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平成２６年１１月第７回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  平成２６年１１月２７日（木） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  ２番 亀 井 賢 夫    ３番 柳 原 只 雄    ４番 小 椋 利 廣 

  ５番 脇 本 健 樹    ６番 久 保 八太雄    ７番 上 野 祥 司 

  ８番 濱 口 太 作    ９番 米 澤 善 吾    10番 山 本 賢 誓 

  11番 堺   喜久美    12番 町 田 又 一    13番 林   竹 松 

  14番 山 下 浩 平 

４．欠席議員  なし 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  上 松 一 喜 

  事務局次長兼班長  寺 岡 安 弘 

  議 事 班 主 任  武 井 美 冬 

  議 事 班 主 事  小 味 秀 行 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     副  市  長  久 保 信 介 

  総 務 課 長  山 本 康 二     企画財政課長  川 上 建 司 

  農林水産課長併農業委員会事務局長  竹 本 俊 之     ジオパーク推進課長  和 田 庫 治 

  防災対策課長  上 松 富士樹     教育次長兼学校保育課長  中 屋 秀 志 

７．議事日程        

  日程第１  会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議案第１号 平成26年度室戸市一般会計第５回補正予算の専決処分の承認につ

いて  

  日程第４ 議案第４号 平成26年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

  日程第５  議案第２号 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第６  議案第３号 室戸市スジアオノリ等養殖施設設置及び管理条例の制定について 

  日程第７  議案第５号 平成26年度室戸市一般会計第７回補正予算について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第７まで 
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９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開会、開議 

○議長（山下浩平君） おはようございます。 

 ただいまから平成26年11月第７回室戸市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。上松議会事務局長。 

○議会事務局長（上松一喜君） 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14名中欠員１名、現在13名の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。濱口議会運営委員会

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（濱口太作君） おはようございます。 

 平成26年11月第７回室戸市議会臨時会を開会するに当たり、議会運営委員会委員長報告を行

います。 

 本日、議長出席のもと議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありました会期及び日程等

についての協議を行いました。 

 今期臨時会に提案されております案件は、付議事件５件、うち条例関係２件、予算関係３件

となっております。 

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

たしました。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（山下浩平君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において亀井賢夫君及び久保八太雄

君を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

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

思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしま
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した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 次に、日程第３、議案第１号平成26年度室戸市一般会計第５回補正予

算の専決処分の承認についてから日程第７、議案第５号平成26年度室戸市一般会計第７回補正

予算についてまで、以上５件を一括議題といたします。 

 ここで市長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 

 引き続いて、提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） おはようございます。 

 本日、平成26年11月第７回室戸市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方に

は、御多用の中、御出席をいただきましてありがとうございます。 

 それではまず、行政報告をさせていただきます。 

 11月23日の市長選挙についてでございます。 

 今回の市長選挙によりまして、３期目の市政運営を任せていただいたと思っております。こ

れまでの市政運営を総括をするとともに、３期目の４年間の取り組みにつきましては、12月議

会において所信表明をさせていただきたいと存じます。 

 当市の行政運営といたしましては、さらなる財政の健全化を進めること、企業誘致推進条例

やコールセンター等誘致促進条例などを活用した雇用の場を確保すること、防災対策事業の一

層の推進、当市の地域産業である農林水産・商工業を守り、発展させるとともに、一方で交流

人口の拡大による地域経済の発展に努めること、また生活環境の改善や子育て支援、高齢者福

祉サービスなどの充実を図ることなどが必要であると考えるところでございます。 

 当市には、御案内のようにさまざまな課題がございますが、市民の方々との信頼関係を大切

に、明るく希望のあるまちづくりに全力で取り組む決意でございます。議員各位並びに市民の

皆様方の一層の御支援、御指導を賜りますようお願いを申し上げます。 

 次に、今臨時会に提案いたします案件は、条例関係２件、予算関係３件の計５件でありま

す。 

 以下、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号平成26年度室戸市一般会計第５回補正予算の専決処分の承認について。 

 本案は、平成26年10月に発生した台風18号、19号の災害対応に係る時間外勤務手当等及びふ

るさと室戸応援寄附金について、想定を上回る申し込みがあり、お礼品の発送等早急に対応す

る必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条

第３項の規定により報告するとともに、承認を求めるものであります。 

 議案第２号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。 

 本案は、県内民間事業所を対象とした民間給与実態調査等を踏まえ行われた高知県人事委員

会勧告に準じ、民間の特別給との均衡を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 
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 議案第３号室戸市スジアオノリ等養殖施設設置及び管理条例の制定について。 

 本案は、スジオアノリ等の養殖及び生産体験を行うとともに、海洋深層水の利用促進を図

り、水産業の発展に寄与することを目的として設置するスジアオノリ等養殖施設の適正な運営

管理及び効果的な利活用を図るため、本条例を制定するものであります。 

 議案第４号平成26年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認について。 

 本案は、平成26年12月14日執行予定の衆議院議員総選挙に伴う経費について補正するもので

あり、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定に

より報告するとともに、承認を求めるものであります。 

 議案第５号平成26年度室戸市一般会計第７回補正予算について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算及び地方債の補正であります。 

 歳入は、財産収入及び基金繰入金を一般財源とし、特定財源の市債等は事業に対する算定基

準により補正しております。 

 歳出の主なものは、室戸ジオパーク拠点施設整備事業展示物等製作業務委託料3,203万

6,000円、県道の拡張に伴う室戸小学校外塀撤去工事費103万6,000円、高知県人事委員会勧告

に伴う一般職の職員の期末勤勉手当616万5,000円の追加等であります。 

 また、地方債の補正は、ジオパーク整備事業債の事業に伴う限度額の変更を行うものであり

まして、歳入歳出予算はそれぞれ3,985万4,000円を追加し、総額124億4,018万2,000円とする

ものであります。 

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

すので、御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 日程第３、議案第１号平成26年度室戸市一般会計第５回補正予算の専

決処分の承認についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時11分 休憩 

            午前10時18分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第１号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１号につきましては委員会付

託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第４、議案第４号平成26年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認に

ついてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時19分 休憩 

            午前10時23分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４号につきましては委員会付

託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第５、議案第２号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時24分 休憩 

            午前10時32分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２号につきましては委員会付

託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第６、議案第３号室戸市スジアオノリ等養殖施設設置及び管理条例の制定につい

てを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。竹本農林水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時33分 休憩 

            午前10時40分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第３号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３号につきましては委員会付

託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。簡単なことですけども、ちょっと気になる案件があります

ので、ちょっとお伺いいたします。 

 ３ページの第９条ですけども、許可を受けた者が死亡しということは、個人を想定している

か、企業の代表者をしているのか、どちらかということ。企業の代表者の場合でしたら、すぐ

事業継続ができますけども、それの判断はどのように考えられているか。 

 それと、次のページ、４ページの10条、指定管理料は別に定めるというところがあります

が、第11条のこの生産体験という意味はどういうことですか。 

 それと、もともと、原点に返りますけども、このスジアオノリの養殖設備そのものがどうし

て、高岡漁協ですかね、から市のほうに寄贈されるというか、預託されるというか、譲渡され

るというのか、それの最大限の理由をお聞きしたいと思います。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。竹本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 米澤議員さんの質疑に対してお答えを

いたします。 

 まず１点目に、第９条の中で許可を受けた者、個人、法人等の区分についてどのようにとい

う整理の方法でございますが、第２号のほうで法人が解散したときということで法人のほうは

想定はしておりますが、なおこれは市長の許可を受けたということで、指定管理者のことを規

定しているものではなくて、利用の許可を受けた者、いわゆる施設の利用の許可を受けた市民
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であったり、利用者の方々を想定したものとして条項をつくっております。９条はそれでござ

います。 

 次に、次のページの４ページ、11条、生産体験に対する利用料を無料とするということと、

前条の10条のほうの指定管理料の整合性の問題ですけれども、指定管理料は指定管理者の方々

とのかかわりの中で発生する費用というふうなことになります。生産体験に関する利用料とい

うのは、この施設で行う利用者の方々がスジアオノリの生産体験を行う場合にいただくお金と

いうふうなことで、別々のものとなっておりまして、その生産体験に係る施設の利用料、入場

料等ということになりますが、それは無料とするという趣旨で制定をしております。 

 ３点目でございますが、もともとこの施設を漁協さんのほうが室戸市のほうに譲渡というふ

うなことについての話の経緯でございますが、漁協さんのほうで平成16年からこのスジアオノ

リ施設は経営をされておりまして、10年になりますが、経営の安定もなかなか十分に効果も出

てきてるところですけれども、漁協が本来趣旨としてスジアオノリを養殖していく方向性が、

漁協の業務としてなかなか難しいというところもございますし、漁協さんのほうでは手放した

いという方向がございまして、室戸市のほうで無償譲渡というお話でございます。 

 もともと漁協さんのほうとしては民間企業さんに売却の方向で協議をしていたところでござ

いますが、その売却が調わないという形となりまして、スジアオノリの事業の存続が困難とい

う状況となりましたので、室戸市のほうと県等と協議をした中で、室戸市のほうに無償譲渡と

いう形で施設を無償譲渡していただいて、それを指定管理という形で企業さんのほうに経営等

をお任せするという形が好ましいのでないかというふうな協議となりまして、この設置管理条

例の制定に至ったわけでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。米澤善吾君の２回目の質疑を許可いた

します。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ２回目の質問です。 

 追及とかそういう意味じゃなしに、こういう施設を室戸市がまた再度管理するということに

なってくると、かなりそういう厳しい状況の中のことはある程度承知されておりますんで、そ

の辺の管理は慎重に、また黒字化という、そしてまたこの施設を市が管理することによって多

くの方々が利用して、また新たな交流人口の拡大ですかね、そういうことにつなげていただき

たいというふうに思います。 

 これで終わります。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。議案第３号につきまして質疑をいたします。 

 スジアオノリ等養殖施設設置及び管理条例の制定ということで取り組んでいく第一歩という

ことにはなろうかと思いますが、質疑として、果たしてこの施設が本当に室戸市に利益をもた

らすかという部分も含めて、今後多額の市費を投入ということになってきますので、費用対効
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果の面からも何点か質疑をしたいと思います。 

 まず、農林水産課長にお聞きしますが、この施設で生産が始まって、25年現在で2,700キロ

グラム程度の生産量が出ておりますけれども、技術改良も含めてのことだと思いますけれど

も、今後飛躍的に生産量が伸びていく可能性があるのかと、これが収支の中で大きなウエート

を占めますので、その分をどういうふうに考えているのか、お聞きしたいと思います。 

 それから、施設の運営の人件費ですけれども、今までふるさと雇用とか、それから緊急雇用

対策、そういった補助金で賄ってくれる人件費というものが、かなりなウエートを占めておっ

たと思います。そういったことから、黒字化っていう部分が出ているということも考えられま

すけれども、平成23、24、25年度で人件費に占める補助の人件費、ふるさと雇用とか緊急雇用

とか、そういったもんの割合というものがわかれば、それを聞いておかないと収支の部分に関

してかなりようけな影響が出てくると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、施設の耐用年数についてお伺いしたいと思います。 

 補助金をもらって事業しておりますので、その施設の耐用年数が経過するまでは当然事業を

続けるということになろうかと思いますが、その耐用年数が過ぎるまで事業をしなくてはなら

ないということでありますので、施設の耐用年数かくかくについてお聞きしたと思います。 

 それから、残存価格ですね、施設の。これは、これからも市民からの税金ということで入れ

ていきますので、大きな効果が生まれるのかということも含めて、この施設の残存価格がなく

なったときにどれぐらいの残存価格というか、それを維持していくのにどれぐらいの税金を投

入しなくてはならないのかという部分で、管理委託をする場合に、まだはっきりは決まってな

いと思いますけれども、大体年間想定価格としてどれぐらいを想定しているのか、お伺いした

いと思います。 

 それからもう一つ、特許使用料ですけれども、これは売り上げの５％ということで、売り上

げに応じて価格変動していく、支払い価格が変動していくということですけれども、この特許

使用料の振り込み先、振り込み名義というのはどこになっているのか。 

 以上を質疑したいと思います。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。竹本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 貴重な時間をいただきまして、ありが

とうございます。 

 それでは、山本議員さんの質疑にお答えいたします。 

 まず、１点目に生産収入の見込み、収入をどのように考えていくかというところでございま

す。現在のところ、生産量をおおむね３トン、年間スジアオノリを生産しておりまして、現在

の施設規模でいくとこの３トンの規模が大体マックス、若干ふえることはあろうかと思います

が、それが3.5トンになったり４トンになったりというふうなことは、施設の内容上、規模

上、難しいのではないかというところで、現時点で収支を見込んでおるところでは、平成24年
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度当時が2,500万円でございまして、大体その金額が上限でないかというふうなところで考え

ております。 

 なお、指定管理者の方々に指定管理の公募に当たっては、その収入、生産量についても一定

内容を出していただくこととなりますので、その業者さんによって、どのような経営をするか

によって増減も見込めるところの伸びしろはあろうかというところは期待しているところでご

ざいます。生産量のほうは、現状がマックスというふうな施設内容ということで御理解いただ

きたいと思います。 

 ２点目に、過去の人件費について、ふるさと雇用等の補助の金額についてということで御質

疑をいただきました。23年度にふるさと雇用等で269万5,000円、24年度に268万5,000円という

金額でふるさと雇用として人件費のほうをカバーしているというふうなところでございます。 

 なお、25年度については、ふるさと雇用は行っていないという内容となっております。 

            （10番山本賢誓君「緊急雇用らは」と呼ぶ） 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君）（続） それも含めてふるさと雇用等と

いうことでやっております、はい。 

 ３点目に、耐用年数についてでございますが、鉄骨づくりの建物で、建物31年でございま

す。建築から10年たっておりますので、聞きますと、あと21年ということでございます。 

 その他の備品関係、水槽等が大きなものとなりますが、耐用年数は８年でございますので、

10年たっておりますので、これはもう償却を終わっているというところでございます。 

 ４点目に、残存価格の問題でございます。残存価格については、漁協さんのほうで鑑定評価

をしておりますので、その金額が2,660万円ということで、再評価をした残存価格して私ども

が把握している費用でございます。 

 ５点目に、特許料の５％の分の振り込み、支払い先についてですが、これは市のほうが関与

しておりませんで、高知大さんのほうが特許をお持ちですので、高知大さんのほうに漁協さん

のほうが直接お支払いをしていくということになっております。ですので、今後指定管理の業

者さんが新しくスジアオノリの特許を使うということになりましたら、この内容をもとに高知

大さんと協議をしていくということになろうかと思います。 

 以上、５点でございます。以上でございます。 

 済みません、答弁漏れがございました、答弁させていただきます。 

 指定管理をさせる業者さんからいただくという形の指定管理料というのは考えておりません

し、こちらのほうから指定管理料として運営費のほうをお支払いするという金額もしないとい

うことで27年度はやっていきたいなというふうに考えております。 

 なお、その収支等によりまして業者さんのほうが大きな収入等があるような事業であれば、

それはそれでまた年度協定でございますので、内容によって検討することができるのかなとい

うところで整理をしております。以上でございます。 
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○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君の２回目の質疑を許可いた

します。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 山本。２回目の質疑をいたします。 

 生産量がもうマックスに近いっていう部分、これが室戸の特産品としてはそれなりの評価も

得ちゅうと思いますけれども、そういったレベルに施設費も含めて管理者とどうせ施設の修理

補修とかという部分も検討していくということを市長もこの前話しておりましたけれども、そ

ういったことに関してかなりな金額も出てくると思います。 

 それで、この耐用年数がまだ21年残っちゅうということで、それまでに多額の修理とか施設

の改修とかが間違いなく出てくると、果たして年間500万円とか800万円とかの利益が出る部分

に対して、それほどの大きな費用を使わなくちゃならないのかっていう部分が費用対効果の面

からも非常に疑問に感じます。 

 それから、マックス３トンぐらいっていう部分で、この栽培をしている技術屋さんですわ

ね、技術屋さんというかそういった方はこの前、11月のたしか20日かの新聞で社団法人の方が

やってるということを報じられておりましたけれども、実際にスジオアノリの責任者という方

の身分ですわね、漁協の職員ではないと思いますけれども、そこのところは今後の対応ってい

うものはどうやってしていくのかということを聞きます。 

 それから、特許使用料を高知大学の、市の関与するところじゃないということですけれど

も、市長がこの前の議員総会では特許使用料は高知大学のほうに支払ってますっていうことを

言いましたけれども、実際は高知大学の一個人教授だということを聞いておりますけれども、

その高知大学の教授個人の方に特許使用料を払ってるということですけども、どうして議員総

会で高知大学、先ほども課長の答弁でも高知大学という部分がありましたけれども、そこのと

ころにちょっと違和感も感じるがですけど、そこのところもう一回説明していただきたいと思

います。 

 それで、２回目を終わりたいと思います。 

○議長（山下浩平君） 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をいたします。 

 当該施設につきましては、平成16年６月から高岡漁協が海洋深層水を利用したスジアオノリ

の養殖施設として運営をしていたものでございます。それが、漁協の合併等によりまして、高

知県漁協が現在運営をしているというものでございます。 

 それに対して、これまで市といたしましては、技術者が大事だ、これは技術がなければなか

なか運営できない、ですからその技術者を確保することが大事ですよというような支援、また

販売価格については一般の天然物と同じような単価で売られている、そういうものについては

売り先をもっともっと改善をすべきではないですかというようなことで、漁協に対する支援を

これまで行ってきたところでございます。そうしたことで、例えば漁協さんとしては、高知大
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学を卒業した技術者を雇った、それはふるさと雇用なんかを使って、まずは入っていただく。

その後は、漁協の職員として雇ってもらったというような中で経営の安定化を図っていきたい

ということで我々も支援をし、また漁協にもそういうお願いといいますか、指導といいます

か、そういうものをやってきたわけであります。 

 しかし、その技術者も一定理由はあると思いますが、漁協をやめられたという中で、また別

の話として、企業がその施設を買って私たちが、企業がやりたいと、民間企業がやりたいとい

うことで、そしたら漁協としてもなかなか継続はできないので、いろんな、先ほども言います

ように技術者がいないというような中になってくると経営が厳しくなるので、もう民間の企業

がやるのであれば手放そうと、そこへ売却をしていきましょうという中で、そしたら民間企業

がやる場合に補助金の返還はどうなるのか、民間企業は全部そら補助金も国・県・市の補助金

が入ってますから、それも全て返還をしましょうと、購入しておいて返還もしましょうという

ような話の中で、大きく進んでいたものが途中でそこの漁港の用地について、その施設を民間

で運営することは、漁港の施設内でありますから民間の企業が運営することはだめだという話

が出てきたわけですね。 

 それで、どうするかという中で、漁協みずからがよう運営しない、民間企業が運営できない

という中で、いろんな協議を重ねてきた結果、市が受けざるを得ないといいますか、市が受け

る、市が受けることによって民間の企業に指定管理者制度によってやっていただこう、そのこ

とが一番費用対効果を考えたときに、市としても直営ではとてもじゃないけれども、できな

い、ですから民間の技術も使っていただいて、また販売も安定的に販売ができる、購入ができ

るというような方々の見通しもあって、民間にそれではやっていただいたほうがええのではな

いかという取り組みで進めてきている問題でございます。 

 生産量としては３トンを目指す、また技術者としては指定管理者の中で優秀な技術者を確保

して運営をしていただくということでございます。 

 そしてもう一つは、指定管理料としてはうちは出しませんよと、また指定管理者からいただ

くお金も今のところは想定はしてないという話でございます。 

 あと、特許料につきましては、これは漁協さんが取り組まれておったので、我々も確認をし

っかりできておらないということになるわけですが、高知大学さんへ払っているというところ

までの確認をしておる。高知大学から個人に払われているのかどうかというところはまだ確認

はとれておりませんので、その辺については御理解をいただきたいというところでございま

す。以上です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君の３回目の質疑を許可いた

します。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 山本。３回目の質疑を行いたいと思います。 

 議員総会でもその指定管理料としては払わない、売り上げの中からっていうことも想定して
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いないという話があったわけですけれども、この売り上げを上げるには、やっぱり先ほど言っ

たように技術屋っていう部分が非常に大事ということで、そう簡単にかわりが見つかるという

部分でもないと思いますけれども、今やってもらってる方に、市として民間の方に預けるか

ら、その技術屋さんを私らは誰やとか知りませんということじゃなくて、今実際に現場でかか

わってる方にどのようなコンタクトをとっているのかと、そういう状況になっても継続してや

ってもらいたいとかとは、そういうふうな交渉はしているのかどうか、最後にお聞きしたいと

思います。 

○議長（山下浩平君） 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をいたします。 

 まず、この施設の生産を高めること、また販売を拡大をすることというのはしっかりやって

いただかないといけないという思いでございますし、また指定管理者においても当然そのこと

を望んでいるというふうに思います。 

 それともう一つは、先ほど御指摘がありましたように、我々としては、この施設を我々が受

けた大きな理由の一つとしては、深層水の利活用をまずしっかりやっていかないといけない、

それは今後とも続けていかなければいけないというのと。 

 ２つ目には、御案内のとおり、大きな雇用の維持確保、拡大でございますから、現在従事さ

れている人の雇用については、ぜひそれを続けていきたい、続けていただきたいということ

で、公募要領、例えば指定管理者の公募要領等にそういうことはしっかり掲載をしていきた

い、そのことによって雇用を守っていきたいという思いでございます。 

 同じ技術屋さんに対しましても雇用の問題については今後ともそういうふうに確保する方向

で取り組んでいただきたいというふうに、公募要領にそういう明記をしていきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第７、議案第５号平成26年度室戸市一般会計第７回補正予算についてを議題とい

たします。 

 執行部から補足説明を求めます。川上企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時20分 休憩 

            午前11時39分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 
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 ただいま議題となっております議案第５号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、議案第５号につきましては委員会付

託を省略することと決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。本議案に関して質疑をいたします。 

 24ページ、２款１項13目ジオパーク推進費3,203万6,000円についてです。 

 実は、この拠点施設の展示物の予算というのは、前９月の定例会へ提出されたわけですよ

ね。ほいで、そのときの説明にプロポーザルで入札をいたしましたと、それで結果２社でし

た。入札をされた会社が提案してきた金額は若干少なかったけれど、それより多い１億

7,496万円で契約を交わしましたということがございました。 

 それから、協議はされたんでしょうけれど、今回3,203万6,000円の補正が出ておりますが、

減額等もございまして、変更点で言いますと4,313万円、１億七千何がしからすると24.6％ぐ

らいの増となっております。 

 そこで、担当課の説明で主な変更内容というのはお聞きしましたが、我々もともと図面で説

明を受けるだけでイメージが湧かんのですね、その変更内容というところはどのようなもんに

変更していくかというのが全然わからんわけです。そんな中で、期間的なもん、前回の９月議

会に出ちょって、それから3,200万円の補正が出てくるということがどうしても私は理解でき

ません。そこら辺もう少し説明をお願いできんでしょうか。 

 例えば、室戸ジオパークについて室戸市はこういうふうな考え方を持っちょって、それから

提案されたもんと協議をしていって変更点が出てきたのか、それとも業者さんのこうやったら

どうです、こうやったらどうですというところでこのような追加の補正額になっていくのかや

というようなところがどうしても理解できんのです。そこら辺をお願いいたします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。和田ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 上野議員さんの御質問にお答えいたします。 

 変更の理由の経過というところでございます。 

 この事業のプロポーザルにつきましては、私どものほうから基本計画書というものを提示さ

せていただいて、業者の方に一定の内容を理解した上で提案をいただきました。その提案内容

に基づいて提出された中で、我々が当初その提案されたものに、こうすればもっとジオテース

トっていうのが追加できるんじゃないかということをお話し申し上げ、増額をして、10月の初

めに契約に至ったわけでございます。 

 その後、業者さんと協議を重ねる中で、よりいかに多くの人にこのジオパークの施設を使っ

ていただけるかというふうな視点で展開図が向こうからどんどん出てくるわけです、こうした
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らどうですか、こうです。それを私どもの中では、もっとこういうふうな活動はできないかと

いうふうな注文をどんどんつけていきます。そうすれば、もっと多くの方に理解がしやすい方

法、もともとこの業者さんというのは一般的には博物館の展示が得意であったり、一般的な展

示っていうのが得意なんですけれども、事ジオパークの展示につきましては、私どものほうが

よりはるかに理解をしていると思っておりますので、そうした提出された一般的なものに私た

ちがジオテーストを加えて、改良してわかりやすくする注文をつけていきます。その中で追加

されたものが今回の内容になりまして、１人が楽しむ内容ではなく、複数がお話をしながら楽

しくイメージに残る、印象に残る展示物にしていこうということで、一つ一つ検討を重ねてき

ました、それぞれの展示物に。その結果が今回の変更の増額になりました。大変多額の増額に

なって申しわけないと思っておりますが、御理解いただきますようお願いします。 

○議長（山下浩平君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第３、議案第１号平成26年度室戸市一般会計第５回補正予算の専決処分の承認

についてから日程第７、議案第５号平成26年度室戸市一般会計第７回補正予算についてまで、

以上５件を一括して行います。 

 まず、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） なしと認めます。 

 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） なしと認めます。 

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

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号平成26年度室戸市一般会計第５回補正予算の専決処分の承認についてを採決いた

します。 

 本案は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第１号は承認されました。 

 次に、議案第４号平成26年度室戸市一般会計第６回補正予算の専決処分の承認についてを採

決いたします。 
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 本案は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第４号は承認されました。 

 次に、議案第２号室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたし

ます。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立多数であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第３号室戸市スジアオノリ等養殖施設設置及び管理条例の制定についてを採決い

たします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第５号平成26年度室戸市一般会計第７回補正予算についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（山下浩平君） 起立多数であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。 

 お諮りいたします。 

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

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

せんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、その条項、字句、数字、その他の整

理を要するものにつきましては議長に委任されました。 

 これをもちまして平成26年11月第７回室戸市議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午前11時50分 閉会 
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 上記は会議のてんまつを記載して相違ないことを証するため、地方自治法第123条第２項の

規定により署名する。 
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