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            午前10時０分 開議 

○議長（堺 喜久美君） 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。長崎議会事務局長。 

○議会事務局長（長崎潤子君） 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12名全員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（堺 喜久美君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） おはようございます。 

 ６番小椋利廣。令和２年３月第３回室戸市議会定例会におきまして、市民を代表して通告に

基づき一般質問を行います。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)室戸市長の議会対策・防災対策・危機管理意識についてお聞きをいたします。 

 植田市長は、平成30年12月４日に室戸市長に就任をされまして、はや１年と３カ月になりま

す。令和元年12月第４回室戸市定例議会が12月６日から12月23日まで18日間の日程で開会をさ

れました。12月議会の日程は、12月６日、本会議提案理由の説明、12月９日、12月10日は本会

議一般質問、12月11日、本会議大綱質疑、12月12日、委員会、12月13日から22日まで、事務整

理のため休会、そして12月23日月曜日が委員長報告、討論、表決、閉会となっており、18日間

に及ぶ令和元年12月第４回室戸市議会定例会が終わりましたが、市民の多くの方々からいろい

ろな苦情が寄せられております。 

 令和元年12月、第４回室戸市議会定例会の会期中の植田市長の日程について調べてみます

と、12月15日日曜日、12月16日月曜日、12月17日火曜日まで３日間は不在、韓国となってお

り、２泊３日の日程で市議会議員４人と国立室戸青少年自然の家の次長さんと指導員たちと韓

国へ旅行に行っております。 

 このことについて、市民の方々からいろいろな意見が寄せられており、12月議会の会期中の

非常に厳しいときに市役所を休んで植田市長が個人の費用で韓国へ旅行に行った。市長が12月

議会の会期中に韓国へ旅行に行って市長が不在のときに何か大きな有事の事案が起きたときに

は、市民は一体どうなるのか、議会開会中のときに議会や市民を軽視して韓国へ旅行した植田

市長に対する不平や不満が大きく言われております。歴代の市長の中でも、議会開会中に個人

の費用で海外へ外遊をしたのは前代未聞ではないかという意見が多く寄せられており、植田市

長の議会対策・防災対策・危機管理意識はどこにあるのかと、多くの意見が寄せられておりま



－93－ 

す。 

 また、令和元年12月第４回室戸市議会定例会には、条例関係10件、予算関係３件、人事関係

１件のほか、計20件の議案が提出をされ、特に12月補正予算は３億4,609万6,000円の大型の補

正予算が提出をされており、過去５年間でも３番目に大きな補正予算額であり、非常に厳しい

12月議会の中、庁内では職員が緊張感を持って職務に当たっていたのではないかと思います。

12月定例議会は、大事な議案の件数も多く、また年末の支払い処理で12月は各事業者やいろい

ろな場所に支払う金額も多く、12月の支払い件数は2,413件、支払い金額は総額13億2,898万円

にも上り、またそのうちで市長決裁の1,000万円以上の支払い件数は26件もあり、金額は７億

5,476万円という大変大きな支払い金額があり、市長が議会の開会中に海外へ行って不在の中

で、市役所の庁内事務も非常に厳しい状況下にあったのではないかと推測をいたしておりま

す。 

 また、植田市長が平成30年11月の市長選挙に立候補するときのパンフレットには、「命を守

る」を掲げて市民の安心できる病院の整備、次に実践に役立つ防災対策の強化、次に市民の移

動手段のぐるりんバスの運行等々が掲げられており、次に「命を守る」「室戸を創る」待った

なしの政策では、１に市民が安心できる病院の整備と医療環境の充実強化対策、２、結婚・子

育て家庭への支援対策、３、高齢者への安心・安全、生きがい対策、４、南海地震など防災対

策は実践に役立つ備えと訓練の徹底等々、まだまだほかにもいろいろな項目が掲げられており

ますが、これらのことにはどのように取り組んでいくのか、またどのように取り組んできたの

か、多くの市民の方々からは今までの改善が何ひとつできてない、今後はどのようになってい

くのか、非常に不安になっているという声が大きく上がっております。 

 南海トラフ巨大地震も、今後30年では80％の確率で起きると言われており、いつ起きてもお

かしくない状況下にあり、本当に予断は許さない厳しい状況の中で、植田市長が令和元年12月

の議会開会中に個人の費用で韓国旅行をしたことについて、議会や市民を軽視、市民を防災や

災害から守るという意識が全くなく、議会対策・防災対策・危機管理意識はどのようになって

いるのかと、大きく言われてきているところでございます。 

 また、県庁の中でも、室戸市の植田市長は12月の議会開会中に個人の費用で韓国に旅行に行

ったと言われているようでありまして、県庁でも信頼を失っているという声が大きく聞こえて

きております。市長が県庁で信頼を失っているということは、職員や市民全体が信頼を失い、

室戸市政に大きく影響をしてくるのではないかと考えており、今後の室戸市政が危ぶまれてお

ります。市長としてこれらのことに対する信頼の回復にはどのように取り組んでいくのか、お

聞きをいたします。 

 また、今回の12月議会の会期中に韓国へ海外旅行したことをどのように考えているのか。ま

た、市民の間では市長は市役所にいない日が非常に多いともよく言われております。植田市長

は、室戸市民１万3,000人の命と財産と健康と安全を守る使命がある中で、議会対策と防災対
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策・危機管理意識の信頼の回復にはどのように取り組んでいくのか。また、庁内職員の統率と

完全な事務の遂行に対する認識の重大さにはどのように考えているのか、お聞きをいたしま

す。 

 次に、(2)新しい医療体制の充実についてお聞きをいたします。 

 室戸市では、近年、厳しい人口の減少や少子・高齢化による独居老人、ひとり暮らしの高齢

者が増加をしており、室戸市の中心的な医療を提供してきた室戸病院が閉院となり、さらには

現在従事している市内の医師も高齢化を迎えて、近い将来複数の診療所の閉院が予測をされる

など、医療体制が危機的な状況にあり、入院患者の８割以上が市外の病院へ入院しているのが

現状であります。 

 また、患者さんの救急搬送先の現状では、安芸市、田野町、高知市等々となっており、搬送

先への所要時間は全国平均が約39分、高知県全体が約42分、室戸市は約62分となっており、

60分、１時間を超えて搬送時間がかかるのは、室戸市だけとなっており、室戸市民は非常に厳

しい現状があり、助かる命も助からない事態が起きてくるのではないかと言われております。 

 医療法第７条第３項の規定では、「新しい診療所に療養病床を設けようとするときは、当該

診療所を設置しようとする所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定をさ

れております。 

 令和２年２月17日の高知県医療審議会は、室戸市が届け出た一般病床19床を持つ診療所の新

設について、特例措置の適用を認めるとされており、室戸市は許可になり次第、2021年、令和

３年度の開業を目指して取り組み、保健福祉センターやすらぎ北側の神ノ前公園内に約８億

6,000万円の巨費をかけて19床のベッド数を持った新しい診療所を建設をすることが可能とな

りました。診療科目は、内科、リハビリテーション科、眼科、整形外科の４科目で、入院は当

面内科のみとすると報道をされております。既設の室戸岬診療所には、新しく常勤医師の確保

ができたと言われており、私は70歳前後の医師で外科が専門であるとお聞きをいたしておりま

したが、専門は心臓血管外科であると言われており、高齢者や患者さんの大部分が内科を受診

されることが多いと予測をされますので、今後、一般的な内科の受診はどのように対応してい

ただけるのか、お聞きをいたします。 

 また、19床のベッド数を持つ新しい診療所の事業計画では、常勤医師、院長さん１名、非常

勤医師３名、看護師９名、検査技師等３名、事務職員４名で計20名のスタッフが予定をされて

おりますが、常勤医師を含む全ての人員の確保についてめどが立っているのでしょうか、お聞

きをいたしたいと思います。 

 医療審議会の会合では、人材確保計画が具体的ではない、基準を満たせば開院はできるが、

そう簡単ではないと疑問視もされております。新しい診療所の着工は令和２年の何月を予定を

しているのか。また、完成予定年月日と開院時期はいつごろを想定をしているのか、お聞きを

いたしたいと思います。 
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 (3)新型コロナウイルスによる肺炎対策についてお聞きをいたします。 

 新型コロナウイルスによる肺炎の感染が拡大を続けており、重症化のリスクも非常に高く、

社会問題として大きく報道され、専門家の間ではこの新型コロナの肺炎は完全にとめることは

できないとまで言われております。高知県も、30代の女性の看護師、またその母親、新たに友

人やその家族にも感染がいろいろと広がってきております。全国では、未就学児から小学生や

10代の男性や職場の同僚、学校の先生、高齢者等々いろいろな方々の感染状況が報道され、い

つ、どこで、誰に感染をして発生をするかもしれない新型コロナウイルスによる肺炎感染拡大

防止対策が叫ばれております。品薄のマスクについて、量販店に買いに行っても品切れの状態

で苦慮していると、よく言われており、室戸市においてはマスクや消毒液は十分対応ができる

量を備蓄確保ができているのでしょうか、お聞きをしたいと思います。 

 本市におきましても、小中学校を３月４日から臨時休校をしており、共働きやひとり親家庭

の児童・生徒へはどのような配慮が行われているのか。預け先を確保するのにも大変で、早急

な取り組みができない家庭にはどのような支援ができるのか。また、中学校は期末テストや卒

業式を控えており、市としての対応はどのように考えているのか、お聞きをいたします。 

 小中学校を３月４日から臨時休校しておりますが、春休みを合わせると約１カ月の長期にわ

たり、子供たちに毎日家で勉強しなさいと言っても、親がいない家庭で先生とも連絡がとれな

い状況の中、家庭学習には限界があると思われるが、児童や生徒たちも外へ出て遊びにも行き

たいと思うと思います。しかし、いつ、誰に、どこで感染が疑われるかもしれない状況が起き

たとき、また各家庭訪問について、教育委員会としてはどのような対応が考えられているの

か、お聞きをいたします。 

 臨時休校したことにより、学習内容に応じた授業時間数は達成ができるのか。期末試験もで

きない状況で、３学期の成績はどのようになるのか。時間数の達成ができない場合は、どのよ

うな取り組みで対応するのか、お聞きをいたします。 

 室戸市においても、新型コロナウイルス肺炎対策は万全を期すことが重要であり、市内の事

業所では早くも入場者の予約がキャンセルになるなど、日常生活の収入源にも大きく影響をし

てくると言われておりますので、各事業所の資金繰りや経済対策にはどのように取り組んでい

くのか、お聞きをいたします。 

 今後の新型コロナウイルスによる肺炎感染症の対応についてお聞きをいたします。 

 (4)令和２年度最重要政策予算についてお聞きをしたいと思います。 

 植田市政２年目の令和２年度の予算編成では、少子・高齢化による人口減少が進み、室戸市

の人口も約１万3,000人、高齢化率も約50％となり、人口の減少に伴い、室戸市税や地方交付

税が大きく減少していく中で、全体予算は136億8,500万円という大きな予算が組まれており、

厳しい予算編成になったのではないかと思っております。施政方針にも示されておりますが、

令和２年度に取り組む新しい診療所は、19床の病床設置を基本に、一日でも早く新しい診療所
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ができるように取り組んでいくとされております。基盤整備促進などを初めとする「室戸を創

る」施策を予算編成の重点項目として、令和２年度の予算編成に取り組んできたと言われてお

ります。「命を守る」対策につきましては、既設の室戸岬診療所がこれまで課題でありました

常勤医師が確保されたことにより、医療体制の充実を図るとされておりますが、新たに取り組

む新しい診療所の開設に向けて常勤医師や非常勤医師、その他医療関係従事者、看護師や薬剤

師、検査技師、事務職員等々スタッフのメンバーは何年何月ごろまでに確保ができると想定を

して取り組んでいるのか、お聞きをいたします。 

 今後も続く人口減少の中、産業振興施策の推進、最重要課題の南海トラフ巨大地震対策への

取り組みや復旧・復興対策への加速など、待ったなしの行政課題が山積をいたしております。

施政方針の中でも、いろいろな項目が掲げられておりますが、植田市政施行はや２回目の予算

編成に当たり、室戸市税の減少や地方交付税が減少していく中で、人口の減少対策、経済の活

性化、産業の振興、新型コロナウイルスへの対応等々、室戸市民１万3,000人に大きくアピー

ルができる目玉施策について、何点かお示しをしていただきたいと思います。 

 次に、(5)新村の空海遍路文化会館を観光振興にすることについてお聞きをいたします。 

 室戸市には、四国霊場24番札所最御崎寺、25番札所津照寺、26番札所金剛頂寺の３山があ

り、１年間を通して多くの参拝客が訪れており、平成26年には四国霊場開創1200年記念大会が

開催をされ、６年が経過をしております。四国遍路は、平成27年回遊型巡礼路と独自の巡礼文

化が認められて、文化庁が支援をする日本遺産に認定をされ、現在、世界文化遺産へ登録を目

指して取り組んでいるとお聞きをいたしております。室戸ジオパークは、南海地震によって隆

起した地形が特徴であり、国内５カ所目の世界ジオパークに認定をされ、令和元年、ユネスコ

国連教育科学文化機関による世界ジオパークが行う４年に１度の認定継続審査にパスをし、２

回目の再審査に合格をしたと報じられております。 

 室戸ユネスコ世界ジオパークの行当から黒見海岸の中の新村サイトでは、海岸沿いに新しい

遊歩道が建設をされて多くの観光客が訪れ、その上段の不動岩の頂上の洞窟の中には、太平洋

を見おろして空海が修業したとされる跡地があり、お不動様がお祭りをされております。旧暦

の１月28日には、初不動様として地域に根づいたお祭りが毎年にぎやかに行われております。

新村不動様の真ん中に、柱は大きく、天井は高く、お寺風建築様式により木造２階建て、延べ

床面積276.22平方メートル、83.55坪、総建築金額約３億円で遍路文化を学べる空海遍路文化

会館が建設中であり、館内は遍路の文化を伝える数多くの展示物を並べ、室戸の魅力がさらに

魅力を増す観光産業の新しいスポットとして、令和３年の春には完成をする予定であるとお聞

きをいたしております。空海遍路文化会館の建設に当たっては、国や県の補助金はなく、寄附

金や借入金や自前の資金で建設をされており、文化庁が支援をする日本遺産に認定をされた空

海の修業の地に新しく建設する魅力ある空海遍路文化会館を、産業の振興、地域の活性化と観

光振興に取り組み、地域の文化を親しむ新しい観光スポットが誕生することについて、室戸市
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としては何か協力をして取り組んでいくことができないか、お聞きをいたします。 

 (6)デュアル・モード・ビーグル（ＤＭＶ）についてお聞きをいたします。 

 私は、平成24年２月12日の日曜日、ＪＲ北海道が開発をした夢の列車、バスと言われるデュ

アル・モード・ビーグル（ＤＭＶ）の試験走行に、牟岐駅から宍喰駅までは汽車で、宍喰駅か

ら室戸岬まではバス仕様で室戸岬を往復をするコースに試乗をいたしました。2020年度中に阿

佐東線、徳島県海陽町から安芸郡東洋町まで四国南東部を走る世界初のデュアル・モード・ビ

ーグル（ＤＭＶ）が走るので、沿線の市町村の期待が大きく膨らむと言われております。阿佐

東線がデュアル・モード・ビーグル（ＤＭＶ）を導入をしようと計画をしたのは、地域の活性

化、また観光客を呼び込んで線路維持につなげる鉄路と道路のいずれも走れる車両は、震災時

の復興にも役立つなどの条件で、徳島県、高知県、両県や沿線自治体が協議を始めたと言われ

ております。事業費は約14億円で、公表されたルート案では、平日は阿波海南文化村海陽町を

バスで出発し、鉄道として阿波海南駅から甲浦駅を走り、再びバス化して東洋町白浜の海の駅

を経由して道の駅海陽町の宍喰温泉まで走るコースとされております。また、土曜、日曜、祝

日は、甲浦駅から四国循環鉄道の夢をたどるように、国道55号を南下し、室戸市に入り、むろ

と廃校水族館や室戸ジオパークセンター、室戸岬を経由して終着駅の室戸ドルフィンセンター

まで１日１往復走るとされております。ＤＭＶの観光活用策を協議するため、東洋町や海陽町

のあさチェン推進会議の事務局は、ルート案が正式に発表されたので、室戸市と連携がとれる

ようになった。今後は、観光関係者や旅行会社へも売り込みやすくなるので、期待をすると言

われております。今後、室戸市は東部観光の目玉商品としてデュアル・モード・ビーグル（Ｄ

ＭＶ）への取り組みとそのファンは10万人ぐらいいると言われておりますので、既に先行して

行動をしております徳島県や高知県、また東洋町や海陽町と連携をして、高知県の東部観光の

目玉商品の開発と発展と協力体制に室戸市としてどのように取り組んでいくのか、お聞きをい

たします。 

 (7)ふるさと納税の返礼品の発送についてお聞きをいたします。 

 奈半利町でのふるさと納税に関するあってはならない不正が報道され、驚いております。ふ

るさと納税は、室戸市にとってはありがたく、貴重な財政の収入源として大切に大事に利用さ

れていただいていると考えております。ふるさと納税の平成29年度は10億7,300万円、平成

30年度は12億2,700万円、令和元年度は予算上では約14億円の納税額が想定をされておりま

す。室戸市の市税の過去３年間の決算状況を調べてみますと、３年間とも税収額は約11億

5,000万円前後であることから、ふるさと納税の令和元年度の約14億円に上る寄附額は、室戸

市の１年間の税収額以上にふるさと室戸応援寄附金をいただくことになり、そのうち総務省が

決めております３割の返礼品、宅配便の送料を含めて約４億円の費用が要ったとしても、10億

円前後のふるさと納税額を室戸市が利用できることになり、大きな貴重な財源としてメリット

は非常に大きいと思います。また、返礼品に要する費用も、地元の企業や業者さんに還元をさ
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れていくことから、地域の活性化にも大きく貢献をしていると思います。 

 ふるさと納税は、全国、北は北海道から南は沖縄までの各地域から室戸市に善意で好意を持

った方々から寄附が寄せられ、総務省規定の３割の返礼品について、室戸市は運送料金が全国

一律の金額で設定されており、遠くと近くでは運送料金の金額に差額が大きく、返礼品として

送る商品に大小ばらつきができてくるので、全国一律の運送料金にするのではなく、地域を区

切った運送料金の金額を割り当てるのが適当ではないかと言われておりますので、お聞きをい

たします。 

 返礼品を発送している企業や業者さんにお聞きをいたしますと、全国一律の運送料金では近

くと遠くでは品物に大小ばらつきができて、納税者に対して不公平感ができてくる。また、遠

くの方に同じ品物を送るとしたら、返礼品の業者が損をして送っていると言われております。

全国の、例えば北海道、東北、北陸、関東、関西、中国、四国、九州・沖縄地方等々に地域を

区切って運送料金を上乗せして商品を発送することが室戸市を応援して寄附を送ってくれる

方々に対して、室戸市の優しい配慮が届き、また次につなげていくことができると思うが、返

礼品の地域別運送料金体制への取り組みについてお聞きをいたします。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 10分休憩いたします。 

            午前10時41分 休憩 

            午前10時50分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 大変失礼いたしました。御協力ありがとうございました。 

 それでは、小椋議員にお答えをさせていただきます。 

 まず、(1)市長の議会対策・防災対策・危機管理意識について、韓国ラオン高校訪問の件に

ついてでありますが、初めに議員指摘のように、この議会の軽視、市民軽視による外遊ではな

かったかという御指摘がありましたけれども、このたびの韓国訪問、大変重要な役割を持った

ラオン高校の訪問であったことを申し上げさせていただきまして、その経過や私の考え方をも

ってお答えさせていただきたいと思います。 

 議員も御存じのことかと存じますが、室戸青少年自然の家に韓国野球チームが合宿に来てい

ただけるようになって８年目を迎え、その誘致については、韓国に親交の厚い人材を多く持た

れている西森元県議会議員のお世話で、前市長や市議、市民の有志の皆さんが手弁当で韓国を

訪れ、誘致活動に御尽力されてきたと伺っております。また、その背景には、室戸青少年自然

の家の利用客が減少し、存続が危惧されていることを西森先生が知り、その対策として韓国野

球の誘致に動いてくれたのが始まりだとお聞きをしております。 

 昨年は、ラオン高校とリトルチーム合わせて93名、ことしも79名の皆さんが合宿されるな
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ど、自然の家の稼働力の最たる利用客となっております。ラオン高校の野球部は、平成29年か

ら合宿に来られるようになり、昨年の春には47名の部員が35日間にわたり合宿をされています

が、その後、日本と韓国の国交間の問題が大きくなり、ラオン高校が合宿に来られないとの情

報が私の耳に入りました。そのときにも、西森先生には大変お世話になりましたが、その西森

先生から、ラオン高校に一度御挨拶に行ったほうがいいですよとアドバイスを受けたことや、

誘致活動に御尽力されてこられた市議の皆さんからもお誘いを受け、韓国行きの日程を10月か

ら11月にかけて検討したものの、公務やラオン高校側の都合等で調整がとれず、12月議会定例

会の休会となった12月15日の日曜から17日の火曜までの３日間、個人の費用負担で韓国を訪問

し、16日月曜日の午前中にラオン高校を訪ねたところであります。 

 当然議会中であることに悩みもありましたが、ラオン高校等の合宿誘致に向けた訪問は、自

然の家の存続はもとより、地域間交流や今後の継続に向けた取り組みに欠かせない対応である

と判断をしたものでありまして、議長にお断りをして日程を組ませていただいたところであり

ます。正直なところ、ラオン高校の合宿が中止になると、これまで多くの皆さんの御尽力によ

り築き上げてきた交流や信頼が失われてしまうのではないかとの心配や、室戸や県内における

生徒間の貴重な国際交流の芽を摘んでしまうのではないかといった危機感も強くあり、その旨

を議長にもお話をして、議会中ではありましたが、ラオン高校訪問を決断したというのが率直

なところでございます。 

 議会や市民の皆さんには、御心配をおかけしましたが、ラオン高校を訪問させていただい

て、校長先生や監督など、関係者への要望や意見交換ができましたことは、大変有意義な機会

となりました。おかげさまで野球の合宿は継続となりましたし、特に野球合宿だけでなく、室

戸高校とラオン高校の生徒間交流の推進について協議も深めることができ、先般、ラオン高校

からその具体的な提案書が関係者を通じて届けられ、担当課から室戸高校に連絡をとらせてい

るところであります。 

 一方、出張中におけます対応、防災対策や危機管理につきましては、議会の開会、閉会にか

かわらず、私が不在の際には副市長を先頭に有事の対応をとることができるよう、平時より万

全を期しているところであります。 

 さらに、市長決裁が受けられず、庁内事務が厳しい状況にあったのではないかとの御指摘に

つきましては、平日の不在が２日間のみであったことと、至急の決裁ややむを得ない場合に

は、室戸市事務決裁規程に基づき、副市長の代決により決裁を受けられること、私が不在する

ことは職員が事前に庁内電子掲示板において把握できるように対応しておりますことから、問

題はなかったと認識しているところであります。 

 また、私が不在することが多いという声があることは事実でありますが、他の市町村長と比

べても特に出張が多いとの認識はございません。私は、市長として室戸市の厳しい状況を今何

とかしなければ室戸市を再興することが一層厳しくなるとの思いからでありまして、命を守
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り、室戸を創るためには、さまざまな要望活動や会合に出席し、また人を訪ね、意見交換やよ

いアイデアを吸収し、私が得た情報やその人脈を市政のために生かすことが結果として信頼回

復につながると考えているところであります。 

 そして、よりよい市政運営のためには、議員御指摘のとおり、職員の統率を図り、適切な事

務遂行が必要不可欠でありますので、私をトップとした課長会や各課との協議を通して職員の

資質向上や施策における意思疎通を積極的に行ってまいります。 

 次に、(2)新しい医療体制の充実についてであります。 

 まず、安芸医療圏における病床の確保対策についてであります。 

 昨年、県により行われました安芸医療圏における19床の確保に係る医療整備計画の公募に応

募をした３つの団体の審議が、安芸区域の医療構想調整会議、医療構想調整会議連合会、医療

審議会で行われ、その結果、僅差ではありますが、医療法人臼井会が19床を確保いたしまし

た。しかしながら、市といたしましては、医療の充実を図る上で新診療所建設は達成しなけれ

ばならない最重要課題であることから、県に対し有床診療所の病床設置に関する特例の適用に

ついて要望を行いました。県におきましては、年明け早々にこの特例に係る要綱を設置してい

ただくとともに、市からの届け出や事前協議を経て、再度各会議を早急に開催していただきま

した。本年１月には、安芸区域の地域医療構想調整会議、２月にはその連合会、医療審議会が

それぞれ行われ、２月19日に県より正式に許可をいただいたところであります。こういった経

過を踏まえ、当初の予定より時間を要してしまいましたが、病床の確保といった高いハードル

を越えることができましたことは、市長就任以来最もうれしい成果となりました。御支援、御

協力を賜りました関係者の皆さんにも心から感謝をしているところであります。 

 今後、新診療所の整備を進めていく上で最もハードルが高くなりますことは、医師や看護師

等医療人材の確保であります。現在、本市が想定している人員は、医師、看護師、理学療法士

等の常勤20名、整形外科医、眼科医、管理栄養士等の非常勤５名の計25名であり、そのうち院

長や非常勤医師につきましては、指定管理候補予定者において既に内諾を得ているとお聞きを

しております。その他の看護師等の医療従事者につきましては、指定管理候補予定者のみに任

せるのではなく、市としましても医療人材の誘致に向けた支援等を行い、官民の連携によりそ

の確保に取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、医療人材の確保の時期についてでありますが、診療所運営に係る研修、実習等を行っ

ていただくことを想定しておりますので、新診療所開設の１年ほど前から指定管理者による看

護師等医療従事者の雇用を開始していただきたいと考えております。 

 今後のスケジュールについてでありますが、病床の確保が決定後、速やかに基本設計に係る

業務に取りかかっており、今月中には基本設計業者を決定し、７月には実施計画業務の開始、

その後令和３年度から建設を開始し、年度内に本体工事の完了、機器導入や準備期間を経て、

開設時期は事業が順調に進捗すれば、令和３年度中に開設ができるよう鋭意努力をして取り組
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んでまいりたいと思います。 

 次に、新しく室戸岬診療所に来ていただく予定となっております常勤医師の専門領域につい

ては、主に心臓血管外科でありますが、仮に診断が難しい症例等があった場合については、こ

れまでと同様、専門科へ紹介状を書くことなどにより、対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、この医師につきましては、現在は内科医として勤務しておりまして、そのほか外科等

の経験や高知市内等で病院長も歴任された経歴もあり、本市の診療所でも十二分にその力を発

揮していただけるものと考えております。 

 いずれにいたしましても、室戸岬診療所の充実とともに、新診療所の実現に向け全力で取り

組み、本市の地域医療の強化に努めてまいります。 

 次に、(3)新型コロナウイルスによる肺炎対策についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、国内の複数地域で患者が発生をしており、一部

地域には小規模患者クラスターが把握されている状態となっております。このような状況を踏

まえ、国におきましては、本年２月25日に、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を発表

しました。 

 概要としましては、今後の国内での健康被害を最小限に抑える上で極めて重要な時期である

として、流行の早期終息及び規模の抑制を図るため、感染の不安から適切な相談をせずに医療

機関を受診することや感染しやすい環境に行くことを避けていただく、また手洗いやせきエチ

ケット等を徹底するよう呼びかけるものでありました。その後、２月29日に、高知県内で１人

目の感染者が確認されて以降、感染者が増加している状況であります。 

 本市におきましても、室戸市新型インフルエンザ等対策行動計画を準用し、新型インフルエ

ンザ等対策本部準備会を２月19日に開催、２月29日に対策本部を設置し、対策を行ってきたと

ころであります。 

 対策の方針としましては、国・県に準じた対応が必須であると考えており、必要以上に恐れ

ることなく、冷静な対応を心がけ、手洗いの方法やせきエチケットの周知、相談窓口の周知、

小・中学校の臨時休業、イベントの中止や規模縮小等の検討などを行ってまいりました。その

ような中、全国的にもマスクや消毒薬が手に入りにくい状況となっており、私といたしまして

も、何とか市の備蓄品について市民へ配布できないかという思いでありました。しかしなが

ら、市が備蓄しているマスクは２万9,000枚、消毒薬は約100本と十分に市民全体に対応できる

量ではないこと、何よりも本市の備蓄品については、災害時の医療用として一定数確保してい

るものなどから、関係課で検討した結果、配布は行わないこととしました。 

 また、各事業所の資金繰りや経済対策につきましては、議員御案内のとおり、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により、市内の飲食業や宿泊業などの予約のキャンセルが既に発生をし

ており、今後も各事業者へ多大な影響があることが想定されます。経済産業省等によると、新
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型コロナウイルスの影響を受ける事業者のために資金繰り等の経営相談窓口の設置や、経済上

の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が一時的に休業などを行った場合、休業

手当、賃金等の一部を助成する特例措置が新たに設けられております。 

 また、高知県商工労働部経営支援課によると、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者の

金融円滑化を図るため、高知県経営支援融資制度の貸付対象者が追加されております。 

 本市としましても、商工会など関係団体との連携を強化して、新型コロナウイルス関連の相

談窓口や助成制度の周知等を行ってまいります。 

 今後の新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、日々更新される国や県の対応等の

情報を収集するとともに、市民への周知に努め、国・県の指導のもと、対策本部において検討

し、市民の安全・安心につながるようしっかり取り組んでまいります。 

 次に、(4)令和２年度最重要政策予算についてであります。 

 令和２年度当初予算案につきましては、施政方針でも申し上げたところでありますが、主な

ものを幾つか紹介をしますと、まず「命を守る」の施策では、新診療所の人材確保としまし

て、新診療所開設の１年程度前から指定管理者による看護師等医療従事者の雇用を開始してい

ただきたいと考えております。特に、南海トラフ地震を初めとする防災対策関連としまして

は、有事における地域の維持・向上を目的とし、新たに国土強靱化地域計画の策定や飲料水換

算で約4,400人の方に３日間供給することのできる耐震性貯水槽設置事業に加え、避難タワー

や避難路、消防屯所整備事業など、引き続き防災・減災対策に取り組んでまいります。 

 また、近年増加の一途をたどる救急要請に対応するため、高規格救急車購入事業など、消

防・救急・救助体制の向上、充実を図ってまいります。 

 続きまして、「室戸を創る」の施策につきましては、まず室戸市総合振興計画策定事業とし

て、今後９カ年のまちづくりの方針を定めてまいります。 

 次に、雇用・産業振興対策として、返礼品の開発や磨き上げを継続として行うとともに、ウ

エブ上での広告などのＰＲ事業にも取り組み、ふるさと室戸応援寄附金事業の拡大及び寄附金

額の増に努めてまいります。 

 さらに、雇用対策としまして、企業立地促進補助事業にも引き続き取り組んでまいります。 

 観光振興につきましては、旧椎名小学校体育館改修事業や「ＭＵＲＯＴＯ ｂａｓｅ 55」

を核とした周遊観光を推進するためのプロモーション事業に取り組んでまいります。 

 また、保健・健康対策としましては、ウオーキングやヘルシーメニューの開拓等市民の方な

どが健康づくりに楽しく取り組めるための健康プログラムを新たに企画し、実践してまいりま

す。 

 ブロードバンド整備事業におきましては、運営事業者の契約更新に伴い、多くの提案をいた

だけるようプロポーザル方式による事業者の選定を進めてまいります。 

 また、教育の充実につきましては、小中学校非構造部材の耐震化や照明ＬＥＤ化事業など、
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教育施設の整備及び県立室戸高等学校の魅力化として、通学補助事業や教育移住にも新たに取

り組んでまいります。 

 以上、主なものについて申し述べましたが、「命を守る」「室戸を創る」の２つのスローガ

ンを着実に実行するための予算編成としているところであります。 

 次に、(5)新村の空海遍路文化会館を観光振興にすることについてであります。 

 空海修行の地として知られ、四国霊場八十八カ所の３つの札所を初め、御蔵洞や不動岩な

ど、多くの空海ゆかりの地がある本市において、空海遍路文化は多くのお遍路さんが訪れるな

ど、交流人口の拡大のための大きな柱の一つとなっていると認識をしているところでありま

す。 

 このような中、新たに空海遍路文化会館が民間の活力によって建設されていることは、市と

しても大変ありがたく感じているところであり、完成後は本市の交流人口のさらなる拡大、郷

土文化の伝承に寄与していただけるものと大いに期待をしているところであります。今後、想

定できる協力内容といたしましては、市のガイドブックの掲載等が考えられますが、現在のと

ころ所有者の方と具体的な協議ができておりませんですので、今後、市として御協力できる物

事がありましたらその都度内容を検討させていただきたいと考えております。 

 次に、(6)デュアル・モード・ビーグル（ＤＭＶ）についてであります。 

 ＤＭＶの導入につきましては、これまでの議会でも答弁させていただいたとおり、徳島県、

高知県及び阿佐東線の沿線市町村である海陽町、美波町、牟岐町及び東洋町などにより、平成

28年度に阿佐東線ＤＭＶ導入協議会を立ち上げて、令和２年度内の運行開始に向けて準備を進

めているものであります。また、ＤＭＶの運行につきましては、各種報道で取り上げられるな

ど、機運が高まっており、先日大阪で開催しました室戸応援隊結団式におきましても、観光事

業者の方々から高い関心が寄せられるなど、全国的に注目を集めていることから、観光振興の

起爆剤として期待をしているものであります。 

 ＤＭＶバスモード路線の室戸への延伸につきましては、私自身も以前より強い関心を抱いて

おり、先日、徳島県等から室戸への延伸の御提案をいただきましたので、ルートの選定などに

ついて意見交換を行い、現在、土日祝日に各１便、甲浦駅から海の駅とろむまでを観光路線と

して運行するよう調整していただいているところであります。 

 また、ＤＭＶバスモード路線の運行に関し、ルートや料金等の決定機関として、徳島県、高

知県、交通事業者、市町村及び各種団体等で構成される阿佐東地域公共交通会議の立ち上げ準

備が行われており、室戸市関係者として副市長、観光協会会長及び室戸警察署交通課長が委員

として参加する予定となっているところであります。この会議において、当市の意向をしっか

りと伝えるとともに、構成団体等と連携したイベントの開催や市内の乗降場所となるむろと廃

校水族館、室戸世界ジオパークセンター、室戸岬及び室戸ドルフィンセンターと連携した取り

組みなどにより、ＤＭＶの利用促進に努めるとともに、終点の室戸ドルフィンセンターのある
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海の駅とろむの整備につきましても、既に高知県に要望活動を行っており、高知県東部の重要

な観光コンテンツとなるよう取り組んでまいります。 

 私からは以上でありますが、教育長及び産業振興課長から補足答弁をさせますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 小椋議員の新型コロナウイルスによる肺炎対策についてお答えいた

します。 

 本市におきましても、国や県からの一斉臨時休業の要請に沿って、市内全ての小中学校を３

月４日から３月24日まで臨時休業といたしました。今回の臨時休業につきましては、今がまさ

に感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期であることを踏まえ、何より子供た

ちの健康・安全を第一に考えて、感染リスクにあらかじめ備える観点から実施したものであり

ます。学校の臨時休業中は、多くの人が集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごす

ことが原則ですが、共働き家庭などの子供や小学校低学年の子供は、留守番をすることが困難

であると考えられるため、通所前の検温やアルコール消毒等、感染の予防に十分留意した上

で、室戸小学校区においては、放課後児童クラブ、その他の学区におきましては、希望者のい

なかった中川内小学校を除く佐喜浜、元、吉良川、羽根においては、放課後子ども教室を開所

して受け入れております。開所時間につきましては、長期休暇期間における取り扱いをしてお

ります。また、羽根児童館におきましても、同様の予防に留意し、開館しているところでござ

います。 

 なお、今後の状況の変化によっては、受け入れの中止も想定されます。 

 次に、中学校の期末テストや学習評価についてであります。 

 ３月に予定していた１年生と２年生の期末テストは、休業期間に入ったため、実施できてお

りませんが、期末テストは習熟度を確認するための試験であり、未実施であっても学習評価が

できないということはありません。単元テストや確認テストを日ごろから実施しており、その

結果や日々の授業、臨時休業期間中の家庭学習の成果などから、学年末の学習評価をすること

となります。卒業式につきましては、新しい生活の展開への動機づけとなるかけがえのない行

事であるため、現時点では時間の短縮やマスクの着用など、感染防止のための措置を講じ、中

学校と中川内小学校が３月12日、中川内小学校以外の小学校では３月20日に開催する予定であ

ります。 

 次に、感染が疑われる事例が発生した場合や家庭訪問などの対応についてであります。 

 各学校においては、臨時休業前に家庭学習のための教材準備や指導を行い、臨時休業期間中

には家庭訪問を実施するなど、児童・生徒に対して支援をしていくこととしております。 

 今後、県内での感染の拡大、室戸市内で感染が疑われる事例や感染が確認された場合には、

家庭訪問から電話による指導に切りかえることなどが考えられますが、室戸市の対策本部との
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連携を図りながら対応してまいります。 

 また、今回の臨時休業で標準授業時数が確保できず、未履修部分が出てきた場合にも、国か

らの通達により、各学年の修了や卒業認定に差しさわることはありません。現在、各学校での

未履修部分の調査を行っており、今後は家庭学習など必要な取り組みを行うとともに、次年度

に前学年の未履修部分の授業を行います。 

 なお、今、御答弁申し上げた内容につきましても、感染拡大など日々状況が変化してまいり

ますので、その都度適切に対応してまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長併農業委員会事務局長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 小椋議員に、大きな１点目の(7)ふる

さと納税返礼品の発送についてお答えいたします。 

 ふるさと納税制度が改正されまして、昨年６月から、返礼品は寄附額の３割以内とするこ

と、品代、配送料、広告料、人件費、ふるさと納税ポータルサイトへの手数料等、寄附の募集

に係る経費は寄附総額の５割以内とすることとなっております。 

 本市では、これらの改正点を踏まえまして、昨年６月１日から新制度移行に遺漏のないよう

取り組んでいるところでありますが、事業者への品代の支払い金額が最大になるよう、品代と

配送相当分を合わせて報償費を設定しております。議員お尋ねの地域別の配送料金設定につい

てでありますが、寄附募集に係る経費のうち、各ポータルサイトへの手数料や人件費などの経

常費が寄附額の約１割弱の現状において、返礼品がどの地域に何件発送されるか不明なまま地

域別に配送料金を設定した場合、配送料金が増額となり、寄附総額に係る経費が５割を超え、

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定から外れることが危惧されます。 

 また、報償費については、配送件数が最も多い関東地域を基準とした設定をしておりまし

て、関東地域への配送料と比べ、北海道や沖縄県など遠隔地への配送料は割高になりますが、

逆に四国や関西地方など近接地への配送料は割安になりますので、事業者にはその点を考慮し

ていただき、採算のとれる報償費を設定していただいているところであります。 

 なお、これまでに返礼品の内容についてのばらつきが出ているなどの報告は、当課にはござ

いません。 

 いずれにしましても、登録事業者と連携を保ちながらさらなるふるさと納税の拡充に努めて

まいりたいと考えております。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋利廣議員の２回目の質問を許可いたします。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。２回目の質問を行います。 

 まず、１番の室戸市長の議会対策・防災対策・危機管理意識についてお聞きをいたしますけ

れども、市長は先ほどラオン高校へ訪問をしたのは大変重要な訪問であったというふうに言わ

れておりまして、どうしてもこの時期しかなかったというふうに言われておりますけれども、

それまでにやっぱりこの訪問の時期が、私は遅かったのではないかというふうに考えておりま
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す。12月議会の開催中にどうしても行かにゃいかんというほどのもんでも、私はなかったので

はないか。それが、これは私の思いですけんど、12月の議会の開会中に公費で出張すると議会

や市民からも何を言われるかもわからんという思いの中で個人の費用で出張したのではないか

というふうにも考えております。 

 それで、自然の家の次長さんや指導員は、公費で出張しちゅうわけですよね。それやった

ら、市長も全く公費で出張してもよいのではないかというふうに思っておりまして、どうして

市長の私費で出張したのかと、この付近についてもう一度お聞きをしたいと思います。 

 それから、これは自然の家でお聞きをしたことですけんど、12月15日時点では、韓国から来

る、令和２年１月６日から23日まではリトルリーグが39名、ラオン高校の新入生17名は１月９

日から２月10日まで、ラオン高校の在校生は１月13日から２月13日までというふうに、もう予

定は決まっていたというふうに、私は考えておりますが、この決まっちゅう予定の中でどうし

てこのときに行かにゃいかんかった、もっと早く、例えば10月か11月に行って、予定も決まっ

てないときにぜひとも室戸にキャンプに来てもらいたいという要請をしたほうが、この不自然

な時期に行くよりはもっと時期的によかったのではないかというふうに考えております。 

 それから、市外で偶然にある首長さんにお会いしたときに、首長さんは議会の開会中に個人

の費用で海外へ旅行することがありますかねというふうにお聞きをいたしましたところ、そり

ゃあ小椋さん、議会の開会中にはそれはないでしょうというふうに言われておりまして、私も

そのときに室戸市の議会は議会が開会中によくそんな許可をして海外旅行ができたことですね

と、逆に言われまして、これは室戸市の議会も軽蔑されようかなというふうに、私は感じを持

ったわけでございますので、今後におきましては、市長が海外へ外遊するときは、議員協議会

でも開いて、これらを決めて決定をするというふうにしたらどうかなというふうに思いますの

で、これは一応要望としてお願いしたいと思います。 

 それから、久保副市長にお聞きをいたしたいと思います。 

 久保副市長は、その前に、市長が韓国へも行かんずくにですね、もっと議会活動に専念をし

て取り組んでいたら、例えば12月議会の議案第２号室戸市課設置条例の一部改正についてで

も、否決ではなく可決になった可能性もあったのではないかというふうに、私は考えていると

ころでございます。 

 それから、久保副市長にお聞きをしたいと思いますけれども、久保副市長は県庁の優秀な職

員であって、人権課長さんも務めてきたというふうに聞いておりますので、本課の課長さんも

務めてきたような経験があれば、県議会の厳しさややっぱり答弁書なども作成をしてきた地位

にあったというふうに、私は考えております。 

 それで、高知県議会の開会中の厳しい状況は、久保副市長は既にわかっていたのではないか

というふうに思いますので、植田市長が議会の開会中に私費で韓国へ出張をすることについて

同意をしたのか。また、同意したのであれば、市長が海外旅行の不在のときに有事が起きたと
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きにはどのような対応をしていくと考えていたのか、この付近についてもお聞きをしたいと思

います。 

 それから、(2)番の新しい医療体制の充実について、先ほどの市長の答弁では、常勤20名、

非常勤５名で25名体制で新しい診療所の経営に当たっていくと、内諾を得て１年ぐらい前から

取り組んでいくというふうな答弁があったと思います。それで、令和３年度ごろから建設に取

り組んでいく中で、なるだけ早い時期に開所していきたいというふうな話であったと思います

が、これらについては市長の思いとしては大体いつごろを予定をして開所していきたいかとい

う思いはどう考えているのか、お聞きをしたいと思います。 

 それから、市長はそういうふうに人材確保はもうできちゅうというふうに言われております

けれども、その医療調整会議の話の中では、人材確保計画が具体的ではないというふうに疑問

視もされておりますが、これらのことについてもう一度詳しくお聞きをしたいと思います。 

 それから、(3)番目の新型コロナウイルスの肺炎対策について、先ほどの話では、マスクの

備蓄は約２万9,000枚、消毒液は100本しかないと、備蓄がというふうに言われておりましたけ

れども、今、聞いてみますと、介護事業所のほうでもマスクや消毒液が非常に足らんというふ

うに言われております。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員、あと５分です。 

○６番（小椋利廣君）（続） はい。こういったことについて今後この備蓄用品を一時的に開

放して、またその備蓄用品は今からでも十分備蓄ができると思いますので、一時的に開放する

予定はないのか。 

 それから、経済対策ですけれども、例えば宿泊所とか、飲食の事業所とか、こういうところ

が非常に困っちゅうというふうに言われております。ほんまにもうあすにでも宿泊客がないの

で首をつらにゃあいかんというふうな皮相的な思いを持って毎日を務めていきゅうというふう

な話も来ておりますので、これに対する何か市としての取り組みはできないか、お聞きをした

いと思います。 

 それから、新村の空海遍路会館の件ですけれども、市長の話では今後は交流人口のさらなる

拡大について取り組んでいくと、それから今後対応ができることは市として検討していくとい

うふうに言われておりましたけれども、あそこには下に新村のジオサイトが整備をされており

ます。それで、下の新村のジオサイトの環境と同じように遍路文化会館も周辺整備ができるよ

うな方法で今後取り組んでもらえないか。例えば、国道55号からの取りつけの関係とか、そう

いうことで。 

 それから、このデュアル・モード・ビーグルですけんど、それはドルフィンセンターまでは

取り組んでいくという話ですけんど、これはどうしても奈半利駅まで延伸をしていただいて、

循環ができていけるような方法の取り組みが東部観光の今後の目玉商品にもなってくるのでな

いかというふうに考えておりますので、その付近についての答弁をもう一度お願いをしたいと
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思います。 

 それから、ふるさと納税ですけれども、今、課長の話では、関東を起点にした送料の配置を

考えちゅうということで、北海道や沖縄は、その関東を中心とした中でもうけた分をその北海

道とか沖縄とかに配置をしてくれと、こういうことやけんど、僕はやはりこれはやっぱりその

地域別に単価を見直してやるのが本当の今後のあり方やないかというふうに考えております。

我々が郵便局や宅急便で全国に荷物を送っても、どこも地域割りの料金やないですか。そうい

うふうにやっぱり地域割りに料金制度を設定してやらんと、僕は業者が困るんじゃないかとい

うふうに考えておりますので、これについてもう一度お聞きをしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の２回目の質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 １点目の韓国訪問につきましては、要望ということでよろしいでしょうかね。 

            （６番小椋利廣君「はい」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） 要望するということでしたけど、関連の質問、そしたらわか

りました。何点か具体的に聞かれながら、最後要望するというふうに御質問やったもんですか

ら、もう要望でいいのかなと思いましたけれども、何点か御指摘のあって、もう既に日程が決

まっているという反面があったじゃないかと、そしたらもっと、１つはもっと早い時期に行か

なければ意味がなかったんじゃないかという御指摘でございましたけれども、その点について

はそのとおりだというふうに認識しております。早い時期に、10月か11月ぐらいに行こうとい

う日程を調整をしながらも行けなかったのは、私の公務日程が重なったのと、11月には高校側

のほうの日程がいっぱいでスケジュールが合わなかったという背景がありましたので、そのこ

とは御了解いただきたいと思います。 

 それと、もう一点の合宿に来てくれる日程がもう大方見えていたからという御指摘もありま

したけれども、実は第１回目の答弁でも申し上げましたとおり、大変お世話になりました西森

先生のアドバイスもありまして、非常に今回国交間同士が大きな問題になってもうラオン高校

が来れないという状況の解決に汗をしていただきました。その先生からこういった状況だとい

う、その背景、取り組みを聞いたときに、やっぱり年内に１回どうしても市長として顔を出す

ことが必要じゃないかという実は思いもあっての韓国出張になりました。 

 それと、いま一点の御指摘は、私費で出たということでありますけれども、このことは自分

が外遊するから自分のお金で行ったんじゃないかという思いの御指摘だったかと思いますけれ

ども、全く私はそうではなくして、逆に過去を見ても議員の方々も市民の方々も、今でもそう

でありますけれども、私費で韓国野球を室戸に誘致してくれているということに対して、市長

だけが公費で行くのかということをすごく違和感を感じましたと同時に、今回は韓国行きの予

算もきちっと立てていなかった背景で、私費で動かざるを得ないという判断をしたものであり

ますので、どうか御理解をいただけたらというふうに思います。 
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 次に、２点目でございますが、新しい診療所の開設について、いつごろを市長は考えている

のかということでありまして、令和３年度中という１回目の答弁をさせていただきました。こ

れも順調に時間が進んでいって、精いっぱいぎりぎりではないかなというふうに、今、思って

おりまして、いろんな問題、大きな事業でございますので、問題なんかが出てくることが想定

されると、ややもすると令和４年度の早い時期といったことになることも想定がされるのでは

ないかなというふうに思っておりますが、万全を期して一日でも早い開院に頑張ってまいりた

いと思います。 

 それといま一つ、新型コロナについての御質問で、備蓄用品、少ないけれども、今後のこと

はまたいろんな対応もあるのではないかと、とりあえず今、市民のほうに配給されてはどうか

という御指摘だと思いますけれども、随分そのことも議論をさせていただきましたが、配布を

しないということに決定しました背景には、１つの問題としてはこれは今回の新型コロナのた

めに準備をしたマスク、消毒薬でなくして、災害時等に持たれるための蓄えたものであるとい

うことが１つでした。 

 それと、合わせて３万弱ぐらいのマスクを市民に全部渡したとして何日ももたないと、もっ

ともっと状況が厳しくなるといった可能性や関係する医療機関等に渡さないかんことなんかも

想定されるというような危惧もありまして、ここは各市民に頑張ってもらいながら様子を対応

していかざるを得んというところの現時点での判断でございますので、御理解を賜れたらとい

うふうに思います。 

 それと、新村に整備されております空海会館についてでありますが、ジオサイトもあるので

その道路の整備など、もっと連携を持って協力し合ってはどうかという御提案かと思いますけ

れども、今後の取り組みを見ながら整備されている関係者の方々との協議ができておりません

ですので、そうしたことも見通して今後協議をしながら検討してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 さらに、ＤＭＶについての御質問がございました。現在のルートだけでなくして、経済効果

を上げるためには、奈半利駅までつないで循環鉄道にすることが重要ではないかという御提案

でございますが、私も全くそのように考えております。しかし、今の時点では大変車両の問

題、あるいは事業費の問題、ハードルが高いような説明を受けておりまして、今後議会のほう

の皆さんのお力もかりながら、市民のほうの力もかりて、そうした方向に行けるように、私も

頑張ってまいりたいと思いますので、御支援をよろしくお願いしたいと思います。 

 ふるさと納税の質問が最後にありましたけれども、担当課長のほうからお答えさせていただ

きます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 久保副市長。 

○副市長（久保寛人君） 小椋議員の御質問にお答えをいたします。 

 市長の議会中の韓国へ行ったことについて同意をしたのか、有事のときはどう対応するのか
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というお尋ねだったと思いますが、同意とかそういうことではなしに、議会開会中に私費で韓

国へ行かれるということについての必要性や変更の可能性について市長と協議をいたしまし

た。そして、変更できない場合については、議長へ一言御報告をした上でということをお願い

をいたしたところでございます。 

 それから、有事のときの対応でございますが、昨年４月に室戸市に着任させていただいて以

来、市長が県外に出張している場合には、日曜日などの休日であっても室戸市外へ出ないよう

に日ごろより対応しております。そして、市長が仮に不在のときに有事が発生した場合につき

ましては、関係課長などと協議をいたしまして、その内容に応じた対応をすることになると考

えております。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 小椋議員の２回目の質問で、ふるさと

納税関係で、やはり北海道、沖縄のほうの遠隔地は地域割りとなるので、全国一律じゃなくて

地域割りの料金設定をしたらどうか、単価の見直しをする必要があるのではないかという御質

問でありますが、先ほど１回目の質問で報償についての設定のことを申し上げましたが、報償

費の設定の範囲内で各事業者さんが寄附額に応じた品目を各サイトへ選定して掲載しておりま

す。寄附者はそれを選択して注文というか、することになりますので、御理解のほどお願いし

たいと思います。 

 それから、事業者からこれまでの疑義、問い合わせはございませんが、今後そういうことが

あれば担当課のほうで事業者と連携とって協議をしてまいりたいと思っております。 

○議長（堺 喜久美君） あと２分です。小椋議員の３回目の質問を許可いたします。 

○６番（小椋利廣君） 小椋利廣。３回目の質問をさせていただきます。 

 先ほどのふるさと納税の件で、課長はどうしても関東地域を中心として地域割り的な料金設

定はなかなか難しいというふうなことを言われたと思いますけれども、けんどある程度やっぱ

り地域的やないと、我々がどこへ荷物を送ってもそうやない、やっぱりその地域によって料金

は違うと思うわけよ。その同じ業者がどっかそのもう北海道から沖縄まで、また関東も送るも

んやったらええけんど、その例えば北海道だけしか送らん、その沖縄だけしか送らん、そうい

うところはもう来ちゅうと思うわけよね。そういうときの対応というのを、じゃあどうなって

いくのかということをお聞きしたいと思います。 

 みんなどこのその配達業者も全部そうやない、郵便局らでも宅急便らでも、全部地域割りの

単価ばっかりやないか。それを全国一律で関東地方を中心とした単価だけでは、私はおかしい

のではないかと、もう一度お聞きをしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 小椋議員の３回目の質問にお答えいた

します。 
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 地域別にということで、やっぱり北海道、沖縄は割高になるので地域別にということでござ

いますけれども、送料だけじゃなくて、品物と送料と合わせた額を報償費として設定しており

ます。確かに北海道、沖縄の遠隔地は、送料だけでは割高になりますけれども、あと品物のほ

うは採算がとるように事業者のほうで考慮していただいて設定をしていただいておるものと理

解しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって小椋利廣議員の質問を終結いたします。 

 昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時47分 休憩 

            午後０時59分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、竹中真智子議員の質問を許可いたします。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。令和２年３月定例会におきまして通告書に従って

市民を代表して一般質問をさせていただきます。 

 市長の政治姿勢について。 

 (1)課設置条例の一部改正の案件についてお伺いをいたします。 

 さきに市長が提出した課設置条例の一部改正についての案件そのものが２度にわたり否決を

されたということ、これは本来ならば２度にわたって否決されたということは、市長の政策そ

のものが市民に否定されたということです。市長も市民の代表かもわかりませんが、我々議員

も市民の代表としての議員であります。このような大変重い結果が出ておりますが、否決結果

についてはどのようにお考えでしょうか、市長の答弁を求めます。 

 (2)コロナウイルス対策について。 

 新型コロナウイルスの感染が世界中で大きく報道をされ、我が国でも北海道から九州・沖縄

まで患者の感染が広がり、死者も出ている状況ですが、芸西村でも安芸市でも、患者の発生が

伝えられておりますが、室戸市での患者発生時の取り組みについて、対策は考えておかなけれ

ばならないと思い、まずお聞きをいたします。 

 執行部の人たちも、専門の医師ではありません。申しわけありませんが、わかる範囲で答弁

をしてください。 

 コロナウイルス対策ではどのように対処されているのか、お聞きをいたします。 

 例えば、たくさん市民の集まる場所や集会、保育園や教育現場、介護施設などへの啓発をど

のようにしているのか。そういった施設で仮に感染者が発生した際に、受け入れ先の病院はど

こにお願いするのか、対策はどうなっているのか、お聞きします。 

 テレビで放送されるニュースでは、刻一刻とコロナウイルス感染情報が流されております。

当市では、市民に伝わる啓発活動や相談のできる体制を早急に整え、対策に当たってくださっ

ておりますでしょうか。市の広報に新型コロナウイルスにどういった方が感染しやすいかとい
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うようなことが書かれたチラシが入れられ、その中に高齢者や糖尿病、腎臓病、透析を受けて

いる方やがんなどの持病のある、そういう人たちに注意を促す折り込みがありました。高知県

で患者が発生しますと、大変不安になる方が多いかと思います。執行部の人たちも専門の医師

ではありませんので、わかる範囲内で答弁をしてください。 

 私たちも市民の代表として質問をするわけですので、安全で安心して生活できるような対策

を講じていくのが行政の役割だと思います。市民が安心できるような室戸市独自の指導は出さ

ないのでしょうか。 

 このウイルスに感染しやすい人に高齢者が挙げられております。高齢者とは、何歳以上から

を指しているのですか。何人くらいいるのでしょうか。独居で暮らしている高齢者の人たちへ

の見回りはどのような方法でしているのでしょうか。また、学童が保育園や学校を休み、子供

の面倒を見るために仕事を休むと国から企業や本人に助成金を出すとか言われておりますが、

それもどうなっているのか、知り得る限りのところで答弁をしてください。 

 (3)診療所の整備について。 

 昨年９月議会前の議員説明会の席で、神ノ前公園区域内への室戸市立診療所の整備について

の話がありました。そして、先月２月19日付の高知新聞に、県医療審議会は県へ一般病床19床

を持つ診療所の新設について、特例措置の適用を認めると、県へ答申した。室戸市は、2021年

度中の開業を目指して整備するとの内容で、神ノ前公園区域内に総事業費用８億6,000万円

で、診療科目は内科、リハビリテーション科、眼科、整形外科、入院は当面内科のみ、指定管

理者は室戸中央病院を運営する医療法人愛生会を予定し、院長予定の常勤医師と非常勤医師１

名の内諾を得た。収支予測は、初年度は病床稼働率を低く見積もり5,000万円から6,000万円の

赤字、２年目以降は毎年1,000万円以上の赤字を想定、開業までに地域医療対策基金としてふ

るさと納税で４億円を積み立て、赤字を補塡していくという。この日の審議会の会合では、委

員から、人材確保の計画が具体的ではない、基準を満たせば開院できるが、そう簡単にはいく

のかと懸念する声が出たと報じております。 

 そこで、市長にお聞きをいたします。 

 神ノ前公園は、国から補助を受け、都市防災総合事業として整備をされた防災公園で、その

区域内に診療所の建設を想定しているようですが、用途外に使用するとなると、補助金の返還

をしなくてはならないと聞きますが、しなくてよいのですか。議員説明会のときに、この公園

整備の際に投入をされた国費は、返済しなくてもよい見通しだとの話でしたが、その結果はど

うなりましたでしょうか。文書手続をされていると思いますので、国より許可をいただいたの

でしょうか。それは、許可をいただいたのであれば、いつでしょうか。その申請書は、どこへ

出したのですか。国ですか、県ですか。神ノ前公園区域内に建設場所を選定した理由を教えて

ください。 

 そして、それはいつ、どのような方法で、誰が決めたのですか。診療所建設に向けて一般の
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市民や知識のある人々が集まって話し合い、幅広い年代層の人たちの意見を吸い上げ、会を立

ち上げ、検討し、手順を追って進めていくのが一般的なやり方ではないでしょうか。 

 先日の新聞によれば、「財源はふるさと納税で賄う」と載っておりましたが、不確定なこと

を頼って財源を求めるのは、ちょっと危険過ぎるのではないかと思うところです。 

 また、そういうお金を一般予算に頼れば、市の財政がますます悪化をして、市民にも大きな

負担をかけるようになるのではありませんか。そのツケが市民にはね返ってくるような政策

は、一歩そこで立ち止まり、考えることはとても大切なことであると思います。私も病院は必

要だと思いますが、諸事情を考えますと、大変不安になります。元にあった民間病院が閉院に

追い込まれていった、そのことについて似たような医療施設の建設には、いろいろな方面から

原因や要因を、市は調査、分析、そして研究をしてやらなければ、市の財源がますます悪化を

して、最悪の事態になりかねません。市民の結構な数の人たちが救急患者の受け入れのできる

24時間体制のとられた病院ができると思い込んでいるようなことも聞きました。 

 救急診療は、対応するのですか。医師の数は予定している人数確保ができない場合は、内諾

をもらっている２名でスタートするのですか。診療所の指定管理者は、室戸中央病院を運営す

る医療法人愛生会に決まったのですか。 

 高知新聞によれば、去る１月22日付の新聞には「愛生会を指定管理者に予定している」とい

う表現で書かれ、２月19日付の高知新聞では「指定管理者は室戸中央病院を運営する医療法人

愛生会を予定し」と書かれております。市長、指定管理者はどのように決められるのですか。

室戸中央病院を運営する医療法人愛生会にもう決まっているのですか、お聞きします。 

 診療科は４科、誰が決めたのですか。小児科も設置してほしいとの声を聞いていますが、設

置すること、できますか。看護師や理学療法士などのスタッフの確保は、どんな状況ですか、

お聞きをします。 

 また、室戸岬診療所ですが、４月より常勤される医師の診察が始まりますが、私、９月議会

で市民の方々の声でレントゲンの設置要望をしておりましたが、そのレントゲンの設置のため

の予算が計上されており、市長の室戸岬診療所についての思いに市民の方々はほっとされてい

るのではと察するところです。 

 以上、さきに質問をいたしました事項に関して答弁を求めます。 

 (4)孤独死対策について。 

 ２月初めのこの朝日新聞によりますと、誰にもみとられないまま屋内で死亡し、１カ月以上

たってから見つかった遺体が大阪府だけでこの１年で382体に上り、死後２日以上で区別する

と2,996人で、うち65歳以上の高齢者が71％と大部分を占めているとのことです。孤独死の法

律上の定義や全国的なデータはないそうですが、大阪府警の調査で今回のことがわかりまし

た。室戸市には、ひとり暮らしの世帯がどのぐらいあるのでしょうか。そのうちひとり暮らし

の高齢者世帯は、室戸市にどのぐらいあるのでしょうか。室戸消防署管内で119番通報があ
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り、出動し、誰にもみとられないで亡くなっていた人が過去５年間に13件あります。高齢者の

独居世帯の見守りは、どのようになっているのか、お伺いをいたします。 

 民間調査機関の調べで、自宅で死亡し、２日以上たって見つかる高齢者が全国で２万

7,000人にも上るとの推計を発表しております。高齢化の進む室戸市において、このようなこ

とが起きないように取り組むことができるか、お聞きをいたします。 

 (5)空海遍路文化会館について。 

 室戸市には、四国霊場24番札所最御崎寺、25番津照寺、26番金剛頂寺と３カ寺あり、四国八

十八カ所霊場の中でも明治になりますまで、24番通称東寺と26番西寺は、女人禁制のしかれて

いたお寺です。西寺の女人堂と呼ばれた不動堂、新村にありますこのお堂の脇に、空海遍路文

化会館が建設をされておりますが、先月２月21日、地元の人たちの言うお不動さんのお祭りに

建設中の空海遍路文化会館の中で一般者向けに放映されておりましたＤＶＤを拝見しました。

26番金剛頂寺や不動堂などについて、お寺の深い歴史について拝聴をし、感銘を受けました。

寺には、重要文化財の指定を受けた我が国最古の平安時代の写本10巻が残されていて、大切に

保管・管理されております。室戸は、空海が修行したことから聖地となり、地元の人たちが育

んだ四国八十八カ所霊場は、現在、日本遺産に認定をされ、世界遺産への登録を目指していま

すが、年間を通じてお遍路さんたちが室戸へ足を運び、来る年も来る年も途絶えることのない

お遍路さんによって、お遍路文化が根づいている室戸三山、３カ寺ですが、四国でも、日本の

中においても、大変すばらしい霊場です。それについて、宗教の面では市にいろいろと差し支

えがあっても、空海遍路文化会館は室戸市の観光資源の一つとして室戸市が何か協力とかでき

ないものかと思い、支援とかできないものかと思い、お聞きをいたします。 

 この建物のすぐそばには、室戸ユネスコ世界ジオパークの新村サイトがあり、世界の地質学

者の注目を集める場所でございます。観光の目玉として、ＰＲの価値あるところですので、市

長の答弁を求めます。 

 (6)市長の危機管理体制について。 

 12月議会は、11月29日告示、12月６日に招集され、12月23日閉会の日程で行われましたが、

この議会開会の日程の中で、12月15、16、17の３日間、韓国へ４名の室戸市議会議員とともに

行かれていたようですが、議会休会中とはいえ、議会は閉会の12月23日まであり、この議会の

会期中に海外へ出向いていかなければならない何か特別なイベントなどがあったのでしょう

か。事情があったのでしょうか。室戸自然の家の稼働率向上のための利用を働きかけるために

出向かれたと聞いていますが、間違いないでしょうか。それは、議会会期日程が組まれている

ときでなければ、その会期中でなければだめだったのですか。公費で行かれたのですか。仮に

休みをとっていっても、議会の会期中には緊急なことがあったときに役所に参集できるように

備えておく必要があると考えますが、議会の会期中に休会であっても海外へと出かけた市長の

とるべき危機管理体制はどのようにされていたのか、お聞きをします。 
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 今回の韓国訪問は、韓国高校野球のキャンプ誘致という目的で公務で行かれたと理解してい

ますが、そのように理解してよろしいでしょうか。12月議会の際に、室戸市東部に被害を与え

た台風19号の件で質問をしましたが、危機管理意識が私は薄いように思います。市民の命と財

産を守るためにも、と市長はよく言われますが、言うこととすることが違うように感じており

ます。市長の危機管理体制について答弁を求めます。 

 私は、新人議員です。前段に質問をされたベテランの議員さんとは違いまして、なかなか難

しい言葉で言われましても理解するのに時間がかかることが結構あります。どうか懇切丁寧に

詳しく答弁をしてくださいますよう願いまして、私の１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 竹中真智子議員にお答えをさせていただきます。 

 まず初めに、(1)課設置条例の一部改正の案について、２度にわたる否決についてどのよう

にお考えかとの問いについてであります。 

 竹中真智子議員がどのような御意見で反対をされたのか伺えておりませんですので、その具

体的で直接的なお答えにはなりませんが、全般的な中における考えでの答弁をさせていただき

たいと思います。 

 昨年12月定例議会での審議におきましては、ＳＤＧｓの課名が市民を初め多くの皆さんに、

まだ理解されていない名称であるといった御指摘や何をやるのかとの御質問に対しても、理解

していただけるだけの私の説明と情熱が足らず、否決されたものだと理解をしております。 

 反対された議員さんからは、何をする課なのかわかりにくい、時期尚早、市長は自分の独断

で議案を提出したとのことで、正しい方向に推進するか心配との御指摘や、ＳＤＧｓは国策で

国の義務、課長会で全課長が反対したようだが、前代未聞、ＳＤＧｓは国の所管であり、市が

事務を執行するのは越権行為だ、ＳＤＧｓの名称が市の課題に適切か違和感がある、ＳＤＧｓ

に取り組むことでどんな効果があるか、2030年以降の見通しが立たない、ＳＤＧｓの推進とは

何をするのか、広義で捉えれば既に取り組んでいる、職員を国連に派遣、あるいは国連から職

員を派遣してもらうのか、先行して取り組むと視察団が来ると思うが、対応できないのではな

いか、もっと身近な課題から取り組むべき、全執行部が反対したと聞いているが、強引に進め

るよりも、まずは内政に取り組むべきなどの御意見をいただきました。 

 どの御意見に対しましても、私の説明不足であったと反省をしております。ただ、反対され

た意見の中には、正しくない御意見もあり、その訂正のお願いもさせていただいたところでご

ざいます。 

 私は、現状の室戸市に憂いを持つ市民、室戸市はこのままではいかんといった市民の怒りの

声や力が支持となって市長に就任させていただいたと認識をしております。よって、職員にも

市民にもわかりにくくても取り組むことにより、室戸市の発展・振興につながるような重要な

施策は提案をさせていただき、議論を深めてハードルが高くても理解をし合いながら他の市町
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村がやれていないことにチャレンジする市長でないと、その責務は果たすことができないと考

えております。 

 室戸市の現状を誰よりも詳しく、正しく御認識されています議員の皆様には、御理解いただ

ける提案であると、私はある面、自信を持っておりましたし、そう理解をしておりましたこと

から、否決されたときには大変残念でたまらなかったというのが正直な気持ちであります。私

だけが強引に進めたとの御指摘もありましたが、最初に課長会に提案したときには反対の意見

ばかりで、その後、私自身も再検討をしましたが、ＳＤＧｓの取り組みを先行することの優位

性やその必要性を考えたときに、他の市町村よりも厳しい環境に置かれる室戸市だからこそ、

職員にも一体となって取り組んでいただきたいと願ったし、議員の皆さんには御理解をいただ

けるものとの思いでありました。ＳＤＧｓのあり方を議論する２回目の課長会では、賛同いた

だいたと言えるほどの自信はありませんが、市長の取り組み姿勢に理解を得て提案した議案で

ありました。よって、私の独断で提案した議案だとの御指摘は正しくありませんですので、御

理解をいただきたいと思います。 

 一方、この議案に反対する御意見は、ＳＤＧｓだけではなく、ジオパーク推進室への格下げ

は次回審査への影響が心配されるといった御意見や、環境政策課の新設及び債権管理課の統合

に反対する御意見もあり、否決となりました。申すまでもありませんが、機構改革への取り組

みは、新年度に向けて新たな施策や市政運営を効率的に取り組むための改革であります。12月

議会での各議員の御意見はもとより、広く市民の意見もお伺いをして、課長会で議論を深め、

修正をして、２月臨時議会に再度提案をしたものであります。 

 12月議会で否決されて期間が少ないとの御意見や、年度内の再提案はおかしいとの御意見も

いただきましたが、待ったなしで強化して取り組みたい事業など、山積している室戸市の現状

を考えたときに、より効率的な機構改革に早く取り組み、成果を上げられる市政運営と市民サ

ービスの向上につなげたいとの思いで提案をしたものであります。大きな反対のあったＳＤＧ

ｓの名前は取り下げ、市民に浸透させることなどを優先しながら今後の検討課題としました。 

 また、室戸市の重要な課題となっている環境問題を強化させるために環境政策課は存続をさ

せ、債権管理課は徴収に係る一定の仕組みの構築や人材が育成できたことなどを鑑みて、税務

課に統合する案を再度提案させていただきました。結果は、竹中真智子議員の御指摘のとお

り、５対６の僅差ではありましたが、否決となりました。２度目の否決も私の説明不足もあり

ますが、考え方の相違もあり、御賛同がいただけなかったものと受けとめておりまして、全て

私の力不足だと認識をしております。 

 いずれにいたしましても、この大変厳しい室戸市政の運営を担っておりますので、議会と執

行部が両輪となって取り組めるよう一層努力をしてまいります。 

 次に、(3)新診療所の整備についてであります。 

 まず、神ノ前公園につきましては、都市防災総合推進事業に係る補助金を活用し、平成23年
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度に完成した公園であります。神ノ前公園へ診療所を建設する場合に、国費の返還が必要かと

いう点に関しましては、私自身も国土交通省へ出向き、担当者と協議を行うとともに、担当課

につきましても、高知県、四国地方整備局と協議を重ねてきたところであります。国の回答と

しましては、神ノ前公園が現在有している機能を損なわず、避難場所として、またその応急活

動拠点としての機能を確保できれば、目的内での用途変更として、原則補助金の返還なしに建

設を認めるというものであります。 

 建設予定の診療所は、建設前の避難可能面積を確保するとともに、災害対応における拠点と

しての機能を持たせることを予定しており、国の示す条件を満たすよう設計に反映させてまい

りたいと考えております。しかしながら、現時点においては、これは正式な許可ということで

はなく、敷地面積や施設構造等の内容が一定定まった時点で判断をしていただく必要があると

ともに、公園の附帯工事等に係る部分については、一部目的外での用途と判断され、返還が生

じる可能性もあることなどから、基本設計完成後に再度国・県と協議を行ってまいります。 

 次に、どうして神ノ前公園としたのかという点についてであります。 

 当初の建設候補地は、神ノ前公園を含め複数箇所ありましたが、土地の取得に要する費用や

日数がかかること、進入路整備に係る費用が必要であること等、さまざまな理由から候補地を

絞り、神ノ前公園を選定したものであります。そのほか、神ノ前公園を選定した理由といたし

ましては、Ｌ２クラスの地震が起きたとしても、津波の浸水区域外であること、近隣にヘリポ

ートや防災倉庫、医療救護所であるやすらぎが隣接していることなどから、医療救護病院とし

ての機能を持たすことで、災害時の拠点となり得ること、また市内中心部にあるという立地か

ら、住民の利便性が高いことなどから決定をしたものであります。 

 また、どのようにして決めたのかという点につきましては、神ノ前公園への建設について、

診療所機能等あり方検討委員会での協議や議員説明会等で御提案させていただき、一定の御理

解をいただいているものと認識をしております。 

 次に、救急患者の受け入れについてであります。 

 救急対応ができる診療所となる24時間体制での医師、看護師等の多くの医療従事者の確保が

必要となることから、診療所開設当時から実施するのは大変ハードルが高いものと考えており

ます。しかしながら、平成30年度の救急患者の搬送状況を見ますと、全体の搬送件数1,093件

に対し、その半数に当たる544件が入院加療を必要としない軽症の患者であったことからも、

診療時間内に一定の急患を受け入れることで、患者負担はもちろん、救急隊員や救急病院の負

担の軽減が図れるものと考えております。診療所における救急対応については、先ほど申し上

げましたように、人材確保に係る課題等もありますので、指定管理者と協議の上、将来的な目

標として取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、医療人材の確保についてでありますが、現在、本市が想定している人員は、医師、看

護師、理学療法士等の常勤20名、整形外科医、眼科医、管理栄養士等の非常勤５名、計25名で
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あり、そのうち院長や非常勤医師につきましては、指定管理候補予定者において既に内諾を得

ているとお聞きをしております。医師２名でスタートするのかとのお尋ねですが、整形外科は

月１回、眼科は週１回、医師の派遣による診療を現在のところ想定をしており、常設の診療科

である内科、リハビリテーション科については、２名体制で行うことを予定をしております。

医療従事者の確保については、これから診療所開設の１年程度前から行うこととしております

が、近隣の医療機関にお聞きしましても、大変厳しい状況でありますので、指定管理候補予定

者のみに任せるのではなく、市としても医療人材の誘致に向けた支援等を行い、官民の連携に

より、その確保に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、指定管理者についてであります。 

 これまで高知県や本市と関連がある病院等に対し、本市における医療機関の設置についてお

願いをしてまいりましたが、医療人材の確保の課題等もあることから、やっていただける医療

機関の確保には至りませんでした。こういった経過を踏まえ、本市においては指定管理者制度

を用いた診療所の整備を計画し、令和元年８月16日から９月６日までの間、新診療所の指定管

理者に係る意向調査を行いました。この意向調査につきましては、指定管理候補者の選定を行

う前に事業者の参入意向の事前調査を行うもので、安芸医療圏の病床を持った医療機関ととも

に高知県医師会、ホームページ等で募集を行いました。これに対し、２つの法人から参入の意

向があり、その後、その２団体と協議を行ったところ、そのうちの１団体は医師確保が非常に

難しいとのことであり、本市の定める要件を満たさなかったことから辞退をされ、指定管理候

補予定者に係る選定委員会の結果、医療法人愛生会を指定管理候補予定者に選定したところで

あります。 

 指定管理者の選定につきましては、通常施設の設置管理条例が制定された後に議会で承認を

受ける必要がありますことから、施設の設計業務が終わっていない現段階で指定管理者を指定

することはできないものと考えております。しかしながら、診療所の建設については、基本設

計の段階から診察室等と検査室の動線をどのようにしていくのかや、機器選定等専門的な知識

が必要となり、実際に運営する医療法人と綿密な計画を行う必要があります。また、開設に当

たり、事前に医療人材の確保が必要となることからも、できるだけ早い段階で事業に取りかか

る必要があることから、医療法人愛生会と協定等を結ぶことにより、指定管理候補予定者とし

て開設の準備を進めていきたいと考えております。 

 次に、診療科についてであります。 

 診療科につきましては、昨年度策定をいたしました地域医療計画及び本年度行いました診療

所経営等コンサルタント委託業務の結果から、市内患者の医療需要や経営収支予測等を鑑み、

この４科としたものであります。 

 また、小児科の設置につきましては、私としましても、子育て環境の充実や永住対策、移住

対策においても重要であることから、ぜひとも設置したいと考えておりますが、医師の確保や
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収支計画等難しい課題もありますので、将来的な設置に向けて検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、診療所の経営収支予測といたしましては、議員御指摘のとおり、指定管理者制度を導

入したとしましても、収支状況は厳しいことが想定をされており、運営には市からの継続的な

支援が必要な見込みとなっております。しかしながら、本市におきましては、医療従事者の確

保問題や今後さらなる人口減少が進むことなどにより、医療機関の経営は厳しい見込みであ

り、新たな民間医療機関の参入は期待できない状況であります。市といたしましては、一般病

床を持つ診療所を整備し、基幹的な公的医療機関として地域医療体制の充実・強化を図ること

で、市民の命を守り、健康で安心して暮らすことのできるまちづくりを行うことは、最優先す

べき市の責務であると考え、その整備促進に向け取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、御理解、御支援のほどをよろしくお願い申し上げます。 

 次に、(4)孤独死対策についてであります。 

 人口減少及び高齢化の進行とともに、地域のコミュニティー意識の希薄化、プライバシー意

識の高まりなどにより、孤立しやすい社会へと急速に移行している中で、誰にもみとられるこ

となく息を引き取り、その後、相当期間放置されるような事案が発生していることにつきまし

ては、私も大変残念に思っているところであります。平成27年度国勢調査の数字になります

が、本市の単身世帯数は2,506世帯であり、その高齢単身世帯数は1,528世帯となっておりま

す。本市における高齢者の単身世帯の見守りにつきましては、配食サービス、訪問理美容サー

ビス、買い物支援事業、ブロードバンドを利用したあんしん見守りサービス等、生活支援サー

ビスを通じた見守りを行うとともに、地域包括支援センターや民生委員児童委員、市民館職

員、室戸警察署による訪問活動を通じた孤立を防ぐための取り組みなども行われており、地域

の状況把握に努めているところであります。 

 また、高知新聞取扱販売所、土佐あき農業協同組合、ヤクルト販売所との地域見守り活動に

関する協定により、日常業務の中で異変を察知した場合に連絡、通報していただくようお願い

をしているところであります。 

 そのほか、平成30年度には、株式会社室戸ショッピングセンターと株式会社とくし丸との連

携による移動販売事業におきまして、室戸市高齢者・障害者等の見守り活動に関する協定の締

結により、高齢者や障害者の安全・安心な生活につながるものと考えております。 

 さらに、地域のコミュニティー意識の希薄化をなくすため、地域の中で集って活動できる場

所として、げんきクラブや百歳体操、社会福祉協議会で実施しているミニデイサービス事業な

どの取り組みも行っているところであります。しかしながら、高齢者の孤独死と考えられるケ

ースは、全国的にもなくなっていない現状があります。このようなことを未然に防ぐために

は、周囲の人とのかかわりを持つことが非常に重要であり、地域コミュニティーのつながりを

つくることが必要であります。今後につきましても、地域住民の方々や各種団体、民間企業、
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行政が連携したネットワークの構築を図るとともに、日ごろからのつながりの中で日常生活の

異変に気づき、また見守りや支援を行うことができるよう、地域コミュニティーの形成により

一層努めてまいります。 

 次に、(5)空海遍路文化会館についてであります。 

 本市において空海遍路文化は、多くのお遍路さんが訪れるなど、交流人口の拡大のための大

きな柱の一つとなっていると認識をしており、市としましては、これまでも室戸三山を初め空

海ゆかりの地を通じて、遍路文化や郷土の歴史を市のホームページや観光ガイドブック等で御

紹介させていただいております。空海遍路文化会館は、そういった空海遍路文化をより広く知

っていただき、交流人口のさらなる拡大に寄与していただけると期待をしているところであり

ます。今後、市として御協力できる内容としましては、前段の議員にもお答えをしたとおり、

市のガイドブックの掲載等が想定されますが、現在のところ所有者の方と具体的な協議ができ

おりませんですので、今後、市として御協力できる物事がありましたら、その都度内容を検討

させていただきたいと考えております。 

 次に、(6)危機管理体制についてであります。 

 私の韓国訪問の件につきましては、前段の議員にもお答えをさせていただきましたとおり、

理由としては、ラオン高校などの韓国野球チームの合宿誘致による室戸青少年自然の家の稼働

率向上対策や異文化交流であります。時期につきましては、日韓の関係悪化もあり、これ以上

おくらすわけにはいけないとの考えから、やむを得ず議会休会中での時期となったわけであり

ます。また、その費用につきましては、今回は私費となっております。 

 なお、費用を個人負担としている理由につきましては、同行した議員も私費で参加している

ことに加えまして、３日間のうちラオン高校を訪問し、関係者との協議や意見交換の時間が限

られていたこともあり、また一部野球誘致と関係のない行程もあることなどから、今回は私費

旅行とし、ラオン高校の訪問については公務としての整理をしているものであります。 

 次に、韓国訪問のために不在とした３日間、そして市民の生命と財産を守るために必要な危

機管理体制につきましては、先ほども述べさせていただきましたとおり、議会の開会、閉会に

かかわらず、私が不在の際には、副市長を先頭に有事の対応をとることができるよう、平時よ

り万全を期しているところであります。 

 また、市民の命と財産を守るためには、医療の充実や災害に強いまちづくりが必要不可欠で

ありますので、その実現に向けて県や国を初めとした関係機関への要望活動などをあわせて行

ってまいります。 

 私からは以上でありますが、保健介護課長から補足答弁をさせますので、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（堺 喜久美君） 辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 竹中議員に、１の(2)新型コロナウイルス対策について、
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私のほうからお答えをいたします。 

 議員御案内のとおり、新型コロナウイルスにつきましては、国内の複数地域で患者が発生

し、高知県内では２月29日に第１例目の感染者が確認されて以降、感染者が増加している状況

であります。県においては、患者発生時には感染症法に基づき、その発生状況、動向及び原

因、濃厚接触者の調査等を行うこととなっております。市といたしましても、国・県の方針、

要請、指導に沿って迅速かつ適正に対応していく必要があると考えております。 

 次に、市民の集まる場所や施設等への周知啓発についてでありますが、各出張所や市民館等

公共施設や市内の公衆トイレ、庁内各課関係事業所等へのチラシの配布、各関係省庁から提供

される情報につきましては、介護事業所や保育、教育施設等、各課関係事業所等への情報提供

を随時行っております。 

 また、それらの施設等において感染症が発生した際の受け入れ先の医療機関でありますが、

感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律に基づいて、県が指定する感染症指定

医療機関に入院することとなっております。加えて、県の指示により、当該施設を休業、閉鎖

することなどが想定されます。 

 次に、市民への感染症に関する啓発活動につきましては、相談窓口や感染症予防等につい

て、市のホームページへの掲載や３月号広報への折り込み、３月６日発送での各常会への回覧

板でのチラシの配布等を行っております。しかしながら、今後も新たな情報や必要な情報につ

いて市民への提供、普及に取り組み、市民の不安解消に努めてまいります。 

 また、感染症の相談窓口については、高知県が設置している新型コロナウイルス相談センタ

ーについて、市民に対し、周知を行っているところでございます。 

 そして、庁内においては、新型コロナウイルスについて、市民からの問い合わせや相談等が

あった際には、各課において県の相談窓口や感染予防の方法等を伝えることができるよう、職

員への周知を行っております。 

 次に、市独自の指導についてでございますが、新型コロナウイルス感染症は、指定感染症と

して指定されており、関係法令により国・県、市、国民等それぞれの責務について定められて

おります。市といたしましては、刻々と状況が変化する中、市民への情報提供、知識の普及に

努めるとともに、今後とも国・県と一体となってそれらの方針、要請、指導に沿って的確に対

策を講じることにより、市民の安全・安心につなげていきたいと考えております。 

 次に、高齢者の年齢の定義につきましては、ＷＨＯ世界保健機関において、65歳以上とされ

ておりまして、本市の65歳以上の高齢者数は、令和２年２月末現在で6,453人となっておりま

す。本市における高齢者の単身世帯の見守りにつきましては、感染症に特化したものではござ

いませんが、配食サービス、訪問理美容サービス、買い物支援事業、ブロードバンドを利用し

たあんしん見守りサービス等、生活支援サービスを通じた見守りを行うとともに、地域包括支

援センターや民生委員児童委員、市民館職員、室戸警察署による訪問活動、また高知新聞取扱
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販売所、土佐あき農業協同組合、ヤクルト販売所、株式会社室戸ショッピングセンターと株式

会社とくし丸との連携による移動販売事業等との地域見守り活動に関する協定により、地域の

状況把握に努めているところであります。 

 次に、国からの企業や本人への助成金についてでありますが、経済産業省等によると、新型

コロナウイルスの影響を受ける事業者のために、資金繰り等の経営相談窓口の設置や経済上の

理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が一時的に休業などを行った場合、休業

手当、賃金等の一部を助成する特例措置が新たに設けられております。また、高知県商工労働

部経営支援課によると、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者の金融円滑化を図るため、

高知県経営支援融資制度の貸付対象者が追加されております。 

 本市といたしましても、商工会など関係団体との連携を強化して、新型コロナウイルス関連

の相談窓口や助成制度等の周知等を行ってまいります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 竹中真智子議員の２回目の質問を許可いたします。竹中真智子議

員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。２回目の質問をさせていただきます。 

 診療所の設置の件ですけれども、用途変更をするのには一応国とか県とかそういうところへ

文書の提出をして、そのように使ってもいいですよとか、それはいけませんよとかというよう

な返事が下されるわけですよね。ということは、基本設計のお話が出ておりましたけれども、

そういう文書はまだ出していないということになるわけですよね。そうなりますと、市長が予

定をしております平成21年度末の新しい診療所の完成というのはちょっとその期間内には見込

めるのかなあと……。 

            （「令和２年、違う」と呼ぶ者あり） 

○２番（竹中真智子君）（続） あっ、いやごめんなさい。はい、令和２年ですねえ、ごめん

なさい、はい。 

 それは……。 

            （「違う」と呼ぶ者あり） 

○２番（竹中真智子君）（続） 違うで。ちょっと待ってください。2023年の３月までが年度

内になりますよね、22年度の。そういうことですよね。それでいくと、基本設計を出した後、

用途の変更の許可をいただく書類というのか、そういうのを出されるのでしょうか。なぜこん

なことを聞くかといいますと、私、初めての今回議員としてやっと１年目がもう目の先に見え

てきたかなあというところなんですが、議会に来るたび、それからいろんな通知をいただくた

びに、見る間に書類がふえていきます。役所というところは、こういうふうにして書類できち

っと何遍、物事を書いて残していくんだなあということを思っております。 

 それで、あの建設を予定しております場所を補助金をもらって防災公園として登録をして、

そのようにしてでき上がってきたものを、診療所を建てることによって用途違いのものをそこ
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に乗せていくということになると、大なり小なりそういう機関に書類を出して許可をいただ

く、これが普通じゃないかなあと思いましたので、そのようなことをお聞きをしたところで

す。 

 もう一回済みませんが、そのあたりもう一度お願いいたします。 

 それから、指定管理者の件は、そのような移り変わりで理解をしました。 

 危機管理の問題ですけれども、先ほどの市長さんのお話を聞いておりましたら、公務である

けれども、公務でその学校へ行くために行かれたけれども、その時間だけではない日にちで行

きましたので、私費で行ったということになりますよね、そのようなお返事がされておりまし

た。 

 実は、私も過去にこの韓国の野球のキャンプに関して２度ほど韓国のほうへと行きまして、

そのような活動をいたしました。そのときに、室戸市のほうから職員さんが参加をされており

まして、その方は公費でそのときには参加をしたとおっしゃっておりました。２泊３日で行か

れたんですけれども、学校の用事が済んだらそのままこちらのほうへと集団を離れて帰国とい

うことの処理がされて帰ってきました。ですから、私たちとその動きは一緒じゃなかったです

ね。公費のために公務以外の要件は、もうここで離脱しますということで一足先に帰られまし

た。 

 市長さん、市長は公費を使って行くのでなくて、自分も用事というか、自分の時間もとるの

で私費で行ったと言いますけれども、公務を私費で行くことはできるんですか。それができる

んだったら、今後の公務は私費であちこち行かれるおつもりですかということを聞きたいです

ね。 

 それと、やっぱり危機管理意識が薄いのではないかと思います。なぜならば、議会の開会

中、休会中とはいえ、用事が済んだら直ちに戻って室戸市で待機をするのが本来ではないか

と。危機管理意識のやっぱりここが薄さが出てきたところではないかと思います。 

 それと、この12月議会のときに、私、台風の一件で市長にお伺いをいたしました。それは、

台風19号が来たときに、あなたは室戸台風と同じような勢力を持った台風が室戸に接近をして

きたときに、災害対策、どのようにとられたのか、指示が出たのかというようなことで質問を

いたしましたときに、市長は前日の日は坂出で市長会議があってそこへ出席をしたと。でも、

その明くる日に、佐喜浜を中心にして室戸岬の東海岸に被害が出ました。そのときの一般質問

に、市長は室戸へ帰られなくて高知に滞在をしていたということを聞いておりますが、室戸じ

ゃなくて高知にいなくてはいけなかったのはなぜですかと、滞在していたのですかということ

をお伺いをしましたら、戻ってきましたということでした。その後、市長のスケジュールを出

してくださいということで、秘書課のほうに行きましていただきました。そしたら、室戸市が

被害を受けたその日というのは、夜中から朝にかけて佐喜浜が傷んでおります。市長のスケジ

ュールを見ましたら、前の日、坂出に行かれたときのスケジュールの中身には、室戸へ直帰と
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書かれております。室戸へ直帰。つまり、室戸へそのまま帰られたということですよね。だか

ら、市長が答弁をする、高知にはいなかった、滞在していなかったということになります。で

も、その明くる日、室戸が台風の被害を受けたという日に、朝６時半前後には市長は高知にお

られたそうです。それは、支持者の方が市長に佐喜浜が傷んじゅうけんど、おまんはどこにお

るぜよということで伺いましたら、僕は今高知におらあよ、そう言われたということで、その

支持者の方は自分の発信履歴をそのまま残しておいででございます。 

 そのときに、現場でいろいろとその台風の被害の調査に当たったりいろんなことをされてい

た職員さんも、市長は今高知高知、こう言われて、したそうなんですけれども、市長、この室

戸の佐喜浜あたりが傷んだときに、朝の６時半に高知においでるということは、傷んでいた時

間が夜中から朝方にかけてです。そうなりましたら、朝の４時半や５時には室戸を出て高知へ

行かんといかんようになります。その時点では、もう佐喜浜は傷んでおりますので、危機管理

意識が本当にあれば一大事ですよ。だって、この台風は室戸台風に並ぶと言われる勢力を持つ

台風でしたから、みんな用心をしちょったがですよ。でも、市長は前の日に坂出で会議があっ

てそれに行かれた。その後、室戸へ直接戻った。じゃあ、ごめんなさい、今ここにちょっと、

自分の席へ資料を置いてきたもので、その日にちがちょっとあれなんですが。９月11、12だっ

たと思いますが、12日の日は朝の夜明け前までにもう佐喜浜が傷んでいましたので、朝の６時

半に高知へ行かないかんような用事が仮にあったとしても、本当に室戸市民の命や財産を守ら

ないかんと思う危機管理意識があれば、引き戻ってきていろいろな指示が出せれたと思いま

す。これは重大な虚偽答弁やと思います。この虚偽答弁というのは、議会が軽視される、議員

軽視、議会軽視ではないかと思うところです。 

 今回のこの韓国の訪問もそうですけれども、公務として行かれたのなら、公費を使っていく

べきであって、その用事が済んだら、議会中でございます、直ちに戻ってきて緊急のときに備

えるということが必要であると思いますけれども、あなたの危機管理意識についてもう一度お

伺いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 意見調整及び健康管理のため、14時30分まで休憩いたします。 

            午後２時６分 休憩 

            午後２時26分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 竹中真智子議員の２回目の質問に答弁をしたいと思います。 

 初めに、危機管理の問題につきまして、その一連の中で昨年の９月11、12というお話なんか

のことで、虚偽の答弁があったという御指摘がありましたけれども、これは全くそうでなくっ

て、昨年の台風19号、10月の11、12でありまして、11日は御指摘のありましたように市長会に

参加しておりましたけれども、その当日は帰って家で待機をしていたというのは実際でござい
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ますので、虚偽ではございませんですので、きちっと整理をして御理解賜りたいと思います。 

 それで、まず１点目に御指摘、御質問のありましたのは、診療所のことに関して、まだ今の

基本設計もでき上がっていない中で、日程を考えてみると令和３年度中の開設は困難ではない

ないかという趣旨の御指摘ではなかったかというふうに思います。 

 本当に前段小椋議員にもお答えしましたように、ぎりぎり精いっぱい順調に行って頑張って

３年度中でありますけれども、ややもすると令和４年度の頭になるということも想定されるよ

うな厳しい状況ですが、一日でも早く開設をしたいという思いで取り組んでいっておりますの

で、どうぞ議会皆さん方にも御支援賜りたいなというふうに思います。 

 なお、詳細なスケジュールや手法につきましては、担当課長から答弁をさせます。 

 それと、危機管理の面につきまして、私費で行かれたことについて、あるいはその日程等に

ついての御指摘がありました。１つには、一緒に前に行かれたときに公務が終わったらすぐ先

に日程変更して帰られたという例を御指摘いただいて、市長もそうした対応が大事でなかった

かという御指摘だろうと思いますけれども、そのおっしゃるとおりでありまして、私も議会中

ということもなりましたので、その２泊３日という日程になりましたけれども、１泊で帰るこ

とができないのか、そのスケジュールをともに調整してくれておりました、お手伝いをしてい

ただいておりました方にも相談をしましたけれども、残念ながらその飛行機の日程等の調整が

つかずに２泊になってしまったという背景がございますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 それと、私費のことにつきましては、総務課長からまた詳細、どういうふうに判断している

のかということを説明させていただきたいというふうに思います。 

 それと、昨年の大変重要な台風に向けた危機管理の問題でありまして、私も竹中真智子議員

の御指摘のとおり、本当に心配した台風でありまして、四国市長会の皆さん方ともいろいろ市

長会の後の中で、どういった対応をするのかといったようなお話なんかも受けて帰ってきた道

でありましたけれども、当日はもう夜、深夜は対応することができませんでしたが、翌朝、ま

だ国道55号も通行どめのさなかでしたけれども、土佐国の所長さんにも相談をさせていただき

ながら現場をどうしても調査をさせてもらいたいということで、佐喜浜入木のほうまでずうっ

と沿岸線、波にやられている現状を調査に行きまして、帰ってきたのがお昼過ぎでしたけれど

も、その後庁内で関係者を集めて災害対策本部を開いて対応したという状況でございまして、

本当に気を緩めた対応ではなくって、しっかりした対応を持っておりましたし、市長会に出向

いて留守しておりましたときには、副市長を初め防災対策課長などにも電話を入れながらその

状況や対応について指示させてもらったようなことでございますので、どうか御理解賜ります

ようによろしくお願いを申し上げます。 

 私からは以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 
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○総務課長（黒岩道宏君） 竹中議員に、市長の韓国訪問について旅費を市長が個人負担とし

たことについてお答えいたします。 

 個人負担とした理由につきましては、先ほどから市長が説明したとおりであります。市長の

ほうからは、休暇をとって個人的に韓国に行きたいが、その間にラオン高校を市長として訪問

したいので、その間だけでも公務にできないかというようなお話がありまして、私のほうでこ

の場合の旅行命令での取り扱いについての事例を調査しましたところ、休暇後に直接用務地へ

行く場合や用務終了後に引き続き休暇をとる場合については、用務地での勤務の直前まで休暇

をとり、直接用務地へ行く場合は、用務地での勤務開始時間より旅行命令とし、また用務地で

の勤務終了直後から休暇をとる場合については、用務地での勤務終了時間までを旅行命令の期

間とするとされておりますので、今回の日程におきましては、用務地での勤務時間であります

ラオン高校の訪問時間のみを旅行命令上の公務扱いとし、その他については休暇という整理を

しているところであります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 竹中議員の２回目の質問にお答えをします。 

 まず、神ノ前公園はいわゆる防災公園として、地域の防災拠点として整備したものでありま

す。診療所を建てることにより、その機能が失われれば返還の必要性は出てきますが、先ほど

市長答弁にありましたように、従来の避難面積を確保すること等を考えておりまして、用途内

の変更であれば原則返還の必要性はないという国の回答をいただいております。 

 また、令和３年度中に間に合うのかということでありますけれども、基本設計が終わってか

ら取り組んでいきますと、当然間に合わないことになりますので、基本設計中からその都度、

国・県と協議を行ってまいりまして、なるだけ早期の完成に向け、取り組んでまいりたいと考

えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 竹中真智子議員の３回目の質問を許可いたします。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。３回目の質問をさせていただきます。 

 先ほど、台風の件でちょっと日にちを間違っておりまして、10月11、12の日にちでございま

す。済みません、訂正をさせていただきます。 

 それで、今、神ノ前公園のお話のお返事をいただきましたけれども、国の回答は用途外に使

ってもいいということをいただいているということでしたけれども、これは口約束なのです

か。これは行く行く文書としてちゃんと明文化されるお約束になるのでしょうかということを

お聞きしたいと思います。 

 それと、やっぱり市長の今回の韓国行きの分はですね、やっぱり公務として行き、向こうに

ついて高校なりその学校で紹介をして自分は誰それであるということを名乗る際には、必ずと

いっていいほど室戸市長と書いた肩書の名刺を差し出されるかなと思います。市長は、24時間

公人です。そうなりましたら、名刺が市長という名前で出ていきましたら、やっぱり市長とし
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ての自覚というをしっかりと持っていただいて、公務で行くんだったら公費で、大きな顔をし

て行っていただきたい。予算で行くんであれば、私費で議会のないときにぜひそれは行ってい

ただきたいと思います。 

 それで、３回目、私、思いついたようにはなかなか言うのが得意ではありませんので、ちょ

っと手前に書き記したもので申し上げます。 

 韓国野球チームの自然の家合宿誘致の訪問団は、小松前市長のときよりたびたび韓国を訪問

し、この議場の中にも以前二、三度韓国へ訪問団の一員として行かれた市議たちもおり、私も

民間人として以前に同行させていただき、現地の学校へ訪ねたり、また複数の学校の監督さん

やコーチ、保護者の方たちにもお会いして、自然の家への合宿誘致、そしてまた自然の家の稼

働率の向上に力を注いできました。今回の市長と同行した４名の市議たちは、そういった人た

ちには一切声をかけることなく行かれたようで、議会開会中でありますから、声かけがあって

も議会中であるので参加はしなかったと言っておられました。今回、市長とともに４人の市議

が同行していますが、この中には━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━だと思

います。市長に限らず、市議会議員に限らず、こういったこと、それは法律や条例などのよう

に、それに反すると罰せられるということではないが、首長や議会人であれば慎重に行動し

て、自治体の長や議会議員として━━━━━━━━━━━今後考えていかなければならないの

ではないかと思います。答弁は要りません。３回目、終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 町田議員の議事進行を認めます。 

○１１番（町田又一君） なかなか船頭が多いもんで。ただいま議長の発言をいただきました

ので、議事進行発言させていただきます。 

 ただいま竹中真智子議員から一般質問の中で、誰が考えても古参の議員がという中で、ちょ

っと名前は出してないんですが、私と誰が聞いてもこの議場の中では感じるような内容であっ

たと思います。私自身も議長には届け出をして、━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━。ただ、竹中議員の言い方は少し議員の仲とはいえ、ちょっと人をやゆしてい

るような発言に、私は受け取りました。この発言について、議長に申し上げますが、議運を開

いて協議をしていただきたいと思います。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 亀井議会運営委員会委員長にお願いいたします。 

 ただいまの町田議員の議事進行発言についての取り扱いについて、議会運営委員会委員長に

おいて議運を開会していただきたいと思います。 
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 議運開会のため、その間休憩いたします。 

            午後２時42分 休憩 

            午後４時27分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会委員長の報告をお願いいたします。亀井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（亀井賢夫君） 長時間にわたり貴重な時間をいただき、ありがとう

ございました。 

 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 先ほど、町田又一議員の議事進行発言についてでございますが、竹中真智子議員の発言中

に、「この中には」から、「だと思います」までは、不穏当発言に該当するのではないかとい

うことについて協議をいたしました。 

 当委員会で協議した結果、「この中には」から「だと思います」まで及び「━━━━━━━

━━━━」の部分が好ましくないという結論に達し、竹中真智子議員に取り消しの要請をいた

しました。 

 この結果につきまして、当人も適当でなかったということで取り消すように決定をいたしま

した。 

 その取り消しの件につきましては、本人から当議会の演壇より議会に対して報告するようで

ございます。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 議事進行に対する措置につきましては、議会運営委員会委員長報告

のとおりです。 

 竹中真智子議員から本日の一般質問における発言について、会議規則第65条の規定により、

取り消したい旨の申し出があります。この際、竹中真智子議員の発言を許可いたします。竹中

真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。議長の許可をいただきましたので、発言をさせて

いただきます。 

 一般質問の発言中、「この中には━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━だと思います」までの間及び「━━━━━

━━━━━━」という、ここまでについては不穏当な発言があり、誤解と御迷惑をおかけいた
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しました。また、これらの発言について取り消しについて御配慮をお願いいたします。以上で

ございます。 

○議長（堺 喜久美君） お諮りいたします。 

 竹中真智子議員より申し出のありました発言の取り消しの件につきましては、「この中に

は」から「だと思います」まで及び「━━━━━━━━━━━」の部分を削除することで御異

議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、竹中真智子議員の申し出のとおり

取り扱うことにいたします。 

 この際、お諮りいたします。 

 町田又一議員から、議事進行の中における発言について、会議規則第65条の規定により、発

言を取り消したいとの旨の申し出があります。 

 町田又一議員の発言を許可いたします。 

○１１番（町田又一君） 「━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━」と

いうところを削除いたしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） お諮りいたします。 

 ただいま町田又一議員の発言を取り消したい旨の申し出がありました。この発言の取り消し

の申し出を許可することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、町田又一議員からの発言の取り消

し申し出を許可することに決しました。 

 続きまして、竹中真智子議員の３回目の質問に対する執行部の答弁を求めます。松下地域医

療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 竹中議員の３回目の質問にお答えをします。 

 神ノ前公園への建設に係る手続についてでありますが、現在は国との事前協議という段階で

ございますので、今後、本市から文書で申請を行い、これに対し正式な許可をいただくという

ことで予定をしております。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって竹中真智子議員の質問を終結いたします。 

 ここで市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 貴重な時間をいただきまして大変恐縮でございますが、午前中小椋

議員への答弁させていただきましたその答弁に対しまして訂正をお願いしたく発言するもので

ございます。よろしくお願いいたします。 

 市長の政治姿勢についての(1)市長の議会対策・防災対策・危機管理意識についての中で、

韓国訪問について御質問がありました。その際の答弁として、「当然議会中であることに悩み
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もありましたが、ラオン高校等の合宿誘致は自然の家の存続はもとより地域間交流や今後の継

続に向けた取り組みに欠かせない対応であると判断をしたもので、議長にお断りして日程を組

ませていただきました」と申し上げておりましたが、正しくは「当然議会中であることに悩み

もありましたが、ラオン高校等の合宿誘致は自然の家の存続はもとより、地域間交流や今後の

継続に向けた取り組みに欠かせない対応であると判断をし、日程を組んだ上で議長にもお話を

させていただいたと記憶しております」と訂正させていただくものでございます。 

 「また、正直なところ、ラオン高校の合宿が中止になると、これまで多くの皆さんの御尽力

により築き上げてきた交流や信頼が失われるのではないかとの心配や、室戸や県内における生

徒間の貴重な国際交流の芽を摘んでしまうのではないかといった危機感も強くあり、その旨を

議長にもお話をして、議会中ではありましたが、ラオン高校訪問を決断したというのが率直な

ところです」と申し上げておりましたが、「その旨を議長にもお話をして」という箇所を削除

させていただきたいという訂正でございます。大変恐縮でございますが、何とぞよろしくお願

いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は田渕信量議員の一般質問が終了するまで、あらかじめ時間延長いたしたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議がありますので、会議時間の延長について起立により採決い

たします。 

 本日の会議時間を田渕信量議員の質問が終了するまであらかじめ時間延長することに賛成の

議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立多数であります。よって、本日の会議時間を田渕信量議員の一

般質問が終了するまであらかじめ時間延長したいと思います。 

 田渕信量議員の質問を許可いたします。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕信量。令和２年３月第３回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表し、一般質問を行います。 

 (1)室戸市役所庁舎について。 

 ①庁舎の耐震について。 

 市役所の庁舎は、昭和56年度に設計され、昭和57年２月１日に着工、58年１月31日に完成

し、既に36年が経過しています。その後、一部は補強したが、耐震補強は行われていない。い

わば危険庁舎と紙一重の庁舎です。阪神・淡路大震災の際、神戸市役所庁舎は全壊状態にな

り、行政の機能が麻痺した現場を見て驚愕しました。地震が起こった時刻が早朝であったこと

が幸いし、庁舎内での惨事は免れましたが、しかし行政機能が麻痺したことを思うと、耐震補
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強されてないこの市庁舎に危機不安を感じます。30年以内に80％起こると言われている南海ト

ラフ地震に備え、また市民の生命と財産を守るため、災害時には拠点となって指揮命令、救

援、復興対策等に当たる唯一の機能を有する庁舎ですが、耐震を行う必要があると考えます。

このことについて、市長の考えをお伺いします。 

 ②文書管理について。 

 市役所は、市の全ての情報データと情報機器等を集積管理しており、いわばシンクタンクで

あります。そして、１階部分は住民の情報を管理しているいわば市の心臓部です。税務課の土

地・家屋台帳、固定資産税、市県民税、国保などの情報、福祉事務所の社会福祉、母子・障害

関係、生活保護などの情報、会計には市の収支にかかる書類や金庫があり、水道関係もありま

す。とりわけ市民課の戸籍住民基本台帳の情報は、重要な個人情報であり、かつ当市の貴重な

情報で、施策の根幹となる重要データです。また、地下には書庫があり、書類の保管年限が切

れるまでそこに保管されていますが、永年保管の書類もびっしりと置かれております。システ

ムのサーバーは、地震の津波の影響を受けない場所に設置されているのか。また、その情報は

災害を受けても復旧できるのか。情報化してない書類や台帳もあるのではないでしょうか。庁

舎は、高知県津波浸水予測では、３メートルの津波が来ると予想されています。大切な情報機

器やデータ、書類を守るために保管場所を変える必要があると考えますが、市長の考えをお伺

いします。 

 ③自家発電について。 

 地下書庫の隣の部屋には、電気がとまった場合に備えて自家発電が設備されており、津波で

浸水した場合、作動できなくなります。どのように対処するのか、市長のお考えをお伺いしま

す。 

 (2)夢ひろばの駐車場について。 

 保健福祉センターの駐車場についてお伺いいたします。 

 現在、室戸診療所の開設に向け、着々と計画が進行しており、市長及び担当課におかれて

は、その御苦労と御努力に対し、謝意を表したいと思います。しかし、１つ懸念することがあ

ります。それは、神ノ前公園に診療所が建つと、かなりの部分がその敷地と駐車場になること

が考えられるということです。そうなると、保健福祉センターの駐車場が狭くなり、ホールで

の催し物を企画しにくくなり、市民のための文化の発信拠点であるという目的も達せられなく

なります。昨年ですが、私も参加したのですが、室戸市人権教育研究大会が開催された際、建

物の正面、横、裏、デイサービスセンターの前、神ノ前公園、全ての駐車場と空き地が満杯に

なっていましたが、夢ひろばの席は３分の２ほど埋まっているだけでした。今後、夢ひろばが

満杯になるような催し物を開催するとき、車はもっとふえるのは確実です。この施設を中途半

端な状態にしないよう、駐車場のことも考えた施策を講じてほしいと思いますが、この解決策

について市長の考えをお伺いいたします。 
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 (3)新型コロナウイルス感染症、中国湖北省武漢市において、昨年12月以降新型コロナウイ

ルス感染症の発生が複数報道されて以来、世界各地で感染した患者発生報告が続いています。

日本でも、各地で感染者が次々と報告される中、高知県でも日々感染者数がふえ、市民の不安

が増す状況であります。政府は、感染を防ぐために、うがい、手洗い、せきエチケットとし

て、マスクの着用を推奨していましたが、現在、マスクの流通が滞り、手に入らない状況が続

いています。兵庫県小野市では、市民に対し、災害備蓄用マスクのうち10万枚を希望者に無料

配布しました。また、大阪貝塚市では、妊婦約500人に災害備蓄用マスクを配布し、感染予防

を行っています。北海道では、国が企業から購入したマスクを道民に届けているとの報道がさ

れていました。室戸市でも、マスクがほとんど手に入らない状況でありますが、新型コロナウ

イルスを罹患すると、高齢者と基礎疾患を有する者が重症化するリスクが高いとされ、高齢者

の多い当市では、不安を感じながら生活されている方も多く、市としても市民の命を守るため

に全力で取り組む必要があります。 

 そこで、室戸市でも災害備蓄用マスクを市民の希望者、高齢者の方、妊娠されている方に無

料配布できないか提案いたしたく、この質問を用意しておりましたが、前段の議員の質問に対

しての答弁をお聞きし、再度お伺いいたします。 

 さきに言いましたように、自治体独自の考えでマスクの配布を行っている市もあります。市

民も困っており、高齢者も多い当市でもそのような考えはできないか、市長の考えをお伺いし

ます。 

 また、今回このような自然災害以外に新型コロナウイルス感染症が突然発生し、思わぬとこ

ろで大量にマスクが必要になりました。現在、２万9,000枚の備蓄用マスクをストックしてい

るとの答弁がありましたが、今後、このような緊急時を見越し、備蓄するマスクの枚数をふや

す考えはありますか、市長の考えをお伺いいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 田渕議員にお答えをいたします。 

 まず、(1)室戸市役所庁舎についての１点目、庁舎の耐震についてであります。 

 議員御案内のとおり、市役所本庁舎につきましては、昭和57年度完成し、地下１階、地上４

階の鉄筋コンクリートづくりで、現在37年経過しているところであります。そのため、本年度

におきまして耐震診断を行い、本年１月に調査委託業者より耐震結果の報告を受けたところで

ございます。震度６から７程度の大規模地震後、構造体の大きな補修をすることなく、災害応

急対策活動拠点として本庁を活用するためには、Ｉｓ値が最低0.75以上必要となります。ま

た、本庁舎の構造体に部分的な損傷は生じるが、建物全体が崩壊または大破することなく命が

守れる指標はＩｓ値0.6とされているところであります。しかしながら、耐震診断結果では、

Ｉｓ値が0.41という結果となっておりまして、建物の安全性が確保されていないことが判明を
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いたしました。この結果から、経費や工事期間の問題なども含め、さらに住民サービスの低下

などにつながらないようにいろいろな角度から検討を進める必要があると考えまして、本年２

月に室戸市役所本庁舎地震対策検討委員会を設置し、地震対策をいかに進めるか検討すること

にしております。 

 いずれにいたしましても、市民や専門家の御意見等もいただき、令和２年度中には市役所本

庁に関する地震対策の方向性を決めてまいりたいと考えております。 

 次に、(1)の２点目、文書管理についてであります。 

 まず、住民情報等のデータを扱うシステムのサーバーは、地震や津波の影響を受けない場所

に設置されているのかについてでありますが、庁舎に設置してある住民情報等のデータを扱う

基幹業務システムに関するサーバー機器につきましては、庁舎３階の電算室に設置してありま

して、津波に関しては影響を受けない場所となっております。 

 また、地震の揺れ対策としまして、サーバー機器を設置してあるラックをアンカーボトルで

固定するとともに、機器自体もラックと固定をし、揺れに対する対策を行っております。 

 次に、住民情報等のデータが災害を受けても復旧できるのかについてでありますが、住民情

報等に関する基幹業務システムのサーバー機器が災害を受けた際の対策としまして、住民情報

等のデータを外部のデータセンターにて保管管理を行うクラウドサービスを利用しており、万

が一庁舎が被災してもデータに関しては復旧が可能なものとなっております。 

 今後におきましては、より一層の強靱化を図るために、自治体の情報システムやデータを外

部のデータセンターにおいて管理運営し、複数の自治体で共同利用することができる自治体ク

ラウドの推進を図り、庁舎が被災した場合でも被災をしていない近隣の市町村で業務継続が可

能となるよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、書庫につきましては、議員御案内のとおり、現在は地下の書庫を使用しております。

以前より代替場所の検討は行ってきたものの、適当な場所の選定ができておりませんですの

で、先ほど申し上げました本庁舎の地震対策とあわせ、浸水区域外への移設等につきまして検

討を行ってまいります。 

 次に、(1)の３点目、自家発電についてであります。 

 議員御案内のとおり、市役所本庁舎地下には、自家発電機を設置しており、暴風雨などによ

り商用電気が遮断された場合には、非常用電源として１階窓口業務及び３階の防災対策課より

東側の執務室に必要な電気を最長約15時間供給可能としております。しかしながら、議員御指

摘の津波による浸水時は、地下の自家発電機は使用不可能となります。このため、屋上には防

災行政無線と発災時窓口となる防災対策課の電力を約３日分賄える自家発電機を設置しており

ます。さらに、津波時の最大浸水深より高い３階、４階には、プロパンガス、またはガソリン

で稼働するハイブリッド発電機を５台用意しております。また、そこで発電された電気をエネ

チェンジャーという装置を介し、３階、４階のコンセント等に送電する仕組みも構築をし、非
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常時に備えておりますので、御理解のほどをお願いいたします。 

 次に、(2)夢ひろばの駐車場についてであります。 

 まず、新診療所の建設については、現在、基本設計業務に取り組んでおり、今後、本業務が

一定進捗をすれば、神ノ前公園における施設の建設場所や敷地面積等が明らかになりますが、

今現在では詳細についてまだ決まっていない状況であります。やすらぎでのイベント開催時に

おいて、利用している多目的広場については、駐車場としての利用可能台数が50台程度であり

ますが、診療所敷地として一部を使用する予定であることや、工期中には利用ができないこと

等が考えられます。昨年度実績で、やすらぎでのイベント開催時に神ノ前公園を駐車場として

利用している事例を調べますと、議員御指摘の人権教育研究大会やふれあい交流講演会、産業

祭、敬老会等、複数の事例があります。 

 駐車場の対策といたしましては、これまでにも行っておりますが、勤労者体育センターの駐

車場を臨時駐車場とすることや、マイクロバス等による送り迎えの実施、また参加者には乗り

合いで来てもらえるよう協力を求めること等について、継続して実施するとともに、イベント

会場の変更を検討するなど、参加者に御負担をかけることがないよう、今後、対策を行ってま

いりたいと考えております。 

 また、今後、新たな取り組みを行う中で、駐車場に不足を生じる場合については、新たな駐

車場確保なども検討していかなければならないかと考えております。 

 次に、(3)新型コロナウイルス対策についてであります。 

 備蓄しているマスクを市民に配布できないかとのお尋ねにつきましては、前段の答弁という

ことで御理解をいただきましたことに加え、他の市町村では配布をしているという例もあると

いったこと、さらにはそうしたことにあわせて備蓄用のマスクなどふやす考えはないかとの御

質問をいただきましたが、今のところ国からの指導もあり、市販されておりますマスク等を市

が買い求めることについては、慎重に当たらなければならない状況ではないかと考えているも

のでございますが、マスクや消毒薬は必要不可欠なものになっておりますので、今後、内部で

どういうふうな対応ができるのかはより慎重に考え、対処していかなければならない課題では

ないかと受けとめております。 

 また、本市の対策としましては、新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定されている

ことから、国や県の方針、要請、指導に沿った対応を行っていくことになると考えておりま

す。 

 いずれにいたしましても、市民の皆様には必要以上に恐れたりすることなく、冷静な対応を

呼びかけ、手洗いの励行やせきエチケットの徹底、多くの人々が長時間会話を継続するような

環境に身を置かないこと、感染が疑われる場合には、いきなり医療機関に受診することなく、

相談センターや保健所に相談することなどの情報を周知していくことにより、市民の不安解消

に努めてまいりたいと思います。以上であります。 
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○議長（堺 喜久美君） これをもって田渕信量議員の質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会を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（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することと決

しました。 

 本日はこれにて延会をいたします。 

 あすは一般質問です。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後５時１分 延会 

 


