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平成２９年６月第４回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  平成２９年６月２０日（火） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 竹 中 多津美    ２番 上 山 精 雄    ４番 小 椋 利 廣 

  ５番 脇 本 健 樹    ６番 久 保 八太雄    ７番 谷 口 總一郎 

  ８番 山 本 賢 誓    ９番 山 下 浩 平    10番 堺   喜久美 

  11番 町 田 又 一    12番 林   竹 松    13番 濱 口 太 作 

４．欠席議員 

  ３番 亀 井 賢 夫 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  武 井 知 香 

  事務局次長兼班長  谷 村 直 人 

  議 事 班 主 任  千代岡 陽 子 

  議 事 班 主 事  小 椋 雄 平 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     副  市  長  久 保 信 介 

  総務課長併選挙管理委員会事務局長  久 保 一 彦     企画財政課長  山 本 康 二 

  財産管理課長  黒 岩 道 宏     税 務 課 長  長 崎 潤 子 

  市 民 課 長  中 屋 秀 志     保健介護課長  辻   さおり 

  人権啓発課長  寺 岡 弥 生     産業振興課長併農業委員会事務局長  川 上 建 司 

  建設土木課長  岡 本 秀 彦     観光ジオパーク推進課長  山 崎   桂 

  債権管理課長  上 松 富士樹     防災対策課長  西 村 城 人 

  会計管理者兼会計課長  森 岡   光     福祉事務所長  小 松 達 也 

  教  育  長  谷 村 正 昭     教育次長兼学校保育課長  竹 本 俊 之 

  生涯学習課長  和 田 庫 治     水 道 局 長  久保田   浩 

  消  防  長  竹 谷 昭 一     監査委員事務局長  山 本 ゆかり 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第１号 平成29年度室戸市国民健康保険事業特別会計第１回補正予算の専

決処分の承認について 

  日程第２ 議案第２号 室戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

  日程第３ 議案第３号 室戸市老人憩の家設置及び管理条例の一部改正について 
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  日程第４ 議案第４号 室戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改

正について 

  日程第５ 議案第５号 室戸市肉用牛導入資金供給事業基金条例の制定について 

  日程第６ 議案第６号 平成29年度室戸市一般会計第１回補正予算について 

  日程第７ 議案第７号 平成29年度室戸市国民健康保険事業特別会計第２回補正予算につ

いて 

  日程第８ 議案第８号 平成29年度室戸市介護保険事業特別会計第１回補正予算について 

  日程第９ 議案第９号 平成29年度室戸市水道事業会計第１回補正予算について 

  日程第10 議案第10号 平成28年度（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事

業校舎等改修工事請負契約の変更について 

  日程第11 議案第11号 市道路線の廃止について 

  日程第12 議案第12号 市道路線の廃止について 

  日程第13 議案第13号 市道路線の認定について 

  日程第14 議案第14号 市道路線の認定について 

  日程第15 議案第15号 市道路線の認定について 

  日程第16 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第17 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第17まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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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、亀井賢夫議員、検査入院のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） ただいまから大綱質疑を行います。 

 質疑に際しましては、ページと款、項、目を御指摘の上、御質疑願います。 

 なお、自己の意見の多い質疑や議題外にわたる質疑については、御注意願います。 

 日程第１、議案第１号平成29年度室戸市国民健康保険事業特別会計第１回補正予算の専決処

分の承認についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時０分 休憩 

            午前10時６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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第２、議案第２号室戸市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。竹本教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時６分 休憩 

            午前10時11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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 



－112－ 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第２号議案について質疑を行いたいと思います。 

 今課長の説明を聞いて納得というか理解がちょっとできんかったところがあるがですが、こ

の特定地域型保育事業という事業ですわね、これは普通の保育事業とどう違うのか。 

 それから、この支給認定証が出ても、もらわなくてももらっても要は保育を受けるという説

明やったがですが、この支給認定証というのはどういう状況になれば申請ができるのか、申請

しなければならないのか。 

 あと、もしこの支給証を交付されてなくても、保育所に行けば保育が受けられますよという

説明やったと思うがですが、この内容を見れば、有効期間とか、保育必要量とかというのが書

かれているわけですが、これは保育所に行って、誰が決定をするのか。例えば、あなたは１年

間ですよとか、１日のうち何時間ですよとかというような決定をすると思うがですが、これは

誰がそういう決定をするのかをまずお伺いをいたします。 

 そして、今この保育を実際受けている方の中で、こういう支給認定証というのは室戸市は発

行しているのかどうなのかをお聞きします。 

○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） 上山議員さんの御質疑にお答えをいたします。４

点ほどあったと思います。 

 まず、特定保育の違いということですが、平成27年度に導入されました子ども・子育て支援

法の関係の改正の中では、保育所と幼稚園がいわゆる一体化したようなイメージで改正をされ

ております。ですので、保育の中でも幼児教育をすることができる、また幼稚園の中でも保育

と同じようなことができるようになっておりますので、その保育の形態を特定というふうなこ

とで整理はされております。 

 次に、支給認定証をもらってももらわなくても申請できるのかっていうことなんですけれど

も、保育所の入所に当たっては、支給認定証と保育の入所申請書、入所申込書、それを出して

いただきます、全ての入所に当たって。ですので、申請は義務化されております。支給認定申

請書を出していただくことは必要として義務化されておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、保育所の入所に当たっての保育の決定は誰がするのかということですが、これは室戸

市が行っております。入所決定は室戸市が行います。 

 次に、全ての申請者に対して認定証を発行しているのかどうかというお問い合わせでした

が、これは前段に申し上げましたように、義務化されておりますので、申請されたものに対し

ては支給認定証を決定書として通知差し上げるということです。 

 ただ、今回の改正によりまして、申請がない場合は保護者の方に支給認定証をお渡しするこ

とはなくなります。保護者の方が望まなければ、お渡ししないということになります。この場
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合、どのような形で支給認定内容の確認をするかということなんですが、これは保育所のほう

に市のほうが支給認定に係るこの内閣府令の基準にのっとって規定する通知というのがござい

ますが、これを保育所のほうへお知らせするという内容になります。 

 どうしてこのような改正になったかということなんですが、これは平成27年度当時に制度改

正を行った折に、現在やっている制度が構築されて実施されましたけれども、地方のほうか

ら、これは非常に手間がかかると、保護者の方も支給認定証をもらってもなくしてしまって、

保育所入所のときに持っていけなかったりするので、再発行したりしますので、その部分につ

いて、平成28年12月の内閣府の閣議決定によって、この事務事業は改善してくださいという内

容でこのような改正がなされたということになっておりますので、御理解のほどをよろしくお

願いいたします。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 上山精雄君の２回目の質疑を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２回目を質疑を行いたいと思います。 

 今課長の説明でしたら、法改正が27年に行われてよね、要は保育所の中でも幼児教育ができ

る。幼稚園の中でも保育事業ができるというようなときに、この認定証なり、それを交付でき

るということの説明やったがですが、要は認定こども園みたいな格好に一つの保育所がなると

いうことでよろしいのか。その場合、室戸市には幼稚園はないですので、保育所だけですが、

その室戸市の保育所で幼児教育を保護者が受けれる場合にはこの制度は利用できるがですか。 

○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） 重ねての御答弁になりますが、今行っている認定

証は入所を申請された方には全て御通知を差し上げます、お渡しをしておりますので、認定こ

ども園であったり、そういうことによって行うとか行わないとかというものでなくて、27年に

制度化されたことに伴いまして導入はされました。 

 ただ、認定こども園とかそういうふうな区分によってこの認定証がそれぞれの取り扱いが違

うということはなくて、一律に今も室戸市の保育所に入所を希望される方についてはお渡しを

してます。この支給認定証は、それぞれの保育型によって支給が変わるものではなく、全ての

普通の保育所、幼稚園、そして認定こども園について全てお出ししてます、御通知します。 

○議長（濱口太作君） 上山精雄君の３回目の質疑を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ３回目の質疑をいたします。 

 そしたら、この有効期間とか保育必要量、こんなのをそれぞれみんなに渡しゆうがやった

ら、何かそんなことをそれぞれの個別の保育児にする必要はないと思うがですけんど、一律で

よかったらそんな出す必要もないし、何もする必要はないと思うがですが、今言うたように普

通の保育所とこれを受ける人ですわね、この特定保育型保育事業、これがどう違うのかをお聞

きをしてますので、そこがわかれば。 

○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。 
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○教育次長兼学校保育課長（竹本俊之君） 上山議員さんの３回目の質疑にお答えをいたしま

す。 

 支給認定証の中で、私全ての保育入所の方にお渡しすると言いましたが、それぞれの中で、

支給認定区分というのがございまして、１号認定、２号認定、３号認定、それぞれの区分もご

ざいます。そこの部分というのは、まず１号認定では、お子さんが３歳以上で教育を希望され

る場合であったりとか、２号認定では、年齢が３歳以上であったり、３号認定では、年齢が３

歳未満であったりという、それぞれの支給認定申請書によってその保護者が保育の希望される

基準を申請されますので、それに対して市のほうがそれにお答えするのが支給認定証になって

ございます。ですので、私一律に申請内容でお返ししますという話にしましたけれども、それ

は内容はそれぞれ違うんですが、支給認定証はそれぞれの申請内容が保育に、その子の健やか

な育ちに合うかどうかの部分を判定した上で、保育サービスとして室戸市が支給認定内容をお

知らせするものでありますので、それぞれの保護者の方の希望に応じて支給認定証が交付され

るという流れになっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第３、議案第３号室戸市老人憩の家設置及び管理条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時24分 休憩 

            午前10時25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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第４、議案第４号室戸市包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻保健介護課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時25分 休憩 

            午前10時29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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第５、議案第５号室戸市肉用牛導入資金供給事業基金条例

の制定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時29分 休憩 

            午前10時33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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第６、議案第６号平成29年度室戸市一般会計第１回補正予

算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時33分 休憩 

            午前11時11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。 

 健康管理のため11時25分まで休憩いたします。 

            午前11時11分 休憩 

            午前11時24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。 
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 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。本案の歳出から質疑を行います。 

 １点目、24ページの２款総務費、１項総務管理費、13目防災対策費の19節負担金補助及び交

付金の災害対応型給油所整備促進事業費補助金398万円とありますが、災害対応型給油所につ

いてもう少し詳しく説明をお願いいたします。 

 ２点目、31ページの６款商工費、１項商工費、２目商工振興費の19節負担金補助及び交付金

にありますチャレンジショップ事業費補助金95万8,000円についてであります。 

 これは、高知県のチャレンジショップ事業費補助金を活用するものと考えますが、県の同補

助金要綱を見ますと、平成27年５月までだったものが、平成30年５月末まで３年延びまして、

今から１年後を期限としております。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １つ目に、本市において現在この補助金を受けている団体は、さっきの説明で商工会だとい

う御説明でありましたが、この補助金の目的として県は要綱に商店街のにぎわいを創出し、活

性化の促進に寄与することを目的と明記してあります。本市は、この目的のもと、補助金支援

によっての効果は上がっているのかをお聞きをいたします。 

 ２つ目に、県はこの補助金制度を継続するかもしれませんが、１年後の５月末をもってこの

補助金が打ち切られることも考えられます。その場合、本市はどのように対応されるのか、今

後の展望についてお聞きをいたします。 

 次に、３点目、32ページの同じ１項商工費、３目観光費の15節工事請負費にあります海洋深

層水体験交流センターのエアコン更新工事費1,217万2,000円についてであります。 

 この温浴施設は、新しい指定管理者を迎えるに当たりまして、昨年３月議会に約700万円ほ

ど予算計上して、施設を改修したはずであります。それが始めたばかり、オープンしたばかり

の業務に支障をもたらすのに、なぜ今またエアコンの工事を行うことになったのか、疑問を持

ちます。この理由をお聞きをいたします。 

 次に、４点目、33ページの８款消防費、１項消防費、４目消防施設費の13節自家給油施設設

計委託料63万2,000円についてであります。 

 この施設と場所については事前にお聞きしておりましたが、このいわばガソリンスタンドの

ような施設で一番危ぶまれるのが、その管理についてであります。東部交通さんのバスがＵタ

ーンする広場、これバスターミナルと先ほど説明があったように思いますが、その横にガソリ

ンと軽油の給油機を設置し、その給油機の周囲には消防車両や救急車両が夜昼なく稼働してい

るということもあり、侵入者が入れないようにするための防護フェンスなど余り前を塞いでし

まうようなものは設けないと事前にお聞きをしております。 

 そこで、１点目お聞きします。東部交通バスターミナルを本市が土地を購入した上で提供す
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る理由をお聞きします。なぜ市民の税金を一企業を支援するために投資するのか、東部交通バ

スからそのターミナルを利用する利用料、使用料はいただくのか、これらの点についてお聞き

をいたします。 

 ２つ目、給油機が多分２つ設置されると予想しますが、特に夜間の保安についてこれで大丈

夫なのかと危惧いたします。この点についてお聞きをいたします。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 補正予算書24ページの防災対策費、19節負担金補助及び交付

金の中の災害対応型給油所整備促進事業費補助金につきまして、説明不足で済みませんでし

た。 

 災害時に停電等が起こったときに、くみ上げることができなくなって、供給ができなくなる

ことを防ぐために、発電機の補助や緊急用バッテリー可搬式ポンプといいまして、それ自体で

ポンプで吸い上げて計量ができる購入費に対しまして補助するものであります。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） 谷口議員さんの御質疑にお答えをいた

します。 

 補正予算書31ページ、６款１項２目商工振興費の19節負担金補助及び交付金のチャレンジシ

ョップの関係でございます。 

 まず１点目、効果というお尋ねでございますが、議員さん御案内のとおり、商店街のにぎわ

い創出、それと空き店舗対策、それと新規創業者の支援ということで事業に取り組むわけでご

ざいますが、本年度取り組みを室戸市としては進めていくところでございまして、直接的な効

果については、現在のところまだ事業が始まっておりませんので、答えがなかなか困難でござ

いますが、近隣、安芸市さんの先行事例等を見ますと、安芸市さんでは飲食店関係で２件、そ

れと物販関係で１件の事例がございまして、いずれも商店街へ新しい人の流れができ、またに

ぎわいの創出と、それと新規の創業ができたというような事例をお聞きをしているところでご

ざいます。 

 市といたしましても、商工会、県とも連携を重ねまして、そういった目的達成のために積極

的に動いていきたいと思っております。 

 県の補助金が打ち切りになった場合ということでございますが、これにつきましては、県の

要綱が、現在議員さんの御案内のとおり、30年５月をもってということでございますが、これ

お伺いをしますと、県のほうは毎年、交付要綱を近年は作成をしているということでございま

して、こういった要綱のつくりになっておりますが、現在のところ、これは継続をしていくと

いうことでお聞きしております。ということで、市としても今後、積極的にこの事業を支援を

していきたいというふうに思っております。以上でございます。 
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○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） 谷口議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 ２点目の補正予算書32ページの６款１項３目観光費の15節工事請負費、海洋深層水体験交流

センターエアコン更新工事費1,217万2,000円についてでございますが、当施設は平成18年のオ

ープンから約11年が経過しております。このエアコンにつきましても、オープン当初から使用

しているものでございます。交換には多額の費用がかかるため、少しでも長く使えるようにし

てまいりましたが、老朽化及び塩害などにより腐食が進んでいることなどから、交換するもの

であります。 

 なお、交換作業に当たりましては、議員御指摘のとおり、できるだけ営業への影響を最小限

にとどめるよう、指定管理者と協議しながら進めてまいります。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） 谷口議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 私のほうからは、８款消防費の中のバスロータリーの部分についてお答えさせていただきま

す。 

 このバスロータリーの整備につきましては、日ごろから室戸高校の生徒たちが利用するバス

停留所の状況が大変狭い、また危険であることから、生徒たちの交通安全や室戸高校生の環境

改善の面からも必要であるという認識でございます。これまで県のほうにも支援のほうを要望

してきてまいりましたが、なかなかよい回答が得られなかったということで、市のほうで実施

をするものでございます。 

 また、利用料につきましては、他市の事例を見ますと、例えば高知市のはりまや橋付近のバ

スターミナルですけども、観光バスなどにつきましては有料としておりますけども、路線バス

など客の乗りおりに使用する場合につきましては無料となっております。こういった他市の事

例も踏まえて、今後検討協議をしてまいりたいと思います。 

 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） 谷口議員さんの３点目の自家給油施設設計委託料についてお答えい

たします。 

 消防本部が計画しています給油所は、みずからが所管し、管理し、みずからが使用する自動

車などに給油することを目的とした自家用給油取扱所に該当いたします。補正予算で計上させ

ていただきました設計委託料には、取り扱い、安全に必要な給油設備の広さや周囲への堀、壁

など、さまざまな規制をクリアすることも含めて設計していただくものでございます。 

 夜間の安全管理につきましては、給油は第４類危険物取り扱いの資格を持つ消防職員などが

行うことから、使用していないときは給油施設内に近づけないようにチェーンで囲むほか、給

油電源を切り、異常があれば消防指令室へ自動的に連絡が入り、それに対応していくように考



－119－ 

えております。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 谷口總一郎君の２回目の質疑を許可いたします。 

○７番（谷口總一郎君） ２回目の質疑、１点だけ直接的な答弁がありませんでしたので、３

点目にお聞きをいたしました海洋深層水体験交流センターのエアコン更新工事費について、３

月議会に予算計上して施設を改修したのに、なぜ今またエアコンの工事を行うようになってし

まったのかということについての説明をお願いいたします。３月にこの工事費の予算をつけて

いたら、今営業している仕事を中途的に支障を来すようなこともなかったのではないかという

ふうに考えますので、その点についてお聞きをいたします。 

○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） 谷口議員さんの２回目の御質疑にお答えいたしま

す。 

 なぜ今になって修繕費を計上したのかということでございます。私はこの４月から観光ジオ

パーク推進課に配属になりまして、シレストの施設の現状などを確認した際に、エアコンの室

外機が塩害等によりまして非常に腐食が進んでおりました。ですので、私が確認して、今のタ

イミングの予算計上になったということでございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。質疑を行います。 

 24ページ、２款１項６目13節委託料と15節の工事請負費の中に、集落活動センター東屋設計

委託料が95万1,000円、それから工事請負費が1,836万円ということが予算計上されております

けれども、先ほどの説明の中で、東屋設置に関して、ピザを焼いたり、さまざまな活動をする

ために東屋が必要というような説明があったと思いますけれども、これは質問の１つ目とし

て、ピザづくりということはピザ窯の作成もこの中に入っているのかどうかということと。 

 それから、委託料と工事費で1,900万円余りのかなりな投資額になると思いますけれども、

これはさまざまな活動をするためにこういった東屋が必要というような説明でしたので、この

地区の団体が具体的にこういうふうな、例えばピザを初めとしていろいろほかにもやるかもし

れませんけれども、この団体がどういうふうに取り組むという具体的な計画書、そういったも

のが提出されているかどうか。例えば、県の事業に補助申請なんかをすると、必ず計画書と費

用対効果というものが審査されて、初めて予算が動くというのが通常でありますから、そうい

うものがなければ、この2,000万円が一気に動くということはないと思います。その計画書と

か、それからものをつくったら計画的に生産、販売をして、どういうふうに販路を開拓してい

くかと、そういうふうな審査も当然しない限りにこれだけの予算がつくことはないと思います

ので、その点どういうふうなものか、お聞きしたいと思います。 

 それから、こういった事業を展開していったら、地元の方はああいうこともしたいと、こう

いうこともしたいと夢も膨らむと思います。ただ、役所というものはそういった夢に対してす
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ぐ金をつけるということではなくて、本当に将来性があるかということをこの予算の中から役

所側は感じ取っているのかというふうなことを、ひとまずお聞きいたしたいと思います。 

 以上で１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。山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 山本議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 まず、今回の予算にピザ窯の製作費が入っているかということですが、これは入っておりま

せん。東屋の建設に係る分のみの予算となっております。 

 次に、団体からの要望、計画書は出ているかということですが、今回この椎名地区で集落活

動センターを整備するに当たり、これまで利活用検討委員会とか運営委員会のメンバーと市の

ほうも協議を重ねてまいりました。今回の東屋につきましても、椎名地区の活動グループが昨

年11月に先進地視察を行った際にそこを見て、自分たちもこういった活動をやりたいというよ

うな要望があったことから、今回この東屋の設置に至ったところでございます。 

 なお、集落活動センターの利活用、実施計画につきましては、当然地元のほうから、運営委

員会のほうからも実施計画書のほうも出ておりますし、市のほうもそれを精査した上で県のほ

うへの補助申請も行っているところでございます。 

 あと、地元の活動に対して市として十分連携をとりながら、その活動に対しては十分かかわ

っていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 山本賢誓君の２回目の質疑を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 今の答弁でちょっとよくわからんがですけど、最初の予算の説明でピ

ザづくりも含めてさまざまな取り組みと、それはピザづくりの窯が入ってない、計画的な申請

のあれもないといったら、その協議をして、やりたいことを聞いた、しかしながらその中身が

なかったら東屋とつながらんやないですか、予算が。東屋っていうのは、普通一般に考えた

ら、通常の建物とは違う雰囲気が出るわけやけれども、これっていうのはそういう活動をする

ところをつくるために、場所を提供するためにつくってあげようという市の気持ちはわかるわ

けですよ。 

 ただ、今の説明では、ピザ窯、ピザつくる、それがさまざまな活動してますっていうた中

で、ピザ窯つくりません、計画に入ってません、それから地元の団体がいろいろ要望した、先

進地見に行って要望したと言うけども、具体的に東屋をつくってそれをどういうふうに利用す

るかっていう目的と項目がなかったら、まず建物ありきで予算組むっていうのはおかしいんじ

ゃないです。 

 ということは、とにかく１回目に言うたように、県の補助も入っちゅうわけよね。当然県の

ほうへはこういうふうな具体的な計画申請書が出ちゅうわけやろ。だったら、それを説明して

くださいって言ゆうが。そういうのがなかったら、ただ要望に応じてこれほどの金をつぎ込む

必要がどこにあるかっていうことを聞きゆうわけですきん、それをもう一回お願いしたいと思



－121－ 

います。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。山本企画財政課長。 

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

 説明不足のところがあったのかなというふうに思いますが、このピザ窯の製作につきまして

は、予算では平成30年度に計上の予定でございます。東屋を使って、そのピザ窯でピザ焼きの

体験交流というのをまずは今のところ考えているところでございます。今後、東屋の活用につ

きましては、さまざまな活動を行う中でいろいろな利用、活用ができていくのではないかとい

うふうには考えているところでございます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 山本賢誓君の３回目の質疑を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ３回目の質疑を行います。 

 30年度がこの建物ができて始動するということで、30年度の予算でピザ窯を設置と、それは

それでいいかもわからんがですけど、例えばジオの課長が説明したように年間４万人、それか

ら収入が1,200万円、300円として４万人が来たら、全員が入って払ってくれたら1,200万円の

収入が出るわけですよね。それはそれで、それぐらいの交流人口というか訪れることを目安に

こういった1,900万円余りをかけて東屋もつくるっていうことになってくるわけやけんど、本

当にこれらが、ピザで体験交流さすっていうても、恐らく市内のレベルよね。県外とかそうい

った市外からって、そんなに体験交流って、よっぽど特別なことがない限り室戸のピザつくる

ところへ行ってみたいっていうのも、それほどは想定できんと思うがですよ。そういったこと

も含めて、この委託料と設置工事を合わせて1,900万円何がしが本当に効果的に生きるかとい

うようなことを、あんたらが、役所がこの予算組むときに検証したかどうかっていうことを、

県との打ち合わせの中でちゃんと確認できたかっていうことを聞きゆうわけですよ。それをも

う一回答えてもらって、もう４回目ないがですきん、どうでも答えてもろうたら終わるがです

けど、それをあなた方がちゃんと確認しながらこの費用対効果がどうやって生きていくかとい

うことをもう一回詳しゅうに教えてもらいたいということです。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 山本議員さんの３回目の御質疑にお答えいたします。 

 この東屋設置に至るまでの経緯の中で、当然地元の活動グループの方とは協議もしておりま

す。この東屋を使って、当然ピザ窯を使った体験交流とかを行うことによって、椎名地域が元

気になっていく、そういった交流活動もやっていけるというようなところで市のほうもそれは

検証しておりますので、そういったことで県のほうにも申請を上げております。 

            （８番山本賢誓君「県に申請書出しちゅうんやろ」と呼ぶ） 

○企画財政課長（山本康二君）（続） 出しております。 

            （８番山本賢誓君「それらの中見て、項目がありゃあせんかってい

うことを聞きたい」と呼ぶ） 
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○企画財政課長（山本康二君）（続） 今、東屋の部分につきましては、まずはピザ窯での体

験交流ということですけども、その集落活動センター全体を使ってですわね、やはりそこでの

カフェとかを開いて住民との交流を図るとか、さまざまな計画のほうは出されているところで

ございます。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。６号議案について質疑いたします。 

 １点だけお聞きをいたします。 

 予算書の31ページです。商工振興費の中で19節の企業誘致奨励金は、今課長の話の中で５社

分というような話があったがですが、この５社の中身といいますか、新規、市が認定した企業

が何社あるのか。例えば増設部分、誘致じゃなしに地元企業で増設した部分が含まれるのかの

内容についてお聞きをいたします。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。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） 上山議員さんの御質疑にお答えをいた

します。 

 まず、31ページの商工費のところの企業誘致奨励金についてでございますが、ことしの対象

企業につきましては、まず１つとして、もともと市外から室戸市へ進出された企業について先

に申し上げますと、中勝建設株式会社様、これジオパーク夢路灯の施設整備が対象となってご

ざいます。それともう一つは、株式会社横浜クラブ、これはニューサンパレスの関係でござい

ます。それと、あとはもともと市内の企業になりますが、室戸海洋深層水株式会社さん、富士

鍛工株式会社さん、それと有限会社中田屋さん、これはローソンの室戸市役所前店に対する奨

励金ということになっております。 

 以上５件です。 

○議長（濱口太作君） 上山精雄君の２回目の質疑を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２回目の質疑を行います。 

 その新規市外からの誘致企業というのは当然それでええと思うがですが、例えば市内企業の

増設というか、増額投資というか、その３社ありますわね。企業誘致条例は当然2,700万円、

３人以上という縛りがあるわけですが、この地元３社が３人以上を雇用するという条件を満た

す書類、そういうもんは、例えば当然設計書とか投資額とかいろいろあるろうと思うがです

が、その３名以上の雇用が生まれるという、そういう書類はどういう書類で確認をしたのか、

お答えをいただきます。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。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） 上山議員さんの２回目の御質疑にお答

えをいたします。 

 まず、この企業誘致推進条例に基づく奨励金でございますが、これは指定企業さんにつきま
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しては、審査会を持って決定をするということにしておりまして、その審査申請資料の中に設

備投資、投下固定資産の取得の金額等々が明らかになる書類、それと新規雇用等の書類も添付

をしていただいた上で、それを審査をし、また市のほうも事務局のほうでも確認をするという

ことで条件のほうについての確認はしっかりとしております。以上です。 

            （２番上山精雄君の発言あり） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（川上建司君）（続） これは市内企業さん、それとあ

と市外企業さん、特に審査について差を設けるものではなくて、同じ審査をしておりますの

で、同じ基準で全てやっております。市内業者についてもしっかりとそれは審査をしてやって

おります。以上です。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。本議案について質疑をいたします。 

 24ページの２款１項６目企画費、13節委託料とその下の工事請負費の集落活動センター東屋

設計委託料についてお伺いいたします。 

 先ほどの議員さんの質問にもお答えいただいて、それ以降、質疑をさせていただきます。 

 2,000万円という立派な東屋というのはどんなものができるのか、ちょっと想像がつかない

んですけれども、集落活動センター１階の図面がないので、私も今質疑に困っているんですけ

れども、どのあたりに建てようとしているのか。 

 そして、野外での交流を図るっていう形で、野外やったらお天気ならば浜にも行けれるし、

いろいろあると思うんですが、そして旧椎名小学校は物すごく建物は大きくて、かなり大きな

予算で改修をしていますが、それは屋内ではできないことなのでしょうか。先ほど課長がさま

ざまな、いろんな事業と言うたけど、そのいろんな事業ってどんなことなのか、具体的に言っ

てもらわんと、ピザ窯が来年予算につけて、それがついて初めてできるということであれば、

何も今つくらなくても、スタートして、どうしても手狭とかそういうところが必要やよという

ことがあってからこれが出てくるのが当然なので、まだスタートしてなくて、本当に2,000万

円かけて東屋をつくらなければ交流人口がふやせないのかどうか、そこら辺を具体的にもう一

度お伺いいたします。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 堺議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 まず、椎名の集落活動センターにつきましては、そのセンターを利用して、例えば喫茶室と

か、多目的ホールを利用した元気サロンとか、子ども教室などの実施をすることによって、地

域が元気になっていくというようなことを目的にしております。その一つとして、ピザづく

り、ピザ窯を使った体験プログラムをこの東屋のほうで行っていきたいというような要望があ

りまして、それについて整備をするというところでございます。 

 東屋の場所につきましては、今の学校のグラウンドの校舎寄りのほうへ一応案としては考え
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ているところでございますけども、大きさとか、場所も含めて、その詳細については今後詰め

た上、その設計ができてから工事のほうに移りたいというふうに考えているところでございま

す。 

 東屋につきましては、活動グループがこれまでにも何回も検討も重ねて、また市のほうとも

協議した上でやっていこうというふうに決まっておりますので、東屋の活用については、ピザ

窯以外にも十分活用できるような形のほうはつくっていきたいというふうに考えております。

以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 堺喜久美君の２回目の質疑を許可いたします。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。２回目の質疑を行います。 

 具体的な事業、どうしても東屋をつくってやらなければいけない事業って何なのかなと、そ

こに私は疑問を抱きます。ピザをやるんやったら、テントでもいいのではないか。どうしても

東屋をつくらなければいけない理由っていうのが聞きたいのと。 

 委託された椎名常会か、グループなんですか、どなたがやられるのかわかりませんけれど

も、その方は、そういう事業も、それから集落活動センターのそういう活動ですかね、カフェ

とか、そういうのも全部一手に引き受けてそれをやろうとしているのでしょうか。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。山本企画財政課長。 

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

 まず、集落活動センターの指定管理者につきましては、現在のところ、椎名常会のほうを想

定しておりまして、実際にそこのセンターを使ってやるのは椎名地区にある活動グループがあ

ります、そのグループが使うというような形になります。 

 あと、どうしても東屋が必要なのかというところですけども、一定ピザ窯を設置すること

と、そこでのピザ窯を通して、体験者が来たときにそこのスペースを使って食事をしたりと

か、そういったことで一定の広さを持つ東屋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。以上です。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第７、議案第７号平成29年度室戸市国民健康保険事業特別

会計第２回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。中屋市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時６分 休憩 
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            午後０時10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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第８、議案第８号平成29年度室戸市介護保険事業特別会計

第１回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時10分 休憩 

            午後０時12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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第９、議案第９号平成29年度室戸市水道事業会計第１回補

正予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保田水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時12分 休憩 

            午後０時16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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（濱口太作君） 次に、日程第10、議案第10号平成28年度（仮称）むろと海の学校及び

集落活動センター整備事業校舎等改修工事請負契約の変更についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山崎観光ジオパーク推進課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時16分 休憩 

            午後０時19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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第11、議案第11号市道路線の廃止についてを議題といたし

ます。 

 執行部から補足説明を求めます。岡本建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時19分 休憩 

            午後０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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第12、議案第12号市道路線の廃止についてを議題といたし

ます。 

 執行部から補足説明を求めます。岡本建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時22分 休憩 

            午後０時24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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 
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 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第13、議案第13号市道路線の認定についてを議題といたし

ます。 

 執行部から補足説明を求めます。岡本建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時24分 休憩 

            午後０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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第14、議案第14号市道路線の認定についてを議題といたし

ます。 

 執行部から補足説明を求めます。岡本建設土木課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時27分 休憩 

            午後０時29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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第15、議案第15号市道路線の認定についてを議題といたし

ます。 

 執行部から補足説明を求めます。岡本建設土木課長。 



－128－ 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時29分 休憩 

            午後０時32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。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第16、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。寺岡人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時32分 休憩 

            午後０時34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。 

 ただいま議題となっております諮問第１号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、諮問第１号につきましては委員会付

託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第17、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。寺岡人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後０時35分 休憩 

            午後０時37分 再開 
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○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。 

 ただいま議題となっております諮問第２号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、諮問第２号につきましては委員会付

託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第１号から議案第17号まで、以上17件につきまして

は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、６月21日から６月29日まで９日間休会いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濱口太作君） 御異議なしと認めます。よって、６月21日から６月29日まで９日間休

会することと決しました。 

 ６月21日から６月29日まで９日間休会いたします。 

 ６月30日には午前10時から会議を開きますので、御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 どうもお疲れさまでした。 

            午後０時39分 散会 

 


