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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。河本竜二議員。 

○１番（河本竜二君） おはようございます。１番河本竜二。一般質問をさせていただきま

す。 

 室戸市の将来の姿、将来像についてお伺いをいたします。 

 現在、室戸市におきましては、人口減少、少子・高齢化による過疎化や地場産業の衰退など

市民生活に直結をする重要な課題を数多く抱えております。また、他の市町村と比較をいたし

ましても、生活環境の格差、医療や福祉サービスの格差、交通機関やライフラインの格差など

の課題も多く抱えております。さらに、農林水産業など市民が従事をしている１次産業、工

業、建設業などの２次産業、商業、サービス業などの３次産業につきましても日々衰退をして

いってる状態であります。これら室戸市内の産業、雇用を守っていくことはもちろんではあり

ますが、新しい産業の開拓や室戸の新しい魅力の掘り起こし、また企業誘致など産業振興に力

を入れていかなければならないと考えています。そして、将来子供たちや若い人たちが安心を

して室戸で暮らしていけるまちづくり、環境づくりに取り組んでいかなければなりません。 

 １、農業人口の減少と農業の衰退についてお伺いをいたします。 

 農家の方からお聞きをしたことではございますが、農業を継続をしていきたくても子供がよ

そで働きゆうき、後継者がおらん、また高齢のためにいつまで作ることができるか分からん、

そういった理由などから耕作放棄をされた田畑がたくさん見られます。私自身も放棄され、荒

れ果てた田畑を見たり、そのような話を聞くたびに、近い将来室戸市には農業人口の減少によ

る農業の衰退が大変なスピードで起こってくる、衰退していく農業と放棄をされた田畑をこの

まま放置をしていてよいのだろうか、そういう思いが込み上げております。言うまでもなく、

農業をされている方々は、今後の農業の展望につきまして強い関心を持っていることと思いま

す。私が小さな頃は、今は耕作放棄されている田畑でたくさんの農作物が作られていました。

しかし、今では雑草が生い茂り、管理ができていないような田畑となっているところが数多く

見られます。このような田畑を何とか生かす方法はないのか、また農業の後継者不足は大変重
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要な問題であり、早急に取り組まなければならない問題であると考えております。 

 そこで、後継者対策の一例といたしまして、①例えば、室戸で農業を営むことに関心を持っ

ている人を全国から募集をし、室戸に移住をしてもらい、室戸市が借り上げた田畑を活用して

農業に従事をしてもらうという方法もあるのではないでしょうか。あるいは、今ある自然や田

畑などを活用した農業を営む企業を誘致し、従業員として雇用をしてもらい、農業に従事をし

てもらう。また、室戸市が会社を設立をするという対策も一つとして考えられると思います。

ほかにもいろいろな方策はあるかと思いますが、それらの施策は室戸市で農業に従事をする人

たちにとって、しっかりとした生活基盤が成り立ち、明るい希望が持てる支援でなければなり

ません。室戸市内で就農を希望する人や企業に対して、ハード、ソフト両面での支援をしてい

く新たな就農支援体制を取れないかお聞きをいたします。 

 ②室戸市として、これまでに農業人口の減少及び農業の衰退に対してどのような具体的な対

策をしているのか、してきているのか、また今後の計画、対策はどのように考えておられるの

かお聞きをいたします。 

 次に、企業誘致及び情報インフラの整備について。 

 以前から、室戸市では会社や工場などの企業誘致をしてきているとは思いますが、市民の方

からの要望はまだまだ高い状況にあります。そのような中、私がお聞きをしました製造業や運

送を要する企業の方からは、室戸から運搬をするとなるとコストがかかる、また運送の不便さ

や災害時では国道が寸断され、製品を安定をして供給できなくなるおそれがあり、室戸への進

出は難しいとの話を伺ったことがあります。 

 現在、都市部の企業は、テレビのニュースや新聞等で見聞きしているとは思いますが、新型

コロナウイルスの影響により、都市集中型から地方分散型へシフトしている傾向があります。

ＩＴ関連の企業などは、在宅ワークで仕事が可能であるケースも多く、企業経営の側面からい

えば都市部で高額な賃貸料をかけてオフィスを構えるより、地方でオフィスを構え、業務をし

た場合でも十分な仕事ができ、かつ事務所コストの低減に直結し、地方からでも世界市場に向

けて仕事ができることが改めてクローズアップされていると思います。 

 そこで、室戸市におきましても、企業誘致の対象としてＩＴ企業や事務系企業、コールセン

ターやカスタマーセンターなどの企業誘致はとても可能性が大きいのではないかと考えており

ます。これらの企業を室戸市に誘致ができれば、市外への人口流出、若者の流出の歯止めにも

なり、また市外からの移住者の増加が見込めると思っております。そのためには、光回線やモ

バイルＷｉ－Ｆｉ、またケーブルテレビ等のインターネットを活用した情報インフラをしっか

り整備をする必要があり、ハード、ソフトの両面で整備を進めていく必要があると思っており

ます。 

 そこで、室戸市といたしまして、①過去10年間における企業誘致の業種と誘致に至った件数

及び誘致成功の要因、②過去10年間における誘致を断念したケースの業種とその断念に至った
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理由、③本年度の企業誘致の実施状況と見込み、④ＩＴ企業、事務系企業の誘致について積極

的に取り組む意思はあるのか、⑤企業がコールセンター等を設置をしたいと希望した場合に、

受け入れる体制は取れるのか、また設置に当たっての支援策はあるのか、⑥現状での情報イン

フラの整備状況はどうかをお聞きをいたします。 

 次に、室戸市の施設の有効活用について。 

 現在、室戸市では、行政目的はありながらも十分には活用をされていないと思われる施設が

あるように思います。現在使用されていない施設や校舎などのいわゆる遊休施設を整理、統廃

合また利活用を考えていかなければなりません。そこで、企業のオフィスに使用をしたり、地

域住民のコミュニティーの場や様々な用途に使用ができる施設にするためには、行政とコンサ

ルタントだけで計画をした施策を進めるだけではなく、地域住民の声を反映ができるよう検討

委員会等を設置するなどの仕組みづくり、体制づくりが必要ではないかと考えています。行政

目的を終えた施設につきましては、普通財産として管理をし、新たな利活用を検討する、ある

いは売却、貸付けを検討するなどの整理、利活用をしていかなければなりません。 

 そこで、①今年度で閉校になる中川内小・中学校については、室戸市として今後どのような

利活用を検討されているか、具体的な利活用計画はあるのか、なければ今後どのようにしてい

くのか、②三高小学校は、既に普通財産へと移管をされているようですが、具体的な今後の利

活用計画はあるのか、また今後どのように整理、利活用していくのか、③施設の利活用に関し

ましては、地域住民の意見を反映ができる検討委員会などの設置を考えているのかお聞きをい

たします。 

 次に、市長が思い描く室戸市の将来像についてお聞きをいたします。 

 市民の皆様に選んでいただき、室戸の将来を負託をされました私たち議員と市長は、室戸の

直面している人口減少、少子・高齢化、また過疎化していく現状をただ指をくわえて見ている

わけにはまいりません。５年後、10年後、そして20年後の室戸市の未来を考え、今室戸にいる

子供たちや若者たち、また今は室戸市外で生活をしている人たちが室戸に帰ってきて安心をし

て暮らすことができるように、行政と市民が肩を組んで協力をし、知恵を出し合い、考え、強

い思いを持って室戸の未来、将来のまちづくり、環境づくりに取り組んでいかなければならな

いと思っています。 

 そこで、①昨年度の室戸市の出生者数と20年前の出生者数は、②現在室戸市にいる子供たち

が、20年後も室戸で安心をして生活ができるようにしていくために必要な施策、支援をどのよ

うに考えているのか、③20年後の室戸市の姿を市長はどのように思い描いておられるのかお聞

きをいたします。 

 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） 河本議員にお答えをいたします。 
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 (1)農業人口の減少と農業の衰退についての１点目、就農希望者に対する新たな就農支援体

制についてであります。 

 現在、安芸農業振興センターが設置した就農支援チーム会において、高知県農業協同組合と

ともに本市も構成員として参加し、新規就農者や希望者の情報交換などを行っているところで

あります。また、今年度から同じく安芸農業振興センターにおいて基盤整備推進プロジェクト

チームが発足しており、新規就農者や企業が農地を集積、集約できるよう県、市が連携して基

盤整備を進めていくこととしております。 

 議員御質問のハード、ソフト両面での支援をしていく新たな就農支援体制につきましては、

本市農業の魅力の発信について観光、移住関係部署とも連携をし、一層取り組むとともに、就

農支援チーム会及び基盤整備推進プロジェクトチームや就農先となる地元集落の方々とも園芸

用ハウスを含む農地及び住居、農機具等の提供の有無についての情報交換を密に行い、関係機

関及び地域が一体となって新規就農者が早期に経営が安定できるよう支援を行ってまいりま

す。 

 また、河本議員から御提案のありました室戸市が借り上げた田畑を活用した農業振興策や農

業を営む企業を誘致して社員となって農業に従事する対策などは、大変期待の持てる対策であ

りますので、今後具体的に検討を進めてまいりたいと思います。 

 次に、２点目のこれまでの具体的対策及び今後の計画、対策についてであります。 

 農業人口の減少につきましては、市といたしましても耕作放棄地の増加による営農状況の悪

化、集落自体の衰退が想定をされ、状況を大変危惧しているところであります。農業人口の減

少対策として本市での就農希望者を確保するためには、経営が成り立つ農業形態の構築が特に

重要であると認識しておりますので、関係者との連携を強化して具体化を検討してまいりま

す。 

 一方、平成30年度から産地提案書に基づく就農希望者の積極的な確保を目指し、東京、大阪

などの大都市圏で開催されております新・農業人フェア及び移住フェアへの参加や、また新規

就農者が円滑に園芸用ハウスを活用できるよう、サポートハウスにつきましても令和元年度ま

でに整備したところであります。また、地域内での営農を維持していくため県が推進しており

ます集落営農について、吉良川町庄毛地区で組織化及び法人化を支援し、今年度につきまして

は、購入する共同機械の費用に対し県の地域営農支援事業を活用して支援を実施しているとこ

ろであります。これらのほか、キラメッセ室戸楽市の中山間地域複合経営拠点を推進し、庭先

集荷事業の実施による耕作放棄地の抑制、６次産業化を促進するための加工場の増設、販売額

向上を目指した楽市の内部改装など直売事業の強化に取り組んでまいりました。しかしなが

ら、依然農業人口の減少傾向は続いており、引き続き新規就農者の確保、育成対策に取り組む

必要がありますことから、既存の産地提案書のブラッシュアップ及びさらなる品目の策定を関

係機関とも協議しつつ進めてまいります。さらに、法人による営農活動も新たな人材の確保の
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観点から重要と考えており、そのための農地等の提供情報の把握のための人・農地プランでの

アンケート調査の実施及び座談会の実施、進出を検討している法人向けの企業版産地提案書の

策定を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、(2)企業誘致及び情報インフラの整備についてであります。 

 議員御案内のとおり、企業誘致におきまして、当市は都市圏、大量消費地から遠方に位置し

ており高速道路等の整備も進んでおらず、物流の面で大変不利な状況にあります。一方で、新

型コロナウイルス感染症の影響により、在宅ワークの普及やシェアオフィス、ワーケーション

などインターネット環境が整備されている地方への事業所等の移転を模索する企業が増えてい

ることから、企業誘致や移住者の確保のために情報インフラの整備を進めることは大変重要な

課題であると考えております。 

 まず、１点目の過去10年間における企業誘致の業種と誘致に至った件数及び誘致成功の要因

についてであります。 

 当市の企業誘致奨励金の制度を活用して市外からの誘致に至ったケースを見ますと、製造業

１件、小売業１件、宿泊サービス業２件となっており、企業誘致において当該制度は一定の効

果が出ているものと認識しているところであります。 

 次に、２点目の過去10年間における誘致を断念したケースの業種とその断念に至った理由に

ついてであります。 

 近年の例を挙げますと、昨年度関東地方の事務用品関連企業１社がワーケーションの候補地

として旧三高小学校及び旧室戸岬小学校を視察していただき、担当者にはロケーションや施設

に満足をしていただきましたが、社内コンペの結果、残念ながら実現に至らなかったところで

あります。企業誘致における当市の課題につきましては、これまでに参加してきたコールセン

ター見本市等の企業誘致関連イベントでも指摘のあったインターネットの速度、交通の不便さ

及び南海トラフ地震の対応などが挙げられると認識するところであり、ネット速度等早期の改

善対策に取り組んでまいります。 

 次に、３点目の本年度の企業誘致の実施状況や見込みについてであります。 

 新型コロナウイルスの影響等により、関連イベント等が中止のため昨年度のような誘致活動

に取り組めておらず、現時点では企業誘致のめどは立っていない状況であります。今後はウェ

ブを活用した誘致対策など、新たな取組も検討してまいります。 

 次に、４点目のＩＴ企業や事務系企業の誘致について積極的に取り組む意思はあるかとのお

尋ねについてであります。 

 前段答弁しましたように、新型コロナウイルス感染症により都市部から地方へ進出する企業

が増えているこの機会を逃さないように、企業訪問なども併せたトップセールスの強化やコー

ルセンター見本市等のイベントを通じ、当市の環境や受入れ体制について魅力的な提案ができ

るよう情報提供の内容もより充実させ発信してまいります。 
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 次に、５点目の企業がコールセンター等の設置を希望した場合の受入れ体制についてであり

ます。 

 現状では、廃校の市有施設など遊休施設の活用を優先したいと考えております。また、設置

への支援策については、企業誘致推進奨励金に加え、コールセンター等設置奨励金、企業立地

促進事業費補助金などの制度を設けておりますので、有効的に活用していただけるよう広報の

在り方も強化をしてまいります。 

 次に、６点目の現状での情報インフラの整備状況についてであります。 

 室戸市では、情報格差の是正を目的とした国の交付金を活用し、平成22年度に市内全域に光

ケーブルを整備しており、現在はＩＲＵ契約を結んでいるサービス提供事業者がインターネッ

トやケーブルテレビ等のサービスを提供しております。しかしながら、前段でも申し上げた速

度に関する改善を図るため、次期のサービス提供事業者の選定に当たっては、インターネット

速度の改善、向上を第一とした業者選定を行うという方針を立てているところであります。具

体的には、提供しているインターネットの通信速度を現在の100メガｂｐｓベストエフォート

から約10倍に当たる１ギガｂｐｓベストエフォートとすることを次期の事業者の選定要件とし

てネット速度の強化を図り、企業誘致の受入れ体制を充実させることとしております。 

 いずれにしましても、そうした基盤整備を急ぎ、今後とも地方へ進出する企業や移住者が増

えることが想定されますので、高知県企業立地課など関係機関と連携を図りながら積極的に誘

致活動に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、(3)室戸市の施設の有効活用についてであります。 

 まず、１点目の中川内小・中学校についてでありますが、中川内地区の児童・生徒の健全育

成や学力向上などに取り組むとともに特色ある学校づくりを行っており、特に市内外から児

童・生徒を受け入れる特認校制度や山村留学に室戸市内で唯一取り組んだ学校であります。こ

の特認校や山村留学はＰＴＡをはじめとする地域の皆様方の御協力が不可欠な取組であり、地

域に支えられた学校であります。しかしながら、児童・生徒数の減少等により、令和３年３月

31日をもって羽根小学校、羽根中学校へ統合となり、147年間の長い歴史に幕を下ろすことと

なります。この中川内小・中学校の閉校後の活用につきましては、地域に支えられてきた学校

でありますので、保護者の皆様や地域の皆様方の御意見を大切にしたいと考えておりまして、

来年１月に御意見をお伺いする機会を設けることとしております。そこでいただいた御意見を

基に、どういう活用がよいのか協議を深めていきたいと考えております。 

 次に、２点目の三高小学校についてでありますが、三高小学校は平成28年３月末で室戸小学

校との統合により閉校となっております。現在は、普通財産として教育委員会が管理してお

り、体育館をスポーツ団体の１団体が使用している状況であります。三高小学校の利活用の促

進として、文部科学省の全国の廃校情報を集約し、活用ニーズとのマッチングを図る～未来に

つなごう～「みんなの廃校」プロジェクトに参加し、全国に情報発信を行っております。これ
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までに複数回の問合せがあり、昨年度はシェアオフィスとしての活用を考えているという企業

の方が見学に来られましたが、実現には至っていない状況であります。今後におきましては、

施設の貸出しや企業誘致等に向け、利活用してもらいやすい環境整備を推進しながら情報発信

に努めてまいります。 

 次に、３点目の施設の利活用方法に関し、地域住民の意見を反映できる検討委員会などの設

置についてであります。 

 議員御指摘のとおり、本市には現在廃校や老朽化が著しいなどの理由により、利用されてい

ない施設が複数あることは承知をしておりますが、私としましても、活用できる施設は活用す

るべきだと強く思っておりまして、現在室戸市公共施設等総合管理計画に基づく各施設の個別

計画を策定しているところであります。その個別計画を策定することで、活用できる施設と解

体等すべき施設とのさび分けがある程度できるものと認識をしており、活用できる遊休公共施

設の場合は、新たな活用が可能かどうか、活用が困難な場合は貸付けや所管換え、取壊し等も

含めて検討してまいります。 

 いずれにいたしましても、施設を管理する各所管課において室戸市公共施設等総合管理計画

及び個別計画に基づき、今後の管理や活用方法などを検討するとともに、必要に応じて地元の

方々の意見も伺いながら施設の効果的な活用を図ってまいります。 

 次に、(4)市長が思い描く室戸市の将来像についての１点目、出生者数についてでありま

す。 

 御質問のありました令和元年度の出生者数は37人となっております。また、20年前の平成

12年度の出生者数につきましては101人となっており、比較をいたしますと64人、63％の減少

となっております。 

 次に、２点目の室戸の子供たちが20年後も室戸で安心して生活するために必要な施策、支援

についてと、３点目の20年後の室戸市の姿をどのように思い描いているのかとの質問にお答え

をさせていただきますが、思い描く室戸像だけを述べましても現実味が伝わりませんですの

で、関連をしてその背景や対策についても併せて答弁させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 まず、理想的な室戸として、私の目指すべき思い描いている室戸の姿であります。 

 子供たちの甲高い笑い声が街角のあちこちから聞かれ、若者たちは豊かに暮らすことのでき

る所得を得られる安定した仕事に就き、バケーションを家族と楽しんでいる。高齢者は生涯ス

ポーツや文化活動を生き生きと楽しんでおり、そこには室戸の恵まれた自然や産業がブラッシ

ュアップされて、ディズニーランドのような清潔で最高クラスの接客、様々なアトラクション

を、市民がキャストになり観光客をゲストとしてお迎えのできる環境が完成された室戸を創造

したいと常々思い描いております。飽きることのない様々な魅力があふれるディズニーランド

のＧＩＶＥ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ、幸せを提供することの理念は、まちづくりを創造する上で
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学ぶことが多くあると受け止めており、老若男女に魅力を与え続けられているその理念を実践

するための仕組みや実践方法について分析し、室戸のまちづくりに取り入れてまいりたいと考

えております。20年後の室戸を私なりに描きますと、一歩一歩その思いに向かって環境を整

え、市民や室戸市を訪れる観光客など全ての方に幸せを提供することのできる魅力のある幸せ

な室戸を目指したいと考えております。 

 しかし、現実的な室戸市におきましては、いまだに室戸はなんちゃあないところやきんと

か、ジオパークはもうえいろうなどの意見も聞かれます。何の生産性もありませんし、室戸市

のイメージを市民が悪く風潮するようでは子供たちは帰ってくるはずもなく、観光エージェン

トやメディアの応援もいただけるはずもありません。私をはじめとする市の職員は、どうして

ふるさとを卑下する市民の声があるのかを分析をして、市民一人一人がどうすれば室戸のすば

らしさを受け入れて、まずは市民自らがふるさとを誇り、室戸自慢のできる市民がより多いま

ちにしていくことは大変大事な対策であると考えております。ただ、室戸はなんちゃあないと

ころやきんの響きには、お粗末なものですがと言いながらお土産品を渡す日本の文化に似た一

面もあり、逆手に取った地域おこしにも生かせるフレーズであると受け止めてもおります。一

方、室戸はなんちゃあないところやきんとの市民の言葉は、物ではなく市役所に向けられてい

る言葉ではないかと市長に就任をして感じるようになっております。いわゆる職員や市役所に

向けての批判や不満がそうした言葉になっている一面もあるのではないかとの思いでありま

す。こうした思いを改善につなげ、今後のまちづくりに積極的に反映をさせつつ、市民を巻き

込んだ楽しい室戸づくりの在り方を模索しながら、市民とともに魅力のある幸せな室戸の創造

に努力を重ねたいと考えております。 

 しかしながら、現実的な実態は、人口推計で室戸市の人口は25年後には4,792人となり、津

波による死亡想定人数が3,000人と、この20年余りの期間に激減する人口問題や高齢化率が

50％と全国平均より30年余りも早く先行する実態など、未曽有の厳しい課題が直面をしており

ます。全国の過疎地域における人口減少や少子・高齢化は同じ傾向にあると推測できても室戸

市がトップランナーであることは変わりなく、よそに見習って行政運営をしているとどこより

も早く沈没することになります。 

 では、どうするかとの対策についてであります。少し極端な表現になりますが、待ったな

し、消滅まっしぐらな赤信号の室戸市が可能性をかけてチャレンジすべき対策は、ほかではや

っていないことに挑戦をする、理想を目指して批判を浴びる程度の物事に取り組む、日本で初

めてとなる事業やイベントを行うなど、これらの共通する点は、ニュース性が高くメディアに

取り上げてもらえる施策が大事であると考えるものでありますが、とにかく世の中に室戸市を

知ってもらうことを先行して、行ってみたくなる室戸の演出と来られた方々が住みたくなる仕

掛けや仕組みを急いで整備することだと考えています。現在のままの市役所の姿勢を継続して

いると沈み込むスピードが加速することは明らかでありますことから職員の意識改革に強く取
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り組んできましたが、このままではいけないとの思いが仕事面でも変化をもたらしており、そ

うした変化をさらに促進をさせて市民の負託に応えられるように取り組んでまいります。 

 大変抽象的な言い回しとなりましたが、具体例として、人口問題への対策として一例を挙げ

ますと、子供を産みやすく、育てやすい社会に変えて出生率を上げれば歯止めはかけられると

いうことであります。元気な高齢者の活躍が期待できる今後の20年から30年間の間に市民の意

識の変えられる教育を徹底をして、結婚をすることや子供を産むこと、幸せな家庭をつくるこ

との大切さや、室戸に誇りを持ち、学生時代に都市圏に出られても室戸に戻り家庭を持つこと

の有り難さを精神に宿らせることができると、室戸市でも子供たちの甲高い笑い声が期待でき

るのではないかと考えております。今後は教育長とも一層協議を深めながら、中・長期を見据

えた教育の在り方にもより力を入れて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。２回目の質問をさせていただきます。 

 まず、農業人口の減少についてのところでありますけれども、室戸市での就農を募るに当た

り、就農者がしっかりとした生活ができる基盤が必要であります。市が耕作放棄地を整備を

し、サポートハウス等設置をする、ここで農作物を栽培をすればこのくらいの収入があり、し

っかりと生活ができる、そういった数字的なデータもしっかり募集を募るときには提案をして

いくことも大事かと思います。そういうことも発信をして、ちゃんとした生活ができるという

ことを全面的に出すというか、しっかりしたデータを出して募集をしてもらいたいと思いま

す。 

 それと、２点目の情報、企業誘致に関しまして、ＩＴ関連の企業誘致は大変可能性が大きい

と思います。これからの時代にはあらゆることでネット環境の整備が重要になってきます。今

現在、スマートシティー構想とかをよく耳にしますが、医療や教育、ほかにも多くのことが地

方ほど、田舎ほど最先端の技術を使えるようになると思いますが、そのためには情報インフラ

の整備は絶対に必要になってくる課題であります。それで、業者さんを選定する際に、通信速

度ですが、100メガから１ギガにという条件を出してということでありますが、その事業者自

体、一事業者がこれほどの負担ができるのか、やはり市としても支援をするべきではないかと

考えますが、そこをもう一度お伺いをいたします。 

 それから、市長の室戸市に対する将来像につきましては、25年後、4,792人になるというこ

とが言われております。こういうふうにならないように、あしたからでも、この議会が終わっ

てからでもすぐにこういうふうにならないための計画づくり、策定づくりに早急に取り組まな

ければならないと思いますが、時間をかけてやっていくということは分かるんですが、20年後

に向けての計画をしっかり今立てて、それに向かってやっていかなくてはいけないと思います

が、どのようなお考えかお聞きをいたします。 

 ２回目の質問を終わります。 
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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） 河本議員の２回目の質問に答えさせていただきたいと思います。 

 大きくは３点の質問がありました。 

 １点目でありますけれども、農業人口減少に対する対策として、経営基盤をしっかり数値も

挙げて分かりやすくしながら情報発信をしていくことが大事ではないかという御指摘だと思い

ます。１度目の答弁でもお答えをさせていただきましたとおり、そうした姿勢は大変大事であ

ると思いますので、今後よりそうした経営基盤の具体的な対策も協議をして詰めながら、どう

いった年間所得の得られるような農業の体制が取れるのか、あわせて迎える側への情報発信を

きちっとできるように今後取り組んでまいりたいと考えております。 

 それと、２点目はＩＴ関連の誘致について可能性が大変高くなってきておるので、より一層

いわゆるスピード感を高速にして取り組むということに関して、そうした100メガを１ギガに

するといった高速について一企業だけで本当にできるのかといったことで、市の負担も必要で

はないかということでありましたが、詳細については課長から補足説明をさせますけれども、

私としましては、今回新たな今の契約の更新時期に来ているということで、いろんな方々の、

企業の意見も聞きながら、よりスピードのアップにつながるような体制を強化するということ

はしっかりと捉えて今後の整備に向けていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと

思います。 

 ３点目でありますが、人口問題、大変厳しい状況に置かれて、明日からでも早急に取り組ん

で計画を立ててやるべきではないかという御指摘であります。そのとおりだと受け止めており

ますが、人口問題は一つの施策だけで対応のできることでなくして、いろんな行政の中で取り

組んでおります施策を総合して、どう取り組むのかということになろうかと思います。が、人

口の問題だけを捉えて申しますと、Ｕターンだとか移住者、あるいはまた流出する人口の抑制

対策といったことは当然大事になってくるし、直、効果的な事業になりますので、そうした視

点により力を入れてしっかりと対応のできるように今後取り組んでまいりたいと思いますの

で、よろしく御理解賜りますようにお願いを申し上げまして、私の答弁を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 河本議員の２回目の質問にお答えをい

たします。 

 インターネット速度を上げることについては、事業者の負担が増えるのではないかというこ

とですが、事業者の方には既に何社か聞いておりますが、技術的にはもう既に１ギガの速度は

可能ということで聞いてますので、それほどの負担増があるということは、今のところは聞い

ておりません。ただ、利用者のほうに、より高速のを使いたいということであれば、その分料

金が高くなるとか、負担が増えるというようなことは出てくる可能性がありますので、そのあ

たりをどこまで市のほうで援助していくのかどうかということは、また今後検討していきたい
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と思います。 

 また、今の100メガから１ギガに上げることにつきまして、市役所のほうの設備のほうのセ

ンターとか吉良川サブセンターの機器類が、これらの向上をしていかなければいかないという

ことが必須となっております。現在の機器におきましても、仕様書の性能では１ギガｂｐｓの

速度には対応可能ということになっておりますが、この機器自体も光ケーブルの整備当時に導

入したものでありまして、間もなく10年間の耐用年数に達する状態でありますので、故障した

場合には部品がないとかそういったことの不安な面もありますので、できれば新たなサービス

を提供するタイミングで機器の更新も併せて行うことが望ましいと考えているところでありま

す。機器といいますのは、機器全体の更新につきましても数億円ぐらいの金額の多額な費用が

見込まれておりまして、現時点では国・県において補助メニューがないということであります

が、そうした財源対策につきまして、県の担当課のほうにも相談をしているところであります

が、県のほうではこうした機器類、今ケーブル自体の交付金はあるんですが機器に対するそう

いったものはないんですが、来年度からそうした機器の更新に対する交付金の制度も創設を今

検討をしていますという情報をいただいてますので、それらが正式に制度化された場合につき

ましては、活用しながら１年、単年でっていうのも金額的に難しいと思いますので、一、二年

の間をめどに計画的に取り組んでいきたいと考えているところです。以上です。 

○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。 

 健康管理のため11時まで休憩いたします。 

            午前10時50分 休憩 

            午前11時１分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、竹中真智子議員の質問を許可いたします。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。令和２年12月定例会におきまして、通告書に沿っ

て一般質問をさせていただきます。 

 高知県で新型コロナウイルス感染症に感染した人が、12月５日、１日で19人と感染者数とし

ては県内最多と伝えられておりますが、ここ数日では安芸保健所管内の患者も含まれていると

のことで、最近のコロナウイルスに感染した人たちの中には全国的に重症化する患者が多くな

ってきていると言われ、感染した方々の一日も早い回復を願うとともに、医療現場で働く人た

ちやそれを支えている方々には心より敬意を表します。これからも、私たちは感染予防、感染

防止に向けて細心の注意を払っていかなければなりません。市民の皆さん、感染防止にできる

限り努めましょう。 

 では、市長の政治姿勢について質問をいたします。 

 (1)プレミアム付商品券について。 

 本年11月１日から来年２月28日までの利用期間で、１冊１万円でプレミアム特典が50％もつ
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く、実質１万5,000円分使える商品券が前年の２倍の発行部数で使用が開始をされておりま

す。当選はがきと現金をプレミアム付商品券に換える販売場所は、今までの商工会、各公民

館、佐喜浜改善センターのほかに、私の９月議会の一般質問の声が取り上げられ、今年より羽

根、吉良川、行当、佐喜浜、室戸ジオパークセンターの計５か所が新たに加えられ、市民がは

がきを出し抽せんがされ、当選者には返信はがきが届けられ、その結果市民の方からは、今回

は家族みんなが当選した、うれしい、また、うちの家では１人だけ当たった、悔しい当たらん

かった、２回目の抽せんに期待して待つといったり、いろいろな声が聞こえてきております。

また、近くの市民館でも販売の日があり、大変助かったとの声も聞きました。 

 私は、10月に担当課の職員と会い、このプレミアム付商品券の取扱事業者の件でお願いとい

うか、ぜひともやってほしいということで話をいたしました。それは、県東部の市や町ではこ

のプレミアム付商品券を現金と同様の機能を果たす金券として医療や介護の自己負担の支払い

に充てることができるので、医療機関などを含む民間事業関係者に対して、直接行政の係が出

向き、加盟店への参加ができることを知らせたそうです。室戸市でもそういったことができな

いかということで、担当課で話をいたしました。 

 このプレミアム付商品券事業に対しては、昨年６月、２通の事務連絡が厚生労働省保険局医

療課の名の下、出されております。その事務連絡の文書の抜粋したものを少し読み上げます。

商品券は、現金と同様の機能を果たす金券として市町村などが発行、販売するものであり、原

則医療や介護の自己負担の支払いに充てることが可能です。また、商品券を使用可能な事業者

などについては、金券として受け取った商品券を市町村を通じて換金する手続が発生します。

市町村などにおいて、当該市町村の区域内の民間事業者（医療機関などを含む）を対象に商品

券を使用可能な事業者などを幅広く公募をします。各事業者における応募は任意です。つきま

しては、本件について御了知いただくとともに、貴管下の関係者へ周知いただきますようお願

いいたします。という文書が、抜粋ですけれども出されております。これは、この文書が出さ

れるまではプレミアム付商品券での医療、介護関係の支払いはできなかったのですが、この文

書によって医療関係、介護関係の支払いができるので、室戸市の場合ですと、室戸市管内の医

療や介護の関係者へ広く知らせてくださいという旨の事務連絡文書です。医療費や介護費など

の支払いができる、それは一般医院や歯科医院、そして介護施設などへの事業者の参加があっ

てこそです。でも、それは今回のプレミアム付商品券を取り扱うことのできる加盟店への参加

ができることを知らない場合は、その参加は任意ですけれども、参加するもしないもそこまで

話はいかないのです。 

 市民のこの商品券の使い道の選択肢を広げるためにも、市民の利益のためにもと話をしまし

たが、検討し後日連絡をくださるとのことで別れました。室戸市に国からの通達がありなが

ら、市民や関係事業者にも知らされることもなく、市民の生活の向上をさせるためにも必要な

ことを、大切なことを室戸市は忘れてしまっています。こういう国からの通達が無視されるの
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は、国民、市民の権利を剥奪、取り上げてしまう行為をしているのですから、よくお考えをい

ただきたい。 

 プレミアム付商品券の申込み募集のチラシにも、みんなで助け合い！オール室戸プレミアム

付商品券と一番目につくところにタイトルがひときわ大きく書かれております。医療関係や介

護関係の事業者への情報の周知とともに、広報でも知らせる、流していくなど対応を考えてい

ただき、市長は、他の市町村でできることは室戸市でできないことはないと日頃言われて、職

員や市民に対してそのような発言をされております。市長、市民の権利が保障されるようにす

るための納得のいく答弁を求めます。 

 (2)新診療所について。 

 平成30年１月、元地区にあった室戸病院が閉院となり、市民に大きな衝撃を与え、高齢化社

会を迎え室戸病院の再開を強く望んで、その年の６月議会に室戸市の地域医療の充実を求める

請願書が市長や市議会に提出をされ、市議会は採択をしております。 

 室戸市の医療関係の現状を見たとき、医師の年齢も高齢化が進み、室戸市内の医療機関がさ

らに閉鎖をされることが懸念をされ、地域住民の命と健康を守る医療機関が減少し、ますます

室戸市の人口減少に拍車をかけることが予想され、こういった状況から救急医療、夜間診療、

専門外来の充実、医師、看護師の確保など、室戸市と室戸市議会が一体となり高知県や医師会

の協力の下、室戸市民が安心して暮らせるための市民が必要とする医療を適切に提供していく

地域医療体制の充実を求める旨の請願書とともに署名3,063筆を添えて出された経緯がありま

す。さきの９月議会で可決された新診療所の建設費用は７億6,000万円で、今後は建物内部の

設備機器に約２億円程度の必要見込みで、運営が始まる初年度は約6,000万円の赤字が見込ま

れ、その後は毎年最低1,300万円ほどの赤字と執行部は話しております。 

 新診療所のスタッフは医師、看護師や事務方を入れ総勢25名で、県のほうからはこれでは足

りないと言われていると聞いております。夜間診療はしない、救急診療は昼間の営業時間内だ

けで、診療科目は内科と眼科、整形外科とリハビリテーション科。内科は通常の診療で、眼科

は週１回、整形外科は月１回の診療でやるとの話ですが、今現在室戸中央病院では眼科は週１

回、整形外科は月１回の診療が行われております。新診療所でも眼科週１回、整形外科月１

回、それに内科、リハビリテーション科の診療となるようですが、専門外来の充実を図らず、

これでいいのでしょうか。 

 新診療所の管理委託業者は、現状の流れでは室戸中央病院を運営する愛生会となるようです

が、新診療所も眼科、整形外科、内科、リハビリテーション科となり、整形と眼科と内科は室

戸中央病院と同じ診療科目で診察が始まるようになります。つまり、中央病院の診療科が新し

い診療所へ移ってくるということのようです。市民はこれでよいと思うのでしょうか。新診療

所では、例えば小児科や皮膚科また耳鼻科など、中央病院と異なった診療科を入れてほしいと

の市民の声を数多く聞いております。このままではどうなるのでしょうか。 
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 ３月議会の際に、先輩議員が、新診療所がオープンしても室戸中央病院が新しいところに移

ってきてもともとの本院の診療を休診するなどのことは、室戸市の病院の数がプラス・マイナ

ス・ゼロになるので、そのようなことはないのでしょうかと聞かれております。その際の市長

の答弁は、病院の数より質に向けて強化していきたいという思いがありますと答えておりま

す。入院のベッドはほとんどは内科で占めるのでしょうか。リハビリテーション科もあると聞

いておりますが、整形外科が月１回の診療でよいのですか。リハビリテーション科の医師は確

保するのですか。それとも、確保できたのでしょうか。リハビリ治療が地元でできると喜ぶ高

齢者の声を聞いております。診療科目の充実に向け、県にもお願いをして医師の確保にも協力

をしてもらうことができるように、ぜひ頑張ってほしいと思っております。 

 新診療所のスタッフ25名全員、仮に確保できたとして、医師や看護師など要職に就いている

職員の中には、市外よりこの室戸市へ来てくださる大切な職員となります。室戸市に留め置く

ために、また緊急時に対応するためにも、職員用の住宅の建設とかという話も検討していると

聞いております。１円でも少なくして赤字を減らす、税金の投入を少しでも少なくするため

に、病院職員のための住宅を市民の市有財産である市営住宅をリフォームし、再生をさせて、

職員のための住宅を新築で建てるのではなく、既存の市営住宅をそれ用に使用できるようにす

る。 

 診療所にも近く市営住宅の空き室となっているところは、室戸市の中心部に程近く、市役

所、小学校、郵便局、スーパー、ドラッグストア、市民館、コンビニ、百均、体育館、パチン

コ屋、居酒屋など室戸市でも比較的利便性の高いところです。同和対策事業で建設された住宅

でいろいろな縛りがあり、転用ができないとか言われるかもしれませんが、新診療所の建設用

地もいろいろなくくりがあり、建設用地の許可を出してもらうために大変な苦労があったと思

います。 

 そういうことはできない、駄目だと法律や条例があるのと逆に、それをオーケー、やっても

よいと理解できる法律や条例があると思います。また、特別に許可をもらうことのできる特別

枠のようなものがあると思います。何分この診療所は特別枠を獲得して許可をいただいてでき

る結果なのですから、市営住宅をリフォームし、家を補強して使用することを、赤字を減らす

ための対策の一つとして考え、検討してください。これも一つの方法です。 

 今、地方債の残高は市民１人当たり100万円余りの借金を背負っている状態です。少しでも

赤字を増やさないための知恵を絞り、汗をかいてください、市民のために。答弁を求めます。 

 (3)防災対策について。 

 室戸市の管理する漁港の地震対策と津波対策についてお聞きします。 

 漁港の荷さばき所や市場がどれだけの地震に耐えられるのか、調査はされておりますでしょ

うか。また、どのような対策を講じているのかお聞きをします。 

 私、昨年４月の市議選において、市民の代表としてこの議場に送り出していただきました。
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６月定例会の一般質問で初めてこの壇上より執行部に対し質問する中で、防災対策の件でお聞

きをしております。そのときの答弁では、救援物資は空からの輸送で、室戸広域公園に支援物

資が集積をされ、市の物資集積場所である相撲場や室戸高校などに配布する計画であるが、多

くの物資輸送ルートを確保する必要がある、今後は室戸避難港の物資の受入れ港としての整備

要望も行っていきたいと答弁をされておりますが、避難港の整備要望は国や県に対して行いま

したか。どうなりましたか。 

 大きな船で救援物資が運ばれてきたときには、瀬渡しになるかと思います。沖に停泊する船

から小型の船に荷物を積み替え、運ぶことになると予想しますが、各漁港所属の漁船の使用と

いうか、協力の話などはできているのでしょうか。話もしていないというのであれば、このま

ま置くのでしょうか。答弁を求めます。 

 港の岸壁近くには、給油タンク、給油所が設置をされております。東日本大震災のとき、テ

レビなどで放送された映像の中に、海上が貯蔵タンクから流出した油の影響で一面火の海とな

っている放送を見ました。室戸市での港の給油所の地震対策や各家庭の漏電を防ぐための取組

なども、市民に分かりやすいように周知してほしいということで申しましたが、市長の答弁

は、市長になりましてまだ議論ができておりませんので、今後早期にこうした対応について協

議をしてみたいとのことでした。その後、どうなりましたでしょうか。答弁を求めます。 

 (4)水産業について。 

 漁業は衰退し、生活に困っている状況が出てきております。魚価の低迷、燃料の高騰、後継

者不足、そういった面を考えてみたとき、室戸市ではどのように水産対策に取り組み、水産業

をやっていく状況をどうつくり出していくのか。また、どうつくり出してきたのか。その点に

ついてお聞きをします。 

 室戸市の漁業は、四、五十年ほど前までは、七つの海を股にかけ、マグロを追う遠洋漁業が

盛んに行われ、活気にあふれた一時代が続きましたが、オイルショックを境に室戸の漁業が変

わってきました。近年は、近海のマグロを追って釣り上げたマグロは冷凍ではなく、生の鮮度

のよいものが水揚げをされるようになりました。そのマグロを室戸に水揚げしてもらおうとい

うことで数年前に補助金が出されたのですが、関東や関西の港の水揚げした場合に比べます

と、当時出された補助金では室戸への水揚げは続行することができませんでした。 

 最近の室戸市の漁業は、キンメ漁である程度全国へと発信をしてきました。そのキンメダイ

を主として漁をやっていた船主の高齢化やサンゴ漁に重きを変え、キンメ漁を専門で生計を立

てる漁師が大変少なくなり、そこにコロナウイルスの件で魚価が大幅に下がり、キンメ漁師も

厳しい状況になってきています。一本釣りも魚価の低迷や燃料費の高騰で厳しい状況になって

いる現状があります。 

 室戸市独自の補助金制度枠を広げ、例えば過去二、三年の水揚げをトータルしてその水揚げ

を下回った場合に補助金を出すとか、検討をしていただきたい。今年もたくさん増額をされ、
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補助金が出された室戸観光協会のように、室戸の漁師にも補助金を出していただきたいと考え

ますので、お聞きをいたします。 

 (5)尾崎海岸について。 

 サーフィンの利用客が一年中を通して来てくれる尾崎海岸付近に公衆トイレの設置ができな

いかお尋ねをいたします。 

 サーフィン客がよく利用する浜へ直接車を乗り入れて駐車をし、サーフィンを楽しむ観光客

の姿をよく見かけます。この浜にトイレがありますが、以前の台風の被害を受けて浄化槽の中

に砂が度々入り込み、今は使用できない状況で、時折サーファーが近隣住民の家にトイレを借

りに来ることもあるそうで、今の状況を改善するためにも、浜ではなく台風でも波が打ち込ん

でくることのない場所にトイレの設置ができないか、お聞きをします。以前に先輩議員の一般

質問の中で、度々、鹿岡の夫婦岩辺りにトイレ設置の要望案件が出されております。公衆のト

イレは多いにこしたことはないのですが、清掃やくみ取り代、トイレペーパー代など維持管理

費に多くの費用がかかります。 

 室戸市から東洋町までの間で、中でも室戸市のほうで現在使用できる公共のトイレは東はジ

オパークセンターだと思いますが、そこから車で約15分ほどで鹿岡の夫婦岩辺りに差しかかり

ます。すばらしい景色で車を止め、写真を撮る。そんな観光客が結構いらっしゃいます。絵に

なる景色ですよね。以前は国道より下に下りた右側にトイレがありましたが、台風の被害を受

け、ここもまた使用不能です。そこからさらに佐喜浜中心部方面へ車で数分移動しますと、尾

崎海岸へ差しかかります。今年は新型コロナウイルスのため、サーフィン客がいつも車を止め

ていたところに綱が張られ、乗り入れができなくなっています。 

 ここは例年、一年中を通してサーフィンを楽しむ関西方面を中心とした全国からのサーファ

ーが車を乗りつけやってくるところです。尾崎地区の住民は、この尾崎海岸を利用する心ない

一部の人たちの排せつした人ぷんで困っております。短時間で立ち去っていく一般観光客と違

い、ここ尾崎海岸に来る人たちのほとんどは日中の長い時間、この地で過ごされる方が多く、

人間の生理的な現象の処理に困ること度々であろうと思われます。設置されているトイレが利

用できないとなれば、やむを得ず大も小も、人目を避けるようにして処理をしているようで

す。 

 土地の人の話では、新国道より山側へ止めた車の近辺で大の処理をされたときは後処理の紙

が家の前へと風で飛ばされてきたり、またお墓の周辺で処理をしてあったり、また近くの民家

へトイレを借りに来たりと住民は困惑をしております。新しいトイレの設置を強く望むもので

す。 

 これは私の思いですが、私は尾崎海岸利用のサーファー客からお金を落としてもらうことが

できたらとも思います。東洋町のように駐車場を整備し、駐車料金をもらえたらと思うので

す。駐車場とトイレはセットが望ましく、清掃や管理は地元の常会や老人クラブの方たちと協



－64－ 

議をして行うなど、これは私の思いであります。いかに観光客から室戸へお金を落としてもら

うことができるかと考えたとき、尾崎海岸のサーフィン客は見過ごすことのできない大切なお

客様だと思います。いろいろなアイデアに富んでいる市長にも、すばらしいお考えがあろうか

と思います。鹿岡の夫婦岩付近のトイレは、復旧できればよいと思いますけれども、尾崎海岸

のトイレ使用不能は住民にとってはとても困った問題です。早急なトイレの設置を望むととも

に、市長の答弁を求めます。 

○議長（堺 喜久美君） 竹中議員、残り５分です。 

○２番（竹中真智子君）（続） はい。 

 (6)室戸市同和地区の歴史について。 

 羽根、吉良川、室戸地区の２か所、室戸岬、佐喜浜、それぞれ同和地区の歴史について答弁

をしてください。 

 (7)人権教育及び人権啓発の推進に関する法律について。 

 平成12年12月６日に制定された法律第147号第５条、地方公共団体の責務。地方公共団体

は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人

権啓発に関する施策を制定し、及び実施する責務を有するとあります。 

 地方公共団体は基本理念にのっとりというところがありますが、どのような基本理念を制定

しているのかお聞きします。 

 次には、国との連携を図りつつとありますが、国とどのようなことで連携をされているの

か、そしてその地域の実情を踏まえてとありますが、室戸市の同和地区と言われているところ

にはどのような実情があるのかお聞きします。 

 人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するとなっています

が、どのような啓発に関する施策を策定をし、及びどのように実施をされているのか、これは

義務でありますので明らかにしてください。 

 (8)教育集会所について。 

 市内の各地域にあります教育集会所の現状と、管理責任についてお聞きします。 

 現在、利活用されていないと思いますけれども教育集会所の建物の中にはシロアリが入り、

雨漏りがして幽霊屋敷のようになり、危険な建物となっているものがあります。現在使用され

ていなくても、そういった建物の管理責任は室戸市にあるのではないかと思いますが、このま

ま置いておくのでしょうか。台風のシーズンや北西の強風が吹く荒れた天気の際には、近隣住

民は屋根や建物の建材が飛ばされて被害を受けるのではないかと不安で心配だという声も上げ

られておりますので、答弁を求めます。 

 以上、竹中真智子、１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） 竹中真智子議員にお答えをいたします。 
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 (1)プレミアム付商品券についてであります。 

 当市のプレミアム付商品券事業につきましては、事業主体の室戸市商工会に地域振興券発行

事業補助金を交付し、加盟店で使用できるプレミアム付商品券を発行することで、市内の経済

活動を活性化することを目的として取り組んでいるものであります。また、本年度は新型コロ

ナウイルス感染症対策として商品券のプレミアム率を例年10％のところ50％とし、発行部数を

例年の２倍の１万部としたことに加え、地場産品等が抽せんで当たる機能を追加するなど幅広

い分野に効果が波及するよう工夫がされたところであります。 

 まず、議員御指摘の令和元年６月の厚生労働省からの通知について確認をいたしますと、厚

生労働省から公益社団法人日本医師会などの医療関係団体に対し、令和元年度に実施される消

費税増税に係る低所得者や子育て世帯向けのプレミアム付商品券に限り、医療や介護の自己負

担の支払いに充てることが可能であると通知されたものであります。なお、当時の制度の資料

を確認しますと、当該事業は低所得者や小さな乳幼児がいる世帯に対象を限定した上でこうし

た世帯の消費の下支えを目的としているため、公的医療保険等の自己負担に充てることが可能

とされておりましたが、一方で国の平成26年度補正予算で実施された、消費喚起を目的とした

プレミアム付商品券事業については、公的医療保険等の自己負担分にプレミアム付商品券を充

てることは適当ではないとされていたことから、制度の趣旨や目的により取扱いが異なると考

えるところであります。 

 次に、議員より御相談のあった、今回のプレミアム付商品券を医療費や介護費等の支払いに

使えるようにできないかという件につきましては、関係課で協議するとともに室戸市商工会と

検討いたしましたが、前段で御説明した法的な課題に加え、室戸市商工会が加盟店を募集する

際に医療保険の負担分等は対象外として募集し、応募のあった加盟店を記載した商品券の購入

予約受付について文書を発行した後であったこと、市内の一部の医療事務担当者に相談したと

ころ、新型コロナウイルス感染症の影響で事務が煩雑になる中で、換金が必要でお釣りの出せ

ないプレミアム付商品券の使用を受け入れることは難しいとの見解であったことなどから、本

年度事業の適用について事業主体の室戸市商工会と協議の上、断念したところであります。 

 翌年度以降の事業につきましては、従前の制度を迅速かつ十分に把握できていなかった反省

を生かし、前段で申し上げた法的課題の結論を出した上で事業の目的や内容等について室戸市

商工会をはじめ必要に応じて医療機関等の関係機関に御意見を伺いながら、よりよい取組とな

るよう制度設計を行ってまいります。 

 次に、(2)新診療所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月末の基本設計業務完了後、直ちに

実施設計業務に取りかかり、11月末の時点で業務の完了報告を受け、現在検査を行っていると

ころであります。今後につきましては、新診療所の建設に係る業者の選定を行うなど、できる

だけ早期の完成を目指し、全力で取り組んでまいります。 
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 次に、新診療所の概要でありますが、屋上に避難所機能を持った19床の有床診療所であり、

診療科目は内科、リハビリテーション科、眼科、整形外科を予定しております。外来部門の診

療科目につきましては、これまでの医療分析結果とともに指定管理候補予定者である愛生会と

の協議を経て選定したものであります。協議の中では、市内に専門医療機関がない耳鼻科、皮

膚科、小児科等について検討いたしましたが、受診者数が少ないことや専門医の確保の問題、

また複数の医師の雇用による経営面等から総合的に判断をし、これらの診療科目の設置につい

てはハードルが高いものと判断をいたしました。 

 次に、入院部門についてでありますが、開所当初は内科患者が多いものと想定しております

が、医師確保の状況によっては整形外科の入院患者の受入れについても検討してまいりたいと

考えております。また、整形外科の診療日数につきましては、現在室戸中央病院において県立

あき総合病院の医師の派遣により、月１回の診療を行っていただいておりますが、開所後の受

診者数の推移から必要な場合は、診療日数の増加について要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、リハビリテーション科の医師については、単独での設置は考えておらず、実際に手術

等の治療を行った他の医療機関と新診療所の医師等との連携により対応してまいりたいと考え

ております。 

 次に、医療従事者に係る住居対策であります。 

 議員御案内のとおり、市営住宅の活用については、所得制限のある低所得者用住宅であるこ

とや補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律などの制限があります。これらに加え、

市内には老朽化している住宅が多く、これを活用するには改修費用が大変多額となること、ま

た既存の入居者との調整など、クリアしなければならない課題が多く、慎重な検討が必要とな

ります。市といたしましては、新診療所に勤務される医療従事者の方々が地元の方なのか室戸

市への通勤圏内に住まわれている方なのか住居を移してこられる方なのかなど、今の時点では

把握ができていないことから、医療従事者専用の住宅整備については現段階では予定をしてい

ないところであります。 

 しかしながら、医療従事者のための住居につきましては一定の戸数も必要であると考えられ

ることから、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公

共施設の利活用の検討を行うとともに、市全体の住居対策としてＰＦＩを活用した移住・定住

者向けの住宅整備事業について、現在勉強会等を行うなど検討を進めているところでありま

す。 

 いずれにいたしましても、新診療所における経営収支等については指定管理者との連携強化

等により市民に安定した医療が継続して提供できるよう全力で取り組んでまいります。 

 次に、(3)防災対策についてであります。 

 まず、漁港の荷さばき所や市場の耐震調査及び対策についてでありますが、市の管理する漁
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港の荷さばき施設として、羽根町と吉良川町にそれぞれ１つずつ荷さばき施設があります。施

設の構造としては鉄筋コンクリート構造であり、一定の耐震性能はあるとされておりますが、

整備後約40年が経過しており老朽化も進んできております。耐震調査については、行っていな

いのが現状であります。市が所有する施設の耐震化につきましては、避難所等に指定されてい

る施設から順次整備を進めているところでありますが、荷さばき施設に関しても、今後指定管

理者である地元漁協と協議を重ねてまいりたいと考えております。 

 次に、室津避難港の整備に対する国への要望についてであります。 

 令和元年度以降の要望活動としましては、昨年５月と本年７月に高知港湾空港整備事務所

を、また昨年７月と本年８月には国土交通省四国地方整備局を訪問し、中谷元衆議院議員秘書

や弘田県議会議員にも同席いただき、市議会議長や地元関係団体とともに室津避難港の整備促

進について要望を行いました。 

 室津避難港の物資受入れ港としての整備につきましては、要望事項の一つといたしまして南

海トラフ地震など災害復興拠点港としての機能強化といった内容で、海上輸送の受入れが可能

な港づくりを含めた要望を行っております。また、本年１月と10月には四国地区に所在する港

湾管理者及び港湾関係団体で組織する四国港湾協議会として、地元選出の国会議員の方々や国

土交通省を訪れて港湾事業の予算確保を要望してまいりました。室津避難港の整備につきまし

ては、今後も引き続き早期完成に向けた要望活動に努め、早期完成に取り組んでまいります。 

 次に、救援物資が海から運ばれてきたときの市内の漁船の協力についてでありますが、災害

時における救援物資の海上輸送については、これまでに室津避難港を活用して国土交通省と連

携した合同訓練を実施しております。平成25年には、国土交通省の小型船舶と本市消防署のク

レーンを装備した救助工作車との連携により、海上輸送及び岸壁からの荷揚げ訓練を実施して

おります。また、平成29年には高知県漁協室戸統括支所を加えた３団体で同様の訓練を計画し

ておりましたが、荒天のため中止となっております。 

 今後におきましては、救援物資の海上輸送訓練を定期的に実施することができるよう、国・

県及び漁協など関係団体と連携を図るとともに、より実践に役立つ効果的な訓練になるよう取

り組んでまいります。 

 次に、各漁港内に設置しています給油施設の耐震対策についてでありますが、津波により流

出の危険性が高い給油施設に関しましては、平成27年度から順次地下への移設等の流出防止対

策及び既存の燃油タンクの撤去を行ってきたところであります。今年度におきましては、佐喜

浜港内の燃油タンクを流出防止のタンクに整備をし、整備後は既存タンクの撤去を行う予定と

なっております。佐喜浜港の燃油タンクの完了により、市内においては津波による流出の危険

性がある燃油タンクについては全て対応済みとなります。 

 次に、各家庭における地震時における火災を防ぐための取組についてであります。 

 過去の大規模地震においては、電気やガス、石油器具類に起因する火災が多発し、また十分



－68－ 

な消火活動を行うことができず大きな被害が発生をしております。これらのことを踏まえ、本

市におきましては、高知県地震火災対策指針において延焼シミュレーション結果を基に、指定

をされた浮津と室津地区の一部のエリアを地震火災対策を重点的に推進する地区として室戸市

地震火災対策計画を策定し、取組を進めているところであります。 

 具体的な取組としましては、指定された地区における住民ワークショップの開催や、地震の

揺れを感知して自動的に電気の供給を遮断する感震ブレーカーの無償配布などに取り組んでお

ります。また、市内全域における取組としましては、住宅の損壊や家具転倒などが出火の原因

となるケースが多いことなどから、住宅の耐震化や家具の転倒防止事業を推進し、出火防止対

策を図っているところであります。今後におきましても、防災出前講座における啓発や広報へ

の掲載などを継続して行うことにより、地震火災を防ぐための防火対策への意識の向上を図っ

てまいります。 

 次に、(4)水産業についてであります。 

 当市の基幹産業である水産業につきましては、遠洋、沖合、沿岸漁業とも燃油の高騰や魚価

不安定、後継者不足等の課題がある中で、それぞれ経営努力を続けている現状であります。現

在、漁業者への支援として、漁業後継者の育成確保を図ることを目的に沿岸漁業者として自立

するために必要な漁業技術習得研修に要する経費についての補助や、操業の効率化、省コスト

化を図るために必要な漁業用機器等の導入に要する経費の補助、高知県漁業就業支援センター

が行う漁船リース事業に要する経費についての補助を行っております。 

 漁獲量の向上対策として、沿岸域への放流事業に取り組み、近年では平成30年度にトコブシ

１万個、イサキ２万5,000尾、令和元年度にトコブシ３万個の放流を行っております。今年度

におきましても、トコブシ３万個の放流を予定をしております。また、コロナウイルス感染拡

大に伴う漁業者への支援対策として、室戸市経済活性化給付金による支援や、魚価の低迷など

により資金繰りが困難になった漁業者がお金を借り入れる際の利子を補給する漁業災害対策資

金利子補給金の制度を設けて支援してきたところであります。 

 いずれにしましても、今後とも関係機関と連携を図りながら水産業の実態把握に努め、振興

対策に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、(5)尾崎海岸についてであります。 

 議員御指摘の尾崎海岸の公衆トイレにつきましては、昨年度の台風時に高波が押し寄せ、便

槽に砂等が入り、くみ取りができなくなったため使用禁止にしているところであります。一方

で、佐喜浜から東洋町までの区間に公衆トイレがないことにつきましては以前から設置要望の

声があり、このたびの尾崎海岸の公衆トイレが禁止になったことにより、ジオパークセンター

より東側に公衆トイレがない状態となっているところであります。また、議員御指摘の一部の

サーフィン客の排せつによる周辺住民の方への御迷惑を考えますと、公衆トイレの設置につい

て検討する必要があろうかと考えるところであります。しかしながら、公衆トイレの整備につ
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きましては、整備に要する費用はもちろんのことでありますが、清掃や光熱水費をはじめとす

る維持管理費も必要となりますので、財源の確保等財政的な検討をしなければなりません。ま

た、当該地周辺には市の所有する適地がありませんので、整備する場合はまず用地の確保が必

要となります。 

 いずれにいたしましても、当該地周辺への公衆トイレの整備につきましては、一定の必要性

は理解できるものの財政的な検討に加え施設の維持管理や設置場所等、地元住民の方の御意見

をお伺いし、慎重に検討していく必要があると考えております。 

 次に、(6)室戸市の同和地区の歴史についてであります。 

 まず、各地区の成立起源につきましては明確な資料が残されていませんので定かではありま

せんが、その起源につきましては昭和40年の同和対策審議会答申によると、同和関係地区の起

源や沿革については、人種的起源説、宗教的起源説、職業的起源説、政治的起源説などの諸説

があるとされています。また、同和地区は、中世末期ないしは近世初期において封建社会の政

治的、経済的、社会的諸条件に規制され、一定地域に定着して居住することにより形成された

集落であると述べられております。本市における同和地区に関しましても、こうした解釈の

下、形成されたと認識をしております。 

 次に、本市のこれまでの取組としましては、昭和44年の同和対策事業特別措置法の施行に伴

い、本市においても同和対策事業を各地域で実施してきました。施設、環境面においては、道

路改良事業や公営住宅、隣保館などの建設、下水、排水路整備など多岐にわたる事業を実施

し、一定の改善が図れたと認識をしております。一方、教育、文化面においても、学校教育に

よる同和教育の推進をはじめ、市内各地域に隣保館及び教育集会所を建設し、同和教育の推進

及び啓発を図ってまいりました。また、隣保館につきましては、昭和53年に市民館へと名称を

変更し、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニ

ティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権問題解決のための各種活動を行ってきた

ところであります。 

 歴史認識の捉え方に関しましては様々あるとは思いますが、今なおいわれなき部落差別が存

在し、人権課題として残されていることは大きな問題であり、こうした歴史を踏まえ、早急な

課題解決のため行政として主体的に取り組むことが重要であると考えております。 

 次に、(7)人権教育及び人権啓発の推進に関する法律についてであります。 

 本市では、室戸市人権施策基本方針の基本理念にのっとり、市民一人一人が人権について正

しい認識と理解を深め、人権が尊重される社会を目指し、次の４項目を基本理念として施策を

推進をしております。①一人一人が尊重され、自己実現を図ることができる活力ある地域社会

の創造、②市民の誰もが社会の一員としてひとしく参加、参画できる公正な地域社会の創造、

③多様な文化や価値観、個性が尊重され、共に暮らせる地域社会の創造、④市民、企業、行政

が共に取り組む人権尊重の地域社会の創造の４項であります。 
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 次に、どのように国との連携を取っているかについてであります。 

 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律においては、国の責務として人権啓発に関する施

策を策定し、実施をすること。また、地方公共団体の責務としては、国との連携を図りつつそ

の地域の実情を踏まえ、人権啓発に関する施策を実施する責務を負うことが規定されておりま

す。国との連携に関しましては、国が行う啓発活動の一部を地方公共団体に委託することがで

きる人権啓発活動地方委託事業によって、地方の財政状況に関わらず地域の実情を踏まえなが

ら最も効果的と考えられる啓発手法で各種人権啓発活動を実施しております。 

 次に、本市の部落差別を受けている地域の実情でありますが、これまでの取組によって住環

境などの物的環境につきましては一定整備され、実態的差別については一定の成果が得られた

ものと考えておりますが、地区道路や老朽化の進む公営住宅など、課題も残されております。

また、生活環境等の実態的な差別の解消が進んだ一方で、依然として教育面や就職、不安定な

就労問題や結婚差別、差別落書きなどに見られるように、心理的な差別に関しては、平成30年

度に高知県が行った人権に関する県民意識調査によると、一定改善は進んでいるものの解消に

は至っておらず、さらなる取組が必要であると考えております。 

 次に、人権教育及び人権啓発に関し、どのような施策を策定し、どのように実施しているの

かについてでありますが、本市といたしましては、平成18年度に室戸市人権施策基本方針を定

めているところであり、これを踏まえた室戸市人権施策推進計画を３か年計画として策定して

おります。この推進計画では、基本方針に基づき同和問題、女性、子供、高齢者、障害者など

様々な人権の項目について具体的な施策や事業を定めております。毎年度、事業の進捗状況な

どを把握しながら総括的評価を行っており、次年度の事業に生かせるよう取り組んでいるとこ

ろであります。 

 実施の状況につきましては、令和元年度におきましては７月10日から20日までの部落差別を

なくする運動強調旬間及び12月４日から10日までの人権週間に合わせて啓発パレードや講演会

など集中的な事業の実施を行うほか、市民館を拠点とした人権教育及び啓発事業の実施や広報

を活用した啓発事業、女性や子供、障害者など個別に取り組む事業など137事業を計画し、そ

のうち119事業は目標数値を達成もしくはおおむね達成ができている状況でありました。本年

度からは第３期計画を実施しておりますが、多様化する市民ニーズに応えるため、あらゆる行

政分野や市民との連携、協力体制を強め、一層の人権教育及び人権啓発の推進に取り組んでま

いります。 

 私からは以上でありますが、教育長から補足答弁をさせますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 竹中真智子議員に教育集会所についてお答えいたします。 

 教育集会所は市内に９か所ございますが、事業につきましては平成17年に人権啓発課に組織
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体制を見直す中で事業を移管し、市民館事業として人権教育及び人権啓発活動を統合的に推進

しております。教育集会所の利用状況につきましては、現在明神川教育集会所が福祉事務所主

催の学習支援教室に、上段教育集会所が地域住民の会合等により利用されているところでござ

います。 

 議員お尋ねの維持管理につきましては、所管する生涯学習課で職員による敷地内の草刈りや

施設内の清掃など通常の維持管理を行っております。また、巡回点検や台風など荒天時に建物

などの被災が発見された場合、その都度修繕による対応を行っているところでございます。し

かしながら、議員御指摘のとおり、老朽化により著しく劣化し危険と感じられる施設もあるこ

とは承知をしているところでございます。 

 施設の今後につきましては、避難所に指定されている施設もあり、築年数や破損等にもそれ

ぞれ異なる状況がありますので、地域の方々の御意見をお伺いし、関係各課との協議も行いな

がら、施設ごとに改修等により施設の維持をするのか取壊しをするのか検討してまいります。 

 いずれにしましても、周辺住民の安全面を最優先に考えて荒天時の建材の飛散防止等の安全

対策に取り組むとともに、適切な施設管理に努めてまいります。以上でございます。 

            （２番竹中真智子君「あと何分あります」と呼ぶ） 

○議長（堺 喜久美君） あと２分です。 

 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。 

 同和地区の歴史について答弁がありましたけれども、はっきりしたことが分からないのに一

般地区の人たちが同和地区の人たちを差別するのは間違っていることであって、法律に違反す

る行為を平気で行政は認めてきたのですか。 

 そういうことが、部落の歴史が明確にされていない、分からないのに差別を許してきたって

いうことは、基本的人権の侵害ではないか。どうして差別されなければいけないのですか。そ

のことが分かっていなくて差別をするということは、行政の責任ではないかと思いますが、答

弁をお願いいたします。 

 それから、プレミアム券のことなんですけれども、去年に出された通達で、この文書の中に

は、この通達の内容を市民に御了知いただくということで言葉が使われています。承知いただ

くという言葉よりも、了知いただくというのはそれをもっと強く推し進める言葉です。去年の

段階で、室戸市はそのようなこと、介護関係、医療関係にそのプレミアム券が使えるというこ

との周知をしておりません。しかも、今年も同じです。そうやって市民に知らせるということ

がされてない。そういうことについて、市はどのように思っておられるのかお聞きしたいで

す。 

 以上です。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。 
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○市長（植田壯一郎君） 竹中真智子議員の２回目の質問にお答えをいたします。 

 ２点の質問をいただきました。 

 １点目の同和地区の歴史といったことなどがはっきり分からないのに、一般地区の方が差別

してきたことをどうして許してきたのかといったことであります。 

 基本的な考え方は１度目の答弁でさせていただきましたが、また副市長のほう等からも補足

説明をしていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 プレミアム商品券についての、医療関係者の方々も使えるようにといった御指摘、去年の段

階で市が情報が得られてなかったんじゃないかといったことを、市民に知らせてもっといくべ

きじゃないかといった御指摘がございました。 

 このことにつきましても、１度目の答弁でその背景等、きちっと説明をさせていただいた答

弁のとおりでありますけれども、関係課長より補足があれば説明させたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 久保副市長。 

○副市長（久保寛人君） 私のほうからは、差別を許してきたのは基本的人権の侵害ではない

かという部分についてお答えをさせていただきます。 

 部落差別の解消につきましては、昭和40年の同和対策事業特別措置法が施行されて以来平成

13年度末に失効するまでの間、当該特別措置法に基づく対策を講じてまいりましたし、またそ

れ以降は人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づき、また併せまして平成10年に室戸

市が施行いたしました室戸市人権尊重の社会づくり条例に基づきますとともに、室戸市人権施

策基本方針などに基づいて、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題、人権課題に対する人

権啓発、人権教育を推進してきたところでございますので、決して放置してきたという理解は

しておりません。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） 竹中真智子議員の２回目の質問にお答

えいたします。 

 プレミアム商品券の昨年度の消費税増税に伴う25％プレミアムの分で、確かに、昨年の６月

19日に厚生労働省のほうから医師会さんのほうに通知があったのを、県を通じて室戸市にも情

報提供という形で文書が来てございます。当時、私どもはその通知の存在を認識しておらず、

十分な取組がされていなかったことについては残念でおわび申し上げますが、今後は先ほど市

長の答弁のとおり、プレミアム商品券がそういう医療とか介護の公的な資金の一部負担金とし

て使用できるのかということも、もっと慎重に検討して、できるのであれば、まだ来年度の予

算編成中でありますので現時点ではどうこう詳しいことは言えませんが、そういう協議を重ね

てまいります。 

○議長（堺 喜久美君） いいですか、はい。 
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            （２番竹中真智子君「３回目、かまいません」と呼ぶ） 

○議長（堺 喜久美君） はい、ほんなら。あと一分です。 

 それでは、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） ２番竹中真智子。 

 プレミアム券の件ですけれども、市長は先ほど、私は１回目でも言いましたけれども、よそ

の市町村でやっていることが室戸でもできると。 

○議長（堺 喜久美君） すいません、時間を。終わりです。 

○２番（竹中真智子君）（続） ということですので、よろしくお願いします。 

○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。 

 昼食のため、午後１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時８分 休憩 

            午後１時７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。 

 ここで市長より発言の申出がありますので、これを許可いたします。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 午前中の竹中真智子議員への答弁で一部訂正がございますので、お

わびを申し上げまして、訂正をお願いしたいと思います。 

 (7)の人権教育及び人権啓発の推進に関する法律についての答弁のうち、高知県が行った人

権に関する県民意識調査の実施年度について、「平成30年度」と申し上げましたが、「平成

29年度」でございますので、訂正をお願いいたします。大変失礼いたしました。 

○議長（堺 喜久美君） ここで皆様に御報告いたします。 

 町田議員から、質問事項１、市長の政治姿勢について、(1)国勢調査で明らかになったこと

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。 

 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12月第９回定例会において一般質問を行いま

す。 

 １、市長の政治姿勢についてお伺いをします。 

 12月４日で、市長の席に着いて丸２年を迎えました。一市民として市役所を外から見るの

と、いざ市役所の中に市長として入って見る景色はきっと大きく違って見えたのではないでし

ょうか。この２年間に感じたことや思ったことは数多くあったと思います。その一端を、よけ

れば聞かせていただきたいと存じます。そして、今後、残り２年間の市長としての取組姿勢に

ついてもお伺いをいたします。 

 (1)国勢調査で明らかになったことについては現在調査中ということですので、質問を取下

げをいたしました。 

 それでは、(2)より質問をさせていただきます。 
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 (2)令和３年度の予算編成とＳＤＧｓについてお尋ねをします。 

 新型コロナの影響で、今、日本国中、いや、世界中でコロナ菌に冒されて大変なことになっ

ております。このような状況の中で、室戸のような自主財源の乏しい自治体では、来年度、令

和３年の予算を組むのには大変な苦労が予想されます。日本国は、新型コロナで令和２年度は

マイナス成長であり、国税の収入は大幅に落ち込むとのことであります。 

 室戸市は、令和２年12月補正で歳入歳出それぞれ７億3,976万6,000円の追加があり、総額

174億3,417万7,000円となっております。令和２年度末までにはまだ日数があり、補正予算の

上積みがあるものと考えます。令和３年度の予算編成には大変な苦労が予想されます。 

 １年遡りますが、市長からＳＤＧｓの提案がありましたが、残念ながら日の目を見ることな

く沈んでしまったことでした。ところが、今年になって特に新聞やテレビ等マスコミでＳＤＧ

ｓの重要性が問われるニュースを見聞きするようになりました。毎日と言っても過言ではあり

ません。１年前は、ＳＤＧｓは課長や職員には耳慣れないことで総スカンを食ったようです

が、１年たちました。現在は、各課長や職員はＳＤＧｓに対しどのような認識を持っているの

か、ぜひ知りたいと思います。 

 企画財政課長にお尋ねをいたします。 

 ＳＤＧｓは、職員の間で現在どう認識をされているのかお聞きをします。 

 市長にお伺いをしますが、今後ますます交付税の減額や自主財源が目に見えて細っていくも

のと推察をされます。これから大きな箱物が必要となったときのため、ＳＤＧｓに基づいて取

り組むことが大切なことだと考えますが、市長は今後どのようにＳＤＧｓと関わっていくつも

りなのか、お伺いをします。 

 (3)ふるさと納税についてお伺いをします。 

 令和元年６月にふるさと納税制度が改正され、地場産品の基準が定められ、適正な寄附の募

集の方法などが定められております。ふるさと納税に参加している業者と市独自のルールとで

意見の相違があったようですが、今は合意をして要領の策定どおりに動いているのでしょう

か、お伺いをします。 

 令和２年12月第９回定例会の室戸市補正予算書に、商工費、商工総務費として１億5,000万

円のふるさと応援寄附金お礼品が計上されております。当市のふるさと納税額は計画どおりに

進んでいることに対しまして、大変うれしく思っております。新型コロナウイルスの関係で宅

急便等での取り寄せ食料品が全国的に大人気のようでございます。毎年12月は、来年の税の申

告に間に合うよう、数多くの自治体にはふるさと納税品への申込みが殺到するようです。受入

れ準備は万全でしょうか。取組についてお聞かせをお願いします。 

 大都市では、新型コロナウイルスの影響で企業経営が大変な状況にあるとのことでありま

す。税収の大激減が予想されています。今は多くの都会にいる人から人気を博していますふる

さと納税制度は、コロナウイルス、これが落ち着けば、都市を抱えている自治体からこの制度
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に対する反対運動の声が起きる可能性があります。都市も財源不足となるのではないかと大変

心配をするものです。現在の総理は菅さんです。菅さんがふるさと納税制度を立ち上げたの

は、総務大臣の在籍中のことであったと思います。菅総理はふるさと納税制度の生みの親です

ので菅総理の在籍中の廃止は考えにくいのですが、政治の世界は一寸先は闇と言われておりま

す。ふるさと納税制度が続いているときこそ、さらなる続行を県内の自治体の首長や県下の市

長会、四国、全国の市長会で賛同者を募り、国へふるさと納税制度の継続を強く働きかけ、続

ける努力を、市長にはくれぐれも忘れないでいただきたいと思います。それとともに、知事や

国会議員にも、地方は人が減って雇用の場も細って税収はじり貧だ。その中でふるさと納税制

度は生産者、事業者の所得向上、雇用の創出など地域経済にいかに役立っているかを強調し、

制度の続行を働きかけなければなりません。市長の行動力に強く期待をいたします。力強い答

弁を求めます。また、議会の議長にも声かけをお願いします。 

 令和２年度のふるさと納税額が目標としている15億円を達成した場合、室戸市に幾らの額の

税が残るのか、手数料は幾らの額になるのか、生産者には幾らの額が入るのか、大まかな金額

で結構ですので教えていただきたいと存じます。 

 そして、市の収入になる額は、平均収入の市民が支払ってくれる市民納税額として何人分と

なるのか、市に籍を置いている企業が市に納めてくれる法人税等にすれば何社分に相当するの

か、お教えをください。これは税務課長にお願いをいたします。 

 令和６年度はふるさと納税額20億円が目標です。そう簡単に達成できる額ではないと存じま

すが、目標を大きく描くことも大切です。生産者、事業者、行政が強力な協力関係を結び、独

り勝ちのないようお互いを信頼して、この制度を室戸市は最大限活用することが、今の室戸市

には絶対必要であると存じます。 

 室戸のふるさと納税の返礼品は、室戸の看板を背負っていると言っても過言ではありませ

ん。もしクレームがあれば、生産者はもちろんのこと、行政も同じ過ちを犯さないよう反省を

し、必ず返信をする。室戸のふるさと納税品は安心できるとのことが浸透すれば、リピーター

も増えてくると思います。いいときばかりは続かない、そうならないように絶えず工夫をす

る、生産者、業者に対して行政は商品づくりのアイデアや工夫づくりに一役買って出るやる気

のある職員の育成は万全なのか、答弁を求めます。 

 (4)市役所での三役と管理職と職員の職務に対する取組姿勢と責任の在り方についてお伺い

をします。 

 市の職員が不祥事を起こせば、最終的には市長、副市長あるいは教育長が減給という形で責

任を取っているのが現状です。この責任の取り方は大体どこの自治体でもほぼ同様のようで

す。しかし、近年は責任の取り方も各自治体で違いが出ているとのことであります。市に重大

な迷惑や損害を与えることが起きた場合、行政トップの市長がその責任を負うのは仕方のない

ことだと思います。しかし、担当する課が取り組む事業や事務に携わる職員の事務能力や仕事
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への熱意は様々であると思うのです。担当課長や課長補佐や班長は経験が豊富であります。仕

事を任せている職員が悩まず、つまずかず、順調に取り組んでいるか気にかけてやるのが上司

の役目であると存じます。人事は適材適所の配置が最も大切であると言われており、人は得意

な分野と不得意な分野があるのではないでしょうか。担当職員は、仕事上で壁にぶち当たれ

ば、恥ずかしがらずに教えてもらうことが大切であると思うのです。職務の種類は様々である

にしても、基本が分からないことがあれば聞くことが必要不可欠であります。気兼ねなく同僚

や上司に助けを求める職場の雰囲気が大切だと考えます。上司は職員の行動に気配りをする、

現在この当たり前の取組が緩く、甘くなっているのではないかと危惧をしております。 

 公務員は採用されれば企業のような倒産はないし、失業の心配もありません。一般企業は、

現在、新型コロナの影響で大変なときを迎えております。市民から見れば、市役所は一番の条

件のよい働く場であると言っても過言ではありません。職員は楽をする、汗はかかない、ミス

は自分でなく他のせいにするというようなことがあっては一大事です。もし、少数でもこのよ

うな職員がいるとすれば、室戸市にとって重大な損失であると言えます。所属する他の職員の

仕事上でのミスは、その担当職員に責任を押しつけるのではなく、その課全体の責任として受

け止めることが重要であると考えます。職員にミスがあれば、班長、課長補佐、課長は監督責

任を感じて反省をする、そして同等のペナルティーを受けることもときには必要ではないか、

そう思うのですが、いかがお考えでしょうか。 

 他市では責任の取り方にどう取り組んでいるのでしょうか。もし参考にできることがあれ

ば、見習うべきではないでしょうか。取組についてお伺いをします。 

 責任を負うというところから逃げてはいけません。今後、職務上での不祥事については、市

長、副市長、教育長と管理職と職員の職務に対する取組姿勢と責任の在り方についてどうある

べきかをお聞きをします。 

 なお、職務上でのミスがなければ、処分とか責任問題は、当たり前ですが発生しないことを

申し添えておきます。 

 (5)閉校後の地域振興策についてお伺いをします。 

 まず最初に、閉校となる学校の用途変更手続について、すぐできるのかどうか教えていただ

きたいと思います。 

 羽根町中川内地区にある中川内小・中学校が地域の人々に惜しまれながら令和２年度いっぱ

いで長い歴史に幕を下ろす日が近づいております。近年では少子・高齢化で過疎化が進み、空

き家も多くなってまいりました。長いこと小・中学校は複式学級で運営をされておりました。 

 中川内といえば卓球、生徒数の多くいたときは高知県下に卓球の強豪校として名をはせてい

たものであります。当時は、夜になると校区の住民が大人も子供も体育館に集まり、熱心に練

習を繰り返していたと伺っております。室戸市内の小・中学校の中でも、中川内小・中学校は

地域に溶け込み、地域の人が学校と一緒になり学校行事にも積極的に参加をする、それは１
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年、春、夏、秋、冬にかかわらずですから、いかに校区の皆さんの学校への愛着心が強かった

のかがうかがい知れます。まさに地域に密着した学校が中川内小・中学校であると言えます。 

 現在、中川内地区にはボランティア精神にあふれた活動家の常会長さん、炭焼きで有名なお

人好しの人望家さん、そして中堅クラスでは地域の頑張り屋さんが複数おられます。それか

ら、人生経験が豊富な年配の方もおられます。中川内小・中学校が閉校になって、それからど

う学校の跡地を利活用するのか検討会を組織してでは、あまりにもゆっくりし過ぎるのではな

いでしょうか。早急に取組を開始をしていただきたいと思います。常会長さんや有志の方や一

部婦人の方に、閉校後の学校を中心に生かして地域を元気にする案をいろいろと話し合って意

見をまとめたらどうですかとの声かけを10月頃に話をしたことであります。生徒がいなくなっ

た学校をそのままにしておくのは寂しい、何とか学校を生かして地域の中核としたい、本音は

してほしい、中川内地区を中山間の元気印のモデル地区となるよう行政に力を借りたい、出し

てほしいという願いも強くあるのを地域の人から感じております。 

 市長は、まず中川内地区に足を入れてみてください。直接住民の声を聞いてみてください。

これを実行することから地域振興は始まるのではないかと存じます。教育長には学校へ足を運

び、閉校後の学校、そして歴史を後世にどう残せばいいのか、教師やＯＢ、生徒、卒業生、地

域の人の声を集めてください。それらを教室にまとめ、展示をする案や、流域の特産物などが

あり、そしてそこで中川内小・中学校の歴史が分かる場所にする、また地域の人の写真等もふ

んだんに取り入れれば、思い出を語る場、里帰りしたＯＢのよりどころになると存じます。学

校の有効活用に名案の提案をお願いいたします。 

 現在、中川内地区は木炭の一大生産地になっております。この木炭を利活用した学校利用の

案はあるようです。担当課長には、木炭での閉校後の学校活用策についてお聞きをします。 

 企画財政課長には、閉校後の中川内小・中学校を後世に残すとすればどういう方法があるの

か、財源を確保するにはどういうものが有効活用できるのか、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。 

 市長就任の２年間に感じたことと残り２年の任期における取組姿勢についてお答えをいたし

ます。 

 私は、市長就任以前は７年近く土佐備長炭の製炭業に従事をしておりましたが、炭を焼きな

がらも県議在職中に思いをはせた室戸市の振興対策を考えない日は一日もありませんでした。

そうした折に、市の職員や市役所という組織について、もっと市民に寄り添った思いやりのあ

るサービス精神旺盛な行政組織にならないものかと考えておりました。と申しますのも、市役

所に行っても挨拶もせんし、電話は名前も言わんといった市民の不満の声を多く耳にしていた

からであります。また、道路に穴が空き、街灯が消えて、その修繕を頼んでも長く放置される
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など、市民生活への配慮が足りない市役所に不満を持っていたのが正直な気持ちであります。 

 そうしたことから、市長に就任して職員を前にした最初の一声は、そうした思いでありまし

た。その後も、課長会や新入職員などに機会あるたびにそうした礼節や市民からの信頼を厚く

する姿勢について指導してきました。つい先日も26歳の若い夫婦が市長室に来られて、職員の

態度が悪いと叱られました。市長に就任して何度かこのようなお叱りも受けましたが、昨今、

市民から職員や市役所に対するお褒めの言葉を多くいただくようにもなっております。私は、

260人余りの市の職員が一丸となって、市民に一層信頼を高められるよう、職員の姿勢や行政

サービスを向上させるとともに、職員の問題意識を高め、稼働力を強化することで必ず室戸市

を再興させ、魅力と活力のある室戸市に発展させられると確信をしております。 

 と申しましてもまだまだ途上でありまして、例えば町田議員からも御指摘をいただきました

ように、職員のミスや不祥事に関して申し上げますと、毎日の職場において部下を注意したり

指導する管理職の姿が見えず、部下を指導して育てなければとの思いが上司にあるのか、希薄

化しているのではないかと大変危惧をしております。課長会では、挨拶をしない、電話に名前

も言わない部下を見つけたら、課長や上司は注意を促して改善できるよう指導することを指示

しておりますが、端的に申し上げますと、職場内における礼節が希薄化されて上下の分別がな

い職場になっていることに職員誰もが気がついていないのではないかと大変心配で、改善を要

する状況だと受け止めております。 

 こうした職場環境が仕事面においても大きなミスや不祥事の原因につながっていると受け止

めていますので、職員意識のそうした面における改革も重要な課題となっております。また、

処分の在り方につきましてもこの機に見直しを行い、ミスや不祥事の再発防止対策の徹底を図

るよう強く指示しておりますので、職員意識の改革につなげていかなければと決意を新たにし

ております。 

 よって、残りの２年間におきましても、第一に職員の意識改革が大事であると考えておりま

す。スピードアップして室戸市の苦難を乗り越える力がそこにあるとの思いであります。問題

意識の足りなさや礼節の未熟さ、チャレンジ精神の弱さなどが特に気になる点ですが、優秀な

職員が新たな物事に取り組まなければとする意欲を見せてもらえないことも大変残念に受け止

めておりまして、今後は幹部職員だけでなく若い職員の意見も聞き入れるスタンスを取って、

庁内の活性化や意識改革に取り組まなければと考えております。また、定期的な県や国の出先

機関などへの要望活動を定着させ、庁外との職員間交流も厚くしながらスピードアップにつな

げていかなければと考えております。 

 次に、(2)令和３年度の予算編成とＳＤＧｓについてであります。 

 議員御指摘のとおり、本市の財政状況は自主財源が乏しく依存財源に頼る状況であること

や、新型コロナウイルス感染症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

れるところであります。加えて、今後は室戸市立診療所整備や本庁地震対策事業に係る経費な
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ども予定されていることから、これまで以上に大変厳しい財政状況になると認識をしておりま

す。こうしたことから、令和３年度予算編成におきましては、歳入歳出両面において抜本的な

見直し等が必要であると考え、令和２年度当初予算額に対して一般財源のマイナス10％シーリ

ング設定や、市単独の補助金事業をゼロベースで見直すこととしております。 

 議員御質問の、今後私がどのようにＳＤＧｓと関わっていくのかということでありますが、

御承知のとおりＳＤＧｓは、2015年に国連サミットで2030年を期限とする先進国を含む国際社

会全体の貧困対策や健康と福祉、質の高い教育など17の開発目標が採択されているところであ

ります。そして、地方自治体はＳＤＧｓの推進により地域の活性化を図り、少子・高齢化に歯

止めをかけ、地域の人口減少と地域経済の縮小を克服し、将来にわたって成長力を確保するこ

とを目指すとされております。特に、急速な人口減少が進む本市においては、経済、社会、環

境の３つを統合した施策を推進することにより、将来にわたる成長力を確保し、暮らしの基盤

の維持、再生を図る必要があります。 

 今月、12月21日には私をトップとして組織する第１回目となる室戸市ＳＤＧｓ推進本部会を

開催する予定としておりまして、その中で本市における推進体制や今後の取組等について協議

するとともに、室戸市のＳＤＧｓ推進宣言を行い、市内外に発信することにより、市民の意識

もより高めていきたいと考えております。具体的には、まず市民にＳＤＧｓを分かりやすく広

報して浸透させることや、各課に開発目標を持たせてその取組を検証しながら促進するなど、

全庁挙げてＳＤＧｓ推進に取り組み、新たな室戸づくりにつなげたいと考えております。そし

て、本市にとって貴重な財源を活用し、各事業に対して優先順位をつけ、計画的、効果的かつ

持続的な行政運営に努めるとともに、私が目指す命を守り誰もが安全で安心して暮らせ、出身

者が戻ってくることのできる魅力ある室戸の創造、持続可能なまちづくりと地域活性化に取り

組んでまいります。 

 次に、(3)ふるさと納税についてであります。 

 ふるさと納税制度の継続に関する働きかけについてでありますが、議員御案内のとおり、本

制度は本市にとって地域経済の活性化や自主財源確保につながる大変重要な制度であると考え

ております。一方、近年ふるさと納税に関わる汚職事件や産地偽装事件などにより、本制度の

信頼性が損なわれてもおります。 

 本市は県内の自治体の中でも先んじて本制度をより厳格に遵守する本市独自の要領を定め、

取組を始めたところであります。本市の取組に対して県の市町村振興課からは、ふるさと納税

制度の信頼性を高める取組であり、他の自治体の優良事例にさせていただきたいとうれしいお

言葉もいただいております。このような取組や寄附金の有益な使い道などを市長会等でＰＲす

ることにより本制度自体の信頼性を高める取組を広げるとともに、本制度が永続的に継続され

るよう、様々な機会を通じて県や国に積極的に要望してまいります。 

 次に、(5)閉校後の地域振興策についてであります。 
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 中川内小・中学校につきましては、本年度末をもって147年間の歴史に幕を下ろすことにな

りますが、これまでの間、特色ある学校づくりに取り組んできました。卓球の強豪校として、

また本市唯一の特認校や山村留学など、これらの活動には教職員の努力はもとより、中川内地

区の皆様方の御支援や御協力があったからこそ取り組むことができたものであります。地域に

支えられてきた学校ですので、今後の利活用につきましても私は地域の皆様の御意見を大切に

したいと考えております。実際に中川内地区に出向き、皆様の御意見をお伺いし、町田議員御

提案の地元の木炭の利用なども含めいろいろな可能性を地域の皆様と探っていきたいと考えて

おります。中川内地区には、これまで学校を支えていただいた地域の力があります。今後は中

川内小・中学校を地域振興の核として活用し、中川内地区の強みである地域力が発揮できるよ

う連携をしてまいります。 

 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） 辻企画財政課長。 

○企画財政課長（辻 さおり君） 町田議員に、大きな１点目の(2)令和３年度の予算編成と

ＳＤＧｓについてと、(5)閉校後の地域振興策について市長答弁のほうを補足させていただき

ます。 

 まず、大きな１点目の(2)令和３年度の予算編成とＳＤＧｓについての各課長や職員がＳＤ

Ｇｓに対してどのような認識を持っているのかについてであります。 

 議員御案内のとおり、最近では様々なメディアによりＳＤＧｓに取り組む学校や企業等、Ｓ

ＤＧｓ関連の報道を見聞きすることが多くなったように感じております。本市におきまして

も、これまで課長職を含む職員を対象とするＳＤＧｓに関する庁内研修を３回行っておりま

す。研修会では、2015年の国連サミットにおいてＳＤＧｓ、持続可能な開発目標が採択される

までの背景やＳＤＧｓの17の目標について、またカードゲームなどを用いて経済、社会、環

境、あらゆる分野で協力することで持続可能なまちづくり、地方創生につながるということな

どについて分かりやすく解説していただき、職員の理解も深まっているのではないかと認識し

ております。今後におきましては、市長をトップとするＳＤＧｓ推進本部会において各事業の

進捗管理にしっかりと取り組むことで、持続可能な室戸市づくりを進めていきたいと考えてお

ります。 

 次に、１の(5)閉校後の地域振興策についての閉校後の中川内小・中学校の活用方法と、そ

の財源の確保についてであります。 

 閉校後の中川内小・中学校の利活用につきましては、先ほどの市長答弁にもありましたが、

地域の皆様とともに検討を進めていく必要があると考えております。そのための財源措置とい

たしましては、事業内容に応じ、所要の財源確保をはじめ適切な財政措置を講じてまいりたい

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） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 町田議員に、１の(3)ふるさと納税に

ついて市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、ふるさと室戸応援寄附金協力事業者募集要領についてでありますが、この要領はふる

さと納税制度を厳格に遵守すること及び産業の振興、地域の活性化を図るために、返礼品の協

力事業募集に関し、必要事項を定めたものであります。議員御指摘のように要領は９月施行を

予定しておりましたが、一部事業者から内容や議論不足について御指摘がありまして、事業者

説明会やアンケート調査等を実施しまして、事業者の皆さんから御理解をいただいた上で、こ

の10月１日から施行したところであります。 

 次に、12月のふるさと納税の受入れ体制についてであります。 

 本市の昨年度実績を見ますと、令和元年度は年間寄附額が約13億8,000万円、寄附件数が約

８万6,000件のうち、12月の寄附額は約６億9,000万円、寄附件数は約３万7,000件となってお

りまして、寄附額では約50％、寄附件数では約43％となっており、12月はふるさと納税に関す

る業務量が増加いたします。今議会へ提案しております補正予算案にふるさと納税ワンストッ

プ特例申請受付サービスを活用するなどの業務効率化を一層図ることで、適切に対応してまい

りたいと考えております。 

 次に、今年度のふるさと納税額が15億円に達した場合の寄附額から寄附募集等に係る経費を

差し引いた金額については、約６億5,000万円となります。また、ふるさと納税ポータルサイ

トやクレジット会社等への手数料は寄附額の約１割となりますので、手数料は約１億5,000万

円となります。なお、事業者への報償費につきましては寄附額の約３割と設定しておりますの

で、約４億5,000万円となります。 

 次に、返礼品開発等に関する担当職員の体制についてでありますが、先進自治体の事業者の

取組や返礼品のブラッシュアップ方法、室戸市への寄附状況などを毎月ふるさと納税新聞とし

て各事業者へ送付することで、情報共有や相談しやすい関係構築に努めております。また、本

市を含め高知県内の12自治体が参画しております高知県市町村ふるさと納税自治体連絡協議会

において、ふるさと納税担当職員同士の情報交換、ふるさと納税ポータルサイトの講師による

セミナー受講などで職員の研さんを積んでまいりたいと考えております。 

 いずれにしましても、本市の貴重な財源となりますふるさと納税寄附額をさらに増加させる

ため、事業者への返礼品の提案や効果的なＰＲ方法などに積極的に取り組んでまいります。 

○議長（堺 喜久美君） 濵田債権管理課長兼税務課長。 

○債権管理課長兼税務課長（濵田亮士君） 町田議員に、(3)ふるさと納税についての市の収

入になる額は平均収入の市民が支払ってくれる市民納税額として何人分になるのか、市に籍を

置いている企業が市に納めてくれている法人税にすれば何社分に相当するのかについてお答え

いたします。 
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 まず１点目の、市民納税額として何人分となるのかにつきましては、寄附額が15億円となっ

た場合、市の実質的な収入額は、先ほど産業振興課長が答弁しましたように約６億5,000万円

となります。それを現時点の個人市民税課税額と納税義務者数から算出した１人当たりの市民

納税額で割りましたら、約9,800人分となります。 

 ２点目の法人税にすれば何社分に相当するのかにつきましては、約６億5,000万円を令和元

年度実績の法人市民税額と事業所数から算出した１社当たりの納税額で割りましたら、約

2,200社分に相当する計算となります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 町田議員に、(4)市役所での三役と管

理職と職員の職務に対する取組姿勢と責任の在り方について、私のほうからは質問項目に沿っ

てお答えをいたします。 

 まず１点目の、職員にミスがあれば上司がペナルティーを受けることも必要ではないかとい

う点についてでありますが、職務遂行上において部下がミスをした場合について、上司の管理

監督責任が問われる場合があることは当然のことであり、室戸市職員の懲戒処分に関する指針

においても、部下職員が懲戒処分を受ける等したことに関し、指導監督に適性を欠いていた場

合は減給または戒告処分が標準量定とされているところであります。処分の有無やその量定に

つきましては、室戸市職員懲戒審査委員会において本人や関係者に対する聞き取り調査等必要

な調査を行った上でそれぞれの個別の事案に応じて検討し、その結果について任命権者に報告

することとなっております。 

 次に、２点目の他市の責任の取り方を参考にすべきではについてでありますが、先ほど申し

上げました室戸市職員懲戒審査委員会の処分の検討過程におきましては、類似案件で処分を行

っている他市の状況等も参考資料としているところであります。また、懲戒処分とは別になり

ますが、職員が故意または重大な過失等によりその保管する現金や物品を亡失したときや、職

員がその権限に属する事務を故意または重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をし

たことまたは怠ったことにより地方公共団体に損害を与えた場合について、他市におきまして

は、地方自治法の規定に基づき監査委員に対し職員の賠償責任の有無及び賠償額を決定するこ

とを求め、その決定に基づき職員に賠償を命じている事例があるとお聞きをしておりますの

で、本市におきましても、今後該当する事案が発生した場合についてはこうした制度の活用も

視野に入れてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の今後の不祥事に対する三役と管理職、職員の職務に対する取組姿勢と責任の

在り方についてであります。 

 今回のような不祥事を再び起こさないためには日頃から職場内における報・連・相の徹底や

業務の進捗管理のチェック機能の強化が必要であり、11月の課長会において、業務分担と業務

スケジュールをリンクさせた進捗管理方法の事例報告や、業務におけるミスなどにより市民等
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に御迷惑をおかけした場合等についてはその内容と対応及び対応策について業務対応・改善報

告書を作成し、市長まで報告するよう徹底をしたところであります。 

 また、本年７月に内閣官房人事局人事政策統括官から発出されている通知に基づき、再三の

指導にもかかわらず改善が見られない職員に対する改善措置の実施や、措置を行ったにもかか

わらず改善が見られない場合の降格、免職等の分限処分に至るまでの流れを定めた勤務成績不

良者に対する改善措置マニュアルを来年度に作成することとしております。このマニュアルの

作成に向けては、三役及び管理職全員がその内容を十分に理解し、それに伴う責務と責任の在

り方について改めて認識を深めることが必要であり、またこうした厳しい措置が行われる可能

性があることについてもあらかじめ全職員に周知しておくことが必要と感じており、三役を含

めた管理職研修や職員説明会の開催も計画をしているところであります。また、そのことによ

り、マニュアル策定の段階から職員の意識改革を図り、不祥事の再発防止や業務の適正執行に

つなげてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 町田議員に、(5)閉校後の地域振興策についての

閉校となる学校の用途変更手続について、私のほうからお答えさせていただきます。 

 公立学校施設を学校以外の目的として転用等をする場合には、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律により財産処分手続が必要になります。対象施設が国の定めている処分制

限期間内の施設であれば文部科学大臣の承認等が必要となり、その処分の内容により補助金に

相当する額を国に納付しなければならない場合もございます。 

 現在、文部科学省のほうでは、国庫納付が不要となる要件を多くするなど既存施設の有効活

用が推進されているところでございますが、補助対象事業の完了後10年未満の施設の財産処分

につきましては、国庫納付が必要となる場合がございます。また、10年が経過している施設で

も有償での貸与や譲渡の場合は、補助金相当額以上を基金に積み立てることが求められている

ところです。 

 この財産処分の承認につきましては、審査等のため３か月以上の期間が必要ということです

ので、用途や活用方法が決まりましたら、早急に財産処分手続を行う必要があると考えている

ところでございます。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、閉校後の地域振興策について市長答弁を補足させてい

ただきます。 

 町田議員御提案の学校の歴史の保存、活用につきましては、教育委員会といたしましても有

効活用の選択肢の一つと考えております。学校の統廃合は全国的に進んでおり、閉校となった

学校の歴史を残していこうという活動が広まっております。高知県内でもこうちミュージアム

ネットワーク、高知県立高知城歴史博物館、高知県の学校資料を考える会が中心となり、教育
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活動や地域との関わりの中で作成された文書や写真、映像記録、教材教具などの学校資料を歴

史資料の地域教材として保存、活用する取組が始まっておりますので、中川内小・中学校につ

きましてもアドバイスをいただきながら保存方法、活用方法について検討してまいりたいと考

えております。 

 また、統合校となる羽根小学校、羽根中学校では、新たに校区として加わる中川内地区も地

域教材の一つとして学習することにより、児童・生徒がともに広域となった校区のよさを伝え

合い、これまで以上に相互理解が進んでいくものと考えております。 

 中川内地区には、これまで学校を支えていただいた地域の教育力があります。今後ともこの

地域の教育力により、地域を挙げて子供たちを育んでいきたいと期待しております。以上でご

ざいます。 

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

○１１番（町田又一君） １点だけ市長に、令和６年にふるさと納税額20億円を目標に掲げて

今取り組んでおられます。今年度15億円は達成可能なところまで来ているということなんです

が、あと３年で20億円、なかなか２億円、２億円増えていくということは大変だと思います。

室戸の商品も今まで以上に組合せを変えたり、構わない範囲でほかの自治体と組めるもんは組

んで、目新しい、目につくような掲示の仕方をしないと、なかなか20億円という壁は突破でき

ないと思います。そういう面では市長は行動力がありますので、やはりこのふるさと納税に力

を入れている県内の自治体、そういうところの首長さんと連絡を密にして取組を強化して、な

お庁内の職員の強化を図っていかないと、なかなか20億円を達成するというのは難しい、そん

なふうに思います。 

 今後、これから令和６年度に向けて市長の20億円ふるさと納税達成に向けての決意、そして

また取組姿勢、また職員の強化にどのように取り組むつもりなのか、お聞かせをいただきたい

と思います。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） 町田議員の２回目の質問に答弁をさせていただきたいと思います。 

 御質問の趣旨は、令和６年度目標とするふるさと納税20億円達成に向けていろんな観点から

の御質問であったと。 

 そのことに関しまして、まず一つは魅力のある商品を増やしていくということは非常に大事

なことでございますので、これについては今回もう既に取組を始めようとしております海洋深

層水における新たな商品、さらにまた室戸の長年の課題でもあります水産加工場の整備に向け

た中での新たな商品、さらにはまだ大きな商品になっていないような備長炭だとか、あるいは

西山台地の農産物だとかといった室戸特有の魅力のある資源も活用した新しい商品をどんどん

開発していくことにまずは力を入れていくとこが大事じゃないかなと受け止めております。 

 それともう一点は、今のままでもそうでありますけれども、新しい商品のより効果的なＰＲ
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をどうしていくのかという観点も大変大事でありまして、このことにつきましては今担当にお

ります職員の方々、既に大変全国に先行した捉え方をして取り組んでおります。大変、私自身

も評価をしているところでありますけれども、そうした、いわゆる先行した取組をさらに強化

ができるように、関係する企業等とも連携をして、あるいはまた新たな企業などとも連携を増

やしながらＰＲの強化にはつなげていかなければならんじゃないかというふうに受け止めてお

ります。 

 職員の体制につきましては、今のところは担当職員が主になってやっておりますけれども、

全庁内的にもふるさと納税に向かう意見の提案やら取組などの意見も求めながら、庁内が一丸

となってふるさと納税、財政基盤をしっかりとより強固にしていくための体制をつくって、向

かっていくことが大事ではないかと考えておりますので、町田議員からも御指摘のありました

ような御意見も踏まえながら、令和６年の20億円を目指してしっかりと頑張っていくことを答

弁をさせていただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって町田又一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、明日８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２時４分 散会 

 

 


