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平成２４年６月第２回室戸市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．日 時  平成２４年６月１９日（火） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 北 岡 幸 男    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 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美 

  13番 町 田 又 一    14番 林   竹 松 

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  谷 口 稀 稔 

  事 務 局 次 長  上 松 一 喜 

  議 事 班 長  冨士原 妙 子 

  議 事 班 主 事  田 渕 正 量 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     副  市  長  木 下 恵 介 

  総 務 課 長  久 保 信 介     企画財政課長  萩 野 義 興 

  滞納整理課長  山 本 康 二     財産管理課長  松 本 大 成 

  税 務 課 長  長谷川 貞 彦     市 民 課 長  川 上 建 司 

  保健介護課長  日 垣 龍 二     人権啓発課長  山 本 俊 男 

  農林水産課長併農業委員会事務局長  川 邊 幸 雄     建 設 課 長  大 影 伊津夫 

  商工観光深層水課長  中 西 政 夫     ジオパーク推進課長  和 田 庫 治 

  会計管理者兼会計課長  池 内 秒枝子     福祉事務所長  黒 岩 道 宏 

  教  育  長  谷 村 幸 利     教育次長兼生涯学習課長  山 本   勉 

  学校保育課長  中 屋 秀 志     水 道 局 長  久 保 一 彦 

  消  防  長  久 保 重 章     監査委員事務局長  中 山 一 彦 

７．議事日程        

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

  日程第２ 議案第２号 室戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認について 

  日程第３ 議案第３号 平成24年度室戸市国民健康保険事業特別会計第１回補正予算の専

決処分の承認について 
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  日程第４ 議案第４号 平成24年度室戸市一般会計第１回補正予算の専決処分の承認につ

いて 

  日程第５ 議案第５号 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例

の一部改正について 

  日程第６ 議案第６号 室戸市印鑑条例の一部改正について 

  日程第７ 議案第７号 室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設設置

及び管理条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第８号 室戸市火災予防条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第９号 平成24年度室戸市一般会計第２回補正予算について 

  日程第10 議案第10号 平成24年度室戸市介護保険事業特別会計第１回補正予算について 

  日程第11 議案第11号 平成24年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計第１回補正予算に

ついて 

  日程第12 議案第12号 訴えの提起について 

  日程第13 議案第13号 訴えの提起について 

  日程第14 議案第14号 訴えの提起について 

  日程第15 議案第15号 市道路線の認定について 

  日程第16 議案第16号 固定資産評価員の選任について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第16まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（林 竹松君） 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。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 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名全員出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） ただいまより大綱質疑を行います。 

 質疑に際しましては、ページと款、項、目を御指摘の上、御質疑を願います。 

 なお、自己の意見の多い質疑や議題外にわたる質疑については、御注意を願います。 

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

題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。長谷川税務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時８分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第２、議案第２号室戸市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の専決処分の承認についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時９分 休憩 

            午前10時13分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 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（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第３、議案第３号平成24年度室戸市国民健康保険事業特別

会計第１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。 

 執行部からの補足説明を求めます。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時14分 休憩 

            午前10時25分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第４、議案第４号平成24年度室戸市一般会計第１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。 

 執行部からの補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時26分 休憩 

            午前10時33分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。ただいまの第１回補正予算の専決処分について質疑を行

います。 

 まず、この工業団地移転に関しては、非常に迅速な室戸市の対応ということでよかったと思

います。その中で、この補正予算についてちょっとお伺いをいたします。 

 まず、15ページの歳出、第６款商工費、４目の工業用地開発事業費の13節委託料、それから

あわせて第７款の土木費、２目の道路新設改良費の中の13節委託料、これ専決処分というのは

大体が一応130万円がというふうな上限もあろうかと思います。また、その中で緊急を要する

ものに関してはという部分でこういった493万3,000円の委託料が組まれたと、専決処分された
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と思います。 

 この中で２つほどお聞きしますけども、まず市の基本的な専決処分の手続、ルールにのっと

った手続はどういうふうなものなのか。それから、第７款の分の道路新設改良費の中で市道測

量設計業務委託料246万7,000円は、第２回補正予算の中でも同じ名目で1,000万円を超した設

計委託料が出てきておりますが、その違いを、区分をどういうふうに分けているのかをお聞き

したいと思います。委託料を組むに当たって、室戸市のルールがちゃんと守られているのかと

いうふうな部分の説明をお願いしたいと思います。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 山本議員さんにお答えします。 

 先ほどの専決の測量設計委託料についてでありますが、専決の分は測量費のみでございま

す。理由としましては、先に用地に係る関係者にお話をするために測量の設計を先にする予定

にしております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの御質問にお答えをいたします。 

 まず、専決処分の問題でありますが、179条でやると、お願いをするということでございま

して、この場合には緊急を要するためということがございます。これは議会、議員総会でも事

業の必要性の内容をお話をし、このボーリング調査と測量調査というものはどうしても早い段

階で全体を把握するためにも必要だということで、何とか早くお願いをしたいということで専

決をさせていただいているところでございます。 

 また、専決処分の中でも180条の第１項というのがございまして、これは金額が定められて

おりまして、私が専決できる額が定められているわけでありますが、179条のほうについては

額そのものは定められていないというところでございますので、御理解をお願いをいたしま

す。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君、２回目の質疑を許可いた

します。 

○１０番（山本賢誓君） ２回目を行います。 

 先ほど私が聞いたのは、専決処分のことを聞いちゅうがやないですよ、専決処分はオーケー

ですよっていう話で。委託料の設定するのに、委託料を決めていくのに室戸市のルールという

か基本的な手順、そういったものを聞きたいという話です。なので、ここで例えばもう既に現

地のほうではコンサル会社がいろいろもう地元の人にも説明しよるわけですわね。ただ、委託

料がまだ決定しない分、決定する前のセオリーが守れているかっということを聞きたかったわ

けでありますので、そこのとこの説明を。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） ２回目の御質疑にお答えをいたします。 
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 まず、委託料のルールということでございますが、この委託料等を決める場合にとにかく前

段で我々としては見積書をいただきたいというようなことから、業者さんが現場へ行って、大

体の見積もりをいただくというようなことはこれまでやって、その範囲の中で予算を作成をす

ると。 

 次には、もちろん額が少ない場合は随意契約というものもありますが、今回の場合には入札

をやっていくというような段取りで進まないといけないというふうに思っておりますので、そ

の予算を策定する場合には一定の見積もりをいただくという中で進めているところでございま

す。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君、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） ３回目の質疑を行います。 

 そしたら、商工に関するボーリング調査の委託料を決定するに当たって、ボーリング施工業

者のほうから見積もりは、３社とか４社とかの見積もりをもらっちゅうということですかね。

そしたら、その金額と、それから次も同じです、土木のほうも。以上で。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 見積もりの関係でございますが、ボーリング調査につ

きましては、うちのほうとしましては土木関係のボーリング調査の基準単価みたいなのがあり

ますので、それに基づいて、例えば準備とか後片づけに係る単価とか、そういうのは土木の基

準によりまして一定設計書をこしらえた中でこの額を算定しております。見積もりもいただい

てますが……。 

（「何社からの」と呼ぶ者あり） 

○商工観光深層水課長（中西政夫君）（続） 見積もりは１社です。１社をもらう中で、それ

とは別に市のほうとしてもその単価による算定を再度しております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 山本議員にお答えします。 

 業者から見積もりは参考資料としていただきまして、うちの土木積算システムの測量委託業

務で積算を打ち直しております。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第５、議案第５号室戸市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償支給条例の一部改正についてを議題といたします。 
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 執行部からの補足説明を求めます。中屋学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時45分 休憩 

            午前10時47分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第６、議案第６号室戸市印鑑条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時48分 休憩 

            午前10時54分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

 なお、生理的現象のため、副議長と交代をし、休憩いたします。 

            午前10時55分 休憩 

            午前10時55分 再開 

○副議長（米澤善吾君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 次に、日程第７、議案第７号室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事

業海洋深層水体験施設設置及び管理条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。中西商工観光深層水課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時55分 休憩 

            午前10時57分 再開 
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○副議長（米澤善吾君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。本案に対し質疑を行います。 

 附則についてお伺いをいたします。 

 条例の改正の場合、その施行日につきましては一般的に公布日以降に定めるというのが一般

的であるわけですが、まれに今回のようにさかのぼって効力を適用する遡及適用というのも認

められております。これには一定の条件も制限もあるわけでございますが、今回の改正で24年

４月１日まで効力をさかのぼっている理由、一定理由があってのことだろうと思いますが、そ

の理由について説明をいただきたいと思います。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 濱口議員さんにお答えいたします。 

 まず、遡及した理由につきましてでございますが、まず１点目としては利用者に対しての不

利益にならないという部分もございますし、それと指定管理者がこの４月１日から新たな指定

管理者にかわったという部分がございますので、その部分、新しい指定管理者からこの部分を

適用したいということで、今回４月１日にさかのぼっております。以上でございます。 

            〔議長交代〕 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第８、議案第８号室戸市火災予防条例の一部改正について

を議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。久保消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時０分 休憩 

            午前11時４分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 



－93－ 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第９、議案第９号平成24年度室戸市一般会計第２回補正予

算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。萩野企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時４分 休憩 

            午後０時１分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午後０時１分 休憩 

            午後０時58分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。第２回補正予算について何点か質問させてもらいます。 

 まず、32ページをお願いします。32ページ、第２款総務費、14目の防災対策費、15節の工事

請負費です。この1,141万9,000円は、羽根公民館と、それから佐喜浜中学校、吉良川中学校の

屋上へ上がる階段と、それから屋上へのフェンスということですけれども、２つ、３つお聞き

したいんですが、まず最初にこの羽根公民館、それから佐喜浜中学校、吉良川中学校の屋上、

地上の高さと標高と、それから地盤高と、それから校舎の建物で屋上が何メートルあるかとい

うことと。 

 そしたら、その分の総務課長の説明で、標高の説明、高さの説明してもらって、その説明の

中でそのときの状況に応じて判断をして使用してください、利用状況を考えてくださいってい

う説明がありましたわね。 

○議長（林 竹松君） どこです、何ページ。 

○１０番（山本賢誓君）（続） 今の14番のやつで。そのときの状況に応じて対応してくださ

いっていうあれがあった。もうそれは要するに避難のときということよね。そういう状況に応

じてというがは確かにありましたけれども、地震が起きて津波まで３分、５分の世界で、これ

つくったら地元とかの人にも避難所としてここに設備しましたという説明すると思うがです

が、その状況に応じてとはどういうことかと、３分、５分の間にどういう判断をするかという

ことをちょっと教えてもらいたい。 

 それから、39ページ、第５款農林水産業費、２目の水産業振興費の中で15節の工事請負費、

ドルフィンセンター整備工事費で5,700万円の予算が出てますが、これの設計料はないがです

かね、その点。 
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 それから、41ページ、第６款商工費の中の13、15、17節に係ると思いますが、これ用地造成

っていうことで市長もかなり時間を割いて議員総会でも説明もされたと思いますが、これ先ほ

どの説明でも第１期工事で約１万平方メートル、半分ですわね、これ造成するということです

が、道のほうは補助があるみたいですが、この造成の補助もとがあるがですかね、どれぐらい

かの。それは、もしあるとすればどれぐらいの金額なのか、教えてもらいたいと。 

 それから、これにはかなりの投資計画をするわけですが、将来的にでき上がって引き渡しを

して、その費用回収、それなんかが今までの議員総会で説明がなかったと思いますが、どうい

うふうに回収していくのかということをお聞きします。 

 それから、この中の13節委託料の中の設計委託料です。これも造成に係る費用とか比べれば

異常に高い委託料ということになっておりますが、これも先ほど第１回補正の分で説明したよ

うに、見積もりをとる、とったという、どういうふうな状況で見積もりをとったかと。それ

と、その相見積もりをしているのかどうかということ。 

 それから、大きい金額でしたら入札にかけるとかというようなことも当然考えられていると

思いますけれども、その委託料をここに計上した状況ですね、見積もりをとったという状況を

お願いします。 

 それから、42ページ。 

○議長（林 竹松君） 山本議員、もうちょっとマイクを離してみてください。 

○１０番（山本賢誓君）（続） これね、入れ歯の関係で発音がちょっと。 

 42ページをお願いします。これも７款土木費、第２項道路橋梁費、２目の道路新設改良費の

中です。13節の委託料に関しても、先ほど商工のほうへ言ったようなことで、どういう見積も

りの根拠と、見積もりをとっちゅうのか、それから委託料設計の根拠ですね、これをお願いし

たいと思います。 

 それから、次の工事費です。15節の工事費１億400万円のうち１億100万円が市道分に係る分

らしいですが、この１億100万円というの、延長で割ってみたらメーター当たり25万円の単価

になります。それで、あの現地の状況を見てみたら、大体勾配が４％なり５％の勾配で緩やか

な田んぼとか平地を上がっていくということになりますけれども、これは１億円もかけるとい

うような状況の見積もりをこちらがこういうふうにしてくれというような格好で１億円の工事

費というもんになったのか、それともコンサル会社が自由に設計をしてこういうふうになった

のかということをお聞きします。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 32ページの２款１項14目防災対策費の15節工事請負費に関しましてお答えをいたします。 

 まず、今回整備する施設の場所の海抜と、それから建物の屋上の高さという御質疑であった
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と思います。 

 まず、この資料の順に申し上げますと、吉良川中学校でございますが……。 

 資料のほうの18ページになります。 

 吉良川中学校でございますが、ここの地盤は、ちょっと面積が学校、グラウンドとか入れて

結構広いですので、大体８メートルから９メートル幅がございます。約8.4メートル前後でご

ざいます。屋上の高さが、これは地盤からですが、7.6メートルございます、２階建てになり

ます。 

（「海抜は」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（久保信介君）（続） 海抜は8.4メートル。 

 それで、これを足しますと大体15.4メートル、十五、六メートルと、海抜からの高さになる

ということになります。 

 それから次に、佐喜浜中学校でございます。こちらは海抜が9.2メートルあります。校舎の

高さ、ここは３階建てですので、11.3メートル、建物の高さが。これ合わせますと20.5メート

ルになります。 

 それからもう一つ、羽根公民館でございますが、ここは海抜、地盤の高さが6.4メートルで

ございます。建物の高さが7.6メートルございますので、合わせまして、海抜で言いますと

14メートルということになります。 

 それで、次の御質疑にございました、そのときの状況に応じてという意味でございますが、

この説明のときに申し上げましたように、基本はやはり揺れたらすぐにできるだけ近くの高台

へ逃げていただくという、この基本は変わりませんけれども、いつ起こるかわかりませんの

で、その時々どんな状態に置かれているか、いろんなシチュエーションがあるかと思います。

そのときに、みんなが一律、全員が山へ一斉に上がれる状態にないかもわかりませんので、例

えば逃げおくれたり、足を痛めておったりして遠くの避難場所へ行けないという、いろんな想

定ができると思います。ですので、避難する選択肢といいましょうか、バリエーションをでき

るだけふやしておくということでの対策として考えているとこでございます。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 39ページです。５款３項２目の工事請負費のドルフィンセンターの整備工事、この建物の設

計はいつかという話のことなんですが、平成23年、昨年度に設計を済ませまして、設計と積算

を済ませております。ことしにもう土地の借用とかいろんな手続をしまして、建築へ結びつけ

ていきます。 

○議長（林 竹松君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 41ページの６款１項４目の工業用地開発事業費の13節
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委託料からの部分で何点か質問があったと思いますので、お答えいたします。 

 まず、この造成なんかに係る補助メニューがあるかどうかというお話でございますが、工業

用地の整備に関する補助につきましては、高知県工業用地整備事業費補助金というのがござい

ます。その中の補助メニューとしまして、まず大きな１点目として条件整備事業、これは工業

用地整備に必要な立地条件に関するような事業ということで、用地調査事業費、用水路調査事

業費、その他の調査事業というふうな項目がありまして、補助率は２分の１、補助限度額は１

調査区域当たり400万円が限度ということであります。この部分については前段の委託料の部

分を一部充当させていただくということになります。 

 そのほかに、これは市道関係になりますが、関連基盤整備事業というのがあります。この中

のメニューとして道路整備事業とか用排水路整備事業、その他の事業ということで、補助対象

としては用地費とか補償費、調査設計費、工事費というのがありまして、補助率は２分の１以

内、それと補助限度額が５ヘクタール未満の１指定用地当たり5,000万円という補助メニュー

がございます。 

 それから、もう一点ありましたが、造成後の費用の回収という部分でございますが、一般的

に言いますと企業に負担していただく部分は造成に係る工事費とか用地費、その直接的な部分

は企業さんに後で売却するときに負担してもらうような格好にはなると思います。 

 それと、もう一点ありました委託料の関係でございますが、この中身につきましてはちょっ

と一部説明しましたが、大きく４つの項目がございます。１つが造成測量設計委託料、これが

1,674万9,000円ぐらい、それと確定測量委託料、これが320万円ぐらい、それと造成管理委託

業務が183万4,000円ぐらい、それと水道設計監理委託業務は60万円ぐらいということを今回の

補正の中で積算する中で要求、計上させていただいております。この中身につきましては前段

の議案第４号でも御説明しましたが、１社のほうから一応見積もりいただきまして、実際発注

するときには再度課内で算定し直しをしてから委託に出すような格好にしたいと思っておりま

す。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 山本議員さんにお答えします。 

 13節の委託料、これは先ほど議案第４号で説明したとおり、コンサルさんから見積もりを参

考資料としていただき、その中から工種等を選んでうちの高知県土木積算システムによって作

成したものを計上しております。 

 また、工事費のことにつきましては、現地に入っていなくて、精密な測量をしていませんの

で、議員さんおっしゃるようにコンサルの一存という形でおかしいですが、コンサルの考えで

つくっていただいております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 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。 
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○１０番（山本賢誓君） 山本。２回目の質疑を行います。 

 まず、その34ページの分ですけれども、羽根公民館が標高も含めて屋上までの高さが14メー

トル、それから佐喜浜中学校が20.5メートル、それから吉良川中学校が16メートルということ

で、県の新しく出された津波のシミュレーションでは室戸市は24メートルと、24メートルよ

ね、28かな、ということで、そういう形からすれば全く低いわけですわね。 

 総務課長らはわかっちゅうと思うがですけんど、例えば吉良川中学校の状態にしたら、平地

みたいなもんですから、標高が20メーターあるから28メーターの津波が来たら８メーターで済

みますよっていう話じゃないわけよね、それわかりますろ。ああいう地形やったら、20メート

ルの波がそのまま地盤で上がって、同じ高さでずうっと来るということを考えたら、例えば吉

良川中学校だったら36メーター以上、そのまま来たら、同じく羽根公民館でも14メートルでし

たら34メーター上を行くと、20メーター上を波が行くと、そういう想定ができるわけよね。ほ

んで、佐喜浜中学校にしたら40メーター。特に吉良川なんかは西も東も山に囲われて津波が集

中的に来たらもっと高くなる可能性があるわけよね。 

 そういうことを考えたら、こういう施設をつくるっていうことは、いろんなバリエーション

の中で選択せえという話でも、地域の方、学校の方、先生の方なんかがこれを判断する間がな

いわけよ、その津波が来て３分、10分ということになったらね。それこそ勘違いして大丈夫で

すって上に登っていったら全員がアウトっていう可能性が出てくるわけじゃないですか。吉良

川中学校も避難路としてはもう裏の山へっていう部分で道の面も計画もしゆうみたいですけん

ど、こういう危ないところを選択間違うようなやり方は、市としてはしたらいかんと思う、僕

は。それは危険じゃないです。ということをもう一回答えてもらって、バリエーションを３

分、５分の間に判断をせえっていうことは無理やろ、とにかく安全なところへ、そういう20メ

ートルの波が押し寄せてきても、安全なとこへ逃げるという部分が大事なもんで、足の悪い人

なんかをそしたらここへ上がりなさいよっていう選択ないはず、羽根公民館にしてもね。そう

いう、これは完全に無駄な投資やと思うき、やめてもらいたい、これは。かえって、地域の

方々から生徒に危険性を招くようなやり方やと思うので、そこのところをもう一回答えてもら

いたいと思います。 

 それから、41ページの商工の関係の答弁がございましたけれども、その5,000万円はもうこ

の中へ補助事業と確定しちゅうということですかね、今から確定か、5,000万円、今から県へ

申請するということ。それで、もし入ったとしてもかなりの金額の投資を室戸市がするわけで

すけれども、用地に係る部分に関してはこれに関係する業者からもらうということですけど

も、その償還計画みたいなものはいつ立てるのかということをもう一回聞きたいですね。 

 それと、その13節の委託料に関して３つか４つには区分分けされちゅうがですけれども、も

う既にその特定のコンサル会社が現場へ行って地権者にも説明しよります。ほんで、そういう

ことも含めて、特定の業者から、ここにやらそうっていう部分で見積もりとったら、その業者
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がまずメーンになって入札をかけるとしても大体うちがこういうふうに見積もりしましたから

こういうふうで頼みますよっていう、談合に近いことが結構生まれてくると、そういう状況が

ね。そういうことを回避するためにも、まずこんだけの多額の委託料ということになれば、最

初から見積もりをさすと、これは市としての当然の基本姿勢やないです。もう頭から常に室戸

のほうでやりゆうコンサル会社を指名してっていうことになったら、もうそのまま行くわけよ

ね。そういうところは市長以下がしっかりして、そういうおかしなことを想像されないような

やり方はしていかにゃならんと思いますので、もう一回答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、39ページの水産業振興費のドルフィンセンターの件ですが、23年度に設計が委託

されたということはちょっと忘れておりましたんで、申しわけないです。 

 ただ、ここが、この位置が平成16年度の高波のときに波がこうして越波してからあそこ大き

な被害を受けましたわね、課長も御存じだと思いますけんど。そしたら、今回も津波が想定さ

れるのにどうしてまたこういう危険なところにつくるのかということです。津波を想定して、

流れることを想定してつくるがですかね、違いますろう。 

○議長（林 竹松君） 山本議員、質疑に注意してください。 

○１０番（山本賢誓君）（続） そういうことも含めて、そういう施設の長期にわたって継続

する施設やったら、やっぱり安全性を考えるということが一番大事だと思いますので、そこの

ところをもう一回見直す考えはないのかと、もう一回答弁をお願いします。 

 それから、もう一つ抜けましたが、先ほど建設課長の答弁の中で、コンサルさんがしてくれ

たということです。それを検討を当然市でするわけよね。そしたら、あのルートを見たら、緩

い勾配ですから、構造物をいっぱい入れなくても全部が盛り土工法で絶対いくはずです、盛り

土工法で、土工事だけで。水路とか排水とか舗装は当然要るんやけれども、いきます。そした

ら、この中で補助金もらって、5,000万円をもらっても、それ以下、2,000万円とか3,000万円

があれば十分に工事ができると思います。 

 市の金を無駄に使わないような取り組みをするには、コンサルから設計が上がってきたら、

もう一回検討して、いかに安価で同等のものができるかというようなことを検討せないかんわ

けよ。それをするかしないか、そういうことをして、同等のものができれば工法を変更するか

どうか、それをちょっと答弁願います。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 ２款１項14目防災対策費の工事請負費に関してでございます。 

 今回の外づけ階段等の整備箇所につきましては、先ほど海抜等についてを御答弁申し上げた

ところでございますけれども、今回の国・県によります推計結果は現時点の地形に基づいて最

大クラスの津波を想定したもので、堤防などの防潮施設がないとか、満潮位であるとか、いわ

ゆる最悪のケースで想定したものとされておりまして、この結果については報道等で最大津波
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高が24.9メートルと報道がされておりますが、これにつきましては本市の沿岸部一律にこの

24.9メートルの津波が押し寄せるというものではなくて、県からも示されております地図によ

りますと、地域や地形によって高さなども色分けされているところでございます。 

 それで、ただ現時点では50メートルメッシュということでかなり粗い表示となっておりまし

て、かなり色がどこまでが塗られているかというのは非常に判断がしづらいところもございま

すが、おおむね申し上げますと、資料18ページの吉良川中学校の場合ですと、ここでの浸水深

予測です、浸水深と言いますのは浸水の深さ、海抜ではなくて深さの想定、これをメッシュで

見てみますとおおむね５メートルから10メートルの幅の色が塗られております。浸水深ですの

で、校舎の高さは7.6メートルでございますので、クリアしているとは言いがたいですけれど

も、５メートルから10メートルがちょっと粗いメッシュの中で、想定されている中で、校舎の

屋上の高さは7.6メートルであるという状況でございます。 

 それから、佐喜浜中学校の場合はここの浸水深の予測、同じように５メートルから10メート

ルと色分けされております。こちらのほうは校舎の屋上の高さが11.3メートルございます。 

 それから、羽根公民館におきましては、こちらも浸水深としては５メートルから10メートル

の予想がされております。こちらの屋上の高さも7.6メートルでございます。 

 それで、かえって混乱あるいは不安を与えるのではないかというふうな御質疑だったと思い

ますけれども、やはり例えば御質疑にありました羽根公民館のあたりですと、近くの高台、

20メートル以上の高さがある、25メートルぐらいの高さのあるところに行くには一定やはりど

うしても距離がございますんで、先ほど申し上げましたように、どんな状況に置かれているか

わかりませんので、やはり選択肢としてはたくさんあるほうが望ましいという考えで、こうし

たところを、津波避難ビルが本市にはなかなか少のうございますんで、こうしたところへたく

さん手段としていろんなバリエーションを考えておくことが必要ではないかということでこう

した取り組みを進めさせていただいておるところでございます。御理解お願いいたします。以

上でございます。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんに39ページのドルフィン

センターの越波等の危険という話のことでお答えいたします。 

 この場所につきましては、計画位置は管理上の利便性も含めてドルフィン等とも計画の位置

を決めております。使用側としましては、今のその生けすがあるところに近いほうと、建てる

ほうとしてはできるだけ避けてほしいという形のこともありまして、建物のほうでは一応基礎

のところのかさ上げしております。補強としましては、基礎を腰高の高さまでコンクリートを

巻こうという形のことから、敷地としては前の道路より1.4メーターほど高くしております。 

 それと、周りの造成なんかの壁が、県のほうにお願いしておりますが、海っ側のほうは多少

高い壁をしてくださいというお願いはしてあります。以上であります。 
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○議長（林 竹松君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 山本議員さんに、６款１項４目の工業用地開発事業費

の関係で御質問がありました。償還計画という部分でございますが、この土地の部分につきま

しては、まず市のほうで造成をいたしまして、その後販売の面積なんかが決まれば買いたい企

業さんにその金額を提示して買っていただくと、それが一定方向性が決まりましたらまた議会

のほうに議案で売却の議決なんかもいただかなくてはいけないと思いますので、そんな感じで

事業は進めていきたいと思っております。 

 それと、あと委託事業の発注の仕方でございますが、議員さんいろいろ御指摘がございまし

たが、そのことらにも十分注意しながら今後対応してまいりたいと思いますので、御理解をい

ただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 山本議員さんにお答えします。 

 工事費につきましては、今現在測量も行っておりません。路線測量が入札が終わり、現地に

入って精密な測量が出た時点で設計業者さんと構造、ルートとこう一番安い方法で考え、設計

書にしていきたいと思います。 

 また、先ほど議員さんが御案内ありましたのり面工法につきましては、盛り土工法につきま

しては盛り土でやる場合はのり面勾配が１割以上となりまして、道路敷地の面積が広くなりま

すので、そういうことも考えながら一番安い方法で工事の設計をしていきたいと考えておりま

す。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。山本賢誓君、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回目の質疑を行います。 

 そしたら、商工と建設課のほうの設計見積もりをした、委託したコンサル名を、一緒だと思

いますが、ちょっと教えてもらいたいということと、それが後で情報開示かなんかでもうちょ

っと詳しいに聞きたいところもあります。 

 それと、今建設課長の答弁の中で盛り土工法にしたら土羽で用地費がという話がありました

が、あそこらのあたりの用地費単価を比較しても１割２分、１割５分と広げても、全線構造物

としてやっていくよりははるかに安くいきます、こんなもん常識の範囲内でわかると思います

けどね。それもしあれやったら、盛り土工法とコンサルが持ってきた設計と比べて対比できま

すかね、その２つを。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 見積もりをいただいた業者さんでございますが、用地造成と道路のほうも一緒の業者でござ

いまして、宮崎測量さんという会社に見積もりをいただいております。以上でございます。 
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○議長（林 竹松君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 山本議員にお答えします。 

 路側の構造につきましては、先ほど御案内ありましたのり面工法、それと構造物による工法

を比較しまして設計書をつくっていきたいと思います。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番亀井。本議案について質疑をいたします。 

 32ページの２款総務費の14目防災対策費の15節工事請負費の1,141万9,000円についてお伺い

します。 

 南海地震対策の関連の事業についてはほとんど補助事業での対応ができるということを説明

を受けておりましたが、この津波避難施設整備工事について補助事業では対応できないという

ことでしょうか。それをお聞かせください。 

 それと、39ページ、５款の２目の15節工事請負費5,704万7,000円について、図面では木造と

いうことになっていると思うのですが、海抜が低いところであり、南海地震の対策を考えた場

合、素人の私の考えでは鉄骨鉄筋構造物が強いと思うのですが、木造で計画された理由は木造

が安いということでございましょうか、説明をお願いします。 

 以上、２点をお願いします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 32ページの２款１項14目防災対策費の15節工事請負費に関しまして、補助事業では対応でき

なかったのかという御質疑でございますが、これは御説明でも申し上げましたように、財源に

は100％緊急防災・減災事業債という起債を予定しておりまして、この起債は充当率が100％

で、この場合は単独事業として計算しますが、交付税で元利償還金の70％が戻ってまいりま

す。その上へ、残りの30％相当分につきましても、県の津波避難対策等加速化臨時交付金とい

う新しく創設された交付金によりまして残りの30％相当分も翌年度に措置される見込みでござ

いますので、いわゆる実質的に市町村の負担が要らないと言われる事業を適用して施行するも

のでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 亀井議員さんにお答えします。 

 39ページです。水産業振興費の中のドルフィンセンターの建物についてです。 

 一応私のほうも県内産の木材を使用するという目標のことから動いております。それと、事

業費の問題もありまして、それに対してはもう敷地を上げるということで、敷地を1.4メータ

ーほど上げまして、腰壁なんかはセメントにして波にも対応できるという形のことで、それら

は一応ドルフィンの、あそこでずっと生活しているくみらに聞いて、どういう対応をしたらオ

ーケーかということを聞いて今設計が終わっております。以上です。 



－102－ 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第10、議案第10号平成24年度室戸市介護保険事業特別会計

第１回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。日垣保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時41分 休憩 

            午後１時48分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第11、議案第11号平成24年度室戸市後期高齢者医療事業特

別会計第１回補正予算についてを議題といたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。川上市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時49分 休憩 

            午後１時53分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第12、議案第12号訴えの提起についてを議題といたしま

す。 

 執行部からの補足説明を求めます。松本財産管理課長。 
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 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時53分 休憩 

            午後１時55分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第13、議案第13号訴えの提起についてを議題といたしま

す。 

 執行部からの補足説明を求めます。松本財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時56分 休憩 

            午後１時58分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第14、議案第14号訴えの提起についてを議題といたしま

す。 

 執行部からの補足説明を求めます。松本財産管理課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時59分 休憩 

            午後２時１分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 質疑なしと認めます。 



－104－ 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第15、議案第15号市道路線の認定についてを議題といたし

ます。 

 執行部からの補足説明を求めます。大影建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時１分 休憩 

            午後２時３分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第16、議案第16号固定資産評価員の選任についてを議題と

いたします。 

 執行部からの補足説明を求めます。久保総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時３分 休憩 

            午後２時４分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議題となっております議案第16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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、議案第16号につきましては委員会付

託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 ただいま質疑を終結いたしました議案第１号から議案第15号まで、以上15件につきまして
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は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたし

ます。 

 お諮りをいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、６月20日から６月27日まで８日間休会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（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、６月20日から６月27日まで８日間を

休会することに決しました。 

 ６月20日から６月27日まで８日間休会いたします。 

 ６月28日は午前10時から会議を開きますので、御参集をお願いをいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後２時８分 散会 


