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  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 室戸市移住促進住宅設置及び管理条例の制定について 

  日程第２ 議案第２号 室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管理条例の一部改正につい

て 

  日程第３ 議案第３号 室戸市集落活動拠点施設設置及び管理条例の制定について 

  日程第４ 議案第４号 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 
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  日程第５ 議案第５号 室戸市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第６号 平成29年度室戸市一般会計第２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３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２回補正予算について 

  日程第９ 議案第９号 訴えの提起について 

  日程第10 議案第10号 訴えの提起について 

  日程第11 議案第11号 室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について 

  日程第12 議案第12号 教育委員会委員の任命について 

  日程第13 認定第１号 平成28年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第14 認定第２号 平成28年度室戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第15 認定第３号 平成28年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

  日程第16 認定第４号 平成28年度室戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第17 認定第５号 平成28年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
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定について 

  日程第20 認定第８号 平成28年度室戸市水道事業会計決算の認定について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第20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、林議員、病気療養のためでございます。 

 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） 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、御注意を願います。 

 日程第１、議案第１号室戸市移住促進住宅設置及び管理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。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１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。本案について質疑を行います。 

 １点目、平成21年３月定例会に提案された条例、今議会にも出ておりますが、室戸市移住促

進交流宿泊施設設置及び管理条例の制定がありますが、今議会のこの設管条例とよく似ており

ます。設置の目的として、さきの移住促進交流宿泊施設の条例には、第２条、施設は本市にお

ける移住促進事業の一環として、移住希望者が一定期間室戸市での宿泊や情報交換を行い、新

しい交流や地域の活性化を図ることを目的として設置するとあります。また、本条例の第２条

には、設置の目的として、住宅は本市における移住促進事業の一環として本市への移住を希望

する者が一般の住宅や公営住宅に入居できるまでの間、中・長期的に貸し出すことにより移住

の促進を図ることを目的として設置するとあります。文言は違いますが、よく似ております。

説明がありましたが、再度この違いをお聞きをいたします。 

 次に、２点目、第３条について、移住促進交流宿泊施設として岩戸に移住体験住宅があり、
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この移住促進住宅も同じ場所から山に向けて上がったところの元県住だった建物であります。

今後、本条例にあります移住促進住宅の建物と移住体験施設は今後どのようにさび分けし、利

活用していくのかをお聞きをいたします。 

 極論すれば、どちらかの建物は要らないのではないかとも思います。もし両方とも必要だと

お考えならば、両立できるという根拠とその手法、両立させ得る方法をお示し願いたいと思い

ます。 

 ３点目、第７条について、入居できる期間は２年以内と書かれております。移住促進するた

めの住宅としては短いですが、この建物はいわば移住を促すためのお試し住宅でしょうか。３

年か５年にならなかった理由など、２年とした理由をお聞きをいたします。 

 ４点目、第５条にもありますが、当条には市長が特に必要があると認めた場合とあります。

これは市長が特に入居していただく必要がある人及び家族という意味だと思います。これでは

市長が好きな人や友人、家族、市長が親しい室戸にいてほしい人や家族となり、市長が恣意的

に人を選ぶ形になってしまい、２年で契約を打ち切られた人や家族は、周辺の住民からあの人

が契約を２年で打ち切られたのは市長が認めてくれなかったんだろうなと見られてしまうこと

もあろうと思います。これが配慮というものだと思います。だから、市長が特に必要だと認め

る場合の要件を全て本条例の規則にでも明記しておく必要がありはしないかと思います。これ

を行いますでしょうか、お聞きをいたします。 

 ５点目、また入居して２年がたって、まだ室戸に住みたいとなり、もし市長が特に認めない

人や家族であった場合、本市はその移住希望者の新たな住居をお世話するようにしているので

しょうか、お聞きをいたします。 

 ６点目、最後です、これは第13条になるのかわかりませんが、お聞きをいたします。 

 例えば県外から来られた20歳代の若者が、まず入居してしばらくひとり暮らしで住んでおり

ました。そこに、入居者の友人が１人加わり同居、またしばらくすると別の友人が１人同居す

るようになったとします。彼らは家族ではありませんが、室戸を好きになってやってきた仲間

たちで、悪いことをしているんじゃなく、室戸の人とも仲よくやっております。家賃も３人が

割り勘でちゃんと支払ってくれております。このような場合、どうなるのでしょうか。入居で

きるのか、それとも家族でないと入居できないのでしょうか。また、最初の入居するときから

若者が友人３名で同居するとなった場合、市は許可するのでしょうか、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。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。 

 まず、１点目の移住体験住宅と今回新たに設置する移住促進住宅との違いでございますが、

移住体験住宅は、短期間、室戸市での生活を体験していただき、移住のきっかけをつくってい

ただく施設である。一方、移住促進住宅は、本市への移住を前提に、実際に自分たちの住む住
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宅を見つける間、貸し出すものであります。この２つの条例につきましては、それぞれの施設

の目的をうたっているものであり、この施設につきましては、利用期間や利用対象者などが異

なってくるという違いがございます。 

 このことから、元地区で今あります移住体験住宅と今回整備する移住促進住宅は別の施設で

ありまして、両施設をそれぞれの目的に沿って利活用することにより、幅広い移住希望者の移

住につなげていくものでございます。 

 ３点目の入居期間につきましては、移住希望者が自分たちの住む住宅を見つけるまでの間、

この住宅は貸し出すものであり、入居者が新たな住宅の確保に要する日数や本市が取り組んで

おります新規就業者支援制度の利用者も利用しやすいよう、同制度の補助対象期間２年間など

を考慮して設定しているところでございます。 

 また、他の自治体の同様の施設の入居期間、これはほとんどが半年となっておりますけど

も、他の自治体と比べましても長く設定していることで、移住希望者が利用しやすい形をとっ

ているところでございます。 

 ４点目の条例第５条のその他市長が特に認めた者という点でございますが、これは現在想定

していますのが、県外で災害に遭われた方等の一時的な受け入れ等について利用するというこ

とであります。この施設への入居につきましては、第５条第１項で明確にその資格をうたって

おりまして、入居者の選考につきましては、市職員及び室戸市の移住サポーターの代表の方な

どを委員として構成する選考会により厳正に判断をしていただくことになりますので、特認の

要件につきましては特に規則で明記する考えはございません。 

 ５点目のこの施設の利用者の新たな住居につきましては、原則利用者本人の責任で見つけて

いただく形になります。 

 ただし、空き家の情報提供や利用者の相談には丁寧に対応するなど、移住希望者のフォロー

体制はしっかりとつくっていきたいと考えております。 

 ６点目の同居についてですが、この施設につきましては、本市の市営住宅の規則に準じた形

を考えておりまして、入居者の３親等以内の親族、入居者の被扶養者、また特別の事情がある

者を同居人の要件として考えているところであります。このことから、議員さん御質問の入居

後の友人の同居、また申請時の複数の友人での入居については、現在のところ許可の対象外と

なる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） 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） 本案に対して質疑を行いたいと思います。 

 この入居期間が３カ月以上２年以内ということで、その間に住居を探すということよね。こ

の住居を探すということは、室戸市も空き家バンク登録かなんかされてると思いますけども、

その登録をされて、入居ができる程度に整備された戸数はどれぐらいあるのか、入居ができる

ような空き家。 
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 それと、移住するとなれば、当然働く場の確保が大事だと思いますが、働く場の確保が優先

されると思いますが、これはずっと一連の流れとなっていきますので、働く場の確保について

はほかの課とも連携して取り組んでいける体制ができているのかどうか、お伺いします。 

○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） 山本議員さんの御質疑にお答えします。 

 まず、１点目の空き家バンクにつきましては、現在22件の登録がございます。 

 なお、この空き家バンクの利用につきましては、現在の規定では室戸市に住民票を持ってい

る方につきましては利用できないということでございますので、今回移住促進住宅を設置する

に当たり、この住宅の入居者が空き家バンクを利用できるような規則の改正等を考えていると

ころでございます。 

 ２点目の働く場所での関係課との連携ですけども、先ほども説明しました新規就業者制度等

につきましては、産業振興課とも連携いたしますし、また無料職業紹介所ですかね、そこでの

求人のある事業所等にも一定この入居者の方をマッチングさせるような取り組みも進めていき

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） 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行います。 

 入居資格に現に市内に住居を有していない者でっていう一文がありますが、２年以内に、そ

の間室戸市に住所を置かずに、働き口も見つかって働きながら、室戸市に住居を置かない、市

民税も払わないっていう形になるのでしょうか。入居してから住所を室戸市に有するというこ

とは可能なのでしょうか。 

○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） 堺議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 この施設の入居者につきましては、入居に当たって室戸市のほうに住民票を移していただく

ことを原則というふうに考えております。また、それにつきましては、入居者に対しても要請

はしていくということでございます。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「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号室戸市移住促進交流宿泊施設設置及び管

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。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午前10時21分 休憩 

            午前10時23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。 

 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３、議案第３号室戸市集落活動拠点施設設置及び管理条

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。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時23分 休憩 

            午前10時28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。 

 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。本案について質疑を行います。 

 １点目、本条例に係る指定管理者についてお聞きをいたします。 

 ６月議会では、椎名常会を指定管理者とするが、指定管理料は出さないという答弁をお聞き

をしたように思います。この集落活動センターの指定管理者の公募は行わないのか、そして指

定管理者に指定管理料は出さないのでしょうか。過去の事例からいいますと、この指定管理料

については、最初出さない場合も、赤字体質になったら出してきた経過もあります。この２

点、指定管理者の公募についてと指定管理料についてお聞きをいたします。 

 ２点目、議案書の２ページの第７条、休館日についてです。説明もお聞きをいたしました

が、この点についてもう一回お聞きをいたします。 

 ４ページの別表２に土、日曜日のほか、祝日、年末年始が休館日ということになっておりま

すが、休日に施設を休館しますと、当然利用者増につながらないということは明らかでありま

すし、地域住民の利用もままならないように考えます。ましてや、ピザ窯の建物も建設して活

動すると言います。この活動は主に休日になると思いますので、休日に施設を休館するという

のは余りにも配慮が足らないように思いますが、この点を改める考えはないのでしょうか。変

更もあるというような説明もありましたが、お聞きをいたします。以上でございます。 

○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。 



－96－ 

○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します。 

 まず、１点目の当該施設の指定管理者につきましては、本条例制定後、その選定の手続に入

るわけでございますが、選定に当たりましては、当該施設の目的などから指定管理者としては

地元の椎名常会さんが望ましいというふうに考えているところであり、公募は行わない形を現

時点では想定しているところでございます。 

 なお、これらの点につきましては、今後、指定管理者の指定手続等に関する条例の候補者選

定の特例に該当するかなども含めまして、慎重に検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

 また、指定管理料につきましては、現段階では支払わない考えでございます。 

 次に、２点目の休館日ですけども、これは原則定めております。しかしながら、この施設を

使ってさまざまな活動が行われますので、休館日やその利用時間以外でも利用するときが出て

くることも予想されておりますので、その場合には指定管理者が変更することができることを

定めておりますので、この施設の休館日や利用時間以外の利用についても十分対応はできる規

定とし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。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） ３番亀井。本案について質疑をいたします。 

 先ほどの議員が聞いた同じ第７条の件でございます。これ間違っていたら、違うと説明をお

願いしたいですが、この活動施設はピザ窯づくり、先ほども前議員さんが聞いておりました

が、これはピザを販売するということで自分もお聞きしておりますが、休館日を見ると、一番

観光客の多い土曜日、祝日、日曜が休みになっています。複合施設で観光を目的として４万人

の集客を目指している施設がある、同じところで、１階も同じむろと海の学校の施設がありま

す、これ休館日を土日、祭日で問題はないのかということをもう一度お聞かせください。 

○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） 亀井議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 まず、この休館日、１階部分についてということで明記をしておりますけども、１階部分の

集落活動拠点施設につきましては原則土日、祝祭日、年末年始等は休館日とするところでござ

いまして、またその休館日等に利用する場合には、指定管理者がそれを変更することができる

という規定を設けておりますので、休館日等に利用するときにも十分対応できる内容となって

おります。 

 ２階、３階との関係でございますけども、２階、３階につきましては、この後の議案に出て

きますが、年中無休となっております。そのあたりと連携して、例えば１階の施設を使って何

か活動するときには、当然１階の利用、休館日等の変更を行って活動は行う形にはなろうかと

考えております。以上です。 

○議長（濱口太作君） 亀井賢夫君の２回目の質疑を許可いたします。亀井賢夫君。 
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○３番（亀井賢夫君） しつこいようやけんど、もう一回お聞きします。 

 １階部分やけんど、自分も現場を見たときに、駐車場へ入ったときに１階がもし閉まっちょ

ったら、２階の水族館やなにやというところに向いて観光客が来た場合に、見にくい感じがし

ますが、休館日を変えるという考えは全くないのか、そのあたりもう一度お聞きします。 

○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） 亀井議員さんの２回目の御質疑にお答えいたします。 

 まず、４ページの資料の３の平面図をごらんください。 

 ３の平面図に示してある太枠の部分が１階の集落活動拠点施設の部分で、その左にあります

エントランスホールは、これは年中無休であいていると、海の学校への入り口というような位

置づけになっておりますので、そこは常にあいているという状態になっております。以上で

す。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 質疑を行います。 

 笑われるかもしれませんけれども、２ページの第９条、利用者は施設において、次の各号に

掲げる行為をしてはならない、ただし市長の許可を得た者についてはこの限りでないというこ

とで、１から６までで市長が許可をしてやってええものは一つもありませんね。例えば、市長

の許可を得て施設を損傷するということも当然あるわけではありませんので、この中で許可を

得てできるっていう部分については、張り紙もしくは広告、３番の部分であろうと思いますけ

ど、この条例の頭にこの６項目をするのであれば、市長の許可を得た者っていう文言は要らな

いんじゃないんですかと思うて聞きゆうがです。以上です。 

○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） 山本議員さんの御質疑にお答えします。 

 ９条につきましては、この施設における行為の禁止をうたってあるもので、確かにここに挙

げていることについてはしてはいけないと。その中で、議員さんも言われましたけども、例え

ば場合によってはそこに張り紙をしたり、広告を表示したり、指定された場所以外への車両を

イベント時なんかに乗り入れさせる場合とかも想定されますので、そういったときには市長の

許可を得てくださいというような内容になっております。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。 

 議案説明書の４ページで質疑をいたします。 

 この３の平面図で入り口がどこなのか全くわからないという、エントランスホールには入り

口はわかるんですけど、多目的ホールのほうにどこからどういうふうに入るのかというのがわ

かりづらいということと。 

 それから、試食室、調理室、ここで多分カフェをやられるんだと思うんですけども、これは
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常会でやるのか、また一部のグループでカフェをやろうとしているのか、そこらあたりがわか

らないと思います。ここは収益が伴うところなので、そういう方たちに使用料を、常会として

いただくのかどうか、その辺のところ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。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、１点目の集落活動拠点施設の入り口につきましては、３の平面図の集会スペースの上

に踏み込みとあります、その上になります。この集会スペースには、集落支援員の方の事務室

として使いますので、まずここから利用者については入っていただくというような形になりま

す。 

 次に、カフェの実施ですけども、これは現時点では椎名地区の活動グループの方がカフェを

実施するというふうに計画を立てております。この指定管理者に当然その利用料については払

うというような形で想定をしております。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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第３号議案について質疑をいたします。 

 まず、集落活動拠点事業というのは、県の事業だと思いますが、その事業によって集落が元

気になるとか、その所得を上げるというのが趣旨やと思うがですが、例えば指定管理者が、椎

名常会が指定管理を受けたとして、ここを使うときにその指定管理者が必要とする経費はどう

いうものが考えられるのか。 

 それから、当然県の事業を受けてやるわけですので、何年間かは県の補助があると思うがで

すが、先ほど課長が説明された事業、カフェとかいろいろあるわけですが、県の補助というの

はどういう部分に幾らぐらいあるのか。 

 それから、この事業がうまいこといくには、どうしても市の支援、財政面的な部分だけじゃ

なしに、例えば漁協とかキラメッセ、いろいろそういうところがその生産物について販売とか

というのは調整が要るとは思うがですが、そういう市の支援はどういうものを考えているの

か、この３点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。山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 上山議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 まず、１点目の指定管理者がこの施設を運営するに当たっての必要な経費ですけども、今考

えられているのが光熱水費であり、また軽微な修繕等が発生したら、その部分の経費が指定管

理者のほうの負担になってくるというふうに考えております。 

 県の補助金の関係ですけども、これは県の補助金が３年間受けれることとなっております。

その内容としましては、例えば調理室に置く備品の購入費とか、あと前回の議会でも御説明さ

せていただきました東屋の建築費とか、あと市が雇用します集落支援員の人件費部分について

も県の補助を受けて行えるというふうな形となっております。 
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 あと市の支援としましては、まずはその集落支援員を市が雇用して、そこの地域に入ってい

ただいて、まずはこの施設がどういうふうに活用していくのか、地域の人々との連携をどう高

めていくのかという、そういう中心的な人材をまず派遣をしたいというふうに考えておりま

す。 

 あと、市内のさまざまな団体等との連携につきましても、当然そういった計画の中でつくっ

ていきたいなと。例えば自然の家さんとの連携で何か交流事業をやるとか、そういったふうな

広がりを持たせ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） 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４、議案第４号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。 

            午前10時46分 休憩 

            午前10時51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。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。議案第４号について質疑をいたします。 

 まず、私の勘違いじゃなかったらいいんですけど、指定管理者のほうで経費、光熱費を見る

というふうに解釈しておりますが、それから質問いたします。 

 ７条と13条についてでございます。 

 ７条で、会館の休館日が設定されておりません。13条で利用料金700円以内で制定できると

いうふうに書いております。単純に４万人、計算したら2,800万円、もしくは半額の1,400万円

ということが利用料金の売り上げになると思います。そして、その中から経費を引くと、大体

３人ぐらいが雇われると、３人ぐらいしか雇えないということになると思いますが、その辺を

何人ぐらいを想定して休館日を制定してないか、もちろん休館日があることが望ましいとは言

うておりませんが、お聞きしたいところです。 

 それと、最初のころ、ウミガメ協議会の話が出ておりましたが、観光施設としては２階部分

に研修室１、２がありますので、これは考えによったら事務所の経費として捉えたら０と私は

考えるので、指定管理者として事務所扱いするのであれば、この金額が浮くというふうに捉え
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ることもできます。そうすると、４万人で2,800万円というふうに、売り上げに対してはこの

展示では少し見込めないんじゃないかと思いますが、その辺どうお考えでしょうか、お答え願

います。 

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

 ４万人で入館料700円で収入が少ないのでないかということでございますが、これにつきま

しては、入館者からの入館料のほかに、飼育した魚を、室戸でとれました希少な魚類を他の研

究機関や水族館などに販売なども考えておりまして、そういった収入、それからあるいは魚さ

ばき体験ですとか、磯遊び体験、いろいろな体験プログラムによる収入を考えております。以

上でございます。 

○議長（濱口太作君） 脇本健樹君の２回目の質疑を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） 質問がちょっと答弁漏れに近いですけど、済みません。収入の面とい

うことで返答いただきましたが、もう一点僕が聞きたいのは、維持管理費の全体的にかかると

いうこともありますので、この2,800万円ということに関して、フル回転で人を雇わないかん

ということで、何人ぐらい想定しているかということもお聞きしたいところです。何人ぐらい

が理想かということです。 

 それと、2,800万円がマックスであれば、その中から当然維持管理費がかかりますが、維持

管理費はどれくらい見込んでいるか、販売のことは頭になかったもんで、よかったら見込み額

を教えていただきたいと。 

 それと、休館日は絶対設定しないかということ、３点をお答え願えますか。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。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） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、雇用する職員の人数ですけれども、通常常勤で２名程度、それからパート職員で２名

程度を想定をしております。 

 それから、運営に係る経費でございますが、電気代、水道代、ガス代などで年間510万円程

度を見込んでおります。 

 それから、休館日につきましては、基本的には休館日の設定はしておりませんが、運営上、

魚の入れかえですとか、水質管理、そういったことで休む必要が出た場合には市長の許可を得

て、協議の上、休館するということになると思います。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。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。議案第４号について質疑をさせていただきます。 

 ただいまから話がありますように、入館者数は年間４万人と想定をされているという話があ

ります。それで、入館者数想定４万人でどれぐらいの収入を見込まれているのか。 

 それから、先ほどの話では、イベントやいろいろな販売額も含めて収入も想定をしていると
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いう話がありましたが、このイベントや販売額も含めてどれぐらいの収入があるのか。そし

て、全体的には収入は大体幾らぐらいになるのかというところが全然見えてきませんので、そ

の付近をもう一度詳しく説明をお願いしたいと思います。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。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） 小椋議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 入館者数４万人に対する収入でございますが、約1,700万円程度を見込んでおります。それ

から、各種体験プログラムの売り上げを50万円程度想定をしております。それから、魚類の販

売などで200万円程度でございます。 

 支出でございますけれども、人件費や光熱水費、それから魚などの飼育の飼料代、その他を

含めまして、ほぼ同額の2,000万円程度を見込んでおります。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。 

            〔「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。 

 健康管理のため11時15分まで休憩いたします。 

            午前11時１分 休憩 

            午前11時15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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第５、議案第５号室戸市営住宅設置及び管理に関する条例

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。黒岩財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時15分 休憩 

            午前11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。 

            〔「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２回補正予

算についてを議題といたします。 
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 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11時16分 休憩 

            午後０時１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。 

 昼食のため13時まで休憩いたします。 

            午後０時１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。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 なお、質疑に際しましては、ページと款、項、目を御指摘の上、御質疑をお願いいたしま

す。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） ３番亀井。本案について質疑をいたします。 

 22ページの６款１項商工費、３目観光費の13節委託料のむろと海の学校の設計委託料の42万

2,000円と15節工事請負費の900万円についてお伺いします。 

 この集落活動センターについては、説明資料にもあるように１階部分につくられる中心的な

施設であり、計画段階で何度も説明がされて、当初に本体工事に含まれて設計されるべき施設

であったと思うのですが、当初予算に計上はされていなかったのか、途中に変更もされている

のに、なぜ９月に補正することになったのか、理由をお聞かせください。 

 それと、この予算は今工事が進められている本体工事に変更契約か随契になる工事と思うの

ですが、金額が490万円で専決処分の対象になるので大変気になります。契約方法についても

説明をお願いします。 

 それともう一点、４目のジオパーク推進費の13節委託料の公衆トイレの136万1,000円につい

てお聞きしますが、この新村の公衆トイレについては、あれば必要かもしれませんが、近くに

行当とキラメッセに公衆トイレがあり、隣接しているこの地区に公衆トイレをつくる理由と市

が公衆トイレを設置する基準か、設置できる基準をお聞かせください。基準は利用客数や距離

数になると思われますが、以上２点についてお答えをお願いします。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。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） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 ６款１項３目の13節委託料と15節工事請負費の変更理由でございますが、当初の設計にこれ

は入れることができなかったのかということでございますが、先ほども御説明をさせていただ

きましたけれども、当初想定をしていなかった部分で変更が出たものでございまして、このた

び補正予算で計上させていただいております。 
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 次に、６款１項４目13節の新村遊歩道駐車場公衆トイレの設置工事設計委託料につきまし

て、公衆トイレが必要な理由ということでございますが、この新村地区につきましては、以前

に公衆トイレが国道沿いに１つあったんですけれども、その取り壊しをいたしまして、今回設

置をするものでございます。 

 今回の工事の変更につきましては、変更契約を考えております。 

○議長（濱口太作君） 亀井賢夫君の２回目の質疑を許可いたします。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） ３番亀井。２回目の質疑を行います。 

 この契約の件については、もう契約変更ということで理解しますが、公衆トイレについての

説明で、前に壊れたということで建てるということの理由ですが、この場合、夫婦岩サイトの

公衆便所が先に要望されちゅうと思うけんど、これ取り壊したままほっちゅうがやけんど、こ

の時期にこれ聞いてええもんかどうかやけんど、取り壊したもんを復旧するというような答弁

やったら、公衆トイレは夫婦岩のほうが先やないかという考えやけんど、そのあたりはどう考

えちゅうか、説明をお願いします。 

○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） 亀井議員さんの質疑にお答えをいたします。 

 公衆トイレの件でございますが、まず新村につきましては、以前のトイレがもう既に老朽化

をして使えないということの苦情をずうっといただいておりました。どうしても使えないトイ

レを置いておくわけにいかないので、１年ちょっと前だと思います、取り壊しております。そ

の後、地域の方々からは何とか早くあそこの場所に、近くの場所に設置をしてもらいたいとい

うような要望があって、我々もいろんなことも申し上げてきたわけでありますけれども、あっ

たものでありますから、やむを得ず設置に向けて現在取り組もうということで設計を今回計上

をさせていただいたものでございます。 

 もう一点の別の場所の夫婦岩の話でありますが、それも以前あったものを取り壊していると

いうことは承知をしております。ただ、夫婦岩の場所につきましては、あの取り壊した近くに

適切な場所が今のところないと、よう探していない、我々がよう決めていないといいますか、

適当な場所がないということで、まだそちらのほうを手をかけるということにはしていないと

いう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。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。本案について質疑を行います。 

 １点目ですが、24ページ、８款１項４目消防施設費の工事請負費、高岡消防屯所用地造成等

工事費3,200万円、これについて３点ぐらいお聞きをいたします。 

 １点目、この施設は屯所の整備のための用地造成の工事費ですが、ほかの消防屯所の高台移

転は大抵が防災コミュニティセンターとして整備をされております。この工事費だけが高岡防

災コミュニティセンターとかという名前になっておらず、高岡消防屯所ということは、今後も
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施設をつくるに当たって、高岡消防屯所の整備として工事費が上がってくると思いますが、な

ぜ防災コミュニティセンターではないのか、その理由をお聞きをいたします。 

 ２点目、この建設予定地は国道より少し上の段になるんだと思います、上の畑のほうやと思

いますが、この場所は海抜何メーターなのか、周辺の避難場所と比べて高さはどうなのでしょ

うか、お聞きをいたします。 

 ３点目、屯所の施設を建設して、これは施設が完成するのはいつなんでしょうか、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。竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 谷口議員さんの質疑にお答えいたします。 

 まず、１点目のコミュニティセンターの名称の件についてでございますが、今までは確かに

コミュニティセンター整備事業という名称で整備事業をしてきました。これは社会資本の補助

金を活用したことから名前をつけさせてもらいました。ただ、この施設の完成後の使用目的な

んですが、やはりほかのところと同じように一時避難所としても活用しますので、施設の名称

はコミュニティセンターの名称をつけたいと思っております。 

 次に、２番目の海抜についてでございますが、この上の建設予定地の海抜なんですが、14メ

ーターございます。これは、マップのほうでは非浸水域となっておりますので。 

 次に、３番目の施設の完成予定なんですが、ただいま設計のほうを入札でしておりますの

で、工事については来年度の完成になるかと思われます。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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第６号議案について質疑を行います。 

 予算書の17ページの２款１項13目防災対策関係の費用の中の需用費の中の消耗品589万

4,000円の中身で、今課長の説明では何かブレーカーをつけると、それも地区が浮津の三番町

から東大谷ぐらいまでということですが、この中身ですね、これをもうちょっと詳しくお願い

をしたいと思います。例えば、どういうブレーカーをつけるのか、希望者につけるのか、もう

全戸を対象につけていくのか、室戸市は後どういうふうな進み方をするのか、このあたりをま

ずお聞きをいたします。 

 次に、予算書の24ページの９款教育費の１項２目事務局費の中の委託料の2,648万7,000円の

関係ですが、説明書を見ますと、国・県の指導によりということで、降って湧いたような話で

９月補正に持ってきたような感じがするがですが、国・県の指導で補助制度というか補助金、

県費なり国庫補助というのはなかったのかということがまず１点と。 

 その財源内訳を見ますと、全部一般財源で賄うちゅうということですね。これは財政課長に

お聞きをしますが、例えば過疎債で対応できなかったのかどうか、全部一般財源で賄うという

ことになった、その理由がもしあればお聞きをしたいと思います。以上です。 
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○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） 上山議員にお答えします。 

 需用費、消耗品費589万4,000円の感震ブレーカーの費用でありますが、高知県が地震火災対

策指針によりましたところで公表しましたエリア、先ほど御説明もしましたが、室津川の北側

の浮津三番町から東大谷のエリアになりますが、この地域は木造住宅が密集している市街地に

おいて、地震の発生時刻や風速などの状況により延焼が拡大するエリアを避けて、安全に避難

することが困難となる可能性がある地区を高知県のほうは地震火災対策重点に推進する地区と

定めております。 

 そこで、配布される感震ブレーカーにつきましては、一般財団法人日本消防設備安全センタ

ーが認定する推奨品に限るというようなことが高知県の補助の中でも規定されておりますの

で、そのようなものとなっております。 

 配布方法につきましては、他の市町村さんのいろいろな意見を聞きますと、配布してもつけ

る意思がなかったら意味がないというようなこともありますので、配布してくれるところを希

望をとるなり自主防さんに配布して、自主防さんの中で取りつけていただくなりを考えている

ところでございます。 

 室戸市全域につきましても順次やっていきたいと思いますが、密集地域からやっていくよう

なこととなります。 

 ただ、県の指定するエリアにはなりませんので、補助がつかないので、順次というか、後と

なっていくと思います。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） 上山議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 まず、情報セキュリティーに関する事業ですけども、補助制度についてはないということ

で、その中で過疎債のほうで充当できなかったかというところですけども、これは過疎の対象

にはならないと、この事業についてはならないというふうな認識で過疎債のほうは充当してお

りません。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） 防災の件について２回目の質疑を行いたいと思います。 

 課長、その説明をもうちょっと詳しくしてもらいたいがですが、感震ブレーカーというの

は、例えば震度幾らで自動に切れるようなシステムのような装置なのか、それを例えば個人負

担が要るのかどうなのかをお聞きします。 

○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） まず、個人負担は考えていません。 

 震度５弱とか震度６というところで、設定のできる機種もありますし、設定ができなくて、

震度５になったら平らなところからおもりが落ちて沈むようなシステムといいますか、そのよ
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うな機械が推奨品としてされておりますので、それぞれ推奨品によって若干違いはあります

が、そういった機材となっています。 

○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） 本案に対して質疑をさせていただきます。 

 まず、18ページの３款２項１目の19節負担金補助及び交付金の中で、保育所防犯対策強化整

備事業費補助金63万5,000円ですが、これはむろと保育園に防犯カメラを設置するということ

ですけれども、それぐらいの説明やったと思いますが、これは室戸市内なのか、この保育所の

防犯カメラで63万5,000円の補正が要るのか、それとほかの保育所には設置しないのかどう

か、公立、私立の別もあろうかと思いますけんど、そこの状況はどうなのか、お伺いします。 

 それから、次の19ページの４款１項３目の健康推進費の７節の賃金46万1,000円です、これ

保健介護課だと思いますが、これは新設する事業というか、子育て支援に関するもので、事務

補賃金が46万1,000円組まれてますけれども、これって事業に対応する職員なんかは全体で何

人ぐらいで対応できるのか、お伺いします。 

 それから、同じく19ページの５款１項３目の19節負担金補助及び交付金、農地集積交付金

18万円があります。これは農地を集積するために貸し手、借り手がおって、それらに係る費用

だと思いますが、補正で組んでるということは、当初予算があって、それに当初予算の枠を超

える農地の集積ができたから補正をしたがと思いますけれども、今のところで、室戸市で全体

のどの程度の農地集積ができているのか、何件ぐらいできているのかをお聞きしたいと思いま

す。 

 それから、22ページの６款１項３目の15節でお伺いします。この中に900万円の内訳として

むろと海の学校及び集落活動センター整備工事費がありますが、この海の学校及び集落活動セ

ンター、２つは工事が違うわけですけれども、まずこの490万円の２つの内訳、それとその下

のむろと海の学校水槽設置工事費も含まれますけれども、410万円、これなんかも当初予算か

らかなり議会のたびに補正、補正が追加されておりますが、合計の金額が一体幾らになってき

ているのか、その活動センター分と海の学校分で教えていただきたいと思います。 

 それと、この工事はまだ追加工事が見込まれるのかどうかについてもお聞きしたいと思いま

す。 

 それと、発注した工事は今のところ、工事の進捗というか、それは順調にできているのかど

うかもあわせてお聞きしたいと思います。 

 それから、４目のジオパーク推進費の中で13節委託料、室戸世界ジオパークセンター展示物

等作製業務委託料、これは何かをリニューアルするということでしたけれども、このリニュー

アル工事、昨年度でしたかね、それもリニューアルしましたけれども、リニューアル、リニュ

ーアルで効果は上がってきているのか。それとまた、この工事はどのような効果を見込むの

か、防災学習に取り組むための事業とかって言ってましたけれども、どのように効果を上げて
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いくのかをお聞きしたいと思います。 

 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。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疑にお答えをいたします。 

 予算書18ページの児童福祉費の児童福祉総務費の中の19節負担金補助及び交付金63万

5,000円の保育所防犯対策強化整備事業補助金についてですが、この事業をするのは私立保育

所のむろと保育園に補助金を出します。補助率が、国費の補助をもらいまして、国費で２分の

１、市費で４分の１、保育園の実質負担が残り４分の１となります。ですので、国費の２分の

１と市費の４分の１を足した63万5,000円を補助するものです。 

 そして、もう一つ質疑がございましたが、ほかの保育所、公立、私立ともに確認したのかと

いうことですけれども、この有利な国庫事業ができたということで、公立、私立の園長会のほ

うで確認をさせてもらいました。事業を実施するところは上げてくださいというところでしま

したが、結果的に出てきたのが一番大きなむろと保育園さんが防犯上の対策が必要というふう

なことを判断されて上がってきた事業でございます。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） 山本議員さんの御質疑にお答えをいたします。 

 ２点目、子育て世代包括支援センターの職員数についてという御質問でありましたけれど、

母子保健コーディネーターを設置することとなっておりまして、人数としては１名雇用するこ

ととしております。資格といたしまして、保健師、助産師、看護師のいずれかの資格が必要と

されておりますので、１名の雇用に向けて募集を行うこととしております。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） 山本議員さんの御質疑にお答えをいた

します。 

 19ページの５款１項３目の中の19節の農地集積交付金18万円についての御質疑でございます

が、これは先ほど予算のほうで説明しましたが、まず農地中間管理機構を介して、要は遊休農

地をお持ちの方が管理機構へ農地を提供できますよという申し込みをします。その中で、農地

中間管理機構がいろんなところ、関係団体、個人と協議をしまして、実際貸し付けに至った場

合に今回の集積交付金が支給をされるということになっておりまして、今回72アールが実際に

管理機構を通して貸し付けができたということで、これ成約してからのなかなか実際貸し手と

借り手のマッチングが難しくて、実際実績としては上がっておりませんし、当初予算で計上す

るということではなくて、こういった形で実際貸し借りが成立したときに補助金として追加補

正をさせていただいて、交付するといった流れになってございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 山崎観光ジオパーク推進課長。 
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○観光ジオパーク推進課長（山崎 桂君） 山本議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 ６款１項３目15節の工事請負費でございますが、（仮称）むろと海の学校及び集落活動セン

ター整備費490万円の中のむろと海の学校の部分と集落活動センターの内訳ということでござ

いますが、これは一体的に整備をしておりまして、どちらの部分がむろと海の学校で、どちら

の部分が集落活動センターというようなさび分けはできないような状況でございます。例え

ば、先ほど御説明いたしましたスロープの部分については集落活動センターのものでございま

すし、プールのシートの張りかえについては海の学校の関係になってまいりますので、一体的

に整備をしているということでございます。よろしくお願いいたします。 

 次に、２点目でございます。（仮称）むろと海の学校水槽設置工事費410万円につきまし

て、当初計画からの全体の事業費ということでございますが、校舎改修費につきましては、全

体が３億6,635万2,200円でございます。また、水槽取水関連につきましては、合計で１億

2,087万360円となってございます。 

 次に、３点目でございますが、今後この工事において追加はあるのかということでございま

すが、今後につきましては、電気工事ですとか、あるいは看板類、それから棚とか机とか、そ

ういった備品関係の費用が発生してくるというふうに考えております。 

 ４点目の工事の進捗状況につきましては、現在予定どおり進捗している状況でございます。 

 次に、６款１項４目13節室戸世界ジオパークセンター展示物等作製業務委託料でございます

が、このリニューアルについての効果ということでございますが、ジオパークセンターにおき

ましては、ことし７月には入館者数も20万人を超えているところでございます。このたびのジ

オパークセンターの展示内容のリニューアルを行うことによりまして、防災学習ができる、ま

た南海トラフ地震と室戸ジオパークのつながりを明確に説明をさせていただいて、また防災学

習ができるということもＰＲをして、集客につなげてまいりたいというふうに思っておりま

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） ２回目の質疑をさせていただきます。 

 まず、18ページの教育委員会の19節の分ですが、これはそういう制度がありますから、各保

育所に要望調査を出して、手を挙げたところがここ１件であったということの説明でしたわ

ね。それはそれでいいがですけど、全国的にこの防犯カメラの設置っていうものはどんどんど

んどん進んでいって、これがある意味事故を防いでいるという分の一つの要因にもなっており

ますから、室戸市の公立、私立を問わず、保育関係には市がこの設置を進めてやるっていう手

法はとれないものか、要望があったところだけやるということではなくて、全部にそういうも

のを設置してやると、国・県については補助残もありますけれども、そういう対応ができない

ものか、お伺いをします。 

 それから、農業振興費の農地集積の部分で、この事業を以前から取り組んでますけれども、
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72アールっていったら本当にもう微々たる面積で、はっきり言ったら室戸のような中山間地域

の田んぼが多いところではなかなか農地の集積事業っていうのができない部分があると思いま

すけれども、国の制度にのっとって取り組んでいかなくてはならないと思いますので、この利

用促進のアピール、時々見ますけれども、ＪＡを通じてもっともっと取り組んでいく必要があ

りはしないかと思うがです。というのは、農地というか、農業者も高齢化が進んで、農業機械

も遊んだりしよるような状況がありますので、そういったことに対して早く取り組んでいく、

利用することをアピールするような取り組み方ができないのか、もう一度答弁をお願いしたい

と思います。 

 それから、22ページの海の学校及び集落活動センターと海の学校水槽設置工事ですけれど

も、これも先ほどの説明の中で、維持経費も含めてかなり1,700万円、収入とそれから経費が

とんとんに見込まれているということですけれども、その収支の計算が、こういう工事でもう

すぐでき上がるわけですから、その中でその収支の計算というものは非常に大事になるわけ

で、もう赤字になって、経営委託して、ようやれないとなったら１年で、室戸市はもうここに

は金を出さんという答弁もあってますからね、そういう工事に金をかけていったら、金をかけ

た経費っていう部分が戻ってくるぐらいの運営状況をつくっていかないかんわけです。この工

事でそういうものができたら、後の運営に対する指導、そういったものを計画しているのかど

うかっていうこともお聞きをしてみたいと思います。 

 それから、ジオパークの分ですけれども、リニューアルでもこれも10億円を超えた金がここ

にはかかっておるわけですから、20万人を超えたっていう発言もありましたけれども、それで

その中で入館して、いろいろ去年でも大改修をしましたけれども、それらが本当に来た人にこ

のリニューアルのものが効果を上げているかっていうことは検証していかんと意味がないわけ

ですよね。これ今回もこういうふうに防災学習に役立てるっていうことだけども、その防災学

習っていうのはどこを対象で、年に何回して、どういうふうな効果を上げていくかということ

も計画されちゅうと思います、こういうふうに予算で組むということは、それも教えてもらい

たいと思います。 

○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） 山本議員さんに予算書18ページの児童福祉費の保

育所の防犯対策のカメラのことについて、２回目の質疑にお答えをいたします。 

 防犯上必要な対策として有効であることから、国のほうも２分の１の補助制度をつくってい

るものでございます。この趣旨も踏まえまして、さらに私どもとしても全園で設置の方向性も

検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（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） 山本議員さんの２回目の御質疑にお答

えをいたします。 
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 18ページの農業振興費の農地集積交付金のところでございますが、議員さんおっしゃられる

とおり、農地の集積についてはまだまだ進んでいないという現状でございます。担当課といた

しましても、大変危機感を持って対応をしているところでございます。今後、後継者対策と

か、そういったところも含めて、またこういった制度の広報については、中間管理機構とも連

携をしながら積極的に行っていきたいと、このよ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） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 先ほどの海の学校の事業計画につきましては、議員さん御指摘のとおり、収入、支出の計算

をしっかりと試算をするということも大切でありますし、運営が始まって赤字にならないよ

う、市としましても指導しながら、連携して取り組みたいと思っております。また、ほかの観

光施設などとの連携も図りながら取り組みたいと考えております。 

 ジオパークセンターのリニューアルにつきましてですが、来た方へのアンケート調査なども

実施をいたしまして、どういったところがよかったとか、どういったところをもっと改善して

いただきたいとか、そういった御意見もいただきながら、改善につなげてまいりたいと思って

おります。 

 また、今回のリニューアルにつきましては、防災への取り組み、防災対策、防災学習の充実

ということでございまして、これは南海トラフ地震と密接な関係があります室戸ジオパークな

らではの防災への取り組みではないかと考えております。一つの目玉になるのではないかと考

えておりますので、今後、こういったリニューアルも含めて、またたくさんの方に来ていただ

けるよう、交流人口の拡大を図ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○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３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１時46分 休憩 

            午後１時49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。 
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            〔「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。辻保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時50分 休憩 

            午後１時55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号訴えの提起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。上松債権管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時56分 休憩 

            午後１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。 

 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。 

            〔「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10、議案第10号訴えの提起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。上松債権管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午後１時59分 休憩 

            午後２時１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。 

 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号室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更

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。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時２分 休憩 

            午後２時４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。 

 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号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時５分 休憩 

            午後２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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第12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、議案第12号につきましては委員会付
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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。 

 健康管理のため２時25分まで休憩いたします。 

            午後２時７分 休憩 

            午後２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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第13、認定第１号平成28年度室戸市一般会計歳入歳出決算

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。山本企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時25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。 

 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。本認定案について質疑をさせていただきます。 

 １点目として、予算書の167ページの備考の下のほうに９款４項１目13節委託料の２行目と

して、御蔵洞落石調査他委託料153万360円があります。この場所で落石があったのは何年何月

何日なのか、教えてください。そして、御蔵洞に立入禁止となったのはその日なのか、またち

ょっとずれちょったらその立入禁止になった日を教えてください。 

 ２点目、それ以後、27年度までにこの落石のために予算化した金額はなかったのでしょう

か、あればその金額をお聞きをいたします。 

 ３点目、28年度に153万円を投じてこのように調査を行っておりますが、その結果、どうす

ることに決まったのか。調査ばかりで落石防止工事が一向に始まらないのはなぜなのでしょう

か、その理由と今後どのようにしようと考えておられるのかをお聞きをいたします。 

 ４点目、これまで調査ばかりで落石防止工事が一向に始まらない理由、先ほどの問いと同じ

ようになりますが、一向に始まらないのはなぜか、その理由と今後どうするのかをお聞きをい

たします。 

 以上４点でございます。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。和田生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（和田庫治君） 谷口議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 御蔵洞関係におきましては、過去の履歴ということですが、平成24年３月に第１回目の落石

がありました。同じく24年10月２日、10月28日と落石が見られまして、神明窟への立ち入りを

まずは禁止をしたところでございます。その後、現地調査ということで11月に遠望目視という

ことで見ております。 

 その後、26年度に落石対策ということで業務の提案書を出していただいておりまして、岩盤

からの剥離、浮き石の除去等の提案がされました。 

 その後、27年12月８日、４回目の落石がありまして、このときの落石が長さにして２メート

ルぐらいの大きな石が御厨人窟の向かって左側、あちらのほうの前に落ちてきたということ

で、これは人命にとって大変危険であるということで全面の禁止措置を行いました。 

 この中で、やはり全体的な管理、室戸岬におきましては、名勝室戸岬、それから天然記念物

としての国の指定もかかっており、市の文化財指定地として御蔵洞がかかっておるという関係

で、一般の観光客の方も来られるということで、そこも含めた全体の計画をしようということ

で現在、昨年度から室戸岬の保存管理活用計画というのを検討しております。 

 その中で、今回の決算書に載っておりますこの経費につきましては、御厨人窟を限定して調

査を行ったものでございます。この金額で現場の崖面の浮き石の調査を行うとともに、工事に

つきましても浮き石の除去をやりました。現在危険と思われる浮き石をまずは取り除いて、大

きいものですね、それを取り除いて、それからモニタリングをもう一度しようということで現

在取り組んでいる最中です。ですが、大きな浮き石をのけたんですが、それのやはり影響もあ

りまして、絶えず落石は認められておりまして、崖面自体の落ちつきはまだ見せていない状況

です。 

 そのような中、文化庁と室戸岬全域の保存計画の策定をする中で、文化庁と相談いたしまし

て、この御蔵洞の今後の対策というものを検討させていただきました。ただ、文化庁としまし

ては、崖面を吹きつけとか擁壁を張るということは考えられないというお答えを、先月行った

ときに言われました。考えられる対策としては、やはり崖面は自然面を残したままで、落石は

なかなかとめられないだろうということで、ソフト事業として、下にひさしのようなものをつ

くって、入館者を入れらすことを考えたほうがいいんじゃないかというふうな提案をいただき

ました。 

 ただ、年間ずっとそれができるかというと、なかなか地権者との関係もありますし、今後、

地権者と協議をしまして、期間限定になるかということで、来場者の安全を図りながら、かつ

文化財の保存も図るという両面を何とか生かした形でやる方法を今検討している最中でござい

ます。 

 それとあと一点、これまでかかった金額ですが、昨年度の決算書には正しい数字は書いてま

すが、それまでの、済みません、24年にどれだけの経費がかかったというのは、今のところ数
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字がわかりません。 

○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。認定第１号について質疑をいたします。 

 まず、決算書の71ページの２款１項６目企画費の中の委託料です。その中に、適地調査の委

託料が172万8,000円ということで、きのうの本会議では７カ所を選定したということですが、

この委託をしたときに、適地を探す条件といいますか、仕様といいますか、こういうところを

探してくださいというなんかをしたと思うがですが、どういうような仕様で委託をしたのかを

お聞きをいたします。 

 次に、決算書の131ページで６款１項２目商工振興費の中の負担金、19節ですが、その中に

創業支援事業費補助金というものがありますが、これは恐らく小規模のスモールビジネス的な

ところに補助をしたと思うがですが、288万円の中身といいますか、どのようなスモール事業

に補助したのか、何件補助をしたのか、できればこういうビジネスに補助したよという代表的

なものが二、三あれば、こんなとこにこれぐらいしたというようなことでお答えをいただきた

いと思います。 

 それから、決算書に監査委員の意見書が添付されておるわけですが、その47ページですね、

監査委員の意見書の、ここの結びの中で不納欠損処分について監査委員から指摘がされちゅう

わけですが、地方税法第15条の７及び第５項並びに第18条というところで、不納欠損処分につ

いては特に慎重な取り扱いを望むものであるという監査委員の意見書がついちゅうわけです

が、なかなか監査委員の意見書でこういう強い指摘というのは、ここ数年見ましたけんど、あ

りません。これは監査委員事務局にお聞きをいたしますが、例えば17ページ、監査委員の資料

の中に不納欠損処分の状況というのがありまして、合計金額が742万1,205円という数字が出ち

ゅうがですが、これは監査委員が予算の執行に当たり真摯な形で決算の監査をした結果、こう

いう表現になったと思うがですが、この不納欠損処分について、例えばこういう表現をすると

いうことは不納欠損にそぐわないというか、なじまないような不納欠損があったためにこうい

う表現になったと思いますが、監査事務局としてこの不納欠損の監査委員の指摘ですわね、そ

れはこういう強い表現に至ったというのは、何かそういう事情があったのかどうなのか、この

点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。山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 上山議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 決算書71ページの６目企画費、13節委託料、住宅団地適地調査委託料を行うに当たっての仕

様書の内容でございますけども、まず室戸市内の非浸水エリアにおいて、住宅団地の候補とな

る土地についての現地調査、資料収集を行うことと、その内容としましては、規制等の把握と

いうことで、既存資料から開発行為の障害となる項目を整理したりとか、地形図への落とし込

みを行うといった規制等の把握業務、次に候補地の選定としまして、まず１次選定としまし
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て、室戸市内の非浸水エリアにおいて住宅団地の候補となる土地について５カ所程度を現地調

査を行い、先ほど言いました資料の確認等を行って、支障物とか進入路、排水などを考慮し

て、２カ所の候補地の絞り込みを行っていくという業務になっております。 

 次に、２次選定としまして、その後、室戸市がこの適地の中で候補地とした２カ所について

概略設計、排水路とか進入路とかそういったことの概略設計を行うことが今回の委託業務の仕

様書ということになっております。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） 上山議員さんにお答えをいたします。 

 決算書130ページ、131ページの商工振興費の中の創業支援事業費補助金についての御質問で

ございますが、これは室戸市内で新たに創業、事業を始められる方または新しい事業展開をさ

れるという方たちに対して市のほうで補助をするものでございまして、平成28年度の実績とい

たしましては２件ございます。 

 内容を申し上げますと、１件は接骨院を新たに開業したいと、これは羽根町のほうでござい

ますが、その方に対する補助、それと水産関係、スジアオノリの関係でございますが、シーベ

ジタブルさんが新たに事業をやりたいということで、これは高岡のほうのシーベジタブルとい

う会社でございます。以上２件、合わせて288万円の補助ということになっております。以上

でございます。 

○議長（濱口太作君） 意見調整のため、10分間休憩いたします。 

            午後２時58分 休憩 

            午後３時７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。山本監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（山本ゆかり君） まず、貴重な時間をいただきまして、ありがとうござ

います。 

 上山議員さんの御質疑にお答えします。 

 不納欠損処分について、特に慎重な取り扱いを望むという記述に関しましてですけれども、

安易に落とさないように、時効で待って落とすのではなく、差し押さえ等今現在行っている施

策でやっていくとの展開でございます。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回目を行います。 

 高台移転の仕様ですわね、課長の説明では規制等の把握ということですので、恐らく農地法

か都市計画かなんか、そういうふうなぐらいと思うがですが、今回選定された２団地、そこを

選んだというのは規制がかからんところを選んだということ。例えば、農地法の農業振興地域

の農用地がないとか、消防法にかからんとか、そういうようなところとか、面積とかいろいろ
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あると思うがですが、その仕様の中に日当たりがええとか、そういうもんはなしに、規制だけ

を、規制だけじゃないと思うがですが、利用できる道路が近くにあるとか、そういうような仕

様があってしかるべきやと思うがですが、今回そういうことで、その２カ所を選んだ理由とい

うのは委託した答えの内容から選んだと思うがですが、その２カ所選んだところの理由という

か、規制はどういうものがあるのかを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。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回目の御質疑にお答えいたします。 

 今回選定されております候補地２カ所につきましては、それぞれ規制にかかっているところ

でございまして、農用地区域と、あと計画民有林、砂防指定というような規制はかかっている

地域でございます。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。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） ３番亀井。本議案について質疑をいたします。 

 １点目は、78ページの２款１項13目防災対策費の13節委託料の1,706万6,219円の不用額と

15節工事請負費の3,004万650円の不用額についてお聞きしますが、地震・津波対策費の工事の

申し込みが自主防に寄せられているのに、これほどの金額を不用額にした理由、予算が使えな

かった理由について教えてもらいたい。 

 それと、防災対策について、地元及び自主防と協議されているのか、これだけ不用額が出た

後の予算についてということで説明をお願いします。 

 次に、133ページ、６款１項３目観光費の13節委託料のふるさと旅行券発行事業委託料の

1,023万2,111円についてお聞きしますが、この委託料は一部の企業に集中している事業内容に

なっているのではないかという意見があります。委託先と実績事業内容についてお聞かせくだ

さい。 

 そして次に、136ページ、６款１項４目のジオパーク推進費の19節負担金補助交付金の室戸

ジオパーク推進協議会補助金の6,380万7,396円についてお聞きします。 

 ５月の臨時会での課長答弁では、専門員３名、パート３名の賃金とポスター制作、ビデオ制

作を外注すると事業説明があったと記憶しておりますが、実績についてお聞かせください。事

業は大きな事業二、三点でいいと思います。人件費は何名で幾らということで説明をお願いし

ます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。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。 

 79ページ、２款１項13目委託料、不用額で1,706万6,219円につきましては、３つのタワー、

浮津、脇地、吉良川の３つに係る測量設計などの入札減で、不用額につきましてはそれで、国

の社会資本整備交付金の枠をとっている関係から繰り越してきたもので、入札減になった分が

そのまま不用額と、次の年にはもうこかすことができませんので、そういうような形です。 
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 19節ですかね、自主防災組織のほうの732万7,675円につきましては、これは今年度予算に持

ってきました県の補助金、石油の商用電源が停止しても、ガソリンスタンドのポンプアップし

て動くような形をとる補助金が、申請してもその工事をするのに時間がかかるので年度内完成

ができないことが判明したため、約600万円ほど使わなかったと、使えなかったということ

で、今年度予算に計上して今年度やることになっております。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 意見調整のため、10分間休憩いたします。 

            午後３時15分 休憩 

            午後３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。 

 執行部の答弁を求めます。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） 亀井議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 決算書133ページのふるさと旅行券発行事業委託料の実績でございますが、販売実績といた

しましては1,300セットを販売しております。委託先につきましては、室戸市観光協会でござ

います。これは、宿泊及び体験ができる助成券といたしまして、1,000円のものを10枚つづっ

たもの１万円分を5,000円で販売をいたしております。 

 次に、決算書137ページ、６款１項４目室戸ジオパーク推進協議会補助金でございますが、

この補助事業につきましては、国の地方創生加速化交付金事業といたしまして3,800万円、そ

れから室戸市ジオパーク推進協議会の運営費として約2,500万円となっております。人件費に

つきましては、主な人件費といたしましては専門員の方３名分で約906万円となっておりま

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。 

            〔「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、認定第２号平成28年度室戸市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算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。中屋市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時26分 休憩 

            午後３時41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。小椋利廣君。 
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○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。１つだけ質疑を行いたいと思います。 

 この説明資料の13ページの一番下に歳出が37億4,796万4,770円、それから歳入合計がその上

にありまして35億93万1,419円、これを差し引くと約２億5,000万円ぐらいの赤字というか、歳

出が大きく、やっぱりこれぐらい、２億5,000万円近い赤字額か、これらについての今後の、

一般質問にあったかもわからんけんど、処置、それから今後どういうふうに対応するのか。例

えば、一般質問の中でも安芸市なんかはこれは国保税を上げないかんというふうにもう既に議

会のほうへも話もせられちゅうというふうなことを言よりますけんど、今後室戸市としてはど

ういうふうな計画でこれらを対応していくのかというところを聞きたいと思います。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。中屋市民課長。 

○市民課長（中屋秀志君） 小椋議員の質疑にお答えいたします。 

 28年度の累積赤字額、これは一番上の表にありまして、28年度の欄を見ていただきますと２

億4,703万3,351円、これがこれまでの赤字額でございまして、議員さん御指摘のとおり、この

解消策といたしまして、昨日の一般質問にもお答えいたしましたが、なるだけ早い時期に解消

したいという思いがございますけれども、現在財政の安定化計画ですか、それを策定しており

まして、その中で３カ年というような検討もさせていただいておりますが、その解消策といた

しまして、国保税の値上げというよりも一般会計からの繰入金によって解消していきたいとい

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） 小椋利廣君の２回目の質疑を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） 小椋利廣。２回目の質疑をさせていただきたいと思います。 

 先ほどは一般会計からの繰入金で充当して赤字を解消するというふうにお聞きをしました

が、今後、そうすると国保税の値上げというものは考えてないというふうに理解してよろしい

ですか、もう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。中屋市民課長。 

○市民課長（中屋秀志君） 小椋議員の２回目の御質疑にお答えいたします。 

 国保税の値上げがあるかないかと、今後、ということでございますが、赤字解消策といたし

ましての国保税の値上げは考えておりません。ただ、今度平成30年度から、昨日の一般質問に

もお答えいたしましたが、30年度から県の広域化に伴いまして、県の標準税率のお示しがあり

ますので、それに伴うて税額を変更せざるを得ない状況も考えられますので、その際のアップ

も考えられる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） 小椋利廣君の３回目の質疑を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） 小椋利廣。３回目の質疑をさせていただきたいと思います。 

 ということは、県一の国保会計になってきた場合には値上げを考えていくと、値上げをする

ということで理解してよろしいですか。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。中屋市民課長。 
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○市民課長（中屋秀志君） ３回目の御質疑にお答えいたします。 

 県一になりましても、室戸市の国保会計は特別会計として残っていきます。今後の国保税に

ついては、先ほども申し上げました県の示してくる納付金の標準保険料率が示されますので、

それによってアップも考えられるという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。 

            〔「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、認定第３号平成28年度室戸市介護認定審査会運営事

業特別会計歳入歳出決算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。辻保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時47分 休憩 

            午後３時49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、認定第４号平成28年度室戸市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算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。辻保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時49分 休憩 

            午後３時59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17、認定第５号平成28年度室戸市海洋深層水給水事業特

別会計歳入歳出決算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。川上産業振興課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後３時59分 休憩 

            午後４時４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。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。認定第５号海洋深層水給水事業特別会計について質疑

を行いたいと思います。 

 16ページのこの一覧表を見ますと、歳入総額4,375万3,403円で、歳入歳出同額であって差し

引き額０ということになっておりますが、その下の歳入のほうで一般会計からの繰入金が

1,407万9,187円ここにあるわけです。この繰入金の1,407万9,187円というのは実質は赤字額に

なっちゅうんじゃないかっていうふうに考えてます。この備考では一般会計からの繰入金の減

額になっちゅうけんど、これは前年度からいうたら445万4,125円減額やけんど、1,407万

9,187円というものが赤字が今からまだまだ続いていくんじゃないかなというふうに考えると

ころですが、今からの運営についてはどのような方法でこれらの解消に努めていくのか、その

辺を聞きたいと思います。 

○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） 小椋議員さんの御質疑にお答えをいた

します。 

 決算説明資料に基づいてのお尋ねでございました。歳入の一般会計の繰入金1,407万

9,187円、一般会計からの繰り入れでございますが、これは先ほど申し上げましたように、過

疎債などで深層水特会のほうで施設改修、建設等に過疎債を打ってますが、交付税算入の分に

ついては、一般会計側のほうに入ってまいりますので、それは借金を返すのは特別会計のほう

で返してますので、その交付税見合いの分はいただきますよという部分がこの中に入ってま

す。先ほど過疎債の交付税算入分と申し上げましたが、そういった部分と、あと施設の維持経

費のほうに当たってますので、これが実質的な赤字かと言われたらそのとおりだと考えており

ます。 

 今後につきましても、どうしても施設修繕とかふえてくるし、年々こうした経費はずっと継

続的に必要となってきます。やはりこういった状況が当分の間は続くんではないかというふう

には考えておりますが、歳入をふやすにはやっぱり給水量の収入増を図る、２通りあるかと思
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いますが、値上げをするのか、利用拡大をもっともっと図っていくのかということでございま

して、そういったことも含めて今後ずっと課題として検討してまいりたいと思っております

が、現在値上げについて、担当課として直ちに値上げというふうな今考えは持っていないとこ

ろでございまして、給水量の利用拡大ということで現在いろんな方面と連携をしながら取り組

んでいっているというところでございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 小椋利廣君の２回目の質疑を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） 先ほどの課長の説明では、1,407万9,187円というものについては実際

は赤字やと、しかしこの赤字がまだ将来も続いていくというふうな説明でございますので、給

水使用料を今から上げる、そしてまた給水量の増量に努めていくという話ですが、実際、今現

在こういう赤字が続いていきゆうということ自体、そういうふうな甘い考えでは私はなかなか

いかんと思うがよね。急にはまだ給水使用料の単価も上げんというふうなことも言ってますの

で、実際そしたらまだまだ赤字が続いていくとするならば、これがどんどん膨らんでいったら

実際どうするのかということにつながってくると思うわけですわ。施設もだんだん古うなって

くるとも言われておりますし、今後そしたらこの海洋深層水給水事業の特別会計自体どうなっ

ていくのかということにつながってくると思いますが、その付近の答弁をお願いをしたいと思

います。 

○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） 小椋議員さんの２回目の御質疑にお答

えをいたします。 

 先ほど説明の中で２通りのやり方ということでお話を申し上げました。要は、料金を上げ

る、それと利用拡大、この２本立て、担当課としては直ちに利用料を上げる考えは現在持って

おりませんが、今後やはり議員さん御指摘のように、この会計を維持していくためにはどうし

ても料金改定には踏み込まざるを得ない状況でございます。 

 先ほど直ちに上げるつもりはないというふうに申し上げましたが、今後協議の中で、例えば

来年度、再来年度に向けて改定の動きをとる、そういうことで給水収入を上げて、会計の健全

化に努めるといったことも当然考えてもいきますし、先ほども申し上げましたが、民間企業

等々、一緒に連携をしながら、何とか利用拡大を図って、給水量自体を上げていくという取り

組みも進めてまいります。 

 一方では、ほかの自治体の深層水取水地等々に確認をしておりますと、どうしてもこの給水

事業自体はずっと継続していかないと、多方面に影響があるということで、継続をしていく中

で、やっぱりどの自治体も赤字等に苦しんでいるところでございまして、そういったところを

調査をしますと、ほとんどの自治体とか取水施設が一般会計の中でもう処理をしているといっ

たところも今後の検討肢には入っていくんじゃないかなというふうに考えております。お答え

になったかどうかわかりませんが、以上でございます。 
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○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。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事日程が終了するまであらかじめ時間延長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、本日の会議時間は、議事日程が終了

するまであらかじめ時間延長することと決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第18、認定第６号平成28年度室戸市障害支援区分認定審査

会運営事業特別会計歳入歳出決算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。辻保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時14分 休憩 

            午後４時17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19、認定第７号平成28年度室戸市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算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。中屋市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時17分 休憩 

            午後４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〕 
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○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20、認定第８号平成28年度室戸市水道事業会計決算の認

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。久保田水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後４時22分 休憩 

            午後４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。 

 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。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。室戸市水道事業会計決算の認定について、説明資料の

18ページで右の上に給水人口の状況のところが28年度では給水人口が357人の減少ということ

になっております。それで、それの左のほうに収益的収入というのが平成28年度では３億

2,501万4,534円という収入がありまして、ここは前年度に比べてマイナス661万4,628円という

収益が減収となっております。これは人口が減少したきん収益も減少したということやと思い

ます。そして、その右の中ほどぐらいに企業債の状況というのがありまして、この企業債の状

況を見てみますと、一番下に期末残高というのがありまして、ここでは期末残高が14億

9,842万6,007円、前年度から比べると114万2,971円増額になっちゅう、それからその上に当期

借入額、これは現在借り入れちゅう金やと思いますが、これが8,450万円あると、ここは110万

円減っているという状況の中で、これらを総合してみると、その人口が減少していく中で、今

からまだまだ古い配水管らが相当あると思うがですよね。これらを改修していくのに、これず

うっと見てみると、人口もますます減少してくると思いますが、これらの今からの改修計画と

か、それから当期借入額の8,450万円、これらも償還額はこの年の28年度も8,335万7,029円あ

るわけですが、今からのこの水道事業会計について、これだけを見てみますとなかなか厳しい

状況が、今からまだまだ起きてくるのではないかというふうに考えられますが、今からの水道

事業会計、またそれから施設の改修、改善も相当残っておりますので、どういうふうな形、ど

ういうふうな考えで今から水道事業会計を運営されているのか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。久保田水道局長。 

○水道局長（久保田 浩君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 水道局といたしましては、今年度、28年度は黒字ということで、ここ恐らく数年はそのまま

の状況でいくだろうと想定しております。 

 ただ、昨年度、上水道の区域変更を行うと同時に施設の計画をつくっております。また、今
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年度、長期的な経営戦略計画というのを策定するよう今進めておりますので、その計画をつく

って、そして今後の水道事業を運営していきたいと考えております。 

○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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、議会運営委員会委員長にお願いをいたします。 

 日程について議会運営委員会を開会していただき、協議をお願いいたします。 

 議会運営委員会開会の間休憩をいたします。 

            午後４時42分 休憩 

            午後４時47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求めます。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） 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど議長出席のもと、議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありましたあす以降の日

程について協議を行ったところ、日程につきましては、あす13日委員会、14日休会と決定をい

たしました。議員各位の御協力をお願いいたします。 

 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） お諮りいたします。 

 ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり、日程につきましては、あす13日委員会、

14日休会と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、あす13日は委員会、14日は休会とす

ることに決しました。 

 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11号まで及び認定第１号から認定第

８号まで、以上19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をいたします。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、９月13日から９月24日まで12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、９月13日から９月24日まで12日間休
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会することと決しました。 

 ９月13日から９月24日まで12日間休会いたします。 

 ９月25日は午前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いたします。 

 どうもお疲れさまでした。 

            午後４時51分 散会 

 


