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  議 事 班 主 任  村 田 茉 莉 

  議 事 班 主 事  中 島 健 太 

６．説明のため出席した者の職氏名 
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  日程第１ 一般質問 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１ 

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（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、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。町田又一議員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。令和２年３月第３回室戸市議会定例会において、一般質

問を行います。 

 １、市長の政治姿勢についてお聞きをいたします。 

 (1)令和２年度当初予算案についてお伺いをします。 

 令和２年度当初予算は、魅力ある室戸創造の実現に向け、昨年度に引き続き「命を守る」、

「室戸を創る」の２つのスローガンを掲げ予算編成を行ったとあります。室戸市長に就任２年

目を迎えた予算編成は、植田市長にとっては思いとは少し違った編成となったのではないでし

ょうか。一般会計の予算規模は136億8,500万円、財源は市税及び地方交付税が主なものです。

会計年度任用職員制度導入に伴う人件費の増や市立診療所の医師確保対策に国保会計の繰出金

が増加したことにより一般財源に不足が生じ、財政調整積立基金を取り崩す厳しい予算編成と

なっているとのことであります。 

 ①予算編成の重要事項についてお伺いをいたします。 

 まず、「命を守る」地域医療の充実対策で、市立診療所の建設、民間病院との連携及び支

援、医師、看護師の確保と記述をされております。市立診療所開業までの行程表について教え

ていただきたいと存じます。 

 次に、防災対策では、建築物等の耐震化についてお伺いをいたします。 

 市内にある住宅は古いのがたくさんあると思うのですが、これまで耐震診断や住宅の耐震対

策を行った件数はどのくらいなのかをお聞きをいたします。 

 また、他市と比較して耐震工事は多いのか、少ないのか、比較があれば教えていただきたい

と存じます。担当課はこの事業を積極的に進めていく考えでいるのかどうかも合わせてお知ら

せをお願いします。 

 また、自主防災組織と訓練の充実強化に向けた積極支援とはどのような内容なのか、もう少

し詳しく説明を求めます。 
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 次に、「室戸を創る」では、雇用、産業振興対策として、室戸応援隊による関東、関西圏と

の人、もの、文化の交流拡大とありますが、この事業を行うことによって室戸にどういう経済

効果などがあるのか、植田市長の取り組み姿勢についてお伺いをします。 

 次に、少子・高齢化対策として、出会いの機会確保や結婚・出産及び教育費、医療費への支

援強化、高齢者の安心・安全及び生きがいづくり対策の推進、子育て支援の強化とあります

が、どんな方法でどう支援していくのか、細部の部分がわかりませんので、説明を求めます。 

 次に、移住・定住促進対策では、空き家の利活用による人口流入及び流出対策は絶対必要な

ことではありますが、なかなか前に進まないというのが本当のところだと思います。空き家は

たくさんあるのに、残念なことです。貸してくれない理由は、市長や担当課は十分に把握をし

ていると思います。これを解決しない限り、移住や定住促進対策は前進しないと言っても過言

ではありません。空き家には家財道具がたくさんあるのです。これを片づけなくては話は前に

進みません。どんな解決策を持っているのか、お伺いをします。 

 次に、地域おこし協力隊の受け入れも非常に大切であると思います。しかし、他市町村と比

べて、定着率で問題があると思います。市長はじっくりと隊員と膝を交えて会話をすることが

大切であると思います。そうすることが、定着率向上に結びつくと存じます。取り組みについ

てお伺いをいたします。 

 次に、情報通信高速化対策では、光回線の整備強化は絶対に必要です。整備強化することに

よって、コールセンター等の誘致を強力に進めることにつながります。そして、室戸市の新た

な雇用の場の創出になります。早急に整備をされることを望みます。取り組みについてお聞き

をします。 

 令和２年度は、会計年度任用職員制度導入に伴う人件費増が市政運営に大きく影響を及ぼす

とのことですが、正職員と会計年度任用職員と仕事の内容や職務責任の違いはどんなところに

あるのか。職務上、二重構造が生まれる可能性があると心配されるが、命令系統は一本化され

るのか、お聞きをします。 

 職務上で職員と任用職員との間で力量の違いが出た場合、どちらを優先するのか。トラブル

という問題が起きるかもしれませんが、それらにどう対応するのかも今から対応策を考えてお

かなければならないと思うのですが、取り組みについてお考えを示していただきたいと思いま

す。 

 (2)ふるさと室戸応援寄附金についてお尋ねをします。 

 令和２年度施政方針によると、市民と事業者と連携を深め、返礼品の開発や寄附者へのダイ

レクトメールなど継続的なアプローチを行い、ふるさと納税のさらなる拡大に努めるとありま

す。また、地域おこし協力隊を増員し、事業者間の連携を図り、新たな返礼品の開発を進める

とあります。今や室戸応援寄附金は当市にとってなくてはならないとても貴重な財源でありま

す。全国の自治体が目の色を変えてあの手この手で納税者をふやそうと頑張っているのです。
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室戸市では令和２年の目標額は幾らに設定しているのか、この目標を達成するための具体策は

どうなのか、もっと詳しく取り組みへの内容を聞かせていただきたいと思います。 

 ふるさと納税の中で、室戸の場合は海産物や農産物が納税額の上位であると思うのですが、

ふるさと納税に応じてくれた方より返礼品に対するクレームがあると思うのですが、クレーム

内容についてどんな内容が多くあるのか、お聞きをします。そのクレームは、市役所あるいは

返礼品業者へ多く来るのかどうか、またそのクレームにはどのように対応しているのか、お伺

いをします。 

 返礼品のふちに室戸市の観光パンフレット等を入れてもらえるよう協力依頼をしたら、ＰＲ

効果が期待できると思うのですが、取り組む考えはないか、あわせてお伺いをします。 

 令和元年度のふるさと納税額見込みと市民が他市町村へふるさと納税をした納税額見込みは

どうなのか、お聞きをします。 

 (3)企業版ふるさと納税についてお伺いをします。 

 平成29年度は１件50万円、平成30年度は１件100万円の寄附があったとのことですが、令和

元年はどうであったか。室戸出身の方で都会で頑張っておられる企業経営者から寄附額、寄附

件数増に向けて、令和２年度は増となるよう一生懸命汗を流してはどうか、植田市長の取り組

み姿勢をお伺いをいたします。 

 ２番、教育についてお聞きをします。 

 (1)室戸高校の支援についてお伺いをします。 

 室戸市にとって、室戸高校の存続は大変大きな課題であると考えます。以前には室戸高校と

室戸岬水産高校と２校あったのですが、高知県教育委員会の判断のもと、室戸岬水産高校はな

くなりました。その後、１校となった室戸高校を普通科として残すのか、県下にはまだなかっ

た総合学科の高校として新たに発足するのかということで、地域の保護者が反対、賛成と二手

に分かれて大議論が行われたことがありました。結果は、県教委の県下で最初の総合学科の高

校であるから学校運営には最善を尽くすという約束があり、賛成多数で決まって現在に至って

おります。 

 発足当時と何が違うかというと、入学定数が160人であったのが、現在は３学年全体で100人

にも満たない大変小規模な学校になっております。この生徒数では総合学科としての長所は生

かせないのではと大変危惧をするものです。令和２年度新３年生は20人を下回っております。

新２年生は30人余り、入学予定者は全員入学が認められても30人に満たないのです。全校生徒

を合わせても令和２年度の入学定数の80人ぐらいにしかなりません。 

 過去に市を二分した総合学科の受け入れ騒動、生徒の減少で令和２年度は普通科の授業体制

となるのではと大変心配をしております。県教委は室戸高校の運営を今後どうしていく考えな

のか、教育長の知っている限りの情報を示してください。 

 ３月１日、室戸高校の卒業式に参加をしました。新型コロナウイルスの影響で、いつもの卒



－143－ 

業式とは違って参加者は自前のマスク持参、式次第はところどころ省略して、卒業式は１時間

弱で終了しました。 

 卒業式の中で私は大変感動したことがあります。それは、卒業生を代表して答辞を述べた男

子生徒にです。室戸高校に入学してから卒業するまでの３年間について、自分自身が経験した

こと、感じたことを実に素直に述べておりました。１年生のときには英語が苦手で苦しんだこ

と、人数が少ない中でクラブ活動に熱中したこと、それを克服できたのは先生方の並々ならぬ

協力体制と学習指導があったこと、２年生のときに英検２級に合格できたこと、これらの経験

を生かして将来の仕事として学校の先生になりたいと決意し、受験勉強に一生懸命取り組み、

大学に合格したこと、親や指導してくれた先生方への感謝の言葉を答辞の中で先生方に向かっ

て何度となく深々と頭を下げながら述べておりました。聞いていて大変感動しました。自然に

涙が出たのを今も思い出します。 

 また、その一方で、彼は室戸高校のよさを地域の人や小学生、中学生や教師や保護者に知ら

れていないのが残念と悔しがっていました。もっともっと室戸高校のよさを知ってもらう方法

を考えなくてはならないと言っておりました。この発言に教育長はどう思われたのでしょう

か。答辞を述べた男子生徒を植田市長はどう感じたのか、お伺いをします。40人の卒業生、男

子16名、女子24名、それぞれに室戸高校を卒業して本当によかったと思える人生をこれからも

送ってもらいたいと願っております。教育長も卒業式に参列をされておりましたので、卒業生

の答辞は聞いていましたから、どう感じられたのか、お伺いをします。 

 少子化で人口減少の激しい高知県にとって、高知市周辺の私立高校では、学校運営のため、

入学定員の数を守るために以前とは違って少しレベルを下げて入学許可を与えているとの話を

聞きます。その流れの影響で郡部の生徒が高知市周辺へ流出しているのだと思います。東部で

はその流れが急であると存じます。この流れを少しでも小さくする努力を惜しんではなりませ

ん。室戸市で生まれ育った子供が、12歳で、あるいは15歳で室戸を離れるのと、18歳で離れる

のとでは、室戸でできるだけ長く暮らしたほうが室戸への愛着が湧くのではないかと思うので

す。高校を卒業するまで室戸に住んでもらうためには、その生徒の多種多様な進路希望をかな

える協力体制がとれるかどうかにかかっているのではないでしょうか。郷土愛を育む取り組み

として市内の小・中学生にどのような授業取り組みをしているのか、お聞きをします。 

 令和２年度も室戸高校や生徒への支援策をいろいろと考えているのは理解できますが、これ

で十分であると考えてはいないと思います。少子化の中、室戸市内の中学３年生が全員室戸高

校へ入学したとしても、多分入学定数80人を満たすことは不可能です。これからは広く県外へ

室戸高校のＰＲをして、入学者をふやす努力をしなくてはなりません。 

 また、これからはますます外国との交流が盛んになってくると考えます。海外留学制度も必

要です。県立高校だから室戸は室戸高校の存続について県へ何とかしてくれ、助けてくれでは

だめです。室戸から提案をどんどん出していくことが大変重要であると考えます。 
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 雇用の場も大事です。医療も大事です。教育を受ける場は、人間が人間らしく生きていくた

めに最も貴重で大切なことではないでしょうか。将来の室戸を背負っていく人材が室戸高校卒

業生から一人でも多く誕生するような支援の方法や取り組みについて教育長にお聞きをしま

す。 

 これで私の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） 町田議員にお答えいたします。 

 市長の政治姿勢について、大きな１点目の(1)令和２年度当初予算案についてであります。 

 初めに、診療所開業までのスケジュールについてでありますが、安芸医療圏における病床の

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、令和２年７月に実施設計業務の開始、令和２年末ごろに建設業者の決定、その後、建

設を開始し、令和３年度中には本体工事の完了及び機器導入等を行い、準備期間を経て、同年

度中の開設を目指しておりますが、昨日、前段議員にもお答えしましたように、令和４年度に

入る可能性も考えられる状況でありますので、より強力に推進をし、一日でも早い開設に向

け、取り組んでまいります。 

 次に、室戸応援隊についてでありますが、この取り組みは、応援隊員の皆様に本市のまちづ

くりへの政策提言やさまざまな機会を通じての情報発信をしていただくことなどにより、魅力

あるまちづくりの実現につなげることを目的として、令和元年11月に首都圏で、令和２年１月

に関西圏で設立をしたものであります。 

 これら応援隊の取り組みの効果につきましては、応援隊の皆様との交流が本市の交流人口の

拡大、観光入り込み客の増加、移住者などの人材確保及びビジネスの拡大等につながるものと

考えており、特に2025年に開催をされる大阪・関西万博を見据えた交流の取り組みは、観光振

興や経済効果に確実につなげられるよう取り組んでいかなければならないと考えております。 

 御案内のとおり、室戸市の観光振興における基盤整備は途上でありますので、都市から見

て、行ってみたい室戸市、暮らしたい室戸市を創造するためには、都市圏で頑張っておられる

方々の御意見が大変参考になると考えております。 

 また一方では、応援隊の皆さんに会議や交流会、懇親会など、機会あるたびに室戸を話題に

していただけるよう取り組み、室戸に関心を持っていただける方々を少しでも多くふやすこと

が大事であると考えております。 

 そうしたことから、応援隊の皆さん一人一人に室戸市に関心を持つクラスターをつくってい

ただけるようお願いをしていきたいと考えております。室戸市をさかなにして談義が深まる仲

間がまた新たな仲間をふやし、より多くの方々が室戸に行ってみようと思っていただけるよう

になると、応援隊結成の成果の一つとなると考えております。 

 また、今回、関西圏で結成した応援隊の多くは、私が市長に就任をして初めてお会いした
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方々や間接的に御紹介をいただいて、結団式で初めてお会いした方々もおられます。おつき合

いの浅い方々が多いことから、こちらからのアプローチを小まめにすることが大事であると考

えていますので、議員の皆さんや市民の皆さんには応援隊への感謝や親交を深めるなど、応援

隊との交流の機会を持って激励をいただけたらと願っているところであります。 

 次に、少子・高齢化対策についてであります。 

 現行の室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、人口減少対策の一環として位置づ

け、ライフステージの各段階に応じた各種事業に取り組んでいるところであります。出会いの

機会確保、結婚・出産・子育て支援につきましては、出会いのきっかけづくり事業、職員のマ

ッチングサポーターへの登録、結婚新生活支援事業、子育て祝金の給付、室戸の赤ちゃんスタ

ーターキットの配布及び保育料の無料化などに取り組んでおります。 

 教育費の支援につきましては、室戸高校入学祝い金の給付及び大学入学準備金の貸与及び定

住・就業促進に係る奨学資金返還支援事業などに取り組んでおり、来年度以降は新規事業とし

て自転車ヘルメット着用推進事業及び室戸高校通学費援助補助事業などに取り組んでまいりま

す。 

 医療費への支援につきましては、乳幼児等医療費助成事業、ひとり親家庭医療費助成事業、

及び養育医療費給付事業などに取り組んでおります。 

 高齢者支援といたしましては、配食サービス事業、あんしん見守りサービス、買い物支援事

業及び高齢者外出支援補助事業などに取り組んでいます。 

 今後におきましては、これらの事業を推進するとともに、次期室戸市まち・ひと・しごと創

生総合戦略の中で磨き上げ、少子・高齢化の改善に取り組むことで人口の減少の緩和につなげ

てまいります。 

 次に、移住・定住促進事業と空き家の利活用についてでありますが、これまでの市内の空き

家バンク登録数は累計107件で、うち賃貸や売買が成立したものは64件となっています。現在

の登録数は28件となっていますが、登録物件に大きな一軒家が多く、最近では単身で移住され

た方のニーズと合わないなどの課題も出てきているところであります。これらの課題を解決す

るため、単身者向けの小規模な住宅や居住地域の指定等、ニーズに沿った空き家の募集方法の

工夫を行うことや、申請を待つだけでなく、職員が地域に出向き、情報収集や調査、及び所有

者との交渉等を積極的に行うことにより、空き家バンクへの登録件数の増に努めてまいりま

す。 

 また、御質問の空き家の家財道具の処分につきましては、空き家バンクに登録されている物

件を移住者が借りたり、購入したりする際に、上限額10万円で処分費の半額を補助する室戸市

空き家改修費等補助金制度があり、移住者の方や空き家バンクの登録をされる方には随時この

補助制度の説明をさせていただいているところであります。 

 次に、地域おこし協力隊の定住率向上についてでありますが、協力隊員の受け入れを開始し
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た平成25年以降、本市における協力隊員の退任者数は、令和元年12月末時点で12名、うち本市

に定住された方は６名で定住率は50％となっており、県全体の定住率を下回っている状況にあ

ります。 

 地域おこし協力隊員に対する支援策としましては、在任中は経済的支援として家賃補助や研

修会への参加等の活動支援に加え、毎月１回室戸市ふるさと応援隊定例会を開催し、協力隊員

同士の情報交換や市関係者との意見交換を行っているところであります。 

 また、退任後の定住に向けた支援策としましては、退任された協力隊員が本市で起業する場

合に必要となる経費について、100万円を上限に補助する室戸市地域おこし協力隊起業支援補

助金制度を平成30年度に創設をしており、平成30年度に１名、令和元年度に２名の方が活用し

ているところであります。 

 私としましても、本市の人口減少や地域活性化対策に取り組むに当たり、地域おこし協力隊

員をふやしていくことは重要な施策であると考えており、在任中から協力隊員と意見交換の場

を積極的に設け、協力隊員が抱える課題などに耳を傾けていくことにより、定住につなげてい

きたいと考えております。 

 次に、(3)企業版ふるさと納税についてであります。 

 当市における現在の企業版ふるさと納税制度の活用につきましては、平成29年度から令和元

年度について、地域再生計画を策定の上、室戸のたからっ子子育て応援プロジェクトといたし

まして、すこやか子育て祝金の給付及び室戸の赤ちゃんスターターキットの配布に取り組み、

寄附金をその財源に充当させていただいているところであります。 

 寄附の状況につきましては、議員御案内のとおり、平成29年度には１件50万円、平成30年度

には１件100万円の御寄附をいただいており、本年度につきましては、ホームページ等で広報

を行ってきましたが、これまでのところ、寄附の申し出をいただけていない状況であります。

これから年度末に向けて、当該事業の事業費が確定してまいりますので、財源の確保につなが

るよう、当市にゆかりのある企業等に対し寄附をお願いしてまいります。 

 また、令和２年度以降につきましては、世界一健康づくりが楽しめるまちづくりプロジェク

トといたしまして、運動、笑い、食の取り組みによる市民の健康づくり、ヘルシーメニューや

ヘルスツーリズムなどの開発による観光振興に取り組むため、地方創生推進交付金及び企業版

ふるさと納税の実施計画を提出し、現在、内閣府で審査をいただいている状況であります。採

択された際は、私自身トップセールスとして積極的な企業訪問等を行うことで、事業の趣旨と

企業版ふるさと納税制度に御理解をいただき、可能な限り多くの寄附につなげていきたいと考

えているところであります。 

 次に、大きな２点目の(1)室戸高校の支援についての中の室戸高校の卒業式における卒業生

の答辞についてであります。 

 ３月１日の室戸高校の卒業式は、祝電披露の省略など時間短縮やマスクの着用等新型コロナ
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ウイルス感染症対策を行っての卒業式でありました。卒業生40名の代表者の男子生徒の答辞

は、一つの大きなことをやり遂げた達成感を感じるものでありました。その中で、室戸高校の

よさが知られていない、室戸高校のよさを知ってもらうための方法を考えなくてはならないと

いう言葉を聞き、私自身も以前から同じ思いを感じていたところであります。 

 室戸高校のよさを広く知ってもらうために、高校生みずから出身校へ出向きプレゼンテーシ

ョンをしたり、先生方も広報部をみずから立ち上げたりと室戸高校全体で周知に取り組まれて

いることはお聞きしております。入学生の確保には、室戸市内だけでなく、市外、県外まで室

戸高校をアピールしていかなければなりません。令和２年度に室戸高校と室戸市共同で地域み

らい留学フェスタに参加し、教育移住や教育留学に取り組んでいくことにしております。ま

た、本年度の新たな取り組みの室戸応援隊の皆様にも御協力いただき、室戸高校の魅力を県外

の皆様へ周知していきたいと考えております。 

 また、その他、卒業生の答辞を聞いて感じたことは、先輩、後輩、そして先生方が家族のよ

うに助け合うよりよい人間関係が室戸高校にはあるということであります。やりたいこと、困

ったことがあったら、周りに声をかけると必ず助けてくれるという内容の言葉が耳に残ってお

ります。信用できる仲間や先生方に囲まれて過ごす高校生活は、とても充実していたことだと

思います。また、しっかりと御自身の目標に向かって取り組んでいく行動力も感じたところで

あります。グローバルな視点を持った地域リーダーの育成を目指す室戸高校の教育活動の成果

のあらわれであると感じたところであります。 

 室戸高校の先生方には、ぜひ今後とも室戸市を背負って立つリーダーの育成に注力いただき

たいと考えております。そのためにも、室戸高校は県立高校ではありますが、室戸市の大きな

財産と考え、引き続き支援を行ってまいります。 

 私からは以上でありますが、教育長及び関係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） 大西防災対策課長。 

○防災対策課長（大西 亨君） 町田議員に、１点目の(1)令和２年度当初予算案についてお

答えいたします。 

 まず、これまで行った耐震改修事業につきましては、平成16年度から今年度の見込みを含め

た件数で、耐震診断が263件、耐震改修設計が127件、耐震改修工事が113件となっておりま

す。 

 次に、耐震改修工事の他市との比較でありますが、平成30年度までの実績で、室戸市が79件

に対しまして人口規模が同程度の安芸市が114件、土佐清水市が122件などとなっております。 

 なお、これらの耐震改修事業は、地震による建物倒壊被害を防ぐとともに、津波からの避難

を開始するためにも必要な対策となります。 

 津波対策として、津波避難施設や避難所の環境整備なども行っておりますが、まず建物から
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逃げ出すことができるよう、建物の耐震改修や家具の固定などは最も大切な対策となります。

今後におきましても、事業の周知や戸別訪問など耐震改修事業の促進に努めるとともに、自助

としての対策を強化していただくよう取り組んでまいります。 

 次に、自主防災組織が行う防災活動への積極的な支援についてでありますが、現在、市内に

は102の自主防災組織があり、防災訓練や出前講座、講演会の開催、防災資機材の整備や避難

路、避難場所の維持管理など、地域の防災として最も大切な自助と共助の強化に取り組んでい

ただいております。 

 今後におきましては、これまで行ってきました防災資機材の購入や避難路、避難場所の整備

に対する支援を継続するとともに、防災訓練につきましては、夜間訓練や避難施設を使った訓

練など実践に役立つ訓練に取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 町田議員に、大きな１点目の(1)令和

２年度当初予算案についての重要事項の中の会計年度任用職員の仕事内容や職務責任の違いに

ついてお答えをいたします。 

 会計年度任用職員制度は、適正な任用や勤務条件を確保することを目的に令和２年４月より

導入され、期末手当の支給や空白期間の適正化など待遇面での改善が図られたところでありま

すが、業務内容としましては、これまでの臨時的任用職員と同様に、あくまで正規職員の補助

的な業務や定型的な業務に従事することとなります。 

 次に、命令系統についてであります。 

 正規職員及び会計年度任用職員に対する指揮命令につきましては、制度改正前と変わりな

く、任命権者の指示のもと、各所属長の指揮命令下に置かれることになります。 

 次に、正規職員と会計年度任用職員との力量の違いが出た場合についての対応策についてで

あります。 

 正規職員と会計年度任用職員とは、担当している業務の内容や責任の程度も違うものである

ため、正規職員と会計年度任用職員の職務能力を比較するということはないものと考えており

ます。 

 いずれにいたしましても、正規職員、会計年度任用職員を問わず、職場においてトラブルな

どがなく、円滑に業務を進めるため、課内会等を通じて業務に関する意識の共有を図るととも

に、各種研修会等において人材育成に努めてまいりたいと考えております。以上です。 

○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） 町田議員に、大きな１点目の(2)ふる

さと室戸応援寄附金についてお答えいたします。 

 まず、令和２年度のふるさと納税寄附額の目標額でありますが、室戸市まち・ひと・しごと

創生総合戦略や令和２年度当初予算額では12億円としておりますが、担当課といたしまして
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は、今年度の実績見込み額の13億5,000万円以上を目指して取り組んでまいります。 

 また、目標達成に向けての取り組みでありますが、寄附者の多様なニーズに応えるため、事

業者と協議の上、季節に合わせた返礼品をふやし、情報戦略等を用いて周知を行い、寄附の拡

大を図ります。 

 さらに、全国で人気のある返礼品や事業者の取り組み事例などの情報共有を行うとともに、

ふるさと納税の講師を招いた事業者勉強会を行うことで、魅力のある返礼品の開発につなげた

いと考えております。 

 次に、納税者からのクレームについてでありますが、クレーム内容で一番多いのが、不良品

に関する内容であります。その際、納税者は市役所へ連絡されるケースが多く、今年度は２月

末現在で約90件の連絡を担当課のほうで受けております。 

 また、クレームに対する対応といたしましては、不良品などの事業者に不備がある場合は再

発送をお願いしております。 

 次に、観光パンフレット等の返礼品との同包についてでございますが、一部の事業者は既に

取り組んでおりますけれども、返礼品を通じて室戸市のことを知っていただけるよい取り組み

だと思いますので、関係課及び事業者と早速協議検討してまいりたいと考えております。 

 次に、令和元年度のふるさと納税見込み額であります。 

 先ほど申し上げましたが、13億5,000万円を見込んでおります。 

 また、室戸市民が他自治体へ行ったふるさと納税見込み額ですが、今年度の税務申告はまだ

行われているため、平成30年度の実績額を申し上げますと270万円余りとなっております。 

 今後におきましても、室戸市の貴重な財源となりますふるさと納税寄附額をさらに増加させ

るため、積極的な姿勢で取り組んでまいります。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 町田議員の、２、教育について、(1)室戸高校の支援についてお答

えいたします。 

 今後の室戸高校の運営についてでございます。 

 高知県教育委員会では、県立高等学校のあり方と方向性などを示した県立高等学校再編振興

計画を策定しております。 

 平成31年度から平成35年度までの後期実施計画によりますと、室戸高等学校の学科改編等で

は、平成30年度を起算年として３年連続して入学者が40人に満たない状況があり、将来的にも

生徒数の確保が困難と想定されるような場合については、単位制普通科への改編を検討するこ

ととするとされております。入学者の状況は、平成30年度、平成31年度ともに40人を下回って

おり、３月４日、５日に実施された入試についても28名の受験者となっております。そのた

め、今後は室戸高校の存続についての検討ではなく、総合学科から単位制普通科への検討が行

われ、次の県立高等学校再編振興計画の中に盛り込まれるのではないかと思います。その際に
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は、学校所在の市町村の意見も参考にされますので、現在の総合学科の存続をお願いしたいと

考えております。 

 次に、室戸高校の卒業式の答辞についてでございます。 

 全日制、定時制ともに、家族や友人、地域、先生に支えられたことへの感謝と３年間の生活

で成長した自分、これからの歩み、ふるさと室戸への思いが述べられ、本当にすばらしい答辞

で大変感動いたしました。 

 町田議員の御質問の中にもありましたように、答辞の中で室戸高校のよさが地域の人や小学

生、中学生に知られていないことが残念だとありました。そして、室戸高校のよさを知らせる

ため、生徒みずからが行っていた出身校などでのプレゼンテーションを次は在校生にと託され

ておりました。みずから考え、みずから行動し、課題を解決する力など、今求められる生きる

力を身につけた生徒であり、室戸高校の先生方の指導の成果と感じたところでございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策から、３月11日に予定しておりました議員の皆様に向けての

室戸高校生のプレゼンテーションは延期となりましたが、今後とも、生徒の皆さんが室戸高校

のよさを周知できる機会を設けてまいりたいと考えております。 

 次に、将来の室戸を背負っていく人材が室戸高校卒業生から誕生する支援や取り組みについ

てでございます。 

 今年度の卒業生の進路は、国公立大学に４人、私立大学や短大へ７人、各種専門学校等にも

多くの生徒がそれぞれの進む道に進んでいるとお聞きしております。就職状況につきまして

は、令和２年度の室戸市役所新規採用職員として一般事務職と消防職員に室戸高校生が採用さ

れております。また、室戸高校から県立工科大学を経て採用された方も１名おります。室戸市

内の民間企業にも２名就職されており、高知県内も含め、地元に就職された生徒が多いのが特

徴でございます。一旦室戸市を離れても、地元へ帰ってきて生活しようと考える若者がふえて

いるのではないかと考えます。室戸高校の地域連携の取り組みの成果が出てきているものと考

えているところでございます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 町田議員に、大きな２点目の教育についての(1)

室戸高校の支援についての市内小・中学生の郷土愛を育む取り組みについて私のほうからお答

えさせていただきます。 

 郷土愛を育むためには、まず郷土を知ること、そして体験することが非常に大切であること

から、室戸市では以前より、総合的な学習の時間などを利用して、自分たちの住む町について

調べ、体験する時間を設けております。 

 例えば、地域資源である室戸海洋深層水について学習を行ったり、室戸小学校では、室戸市

指定無形民俗文化財の浮津西町鯨舟唄を地元の方に習い、学習発表会などで披露をしたりと、

各学校それぞれ学齢に応じたテーマで地域学習を行っております。 
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 また、室戸ジオパーク学習として、ジオパークセンターや現地でジオガイドによる学習など

を行い、室戸の成り立ちや産業など、ジオパークを通して室戸を知る学びも行っております。 

 さらに、小学３、４年生を対象として、社会科副読本「室戸のくらし」を作成し、自分たち

の町についての学習を行っております。 

 こういう地域学習などを通して、地域のよさを理解し、愛着を持ち、そのよさをさらに高め

るためにはどうすればよいかを考えることができる児童・生徒を目指し、課題解決型学習を行

っているところでございます。今後とも、郷土愛を育む取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 町田議員の２回目の質問を許可いたします。町田又一議員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。２回目の質問を３点ぐらいさせていただきます。 

 まず、「命を守る」ということで質問をさせていただきたいと思いますが、市長のほうから

は開業予定年月日を示していただきました。市民待望の診療機関でございますので、できるの

を大変楽しみにしているのですが、やはり公立だから赤字がつきものという、最初からそうい

う取り組みではなかなか長く経営はできないんではないか、そんなふうに思います。というこ

とは、地域の市民の命を守るということは、その診療所を地区民が住民が頼りにする、そんな

病院でなければならない、そんなふうに思います。担当課の課長、地域医療を支える診療所は

どういうような地域との結びつきが赤字経営を少しでも減らすことに結びつくのか、いろいろ

と開業後の患者さんの利用状況等も考えておられると思います。なかなか正確な数字は難しい

とは思いますが、今担当課として考えているところで結構ですので、御披露していただきた

い、そんなふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それと、出会いのきっかけ事業なんですが、企画財政課長さんにお伺いをいたします。 

 実は課長さんと私でタッグを組んで１組の成婚者を誕生さすことができました。もう籍も入

れられ、そして５月には赤ちゃん誕生というようなところまで来ております。たった１つの成

功例なんですが、市民がこの結婚について真剣におせっかいをやく、そういうことができるよ

うになれば、もっともっと結婚が身近に、また少子化の一助になるというふうに私は思ってま

す。 

 せっかくきっかけの事業費を組んでいただいております。少組というか、多数ではなくっ

て、何組か集まっていただいて、何度となく出会いの場を設定して、できればゴールをできる

ような、そんな小回りのきく事業費もあっていいのではないか、そんなふうに思います。担当

課長さんとしてどういうふうにこの取り組みができるのか、お聞きをいたします。 

 それと、室戸高校の支援についてなんですが、学校が存続しなければ何も意味はないと思い

ます。そういう中で、存続するための取り組み、担当課長さんとしてどういうふうにこれから

の室戸高校の存続を考えておられるのか。また、どういう高校になれば全国から生徒が集まっ

てくれると考えておられるのか。また、どういうような取り組みをしていけば、室戸高校と地
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元の小・中学生とが結びつくのかというようなことも課長さんの頭の隅っこにはあるのではな

いか、そんなふうに推察をいたします。どうぞ今思っている範囲で結構ですので、担当課長さ

んとして地元の学校の活性化のためにこういう考えがある、それを一端でも構いませんので、

御披露していただきたいと思います。 

 この３点について質問をさせていただきまして、私の２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。松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 町田議員の２回目の御質問にお答えをします。 

 まず、室戸岬診療所につきましては、令和２年度当初予算では、診療所収入については一定

の増を見込んでおりますが、常勤医師の給与費、看護師給与について国保会計で計上したこと

により、昨年度より2,995万3,000円増の4,647万円の繰入金が必要な状況となっております。 

 常勤医師の採用については、これまで診療時間が午後の二、三時間ということ、週３日と限

られていたことから、受診に係る利便性を高めることや住民不安の解消と医療提供体制の充実

を図るため取り組んできたものであります。 

 決算時においては、これまで診療収入の増等により繰入金の額は減少する傾向にあること

や、昨年度は黒字となりました。それに対し、令和２年度につきましては、医師の給与費等に

より一定の赤字額が出ることが想定をされますが、本診療所は地域においてなくてはならない

診療所であるということ等、レントゲン設置による医療環境の充実や住民への周知による患者

数の確保等により、会計の赤字額を圧縮できるよう、適正な管理運営に努めてまいりたいと考

えております。 

 また、新しい診療所につきましても、地域包括ケアシステムを支える地域の医療の拠点とな

る診療所として、赤字額をできるだけ圧縮して取り組んでまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 町田議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 本市が取り組んでおります出会いの機会の確保事業につきましては、これまで民間の方々が

中心となって独身者向けの出会いイベントを開催してきていただいておりまして、結婚まで結

びついた事例もあるというような報告もいただいているところでございます。 

 一方、団体の方からは、イベントの回数を重ねていくうちに、現在の多い人数でのイベント

の形では、効果面など幾つかの課題も出てきているとの御意見もいただいているところであり

ます。 

 現在本市では、こうした出会いのイベントの開催につきましては、室戸市出会いのきっかけ

づくり応援事業費補助金を交付して支援をしているところでありますが、補助対象事業として

参加人数20人以上などの要件があるところでもございます。私としましても、今後の出会いの

イベントを考えたときに、これまでのイベントの形にこだわることはなく、実際にイベントを
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実施している団体の方々の現場の声っていうのも聞きながら、柔軟に対応していく必要はある

かと考えているところであります。 

 議員から御提案のありました少人数の形でもやれるような、そういった形がこの補助制度の

中でどのような形がとれるのかというのは、課内でもこれから協議をしていきたいと考えてお

ります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 町田議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 室戸高校の存続のための取り組みでございます。 

 室戸高校の存続でまず何より大切なのは、やはり室戸高校のよさを市内外に知っていただく

ことだと考えております。市外への周知につきましては、先ほど市長のほうからも御答弁させ

ていただきましたように、全国的な地域みらい留学フェスタに参加をして教育移住や留学につ

いての周知を行うこと。そして、市内での周知といたしましては、やはり室戸市民の皆さんが

室戸高校を自分たちの高校、おらが高校だというふうに愛着を持ってもらうことがとても大切

だと考えております。学齢期をお持ちの御家庭でも、そうでない御家庭でも、室戸市民全員の

方に室戸高校に愛着を持っていただくために、今「広報むろと」のほうで「室高にＣｏｍｅ 

Ｏｎ！！」と題して生徒さんたちの活動や行事予定などをお知らせをしているところです。 

 そしてまた、先ほどから答弁させていただいてますように、室戸高校生みずからが行うプレ

ゼンテーションにつきましても、多くの場を設けて、生徒さんの頑張りなどを周知できるよう

にこちらのほうも努めていきたいと考えています。 

 それから、どういう高校になれば全国から生徒が集まってくるかということにつきまして

は、全国に4,000校以上ある高等学校の中から室戸高校を選んでもらうためには、さらなる室

戸高校の魅力化が必要であると考えています。県外のほうから来ていただく方に関しては、必

要な寮はいさな寮がありますし、市のほうから寮費の補助もありますので、教育留学の受け入

れについては一定整っているのではないかと考えております。 

 室戸高校のさらなる魅力化につきましては、女子硬式野球部やジオパーク学などに加えて、

今室戸高校では行きたい大学に行ける高校として取り組みが行われているところです。現在で

も、先ほど教育長のほうから申し上げましたように、国公立大学への合格者が複数名出ておる

ところでございますけれども、令和３年度に予定をしています公設塾の開設もさらなる魅力の

一つにつながっていくのではないかと考えています。 

 それからまた、生徒さんの活躍も大きな魅力であると考えています。この７月31日から８月

１日に室戸市で開催されます第44回全国高等学校総合文化祭2020こうち総文の弁論部門に、室

戸高校生の生徒さんが高知県代表として２年連続で出場することが決定いたしております。そ

れから、定時制のほうでは、バスケット部が全国大会に出場したということは記憶に新しいと

ころでございます。こういう室戸高校生の活躍などを広く周知することで、室戸高校の魅力を
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知っていただき、室戸高校を選んでいただけるのではないかと考えています。 

 それから、市内中学校と室戸高校を結びつける方法についてですけれども、すぐに実現でき

ることといたしましては、部活動の合同練習や高校の教員による乗り入れ授業、それから先ほ

どから出てます高校生のみずからのプレゼンテーションを出身校で行っていただくことなどが

考えられます。 

 今後とも、今まで御答弁申し上げました取り組みを継続して行うことによって、室戸高校の

存続のための支援を続けてまいりたいと考えています。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって町田又一議員の質問を終結いたします。 

 健康管理のため、11時15分まで休憩いたします。 

            午前11時５分 休憩 

            午前11時16分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

 次に、脇本健樹議員の質問を許可いたします。脇本健樹議員。 

○７番（脇本健樹君） おはようございます。７番脇本。３月定例議会において一般質問を行

います。 

 医療体制について。 

 平成30年１月末をもって室戸病院閉院の公表が唐突になされ、市民の間で医療に対する不安

から、市議会に「室戸市の地域医療充実を求める」請願書が提出されました。これを受け、当

時の室戸市議会産業厚生委員会は、高知県健康政策部で室戸市の医療実態等を研修し、市民の

健康と命を守るには救急部門をあわせ持つ公立医療施設建設が必要との考えに至り、他市町村

の公立病院などを参考に調査検討を重ね、室戸市議会平成30年12月定例会で、公立医療施設の

不可欠や公立医療施設の財源についての問題点など、難しい状況も含んだ７つの指摘項目の検

討結果を報告しました。 

 室戸市は、これらを踏まえ、これより約１年後、芸西村以東の安芸保健医療圏で高知県保健

医療計画で定めた基準病床500床で室戸病院の閉院で戻した一般病床19床をめぐり、令和元年

11月５日に安芸区域での高知県地域医療構想調整会議にてプレゼンをしておりましたが、室戸

市の整備計画は採択されず、室戸市議会令和元年12月定例会で、植田市長は有床診療所の必要

性を引き続き訴えていくと言いましたが、残念なことに、次の会議、12月の高知県医療審議会

でも、何がいけなかったのか、採択されませんでした。もともとは室戸市にあった19病床だと

いうのにです。経営方針等に問題があったのではないでしょうか。令和元年11月５日の令和元

年度第１回高知県地域医療構想調整会議（安芸区域）で指摘されていたようでありますが、や

はり取り組みが十分でなかったということの反省等はなかったのでしょうか。 

 室戸市としてはその結果を受け、医療法に基づく届け出により診療所に病床を設置すること

のできる特例措置の申請書を提出し、令和２年１月20日の令和元年度第２回高知県地域医療構
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想調整会議では、臼井委員、前田委員の後押しもあり、特例について認めていただいたようで

す。２月19日の高知新聞には、２月17日の高知県医療審議会にて特例措置を認めると高知県に

答申し、県は近く設置を認定するとありました。これにより室戸市の医療環境の充実は一歩前

進しました。 

 そこで、新聞記事から疑問に思ったことを含みお聞きします。 

 前段の議員さんとの答弁とかぶる部分があると思いますが、よろしくお願いします。 

 １番、室戸市立室戸岬診療所について。 

 室戸岬診療所はどのように運営していくのでしょうか、現状と今後の見通しはどのようにな

るのか、お聞きします。 

 ２番、（仮称）室戸診療所について。 

 医療法の特例措置、特例申請の認定により一般病床19床の診療所の開業ができることになる

のですか。請願書に携わった市民は、特に医療環境の充実からも診療所の開業は一刻も早く望

んでおります。（仮称）室戸診療所はどのように運営していくのでしょうか。新聞報道による

と、幾つかの診療科目が出ていましたが、医療スタッフ確保の見通しはあるのでしょうか、お

聞きします。 

 ３番、特例措置について。 

 診療所設置について調べていると、有床診療所の病床設置に関する特例を受けられる条件が

困難であった要綱が、平成30年度からは地域包括ケアシステムを推進する上で有床診療所の役

割が一層期待されるため、特例が受けやすいよう内容が改正されました。特例認定に当たって

の項目数は、平成29年度以前の制度と変わらず、大きく３項目ありますが、それぞれの項目は

少しずつ緩和されております。１つ目の項目は内容が大きく改正されており、診療所の担う機

能について細かく７項目に分け、特例を受けられる条件が規定されております。この条件でう

たっている対応や受け入れの機能が保持できなければ、診療所の特例措置が取り消されること

となります。よほどの事態でなければ取り消しされることはないようですが、今後、室戸の医

療を長く支えていくため、室戸診療所を継続していくには何を重視して運営していくのか、お

伺いいたします。 

 ４番、公設民営について。 

 特例措置について調べていく中で、今回の特例措置以外で診療所の運営ができるもう一つの

策として僻地医療対策実施要綱なるものがあり、僻地医療拠点病院の指定という要綱の中に、

おおむね半径４キロメートルの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医

療機関を利用できない地区云々があり、これは個人経営の医療機関の閉院で無医地区、医師が

いない地区において診療所設置ができることであり、室戸市において地理的には佐喜浜地区が

該当してくるということであります。今後、佐喜浜診療所が閉院した場合、医療機関の必要性

から、この地区で第３の室戸市立診療所として開設する考えがあるか、お聞きします。 
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 次に、新設する市立室戸診療所において、公設民営ではネックとなり得る要因はあるのでし

ょうか。メリット、デメリットがあるのかをお聞きします。 

 ５番、指定管理について。 

 室戸中央病院と指定管理を結ぶと新聞報道にありましたが、どのような経過で室戸中央病院

に決まったのか、お伺いします。 

 ６番、危機管理について。 

 現在、パンデミック化している新型コロナウイルスもそうですが、病原性や感染力が強く、

致死率が高い新型インフルエンザなどの連鎖的に拡大する感染症に対して、室戸市として備蓄

しているマスクや消毒液、石けんなどは十分にあるのでしょうか。担当課としては感染拡大予

防及び準備としてどのような対応策をとるのか、お聞きします。 

 次に、高知県には感染症医療機関として医療センターと幡多けんみん病院で感染症病床とし

て９床ありますが、県東部にはありません。今回の新型コロナウイルスに加え、10年から40年

周期で流行している免疫がなく致死率が高い新型インフルエンザ対策としても安芸郡下に隔離

病床の設置も検討しなければならないと思いますが、この機会に検討してはどうかと考える

が、植田市長の見解をお伺いします。 

 これで１回目の質問を終わらせていただきます。 

○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） 脇本議員にお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の医療について、昨年、県により行われました安芸医療圏での19床確保

に係る医療整備計画の公募における本市の取り組み等についてであります。 

 これまでにも御説明してきましたとおり、11月５日に開催されました安芸区域の医療構想調

整会議では、応募した３団体がプレゼンテーションを行い、本市からは、一般病床がなく、救

急搬送や入院、外来を市外の医療機関に頼らざるを得ないこと、公的医療機関の整備は最優先

すべき市の責務であること、また平成30年２月には室戸病院の再開に向けた請願書が提出さ

れ、市民が切望していることなど、全力でその必要性について訴えてまいりました。 

 プレゼンテーション後の採点結果は、緊急性や地域課題を重視された地域の実情性との適合

では、本市が最も高い評価をいただきましたが、人材の確保や資金計画が重視された計画の実

現性では、増設予定の２団体に比べ、本市は新設予定であることなどから得点が伸びず、医療

法人臼井会に僅差で及ばず、第２候補となってしまいました。 

 本市は、結果を受け、11月28日、安芸保健医療圏における医療機関の整備計画に対する意見

書を県に提出し、採点結果が僅差であること、地域の実情性との適合では一番高い評価を受け

ていることから、これらを考慮して採択について検討してほしいこと、また有床診療所の病床

設置に関する特例の適用について、あわせて検討していただけるよう要望いたしました。 

 その後、12月に行われた医療構想調整会議連合会及び医療審議会においては、当初の採点結
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果が覆ることはなく、承認をされ、医療法人臼井会が19床を確保いたしたものでございます。 

 本市が病床を確保できなかったことが新聞で報道され、市民の皆さんには大変御心配をおか

けしましたが、有床診療所の整備は達成しなければならない本市の最重要施策であるため、再

度有床診療所の病床設置に関する特例の届け出により病床を確保できましたことは、言葉には

できないほどの喜びを感じております。 

 また、これまで19床の確保に関し御協力をいただきました医療関係者や住民代表の方々、そ

の他関係機関の皆様方には、この場をお借りして心より感謝を申し上げたいと思います。 

 次に、(1)室戸岬診療所についてであります。 

 今後の室戸岬診療所につきましては、昨日も答弁いたしましたように、これまで課題とされ

ていた常勤医師の確保を達成し、地域医療の充実において大きく前進したものと考えておりま

す。 

 室戸岬診療所につきましては、これまでの週３日、１日当たり２時間から３時間程度の診療

から、月曜から金曜日まで午前、午後の診療に拡充することを予定しており、地域の方々の利

便性や安心感の向上につながるものと考えております。 

 現在の想定では、室戸岬診療所は今後も継続していく予定でありますが、新診療所との連携

や市内の医療環境の変化等により、診療所体制の変更が必要となってくる可能性もあることか

ら、各関係者と協議を重ねながら、そのあり方等について検討してまいります。 

 次に、(2)新診療所についてであります。 

 本市が設置を予定しております診療所は、地域の医療拠点として、急性期から在宅への移行

サポート、在宅の延長としての一時的な入院医療を支えること、また軽症等の急患受け入れに

よるリスクの軽減により市民の安心感の向上を図ること、また大規模災害時における避難所機

能を有する救護病院としての役割を果たすことなどを目的としております。 

 運営につきましては、これまでにも議会等で説明してまいりましたが、公設民営方式で指定

管理者制度の導入を予定しているところでございます。 

 指定管理者制度の導入については、民間の医療法人を指定管理者とすることにより、民間事

業者の経営ノウハウを活用し、効率的な施設運営を行うことで運営経費の縮減ができるという

利点があることなどから、指定管理者制度の導入が望ましいと判断をしたものであります。 

 加えて、現在、指定管理候補予定者としております医療法人愛生会につきましては、室戸中

央病院、また老人保健施設あさひを運営していることから、患者の状態に応じ連携を行えるこ

とから、医療介護連携による体制の充実が図れることは、患者の利便性を高めるとともに、切

れ目のない地域包括ケアシステムの構築につながるものと考えております。 

 また、市が直営で診療所を運営することについても検討してまいりましたが、市には病床を

持った医療機関運営のノウハウがなく、経営にも精通した職員がいないことや人件費の面から

も、民間と公務員との給与形態の違いにより大きく赤字となることなどが予測されることか
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ら、指定管理者制度の導入を選択したものであります。 

 次に、診療所の運営体制としては、内科、リハビリテーション科を常設し、現在、室戸中央

病院で診察を行っております眼科、整形外科については、新診療所のほうで行っていただくこ

とを予定しております。 

 人員配置としては、常勤医師１名、非常勤医師３名、看護師９名、看護補助５名、理学療法

士等２名、事務職３名、その他非常勤職員２名の計25名を想定しております。医療従事者の確

保については、前段の議員にもお答えをしたとおり、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、官民連携により確実な人材の確保に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 なお、これらの診療体制につきましては、市民からの要望や人員確保の状況、開所後の入

院、外来患者の状況、経営状況等も踏まえ、指定管理者と協議を行いながら、人員体制の変更

など柔軟性を持った対応が必要であると考えております。 

 次に、(3)特例制度についてであります。 

 この特例制度に該当する診療所の認定基準としては、大きく分類すると地域包括ケアシステ

ムの構築のために必要な診療所と僻地診療所等があり、今回本市は地域包括ケアシステムの構

築のために必要な診療所として申請を行いました。 

 これに対する認定基準の７つの要件のうち、いずれか１つを満たす場合に申請が認められる

こととなりますが、本市においては、他の急性期病院の一般病棟からの受け入れが入院患者の

１割以上あること、急変時の入院患者の受け入れが年間６件以上あること、病院からの早期退

院患者の在宅・介護施設へ受け渡し機能があることの３つを開所当初から達成可能と判断を

し、申請をしております。 

 その他の４つの要件については、全身麻酔、脊椎麻酔等の実施が年間30件以上あることとい

う要件を除き、在宅療養支援診療所としての機能や患者からの電話、問い合わせに常時対応す

る機能、みとりを行う機能を将来的に目指す医療機能としております。 

 次に、(4)公設民営についてであります。 

 医師の高齢化が進む本市において、現在診療を行っております民間の診療所がなくなってし

まうと、地域住民は遠くの医療機関に頼らざるを得なくなるなど、本市の医療環境は極めて緊

急性が高く、深刻な課題を抱えている状況であります。各地域にそれぞれ診療所等の医療機関

があるのがベストであると考えますが、医療人材不足等の影響からも、全ての地域に独立した

公立診療所をつくるということはハードルが高いものと考えております。 

 そこで、新しい診療所を拠点として、例えば各地域の診療所をサテライト診療所とし、毎日

は難しいかもしれませんが、週二、三日の診療を行うことなどにより、地域の医療を支えてい

ける体制づくりを、既存の室戸岬診療所との連携も踏まえ、今後、検討してまいりたいと考え

ております。 
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 また、議員御指摘の佐喜浜地区については、仮に佐喜浜診療所が閉院した場合、おおむね半

径４キロメートルの区域内に他の医療機関がなく、その区域内の人口が原則として1,000人以

上あり、かつ最寄りの医療機関まで通常の交通機関を利用して30分以上要する場合という僻地

診療所設置基準に現在のところ該当していると考えており、運営や医師派遣についても一定の

支援が受けられる可能性があることから、こちらについても今後検討を進めてまいりたいと思

います。 

 次に、(5)指定管理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。 

 次に、(6)危機管理についてであります。 

 マスクや消毒液などの備品は十分にあるのかとのお尋ねにつきましては、本市の備蓄品とい

たしましては、災害時の医療用としてマスクが２万9,000枚、消毒薬は約100本等を確保してい

るところであります。 

 高知県災害時医療救護計画等において、備えに十分な必要量等の根拠がないことから、災害

時の医療用備蓄の必要量や感染症対策としての備蓄の必要性等につきましては、今後、検討し

てまいります。 

 また、本市の感染症対策といたしましては、基本的に感染症が指定感染症に指定された場合

などには、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

に努めてまいります。 

 次に、感染時の安芸郡内への隔離病床の設置についてであります。 
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 感染症病床につきましては、感染症法で定められている患者を入院させるための病床であ

り、感染症病床には一般病床の必置設備のほか、機械換気設備、感染予防のための遮断施設、

感染症ごとに必要となる消毒設備を設置しなければなりません。また、感染症病床数は基準病

床数制度により都道府県の特定感染症指定医療機関などの感染症病床の合計数を基準として県

知事が定めることとなっておりますので、市がその設置をすることは難しいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 脇本議員の２回目の質問を許可いたします。脇本健樹議員。 

○７番（脇本健樹君） ７番脇本。２回目の質問をさせていただきます。 

 まず、植田市長は、以前、情報は市民やよそから曖昧に聞こえてくる前に議会とは共有する

とか、提出するとかと言ったと理解していますが、今回の診療所運営の方向性として指定管理

者は確定とはなってませんが、新聞報道で室戸中央病院の存在を知ることになるのですが、こ

の件、議会に対する情報提供についてどのようにお考えでしょうか。 

 次に、開院前の医療スタッフを雇い入れるとのことでもありますが、いつごろ、どのような

体制で、どこで医療従事するのでしょうか、お伺いします。 

 次に、植田市長の目指す医療環境の充実の方向についてです。 

 安芸区域での一般病床19床の整備計画応募の落選、19床では病院になりませんが、病院を目

指した19床と診療所としての19床、病床数だけ見れば一見同じであるが、今後の意味が大きく

変わってきます。よくよく調べれば、室戸市民は救急受け入れとしても田野病院にお世話にな

っているがゆえに、病床増することはやむを得ないと感じましたが、最初に19床をいただいて

いれば、後々安芸郡下で病床数があいた際はすんなり増加できたはずです。室戸市民の要望

は、安心できる暮らしとして室戸病院にかわる医療施設建設及び医療環境充実であります。室

戸市議会も医療施設の建設は必要と報告しましたが、植田市長、病院となればかかる経費も違

ってきますが、特例措置での診療所開設ですが、このあたりの数字をはじいて検討したのでし

ょうか。特例措置のほうに切りかえたのはどういった考えで、いつの時点とあったのでしょう

か、もう一度お伺いいたします。１回目にあったと思いますが、確認を、済みません、追加で

お願いいたします。 

 もう一点、新医療施設運営についてですが、初期のころより室戸中央病院の名が上がってい

ましたが、室戸市直営方式も踏まえ、可能な限り県内外の医療機関に当たり可能性は探った結

果なのでしょうか。なぜ中央病院の名が上がってきたのか、そのメリットは何でしょうか。 

 また、中央病院とのタイアップを考えるなら、多くの金額をかけ、新しく医療施設を建設す

るよりは、病院併設や増設をするほうが望ましいのではないかと、また支援の方法もあるので

はないかとの声があります。この件についてお伺いします。 

 次に、室戸岬診療所に医療経験者のドクターが着任されるということですが、医療スタッフ

の手配はもちろん、新診療所の兼ね合いで運営をお願いするのは可能ではないのでしょうか。
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経費の面などを含み、運営管理者が同一の場合がよろしいかと思いますが。それから具体的で

はありませんが、病院用市内巡回バスをやすらぎまで走らすなどして、室戸中央病院やむろと

ぴあにも行けるように計画を立てることはできると思いますが、植田市長の見解をお伺いしま

す。 

 ２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） 脇本議員の２回目の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 ６点ほどの質問であったかと思いますけれども、少し１点目、２点目が聞き取りにくくて、

確かな質問に理解できてないかもわかりませんが、確定となったのはどのようなことかという

ことが１点目じゃないかと思うんですが、そうですかね。済みません、答弁抜けがありました

ら、また後で御指摘いただけたらと思います。 

            （７番脇本健樹君「新聞で出たことを、情報提供していただけるい

う話やったやか」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） わかりました。議会への情報提供をせずに、一方的に進めて

いたんじゃないかということの御指摘であるようでございますが、この取り組みについては、

議員説明会、この議会でも一般質問をいただきながら順次やりとりをして取り組んできました

ので、それと同時に、市民の代表する方々の検討委員会の中でも協議をしたり、あるいは病院

の先生方が集まった機関でも検討していただいたりというような手順を踏んできておりますの

で、今回の新聞報道につきましては、今の状況の中での最終的な状況で表示されました、記事

されましたことでありますけれども、手順としてはその段階をもって対応してきたというふう

に考えております。 

 それと、２点目の医療を従事する者のことについての御指摘がありまして、これもちょっと

聞き取りにくかったんですが、申しわけありませんが。 

○議長（堺 喜久美君） 後で、２回目で。 

○市長（植田壯一郎君）（続） 後で、じゃあ構いませんか。 

○議長（堺 喜久美君） 答弁漏れで。 

○市長（植田壯一郎君）（続） ３点目の質問は、19床だと病院にならなくて診療所じゃない

かと、後々この19床の申請が当初確保できていたら、今後、安芸郡医療圏の中でベッド数があ

いたらまたその病床をふやすことができて、病院とする整備ができるんじゃないかという御指

摘であったかと思います。 

 実は、今回私が市長に当選をして病院を整備するという段階では、当然病院の整備といった

ことも考えて、地元の経営をする医療機関の方々とも病院の中の今の施設を使った病院を充実

させてもらうような取り組みができないかどうかということを協議をさせ、御相談をさせてい
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ただきました。 

 しかし、現実としましては、なかなか投資的経費が高くなること、あるいは経営的な面の物

事等で非常に現実的には病院は不可能であるということになりました。室戸市自身が病院の整

備ということになりますと、人材確保の問題、投資的金額の問題、この診療所と比べてはかな

りハードルが高過ぎるということで、結果的には診療所の整備という形の判断になったもので

ございます。 

 ４点目の質問が、初期から中央病院のお名前を聞いたということと、中央病院の指定管理と

いうことのメリット等の質問であったかと思います。 

 中央病院だけでなくして、この病院の関係については市内外のたくさんの病院の先生方のお

知恵をかりて、どう取り組むのかということを進めてまいりました。そうした中で、中央病院

は地元室戸市内の病院でもあるということで、いろんな角度から御指導いただきながら取り組

んできたということで、名前が大きく聞かれたのではないかなと御推測をしております。 

 それと、中央病院としての今後指定管理を出す場合のメリットは、先ほども具体的にお答え

をさせていただいたとおりでございます。 

 ５点目の大きな資金をかけるよりも病院の整備に投資をして経費を安くした対応もできたん

じゃないかという意見を聞くというお話でございましたかね。 

 そのことにつきましては、市内の２つの病院、診療所に協議をしまして、今ある既存の施設

の中での充実で病院の整備の対応ができないかという御相談もさせてもらいましたが、先ほど

答弁をさせていただきましたように、資金の問題やら今後の経営の問題、それとあわせて人材

確保の問題と現実では厳しいというお答えをもろうて診療所ということへの対応になったとい

う経過でございます。 

 それと、最後６点目に、室戸岬診療所等の兼ね合い、連携を持って同一の対応ができればも

っと効率的ではないかといったこととあわせて、バスの運行をされることなどの対応もできる

のではないかという御質問であったかと思います。 

 室戸岬診療所につきましては、この４月から院長を据えて、毎日の診察をする動きになって

いきますけれども、今回新たに建設整備をしようとしております新室戸診療所につきまして

は、ここを核としながら、室戸市内域の各地域地域の医療の充実に向けて取り組んでまいりた

いと考えておりますが、とりあえず指定管理者を置いて、室戸の新しい診療所が運営をしてい

くということになりますので、核とした機能は間違いありませんけれども、診療所、また佐喜

浜や吉良川、羽根地区の診療所のあり方もあわせて、どういうふうな形が効率的でより地域の

方々が医療に対して安心を持てるのかということが今後の課題として考えを検討していきたい

と思っております。 

 あと、バスの運行のことにつきましては、今市のほうでも交通会議などを立ち上げて、今後

の市内における市民の移動支援については検討しておりますので、そんな中でも協議を深めな
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がら検討させていただきたいと思います。 

 大変失礼いたしました。答弁漏れについてお答えさせていただきます。 

 １点目の答弁漏れの件につきましては、新たに雇う医療スタッフ、人材を１年ぐらい前から

雇用して、その対応を考えていくということの答弁については、指定管理をする病院にお願い

をしながらということになろうかと思います。室戸市が抱え込むんやなくして、もう診療所が

できるという方向が決まった段階になりますので、１年前といったら、指定管理が決まると、

その指定管理の病院と連携をもって、そこで雇用して、病院になれるような、地域になれるよ

うな対応を考えているところです。 

 もう一点、特例制度を使うのをどのタイミングで考えられたのかということでありますが、

それにつきましては、当初は安芸医療圏内で19病床あいたということで、全力でこのことに向

けて取り組んでいかないかんということで、それ一本に絞って取り組んできておりましたが、

私も欲しいというほか２病院の手が挙がったことで競争になりました。その段階を考えたとき

に、100点うちがもらえるということになりませんでしたので、何か対策はないかということ

を調査しながら、特例措置があるということを知って対応していたという状況でございます。 

            （発言する者あり） 

○市長（植田壯一郎君）（続） 何月か、申しわけありません、今の何月かはちょっと確定で

きませんですので、11月ということになるようでございます、大変失礼いたしました。以上で

ございます。 

○議長（堺 喜久美君） 脇本健樹議員の３回目の質問を許可いたします。脇本健樹議員。 

○７番（脇本健樹君） ７番脇本。３回目の質問をさせていただきます。 

 ２回目の質問の中に、指定管理者のほうでお任せして１年前から医療従事させるということ

ですが、これ賃金については室戸市は関係ないということでしょうか。 

 それと、市の方向性としては、規則で経費やランニングコストの多くかかる病院でなく、

岬、室戸２診療所の充実でよろしいんでしょうか。運営の仕方としては、今後指定管理を検討

するということでよろしいのでしょうか。それで、特例措置が緩和されたとはいえ、担当課は

課長以下、診療所設置でできるようここまで取り組んできたのはまことに御苦労であったと思

いますが、室戸中央病院が仮に新診療所を運営することになって、新診療所ができ、室戸市で

の医療施設がプラス１になるのに、室戸中央病院が診察を新しいところに移ってきて、もとも

との本院の診察を休診するなどのことは、室戸市の病院の数がプラス・マイナスになるので、

ゼロになりますので、そのようなことはないのでしょうか、お聞きします。 

○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） 脇本議員の３回目の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 大きくは２つであったかと思います。 
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 １つは、１年ぐらい前から雇用が予定される医師等のその賃金についてでありますが、基本

的には指定管理される病院のほうということになりますけれども、今現在でも、室戸市は一定

の中央病院のほうには医師等の補助金を出してますので、そうしたことなんかも合わせながら

今後検討、相手方がきちっと決まった段階で協議をしながら進めていきたいと考えておりま

す。 

 それと、市の方向、指定管理ということでいつ決めるのかといった御質問ですかね。 

 大変失礼いたしました。最初のほうの室戸岬診療所と新しい室戸診療所の兼ね合いのことに

ついては、これは新しい市の診療所は指定管理で運営を任す体系になりますし、室戸岬の診療

所は市が独自で雇用して対応するということですので、まざった形にはならないんじゃないか

というふうに、今のところ、考えております。 

 ただ、佐喜浜から羽根までの各地域の医療充実に向けては、連携を持っていくことが必要だ

と考えますので、室戸市の拠点的な新しい診療所を格付をして、どういうふうに連携を持つか

ということは今後共有をしながら検討していきたいという考えでございます。 

 大変失礼いたしました。それは２回目の質問にもお答えさせてもらいましたが、もう実質現

実的な問題としては、投資的コストの問題、それと医療スタッフ確保の問題とか、非常にハー

ドルが高いので、もう室戸の場合は今の現状を考えたら診療所でいくことがベターであろうと

いうことですので、その診療所をより充実していくということになります。 

 それと、最後の室戸中央病院を指定管理で委託して、そちらで今やっている外来等の診察を

新しい室戸診療所に寄せてしまうと、病院が１つ減るじゃないかという御指摘かと思いますけ

れども、病院の数よりも質に向けて強化をしていきたいという思いもありますので、新しい室

戸診療所を強化をしながら、さらに現在の室戸中央病院の医療のあり方というのも整備強化を

していただけるように御相談して、取り組んでいけたらなというふうなことを今は考えている

状況でございます。 

 済みません、そのことはずっと答えてきましたように、今の状況ではもう指定管理制度をも

って取り組みますという方向になってまして、ずうっと今までの過程の中で動いてきてますの

で、ただその指定管理する病院については今候補ということになっております。指定管理者を

決めるときには議会に諮らないけない物事ですので、設置条例なんかをつくった段階で議会に

お諮りをさせてもらうということになっていきますので、御理解賜りたいと思います。以上で

ございます。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって脇本健樹議員の質問を終結いたします。 

 昼食のため、午後１時10分まで休憩をいたします。 

            午後０時６分 休憩 

            午後１時８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。 
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 次に、山本賢誓議員の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。３月定例会におきまして一般質問を行います。 

 まず、質問に先立ちまして、本年度をもちまして退職されます職員の方に、長い間の公務員

生活お疲れさまでしたと一言申し上げます。退職されましても、その経験を室戸市発展のため

に御協力をお願いいたしたいと思います。 

 昨今は、いつどこで発症するかわからない新型コロナウイルスが恐怖となっております。早

く終息して、日本の一大イベントであります東京オリンピック・パラリンピックが無事開催さ

れる運びとなるように祈るばかりであります。 

 室戸市政においても、植田市長就任から約１年と３カ月、この間には喫緊の課題であった室

戸市内の医療対策においても医院建設のめどが立ち、それなりの進歩があったと思います。植

田市政１年余りを振り返って、いろいろな視点からこの３月議会の質問とさせていただきま

す。大事な市民のための市政運営でありますから、植田市長の30年間に近い市議会、県議会議

員の経験が生かされているのかどうかもお伺いをいたします。 

 30年近い議員生活におきましては、議員として行政を厳しくチェックしてきたと思います。

私たち議員の仕事は、予算決算のチェック、計画、事業の妥当性、執行状況、市民の期待に資

する行政運営なのかを厳しくチェックするのが使命だと思っております。いいものはいい、だ

めなものはだめとする判断力が我々には必要なのであります。是々非々の姿勢を欠いてはいけ

ません。市民を含めて、市長行動に何でも賛成、何でも反対ではだめだろうと思います。直

近、２度の議案否決がありました。否決議員に対して何でも反対グループだと、そういうふう

な声も聞こえてまいりましたけれども、それは違うとはっきり申し上げておきます。市民に

も、職員にも、議員にも、百人百様の意見があります。議案に対してそういった意見を踏まえ

て、最良の落としどころを探していくということが大事ではなかろうかと思います。 

 市長も何でも賛成してくれる市民が多ければそれは安心につながると思いますが、それが恒

常化をすれば、その先には大きな落とし穴が待っているということであります。反対意見、批

判意見があればあるほど謙虚になり、それに丁寧に答えていくことで、考えの修正もでき、地

に足のついた行政運営ができるということであろうと思います。市長には、ぜひ反対意見、批

判意見に真摯に耳を傾けていただき、今後の市政運営を行っていただきたいと思います。反対

意見、批判意見を述べるほうが、室戸市のことを心配していると思います。民意によって選ば

れた私たちですから、公金の使い道には細心の注意を払いながら、お互いに市政に取り組まな

くてはならないと思います。 

 まず、１番目に、新型コロナウイルス対策についてお伺いをいたします。 

 室戸市の対応については前段の議員が質問し、答弁もありましたから、その部分は割愛し、

私は日本政府の一連の新型コロナウイルス感染防止に対する対策について市長がどう評価する

のか、お伺いをいたします。 
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 ２番目、公設塾への取り組みについてお伺いをいたします。 

 この件につきましては、先ほど誰かの答弁の中でも出てきましたけれども、確認の意味とな

ればいいと思います。私も以前から議会質問において取り組もうと思っておりましたが、同僚

他議員が過去２度にわたって質問されまして、市長答弁もありました。連年の室戸市内の中学

校卒業生が減少する中で、地元の室戸高校へ進学する生徒も激減をしております。その原因

も、教育長も含め把握をされていると思いますが、公設塾の設置は、学力向上はもとより、室

戸高校への進学生徒増のために有効な一策であろうと思います。市長答弁は非常に前向きに取

り組んでいくという姿勢でありましたが、具体的にどのような方法で、いつから取り組んでい

くのか、また担当課に指示を出しているのか、御答弁をお願いいたします。具体的な取り組

み、担当課への指示についてお伺いいたします。 

 次に、機構改革議案否決についてであります。 

 この件につきましては、昨年12月議会と本年度２月臨時会と２度にわたり否決をされまし

た。市長は否決要因は何であったと考えるのか、お伺いをいたします。 

 ４番目、室戸応援隊結成について。 

 昨年11月と本年１月に東京と大阪において大々的に室戸応援隊結成式典が行われたようであ

ります。確かにそういったパフォーマンスは必要なことだと思いますけれども、東京、大阪両

方で266万円の費用がかかっておりますが、この件についてお伺いをいたします。 

 まず、質問事項の１番として、費用対効果をどのように求めるのか。 

 ２番、その費用対効果を求める事前調査はどのようにしたのかをお伺いいたします。 

 ３番、経費として東京ではどれぐらい要ったのか。 

 ４番、大阪での費用の内訳、イベント経費、宴席費用、宴席負担金額、出席人数等をよろし

くお願いをいたします。 

 大きい５番、民活導入の必要性について。 

 室戸市活性化のためには、民間活力の導入が不可欠であります。民間活力パワーが脆弱な室

戸市において、室戸岬周辺に周遊観光施設建設の構想が持ち上がっております。昨年９月議会

でも取り上げさせていただいたところでありますが、大変貴重なこの取り組みに対して、高知

県のほうも関心を寄せていただいております。 

 去る２月25日に高知県産業振興課の方々に出席をいただいて、会合を開きました。この中

で、高知県の産業振興計画の中の安芸圏域でのアクションプランにその計画が載せられまし

た。当然室戸市も了解しているところから、事業実施に向けての第一歩は踏み出したというこ

とではなかろうかと思います。副市長も出席のもと、海洋深層水事業の発展と絡めて、慎重な

判断を行いながら、会合を重ねることで一致を見ました。室戸に観光客を滞在さすための効果

的な計画であります。この件に関して市長はどのような見解を持つのか、お伺いをいたしま

す。 
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 ６番、職員の不祥事についてであります。 

 質問内容につきましては、本来なら市職員の不祥事があるのではないかについて質問する予

定でしたが、議会質問にそぐわない状況になっておりますので、方向性を変えて質問をさせて

いただきます。 

 先日、隣の奈半利町で、ふるさと納税事業に絡んで職員の大変大きな不祥事が発生をしてお

ります。室戸市におきましても、過去に外郭団体の会計を市職員が行っていたために着服事例

が発生して、職員辞職となった事例があります。外部団体の会計を職員が預かるということ

は、そういった危険性をはらんでいるということであります。現在も市役所内部でそういった

外部団体の会計を預かる事例があると思いますが、不祥事防止のためにどのように対処するの

か、お伺いをいたします。 

 大きな２番目の市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 植田市長も就任以来、西へ東へ、北へ南へと物すごい行動力で飛び回っております。その行

動力とバイタリティーには感服をいたしますが、市長の行動には当然公金に資する経費も発生

します。そして、その発生経費には、必要経費と必ずしもそうでない経費も存在するのではな

かろうかと思います。将来必要な事柄に対して、いわゆる捨て銭といった性格の経費もなくて

はならないのかなとは思います。そういったことを含めて、市民に報告もしなくてはなりませ

んから、市長の行動範囲の中から質問させていただきます。 

 まず、１番目、市長就任以来現在までの月別出張回数と月別勤務日に対する出張比率であり

ます。 

 ２番目、市長交際費の本年度の予算額と決算額、これは本年度はまだ決算は出ていないと思

いますので、２月末現在でよろしくお願いいたしたいと思います。それと、主たる使途、これ

についてもお伺いをいたします。 

 それから、３番目として、市長就任以降の視察回数は、これは就任以降15カ月間の視察回数

であります。 

 次に、４番目として、昨年12月定例会の会期中に、市長は４人の市議会議員同行で私的に韓

国旅行に行っております。この行動に関して、市民の方々からも厳しい意見が相次いでおりま

す。議会会期中に、私的とはいえ、海外へ旅行するということはそうそう簡単に遭遇すること

ではありませんけれども、昨日の答弁では、私的と言ったり、一部公務と言ったり、私には何

を言っているのかよくわかりません。事はどうあれ、市民の批判もある、そしてこの議会の場

において批判もあります。しかし、市長は全く謝罪しようともしません。普通なら誤解を与え

る行為であったからと一言謝罪するのが当然ではないかと思いますけれども、言いわけを正当

化する姿勢には、私はただただあきれるばかりでございます。市長も議員歴30年に迫るほどの

経験者でありますから、事の是非は判断をしてください。 

 昨年、千葉県の森田知事が、台風19号で被害が甚大だったさなかに執務を離れ、私的行動を
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して大変な批判を受けております。市長はそういった事例を他山の石とせずに、知識を吸収し

て、議会会期中の行動には細心の注意を払うべきだと思います。議会会期中の市長の行動制限

には特段の法的な縛りはないと思いますけれども、議員も同行しておりますから、一例として

地方議会議員ハンドブック、そして地方議会実務等を参考として述べさせていただきます。 

 まず、その中で、会議規則第10条第３項には、議長が特に必要と認めたときは、休会の日に

も会議を開くことができる、また同じく第４項には、地方自治法第114条第１項の規定による

請求があった場合には、議長は休会の日でも会議を開かなくてはならないとあります。以上の

ことから、第10条第３項、第４項では緊急の事案があった場合、地方自治法第114条では議員

の過半数から会議再開の要請があれば、休会でも議会が開催されるということであります。突

然議会開会がある、そういった不測の事態に備えてという考えがなくてはならないのではない

かと思います。もしこういうことが、市長の旅行が、何でも反対議員ばかりでありましたら、

立派な不信任案対象になるのではなかろうかと思います。 

 また、市議会においても、休会中の行動については法による規定はありませんけれども、良

識、条理上等一定は制限されるとあります。 

 以上のようなことから、市長の今回の私的海外旅行は、私にすれば常識外れの行動ではない

かと思います。猛省を促したいと思います。 

 質問としまして、市長は議会会期中に韓国に４名の議員を同行して私的旅行に行くことに関

して、議会に対して何の疑念も抱かなかった、自分の行動に対して何の疑念も抱かなかったの

かどうかお伺いをいたします。 

 また、２回目には、市長の出張の際の公務及び旅費の取り扱いについてお伺いをしますの

で、よろしくお願いします。 

 ５番、会期中に私的旅行に行くということを議長には届け出たのかどうか、お伺いをいたし

ます。 

 ６番、室戸市には非常に優秀な職員が多くなったと私自身実感として感じております。以前

からいえば本当に雲泥の差があろうかと思います。また、副市長も私に、室戸市の職員は優秀

な職員が多いと言ってくれました。ありがたいことであります。 

 かつての戦国武将武田信玄は、「人は城、人は石垣、人は堀」と後世に伝える名言を発して

おります。この意味は、どれだけ城を強固で立派なものにしても、人の心が離れてしまえば世

の中を治めることはできないという意味であります。市長、この言葉、この名言をそのまま室

戸市に当てはめてください。優秀な職員が多くいて、堀も石垣も城も、その姿の基本がしっか

りとでき上がりつつあります。あとは天守閣に居を構える市長がどれだけ職員の心を掌握で

き、尊敬されるかどうかの問題であります。天守閣から見る室戸城下町の将来をどうするの

か、答えは人であります。組織は人で構成されておりますから、人の動かし方によっては、よ

くもなれば悪くもなるということであります。 
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 質問事項としまして、優秀な職員を生かすための人心掌握は十分にできて、自身尊敬されて

いると自覚をされているのかどうか、お伺いをいたします。 

 ７番目、市長に会うには、天皇陛下に会うより難しいとの声が庁内にあります。出張が多過

ぎ、室戸を留守にすることが多過ぎれば、行政運営に対して何か問題がありはしないのかどう

かと思います。どんな問題が発生すると想像するのか、お伺いをいたします。 

 ８番、市長就任後、たしか５カ月ぐらい経過したころだったと記憶をしておりますが、私に

市長は、市長の仕事がこんなに楽しいとは思わなかった、楽しくてたまらんと言いましたけれ

ども、その楽しくてたまらん根拠を教えてください。 

 ９番、議員総会の場で、他の市町村と同じことをしていては室戸市は取り残されるというよ

うな趣旨の発言がありましたが、これはよく考えると他市町村に大変失礼な発言とも理解がで

きます。相対的に私は他市町村は部分的には室戸市よりも進んでいるような気もしますが、具

体的にどの分野を想定しての発言なのか、お伺いをいたします。 

 以上で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） 山本議員にお答えいたします。 

 まず、大きな１点目の(1)新型コロナウイルス対策についてであります。 

 昨日も答弁したところではありますが、新型コロナウイルスの世界的感染拡大が続く中、日

本国内でも感染者が増加している状況を踏まえ、感染の流行を早期に終息させるため、本年２

月25日に、日本政府は新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を決定しております。その

後、２月26日には、スポーツ・文化イベントの２週間の開催自粛を要請、翌27日には、全国全

ての小・中・高校と特別支援学校等について、３月２日から春休みに入るまでの期間、臨時休

業とするよう要請をしております。 

 そのほかにも、各関係省庁より行政や医療機関、社会福祉施設、事業所等に対し、それぞれ

の取り扱い等について日々新たな対策等が示されている状況であります。これらの政府の基本

方針や要請等、感染防止に関する対策につきましては、識者やマスコミ等においてもさまざま

な御意見がありますけれども、今回の小中学校等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、何よりも子供たちの

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も、私はあの時点での政

府の判断はやむを得ない措置ではなかったかと考えております。 

 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ため、放課後児童クラブや放課後子ども教室、羽根児童

館におきまして、子供の居場所の確保に努めているところでございます。 

 今後におきましても、日々状況が変化する中、国・県の対策と動向に注視し、情報の収集、
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市民への周知を徹底するとともに、国・県の指導のもと、新型インフルエンザ等対策本部にお

いて検討し、市民の安全・安心につながるよう取り組んでまいります。 

 次に、(2)公設塾への取り組みについてであります。 

 公設塾につきましては、平成30年度に設置いたしました室戸高校魅力化の会の中でも、室戸

高校の魅力化への支援策として開設をしてはどうかとの意見が出され、私も進路保証の強化を

図るために有効な手段であると考え、開設に向けて検討を行うよう指示をしているところであ

ります。 

 現在、担当課と室戸高校でどのような形で公設塾を開設することが室戸市にとってふさわし

いか検討を進めておりまして、令和２年度中には運営形態や対象者をどのようにするかなどの

内容を決定し、令和３年度から運営を開始できるよう取り組みたいと考えております。 

 次に、(3)機構改革案の否決についてであります。 

 否決要因が何であったかにつきましては昨日も答弁したところではありますが、結論を申し

ますと、私の説明不足であったことが一番の理由だと認識をしております。 

 ただ、多くの反対意見のあったＳＤＧｓに関しましては、議員皆さんの御意見を伺います

と、多くの議員がＳＤＧｓの重要性は御理解をされておられますので、どう取り組むのか、そ

の手法のあり方が問題になっているように受けとめています。今回の提案は、インパクトを持

って重要な施策をなすという思いでありましたが、御賛同を得られる力が私に足りなかったと

受けとめています。今後、新たな取り組みを行う場合には、職員はもとより、議会にも十分な

協議をさせていただきながら取り組まなければならないと考えておりますので、よろしくお願

いをいたします。 

 申すまでもありませんが、この大変に厳しい室戸市政の運営を担っておりますことから、議

会と執行部が両輪となって取り組めるよう、一層努力を重ねてまいります。 

 次に、(4)室戸応援隊結成についてであります。 

 室戸応援隊につきましては、本市に愛着を持つゆかりのある方や専門的な知識や豊かな経験

を有し、さまざまな分野で活躍されている方々に応援隊員になっていただき、人的ネットワー

クを活用するなど、あらゆる機会を通じて本市の魅力を発信しつつ、有益な情報提供、助言及

び指導いただくことにより、本市の魅力あるまちづくりの実現につなげることを目的として、

首都圏と関西圏で本年度設立したものであります。 

 首都圏における応援隊の立ち上げにつきましては、令和元年11月16日に、東京都の高知アン

テナショップまるごと高知の２階にありますレストランにおいて結団式を行いました。首都圏

の応援隊には、これまで本市の観光応援団及びふるさとアドバイザーとして御支援をいただい

てきた方を中心に25名の方に御加入いただき、結団式には、竹中関東室戸会長を初め17名の方

に御参加をいただいたところであります。当日は、空き家をテーマにした意見交換会において

さまざまな御提言をいただくとともに、交流会では室戸の食材を使った料理が皆さんに大変喜
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ばれ、懇親を深めることができました。 

 今後におきましては、年２回程度の意見交換会や「広報むろと」への投稿などにより、本市

にかかわり持っていただく機会をできるだけ多くつくらせていただき、いただいた政策提言な

どをまちづくりにつなげてまいりたいと考えております。 

 次に、関西圏における応援隊についてでありますが、令和２年１月24日に、大阪市内の複合

施設で結団式を行いました。関西圏における応援隊員には、主に関西圏で活動されている観光

関係者や商工業者及び大学教授など69名の方々に御加入いただき、結団式には48名の方に御出

席をいただきました。 

 この関西応援隊は、2025年に開催される大阪・関西万博を見据え、交流人口の拡大や観光振

興につなげたいと考えているところでありまして、当日は映像を使った本市の紹介や公益財団

法人大阪観光局長との対談を行い、その後、本市の食材などを使った料理による交流会を行っ

たところであります。 

 １点目の費用対効果につきましては、この応援隊の取り組みの効果は、これからの応援隊員

との交流を通じて、市の施策の推進や経済効果など、さまざまな形であらわれてくるものと考

えております。 

 例えば、今回の結団式をきっかけに、２月に大阪経済大学の髙井教授が来庁され、本市への

ゼミ旅行の実施やイベントでの講演会及び認知症予防プログラムの出張指導などの御提案を受

けたところでありまして、本市の進める健康、高齢者対策の施策に生かしていければと考えて

おります。 

 また、コラムニストの岡力さんには、大阪日日新聞の連載枠で結団式の記事を掲載いただ

き、室戸応援隊の取り組みについてＰＲをしていただきました。 

 吉本興業の芸人きんめ鯛さんには、よしもと住みます芸人47ＷＥＢにおいて結団式の様子を

情報発信していただくとともに、室戸応援隊の取り組みのＰＲを行っていただきました。 

 そのほかにも、複数の旅行会社の方々と協議をする中で、本市でのモニターツアーの実施な

どについての御意見もいただいているところであり、ツアー商品の開発につなげれば、観光入

り込み客数の増加が図られ、地域への経済効果も出てくるものと考えております。 

 次に、２点目の効果を求める事前調査についてでありますが、応援隊の取り組みの内容から

事前に効果を調査することは難しいと考えております。しかしながら、応援隊の取り組みがよ

り効果的になるよう、隊員の構成を、首都圏につきましては、以前より観光応援団及びふるさ

とアドバイザーとして室戸市のために何かしたいという思いを持っていただいている方々を中

心に、また関西圏につきましては、観光関係事業者、専門的な知識を有する大学教授の方など

を中心にお願いしたことにより、今後、本市の進める各施策の推進に生かせるものと考えてい

るものであります。 

 今後におきましても、首都圏及び関西圏での応援隊の皆様との交流を図り、この取り組みを
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本市の交流人口の拡大、観光入り込み客の増加、移住者などの人材確保及びビジネスの拡大

等、魅力あるまちづくりにつなげてまいります。 

 次に、(5)民活導入の必要性についてであります。 

 議員御案内のように、昨年、海洋深層水企業から海洋深層水を活用した体験交流施設建設の

御提案がありました。市といたしましても、海洋深層水のさらなる活性化に向けた取り組み

は、産業振興はもとより、地域ブランドの構築のためには必要であると考えております。 

 しかしながら、御提案の計画案は多額の費用が必要となることから、まずは海洋深層水の活

性化の方向性などについて、御提案いただいたメンバーとの意見交換会を県産業振興推進部、

安芸地域本部と連携の上、開催いたしております。 

 この計画案は、海洋深層水を活用した地域活性化策の案の一つとして捉えておりますので、

この計画案も含め、あらゆる観点からの検討を行い、民間事業者が主体的に事業推進をされる

状況も見据えながら、市としましても積極的な支援をしてまいりたいと考えております。 

 次に、大きな２点目の(1)市長の内政課題に対する姿勢と市政運営についてお答えいたしま

す。 

 まず、４点目の議会会期中の韓国訪問に違和感がなかったのか、５点目の議長に届けたのか

についてでありますが、議会休会中に３日間も当市を不在とすることに何の違和感もなかった

わけではありません。ただ、昨日も答弁したところでありますが、当初は10月、11月の議会会

期中でない時期を検討していたものの、公務との調整がつかず、また韓国との関係悪化もある

中で、ラオン高校野球部などの合宿誘致を考えたときに、これ以上おくらせるわけにはいかな

いと悩んだ末のことであり、やむを得ず議会休会中での時期となったものであります。 

 また、議長に対しましては、口頭によりお話をさせていただいたと記憶をしております。 

 次に、６点目、武田信玄の「人は城、人は石垣、人は塀」との名言に触れて……。 

            （10番山本賢誓君「堀」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） 失礼いたしました。「人は城、人は石垣、人は堀」との名言

に触れて、優秀な職員を生かすための人心掌握は十分にできて、尊敬されていると自覚をされ

ているかとの質問についてお答えをいたします。 

 正直人心掌握にはまだまだだと認識をしております。また、尊敬されるほどの人物に育って

いると考えたことはありません。ただ、一生懸命持てる力を振り絞り頑張っているというのが

現在の状態であります。 

 議員のお話のとおり、信玄は人の力がないと、城があっても役に立たない、信頼できる人の

集まりは強固な城に匹敵すると教えており、人は情けをかけると味方になる一方、権力で押さ

えつけられたり不信感を与えると反発に遭い、害意を抱くようになるのではないかと私も考え

ておりまして、適材適所、個人の才能を十分に発揮できる組織をつくることが大切で、その人

材こそが城であり、石垣となり、塀になる、堀ですかね。 
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            （10番山本賢誓君「堀やろ。どっちが正しい。堀じゃね」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） 堀になるとの教えであろうかと理解しています。大変失礼し

ました。そうしたことから、人物をよく見きわめて、組織を機能させるための役割づくりが大

事ではないかと捉えております。 

 また、市政の戦略や個人の役割が簡潔で明確になると、職員は動きやすくなり、自分の存在

価値やモチベーションが高まり、仕事の効率も上がるのではないかと考えています。信玄は信

頼してこそ人は尽くしてくれるものとの名言も残しております。仕事へのモチベーションが高

められるよう、職員を信頼して、対話することが大切であることを十二分に心して、鋭意努力

を重ねてまいります。 

 次に、７点目、室戸を留守にすることが多過ぎると問題がありはしないかとの御指摘につい

てでありますが、私は室戸市のような待ったなしで取り組まなければならない政策課題が山積

する自治体においては、外に出て、より多くの方々に接して、知恵をかり、力をかりて、市政

をつかさどる努力も大事であると考えております。幸いにも、内政は安心をして任すことので

きる副市長が対応してくれておりますし、緊急時にはいつでも連絡のとれるように体制ができ

ておりますので、市行政には影響ないものと受けとめております。 

 ただ、昨年の就任しての１年間は、新任の市長として県や国などの行政関係者への挨拶回り

や室戸市がお世話になっております自治体や企業など、積極的に足を運ばせていただきまし

た。加えて、室戸市が今後取り組むべき重要な政策を推進するために必要となる新たな組織や

人材づくりにも奔走するなど、外に向けての活動に力を入れて取り組んできましたことから、

内部での打ち合わせや協議の時間が少なかった反省もあります。そうしたことも踏まえまし

て、新年度からは各課と取り組むべき施策の調整時間を持ち、現場がスピードアップできるよ

うな体制づくりに力を入れて、成果の見える１年にしたいと考えております。 

 次に、８点目の市長の仕事が楽しいとの発言があったが、その根拠を尋ねるといった問いに

ついてであります。 

 私は多くの市民やお会いする方々から、財政も厳しく、人口も減って、室戸の市長は大変で

しょうとよく言われますが、そのたびに、いや、大変楽しいです、職員もよくやってくれてま

すといったニュアンスの返事をさせていただいております。その思いは、大きく分けて２点で

あります。 

 １つは、私自身の県議会議員としての活動と比べて、市長職は副市長や教育長、担当課長に

各課職員といったともに働いてくれるスタッフがおり、困った問題が発生すれば一丸となって

その解決に当たってくれることなど、こうしたことは個人的な活動が主となる県議の仕事から

するとすこぶるありがたい環境で、正直やりがいもあり、楽しく毎日の仕事に当たれておりま

す。もとより市長の立場は責任も重く、より慎重でなければならない緊張感は絶えず持ってお

りますが、庁内は私にとって大変やりがいのあるありがたい仕事場となっております。 
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 ２点目は、自分自身に楽しいと言い聞かすことによって、より仕事を楽しくするという自分

自身への暗示や激励の意味もあります。そうしたことから、楽しい毎日を実現するための特効

薬としております。楽しいですという言葉には疲れを吹き飛ばす力があるように私は感じてお

ります。また、楽しいですと答えることで相手に喜んでもらえますし、安心をしてもらえると

いう効果もあるように思います。対外的にも、室戸市の悪いイメージや損なイメージを払拭さ

せられる力が楽しいですにはあるように思っています。たくさんの方々が共鳴して、室戸ファ

ンになってくれるのも新米市長への心遣いといった一面もあるかと思いますが、楽しいですと

いう私の言葉の裏には、室戸市は楽しいところですよと訴える響きにつながっていると、手前

みそですが、考えているものです。 

 次に、９点目の他の市町村と同じことをしては室戸は取り残されるといった発言は、どの分

野を想定しているかとの問いについてであります。 

 議員御指摘のとおり、室戸市は他の市町村よりもおくれた課題も少なくありませんが、海洋

深層水事業やジオパークなど、先んじて取り組めている事業もあります。しかし、そうした物

事よりももっと大きな、しかも急を要する重要な課題が山積しております。議会でも時折御説

明をさせていただいておりますが、何点か具体を上げますと、１つには、どこよりも激しい人

口減少、２つには、入院のできる病院が皆無、３つに、高齢化率が49.4％と先行している、４

つには、唯一の国道が高波や集中豪雨などで遮断をされる、５つには、沿岸部に集落が集中し

た市であるのにもかかわらず、地震による津波が３分で押し寄せる、こうした他の市町村と異

なった室戸市ならではの厳しい環境は、他の市町村と横並びの取り組みで済む物事ではありま

せん。室戸市独自で県や国に支援を要望していかなければならない重要な課題であります。室

戸市独自の施策を創設して対策を打たないと、再興不能な市になるとの心配を表現しているも

のでありまして、取り残されるというよりも、さらに厳しい環境下に置かれている実態を認識

して、市政運営に当たらなければならないという危急存亡と言っても過言でない自治体ではな

いかと考えているものでございます。 

 私からは以上でありますが、副市長及び関係課長から補足答弁をさせますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 山本議員の大きな１点目の市政運営全般について

の(2)公設塾への取り組みについて市長答弁を補足させていただきます。 

 先ほど市長からも御答弁申し上げましたように、現在、公設塾の開設に向けまして、運営形

態等について室戸高校と協議を行っているところでございます。 

 高知県内では、窪川高校、四万十高校、嶺北高校などを対象とした公設塾がさまざまな形で

開設されております。運営形態といたしましては、進学塾などに委託する方法、講師を雇用し

て指導する方法、外部講師による講義などがございます。指導内容等につきましても、直接の
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講義や動画教材の利用、個別指導、集団授業など、各市町村の実態やニーズに応じた方法がと

られているところでございます。県外におきましても、隠岐島前高校のある島根県海士町を初

め多くの自治体で取り組みが行われ、塾のスタッフに地域おこし協力隊を募集するケースが見

られているところでございます。 

 こういう先進事例の取り組み方法も踏まえ、室戸高校と協議を行っているところでございま

すが、現在のところ、指導員を配置し、インターネット回線を利用したタブレット学習の案が

出ているところでございます。開設に向けましては、まだまだ検討すべき事項がございます

が、公設塾の開設は室戸高校の魅力化への支援として必要な手段でありますので、令和３年度

の開設に向けて、室戸高校と協議を重ね、取り組んでまいります。 

○議長（堺 喜久美君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 山本議員に、１の(4)室戸応援隊結成についての３点目、４

点目の経費面について市長答弁を補足いたします。 

 まず、令和元年11月16日に行いました首都圏における応援隊の結団式についてですが、当日

の出席者数は、応援隊員17名、来賓１名、市関係者５名の計23名となっています。この結団式

に係る経費は、会費収入を除いた総額で22万2,979円、内訳としましては、交流会用食材費７

万2,779円、応援隊員の名刺作成費７万9,200円、飲食費を含む会場借り上げ料７万1,000円と

なっています。 

 なお、飲食費としましては、１人当たり7,000円のうち、来賓は無料、応援隊員は3,000円の

負担を、市関係者は全額自己負担となっています。 

 次に、令和２年１月24日に行いました関西圏における応援隊の結団式についてでございます

が、関西圏での結団式につきましては、出席者数が多いことや、室戸市出身者でない方が主

で、本市を知ってもらうための映像やパンフレットなどの作成も必要となることから、民間へ

の委託事業により開催したものであります。 

 当日の出席者数は、応援隊員48名、来賓５名、その他高知県大阪事務所職員など９名、市関

係者９名の計71名となっています。 

 この結団式に係る経費としましては、会費収入を除いた総額で244万1,000円、内訳としまし

ては、交流会費42万5,000円、映像、パンフレット等制作費79万円、会場横断幕、案内看板等

制作費11万2,000円、参加者へのお土産代12万6,400円、応援隊員名刺作成費21万6,000円、イ

ベント企画費61万5,000円にプラス消費税となっています。 

 飲食費としましては、１人当たり8,000円のうち、来賓は無料、応援隊員及びその他大阪事

務所職員等は3,000円の負担を、市関係者は全額自己負担となっています。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） 山本議員にお答えをいたします。 
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 大きな１点目の市政運営全般についての(6)職員の不祥事についてであります。 

 外郭団体の会計処理につきましては、原則その団体が行うべきではございますが、やむを得

ない理由により市が行っているものがございます。職員に対しては、通帳と印鑑の管理は別の

職員で別の場所とすることなど、任意団体の会計事務の適正化について周知を行っているとこ

ろでございます。 

 また、こうした取り組みを一層厳格化するため、来年度より室戸市任意団体等経理事務取扱

要綱を定めまして、今後においても、さらなる管理体制及び事務の適正化の徹底を図ることと

しております。 

○議長（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 山本議員に、大きな２点目の(1)市長

の内政課題に対する姿勢と市政運営について市長答弁を補足いたします。 

 まず、１点目の市長就任以来の月別出張回数と勤務日に対する比率についてでありますが、

就任が平成30年12月でありますので、出張日数を順に申し上げますと、12月が６回、翌31年１

月が８回、２月が９回、３月が６回、年度がかわりまして、４月９回、５月10回、６月８回、

７月13回、８月７回、９月６回、10月14回、11月15回、12月６回、令和２年になりまして、１

月10回、２月10回の計137回で、勤務日数463日に対する比率は29.59％となります。 

 なお、複数日にわたる出張、例えば１泊２日であれば２日、県内出張等でその日のうちに帰

庁して公務を行った場合についても１日としてカウントをしております。 

 次に、２点目の市長交際費についてであります。 

 本年度予算額は100万円、２月末とおっしゃいましたが、３月４日時点の実績ですが、支出

額は50万3,566円であります。 

 主な使途としましては、県人会等情報収集、意見交換を目的とする会に参加した場合の会費

や新聞広告や各県人会協賛品等の賛助費、要望活動等に係る関係先への手土産等の贈答品等で

あります。 

 次に、３点目の市長就任以来の視察回数でありますが、先ほど申し上げました出張回数の中

に含まれてもおりますが、視察自体を目的としたものとしましては、沖縄久米島の深層水事

業、茨城県の大洗水族館、岡山県総社市の健康事業の３回であります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 山本賢誓議員の２回目の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 山本。２回目の質問を行います。 

 市長も大変答弁が上手ですので、紛らわされるような部分もありますけれども、まず１つず

つ２回目の質問をさせていただきます。 

 ３番の機構改革案について、市長は答弁で説明不足が原因であったというふうに言われまし

たけれども、私は３つぐらいは否決理由として持っております。賛成と反対討論できませんで

したので、この場で言うということになるかもわかりませんが、まず第１が内政の課題をはっ
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きりと把握をできていない、説明不足という意味ではなくて、職員の言動からもそういったこ

とがわかります。内政課題がはっきり分析されていない時点で、機構改革はそうそういつもで

きることじゃないですから、その内政課題をはっきり、しっかり把握できてからやるべきだと

いうことが１つ。 

 それから、職員の心というか、そういう職員の職務状況とかそういったものが全部把握でき

て、全部というのは無理かもわからんですけど、把握できているかということも、これも職員

たちの言動から、そういったことがなかなか把握ができていない状態があるというふうに思っ

ている、それも反対の理由の一つです。 

 それからもう一つは、環境政策課っていうものをつくろうとしてましたけれども、この課に

課長、課長補佐、班長、職員２名ぐらいを置いて、それで１つの課として独立して、果たして

この環境政策課だけでそれほどの仕事があるかということにもなります。分掌事務の中ではい

ろいろ言っておりましたけれども、芸東衛生組合の残務処理であるとか、それから公害に関す

ること、それから海岸の清掃、トイレの掃除、こういったことがメーンで載ってましたよね、

それはメーンじゃないですよ、市長、これはＳＤＧｓにのっとった機構改革をやろうとしよっ

たわけですから。例えば、環境政策課でしたら、室戸は下水道の整備が全く不備ですよね、全

部川に垂れ流しです、それから合併浄化槽を全戸に据えるとか、そういったことがＳＤＧｓの

精神にのっとったらそれが先に分掌事務の中に出てくるのが普通じゃないです。私はそういう

意味から、そういうことをクリアできないものに関して反対をしたということであります。そ

の件についてはもう答弁要りませんけれども。 

 それから、東京、関西圏でのイベントですけど、こういったイベントをすることは、これは

大事だと思います。ただ、そのイベントをして、大阪では244万円使って、そういうイベント

がまず先にありきかと、室戸にそういった受け皿ができていないのに、そういうことを先にや

って大丈夫かと思うことと、これから年に２回やるということですけれども、だんだん先細り

にはなっていくと思います。 

 例えば、県の濵田知事は、同じく大阪圏からの人的な人を呼ぶために250万円県の予算を組

んでますね。これは、アドバイザー会議をつくって、１年間に250万円ですよ。要するにどう

いうふうな動向がベストの状況になるのかということを調査する費用ながですよ。行政のプロ

の濵田県知事がそういう慎重な取り扱いをするわけです。それから比べたら、私は市長は余り

にも拙速、早過ぎるという思いがしてならないわけであります。これからその肝心の受け皿が

できないときに、そういうことをやって、その効果が生かせるのかどうかということですよ。

ことしの当初予算を見ても、受け皿づくりの予算はない、そこなところをどうするのかもう一

度市長に答えてもらいたいと思います。 

 それから、深層水関係の質問をしましたけれども、この事業に乗れば、深層水の利用料が大

体年間700万円ぐらい、それが室戸市に入るというような計画にもなりますので、これは慎重
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に審査をして取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、市長就任を楽しいっていう質問をしたときに、市長は精神的な部分も含めて気持

ちの持ち方というふうに言いましたけれども、私はそれで本当に心の底から思っちゅうのかっ

て不思議に思うがですけれども。例えば、市長就任したときには、行政の内政の課題をたくさ

ん把握もせないかん、そして医療問題の関係も取り組まなくてはならない、内政には難題、課

題がたくさんあったはずです。それをどうするかというときは、私は市長は眉間にしわを寄せ

るぐらいで取り組まないかん時期、楽しいなんか言よる暇はないと思いますよ。そういう思い

が私にはしますので、この試行錯誤の時期ですよね、そういうときは。私は単純に市長が楽し

い楽しいというのは出張出張で晩に宴席があると、それが楽しいてたまらんのんじゃないか

と、そういうふうな話もしたわけですけれども、それは違いますか。先ほど上手に答弁されま

したけれども、本当にそうなのか、中身をもう一度教えてください。 

 それから、きょうの新聞にも載っておりましたけれども、韓国旅行で昨日の答弁では全部私

費で行ったと、最初の小椋議員の答弁では私費で行った。それから次に竹中議員の答弁では、

学校へ行ったときは公務。それから公務と私費が入り乱れて何が何やらわからんなって、きょ

うの新聞にも休会中に私費で韓国を訪問した、高校を16日午前に公務として訪れた、訪問時間

が限られ、誘致と関係ない行程もあり、今回は私費とした。わからんです、意味が全然、公費

か公務か。 

 それで、総務課長にも聞きますけれども、その旅行日程を詳しく教えてください。その中

で、公務と私費に分けなくてはならない理由がそこに存在するのかということを、誘致と関係

ない行動というのは何かということを教えてもらいたい、旅程の中で。 

 それから、公務出張はあくまでも予算の範囲内でしか認められないはずですけれども、公務

出張を、これ行った中で公務が入ってますから公務出張と呼んでもええわけですけど、その公

務出張を私費で行くことができる法的根拠を教えてください。 

 公務として認定をしているのに、旅費を払わない根拠、それも教えてください。 

 それから、まだいっぱいある。公務としてというのがひっかかるがですけど、市長は最初の

答弁で公務ということは全く使いませんでしたけれども、途中から公務が入ってきた。この公

務というのは、出張前に決めた公務なのか、韓国へ行ったときに決めた公務なのか、それとも

後づけの公務認定なのか。それとあわせて、出張命令は切っているのか、それらを答弁願いま

す。 

 それとまだ、公務と認定をしながら旅費を払わない、費用が発生してないということは、公

務というのは通常は金を払わないかんのですけれども、それで金を払わないという結論になる

と、これは政治的に言うと禁止されている政治家の寄附行為に当たりますよね。それらも一緒

に説明をしてもらいたいと思います。 

 公務か公務でないかが全くわからん、ころころころころ答弁が変わって。そこのところを皆
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議員が明確に判断できるような答弁をしてください。 

 それから、最後になります。６番の会期中に韓国に旅行に行くということを議長に届けたの

かどうかをお伺いしますと言いますと、上手に答弁をされてます。ほれで、きのうの最初の小

椋議員のときには、議長に届けて、日程調整をして行きましたと言いましたよね、市長。 

            （市長植田壯一郎君「言うてません」と呼ぶ） 

○１０番（山本賢誓君）（続） 何を言よる、議事録にちゃんと残っちゅうやないですか。 

 それで、その次に２回言ってますよ、そやって、議長に届け出をして、話をして、出張に行

ったと。それは総務課長にも副市長にもそういうふうに言ってますわね。ということは、その

次、議長に言ったという文言を取り消してますから、要するに副市長にも、総務課長にも、

我々議員にも、市民にも全てにうそをついたということですよ、市長。議会もだましたという

ことです。それで、昨日、議長からそういうことは言ってないという指摘を受けて、答弁を修

正したじゃないですか。覚えてますろ、きのうのこと。 

            （市長植田壯一郎君「覚えてます」と呼ぶ） 

○１０番（山本賢誓君）（続） そしたら、その答弁を修正っていうのは、どう考えても１回

目の答弁が間違っておりましたというレベルじゃないわけですよね。完全にうそですよ、う

そ。うその答弁を堂々とこの場で平気で答弁しちょって、指摘されたらころりとまた変える。

これ市長の姿じゃないですよ、こんなのは。市長、普通でしたら済みませんでしたって謝りま

すよ、申しわけありません、済みませんでしたと。しかし、うその場合は、当然ここで僕は市

長に謝ってもらわないかんがですけど、うそを言って済みませんでしたって謝ってください

や、うそを言って済みませんでしたと謝らんとみんなが理解するわけないでしょ。新聞にも公

務や公務じゃない、私費とかなんとか行ったり来たりの答弁で、全然市長の一貫した姿勢が僕

らにはわからんがですよ。議長から指摘がなかったら全部の責任は議長がかぶらないかんなっ

ちょった状況やないです。市長、わかります、私の言ゆうことが。 

            （発言する者あり） 

○１０番（山本賢誓君）（続） わからん。何やないろ。そしたら、私のこの質問の答弁で、

ちゃんとうそを言いましたから、市民の皆様に迷惑をかけましたから、許してくださいと言っ

てくださいや、答弁で。言えんがやったら僕はもう市長やめてもろたほうがいいと思う。その

一般質問の中でいろんな言葉に対してきれいに、さすがにって思うような答弁をされておりま

すけれども、この１つだけで市長の姿そのものが凝縮されてますよ。大変なことですよ、こう

いう姿勢は、平気で議会の場でうそをつくということは。それを認めんということもまた大

変。はっきりきのうから何回も謝罪の場面があるのに、一言も謝らん、そういう姿勢は全くだ

めや、だめですよ。職員が、一部の中からですけれども、市長の考えがわからん、そういった

声が出てくるの私は当然やと思います。何を考えてるかわからんというような評価はゼロ評価

ですよ。考えがわかって、伝わって、初めて一緒の仕事ができるわけですからね。それぐらい
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このうそをついたということの重大さが、事が大きいということをそれは市長、あんたわから

ないかん、ちゃんと。 

 以上で２回目を。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 山本議員の２回目の市長の旅費の件に

ついてお答えします。 

 昨日、市長のほうからお答えをしましたとおり、今回の訪問につきましては、同行した議員

さんも自費で参加しており、ラオン高校訪問自体は短時間で全体の一部であり、その以外の日

程もあることから、個人として休暇をとって参加をしたいが、ラオン高校の訪問時だけは公務

として取り扱いができないかということで相談がありましたので、休暇後に直接用務地へ行く

場合や、用務終了後帰任せずに引き続き休暇をとる場合の取り扱いを参考に、用務地での勤務

時間であるラオン高校の訪問時間のみを公務扱いとして、その前後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。 

            （10番山本賢誓君「まだ答弁漏れいっぱいあるやか」と呼ぶ） 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君）（続） 出張については事前にとってま

す。 

○議長（堺 喜久美君） 植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 山本議員の２回目の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 １点目に機構改革についての御指摘をいただきましたが、このことは答弁はええということ

でございましたので、御指摘についてはいろいろな考え方があろうかと思いますけれども、２

月の臨時議会のときに再度提案させていただきましたときには、御指摘のあったような内容等

も精査をして、内部でしっかり議論をして提案をさせてもらったという状況であるということ

の御説明でございました。 

 それと、関西圏のイベントの取り組みについて、県でも250万円の予算でアドバイザー的な

ことから始めていこうとしている、手順は達しているのに、すぐ組織を立ち上げて取り組むと

いうのは早過ぎじゃないかという御指摘ではないかなというふうに受けとめしたが、実はこう

した取り組みは私は市長になってから考えたことでなくして、県会議員の当時からこうした取

り組みがあったらええがなという思いを常々持っておりまして、市長に就任できたときを機会

にして、ぜひ室戸の場合は内部よりも他から力をかしてもらえる人材が欲しいという思いがあ

りましたので、受け皿体制としては不十分かもわかりませんけれども、この当初予算にもそれ

に対する予算もついていないじゃないかという御指摘でありますけれども、今後、そうした応

援隊になってもらっている方々の御意向を聞きながら、取り組めるところは、予算の計上もし

ながら進めていきたいという考えでございます。 
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 そして、早いじゃないかということでありますけれども、一定2025年の大阪・関西万博とい

う一つの世界的なイベントに向けてこれから取り組もうとすると、５カ年しかないわけであり

まして、そうしたときに、少しでも多くの有識者の方々の御意見等を反映できるように、速や

かに取り組むべきじゃないかなという御判断での取り組みでございますので、御理解をいただ

けますようにお願いをしたいと思います。 

 それと、２点目に、深層水の事業の御指摘がありまして、経済効果も得られる、見込めるの

でぜひよろしくお願いしたいということでありますが、これは１回目の答弁でも申し上げまし

たとおり、海洋深層水は非常に大事な資源でございますので、全般的な事業の中で、どうした

ことを選考していくのかということはしっかりと議論させてもらいながら取り組んでまいりた

いと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 ３点目に、楽しいという、私が市民や住民から聞かれたときに、市長の仕事は大変でしょう

と言われたときに、楽しいというて答えるのはいかがなものかという御指摘でありましたけれ

ども、これも１回目の答弁をさせていただきましたが、正直そんな気持ちでありまして、偽り

ではありません。一生懸命自分が取り組んでいることが本当に今充実をしておりますし、やり

がいもありますので、しっかりと自分の持てる力で頑張っていっているという状況でございま

すので、これはうそをついているわけじゃありませんですので、正直な気持ちでございます。 

 それと、何度も御指摘を受けました韓国旅行についての一連の物事でありますけれども、基

本的には今ここにとって各議会からの御指摘や市民の意見も受けまして、今回、去年の12月定

例議会中に海外、韓国に出たということは反省をせないかんという物事だとしっかり受けとめ

て、自分なりに反省をしているところでございます。 

 あわせて、議長に承認を得たかという答弁が小椋議員のときの答弁を差しかえて訂正したじ

ゃないかということでうそをついたじゃないかということをおっしゃっておりますけれども、

実は議長にお話をしたかどうかということは、私の認識の中では正直にこの問題は日程をつく

る前に議長に相談をして日程をとったということではありません。その表現が誤解されている

なということが１つ出てきたことと、実は議長に相談をしたということを私は相談してるとい

う認識でありますけれども、議会の答弁した後に議長さんがお見えになりまして、いや、よう

しっかりした記憶で覚えてないと、こういう御指摘を受けました。それで、いろいろ精査をし

て、いつ、どういう形で議長に韓国に行くことのお話をしたかということを記憶をたどります

けれども、いついつの時間にこういう形で議長にお願いをしたということが明確になりませ

ん。 

 ただ、私が記憶として議長にお話をさせてもらったというのは、議長に実は韓国へ行くこと

が言えてなくって、逆に副市長から議長に連絡をとれてますかという指摘を受けて、その後に

議長に相談をしたという経過がありますので、何かしらの形で御報告をしたという自分の記憶

であるということで、今回小椋議員の答弁の修正をさせてもらったというのが正直な気持ちで
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ございますので……。 

            （10番山本賢誓君「それもうそよ」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） それは私の答弁でございますので。御理解をいただけたらと

いうふうに思います。 

 それと、謝罪をせんじゃないかということを何度も言われましたけれども、私が率直に今回

韓国に議会中であっても行こうと決めたのは、ラオン高校の誘致という問題があって、周りの

方々、たくさんの方にお世話にもなっているという背景もありました。このラオン高校を初め

韓国野球を室戸に誘致することの大事さということに足を向けたわけでありまして、外遊とか

という気持ちは全くありませんでした。そのことが今になって外遊になっているじゃないかと

いうようなお話については、いわゆるラオン高校だけに行ったことでなくして、余った時間を

韓国の公園のほうの視察にも行きました、あるいはまた交流もしました。そういうことがいわ

ゆる公務じゃなくって、自分の活動じゃないかと、こう言われてしまいますとそうかもわかり

ませんが、私にしてはそのラオン高校や韓国野球の合宿を誘致に行くといったことの使命を持

って出たということの答弁をさせてもらってきたということで、全く気持ちの中でうそをつく

という思いはありませんですので、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（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 答弁漏れについて説明させていただき

ます。 

 まず、公務出張かどうかということですが、先ほども申し上げましたが、あくまで休暇中に

ラオン高校に訪問する時間帯だけを公務ということで扱ってますので、これは私費旅行という

ことで捉えております。 

 出張命令につきましても、出発する前にそのラオン高校の訪問の間だけを公務扱いとすると

いう内容の出張命令を切っております。 

 旅行の日程につきましては、12月16日の11時から12時の間、ラオン中高校を訪問しておりま

す。それ以外につきましては私という捉え方ですので、私のほうから説明は遠慮させていただ

きます。 

 寄附行為に当たるかどうかにつきましては、私費で行ってるということで、これには当たら

ないということで考えております。 

            （10番山本賢誓君「寄附行為の捉え方」と呼ぶ） 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君）（続） 私費で行っておりますので、公

務ではないという、休暇中の行動ということで捉えてますので、寄附行為には当たらないと考

えております。 

 ラオン高校に行くだけの間を公務扱いとするということで、基本的には休暇をとって韓国へ

行っているということの整理です。 
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            （10番山本賢誓君「何のために出張命令書くがよ」と呼ぶ） 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君）（続） だから、ラオン高校のところは

市長として公務で、そこについては市長としての立場で行きたいということだったので、そこ

の部分だけをじゃあ公務扱いにしましょうということの整理をしております。 

○議長（堺 喜久美君） 山本賢誓議員の３回目の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） ３回目の質問を行います。 

 市長、いよいよ物の言い方が上手になっていくとわかりますけれども、あなたその時期前後

に議会事務局に上がりました。議長に許可もらいに上がったです、議会事務局へ。 

            （市長植田壯一郎君「議長には会えてなかったですけど、そう思っ

てます」と呼ぶ） 

○１０番（山本賢誓君）（続） 思ってますじゃないで、ここは議会の場やき、一言一句議事

録に残って、後まで全部影響するがですよ。ちゃんと確認したことじゃないと答弁したらいか

んじゃないです。事がこんな重大なことをうその発言ということを僕ら言いゆうわけやき。き

のうの答弁の修正を見たらようわかるやないですか。議長に許可を申し上げて話に行ったっ

て、日程調整はそら市長が勝手にしたかどうかわからんがですけど、議会事務局長はどうかわ

からんですけど、議長は全然市長と話ししてないって言うがですよ。だから、市長に小椋議員

の答弁はうそですっていう指摘を受けてから答弁の修正をしちゅうやないですか、自分で。そ

こをまたきょう話ししたが、話ししたと思っておりますやなんか何やようわからんこと、そん

な一国の長がする答弁じゃないですよ。どうしても謝る気がないがですね、市長は。間違いで

答弁修正しちゅうやないですか。何でそしたらきのう答弁の修正した、議長が私はあなたから

そんな要請を受けてませんって言われてから、したでしょうが、昼休みに。何でそしたら答弁

を修正しましたか。 

 まだ時間あるが。 

○議長（堺 喜久美君） 14分です、残り14分。 

○１０番（山本賢誓君）（続） それから、総務課長、そこへ高校へ行ったときだけが公務に

なるということはもう最初から予定をしちょったわけながよね。けど、高校に行くのに、これ

で何か忍術でもかけて突然飛んでいくわけやないろう。突然飛んでいった、１人、飛行機も車

も使わんずくに、そこを公務にするんやったら当然旅費が発生するやないですか。そんなおか

しな解釈の仕方ないやろ。帰りもまた雲かなんかに乗って、風船にでも乗ってきたがですか

ね。行った明くる日の一番大事な時間帯にそこにおって、そこが終わって別の用事したか、そ

れは普通の公務で行ってもよくあることで、どうってことないやないですか。どういてそこだ

け公務にして、行き戻りを旅費の計算をしない、それをもうちょっとみんなの議員にわかるよ

うに説明してくれって言ゆうわけよ。ただ流れを説明するだけではわからんき、室戸市の出張

旅費命令規則というか何かあると思うけんど、その条文一個一個をちゃんと説明して、みんな



－184－ 

が納得できるように説明してくださいや。 

 ほれで、もし発生せないかん運用や思うたら、さっき言うたように政治的な寄附行為にも当

たる。めちゃくちゃよ、この韓国旅行は。市長、謝る気がないがやったらそれはそれで結構や

けんど。３回で終わらないかんき、もうちょっと言いたいこと言うちょかないかんと思うがや

けんど。 

 市長がどういうふうに判断するかという姿勢を我々もまたどういうふうに判断するかという

態度にも変わっていくことになるかもわかりませんけれども、植田市政が続く限り、私たちは

是々非々で取り組んでいかなくてはならない、これはもう申すまでもないということでありま

すので。 

 ただ、その中で市長に１つ勧めたいことがある。その性格を分析するのに、たくさんの書

籍、本があると思いますけれども、１ついいのを見繕って読んでみたらどうです、市長。小銭

ばあやったら私も出してええですけども、購入して、一回、人間性格を考えるような本がいっ

ぱいありますので、謝ることが嫌なら、絶対謝らない市長というそんな本もあるかもわから

ん、ネットでも調べたら、一度本を買うて読んでみてください。後々に響くきね。ちゃんと答

弁してよ。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 山本議員にお答えします。 

 その取り扱いについてですが、休暇後に直接用務地へ行く場合や用務終了後、帰任せず、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、用務地での勤務時間開始よりを旅行命令の期間、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期間とするという事例がござ

いますので、今回はこういう扱いをしております。 

 例えば、職員等も高知市内とかで会があって、休暇をとって行って、そのまま会へ出てとい

う場合がありますけど、その場合は会へ行った時間が勤務時間になるんじゃないかなというこ

とで考えてます。 

            （10番山本賢誓君「もう終わろ」と呼ぶ） 

○議長（堺 喜久美君） これをもって山本賢誓議員の質問を終結いたします。 

 健康管理のため、２時50分まで休憩いたします。 

            午後２時34分 休憩 

            午後２時51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、竹中多津美議員の質問を許可いたします。竹中多津美議員。 

○４番（竹中多津美君） ４番竹中多津美。令和２年３月定例会において、市民目線に立って

質問をさせていただきます。 
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 １、市長と市民の集会について。 

 昨年、市長と市民の意見交換会が行われ、私も羽根集会に出席をしましたが、市民からの活

発な意見が飛び交い、意義ある集会だったと感動いたしました。あのような集会はぜひ今後も

続けていただきたく、また場所ももっとふやしていただきたく、質問という形でお聞きします

が、ことしの予定は立てていらっしゃいますか。 

 また、昨年、市民から要望のありました事柄は実行できましたでしょうか。できたことをお

聞かせください。 

 ２、韓国野球チームの誘致に関する事柄について。 

 私は、韓国野球チームの室戸キャンプに数年前から携わっている関係か、県関係者の方か

ら、日韓関係がぎくしゃくしている今、今後のことも考えて表敬訪問にぜひ行ったほうがよい

と連絡があり、関係者の方々と、急ではありましたが、相手の都合もあり、12月定例会休会中

に議長に報告をし、いっぱいいっぱいの日程でありましたが、韓国に行ってまいりました。 

 ラオン高校への表敬訪問、またリトルチームの監督、コーチとの会合をして帰ってきました

が、その結果、ラオン高校の室戸キャンプはすぐに理事長からのゴーサインが出され、例年ど

おりの１月に来高、リトルチームも同じく来てくださいました。 

 しかし、後で聞いた話では、日本に出発する前日、政府から本当に行くのかと問い合わせの

電話があったとのことです。自国でいろいろな難題があったでしょうに、室戸に来てくださっ

たことを私たちは感謝しなくてはと強く思いました。 

 また、加えて、ことし１月の自然の家の稼働率は全国１位となり、今までになかったことだ

そうです。チームが室戸でキャンプをするに当たり、問題はいろいろあり、またほかにもぜひ

室戸キャンプを行いたいというチームの声がたくさん届いている関係上、球場の整備、拡張を

ぜひお願いしたいと思います。 

 また、最近、ユネスコ協力学校でもあるラオン高校からの要望で、ぜひ室戸高校と国際オン

ライン授業の交流と相互訪問交流プログラムの計画をとの打診が来ていると聞いております。

この計画は、室戸高校にとっては画期的なことだと思います。生徒の外国語の能力を育て、世

界市民教育、及び国際理解教育の拡大と国際交流の力量の強化になることは確かです。ぜひこ

の計画は県の協力を得て早急に進めていただきたく、可能かどうかをお聞きいたします。 

 以上をもちまして１回目の質問を終わらせていただきます。 

○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） 竹中多津美議員にお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の市長と市民の集いについてであります。 

 昨年、10月８日から29日まで、市内６カ所の会場で市民の皆さんとの意見交換会を開催し、

143人の方に御参加いただきました。この意見交換会は、市民の皆さんとの対話を通じて、ま

ちづくりに対する思いや考えなどを直接お聞きし、本市が行うさまざまな施策に反映させるこ
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とを目的として、市長就任後初めて開催させていただきました。 

 意見交換会では、市民の皆さんからさまざまな御意見や要望などをいただきました。皆さん

からいただいた御意見や要望などに対する担当課からの回答につきましては、本市の広報１月

号及び２月号に掲載させていただきました。 

 市民の皆さんからいただいた御意見や要望の中で実現できたことについて申し上げますと、

１つには、佐喜浜保育所入り口付近の国道55号の自動車のスピード対策について要望いただき

ましたので、室戸警察署交通課と協議を行い、ポストコーンの設置や赤色発光びょうの設置等

によるカーブの線形や歩道、交差点の明確化を行っていただきました。２つに、旧三高小学校

西側から高岡地区への夜間の安全対策について要望いただきましたので、現地調査を行い、防

犯灯を設置いたしました。３つに、室戸警察署西側の暗渠にたまった石の撤去について要望い

ただきましたので、現地調査を行い、本年度に石の撤去を行う予定となっております。また、

本年度取り組めなかった一部の要望につきましては、令和２年度当初予算に計上して取り組ん

でいくこととしております。 

 その他の御意見や要望などにつきましても、担当課と協議を行い、実現に向けて取り組みを

進めてまいります。 

 なお、国道55号の防災対策など、本市だけで実現することが困難な要望につきましては、

国・県への要望活動を今後も積極的に行ってまいります。 

 令和２年度の意見交換会につきましては、現時点で日時、場所などは決まっておりません

が、参加者から市長と意見交換会を行うことができてよかった、次回開催する場所は開催場所

をふやしてほしいといった御意見や要望を踏まえ、令和２年度も引き続き開催してまいりま

す。 

 次に、大きな２点目の韓国野球チームの誘致に関する事柄についての韓国野球の室戸市中央

公園運動広場の利用に係る整備等についてお答えをいたします。 

 これまでの韓国野球利用に係る運動広場の整備としましては、ニューサンパレスむろと寄り

のグラウンド半面へ、市単独事業として平成28年度、平成29年度でバックネット裏及びライト

付近からセンター付近までの間約160メートルの防球ネットを設置し、設計費及び工事費合わ

せて約1,800万円で整備を行っております。また、防球ネット以外にも、グラウンドへの土の

補充やピッチングマウンドの整備、バッティングゲージ、バッティングマシンなどの用具の購

入により、韓国野球への対応に取り組んできたところであります。 

 御質問の今後の施設整備につきましては、グラウンドの土の入れかえなどの大規模な整備に

当たっては、費用対効果の観点からも今以上に利用率を向上させていくことが必要であり、あ

わせて財源対策を行っていくことが大事となってきております。令和２年度には、地域おこし

協力隊の採用により、スポーツ合宿の誘致に取り組むなど利用の向上を図ることとしておりま

すので、これらの状況も踏まえて、今後の施設整備に努めてまいります。 
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 大変失礼いたしました。答弁漏れがありましたので、補足させていただきます。 

 次に、ラオン高校と室戸高校の交流についてであります。 

 室戸高校では、文部科学省の地域との協働による高校教育改革推進事業グローカル型の指定

を受け、世界的な視野を持って地域で活躍できる人材育成に取り組んでおり、その一環とし

て、本年度は室戸市中高生友好都市派遣事業でポートリンカーン市へ４名、姉妹ジオパーク協

定を結んでいるマレーシア・ランカウイへ４名の生徒さんが訪問し、積極的に国際交流を行っ

ているとお伺いをしております。 

 韓国ラオン高校は、国際オンライン授業の交流と相互訪問交流プログラム計画に基づき、外

国の学校との授業交流を通じた世界市民教育及び国際理解教育の拡大などを目的に国際交流事

業を行っており、このたび室戸高校との交流を希望しているとお聞きいたしました。早速室戸

高校に情報をお伝えしたところ、室戸高校からは、オンラインでの交流を行う環境は整ってい

る、どのような形での交流ができるのかを校内で検討を行いたいとの返事をいただいたところ

であります。 

 市といたしましても、ラオン高校との交流は、さらなる室戸高校の魅力化の可能性を秘めて

いるとの認識のもと、交流の実現に向け、室戸高校と協議を重ね、支援してまいりたいと考え

ております。以上でございます。大変失礼いたしました。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって竹中多津美議員の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、あす11日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後３時４分 散会 

 

 


