第95号
令和元年11月1日発行

2019.11

発行／室戸市議会
編集／室戸市議会
議会だより編集委員会
住所／〒781-7185
高知県室戸市浮津25-1
連絡先／0887-22-5140
題字／谷 通子

室戸市敬老会

9月議会質問者
◇

小
田
山
町
竹
亀
竹

椋
渕
本
田
中
井
中

利 廣
信 量
賢 誓
又 一
真智子
賢 夫
多津美

令和元年9月第3回室戸市議会定例会 会期・日程
月 日

曜日 会の種別

９月６日 金 本会議
９月７日
９月８日
９月９日
９月10日
９月11日
９月12日
９月13日
９月14日

土
日
月
火
水
木
金
土

休 会
休 会
本会議
本会議
休 会
休 会
休 会
休 会

摘

要

開会・行政報告・提案理由の説明
・委員長報告

一般質問
一般質問
大綱質疑・委員会付託
委員会
事務整理

月 日
９月15日
９月16日
９月17日
９月18日
９月19日
９月20日
９月21日
９月22日
９月23日
９月24日

曜日 会の種別
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

休 会
休 会
休 会
休 会
休 会
休 会
休 会
休 会
休 会
本会議

摘

要

敬老の日
事務整理
事務整理
事務整理
事務整理

秋分の日
委員長報告・討論・表決・閉会

第3回定例会・議決結果一覧表・議案の説明
〈第3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

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の
整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

元年９月24日

原案可決

議案第２号

室戸市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について

元年９月24日

原案可決

議案第３号

室戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正について

元年９月24日

原案可決

議案第４号

室戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関
する基準を定める条例の一部改正について

元年９月24日

原案可決

議案第５号

室戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正について

元年９月24日

原案可決

議案第６号

室戸市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する条例
の一部改正について

元年９月24日

原案可決

議案第７号

室戸市印鑑条例の一部改正について

元年９月24日

原案可決

議案第８号

室戸市共同利用農機具保管所設置及び管理条例の一部改正について

元年９月24日

原案可決

議案第９号

室戸市水道給水条例の一部改正について

元年９月24日

原案可決

議案第10号

令和元年度室戸市一般会計第２回補正予算について

元年９月24日

原案可決

議案第11号

令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算について

元年９月24日

原案可決

議案第12号

令和元年度室戸市介護保険事業特別会計第２回補正予算について

元年９月24日

原案可決

議案第13号

室戸市過疎地域自立促進計画の一部変更について

元年９月24日

原案可決

議案第14号

固定資産評価審査委員会委員の選任について

元年９月24日

同

議案第15号

令和元年度室戸岬町菜生地区津波避難タワー建築本体工事請負
契約の締結について

元年９月24日

原案可決

意

〈 議 案 の 説 明 〉
議案第10号関係

◎令和元年度室戸市一般会計第２回補正予算について

歳入歳出予算はそれぞれ2億4 , 879万1千円を追加し、総額146億689万4千円とするものです。
歳出の主なものは、空き家活用促進事業委託料2 , 797万2千円、公共交通活性化支援事業費補助金1 , 213万1千円、
診療所基本設計委託料1 , 075万8千円、農業水路等長寿命化・防災減災事業4 , 100万円、吉良川小学校プール改修工事
費3 , 611万3千円、林道現年補助災害復旧工事費4 , 000万円の追加等です。
議案第11号関係

◎令和元年度室戸市国民健康保険事業特別会計第３回補正予算について

事業勘定は、歳入歳出予算それぞれ434千円を追加し、総額29億3 , 478万6千円とするものです。
議案第12号関係

◎令和元年度室戸市介護保険事業特別会計第２回補正予算について

歳入歳出予算はそれぞれ3 , 284万8千円を追加し、総額22億5 , 880万2千円とするものです。
議案第14号関係

◎固定資産評価審査委員会委員の選任について

本案は、固定資産評価審査委員会委員
するものです。

暁士

氏の任期満了に伴い、引き続き同氏を選任することに同意
2
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月定例会

︽一般質問 と そ の 答 弁 ︾

小椋利廣 議員

聞く︒
答…公設塾は全国的にも多く
の市町村で取り入れ、学力
向上や入学生徒の確保に効
果をあげていると聞く。
公設塾の開設は、検討課
題も多いが進路保障の強化
を図る有効な手段であり、
関係機関と協議を重ね、実
現に向け取り組んで行く。

19

19
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11

やラジオも無く、長期避難
を想定した避難所では無い
ので、避難者の環境を考え
ると、台風時には佐喜浜生
活改善センターに避難する
事が最善だと考える。
問⁝佐喜浜地区では︑有害鳥
獣対策のサルの被害が広が
り︑住民は途方に暮れている︒
狩猟者の地区割に関係な
く︑サルの駆除はできない
か聞く︒
答…鳥獣保護管理員及び佐喜
浜町内の狩猟者との協議で、
佐喜浜町に住所を有し、銃
猟免許所持者を対象に、佐
喜浜町一帯でのサルの狩猟
許可証の交付を希望された
ため、許可証を交付し駆除
をしている。
佐喜浜町外の狩猟者の許
可区域への補充、及び銃猟
以外での駆除方法について、
室戸市猟友会及び町内の狩
猟者などの関係者に意見を
聞き対策する。
問⁝高齢者は︑免許証の自主
返納などで日常生活に不便
が生じている︒
室戸市元気ぐるりんバス
による運行等︑交通網整備
の予定について聞く︒
答…住民の移動手段の確保対
策は重要な課題で、９月に
は地域公共交通会議を立ち
上げ、 月には地域公共交

通網形成計画の策定に取り
かかり、２ケ年での計画策
定を目指している。
移動手段の確保対策は、
既存路線バスの利便性等、
幅広く検討し、住民ニーズ
に沿った交通体系の構築に
取り組む。

問⁝南海トラフ地震が起こす
﹁半割れ﹂状態の防災対策
について聞く︒
答…南海トラフの東側か西側
に巨大地震が発生した場合、
反対側でも数日以内に発生
する可能性が高く、国・県
のガイドラインや手引書を
参考に、事前避難の検討を
進める。

田渕信量 議員

への対策について

☆ 赤木谷川の現状と災害

問⁝赤木谷川は川幅が狭く︑
上段地区を縫うように流れ︑
大雨時には︑山に降った雨の
水が怒ごうのごとく流れる︒
海からは︑河口を伝って
海水が川に流れ︑逃げ場が
ない水が周辺地域にあふれ
出ている︒
また︑赤木谷周辺の山で
は大雨による地滑りも発生
している︒

住民を脅かし︑何度も起
きる災害への対策について
聞く︒
答…河川の越流対策として、
河川内の堆積土砂の取り除
きや、流木である坂本海岸
の埋塞土砂の撤去等を定期
的に行うなど、適切な維持
管理に努めているが、台風
や低気圧の荒天時には高波
により、被害が発生してお
り、護岸の嵩上げ等の越波
対策について、高知県に要
望して行く。
赤木谷川上流部の山腹の
一部崩壊については、当崩
壊箇所やその周辺の山林を、
高知県と共に現地調査を行
ったところ、崩壊部の大部
分で岩盤が露出しているが、
クラックやその周辺の地割
れなどもなく、安定した状
況となっているため、再度
大きな崩壊は起こらないと
考える。
今後においても、関係機
関や地域の方々と共に、山
林の崩落被害について注視
して行く。

☆避難所への職員配置
体制について

問⁝避難所は︑市民の安全を
最優先にした職員配置にす
るべきと考えるがどうか聞く︒
答…以前の避難所への職員配
置は、佐喜浜から羽根の７

3

☆ 市長の政治姿勢について
問⁝一般病床 床の確保を決
問⁝通学や地域住民の交通安
定する︑地域医療構想調整
全には︑欠かす事ができな
会議の開催日程︑新診療所
い重要な佐喜浜駐在所前の
の整備体制の確立と人材確
信号機が︑老朽化と利用回
保について聞く︒
数が少ない等の理由で撤去
答…地域医療構想調整会議は、
の危機にあるが︑市の安全
安芸保健医療圏における整
対策への取り組みについて
備計画の公募後、 月から
聞く︒
答…佐喜浜小学校１・２年生
の開催予定であり、医療審
に、信号機を使った交通安
議会等で協議の結果、 月
全教室の実施や、日頃から
以降に 床の確保団体が決
押しボタンを押して信号を
定する予定である。
渡る習慣付けを、地域や学
診療所整備と人材確保は、
校等を通じて呼びかける。
指定管理者の意向調査後、
老朽化した信号機は、交
２医療機関から応募があり、
換の方向で関係機関に要望
今後、指定管理候補予定者
をして行きたい。
を定め、施設整備を進める
とともに、県や医師会等と
連携を図りながら、人材確
問⁝佐喜浜町都呂地区津波避
保に係る支援を行いたいと
難シェルターを︑台風時の
考える。
避難場所に利用できないの
か聞く︒
答…佐喜浜町都呂地区津波避
問⁝市内中学校の学力向上と
難シェルターは、津波から
室戸高校の魅力化を図らな
の一時避難を目的に整備さ
いと︑室戸高校の存続にも
れ、給排水設備は無く、外
大きな影響が出ると考える︒
部からの情報を得るテレビ
﹁公設塾﹂の開設について

10

９
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を目指すことを目標として
つの支部体制で運営をして
いる。
いたが、職員数の減少や、
今後、医療人材の派遣や
各支部の職員数のバラつき、
通院手段の確保など、地域
職員配置の命令系統が複雑
医療を支えるための支援対
になることなどから、避難
策に取り組む。
所への職員配置が非常に厳
しい状況となり、現在の避
難所ごとに担当課を割り当
☆ 夢ひろばの運営について
てた体制となった。
問⁝現在︑市役所組織の機構
改革を検討していると聞く︒
☆ 急性疾患などによる急な
生涯学習課を保健福祉セ
体調悪化時にも対応できる
ンターに移し︑教育委員会
医療機関の整備について
部局から室戸市の文化を発
問⁝ 床規模の有床診療所で
信できる体制づくりができ
指定管理者の公募をされて
ないか聞く︒
答…教育委員会の組織及び運
いるが︑ 床を現実的に室
営上、大変厳しいと考える。
戸市が確保できるのか聞く︒
今後は、生涯学習課を中
答…安芸区域での地域医療構
心として関係団体と連携し、
想調整会議等で協議が行わ
新たな団体の立ち上げ等を
れ、どの団体が確保できる
検討。
のか、 月以降に県により
文化芸術を触れられる機
決定される予定となっている。
会を充実させ、市内外から
も参加できるような、次世代
につなぐ夢多く楽しい活力
あるまちづくりに取り組む。
19

11

問⁝市の計画では﹁市内の診
療所を支援する﹂とある︒
支援内容について聞く︒
答…市内医師の高齢化等に伴
い、各地域の医療の存続が
危ぶまれることから、室戸
岬診療所や新設の診療所か
ら、市内の診療所へ応援を
行うことで、地域の医療を
支えていくシステムの構築

☆ かかりつけ医療機関への
通院を継続できる診療所
支援体制の構築について

19

山本賢誓 議員

者を増やすために何かをし
なくてはならないのではな
いか聞く︒
答…事業者数 の内、ポイン
ト還元事業者数は 事業者、
☆室戸市まち・ひと・
％である。
しごと創生総合戦略
今後事業者拡大のため、
の進捗状況について
関係機関と連携して取り組む。
問⁝この５年間に新たに転入
した想定年齢層のペアは何
☆ 住民市民からの要望事項
組だったのか聞く︒
に対する対応について
答…平成 年度５件、平成
年度９件、平成 年度７件、 問⁝市民︑あるいは議員から
平成 年度３件となっている。
各課に要望が届けられてい
るが︑要望者に対して返答
問⁝室戸光サービス事業者に
が大変遅い︑あるいは返答
おいて４K︑８K放送に対
がないという声を聞く︒
応はできるのか聞く︒
そういった対応は室戸市
答…市が設置しているアンテ
役所に対して︑市民が不信
ナについては、４K放送は
感を抱くということである︒
対応できるが８K放送につ
市役所自ら不信感を排除
いては大幅な設備の更新が
していく努力が必要である︒
必要で、現時点では対応で
市長︑所管課長は要望事
きていない。
項を進展させない職員に対
して︑徹底した指導が必要
ではないか聞く︒
答…課長会等において、所属
長に対して迅速に対応する
ように周知を行ってきたが、
指摘を真摯に受け止め、更
なる周知徹底に努める。
27

29

28

問⁝市内のポイント還元参加
事業者の割合と︑還元事業

問⁝キャッシュレス支払方法
を普及させるため︑商工会
等と連携して普及活動を行
ってはどうか聞く︒
答…キャッシュレス決済はポ
イント還元などの特典があ
り、消費者の購買意欲の向
上につながる。
商工会等と連携し、普及
活動を行う。

30

780

13

問⁝廃校水族館の恩恵で︑室
戸市には来訪者が飛躍的に
増えた︒

☆室戸市への来訪者に
対する対応について

1.7

早期に通過型観光からの
脱却に向けた対策が必要で
あり︑宿泊施設の充実と周
遊観光施設の建設が必要で
ある︒
室戸岬周辺で周遊施設建
設構想があるが︑前向きに
検討する考えはないのか聞く︒
答…周遊、滞在型観光への取
り組みは非常に重要である
と考えている。
室戸岬周辺の施設建設構
想については予算も多額に
なることから、中長期的に
慎重な検討をしていく。

の副収入対策について

☆ 年金受給者等︑高齢者の方々

問⁝高齢者で年金受給されて
いる方々も生活費︑あるい
は医療費等で大変苦労され
ている︒
副収入対策として︑家庭
菜園等で栽培した野菜を売
り上げている︒
今後こうした方々に︑行政
の助けがあればいいと思う︒
庭先集荷も含めた種子︑
あるいは肥料購入の補助が
必要ではないか聞く︒
答…高齢者の方々の野菜出荷
は、貴重な収入が得られる
とともに、健康対策、耕作
放棄地防止の効果がある。
まずは﹁産地交付金﹂を
活用していただき、負担軽
減を図っていただきたい。

4
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☆ ふるさと納税について
問⁝今年度のふるさと納税額
について聞く︒
答…８月末時点のふるさと納
税額は、約２億２千万円で
あり、昨年との同時期対比
は、約 ％の減少となる。
減少した要因として、ふ
るさと納税制度の改正に伴
い、６月１日より返礼品の
報償費を見直したことが考
えられる。
こうした現状を踏まえ、
９月１日より２万円以下の
寄付額に対する返礼品は、
報償費を増やすよう見直し
を行った。

問⁝室戸高校への支援につい
て聞く︒
答…産官学による室戸高校魅
力化の会を設立し、支援に

☆教育について

問⁝返礼品を収集から発送ま
で︑自治体で全てできない
か聞く︒
答…ふるさと納税返礼品の集
出荷場については、県内の
自治体では奈半利町がこの
ような取り組みを行ってい
るので、奈半利町の業務内
容なども参考に、多くの生
産者がふるさと納税制度に
参画できる体制づくりに取
り組んで行く。

10

町田又一 議員
☆市長の思うリーダー
像について

,

,
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問⁝高知県知事としてふさわ
しい人物像について聞く︒
答…高知県行政を総括する知
事の基本姿勢として、県民
の小さな声、さらには声な
き声にも耳を傾け、その声
に真摯な姿勢で向き合う。
その上で、様々な振興施
策や課題解決のため、誠意
と情熱を持って当たる等、
力強くリーダーシップを発
揮できる人。
そういった人材が、人口
減少や高齢化社会等の厳し
い状況にある高知県におい
ても、新たな時代を切り拓
くことのできる人がリーダ
ーではないかと考える。

答…時間外手当の総額は、水
道事業会計分を除いて、決
算額は４ ３８１万９ ２
９２円。
各課の時間外勤務の状況
は、平成 年度における１
人当たりの平均支給額の多
い課について、多い順に３
課を挙げると、年額で防災
対策課 万１ ０７０円、
産業振興課 万４ ７３９
円、観光ジオパーク推進課
万９ ２６１円の順とな
っている。
なお、防災対策課につい
ては、台風等による災害対
応分も含めた数字である。
個人の最高額と平均額と
の差額については、個人の
年間支給最高額は 万２
０４３円であり、職員１人
当たりの平均年間支給額
万５ ７２４円との差額は
万６ ３１９円となって
いる。
１時間当たりの単位につ
いては、平日 時までの平
均額は２ １４６円である。
他市との比較では、平成
年度の実績は、現時点で
は他市の状況が公表されて
いない。
時間外勤務命令は、事前
にどのような用務で何時ま
で行うか、所属長の命令を
受けて行う。
勤務の結果については、
事後に所属長が確認を行う。

ついて検討。
新たな支援として、室戸
高校入学祝金の新設、ポー
トリンカーン市への友好交
流親善団の室戸高校生には、
自己負担金を支援。
来年度は、通学支援とし
て、路線バス定期費用の一
部補助、バスを利用しない
生徒への自転車購入費の一
部補助を予定している。

竹中真智子 議員

☆ 室戸高校入学祝金について

問⁝室戸高校入学者に７万円
を支給されたが志望の専門
科がなく︑他校へ進学した
者にも少額でも支給できな
いか︒来年以降の対応につ
いて聞く︒
答…室戸になくてはならない
地域に根差した高校である
ので支援している。
来年度も室戸高校入学生
が対象者と考える。

☆保育園︵所︶完全給食
について

問⁝３歳児から５歳児は︑主
食持参で登園しているが︑
小中学校は２学期から完全
給食となった︒
保育園児への完全給食の

実施について聞く︒
答…完全給食の実施は、状況
やニーズ等も考慮し、子育
て支援として検討して行く。

☆ 室戸岬診療所について

問⁝利用者からレントゲン設
置要望の多くの声がある︒
いつまでに設置できるの
か聞く︒
答…交付金補助はあるが、検
査技師がいないなど、検討
課題がある。
各医師から聞き取りを行
うなど、設置の可否を検討
して行く。

☆環境対策について

問⁝磯焼け対策への取り組み
について聞く︒
答…室戸市沿岸海域には、カ
ジメ等の海藻類が増殖して
いたが、海水温の上昇等に
よる磯焼け減少が見られ、
トコブシ類などの漁獲量が
減少。
今後、関係機関の協力・
助言をもらい、研究に取り
組む。

☆ 女性活躍推進法について

問⁝この法は令和８年までの
時限立法であるが︑女性差
別への取り組みについて聞
く︒

5

☆時間外手当と意識
改革について
問⁝平成 年度の時間外手当
の総額と課ごとへの手当の
金額︑個人の最高額と平均
額との差額︑１時間当たり
の金額︑他市との比較はど
うか︒
残業したかどうかの確認
の方法は誰が行っているの
かを聞く︒
30
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問⁝羽根と佐喜浜には各館長
が配置され︑
吉良川と行当︑
菜生と大谷は兼任館長が受
け持っているが︑市民館運
営補助金の適格な使い方が
されているのか︒
公民館には専任館長が配
置されていて︑市民館はな
ぜ兼任館長の配置なのか︒
行政差別ではないのか聞く︒
答…本市の場合、兼任する館
同士の距離が遠くないこと
等から、県が国と協議し補
助金の対象として認められ
ている。

27

195

25

49

問⁝地震津波災害の避難対策
について聞く︒
答…﹁実践的に役立つ訓練﹂
が重要になることから、今
後については時間帯や対象
者、地域間ごとの訓練、関
係機関との連携訓練など、

12

亀井賢夫 議員

様々な訓練の実施に取り組
答…平成 年のアンケートで
☆ バス運行・運賃等について
んで行く。
は、半数以上の人が平等で
避難行動要支援者への避
あると感じていないと回答。 問⁝ 月にバスの運航が始ま
難対策についても、佐喜浜
男女が人権を尊重し、支
る︑室戸︵室戸高校・三津
浦地区は自主防災組織が中
え合い、性別にかかわりな
坂トンネル・ジオパーク︶
☆ 自然災害対策について
心となって取り組んでいる。
く個性と能力を発揮できる
甲浦線は︑市役所︑学校︑
男女共同参画社会の実現に
量販店︑病院等︑室戸の大 問⁝ライフライン︵水道施設︶
向け取り組む。
の送配水管の整備状況につ
問⁝老朽住宅除却事業につい
切な施設のほとんどが︑こ
いて聞く︒
て聞く︒
のバスの運行沿線にある︒
答…﹁構造の腐食または破損
答…本市の全管路延長は約
問⁝市役所の男女の雇用比率
このバスを市民サービス
の程度﹂﹁防火上または避難
・５㎞で、その内、全基幹
と所得はどのようになって
の一環として︑ぐるりんバ
上の構造の程度﹂などを測
管路延長は ・７㎞である。
いるのか聞く︒
スの運行に繋げていく試作
定基準とし、外観目視によ
耐震対策については ・
答…一般職員数は、男性 名、
編としてみてはどうか︒
って判断して評定を行い、
６㎞が完成しており、耐震
女性 名、合計 名で２対
手法を考え︑ワンコイン
化率は ・４％である。
１の割合。
点以上の評定となった空
位で気軽に乗降できる料金
月給平均は、男性約 万
き家の取壊しについて補助
にすれば︑高齢者や高校生
８千円、女性約 万３千円
している。
問⁝自然災害及び地震等で国
等の利用者は増える︒
であり、女性平均年齢が２
道が寸断された場合の水道
市長の公約に向けた取り
歳ほど上回ることが原因と
施設の復旧工事及び飲料水
組みとして実現できないか
問⁝一般国道 号の代替道路︑
考える。
の確保について聞く︒
ヘリポート︑港湾整備につ
聞く︒
答…まず、室戸高校生への運賃
答…﹁室戸市水道事業危機管
いて聞く︒
負担軽減策を議論している。
理マニュアル﹂において、
答…佐喜浜町入木から東洋町
☆ 市民館の館長配置について
高齢者や免許返納者等へ
室戸市地域防災計画により、
野根間のバイパス道路、行
の運賃支援は、令和２年に
応急給水活動の手順等を定
当・羽根岬のトンネル化、
かけて、地域公共交通網形
めている。
羽根町中山から奈半利町加
成計画を策定する際、幅広
水道組合とは﹁災害時に
領郷間の道路整備等の早期
く検討を行い、議論したい
おける水道の応急対策活動
実現に向け、地元選出の国
と考える。
協力に関する協定﹂を締結
・県会議員の意見など、要
しており、復旧体制の強化
望活動の在り方を見直して
の充実に取り組んで行く。
協力に取り組んで行く。
また、ヘリポートは地域
防災計画に５か所が位置付
けているが、道路の寸断や
集落の孤立化が想定される
中、応急救助機能の向上に
つながる離発着候補地を確
保する。
室戸避難港については、
251
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84
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100
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早期完成に向けて要望して
いる。

問⁝佐喜浜橋の橋梁整備につ
いて聞く︒
答…佐喜浜橋については、架
け替えを行うか修繕を行う
かを検討する委託業務を発
注している。
橋梁の一般図の作成等に
より概略設計を行い、佐喜
浜橋の設計方針を決定する
資料の作成をして、地元常
会等の意見を伺い、関係機
関等と協議・検討して行く。

☆ 室戸の鯨文化について

問⁝鯨関係の展示物や資料︑
管理台帳について聞く︒
答…鯨館と、むろと廃校水族
館、市民図書館、旧室戸岬
中学校に大きな展示物と資
料を保管している。
所有者等の管理台帳につ
いては、捕鯨関係資料の調
査を実施して台帳整理を行
い、生涯学習課で管理して
いる。
室戸市鯨ネットワーク協
会には、伝承地域との交流
・情報交換のための、全国
鯨フォーラム参加などの事
務協力等の支援をしている。

問⁝勢子舟︵鯨舟︶の管理状
態について聞く︒
答…舟の台車は４基制作され

6
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易い形で一層の周知に努め
て行く。
この制度目的は、空き家
の所有者等に対し、空き家
の改修経費等を補助するこ
とで、空き家の有効活用及
び、本市への定住促進を図
るもので、平成 年度より
実施。
補助対象者は﹁空き家バ
ンクに登録している者﹂﹁
年以上居住する見込みのあ
る者﹂などとなっている。
また、補助対象事業につ
いては、﹁空き家の改修﹂が、
補助率 分の 以内で、上
限額は 万４千円であり、
﹁家財道具等の処分﹂が、
補助率２分の１以内で、上
限額は 万円となっている。
制度の利用状況について
は、平成 年度の２件だけ
である。
空き家所有者にとっては
メリットがあるので、今後、
更なる制度の周知に努め、
空き家の有効活用を図りな
がら、移住定住対策に繋げ
たいと考える。
29

10

ている。
保管倉庫建設については、
マリンフェスティバル室戸
実行委員会や、鯨ネットワ
ーク協議会等、関係団体と
協議して、より良い保存活
用と鯨文化の継承に努める。

竹中多津美 議員
☆廃校利用について
問⁝廃校となっている三高小
学校の利活用の予定につい
て聞く︒
答…耐震化もされている施設
であるので、本年度から令
和２年度にかけて策定する
﹁室戸市公共施設等総合管
理計画﹂に基づき、各施設
の個別計画の中で検討する
とともに、必要に応じて対
策チームを設置するなど、
活用方法を検討し、取り組
みたいと考える。

☆空き家対策について
問⁝空き家改修費等補助金制
度の周知の方法と利用状況
等について聞く︒
答…これまで、市のホームペ
ージや広報及び、移住希望
者への説明や空き家バンク
登録時などにより、周知に
努めてきたが、より分かり

総務文教委員会委員長報告︵抜粋︶

育・保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準
令和元年９月定例会
を定める条例の一部改正につ
いて﹂
特定地域型保育事業所につ
え、これまでどのくらいの職
﹁議案第１号 成年被後見人
等の権利の制限に係る措置の
いて質疑があり、
責を果たしてきたかも判断の
適正化等を図るための関係法
﹁事業所としては４つあり、
基準となる。
律の整備に関する法律の施行
少人数で行う家庭的保育、家
一方で、時限的な職である
に伴う関係条例の整備に関す
庭的保育と保育所の間ぐらい
保育士や土木技術職を採用す
る条例の制定について﹂
の規模で行う小規模保育、企
る場合には、災害時など、業
業や会社内で行う事業所内保
務が一定の期間に増加する場
﹁成年被後見人等の権利とは
育、障害などがある子供たち
どういったものがあるのか。﹂ 合に市のＯＢといった経験を
に１対１で行う居宅訪問型保
持った方など、資格に限らず
と質疑があり、
育所がある。
﹂
と答弁があった。
﹁これまでは地方公務員が、 雇用できるのではないかと考
採決の結果、本案は原案の
えている。﹂と答弁があった。
在職中に成年被後見人になっ
とおり可決すべきものと決した。
また﹁条例を制定するとい
た場合は、一律的に排除する
うことは、その必要性がでて
という規定であったが、今回
きたということか﹂と質疑が
の改正により、個別の状況に
﹁議案第５号 室戸市家庭的
あり、
応じて判断するものとなり、
保育事業等の設備及び運営に
﹁医師の確保等についても条
そういった部分での権利に関
関する基準を定める条例の一
件面を整えておくということ
するものである。﹂と答弁があ
部改正について﹂
﹁今回の改正で要件が緩和さ
も必要であると考えている。
った。
れたと解釈するが、その理由
また、他にも自衛隊幹部職の
採決の結果、本案は原案の
は何か。﹂と質疑があり、
とおり可決すべきものと決した。 退職した方を、防災の専門官
﹁この要件の緩和は、少人数
として雇用することも視野に
入れている。
﹂
と答弁があった。 で０歳から２歳までの子供だ
﹁議案第２号 室戸市一般職
の任期付職員の採用等に関す
けの保育を行う家庭的保育に
採決の結果、本案は原案の
る条例の制定について﹂
とおり可決すべきものと決した。 関しての要件である。
これまでは、３歳になった
﹁当市で専門的な知識を有す
あとの受け皿として保育所や
る者として、保育士、保健師、
﹁議案第３号 室戸市放課後
幼稚園、認定こども園と連携
土木技師が考えられるが、資 児童健全育成事業の設備及び
しなければいけないが、その
格ですべて判断するのか。採 運営に関する基準を定める条
連携が全国的に進んでいなか
用の判断の仕方はどのように 例の一部改正について﹂
った。
特段の質疑もなく、採決の
なるのか。﹂と質疑があり、
今回、その３施設以外にも
結果、本案は原案のとおり可
﹁専門的知識等が必要な医師
連携できる施設が増え、期間
などは、資格での判断を行い、 決すべきものと決した。
についても延長された。﹂と答
さらにＩＴ関係などの専門職
弁があった。
を採用する場合は、資格に加
﹁議案第４号 室戸市特定教

7
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うことか。﹂と質疑があり、
また﹁連携とはどういった
﹁過料を求めるということは、
内容か。﹂
と質疑があり、
きちんと報告をしない事業者
﹁１つは、家庭的保育事業保
がいるためと考えられる。
育所を卒園した子供たちの次
また、認可外保育も無償化
の保育所への連携である。
の対象となったことにより、
２つ目は、小規模での保育
今回の改定で過料対象の事業
なので、保育士が病気等で保
所として新たに追加された。﹂
育ができなかった場合に、連
と答弁があった。
携した施設でみることができ
採決の結果、本案は原案の
る内容となっている。﹂
と答弁
とおり可決すべきものと決した。
があった。
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 号 令和元年度
室戸市一般会計第２回補正予
算について﹂
☆企画財政課関係
関西圏室戸応援隊結団式企
画運営委託料及び会場借上げ
料について、﹁結団式の日程や、
予算の内容などを教えてもら
いたい。﹂と質疑があり、
﹁応援隊の役割としては、当
市のまちづくりのためのアド
バイスをいただき、総合戦略
等の市政へ活かしていきたい
と考えている。
結団式については、首都圏
は 月 日を予定しており、
名程度でメンバーとしては
関東室戸会の会員の方が中心
となる。
関西圏については、１月下
旬を予定しており、今年度の
目標としては 名程度で、メ
ンバーとしては、主に室戸と
はこれまで縁のなかった方に
なっていただき、応援団員と
して、大阪万博等を控えてい
﹁議案第６号 室戸市子ども
・子育て支援法の規定に基づ
く過料に関する条例の一部改
正について﹂
﹁施設等利用給付についての
報告を怠った場合に、虚偽の
物件の提出とあるが、
物件とは
何を示すのか。
﹂
と質疑があり、
﹁提出をする書類等のことだ
と解釈している。﹂
と答弁があ
った。
また、今回の条例改正の通
知方法について質疑があり、
﹁住民に対しては、告示を行
い、事業所については、定期
的な集まりの中で報告をする。
保護者への通知というのは
特段とっていないが、保育所
から伝えてもらえると考えて
いる。
﹂と答弁があった。
また﹁支援法の改定を行っ
てまで、過料の規定をすると
いうことは、全国的に義務を
怠る事業所が増えてきたとい
11

25

16

50
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ることもあり、当市のＰＲを
していただける、例えば、大
学の先生や民間会社の役員の
方などに声をかけているとこ
ろである。
また、室戸を知っていただ
くために、会場設営や室戸の
魅力を伝える映像、パンフレ
ットの制作も委託の中で行っ
ていきたいと考えている。﹂と
答弁があった。
次に、集落活動拠点施設清
掃賃金について﹁雇用条件は
どのようになっているのか。
また、今回の補正の理由は何
か。﹂と質疑があり、
﹁集落活動センター北側にト
イレがあり、当初の雇用条件
として、月 時間程度で清掃
をお願いしている。
補正の理由として、週末は
元々トイレを開放していなか
ったが、ふれあい交流体験ス
ペースで週末に催しものを行
ったり、観光客の方が増えて
きたということで、土日につ
いて開放を行っており、８月
以降清掃回数が増えてきてい
るため。﹂と答弁があった。
次に、空き家活用促進事業
委託料について﹁本会議で３
戸分と説明があったが、改修
をする家はもう決まっている
のか。
また、年度内で完成する見込
みがあるのか。
﹂
と質疑があり、
﹁改修を行う家屋については、
当課でも調査は行っているが、
16

公募を行いその中から選定を
行う。
そして、年度内に工事を終
わらせることを目指す。﹂と答
弁があった。
また﹁維持管理費について
は、どこが負担するのか。契
約期間の延長はあるのか。﹂と
質疑があり、
﹁維持管理費については、市
が負担する。
年の契約を結び、 年経
ったら、所有者へ戻す。その
後も継続して住みたい場合は、
所有者と個人で契約を結んで
もらうようになる。﹂と答弁が
あった。
次に、公共交通活性化支援事
業補助金について質疑があり、
﹁まず、東洋町、高知県、東
部交通と十分に協議した上で、
10

10

高知県地域交通協議会東部ブ
ロック会においても例年より
も回数を重ねて協議を行って
きた。
その結果、路線の分割をし
て、バスを２台、本年度、来年
度で購入を行うこととなった。
そのバスの購入費について
は、東洋町と当市で距離割にて
負担をする。
﹂
と答弁があった。

☆総務課関係
普通旅費について﹁既決予
算と、支出済み額はいくらな
のか。﹂と質疑があり、
﹁既決予算は 万円で、支出
済みが 万７千円である。
補正については、当初に予
定をしていなかった医療関係
の協議や、事業訪問等が入り、
既決予算では不足が生じるた
め。﹂と答弁があった。

154

☆学校保育課関係
副食費補助金について﹁い
つまで補助を行うのか。
﹂と質
疑があり、
﹁今後も引き続き行っていく
予定である。
﹂
と答弁があった。
次に、吉良川小学校プール
改修工事監理委託料と吉良川
小学校プール改修工事費につ
いて﹁当初予算に設計委託料
が組まれていたが、設計は完
成しているのか。
また、これから発注になる
と思うが、年度内に完成する
のか﹂と質疑があり、

101

8

第3回定例会・委員長報告

﹁設計は９月末に完成予定で
ある。
月末ぐらいに入札を行う
予定であるが、実績として、
去年も同じようなスケジュー
ルで羽根小学校のプールの改
修を行い、年度内に完成して
いるので、本工事も年度内に
完成する予定である。﹂
と答弁
があった。
☆保健介護課関係
手数料について﹁古いピア
ノの処分費用も含まれている
のか。
﹂
と質疑があり、
﹁手数料の中には撤去費用だ
けでなく、旧室戸岬小学校か
らのグランドピアノ搬入及び、
調律を行うための費用が含ま
れている。﹂
と答弁があった。

☆税務課関係
固定資産課税資料異動更新
業務他委託料について﹁更新
業務とはどのようなことを行
うのか。﹂と質疑があり、
﹁３年に１度の評価替えの業
務に関する委託である。
令和３年度に評価替えとな
るので、その１年前の令和２
年１月１日時点の土地の評価
を鑑定する必要がある。
標準宅地は 地点あり、そ
の各地点の評価の鑑定を行う
もので、現地調査も行う。﹂と
答弁があった。
☆福祉事務所関係
生活保護システム改修委託
料について質疑があり、
﹁今回の改修内容としては、
進学準備金の創設に伴い、マ
イナンバーによる情報連携や、
厚生労働省の調査項目の追加
等である。﹂と答弁があった。

167

☆地域医療対策課関係
診療所基本設計委託料につ
いて﹁設計に関し、一般的な
コンサルタント会社ではなく、
病院建設等に経験のあるコン
サルタント会社を選定してい
こうと考えているのか。﹂と質
疑があり、
﹁アドバイザー等、これまで
こういった業務に携わってこ
られた方に確認したが、県内
業者としても実績のある所は
それほど多くはなく、また、

県の指名先一覧をみても医療
系という枠があるわけでもな
いことから、一般の建設コン
サルタント会社から実績の有
無を調査し、決めていく必要
があると考えている。
また、通常の診療所の設計
ではなく、防災機能を兼ね備
えた診療所を想定しているた
め、実績とともに、そういっ
た部分も提案できるような業
者を探していかなくてはなら
ないと考えている。﹂と答弁が
あった。
☆産業振興課関係
ふるさと納税特産品開発事
業補助金について﹁申請に期
日はあるのか。
﹂
と質疑があり、
﹁申請は随時受付を行ってい
る。
本年度については、当初予
算で開発事業費について補助
金の枠がなく、申し込みがあれ
ば、補正予算で対応している。
しかし、それではタイミン
グが遅いので、来年度は当初
に一定枠を取って対応して行
きたいと考えている。﹂と答弁
があった。
また﹁補助金の内訳につい
て、機械とパッケージ分であ
ると本会議で説明があったが、
パッケージについては更新分
も補助の対象となるのか。
また、それぞれの補助率は
どのくらいか。
﹂
と質疑があり、
﹁パッケージについては新規

分のみであり、更新分につい
ては自己負担となる。
補助率については ％であ
る。﹂と答弁があった。

90

☆建設土木課関係
測量設計委託料について
﹁予算書では、国・県からの
支出金は４ ０００万円とある。
補助率は ％だと本会議で
説明していたが、当市の予算
では４ １００万円となって
おり、 万円の相違があるが
これはなぜか。
﹂
と質疑があり、
﹁委託料としては４ １００
万あげている。
補助対象額が４ ０００万
円で、 万円については、消費
税の関係等での端数処理分が
単費となる。
﹂
と答弁があった。
次に、災害復旧工事費につ
いて﹁年度内に工事が終わる
のか。﹂と質疑があり、
﹁林道災害について、令和元
年９月１日に査定を受けた。
事業費の決定が年度末にな
ると思われるため、指令前着工
で発注を、 月中旬から 月
初旬に行いたいと考えている。
設計金額の標準工期は６カ
月となるため、 月に発注す
れば、完成は来年４月末ごろ
となる。﹂と答弁があった。
次に、河川等維持補修他委
託料について﹁海岸への漂着
ゴミや流木も災害の対象とな
るのか。﹂と質疑があり、
﹁海岸への漂着ゴミは補助対

,

11

象となり、高知県が事業主体
となる。
普通河川の河口部へ流れ込
んだものは補助対象外となり、
市の維持管理の範囲となる。﹂
と答弁があった。

☆観光ジオパーク推進課関係
むろと海の学校プール日除
設置工事設計及び監理委託料
について、質疑があり、
﹁日除けを設置するのに伴い、
当初の設計では付帯工事が多
くなるため、設計自体の見直
しを行った。
その結果、技術料が上がっ
たり、３月に技術者の単価も
上がったことなどが委託料の
圧迫を招いた。
工事については、補助割合
２分の１で、県の観光拠点の
補助対象となる。﹂と答弁があ
った。
次に、自然体験型観光交流
宿泊施設設置周りフェンス設
置工事費の、フェンスの設置
場所について質疑があり、
﹁バイクライダー宿泊施設奥
側が谷で落ち込んでおり、転
落防止のため、フェンスを設
置したいと考えている。
﹂と答
弁があった。

☆消防本部関係
県市町村総合事務組合負担
金について﹁当初の予算組み
の際に、年間を見越して組ん
でいるはずだが、災害が多く

9
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﹁議案第 号 令和元年度室
戸市国民健康保険事業特別会
令和元年９月定例会
計
第
３回補正予算について﹂
特定健康診査情報提供事業
委託料について﹁予算額 万
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。 ４千円の内訳は、１件、２ ５
００円が 人分であるとの説
﹁議案第８号 室戸市共同利
明であったが、対象者をどの
用農機具保管所設置及び管理
ようにして選ぶのか。﹂と質疑
条例の一部改正について﹂
があり、
﹁現在、撤去する倉庫内には、
﹁平成 年度の特定健康診査
使用可能な農機具は保管され
の未受診者の方で、且つ、そ
ているのか。﹂と質疑があり、
の特定健康診査の項目を、医
﹁既に農機具は農業者団体に
療機関で受診されている方が
払い下げられており、現在、倉
対象者になる。
庫内に保管された使用可能な農
今年の４月に、国保連合会
機具はない。
﹂
と答弁があった。 から抽出していただいたデー
採決の結果、本案は原案の
タなどを元に、今回、 人分
とおり可決すべきものと決した。 の予算を計上した。﹂と答弁が
あった。
また、﹁国保連合会が抽出し
たデータは、個人名が出てい
るのか。﹂と質疑があり、
﹁特定の方の個人名が分かる
ように、データは抽出されて
いる。
これは、医療機関で受診さ
﹁議案第９号 室戸市水道給
水条例の一部改正について﹂
指定工事事業者の登録状況
について質疑があり、
﹁現在の指定工事事業者数は
業者で、うち市内の事業者
数は 業者ほどである。
また、指定工事事業者から
は、新規の指定時に１万円の
登録手数料をいただいている
が、現行制度では更新の規定
もなく、今回、５年に１回の
更新時には、５千円の手数料
を徴収できるように条例改正
を行うものである。﹂と答弁が
あった。
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。

, 18

れている対象者の医療データ
を、今後の特定健診に活用し
たいため、情報提供の同意書
を対象者に郵送するためであ
る。﹂と答弁があった。
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 号 令和元年度室
戸市介護保険事業特別会計第
２回補正予算について﹂
償還金利子及び割引料の、
国・県負担金返還金等３ ２
８４万８千円について﹁返還
金の額は、例年これ位になる
のか。﹂と質疑があり、
﹁国・県が市に交付する負担
金等は、前年度の事業実績を
参考に、概算払いで交付される。
市は、事業費等が確定した
後、翌年度の予算で負担金を
返還金として、国・県に精算
をするため、返還する金額は、
年度ごとに違っている。﹂と答
弁があった。
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。

12

,

令和元年９月定例会

総務文教委員会は、令和元
☆消防本部関係
年７月 日及び 日の２日間、 ︽ 高岡消防分団屯所 ︾
平成 年２月に完成した、
委員６名が参加して、本委員
会の所管事務について管内視
高岡防災コミュニティーセン
察を行った。
ターの施設概要等について説
明を受けた。

19

所管事務調査に関する総務文教委員会委員長報告︵抜粋︶
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産業厚生委員会委員長報告︵抜粋︶

補正が必要となったのか。﹂
と
質疑があり、
﹁４月に通知があり、人件費
について、当初予算よりも多
い金額の請求があったため。﹂ ﹁議案第７号 室戸市印鑑条
と答弁があった。
例の一部改正について﹂
﹁今まで、住民票には旧姓が
市民課関係、人権啓発課関
記載されていなかったが、今
係、生涯学習課関係について
後は住民票の様式も変更され、
は、特段質疑もなく、採決の
マイナンバーカードにも旧姓
結果、本案は原案のとおり可
が記載されるということか。﹂
決すべきものと決した。
と質疑があり、
﹁住民票に旧氏︵きゅううじ︶
﹁議案第 号 室戸市過疎地
の登録を行いたい方について
域自立促進計画の一部変更に
は、市民課での登録申請が必
ついて﹂
要である。
﹁予算については、当初で組
住民票に旧氏が併記される
んだ際に過疎債を財源として
と、マイナンバーカード等に
いる。
も旧氏が併記されるようにな
計画の一部変更は、今回の
る。
﹂
と答弁があった。
議会で行うというのは時期的
また﹁現在の氏︵うじ︶と
にずれが生じる気がするが、
旧姓の両方が住民票に併記さ
本来予算を組む時期と計画の
れた場合、印鑑登録の取り扱
提出は、同じ時期でなくてか
まわないのか。
﹂
と質疑があり、 いはどうなるのか。﹂と質疑が
あり、
﹁過疎計画の変更は、３月と
﹁旧氏の申請登録を行った本
９月の年２回である。先に予
人に、現在の氏か、旧氏のど
算を組んで、それから県経由
で国へ申請を出すようになる。 ちらかひとつを選んでいただ
き、印鑑登録をすることにな
当初に予算を組んだ分につ
る。
﹂と答弁があった。
いては、今回の９月議会が一
また﹁旧姓が複数ある方に
番早いタイミングとなる。
ついてはどうなるのか。﹂と質
計画については、そのタイ
疑があり、
ミングまでに改正を行えばよ
﹁住民票の登録申請をされる
いということになる。﹂
と答弁
本人に、幾つかある旧氏の中
があった。
から、ひとつの氏を選んでい
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。 ただき、登録をしてもらうこ
とになる。﹂と答弁があった。
13

64

11

10

第3回定例会・委員長報告

となるのか。
﹂と質疑があり、
団員の平均年齢と、
市職員の
﹁バス停の位置が変わるので、
平均年齢について質疑があり、
変更が必要となる。
﹁団員は現在 名おり、平均
現在、東部交通が、四国運
年齢は ・ 歳であり、室戸
市の職員は ・ 歳である。﹂ 輸局と手続きを行っている。
また、県道に面しているこ
と答弁があった。
とから、県土木事務所とも確
次に﹁高岡消防屯所もコミ
ュニティーの扱いになるのか。
﹂ 認の上、進めている。﹂と答弁
があった。
と質疑があり、
﹁非浸水エリアということで、
☆人権啓発課関係
３月議会で高岡消防屯所を高
岡防災コミュニティーセンタ ︽ 佐喜浜市民館 ︾
施設概要等について説明を
ーとする条例改正を行った。﹂
受けた。
と答弁があった。
﹁山への避難路が整備されて
次に﹁被災した際の食料品
の備蓄等は行っているのか。﹂ いるが、昨今の雨で落石が多
くなっていることから、山へ
と質疑があり、
ではなく、市民館へ避難はで
﹁備蓄倉庫があるので、防災
きないかということで、市民
対策課が備蓄をしていると思
館屋上への避難階段が整備さ
われる。﹂
と答弁があった。
れている。
その避難階段の表示看板を
目立つように設置してはどう
か。
﹂
と質疑があり、

33 65
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﹁市民館は避難場所として、
指定はされていないが、津波
からの一時避難のひとつの手
段として考えている。
看板については、すでに設
置はしてあるが、市民館で開
催する防災の講座など、折に
触れて避難階段等について、
市民へ話をしていきたい。﹂と
答弁があった。
☆防災対策課関係
︽ 牛ケ島避難路 ︾
工事概要についての説明を
受けた。
既存の避難路があるにも関
わらず、今回の場所に新たに
避難路を整備した理由につい
て質疑があり、
﹁既存の進入路は、倒木の危
険性や擁壁︵ようへき︶が老朽
化していることから、今回整
備した避難路が地元で選定さ
れた。
また、整備の費用はそれほ
ど変わらないということと、
既存の進入路は道だけでなく、
避難する場所にも倒木の危険
があるということから、新た
に避難路を整備した。﹂と答弁
があった。
︽ 神ノ前備蓄倉庫 ︾
備蓄状況等について説明を
受けた。
防災コミュニティーセンタ
ーの鍵の保管方法について質
疑があり、

﹁震度５以上の揺れを感知し
たら開く感震ボックスを順次
設置しており、有事の際は誰
でも鍵が開けられるように整
備を進めている。﹂と答弁があ
った。
次に、非常食の期限切れが
近い食品の処分について、質
疑があり、
﹁小中学校へ試食用としての
配布を行ったり、自主防災組
織に、訓練の際に使ってもら
えるよう案内している。﹂と答
弁があった。
次に﹁人口密集地には備蓄
倉庫ができて物資の配布がで
きるが、黒見や日南といった
奥地の集落では災害があった
場合、道路の決壊などで救援
物資が届くまでに相当の期間
がかかると思われる。
そういった奥地への備蓄は
どのように考えているのか。﹂
と質疑があり、
﹁公的な倉庫は増やしてはい
るが、奥地への細分化は予算
的にも厳しい部分もある。
自主防災組織で倉庫を持っ
ているところもあるので、そ
ういった地域については、市
の分を一緒に置いてもらうよ
うに考えていきたい。﹂と答弁
があった。

☆総務課関係
︽ 佐喜浜出張所 ︾
移設先の佐喜浜改善センタ
ーで、工事概要等について説

明を受けた。
﹁佐喜浜改善センターの建物
の耐震性は、基準を満たして
いるか﹂と質疑があり、
﹁平成 年に耐震診断を実施
し、問題ないと報告を受けて
いる﹂と答弁があった。
次に﹁佐喜浜生活改善セン
ター休憩所の椅子やテーブル
などの備品が古いので、新調
してはどうか。
﹂
と質疑があり、
﹁現在出張所で使用している
備品の程度も見ながら、検討し
て行きたい。
﹂
と答弁があった。

☆生涯学習課関係
︽吉良川町伝統的建造物群保
存地区町並み拠点施設及び保
存地区︾
見学者数や修繕件数などに
ついて説明があった。
﹁異臭について、市役所内で
どの課が主導的に対処をして
いくのか。
また、他課との連携をとっ
て改善しているのか。﹂と質疑
があり、
﹁当課としては、行事のとき
には薬剤を散布しており、今
後も継続的に行っていく方針
だが、根本的な解決方法には
至っていない。
市民課とも協議し、浄化槽
等の補助金も検討したが、ま
ちなみ関係の補助金では該当
するものがなかった。
今後も、他課とも連携して協
議していく。
﹂
と答弁があった。

21

287

89

☆企画財政課関係
︽ 室戸高校前バスロータリー︾
工事概要等について説明を
受けた。
バスロータリーの供用開始
時期について質疑があり、
﹁バスロータリーは、 月１
日の供用開始を予定している﹂
と答弁があった。
次に﹁給油所についても
月からの供用開始か。﹂
と質疑
があり、
﹁給油所については、７月１
日から供用を開始している。﹂
と答弁があった。
次に﹁路線の変更について
は、届け出を行い、許可が必要
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次に﹁この異臭について、
解決方法をこれまでいろいろ
提案しているので、
それを１つ
ずつでも実施していってほし
いが、どうか。
﹂と質疑があり、
﹁協議して行く。
﹂と答弁が
あった。

体育館を利用したいという声
た場合は、市町村間での協議
た校舎を視察した。
とから、通行止めにして、今
もあるため、どのように進め
を行い、園の定員に余裕があ
廃校後の備品等の活用方法
回、橋桁を工事することとな
る場合には入園が可能である。
﹂ ていくのかを、地元等と協議
について質疑があり、
った。
をしなければならないと考え
と答弁がありました。
﹁備品については、市内の他
現在の橋桁は、８トン荷重
ている。﹂と答弁があった。
の学校や、市役所内の各課、
までしか持たないため、今回
その他各種団体で活用できる ︽ 旧入木分校 ︾
は トン荷重まで持つ工事計
学校概要等について説明を
ものは活用してもらうように
画となっている。﹂と答弁があ
受け、現地の視察を行った。
している。
った。
﹁学校の取り壊しについて、
建物についても、どのような
数年前から話があり、その当
︽ 両栄橋 ︾
活用ができるのか協議していく
予定である﹂と答弁があった。 時も予算がついていたが執行
﹁令和２年４月の供用開始に
されておらず、不用額として
次に﹁借地料はいくら払っ
向けて、工事は順調に進捗を
落とされている。
ているのか。﹂と質疑があり、
しているのか。
今年度、再度予算計上され
﹁２名の地権者に年間 万２
また、大型のトレーラーも
ているが、教育委員会として
千円を支払っている。﹂と答弁
走ると思うが、両栄橋を問題
どのように進めていこうと考
があった。
なく旋回できるのか。﹂と質疑
えているのか﹂と質疑があり、
があり、
︽ 室戸岬小・中教員住宅 ︾
﹁危険なので、取り壊してほ
﹁異常気象等による河川内工
﹁取り壊す予定はないのか。
﹂ しいとの要望がある一方で、
事の延期も考えられるが、現
と質疑があり、
在のところ、令和２年４月に
﹁各施設が個別計画を立てる
供用を開始する予定である。
所管事務調査に関する産業厚生委員会委員長報告︵抜粋︶
ようになっており、改修する
また、設計上では メート
令和元年９月定例会
のか、取り壊しをするのかも
ルの大型バスが旋回できるこ
含めて、どのような順番で行
とから、通常のトレーラーで
産業厚生委員会は、令和元
っていくのか検討していく予
あれば十分旋回はできると考
尾崎橋を渡らないと避難でき
年７月９日及び 日の２日間、 ない。
定である。﹂と答弁があった。
える。﹂と答弁があった。
委員６名が参加をして、本委
地元説明会にて、尾崎橋は
員会の所管事務について管内
︽ 元保育所 ︾
避難地に向かう避難経路でも ︽ 市道 坂本線・明神川線 ︾
視察を行った。
６月に完成した保育所の施設
﹁舗装された広い道が途中で
あり、必要とのことから、現
概要等について説明を受けた。
在、橋梁の工事を進めている。
﹂ 狭くなっている。
﹁保育園への入園について、 ☆建設土木課関係
今後、緊急車両などが通行
と答弁があった。
通園区域に制限はあるのか﹂ ︽ 尾崎橋 ︾
できるようにする計画はある
また﹁歩行者や自転車を 通
﹁地元の方は、尾崎橋を渡ら
と質疑があり、
のか。﹂と質疑があり、
行可としたままでの改修工事
ないと避難場所に向かうことが
﹁基本的には室戸市内の人が
﹁平成 年度から 年度にか
は 考えなかったのか。
﹂
と質疑
できないのか。
﹂
と質疑があり、 があり、
入園できる。
けて整備する計画であったが、
例外として、諸事情により、
隣接地との承諾の関係で事業
﹁平成 年度に調査を行った
﹁尾崎橋から、左側の市道
住民票を置いている市町村と
を断念した経緯がある。
御子神線沿いに避難地があり、 ところ、尾崎橋の自重本体が
は別の保育園へ入園を希望し
現在、国の社会資本整備計
持たないという結果が出たこ
５軒ほどの民家等の方たちが
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︽ 菜生教育集会所 ︾
施設の利用状況等について
現地を視察し、説明を受けた。
☆学校保育課関係
︽ 中川内小中学校 ︾
授業風景を視察し、学校概
要について説明を受けた。
﹁生徒数の減少が一番の問題
で、生徒数を増やすために、教
育移住という方法があり、
これ
までも何家族かは来てくれた。
今後も子供を増やしていく
には、生活する家が必要とな
るが、移住促進室と連携して、
教育移住のための空き家の改
修など行ってはどうか﹂と質
疑があり、
﹁高知県、室戸市ともに教育
移住に力を入れている。
小中学生の受け入れとなる
と、家族で来ることが前提と
なる。
家や仕事のことなど、移住
が中心となるため、一緒に協
議をしながらやって行きたい﹂
と答弁があった。
︽ 旧室戸岬小学校 ︾
平成 年３月で廃校となっ
31
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をするのか。﹂と質疑があり、
ある。
面識のある方から紹介を受け
画の中には、位置付けている
﹁行政財産から普通財産への
今回、条例で利用料の上限
た医師のところに直接出向き、
ことから、今後は社会情勢の
変更手続きと、施設の改修工
が設定されているだけであり、
交渉を行っている。
中で、隣接地との状況に変化
事などが終了した後、今年の
利用料については、指定管理
常勤医師の確保となれば、
があれば、検討したい。﹂
と答
月末頃には移転を完了し、
者が決定した後で、収支バラ
他の病院に勤務する医師に来
弁があった。
事業を開始したいと考える。﹂ ていただくことになるため、
ンスを考えながら、利用料を
﹁明神川線﹂については、
と答弁があった。
設定することになると考えて
大変難しい部分もあるが、引
特段の質疑はなかった。
いる。﹂
と答弁があった。
き続き交渉をしていく。﹂と答
☆地域医療対策課関係
☆観光ジオパーク推進課関係
また﹁県内ではアウトドア
弁があった。
︽ 室戸市立 室戸岬診療所 ︾
︽ 中 岡 慎 太 郎 像 横 公 衆トイレ
総合メーカーに参入していた
﹁医師の勤務時間は午後以降
☆産業振興課関係
・水掛地蔵横公衆トイレ・元
だいた事例もあると聞くが、
となっているが、医師報酬は時 ︽ 農業農村活性化施設 楽市 ︾
ニュームロトホテル横公衆ト
本市では考えられないか。﹂と
イレ︾
質疑があり、
﹁夏場は野菜類の商品が減る
間単位で支払われているのか。
﹁そのメーカーに事業参入を
傾向ではあるが、行政から夏
﹁トイレ清掃が適切に行われ
また、常勤になると違う報
していただくための条件整備
物野菜を増産させるような働
ていないと感じる。
酬内容になるのか。﹂と質疑が
スロープの設置を検討してい
や、高額な指定管理料の支出
きかけを、キラメッセに対し
今後、これらの掃除の指導
あり、
るとのことだが、それで十分
などが考えられることから、
て行ったことはあるのか。﹂と
や管理を徹底させるべきと考
﹁現在、室戸市特別職の職員
といえるのか。
﹂
と質疑があり、 で非常勤のものの報酬及び費
質疑があり、
えるがどうか。
﹂
と質疑があり、 本市の規模では困難ではない
﹁エレベーターのサイズは小
﹁キラメッセ楽市の生産者会
﹁トイレ清掃の件については、 かと考えている。﹂と答弁があ
用弁償支給条例の規定により、
さく、体格の良い大人２人で
１時間当たり１万３ ５００円
った。
は、年に１回開催されており、
議員ご指摘のとおりである。
満員になるが、エレベーター
その中で協議を行なっている。
また、水掛地蔵横の公衆ト
の報酬と費用弁償を支給して
は既に設置されていることや、 いる。
県内の道の駅においては、
イレについては、県の施設で ︽むろと廃校水族館 ︾
エレベーターを大型化すると
﹁水槽の数が少なく、マンボ
夏場の青物野菜は少なくなる
あることから、便器の汚れ等
また、常勤になると、特別
なれば、工事期間中の休業問
傾向であることから、本市では、
による取り換えなどについて、 ウなどの魚が泳げるような、
職の非常勤扱いではなくなる
題が発生する。
大きな水槽が必要と考える。
昨年度から国の交付金を活用
今後、
県と協議して行きたいと
ので、国の給与表を参考に、
また、災害時にはエレベー
今後、水槽の数を増やす予
した夏場に強いホウレン草な
考えている。
﹂
と答弁があった。
市の給与条例などに規定する
定はないのか。
﹂
と質疑があり、 ターが停止することから、ス
ど、５種類ほどの野菜の実証
必要があると考えている。﹂と
ロープの設置場所や費用の問
﹁施設に水槽を置く場所がな
栽培をしていただいている。
答弁があった。
題もあるが、スロープがあれ
いことから、現時点では困難
夏場における青物野菜を増
また﹁室戸岬診療所に常勤
ば、車いすの方や一般の方も
であるが、将来的に来客者の
やす取り組みを、少しでも続
をする医師の確保はどうなっ
減少や水槽の老朽化が進めば、 活用できるものと考える。
けて行く。﹂と答弁があった。
ているのか。
今後、エレベーターの問題
全体を含めた改装を行うこと
退職された医師も検討して
︽ 室 戸 市 サ ポートハウス整 備
になるのではないかと考える。
﹂ と併せて検討して行く。﹂と答
はどうか。﹂と質疑があり、
弁があった。
と答弁があった。
﹁これまでは、退職された医 事業︾
また﹁施設内に設置された
﹁営農者などから、サポート
師も含め、主に市内出身の医
エレベーターが狭く、車いす
☆保健介護課関係
ハウスの北側３分の１ほどが、
師に対しては、面談・要請を
の方は介助者と同乗できない。 ︽あったかふれあいセンター︾
水処理の問題により使えない
行ってきたが、常勤医師の確
﹁元保育所には、いつ頃移転
設置場所にもよるが、市は
保には至っておらず、現在は、 との相談があった。
︽バイクライダー交流宿泊施設︾
﹁あのスペースでの利用料は
高いと感じるが、指定管理者
を決定してから利用料を設定
するのか。﹂と質疑があり、
﹁以前のバイクライダー交流
宿泊施設の利用料、３千円に
比べると利用料金は高くなる
が、県内にオープンした同類
のキャンプ場においても、料
金設定は７千円から８千円で
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今後の対応策について聞く。
﹂
と質疑があり、
﹁上段にある田園から自噴し
た地下水が、サポートハウス
を浸水している状態であり、
現在、営農ができない部分も
あることから、貸し付け使用
料の減額などについて検討し
ている。
浸水する地下水については、
東側の谷に放流する処理を、
現在 検討しており、無事に営
農が行えるよう、段取り良く
対応して行きたい。﹂
と答弁が
あった。
また﹁サポートハウス手前
にある、小さな水路の位置が
高いところにあるが、造成時
に考慮しなかったのか。﹂
と質
疑があり、
﹁通常の水路幅であれば問題
なく排水できるが、想定外の
大雨が降った場合、満水にな
った水路の水があふれ出るこ
とがある。﹂
と答弁があった。
☆福祉事務所関係
︽ 羽根児童館 ︾
﹁羽根児童館に置かれた書物
の中には、地域住民からの寄
付を受けた書物も含まれてい
るのか。﹂
と質疑があり、
﹁寄付や無料配布をされたも
の、また、予算の範囲内で購
入をした書物などを置いてい
る。﹂
と答弁があった。
また﹁少子化により、
施設の
利用者数も年々減少している。

児童館に多くの子供が出入
りすれば、地域の活性化に繋
がると考えることから、利用
率を上げるための、今後の取
り組みについて聞く。﹂と質疑
があり、
﹁羽根児童館には、運営委員
会が設置されており、その中
で児童館の運営協議を行なっ
ている。
地域の子供の人数は増えて
はいないが、地元の方や老人
会などとの世代間交流の促進
や、地域清掃活動への参加な
ど、地域の方と一緒に取り組
みを進めることにより、子供
が健全に育つことを目指した
いと考えている。﹂と答弁があ
った。
市民課関係﹁室戸市火葬場﹂
、
水道局関係﹁吉良川 東の川配
水池﹂については、特段の質
疑はなかった。

閉会中の主な議会活動

7月 3 日
7月 4 日
7月 7 日
7月 8 日

部落差別をなくする運動強調旬間街頭啓発パレードに議員２名参加
国立室戸青少年自然の家利用促進協議会に副議長出席
第69回芸東消防連合総合訓練大会に議長及び関係議員出席
議会運営委員会開会
執行部とともに議長が国土交通省四国地方整備局に陳情
7月 9 日〜10日 産業厚生委員会 管内視察
7月14日 第69回社会を明るくする運動広報活動に議長及び関係議員参加
2019マリンフェスティバル室戸「第32回土佐室戸鯨舟競漕大会」に議長出席
7月18日〜19日 総務文教委員会 管内視察
7月22日 芸東衛生組合将来計画検討委員会に議長出席
ジオパーク研修に議員10名出席
7月23日 令和元年第２回ごめん・なはり線活性化協議会総会及び令和元年第２回安芸広域市町村圏事務組合議会定例会に議長出席
7月25日 芸東衛生組合議会定例会に議長及び関係議員出席
7月29日 石川県白山市議会が行政視察のため、
本市を訪問
8月 5 日・ 7 日 人権研修が開催され、
議員10名参加
8月27日 第135回高知県市議会議長会臨時総会に正・副議長出席
9月 2 日 徳島県議会が行政視察のため、
本市を訪問
9月 3 日 議会運営委員会開会
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