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平成２９年１２月第６回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  平成２９年１２月１３日（水） 

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    ３番 亀 井 賢 夫 

  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    13番 濱 口 太 作 

４．欠席議員 

  12番 林   竹 松 

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年度室戸市一般会計第３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 室戸市防災コミュニティセンター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 室戸市山村留学支援住宅設置及び管理条例の制定について 
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  日程第４ 議案第４号 室戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

  日程第５ 議案第５号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第６号 室戸市税条例等の一部改正について 

  日程第７ 議案第７号 室戸市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第８号 室戸市立保育所設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第９号 平成29年度室戸市一般会計第４回補正予算について 

  日程第10 議案第10号 平成29年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算について 

  日程第11 議案第11号 平成29年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第１回補正予算に

ついて 

  日程第12 議案第12号 高知市及び室戸市におけるれんけいこうち広域都市圏形成に係る

連携協約の締結について 

  日程第13 議案第13号 財産の取得について 

  日程第14 議案第14号 室戸市海洋生物飼育展示施設における指定管理者の指定について 

  日程第15 議案第15号 名誉市民の選定について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第15まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 

 

  



－125－ 

            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、遅刻届１名、現在11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、遅刻議員は、久保八太雄議員、30分の遅刻でござい

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、御注意を願います。 

 日程第１、議案第１号平成29年度室戸市一般会計第３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。久保総務課長。 

 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。 

            〔「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号室戸市防災コミュニティセンター設置及

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。竹谷消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時６分 休憩 

            午前10時９分 再開 



－126－ 

○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号室戸市山村留学支援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９分 休憩 

            午前10時14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。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行います。 

 まず、１点目がこの使用期間ですよね。２年以内と定めたのは、何をもって２年以内にした

のかというのがまず１点ですね。 

 それから、この山村留学というのは、先ほど課長が説明したように地域の活性化とか小学校

の存続というような意味合いだと思うがですが、その山村留学さすには、子供が行きたいと

か、親が行かせたいとか、そういうような自然とか教育プログラム、また地域の受け入れ体

制、そういうもんがないとなかなか存続というか、続かないと思うがですが、今課長が説明し

たように、ふるさと納税でこれを整備するということ、後に続かん限りふるさと納税をされた

方の思いに沿わないと思うがですが、その後、今言うた教育プログラムが、こういうもんがよ

そと違うよと、ここの中川内小学校でこういうもんをやるから来てくださいよというような、

そういう受け入れ体制とか、そういうものはあるのかどうなのかを。この２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します。 

 まず、２年以内の根拠ですけども、山村留学につきましては原則１年単位ということで始め

ております。それで、その期間の更新とかもあるわけですが、これまでの事例等を見まして

も、２年ぐらいの期間でされてるというとこもありますので、その２年という期間を定めてお

ります。また、その新たな山村留学世帯も呼び込んでいくというところもありますので、余り



－127－ 

長期にならないというところで２年というところに定めております。 

 次に、山村留学に向けての地域の受け入れ機関でございますけども、この地域におきまして

は山村留学フェアとかも実施をしておりまして、今回のガバメントクラウドファンディングに

つきましても、地域の方々が中心となって取り組まれております。地域として山村留学者を受

け入れる体制というのは、十分整っているというふうに判断をしているところでございます。

以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 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回目を質疑いたします。 

 これ小学校ですわね、中川内小・中学校。例えばその使用期間、事情を聞くところによる

と、中川内に空き家もないというようなことで、山村留学した方が結局どこか室戸市内か羽根

か、町から通うような格好になるろうと思うがですが、例えばこの使用期間というのは最長６

年以内とか、結局小学校へ入ってきたら６年間あるわけやきん、最長６年にするとかというよ

うな決め方がええのじゃないかなというのが１つと。 

 その受け入れ体制というか、受け入れ体制はようわかるがですが、親が行かせたい、子供が

行きたいような教育プログラム的なやつがないとなかなか後に続かんと思うがですが、教育委

員会はどうです。中川内でこういうような教育に取り組んでみたい、よそと違うようなことを

やって受け入れていくというような、そういうような考えはないですか。この２点について。 

○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。 

 ２年以内の期間を６年にというような、最長６年にということですけども、この住宅につき

ましては、さきの９月議会で設置管理条例を上げました元の移住促進住宅等との考え方でも住

居がこちらで見つかる間というような考え方もありまして、余り長期にならないようにすると

いう考え方も持っているところでございます。市内のほうで住居等を見つけていただく期間と

いうスパンでも２年間という期間を設定しているところでございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 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２回目の質疑にお答えをいたしま

す。 

 教育関係で、中川内小・中学校における教育プログラムの中で山村留学につなげれるような

取り組みということの問いだったと思いますので。 

 まず、中川内小・中学校は、小・中連携教育の特認校として、小・中が一つの学校内で学び

をしておりますので、小学校の学生を中学校の学生が見る、また小学校の学生が中学校の生徒

を慕うという非常にいい取り組みがなされております。この取り組みの中で、山村留学として

受け入れることもプログラムとしては効果があるのではないかというふうに思っております。 

 また、学習の内容といたしましては、教育課程というのがございますので、教育課程にそれ
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ぞれの時間数が決まってます。ですので、その中でも総合的な学習の時間というのがございま

して、これは地域の中に入って、地域の中での活動、そして地域の中での交流、先ほど言いま

した小・中学生との交流なども含めまして、小規模校でありますが、小規模校のよいところを

最大限に生かして、地域の中で学校を盛り上げていっていただいてますので、このような取り

組みが中川内小・中学校でのすぐれた教育プログラムに当たるのではないかというふうに理解

しております。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。 

 これは地域の方々が中心となってクラウドファンディングを行ったということなんですが、

これはどういう目的で公募、クラウドファンディングをしたのか。その目的額、それから到達

額を教えていただきたいと思います。そして、それをどう使うのかということです。 

 それと、期間が中期使用、２年以内ということですが、２年間もし使った場合、短期使用と

いうのはできない、一戸建てだけですよね、ほかにはないですよね。これ１つ中期で使用され

ている間は短期はできないということなので、この中川内近辺で空き家の改修予定とか、準備

というか、そういうのが見込めるのでしょうか、それをお聞きいたします。 

○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します。 

 まず、１点目のガバメントクラウドファンディングの目的ですけども、この地域の方々が中

川内の小・中学校の存続をまず図りたいと、そしてそういうことで中川内地域も元気にしてい

きたいというような目的でこの制度を活用されております。当初、目標額につきましては

114万4,000円となっておりましたが、最終的には139万円寄附額は集まっているところでござ

います。 

 次に、この寄附額につきましては、今回の住宅の整備費用に充てております。今回の住宅の

整備につきましては、床の張りかえとか、壁の補修とか、屋根のふきかえ、あとその生活に必

要な備品購入費等を整備する予定となっております。今回の整備費用につきましては、総額

228万8,000円費用がかかるということで、そのうち２分の１県費が入りますので、その残りに

つきましてこの寄附額を充てたいというふうに考えているところでございます。 

 次に、２年間の期間ということですけども、この２年間については、２年間生活していただ

くことで地域との関係性もつくっていただいて、２年以上住まわれる場合は住宅のほうも地域

に入って生活をしていただきたいというところで、２年間という期間を定めているところでご

ざいます。 

 この地域の空き家の状況ですけども、空き家はあるというふうにはお聞きをしております。

ただ、現時点でそこを改修してっていう話は今のところは聞いてないところでございます。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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第４、議案第４号室戸市職員の育児休業等に関する条例の

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。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時27分 休憩 

            午前10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５、議案第５号室戸市一般職の職員の給与に関する条例

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。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時32分 休憩 

            午前10時39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点だけ確認させてください。 

 人事院勧告のところの高知県人事委員会の勧告で給料表引き上げなしというところを、

200円から1,200円の引き上げと言われましたかね。 

            （「200円から1,500円です」と呼ぶ者あり） 

○７番（谷口總一郎君）（続） 200円から1,500円言うたかね。その引き上げ額は人事院勧告

の上に俸給表平均0.2％引き上げとありますけんど、このように平均何％の引き上げというこ
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とに直すと何％の引き上げになるんですかね、その点だけ教えてください。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長兼選挙管理委員会事務局長（久保一彦君） 谷口議員さんの御質疑にお答えしま

す。 

 県の人事院勧告の200円から1,500円につきまして、パーセントに置いたらどれぐらいかとい

うことですけれども、県の人事委員会のほうからは200円から1,500円ということしか来ており

ませんので、また詳しくは確認しておきます。 

○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６、議案第６号室戸市税条例等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。長崎税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時41分 休憩 

            午前10時45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点だけですが、議案資料にありますように、昭和35年からこれまで57年間にわたり議会に

おいて一部改正、一部改正と行ってきて、条文が複雑になり、中には時代に合わない表現や時

代おくれの数字等の表記があって、今回、それらを現代的な表現に統一しようとするものだと

思いますが、このように条文改正に関する一大改革と言っていいと思いますが、例えば５年前

でも、10年前でも、これらのことは行われたはずだと考えました。とすると、本市がこれを今

行おうとしているのは、最近何か大きなきっかけがあったものと推察をいたします。 

 そこで、この条例中の文言等の表現を変えようと考えたきっかけが何かあったと思いますの

で、お聞きをいたします。 

 １つは、これは国、総務省の指示によるものだと考えますが、そのとおりでしょうか。もし

国の指示、指導であるなら、国にどのようなきっかけや動きがあって、今回全国の自治体の市

税条例等の一部改正が行われるのでしょうか。 

 もう一つ考えられるのは、これは国の指示ではなく、本市独自の当該条例改正ならば、本市
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にどのような動きや発意等があって改正しようと考えられたのか。 

 以上、本条例に記載された条文の表現や表記が改正されるようになったきっかけについてお

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。長崎税務課長。 

○税務課長（長崎潤子君） 谷口議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 これまで改正せず、なぜ今回になったかというそのきっかけでございますが、これまでも何

回か見直しが必要ではないかというような意見はありました。たびたびその改正するに当たり

まして、本則の改正とは別に、改正附則を改正するためには一部を改正する条例の一部改正と

いうような複雑な表現になったりとか、非常にわかりにくいものとなっておりまして、改正す

る事務につきましても非常に困難な状況でございました。 

 今回の法制実務であるとか、日常事務処理の円滑な運営を目指すことを目的としまして、準

則と市税条例を比較して統一を行ったということでございますので、国の指導であるとか、そ

ういったものではございません。以上です。 

○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。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。２回目の質疑を行います。 

 今説明をされたのは、国の指導や指示ではなく、本市が独自に条例改正をしようというふう

に考えたということですが、それは以前から改正しなければいけないなと、表現を改めなけれ

ばいけないなということがあって、積もり積もってというのもおかしいですが、そういう考え

があって今回ということですが、要するにきっかけというふうな、きっかけと言えるほどのも

のはなかったということですかね。その点だけもう一回お願いします。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。長崎税務課長。 

○税務課長（長崎潤子君） 谷口議員さんの２回目の御質疑にお答えいたします。 

 今回の改正につきましては、事務改善を目的としたものでございまして、本年当初予算にお

いて、室戸市税条例整備のための調査業務委託料として、この条例を総務省準則と照らし合わ

せて、条、項、号の重複がないかとか、表記が正確で統一されているかということを確認をし

た上での改正でございます。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号室戸市福祉医療費助成に関する条例の一

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。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51分 休憩 

            午前10時53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号室戸市立保育所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。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53分 休憩 

            午前10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。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。 

 本当に統廃合が進み、とても寂しい思いがするんですけど、この保育所がなくなるというこ

とにつきまして、三高地区の方々、椎名地区の方々の御意見、また地域の方々、保護者の方々

の御意見、御要望というのはどういうものがあったのでしょうか。それをどのようにクリアさ

れてこの状態になったのか、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。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） 堺議員さんの御質疑にお答えをいたします。 

 保育所の統廃合におけるところの地域の意見や、また保護者の要望等、どのようなものがあ

って、どのように対応してきたのかというようなことでございますが、まず先ほども提案理由

の説明の中で申し上げましたけれども、統廃合検討委員会というものを２回開催しておりま

す。この統廃合検討委員会には、保育所の園長を初め地域の方々、民生児童委員の方々も入っ

ていただいて、この保育所のありようについて協議をさせていただきました。あわせまして、

保護者のほうからも全体会で２回お話をさせていただいて、統廃合に向ける中での要望を確認

させていただいて、対応させていただいているところです。 

 まず、保育所の保護者の方々の御要望としては、延長保育の問題であったりとか、新しい保
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育所でできること、そして閉園に向けて、今の保育所の中で思い出づくり、そのようなことに

ついてお話をいただきましたので、それらの要望については全て対応できるように保護者の方

にお答えもして、対応もしております。 

 また、地域の中では、統廃合の方向性が一定決まってくる中で、三津、椎名、高岡の常会長

さんともお話をさせていただいて、地域の中で保育所がなくなることについて御説明をしてき

たところですが、地域の中では特段要望というか意見というものはなくて、議員さんがおっし

ゃったように寂しいという意見を中心にお話をしていただきました。後々の施設のことについ

ても、活用の方法もいろいろあるかと思いますので、地域の意見はしっかり聞いていきたいと

は思っておりますが、閉園については、地域の中ではこうしてほしいというふうな御意見のほ

うは特段なか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。 

            〔「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10時58分 休憩 

            午前11時13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９、議案第９号平成29年度室戸市一般会計第４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11時13分 休憩 

            午前11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。 

 昼食のため13時まで休憩いたします。 

            午前11時58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。 

 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） 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、山本賢誓議員から、午後欠席との届けが出ております。現在

11名の出席でございます。 
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 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（濱口太作君） 議案第９号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。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。 

 33ページの６款商工費、１項商工費、３目観光費の13節委託料と15節工事請負費、それと

18節の備品購入費のむろと海の学校の補正予算について、何点かお聞きします。 

 この工事等の予算については、当初にわかっていた工事と思うのですが、専決処分を含め、

工期が短くなる12月議会になぜ予算を計上することに至ったのか、お聞かせください。 

 次に、２点目として、今発注している建築本体工事の工期がたしか平成30年２月９日になっ

ていると思いますが、この補正の工事はその後の着手になると、今現在補正で申請しちゅう予

算が工事をするとしたら、この本体工事の２月９日が終わってからになると思うのですが、そ

のあたりをお聞かせください。備品や内装を考えた場合、この施設の４月のオープンは大丈夫

と考えているのでしょうか。工事の工期は約１カ月になります。これらの予算の発注時期と工

期についてどのように考えているのか、説明をお願いします。 

 次に、34ページの19節負担金補助及び交付金の58万4,000円についてお伺いします。 

 このような毎年計上されている必要な補助金は当初予算に計上されるべきものであると考え

ておりますが、ことしの予算にも当初に359万円が計上されており、年末の12月に補正をする

ということは、特別な行事やイベントが急に計画されたときではないでしょうか。なぜ年度末

が近づいたこの時期に補正をしなくてはならなくなったのか。単純に予算が不足したので、補

助金が必要になったとしか思えてなりません。補正をする理由についてお聞かせください。 

 それと、37ページ、９款５項３目の15節の工事請負費の１億1,240万6,000円についてお伺い

します。 

 この予算については、説明資料にもあるように、実施設計書の作成による増額と思うのです

が、これほど設計金額がふえるということは当初の計画が全くできていなかったとしか考えら

れません。この補正予算に対しての設計図書の確認はどのようにしているのでしょうか。総事

業費が５億6,000万円と多額になっています。この事業について、専門職や技術職員が携わっ

ているのでしょうか。当初計画からふえた内容と予定工期、そして補正予算が12月になった理

由をもう一度お聞かせください。以上です。 

○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） 亀井議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 補正予算書の33ページをお願いいたします。 

 ６款１項３目、観光費におけるむろと海の学校関連の工事費用等に係る予算計上について及

び工期などについてでございますが、まず15節工事請負費の中の一番上に記載しておりますむ

ろと海の学校外灯設置工事費につきましては、むろと海の学校敷地内での工事になりますの
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で、本体工事への支障がないように進捗を見ながら進めたいと考えておりまして、来年１月に

入札、発注をする予定でございますので、今回予算計上させていただいておるところでござい

ます。 

 次に、２つ目のむろと海の学校及び集落活動センター整備工事費につきましては、本体工事

に係る電気設備工事の変更でございまして、先ほど御説明をさせていただきましたとおり、工

事を進めていく中で対応する必要が出てまいりましたので、今回予算計上させていただいてお

ります。 

 また、３つ目の海の学校の進入路整備工事につきましては、市道からの進入路の整備を行っ

ているものでございまして、車道の部分につきましては当初設計時から勾配をつけるスロープ

のようにしておりましたけれども、駐車場としてアスファルト舗装するグラウンドの部分につ

きましては、現状のまま舗装することとしておりましたが、雨水などの排水を考慮したときに

は緩やかな勾配をつけていく必要があるという判断をしたため、今回、地盤をかさ上げするた

めなどの費用を計上させていただいているところでございます。 

 いずれにいたしましても、議員さん御指摘のとおり、工期が迫ってくる中での変更となって

おりますので、年度内に完成ができるかとの御指摘もいただいておるところでございますが、

今後も年度内の完成に向けて取り組んでまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 また、工事以外の関連する経費といたしまして、13節の看板設置委託料及び18節の備品購入

費につきましては、１月に発注を行い、年度内に完成あるいは納品をしていただく予定として

おります。 

 また、施設のオープンの予定につきましては、集落活動センターにつきましては４月を予定

しております。また、むろと海の学校につきましては、必要な魚類の確保や、またそれらの飼

育に適した環境を整えるための水質調整などに一定の期間が必要であると考えておりますの

で、５月ごろをめどとしているところでございます。 

 次に、34ページの19節負担金補助及び交付金についてでございますが、観光協会運営補助金

58万4,000円についてでございます。 

 内訳といたしましては、このうちの20万円は室戸岬の先端にあります園地・休憩所の管理を

観光協会に行っていただいておりまして、毎日の管理に係る費用として計上させていただいて

いるところでございます。 

 また、残りの38万4,000円につきましては、現在、観光協会では観光案内所とお土産物の販

売店の運営をパート職員が交代で行っております。年々増加している室戸岬における観光客へ

の案内業務を定休日なしで行っていただいておりまして、これらの業務に対しまして、来年１

月から３月までのパート職員の人件費の一部を補助するものでございますので、よろしくお願

いいたします。以上です。 
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○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） 亀井議員さんの御質疑にお答えをいたします。 

 予算書37ページの９款５項３目15節工事請負費の補正についてでありますが、この予算は、

議員さん御指摘のとおり、設計の完了によりまして工事金額が確定したことに伴う補正となっ

てございまして、当初予算計上時には概算としての予算を計上したものでございます。 

 補正の内容につきましては、先ほど議案説明資料の９ページで御説明をさせていただいた内

容でございますが、少し重なりますが、厨房機器の確定や建設面積や外構工事の確定、くい工

事などでございまして、あわせて諸経費のほう、消費税のほうが上がったということで、この

金額となっております。 

 御質疑をいただいております予定の工期についてですけれども、平成30年２月から工期を平

成31年３月までの13カ月間を見込んでおります。このため、この補正予算でも繰越明許費の補

正を予算書の19ページのほうでお願いをしているところでございます。 

 次に、12月の補正予算に至った理由についてでございますが、この事業につきましては、新

たに用地購入が伴いまして、用地購入のため、県との協議を行ってきました。この県の協議の

中で事業認定を行わなければなりませんので、事業認定の申請が本年11月に申請を受け付けて

いただける運びとなりまして、認定許可が12月下旬におりるというめどが立ったことから、工

事発注を見込みまして、設計した金額を今議会の補正予算としてお願いすることとなったもの

でございます。 

 最後になりますが、設計に係る技術職員のかかわりということでございますが、この事業に

つきましても、設計や管理は設計業者のほうに委託して行うものではございますが、建設土木

課等、技術職員の配置されている課の職員等と連携、また協力していただきながら対応してま

いりたいと考えているところでございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 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。 

 33ページの件ですけんど、これ工期が非常に短いこと、そして建築本体工事の変更等の専決

で決められた予算が増額していること、これを含めて工期の進捗を考えた場合、本当に年度内

に完成はできるのか。予算が消化できない場合は、工事予算はどうなるのか。施設のオープン

は４月ということでお聞きしておりますが、予定どおりを考えられているのか。これについて

もう一度説明をお願いします。 

 それともう一点、37ページの中部学校給食センターの件ですが、工事費金額の増額や工期は

答弁でありましたが、委託料の設計監理について、先ほど19ページ云々へ含まれちゅうという

ことですが、一緒に金額がふえたときにかっちり金額は決めちゅうがですか。そのあたり設計

委託、監理の設計がこの事業費でできるんかどうか、もう一度説明をお聞かせください。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。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２回目の御質疑にお答えいたしま

す。 

 工期が迫っておる中での工期内に完了するのか、年度内に完成するのかということでござい

ますが、専決分につきましては既に発注をしております。今回の12月補正で計上させていただ

いております部分につきましては、議決後に発注することになると思いますが、年度内の完成

を目指して取り組んでおりますので、よろしくお願いいたします。 

 もう一点、オープンの時期でございますけれども、先ほども御説明させていただきましたけ

れども、集落活動センターにつきましては予定どおり４月にオープンをする予定でございま

す。海の学校につきましては、先ほども申し上げましたが、水質調整などに時間がかかると考

えておりますので、５月をめどにオープンの予定を考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 工期につきましては、本体改修工事の工期は平成30年２月９日になっております。現在のと

ころ、工程表管理をする中で予定どおりいっておるんですけれども、今回また電気設備の変更

などが出ておりますので、工期については再度また現場で詰めていく必要があるとは思います

けれども、年度内には完成していくということで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） 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） 亀井議員さんの２回目の御質疑にお答えをいたし

ます。 

 まず、補正予算書の19ページで繰越明許費の補正として上げさせていただいておりますとこ

ろの９款教育費、これが５億6,959万1,000円でございます。そして、今回の補正によって、工

事の金額としては議案説明資料の９ページの中で予算額合計といたしまして５億6,240万

6,000円でございまして、この差額が御案内の設計監理に係る費用等となります。若干手数料

等の印紙代のほうが入っておりますけれども、その金額で設計委託を繰り越すという流れとな

ります。繰り越しをする金額と工事費の金額の差額として、この設計委託料、13節について

は、当初予算のほうで計上した金額で事業ができる見込みがありますので、このような形とし

て予算計上させていただいておりますので、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） 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。本議案について質疑を行います。 

 １点目として、予算書の32ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の

19節負担金補助及び交付金の中の高知東部看護専門学校（仮称）設立負担金385万8,000円につ

いてであります。これは、設立に係る今年度の負担金と説明がありました。この専門学校設立

については、ことし８月の議員説明会で担当課の課長から拠出金や負担金について次のような
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説明がありました。法人や個人からの拠出金目標額は１億1,000万円、うち5,000万円は確保し

たと、残りの5,000万円は医療機関、一般企業、住民から会費を集める、事業を主として行う

安芸市からは、拠出金目標額を達成できなくても市町村に新たな負担は求めないと説明を受け

ている。室戸市としてはその負担を求められた場合の資金をどう捻出するかについての協議が

必要だと。市長からも、各自治体の負担金だけではなく、事業開始後に赤字になった場合、そ

れに対して負担するかどうかはまだ決まっていないと説明がありました。開会日の市長による

行政報告の中で、市として運営赤字の補塡は困難としてきたがと説明がありましたが、その後

を、申しわけないですが、聞き漏らしてしまいました。再度確認させていただきます。 

 この看護学校設立に関しての疑問点が２つあります。１つは、学校設立するにおいて室戸市

は今回の385万円の負担だけで済むのか済まないのか。もう一つは、事業開始後に赤字になっ

た場合の負担金赤字補塡はしないということなのでしょうか。また、赤字が続けば、毎年赤字

補塡の財政的な支援を続けることになるのでしょうか。 

 まず、この学校設立事業に関する現状についてもう少し説明していただきたいと思います

が、その後、以上の点についてお答えください。 

 次に、２点目として、予算書の33ページの６款商工費、１項商工費、３目観光費の中の13節

委託料と15節工事請負費と18節備品購入費の中の３つの事業、むろと海の学校看板設置委託料

650万5,000円、むろと海の学校外灯設置工事費427万9,000円、むろと海の学校及び集落活動セ

ンター整備工事費500万円、むろと海の学校進入路整備工事費300万円とありますが、この中の

３つの事業、むろと海の学校と集落活動センターがこの改修工事に係る全ての事業になってお

りますが、この予算立てを見ますと、看板設置委託料は２つの事業に関係する看板設置費であ

ろうし、外灯設置工事費もそうであろうし、進入路整備事業費もそうであろうと考えます。説

明のときには、外灯設置工事費には「及び集落活動センター」というのはついてませんが、

「及び集落活動センター」と課長はつけ加えました。なぜこの３事業には「及び集落活動セン

ター」の名称が抜け落ちているのか。また、あえて外したのなら、なぜこの名称を外してある

のか。単なる名称のことですが、この理由をお聞きいたします。 

 次に、３点目として、19節負担金補助及び交付金について、前段の議員が質問しましたが、

私も同じような疑問を持ちましたので、お聞きします。 

 答弁として、この58万4,000円の増額は当初予算が359万円と別に増額したということです

が、これについて、38万4,000円は職員への人件費とかと言われたと思います。20万円は看板

の設置と言われたんじゃないでしょうかね。これですが、職員のもし人件費であるならば、当

初の補助金の範囲内で団体がやりくりすべきものではないかと思います。そして、看板の設置

ということは、看板かどうか微妙に聞き漏らしましたけど、もし看板だとすると、観光ジオパ

ーク推進課が修繕費で賄えばいいのではないかということから、この増額２つの38万4,000円

と20万円の支出について非常に疑問を持ちますので、もう一度、答弁も重複するかもわかりま
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せんけど、お答えいただきたいと思います。 

 次に、４点目として、７款土木費、３項河川海岸費、１目河川海岸費、19節、津波・高潮危

機管理対策緊急事業県営事業負担金160万円です。予算書には160万円とあります。でも、議案

資料を見ますと、起債の目的の公共事業等には150万円とありますし、予算書の歳入にも同様

に150万円とあります。この160万円と150万円の数値の違いはどの点でこのような数字が違う

のか、教えてください。 

 以上で私の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点目と３点目になると思いますが、まず２点目の６款１項３目13節の委託料のむろと海の

学校看板設置委託料、そして15節の工事請負費のむろと海の学校外灯設置工事費並びにむろと

海の学校進入路整備工事につきまして、名称の中に「及び集落活動センター」が入っていない

ではないかという御指摘をいただきましたけれども、これは議員さん御指摘のとおり、工事の

内容あるいは委託業務の内容といたしましては、海の学校及び集落活動センターに係る内容で

ございますので、そういった名称にしてもよかったかなと思いますけれども、名称のつけ方と

いたしましてはこのような名称をつけさせていただいているというところでございます。 

 それからもう一点の、３点目になりますが、次のページの19節負担金補助及び交付金に係り

ます観光協会運営補助金58万4,000円の内容ですけれども、先ほども御説明させていただきま

した20万円につきましては、室戸岬の先端部分にあります園地・休憩所の日々の管理をしてい

ただいておりますので、その管理費用ということでございまして、看板費用ではございません

ので、よろしくお願いいたします。 

 それから、人件費につきましては、38万4,000円がパート職員の人件費の一部を補助すると

いうことで御説明をさせていただきましたけれども、先ほど御説明させていただきましたとお

り、観光案内所の観光案内業務が定休日をなしでやっていただいておりまして、それらの１月

から３月までのパート職員の人件費の一部を補助させていただくということでございますの

で、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） 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。 

 予算書34ページの７款３項１目19節負担金補助及び交付金の津波・高潮危機管理対策緊急事

業県営事業負担金160万円についての起債の額が150万円になっているというところですけど

も、起債につきましては、事業費に対する充当率で10万円単位で起債を発行いたします。それ

で、今回のこの公共事業登載につきましては、２次分の申請ということで、既に１次で申請し

ている既決分の起債の額があります。そこと今回の分とを合わせて、端数調整等が出てきて、

その端数の関係で今回起債の充当につきましては150万円という額になっております。以上で
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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） 谷口議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 32ページの４款１項１目19節の高知東部看護専門学校（仮称）設立負担金385万8,000円の補

正についてでございます。 

 まず、高知東部看護専門学校の設立事業に関する現状についての御説明をということでござ

いましたが、市長の行政報告でも申し上げたところではございますが、高知県東部では看護師

不足を解消するため、また地元を愛する、地元に残っていただく看護師の育成、地域医療に貢

献できる人材の育成を目的といたしまして、安芸郡医師会の呼びかけにより、平成26年12月か

ら、県、安芸郡・香美郡・土佐長岡郡医師会や地元選出の県議会議員、安芸郡下の首長、県立

あき総合病院、安芸福祉保健所、安芸商工会議所などで構成する準備会において協議を重ね、

平成29年４月３日には、運営主体となる一般社団法人高知東部振興協議会を設立し、事務局と

いたしまして、８月に安芸市市民課内に安芸市看護学校推進室を設け、平成31年４月の開校に

向けて取り組みを進めているところでございます。 

 概要といたしまして、学校の設置場所は安芸市宝永町の旧大型共同作業場跡地であり、３年

制の看護養成学校で、１学年40名定員の総定員120名、男女共学で、受験資格は高校卒業以

上、年齢制限はなし、受験料は１人につき２万3,000円で、入学金は１人につき15万円、授業

料は１人89万円となっております。 

 まず、１点目の御質疑でありますが、高知東部看護専門学校設立負担金は平成29年度だけで

終わるのかということでございましたが、まず拠出金といたしましては、医療機関から１億

円、法人等から1,000万円の合わせて１億1,000万円を目標としておりまして、12月５日現在、

医療機関からは8,670万円を確保しており、残りにつきましても医療機関から集めることとし

ている、そして法人等からの1,000万円につきましては、医療機関からの拠出金が集まり次

第、３月末までに各法人のほうにお願いに回るということをお聞きしております。 

 また、市町村の負担金につきましては、平成31年４月に予定している開校までに係る施設整

備費等の費用に対し高知東部９市町村が負担をするものでありまして、平成29年度は1,636万

円、平成30年度は8,364万円の、合わせて１億円を見込んでいるところでございます。そのう

ち安芸市が２分の１の5,000万円を負担をし、残りの２分の１をその他の市町村が人口割、病

院割で負担をすることとしております。 

 室戸市の負担分といたしましては、平成29年度は今回の補正額で上げさせていただいており

ます。平成30年度が1,972万1,514円を当初予算に計上予定でございます。 

 次に、２点目の事業開始後の赤字補塡についてでございますが、本年10月20日の安芸広域議

会終了後、首長に対する安芸市からの説明でございますが、損益分岐点は在校生82人であり、

79人以下となると単年度で赤字となる見込みであると。赤字が出た場合には、医療機関と市町
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村で負担をしていただきたいと考えているというふうに御説明がありました。 

 このことにつきましては、運営費の負担につきましては、市長の行政報告では大変困難だと

申し上げております。このことにつきまして、また奨学金制度や現在の準備状況や県からの補

助金の申請状況等につきまして、今後、担当課長会において詳細協議を行うこととなっており

ます。今年度第１回目といたしましては、今月12月26日に開催をすることとなっております。

その中で、関係市町村等としっかり協議を重ねていき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） 谷口總一郎君の２回目の質疑を許可いたします。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。２回目の質疑を行います。 

 １点だけ、観光協会の58万4,000円の増額についてですが、そのうちの38万4,000円が観光協

会の職員の業務時間が増加したということだと思いますが、それを本市が新たに補助金を構え

て支援すべきなのかと私は思います。本来そういうのは団体が当初の359万円の補助金の中で

やりくりすべきではないかと思いますが、その点についてやりくりする必要はないと、本市が

このようなことに関しては支援しようということなのだと思いますが、その点についてもう一

度説明してください。 

 これで２回目の質疑を終わります。 

○議長（濱口太作君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 観光協会の負担金のあり方についてであります。私のほうからお答え

をさせていただきます。 

 観光協会の運営につきましては、議員さん御案内のとおりでありまして、私どもも当初査定

をして、この当初額をお示しをして、この額でやってくださいということは当初から申し上げ

てきたところでございます。今後においても、そのことをしっかり運営をしていただかなけれ

ばなりませんよという中で、今回園地・休憩所の分について管理をやっぱりやっていただかな

いといけません、やっていただいてますので、その分については20万円を。 

 そして、あとパートの賃金でありますが、もう土日を閉めるか、あるいはあけるかという問

題になってまいりまして、それはやはり入り込み客のこと、観光客のことを考えますと、我々

としてはやっぱりあけていただきたいと。そういう中で、パートさんの賃金が38万4,000円不

足をするということで、これはもう最小限度にしてくださいという話の中で今回補正をお願い

をいたしているところでございます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 谷口總一郎君の３回目の質疑を許可いたします。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。３回目の質疑を行います。 

 市長の答弁によりますと、当初予算のときにはそういうことも含めて、この予算で、補助金

でやってくださいよということで、パート職員の業務時間も土日あけない形の運営だとしてそ

の補助金をお渡ししたのだと思います。それで、土日もあけてもらわな困るということで増額



－142－ 

したのか。それとも、土日もあけてほしいということが、補助金額を決定するときに土日もあ

けた形っていうのがないことがわかっていて出すのかなと。本来市としては、土日もあけてほ

しいということで当初からお願いし、それやったらこのぐらいの補助金いただきたいというこ

とがあって、土日あけた形の補助金を出すのが本来の補助金額の決定だと私は思います。そし

て、土日あけるようにしてほしいから増額したということですけど、その点がもう一つ私には

疑問が残りますので、もう一度答弁をお願いします。 

 以上で私の質疑を終わります。 

○議長（濱口太作君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんの３回目の質疑にお答えいたします。 

 私どもとしましては、当初に１人と、あとパートさんでやりくりをしていただきたいという

中でお願いをしてます。土日をあけてくださいとか、やめてくださいとかという指示は行って

おりません。その中で、今までやってきたというのはあります。今回、土日もそうしてやって

いきたいのでということで、それを認め、人件費を補正をした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。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。本案について質疑を行います。 

 まず、予算書の28ページの一番最後の２款１項13目防災対策費ですが、その中の委託料

524万9,000円の災害時要支援者台帳システムの話ですが、これは災害時に動けない人なんかを

どういうふうに助けるかというようなシステムと思うがですが、どの時点でこういうシステム

の見直ししているのか。 

 それと、このシステム、幾らシステムをつくっても利用しなければ何もならんわけですけ

ど、どういうふうな利用方法というか、活用していくのかをお聞きをいたします。 

 次に、33ページの観光費の前段からいろいろ問題になってる海の学校の件ですが、先ほど課

長の答弁では、全体に集落活動センターがかかっていくよというような話でございましたけん

ど、この予算書の工事請負費の中にも500万円の集落活動センターの整備工事費が入っちゅう

と、これは全額起債で予算手当てをしちゅうわけですが、自分が思っていたのは、集落活動セ

ンターというのは県事業で県の補助があるというふうに認識をしておりましたが、県費が余

り、県補助が出てこんわけですね、この事業に対して。ということで、今回４月１日に集落活

動センターが開始されるわけですが、それまでの費用について、集落活動センターに係る部分

で幾らの県補助があったのか。この２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。西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 上山議員さんにお答えします。 

 システムの導入につきまして、当初、平成23年度に要援護者台帳のシステムを入れました。

それから、平成25年６月に、国におきまして、災害時にみずから避難することが困難となり得



－143－ 

る高齢者や障害者など、特に配慮を要する方々へ適切な避難支援策の見直しなどを柱とした災

害対策基本法の改正がありました。当初入れていたのは、その改正前のシステムであったの

と、今回入れるのはシステムだけじゃなしに、サーバーとか機械類も含めたものを、古くなっ

てますので入れかえるということで、今回は避難行動要支援者名簿をまず作成し、名簿情報提

供による意思の確認、外へ自主防災組織に名簿を出して、あなたはこういう状態ですので、支

援のときとか、訓練のとき、声がけしていただくというようなことで同意をいただくと、個人

情報を出していいのかどうかっていう同意をいただくというようなことで。次が同意をいただ

いた方に対しまして名簿情報を提供する、自主防災組織とか、消防分団さんとかには提供する

と。実際は発災、地震とか大規模災害が起こったときは、警察とかもそれぞれには提供はしま

すけれども、通常の訓練とか、そういった人それぞれにこういった支援が必要なっていうのは

ふだんの訓練も必要ですので、同意を得られた方については、ふだんからのそういった訓練な

んかも参加できるようにしていくっていうことで、それぞれの人ごとに、今度は地域と連携、

地域主体になってきますけれども、市も適宜協力しながら、それぞれの支援を要する人の個別

計画をつくっていくと。それから、先ほどから何回も言いますけど、そういった訓練を重ねて

いって、災害時の支援を実施していくと。ただ、それは同意いただいたので、必ずその支援を

受けれるというものではありませんけれども、そういった訓練を重ねることによって備えてい

くっていうことで活用していくことになっております。私からは以上です。 

○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。 

 このむろと海の学校及び集落活動センター整備事業の中で、集落活動センター事業に係る分

ということですけども、本体工事につきましては、海の学校と集落活動センターでの分けた事

業費っていうのは出てきておりません。本体工事に係る事業費につきましては、これまで総額

で言えば、27年度から29年度までで約５億5,500万円かかっております。これは、海の学校と

集落活動センター部分を合わせた事業費ということになっております。そのうち、県費につき

ましては4,570万円入っているという状況でございます。以上でございます。 

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

○２番（上山精雄君） ２番上山です。２回目の質疑を行います。 

 まず、台帳の話ですが、課長、そしたら今の段階ではどこかからの情報かなんかで、そうい

う支援が要る方を登録するようなシステムをつくるということですわね。 

 それから、実際に、例えばＡという人が地震のときによう動かん、支援が要るよというた場

合に、自主防災組織にそういう人がいますよと、その自主防災組織では、例えばその人を災害

時に連れて歩くとか、運んでいくとかというような支援をするような人をつくらないかんわけ

ですわね。それを今からやるという話ながですか。そういうような運びになるのかどうなの

か。それもいつごろそういう体制ができるのかをお聞きします。 
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 それから、集落活動センターの話ですが、要はその集落活動センターとして県事業の補助金

は入ってないということよね、今の話では。集落活動センターで、例えば椎名地区でピザを焼

くとか何とかかんとか、そのためにはこういう建物が要るよ、こういう設備が要るよ、人員が

要るよ、４月１日に開設するわけやけんど、その集落活動センターとしての県の補助金が幾ら

ここの事業で入っちゅうかというのを確認したわけですけんど、それをもう一度。 

○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） 上山議員さんにお答えします。 

 まず、台帳がいつごろできるのかというのと、あと支援する人をどういうふうにっていうこ

と、災害があったときに育てるのかというようなことだと思いますが、以前、平成23年度要援

護者台帳というのをつくったときの名簿もあります。それによって、自主防災組織とか地域で

訓練しゆうところもありますので、そういった訓練を重ねることによって、地域の人が、あん

た出てきいや、ついていっちゃらあというようなことが実際もう行われている地域もありま

す。全体的に今まだ個人情報を提供してもいいよっていう同意をいただいてなかった、これま

でいただいてない人に、再度今現在も送って同意をもらいゆう段階の方もいらっしゃいます。

それが整いましたら出せますが、それをみんな待ちよったら、いつまでたっても平成23年から

進まないような状況ですので、整ったところから地域ごとに同意をいただいた方の情報は提供

して、地域の民生委員さん、自主防災さん、あと分団さんとか、そういった方なんかに情報提

供して、避難訓練時には声がけをしていただくと。あと、どこで寝ゆうかとかいろいろ細かい

ところまでわかるシステムですけれども、本人がそこまで言わんとってとかというようなこと

らもありますので、その辺は聞き取り調査も交えながらやっていくので、いつごろっていうの

はもう個々のパターンによって違ってくると思います。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） 上山議員さんにお答えいたします。 

 集落活動センター事業に係る経費としまして、集落支援に係る人件費とか備品購入費、あと

東屋の設計工事に係る費用としまして、本年度予算では2,930万5,000円計上しております。そ

れに対して県費は２分の１で、1,446万9,000円が県費として入ってくる予定となっておりま

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10、議案第10号平成29年度室戸市介護保険事業特別会計

第３回補正予算についてを議題といたします。 
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 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55分 休憩 

            午後２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号平成29年度室戸市後期高齢者医療事業特

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。中屋市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時０分 休憩 

            午後２時２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。 

 健康管理のため、14時25分まで休憩いたします。 

            午後２時２分 休憩 

            午後２時22分 再開 

○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 次に、日程第12、議案第12号高知市及び室戸市におけるれんけいこう

ち広域都市圏形成に係る連携協約の締結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23分 休憩 

            午後２時30分 再開 



－146－ 

○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。 

 議案資料の10ページの一番下に国要綱の適用となる市町村、これ21市町村ですが、21市町村

には１市町村当たり特別交付税を上限1,500万円を支援するが、その適用外となる13市町村、

その右側ですね、その適用外となる13市町村には県より特別交付税相当額を支援すると記載さ

れております。これは、県は適用外の13市町村を支援する、その適用外の室戸市に対しても、

国要綱適用の21市町村と同額の1,500万円を支援するというふうに理解していいのでしょう

か、お聞きをいたします。この１点だけです。 

○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） 谷口議員さんの御質疑にお答えいたします。 

 議員さん御案内のとおり、国要綱の適用となる市町村については、１市町村当たり特別交付

税上限1,500万円が措置されますので、適用外となっております本市を含む市町村につきまし

ても、高知県がそれに見合う相当の額を支援していただけるということになります。同じ内容

ということになります。 

○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。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。２回目の質疑を行います。 

 ということは、これ同程度っていうのは、1,500万円と資料に記載してないということは

1,500万円ではないということになるんでしょうか。この点をお聞きいたします。 

○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） 谷口議員さんの２回目の御質疑にお答えいたします。 

 1,500万円を上限として、国適用外となる市町村についても県が支援をしていただけるとい

うことでございます。以上です。 

○議長（濱口太作君） ほかに質疑はございませんか。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第12号議案についてお聞きをいたします。 

 まず、1,500万円を費用というか原資にして事業をすると思うがですが、今４月１日から事

業が始まる、協定を結ぶということで、この別表ですわね、高知市と結ぶ別表について、室戸

市はどういうような内容を想定をしているのか、まず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。 

 今回の連携によります事業につきましては、平成30年度においては20事業実施をしていくと

いうことになっております。その中で、現時点で経費が予想されている事業としましては、防

災リーダー育成事業で防災士の資格取得費用補助ということで12万円、あと地場産品販路拡大
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推進事業ということで、これは高知市が主催、出展します見本市場について、高知市以外の事

業者も参加できるような事業になってきますけども、それに関する旅費として28万8,000円、

あと日曜市出店事業につきましては、出店時の電気代で２万4,000円、あとインバウンド観光

推進事業としまして、これは外国人観光客に対応するため、高知市中心市街地に常設の観光案

内所を設置いたします。そこの案内所に各市町村のパンフレットを置くということで、その多

言語パンフレット作成費や郵送費等で55万円の経費が見込まれているところでございます。以

上でございます。 

○議長（濱口太作君） 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。今課長が20事業ということでしたが、例えばせっ

かく高知市と連携を結ぶわけですので、メニューに入るのか入らないのかわからないところで

すが、例えば今室戸市が一番困っちゅうのは、さっきもいろいろ問題になっちゅう医師不足で

すわね。高知市には市民病院があるわけですので、例えば高知市とそういう連携をするとき

に、市民病院から医師の派遣とかというような想定というか話、考えはなかったのかどうか。

また、今言いました20事業の中にそういうもんが含まれているのかどうか。恐らく市民病院に

はそういういろいろ、高知市が運営しゆうわけですので、室戸市の場合、そういう医師の派遣

とか、例えば救急救命士のインターンというか勉強、そんなところの受け入れ病院とか、そう

いうような医療の部分についての協議なり要望なりは、室戸市としてしたのかどうなのかをお

聞きいたします。 

○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。 

 今回の連携によります各事業の計画につきましては、これまでも高知市、県、各市町村の担

当レベルでどういったことが可能かということで協議を進めてきた結果、今のところ、20事業

に具体的な事業名は上がっているところでございます。 

 なお、この中に、先ほど言われました医療関係の事業につきましては、今のところは災害時

の拠点となります新高知赤十字病院への支援が上がっているところでございますけども、議員

さんが先ほど言われましたそういう医療の問題ですね、地域の、そういったことも十分この連

携事業の中では取り組んでいける内容と思いますので、今後におきましては、この協議を進め

ていく中で提案等も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） 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13、議案第13号財産の取得についてを議題といたしま
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す。 

 執行部から補足説明を求めます。竹谷消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時39分 休憩 

            午後２時43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。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） 本案について質疑をいたします。 

 この用地取得についてですが、他の分団の面積と比べて非常に広い面積と思うが、これほど

の面積がなぜ必要なのか。例えば三津分団と比べると2.35倍になっております。この面積の差

について、どうしてこれほど広い面積が必要なのか。ヘリポートを考えているように説明があ

ったと思うのですが、この事業について面積に規制はないのですか、何ぼでも買えるというこ

となのでしょうか、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。竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 亀井議員さんの質疑にお答えいたします。 

 面積なんですが、お聞きのとおり、広いのは広いんですが、全て消防用地として緊急防災事

業債で購入することによって安く買えるということと、あとなるべく広ければ広いなりに、全

部の消防団が集まって操法大会の訓練なども活用できますので、その折には車などの車両も各

地へ置いて有効に使えるものと思っております。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。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。本議案について質疑いたします。 

 この取得用地の中の番地なんですが、地元で説明会を受けたとき、地元の人からしきりに言

われたのは、この搬入口の4620－３と4621－３、ここをもう少し幅を広げて購入してほしいと

いう要望があったかと思いますが、これは難しかったのでしょうか、その辺お伺いいたしま

す。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 堺議員さんの質疑にお答えいたします。 

 常会の人とかにお集まりいただきまして、地元の今後の小学校用地の跡地について、どのよ

うに使うか御説明させていただきました。そのときに、確かに道の幅ももう少し広がらないか

ということもお聞きしました。それにつきましては、前の旧道が大体幅員が６メーター、そし

て言われてた２つの番地の幅も大体６メーターとなることから、それぞれ多少これ以上広くし

ても旧道のほうが狭くなるような感じなので、また６メーターもあれば十分に車の行き来はで

きると自分らは理解しておりますので、現状のままで計画していきたいと思っております。以
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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14、議案第14号室戸市海洋生物飼育展示施設における指

定管理者の指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。 

            午後２時47分 休憩 

            午後２時53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号名誉市民の選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。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時53分 休憩 

            午後２時56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15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15号につきましては委員会付

託を省略することと決しました。 

 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〕 
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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。 

 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14号まで、以上14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、12月14日から12月21日まで８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、12月14日から12月21日まで８日間休

会することと決しました。 

 12月14日から12月21日まで８日間休会いたします。 

 12月22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２時59分 散会 

 


