから、平成24年度に見直した結果では、951ヘクタールから945ヘクタールに面積が減少した

というふうに答弁がありましたけれども、この945ヘクタールに減少した中で、農業振興地域

としての休耕田や耕作放棄地は何ヘクタールあるのか。そして、それで耕作放棄地や休耕田

は、今後はその農業振興地域としてのあり方はそのまま含まれていくのか、それから農業振興

地域内での耕作放棄地、また休耕田は、今後活用していく方法を考えていくのかというところ

もお聞きをいたしたいと思います。 
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 これで３回目の質問は終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんの３回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、医療の問題でありますが、これは我々がしっかり把握した上で、住民の皆さんにお知

らせをしないといけないというような状況の問題については、少しでも早くお知らせをすると

いうような形をとりたいと思っております。 

 それから、林道の待避所の問題は、先ほども申し上げました。地域の方々と一緒になって適

地を探しておりますが、境界確定がなかなかできないというような中で行き詰まっているとい

うのが現状でございます。例えば、その場所をいつまでも確保するのかということではなく

て、別の場所で適当なもの、箇所があれば、それをぜひ今後我々としては取り組んでいかない

といけない、進めていく必要があるというふうに思っております。 

 それから、楽市の問題でありますが、これも先ほど申し上げましたように、用地等のお話

も、それは一定お聞きをするということは必要だと思いますので、関係者各位と協議をしてい

きたいということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、農業振興地域と農用地域ということの区分をぜひ区分分けになっておりますの

で、その辺を御理解をいただきたいのと、議員さんがおっしゃっているのは、農用地区域の問

題だと思います。農用地区域の中には、当然、耕作放棄地も含まれております。これらの解消

については、ぜひ我々は取り組んでいかないといけない。いろんな農作物を奨励をしていかな

いといけない問題、それから耕作放棄地をいかに活用していくかというのは大きな課題でござ

いまして、これらについては当然、我々としてはしっかり取り組んでいきたいというふうに考

えているところでございます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 次に、上山精雄君の質問を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。通告に従い一般質問を行います。 

 市長の政治姿勢の中から何点かお聞きをいたします。 

 まず、１点目として、財政的課題と自主財源の確保についてお聞きをいたします。 

 室戸市のここ数年間の決算内訳を見てみますと、俗に言う交付税のタレ、そしてふるさと納

税の増加で予想を超えたといいますか、予想外の黒字決算となっていると思います。しかし、

冷静に決算の内容から将来を見据えますと、まず要因の一つである普通交付税は、平成27年度

約38億8,000万円の交付を受けております。交付税の算出根拠は、御存じのように、農業従事

者、漁業従事者、学校の数など要件は多々ありますが、基本的には人口ですので、人口が減少

すれば、当然交付税も縮減されるということになります。現在、室戸市も毎年300人から400人

のペースで人口減少が続いているところですが、現実味を実感するため数字であらわしてみま

すと、27年度実績でも普通交付税は先ほど申しましたように約38億8,000万円、人口１万
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4,000人として計算すると、１人当たりの交付税は約27万円となります。したがいまして、

300人から400人人口が減少すれば、8,000万円から１億円減ることとなります。そこで、参考

までに人口１万人の時代が来ることを想定して計算すれば、平成27年度よりざっくりですが、

約10億円の交付税が減る計算となります。一方、ふるさと納税については、ことしも約５億円

の寄附があり、その70％部分を地元産品で返礼品に充てるわけですから、今の室戸市にとって

は、この70％部分、３億5,000万円の経済波及は、地元経済に絶大な効果をもたらすととも

に、市の重要な財源になっていることは誰もが認めるところです。しかし、このところ全国の

自治体でこのふるさと納税、この寄附集めに知恵を絞り、他の自治体より魅力度を高めようと

返礼品に充てる額、返礼率を引き上げるなど、自治体間での競争のエスカレートが問題視さ

れ、制度の改正を望む声が多いと聞きますし、実際千葉県のある市では、返礼品の制度を廃止

したとの報道もあります。ふるさと納税は、基本的にはその人が住む住所地の自治体に納める

べき住民税を、2,000円自己負担すれば、本来納めるべき税が控除される制度、つまり2,000円

を超す返礼品をもらえば、得になる制度であることから、この制度が続けば、当室戸市の市民

税も返礼品を目当てに向かうことは誰の目にも明らかなことだと思います。このような状況か

ら考え合わせますと、現在重要な市の財源になっている交付税、それからふるさと納税も、将

来的に決して安定的な財源とならないと考えます。 

 一方、歳出面では、職員の給料とかという一般的な経費、補助事業などは別にして、いわゆ

る市の単独事業、例えば中学生までの医療費の無償化、保育費の一部負担、高齢者対策、また

ジオパークへの補助金など、市単独事業として毎年毎年経常的に必要な経費は増大をしていま

す。今後においても、住民要望に応じる給付型奨学資金の創設、さらなる高齢者対策など、市

単独事業が増大するものと考えられます。私が申し上げたいのは、こういうふうに歳入が減少

する一方、毎年毎年財源を必要とする単独事業経費は増大する。このままでは将来長きにわた

って市民の要望に責任ある対応ができなくなるのではないかという危惧でございます。 

 そこで、市長にお聞きをいたします。 

 市民の要望、また市の特色ある行政サービスを打ち出す経費、つまり市単独事業の財源とし

て今この財政的余裕のある時期に、例えば太陽光発電、風力発電など、企業とタイアップし事

業を立ち上げ、そこから生まれる利益をもって継続性のある単独事業の財源とすべく、計画な

り実行が必要ではないかと考えますが、財政見通しとあわせて、市長の御所見をお聞きいたし

ます。 

 次に、２点目として、海洋深層水を利用した陸上養殖についてお聞きをいたします。 

 この件につきましては、約２年前、平成27年６月議会において、一般質問をさせていただき

ました。そのときの市長の御答弁は、事業化にはコストの低減に向けた養殖技術のさらなる確

立とともに、海洋深層水の使用量、水の量ですね、使用量の確保や施設整備、設置の場所等の

課題がございます。これらの課題を踏まえながら、海洋深層水を使った陸上養殖の事業化を目
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指して取り組んでまいりますとの御答弁でございました。私は、室戸ならではの資源である海

洋深層水を使った陸上養殖の有望性、有用性は重々承知はしているが、金もないし、場所もな

い現状では無理ですよというような答弁をいただいたと受け取っております。早いものであれ

から２年たつわけですが、その間、高知県の西のほう、宿毛市、大月町あたりでは、漁獲量の

減少を見越して海上養殖に取り組み、現在、居酒屋チェーンなどが参画するなど、大きな成果

を上げています。一方、室戸の漁業はどうでしょうか。沿岸漁業の不振、一時盛んだったサン

ゴ漁も資源の枯渇から下火になり、漁業を諦めて建設業などにくらがえしている人もふえてい

ると聞きます。 

 そこで、市長にお聞きをいたしますが、２年前の状況とは違い、国のほうでは地方創生の制

度がつくられ、地方を活性化する魅力ある計画と国が認定すれば、財源を含めた支援を受ける

ことができます。また、場所についても、２年前とは違い、三高小学校が廃校になっており、

その跡地を利用するとすれば場所も確保されます。例えばですが、三高小学校跡地まで日量

5,000トンぐらいの取水管を布設し、陸上養殖をするとして規模を想定してみますと、海産物

の飼育に必要な水の回転率を３回転とし、現在スジアオノリ施設等で使用している７トン水槽

で換算すれば、７トン水槽250個の水槽が設置可能となります。そして、その250個の水槽を利

用し、養殖事業を展開するとすれば、新たに40人から50人ぐらいの雇用も生まれ、養殖事業の

みならず、特産品、生産物を提供するレストランなど、裾野の広い地域振興策になると思いま

す。この際、室戸市の地方創生計画として、取水適地とされる三津、椎名地区ぐらいにそれぞ

れ１本、計２本の取水管を布設し、海洋深層水という地域資源を活用した陸上養殖でのまちづ

くり計画を乗せて、室戸市の創生計画として一度トライしてみてはと思いますが、市長の御見

解をお聞きをいたします。 

 次に、３点目として、本市の将来的なまちづくりについてお聞きをいたします。 

 室戸市のまち・ひと・しごと創生総合戦略では、４つの基本目標を掲げ、目標に向けた施策

を着実に実施することで、将来的人口ビジョンを8,500人と想定をしておりますが、中身は年

間に42組の若い夫婦に室戸市に移住をしていただき、二、三人の子供を産み育ててくれればと

いう、言ってみれば他力本願でハードルの高い計画だと思います。この人口ビジョンの計画の

是非は別にして、私はこの総合戦略がしっくりこない原因は、人口が減少しても町として機能

するまちづくり、人口を減少させない住みよいコンパクトなまちづくりの思想が欠落している

ことだと考えています。当然、本市も人口減少が進み、高齢化も進み、町としての規模も縮小

してくるものとなります。しかし、町として機能するには、一定の限られたエリアの中に官公

庁、病院、警察署、学校、特に高校、それにバスターミナル、これらの施設が最低限必要だと

思います。これらの施設が歯抜け状態になっていけば、本市は加速度的に衰退することにな

り、計画で示す人口8,500人は、遠くおぼつかない状況になることは火を見るより明らかだと

思います。市民の多くの方から、先ほどより話がある室戸から病院はなくなるのではないか、
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室戸高校、警察署は、統廃合されるのではないか、また室戸市は地震対策の高台団地はつくら

ないのか、そんな心配の声を最近よく質問をされます。 

 市長さんにお聞きをいたします。 

 市民の心配を払拭して、将来に希望が持てるまちづくり、また人口8,500人の目標を達成す

るには、条件のそろっている市役所から奥の津波などの影響を受けにくい安全な地域、主に郷

地区になると思うがですが、に企業進出、高台移転などを促す道路網を整備し、可能であれば

病院高台団地、また景気に左右されない介護施設などの誘致用の用地の整備などを行い、町と

して成り立つコンパクトで経済効率の高いまちづくりのための誘導的な施策が必要と考えます

が、市長の御見解をお聞きをいたします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上山議員さんにお答えをいたします。 

 まず、(1)の財政的課題と自主財源の確保についてでございます。 

 財政見通しについてまず申し上げますが、歳出面では、公共施設の耐震化や津波避難タワー

整備に一定めどが立ったものの、今後も道路や橋梁の整備、市営住宅の建てかえなどが予想さ

れていることから、普通建設事業の計画的な実施とともに、人件費や扶助費、公債費などの経

常経費について引き続き抑制に努めなければならないと考えております。また、歳入面では、

御案内のとおり、人口の減少に伴い、今後普通交付税や市税が減少することは予想されるわけ

でございますので、これらに対することが必要であるし、またこの辺を考えますと、厳しい財

政状況になるものと考えております。そうした財政状況をどう改善していくかということであ

りますが、１つには、第２期新室戸市行財政改革プランなどに取り組むことによって、財政の

健全化を進めているところでございます。そして、不測の事態に備えて、基金の増額にも努め

てきたところでございます。これらの取り組みによりまして、財政調整積立基金は、平成19年

度当初予算編成時の年度末見込み額は１億2,900万円でしたが、平成27年度末時点では、14億

5,500万円になっておりまして、改善をされているところでございます。市債につきまして

も、新規発行額が元金償還金を上回らないように抑えてきたことにより、平成18年度末には、

140億円を超えていた残額が、平成25年度末には106億円と大幅に減少をいたしております。そ

の後、防災対策事業などの増加により、平成27年度末現在高は、約111億円とやや増加をして

おりますが、交付税算入率の高い有利な市債の発行を行っておりまして、将来負担や実質公債

費比率への影響は、抑えられるものと思っております。今後におきましても、将来の財政の健

全化に向け、行財政改革プランを再度作成するとともに、産業振興対策や人口減少に歯どめを

かける対策を進めていかなければならないと思っております。また、自主財源の確保、地方交

付税、特に自主財源の確保とともに、地方交付税、特に特別交付税の確保などに努めなければ

ならないと考えております。 



－94－ 

 次に、自主財源の確保についてでありますが、御案内のとおり、行政運営にとりましては、

大変重要なことでございます。本市の自主財源比率は、近年20％台で推移をいたしているとこ

ろでありますが、平成29年度当初予算ベースでの比率は24.3％となっております。ただ、これ

は、財政調整積立基金を１億5,000万円取り崩しての比率でありますので、財政調整積立基金

や減債基金を取り崩さないで自主財源の比率を高めていくことを目指さなければならないと考

えております。また、自主財源を高めるためには、税収をふやしていくことが大切でありま

す。１つには、地域産業の振興や雇用の拡大などにより、住民所得の向上などに努めなければ

ならないと思っております。２つには、企業やコールセンターなどの誘致活動に取り組むこと

で、企業からの法人税や固定資産税など税収の増加を図ることが大事であると思っておりま

す。そして、ふるさと納税は、御案内のとおり、貴重な自主財源であるとともに、お礼品とし

て本市の地場産品を送ることで、産業振興や雇用の創出につながっているところであります。

今後におきましても、地域産品の販売拡大は、地域振興につながるよう、着実な取り組みを進

めていかなければならない。これは議員さんも申されましたように、ふるさと納税、いつまで

も続いていくかということでございます。これは、市町村間で競争の時代が来ているわけであ

りますが、この辺についてはしっかりと地域の特産品をつくっていくあるいはブランド化に努

めるというようなことで、販売拡大というようなことを着実に進めることによって、自主財源

につなげていかなければならないという思いでございます。 

 また、自然エネルギーの活用であります。これも以前より民間企業から太陽光や風力発電を

本市で行いたいという話はございますが、例えば風力発電にしても、なかなか民間で実現がで

きていかないあるいは送電線の問題等、それから許認可の問題等々でなかなか実現はしていっ

ていないのが実情でございます。しかし、こうした自然エネルギーの利活用については、まだ

まだ当市においてお話を聞くわけでありますから、これらについては企業や地域の住民の方々

の意見も踏まえながら、しっかりと対応をしていかなければならないというところでございま

す。 

 私、議員さんの提案を全部否定をしていくつもりはないと思ってますし、考え方というの

は、私は議員さんの考え方というのも当然理解ができるわけであります。そうした中で、例え

ば企業との協働事業をやってはどうかというような話もあるわけですが、我々としてそれに乗

ることも当然必要、しかし今私どものところへ話が来ているような中では、なかなか乗ってい

けないというのが現状でございます。例えば、売電の単価の引き下げが今あっている問題であ

るとか、送電線の問題で満杯になっているとか、小規模であれば可能だとか、いろんなことは

我々としても一定の状況把握はしているわけでありますが、協働利用というようなことまでに

は今のところよう進めていないというところでございます。 

 次に、(2)の海洋深層水を利用した陸上養殖についてでございます。 

 現在、御案内のとおりでありますが、海洋深層水取水施設アクアファームは、平成12年に約
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16億円で整備をされております。財源といたしましては、国費が５億2,000万円、県費２億

8,000万円、市費８億円で建設をされております。現在、17年が経過をし、施設の老朽化が進

んでいるところでございます。平成27年には1,400万円で50トン受水槽の取りかえも行ってお

ります。今後とも、修繕や維持費の増大が考えられるところでございまして、海洋深層水給水

事業会計においては、大変厳しい状況が見られるところであります。そして、そのような中、

以前の私の答弁を申されたわけでありますが、現在、陸上養殖事業の取り組みといたしまして

は、ことし、平成29年度よりスジアオノリ等の養殖施設の海洋深層水の排水を２次利用して、

アワビ、トコブシ、ナマコや海藻類などの養殖、これまだもちろん研究段階でありますが、こ

うした取り組みも進めようとしているところでございます。また、別の企業からは、海洋深層

水を利用したサツキマスの養殖研究に取り組んでいただいておりまして、それらの事業化を検

討をいたしているということもお聞きをいたしております。本市としましては、これらの陸上

養殖事業の支援対策というものを考えていかなければならないというふうに思っているところ

でございます。 

 また、議員さんの言われる新たな取水施設につきましては、現段階では先ほど申し上げまし

たように、大変な財源が必要であるということ、それから御案内の地方創生交付金事業であり

ますが、これは国に採択をいただく、認定をいただくというような作業が必要ということは私

どもも承知をしておりますが、今のところ、先ほど言ったような新設ができるような規模、そ

うした市町村への配分金、交付金というものの該当には、私どもは今のところならないという

ふうに把握をしているところでございまして、そうした財源も大変課題であるというようなこ

とが考えられるところでございます。 

 次に、(3)将来的なまちづくりでございます。 

 本市の全体的なまちづくりとしましては、総合振興計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略

として取り組んでいるところでございます。そうした中、産業振興や防災対策、移住・定住対

策、子育て支援対策などに力を入れているところでございます。議員さん御案内の高台移転と

いう話でありますが、これも昨年から取り組んでいるということでございまして、まず適地調

査をしようということで取り組んでおりまして、これはコンサルに委託をして、市内の高台、

望ましい高台はどうしたところが望ましいかというようなことについて調査をしていただい

て、そうした結果をいただいてますが、津波浸水エリア外で宅地造成に取り組める場所などと

して、７カ所が示されてきたわけでありますが、造成面積であるとか、道路整備の必要性、ま

たその延長等について、庁内でも議論をしてきたところでありますが、現在、その中の２カ所

については、高台の適地ではないかというふうに判断をいたしているところでございます。そ

して、そのうちの１カ所につきまして、本年度地権者の確認であるとか、意向調査であると

か、道路整備や配水路のインフラの施設の問題など、用地の測量であるとか、地質調査といっ

たようなことを考えていかないといけないと、それを進めていきたいというふうに思っている
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ところでございます。 

 なお、これらの進捗状況につきましては、今後、議会へも報告をさせていただきたいと思っ

ております。議員さんもこの辺、御案内がございましたけれども、やはり安全で安心できる高

台というようなことを考えていくこと、またそこに公共施設であるとか市民の住宅用地を集積

をしていく考え方ということは、私も望ましいのではないかと考えているところでございま

す。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 上山精雄君の２回目の質問を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） 上山です。２回目の質問を行います。 

 まず、市長、自主財源の確保ですね、風力発電等々の経過についてぽしゃっちゅうという話

でしたが、このときは売電価格が恐らく８円とか９円とかという世界の中で、業者が入札に公

共団体に負けてできなかったというような経過があったと思います。それから、こういういろ

いろの企業からタイアップなり事業進出があれば、市としても乗っていくよというような答え

やったと思いますが、リスクを考えながらということだと思いますが、ぜひそういうええ話が

あったら、今言ったように、財政調整基金が14億5,000万円もあるわけですから、それを有効

に使って、その自主財源を確保するような方向にぜひ向かってもらいたいということでござい

ます。 

 それから、陸上養殖については妙に答えがようわからん答えやったがですが、今の施設の話

じゃなしに、今の施設はもうほとんど水がないわけですので、新たに２本ぐらい、創生計画で

すので、１億円、２億円の話やなしに、10億円から15億円をかけてまちづくりをするような計

画じゃないと、国のほうも5,000万円じゃ１億円の話をわざわざ創生計画には乗せはせんと思

うがですよ。そういうような室戸市の将来をかけたような本腰を入れてやらんと、恐らく創生

計画じゃというものは、認定してくれんと思いますので、今２次水をどうのこうのじゃという

話はしてましたが、２次水の利用じゃというのは、もう10年ぐらい前から確立されちゅうわけ

ですので、そういう今１回目で自分が話をしたのは１次水の話をさせてもらったがですが、２

次水を利用すれば、もう利用の量、質、雇用なんかもそれ以上に生まれるということで、ぜひ

まだ室戸市のほうでは創生計画が一つもないということだと思いますので、そのあたりをまた

検討ぐらいはしておいていただきたいと思います。 

 それから、３点目の質問のまちづくりの件です。まずは、市長はいつもまちづくりについて

旧５カ町村の全体の中で考えていっている、これは市長の立場で仕方がないと思うがですが、

私が今質問をしたのは、あるその広いエリアじゃなしに、小さいエリアですわね。例えば、旧

室戸町というか、市役所周りから奥にかけてという浸水の被害が少ないところという意味合い

で、そういうところにそういう施設づくりを考えていかなければならないのではないかという

ような質問をさせていただいたところです。それで、これをするにも、企業移転、企業誘致す

るにも、道路がこれ喫緊の問題になるわけですので、今回提案というか、これはどうでしょう
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ということで話をさせていただきたいのは、道路をつくるには、土地を買うたりいろいろしよ

ったら金はかかるし、時間はかかるわけですので、室戸高校に行くところに橋がありますわ

ね、市長さん。ホームセンターハヤシのとこから。あそこの横をずっと河川敷が通っちゅうが

ですね。自動車学校の大久保の手前まで。ほんで、広さは大体10メーターぐらい、広いところ

で10メーターぐらい、狭いとこで３メーターぐらいながですが、そこを土木事務所と話をし

て、例えば災害用道路にするのか、産業道路にするのか、市道にするのかわかりませんが、土

木と話をしていただいて、あそこを利用するとすれば、ちょっと手を加えるだけで相当の道路

ができていくと思うがですが、そのことについて今答えをというわけにはいけませんけんど、

土木事務所と検討をしていただくということにはならないでしょうか。この３点ぐらいについ

てお答えをいただきたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上山議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、太陽光の話でありますが、これはずっと経過がございます。当然、いっときは物すご

い単価がえい時期があったことは私も承知をしています。それからまだずっと下がってきた。

一番最初は当然低い単価やった。それが、国の政策によって42円程度に上がって、それからず

っと下がっていってますね、今。当然、事業所の方々から、一緒にやらんかとか、いい話があ

れば当然私としては検討していきたい、乗っていきたいという思いは当然持っております。 

 それから、２点目の陸上養殖の話でございます。これも大きな視点で取り組む必要があると

いうのはよくわかりますね。それは考えていかないといけない。ただ、基金が14億円あるとい

っても、それは本当に使おうと思ったら一瞬のうちになくなる額なんですよ。それは御案内の

とおり。例えばよその市町村で基金が60億円、100億円あるというようなところはございま

す。しかし、我々のところはそういうところではないということの認識は私自身はずっと持っ

ているところであります。ただ、思い切った事業を展開をするということも大事だというふう

に思いますので、その点については今後ともしっかり考えて、大きな計画ということもやはり

おっしゃるように考えていくということは、検討していくということは必要だというふうに思

っております。 

 それから、最後のまちづくりでありますが、私はいっつもいっつも大きなエリアで高台へ移

すというようなことは考えておりません。それは無理です。ですから、小さなエリアであって

も、そこへ少しでも高い位置へ移す。そこへ公共施設であるとか、市民の住宅用地というよう

なものがあれば、そこへ移ってきていただける。そうした集落といいますか、地域をつくって

いくというようなことは私はずっと考えているということであります。 

 それから、室津川の河川に沿って道路をつくる問題というのは、私も地域の方々から以前に

聞かされてます。ほんで、それを土木事務所へ話したときには、その話はもう飛んでいると。

もうそのときにはあれは県費でつくるという話もあって、それは我々としては本当にいい話で



－98－ 

あるわけですから、県費の中でつくっていただくことをぜひやっていただけないかという話は

土木事務所へしたことがございます。しかし、それはもうそうした話は全くなくなっています

というようなことで、その当時は全く、何年か前でありますが、取りつけないような状況では

ありました。再度、しかし今の状況について、例えば市費でやる場合、どこまでできるのかと

か、また先ほど言った高台にかかる道路問題についても、延長が長くなると確かにお金もよけ

要るし、なかなか着手ができないというようなこともございます。そんな点も踏まえながら、

先ほど言った河川の道路ということについては、ぜひ土木事務所とも協議をする、意見を聞い

ていくということはやらせていただきたいと思っています。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって上山精雄君の質問を終結いたします。 

 次に、竹中多津美君の質問を許可いたします。竹中多津美君。 

○１番（竹中多津美君） １番竹中多津美、今議会において一般質問を行います。 

 １番目に、市有地の管理について。 

 室戸市が管理している市有地は、行政財産と普通財産があり、各担当課においてその目的に

沿った管理、運用がされているものと思います。しかし、現在使用されていない市有地の中

に、管理が不十分で、雑木、雑草に覆われている場所が私の周りにも何カ所かあり、ごみの不

法投棄がなされていて、近隣の住民が迷惑している市有地の現状があります。このように、放

置されている市有地が何カ所あるか、把握されているのでしょうか。 

 また、使用していない市有地を今後どのように管理していくのか、お聞かせください。 

 ２番目、鳥獣被害の実態について。 

 室戸市の有害鳥獣駆除対策につきましては、一定の効果が上がり、以前に比べて猿等の被害

は余り聞かなくなったように思われますが、鹿の被害についてはまだまだ続いているように思

われます。鹿の食害により、ビワの栽培をやめてしまった農家の方もおられます。被害は、農

作物のみでなく、１月末には元地区の国道で、夜中に漁に出かけるため車を運転していた青年

の前に鹿の集団がいきなりあらわれ、車と接触事故となり、車は大きく破損し、多額の修理代

が発生したという事案もありました。鹿がふえて山だけでは食べるものが不足し、海岸まで出

てきているのではないかと推測されます。市の今後の対策として、特に鹿の駆除が必要である

と思います。現状では、猟友会の皆さんの高齢化による後継者問題などかあるとは思います

が、今後新たな対策を考えているのか、お聞きします。 

 ３番目、元保育所の高台移転について。 

 元保育所の高台移転につきましては、28年６月定例会の一般質問でもお聞きしましたが、再

度質問をさせていただきます。 

 近年、南海トラフ巨大地震の発生確率が高まっている中、その後発生する津波対策として、

市内でもいろいろな施設が高台移転しており、今月の25日には、むろと保育園の落成式が行わ

れるとお聞きし、大変うれしく思っております。そういった中、現在の元保育所は、海岸線か
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らも近く、津波の被害が一番心配される区域にあります。そのため、一日でも早く高台に移転

しようと園の職員はもとより、保護者、地域住民は日々対策を練って奮闘しています。当然、

移転には難しい問題もありますが、クリアできないことはないと考え、一日でも早い移転に向

けて一丸となり取り組んでいますが、市としてこの移転についてどのような支援対策をお考え

なのでしょうか。補助金の増額などは考えていないのか、お聞きいたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 竹中議員さんにお答えをいたします。 

 私からは３点目の元保育所の高台移転についてでございます。 

 この件につきましては、これまで元保育所の高台移転について、元小学校の空き教室などを

活用することはできないかのことや浸水区域外への高台へ移転するということなどについて協

議がされているということについては承知をいたしているところでございます。そうした中、

市といたしましては、近年、子供が大きく減少している中で、園児の確保ができるのか、また

将来経営ができていくのかということについて大変心配をしているというふうに申し上げても

きたところでございます。そして、１つには、むろと保育園の高台移転が御案内のとおりでき

ました。４月１日から新しく園児が入園をするということが決まってきたわけでありますが、

その段階でどうなっていくのか、元保育所がどうなっていくのかというようなことについても

ぜひ注目をさせていただきたいというような中で来たというところでございます。現在、元保

育所の園児数でありますが、22名、平成29年４月には18名というふうに聞いているところでご

ざいます。元保育協会からは、今後とも20名程度の園児の確保に努力をする、また保育内容の

充実にも力を注いでいきたいというようなことについてもお聞きはいたしているところでござ

います。そして、先日には、元保育協会から、1,462名の方々の署名を添えて高台移転の要望

も出されているところでございます。市としましては、教育委員会や元保育協会などの御意見

を踏まえた中で判断をしていきたいというふうに考えております。 

 また、施設整備に係る補助の内容でございますが、元保育協会が希望する30名定員の場合を

想定をしてみますと、国の保育所等整備交付金及び高知県保育所・幼稚園等高台移転施設整備

事業費補助金、両方とも補助率が約30％ということでございますので、合わせて60％補助には

なるのではないか。そして、元保育協会さんの負担としましては、これは基準によるというふ

うにお伺いはしてますが、25％負担となるということでございまして、残り15％を市が負担す

ることになるのではないかと考えますが、これらの施設整備以外にも、用地の取得であると

か、造成の費用なども別途必要であるということもお聞きをしているところでございまして、

その辺の対策も課題になるのではないかというふうに思っております。いずれにいたしまして

も、前段で申し上げましたように、今後、関係者各位と十分協議の上、余り時間をかけないで

判断をしてまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、財産管理課長及び産業振興課長から補足答弁をいたさせます
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ので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 竹中議員に１点目の市有地の管理についてお答えいたしま

す。 

 市有地につきましては、議員さん御案内のとおり、行政財産と普通財産に大きく分類され、

そのうち普通財産につきましては、主に財産管理課が管理を担当し、活用可能なものについて

は財源の確保につながるよう、売却や貸し付けを積極的に進めているところでございます。し

かしながら、利便性や立地条件等さまざまな事情により売却や貸し付けに至らず遊休地となっ

ているものもあり、議員御案内のように、平成27年度には６件、28年度にも６件の市有地につ

いて近隣の方から雑木や雑草に関し御指摘をいただいております。こうした指摘をいただいた

場合には、まず当該土地の所有者の確認を行い、市以外の公的機関が保有するものであった

り、庁内他課が管理する行政財産等であれば、それぞれの管理者に対し情報提供を行っており

ます。当課の管理する普通財産である場合には、職員により現地確認を行った上で、必要があ

ればシルバー人材センターなどに委託し、処置を行うこととしており、29年度につきまして

も、当初予算に10カ所分の予算を計上しているところであります。こうした遊休地の管理につ

きましては、今後も適宜対応してまいりますとともに、住民の方の御意見をお聞きしながら、

地域での活用方法や有効な管理方法などについて検討をしてまいりたいと存じます。前段でも

申し上げましたとおり、可能なものにつきましては、売却や貸し付けを積極的に進めるなど、

今後とも市有地の適正管理に努めてまいります。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 竹本産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 私からは、２の鳥獣被害の実態につい

てお答えをいたします。 

 鳥獣被害による農作物被害は、本市においても深刻な問題でございまして、特に鹿、イノシ

シによる被害が大半を占めているところでございます。有害鳥獣による被害は、農作物に対す

る直接的な被害だけでなく、農業者の営農意欲の低下や離農、そしてそれに伴うところの耕作

放棄地の増加など、地域の農業に多大な影響を及ぼすものでございます。議員さん御案内のと

おり、夜間や明け方に住宅地などに出没する鳥獣による被害もお聞きをしているところでござ

います。近年、鳥獣被害が深刻化している原因といたしましては、鳥獣の生息域の拡大、中山

間地域の過疎化や耕作放棄地の増加などで有害鳥獣が潜みやすい環境がふえていること、そし

て狩猟者の減少や高齢化による狩猟機会の減少等が考えられているところでございます。この

ような中、本市での有害鳥獣捕獲事業による鹿、イノシシ、猿などの全体の捕獲頭数は、ここ

３年間では年間1,200頭から1,400頭と年間増加をしておりまして、狩猟の皆様方には、有害鳥

獣の捕獲に御尽力をいただいているところでございます。その中でも鹿の捕獲頭数は、年間

800頭から900頭と全体の６割前後を占めております。これらに伴いまして、平成29年度当初予
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算には、有害鳥獣駆除報償費といたしまして、前年度比68万円を増額しました1,642万円を計

上しておりまして、捕獲頭数の増加を図ることといたしております。 

 そして、狩猟者の高齢化、後継者不足への対策といたしましては、新規狩猟者確保事業によ

り、狩猟免許に係る初心者講習会の費用や猟銃の所持に伴う費用について補助を行っており、

平成28年度には８名の方に活用していただきました。また、高知県においても、くくりわなと

いう捕獲用のわなのほうを無料配布しております。わな猟の講習会なども実施されているとこ

ろであります。このような対策につきましては、多くの方々に補助制度の利用やわなの講習会

にも参加していただくよう、今後とも広報紙等でのＰＲに努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 これら捕獲等の対策の一方、守りの対策といたしましては、農地への防除柵の設置を行って

いるところでございます。平成28年度には10地区に延べ6,410メートルの防護柵を設置してお

ります。柵の設置によりまして、有害鳥獣への農地の侵入を防ぐだけでなく、有害鳥獣が柵に

沿って移動するなど、行動を制御できることや、本年度により柵とあわせてセンサーカメラの

設置を行っていることから、どういった種類の鳥獣がどこからやってきてどのように行動して

いるかなどが把握でき、より効果的な防除や捕獲ができると期待しているところでございま

す。このほかにも、有害鳥獣による被害を防ぐには、耕作放棄地対策により鳥獣の潜み場所を

つくらないこと、放任果樹の管理など、集落ぐるみでの取り組みが重要でありますので、中山

間地域等直接払い交付金事業や多面的機能支払い交付金事業等を通じまして、農地の保全、管

理を支援してまいりたいと考えております。今後とも猟友会や県の鳥獣対策課、鳥獣被害対策

専門員など連携を密にいたしまして、先進地の情報なども収集しながら、対策に取り組んでま

いります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 竹中多津美君の２回目の質問を許可いたします。竹中多津美君。 

○１番（竹中多津美君） １番竹中、２回目の質問をさせていただきます。 

 １番目の市有地の管理についてでございますが、まず管理できていない市有地、雑草、雑木

に覆われているところでございますが、定期的な見回りとか、そういうふうにふだんから積極

的に管理をなされて、まず雑草、雑木を生やさない。雑草に覆われることによって、ごみの投

棄なんかが行われているのだと思いますので、そこら辺の管理をひとつよろしくお願いしま

す。 

 また、地域と密着した管理というのも大事だと思いますので、常会のほうなり地域の方に委

託管理させるというのもどうでしょうか。 

 それと、３番目の元保育園の高台移転でございますが、市長からの御説明、詳しく御説明い

ただきましてありがとうございます。 

 なお、これからの室戸市を担うである子供たちの安全な育児教育を行うため、ぜひ室戸市の

協力、御支援のほどをよろしくお願い申し上げます。 
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 ２回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） ２回目の答弁をいたします。 

 市有地につきましての日ごろからの見回りということですが、市有財産のうち、宅地につき

ましては、500カ所以上ございまして、全てを見回るということは物理的に不可能な部分もあ

りますが、例年のように要望とかそういったことがあるところについては、定期的に気をつけ

ていきたいと思います。 

 それと、御提言のありました地域の方と協力してということですが、これは私のほうもそう

いった形で、地元の方の協力をいただいて管理をしていただかないと、なかなか年に１回、２

回、草刈りをしましても、ずっとそのままというわけにはいきませんので、そういったことに

ついてはぜひ地元の方と話し合いをしながら管理をしていきたいと思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって竹中多津美君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため３時10分まで休憩いたします。 

            午後２時51分 休憩 

            午後３時９分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺、市民の目線に立って、通告に基づき一般質問を行いま

す。 

 最初に、１、ジオパークについてお伺いいたします。 

 (1)これから目指す室戸の姿について。 

 一昨年11月、ジオパークがユネスコの正式プログラムとなり、室戸ジオパークの名称も室戸

ユネスコ世界ジオパークと世界遺産と同じ位置づけとなりました。したがって、国連の持続可

能な開発目標、サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ、世界を変えるための17の目

標の実現に向けての活動が、ユネスコ世界ジオパークの重要な活動となってまいります。室戸

ジオパークは、世界ジオパークネットワーク、ＧＧＮに加盟してから６年が過ぎ、来年は国内

審査の年を迎えます。ジオパークで問われることは、これからジオパークをどうするのかでは

なく、ジオパークというツール、手段を使ってどのようなまちづくりをするのかであります。

昨年12月、日本のジオパークでも先輩格の島原半島ユネスコ世界ジオパークが日本ジオパーク

の再認定審査で問題があるとされて条件つきで再認定、イエローカードという結果が出まし

た。したがって、２年後に再び審査を受けなくてはなりません。理由として、地域全体の情報

共有不足、前回の審査で指摘された事務局体制の改革、ガイド団体の組織化が不十分であるこ

とが上げられています。特に、ジオパークを使って地域をどうしていきたいかが関係者や住民

の間で十分に認識されていないのが問題とされています。 
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 そこで、ジオパークを使ってどんな室戸にしたいのでしょうか、どうすれば元気な室戸にな

るのでしょうか、当然、行政、住民がみんなで考えて行動に移さなければなりませんが、ジオ

パーク推進協議会の会長でもある市長の具体的な構想をお聞かせください。 

 また、前回の審査で指摘された項目と、それに対する改善策をお伺いいたします。 

 (2)学校現場でのジオパーク学習について。 

 ジオパークは、保全、地域振興、教育の３つの活動を通して、持続可能な社会、持続可能な

地球を実現していく活動であり、そこでの教育は、持続可能な発展のための教育として、ユネ

スコや文部科学省が重視しているものとも一致しています。糸魚川ユネスコ世界ジオパークの

糸魚川市では、０歳から18歳までの子供一貫教育方針、「ひとみかがやく日本一の子ども」の

基本計画で、３つの柱を支える重要な教育活動の一つにジオパーク学習の推進が位置づけられ

ています。ジオパーク学習と言えば、地質、地形と思われがちですが、全ての教科にわたり系

統立った学習が必要だと言われております。そのためにも、本市でもジオパーク学習に対する

教育指針をはっきりとすべきだと思います。ジオパークは、室戸の未来を担って立つ大切な子

供たちが、室戸のおもしろさに気づき、興味を持ち、新しいことを始めようと考える力を育む

絶好の教材だと思います。 

 そこで、室戸ユネスコ世界ジオパークに認定された本市の学校現場で指導する教員や子供た

ちが、どの程度の時間を使ってどのような学習をされているのか、お伺いいたします。 

 (3)地域資源の保護、保全について。 

 室戸には、多くの文化財、さまざまな地質遺産があり、自然保護法や公園法で保護されてい

ます。私は、先日、徳島県海南町にある国の天然記念物である宍喰浦の化石漣痕、カレントリ

ップルを見に行きました。規模は縦横30メートルほどで大きなものでしたが、私がウェブ上で

見ていたものとは違って、明らかに風化が進んでいると感じました。その点、新村海岸の漣痕

は、規模は小さいけれど、色や形、彫りの深さは宍喰の漣痕とは違ってはるかにきれいだと感

じました。自然界の資源は、風化を伴うのは自然の摂理で、あらがうことはできませんが、せ

めて新村海岸の漣痕化石や黒耳海岸の生痕化石は、何らかの形で後世に残すべきものの一つで

あると感じます。宍喰の漣痕は、徳島県立博物館で複製として展示されております。私たちが

生まれたこの時代でたまたま出会うことができたこれらの資源の現状を、レプリカや３Ｄスキ

ャナーでデジタルデータとして残しておくことが多くの人に知っていただき、美しい形で伝え

続けることになるのではないでしょうか、御所見をお伺いいたします。 

 次に、２、地域包括ケアシステムの構想について。 

 (1)新しい取り組みと今後の課題について。 

 高齢者の方々が可能な限り住みなれた地域で自分らしい暮らしが続けられるよう、住まい、

医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供できる体制を、いわゆる団塊の世代が75歳以上と

なる2025年をめどに整備することを目標とされております。本市も2014年４月には、実態調
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査、ニーズ調査をされましたが、課題と問題点、その後の新たな取り組みについてお伺いいた

します。 

 (2)認知症施策推進５カ年計画について。 

 2014年９月、認知症施策推進５カ年計画、オレンジプランが出され、危機の発生を防ぐ早期

事前的な対応に基本を置く方向となりました。本市の認知症の現状と今後の予想についてお伺

いいたします。 

 また、認知症施策を推進するため、認知症初期集中支援チームや認知症支援推進員を設置す

とされ、またオレンジプランの中で、認知症ケアパスの作成、普及をすることとなっていま

す。本市の取り組みについてお伺いいたします。 

 認知症知識を普及するため、認知症サポーター養成講座に取り組んでいますが、現状はいか

がでしょうか。 

 また、養成講座は、家族や周りの認知症の方に対応できるよう、小・中・高校生を対象に出

前授業等で養成されてはいかがでしょうか。 

 (3)高齢者のボランティアポイントの制度の推進について。 

 高齢者が安心して暮らせる地域社会をつくり上げていくための地域包括ケアシステムの構築

へ向けた取り組みが求められている一方、元気な高齢者については、要介護にならないための

生きがいづくりや社会参加促進、施策など、介護予防につながる諸施策を展開する必要があり

ます。 

 そこで、現在、高齢者が地域でボランティア活動に従事することによって、高齢者の社会参

加や地域貢献を促すとともに、高齢者自身の介護予防につながるとして大いに期待されている

取り組みが各自治体で進められています。高齢者の介護支援ボランティアと呼ばれるもので、

介護予防を目的とした65歳以上の高齢者が、地域のサロン、会食会、外出の補助、介護施設等

でボランティア活動を行った場合に自治体からポイントを付与するもので、たまったポイント

に応じて商品との交換や換金のほか、介護保険料の支払いに充て、保険料の軽減に利用できる

自治体もあります。本市では、健康マイレージむろと2525（にこにこ）ポイントの制度を設け

ていただいておりますが、それにプラスする方向で、高齢者のボランティアポイント制度を上

乗せできないでしょうか、お伺いいたします。 

 最後に、３、室戸市奨学資金制度についてお伺いいたします。 

 家庭の経済状況にかかわらず、全ての子供たちが安心して学べる環境づくりに欠かせないの

が奨学資金制度です。近年、奨学資金を受け、就学している学生は、全国で大学生268万人の

うち132万人と２人に１人の割合となっております。しかし、卒業後の返済に大きな負担を負

うこととなり、中には払いたくても払えない人が急増して、奨学金破産に追い込まれるという

社会現象が問題となっています。本市でも、室戸市奨学資金貸与事業に取り組んでいますが、

貸与状況と返済状況、就労の地域についてお伺いいたします。 
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 この奨学資金制度は、室戸市の子供たちの教育の機会を図り、社会の発展に貢献する人材を

育成する目的で施行されております。しかし、卒業後は、大部分の方が室戸市外で就職し、生

活している状況です。このような状況を少しでも好転させるために、室戸市に在住し、就職や

起業された方には、室戸市奨学資金の返済免除をして、若い人材に室戸に帰ってきていただ

き、ともに室戸のまちづくりに寄与してもらうという方法はできないでしょうか。全国でも多

くの自治体でこのような制度を取り入れています。奨学資金の返済免除は、将来への投資であ

り、未来の希望となります。御所見をお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１の(1)これから目指す室戸ジオパークの姿についてでございます。 

 室戸ジオパーク推進協議会では、2010年に10年間の基本計画を策定をいたしているところで

ございます。また、2015年の世界ジオパーク再認定の後、2016年から2019年度までの第３期実

行計画を策定をしておりまして、室戸市内７会場において、室戸ジオばた会議を開催、その御

意見を踏まえるとともに、再審査の指摘事項につきましても話し合いを行った上、室戸ジオパ

ーク推進協議会において、実行計画が策定をされているところでございます。そして、第３期

の実行計画では、柱となる大項目といたしまして、みんなで取り組む室戸らしさの継承と発展

ということといたしております。また、中項目といたしまして、守る、学ぶ、もてなす、稼ぐ

に加えて、広めるを新しく入れているところでございます。そして、小項目を定めて、具体的

な取り組みを進めようとしているところでございます。 

 守るでは、室戸の地形、生き物、植物に関しての調査研究の実施、自然環境、ジオサイトを

よりよく管理していくための活動を行ってまいります。 

 また、学ぶでは、室戸の伝統文化、河川の水質、地形や断層の調査研究、避難訓練を通じた

防災教育、ジオパークで活躍できる人材の育成などに努めていきます。 

 そして、もてなすでは、ジオツーリズム体験プログラムの充実、ジオパークセンターの利用

促進、外国人観光客の受け入れ、観光客の市場調査の実施などによりまして、交流人口の拡大

を図ってまいります。 

 稼ぐでは、ジオパークを活用した１次産業の活性化につながるジオツーリズムの開発、室戸

ジオパーク関連商品の開発、ロゴマークを使用したグッズ開発等を行ってまいります。 

 広めるでは、市民へのジオパーク活動の普及、浸透、他のジオパーク地域との交流の促進、

海外のジオパークとの交流連携など、国際貢献の活動を進めてまいります。 

 これらの室戸ジオパーク実行計画を着実に実施することにより、室戸の自然を守り、子供た

ちの教育に生かすとともに、他のジオパークとの連携を強化し、また地域経済の持続的な発展

につなげるよう取り組みたいということで進めているところでございます。 
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 次に、(3)高齢者のボランティアポイント制度の導入についてでございます。 

 高齢者のボランティアポイント制度につきましては、議員さん御案内のように、高齢者の生

きがいや介護予防等の効果が期待できるものと認識をいたしております。県内では、高知市や

安芸市で取り組まれているとお聞きをいたしております。高知市では、介護支援ボランティア

制度、こうち笑顔マイレージとして社会福祉協議会に委託して実施をされているようでござい

ます。対象者は、65歳以上の方で、介護予防や自立支援についての研修を受講した後、介護施

設等でのボランティア活動を行うことやいきいき百歳体操へ参加することなどによりポイント

が付与され、そのポイントがたまった場合には、買い物ができる商品券や福祉活動に対する支

援対策費用として活用できるものでございます。本市におきましては、御案内のとおり、現在

20歳以上の方を対象に、市の実施する特定健診や講演会等へ参加した際にポイントを付与する

健康マイレージむろと2525（にこにこ）ポイントを実施をいたしているところでございます。

高齢者ボランティアポイント制度の導入に当たりましては、ボランティア活動を行う場とし

て、特別養護老人ホームやデイサービスなどのポイントを付与する施設の選定であるとか、た

めたポイントの活用先について調整が必要となってまいります。今後、2525（にこにこ）ポイ

ントの中で行うことがよいのか、また新しい制度として行うほうが望ましいのかについて、他

市の状況もお聞きをしながら、実施に向けて検討を行ってまいります。 

 次に、３点目の奨学資金制度のことについてでございます。 

 まず、国の給付型奨学金の制度設計案につきましては、経済的理由により、進学を断念せざ

るを得ない者の進学を後押しするとともに、進学に向けた学生の努力を促す制度とすることが

検討されておりまして、住民税非課税世帯から大学や短大、高等専門学校、各種専門学校に進

学する学生を対象として考えられております。また、給付額は、学校の種類や通学形態による

経済状況の違いを踏まえまして、国公立自宅生が月額２万円、国公立下宿生と私立自宅生は月

額３万円、私立下宿生は月額４万円で、社会的擁護を費用とする学生については、入学金相当

額が追加付与されることとなっているということでございますが、現在、国において財源も含

めた最終調整が行われているとお聞きをいたしております。今後制度設計を正式決定し、本年

の通常国会に関連法案が提出されると聞いておりまして、実施主体のことなどについても、十

分承知を我々はしていないと、まだ明確になっていないというところでございます。 

 次に、他市の取り組み状況としましては、須崎市が若者世代の人口流出防止対策として、県

内市町村で初となります高校や大学などの奨学金につき返還金を補助する事業を平成29年度か

ら始めるようでございます。内容としましては、卒業後、市内に転入した人や市内に住み続け

ている人などが対象とされており、補助金額は、毎月上限１万円を最長５年間補助する予定で

あり、財源はふるさと納税を活用するというようなことはお聞きをしているところでございま

す。本市といたしましても、国や他市の動向を踏まえまして、制度の検討を行っていきたいと

考えております。奨学資金を借りている学生の経済的負担の軽減とともに、地元で働き、生活
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をしていただける若者がふえていただくように、返済免除であるとか、また補助制度による支

援対策というものをぜひ検討していきたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足答弁をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 久保田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 堺議員さんに１の(1)の中の前回の審査で指摘

された項目とそれに対する改善策についてお答えいたします。 

 まず、指摘事項の１点目として、ジオサイトの見直しについてであります。 

 室戸ジオパークにある多様なジオサイトについて、まとめてジオサイトとせず、ジオサイ

ト、エコロジカルサイト、文化的サイトと各要素ごとの分類を行うこと。２点目としまして、

内陸部サイトの開発についてであります。室戸ジオパークは、ジオサイトが海岸近くに集中し

ていることから、内陸部のサイトの開発を積極的に行うことを指摘されております。３点目と

して、国立室戸青少年自然の家との連携についてであります。室戸ジオパークを国中の子供た

ちに知ってもらい、多くの学校の授業や大学生の教育プログラム、活動の受け入れ施設として

国立室戸青少年自然の家との協働関係をさらに拡大することとなっています。４点目として、

他の世界ジオパークとの連携であります。他の世界ジオパークとのコラボレーション構築を行

うこと。 

 以上のような指摘があり、国立室戸青少年自然の家とは、平成28年３月に室戸ジオパーク推

進協議会と国立室戸青少年自然の家の連携、協力に関する協定書を締結したところでありま

す。そのほか、ジオサイトの見直し、内陸部サイトの開発についても順次取りかかっておりま

す。今後もこれらの指摘事項を踏まえ、適切に対応しながら、再認定を目指したいと考えてお

ります。 

 次に、(2)学校現場でのジオパーク学習についてであります。 

 室戸市では、平成27年度から、市内小・中学校において、キャリア教育推進事業に取り組ん

でおります。その中で、「ふるさとを愛し、夢・志をもって自ら未来を切り拓いていく、生き

る力をもった児童・生徒の育成」を目標としてジオパーク学習にも取り組んでいるところであ

ります。各学校においては、総合学習の時間や理科の授業の中で、地質専門員などの出前授業

や室戸岬、新村海岸などのジオサイトでの説明を受け、室戸の地質等を学習しております。小

学校３年、４年生では、社会科の副読本として「むろとのくらし」を活用しております。ま

た、室戸高校では、ジオパーク学を総合学科のカリキュラムの一つとして2011年度から開講し

ております。ジオパーク学は、生徒が主体的に観察、実験、実習に取り組み、科学的に探求す

る能力と態度を育てるとともに、地域の活性化や環境保全活動にかかわることで、郷土愛に満

ちた将来の室戸を背負って立つ人材の育成を目指しているものであります。室戸の地質、地形

に加え、歴史、産業や観光について、座学だけではなく、現地での地学巡検や産業、歴史景観
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の見学をする週２時間の授業であります。開講当初は、３年次の選択制のみでしたが、2014年

には２、３年次の選択制、2015年度からは２年次ＩＴアート系列の必須科目となり、約20名程

度が受講しております。ジオパーク学は、次世代を担う人材を地域住民も一緒になって育てる

授業であると考えられますので、今後も引き続き行っていきたいと考えております。 

 次に、(3)地域資源の保護、保全についてであります。 

 室戸ジオパークのジオサイトの地質遺産については、自然公園法、文化財保護法、室戸市文

化財保護条例、室戸市環境基本条例によって保全、保護されているところであります。特に、

海岸付近一帯は、自然公園法に基づく室戸・阿南海岸国定公園区域となっており、開発行為が

厳しく規制されています。しかし、丸山海岸のシロウリガイの化石、新村、黒耳サイトの生痕

化石等、自然の風波によって風化、侵食される可能性がある資料については、議員御指摘のと

おり、レプリカの作成、デジタルデータでの保存の必要性やその手法について専門家の意見等

を参考に検討していきたいと考えております。 

 私のほうからは以上であります。 

○議長（久保八太雄君） 武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 堺議員さんにお答えします。 

 大きな項目の２の(1)新しい取り組みと今後の課題についてでございます。 

 本市におきましても、御案内のとおり、2014年の第６期高齢者保健福祉計画、介護保険事業

計画の策定の際、地域の課題やニーズなどを把握するため、介護認定を受けていない65歳以上

の方を対象にニーズ調査を実施いたしました。その調査結果からは、高齢になるにつれて、ひ

とり暮らしや高齢者のみの世帯の方が増加傾向であり、それに伴い、一人での生活に不安を感

じている方、買い物や通院などに不便を感じている方が増加しております。在宅生活を支える

ための支援を必要としていることなどが見えてまいりました。これらの支援といたしまして

は、これまでも高齢者等買い物支援事業やタクシー利用助成事業の充実、緊急時通報システ

ム、あんしん見守りサービスの普及などに取り組んできたところでございます。また、本市で

は、平成29年１月より、要支援１、２の方へのサービスのうち、訪問介護と通所介護を全国一

律の介護保険給付ではなく、地域の実情に応じ市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合

事業、いわゆる新しい総合事業への移行を行ったところでございます。この新しい総合事業で

は、介護事業所による介護保険給付に準じたサービスに加え、新たな取り組みといたしまし

て、シルバー人材センターの会員によるごみ出し、布団干しの簡易な生活支援サービスや自立

支援を目的に運動機能向上のためのトレーニングを行う短期集中型通所サービスなどの新しい

サービスを開始いたしております。また、住民などによる介護予防や多様な形のサービスの担

い手を育成するため、平成28年度より開始いたしましたたすけあい・さわやかサポーター養成

講座を継続して行うことなどにより、人材の育成を努めてまいりたいと考えております。 

 今後の取り組みといたしましては、サービスを利用する方のできないことをかわりにやると
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いう支援にとどまらず、可能な限りできることを自分でやる、またできないことをできるよう

にするという介護保険の基本理念である自立支援について、事業所や市民向けの研修、講演会

などを通じて、周知啓発に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、(2)認知症施策推進５カ年計画についてでございます。 

 全国における認知症の方は、平成24年で約462万人、高齢者の約７人に１人と推計をされて

おります。軽度認知障害の方とあわせますと約862万人、高齢者の約４人に１人が認知症、ま

たはその予備群と推計をされているところです。 

 一方、本市におきましては、要介護認定時のデータから見ますと、認知症の症状が見られ始

めるという方は、平成28年では約800人余りで、高齢者の約８人に１人程度と推計をいたして

いるところです。団塊の世代が75歳以上となる平成37年に向けて、今後も認知症の方が増加す

ることが予測されております。その増加する認知症の方への施策といたしましては、やはり早

期診断、早期対応の取り組みが非常に重要となってまいります。 

 そこで、認知症初期集中支援チームを平成28年12月に設置をいたしております。メンバーと

いたしましては、医師、保健介護課の保健師、そして包括支援センターの介護福祉士の計３名

で構成をいたしておりまして、在宅で生活をしていらっしゃる40歳以上の認知症が疑われる

方、そして認知症の方で医療や介護のサービスにつながっていない方などを対象として、集中

的に初期支援を行うための活動を開始をいたしたところでございます。 

 次に、認知症地域支援推進員につきましては、保健介護課に１名、地域包括支援センターに

１名、計２名の専門職を配置し、初期集中支援チームと協力をしながら、認知症の方やその家

族の方への支援に取り組んでいくことといたしております。また、認知症の発症予防から進行

状況に合わせたサービスなどについて、わかりやすくまとめた冊子形式の認知症ケアパスを平

成27年３月に作成しておりまして、保健介護課や包括支援センターにて配布をいたしていると

ころでございます。今後、初期集中支援チームの活動など、新しい取り組みについても準じケ

アパスの中で紹介を行い、周知に努めてまいりたいと考えております。 

 また、本市では、平成20年から地域包括支援センターにおきまして、認知症サポーター養成

講座に取り組んでおります。平成29年２月末現在までに、計17回開催をいたしておりまして、

545名のサポーターが誕生しております。養成講座の受講生の方は、老人クラブや元気クラブ

などの高齢者の方が中心となってはおりますが、平成24年には室戸高校生にも受講をしていた

だいているところでございます。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、認知症

の方や御家族を温かく見守り支援することを目的としておりますので、議員さん御案内のとお

り、比較的早い段階から、高齢者や認知症についての理解を深めることは大変効果的であると

いうふうに考えております。小・中学校や高校での実施となりますと、教育委員会や学校など

との調整が必要となってまいります。サポーター養成講座という形での開催やまた養成講座と

いう形に限らずに、総合的な認知症への理解を深めるための啓発活動についてこれから関係機
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関と連携して取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 和田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（和田庫治君） 堺議員さんに大きな３点目の奨学資金制度について、市長答

弁を補足させていただきます。 

 本市の奨学資金制度といたしましては、教育の機会均等を図り、文化の向上と社会の健全な

発展に貢献する人材を育成することを目的として、奨学資金貸与条例に基づく無利子の貸与制

度を設けております。また、同様の目的で大学へ進学を希望する方に対しましても、大学入学

準備金貸与条例に基づき、50万円を限度に無利子で貸与する制度も設けているところでござい

ます。 

 御質問の奨学資金の貸与状況についてでありますが、平成28年度の実績といたしまして、貸

与対象別に高校５名、高専、専門学校１名、短大が２名、大学が13名、合計21名で、貸与総額

は697万2,000円となっております。 

 次に、奨学資金の返済状況についてでありますが、平成25年度から平成27年度までの過去３

カ年の現年分の徴収率は98％となっておりまして、本年におきましても、例年並みの徴収率と

なる見込みでございます。 

 また、卒業後の就労地域につきましては、現在のところ把握していないところであります

が、市長が申し上げましたとおり、国や他市の動向を踏まえ、よりよい奨学金制度となるよう

検討してまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 堺喜久美君の２回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺、２回目の質問をさせていただきます。 

 先ほどは市長を初め、各課長、御丁寧な御答弁ありがとうございました。私の聞き方が悪か

ったのかなと思いましたが、市長にこれから目指す室戸の姿についてというのをお聞きしまし

た。これからジオパークをどうするのかではなくて、ジオパークを使ってどんな室戸にしたい

のかという質問をしたつもりなんですが、ちょっと私の質問とはずれているかなというふうに

感じました。先日、私、室戸高校の卒業式に参加させていただきましたが、そのときの卒業生

の答辞の中で、それは県外から来た女子野球部のキャプテンをされた方なんですけど、室戸が

これから数十年先も元気でいてほしいという、そういう言葉がありました。私はその言葉を聞

いて、少しショックを受けました。この10代の高校生が、今の室戸の状況を見て、数十年先の

ことを、すぐ目の前ですね、それを室戸を心配している、そういう状況のところで、本当にこ

れから室戸はどうなっていくのかなというのが、子供というたら失礼ですが、10代の子供でさ

えもそういうふうに感じられる今の室戸の状況なんですね。ですから、本当に室戸の持続的な

地域発展をジオパークで目指そうとするならば、関係者や一部の人がやりゆうというような、

そういうようなことでは本当にこれから先、審査が目的ではないですけれども、そういう感

覚、そういうところが本当にこれから室戸をどうしていくのかという、そういうことをみんな
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で考えていけれる環境、そういう状況を持っていって、やっぱり市長がこういう室戸にするぞ

という、そういう元気な発言をいただけたら、私たちもついて行けれるなあという気がいたし

ますので、ジオパークセンターをつくるときに、今まで室戸はトップダウンという、上から言

われたことに従うみたいなことがありましたけれども、いろいろな人たちの、さっきも言いま

した、井戸端会議みたいなんもありますけれども、そういう市民の人からのボトムアップ、人

たちの意見が通るような、そういう室戸、そういうふうに少し近づいてきたのかなあというふ

うに思っておりましたが、近年そんなことも薄れていったかなあと、そういう会議もほぼなく

なってきたなあという気がいたします。その点をもう一度お伺いいたします。 

 それから、学校現場でのジオパーク学習について、これも私は室戸の子供たち、室戸の小・

中学校の学校現場でどのようなジオパーク学習をされているのか、どれぐらいの時間を割いて

いるのかということをお聞きしたかったので、教育長に聞きたかったんです、実は。教育長の

ほうからお答えいただけるのかなと思ったんですけれども、まずそういう学校教育の中で、し

っかりとジオパークに対する知識というか、そういうことを系統立って、糸魚川のさっき私も

例を挙げさせていただいたんですけど、糸魚川はもうゼロ歳、保育園のときから、ゼロ歳児か

ら家族で一緒にジオパークのことを勉強していく、学んでいく、触れていくという、そういう

教育指針になっております。室戸高校でジオパーク学はありますけど、室戸高校の先生に言わ

せたら、もっと小学校、中学校で勉強してきてよと。高校に来て初めてゼロからやるんだった

ら何にもならんということを私もちらっと聞いたことがあるんですけれども、まずは先生方に

しっかりジオパークって何、ジオパークのことをしっかりと知っていただくということが大事

ではないかと思います。ジオパークには優秀な専門員さんもいますし、コアセンターとかＪＡ

ＭＳＴＥＣとか、牧野植物園とか、いろいろなところにつながりはすぐとれますので、世界で

も33カ国、119地域とか、日本でも47地域のネットワークがありますので、どんなことでも教

育に対応できると思うので、それを利用しない手はないと思います。その点、教育長にお伺い

いたします。まず、教育長からお勉強していただきたいと思いますが。 

 それでは、奨学資金制度についてですけれども、先進国の中でもＧＤＰに対しての比率でし

たら、日本の教育にかける予算というのは、下から２番目だそうです。それだけ教育にかかる

負担というのは、日本の国の家族というのは、大きくなってきています。私も我が家の子供も

室戸市の奨学資金のお世話になりました。大変助かりましたけども、返済するときはすごく大

変でした。今国でも貸与式から給付型にかじをとっています。国や自治体では、どの程度教育

に力を入れているかは、教育にかける予算にあらわれてくると思います。人材の確保ととも

に、雇用の場の提供も考えなくてはなりませんが、明るい未来のためにも、ぜひこの制度の実

現をよろしくお願いいたします。 

 ２回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 
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○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 大変答弁が難しいなあという感じを持っておりますが、１つには、ジオパーク活動を私たち

かかわりを持っている人だけでやろうとは全然しておりませんで、井戸端会議等もやっていか

ないといけない、それは確かにことし十分やれたかというと、昨年度はやれてますが、ことし

といいますか、平成28年度については少なかったかなあという気はしています。ただ、別の形

でいろんな市民の方々の御意見もお伺いをしておりますので、そうしたことをしっかりやって

いくということが大事でございますし、例えばジオパーク推進協議会においても、いろんな団

体が協議会の中へ入ってくれてますね。その団体の方々に、一つ一つ私は取り組みを進めてい

ただきたいと。それを事務局と一体となってやっていくというようなことも必要だというふう

に申し上げているところでございます。これまでずっとトップダウンでやってきたということ

も私は余り思っておりません。ボトムアップできているというふうには思っております。その

ジオパークの取り組みをいろんなまちづくりや市政の運営、行政の中へ取り組んでいく、取り

込んでいく、一緒にやっていくというような考え方は、私はぜひ必要であるということでござ

います。先ほどジオパーク推進協議会の第３期の計画もお話をしたところでありますが、そう

したことも全て先ほど言いますように、各種団体と一緒になってやる取り組みであるとか、行

政が進めなくてはならない取り組み、そういうもんも含めて推進をしていくということとなっ

ているところでございます。私は、大きくは先ほど議員さんの御意見にも、質問にもあります

が、子供たちの教育についてもジオパークを活用していくということは当然必要でございます

し、子供たちがその地域に誇りが持てるあるいは地域にこんなジオパークがあるんだというこ

とをしっかり知っていくというようなことも必要でございます。言われるように、話がずっと

ずれてはいってますが、先生方の指導ということも、それは手がけております。そして、もう

一つ、小・中学校でどうしてもやっていきたいという中で、これも協議中でありますが、教育

課程の中へ組み込んでいく。例えば社会科と総合学習とをあわせてやっていくとか、全体の教

育課程の中でしっかりジオパークを取り入れた学習をやっていただくというようなことをぜひ

私は進めていかなければならない。子供たちの教育に生かしていくことが大事だということを

ずっと申し上げてきているところでございます。ぜひ、そうした取り組みによって、室戸を魅

力的な地域にしていきたいという思いでございます。 

 それから、奨学資金につきましては、前段で申し上げましたように、私どもとしても、そう

いう地域に残っていただくあるいは地域で頑張っていただく方を支援をするというようなこと

につきましては、奨学資金の免除とか補助とかという対応をしっかりしていかないといけない

ということでございますから、国の制度も明らかになった段階で、私ども市としてどういう支

援活動ができるかということをしっかり取り組んで、そういったものの実施に移していきたい

というふうに思っているところでございます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 
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○教育長（谷村正昭君） 堺議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 先ほどの市長の答弁、それから課長の答弁と重なる部分が随分あろうかと思いますが、私の

思いも含めて少しだけお話しさせてください。 

 学校教育である以上、確かな学力、豊かな心、そしてたくましい体の育成というのは当然の

ことなんですけども、私は常々プラスしてふるさとを愛する心を持った子供を育成しようとい

うことで、校長会等々で話もさせていただいております。その中で、先ほど課長の答弁にもご

ざいましたけども、ジオパーク学習、ふるさと学習と捉えたときに、小学校では３、４年生で

副読本を活用した学習であるとか、理科の時間に専門員の出前をしてもらうであるとかという

ことはもちろん特化してやられているんですけども、小学校、中学校合わせて総合的な学習の

時間、それぞれの学校の教育課程、35時間から70時間の中で、ふるさとに関する学習、ずっと

取り組んでおります。特に、昨年、本年度と室戸市内全小・中学校でキャリア教育の指定を受

けた関係もありまして、そこで先ほども答弁の中で出ました「ふるさとを愛し、夢・志をもっ

て自ら未来を切り拓いていく、生きる力をもった児童・生徒の育成」を目標として取り組んで

いこうということで、各小・中学校でやってきましたので、それぞれの教育課程の中で、ふる

さと学習、取り組んできているというふうに把握しておりますし、これからも指定が終わった

からということではなくって、当然引き続きふるさとを愛する子供の育成については取り組ん

でいかなければならないことだと考えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 堺喜久美君の３回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺です。３回目の質問をさせていただきます。 

 やはり、市長も言われたとおり、室戸市にかける教育が重要やということは本当に教育長も

よく認識されて、そのような方針で教育現場で頑張っていらっしゃると思うんですけれども、

昨年、世界の掘削船であります「ちきゅう」が室戸沖で掘削をしていました。その「ちきゅ

う」の見学、またコアセンター主催の地球学というか、そういうものに対して室戸枠でしっか

り枠をとっていただいて、どうぞ見学に来てくださいというふうに言われて、室戸から参加し

たのは、室戸岬小学校の校長先生初め、父兄の方、小学生全員が、私たちにとってはちょっと

難しいかなと思う講演会にも参加して、そしてしっかりと室戸岬小学校のアピールをして、掘

削船との衛星中継でちゃんと質問もして、どうしたらその掘削船に乗れるようになるのかと

か、どういう勉強をしたらいいのかという子供たちの質問も出ましたし、また掘削船の見学も

させていただきました。そういう機会というのは、やはり室戸ジオパークがあってこそと思い

まして、本当にこういう地域における私たちの学習に生かしていけたら本当にうれしいなと思

っておりますので、どうかそういうことを踏まえた上で、しっかりとまず先生方の教育からよ

ろしくお願いしたいと思います。答弁は結構です。ありがとうございました。 

○議長（久保八太雄君） これをもって堺喜久美君の質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 
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 本日の会議時間は、一般質問が終了するまであらかじめこれを延長いたしたいと思います

が、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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は、一般質問が終

了するまであらかじめこれを延長することと決しました。 

 ここで皆様に御報告いたします。 

 山本議員から質問事項の３、建物補償費費用算出については取り下げる旨の申し出がござい

ましたので、御報告いたします。 

 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、自民クラブの一員として３月定例会におきまして一般質問

を行います。 

 まず、質問に先立ちまして、本年３月をもって退職されます職員の方々に、長い間の職員生

活お疲れさまでしたと一言お伝えします。退職されましても、職員時代に得た知識を持って、

今後も室戸市政にかかわっていただくようお願いをいたします。 

 質問に入ります。 

 まず、１番目の室戸市の医療体制についてですけれども、前段の議員さんの質問もありまし

たが、質問内容はほとんど同じでありますけれども、せっかく質問書をつくりましたので、申

しわけないですが、市長に答弁をお願いいたします。 

 室戸市内の病院につきましては、平成10年、15年を過ぎたころから閉院が相次ぎ、特に高齢

者医療や新生児医療の対応が不足をしており、室戸市民の心身に対する健康不安や将来の家族

の医療についても不安な心がたくさんあるのではないかと思います。人口減少が進み、かつて

のような医療機関の充実は望むべくもありませんけれども、市長の尽力により室戸岬に診療所

が開設され、周辺住民には幾ばくかの安心感を与えられたことは、非常によかったのではない

かと思います。何とか現状維持できないかと思うやさきに、昨年12月に室戸病院の経営者が交

代し、今後どうなるか市民の中から不安の声が上がっているのも事実であります。 

 そういうことでありまして、質問事項として、現在市長もこの件に関しては頭も悩ませ、取

り組みもされていると思いますけれども、現状と今後の見通しについてお伺いをいたします。

前段の議員に答えたとおりでも結構ですから、よろしくお願いします。 

 ２番目の室戸ジオパーク活動についてお伺いをいたします。 

 この事業には、世界ジオパークに認定されるまでに、また世界認定されてからその後の取り

組みに対して、ソフト、ハードの面で多額の費用と人力がつぎ込まれています。また、認定の

継続には、日本ジオの事前審査があり、そこがまず第一のハードルであり、事前審査を乗り越

えると世界審査ということになろうかと思います。ジオ活動に何といっても欠かせないのは、

専門員の方々の努力であろうと思います。現在、地理、地質等の専門員３人が室戸のジオ活動
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を支えてくれております。お聞きしますと、この専門員の方々は、幅広い活動をしてくれてお

りまして、この活動にかかわる人たちからは、絶大な信頼を得ているようであります。彼ら抜

きでは室戸のジオ活動は考えられないと言い切るジオ協力者も存在しております。ところが、

そのうちの２人の専門員さんが、任期を更新しないあるいは任期途中で本年度をもって退任す

るということをお聞きしました。専門員さんは、特殊な技能、知識を持たれた方々ですから、

一度に２人も退任されたら室戸のジオ活動に大きな支障が出ると想像もできます。室戸市も当

然その対応に動いていると思われますが、どのような状況なのか、質問事項でお聞きをいたし

ます。ただ、ここで一つ気になることは、退任について気になることは、ジオ活動にかかわる

人物から相談がありました。２人がやめる理由がはっきりはしないけれども、行政側と意見が

合わない、専門員さんの意見が通じないと執行部の姿勢にかなり不満があるようにお聞きをし

ました。さきに専門員として室戸で活躍していた柚洞氏達も、同じような理由で室戸を去った

というようなことも聞いておりますけれども、有能な専門員さんが室戸を去って行くというこ

とは、非常に残念なことであるとともに、室戸市の対応、ジオ活動に対する意見の違いに十分

なコミュニケーションがとられていなかったのではないかと想像もできます。それぞれの立場

を十分に確認し合い、円満な活動ができる体制の構築ができないと、当然、次の認定に向けて

危険を感じるところではないかと思います。昨年のジオ日本審査会で、長崎島原の活動にイエ

ローカードが突きつけられたと聞いております。また、室戸のジオの活動にも日本審査会のメ

ンバーが歌手を呼んだり、県外で酒盛りをするというようなことがいいことかと、そんなこと

をして大丈夫かと警鐘を鳴らしていたという話も聞いております。いずれにせよ、認識の違い

ではあると思いますけれども、世界認定から外れることのないような継続的、積極的な取り組

みが望まれるわけですから、意見の相違をよく吟味し、いかに協調して取り組めるか、いま一

度行政側も足元を見詰め直す必要がありはしないかと考えます。 

 質問事項として、専門員２人辞任後の取り組み姿勢はどういうふうに考えているのか。 

 ２番目、専門員との確執があったとの意見が現場から出ているが、真実はどうなのか、お伺

いをいたします。 

 次に、４番、請負契約の変更についてお伺いをいたします。 

 請負契約の変更について、請負契約する公共事業の変更は、工種の変更に伴うもの、金額の

変更に伴うもの、工期の延長に伴うものといろいろあろうかとは思います。特に、発注者であ

る室戸市は、その変更に関して十分に検討し、契約書の各条項に基づいて適正な執行を行うべ

きで、それぞれの変更に対して厳正で毅然とした取り組みをしていかなくてはならないのは当

然で、いかなる理由があろうとも、業者側に配慮したり便宜を図ったりの姿勢は許されるもの

ではなかろうかと思います。この数年、教育委員会関係の校舎の耐震化あるいは給食センター

の建設、消防屯所の高台移転、新火葬場建設あるいは津波避難タワー等建築事業が非常に多く

あったわけであります。私も一時期土木関係の施工管理に携わり、請負工事の全般にわたりそ
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れなりの知識も持っていると思っております。そういったことから、先ほど挙げた一連の建築

工事に対して、数々の疑問点も感じております。全ての工事に対しての質問はできませんか

ら、２カ所ほどの工事に対してその変更理由等の正当性について検証をさせていただきたいと

思います。 

 まず、平成27年度に施工された西部学校給食センターの建築工事についてお伺いをいたしま

す。 

 この工事も工事の進捗が大幅におくれ、大幅な工期延長が行われております。そして、その

工期の変更、工期の延長に関して議員総会の場において担当課長、担当職員が工期延長理由を

議員諸氏に説明をしております。その工期延長の理由が、給食センター工事期間中に台風が来

て、隣接する防風ネットが倒壊をしたため、撤去に不測の日数を要したため、もう一つは、空

き地内の産廃処理場への道が、同じく台風により崩壊したため、復旧に不測の日数を要するた

め、この２つが給食センターの工事の延期理由であります。ちなみに、不測とは、はかり知れ

ない程度ということであります。この２点が工期延長の理由だとの説明がありました。その説

明の後、私が撤去に何日間を要したのかと尋ねると、担当職員はわかりませんと答えたわけで

あります。変更理由を議員総会の場で説明しながら、理由を聞くとわからない、こんなおかし

なことはあり得ないだろうと思います。工期がおくれてどうしようもなくなったからこういっ

た理由をつけて工期延長したというようとしか思えないわけであります。 

 そこで、先ほどの２つの工期延長理由に対して、疑問点を質問させていただきます。 

 １、この工事の工期は。 

 ２、この工事で工期延長した日数は。 

 ３、台風が通過した年月日。 

 ４、台風通過時の工事の進捗率は。 

 ５、倒壊した防風ネットと給食センター建築場所との位置関係はどうであったのか。 

 ６、倒壊した防風ネットの材質と倒壊延長とその高さは。 

 ７、実際に防風ネットを除去した年月日はいつだったのか。 

 ８、防風ネット除去にかかった日数は。これは工事日誌等で確認できるはずです。 

 ９、撤去した防風ネットは、どこに仮置きをしたのか。 

 10、仮置きした防風ネットを産廃処理場に運搬した年月日はいつだったのか。 

 11、産廃処理したネットのマニフェストはあるのか。 

 12、その数量と金額は幾らなのか。 

 13、工期の延長理由が、その２つの理由に不測の日数を要するためとあるが、要するに撤去

と搬出が終わるまで、建築工事をやっていなかったということですから、その間、建築工事は

本当にストップせざるを得ない状況だったのかどうか、確認をしたいと思います。 

 それから、14、ちょっと前後しますけれども、最終的にネットの処理が終了した年月日をお
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願いします。 

 15、工事の最終的な変更理由に、委員会での、総務委員会ですけれども、質疑では、手すり

工事等が追加されたためと説明があったと記憶するが、工期変更理由を変えた理由は何だった

のか、お伺いいたします。 

 16、手すり工事の規模と金額はどうなのか。 

 17、手すり工事にかかった工事期間は。これも工事日報で確認してください。 

 18、本来なら防風ネット工事は、台風災害であるから別途工事で発注すべきではなかった

か、お伺いします。 

 19、防風ネット工事が追加されていますけれども、その金額と防風ネットの工事期間は。こ

れも工事日誌で確認してください。 

 それから、給食センター建築工事は、国・県の補助事業であると思いますけれども、補助対

象外の工種を事業費の中に入れたのではないか、確認をお願いします。 

 補助先に対して、工期の延長については、申請義務があろうかと思いますが、その理由は何

としたのか、お伺いをします。 

 22、請負契約書第20条に、暴風雨、豪雨等自然的な事象により工事現場の状態が変動したた

め受注者が工事を施工できないと認められるときは、今回はこれに該当すると思います。工事

を施工できないと認められるときは、発注者は工事の中止を受注者に対して通知し、工事を一

時中止させなければならないとあるが、その手続は踏んだのか、お伺いいたします。 

 21、同じく21条には、受注者の責に期さない理由により、工期内に工事を完成できない場合

は、その理由を明示した書面により、発注者に工期延長を請求することができるとあるが、そ

の書面は存在するのかどうか、お伺いします。 

 22、監督職員の指示、または承諾は、原則として書面で行わなければならないが、全て完備

されているのか、お伺いをします。 

 23、この工事の落札予定価格と落札金額、落札率をお伺いします。 

 24、最終事業費は幾らになったのか。 

 25、変更金額決定には、請負更正をしますけれども、最終事業費が予定価格と同額かあるい

は増額になっているのであれは、請負更正をしない場合の実際の事業費は幾らになったのか、

これは当初事業費プラス変更増額分を合計してくれればいいと思います。 

 26、もしこの工期延長理由が真実でなかった場合あるいは通常の場合でもいいですが、履行

遅滞の場合における損害金等について、工期内に完成できなかった場合、第45条に、発注者は

損害金の支払いを受注者に請求できるとあります。同じく45条第２項に、請負代金額から出来

高部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.1％の割合で計算し

た額とするとあります。当初の最終工期基準日の進捗率はどのぐらいだったのか、お伺いいた

します。 
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 27、例えば、参考までに試算をしていただきたいのですが、延長工期分の遅延金は幾らにな

る計算なのか、お伺いします。 

 次に、新火葬場建設工事についてお伺いいたします。 

 工期の変更については、書類上は整っておりますから、それはそれでいいわけですけれど

も、質問事項は、変更についてでありますから、何点か質問をさせていただきます。 

 質問事項は、金額変更への疑問点であります。この工事は、工期が大幅におくれ、４回の工

期延長の手続が行われております。１工事で４回も工期延長するなどということは、普通はあ

り得ないことでありますけれども、この原因は受注者も発注者もお互いに反省すべき点があろ

うと思います。コンサルタントを含めた第三者が見通しの甘さを暴露したということになろう

と思います。いろいろな変更理由の中でも容認できるものあるいは容認できないものがありま

す。そういった容認できないと思うようなことに対しては、発注者側が毅然とした態度をとら

ないから受注者に振り回されたと言っても過言ではないと思います。この工事の金額変更に

は、議会でも修正動議が出されるなど、複雑なやりとりの中で増額が行われております。 

 まず、１番の確認事項は、公共工事標準請負工事計画約款第25条、スライド条項を適用した

ということであります。これは、工期内で請負契約締結の日から12カ月を経過した後に、日本

国内における賃金水準あるいは著しい物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合

に、その基準日の残工事に対して請負代金を変更するものであります。金額変更、スライド対

象は、残工事金額に対してですから、その残工事１億3,500万円に対して5,140万円の増額であ

ります。発行所に一覧表におけるアップ率を確認してみますと、大きいものは220％の増加、

平均で40％もの物価上昇が適用されております。高知県のほうに出向いて確認すれば、県の課

長補佐が、それほどの物価上昇があれば、日本がパニック状態でしょうと話したこともありま

した。これは、室戸市だけの物価上昇で、一体どうしたんでしょうかという気分であります。

ここに県のほうが資料を提供してくれましたけども、全国の都市別建設資材価格指数というも

のがあります。これは平成22年度を100として、それぞれ各地域の物価上昇率のパーセンテー

ジが載っておりますけれども、設計当初は22年度からは直近の広島、高松で見てみますと、広

島で101.4、高松で105.7、そしてスライド条項を適用した基準日、26年12月27日時点では、広

島では105.6％、それから高松では111.9％、要するに当初の設計単価の時点から、４％、

６％、そして全国平均でも5.1％というような上昇率でありますから、220％、40％、これは本

当におかしいというふうな思いがありますので、スライド単価について不審な点があるとして

質問しました。その昨年６月議会で質問させていただきましたけれども、私の力不足で上手に

答弁をはぐらかされたような気分であります。そういったことでありますから、もう一度再質

問をさせていただきます。単価についての再質問ですから、答弁資料はそろっていると思いま

す。落札したときから5,000万円の赤字という言葉が公の場でひとり歩きし、交渉において市

長が配慮したとして5,140万円の増額が出たのではないかと私は思っております。なぜなら、
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スライド条項適用が決定した時点において、担当課が恐らくコンサルタントに頼んでだと思い

ますけれども、物価上昇分の試算をした節があります。そのときの金額が約3,000万円であり

ます。この金額は、市長がこれで事なりませんかと話した金額と500万円ぐらいは違いますけ

れども、大体符合をしていきます。5,100万円決定、ここに来るまで大変だったと話したわけ

でありますが、市長はこうした金額のやりとりあるいは交渉に決定的に欠けている判断があり

ます。それは、あくまでもスライド適用ですから、金額は変わることはありませんから、試算

した金額を根拠に突っ張るべき姿勢が欠けていたと言わざるを得ません。8,000万円から

6,000万円、3,500万円に推移し、最終は業者の主張する5,000万円に落ちついた。まるで今国

会を騒がせている大阪の森友学園と全く同じであると思います。業者と第三者が絡んだこの事

件を、そのまま当てはめてもいいものではないかと思います。設計書の中身を開示請求によっ

て精査してみますと疑問点が幾つか浮かび上がってきます。その一つとして、これは当初設計

の単価ですけれども、業者側が単価が低過ぎるから、落札した時点から5,000万円の赤字と主

張したものであります。入札公告して業者は閲覧し、応札をする、そして落札をする、落札し

た限りは、私はこの金額で工事をやりますという決定的な意思表示でありますから、それを単

価が安い、仕事をする前から5,000万円の赤字だから増額をしろと強く要求したことは全く論

外の行為であります。入札心得え第４条の２、入札者は、仕様書、設計書及び図面、その他契

約締結に必要な条件を熟知の上入札しなければならないとあります。また、21条には、入札後

に入札条件仕様書、設計書、図面、契約書、現場状況に対して異議を申し立てることができな

いとあります。しかし、今回は単価が安いと異議を申し立ててきたわけであります。要する

に、第三者を介して市側に働きかけをし、要求が通ったということではないかとの疑念があり

ます。その5,140万円の増額になった経路は、まず当初設計の低い単価を落札後の新単価に置

きかえ、それに物価上昇分を乗じて算出をしているから、現実的には存在しない上昇率単価と

なっております。また、工種の追加として支保工、これは天井等のコンクリートを打つために

必要な工種ですけれども、これが新たに追加工事で加わっております。しかしながら、ほかの

設計会社に尋ねてみますと、支保工は当初からコンクリート工事に単価が含まれているから別

途計上することはないという返事でありました。当然のことながら、工程管理の中に支保工の

工事写真は存在もしないし、工事日誌にも作業工程が存在しません。 

 それから、もう一つ、土工関係で、当初場内処理だった残土処理が場外処理へと変更されて

います。確かに工事写真をゆっくり見ておりますと、土の量の変化が見てとれますから、搬出

したことには違いないと思いますが、問題はその運搬距離であります。実際は現場から数百メ

ートルのところに処理をしながら、設計は５キロメートル内の設計となり、過大な運搬単価と

なっております。また、最初にも言いましたけれども、金額を合わせるのに不正と思われる行

為が事実として浮かび上がってきます。それは、２回目のときに質問しますけれども、正規の

物価上昇に係るスライド金額がこの時点で存在していないという実態があります。私の感覚で
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は、2,000万円以上が過剰に支払われていると想像しますが、これに関して何かの対応が求め

られるのではないかと考えるものであります。この件に関しては、切りがないほど意見を述べ

たいと思いますけれども、質問事項に移ります。２回目には単価の関係をお聞きしますので、

課長には連絡をとってあります。 

 １、増額手段としてスライド条項活用をしようとしたのは、どこから出たのか。 

 ２、スライドは、あくまで当初設計の単価に対してと高知県の見解がありますが、実際は高

い単価に変更してスライドしているが、これはおかしいのではないか。 

 ３番、新たな工種の追加、支保工、残土工事が二重設計、過重設計じゃないかということを

お聞きします。 

 ４番目、全ての材料が40％から220％値上がりしているが、実際それほどの価格上昇がある

ことを確認しているのかどうか、お伺いします。 

 市長が5,000万円、ここまで来るのに大変だったと私に言ったわけですけれども、一体どれ

ぐらいの交渉回数を要したのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 ６番目、5,000万円決定まで要求金額の推移があったが、最初はどのぐらいの金額を要求し

てきたのであるのか、お伺いをいたします。 

 ７番目、8,000万円という数字も出てます。とある筋からの情報で、私が直接聞きましたけ

れども、市長室での金額の推移は、市長以外知らないと思いますけれども、外部に漏れている

ということ自体がおかしい、このことについて答弁をお願いします。 

 ８番、市長以外に職員が外部から事情聴取されたことはないかどうか、お伺いします。 

 ９番、設計会社に増額の金額を伝えたのは、担当課なのかどうか、お伺いをいたします。 

 10番、その伝えた内容について説明を求めます。 

 11番、担当課は、増額金額5,140万円に対して大変驚いたと述べていますが、市長はこれを

どう思うのか。 

 12番、担当課は、スライド増額に関して試算をした、その金額は約3,000万円ぐらいと言っ

ているが、これは事実かどうか、確認をしてください。 

 13番、試算と実際の支払い金額に約2,000万円以上の差額があるが、これは一体どういうこ

となのか、説明をしてください。 

 14番、優先すべき、決定すべき金額は、試算金額ではなくてはならないが、交渉過程にこの

試算金額は提示したのかどうか、お伺いいたします。 

 この増額決定に対して、県も室戸市側のこうした交渉過程に苦笑いをしておりましたが、

5,100万円の増額に対して、多くの市民も疑惑を感じています。市長は、この疑惑一掃のため

とるべき行動があります。それは、県が指摘する当初設計の単価で再度スライド単価構成をし

て、答えを確認することが大事であると思います。再調査する気持ちはないのか、お伺いをい

たします。 
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 16番、外部からも設計事務所の名前が出ており、私に設計事務所に出向いたかとの問い合わ

せもあった。市長が再調査をしない意向であれば、設計会社を呼んで事の経緯を聞かなくては

なりませんけれども、その段階で協力は願うことができるのかどうか、お伺いをいたします。 

 17番、27年度前後の室戸市発注工事は、特定業者がほとんどの工事を受注し、最低価格に

1,000円、2,000円前後で落札し、工事終了後には、必ず予定価格がそれ以上の請負金額になっ

ております。どういう配慮がなされているか、私も長い間土木工事にかかわっておりましたか

ら、大体想像はできますけれども、こういうことが市民が行政に不信を抱く元凶であります。

市民が抱く不信は、業者にではなく、室戸市に対してでありますから、契約業務に対しては、

常に毅然とした対応がなくてはなりません。今までのような対応じゃいけないと思いますの

で、いま一度職員指導を徹底していただきたいが、市長の答弁を求めます。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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、(1)室戸市の医療体制についてでございます。 

 まず、室戸病院の件につきましては、前段の議員さんにも御答弁をいたしましたとおりでご

ざいますが、病院からは無床診療所へ移行するという方向が示されているところでございま

す。また、株式会社アビタシオンにかわってから約３カ月というとても短い期間でさまざまな

問題が出ておりまして、私どもも大変困惑をいたしているところでございます。無床診療所に

移行するということになりますと、室戸病院から来てくれていた医師のことであるとか、職員

の雇用の問題など、多くの対応が必要となってまいります。少しでも早く株式会社アビタシオ

ンの責任者にお会いして、一般病床を残していただくことや、職員の再就職先の確保、岬診療

所への医師の派遣や連携などにつきお願いをしていきたいと考えております。そして、これま

でにも申し上げてまいりましたが、地域に医療施設がなくなれば、移住促進や安心した市民生

活ができなくなります。今後とも高知県や医師会など関係機関の協力をいただきながら、地域

医療の確保に全力で取り組んでいかなければならないと考えております。 

 次に、(2)室戸ジオパーク活動について何点かお尋ねがございましたので、お答えをいたし

ます。 

 まず、室戸ジオパーク推進協議会では、３名の専門員の方々を雇用しております。今回、２

名の専門員が退職をするというふうにお聞きをいたしております。１人につきましては、日本

ジオパークネットワーク協会へ、もう一人につきましては、自分の研究テーマに沿ったジオパ

ークに行きたいということでございます。これまでにも２名の専門員が退職をされております

が、いずれも三、四年で国の機関であるとか、私立大学の准教授へと転出をされております。

私どもといたしましては、室戸に長期住んでいただき、地域住民の方々との関係構築であると

か、室戸ジオパークの発展にぜひ貢献をいただきたいと思っているところでございますが、残
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念なことでございます。また、室戸ジオパーク推進協議会では、他のジオパークの雇用条件も

参考にしながら、少しでもよくしていかなければならないというふうに考えておりまして、今

回も住宅手当の支給について検討をいたしているところでございます。そうした条件整備に

は、今後とも努めていかなければならないと考えております。 

 また、専門員の募集につきましては、現在、日本ジオパークネットワークであるとか、地質

学会、科学技術振興機構、また高知大学の先生方にもお願いをして募集を進めているところで

ございます。 

 次に、(4)の請負契約の変更についての中の新火葬場建設についてでございます。 

 新火葬場の建設工事の件につきましては、これまでにも何回も御答弁をさせていただいてお

りますが、以前の施設の老朽化に伴い、多くの市民の方々から、火葬場を何とか改築してほし

い、故人を送るのにふさわしい火葬場にしてほしいとの声のある中、厳しい財政状況ではあり

ますけれども、ふさわしい施設として改築するよう、全力で取り組んできたところでございま

す。 

 そして、契約変更に伴う増額についてでございますが、私は担当課だけに任せられないとい

う思いから取り組んだものでございます。また、交渉において、配慮したというようなことを

言われたようでありますが、全くそういう事実はないと認識をいたしております。業者さんに

は、２回ほど実情を聞いたと記憶をいたしております。また、設計事務所さんにおいても、２

回ほど訪ねて工法のことであるとか、工期の問題、それから設計単価のことなどについてお話

をお伺いしたと記憶をいたしております。 

 また、工事請負業者からは、平成16年12月27日を基準日として申し入れを受け、工事請負契

約書の第25条に基づいて変更をいたしております。当然、施工業者、設計業者、行政が協議検

討をしているところでございます。また、そのことは、平成27年２月25日に契約をいたしてい

るところでございます。当初の請負金額１億5,351万円に5,141万6,000円の増額をし、合計２

億492万7,000円となったものでございます。そして、増額につきましても、平成27年３月議会

において議案資料も提出をさせていただいて、議会の議決を受けたものでございますので、適

正に処理されているものと認識をいたしております。 

 また、どこかから事情聴取をされたことがあるのかというような御質問でありますが、私を

含め、職員につきましても、どこかから事情聴取されたというようなことは全く聞いておりま

せん。 

 次に、契約変更の金額についてどうであったかということでございます。 

            （８番山本賢誓君「市長、何番の質問に答えゆうが」と呼ぶ） 

○市長（小松幹侍君）（続） 担当課や設計事務所から増額をお聞きをする中で、消費税が

５％から８％へ変更する時期に当たることや、東日本大震災の復旧事業などにより、資材の高

騰の影響があるということはお聞きをいたしておりましたが、変更額は大きいと感じたところ
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でございます。申し上げたいことは、施工業者、設計事務所、行政が検討を加え、先ほども申

し上げましたように、変更してきたものでございます。 

 そして、この増額処理に対しまして、再調査やそのために設計会社を呼ぶといったようなこ

とは、現在のところ全く考えていないところでございます。 

 次に、入札後の工事の変更についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、例えば建築工事におきましては、設計段階では当然ボーリング調

査を行い、地盤の状況等についてもあらかじめ確認をしているところでございますが、全ての

箇所の調査はやっておりませんので、施工段階において軟弱地盤であることが判明し、地盤改

良や基礎工事の変更を余儀なくされる事態が発生することはございます。また、着手後におい

て、利用者や地域住民から、安全性の確保のため、当初の設計時点では必要でないと判断をさ

れていた仮囲いや警備員の追加要望、警備員が必要だというような中で変更をするというよう

なことは出てまいります。また、施設の使い勝手の関係から、動線の変更などに伴いまして、

設計変更が出てくる場合もございます。こうした場合には、市と設計業者、施工業者の３者の

協議により、工法の検討や変更に伴う試算なども行った上で、予算面もあわせて総合的に検討

を行い、必要と判断された場合には、設計変更を行っているところでございます。こうした変

更につきましては、建設工事請負契約書の中で、18条や19条、21条、25条に規定をされている

ところでございます。こうした変更につきましては、当然、安易な設計変更や工期延長を行う

べきではないと考えるところでございます。今後とも工事の変更などにつきましては、関係職

員に対し周知徹底を図り、適正な執行となるように努めてまいります。 

 私からは以上でございますが、学校保育課長及び市民課長から補足答弁をいたさせますの

で、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 久保教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（久保一彦君） 山本議員さんの１の(4)請負契約の変更について

の西部学校給食センターにつきまして私のほうからお答えします。 

 議員さん御質問の質問番号ですけれども、21番、22番が重複しておりましたので、順次ずら

しまして、最終を29番として説明させていただきます。 

 本事業につきましては、羽根、吉良川地域における学校給食の実施についての長年の御要望

にお応えするため、整備に取り組んできたものでございます。 

 それでは、順次お答えいたします。 

 まず、１点目の工期、２点目の延長した工事日数、３点目の台風通過した日付、４点目の台

風時の工事の進捗率、それから15点目の変更理由についてはそれぞれ関連がございますので、

順番が前後いたしますが、あわせて答弁させていただきます。 

 まず１点目、本工事の契約工期につきましては、平成26年７月16日から平成27年１月20日ま

ででありましたが、15番目の主に次の理由により、最終的に平成27年６月30日に変更となって
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おります。１点目の変更理由としましては、解体工事から出る産業廃棄物を安芸市の入河内地

区にある産業廃棄物処理場へ搬入する計画でしたが、平成26年８月10日に通過した台風11号被

害によって、当該処理場への搬入がおくれたこと、２点目といたしまして、児童等の安全確保

のためのフェンス設置工事、プラットホームへの落下防止対策……。 

            （８番山本賢誓君「どこの答弁をしゆうか言わんと」と呼ぶ） 

○教育次長兼学校保育課長（久保一彦君）（続） 15番目の理由です。 

 ２点目としまして、児童等の安全確保のためのフェンス設置工事、プラットホームへの落下

防止対策、バックネットの設置等の追加工事が発生したことにより工期の延長が必要となりま

した。これらの２回の工期延長により、工期日数は延べ161日となっております。 

 また、４点目の台風通過時点での工事の進捗率につきましては、仮設工に着手したばかり

で、進捗率としてはほとんどない状態でした。 

 次に、５点目の防風ネットに関する質問ですが、本工事によって行われたのは、防風ネット

ではなく、野球等で使用するバックネットでございます。また、倒壊したということではな

く、当初から給食配送車の動線と重なるため、取り壊しを予定したものであります。御質問の

りバックネットの位置につきましては、現在の吉良川防災コミュニティーセンターの裏あたり

に位置しておりました。 

 ６点目のバックネットの材質につきましては、コンクリートとナイロンネットであり、高さ

７メートル、延長12メートルでした。 

 ７点目、８点目の撤去日と日数につきましては、平成26年９月24日の１日で解体し、撤去し

ております。 

 ９点目の仮置き場につきましては、撤去日当日に搬出しておりますので、仮置きはしており

ません。 

 次に、10点目の処分場への運搬年月日につきましては、撤去日と同じ、同日の９月24日で、

順番がまた前後しますけれども、14点目の処分が終了した日も同日となります。 

 次に、11点目のマニフェストにつきましては、文書で提出されており、処理場での写真とあ

わせて確認しております。 

 12点目のその数量と金額でありますが、マニフェストには、そのほかの遊具等の解体に伴う

分も含まれておりますので、バックネットのみの部分の抽出は困難であります。マニフェスト

によりますと、処理したコンクリート殻が約24.5トン、ナイロンネットを含めたその他の廃棄

物が約1.2トンであることを確認しております。また、金額につきましては、マニフェストの

中には記載がございません。 

 次に、13点目の工事が行われなかった期間に関してでありますが、当該工事の工期延長の理

由には、先ほどのバックネットのほかにも、給食センター建築予定地付近に体育倉庫があり、

その解体、撤去が行われないと建築に向けて必要となる地盤改良工事に進むことができなかっ
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たものでございます。 

 次に、また飛びますけれども、18点目のバックネット工事の取り扱いについてであります

が、当初の計画では、運動場の東側を給食配送車の動線としていたため、当初からバックネッ

トを撤去する必要があったものであり、台風災害とは関係なく、当初計画どおり撤去を行った

ものであります。しかし、工事を進めていく段階で、現在建設土木課が整備を進めております

市道庄毛西町２号線の途中から西部学校給食センターへの進入路を整備する計画が浮上してき

ました。このため給食配送車の動線を当面は市道北村線を使用し、新設道路完成の際には、こ

の新設道路を経由する動線に変更することとしたことにより、やむを得ずバックネットを復旧

する必要が生じたため、この事業の中での変更としたものでございます。 

 次に、19点目のバックネット工事の金額と工期につきましては、設計上の直接工事費は、税

抜き金額で79万9,318円、工事日数は、養生期間を除いて６日でございます。 

 次に、20点目でありますが、この西部学校給食センター整備工事は、国庫補助対象事業であ

りますが、バックネットの部分は当初から補助対象外工事として計上しております。 

 次に、また順番が変わります。16番目ですけれども、16点目の追加工事の手すりの工事の規

模につきましては、高さ60センチ、延長12.75メートルで、設計上の直接工事費としまして

は、税抜き金額で60万6,900円でございます。 

 また、17点目の手すり工事の工期は、２日間でございます。 

 次に、21点目の国・県への変更理由につきましては、台風災害に伴う通行どめによる解体工

事のおくれという理由で提出しております。 

 22点目の工期の一時中止につきましては、工事現場としましては、台風等による直接的な被

害を受けておりませんので、一時中止の措置はとっておりません。 

 23点目の工期延長につきましては、受注業者側から書面により延長願が提出されておりま

す。 

 24点目の工期延長申請につきましては、変更契約の協議書により、書面で行っております。 

 25点目のこの工事の予定価格は、税抜き１億3,819万9,000円で、それに対し落札金額は１億

3,800万円で、落札率は約99.86％となっております。 

 26点目の最終の工事費は、税込みで１億5,367万7,520円となっております。 

 27点目の最終的な設計書における請負更生を行う前の金額は、税込みで１億5,390万円とな

っております。 

 28点目の当初契約上の最終工期である平成27年１月20日時点での出来高進捗率につきまして

は、変更契約により工期延長を行っているため、押さえておりません。したがいまして、29点

目の遅延損害金につきましては、建設工事請負契約書第45条において、請負代金から出来形部

分に相応する請負代金を控除した額につき、遅延日数に応じ年2.9％の割合で計算した額とす

るとなっておりますので、先ほどお答えしましたように、１月20日時点での出来高を押さえて 
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おりませんので、試算は困難でございますので、御理解をお願いしたいと思います。以上で

す。 

○議長（久保八太雄君） 萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 補足答弁させていただきます。 

 私のほうからは、１の４の中の１、２点目、火葬場工事に関連する質問のスライド条項につ

いてでございますけれども、当該工事の請負契約締結の日から十二月経過後の平成26年12月

27日に、工事請負契約書第25条に基づき請負業者から請負代金額の変更の請求があったもの

で、賃金物価水準の変動等により請負契約変更を行ったものでございます。 

 次に、３点目の支保工、残土工事の設計についてでございます。躯体支保工は型枠を支える

仮設物でございまして、当初設計には含まれておりませんでしたが、スライド条項による変更

にあわせて、請負業者から躯体支保工について設計変更の協議があり、設計業者と協議の上、

躯体の高さが５から5.7メートルと高い場合には、別途計上も可能とのことで設計変更をいた

しました。 

 また、残土工事につきましては、当初設計では、火葬場の場内に仮置きし、埋め戻しや盛り

土に使用する予定でしたが、軟弱な土質であったため、５キロメートル以内で残土搬出をする

設計変更をいたしております。実際の残土を搬出した現場は、１キロ以内でございますけれど

も、土木工事では搬入、搬出距離を細かく設定されているようですけれども、建築工事では、

設計段階で処分場所を決めますと、距離による設計変更は行わないとお聞きいたしておりま

す。 

 次に、４点目、実際の価格上昇の確認についてでございますが、さきの議会でも御答弁させ

ていただいておりますけれども、単価の決定につきましては、建設物価と見積単価による単価

を使用いたしております。建設物価は、当初設計が25年７月のものを、変更については26年

12月のものを使用いたしております。また、建設物価以外の単価につきましては、各関連業者

により見積もりをとったものを設計に使用いたしております。 

 次に、９、10点目、設計会社に増額金額を伝えたのは誰か、またその内容についてでござい

ますが、先ほどお答えいたしましたように、基本的にはスライド条項に基づいた変更と設計内

容の変更について設計会社に指示を行い、請負業者と協議し、請負契約を変更したものでござ

いますので、設計業者に増額金額を伝えるなどということは行ってはおりません。 

 次に、12、13、14点目でございますけれども、スライド増額金額、支払い金額との差額金

額、また金額の提示についてでございますが、工事変更に当たりましては、あくまで設計業

者、請負業者と協議を行って最終的に5,146万円の増額変更を行ったものでございます。 

 私からは以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 答弁漏れを指摘してください。 

 執行部の答弁を求めます。小松市長。 
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○市長（小松幹侍君） 答弁漏れって言われておりますけれども、全てに答えております、私

のほうは。⑤番、⑥番、⑦番、⑧番で、あわせてお答えをしゆうところでございます。以上で

す。 

○議長（久保八太雄君） 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） ２回目の質問をさせていただきます。 

 まず、室戸病院の件ですけれども、そういう診療所ということになれば、現在50床ある病床

数がゼロになるということで、大変な状況が発生するということも考えられます。市民の患者

さんは、結果的に南国、高知の病院に行かなくてはならないということで、大きな負担もふえ

るということになると思います。また、あき総合病院の院長さんは、室戸の医療をよくしたい

という強い気持ちを持ってくれております。ただ、その院長の話によりますと、室戸市はあき

病院の分院でどうかというふうな話も持ちかけられましたけれども、県立病院は８つある病院

を統合して２つにして、やっと赤字解消ができる状態で、分院とかというような話では全くな

らんということであります。ただ、その中で、市長と保健介護課長も何回かあったと思います

けれども、その話によりますと、協議をすれば道も開けてくるだろうと。室戸市と介護保険課

とのもうちょっと親密な話し合いがしたいということですから、そういったことに対してあき

総合病院の院長の意向も踏まえてどう対応するのか、もう一度市長の考え方をお聞きしたいと

思います。 

 それから、教育委員会の件ですけれども、例えば工期延長を議会に提示をした日よね、説明

した日、議会に説明した日、これは冬だったと思うけど、もうそのとき既に変更理由を説明し

たっていう工事は終わっちょったがやないか、それはないかな、それは変更した日を言うてく

ださい。 

 それと、実際にかかった日が１日、２日というようなあれですけれども、その工期の延長理

由に、撤去に不測の日数を要したためと、撤去に。それと、安芸の産廃処理場の道が崩壊し

て、復旧が見通せないためと、それが変更理由やったですよ。たった１日でできるものを、何

が不測の日数ですかね、これは。それが議員に説明したときの変更理由だったもんですから、

これはおかしいだろうということで、後から手すりが入ったり倉庫が入ったり、聞いてないこ

とも出てきたがですけれども、その時期の整合性、撤去に不測の日数を要するとした議員総会

で言った日とそれから実際の工事の現場との整合性をもう一回説明してもらいたいと思いま

す。 

 それから、２番の火葬場の件ですけれども、スライド単価に対してのことですが、例えば県

の見解どおりに型枠工事で県がこういうふうに指導というか、それもらったんじゃけども、そ

れでやれば、実際にスライドした単価よりもはるかに安くなるわけです。ほんで、この型枠工

事だけで170万円ぐらい金額が高うなっちゅう、実際の物価上昇の金額よりも。それについて

もう一回課長のお答えをもらいたいと思います。 
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 それから、残土工事、確かにそういった５キロ以内っていう分はあるかもしれませんけれど

も、この設計書を見たら、切り土と盛り土と敷きならしと残土の数量が合わない。これはどう

して合わないのか説明してもらいたい。 

 それから、設計書の中で、１番に直接仮設工事というのがあります。ほんで、その横に進捗

率があって、ずっとパーセンテージを書いちゅうわけです。それと、残工事を掛け合わせた

ら、幾ら金額が要るかって残りの金額が出るわけですけれども、そのパーセンテージを全部掛

けていったら、実際の数よりも低い数字が残工事の金額で出ちゅうわけですよ。例えば、直接

仮設工事は、実際の進捗率を掛けていったら231万8,200円が出てくる。ところが、残工事分は

144万600円の単価が出ちゅう、合計金額が。というのは、できているものをできていないとい

うことは、残工事を水増ししちゅうということよ、これは。これの説明もしてもらわんといか

んがですけど、実際に231万8,200円進捗率でできちゅうのに、上がってきた金額は144万

4,600円、87万3,000円が水増しされちゅうわけですよ、これは。その説明を求めます。 

 それから、単価のことですから、もう一つ聞きますけれども、内外装工事が当初が730万

2,000円、これは全く進捗率ゼロ。それが、スライド条項を適用したら1,600万円になってます

よ、これ。内外装工事、730万249円が1,608万8,200円になる。220％アップですよ、これ。そ

れも詳しく説明してください。 

 それから、11番で、私の質問は、5,140万円の増額に対して、大変驚いたという会話の中で

言ってますけれども、その議員総会の場では、5,000万円の赤字のことは聞いている。そし

て、休業補償の分も協議中ですって。協議するって市長と協議しかないやろ。その議員総会の

場では、もう既に驚きが通り越しちゅうわけよね。その驚いたというのは、コンサル会社に頼

んで試算をして、3,000万円という数字が頭にあるから、5,000万円を驚いたわけでしょうが。

そこの整合性をもう一回説明してもらわんと納得できません。この3,000万円という金額は、

私の脳裏にきれいに焼きついてますからね。要するに、13万円ですけれども、差額がある分

で、さっきと同じですけれども、5,000万円の赤字のことは聞いていると。今回の補正見込み

で協議積算中、赤字のことは聞いている、協議積算中。それから休業補償というか、その

500万円の中でということも聞いていると答弁しちゅうわけよ。これは明らかに試算した金額

じゃなくて、休業補償と赤字補塡も含まれちゅうということ、それがあるからこその答弁とし

か考えられんわけよね。そこのところをもう一回答えてください。 

 それから、前後しますけれども、14番で試算をした時期、恐らく議員総会の前やと思うけ

ど、それを、その時期を、年月日を教えてもらいたいと思います。この全体として、もし

2,000万円からの金額が出てくれば、補助事業であれば２億円も３億円も４億円もの事業がで

きるわけですよ。これは、大事な市民の税金が、生きてこないばかりか、不正なところに生き

ているというふうに私は思ってますから、私が今質問したことを丁寧に答えてもらいたいと思

います。 
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 ２回目は以上で。 

○議長（久保八太雄君） 意見調整のため休憩いたします。 

            午後５時20分 休憩 

            午後５時49分 再開 

○議長（久保八太雄君） 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。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 私からは、室戸病院のことだけをお話をいたします。室戸病院のことにつきましては、だん

だんとお話を申し上げましたように、診療所へ移るかもしれない。そういう中で、何とか有床

診療所にしていただきたいとかという話をお願いをしておりますし、またあき総合病院の前田

院長先生には、再三いろんなお話を相談に乗ってもいただいているということで、連携はしっ

かりできているというふうに私は思ってますので、今後ともしっかりと相談をして、いろんな

御意見もお伺いしながら地域医療の対策をしっかり考えていきたいというふうに思っておりま

す。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 久保教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（久保一彦君） 山本議員さんの２回目の御質問にお答えします。 

 議員総会の日ですけれども、平成27年２月16日に西部学校給食センター関連工事の進捗状況

ということで御説明をしております。 

 また、２点目につきましては、１日で解体、撤去、処分は可能であったということですけれ

ども、その可能であったけれども、その処理するものを運搬することができなかったので、不

測の日数を要したものでございます。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 補足させていただきます。 

 火葬場工事に関連してのことですが、２点目のスライド単価、県の見解ですと、型枠がはる

かに安い。それから、新しくおっしゃいました内外装工事の220％アップもこれも高いのでは

ないかということなんですが、以前の議会でも説明させていただきましたけれども、この項目

につきましては、全部で設計項目が600項目ほどありまして、そのうち500項目程度を見積単価

で改めてとっておりますので、確かに220％アップっていうのは高いですけれども、流れとし

ては見積単価を改めてとったという形になっております。 

 それから、３点目の残土工事につきましてのことと、それからこれも直接仮設工事に係る進

捗率のことでありますとか、残工事が実際よりちょっと低いのではないかとかというようなこ

とでしたが、今設計書を見ておりましたけれども……。 

            （８番山本賢誓君「何番のがに今答えゆう」と呼ぶ） 

○市民課長（萩野義興君）（続） 残土工事の分は３点目の分です。 
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 それから、直接仮設工事も含まれますが、そのことにつきましては、今ちょっと短時間で見

ておりましたけれども、建築工事につきましては、設計業者さんに委託した専門的なことであ

りますので、今十分なお答えはできませんので、今後設計書等で再チェックさせていただきた

いと思います。 

 それから、11点目のその3,000万円という数字、大変驚いたと言っておるというようなこと

なんですが、議員さんが最初の１回目の質問でもおっしゃいましたように、5,000万円であり

ますとか3,000万円、それから6,000万円、8,000万円、それから私もこれ以外にも幾つかの数

字をうわさとして聞いたことがありますけれども、これにつきましては、議員さんも質問にあ

りましたように、どうも数字がひとり歩きをしていきゆうところもあるかと思いますので、あ

くまでも今回のその設計変更は、スライド等に基づきまして業者、それから設計会社、それか

ら市と協議して、その中で最終的に5,146万円増額ということになったものでございますの

で、御理解いただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 答弁漏れについて執行部の答弁を求めます。萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 答弁漏れということでお答えします。 

 違算でないかというようなところでございますけれども、残土工事等に係ることでございま

すけれども、何点か御質問がありましたので、それも含めまして、専門的な業者委託もしてお

る内容でございますので、あわせて再チェックさせていただきたいと、お時間いただきたいと

いうことでございます。 

            （８番山本賢誓君「もう１回」と呼ぶ） 

○市民課長（萩野義興君）（続） あわせて設計書の再チェックをさせていただきたいと。専

門的で業者委託した内容でございますので、もういろんな点、何点か御指摘がございましたの

で、お時間をいただきたいということでございます。再チェックさせていただきたいと。 

 それから、3,000万円の話でございますけれども、この点につきまして、何度か同じことに

なるかと思いますけれども、いろんな数字がうわさとかそれからひとり歩きとかという言葉を

使わせていただきましたけれども、交渉過程の中でのそういう数字が。この辺につきまして

は、先ほどお答えいたしましたように、いろんな数字がひとり歩きしておりますけれども、そ

れはひとり歩きした数字だということでございますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君の３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） まだ10分ある。 

○議長（久保八太雄君） 10分ございますので。 

○８番（山本賢誓君） ３回目の質問を行います。 

 まず、教育委員会ですけれども、当初の工期の延長終了時点で、進捗率がわかりませんって

いうようなそんな答弁ないと思う。ちゃんと設計書の中に、業者から出た工程もあるやろ。そ

の中に進捗率載っちゅうはずやきんそれはもう一回答えてもらいたいがやけんど。 
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 それと、この産廃の処理というか防風ネットの処理に不測の日数を要した。そして、道路が

復旧できないから不測の日数を要したためって、それは27年２月の議員総会で説明しちゅうわ

けよね。けれども、ネットが倒れて修復したのは前の年やろ、９月やろ。倒れてないけんど

も、ネットが倒壊して、言うたき、それは変更理由で。ネットの処理に不測の日数を要するた

めって２つ言うたわけよ。ほんで、それもその前に工事も終わっちゅうし、議員総会に説明し

た変更理由の前にそれも終わっちゅうじゃないですか。これどうやって説明するの。９月24日

に終わって、次の年の２月16日に議員総会で撤去に不測の日数を要したためって、もし私がう

そを言うんやったら、議員総会のテープがあるかもしれません。それを起こしてから時間やる

き起こしてきてください。何言うてええやらわからん。 

○議長（久保八太雄君） まだ８分あります。 

○８番（山本賢誓君）（続） 課長ね、市民課長、ほかにもおかしなところがあるっていう答

弁でしたけれども、そのおかしなところがあるっていうのは、課長認めて言ゆうわけよね。そ

れはどことどことどこか今ちょっと言いますから答えてください。 

 それと、ここに厳然とした違算がある。直接工事費で83万円のが87万3,000円があって、こ

れに諸経費掛けたらすぐ100万円、150万円出てくるわけでしょう。そういったものは、この設

計書の中にいっぱい含まれちゅう。それをはっきり出してもらいたいことと、議員総会の場で

赤字のことと休業補償のことは聞いている。それを変更の中で協議しますっていう、これ誰と

協議したの。議員の前で聞いておりますから、現在変更で協議してますっていう意味。その中

に休業補償と赤字補塡が含まれちゅうという意味やろ、これは。ほんで、それを協議中という

ことは、市長と協議する以外に誰と協議するの、これは。それをはっきり答えてもらわんとい

かん。 

 それから、再調査するということをさっき言うたがですけれども、その単価が県の見解では

当初の落札単価プラススライド単価、それがもう基本ですっていう県の住宅建築課の課長補佐

は言ゆうわけですよね。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君、発言時間残時間あと５分です。 

○８番（山本賢誓君）（続） それで、県の見解に従うのは通常当たり前じゃないです。それ

に従えるかどうか、その再調査するときに。それをはっきりせんと前へ進まんわけですよ。ほ

んで、この工事がどうしてそういうふうに疑われるかということは、そういった金額のいろん

な動きがあって、６月議会で言うたように、不審な点がたくさんあるから、適正な単価に見直

すようにって動議も出たわけよ。それを議会の答弁が終わったからそれで終わりっていうこ

と、これは僕も６月から課長が退職するまで待ちよったわけですよ。というのは、退職したら

もう聞くわけにいかんから、この場で申しわけない、課長に悪いけれども、こういった質問を

させていただいたわけで、その中で私が今言うたようなことを明らかにしてもろてないと、協

議しますって言うたってあんたおらんなるわけやから。ほんで、その設計の見直し協議をいつ
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するのか、どちらの単価でするのかということをはっきり答えてもらいたい。 

 それから、教育委員会ももう一回答弁をお願いします。 

 先ほどの答弁で、防風ネットを処理する、野球の何か、バックネットを処理する、運搬がで

きなかったって言うけれども、建物のセンターの工事現場箇所から100メートル以上離れちゅ

うじゃないですか。何の邪魔もないやろ、建設工事に。 

 それと、倉庫の撤去、廃材を道路が崩壊して搬出できなかったって、どんだけでかい倉庫や

ったがですか。体育倉庫やろ、小さい。それを運ぶために、道路が通れないから、不測の日数

を要した、そのために工事がストップしちゅうわけよね。先行理由がそれやから。それで、工

期の終了の１月27日時点で、進捗率がわかりませんっていう答弁、それはもう全くおかしい。

６カ月もたって進捗率がわからんような状況がどこにある。これ下行って調べてきてくださ

い。担当に言うちゃあるきん。ということで、３回目ですから、もう言えませんからね。この

件に関しては、説明できんというふうなことになると思います。それで、例えば教育長、市

長、正規な理由がない限り、この工期延長が160日延ばされちゅう。これらは、市長とか教育

長、そういった関係者は引責をせないかん。責任をとらないかん。そして、実際に順調に進ん

でいったら、工期延長しなくても済んだものを、160日延ばした。その間の遅延金、これらは

もう教育長から、市長からで払いなさいや。市の収入になる分です、本来は。それが、市に入

ってない。毅然な態度をとらないから、そういうものが、ちゃんとした手続ができてないから

こういう状態になっちゅうわけよね。それをちゃんと責任とるかとらないか、それと遅延金

分、これを正規に正当な理由があったら遅延金発生せんわけですけれども、その分を市に損害

を与えちゅうと解釈してもいいと思うがですよ。それを払うか払わないか、それを答弁しても

らいたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 意見調整のため、６時40分まで休憩いたします。 

            午後６時10分 休憩 

            午後６時41分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで意見調整のため７時まで休憩いたします。 

            午後６時41分 休憩 

            午後６時56分 再開 

○議長（久保八太雄君） 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。久保教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（久保一彦君） 山本議員さんの３回目の質問にお答えします。 

 契約工期の１月20日時点での進捗についてでありますが、市、受注業者、コンサルなどによ

る定例会ごとに工程表による進捗につきましては確認しておりますが、契約上の工期延長を行

っておりますので、１月20日時点での詳細な進捗率は積算しておりません。 
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 ２点目、台風により産業廃棄物を搬出できなかった時期と議員総会での進捗状況の時期につ

いてでございますが、このことについて先ほど来御説明しております理由により、議員総会の

前に工期延長を行っておりまして、２月16日の議員総会では、それらの関連工事の進捗状況に

ついて御報告申し上げたものでございますので、御理解のほどよろしくお願いします。 

 ３点目の体育倉庫の件につきましては、体育倉庫を解体しないと、建築工事の前提となる地

盤改良工事に進むことができなかったためでございます。 

○議長（久保八太雄君） 萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） お答えいたします。 

 まず最初に、盛り土、切り土のことについて再チェックさせていただくというようなことを

申し上げましたが、今お時間をいただきましたので、チェックしてまいりましたので、説明さ

せていただきます。 

 数字が合わない、違算であるというようなところだと思いますが、構いませんかね、説明さ

せていただいて。最初に、根切り掘削工事を977立米やっておりますが、それを最初は全て埋

め戻しする予定でしたけれども、今回搬出するということで、その数量が997ということで、

20立米ほどふえておりますけれども、これにつきましては、１回地山をほぐしますと、数量が

ふえるということで、２％ほど増加させておるということでございます。土木工事もこういう

ことがあるということでございます。 

 それから、もう一点目が、議員総会で休業補償等のことを誰と協議したというふうなお話で

ございましたけれども、私休業補償というのは初めてお聞きするんですけれども、先ほどから

御質問に御答弁いたしておりますように、その時点では今後設計業者さん、それから業者さ

ん、それから市とで協議をしてまいるというようなことでございますので、御理解いただきた

いと思います。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの３回目の質問にお答えをいたしております。お時間を

いただきましてありがとうございます。ただ、答弁が長くなっておりまして、大変申しわけな

く思うところでございます。先ほど来、西部学校給食センターの工事、それから新火葬場の建

設工事につきまして、再三御指摘もいただいているところでございますけれども、私どもとい

たしましては、火葬場の件につきましても、設計変更という形で取り上げてきたもんでござい

ますし、これについては県に従うのか従わないのかというようなことではなくて、前段からず

っと申し上げておりますように、設計変更によって取り組んでいるということで御理解をいた

だきたいと思います。 

 それから、遅延金とか責任の問題でありますが、給食センター工事につきましても、それぞ

れ理由があって工期延長にやむを得ず認めたものでございますので、遅延金であるとか、損害

賠償であるとか、責任といったことにはならないのではないかと考えているところでございま



－134－ 

す。以上です。 

            （８番山本賢誓君「答弁漏れ」と呼ぶ） 

○議長（久保八太雄君） 答弁漏れ。 

 萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 山本議員さんにお答えします。 

 お時間とらせまして申しわけございません。 

 コンサルと調整という話につきましては、今先ほど私が答えた部分につきましては、コンサ

ルともお話を聞かせていただいて確認した部分でございます。 

 それから、休業補償の関係で、議員総会から後、いつ誰と協議したとかというお話でござい

ますが、先ほどお答えいたしましたように、その時点から……。 

            （８番山本賢誓君「聞いてないと言うたやろ、初めて聞く言葉や」

と呼ぶ） 

○市民課長（萩野義興君）（続） 休業補償でしょう。済みません。 

 議員総会から後、スライド条項等につきまして設計業者さん、それから請負業者さんと協議

して決定した請負変更でございますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 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。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、あす14日は大綱質疑であります。午前10時にはこの議場に御参集お願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後７時６分 散会 

 


