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〈第7回定例会議決結果一覧表〉
議案番号

件

名

議決年月日

結

果

議案第１号

室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について

30年12月27日

原案可決

議案第２号

室戸市税条例の一部改正について

30年12月27日

原案可決

議案第３号

室戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部改正について

30年12月27日

原案可決

30年12月27日

原案可決

30年12月27日

原案可決

議案第４号
議案第５号

室戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部改正について
室戸市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について

議案第６号

平成30年度室戸市一般会計第６回補正予算について

30年12月27日

原案可決

議案第７号

平成30年度室戸市国民健康保険事業特別会計第５回補正予算について

30年12月27日

原案可決

議案第８号

平成30年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算について

30年12月27日

原案可決

議案第９号

財産の取得について

30年12月27日

原案可決

議案第10号

室戸市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について

30年12月27日

原案可決

諮問第１号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

30年12月27日

適

任

諮問第２号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

30年12月27日

適

任

認定第１号

平成29年度室戸市一般会計歳入歳出決算の認定について（平成30年９月定例会付託分）

30年12月27日

認

定

認定第２号

平成29年度室戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について（平成30年９月定例会付託分）

30年12月27日

認

定

認定第３号

平成29年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算の認定について（平成30年９月定例会付託分）

30年12月27日

認

定

認定第４号

平成29年度室戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について（平成30年９月定例会付託分）

30年12月27日

認

定

認定第５号

平成29年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計歳入歳出決算の認定について（平成30年９月定例会付託分）

30年12月27日

認

定

認定第６号

平成29年度室戸市障害支援区分認定審査会運営事業特別会計歳入歳出決算の認定について（平成30年９月定例会付託分）

30年12月27日

認

定

認定第７号

平成29年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について（平成30年９月定例会付託分）

30年12月27日

認

定

認定第８号

平成29年度室戸市水道事業会計決算の認定について（平成30年９月定例会付託分）

30年12月27日

認

定
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第7回定例会・議案の説明・一般質問

〈 議 案 の 説 明 〉

月定例会

︽一般質問とその答弁︾

小椋利廣 議員
☆ 市長の政治姿勢について
問⁝多くの課題が山積してい
るが新市政への抱負は︒
答…室戸市は危急存亡と言っ
ても過言ではない状況では
あるが、定置網漁業や台地
農業、海洋深層水や土佐備
長炭などの産業や資源は無
限の可能性を秘めている。
公約実現には対話と実行の
基本姿勢を貫き、市民の負
託に全力で応える。
問⁝命を守る︒室戸を創る︒
その具体的な方針は︒
答…命を守る具体的政策は、
病院の整備など地域医療の
充実強化と実践に役立つ防
災対策の強化を２本柱とし、
介護支援、健康づくりや予
防対策、防犯や交通安全対
策等の施策を推進。室戸を
創る具体的施策は、室戸出
身者が戻りたくなる魅力あ
るまちづくりと、働く場所
の確保や居住環境の整備な
ど、戻る事ができる基盤整
備を推進する。

や居住環境、教育環境の充
実や日常生活の利便性向上
対策の課題解決に取り組む。
雇用対策では、ふるさと納
税の取り組みを強化し、新
商品の開発や地元産業の振
興による雇用増大対策を推
進。情報通信基盤の充実強
化や通院バスなどの移動手
段の確保対策等に取り組む。

問⁝市政運営には県議との連
携プレーが必要だが︑県議と
の
﹁信頼の政治力﹂
について︒
答…県議も﹁室戸市を発展さ
せる﹂思いは同じだと考え
るので、お互いの情報を交
換し、国や県に対する要望
活動など、連携していく。

問⁝市内各診療所の先生方も
高齢化されている︒核とな
る病院の整備充実は︒
答…一般病床の確保対策、診
療所が無い、今後無くなる
事が予想される地域の問題、
高齢者の通院支援対策の解
決は最重要施策だと認識し
ている。救急医療対策、岬
診療所の常勤医師の確保や
介護支援事業と連携した医
療環境整備等の課題がある
ことから、医療対策チーム
を立ち上げて庁内一丸とな
り課題解決を最優先にスピ
ード感を持って取り組む。

問⁝順次整備されていても充
分とは言えない南海トラフ
巨大地震の防災対策は︒

答…避難タワーの利活用や避
難場所に慣れ親しむ事で敏
速な避難行動に対応できる
実践的な取り組みを進める。
集落の孤立を見据えた備蓄
品の分散化やヘリポート確
保、通行止めを予想した代
替道路の必要性の要望等に
取り組んで行く。

問⁝室戸を立て直す構想は︒
答…観光事業の振興対策と合
わせたニュース性の高い事
業展開を推進するなど、多
くの方々に来て、暮らして
もらえる政策をもって、室戸
の創造等に取り組んで行く。

問⁝民有林の荒廃防止を目指
し︑平成 年４月から森林
経営管理法が施行される︒
市の面積の８割以上が山林
である当市の取組姿勢は︒
答…未整備の私有林が集約さ
れ、森林経営の安定、土砂
災害の未然防止が期待され
る。膨大な事務作業の対応
が課題だが、備長炭の原木
確保対策など産業振興にも
繋げたい。

問⁝津波浸水区域内と浸水区
域外の固定資産税の評価額
は適正か︑見直す必要は︒
答…平成９年の税制改正以降、
市内全域の宅地を対象に毎
年評価の見直しを行い、津
波浸水予測区域や土砂災害
警戒区域も、その条件を考
慮した評価が行われている。

31
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問⁝室戸出身者が戻れる室戸
を創る構想とは︒
答…室戸出身者が戻れる基盤
整備では、働く場所の確保

3

氏を推薦するものです。
久美子
和泉
人権擁護委員に

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
諮問第２号関係

氏を推薦するものです。
好美
岩川
人権擁護委員に

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
諮問第１号関係

平成30年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算について
議案第８号関係

平成30年度室戸市国民健康保険事業特別会計第５回補正予算について
議案第７号関係

平成30年度室戸市一般会計第６回補正予算について
議案第６号関係

歳入歳出予算は、それぞれ6億246万5千円を追加し、総額149億5 , 539万円とするものです。
歳出の主なものは、西予市への平成30年７月豪雨災害義援金1 , 404万6千円、国民健康保険基盤安定繰出金3 , 043万
5千円、サポートハウス建設工事費4 , 989万9千円、建築物耐震対策緊急促進事業費補助金2 , 049万4千円、消防施設整
備工事損害事前調査委託料1 , 498万9千円、漁港現年補助災害復旧工事費3億2千万円等です。
事業勘定は、歳入歳出予算それぞれ5 , 315万8千円を追加し、総額31億727万3千円とするものです。
直診勘定は、歳入歳出予算それぞれ125万円を追加し、総額4 , 196万9千円とするものです。
歳入歳出予算はそれぞれ1 , 700万円を追加し、総額23億146万6千円とするものです。

第7回定例会・一般質問

上山精雄 議員
☆ 産業振興対策について

での室戸市は県や大学との
連携が不十分で︑室戸市の
低迷を招いている︒室戸を
元気にするには︑県庁はも
とより大学・企業の協力は
不可欠︒信頼回復を最重点
課題として取り組むと表現
しているが︑市が主体性を
持ち︑かつ良好な関係での
連携を構築するには︑どの
ような取り組み姿勢で臨ま
れるのか︒
答…室戸市の発展に何が大事
かとの判断の上に立って連
携を持つこの基本姿勢を認
識し、現在県とは職員交流
や定期的な勉強会を開催す
るとともに、企業関係では
災害時応援協定や産業振興
の業務連携などの取り組み
を行っているが、まだまだ
不十分と考えている。今後
においては、提案や助言に
真摯に耳を傾け、各分野に
おいて定期的に対話の場を
持つことで、健全な関係性
を構築する。

☆ 〝町づくり〟について
問⁝公約では︑室戸出身者が
戻りたくなる町づくりを提
唱されているが︑現状は高
齢者のみならず︑多くの市
民の方は︑通院や日用品以
外の買い物では︑高知市あ
たりまで出向かなければ用
を足すことができず︑今は
できるが将来高齢となった
時の不安を考え︑室戸市か

堺喜久美 議員

ら居を移す人も多いと聞く︒ 答…未実施校の対応について
は、年度当初より事業に着
人口が減少しても町として
手することなどで、来年度
機能し︑住み続けられる町
早期の全校設置に努める。
づくり︑例えば一定のエリ
体育館や特別教室につい
アの中に官公庁︑病院︑商
ては、各学校や防災対策課
店街︑バスターミナルなど︑
などと協議していく。
市民の方がそのエリアに出
向けば︑大概の用事が済ま
せることができるコンパク
☆学校施設や通学路に
トな町づくりが必要と考え
おけるブロック塀等
るがどうか︒
の安全確保について
答…人口減少の緩和策を取る
問⁝大阪北部を震源とする地
一方、町全体の構造を見直
震により女子児童が亡くな
し、持続可能でコンパクト
る事故が起きたことを受け︑
な町づくりへの転換が必要
文科省からの﹁安全点検等
と認識している。
状況調査﹂において︑問題
その取り組みとして、
のある学校は何校か︒工事
年後の姿を展望する﹁立地
着手までの間︑安全確保は
適正化計画﹂の策定が考え
どう するのか︒
﹁ 学 校 防 災マ
られるが、現在、制度の趣
ニュアル﹂に基づき︑通学
旨、効果など研究を始めた
路も確認すべきと考えるが
いと考えている。
どうか︒
答…調査の結果、 校中 校
のブロック塀に問題がある
と報告を行った。学校では
身を守る学習の中で、老朽
☆ 教室・屋体のエアコン
化したブロック塀や石積み
設置について
の危険性を意識付けするな
問⁝ 月国では空調設備が設
ど注意を促している。通学
置されていない全国の小中
路の危険個所については、
学校の普通教室すべてに設
警察や道路管理担当部署等
置することが決まった︒現
と合同点検も実施し、対策
在設置されている室戸小・
個所を検討している
中学校以外の学校への設置
計画は︒
☆室戸高校存続への
また︑対象外となっている︑
支援について
住民の避難所となる体育館
問⁝本年５月に室戸高校の振
や特別教室への設置も必要
興発展支援策を検討する
と 考 えるが︑対 応はど うか︒

﹁室戸高校魅力化の会﹂が
設立しているが︑どのよう
な検討・取り組みをしてき
たのか︒
答…委員は室戸高校、
商工会、
金融機関、ＰＴＡ連合会、
市内中学校、市の関係課等
名で構成している。 月
の４回目の会では﹁中間と
りまとめ﹂を行っている。
今後５回目の会を予定して
おり、本年度の取り組みの
効果など意見交換したいと
考えている。

10

☆

ＳＤＧｓの取り組みについて

問⁝﹁生徒が行きたくなる﹂
﹁保護者が行かせたくなる﹂
﹁地域が活かしたくなる﹂
魅力ある室戸高校を応援す
る具体的な財政支援策は︒
答…これまで、女子野球部を
中心とした﹁スポーツ振興
支援﹂、いさな寮の寮費補助
やエアコン設置等を行って
いる。今回、室戸高校と室
戸中学校が合同で行うサッ
カー部を支援するための予
算を計上している。今後、
魅力化の会での検討結果を
取りまとめ、高校や県教委、
関係各課と協議しながら取
り組んでいく。

10

問⁝２０３０年までに達成す
るとした の﹁持続可能な
開発目標﹂は各地で取り組
みが進んでいる︒先ずは市
長をトップとした﹁室戸Ｓ

17

問⁝公約では︑定置網漁業を
始めとする特徴ある産業の
生産性向上と支援事業に取
り組む︒また︑海洋深層水
や土佐備長炭は新たな道を
切り開く︑と公約している
が具体策を聞く︒
答…具体的な支援としては、
本市の豊富で特徴ある地域
資源の持つ価値をＰＲする
ことで、室戸市の産業や
〝まち〟としての魅力を情報
発信するとともに、定置網
漁業を始めとする第一次産
業と観光産業をマッチング
させるなどの仕組み作り、
産業振興策を農業・林業で
も進めていく。
また、海洋深層水や土佐
備長炭の新たな産業の道に
ついては、それらの効能・
効果についてのエビデンス
を強く打ち出し、アピール
をするとともに、健康な町
づくりにも活かしたい。
深層水を用いた陸上養殖
については現在、サツキマ
ス、カキの養殖が行われて
いるが、これらの取り組み
にも支援を行っていく。

☆県︑大学︑企業との
連携について
問⁝公約での主張は︑これま

10

20

12

11
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影響がある︒ほとんどの国
医療体制の整備を図るため、
会議員が自民党であるとい
夜間、救急医療体制の整備
う現実を直視して︑信頼を
は大変重要であり、現在関
得る努力をしなくてはなら
係者と協議をしている。
ない︒弘田県議も︑市民の
問⁝雇用対策と産業振興対策
ために協力関係を構築する
は︑室戸高校のレベルアッ
と明言している︒植田市長
プにかかる教育の問題︑産
が県政与党︑国会議員団と
業振興︑雇用対策と連携し
の関係構築にどのように臨
た少子化対策の取り組みが
むのか聞く︒
大事︒地域振興にかかるコ
答…山積する政策課題の現実
ンサルタントと︑タイアッ
には政権与党のご支援は不
プした取り組みが必要では
可欠。弘田県議はもとより
ないか聞く︒
与党国会議員、県議会議員
のご支援をいただくように
答…生産者や事業者の商品開
努力する。
発などを支援し、新たな企
業誘致による雇用の創出、
問⁝植田市長は選挙戦で﹁人
拡大につなげる。
脈と経験﹂を前面に打ち出
問⁝吉良川町の圃場整備事業
し︑多くの賛同を得て当選
の進捗状況と︑今後の工程
された︒人脈は国政︑県政
について聞く︒
において思わぬ相乗効果を
生み︑室戸市の利益にかな
答…﹁圃場整備計画概要書﹂、
う可能性がある︒具体的に
﹁集積促進整備計画書﹂を
どのような人脈を持つのか
本年度中に作成、関係機関
聞く︒
と協議しつつ取り組んでいく。
答…県議時代、大学の先生や
問⁝大谷地区の市道間線の延
経済界の方々と親しく付き
長は防災対策︑防災避難道
合った。また県職員や退職
としての価値は高い︒計画
職員とも親しく付き合いし、
に乗せる考えはないのか聞く︒
力添えをいただく多くの皆
さんに支えられている。
答…間線を延長し県道とつな
ぐことは、市民の利便性は
問⁝課題の病院建設に向けて︑
もとより、周辺住民の避難
産業厚生委員会が市長に提
経路として役割が期待でき
言した︒回復期医療も含め
る。関係者と協議の上、整
た総合的な医療改革に向け
備計画に向けて検討する。
た取り組みについて聞く︒
問⁝吉良川町にガソリンスタ
答…現時点では、公立医療機
ンドがなくなり近隣住民は
関の新設はハードルが高い。

非常に不便になって困って
いる︒公設民営方式で吉良
川町にスタンド建設ができ
ないか聞く︒
答…本市の地理的環境から必
要なインフラであると認識
している。他市町村の取り
組みなども調査の上検討し
ていく。

問⁝市長が変わったので現状
認識していただきたく︑超
過勤務手当について聞く︒
サービス残業が横行してい
る危険性があるが︑現実は
どうなのか聞く︒
答…必要な手順を踏んだうえ
で支給することはもちろん
であり、また、時間外勤務
縮減に向けて、課長会等を
通じて周知徹底を図っていく。

平成 年 月定例会
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﹁議案第１号 室戸市一般職
の職員の給与に関する条例の
一部改正について﹂
特段の質疑もなく、採決の
結果、本案は原案のとおり可
決すべきものと決した。

﹁議案第２号 室戸市税条例
の一部改正について﹂
﹁市外のコンビニエンススト
アから、市税の納付はできる
のか。﹂と質疑があり、
﹁市外にある大手はもちろん、
一部を除く他のコンビニエン

スストアから、市税の納付は
可能である。
﹂
と答弁があった。
次に、﹁納付書にバーコード
を印字する関係により、軽自
動車税の納期が変更となった
のか。また、来年度以降の納
期はどうなるのか。﹂と質疑が
あり、
﹁来年度から開始するコンビ
ニ収納に対応するため、
今回、
納付書にバーコードの印字を
するものである。所定の位置
に印字されているのか、手作
業での確認業務に日数を要す

12

ＤＧｓ推進チーム﹂を立ち
上げ︑
﹁ 誰一人取り残さない﹂
との理念の啓発と具体的な
行動を官民一体となり取り
組むべきではないか︒
答…本市におけるＳＤＧｓの
取り組みや既存事業の位置
づけ及び推進体制について
は、どのような形が望まし
いか、先進事例も踏まえて
研究を行いたい。
今後においても、ジオパ
ーク活動をはじめ、様々な
取り組みを通した﹁持続可
能なまち作り﹂に取り組む
とともに、住民や各種団体
に対して、ＳＤＧｓの理念
について啓発に努める。
※ＳＤＧｓとは
﹁誰一人取り残さない﹂持続
可能で多様性と包摂性のある
社会の実現のため、２０３０
年を年限とする の国際目標

山本賢誓 議員
☆ 市 長 の 政治姿勢について
問⁝植田市長は過去の経歴か
ら民主党系と思うが︑市長
になった今︑政治的スタン
スに変わりはあるのか︒
答…無党派で戦い、市政運営
に取り組んで行く。
問⁝国政与党は自民︑公明の
連立政権︑高知県議会も同
様︑与党︑野党の関係は非
常にシビアで予算配分にも

5
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ることから、軽自動車税の納
日平均、約 人である。平成
期を５月に変更し、対応する
年度は平均 数人であったこ
ものである。
とから、受診者数はかなり増
また、翌年度以降も業務内
加している。
﹂
と答弁があった。
容は同じであることから、５
☆産業振興課関係
月の納期となる。﹂
と答弁があ
った。
サポートハウス建設工事費
採決の結果、本案は原案の
について、﹁工事の発注はどの
とおり可決すべきものと決した。 ような方式を取るのか。
また、ハウスを建設できる
地元業者はいるのか。﹂と質疑
があり、
﹁建設工事の発注は、指名競
争入札方式を考えている。
また、市内にハウスを建設
できる地元業者は１社であり、
市外業者を含めた入札になるも
のと考える。
﹂
と答弁があった。
次に、生活改善センター改
修工事費の工事内容について
質疑があり、
﹁生活改善センターの受付ス
ペースと隣接する和室との壁
を撤去して、佐喜浜出張所の
事務所スペースを確保するも
のである。﹂と答弁があった。
﹁議案第６号 平成 年度
室戸市一般会計第６回補正予
算について﹂
☆企画財政課関係
平成 年７月豪雨災害義援
金について、﹁西予市のふるさ
と納税を代理受納する経緯は
何か。﹂
と質疑があり、
﹁以前から、ジオパーク関連
や伝統的建造物群保存地区関
連にて、事務的交流のあった
愛媛県西予市が、本年７月に
発生した、平成 年７月豪雨
の災害を受けたことから、被
災地の復興を支援するため、
ふるさと納税の制度を活用し、
被災地の職員の事務負担の軽
減を図るため、本市がふるさ
と納税の代理受納をおこない、
その代理受納した寄附金を義
援金として、西予市に届ける
ものである。﹂
と答弁があった。
30

30

☆保健介護課関係
時間外勤務手当について、
﹁室戸岬診療所の経営状況は
順調よく推移しているか。﹂
と
質疑があり、
﹁平成 年の受診者数は、１

30

30

10 32
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☆消防本部関係
燃料費について、﹁自家給油
施設の燃料使用については、
緊急車両以外にも使用すると
のことだが、今後はどのよう
な形で使用を進めていくのか。
﹂
と質疑があり、
﹁燃料の劣化を防止するため、
現在、消防署に配備された緊
急車両及び、市の公用車両を
含めた 台の車両に対しての
使用を考えている。﹂と答弁が
あった。
15

次に、消防施設整備工事損
害事前調査委託料について、
﹁消防施設の敷地範囲はどこ
までか。﹂と質疑があり、
﹁旧室戸岬小学校を購入して
室戸岬分団の屯所を建て替え
ることから、その敷地全てが
消防施設の予定地となる。﹂と
答弁があった。
☆観光ジオパーク推進課関係
バイクライダー等交流宿泊
施設ブランドイメージ構築及
び予約運用システム開発導入
等委託料について、﹁予約運用
システムの導入は指定管理者
が行わないのか。
また、予約受付に必要なネ
ット環境の問題はないのか。﹂
と質疑があり、
﹁市は、この委託業務で予約
運用システムの開発から導入
までを行う予定であり、シス
テム導入後は、指定管理業者
に予約システムの運用をして
いただくことになる。
ネット環境については、支
障のないように対応はしてい
きたいと考えている。﹂と答弁
があった。
☆総務課関係
通勤手当の支給条件につい
て質疑があり、
﹁今回、職員の居住地の変更
に伴う補正であり、条例で定
められた距離数に応じて通勤
手当は支給される。
通勤距離が２キロメートル
以上から支給対象となる。﹂と

復旧が原則であることから、
答弁があった。
同じ工法での事業申請となる。
﹂
次に、高知県議会議員選挙
と答弁があった。
備品購入費の内容について質
疑があり、
☆防災対策課関係
﹁今回、古くなった投票用紙
建築物耐震対策緊急促進事
計数機１台と、大型シュレッ
業費補助金について、﹁どの建
ダーを１台、また投票箱設置
台を８台購入するものである。
﹂ 築物が対象となるのか。﹂と質
疑があり、
と答弁があった。
﹁昭和 年５月以前の建物で、
☆学校保育課関係
前面道路の幅員やセットバッ
クなどを考慮すると、大体で
スクールバス運行業務委託
はあるが、概ね６メートル以
料について、﹁運行日数の見込
上の建物が対象となる。
﹂と答
みが誤っていたのか。﹂と質疑
弁があった。
があり、
人権啓発課関係、福祉事務
﹁保護者からの要望により、
所関係、市民課関係、生涯学
スクールバスの運行台数が前
習課関係については、特段の
年度より増加したことから、
今回補正をするものである。﹂ 質疑もなく、採決の結果、本
案は原案のとおり可決すべき
と答弁があった。
次に、﹁このスクールバスは、 ものと決した。
市内外で開催する体育大会に
﹁議案第９号 財産の取得に
も運行されているのか。﹂と質
ついて﹂
疑があり、
﹁この業務委託は、学校への
﹁津波救命艇を購入するのに
通学等に対応するものである。
﹂ 随意契約となった理由は何か。
と答弁があった。
また、設置場所との管理方
法については、どのように行
うのか。﹂と質疑があり、
﹁津波救命艇については、国
土交通省海事局が定めたガイ
ドラインに基づき、その認証
を受けた救命艇を製造してい
る業者が全国に３社いること
から、その３社を対象に指名
競争入札を行ったところ、２
社が辞退したため、今回の業
者と随意契約を締結するもの
である。
管理方法については、市と

☆建設土木課関係
災害復旧工事費について、
﹁菜生漁港で発生した災害は、
沖の防波堤が崩壊したと聞く
が、どのような状況となって
いるのか。﹂と質疑があり、
３
﹁菜生漁港の沖防波堤
メートルが全部、崩壊をして
航路の方向に落ちており、今
回その復旧工事をおこなうも
のである。
また、災害復旧事業は原型

111.
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﹁議案第４号 室戸市指定地
域密着型介護予防サービスの
事業の人員︑設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法等に
関する基準を定める条例の一
部改正について﹂

48

30

﹁議案第５号 室戸市指定介
護予防支援事業者の指定に関
し必要な事項並びに指定介護
予防支援等の事業の人員及び
運営並びに指定介護予防支援
等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基
準を定める条例の一部改正に
ついて﹂
﹁改正点における取扱方針に
ついて、介護予防支援事業者
に対しどのようなことが義務
づけられるか。
﹂
と質疑があり、
﹁介護サービス利用者の方が

7

460

125

30

産業厚生委員会委員長報告︵抜粋︶

設置する施設との間で、貸与
平成 年度の室戸岬診療所
﹁３施設からの要望があった
﹁室戸市において介護医療院
介護予防訪問看護等の医療系
管理に関する協定を締結する
の患者数が延べ１５９７人、
ことから、予算の関係上、今
に該当する施設はあるか。﹂と
サービスの利用を希望したと
１日平均
７人であったた
予定であり、設置後は施設の
回はそれぞれの施設に１艇ず
質疑があり、
きは、事業者の担当者が利用
め、平成 年度も同様の規模
方での乗船訓練などに使用し
つ設置することになった。
﹁室戸市に該当する施設はな
者本人の同意のうえ、主治医
の予算組みをしていたが、
ていただくなど、できるだけ
丸山長寿園には、１艇しか
く、平成 年９月末現在にお
へのケアプランを交付するこ
月末現在で患者数が延べ２１
津波救命艇に慣れ親しんでい
設
置
し
な
い
と
い
う
事
で
は
な
く
、
い
て
は
高
知
県
内
で
も
０
事
業
所
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
６３人、１日平均
６人と
ただきたいと考えている。﹂
と
今回は１艇の設置である旨の
である。
医療と介護の連携を深めるこ
答弁があった。
説明をしている。﹂と答弁があ
室戸市内の病院についても、 とを目的とするものである。﹂ 増えており、予算に不足が生
じたものである。﹂と答弁があ
次に、﹁当初、２艇を設置す
った。
まだそういう話は出ていない。
﹂ と答弁があった。
った。
る予定であった丸山長寿園が、
採決の結果、本案は原案の
と答弁があった。
また、﹁今回の改正により、
採決の結果、本案は原案の
１艇の減となった理由は何か。
﹂ とおり可決すべきものと決した。
また、﹁介護医療院に求めら
取扱いは緩和されるのか、厳
と質疑があり、
れる人材確保の要件はどうい
しいものになるのか。﹂と質疑 とおり可決すべきものと決した。
うものか。﹂と質疑があり、
があり、
﹁議案第８号 平成 年度室
﹁介護療養病床相当と老人保
﹁今回の改正により、医師や
戸市介護保険事業特別会計第
健施設相当という２種類のサ
介護事業者による医療と介護
３回補正予算について﹂
ービスがあり、それぞれ医師
平成 年 月定例会
の連携が暗黙のルールではな
﹁歳出、健康増進施設使用料
や看護師、介護士の人数等が
く義務化されたということか
万円について、シレストを
介護保険と障害福祉の両方
変わってくるが、介護療養病
ら、以前より厳しくなったと
の制度において、共生型とい
床相当分では医師３人以上で
考えられる。
﹂
と答弁があった。 利用される方が多いというこ
とであるが、この制度の利用
う新たなサービスを新設する
人の入所者に対し１人の医
採決の結果、本案は原案の
ことにより、以前は指定が困
師が必須条件であり、人材の とおり可決すべきものと決した。 者から提出されたデータはど
のように活用されているか。﹂
難であった基準のハードルを
確保が必要となってくる。﹂と
﹁議案第７号 平成 年度室
と質疑があり、
下げたものである。
答弁があった。
戸市国民健康保険事業特別会
﹁この施設のオープン当初は、
室戸市においては、以前か
採決の結果、本案は原案の
高知大学リハビリテーション
ら介護保険事業所で障害児者 とおり可決すべきものと決した。 計第５回補正予算について﹂
﹁事業勘定、歳入、保険給付
部と連携し、深層水や運動の
を受け入れるという共生型と
費等交付金 万３千円につい
効果を図るという取り組みが
同様のサービスのかたちを取
て、新たに交付金が給付され
なされていたが、現在は個人
っている事業所がある。﹂と答
た理由は何か。
﹂
と質疑があり、 が記録をつけることにより、
弁があった。
﹁退職被保険者療養給付費が
自分の健康を管理するという
採決の結果、本案は原案の
当初見込みより増額したため
ことを意義としている。
とおり可決すべきものと決した
不足が生じ、県から不足分の
市長にも楽しい健康づくり
交付があったものである。﹂と
をするような仕組みづくりを
答弁があった。
したいとの意向があるため、
また、﹁直診勘定、歳出、医
健康づくりという面でデータ
薬材料費 万円はどのような
を活かしていけるかを検討し
内容か。﹂と質疑があり、
ていく。﹂と答弁があった。
﹁胃薬や高血圧等の治療薬剤
採決の結果、本案は原案の
費が不足したため、補正をす とおり可決すべきものと決した。
るものである。
﹁議案第３号 室戸市指定地
域密着型サービスの事業の人員︑
設備及び運営等の基準に関す
る条例の一部改正について﹂
﹁新設される共生型地域密着
型サービスについて、
高齢者と障害児者が同じ施設
を利用できるということか。
また、室戸市に該当するよ
うな施設はあるか。﹂
と質疑が
あり、
﹁共生型地域密着型サービス
は、高齢者と障害児者が同一
の事業所でサービスを受けや
すくするための制度である。
歳到達により、新たに介
護保険被保険者となった障害
福祉サービス利用者の方は、
障害福祉より介護保険が優先
されるため、今まで利用して
いたサービス事業所が利用で
きなくなるというケースがあ
った。
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49

守りサービスからのメールが
ナル衣装や振り付けなどの作
士は何人いるのか。今後、救
受信できなかった不具合事案
成や、よさこい祭り、室戸ま
急救命士を増員する予定はあ
が確認され、その後、業者と
るごと産業まつりなどへのイ
るのか。﹂と質疑があり、
は契約変更をしている。
ベントにも出演をしている。
﹁現在、本市の救急救命士は
現在は復旧しており、業者
また、衣装や振り付け費用
実働９名であり、今年も救急
は毎月メール送受信の確認と
などに、この補助金を充ててい
救命士を増員させるため、消
その結果について、市に報告
る理由として、チームができた
防士１名を九州研修所に入校
﹂
と答弁があった。 ばかりであり、最初の初期費用
させている。
﹂
と答弁があった。 をしている。
ということで、今回は補助を
次に、水門管理他委託料に
☆観光ジオパーク推進課関係
おこなった。
﹂
と答弁があった。
ついて、﹁管理委託された水門
室戸ジオパーク推進協議会
は、市内に何か所あるのか。﹂
☆財産管理課関係
補助金について、﹁ジオパーク
と質疑があり、
歳入、住宅使用料について
﹁管理委託している水門等の 専門員の人員は足りているのか。
また、専門員が室戸に定住
﹁２億 万５６１７円の収入
箇所数は、水門 か所、陸閘
未済額について、今後どのよ
できるよう、雇用面などの待
︵りっこう︶１か所の合計 か
﹂
遇改善を図るべきではないか。
﹂ うな形で取り組んで行くのか。
所である。﹂と答弁があった。
と質疑があり、
と質疑があり、
﹁収入未済額が大きいのは承
﹁現在、３名の専門職員を配
置しており、事業への対応は
知しており、現在、債権管理
できていると考える。
課と連携し、支払いがない方
待遇の改善については、他
への訴訟をおこなっている。
のジオパークの状況等を踏ま
また、所有者の死亡などに
えながら、良い条件で雇用で
より、居住していないのに住
きるよう、今後検討していく。
﹂ 宅使用料がかかっている事案
と答弁があった。
が発生していることから、こ
次に、よさこい祭りを活用
れ以上の住宅使用料がかから
した地域づくり等支援事業費
ないよう、明け渡しの手続き
について、﹁この事業の成果は
を進めるための事務調査など
どうなっているのか。
をおこなっている。﹂と答弁が
また、よさこい祭りの衣装
あった。
代や振り付け費用については、
次に、歳出、公用車購入費
初期投資ということで支出を
について、﹁公用車の更新時期
したのか。﹂と質疑があり、
は決まっているのか。﹂と質疑
﹁当事業は、よさこい祭りを
があり、
活用した地域づくりを行うこ
﹁年数では 年以上経過、距
とで室戸の魅力を発信し、地
離数では 万キロメートル以
域の活性化や地域振興に寄与
上を走向している公用車を対
するということから補助をし
象に、順次、買い換えを進め
ている。
て行きたいと考えている。﹂と
平成 年度実績は、オリジ
答弁があった。
29

13

14

☆保健介護課関係
各種がん検診委託料につい
て質疑があり、
﹁本市が実施するがん検診は、
円で受診できるワンコイン
がん検診や、アニバーサリー
がん検診の実施、また受診者
の送迎を行うなど、他市に比
べて様々な事業を実施してお
り、市民の要望に一定応えて
いると考えるが、受診率は伸
び悩んでいる状況である。
他市町村の状況も確認しな
がら、良い事例があれば本市
でも取り組みたいと考えてい
る。﹂と答弁があった。
次に、あんしん見守りサー
ビス工事費について、﹁緊急通
報装置に不具合があったと聞
くが、その後、業者とはどの
ような対応をしたのか。﹂と質
疑があり、
﹁平成 年７月、あんしん見

320
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〜決算認定分〜

18

19

46

☆消防本部関係
救急救命教育訓練事業負担
金について、﹁本市の救急救命

500
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☆企画財政課関係
☆選挙管理委員会関係︑
歳入、移住促進住宅使用料
衆議院議員選挙費について、
について、﹁利用実績や利用者
﹁本市の投票率は ．２％と
の意見などを把握しているの
いうことで、県下最下位と説
か。
﹂
と質疑があり、
明を受けたが、その投票率が
﹁佐喜浜、元、吉良川の市内
低い理由を把握しているのか。
３か所に移住体験住宅を整備
また、今後の投票率をどの
し、平成 年度は 組、 名
ように向上させるのか。﹂と質
が利用した。長期利用者で２
疑があり、
週間ほど、多くは２泊３日ほ
﹁衆議院議員選挙については、
どの利用となっている。
高知県最下位の投票率である
また、全ての利用者からア
が、前回の衆議院の選挙より
ンケートは取っており、内容
良くなっている。
的には良い意見が多く、本市
投票率が低い理由として、
への悪い印象を持たれた方は
特に 、 歳の若年層の投票
少ないのではと考察している。
﹂ が少ないことが上げられるこ
と答弁があった。
とから、昨年から学校現場で
次に、歳出、ごめん・なは
の模擬選挙を行うなど、子ど
り線活性化協議会負担金につ
もの段階から選挙に興味を持
いて、﹁ごめん・なはり線の乗
つよう、主権者教育に取り組
客数は年々減少しているが、
んでいる。﹂と答弁があった。
今後の鉄道存続への対応策に
次に、﹁小選挙区と比例代表
ついて、どのように考えてい
区の投票者数が１名違う理由
るのか。﹂
と質疑があり、
は何か。﹂と質疑があり、
﹁ごめん・なはり線の利用客
﹁地域の投票所で投票者１人
は、減少傾向にあるが、沿線
に対し、比例代表区の投票用紙
市町村からの拠出基金で一定 の配布漏れがあったためである。
運営できていることから、現
投票所が狭いために、同じ
時点での鉄道存続の議論はさ
記載台を使用していたことが
れていない。
原因であったことから、別々
また、乗客の増加を図るた
の記載台を使用するよう徹底
め、あき病院前への新駅計画
した。﹂
と答弁があった。
など、利用促進に向けた計画
の策定を進めている。﹂
と答弁
があった。
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なった。﹂と答弁があった。
次に、児童遊園地借地料に
ついて、﹁これは何件分の借地
料となるのか。
また、雑草が茂り遊具もボ
ロボロになった児童遊園地も
あると思うが、どのような管
理を行っているのか。﹂と質疑
があり、
﹁借地料は１件分である。草
刈りを年に１回、業者に委託
しており、遊具などについて
は職員が点検を行い、腐食す
るなど危険なものは撤去をし
ている。
また、児童遊園地の有効利
活用などについては、地元の
方や保護者などの様々な意見
を交えながら考えていきたい。
﹂
と答弁があった。
☆産業振興課・農業委員会事
務局関係
歳入、産業育成事業資金貸
付金元利収入について、﹁２１
７１万９６４２円の収入未済
額があるが、どのような事業
内容に対して貸し付けを行っ
ていたのか。﹂と質疑があり、
﹁現在、 名分の未収金が残
っており、うち１名について
は、分割納付中である。
事業内容については、縫製
業を開業するためのミシンな
どの購入費や、食堂を開業す
るための店舗建築費などに対
して貸し付けを行っている。﹂
と答弁があった。
次に、歳出、耕作放棄地対
策等事業費補助金の内容と、
11

☆防災対策課関係
防災行政無線保守点検他委
託料について、﹁災害時の避難
情報等を放送するために設置
した防災行政無線は、台風襲
来時には家の雨戸を閉めてい
るため聞こえにくい。改善策
は考えているのか。﹂
と質疑が
あり、
﹁聞き逃した放送内容を無料
で電話確認することができる、
防災行政無線電話応答サービ
スを開始しており、広報など
を使って市民への周知を図っ
ている。
その他、メールでの配信サ
ービスを行っている自治体も
あることから、現在、その事
業内容について検討をしてい
る。
﹂と答弁があった。
☆税務課関係
歳入、軽自動車税の滞納繰
越分について、﹁ 万 円の収
入未済額は、今後どのように
徴収していくのか。﹂
と質疑が
あり、
﹁軽自動車税の収入未済額に
ついては、債権管理課と連携
しながら取り組んでいく。﹂
と
答弁があった。
101

☆福祉事務所関係
生活保護嘱託医報酬の不用
額について質疑があり、
﹁月２回開催の嘱託医協議に
出席している生活保護の一般
嘱託医から、報酬の受け取り
を辞退したい旨の申し出があ
ったことから、今回不用額と

☆学校保育課関係
室戸小学校エアコン設置実
施設計委託料について、﹁これ
は室戸小学校のエアコン設置
ということだが、他の小学校
はいつ頃に設置をするのか。﹂
と質疑があり、
﹁他の小学校については、平
成 年度に実施設計を策定し
ており、平成 年度に施工す
る計画としている。
現在、国の有利な財源措置
について、県との情報共有を
図っており、補正予算の計上
に向けて検討をしているとこ
ろである。﹂と答弁があった。

疑があり、
﹁御厨人窟の出入口に、落石
の直撃を防止するため、骨組
みが強化されたテントを設置
するよう、今年度に予算計上
している。
なお、文化財保護法の規定
による現状変更の申請は提出
しており、現在、文化庁から
の承認待ちである。
﹂と答弁が
あった。

☆市民課関係
社会保障・税番号制度カー
ド関連事務交付金について、
﹁本市におけるマイナンバー
カードの普及率が約 ％と聞
く。取得促進に向けた取り組
みは行っているのか。﹂と質疑
があり、
﹁マイナンバーカードの取得
促進に関する内容を、広報へ
定期的に掲載したり、市民課
窓口で制度説明をおこなうな
ど、啓発に努めている。﹂と答
弁があった。
採決の結果、本案は認定す
べきものと決した。

10

今後の事業展開について質疑
があり、
﹁平成 年度から、耕作放棄
地の解消を目的に、果樹の苗
木１本あたり千円を上限に、
苗木代相当額を補助するもの
として、事業を実施している。
また、平成 年度から新植
に加えて、改植まで範囲を広
げており、来年度からは果樹
品種の摘要範囲を拡大するこ
とについても検討をしている。
﹂
と答弁があった。

10

30

31

☆生涯学習課関係
室戸岬亜熱帯性樹林等保存
活用計画策定委託料について
質疑があり、
﹁これは名称室戸岬と、天然
記念物室戸岬亜熱帯樹林及び
海岸植物群落が、昭和３年に
文化財保護法により指定され
てから、かなりの年月が経っ
ていることから、当初の価値
と現在の状態の変化を把握す
るため、今回、現状調査と今
後の保存活用計画を策定する
ものである。
また、今年度で計画は完成
することから、平成 年度か
ら策定計画に基づき、保存管
理を進めることになる。﹂と答
弁があった。
次に、﹁御厨人窟は、落石対
策の工事をする話しがあった
と認識しているが、その後の
経過はどうなったのか。﹂と質

31

28

29

☆建設土木課関係
両栄橋仮橋保守点検委託業
務について、﹁この仮橋の保守
点検は、いつまで実施するの
か。﹂と質疑があり、
﹁ 月に工事発注した、新橋
の上部工工事の受注者が、仮
橋の管理をおこなうことにな
るため、仮橋にかかる保守点
検委託業務は、今回で終了予
定である。﹂と答弁があった。
次に、林道維持管理委託料
について、﹁これは林道の草刈
りと認識しているが、林道を
維持管理していく上で、今後
の委託料が上がることは考え
られるか。﹂と質疑があり、
﹁例年、林道東又・佐喜浜線
と、日南・釣ノ口線の維持管
理を実施しており、今後も継
続していく予定である。
また、労務単価等が上昇す
れば委託料も上がると考えら
れるが、今後の情勢等によっ
て変わってくる。﹂と答弁があ
った。

9
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29

29

﹁平成 年度と比較すると、
介護認定件数については、平
成 年度は１７３０件、平成
年度は１７４５件で、 件
の増となっている。
要介護４、５の認定者数は、
平成 年度は要介護４が 名、
要介護５が 名、平成 年度
は要介護４が 名、要介護５
が 名となっており、要介護
４の方は増加しているが、要
介護５の方は減少している。﹂
と答弁があった。
また、﹁平成 年度は、介護
認定審査会を 回開催してい
るが、認定結果への不服申立の
事例はあるか。
﹂
と質疑があり、
﹁介護認定審査会は、毎週木
曜日に開催している。
平成 年度の不服申立件数
は１件であり、室戸市の方か
ら の 申 立 で あ る 。﹂と 答 弁 が
あった。
採決の結果、本案は認定す
べきものと決した。
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〜決算認定分〜
﹁直 診 勘 定 、 歳 入 歳 出 額 が
同額となっているが、実際は
赤字が出ているのではないか。
要因として何が考えられるか。
﹂
と質疑があり、
﹁歳入、一般会計繰入金 万
５４４７円は、赤字補填とし
ての繰り入れであり、実際は
赤字が出ている。
要因として、室戸岬診療所
は常時開いている診療所では
なく、診察曜日や時間に制限
があることが原因だと考えて
いる。
平成 年度と比較して、繰
入金の額は減少しているとこ
ろである。﹂と答弁があった。
また、﹁専任の医師の確保に
ついて、見通しは立っている
か。﹂
と質疑があり、
﹁専門誌等や県を通じての募
集をおこなっているが、未だ
に応募がない。条件等や募集
の方向も考えていかなければ
ならない。﹂と答弁があった。
採決の結果、本案は認定す
べきものと決した。
506

28

29

﹁認定第４号 平成 年度室
戸市介護保険事業特別会計歳
入歳出決算の認定について﹂
﹁一般介護予防事業の委託料、
不用額 万１３６０円につい
て、げんきクラブは主にどの
ような事業をおこなっている
のか。１団体あたりへの交付
額はいくらになるのか。﹂と質
疑があり、
﹁げんきクラブは、各小地域
において地域住民が主体とな
り、体操やダンス、介護予防
事業等をおこなう活動である。

平成 年度は 団体、延べ
５８３７人の参加があるが、
参加人数等により金額が変わ
るため、団体の規模により交付
額が異なる。
﹂
と答弁があった。
次に、﹁任意事業費の扶助費
の不用額 万１５１０円につ
いて、家族介護用品支給事業
費及び、成年後見制度支援費
において不用額が発生した要
因は何か。﹂と質疑があり、
﹁不用額の原因としては、家
族介護慰労金の対象者がいな
かったこと、介護用品の支給
が見込みより少なかったこと
である。
家族介護慰労金は要介護４、
５の認定を受けた方の家族が
対象だが、介護保健サービス
を利用せずに自宅で介護して
いる方に対して支給されるも
のでハードルが高く、平成
年は対象者が１名いたが、
年度の実績は０人である。﹂と
答弁があった。
採決の結果、本案は認定す
べきものと決した。
29

306

21
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﹁認定第５号 平成 年度室
戸市海洋深層水給水事業特別
会計歳入歳出決算の認定につ
いて﹂
﹁需用費１４４０万 円及び
委託料２０３１万８９５４円
のなかの室戸海洋深層水給水
施設保守点検委託料について、
保守点検で修繕箇所が発見さ
れた場合、交換部品等の費用
や工事費は保守点検委託料の
範囲でおこなうのか。それとも

29

677

28

﹁認定第３号 平成 年度室
戸市介護認定審査会運営事業
特別会計歳入歳出決算の認定
について﹂
﹁前年度と比較して、介護認
定件数の総数及び要介護４、５
の重度の要介護者数はどう変
化しているか。
﹂
と質疑があり、
29

141

修繕料からの支出になるのか。
また、この委託料は毎年上
がっているようだが、担当課
としてどのように考えている
か。﹂と質疑があり、
﹁基本的な保守点検や経年劣
化による部品交換等について
は保守点検委託料のなかに含
まれているが、突発的な自然
災害や事故等によるものは修
繕料として別途に計上するも
のになる。
保守点検委託料の増額につ
いては、交換部品が年々値上
がりをしていること、今後消
費税が上がることにより部品
の仕入れ価格が上がることが
予測されることから、これか
らも横ばい、もしくは微増と
なっていくのではないかと見
込んでいる。
﹂
と答弁があった。
次に、﹁企業給水使用料が前
年度より 万円ほど増額して
いるが、給水量は減少してい
る。料金改定をおこなってい
ないのに増額しているのは何
故か。﹂と質疑があり、
﹁深層水の使用料は一律では
なく、段階的に金額が変わっ
ていく仕組みとなっている。
料金の高い段階で給水して
いる企業が増加したため、企
業給水の全体水量が減少して
も、それをカバーできる収益
があったと考えている。﹂と答
弁があった。
採決の結果、本案は認定す
べきものと決した。

120
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産業厚生委員会委員長報告︵抜粋︶
﹁認定第２号 平成 年度室
戸市国民健康保険事業特別会
計歳入歳出決算の認定について﹂
﹁事業勘定、歳出、特定健康
診査等事業費委託料の不用額
万７５２９円について、予
算の３分の１が不用額となっ
ているが、特定健診の担当課
である保健介護課とは、どの
ように連携して事業を進めて
いるのか。﹂
と質疑があり、
﹁担当者レベルでの連携は常
に取っており、打ち合わせや
協議をおこなっている。
結果的に事業が市民に浸透
しておらず、特定健診の参加
人数等が見込みより下回った
ために不用額が生じている。
保健介護課の保健師が一番
現状を把握していると思われ
るので、話を聞きながら事業
の見直しを検討していく。﹂
と
答弁があった。
また、﹁今年は単年度黒字と
なっているが、どのような理
由によるものなのか。また累
積赤字は来年には解消するか。
﹂
と質疑があり、
﹁平成 年度の税収が上がっ
ていること、今年度の医療費
が下がったことにより、黒字
となったものである。
累積赤字については、
計画通
り一般会計から繰り入れをし、
平成 年度には解消したいと
考えている。
﹂
と答弁があった。
607
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改良工事と同時におこなうこ
とで経費削減を図っている。
平成 年度は流動資産と流
動負債の関係等を考慮し、柔
軟な対応ができるような取り
組みをおこなっている。﹂と答
弁があった。
採決の結果、本案は認定す
べきものと決した。

30

し、日本名水百選に選定され
た白川水源を初め、豊富で良
質な湯量を誇る南阿蘇の温泉
郡は、泉質も効能も違った温
泉が点在する﹁いで湯の里﹂
として知られており、また南
外輪山など、アウトドアフィー
ルドとしても無限大の可能性
を秘めた、魅力いっぱいの村
であります。
また、東海大学農学部の阿
蘇キャンパスで学ぶ学生８１
０人を含めた人口は、約１万
１５００人であり、村内を訪
れる入込客数は、年間約７０
０万人にも達しております。
まず、﹁熊本地震による被害
の状況と防災対策について﹂
視察研修を行いました。
平成 年に発生した熊本地
震は、４月 日、 時 分、
マグニチュード６ ５、最大
震度７を観測する前震が発生
し、４月 日、１時 分には
マグニチュード７ ３、熊本
県益城町と西原村で、同じく
最大震度７の揺れを観測して
おります。
地震の種類は、大陸プレー
ト内で発生した右横ずれ断層
地震であり、震度５弱以上の
余震は 回を観測し、気象庁
の震度階級が設定されてから、
最大震度とされる震度７が初
めて２回観測されております。
南阿蘇村の被害状況につい
ては、人的被害は死亡者 人、
重傷者 人、軽症者 人。家
屋被害は全壊が 棟、大規模
半壊 棟、半壊 棟、一部半

30

26

25

120

壊は１１７０棟の合計２８５
７棟、無被害はたったの 棟
であります。
インフラ被害については、
水道の断水や主要道である国
道 号・ 号の斜面の崩壊な
どによる大きな被害が発生し、
国道 号に架かる阿蘇大橋は
完全に崩落し、尊い命が失わ
れております。
村道にも測りしれない被害
が発生しており、現在国道と
阿蘇大橋の復旧などについて
は、国土交通省の九州地方整
備局により進められており、
被害額や復旧にかかる経費は
数百億円にのぼるといわれて
おります。
次に、生活再建に関する支
援等への申請状況については、
平成 年９月末時点で、生活
再建支援金１９４３件、応急
修理 件、自宅再建諸経費補
助金 件、転居費用助成事業
件、等が報告されております。
応急仮設住宅への入居状況
については、建設型が最大時
で 世帯１０４８人、借上型
が１０６８世帯、１７２１人
の合計１４６５世帯、２７６
９人となっております。
被災した家屋の除却につい
ては、１１００棟の申請があ
り、現在までに除却は完了し
ているとのことでした。
また、平成 年 月末で長
期避難世帯に認定された世帯
数は、 世帯、 名でありま
したが、平成 年 月 日に
解除をされております。

30

325

57

404

397

﹁有収率が毎年下がり続けて
いる原因は何が考えられるか。
今後の見通しはどうなってい
るか。﹂
と質疑があり、
﹁有収水量低下の一番の原因
は、やはり老朽管からの漏水
であるが、人口減少に伴う給
水人口の減少も挙げられる。
今後についても、有収水量
の低下により有収率は下降し
ていくと思われるが、老朽管
布設替工事等により下降率を
抑えていくことも可能ではな
いかと考えている。﹂と答弁が
あった。
また、﹁未償還残高の金額が
前年度より増加しているが、
事業計画はどうなっているか。
﹂
と質疑があり、
﹁平成 年度に室戸市上水道
経営戦略を立てている。
どうしても老朽管や耐震管
への布設替工事をおこなう必
要があり、建設土木課の市道

行政視察結果報告
ステムについて﹂、 月 日の
午後、熊本県菊池市では、﹁べ
んりカー・あいのりタクシー
について﹂、以上３項目につい
ての視察研修を行いました。
１日目の熊本県南阿蘇村は、
午後３時 分に到着し、視察
研修を行いました。
南阿蘇村は、平成 年に３
村が合併した村であり、熊本
県でも阿蘇５岳の南麗に位置
10
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22 299

325

360

年度
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．
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．

800 700

29

20

平成

30
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所管事項に関する総務文教委員会委員長報告

31

総務文教委員会は、平成
年 月 日から 日までの３
日間、
委員５名と議会事務局、
執行部からは企画財政課と防
災対策課の計８名で行政視察
を行いました。
月 日、熊本県南阿蘇村
では、﹁熊本地震による被害の
状況と防災対策について﹂、
月 日の午前、熊本県山鹿市
では、﹁インクルーシブ教育シ
29

﹁認定第６号 平成 年度室
戸市障害支援区分認定審査会
運営事業特別会計歳入歳出決
算の認定について﹂
特段質疑もなく、採決の結
果、本案は認定すべきものと
決した。
﹁認定第７号 平成 年度室
戸市後期高齢者医療事業特別会
計歳入歳出決算の認定について﹂
﹁還付加算金について、平成
年度から３年間は還付加算
金の支出があるが、平成 年
度はゼロとなっているのは何
故か。﹂
と質疑があり、
﹁平成 年度は歳入歳出とも
に還付加算金が発生する事例
がなかったため、支出が０円
となっている。
前年度の平成 年度は全国
で使用している電算処理シス
テムに算定誤りがあり、還付
加算金の支出があった。﹂
と答
弁があった。
また、﹁滞納繰越分 普通徴収
保険料不納欠損について、不
納欠損になった理由の内訳は
どういうものか。
﹂
と質疑があり、
、
﹁不納欠損事例については対
象者６名、件数は 件である。
理由の内訳は死亡１件、無
資力１件、行方不明４件とな
っている。﹂
と答弁があった。
採決の結果、本案は認定す
べきものと決した。
29

﹁認定第８号 平成 年度室
戸市水道事業会計決算の認定
について﹂
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今回の地震により、阿蘇５
岳及び外輪山に、山腹崩壊な
どが発生したことで土石流が
発生しており、今後も台風な
どの豪雨によって、再度、土
石流が発生するなどの二次被
害が心配されているところで
あります。
また、被災当時は約３千人
が避難しており、村民からは
﹁村の職員は何をしているの
か。
﹂
、﹁議員の顔が見えない。﹂
などの様々な意見が出ていた
が、村長さんを始め、職員、
議員も大きな被害にあわれた
中で、共に一丸となって、復
旧・復興に向けた取り組みに
務めていたことで、現在では
感謝の気持ちに代わっている
とのことでした。
予算説明では、村の年間予
算額は 億円程度であったの
が、震災後は復旧・復興のた
めの補正予算が連発され、平
成 年度は約 億円、平成
年度は約 億円、平成 年度
の当初予算も約 億円の巨額
予算となり、また、補正予算
も多くなっていることから、
年間予算が大きく膨らむ事に
対して不安を感じているとの
説明がありました。
会議室での研修の後、被災
現場となる阿蘇大橋の被害状
況について、現地視察を行い
ました。
写真やテレビの映像で見た
よりも、橋の橋長が長く、谷
の渓谷も深く、非常に大きな
橋であり、本災害の深刻さを
28

痛感させられました。
次に、２日目、 月 日午
前 時から、熊本県山鹿市に
おきまして、山鹿市教育委員
会が取り組んでいる﹁インク
ルーシブ教育システムについ
て﹂視察研修を行いました。
山鹿市は、平成 年に１市
４町が合併した、人口約５万
２千人の市であり、豊かな田
園地帯が広がった市の中心部
には、市街地が形成されてお
ります。
幹線道路網が放射線上に発
達し、市を縦断する国道３号
線と東西に延びる国道 号・
号などの結節点となる市街
地は、地域交通のアクセス拠
点であり、気候は温暖で歴史
と文化の薫り高い地域として
知られております。
まず、インクルーシブ教育
とは、平成 年４月、障害者
差別解消法の施行により、公
的機関での合理的配慮︵この
合理的配慮とは、﹁障害のある
子どもが他の子どもと平等に
教育を受ける権利を享受・行
使することを確保するために、
学校などが必要な調整などを
行うこと﹂などとされており
ます。
︶
が法的に義務化され、
障害のある子供とない子供が
出来るだけ同じ場で共に学ぶ
教育と、合理的配慮を持って、
一人一人の障害の状態や教育
的ニーズ等に応じて決定され
る支援といわれております。
インクルーシブ教育の経緯
については、
・平成 年 月、国連におい
て﹁障害者の権利に関する条
約﹂が採択されたことにより、
・平成 年４月﹁学校教育法﹂
が一部改正され、﹁特別支援学
校﹂や﹁特別支援学級﹂が成
立、また、
・平成 年６月には﹁障害を
理由とする差別解消推進に関
する法律︵障害者差別解消法︶
が成立され、
・平成 年４月には﹁障害者
差別解消法﹂が施行されたと
ころであります。
事業を実施した山鹿市の学
校数は、小学校 校、２５７
０人、中学校６校、１３２０
人、合計 校、３８９０人ほ
どであり、平成 年度から３
か年にわたって、文科省のイ
ンクルーシブ教育システムの
モデル事業として、全小中学
校にて事業に取り組まれたと
のことでした。
まず、開始１年目となる平
成 年度の取り組みとして、
﹁各中学校区への合理的配慮
協力員を配置﹂、﹁月１回、市教
育委員会と合理的配慮協力員
との会議を開催﹂
、﹁各種団体等
へのモデル事業の周知や協力
依頼﹂等々を実施しております。
２年目となる平成 年度の
取り組みとして、
﹁ユニバーサルデザイン授業
づくり﹂
、﹁ケース会議の充実﹂
、
﹁移行支援・個別の教育支援
計画の充実﹂といった３つの
重点項目を設定。
年６回開催する﹁運営協議
12

25

会の設置﹂や、﹁山鹿市内の小
中学校全職員を対象としたア
ンケート調査﹂などを実施し
ております。
最終年度となる３年目、平
成 年度の取り組みとして、
﹁広報紙の発行による進捗状
況の把握・取り組みの啓発﹂、
﹁成果発表会の開催﹂
、﹁合理的
配慮協力員会議での次年度に
向けてのスクールクラスター
の在り方の検討﹂等々を実施
しております。
現在、国のモデル事業が終
了してから３年目となります
が、それぞれの学校で、先生方
が子供たちのニーズに合わせ
てアイデアを出し合いながら、
日々、実践を積み重ねて取り
組まれているとのことでした。
最初のうちは、学校も父兄
もあまり乗り気ではなかった
と言われておりましたが、教
育長さんの熱心な説得により
事業が開始され、この取り組
みが進んで行くうちに、子供
たちがお互いを思いやる気持
ちが出てきたと言われており
ます。
最近では、友達同士の考え
方が前向きに変わってきたと
の説明があり、また保護者や
生徒たちもインクルーシブ教
育から多く学ぶことがあった
ことから、最終的にはこのモ
デル事業に取り組んで良かっ
たと言われており、また各方
面からの視察も多く訪れてい
るとの説明がありました。
次に、午後２時から、熊本

県菊池市において、﹁べんりカ
ー・あいのりタクシーについ
て﹂視察研修を行いました。
菊池市は、平成 年に１市
２町１村が合併した、人口約
４万８千人の豊かな自然に恵
まれた、水と緑と田園文化の
まちであります。
阿蘇くじゅう国立公園内か
ら流れ出る菊池川の恵みを受
けた、肥沃な台地を活かした
農林畜産業を基幹産業として
おり、また菊池渓谷や日本の
名湯百選に認定された菊池温
泉など、 ケ所の温泉を有す
るなど、毎年数多くの観光客
が訪れております。
それでは、﹁べんりカー・あ
いのりタクシーの概要につい
て﹂であります。
菊池市では、郊外地域を走
る路線バスの平均乗車率は２
名未満と低く、市の財政負担
が膨らんでいたことや、市街
地にはタクシー以外の交通手
段が無かったことから、市は
発想の転換による新しい交通
体系を構築しました。
交通事業者との調整を粘り
強く行った結果、市街地には
巡回バス﹁きくちべんりカー﹂
、
郊外地にはデマンドタクシー
﹁あいのりタクシー﹂を導入
し、地域の実情にあった交通
体系が構築されたとの説明を
受けました。
また、路線バスに関わる行
政負担を年間約２６００万円
から、約 万円へ大幅に削減
できたとのことでした。
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次に、市街地を巡回する小
型コミュニティバス﹁きくち
べんりカーの運行状況につい
て﹂であります。
運賃は、１乗車 円、総延
長 １㎞、停留所数 か所、
１時間 分間隔で熊本電気鉄
道が運行をしております。
現在の年間利用者数は、震
災などの影響により、平成
年度２万 人から、平成 年
度は１万９０７１人の、マイ
ナス１８２８人となっており、
また平均乗車率は、平成 年
度
８人から、平成 年度
は
人のマイナス１
人と、年々減少しております。
バスの運行補助額について
は、平成 年度、 万８千円
から、平成 年度は 万２千
円と増加傾向であり、田舎の
地方都市においては、コミュ
ニティバス事業の赤字は否め
ないとの説明がありました。
次に、郊外地に向かうデマ
ンドタクシー﹁きくちあいの
りタクシーの特徴について﹂
であります。
きくちあいのりタクシーは、
自宅から目的地の玄関まで、
ドア ドアの対応で、１日
の運行は最大３往復であり、
予約が無ければ運行はしてお
りません。
また、既存のタクシーを利
用することで初期投資や維持
費は不要となっております。
運行方式については、借り
上げ方式ではなく、メーター
運賃方式を採用しており、１
29

日中運行するのではなく、週
所管事項に関する産業厚生委員会委員長報告
５日の設定した時間帯で運行
を行っております。
〜室戸市における地域医療のあり方に関する検討結果報告〜
利用状況については、平成
年度１万 人から、平成
産業厚生委員会は、平成
康と命を守るには、救急部門
年度１万１８７５人で、１４
年
３
月
定
例
会
に
お
い
て
継
続
審
を併せ持つ公立医療施設建設
４２人ほど増加をしておりま
査となっております、室戸市
が必要との考えに至り、その
すが、市からの補助金は、平
における地域医療のあり方に
可能性について県及び他市町
成 年度１０１０万８千円か
関する検討について、市民の
村の公立病院などを参考に調
ら、平成 年度は１２８３万
健康と命を守る医療の確保の
査・検討することといたしま
１千円、 万３千円ほどの増
観点から、視察や調査をおこ
した。
加となっており、コミュニテ なってきたところでございます。
その後の調査の経過につい
ィバス事業と同様、赤字は否
この医療確保の問題は、こ
ては、次のとおりであります。
めないとの説明でありました。 れまでも市内での医療機関の
まず、７月５日、梼原町立
この様に、多くの市町村に
閉鎖が続き、市民の﹁不安の
国民健康保険梼原病院を訪問
おきましても、公共交通の維
種﹂として燻っていましたが、 し、病院経営の収支、町立病
持・確保には非常に苦労をさ
今年のはじめ医療法人長康会
院としての取り組み、今後の
れているようであります。
室戸病院の方から、平成 年
課題等について視察研修をお
なお、この事業実施に対し、 １月 日をもって病院を閉院
こないました。
国土交通大臣から﹁平成 年
するとの公表が唐突になされ
梼原病院は内科・外科・小
地域公共交通活性化・再生優
たことにより一挙に市民の間
児科・眼科を診療科目とする
良団体大臣表彰﹂を受賞され
に不安が拡がり、行政に対応
入院病床数 床の病院であり、
ており、また多くの地方自治
が求められたものであります。 町の目標とする﹁保健、医療、
体からの視察が相次いでいる
産業厚生委員会としまして
福祉、介護﹂の連携等、統合
と説明がありました。
は、まず地域医療の基本的な
の中核的な存在として﹁住み
以上、３項目につて研修を
知識を得るため、２月１日に
慣れた地域で住み続けたいを
させて頂き、２泊３日の限ら
高知県健康政策部を訪問し、
実現する﹂をモットーに、行
れた時間での視察研修ではあ
県の医療計画、東部地域の医
政、保健師、社会福祉協議会
りましたが、参考になる事例
療の現状、室戸市の医療実態
が一体となって活動をされて
が多くあり、今後、室戸市に
等について研修を受け、自主
おります。
おける行政課題に取り組むう
的に理解を深めて参りました。
病院運営収支状況につきま
えでの方向性や必要性を考え
３月定例会で継続審査とな
しては、過去 年間を見せて
させられた行政視察でありま
った後は、まず室戸市の医療
いただきました。
した。
の現状、それを支える市内医
医療収益は 年間を通して
療機関の実態、そして将来的
５千万円から１億円ほどの赤
な見通し等について担当課か
字となっておりますが、病院
ら聞き取りをおこない、検討
経営にかかる交付税算入分な
をおこないました。
どの町負担金等医療外収益を
この時点での委員会の意見
合算すると黒字経営を続けて
といたしましては、市民の健
おり、平成 年度の利益剰余
10

金は約２億円を計上しており
ます。
病院運営の問題点や今後の
課題をお聞きしますと、人口
減少による患者数の減少、そ
して医師・看護師の不足を挙
げられておられました。
この梼原病院の視察におい
て、特に私たちが感銘を受け
た取り組みは医療と介護の連
携もさることながら、﹁何でも
できる医者﹂
、専門用語でプラ
イマリケアと表現するようで
すが、専門以外の診療科目で
も対応できる医師の育成に力
を注いでいる点で、まさに医
師不足に〝あえいで〟いる室
戸市などにとっては、救世主
となるような人材を育てる取
り組みがなされておりました。
８月 日におこなった委員
会につきましては、市の関係
課に出席を求め、室戸市の現
状や取り組みについて聞き取
り調査をおこないました。
聞き取り調査の内容を踏ま
え、近隣市町村の公立病院の
経営状況を調査し、それらを
参考にしながら、室戸市にお
いて市立病院を運営した場合、
しなかった場合を想定し、協
議を進めました。
協議内容としましては、ま
ず施設建設及び病院経営にか
かる予算として、市立病院を
建設するとした場合に活用で
きる国・県の補助金の有無、
適用できる起債名、ランニン
グ費用として考えられる財源
について。
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第7回定例会・委員長報告・閉会中の主な活動

病院運営に関しましては、
医師、看護師等スタッフの確
保の見通しについて。
また、市立病院を開設しな
い場合に関しては、市内医師
の現状と今後の見通し、既存
病院との連携、室戸岬診療所
の位置付けについて。
室戸市の医療の現状につい
て、国保について室戸市の主
な疾病と構成比率、医療費の
実績等をテーマに検討をおこ
ないました。
９月 日には、東部地域の
現状についてより知見を深め
るため、これは議員全員が参
加する研修会でありましたが、
県立あき総合病院、前田院長
を講師として招き、お話をい
ただきました。
安芸圏域におけるあき総合
病院の果たす役割、東部医療
機関への医師獲得について、
その方法や困難度、考え方、
そして現実的に必要な医療の
方向性などについて、ご見解
をお伺いしました。
この研修会を受け、改めて
室戸市を取り巻く医療環境の
厳しさを痛感するとともに、
本市の目指す方向性についても
理解を深めることができました。
また、研修会終了後に委員
会を開催し、委員の意見集約、
共有をおこないました。
以上のとおり、関係機関で
の研修及び市の関係課からの
調査等を経て、当委員会とし
ては以下のような検討結果と
いたしました。
28

① 室戸市において医療確保
は厳しい環境にあるが、５年
後・ 年後の室戸市の医療体
制を考えた場合、公立医療施
設は不可欠であること。
② 公立医療施設開設の最大
のネックは医師・看護師の確
保である。
室戸市は地理的な問題もあ
り、難しい状況が考えられる
が、高知医大１期生が定年を
迎える時期であることから、
セミリタイア志向の医師の増
加、また県の奨学資金を受給
し、地域医療での従事を条件
とした学生の増加等、人材確
保の追い風となるような流れ
があること。
③ 高知市内等の大規模医療
法人に、指定管理についての
可能性が考えられること。
④ 公立医療施設の財源につ
いては、国・県の補助金は見
込めないが、本市の実質公債
比率は
５％と低い水準に
あることから、過疎債等で有
利な起債を活用すれば、市の
財政運営への支障は最小限に
留めることができること。
またランニング費用につい
ては、新たに生まれる羽根大
規模太陽光発電施設での固定
資産税等を財源とすれば、市
10

12．

民の新たな負担は最小限とな
ること。
⑤ 公立医療施設建設には、人
口減少を見据えたまちづくり
のなかで計画し、医療、保健、
介護が連携できるものとする
こと。
⑥ 建設までの間は、室戸岬診
療所に院長を置き、体制と医
療設備を充実させるとともに、
市内の既存診療所に支援をお
こなうなどして地域医療を守
ること。
⑦ 救急診療科目については、
医師の確保が難しいことから
併設はしないこと。
以上の検討結果をもって、
産業厚生委員会としてのまと
めは次のとおりといたします。
室戸市は５年後、 年後の
医療を確保し、市民の健康と
命を守るため、地域包括ケア
病床を併せ持ち、かつ医療と
介護が連携できる、市民のた
めの公立医療施設の早期建設
に向けて取り組むこと。
その実現までの間は、室戸
岬診療所を核とする医療の充
実をはかり、市民の不安を解
消するよう取り組むこと。
以上を市長及び執行部に提
案した。
10

閉会中の主な議会活動

10月10日
10月15日
10月16日
10月17日

議会運営委員会開催
平成30年度議員行政実務研修に議員2名が参加
決算審査のため、
産業厚生委員会開催
平成30年度第2回安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム
組合議会定例会に議長出席
10月19日 四国8の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟総会及び
道路整備の充実を求める四国東南部大会に議長出席
10月23日 決算審査のため、
総務文教委員会開催
10月25日 平成30年度トップセミナーに副議長出席
10月29日〜31日 総務文教委員会 行政視察
10月30日 宮崎県串間市議会「観光振興・まちづくり調査特別委員会」
が行政視察のため、
本市を訪問
11月１日 平成30年度高知県戦没者追悼式に議長参列
11月６日 所管事務調査のため、
産業厚生委員会開催
11月９日 平成30年度室戸市戦没者追悼式に議長並びに多数の議員参列
11月15日 全国過疎地域自立促進連盟第49回定期総会に議長出席
11月16日 平成30年度高知県11市消防団連絡協議会総会に副議長出席
11月19日 地方議会活性化シンポジウム2018に議長出席
11月20日〜21日 平成30年度高知県市議会議長会視察研修に議長参加
11月22日 全国市議会議長会第163回産業経済委員会に議長出席
12月５日 平成30年度第3回ごめん・なはり線活性化協議会総会及び
平成30年度第3回安芸広域市町村圏事務組合議会定例会に議長出席
12月11日 議会運営委員会開催
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