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４．欠席議員  なし 
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  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 
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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） ２番竹中真智子。おはようございます。令和２年９月14日、第７回

定例会におきまして、通告書に従いまして、市民を代表し一般質問をさせていただきます。 

 １、市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 (1)室戸市住環境整備方針策定調査報告書についてお聞きします。 

 1948年12月、第３回国連総会で世界人権宣言は採択されました。これは、全ての人民と全て

の国が達成すべき基本的人権についての宣言であります。「すべての人間は、生まれながらに

して自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」、世界の人権に関する規律の中で最

も基本的な意義を有するものであります。 

 本年５月28日、アメリカ合衆国ミネソタ州で、白人警官が黒人男性の頸部を膝で強く押さえ

つけ、呼吸ができない、助けてくれと懇願していたにもかかわらず、顔は地面へ押さえ込まれ

て、この黒人男性が死亡したニュース映像は日本でも多くのメディアが取上げ、流れておりま

したので、見られた方も多いのではと思います。また、８月23日、アメリカウィスコンシン州

で、黒人男性が車へ乗り込もうとした際、背後から警官の銃撃を受け、重傷となるニュース映

像が流され、その日の夜には数百人の住民により警察本部への抗議のデモが行われたと報道さ

れております。アメリカなどでは生まれたときの肌の色の違いで差別をされ、日本ではその土

地に生まれたというだけで差別の対象になる、自分ではどうすることもできないのにと思い胸

が痛むとともに、無関心であってはいけないと強く感じております。 

 さて、室戸市では、平成10年３月、室戸市住環境整備方針策定調査報告書という全81ページ

にわたる報告書が出されております。この報告書についてお聞きします。 

 この報告書では、室戸市のどの地域を指しているのですか。その地域は差別の対象になって

いる地域なのですか。部落差別をなくすることは、行政の責務と国民的課題であると言われて

おります。昭和40年の同和対策審議会の答申にも定められているように、これまで室戸市も同

和問題、差別についても取り組んできていますが、差別とは実態的差別と心理的差別とが因果
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関係にあり、今なお厳しい差別が残されております。この報告書を見る限り、部落差別の実態

的差別を報告書にまとめたもので、室戸市はこの部落差別の実態を公表した限りには、その実

態差別をなくすることに取り組まなければならない大きな課題と義務があります。劣悪な地域

の状況を写真にまで撮り、載せている。そこに住んでいる人たち、写真に撮られ、公表されて

いる人たちの了承を得て写真を撮り、公表したのですか。答弁を求めます。 

 (2)部落差別の解消推進に関する法律について。 

 平成28年、部落差別の解消推進に関する法律が施行されましたが、これについてどのような

取組がされているのか、お聞きします。 

 1948年、世界人権宣言が国連で採択をされ、日本も批准をしています。日本は、先進国の仲

間入りをした、けれども人権については後進国と言われて、世界の各国から非難をされており

ます。21世紀は人権の世紀と言われておりますが、世界人権宣言は何のために、誰のために宣

言されたのか、なぜ室戸市の部落差別はなくならないのか。人権パレードなどに取り組んでは

おりますけれども、その原因をどのように把握し、研修されているのですか。この法律に基づ

いてどのような取組がされているのか、この法律だけで具体化はどのように図れるのか、どう

具体化していくのか、これは絵に描いた餅で動いていないと私は感じております。もっともっ

と物的な啓発を取り組んでいかなければならない、そのためには条例の制定が必要ではと考え

ます。前にもお聞きしましたけれども、各市町村の条例を見ますと、すばらしい条例を制定し

ている市町村がたくさんあります。なぜ、室戸市にはそういった取組ができないのか、条例も

策定するのか、しないのであればどういう理由でしないのか、またできないのか。これまで、

室戸市の人権条例にしましても全然生かされた取組がされていないように思います。書類的に

は策定していても、実質的には実施するという取組が抜けているように思いますので、答弁を

求めます。 

 (3)住環境対策について。 

 ①下水溝、排水溝の清掃について。 

 今年はコロナウイルスの影響で市内の一斉清掃が取りやめとなりましたが、いつもの一斉清

掃の際には、市長のお住まいの地区は若い世代の方の参加がたくさんありますでしょうか。な

ぜこのようなことをお聞きするかといいますと、最近市内で多く聞かれる声の一つに、下水、

生活排水を流している溝の蓋、金属製のグレーチングと呼ばれるものやコンクリート製の蓋が

重くてはぐることができず、困っているとの声です。市内の多くの地区では、出役で出てくる

ほとんどの人の高齢化が進み、溝の蓋を以前のように持ち上げ、はぐることができず、困って

おります。私の住んでいる地区では、強力な力で蓋を持ち上げることができずに、何年も清掃

の手が入れられず、厚めのグレーチングと呼ばれる蓋をした溝からアコウの木が生えてきて、

グレーチングの編み目を抜け出し、道路面に枝葉が顔を出してきているところが何か所かあり

ます。ほかの地区でも、溝に雑草が茂り、流れを止められてしまうほどになるところもあると
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聞いております。この状態が続きますと、これは大変なことになると思われます。特に、溝蓋

が大きく重くてはぐれないところなどは、市の事業で何とか取り組むことができないか、お聞

きをいたします。 

 ②道路の整備について。 

 同和地区と言われる地域には、生活に密着した車、バキュームカーやごみの収集車、消防車

や救急車など緊急自動車の乗り入れができる道路が少ないのが現状です。市民生活に切り離す

ことのできない車が、道幅が狭いために進入できずに、随分昔に造られた道のままで置かれて

いるのが現状です。今後の道路の整備状況についてもお聞きをいたします。 

 (4)室戸市共通プレミアム付商品券について。 

 新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、室戸市共通プレミアム商品券発行事業が近く

スタートの予定と聞いております。市内の経済活動を活性化する目的として、１冊１万円で求

めますと1,000円券が15枚つづりで実質１万5,000円分のプレミアム付商品券が１万部発行の予

定がされておりますが、今回も今までと同様に商工会が窓口となるようですが、プレミアム券

を現金と交換する場所に商工会はもちろん、公民館などが引換え場所として組み込まれている

ようですが、高齢者が年々多くなってきている室戸市の現状を見たとき、市の出先機関である

６つの市民館でも引換えができるように組み込んでほしいとの声が多く寄せられております。

今回、それが実現できるように取り組んでいただきたいので、答弁を求めます。 

 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。 

○市長（植田壯一郎君） 竹中真智子議員にお答えをいたします。 

 まず、(1)室戸市住環境整備方針策定調査報告書についてでありますが、御指摘の住環境整

備方針は、平成10年３月に策定したもので、目的としましては、地域ごとの住環境に関する現

状や課題を調査分析し、各地域が置かれている現状及び実態を踏まえて、それらの課題解決の

ための整備方針を取りまとめたものであります。 

 御質問の調査区域の設定につきましては、報告書にもありますとおり、人口が集中している

集落の範囲を基本として、住環境整備の視点から改善が必要な区域を想定して設定をしたもの

であります。 

 報告書で出された住環境に関する施策の推進につきましては、厳しい財政状況ではあります

が、事業効果や緊急性を考慮し、市道の整備など計画的に事業を実施し、住環境整備の推進に

努めていきたいと考えております。 

 次に、報告書に掲載されている現況写真につきましては、地域課題を把握、整理するために

撮影したものと考えます。今となりましては承諾に関する確認は取ることができませんが、人

権尊重の取組の中で職員には指導を徹底してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

 次に、(2)部落差別の解消の推進に関する法律についての１点目、世界人権宣言は何のため
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に、誰のために宣言されたのかとの御質問でありますが、世界人権宣言は、1948年12月10日、

国連の第３回総会で採択されたもので、この宣言ができた背景には、20世紀において世界を巻

き込んだ大戦が２度も起こり、特に第２次世界大戦中においては、特定の人種の迫害、大量虐

殺など人権侵害、人権抑圧が横行しました。このような経験から、人権問題は国際社会に関わ

る問題であり、人権の保障が世界平和の基礎となるという考え方の下、全ての人民と全ての国

とが達成すべき共通の基準としてこの世界人権宣言が採択されたものであります。このことか

ら、世界人権宣言は、世界各国が協力して世界平和を実現するために、全ての人々、国に向け

て宣言されたものと理解をしております。 

 次に、２点目として、なぜ室戸市の部落差別はなくならないのか、どのように把握し、研修

しているのかであります。 

 本市の同和対策事業につきましては、昭和44年の同和対策事業特別措置法の施行以来、30年

余りにわたり様々な特別対策を実施したことにより、同和地区を取り巻く環境は一定改善され

てきたところであります。平成14年に法が失効し、一般対策に移行した後も、生活環境の改善

や人権啓発事業、人権教育の推進などに努めているところであります。毎年７月の部落差別を

なくする運動強調旬間では、本市の全ての中学生に参加いただくとともに、市内の事業所や団

体、市民にも広く参加を呼びかけ、記念講演会を開催しております。また、市役所職員に対す

る研修会や各市民館での研修会や講演会の開催のほか、市民館事業の講師に対しても研修など

を行っております。そのほかにも、随時に事業所への啓発訪問、広報紙やホームページ等を活

用した啓発等も行っているところであります。 

 御質問の、なぜ部落差別がなくならないのかにつきましては、法務省が平成30年度から令和

元年度にかけて部落差別の実態に係る調査を行いました。これは、部落差別の解消の推進に関

する法律第６条において、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、国が部落差別の

実態に係る調査を行ったものであります。その調査のうち、一般国民に対する意識調査という

項目では、全国の18歳以上の日本国籍を有する者１万人に対して訪問回収方式とオンライン回

答方式で調査を行い、有効回収率は6,216人の回答を得ております。調査結果によりますと、

部落差別の原因の設問に対し最も多かったのが、昔からある偏見や差別意識をそのまま受け入

れてしまう人が多いからで75％、また部落差別を解消するための効果的な対策の設問について

最も多かったのは、教育、啓発、相談体制の充実などの施策を推進するで49.1％であり、人権

教育、人権啓発は大変重要であるという調査結果が出ております。こうした調査結果のまとめ

には、部落差別または同和問題について一定の知識を有している者の中では部落差別が不当な

差別であると知っている者が85.8％に上っており、部落差別に関する国民の正しい理解は進ん

でいると認められるとまとめられております。これらのことから、部落差別がなくならない理

由としては、同和問題への正しい理解と認識、人権意識の重要性が十分に理解されていないこ

とが大きな理由ではないかと考えております。 
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 今後については、一人一人の人権が尊重される社会の実現に向けて、人権教育及び啓発活動

の取組を進めてまいります。 

 ３点目として、部落差別解消推進法に基づいてどのような取組がされているのか、どう具体

化していくのか、そのためには条例の制定が必要ではないかについてであります。 

 議員御案内のとおり、この部落差別の解消の推進に関する法律は、国の法律で定めて、国の

法律で初めて部落差別という言葉を使用し、部落差別の解消を図るため基本理念を定め、国や

自治体の責務を明らかにした法律であり、大きな意義を持つものであると認識をするものであ

ります。 

 この法律に基づく取組でありますが、本市では平成10年に室戸市人権尊重の社会づくり条例

を制定し、平成18年には室戸市人権施策基本方針を策定いたしております。平成26年には、こ

れらを踏まえた具体的な事業計画として室戸市人権施策推進計画を策定しており、この推進計

画では、同和問題をはじめ、女性、子供、高齢者、障害者、様々な人権などの項目について具

体的な施策や事業を定め、３年間の推進計画として事業の進捗に努めているところでありま

す。 

 条例に関しましては、室戸市人権尊重の社会づくり条例に基づき、室戸市人権施策基本方針

を改定する中で、部落差別解消推進法の内容を盛り込み、人権に関する問題の解決に向けて効

果的な施策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、(4)室戸市共通プレミアム付商品券についてであります。 

 当市におきましては、平成22年度以降、室戸市商工会に補助金を交付し、地域経済の活性化

を目的に室戸市共通プレミアム付商品券の発行を支援してまいりました。議員御案内のとお

り、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内経済の活性化を目的として、１万

円で１万5,000円分、プレミアム率が50％の商品券を１万部販売するよう準備を進めていただ

いております。 

 御指摘のありました商品券の販売所につきましては、例年どおり室戸市商工会と各公民館を

予定しておりましたが、室戸市商工会と協議を行い、市民の方の利便性と地理的なバランスを

考慮し、従前の販売所に加えて、羽根市民館、吉良川市民館、行当市民館、佐喜浜市民館、室

戸ジオパークセンターでも販売していただけることとしております。 

 今後におきましては、市民の皆様に本事業について知っていただき、利用していただくこと

で市内の経済活性化を図るため、室戸市商工会と連携を取りながら広報等に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 私からは以上でありますが、建設土木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） 川﨑建設土木課長。 

○建設土木課長（川﨑 州君） 竹中議員に、大きな１点目、市長の政治姿勢についての(3)
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環境対策について、①下水溝、排水溝の清掃についてお答えします。 

 市におきましては、毎年６月に市内一斉清掃で草刈りや支障木の伐採また下排水路にたまっ

たごみや土砂、汚泥の取り除き作業等を行っていただき、地域住民の皆様方には自らの地域の

環境を守る清掃活動に努めていただき、感謝をしているところであります。しかしながら、本

年度はコロナウイルスの影響により、一斉清掃が中止となるなど、多くの地域で清掃ができて

いない状況にあることは承知しているところであります。 

 そうした中、議員御案内のとおり、地域には高齢化により清掃が困難な箇所、下排水路の蓋

が開かないところや水路が深い箇所など、重機械等が必要な場合がございます。そういった箇

所につきましては、現地確認の上、土木業者に依頼することもあり、平成29年度は10か所、平

成30年度は17か所、令和元年度においては20か所の土砂や汚泥の取り除きの清掃作業を行って

きたところでございます。今後におきましても、地域住民の方々の御協力をいただきながら、

下排水路の維持管理に努めてまいります。 

 次に、②道路の整備についてお答えします。 

 室戸市の市道路線は、令和２年８月31日現在、540路線、総延長212.28キロメートルであ

り、市道改良につきましては、社会資本整備交付金事業等により実施し、本年度は整備計画に

基づき11路線、事業費約２億8,000万円により整備に取り組んでおります。しかしながら、現

在整備している路線以外にも30路線、事業費約17億円の要望をお受けし、整備計画に位置づけ

しているところであります。議員御案内のとおり、市内にはまだ多くの狭隘道路があり、救急

車等の緊急車両が進入できないため拡幅をしてほしいとの要望も多く寄せられている状況であ

ります。また、市道の拡幅や新設する場合は、用地の取得が必要となることから、土地所有者

を含め隣接など多くの方の協力が必要となってきます。事業化に際しましては、事前に土地所

有者の協力を得た上、地元常会や関係者と調整を行い、合意形成が図られた箇所より整備計画

に追加しており、追加の際には公共性、緊急性等により、総合的に判断し、優先順位を決めて

おります。今後におきましても、整備計画に基づき計画的な道路整備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） 竹中真智子議員の２回目の質問を許可いたします。竹中真智子議

員。 

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

 人権条例の答弁でございますけれども、人権条例っていうのは室戸市にもあるということで

ございます。私がお伺いをしたいのは、部落差別の解消に向けての項目が、国から平成28年度

に部落差別の解消についてということの法律が出てきております。そのことに対して、人権条

例で組まれている文言というのは、広く一般的に見ました、市長が言われたように、老人であ

るとか障害者であるとか子供であるまた女性であるとか同和地区の人たちなども含まれるわけ

ですけれども、名称的に別個に出てきている、部落差別の解消推進に関する法律についての室
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戸市での条例の策定はしないのかとお聞きをしております。全国を見ましたら、例えば兵庫県

のたつの市などでは、この人権条例、部落差別の解消推進に関する法律についての条例がつく

られておりまして、なかなかすばらしいと思うところでございます。そのようなことも参考に

していただいて、検討していただいて、ぜひつくっていただきたいと思います。 

 実は、ここにあります資料でございますけれども、この本の中、室戸市が平成10年に出しま

した全81ページにわたります調査報告書でございますけれども、その中に市内の６つの地域の

その当時の写真が写し出されております。私は、ここに出しております資料でございますけれ

ども、これは令和元年から今年にかけまして、６つの地域に入りまして現場を踏んで、この本

の中に写し出されております現場に参りまして全部写真を撮ってまいりました。この室戸市住

環境整備方針策定調査報告書が出されて20年余りの歳月が流れる中で、地域の実態がどのよう

に変化があるのか、改善されているのか、それを写したのがこちらの資料なんですけれども、

この本の中には、調査結果の分析が各地域ごとにされてそれぞれに問題点が挙げられており、

室戸市の社会的動向、住環境の状況を踏まえて室戸市の住環境整備方針が示されておりまし

て、佐喜浜から羽根にかけて６つの地区の整備方針の図が掲載をされております。現場を回っ

てみて感じましたのは、まだこのような状態が残されていると多く感じたところでございま

す。市のほうは、部落差別が現存しているということを認めているのに、なぜ取組ができなか

ったのか説明をしていただきたい。行政が取り組まなかったのか、市民の協力が得られなかっ

たのか、どういうことなのか、その説明をしてください。 

 この本というのは、古くから議員さんをやられている方にはお持ちの方もいらっしゃるかと

思いますけれども、室戸市住環境整備方針策定調査報告書のこの本そのものが部落差別の地名

総鑑の役割を果たしているという状況になっております。状況を公表した結果、室戸市がその

解決をどのように図ってきたのかということが大事になってきます。この現場のままで差別の

垂れ流しになって、ますます強力な部落差別の実態を生み出している状況です。このままだ

と、実態差別が残されておりますので、このまま放置して解決に至っていないということは、

室戸市そのものが部落差別を助長し、それを公表し、その影響により、就職差別や結婚差別、

心理的差別につながっている状況があります。いまだに解決されていないところが多く、この

写真を見ていただきますとあります。どのような方法で取り組まれてきたのか、報告書にある

地域の劣悪な状況がどのように解消されてきたのか、これまでの取組についてお聞きをし、室

戸市の人権に優しいまちづくりはどのように進められているのか、室戸市民の誰もが納得でき

る答弁を求めます。 

 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） 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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 質問の趣旨は大きくは３つでなかったかと理解をさせていただいております。 

 １点目は、人権条例についての国の設定された部落差別解消推進法に基づいてのお尋ねだっ

たと受け取っておりまして、そのことについてぜひ室戸も部落差別に関係した条例をつくって

いただきたいということのお話ではなかったかと受け止めたわけでございますが、その件につ

きましては、１回目の答弁でも申し上げましたように、今後室戸市人権尊重の社会づくり条例

の見直し、改定に基づいて、室戸市人権施策基本方針を改定をすることになっておりますの

で、その中で部落差別解消推進法の内容を盛り込んで、人権に介する問題の解決に向けた効率

的な施策の推進に取り組んでいくというのが私の考えでございますので、御理解いただきたい

というふうに思います。 

 ２点目でございますが、この報告書に関係してのお尋ねだというふうに受け止めておりま

す。81ページもにわたって現状の未整備等の環境等、住環境、道路などの様々な問題の未整備

の状況をまとめて報告されて、情報公開されているのにもかかわらず、現状調査に当たってみ

るとまだ未整備の場所がたくさんあると、逆にそのことがその地域としての差別の拡大にもつ

ながっていくようなことにもなっているんじゃないかということと併せてお話がありました

が、報告書を策定した後は、きちっと法に基づいて室戸市行政の中で計画的に取り組んでまい

りまして、現状の中で完成とは言えませんですので、今後またそうした実情に合わせて、特措

法は解消されておりますけれども、一般事業の中で重要なところから的確に事業を見ながら整

備をしていくという方向にありますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 それと、３点目の、先ほどもちょっと触れましたけれども、今の地域における未整備の環境

等が差別拡大につながっていく要因にもなっておると、今後どう取り組まれるのかといったこ

とでありますけれども、これも１回目の答弁でさせていただきましたように、地域を挙げて、

中学生なども含めて市の職員等も含めながら、しっかりとこの人権差別の対策の強調旬間等の

中で市民に向けてもその解消に向けた取組への御協力等を呼びかけながら取り組んでいるとい

ったのが状況でございます。 

 なお、今後は議員の御指摘等も踏まえながら、さらにそうしたことの解消に向けた取組に効

果的なことを考慮しながら、取り組めることは取り組んでいきたいと考えておりますので、ま

たいろんな面での御指導や御提言等をいただければありがたいと思います。よろしくお願いい

たします。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 竹中真智子議員の３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。３回目の質問をさせていただきます。 

 この報告書が出されるときにそれぞれの地域に入って写真が写されています。人物も写って

います。でも、許可も取らずにそのまま写し出されて、しかもこういう情報をそのまま室戸市

は垂れ流しにしたままです。垂れ流しにしていても、その後の調査それから取組がどんどん進
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んでいって現場が解消されていく、心的なものよりもまず物的なものから整えていくというこ

との努力が本当にどれだけあったのであろうかと思うところです。やっぱり室戸市がこういう

書物を出している、本を出しているということは、それをきちっとフォローしていく務め、責

任があるかと思います。 

 同和問題の解決は、室戸市の最重要課題で取り組んできた経緯があります。本来なら、同和

問題、部落問題は、一般対策の中で取り組んできておかなければならないのが、それがそのよ

うになっていなかったから時限立法で継続が図られ、同和対策事業が進められてきました。そ

のことがどのように具体化をされ、実行できずに今に至ったのか。国が急ぎ、間に合わすため

に時限立法で取り組んできたその背景には、各市町村そのものが補助金をもらうために差別の

対象になる地域を指定した、その結果、そのために差別がより厳しくなってきた事情がありま

す。この責任をあなたたちはどのように感じているのでしょうか。 

 同和対策事業というものが、室戸市の活性化に一番つながってきた事業だと思います。地区

の請負業者や一般地区の業者、いろいろな業者がその事業をやってきました。その現場では、

室戸市民が働くことができて税金も納めることができた、そういう効果的な事業で活性化につ

なげてきました。ほかのどの事業に比べても多大な効果をもたらしてきた法律であります。そ

れなのに、いまだに解決していない。これまで本市にも多額の同和対策交付金が下りてきてお

ります。にもかかわらず、手抜きの行政をするということは、それこそ本当に差別をなくする

という姿勢ではないのじゃありませんか。このように写真を入れて公表をし、この情報を垂れ

流しにしたままで現在まで現状のまま残っているのが実態です。いまだに解決していないの

は、市長や副市長が現場に出向き、関係者と向き合って話し合った経緯があったかどうか、そ

の結果どのようなことになり、今まで放置されているのか明らかにしてほしいです、明らかに

してください。納得のいく答弁を求めます。 

 そして、市長、あなたは、全国市町村の中で全住民の20％以上に当たる同和地区民を抱える

人権問題解決のための財政対策全国協議会の会長でありますよね。その会の事務局は室戸市に

置かれていますが、その地元にこういった問題を残して、同和問題についてほかの市町村に誇

れる室戸市にならんといかんでしょう。納得のいく答弁を求めます。 

 今まで同和問題の解決のためには、地区選出の先輩議員たちが力を合わせ、問題解決のため

に地道に取り組み、頑張り、次の世代へとつなげてきましたが、それに続く地区選出の議員た

ちの協力があまり得られないのはちょっと寂しく、残念に思うところであります。 

 竹中真智子。３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） 竹中真智子議員の３回目の質問に答弁をさせていただきます。 

 １つには、この問題となっております報告書の写真に人物が写っていることを許可ももらわ

ずに写したままで垂れ流しにされているといったことの人権問題のことの御指摘かと思います
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けれども、私自身現場に出向いてという、この問題では出向いたといったことはありませんけ

れども、20年昔の状況の中で、本当に許可はもらえてなかったのかもらったのかということも

分かりませんが、状況を見たときに、こういったものは今後あってはならないという思いか

ら、これからもしっかりと職員には指導徹底をしてまいるということは１度目の答弁でさせて

いただいたとおりでございます。 

 それと、特別措置法における同和事業の推進というのは、補助金をもらうために地域を決め

てといったような御指摘だとか、その事業が一番室戸の公共事業等で潤いを与えたのではない

かといった御意見等もありながら、たくさん同和対策交付金をもらって進めているにもかかわ

らず手抜きの事業がされてきたという御指摘でありましたが、当初申し上げましたとおり、こ

の措置法に基づいて室戸市の計画をしっかりと立て、見極めながら、未整備で不十分なところ

については先行して投資をしながら計画的に進めてこられた背景でありまして、先輩方の御努

力に私は心から敬意を表しているものでございます。ただし、今の現状の中でもまだ100％完

成していない未整備のところもありますので、１度目の答弁をさせていただきましたように、

そうした場所や地区、施設につきましては、計画的にしっかりと推進をしていきたいという姿

勢でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 また最後に、全国の同和対策の財政対策協議会の会長を室戸市長がやってるじゃないかとい

う御指摘は御指摘のとおりでありまして、昨年その会に初めて会長として室戸市長として参加

をさせていただきまして、関係する市町村長さんなんかの協議や取組を行ってきたところでご

ざいます。残念ながら、今年度はコロナの問題等でそうした会や要望活動ができておりません

けれども、事務局担当者の中で連携を取りながら、今後どう取り組んでいくのが効果的なのか

といったことの詰めだとか、今までの取組の反省に立って、もっと効率的な活動ができないか

といったことなんかも協議を深めさせていただいておりますので、今後議員から御指摘をいた

だきましたことも踏まえながらしっかりと応えていけれるように頑張ってまいる所存でござい

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。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時まで休憩をいたします。 

            午前10時47分 休憩 

            午前11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。 

 ここで皆様に御報告いたします。 

 次の質問者、田渕議員から、質問事項１、市長の政治姿勢について、(1)地域医療対策につ

いてを取り下げる旨の申出がございましたので、御報告いたします。 

 田渕信量議員の質問を許可いたします。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕信量。令和２年９月第７回室戸市議会定例会におきまして、
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市民を代表し、一般質問を行います。 

 １、市長の政治姿勢について。 

 (2)室戸市保健福祉センターやすらぎ使用料について。 

 当市では、文化的なクラブ活動やサークル活動が活発に行われており、地域住民の交流や芸

術、文化の振興により、豊かな心や想像力、感性を育み、健康づくりの一助ともなっておりま

す。現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、多数で集まることが困難となっている

中、３密にならないよう広い場所で活動できる場所を市民は望んでいます。保健福祉センター

内には、室戸市唯一の文化センターである夢ひろばが併設されておりますが、その利用率も僅

か7.8％であると昨年９月議会で御答弁いただきました。また、きらきらひろばや会議室、和

室などもあり、市民に貸館できるようになっておりますが、その使用料の設定額が高く、例え

ば夢ひろばの舞台のみを午後６時から午後10時まで借りようとすれば、使用料は6,310円、冷

暖房費が6,920円、計１万3,230円。きらきらひろばですと、使用料は4,070円、冷暖房費が

5,280円で、計9,350円となり、備品であるピアノや机を借りるとさらに上乗せされます。これ

もたった４時間です。サークル等で毎週使用するには高く、借りたいのに借りられないという

声を市民から聞きます。広い場所を市民が安心して使用できる金額に設定すれば、利用率も上

がり、毎週活動しているクラブやサークルの皆さんも使いやすくなります。また、利用者が室

戸市内の方か市外の方かで金額設定を変えるなど、工夫も必要であると考えます。市の施設を

気軽に最大限に活用してもらい、市民に還元することも市の役割であり責務であります。今

後、使用料を見直す考えがあるのか市長にお伺いします。 

 (3)ふるさと納税について。 

 ①企業版ふるさと納税について。 

 地方創生応援税制は、地方公共団体が行うプロジェクトに対して民間企業が寄附を行った場

合、課税上の特例措置を受けることができるよう、平成28年度に創設されたものです。これ

は、地方公共団体がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を地域再生計画として内閣府に申請

し、認定をされれば公表し、事業費を確定させ、寄附を募り、寄附をした企業は税制上の優遇

措置を受けるという制度です。 

 室戸市におきましても、室戸のたからっ子子育て応援プロジェクトが認定され、平成29年度

事業費358万円に対し50万円、これはエフビットコミュニケーションズ株式会社様からです。

平成30年度事業費317万円に対し100万円、これは建設データ株式会社様からの寄附をいただい

ております。この制度が、令和２年度の税制改正により、地方創生のさらなる充実強化に向

け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、税額控除割合の引上げや手続の簡素化、

大幅な見直しが実施されました。この改正では、適用期限を５年間延長し令和６年度までとな

ったこと、税額控除の割合を現行の２倍に引き上げ、税の軽減効果を現行６割のところ最大約

９割となったことなど、以前よりも寄附をしていただける企業のメリットが格段に上がり、地
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方公共団体側も認定手続が簡素化されました。今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で経

済が低迷し、当市の法人も個人も所得が下がることが予想され、来年度の税収も減収になるこ

とが見込まれる中、この制度の活用は自主財源の乏しい当市にとりましても一つの財源とな

り、また企業とのパートナーシップ構築や地方創生に効果の高い事業の企画の実施に注力でき

ると考えます。 

 企業版ふるさと納税は、自治体側から積極的なアプローチも必要であると考えるが、担当課

はどのような取組をしているのか。また、当市には関西室戸会、関東室戸会がありますが、そ

の方々に呼びかけを行っているのかどうかお伺いします。 

 令和２年４月１日から、室戸市は、室戸ここＫＡＲＡＤＡプロジェクトを企業版ふるさと納

税活用事業として寄附を募っていますが、企業が地域の活性化に貢献でき、地域との絆を深め

ることを期待し、効果的に寄附を集めるために企業にとって魅力ある事業の提案とすることが

大切であると考えますので、その内容について詳しくお伺いします。 

 ②人材版ふるさと納税について。 

 政府は、７月31日に年度内に人材版ふるさと納税が創設されると発表しました。社員を自治

体に派遣した場合、法人税を軽減するものです。その人材費、人件費が寄附となります。都市

部に多く集まる専門人材を企業から派遣してもらい、自治体が民間ノウハウを得る、例えば特

産品の販路拡大、観光振興や情報通信技術に詳しい社員による職員の育成、開発等、今の室戸

市には喉から手が出るほど魅力ある制度かと思います。人材版ふるさと納税についてどうお考

えか、市長の考えをお伺いします。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 田渕議員にお答えをいたします。 

 まず、(2)保健福祉センターやすらぎの使用料についてであります。 

 室戸市保健福祉センターやすらぎは、市民の健康の保持及び福祉の増進並びに地域の交流を

図ることなどを目的として平成12年４月に開設し、保健事業や福祉事業及び地域住民の交流、

文化活動の拠点施設として利用していただいているところであります。 

 議員御質問のやすらぎの使用料の見直しについてでありますが、やすらぎをはじめ公の施設

の使用料を見直すに当たっては、幾つかの観点から検証していく必要があると考えておりま

す。 

 まず、現時点のやすらぎの使用料の水準についてでありますが、交流ホールである夢ひろば

を例に他市の同規模施設と比較してみますと、平日舞台のみを使用した場合、夢ひろばが午後

６時から午後10時までの４時間で6,310円、１時間当たり1,577円、のいちふれあいセンターが

午後５時から午後10時までの５時間で8,800円、１時間当たり1,760円となっております。ま

た、ホール全体については、平日に終日使用した場合、夢ひろばが３万6,670円、安芸市市民
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会館が３万2,040円、のいちふれあいセンターが３万4,100円、春野文化ホールが３万6,250円

となっておりまして、施設の規模や建設年度の違いはありますが、夢ひろばの使用料が類似施

設に比べ著しく高額であるとは言えない状況であります。また、公益上の必要があると認める

場合、例えば市が主催または共催する催しや市内の社会教育関係団体などが行う催しなどにつ

いては、使用料を全額免除または50％の減額ができる規定を設け、施設の利用促進を図ってい

るところであります。 

 一方、ここ10年間のやすらぎの維持管理費の推移について、大規模修繕を除いた状況で見て

みますと、平成22年度の約2,000万円に対し、令和元年度が約2,700万円、そのうち修繕費は平

成22年度の約110万円に対し、令和元年度が約700万円となっております。次に、維持管理費に

係る市の負担額は、平成22年度の約1,800万円に対し、令和元年度が約2,600万円となってお

り、維持管理費が増加する中、市の負担額が年々大きくなっているところであります。こうし

た施設維持に係る経費については、やすらぎだけでなく、他の公共施設においても今後ますま

す増加していくものと予測されており、市としましても財政運営上、大きな課題であると考え

ているところであります。 

 こうした状況を踏まえますと、現時点ではやすらぎの使用料を下げることはハードルが高い

と考えているところであります。しかしながら、田渕議員御指摘のとおり、市民が利用しやす

く安心して使用できる金額に設定し、気軽に活用していただくことが望ましいという考え方は

大変大事な視点でありますので、今後、市内市外の料金区分なども含め、使用料の適正な在り

方について公共施設等個別施設計画や財政運営計画などにおいて検討してまいりたいと思いま

す。 

 次に、(3)ふるさと納税についての②人材版ふるさと納税についてであります。 

 この制度は、議員御案内のとおり、政府から認定を受けた自治体の地域活性化事業に対し、

企業が専門的技術等を持つ社員を派遣し、人材面からの支援を行うものであり、派遣する企業

に対しては企業版ふるさと納税の仕組みを活用し、人件費の最大約９割の税額控除が行われる

ものとお聞きをしております。また、派遣する企業には、地域貢献によるイメージアップや社

員のキャリアアップ等につながること、自治体においては民間人材の専門知識を地域活性化に

生かせることなどがメリットであるとされております。いずれにいたしましても、現時点では

こうした制度を新たに本年度中に創設するという方針が示された段階でありますので、今後国

の動きを注視しながら、まずは市としてどのような事業を実施し、そのためにはどのような人

材を必要とするのかなど、制度の導入に向け国の動きを先取りして取り組めるよう、地元選出

の国会議員に相談をするなど検討を始めているところであります。 

 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） 辻企画財政課長。 
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○企画財政課長（辻 さおり君） 田渕議員に、１の(3)ふるさと納税についての１点目、企

業版ふるさと納税に対する担当課の取組についてお答えをいたします。 

 議員御案内のとおり、平成28年度に創設された当該制度は、地方公共団体の地方創生プロジ

ェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みであり、令和

２年度より地方創生のさらなる充実強化に向けて適用期限の５年間の延長や税額控除割合の引

上げ、手続の簡素化など、制度の大幅な見直しが行われたところであります。 

 本市では、地域再生法の規定に基づき認定された地域再生計画、室戸のたからっ子子育て応

援プロジェクトとしてすこやか子育て祝い金及び室戸の赤ちゃんスターターキット事業に平成

29年度から令和元年度までの３年間取り組んでおり、平成29年度は１件50万円、平成30年度は

１件100万円の寄附をいただいたところであります。また、今年度からは、新たに市民の健康

増進等を目的とする室戸ここＫＡＲＡＤＡプロジェクトに取り組んでおります。 

 企業版ふるさと納税募集の取組といたしましては、国の企業版ふるさと納税ポータルサイト

への掲載はもとより、募集チラシを作成し、市のホームページへ掲載するとともに、関西室戸

会や関東室戸会を通じた個別の企業に対しまして企業版ふるさと納税制度活用のお願いをして

きたところであります。 

 今後におきましては、本市が行う地方創生の取組事業の趣旨をより多くの企業の方々に御理

解、御賛同いただき、これまで以上にふるさと室戸を応援していただけるよう、関西室戸会、

関東室戸会はもとより、昨年度結成いたしました関西圏及び首都圏の室戸応援隊の隊員の皆様

にも意見交換会やその他あらゆる機会において企業版ふるさと納税制度の活用を積極的にＰＲ

し、寄附額の増額につながるよう取り組んでまいります。以上です。 

○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） 田渕議員に、１の(3)の①企業版ふるさと納税についてのう

ち、室戸ここＫＡＲＡＤＡプロジェクトの内容についてお答えいたします。 

 このプロジェクトは、市民の方々に楽しみながら健康づくりに取り組んでいただき、住み慣

れた室戸のまちで自分らしく生きることを楽しめるよう、世界一健康づくりが楽しめるまちづ

くりとして国の地方創生推進交付金事業及び企業版ふるさと納税制度を活用して取り組むもの

でございます。 

 事業期間は、令和２年度から５年度までの４年間で、プロジェクトのＫＰＩにつきまして

は、運動プログラムへの参加者数や30分以上の運動を週２回以上している人の割合を増やすこ

となどを掲げているところでございます。 

 本年度の具体的な事業内容としましては、１つ目には健康プログラム事業として、市民の方

にスマートフォンや市が貸与する歩数計を使い、実際に歩いていただき、運動習慣を身につけ

ていただくとともに、市役所、やすらぎ、各公民館及びシレストむろとの７か所に体重や体脂

肪率などを測定する体組成計を設置し、毎月１回定期的に測定してもらうことにより、体の状
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態が確認できる仕組みをつくることとしています。この仕組みにより、市民の方には自分の体

の状態の変化や健康課題等に気づいていただけたらと考えています。 

 ２つ目としましては、健康ポイント事業として、歩数によるウオーキングポイントや特定健

診、各種がん検診などの受診ポイント、シレストむろと利用ポイントなど、健康づくりの努力

に応じてポイントを付与し、一定以上のポイントがたまると商品券などに交換するものであ

り、市民の方には楽しみながら目標を持って健康づくりに取り組んでいただけたらと考えてい

ます。 

 ３つ目としましては、食教育事業として、健康食では知名度のある株式会社タニタヘルスリ

ンクにメニューの監修を依頼し、地元の飲食店と連携し、本市の食材を生かしたオリジナルの

ヘルシーメニューを開発、提供するものであります。市民の方には、食による健康意識を高め

ていただくとともに、新たな看板メニューとして飲食店の新しい客層の獲得にもつながればと

考えているところでございます。このほか、落語を中心とした笑いによるプログラムの提供や

ウオーキングイベント事業なども計画しているところであります。 

 本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、一部事業の中止や見直しが余儀なくさ

れる可能性もありますが、このプロジェクトに多世代にわたる多くの市民の方に参加していた

だき、健康意識の向上や運動習慣の促進を図り、本市の課題であります生活習慣病の予防や

年々増加する医療費の抑制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） 田渕信量議員の２回目の質問を許可いたします。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕信量。２回目の質問を行います。 

 私が今回企業版ふるさと納税の質問をしたのは、今まで一般のふるさと納税ほど市が力を入

れていたようには思えず、例えば、室戸市ホームページでもごく最近まで前のプロジェクトが

そのまま掲載され、寄附を考えている企業の方に対しての敬意がうかがえない、この制度は寄

附で終わるだけでなく、企業とのつながりもでき、その人材やノウハウを提供してもらうこと

も可能となるかもしれません。そして、市役所の担当課のみならず、全庁的に進めること、ま

た市民にも積極的な声がけをしてもらえたらもっと室戸市の事業を知ってもらうことができ、

寄附額も増えるのではないかと思いますが、市長はどうお考えかお伺いします。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 田渕議員の２回目の質問に答弁をさせていただきたいと思います。 

 ２回目の御質問をいただきました田渕議員の御指摘のとおりかと思います。正直、私自身も

この企業版ふるさと納税につきまして、市長就任来この制度がスタートされましてから、いか

に企業の方々と親交を深めて、企業の方々にも御理解をいただけるような取組をもって、少し

でも推進していきたいという思いで取り組んできました。今、ホームページにも従前のままで

最近まで更新もされずにという御指摘を、お叱りを受けましたけれども、全く私自身も力不足

のところがありました。そうしたことはしっかりと改善をして、御寄附をいただいた企業には
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敬意も感謝も申し、さらにまた今後のお付き合いもいただけるような内容で応えていきたいと

思いますし、また今後新たな取組の中で御支援いただける企業の方々には、そうしたことをし

っかりと連携をしながら御理解いただいて御協力いただけるような体制に強化をしてまいる所

存でございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって田渕信量議員の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時まで休憩をいたします。 

            午前11時26分 休憩 

            午後０時59分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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） 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、山本賢誓議員から通院のため午後１時より早退するとの届出が

ありました。 

 現在11名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、濱口太作議員の質問を許可いたします。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ９番濱口。議長の許可を得ましたので、ただいまより一般質問を行い

ます。 

 １、財政運営について。 

 2019年12月、中国湖北省武漢市で初めて感染が明らかになった新型コロナウイルスは、瞬く

間に世界各国に感染が広がり、人と物の移動が停滞し、経済に深刻な打撃を与えております。

日本では、緊急事態宣言の解除に合わせて新しい生活様式の実践が提言されています。当面

は、感染拡大の防止と経済の再生をてんびんにかけ、行ったり来たりを繰り返す状態が続く可

能性があります。仮に、ワクチンが開発されて世界の主要国である程度配布が行き渡れば、収

束することが期待できますが、それには最低１年から１年半はかかると言われております。あ

るいは、人口の大部分に感染が広がって、免疫を獲得する集団免疫と呼ばるる状態まで収束を

しないと見る専門家もいて、その場合は５年程度かかると言われております。 

 日本の経済界においては、入国制限措置や都市封鎖、外出自粛要請などの影響を直接的に受

けている航空産業やホテル、旅館、外食産業、個人向けサービス業などが大きな打撃を受けて

おり、発表された上半期の決算では多くの企業が赤字決算となり、企業倒産や失業者も増え、

８月末現在で失業者の数は全国で５万人を超しておると言われておりますが、本市においての

倒産件数と失業者はどのくらいあるのか、お伺いをいたします。 

 新型コロナウイルスは、本市産業にも大きな打撃を与えており、まだしばらくはこうした状

況が続くことが予測される中で、本市の財政運営も見直すべきだと考えます。そのためには、
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市長自らが現在の財政状況を的確に把握し、今後の財政運営に当たらなければならないと考え

ますので、以下何点か市長の所見をお伺いをいたします。 

 (1)現在の財政状況について。 

 本市の財政状況は年々悪くなっていると私は考えております。今議会に提案されております

令和元年度の決算を見ましても、一般会計においては実質単年度収支が３億4,108万円の大幅

な赤字となっておりますが、市長は現在の財政状況をどのように認識をされているのか、また

この赤字の要因は何であると考えているのか、お伺いをいたします。 

 (2)予算規模について。 

 本市の過去３年間の歳出決算額の推移を見ますと、平成29年度が135億3,300万円、平成30年

度が139億7,500万円、令和元年度が147億800万円と年々増加をしており、本年度も９月補正時

点で166億5,900万円と過去最大の予算規模となっています。診療所の建設関連予算の計上を考

慮しても、あまりにも予算規模が大きくなり過ぎていると考えます。身の丈に合った予算規模

にしないと、財政は破綻をいたします。現在の予算規模について市長の所見をお伺いをいたし

ます。 

 (3)地方債残高について。 

 地方債残高、いわゆる借金の残高は年々増加をしており、令和元年度末の残高は134億

4,993万円となっており、５年前の平成26年度末と比較をいたしますと、27億5,423万円増加

し、市民１人当たりに換算すると約105万円の借金となっております。この地方債残高の増加

は、経常収支比率を上げ、財政が硬直化し、財政悪化の要因にもなりますが、この増加を続け

る地方債残高について市長の考えをお伺いいたします。 

 (4)ふるさと納税について。 

 ふるさと納税制度は、当初は都市在住者がふるさとへの恩返し、関心がある自治体の活性化

を応援するといった趣旨で始まったように理解をしておりますが、それが現在は高額納税者の

ネット通販の場となり、約5,000億円の住民税を自治体間で奪い合う場となり、競争を過熱さ

せ、訴訟や汚職事件まで引き起こす結果となっております。本来は住んでいる自治体に税を納

め、行政サービスを受ける受益者負担をゆがめたものとしており、多くの有識者がこの制度に

ついて批判をしているところであります。ちなみに、令和元年度の減収額トップは横浜市で

145億円、名古屋市、大阪市、川崎市と続き、大都市からの財源流出となっており、これら都

市部の自治体からは制度の廃止が求められているところであります。 

 本市においては、令和元年度には、職員の頑張りにより13億8,000万円のふるさと納税があ

り、人口減少に伴い税収が減少している中で貴重な財源となっております。しかし、ふるさと

納税は不安定要素も多く、ふるさと納税に過度に依存した財政運営は危険と隣り合わせている

と思いますが、市長のふるさと納税制度についての認識と、財政運営計画において令和６年度

のふるさと納税収入を20億円と見積もっています。私は、これは過大見積りではないかと心配
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をしておりますが、本当に実現可能な数字なのか、お伺いをいたします。 

 (5)財政調整基金について。 

 財政調整基金は、財源の不足や災害により生じた経費、大規模な建設事業の経費、財政再建

計画による赤字解消額の財源に充てる場合などに処分することができる基金でありますが、植

田市長が就任してから、令和元年度が３億円、令和２年度が予算上で約３億円の基金の取崩し

が行われておりますが、本市の財政規模から考えてどのくらいの基金を確保しておかなければ

ならないと考えているのか、お伺いをいたします。 

 (6)財政運営計画について。 

 植田市長になって初めての財政運営計画が先日議員説明会で示されましたが、市長自身この

計画を策定し、今後の財政状況をどのように思われたのか、お伺いをいたします。また、この

計画の最終年度、令和６年度の財政状況は今よりよくなっているのか、お伺いをいたします。 

 (7)庁舎の地震対策について。 

 本市の庁舎は、昭和58年に建設され、老朽化が進んでおり、耐震診断の結果、官庁施設にお

ける耐震安全性の目標の最低値に達していないことから、本年２月に本庁舎地震対策検討委員

会を設置し、検討が進められていましたが、委員会での検討も終了したと聞いておりますが、

どのような検討結果が市長に報告をされたのか、またこの報告を受けてどのようにされる考え

なのか、お伺いをいたします。 

 ２、老朽空屋と空き地について。 

 人口減少に伴い、老朽家屋と空き地が増えております。本市においては、老朽家屋対策とし

て老朽住宅除却事業費補助金制度を設け、老朽住宅の取り壊しを推奨しており、毎年30件近い

老朽住宅の取り壊しが行われております。しかし、所有者が市外に住んでいるものや相続人が

分からない老朽住宅もあって、長年管理がされていないものも多く、危険と思われるような家

屋もあり、隣の住民は、台風が来るたびに倒壊し、自分の家にも被害が出るのではないかと心

配をしております。実際、倒壊した建物が放置をされているという事例もあります。これらの

老朽家屋は、猫やハクビシン等のすみかとなっておりますし、シロアリの発生も見られ、付近

の住民の生活環境を著しく阻害をしております。また、家屋の取り壊しを行った跡地も、活用

せずに放置してあるものも多く、その土地には１年もたたない間に雑草が生い茂り、害虫が発

生し、近隣住民が迷惑している空き地もたくさんあります。以前には、このような空き地の草

刈りや消毒は一斉清掃時に常会で行っていましたが、高齢化の進行により、以前のような常会

活動ができない常会が多くなっており、空き地が放置をされております。このような老朽住宅

や空き地が市内あちこちで見られるようになり、これが過疎化が進行し、寂れていく町の風景

かと思うと一抹のさみしさを感じます。これらの放置された危険家屋や空き地に対する苦情や

相談も年々増えているような状況であり、住民の生活環境を悪化する社会問題となりつつあり

ます。今後においても、人口減少の進行により、このような状況はさらに増えてくるものと思
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われますが、市長はこのような状況をどのように捉えているのか、お伺いをいたします。 

 また、本市は、平成８年に環境基本条例を制定をしておりますが、この条例ではこのような

状況への対応はできないも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） 濱口議員にお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の財政運営についての本市における倒産件数及び失業者数についてであ

りますが、倒産件数、失業者数ともに市町村ごとの統計調査がないため、高知県全体の件数に

ついて答弁をさせていただきます。 

 倒産件数についてでありますが、株式会社東京商工リサーチによると、令和２年１月から６

月の期間における負債額1,000万円以上の高知県の倒産件数は20件となっております。なお、

全国の同期間の倒産件数は4,001件であり、前年同期比で11件の増加となっております。ま

た、失業者数は、総務省統計局によると、令和２年７月時点での高知県の完全失業者数は約１

万人と前年同期比で約2,000人の増加となっております。 

 次に、(1)現在の財政状況についてであります。 

 本市では、これまで室戸市財政運営計画に基づき、市税等の収納率の向上、基金残高の増及

び有利な市債の発行などによる実質公債費比率や将来負担比率の改善など、財政健全化に取り

組んでまいりました。しかしながら、自主財源が乏しく、依存財源に頼る本市の財政状況に加

え、新型コロナウイルス感染の拡大と長期化に伴い、市民生活や地域経済への影響が懸念され

ることから、大変厳しい財政状況であることは私も十分認識をし、歳入歳出両面において抜本

的な見直しが必要であると考えております。 

 議員御案内のとおり、令和元年度の実質単年度収支につきましては、３億4,108万円余りの

赤字となっております。この主な要因といたしましては、バイクライダー施設リニューアルに

係るプロモーション事業、室戸応援隊事業関連経費や室戸高校入学祝金等の新規ソフト事業、

市営住宅建替事業や菜生地区の津波避難タワー建設、防災コミュニティセンターの新築移転を

はじめとする防災関連事業、市道整備事業等のハード事業などに要する財源のうち、国・県支

出金、市債等の充当できなかった一般財源が増大したことが考えられますが、私といたしまし

てはいずれの事業も市民の命と生活を守るための大変重要な施策であると考えております。 

 次に、(2)予算規模についてであります。 

 当初予算につきましては、令和元年度は過去最大規模の139億8,219万3,000円でありました

が、令和２年度は136億8,500万円と対前年度比2.1％の減となっております。本年度予算につ

きましては、市立診療所の建設費用に加え、新型コロナウイルス感染症関連の補正予算が大き

く加算され、地方創生臨時交付金関係で約５億7,000万円、臨時給付金関係で約12億9,500万

円、子育て世帯への給付金関係で約2,700万円であり、おおむね18億9,000万円以上の予算が計
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上されているところであります。新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化は、市民生活や地

域経済に甚大な影響を及ぼしており、市民の命や生活を守ることを最優先に感染症拡大の防止

と中小企業、小規模事業者及び市民一人一人の生活の下支えとなる支援策に取り組んでいると

ころであります。しかしながら、本市の財政状況は極めて厳しい状況でありますので、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響で中止または延期となった多くのイベントや行事などの不用額

を算出するなど、予算の執行抑制を図り、一層適正な財政運営を心がけてまいります。 

 次に、(3)地方債残高についてであります。 

 地方債残高につきましては、年々増加の傾向にあります。これは、必要な事業、施策を行う

上で、特に充当率、交付税算入率の高い有利な過疎対策事業債や緊急防災・減災事業債等を優

先して発行することによって一般財源を抑え、また世代間負担の平準化を図るためのものであ

ります。しかしながら、事業に応じ有利ながらも市債を発行し続けるのは、将来的に見まして

も得策ではないと考えており、社会資本整備総合交付金事業等、インフラについては計画どお

り推し進めながら、その他の新規事業等についてはしっかりと優先順位を付し、元金償還額以

上の市債発行を抑制することによって市債残高を減少させられるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、(4)ふるさと納税についてであります。 

 まず、本制度を取り巻く状況は、令和元年６月にふるさと納税制度が改正をされ、地場産品

基準や適正な寄附の募集方法など、明確な基準が定められたところでありますが、そんな中、

先日報道のあったとおり、県内の他自治体においてこれらの基準に違反したとして国からの指

定を取り消される事例が発生し、制度の厳格な運用が求められているところであります。本市

といたしましては、本制度は生産者や事業者の方々の所得向上、雇用の創出などに関連して産

業振興にもつながるなど地域経済の活性化に大変有効な制度であることから、今後も積極的に

推進してまいりたいと考えております。 

 そこで、寄附額が順調に伸びている今だからこそ襟を正し、本制度の厳格な運用を行うとと

もに、地産外商に取り組みつつ協力業者を大切にする市独自のルールが必要であると考え、現

在要領の策定に取り組んでいるところであります。 

 議員御指摘のとおり、本制度は、都市部と地方での捉え方が異なり、今後永続的に存続する

かは不透明でありますが、本市といたしましては市独自の要領を適切に運用し、制度を遵守し

た上で効果的な取組となるよう努めるとともに、制度が存続されるよう地方の意見を主張して

まいりたいと思います。 

 さて、御質問の件につきましては、計画上、令和２年度の12億円から毎年２億円ずつ拡大を

し、令和６年度は20億円としております。これは、御存じのとおり、令和元年度に過去最大の

13億8,000万円を超える寄附をいただきましたこと、また地場産業発展への寄与や貴重な財源

の確保という財政的な観点からも実現可能な最大値を設定しておりますので、ふるさと納税協
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力事業者の増大や返礼品の開発さらには情報発信力の強化などにより、目標達成に向け全力で

取り組んでまいります。 

 次に、(5)財政調整基金についてであります。 

 財政調整基金の適正な額につきましては、一般的に国の考え方として標準財政規模の10から

20％程度と言われております。地方財政状況調査から、令和元年度の標準財政規模は53億

755万4,000円であり、これに先ほどの割合を掛け合わせると、およそ５億3,000万円から10億

6,000万円となります。令和元年度末時点での本市における財政調整積立基金残高は17億円余

りであり、ここから令和２年度当初予算での約２億9,000万円の繰入れを差し引いても約14億

2,000万円となり、前述の数値よりも多くなっております。しかしながら、今後は、本庁舎地

震対策事業に係る経費なども予定されていることから、一般財源の不足を補うため、国の示す

額まで取崩しを行うのではなく、基金残高に注視し、必要な施策、必要な事業など、重要な箇

所に活用し、締めるところは締め、より適切な予算執行に努めてまいります。 

 次に、(6)財政運営計画についてであります。 

 本市では、平成29年度より室戸市財政運営計画を策定し、令和元年度までの３か年において

行財政の健全化に向け取り組んでまいりました。そして、私をトップに関係課長等で構成をす

る庁内組織及び外部委員で構成をする室戸市行財政問題審議会において室戸市財政運営計画の

成果と課題を検証し、今後も山積する財政上の問題、課題に対し、新たな施策を加えた第２期

室戸市財政運営計画を令和２年４月に策定をし、先日議員説明会において説明をさせていただ

いたところであります。第２期室戸市財政運営計画においては、財源確保対策の推進、経常経

費の適正管理、資産の適正管理、特別会計の適正管理、組織体制の見直しを５つの柱に掲げ、

適正な財政運営を図ることとしております。 

 議員御質問の今後の財政状況についてでありますが、地方交付税やふるさと室戸応援寄附金

など、今後の国の動向により、計画どおりの歳入が見込めないことも考えられることや、公営

住宅建設、防災対策関連事業等に加え、今回未計上である庁舎の耐震化事業、情報通信基盤整

備事業等、大規模な普通建設事業が想定されていることからも私自身大変厳しい財政状況であ

ると認識しているところであります。しかしながら、冷凍加工場や海洋深層水事業、道の駅整

備等、生産性の高い事業や若者に魅力のある職場づくりなど、雇用拡大につながる事業は積極

的に取り組み、限られた財源の有効的活用をもって財政基盤の強化を急がなければなりませ

ん。現在、厳しい財政状況ではありますが、本計画の取組内容の状況を点検、検証し、徹底し

た経常経費の削減や事務事業の改善及び効率化など必要な対策の追加、事業の抜本的な見直

し、歳入増加につながる財源確保のための取組等を踏まえて、これまで以上に危機感を持って

将来の財政健全化に向け取り組んでまいります。 

 次に、(7)庁舎の耐震事業についてであります。 

 議員御案内の、本市の本庁舎は、昭和57年度に竣工し、建築後38年が経過しているため、本
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年１月に耐震診断調査を実施したところであります。耐震診断結果は、庁舎の安全性を担保で

きる耐震指標の最低数値、Ｉｓが0.6を下回っており、震度６から７の大地震時には現庁舎の

ままでは倒壊のおそれがあり、人命が守れないことが判明をしました。このような診断結果を

受け、本年２月、室戸市役所本庁舎地震対策検討委員会を立ち上げ、庁舎の整備の方向性につ

いて検討してきたところであります。報告の検討した内容には、１、防災拠点として活用でき

る既存庁舎の耐震補強、２、既存庁舎の耐震補強と防災拠点庁舎の新築、３、現敷地での新庁

舎の建設、４、津波浸水エリア外の新庁舎建設で、この４案の各工法のメリット、デメリット

や概算工事費、工事期間などについて協議を重ねた結果、新庁舎建設で津波浸水エリア外への

高台移転が望ましいと先日報告を受けました。しかし、新庁舎の高台移転となれば、一定規模

の用地確保が必要となり、場所の選定や用地交渉また法的許認可や住民説明会等に長期間の日

時を要することとなります。また、財政面においても、新庁舎高台移転の概算建設事業費は総

額約30億円必要で、現況での有利な市債を活用しても市負担額は約９億円の財源確保が必要と

なります。つきましては、まずは検討委員会より受けた報告を軸として、財政運営上、ＰＦＩ

事業や他の施策、事業等の兼ね合いも含め、あらゆる角度から検討してまいります。 

 次に、大きな２点目の老朽空き家と空き地についての(1)現状と対策についてであります。 

 本市が実施しています空き家となった民家の取り壊しは、国の空き家対策総合支援事業補助

金等を受けて老朽住宅除却事業費補助金交付事業を実施しているところであります。制度の概

要といたしましては、国土交通省発行の判定の手引きに基づき、構造の腐食または破損の程

度、防火上または避難上の構造の程度などを測定基準として、柱や屋根、外壁等の傾斜や破損

または変形により、著しく崩壊の危険性が高くなっているなど、外観目視によって判断できる

項目による評定を行い、その評点が100点以上のもので国における不良住宅と同等のものを老

朽住宅と位置づけ、昨年度も100点以上となった住宅全てに補助を行っているところであり、

最近では毎年三、四十件程度この制度を活用した老朽住宅の除却が行われているところであり

ます。 

 なお、評点が100点未満で不採択となった住宅については、国の測定基準による不良住宅に

は該当しない状態であり、直ちに危険性があるものではないと認識しておりますが、今後長期

間放置されることなどにより、危険性が高まっていくことが予想されますので、この補助制度

以外の空き家バンク制度への登録やそれに伴う改修費の補助事業などを紹介させていただいて

おります。 

 また、議員御案内のように、老朽住宅除去後の空き地については、現在利用等の制限を設け

ていないこともあり、強制はできませんが、補助の目的として住環境の整備改善もありますの

で、補助決定の際には環境等に御配慮いただくよう協力をお願いしたいと考えております。 

 次に、室戸市環境基本条例で対応できないかとの御質問でありますが、室戸市環境基本条例

は、市の環境保全及び創造についての基本理念を定めたものでありますので、具体的な施策の
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手段等につきましては個々の施策を要綱などで定めて対応することが必要であると考えており

ます。よって、このような老朽住宅対策としましては、先ほど申し上げました老朽住宅除却事

業費補助金交付要領を活用していただき、家屋の除去を行っております。また、室戸市環境基

本条例第６条には、市民の責務として環境の保全及び創造に自ら努めると明記されていますの

で、除去後の空き地の管理につきましては所有者に清掃を保っていただくようお願いしたいと

考えております。 

 今後におきましては、市の広報やホームページを通じて環境保全の啓発を強化してまいりた

いと思います。以上であります。 

○議長（堺 喜久美君） 濱口太作議員の２回目の質問を許可いたします。濱口太作議員。 

○９番（濱口太作君） ２回目の質問を行います。 

 私は、これまで市長の発言をいろいろ聞いておりまして、植田市長は本当に市の財政状況を

理解をされておるのかなというふうに疑問を感じましたので、今回財政運営についての質問を

させていただいております。 

 例えば、知事への要望事項の議員説明会では、海洋深層水の取水施設をもう一本引いてスジ

アオノリの養殖事業をやるとか、最近では水産加工物の施設をつくるとか、こういう話をされ

ております。市長自身の発想なのかどなたかの提案なのかは分かりませんが、市の内部で十分

に協議をされてない事業が市民の間でうわさになっている、それを聞いて担当課の職員が戸惑

っている、こういうことをお聞きをいたします。また、先日、職員組合の市職情報を見ており

ますと、こういう記事が掲載をされておりました。市長が対人的には職員を無能呼ばわりして

いるようだが、非常に腹立たしい。内部協議も行わず、議員の許可も得ず、単独行動をして

方々で好き勝手に話してくる。職員が用意したものも、労力をかけて検討したものも関係な

く、その１点において非常に働きにくい職場である。この記事の真偽のほどは私は分かりませ

んけれども、市長の市政運営に対する不満の声だと思います。この職員の声を市長はどのよう

に思われるのか、お伺いをいたします。 

 市長も衰退をしていく室戸市のことを思い、いろいろと考えをめぐらせていることと思いま

す。しかし、事業をやるかやらないかを決定する上で大切なのは、まず職員との十分な意思疎

通を図り、事業規模、財源、住民ニーズ、費用対効果、後年度への財政負担を十分検討してか

らやれると判断すればその時点で情報発信をしていろんな人の意見を聞く、こういうプロセ

ス、手順を踏むことが大切だと思いますが、市長の考えをお聞かせください。 

 市長は正直なのか、思ったことをすぐ口に出すように感じます。しかし、市長の発言は、

我々議員とは違い非常に重いものがありますし、発言に対しては責任も生じます。気をつけら

れたほうがいいと思います。市長がいろいろとやりたい気持ちは分かりますが、市長の任期も

残り２年余りとなっております。現在の市の財政状況は、市長答弁にもありましたように、非

常に厳しいものとなっております。診療所の建設にいたしましても、2022年６月に開所という
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めどは立ちましたけれども、これは市長の任期の最終年度だと思いますが、医療機器、スタッ

フの確保、スタッフの居住確保、県立病院からの医師や看護師の派遣など、まだまだ解決しな

ければならない問題もたくさんあります。また、開所後の運営を考えてみましても、最初から

黒字経営になるとは思えませんし、赤字となれば指定管理料や補助金などの財政支援も必要と

なり、起債の償還金と併せて財政を圧迫する要因にもなります。これらのことを考えますと、

いろいろ市長はやりたいということがあるようですが、残り任期には診療所の建設だけで精い

っぱいで、他の大規模事業に取り組む財政的余裕はないと考えますが、市長の所見をお伺いを

いたします。 

 次に、財政運営計画についてでありますが、私は１回目の質問でこの計画の最終年度の財政

状況は今よりよくなっているのかというふうな質問をしましたが答弁がありません。私が答え

をいたしますと、今より明らかに悪くなっております。公債費の償還金も３億円増加し、補助

費等も４億円増加、財政調整基金も７億9,000万円まで減り、実質公債費比率も17.3％まで上

昇をしております。一般的に、財政運営計画を立てるのに、初年度より最終年度の財政状態が

悪くなるような計画はあり得ないと思います。悪くなる見通しであれば、改革等を行い、悪く

ならないようにする、それが計画ではないのでしょうか。新規事業の必要があれば、既存事業

の見直しを行い、スクラップ・アンド・ビルドの考え方で適正な予算規模を維持していく、そ

ういう努力が必要だと思います。プラスばかりしていては、今年度のように予算規模は膨らむ

一方となります。しかし、私は、この財政運営計画はある意味では非常に意義ある計画だと思

います。それは、このままの財政運営を続けていると、最終年度にはこのように財政状態は悪

化しますよという警告を与えております。この財政運営計画は、本年４月に策定をしておりま

すが、策定作業は恐らく昨年度から始めていると思いますので、新型コロナウイルスの影響は

加味したものとなっておりません。また、診療所の建設予算も当初計画のものだと思います。

ですから、私は、この財政運営計画をぜひ見直しを行っていただきたい。その際には市長答弁

にもありましたように、歳入歳出の抜本的な見直しを行っていただきたい、そのためには事業

や補助金のゼロベースでの見直しを行い、健全財政への取組を行うべきだと考えますが、市長

の所見をお伺いをいたします。 

 次に、財政調整基金についてお伺いをいたします。 

 国の考え方では、これは一般的な考え方です、本市の標準財政規模の10％から20％、５億

3,000万円から10億6,000万円が適正額だという先ほど答弁がありましたけれども、しかし本市

では南海トラフ巨大地震での大規模災害が予想をされております。また、地球温暖化による集

中豪雨や台風災害が毎年のように日本列島の各地で起こっております。本市も決して例外では

なく、いつ災害が起こるか分かりません。これらの災害復旧を考えますと、私は国の基準の倍

額の基金がないと災害への対応には不安があると思われますが、市長の所見をお伺いをいたし

ます。 
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 また、財政運営計画では、最終年度には８億円を切るような基金残高になっておりますが、

これほどふるさと納税が伸び、以前と比べると財源に余裕ができているはずなのに財政調整基

金を毎年３億円程度崩さなければならない理由は何なのかお伺いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 濱口議員、あと５分です。 

○９番（濱口太作君） はい。 

 また、先ほど市長答弁にもありましたように、庁舎移転、これの高台移転を考えるのならば

30億円、９億円ぐらいの財源確保が必要だという答弁がありました。ちなみに、現在安芸市が

庁舎建設を進めておりますが、安芸市の現在のところの総事業費47億円。財源としては起債

37億円、基金10億円を予定をしておるようであります。この庁舎移転等もどうされるのか分か

りませんけれども、もし庁舎移転をするならば10億円近い財源を基金を構える必要がありま

す。そのためには、やはり今から、基金を崩すんではなしで、逆に１億円ぐらいずつは積み立

てる必要があると思いますが、市長の考えをお伺いをいたします。 

 以上で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） 濱口議員の２回目の質問に答えさせていただきたいと思います。 

 もう皆さんも御存じのとおりですが、濱口議員におかれましては市のほうに長く勤務をさ

れ、その財政面もよく掌握されている先輩でもありますし、なお監査委員としても現在取り組

まれていることで、その実情にも内容深く見識を高められている議員さんでありますけれど

も、私自身はまだここに来て市長２年ということで、最も運営するための重要な財政規模ある

いは財政の状況というのはしっかり把握をして取り組まなければならないということで、まだ

まだでありますけれども、担当職員等と議論を深めながら今精査をして、より健全な財政に向

けて取り組むといったところで力を入れているところでございますので、方向としては御理解

をいただきたいというふうに思います。 

 それでは、大変数多い質問でありましたけれども、また答弁漏れがありましたら御指摘をい

ただきたいと思います。 

 初めに御質問のありましたのは、各深層水の新たな取水管なんかの大きな事業あるいは加工

場なんかの整備といった内部で協議があまりされずに市長の思いだけで大型の事業を取り組ん

でいくという方向等に関連をして、職員組合なんかの意見から市長に対するいわゆる批判の声

等があるという御指摘をいただきました。私自身、昨年は大変外に向けて行動する時間が多か

ったわけでありますけれども、このコロナのことが少し私にとりましてはいい機会になりまし

て、新たな年度をほとんど市長室のほうで公務をするということで、何かありましたらできる

だけ担当職員を呼んで議論等を交わして今回の請願にも当たっているところでありますが、大

きな事業につきまして、私の言動が先行しているといったことは御指摘のとおりの一面もあろ

うかと思います。様々なところに活動をされております各企業や関係者、大学の先生方々の意
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向を聞きながら、できるだけ室戸の今後の財政基盤の強化に向けてどう取り組んだらいいのか

といったことも踏まえながら施策として取り組めないかということを投げかけて、実際事業に

踏み込むときにはそうした関係する職員とも十分ヒアリングを重ねて事業遂行していくという

ことで、まだ今の、例えば海洋深層水の新たな取水管の事業ということなんかはこれからの課

題でありまして、そのために今どうしていくべきなのかといったことを議論をして、じゃ何を

すべきかといったことなんかも併せて協議をして進めていこうとしていることでありまして、

私だけが１人先行してしまっているというふうに私は受け止めずに、ここに来てしっかりと職

員とも議論をしながら行政に当たっているという認識でございます。 

 それに併せて、職員の声をどのように思われているかということですけれども、いろんな批

判を受けていることは理解をしなければなりませんし、認識はできております。私が市長にな

りまして、一番市の職員としてもう少しこうじゃなかったらいかんじゃないかという、これは

無能といったことではありません。私は、市の職員は非常に優秀な職員が多くて、しっかりと

サポートしていただきながら取り組めているということもお話を度々させていただいておりま

すけれども、やはり足りないところもあります。それは、私が当初市長になってから大きな声

を何度も張り上げておりますのは礼儀作法などの基本的な姿勢が非常に欠けていると、これは

正直、室戸市の行政の中の組織として先輩方々から指導を受けるような機会が少なかったこと

もあるのではないかということで、口酸っぱく言わせてもらってることがありますけれども、

そうしたことへの批判であれば、逆に私は改めて再度そうしたことにもっと姿勢をきちっとで

きるよう指導を強めなければならないという思いにあります。 

 それと、２点目に、職員と十分な協議を得て、そうしたプロセスを持つことが大切ではない

かということでしたけれども、そのことは濱口議員御指摘のとおりでありまして、今後もしっ

かりと職員とは議論を深めながら、お互い職員間同士であるいはまた市長も一緒になって理解

をし合うといったプロセスを大事にしていきたいと思います。 

 それと、市長の発言が軽く、あちこちで言われてるということの指摘もありましたけれど

も、そうしたことは時々正直私も指摘を受けておりますが、できるだけ市長としての発言には

注意をしながらしっかりとした対応で取り組んでまいらなければならないというふうに思って

おります。 

 それと、財源について、この市長の任期の中では診療所という大きな事業を抱えていて、室

戸市の厳しい財源を考えたらほかに大型の事業に取り組むというのは困難ではないかといった

例を挙げられての御指摘がございました。確かに、財源の状況は、１度目の濱口議員の質問に

対して答弁をさせていただいたようなところでありますけれども、ふるさと納税などの対応に

よりまして、幾分室戸市にとっては事業の取り組めるチャンスじゃないかなというふうな見方

もできるのではないかというふうに思っております。 

 それと、診療所を整備した後のランニングコストで赤字も心配をされるところでありますけ
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れども、議会の御賛同もいただきながら基金の積立てもし、できるだけ安定した経営ができる

ように早期体制を整えていくという方向を持って進めております。御案内のように、今回のコ

ロナウイルス感染症の臨時交付金もいろいろな今後取り組まなければならない計画づくり等に

も充てておりますけれども、そうした計画づくりの中でしっかりとヒアリングをもって取り組

めるめどのあるところについてはスピードを落とすことなく頑張って取り組まなければならな

い問題じゃないかなというふうに認識をしているところでございます。 

 それと、最終的な計画ですけれども、令和６年度の財政状況が今よりよくなっているのかと

いう質問への答弁がなかったという御指摘で、いろいろな御意見もいただきました。財政運営

計画、私は今回初めてで、濱口議員も御指摘されましたように、この４月に計画を立てました

けれども、昨年の秋ぐらいから煮詰めてきたものがまとまったものでございます。御指摘のと

おり、コロナ対策あるいは庁舎の問題なんかは全く加味もされずに今後のこのたびの財政運営

計画が完成をしております。そうしたことも交えることは当然でありますけれども、この財政

運営計画につきましては、毎年ヒアリングをしながら、その都度チェックを入れて健全化に向

けた取組の体制を強化していくという考えを持っておりますので、御指摘の内容のことも併せ

て今後見直しを重ねながら適正化に図っていきたいという考えでございます。 

 それと、ゼロベースでの見直しをしなければならないのではないかということで御指摘を受

けましたけれども、そうしたことも、副市長も交える財政課内部での協議の中で補助金の在り

方、ゼロベースやそうした財源の厳しいところへメスを入れる方向など、今協議をしておりま

して、来年の当初予算についてはそうした御指摘のことも踏まえながら検討して、より厳しく

体制を整えていきたいと考えております。 

 それともう一点、財政調整基金についての御質問もございました。国の考えが標準財政規模

に係る物事に10％から20％ぐらいということの方向であるけれども、室戸市については地震や

ら台風、自然災害なんかがあることも加味しながら倍ぐらいの財源を持たないかんのじゃない

かなという御指摘もございました。そうした御意見はよく理解をしているものでございまし

て、財政調整基金の在り方につきましては、一定交付金なんかにも影響していく物事もありま

すので、適正な規模を見通し、しかも余力の持てるような他の基金との総合性のところも考え

ながら財政調整基金の額を検討してまいりたいと考えております。 

 それと最後に、庁舎のことに関係をして、30億円ぐらいの規模もかかるし、安芸市では40億

円も余るような事業費になるという御指摘を受けまして、そうしたことに取り組まなければな

らないのであれば、基金を積み立てて10億円ぐらいの庁舎整備のための基金も持つように、取

り崩しでなくって基金をつくることを考えなければならないのではないかなという御指摘でご

ざいます。その点につきましては、御指摘のとおりでありまして、私ももしこれを新たに高台

移転をして建て直すようになったら、この５か年で８億円から10億円のぐらいの基金をどう積

み立てていくのかというのは課題ではないかなということで先般も協議をしたところでござい
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まして、方向がきちっとしましたら、財政的なことも併せてしっかり計画をつくり、進めてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 答弁漏れはあります、ないですか。 

            （９番濱口太作君「もう３回目でやる」と呼ぶ） 

○議長（堺 喜久美君） 濱口太作議員の３回目の質問を許可いたします。残り４分です。 

○９番（濱口太作君） ３回目の質問を行います。 

 ２回目の答弁で大体は了承したわけですが、やはり市長も言っておりましたように、この財

政運営計画、これはぜひ来年度から見直しをしていただきたいと思います。それで、ゼロベー

スとかなんとかというのは、今の計画の中にもあるんですよ、こういうことをするということ

が。それをぜひ来年度から実施をしてもらいたいし、来年度からやるとなりますと、市長、も

う12月ですよ、予算編成はもう間がないですので、そのあたり十分財政担当課と協議をして、

12月には来年度の予算編成方針を出さないけませんので、それにはそういう取組の状況をぜひ

示してやっていただきたい。 

 それで、市長にはぜひ一度目を通していただきたいのが、今の財政計画の２ページ、ここに

これまでの行財政改革の取組というのがあります。そして、いろんな改革をやって今のこの財

政の基盤があるわけですよ。ですから、これにはぜひ目を通していただいて、今何を本市がど

ういう改革をやらないかんかということをはっきりと示すべきだと思います。１つ例を挙げま

すと、市長、三位一体改革を御存じですね。小泉内閣が、要は国の財政改革をやるのに地方公

共団体にも痛みを伴うということで、一番大事な地方交付税が毎年２億円、３億円というふう

に削られました。このときに、本当に室戸市は思い切った改革をやってます。欠員不補充、こ

れは当然なんですが、職員の給与カット、それから当然物件費、その他の事業費にしてもマイ

ナスシーリング、そして出張なんかにしてももう県外出張は原則認めないとかというふうな厳

しいことをやって今の財政状況ができてきておるわけですので、ぜひこれまでの改革の歩みと

いうものを市長には一度目を通していただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 答弁は。 

            （発言する者あり） 

○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） 濱口議員の３度目の質問に答弁をさせていただきたいと思います。 

 財政運営計画の重要性を御指摘いただきまして、特にページ、２ページという、これまでの

いろいろな改革について御苦労されてきてる執行部や前市政の状況などをもっとしっかり身に

受け止めて今後の財政運営に取り組んでいただかないかんという御指摘のように受け止めまし

た。三位一体改革のことも、私も県議としてよく覚えている物事もたくさんありますので、そ

うしたことも考えながら今後の室戸市の財政計画にはより厳しいメスも入れながら健全財政に
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なるよう進めてまいる所存でございますので、よろしくお願いいたします。以上でございま

す。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって濱口太作議員の質問を終結いたします。 

 健康管理のため、午後２時25分まで休憩いたします。 

            午後２時７分 休憩 

            午後２時23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、町田又一議員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。令和２年９月第７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。 

 (1)新型コロナと室戸市の経済活性化対策への取組についてお尋ねをいたします。 

 新型コロナによる影響は人々のつながりや物の流れを止めてしまいました。そして、人間の

心を分断する危険をはらんでいると言っても過言ではありません。市長に求められるのは、コ

ロナに対する危機対応とコロナの終息が見えない中で市内で頑張っている各種企業経営者に対

して、倒産をさせない、店を閉鎖させないという力強いメッセージを送ることが大切であると

考えます。そして、コロナの終息が見えた場合には、室戸市の経済活性化対策を各種企業経営

者に対して力強く示す必要があります。植田市長はコロナ後の経済対策についてどう取組をさ

れるのかお伺いをいたします。 

 (2)深層水事業の活性化で雇用の拡大を図る取組についてお尋ねをします。 

 室戸海洋深層水の取水が始まって今年で30年、最初の頃は深層水の分水も大変厳しいものが

ありました。手に入れるのが本当に難しかったのです。選考基準が厳しかった。マスコミが深

層水は魔法の水という取り上げ方をしたので、大変な騒ぎでございました。当時と現代では雲

泥の差があります。酒や焼酎、飲料水、豆腐等食料品といろんなものが深層水関連商品として

開発され、販売に至りました。その商品を私も土産に持参したりと大いに活用したものであり

ます。 

 深層水関連の中で、室戸の深層水を使って県外の企業がビールの研究開発をし、発泡酒とし

て発売したのですが、これが全国的に大ヒットいたしました。そこで収まらないのが室戸市民

と高知県民でした。室戸の深層水を使って研究をしておいて、販売には富山県の深層水を使う

とは企業倫理に反する、けしからんということで、この企業への怒りが大爆発をしたことがあ

りました。室戸市民の中で、いまだにこのビール会社に対して恨みを持っている方がおいでま

す。植田市長も、県議会議員として在職していた頃の話ですので、よく御存じのことと思いま

す。 

 そして、深層水関連会社の企業誘致、シュウウエムラの化粧品会社、ホテル等企業誘致も大
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変進んだ時代でございました。一時は、このままだと1,000億円産業に成長するのではと大変

期待が大きくなった時期でもありました。県外自治体からもたくさん視察団が訪れたのです。

しかし、全国各地に規模の大きな取水施設が多く建設され、ブームに陰りがかかったのです。

あれから30年。しかし、今でも100億円の売上げがあるのです。地元紙に深層水機能性で勝負

との記事がありました。また、深層水商品効能研究続々とも掲載をされておりました。 

 植田市長に、深層水事業の活性化で雇用の拡大を図る取組について、現在どのような名案が

あるのかお伺いをいたします。 

 (3)市立室戸診療所（仮称）の建設後の安定診療についてお尋ねをいたします。 

 植田市長の選挙公約の大きな目玉であった市民の命を守る、入院のできる市立診療所（仮

称）が建設に向けて着々と進行しており、大変うれしく存じます。市民は、一日でも早く診療

所での診察が始まるのを、首を長くして待っていると言っても過言ではありません。 

 事前説明によりますと、診療所が診察を開始すると同時に、診療所は多額の赤字が予測さ

れ、その赤字補塡にはふるさと納税からの基金を積み立てて経営に充てるとありました。市民

の健康維持と命を救うためなら、多少の赤字は市民からの苦情や非難の声は小さいのではない

かと推測をいたします。しかし、多額の赤字経営が長く続くようでは、逆に市民からお叱りの

声が大きくなると予想されます。市民に寄り添うことが大切です。市民が待ち望んでいた市民

診療所なのです。 

 植田市長は現在、羽根、吉良川、室戸、室戸岬、佐喜浜で日々診療に当たってくれている医

師そして医療従事者の方々と風通しのよい、いい人間関係をつくっていただきたいと望んでお

ります。私が患者の立場として言わせてもらうと、医師や看護師さん等が気さくに声をかけて

くれる、たまには冗談の一つも言ってくれる、そんな人間味あふれた診療所であってほしいと

念願をするものです。そして、次の診療日が待ち遠しくってたまらない、市民から頼られる診

療所となってくれることを望みます。患者にとってそんな室戸市立診療所になってほしいと願

うのです。診察のときの問診等で、いつもと違う、もっと高度な検査が必要だと感じたら、す

ぐ高知医大や医療センターに連絡がつき、病気の早期発見、早期治療に結びつくルートを強化

してほしいと念願するものです。そうなれば患者側に安心が生まれます。 

 室戸市内には医療機関や医師や看護師の数は少ないかもしれませんが、室戸は食べ物がおい

しい、割かし暮らしやすいと宣伝をし、医療に携わる人々にもっともっと室戸のよさを知って

もらう努力が必要であると感じます。行政と医師団との交流会は定期的に行っていますか。医

療に携わる医師や看護師が定着してこそ、診療所の安定経営、安定診療につながるのではない

でしょうか。 

 また、給料や住宅等にも十分配慮が要るのではないかと思います。検討されておるでしょう

か、お伺いをいたします。 

 市民側にも、診療所ができたので安心だと思うだけでは駄目だと思います。まず第一番に、



－78－ 

自分の命を守るためには、自分の今の健康度を知ることが大切であります。そのために近くの

医院や診療所を訪れることが絶対必要です。高齢者が通院するための足の確保も大切です。診

療所の安定経営には欠くことができません。開業までに間に合いますか、お聞かせをくださ

い。 

 一番大切なことは、市民が市内の医療機関を頼りにすること、これを忘れてはいけません。

本当に大切なことです。市民から頼られる診療所になることが、安定経営、安定診療につなが

るものと信じます。市長、担当課長の思いをお聞かせください。 

 (4)交流人口の増加を目指す取組についてお尋ねをします。 

 交流人口拡大や観光振興へ協力してもらう室戸応援隊が関東、関西に結成されております。

しかし、新型コロナによる影響で、活動が計画どおりに進まないということがあるかと思うの

ですが、悪いことがあれば必ず次にはよいことがあると思うのです。今、室戸応援隊に参加し

てくれている関東、関西の隊員に今こそいい関係を維持する絶好のチャンスであると思いま

す。新型コロナが落ち着いたらそれから、というのでは駄目です。近況報告やそれとともに何

か少しでも室戸の特産物でも添えて送ることも大切であろうかと存じます。きっと喜んでもら

えるとともに、しかるべきときには室戸の大応援団になってくれるものと存じます。交流人口

の増加に力を入れてくれるものと確信をします。気配りにはお金はあまり要らないと思うので

す。新型コロナに負けない交流人口の増加を目指す取組についてお伺いをいたします。 

 (5)各種選挙での投票率の向上の取組についてお尋ねをいたします。 

 市民にとって一番身近であるはずの市議選や市長選挙においても、他の自治体と比べても投

票率が大変低いのではないかと感じております。県議会議員選挙、衆議院や参議院の国政選挙

となると、有権者の半分前後が貴重な一票を投じる行動を取っていないのが実情です。また、

各投票所によっては毎回同じように投票率の低いところがあります。選挙管理委員会は、これ

ら低投票率の原因についてどう分析をしているのか、お聞きをします。 

 私自身は、これまでに投票率アップに向けていろいろと提言をしてまいりました。各地区へ

の期日前投票の出前投票所にマットを敷いて土足で投票ができるようにしてほしい等でござい

ます。これらはおかげで実現をしております。少しは投票率がアップしたものと存じます。 

 公用車でのマイクでの呼びかけ、マイクの声が小さかったり車のスピードが速かったりで何

を言っているのか分かりにくい、これでは効果が低いと思うのです。工夫をしないといけない

のです。今までどおりというのが一番よくない。今後の対応を考えてほしい、知恵を出さなく

てはいけません。投票率の悪い投票所に期日前投票の移動投票所開設を導入すれば、投票率が

上がるのではないかと考えます。例えば、羽根であれば公民館半日、市民館半日というふうに

一日を２回に分けて投票機会を増やす方法です。投票率アップのため期日前移動投票所の設置

について考えてみる価値があると思うのですが、いかに検討されるかお聞かせをください。 

 室戸の場合、今までのように投票所に足を運んで投票してくださいという呼びかけだけで
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は、投票行動を行ってもらうのはなかなか難しいのではないでしょうか。打って出るというの

はどうでしょうか。先手必勝を狙うのです。早ければ今年度中にも解散総選挙が行われるので

はないかという声が大きく聞こえてまいります。投票率アップを目指すには絶好のチャンスで

あると考えます。取組についてお伺いをします。 

 ２、教育について。 

 (1)保・小・中学校の再編についてお尋ねをします。 

 地域から子供の姿が急激に見えなくなってきました。少子化の波にすっぽりとのみ込まれて

いるのが現在の室戸市の現状です。令和元年に赤ちゃんは市内で何人誕生したのでしょうか。

そして、誕生した子供たちが成長して、羽根小、吉良川小、元小、室小、佐喜浜小へ何人入学

するのでしょうか。室小に多数が入学すると、他の小学校には数人の入学生しかいないのでは

ないかと大変心配をしております。これらの心配は高台へ移転した保育園にも当てはまりま

す。このまま少子化が進みますと、保育園内はがらんとした寂しい施設になりかねません。 

 他市町村では、学校の再編に目標や年度を定めて、小学校数校あるいは１校として、中学校

１校へというように取り組んでいるようです。地域にとって学校のあるないでは大きく元気度

に影響するのは言うに及びませんが、しかし子供がいなければ学校の存続はできません。学校

の再編は、最後は教育委員会の判断だけでなく市長の政治的判断も必要であると思うのです

が、教育長、市長の考えをお聞きをいたします。 

 (2)中・高連携についてお尋ねをします。 

 室戸中学校は耐震工事をし、地震等の避難場所としての指定場所となっております。しか

し、聞くところによると津波に対しては弱点があるようなことを耳にしました。もし地震後の

津波に室戸中学校は耐えられないということになれば、高台への移転となるようです。これ

は、私の私見なのですが、室戸高校の校舎を利用させてもらうよう県教委へ協力を申し出る、

あるいは敷地を分けてもらって室戸中学校を建設する。もちろん、この建設は市内の中学校は

この１校とすることを前提でというものでございます。そして、中高連携あるいは中高一貫教

育とする。取り組む価値はあると思うのですが、いかがでしょうか。どう取組をされるのかお

伺いをいたします。 

 (3)国立室戸青少年自然の家の存続についてお聞きをいたします。 

 新型コロナの影響で、自然の家の稼働率が低迷しているのではと大変心配をしております。

稼働率50％超えの鍵を握るのは夏休み、そして春休み、冬休みです。長期休みの夏は台風が来

れば利用率が大幅にダウンしてしまうのです。ここ数年は、韓国からやってくる野球のキャン

プ、リトルリーグとラオン高校等、長期利用のおかげで何とか50％をクリアしていたのが現状

です。令和２年は、新型コロナで全国各所の自然の家はどこも利用率がダウンしていると思い

ます。また、新型コロナによって利用の目的、方法もいつもと違う使われ方があるようです。

どのような使われ方が生まれたのか知りたいものです。 
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 外国から自由に日本へ入国できない現状では、韓国のリトルや高校生の来日は当てになりま

せん。少しでも国立室戸青少年自然の家の稼働率をアップする取組に協力を惜しんではいけま

せん。室戸になくてはならない施設です。市長、教育長を先頭に、高知県知事や国会議員にも

協力を求め、文科省へ存続に向けての強力な陳情を繰り返し行わなければなりません。それと

ともに施設の利活用を最大限にＰＲすることは言うまでもありません。取組についてお聞きを

いたします。 

 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） 町田議員にお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目、市長の政治姿勢についての(1)新型コロナと室戸市の経済活性化対策

への取組についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響につきましては、既に御案内のとおり感染者は

増加の一方でありますが、経済対策などが配慮され自粛や規制が緩和される中、一層心配な社

会となっておりますことから、早期のワクチンや治療薬の開発が期待されているところであり

ます。当面は、ウイズコロナとして感染症拡大防止対策と地域経済とのバランスを取りなが

ら、市民の新しい生活様式への支援や経済対策給付金の給付など、事業の継続や雇用維持への

支援が求められているのではないかと考えております。 

 議員お尋ねの新型コロナウイルス感染症収束後における経済対策につきましては、これまで

行った事業を検証し、より有効性のあるものを継続するとともに、産業振興ネットワーク会議

などにおいて市内の各産業者からの御意見や御要望をお聞きしながら効果的な施策を見いだし

てまいりたいと考えております。 

 具体的には、室戸海洋深層水を活用した中・長期的な構想づくりについて、観光、宿泊、飲

食業などあらゆる方面へ経済効果が波及する事業の取組を具体化するなど、事業者の皆さんに

期待され、安心して事業を継続していただける環境基盤づくりの強化に努めてまいります。 

 また、この議会に計上しております新型コロナウイルス臨時交付金を活用したドルフィンセ

ンターの魅力化向上対策及び自然型観光宿泊施設の機能向上やそれらの安全対策の強化などに

より、新たなコロナ社会においても、より多くの観光客を安心して迎えられる環境づくりを急

ぎ、安全で安心な室戸の観光を市内外にアピールするなど、コロナ収束後はもちろんウイズコ

ロナの日常にも楽しんでもらえる室戸を創造できるよう取り組むことで、落ち込みの激しい事

業者の皆さんにも踏ん張っていただけるよう全身全霊、現場にも出向き状況把握を下に、可能

な支援を具体化しつつ取り組んでまいります。 

 また、コロナ社会は人口が地方に移動すると期待され、地方にとっては大きなチャンスでも

あります。デジタル社会の加速化により、産業、教育、医療などリモート化、オンライン化、

ＡＩなどの新たな技術開発が進展し、社会や産業の構造が大きく変動していくことが想定され



－81－ 

ますので、地方こそこれらの変化に対応できるよう情報収集に努め、遅れのない基盤整備に取

り組み、夢の持てる室戸市の創造に力を入れなければならないと考えております。 

 いずれにしましても、当面は市内の事業者の方々が事業継続できるよう支援に取り組むとと

もに、新型コロナウイルス感染症の収束に合わせて社会や産業の構造の変化に適切に対応し、

市内の産業全体が機動的に経済回復へ向かうよう、その基盤の整備に全力で取り組んでまいり

ます。 

 次に、(2)深層水事業の活性化で雇用の場の拡大を図る取組についてであります。 

 議員御案内のとおり、給水当初より室戸海洋深層水は、商品として飲料水をはじめ食品や化

粧品、農業や水産業など様々な分野で活用がされてきました。給水当初は、こうした深層水ブ

ームもあり供給能力を超えるほどの需要がありましたが、その後は利用者の減少により需要が

低迷しているのが現状であります。これらの対策として、昨年度には給水に係る要件を緩和

し、様々な分野の事業者が海洋深層水を利用しやすい環境づくりに取組を始めております。 

 また、市民の皆様にも御協力いただき、高知県、高知大学、高知海洋深層水企業クラブとの

共同研究に取り組み、有効性を実証し関連商品の販売促進につなげる取組を行ってきたところ

であります。 

 今後におきましては、高知県のステップアップ事業を活用し地元や企業など関係者からの御

意見を伺いながら、海洋深層水産業の振興について中・長期的な構想づくりへの取組の中で新

たな魅力ある事業の具体化や海洋深層水の有用性を効果的にＰＲするとともに、観光はもとよ

り地場産業及び健康増進等の分野において県内外の若者に対しても魅力のある産業の構築に努

め、移住及び定住にもつながる事業に取り組むことで企業誘致及び雇用の場の拡大を図ってい

きたいと考えております。 

 次に、(3)市立室戸診療所（仮称）の建設後の安定診療についてであります。 

 まず、新診療所に係る事業の進捗状況でありますが、６月末に基本設計業務を完了し現在実

施設計業務を行っているところであります。今後につきましては、年度内の建設工事着工を目

指し早期に完成ができるよう引き続き取り組んでまいります。 

 次に、新診療所の運営面についてでありますが、新診療所が安定をし、継続的な診療を行う

ために重要となるのが、議員御指摘のとおり、医師、看護師等の人材確保であります。市で

は、これまでも説明してきましたとおり新診療所の運営は指定管理者制度の導入を予定してお

り、医療人材の確保や給与等の条件設定等につきましては、基本的には指定管理者に行ってい

ただくこととしております。しかしながら、20名を超える医療人材の確保は大変ハードルが高

いと認識をしており、その全てを指定管理者にお願いするのではなく、市からの支援も必要で

あると考えております。医療人材の確保に係る市からの支援案の内容といたしましては、移住

促進事業と連携した積極的な広報活動を行うことや、指定管理者への人材確保に係る補助金の

創設、また県に対し医師の診療応援や看護師の派遣について要望も行ってきたところでありま
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す。 

 こうした看護師等医療人材確保に取り組む中で指摘された課題は、医療人材に係る住居対策

でありました。市といたしましては、これまで取り組んでまいりました空き家バンク制度の活

用による住居の確保や市内の公共住宅等の利活用の検討、またＰＦＩを活用した住宅整備事業

について現在検討を進めております。 

 いずれにいたしましても、診療所の安定した経営運営のためにはそこで働く医療人材の確

保、定着が重要な要素となることから、指定管理者とともに力を合わせ、確保に向け取り組ん

でまいりたいと思います。 

 次に、新診療所への通院支援でありますが、新たな路線バスの運行計画やデマンドバス、コ

ミュニティバスの運行の検討、また仮に実施するとした場合の開始時期等について、今年度中

に策定予定の公共交通計画の中でどういった対策を行うのか検討を進めてまいります。 

 これまでの新診療所の整備に係る取組の中で、その経営については赤字見込みであるといっ

たことから厳しい意見もいただきましたが、私といたしましては、本市には急性期、回復期の

入院を担う医療機関がないこと、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、民間医療機関の参入が期待できないこと、近い将来医師の高齢化により複数の医療機関

の閉院が予想されることなどから、市民の命を守り健康で安心して暮らすことのできるまちづ

くりのため、地域の医療を支える核となる診療所を整備することは市の最も重要な責務である

と考えております。つきましては、議員の皆さんにも市民の皆さん方にも診療所を地域医療の

要として御支援、御協力いただけるよう誠心誠意取り組み、今後市内の医療機関での受診が促

進され安定した医療が持続できるよう、市を挙げて取り組まなければと決意新たにしておりま

す。 

 今後におきましても、医療人材の確保や経営収支等、指定管理者との連携を強化することで

安定した医療の提供により、市民に信頼される診療所となるよう全力で取り組んでまいりま

す。 

 次に、(4)交流人口の増加を目指す取組についてであります。 

 昨年度、室戸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様々な分野

で活躍されている方々に本市の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市の魅力を発信するとともに、市にとって有益な情報提供、指導及び助

言等いただくことにより、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、室戸

応援隊ムロトエイキーズを発足いたしました。現在、首都圏で25名、関西圏で73名の方に隊員

となっていただいているところであります。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念される現状におきまして、一堂に会しての会議はも

とより個々に直接お会いすることも難しく、計画していた活動が十分に行えない状況となって

おります。しかしながら、議員御指摘のとおり、このような状況下においてこそ近況報告など
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の連携を絶やさないことが重要でありますので、毎月の広報紙の送付や関西圏の皆様とは県の

大阪事務所とも連携しながら情報交換なども行っております。また、この４月に入り、ムロト

エイキーズの皆さんとはＺｏｏｍなどウェブ交信による対話や市長手書きのはがきを送るなど

親交を温めておりますが、ムロトエイキーズの皆さんからも様々な情報の提供や本庁へ訪問し

てくださる方もおいでになるなど、コロナ新社会における交流を積極的に推進しながらお付き

合いを深めさせていただいております。 

 いずれにいたしましても、様々な職種の方々に加わっていただいている応援隊につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の終息後を見据えた事業の計画や関係維持のための情報交換な

どを行い、いろいろな角度からアドバイスをいただくなど、応援隊の皆様方のお力添えをいた

だき、本市の100万人観光につなげたいと考えております。 

 次に、大きな２点目の教育についての(1)保・小・中学校の再編についてであります。 

 議員御指摘のとおり、年々児童生徒数も減少しており、各学校での教育活動については、現

在においても市内全ての中学校で専科教員がそろわず、他校の教員の支援を受けて授業を行っ

ている学校もあります。また、部活動にあっては、団体競技が編成できず複数校合同でのチー

ム編成を行うなど、１校だけでは活動が成り立たないことなどから学校の活力の低下も心配を

しているところであります。 

 他市町村では、少子化の影響等により学校の再編計画の策定が進んでおり、室戸市としまし

ても、教育環境の充実のため、学校の統廃合は避けては通れないものと認識しております。今

後、児童生徒にとって望ましい教育環境についてなど、教育委員会を通じて早急に検討を行っ

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） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 町田議員に、大きな１点目の(3)市立室戸診療所（仮

称）の建設後の安定診療についてに関しましてお答えいたします。 

 先ほど市長答弁にもございましたように、このたびの新診療所整備事業につきましては、将

来にわたる医療体制の危機的状況を踏まえ、本市において達成しなければならない重要施策と

位置づけ事業に取り組んでおります。新診療所の整備は、本市においてこれまで実施したこと

のない事業であり、設計の前の段階から地域の医療関係者、アドバイザー、指定管理候補予定

者、庁内関係課等で協議を重ね事業に取り組んでまいりました。 

 議員の御質問の中に、医療関係者との交流をどう図るかという問いがございましたが、この

中でも地域の医療機関の医師の方々には、事あるごとに相談に乗っていただいたり、診療所機

能等あり方検討委員会等の協議にも参加してもらい助言をいただくなど、大変な御協力をいた

だいております。 
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 ハード面では、今議会に建設費の予算を計上させていただいておりますが、今後におきまし

ては、人材確保対策や診療所の運営方法、またそれに係る費用負担の問題等のソフト面で指定

管理者との綿密な協議を重ねる必要がございます。 

 また、議員御指摘の通院に係る支援対策や他の医療機関等との連携をどのように進めるの

か、感染症対策や先ほども申し上げました医療人材の確保、診療所の運営面の対策など、越え

なければならないハードルが大変多くあることも認識をしているところでございます。 

 今後、これらの課題の解決に取り組み、新しい診療所が地域の方々が安心して暮らしていく

ためになくてはならない診療所として、つくったら終わりということではなく、安心し継続し

た運営ができるよう取り組んでまいります。以上です。 

○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） 町田議員に、１の(4)交流人口の増加を目指す取

組について市長答弁を補足させていただきます。 

 議員御案内のとおり、関西と首都圏で結成された室戸応援隊につきましては、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により、観光事業においても連携した活動ができていないところであ

ります。今後、新型コロナウイルス感染症の終息や対策の確立等により関西や首都圏からの観

光客を誘客できる状況になれば、御意見や御支援など強力な応援がいただけるものと期待して

おります。 

 なお、関西の室戸応援隊隊員である旅行関係者の方に室戸に来ていただき、様々な視点での

御意見をいただき、観光振興につなげるため、モニターツアーなどに要する経費について６月

補正予算により議決いただいたところですので、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて

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） 黒岩総務課長併選挙管理委員会事務局長。 

○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、１の(5)各種選挙での投

票率の向上への取組についてお答えいたします。 

 町田議員には、これまでにも土足マットの導入等、投票率アップに向けた様々な御提言をい

ただきまして誠にありがとうございます。 

 今回、御指摘をいただきました広報車での放送の音量等については、今後改善をしてまいり

ますので、よろしくお願いします。 

 それでは、各種選挙の投票率の低い原因とその対策についてお答えをさせていただきます。 

 本市の各種選挙の投票率につきまして、昨年７月21日に行われた参議院議員通常選挙選挙区

の投票率を例に取りますと、室戸市の投票率は39.95％で、全国平均48.8％、県平均46.34％と

比べて低くなっております。また、市全体の投票率を下回っている投票所が、全27投票所中８

か所あり、そのうち投票率が30％を割っている投票所が４か所ございました。 

 一方、市全体の投票率の推移といたしましては、前回の38.58％と比べ1.37ポイントの増と
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なっており、その要因としましては、期日前投票の投票率が前回の13.19から17.2％と4.01ポ

イント増となったことがあげられておりますが、投票率が市平均を下回っている８か所中７か

所、またうち30％未満の４か所全てにおいて期日前投票の投票率も市平均を下回っていること

が分かっております。こうしたことから、投票率の低い投票所において期日前投票の率を上げ

ることが必要であると思います。こうした投票所で、期日前投票が少ない要因の一つとして最

寄りの期日前投票所までの距離が遠いことなどが考えられていることから、議員御提案の期日

前投票の移動投票所を市民館などで開設することについて、モバイル端末の導入等により今年

度中に実施できる環境の整備を進め、地域住民の利便性の向上による期日前投票者のさらなる

増加と投票率の向上に取り組んでまいります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 町田議員に、保・小・中学校の編成について市長答弁を補足いたし

ます。 

 室戸市の出生者数は、ここ数年来50人台で推移しておりましたが、昨年度、令和元年度の出

生者数は37人となっております。37人の現住所での内訳といたしまして、羽根小学校区は１

人、吉良川小学校区が３人、元小学校区が２人、室戸小学校区が24人、佐喜浜小学校区が７人

であります。この子供たちは、保育所では極めて少人数での保育となります。そして、小学校

６年生となる令和13年では室戸市全体の小学生の人数は約200人に、中学校３年生となる令和

16年では室戸市内の中学生の人数は約100人になると推計されます。その頃には室戸小学校、

室戸中学校以外の学校は複式化されることが見込まれております。 

 複式の長所としては、一人一人に関わる時間が多くなる、年上の子供と関わり学ぶことが多

いなどがありますが、一方で、人間関係が狭く固定化される、切磋琢磨する機会が少ない、少

人数なので活動に制限がある、また、中学校では部活動が制限される、免許外の教諭による授

業が増えるなどの短所があり、子供たちの学力などや教育環境への影響が大きくなってくると

考えられます。また、昨年度開催しました室戸市統廃合等検討委員会においては、室戸市全体

で総合的に検討していく必要がある、児童生徒の安全のため津波浸水区域外への移転について

も早急に検討していくべきではないかという御意見もありました。 

 これらのことから、子供たちの教育環境整備のためには学校の適正配置が必要でありますの

で、本年度、室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置等検討委員会を設置し、どのような教

育環境を提供すべきか御議論いただくとともに、保護者アンケートなどを行い具体的な検討に

入ることとしております。 

 次に、２点目に中・高連携についてであります。 

 まず、室戸中学校の津波に対する危険度についてでありますが、高知県が平成30年に簡易の

耐浪調査を実施しております。その対象の中に室戸中学校が入っており、その結果を受け、防

災対策課が詳細な耐浪調査を実施するための経費を今議会の９月補正に計上していると聞いて
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います。その結果を待って判断することになろうと思いますが、津波浸水区域以外への移転を

検討していくべきではないかという御意見もありますので、適正規模・適正配置等検討委員会

において検討を始めさせていただくこととしております。 

 次に、室戸高校の敷地への中学校の校舎を移転してはとの御提案をいただき、ありがとうご

ざいます。県内では、嶺北高校の敷地内に同居連携型として嶺北中学校を設置し、同居型の学

校であるからこそできる連携を推進されております。これは、中山間部の高校の存続、魅力化

のための一環として設置されているものですので、いただきました御提案につきましては、室

戸高校魅力化の会及び適正規模・適正配置等検討委員会においてもお伝えし検討していただき

たいと思っております。 

 いずれにしましても、室戸市内で唯一の高校である室戸高校との連携は大変重要でございま

すので、室戸高校魅力化の会などを通して今後とも連携や支援をより強化してまいりたいと考

えております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 西岡生涯学習課長。 

○生涯学習課長（西岡佳久君） 町田議員に、大きな２点目の(3)国立室戸青少年自然の家の

存続についてお答えをいたします。 

 議員御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により多くの団体から宿泊予約

のキャンセルが相次ぎ、本年度の稼働率は８月末時点で約10％となっており、昨年同時期より

約50ポイント減少をしております。また、例年室戸合宿を行っている韓国野球チームにつきま

しては、新型コロナウイルス感染症拡大防止による入国制限により、いまだに来日が難しい状

況であることや、その他の団体におきましても今後の感染状況次第では宿泊に至らないことが

予想され、今後の稼働率のさらなる低下が懸念されます。 

 このような状況下で、今年度の稼働率が50％を下回った場合は統廃合の対象となるのかにつ

きましては、現時点では不透明であるとお聞きをしております。８月６日に室戸市国立室戸青

少年自然の家利用促進協議会を開催し、現状報告とともに市内の団体に利活用の推進をお願い

したところでございます。協議会の中では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として宿

泊、食堂の定員を半分にするなど、利用者に安心して御利用いただくための感染対策に取り組

んでいるとの説明がありました。また、コロナ禍の中、本市の小中学校では、本年度の修学旅

行を中止、延期または規模縮小により、行き先の変更をせざるを得ない状況にあります。その

中で、自然の家の活用や宿泊訓練を検討している学校もあるとお聞きをしており、吉良川小学

校では、今月下旬に宿泊訓練を実施する予定となっております。また、室戸市外の学校からも

同様の問合せがあるとお聞きをしており、コロナ禍での新たな利用が生まれ、今後の継続的な

利用が期待をされるところであります。 

 また、市職員の宿泊利用につきましても、例年は業務改善研修を行っておりますが、今年度

につきましては、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら宿泊研修の実施について検討をし
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ているところでございます。本市といたしましても、自然の家はタッチプール車やカヤック体

験などによる青少年の自然体験の場として、また地域の雇用や経済の発展のためにも大変重要

な施設であると認識をしております。今後とも、コロナ禍の中、自然の家の受入れ体制をお伺

いした上で、県や自然の家と連携し必要に応じ効果的な対策を検討してまいります。以上でご

ざいます。 

○議長（堺 喜久美君） 町田又一議員の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） 丁寧に答弁していただきました。ただ１点、先ほど生涯学習課長よ

り答弁していただきましたが、私はこの質問の最後のほうで、室戸になくてはならない施設で

す、市長、教育長を先頭に高知県知事や国会議員にも協力を求め、文科省へ存続に向けての陳

情を力強く繰り返し行わなければならないというような質問をさせていただいております。そ

れに対する答弁がありませんので、市長、どういう心意気で存続に向けての取組をされるのか

答弁をいただきたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 大変失礼いたしました。町田議員の２回目の質問に対して答弁をさ

せていただきます。室戸青少年自然の家の存続に向けての今後の要望活動をどうしていくのか

という御質問であろうかと思います。 

 町田議員御指摘のとおり、要望活動というのは非常に重要でございますので、国の施設とい

ったこともありますので、地元選出の国会議員や県会議員と連携をしながら県知事の力も借り

て存続のできるように全力で取り組んでいかなければならないということは、御指摘のとおり

であります。既に、一定、国の方針等が決まっておりまして、町田議員も御案内のとおり、年

間50％以上の宿泊稼働がなければ見直しがされるということの基準方針がされておりますの

で、今の私としましては、トップセールスをしながら自然の家の利用客が増えるように、市議

会議員の皆さん方や市民の皆さん方のお力も借りて万全を期して頑張りたいと思いますので、

今後ともの御支援をよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○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。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会をいたしたいと思います。これに御異議ございません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することと決

しました。 

 本日はこれにて延会をいたします。 

 明日は一般質問です。午前10時にこの議場に参集をお願いいたします。 

 お疲れさまでございました。 
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            午後３時17分 延会 

 


