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令和２年８月第６回室戸市議会臨時会会議録 

 

１．日 時  令和２年８月１８日（火） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 河 本 竜 二    ２番 竹 中 真智子    ３番 田 渕 信 量 

  ４番 竹 中 多津美    ５番 亀 井 賢 夫    ６番 小 椋 利 廣 

  ７番 脇 本 健 樹    ８番 久 保 八太雄    ９番 濱 口 太 作 

  10番 山 本 賢 誓    11番 町 田 又 一    12番 堺   喜久美 

４．欠席議員  なし 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事務局次長兼班長  前 田 大 志 

  議 事 班 主 任  村 田 茉 莉 

  議 事 班 主 任  中 岡 憂 輔 

  議 事 班 主 事  廣 田 大 記 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  植 田 壯一郎     副  市  長  久 保 寛 人 

  総 務 課 長  黒 岩 道 宏     企画財政課長  辻   さおり 

  市 民 課 長  上 松 富士樹     保健介護課長  山 本 康 二 

  産業振興課長  中 屋 秀 志     観光ジオパーク推進課長  大 西   亨 

  防災対策課長  山 崎   桂     教  育  長  百 田 貴 昌 

  教育次長兼学校保育課長  武 井 知 香     生涯学習課長  西 岡 佳 久 

７．議事日程        

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議案第１号 室戸市国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第２号 室戸市介護保険条例の一部改正について 

  日程第５ 議案第３号 令和２年度室戸市一般会計補正予算（第７号）について 

  日程第６ 議案第４号 室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設における

指定管理者の指定について 

  日程第７ 議案第５号 財産の取得について 

  日程第８ 議案第６号 財産の取得について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第８まで 
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９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開会、開議 

○議長（堺 喜久美君） おはようございます。 

 ただいまから令和２年８月第６回室戸市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。前田議会事務局次長。 

○議会事務局次長兼班長（前田大志君） おはようございます。 

 長崎局長が入院のため欠席いたしておりますので、私が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） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。濱口議会運営委員

会委員長。 

            （議会運営委員会委員長報告） 

○議会運営委員会委員長（濱口太作君） おはようございます。 

 令和２年８月第６回室戸市議会臨時会を開会するに当たり、議会運営委員会委員長報告を行

います。 

 本日、議会運営委員会を開会し、諮問のありました会期及び日程等についての協議を行いま

した。 

 今期臨時会に提案されております案件は、付議事件６件、うち条例関係２件、予算関係１

件、その他３件となっております。 

 会期につきましては、本日１日限りとし、議案審議においては委員会付託を省略することと

いたしました。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において濱口太作議員及び町田又一

議員を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日１日限りといたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたし
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ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市国民健康保険税条例の一部改正

についてから日程第８、議案第６号財産の取得についてまで、以上６件を一括議題といたしま

す。 

 ここで市長から行政報告の申出がありますので、これを許可いたします。 

 引き続いて、報告事項並びに提案理由の説明を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） おはようございます。 

 本日、令和２年８月第６回室戸市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方に

は、御多用の中、御出席いただきましてありがとうございます。 

 それでは初めに、行政報告を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、感染拡大防止と経済の回復との両立が求め

られている中、東京を中心とする首都圏及び大都市部、さらには沖縄など、九州の一部の地方

においては連日過去最多の新たな感染者が確認される状況が報じられており、本県においても

感染拡大が懸念されている状況であります。 

 本市では、これまで感染予防、拡大防止対策に取り組むとともに、国・県の経済対策に加

え、市独自の支援対策を講じてきたところでございます。 

 今後も、市内経済や市民の安全・安心を守る取組につきまして、国・県の動向を注視しなが

ら、各機関とも連携をし、必要な緊急経済対策について、時期を逸することなく講じてまいり

ます。 

 次に、違法確認請求事件の判決についてであります。 

 固定資産税に係る当該事件は、令和２年３月３日、高知地方裁判所において判決がありまし

たが、その後、令和２年３月18日に、控訴人、室戸市吉良川町乙2991番地、澤山保太郎、被控

訴人、室戸市浮津25番地１、室戸市長植田壯一郎として控訴をされておりました。そして、令

和２年７月29日に高松高等裁判所の判決がありました。それによりますと、主文、１、本件控

訴を棄却する、２、控訴費用は控訴人の負担とするとなっております。 

 当該事件につきましては、高知地方裁判所及び高松高等裁判所いずれも原告控訴人の訴えが

棄却となっており、これまで本市が行ってきた事務処理につきましては、問題はないものと認

識しているところであります。 

 次に、提案理由の説明に先立ち、報告事項について申し上げます。 

 まず、平成29年度中部学校給食センター建築工事において発生をしました近隣家屋の損傷に

対する損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第１項の規定に基づ

き専決処分しましたので、同条第２項の規定により、別冊のとおり報告いたします。 
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 次に、平成30年度室戸市営住宅建替事業建築工事において発生しました近隣家屋の損傷に対

する７件の損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第１項の規定に

基づき専決処分しましたので、同条第２項の規定により、別冊のとおり報告いたします。 

 次に、令和２年７月13日に室戸市立市民図書館駐車場において発生しました自動車損傷事故

の損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第１項の規定に基づき専

決処分しましたので、同条第２項の規定により、別冊のとおり報告いたします。 

 次に、今臨時会に提案いたします案件は、条例関係２件、予算関係１件、その他３件の計６

件であります。 

 以下、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号室戸市国民健康保険税条例の一部改正について。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康

保険税の減免申請書の提出期限の特例を定めるため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第２号室戸市介護保険条例の一部改正について。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第１号被保険者に係る介護

保険料の減免申請書の提出期限の特例を定めるため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第３号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第７号）について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入における特定財源の国・県支出金は、各事業に対する算定基準により補正しておりま

す。 

 歳出の主なものは、ウエブ会議用端末導入委託料283万2,000円、新生児特別支援給付金給付

費450万円、有害鳥獣駆除報償費500万円、指定管理者事業継続支援金1,395万8,000円、経済活

性化給付金給付費6,000万円、地域振興券発行事業補助金4,860万円、観光推進支援事業費補助

金1,675万5,000円の追加等でありまして、歳入歳出予算はそれぞれ１億5,648万8,000円を追加

し、総額155億6,133万4,000円とするものであります。 

 議案第４号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設における指定管理者の指

定について。 

 本案は、地方自治法第244条の２第３項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定手続

等に関する条例第４条第１項の規定に基づき、室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセン

ター施設における指定管理者の候補を選定しましたので、地方自治法第244条の２第６項の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第５号財産の取得について。 

 本案は、ＧＩＧＡスクール構想における１人１台端末の整備を目的として、学校授業用パソ
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コン600台を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第６号財産の取得について。 

 本案は、避難所における感染症予防対策及びプライバシー保護等を目的として、避難所用パ

ーティション1,000張を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては関係課長から補足説明をさせますの

で、御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市国民健康保険税条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上松市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時14分 休憩 

            午前10時18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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第１号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第４、議案第２号室戸市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時19分 休憩 

            午前10時22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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第５、議案第３号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第７号）についてを議題

といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。辻企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時24分 休憩 

            午前10時42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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第３号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 山本です。議案第３号に対して質疑を１点だけ行わさせていただき

ます。 

 10ページですが、これは６款１項２目の商工振興費の中の18節負担金補助及び交付金の

1,860万円のうちの経済活性化給付費についてであります。 

 これは当初に、３月、４月分の売上げが減った方、50％未満の方に給付をしたわけですけれ

ども、後の給付はないのかという声がたくさんあって、ここでこうして出てきてもらって本当

にありがたいことです。これで５月、６月は対応できるわけですけれども、この状況が続いて

いった場合ですよね、また７月、８月とか、９月、10月、こういったことも考えられるのかど

うかということと。 

 もう既に７月の決算というか売上げなんかも終わっているはずだと思いますけれども、２か

月単位でやるのか、それとも延びた場合に３か月単位とか、そういうふうな考え方もあるのか

どうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 
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○市長（植田壯一郎君） 山本議員の質疑に答えたいと思います。 

 ５月、６月は今も説明させていただきましたような対応を取りましたが、７月以降、このコ

ロナが続いた場合にどうするのかという御質問じゃないかというふうに受け止めました。今の

ところ、国のほうやら県のほうも、ＷＩＴＨコロナということで、感染の対策と合わせて経済

対策も並行して進めていかなければならないという大きな流れができておりますので、市のほ

うとしましても、今の時点で７月以降のこうした５月、６月のような対策は具体的に考えてお

りませんけれども、今後の状況を見極めながら、市民の意見、議会のほうの皆さんの意見も聞

きながら対応を考えていきたいと思っております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。亀井賢夫議員。 

○５番（亀井賢夫君） ５番亀井。本案について質疑をいたします。 

 前段の議員と同じ10ページの６款１項２目の18節の負担金補助及び交付金の地域振興券発行

事業補助金の4,860万円の説明について再度お聞きします。 

 これ説明資料の３ページにある１冊１万円を１万部発行で、プレミアム分の５割の5,000万

円のこの金額は分かりますが、購入方法、１人当たり幾らまで買えるかということの説明を聞

き忘れたけんど、そのあたりをお願いしたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。中屋産業振興課長。 

○産業振興課長（中屋秀志君） 亀井議員の質疑にお答えいたします。 

 毎年10％のプレミアム分で、去年は60周年でしたので20％にしておりまして、今回はコロナ

の関係でかなり経済も疲弊といいますか、低迷しておるので、50％ということにしておる。 

 5,000部つくって、毎年応募がたくさんなんで抽せんになりゆうがですね。今年は皆さんな

るだけ多くの方に購入していただきたいという気持ちもありまして、発行部数は倍の１万部と

させていただきました。 

 １人当たりの購入の限度額というお尋ねでございましたが、一応３口、３冊までというふう

に決めらせていただいております。１人３冊、３万円分。 

            （５番亀井賢夫君「議長、そのもう１つ。期限があるんかなと、使

える。それ予定しちゅうかどうか」と呼ぶ） 

○産業振興課長（中屋秀志君）（続） 先ほど私11月から使えるように開始したいと申し上げ

まして、その使用の期限が１月31日までを見込んでおります。短いですが、今回そういうふう

にしてます。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第６、議案第４号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設におけ
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る指定管理者の指定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。大西観光ジオパーク推進課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時50分 休憩 

            午前10時55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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。本案に対して質疑を行います。 

 資料の中になかったのでお聞きしたいんですが、この日本ドルフィンセンターは室戸ドルフ

ィンセンターを運営するに当たり、何名の職員で運営するというふうに予定をされておるの

か。また、その中には地元雇用はあるのかどうか。 

 次に、プレゼンテーションを行っておると思いますが、指定管理候補者からは事業提案の中

で、今までにないような新しい事業提案があったのかどうか。 

 ３点目として、指定管理者に対して運営補助金は出すのかどうか。 

 以上３点について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。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） 濱口議員の御質疑にお答えいたします。 

 １点目の何名雇用の運営予定かということですが、詳細な人数は提示はされておりません

が、その後の地元の雇用ということにつきましては、委員のほうからも質問がありまして、地

元の雇用を考えていると御返答いただいてます。 

 ２点目の事業提案、新たなものにつきましては、大きな計画で言いますと岬漁港の背後地を

活用して、キッチンカーとか、そういったもので集客を図りたいとか、飲食を提供するような

そういうスペースとか、あと海の上でのヨガですとか、相対的に健康な方がドルフィンセンタ

ーを利活用して心身ともにより健康になっていただくと、そういったことの提案ですとかをい

ただいております。 

 あと３点目の運営費の補助につきましては、公募要領で現在のドルフィンセンターに指定管

理料として支払っていました年間800万円を上限に公募しておりますので、その金額になるか

と思います。以上でございます。 
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○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。亀井賢夫議員。 

○５番（亀井賢夫君） ５番亀井。本案について質疑をいたします。 

 室戸ドルフィンセンター施設の指定管理期間、これが少し気になるのでお聞きします。 

 これ通常５年でなく、なぜこの３年にしたのか、約３年になりますよね、この理由、根拠は

何かということをお聞かせください。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。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） 亀井議員の御質疑にお答えします。 

 期間の設定についてでありますが、指定管理者の指定管理の期間は、通常５年でやっている

ということでしたが、新しい指定管理者に替わるときとかの場合は２年、３年でやっているこ

ともありまして、今回、長年やってこられた室戸ドルフィンプロジェクトさんが撤退というこ

とで、新たな指定管理者になるということですので、３年に近い２年半を設定をして、公募さ

せていただきました。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 ここで執行部より発言の訂正をしたいとの申出がありますので、これを許可いたします。中

屋産業振興課長。 

○産業振興課長（中屋秀志君） 貴重な時間をいただき、申し訳ございません。 

 議案第３号の補正予算の亀井議員の質疑の中で、10ページの18節、地域振興券発行事業補助

金の有効期限についてのお尋ねがありました。私１月31日と御答弁いたしましたが、すみませ

ん、２月28日と訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

○議長（堺 喜久美君） 次に、日程第７、議案第５号財産の取得についてを議題といたしま

す。 

 執行部から補足説明を求めます。武井教育次長兼学校保育課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時２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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第５号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第５号につきましては委員会
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付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、日程第８、議案第６号財産の取得についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山崎防災対策課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時７分 休憩 

            午前11時９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。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第６号につきましては、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、議案第６号につきましては委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 山本です。本案に対して質疑を行います。 

 この財産の取得は、取組状況によっては無駄になる可能性もありますけれども、現時点にお

いては必要な対応ではないかと思います。 

 そこで、何点かお聞きをしたいと思います。 

 まず、このパーティションを配布する室戸市の指定避難場所数。 

 それから、このパーティションは、議案第３号でしたかね、財産取得の福祉避難所用の中に

ありましたけれども、この中に含まれている数とは別なのかどうか。 

 それから、福祉避難所用とありましたけれども、避難所が福祉避難所用というのが別にあり

ましたかね、そのことに関してもお聞きしたいと思います。 

 それから、1,000張りですけれども、例えば１か所の避難場所の面積が600平米とかという数

字でしたら、4.4平方メートルのやつでしたら136個は入るわけですけれども、それに通路とか

を当然のけなくてはなりませんので、そうすれば最大でも１か所当たり平均100個ぐらいにな

ると思います。それが、この100個のパーティションで各避難所への充足率がどれぐらいにな

るのか。 

 それから、この配置をしても、当然未配置の避難所ができるわけですけれども、そういった

場所にも随時補充をしていく考えなのかどうか、お聞きをします。 
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 それから、緊急時の現場の状況に応じて、１個につき何人を入れるかと。例えば、これは１

人から４人用ですけれども、２人入れてもまずい場合もあろうかと思います。そういった判断

が非常に緊急時の場合は難しいと思われますけれども、どういうふうな対応をしていくのか、

お聞きをします。 

 それから、各避難所に分散して配置をした場合、緊急時の設置、配置についての対応はどう

するのか。例えばどっかの組織、各地区の組織にお願いするのか、それとも職員が行くのかと

いうことですけれども、職員が行けない場合もありますので、そういった場合の周知徹底とい

うか、設置、配置の段取りはどういうふうに考えているのか、お伺いをしたいと思います。 

 それから、もう一つですけれども、場合によっては、地震とか津波とか、それに加えて、現

在のコロナのように感染病の対策も取らなくてはならない状況があって、各避難所がパニック

になる状況も予想されます。そういったときに備えて、役所として随時対応策を考えて周知徹

底をしなくてはならないけれども、そういったことも考えているのかどうか、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。山崎防災対策課長。 

○防災対策課長（山崎 桂君） 山本議員さんの御質疑にお答えをいたします。 

 まず、１点目のこのパーティションを配布する避難所の数でございますけれども、現在、室

戸市の指定の避難所というのが室戸市内で47か所ございます。その中で、台風などの風水害の

ときに主に開設している避難所が15か所ありまして、その15か所の中には公民館ですとか、市

民館、そういった主な施設が入っておりまして、そういった施設を中心に配置をしていきたい

と考えております。 

 1,000張り全てをそこに配置することはスペース的にできませんので、入らない分について

は防災倉庫、あるいは防災倉庫のほうも今現在、満杯になってきておりますので、相撲場のほ

うに仮置きをさせていただきたいというふうに考えております。 

 次に、２点目、福祉避難所用の備蓄品とまたこれは別なのかということでありますが、その

３点目の質問にもございましたけれども、室戸市内で現在、福祉避難所として指定しておりま

すのが４施設ございまして、それぞれの施設に対しても備蓄品を置いているわけですけれど

も、このパーティションにつきましては、福祉避難所であろうが、一般の指定避難所であろう

が、分け隔てなく、必要に応じて使用していくということに、室戸市の備蓄品でありますの

で、一緒に使っていくというイメージでございます。福祉避難所のほうにも置くスペースがあ

れば置いていきたいというふうに考えております。 

 次に、４点目でございますけれども、避難所の面積ですね、大体１つの避難所に入るパーテ

ィションの１区画当たりは約４平米ぐらいありますので、なかなかその数が入らないのではな

いかという御指摘であったと思いますけれども、それぞれの避難所におきまして、このコロナ

対策ということでありますと、一定間隔を取って置かなければいきませんので、当然当初市の
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ほうで想定しておる避難収容人数は１人当たり３平米をもともとは確保する予定だったんです

けれども、今回のパーティションが１区画で約４平米ありますので、当然その収容人数が減っ

てまいりますので、なかなか全ての方、お一人に１区画のパーティションが行き渡るかといい

ますと、それはちょっと難しいかなと思っておりますし、またそのコロナ対策ということであ

りますと、パーティションとパーティションの間隔をひっつけて置くのではなくて、離して置

いていくということもありますので、大変避難者がたくさんの方が来られたときに、なかなか

収容でききらないという問題が出てくる可能性はあると思っております。もし万が一そういう

状況になったときには、避難所が47か所ありますので、開設する避難所の数を増やしていっ

て、避難されてきた方々にはそこの避難所が満杯になったときには、次のほかの避難所を御案

内するというようなケースがもしかしたら出てくるかも分かりませんけれども、現時点ではコ

ロナ対策としてこのパーティションが非常に有効であるということですので、活用してまいり

たいと考えております。 

 次に、５点目の未配置のところは随時配置するのかということでございまして、先ほど申し

上げました15の主要施設以外の施設につきましても、そのパーティションを置くスペースがあ

れば置いていくと。そして、仮に置いていない場所で避難所を急遽開設することになったとし

ても、それは備蓄倉庫、あるいはその備蓄しているところから随時運搬して持っていくという

予定をしております。 

 次に、６点目の緊急時、実際に避難者が出てきたときのパーティションの配置の図面のこと

を言われてたと思っておるんですけれども、室戸市のほうで、今年の７月に避難所における新

型コロナウイルス感染症対応マニュアルというものを防災対策課のほうで作成をいたしました

ので、このマニュアルの中に新型コロナウイルス感染症対策にできるような受付の配置の仕方

ですとか、あるいはパーティションの配置、体育館などにそのパーティションをどのように配

置していくのかというような例の図面も作成しまして、そこの担当になった職員が対応できる

ようにしております。そして、職員研修もこのマニュアルを基に行っておりまして、そのパー

ティションの組立ての練習なども開催をしたところでございます。 

 次に、７点目になりますけれども、緊急時の配置について職員が行くのかどうかという、職

員が対応するのかということですが、先ほど申し上げました感染症対応マニュアルに書いても

おるんですけれども、基本的には市の職員が２名から３名、通常は２名体制で運営を行ってお

るんですけれども、コロナ対策ということで初めての避難所運営になりますので、通常２名で

おって、そこへ防災対策課の職員がもう１名行って、パーティションの設置などの確認とか、

そういうものをしたいと、基本２名から３名体制で市の職員が対応していきたいと考えており

ます。 

 それから、最後になりますが、８点目ですけれども、こういうコロナ禍の状況の中で南海地

震が起こった場合に、避難所としてはパニックが起こるのではないかという御指摘がございま
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した。確かに避難所においてコロナ対策をどうしていくのかっていうのは非常に難しい問題

で、今回の豪雨のときの避難所運営の中でも非常に問題になっていたかと思うんですけれど

も、やはり避難されてきた方に対してコロナがあるからといって入らないでくださいとはやっ

ぱり言えませんので、お家を流されたりとか、倒壊された方に対しては避難所を開放していく

という考え方が非常に大事になってまいりますので、今後につきましては、今避難所ごとに避

難所運営マニュアルというのもつくっております。また、そういったマニュアルの中でも、コ

ロナ対応をどうしていくのかというマニュアルの中でもまた見直しもしていきたいというふう

に考えております。災害時の感染症対策につきましては今後の課題と思いますので、また適切

に検討してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 答弁漏れがございましたので、御説明をさせていただきます。 

 パーティションが1,000張りで充足しているのか、数が足りているのかという御質疑でござ

いましたけれども、室戸市の避難所は47か所あるって先ほど申し上げましたけれども、このパ

ーティションを全ての箇所に配置しますと、1,000張りでは足りません。足りませんけれど

も、コロナ対策ということですので、先ほども申し上げましたが、一つ一つのパーティション

の間隔を取ったりですとか、ソーシャルディスタンスを確保していく中で、あまりたくさんあ

っても避難所の中に置けないという状況が出てくると思いますので、今のところは一定

1,000張りで、今回の風水害、まだ実際に避難所でこういった取組をしたことがありませんの

で、今後の風水害の状況で避難所を立ち上げて運営をしていく中でまた課題も出てくるかと思

います。 

 また、南海地震を想定したときに、パーティションの数が1,000個ではやはり足りませんの

で、現在想定されております避難者の数としましても4,000人以上の方が避難所に来るという

ふうに言われてますので、そういった中ではやはり1,000張りでは足りない部分もあるかと思

いますけれども、避難所の限られた面積、そういったものもありますので、両方考えながら、

今のところは1,000張りで様子を見ていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、日程第３、議案第１号室戸市国民健康保険税条例の一部改正についてから日程第

８、議案第６号財産の取得についてまで、以上６件を一括して行います。 

 まず、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 
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 次に、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） なしと認めます。 

 これをもって日程第３、議案第１号から日程第８、議案第６号まで、以上６件についての討

論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号室戸市国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第２号室戸市介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決いた

しました。 

 次に、議案第３号令和２年度室戸市一般会計補正予算（第７号）についてを採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第４号室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設における指定管理

者の指定についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第５号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第６号財産の取得についてを採決いたします。 
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 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（堺 喜久美君） 起立全員であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決され

ました。 

 お諮りいたします。 

 本日議決されました諸案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものに

つきましては、会議規則第43条の規定により議長に委任されたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、その条項、字句、数字、その他の

整理を要するものにつきましては議長に委任されました。 

 これをもちまして令和２年８月第６回室戸市議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午前11時29分 閉会 

 

 上記は会議のてんまつを記載して相違ないことを証するため、地方自治法第123条第２項の

規定により署名する。 
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