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  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（久保八太雄君） 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。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、遅刻届１名、現在12名の出席でございます。 

 遅刻議員は山本賢誓議員、10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（久保八太雄君） 日程第１、一般質問を行います。 

 ここで皆様に御報告をいたします。 

 林議員から、質問項目(8)の室戸市の指名業者について及び保育所高台移転施設整備事業費

補助金につきましては取り下げる旨の申し出がございましたので、御報告いたします。 

 順次質問を許可いたします。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） 12番林竹松。市民の負託により、今議会において一般質問を行いま

す。 

 質問に先立ち、せんだっての熊本地震によりお亡くなりになられた方々、そして被災された

方々に対し心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りをいたします。 

 それでは、質問に入ります。 

 (1)教育集会所と同和地区子弟の学力の向上措置についてお聞きをいたします。 

 同和地区住民は、差別と貧困によって安定した仕事につくことができず、子弟に十分な教育

を受けさすことができなかった歴史があります。そういった歴史を改善するためになくてはな

らない施設が、教育集会所であります。教育集会所は、同和対策特別措置法第１条の目的を達

成するため、地域住民の教育水準の向上と福祉の増進を図り、もって地域住民の社会的、文化

的向上及び同和問題の解決を図るために設置されたものであります。しかし、各地区の教育集

会所が閉鎖されてから久しいわけであります。同和地区子弟の学力を高めるために設置された

施設でありながら、その目的を果たさないまま目的を放棄しております。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １点目、このまま教育集会所事業を廃止するということは設置初期の目的を達成したと理解

しているのか。 

 ２点目、目的を達成したというなら、同和地区子弟の高校、大学への進学率、中途退学率、

そして就職率、これらが一般地区子弟と比較してどうなっているのか、お聞きをするものであ

ります。 
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 ３点目、同和対策事業の目的は一般地区との格差是正であります。格差が是正され、教育集

会所を閉鎖するというのであれば、部落差別はなくなったと考えているのか、お聞きをするも

のであります。 

 ４点目、本市の行政計画の最上位に位置づけされる室戸市総合振興計画では、人権教育の推

進として教育集会所利用促進事業を上げているが、閉鎖している教育集会所でどのような事業

を実施しているのか、お聞きをするものであります。また、今後どのように集会所を利用促進

するのか。 

 ５点目、これまで執行部は同和行政に取り組むと答弁してきたが、その場限りの答弁でしか

なかったと感じております。部落差別をなくするためにも、教育集会所は必要であります。同

和地区子弟の学力の向上のため、再開することが必要と考えるが、再開することは考えていな

いのか、市長、教育長の考えはどうか、お聞きをするものであります。 

 (2)高齢者の社会的孤立と貧困についてお聞きをいたします。 

 平成27年９月現在、65歳以上の高齢者人口は全国で3,384万人、総人口に占める割合は

26.7％となっております。昨年と比べると89万人、0.8％増と大きく増加しており、過去最高

であります。これは戦後生まれの団塊世代が65歳に達したためであります。急激な高齢化社会

の到来によりさまざまなひずみが生じ、介護サービスも受けられずに、入院もできない高齢者

がふえたと言われております。実際、全国で介護保険制度を利用している65歳以上の高齢者は

１割半程度であり、残り８割以上の中に貧困と孤立問題に苦しむ人たちがおります。貧困が孤

独を招くと言われており、貧困を加速させたのは平成12年の介護保険制度の導入だと考えられ

ております。高知県では団塊世代が後期高齢者になったときに厳しい時代がやってくると言わ

れております。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １点目、本市で65歳以上の高齢者は何名いるのか、また10年後はどうなるか予想しているの

か、お聞きをいたします。 

 ２点目、65歳以上の高齢者で介護保険料を納めている人、納めていない人は何名か。納めて

いない人はどういう事情で納められないのか。また、それに対して行政はどのように対応して

いるのか、適切な対応をとっているのか、お聞きをいたします。 

 ３点目、本市で戦後、昭和24年から26年にかけて生まれたいわゆる団塊世代は何名いるの

か。そのうち年金だけで生活している者は何名か。また、その年金額の平均はどのくらいか。 

 ４点目、本市の無年金者は何名いるのか。その人たちの生活はどのようになっているのか、

把握しているのか、お聞きをいたします。 

 ５点目、本市でひとり暮らしの高齢者は何名いるのか。また、高齢者の孤立死をなくすため

にどういった対策をとっているのか、お聞きをいたします。 

 ６点目、ひとり暮らしの高齢者対策について、今後予算を増額し、必要な事業、高齢者のニ
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ーズに応じたサービスを充実させる考えはないか、お聞きをするものであります。 

 次に、７点目、本市で生活保護受給基準を下回る収入で暮らしている高齢者は何名いるの

か。 

 ８点目、高齢者の社会的孤立度、貧困にどのような対策をとっているのか、お聞きをいたし

ます。 

 ９点目、平成18年４月１日に施行された高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律、いわゆる高齢者虐待防止法に基づきどのような対策をとっているのか、お聞き

をするものであります。 

 10点目、本市の行政計画の最上位に位置づけされる室戸市総合振興計画では、健康長寿のま

ちづくりの中で、健康で生きがいを持って暮らせる仕組みづくりとして、シルバー人材センタ

ー事業、また健康手帳交付事業を上げているが、高齢者の生きがい対策はこれだけなのか、お

聞きをするものであります。高齢者の生きがい対策について、どのような対策をとっているの

か、お聞きをいたします。 

 次に、防災対策についてお聞きをいたします。 

 菜生地区の防災対策についてお聞きをいたします。 

 近い将来必ず起きると言われております南海トラフ巨大地震に備え、本市もその対策に取り

組んでおりますが、取り組みがおくれているように思います。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １点目、平成27年９月の定例会において、菜生地区の避難タワーと消防屯所の高台移転につ

いて質問したところ、市長は避難タワーについては地元自主防災組織の皆様方と検討を加えて

まいりたいと考えておりますという答弁であったが、その後どのような検討がなされたのか、

避難タワーは建設するのかどうか、お聞きをするものであります。 

 ２点目、同じく消防屯所については消防団員の方々や地元の方々とともに引き続き協議、検

討を続けてまいりますという答弁であったが、その後どのような協議検討がされたのか、高台

移転はいつできるのか、お聞きをいたします。 

 次に、吉良川町西灘地区の防災対策についてお聞きをいたします。 

 西灘地区は、地区全体が津波浸水予想区域であります。木造家屋の半数が全壊すると予想さ

れております。また、背後地の西山台地には多くのため池があり、地震により決壊すれば、西

灘地区は土石流により大きな被害を受けると考えられております。さらに、避難行動がとれな

くなる深さ30センチの津波に地区全体が覆われるまでに20分から30分と予測されております。

南海トラフ地震が発生した場合に、最初の大きな揺れが５分程度続き、大きな揺れ、小さな揺

れが繰り返し20分から１時間程度続くと予測されております。市民は高齢者が多く、地震の揺

れの中、短時間で全員が避難することは到底困難であります。 

 そこで、お聞きをいたします。 



－68－ 

 １点目、西灘地区に災害時要介護者は何名いるのか。 

 ２点目、災害時に要介護者を介助できる人員は何名いるのか。 

 ３点目、避難行動がとれなくなるまでの間に市民全員が避難を完了することができると考え

ておるのか。避難できない人はどのくらいいるのか、お聞きをするものであります。 

 ４点目、市長は常々平成23年度に住民ワークショップを開催し、市民の意見をいただき、津

波対策の整備に取り組んでいると言っているが、23年以降、さらなる過疎化、高齢化、避難路

を塞ぐおそれのある空き家の増加など、状況は変化しております。避難タワーを目の当たりに

して、市民の意識も変わってきている、タワーが必要であります。市民から要望があれば、避

難タワー建設も考えなければならないと思うが、市長は避難計画どおりでよいと考えているの

か。 

 ５点目、避難方法は複数あったほうが助かる確率は格段に高くなると思うが、西灘地区は今

の避難場所だけでよいのか、お聞きをいたします。西灘地区への避難タワー建設が必要である

と考えるが、繰り返し市長の考えはどうなのか、お聞きをするものであります。 

 次に、山間部集落の防災対策についてお聞きをいたします。 

 本市の地形の特徴として、東西に長い海岸線を有していること、地震による津波に備えなけ

ればならないのは当然のことであります。一方で、平野部では旧５カ町村をそれぞれ縦断する

羽根川、西の川、東の川、室津川、佐喜浜川など河川沿いに集落が点在しております。上流域

の集落は、一たび地震が起きれば、山崩れによる道路の寸断、小川からの土石流などによって

主要国道への連絡道が絶たれ、孤立することが予測されております。家屋の倒壊や倒壊による

人的被害が起きるが、救援は到着せず、けが人を搬送することもできない状況が起こります。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １点目、人家に被害を及ぼすおそれのある土石流危険箇所及び崩壊のおそれのある急傾斜地

は市内に何カ所あるのか。また、寸断が予測される箇所は主要な指導で何カ所あるのか、お聞

きをいたします。 

 ２点目、孤立が予測される河川上流域の集落に防災ヘリコプターの離発着場を整備し、救援

物資の輸送、けが人の搬送に備えなければ、その地域の住民は生き延びられないと考えるが、

孤立地区への救援物資の輸送、けが人の搬送についてどのような対策を講じているのか、お聞

きをいたします。救援もなく、自分たちだけ生き延びようと考えているのか、あわせてお聞き

をいたします。 

 ３点目、市が作成した室戸市地域防災計画では、防災ヘリコプター離発着場の整備として複

数の選定、検討を行い、緊急時に備えるとしているが、どのような選定、検討を行ったのか。 

 ４点目、市民の命がかかったことであり、早急に各河川上流域の集落に防災ヘリコプターの

離発着場を整備するべきだと思うが、市長の考えはどうなのか、お聞きをいたします。 

 次に、漏電火災に対する対策についてお聞きをいたします。 



－69－ 

 平成27年９月定例会において、漏電火災にどのように取り組んでいるのかと質問したとこ

ろ、市長は先進地の事例も踏まえながら、出火防止対策や延焼防止対策など、地域住民の方々

や消防関係者の方々とともにワークショップ等を開催するなど、平成28年度中に室戸市地震火

災対策計画の策定に向けて取り組むと答弁しておりますが、その後、どのように取り組みがな

され、どのような対策が講じられたのか、お聞きをいたします。 

 次に、ため池防災対策について何点かお聞きをいたします。 

 本市は、農業用水の確保としてため池が57カ所あるが、これらの施設について、老朽化して

いる施設も数多く見られます。室戸市地域防災計画では、施設調査及び計画的な改修を実施

し、ため池の危険箇所対策を進めるとしております。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １点目、市内のため池について、危険箇所の調査は実施しているのか、その結果、対策が必

要なため池は何カ所あるのか。 

 ２点目、地域防災計画に基づきどのような改修が実施され、危険箇所対策が行われたのか、

お聞きをいたします。 

 ３点目、吉良川町西山台地には多くのため池があるが、多くが谷川沿いに位置しており、地

震により決壊すれば、下流にある西灘地区から船場地区までが土石流による被害を受ける。ど

のような対策を講じているのか、お聞きをいたします。 

 次に、観光遍路の呼び込みについてお聞きをいたします。 

 室戸を中心とした仏教美術展も成功裏に終わりました。関係者の皆様方には大変御苦労され

たと思います。心からねぎらい申し上げたいと思います。 

 さて、昨年４月、四国遍路が文化庁の日本遺産に認定をされました。このことは、室戸への

観光遍路をふやすチャンスであります。四国遍路は、国籍や宗教、宗派を超えて誰もがお遍路

さんとなり、供養や修行のため、救いや癒やしを求めて弘法大師の足跡をたどる自分と向き合

う心の旅であります。世界でも類を見ない巡礼文化であります。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １点目、室戸を中心とした仏教美術展について、その効果はどうであったのか。また、美術

展を次につなげる手だてをどうする考えなのか、お聞きをいたします。 

 ２点目、四国遍路を通じて日本全国、そして世界に室戸を売り込むチャンスにするために

は、この日本遺産認定とどう整合性を持たせるのか、お聞きをするものであります。そのため

には、どうしても拠点となる施設が必要であると考えるものであります。仮称ではあります

が、四国遍路会館によって多くの方に情報発信をし、本市の文化財や伝統文化を通じた地域の

活性化を図るものであります。本市には多くの文化財があります。そして、弘法大師が悟りを

開いたという歴史があります。これらを利用し、観光遍路をふやし、経済効果を上げることに

ついて市長の考えをお聞きします。また、建設資金としては、これは臆測でありますけども、
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地方創生事業を利用することは考えられないのか、お聞きをいたします。また、他の事業で取

り組むことができないのか、前向きに検討されたいのであります。また、室戸市の観光行政の

発展のためにも協力を求めるものであります。 

 引き続きお聞きをいたしますが、平成29年度は大政奉還が出されて150年、そして平成30年

が明治維新から150年という記念すべき年が迫ってきております。これについて室戸市はどの

ように検討され、どのようなイベントを開催するのか、お聞きをするものであります。 

 次に、補助団体への指導監督についてお聞きをいたします。 

 室戸市から補助を受けている団体について、室戸市の指導監督責任についてお聞きをいたし

ます。 

 １点目、室戸市から補助を受けている団体はどのくらいあるのか、各課ごとにお聞きをいた

します。また、それぞれ補助金交付の根拠となる要綱、規則は定めているのか、お聞きをいた

します。 

 ２点目、室戸市補助金交付規則第15条では、市長は必要を認めるときは書類を検査し、また

は補助事業等の執行状況について実地検査することができるとしているが、どのような検査を

行っているのか。 

 ３点目、室戸市は補助団体に対して指導監督をする責務があるが、どのような指導を行って

いるのか。補助団体が事業を実施する場合には、室戸市の要綱、規則に準じて実施するよう指

示しているのかどうか、お聞きをいたします。 

 ４点目、指導する場合、指針など、また規定、そういったものが作成されておるのか、必要

はないのかどうか、お聞きをいたします。 

 ５点目、職員が指導、指示する場合、補助団体とのやりとりの記録は残しているのか。残す

必要はないのか、お聞きをいたします。 

 次に、７点目、補助金は市民からの血税であるし、市民はどんな思いで税金を納めていると

思うのか。補助団体が指示に従わないときは補助金を交付しないという態度で臨まないと、市

民からの税金が無駄になりますが、市長、教育長の考えをお聞きをいたします。 

 補助金の支出については、いわゆる事業計画、自主財源、団体が持っている預貯金の残高証

明確認が必要でありますが、それらのことがきちっとやられているのかどうか、お聞きをいた

します。 

 そして、私の言いたいことは、補助金の見直しをせよということであります。基金を持って

いる団体、黒字の団体、また使途不明金が何百万円もあるという団体があるというふうに聞い

ておりますが、それらに対しての指導監督を厳しくしなくてはならないのであります。この件

について説明を求めるものであります。補助金は永久に支出するものではない、私はそう考え

ております。これらについてもあわせて説明を求めるものであります。 

 次に、公共施設の利活用についてお聞きをいたします。 
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 室戸市には多くの公共施設があります。十分活用されていない状況であります。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １点目、室戸マリン球場及び補助グラウンド、中央公園体育館、中央公園グラウンド、勤労

者体育館並びに相撲場、これらの施設の年間利用状況はどうなっているのか、利用率、市内利

用、市外利用についてお聞きをいたします。 

 ２点目、利用状況が低い施設について、どのような改善策を講じているのか、お聞きをいた

します。 

 ３点目、学生野球のキャンプ誘致、大学運動部の合宿誘致など、施設を活用しての交流人口

の拡大を図れば、室戸市への経済効果も期待できます。徳島県阿南市を参考にして、今後、室

戸市にスポーツ推進課を設置してはどうかと思いますが、市長の考えをお聞きをいたします。

また、国においてもスポーツ省というものも設置をして、国民のスポーツによる健康増進を図

っておる状況もありますので、ぜひこれらについてもあわせて説明と答弁を求めるものであり

ます。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

○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） 林議員さんにお答えをいたします。 

 まず、私に対する御質問ということでございます。私のお答えとともに、教育長または担当

課長からお答えをさせていただくことを御理解をいただきたいと存じます。 

 それではまず、１の(1)教育集会所についてでございます。 

 本市といたしましては、平成17年に組織体制を見直す中で、教育集会所事業を市民館事業に

統合し、人権啓発課を中心に他課との調整や生涯学習課との連携を行いながら、人権教育及び

人権啓発活動に取り組むこととして、その当時の指導員を市民館に異動していた経過があると

ころでございます。しかし、私といたしましては、教育集会所として設置されているものでご

ざいますので、地域住民の組織的な教育活動を助長するための教育集会所活動はぜひ行ってい

かなければならないという思いを持っているところでございます。したがいまして、現在、教

育集会所を廃止しているとは考えていないところでございます。 

 また、部落差別は解消されているというふうには思っておりません。まだまだ取り組んでい

かないといけない課題があると認識をするところでございます。 

 現在本市には９カ所の教育集会所がございます。２カ所は老朽化をしておりまして使用がで

きない状況でございます。また、７カ所の利用できる集会所につきましては、ぜひ今後とも改

修をし、活用をしていきたいと考えております。 

 また、現在の集会所の利用状況についてでございますが、３カ所の教育集会所では介護予防

の健康体操などの実施や１カ所の教育集会所では子供会、書道教室、ミニ運動会などに利用を

しているところでございます。しかし、この取り組みでは不十分だと考えております。今後に
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おきましては、子供から高齢者まで地域住民の教育活動を助長するため、子供会活動であると

か、補習学習、体育、レクリエーションなどの事業を実施していく必要があると思っておりま

す。 

 また、老朽化した２カ所の集会所につきましては、修理が大変困難な状況まで老朽化をして

おりますので、この件については、ここの教育集会所の地域につきましては市民館活動の中で

教育集会所の業務ができていかないのかという点について、今後ぜひ検討をさせていただきた

いと思っております。 

 また、これまでにも教育集会所でいろんな活動を地域として自主的にやることができないだ

ろうか、またそのことに対しては市としては経費については支援をしていきたいというような

お話も申し上げてきたところでございますけれども、なかなか事業としては提案がいただけて

いないところでございます。今後、教育集会所の利活用につきましては、利活用検討委員会を

地域で立ち上げていただきたいと思っておりますし、またその中で事業の実施などをしていた

だけないかというようなことについて、御意見もお聞きをしながら効果的な事業の推進に努め

てまいりたいと考えております。 

 また、貧困の連鎖を防止することを目的として、高等学校への進学を支援する学習支援教室

を市民館など３カ所で実施をいたしているところでございます。こうした学習支援教室の取り

組みにつきましても、箇所数をふやすなど、今後検討してまいります。 

 次に、(3)防災対策についての中の菜生消防屯所の高台移転についてでございます。 

 本市では、消防屯所の移転とともに、防災コミュニティセンターとしてあわせて整備を行っ

ているところでございます。菜生消防屯所の移転につきましても同様に考えておりまして、関

係者との協議を進めているところでございます。 

 また、以前、議員さんからお話のあった場所につきましては、これまで検討もしてきたとこ

ろでございますけれども、急傾斜地崩壊危険箇所に該当するということだけではなくて、津波

浸水域のために市道から高さ約９メートルの土地のかさ上げが必要となることや、進入路につ

きましても大変急な勾配になるというようなことから大変困難であるというふうに予想をして

いるところでございます。また、土地の広さにつきましても十分ではないと考えております。

しかしながら、前段でも申し上げましたように、当該施設は消防団員の活動拠点であるととも

に、また地域住民の安心・安全につながる施設でございますので、引き続き検討していく考え

でございます。 

 今後は、他の新たな場所を移転先とすることについてもぜひ提案をしていきたいというふう

に思っておりますし、消防分団の方や地域関係者の方々とともに適地について協議検討を進め

てまいります。それらのことがまとまり次第、計画に位置づけるとともに、財源対策などを検

討の上、整備に取り組みたいと考えております。 

 次に、(9)の１点目、室戸を中心とした仏教美術展についてでございます。 
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 本年２月21日から１カ月間、室戸を中心とした仏教美術展を開催し、四国霊場26番札所金剛

頂寺、室戸世界ジオパークセンター、安田町の北寺、馬路村の金林寺の４会場において、国の

重要文化財や県・市の指定文化財などの展示を行ったところでございます。その期間中の拝観

者数は延べ１万768人となっておりまして、多くの方々に室戸を中心とした文化財の魅力が発

信できたのではないかと考えております。 

 仏教美術展の開催に当たりましては、会場になっていただいた寺院や文化財を貸していただ

いた方々、また高知大学の先生など、多くの関係者の方々の御支援、御協力をいただいて開催

できたと思っております。大変感謝をいたしているところでございます。 

 今回の仏教美術展を開催することによりまして、新聞報道の投稿欄にもありましたように、

文化のお接待を受けることができたということや、地域の至宝たちとしてこの上もない大切な

もので地域の誇りであるというような趣旨のお声もいただいたところでございまして、大変う

れしく思っております。私たちの地域にはまだまだ多くの宝がございます。そしてまた、地域

の魅力を情報発信することが必要であります。今後におきましても、発表の機会を捉えますと

ともに、そのことを地域の活力につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の観光遍路などについてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、四国遍路が日本遺産に認定をされたところでございます。本市を

訪れるお遍路さんについては年々増加傾向にあり、特に外国人のお遍路さんの増加も見られる

ところでございます。本市は、四国霊場八十八カ所のうち３つの札所があり、遍路文化は貴重

な観光資源であると認識をいたしております。今後、これら遍路文化を生かした観光振興対策

を進めなければならないというふうに考えております。 

 次に、議員さんの言われます（仮称）四国遍路会館に対する支援ということでございます

が、具体的な内容につきましてはまだ十分お伺いをしていないところでございます。明確なお

答えはできませんけれども、国・県の補助事業の有無や観光拠点施設としての位置づけなどに

ついて検討が必要であると考えております。また、地方創生事業ではハード事業に充てること

は難しいというふうに言われているところでございますが、関係者の方々のお話をよくお伺い

の上、対処してまいりたいと考えております。 

 次に、志国高知幕末維新博についてでございます。 

 これは、高知県が平成29年３月から実施を計画している事業でございます。博覧会の内容と

いたしましては、各地域の歴史資源を磨き上げ、観光資源として活用するとともに、地域の食

や自然などと一体となった観光周遊コースづくりを行い、多くの誘客を図るというものでござ

います。 

 当市におきましては、県の事業をぜひ有効に活用したいと考えまして、今議会に予算計上を

させていただいておりますが、内容につきましては、現在のキラメッセ室戸鯨館展示資料は銃

殺捕鯨が行われていた近代捕鯨の資料が中心でございます。今回は江戸から幕末、そして近代
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へと室戸の捕鯨文化にストーリー性を持たせた展示計画を策定をし、展示資料のリニューアル

を行いたいということで計画を策定する予算を計上させていただいているところでございま

す。 

 また、室戸世界ジオパークセンターにつきましては、幕末維新博の地域会場の一つとして位

置づけをしていただきました。このことによって、オープン当時に整備できなかった展示資料

などを整備し、ジオパークセンターの展示内容につきましても充実を図ってまいりたいと考え

ております。そして、幕末維新博に合わせて、キラメッセ室戸鯨館や室戸世界ジオパークセン

ターなど市内の観光関連施設を回るスタンプラリーを行うなど、観光振興につなげてまいりた

いと考えております。 

 さらには、博覧会開催期間中にはジオパークセンターでの特別展や企画展を開催するととも

に、屋外でのイベントとして室戸の食、自然をテーマにした室戸らしいものを企画し、開催を

してまいりたいと考えております。 

 次に、(10)補助団体への指導についてでございます。 

 まず、補助金を交付している団体数でございますが、平成27年で申し上げますと、総務課が

２、企画財政課11、ジオパーク推進課１、市民課６、福祉事務所４、保健介護課８、農林水産

課16、商工観光深層水課10、建設課１、防災対策課29、学校保育課12、生涯学習課15の計

115となっております。また、補助事業ごとにそれぞれ補助金交付要綱を定めているところで

ございます。 

 次に、補助金交付規則第15条に基づく検査といたしましては、書類検査として領収書や請求

書等の関係書類と預金通帳との照合及び契約書や完成写真等の確認、また実地検査などの現場

確認を行う等、事業に応じて必要な検査を行うこととしているところでございます。また、補

助事業者に対しましては、補助事業が要綱等に定められた目的に沿って適正に実施されるよう

指導等を行っていくことが必要であると考えております。現在、指導する場合の指針というも

のは作成をいたしておりませんけれども、この点については県や他市の状況もお聞きする中で

参考にさせていただきたいというふうに思っております。 

 なお、指導、指示を行った場合には、それらをしっかりと記録をしていく、残していくこと

は必要であると考えております、そうしたことに努めてまいります。 

 また、市税は市の発展や福祉の充実等に役立っておりまして、市民の皆様方に苦労して納め

ていただいた貴重な自主財源でございます。したがいまして、大切に使っていかなければなら

ないということは御案内のとおりでございます。これまでにも補助団体が行っていることで問

題が発生した場合、いろいろな方々の苦情は市役所に寄せられることが多くございます。私ど

もとしましても、その対応に苦慮する場合がございます。団体の補助につきましては、以前か

ら慣例により一定額を補助するということだけではなくて、補助団体が実施する事業補助とし

ての位置づけを行うことやその成果や効果をしっかりと確認することが大事だというふうに思
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っております。今後とも、補助団体とはお互いに意見交換を行い、効果的な事業となるように

努めてまいります。 

 次に、(11)公共施設利活用についての中のスポーツ推進課の設置についてでございます。 

 私はこれまでスポーツ振興の取り組みといたしまして、地域住民を対象に、生涯にわたるス

ポーツ活動、文化活動を行える環境を整備し、スポーツ文化活動の振興を図り、青少年の健全

育成と地域住民の健康増進、活力あるまちづくりに寄与することを目的とし、平成21年度に総

合型スポーツクラブとしてＮＰＯ法人むろとスポーツクラブを設立をいただいているところで

ございます。そして、総合型スポーツクラブと市が連携をして、市民の体力づくりであると

か、スポーツ競技の技術力のアップに取り組んでいかなければならないと考えているところで

ございます。 

 しかし、これまでの取り組みといたしましては、スポーツ合宿の誘致なども含めまして連携

が十分にとれていないという思いでございます。スポーツ推進課の設置をしてはどうかという

提案でありますけれども、まずは十分でなかった生涯学習課と総合型スポーツクラブの連携の

強化を図るとともに、議員さん御案内のようにスポーツを生かした室戸の発展、スポーツの振

興に努めてまいりたいと考えております。 

 また、スポーツ合宿の誘致を進めるため、高知県観光コンベンション協会のスポーツ合宿助

成金を活用するとともに、市独自のスポーツ合宿助成事業につきましても新たに取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足答弁をいたさせますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 林議員さんにお答えいたします。 

 大きな１の２点目、進学率及び中途退学率、就職率についてでありますが、室戸市の中学校

５校の生徒の高等学校への進学率は、平成25年度は99.0％、26年度は95.0％、27年度は96.5％

となっており、進学者はほぼ全員が希望どおりの進学先に進んでおると捉えております。 

 一方、高等学校での中途退学率につきましては、室戸高校で申しますと、平成25年度は

1.2％で２名、26年度は0.6％で１名、27年度は1.3％で２名となっております。中途退学の理

由としましては、進路変更、学校生活・学業不適応となっております。特に学業不適応につき

ましては、義務教育段階で基礎学力をしっかりと定着させることが必要だと考えております。 

 なお、室戸高校の卒業生の動向としましては、大学、短大、専修学校などへの進学率は、平

成25年度では50.8％、26年度は60.0％、27年度は56.4％となっております。また、就職率は、

半数以上の生徒が進学しますので、平成25年度では42.9％、26年度では35.4％、27年度は

35.9％となっております。 

 なお、先ほどの質問にありました１の(1)教育集会所事業、１の(10)補助団体への指導監督
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につきましては、先ほどの市長の答弁と同じであります。以上です。 

            （12番林 竹松君「谷村教育長、退学率は」と呼ぶ） 

○教育長（谷村正昭君）（続） 中途退学率につきましては、先ほど申しました平成25年度は

1.2％で２名、平成26年度は0.6％で１名、平成27年度は1.3％で２名となっております。 

○議長（久保八太雄君） 武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 林議員さんに(2)高齢者の社会的孤立と貧困につきまして、

私のほうからお答えさせていただきます。 

 １点目の本市の65歳以上の高齢者の人数と10年後の予想でございますが、平成28年６月15日

現在で高齢者の人数は6,483人、高齢化率は45.2％となっております。また、平成26年度策定

の第６期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画におきまして、平成37年におけます高齢者人口

は5,678人、高齢化率は52％と推計をしております。 

 ２点目の介護保険料についてでございますが、65歳以上の方のうち、平成27年度現年課税分

で完納されている方は6,606人、未納のある方が187人となっております。この187人の方は、

普通徴収で納めていただいている方々でございます。普通徴収の方は、65歳到達の方や年金額

が年間18万円未満の方ですので、無年金や年金額が少ないという御事情の方が多数であるかと

考えております。 

 未納となった方の対応といたしましては、督促状、催告状の送付、電話催告、訪問、預金調

査などを行うとともに、納付が困難な方には分納の御相談もさせていただいております。介護

保険料の未納が原因で介護サービスを受けたときに一旦全額お支払いいただく償還払いなどに

なってしまうことを防ぐためにも、今後も未納者が生じないように取り組んでまいります。 

 次に、３点目の団塊世代の方の人数でございますが、平成28年４月１日現在の住民基本台帳

におきまして、昭和24年から26年生まれの方は1,062人となっております。また、そのうち、

年金のみで生活をしている方につきましては、完全には把握することが困難なところでござい

ますが、室戸市に課税権がある方の課税年金のデータから抽出をいたしましたところ、平成

28年６月１日現在で収入が年金のみの方が約34％の366人、平均年金収入額は年額で96万

4,220円となっているところでございます。 

 ４点目の本市の無年金者の人数につきましても、正確な数を把握することは困難なところで

すけれども、本市の介護保険のデータから65歳以上で年金収入もほかの所得もない方は190人

程度いると推計をいたしております。また、その方々の生活状況につきましても、御家族の被

扶養者であったり、貯蓄等によっているのではないかと推測をいたしております。 

 次に、５点目のひとり暮らしの高齢者数と孤立死をなくすための対策と８点目の社会的孤立

と貧困の対策については、関連がございますので、あわせて御答弁させていただきたいと思い

ます。 

 本市の単身世帯高齢者数は、平成28年６月15日時点の住民基本台帳データから抽出をいたし
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ました数値で、施設入所の方の人数も含まれておりますが、2,292人となっており、ひとり暮

らしの方は年々ふえてきている状況でございます。 

 高齢者の孤立死及び社会的孤立の対策につきましては、老人クラブや介護予防活動を通じた

閉じこもりの防止、またブロードバンドを利用したあんしん見守りサービスや買い物支援事業

など、市が行う生活支援サービスを通じた見守り、地域包括支援センター、民生児童委員、市

民館職員、室戸警察署などによる訪問活動を通じた孤立を防ぐための取り組みなども行われて

いるところでございます。また、高知新聞取り扱い販売所、土佐安芸農業協同組合、ヤクルト

販売所などとの地域見守り活動に関する協定書によりまして、日常の業務の中で異変を察知し

た場合に、連絡、通報していただくこととしているところでございます。 

 しかしながら、高齢者の孤立死と考えられるケースは全国的に見てもなくなっていないのが

現状でございます。今後とも、孤立死や社会的孤立をなくしていくために、行政と民間が連携

した取り組みが必要であると考えております。 

 貧困に対する対策といたしましては、経済的に困窮をしている方々への支援といたしまし

て、社会福祉協議会が行っております生活困窮者自立支援事業や生活福祉資金貸付制度がござ

います。また、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険などの制度におきましては、低

所得者への軽減措置や所得に応じた段階的保険料の設定、利用者負担が高額になった場合の高

額サービス費などの適用を行っているところでございます。低所得者の方々にはこうした相談

事業や軽減措置などの制度のほか、公的なセーフティーネットといたしまして生活保護制度が

設けられているところでございます。 

 次に、６点目のひとり暮らしの高齢者対策につきましては、ひとり暮らしの方は地域の方と

交流できる場所、集まれる場所が必要であると考えております。介護保険制度によるサービス

のほか、介護予防施策として、自主グループである元気クラブ、百歳体操、市民館ミニデイな

ど各地域での取り組みを進めておるところでございます。現在、元気クラブは市内19カ所、百

歳体操グループは20カ所ございますが、仲間と集い、交流ができる場所がさらにふえるよう努

めていきたいと考えております。 

 また、高齢者の生活支援サービスといたしまして、配食サービス、訪問理美容サービスな

ど、また中山間地域の方を対象としたタクシー利用助成による外出支援や買い物に行くことが

難しい市内全域の高齢者の方などを対象に買い物支援事業を平成25年度より開始したところで

ございまして、現在利用の拡大に努めているところでございます。また、介護保険事業の中で

新しい介護予防生活支援総合事業を開始することとなっており、地域の資源の洗い出しやニー

ズの調査を行い、不足している支援につきまして官民両面から高齢者の生活支援サービスの整

備に努めてまいります。 

 ７点目の生活保護受給基準を下回る収入で暮らしている高齢者数についてでございますが、

生活保護の基準が世帯や住居の状況により異なってまいりますので、正確な数の把握は難しい
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ところでございます。厚生労働省の国民生活基礎調査の平成26年度データを分析した立命館大

学の調査によりますと、全国の高齢者世帯の約25％が貧困状態であるというような発表もされ

ているところでございます。また、本市の平成27年度の介護保険のデータによりますと、年金

収入と合計所得の合計が80万円以下の方は約1,800人で、高齢者全体の約26％となっているこ

とから、本市におきましても同様の状況にあるのではないかと考えているところでございま

す。こういう方々に対しましては、先ほど申し上げましたように社会福祉協議会による生活困

窮者自立支援事業などの相談活動を通じて安心して生活を送っていただけるよう、制度の周知

に努めてまいります。 

 次に、９点目の高齢者虐待防止法に基づく対策についてでございますが、本市では高齢者虐

待防止早期発見マニュアルを策定し、地域包括支援センターと連携により虐待の防止、早期発

見を図るための取り組みを行っております。地域包括支援センターの権利擁護事業といたしま

して、相談窓口の設置、訪問、見守りを行っておりまして、必要に応じて法的専門機関とも連

携しながら支援を行っております。また、それ以外にも、地域包括支援センター、弁護士、司

法書士、介護支援専門員などによる東部四者会におきまして、虐待防止や発見についての事例

検討や情報交換を行っているところでございます。 

 市民の方々への周知といたしましては、社協だよりの中の包括支援センターだよりとして定

期的に高齢者虐待防止に関する記事を掲載しているところでございます。このような活動を通

じて、虐待が疑われる事案が発生した場合は、関係機関を招集して高齢者虐待に関するコアメ

ンバー会議を開き、援助方針、方法などを話し合い、対応を行っているところでございます。 

 次に、10点目の高齢者の生きがい対策についてでございます。 

 本市における高齢者の生きがいづくりといたしましては、シルバー人材センターへの支援の

ほか、百歳体操、元気クラブの介護予防活動、地域住民の交流の場としてのあったかふれあい

センター、公民館での世代間交流事業、市民館、ミニデイなどがございます。また、老人クラ

ブなどの活動を支援することにより社会貢献活動による生きがいづくりにつなげていけるよう

取り組んでおります。高齢になっても一人一人がこれまで培ってきた知識や技術、趣味などを

生かし、地域社会の中で活躍の場を持つことが生きがいにつながるものと考えておりますの

で、今後とも地域での交流の場を確保するとともに、高齢者の活躍の場を市内各地域に広げて

いけるよう、関係各課とも連携しながら取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 林議員さんにお答えします。 

 まず、大きな１点目の(3)菜生地区津波避難タワーの件についてでありますが、本市では、

これまでに羽根町戎町、室津、室戸岬町中町地区の３基の津波避難タワーが完成しており、ま

た現在、羽根町坂本、元岩戸、佐喜浜町浦地区の３基について工事を発注しているところでご

ざいます。さらに、吉良川西町、浮津、元、脇地の３地区について、用地取得等に向けての作
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業を進めているところでございます。 

            （12番林 竹松君「課長、そんなことは聞いてないから、菜生に限

って質問しゆうわけやから、限って答弁してください」と呼ぶ） 

○防災対策課長（西村城人君）（続） 失礼しました。御質問の菜生地区避難タワーにつきま

しては、先日、地元地域において津波避難計画を見直す話し合いを行いました。その中で、地

元の皆さんから避難タワー設置の必要性について確認したところであり、また当日、菜生保育

所からも同様に設置について要望をいただいたところであります。このような経過を踏まえ、

今後候補地選定に向けた地元協議や国・県補助金等財源の確保などが必要となってまいります

ので、それらについて取り組みを進めていきたいと考えています。 

 次に、(4)吉良川町西灘地区の防災対策についてでありますが、まず１点目の吉良川町西灘

地区の避難時要支援者につきましては、地域防災計画に示されている該当者としましては約

70名であります。 

 次に、２点目の介助者についてでありますが、20歳から59歳までの方々が共助として介助す

ると仮定すれば、介助者は約110名となります。 

 ３点目、災害時の避難につきましては、要支援者一人一人に実際に避難時に支援していただ

く方や避難経路などを示した個別計画を作成することとしておりますので、それに基づき、自

主防災組織や消防団、また地域の団体や個人が協力し合い、全員が避難できるよう訓練等の実

施に努めてまいります。 

 次に、４点目と５点目につきましては、それぞれ関連がございますので、あわせてお答えい

たします。 

 社会環境の変化や過疎、高齢化の進展などにより避難計画についても環境の変化に即した変

更は必要であると考えます。また、議員御指摘のとおり、避難方法は複数あったほうが住民の

皆さんの安心感なども高まります。西灘地区につきましては、予想浸水深が２メートルから３

メートルが大部分でありますので、このたびの吉良川市民館大規模改修耐震補強工事に合わ

せ、外づけ階段を整備し、屋上に緊急避難できることとしております。津波避難タワーにつき

ましては、西灘地区は平成26年度、県が作成しました地域津波避難計画点検業務の避難困難地

域チェックにおきましても避難可能範囲内にありますので、前段にも申し上げましたが、要支

援者についての個別計画に基づいた避難ができるように努めてまいります。 

 また、先般の熊本地震を見ましても、住宅の耐震化の重要性が再認識されたところでありま

す。しかしながら、本市におきましては住宅の耐震化が余り進んでいないのが実情でありま

す。このため、住宅の耐震化に関する補助制度について、本年度より新たに耐震設計は補助限

度額を20万円から30万円に、耐震工事は90万円から130万円に引き上げを行いました。また、

これまでには家具転倒を防止する支援事業の対象に金具代等を含めることや、対象が高齢者や

障害者世帯に限られていたことなどを廃止し、より利用しやすいよう見直しを行ってきたとこ
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ろであります。これらの補助制度のさらなる周知に努め、揺れによる被害を最小限にとどめる

取り組みを進めてまいります。 

 次に、(5)山間部集落の防災対策についてでありますが、まず１点目の本市における土石流

の危険箇所につきましては114カ所、急傾斜地崩壊危険箇所は207カ所となっております。さら

に、寸断が予想される主要な市道といたしましては、６路線で９カ所となっております。これ

らの対策につきましては、土石流や急傾斜地崩壊危険箇所については県営工事で、また市道に

ついては社会資本整備交付金事業を活用した落石対策やのり面保護工の整備などを検討してい

るところでございます。 

 次に、２点目から４点目につきましては、関連がございますので、あわせてお答えさせてい

ただきます。 

 災害発生時には道路の寸断や交通機関の混乱等が想定され、救援物資の輸送やけが人の搬送

などについて陸海空、あらゆる手段を考慮した緊急輸送路の確立が重要となってまいります。

御質問のヘリポートにつきましては、市内河川上流域の６カ所について離発着に適しているか

どうかなどについて、県に調査及び確認を依頼しているところであります。その結果を踏ま

え、候補地の選定や整備方法などについて、地域の皆さんや関係機関とともに検討し、財源対

策を含め取り組んでまいります。 

 次に、(6)漏電火災に対する対策についてでありますが、現在室戸市地震火災対策計画の策

定に向け、県に対し策定経費について補助申請を行っているところであります。補助決定をい

ただきましたら、アンケートやワークショップなどを行い、地震火災対策計画を策定していく

中で、感電ブレーカーの設置など漏電火災に対する取り組みを進めてまいります。以上でござ

います。 

○議長（久保八太雄君） ここで健康管理のため11時25分まで休憩いたします。 

            午前11時11分 休憩 

            午前11時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。 

 執行部の答弁を求めます。岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 林議員さんに大きな１の(7)ため池の防災対策についてお答

えします。 

 当市には、議員さんの御案内のとおり、ため池が平成28年３月末で57カ所あり、このうち市

が所有するため池が８カ所、個人所有や共有のため池が49カ所となっております。これらのた

め池の多くが谷をせきとめた谷池で、西山地区では同じ谷に複数連なったため池がございま

す。そのため、豪雨や地震などの災害で決壊するようなことになれば、下流域は大きな被害に

つながるおそれがあります。 

 御質問の１点目のため池の調査についてでございますが、平成22年度に県において貯水量
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1,000立方メートル以上、堤高２メートル以上の比較的規模の大きなため池について調査が行

われ、高知県農業用ため池防災カルテが作成されております。この調査対象となった本市のた

め池は51カ所で、調査の結果、危険度の高いと想定された池が６カ所、危険度が比較的低いと

された池が45カ所となっております。そして、これらのため池につきましては、県のため池防

災点検の手引に基づき、毎年６月ごろ、ため池管理者に防災点検を依頼し、堤体の草刈りを行

った後、漏水や堤体のクラックなどの点検調査を行っていただいております。この点検結果に

基づきまして、市のほうでも現地で確認し、県に報告を行っているところでございます。 

 次に、２点目のため池の改修についてでございますが、ため池改修計画につきましては、先

ほど申し上げました調査結果を踏まえ、県営事業により計画的に整備を行っており、平成10年

から平成23年度までに県営事業で７池が整備されております。その後、平成24年度から西山１

期工事として中尾上池、悪坂池、長野２号池の３池の整備を行い、平成27年度には中尾上池が

完成しております。そして、26年度より西山２期工事として新畑２号池、黒茂谷池、甚太ヶ鼻

池の３池について事業着手をしていただいているところであります。ほかの地区につきまして

も、室戸地区で下の谷池、妙見山池、滝本池、浅田池の４池を新規事業採択に向けて現在準備

を進めているところでございます。このほか、市のほうでも、漏水対策や堤体補強など部分改

修については県の補助制度を活用し随時整備を行っているところであります。 

 ３点目の西山台地のため池の下流域における被害対策についてでございますが、まず地域住

民への周知といたしまして、高知県が平成23年度に作成したため池が決壊した場合の浸水予想

範囲を示したため池簡易ハザードマップを市内に全戸配布するとともに、出張所や市民館など

各出先機関に配置しているほか、地域防災計画の策定の際には住民とのワークショップにおい

て避難経路や避難地をため池による浸水予想範囲外とするなどの対策を行ってきたところでご

ざいます。今後におきましても、高知県に対しため池改修計画に基づいた早期整備を引き続き

要請していくとともに、市といたしましても県の補助制度等を活用したため池の部分改修を行

い、ため池の決壊などによる被害の防止に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 和田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（和田庫治君） 林議員さんに(11)公共施設の利活用についてお答えいたしま

す。 

 御質問の１点目、各施設の平成27年度の利用状況といたしましては、室戸マリン球場、利用

者数１万2,403人、利用率34.5％、補助グラウンド、利用者5,832人、利用率35.6％、中央公園

体育館、利用者4,842人、利用率55.9％、中央公園グラウンド、利用者数1,328人、利用率

8.8％、中央公園相撲場、利用者数1,365人、利用率31.0％、勤労者体育館、利用者数１万

8,845人、利用率94.2％となっております。 

 なお、これらの利用者数及び利用率には観客数は含まれておりません。 

 市内、市外の割合につきましては、統計データとしてはとっておりませんが、利用申請書か
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ら見ますと、約８割が市内利用で約２割が市外利用になっております。 

 次に、２点目でありますが、比較的利用率が低かった室戸市中央公園グラウンドにつきまし

ては、グラウンド道路側の防球ネットの設置やナイター設備の整備を行い、現在室戸高校女子

硬式野球部が練習して使用していただくなど、以前と比較すると利用率は向上しているものと

認識しております。今後、学生野球等のスポーツ合宿の誘致を進める上で、室戸マリン球場や

隣接する補助グラウンドだけでは不十分になることが予想されますので、中央公園グラウンド

沖側の防球ネットの設置に向けて補助制度について調査を行うなど、その対策に努めてまいり

ます。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 林竹松君の２回目の質問を許可いたします。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） ２回目の質問をいたします。 

 それぞれ的確な答弁はいただいたように思いますけども、１回目の質問と重なり合う点があ

ろうかと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

 まず、防災対策についてでありますが、市長も答弁をしていただきました。それぞれ菜生地

区、吉良川地区の問題にしても答弁がありましたけれども、他の方法で、他の地域への避難場

所といいますか、避難タワー、消防屯所、そういったものは検討されていきますということで

ございますので、その辺のところをもう一度具体的にいつごろその検討をされて実施計画に移

れるのか、ひとつ答弁をしていただきたいと思います。 

 それと次に、この吉良川にしても、菜生にしても、消防屯所とか避難タワー、そういったこ

とが建設が不可能と言われておる基準はある程度示されましたけども、やはり民間の方の意識

として、どうしても近くへそういった避難タワーなりを建設をしていただきたいというような

要望がありますので、ぜひそれらもあわせて検討していただきたいと思います。 

 それと、防災対策の中で、吉良川西灘地区の私は防災対策についてもお聞きいたしました

が、説明の中では吉良川の市民館が改修されますので、そこのところを避難場所にしたいとい

うような話もありました。確かに吉良川市民館は改修されていきますが、その場所でよろし

い、１カ所だけでいいのかというような考えもします。ぜひ避難タワーの建設をあわせて東の

ほうなりに建設ができるようなことにならないのか、ひとつ法的なことも示しまして、例えば

距離が間が何キロなけりゃいかんとかというようなことがありますけども、あわせて説明を求

めておきたいと思います。 

 それと、西灘地区の問題について、もう一点は現在確かに避難場所とか避難路は整備をされ

ているように思います。けれども、避難路へ行くまでの道がないわけですね、道が。その道の

確保をどうするのかということを今後の計画、対策についてひとつ説明を求めておきたいと思

います。 

 それと、後先になりますけども、高齢者の関係でありますが、今説明も受けました。老後の

破産がふえているというときに、やはり今課長のほうからも丁寧な説明がありましたけれど
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も、高齢者の方が認知症になられておる方が多くなっております。そういった人たちへの対

策、いろんな整備をする中で団体もつくり、そこで取り組んでいるというようなこともありま

したけれども、私の思うところは、団体とかそういう施設側の言い分だけ、自分の都合だけを

説明をして、そのことを高齢者の方々に意見を一方的に押しつけるケースが多いと思うんです

よね。それらについてももう少し市民側の、高齢者側の立場に立ったひとつ計画を進めていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それともう一点、説明がなかったように思いましたけども、各地区に老人憩の家がたくさん

建設されておるわけです。その老人憩の家が私が見る限り十分な利活用がされていないと、そ

ういう状況がありますので、ぜひ高齢者の生きがい対策になる事業を実施していただきたいと

思いますが、これらについても説明を求めておきたいと思います。この問題については、地元

に補助金を出しおるから、地元のほうでやってくれとかというようなことがあろうかもわかり

ませんが、地元の方も素人が多いわけですから、ぜひ専門職の方の指導を仰いで、十分な老人

憩の家の活用ができるようにひとつ取り組んでいただきたいと思います。 

 それともう一点、私は今回教育集会所の件について、再開っていいますか、聞きました。お

尋ねしたところ、市長の答弁では平成17年度に市民館事業と併設するというようなことで検討

されたと言いますけれども、私はその会に出席をしておりまして、ただ一人私が反対をしまし

た。けれども、採決の結果、私の意見が通らなかったといういきさつがあります。 

 そこで、お聞きをいたしますが、この人権教育、いわゆる教育集会所を再開、実施するとし

ても、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律があるわけですね。その法律の中の第５条に

は地方公共団体の責務ということで、地方公共団体は基本理念にのっとり、国との連携を図り

つつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する

責務を有するということでその責任があるわけです。今国のほうにおいては、部落差別をなく

する新たな法律ができようとしておるんですね。そういうような国の政策と逆行するようなこ

の室戸市の教育集会所のあり方、これは断じて許されるものではないと思うわけです。市長さ

ん、いろいろ団体もつくって協力もしてというような意見があっても、早急に再開ができる教

育集会所については取り組んでいくというようなことでもう一度答弁を求めておきたいと思い

ます。 

 それともう一点、室戸市の人権尊重の社会づくりの条例の中にもいわゆる市の責務、これは

第２条とか、市民の責務というところが第３条にはっきりと条例として掲げられております。

条例となるとやっぱり室戸市の私は憲法だと思うんですね、そういったことが守れない状況が

私は今日の部落差別を招いておると、差別をなくするためにもぜひこの問題については早急に

教育集会所の再開ができるように取り組んでいただきたいと思いますので、あわせて市長、教

育長の決意をお聞きしたいと思います。 

 それと最後に、室戸市の総合振興計画というものを準備しておったわけですが、この中に
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は、これはページ数が18ページ、人権教育ということがきちっとうたわれております。それ

と、73ページ、人権教育の推進、そういったものが掲げられております。そして、次には高齢

者の問題で46ページ、安心して暮らせる環境づくりというようなこともあります。総合計画の

中にはちゃんとうたわれておるわけですから、次には16ページの防災については、特に高齢者

や障害者などへの配慮というものがつづられておるわけですから、ぜひあわせて答弁をしてい

ただきたいと思います。 

 それと、私は次に遍路を生かしたまちづくりの推進ということで若干質問もさせていただき

ましたが、ここの振興計画の中にもはっきりとこういったことがある以上、公表しておるわけ

ですから、公表したということは、市民と約束をしたというふうになってきますので、ぜひこ

の総合振興計画に合わせてその整合性をとるように、市長にもう一度答弁を求めておきたいと

思います。 

 それと、文化財の保存とか活用についても60ページに記載されております。そういったこと

とか、それから次には先ほど市長も私の質問に対してスポーツ推進課をつくってはどうかとい

うような問いに対して、いろんな担当係を生かして取り組んでいくというようなことがありま

した。この14ページの中には、教育とかスポーツ・文化、市民スポーツというようなこともき

ちっと記載されておりますので、ぜひこれらに合わせての取り組みも必要と思いますので、公

表した限りには責任を果たしていくということが役割であると思いますので、ぜひこの件もお

願いしたいと思います。 

 それから、聞き忘れましたが、防災対策の中で消防団員の安全マニュアルというものが今全

国的に厳しく言われ出しました、命を守るためにどうしなきゃならんかということを。消防団

員の安全マニュアルを策定しておれば、どうぞ説明を求めておきたいし、できれば後ほどでも

構いませんので、資料の提出をお願いしたいと思います。 

 ということで、２回目の質問を終わります。 

○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） それでは、林議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、防災対策でございます。 

 これは課長も答弁をいたしますようにいろんな対策を今やっている。確かに御指摘のように

おくれている部分もあるわけでありますが、私どもも一生懸命取り組んでいるところでござい

ます。 

 また、先ほどのお尋ねでありますが、菜生地区の避難タワーにつきましては、地域の方、そ

れから保育園の方からも要望事項が上がっておりますので、関係者の方々と詰めていきたいと

いうふうに思いますし、今後のタワーの建設計画の中へしっかり位置づけてまいりたいという

ふうに考えております。 

 また、西灘地区の問題でございますが、私どもが現在把握している県が策定をしております
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地域津波避難計画の点検業務というような中では、避難が可能な範囲にあるというようなこと

もあるわけでありますが、現在、そういう中ででも市民館の屋上に対する避難はどうしても必

要だということで、現在その屋上への避難についての工事を発注もいたしているところでござ

います。今後とも、いろんな方々の御意見もお伺いする中で取り組んでいきたいというふうに

思っております。 

 それから、高齢者の認知症対策というようなこともお話がありました。これもせんだって報

道もあったわけでありますが、全国で認知症の方で行方不明の届け出が１万人を超えていると

いうようなこともお聞きをするわけであります。我々としてもそうした方々への対策というの

は、もちろん警察等関係団体の協力も得ながら進めないといけないという思いでございます

が、当市としてもいろんな相談窓口というようなものも設置をしているところでございますの

で、そうした相談窓口も利用していただきながら、認知症の方々に対する対策も進めていかな

ければならないと思っているところでございます。 

 そして、老人憩の家の利活用でございます。これも以前から何とか利活用していく方法で取

り組んでいるわけでありますが、まだまだ不十分だというふうに思っております。この点につ

きましても、近隣の老人クラブの方々とも協議をしながら、もっともっと利活用が進むよう

に、また高齢者の方々の生きがいづくりにつながるような取り組みをぜひ進めていかなければ

ならないというふうに思っているところでございます。 

 それから、教育集会所の問題でありますが、前段でも申し上げたとおりでございます。私ど

もとしても、このことに取り組んでいく必要はあるということで申し上げました。これがなか

なか具体的に進んでないということも御指摘を受けているところでありますので、とにかくど

ういう形で実施をしていけば一番望ましいかというようなことも含めまして、前段で申し上げ

ましたように検討委員会等もつくって推進をしていきたいと。当然私ども人権施策推進計画と

いうものも策定をしているわけでありますので、それらにもしっかりと位置づけを行って、具

体的な取り組みにかかっていきたいというふうに思っております。 

 それから、総合振興計画の取り組みにつきまして御指摘がございました。この中での人権教

育の取り組み、そしてまた高齢者福祉の取り組み、また文化財への対応、そしてスポーツを生

かした室戸市の振興対策というようなことは当然振興計画にも含めているわけであります。こ

の振興計画は平成32年度までの計画となっているところでございますので、順次そうした取り

組みは進めていかなければならないというふうに思っているところでございます。 

 最後に、消防団員の安全マニュアルにつきましては、消防長のほうから答弁をいたさせます

ので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 林議員さんの先ほどの２回目の御質問にお答えします。 

 教育長の決意をというようなことでございました。教育集会所事業全体につきましては、先



－86－ 

ほども含めた市長の答弁と私も同じでございます。実施に伴う教育内容をいかに効果的な教育

内容であるかというあたりは、私の担当にもなってこようかと思いますので、その辺は十分検

討もしながら取り組んでいきたいと思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 林議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 消防団員活動マニュアルについてでございます。このマニュアルは、南海トラフ地震時の津

波発生時には団員の家族、自分自身の身を守り、津波が引いた後に活動していただくというマ

ニュアルでございます。本日はお持ちしてませんので、後ほど御提示させていただきます。 

○議長（久保八太雄君） 林竹松君の３回目の質問を許可いたします。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） ３回目の質問をいたしたいと思います、若干１回目、２回目で抜か

っておりましたので、申しわけございませんが。 

 まず、四国遍路対策についてですが、私の申し上げたことにお聞きをしたことについては事

業項目には大変難しいかと思いますが、市長が申していただいたように、観光施設として他の

事業で取り組みが可能かどうかということを、早急に議会が閉会されましたら何とか前向きな

検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この件は答弁は要りま

せん。 

 そしてもう一点は、防災対策の中で漏電火災の対策についてお聞きをしましたが、補助金の

申請中であるというようなことの説明がありました。その補助金の申請まではよろしいです

が、その分で何件分の今回申請をしておるのか、件数について説明を求めるものであります。 

 それと最後に、補助金団体への問題について、確かに115件のところに団体補助金が出され

ておるという説明がありましたけれども、それらが本当に市民のためになる使われ方をしてお

るのか、そして黒字団体であるところはないのか、基金を持っているところはないのか、そう

いったところを十分吟味をしていただいて、持たれている団体があるとするならば、やっぱり

補助金の減額を考えるべきじゃないか、室戸市の補助金交付要綱の11条に基づいて実施すべき

じゃないかというふうに思います。そういうことがありますので、ぜひこのことに取り組んで

いただきたいと思います。 

 以上、答弁は要りません。 

○議長（久保八太雄君） これをもって林竹松君の質問を終結いたします。 

 昼食のため１時まで休憩いたします。 

            午前11時55分 休憩 

            午後０時57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。 

 次に、小椋利廣君の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。平成28年６月第４回室戸市議会定例会におきまして、



－87－ 

市民を代表して市民の目線に立って通告に基づき一般質問を行います。 

 まず最初に、４月14日に震度７の地震に遭われました熊本県や大分県の皆様方には、心から

お見舞いを申し上げます。 

 それでは、質問に入ります。 

 １番、市政全般について。 

 (1)南海トラフ巨大地震についてお聞きをいたします。 

 平成28年４月14日に熊本県益城町では震度７の大きな地震があり、九州中部を中心に西日本

の広い範囲で強い揺れを観測し、その後も余震が非常に多く、倒壊家屋が相次いでたくさんの

死亡者が出る大きな被害が起きており、本当に心からお見舞いを申し上げます。四国沖では、

1940年代に東南海・南海地震が起きて、あれからもう既に七十有余年が経過をしており、今

回、南海トラフ巨大地震が想定される南海トラフ沿いに蓄積するひずみの分布は、四国沖を中

心に2006年から10年間のデータ分析では南方から年間約６センチ進むフィリピン海プレートに

つられ、大きいところでは４センチから６センチのひずみが蓄積をしていると言われておりま

す。四国沖では東南海・南海地震が起きた領域以外にもひずみの蓄積場所が広がっていると報

道されており、本当に近い将来、東南海・南海地震が起きるのでないかと心配をしており、恐

怖を感じているところでございます。東海・東南海・南海地震に対する四国沖でのひずみの蓄

積が大きく、南海トラフ巨大地震で影響を受ける静岡県から四国沖にかけて地震発生の確率が

上昇し、高知市では73％にまでなったと報道されて、本当にいつ起きてもおかしくない状況の

中で市民の方々も大変心配をされておりますので、室戸市も約５年余りにわたり防災対策に取

り組んできて、防災対策もある一定進んできていると思いますが、現在までの防災対策の進捗

状況についてお聞きをいたします。 

 ①室戸市が計画している防災対策の進捗率は何％に達しているのか。避難場所の確保や避難

場所の建設、津波避難タワーの建設、避難道路や避難路、避難用倉庫、避難器具や資機材の確

保、食料品や飲料水の備蓄状況、雨天時の避難器具、仮設トイレの状況等々、まだまだほかに

も備蓄品や医薬品などの保管品があれば報告をお願いいたしたいと思います。 

 ②計画されている防災対策に住民の取り組み意識、誘導方法はどのように把握をされている

のか、お聞きをいたします。 

 ③今後新たに取り組んでいくとされる防災対策はどのような対策が計画をされているのか、

お聞きをいたします。 

 ④指定された避難場所の管理や備蓄品の管理はどのように行われているのか。 

 ⑤室戸市内の公共施設と民家の耐震化率は何％に達しているのか、お聞きをいたします。 

 次に、(2)ヘリポートの建設についてお聞きをいたします。 

 近い将来起きると予測をされております東南海・南海地震に対する防災対策も、ハード面に

おいては津波避難タワーの建設や避難道路の建設、避難路や避難場所の設置、また避難用の資
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機材の調達や管理など、地域住民への防災意識の情報発信等々も順調に進んでいるとお聞きを

いたしております。災害時におけるハード面での防災対策もある一定整備が進んでいる中で、

災害時において緊急の避難活動を行う目的で設置をされるヘリコプターの離着陸場の建設が必

要ではないかと私は考えております。学校の運動場へのヘリコプターの離着陸は、砂ぼこりや

粉じんが舞い上がるなどで衛生上よくないと言われており、ヘリコプターの離着陸場は狭い範

囲での建設が可能で、面積も小さく、建設費用も比較的少なくて済むと考えられますので、中

山間地域を含む各地域にヘリコプターの離着陸場の建設ができると、災害時の利用だけでな

く、救急患者やけが人の救急搬送にも利用ができるため、中山間地域を含めて各地域にヘリコ

プターの離着陸場の建設を進めていく計画はないか、お聞きをいたします。 

 次に、(3)移住促進事業への取り組みと人口増加対策についてお聞きをいたします。 

 今各市町村ではいろいろなアイデアを出して、あの手この手で定住人口の増加につなげよう

と取り組んでおります。隣の田野町や安田町では、津波に関係がない高台に町が宅地を造成し

て定住人口の増加につなげようと考えて宅地の分譲を計画いたしております。 

 私は田野町や安田町の分譲住宅地に視察に行ってきました。田野町では、中芸広域体育館の

結いの丘ドームまで車で約３分ぐらい、町なかや田野駅までは車で約七、八分ぐらいと非常に

便利のよい住宅地が建設されており、１区画は53坪から110坪で分譲価格は150万円から320万

円くらいだそうです。全部で63区画を造成して、町営住宅も建設されていて、もう既に入居も

されており、その周辺には公園や児童福祉施設、そして集会所の建設予定地も造成して、集会

所も建設をすると言われております。また、上水道、下水道も完備をして、63区画の分譲地が

完売をすると約300人から400人の人口の増加が見込まれると言われております。 

 安田町も中心部の高台に公営住宅等を合わせた21戸の賃貸集合住宅を整備をして、定住人口

の増加につなげようと取り組んでおり、各市町村の取り組みも参考にして、室戸市も津波に関

係のない高台に室戸市のイメージを想像した青い空、爽やかな風、海洋深層水の水、室戸世界

ジオパーク等々を前面に打ち出した単価の安い自然豊かな室戸市独自の宅地造成を計画して人

口の安定的な定着につなげていく計画はないか、お聞きをいたします。 

 次に、(4)税金のコンビニ収納への取り組みについてお聞きをいたします。 

 今全国的に広く展開をされておりますコンビニエンスストアが室戸市にも出店をされており

ます。ほかの市ではもう既に税金の収納をコンビニエンスストアでできるように取り組んでい

るとお聞きをいたしております。室戸市が収納する固定資産税や軽自動車税等がコンビニで収

納ができると、土曜日、日曜日、祝祭日、時間外を問わず税金の収納ができるようになると考

えますが、取り組んでいく計画はないか、お聞きをいたします。 

 次に、(5)第２回トライアスロン大会の費用対効果についてお聞きをいたします。 

 平成28年５月14日、第２回室戸ジオパークトライアスロン大会が、全国各地から187人が参

加をして、室戸市と室戸市商工会等でつくる実行委員会が主体となり、市民ら約300人が協力
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をして壮大な海と大地に挑んだ鉄人レースが行われました。選手たちは快晴の中、体力の限界

と闘いながら、起伏に富んだ厳しいコースで躍動し、海底の隆起が生んだ急勾配で日本一きつ

いと言われる自転車コースもきつさが最高、来年もまた来ますと言って達成感に満ちた爽やか

な笑みを浮かべて厳しいレースの挑戦が終わりました。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 ①来年も第３回ジオパークトライアスロン大会を開催する計画はあるのでしょうか。 

 ②ことしは昨年に比べて参加選手が大幅に減っております。前年度300人から187人に約

113人の参加選手が大幅に減った要因はどこにあると分析をいたしているでしょうか。また、

第３回目のレースに取り組むとしたら、ことしの反省も含めてどのようなレースの組み立てを

考えるのでしょうか。 

 ③第２回室戸ジオパークトライアスロン大会の費用対効果についてはどのようになっている

のか、お聞きをいたします。 

 次に、(6)室戸市構造改革特別区域（特区）への取り組みについてお聞きをいたします。 

 構造改革特別区域は、地方公共団体が地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であ

って、地域の特性に応じた検定事業を実施し、またはその施設を促進するものを言うとされて

おります。これは中国の経済特区が改革開放による経済発展の呼び水となったことにヒントを

得たと言われており、主な構造改革特別区域は11種類ある中で、農業関連特別区域は、後継者

のいない農地や休耕田を有効活用し、農業経営企業の設立や運営面の保障などで便宜を図って

農業を活性化させ、農業人口の拡大を図るとされております。今高知県では宿毛市が濁り酒特

区、四万十市は四万十グリーンツーリズム特区、中土佐町ではふるさと農業資源活用特区、そ

してどぶろく特区としては旧西土佐村、三原村や高知市などほか７市町村が特区に認定をされ

ております。室戸市も特区の申請を行い、農業の活性化を図り、農業後継者の育成や産業の振

興に取り組んでいく中で、室戸市地域活性化対策として取り組んでいかなければならないと考

えますが、それらの計画についてお聞きをいたします。 

 次に、(7)室戸市中央公園グラウンドの整備についてお聞きをいたします。 

 近年、多くの野球関係者の利用や各大学野球部のキャンプや韓国からの野球キャンプの利用

が多い中で、特にマリン球場の本球場と隣のサブ球場での利用が多く、多人数の野球キャンプ

の利用では両方の球場が飽和状態になっているとお聞きをいたしております。また、ことしの

５月の韓国訪問の際には、西森潮三先生のお計らいもあり、慕加（モガ）中学校の金監督さん

やほか７名の野球関係者の方のお話では、ことしの冬には150人くらいの人数で室戸キャンプ

を考えてくれているとのお話をされておりました。ことしの冬に韓国から150人くらいの団体

キャンプが来ると、マリン球場とサブ球場だけでは球場が足りないと考えられますので、マリ

ン球場からも近い室戸中央公園のグラウンドの沖側の防球ネットの整備やグラウンドを整備し

て、室戸青少年自然の家の利用率向上にもつなげていくように室戸市中央公園グラウンドの整
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備に取り組んでいく計画はないか、お聞きをいたします。 

 次に、２番、ふるさと納税について。 

 ふるさと納税への取り組みについてお聞きをいたします。 

 ふるさと納税は、地域を大事にするよき政治が行われる市町村に寄附が多く集まると言わ

れ、平成27年度のふるさと納税は、奈半利町が四国で一番多く13億5,000万円を集めて、奈半

利の齊藤町長さんは小さな町でもやればできるという機運が町全体に広がったことが一番の効

果であり、3,300人の町が燃えて栄えていると言われております。 

 専門サイト最大手のふるさとチョイスの関係者は、同じ品物を出しているのに、１億円を超

えて集める自治体もあれば、1,000万円しかよう集めない、また1,000万円にとどまる自治体も

ある。それは職員や事業者の熱意の違いが大きく左右をすると言われております。多くの市町

村が奈半利町に学べと数多くの自治体や担当職員たちが視察や見学に来る中で、奈半利町の担

当職員は生産者と担当職員が一体となって加工まで考えていく、自分たちで動いていくしかな

いということを強調して説明をし、その中で同じことを毎日同じようにしていては効率が上が

らないし、発想の転換と企画立案が必要であると言われております。県の総務部長さんは、市

町村はこの制度を大いに活用し、納税者の志に応えるまちづくりや返礼品を活用した地産外商

に積極的に取り組んでもらいたいと言われており、各自治体にとっては自主財源を確保すると

ともに地域の活性化の推進に大きな力となる制度であり、多くの自治体が知恵を絞り、納税額

を伸ばしていると言われております。奈半利町では人口3,300人、町の年間予算は約30億円

で、28年度の納税額も現時点では昨年度の1.5倍に達しており、合計額では昨年度よりはるか

に増加するのではないかと想定をされており、人口3,000人の町で、２年間のふるさと納税額

が町の年間予算に匹敵をする30億円近く集まると大変大きな収入であり、町全体が豊かにな

り、人口比では日本一と言われ、アイデアと努力のたまものであると言われております。 

 奈半利町の取り組みのお話をさせていただきましたけれども、平成28年度は前年度の13億

5,000万円をはるかに超えると予測をされております。川上財政課長の３月議会の答弁で、国

勢調査による人口の減少に伴い、地方交付税が約２億9,000万円くらい減額となる予算計上を

されており、本市の厳しい財政状況も鑑み、平成28年度のふるさと納税目標寄附額は４億

5,000万円で予算計上をしていると言われておりますが、奈半利町のように努力次第、企画立

案次第ではまだまだ上積みをした金額に届くのではないかと思いますが、今後の取り組みはど

のような構想をお持ちか、また上積みをした金額の設定は考えていくのでしょうか。また、情

報発信や取り組み方法はどのように考えていくのか、お聞きをいたします。 

 次に、３番、国立室戸青少年自然の家の存続について。 

 国立室戸青少年自然の家の利用率向上についてお聞きをいたします。 

 この件につきましては、今までにも何回か一般質問をさせていただきました。国立室戸青少

年自然の家は、独立行政法人の整理合理化計画の中で、国立青少年教育振興機構が運営する自
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然の家が、全国で28施設のうち宿泊稼働率が低迷する施設は統廃合をすると言われており、１

年間の稼働率が５割を下回り、今後も向上率が期待できない施設は、地域の実情を考慮の上、

施設の廃止か統廃合の対象にすると言われております。 

 室戸青少年自然の家の過去３年間の宿泊室稼働率を調べてみますと、平成25年度の稼働率は

51.5％、平成26年度の稼働率も51.5％、平成27年度の稼働率は50.5％で、過去３年間ともに

50％ぎりぎりでセーフとなっております。 

 ここで、韓国野球の自然の家の利用についてお聞きをしてみますと、１月の韓国は寒いので

韓国での宿泊合宿は厳しいということで、元県会議員の西森先生の御配慮により韓国からの野

球チームが宿泊合宿に利用されております。平成24年度から来市をされておりまして、平成

24年度は慕加（モガ）中学校、祥明（サンミョン）中学校の２校で、平成25年１月８日から１

月29日まで70名が21泊、平成25年度は慕加中学校の１校で、平成26年１月５日から１月28日ま

で26名が23泊、平成26年度は慕加中学校、利川（イチョン）中学校、ナミャンジュ・リトルチ

ームの３校で、平成27年１月６日から１月30日まで67名が21泊、平成27年度は慕加中学校、ナ

ミャンジュ・リトルチームの２校で、平成28年１月５日から１月29日まで45名が24泊、この年

はあと２校がキャンセルになったとお聞きをいたしております。冬場の１月に県内、県外の利

用率が少ない中で、韓国からの野球チームの宿泊合宿の利用が非常に大きく、利用率向上の確

保に大きく貢献をされております。 

 ここで、西森先生の御配慮による韓国から野球チームの宿泊合宿がなかったときの国立室戸

青少年自然の家の宿泊稼働率は、平成25年度は50.8％、平成26年度は49.2％、平成27年度は

48.7％となっており、韓国から野球チームの宿泊合宿がなかったら、２年連続して稼働率50％

を切っておりますので、国立室戸青少年自然の家は施設の廃止か統廃合の対象にされていたと

考えられます。今の状態での稼働率50％は韓国からの野球チームの宿泊合宿頼みとなっており

ますので、私はこのままではいけないと考えております。 

 このように、韓国からの野球の宿泊合宿は非常に大きく、室戸市で400人が宿泊できる施設

がなくなると、いろいろな事業への取り組みや観光客の誘致や産業の振興、地域経済へ与える

影響、室戸市へ納入される借地料がなくなるなど、また佐喜浜地域全体に配水をされておりま

す水道水や水道施設への影響等々、いろいろなダメージが非常に大きいと考えております。ま

た、国立室戸青少年自然の家は、国内の建築界で最も権威があるとされる日本建築学会賞に

1977年度、昭和52年に高知県第１号として受賞している施設であり、これはどうしても守って

いかなければならない施設ではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 国立室戸青少年自然の家の存続につきましては、担当者や職員、また私たち議員ももっと大

きな危機感を持って真剣に取り組んでいかなければならないと考えております。私も微力では

ありますが、毎年冬場の利用者が少ないときには同僚議員とともに宿泊研修に取り組んでおり

ます。 
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 昨年度の夏場の書き入れどきの利用状況は、７月が78.3％、８月は82.5％で推移をしており

ますけれども、ことしの上半期の宿泊予約状況をお聞きをしてみますと、７月が61.7％、８月

が80.6％で夏場の書き入れどきの予約が全体的に落ち込んでいるとお聞きをしており、９月は

昨年度が54.7％に対して、ことしはまだ31.5％という予約状況になっており、稼働率50％が達

成できるか非常に危惧されているところであります。 

 こうした状況の中で、自然の家でも稼働率50％に向けてはいろいろな取り組みをしていると

言われておりますけれども、学校からの宿泊体験の応援が一番大きいと言われております。国

立室戸青少年自然の家利用促進協議会会長の谷村教育長さんは既に御存じであると思いますけ

れども、高知県教育委員会が進めております平成28年度長期宿泊体験活動推進事業で小・中学

校の宿泊体験が１泊２日から３泊４日に期間が延長され、また延長されたことに伴い補助制度

があり、国から３分の１、県から３分の１、市から３分の１の補助があるとお聞きをいたして

おりますので、市内の学校だけでなく、県内の各小・中学校に広く呼びかけて対応する計画は

ないか、お聞きをいたします。 

 私の孫が通っております高知市内の小学校の宿泊体験は、香美市にある宿泊施設を利用する

と聞いております。平成28年度から小・中学生の長期宿泊体験の実施が可能になったことによ

り、もう既にはや田野小学校は６月１日から４日まで３泊４日の長期宿泊体験を実施をされて

おります。自然の家存続のためにも、室戸市内の小・中学校や高知県教育委員会とも協議をし

て、県内の小・中学校の長期宿泊に取り組んでいく計画はないか、お聞きをいたします。 

 県内や県外、四国地方の多くの関係者に呼びかけて、国内で利用される稼働率が50％以上に

なるように取り組むとともに、韓国からの利用率はそれにプラスをする形で考えていき、国立

室戸青少年自然の家の利用率向上を目指し、自然の家とも協力して、稼働率50％以上に向けた

取り組みを行う計画をお聞きをいたします。 

 また、平成28年度は西森先生の御配慮によりまして、韓国野球の宿泊キャンプも150人の規

模で来市をされるとお聞きをいたしておりますので、新しいマリンドームの利活用も大変大き

いと思いますし、韓国から野球の宿泊合宿に150人規模で来市をされると、今後の利用率向上

のためにも丁寧なるおもてなしが必要ではないかと考えますが、どのような取り組みと対応が

計画をされるのか、お聞きをいたします。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○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） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１の(3)移住促進事業への取り組みと人口増加対策についてでございます。 

 人口減少問題は本市の最重要課題と認識をいたしておりまして、平成27年度に策定をいたし

ました総合振興計画の後期計画及び室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略において多くの施

策を進めることといたしているところでございます。そして、移住促進事業を一層推進をする
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ため、本年度から新たに移住促進室を市役所内に設置をいたしたところでございます。 

 また、これまでの取り組みといたしましては、移住体験住宅の活用、移住相談員の配置、移

住フェアへの参加、移住体験ツアーの実施など、情報発信や誘致活動を進めてきたところでご

ざいます。 

 また、住宅問題につきましては、空き家改修費等補助金を活用した空き家バンク事業の推進

を図っております。現在登録件数は12件というふうになっておりますが、広報やホームページ

での周知を行っている効果も出てきておりまして、問い合わせ等もふえているところでござい

ます。 

 次に、仕事の面でございますが、無料職業紹介所の新設を準備をしております。家と仕事の

情報をワンストップで行い、移住希望者の方々に対してよりきめ細やかな相談に対応すること

で、一人でも多くの方々に本市の魅力を知っていただくとともに、移住をしていただけるよう

に取り組んでまいります。 

 また、議員さん御質問の高台への住宅造成につきましては、移住対策に加えまして、定住対

策についても取り組みが必要と認識をいたしております。今年度当初予算におきまして、住宅

団地適地調査事業を予算計上し、その事業に取り組んでいくことといたしております。また、

当該事業では、津波被害のない高台での宅地造成ということでありますけれども、それととも

に、教員住宅や市営住宅も含めた適地調査となるように取り組んでいくことといたしておりま

す。 

 次に、２点目のふるさと納税についてでございます。 

 本市のふるさと納税の取り組みにつきましては、平成26年10月よりポータルサイトふるさと

チョイスへの掲載とともにクレジット決済の導入を始めております。そして、昨年度も新たな

ポータルサイト楽天やふるなびへの掲載とともに、四万十町など県内５市町村と連携商品の開

発等に取り組んでいるところでございます。 

 その結果、寄附額といたしましては平成26年度には１億5,329万円、平成27年度には３億

9,831万円と増加をしているところでございます。一定の成果は出ているところでございます

が、さらに地域活性化や地場産品の販売拡大を図るために一層取り組みが必要であると考えて

おります。また、返礼品の充実が重要な課題の一つでございますので、返礼品の開発等を行う

ため、本年５月に関係職員及び商工会の経営指導員をメンバーとしたふるさと室戸応援寄附金

活性化プロジェクトチームを設置したところでございます。新たな特産品であるとか、セット

商品等の開発につなげてまいります。 

 また、平成28年度のふるさと納税寄附額といたしましては、当初予算において４億5,000万

円を目標としているところでございますが、今後とも一層のふるさと納税の推進となるように

努めていきたいと考えております。 

 次に、３点目の国立室戸青少年自然の家の存続問題についてでございます。 
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 まず、平成19年に独立行政法人の整理合理化計画が閣議決定をされ、文部科学省が原則とし

て稼働率が50％を下回り、今後もその向上が期待できない施設については施設の廃止か統合の

対象とするという方向性が出されたところでございます。そうした中で、議員さん御案内のと

おり、近年の稼働率は50％を若干上回る程度となっておりますが、やはり冬場の稼働率の向上

が大きな課題ではないかと考えております。また、当該施設につきましては、1977年に日本建

築学会賞作品賞を受賞しており、建築物としても高い評価を受けているということは御案内の

とおりでございます。 

 そして、施設とともに、室戸の豊かな自然を生かし、子供たちの集団活動や自然体験学習を

する場として、また地域経済の活性化を図るためにも、当該施設は大変重要な施設でございま

すので、これからも存続をしていかなければならない、存続をしていただきたいという思いで

ございます。 

 市といたしましても、平成20年度に室戸市青少年自然の家利用促進協議会を設置をして、稼

働率の向上に取り組んできたところでございます。その取り組み事例といたしましては、自然

体験教育支援事業、児童・生徒会交流事業、市内小学生のふれあい通学合宿など、学校の宿泊

体験事業のほか、市役所におきましても職員の新人研修であるとか、課長研修などの宿泊研修

を実施をいたしております。また、他の団体に対しましても利用の促進について呼びかけを行

うなど、稼働率の向上に努めているところでございます。 

 また、特に冬場の利用につきましては、韓国からの野球チームの合宿に使っていただいてい

るところでございまして、来ていただくことによって50％を達成できているというふうに思っ

ております。今後ともぜひ利用をしていただきたいと、利用していただくことが重要であると

考えております。 

 また、今後、韓国野球の合宿に対する支援対策についてでございますが、移動用のバスの問

題や通訳の方の経費などにつきまして、何とか支援対策ができないかということを今後検討し

てまいります。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足答弁をいたさせますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 小椋議員さんにお答えします。 

 まず、大きな１の(1)南海トラフ巨大地震についてであります。 

 まず、本市の防災対策の計画に対する進捗率につきましては、平成28年３月末の計画数から

ですが、避難施設につきましては、津波避難タワー９基の計画に対して完成済みが３基、工事

中が３基で、合わせますと66％、避難路は115路線に対して85路線で73％、避難道路は８路線

に対して６路線で75％、防災コミュニティセンターは４施設中３施設で75％、備蓄倉庫につき

ましては５棟に対して１棟で20％であります。 
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 また、資機材や食料などの備蓄品につきましては、仮設トイレは56基に対して30基で53％、

毛布は2,188枚に対して約6,200枚、また食料は２万124食に対して約２万1,000食、水１万

6,770リットルに対して約１万9,700リットルであり、そのほか計画数の設定はしておりません

が、テント12張り、ＡＥＤ48個、発電機19台、救急箱11箱、日赤救急パック13、マスク約３万

6,000枚、担架58個、ラジオライト53個、消火バケツ110個、かけや19個、ジャッキ18個、ショ

ベル66個、投光器19基、土のう袋約１万9,000袋、ハンドマイク33個、一輪車14台、台車

17台、その他非常用飲料水袋、チェーンソー、ランタン、リアカー、レインコートやロープな

どがあり、これらも必要と思われるものにつきましてはこれからも順次備蓄を進めてまいりま

す。 

 また、住民の取り組み意識などにつきましては、県内一斉避難訓練時に各自主防災組織のリ

ーダーにアンケートを行うとともに、主に避難路に面した方々を対象に行っております住宅耐

震化対策促進事業の戸別訪問によるアンケートにより、住宅耐震以外での地震に対する備えな

どについて調査を行っているところであります。 

 次に、今後の新たな取り組みといたしましては、災害発生時に必要である避難所や救護所の

機能をあらかじめどこに配置するかを定める応急期機能配置計画や災害発生後に必要となる市

の業務や応急期対策などを円滑に進めていくための業務継続計画、地震火災対策計画、避難所

運営マニュアルなどを順次作成してまいります。 

 また、避難場所や備蓄品の管理につきましては、津波からの一時避難所は各地域の自主防災

組織などで管理していただき、公民館や体育館などの避難施設はそれぞれの管理者が管理して

おります。市が直接購入した資機材や食料などの備蓄品は市が管理し、避難訓練時などに定期

的に確認をしております。 

 次に、耐震化率につきましては、市の公共施設全体では、平成27年３月31日現在の数値です

が、約64％でありますが、避難所となる体育館など防災関係施設では約80.9％となっておりま

す。民間の住宅につきましては、正確には把握できておりませんが、建築年度や構造などから

推計しますと約26％程度と考えられます。前段の議員さんにもお答えいたしましたように、住

宅の耐震化や家具転倒防止などの補助制度の周知に努め、被害の軽減に向けて取り組んでまい

ります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 上松税務課長。 

○税務課長（上松一喜君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目の(4)コンビニ収納への取り組みについてでございます。 

 コンビニでの税の納付につきましては、県下の市では南国市、香美市、香南市の３市、町村

では黒潮町、四万十町、土佐町、安田町の４町が実施をしている状況でございます。 

 税務課としましては、コンビニでの税の納付の検討について、本年度の業務目標に上げて取

り組みを進めているところでございます。取り組み内容としましては、現在県内各市町村の状
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況について調査を行っている段階であります。今後、７月には県内で実施をしている市を視察

の上、取扱手数料やシステム改修費用など費用対効果について検討しまして、本市で実施可能

か協議を進めていく予定でございます。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） 小椋議員さんに１の(5)トライアスロン大会開

催による費用対効果について私のほうからお答えいたします。 

 １点目の第３回大会の開催計画についてでありますが、第１回、第２回と開催する中で、参

加いただいた選手からは大変好評をいただいております。今後も継続した開催を望む声が多く

聞かれるところであります。そういった声に応えるためにも、室戸市商工会を中心とした実行

委員会等で開催について今後協議を重ねていきたいと考えております。 

 ２点目の参加選手が減った要因及び今後の取り組みについてでありますけれども、昨年は平

成27年の日本でのオープニング大会であったこと、同じ日にほかの大会が重なっていなかった

ため、たくさんの方に御参加いただきました。ことしの第２回大会は、同じ日に行われた熊本

や横浜、島根でのほかのトライアスロン大会と競合したため、参加選手が分散する結果となっ

てしまいました。また、日本一きついバイクコースということで、選手の間で挑戦したいとい

う選手と、きつ過ぎるため上級者向けという認識となり参加を控える選手に二分している状況

にありました。競技人口がそれほど多くないスポーツでありますので、今後は日本一きついバ

イクコースのみを売りにするのではなく、日本一の大会、日本一のおもてなしを特徴に出せる

ような大会を目指していきたいと考えております。 

 ３点目の第２回大会の費用対効果についてでありますが、参加選手187名の約64％が県外か

らの参加者であり、県外の参加者の多くが室戸市内を中心とした宿泊等を行っております。ま

た、宿泊に伴う飲食等も含め、当実行委員会では約1,500万円程度の経済効果があったと試算

しております。一定の費用対効果があったものと考えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 竹本産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 小椋議員さんに１の(6)室戸市構造改

革特別区域への取り組みについてお答えをいたします。 

 米価の下落や生産者の高齢化など多くの課題を抱える米作農家への取り組みの中で、議員御

案内のどぶろく特区につきましては、地域の農業を守る有効な手段の一つではないかと考えて

いるところでございます。 

 このような中、昨年、どぶろくづくりによる地域振興を検討されている地域の方から御相談

を受けました。そして、昨年７月に、どぶろく特区として成果を上げております三原村に地域

の方々とともに視察にお伺いをいたしました。三原村では、どぶろくの村としてのイメージの

確立による知名度アップ、そして交流人口の拡大、農業者所得の向上など、事業による効果等

についてお聞きをいたしました。一方、現在の成果に至るまでの課題といたしまして、どぶろ
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くの味を一定に保つこと、製造したどぶろくを提供する農家食堂や農家民宿の整備が必要なこ

と、酒造免許の取得が必要なこと、そして各種手続、製造段階における酒税の課税などの御苦

労もお聞きしたところでございます。このことからも、特区申請にはどぶろくを製造する農家

の方々と一体となった取り組みが不可欠であるとのことでございました。 

 このため、昨年８月に羽根町で、本年２月に佐喜浜町で地域の方々と勉強会を行いました。

この勉強会の中では、規制緩和の内容や三原村の特区以後に多くの市町村がどぶろく製造の特

区認定を受けたものの、進展していない市町村も多いことなどへの不安や、実施するなら５軒

ぐらいはまとまった参加が望ましいなどの御意見がございました。今後とも、構造改革特区に

つきましては、農業分野に限らず、地域のニーズや要望をお聞きするとともに、関係者の皆さ

ん、関係機関を含め十分な協議を重ね、関係課とも連携の上、検討してまいります。 

 次に、２のふるさと納税の取り組み方法と内容についてお答えいたします。 

 まず、体制の強化についてであります。 

 ふるさと納税に係る事務のデータの取り込み、メール等の問い合わせの対応、業者への発

注、支払いなどの円滑な実施をするため、７月から新たにパート職員１名を雇用して正職１

名、パート３名として体制の強化を図ることとしております。担当部署のほうは総務課、市長

公室となります。 

 次に、暑中見舞いによる取り組みであります。 

 ふるさと納税の寄附者の中で、私どもがヘビーユーザーと位置づけをしております年３回以

上、または５万円以上の御寄附をいただいた方を、4,000名でございますが、７月中旬に暑中

見舞いを発送して、日ごろの感謝とあわせまして、室戸市のふるさと納税をＰＲしたいと考え

ております。 

 なお、年賀状を発送している自治体がございますが、ふるさと納税制度では税の確定する年

末にかけて寄附が集中し、年賀状の届く１月には寄附が減少する傾向がありますので、新たな

取り組みとして今回の暑中見舞いの効果を期待しているところでございます。 

 次に、情報発信への強化でございます。ふるさと納税の取扱額、件数ともに最も多いポータ

ルサイト、ふるさとチョイスでの露出度を引き上げる取り組みでございます。具体的には、現

在はサイトへの最新情報への投稿制限が８回となっておりますものを36回にふやし、情報発信

を強化するものでございます。また、ふるさと納税応援寄附金のＰＲ動画を作成して、同サイ

トの室戸市トップページに張りつけ、室戸市の魅力を広く発信いたします。なお、この動画は

ほかのサイトでも使うこともできますので、ほかの利用も検討して、ふるさと室戸応援寄附金

のＰＲに活用してまいります。 

 次に、ふるさと納税の返礼品に対する支援であります。加工用の機器等の購入支援、そして

包装費用の支援の補助制度を設けることとしております。新商品の開発や既存の商品の磨き上

げなど、本市の特産品への支援による産業振興につながるものでございます。 
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 これらの暑中見舞いやＰＲ動画や露出アップ並びに特産品開発の支援、これに取り組むた

め、今議会に補正予算をお願いしているものでございます。先ほど市長の答弁にもありました

ように、ふるさと応援寄附金活性化プロジェクトチームや生産者の御意見をもとに、寄附され

る方々のニーズに応え、返礼品の充実に努めてまいります。また、これ以外にも、奈半利町や

四万十町などの先進の自治体の事例等を参考に効果的な取り組みを行ってまいりたいと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 和田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（和田庫治君） 小椋議員さんに(7)室戸市中央公園（グラウンド）の整備に

ついてお答えいたします。 

 前段の議員さんにも御答弁申し上げましたように、室戸市中央公園グラウンドにつきまして

は、平成26年度にグラウンドの道路側の防球ネットの設置やナイター設備の整備を行い、現在

室戸高校女子硬式野球部が夜間の練習などで使用していただいているところでございます。 

 議員御案内のとおり、今後、韓国中学野球等のスポーツ合宿誘致を推進していく上で、室戸

マリン球場や隣接する補助グラウンドだけでは練習場所が不足することが考えられますので、

室戸市中央公園グラウンドの沖側に防球ネットを設置することなどに向けて、補助制度などの

調査、対策に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 大きな３番、国立室戸青少年自然の家の存続についてのうち、長期宿泊体験活動推進事業に

ついてでございます。 

 この事業に関しましては、昨年度に高知県教育委員会よりお話があり、市において検討を行

ったところでございますが、そのお話をいただいたときには既に本市の小・中学校の年間行事

が決定されていたこともあり、３泊４日の長期で行われる本事業の実施が難しいと判断し、本

年度の実施を見送ったところでございます。 

 しかしながら、児童・生徒の健全育成を図るとともに自然の家の稼働率向上という課題もご

ざいますので、授業時数の確保を前提として学校とも協議を行い、来年度の実施に向けて検討

していきたいと考えております。 

 なお、市外の学校につきましても、高知県教育委員会、自然の家利用促進協議会等と協議し

て、対応していきたいと考えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 答弁漏れがあったようでございます。西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 大変失礼しました。小椋議員さんの御質問に対しまして、答

弁漏れがありましたので、答弁させていただきます。 

 大きな１の(2)ヘリポートについてでありますが、前段の議員さんにもお答えいたしました

ように、現在本市の河川上流域６カ所についてヘリポートとして発着に適しているかなどにつ
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いて県に調査確認を行っていただいているところであります。 

 また、現在整備されております常設のヘリコプターの離着陸場は、室戸市消防グラウンド、

室戸岬町高岡の海上保安庁臨時ヘリポート、神ノ前公園の３カ所であります。今後におきまし

ても、大規模災害時には空路による輸送は不可欠であると考えておりますので、県の調査結果

を踏まえ、地域の皆さんや関係機関とともに整備について検討してまいります。以上でござい

ます。 

○議長（久保八太雄君） 小椋利廣君の２回目の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。２回目の質問をさせていただきます。 

 先ほどは防災対策課長さんから南海トラフ巨大地震についての御答弁がいろいろあったわけ

でございます。食料品の備蓄や飲料水の備蓄、医薬品など、多々答弁がありましたけれども、

今室戸市の人口が約１万4,000人、それでこの津波による浸水区域内に約１万人ぐらいが対象

になっているというふうにお聞きをしておりますので、先ほど答弁がありましたいろいろな食

料の備蓄、医薬品の備蓄、そういったものがこれらの数量が十分であるのかどうかということ

をお聞きをいたしたいと思います。 

 それで、例えばそれらの備蓄されている数量が十分でないとすると、今後どのような対策が

とられていくのかということをお聞きをいたしたいと思います。 

 それから、公共施設はある程度耐震化率も80.9％という非常に高いような率になっておりま

すけれども、実際民家の耐震については26％ぐらいまでしかまだ進んでいないということでご

ざいますので、今後この民家の耐震化率のアップについてどのように取り組んでいかれる計画

があるのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 それから、(7)の中央公園のグラウンドの整備についてでございますけれども、先ほど道路

側の防球ネットと夜間の照明についてはできちゅうというふうなお話がありましたけれども、

今一番言われているのが、マリン球場も隣のサブ球場も満杯で使えないとすると、もうこの中

央公園しかないと。そうすると、今中央公園の沖側の防球ネットが全然整備をされてないとい

う話ですので、この防球ネットの整備に取り組んでいくという話じゃけんど、これ実際、来年

年明けたらすぐに韓国からの野球のキャンプも来ると想定されてますんで、それまでに整備が

間に合うのかどうかということをお聞きをしたいと思います。 

 それから、２番のふるさと納税についてでございますけれども、先ほど市長さんのお話で

は、平成26年度が１億数千万円、平成27年度が約３億9,000万円、平成28年度は４億5,000万円

を想定をして予算化をされているというふうにお話がありましたけれども、ふるさと納税への

取り組みが私は非常に弱いのではないかというふうに考えております。例えばもう隣の奈半利

町では昨年度は13億5,000万円、ことしはその13億5,000万円をはるかに上回るというふうなお

話をされておりますので、我が室戸市では平成28年度のふるさと納税への納入額が約４億

5,000万円ぐらいしか見込まれていないということでございますので、これらをもっと取り組
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み、また企画立案次第によってはまだまだ大きくふえていくのではないかというふうに考えて

おりますので、ここらあたり取り組みについて、今後、例えば４億5,000万円以上の幾らぐら

いのところまでに設定がされて取り組んでいくのかというところをお聞きをいたしたいと思い

ます。 

 それから最後に、自然の家の存続についてのお話でございますけれども、韓国からの野球も

150人ぐらいで来てくれるというお話もありましたが、韓国だけのお話ではなくて、冬場の利

用率促進について、県内、県外、四国内での取り組み、利用率向上にどのように取り組んでい

くのかというところをもう一度お聞きをいたしたいと思います。 

 これで私の今期定例会におけます一般質問は終わります。 

○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） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、備蓄の関係につきましては担当課長から答弁をいたさせます。 

 私のほうからは、民家の耐震化についてお答えをいたします。 

 先ほども説明をいたしておりますように、民家の耐震化が進んでいないということは御案内

のとおりでございます。今回の熊本地震におきましても民家の耐震化がいかに重要かというこ

とを私どもとしては教えていただいたというふうに思っております。ぜひ民家の耐震化に力を

入れていかないといけないということであります。これまでは民家の耐震化につきまして、耐

震診断については無料化をやってます。ことしから耐震補強設計については30万円までは負担

が要らないという形で補助金の充実をさせていただきました。また、耐震補強工事、これにつ

きましても130万円までは自己負担が要らないというような形で補助事業の充実をさせていた

だいたところでございます。これらのことにつきましては広報等でお知らせをしているわけで

ありますけれども、さらに戸別訪問なんかもやっております。それらを充実をさせて、一層住

宅の耐震化ということを進めて、耐震化率を高めていきたいというふうに思っております。 

 次に、２点目といいますか中央公園のグラウンドの話であります。これも担当課長から申し

上げましたように、沖側の防球ネットの設置に努めていきたいということでございますが、こ

れ全部やりますと2,000万円を超えるという事業費になります。我々としては単独でやるとい

うことは大変無理がある。ですから、県費の補助がいただけないか、半分でも県費の補助をい

ただきたいということで県のほうへ要請もし、またそうした補助事業をつくっていただきたい

というようなお願いもしているところでございます。議員さん御指摘のように、そうした何と

か早い段階でそういう協議が調えば、次の来ていただくまでに間に合わせるのではないかと思

っておりますが、今後の取り組み状況によってそれは変わってくるということでありますが、

私どもとしては早く設置をする方向で取り組みたいという思いでございます。 

 それから、ふるさと納税につきましてでありますが、これも当初予算では４億5,000万円、

取り組みが弱いのではないかというのはございますが、私どもとしてもその辺は一生懸命で取
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り組んでいるところでございます。一番特産品としてうちにないものが牛肉なんですよね。豚

肉というものは市内で対応できるわけですが、一番人気のある牛肉というのはうちにはなかな

か生産が少ないということで、返礼品に充てることができていないと、そういうことがうんと

弱い部分ではないかということでございますけれども、当市にはいろいろな産品があるわけで

すから、それらをしっかり開拓をし、開発をして、お礼品の充実もさせて取り組んでいきたい

という思いでございます。ですから、目標が少しでも高いほうへ見込みが立てば、４億

5,000万円を５億円というようなことでぜひ目標を高く持っていきたいとは思っているところ

でございます。 

 それから次に、自然の家の利用率の向上でございます。これもだんだんに申し上げてきたと

ころでありますが、やはり冬場に弱いと、ですから冬場の間に先ほども申し上げました各団体

の研修会であるとか、宿泊であるとかというのをいかに入れていくかということでございま

す。そして、韓国野球の方々にもぜひ来ていただきたいというところでありますが、韓国野球

のほかにも各種団体の宿泊研修というようなものをぜひ一回でも二回でも取り組んでいただき

たいということで、その期間の取り組み状況についてお願いもしているところでございます。

そうしたことをしっかりと積み上げて、利用率の向上に努めてまいります。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 小椋議員さんにお答えします。 

 備蓄についてなんですが、津波浸水予想地域内、人口約１万人に対して備蓄状況について十

分であるかとのことですが、市が単独で現在備蓄しているものだけでは十分とは言えません。

それらを少しでも補うため、市内のお店や薬局などと災害時における物資の調達や医薬品の供

給に関する協定を結んでいるところであります。また、中央病院さんには、薬品を病院で流通

する形で備蓄する流通在庫備蓄を行っていただき、薬品の管理をしていただいているところで

す。市が備蓄しております食料品については、消費期限等に気をつけ、各種防災訓練時などに

も使用しつつ、順次備蓄を行っているところです。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 ここで健康管理のため２時30分まで休憩いたしたいと思います。 

            午後２時14分 休憩 

            午後２時28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。 

 谷口總一郎君の質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。平成28年６月定例会におきまして、改革会派鷹山会が市

民を代表いたしまして一般質問を行います。 

 大項目の１、観光地室戸岬に関する将来展望について。 

 (1)室戸岬への重点投資について質問をいたします。 
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 冒頭から私ごとで申しわけありませんが、私はかつて室戸市や周辺の東部地域全体を元気に

したいと思い、地域づくり活動や地域雑誌で県内の魅力を広く情報発信する活動を続けてまい

りました。本市の観光振興についてもずっと考えてきて、その観光の本拠地、室戸岬の地質を

観光に生かそうと世に訴えてまいりました。やがて、本市はその地質観光事業に取り組み、市

内の地質は世界ジオパークに認定され、事業に取り組んでおります。 

 ですが、どう考えても本市が観光拠点としてその室戸岬に力点を置いているとは見えませ

ん。例えば、本来は本拠地に置くべき施設なのに、ジオパーク関連施設として遠く離れた場所

にそれをつくったこと、また今度はさらに遠く離れた場所に観光関連施設といいまして施設を

つくろうとしていること、そして室戸岬に土産物店がない欠点をさきの議会で私が質問いたし

ますと、土産物はとろむとジオパークセンターで売っていると態度を表明したこと、観光客の

皆さんへの配慮がないだけでなく、室戸岬への思い入れが薄いことも明確です。考えますに、

観光地の活性化や振興は、そこにピンポイントで予算を投資して、観光客を呼び込む施設や繰

り返してイベントを開催するなどの工夫がないと効果が出ないことはそれにかかわる立場なら

ばわかるはずでございます。観光地の室戸岬をもっと輝く観光地にしたいと思った場合には、

室戸岬周辺の２キロ、３キロの区域に今以上の魅力を高める工夫をしてこそ輝く室戸岬になる

とわかるものでございます。 

 ですが、本市の取り組みを見ますと、今も申しましたように室戸岬の地質の魅力を知っても

らうためだといって観光地から７キロ離れた三津に施設を構えましたし、今度はまたも観光地

から９キロ離れた椎名に県外団体の研究を支援するために施設を構えようとしております。こ

れらは全て観光振興の名をかりて廃校を改修するのが目的であることはどなたにもわかりま

す。そして、次のターゲットが三津小学校の校舎であることもおわかりでしょう。 

 旧椎名小学校改修の件は、ミニ水族館で観光だとし、市民の批判があっても、なお事業計画

を進めておりますが、これも市の予算節約のためと地域住民のために防災コミュニティセンタ

ーと集会所を高台に新たに建設すれば、地域の問題点は解消されるだけでなく、３億円や４億

円は安く済むでしょう。その一部で１億円、２億円と聞いております費用で旧校舎は取り壊

し、用地も地権者に戻せば、将来的にいっても予算の節約となり、市民生活に効果を及ぼすの

は歴然としております。また、市民の税金を使って県外団体の支援などを行う必要はなく、市

の財政の原資である国民の税金、県民の税金、市民の税金は地元経済の活性化、市民生活の向

上、そして観光振興などのために大事に使うべきであります。簡単に言いますと、校舎の改修

は必要ないと思っております。 

 お考えいただきたいが、観光地の室戸岬がここ30年の間に周辺地域が整備されて見違えるよ

うになったと言えますでしょうか、言えないと思います。市長は観光客がふえたと発言されま

したが、公表されている室戸市への観光入り込み客数の中の県内の数字にはカウンター計測し

ている室戸岬など市内の観光地を車で通過する室戸市民の数もカウントされていて、実数では
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ありません。それは室戸ナンバーの車はなく、判別不可能だからであります。 

 話を戻しますが、室戸岬のジオパークですよと世に訴えながら、観光振興事業の実態が岬周

辺に重きを置いておらず、予算も投資しないから、改善されたのは観光案内板、遊歩道、展望

台ぐらいで、一向によくなっていません。観光に関してなすべきは、もっとピンポイントで重

点投資することではないでしょうか。さすれば、改善できる部分があり、実効性はきっとある

はずでございます。ジオパーク事業が始まった平成20年以降も、市外や県外にＰＲすることに

よって観光客もふえてはおりますが、一企業がホテルを開いたとはいえ、観光客を足どめする

環境整備は全くと言っていいほど充実しておりません。 

 加えて、弘法大師修行の場として名高い御厨人窟の入り口付近が落石するということでここ

何年も前から立入禁止になったままで、昨年11月の落石があって洞内を見学できないことか

ら、観光客のひんしゅくを買っております。あの所管は県なのか、国なのかは知りませんが、

本市も昨年度当初予算の社会教育費に調査費50万円を組んでおりますが、何年たっても落石防

止事業は行われないまま今も放置された状態であります。政教分離とはいえ、観光振興事業は

自治体の商売です。落石危険で立入禁止となった時点で国や県に即時着工を強く求めたとは考

えますが、本市があの場所を観光振興にとって大事な場所だと重きを置いていたら、既に工事

は終了し、お遍路さんや市外から来られた観光客の皆さんに空海修行の場を体感していただく

ことができたのではないでしょうか。 

 この点から見ましても、ジオパークと口々には言っている割には、いかに国や県や市が観光

地である室戸岬自体の発展に重きを置いていないかがわかりますが、三津や椎名の廃校利用よ

りも、室戸岬のほうが大事であります。平成３年から提唱し続けてきました地質観光構想が平

成20年にようやく本市において事業化されました。それ以降、ジオパーク事業は間違いなく室

戸岬と新村海岸から恩恵を受けていて、室戸市はこれから20年先、30年先まで、この室戸岬を

一番のよりどころとして観光政策を推進していくことになるのは間違いありません。なのにな

ぜその本家本元の拠点である室戸岬をこれほど軽んずるんでしょうか。なぜ室戸岬に重点投資

しないで、遠く離れた土地ばかりに投資するのでしょうか。自然公園法などの規制があろうと

も、市長も市職員の皆さんも、もっと室戸岬について深く考え、岬周辺がよくなるように悩

み、苦しんでいただきたいと思います。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 観光地である室戸岬にピンポイントで投資せず、観光客がおいでになる観光地から遠く離れ

た土地になぜ重点投資し続けるのでしょうか、その理由をお聞きをいたします。 

 もう一点、もっと室戸岬に予算を投じて施設環境を充実させ、来られた観光客の皆さんに喜

んでもらおうとする考えはないのでしょうか、市長にお伺いをいたします。 

 次に、(2)室戸岬に土産物店がない観光地の欠点について質問をいたします。 

 さきの議会の一般質問において、室戸岬に土産物店がない観光地の欠点について次のように
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改善を求めました。室戸市民がどこの観光地に行ってもそうであるように、室戸市内の観光地

においでになる観光客の皆さんもみんなそこでお金を使うつもりでやってきます。でも、室戸

岬にも、吉良川町の古い町並みにも土産物店だと自慢できるほどの店はありません。これは室

戸市の重大な欠点ですが、それでよいのでしょうか。民営か市営かは問いません。室戸岬の国

道沿いに地場産品も並ぶ土産物店ができるよう検討し、実現させてほしい。それとも、このま

までよいとお考えか、こう提案いたしまして、決定権のある市長の所信をお伺いしました。こ

の質問に対し、決定権のない担当課長が出てこられて、こう答弁されました。簡潔に言います

とこうです。室戸岬周辺は国定公園だから、新たに建物を建てることは困難な区域になってい

る。現在、観光協会が土産物を販売しているが、気づいてくれないので、大きな目立つ看板を

立てると聞いている。室戸岬のホテルや、室戸岬ではないが、ジオパークセンターにもとろむ

でも販売しています。今後とも、室戸に来た観光客に立ち寄ってもらえるような取り組みにつ

いて、関係者と協議する、こういう答弁でありました。 

 私なりにこの答弁を分析しますと、３つに分かれます。①国定公園だから新たに建物を建て

ることは困難だ、②室戸岬から離れた施設に、少しだが、土産物は売っている、③室戸に来て

いただいた観光客に立ち寄っていただけるような取り組みについて関係者と協議する、これが

答弁の要点であります。誠意を持って質問に答えていただいていないと思い、再質問を考えま

したが、質問に対する答弁が終わったのは午後４時、あとに続く２名の議員のことを考えて再

質問は全て取りやめてしまいました。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 ３月議会で行った室戸岬に土産物店がないという懸案事項についての質問は事業決定権があ

る人でないと答弁できないと考えまして、市長に対して質問をしたものでございますが、事業

決定権のない課長が答弁されましたので、同じ質問をもう一度市長にお伺いをいたします。室

戸岬に土産物店がない点を観光客から指摘を受け続けてきましたが、その室戸岬に土産物店は

必要ないとお考えでしょうか、必要だと考えているが、法律の規制があって建設できないとお

考えならば、その法的根拠をお示し願いたいと思います。 

 次に、３月議会で課長は、国定公園の特別区域には新たに建築物を建てることが困難だと法

律を根拠に答弁されました。困難ということは、絶対に建設できないと、建設してはならない

ということではなくて、例外もあるという意味になりますが、この困難の意味は絶対にだめだ

ということでしょうか、それとも例外もあるということでしょうか、この点は課長にお聞きを

いたします。明確にお答えください。 

 次に、大項目の２、本市と財政的援助団体との関係について。 

 本市が市内の団体を補助金で支援しております財政的援助団体、つまり補助団体ですが、こ

れは商工会さんや観光協会さん、シルバー人材センターなどがあり、その中に室戸ジオパーク

推進協議会があります。この補助団体の会長が補助金を支出する自治体の長である小松市長と
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いう点において、公正と言えないのは明らかであります。その一例として、ことし３月の馬路

村議会において、馬路村長が村の補助団体である林業３団体の組合長を務めている点につい

て、議員各位から補助金の受け手と出し手が同じなのはおかしいじゃないかという兼任批判が

あったことや、その団体への補助金が増額された点が問題視され、当初予算が否決され、直後

に村長は辞職するという出来事がありました。室戸市もそれによく似ておりまして、市長が市

内の補助団体であるジオパーク推進協議会の会長を兼任しているのは不適正でありますし、

28年度の補助金が26年度までの10倍の6,800万円にはね上がったことは問題だと思っておりま

す。 

 そこで、お伺いをいたしますが、市長が民間の補助団体であるジオパーク推進協議会の長を

兼務しているのは適正ではありません。この会長を退任することについてお伺いをいたしま

す。 

 次に、ジオパークセンター２階の観光ジオパーク課の部屋には、室戸市が補助金を支出して

いる民間の補助団体、室戸ジオパーク推進協議会が同居しておりまして、これも不適正な組織

のあり方であることは明々白々であります。つまり年間約7,000万円の補助金を支出する側と

その補助金を受ける側が１つの部屋でお金や事業内容についてやりとりするのはどなたが考え

ても健全な組織形態ではありません。それに、前段の議員からもありましたが、自治体は財政

的援助を与えた補助団体に対して公正と公平を期するため、定期的に監査を行わなくてはなら

ない関係にあります。つまり補助団体は全て本市の監査対象であり、深い関係を持ってはいけ

ないということだと思います。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 本市はこれまで補助団体全てに対して監査を定期的に行ってきたのでしょうか。行ってこな

かったのかをお聞きをいたします。行ってきたならばここ３年間、平成25年、26年、27年に行

った監査記録からその団体名を上げていただきたいと思います。 

 そして、室戸ジオパーク協議会の監査も行うべきだと考えますが、これを行いますでしょう

か、お伺いをいたします。 

 もう一点、監査対象であるこの補助団体、室戸ジオパーク推進協議会が観光ジオパーク課に

同居するのは不適正です。この部屋でなく、ジオパークセンター内に別の部屋を構えるなど、

そこに移動させるなどの処置をすべきですが、市長の御所見をお伺いをいたします。 

 次に、ジオパーク協議会への補助金の中に旅費があり、これはジオパーク協議会への補助金

ゆえ、観光課職員がジオ関係の会議等に出席する旅費に使えば、いわゆる丼勘定というそしり

を受けます。そういう場合には観光ジオパーク課の予算で旅費として確保し、会議に出席すべ

きですが、その点をお聞きをしていきます。 

 まず、平成27年度について、昨年度はＪＧＮ理事会、ＪＧＮとはジャパン・ジオパーク・ネ

ットワークの略であります、ＪＧＮ理事会や連合大会やＪＧＮ総会に各１名参加しております
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が、これは市職員ではないのでしょうか。また、82万円の予算でＪＧＮ全国大会に４名が５泊

しておりますが、この中に市職員は含まれていないのでしょうか。また、ＡＰＧＮシンポジウ

ム、これ何の略かわかりません、ＡＰＧＮシンポジウムに４名が５泊していますが、これに市

職員は含まれていないのでしょうか。 

 次に、28年度のＪＧＮ全国大会に参加する予定の３名、ＪＧＮ総会に出席する１名、ＪＧＮ

全国研修会の１名、ＪＧＮ理事会の１名、国際ユネスコ会議１回に190万円を経費として確保

していますが、これに出席する４名、以上５回の会議に出席する人の中に市職員は含まれてい

ないのでしょうか、明確にお答え願いたいと思います。 

 以上、27年度と28年度のジオパーク推進協議会の補助金を使って観光ジオパーク課職員など

が県外や海外の会議等に出席することはないかについて、詳細にお答えいただきたいと思いま

す。偽りのない答弁をお聞きします。 

 以上で私の１回目の質問を終わります。 

○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、初めに申し上げておきますが、使わなくなった施設の有効活用をすることは、市の発

展にとりましては私は有意義であるというふうに考えているところでございます。 

 また、観光入り込み客のことについてありましたけれども、これは僕がいつも申し上げてお

りますが、平成17年は調査上の数字としても年間17万人でございました。平成26年が63万人、

平成27年が73万人として入り込み客の調査上の数字がふえている、このことはやっぱり私たち

は地域の産業、経済に効果が上がっているという受けとめをさせていただいているところでご

ざいます。 

 また、御厨人窟の落石につきましても、私は悩み苦しんでおりますし、この対応も一生懸命

してきたというふうに考えております。これまで手をつけちゃいかんというてずうっと言われ

てきました。これは文化財保護法でございます、文化庁に言われてきました。ですが、せめて

落石の石だけはのけさせてもらいたいというようなことも申し上げて、これやったら大丈夫、

この石は除いてええというようなことについては順次これまでも予算をつけていただいて、の

けてきた経過は御案内のとおりであります。今回も一定どうしても入っていかれる、危険な箇

所へ入っていかれるけれども、もう少ししっかりした防護柵、入らないようにする対策も必要

ではないかというようなことを申されました。そんな中で、今回も予算を組んでいただいてい

るところでございます。 

 そしてまた、申されましたように本年度は史跡等保存活用計画、これを立てなさい、そうし

なければいろんなことを言われても文化庁としても答えようがないというような中で、私たち

も早くしたい、急ぎたいという中で史跡等保存活用計画も立てるようにしているところでござ

います。また、それ以外に何とか対策ができないかということで、この前も担当課長が文化庁
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へ訪ねていただいて、うちの願いや思いを伝えてきたところでございます。 

 そうした対策、対応というのはやらせていただいておりますが、なかなかそれに対して結論

を出していただけないということで我々も本当に苦しみ、困っているという問題でございます

が、先ほど言ったような対策をしっかりやることによって、御厨人窟等に観光客に来ていただ

くように、また入っていただけるような対策というものをぜひ考えていきたいと思っている。 

 それでは、順次お答えをいたします。 

 １の(1)室戸岬周辺への投資などについてでございます。 

 まず、室戸世界ジオパークセンターの設置場所や規模についてでありますが、この問題につ

いては市内有識者から成る室戸ジオパーク拠点施設検討委員会において議論をしていただいて

決定をしてきたということは以前にも申し上げました。そうした検討委員会の中で、ジオパー

クセンターの設置場所について、室戸岬に近いほうがいいとか、また室戸岬周辺は用地の購入

であったり、建築規制が厳しいから無理だというようなことを含めてさまざまな御意見が出さ

れたところでございます。そうした中で、室戸岬周辺に観光施設を集中させないで分散化する

ことも必要ではないかというような御意見、また日沖サイトにも近いということ、そしてまた

敷地も十分あり、建物も耐震性を有しているということから、室戸東中学校を活用するという

方向へと結論が出されたところでございます。現在、室戸世界ジオパークセンターは、高知県

においても県東部の重要な観光拠点施設としての位置づけも私はしていただいているのではな

いかと考えております。 

 また、高速バスや路線バスの乗り入れにつきましても、これも私どもが要望活動を行った結

果、実現をいたしておりまして、観光客や地域住民の方々にも利用をいただいているところで

ございます。 

 次に、室戸岬周辺の施設整備についてでございます。これまで周辺住民や室戸岬を訪れた観

光客の方々から苦情が大きく寄せられていたホテルニューむろとにつきましては、現在ホテル

ジオパーク夢路灯として昨年度よりオープンをしております。当該施設は、ホテルやレストラ

ン、そしてお土産物の販売を行っておりまして、観光客や地元の方が利用をされている施設と

して営業もいただいているというところでございます。 

 また、室戸ジオパークのメーンサイトとしまして、見どころとしましてはやはり室戸岬のサ

イトがございます。この室戸岬サイトにつきましては、案内板や説明板というものをしっかり

整備いたしますとともに、遊歩道等の整備も行ってきたところでございます。そうした取り組

みによって室戸岬のジオガイドを利用される観光客は、平成22年度は947人であったものが、

平成27年度は9,943人と年々増加をしているところでございます。 

 次に、(2)室戸岬周辺の土産物店や新しい建物の建築の件についてでございます。 

 まず、地域の物産やお土産物を販売することによって地域経済の発展につなげていくこと

は、これは当然やっていかないといけない大事なことだと私も認識をするところでございま
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す。現在室戸岬周辺では以前と違うことは先ほども申し上げました、ホテルジオパーク夢路灯

が新しく土産物の販売を行うというようなことになっておりますので、少しではありますが、

観光客の方々にそうした土産物を購入できる機会はふえたのではないかと思っております。ま

た、市内には、キラメッセ室戸楽市、鯨館、海の駅とろむ、ドルフィンセンターなどで土産物

や地域産品が多く販売されていることは御案内のとおりでございます。 

 次に、室戸岬周辺は、御案内のとおり自然公園法の特別保護区域となっております。また、

あわせて文化財保護法の史跡名勝天然記念物に指定され、さまざまな規制があることは御案内

のとおりでございます。したがいまして、これは建物とかいろんなものの個々の内容に私はよ

るのではないかというふうに思っておりますが、その内容によりましてこの建築ができるも

の、やっぱり制限を受けるもの、それは個々の内容によるのではないかということを考えます

が、先ほど申し上げた規制区域ということになりますので、それらをクリアしていくというこ

とが大事だというふうに思っております。 

 また、先ほども申し上げましたけれども、この室戸岬周辺のことにつきましては、史跡等保

存活用計画というものを立てて取り組むことが求められておりますので、その取り組みを進め

ているところでございます。 

 次に、財政的補助団体の件についてであります。 

 まず、室戸ジオパーク推進協議会でありますが、平成20年６月に地元県議、私、そして商工

会会長、観光協会会長などが発起人となって、世界ジオパークの認定を目指して市内の各民間

団体を会員として協議会が設立をされております。また、協議会役員の選出についてでありま

すが、まず理事が選出をされます。その中から、会長、副会長など役員が互選をされていると

いうところでございます。そして、現在国内で世界認定をいただいている７地域におきまして

も、同様に自治体の首長がジオパーク推進協議会の会長を務めているというのが状況でござい

ます。また、世界ジオパークネットワークの基準というか考え方の中に、公的機関、地域社会

並びに民間団体によるしっかりした運営組織と財政計画を持つ体制が求められるとされている

ところでございます。 

 次に、観光ジオパーク推進課の事務分担についてでございます。 

 観光ジオパーク推進課の事務分掌のことについてでございますが、その事務分掌の中には、

ジオパークに関する計画の総合的な調整及び推進、施設の維持管理、広報の実施等ということ

で定められておりまして、課の業務として行っているところでございます。また、室戸ジオパ

ーク推進協議会は、ジオパークの保護、ジオパークの調査研究、ジオパークの活用方法、日本

及び世界ジオパークネットワークとの連携交流等を行うことを活動の目的としているところで

ございます。行政と団体は、室戸の地域資源を活用する取り組みとして、室戸ジオパーク活動

の推進という同じ目的を持って取り組んでいるところでございます。したがいまして、効率的

に事業活動を推進していくため、同じ場所で仕事をしているところでございます。 
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 なお、行政経費として支払うもの、そして団体経費として支払うものはしっかり区分して取

り扱う必要があることは御案内のとおりでございます。また、団体である室戸ジオパーク推進

協議会には、監事２名を置いて適切な監査を行っていただいているところでございます。 

 次に、補助団体に対しての監査についてでございます。 

 まず、全ての補助金について各課におきまして事業ごとに補助金交付申請時の審査及び実績

報告時の事業完了確認を行っております。そして、市の監査委員による監査につきましては、

３年間では平成25年度に室戸ジオパーク推進協議会を、平成26年度には社会福祉協議会を、平

成27年度にはシルバー人材センターと老人クラブについて随時監査が行われておりまして、そ

の結果は随時監査結果報告としていただいているところでございます。 

 私からは以上でございますが、観光ジオパーク推進課長から補足答弁をいたさせますので、

よろしくお願いします。以上です。 

○議長（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。 

 １点目の(2)の土産物店に関してであります。 

 先ほどの市長答弁にもありましたが、自然公園法の特別保護地区内においては、原則土地の

形状変更、建物の建築は、公園事業以外ではできないことになっております。公園事業で整備

できる施設についても自然公園法で限定されているとともに、公園計画の利用計画の変更が必

要となってきます。公園計画の変更につきましては、県知事が環境大臣に事前協議を行い、そ

の後、県の審議会に諮り、承認後変更といった手順を踏まなければならないことになります。

３月議会で建物の建築は困難とお答えさせていただきましたのは、この公園計画の変更が容易

ではないという趣旨で申し上げたものでありますので、御理解をお願いします。 

 次に、大きな２点目の室戸ジオパーク協議会の旅費等活動費についてお答えします。 

 室戸ジオパーク推進協議会の旅費についてでありますが、平成27年度につきましては鹿児島

で開催されたＪＧＮ全国大会には専門員３名が出席しています。東京と北海道白滝で開催され

たＪＧＮ全国研修会には専門員各１名が出席し、鳥取で開催されたＡＰＧＮ、こちらアジア・

パシフィック・ジオパーク・ネットワークと言います、山陰海岸シンポジウムには会長たる市

長及び専門員３名が出席しております。 

 なお、千葉で開催されたＪＧＮ総会及び東京で開催されましたＪＧＮ理事会については、室

戸ジオパーク推進協議会からの支出はございません。 

 平成28年度でありますが、４月に東京で開催されたＪＧＮ理事会は会長、事務局長の２名が

出席しております。５月に千葉で開催されました連合大会には専門員３名が出席し、同じく千

葉で開催されたＪＧＮ総会には事務局長が出席しております。また、今後、10月に静岡で開催

されるＪＧＮ全国大会は会長と専門員３名が主席する予定であります。また、９月にはイギリ

スで開催されます国際ユネスコ会議には専門員３名と協議会の顧問になっていただいてます高
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知大の先生１名が出席する予定であります。 

 このように、推進協議会からの旅費として支出しておりますのは、会長、専門員、協議会の

事務局長、事務局長は前ジオパーク推進課長でありますが、それと顧問のみで、観光ジオパー

ク推進課職員の出張旅費については市の一般会計予算のジオパーク推進費から支出を行ってお

り、今後もそのように取り扱っていきますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 谷口總一郎君の２回目の質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。２回目の質問を行います。 

 まず、大項目の２点目の本市と財政的援助団体との関係について、それの市長答弁から再度

質問させていただきますが、現在ジオパーク推進協議会の会長を兼務している件についてです

が、現在も全国の７地域の首長さんがジオパーク協議会の会長を務めているということで答弁

を終わりましたけんど、そういうふうに全国の首長さんが会長を務めているということから、

室戸もジオパーク推進協議会の会長を市長が務めてもいいじゃないかということでしょうか、

それについてお聞きをします。 

 次に、課長の今先ほどの自然公園法に関しての答弁の中で、課長は自然公園法の規制の変更

が困難であるために、室戸岬の自然公園内への施設建設は難しいというような答弁だったと思

います。そこで、これ室戸岬に施設が本当にできないものかどうかについて、実は私今から

20年ほど前にこういう「あおぞら」という本を出していて、平成７年６月に出した特集に「荒

ぶる土佐の室戸岬」という特集の中で、岬の民宿の方が増改築が難しいということで、県の自

然保護課の植田さんという方のところへ取材に行きました。本当にそういうことかどうかとい

うことで行きました。そこで聞いたお話を、本当にできないものかどうか説明させてもらいま

す。 

 この中の自然公園法の法的根拠を記載しましたこの記事をかいつまんでゆっくり説明してい

きますので、お聞きいただきたいと思います。 

 室戸岬突端のホテルや旅館、民宿の建物が増改築できなくなったのは昭和39年６月、室戸阿

南国定公園の指定を受けたときからで、その指定において、特に岬突端部分は特別区域ではな

くて、特別保護地区として規制されることになりました。この特別保護地区は、自然公園法第

18条の第３項において、特別保護地区においては次の各号に掲げる行為は国立公園にあっては

環境庁長官の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければしてはならないと規定

され、この第１号に第17条第３項第１号から第７号まで、及び第９号に掲げる行為とありま

す。この中の第１号を見ますと、工作物を新築し、改築し、または増築することと規定されて

おります。取材した県の担当職員の方はさらにこう説明されました。この規定をもとに我々県

が許可する判断基準は何かというと、この自然公園法の審査指針です。第１、工作物の新築、

改築、または増築の１、建築物の新築、改築、または増築にはこう書かれています。１、次の

各号に掲げる地域におけるものは建築物の態様、目的のいかんにかかわらず許可しないものと
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する。 

 さて、重要なのはここからでございます。ただし、既存の建築物の改装、建てかえのため、

もしくは災害復旧のために従前の建築物の規模を超えない新築または学術研究その他、公益上

必要と認められる建築物であって、当該地域以外の地域においてはその目的を達成することが

できないと認められるものの新築、改築もしくは増築にあってはこの限りではないと規定され

ております。この部分を分析しますと、既存の建築物の改築及び建てかえ、災害復旧のための

新築、学術研究その他公益上認められる建築物とあるように、公益上必要なものやこれまであ

った建築物等については必ずしも許可しないというわけではないということであります。そし

て、この限りではないということは、許可できる場合があるという意味でございます。 

 さらに、それらの規模についても、自然公園法の審査指針にはこう書かれております。第１

の２、個別的事項の２に、従前有していた機能を復活させるため、やむを得ず規模が多少超え

ることとなる場合も含むものとすると、建物改修においての取り扱いに例外も許すと規定され

ております。 

 取材の最後に、県自然保護課公園班の職員は次のように説明してくださいました。参考のた

めに説明しておきます。今までお話ししたのは申請に対する許可という行為についてでした

が、もう一つ公園事業というのがあって、私ども県の自然環境保護審議会やあるいは国の審議

会に諮問をして、その公園事業の中にはホテル、旅館、民宿などの宿舎経営についても含まれ

ているが、そういう公園事業に位置づけた場合は、さきのような許認可の規制以上の建物がつ

くれる場合もあります。自然公園内というものの一つの観点は保護です。要するに自然は大事

だから守っていこうよということでございます。もう一つの観点は、すばらしい自然だから皆

さんに見に来てくださいという観光的側面です。いわば自然事業です。 

 以上のように、お問い合わせの件については建てかえ、改築、増築は可能で、ほかについて

も許可できる場合があるということです。県自然保護課の職員はこのように教えてくださいま

した。県に取材して雑誌に掲載した記事は以上であります。 

 県の説明をまとめますと、国定公園の室戸岬周辺の建物に関して、新築し、改築や増築する

場合には高知県知事の許可を受けなければならない、室戸岬突端の特別保護地区においては、

建築物の態様、目的のいかんにかかわらず許可しない、ただし既存の建築物の増改築のため、

建てかえのため、災害復旧のための新築または学術研究など公益上に必要と認められる建築物

で、室戸岬以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものの新

築、改築、増築はこの限りではない、この３点が大体要点やと思います。 

 ということになり、この中の公益上に必要と認められる建築物で室戸岬以外の地域において

はその目的を達成することができないと認められるものの新築、これは許可されると理解でき

ます。この点において３月議会で担当課長が自然公園法の内容については詳細に認識していな

いと思いますが、国定公園だから新たに建物は建築できないと答弁したものだと言えます。よ
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って、室戸岬は国定公園だから土産物店の建築は困難だと課長は答弁いたしましたが、20年前

から室戸岬に新築であっても、公益上に必要な建築物ならば県知事は許可することがあると私

は考えています。 

 ２点目として市長にお聞きをいたします。 

 先ほども申しましたように、自然公園法の審査指針によれば、公益上必要と認められる建築

物にあって、当該地域以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められる

ものの新築、改築もしくは増築にあってはこの限りではない、つまり許可できると規定されて

おります。これによれば、室戸岬の特別保護地区への公益上必要な建築物の新築は法的に許可

されると私は考えます。この自然公園法の審査指針について市長の御見解をお伺いいたしま

す。そして、室戸岬への土産物店等を市が整備するお考えはないかについてもあわせてお答え

ください。 

 以上、３点お聞きをして、私の２回目の質問を終わります。 

○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） 谷口議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目であります。 

 ジオパーク推進協議会の会長の件でありますが、私は協議会において会長として選任をされ

ているわけでございますから、その役割を果たしていきたいと考えております。 

 それから、特別保護区の点につきましては担当課長からお答えをさせますが、現段階では市

として土産物店を整備する計画としては持っていないところでございます。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、私のほうから、自然公園法の

先ほどの説明についてですけれども、議員さんがお調べになられたように、利用計画を変更し

て、公園事業であれば認められる建物はあります。広場とか園地、宿舎、休憩所等認められる

建物はあります。ただし、先ほど答弁いたしましたように、利用計画の変更というのは都道府

県知事の計画変更になりますので、その部分がなかなか今までやっていただけてないというの

が実情です。ですから、大変というのは言わさせてもらいました。法的には不可能ではないけ

れども、室戸市がやることは不可能だと私は思っております。 

 あと、既存部分の建てかえですけれども、議員さんが御説明されましたように国定公園を指

定される前の建物、これについては改修工事は可能です。ただし、御存じのとおり民間の持ち

物の建物ですので、市が直接改修工事というのは所有権が移ってからでないとできないという

ことです。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 次に、山本賢誓君の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。６月定例会におきまして、自民クラブの一員として一般質
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問を行います。 

 まず、質問事項の１番、車による高台避難への対応についてお伺いをいたします。 

 最近の報道によりますと、南海地震発生確率が向こう30年以内に73％だとの数字が出ており

ます。だんだんと地震発生確率が上昇傾向にあり、その対応が急がれる状況となっておりま

す。室戸市も各地域に避難道路及び避難タワーの建設と津波対策を進めておりますけれども、

まだ十分ではないと認識をしております。そういった中の避難に対する対応として、現在対応

できていないのが県道、国道を通行する車の避難対策ではないかと思います。私も仕事柄、高

知のほうへ向かうことが多いですけれども、通行時、今地震が起きたらどこに避難しようとか

と常に考えながらハンドルを握っております。高い建物を順次探しながらだったり、高台へ通

じる道路を探しながらの運転を心がけております。県道、国道を、時間帯にもよろうかと思い

ますけれども、時間帯によってはかなりの通行量があると思います。そういったことから、ま

だどこの市町村も道路通行車両に対する避難対策がとれていないのが現状だろうと思います。

室戸市内を通行する車には、市内の高台へ通ずる道路を熟知した方々から、室戸市民でありな

がら、高台への道路の存在を全く知らない方々もたくさんいることも容易に想像できます。ま

してや、市外からの通行車両はそういったことを知る由もありません。そういった方々のため

に、通行車両のための避難対策も重要な対策、取り組みではなかろうかと思いますので、質問

をさせていただきます。 

 質問事項、例えば羽根中山地区、それから羽根太田地区、平山地区、西山台地、佐喜浜台地

とか室戸岬スカイライン、そういったところの高台へ通ずる道路の入り口あるいは数キロメー

トル先に高台避難道路がありますというような表示板設置を検討してはどうか、お伺いをいた

します。当然国土交通省とも協議が発生しますが、前向きな姿勢で取り組んでいただきたいと

思いますので、防災対策課長に御答弁をお願いいたします。 

 次に、２番目、公有財産取得及び処分委員会の会議の公開についてお伺いいたします。 

 質問項目は、会議の公開としてありますが、質問事項は市道庄毛西町２号線道路新設事業に

ついての移転補償費の算定を含めた一連の件でありますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず、この工事に関して建物移転補償が発生したわけですけれども、この建物は木造トタン

屋根の古い建築物であります。所有者は取り壊し後、別途に建設の意向を示していますから、

それなりの経費も必要になってくるのだと思います。その中で、費用算定の経過について若干

の疑問点がありますので、質問をしたいと思います。 

 委員会の中で、副市長はこの会議は秘密会であるというような趣旨の発言をされております

けれども、高知県の審議会等の会議に関する指針、これは委員会に置きかえてもいいと思いま

すけれども、目的として審議会委員会等の会議を公開することにより県民に対し審議状況を明

らかにし、県民の県政に対する理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政

を一層推進することを目的とする。また、公開基準には、審議会等の会議は原則として公開す
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る。ただし、次のいずれかに該当する場合として２点ほど公開をしなくてもいい条項がありま

す。これらは、公開することにより公正または円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達

成されないと認められる場合とあります。これは会議そのものを公開するとしたものですか

ら、今回の室戸市の場合はこれには該当しないと思います。県の指針に準じれば、今回の委員

会の審議記録は情報開示すべきだと思います。室戸市公有財産取得及び処分委員会規則は第２

条、委員会は取得または処分しようとする土地、建物の選定及び価格の適正を期すために必要

な事項を審査するとあります。そういう審査過程が秘密会であり、秘密裏に行われるようなこ

とがあっては、情報公開に背を向けるものであり、不正の温床にもなり、価格において委員会

のメンバーの中で力のある者、声の大きい者が押し切るとすれば、間違いも起きやすい開かれ

た市政に逆行するものであると思います。そういったことをただしていくのが私たちの仕事と

思っておりますから、以下の質問に御答弁をお願いいたします。 

 この会議の内容は公開できるのか、できないのか、お伺いいたします。本年３月31日に規則

改正がされておりますけれども、非公開の文字はどこにも入っておりませんけれども、よろし

くお願いします。 

 それから、２つ目の質問事項として、委員会審議の中で委員から選定基準に対して何点か疑

問点も出たと思いますが、その委員長である副市長は疑問点に対してどのような回答をされた

のか、お伺いをいたします。 

 次に、この移転補償に関しては建物鑑定をコンサルタントに委託しておりますが、築年数、

補償率、残存価格がもとになると思いますが、それは幾らに評価されたのか、お伺いをいたし

ます。 

 ３番目として、補償費用内訳で移転費用と建物補償額の内容内訳をお願いします。 

 次に、３番目、工事の設計費及び監理委託料の軽減についてお伺いをいたします。 

 この質問は、平成25年度事業で実施された佐喜浜移住体験住宅、旧佐喜浜小学校の教員住宅

でありますけれども、についてであります。 

 本年５月、総務委員会において管内視察のときに現地を確認しましたが、総事業費は585万

3,000円、総事業費等の改修工事の規模との差に驚きを感じました。15.5坪の平家建てで、改

修内容は屋根のふきかえと壁の張りかえ、一部内装修繕、簡易トイレの設置等が主たる工事内

容であります。総事業費を建坪で割りますと、坪単価40万円近くになります。40万円といえ

ば、１件の新築工事とさほど変わりのない発注価格であります。設計監理費が約30万円ですか

ら、現物を見れば30万円で壁材ならおつりが来ます。屋根材が十分に買えるのではないかとい

う推察をしました。以前、佐喜浜町の奥地で、木造で建坪100万円以上の簡易便所ができたと

きに議会のこの場でコンサル会社に対して坪単価をこの程度で仕上げてくれという役所側の指

示が必要ではないかと指摘もさせていただき、前執行部が確認もされているのに、またこうい

った無駄な費用が支出されていることが残念でなりません。今回のこの事業費の内訳は国費が
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２分の１、県費４分の１が含まれていますから、設計あるいは監理費はどうしても必要かと思

いますけれども、工事内容内訳は簡易な修繕ですから、見積価格で十分に対応できると思いま

す。例えば、市内の建築業者あるいは地域の大工、二級建築士免許を所持している方々に修繕

箇所を明示して、相見積価格を提出していただき、それを参考に設計、そして監理を委託すれ

ば、恐らく580万円の半額以下あればこの工事は完成していると思われます。国費を使おう

が、県費を使おうが、市民の国民の税金が使われることに変わりがありませんから、常に経費

節約の考えを執行部は忘れずに、設計する前に、あるいは設計後の設計書を確認して、無駄が

ないか確認作業を取り組んでいただきたいと思います。 

 質問事項であります。 

 国費、県費が入った事業でも取り組み方によっては従来のコンサルタント任せの設計よりは

るかに安価で事業ができると思いますが、この件に関して企画財政課長に御答弁をお願いいた

します。 

 ２番目として、全てコンサルタント任せにしなければならない原因は、室戸市に建築技術を

理解する職員がいないことが全ての元凶となっていることは明白であります。２週間ほど前に

県庁住宅課を訪れたときに、課長補佐はこういった現状を話したときに、県のほうは室戸市さ

んは若い職員を入庁させて、１ないし２年間ぐらい建築技術専門学校とかに入れて技術を学ば

せたらいいです、既に他の市町村にもそういった動きがあるということでした、この件に関し

ては市長の答弁をお伺いいたします。 

 ４番目、定年退職者の再任用についてお伺いいたします。 

 本年度、28年度も４名の課長クラスが定年退職を迎えると聞いております。そのうち何名が

再任用を希望しているかわかりませんが、過去の再任用制度が始まって退職者がそれぞれの部

署に配属されていますが、どうもその再任用の方々の利用の仕方に長年の知識、経験が生かさ

れていない、果たして有効に任用されているか、疑問に思います。人事案件ですから余り口出

しはできませんが、せっかくの制度ですから、もう少し有効に活用できる方法がありはしない

かとも思います。課長退職者を臨時職員と同じ待遇で雑用係をしていたりするのは余りにもも

ったいないというような気もします。有効活用、例えば今まで長年養ってきた部署に専門職と

して配置するとか、課長職を継続してお願いするとか、あるいは退職者でシンクタンク的な役

割をお願いするとかの方法はとれないものだろうかと思います。市長の考えをお伺いいたしま

す。 

 ５番目、まち・ひと・しごと創生総合戦略の実効性についてお伺いいたします。 

 この創生総合戦略は、平成27年10月に作成され、平成31年度までの５年間を総合戦略の計画

実施期間と位置づけております。政府が不退転で取り組むという地方創生事業にのっとって、

日本全国各地の自治体が創意工夫を持って取り組んでおります。創意工夫のない自治体は当然

取り残され、衰退の一途をたどることになります。室戸市も企画財政課長以下、それぞれが人
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事異動に左右される中で、いかに継続したやる気が維持できるか、あるいは後進課長に道筋を

つけて異動することができるか、それぞれの課長の実力が問われるところであります。やる気

があるのかないのかは少し話をしてみればすぐわかります。これをやらないと室戸市は壊滅状

態になる、そういった話が基本にもありましたし、今のうちに我々が何とか道筋をつけようと

いう心構えが現執行部に芽生えているのかどうかが大事であります。 

 進捗管理体制の中で、関係課長で構成する庁内組織あるいは外部委員で組織する委員会と、

本年になってまだ一度も開催されていないと聞きます。特に基本目標に上げている、１、室戸

らしい産業振興を中心に安定した雇用を創出する、２、室戸世界ジオパークを活かし、国内外

からの新しい人の流れをつくる、３、結婚・出産・子育てを応援し、室戸の次世代を育てる、

４、室戸の地域力を高め、人にやさしいまちづくりを推進する、この４本が柱であり、それぞ

れたくさんの項目が付随しております。時が過ぎるのは早いもので、誰かがやるだろう、企画

財政課が旗を振るだろう、市長が指揮をとるだろうではまず成功することなく終わってしまう

ことは目に見えております。そうならないためにも、常に定期的に、資料がそろわなくても、

会議を開き、前向きなやる気の維持を絶やさないように取り組んでいくべきだと思います。 

 それぞれの戦略担当課の重要性は言うまでもなく、特に企画財政課と産業振興課の取り組み

は重要であります。少子化対策、人口対策、雇用の場の確保は３点セットの最も重要な部分で

あります。産業振興が雇用の場を創出することは言うまでもありませんが、そういったことに

どこまで踏み込んで取り組んでいけるか、産業振興課長の努力を期待したいと思います。 

 質問事項として、先ほど言いました１から４までの件について、各担当課の具体的な取り組

みと進捗状況をお伺いいたします。これは企画財政課、産業振興課、総務課長にお伺いいたし

ます。 

 ６番目、総合評価方式の問題点についてお伺いいたします。 

 室戸市の入札方式に総合評価方式が取り入れられて、８年から10年近くたったと思います。

指名業者の応札価格に業者の総合的な評価が上乗せをされ、一概に最低価格で応札した業者が

そのまま落札ということにはならない、評価点を加味して逆転落札ということがあります。地

域の業者がさまざまな社会貢献に寄与することは評価できることだと思います。評価点は企業

の評価、技術力評価あるいは地域性、社会性評価または予定技術者の技術力評価等が評価点と

して100点満点の構成をしております。また、評価のマイナス点としては、前年度実績の評価

点が65点未満ならマイナス５点、指名停止実績があればマイナス10点となっております。業者

がこうした社会貢献で評価を受けるということはすばらしいことだと思いますが、反面、この

総合評価方式によって弊害も生じているのが室戸市の建築業界ではないかと思います。 

 建設業者は数多く存在してますから、大きな問題にはならないと思いますけれども、建築業

者は３ないし４社程度ですから、往々にしてこの制度により１社が独占という状況が生まれて

まいります。独占すればするほど従業員不足で工期内完成ができなくなり、平成26年から27年
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度にかけては多くの事業の完成が大きくおくれる事態が発生をしております。工期内に完成で

きないと見るや工期延長の手続がなされ、役所側が丁寧にその理由をつくってあげて、議会を

乗り切っているということであります。中には理由なき工期延長をした事業もありますけれど

も、ここに役所の毅然とした態度が欲しいと思います。毅然とした態度がとれていないようで

は健全な業者育成にはなりませんから、担当職員、担当課長の猛省を促したいと思います。わ

けなく工期を延長した場合、総合評価方式のマイナス評価点に入れるぐらいの取り組みが必要

ではないかと思います。 

 質問事項であります。 

 室戸市の建築発注工事に関して総合評価方式の見直しは検討しないのかどうか、お伺いしま

す。 

 ２番目、工期の延長に関して、たび重なり正当な理由がなく終了しない場合はマイナス評価

の項目に入れるべきではないか、この点もお伺いいたします。 

 次に、７番、火葬場新築工事の諸問題についてお伺いいたします。 

 この工事の正式名は室戸市新火葬場建築主体工事でありまして、平成25年９月に契約発注を

しております。この工事に先立つ造成工事のおくれから、当初工期は26年３月が26年12月30日

に第１回の工期変更を行い、以後27年３月20日に、また27年９月15日に、また27年11月30日と

合計４回も工期延長を行った極めて特異な経緯をたどった事業であります。 

 この間、平成27年２月には請負金額の変更を行い、5,141万6,000円の増額をしております。

この増額理由は、工事契約から12カ月を経過したため、公共工事請負約款第25条スライド条項

を適用し、価格変動に対して請負代金が不適当と認めた場合に変更するものであり、今回その

要件を満たしたため、適用されたものだと思います。適用期日、基準日は平成26年12月27日

で、この基準日の物価価格変動単価が工事の残工事分に対して適用されるということでありま

す。その適用された増額分5,141万6,000円は、残工事分であるのに、実に請負代金の33％の増

額ということになっております。変更設計書では物価の平均上昇率が単価の平均上昇率と一緒

ですけれども、平均40％を超えていて、40％の物価上昇、例えればオイルショックで日本国内

が大騒動になった事態に相当するような物価上昇率でありますけれども、日本国内は静かなも

のでありましたし、なぜ工事だけがそれほど物価が上がるのかというような疑問もあります。

この件に関しまして高知県に聞き取りをしますと、確かに一部に物価上昇は見られるが、それ

ほどの価格変動はないということでしたからおかしいと感じ、平成27年３月議会で予算修正動

議を提出させていただき、適正な価格を算出するように求めましたが、たった３名の賛同者し

かいなく、見事に室戸市議会で否決をされたいきさつがあります。スライド条項を適用すれ

ば、物価上昇分を確定するだけですから、答えは１つであります。金額は１つであります。答

えは１つしかないのに、この5,141万6,000円が確定するまでに非常に不可解な金額の動きがあ

ります。平成26年２月16日のある公の場で、業者は工事が始まる前から5,000万円の赤字が出
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ている、まだ火葬の関係で工事がおくれる、補償費も出さなくてはいけないのじゃないかとそ

ういうふうに暗に要求するような発言が出ております。工事をする前から5,000万円の赤字、

おかしなことです。入札心得第４条の２に、入札者は仕様書、設計書及び図面その他契約締結

に必要な条件を熟知の上、入札しなければならないとあります。この金額でできないとなれ

ば、応札をしないということが常識であります。同じく21条に、入札者は入札後の心得または

あらかじめ示された入札条件仕様書、設計書、図面、契約書、現場条件等について不明を理由

として異議を申し立てることはできないとあります。要するに、単価が安かろうがどうしよう

が、落札するということはこの金額でやりますという意思表示でありますから、最初から赤字

だとして第三者を通じて公の場で室戸市に圧力をかけることはあきれかえる行為ではないかと

思います。 

 赤字、赤字、たび重なる赤字補 要求で市長も担当課長も━━━━━━━━━━赤字補 を

しなくてはならないというふうな雰囲気が醸成されたことが想像できます。なぜなら、市民課

長は議員総会の場で質問に対して、5,000万円の赤字のことは業者から来ている、今回の補正

見込みで現在協議中、積算中と答えております。また、別の答弁では、火葬で仕事がとまった

場合の補償については、補償費というか、その5,000万円の中でということは聞いております

のでと答えているところから、絶対にしてはならない赤字補 と休業補償の合算で5,141万

6,000円が確定してきたことは容易に想像がつきます。市民課長の発言の5,000万円の中でとい

うことは聞いておりますのでという発言、誰から聞いているのか、これは室戸市側から１人し

かないと思います。それから、赤字と休業補償分も含めた大変な圧力に折れた市長が担当課長

に指示をしたのではないかと考えるほかはないと思います。赤字補 と休業補償費合算で

5,141万円について、指示を受けたと確認できる市民課長の発言ではないかと思います。休業

補償は契約にもなく、違法な支出であります。どうしてこんな間違いを犯すのか、疑問であり

ます。 

 次に、市長の不可解な点について述べたいと思います。 

 まず、さきにまず皆さんの念頭に置いていただきたいのは、スライド条項適用で算出される

金額は一つの答えだけであります。２月中旬の公の場で、ある人物が執拗に5,000万円の赤字

を強調、その意を受けてか、すぐ直近の２月末に補正予算案に5,100万円の増額の執行部案が

提出されました。その金額の一致に驚くとともに、前述したように、私も高知県のほうに聞き

取りということになりました。その結果を受けて、市長と面談をし、県の見解はそれほどの物

価上昇はないというような見解でありますから、市長に対してこれほどの増額は根拠がありま

すかというと、市長は根拠はなくてはなりませんと答えましたけれども、根拠はありますとい

う明確な話ではありませんでした。そして、この金額が出るまでかなりの圧力があったのじゃ

ないですかと尋ねると、市長はこの金額まで来るのに大変だった、最初は物すごい金額を要求

してきたというふうに話しております。大変だったと圧力を示唆する言葉であります。 
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 物すごい金額、私が話す金額はそれなりの証言に基づいておりますから、今から言いますけ

れども、最初は8,000万円の要求が出ております。そして次に、6,200万円が出ているようであ

ります。そして、驚くことに、その過程で市長は3,500万円で納得してくれないかというふう

な要求者に対して金額を明示しているということであります。しかしながら、そう3,500万円

では納得できないから、最終的に5,141万円という数字に落ちついたことだろうと思います。

先ほど念頭に置いてくれといったスライドでの金額は一つであります。しかしながら、

8,000万円から6,200万円へ、3,500万円から5,100万円へ、この金額の推移にスライド条項では

じき出した金額とは全く違う金額がひとり歩きして、室戸市の契約で守るべきルールが全く無

視をされているということは皆さんも理解できると思います。正規なスライド金額は市長の提

示した3,500万円よりもまだ下の価格ではないかと私は思います。それでも、5,000万円の金額

が上乗せされたのであれば、当然設計書もおかしな単価になってきます。 

 高知県庁住宅課に事の推移を話し、設計書を精査していただいたら、最終単価は当然現在あ

る単価で設計書は構成されておりますけれども、あくまでもスライドによる物価上昇率は落札

単価に対して上昇率分を上乗せするのが本当で、いきなり高い単価に変更するのはおかしいで

すね、あくまでもスライドによる物価上昇率は落札単価に対して上昇率分を上乗せするのが本

当で、いきなり高い単価に変更するのはおかしいですねという見解でありました。単価がたく

さんありますから、その全てがアップしています、全てを精査するには大変な時間と労力が要

りますから、最終は次の議会とさせていただくけれども、一例として過剰単価仕様の例をここ

で読み上げてみます。 

 型枠工事があります。型枠には普通型枠とか、打ちっ放し型枠とか種類がたくさんあります

が、一例として普通型枠、基礎地中型枠でありますけれども、当初設計単価が2,300円であり

ます。設計の変更の最終単価が4,000円であります。アップ率は174％であります。実際価格は

142％の上昇はありますが、使用されたのは174％で32％の上積みがなされております。そして

もう一つの打ちっ放し型枠、基礎地中の分ですが、当初価格は2,520円、そして最終変更単価

は4,950円、アップ率は197％であります。実際価格は135％の上昇であり、使用されたのは

197％であります。62％の単価の上積みがなされております。これはほんの一例でもあります

ので、想像するには全体として適正な価格ではないということが証明できる一例になると思い

ます。私の経験から、物価上昇だけで、１億3,500万円の工事の残工事に対して5,100万円もの

増額はあり得ないと思いますから、でき上がった変更設計書はもしかしたら架空の数字がかな

りあるのではないかというふうに想像もできます。 

 また、その工事に関しては、これから後、情報開示によりまして工事写真、工事日誌が必要

となりますので、後日調査ということになります。多くの単価その他の精査が必要になってき

ますから、長い時間がかかりますが、取り組んでいきたいと思います。私たちは不正を追及す

ることがあっても、不正を要求することは絶対にしてはいけません。 
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 質問事項に入ります。 

 スライド適用は当初単価に対しての上昇率加算が原則であろうと思いますが、今回は違う、

市長はどちらが正解と思うのか。 

 ２番目、市長が私に話したここまで来るのに大変だった、最初は物すごい金額の要求があっ

たことを認めている、3,500万円で了解を得られずに5,100万円になったが、この間、圧力を感

じたのかどうか、お伺いをいたします。 

 ４番、一連の金額決定の流れの中にスライド条項適用の話は一切なかった。平成27年２月の

議員総会でもその話はなかったけれども、完成書類の中にはスライド基準日が26年12月27日で

ありますけれども、これは意図的にさかのぼって処理をしたのではないか、お伺いいたしま

す。 

 ５番目、たび重なる工期の延長は業者の責任もあると思いますが、これほど工期の延長した

ことに対して本当の原因は何だったのか、お伺いいたします。 

 ６、工程管理も含めて、役所から業者指導が弱い、全てコンサル任せにしたことに原因はあ

りはしないか、今後、こういったことのないようにどう対応するのか、お伺いいたします。 

 次に、７番目、これはちょっとやめます。 

 次、８番、最後になります。室戸市羽根太陽光発電事業についてお伺いをいたします。 

 羽根岬以東の台地に大規模な太陽光発電設置の計画があり、既に地元説明会等が開催されて

いるいきさつがあります。室戸市も市長以下が参加をされ、経緯は把握されていると思いま

す。この事業については許認可は県でありますから、直接室戸市がタッチをするものではあり

ませんが、以前のゴルフ場開発に絡んで大変な騒動になったことも考えれば、地元住民の意向

というものは大事にしなくてはならないと思います。ほとんどの関係地域住民が反対をし、署

名活動も行っているようですが、室戸市として何ら関係しないということにはならないと思い

ます。これに関して市長の見解をお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○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） 山本議員さんにお答えいたします。 

 まず、私と話をしたというような中で、前後の話だけをつなげて臆測で話されたとすれば大

変遺憾でございますので、そのことは申し上げておきたいと存じます。 

 まず１の(7)新火葬場新築工事の件についてでございます。 

 新火葬場の建設につきましては、さまざまな課題がある中で、多くの市民から火葬場を何と

かしてほしい、故人を送るのにふさわしい火葬場にしてほしいとの声がございました。その声

を受け、私たちは厳しい財政状況の中ではありますが、何とか改善をしたい、ふさわしい環境

で最後の見送りができるようにしたいと考えて計画をし、全力を挙げて取り組んできた問題で

ございます。そして、火葬場につきましては、平成27年11月30日に建築主体工事が完成をし、
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本年１月５日より火葬業務を開始しているところでございます。その後、旧火葬場の解体工事

を行い、現在駐車場の整備工事を発注いたしているところでございます。 

 次に、１点目の契約変更についてでございます。どちらが正解ということではなくて、この

件につきましては平成27年３月議会において議案資料を提出しているとともに、御説明を行

い、また質問に御答弁をさせていただいているところでございます。したがいまして、３月議

会の議案資料にもありますとおり、平成26年12月27日を基準日として工事請負契約の第25条に

基づいて変更をいたしているところでございます。 

 次に、２点目のどう感じているかについてでありますが、前段でも申し上げましたように、

新火葬場の建設につきましては、予算の確保の問題、工期の問題、また旧火葬場を使用しなが

ら工事を行う問題等、大変厳しい中で取り組んできた事業であると考えております。 

 次に、３点目の変更時期の問題であります。申し上げましたように、平成26年12月27日に工

事請負契約書第25条に基づき工事請負業者から請負代金額の変更の請求があったため、契約よ

り１年以上も経過していることもあり、設計監理業者等とも協議を行い、契約変更を行ったと

ころでございます。 

 次に、４点目の工期延長の原因についてでございます。主なものを申し上げますと、平成

27年３月議会でもお答えをいたしておりますように、造成工事に日時を要したことにより基礎

工事の着手がおくれたこと、また８月の集中豪雨や、台風についても８号、11号、19号が襲来

をしたことによること、また旧火葬場を利用していることから作業が中断したことなどの理由

により工期延長となっているところでございます。また、平成27年12月議会でも答弁をいたし

ておりますが、その後の延長といたしましては、旧施設を利用しながらの作業であったため、

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

できなかったことによって屋根工事のおくれと、それに伴って防水工事などのずれ込みにより

足場の解体時期がおくれたことなどの原因によって工期が延長したものでございます。 

 次に、５点目の工程管理の指導についてでございますが、工事の施工管理につきましては、

特に専門性の高い建築業種であるため、有資格者である管理業者と委託契約を結んで管理を行

っていただいているところでございます。そして、設計監理業者、建築業者、設備業者、担当

課において打ち合わせをしながら進めてきたと考えております。今後の取り組みといたしまし

ては、前にも申し上げておりますが、職員の技術力を高めるための研修であるとか勉強の機会

をふやすとともに、今回新たに職員に対して資格取得を奨励する制度を導入したところでござ

います。また、建築に係る専門職の採用についても今後検討をしてまいります。 

 次に、６点目の被害額についてでありますが、これまで申し上げてまいりましたように、そ

れぞれの段階において設計変更に基づく契約変更などの処理を行ってきたところでございます

ので、そうした処理を行い、施設の完成に取り組んできたところでございます。 

 次に、(8)羽根太陽光発電事業についてお答えをいたします。 
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 この事業につきましては、民間事業者が自社保有または借地契約を締結をした羽根町の土地

約41ヘクタールを開発し、太陽光発電事業を行うというものでございます。昨年９月に事業者

から県に対し、高知県土地基本条例に基づく事業計画が提出をされ、10月には県から室戸市に

対し事業計画に係る意見照会があったところでございます。 

 当市の意見といたしましては、地元住民への十分な説明及び誠実な対応により理解を得るこ

と、地域下流及び周辺部の水利権者に対する濁水、渇水及び流域下流への土砂流出、土石流、

山崩れに対し十分に検討して必要な措置を講ずること、地元及び周辺住民の生活環境への配慮

及び十分な環境保全対策を講じることなどについて意見を県に提出したところでございます。

その後、上段常会周辺地区の常会長を対象とする説明会を、これは業者サイドでありますが、

開催をし、周辺住民の方には回覧による事業計画の説明を行ったと聞いております。また、本

年４月には周辺住民を対象に４回の説明会を行っておりまして、私もそのうち２回の説明会に

は参加をさせていただいたところでございます。 

 次に、許認可等についてでありますが、４月に高知県土地基本条例に基づく県と事業者との

協議は終了し、６項目の留意事項を付した審査結果通知が出されているとお聞きをいたしてお

ります。今後におきましては、森林法に基づく林地開発及び砂防法に基づく砂防指定地内制限

行為の県許可が必要であるとお伺いをいたしております。 

 反対意見につきましては、先日、周辺住民等の団体の方より、水源地の涵養、砂防管理等に

対する懸念から、事業に反対する旨のお声を聞いているところでございます。また、当事業の

排水が影響する奈半利町の加領郷地区におきましても地元説明会を開催していますが、反対の

意見もあるというふうにお聞きをするところでございます。今後におきましては、奈半利町長

さんとも意見交換を行っておりますが、連携をしていくことや県等にも意見を聞いていきた

い、そしてまた議員の皆様方の御意見もお聞きする中でしっかりと対応していかなければなら

ないと考えております。 

 私からは以上でございますが、副市長及び関係課長から補足答弁をいたさせますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 山本議員さんにお答えします。 

 大きな１点目の(1)車による高台避難への対応についてでありますが、東日本大震災時にお

いて、車での避難により渋滞や混乱が生じた上に、車ごと被災される事例が多く見られたとこ

ろであります。地震発生時にはまず車を路肩等にとめ、徒歩により高台等に避難することが基

本となります。しかし、観光客の皆さんや国道55号など海、海岸沿いを通行中の地元の方以外

の方々がどこに避難すればいいのかなどの情報提供のための誘導標識等の設置について、国道

や県道管理者などの関係機関の理解、協力を得ながら進めていきたいと考えております。以上

でございます。 
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○議長（久保八太雄君） 久保副市長。 

○副市長（久保信介君） 山本議員さんに１の２点目、公有財産取得及び処分委員会に関する

御質問につきまして、私のほうからお答えいたします。 

 まず、御質問の中で御指摘がございました高知県が定めております審議会等の会議の公開に

関する指針に関してでありますが、同指針では、公開の対象とする審議会等とは地方自治法第

138条の４第３項に基づく附属機関としております。地方自治法に定めます附属機関とは、例

えば長の質問を受け、外部の専門家や学識経験者などにより審議を行っていただき、その結果

を長に対し答申するものなどを言い、その設置は法律や条例に基づかなければならないもので

あります。また、同指針では、対象は法令、条例、規則等により会議が非公開とされているも

のを除くとしているほか、運用方針で県や国、地方公共団体の職員のみで構成された会議は対

象としないとしておりまして、御質問の本市の公有財産取得及び処分委員会などにつきまして

は同指針に該当しないものと考えております。 

 またもう一つ、委員会における秘密の保持に関してでありますが、御案内のとおり、公有財

産取得及び処分委員会は、室戸市財産規則及び同委員会規則第２条によりまして、市において

取得または処分しようとする土地、建物の選定、価格及び補償費の適正を期するため必要な事

項を審査し、その結果を市長に報告することを任務としております。このため、審査の過程で

取得または処分しようとする土地、建物の所有者の名前、相続関係者の住所と名前、当該財産

の評価額や鑑定価格などの財産価値、移転等に係る補償費、抵当権設定の有無など、多くの個

人情報が取り扱われます。これらの情報は、個人情報の保護に関する法律、室戸市個人情報保

護条例などにより保護されるべきものでありまして、当委員会におきましてもそれらの情報の

取り扱いには十分慎重でなければならないと考えております。私ども公務員には地方公務員法

による守秘義務が課せられていることは御案内のとおりでございますが、前述のようなことか

ら同委員会規則にも秘密の保持について重ねて規定をしているところでありまして、私は会議

の議長を務める者として、開会に当たりましてそうした趣旨を再確認の意味で申し上げている

ところでございますので、この点について御理解をいただきたいと思います。 

 御質問の１点目の中で、この取得処分委員会の会議の公開ということでございますけれど

も、先ほど申し上げましたように、会議ではさまざまな個人情報が取り扱われますことから、

個人情報保護の観点から公開会議とすることは難しいと考えておりますが、事業実施後におき

まして、情報公開制度によります個人情報の不開示項目以外につきましては開示できるものと

考えております。 

 次に、委員会における質疑に関してでありますが、公共工事に伴います補償費の算定等につ

きましては、国土交通省に登録された有資格者でなければ行うことができないことは御案内の

とおりでございます。したがいまして、同委員会で補償費について審査する場合は、提案され

た補償費が先ほどの所定の有資格者により定められた基準に基づき算定されているかや関連事
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務手続が適切に行われているかなどについて審査を行っております。そうした中で、審査の過

程で議事の進行等に関することなどを除きまして、案件の内容に対して委員から質疑があった

場合は、会長である私ではなく、議題を提出した担当課が答えていくということになります。 

 次の２点目と３点目につきましては、あわせてお答えをさせていただきたいと思います。 

 御質問の市道庄毛西町２号線道路新設事業における補償費の対象物件は倉庫１棟で、木造平

家建て、面積は29.95平方メートルでございます。経過年数や補償率、残存価格、補償費の内

訳等についてのお尋ねでございますけれども、先ほど申し上げましたように、これらの算定に

当たりましては国土交通省に登録された有資格者により所定の基準に基づき算定されたもので

ありますので、またその中には多くの個人情報が含まれております。それと、当該事業につき

ましては、現在所有権移転に向けた登記関係の手続中でございまして、まだ相手方との補償費

の契約締結にも至っておりませず、当然お支払いもいたしていないことから、具体的な額につ

いては差し控えさせていただきたいと思いますので、御理解をお願いいたします。以上でござ

います。 

○議長（久保八太雄君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 山本議員さんに(3)工事の設計費及び管理委託料に関してお

答えをいたします。 

 まず、平成26年度に改修工事を行いました佐喜浜移住体験住宅は、本市へ移住を検討されて

いらっしゃる方に対しまして、数日間田舎暮らしを体験することで室戸のよいところや不便な

ところということを実際に知っていただきまして、より具体的に移住を検討していただくため

に整備を行ったものでございます。本市では、元地区と吉良川地区にも同様の体験住宅を設置

しておりまして、これまでに延べ200組以上の利用がありまして、移住実績といたしまして

は、本年５月末時点で３つの体験住宅合わせまして35組、45名の方の移住につながっていると

ころでございます。 

 お尋ねの佐喜浜移住体験住宅の改修工事につきましては、体験住宅利用者の安全確保の面か

ら建物の耐震化が必要でございました。市内の木造住宅耐震化促進事業の登録事業者でありま

す４社により見積入札を行って設計を実施をしております。また、施工につきましても公共工

事でありますので、契約規則など市の諸規定に基づいて入札や契約が行われなければならない

ことや、建築物の設計につきましては、御案内のとおり建築士法によって建築士の資格を持つ

者でなければできないということになってございますので、そうしたルールの中で本市の指名

業者による入札により業者を決定したところでございます。 

 市といたしまして、国や県の補助制度等を最大限に活用しながら、最少の経費で最大の効果

を生むような取り組みをしてまいりたいと考えております。そうした中で、議員御提案の内容

についてもしっかりと検討をさせていただきたいと思っております。 

 続きまして、(5)のまち・ひと・しごと創生総合戦略の実効性について、こちらは総合戦略
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の全体の担当、進捗管理のほうも私のところでやっておりますので、私のほうでまとめてお答

えをさせていただきたいと思います。 

 議員御案内のとおり、平成27年10月に策定をいたしました室戸市まち・ひと・しごと創生総

合戦略は、本市の人口動態を分析し、また国や県の総合戦略の方向性を勘案して４つの基本目

標といたしまして、１として、室戸らしい産業振興を中心に安定した雇用を創出する、２、室

戸世界ジオパークを活かし、国内外から新しい人の流れをつくる、３、結婚・出産・子育て・

教育を応援し、室戸の次世代を育てる、４つとして、室戸の地域力を高め、人にやさしいまち

づくりを推進すると定めておりまして、平成27年度から平成31年度までの５カ年で取り組むべ

き施策と達成すべき数値目標でありますＫＰＩというものを設定をしております。平成27年度

事業におきましては、基本目標の１のところでは、深層水関連商品の販売促進支援事業、地域

商品券の発行事業、キラメッセ室戸の中山間農業複合経営拠点化の推進事業、基本目標の２の

ところでは、ふるさと旅行券の発行事業、文化財を活用した観光振興の推進、移住促進事業な

ど、基本目標の３では、不妊、不育治療事業の推進、乳幼児医療費助成制度の拡充、豊かな保

育事業の実施など、基本目標の４では、健康マイレージ事業、むろと健康ダイヤル24の推進、

地震・津波対策ハード整備の推進などについて取り組んでいるところでございます。 

 現在、各課において総合戦略の成果を検証するためにＰＤＣＡシートの作成を行っていると

ころでございます。取り組み状況などにつきましては、作成されたＰＤＣＡシートをもとに関

係課長などで構成する推進本部及び産官学金労言と言います外部の委員さんで構成をいたしま

す審議会において実施した施策や事業の効果などを検証いたしまして、必要に応じて評価や施

策等を見直すこととしております。まち・ひと・しごと創生を実現するためにＰＤＣＡサイク

ルを確立いたしまして、継続的な改善を推進することにより、本市の人口ビジョンや総合戦略

の実現及び地域の活性化が図れるように取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 山本議員さんに市長にお尋ねの何点かにつきまして、私のほうか

ら答弁をさせていただきます。 

 まず、１の(3)のうち建築技師育成に関してでありますが、本市における技術職員は平成

28年４月１日時点で、建設土木課７名、財産管理課１名、水道局２名の計10名で全員が土木担

当技師であり、建築専門の技師は現在いない状況であります。このような中で、建築工事に係

る設計及び工事管理については、資格を有する専門業者に委託しているところであり、これら

建築に係る業務については資格を有する職員ＯＢの雇用や担当課の一般職員が庁内の技術職員

あるいは同種事業の経験者などの助言を受けながら対応してきているところでございます。 

 そこで、建築技師育成のための建築技術専門学校などへの入校についてという御提案でござ

いますが、専門的な技術や知識を習得させる必要性は私も十分承知しているところでございま

す。しかしながら、職員数に余裕がない中で長期にわたる研修派遣の形は、現時点では難しい
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と考えております。市としましては、本年度より職員の自発的な資格取得を支援する制度を設

け、建築に係る１、２級施工管理技士などを含んだ資格取得に係る経費について補助を行う取

り組みを始めているところであり、あわせて現在新任土木技師に対し行っている高知県建設技

術公社の土木技術職員研修と同様の短期間の研修の活用も含め、建築関係の知識、技術の習得

に努めてまいりたいと考えているところでございます。本市におきましては、今後も建築事業

が見込まれる中で、建築技師の育成、確保につきましては、人事担当課としましても取り組ま

なければならない課題であると認識しており、今後研修のあり方や建築技師の採用の面なども

含めまして検討してまいります。 

 次に、１の(4)定年退職者の再任用についてでございますが、本市における定年退職者の再

任用につきましては、平成25年度以降、公的年金の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと

引き上げられることに伴い、雇用と年金の接続を図るため、原則定年退職者が公的年金の支給

開始年齢に達するまでの間、任用を行っているものでございます。これまでに平成26年度は総

務課市長公室、防災対策課防災対策班、建設課国土調査班に３名、平成27年度は防災対策課防

災対策班、企画財政課企画振興班、建設課国土調査班に４名、本年度におきましては建設土木

課国土調査班と羽根昭和保育所に２名配置しているところでございます。これら再任用職員を

支払い業務の一元化、住宅及びブロック塀等の耐震化及び国土調査事業の推進、まち・ひと・

しごと創生総合戦略を初めとする各種計画の策定などの業務に当たらせるほか、専門職である

保育士の保育所への配置を行うなど、再任用職員が長年培ってきた専門的知識や経験を生かせ

るよう配置には努めてきたところでございます。 

 このような中で、課長職への再任用という御提案でありますが、管理職としての知識や経験

を有する職員の再任用は大きなメリットがあると考えております。しかしながら一方で、現役

職員の昇任が抑制され、組織の新陳代謝が進まず、若手職員の育成が図れないという点、また

定員管理の面から再任用職員の勤務形態を原則週４日以内の短時間勤務としていることもあ

り、管理職の職責を考えますと、現状では難しいと考えているところでございます。 

 いずれにしましても、再任用職員の配置につきましては、必要に応じ、御提案のシンクタン

ク的な役割も含め、市の業務に有効に活用できるよう適材適所への人員配置に努めてまいりま

す。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 山本議員に、大きな６点目の総合評価方式に関してお答えい

たします。 

 まず、１点目の総合評価方式の見直しについてであります。 

 総合評価方式は、公共工事の発注に当たり、価格のみでなく、企業の技術力や地域性、社会

性などを加味した上で総合的に評価し、落札者を決定する方式であり、公共工事の品質確保と

その担い手の中・長期的な育成及び確保を図ることを目的として、四国内の国の機関及び県、
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市町村で構成しております四国地方公共工事品質確保推進協議会におきましても公共工事の品

質確保を図るため、全ての市町村で総合評価方式での発注が定着するよう推進をしているとこ

ろであります。この方式をとった場合、議員さん御案内のとおり、価格以外の評価が加わるこ

とにより、必ずしも最低価格を提示した業者が落札するとは限らない場合が生じることがござ

います。 

 一方で、メリットとして、企業及び技術者の同種類工事の施工実績や室戸市との災害時応急

対策活動の協力協定の有無、若年の技術者等の配置などを評価基準とすることにより施工能力

を担保するとともに、災害時の対応など地域貢献や若年技術者の雇用促進につながるといった

ことなどが上げられるところでございます。本市の総合評価方式の実施方法につきましては、

これまでにもさまざまな御意見をいただいてきたところであり、こうした御意見を踏まえまし

て、今年度より対象工事の金額をこれまで一律2,500万円以上から、建設業法施行令に定める

重要な建設工事を対象とすることとし、建築工事一式につきましては対象金額を5,000万円以

上に引き上げたところでございます。 

 今後につきましても、国・県及び先ほど申し上げました四国地方公共工事品質確保推進協議

会等の動向を注視するとともに、地元事業者等の声もお聞きしながら、地域の実情に応じた入

札制度となるよう適宜見直しを行ってまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の工期延長についてであります。 

 工事着手後において、地質、湧水等の状態や施工条件の相違など想定していなかった現場環

境によるもののほか、利用者や地域住民から利便性や安全性の確保のため、追加要望等が発生

するなど、発注者側の都合等により設計変更が必要となる場合には工期を延長する場合もござ

います。こうした場合の取り扱いにつきましては、御案内のとおり、工事請負契約書に明記さ

れているところでございます。 

 また、受注者から工期の延長を請求できる場合として、天候の不良、関連工事の調整への協

力、その他受注者の責めに帰すことのできない事由により工期内に完成できないとき等が契約

書に明記されているところでございます。 

 したがいまして、お尋ねのこうした契約書で定められた以外の正当な理由がなく、完成期日

に完成できなかった場合につきましては、室戸市建設工事指名停止措置要綱に規定する市発注

工事契約違反に該当いたしますので、同要綱に基づく指名停止処分を行うこととなり、総合評

価方式にも結果的に反映されるものと考えております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、山本賢誓君の一般質問が終了するまであらかじめこれを延長いたしたい

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（久保八太雄君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は、山本賢誓君の一
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般質問が終了するまであらかじめこれを延長することと決しました。 

 山本賢誓君の２回目の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 山本。２回目の質問を行います。 

 まず、２番目の公有財産取得及び委員会の会議の公開について、これは公開しないと、個人

情報の部分は重要ですから、その件に関しては黒塗りとかでしたらええわけで、全て公開しな

いということではないわけよね、原則。 

 ただ、今回こういうレベルというかこれぐらいのことで私が質問したのは、答弁漏れだった

ですけど、築年数を言わんかったですね、何年かということを、意図的に言わんかったかどう

かわからんがですけど、これ10年やろ、10年で計算しちょるわけよね。これ副市長、10年、間

違いない。ということで、あの建物は私が現地で聞き取り調査をしたら、45年から50年はたっ

てますということですよ。もうトタンはさびて、あなた方、この補償の算定基準、補償をする

ときの写真とか見てないがです、建物の写真、そういったもの見たら、真っ茶色にさびたトタ

ンが写真にあるわけですけど、地元で聞き合わせたらもう45年以上前からあるということで、

そういったおかしな算定をして、その中で副市長はコンサルの判定だから仕方がない、どうし

ようもならんと、そういうことをちょっと聞いたわけなんですよね。実際にこれはまだ支払い

をしてないから、そのほうが都合がええがでしょうか、本当は。というのは、10年で建物補償

をやったら、補償率表というのがありまして、応急住宅程度でということにあの小屋はなりま

すけれども、応急住宅程度で10年でしたら1000分の655が補償、65％が補償ということ、実際

は40年以上たってるので、実際の計算であれば20年以上までしかないがですけど、20％。それ

で、私これを逆算してみたら、あの建物の価格は240万円になります。それに補償率を掛けて

いるから188万9,000円、建物移転料、保険料、消費税も入れて、補償額も入れて188万9,000円

になっちゅうわけですよ。しかし、実際は40年、40年ということは20年の20％でやったらわず

か58万5,000円ですよ、算定額が。ここで130万円の無駄が出てくるわけです、わかりますか、

言うことが。何でこんなことをそのまま見逃すかということを言ゆうわけよ。130万円プレゼ

ントやろ。だから、こういったことがあるから公開できるかっていう話をしたら、個人情報じ

ゃ云々でそんなことを隠そうとする、そういう隠蔽体質がだめですよっていうのよ。 

 だから、これは今からまだ契約もしてないということですから、当事者と会って、この価格

は向こうに知らせちゅうかどうかわかりませんけれども、それは訂正していただきたいです、

それはまた答弁願います。 

 それと、この10年っていうやつはコンサルが提示してきたから仕方がないという発言ですけ

ど、コンサルが聞き取りで所有者からしたと思いますが、この10年っていう築年数が出たとき

に、委員会の中で異論も出たと思いますけれども、これをあなた方が誰がこの話を出したかと

いうことを詮索する前に自分たちで反省をせないかん、こんなことを平気でやりゆうというこ

とを、わかりますかね。それも含めて答弁してください。 
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 それから、設計会社、これは高知のサワ設計ですけど、これが10年とした根拠も調べて、知

ってると思いますので、それも一緒に答弁してください。冗談じゃないで、こんな無駄遣いし

て。 

 それから、総務課長に答弁いただいた技術屋の育成のことですけれども、人員に余裕がない

から、雇用しても長期に研修さすことは難しいっていうことですけれども、例えば今の話、技

術屋がおれば判断できる、それから佐喜浜の移住住宅のこと、それなんか２つ、３つやっただ

けではや１年分の給料出ますよ、これ無駄遣いにせんでも。そういう長期的な視野を持ってや

らんと技術屋は育たないということ、そこへあっちの研修、こっちの研修へ行ったって、そん

なもん専門技術を身につけられるわけないやないですか。そういうことも含めて、長期的な視

野で技術屋の育成をするためには、最短でどれがいいかということをもう一度答弁を願いたい

と思います。 

 それから、まち・ひと・しごとの件ですけれども、まだそれほど準備ができてなくって、会

議も順調にできてないということですけど、その会議ができてないっていうことをちょっと聞

いたときに、27年度のいろいろな数字、人口も含めて、その数字が出てないということですけ

ど、27年から31年まで５年間しかないわけですよ。５年間しかないから、例えば27年の数字が

出るのを待つんじゃなくて、初めから年次計画を出して、この年度はどればあ進む、そしたら

そのときに数字が出てきたら数字だけ入れかえたらええことよ。それを先々先々やっていきよ

らんと、結局これは絵に描いた餅、徒労に終わるということですよ。それもう一回、企画財政

課長は各課にそういうこともちゃんと指示をして取り組みをせんことには、もう８カ月たって

ますから、この計画ができてから、それでまだしてないということは結局やらずに終わる可能

性も高いということやから、企画財政課長の前向きな答弁をもう一回。 

 それから、火葬場新築工事の件ですけれども、市長は私の質問にまともに答えてないです、

全然。冒頭に質問する前に前後の話をつなぎ合わせっていうような話がありましたけど、それ

は前後の話をつなぎ合わせな物事は、物語というか組み立てできんから、それは当然前後があ

ったかもわかりませんけれども、そういう問題じゃなくて、まず質問をしたのは、１番目がス

ライド条項を適用したわけですから、当初の設計単価へスライド上昇率分を加えて、それを変

更金額とするのが普通ですって県は言うわけよね。しかし、今回の変更設計は当初の低い単価

を飛び越えて普通の単価に戻して、それをまたスライド分足しちゅうわけじゃないですか、だ

からこんな大きな金額に……。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君、残り時間あと５分です。 

○８番（山本賢誓君）（続） それを市長に正しいのかどうかって聞いちゅうわけや。それを

全く答えてない。 

 それから、２番のこの間圧力を感じたかというときに、そういう答えではなく、答弁が葬儀

をしながらしたので時間がかかったっていうことですけども、市長ね、４回工期延長しとるが
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ですよ。最初の１回はそれはもう前段の工事がおくれたから当然おくれることで仕方ないです

けども、それから27年３月に終わりますというやつがまた27年９月15日に延びて、また11月

30日、この工期の延長を決定するときに業者と、当然葬儀がありますからその間は仕事をとめ

ると、それで工期の延長を決めちゅうはずですよ、業者と一緒に、それを何回、何回も繰り返

して、レッカーの置く先がなかったとかなんとか、そういう問題じゃないで、そんなもんだけ

でこんだけ３回も４回も工期を延ばしたということじゃないでしょうが。そこなところを行政

としてしっかり毅然たる態度をとらんと、いつまでもこういうことになってくるということを

市長に答弁してもらいたかったんですよ。 

 それから、3,500万円の根拠を市長は言わんわけですけれども、どうして3,500万円という数

字が出たかということを、これスライド全然関係ない単価よね、5,100万円も。あるのは１回

目に質問したスライド適用した単価だけの答えしかありませんので、3,500万円という数字が

どうして出たのかという根拠をもう一回教えてください。 

 それから、この工期の延長にも先ほどクレーンとかなんとかという話もありましたけんど、

そういうものも含めて順次業者と話し合って、工期を延ばして、議会にかけてっていうことを

やってきちゅうがですから、業者のほうがこれぐらいの工期があったらできますっていうもの

も何回も何回も繰り返しちゅうわけよね。そういったところに財産管理課長も、そうじゃない

ですけども、毅然な態度をとりなさいということを質問しちゅうわけですき、そういうことも

含めて、そういうことをする業者はマイナス評価点をどうするかという答弁にも答えてない。

評価する委員には、室戸市ではこの業者はこういう工期を常に延長して期限内に終わらさない

と、そういうことを、その委員会へ資料として出さないかんでしょ。総合評価方式のマイナス

は前年度の成績表というのは65点未満、それがマイナス５点、あと独占禁止法違反に係る指名

停止があるかないか10点、それ以外にマイナス点はないじゃないですか、これは。これはそう

いうことをちゃんとしないから業者が育成できんなるのよ、ほかの業者も。マイナス要素は常

につけ加えるということをお願いして、もう一度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。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、時間をとっていただきまして、ありがとうございます。 

 １点目でありますが、取得処分委員会の中の補償費の関係でございます。これはコンサルに

お任せといいますか、コンサルに依頼をして補償業務の算定をいただいてるということは御案

内のとおりでございます。そうした中で、例えば建物につきましては登記をされてる建物とい

うようなものについては当然登記の建築年月日、そういうもんで確認をいたしていきます。し

かし、登記がされてないものについてはどういうふうな確認をしていくかということでござい

ます。これは当該所有者の方にお聞きをして、それを算定をしていくということも当然ござい

ます。先ほどのお話からは、それがおかしいのではないかということでありますが、やはりこ
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の建物にしましても、40年も30年も前に建っちゅうということが、そのままトタンが使われて

いるというわけでもないというふうにも思いますし、疑問点がないことはありません。ですか

ら、我々としてはもう一度その辺をコンサルにも確認をさせて、取り扱っていきたい。隠蔽体

質やという決め方はしないでいただきたい。私どもも力いっぱい情報公開という意味において

は、個人情報保護でなければ当然公開をしていかないかんわけでありますから、それは請求が

あれば公開をしていくということでございます。 

 それから次に、技術者の育成ということでございます。これにも短期的、中期的、長期的な

考え方をしていかないといけないという思いは私も持っております。ですから、前段で申し上

げましたいろんな研修であるとか取り組み、また新しい技術職員も採用していきたいという話

を答弁をさせていただいたところでございます。 

 また、火葬場の契約変更につきましては、繰り返しますけれども、平成27年３月議会の説明

資料にもありますように、資材及び労務単価の増、工法変更等による増加ということで変更を

いたしたものでございます。 

 また、3,500万円という数字のお話でございますけれども、これはあなたが言っている数字

だというふうに私は認識をいたしております。 

 そして、工期の延長につきましても、るる先ほど来御答弁を申し上げておるとおりでござい

ます。 

 また、行政としての立場、そういうものをしっかり主体性を持って建設業者、建築業者さん

とは当たっていかなければならないというふうに思っているところでございます。 

 私からは以上でございますが、まち・ひと・しごと地方創生の件につきましては担当課長か

らお答えをいたさせます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 総合戦略の実施につきまして、私のほうから答弁させていた

だきます。 

 まず、前段で、現在ＰＤＣＡシートを作成して、各課のほうでそれを作成して、本部会、審

議会というふうに申し上げました。これは27年度事業についてでございます。28年度事業はも

う既に始まっておりまして、それとあわせて、27年に行った事業についてはＰＤＣＡシートの

ほうで反省すべきは反省し、追加すべきは追加しという形で見直しをかけていきたいというと

ころでございます。 

 議員さん御指摘のとおり、計画は本当に生き物だと考えてます。やはりどっかでちゃんとし

て評価して見直しをかけていくということは大変大事なことだと思ってます。また、５年間は

大変短いというふうに認識をしておりますので、その実現に向けて、スピード感を持って取り

組んでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（久保八太雄君） 黒岩財産管理課長。 
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○財産管理課長（黒岩道宏君） 山本議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 正当な理由がなく、完成期日に完成できなかった場合の総合評価の評定についてでございま

すが、現在の様式でおきましても、評価基準の成績評定の中で、工程の管理とかという部分で

マイナス点がありますので、この部分につきまして総合評価方式の評価に反映されるものと考

えておりますが、議員さんが御指摘のありました直接その項目を入れたらどうかということに

つきましても、他市の状況等を参考にしまして、また学識経験者のこれ意見を聞いてすること

になっておりますので、そういった御意見を聞いて検討していきたいと思います。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、答弁漏れという御指摘でございますけれども、前段

でもずうっと答弁をしておりますように、単価の設定についてはそれぞれの単価の比較をして

いるということでございまして、一つ一つのことについては私自身は十分承知はしてないとい

うことですので、どっちが正解かということについては申し上げれることができない。しか

し、それぞれの単価については設計事務所さんとも協議の中で位置づけをし、単価構成をして

いるということでございますから、お答えは同じお答えかもしれませんが、そのように答えさ

せていただいているところでございます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 山本賢誓君の３回目の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） この議場では解明はできんです、なかなか。そういったことも含め

て、最終日に何らかの動きもしたいがですけど、恐らく賛同者がおりません。そういうことか

ら、この件に関しては別の機関へ持っていかないかんというふうに私も思っております。 

 3,500万円っていう数字もちゃんと聞き取りで聞いた数字でもあるし、市長はこの場でそん

なことは答えれんと思いますけど、そういったことも含めて事実解明には取り組んでいきたい

と思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。以上で終わります。 

            （12番林 竹松君「議長、議事進行」と呼ぶ） 

○議長（久保八太雄君） 議事進行の発言を許可いたします。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） 12番林竹松。議長の議事進行の発言の許可をいただきましたので、

議事進行において発言をいたしたいと思います。 

 ただいま山本議員の一般質問中ではございますけれども、その発言の中に明らかにしていた

だきたいことがございますので、議長のほうで処理をお願いいたします。 

 それでは、発言をいたします。 

 市長に対しての質問の中で、工期の延長、そして金額の補償とについて圧力があったという

発言があったわけですけれども、この件については、誰が圧力をかけたのか、何月何日何時に

圧力をかけたのか、明らかにしていただきたいし、また市長に対しても議事進行の中でござい

ますけれども、そういう圧力があったのかなかったのか、議長のほうでひとつ明らかにしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（久保八太雄君） ただいまの林竹松君の議事進行発言について、議会運営委員会委員

長に議会運営委員会の開催を求めます。 

            （９番山下浩平君「議長、議事進行」と呼ぶ） 

○議長（久保八太雄君） 議事進行の発言を許可します。山下浩平君。 

○９番（山下浩平君） ９番山下浩平。議事進行の許可をいただきましたので、申し上げま

す。 

 山本賢誓議員の質問の中で、７番、火葬場新築工事の諸問題についての質問の中で、市長も

課長も━━━━━━━━━━というような発言がありましたので、私はこういう言葉は不謹慎

な言葉であると思いますので、取り下げるか、削除するかしていただきたいと思いますので、

その点議長に御配慮をお願いしたいと思います。 

○議長（久保八太雄君） 今２件の議事進行が出されました。よって、堺議会運営委員会委員

長に議会運営委員会の開催を求めます。 

 この間、休憩いたしたいと存じます。 

            午後５時28分 休憩 

            午後６時38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。 

 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） 先ほど来、長時間にわたり貴重な時間をいただ

き、ありがとうございました。 

 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど林議員から、山本議員の発言中に第三者からの圧力があったかのような発言は事実か

どうかとの議事進行発言と、山下議員から、市長も課長も━━━━━━━━━━との発言は不

適切との議事進行の発言がございました。 

 当委員会で協議をいたしました結果、まず最初に、山下議員の指摘された件については、山

本議員より取り消すとの発言があり、了承しました。林議員の議事進行につきましては、山本

議員からは、第三者名、日付、場所は不明であるとのことでした。また、市長に確認しました

結果、圧力をかけられた事実はないとのことでした。 

 よって、本委員会は山本議員からの取り消し及び本人から発言についての説明がございま

す。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 議事進行に対する処置といたしまして、議会運営委員会委員長の報

告のとおり、山本議員から本日の一般質問における発言についての内容説明と、会議規則第

65条の規定により取り消ししたい旨の申し出があります。 
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 山本賢誓君の発言を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） 山本です。私の７番の火葬場新築工事の諸問題についての質問の中

で、議事進行発言がありましたので、それに対してお答えをさせていただきます。 

 長い間、私の質問に関してお時間をとらせていただきまして、まことに申しわけございませ

んでした。 

 林議員からの議事進行につきましては、圧力の第三者名、日時、場所等については正確に確

認していなく、誤解を招くおそれがありますので、今後、こういった発言には気をつけたいと

思います。 

 それから、山下議員からの議事進行発言につきましては、市長も課長も担当課長が━━━━

━━━━━━というくだりがありますけれども、この━━━━━━━━━━というのは不穏当

な不適当な発言でありますので、この質問の中で━━━━━━━━━━という部分の削除をお

願いいたします。どうも済みませんでした。以上です。 

○議長（久保八太雄君） お諮りいたします。 

 ただいま山本賢誓君から申し出のありました発言の取り消しについて、━━━━━━━━━

━を削除することで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） 異議なしと認めます。よって、山本賢誓君の申し出どおり、取り扱

うことにいたします。 

 これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会を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、本日はこれにて延会いたします。 

 なお、あす21日は引き続き一般質問です。午前10時に御参集お願いいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後６時43分 延会 

 

 


