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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、欠席届１名、現在12名の出席でございます。 

 欠席議員は、林竹松議員、所用のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 順次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。12月定例会におきまして、自民クラブの一員として一般質

問を行います。 

 質問項目は１点だけであります。 

 まず、請負契約の変更についての中で、新火葬場建築工事と西部給食センター建設工事につ

いてお伺いをいたします。 

 まず先に、新火葬場建設工事についてであります。 

 この件につきましては幾度となくこの場で質問をしましたが、毎回正確な答弁がありませ

ん。 

 まず、９月議会の私の質問について、市長が正確に答えていない部分を再確認していきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ９月議会の私の質問は、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

できる正確な基準はと聞いております。それから、今回の事故繰越の適用は正確な取り組みで

あったのか、それから違法性を意識しながら適用したのではないかと疑いますが、この件につ

いて説明を、との質問に対しての市長の答弁が、事故繰越とした理由が、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て処理をした、理由として

はたび重なる台風の襲来や大雨によるもので、違法性はないという答弁であります。事故繰越

ができる正確な基準はと私は質問しておりますのに、地方自治法にのっとってとか、避けがた

い事故のため、あるいはたび重なる台風や大雨による等、質問趣旨から外れた答弁ではないか

と思います。地方自治法にのっとるには正確な理由が要るはずです。 

 質問で再確認しますが、１、事故繰越ができる基準、要件を詳しく説明願います。 

 ２、避けがたい事故とは何か、この事故で何日工事がストップしたのか、お伺いをいたしま

す。 
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 ３、たび重なる台風や大雨と答弁がありますけれども、台風や大雨が何回来て、何日工事が

ストップしたのかをお伺いいたしたいと思います。 

 ４番目、この避けがたい事故あるいは異常気象は、地方自治法第222条、同じく第220条第３

項の規定に該当する事象なのかを詳しく説明をお願いしたいと思います。工事中に来た台風、

大雨の現状と照らし合わせて、整合性があるのかの説明をお願いしたいと思います。 

 次に、スライド条項について９月議会で質問をしました。スライド条項適用には、通常価格

変動が合理的な範囲以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質問したところであります

が、私の質問は価格上昇が通常合理的な範囲である場合は受注者が負担をと定義されておりま

すが、合理的な範囲とはどのような状態なのか、次に今回合理的な範囲という判断をしなかっ

た判断基準を示してくれというふうな質問をしております。 

 これに対して市長は、合理的とか合理的でないというお話ではなく、契約書第25条の規定に

よって変更したという答弁であります。このスライド条項は、合理的か合理的でないという的

確な判断がなければ第25条は適用してはいけないという定義があるわけであります。それぞれ

の法律を適用するには、合法的な理由がなければその法を活用してはいけない、これは行政に

携わる者の基本であろうと思います。その説明がなく、それが合理的とか合理的ではないとい

うお話ではなくてという答弁であります。行政は全て法に基づいて運営されているはずです。

この答弁は、市長として、執行部として、本当の答弁ではないと私は思います。もう一度言い

ますけれども、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されております。25条適用には価格上昇が

合理的か合理的でないかの判断が必須条件であると思います。 

 質問事項の５番目として、もう一度価格上昇が合理的な範囲ではなかったという正確な説明

をお願いいたしたいと思います。 

 確かに物価も労務費も上昇はしております。スライド条項適用は通常予見不可能な価格変動

に対する措置と定義されていますが、市長は９月議会で物価上昇が５％から８％あると答弁さ

れました。また、人件費も上がっております、当然上がっております。ただ、スライド適用し

た変更設計書は平均40％を超える物価上昇となっております。市長答弁は５％、８％という数

字でしたけれども、全く違う数字で増額変更設計書ができ上がり、業者に支払いが行われてい

るということであります。この違いは何でしょうか。全く矛盾していると思わないのか、不思

議でなりません。 

 ６番目としまして、予見不可能な価格変動と判断した理由を正確に説明してください。 

 ７、５ないし８％の物価上昇が平均40％以上の物価上昇になっているその根拠を説明してい

ただきたいと思います。 
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 それから、スライド条項適用は、通常予見不可能な価格変動に対する措置と定義をされてい

ますが、私の質問として、25条適用の通常予見不可能だった価格変動であったのかという質問

と単品スライドでできた可能性があるが、どうして適用しなかったかの質問に、市長答弁は、

単価増や人材不足による労務単価の上昇があり、全体スライドで請負金額を変更したと言って

おります。 

 質問の８番として、単品スライドあるいは全体スライドどちらかに該当するかの確認作業は

行ったのかどうか、お伺いをいたします。 

 ９番目、市長は答弁の中で、設計事務所に出向いて申し上げたことは、これはしっかり根拠

のある変更でなくてなりませんよと言ってますから、設計事務所から単品か全体かの根拠を聞

いているはずですから、それを説明願いたいと思います。 

 10番、この新火葬場建築事業の進捗状況ですが、造成工事のおくれから、基礎工事に入った

のは平成26年３月と認識していますが、間違いないか、お聞きをいたします。 

 11番目、造成工事のおくれは何カ月で、造成が終了したのはいつかもお聞きします。 

 それから、もう一つ重要な市長答弁があります。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、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くてはなりませんよとい

うことをこれまでしっかり申し上げてきたところでありますというふうに答弁をされておりま

す。この発言をしっかり覚えておいてほしいと思います。 

 これから矛盾点も質問していきますけれども、次の質問の西部給食センターの件でも重要な

関連があります。市長は、避けがたい事故やたび重なる台風の襲来と豪雨による工期の延長

と、あるいは旧火葬場の火葬業務による作業の中断等も工期の延長理由であると幾度となく私

の質問に答えております。ずっと工期の延長理由がそれだけであります。火葬による中断で作

業進捗がおくれることに対しては、執行部のほうも工期の延長で対応しているはずですから、

大した事由にはなりません。市長にこの工期状況を確認してもらいたいがですけれども、当初

の工期が平成25年９月12日から平成26年３月26日、約７カ月近い当初工期であります。この当

初工期の時期は造成工事のおくれでほとんどなかったと、この間には工事できなかったという

ことであろうと思いますけれども、２回目の繰越明許のときに、26年３月26日から26年12月

30日まで約９カ月、当初工期は７カ月ですけれども、それに２カ月を加えて、この２カ月を加

えるということは、やっぱり火葬業務等の関係があって、２カ月ほど長くしたのではないかと

いうふうに思います。その間に、通常ならこの工事は終わるはずですけれども、それからさら

に３カ月、３回目の工期の変更でさらに３カ月、そして４回目の工期変更でさらに６カ月、合

計追加工期が20カ月であります。当初工期の合計の約３倍であります。市長の答弁の中では、

当初の造成工事がおくれたことを差し引いても、約400日、16カ月ぐらいの工期が延びたとい

うことなんです。これは、その理由は台風とか大雨によるものであります。これが私がおかし
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いと言っているものであります。なぜそれほど工期を延ばさなくてはいけないのか、この原因

を正確に説明をお願いしたいと思います。これほど工期を延ばさなくてはならなかった理由を

確認していきたいですから、平成26年３月以降の工事の進捗率をお願いしたいと思います。 

 12番、平成26年３月以降の３カ月ごとの進捗率を答弁願います。 

 13番、下請契約は適正に行われているのか、お伺いをいたします。 

 14番、岡本建設土木課長にお聞きをいたします。 

 請負工事における工程管理の重要性確認はどのような意義を持つのか、答弁を願いたいと思

います。 

 15番、この件最後の質問になりますが、私は増額の5,140万円が本当に適正な価格だとは理

解できないのですけれども、市長、これが本当の価格スライドによる適正価格か、再度お伺い

をいたします。 

 次に、西部給食センター工事についてお伺いをいたします。 

 この工事についても、理不尽な大幅な工期の延長と工期延長理由に非常におかしな疑義があ

りますから、再度確認をいたします。 

 請負工事には、進捗率の確認、工程管理の把握は非常に重要な項目ではありますけれども、

前回の質問では、工程管理、進捗率は押さえていないということで答えてもらえなかったとい

うことでありますが、再度お伺いをいたします。 

 16番目の質問としまして、工事発注から工事終了までの２カ月ごとの進捗率をお願いいたし

ます。 

 17番目、当初工期終了時の進捗率、18番、工期変更理由と工期延長が合致するのかを説明願

いたいと思います。この工事でも、当初工期のほぼ倍近い工期が延長されております。通常で

は考えられない状況がこの工事にも発生をしておりますから、正確な答弁をお願いしたいと思

います。 

 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。 

 (2)新火葬場建築工事の請負契約の変更についてでございます。 

 まず、１点目の事故繰越ができる基準、要件についてでございます。 

 このことは、以前にも御答弁をいたしておりますが、地方自治法第220条第３項の規定で行

っているものでございます。そして、避けがたい事故のため、年度内に支出が終わらなかった

ものとして事故繰越の処理を行ったものでございます。 

 また、避けがたい事故の範囲についてでございますが、法令上明確に規定はされていないと

思っております。ただ、会計検査院の資料などを見ましても、台風等の自然災害や建設資材の

入手が困難な状況、他の工事との調整などが事由として上げられているところでございます。 
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 次に、２点目の避けがたい事故と、これにより工事が何日ストップしたのかということでご

ざいますが、避けがたい事故の範囲につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございま

す。 

 また、工事の延長についてでございますが、まず平成26年度では、造成工事に日時を要した

ことにより基礎工事の着手がおくれたこと、８月の集中豪雨や台風が襲来したこと、また旧火

葬場を使用しながらの工事であることから作業が中断したことなどの理由によって工期を延長

をしているところでございます。 

 そして、平成27年の工期延長につきましては、旧施設を使用しながらの作業であったことか

ら、クレーン車の設置場所の確保について、火葬業務に支障のない日にクレーン車を置くこと

しかできなかったことにより屋根工事のおくれと、それに伴う防水工事などのずれ込みにより

足場の解体時期がおくれたことなどによって工期が延長をされたものでございます。 

 次に、３点目の台風や大雨が何回来て、工事が何日ストップしたのかについてであります

が、平成26年１月から12月までの間では、７月の台風８号、８月初旬の豪雨及び台風11号、そ

して10月の台風19号がそれぞれ襲来したため、天候不順による工事中断期間は約４週間となっ

ているところでございます。 

 なお、このほかにも、前段で申し上げました事由などによって工期が延長をされているもの

でございます。 

 議員御案内のとおり、工期の延長につきましては、平成27年３月議会資料でも掲載をさせて

いただいておりますが、ここにおきましても、先ほど申し上げましたように、別途工事である

造成工事に工期を要し、基礎工事の着工がおくれたこと、夏から秋にかけての豪雨、台風によ

るもの、下請専門業者等の県内入手不足、また既設火葬場の使用による工事の中断などによる

ものということで掲載がされておりますし、また説明をいたしてきたと認識をいたしておりま

す。 

 次に、４点目の避けがたい事故あるいは異常気象が地方自治法第220条第３項の規定に該当

するのかということでありますが、この件につきましても前段で申し上げたとおりでございま

す。 

 次に、５点目の価格変動の合理性のことでございますが、この件につきましても、契約書の

賃金または物価の変動に基づく請負代金の変更ということで、建設工事請負契約書第25条に規

定されているものを適用をいたしているところでございます。 

 次に、６点目の予見不可能な価格変動と判断した理由というお尋ねでございますが、この点

につきましても、契約書第25条の規定にありますように、契約締結の日から12カ月を経過して

いることなどから、変更をいたしているところでございます。 

 次に、７点目の物価上昇の根拠ということでありますけれども、単価決定につきましては、

建設物価ともう一つ見積もりによって単価を設定しているということは御案内のとおりでござ
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います。建設物価につきましては、当初設計では平成25年７月のものを使用をいたしておりま

す。そして、変更では平成26年７月のものを使用をいたしております。また、建設物価以外の

単価につきましては、各関連業者から見積もりをいただいて、その見積もりを根拠にして設計

をしていただいているということでございます。 

 次に、８点目の単品スライドか全体スライドのどちらに該当するのかということでございま

すが、国土交通省の25条運用マニュアルにもありますように、対象工事の工期が12カ月を超え

る工事で、基準日以降、残工事が２カ月以上ある工事として契約書第25条第１項から第４項の

全体スライドに当たるものと認識をいたしております。 

 次に、９点目の設計事務所から全体スライドかどうかということを聞いているかということ

でありますが、この点につきましては、私が設計事務所へお伺いしたときにそうした確認はい

たしておりません。ただ、申し上げておりますように、変更については根拠のあるものでなけ

ればならないということをお伝えしたというふうに認識をいたしております。 

 最後に、15点目のこの5,140万円の増額変更は適正価格なのかについてでありますが、契約

書25条に基づく契約変更や、これは消費税のアップも含まれているものでございますので、こ

うした設計変更、契約変更によって行われたものであるというふうに認識をいたしているとこ

ろでございます。 

 しかし、以前にもずっと申し上げておりますように、当該事業につきましては事故繰越にな

ったこと、また契約変更になっていること、また工期が延長をされていることなどによって供

用開始がおくれるなど、大変申しわけない状況が出てきていたということは私も承知をいたし

ているところでございます。建築工事の施工につきましては、今後とも一層国・県や専門家の

方々の御指導や御意見をお伺いし、しっかりと対応し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。 

 私からは以上でございますが、市民課長及び学校保育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） 山本議員さんに、(2)新火葬場建築工事の請負契約の変更につき

まして、市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、10点目の新火葬場の基礎工事に着手した時期についてでありますが、平成26年３月に

着手してございます。 

 11点目の造成工事についてでありますが、建物及び擁壁部分の工事は平成26年３月に完了し

ておりますが、建築主体工事との調整によりまして、造成工事全体の完成は平成26年10月とな

っております。 

 次に、12点目の進捗率についてであります。建築工事におきましては、作業ごとの進捗状況

を確認する横線式工程表での管理を行い、定期的に行う関係者による打ち合わせの際に、実際
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の工事の進捗状況と照らし合わせることで工事の進捗管理を行っております。出来高金額によ

る曲線式工程表での工程管理は行っておりませんので、議員御質問の平成26年６月以降の３カ

月ごとの出来高金額による進捗率は把握していないところでございます。 

 次に、13点目の下請契約についてでありますが、本工事における下請業種は21工種ありま

す。建設工事請負契約書第７条の規定によりまして、下請契約についての報告義務があります

ので、いずれも適切に処理され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） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 山本議員さんに、14点目の工程管理の重要性と意義について

をお答えをします。 

 建設工事の施工におきましては、契約書に定められた工期内に設計図書に基づいて工事を完

成させることが必要となってまいります。工事の品質及び工事の原価は工程速度に大きく影響

されるものであるため、工程管理は施工管理の中でも重要な項目でございます。工程管理は、

施工計画書に記載した工法、作業手順、資機材の調達計画等をもとに作成した工程表を用い

て、施工計画と施工実態を把握することなどにより品質及び出来高を確保するとともに、工期

内に完成させることを目的に行うものであります。 

 また、工程管理の意義とは、工期だけでなく、品質や精度などとともに契約条件を満足しつ

つ、工事の実行予算に見合った最も効率的かつ経済的な工事施工を計画し、管理していくこと

でございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 竹本教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（竹本俊之君） 山本議員さんに、(2)請負契約の変更についての

中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をいたします。 

 まず、16点目の２カ月ごとの進捗率と17点目の当初工期終了時の進捗率についてであります

が、前段で中屋市民課長がお答えしたとおり、この工事におきましても、建築工事であること

から、進捗管理には出来高をもととする工程管理は行っておりませんので、御質問の出来高金

額による進捗率は押さえてないものでございます。 

 次に、18点目の工期変更理由と工期延長についてであります。この工事の工期は、産業廃棄

物の搬出が計画どおりできなかったことによる解体工事のおくれ、またフェンスの設置などの

追加工事が生じたことなどにより、それぞれ建築工事請負契約書第19条並びに第21条に基づき

まして必要な工期が延長されたものでございます。私からは以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 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回目の質問をいたします。 

 まず、西部給食センターの件についてお伺いしますけれども、この工事は当初工期日数が

187日です。そして、変更理由が何点か入って161日、ほぼ当初工期に近い工期が延長されてお

ります。そして、その工期延長するには当初の工期内にどればあ仕事が進んでいるかっていう
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ことが判断できなければ、何日、何カ月工期を延ばすかっていう判断はできんはずですよ、市

長。それで、少なくとも建築工事ですから、進捗状況を把握しておりませんって、━━━━━

━━━━━━━━━━━。先ほど建設土木課長が答えたように、進捗率、工程管理は工事の中

で命じゃないですか。例えば、ことしの３月の質問で教育委員会と消防長に質問した、それも

やっぱり建築工事ですよ、そしたら中川内の耐震補強工事では現在進捗率75％、ちゃんと執行

部答えてますよ、建築工事で。元の消防屯所は現在17％ですと、建築事業でちゃんと答えちゅ

うじゃないですか。そんな━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。 

 例えば、実際に正規の何％、細かいところまで押さえなくても、監督職員と設計事務所、そ

こで話をすれば、こればあ質問が出よったら、大体の進捗率を把握して答弁できるはずでしょ

うが。そういう努力も答弁のためにせんがですか、執行部は。 

 契約書の中に監督職員の職務というのがありますね、ちゃんと。第９条第１項、この契約の

履行については、受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾または協議をしなくて

はならない、設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の検査または工事材料の試

験もしくは検査をしなくてはならないと書いてある。竹本課長、その担当職員に聞きました、

大体どれぐらいのもんかということを。それがなかったら次に進めれませんから、大体でええ

ですよ、この進捗率、押さえてきてください。前の担当職員に聞いて。進捗がわからんのに、

どうして工期の延長ができる。 

 それと、この工期の延長理由、市長もこの工事について当初の工期から同じほどの工期を延

ばさないかん、進捗が全くできてないということは市長も当然把握しちゅうわけですよね、監

督職員ができないことは、私が出向いてやると答弁しちゅうがですから。この工期の変更理由

の最初が、８月10日の台風で安芸市への産廃処理場の道路が台風災害により決壊したため、そ

の復旧に不測の日数を要した、それからネットの取り壊しに不測の日数を要した、これが一番

先に議員総会で出た教育委員会の変更理由ですよ。最初はこの２つの理由でしたけど、それか

らネット工事、手すり工事、それからフェンス工事とか追加された、変更理由の中に。それで

も、市長、聞きよってくださいよ、フェンス工事にかかった工事日数２日、バックネット工事

に６日、手すり工事に２日、合計10日間の工期の変更、工事の変更で160日工期延長しちゅう

わけですよ。 

 それから、８月10日に台風で安芸へ行く道路が決壊したというのに、９月24日にフェンス工

事の撤去解体、搬出ができている。市長、道路災害がたった１カ月余りで、測量から委託業務

から設計から工事の発注、査定も受けてできますか。こんな日数の矛盾がどうしてできたか。

この工事の情報開示で工事写真を見たら、安芸の道路が傷んだから産廃処理ができないってい

う、工事写真を見たら佐喜浜に全部捨てちゅうじゃないですか。一部は安芸のほうも行ってま

すけれども、運搬写真のほとんどは佐喜浜ですよ。こんなことを情報開示しなかったらわから

んことですよ、これ。それを私らが質問したら、そういう理由で工期を160日に延ばさないか
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ん、どうしてこんなうそが言えるがですか。 

 これ教育長も一言コメントしてくださいよ。教育委員会の前任者の事業ですけれども、教育

委員会の発注工事ですからね、これからもそういうことがあるかもわからんから、そういうふ

うな対応をしてもらいたい。 

 それから、市長も監督職員とも話し合いしちゅうはずですけれども、この10日に応じて、何

で160日も工期を延ばしたのか。そして、そのときの工事のできぐあいも通常の感覚で監督職

員やったらわかるはずでしょうが、何％ぐらいできちゅうかを。それを答弁したらええがです

よ。それも市長が工期の延長の決裁を認めちゅうじゃないですか。私が行ってやらないかんこ

とは私がやるっていう答弁と矛盾しちゅうでしょうが、市長、これは。ちゃんと詳しく進捗率

と市長がどういうふうに指導したか、次の答弁でしてくださいね、この２回目で。 

 それから、火葬場の件に移りますけれども、最初のスライドと事故繰越の件に関しては、最

初と同じように25条を適用したということで、25条をどうして適用したかっていう明確な根拠

はやっぱりお答えがないということです。 

 それで、４番の答えで、避けがたい事故あるいは台風、大雨でどれぐらい日数がかかったの

かというたら、市長、４週間って答えましたね。９カ月分の４週間ですよ。それと、旧火葬場

を使用しながらの事業っていうものは、当初の工期設定よりも２カ月延ばしちゅうやないです

か。それで、その火葬業務による工事のストップは対応しちゅうはずですよ。 

 それから、最初にはなかった工期の延長の理由の中に、旧火葬場を使用しながら屋根工事を

したからレッカー車を据えつけることができなかったと、それに引き続いて解体工事もおくれ

たと、ほかの理由はええがですが、屋根工事ができなかったという部分は、それは確かに火葬

業務の中ではあるかもしれませんけれども、それが何日ありました。11カ月も12カ月も延ばさ

ないかん理由の中に入ってますか、それが。それも答弁してください、何日かかったか。 

 それと、物価上昇の件で確かに上がってるって言いましたけど、それは私も認めますよ。平

成22年度を100としたら、平成25年度で高松地区で105.7％の物価上昇があります。そして、そ

のスライド条項適用時の26年12月では111.9％の物価上昇です。要するにこの工事発注してか

らスライド条項適用するまでに物価の平均上昇率は6.2％ですよ。それが、工事の内訳書を見

たら、これはその物価上昇の中へ当然人件費も含まれていますから、ちょっとはふえていくと

思いますけれども、例えば鉄筋工事は22％増し、型枠工事が134.7％増し、木製建具工事が

32.1％増し、それから金属製建具工事が29.6％、木工事で50.21％、金属工事で55.7％、それ

から内外装工事では120％の上昇です。5,140万円の内訳の中で、平均40％、41.4％上がってま

すよ、この物価上昇が。スライド条項適用の中に物価上昇が実際には５％とか８％とあるの

に、全体スライドを適用せないかん理由っていうものを尋ねたら、ただ25条活用、25条活用、

25条はわかっちゅうがですよ。ただ、25条するには、その25条に載っとる明確な理由がなけれ

ば25条を活用していけないということでしょ、市長。それがどうしてもはっきり25条の明確な
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基準を言わないから、こうややこしくなるがですよ。 

 それから、工期の延長でも、27年度は旧施設を利用しながらやったということで、27年度の

工期延長はということですけれども、市長、27年度の工期延長を何日しました。通常でした

ら、26年３月から工期が始まってますから、基礎工事が、それで当初工期よりも２カ月長い工

期を設定して、この２カ月長いというのは、火葬業務があるから２カ月延ばしちゅうわけです

よ。それでやってるはずなのに、それが26年12月までですけども、27年度の工期の延長をして

るというふうに、今の答弁の中で屋根工事にレッカーを据えつけ、それに伴う足場の解体工事

のおくれ、27年度だけで８カ月工期を延ばしちゅうがですよ。本来なら26年12月30日に終わら

ないかんのですよ、市長、この仕事は。それを27年度にまだ８カ月延ばしちゅう。火葬業務の

おくれだけでこれだけ延ばしますか。ちゃんとした理由がない。台風では４週間、その理由を

ちゃんと説明してくださいや、もう一回。それから、総合工程表でも26年11月には全部終わる

ようになっちゅうんですよ、予定は。それがほとんどできてないじゃないですか。 

 それと、もう一つおかしなことは、この事業はほとんどが下請が入ってますけれども、その

当初の工事が終わらなくてはならない26年度に下請契約をほとんどしてないじゃないですか。

数件ですよ、下請契約したのは。残りの20件、30件は、工事が終わらなくてはならない翌年に

しちゅうやないですか、下請契約を。何ですか、この状況は。これも詳しく説明してください

ね。 

 それから、その15番目に聞いた増額の件ですけども、市長は増額の件に関しては設計事務所

も行ったと、そしてそのときに担当課だけには任せられないからということで行ってるわけで

すね。その担当課長が外したというときは、異動があったばかりでというような答弁をしまし

たけれども、このスライド条項を活用した時分に、その前年の４月から課長はおりますよ、市

民課長は。その間ずうっと工事の進捗に頭を悩ませて、苦労して携わってきちゅうじゃないで

すか。異動したばかりとか、そんなおかしいこと言うたらいかんでしょうが。 

 それと、市長が言う単なる全体スライドでやっただけでしたら、担当職員が設計事務所に出

向いて物価上昇分を反映した設計をつくってくれ、それだけで済む話じゃないですか。何で市

長が２回も設計事務所へ行かないかんがです。物価のスライドを反映した請求書をつくってく

れって言ったらそれだけで済むじゃないですか。その対応が不可解やと言うがですよ。それも

もう一回答えてくださいね。以上で２回目を終わります。 

○議長（濱口太作君） 意見調整のため、11時30分まで休憩いたします。 

            午前10時48分 休憩 

            午前11時27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。 

 お諮りいたします。 

 山本賢誓君から一般質問における発言について、会議規則第65条の規定による発言の申し出
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がありましたので、これを許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 時間をおかりいたします。 

 先ほどの私の一般質問の中において、答弁に対して━━━━━━━━━━━━━━━━、━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━という発言をしましたけれども、これは余り適正

ではないということで、議事を進めるために、この発言を取り消したいと思いますので、よろ

しくお計らいを願います。 

○議長（濱口太作君） ただいまの山本賢誓君の発言の取り消しの申し出を許可することに御

異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、山本賢誓君からの発言の取り消し申

し出を許可することに決定いたしました。 

 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 また、休憩時間をとっていただきまして、ありがとうございます。また、申しわけございま

せん。 

 答弁につきましては、私の答弁する部分、また担当課長の部分と分けて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。 

 まず、私のほうからは、１つ目といたしまして、以前の答弁の中で担当課長のことに触れら

れておりますけれども、新課長は平成26年４月から担当となっているということで、この新火

葬場の契約時点、それは平成25年度でありますから、課長がかわったということを申し上げて

いるところでございます。 

 それから次に、新火葬場の工期の延長でございます。これは、先ほども台風等による工期の

延長ということについては４週間と申し上げましたが、そのほかの理由等によって32週の延長

ということが出ておって、それは造成工事も含んだものということで、造成工事も含まない場

合には５カ月という数字が出てきておりまして、そして平成27年度３月議会におきまして、資

料で説明をしておりますように、平成27年９月15日までの延長ということで資料で出させてい

ただいて、先ほど私がその理由は４点あるんだということを説明をした。その理由によって９

月まで延長をしている。その後、再度延長をしておりますが、それも一部申し上げましたけれ

ども、具体的には担当課長から答弁をいたさせますので、よろしくお願いします。 

 それから、契約変更でありますが、この件につきましても、建設物価あるいは見積もりによ

ってやっているという5,141万6,000円の変更でありますが、それの内訳につきましても、１つ

には追加工事が500万円、また消費税相当分が643万1,000円、それから25条適用ということで

3,998万5,000円、そういうものの合計が今回の変更の全体額ということと、5,141万6,000円と

言うてきたと思ってますが、そういう金額になっているところでございますので、よろしくお



－101－ 

願いします。 

 それから、市長が２回設計事務所へ行っちゅうやかという話でありますが、これも申し上げ

ておりますように、価格については根拠のあるものでなければならないよということを申し上

げたことと、もう一つは、僕の記憶している範囲では、工程です、先ほど言う工期です。これ

の延長についても具体的に延長する理由がなければいきませんよというようなことを私は申し

上げてきたというふうに記憶をいたしてい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） 竹本教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（竹本俊之君） 山本議員さんの御質問にお答えをいたします。 

 まず、西部給食センターの関係でございますが、１点目に進捗率の把握について御指摘をい

ただきました。工程の中の進捗としましては、いわゆる監督職員の責務としての部分もござい

ますが、作業ごとの進捗の管理を工程会議などで進捗状況は常に把握しておるところです。御

案内の金額として出来高をとってということでございますが、出来高をとってないものですの

で、そのような進捗率としての押さえができてないというところとなっております。 

 なお、繰り返しとなりますが、定期的に行う関係者との打ち合わせ等によって、実際の工事

の進捗状況は確認しておりますし、進捗の管理はしっかりと行っているというふうなことでご

ざいますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、変更の理由としまして、解体工事から出る産業廃棄物の安芸市への処理場への搬出に

ついて御質問をいただきましたので、お答えをいたします。 

 まず、平成26年８月10日に通過しました台風11号、これによりまして、この処理場への通行

どめが発生しました県道でございます。これが９月２日まで搬入車両、産業廃棄物の処理車両

が通行できないという状況でございましたので、当初の工程では８月８日に完了予定の工程で

組んでおりました解体の作業が９月24日までかかるということとなりました。このために、工

期のほうは延ばさざるを得ないという状況となっております。 

 なお、御指摘をいただきました産業廃棄物の処理先についてですが、佐喜浜のほうへ処理し

ているというお話でございましたけれども、この通行どめ解除によって、処理した金属類の混

入した産業廃棄物は全て９月中に安芸の当該処理場へ搬入しております。 

 なお、10月以降には、コン殻を佐喜浜の処理場へ処分しておりますので、その点は先ほどマ

ニフェストのほうで確認をいたしておりますので、よろしく御理解のほどをお願いいたしたい

と思います。 

 次に、変更の理由として２点ございますが、先ほども最初の答弁でお答えもしましたけれど

も、児童等の安全確保のためのフェンスの設置であったりとか、プラットホームへの落下防止

柵とかというものについての追加工事もありましたので、その部分についても工期が延長され

ているというところでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。私からは以

上です。 
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○議長（濱口太作君） 中屋市民課長。 

○市民課長（中屋秀志君） 山本議員の２回目の質問にお答えいたします。 

 私のほうからは、平成27年９月15日から平成27年11月30日、最後に工期延長となりました理

由についてでございますが、屋根工事でクレーン車のかかった日ということでございましたの

で、その期間、クレーン車の据えつける日が友引の日しかできません。既存の火葬場の休みの

日、休業の日ということで、その日が40日。それともう一つ、県内ほかの工事が頻繁に行われ

ておりまして、専門職の方の確保に困難が生じたということで、それが36、合計76日の延長と

なっております。 

 それから、工事の進捗の出来高のことについてでございます。平成26年12月27日、これ契約

書25条の適用の基準日となった日でございますが、その時点で出来高33.5％、それともう一つ

平成27年６月中旬に約50％進んでおるということを確認しております。 

 最後に、下請の契約日が平成27年に入ってからということですが、そもそもこの本体工事

が、先ほど申し上げましたように造成工事がおくれましたんで、順々にその工事そのものがず

れ込んだため、下請の発注が平成26年10月以降、大体26年度中には完了してますが、27年にず

れた契約もございます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 私としましても、今後適切な工程管理に努めたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。以上です。 

○議長（濱口太作君） 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） ３回目の質問をいたします。 

 まず、２回目の答弁で教育委員会の産廃処理の件ですけれども、９月24日に金属類、これは

安芸へ運んだと、それはわずか１トンあるかなしかで、残りの24トンぐらいのコンクリート殻

は佐喜浜に行っちゅうんじゃないですか。どうしてそのときに、私が前も質問したときに、安

芸が道路が通れなかったからっていうことを理由に佐喜浜へ廃棄したかっていうことを言わな

かったのかということですよ。例えば佐喜浜と安芸でしたら、距離も違いますから、産廃処理

の単価も違うはずですよ。それらもちゃんと変更できているのかどうか、もう一回答えてくだ

さい。 

 一番いけないのは、先ほども変更理由を言いましたけど、手すり工事、ネット工事、フェン

ス工事の追加、それから体育倉庫で畳１枚、２枚敷くらいは１日で処理できる、それらも体育

倉庫の撤去に日がかかった。そういうことを全部ごっちゃにして、合計10日か２週間かかる日

数じゃないですか。それで、どうして160日延ばさないかんのかということを聞いたわけで

す。だから、今の答弁で、工程管理もしてます、進捗状況も押さえておりますけれども、金額

ではじいてないから出せませんって、そんな建設土木課長に聞きたいがですけど、材料を搬入
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したり、基礎工事やったら金額ははじけるでしょうが、そこで。中には材料入れて、この前の

答弁のように倉庫入れたからそれで100％にしたっていう答弁もありますけど、そんなに狂い

はない数字が出るはずですよ。だから、２回目の答弁終わって、３回終わったら、それで全て

が終わるわけやけれども、私はそれを許しませんよ。どうしてその10日か２週間ぐらいのやつ

で160に延ばしたかっていうことをもう一回聞きます。 

 それと、この工事は担当がおって、班長がおって、課長がおって、決裁を順番に市長まで行

くわけですけれども、その中に副市長も判を押しちゅうはずですよ。そのときに、これぐらい

の変更理由でこれはおかしくないかっていう判断は副市長しなかったの。10日、２週間、14日

ぐらいの工種の変更に161日工期を延長しちゅう。市長決裁に上げる前に、副市長、決裁しち

ゅうでしょうが、あんたも。だから、どうしてこれぐらいの理由で工期を延ばしたかっていう

ときに、この最初の工事の第１回の工期のときの進捗率が大事になってくるわけですよ。どれ

ぐらいこの工事に建築会社が資材と人間を入れてやっていたかということになるでしょうが。 

それができてない場合には、契約書の45条、46条を読んでください、市長。受注者の責に帰す

る理由があれば損害賠償を請求せないかんでしょうが。46条は契約の解除ができるとある。そ

ういうことをしないから行政が配慮をしちゅうって言われるがじゃないです。どうして45条、

46条を適用しなかったか。 

 それと、10日、２週間ぐらいの工事にどうして160日延ばしたかっていうことをもう一回答

えてください。 

 それから、火葬場のほうに戻りますけれども、これは5,140万円は市が出してきた正規とい

うか議会の議決をもろうた金額ですけれども、私はこれがおかしいからということで３年近く

になりますけれども、調査もしてきたところです。そして、この5,140万円以外に3,000万円ち

ょっと超える金額、これが存在したということを私は関係者全員に証言を得ましたよ、市長。

それも消費税も入った、仮設費も入ったペーパーが建設会社、設計会社から来てますよ、室戸

市へ。そして、高知の設計会社へ私も出向いて、本当は９月議会の前にその3,000万円をつく

ったという証言を私ももらってましたけれども、９月議会で市長がどういう答弁するか聞きた

かったから、そのときに言わなかったわけですよ。設計会社の社長が室戸市から依頼を受けて

3,000万円の設計書をつくったとはっきり証言してますから、それは音声に記録して、当局、

当局いうたらどういう判断かわかりませんけれども、当局へ提出してます。なぜ、どうして当

局がこういうことになったのかということですけれども、平成27年３月に私が適正な価格に戻

せと動議を提出したときに、当局から事情を聞かせてほしいと連絡があったわけですよ。それ

で私出向きました。そのときに、私が今まで議会で言ってきた、市長も言っていた、大変な金

額、これ僕間違うて8,000万円と言いましたけど、当局の発言は6,000万円です。この6,000万

円っていう数字は、ある特定人物が公の場で業者は6,000万円、正規に言うと6,231万円、これ

が適当な増額金額であると、ある人物が公の場で発言しちゅうわけですよ。その金額と当局が



－104－ 

言う6,000万円と一致するじゃないですか、大体。そして、当局がなぜその金額を知っている

のかということになりますよね。これを知っちゅうのは市長と業者とそれを応援した人物とだ

けですよ、担当課は知らんはずですから。何で当局へこの6,000万円が行くのかということが

私も不思議でなりませんけども、考えてみたら、その当局が私が動議を提出したときから何か

おかしいなっていうがで調べよったがじゃないです。それで、室戸へ来ちゅうがでしょ、恐ら

く。 

 それから、市長は前の答弁で、市の職員が当局に事情を聴取されたことは一切ございません

と言うけれども、ありましたよ、それは。26年の夏ごろに室戸市の関係者が行ってますよ、当

局へ。 

 それから、その関係者の方々がどうしてそういう証言をしてくれたかというと、これ本当の

話ですから、うそでも何でもないですけれども、その増額が決定した時分に、ある関係者があ

る人物に、ある飲食店の前で、こんなに分厚い封筒渡しよったと、それは吉良川町の50歳代の

男性から目の前で見ましたって電話があったがですよ、これ本当の話ですからね。それって、

あれ金額やったら500万円ぐらいあるんじゃないかっていう電話がかかってきて、500万円って

いったら5,000万円の１割じゃないかっていう、それは冗談で話したがですけど。その中身が

豆腐やらまんじゅうやらわかりませんから、本当のことは言えませんけれども、万が一そうい

うことがあり得るんじゃないかっていう思いは私もしたわけであります。 

 そういうことから、その高知の設計会社の社長にも、関係者にも、みんなが一生懸命やって

仕上げた仕事の支払い金額のうちからひょっとしたらそういう個人の懐へ渡ってるんじゃない

かっていうような話をしたがですよ。そうしたら、これはあくまでも私の想定ですから、誰に

渡ったとかということではないですけど、そういう話もあった中で、その関係者の方々は良心

の呵責に耐えられなくなったんじゃないかと私は思うがですよ。そういうことがあり得る可能

性がずうっと続いてきたということであります。そんな話を関係者にしたら、当然公共事業に

かかわっている者としての責め、自分の心を責めたんじゃないかなと思って真実を話すという

気分になってくれたがじゃないかと思います。私は立派と思いますよ。誰も責めることはでき

ないと思います。 

 この件に関しては、大事な証言が出てきましたから、あとは室戸市議会としてどのような姿

勢で臨むかですけれども、私は議会に投げかけたいと思います。真実を解明する姿勢をとるの

か、あるいはこの場で終わらせてしまうのか、疑惑解明に対する市民の熱い視線があります。

その中で、室戸市議会が毅然とした態度がとれるのかという、議会人としての役割を果たすこ

とができるのか、私はどういうふうになるかということを今から見届けていきたいというふう

に思います。 

 ３回目のこの質問の答弁としては、教育委員会だけの答弁で結構です。 

 以上で３回目を終わります。 
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○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。竹本教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（竹本俊之君） 山本議員さんの３回目の御質問にお答えをいたし

ます。 

 まず、１点目に産廃の処理で佐喜浜のほうで処分したコン殻のことが聞かれましたけれど

も、安芸のほうへは９月に、量は確認してませんが、混在したコン殻ですね、最終処分場とし

て、処分しなければならないので、安芸のほうへ処分しております。佐喜浜のほうはコン殻だ

けですので、その点は御理解いただきたいと思っております。量ではないので、必要なところ

へ必要な産業廃棄物を処理するのは行政として定められておりますので、そのような処理とな

ったところでございますので、御理解をよろしくお願いします。 

 次に、161日の延長工期の根拠ということでございますが、まず先ほど申し上げましたよう

に、産廃の処理の関係等で台風で道が通れなかってできなかったという部分もございます。そ

して、重ねて説明をしておりますが、児童等の安全確保のためのフェンスの設置工事であった

りとかという追加工事がありました。この追加工事について少し御説明をさせていただきま

す。 

 時系列で話をしますけれども、２月の中ごろに追加の工事がおおむね仮で設計ができたんで

すけれども、これに対して協議に入りました。協議の中で、保護者の方や学校から新しく設置

するグラウンドと給食センターの間にあるフェンスについて、ボールが飛び込まないようにと

かというふうな要望がございました。そのようなことも協議することと、加えまして、佐喜浜

小学校のグラウンドが吉良川の陸上クラブさんが100メーターを走るグラウンドとして使って

おりましたけれども、フェンスを設置すると、その100メーターの直線走路が確保できないよ

うな状況になりましたので、そのところの協議をしなければならないというところで、６月

30日まで調整の日程を組みまして、工期を延長したところでございます。その後、４月中に現

地のグラウンドで保護者の方々と現地説明、協議をして、一応確認しております。そして、最

終的にはフェンスの位置と規格、規格のほうは１メーター20から１メーター80に60センチ高い

ものにしました。これについて最終決定をして、５月の定例の打ち合わせで柵の位置や規格を

業者のほうに説明をして、施工が６月という流れで工事が完了しているものでございます。 

 進捗率についてですが、先ほどの答弁と同じになりますけれども、進捗率の管理は出来高の

金額をもとにしますので、出来高の金額を押さえていない状況で進捗率の把握ができないとい

うところで、この工事については進捗率としての押さえができてないと、現在、工事も完了し

ておりますので、進行中の工事であれば一定関係者のほうと協議しながら、進捗率のほうを押

さえていくことは可能かと思いますけれども、そのようなことで金額のほうを押さえていない

以上、進捗率としての率はお示しすることができないと、押さえていないということで御理解

をいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 
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 昼食のため13時まで休憩いたします。 

            午後０時０分 休憩 

            午後１時０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。 

 次に、亀井賢夫君の一般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。 

 順次質問に入らせていただきます。 

 まず初めに、大きな１として、救急搬送と医療体制の実態について、(1)救急車両及び搬送

ルートの確保についてお伺いします。 

 救急病院が本市からなくなった今、救急体制で一番必要となるのが急病人が搬送される医療

機関への時間の短縮ではないでしょうか。その時間を短縮する大きな課題の一つが道路問題で

あり、本市と隣接する東洋町及び北川村、そして奈半利町とを結ぶ唯一の国道55号の１路線が

重要になっていることは、市民全員が認識しているのではないでしょうか。 

 その国道55号が台風や集中豪雨により東洋町と佐喜浜間は山腹崩壊の危険性から全面通行ど

めとなり、そして佐喜浜－椎名間も消火栓の増水や高波による国道の浸水が起きるなど、国道

55号の通行規制が集中豪雨や台風時には報道関係より頻繁に出されることになります。また、

市内中心部の西側の元地区、そして吉良川地区、羽根地区に至っては、越波による国道の通行

規制で、狭い迂回路や遠回りの台地を利用しなくてはならなくなるなど、何度も日常生活に支

障を来してまいりました。今後30年、いや50年後には、間違いなく起こるであろう南海巨大地

震では、本市は陸の孤島となり、食料や生活必需品はもちろんのこと、急病人や日程が決めら

れている透析の必要な人たちは患者搬送である送迎バスや救急車の道路通行ができなくなり、

多くの市民の方の混乱を招くことになるのではないでしょうか。 

 このような状況を踏まえて、中芸、安芸、芸西、南国の市町村は、国の進める四国８の字ネ

ットワークの道路整備促進事業の早期完成に向けて、東部地域の命の道事業として毎年要望を

行っております。 

 ただ、本市はこの計画から外れており、本市の搬送ルートとしては陸路以外のルートである

海路や空路の２択を選択することになるのではないでしょうか。この空路については、今も急

病人の搬送手段として消防署等のヘリポートが市民の命の拠点として大変重要視されているこ

とは承知のとおりであります。 

 そこで、お伺いいたします。 

 まず初めに、①として、台風や集中豪雨、そして南海巨大地震が発生すれば、国道55号が崩

壊、もしくは浸水により通行どめが予想されます。この状況を打破するために、西は羽根町と

奈半利町、もしくは北川村との台地を結ぶ道路、そして東は佐喜浜町と東洋町間を結ぶ道路が

急病人等を搬送する道路として大変重要になります。この重要なアクセス道路について、市の
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考え、そして担当課として今の道路事業への取り組みのあり方についてお聞かせください。 

 ②単線道路である国道55号の１路線でつながっている佐喜浜と椎名間、これが集中豪雨等で

よく通行どめになります。急病人や透析患者の人たちは大変困っています。災害時の通行どめ

を解消するための手段として、バイパスアクセス道路以外にヘリポートの設置を検討する必要

があると考えられますが、現在、佐喜浜と西山でヘリポートを検討中とお聞きしていますが、

この地区を含めた市のヘリポート計画についてお聞かせください。 

 ③として、この質問に関しては昨日の議員質問と似通っていますが、私なりに質問を行いた

いと思います。救急車の管外搬送について、現在救急車が２台、予備車が１台の３台体制にな

っており、その３台の救急車に対して、消防職員の配置体制が２分隊の４名体制で対応してい

るとのことですが、そのうち救急救命士は何名が取得されているのでしょうか。 

 そして、本市では、少子・高齢化が進む中、この４名体制で救急体制は十分と考えているの

でしょうか。隊員の仕事量や体調を考えた場合、隊員が少ないのではないでしょうか。今後救

急搬送が時間を要する遠距離搬送と高齢者の急病人が現状よりふえてくることが予想されま

す。消防長の考えをお聞かせください。 

 ④室戸病院が救急病院から撤退して、救急車の管外搬送の推移が大変気になっています。本

市に救急病院がなくなってからの管外搬送している救急病院、これは田野病院、県立あき総合

病院、医療センター等になりますが、この救急病院に搬送されている患者数の推移についてお

聞かせください。 

 それともう一点、管外搬送となれば、救急隊員の負担はもちろんのこと、救急車に係る経費

も増額していると思うのですが、室戸に救急病院がなくなってからの救急車の管外搬送の経

費、これは搬送回数や搬送距離等の比較増減になりますが、わかる範囲でお聞かせください。 

 次に、(2)医療体制と救急病院についてお伺いします。 

 前段でも説明いたしましたが、室戸病院が救急病院から撤退してはや３年余りになります。

本市から救急病院がなくなってから、私なりに東部地区の医療の現状について少し調べてみま

した。今の救急医療体制は３つに分類されており、１つは初期救急、２つは第２次救急、そし

て第３次救急と３分類に位置づけされており、初期救急については今の本市にある10の病院や

診療所で対応はできているが、２次救急については田野病院と県立あき総合病院等安芸圏内に

は３病院しかなく、一番近くにある病院が田野病院であり、手術や入院が必要な重症患者にと

っては大切な医療施設の位置づけになっています。その病院が満室となれば、急病人などの時

間外診療や急病人の救急搬送の時間が長くなるなど、市民の方は次の病院までの搬送時間を大

変気にしています。まして、第３次救急医療については、本市から遠距離になる救命救急セン

ターであり、重篤な救急患者に対しての入院治療を行う病院として位置づけされております

が、本市からの搬送は早くて90分であり、東からは約２時間の搬送を要することから、ヘリで

の移動が最短の搬送手段となっています。 
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 こんな医療状況を踏まえて、本市も高知県市議会議長会に対して、過疎地域における医療の

確保についての要望を行い、その後、四国の市議会議長会に対しての要望も行われています。

また、県知事に対しても、本市選出の弘田県議により、本市の医療体制の確保、公立病院、市

立病院の必要性についてことしの９月議会で一般質問も行われ、室戸に病院が欲しいという市

民の切実な願いを伝えてくださいました。その問いに対して、県から、安芸保健医療圏内の医

療支援への取り組み、地域医療の確保、そして早期に一般病院における入院医療の体制が確保

できるように、支援を積極的に行うゆえの答弁もされております。 

 そこで、お伺いします。 

 まず初めに、①として、医師の配置状況について、私なりに少し調べてみました。皆さんが

御承知のとおり、県中心部に８割以上の医師が集中しており、室戸市を含む郡部では医師が不

足しているのが現状です。特に本市にとっては、羽根医院と島田医院が続けて閉鎖、そして本

市の多くの医師が高齢になってきており、いつ休診や閉鎖になるか、市民の方たちは大変心配

しております。そんな中、羽根の山本病院も市外に移転先を模索しているとお聞きしておりま

す。病院の問題については民間の医療機関の力も必要と考えられますが、担当課はこの病院の

閉鎖と医師の高齢化についてどのように考えられているのか、そしてどのようにこの問題に取

り組んでいく考えなのか、お聞かせください。 

 ②ことし突然に出てきた室戸病院の買収問題により、佐喜浜診療所の休診がクローズアップ

されてきたことで、佐喜浜町の全常会長が集まって対策を検討してまいりました。その結果、

担当課である保健介護課の大変な努力によって、佐喜浜診療所が続けられることとなり、佐喜

浜地区の住民は大変感謝しております。他の地区も佐喜浜と同様に、この診療所、クリニック

の医師問題や病院の閉鎖に直面していると思われます。前段でもお聞きしておりますが、岬診

療所や他の地域の医師や病院の動向について、市は全て把握されているのでしょうか。そし

て、市はどのような対応をされているのか、お聞かせください。室戸病院のように手おくれに

なっては対応ができなくなります。 

 ③弘田県議の問いに対して、県の説明では平成28年８月から県と県立あき総合病院と室戸市

の３者で地域医療の確保についての協議を行っているゆえの説明がありましたが、医師の派遣

支援、入院医療等の問題についてどのように協議が進められているのか、現状についてお聞か

せください。 

 次に、大きな２、箱物施設及び老朽住宅除却事業について、(1)老朽住宅の取り壊しについ

てお伺いします。 

 南海巨大地震の発生確率が非常に高くなった今、いつ次の大災害が発生してもおかしくない

と言われています。とりわけ、東海・東南海・南海地震は数年から十数年のうちに襲来すると

考えられており、さらにそれが連動するケースでは大惨事になると想定されております。この

東海・東南海・南海地震で内閣府の検討会では、想定する震源域と波源域は最大で従来の約２
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倍に拡大する取りまとめを公表しており、従来想定していた３地震に加え、西は宮崎県沖の日

向灘南部、東は富士川河口断層帯までが連動するおそれがあると想定し、地震の規模は暫定値

でマグニチュード９以上としています。 

 ただ、そんな大きな地震が想定されている現在の状況で、現在耐震基準を満たさない古い鉄

筋構造物や建築物は震度６強以上の地震が襲うと、その建物だけではなく、隣接している建物

にも相当の被害が出るのは避けられないと言われております。 

 そんな中、1981年の耐震基準を満たさない昔風の古い住宅が本市の建築物には多いのではな

いかと心配しています。これは都市計画区域外の建築基準法が必要のない郡部や山間部に多い

ように感じられます。減災の観点から、住宅の耐震化向上が課題となり、高知県も防災重視の

傾向がはっきりと出てきたのではないでしょうか。 

 そこで、お伺いします。 

 この問題は以前にも質問しておりますが、別の観点からお聞きします。 

 ①として、本市の木造建築で昭和56年以前の建物で、この３カ年の間で耐震診断を受けた戸

数と補助金を受けて補強した戸数をお聞かせください。 

 ②として、補助金額の限度額と所有者の負担額、そして採択基準についてお聞かせくださ

い。 

 そして、この事業になぜ市の建築物は対象にならないのでしょうか。公共施設の取り壊しに

ついては議会でお聞きもしておりますが、市所有の大型作業所が倒壊寸前の工場として残って

おります。隣の人は台風の暴風雨のときには倒壊しないか気になって眠れないとのことです。

市所有の古い木造建築の対応も含めて、答弁をお聞かせください。 

 ③として、老朽住宅除却事業について、住宅の老朽度数の測定基準が100以上ということで

すが、この基準に達していない古い木造住宅について、担当課はどのように対応する考えなの

か、申請者は古い家屋が倒れそうで、隣の人に迷惑をかけているのではないかということで大

変気にしています。市は申し込みが出された家屋全ての取り壊しは採択できないのでしょう

か。宅地となれば固定資産税もふえるのではないでしょうか、お聞かせください。 

 この事業については、たしか平成24年度より始まった事業と思うのですが、平成24年は19件

の申し込みで３件の採択、平成25年は19件の申し込みで11件の採択、平成26年は33件の申し込

みで13件の採択と、予算より申込者が多い状況になっております。 

 例えば、この３カ年で採択から落ちた44件の家屋はどうなるのか。不採択になった理由は何

か。予算が原因であれば、補正で対応する考えはなかったのでしょうか。それとも、次年度に

再申請をする、または採択することになるのでしょうか。家に欠陥、原因があり、申請をして

いると思うので、早急に対策しないと地震はいつ起こるかわかりません。不採択になった家屋

の取り組みについて、担当課の考えをお聞かせください。 

 それと、この事業で不採択になった家屋に、例えば災害対策基金や加速化基金等を使うな
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ど、別の補助事業や交付金事業等による手助けはできないのでしょうか。あわせて、答弁をお

願いします。一度取り壊しを検討された家屋に対して、所有者は修繕することはしないと思わ

れます。 

 そして、④として、個人所有の家の石垣やブロック塀の取り壊しが手助けできる事業につい

ての採択基準と限度額、そして市が進めている地域防災対策総合補助金との違いについてお聞

かせください。 

 それと、避難所に隣接している納屋や倉庫、庭木等の障害物は対象にならないのでしょう

か。採択できる対象物についてお聞かせください。 

 次に、大きな３、野生動物の被害について、鳥獣による被害対策についてお伺いします。 

 野生動物、特に猿、鹿、イノシシ、そしてハクビシン等による農作物の被害は年々増大して

おり、中山間地域の農業者は作物がつくれず、ほとんどの農地を放棄しているのが現状です。

この鳥獣被害は議会でもよく一般質問をされておりますが、妙案が見つからないのか、全く対

策が進んでいないように思われます。この鳥獣被害については、毎年、農作物や果樹が実るこ

の季節に被害の報告をよく耳にしますが、ことしは我が家を含む隣の家庭農園までも猿の大群

約20匹余りが押し寄せて、果樹や野菜はもちろんのこと、家の屋根を走るなど、民家が並ぶ人

里でも食べ物がなくなれば、人気のない民家の周りや家庭の中まで侵入してきます。特にお年

寄りの方は、ニホンザルに襲われないか、大変気にしています。 

 そこで、お伺いします。 

 駆除の申請が認められた区域については申請者以外の駆除はできないのでしょうか。この件

については、申請者の方が鹿、イノシシは捕獲器で駆除できるが、ニホンザルの駆除は銃器の

所有が必要であり、駆除申請をしている人が全員猿の駆除ができる銃器の許可を取得している

のではないように思われます。駆除の申請者に猿の駆除ができる人を加える指導はできないの

でしょうか。猿の駆除については特殊であり、ほかの人に許可している区域内であっても、特

別に駆除する許可はできないのでしょうか。ニホンザルの被害について、果樹や農作物を栽培

している人たちは大変困っています。鳥獣駆除の許可申請についてお聞かせください。 

 ②通常の猟期以外の時期に駆除申請があると思うのですが、申請区域に関係する農地や果樹

園の所有者が駆除してもらいたい有害動物を申請者に伝えて、駆除する動物の種類の確認とい

うか、確約をとる指導はできないのでしょうか、お聞かせください。 

 ③駆除の申請者が捕獲した動物について、鹿、イノシシの大部分は食料等で処理していると

思うのですが、食料以外となる廃棄している鹿、イノシシ、猿の処分はどのようにしているの

でしょうか。埋葬しているのでしょうか。以前に耕作放棄地に不法投棄されて大変困っており

ました。この駆除した動物の処理について市はどこまで関与しているのでしょうか、お聞かせ

ください。 

 これで１回目の質問を終わります。 
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○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） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１の(1)の①搬送ルートの確保についての中でございます。本市の一般国道55号は、

室戸市民にとりましては住民生活をする上で生命線とも言える大切な基幹道路でございます。

近い将来、必ず発生すると言われる南海トラフ巨大地震が発生すれば、一般国道55号は津波に

よる路面流出や地震による山腹崩壊で長期の孤立が想定されるところでございます。そして、

一般国道55号が災害等で寸断された場合の対策といたしましては、議員さん御提案のとおり、

室戸市と奈半利町の台地を結ぶ道路や佐喜浜町と東洋町を結ぶバイパス道路が必要であるとい

うふうに思いますし、本市の東西の出入り口にもなりますので、そうした必要性は私たちも認

識をいたしているところでございます。そしてまた、国道の複線化ということにもつながりま

すので、ぜひこうした取り組みが必要だと考えているところでございます。 

 そして、これまでの取り組みについてでございますが、１つには室戸市と奈半利町の台地を

結ぶ道路でありますが、平成27年８月に、奈半利町長と私との連名によりまして、高知県に対

し奈半利町の加領郷地区と室戸市の中山地区を結ぶ道路整備について要望を行っているところ

でございます。この路線は、災害時の迂回路としての防災面だけではなくて、農産物の流通で

あるとか、地域の交流など、生活面や産業面において効果が期待ができる、また地域振興につ

ながるものと考えております。 

 そして、佐喜浜町と東洋町を結ぶ道路につきましても、平成26年２月、東洋町長との連名に

よって国と高知県に対し室戸市－東洋町間のバイパス道路の整備につきまして要望活動を行っ

ているところでございます。この路線につきましても、御案内のとおり、防災面だけではなく

て、住民生活の安心・安全につながることでございますし、また地域産業の振興、発展に大き

くかかわっていくものということで大変大事な取り組みだというふうに思っております。これ

らの要望につきましては、今後とも国や県に重ねて要望をいたしますとともに、国会議員や県

会議員さんの協力も求めるなど、関係者とともに要望の実現に取り組んでまいります。 

 次に、(2)医療体制と救急病院についてでございます。 

 前段の議員さんにもお答えをしているところでございますけれども、室戸市内の医師の高齢

化であるとか、医院の閉鎖により室戸市の医療体制が大変であるということは私どもも認識を

いたしているところでございます。そして、議員さん御案内のように、山本病院につきまして

も、市外に移転したいということは２年ぐらい前よりお聞きをいたしておりまして、私自身議

員さんとも同行いただいたり、また理事長さんと懇意の方に一緒に行っていただいたりという

ことで何度か山本病院の理事長さんを訪ね、本市に残っていただくことはできないかというこ

とについてお話を要請をさせていただいております。また、病院が高台移転するということに

なれば、市としても全面的に協力をしていきたいというお話もお伝えをいたしているところで

ございますが、看護師さんが市外から来ていることもあるので、高知のほうへ移転したいとい
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う意向は今のところ、変わっていないという状況でございます。 

 本市といたしましては、室戸病院の問題も含め、室戸市の地域医療は、前段でも申し上げま

したように大変な状況だということで、室戸岬診療所を開設、また運営や医師の確保に取り組

んでいるところでございます。また、あわせて、地域の医師の先生方の協力を求めたり、また

御意見をお伺いをいたしているところでございます。こうした取り組みの中で、市民の方々が

現在どんな医療を受けているか、またどのような医療が必要なのかということなど、医療分析

を含めて、地域医療計画として今後、まとめていきたい、策定をいたしていきたいという考え

でございます。 

 いずれにいたしましても、市民の方々の健康と安心・安全につなげる取り組みを進めなけれ

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。 

 私からは以上でございますが、副市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） 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いたします。 

 １の②のヘリポートについてでありますが、ヘリポートのことにつきましては、これまでに

も答弁させていただいておりますように、高知県が取りまとめております災害時におけるヘリ

コプターの離着陸場適地として、現在室戸市では21カ所が示されているところであります。 

 御質問の西山と佐喜浜へのヘリポートの整備について検討いたしましたが、西山地区におい

ては、離発着時の強風による農作物や近隣へのさまざまな影響などの懸念があること、また佐

喜浜地区では、隣接するリサイクルセンターの解体が計画されていることなどから、それらの

整理の後に検討することになることなどから、現在計画が進んでいないところであります。 

 一方で、今議会に議案として提出させていただいております旧室戸岬小学校跡地への消防施

設等の整備計画の中で、ヘリポートについても計画しているところでございます。 

 今後におきましても、非常時などに備え、離着陸場の適地調査やヘリポートの整備につきま

して、地域の皆さんや関係機関とも協議しながら調査検討してまいります。 

 次に、２の(1)の①耐震診断数と耐震工事の直近３カ年の補助実績件数でありますが、まず

耐震診断は平成27年度が12件、平成28年度が59件、平成29年度、12月１日現在で39件となって

います。また、耐震工事は平成27年度が５件、平成28年度が14件、平成29年度、12月１日現在

で20件となっており、年々増加傾向にあります。 

 次に、②の補助金の限度額と自己負担額及び採択基準についてであります。 

 まず、耐震診断では、昭和56年５月31日以前に建築された住宅で、木造家屋は自己負担は無

料でありますが、非木造住宅につきましては補助限度額が３万3,000円となっておりますの

で、その金額を上回る部分は所有者負担となります。 

 次に、耐震工事についてでありますが、先ほどの耐震診断補助事業によって、耐震性がない
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と判断され、耐震工事により構造評点が１以上になる耐震化工事が対象となります。補助金の

限度額としましては、木造、非木造ともに130万円となっています。また、この補助金は国、

地方公共団体、その他公の機関が所有するものや販売を目的とするものは対象になりません。

市の所有建築物につきましては、室戸市公共施設等総合管理計画に基づき、施設ごとに改修、

現状維持、更新、廃止、解体などの適切な管理を行っていかなければならないものでありま

す。 

 次に、④のコンクリートブロック塀等対策推進事業についてでありますが、まず補助限度額

につきましては20万5,000円で、採択基準といたしましては、緊急輸送道路や避難路に面して

いるブロック塀であって、高知県木造住宅耐震化事業費補助金交付要綱に示されている点検表

に従い、高さ、壁の厚さ、鉄筋、控え壁、基礎、傾きやひび割れ、ぐらつき、その他について

安全対策の必要性を確認し、そのうち一つでも不適合があれば対象となります。このほか、高

知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店、または建設業法の許

可を受けて建設業を営む建設業者の施工によることや、原則所有者による申請であること、市

税を滞納していないことなどの要件がございます。 

 一方、地域防災対策総合補助金は、自主防災組織が行う避難経路及び避難場所等の簡易な整

備に係る資機材の購入やリース料、燃料費などを対象としているものであり、ブロック塀の取

り壊し費用などは対象としていないところであります。 

 また、ブロック塀の補助制度につきましては、コンクリートブロック塀や石積み、れんが積

みの塀など、組積造の塀を対象としており、御質問の納屋や倉庫、庭木などは対象となってい

ないところでございます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 亀井議員さんにお答えします。 

 私のほうからは、１の(1)の③消防職員の配置体制と④管外搬送の推移について御答弁申し

上げます。 

 まず、③消防職員の配置体制についてでありますが、本市の消防署の隊員は30名で、２隊に

分かれ、交互に勤務についており、その中の10名が救急救命士であります。１隊の救急出動態

勢でございますが、救急隊長のもと、救急２分隊に４名が配置されており、救命士、行政研修

所への入校者１名を除き、全員が救急救命士であります。 

 次に、両隊での勤務体制でありますが、現在３名が消防学校などに入校中でありますので、

受け付け１名、隊員８名の計９名で24時間の体制をとっており、救急、火災、救助、水害など

の事案に対応しているところであります。 

 しかしながら、救急件数や搬送時間の増加により、救急要請が重なったときなどには、本部

職員や非番職員の招集などにより３台目の予備車を出動させて対応しております。 

 本年の出動件数は、平成28年の1,010件に対し、現時点で既に1,015件となり、出動件数や長
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距離、長時間搬送が増加傾向にあることから、体制の見直しが必要ではないかと感じていると

ころであり、前段で市長が答弁申し上げましたように、現状の状況を少しでも改善できるよ

う、職員の確保に向けて取り組んでまいります。 

 次に、④の管外搬送の推移についてであります。 

 室戸病院が救急告示を取り下げたのが平成26年７月でございますので、取り下げ前と後にな

ります平成25年と平成28年について救急搬送の推移を申し上げます。 

 まず、田野病院は11名増の147名、県立あき総合病院は183名増の408名で約81％の増加とな

っております。医療センターは73名増の178名で、同じく70％の増加となっております。参考

までに、室戸病院は196名減の92名で70％の減少であります。また、年間搬送人員の総数は

81名増の954名となっております。 

 次に、救急車の管外搬送に係る経費についてでございます。 

 ガソリン代などの経費につきましては、平成25年の消費税の税率変更やガソリン単価の変動

などにより単純に比較することは困難ですので、救急車の走行距離や管外搬送数を参考に比較

させていただきます。 

 本市が所有している救急車３台の合計走行距離は、平成25年の年間５万6,291キロメートル

に対し、平成28年は７万9,346キロメートルとなっており、比較いたしますと２万3,055キロメ

ートル増加しております。また、室戸市以外への管外搬送は、平成25年が557件であったもの

が、平成28年には850件となっており、比較いたしますと１年当たり約97件増の293件となり、

約53％増加しております。これらの増加分につきまして、ガソリン代や車両の維持費、人件費

などの経費の増加につながってい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） 久保副市長。 

○副市長（久保信介君） 亀井議員さんに、１の(2)の医療体制と救急病院についての３点

目、地域医療に関する県との協議につきまして、私もメンバーの一員として参加しております

ので、私のほうからお答えさせていただきます。 

 御質問のございました地域医療に関する県との協議につきましては、平成28年７月に行われ

ました高知県市長会と尾﨑知事との意見交換会の場におきまして、本市の小松市長より、室戸

市の医療機関の減少問題及び室戸市立室戸岬診療所や移住促進への取り組みなどに触れまし

て、医療機関が充実していなければ人口減少に歯どめをかけることもできないし、移住促進に

もつながらないことなどを訴えまして、県立あき総合病院のサテライト診療所の設置等の支援

策について要望を行ったことをきっかけに、県と本市との間に地域医療課題検討会として設置

されたものでございます。 

 検討会のメンバーといたしましては、県側からは、健康政策部副部長、医療政策課長、医師

確保・育成支援課、安芸福祉保健所長、県公営企業局次長、県立病院課、それからあき総合病

院から経営事業部長など、また室戸市からは、私のほか、保健介護課長、総務課長、企画財政
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課長、福祉事務所長などが参加しております。 

 検討会は、平成28年８月に第１回目を開催し、これまでに５回開催しております。 

 検討会では、本市の地域医療における現状や課題などについて情報交換を行うとともに、そ

の対策等について協議検討を行っているところでございます。これまでの主な協議内容といた

しましては、県内の地域医療の現状及び県の地域医療構想について、県立病院の経営状況や医

師確保の取り組みについて、看護師の養成及び確保対策について、僻地医療及び患者輸送など

について、意見交換の上、情報提供や助言をいただいているところでございます。この協議の

中で、本市からは市内の医療事情に理解を求めるとともに、県立あき総合病院のサテライト診

療所の設置や医師の派遣、一般病床の維持確保などについて、要望等を行ってまいりました。 

 その結果、制度化につながりました一例といたしまして、医師の確保が困難な地域にある医

療機関への県立病院等からの医師の派遣に係る枠組みが構築されまして、平成29年度から県立

あき総合病院より年間委託契約に基づき、市立室戸岬診療所へ医師の派遣を行っていただいて

いるところでございます。 

 また、協議を進める中で、先ほど市長が答弁申し上げましたとおり、市民の方々がどんな医

療を受けており、またどのような医療が必要かなどの医療分析を含めた地域医療計画が必要で

はないかということで、現在、安芸福祉保健所長や高知大学医学部などに御協力をいただき、

データ収集や計画の基本的な部分などについて御意見をいただいているところでございます。 

 そして、来年度には、県や安芸市、福祉保健所、医師などで構成する地域医療計画策定委員

会を立ち上げ、策定に向けて取り組みを進めていくこととしているところでございます。 

 今後とも、この検討会等を通じて、本市の医療事情への理解及び地域医療の確保について支

援を求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（濱口太作君） 黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 亀井議員に、２の(1)の３点目の老朽住宅除却事業について

お答えいたします。 

 本市が実施しております老朽住宅除却事業費補助金交付事業につきましては、国の空き家対

策総合支援事業補助金等を受けて、平成24年度より実施しているものでございます。制度の概

要といたしましては、国土交通省発行の測定の手引に基づき、構造の腐食または破損の程度、

防火上または避難上の構造の程度などを測定基準として、２名の建築士により現地調査を行

い、その評点が100点以上の国における不良住宅と同等のものを老朽住宅と位置づけ、防災対

策の観点から危険度や緊急度が高いものから優先的に補助対象としているところであります。 

 次に、平成24年から平成26年度の３年間の採択の状況についてでありますが、３年間で不採

択となったもののうち、評点が100点未満であったものが19件、100点には達していましたが、

国の予算枠等によるものが24件で、そのうち13件については翌年度以降に再申請をし、採択を

されております。平成27年度は、当初32件の申請に対し、評点が100点以上の基準を満たした
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31件を採択するとともに、その時点で予算残が生じておりましたので、追加募集を行い、12件

の申請のうち９件を採択いたしました。平成28年度につきましては、37件の申請があり、うち

基準を満たした33件全てを採択し、予算残については本年度に繰り越しをしております。平成

29年度につきましては、48件の申請があり、うち基準を満たすものが36件ございましたが、補

助金額の上限額を100万円から164万5,000円に上げたことなどもあり、繰越分を合わせても

29件分しか採択できませんでしたので、残り７件分について今年度中に取り壊しができるよ

う、今議会に補正予算796万4,000円を計上させていただいております。 

 なお、評点が100点未満で不採択となった住宅については、国の測定基準による不良住宅に

は該当しない状態であり、直ちに危険性があるものではないと認識しておりますが、今後、長

期間放置されることなどにより、危険性が高まっていくことが予想されますので、空き家バン

ク制度への登録やそれに伴う改修費の補助事業などを紹介させていただいております。 

 いずれにいたしましても、議員御案内のとおり、不良住宅の除去につきましては、防災対策

のためにも継続的な取り組みが必要であるものと認識をしております。 

 平成27年度以降につきましては、申請があったもののうち、基準を満たしているものについ

てはほとんど採択ができておりますので、今後につきましても、補助金の総額確保のため、引

き続き国に対し十分な予算の配分を求めていくとともに、応募件数や予算の執行状況に応じた

追加募集や補正予算など柔軟な対応を図ることにより、一件でも多くの不良住宅の除却が進む

よう取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

○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、３の(1)鳥獣による

被害対策についてお答えをいたします。 

 議員さん御案内のとおり、有害鳥獣によります住民生活への影響、農産物被害につきまして

は大変深刻な課題となっておりまして、特に本市におきましては、鹿、イノシシ、猿による被

害が大半を占めているところでございます。市といたしましても、これらの対策といたしまし

て、これまでに侵入防止柵の設置への補助、有害鳥獣捕獲に対する報奨金の支払いと新規狩猟

者の免許取得への補助などを行ってきたところでございます。 

 御質問の①有害鳥獣駆除の許可申請についてでございますが、捕獲許可につきましては、鳥

獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律及び高知県鳥獣保護管理事業計画に基づい

て行っております。許可申請の際には、申請者より被害の状況、捕獲する鳥獣の種類、それと

捕獲の方法、捕獲の区域などを申請をしていただいておりまして、被害状況などを確認の上、

許可をしているところでございます。 

 また、これに加えまして、あらかじめ被害の発生が予察される地区につきましては、被害防

止のため、予察捕獲を市より狩猟者の方々76人、15班の方々に依頼をし、行っているところで

ございます。これらの捕獲許可や予察捕獲を行っている区域でありましても、別の方から申請



－117－ 

があった場合には、要件が整っておれば許可をするということになっておりますので、例えば

予察区域で予察グループによる捕獲だけではなく、追加で捕獲が必要になった場合、新たに駆

除申請をいただいて捕獲を行っていただくことも可能であります。しかしながら、同じ地区に

複数の班が入るといったことによる安全面への危惧、一部の地域では狩猟者間で新たな方が入

っていきづらいといった状況もあるといったこともお聞きをしているところであります。市と

いたしましても、農林業被害の防止のために、狩猟者の皆様には引き続き有害鳥獣捕獲への御

理解と御協力をお願いをしてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、②の駆除鳥獣の確認についてでございますが、捕獲許可の対象者は農産物などに被害

を受けた方または被害などを受けた方から依頼された方というふうになっております。前段で

も申し上げましたとおり、許可申請時には被害の状況と捕獲する鳥獣の種類などを申請をいた

だいております。また、被害を受けた方から依頼する際の依頼書にも同様の内容を記入をして

いただき、確認をしておりますので、被害鳥獣、駆除鳥獣の確認についてはできているものと

いうふうに認識をしております。 

 最後に、③の駆除鳥獣の処理方法についてでありますが、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律第18条では、捕獲をした鳥獣を捕獲した場所に放置をしてはならないとい

うことが規定をされております。また、高知県鳥獣保護管理事業計画におきましても、捕獲鳥

獣については鉛中毒事故などの問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰って適切

に処理をすることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な場所で埋設

するということにより適切に処理をし、山野に放置することのないように指導するということ

になっております。 

 不法投棄などがあった際は、猟友会や県の鳥獣対策課、警察などと連携し、対応に当たって

いるところでございます。 

 本市でも、捕獲許可証の交付の際に、処理方法などについて周知をするとともに、狩猟者の

方から許可証の変動の際に捕獲動物の処分方法について確認をしているところでありますが、

今後とも、あらゆる場面で注意喚起を行い、より一層の徹底を図ってまいります。 

 いずれにいたしましても、鳥獣による被害対策につきましては、今後とも農林業者、狩猟者

の方、関係機関などと連携をし、適切かつ効果的な対策に取り組んで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） 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。 

 大きな１の(2)の医療体制と救急病院について、本当に丁寧な答弁がありましたが、市民の

方が大変気にしていますので、もう一度確認する意味で質問をいたします。 

 今後、救急病院や入院できる病院や診療所の設置、対応について、市はどのように取り組ん

でいく考えなのか。急病人や入院をしなくてはいけない病人に対して何か対策を進められてい
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るのでしょうか。もう一度市民に救急病院と入院できる病院への市としての取り組みについ

て、現在どのように進められているのか、簡単にわかりやすく説明をお聞かせください。 

 それともう一点、老朽住宅の取り壊しについてもう一度お聞きします。 

 取り壊しを申請された住宅は、外見により採択を判断しているようにお聞きしましたが、住

宅は外見と違い、室内、特に隠れた部分がシロアリ等により食い荒らされて危険な状況になっ

た住宅もあります。担当課として、申請があった家屋の調査について、所有者の説明を聞く考

えはないのでしょうか。この住宅の取り壊しについては、個人財産なので、採択基準が厳しい

ことはわかりますが、農地や住宅では危険な状況を予防という名目で工事を行う事業もありま

す。個人負担が多額になっても、市の補助事業として手助けをすることはできないのでしょう

か。もう一度答弁をお聞かせください。 

 以上で２回目を終わります。 

○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） 亀井議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、私のほうからは、今後の救急病院や入院できる病院の設置の問題などについてでござ

います。 

 議員さんも御案内のとおりでありますが、救急にはどういう体系があるかというのを議員さ

んも申されたところであります。初期救急と第２次救急、第３次救急という体系があるという

ことでございます。繰り返しますが、初期救急は在宅当番医制などで入院を必要としない患者

に適切な治療を行うというものでございます。また、第２次救急でありますが、救急告示病院

や病院群輪番制度などで、入院が必要な重症患者に対応するものということで、安芸圏域にお

きましては、県立あき総合病院、それから田野病院、森澤病院ということとなっております。

そして、第３次救急医療につきましては、救命救急センターで重篤な救急患者に対して入院治

療を行うものということとなっているところでございます。 

 そして、室戸病院につきましては、市内で唯一第２次救急病院ということでございました

が、当直看護師の配置が困難ということなどによりまして、２次救急病院の廃止に至っている

ところでございます。 

 また、市内の病院におきましては、現在のところ、医師や看護師の確保の必要性などから、

救急病院の設置は難しいのではないかというふうに考えております。 

 そして次に、新たな病院を設置をして対応するということも１つ考えられるわけであります

が、この点につきましても、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ことから、現在、既存の病床数が598床あるということなどを考え

合わせますと、新たな病院の設置や病床をふやすことが大変困難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。 

 次に、そうした中ではありますが、一般病床の確保ができないかということで、我々もその
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点について協議といいますか、検討はいたしているところでございます。その一般病床がどう

して必要かといいますと、本市では、手術や救急に対応する急性期を経過した患者さん、よそ

で手術とか救急治療をなさられた方が在宅復帰、家へ帰ってくるまでの間の医療であるとか、

リハビリを受けられるというか、そういう受けられるようにしたいと、これは回復期機能を持

った病床というのでありますが、そうした一般病床としては確保する必要があるのではないか

ということで、このことにつきましては市内の病院の中で何とか10床でも確保できないかとい

うことで先ほども申し上げておりますように、関係者と協議をいたして、病院関係者と協議を

いたしているところでございます。 

 また、私といたしましては、室戸市の旧町村単位に病院または診療所はどうしても確保して

いきたいという思いから、室戸岬地区におきましては市立の診療所を新たに開設をしたという

ことでございます。今後におきましても、旧町村単位の病院や診療所から救急病院へつなぐと

いうような形をどうしても考えていかなければならないのではないかというふうに思っており

ます。そういう思いがあるわけでありますが、もう一つ、現在進められている安芸保健医療圏

域におきまして、看護師不足の解消に向けた取り組みとして、高知東部看護専門学校の設置と

いうようなことも考えられているところでございますので、こうした看護師さんをいかに確保

していくかというような取り組みはどうしても支援をしていく必要がある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。 

 いずれにいたしましても、この後、来年度に向けて策定を計画をいたしております地域医療

計画によりまして、そういったことをぜひ取りまとめていきたいという思いでございますの

で、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（濱口太作君） 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回目の質問にお答えをいたします。 

 老朽住宅の取り壊しについて、内部の状況も加味できないかということだと思いますが、申

請を受理する際には、申請者の方から、そうした内部の状況についてもお聞きすることもござ

います。また、調査の際には、そうしたことを踏まえた上で、先ほど説明いたしましたよう

に、国から示されている手引に基づき、柱、屋根、外壁等の傾斜や破損または変形などにより

著しく崩壊の危険性が高くなっているなどの外観目視によって判断できる項目による評定とな

っているところでございます。 

 また、議員御案内のように、基準点未満の家屋においてもそれぞれさまざまな問題があると

いうことは理解しているところでありますが、本年度につきましても、現時点で採択に至って

いない不良住宅が生じている状況もございますので、防災対策の面からも、危険性の高い不良

住宅の解消を第一に取り組む必要があると考えているところでございますので、御理解をお願

いしたいと思います。以上です。 

○議長（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。 
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 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13日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

            午後２時６分 散会 

 

 


