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            午前10時０分 開議 

○議長（濱口太作君） 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。武井議会事務局長。 

○議会事務局長（武井知香君） 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名中全員の出席でございます。 

 なお、執行部より、久保副市長検査入院のため欠席届が出ております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次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９月第５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)室戸市の医療についてお聞きをいたします。 

 この質問は、６月議会でも一般質問をさせていただきました。平成29年７月31日現在の室戸

市の人口は１万3,881人で、65歳以上の高齢化率は46.7％であり、高齢化率も約50％になろう

かとしております。６月議会での質問は、市内の医療機関の先生方も高齢になってきて、医療

機関の存続が危ぶまれている中で、このままでいくと、室戸は無医地区になるのではないか

と、質問をさせていただきましたところ、市長さんは、市内に一般病床の病院がなくなるとい

うことは、室戸市内の医療体制にとって大変な状況になるという認識を示されております。市

民の方々の中には、室戸には一般病床の病院がなくなったので、もう室戸には住めなくなるの

で、家を捨てて高知にいる子供のところへ行かなければ、これ以上室戸で生活はできていけな

いという話をよく耳にするところでございます。特に、佐喜浜のほうでは、県立あき総合病院

へ通院をするより、徳島県の徳島県立牟岐病院に通院をするほうが信号や交通量も少なく、安

全で時間的にも随分早く牟岐病院に着くので、多くの方々が通院をしていて、またガソリン代

や物価も高知県よりも安く、帰りには油も入れて買い物もしてくるという話をよく話されてお

ります。 

 ８月18日に、議員説明会があり、室戸病院も診療所になるのではないかと言われております

が、室戸市の医療の現状について、病院の先生方も高齢になってきていると説明があり、80代

後半の先生もいるとお聞きをいたしております。室戸市の医療について、１年後、２年後、ま

た３年先の医療の展望をどのように描かれているのか。これは、市民から医療についてせつな

い要望がありますので、お聞きをいたしたいと思います。 



－27－ 

 (2)国立室戸青少年自然の家の稼働率についてお聞きをいたします。 

 この質問も６月議会で一般質問をさせていただきましたが、自然の家の利用率が低迷をして

いるとお聞きをいたしておりますので、もう一度質問をさせていただきたいと思います。 

 平成28年度に続き、平成29年度も稼働率が50％割れの状況になっているとお聞きをしてお

り、非常に厳しい状況の中で、50％達成に向けてはどのような協力体制で取り組み、支援策の

方法はどのように進んでいるのか、お聞きをしたいと思います。 

 ６月議会での市長さんの答弁では、稼働率が50％を複数年下回りますと、統廃合の対象施設

となることから、利活用の向上に取り組んでいくという答弁があったところでございます。平

成28年度の稼働率は48.7％で、50％を割り込み、２年目を迎えておりますこの平成29年度は、

稼働率50％達成に向けて自然の家も日々厳しい努力をしているとお聞きをいたしております

が、８月25日現在の稼働率は42.85％であるとお聞きをいたしております。平成30年３月31日

までの予約状況も含めた稼働率は、韓国関連団体の野球３チームの宿泊利用、相談中も含めて

49.67％であるとの資料をいただいておりますけれども、これらの予約状況の中には、まだま

だ不確定要素も多く、キャンセルにつながる可能性等もあり、平成29年度の宿泊率、稼働率

50％達成に向けて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。 

 市長さん、また国立室戸青少年自然の家利用促進協議会会長の谷村教育長さん、前回私が質

問をさせていただいた６月議会から９月議会までの間は、利用率向上に向けてはどのような利

活用につなげてきたのか。また、平成30年３月31日までの残された期間には、稼働率50％を超

える取り組みに室戸市を挙げて、また国立室戸青少年自然の家利用促進協議会としてどのよう

に取り組まれていくのか、お聞きをいたします。 

 このまま稼働率50％が達成できなかったら、平成28年、29年と、市長さんが言われておりま

す２年連続で稼働率が50％を切ってしまいますので、何とかここで国立室戸青少年自然の家の

存続に向けて、私たちも昨年度は同僚議員とともに３回宿泊利用を行いましたので、ことしも

昨年に引き続き、私たち議員も、また同僚議員とともに一緒になって存続に取り組んでいきた

いと思いますので、市長さん、谷村教育長さんの御理解と最強の協力をいただける御答弁をよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

 (3)観光行政についてお聞きをいたします。 

 今、観光行政につきましては、市民からいろいろな話がされております。 

 まず、観光協会が室戸岬の先端で長い間事務所を開設をしておりましたが、平成27年４月に

三津の室戸世界ジオパークセンターの開幕時には、１階に事務所が移転をされて、その後平成

28年の後半ごろから、室戸岬の旧飛巌荘の旅館の１階に事務所が移転されるなど、事務所が

転々とされて、移動をされていることに、観光客や地域の方々も困惑をされている方がおいで

るとお聞きをしており、観光協会は本当にこのような状態でよいのでしょうか。このような状

態になっていることの原因はどこにあるとお考えでしょうか。また、一般社団法人室戸市観光
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協会と行政とは、今後どのような関係で取り組まれていく構想なのか、お聞きをしたいと思い

ます。 

 次に、室戸市への観光客の入り込み客数を過去５年間に上って調べてみますと、平成24年度

は51万6,000人、25年度は55万6,000人、26年度は62万5,000人、27年度は73万7,000人、28年度

は76万5,000人と、この５年間では約24万9,000人もの増加で、過去５年間では入り込み客数は

順調に増加をしておると思いますけれども、世界認定を受けた室戸ジオパークのおかげで入り

込み客数が増加をしているというインパクトや、それに対する期待感が室戸市民には感じられ

ていないというふうに、私は考えております。執行する行政との間には、閉塞感や距離感があ

るのではないかというふうにも考えているところでございます。これに対する御答弁をいただ

きたいと思います。 

 また、世界認定を受けた室戸世界ジオパークセンターへの入館者数は、平成27年４月29日の

オープンから27年度は約10万3,000人、28年度は７万6,000人の入館者数で、開設年度からは入

館者数も落ち込んでおります。 

 ここで、世界認定を受けた室戸ジオパークへの投資経費を調べてみますと、平成24年度は約

5,700万円、25年度は約8,900万円、26年度は約５億7,200万円、27年度は6,600万円、28年度は

約１億1,600万円で、合計約９億100万円もの経費が投資をされております。観光客の入り込み

客数は年々増加をしておりますが、観光客が室戸岬周辺の散策や世界認定を受けた室戸世界ジ

オパークセンターへの無料入館、新村の遊歩道散策や日沖サイトや夫婦岩サイトでの日帰り観

光等々、現地散策をされて素通りをされる観光客が非常に多いのではないかと感じておりま

す。約９億円の経費が投資をされておりますけれども、まだまだ将来的にも投資経費は続いて

いくと思われますが、今まで投資された経費に対する費用対効果はどのように考えられている

のでしょうか。 

 そこで、①観光客が地域に落とす外貨の獲得にはどのように取り組まれているのか。 

 ②地元の地域に与える経済の波及効果はどのように把握をされているのか。 

 ③地域振興にはどのような波及効果が生まれているのか。 

 ④室戸世界ジオパークセンターへの投資的経費約９億100万円への費用対効果はどのように

考えられているのか。 

 ⑤市民にはどのような影響が及ぼされて室戸市内が活気づいているのか。 

 ⑥市民と民間団体と行政との間には温度差が感じられますが、今後の取り組みはどのように

考えられていくのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 次に、平成30年の夏には、日本ジオパークの再審査が予定をされ、また平成31年の夏には、

世界ジオパークの再審査が予定をされていると思いますが、次の再審査に向けての取り組みは

どのように進んでいるのでしょうか。次の再審査に向けて取り組んでいかなければならない専

門職の博士号を持った地質専門員や地理専門員、また国際交流員等々が短期間に次々と人選が
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変わっており、平成29年４月からは、博士号を持った地質専門員が不在の状態であるとお聞き

をいたしておりますけれども、これらのことに対する不安的な要素はないのでしょうか。専門

員に対する給料も含めた待遇面は十二分に確保をされているのでしょうか。専門員が長く常駐

できない状況にあることは、ジオパーク全体に与える関心度が薄れてくるのではないかと想像

もされるところでございます。市民の中には、経費ばかりかかってメリットがないと嘆く方も

おりますけれども、ジオパークは室戸市の活性化や産業の振興、地域経済の底上げや外貨の獲

得により、室戸市浮上の大きな鍵を握る原動力となる一大事業でなければならないと思いま

す。室戸市の観光行政や地域経済の活性化と世界認定を受けた室戸世界ジオパークをどのよう

にリンクをさせて、市民が納得のいく取り組みができていけるのか、人口が目に見えるように

減少していく中で、３年、４年、また５年先の行政をどのように描かれて市民との対話や室戸

市政の浮上に取り組まれていくのか、お聞きをしたいと思います。 

 (4)医療・介護保険制度についてお聞きをいたします。 

 平成29年８月１日から、医療・介護保険制度の見直しがあり、一定の所得がある高齢者は、

月ごとの自己負担額の上限が引き上げられると報道をされております。高齢者で70歳以上の医

療費の高額医療費は、年収が370万円以上と370万円未満に区別をされておりますので、対象者

はそれぞれどれぐらいいるのか、そして各対象者の負担額の引き上げ幅はどのようになってい

るのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 次に、介護保険制度では、高額介護サービス費の上限が一部引き上げられると報道がある中

で、住民税を払っている年収383万円未満の単身世帯の対象者はどれぐらいいるのか、また引

き上げの内容はどのようになっているのか、お聞きをしたいと思います。 

 (5)スクールバスの利活用についてお聞きをいたします。 

 室戸市には、今、小学校３台、中学校２台で、計５台のスクールバスが運行されていると思

います。バスの運行計画表では、朝８時に学校に到着すると、帰りは小学校では３時30分に学

校を出発し、中学校は４時15分に学校を出発するとなっておりますので、その間はフリーの時

間帯ではないかと思うところでございます。スクールバスが運行されている地域は、過疎化が

激しい椎名、三津、高岡、室戸岬の４地域であり、各地区ともに高齢者が多く、高齢化率も非

常に高くなっている地域でございます。平成29年７月末現在の椎名地区の人口は361人で高齢

化率は61％、三津地区の人口は445人で高齢化率は58％、高岡地区の人口は257人で高齢化率は

51％、またその他の岬地区の人口は1,860人で高齢化率は約50％であり、これらの各地域には

スーパーもなく、個人の店も少なく、高齢者が多いために、日常生活に必要な衣類や食料品の

買い物ができない買い物難民が増加をしておるとお聞きをしており、日常生活に非常に困窮を

しているとお聞きをしているところでございます。 

 ある地域では、民間の簡単な移動販売車が１週間に二、三回は来ているところがあるようで

すが、移動販売車が早く来る時間帯のところは、お客さんが待ちかねて何日分もまとめ買いを
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するので、最後のほうに販売車が回ってくるところは、買いたい品物がなくなっているようで

ございます。そのときは、隣近所の人がスーパーへ買い物に行く時間帯に合わせて食料品の調

達を頼まなければならない状況になっているとお聞きをいたしております。 

 これらのことから、スクールバスが運行されていない時間帯の午前中に、各地域から希望者

を募って室戸のスーパーまで買い物難民のために買い物ができるように、１週間に数回で結構

ですが、スクールバスを運行して、高齢者や地域住民に対する行政サービスはできないか、お

聞きをいたします。 

 (6)二段階移住対策への取り組みについてお聞きをいたします。 

 高知県に移住をしたいと考えている人も数多くいるかもしれないという中で、いきなり田舎

での生活を考えると、気持ちが定まらないと思われる方には、まず第１段階として、高知市で

生活をしてもらい、そこを拠点にして移住をしようと考えている人は、最大６カ月間滞在し、

その間に自分に合った仕事や移住をする場所を探す期間を大切にするという二段階移住構想が

想定をされております。田舎暮らしにはなれてきたが、気持ちが踏み切れないという人を新た

なターゲットとして掘り起こしたいということで、高知市を拠点に二段階移住対策として、実

際に住んでみないと住みやすいかどうかわからないという方には、事前に家や仕事を決めてく

るよりは、ハードルが低く、移住先を模索しながら取り組んでいける、こういったことが好評

になっているようでございます。そんな二段階移住対策に高知市は取り組んでおり、高知市に

移住滞在して県内の市町村をめぐって移住先を見つけるのが目的で、高知市が県内の33市町村

と協定を結んで取り組んでいくとされておりますので、中山間地域への新たな人の流れを引き

起こす対策として、高知県も積極的に支援をしていくと言われておりますので、過疎化の厳し

い本市にとっても、高知市とも連携をして、そういった二段階移住対策に取り組み、室戸市に

も少しでも人口の増加につなげていく政策に取り組んでいくべきではないかと考えますが、市

長の取り組み姿勢についてお聞きをいたします。 

 (7)橋梁の点検調査についてお聞きをいたします。 

 室戸市の中心部を流れる二級河川室津川の下流にかかっております両栄橋につきましては、

橋梁点検調査の結果、老朽化に伴い、危険であると判定の結果、新しくかけかえることになっ

ており、平成28年９月から着工し、完成は平成31年５月までの約２年９カ月間の予定で、工事

費は約４億5,000万円の計画で、建設工事が進められております。また、両栄橋の下流にかか

っております港橋も、老朽化と波の侵食による塩害により、落橋するおそれがあるということ

で、全面的な通行どめとなっております。橋梁の点検調査につきましては、道路法第42条によ

り全ての道路管理者に道路橋定期点検要領、横断歩道橋定期点検要領に基づき、定期点検が義

務づけられており、全ての道路管理者はこの要領に基づき必要な知識及び技能を有する者が、

近接目視により５年に１回の頻度で点検を行い、診断結果を保存する必要があるとされており

ます。橋梁の日常点検は、通常点検、中間点検、異常点検の３つの点検に分類をされて点検を
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されなければならないとされており、市内にも数多くの橋梁があると思いますが、林道橋、農

道橋、市道橋を道路別に３分類をして、床版橋以上で狭長がＬ15メートル以上の橋は何橋梁あ

るのか。また、そのうち橋梁の点検は何橋梁行われているのか。また、老朽化や落橋に関する

異常が確認された橋は何橋梁あるのか。異常があるとされた橋梁のうち、整備を要しなければ

ならない橋は何橋梁あるのか。今後の整備計画はどのようになっているのか、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。 

○議長（濱口太作君） 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いたします。 

 まず、(1)室戸市の地域医療についてでございます。 

 この件につきましては、これまでの議会答弁や８月の議員説明会でも申し上げてきたところ

でございますが、私といたしましても、室戸市内に一般病床がなくなるということは、室戸市

の医療体制にとって大変な状況だという思いは変わっていないところでございます。そして、

本市といたしましては、なくなろうとしている一般病床について、何とか残す方法がないかと

いうことで、いろんな模索をいたしているところでございますし、また室戸病院の考えをお聞

きをするとともに、高知県や市内の病院、また県立あき総合病院、田野病院、内田脳神経外

科、細木病院などを訪ねまして、当市の状況説明であるとか、また協力のお願いをしていると

ころでございます。そして、市立病院の設立などにつきましても、検討をしているところでご

ざいますけれども、50床を確保するためには、室戸病院の経営権を市が引き継がなければなら

ないということであるとか、室戸病院としては、無床のクリニックとして経営を続行するとい

う意向もありますので、これらのことは大変難しいというふうに考えているところでございま

す。 

 またもう一点、県の第６期高知県保健医療計画の中で、安芸圏域内での基準病床数は436床

と定められているところでございますが、現在既存の病床数は598床であるということから、

新たな病床数をふやすという考え方は大変困難な状況であるというふうにお聞きをするところ

でございます。したがいまして、市単独での市立病院及び有床診療所の新設につきましては、

財政上の問題を別にいたしましても、大変困難な状況ではないかと考えているところでござい

ます。しかし、そうした中ではありますが、本市といたしましては、まずは室戸岬診療所への

常勤医師の確保によりまして、診療日数をふやすことで医療の充実を図ることができないか。

またもう一つには、室戸病院以外の病院の中で、一般病床を確保することができないかなどに

ついて、引き続き関係者と協議を重ねているところでございます。 

 また、本市の今後の地域医療体制につきましては、高知大学や高知県など、専門家の方々の

御意見をお聞きをしながら、初めてのことでございます。他の市町村でも余り策定の事例がな

いということでございますが、将来のことを含めた計画として、室戸市地域医療計画として策
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定をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 次に、(2)の国立室戸青少年自然の家の稼働率についてでございます。 

 このことは、６月議会でも申し上げたとおりでございますが、稼働率が50％を複数年下回り

ますと、統廃合の対象施設となることから、市としましても利活用の向上に向けて全力を挙げ

ているところでございます。そして、本年度の稼働率の状況でありますが、９月４日時点での

稼働率は56.1％となっておりまして、昨年の同時期よりは２％向上をしているところでござい

ます。また、６月以降の取り組みといたしましては、６月28日に青少年自然の家利用促進協議

会を開催をし、現状報告とともに市内の各種団体に利活用の促進をお願いをしたところでござ

います。 

 また、韓国野球の合宿を促進をしていくため、自然の家との協議を進めておりまして、選手

移送や通訳に要する経費、また、屋内運動場の利用に関する使用料の支援など、受け入れ体制

の充実に向けて各種支援対策を行うことといたしております。また、施設整備につきまして

も、中央公園のグラウンドの防球ネットの延長工事を実施することといたしておりまして、こ

れらの取り組みによって韓国野球の合宿を初め、少しでも多くの国内外の各種スポーツ合宿の

誘致につなげてまいりたい、そのことによって自然の家の利活用を促進してまいりたいと考え

ているところでございます。 

 また、市職員の利用でございますが、11月には採用２、３年目の職員を対象とした宿泊研修

を計画をしております。また、本年度には、課長、課長補佐等を対象とした研修や職員の防災

研修として、自然の家を利用した宿泊研修などを行うことといたしております。 

 そのほか、11月には、幼稚園指導要領及び保育指針の改定に伴う研修会の実施、２月には、

小学生のふれあい通学合宿として、１週間利用する計画をしているところでございます。今後

とも、自然の家の稼働率向上に努めてまいります。 

 次に、(3)観光行政についてでございます。 

 まず、観光協会につきましては、議員さん御案内のとおり、室戸世界ジオパークセンターの

オープン当初から、室戸市内の観光案内、イベントの企画などを一緒に行っていただきたいと

いうことから、同センターの１階に事務所を置いておりましたが、観光協会さんの考えのもと

に、昨年11月に現在の場所へ移転をされております。市といたしましては、各種イベントの実

施など、行政の枠では十分でない部分について、観光協会に分担していただくなど、お互い協

力しながら観光振興を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 また、一般社団法人である観光協会として、経済的にも独立していただきたいという思いか

ら、平成21年度より平成26年度までの６年間、県のふるさと雇用再生特別基金事業などを活用

し、職員の人件費や活動費、また事務的経費などについて一定の財政支援を行ってきたところ

でございます。また、平成27年度以降におきましても、人件費等の支援対策を行っているとこ

ろでございますが、現在のところ自立しているとは言えない状況ではないかと認識をするとこ
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ろでございます。 

 そして、御案内のとおり、平成28年度からは、安芸郡の市町村などで構成をされておりま

す、これも一般社団法人でありますが、高知県東部観光協議会が設立をされているところでご

ざいます。私は、当協議会、そして市の観光協会、行政の３者が十分連携を図り、当市の観光

行政の振興発展に努めていかなければならないと考えているところでございます。 

 次に、ジオパークの取り組みの中で、１点目から４点目までの経済効果についてのお尋ねに

対し、御答弁を申し上げます。 

 このジオパークの取り組みとしまして、経済効果を単独で金額をはじいていると、金額を示

すということはできていないところでございますが、室戸世界ジオパークセンターの施設整備

費といたしましては、これまでに約５億6,184万円の投資を行っております。また、平成28、

29年度におきましては、幕末維新博の地域会場として、県の補助金３分の２を活用した事業で

内部展示の充実を図っているところでございます。この内部展示につきましては、映像体感コ

ーナーを新設をしておりまして、大地の成り立ちや解説映像を体感できるようにしているとこ

ろでございます。そして、経済効果につながるものといたしましては、室戸世界ジオパークセ

ンターの入館者数がオープン以来、平成29年８月末現在累計をいたしますと、21万4,915人と

なっているところでございます。また、ガイドの利用者数につきましてでありますが、平成

27年度は東部博の効果もありまして、１万592人でありましたが、平成28年度実績では7,456人

となっているところでございます。また、室戸ジオパークのポロシャツにつきましては、平成

22年度から販売をしておりまして、現在約7,000着の販売実績となっているところでございま

す。そのほか、室戸世界ジオパークセンター発着のジオツアーであるとか、体験プログラムの

実施などを行っているところでございます。 

 御案内のとおりでありますが、当市の入り込み客数は、昨年75万人を超えているというとこ

ろで、年々増加はしているところでございます。このことは、一定ジオパークの取り組みが経

済効果にもつながっていくのではないかと考えるところでございます。そして、こうしたジオ

パーク活動は、全国にも広がっておりまして、市町村数におきましても、本市が日本ジオパー

クに認定をされた平成20年度には７地区28市町村であったものが、現在は世界ジオパークの認

定地域も全て含めまして、43地域159市町村がジオパーク活動に取り組んでいるところでござ

います。また、国会におきましては、ジオパークによる地域活性化推進議員連盟が発足をして

おりまして、会長には石破先生、会長代理には中谷先生などが就任をされているところでござ

います。私たちとしましても、この議員連盟に対し、各種要望活動も行っているところでござ

います。 

 次に、５点目の市民に対する取り組みについてでございますが、毎年室戸市内の公民館など

で７カ所において「ジオパークいどばた会議」を開催をし、市民の方々に御意見もいただき、

そうした御意見をジオパーク活動の取り組みに生かしているところでございます。また、私ど
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もが把握しているところでは、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌等のマスコミで取り上げていただ

いている件数が年間40件以上になっているのではないかと思っております。これらのことは、

室戸市やジオパークの大きなＰＲにつながっているものと考えております。 

 また、市の「広報むろと」におきましては、平成21年度から「知ってる？ジオパーク」と題

して、室戸ジオパークの取り組みなどについて紹介をしておりまして、室戸ジオパークのＰＲ

につなげているところでございます。 

 次に、６点目の今後の取り組みについてでございます。 

 ジオパークの取り組みといたしましては、平成27年から30年までの室戸ジオパーク実行計画

を定めているところでございます。その計画では、守る、学ぶ、もてなす、稼ぐ、広めるとい

う分野で取り組むことといたしております。そうした中で、港の散策ツアーであるとか、ジオ

ツアーやガイド研修、また防災教育、市民の方々や各種団体との連携をして、そうしたことに

取り組むことといたしております。 

 また、今年度におきましても、高知生物多様性ネットワークと連携をした記念イベントを通

して開催をすることといたしております。今後におきましても、市民、各種関係団体と連携を

図りながら、ジオパークの関連商品の開発であるとか、官民が協力して経済効果につながるよ

うに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、再審査に向けた取り組みについてでございますが、日本及び世界ジオパークの再審査

につきましては、前回の審査時にそれぞれの審査委員からジオサイトの見直しであるとか、防

災教育の充実、国立室戸青少年自然の家との連携などについて指摘があっているところでござ

いまして、それらの改善に向けて現在全力で取り組んでいるところでございます。３回目の認

定に向けてしっかりつなげてまいりたいと考えております。 

 次に、(5)買い物支援サービスについて、スクールバスを利活用することができないかとい

うことでございます。 

 まず、スクールバスにつきましては、通学だけではなくて、教育活動においても使用をして

いるところでございます。そうした中で、他方面への利活用については、現状では難しいとい

うふうには考えているところでございますが、当市におきましては、高齢者の生活支援対策と

いたしまして、電話やファクスにより、御注文をいただいた商品を購入をし、これを自宅まで

届けるといった買い物支援サービス事業を平成25年度から実施をしているところでございま

す。事業開始の平成25年度から平成27年度までは、県から２分の１の補助をいただき、実施を

してまいりました。県の補助が終了した平成28年度からは、市の単独事業として実施をしてい

るところでございます。当該事業の実施につきましては、室戸市商工会へ年間350万円の予算

で委託をいたしているところでございます。平成28年度の利用実績としましては、利用件数が

1,153件、前年の平成27年度は792件でありましたので、361件45.6％の増となっております。

現在のところ、利用件数が年々増加をしているところでございますので、一定の効果につなが
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っているのではないかと考えております。 

 また、みずからが商品を見て購入したいという希望があることは、承知をするところでござ

います。そして、市におきましては、これまで事業者に対し移動販売車の購入について支援を

行った事例もございます。市といたしましては、買い物支援につきましては、市内全ての地域

の問題であるという認識をいたしておりまして、今のところ現在実施をしている買い物支援サ

ービスについて一層の利用拡大を図ってまいりたいと、今後ともＰＲに努めてサービスの充実

を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、６点目の移住対策への取り組みについてでございます。 

 本市では、昨年度から新しく移住促進室を設置をいたしておりまして、移住ホームページの

充実や移住体験ツアーの実施及び移住フェアへの参加など、移住促進に取り組んでいるところ

でございます。そして、行政報告でも申し上げたところでございますが、高知市と県内全市町

村が連携して取り組む連携中枢都市圏構想の一つの事業として、二段階移住推進事業が来年度

より計画されているところでございます。事業の概要としましては、移住に対して不安を抱え

なかなか一歩を踏み出せない潜在的な移住希望者層をターゲットとして、まずは大都市圏との

生活面で比較的ギャップの少ない高知市のお試し施設等を利用しつつ、その滞在期間中に県内

で移住先を探すというものでございます。 

 事業の流れといたしましては、１段階目を担う高知市が２段階目移住希望者のニーズや情報

をもとに、希望に沿った市町村の相談窓口に誘導し、それを受けて市町村が移住相談等の受け

入れ業務を行うことというものでございます。そして、私としましては、安芸郡下の市町村が

連携をして移住促進に取り組んでいくことも大事ではないかということで、先日行われました

安芸地区地域アクションプランの会合の中でも、安芸郡での移住促進事業の連携について提言

をさせていただいたところでございます。いずれにしましても、これからの取り組みとしまし

て、安芸郡の連携はもとより、二段階移住推進事業の詳細をしっかりと把握し、より一層の移

住促進につながるように取り組んでまいります。 

 私からは以上でございますが、教育長及び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。以上です。 

○議長（濱口太作君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 小椋議員さんに、２点目の国立室戸青少年自然の家稼働率につい

て、私からは青少年自然の家利用促進協議会の取り組みなどについてお答えします。 

 青少年自然の家の稼働率向上に向けて、本年度におきましては、６月28日に、青少年自然の

家利用促進協議会を開催し、平成28年度の利用実績の報告とともに、本年度において稼働率

50％を確保するための閑散期のニーズの開拓として、森を活用したプログラムの試行など、新

たな方針が検討・周知されたところでございます。また、協議会の会員が自然の家の施設の内

容を知り、みずからの団体の利用や青少年自然の家のＰＲ活動につなげていくことについて
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も、確認がされたところです。 

 本年11月には、文部科学省等による幼稚園指導要領や保育指針の改定に伴う宿泊研修が

100人規模で実施されるほか、地域の関係団体と連携して、山の活動の充実を図り、海と山を

含めた体験活動を推進するなど、魅力あるプログラムをつくることとしております。 

 教育委員会といたしましては、７月に、室戸市児童会・生徒会交流会を実施し、60名の宿泊

研修を行ったほか、市内の３カ所の放課後子ども教室に働きかけて、９月末に自然の家での宿

泊研修を計画しているところです。 

 また、今後につきましても、９月26日に、青少年自然の家利用促進協議会の開催を予定し、

会員に対して、特に閑散期の団体利用について要請をしていくとともに、ソーシャルネットワ

ークサービスなどを活用した広報活動を行い、稼働率向上に向け取り組んでまいります。以上

です。 

○議長（濱口太作君） 山崎観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（山崎 桂君） 小椋議員さんに、市長答弁を補足させていただき

ます。 

 １の(3)観光行政についての中のジオパークの専門員についてでありますが、現在、室戸ジ

オパーク推進協議会における専門員の体制といたしましては、地理専門員１名、国際交流員１

名となっており、議員さん御指摘のとおり、地質専門員が不在となっております。地質専門員

につきましては、本年６月に面接試験等を実施した結果、来年１月より勤務していただく予定

となっております。 

 また、専門員の待遇改善についてでありますが、本年４月より、雇用契約の更新期間を１年

から３年に延長するとともに、通勤手当、時間外手当に加えて、住宅手当を新たに支給するな

どの改善を行ったところでございます。今後におきましても、他地域の専門員の方々の雇用条

件等も把握しながら、長く勤めていただけるよう対応してまいります。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 中屋市民課長。 

○市民課長（中屋秀志君） 小椋議員さんに、(4)の中の国保高額療養費制度についてお答え

いたします。 

 このことにつきましては、経済・財政運営の改革と改革の基本方針2015及び経済・財政再生

計画改革工程表等に基づき制度の見直しが図られたところでございます。 

 見直しの趣旨といたしましては、制度の持続可能性を高めるため、世代間、世代内の負担の

公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮した上で高額療養費の算定基

準額を見直すこととなっております。 

 自己負担限度額につきましては、４段階に区分されておりまして、現役並み所得者、一般、

区分２、区分１となっております。そして、現役並み所得者とは、課税所得が年間145万円以

上ある70歳以上74歳以下の被保険者のいる世帯に属する方であります。一般とは、課税所得が
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年間145万円未満で、課税世帯の方であります。区分２とは、世帯主及び被保険者全員が住民

税非課税である世帯の方であります。区分１は、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、

かつ各所得が必要経費を差し引いたときに０円となる世帯の方を指しております。それぞれの

対象者につきましては、本年８月１日現在で、現役並み所得者40人、一般528人、区分２、

300人、区分１、141人となっており、第１段階の見直しといたしまして、平成29年８月から自

己負担限度額、これは月額でございますけれども、変更されております。外来につきまして

は、現役並み所得者につきましては４万4,400円から５万7,600円となり、１万3,200円の引き

上げとなっております。一般については、１万2,000円から１万4,000円となり、2,000円の引

き上げとなっております。 

 なお、区分１と区分２については、8,000円のまま据え置きされております。 

 外来と入院合計の自己負担限度額は、現役並み所得者につきましては８万100円に月額医療

費から26万7,000円を差し引いた額へ１％を乗じた額を加えたものとなっております。これは

据え置きとなっております。一般は、４万4,400円から５万7,600円となり、１万3,200円の引

き上げとなっております。区分２につきましては、２万4,600円のまま据え置きでございま

す。区分１につきましても、１万5,000円で据え置きとなっております。 

 なお、議員さん御案内の年収370万円の区分につきましては、平成30年度の第２段階の制度

見直しの中で現役並み所得者と一般の区分に適用されるものであり、平成30年８月から高額療

養費等の算定基準が変更となることが予定されているところでございます。以上でございま

す。 

○議長（濱口太作君） 辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 小椋議員さんに、(4)介護保険制度についてお答えをいた

します。 

 介護保険法の改正に伴いまして、平成29年８月１日から、高額介護サービス費の負担上限額

の見直しが施行されております。今回の制度改正により、市民税を課税されている世帯の方の

高額介護サービス費の月額上限額が３万7,200円から４万4,400円に引き上げられました。高額

サービス費とは、介護サービスを利用するときに１カ月に支払った利用者負担の合計が負担の

上限を超えた場合、超えた分が払い戻される制度で、サービスを利用する人と利用していない

人との公平性や負担能力に応じた負担の観点から設定をされております。利用者負担額の上限

額は、所得に応じ、第１から第５段階まで５段階の区分がございます。 

 段階別に簡単に説明をいたしますと、第１段階は生活保護を受給している方などで、上限額

は１万5,000円で、今回の制度改正による変更はございません。第２段階は、非課税世帯で前

年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方などで、上限額は個人で１万

5,000円となり、変更はございません。第３段階は、世帯全員が市民税非課税の方などで、上

限額は世帯で２万4,600円となり、変更はございません。第４段階が今回の改正の見直しをさ
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れる対象者となる市民税を課税されている人がいる世帯で、上限額は３万7,200円から４万

4,400円に引き上げとなります。ただし、３年間の時限措置があり、同じ世帯の全ての65歳以

上の方の利用者負担割合が１割の世帯で収入の合計が520万円未満、もしくは単身で383万円未

満の場合は、月額３万7,200円、年間44万6,400円の上限が設けられ、年間を通しての負担額が

ふえないように設定をされております。 

 議員さん御質問の今回の高額介護サービス費引き上げの３年間の時限措置の対象となる単身

で課税所得が380万円未満の方は、８月末現在では３名でございます。 

 次に、第５段階は、現役並み所得者がいる世帯の方で、上限額は４万4,400円で、変更はご

ざいません。 

 なお、今後につきましては、平成30年度に高額医療合算介護サービス費等の変更が予定をさ

れておりますので、国の動向に注視して適切に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 小椋議員さんに、１の(7)の橋梁点検調査についてお答えし

ます。 

 本市では、市道にかかる橋梁について、平成22年から24年にかけて、橋梁定期点検要領規定

に基づき、橋梁長寿命化計画を作成しました。しかし、平成24年12月に発生した中央自動車道

笹子トンネル天上板落下事故をきっかけに、国土交通省では、道路法の一部が平成26年度に改

正され、国が定める統一的な基準で、トンネル、橋梁等の点検は５年に１回の頻度で実施する

こととなりました。本市では、平成26年度から新基準に基づく点検を開始し、市道にかかる２

メートル以上の橋梁244橋のうち、平成26年度に２橋、平成27年度に７橋、平成28年度に145橋

の調査点検を完了し、平成29年度に残りの90橋の点検を行っているところでございます。 

 また、林道橋につきましては、林道施設長寿命化対策マニュアルに基づき、74橋のうち４メ

ートル以上の林道橋を平成25年度に20橋を点検し、平成29年度は14橋の調査点検を行っている

ところでございます。平成30年度も14橋の点検調査を予定しており、残りについても引き続き

実施してまいります。 

 次に、農道橋につきましては、高知県職員橋梁点検マニュアルに基づき、３橋のうち平成

23年度に１橋が、残る２橋についても、平成32年度までに点検を予定をしております。 

 次に、15メートル以上の橋梁は、平成29年３月末現在、市道においては47橋あり、そのうち

37橋が点検済みでございます。その中で、レベル４、緊急措置の橋梁は、両栄橋、港橋、原池

橋の３橋となっております。両栄橋は、平成28年９月から工事に着手し、平成29年度は旧橋の

解体撤去、橋台下部工の新設、上部工の工場製作、平成30年度は上部工の現場架設、平成31年

度は橋面工、上水道本管設置、仮橋解体撤去を計画しており、新橋の通行開始は平成31年６月

を予定しております。 
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 次に、港橋は平成28年３月５日より全面通行どめとしております。今後につきましては、す

ぐ上流に両栄橋もあり、費用対効果の面からも、撤去の方向で検討をしているところでござい

ます。地元常会でも説明し、御理解をお願いしてきたところでございます。 

 次に、原池橋についても、平成28年12月23日より全面通行どめとしております。平成28年度

には、橋梁の形状寸法の測定や損傷の詳細調査業務を実施し、平成29年度は橋梁補修測量設計

業務を実施し、復元設計で補修か、かけかえかの比較検討や、また概算工事費の算定を行って

いるところでございます。平成30年度には、平成29年度の業務結果をもとに、工事の実施設計

積算業務を委託し、平成31年から工事を着手する予定としております。 

 次に、15メートル以上の林道橋は、平成29年３月末現在で７橋あり、そのうち５橋が点検済

みでございます。これまでに点検した林道橋につきましては、異常が確認されておりません

が、残りの２橋についても引き続き点検を行ってまいります。 

 次に、15メートル以上の農道橋は３橋で、そのうち平成23年度に農免佐喜浜傍士線にかかる

黒見橋、橋長が112メーターありますが、これを点検を実施しております。特に異常は確認さ

れておりませんが、残る２橋についても点検を行ってまいります。 

 今後の整備計画につきましては、これらの点検調査をもとに、橋梁長寿命化修繕計画を策定

し、計画的かつ予防的な修繕対策ができるよう取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 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たいと思います。 

 まず、(1)の室戸市の医療についてでございますけれども、市長さんのほうからもいろいろ

な御答弁がありましたけれども、室戸病院のまず救急医療がなくなり、一般病床の50床の入院

設備もなくなるということについて、市民の方々は非常に不安を抱いているということで、そ

の市の医療機関が町の医療機関に頼らなければならないと。これはどういうことかといいます

と、市の医療機関は室戸病院の一般病床がなくなったことによって、一番近いところでも町の

田野病院の救急、あるいは入院設備の病院に頼らなければならないということが、非常に市民

の方から言われておりまして、市の医療機関が町の医療機関に頼らにゃいかんということが非

常に不安やというふうに言われてもおりますので、この辺について、もう一度御答弁をいただ

きたいかなというふうに思うところでございます。 

 それから、(2)の国立室戸青少年自然の家の稼働率でございますけれども、市長の最初の答

弁の中で、ちょっと聞き漏らしたところがあったみたいで、９月４日時点での稼働率が56％と

言われたかね、私の聞いた８月末での稼働率は49％余りやという話を聞いてまして、56％とい

うことになってくると、またこれは２年目にして大きく50％を超える稼働率が生まれてくると

いうふうに思いますけれども、まだまだ今からも日にちが随分ありますので、この56％も本当

に確保されていくのかという担保はないと思うがですよね。キャンセルなんかもまだあるかも

わからないというふうにも言われておりますので、この言われた56％にさらに上積みができて
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いけるように、自然の家のほうも、10月、11月、12月の平日の稼働率が低いというふうに言わ

れておりますので、これらのことに対する対応が何かできていけないかなというふうにお聞き

をしたいと思います。 

 それから、(3)の観光行政についてでございますけれども、観光行政につきましても、いろ

いろな答弁をいただいたところでございますけれども、今、観光行政もいろいろな話がされて

おりまして、例えば一般社団法人室戸市観光協会が、ちまたのうわさでは、聞くところにより

ますと、これは本当にひょっとしたらなくなるんじゃないかなあというふうにも聞こえてくる

声がありまして、これらのことに対する取り組みはどのように考えておられるか、もう一度お

聞きをいたしたいと思います。 

 それから、室戸世界ジオパークの話でございますけれども、市民の間では、まだまだこれは

人口が減少していく中で、投資をされていく部分も非常に多いのではないかというふうに言わ

れておりますので、今からのジオパークセンターに投資をしていくことと、投資をしていくこ

とに対する今後の取り組みは、どのようになっていくのかということをお聞きをいたしたいと

思います。 

 それから、次の再審査が30年、31年にあるというふうにお聞きをしておりますけれども、

今、課長のほうから、地質専門員が現在不在やけんど、来年からは雇用ができるというふうに

答弁があったところでございますけれども、今までは雇用してきた博士号を持った先生方が

次々次々にかわられていくという状況があったわけでございますので、私が聞くところにより

ますと、前の柴田地質専門員らは、もうこのままここでおっても生活ができていけないとか、

柚洞さんは奥さんも働きよったけんど、子供もたしか２人おって、なかなか今の状況では飯が

もう食っていけんというふうな話があって、山口県の徳山大学のほうの助教授にかわっていか

れたというふうに聞いておりますので、本当に今の給料体系でいいのか。例えば、お聞きをし

たところによりますと、博士号を持った先生方の給料が募集している話の中では24万円から

25万円ぐらいやというふうな話を聞いておりますので、博士号を持った先生方の給料が果たし

てこれぐらいでええのかと。やっぱりこれは室戸に愛着を持って、また室戸の将来の方向性を

決めるような、そういう再審査に向けて取り組んでいかなければならない、こういった先生方

の待遇をもっとよく考えてやらないと、長い滞在ができていかないのではないかというふうに

考えるところでございますので、例えば市役所の課長級の給料でいきますと、聞くところによ

ると約40万円ぐらいやと、それから班長級でも30万円ぐらいやという中で、この博士号を持っ

た先生方が24万円から25万円ぐらいの給料で果たしてそれでやっていけるのかという、そして

そういうことが短命につながっていくのではないかというふうにも考えるわけでございますの

で、この辺をどのようにして考えていくか、私は給料が幾らが適当かわかりませんけんど、そ

ういうことを念頭に置いて取り組んでもいかなければならないのじゃないかなというふうに思

いますので、もう一度お聞きをしたいと思います。 
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 それから、(4)の医療介護保険制度についていろいろ詳しい説明がありましたけれども、私

らも聞きよっても詳しいことはわかりません。 

 それで、今一番高齢者も話の中に出ているのは、こういった詳しいことがわからないという

中で、今先ほどありましたような説明をもう少し広報とか、それから説明会をするとかという

ふうなことで、広くもう少し知らせていく方法はないか、このようなことでもう一度お聞きを

いたしたいと思います。 

 それから、(5)のスクールバスの利用についてお聞きをしたところでございますけれども、

現状では、スクールバスを買い物難民のために使用することはできんという話でございますの

で、そしたら実際現地では、地域では、非常にこういう買い物に困っちゅう人らが相当おいで

るというふうにお聞きをしておりますので、先ほどの市長の答弁では、移動販売車の検討もし

ようというふうな話ですけんど、実際にこれらの移動販売車が動くというふうな話にはなかな

かつながってこんというふうに思いますので、このスクールバスをそういった地域の方々の足

の利便性に使うことができないということであれば、それにかわるべき何かもうちょっと配達

だけではなしに、実際買いに行きたいという人もおいでるみたいですので、そういう人たちの

ための足の確保はできていけないのかということをお聞きをしたいと思います。 

 (7)の橋梁の点検整備について、２回目の質問をさせていただきたいと思います。 

 課長さんのほうからいろいろ数字も挙げていただいて御答弁がありましたが、市道橋ではレ

ベル４の市道橋が両栄橋、それから港橋、原池橋と３橋梁あって、３橋梁とも通行どめになっ

ているというふうにお聞きをしておりますが、これらの中で改修をされていくのが両栄橋だけ

やという話でございます。 

 それで、二級河川佐喜浜川の上流というか、中流部にかかっております市道、保能母線の保

能母橋、この橋ももう随分、もう40年近く、40年余るんじゃないかなというふうに思います

が、非常に老朽化もしておりまして、中間の橋脚なんかも下がっていると、そして上部工のス

ラブの鋼板なんかも腐食でもう鉄板が剥がれてしもうてコンクリートが丸出しになって、ほん

まにこれ大丈夫かなあというふうな状態にもなっておりますので、これらに対する改修計画と

いうのはあるのかないのか。例えば、あるとしたら何年ごろの改修計画があるのか、お聞きを

したいと思います。 

 これで、今期定例会におきます一般質問は終わります。 

○議長（濱口太作君） 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２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、医療についてでございます。 

 住民の皆さんが大変心配をしておられるということは、私も承知をしておりますし、私たち

もそのことに対して現在全力を挙げて取り組んでいるところでございます。また、私も以前か

ら申し上げていることは、当然一番近くの田野病院で充実をしていただくことも必要なことで
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ありますが、県立あき総合病院の院長先生とも話をしている中で、しっかりと県立あき総合病

院で受けとめていただくように、しっかりとその辺のお願いもしているところでございます。

そうしたこともやりながら、先ほど前段で申し上げました、我々としての対策というものをし

っかりとっていきたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、自然の家の利用状況でございますが、これにつきましては、上半期としてまとめ

ているということで、私の申し上げた数字になっているというふうにお聞きをいたしていると

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、観光行政の問題でありますが、協会がなくなるというようなことは、まだ私とし

てはしっかりはお聞きはしていないところでございます。先ほど申し上げましたように、観光

協会さんには行政として十分でない部分を補っていただきたいということでお願いをしている

ところでございますし、また東部観光協議会と一体となって我々も含めて観光行政の一層の推

進に努めなければならないというふうに、私は認識をするところでございます。 

 それから、次でありますが、ジオパークのことについてでございます。 

 現在のところ、改めて大きな投資をやるということについては、計画にはないところであり

ます。 

 また、専門員のことのお尋ねでございます。 

 いろんな考えを持っている専門家の方もおいでます。やっぱりある地域でしっかりと取り組

むことによって、また別の地域でその取り組んできたことを生かすということもありますし、

また公務員として雇われることを望んでいないという方もおいでます。ですから、専門員の方

の給与につきましても、私たちとしてもこれはずうっと考えていることでございますし、他の

ジオパークの専門員の方の給与等も一定把握をいたしております。まちまちでございます。ば

らばらでございます。そういう中で、もちろんそのことによってどんどんかわられていくと、

給料が安いからかわられていくということは当然あってはならないということでございますの

で、全体的なことも踏まえながら、今回も手当等の改善をしているということでございます

し、雇用条件については今後とも見直していく、よそとのバランスも考えていかなければなら

ないというようなことについては、思っているところでございますので、不備な点については

改善もする、また他市の状況も踏まえながら考え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。 

 そして、国保の高額療養費及び高額介護サービス費のことでありますが、これらのことにつ

いては、住民の方々にしっかり説明をし、またＰＲをする、知っていただくということは大変

大事なことでございますので、そうしたあらゆる機会を通じてＰＲしていただく取り組みをし

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。 

 そして次に、スクールバスの利活用ということであります。 

 前段でも申し上げましたが、いろんな商品をみずからが見ながら買い物をしたいという要望
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はあるということを、私どももお聞きをするところでございますので、そうしたことをかなえ

る対策としてどういうことがあるのか、どういうやり方ができるのかということについては、

今後考えてまいりたいというふうに思っております。 

 最後に、橋梁点検の件につきましては、担当課長からお答えをさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。以上です。 

○議長（濱口太作君） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えします。 

 市道保能母線にかかる保能母橋は、平成28年度に点検調査を完了しておりまして、レベル

３、早期措置段階で、橋梁機能に支障が生じる可能性があり、早期に、早期というのは５年以

内です。に措置を講ずべき状態の結果となっております。この点検調査に基づいて平成29年度

に、橋梁長寿命化修繕計画を策定する予定でありまして、この計画はこれまでの壊れてから直

すのではなく、壊れる前に適切な補修を実施することで、橋梁の延命化と維持管理コストの縮

減ができるものであります。今後においても、議員さんの御案内の橋梁を含め、レベル３以上

の橋梁について、この計画に沿って優先順位を定め、予防的、計画的な修繕を行ってまいりま

す。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 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、高台移転についてお聞きをいたします。 

 東日本大震災以降、高台移転につきましては、市民の方々の関心度も高く、移転を希望、検

討されている人もたくさんいるのではとのことから、私はこの３月議会において、本市の将来

的なまちづくり、人口を減少させないコンパクトで機能的なまちづくりの考え方の一つとし

て、津波の影響を受けない郷地区に高台移転を市民に促す道路網の整備、つまりまちづくりの

ための誘導的な施策として、具体的には費用もさほどかからず、早期利用が可能な室津川の河

川敷を活用した道路整備について提案をさせていただきました。市長の御答弁は、高台移転適

地調査を昨年より行い、適地について地権者の確認、用地測量、道路等のインフラ整備を進め

ていきたいとのことでありました。 

 高知県内の高台移転の状況を見てみますと、西のほうでは土佐清水市、黒潮町、県東部では

安芸、安田、田野町などでは、高台住宅団地への需要が広がり、着々と高台移転が進んでいる

と報道もされております。我が室戸市においても、いつ高台団地ができるのか、東南海地震の

時間的制約からしても、早期実現に市民は期待を寄せていると思います。 

 そこで、市長にお聞きをいたします。 

 ３月議会での御答弁から判断をしますと、室戸市はことし移転適地を決定し、意向調査を実



－44－ 

施、その結果をもって造成規模を決め、用地の購入、道路、用排水路等インフラ整備を行い、

高台移転が始まるものと思いますが、質問の１として、市が計画している高台移転は、おおむ

ね何年後の完成をめどとしているのか。 

 ２点目の質問といたしまして、室戸市の沿岸地域はほとんど津波浸水区域と災害マップで赤

色で示されておりますが、市内何カ所ぐらいの高台移転用地を考えておられるのか、計画があ

ればお聞きをいたします。 

 次に、質問の２項目めです。 

 国保運営の県移管対応についてお聞きをいたします。 

 国保の運営につきましては、これまでそれぞれの市町村単位で実施運営をされてきたところ

ですが、加入者の多くが高齢者、低所得者など、制度の構造的な問題から生じる保険料負担の

重さ、赤字経営、それに伴う自治体の赤字補塡など、さまざまな問題から財政基盤の弱い自治

体では、この国民健康保険制度が維持できない、維持できなくなることから、国の支援による

財政基盤の抜本的強化と、加入者の広域化を全国市長会、全国知事会などを通じて訴え続けた

結果、今回国のほうで3,400億円の公費拡充が決定され、来年４月より保険者は高知県で一本

化されるということだと思います。県の発表によれば、８月末をめどに県の国保運営方針等市

町村が県に納める事業納付金などの基本的な算定方法を取りまとめ、その後、県がパブリック

コメント、いわゆる意見公募し、11月に方針を決定、それをもとに納付金の試算を市町村に提

示し、市町村は対応することになるようですが、我々国保加入者、市民がですね、関心を持っ

ているのは、統一されたことによってサービスはもちろんですが、保険税がどうなるのか、ど

うなっていくのかに一番関心を寄せているところです。 

 担当課長にお聞きをいたします。 

 現時点で詳細については、不明な点もあると思いますので、基本的な考え方で御答弁をお願

いをいたします。 

 まず質問の１としてですね、県移管になることで保険税はどう変わるのか。新聞報道によれ

ば、県内市町村の35％が国保税が上がる、国保税が上昇すると判断しているようですが、室戸

市はどう判断しているのか。 

 質問の２、示される納付金の課税方法について。 

 質問の３、県は赤字経営の市町村に対し、赤字解消計画策定を求めていますが、どう計画を

しているのか。 

 次に、質問項目の３についてです。 

 移住促進事業についてお聞きをいたします。 

 移住促進事業につきましては、室戸市の人口減少対策の処方箋の柱として、産業振興ととも

に行政、議会が危機感を持って対応すべき課題だと考えますし、この事業がスムーズに進展し

なければ、本市の掲げる総合戦略の中に盛り込まれた人口の目標値はおぼつかなくなると心配
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をしているところです。室戸市は、これまで移住促進のＰＲ事業、東京、大阪など大都市圏で

の移住フェアへの参加、移住体験ツアーの実施などの事業に取り組み、一定の成果を上げてい

ることは承知をしております。そんな中、より実効性を高め、若い人の移住促進につなげるた

め、平成28年度より移住促進室を創設、その取り組みの柱として、職業紹介所を設置し、移住

希望者にワンストップでの情報提供が可能としました。私は、この取り組みについては評価を

しておりますが、この取り組みから約１年半が経過しようとしております。 

 そこで、実績等について担当課長さんにお聞きをいたします。 

 まず１番目としてですね、職業紹介所を活用した実績について。例えば、企業からの求人

数、その求人情報をもとに移住につながった件数などについての実績についてお聞きをいたし

ます。 

 質問の２です。 

 事業をやればいろいろ課題があると思いますが、その課題についてですね、現時点での課

題、それから将来を見据えた課題等々についてお聞きをいたします。 

 質問の３といたしまして、移住実態についてお聞きをいたします。 

 市の公表している移住実績は、平成22年から28年５月までですが、35組50人と「広報むろ

と」で発表されております。この中で３年以上室戸市に居住している人は何人いるのかについ

てお聞きをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（濱口太作君） 昼食のため、13時まで休憩いたします。 

            午前11時44分 休憩 

            午後０時58分 再開 

○議長（濱口太作君） 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） 上山議員さんに御答弁を申し上げます。 

 私からは、(1)の高台移転についてでございます。 

 高台移転の取り組みといたしましては、これまでの議会でも御答弁もいたしておりますが、

昨年度に適地調査を行っておりまして、７カ所選定をしておりました。その中から、道路や地

権者の状況等々検討の結果、２カ所の候補地を適地としたところでございます。そのうち室戸

地区の１カ所について、現在地権者を確認の上、測量の了解も得ておりますので、測量業務に

着手をしているところでございます。今回測量を行っている候補地は、10筆、地権者が４名、

台帳面積約7,000平方メートルとなっております。実測面積との誤差や造成設計にもよります

けれども、造成面積１ヘクタールをめどに進めていきたいと考えております。 

 なお、場所や購入面積等につきましては、これからの進捗状況によりまして、議員さんを初

め市民の方々にも広くお知らせをしてきたいと、報告をし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。 

 今後につきましては、測量業務の完了後、土地の鑑定、造成設計を進めていく予定でござい

ますが、砂防法に基づく許認可の問題、また農地法に基づく除外や転用、戸別法による許認可

の問題、道路の新設に伴う関係機関との協議などが必要となる場合がございます。こうした点

を踏まえまして、可能な限り早期に造成工事に着手できるよう全力で取り組んでまいります。 

 また、高台移転計画の箇所数についてでありますが、まず現在着手しております１カ所目の

完成を目指してまいります。また、並行してその１カ所目のエリアの拡大であるとか、次の候

補地に着手することなどにつきましても、検討協議をして取り組んで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、市民課長及び企画財政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（濱口太作君） 中屋市民課長。 

○市民課長（中屋秀志君） 上山議員さんに、(2)の国保運営の県移管についてお答えいたし

ます。 

 まず、１点目の県移管により、保険税はどう変わるのかと、２点目の示される納付金の課税

方法について関連がございますので、あわせてお答えいたします。 

 現在の国保税は、基礎賦課額、後期賦課額、介護賦課額から構成されておりまして、それぞ

れに所得割、資産割、均等割、平等割が賦課された４方式での算定となっております。議員さ

ん御案内のとおり、平成30年度からの制度改革は、財政基盤の弱い自治体の財政運営を安定さ

せるため、また市町村格差を是正するための改革であります。この制度改革に伴い、高知県に

おきましては、来年の１月ごろに市町村ごとの医療費水準と所得水準を一定反映させた納付金

額が示され、その金額に見合った標準保険料率が示されることとなっております。その標準保

険料率は、各市町村が納める納付金額を考慮して示されるものでありますので、納付金は医療

費水準や所得水準等を加味して算定されますことから、医療費水準が高い室戸市は、税率を一

定上げなければならないのではないかと考えております。保険税率を変更する場合には、税の

試算等を慎重に行った上で、国保運営協議会への諮問などを経て、改正案について来年の３月

議会へ提案することとなります。 

 次に、３点目の赤字解消計画につきましては、平成28年度からの５カ年計画を策定し、県へ

提出しているところでございます。しかし、これまでも市長から何回かお答えしておりますよ

うに、なるべく早い時期に解消したいという思いから、現在策定を進めております室戸市財政

運営計画におきまして、累積赤字を３カ年で解消するといった計画案も示されているところで

ございます。いずれにしましても、国保の単年度収支や一般会計からの繰入状況などを見きわ

めながら、赤字の解消に努めてまいりたいと考えています。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 山本企画財政課長。 
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○企画財政課長（山本康二君） 上山議員さんに、１の(3)移住促進事業についてお答えしま

す。 

 本市では、移住促進事業の一つとして、平成28年10月より、移住希望者及び市民の方が求職

活動を容易に行うことができるよう、移住相談窓口において職業のあっせんができる無料職業

紹介所、通称「ジョブ住室戸」を設置いたしました。この紹介所の効果といたしましては、家

と仕事の情報を同時に提供するワンストップ窓口となり、移住希望者のニーズに対し、より一

層きめ細やかな対応ができること、事業所が求める若い人材を市外からマッチングできるこ

と、市民の方が気軽に就職相談ができることなど、雇用に関する課題の解決につながるものと

考えております。 

 この紹介所を活用した実績についてでございますが、平成28年度末での有効求人数126人に

対して求職者数は19人、そのうち採用人数は13人、本年度は８月末現在、有効求人数160人に

対して求職者数８人、そのうち採用人数２人でございます。また、このうち移住希望者の求職

者数は、平成28年度２人、平成29年度は８月末現在で２人となっているところでございます。 

 次に、移住促進を図る上での課題としましては、まずは移住希望者の相談の中で、仕事や住

居関係の相談が多いことから、それらのニーズにどう応えていくかということになろうかと思

います。仕事面では、先ほど無料職業紹介所の実績でもお答えいたしましたが、求人数は一定

の募集をいただいておりますが、移住希望者の求職者数が伸び悩んでいるという状況もござい

ます。本市への移住希望者の中には、製炭業や漁業、農業など、１次産業への就業を望む方も

少なからずおられることから、この紹介所の実績につながりにくいという側面もございます

が、なおホームページを活用した事業所の紹介や移住体験住宅利用者の職場見学など、これま

で以上に就業につながる取り組みを強化する必要があると考えています。 

 また、住居面におきましても、空き家バンク事業や本年度新たに設置する移住促進住宅の活

用などにより、移住希望者のニーズに応えられる環境づくりに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、本市に３年以上居住している移住者の実態についてでありますが、平成22年度から平

成27年度までの移住者は32組47名であり、そのうち本年８月末時点で22組35名、約75％の方が

本市に居住している状況でございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 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、高台移転の件について市長にお聞きをいたします。 

 今、答弁では、10筆7,000平米ぐらいを予定をしているということですが、この7,000平米を

規模決定するに当たってですわね、どのような根拠を持ってこの7,000平米にしたのかを、ま

ずお聞きをいたします。 

 それと、この高台移転についてというか、これは防災の一環だと思いますが、これまで防災
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は避難路等々、その命を守る部分については、市も相当力を入れてきたと思うがですが、その

財産を守る部分についてですね、自分は取り組みがおくれているのではないか、これ一つがそ

の高台移転になるわけですが。ということで、市民の命と財産は、これは守らな、行政の責務

でありますので。ということで、まず１点目がその7,000平米の規模決定をした根拠、それか

ら７カ所を２カ所に絞り込んだと。そのうちの１カ所を今の答弁では、旧室戸地区に決めてと

いうことですが、あとの１カ所は旧市町村ではどこながでしょうか。 

 まず、この２点とですね、それから国保の話ですが、今課長の答弁を聞いたわけですが、室

戸市は国保税が上がる予想をしちゅうと、ことしはどうもその経過措置で１％以内ということ

らしいですが、恐らくそれでしまいがつかんと思うがですね。ずうっと何％かふえていくと思

うがですが、まず１点目が特別会計は残るのか残らないのか。 

 それから、２点目がですね、今示された、例えば室戸市は納付金がですよ、１億円ですよと

いう仮に話があった場合ですわね。それをどう振り分けるかというのを、私は聞いたがで、国

保条例の中で今課長が言われたように、世帯割、人員割、いろいろ４方式でやりゆうわけね、

資産割で。その上、仮に１億円と決められた場合に、それをどういうふうに今の国保の条例に

定められちゅう税率というか、その条件に当てはめていくかというのを聞いたがです、国保特

会が残るとすればですよ。 

 あと、その赤字経営の解消計画ですわね、解消計画は妙に答えがよくわからなかったがです

が、今までの取り組みをやって、要は一般会計から繰り出しをして、それをやっていきたいと

いうような答えやったがですかね。国保は、その１点、２点について。 

 それから、移住促進についてですが、まず余りこの職業紹介所、今の課長の話からすると、

利用されてないような気はするがですが、そのあたりのこれからもうちょっとこんなふうにし

たいというのがあればお聞かせを願いたい。 

 それから、その75％が室戸市に住み続けちゅう、25％の方はもう室戸市を出られちゅうわけ

ですが、この諦めたというか、室戸へ移住するのを諦めた人の理由というのは、何かそういう

調べがあるのかどうなのか。 

 それから、今の移住促進についてですわね、入り口部分については、空き家とかあっせんと

かいろいろの補助なりがあって手厚くされゆうと思うがですが、その移住後ですわね、そのあ

たりのアフターケアというか、悩み相談というか、支援事業というか、そういうのはどういう

ふうにしているのかをお聞きをいたします。以上です。 

○議長（濱口太作君） 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いたします。 

 まず、高台移転でありますが、はっきり誰が買います、何平米買いますというようなことを

しっかり把握した上で、その造成面積を現在のところ決めているというわけではございませ

ん。当然、市の公共施設というものも移転をする、つくればいいというような部分がございま
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すので、公共施設あわせて住民の皆さんの高台移転用地ということを想定はいたしているとこ

ろでございます。そして、確保できる面積というのも、広大な面積というのは、私どもは想定

をしておりませんし、なかなかその用地を確保することは、何年もたっても難しいということ

でございますので、適地を選定する上においても、その辺を勘案をし、また地権者の了解が得

られるのか、あるいはまた先ほど言いましたような許認可権がたくさん必要であるというよう

なところについては、大変難しい。そしてまた、そこへ行くまでの道路整備というようなこと

が延長が長くなると大変難しいというような中から適地を選んできたものでございます。 

 あと一カ所どこかということでありますが、これは羽根地区ということで想定をいたしてい

るところでございます。 

 いろんな防災対策の中で、住民の皆さんの対応ができていないのではないかというようなお

尋ねもありましたが、やっぱり我々としては、今先ほど言います高台へ移っていただくととも

に、今の住宅の耐震化、それはぜひ進めていただきたいということで、国・県の補助へさらに

市として上乗せをし、耐震診断は無料化をしましょう、耐震補強設計は30万円以内、あるいは

耐震改修については130万円以内であれば、持ち出しは要らない、自己負担は要らないという

ことで、耐震補強もしっかりしていただこう。また、その上でやはり高台移転も、議員さん御

指摘のように、よその市町村もやっているわけでありますから、私どもとしましても、早期に

そういう場所を構えて住民の皆さんにも移っていただくところがあるんだということをお示し

をしたいというふうに考えているところでございます。 

 次に、２点目の国保の問題について、私のほうからお答えをさせていただきますが、御案内

のとおり、国民健康保険税につきましては、基礎賦課額、それと後期賦課額、介護賦課額とい

うものから構成をされておりまして、ただその中にまだ所得割、資産割、それから均等割、平

等割というもので、４方式で課税をされていることは御案内のとおりでございます。これの課

税のやり方を例えば所得一本にするのかどうかとかという議論もされたようですが、これはそ

れぞれの市町村の今の形を一度に変えることは難しいというふうに言われておりまして、今の

形で課税をしていくということになると考えております。ただ、今回納付金がうんと上がって

きますと、今の国保税の状態では納付金を払うことができないので、先ほど言いました４方式

の中の率ですね、例えば所得割が高過ぎるので少し下げようとか、資産割がうちの場合はうん

と高過ぎるので、それを抑えるとか、また均等割、平等割は、よその市町村ではうんと高いよ

というような場合には、それに近づけるとか、そうした一定の調整は、私は必要になってくる

というふうに思っているところでございます。 

 それから、赤字の解消計画でありますが、これは議員さんも御案内のとおりでございまし

て、これは県において赤字解消計画として県に既に提出をされている、平成28年度に提出をさ

れている部分では、５カ年で解消するというふうに提出をしているところでありますが、ほか

の議員さん方からも早く解消するべきではないかということがあって、私どもとしてもこれは
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なるだけ早い期間に、早い年度で解消したいという思いを持っているところでございます。平

成28年度決算におきましては、赤字の額が御案内のとおり約２億5,000万円ということで、

我々もこれであれば短期間に解消できるのではないかというふうに考えたわけでありますけれ

ども、今回、例えば29年度予算の中で、28年度分の返還金として4,500万円程度が出ていると

いうようなことがあってですね、なかなか一度には返していくことができないなあということ

で、今、当市が策定をしております財政運営計画の中では、現在３カ年で解消したいと。それ

は、当然一般会計の繰り出ししかありません。そのほかの場ではなかなか解消できない、対策

がないということで、一般会計からの繰り入れとして解消をしていきたい、３カ年で解消して

いきたいというのが今の計画でございます。 

 あともう一つ、特別会計が残るのかという点については、先ほども言いました国保税として

課税をしてですね、うちが徴収をして、納付金として県へ納めるということでございますの

で、今、後期高齢者事業会計、後期高齢者の特別会計のような形で残っていくものと考えてお

ります。 

 あと移住促進につきましては、担当課長より答弁いたさせますので、よろしくお願いしま

す。以上です。 

○議長（濱口太作君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 上山議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の紹介所の利用が少ない点につきましては、いろいろ施策を講じて、ふやして

いかなければいけないというところはありますが、今現在具体的には、移住対策住宅で利用さ

れてる方を、求人のある事業所への職場見学とか、そういった機会をつくりまして、事業所と

のマッチングを図っていきたいというふうに考えております。 

 あと移住してこられた方で、25％の方が移住を諦められているというところですけども、こ

れにつきましては十分その理由は、現在のところ把握はできておりません。ただ、今後移住促

進を進めていく上で、どういったところがネックになっているのかを把握することは、大事な

ことですので、今後どういった形でですね、そういう状況を把握できるか、そういう仕組みづ

くりについては検討していきたいと考えております。 

 移住後のフォローですけども、当然移住促進室が移住者の相談窓口になっていることは、移

住後もかわりはございません。移住者につきましては、割と地域の活動のほうに、地域のほう

へ入られてですね、いろんな活動されている方が多いようにお聞きをしております。また、新

しく移住者を募集する体験ツアーにもですね、その既に移住されている方を招いて、そこで交

流会を図ったりとかというところで、移住者の室戸市での居場所づくりですかね、そういった

ことには取り組んでいるところでございます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 上山精雄君の３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。３回目を質問させていただきます。 



－51－ 

 市長、高台移転ですが、今、話を聞きますと、規模決定についても、住民の意向も反映され

てないということで、一面誘導的な、一つの市長の施策やと思うがですが、ただ市が用地測量

から用地の購入ということで、売れるか売れないか、要るか要らんかというところまで市がや

ってしまうというか、やったら早いかもしれませんが、それも一つの方法と思うがですが、私

は前回提案をさせていただきました、早期に安くできる、例えば室津川の河川敷ですね、これ

は県に相談して災害道路か何かにして指定してやれば、いく可能性はあるがですわね。 

 ということで、そしたら金もほとんど要らん、ほとんどというたらあれですけんど、用地も

買う必要もない、早くできる、ぜひ高台移転へ市民の要望のある方を、誘導さすようなやり方

もぜひ考えていただきたいがですが、最後に市長の御所見をお伺いいたします。 

○議長（濱口太作君） 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３回目の質問でありますが、災害道路を新しくつけ

て、そこを高台移転用地にしたらどうかというお尋ねのようにお伺いをしたがですが、まず以

前の質問のときに、議員さんから聞いているのは、河川の管理道路としてつけることが可能で

ある。だから、そこを利用したらどうかというお話やったというふうに解釈をしていますが、

そこは管理道路として現在は当然県としては考えていないということですので、それを市の市

道路線として改良していくためには、これはかなりの年月とやっぱり費用がかかるというふう

に、私どもは考えております。当然、私たちは、先ほども言うような適地がいろんなところに

あれば、そこを利用するということは当然考えていかなければならないというふうには思って

いますが、現在のところ、今私どもの取り組んでいるところが一番望ましいのではないかとい

うことで取り組んでいるところでございます。当然、先ほども申し上げましたように、そうい

う高台を市として構えているよということを、広くお知らせをして、そういう気持ちのある人

にはそこを確保していただくというような形は、当然とっていかないけませんので、ある段階

にそういうことをしっかり議員さんにも、また市民の皆さんにもしっかりＰＲをしていく必要

がある、お知らせをしていく必要があるというふうに申し上げてきたところでございます。以

上です。 

○議長（濱口太作君） これをもって上山精雄君の質問を終結いたします。 

 ここで皆さんに御報告いたします。 

 山本議員から質問事項３、行政事務の監査についてにつきましては、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。 

 山本賢誓君の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。９月定例会におきまして一般質問を行います。 

 まず、１番目の災害時の生活支援体制についてをお伺いいたします。 

 必ず起きるであろうと想定される巨大地震に備えて、室戸市も順次災害対策に取り組んでお

られると思っております。避難場所の指定、避難道路の整備、避難タワーの整備、食料品の備
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蓄等であります。想定される災害の実害は、さまざまであろうと考えます。国道沿いの住宅街

は津波による被害、山の麓の住宅は山腹崩壊による災害被害、中山間地では山腹崩壊とか道路

の決壊とか、そういった被害が考えられ、特に中山間地では点在する集落が長期間にわたって

孤立する確率が非常に高いと想像ができます。海岸沿いの被災地は、国道沿いでありますか

ら、復旧にも力が入り、室戸市も備蓄食料の確保も順次整備しておりますので、緊急避難生活

が早期に鎮静化するとも思います。しかしながら、中山間地域に対する被害対策は、前向きに

取り組んでいるのかどうかわからない部分があります。いまだに食料備蓄をする気配もない

し、生活道が寸断された場合の対策のシミュレーションもできていないのではないかと思いま

す。ある程度人口密集地を優先的に救助していくことに関しては、わからないでもありません

けれども、中山間地域の人々も同じ室戸市民であり、同じ命のとうとさであろうと思います。 

 そこで、中山間地災害対策についてお伺いをいたします。 

 １番目、中山間地と言われる地域の人口はどのぐらいを占めているのか。 

 ２番目、室戸市の人口に比した割合はどうか、お伺いいたします。 

 ３番目、現在の毛布の配布、あるいは食料備蓄の状況はどういう状況なのか、お伺いをいた

します。 

 ５番目、道路が寸断された場合の対策はどうなのか、お伺いいたします。 

 ６番目、防災無線が寸断された場合、被害状況はどのように確認するのか、お伺いいたしま

す。 

 ７番目、市街地域に生活物資の食料も含めてですけれども、備蓄を始めた時期はいつでした

か。 

 ８番目、同じ市民、同じ命でありながら、同時並行で中山間地域対策も取り組むのが当たり

前だと思いますけれども、今まで取り組めなかった理由をお伺いいたしたいと思います。 

 次に２番目、請負契約の変更についてお伺いをいたします。 

 この工事に関しましては、私の中ではいまだに釈然としない思いがたくさんあります。４回

にも及ぶ工期の変更、国内に物価上昇につながるような大事故もなかったわけですけれども、

事故繰越という対応をして工期を延長してきた。そしてまた、日本国内に大した価格変動も存

在しなかったのに、著しい価格の変動があった場合に適用されるスライド条項の適用で、残工

事に対して5,140万円余りの増額と、非常に問題のある工事であると認識をしております。今

回は、それぞれの疑問点を確認する意味で質問をさせていただきます。 

 さきの議会におきまして、単価及び工種の変更については、市長は担当課に任せられないと

して、市長が直接設計会社と交渉したと答弁されております。大変重大で重要な発言であろう

と思います。こういった市長が直接設計会社と交渉したということでありますから、単価にお

いても工種変更についても、市長が交渉したということでありますから、答弁はできるだけ市

長にお願いいたしたいと思います。 
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 まず、質問事項項目が多いですから、全て順番に１つずつ答弁していただくようにお願いを

しておきます。 

 それでは、質問事項に入ります。 

 １、繰り越しには明許繰越と事故繰越とがありますが、事故繰越が適用できる正確な基準と

いうものがあります。それをお答え願いたいと思います。 

 そして２番目、今回の事故繰越、市単独工事とはいえ、今回の事故繰越の適用は正確な取り

組み方であったのかどうか、お伺いをいたします。 

 ３番目、違法性を意識しながら適用したのじゃないかと疑いますけれども、適用できた説明

をよろしくお願いいたします。 

 スライド条項、これは契約約款第25条でありますけれども、工期が12カ月を超える工事が対

象ではあるが、全てが対象になるわけではありません。今回適用されたので、確認の意味でお

伺いをいたします。 

 スライド条項適用には、通常価格変動が合理的な範囲内である場合は、請負契約であるか

ら、その価格上昇のリスクは受注者が負担と定義をされております。スライド条項には、全体

スライドと単品スライドがあり、今回は全体スライドを適用しております。それぞれの対象の

定義についてお伺いをいたします。 

 ４番目、価格上昇が通常合理的な範囲である場合、受注者が負担と定義をされております

が、価格上昇の合理的な範囲とはどのような状態なのか、お伺いをいたします。 

 ５番目、今回合理的な範囲という判断をしなかった判断基準をお伺いしたいと思います。 

 ６番目、全国の建設物価指数があります。平成26年度建設物価指数、建設物価単価は、平成

24年度に比べてどれほど上昇しているのか、国土交通省の資料によって、全国及び高松地域

の、これは四国の代表です、高松地域の比較をお願いいたします。国から指標が出ております

ので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 ７番目、物価及び労務単価がどれほど上昇したら合理的でないと判断されたのか、その基準

をお伺いいたしたいと思います。 

 ８番目、今回これを適用した、合理的と判断をした根拠は何なのか、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

 ９番目、適用対象工事は比較的大規模な工事とされておりますが、国・県の基準として比較

的大規模工事とはどの程度の規模なのか、金額なのか、根拠的な資料をよろしくお願いしたい

と思います。 

 10番目、スライド条項適用の趣旨として、通常予見不可能な価格変動に対応する措置と定義

をされておりますが、今回の適用が通常予見不可能だったほどの価格上昇があった根拠を細か

く説明を願いたいと思います。 

 11番目、今回全体スライドを適用しておりますが、全体が予見不可能な価格変動だったとい
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う根拠を御説明願いたいと思います。 

 12番目、単品スライドで対応できた可能性が非常に大事でありますけれども、どうして単品

スライドを適用しなかったのかどうか、お伺いをいたします。 

 市長は、今回の増額に対して、担当課に任すことはできないとして、設計会社に２回ほど出

向いて単価の交渉と工種の打ち合わせをしたと答弁しておりますが、担当課に任すことができ

ない、市長みずから出向いて増額交渉した、また増額交渉しなければならなかった理由は何な

のか、お伺いいたしたいと思います。 

 14番目、担当課に任せられないとした理由の根拠もあわせてお願いいたしたいと思います。 

 任せられない理由が何であるか、非常に興味があるところですけれども、根本には大変な増

額要求があり、通常ではない行為によって金額を増額しなくてはならないので、担当課長には

言えないから市長みずから直接足を運ぶというような行動に出たのではないかと、私は判断を

いたします。市長が直接設計会社と工事、工種変更価格を交渉するという行為は、私にとって

みれば異常な状態だと認識しますが、市長のスタンスとして、我々の知らないところでこうい

う行為が常態化しているということも考えられますので、過去に請負工事を担当した執行部に

お聞きをいたします。 

 各課長が答弁をしてください。 

 市長がこのように設計会社と直接交渉するという行為が過去にあったのかどうか、お伺いい

たします。 

 久保総務課長、中屋市民課長、久保田水道局長、岡本建設土木課長にお聞きをいたします。 

 市長が設計会社と単価についての説明を受け、交渉した。この交渉によって工種の追加変更

と最終の5,140万円が決定したのであります。これは、間違いのない、疑いを挟む余地のない

事実であります。この増額交渉には、前市民課長は関与していませんし、また直接請負業者が

設計事務所にこの金額を協議するよしもありませんから、そう考えるのは自然であろうと思い

ます。流れは想像できますし、いつもこの工事のことを思ってますから、大体のストーリーは

描くことができます。このストーリーの原点は、たび重なる執拗な多額の増額要求でありま

す。困り果てた執行部は、設計会社に正規のスライド増の金額を算出させた節があります。出

てきた金額が3,000万円か3,600万円であります。私の中で、当時確定しない金額ではありまし

たが、その3,000万円、あるいは3,600万円の金額をもって業者と役所側が交渉しております。

しかし、業者は納得せず、第三者に相談し、その第三者が市長のもとに駆けつけ、再度市長と

交渉が持たれたということであります。私のもとに漏れてきた金額が3,600万円であります。

ここで、3,600万円という金額が姿をあらわし、確定したわけであります。3,600万円が資材高

騰による算出金額ということになります。 

 私は、この金額でも高過ぎるというふうに思います。全体スライドではなく、単品スライド

であれば、まだはるかに安価な金額が工事金額となっているというふうに想定されてもよいと
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思います。当時、日本経済に社会を揺るがすような平均40％を超す物価上昇がありましたでし

ょうか。前にも言いましたけれども、全国で室戸市だけ物価上昇があったわけであります。平

成23年、24年、25年、26年、27年、この間の建設資材上昇率は、全国でも５％から８％以内で

ありますから、この工事に当てはめてみると、国の社会物価情勢を把握した物価上昇率の範囲

内計算であれば、増額したとしても私の計算では2,000万円に届かないような状態ではないか

とも思います。そういうことからよく考えれば、この工事には二重に、三重に金額上積みの配

慮がなされているんだと思います。 

 交渉の件に戻りますけれども、市長は、これで3,600万円で納得を求めたら拒否された。こ

こで、正規な金額、本来ならこの3,600万円で設計変更しなくてはならないが、この3,600万円

の金額がここで闇の中に消えていったのであります。その後どうなったのか。その後は、市長

は担当課長を外し、担当職員と２度設計会社に出向いております。正規な金額よりはるかに上

積みされた金額、早くから執拗に要求され続けてきた5,000万円オーバーの金額がここで誕生

したということであります。市長も常識があります。担当課長に、3,600万円の交渉がだめで

あったから上乗せした金額で交渉してくるような指示はできませんから、ここで担当課長を外

して担当職員と二人で２度設計会社と協議を重ねたということであります。設計会社がすんな

り業界のルールを破るような約束をしてくれたのかどうか、ここが問題であります。市長の行

動が各方面に重大な影響を及ぼすような行動であったということを認識していただきたいと思

います。設計会社の存続にもかかわることであります。その差額1,500万円超す金額が何に相

当するものか、市長はよく考えていただきたい。室戸市に損害を与えた金なのか、それとも正

当な理由があってしかるべき金なのか、胸に手を当てて思いをはせていただきたいと思いま

す。 

 私もこのような質問は、全て証言と記録によって行っておりますから、決してうそはついて

ないことをここではっきり申し上げておきます。不思議なことがいっぱいであり、不可解なこ

とが盛りだくさんであります。きな臭いにおいもします。充満する一連のいきさつでありま

す。私も設計会社に足を運ばねばなりません。設計会社に面会を求めたことは、既に市長の耳

にも入っていることだと思います。10分間でいいからと面会を求めると、予定がたちませんか

らと断られ、社長が会えるのは２週間後に10分ぐらい時間がとれますと、逃げまくりの設計会

社であります。何かあると想像するのが当然だと思います。何回か連絡するうちにやっと会え

る機会を予定できております。一連の流れをお聞きしたいものであります。増額設計書ができ

ていますから、何点かお伺いをいたします。 

 質問事項、順番に19番目です。 

 当初設計書に付随する見積書の枚数は何点なのか、お伺いいたします。 

 20番目、変更設計に付随する見積書の枚数は何点なのか、お伺いいたします。 

 21番目、当初設計と変更設計書の見積業者は全て同一か、お伺いいたします。 
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 22、土工事では工程管理もない、工事日数もない、工事写真もない、どうやって施工確認を

したのか。 

 23、確認できないものに支払いはできるのかということでありますが、これは検査をした財

産管理課にも、また後で２回目に聞きたいと思います。 

 25番、支保工についても、工程管理もない、工事日誌もない、工事写真もない、どうやって

施工確認をしたのか、確認できないものに支払いできるのか、これも同じように財産管理課に

お聞きしたいと思います。 

 26、他の設計業者に確認すると、支保工はコンクリート打接工の中に含まれるのが一般的

で、別途に支保工は計上しないということですが、当初に含まれていなかったという単価的な

証明をお願いしたいと思います。 

 27番目、直接仮設工事で明確な違算があります。実際はできているのに出来高を少なくして

残工事を水増ししております。これは、３月議会でも指摘し確認するという答弁から、何の進

展もない。これは、業者に返還を求める金額だと思いますけれども、何の進展もないが、どう

なっているのか、お伺いいたします。 

 28番、型枠工事は全て出来高55％となっております。基礎型枠、地中梁が55％しかできてい

ないのに天井も窓も入り口、その他のドア周りも100％近く完成をしております。そういうこ

とはあり得るのか、整合性の説明をお願いいたしたいと思います。 

 29番目、工程管理でスライド申請時には、２階型枠を残してその他の型枠工事は仕上がって

いたのではないですか。また、１階壁も工程表では９月に、また基礎地中型枠は６月には仕上

がっているのではありませんか、これの説明もよろしくお願いいたしたいと思います。 

 30番、木工事には当初設計から数量が９倍になっている項目があります。これによってほか

の工種数量に当然影響してくると思いますけれども、どうなっているのか、お伺いいたしま

す。 

 31番目、内外装工事では、当初設計金額が730万2,000円でありますけれども、変更では

1,608万8,200円と、実に220％のアップとなっていますけれども、このアップの詳細の説明を

お願いいたしたいと思います。 

 余り単価のことを質問しても意味がないことはわかっておりますが、3,600万円が5,140万円

に化けておりますから、数量調整、価格調整がたくさん隠れていて私にも把握できない変更設

計書だからであります。当初から赤字赤字、市長にたび重なる増額要請、それをそんたくした

市長が担当課を外して設計会社と直接金額交渉をするという、通常あり得ない世界が室戸市に

は存在していたのであります。27、28のほかの各工事においても、当初契約工期の倍近い日数

の工期延長をいとも簡単に許してあげて業者に便宜を図る、変更理由は適当、最低制限価格で

落札しても最後には必ず予定価格がそれ以上の金額に上がって工事が終了する、全部同一業者

であります。こういったことは、市長も全部把握をしていながら、どうしてそれを許してきた
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のかということであります。市民が、あるいは関連業界が怒り心頭であることを知りながら、

いまだにそのような行為を続けておられます。市長の中に、特定業者とその応援者に公務員の

倫理を犯してまで配慮する必要性、必然性があるのか、毅然とした態度がとれていれば、いい

や毅然としなくても普通の公務員の責任感があれば、こんなことにはならないはずだろうと思

います。 

 この数年の工事で厳密に市の行政のほうが指導監督しておければ、かなりの金額の遅延金が

徴収できたはずですが、そういうことはしなかった、残念なことであります。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（濱口太作君） 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。 

 これだけ大変な、失礼な一般質問を受けたのは、私も初めてでございます。 

 いろんなことの思い込みの中で、質問ができるかどうか、大変私はそのことに疑問を持って

おります。そういう中で、正確な答弁はできないのではないかというふうに、自分も心配をし

ております、私は。 

 質問にお答えをします。 

 まず、(2)新火葬場建築工事についてでございます。 

 これまで新火葬場の建築工事につきましては、何回も同じ議員さんに対してお答えをいたし

ております。旧の施設の老朽化に伴い、多くの住民の皆さんが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ではない、早く改築をしてほしいという中で、大変厳し

い財政状況でありますが、取り組んできたものでございます。そして、工期の延長や工事費の

増額変更はありましたが、平成27年11月30日に完成をし、翌年１月５日から供用開始をしてい

るところでございます。 

 次に、１点目から３点目の事故繰越についてでありますが、これは地方自治法第222条、地

方自治法第220条第３項の規定により、避けがたい事故のため、年度内に支出が終わらなかっ

たものとしてやむを得ないと認め、事故繰越のお願いをして処理をしてきた問題でございま

す。これは、たび重なる台風の襲来や大雨によるものであって、違法性はないものと認識をい

たしております。 

 次に、４点目、５点目につきましても、合理的とか合理的でないというお話ではなくて、こ

のことは契約書第25条の規定によって変更しているものでございますから、それを判断をした

ものでございます。 

 次に、６点目の建設物価単価の比較についてでございます。 

 平成24年度建築資材価格指標が大阪におきましては94.3、高松では96.4、平成26年度につい

ては大阪では101.7、高松では105.6と、それぞれ上昇をいたしております。また、労務費にお

いても、公共工事普通作業員の平成24年度は、大阪では１万2,900円、高松では１万3,000円、
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平成26年度は大阪で１万5,800円、高松では１万5,700円と、いずれも上昇をしており、資材単

価及び公共工事における労務単価の上昇が確認できるところであります。 

 次に、７点目、８点目の合理的な判断基準や根拠につきましても、前段でお答えをいたして

おりますように、契約書第25条に基づく変更であると認識をしております。 

 次に、９点目の工事請負契約書第25条、適用対象工事についてでありますが、契約締結の日

から12カ月を超え、長期工事となっていること、そしてまた国の運用マニュアルでは、比較的

大規模な工事であることというふうにされておりますが、これも大規模な工事金額について示

されているかというと、金額については何億円以上とかというて定められていないというふう

にお聞きをいたしております。 

 次に、10点目から12点目の契約書第25条適用の件でありますが、東日本大震災の復興事業の

影響により、建築資材不足から、単価増や人材不足による労務単価の上昇等があり、単品スラ

イドだけではなくて、全体スライドを適用して請負金額を変更をしているところでございま

す。 

 次に、13、14点目の担当課に任すことはできなかったのかについてでありますが、本年３月

議会で答弁申し上げましたように、この新火葬場建築工事に関しましては、担当課長が人事異

動でかわったことやたび重なる台風襲来や大雨など、特別な事情が重なったことから、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、設計事務所に対

し、単価を幾らにせよというような単価交渉をしたというような言い方をされておりますが、

私は全くしておりません。設計事務所にお伺いをして申し上げたことは、しっかりこれは根拠

のある変更でなければなりませんよ、工期についても台風とか大雨による災害であって、これ

は具体的な工期の延長でなければならないと、台風によって何日工期が延長したんだと、工事

ができなかったんだというような根拠に基づいた延長でなければなりませんよというようなこ

とをしっかり申し上げてきたところでございます。これは、後でいろんな問題があるので、慎

重にしっかりと対応していただきたいと、そういうことを申し上げたがです。この単価をこれ

1,000円のものを3,000円にしてくれ、そんな単価交渉やいうことがどうしてできますか。常識

で考えてください。 

 次に、15点目から18点目の市長が直接設計会社と協議するということが過去にあったかにつ

いて、各課長に尋ねられておりますが、私のほうからお答えさせていただきますと、建築工事

の施工については、これは全てではありませんよ、通常はまず担当課が設計業者と設計協議を

行い、設計が完了する前に担当課及び設計業者を交えて短時間でありますが、私も意見を申し

上げているところです。どうしてか。それは我々も市民からいろんなことを聞いている、使い

勝手をこうしたい、ああしたいということもありますし、私も今までの工事経験があります。

ですから、ここを少し変えれば使い勝手がよくなるよ、あるいはここを少し変えれば安く工事

ができるのではないか、そういう思いで自分も入って点検もさせていただいたり、話を聞いて
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ます、設計事務所から。そして、意見も申し上げているところでございます。また、当然のこ

とでありますが、工事中に工事の報告であるとか、相談をいただいております。そのときに

も、担当課だけではなかなかできない、私が行かなければ片がつかないという問題も中にはあ

ります。だから、そのことに対して私が出ていっている場合はあります。このことを新火葬場

の問題についても、担当課で全て解決できるのであれば、我々が行く必要は全くありません。

ですから、それは全てお任せしますよ、それは。できないから、私が行っているということで

あります。 

 最後でありますが、工期の延長や増額申請をしているのは、全部同一業者である。市長は、

特定業者と応援者に公務員でありながら何の配慮をしているのか、裏に何があるのかというよ

うなことを言われていると思いますけれども、工期の延長や増額変更は、ほかの業者にも当然

ございます。何を根拠に私が配慮しているのか、侮辱をされているような気がして仕方があり

ません。公の場でこういう思い込みも含めたような発言をしていいのかと、私は多くの市民の

方々に負託を受けて日夜市勢発展のため、全力で取り組んでいるところでございます。 

 私からは以上でございますが、防災対策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（濱口太作君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 山本議員さんにお答えします。 

 １の(1)災害時の生活支援体制についてであります。 

 まず、中山間地域と言われる地域の人口と市の人口に対する割合についてでありますが、中

山間地域と言われる地域は、高知県では室戸市全域とされていますので、河川沿い奥地の集落

人口についてお答えいたしますと、本年７月末現在707人で、室戸市総人口の約５％でありま

す。 

 次に、災害時の備蓄品の保管状況、これからの支援計画及び市街地域に備蓄を始めた時期に

ついては関連がございますので、あわせてお答えします。 

 まず、本市の備蓄品につきましては、食料は31カ所に２万9,400食、飲料水は32カ所に２万

6,232リットルを備蓄しています。県が市町村に対し求めている備蓄の目安は、１日分として

いるところであり、本市ではその１日分をほぼ賄える状況となっております。また、毛布や不

織布につきましても、31カ所に１万5,282枚を備蓄しております。今後におきましても、飲食

料につきましては、３日分が必要ではないかという考えもありますので、備蓄量につきまして

はふやしてまいりたいと考えています。また、分散備蓄につきましては、平成24年度から開始

しており、公民館や市民館、防災コミュニティーセンターに保管するとともに、市内４カ所に

設置しております防災備蓄倉庫などに保管しているところであります。今後、こうした取り組

みをより充実させていくよう努めてまいります。また、現在、自主防災組織においては、地域

防災対策総合事業補助金などを活用し、購入いただいた倉庫や資機材などがありますので、そ
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うした倉庫や地域にある堅牢な建物などに食料品が備蓄できないかなど、検討してまいりま

す。 

 次に、道路が寸断された場合と防災無線が寸断された場合についてでありますが、災害発生

後には、被害状況の把握が最も大事であると認識しております。その情報把握方法としまして

は、防災行政無線などあらゆる通信手段を活用し、行います。また、通信手段が断絶した場合

でも、自衛隊の航空機やヘリコプターでの偵察、市の要請により派遣される自衛隊の偵察部隊

及びその他関係機関などで情報収集が行われますので、その情報を共有し、関係機関連携の

上、救助・救援、物資輸送などに対応していくこととなります。 

 次に、中山間地域での取り組みにつきましては、これまでにも自主防災組織の立ち上げや住

宅耐震改修費等補助金や各転倒防止金具等取りつけ事業、また資機材の備蓄などが行える地域

防災対策総合補助金なども交付しているところであります。今後におきましても、中山間地域

の防災・減災力の向上に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 中屋市民課長。 

○市民課長（中屋秀志君） 山本議員に、(2)新火葬場建設工事について市長答弁を補足いた

します。 

 まず、19点目、20点目の設計書に付随する見積書でありますが、当初設計分が延べ54社、変

更設計分が延べ……。 

            （８番山本賢誓君「19番」と呼ぶ） 

○市民課長（中屋秀志君）（続） 19点目、20点目の見積書の件です。 

 当初設計が54社、変更設計が延べ48社から徴取しております。 

 次に、21点目の当初設計と変更設計の見積もり徴取業者については、同じ業者の場合もあり

ますが、見積書が提出困難である場合などには、別業者から見積もりを徴取しております。 

 次に、22から24点目、土工事及び支保工の確認方法でありますが、工事管理業者の工事管理

報告書や請負業者の工事日誌などに確認するとともに、設計業者や担当職員が工事現場で直接

確認を行っている場合もあります。 

 次に、25点目の支保工の経費につきましては、一般財団法人建設物価調査会が発行しており

ます建築コスト情報によりますと、支保工においては階高５メートル以上になる場合には、費

用を別途見積もりするとありますので、市と設計業者との協議により変更計上したものでござ

います。 

 次に、26点目の直接仮設工事での違算があるとの指摘がありましたが、本年３月議会での山

本議員の一般質問の中で、前任課長から根切り掘削工事を977立方メートルでやっております

が、搬出する際には997立方メートルということで、20立方メートルほどふえておりますが、

これは１回地山をほぐしますと数量がふえるということで、２％ほど増加しているということ

を答弁しております。 
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 次に、27点目の型枠工事の出来高55％につきましては、平成26年12月27日現在の出来高であ

り、天井、窓、入り口、その他のドア周りについては、請負業者の倉庫に資材が納入されてい

たということで、出来高を100％としているというふうに理解しております。 

 次に、28点目の工程管理の中で、型枠工事、１階壁及び基礎地中型枠は、契約書第25条によ

る申請時期には既にでき上がっていたのではないかとの御指摘がありましたが、設計書を確認

いたしますと、その時点での出来高は55％となっておりました。 

 次に、29点目の木工事の数量でありますが、設計書を確認いたしますと、数量に記載誤りが

あり、訂正をしております。金額には変更が生じるものではございません。 

 次に、30点目の内外装工事の増加につきましては、東日本復興事業に関連した資材不足から

成る単価増及び人材不足からの労務単価の増加、またメーカーの価格改正により、仕入れ値の

高騰等が主な要因であると考えております。 

 なお、この工事費につきましては、業者の見積書などにより積算したものであり、適正なも

のであると認識しております。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 健康管理のため、２時40分まで休憩いたします。 

            午後２時14分 休憩 

            午後２時38分 再開 

○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 山本賢誓君の２回目の質問を許可いたします。 

            （12番林 竹松君「議長、議事進行」と呼ぶ） 

○議長（濱口太作君） 林竹松君の議事進行を許可いたします。林竹松君。簡明に御発言願い

ます。 

○１２番（林 竹松君） 12番林竹松。議長の許可を得ましたので、議事進行について発言を

いたします。 

 ただいま山本議員の一般質問中でありますが、その中で新火葬場の契約の変更、そういった

ことについて質問がされておりますが、一般質問は議員固有の権利として認められております

が、しかしながら何でも質問できるものではありません。また、自治法や会議規則に基づいて

議会運営はされております。そういった中におきまして、新火葬場の予算や契約の変更、もろ

もろの関係については、執行部からもう既に議会にわたり予算執行され、条例や、また議会は

そういった予算について議決をされまして、執行されております。にもかかわらず、またまた

山本議員は質問を繰り返しております。この新火葬場予算執行について、最終的には議会が認

めて執行されておるものでありますが、議決権にも及んできます。よって、議長に要請をいた

しますが、議決をされたことがどこに瑕疵があるのか、あったのか、そのことを質問者にただ

していただくよう要請をいたします。 

 そして、何法に基づき違法、違反がこの新火葬場の予算執行についてあるのか、もう既に遅
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きにあると思います。しかしながら……。 

            （８番山本賢誓君「おかしなことを言いなや、何を聞いても構わん

はずや、これは。議会を侵しとるわけじゃなし」と呼ぶ） 

○１２番（林 竹松君）（続） いいえ、何を。 

            （発言する者あり） 

○議長（濱口太作君） 静粛にしてください。 

○１２番（林 竹松君）（続） 議長、整理してください。 

 そういったことにつきまして、議会が議決されたことに対してどこに瑕疵があるのか、あっ

たのか、そのことを議長に要請をし、質問者にただしてください。 

 そういうことで、私の議事進行を終わります。 

            （発言する者あり） 

○１２番（林 竹松君）（続） そして、議長にはもう少し議場を整理するように。 

            （発言する者あり） 

○議長（濱口太作君） 静粛にしてください。 

            （発言する者あり） 

○議長（濱口太作君） 静粛にしてください。 

 山本議員の発言を求めます。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 林議員の議事進行発言に対して答弁でいいですかね、やります。 

 例えば、議決権、議決して予算も執行され、決算も執行され、そういうことで工事そのもの

は終わっておりますけれども、例えばその中に重大な秘密とかが隠されておった場合、例えば

刑事事件、あるいは民事事件というものは、こういう事業が終わっても時効というものがあり

ます。それまでは、私たち議員の務めとして、どういうことがあろうと対応できる、ただして

いく権利は我々議員にありますから、林議員の議事進行発言は全く間違っていると、私は思い

ます。 

            （12番林 竹松君「間違っていない。議長、議事の整理に間違いが

あるで。まず、議事進行についてこの場で判断をするんじゃなし

に、議運も開いて、そういう取り扱いを」と呼ぶ） 

○議長（濱口太作君） 議運に求めますか。 

            （12番林 竹松君「だから、言えることはね、我々議決しとるわけ

やから」と呼ぶ） 

○議長（濱口太作君） 堺議会運営委員会委員長にお願いします。 

 ただいまの議事進行発言の取り扱いについて、直ちに議運を開会して協議していただくよう

お願いいたします。 

 議運開会のため、その間休憩いたします。 
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            午後２時45分 休憩 

            午後３時22分 再開 

○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会委員長の報告をお願いいたします。堺議会運営委員会委員長。 

            （議会運営委員会委員長報告） 

○議会運営委員会委員長（堺 喜久美君） 長時間にわたり貴重な時間をいただき、ありがと

うございました。 

 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど林議員の議事進行発言にございました山本議員の一般質問についての協議を行いまし

た。 

 当委員会で協議した結果、議員固有の権利としての発言の継続は認めますが、地方自治法第

132条及び会議規則第144条に基づき、品位のある発言を求めます。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（濱口太作君） 議事進行に対する措置につきましては、議会運営委員会委員長の報告

のとおりでございます。 

 山本議員には、地方自治法で禁止されております無礼な発言に抵触しないよう十分に注意

し、議会の品位を重んじて質問を行っていただきたいと思います。 

 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） 長時間、皆様には御迷惑をおかけしました。私も質問の中で、市長を

非常に激怒させたと、市長も就任以来初めてのこれほどの激怒だと思いますが、市長を怒らす

私も誇らしい男だと思っております。 

 それから、まだこの件に関しては、いろいろ発言したいことがございますけれども、まず私

の質問に答弁をされてない部分がたくさんあります。その前に、市長に申しておきますけれど

も、私はこの火葬場の建設に関して、全く否定をしたことは一度もありません。それは、もう

議会も執行部の皆さんも一緒で、この建設が早くできればいいなという思いはずうっと持って

おりましたので、それは市長の怒りに触れるようなことではないと思っております。 

 それから、どうして私がこういう質問をするかというと、その工事の完成までの過程の中

で、通常では考えられないようなことが幾つか起きておりますから、これはこれでただしてい

きたい、確かめていきたいという思いで一般質問をしているわけであります。 

 例えば、１回の質問では、３回の答弁で終わりますから、なかなか最後まで聞くことはでき

ないということであります。そして、今回ももうこれで私もこの件に関しての質問は終わりと

いうことになりますけれども、そういった中で市長が怒りになった部分、設計事務所に行って

交渉したという部分に、市長は怒りをこめておられましたけれども、確かに27年３月、28年当

初予算のときに、この5,140万円の金額が出ておりまして、前市民課長は26年度からでしたか
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ね、27年度からじゃない。28年３月に交代しましたかね。いや、27年度にこのスライドが対象

になったときに、たしか前市民課長はおったと思いますけれども。そのときにこのスライドの

金額が残っとって、私が３月議会で答弁を求めたときに、萩野前市民課長が答弁をしておりま

すから、その当時はおったというふうに私は理解しております。それで、市長がこの交渉に関

して、課長が交代したから私が価格交渉しなければならなくなったというふうなことを、先ほ

ど言いましたけれども、通常であれば、前課長から引き継いでこのこと、この問題、この事業

に対しては、課長が責任を持って取り組んでいくということが普通であります。それがなく

て、かわったから私が行ったという答弁でございますけれども、その27年２月、議員総会で

5,000万円増額という話が出て、28年の当初予算にはもうのってましたよ、この金額は。 

 だから、ここに市長、5,140万円と3,600万円という金額が２つがあることを市長も知ってお

るはずですよ。この２つの金額というのは、何ですか、これは。市長は、ある人物に3,600万

円で事なりませんかて、相談しちゅうじゃないですか、市長。その3,600万円と5,140万円の

1,560万円の差がおかしいと、私は言うわけですよ。だから、このスライド工事そのものが、

もとへ戻りますけれども、全体スライドが本当に適用できた事柄なのか、それとも単品スライ

ドで何品かの物価を上げるだけで事が足りゃあせんかったかということも、私あわせて言うわ

けで、確かに全国の物価指数は平成22年度を境に５％から８％、市長が先ほど答弁したように

上がってますよ。それとあわせて人件費も10％ぐらい、15％上がってますよ、確かに。それで

も平均40％の物価上昇、それから出来高設計書を見たら、55％、50％、型枠工事なんかは50％

の全部が、全部地中梁にせよ、基礎型枠にしろ、50％の出来高、それがサッシ工事とかは

100％、それって今課長が答弁したように、サッシは購入して倉庫に置いてあったから100％と

計上している、そうやってねえ、市長ねえ、サッシ倉庫へ在庫で置いても、取りつけ費や工事

費の中へ入ってますよ、取りつけ費、人件費が。ほんで100％じゃないでしょうが。 

 それから、２階の工事にしたって、基礎梁、基礎の型枠、地中梁がまだ50％しかできてない

ときに、はや２階の工事ができゆう、この型枠工事全部が50％というのは、ここらで価格操作

をしちゅうがじゃないです、それを聞きゆうわけですよ、僕は。市長、それで全体の工程と進

捗率の流れをちゃんと説明してくださいや、納得できるように。 

 それから、どうして3,600万円の金額と5,140万円の金額、２つがあるのか。これは、私もち

ゃんと証言を得てますし、それなりのところでも聞いております。一つの工事に２つの金額が

あるやいうことは、あってはならんことでしょうが。それが２つあるということは、市長はそ

の3,600万円をもとに業者と交渉しちゅうやないですか。だから、その28年の当初のときに、

5,140万円が出たときに、もう既に決着していた話ですよ、これは。まさか市長が3,600万円の

存在を知りません、室戸市にあるでしょうが、その3,600万円は。 

 これ私も１回目の質問の中で言いましたけれども、あっちこっちで時間をかけて調査もし

て、証言とそれから議事録も含めて記録とでここで発言してますから、私の発言にうそはない
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と、もう一度言っておきます。 

 それから、工期の件も業者に配慮しているということを言いましたけれども、市長ねえ、最

終決裁は市長の判こですよ。例えば、吉良川町の西部給食センターの工事にしても、当初の工

期が６カ月、それがまた工期延長で４カ月延びた、その理由を確認したら、変更理由ですよ、

変更理由。とてもじゃないが、こんなもんで４カ月も延ばさないかんような変更理由かってい

うことを、私何回も言いましたよ。市長は、しかし議会の議決を受けているから問題がない

と、私は承知しておりますという答弁でしたけど、普通考えたら、６カ月の工期の工事がまた

４カ月も５カ月も延びる、そしてそれをちゃんと市長は最後に決裁印を押しちゅう。そういう

ことがおかしいでしょうが、それは僕３月議会で言いましたけれども。本来ならそういうこと

はしてはいけないと、工期以内に完成できないものは、工事の遅延金をちゃんと徴収する、そ

れが行政の本当の正しい姿勢じゃないですか、市長。 

 そういったことができない、それからほかの工事にしても、この27年度、28年度は、ほとん

どが工期の延長延長で、それから最低制限価格2,000円、これなんかもひょっとしたら予定価

格が漏れちゅうんじゃないかという疑いもありますよ。そういったことも含めて、全部それが

終わったら予定価格より上回って増額になりゆう、それ全部同一業者。私の配慮しちゅうとい

う言い方が悪かったかもしれませんけれども、市長ね、行政の長として責任ありますよ、あん

たは。全部その27、28年の工事、その他にしても、あなたが決裁印を押しちゅうじゃないです

か、最後の。そこになるまでに、担当課の意見を聞いて、そういうことはだめだと、そういう

取り組みをしないからこういうふうにあらぬ疑いをかけられるがですよ、市長。27年度、28年

度に何件ありましたか、そんな事業が。これは、私もずうっとそういう無駄遣いとかそういっ

たものはだめですよということをこの場で何回も何回も指摘させてもらったわけですけれど

も、一回も改善せんじゃないですか。そういうことをしないから、こうやって私が言わなくち

ゃならないというふうになるわけです。 

 それで、ひとまず１回もとに戻りますけれども、１回目の質問で抜けている答弁をもう一回

おさらいをします。 

 まず、１番目の事故繰越の件でありますけれども、市長は事故繰越というのは台風があっ

た、そういったことで、そういうレベルでこの事故繰越というものを使った。市長、本当の事

故繰越というのはねえ、繰越明許と違って、例えばその工事の主要品目、そういったものが、

例えば東北大震災とかの被災で製造しているものが全く製造できなくなったとか、例えば四国

へ渡る瀬戸大橋２つが落ちた、材料が届かない、そういったことが本当の事故繰越ですよ。そ

れを安易にこういう事故繰越、これ禁じ手ですよ、こういうやり方は。それなんかも、言いか

えたら業者に配慮じゃないですか、これも。３回も４回も工期の延長してる、その原因は何

か。それはねえ、この業者が受注をし過ぎて仕事ができなかった、それだけの話ですよ。例え

ば、吉良川の西部給食センターの工事では、人夫さんが２人、３人しかおらん。そんなもんで
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億近い事業が順調に進むわけないでしょうが。それなんかも、担当課がちゃんと現場へ行って

指導したらできることをやってないからこんなことになるがですよ。事故繰越の意味がはっき

りわかってないと思いますけど、もう一回これに答弁もらいたいですけれども。 

 私もねえ、一々もう市長の答弁をそれほど聞きたくないですので、もうちょっと言いながら

最後にどれを聞くかをしたいと思います。 

 それから、４番目の全体スライド。全体スライドは、要するに工事を構成する材料そのもの

の全体が通常予見できないような価格上昇があったから全体スライドを使いなさい、使ってい

いですよという定義、ここにありますよ、スライド条項のやつが。工事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または物価水準の変動により、請負代金が

不適当と認めたときに、相手方に対してそういう行為ができるとありますよ。市長は、答弁の

中で、高松のほうで105、106、これは平成22年度を100としての基準ですから、５％、６％の

上昇じゃないですか。賃金上昇については、その当時の法定福利費費用相当額の加算とか、結

構入札の不調がありましたから、そういう状況に応じた補正で人件費は上がっちゅうがです。

その人件費が上がったのは、私も認めておりますから、それはそれでええがですよ。ただ、材

料も含めて全体にこの40％もの工事金額、物価の価格上昇があったかということは疑問です

よ、これは。これは、私もすぐに県の住宅課のほうへ出向いて、これほどの物価上昇ありまし

たかと言ったら、ありませんとはっきり県のほうが言うわけですよ。そういうことがありなが

ら、この全体スライドを基準もはっきりしない、合理的な数字ではないのに、合理的と判断し

て適用した。その合理的な範囲とはどのようなレベルなのかということを市長に聞いたのに、

全く答えない。その合理的を判断をしなかった理由、判断基準は何かということを全く答えな

いじゃないですか。 

 比較的大規模な工事というものは、市の裁量でできると。それはそれで私も構わないと思い

ます。ただ、もう一つその中で問題があるのは、全体スライドが予見不能な価格変動だった根

拠をお願いしますと言いましたけれども、要するに全体スライドにする全資材の割合が何％ぐ

らい、そんな全体スライドにしなくてはならないほどの高騰があったのかということも聞いて

おりますけれども、それも答えがない。そういうことでございます。 

 それから、単価表の中をちょっと言いたいですけれども、中屋課長が先ほど答弁してくれた

中で、直接仮設工事費で違算があるということを私が言いました、この中でね、出来高は50％

なんですよ。 

○議長（濱口太作君） 山本議員、残り10分です。 

○８番（山本賢誓君）（続） 50％ですよ。それが50％を数量と金額を掛けていったら、実際

は50％できているのに、残工事が60％近くになっている。要するに、出来高を少なくして残工

事を多くしているという証拠がここにどんと出てるですよ、１ページ目に。これは、金額に換

算すると、この部分だけで90万円近い、諸経費掛けたら100万円、110万円行くでしょうが。 
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 それと、型枠工事が全て50％なのに、もう既に天井とかのそういう工事ができておる。それ

27年２月、３月に、２階の壁とか梁とかスラブ、これがもう大方仕上がってますよ、27年２月

に。スライドする基準日が12月27日ですから、それまでに設計書ではゼロなのが実際には現場

ではもうできておるからおかしいというわけですよ。これちゃんと業者の総合工程表ですよ。

実際は、この工程表の予定よりもちょっとおくれていると思いますけれども、これは27年11月

30日までの計画、実際の工期は28年２月で終わっちゅうはずですから、それほどの違いはない

と思う。そういったおかしなことが、この設計書にいっぱいありますから、私が疑問に思って

こういうふうに質問しゆうわけですよ。 

 それから、１回目の質問の中で、残土工事にしろ、支保工にしろ、それはそれで５メーター

という部分が、ただ５メーター基準であるので、支保工の設計がなかった、そういう答弁です

けれども、５メーターであろうが10メーターであろうが、スラブを打つ場合は支保工最初から

設計入れますよ、普通の業者なら。そして、その支保工の写真も工事写真も日誌も、施工の証

明できるものがない、それから残土にしたって150万円ぐらいふえてますけれども、それも確

かに工事写真を見よったら、土が動いた形跡がありますけれども、運搬という、残土の数量を

ダンプの台数管理とかすると思いますけれども、そういったものは工事写真にも日誌にも全く

のうて、どうやって検査が通ったのかということになります、これはねえ、財産管理課長。書

類も写真も日誌にもないものを、金払うということ自体がおかしいでしょうが。そういう、ま

だ単価表にいっぱい附箋をつけてますけど、この中に全部言よったら時間、切りがないので、

もう単価のこと言うても中屋課長もね、答弁することが不可能だと思いますので、もうやめま

すけれども、行政というものは、常に市民に信頼を得て不信を抱かれないようにやっていくと

いうのが行政の役割ですから、私も市民の代表としてこの場にいるわけですから、そういった

疑問点を追及するのは、私は議員の仕事だと思っております。 

 そういうことから、市長には非常に厳しい言葉遣いも使うて、けども人格を否定するような

ことまでは言ってませんけれども、今後の行政運営、事業、工事運営とかの一助になっていた

だければ、私はそれでうれしいと思います。 

○議長（濱口太作君） 山本議員、残り５分です。 

○８番（山本賢誓君）（続） ふえた。 

○議長（濱口太作君） さっき10分でした。 

○８番（山本賢誓君）（続） この件の今後の展開というものは、私にもわかりません。市長

が心の中でどういうふうに考えるか、私も市長の心の中までは立ち入るわけにいきませんか

ら、どういうふうな思いをされるかということも、私も考えながら今後の展開は時の流れに任

せたいと思っております。 

 以上で２回目の質問を終わります。答弁要りません。 

○議長（濱口太作君） 要りません、はい。 
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 これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 次に、亀井賢夫君の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） ３番亀井。本定例会におきまして、通告に従い一般質問を行います。 

 少し風邪ぎみで声が聞き取りにくいかもしれませんが、わかりやすい質問ですので、よろし

くお願いします。 

 まず初めに、大きな１として、ジオパークについて。 

 ジオパーク及びジオサイトのハード事業についてお伺いします。 

 室戸ジオパークが世界ジオパークに認定されてはや６年になります。本市もこのジオパーク

には大変力を入れており、その結果、観光客数もジオパークセンターが開館してから早々に

10万人を、そして平成29年７月には20万人を突破するなど、大きな経済効果を上げておりま

す。観光入り込み客数にしても、平成27年度には73万人を大きく上回り、平成28年度も75万人

を突破するなど、ジオパークが観光客の誘致に対しても大変大きな成果を上げてきておりま

す。 

 しかし、その一方では、ジオパークの現地である岬の突端から三津のジオパークセンターが

観光の拠点となって宣伝活動を始めたことにより、岬周辺の民宿や喫茶店は、観光バスはもち

ろんのこと通過する車も、今までの国道55号線の岬ルートから直接ジオパークセンターに向か

う県道ルートを選択することになり、岬周辺の遊歩道を散策する観光客の客足が非常に少なく

なったと不満を漏らしておりました。原因は交通網だけではありません。今は、観光協会が岬

の突端に移転されたことで、岬周辺もにぎやかさを取り戻したと少し安堵されているようで

す。そんなソフト事業対策費として、市ではジオパーク推進協議会に年間約6,500万円とい

う、多額の負担金が予算化されております。それに比べて、主役である現地のハード事業の取

り組みは手つかずの状態になっているようにしか思えてなりません。ジオサイトである日沖・

丸山海岸、椎名鹿岡鼻の夫婦岩サイトはもとより、段ノ谷山サイトなどの特別に観光ツアーが

組まれて、年間に多くのツアー客が集まるジオサイトの維持管理については、何度か議会でも

質問されております。執行部も、ジオサイトの維持管理については前向きな答弁がされてお

り、指摘された現地については、十分な管理ができていることと思っておりましたが、観光客

や地元の方から、ジオサイトの維持管理や現地の整備について、同じ苦情をいまだに耳にして

おります。 

 そこで、お伺いします。 

 まず初めに、①として、夫婦岩サイトの国有地、これは石畳でつくられている旧国道の払い

下げ及び駐車場の確保についてのことになりますが、今も封鎖された状態になっています。こ

の国有地について、担当課はどのように考えられているのでしょうか。払い下げは協議されて

いるのでしょうか。このサイトについては、以前の答弁では前向きに検討していくというよう

な答弁があったように記憶しておりますが、全くの手つかずの状態で、今も観光バス等が道路
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横に駐車して非常に危険な状況です。そして、このサイトでは、だるま朝日の写真もよく撮ら

れておりますが、今も大事なおしめが傷んだ汚れた状態で景色を壊しております。担当課は、

このサイトの取り組みについて、今後どのように計画して進めていく考えなのでしょうか。こ

のサイトのファンの方は、大変注目しております。お聞かせください。 

 ②多額の建築費によりつくられた段ノ谷山サイトの公衆トイレが、佐喜浜躍動天然杉郷土の

森を守る会に管理が委託されておりますが、この公衆便所について管理の状態が非常に悪いと

指摘があったことから、私も12月と１月に２度ほど現地視察に行ってまいりました。広場には

瓦れきが散乱、そして便所については手洗いの水がなく、便器も汚れた状態でした。担当課

は、管理の状態について委託先からどのような報告を受けて、どのような検査が行われている

のでしょうか。そして、年間何回現地の点検が行われているのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

 ③ジオサイトの管理について、①、②でもお聞きしましたが、ジオパークやジオサイトに指

定された現地については、人の手を加えて修繕することや、維持工事等のハード事業はできな

いのでしょうか。それともしてはいけないのでしょうか。道路舗装や手すりの設置、落石防止

等の対策が必要な現地もあります、お聞かせください。 

 次に、大きな２、市有財産等の管理について。 

 (1)古くなった公共施設等の管理についてお伺いします。 

 この箱物施設の管理につきましては、以前にも旧学校施設を中心とした質問を議会でさせて

いただき、市の考えをお聞きいたしております。その答弁の中で、これらの箱物施設について

は、昭和57年度以降の建築物は建築基準法に基づいた構造計算をクリアしており、耐震性もあ

ることから、利活用していくとの答弁がされております。そのため、古くなった老朽施設につ

きましては、公共施設等総合管理計画に基づいて、計画的、かつ段階的に撤去していくように

取り組んでまいりますとの答弁がされております。しかし、この箱物施設につきましては、古

くなれば年々多額の維持管理費が必要になってまいります。特に、木造建築はシロアリの発生

や湿気による木材の腐りが早くなることや、鉄骨や鉄筋構造物についても、塩害に弱く、私た

ちが予期せぬ問題が起きることも多々あります。これは、事業課を経験している職員は皆把握

されていることではないでしょうか。建築関係については、専門外であり、一般的に考えた場

合には、鉄骨や鉄筋構造物、特に木造建築は耐用年数が近づいてくると、幾ら補強しても使用

材料である木材や鉄骨、そして鉄筋類は交換しないと、使われている材料は年々古くなって強

度がなくなっていきます。たとえ構造物に対しての計算がクリアできていても、１本の鉄筋寸

法、強度等のコンクリートの中に隠れた材料のチェックは完全にできないのではないでしょう

か。施設を管理している担当職員は、特に未使用となった箱物に対しては十分調査を行い、早

い段階で建てかえや修繕、そして補強や取り壊しの判断を早急にして、対応する必要があるの

ではないでしょうか。自然倒壊などにより、事故が発生した場合には、保険の対象外となるこ
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とがあります。 

 そこで、お伺いします。 

 ①議会の報告事項で自動車の損傷事故が何件か報告されて、損害賠償が支払われておりま

す。この事故の何件かは、交通事故ではなくて市営住宅等の公共施設の屋根などが強風のため

飛散して車を損傷した事故であり、これが人身事故であれば、大きな問題になります。これ

は、市営住宅だけの問題ではありません。以前にも、台風や強風により公共施設の屋根等が飛

散して民家に被害を与えています。大型作業所や水産倉庫、古くなった校舎、農機具倉庫等に

も当てはまります。ふだん余り使用されていない古くなった建物を管理している担当課にお聞

きしますが、年間を通してどのような施設管理をしているのでしょうか、お聞かせください。 

 見回りや草刈り、掃除等はどのようにしているのでしょうか。近くの人は大変困っていま

す。また、管理している未使用の箱物施設は何施設あるのでしょうか、あわせて説明をお願い

します。 

 ②耐震性のある公共施設については、利活用していくと答弁がされておりますが、幾つかの

施設が津波浸水区域や急傾斜地区域など、危険な場所に建設されている施設があると思うので

すが、利活用していく施設と取り壊しする施設の分類というか、線引きはできているのでしょ

うか。危険区域内の建物や借地している土地につくられた建物、そして耐用年数が過ぎた建物

であっても、利用目的や耐震性だけで判断して計画を進めていくのでしょうか、お聞かせくだ

さい。 

 ③として、箱物以外の財産になりますが、機械類の管理については備品台帳により担当課で

管理されているものや、民間委託により箱物と一体で管理されているもの、そして消耗品扱い

になっているものなどがあったと思うのですが、それらの機械類について、これは備品台帳に

よる管理になりますが、現在どのような状態で保管、管理されているのでしょうか。備品とし

て残されているのでしょうか。それとも全て用途廃止、払い下げ、廃棄処分等により処分され

ているのでしょうか、備品類の現状についてお聞かせください。 

 なお、この機械類につきましては、主に農業用のトラクター等になりますので、答弁は産業

振興課長にお願いします。 

 次に、(2)旧椎名小学校の利活用計画について。 

 旧椎名小学校の利活用については、平成28年９月議会の閉会後から市民の方が大変注目して

おります。なぜこの椎名地区にウミガメの施設なのか、それと大きな建設事業費も大変気にな

っているようです。この旧椎名小学校の跡地につきましては、以前に西側を流れる小河川の大

きな崩壊があったことや、土石流危険渓流の被害想定区域として指定されていること、小学校

周辺の山についても、急傾斜地崩壊区域や崩壊土砂流出危険区域としても指定されておりま

す。そして、本市の津波防災マップにも、これはＬ１、Ｌ２と逃げると思うのですが、旧椎名

小学校付近は全て２メーターから５メーターの津波浸水区域に囲まれていることは、市の幹部
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職員の方なら皆把握されているのではないでしょうか。担当課は、このような危険と思われる

場所をなぜ椎名集落センターとして選ばれたのか。この亀の産卵する砂浜のない地域が他の場

所と比べて亀の研究になぜ最適な場所であるのか。私と同じように、この椎名地区がウミガメ

の研究施設として本当に適した場所なのか。なぜ借地をしている個人の土地にこれほどの多額

の予算を使うのか。高台移転をなぜ検討されなかったのか。この事業に対して、いまだに疑問

を持っている方も、市民の中には少なからずいるようです。この施設が本市にとって重要な施

設と考えるなら、この施設の必要性について、行政は市民を納得させる努力をしていくべきで

はないでしょうか。問題にしているのは、建物だけではありません。建物の利活用、施設の利

用方法などについてもよく問われます。単線道路であり、浸水区域や台風時に通行規制が出さ

れる地域に、水族館や高齢者の拠点施設、集落活動センター、避難所の建設がどうして計画さ

れたのか、本当に堅実な市長の考えなのでしょうか、疑問に思えてなりません。 

 そこで、何点かお伺いします。 

 まず初めに、①として指定管理の公募については、通常公の施設があってから民間に対して

公募するものと認識しておりましたが、委託先となる業者、これはウミガメ協議会という説明

がありましたが、この業者を初めから決めて施設の建設に着工するということは、不適切では

ないでしょうか。相手を決めた根拠と理由をお聞かせください。 

 普通民間の会社や法人、そして組合等が自社の施設、工場等を建設する場合には、その会社

が事業主体となって補助金や借入金等を活用して工事を発注することになるのではないでしょ

うか。私の認識不足と思うのですが、詳しく、そしてわかりやすく説明をお聞かせください。 

 ②この工事を施工する校舎は、昭和59年の建設で耐震の基準となる構造計算ができていると

説明がありましたが、隣接している体育館がたしか昭和53年の建物で、基準以前の建築と記憶

しております。これは、私の記憶違いかもしれませんが、担当課の説明では、体育館が事業計

画に入っていませんが、校舎への倒壊の危険性があると思われる体育館について、耐震対策及

び調査はされているのでしょうか。観光客を呼び込む施設なのに、外観も古く、汚れた体育館

になっています。補強はしなくても大丈夫でしょうか。もし補強が必要となれば、多額の費用

が加算されることになります。６月には、早々に１割以上である4,000万円余りが増額変更と

なっております。増額となれば、工期も延びます。たしか委員会と思うのですが、担当課の説

明では、この施設については設計変更等により、事業費は変えないゆえの説明がされていたよ

うに記憶しておりますが、担当課はこの施設を説明された当初の利用計画書どおりに完成させ

ていく考えなのか、説明をお聞かせください。ピザ釜をつくるなど、当初説明と全く違う計画

内容になるのではないか不安になっております。 

 ③旧椎名小学校前の海岸堤については、台風等により越波が原因で大量の海水が市道敷地内

に流れ込み、民家に危険を及ぼしたことから、堤防の建設が常会から建設土木課を通して県に

要望されておりますが、国道55号線には室戸阿南海岸国定公園、そして漁港区域も重なること
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から、管理者との協議が難しい複雑な境界線上の位置になっております。常会が要望している

堤防建設について、担当部署、これは室戸事務所になりますが、建設について協議が進められ

ているのでしょうか、お聞かせください。 

 ④担当課の説明では、ウミガメ協議会が委託先となって、その運営費が年間４万人の入場者

で利益を生むと説明がされておりますが、４万人の入館となれば、一年365日の無休営業で、

１日約110人の入館者が入る計画です。自家用車で１日25台から55台、観光バスなら３台分強

の計算になります。沖縄県のウミガメ協議会が運営している黒島研究所の2014年の入館者数が

１万3,088人、近くの日和佐町も調査されていると思うのですが、約３万人、そしてこの施設

が計画している入館者数は、沖縄県の黒島研究所の３倍、室戸市の人口の約３倍強になってい

ます。水族館にしても、入館者数のほとんどは、入館料の少ない300円と100円のこの料金は、

議会で説明がされております。小さな子供と学生であり、場所も人口が集中している都市部周

辺の交通が便利なところが最適と言われています。四国の６カ所の水族館にしても、特殊な新

屋島水族館を除いた５カ所の水族館が何年も赤字運営が続いているようです。担当課は、この

ウミガメ協議会が運営する水族館の入館者数についてどのように考えられているのか。何を、

またはどこを基準根拠にして入館者数を算定されているのか。500円の入館者数が少なければ

赤字経営となります。市は、委託料については出さないと言われていますが、多くの施設が利

用する複合施設の土地の借地料及び光熱水費はどこが支払うことになるのでしょうか。平成

28年度の３月議会で利用者負担と説明がされていますが、地元や業者が複数入っております。

どのように分担するのか、説明をお聞かせください。 

 そして、市はこの集会所や集落活動センター、そしてウミガメ協議会等の複合施設をどのよ

うに管理していく考えなのでしょうか、あわせて説明をお聞かせください。 

 ⑤このような大きな事業については、常会や関係団体から要望書が提出されて、協議会や課

長会等で事業内容について何度も協議されていると思うのですが、どのような要望書が提出さ

れて事業が採択されたのでしょうか。地元の椎名常会からは、旧椎名小学校集会所や避難所と

して利用したいとの申し出があったと説明がありましたが、補助金交付要綱では、集会所の建

設については地元負担金が必要になります。地元負担金等についての説明はされたのでしょう

か。そして、納得されているのでしょうか。公共施設を集会所として使用させることは、問題

ないのでしょうか。当初説明と異なり市の直営にかわって利用料金を徴収するようにもお聞き

しますが、利用料金と負担金は違います。この集会所については、複合施設であり、事業費も

３億円以上になっております。市の要綱で決められている地元負担金や特に限度額の800万円

については、どのように考えられているのでしょうか。地元負担金を取らないのなら、今後他

の常会より申請が出される集会所の負担金についてどのように対応していく考えなのでしょう

か。集会所の建設について、詳しく説明をお聞かせください。 

 それとも、この集会所については、指定管理者が利用料金を徴収して運営していく施設とい
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うことでしょうか、お聞かせください。 

 ⑥教育委員会で市長も担当していたと思うのですが、この旧椎名小学校の敷地につきまして

は、たしか10名20筆余りの方と契約していたように記憶しておりますが、この20筆余りと思わ

れる土地全てについて、現在土地の所有者である名義人と契約されているのでしょうか。もし

名義人でなければ、契約は成立するのでしょうか。問題になるのではないでしょうか。市は、

この契約についてどのように考えているのか。法的には、問題ないと解釈しているのか、お聞

かせください。 

 次に、大きな３、指名入札及び工事請負契約等の変更について。 

 (1)工事の指名入札及び請負契約についてお伺いします。 

 南海トラフ巨大地震の発生が今後30年で約70％以上、50年では約90％と発生する確率が毎年

徐々に高くなってきております。本市も、その巨大地震に備えて逃げる対策として、平成25年

度より、毎年津波避難タワーの建設工事に着工し、現在までに６基のタワーが建設されており

ます。消防屯所についても、平成21年度に室戸分団の着工を皮切りに、各種の消防分団屯所の

高台移転工事に取り組まれており、現在５分団の屯所移転も行われ、市民の生活を守る消防屯

所として活用されております。津波避難タワー及び消防屯所の１工事当たりの事業費としまし

ては、最低7,000万円以上の建設事業費が必要であり、市民の命を守る地震・津波対策費とし

て毎年予算が計上されて、事業が進められてきております。その中には、議会の議決が必要な

大きな事業もあります。 

 そこで、お伺いします。 

 まず初めに、①市の契約規則の第29条に、なるべく５人以上の入札者を指名しなければなら

ないと記載されていますが、現在本市の建築一式工事のＡランクはたしか４社と思うのです

が、これが正しければ、市の規則にあるなるべく５社以上の指名が一度もできないのではない

でしょうか。なるべくの意味は、少ない４社ではなくて、できるだけ、できることならとの意

味であり、５社を基準にして決められており、規則も５人の後に以上をと書かれているので、

５人より多くの業者を指名する、またはしなければならないようにとれると思われます。担当

課は、この規則をどのように解釈しているのでしょうか。本当に４社指名は、正しいのでしょ

うか、お聞かせください。 

 この指名入札については、平成27年の９月議会の答弁では、建築一式工事のＡランク業者は

６社あり、今の４社とは違っております。 

 次に、②入札方法についての申し合わせ事項と思われますが、その中にはたしか５社未満の

ときは、直近上位、または下位２等級までの業者を選定して、５社以上の業者を指名すること

になっていたように記憶しておりますが、この申し合わせ事項を参考にして指名されているの

でしょうか。指名方法について、詳しく説明をお聞かせください。 

 ③として、津波避難タワーが６基、消防屯所の高台移転が５屯所で建設されて完成しており
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ますが、この11件の建築工事ですが、たしか全て増額変更されております。これらの建築工事

につきましては、私は担当職員、担当課が事業課でないのが何度も設計変更が起きる大きな原

因と考えております。これほど設計変更、増額変更が起きる理由について、設計事務所の指名

のあり方についても検討すべきと思うが、指名業者の選定及び工事費の増額変更について、担

当課の考えをお聞かせください。 

 ④市長の専決処分の中に議決された契約で１件につき500万円以下の契約金額の変更が規定

されております。この１件の意味とは、１事業のことか、それとも変更する設計書の１回の意

味なのか、大変気になっています。議会の議決を受けて約１億9,000万円で契約された津波避

難タワーの建築工事で、12月の定例会で第１回目の変更として約490万円が専決処分として報

告されております。そして、２月の臨時会では、第２回目の変更として350万円余りが、そし

てまた３月の定例会では、３回目の変更として370万円余りの増額変更が専決処分されて報告

されております。変更があれば、工事もとまります。これは、議会の議決が必要となる１件

500万円以上の変更設計書が故意に500万円以下の変更設計書として３冊に分冊して作成したと

しか思えてなりません。私も、長い事業課生活の中で、似たような事例もありましたが、これ

ほどまでに大きな工事で何度も軽微な設計変更をしたことはなかったと思います。この方法

は、議会の議決に付すべき契約違反にならないのでしょうか。勉強不足ですので、わかりやす

く説明をお聞かせください。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（濱口太作君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、竹中多津美君の一般質問が終了するまであらかじめ時間延長したいと思

います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 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時間延長することに決しました。 

 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目のジオパークに関する質問の中のジオサイトのハード事業についてでございま

す。 

 ジオパークサイトにつきましては、平成27年に行われました世界ジオパーク再審査の際に、

ジオパークサイトの見直しが必要であるという指摘があっております。そして、現在、その見

直しを行っているところでございます。また、見直し内容につきましては、これまで一くくり

としておりましたジオパークサイトを、地質学サイト、歴史文化サイト、生態学サイトに大き

く３分類することや、新たに池山池など11サイトをジオパークサイトとして追加することを現

在検討中でございます。このジオパークサイトの見直しに伴いまして、案内看板であるとか、
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ベンチなどの設置、また危険箇所につきましては、手すり等の対策が必要であるというふうに

考えているところでございます。 

 次に、２の(1)古くなった公共施設等の管理についてでございます。 

 本市における50平米以下の小規模建物を除く公共建築物のうち、老朽化や用途廃止などによ

り、未使用となっている施設は、現在23施設ございます。その管理は、各課において見回りや

草刈り等を行っているものの、十分ではないと考えております。そのような状況の中、本市で

は公共施設等の適正配置や有効活用及び財政負担の軽減などを図るため、平成28年３月、室戸

市公共施設等総合管理計画を策定しているところでございます。当計画では、211ある公共施

設全てを今後建てかえや大規模改修などにより更新をした場合、40年間で約690億円かかるこ

とが見込まれているところでございます。そのため、施設の集約化であるとか、除却により、

延べ床面積の縮減に取り組まなければならないと考えているところでございます。しかし、こ

の策定をしております当該計画は、全体的な見通しのものでございますので、今後におきまし

ては、個々の施設につきまして、施設の持つ公共性、住民のニーズ、浸水区域内かどうか、借

地の状況、耐用年数などを総合的に勘案し、施設ごとに、①改修、②現状維持、③更新、④廃

止、⑤解体等の方針を定めた個別施設計画を策定をし、公共施設の適切な管理運営に努めたい

と考えているところでございます。 

 次に、(2)旧椎名小学校の利活用計画についてでございます。 

 この件につきましては、これまでにも議員総会などにおきまして説明をしてきたところでご

ざいますが、まず初めに、これまでの経過について申し上げたいと存じます。 

 平成26年８月に、日本ウミガメ協議会から、博物館や廃校水族館に利用してはどうかとの提

案があっております。また、地元の椎名常会からは、集会所や避難所、そしてまた高齢者の活

動の場として利用したいという要望があったところでございます。これらのことを受けまし

て、平成27年６月に、地域住民、民間団体、県及び市職員を委員として、旧椎名小学校活用検

討委員会を立ち上げ、施設の有効活用について協議検討を重ねていただいたところでございま

す。また、平成27年９月を始めといたしまして、数回地元椎名常会においても協議をし、御意

見をお伺いをしたところでございます。そして、平成28年１月に、施設改修設計料を、平成

28年３月には、内部展示や海水取水施設の設計料を、平成28年９月には、施設改修工事の予算

をそれぞれ議決をいただいてきたところでございます。市といたしましては、旧椎名小学校を

改修をすることにより、地域の要望に応えるとともに、子供たちの教育や室戸世界ジオパーク

センターなどとの連携によって、観光振興と交流人口の拡大、そして地域の雇用や地域活性化

を目指すことを目的として取り組みを進めているところでございます。また、この取り組みに

つきましては、室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び高知県産業振興計画地域アクショ

ンプランにおいても重要な地域振興策として位置づけ、取り組んでいるところでございます。 

 次に、１点目の指定管理者についてでございます。 
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 今議会において提案をさせていただいておりますが、室戸市海洋生物飼育展示施設設置及び

管理条例の制定について議決をいただいて、指定管理者制度を活用して、これは公募によって

指定管理者の選定を行っていきたいと考えているところでございまして、このことは初めから

決定をしているということではないと理解をするところでございます。 

 次に、２点目の体育館の利用についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、老朽化が進んでいる状況でございます。現時点においては、魚な

どの標本類の仮置き場など、臨時的な利用しか想定をいたしておりませんが、御指摘のよう

に、改修をするとなると、耐震診断を初め多額の経費が必要となってまいります。現在のとこ

ろ、改修計画は持っていないというところでございます。また、校舎施設の整備といたしまし

ては、申し上げてまいりましたように、１階部分は集落活動拠点施設として、２階、３階及び

プール部分はむろと海の学校として、３階の部分については災害時の避難場所や災害用備蓄品

の保管スペースとして整備を進めているところでございます。そして、これらについての大き

な変更はなく、計画どおりに進んでいると考えておりますが、現在でも補正予算をお願いをし

ておりますように、部分的な工事内容において変更や見直しを行っているところでございま

す。見通しがよくないというふうな点については、大変申しわけないというふうに思っている

ところでございます。 

 次に、５点目の常会等からの要望につきましては、前段で申し上げましたとおりでございま

す。 

 次に、６点目の土地の契約関係についてでございます。 

 現在、10名の方と土地賃貸借契約を締結をいたしております。所有者がお亡くなりになって

いる場合は、相続代表者の方と契約を締結し、御理解をいただいているものと認識をいたして

おりまして、今後ともその契約は継続をしていただけるものと考えております。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足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（濱口太作君） 山崎観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（山崎 桂君） 亀井議員さんに、市長答弁を補足させていただき

ます。 

 １の(1)夫婦岩サイト及び段ノ谷山サイト、公衆トイレについてでありますが、まず夫婦岩

サイトにつきましては、夫婦岩の公園部分につきましては、平成23年の台風６号により被災

し、海側が侵食され、地盤が崩落して立ち入りが危険な状態となっており、また遊歩道部分に

つきましても、遊歩道にかかる落石があり、通行時に危険であるため、国・県と協議を行い、

進入禁止の措置をとっております。その後、土佐国道事務所により、ガードレールが設置さ

れ、現在に至っております。市といたしましても、ジオパークサイトとして整備をしたいとい

う思いはありますが、上からの落石や地盤の危険性などを解決する必要があるため、整備が困
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難な状況であります。今後につきましては、ジオサイトとして看板を設置することや安全な場

所に展望スペースが設置できないかなどについて、関係機関と協議しながら検討したいと考え

ております。 

 次に、段ノ谷山サイトの公衆トイレにつきましては、その維持管理を地元の民間団体に委託

しており、トイレ及びトイレ周辺の清掃、手洗い用の水の交換などを毎月２回程度行っていた

だいているところです。また、ことし７月には、職員が現地に行き、点検を行ってきたところ

でございます。今後につきましても、委託先から業務日誌を毎月提出していただくとともに、

点検・指導を行いながら、施設の適切な維持管理に努めてまいります。 

 次に、２の(2)の椎名小学校前の海岸堤防の建設についてでありますが、議員さん御指摘の

ように、過去に台風時などの高波により当地域の国道周辺まで海水が来たことがあり、危険性

があるということにつきましては、市も認識しているところであり、県にも要望しているとこ

ろであります。また、県土木事務所としては、堤防のかさ上げも一定行っているところでござ

います。これらについては、予算確保に努めているとお聞きしております。旧椎名小学校の校

舎につきましては、鉄筋コンクリート造で耐震性を有しております。また、津波防災マップで

は、浸水エリアに入っており、最大浸水深が約３メートルと予測されておりますが、校舎３階

部分は地面からの高さが7.8メートルあり、津波に対する余裕高は４メートル以上となってお

りますので、津波避難場所としても利用できると考えております。台風などの風水害や南海ト

ラフ地震などの災害発生時に、地域住民の方が避難所として施設の一部を利活用できるよう、

現在整備を行っているところでございます。 

 次に、（仮称）むろと海の学校の入館者数についてでありますが、初年度の来館者数を年間

４万人と見込んでおります。これは、徳島県美波町の日和佐うみがめ博物館カレッタが年間約

３万2,000人、室戸ドルフィンセンターが年間約３万人を集客しており、これらの施設の入館

者数を参考に見込んでいるところでございます。また、２年目以降につきましても、体験プロ

グラムの充実などの工夫をしながら、集客対策を行っていく必要があると考えております。 

 次に、施設の管理につきましては、今回の議会に提案させていただいております室戸市海洋

生物飼育展示施設設置及び管理条例及び室戸市集落活動拠点施設設置及び管理条例で、施設区

分などを定め、指定管理者制度により、管理運営することとしております。また、土地の賃借

料につきましては、これまでどおり市が負担し、光熱水費につきましては、それぞれの指定管

理者に負担していただくことを予定しているところでございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 川上産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（川上建司君） 亀井議員さんに、２の(1)農業用機械

類の管理についてお答えをいたします。 

 市で保有しております農業用機械につきましては、地域において共同で利用していただくた

めの農機具として、昭和50年代の前半より共同利用農機具保管庫の整備とともに、国の農林業
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同和対策事業などを活用し、購入をしてきたものでございます。これらの農機具は、共同利用

農機具保管庫とあわせて地域の皆さんに管理をいただくとともに、市といたしましても、議員

さん御案内のとおり、備品台帳などにより管理を行ってきたところでございます。しかし、農

業者の高齢化、後継者不足などによりまして、近年では地域での利用も減少してまいりまし

た。また、その管理も難しくなってきているのが現状でございます。また、器具の耐用年数も

過ぎ、ほとんどのものは廃棄及び譲渡処分をしているところであります。現在、産業振興課で

管理をしておりますのは、乗用トラクターが１台、コンバインが１台、それと米の選別計量器

が１台と噴霧器が１台などとなっております。今後の管理につきましては、器具の状態などに

ついて把握に努めるとともに、地域の皆さんと協議を行いながら適切に管理を行ってまいりた

いと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 亀井議員さんに、２の(2)の中の集会所建設等に係る地元負

担金の考え方などについてお答えいたします。 

 今回、椎名地区で整備を行います集落活動拠点施設につきましては、旧椎名小学校の利活用

を図るため、旧椎名小学校利活用検討委員会などでの協議を経て、単なる集会所としてではな

く、県が推進する集落活動センターとしての機能もあわせ、集落の課題やニーズに応じて総合

的に地域ぐるみで取り組む仕組みづくりを促進し、集落の維持・再生及び活性化を図ることを

目的として、市が公共施設を整備するものでございます。 

 また、当該施設は、公の施設として指定管理者による管理運営を考えており、利用する場合

には、指定管理者の許可を受けることや、利用料金が必要になるなど、常会所有の集会所とは

大きな違いがあると考えております。 

 これらのことから、今回の施設整備には、地元負担は生じないものでございます。 

 また、当該施設は、集会スペース、多目的ホール、調理室及び試食室などの機能を有してお

ります。これらを利活用して、カフェの開催や百歳体操、子供の居場所づくりなど、集落活動

センター事業としてさまざまな活動を地域住民が主体となって行うことが計画をされておりま

す。こういった活動などにより、常会の方が当該施設を使用することにつきましては、施設の

目的に沿ったものであると考えております。 

 一方、議員さん御案内の常会所有の集会所につきましては、公共施設ではないため、新築、

改修等を行う場合には、室戸市コミュニティー施設整備事業補助金交付要綱に基づき補助して

いるものであり、今後におきましても、従来どおり市としましては一定の割合で補助金を交付

して支援してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 黒岩財産管理課長。 
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○財産管理課長（黒岩道宏君） 亀井議員に、３の(1)のうち、①指名業者の数及び②下位業

者等の指名についてお答えさせていただきます。 

 まず、指名業者の数についてでありますが、議員御案内のとおり、本市の契約規則におい

て、指名競争入札にするときは、なるべく５人以上の入札者を指名しなければならないと規定

しているところでありますが、５人以上の指名につきましては、他の法令等によって義務づけ

られているものではなく、なるべくとの表現から、努力規定であると解釈をしているところで

あります。したがいまして、なるべく５人以上はできることなら５人以上ということでござい

ますので、指名業者が５人に満たない場合についても、入札は実施可能であると理解している

ところでございます。 

 次に、下位業者等の指名についてであります。 

 室戸市建設工事指名競争入札参加者の指名基準では、該当する等級の業者が５社未満等少数

の場合について、入札における競争性を高めることを目的として、当該等級の直近上位、また

は下位２等級までの業者を選定することができると規定しており、通常はこの規定により５社

以上の業者を選定し、指名競争入札を実施しているところでございます。ただし、下請金額が

建設業法施行令で定める特定建設業の許可の必要な金額を超えることが想定され、かつ工事現

場に選任の技術者を配置することが必要な重要な建設工事に該当する場合については、これら

両方の要件を満たすことのできる業者が、現時点において市内ではＡランクの４業者のみであ

ることから、指名審査委員会に諮った上で、４社での入札を行っているところでございます。 

 なお、現在下位ランクの業者であっても、特定建設業の資格取得や専任の技術者の確保等、

政令で規定される要件を満たした場合については、指名基準の下位業者等の指名の規定を適用

し、選定することも可能になるものと考えております。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 亀井議員さんにお答えします。 

 ３の(1)の指名業者の選定及び工事の増額変更についてであります。 

 現在、完成しております津波避難タワー６基の建築工事全てにおきましては、次のような理

由により、設計変更を行う必要が生じたため、変更を行っております。 

 理由としましては、羽根町戎町津波避難タワーでは、湧き水排水経路確保による根切り、埋

め戻し、外部足場の追加などによる変更であります。室戸岬町中町津波避難タワーでは、既存

家屋の基礎コンクリート解体数量の増加、くい工事において、新たに判明したかたい岩盤の掘

削追加などによる変更であります。室津東町津波避難タワーでは、残土処理仮置き場の変更、

転落防止柵の設置などによる変更であります。羽根町坂本津波避難タワーでは、残土処理仮置

き場の変更、車どめ柵の設置などによる変更であります。これらの変更につきましては、工事

を進めていく上で生じることが多く、設計段階では想定しがたい状況にあります。 

 次に、設計業者の指名選定につきましては、建設工事等指名競争入札参加有資格者名簿の中
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から、官公庁や室戸市で実績のある業者を選定した上で、室戸市建設工事指名業者等審査委員

会の審査を受け、決定しているところでございます。今後につきましても、建設工事等の変更

については、安易な設計変更や工期延長が発生しないよう、設計業者と協議を行い、適正な執

行をとるよう努めてまいります。 

 次に、３度の契約変更についてであります。 

 議員さん御質問の津波避難タワー建築工事に係る変更につきましては、設計変更を３回行っ

ており、主な理由としましては、１回目はくい工事に係る地盤改良、２回目が鉄骨工事の部材

変更、３回目が防災倉庫及びソーラー照明に関する変更でございます。 

 また、設計変更は、くい工事、鉄骨工事、その他工事として、変更数量が固まった時点で行

ったところでございます。議会の議決につきましては、議員さん御案内のとおり、当初契約に

つきましては、地方自治法第96条第１項第５号の規定に基づき議決をいただいており、変更契

約につきましては、地方自治法第180条第１項の規定に基づき専決処分を行っており、適正に

執行しているところであります。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 亀井議員さんの大きな３の(1)工事の指名入札及び請負契約につい

てお答えいたします。 

 消防屯所の高台移転事業については、議員さんの御案内のとおり、消防吏員が担当となり、

設計・施工を行っているところであります。御質問の設計事業者の指名の選定につきまして

は、室戸市建設工事指名競争入札の指名基準の規定に基づき、本市や他市町村での類似事業で

実績のある業者を参考にした上で、室戸市建設工事指名業者等審査委員会で審査することによ

り、決定しているところでございます。 

 次に、工事中の変更についてでありますが、基礎工事などの変更は、設計段階でボーリング

調査を行っていても、全ての箇所の調査ができているのではないことから、施工段階で新たに

軟弱地盤が判明したとき、基礎工事や地盤改良などの変更を余儀なくされる事態が発生する場

合がございます。また、消防団員などと協議を重なる中で、施設の使い勝手の関係から、当初

予定になかった設備などの追加や変更要望が出てくることがありますので、予算面や広報など

総合的に検討した上で必要と判断されたものについては、設計変更を行ってきたところでござ

います。今後につきましても、建設工事など変更については、安易な設計変更や工期延長が発

生しないよう、設計業者や施工業者などと協議を行い、適正な執行となるように努めてまいり

ます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 亀井賢夫君の２回目の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） ３番亀井。２回目の質問を行います。 

 丁寧な答弁をされておりますので、余計理解できなくなってしまいましたので、再度お伺い

します。 
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 まず１点目として、旧椎名小学校の④の指定管理について、もう一度お聞きします。 

 委員会や管内視察等でＮＰＯ法人ウミガメ協議会に管理を委託する説明が何度かありました

が、この複合施設の中には、ウミガメの研究と異なる業種、これは水族館ということになりま

すが、これは観光目的と考えられますが、担当課はこの２つの事業について、指定管理の第

50の特例を使うて、１社を選定しちゅうと思うがですが、全く違う観光とウミガメ研究という

２つの業者を１社の管理に決める理由とその根拠について、もう一回説明をお聞かせくださ

い。 

 それともう一点、市長答弁でも丁寧にされておりましたが、⑥の借地契約についてでありま

す。 

 これはひょっと私の認識不足かもしれませんが、境界立会や借地契約を行う場合、名義人以

外の人ではたしか相続人全ての承諾書が必要になると認識しております。これは借地の目的が

旧学校用地を目的を変えて使用する場合は、再度名義人の承諾が必要と思うのですが、市は今

の契約に不備はないという解釈なのか、もう一回そのあたりを説明してください。 

 次に、大きな３の指名入札及び工事請負契約について、再度お伺いします。 

 この②の指名、地元業者を優先するという、これは申し合わせ事項と思うのですが、この申

し合わせにより、今のＡランクの４社を6,000万円以上の工事に指名していると議会で説明が

されていますが、契約規則の５社以上を重視すれば、県内業者とのＪＶも検討するべきと考え

られるが、指名審査委員会でこの５社指名について何も意見はなかったのでしょうか。平成

27年のＡランクの業者が６社のときに、この指名方法では年々Ａランクの業者が減少していく

ことが予想されていたので、同じような質問をしておりますが、いまだに同じ指名方法をとっ

ておる。市の考えをもう一度お聞かせください。そして、市はなるべくをどのように理解、解

釈しているのか。これは３社であっても構わんということなのか、もう一度説明をお願いしま

す。 

 そして、最後になりますが、技術職員でないので、みんなが答弁してしもうてわからんよう

になってしもうたがですが、１人が代表して答弁してもろたらわかることなのですが、契約変

更の専決処分をした１回目と２回目、そして３回目と、設計変更する間隔が非常に短過ぎま

す。設計変更している間、工事はどうしているのか。その変更するところは、とまってから工

事をストップしよんじゃないかということで聞いちゅうがですけんど、技術職員ならこれらの

変更理由では、この今の１、２、３やっちゅう避難タワーのことやけんど、この変更理由やっ

たら、技術職員なら１回の変更で完成させると思います、３回しなくても。手間暇をかけてな

ぜ３回も変更したのか。設計事務所が当初に手抜きをしているようでならないと思うがですけ

んど、この理由についてもう一度お聞かせください。 

 例えば、これは変更理由にある外壁工事ながですけんど、これは当初説明で外壁工事は入っ

ているような説明があったのに、変更で入れております。このあたりをあわせて説明をお聞か
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せください。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（濱口太作君） 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） 亀井議員の２回目の質問の、指名業者が５社未満の場合の指

名のあり方についてお答えをいたします。 

 まず、現在の４社の指名についての指名審査委員会での意見についてでありますが、先ほど

の答弁で申し上げましたとおり、政令で定める要件を満たす業者が市内ではこのＡランクの４

社しかいないということで、やむを得ないということで了承をいたしております。 

 次に、指名方法についてであります。 

 議員御案内のとおり、本市の指名競争入札参加者の指名基準においては、指名業者の選定は

市経済、地域の活性化並びに市内業者育成等を踏まえて選定するものとすると規定をされてお

ります。また、市外業者とのＪＶにつきましては、室戸市建設工事共同企業体取扱要綱におい

て、市内業者と市外業者で共同体を構成する場合については、市内業者では施工が困難である

特殊な工事、または大規模な工事であって、共同することにより、工事の確実な施工が図ら

れ、市内業者の技術力の向上に資すると認められた場合に結成することができるとしていると

ころでございます。ですので、既に市内業者により同種類似工事の施工実績があり、技術的要

件もクリアされている工事については、市経済や業者育成の観点から、市内業者を指名して行

うこととしているところでございます。 

 次に、なるべくの解釈についてでありますが、辞書等で調べましたところ、可能な範囲内で

努めるというような意味でございましたので、Ａランク業者が３社に減った場合につきまして

は、要件を満たす業者が３社しか指名できないということであれば、３社での入札もやむを得

ないものと考えております。ただし、競争性の確保の面から、できるだけ多くの業者の入札参

加が求められることは事実でございますので、下位の業者の方に要件を満たしていただくこと

や、議員御提案のＪＶの方式の見直しなども含めまして、地域経済の発展や雇用の確保といっ

た点も踏まえながら、今後、総合的に検討してまいりたいと存じます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 亀井議員さんの２回目にお答えをいたします。 

 まず、私からは、指定管理者の話でございますが、いろんな説明の中でウミガメ協議会とい

うことを決定したのではないかというような話というふうにお伺いしましたけれども、当市と

しては、前段でも申し上げましたように、まだ指定を確定はしておりません。今回設置条例を

つくらせていただいて、その設置条例に基づいて公募をかけますよということであります、む

ろと海の学校の部分については。もう一つ、集落活動拠点施設、二通りありますので、集落活

動センターにつきましても、設置条例を今お願いをしているところでございます。それを受け

て、それについては、議員さんの言う指定管理者の指定手続の中で５条を使うのか使わんのか
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ということは出てまいりますが、まだそれをしっかり決めたわけではございませんし、その指

定管理者を決めたときに再度議会の議決をいただくことになっておりますので、その点は御理

解をいただきたいと思います。 

 それから、借地契約のことでございますが、これは先ほど申し上げましたように、亡くなっ

ている方の相続代表者の方と契約を締結をしております。これが所有権移転とかになります

と、当然議員さんが申し上げておりますように、全ての方の印鑑をいただかないかんというこ

とにはなろうと思いますが、借地契約の場合はこれまでも代表者の方で来ているところでござ

います。ただ、どういう施設にするか、したのか、市が。市との契約でございますので、その

中に今までですと、学校として使ってましたよ、学校をやめたときにそのことは学校として使

うということやない契約になっているはずです。今回、こういう使い方をしますので、再度契

約変更という中でしっかり位置づけをしていく必要があると、そういうふうに認識をするとこ

ろでございます。私からは以上です。 

○議長（濱口太作君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 亀井議員の２回目の質問にお答えします。 

 タワーの件ですが、市長の専決処分についてであります。 

 先ほどの答弁と重なる部分がありますが、変更の確認をその都度行い、工事は進めています

が、設計変更はくい工事、鉄骨工事、その他工事として、主に工程の段階ごとの変更数量が固

まった時点で行ったところでございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） これをもって亀井賢夫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。市民目線に立って９月定例会において一般質問を

させていただきます。 

 まず、１、市長の政治姿勢について。 

 (1)災害時のタワー以外の設備導入について。 

 室戸市内において、各地に津波避難タワーが建設されていますが、タワーの設置されていな

い地域でも、避難場所への移動が困難と思われる方々や避難場所そのものや避難道が不安視さ

れるところが多々あります。そんな避難に対する不安の声を聞く中で、最近津波水害対応型救

命艇というものを知ることができました。国土交通省津波救命艇ガイドライン承認取得を受け

たパンフレット４枚ほど見せていただき、目からうろこの思いがしました。津波救命艇ガイド

ラインというのは、素早い避難の実現、後面衝突への対策、複数回の衝突への対策、衝突時の

乗員保護の検証、海難避難生活への考慮、これらをクリアしなければならないものです。この

ガイドライン承認取得の救命艇でしたら、最短で安全な避難手段だと思います。余り場所もと

らず、移動もでき、価格もタワーと比較しても安価だと思います。今後、この最強な救命艇の

購入設置をぜひ検討してはいかがでしょうか、市長、関係課長にお伺いします。 
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 (2)元小学校の校庭南側石塀の対策。 

 災害時の避難所に指定されている元小学校ですが、校庭南側の石塀は大変古く、大正時代に

つくられたものだと聞かされております。この石塀は、私たちが小学校に通っていた当時は、

狂いのない見事な石垣でしたが、最近は緩んで凹凸が出て、このままでは崩落のおそれがある

危険な状態となっております。大雨のときは、下の住民はいつ崩れてくるかわからないという

不安な状況で生活をしていると聞いています。以前、市のほうに相談した際には、教育委員会

の管理下だと言われましたが、一般的に見た場合、防災のほうも絡んで考えるべきだと思いま

す。教育、防災ともにぜひ協力しながら早急な対処を取り組んでいただきたいと思います。石

塀の問題は、元小学校以外の避難所や避難路にもあるのではないでしょうか。今後の取り組み

計画をお聞かせください。 

 (3)生活困窮者の健康対策について。 

 この夏は、年々とはいえ、７月、８月と猛暑が続き、私の周りでも熱中症に倒れる人がいま

した。そのような方の中には、家にエアコンがなく、体調を崩されたそうです。ここ数日前か

ら、幾分過ごしやすくなりましたが、来年のことを考えて言わせてもらいます。市民の中に

は、生活困窮者の方は結構います。そういった方々に対して、４年前から福祉事務所より社会

福祉協議会に委託して生活困窮者に対していろいろな取り組みをされています。クーラー設置

するのに貸付制度も設けていますが、いまだに１件の利用だけだそうです。この制度は、まだ

まだ市民に対して情報が行き渡ってないと思われます。また、現在、医師不足で困窮している

我々室戸市民は、一人一人がみずから健康に気を配らなければいけませんが、弱い立場の方々

には、周りの方が気を配り、また行政のほうも市民みんなが快適な生活を送れるように一層の

目配り、気配りの取り組みをしてほしいと思います。生活困窮者に対する健康対策について、

今後どのような取り組みをされるのか、方針をお聞かせください。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（濱口太作君） 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。 

 まず、(1)津波救命艇についてでございますが、津波からの避難の方法として、私も有効な

対策ではないかと考えておりまして、各地の先進地等視察を行っているところでございます。

今後、導入について検討を行ってまいります。 

 次に、(2)元小学校の校庭南側石塀対策についてでございます。 

 元小学校の校庭南側の石塀につきましては、老朽化による石塀のゆがみや膨らみがあること

は、市としても承知をいたしているところでございます。そして、これまでにも一部の補修や

樹木の伐採などをすることによって、石垣が崩れないような対策というものは、対応というも

のはしてきたところでございます。今後の取り組みといたしましては、運動場に降った雨水な

どの排水処理対策の問題や石塀を張りコンクリートで押さえる工法というのがありますが、そ
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れをとった場合には、石塀に接しております道路の幅が大変狭くなると、今後なかなか使い勝

手が悪いというような問題もございます。これらのことを踏まえまして、工法をどうしていく

のかというようなことを含めて対策を考えてまいりたいというふうに思いますし、またその財

源につきましても、どうした財源でやるのか、緊急防災・減災事業債というようなものでやる

のか、または過疎対策事業債というものが適用できるのかというようなことについて、財源対

策や工法というものを今後検討していきたいというふうに思っております。 

 また、同じような問題としては、ほかにもこれまでございまして、避難所である羽根中学校

においても、関知ブロックというものから大型のブロック積み擁壁というふうに変更して安全

対策を行っているところでございます。今後とも、学校施設や避難所の安全対策に努めるとと

もに、関係者の方々の御協力をいただきながら必要な対策を行ってまいります。 

 次に、(3)生活困窮者の健康対策についてでございます。 

 まず、これまでに生活困窮者自立支援法というものが制定をされておりまして、平成27年４

月１日に施行をされております。これは、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るととも

に、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないよう、生活困窮者対策を総合的

に取り組むことといたして、この法によって取り組むことといたしているところでございま

す。 

 当市におきましても、この主な事業としまして、自立相談支援事業というものをやっており

ます。これは、就労と自立に関する相談支援、事業利用のためのプランの作成などを行うもの

でございます。 

 そして２つ目には、就労準備支援事業がございまして、これは就労して自立できるように期

間を定めた訓練を目指しているものでございます。 

 そして３つ目は、家計相談支援事業というのがございまして、家計管理等に関する指導等を

行うというものでございます。これらの事業につきましては、現在室戸市社会福祉協議会へ委

託をして実施をいたしているところでございます。そして、室戸市社会福祉協議会におきまし

ては、生活困窮者自立支援制度と連携をいたしまして、もう一つ生活福祉資金貸付制度がござ

います。この貸付制度では、上限50万円でエアコンなど家電製品や日常生活に必要な経費を対

象として貸し付けを行っているものでございます。この制度につきましては、県社会福祉協議

会が実施主体であり、貸し付けているものでございますが、無利子で償還期間は３年以内とな

っているところでございます。 

 今後とも、生活困窮者に対してさまざまな支援の情報提供に努めるとともに、民生委員、児

童委員協議会や関係団体との連携強化を図ってまいります。 

 また、健康対策でありますが、大事なことだと考えておりますので、老人クラブ活動への参

加による生きがいづくりであるとか、健康応援団などの協力を求めること、また当市の各種サ

ービスの利用であるとか、百歳体操、いきいきらくらく体操の活用を図ることなど、健康対策



－86－ 

につながるように努め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、防災対策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（濱口太作君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 竹中議員さんに、１の(1)救命艇の導入についてお答えいた

します。 

 津波から身を守る手段といたしましては、平成24年12月に、高知県が公表しました津波浸水

予測をもとに避難困難地域の解消に向けて、津波避難路や津波避難タワーの整備に取り組んで

いるところであります。そうした中で、現在、津波からの避難対策の一つとして、津波避難救

命艇が開発されているところであり、国の定める津波救命艇ガイドラインに適合した企画でも

つくられているところであります。また、１基当たりの本体価格は約1,000万円程度とお聞き

をするところであります。本年３月には、中土佐町の老人ホームに設置している救命艇や、ま

た７月には、高知新港及びわんぱーくこうちに設置されている国のガイドラインに沿った２つ

の救命艇の視察を行ったところであります。市長からも答弁申し上げましたが、市といたしま

しても、今後防災会議や関係機関と協議の上、導入について検討してまいります。以上でござ

います。 

○議長（濱口太作君） これをもって竹中多津美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12日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでした。 

            午後５時13分 散会 

 


