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平成２８年５月第３回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  平成２８年５月２７日（金） 

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    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 久 保 八太雄 

４．欠席議員   

  ６番 濱 口 太 作    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  日 垣 龍 二 

  事務局次長兼班長  宮 脇   誠 

  議 事 班 主 事  千代岡 陽 子 

  議 事 班 主 事  池 田 諭 史 

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  山 本 康 二     企画財政課長  川 上 建 司 

  財産管理課長  黒 岩 道 宏     税 務 課 長  上 松 一 喜 

  市 民 課 長  萩 野 義 興     観光ジオパーク推進課長  久保田   浩 

  防災対策課長  西 村 城 人 

７．議事日程        

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議案第１号 室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

  日程第４ 議案第２号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部 

             を改正する条例の専決処分の承認について 

  日程第５ 議案第３号 室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承 

             認について 

  日程第６ 議案第４号 平成28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５号 平成27年度繰越明許岩戸地区津波避難タワー建築工事請負契約の 

             締結について 

８．本日の会議に付した事件 
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  日程第１より日程第７まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開会、開議 

○議長（久保八太雄君） おはようございます。 

 ただいまから平成28年５月第３回室戸市議会臨時会を開会いたします。 

 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。日垣議会事務局長。 

○議会事務局長（日垣龍二君） 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、欠席届２名、現在11名の出席でございます。 

 欠席議員は、林竹松議員、濱口太作議員、ともに通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（久保八太雄君） ここで皆様にお願いがございます。 

 本年４月に発生しました熊本地震でお亡くなりになられた多くの方々の御冥福をお祈りする

ため、黙祷をささげたいと思います。 

 御起立願います。 

            〔全員起立〕 

○議長（久保八太雄君） 黙祷お願いします。 

            〔黙  祷〕 

○議長（久保八太雄君） お直りください。 

 御着席お願いいたします。 

 ここで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） おはようございます。 

 平成28年５月第３回室戸市議会臨時会を開会するに当たり、議会運営委員会委員長報告を行

います。 

 本日、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会期及び日程等

について協議を行いました。 

 今期臨時会に提案されております案件は、付議事件５件、うち条例関係３件、予算関係１

件、その他１件となっております。 

 会期につきましては本日１日限りとし、議案審議においては委員会付託を省略することとい

たしました。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において小椋利廣君及び山本賢誓君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日１日限りといたしたいと

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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたし

ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市税条例等の一部を改正する条例

の専決処分の承認についてから日程第７、議案第５号平成27年度繰越明許岩戸地区津波避難タ

ワー建築工事請負契約の締結についてまで、以上５件を一括議題といたします。 

 ここで市長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 

 引き続き、専決処分等の報告並びに提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） おはようございます。 

 本日、平成28年５月第３回室戸市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方に

は、御多用の中、御出席をいただきましてありがとうございます。 

 それでは、１件行政報告をさせていただきます。 

 熊本地震に対する支援についてでございます。 

 本市といたしましては、地震発災後、世界ジオパークの取り組みをともに行っていただいて

おります阿蘇市さんに対しまして、深層水200ケースをお贈りをいたしております。また、今

回、義援金100万円を熊本県に贈ることについて補正予算をお願いをいたしているところでご

ざいます。また、熊本県益城町の災害支援を行う高知県災害応援隊の活動に対し、本市職員１

名を５日間派遣をいたしたところでございます。 

 いずれにいたしましても、今回の熊本地震によりまして亡くなられました方々の御冥福とと

もに、一日も早い復旧、復興を心から御祈念を申し上げる次第でございます。 

 次に、提案理由の説明に先立ちまして、専決処分について御報告を申し上げます。 

 まず、平成26年度から平成27年度に施工した室津地区津波避難タワー建築工事において発生

をいたしました隣接家屋の損傷に対する損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自

治法第180条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第２項の規定により別冊のと

おり報告をいたします。 

 次に、平成28年３月９日に室戸市浮津71番地の安芸土木事務所室戸事務所駐車場において発
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生をしました自動車損傷事故の損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第

180条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第２項の規定により別冊のとおり報

告いたします。 

 次に、今臨時会に提案いたします案件は、条例関係３件、予算関係１件、その他１件の計５

件であります。 

 以下、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、地方税法の一部を改正する法律等が平成28年３月31日に公布され、同年４月１日か

ら施行されることに伴い、室戸市税条例等の一部を改正する条例を地方自治法第179条第１項

の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するとともに、承認を求

めるものであります。 

 議案第２号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認について。 

 本案は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により改正された地方税

法の規定の適用について、経過措置の明確化を図るため、行政不服審査法の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決

処分しましたので、同条第３項の規定により報告するとともに、承認を求めるものでありま

す。 

 議案第３号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について。 

 本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成28年３月31日に公布され、同年４月１

日から施行されることに伴い、室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法

第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告するとと

もに、承認を求めるものであります。 

 議案第４号平成28年度室戸市一般会計第１回補正予算について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入は、財政調整積立基金繰入金を一般財源とし、特定財源の国庫支出金は事業に対する算

定基準により補正しております。 

 歳出の主なものは、地方創生加速化交付金事業に係る室戸ジオパーク推進協議会補助金

3,900万円、熊本地震災害義援金100万円の追加等であり、歳入歳出予算はそれぞれ4,022万円

を追加し、総額127億7,760万9,000円とするものであります。 

 議案第５号平成27年度繰越明許岩戸地区津波避難タワー建築工事請負契約の締結について。 

 本案は、岩戸地区津波避難タワー建築工事について、平成28年５月16日に総合評価方式によ

る指名競争入札を行った結果、評価値の最も高かった有限会社川村総合建設代表取締役川村五

介氏と工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に
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関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては関係課長から補足説明をいたさせま

すので、御審議のほどよろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 日程第３、議案第１号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決

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。上松税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時18分 休憩 

            午前10時23分 再開 

○議長（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、議案第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。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させていただきます。 

 資料の１ページの改正の概要の一番上です。 

 独立行政法人の統合により独立行政法人労働者健康安全機構が設立されたというふうになっ

ております。独立行政法人の統合、どういう独立行政法人が統合されて独立行政法人労働者健

康安全機構ができたのか、組織されたのかについて、１点目お聞きします。 

 ２点目として、その下４段目の津波防災地域づくりに関する法律とあります。この法律につ

いて余り詳しくないので、簡潔にこの法律を解説していただきたいと思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。上松税務課長。 

○税務課長（上松一喜君） 谷口議員の質疑に答弁いたします。 

 独立行政法人の統合でございますが、統合されたのは独立行政法人労働安全衛生総合研究所

及び独立行政法人労働者健康福祉機構でございます。両法人を統合し、独立行政法人労働者健

康安全機構が設立されました。 

 次に、２点目ですが、津波防災地域づくりに関する法律につきましては、津波浸水想定を踏

まえて、津波による人的被害を防止し、または軽減するために、都道府県知事または市町村が

管理する津波防災施設について指定するものでございます。 

 目的といたしまして、津波による災害を防止し、または軽減する効果が高く、将来にわたっ

て安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全を総合的に推進することによ
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り、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基

本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の

津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとなっておりま

す。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第１号議案について質問いたします。 

 まず、説明資料の固定資産税の一番下の附則10条の３の部分についてお伺いをいたします。 

 この熱損失防止改修住宅に係る固定資産の減額ということですが、具体的によね、例えば普

通の住居がそういう窓の工事したとか、壁の工事したというのはこれに適合するのか、例えば

こうこういうもんじゃないとそれは適用できんのか、もうちょっと具体的に説明をお願いいた

します。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。上松税務課長。 

○税務課長（上松一喜君） 熱損失防止改修住宅でございますが、熱改修工事につきまして

は、地球温暖化対策のための省エネ住宅のことでありまして、いわゆる省エネ改修、二重窓の

設置とか、耐熱壁の設置とか、そういう部分の改修に要した費用のことでございます。以上で

す。 

○議長（久保八太雄君） 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） 例えば普通の改修はだめよと、住宅の、例えば二重窓にしたら、そし

たら適用を受けるとかというのは何かわかりにくいがやけんど、その省エネ何とか法に例えば

こういうもんじゃというのは規定されちゅうわけですか。規定されとったらされとったで、そ

の部分に係るということながですが、そんなような規定がされているのかどうか。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。上松税務課長。 

○税務課長（上松一喜君） 規定があるかということでございますが、そういう規定はござい

ます。いわゆる熱損失防止改修ということで規定はされております。 

            （２番上山精雄君「こういう分じゃだめよという規定がされちゅ

う」と呼ぶ） 

○税務課長（上松一喜君）（続） そうです、はい。 

            （２番上山精雄君「わかりにくいんは、例えばこういう素材を使う

たらかかるとかなんか、そういう規定があるろうか」と呼ぶ） 

○税務課長（上松一喜君）（続） 窓の断熱改修工事、または窓と併せて、床、天井、壁のど

れかの断熱改修をしなければ対象とならないとされておりまして、省エネ基準につきまして

は、国土交通省から判断基準指針が示されております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（久保八太雄君） 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。 

 次に、日程第４、議案第２号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一

部を改正する条例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。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時31分 休憩 

            午前10時34分 再開 

○議長（久保八太雄君） 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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２号につきましては委員会

付託を省略いたします。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 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。 

 次に、日程第５、議案第３号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の

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。萩野市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時35分 休憩 

            午前10時39分 再開 

○議長（久保八太雄君） 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３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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３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〕 
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○議長（久保八太雄君） 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。 

 次に、日程第６、議案第４号平成28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。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時40分 休憩 

            午前10時52分 再開 

○議長（久保八太雄君） 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４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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４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。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。 

 補正予算書の６ページ、６款商工費、４目ジオパーク推進費の19節負担金補助及び交付金に

あります室戸ジオパーク推進協議会補助金3,900万円についてでございます。 

 ことし３月議会の当初予算で同協議会には地方債として2,510万円がありました。これは、

過疎地域自立促進特別事業から借金をしてということだと思います。そして、今臨時議会にお

いても補正予算に3,900万円がこのように計上されまして、資料によりますと、このうち

3,650万円が今の国の事業、地方創生加速化交付金100％ということで補助されるということで

すが、この補助金が妥当な金額かどうか、考えてみました。 

 これまで同協議会にどれほどの補助金が毎年支出されてきたのかを知る必要がありましたの

で、決算書を調べてみました。同協議会に補助金として支出され始めたのは平成22年からで、

同年が226万円、23年が800万円、24年が597万円、25年が635万円、26年が527万円でございま

した。だから、約600万円前後の補助金で推移してきたと思います。27年度決算はまだ示され

ておりませんが、27年３月議会、27年度の当初予算に2,400万円の補助金が支出され、これは

26年度までの４倍に当たります。そして、ことし28年３月議会の平成28年度当初予算には

2,510万円が提案され、同じ28年度の補助金増額分として今議会において3,900万円が提案され

たという流れでございます。だから、平成28年度のジオパーク協議会への補助金合計額は

2,510万円プラス3,900万円で、これで6,410万円になります。26年度までの平均600万円の補助

金と比較すれば約10倍ということになりますし、今年度中に再度またこの協議会への補助金が
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出ないとは言い切れません。 

 そこで、これは市長にお聞きをいたします。 

 27年当初予算の補助金2,510万円、今議会での3,900万円を考えますと、これから毎年補助金

がだんだんだんだん上がっていくんじゃないかと危惧しております。しかし、この団体に予算

を積み込む割には、観光地であるジオパークの拠点である室戸岬に目に見える効果を私は感じ

られておりません。 

 そこで、お聞きしますが、金額に相応して地質観光への効果は上がっているとお考えなのか

どうなのか、その点を市長にお伺いをいたします。 

 次に、資料５ページから、観光ジオパーク推進課長にお聞きをいたします。 

 詳細に少しずつ聞いていきますので、書きとめていただきたいと思います。 

 資料の５ページ、下の段の地方創生加速化交付金3,650万円の交付金というところから、右

の事業概要に出費の経費の項目が上がっております。課長が説明したところもありますが、重

複しないように注意しながらお聞きしていきます。 

 丸の１つ目の下、ＰＲビデオとポスター等の作成費用700万円ですか、これは何のビデオと

ポスターなのか、ポスターは何枚つくるのか、そしてビデオはつくったときにどこで放映する

のか、ポスターはどこに張るのかなんかをお聞きします。 

 ２つ目の展示会開催に係る経費ということで800万円上がっております。これは、説明で室

戸フェアというイベントで、会場はアンテナショップということですが、展示会の日数だけ教

えてください。 

 次に、ＣＭ作成の放映費ですか、放映費用1,200万円、このＣＭはどこのプロダクションに

頼むのか。放映するテレビ局などはまだ決まっていないのか。放映は決まっていないというこ

とですが、放映するテレビ局が決まっていたら教えてください。そしてまた、費用は1,200万

円全てではないと思いますんで、ＣＭ作成するのと、放送するのとはまた別の会社に頼むのだ

と思いますんで、ＣＭ制作料は何ぼ、テレビで放送する費用は何ぼ、放送日数等を教えてくだ

さい。 

 室戸のおきゃくの開催については、場所、日数、日時なんかは説明がありましたかね、ちょ

っと聞き漏らしましたんで、説明がなかったらこれを教えてください。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、室戸ジオパーク推進協議会の補助金の関係でありますが、数字は補助金だけのことを

言ってるのか、委託料を言ってるのかという問題があります。私たちは、補助金で出してる部

分もありますし、これまで委託料で出してる部分もありますので、それのさび分けをしっかり

考えていただきたいというのが１点です。金額をそれぞれしっかり私も今把握はいたしており
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ません。 

 ただ、効果があるかないかということについてお答えをいたします。 

 これまでいろんな取り組みをやってまいりました。当然ジオパークの取り組みを行ってきた

結果、世界ジオパーク認定もいただいておりますし、またその取り組みが現在ユネスコの正式

プログラムになったというようなことから、一層認知度は高まっていくというふうに考えてお

りますし、室戸世界ジオパークセンターの施設をオープンをして、現在までに10万人以上の方

が入館をしているというような点、それから平成26年度については観光入り込み客年間63万人

であったものが平成27年は73万人の観光交流人口が生まれているというようなことから考えま

すと、私は効果はあっていると、このジオパークの取り組みによって室戸は大きく効果を上げ

ているというふうに思っておりますし、いろんな方々から聞かれて、話の中に室戸ジオパーク

の取り組みによって室戸は本当に発展しているねえということをよそからも言われているとこ

ろでございます。 

 私としましては、とにかく最少の経費で最大の効果を上げたい。ですから、以前にも申し上

げておりますように、経費としてはとにかく国の補助金、交付金、県の補助金、そういうもの

をしっかり受け入れて、当市の持ち出しについては最小限にやっていきたいということで、今

回の加速化交付金の導入にしても、ほとんど事業は加速化交付金は国100％でありますから、

これの採択をぜひいただきたいと。ただ、３月に採択をいただきたいということで提案をいた

しましたが、それは不採択となった。しかし、今回もう一度採択をされるように申請をしてい

るというところでございますので、御理解をいただきたいと思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 久保田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 谷口議員さんにお答えします。 

 まず、ＰＲビデオ、ポスターの作成なんですけれども、どういったビデオ、ポスターをつく

るのかという点とポスターはどこに張るのかという御質問に対してですけれども、まずビデオ

については広く室戸をＰＲする、ただのＰＲという形にならずに、できればその中に産品も盛

り込みながらというような形を考えてます。 

 ポスターなんですけれども、ポスターの枚数ですけれども、それも各産品ごと、例えばキラ

坊スイカであったりとか、西山きんときだとか、いろんな産品ごとにその生産者及び環境、そ

ういったものを撮影していきたいなと考えてます。ですから、枚数、種類っていうのがちょっ

とかなりふえそうな感じでは考えております。 

 どこに張るのかっていうのは、その産品を販売していただける場所及びその展示会、まず先

に決まっているのがまるごと高知という東京の高知県のアンテナショップ、こちらには置かさ

せていただこうと考えております。 

 次に、展示会、室戸フェアの日数ですけれども、約１週間程度、今県のアンテナショップの

ほうにコーナーを設置させていただきたいという交渉はしております。 
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 次が、ＣＭ作成の1,200万円ですけれども、まず放映するテレビ局っていうのはまだ決まっ

ておりません。ことし高知県内のテレビ局にＣＭを流しておりますけれども、それで大体90本

で約90万円、15秒スポット放映するのにそれぐらい費用がかかります。軽く見積もりをとって

おるのが、関西のほうのネット局でいきますと１カ月で大体600万円とかそういったような費

用がかかってきますので、これからどこに放映するかというところも検討していきたいと思い

ます。 

 次に、おきゃくなんですけれども、おきゃくについても、このビデオとポスターをつくっ

て、そして売り先をどこにするかというのを決めてから、その開催地をそこで決めていきたい

なとは考えております。 

 それと、協議会の予算の関係なんですけれども、協議会については今年度かなり予算がふえ

ております。昨年度、観光協会に一部委託をしておりました部分を協議会にやっていただくと

いうことに変えましたので、その分がかなりふえてきている点と、もう一つがユネスコジオパ

ークに認定されたことによる負担金、これがかなり大きいです。あと旅費、そういったものが

2,400万円に膨らんだ理由であります。以上であります。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。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。 

 ６ページの６款１項４目のジオパーク推進費の９節旅費の22万円についてお伺いしますが、

この旅費については当初予算で同じ節に124万円が予算化されており、２カ月弱で臨時議会で

の予算計上となっております。まだ28年度は10カ月残っておりますが、この予算で足りるの

か、旅費の内訳、出張先、目的等について説明をお聞かせください。 

 次に、19節の負担金補助及び交付金の3,900万円についてお伺いします。 

 課長の説明や添付資料では専門的な事業や調査経費等が計上されており、当初予算を含む

と、先ほどの議員さんも言われましたが、6,417万円にもなります。職員が行う事務量、事業

量が多くなってくることから、この補助先となっている室戸ジオパーク推進協議会のスタッ

フ、職員がどれくらいいるのか、大変気になります。資料では専門職３名とパート３名とあり

ますが、多額の予算であり、全ての事務はどのようにしているのか、説明をお聞かせくださ

い。委託する事業も何件かあるように思われます。 

 それと、説明資料に商品開発やＰＲビデオ等の事業がありますが、完成検査というか内容等

のチェックはどこの誰が行うか、お聞かせください。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。久保田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 亀井議員さんにお答えします。 

 まず、９節の22万円の旅費でございますけれども、東京と大阪、これを考えております。 

 あと、当初予算にも124万円という旅費がございますが、ユネスコのジオパークに認定され

たことから、他地域との交流、連携というのが求められております。ですから、結構職員が他
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地域のジオパークに出ていかなければいけないということで予算を計上しております。22万円

につきましては、今回の3,900万円の補助金、交付金に必要な事業に対して職員が出張するた

めの分を計上しております。 

 次に、19節の負担金及び補助金なんですけども、協議会のスタッフにつきましては専門員３

名、パートが３名と、事務はどのようなことを行っているかということなんですけれども、ま

ず１つ目が観光ガイドの受け付け、これを協議会のスタッフが受けております。あとそれと、

体験型の観光のプログラムの作成、これは専門員が行っております。あと、昨日来市しました

教育旅行等、そういったメニューづくり、こういうものも専門員がやっております。事務とい

たしましては、ガイドの受け付け、そして資料の説明とか、そういったものを行っておりま

す。委託というのはやっておりません。 

 補助金の検査につきましては、年に１度の報告書をいただきましてチェックをしておりま

す。 

 別に地域おこし協力隊２名が今年度から入っております。 

○議長（久保八太雄君） 答弁漏れについて答弁を求めます。久保田観光ジオパーク推進課

長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） この3,900万円に対してですけれども、全て協

議会が行うのではなくて、協議会からまた民間のいわゆるそういうポスター制作とかビデオ制

作もそうですけれども、に発注をかけて行います。 

 事務については、ジオパーク推進課の職員と専門員も含めた協議会の職員と、両方で行いま

す。 

○議長（久保八太雄君） 亀井賢夫君の２回目の質疑を許可いたします。 

○３番（亀井賢夫君） 亀井。２回目の質疑を行います。 

 今の課長の答弁では、市の職員が事務をしているのなら、款項目に予算配分して賃金や委託

料に振り分けすべきと思うが、総額が合えば何に使ってもよいという予算にするために補助金

として出しているように思われます。国・県の検査はないのでしょうか、再度説明をお聞かせ

ください。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 まず、話が前後するかもしれませんが、国の検査は当然交付金でございますので、ありま

す。 

 それで、今回加速化交付金の採択要件のところで最も強く言われているのが官民協働でござ

います。そういったことで、今回推進協議会のほうで事業実施をしていただくものでございま

すが、御案内のとおりではございますが、ジオパーク推進協議会には大変多岐にわたる団体、

それと市民の皆様の会員で構成をされておることから、今回加速化交付金の事業としては最も
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ジオパークの推進協議会が事業主体としてはふさわしいのではないかというふうには考えてお

ります。 

 それとあと、推進協議会の事務をと、行政がということでありますが、当然実際事業実施に

ついては推進協議会の事務局でやるようにはなりますが、一定事務の関係の中でアドバイスと

か、そういったものについては職員のほうも協力はしていくといったことで進めていきたいと

いうふうに思ってますので、どうか御理解をお願いいたします。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。本案に関して質疑をさせていただきたいと思います。 

 まず、今回の事業費は１次は不採択ということで、２回目の申請をしているということで、

まだ採択されるかどうかは確定してないということですけれども、もし不採択になっても別の

資金を使って、基金を使ってやっていくという、強い意志のあらわれではないかと思います。 

 ただ、この事業はジオパークセンターが当然中心になってくるわけですけれども、ことしの

ゴールデンウイークの観光客の入り込み数が前年度の半分にも達していない。そして、そのセ

ンターの分は昨年たしか200万円とか300万円かけてＰＲビデオをつくりましたわね。そういっ

たものの効果が発揮をされていないというふうに思います。今回のこの事業の予算を見ても、

非常に委託関係に多額の費用を計上しているわけですけれども、そういった費用が無駄になっ

ていきはしないかというふうに非常に危惧をします。 

 具体的に言ってみますと、市長は先ほどの答弁で入館者はもう10万人を超えたと言いました

けれども、昨年度は室戸市へ73万人の観光客が来たと、その73万人がジオパーク関連施設へ行

ったのは10％、15％ぐらいですよ。だから、そういった意味からはＰＲ効果っていうものが今

までほとんど発揮されていない。また、大都市圏へ行ってそういったＰＲをしても、今後伸び

る可能性というのは非常に私は少ないというふうに思います。そういったことから、戦略を立

て直すというようなことも選択に入れなくてはならないというふうに思います。 

 例えばこの事業概要の中を見てみますと、室戸海洋深層水や土佐備長炭のさらなる成長とと

もにその他の生産物や加工品をかけ合わせた商品を開発する経費、これに500万円、こういっ

たものは観光ジオパーク推進課単独で取り組むよりは、せっかく本年度から課の再編もした産

業振興課、そういったところとタイアップしてやらないと、また絵に描いた餅になる、予算が

無駄になるというふうに私は思います。そういったことから、少しだけ具体的に聞いていきた

いと思いますけれども、この生産物や加工品をかけ合わせた商品を開発する経費、これって具

体的に例えば２次申請で採択されるには、そういったことの細かい取り組みというものが絶対

申請の中で必要になると思いますので、それはどういうふうなものを計画しているのか。それ

と、産業振興課との兼ね合わせ、そういったものにちょっと御答弁をお願いしたいと思いま

す。 

 それから、同じく事業概要の中で人口流出をとめたり、農林水産業の従事者の減少に対応す
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るということがありますけれども、これもそういったジオの商品開発をして、それをとめる手

だてとするということですけれども、これも産業振興課とタイアップして取り組むべきものだ

と私は思います。この件に関しても縦のつながり、横のつながりはどういうふうに今後やって

いくのかという、どういうふうにするのかということをお聞きしたいと思います。 

 それから、とにかくいつも言うようですけれども、こういったＣＭ作成とかＰＲビデオ、作

成業者との意思の疎通ができてなかったら、ええものはできません。去年のＰＲビデオなんか

もほとんどいいものができなくって、本当かどうかわからんですけれども、破棄をした、せざ

るを得ないような内容のビデオだったとかというようなうわさも聞きましたけれども、そうい

ったものを行政とそういう制作者との間で十分な意思の疎通が図れるのかと、そしてその単価

は非常に高いような部分もありますので、専門的な部分がありますので非常に高くはなる可能

性もありますけれども、せっかくつくったものが利用できないということであってはいけませ

んので、そこの打ち合わせは綿密に行うのかどうか、お聞きをします。 

 ひとまずそれで第１回目の質疑を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。久保田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 山本議員さんにお答えします。 

 産業振興課とのタイアップについてでありますけれども、当然産品を選定していく上にで

も、あと生産者に当たっていく上でも、うちの観光ジオパーク課単体ではちょっと厳しいと思

いますし、推進協議会でもそれほど詳しくはないと思いますので、産業振興課とのタイアップ

は必ず行っていく予定であります。 

 次に、ＣＭとかビデオとかの作成業者との綿密な打ち合わせというのは、これ十分必要だと

思います。今後、業者を選定していったりとかする上ではきっちりと進めていきたいと思って

ます。 

 あと、前年度つくったビデオ等について、まだちょっと活用が今できてない段階で、捨てて

はおりませんので。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君の２回目の質疑を許可いたします。 

○８番（山本賢誓君） ２回目の質疑を行います。 

 前年度つくったやつがまだ活用はできていないっていうことですけど、それ早う活用せんと

そのまま倉庫で眠るようになります、間違いなく。そういったことも含めて、ジオの宣伝とい

うものは非常に必要なことはわかりますけれども、最初に言ったようにゴールデンウイークの

ジオパークセンターへの入り込み客数が前年度47％ぐらい、そこらをどうしてこれだけ減った

かということの分析が要ると思います。それに関して分析をして、今後どうしていくかという

ことが先ほどの１回目の質疑につながってきますので、もう一度そこの点を御答弁願いたいと

思います、どのように分析したか。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。久保田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（久保田 浩君） 山本議員さんにお答えします。 

 ゴールデンウイークの入館者数の入り込み客数が減った理由というのは、まず２年目で減っ

たというものと、もう一つ大きな理由といたしましては、やはり熊本の地震です。熊本の地震

によって、高知県全体への入り込み客数がかなり減っております。四国に来るお客さんが大体

が関東とか東のほうに行くというのが今回見られたということは検討しております。 

 あと、今後なんですけれども、ＰＲをしていこうと。ゴールデンウイーク期間中は、センタ

ーではイベントを行わずにとろむで３日間イベントを行ったものですから、センターのほうは

薄くなってたというのは原因であるとは思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、私たちとしましても、１年目は本当に10万人を超える入館者数ということで大変喜ん

でいることを申し上げました。しかし、私どもとしても毎年毎年、当初１年目の入館者数にな

れば一番ええわけですが、２年目は減ってまいります。ですから、より対策をしていかないと

いけないという思いは私も議員さんと同じ思いであります。そして、あの展示内容、そしてま

た映像にしてもあれをいつまでも同じような状態でええとは思っておりません。それはぜひ見

直しをし、より効果の高いものにしていかなければならない、それは今後ともそうした取り組

みというのはぜひ努力をしていかないといけないというふうに思ってます。だから、経費を一

切かけるなというふうに言われますと、我々も動けないということになります。一定の経費は

かけらせていただかないといけないし、その経費は、前段でも申し上げましたようにとにかく

国・県、国の交付金というようなものをいただいてきて、それらを有効活用していきたいとい

う思いでございます。 

 そして、議員さんの御指摘の使われてないとかという部分については、当然それを使われな

いままで捨てる気持ちはありません。今後ともしっかりと有効に活用していきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君の３回目の質疑を許可いたします。 

○８番（山本賢誓君） ３回目の質疑をさせていただきます。 

 あの館がオープンしたときに、まず最初に訪れた第一印象が何だこれはと、余りにも中身の

貧弱さに担当の職員にも話したところ、その職員のほうもこれはねえっていうような意見があ

ったわけです。それから、そこへ行った人も、一回は行ってみるけれども、二度とは行きたく

ないと、そういう評判を変えていかなくてはならないということだろうと思います。それが十

分にできるために、いろいろ予算を組んで取り組んでいるわけですけれども、その組んだ予算

が現場を変えて、現場から発信できて、グレードアップしていくっていうことを常に確認をし

ていかないと、市長のよく言うＰＤＣＡサイクルです、それをちゃんと確認していかないと、

本当にほかに重要な事業がいっぱいありますけれども、ジオパークばっかりかよっていう声が
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市民から今本当に起きちゅうわけですよ。ジオパークに関して、羽根も吉良川も佐喜浜もそれ

だけ熱意があるかというたら、知らんと言う方が多いです。だから、ジオパーク関連の事業に

かかわる人は確かに熱意があって一生懸命やってくれてますけれども、それが全市的には広が

ってないということをはっきり室戸市のほうも認めておかないと、今後のこういう事業に補助

金、交付金がここへ流れても、本当に効果があらわれちゅうということを証明せんと市民は納

得しないということをもう一つ心に決めておいてもらいたいというふうに思います。そういっ

た直接現場の担当課長、久保田課長が事業の進捗を見守るわけですから、そこのところをもう

一つ成果を上げるという意気込みをひとつこの場で答弁をしていただきたいと。それは私らも

チェックしていかなきゃなりませんので、最後に課長の答弁をよろしくお願いします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。久保田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 山本議員さんにお答えします。 

 今年度、観光ジオパーク推進課とジオパーク推進協議会では、ジオばた会議という形で、各

地域、常会単体でもありますけれども、そういったのに入っていって、住民の方の意見を聞き

ながら、どういうふうに室戸世界ジオパークを進めていったらいいのかという会議を開催して

おります。 

 開催した内容を、できれば今度の室戸ジオパークの再審査に反映するようにはしていこうと

考えております。市民に対しても、ジオパークっていうのはどういうことかということは少し

ずつ説明とかはしておりますので、今後もっと、市民から効果がないとかと言われないように

頑張りたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。第４号議案について質疑を行います。 

 まず、説明資料の５ページですが、ＰＲというのは非常に大事ですので、しっかりやっても

らいたいと思うがですが、その中で課長が説明したように内容が人と環境とかというようなと

ころに重点を置いてやりたいということですが、市の創生計画の中でもダイビングステーショ

ンなんかも計画をされておりますので、自分はぜひその海の中ですわね、陸上だけじゃなし

に、そういうふうなのもこのビデオの中にぜひ入れていただきたいということがまず１点と。 

 展示開催とかアンテナショップの費用も相当額で予算化をされようとしゆうわけですけん

ど、こういう展示とかアンテナショップというのは時期が限られると思うがですね。それで、

持っていくもんというのも恐らく限定されると思うがですが、この事業の趣旨、要は仕事づく

りとか地域活性化につなげていこうとすれば、展示会とかアンテナショップなんかで室戸の産

品を予約注文ができる体制づくりといいますか、現場には持っていけなくても、来た方がパン

フレットなりそういうもんを見て、例えばこの時期にこういうもんがあるということで予約注

文ができるような体制づくりなのか、そういう仕組みづくりをつくらん限りですよね、この事

業趣旨になかなかそぐわんというか、地域の所得向上とか活性化にはつながっていかんと自分
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は思うがですが、そのあたりについて担当課長どうでしょう。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。久保田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 上山議員さんにお答えします。 

 展示会とかアンテナショップへの出展というのは時期が限られてきます。１週間とかそうい

った程度になると思います。その期間中に、できる限り後へつなげるようなお客さんを確保す

るというのを取り組んでいきたいと考えております。 

 先ほど言われました予約注文の関係ですけれども、そういったのも中で検討していきたいと

は考えておりますので、よろしくお願いします。 

 海の産品なんですけれども、一応海洋深層水関係をかなり広げていきたいと思ってます。 

            （発言する者あり） 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君）（続） そういったものを入れていきたいと思っ

てますので、よろしくお願いします。 

○議長（久保八太雄君） 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。 

 ６ページの６目商工費の中のジオパーク推進費3,922万円の補正についてお伺いいたしま

す。 

 これは、先ほど来、お話がありましたように推進協議会へ補助金として交付するという形な

んですが、推進協議会は確かに市長が会長で、あと会員っていうのは全て充て職で室戸市のさ

まざまな形で参加されていますし、職員は専門員３名と臨時職員という形で、果たして県が推

進する産業クラスターの事業が本当に推進協議会に任せていいのかというのが私はすごく心配

になります。多分この３名の専門員さんにすごく負担がかかるのではないかと思います。今そ

の３名の推進員さんというのは、ジオパークを推進するためにいろいろな形での学者さんとい

うかそういう形で入られている方で、自分たちの研究もしながら推進をしていかないかんとこ

ろに、こういう営業的なというか産業クラスターを任すというのは私はちょっと苛酷なのでは

ないかと。それやったら１年ごとの雇用である不安定な専門員さんたちの処遇をもう少し考え

てあげてはいかがかなと、そのように考えましたが、いかがでしょうか。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 御案内のとおり、室戸ジオパーク推進協議会の補助金として出すというふうに言いましたけ

れども、その専門職がこの3,900万円の業務を全てやっていくというのは、今までこれまでも

申し上げてまいりましたようにやらせていくつもりはありません。先ほど申し上げました方々

がいろんな持ち分で全体として進めていかなければならないというふうに思ってますし、また

協議会の中には全てが充て職というわけではありません。いろんな団体の長が入られてはおり

ますが、いろんな関係団体の方々に入っていただいてます。ですから、そうした関係団体にい
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ろんなお手伝いをしていただく、また一緒にやっていただくというようなことがこれから必要

になってまいりますので、そうした方々との連携協力というものも必要でございます。 

 専門職というのは、それぞれ一定地質であるとか、語学であるとかというものの専門性も高

めていただかないといけないし、先ほどジオパークのＰＲの話もありましたけれども、広報に

はずうっとＰＲを、ジオパークのことについてのＰＲを掲載をさせていただいておりますの

で、それらについてもぜひ僕は見ていただきたい。そのことによって、地域では広がっていっ

ているという認識も私はしているところでございます。 

 専門職の処遇につきましても、私はこれまで処遇改善にも努めてきております。よそのジオ

パーク推進協議会の専門職と比べてどうかとか、いろんな対比もさせていただいて、うちとし

てはということで決めさせていただいておりますし、以前は委託料でやっていた部分がありま

す。それは国のふるさと雇用であるとか緊急雇用というのを充てさせていただいて、専門職の

賃金を捻出をしてきたというようなこともありますので、委託料であったり補助金であったり

ということで、今回ある部分で補助金が上がってるというような指摘もいただいているところ

でありますが、いずれにしましてもジオパーク推進協議会の活動をしっかり進めていきたい

し、専門職の処遇であるとか、仕事であるとかというものもしっかり成果の上がるような形に

取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 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50分まで休憩いたしたいと存じます。 

            午前11時41分 休憩 

            午前11時51分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第７、議案第５号平成27年度繰越明許岩戸地区津波避難タワー建築工事請負契約の締結

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。黒岩財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時51分 休憩 

            午前11時56分 再開 

○議長（久保八太雄君） 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５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。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、議案第５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。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 議案第５号平成27年度繰越明許岩戸地区津波避難タワー建築工事請負

契約の締結について質疑をいたしたいと思います。 

 まず、これで入札状況、入札の評価値というものが出ておりますけれども、落札者の川村総

合建設が0.6210、それから第２位の山川工務店が0.6204、その差は0.0006点ということですけ

れども、これって金額に換算すると換算できるかと思いますが、どれぐらいのものなのか。 

 それから、室戸市の建築業者の方々とよく話をしますけれども、この総合評価方式の弊害っ

ていうものが非常に大きいと、いつまでたっても私たちは落札することはできない。例えば最

低価格があって、最低価格で札を入れたら、必ず総合評価方式で、工事によってどういうふう

なやり方をするかというようなことも提案もあろうと思いますけれども、負けるということで

室戸市みたいに建築業者が３業者、４業者しかないところでは、この総合評価方式っていうも

のをいつまでも続けるっていうことは一回検討しなくてはならないのではないかと思います

が、この件について、地元業者育成の観点からもちょっと弊害があると思いますが、執行部の

答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 山本議員にお答えします。 

 差額を金額化ということですが、計算があれですが、一応今計算したところで十四、五万円

の違いじゃないかということでおります。 

 あと、その総合評価方式につきましては、前の議会のほうでも答弁させていただきました

が、確かに価格以外の部分での評価ということが制度上あってきますので、最低制限価格の方

が落札できないというようなデメリットはあります。国のほうにおきまして、公共工事の品質

確保の促進に関する法律におきまして、価格競争が激化し、技術的能力が高くない業者が低価

格で実施することにより公共工事の品質低下を招くことを防止し、価格と品質で総合的にすぐ

れた調達を実現することを目的として総合評価方式が位置づけておりまして、現在も国・県の

ほうからこの方式をとるようにということで推奨されているところです。 

 うちのほうとしましても、地元業者さんからの声もありまして、制度の見直しを27年度で行

いまして、これまで建築工事も土木工事も2,500万円以上の工事を総合評価方式としておりま

したが、国の示す建設業法による重要な工事について総合評価方式にしようということで、今

年度から建築工事につきましては5,000万円以上ということで、金額を上げさせていただいて

おります。 

 ただ、この方式につきましては、先ほど申しましたように、国・県のほうからこの制度を導
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入しなさいということで指導といいますか、が来ていることは事実です。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君の２回目の質疑を許可いたします。 

○８番（山本賢誓君） ２回目の質疑を行います。 

 そういった方向で若干金額を引き上げたりして対応という部分がありますけれども、こうい

う状況でいったら、１社が室戸市発注の事業は独占するという形がほとんどそういうふうにな

っていく可能性が高い。そうすれば、昨年度、一昨年度からのように落札件数が多過ぎて事業

が延びていく、おくれる、全てがおくれていくというふうな状況が生まれることは目に見えて

おります。そういった中で、遅延金とかというものも発生するような状況でも、役所のほうが

理由をつけて工期を延長すれば、そういったものも発生はしなくなります。そういった工期内

に仕事を完成できないっていうことが必ず起きてきます。そういったものにも対応しなくては

ならないと思いますけれども、執行部の答弁を欲しいがですが、今回もいろいろ事業を落札し

ていって、工期を守れないというふうな状況が何件か生まれてきたときに、去年、27年度とか

26年度とかのようなことを、例えば火葬場の場合には通常では考えられない事故繰越と、そう

いった苦肉の策も取り入れて事業を終わらせたということがありますので、そういったことが

ないようにするにはどういうふうな手当てが考えられるのか、執行部の答弁をお聞きしたいと

思います。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） ２回目の質問にお答えいたします。 

 工期の管理につきましては、各課の監督職員におきまして適切な管理をしていただくという

ことで、契約の延長等につきましてはもう契約書で定めた範囲内でしかできないということに

なっておりますので、適切な管理をしていただきたいと……。 

            （「わからん」と呼ぶ者あり） 

○財産管理課長（黒岩道宏君）（続） 工期の管理につきましては、各所管課の監督職員と現

場と施工業者との間で打ち合わせ等を行いながら、適切な管理を行っていくようにしていくよ

うにしていただきたいと思っております。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君の３回目の質疑を許可いたします。 

○８番（山本賢誓君） この評価値の決定というのは、事前審査も含めてると思いますが、ど

のような方が、どのようなメンバーが決定しているのか、教えてください。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 評価値の算定につきましては、提出された書類をもとに、例

えばＣＯＲＩＮＳとかそういったところで確認をして、財産管理課のほうで採点をしておりま

す。評価項目の決定につきましては、国・県の動向を見まして、指名審査会等で検討の上、土

木事務所の所長さんであるとかの学識経験者の御意見を聞きまして、評価項目は定めるように

しております。以上です。 
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○議長（久保八太雄君） 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。 

 この工事については、指名競争入札ということですが、たしかこれ条例か規則で指名業者は

５社以上とするようになっていたと思うし、申し合わせ事項でもそうなっていたと思うのです

が、４社になっているのはなぜか。これＡランク業者がおらんきに４社ということになっちゅ

うのか、そうであればＢランクを上げるという考えはないか、できないか、お聞かせくださ

い。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 亀井議員さんにお答えします。 

 確かに契約規則の29条のほうでなるべく５社以上ということになっております。今回の場合

は、Ａランクに該当する業者が審査の結果、４社しかおりませんでしたので、指名審査委員会

のほうで検討した結果、工事の重要性であるとか金額も多いので、Ａランクの４社を指名して

行いました。 

            （３番亀井賢夫君「Ｂを上げるということはない」と呼ぶ） 

○財産管理課長（黒岩道宏君）（続） 下の直近下位まで上げれることはできますが、今回の

場合は工事の金額であるとか内容に鑑みて、もうＡランクの４社でいこう、なるべく５社以上

という規定ですので、５社なければならないということでないので、今回はＡランクの４社を

選定しました。 

○議長（久保八太雄君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 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。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第３、議案第１号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いてから日程第７、議案第５号平成27年度繰越明許岩戸地区津波避難タワー建築工事請負契約

の締結についてまで、以上５件を一括して行います。 

 まず、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） なしと認めます。 

 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） なしと認めます。 

 これをもって日程第３、議案第１号から日程第７、議案第５号まで、以上５件についての討

論を終結いたします。 
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 これより採決いたします。 

 議案第１号室戸市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり承認され

ました。 

 次に、議案第２号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正す

る条例の専決処分の承認についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり承認され

ました。 

 次に、議案第３号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

てを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり承認され

ました。 

 次に、議案第４号平成28年度室戸市一般会計第１回補正予算についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（久保八太雄君） 起立多数であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第５号平成27年度繰越明許岩戸地区津波避難タワー建築工事請負契約の締結につ

いてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（久保八太雄君） 起立全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決され

ました。 

 お諮りいたします。 

 本日議決されました諸案件について、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつ

きましては、会議規則第43条の規定により議長に委任されたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、その条項、字句、数字、その他整

理を要するものにつきましては議長に委任されました。 

 これをもちまして平成28年５月第３回室戸市議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後０時12分 閉会 

 

 上記は会議のてんまつを記載して相違ないことを証するため、地方自治法第123条第２項の
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