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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。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） おはようございます。 

 ２番竹中真智子。令和２年６月定例会におきまして、通告書に従いまして、市民を代表して

一般質問をさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症は世界的に猛威を振るっておりますが、感染者は世界全体で

700万人を突破し、死者は約40万人、我が国でも６月10日現在、１万7,251人が感染をし、

919人の方が亡くなられて、高知県では74人が感染し、死亡者は３人で、亡くなられた方々に

対し心よりお悔やみを申し上げます。そして、感染をされ、手当てを受けられている方々の一

日も早い回復を願っております。 

 また、医療現場で働く人たち、それを支えてこられた方々には心より敬意を表します。私た

ちも、これよりは感染予防、感染防止に向け、細心の注意を払っていかなければなりません。 

 そこで、これからの新型コロナウイルス感染症についてお聞きをいたします。 

 １、新型コロナウイルス感染症予防について。 

 この感染症はなぜ新型コロナウイルスと名づけられたのか、名前の由来からお聞きをいたし

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の予防対策として、梅雨どきの、またこれから真夏、猛暑の季節

となりますが、そのような中で市民はどのようにして予防に取り組んだらいいのか、お聞きを

いたします。 

 ２、新型コロナウイルス感染症の影響について。 

 (1)観光客の入り込み数について。 

 室戸市への観光客の入り込み数について、昨年同時期に比べて入り込み客の動向がどのよう

になっているのか。そのことによって、室戸市の受ける経済的な影響についてお聞きをいたし

ます。 

 (2)観光業について。 



－55－ 

 ホテル、旅館、民宿など、宿泊客の減少が続いており、自治体からの休業要請に応じ、廃校

水族館やジオパークセンター、シレスト、ドルフィンセンター、とろむ、キラメッセの鯨館な

ど、観光業者も休業し、協力した業者もあったようですが、この件についてもどのような調査

をされ、どのように対処をされてきたのか、お聞きします。 

 (3)飲食業関係について。 

 昨年度の同時期に比べてどの程度の落ち込みなのでしょうか。この件についてどのような調

査をされ、どのような取り組みがされたのでしょうか。国・県、市、それぞれの救済策に申請

をされた件数はどのぐらいあるのでしょうか、お聞きをいたします。 

 (4)農林業関係について。 

 室戸市の農業はハウス園芸で生計を立てる人たちがたくさんおります。生産された野菜の価

格が低迷していると聞きます。日本有数のわせビワも価格の低迷に悲鳴を上げる農家の声も聞

こえてまいりました。新型コロナ患者が中国で発生し、我が国も感染者が発生をしたその時期

の現在と昨年同期の価格の違いがどの程度あるのか、調査はされていますでしょうか。それに

よって、農業者も被害をこうむっている状況があるようです。こういう人たちへの救済はどの

ようになっているのか、市は実態調査はされておりますでしょうか。関係機関へも出向き、調

査はしましたか。調査結果をお聞きします。 

 林業関係者の方も調査はされておりますでしょうか。関係機関へも足を運ばれましたでしょ

うか。調査結果をお聞きします。 

 (5)水産業・漁業関係について。 

 不漁はある程度の水準で抑えられているそうなのですが、水揚げをしても魚価の低迷でコロ

ナウイルスの影響が続いているようであります。昨年の同時期の価格との違いがどの程度ある

のか、調査はされておりますでしょうか。キンメダイ、タイ、ブリやマグロなど、高級魚の値

段が暴落をして、ひどい状態になっていると聞いております。 

 また、室戸市への税収にも大きく貢献をしておりますサンゴ漁師たちの声を聞きますと、中

国武漢の新型コロナウイルス感染症の影響でサンゴ価格が暴落しているとのことで、大きなた

め息をついておりました。 

 室戸市には、佐喜浜から羽根にかけて何カ所も定置網が仕掛けられ、それに従事をする市民

が数多く雇用されております。定置網漁業の現場では、水揚げ状況と価格の暴落によって運営

がなかなか厳しい状況にあるようですが、その辺のところどのように調査をされているのか。

こういう人たち、市民が多く雇用をされている業種に対しても手を差し伸べるべきだと考えま

すが、救済はどのようになっているのでしょうか。それぞれの大敷組合や漁業組合などにも出

向き、調査はされたことがありますでしょうか。答弁を求めます。 

 (6)その他の業種について。 

 海洋深層水の飲料水の製造業、また製塩業、鉄鋼業関係、薬局を含む医療関係業者、理容
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院、美容院、衣類販売業、また介護施設やヘルパー業、ピアノや英会話などを教える指導者や

塾の講師など、このほかにも室戸市にはいろいろの業種があります。どの程度まで調査がされ

たのか、救済措置についてどのように対処をされてきたのか、お聞きをします。どの業種にも

当たると思いますが、店舗を借りて営業している人たちへの家賃の補助など救済策は早急にと

るべきだと思いますので、お聞きをいたします。 

 ３、台風災害とコロナ感染症、避難所の対策について。 

 これからの季節は台風の襲来の季節となりますが、台風や風水害、地震などとコロナウイル

ス感染症の発生が重なった際の避難所の運営方法、使用方法などはどのようになるのか、取り

組み、検討されていると思いますので、お聞きをいたします。 

 ４、臨時休業後の学業対策について。 

 コロナウイルス感染症の発生のため、全国の小・中・高校にも感染防止のために臨時休業の

措置がとられて、室戸市でも３月４日より３月24日まで、また４月21日より５月８日まで休業

の措置がとられました。自宅での学習を懸命に頑張ってきた子供たちですが、教師の授業を直

接受けるのとではやはり学習の進みぐあいに違いがあると思いますので、お伺いします。全教

科にわたる学業のおくれを取り戻すための今後の取り組みと対策をお聞きいたします。 

 例年どおりだと来月後半になりますと夏休みとなるのですが、ことしの夏休みは期間はいつ

もどおりなのですか。 

 学校行事もことしは中止になったり、変更になったりとかで、例年のようにはいかないので

はと思いますが、こういう状況の中で、一日も早く学校に登校できることを望んで待ちわびた

子供たちもたくさんおられたことでしょう。でも、逆に登校することが苦痛になっている子供

もあるのではと思ったりいたします。現状はどうなっていますか。登校が苦痛になっている子

供がいる場合のケアはどのように対処されるのか、お聞きいたします。 

 以上、竹中真智子、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） おはようございます。竹中真智子議員にお答えをいたします。 

 (3)の台風災害等とコロナ感染症避難所対策についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、災害時の避難所における感染症対策が全国的な課

題となっております。台風シーズンが近づいている本市におきましても、避難されてきた方や

避難所運営スタッフの感染を防止するための対策を講じていくことが大変重要であると考えて

おります。避難所運営の基本的な考え方といたしましては、手洗い、マスクの着用などの基本

的な感染症対策を徹底することや、十分な換気、また避難者同士の距離を保ち、十分なスペー

スを確保することなどが重要であるため、これらの点を踏まえて対策を講じているところであ

ります。 

 具体的には、避難所用のマスクや手指消毒剤の設置やパーティションの設置による避難者同
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士の一定の間隔の確保や避難スペースの確保、また受付時における検温及び体調についての聞

き取りを実施し、体調不良の方については別の部屋で過ごしていただくなどの対応をとること

としております。部屋数が不足する場合には、別の避難所の開設を検討してまいります。 

 これらの避難所における感染症対策については、対応マニュアルを作成しておりますので、

担当職員への研修を行い、周知徹底を図ってまいります。 

 また、南海トラフ地震発生時には、避難者の増加と避難生活の長期化が予想されますので、

必要な物資を計画的に購入し、備蓄していくとともに、対応マニュアルについても国や県から

の新たな情報や知見等を踏まえながら随時見直しを行うなど、避難所における新型コロナウイ

ルス感染症対策に継続的に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） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 竹中真智子議員に、１の(1)新型コロナウイルス感染症予防

についてお答えします。 

 まず、１点目の新型コロナウイルスの名前の由来についてですが、コロナウイルスは形が球

形で表面に突起が見られ、その形が王冠に似ていることから、ギリシャ語で王冠を意味にする

コロナという名前がつけられたものでございます。 

 次に、２点目の梅雨どき、また真夏の新型コロナウイルス感染症の予防対策についてです

が、５月25日に国において新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が全て解除されました

が、解除後も感染拡大を防ぐために、新しい生活様式として身体的距離の確保、マスクの着

用、手洗いや３密を避けるなどの対策が求められているところでございます。 

 市民の方々にとって現在の梅雨時期、またこれから夏を迎えるに当たり、この新しい生活様

式の対策を行う場合、熱中症予防が非常に大事になってくるわけでございますが、厚生労働省

はその予防行動として５つのポイントを示しています。 

 その内容としまして、１つ目は、エアコンによる部屋の温度調整や涼しい服装にするなど暑

さを避ける行動、２つ目は、気温、湿度の高い中でのマスク着用は要注意として、屋外で人と

十分な距離、２メートル以上を確保できる場合はマスクを外すとか、マスクを着用していると

きは負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクを外

して休憩すること、３つ目、小まめな水分補給、４つ目は、日ごろから体温測定や健康チェッ

クを行うなどの健康管理、５つ目は、適度な運動などによる暑さに備えた体づくりとなってい

ます。 

 市としましても、これらの情報を現在、ホームページに掲載しておりますが、あわせて広報

への折り込みチラシや公共施設及び民間事業所にもお願いして、啓発ポスターを掲示するな

ど、市民の方々に熱中症予防に気をつけながらの感染対策の啓発に努めてまいります。以上で



－58－ 

ございます。 

○議長（堺 喜久美君） 大西観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君） 竹中真智子議員に、２の(1)観光客の入り込み数

についてと(2)観光業について御答弁させていただきます。 

 まず、交通量調査による観光入り込み客数の前年比較につきましては、３月が前年度比１万

8,952人減の59％、４月が１万5,595人減の46％、５月が13万3,145人減の11％となっておりま

す。観光入り込み客数の減少による室戸市への経済的な影響につきましては、宿泊施設や観光

拠点施設などの観光業を初め、飲食店や土産物販売店、交通事業者、また間接的な影響としま

して農林水産関係など、広い範囲に影響が及ぶと考えられます。 

 次に、観光事業者の休業要請等につきましては、市外から多くの来訪者が予想されるゴール

デンウイーク期間中に、新型コロナウイルスを持ち込ませないことに重点を置いた対策とし

て、宿泊施設や体験観光事業者などに休業を要請し、応じていただいた事業者の方に10万円の

協力金をお支払いいたしました。協力金の支払いに当たりましては、申請時に期間中の休館な

どを確認できる写真などの添付を求め、確認後、支給したところであります。 

 また、具体的な調査などは行っていませんが、自粛要請時に聞いたお話では、既にゴールデ

ンウイーク期間中の自粛を決めているといった事業者の方が半数程度、協力金がもらえるのな

ら期間中の自粛に応じるといった事業者が４割程度、予約客を断ることができないため、自粛

には応じていただけなかった事業者が３者あり、協力金の支給は26事業者となっております。

以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 竹中真智子議員にお答えいたします。 

 まず、２の新型コロナウイルス感染症の影響についての(3)飲食業関係についてでありま

す。 

 室戸市内全体の飲食業関係における新型コロナウイルス感染症拡大に係る具体的な売上高の

減少などについては、正確な数値はそれぞれの事業者が確定申告を済ませた後になりますの

で、現時点で把握はできていないところであります。 

 参考までに、室戸市事業者緊急支援給付金事業におきまして、現時点で51件の給付申請が行

われており、そのうち13件の飲食業事業者における前年同月比の売上減少率を確認しますと、

３月が平均27.3％、４月が39.0％となっており、５月はさらに減少幅が広がっているものと推

察しております。現況調査につきましては、室戸市商工会との支援制度の制定について協議を

重ねる中で、飲食業事業者は特に影響が大きく、緊急に支援する必要があると確認してきたと

ころであります。 

 次に、支援策の申請件数につきまして、市の給付金の申請件数については前段でお答えさせ

ていただきましたが、国や県のさまざまな制度につきましては、現時点で詳細な情報は公表さ
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れておりませんが、市を通じて行われる支援についてお答えさせていただきます。 

 まず、経営の安定に支障を来している中小企業等が売上減少の認定を市町村から受け、信用

保証協会等の審査を経て、民間金融機関から実質無利子・無担保、据え置き最大５年間の融資

を受けられる国のセーフティーネット保証の申請状況について、当市におきましては例年１件

程度の申込件数で推移しておりますが、本年度は累計で50件、うち７件の飲食業事業者から申

請が行われているところであります。 

 次に、４月24日から５月６日まで、接待を伴う飲食店等を対象に行われた高知県の休業要請

協力金の申請につきましては、室戸市内から60件、うち51件、飲食業事業者から申請が行われ

ている状況でございます。 

 次に、(4)農林業関係についてであります。 

 まず、新型コロナウイルス感染拡大下での野菜価格の影響についてでありますが、大阪市場

での４月末時点の高知県産シシトウの100グラム当たりの平均価格で比較しますと、昨年が

135円だったのに対しまして、ことしは101円と約25％の下落となっております。 

 救済策についてですが、国の持続化給付金のほか、農林水産省事業では、高収益作物次期作

支援交付金事業において、売り上げの影響を受けた高収益作物を生産する農業者に対し、次期

作における生産体制の強化等の取り組みに対し支援を実施してまいります。また、国の第２次

補正予算の成立により実施されます経営継続補助金の周知や地方創生臨時交付金を活用した市

単独事業による支援についても検討してまいります。 

 実態調査ですが、国の緊急事態宣言が全国に発出されても、スーパーマーケットといった小

売業及び量販店が自粛要請対象とならなかったこともあり、小売業及び量販店向けに出荷され

た野菜は大きな影響を受けずにいますが、先ほどのシシトウなどの飲食店向けに出荷されてい

るもの、それからわせビワなど店頭販売が自粛要請でできなかったものなどが大きな影響を受

けていることは承知しております。その他の品種につきましては、絶えず高知県農協芸東営農

センターなどと情報を交換し、影響の有無について確認しているところであります。 

 林業関係につきましては、製炭業は都市部の飲食店に向けての製炭の出荷が大部分を占めて

いますことから、緊急事態宣言における飲食店の自粛により出荷が一時停止されるなど、影響

を受けたことも製炭業者からの聞き取りで確認しております。 

 また、住宅用木材価格の動向につきましては、高知県森林組合連合会のほうから、現時点で

価格に影響が出ているわけではございませんが、住宅工事中断の影響、今後の景気動向によ

り、住宅市場に影響が出れば、木材価格にも影響が出てくるものと確認しております。 

 今後におきましても、高知県農協、芸東森林組合及び安芸農業振興センターなどの関係機関

とも連携を図りながら、今回の新型コロナウイルス感染拡大による経済的影響に対し対策を講

じてまいります。 

 次に、(5)水産業・漁業関係についてであります。 
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 まず、新型コロナウイルス感染拡大下での魚価の影響についてですが、東京中央卸売市場で

の取り扱い鮮魚全体の４月時点の平均価格で比較しますと、昨年が1,064円だったのに対しま

して、ことしは790円と約26％の下落でございます。室戸市でも水揚げの多いキンメダイのキ

ログラム当たりの平均価格で比較しますと、昨年が2,139円に対し、ことしは1,391円と約35％

の下落となっております。 

 実態調査につきましては、農業関係と同様、国の緊急事態宣言が全国に発出されても、スー

パーマーケットといった小売業及び量販店が自粛要請対象とならなかったこともあり、小売業

及び量販店向けに出荷されたアジやサバなどの大衆魚は大きな影響を受けずにいますが、キン

メダイなどの高級魚として取り扱われている魚種については大きな影響を受けていることは承

知しております。 

 一方で、漁船の燃料につきましては、価格が下がったこともあり、漁業者としては助かって

いる一面もあったとお聞きをしております。 

 これらの実態調査についてはまだ十分に行われていない部分もあるため、今後におきまして

は、各漁協や大敷組合へ出向き、影響の有無についての把握に努めたいと考えております。 

 救済策におきましては、新型コロナウイルス感染症による社会的・経済的環境の変化により

被害を受けた漁業者の生産活動の再開や経営の安定に資するため、室戸市新型コロナウイルス

感染症漁業被害対策資金利子補給金を構え、支援を実施していけるように今回の補正予算にも

計上させていただいております。 

 今後におきましても、各漁協や大敷組合、漁業指導所などの関係機関等の連携を図りなが

ら、今回の新型コロナウイルス感染拡大による経済的影響に対し対策を講じてまいります。 

 次に、(6)その他の業種についてであります。 

 御質問の各業種につきましては、主に商工業事業者であると思われますが、前段でお答えし

たとおり、室戸市商工会と協議を行った上で、市独自の室戸市事業者緊急支援給付金を給付す

ることで、飲食業を含む商工業事業者の事業の継続及び雇用の維持を支援しているものであり

ます。 

 次に、店舗を借りて営業している事業者への家賃の支援につきましては、市独自の給付金の

制度設計を行う上で、その必要性について検討してまいりました。賃貸物件で営業している事

業者においては、家賃が負担になっていると認識しているところでありますが、当市において

は、都市部と比較して、賃貸で営業する事業者がごくわずかであることに加え、早急な支援が

必要であったことから、室戸市事業者緊急支援給付金の給付額を一律20万円とし、用途を制限

せずに、事業者がそれぞれの事情に合わせて自由に使える給付金としたところであります。 

 しかしながら、家賃については、国の第２次補正予算において、家賃支援給付金の制度が創

設されますことから、対象事業者に対し制度の周知徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 
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○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 竹中真智子議員に、４点目、臨時休業後の学業対策についてお答え

いたします。 

 本市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３月４日から24日までと、４月21日

から５月８日まで、室戸市内全小中学校で臨時休業の措置を行いました。学校が指導計画を踏

まえた適切な家庭学習を課すとともに、登校日の設定や家庭訪問の実施、電話連絡等の手段を

通じて学習の状況や成果を把握して、学習のおくれが生じないようにしてきました。また、臨

時休業による未履修の授業は、学校行事の精選や内容の工夫等により確保できています。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症の第２波も心配されており、一定期間余裕を持って時間

確保をしておきたいことや学習内容の定着や向上を図るために、７月31日まで授業日とし、８

月１日から31日までを夏季休業としました。夏季休業中に登校日を設定し、一層の学習内容の

定着と向上を図るための補充の授業や補習の実施、中学３年生には受験に向けての支援など、

可能な限りの措置を講じてまいります。 

 福祉事務所が主催しております学習支援教室でも、今年度からは中学生に高校生も加えて、

テスト勉強や宿題、入試に向けての対策など、学習支援を行っています。 

 次に、長期休業期間などにより、登校することが苦痛になっている子供がいるのではないか

という御質問でございます。 

 現在、学校から長期休業に起因する長期欠席の報告や相談などはございませんが、５月末時

点での欠席者数は、昨年度と比較すると若干ふえている状況です。これは、長期休業による生

活リズムの乱れが要因とした一過性の欠席の増加ではないと考えています。 

 しかし、自分や家族も感染するのではないかと不安やおそれを抱くなど、心理的なストレス

を抱えている児童生徒もいると考えられることから、担任や養護教諭を中心とした心身の健康

状態の把握や健康相談の実施、スクールカウンセラーによる支援を必要に応じて行うなど、心

の健康問題に対応しております。 

 それ以外に、教育研究所に児童生徒や保護者に対して、訪問活動で面接や相談支援を行うア

ウトリーチ型スクールカウンセラーを１名、スクールソーシャルワーカー２名を配置し、必要

な支援を行っております。 

 また、不登校児童生徒支援のための適応指導教室に、本年度から管理職の経験のある元教員

をセンター長に迎えて、教育支援センターへと移行し、自立に向けての支援を充実させるよう

にしています。このように、学校、関係機関が一体となって子供たちを見守り、育てる取り組

みを進めています。 

 保育所、小中学校、学校給食センター等の教育機関には、文部科学省から発出されました

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～学校の新しい生活様

式～」に基づき、手洗い、せきエチケット、消毒の徹底や３密の解消などの感染対策を実施
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し、子供たちの健やかな学びを保障していくよう今後も努めてまいります。以上でございま

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） 竹中真智子。２回目の質問をさせていただきます。 

 観光業や飲食業、農林業、水産漁業、工業関係、そして医療関係業、衣類の販売業、介護施

設やヘルパー業、また美容・理容院の仕事、製造業、食品加工業、塾の講師など、いろいろな

業種がありますけれども、室戸市独自の20万円の給付金の対象になる業者は、さきの臨時議会

では約600件、うち430件の申し込みを見込んで8,600万円の救済金の専決処分をした旨の話が

さきの臨時議会ではありました。国や県の給付金の網より抜け落ちた業者をすくい上げるため

にという市長の言葉でしたが、６月17日現在、市独自の20万円の給付金の申請は、ふたをあけ

てみますと41件とのことであります。この制度が利用できる人たちの調査は本当にされたので

すか。先ほども質問をしまして、現場へ足を運びましたか、聞き取りはしましたかという質問

をいたしましたけれども、この制度が利用できる人たちの調査は本当にされたのでしょうか。

現場に足を運んで声を聞く、実情を聞き取る、調査に入るというのはとても大事なことである

と思います。机の前に座っていて、数字を拾い上げる、市民感情としては私たちのこのつらい

思いが一向にくみ上げられていない、よく耳にいたします。 

 例えば、漁業関係は何件くらい調査をしたのでしょうか。実はですね、ここに持続化資金給

付金という資料が、これは高知県水産政策課長の名前で漁業組合のほうに出された書類でござ

います。全７ページにわたって書いております。県の水産政策課の課長の名前で、漁業組合の

組合員の持続化給付金申請への支援についてのお願いということでこの文書が出されておりま

す。この文書にはこのように書かれております。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響

を受けている事業者の事業継続などを支援する持続化資金について、電子申請による受け付け

となっております。このため、自宅にパソコンがない、あるいはパソコンやスマートフォンの

入力作業にふなれといった理由により、漁業者が自身で申請できないケースが考えられます。

各漁業協同組合、支所におかれましては、申請に必要な書類の情報提供、本年の月別売上高を

示す資料の整理、提供といった支援に加え、組合員が自身で入力できない場合には、漁協のパ

ソコンから申請や漁協職員による入力の支援などにつきまして御協力をお願いいたしますとい

ったような文言が書かれて、７ページにわたってこの書類が出されております。市もそのよう

な指導や調査は現場へ出かけていって、この20万円の給付のことに当たってもスムーズに給付

がされるようにサポートしていくのが行政の役割ではないかと思うところでございます。 

 国や県の救済制度に当てはまる人たちはいいのですけれども、こぼれていく人たちを救済す

るために、市長は専決処分でやるのであるということを言いながら、20万円の給付金の専決処

分が行われました。私たち議員が反対をしても、市長の特権で行われました。偏った行政の取
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り組みではいけないと思うわけです。公正公平に取り扱うのが行政の責務であると思います。

国や県の救済措置により漏れた人たちを救うという目的、そういう目的があるのであれば、こ

の人たちをどう救済していくのですか。だって、この間の臨時議会ではそのような言葉が市長

の口から出ましたよね。専決処分がされましたよね。この制度の市長がやりたい目的というの

が、本当に網から抜け落ちた人たちを拾い上げるんだ、すくい上げるんだという思いがあれ

ば、この制度に乗れるように条件整備をしていくのが行政の役割ではないですか。今からでも

指導すべきではないですか。その制度へ乗せていくべきではないでしょうか、答弁を求めま

す。 

 今回、コロナウイルス関連で悲鳴を上げている市民がたくさんおります。県外の大学へ進学

をさせている子供を持つ母親の話ですが、学業に励みながら、実家からの仕送りを補うために

子供はアルバイトしながら大学に通っていたけれども、コロナの影響でアルバイト先よりアル

バイトの仕事を断れたために厳しい生活状況となっている。そこへ、介護職についていた母親

は、そういった施設が一定期間閉鎖されたことにより自宅待機となり、給与が入ってこない状

態となり苦悩していると話をしてくれました。 

 室戸市では、パートや日給月給といいますか、出勤をして働いた分しか給料をもらうことが

できない職種が数多くあると思います。自治体の要請を受け、一時休業した業者、経営者など

には協力金の支払いがあったりしますけれども、そういったところで働く人たちの多くが切り

捨てられ、無給となっておりますこの現状があります。退職を強要されたという人の話も聞い

ております。事業者には何がしかのお金が支給されますけれども、そこで働く人たちには給料

の支払いがある人は少なく、途方に暮れて困っているとの話でした。 

 今回専決処分されたお金の使い方は随分と配慮が足りないのではありませんか。室戸市には

約１万3,000人の市民がおります。国は国、県は県、室戸市は室戸市、国と自治体は違うじゃ

ないですか。なのに、全市民に対して取り組まない、実施しないというのは、これは市長、市

長の差別、行政差別ではないですか。市長のとった行為は公正で公平な判断と言えるのかどう

か。私も市長も市民の血税をいただいて生活をしております。義務を果たすのは我々議会、行

政の役割ではないですか。市民にはそれを受ける市民的権利があります。市民の命や生活、仕

事は行政が守る責務があると思います。どのように取り組んでいくのか、答弁を求めます。 

 今回は、質問する時間や答弁をしていただく時間が、コロナウイルス対策の影響で今までと

違って時間が随分と短縮されております。２回しか質問ができないのが非常に残念であります

が、答弁を求めます。 

 ２回目、竹中真智子、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） 竹中真智子議員の２回目の質問に答弁をさせていただきたいと思い

ます。 
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 御質問の趣旨は、市長が専決で対応した国の制度からこぼれる方々への20万円の給付金につ

いて、大変私にしますと心外でありますけれども、行政の差別になっているんじゃないかとい

うことをただされましたけれども、全くそんなことはありません。しっかりと公平公正で対応

しておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 それで、議員からお話のありましたように、観光、飲食、農林水産といろいろさまざまな業

種があるといった中で、きちっと現場にも足を運ばれて、そうした対応ができているのかとい

った問題、それから具体的な御指摘もありましたように、当初は430件ぐらいの対象業者がい

て、8,600万円という予算を計上したじゃないかと、しかし実質申請された現状を見ると、

41件にしかなっていないんじゃないかということの御指摘であります。そのことは御指摘のと

おりでございます。 

 そうした現状を踏まえて、執行部内で議論も深めながら、どうしてそういうことになったの

かという協議もさせていただきました。さまざまな原因はあろうかと思いますけれども、今

後、担当のほうでわかっている答えがあればまた補足説明させますけれども、１つには国の給

付といったものが、個人であれば100万円、法人であれば200万円という多額の申請ができる。

もちろん50％以上の減額になった業種が対象でありますけれども、そうしたところにカバーさ

れたのではないかという見方もありました。今回20万円の室戸市独自での支援対策は、その

50％も減少になっていない、50％から20％ということの対象者を見たわけでありますけども、

そうしたことについても、国のほうの申請とダブることのないような対象にしておりましたこ

とから、重なったことで減少されたのではないかというような状況を推測しております。 

 それから、もとに戻りまして、現場へ足を入れたのかということでありますけれども、水産

業や森林組合、あるいは大敷組合の方々、全ての現場ではありませんけれども、商工会の会長

さんにしましても電話等で状況を聞き、さらには製炭業者や農業の方々のところには出向いて

もいくなど、現場の調査もさせていただいております。私自身も本当に今回の市独自の給付に

ついては、１次産業に従事する方々に本当に十分な支援ができているのかということが気がか

りになっておりまして、２次の補正に向けて新たな制度の構築も考えていかなければなりませ

んけれども、１次産業とする中であっても、製炭者の皆さんには今回の20万円給付が、製造し

ているということもあって対象になっております。そうしたことから、製炭者の方々の申請が

どうかということを尋ねても余り出てないということもありまして、直接お伺いも行きまし

た。市のほうからはきちっとした、そうした対象になりますという文書通知もいただいたとい

う現場の声も聞いております。 

 そうした判断をもって対応されて出てきたのが今41件ということでありますので、さらに担

当にしっかりとした調査や落ちこぼれのあるところについては手を足して、少しでもこの厳し

い状況の中、市民の支援に対応できるような市政をこれからも頑張って取り組んでまいる所存

でございますので、御理解賜りますようによろしくお願いをいたします。以上でございます。 
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○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） 答弁漏れの御指摘についてでございますが、今、竹中真智子議員か

ら、600件のうちの430件というのは対象になっているというふうな捉え方をしての制度じゃな

いかというお話ですかね。でしたら、そういうことを踏まえて、これは実は商工会と連携を持

っておりまして、商工会のほうの意見も聞きながら、どういったところに対象者がどれぐらい

いるのかということを市としても連携を持った中で、これぐらいの対象者がおりますというこ

とで上げた数で、実際申請をされなかった方の現状はまだ全部が把握できておりませんけれど

も、今一例私がお話をさせていただいた製炭者については、第１次産業のような分類の中であ

りながら、製造しているということもあって今回は対象になっている。それやったら知らなか

ったんじゃないかという実は思いもあって、足を運んで聞いてみたら、きちっと文書通達が行

っていたということで、行政のほうとしては申請してくださいよという姿勢が430、対象のほ

うには届いているということでございますので、よう申請ができていない方がおったらもっと

手を足さなければならんかと思いますけれども、市サイドのほうとしては対応、案内のほうは

できているというふうに私は解釈しているところでございますが、担当課長のほうから補足が

あったら説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 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） 竹中真智子議員の２回目の質問にお答

えいたします。市長答弁を補足させていただきます。 

 室戸市の独自の20万円の給付金でございますけれども、これは国の持続化給付金は条件が

50％以上の売り上げが落ち込んだ事業者が対象となっております。50％に満たない20％から

50％未満の事業者、３月と４月を物差しにしておりますけれども、に対しまして20万円を給付

するということでございます。 

 対象件数を430件とさせていただいたのは、大体600事業所がある中、170については国のほ

うの50％以上であるとか、20％の未満の余り影響を受けていない事業者等と見積もって、

430として議会の専決予算をさせていただきましたが、実際は先ほど41件と言われておりまし

たけれども、私答弁の中で51件、10件、少ないことには間違いありませんけれども、その少な

いことに対しましては、短い間で制度設計した中で周知も足らなかったのかな、その対象事業

者に対してどの範囲が対象になるのかという線引きですよね、その辺が周知徹底がまだ十分で

なかったのかと反省しております。 

 今後、あと10日、今月末を締め切りとしておりますけれども、期限の延長とか、対象月を５

月、６月としていくのかというところは検討させていただきたいと思っております。 

○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） 竹中真智子議員、済みません、答弁漏

れということで御指摘いただきましたので、私のほうからお答えさせていただきます。 
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 現場での調査ということでございますけれども、魚の価格の調査については一定全部の大敷

とか漁協で行ってはおりません。室戸漁協やったら室戸漁協さんとか、指導所で確認をしたと

ころでございます。 

 答弁の中で、実態調査がまだ十分に行われておりませんでしたので、今後、各漁協、大敷へ

出向いて、影響の有無とか、現場の声を聞いて、実態調査を把握して、今後の政策に反映させ

ていきたいと、そういう答弁をさせていただいております。 

○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。 

 健康管理のため、11時５分まで休憩いたします。 

            午前10時56分 休憩 

            午前11時６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、小椋利廣議員の質問を許可いたします。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。令和２年６月第５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。 

 前段の議員さんと重複をするところがあるかもしれませんが、私なりの思いで質問を行いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)新型コロナウイルス感染拡大への対応策についてお聞きをいたします。 

 新型コロナウイルスは、令和２年２月ごろより、日本全国にコロナウイルスが蔓延する前兆

が見え出し、一時期は非常に厳しい外出規制や自粛要請が出されて、日本全国に緊張感が走り

ました。新型コロナウイルス特別措置法に基づき緊急事態宣言が出されたのは４月７日で、そ

の後、新規感染者が減少し、感染拡大が防止ができるレベルとなり、５月14日に全国39県に緊

急事態宣言の解除報告が出され、高知県も解除地域となりましたが、人と人との距離確保やマ

スクの着用やうがいや手洗いを基本とする新しい生活様式が求められております。集団感染の

懸念がある接待を伴う飲食や３密のある場所への外出回避が言われて、自制・自粛が厳しく宣

伝をされ、世の中は生産活動の活力を失い、室戸市でも多くの人々が道の駅や飲食店の休業な

ど規制が行われて厳しい社会情勢となり、観光産業や宿泊業者や飲食業者など、特にホテル業

界や商工業、都会の飲食店の休業に伴う魚の販売不振、土佐備長炭の需要の低迷等、農林水産

業者等々いろいろな場所に大きな影響が出ております。 

 特にホテル業界にあっては、２月ごろから大学野球の合宿のキャンセルが続出し、その後、

５月の連休が終わり、現在でも宿泊客が大きくキャンセルになるなど、先行きが不透明であ

り、また飲食サービス業界にとっても、３密のある場所での自粛要請が出されたことから厳し

さが倍増し、日常生活の困窮者が多く、企業や個人経営の事業者など、持続的な対応や維持が

できなく、困っている方がおいでるとお聞きをいたしております。 



－67－ 

 そこで、お聞きをいたしたいと思います。 

 ①室戸市内の経済も低迷し、交流人口の活性化が厳しい中、次の手を打つ新しい室戸市独自

のＶ字回復にはいつごろから、どのような方法で取り組んでいくのか。市民の皆様も期待をし

て、対策を待っていると言われておりますので、お聞きをいたします。 

 ②室戸市事業者緊急支援給付金についてお聞きをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特に影響を受けている市内の商工事業者等に対し

て、室戸市独自の給付金を支給しますということで、国が実施をする持続化給付金の対象とな

らない範囲で売り上げが減少をしている商工業事業者に対し、給付金を給付することにより、

事業の継続及び雇用の維持を支援をすることを目的とする、室戸市内で商工業を営む中小企業

者、または小規模事業者、個人事業主も含む、令和２年３月及び同年４月分の合計売上高の減

少率が前年同月比20％以上50％未満の商工事業者となっております。一律20万円を給付をする

ということになっておりますが、商工会の会員以外の方への申請方法はどのように取り組まれ

てきたのか、また農林水産業への対応や取り組みはどのようになってきたのか、お聞きをいた

します。 

 ③都道府県をまたぐ不要不急の往来に自粛要請が出され、観光客を伴う交流人口はゼロに等

しく、旅館業者はほぼ90％から100％に近い宿泊来客者がなく、非常に厳しい状況下にあり、

これらに対する今後の室戸市独自の振興策はどのように考えているのか、お聞きをいたしま

す。 

 ④室戸岬には５カ所の宿泊施設が開業をしておりましたけれども、ウトコオーベルジュ＆ス

パの指定管理者のアクトリゾートが６月末で撤退をすると報じられております。また、高知市

の運営会社が経営をしていたジオパーク夢路灯が無期限で休業し、日本八景の室戸岬にはホテ

ル明星、岬観光ホテル、民宿室戸荘の３カ所の宿泊施設しか残らない状況となっております。

今後、新型コロナウイルスもある程度鎮静化をしてＶ字回復が予想されると、観光客の往来が

多く、活性化につながると想定をされますが、室戸岬の宿泊所が減少していく中で、既存のホ

テルや宿泊所存続のための特別の融資は考えていないか。また、室戸市の振興券や旅行券の発

給など、イメージアップ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。 

 ⑤室戸市の第１次産業を支え、地産地消で観光産業を守る室戸市独自の事業継続補助金は考

えていないか、お聞きをいたします。 

 ⑥毎月時の売上高が前年同月比30％以上90％もの減少事業者に対して、次年度分の固定資産

税の免除、もしくは減免に取り組むことはできないか、お聞きをいたします。 

 (2)コンビニで住民票や印鑑証明書の発行についてお聞きをいたします。 

 近年、いろいろな取り組みが大きく変わろうとしております。高知県は、令和２年１月末現

在のマイナンバーカード普及率は約９％、全国では15.0％となっており、普及率では全国最低

であると言われております。現在、コンビニの多機能コピー機にマイナンバーカードをかざし
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て暗証番号を入力すると、住民票の写しや印鑑証明書が発行され、手数料は自治体の窓口と同

額で、全国では710の自治体が参加をしており、５万5,000店のコンビニが対象で発行が可能と

なっております。室戸市の住民が仕事や進学で県外に住んでいる場合でも、近くのコンビニで

証明書が取得でき、行政の窓口業務の効率化が高まるとされております。都道府県で唯一導入

例がなかった高知県でも、大豊町や土佐町、仁淀川町が取り組み、南国市や香南市も導入を既

に決めていると言われております。本市も行政の窓口の効率化や住民サービスの向上や住民の

利便性を考えると、早急な取り組みが必要であると思うが、取り組み姿勢についてお聞きをい

たします。 

 (3)夫婦岩のおしめの張りかえについてお聞きをいたします。 

 夫婦岩のおしめの張りかえにつきましては、平成24年６月議会で一般質問を行いましたが、

あれからはや８年が経過をして、老朽化が一段と激しく、おしめがいつ切れてもおかしくない

状況となっております。鹿岡鼻の夫婦岩は、平成27年11月に室戸世界ジオパークのユネスコに

認定をされ、室戸ジオパークの78サイトの中で72番目に位置する重要なサイトの一つであり、

真っ赤な朝日が海面を照らし、大きな自然の岩礁がきれいで、青い大平洋の自然の中にそびえ

立つ風光明媚な観光地として、市内や市外や県外から来る多くの観光客に感動を与えておりま

す。夫婦岩の大きなおしめの架設位置は室戸岬町椎名に位置をしておりますが、おしめは昭和

55年に佐喜浜町大敷組合が寄贈してかけたもので、架設後40年が経過をしており、一段と老朽

化が激しく、架設当初は下がりのふくさも５本もあったようですが、平成24年６月時点では、

下がりのふくさも３本となり、現在令和２年６月では、真ん中のふくさが切れて両側の２本と

なっており、風光明媚な観光地の景色として、また写真の撮影スポットの景観としての写り

や、また絵を描くにも描写不足で、夫婦岩のおしめの価値が足らない状況となっております。 

 平成24年６月議会の小松市長の答弁では、当該ジオサイトは多くの方々が写真撮影をするポ

イントであり、周辺整備については土佐国道事務所と協議を行っている。かけかえについて

は、これまでのいきさつ等を再確認し、市民の皆様の協力をいただきながら、どのような方法

でかけかえができるか、検討をしてまいりますと答弁をしております。平成24年当時からは８

年も経過をし、風雨にさらされて老朽化も激しく、下がりのふくさが２本となり、おしめの価

値がなく、大きく状況が変わっております。これまで８年が経過をしておりますが、土佐国道

事務所とどのような検討が行われてきたのか。観光スポットとして再度脚光を浴びるように、

新しいおしめをかけかえることについてお聞きをいたします。 

 また、夫婦岩周辺には駐車場がないので、観光客が危険にさらされております。周辺整備で

は、夫婦岩西側の国道沿いの空き地に観光客の足をとめることができるように、観光客用の新

しい駐車場の新設ができないか、土佐国道事務所とどのような協議が行われてきたのか、お聞

きをいたします。 

 (4)ふるさと納税についてお聞きをいたします。 
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 ふるさと納税の平成30年度の寄附額は12億2,700万円、令和元年度は13億8,000万円で、前年

度より１億5,300万円も増加をして、高知県内でのふるさと納税寄附額は室戸市が一番となっ

ております。新制度の中で、返礼品は地場産品とすることや、返礼品調達費は寄附額の３割以

下など、規制強化に伴い、寄附が集中していた自治体から他の自治体へ分散をしたという見方

があり、厳しい自治体間競争の中でも、室戸市はすばらしい発想力や新しい取り組み方によっ

て県内でも寄附額調達費１位といった実績を残し、職員の皆様も本当に御苦労さまでございま

した。室戸市の令和元年度の室戸市市税決算収入額状況は約10億756万円程度でありますか

ら、令和元年度のふるさと室戸応援寄附金の13億8,000万円は、室戸市の税収額を３億444万円

も大きく上回る金額であり、非常にありがたく受けとめなければならないと思います。 

 そこで、令和２年度のふるさと納税予想調達額についてお聞きをいたしますが、新型コロナ

ウイルス感染拡大のため、企業の萎縮や個人消費額の低迷など、全国的に影響も非常に大きい

と予測をされますが、ふるさと納税の室戸応援寄附金の調達目標額はどのように考えているの

か、また取り組み姿勢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） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員にお答えをいたします。 

 まず、(1)新型コロナウイルス感染拡大への対応策についての１点目、経済対策についてで

あります。 

 議員御案内のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、自粛要請等

が行われたことにより、生活活動が抑制され、経済にも大きな影響が出ているところでありま

す。現状といたしましては、緊急事態宣言が解除され、社会は一定の落ちつきを取り戻してい

ますが、第２波への警戒が必要であり、予断を許さない状況下にあります。 

 このような状況の中、当市といたしましては、農林水産業事業者に対し、高収益作物次期作

支援交付金事業による次期作に向けた生産体制の強化及び室戸市新型コロナウイルス感染症漁

業被害対策利子補給金の交付などにより支援を行い、商工業事業者については、室戸市事業者

緊急支援給付金の給付及び飲食店のテイクアウト、デリバリー情報の発信などにより支援を行

っているところであります。 

 今後の経済回復対策につきましては、室戸市単独の施策では特効薬となるものはなかなか難

しく、限界もありますので、国や高知県の支援策を十分に活用しながら、新型コロナウイルス

感染症の流行の収束に向けて、市民が安全・安心に経済活動が再開できるよう、環境を整え、

対象を拡大した給付金の給付やプレミアム分を加算した商品券の発行など、市独自の施策につ

いて検討するとともに、ふるさと納税の制度のさらなる活用による地場産品の販路拡大など、

総合的に取り組んでまいります。 

 次に、(1)の６点目、売上高が減少した事業者に対して、次年度分の固定資産税の免除や減
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免に取り組むことはできないかについてであります。 

 地方税法等の一部改正を受けて、本議会に室戸市税条例の一部を改正する議案を上程をして

おりますが、その中で、徴収の猶予や一定の要件を満たした中小事業者に対して、令和３年度

課税の１年分に限り償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を軽減する特例について規定の

整備を行っておりますので、後ほどよろしく御審議賜りますようお願いをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置や対応が市民生活や事業者に及ぼ

した影響は大変甚大でありまして、今後とも、事業継続や雇用の維持、市民の安全・安心の確

保を目指して努力するとともに、地方税法、その他関係法令により適正課税に努めてまいりま

す。 

 次に、(2)コンビニで住民票や印鑑証明書の発行についてであります。 

 コンビニ交付サービスは、自治体の窓口に出向かずに、非対面でマイナンバーカードを利用

して、閉庁時でも市が発行する証明書、住民票の写しや印鑑登録証明書等を全国のコンビニエ

ンスストア等のキオスク端末から取得できるものであり、窓口への来庁抑制にもなることか

ら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に当たっても有効なサービスの一つであると認

識をしております。 

 一方で、コンビニ交付サービスの導入自治体は年々増加をしておりますが、システムの構

築、運用コスト等の課題から導入が進んでいない状況でもあります。高知県34市町村のうち導

入している市町村でありますが、２市３町の５団体で導入されており、高知県での導入率は

14.7％となっております。本市におきましても、議員御案内のコンビニ交付は、窓口への来庁

抑制、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るとともに、行政手続のオンライン化を

推進する一つの手段として、また市民の利便性の向上のためにも有効なサービスであります。 

 しかし、コンビニ交付の導入につきましては、システムの構築方法や導入費用、運用コスト

などさまざまな課題がありますので、こうした課題に取り組み、費用対効果などを検証し、さ

きに導入した自治体の状況などもお伺いをしながら、今後、検討してまいります。 

 また、コンビニ交付に必要なマイナンバーカードの普及率でありますが、本市は本年５月末

では、交付枚数1,780枚、交付率13.3％となっております。交付率は高知県34市町村では５番

目に高く、11市の中では一番高い率となっております。引き続きマイナンバーカードの普及に

も努めてまいります。 

 私からは以上でありますが、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） 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） 小椋議員にお答えいたします。 

 １点目の(1)の②室戸市事業者緊急支援給付金の中で、商工会の会員以外の方の申請方法に

ついてでありますが、この給付金の支給業務は室戸市商工会に申請の受付等、内容の確認をお
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願いしておりまして、商工会の会員、非会員にかかわらず、受け付けをお願いしているところ

でございます。 

 また、事業者の方々には、広報の折り込み、チラシ、ポスター等で商工会の会員、非会員に

かかわらず、申請ができる旨の周知を徹底しているところでございます。 

 次に、農林水産業者への対応や取り組みについてであります。 

 現在、給付を行っております室戸市事業者緊急支援給付金は、新型コロナウイルス感染症患

者が増加し、高知県からも接客を伴う飲食業等に休業要請が出される中で、当時最も影響が大

きいとされた飲食業、宿泊業等を含む商工業事業者にこの危機を乗り越えていただくために制

度を制定したものでございます。 

 今回対象外とさせていただいた農林漁業従事者の方々におきましても、ビワやヤマモモなど

の果物、ブリやキンメダイなどの外食産業で重宝される鮮魚などの需要の減少に伴いまして、

売り上げが減少し、大変御苦労されておられると認識しているところでございます。 

 今後におきましては、先ほど市長が御答弁申し上げたとおり、国や高知県の支援策の動向、

及び市内の事業者の状況などについて情報収集に努め、対象を拡充した市独自の給付金につい

て検討するなど、適切な支援に取り組んでまいります。 

 次に、(4)のふるさと納税についてであります。 

 御案内のとおり、令和元年度のふるさと室戸応援寄附金は13億8,000万円余りと県内市町村

で最も多くの御寄附をいただきました。 

 なお、今年度の４月、５月のふるさと納税額は約１億6,200万円となっておりまして、昨年

の同時期対比は約26％の増加となっております。 

 議員お尋ねの令和２年度のふるさと室戸応援寄附金の目標額でございますけれども、室戸市

まち・ひと・しごと創生総合戦略や令和２年度の当初予算額は12億円としておりますけれど

も、昨年度の実績額の13億8,000万円以上を目指して、担当課としましては取り組んでまいり

たいと、このように考えております。 

 また、目標達成に向けての取り組みでございますが、全国で人気のある返礼品等の情報共有

を返礼品参画事業者に行うことで、魅力のある返礼品開発につなげていきたいと考えておりま

す。 

 また、返礼品の磨き上げ以外にも、寄附金の使い道の報告などを定期的に行うことで、リピ

ーターの確保に努めたいと考えております。 

 そのほか、返礼品の審査や企画、開発、情報発信などについて、ふるさと室戸応援寄附金活

性化プロジェクトチームを設置しておりますので、その中で協議して取り組むことで、業務体

制の強化を図ってまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 大西観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君） 小椋議員に、１の(1)新型コロナウイルス感染拡
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大への対応策についてと(3)夫婦岩のおしめの張りかえについて答弁させていただきます。 

 (1)の新型コロナウイルス感染拡大への対応策につきましては、関連しますので、まとめて

お答えいたします。 

 まず、宿泊施設に対する室戸市独自の事業継続補助金及び特別な支援などについてでござい

ますが、融資等につきましては、国・県による利子補給の制度がございますので、市独自の融

資はございません。また、事業継続の支援といたしましては、国の持続化給付金、または持続

化給付金の対象とならない事業者を対象とした市独自の緊急支援給付金の制度がございます。 

 次に、室戸市独自の振興策等についてですが、春の観光シーズンに新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を受け、大変厳しい状況下にある観光事業に対して、高知県ではとりあえず県内

の観光から促進していく内容の事業が示されております。県境をまたいだ観光の回復に時間を

要することが見込まれる中、本市においても、県内や四国内の方に観光を楽しんでいただく取

り組みが必要だと考えております。 

 当初予算で計上している旅行券発行事業につきましても、例年実施している事業を国の「Ｇ

ｏ Ｔｏ Ｔｒａｖｅｌキャンペーン」や県のリカバリーキャンペーンと連動し、より効果的

な事業となるよう取り組んでまいります。 

 いずれにいたしましても、今後、国・県の施策の詳細が明らかになってきますので、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した市独自の事業も検討してまいります。 

 次に、(3)夫婦岩のおしめの張りかえについてですが、土佐国道事務所との協議につきまし

ては、旧国道であった海側の石畳の道路部分などに落石が見られたため、通行どめの措置をと

るための協議を行ってまいりました。また、西側の空き地につきましては、以前にトイレやあ

ずまやなどを備えた公園がありましたが、平成23年の台風災害により被災した後、災害復旧事

業の対象とならないことなどから、復旧せずに撤去している状態であります。高波や費用対効

果などを考えると、用地造成や駐車場の整備には慎重な判断が必要なのではないかと考えてお

ります。 

 また、しめ縄を張りかえることにつきましては、整備されました佐喜浜大敷組合や近接する

椎名大敷組合にお尋ねいたしましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて大変な時期

であり、現在のところ、張りかえる予定はないとのお話でした。 

 議員御案内のとおり、市内有数の観光スポットではありますが、しめ縄の張りかえに当たり

ましては、費用対効果や政教分離の観点などからも、十分に慎重な判断が必要ではないかと考

えております。以上でございます。 

○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。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。２回目の質問を行います。 

 (1)の新型コロナウイルス感染拡大への対応策についてということで、市長のほうからは

今、第２波への予断を許さない状況があるというふうな答弁があったわけでございますけれど
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も、今からまだまだこのコロナウイルスの感染拡大というものはどこまで続いていくのかわか

らないという情報の中で、今報道されている内容では、新型コロナウイルス感染拡大で一番大

きく影響を受けているのは、１番が宿泊業者、２番が観光産業、これは交通機関やバス会社や

旅行会社などということになっているということです。それで、３番目が中小企業というふう

に言われておりまして、当市においてもやっぱり一番大きく影響を受けている業者が宿泊業者

ではないかというふうに考えております。今後も、まだまだ６月、７月、８月、９月からこの

年末の12月まで年内いっぱいの売上額もほぼ90％以上ぐらいの減額で推移をしていくのではな

いかというふうに言われておりまして、また年明け、春先の回復も非常に厳しいのではないか

というふうに想定をされております。 

 それで、もとどおりの回復にはまだまだ数年ぐらいかかるというふうに国のほうでも言われ

ておりますので、これらのことを加味して考えると、まだまだ非常に厳しい状態が続いていく

のではないかというふうに考えており、この際、行政指導があった感染拡大防止対策への営業

規制に対する救済策はないのか、もう一度お聞きをしたいと思います。 

 そしてまた、現在、地元で頑張る宿泊客を対象とした事業者に設備投資活動補助金、こうい

ったものができないか。この内容としては、コロナウイルスを施設内への持ち込み駆除の対象

になるような補助金というようなことはできないか。それから、Ｖ字回復までのつなぎ融資、

宿泊業者に対する、そういうものは考えられていないのか。 

 それから、90％から100％に近い宿泊外来者がないホテルや民宿らも含めて相当数あるとい

うふうに考えておりますが、これらに対する救済策はないのか、もう一度聞きたいと思いま

す。 

 それから、毎月の売上高が90％前後も減少しているというホテルや宿泊業者があるようで

す。そういったところに、先ほど税法の関係で取り組んでいくというふうな話がありましたけ

れども、固定資産税の支払い減免、免除、これらについてもう一度お考えができないかという

ことをお聞きしたいと思います。 

 それから、２番目のこの室戸市事業者緊急支援給付金、これは当初の想定よりも非常に大き

く利用者が下回っているというふうな話がある中で、室戸市の定額給付金20万円を支給すると

いう制度の徹底が余りにも不十分ではなかったかいうふうに考えております。当初の想定より

申込者が、当初は430事業者の支給を見込んでいたとされておりますけれども、今回わずか

10分の１ぐらいの41件ぐらいしかないと、こういうことは非常に見込み違いであったでは許さ

れないと。それで、今後、これらの業種によって対象とならないと思っていたと言われる方々

がまだ数多くいるようです。そういった人たちに対する救済策を求めるために、６月末までの

締め切りということになっていたのを、締め切り期間を延長して、これらの方々の救済策に取

り組んでいくことは考えていないのか、これについてお聞きをしたいと思います。 

 それから、コンビニで住民票や印鑑証明書の発行について、今市長のほうではいろいろなこ
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とを言われてきて、非常にまだ導入が難しいというふうに言われてきましたけれども、もう高

知県でもはや既に、先ほども言いました大豊とか、仁淀川町とか、香南市とかいうところはも

う取り組んでいくと、町村ではもうはや取り組んでやっておりますので、やろうと思うたらで

きんことはないと思うがです。ただ、やるについて、いろいろな手続があったり面倒くさいき

んまだ先延ばししようかというような考えの話じゃないかというふうに思っております。これ

らについて早急に取り組みができんか、もう一度お聞きをいたします。 

 それから、その夫婦岩のおしめの張りかえやけんど、さっき大西課長の話では余り取り組ん

でやるというふうな話じゃなかったわけで、前の市長はいろいろなことを検討して取り組んで

いくという話やったので、40年もたったこのおしめをあのままで置いて、地域の方も、観光に

来た方も非常に不自然やということを言われよるみたいです。これはどうしてもおしめは張り

かえてやらないかんというふうに私は考えておりますので、このおしめのロープを提供してい

ただける見通しが立つと、確保ができて、確保ができると、室戸市のほうでかけかえをしても

らいたいと思いますが、その方向で検討ができるかどうか、もう一度お聞きをいたします。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○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） 小椋議員の２回目の質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の新型コロナウイルス感染症に関して、第２波の心配があるということを考え

ながら、今後の感染拡大への救済対策を具体的に、例えば整備事業、あるいは整備に関係する

事業費への支援などといったことで、いろんな代表的な例を挙げながら、次の支援対策はない

かといったことが趣旨の御質問であったのではないかと受けとめております。 

 そこで、１回目の答弁でも申し上げましたけれども、室戸市としても独自で考えていかなけ

ればならない課題であることは認識をしておりますが、なかなか抜本的に効果の期待できるよ

うな大きな具体支援策が今の段階ではよう持ち得ていませんですので、とにかく国や県の動向

もしっかり見きわめ、そうした有効な支援措置も受けながら対応していくといったことが基本

になってこようかと思います。 

 具体的に、コロナ感染でも何か防止ができるような機器だとか、対応のできるような取り組

みにも支援ができないかといった御意見がありましたけれども、もう既に御案内かもわかりま

せんけれども、グループホームだとか、高齢者施設の一部を対象にされて、コロナ菌を陰圧す

る機器の導入に国が補助事業も準備をされているようでございます。こうした国のいわゆる新

たな制度の情報を市としてもしっかりと早く収集をして、関係する現場の方々に情報提供でき

るようにしていきたいというふうに考えております。 

 それと、２点目としましては、固定資産税等の減免や軽減はできないか、もう一度聞くとい

うことで、大変厳しい状況に市民がありますことは十二分に認識しておりますので、何がしか

市のほうでも対応ができないものかという議論や協議は深めております。 
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 それで、どういったことになるのかということを担当とも話をしまして、固定資産税の減免

に例をとって申し上げますと、地方税法では第367条で天災、その他特別な事情のある場合、

またはその他特別の事情のある者に限り、条例の定めるところによって減免することができる

としております。 

 室戸市税条例では、(1)に貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資

産、(2)に公益のため、市長が特に必要があると認める固定資産、(3)に災害または天候の不順

により著しく価値を減じた固定資産、(4)に前３号のいずれかに類する特別の事情により市長

が特に必要と認める固定資産について減免ができることとしております。 

 今回の新型コロナウイルス感染症の流行及びそれが事業者や市民等に与えた影響は全国的な

ものでもあります。また、そうした状況を受けて、今回地方税法の改正がなされて、徴収の猶

予や中小企業者に対する償却資産等の固定資産税の軽減措置や減免措置、また新たに投資した

設備につきましても、投資から３年間は固定資産税を免除する改正がされることから、室戸市

独自の減免については今のところ、考えておりません。 

 市民の皆様、市内の事業者の皆様が、この新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止の措置等

の影響で大変苦しい状況にいるというこの状況につきましては、私も重大に受けとめ、しっか

りと対策、対応をしていかなければならないと考えております。 

 これまでも特別定額給付金の迅速な給付や市独自の室戸市事業者緊急支援金給付制度の実

施、また今後利子補給制度などに取り組むことで、雇用の維持、事業の継続のため、国や金融

機関の支援制度などあらゆる方法を模索し、活用して、この困難な状況を何とか克服できるよ

うに努めてまいりたいと考えております。 

 それで、３点目でありますけれども、コンビニ交付についての重ねての質問がございまし

た。 

 これは、１度目の答弁でも答えましたとおりでございますが、議員からの御指摘は、いわゆ

るいろんな作業が面倒くさいからじゃないかという御指摘でありますけれども、決してそうし

たことではなくして、かなり財政的な費用も多額になってまいります。そうしたことで、一定

投資をするということになりますと、その投資対効果というのもきっちりと見きわめていかな

ければならない状況がありますので、そうしたところに時間をいただきたいと、こういう考え

でございますので、御了承賜りますようによろしくお願いをしたいと思います。以上でござい

ます。 

○議長（堺 喜久美君） 大西観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君） 小椋議員の２回目の質問にお答えいたします。 

 まず、宿泊施設等へのつなぎ融資はできないのかとの御質問につきましては、先ほど御答弁

しましたように、国・県のほうで無利子の利子補給の制度がありますので、市独自では考えて

おりません。 
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 また、宿泊施設への設備投資の補助金がないかという点につきましては、県のほうで５月補

正により50万円を上限とした制度を予定しているというふうにお聞きをしております。また、

宿泊業者への救済策につきましても、県のほうでリカバリーキャンペーンで一定予定されてい

るというふうに聞いておりますが、先ほど御答弁しましたように、詳細が明らかになって、市

のほうでさらなる制度が必要でしたら考えていきたいと考えております。 

 次に、夫婦岩のロープのかけかえの件ですが、議員さん御提案のロープの提供がいただけた

ら、市のほうでかけかえることは考えないのかという点ですが、検討はしないということでは

ありませんので、検討していきますが、ただ現在、両大敷組合にお聞きをしたところ、新型コ

ロナウイルスの影響で大変なときやというふうに聞いておりますので、ロープの提供がいただ

けるか、またいただけるようでしたら、市のほうでクレーン車両が進入できるかとか、そうい

ったことを詰めて対応していくようになります。以上です。 

○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時まで休憩をいたします。 

            午前11時57分 休憩 

            午後１時０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、河本竜二議員の質問を許可いたします。河本竜二議員。 

○１番（河本竜二君） １番河本竜二。１回目の質問をいたします。 

 市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 まず１番、ふるさと室戸応援寄附金基金の活用について。 

 今回の新型コロナで国・県、市による自粛要請等で経済活動停滞のため、失業をしたり、生

活困窮者となったり、また資金繰りに困り、倒産や事業継続の断念等、事業経営が危ぶまれる

企業や個人事業者が全国的に増加をしております。 

 室戸市におきましても、新型コロナ感染者こそ出てはおりませんが、経済活動停滞の影響で

地元企業や個人事業者は大変厳しく、苦しい状態になっております。また、商工業者以外にお

きましても、新型コロナにより農業者、漁業者等へも大変な影響が出ている実情を把握をされ

ているでしょうか。 

 例えば、ビワ農家さんは40軒から50軒あるとのことですが、４月、５月の短期間でしか出荷

ができず、新型コロナによる観光客や外出自粛による人の往来の停滞により収入激減で、大変

な思いをしております。ヤマモモ農家さんにおきましても30から40軒ありますが、新型コロナ

の影響で販売先の需要が激減し、通年の４割程度の量しか出荷ができない状況となっていると

聞いております。 

 このように、商業を支えている農家や漁業者さんにおきましても、新型コロナで大変な影響

が出てきております。室戸市事業者緊急支援給付金の対象を、商工業者だけでなく、農家や新
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型コロナの関連で困窮している業種へも対象範囲を広げるか、別に支援金制度をつくり、早急

に対応をしなければ、１次産業等の衰退につながり、室戸の経済ががた落ちになっていくと考

えております。このような事態にこそ、市民に一番近い自治体である室戸市が、市民の生活と

地元経済を守るために室戸市独自の取り組みや迅速な支援対策をしなければいけないと思って

います。 

 そこで、ふるさと納税は、全国の方が室戸市のために役立ててもらいたいと応援をしてくれ

たものでございます。今回のような非常時や、また今後も急を要する緊急時では、困窮してい

る市民や地元事業者を守るため、室戸の経済を守るために、またウイルス対策での感染拡大防

止、迅速な対応をする必要が生じたときには、ふるさと室戸応援寄附金基金等も活用してはい

かがでしょうか。 

 例えば、須崎市におきましては、５月中旬時点でふるさと納税を活用し、観光業、飲食業、

タクシー業などへ、法人最大50万円、個人事業者最大20万円を国や県の支援に先立って、須崎

の経済を守るため、また事業者を守るために、スピード感を持って迅速な給付、配布を実施を

しております。 

 また、それだけにとどまらず、持続化給付金の対象とならなかった飲食業、一般小売業、卸

売業、観光・宿泊業、代行運転業を含む道路旅客運送業、理美容業、クリーニング業等、幅広

い業種に対してふるさと納税を活用した支援を行っております。ふるさと室戸応援寄附金基金

の設置、管理及び処分に関する条例第６条及びふるさと室戸応援寄附金基金取扱要綱第２条

に、その他市長が必要と認める事業とあります。緊急時の対策、対応等にも活用してはどうで

しょうか。 

 また、今回の新型コロナ対策で国の行っている持続化給付金の対象にならない事業者へ行っ

ている地方創生臨時交付金を活用した商工業者への事業者支援20万円以外に、農林水産業等の

方への支援はしているのか、また計画はあるのか、そして国や県からの交付金や助成金を使っ

たものではなく、室戸市の市単費で独自に取り組んだ対策や支援があるのか、お聞きをいたし

ます。 

 ２つ目、奨学資金の増額について。 

 今回のような新型コロナ等での緊急時における地元経済対策等や公共事業に予算を使うのも

大変重要なことではありますが、また一方で、室戸市の将来を担う子供たちを見据え、進学を

する学生への新たな支援や奨学資金の増額等の対策もとても重要なことではないかと考えてい

ます。 

 昨年の議会答弁で、奨学資金の金額は、他市と比較をしても特段低い金額ではないとの答弁

でありましたが、他市とは異なり、通学費、下宿費等、ほかにも目に見えない余計な費用がか

かるなど、室戸から他市への大学、専門学校等へ進学するに当たり、他市とは全く違った事情

や実態があるということを考慮していないのではないかと思いますが、どのように考えている
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か、改めてお聞きをいたします。 

 また、貸与金額を増額すれば、返済する償還金が増大するため、結果として奨学金を利用し

た学生の負担増大につながるとのことでしたが、返還期間を延長するなど、実情に合った制度

に変更をしていくべきではないかと思っています。 

 このような学生たちへの支援体制を充実させることは、経済的な事情等で進学に対して戸惑

っている学生にとって力強い後押しとなります。また、地元で就職をすれば、返済期間中は毎

年その返済額の８割が返還をされる制度があり、将来的に室戸に戻ってくれる人材の確保につ

ながると考えております。 

 また、室戸の子供たちの未来へ投資をするという意味でも、奨学資金の増額はできないの

か、また考えていないのか、お聞きをいたします。 

 ３番目、小・中学校給食費の無料化について。 

 昨年の12月議会で学校給食費の無料化について質問をいたしました。答弁では、小学校が１

食250円、年間４万2,000円から４万6,000円、中学校が１食290円、年間４万7,000円から５万

3,000円の給食費がかかっているが、室戸市が食材費の３割を負担をしているので、保護者に

も一定程度の負担をしてもらうのが不可欠ではないかと考えている、そういう答弁をもらいま

した。 

 しかしながら、御存じのとおり、既に高知県内におきまして、土佐清水市、本山町、大川村

等は、小・中学校の給食費の無料化を実施をしている自治体があります。室戸市では、経済的

に困窮をしている世帯においては、給食費の全額補助を実施をして、家庭の負担軽減を図って

いるとのことですが、助成を受けられない家庭におきましても、複数のお子様がいる家庭にお

きましては、給食費は大きな負担となっております。例えば、３人の子供がいる御家庭では、

年間15万円と大きな負担となっております。 

 そこで、高知県内で無料化を行っている自治体での令和元年度の児童・生徒数を見てみます

と、小学校では、土佐清水市421名、本山町128名、大川村14名、中学校では、土佐清水市

240名、本山町58名、大川村17名となっております。 

 室戸市では、令和２年度で小学校395名、中学校176名、合計557名と、市においては土佐清

水市より少ない人数となっております。この人数から室戸市が給食費を無料化するためにかか

る予算は、小・中学校の児童・生徒を合わせて557名で、年間約2,700万円となります。例え

ば、これはむろと廃校水族館の日よけ設置等に係る費用約8,000万円で、室戸市の児童・生徒

557名全員の給食費が２年半賄うことができると言えます。 

 私が思うことは、室戸市が3,000万円を出して国・県からの補助金事業を利用し、補助金を

加えた１億円近くの大きな事業にしていくことも財政の厳しい室戸市にとっては大変重要なこ

とでありますが、室戸市から出す同じ3,000万円を直接市民や室戸の未来を担う子供たちのた

めに活用することも、とても重要で意味のあることだと考えております。道路や観光施設等公
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共事業に予算を使うことも大変重要ではありますが、室戸から人がいなくなれば、せっかくの

道路や施設等が有効に活用ができなくなり、水の泡になりかねないと考えております。市民の

皆さんはこれまで他市と変わらない税金を納めてくれてきていますが、生活環境、教育環境、

交通環境等、他市に比べると不便なことが多いように思います。このような状況だからこそ、

学校給食費の無料化など、子育てをしていきやすいよう教育環境を充実させるための支援は、

室戸の学校に安心をして通ってもらうため、また他市から室戸市へ移住をして、子育てをして

もらえる施策の一つになるかと思いますが、どのようにお考えか、お聞きをいたします。 

 また、ふるさと室戸応援寄附金基金の設置、管理及び処分に関する条例第６条及びふるさと

室戸応援寄附金基金取扱要綱第２条の寄附金対象事業の中にある子供たちの健全な育成に関す

る事業、医療及び福祉の充実に関する事業、その他市長が必要と認める事業とあり、寄附金活

用の趣旨にも合致をしていると思います。そして、寄附をしてくださった皆さんの思いにも沿

った活用になるのではないかと思いますので、こういったことにもふるさと室戸応援寄附金基

金を活用してはどうでしょうか。どのようなお考えか、お聞きをいたします。 

 あわせて、財源が厳しく、一般会計からも出せない、基金等からも出せないということでし

たら、他市でやれていることをなぜ室戸市ができないのか、その根拠を明確にお答えいただき

たいと思います。 

 また、室戸の将来のために、どの事業を残して、どの事業をやめる、そして新しい事業を始

め、進めていく、それを選択し、決定、実行をしていくのは、今この場にいる市民の皆さんか

ら負託を受けた私たち議員と市長、そして現場の最前線に立って実行し、活躍をしてくださる

職員の皆さんであります。室戸市を浮揚させ、また活性化をさせて、室戸に住んでいて本当に

よかったと市民の皆さんに思ってもらえる、そういう町にしていくためには、この場にいる私

たち一人一人が仕事の重要性を自覚をし、それぞれの立場で知恵を出し合い、協力し、前例踏

襲にとらわれることなく、新しい取り組みにチャレンジをしていくことが私たち議員と市長、

そして経験豊富で信頼できる職員の皆さんの使命と責任ではないでしょうか。 

 ことし亡くなられたプロ野球の野村克也さんの言葉に、「お金を残すは三流、名前を残すは

二流、人を残すのは一流」という言葉を聞きました。私たち議員はもちろん、市長、職員の皆

さんは、将来、室戸のためにいかに人を残していくか、いかに人を集めていくかの一流になら

なければなりません。市長は、常日ごろより他市町村でできて、室戸でできないということが

あってはいけない、他市町村が取り組んでいないことにも室戸市は積極的に新しい取り組みへ

チャレンジをしていく、そう言っておられます。 

 以上の、(1)ふるさと室戸応援寄附金基金の活用について、(2)奨学資金の増額について、

(3)小・中学校給食費の無料化について、市長のお考えをお聞きをいたします。 

 これで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。 
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○市長（植田壯一郎君） 河本議員にお答えをいたします。 

 まず、(1)ふるさと室戸応援寄附金基金等の活用についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症対策関連の事業費につきましては、経済への影響を考慮して、事

業者への支援など必要があると判断した事業について、これまでに補正予算を編成し、対応し

ているところであります。 

 現時点では、新型コロナウイルス感染症対応の国の第２次補正予算の配分額や概要等が未定

であることから、財源につきましては財政調整積立基金の繰入による市単独での事業となって

おります。 

 ただし、これらの感染症対策や観光産業を初めとする地域経済活性化事業等につきまして

は、おおむね地方創生臨時交付金の対象となるものと認識しているところであります。 

 いずれにつきましても、限られた財源ではありますが、効果、必要性を慎重に検討した上

で、国の交付金の対象外であっても、必要であると判断した取り組みについては、ふるさと室

戸応援寄附金基金の活用なども検討してまいります。 

 次に、農林水産業の事業者への支援であります。 

 農林業につきましては、高収益作物次期作支援交付金事業による次期作に向けた生産体制の

強化に係る支援を、水産業につきましては、室戸市新型コロナウイルス感染症漁業被害対策利

子補給金の交付による燃料及び漁具等の支払いに必要な資金繰りの支援に取り組んでいるとこ

ろであります。 

 いずれにしましても、全国的に大規模な影響が出ておりますので、景気を上向かせるための

支援を行うには、国や高知県の助力が不可欠であります。国や高知県の支援策の動向について

情報収集に努めるとともに、市としては市内の事業者の状況を十分に把握し、御理解をいただ

きながら、市単独の給付金について検討するなど、適切な支援に努めてまいります。 

 次に、(2)奨学資金の増額についてであります。 

 本市の現行の奨学資金制度は、経済的な理由により修学が困難な方に対して、学校で教育を

受けるために必要となる授業料や教材費など、学費の一部を貸与することを目的としており、

学費以外の経費を考慮した制度とはなっておりません。国の高等学校授業料無償化制度が開始

されたことに伴い、授業料以外の経費への活用が推測され、奨学資金の使途も社会情勢により

変化している状況にあります。 

 議員御指摘の学費以外の通学費や下宿費などの経費負担については、本市に限らず、進路の

状況によって、他市の子供たちにも関係してくることもありますが、他市の奨学資金制度にお

いても同様に奨学資金の範囲で対応していることから、本市と同程度の状況にあると考えてお

ります。 

 修学に要する学費以外の通学費や下宿費などの支出につきましては、進学先や家庭の状況に

より異なり、統一的な基準を示すことができないため、市内中学生の保護者などを対象にニー
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ズ調査を実施の上、今後、検討してまいりたいと思います。 

 次に、貸与金額の増額につきましては、さきの12月議会において検討するとしてきたところ

であり、現状に合っていない内容につきましては、年度内に条例改正が行われるよう取り組ん

でまいります。また、奨学資金の返還年数の延長につきましては、さきに述べましたニーズ調

査にあわせて検討してまいります。 

 次に、(3)小・中学校給食費の無料化についてであります。 

 平成29年度の文部科学省の調査によりますと、約80の自治体が保護者の経済的負担の軽減や

定住、転入の促進等を目的として無償化に取り組んでおります。室戸市では、12月議会で御答

弁しましたように、学校給食法の規定にのっとり、食材料費分を給食費として保護者に御負担

していただいております。 

 しかし、20年以上給食費を据え置くことや、経済的に困窮している世帯には、就学援助費制

度で給食費の全額助成を行うことにより保護者の経済的負担軽減を行っております。 

 今回の河本議員の御質問は、ふるさと室戸応援寄附金基金の活用により、学校給食を無償化

し、子育てしやすいまちづくりの施策にしてはどうかとの御提案をいただいたと受けとめてお

ります。本市にとって子育てしやすいまちづくりは大変重要であり、これまでも多くの施策を

講じているところであります。学校給食の無償化への基金の活用については、子供たちの健全

な育成に関する事業は活用対象事業ですので、給食費の無償化に要する経費に活用することは

可能と考えております。 

 しかしながら、給食費の無償化を実施した場合には多額の予算が継続的に必要となること、

また実施している自治体では食育への関心の低下や無償化を当然とする意識の高まりの懸念も

言われているところであります。 

 本市においては、この基金を利用して取り組まなければならない施策もたくさんあります。

どの施策に活用することがより有効であるのか、給食費の無償化も含め、事業の有効性や優先

順位を慎重に検討していく必要があると考えております。その中でまず取り組むべき子供たち

の健全育成事業は、財政的支援が必要と思われる若い子育て世代への支援であります。昨年

10月より始まった幼児教育・保育の無償化の対象とならなかった０歳、１歳、２歳児の保育料

について、段階的な無償化の検討を始めることとしています。子育て世代に必要な支援を行う

とともに、室戸市の未来を担う子供たちへの直接的な支援として、予測不可能な未来社会を自

立的に生きる力を育むための教育環境を提供することが大変重要であると考えております。 

 今後とも子育てしやすい環境や教育環境の整備を行い、子供たちの健全育成事業に取り組ん

でまいります。以上であります。 

○議長（堺 喜久美君） 河本竜二議員の２回目の質問を許可いたします。河本竜二議員。 

○１番（河本竜二君） １番河本竜二。２回目の質問をさせてもらいたいと思います。 

 いろいろ検討してくださるということで本当にありがたいと思っております。市長の他市で
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はできないことでも、積極的に室戸では取り組んでいくという、その熱い思いに非常に期待を

しております。保護者と奨学資金、またその交通費等のニーズに合った話し合いをし、対応し

ていただけるということですが、いつぐらいから実施をし、大体いつぐらいをめどに検討して

いただけるのか。 

 また、学校給食費等も含め、優先順位はあると思いますが、何番目ぐらいの優先順位に見て

いるのか、またどれくらいまでに検討いただけるのか、もう一度お伺いをいたします。 

○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） 河本議員の２回目の質問に答弁をさせていただきたいと思います。 

 室戸市としまして、他市でやってないことでもやっていかなければならないような課題がた

くさんありますことは常々執行部間でもお話をさせていただきながら、積極的に取り組む姿勢

は指示させていただいているところでございます。 

 今回、この２回目の質問で指摘がありました保護者ニーズの調査について、いつごろまでや

るのか、あるいはまたいつごろをめどにしているのかということにつきましては、１回目の答

弁では年度内ということでありますけれども、できるだけ早い時期にニーズ調査をさせていた

だきながら、その対応する具体的な施策に取り組んでいけるように頑張ってみたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 あわせて、給食費への助成について、何番目ぐらいか、今後はどうかという具体的な御指摘

でありますけれども、そうしたこともあわせて、ニーズ調査の中で対応を考えていきたいと考

えておりますので、御理解賜りますようによろしくお願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって河本竜二議員の質問を終結いたします。 

 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。令和２年６月議会におきまして一般質問を行います。 

 まず、１番目としまして、海洋深層水を利用したアワビと海藻の増養殖に関する研究につい

てでございます。 

 この事業は、高知大学と共同研究で行った事業でありまして、市費約2,800万円を投じて、

平成22年度から平成26年度までの５カ年間の研究成果を得て、その後、その研究成果を踏まえ

て事業開始後の販路をつくり、具体的な売上予測を立てるための市場調査を行うものでありま

した。市場調査は、消費者の視点から、加工品の開発や単価の設定に力を入れ、売買の関係性

だけでなく、具体的な提案をし、県内外から累計500人程度の方々にも試食もしていただき、

そのつながりから具体的な商品開発や販路にもつながったと報告をされております。 

 その結果、約三十数件に上る卸業者、飲食店、小売店による販売網を確保し、それに加え

て、個人へのネット販売、お歳暮ギフト、父の日ギフトでの販売等を行う予定が組まれていた

はずであります。これは平成25年度の事業申請者の成果報告ですから、この報告を見る限り、

共同研究期間終了後は具体的な事業展開があってしかりと誰もが思います。 
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 しかしながら、こういった成果を得ながら、共同研究終了後約６年を経過した現在において

も、具体的な事業が行われた形跡がないということであります。事業申請にかかわった当事者

は現在、この共同研究とは全く異なる事業に取り組んでおり、５カ年間にわたった共同研究と

市費2,800万円が無駄になったと言わざるを得ないと思っております。この５年間、室戸市が

どのような指導を行ったのかは定かではありませんけれども、少なくとも2,800万円の費用を

かけた事業の先行きに室戸市が積極的に関与、指導した形跡をうかがうことはできないという

ことであります。聞き取りの中でも、今後、この事業申請者がこの事業に取り組もうとする姿

勢は全く読み取れませんから、室戸市は2,800万円が無駄になっても仕方がないという姿勢を

とるのかということは問われるということになります。市長もこの状況は把握しているはずで

すから、何らかの対応の腹づもりもあろうかと思います。 

 繰り返しますけれども、当初目的はこの研究成果を生かして事業の実用化を目指したもので

あることにかかわらず、研究成果を生かすことなく、既に６年以上が経過をして、事業に取り

組んだ形跡がない、市費約2,800万円が無駄な捨て銭になったという大きな問題でありますか

ら、室戸市としてもきちんとした姿勢で取り組むべきだろうと思います。 

 市長も行政をチェックする立場に長く身を置いてきましたから、この件に関して私があえて

何をすべきか言わなくてもわかっていてくれると思いますから、どうするのか、質問事項とし

てお伺いをいたします。 

 研究事業という名目ですから、私の質問が妥当かどうかということにもなろうと思いますけ

れども、お伺いをいたします。 

 １、この共同研究を室戸市に依頼した、また室戸市と一緒に取り組んだ団体名と代表者名を

お願いいたします。 

 ２番目、当初計画で研究成果を得ることができれば、事業化する予定ではなかったのかどう

か、お伺いをいたします。 

 ３番目として、研究成果は出ておりますけれども、研究成果は実用化に対して不可の結果だ

ったのかどうか、お伺いいたします。 

 ４番目、現在、申請団体は共同研究とは全く別の事業を行っております。市費約2,800万円

が無駄になっていると思われますけれども、この研究終了後約６年間担当課はどのような指導

を行ってきたのか、具体的にお示しをください。 

 ５番目、指導のいかんにかかわらず取り組まないのは、私の考えるところによりますと、あ

る一種の補助金詐取ではないかとも思われますが、これについてもお答えを願います。 

 ６番目、そういった補助金詐取も視野に入れて、法的措置をとるべく顧問弁護士と協議すべ

きではないかと思いますが、これについても御答弁をお願いしたいと思います。 

 ２番目、ふるさと納税返礼品加工施設補助事業についてお伺いをいたします。 

 ふるさと納税制度開始後は、室戸市の納税額も500万円とか1,000万円にも満たない程度の金
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額でしたが、担当職員の努力により、現在は13億円を超える金額となり、奈半利町の離脱によ

り、高知県内トップということになっております。しかしながら、県内各市町村でも追随をし

てきております。何もトップでなくてはならないということでありませんけれども、納税額を

伸ばすということは、同時に返礼品にかかわる多くの方々の生産意欲にもかかわることですか

ら、積極的に取り組まなくてはならないことは言うまでもないと思います。ふるさと納税の仕

事にかかわる職員の一生懸命な姿も私も目の当たりに見ておりますから、頑張っていただきた

いと思います。 

 返礼品の新規開発支援として、室戸市ふるさと納税特産品開発事業補助金も創設をされてお

り、平成28年度から約30件の機器等購入事業、あるいはパッケージ作成等、金額としては

1,000万円近い補助実績があるのではないかと思います。今までこの実績件数が多いか少ない

かの判断を別にして、今後、ますます増加させていかなくてはならないことは当然であろうと

思います。そうした補助が着実に稼働しているのか、あるいは補助を受けたまま稼働していな

いのかの確認作業も行い、返礼品開発の実績が上がるような行政指導を行っていただきたいと

思います。 

 質問事項としまして、１、現在までにこの補助事業に申請のあった件数とその金額、事業の

細別を教えていただきたいと思います。 

 ２番目、事業申請件数のうち、実稼働している割合はどれぐらいなのか、また各事業の近

年、１年、２年の売り上げの推移をよろしくお願いいたします。 

 ３番目、事業着手を担当課は実績向上に向けて指導、協力体制は十分にできていると思って

いるのか、お伺いをいたします。 

 ４、商品開発の取り組みには、民間の方々の個々の取り組みに依存することなく、行政指導

の返礼品商品開発のルートもあっていいとは思いますし、民間の方々との共同開発は市民との

距離を縮める絶好の手段でもあろうかと思います。それには、産業振興にかかわる生産部門部

分だけでなく、庁内各課の意見の中から商品開発に結びつけることができる可能性を探ってく

る必要もあると思います。行政の縦割り姿勢は弊害が多く、指摘される部分でありますから、

横のつながりが室戸市の再生にもつながる重要な要素の一つになると確信しております。そう

いったことから、新しいスタイルとして、企画財政課の企画部門が中心となって取り組むべき

ことも一つの手段だと思います。企画財政課長の御意見をお伺いいたしたいと思います。 

 次に、大きな３番目、新型コロナウイルス対策についてであります。 

 このコロナ対策につきましては、長期にわたるコロナ禍によって大変な方々にお見舞いを申

し上げます。 

 国・県、そういった方々には、国・県、市のそれぞれの救済制度を十分に利活用していただ

き、頑張っていただきたいと思います。 

 さきの臨時会におきまして、商工関連業者申請者に一律20万円の助成を行ってきたところで
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ありますけれども、その後、第１次産業、農林水産業を筆頭とする第１次関連産業の方々か

ら、それは差別ではないかとの声も聞こえてまいりました。前段の議員も質問もしましたし、

答弁もありました。そして、私の質問も重複もいたしますが、さきの臨時議会質問の中で市長

の反応は、国の２次補正後には第１次産業関連の方々にも配慮するとの感じが読み取れた気が

しましたけれども、どういうふうに対応するのか、お伺いをいたします。 

 次に、大きな４番、シレストむろとの運営についてであります。 

 この施設建設から15年近い年月が経過したと思われます。この間、多くの市内外からの利用

客が訪れ、今でも１日平均100人近い市内外の方が利用されていると聞いております。先日、

シレストむろとを訪れ、現状と課題について山﨑支配人と意見交換をさせていただきました。

誠実に施設の将来を考えて取り組んでいる姿勢には共感を得たものであります。 

 そういった中で、今春、６名の従業員が退職をされ、補充も思うにままならない中で運営を

されております。また、施設そのものが老朽化の兆しがあり、早急に修理を施す部分もあるこ

とを確認もしました。市民のために重要な施設であることから、指定管理者とよく話し合うこ

とが市の責務だろうと思います。いろいろな方が利用する中、若干の施設管理その他で御意見

も伺いましたが、実際はどうなのか、お聞きをいたします。 

 １、この施設利用者からプール管理について指摘が届きました。プール内の清掃が十分では

なく、沈殿物があるとの指摘もありますけれども、実際はどうなのかということであります。

私が見た限りでは、そういったことはありませんでしたが、指摘されるような事態が一時期あ

ったのかどうか、お伺いをいたします。 

 ２番目、利用者の送迎バス運行が行われてきましたけれども、指定管理者の都合で、経費削

減のため、今まで運行していた25人乗りバスから、現在、６人乗り、運転手を入れれば７人と

いうことですけれども、車種が変わっているということであります。そのため、乗車人員は当

然減りますけれども、利用者が乗車できなくて困ったという意見も聞きましたけれども、現在

は運行形態の変更等でそういった状況は改善されているのか、お伺いをいたします。 

 ３番、この施設は、健康増進施設といううたい文句があります。実際、当初は市民の健康増

進に役立てて、医療費の抑制に取り組んできた経緯がありますけれども、いつの間にかその方

向性が十分に発揮されていないようにも思います。いま一度当初目的に立ち返り、モニタリン

グしながら、市民の健康増進のために取り組むべきではないかと思います。この件に関して保

健介護課長にお聞きをいたします。 

 それから、大きな５番目であります。市道の維持管理についてお伺いいたします。 

 市内には多くの市道があります。維持管理には苦労もあり、思うに任せない管理状況でもあ

ろうかと思います。 

 しかしながら、市民の利便性や危険性回避の観点からしても、大切な維持管理事業でありま

すから、積極的な取り組みが必要であると思います。 
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 質問事項としまして、１、市内の市道の維持に関する情報提供、情報管理は基本的にどのよ

うにしているのか、お伺いいたします。 

 それから２番目、シルバー人材センターと協力関係を結んでいるようですけれども、その対

応が非常に遅いような気がします。どのような依頼システムをとっているのか、お伺いをいた

します。 

 ３番目、迅速な住民要望対策に何が必要だと考えているのか、お伺いをいたします。 

 大きい６番目、地域おこし協力隊の活動状況についてお伺いをいたします。 

 この制度は、室戸市にとっても貴重な地域活性化の取り組みであろうかと思いますし、制度

が始まって以降、それなりの効果も上がって、地域活性化に貢献をされていると思います。こ

の協力隊に参加されたメンバーは、それぞれが思いを持って取り組んでおられ、貴重な存在と

なっております。 

 先日、協力隊の方々と意見交換の場を持たさせていただいて、その目的に対する思いとしっ

かりとした考えには感銘を受けたものであります。また同時に、現在、隊員が置かれている現

状についても率直に意見をいただいて、考えさせられることもありました。協力隊のメンバー

は年齢もばらばらで、社会経験の豊富な方から、社会経験の全くないメンバーもおります。特

に社会経験の少ない隊員は、未知の知らない地域社会に突然飛び込んできて、自分の思いと現

実とのギャップに悩みを深めることもあろうかと思います。協力隊員として何をすべきか、あ

るいは課内に机を構える者同士として、何が問題点としてあるのかは隊員仲間で議論もされて

いるようであります。 

 いずれにしても、この協力隊の方々は室戸市としても大変貴重な存在でありますので、大事

にして、隊員としての仕事ができやすい環境づくりに役所内は取り組むべきであろうと思いま

す。そういったことから、協力隊の意義、仕事内容について、基本的なことでありますが、質

問をさせていただきます。 

 １、このメンバーの基本的な業務形態は何なのであるか。 

 ２、協力隊メンバーの活動が十分にできるような担当課の指導、協力体制はできているのか

どうかをお伺いいたします。 

 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） 山本議員にお答えをいたします。 

 まず、(3)新型コロナウイルス対策についてであります。 

 現在、給付を行っております室戸市事業者緊急支援給付金につきましては、制定当時に、最

も影響が大きく緊急に支援が必要なのは、飲食業及び宿泊業などを含む商工業事業者であると

判断をし、対処したものであります。 

 しかしながら、１次産業を初め、今回の給付金について対象外となった方々につきまして
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も、市場における需要の減少や価格の下落などによりさまざまな影響が出ていると認識をして

いるところでございます。 

 今後におきましては、国や高知県の支援策の動向及び市内の事業者、関係者の状況などにつ

いて情報収集に努め、対象を拡充した市独自の給付金について検討するなど、適切な支援を行

ってまいります。その際の財源につきましては、可能な限り国の交付金などを活用してまいり

ますが、交付金対象外であっても、必要であると判断した支援につきましては柔軟に対応して

まいります。 

 次に、(6)地域おこし協力隊の活動状況についてであります。 

 地域おこし協力隊員は、総務省の地域おこし協力隊推進要綱において、生活の拠点を３大都

市圏を初めとする都市地域等から、過疎、山村、離島等の地域に住民票を移し、おおむね１年

以上３年以下の期間、地方自治体の委嘱を受け、地域協力活動に従事する者となっておりま

す。 

 御質問のありました本市の協力隊員の勤務形態につきましては、今年度より地方公務員法に

基づく会計年度任用職員として任用し、週30時間の勤務となっており、現在、本市で任用して

いる協力隊員は、企画財政課１名、産業振興課２名、観光ジオパーク推進課２名の計５名とな

っております。 

 また、協力隊員の主な活動内容としては、移住促進支援、ふるさと納税支援、水産物のブラ

ンド化・加工品開発、ジオパークの活動支援、ＭＵＲＯＴＯ ｂａｓｅ 55での運営に関する

活動支援となっております。 

 次に、協力隊員の活動に対する指導や協力体制についてでありますが、受け入れを行った各

担当課において、活動計画や活動方法の指導や助言、関係団体や地域の方々との交流機会の提

供、さらには活動の中で生じた問題や日常生活での困り事などへの対応など、多岐にわたる面

でさまざまなサポートを行っているところであります。 

 また、毎月１回、全隊員及び各担当課職員などで定例会を開催し、各活動に対する助言や必

要な情報提供を行うとともに、課題解決に向けた話し合いなどを行っております。各担当課と

しましては、協力隊員からの問題提起や要望などが聞ける貴重な場であると捉えているところ

であります。 

 私自身も本年４月の定例会に参加し、協力隊員の皆さんと意見交換を行ったところでありま

すが、協力隊員の皆さんは生まれ育った土地からこの室戸へ生活の拠点を移し、そして新たな

環境で活動されている方々であり、そういったことからも日々の活動や生活において大変苦労

があると思われますので、市といたしましても、活動面だけではなく、生活面も含めた包括的

なサポートが大切であると考えております。 

 今後におきましても、協力隊員のさまざまな活動に対しまして、それぞれの隊員が持てる能

力を遺憾なく発揮できるよう、サポート体制の充実を図ってまいります。 
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 私からは以上でありますが、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） 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） 山本議員にお答えいたします。 

 (1)海洋深層水を利用したアワビと海藻の増養殖に関する研究についてでありますが、海洋

深層水を利用した研究につきましては、平成22年度から平成26年度の５カ年間に室戸市と高知

大学とにおいて共同研究を行い、海洋深層水を利用して海藻を栽培し、その海藻を餌にアワビ

を育てるシステムを開発することを目的に実施しております。 

 これは、室戸市で海洋深層水を活用して、貝類や海藻類の陸上養殖事業の可能性を探るため

に始めたものであると捉えております。市と共同研究を行ってきた団体名等代表者につきまし

ては、団体名が国立大学法人高知大学、代表者は学長となっております。 

 次に、研究成果を得ることができれば事業化にする予定ではなかったのか、研究結果は実用

化に対して不可の結果であったのかについてでありますが、共同研究の当初の目的であった海

洋深層水を利用して海藻を栽培し、その海藻を餌にアワビを育てるシステムを開発することに

関しましては、高岡漁港内において養殖関連施設を構え、効率的な餌となる海藻類の研究やア

ワビ等の成長実験、種苗生産試験等を行っております。その後、水温の調整方法における養殖

を検証するため、表層水も利用が可能な海洋深層水研究所の敷地内へ施設を移し、低温の海洋

深層水に温かい表層水を混和させ、同様の研究を行ってきたものであります。 

 結果的には、海藻を栽培し、アワビの種苗生産は可能となったものの、出荷サイズとなるま

でに深層水の温度管理も含めた外部ストレス等さまざまな要因により成長過程において多くの

致死個体がみられることや、コスト低減に向けた養殖技術の課題等から実用化に至らなかった

のが現状であります。 

 こうした状況ではありますが、当時、共同研究に携わっていた方が、その経験を生かし、ス

ジアオノリの陸上養殖を行い、室戸市内で事業化につなげているものであります。 

 共同研究に費やした市費の有効性につきましては、室戸市と高知大学の間で共同研究契約書

を交わし、委託事業で行ってきたものであり、先ほど申し上げましたように、成功例の実用化

には至らなかったものの、一定の結果が得られたものと考えております。 

 それから、御指摘の補助金の件でございますが、この補助金につきましては、共同研究費と

は別に平成25年度、平成27年度の２年間に合計440万円を施設整備に交付したものでございま

す。現在、施設は活用されておりませんが、今後、事業者と協議を行い、今後の意向確認等を

したいと考えております。 

 また、指導のやりとりの詳細を把握できておりませんので、当時の担当者に確認していきま

すが、なお今後このような事態を招くことのないよう、申請段階からしっかり精査するなど、

事業の適正化に努めてまいりたいと考えております。 
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 次に、(2)ふるさと納税返礼品の特産品開発の補助事業についてで何点かお尋ねがございま

したので、お答えいたします。 

 まず、室戸市ふるさと納税特産品開発事業費補助金の概要についてでありますが、ふるさと

室戸応援寄附金の拡大を図り、地域の活性化や産業の振興につなげることを目的とし、新たな

返礼品を開発するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものであります。 

 ①の現在までにこの補助事業に申請のあった件数と金額、事業の細別につきましては、交付

件数が33件、交付金額が約1,032万円となっております。また、事業細別は、機器等購入事業

が17件、パッケージ事業が16件となっております。 

 ②の事業申請件数のうち、実稼働している割合及び各事業の売り上げの推移につきまして

は、交付決定を受けた事業者数22件のうち、継続して参画している事業者数は19件となってお

り、実稼働割合は約86％となっております。 

 また、各事業の売り上げの推移についてでございますが、各事業によって開発された返礼品

が多岐にわたるため、交付決定後の事業者への報償費は、報償費の金額で回答させていただき

ますと報償費の金額は累計で約１億8,100万円となっております。 

 ③の事業着手後、担当課の指導、協力体制についてでありますが、寄附者への返礼品の魅力

を伝えるため、プロのカメラマンによる画像撮影会を年間複数回行っております。また、先進

自治体の取り組みなどを参考にしていただくため、ふるさと納税ポータルサイトから講師を招

き、セミナーの開催をしております。 

 さらに、寄附者がインターネットで検索した際に、検索結果に表示されやすい返礼品名など

の情報提供や提案をしているところでございます。 

 今後は、ＳＮＳを活用し、事業者や返礼品の露出をふやす取り組みも積極的に行いたいと考

えております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 辻企画財政課長。 

○企画財政課長（辻 さおり君） 山本議員に、(2)の４点目、ふるさと納税返礼品商品開発

の企画財政課の企画部門が中心となった庁内での取り組みについてお答えをいたします。 

 まず、令和元年度のふるさと納税額は13億8,000万円余りで、平成30年度と比較いたしまし

て約12.5％、１億5,300万円の増額となっております。また、返礼品数は６月17日現在、772品

で、前年度同時期より300品を超える増数となっております。県内他市町村と比較をいたしま

しても、高知市に次いで２番目に多い返礼品数が登録されているところでございます。 

 このことは、生産者や事業者の方々がみずから新しいアイデアで特産品を発案、開発してい

ただいたことによるものであり、地場産業の活性化につながるとともに、本市の貴重な自主財

源として大きな効果となっているところであります。 

 市といたしましては、ふるさと納税の担当課である産業振興課において、地域おこし協力隊

員も含め、事業者との連絡調整を図り、返礼品開発に取り組んでいるところでございます。加
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えて、返礼品として特産品を新たに開発する市内で活動する団体等に対し、室戸市ふるさと納

税特産品開発事業費補助金を交付しております。 

 また、ふるさと納税の取り組みを推進するため、副市長を総括者とし、産業振興課長、企画

財政課長、観光ジオパーク推進課長などで構成するふるさと室戸応援寄附金活性化プロジェク

トチームの体制を今年度から強化し、返礼品の審査や企画、開発に関することなどについて検

討を行っているところでありますので、まずはこの体制の中で企画としての役割をしっかり果

たしてまいりたいと考えております。 

 今後につきましても、ふるさと納税額を増加させるためこのような取り組みを継続するとと

もに、この事業の主体となる生産者や事業者をサポートし、また連携しながら、さらなる返礼

品の開発及び返礼品の磨き上げなどにつなげて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） 大西観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君） 山本議員に１の(4)シレストむろとの運営につい

て答弁させていただきます。 

 議員御案内のとおり、シレストむろとは、平成18年７月にバーデハウス室戸として運営が始

まり、本年７月で14年が経過いたします。塩害なども厳しく、施設の維持管理が大変でありま

すが、指定管理者による適切な施設の管理によりこれまで運営がされてきたものと考えており

ます。 

 議員お尋ねのプールの汚れにつきましては、本年２月ごろにプールの底面を掃除するクリー

ナーが故障したことにより、複数の利用者から汚れを指摘する声があったと聞いております。

利用者の方々には御迷惑をおかけいたしましたが、３月にクリーナーを購入後は、毎朝の清掃

により苦情等は受けていないとの報告を受けております。 

 次に、バスの運行につきましては、議員御案内のとおり、６月よりバスの小型化及び便数、

予約制の導入、免許や自家用車がない方などに限定した条件をつけるなどの変更をしたと報告

を受けております。 

 利用状況につきましては、平日は要望に対応できているが、土曜日は定員を上回り、乗れな

い方がいるので、翌々週の予約時に優先しているとのことであります。当該指定管理の業務に

バスの運行は含まれておりませんので、一定指定管理者の裁量となるものと考えております

が、利用者の利便性が大幅に下がることや利用者離れにつながることを考えると、指定管理者

との交渉や要望を行っていく必要があると考えております。 

 いずれにいたしましても、６月からの変更で詳細な状況がつかめておりませんので、利用者

の方々の意見を伺った上で、指定管理者と協議を行ってまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 山本議員に、１の(4)シレストむろとの運営についての３点
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目、市民の健康増進のために取り組むべきではないかについてお答えします。 

 シレストむろとは、地域資源である海洋深層水を活用した市民の健康づくりと交流人口の拡

大促進による地域の活性化を図ることを目的として、平成18年にオープンし、事業の一つに健

康増進、生活習慣病の予防等を助長するための事業を位置づけているところでございます。シ

レストむろとを活用した健康増進事業としましては、施設整備当初の平成18年度から平成20年

度までの３年間でプール利用者の健康調査を、また平成20年度には医療費抑制の効果検証を行

う事業に取り組み、水中運動による効果が一定あることが検証されているところでございま

す。 

 また、平成21年度から令和元年度までは、高知大学との連携事業で、生活習慣病予防や変形

性膝関節症予防の改善水中運動プログラム事業に取り組んできているところであります。あわ

せて、老人クラブ会員への施設使用料の支援を行う老人クラブ健康づくり事業や、特定健診受

診者等が割引でシレストむろとを利用できる水中運動動機づけ事業などの取り組みも行ってい

るところでございます。 

 しかしながら、事業への参加者の減少や固定化などが、健康増進事業がうやむやにされてい

るとの議員御指摘につながっているのではないかと感じているところでございます。 

 こうしたことを踏まえ、今後、シレストむろとを市民の健康増進施設としてどのように活用

していくかについてでございますが、本市では本年度から４年間、国の地方創生推進交付金を

活用して、世界一健康づくりが楽しめるまちづくりプロジェクトに取り組むこととしておりま

す。このプロジェクトの中で、市民の方に歩数計や体組成計を使った健康プログラムに参加し

てもらい、参加者一人ひとりの体を「はかる」「わかる」「気づく」「かわる」と見える化し

て、健康意識を高めていこうとする事業を計画しているところでございます。 

 この事業の中で、シレストむろとに体組成計を設置し計測スポットにすることや、レストラ

ンでのオリジナルヘルシーメニューの提供などができればと考えているところであり、今後、

どのような形で事業が推進できるか、指定管理者の御意見もお伺いしながら、十分協議を行

い、運動と食を絡めた健康づくりの中核的な施設としてより有効な健康増進施設としての活

用、及び新しい利用者の増につなげていけるよう取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 川崎建設土木課長。 

○建設土木課長（川崎 州君） 山本議員に、１の(5)市道の維持管理についてお答えしま

す。 

 室戸市の市道路線数は、令和２年３月31日現在、543路線、総延長213.55キロメートルであ

ります。市道の維持管理といたしましては、道路上の落石除去、崩土撤去、舗装修繕、高木伐

採及び除草等があり、年間を通じて維持管理に努めているところであります。 

 議員御質問の１点目、市道の情報管理についてであります。 

 市道の異状につきましては、職員によるパトロールでの確認のほか、市民からの連絡による
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ものがあり、いただいた情報をもとに職員が現地確認を行い対応しているところであります。

また、これらの対応については課内での情報共有を行い、必要に応じて国・県、警察など関係

各機関へ連絡するなど、その管理に努めております。 

 次に、２点目、シルバー人材センターへの依頼システムについてであります。 

 市道の維持管理につきましては、前段でも申し上げましたが、市内に543路線あり、全てを

職員によって点検や修繕を実施することは困難であることから、平成28年度より公益社団法人

室戸市シルバー人材センターと市道の維持管理契約を締結し、業務委託を行っているところで

あります。 

 業務内容は、市道の目視点検と簡易修繕を年間契約しており、毎月４回程度のパトロールを

実施し、穴埋めなどの簡易な修繕を行っております。 

 なお、補修材につきましては、建設土木課で購入し、転圧機を貸し出した上で作業を行って

おります。 

 次に、３点目、迅速な市民要望対策に何が必要かについてであります。 

 要望の時期や内容にもよりますが、まず現地確認をした上で、公共性、緊急性、重要性及び

経済性などにより総合的に優先順位を判断し、概算金額の算出から予算措置を行います。 

 また、予算措置につきましては、市の財政に有利となる国・県の補助事業などの有無やその

事業の活用の可否などを考慮します。このような取り組みを適切かつ正確に判断することが必

要であり、つきましては市民要望への迅速な対応につながると考えております。 

 今後におきましても、職員による路線のパトロールを初め、室戸市シルバー人材センターと

の連携も図りながら、迅速な対応に努め、市民の安全・安心を確保する市道の維持管理に取り

組んでまいります。以上でございます。 

○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。 

 まず、１点目の深層水関連のこと。まだ時間あります。 

○議長（堺 喜久美君） あと14分です。 

○１０番（山本賢誓君）（続） 深層水関連のことですけれども、５年間、６年間近く全くも

う事業が再開されていない、放置されているということで、そういうことを何とか聞いてくれ

っていう依頼があって聞いたわけですけど、今課長の答弁とかを聞いてみると、共同研究であ

りますから、研究成果の云々もありますけれども、25年度の報告に蜂谷というこのことに取り

組もうとした人物が、私が質問したように、事業化に向けたっていう報告書を一緒に市に出し

てますわね、こういうことができるという、やっていこうという。それなんかも、この中で三

十数件に上る卸業者とも販売網を確保できたり、それから500人程度の方々に試食をしていた

だいて、外へ情報発信をしたというようなことがあって、それが25年度ですよ。26年度に最終

結果が出ちゅうわけですけれども、その中で人物の意見も生かされちゅうと思うがですよね、
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25年度の研究結果で。そういったものが26年度以降ぴたりととまって、全く事業化されていな

いということを問題視しゆうわけであって、それには最後の２年には施設入れし、市単独事業

で２年間で金も入れておるし、合計で2,800万円を超えるわけです、それが生かされてない。

そして、質問の中でこの５年間にどういう指導をしたかという部分も明らかな答弁がないとい

うことで、最後の答弁でまた協議をしながら、どういうふうな施設活用ができるかという答弁

があったがですけれども、実際としてこの人物とそういった協議ができて、やっていけるとい

う話し合いができるのかということをもう一回答弁してもらいたいがです。 

 ただ、その中に、私が2,800万円が無駄になった補助金詐取ではないかとちょっと言葉は過

激になりましたけれども、そういったことも含めて、市長もこのことを知っているわけですか

ら、こういうことを含めた検討も相手の対応によっては検討せないかんということですよ、

2,800万円という金を使うて、全く効果が、事業が動いてないということですから。そういう

ことも含めて、一緒に答弁してもらいたいと思います。 

 それから、ふるさと納税返礼品の関係ですけれども、職員とか市民の皆さんの頑張りで品数

700っていうのは非常にすごいと思います。そして、その中で、そういったものがフルシーズ

ンでのもの、フルシーズンでないものがあると思いますけれども、そういった品数の品ぞろえ

は非常に重要だと思います。 

 ただ、室戸市がトップになってますけれども、ほかの市町村、例えば須崎とか四万十市とか

というところも一生懸命取り組んでますが、この室戸の、質問はその、わかっちゅう範囲で答

えてもらいたいけんど、返礼品サイトの閲覧数の推移が大体わかれば教えてください。 

 それから、３番目のコロナウイルス対策について市長の答弁をもらいましたけれども、国の

２次補正も参議院を通過をしたということですけれども、まだ市町村にはそういう金額の内示

もないと思います。 

 ただ、１回目の市民に20万円の給付を臨時会で決めたときに、第１次産業関連に関しては次

の２次補正によって対応していくというふうなニュアンスが、市長、ありましたよね。そうい

うのを市民のそういった関連の方は待っちゅうわけですよ。そういうことはできるだけ早く、

交付金額が決定したら、また臨時会でも開いて、そういうふうに取り組んでもらいたいと思い

ますけど、もう一度お願いしたいと思います。 

 それから、健康増進施設のシレストの関係ですけど、確かに常連客ばかりの方で、新規の利

用者の開発、開拓というものがおろそかになっているんではないかという気もします。それは

山﨑支配人も言っていましたけれども、私は市の職員が交代に、300人がちょっと分けて月に

何回とか、それから各市内にあるから、奈半利町から田野町ぐらいの職域の職場がありますわ

ね、そういった方々の福利厚生の意味も込めてそういった方々にぜひ利用してくださいってい

うような取り組み方もしていかなきゃいけないかと思うがですよ。それによって、確かに健康

回復の意義というか効果が上がってますから、これはもっともっと力を入れてやっていくべき
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取り組み姿勢だと思いますので、新たなそういうふうな体調不安を抱えるような方々もできる

だけまとめて来てくださいというふうな取り組みは、また特別な対策としてやっていったほう

がええと思いますので、その点に関してもう一回答弁してください。 

 それから、地域おこし協力隊のメンバーのことですけれども、今までの協力隊の中で答弁も

していただいて、月に１回協力隊同士の話し合いとか、それに職員も入ってということですけ

れども。その中で、志半ばでやめていった協力隊も過去におるわけですよね。そういったこと

もありましたから、そのときにそういったやめていく協力隊の方がおりましたけれども、市の

ほうとしては引きとめる、残念ということのほか、手続をすればそれで終わりですけれども、

数年間にわたって協力隊のメンバーがかかわってきた地域の方々、そういった方々が一番ショ

ックを受けるわけです。こういうふうにやっていこうとしよったことがその場でとまってしま

ったりということもありますので、職員の協力隊のメンバーが伸び伸びと仕事ができる環境づ

くり、これにはぜひ力を入れてもらいたいわけですけれども、企画財政課長、ちょっと問いに

答えてみますか、市長の答弁はもう聞いたけん。 

○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） 山本議員の２回目の質問に答弁をさせていただきたいと思います。 

 ５点ほどの大きな質問がありましたけれども、私の市長のほうに聞かれた答弁だけに触れて

答弁をさせていただきたいと思いますけれども、大きな質問としては、国のコロナに関係をす

る２次補正について、１次産業者に関する支援対策を打つということの答弁を前にされていた

じゃないかということで、その思いはずっと持っておりまして、市の中でも何か検討をする、

具体的な対策が持てないかということは内部でも協議をして、指示も出しております。これは

もう２次の補正が確定して、要綱等が見え出しましたら、どういったような手だてで支援でき

るのか、現場のニーズの声も聞きながら、しっかりと答えていけれるような支援対策を考えて

いきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

 もう一点、深層水事業の関係で、構いませんか、市長の考えもあるということでしたので、

よろしいですかね。 

 そのことで考えて、研究してきたことの背景は市長も知っているはずなので、今後、どうす

るのかということを問われたんじゃないかと受けとめておりまして、私もその後の経過を聞か

せていただく中で、今放置されている現地のほうにも調査に行ってきました。 

 これだけの補助金を出されていた物事がそのままになってしまっていたら大変大きな問題じ

ゃないかなというふうに思いますけれども、一定海藻とアワビの研究をされて、そこの事業化

に向けてはなかなか難しいじゃないかという判断をされているということで結果を出されてい

るということについては、これは研究をしたということの中での一つの方向性じゃないかなと

いうふうに思いますけれども。 

 そうした取り組みの中で、課長からも報告がありましたように、一定スジアオノリの養殖と
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いうことが事業化をされて、室戸岬のほうでも陸上養殖がされるようになりました。このこと

は非常に大事なことでして、連携を持っていただいております高知大学の先生とお話のありま

したそのときの代表者の方々とが研究を重ねて、そのスジアオノリの種苗だとか、経営、採算

性の面を確立しております。全国では海洋深層水を使ったスジアオノリの陸上養殖はこの室戸

が初めてで、それに精通する人材もこの高知県室戸が一番あるというふうに見られておりまし

て、今後、そうしたことの面でも連携のできるところは、室戸の海洋深層水振興対策とあわせ

て、今後の取り組みに生かしていけたらなというふうに私は考えておりますので、今後ともの

御支援をよろしくお願いしたいと思います。 

○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） 山本議員の２回目の質問にお答えいた

します。 

 深層水研究で平成22年度から26年度まで、2,800万円と議員のほうから指摘がありました

が、正確に2,300万円でございまして、高知大学と室戸市の共同研究に費やした費用というの

が1,185万円となっております。 

 御指摘の補助金の放置されている施設について、うみ路さんのほうとの話し合いは可能かと

いうことでございますが、今とろむのほうでスジアオノリの養殖をやっておりますんで、そん

なかかわりもございますので、話し合いはしてまいりたいと考えております。 

 ふるさと納税の返礼品に関して、サイトの閲覧数についてのお尋ねがございましたが、今年

度はまだ年度途中でございますので、前年度の件数で申し上げますと、令和元年度は22万

8,416件となっております。 

○議長（堺 喜久美君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 山本議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 シレストむろとの利用者の拡大ということで、固定客以外への拡大ということで、これまで

にも職域のその福利厚生ということでは、私たち市町村職員の共済組合の福利厚生施設として

位置づけをして、ＰＲ等も行ってきているところでございます。 

 また、先ほど１回目の答弁でも申しましたが、ことしから４年間かけて新しい健康づくり事

業に取り組んでまいります。そこで、運動と食を絡めたというような、これまでにはない形の

新しい事業も計画をしているところでございますので、そういった計画の中で、このシレスト

むろとを十分位置づけして、健康増進施設としての有効な利用とか、利用者の増にはつなげて

いきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 辻企画財政課長。 

○企画財政課長（辻 さおり君） 山本議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 ５点目の地域おこし協力隊の活動ができる環境づくりができているのかということについて

でありますけれども、企画財政課といたしましては、各課の地域おこし協力隊の募集でありま
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すとか面接、毎月１回の全隊員及び関係職員との交流会の開催の取りまとめなどを行っており

ます。 

 行政といたしましては、地域おこし協力隊員の多くが大きな決断をして移住することの重

み、なれない生活を送ることの苦労を理解し、隊員の業務面だけでなく、生活面を含めてサポ

ートすることが大変重要だと考えております。 

 活動が十分できるよう、現在遂行していただいている業務について、年間プログラムの作成

や研修の実施を行うとともに、地域との交流の機会の確保など必要な指導を行っておりますけ

れども、今後につきましても、隊員それぞれの持つ経験やスキル、アイデアを十分に生かすこ

とができるよう、職場環境づくりに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） 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45分まで休憩いたします。 

            午後２時26分 休憩 

            午後２時43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、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） ７番脇本。６月定例会において１回目の質問を行います。 

 大項目１、新型コロナウイルス感染対策について。 

 新型コロナウイルス感染症は、コロナ禍、緊急事態宣言が解除になり、感染は鎮静化傾向で

あるが、完全終息とはいかず、年の瀬にかけ、第２波、第３波が起きるとうわさされておりま

す。日本での感染は、初期に武漢型、次に欧州経由の武漢変異型の順の感染であるようで、武

漢型の初期封じ込めは成功し、現在の感染は武漢変異型ウイルスであるようです。インフルエ

ンザ同様異なるタイプがあるようで、我々にはそれぞれに対応する免疫力、抵抗力が必要とな

ります。日本での感染死亡者数は欧米よりはるかに少ないのですが、その要因は免疫抵抗の一

種となるＢＣＧ接種説などがあるが、はっきりとしておらず、うわさの域を脱していません。

緊急事態解除後も、都市部では感染者が継続して出ております。国には今後も水際対策をしっ

かりやっていただくとして、我々室戸市においてもクラスターを発生させないためにも、水際

対策同等の策を講じていきたいものです。 

 (1)ウイルス検査について。 

 我々の室戸市にも多くの来訪者に来ていただき、観光産業の冷え込みを早く解消させたいも

のですが、交流が増加するとともに、コロナウイルスの感染拡大が懸念されます。感染拡大予

防の観点からも感染者の早期察知が不可欠であり、ウイルス検査が必要となります。抗原検査

も簡単ではありますが、感染疑いが危惧される症状があるとき、ＰＣＲ検査での判定をしてお

ります。費用もかかり、安易にＰＣＲ検査はできないが、現在、唾液でも検査できるようで、

初期のころよりも時間が短縮で結果が出るようです。 
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 そこで、次のことをお伺いします。 

 市民がＰＣＲ検査を必要とされたとき、どのような体制、手順で検査を受けることになるの

でしょうか。その流れについて教えてください。 

 (2)救急体制と医療体制について。 

 ウイルス感染防止にはマスク装着でかなり効果があるようですが、交流が活発になると、感

染のおそれは拭えません。感染者と最初に対応する関係者は消防署員であります。病院がない

ため、遠くに搬送することとなり、長時間３密に近い状態になります。 

 室戸消防署には消防隊が２隊あり、救急隊員が感染すると、その所属する隊の救急隊員は感

染防止のため一時隔離され、その後の救急対応が残り１つの消防隊で賄うこととなり、十分で

はなくなるとお聞きしております。救急隊員は、室戸市の医療従事者でもあり、とても重要な

役割を担っております。重要な戦力である隊員が感染してはいけません。感染の自覚症状がな

い場合もあります。クラスターを避けるためにも、適切な処理をするようマニュアル等の作成

も必要だと思います。隊員も十分気をつけていると思いますが、我が身を守れる武器がなけれ

ば事をなすことはできません。 

 そこで、救急隊の対応についてお伺いいたします。 

 ①新型コロナウイルス感染症の第２、第３波に対し、救急隊員の防護服等の完備や着用には

十分対応しておられるのでしょうか。今後、国の対策も随時あると思われるが、財源が乏しけ

れば、ふるさと納税の基金を使用してでも、フェースシールド等も十分に備えるべきではない

でしょうか。まずは感染しないことです。 

 ②コロナ感染の疑いが出た場合、救急隊と医療施設との連携や体制はどのようになっている

のでしょうか。 

 (3)避難所について。 

 災害は避けたいものですが、近年は台風の大型化により避難勧告も多く出されていることと

なってます。３密を避けることとか、ソーシャルディスタンスをとるとか言われています。新

型コロナウイルスの終息が見えない今、避難所においても今まで以上、パーソナルスペースを

十分とらなければなりませんので、今後の避難所での対応が非常に難しくなってきます。策の

一つとして、限りなく多くの避難所を開設しなければならないと懸念するが、避難所において

の新型コロナウイルス対策は十分であるのか、次の点をお伺いいたします。 

 ①検温を行う職員の体制及び施設入り口での検温の仕方。 

 ②飛沫対策としてのパーティションや簡易ベッドの完備。 

 ③現在必要な備品は管理してあるのか。 

 ④新型コロナウイルスの感染疑いの場合の対応。 

 ⑤避難所共通の新型コロナウイルス感染症対策マニュアル。 

 (4)啓発活動について。 
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 コロナウイルス解明やワクチン開発は現在、不明瞭である。長期戦は覚悟しなければならな

いのかと思いますが、室戸市で感染拡大やクラスター化を起こさないためにも、感染の疑いの

ある場合、医療機関に見てもらうときの行動について、市民へ周知や人の多く集まる宿泊施設

及び観光施設並びに教育施設などの感染対策についての対応はどのようになっているのか、お

伺いいたします。 

 大項目２、災害時について。 

 (1)備蓄品について。 

 新型コロナウイルス感染は小規模で終息すればよいのだが、第２波、第３波と次の波があり

そうで予断が許せません。その上、最近、各地で少し大きい地震が頻繁に発生しているのでは

ないかと思っております。土佐湾でも、６月10日にマグニチュード4.6の地震が発生しまし

た。今回の地震は、南海トラフ大地震とは直接関係ないようでありますが、南海トラフ大地震

が大規模で発生すると、物資輸送を行う国道はとまり、長期に使用できないことが予想されま

す。 

 そこで、医療関係の備蓄について、現状をお伺いいたします。 

 ①救急隊の防護服などの確保も必要であるように、新型コロナウイルス感染拡大の懸念より

備蓄品の品目や数量を見直す機会ではないかと思うが、今まで以上に医療関連用備品について

も幾らか備蓄しておくべきだと思うが、現在はどのようであるのかと、今後についての対策は

どのような考えであるのか。 

 ②薬剤の確保は、現状どのようになっているのか。 

 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） 脇本議員にお答えをいたします。 

 大きな１点目の新型コロナウイルス感染症対策についての(4)啓発活動についてでありま

す。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策についての市のこれまでの取り組みについてでありま

すが、令和２年２月19日にクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスでの感染者の確認などによる

国の緊急対応策の発表を受け、庁内で新型コロナウイルス対策本部準備会を開催、県内で第１

例目の感染者が確認された２月29日には対策本部を立ち上げました。以降、対策本部では、安

芸福祉保健所管内での感染者の確認、県内で１日10人の新たな感染者の確認、国の緊急事態宣

言の発令など、その時々の状況に応じて対策を協議し、イベントの自粛や指定管理施設の閉

鎖、貸し館業務の禁止などの対応をとってきたところであります。 

 また、４月には、市内及び市職員に感染者が発生した場合の対応マニュアルを策定し、各施

設の対応、市民への周知方法等を定めたところであります。こうした情報や感染が疑われる場

合の行動手順も含め、新型コロナウイルス感染症に係る情報につきましては、市のホームペー
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ジ、広報、そして防災行政無線により随時市民のほうに周知、啓発を行ってきたところであり

ます。 

 また、宿泊施設、観光施設並びに教育施設などの感染対策につきましても、市の管理する施

設については各施設の対応マニュアルに沿って対応するとともに、民間の施設については業種

ごとにガイドラインを示していますので、そのガイドラインに沿った対応がとられるよう、そ

の情報をホームページで周知しているところであります。 

 いずれにいたしましても、新型コロナウイルスに係る啓発活動は、感染拡大を予防するため

にも非常に大事なことでありますので、市民の方々には適宜必要な情報を提供し、周知啓発を

図ってまいります。 

 私からは以上でありますが、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） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 脇本議員にお答えします。 

 まず、１の(1)のＰＣＲ検査についてですが、新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査

につきましては、県の管轄で公表されていない部分もあり、詳細の答弁にはなりませんが、保

健所から情報提供されている範囲で検査を受けるまでの手順について答弁をさせていただきま

す。 

 まず、37.5度以上の発熱やだるさ、息苦しさなどがある場合、直接かかりつけの病院や診療

所へ電話相談や受診をする場合と、高知県新型コロナウイルス健康相談センターに電話相談を

する２つの手順があります。 

 直接かかりつけ医を受診した場合、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染

症を疑う場合、保健所等へ情報提供し、その情報を踏まえ、保健所等が検査の要否を判断し、

受診調整を行います。その後、保健所等から直接御本人に検査の受診方法等について電話で具

体的な説明があり、県が指定する帰国者・接触者外来を受診、検体を採取した後、検査結果に

ついては受診した帰国者・接触者外来から直接本人に連絡が入る手順となります。検査の結

果、陽性となった場合は、保健所が入院調整を行い、重症・軽症の状況により感染症指定医療

機関、または入院協力医療機関等に入院することになっています。 

 また、高知県新型コロナウイルス健康相談センターに電話相談をした場合は、センターを通

じて保健所が検査の要否を判断し、必要な場合は帰国者・接触者外来を受診し、後の手順は先

ほど説明した流れと同じになります。 

 市民の方々もＰＣＲ検査に関する情報は必要とされていると思いますので、これらの手順に

ついては、これまで広報やホームページに掲載し、周知しているところでございますが、今後

も保健所と連携し、情報収集に努め、市民への周知を図ってまいります。 

 次に、２の(1)災害時の備蓄品についてお答えします。 
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 １点目の医療関連用備品及び２点目の薬剤の確保の現状等につきましては、関連がございま

すので、あわせて御答弁させていただきます。 

 本市では、南海トラフ地震や局地的な風水害時等に市民の生命と健康を守るための医療救護

活動を行うため、室戸市災害時医療救護計画を策定し、災害時の医療救護活動を行う医療救護

所として保健福祉センターを、また保健福祉センターが機能しない場合の代替医療救護所とし

て県立室戸広域公園屋内運動場を位置づけているところでございます。 

 この医療救護所で使用する医療関連用備品及び医薬品等の備蓄状況でございますが、令和２

年６月時点で、医療関連用備品についてはマスク約２万9,000枚、ゴム手袋900枚、手指消毒剤

約100個、パーティション３個、防護服90着となっています。今後、新型コロナウイルス感染

症対策なども考慮し、医療関連用備品につきましては充実させていく必要があると考えてお

り、今議会の補正予算案で医療救護所用の体温計、手指消毒剤、マスク、ゴム手袋の購入費を

計上しているところであります。 

 次に、医薬品の備蓄につきましては、現在、保健福祉センター内に抗生物質、解熱鎮痛剤、

関節痛薬など25種類の医薬品を備蓄するとともに、室戸市災害救急医薬品等整備管理に関する

協定に基づき、救護病院である室戸中央病院への医薬品等の備蓄も行っているところでござい

ます。 

 また、災害時の医薬品等の供給体制として、薬剤師会支部と協定を結び、市内薬局からの医

薬品等の供給体制を構築しているとともに、県とも連携し、必要な場合には室戸広域公園屋内

運動場に備蓄している県所有の医薬品等も使用させていただくこととしております。 

 今後におきましても、定期的に医薬品等の期限管理や必要数量等の点検、災害時の供給体制

の見直しなどを行い、関係機関とも連携し、災害時の医療救護活動が行えるよう努めてまいり

ます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 藤本消防長。 

○消防長（藤本 昇君） 脇本議員に、１の(2)救急体制と医療体制についての①救急隊と②

医療施設の連携についてお答えいたします。 

 まず、①救急隊についてであります。 

 現在、消防署の感染防護服等の備蓄につきましては、防護服318枚、サージカルマスク50枚

入り20箱、Ｎ95、180枚、フェースシールド100個、ゴーグル56個、手袋200枚入り37箱、通常

時のガウン上下合わせて207枚となっており、また追加の発注もしていることなどから、第２

波、第３波に対しても十分な対応ができるものと考えております。 

 また、議員御指摘のように救急隊員が感染しないことが重要です。119番通報受付時に新型

コロナウイルス感染症対応マニュアルに示してある内容を十分聴取し、必要と判断した場合は

感染防護服等を着用しての出動となります。 

 次に、②の医療施設との連携についてであります。 
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 新型コロナウイルス感染症疑いが出た場合は、安芸福祉保健所と情報共有を密にし、前段で

も申し上げましたように、出動時には感染防護服等を着用し、受け入れ医療機関を決定するこ

ととしており、万が一隊員に感染者が出た場合につきましては、新型コロナウイルス感染症対

策マニュアルに沿って対応してまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症が完全に終息していない今般、引き続き救急搬送について

は救急隊員の感染予防に細心の注意を払うとともに、市民に対しましても安全・安心な救急搬

送に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 山崎防災対策課長。 

○防災対策課長（山崎 桂君） 脇本議員に、１の(3)避難所についてお答えいたします。 

 まず、１点目の検温を行う職員の体制及び施設入り口での検温の仕方についてであります

が、避難所の運営体制としては、各避難所に職員３名の配置を予定しており、業務としては、

避難者へのマスク着用や手指消毒の声かけ、検温、健康状態の確認、避難スペースへの誘導、

受付名簿の作成などを行います。 

 検温につきましては、非接触型体温計が確保できておりませんので、電子体温計を避難者に

お渡しして、御本人で計測をしていただき、避難所受付用紙に記入していただくこととしてお

ります。その際には、１回の使用ごとに電子体温計の消毒を行うこととしております。 

 この避難所受付用紙には、体温のほかに、連絡先や健康状態、県外往来や渡航歴の有無など

についても記入していただくこととしております。 

 また、避難所滞在中の健康状態を確認させていただくために、１日２回健康チェックシート

に体温や体調について記入していただくこととしております。 

 なお、非接触型体温計の確保につきましては、今回の補正予算案に購入経費を計上させてい

ただいておりますので、早期の確保に努めてまいります。 

 次に、２点目の飛沫対策としてのパーティションや簡易ベッドの完備についてであります

が、パーティションはプライバシーの保護はもとより、飛沫感染の抑制にも有効であるとされ

ておりますので、避難所においても活用したいと考えております。現在の備蓄数は、パーティ

ションが222セット、簡易ベッドが180台で、簡易ベッドにつきましては体調が悪い方や要配慮

者の方に使用していただくことを想定しております。 

 また、南海トラフ地震などの大規模災害が発生した場合には数量が不足しますので、追加購

入をするため、今回の補正予算案に購入経費を計上させていただいているところであります。 

 次に、３点目の現在必要な備品の管理についてでありますが、避難所における感染症対策に

必要な物資としましては、受付用品として、マスク、手指消毒剤、体温計、使い捨てゴム手

袋、除菌シート、ビニールテープなどがあり、必要数量を購入しており、避難所ごとに分けて

準備をしております。また、避難スペースで使用する毛布やパーティションにつきましても、

各避難所に配置をしております。 
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 次に、４点目の新型コロナウイルス感染疑いの場合の対応についてでありますが、避難され

てきた方で発熱やせきなどの症状が見られる方については、別室を設けて案内することとして

おり、１人ごとにパーティションで区切るとともに、体調の変化等を確認するため、適宜見回

りを行うこととしております。また、このような場合においては、体調の急変等に備えて、災

害対策本部との連絡を密にするとともに、状況に応じて、看護師や保健師の派遣や消防署への

連絡等を行います。 

 次に、５点目の避難所共通の新型コロナウイルス感染症対策マニュアルについてであります

が、これまでに国や県などから示されたガイドラインや資料等を参考にしながら、避難所にお

ける新型コロナウイルス感染症対応マニュアルを作成いたしましたので、担当職員への研修を

行い、周知徹底を図ってまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 脇本健樹議員の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回目の質問を行います。 

 保健介護課長にお聞きします。 

 １つ目として、ルールとして新型コロナウイルス健康相談センターで受診が必要と判断され

た方は公共交通機関は利用できません。車の免許資格のない方、高齢者の交通手段のない方の

受診はどのようにして医療機関に行けばよいのでしょうか。この件に対する策は検討している

のでしょうか、お伺いします。 

 続いて、２つ目、クラスター発生の対策についてはどのようにお考えでしょうか。 

 ３つ目、薬の備蓄についてお伺いいたします。 

 室戸市の国道が大規模災害で分断されますと、旧町村単位での孤立もあります。薬を必要と

する高齢者も多く、薬を手に入れるため時間がかかるのを避けたいと思うが、室戸中心部だけ

の配備ではなく、できるだけ市内に浸水区域外に満遍なく配備することが望まれますが、この

点はどのようであるか、お伺いします。 

 ４つ目に、ふるさと納税基金について植田市長にお伺いします。 

 国の補正もあるようですが、基金は診療所開設に必要だが、基金を使用してコロナ対策全体

の使用の検討はあるのか、あれば用途は何であるか、お聞き願いたい思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○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回目の質問に答弁をさせていただきます。 

 私への問いは、ふるさと納税基金に関係をして、今後、その使用をすることなどが考えられ

ているのかということの物事だと思いますけれども、今の段階では、国の１次、また２次補正

予算の事業費をもとにどれだけの対応ができるのかということを考えておりまして、それに間

に合わずに、さらに必要な対策で国の補助金が足りない場合には基金等も活用していきたい

と、そういう考えでおりますので、よろしく御理解のほどお願いしたいと思います。 
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○議長（堺 喜久美君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 脇本議員の２回目の御質問にお答えします。 

 まず、検査が必要な方で、検査する箇所まで車で行けない方の対応ということですけども、

まず検査の要否については、市ではなくて県が判断をして、そこで県のほうから直接その検査

が必要な方に連絡が行きます。市のほうでは、その方の状況っていうのが情報としては入って

こないんですけれども、例えば体調がすごく悪くて、どうしても行けないとか、そういった場

合には保健所と消防、そういったところが連携をとって病院のほうへ行ける体制をとることに

なろうかと思います。 

 ２点目、クラスター対策ということですけれども、これについてはもう国の示しております

新しい生活様式等を今後は皆さん踏まえて行動していってもらうことで避けていただくという

ことになろうかと思います。 

 ３点目の、薬剤を室戸地区だけでなくほかの地域にも配置をということですけれども、この

医薬品については、災害時に医薬品を使える要件としてはそこに医師がいなければいけないと

いうことで、今のところ、医療救護所での医薬品の使用ということのみを考えておりますの

で、各地域の避難所に日ごろから医薬品を備蓄しておくという考えは持っていないところでご

ざいます。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。 

 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23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。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後３時14分 散会 

 

 


