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平成２３年２月第１回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  平成２３年２月２２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 脇 本 健 樹    ４番 上 野 祥 司    ５番 濱 口 太 作 

  ６番 米 澤 善 吾    ７番 立 石 大 輔    ８番 山 本 賢 誓 

  ９番 谷 口 總一郎    10番 徳 増 寿 子    11番 山 下 浩 平 

  12番 堺   喜久美    13番 鈴 木 彬 夫    14番 久 保 善 則 

  15番 町 田 又 一    16番 林   竹 松 

４．欠席議員 

  ２番 久 保 八太雄 

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 

  事務局次長兼議事班長  上 松 一 喜 

  議 事 班 主 任  大 西 あゆみ 

  議事班主事補  馬 誥 英 憲 

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 

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21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業伝送路整備工

事請負契約の変更について 

  日程第４ 議案第２号 平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業センター施設

等整備工事請負契約の変更について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第４まで 

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（林 竹松君） おはようございます。 

 ただいまから平成23年２月第１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。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16名中欠員１名、欠席届１名、現在14名の出席でございま

す。 

 欠席議員は、久保八太雄議員、所用のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。鈴木議会運営委員会

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（鈴木彬夫君） 皆さん、おはようございます。 

 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 平成23年２月第１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、契約２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（林 竹松君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 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、議長において鈴木彬夫君及び谷口總一郎

君を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 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。 
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            〔「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、会期は本日１日限りと決定いたしま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 次に、日程第３、議案第１号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基

盤整備事業伝送路整備工事請負契約の変更についてから日程第４、議案第２号平成21年度繰越

明許 室戸市情報通信基盤整備事業センター施設等整備工事請負契約の変更についてまで、以

上２件を一括議題といたします。 

 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23年２月第１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。 

 今臨時会に提案いたします案件は、契約関係２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21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業伝送路整備工事請負契約の変

更について。 

 本案は、平成22年５月25日付で四電工・角田水道電気特定建設工事共同企業体代表者株式会

社四電工高知支店支店長片岡顯二氏と工事請負契約を締結し、進めております情報通信基盤整

備事業伝送路整備工事について、光ケーブル敷設工事及び引込み工事の数量等の確定または確

定見込みに伴い、請負金額を変更する必要が生じたので、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業センター施設等整備工事請負

契約の変更について。 

 本案は、平成22年５月25日付で四電工・角田水道電気特定建設工事共同企業体代表者株式会

社四電工高知支店支店長片岡顯二氏と工事請負契約を締結し、進めております情報通信基盤整

備事業センター施設等整備工事について、機器類の数量及び内容等の確定または確定見込みに

伴い、請負金額を変更する必要が生じたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては総務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をいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 日程第３、議案第１号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備

事業伝送路整備工事請負契約の変更についてを議題といたします。 

 執行部より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。 
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            午前10時７分 休憩 

            午前10時23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（林 竹松君） 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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ５点ほどお聞きをいたします。９番谷口。本議案について質疑を行

います。 

 資料の１についてからお聞きをします。 

 １点目、まず表の単位が百万円になっている点についてですが、千円とか万円にすればわか

りやすいし、これまで予算関連の資料ではすべて千円単位でありました。千円単位にしてもこ

のスペースの中に入ると思います。なぜ3,000万円を30、1,500万円を15などと表記をしたのか

についてお聞きをします。 

 ２点目、外線工事に関して、右のほうの増減理由の文中の中に、申請に対する回答とありま

す。配線工事を請けた共同体は四電とＮＴＴにいつ申請し、いつ回答があったのかをお聞きを

します。 

 ３点目、先ほど課長から、重伝建保存地区に関しての理由などもお聞きをしましたが、もう

一度その点を質疑を行います。 

 変更内容の表を見ますと、建柱工事、つまり右の変更理由に書いてありますように電柱が使

えない場合を想定した数ということで、変更前は５本となっております。これは計画を立てる

前に242キロを見て回ったが５本にしたということであります。それが配線工事に取りかかる

と、大半の電柱に計画立案するときに四電、ＮＴＴの両社と協議し事前調査も行った上で想定

した強度がないことがわかって、234キロの大半の区間でポールを714本立てることになったと

いうことになります。これは、明らかに事前調査の不備と考えられ、なぜ計画立案のときに電

柱以外に別にポールを立てなくてもいいと考えたのか、この点をお聞きします。 

 ４点目、ケーブル敷設工事の距離が少し短縮されて、柱を立てる経費は143倍にもなってお

ります。このことから、ケーブル配線の費用は少し減額されていることになりますので、建柱

工事費が3,000万円以上ということになると思います。ケーブル敷設工事の計画段階での見積

額と８キロ短縮されてのその金額、そして計画における５本の建柱工事の経費と714本立てな

くてはならなくなったその工事に係る経費、これをお聞きをいたします。 
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 次に５点目、表の下のほうです。引込み工事のケーブルテレビ、インターネット・見守りサ

ービス、この３件の加入者合計は、当初計画の合計しますと8,550件から4,317件と、約半数と

なっています。本市の人口減少から見て、利用者がこれ以上ふえることは期待できないと考え

られ、減少の一途をたどるのではないかと危惧をいたします。エフビットの事業を考えます

と、ミクプランニングの例もありますので経営破綻も予想されます。 

 そこでお聞きをいたします。４点お聞きします。 

 ケーブルテレビは、見込みの48％の加入者ですが、この赤字黒字の採算の目安は何件なの

か、お教えください。 

 次に、インターネットは見込みの79％ですが、この赤字黒字の目安も何件か、お聞きをしま

す。 

 見守りサービスは見込みの26％ですが、この赤字黒字の目安は何件なのか、お聞きします。 

 最後に、数年後に加入者が減少してエフビットが赤字経営になって撤退ということも、前の

事業から考えますとあり得ますので、利用している市民が大きな、そのときには迷惑をこうむ

ります。そのとき本市はどのように対応するつもりでおられるのか、利用できなくなった加入

者はその後どうしたらいいのか、事業のコンプライアンスの面に関してお聞きをいたします。 

 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） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 ちょっと順番が不同になるかもわかりませんがお許しいただきたいと思います。 

 まず、１点目の表示、変更による増減額の単位が百万円になっている点についてということ

でございますが、まずこの表記につきましては、数字がこの外線工事、電柱改修費というの

が、以下のこの項目につきましては、設計上の主な項目を抜粋したものでございまして、まず

ちょっとわかりやすく、設計書はすごくごついボリュームの設計書になっておりまして、その

中から重立ったものを抜粋したものであるということがまずございます。それから、それをも

っと細かく表にすればいいのではないかということになろうかと思いますけれども、もともと

の量が膨大であることと、それからこれを個別の工事なりサービスの別の工事、別にすべてを

詳細に書くということになりますと、個別の設計金額や物品の単価等の割り戻し結果に至ると

いうこと等もございまして、表現としては百万円というくくりとさせていただきました。増減

額がどの程度かということを大体理解していただくための参考ということで、この単位にさせ

ていただきました。この点につきましては、従来の工事請負契約の締結時あるいは変更時に

は、こうした設計項目別の内訳金額というのはこれまで資料としてはお示しをしておりません

でしたけれども、今回、やはり事業規模が大きいこと、減額の幅も大きいということで、あえ

てこうした資料を作成させていただいたものですので、御理解をいただきたいと存じます。 

 それから、２点目の電柱の共架、添架の申請に関しまして、いつ申請して、いつ回答があっ
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たのかという御趣旨の御質疑だったと思いますけれども、平成22年９月10日が一番最初の申請

でございます。それから、これは市内全域に対象の電柱が、ちょっと正確な数字を現在記憶し

ておりませんが、約7,000本ほどございます、私どもが利用させていただきたい電柱が。約

7,000本ほどございまして、順次これを申請をいたしまして、ずっと現在までも、直近まで回

答がばらばらといただいております。申請のほうは、一番直近で２月１日付までの申請がござ

います。これは事業の進捗によって新しくルートの変更とかによって別のところへ変えていっ

た経過もございますので、最初が９月10日で一番最後のところで２月１日付で申請を行ってお

ります。 

 それから、それらについての回答につきましては、一番早いものは翌日いただいた、つまり

９月11日にいただいたものから直近のものですと２月７日までにいただいたものがございま

す。 

 それが一つの四国電力のほうのケースでございまして、ＮＴＴのほうでは一番最後に回答い

ただいたのが２月15日という部分がございます。 

 ３点目の、まず建柱工事の変更前と変更後の数値、数字に関しましての御質疑であったと思

いますけれども、まず先ほど説明でも申し上げましたように、もともとの設計は地図上、図面

上によりまして設計をいたしておりました。それで、基本的にルートの全部を既存のＮＴＴと

四国電力の電柱を使用させていただく計画でございました。この５本の部分は、センターへの

引込みでそのちょうどのところにない部分だけの５本でございました。ですので、強度不足に

よる自前の自営柱の部分は基本的に５本しか計画していなかったというのは御指摘のとおりで

ございますが、これにつきましては、やはり所有者側のＮＴＴ、電力のほうでの強度計算をし

ていただかないとどうしてもはっきりしない部分であるということでして、当初はセンターあ

るいはサブセンター用に明らかにその既存電柱がないところの部分についてのみを計上させて

いただいておりましたので、こういう結果となっております。 

 次に、４点目のケーブルの延長が減となった。それから、建柱工事が大幅に増となった。こ

れの前後の経費、工事費についての御質疑だったと思いますが、まず光ケーブル敷設工事の延

長減に関する工事費でございますが、概算、約という数字で申しわけございません、ちょっと

大くくりになりますが、光ケーブル敷設工事の変更前が約４億9,600万円ぐらいです。変更後

が４億6,300万円ぐらいでございまして、その差が約3,300万円の減でございます。建柱工事の

ほうは、これは５本程度ということですので、約50万円程度の計上でございました。変更後が

約6,400万円程度ということで、この分の増が6,300万円程度で、差し引きといいますか、敷設

工事のほうが3,300万円の減と、建柱工事のほうが6,300万円の増ということで差し引き約

3,000万円の増という結果になっております。 

 それから、済いません、５点目のこのケーブルテレビ等の赤字黒字の目安の件数はという御

質疑でございますけれども、まずは御質疑の中で、この見込みの何％というところでのこの見
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込みというのが変更前、つまり当初設計上の数値に対する割合をお示しではなかったかと思い

ますけれども、まず最初に申し上げましたように、この事業は大変短い中で急いで国への申請

を行ったところでございまして、対象数の押さえ方をかなり大き目に国への申請は不足を来さ

ないように、その後の加入者の方たくさんおいでても不足を来さないようにということで、国

への申請はかなり多目に考えて計上しておりましたので、その当初設計はそうした結構大きな

量での想定をしておりました関係で、これに対する、これが加入者見込みということ、直接そ

うではないということでございますけれども、まずケーブルテレビは当初の運営事業者の収支

見通しの上での加入者見込み、これが当初運営事業者が見込んだ数字は大体650件程度で、大

体８％程度を見込んでおりました。運営事業者の収支見通し上でございます。これが実際は

1,680程度となったということで、ざっとですが約1,000件程度、これは逆に増の要素となって

おります。 

 しかしながら、次のインターネットにつきましては、運営事業者の収支見通し上では大体

1,650件程度、これは全世帯の約20％程度を想定しておりました。その1,650程度が約300減の

1,350件程度という結果になっております。 

 それで、もう一つ、見守りサービスにつきましては、これは市の委託事業でございますの

で、１件当たり315円で市が委託料をお支払いしてサービスを提供していただくという市の委

託事業になりますので、当初から１件315円で受けられるという提案をいただいておるところ

でございます。 

 ですので、収支の上では、ケーブルテレビとインターネットでの大体収支見通しとなってお

ります。これにつきましては、先ほど申し上げましたように、ケーブルテレビの加入者数の見

込みが大体当初の収支見通し時より約1,000件ほどふえているということで、この辺は収支上

はプラス要素にはなりますけれども、御案内のように、これは１件1,050円で御提供するとい

うことで、かなり価格的には抑えたところとなっております。逆に、収入の中心となる……。 

（「一番最初のは」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（久保信介君）（続） はい。 

（「一番最初のは」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（久保信介君）（続） はい。ですので、収支としては若干厳しい結果とはなって

おるかと思いますけれども、これは御質疑で赤字経営で撤退となったらどうするのかというこ

とでございますが、まず最初に、今回、運営事業者のほうからはさらなる経費の節減とコスト

の縮減を図って経営に対応していくと、取り組んでいくという言葉をいただいております。

が、さきにも御説明申し上げましたように、10年間は一方的に解約できない契約でありますＩ

ＲＵ契約を結ぶという契約としております。そうした撤退とならないようにということでは十

分これまで協議を重ねておりますけれども、市といたしましても、今後の加入促進とかその後

の利用の推進につきまして、市側もできる限りの協力をしてそうした事態にならないように努
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めてまいりたいと思います。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。谷口總一郎君、２回目の質疑を許可い

たします。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。本議案について２回目の質疑を行います。 

 １点目のこの百万円の単位についての説明が妙に釈然としませんのでもう一回お聞きします

が、僕が聞いたのは、これなぜ3,000万円を30、1,500万円を15と表記したのかと聞いておりま

すが、30をなぜ3,000万円、15を1,500万円と、その下の数字なども表記しなかったのかと聞い

ておりますので、その理由として妙に理由になってなかったように思いますので、その点をお

聞きします。 

 それと、一番最後の先ほど課長が答弁してくださった撤退した場合には、10年契約であるの

で10年間は撤退できないようになっているというような趣旨だったと思いますが、そのときに

撤退しないが10年の間、だんだんだんだん経営不振で赤字をこのまま続けていくのかという状

況になったときに市は赤字補てんはするのか、それについてお聞きをいたします。 

 以上で本議案について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。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、業務委託ということで、運営事業者に対して業務委託の契約を締結をしてやっていく

ということでございます。ＩＲＵ契約を10年間結んでいる。一方的には契約は破棄できません

よということであります。公募型のプロポーザル方式で提案を受けた中では、一定黒字が見込

めると、当初から黒字が見込めていくんだというような提案になっていたというふうに私も考

えております。 

 ただ、御案内のとおり、現状では加入者の状況というのは大変厳しい状況でございます。ぜ

ひ我々も、先ほど課長のほうからも申し上げましたように、利用者の拡大というようなものに

ついてはぜひ努めていかなければならないというふうに思いますし、やはり情報過疎の地域に

おいて、この基盤整備事業、ブロードバンド基盤整備事業というのは、大変情報過疎を解消す

るということで大きな意味合いのある事業でもございますし、ぜひ私は、企業誘致等の観点に

おいても大事な部分であるというふうに認識をしておりますので、そういった点も含めて利用

の拡大をぜひ図っていかなければならないというふうに考えているところでございます。 

 現在、赤字補てん云々の話ですが、現在のところそうしたことは想定をしていないというと

ころでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 資料の増減額の表記単位の件でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたよう

に、あくまでこの設計書上の概算、項目、大項目に従って区分したということで、金額がやは
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り概算であるということと、それから単位が概算値であるということで、この千円単位等に表

示したときにやたらとゼロが並ぶということで、増減額としては目安、増減の目安として見て

いただくという趣旨で増減額は概算の百万円単位で求めましたので、表記上も千円単位ではな

く百万円単位の表現とさせていただいたものでございますので、御理解をいただきたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木でございます。本案に対して質疑を行います。 

 質疑は、敷設の件と後の引込み工事、この２つに分けて質疑を行いたいと思います。 

 まず初めに、先ほどの前段の議員の質問でわかってきたところが大分あります。それは、例

えば使えると思ってた電信柱が使えないと、市内には約7,000本の電信柱があるということな

んですよね。今回、新たに敷設するのは714本、ということは約１割なんですね。7,000本が当

初使えると想定をしていたけれども、実際調査してみると１割近くがだめであった。というこ

とは、予想以上に、専門家の予想以上に劣化が進んでいるということがうかがえると自分は思

っております。 

 ということで、今回、この714本あるいはいろいろ添架ということで補強するということに

なると思いますけども、この施設の耐用年数をどのように計算してるのか。それから、この施

設のメンテナンス費用をどのように想定をしてるのか。まず第１、一つの質疑ですね。 

 それから、保守部材というのがありますよね、この資料の１ページの主な変更内容のところ

に保守部材というのがあります。これが先ほどの説明で、要するにこれから、劣化して使えな

くなった場合にたったの200万円予定しているということなんですね。果たしてこれでいいの

かどうか。といいますのは、この事業そのものは、初期投資そのものはほとんどが国のお金な

んですよね。後のメンテナンス費用というのは、これは室戸市のお金になるんじゃないかな

と、自分はそのように思っております。だから、この初期投資の段階でメンテナンス費用を高

く見積もっておくということが自分は非常に大事じゃないかなと思っておりますけれども、そ

の辺のお考えはどんなもんでしょうか。 

 それから、先ほどの前段の議員からの質問の中でありましたけれども、業者の見積もってい

るユーザーですね、ユーザーの数がケーブルテレビでは650件だと、インターネットでは

1,650件だと、これで十分にやっていけるんだというような答弁があったと思います。果たし

てこれで室戸市のインフラストラクチャー、情報通信網の格差というのが本当に解消されるの

か。もともと先ほども市長さんが言われていましたけれども、この事業は難視聴というのか

ね、地域の解消とか、あるいはインターネットがなかなか立ち上がることができないというよ

うなことでこれやってるわけなんですよね。あるいは、これは室戸市の商売につなぎたいとい

うようなことがあったと思いますけれども、この事業の目的を達成するために当初から650件

あるいは1,650件でいいと、だから現在の1,619件とか1,984件というのはオーバーしてるとい
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うことだと、随分自分たちは、何というかね、当初の話と違うんじゃないかということなんで

すよね。 

 最後に、また市長の話では、できるだけ利用者をふやさなきゃいかんということを言ってお

りますよね。事業の維持のためにもできるだけふやさなきゃいかんと、あるいは当事業の目的

を達成するためにはふやさなきゃいかんということを言っておりますけどもね、どうもこの辺

の数字のとらえ方がね、ちょっとおかしいんじゃないかなと自分は思います。当初の変更前の

計画、例えば見守りサービスが2,700件だったけれども714件だと、室戸市では1,400名のお年

寄り、独居、お一人で住んでる方がおられます。こういう人に本当にこのサービスが行き届い

ているかどうか、自分はこれも非常に不安だ、室戸市の事業としてはちょっとずさんじゃない

かなと私はそのように考えます。 

 ということで、ちょっと具体的にお話を、質問をしてみたいと思います。 

 まず初めに、この工事……。 

○議長（林 竹松君） 鈴木議員、質問じゃなしに、質疑ですから簡明にお願いいたします。 

○１３番（鈴木彬夫君）（続） はい。まず、この工事が３月末までに本当に終わるかどうか

ということが１点であります。 

 それから、ケーブルテレビ、インターネットの利用者、これは地区別に見てどのようになっ

てるのか。実際に、このインターネットを使って商売する人なんかが本当に入ってるかどうか

とか、そういうことで地区別にどのようになってるのか、当初の計画はこうだったけれども現

在はこうだということでお答えを願いたいと思います。 

 以上で第１回目の質疑を終わりたいと思います。 

○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） 鈴木議員さんにお答えいたします。 

 まず、１点目の施設の耐用年数についての御質疑でございましたけれども、私どもの整備し

ております工事に使用しております光ケーブル、光ケーブルの耐用年数につきましては、おお

むね15年から20年とされているところでございます。 

 それから、以後の保守メンテナンス費用についての御質疑でございましたが、これは従前よ

り御説明してきておりますように、運営事業者との間にＩＲＵ契約と申します施設の賃貸借契

約を結びまして、私どもの市の施設、設備を運営事業者にお貸しすると、お貸ししてサービス

を提供していただくということで、市から見ますと、賃貸料をいただいて、そのかわり市から

はそのメンテナンス、保守を運営事業者にお願いをするということで、それと電柱の添架いた

します電柱の使用料と合わせた額を運営事業者から市にお支払いいただくと。これらを相殺し

て事業を運営していただくという提案を当初にいただいておりまして、以後もこの形で進める

ように契約等を進めておるところでございます。 

 ですので、これらの費用、つまりメンテナンス費用につきましては施設の賃貸借料として相
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殺していくという計画になってございます。 

 おおむねですけれども、済いません、額がちょっとおおむねの概算の額になりますけれど

も、施設のまず賃貸借料といたしましては約2,500万円程度、メンテナンス、それに対します

メンテナンス費用が約1,800万円程度で、電柱等の使用料が700万円程度、これらを相殺して運

営事業者にサービスを提供していただくという計画で進めておるところでございます。 

 それから、まずその次に、本事業が３月までに終了するのかという御質疑でございました

が、先ほど説明の中でも申し上げましたように、３月25日の工期内までに完成するということ

で現在工事を鋭意進めておるところでございます。 

 それから、最後のケーブルテレビとインターネットの地区別とおっしゃいました、これは旧

町別ということになろうかと思いますけれども、まず当初の計画上は市全体での計画を求めて

おりますので、地区別、旧町別の数字は持っておりません。 

 加入申し込みのあった実数に関しましての地区別、旧町別は求められると思いますけれど

も、ちょっと申しわけございませんが現在旧町別内訳数字というのを手元に持ち合わせており

ませんので、これは調査すればわかることでございますので、また後ほどお示しすることで御

理解いただきたいと存じます。以上です。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。鈴木彬夫君の２回目の質疑を許可いた

します。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木です。２回目の質疑を行います。 

 先ほどの総務課長の答弁でございますけども、自分の質疑の仕方もちょっと悪かったかもわ

かりませんけどね、旧町別ということで私も言いましたけれども、難視聴ね、これで例えばテ

レビの難視聴地域は解消されましたか。当初ケーブルテレビ3,350件ということで室戸市の難

視聴地域はなくなるということだったと思いますけれども、これでそういう地域はなくなりま

したか。これが１つ目の質問でございます。 

 それから、インターネットの利用者、現在、室戸市にどれだけいて、インターネットを利用

してる人の不便というのが本当に解消されているかどうか。立ち上げてから１分ぐらいたたな

いと画面が出てこないという人の声が多いと思いますけれどもね、そういうことが本当に解消

されたかどうか。 

 もう一つは、要するにそういう個々の問題、当事業の目的が達成できるかどうか、ただ工事

だけじゃだめですよ。ユーザーの本当に不便さが解消できたかどうかという観点で調べてもら

いたいんです。 

 それから、今言ったメンテナンスの費用というのはどういうことですか。これだけかかりま

した、そしたら賃貸料もこれだけアップしますということですかね。先ほどの総務課長のお話

では、自分はそのようにとりましたけれども、どんなもんでしょうか。その辺をもう一回明確

に答弁をいただきたいと思います。以上でございます。 
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○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） 鈴木議員さんの２回目の御質疑にお答えいたします。 

 まず、１点目のテレビの難視聴地域は解消されたのかどうかという御質疑であったと思いま

すが、まず御案内のように、室戸市内は各中山間地、いわゆる奥地がございまして、これまで

にも難視聴地域がございました。そうしたところにつきましては、県の補助あるいはＮＨＫの

共聴施設で難視聴に対する共聴施設を市の補助として整備をしてまいりました。基本的に、そ

うしたところの地デジ、いわゆる地デジへの対応につきましては、地デジ改修ということで難

視聴、共聴施設の施設改修についてはこれまでも一定進んできて、おおむね大方のところで既

に完了しております。ただ、それらで地デジ後、全部100％カバーできない新たな地デジの難

視聴地域というものが部分的に残ることになりましたので、今回の光ケーブルを全市に張りめ

ぐらすこれの事業の中で、ケーブルテレビのサービスも盛り込んだという経過でございまし

て、市内全域にこの光ケーブルを張りめぐらせるということで、御希望いただければ、有料で

はありますが、ケーブルテレビによってすべての地域で地上デジタル放送は視聴できるという

ことで、難視聴については解消されたというふうに解釈いたしております。 

 それから、インターネットに関する通信格差が是正されたのかどうかという点についてでご

ざいますが、これにつきましては、この事業導入時の検討時から、どの程度の加入があるかと

いう検証の中で、大体現在の市全体での利用者が十数％程度ではないかと、あるいはＡＤＳＬ

区域内で見ると20％近いのではないかという推測、推計値のもとにこの事業を進めたところで

ございまして、今回の事業によりましてＡＤＳＬのエリア以外のほとんど実際にインターネッ

トがほぼ使える環境でなかったエリアもすべて全市をカバーするということで事業を進めてお

りまして、先ほども申し上げました御希望がありましたら、市内のどこにお住まいでも高速イ

ンターネットが利用できる環境にするということで事業を進めておりますので、市内のデジタ

ルディバイドの解消ということについては、これで一定解消、是正されることになると考えて

おります。 

 それで、そうしたことによりまして、ちょっと今回加入申込数等がやや当初の計画より少し

少なかったという点については、今後利用促進を運営事業者とともに市も取り組んでいかなけ

ればならないところでございますが、市内全域をこうした高速通信網でカバーすると、御希望

すれば市内どこにお住まいでもこうしたサービスを受けられるという点につきましては、事業

の目的は十分達成されるものというふうに考えております。 

 それから、４点目のメンテナンス費用についての御質疑でございますが、メンテナンス費用

につきましては、資料にございます予備部材という部分につきましては、以後、工事上にこう

した部材を構えておくことによりまして、何かトラブル等があったときに即座に交換ができる

ようにということで計画上に上げたわけでございますが、その運営後のサービス提供上のメン

テナンス費用ということに関しましては、通常の運営上に要する費用につきましては、すべて
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運営事業者の負担ということで考えております。大規模な災害等が起きた場合は、また別途に

考える必要があるかと思いますけれども、現在は通常の運営に要する費用はすべて運営事業者

への委託、保守委託の中で賄っていくという計画でございます。 

 市内に高齢者の方が、独居の高齢者の方がたくさんいるということで、そうしたところが十

分カバーされているかということでございますけれども、これも私ども対象となります75歳以

上だけの世帯、それから身体障害者１、２級の手帳をお持ちの方だけの世帯と要介護３以上の

方だけの世帯、こうした方々につきましては、市からの広報、折り込みチラシ、それから個別

の郵便あるいは民生委員の方々、それから包括支援センター等にも協力をお願いして呼びかけ

をしていったところですけれども、こうした機械を使うあるいは電子メールを使うというやり

方等も原因としてあったのではないかと思われますが、申込数が対象者に比して少ない結果と

なっております。これにつきましては、今後、こうした方々への引き続きの呼びかけで加入者

増について市としても今後もカバーをしていきたいと思っております。 

 メンテナンス費用に関しましてですけれども、これは公募型プロポーザル方式による提案を

受けた際に、こうした事業の概要をお示ししてこの施設の賃貸借契約、ＩＲＵ契約といわゆる

賃貸借料とそうした完成後の施設のメンテナンス費用あるいは電柱使用料を相殺して、私ども

はこの事業の運営を受けるという提案をいただいて、その提案の内容によりまして、選定委員

会によりこの運営事業者に決めさせていただいておりますので、その提案のとおりで今後も事

業を進めていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） ほかに御質疑はございませんか。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。本案に関しまして質疑を行います。 

 この事業そのものが順調に進んでるということで、それは喜ばしいことだと思います。た

だ、懸案といいますか、対象者が少ないということもありますけども、それは今後の取り組み

でもう一度取り組んでいただきたいと思います。 

 ただ、その取り組み方の中で、昨年、梼原町の矢野町長とちょっとお話をしましたけれど

も、梼原町も平成20年度にこの事業に取り組んでます。そのときは、町を挙げて取り組んだ

と。また、それから子供たちに対しても、これからはインターネットは絶対必要だということ

で、教育長みずからが子供たちの親も説得して児童・生徒の家庭は全世帯にインターネットに

加入させたというふうな姿勢があります。 

 それから比べますと、非常に室戸市の市挙げての取り組みというものが非常に脆弱ではなか

ったかというふうに思います。そういうことも含めまして、これからその会社が、運営会社が

健全な運営をしていくためには、その会社だけに任すことなく、室戸市もケーブルテレビ、イ

ンターネットも含めて加入者増に向けて取り組む姿勢が必要だと思います。 

 そこで、こういったケーブルテレビに関しては50％、インターネットも80％ぐらい、それか

ら見守りサービスも非常に加入は少ないということで、これから市長以下、どういうふうに具
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体的に経営を安定させていくために室戸市が努力するということを具体的に計画をされている

のかどうかをお聞きしたい。それが第１回目の質疑であります。 

○議長（林 竹松君） 山本議員、一般質問になりゆから、原案に対しての質疑をひとつ、え

えですか、それで終わりですか。 

 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 当初計画より、このインターネットであるとか見守りサービスの利用者が少ないのではない

かという御指摘の点だと思います。 

 現在、インターネット加入も1,353件ということで、当初1,600ぐらいを想定をしておりまし

たので少ない。その点からすると少ないというふうに思いますが、先ほど議員さんも他市の状

況を申されましたように、私どもも、このインターネットの普及等については、市民を対象に

したパソコン教室であるとかそういうものもしっかり運営事業者と連携をして進めていかなけ

ればならないというふうにも考えておりますし、また高齢者あるいは障害者の見守りサービス

につきましては、これは市が独自でサービスを提供するんだということで、利用者にはお金を

いただかないというような制度でございますから、これらについても今後とも一層設置を呼び

かけていきたいというふうに考えております。 

 これらのサービスをぜひ広めていかなければならない。利用者の拡大に今後とも努めていか

なければならないという考えでございますので、御理解いただきますようによろしくお願いし

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。 

            〔「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。 

 次に、日程第４、議案第２号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業センター施

設等整備工事請負契約の変更についてを議題といたします。 

 執行部より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。 

            午前11時21分 休憩 

            午前11時28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〕 
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○議長（林 竹松君） 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。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。本議案について質疑をいたします。 

 第１号議案とあわせての質疑になると思うんですけど。 

○議長（林 竹松君） いや、それはできません。 

○１２番（堺 喜久美君）（続） 済いません。先ほど課長のほうから、総事業費が示されま

したので、そしたらその総事業費につきまして、この第２号議案は減額が２億300万円以上あ

るんですけれども、これは１号議案とあわせて見込み違いの金額がこのように出てきておりま

すが、１号議案の整備工事が１億7,600万円、２号議案……。 

○議長（林 竹松君） 堺議員、その１号議案というのはもう終結してますから。 

○１２番（堺 喜久美君）（続） はい。そしたら、両方とも繰越明許ですので、既に国から

の交付金が来ちゅうと思いますが、２つ合わせると３億7,900万円の減になるんですが、返還

金は幾らになるのか、あわせてお聞きいたします。 

○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） 堺議員さんにお答えいたします。 

 今回の事業に対する交付金につきましては、いわゆる情報通信基盤整備交付金、ＩＣＴ交付

金が総事業費の補助対象事業費の３分の１、それから残りの部分につきましては、残りの３分

の２の90％相当分が公共投資臨時交付金で、その３分の２の10％相当分を過疎計画という計画

で、過疎債ということで進めさせていただいておりました。 

 御指摘の総事業費の減に対します交付金の減、これは交付決定は当初の申請内容で交付決定

いただいておりますが、現実に国の交付金としてはまだ完成しておりませんので、いただいて

おりませんので、市の歳入には入ってございませんので、実績によってこれらに対する交付金

が実績ベースで歳入として受けれるということになります。 

 一部、そうですね、それから実績といたしまして事業費が下がったことから、地域活性化・

公共投資臨時交付金の部分につきましては、これは当初の申請の内容の枠の範囲内で事業に充

当できることとなっておりますので、実際はこの部分については事業費が縮まった分そのまま

縮まるということではございませんで、当初枠の範囲内で補助対象事業の裏、いわゆる裏に当

てられることとなっておりますので、結果、事業費が下がったことによりまして、過疎債の発

行見込みがその分縮まったと。 

○議長（林 竹松君） そんな説明したら余計わからん。もう聞かれたことだけちゃんと答え

てください。 

○総務課長（久保信介君）（続） はい。過疎債、当初計画が１億2,800万円程度が大体過疎

債の発行額2,000万円程度に減少したということでございます。以上でございます。 
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○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。鈴木彬夫君。一般質問にならないよう

にお願いいたします。前段もなっておりましたから、お願いいたします。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番。本案について質疑を行います。 

 主に資料の２ページ目ですね、これは私が先ほど質問した施設のほうじゃなくて主に機器な

んですね。だから、恐らく耐用年数も違ってくるし、これのメンテナンスも違ってくるはずな

んですよね。本体工事は室戸市も責任を持たなきゃだめだけれども、こういう附帯機器という

のは恐らくこれは事業者になると思いますが、それでいいですかということがまず１つです。 

 それから、今回、２億300万円ですか、減額がされております。先ほど議員のほうからもあ

ったし市長さんからもあったと思いますけれども、ユーザーの数をこれからどんどんどんどん

ふやしていかなきゃいかんという話がありましたけれども、ふやした際のこういう減額された

分ですね、これは国はもう交付金で支援してくれないと思いますけどもね、室戸市の単独事業

になるのかどうか。その２点について、まず第１回の質疑をしたいと思います。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。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 鈴木議員さんにお答えいたします。 

 まず、センター施設等の機器類の耐用年数についての御質疑がございました。先ほど伝送路

工事のところでの光ケーブルの耐用年数については、大体おおむね15年から20年とお答えいた

しましたが、こちらのセンター施設等につきましては、さまざまな機器類でかなりの量的なも

の、種類と量ともにかなりの量で構成されておりまして、耐用年数については一概にちょっと

申し上げにくいところがございますけれども、機器類については、短いものでは、いわゆる減

価償却の耐用年数としては５、６年程度のものから10年以上のものまでさまざまございます。

これらに関する保守につきましても、先ほど御答弁申し上げましたように、これらの機器類も

含めた施設の賃貸借ということで、運営事業者についてはこうしたセンターの施設も含めて保

守の対象とさせていただいております。 

 それから、今後のユーザー増、加入促進への対応、機器類の対応ということで、これらにつ

いて整備する際に国の支援はどうなるのかということでございますけれども、基本的に今回減

額させていただきましたのは、集落、人家の分布によりまして設計の変更したものでございま

して、センターの機能そのものは、今後、加入増に十分対応できるセンター構成となっており

ます。 

 ただ、市長が申し上げましたように、見守りサービスにつきましては、今後、新しく高齢者

に順次なっていく方とか対象者がふえた際には、これは順次拡大していきます。この分につき

ましては、市の事業としてサービスを展開していくという計画でございますので、御理解をお

願いいたします。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） ほかに質疑はございませんか。鈴木彬夫君、２回目の質疑を許可いた
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します。鈴木彬夫君。 

○１３番（鈴木彬夫君） 13番鈴木。２回目の質疑を行います。 

 先ほどもちょっと議場で言いましたけどもね、主な変更内容ということで資料の２ページで

すよ、項目というのがありまして、通信センター設備、予備機器、センター施設改修、以下あ

りますけれども、これが先ほど言ったように、すべて先ほどの課長の話ではＩＰ告知センター

設備以外は何か国のほうの予算で賄えると、そういう趣旨の発言であったと思いますけれど

も、もう一回、項目ごとにどうなってるのか、その辺を答弁願いたいと思います。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。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 鈴木議員さんの２回目の御質疑にお答えいたします。 

 項目ごとの今後の事業費への対応ということでございますけれども、先ほど御説明申し上げ

ましたように、見守りサービスについては、今後市の単独事業としてこれからも引き続き行っ

てまいります。残りのケーブルテレビ、インターネットにつきましての公共工事相当部分につ

きましては、今回の事業の中での部分までが国の補助、交付金の対象事業となります。 

（「追加のは来ない。ユーザーの追加のは来ない」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（久保信介君）（続） センター機器としては、現在のセンター機器で対応できる

こととなります。 

（「予備機器はどうですか」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（久保信介君）（続） 予備機器は故障時、故障したときの緊急にサービスが途切

れないようにするための予備機器という考え方でございます。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。 

            〔「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。 

 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21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業伝送路整

備工事請負契約の変更についてから日程第４、議案第２号平成21年度繰越明許 室戸市情報通

信基盤整備事業センター施設等整備工事請負契約の変更についてまで、以上２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（林 竹松君） 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〕 
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○議長（林 竹松君） 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４、議案第２号まで、以上２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21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業伝送路整備工事請負契約の変

更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（林 竹松君） 起立多数であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第２号平成21年度繰越明許 室戸市情報通信基盤整備事業センター施設等整備工

事請負契約の変更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（林 竹松君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。 

 お諮りをいたします。 

 本日議決されました案件について、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（林 竹松君） 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23年２月第１回室戸市議会臨時会を閉会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午前11時44分 閉会 
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