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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名中、欠席届１名、現在11名の出席でございます。 

 欠席議員は、山本賢誓議員、通院のためでございます。 

 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。小椋利廣議員。 

 傍聴席はお静かに願います。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣。令和３年３月第１回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表して、通告に基づき一般質問を行います。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)令和３年度の予算編成についてお聞きをいたします。 

 室戸市の令和３年度の予算額は138億7,712万5,000円であります。防災対策や地域医療対

策、産業振興対策、移住・定住対策など大型の予算が編成をされておりますけれども、本市も

少子・高齢化が進み、人口も１万2,683人まで減少し、高齢化率も50.5％となり、少子・高齢

化社会へだんだんと突入をしております。 

 国からの地方交付税の減少や室戸市税の減少等々、歳入も大きく減少してきており、一方で

は室戸市新診療所の建設や南海トラフ巨大地震への対応など、新型コロナウイルス感染症への

対策予算など、非常に厳しい社会情勢が続いております。 

 そこで、①疲弊をしているこの室戸市内の地域活性化対策予算は、どのようになっているの

か、幾らを組まれているのか、お聞きをいたします。 

 ②産業振興に取り組む予算額は幾らが組まれているのか。 

 ③高齢化社会に対応する高齢者対策用予算額は幾ら組まれているのか。 

 ④少子化が進む中、少子化対策用予算額は幾らが組まれているのか、お聞きをいたします。 

 次に、(2)愛宕山墓園の現状と今後の利活用についてお聞きをいたします。 

 愛宕山墓園は、昭和40年前後に室戸市が山を切り開いて建設をした墓地であり、室戸中学校

のグラウンド内やその周辺にあった個人の墓地をまとめて移転をした墓園であるとお聞きをい

たしており、現在は市道愛宕山墓園線も完成をして、水道も途中までではありますが完備がさ

れており、空墓があるところに新しく墓を建設をしたいという市民がいることから、愛宕山墓
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園の地上権の設定についてお聞きをいたします。 

 そこで、①愛宕山墓園の土地の所有権はどのようになっているのか。 

 ②墓園の中の空墓の管理はどのようになっているのか。 

 ③愛宕山墓園全体の管理はどのようになっているのか、お聞きをいたします。 

 ④墓園内の空墓を払い下げる室戸市の条例制定はいつできるのか、詳しくお聞きをしたいと

思います。 

 ⑤市長、墓園内の空墓を払い下げる陳情は、１年も前から協議をしているけれども、全然話

が進みません。室戸市の行政はどういうふうになっているのか、お聞きをいたします。 

 ⑥室戸市墓地・納骨堂設置及び管理条例では、２か所の墓地しか対象となっておりません。

室戸市の市有林など、室戸市の土地の上に墓地を建設しているのは市内に数多くあると思いま

す。愛宕山を含めて全体的な管理条例の整備はいつまでにできるのか、また室戸市の行政指導

はどのようになっているのか、お聞きをいたします。 

 次に、(3)新型コロナウイルス感染症のワクチン接種への対応についてお聞きをいたしま

す。 

 新型コロナウイルス感染症の切り札とされるワクチン接種は、病院の職員に先行接種を行

い、次に診療に関わる医療従事者に接種をし、４月以降には65歳以上の高齢者に接種をし、そ

して基礎疾患がある人たちへの接種を行い、一般の人への接種開始は５月以降になるのではな

いかと想定をされており、対象は16歳以上であって、室戸市内での接種開始は４月17日以降に

なると言われております。 

 そこで、①室戸市での接種開始日時の計画はできているのか。 

 ②ワクチンの入手はいつ頃を想定されているのか。 

 ③接種への通知はいつ頃あるのか。 

 ④ワクチン接種を行う会場の設営はどこになるのか。 

 ⑤ワクチン接種にかかる時間はどれぐらいかかるのか。 

 ⑥３週間空けて２回目のワクチン接種をすることが一番効率のよい接種方法であると報道を

されております。その２回目の接種計画は立てられているのか、お聞きをいたします。 

 ⑦車に乗らない高齢者には、バスの確保はできているのか、お聞きをいたします。 

 ⑧介護施設への訪問接種はあるのか。 

 また、⑨ワクチン接種後に激しい副作用が起こったときの対策はどのように考えられている

のか、お聞きをいたします。 

 ⑩入場者の体温を検知する非接触型自動検知器を水際感染症対策として公共施設に設置をす

る必要があると思いますが、これらのことについてお聞きをいたしたいと思います。 

 次に、(4)県外から来た若い移住者が定着できる対策についてお聞きをいたします。 

 現在、芸東地区沿岸の大敷組合や椎名の廃校水族館には、県外からの若者が多く就職をして
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きております。若い者がその地域で定着ができる住居の確保についてお聞きをいたします。 

 ①椎名大敷組合では、大学卒業生までの若者が４名就職をしてきておりますが、将来的な生

活を考えたときに、その地域に住んでいないとナガレコやサザエなど魚介類が捕れる漁業権の

確保ができないと言われております。その地域での居住権の確保は、行政が進んで取り組んで

いかなければならないと思いますが、その取組姿勢についてお聞きをいたします。 

 ②三津の大敷組合には専門学校卒業生まで５名が就職をしております。その中の１名は女性

であることから、船には新しいトイレを設置をして対応をしておりますけれども、その地域で

の居住先がなければならないと言われております。その居住先の取組についてお聞きをいたし

ます。 

 ③高岡大敷組合には椎名の廃校水族館の……。 

○議長（堺 喜久美君） すいません。携帯は切っておくかマナーにしておいてください。 

○６番（小椋利廣君）（続） ③高岡大敷組合には、椎名の廃校水族館の元実習生１名の就職

が内定をしておるとお聞きをしておりますが、同じく居住先が未定とのことであり、地域内で

の若者の居住先を行政が取り組んで率先してやらなければならないと思いますが、お聞きをい

たします。 

 県外からの若い就職者を大事にして、室戸市の若者の人口の増加や主要産業である芸東地区

の大敷組合の存続につなげていかなければなりません。また、若者が多く定住することで消防

分団への入団や危機管理意識への対応など、大きなメリットがあると思いますので、その地域

の実情に応じた、若者が定住できる住宅の確保にはどのように取り組んでいくのか、お聞きを

いたします。 

 次に、(5)羽根小学校の高台移転計画についてお聞きをいたします。 

 現在、室戸市立小・中学校は11校あります。その中で羽根小学校が海岸に一番近く、南海ト

ラフ巨大地震は海溝型地震と言われており、海に近い地域ほど津波が到達する時間が早く、被

害も大きいと言われております。羽根小学校は、地震の避難訓練で１キロメートル先の羽根中

学校まで走って避難をするそうです。自分たちの命を守るために、１年生や２年生の小さな足

でも一生懸命走るそうです。しかし、途中で必ず交通量の多い国道55号線を渡らなければなら

ないことで、一番交通事故が心配をされております。津波の心配や国道55号線を渡らなければ

ならない危険を回避するためには、羽根小学校の高台移転しかありません。 

 そこで、①危険な羽根小学校の高台移転計画は進んでいるのでしょうか、お聞きをいたしま

す。 

 ②高台移転計画が進んでいるとしたら、令和何年頃に予定をされているのでしょうか、お聞

きをいたします。 

 ③移転場所の選定は進んでいるのでしょうか。 

 ④高台にある羽根中学校に室戸市立羽根小・中学校とする計画は検討をされているのでしょ
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うか、お聞きをいたします。 

 次に、６、保健介護課の職員の療養費未請求金額の対応についてお聞きをいたします。 

 保健介護課の事件と教育委員会の事件につきましては同じ状況でございますので、取りあえ

ず保健介護課の職員が697万9,922円を約10年をかけて月賦で支払う約束をして、現在支払い中

であります。また、教育委員会で就職３年目の若い職員が175万円もの大金を室戸市に支払っ

たという事件が大きく市民の間にも明らかにされております。その職員の上司は何の処分もな

く、一円も払わないのか、室戸市の行政は本当にこれでよいのかと多くの市民から厳しい意見

が出ておりますので、質問を行います。 

 そこで、①損害額の賠償責任は誰にあるのか、お聞きをいたします。 

 今回の事件について多額の損害金が出ており、一番下の担当職員に毎月の給料等ボーナスを

併用した月賦で697万9,922円を約10年をかけて弁済をしてもらうとのことで現在行政が進んで

おりますが、その職員の賠償責任について、法令上の根拠が何であるかを教えていただきたい

と思います。 

 これは刑事事件ではありませんので、職員の賠償責任については地方自治法第243条の２の

２に規定をされており、その職分に応じて賠償の責めに任ずるものとされていて、室戸市財務

規則第130条の賠償責任の職員の指定では課長補佐以上の職にある者と規定をされておりま

す。今回の事件では、地方自治法で定められている賠償責任のある職員はどれに該当するのか

教えていただきたいと思います。法令や規則では支出負担行為などの決裁権限のある職員など

が挙げられていて、今回の事件では一番下の担当職員は該当しないのではないかと思います

が、市長の見解をお聞きをいたします。 

 ②市長や副市長、課長らの指揮監督業務についてお聞きをいたします。 

 市長は、地方自治法第154条で職員の指揮監督業務が定められており、副市長は同法第167条

で職員の担当する事務を監督する義務が規定をされております。また、室戸市行政組織規則第

５条では、課長は課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する、課長補佐は課長を補佐し、所

属職員を指揮監督する、班長は班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとされており、職

員の指揮監督業務は縦の系列の業務であり、今回の事件では支出命令や支出負担行為の権限を

持つ市長以下の幹部が縦系列の業務を怠っていたことは明白であります。 

 ③以上のように、療養費未請求金額697万9,922円は、当時の課長補佐から市長までが分担を

して支払うことになるのではないですか。今回の賠償責任の支払い義務者について、市長の明

確な答弁をお願いをいたします。 

 ④室戸市財務規則第126条から第129条に定められている室戸市長の会計事務検査について、

これまで事務検査を行ったことがあるのでしょうか。事務検査を行ったことがないとしたら、

その市長の怠慢についても処罰をすべきではないかと思いますが、市長にお聞きをいたしま

す。市長が日頃より厳しく内部の事務検査をちゃんとしていれば、今回のこのような事件も防
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げたのではないかと私は考えておりますが、市長はどのように考えているのか、お聞きをいた

したいと思います。 

 ⑤福祉医療費助成制度は大事な業務ではありますけれども、室戸市課設置条例ではどこに該

当するのか明記がされておりません。福祉医療費助成制度は何課が担当することになるのか、

お聞きをしたいと思います。保健介護課の担当でないとすれば、今回の事件は業務外というこ

とになりませんか。市長の責任はますます重大であると考えますが、市長の考えをお聞きをい

たします。 

 次に、(7)教育委員会学校教育課の職員が契約変更を怠り生じた工事費の賠償金額について

お聞きをいたします。 

 この件につきましても、保健介護課の事件と同様に、地方自治法第243条の２の２の規定で

は、職員の賠償責任の法令が適用されると思います。変更追加工事で事務上のミスを職員の賠

償責任について法令上の根拠など、どのように考えてきたのか、また工事の契約変更の権限は

誰にあるのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 また、前に述べたとおり、保健介護課の事件と同様で室戸市が財務省から借ることができた

過疎対策事業債175万円についても、地方自治法第243条の２の２や室戸市の財務規則第130条

の規定では、課長補佐から市長までが分担をして支払うことになるのではないでしょうか、市

長の明確な答弁をお願いをいたします。 

 地方自治法や室戸市行政組織規則第５条で規定をされている、上司による所属職員の指揮監

督ができていないのは明白であり、今回のような不祥事件を招いたことは決裁権のある上司の

責任であると考えております。市役所に勤めてまだ３年目の若い前途ある職員の芽を摘んでし

まい、175万円という大金を支払わせたことは、室戸市の行政として本当にこれでよいと思っ

ているのでしょうか。私は怒りを覚えてなりません。 

 また、室戸市財務規則第130条では、指定職員は課長補佐以上の職にある者とされており、

これも前回と同様に課長補佐から市長までが175万円の支払いを分担して取り組み、担当職員

に即刻返金をして、担当職員の復職にも取り組んでやらなければならないと思いますが、市長

の明確な答弁をお願いをいたします。 

 次に、(8)教育委員会の生涯学習課の職員による室戸市体育会の現金管理についてお聞きを

いたします。 

 関係市民などからの話では、教育委員会が事務局となっている室戸市体育会の会計につい

て、数年前に多額の不明金が発生をしており、室戸市が告訴または告発をしたとお聞きをいた

しております。体育会関係者の中には、警察から複数回事情聴取を受けた人がいるとお聞きを

しておりますので、この事件の真偽についてお聞きをいたします。 

 ①そこで、室戸市体育会の会計に多額の不明金があったのかどうか、あったとすればその詳

細について、これまで分かっている事実関係を明らかにしていただきたいと思います。 
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 ②当時の教育委員会の職員が関与した事実があるのかどうか、また告訴状、告発状を出して

いたとすれば、それをこの議会に提出をして読み上げていただきたいと思います。 

 ③告発状を受けた警察の捜査など、その後の動きはどうなっているのでしょうか。 

 ④もし、この事案が事実とすれば、市長及び教育委員会はどのような対処をしてきたのか、

その対応を示していただきたいと思います。また、不明金は賠償あるいは補塡がなされている

のでしょうか。 

 ⑤この不祥事件が事実とすれば、なぜ議会や市民にこれまで公表されなかったのか、お聞き

をいたします。 

 ⑥今後、この事件に対してどのような対処が考えられているのか、お聞きをいたします。 

 ⑦教育長は、昨年の11月臨時議会で吉良川小学校プール改修工事での不祥事件による市長と

教育長の給料を減額する議案が否決されたときに、ある同僚議員に、まだ次があるからと話さ

れていたとお聞きをいたしておりますけれども、まだ次があるからとはどのような事案を示し

てお話をされたのか、お聞きをいたしたいと思います。詳細に教えていただきたいと思いま

す。 

 ⑧このような金銭的な事件の不祥事が次から次へと起きるのは、組織の縦割り、職員の横の

連絡がなく、職員同士相互扶助の関係が養われてないのが一因ではないかと考えております。

厳しい職員研修を行い、行政のレベルアップにつながる対応が市民から強く求められておりま

すので、市長の見解をお願いをいたします。 

 ⑨市内外からの訪問者の多くが、室戸市職員の対応が不親切でレベルが低いという言葉をよ

く言われております。今後、室戸市が職員の指導や資質の向上に向けてどのように取り組んで

いくのか、市長の明確な答弁をお願いをいたします。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

 これで答弁は上から順番にお願いをいたします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員にお答えをいたします。 

 (1)の令和３年度の予算編成についてであります。 

 令和３年度予算につきましては、施政方針でも申し上げましたように、防災対策や地域医療

対策など「命を守る」施策や雇用、産業振興対策、移住・定住対策、「世界一健康づくりの楽

しい室戸」宣言に向けた基盤整備促進などをはじめとする、「室戸を創る」施策を予算編成の

重点事項として編成をしたところであります。一般会計の予算規模は138億7,712万5,000円

で、令和２年度当初予算との比較では１億9,212万5,000円、1.4％の増となっております。 

 議員御案内のとおり、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ことから
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大変厳しい財政状況であることは私も十分認識しているところであります。 

 こうした財政状況を勘案した上で、当初予算編成に取り組むことに当たり、国や県等の補助

制度を積極的に活用することや、ふるさと室戸応援寄附金の増大に取り組むことに加え、一般

財源を令和２年度当初予算比で10％削減することを目指したことなどにより、一般財源におい

ては２億3,811万2,000円、3.7％改善された予算となっております。 

 議員御質問の１点目、疲弊している室戸市内の地域活性化対策予算額はどのようになってい

るのかにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、本市におきましても飲食

業、観光業をはじめ、様々な業種に影響が出ております。令和２年度中には、国の新型コロナ

ウイルス関連予算を活用しながら、事業者緊急支援事業費補助金をはじめとする様々な地域経

済の活性化及び感染症対策を講じており、令和３年度においても新型コロナウイルスワクチン

接種事業約7,800万円を筆頭に、引き続き感染症拡大対策を実施することとしております。 

 そのほか、本市が掲げております「命を守る」「室戸を創る」、それぞれの対策予算につき

ましても、いずれも地域社会の保全、振興、地域の活性化を目的とした予算を計上するもので

あります。 

 次に、２点目の産業振興に取り組む予算額についてであります。 

 農林水産、商工業及び観光業など産業の振興と雇用対策に係る予算につきましては、特用林

産新規就業者研修支援補助事業1,080万円、漁業就業支援補助事業860万円、企業立地促進補助

事業6,000万円、恋人の聖地連携事業4,701万9,000円などに加え、ふるさと室戸応援寄附金事

業約23億円を含め、総額で約28億円となっております。 

 次に、３点目の高齢化社会に対する高齢者対策用予算額につきましては、総額で約４億

5,000万円となっております。その主なものは、配食サービス事業694万2,000円、高齢者外出

支援補助事業139万1,000円、あんしん見守りサービス536万6,000円などを計上しております。 

 次に、４点目の少子化が進む中、少子化対策用予算額はどのようになっているのかについて

であります。 

 本市の未来を担う子供たちのための予算につきましては、結婚新生活支援補助事業150万

円、すこやか子育て祝い金800万円、不妊治療等補助事業55万円、乳幼児等医療費助成事業

2,842万2,000円など計上しておりますが、このほか児童手当や赤ちゃんスターターキットなど

福祉事務所、保健介護課、学校保育課や生涯学習課など各課においても少子化対策の直接的、

間接的を問わず、多岐にわたる事業費を計上しているところであります。 

 次に、(3)新型コロナウイルス感染症のワクチン接種への対応についてであります。 

 新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、本年２月17日より医療従事者の先行接種

が全国的に始まっており、住民向けの接種につきましては、現在の予定では、まず65歳以上の

高齢者の方を優先して４月より開始することとされています。 

 本市では、市内６つの医療機関の御協力をいただき、平日の個別接種、土曜日の集団接種、



－47－ 

随時に行う高齢者入所施設での巡回接種の組合せにより、４月からの接種開始を目指して取り

組んできたところであります。しかしながら、先般発表された国のワクチン配分計画では、本

市への４月分の配分量が計画を大きく下回る状況が予想され、現時点では４月には接種者を限

定しての接種となり、本格的な接種開始は５月に入ってからになるものと想定しています。具

体的な日程につきましては、今後のワクチン配分の状況を踏まえ、医療機関の先生方と調整を

行いながら決定をしてまいります。 

 今回のワクチン接種につきましては、市民の方の関心も高く、市としましても国・県との情

報共有や関係者との連携を図りながら、接種を希望する市民の方が滞りなく接種できる体制を

可能な限り構築してまいります。 

 次に、(4)県外から来た若い移住者が定住できる対策についてであります。 

 １点目と２点目の椎名地区及び三津地区での住居につきましては、空き家バンクに登録され

る戸数が少なく、同地域へ移住を希望される方に対し住居の紹介を行うことが難しい状況であ

ります。これまで地域の居住を希望する方への対応といたしましては、地域の情報に詳しい常

会長や大敷組合等と連携を図り、空き家情報の収集に努め、なるべく地域内での住居を確保で

きるように取り組んでまいりました。 

 しかしながら、同地域内において移住者のニーズに合った住居が見つからないなどの場合に

は、その他の地域の空き家バンク登録物件から希望される物件を紹介しております。また、令

和２年度からは未使用の高知県職員住宅、教職員住宅を移住促進事業として借り受け、移住者

用の住居として提供することにより住居の確保にも努めているところであります。 

 令和３年度には、空き家改修に係る補助要件の緩和や補助上限金額の増額などの制度改正を

行うことや本事業の周知を図ることにより、さらなる移住の促進に取り組むこととしておりま

す。 

 次に、３点目の高岡大敷株式会社へ来られる新規就業者の居住先についてであります。 

 令和３年４月に移住し、高岡大敷株式会社に就職されることについて、担当課が把握してい

る方につきましては、椎名及び三津地区と同様に空き家バンク登録数が少なく、高岡の地域内

ではありませんが、市内の居住地は既に内定していると報告を受けております。 

 本市への移住を検討していただく上で、住居や就業先の確保、地域との関係性は大変重要な

判断材料となってまいりますので、今後におきましても関係機関や庁内各部署との連携を図り

ながら市内全域の空き家の情報収集や現状把握、掘り起こしに努め、より多くの方に室戸市へ

移住していただけるような住環境づくりに努めてまいります。 

 次に、(6)保健介護課職員の療養費未請求金額の対応についての１点目、損害額の賠償責任

は誰にあるのかについてであります。 

 冒頭の、担当職員が自主的に損害金の返還をしていることについての法的根拠は何かについ

てであります。 
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 本人からの弁済につきましては、市から法的に災害損害賠償を求めているものではなく、本

人より、日頃より上司に再三注意を受けていたにもかかわらず、事務を怠ったため発生したも

のであり、関係者に御迷惑をかけたことを深く反省しており、損害については全額返済したい

と自主的に申出があったものであり、その後数回意思確認をし、弁護士にも相談した上で債務

承認弁済契約を交わし、令和２年12月より分割納入をしているものであります。 

 次に、１点目の後段から３点目までは、地方自治法第243条の２の２に規定されている職員

の賠償責任についてのお尋ねでありますので、一括してお答えをさせていただきます。 

 議員御指摘のとおり、地方自治法には職員が故意または重大な過失等により地方公共団体に

対して損害を与えたと長が認める場合について、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るという規定があります。 

 この条文に規定する、職員に故意または重大な過失があったかを客観的に判断するために

は、対象職員及びその上司等からの詳細な聞き取り調査を実施した上で、処分内容とその理由

を示した懲戒処分審査委員会からの報告を尊重することが合理的であろうと考えております。

その報告の中で、上司の処分については、今回の案件は所属職員の性質から来る怠慢が原因で

あり、上司として個別指導や定期的な班会の開催により進捗状況の確認をするなど、再三指導

監督を行っていたが、結果として市に損害が生じたことについて、当時の課長には矯正措置と

して文章による厳重注意、課長補佐、班長には口頭注意をすることが適当であると結論づけら

れており、懲戒処分の標準例にある部下が懲戒処分を受けるなどしたことに関し、指導監督に

適正を欠いていた場合の処分までは求められていないところであります。 

 また、特記事項においても、上司等については日頃の個別指導に加え、毎月の班会の開催に

より進捗状況の確認もしていたことから、指導・監督責任も問うのは酷ではないかとの思いも

あるとの記載もあります。 

 これらのことを総合的に判断しますと、上司等について重大な過失があったとまでは言え

ず、監査委員に対して賠償の有無等の決定を求める対象とはならないものと判断をしたところ

であります。 

 次に、４点目の室戸市財務規則に定める会計検査について実施をしているのかについてであ

ります。 

 議員御指摘のとおり、室戸市財務規則には市長または会計管理者は会計事務の適正を期する

ため、検査員を定め、検査を行うものとすると規定がありますので、会計課長補佐と企画財政

課の財政担当課長補佐を検査員として任命をし、収入及び支出に関する事項、物品の出納及び

保管に関する事項などについて書面検査及び実地検査を実施しているところであります。本年

度は、室戸岬出張所、大谷市民館の２か所、令和元年度は保健介護課、平成30年度は佐喜浜出

張所、行当市民館の２か所を対象として実施をいたしております。 

 次に、５点目の福祉医療費助成制度は何課が担当することになるのかについてであります。 
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 室戸市行政組織規則第４条に、保健介護課障害福祉班の事務分掌として重度心身障害児者医

療に関することが規定されており、今回の同医療に係る高額療養請求事務につきましては、保

健介護課の担当業務であります。 

 次に、(8)教育委員会の生涯学習課の職員による室戸市体育会の現金管理についてでありま

す。 

 教育委員会に関する御質問でありますが、職員全体に係る答弁内容となりますので、７点目

の教育長への質問を除いて私のほうからお答えをいたします。 

 まず、１点目の不明金があったとすれば、その詳細を明らかにせよという点についてであり

ます。 

 質問にありますように、仮に職員が取り扱っている会計に多額の不明金が生じた場合の通常

の流れについて説明をさせていただきます。 

 このような事実が判明した場合には、副市長を委員長とする室戸市職員懲戒審査委員会にお

いて担当課長から報告を求めるとともに、必要に応じ本人、関係職員、その他関係者等からの

聞き取り調査を行い、事実関係の確認を行います。この時点で、本人と関係者から聞き取った

内容にそごがなく、事実関係が把握できた場合は、把握した内容について室戸市職員の懲戒処

分に関する指針等に照らし、処分の有無、その量定について議論し、その結果が私に報告され

ることとなっております。また、この調査に対して本人からの協力が得られない場合や関係者

から聞き取った内容とそごがあるなど、調査を行っても疑義のある場合であって、強制力のあ

る調査が必要であると思われる場合については警察等に相談、協力等をせざるを得ない場合も

あるものと考えております。 

 これらの過程を踏まえて、懲戒処分が決定した場合は、室戸市職員の懲戒処分に関する指針

に基づき対象職員の所属名、職、処分事由、内容等を公表することとしており、また停職以上

の処分に該当する場合は氏名及び年齢についても公表することとしております。 

 したがいまして、お尋ねの件につきましては、こうした処分に該当するものであれば、処分

を科した上で詳細や事実関係についてもその時点で併せて公表することになると考えておりま

す。 

 次に、２点目の教育委員会の職員が関与した事実があるのかから６点目の今後の対処につき

ましては、告発を前提とした質問でありますので、一括してお答えをさせていただきます。 

 仮に職員を告発した場合の公表の考え方についてでありますが、告発をした段階で有罪が確

定したというわけではありませんが、たとえ氏名を伏せたとしても告発の事実を公表すること

により様々な臆測や推測がなされ、対象職員の業務上また社会生活上において著しい不利益を

与える事態の発生が予想されますことから、告発をしたとしましても何らかの結論が出るまで

の間はその有無を含めて公表することは適切でないと考えているところであります。 

 なお、告発により起訴され有罪となった場合はもちろん、不起訴処分となった場合において



－50－ 

も懲戒処分の対象となる可能性もありますので、その場合については、先ほど申し上げました

懲戒処分の指針に照らし、懲戒処分に該当すると判断し処分を行った場合は、指針に基づきそ

の内容等を公表することになると考えております。 

 次に、８点目と９点目については、職員の意識の向上等に関する御質問でありますので、併

せて御答弁をさせていただきます。 

 組織の縦割り、連携不足については、職員数の減少や業務量が増大していく中、そうしたこ

とが起きているのではないかと私自身も心配をしているところであります。そのため、来年度

の人事異動の際には課内での班の異動を積極的に推進するとともに、班内での係の担当替えを

推奨し、近くに前任者がおり、助け合いのしやすい体制づくりや担当者が不在でも対応できる

職場づくりを進め、縦割りと連携不足の解消に努めてまいりたいと考えております。 

 また、職員の資質向上や意識改革につきましては、高知県への派遣研修や他団体への派遣を

引き続き行うとともに、こうち人づくり広域連合や各種団体が実施する研修の受講、若手職員

を対象としたコンプライアンス研修等、職場内研修の実施により職員全体の人材育成強化及び

意識改革を図ってまいります。 

 また、職員の不適切な事務を防止するため、定期的な課内会の開催により業務の進捗管理を

徹底するとともに、人事評価において勤務成績不良との評価を受けた職員に対する改善措置及

び、その後の対応についてのマニュアルの作成とその徹底を図ってまいります。 

 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） 川﨑建設土木課長。 

○建設土木課長（川﨑 州君） 小椋議員に、市長の政治姿勢についての(2)愛宕山墓園の現

状と今後の利用についてお答えします。 

 愛宕山墓園は、昭和27年から昭和36年にかけて高知県が実施した土地区画整理事業におい

て、起業地にある墓地所有者に対し移転補償として155基が整備され、その後昭和51年から室

戸市が実施した都市計画事業においても同じく移転補償として183基が整備され、計338基が昭

和53年に完成し現在に至っております。また、墓地利用者からの要望のあったアクセス道路に

つきましては、平成23年度より改良に着手し、平成30年度末に市道愛宕山墓園線が完成いたし

ております。 

 御質問につきましては、まず愛宕山墓園の土地所有者は室戸市であり、空墓も含め全体の管

理は建設土木課が行っております。 

 次に、空墓の払下げについてでありますが、前段でも申し上げましたとおり、当該墓園は区

画整理事業などによって移転補償として整備された経緯があることから、空墓に対する現在の

権利関係や払下げもしくは使用ができるか、また老朽化した区画に対する改修工事の必要性等

を精査した上で管理条例の制定について検討してまいります。また、現在の墓地利用につきま
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しては、適切な使用がなされているか調査を行い、必要に応じ管理者として指導してまいりま

す。 

 今後、議員御案内のとおり、墓地付近への車両での乗り入れが可能であることから、愛宕山

墓園への移転希望者が増えることも想定され、先ほど申し上げました課題に対し、市長をはじ

め関係課と協議し、空墓の利活用や管理条例の制定などについて検討を進めてまいります。以

上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 小椋議員の１の(3)新型コロナウイルス感染症のワクチン接

種への対応について、市長答弁を補足させていただきます。 

 御質問の１点目の本市での接種開始日時の計画はできているかについてですが、本市ではこ

れまで４月１日の接種開始を念頭に、２月４日に市内医療機関の先生方と意見交換会を、また

２月19日には高齢者入所施設管理者への説明会を開催し、関係団体との連携を図りながら接種

体制の構築に努めてまいりました。 

 各医療機関の先生方からは、接種に関し非常に協力的な御意向をいただいており、本市の接

種体制としましては４月から６月までの３か月間に、月曜日から金曜日までの平日に行う個別

接種、土曜日の午後と日曜日の終日に行う集団接種、嘱託医による高齢者入所施設での巡回接

種の組合せにより、高齢者約6,400人のうち約85％に当たる約5,500人の方に接種できる体制を

準備してきたところでございます。 

○議長（堺 喜久美君） 傍聴席にお願いします。私語は慎んでください。 

○保健介護課長（山本康二君）（続） ２点目のワクチンの入手はいつ頃を想定されているか

についてですが、先般発表された国のワクチン配分計画では、高知県分として４月５日の週に

975人分、４月12日と19日の週にはそれぞれ4,875人分が配分される見込みで、この量は県内高

齢者人口の4.5％程度の配分量となっているところでございます。 

 このうち、県内市町村への配分量につきましては、現在県のほうで調整を行っていただいて

いるところでございますが、本市の想定を大きく下回る状況が予想され、接種時期、接種優先

順位等について現在の計画の見直しが必要になってくるものと考えています。 

 なお、４月26日の週からは全市町村にそれぞれ975人分が配送される予定となっており、本

市における本格的な接種開始は５月に入ってからになるものと想定をしております。 

 ３点目のワクチン接種への通知はいつ頃になるのかについてですが、接種対象者への接種券

の発送時期につきましては、現時点で国のほうからは４月23日頃までを想定しているとの通知

を受けているところでございます。 

 なお、ワクチン接種までの流れでございますが、まず65歳以上の高齢者の方に市のほうから

住民票に記載されている住所地に接種券を発送します。この接種券発送時に個別接種を受けら

れる医療機関名や集団接種の日程などが分かる周知チラシを同封する形を考えています。接種
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券を受け取られた方は、個別接種を希望される場合は各医療機関に、また集団接種を希望され

る場合は市の保健介護課にそれぞれ電話で事前予約を行い、接種日や接種場所を確定していた

だくこととなります。 

 なお、今回のワクチン接種につきましては、ワクチンの温度管理が難しいことや１瓶当たり

の接種人数が決められていることなどから、無駄の出ないように接種する必要があり、事前予

約制としているところでございます。 

 ４点目のワクチン接種を行う会場はどこになるのかについてですが、個別接種につきまして

は市内の６つの医療機関で、集団接種については保健福祉センターやすらぎ、羽根公民館、吉

良川公民館、佐喜浜生活改善センターの４か所で週ごとに巡回して行う形を考えています。 

 なお、室戸岬地区の方につきましては、公民館での接種を想定した場合、接種会場が２階に

なることや周辺の駐車場確保の課題等があり、移送手段を確保した上でやすらぎ会場を御利用

いただく形を考えています。 

 ５点目のワクチン接種にかかる時間はどのくらいかについてですが、国の示す想定は予診か

ら接種まで１人当たり３分となっておりますが、本市の集団接種ではもう少し余裕を見て、１

人当たり５分、１時間当たり12人に接種する想定で計画しているところでございます。 

 ６点目の２回目の接種を行うことで計画しているかについてですが、今回のワクチン接種の

接種回数につきましては、１回目の接種後３週間の間隔を空けて２回目の接種が必要となって

おりますので、２回接種を行う計画となっております。 

 ７点目の車に乗らない高齢者にはバスの確保はできるのかについてですが、集団接種時の会

場までの移送手段につきましては確保する方向でその体制の検討をしているところでございま

す。 

 ８点目の介護施設への訪問接種はあるのかについてですが、市内に７つある高齢者入所施設

につきましては、嘱託医による巡回接種を行うことで了承をいただいており、現在対象者数の

報告を各施設に依頼しているところでございます。 

 ９点目の副作用が起こったときの対策についてですが、今回の接種に使用するファイザー社

のワクチンにつきましては、接種後すぐに現れる可能性のある症状として蕁麻疹などの皮膚症

状や息苦しさなどの呼吸器症状、血圧低下や意識レベルの低下などを伴うアナフィラキシーシ

ョックなどが挙げられています。このため医療機関や集団接種会場ではワクチン接種後は15分

以上接種会場で健康観察を行うこととしています。 

 また、アナフィラキシーショックなど重篤な副反応が見られた場合の対策として、応急治療

用の救急処置用品の確保や救急搬送が必要な場合に速やかに搬送できるよう接種日や、接種場

所等について事前に消防本部との情報共有を行っておくなどの対策を取ることとしておりま

す。さらに集団接種会場のスタッフとして救急救命士の配置なども検討しているところでござ

います。 
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 10点目の非接触型自動検知器の設置についてでございますが、現在市役所本庁に２か所、ジ

オパークセンターに１か所設置しており、３月中には保健福祉センターやすらぎにも設置する

見込みとなっております。 

 その他の市民館や公民館につきましては、現在非接触型温度計を配置し、様々な活動を行う

際に体温チェックを行っているところでございます。 

 今回のワクチン接種業務につきましては、これまでに経験のない業務であるとともにワクチ

ンの配分時期や配分量が確定しない中での準備となっております。日々、担当職員も苦慮しな

がらの対応となっておりますが、今後も国・県の情報に留意し、医療機関の先生方をはじめ、

関係する方たちとの連携を十分に取りながら臨機応変に適切な対応を心がけてまいります。以

上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 小椋議員に、(5)羽根小学校の高台移転計画について私のほうから

お答えいたします。 

 ①から④までの御質問でありますが、関連がありますので、併せて御答弁いたします。 

 現在、教育委員会では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立ち上げて

おります。子供たちの教育環境を児童・生徒数から見た適正規模について、また津波浸水区域

等学校の配置から見た適正配置についてと両面からの協議を始めております。 

 この検討委員会のメンバーは、室戸市内全ＰＴＡ会長、保育所は保護者会会長、学校代表の

校長、保育所代表の園長、地域代表者として常会長、移住者の方、企業の代表の方、教育関係

者で24名の方にお願いをしております。第１回目の会議を令和２年11月17日に開催し、保育所

と小・中学校の現状、出生者数による今後の入学者の推計等を御説明し、御意見をいただきま

した。津波浸水区域の学校については、高台へ移転してもらいたいという御意見もありまし

た。 

 今後は保育所、小・中学校の保護者全員にアンケートをお願いし、その結果をもって第２回

目の会を開く予定としております。現在、アンケートの回収が終わり、集計中でありますが、

保護者のアンケートには津波浸水区域外への学校の移転を機会にどのような学校規模にするべ

きか、また望ましい学級規模や児童・生徒が減少した場合の学校の統廃合について御意見をお

伺いしております。このアンケート結果をもって協議を進めていくことになりますが、ある一

定の方向性が示されましたら各地域へ出向き、地域の御意見もお伺いしながら、子供たちの適

正な教育環境や保育環境の整備に努めていくこととしております。 

 議員御質問の羽根小学校の高台移転計画につきましても、この室戸市保育所及び学校適正規

模・適正配置等検討委員会において協議検討してまいります。 

 次に、(7)教育委員会学校保育課の職員が契約変更を怠り、生じた工事費の賠償金額につい

て私から御答弁をいたします。 
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 ①職員の賠償責任についてでありますが、先ほど市長から地方自治法による職員への賠償命

令は懲戒処分審査委員会からの報告を尊重するとの答弁がありましたが、教育委員会におきま

しても室戸市教育委員会懲戒審査会において懲戒処分案件を調査し、教育委員会に報告を行っ

ております。 

 その中で、上司の処分については、日々の個別指導や業務スケジュールのチェック、課内会

の開催などにおいて進捗状況の確認をするなどの指導を再三行っていたことから、重大な過失

や指導監督に適正を欠いていたとまでは言えないと判断をしております。 

 しかしながら、こういう事案が生じてしまったということは、組織内の連携が不十分であっ

たことが一因であることから、管理監督者である課長には文書による厳重注意、その他直属の

上司である班長、補佐については直接口頭注意を行っております。 

 職員の損害賠償につきましては、教育委員会といたしましても上司については重大な過失が

あったとまでは言えないことから、監査委員に対し賠償の有無等の決定を求める対象とはなら

ないものと認識しているところであります。 

 工事の契約変更の権限は誰にあるのかとの御質問ですが、変更契約の権限は市長にあり、工

事の金額により副市長や課長に専決権が与えられているところでございます。また、市への損

害金175万円につきましても、市から法的な損害賠償を求めたものではなく、本人からの自主

的な弁済申出を受けたものであり、令和２年12月28日に全額納入されております。 

 職員の復職について取り組んでやらなければならないと思うがとの御質問もいただいており

ます。当該職員の退職につきましては、本人から退職届が提出され、それを受理したものであ

りますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 いずれにいたしましても、こういう不祥事を二度と起こさないため、毎月の班会の実施、業

務を複数名で担当する、業務スケジュールの見える化など業務の課題やミスを発見することが

できる体制を整えるとともに、凡事徹底、当たり前のことを当たり前にできる職場づくりに努

めてまいります。 

 次に、(8)教育委員会生涯学習課の職員による室戸市体育会の現金管理についての⑦であり

ます。 

 私がある議員に、また次があるからと話していたとのお尋ねでありますが、職員の不祥事は

あってはならないことであり、今市役所全体で再発防止に徹底的に取り組まなければ、必ず次

の不祥事が起こります。そうならないためにしっかりと対策を取ることが必要ですというお話

をさせていただいた記憶はありますが、それにつきましては具体的な事案を想定しての話では

ありませんので、御理解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） 健康管理のため、11時25分まで休憩いたします。 

            午前11時16分 休憩 

            午前11時25分 再開 
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○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 小椋利廣議員の２回目の質問を許可いたします。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） 小椋利廣、２回目の質問を行います。 

 あまり残りの時間がよけありませんので、簡単にやります。 

 (1)の令和３年度の予算編成について、これについてもいろいろ市長のほうから答弁があっ

たわけですけれども、現在新型コロナウイルスの感染症の関係で大きく経済が落ち込んでいる

というふうに私は考えております。室戸市の経済を支えている第１次産業の水産業また林業な

ども、水産業におきましては魚価の低迷やその魚価の低迷による仲買業者さんたちも非常に今

苦慮しております。そして、備長炭の生産者、この方たちも今現在居酒屋が動いてないことで

非常に備長炭が売れにくい、また問屋の倉庫では備長炭が山積みになっているというふうに言

われておりまして、経済が停滞しておりますので、先ほど市長から答弁のあった約30億円余り

の経済投資ではまだまだ私は少な過ぎるというふうに考えておりますので、今後経済を復活さ

せて浮上していく活性化対策が考えられているのか、また補正予算も含めた経済効果につなが

る政策は計画されているのか、お聞きをしたいと思います。 

 それから、(2)番の愛宕山墓園の現状と今後の利活用についてでありますけれども、先ほど

建設課長からは、この愛宕山墓園は室戸市の建設課で管理をするというふうに答えがあったわ

けですけれども、また条例をいつまでにつくるのか、このことについては検討するということ

だけで言われておりまして、いつできるのか、こういうことが全然はっきりしません。いつま

でにできるのか、市民が待ちゆうわけですわ。全然答えになってないじゃないですか。そうい

うことでもう一度お聞きをいたしたいと思います。 

 それで、愛宕山墓園のことは、市が管理をしている奈良師の奥の池の尻の墓地、あそこには

道が狭いきん、なかなか盆、正月なんかは行けんわけですわ、交通量が多過ぎて。そして、や

はり愛宕山墓園のほうに行きたいという方がおりますので、その点についてお聞きをいたしま

す。 

 それから、６番目の室戸市の墓地納骨堂設置管理条例について一言も触れてない。これは今

後どうするのか。これは大きく室戸市の所有地、市有地、こういうところに墓地が建設もされ

ております。これらの今後の管理について、どのように条例制定を進めていくのか、お聞きを

いたします。 

 それから、(3)番の新型コロナウイルス感染症予防接種についてでございますけれども、こ

れもいろいろな形で答弁があったわけですけれども、国からのいろいろなことについて、まだ

未確定なところも多いというふうに言われていたと思います。それで、確定をしていないこと

が多くあるということで、今後実施に向けて新たな取組ができたときに市民に分かりやすく詳

しい状況説明を周知徹底をしていくことが大事であるというふうに考えておりますので、この

付近をどのように取り組んでいくのか、お聞きをいたします。 
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 それから、(4)番、県外から来た若い移住者が定着できる対策についてでありますけれど

も、市長、この11人の若者が今ここへ来ちゅうわけですわ。これでこういうふうなことの話が

来ております。昨年の暮れ、大敷組合の漁師になった若者の実際にあった話です。これは、ぜ

ひ議会で言ってほしいと言われておりました。 

 市役所の紹介で物件を見学し、大丈夫、住めると半ば強引に勧められ、時間も選択肢もなか

ったことから決定をしました。暮らすに当たり、プロパンガスを接続するのに修理が必要との

ことでガス業者に依頼をして、外の配管工事が終わり、中のガス設備の修理に着手したとこ

ろ、コンロ内部や収納部でゴキブリやネズミの死骸を見た業者から、ここは住むところではな

い、住んではいけないと説得をされました。現在はガス業者が探してくれた物件で暮らしてお

り、ガスの修繕でかかった３万円を支払い、市役所で紹介された家を３日で解約をしました。

以上の状況は、引っ越しなどで大きな負担を抱えながらも室戸市を選択して就職してきた若い

新卒新人に対してはあまりにも厳しい実情があり、室戸市の移住促進支援の行政が本当にこれ

でよいのかと思いました。こういう新規就労する若者向け住宅の建設を望むものですと、こう

いう手紙が来ております。 

 ぜひとも、県外から11人もの若い者が就職をしてきておりますので、これらのことについて

も行政として優しく対応してやらなければならないというふうに考えておりますので、答弁を

お願いをいたします。 

 それから、羽根小学校の高台移転計画についてでありますけれども、先ほどの教育長の答弁

では検討委員会を立ち上げて検討するという話やけんど、こういうものはいつからやりゆうか

という話ですよ。東日本大震災からはや10年が過ぎました。また、今回は震度６強の地震も起

きました。南海トラフ地震も近い将来必ず起きると言われております。非常に恐怖感を感じて

おります。１年生や２年生の小さな足で一生懸命走っても、津波の速さには全然かないませ

ん。こういったことから、羽根小学校の高台移転は生徒たちの命を守るために早急な取組が必

要だというふうに考えておりますので、百田教育長の在任中に高台移転計画を精力的に取り組

んでいただいて、めどが立つのかどうか、もう一度明快な答弁をお願いをいたします。 

 それから、(6)保健介護課の職員による療養費未請求金額697万9,922円について、先ほど市

長は、弁護士に相談をして、本人から申請があって返納するということですけれども、これは

法的にいくと地方自治法の第243条の２の２を受けて、室戸市財務規則第130条で規定する、職

員は室戸市の職員指定では課長補佐以上の者であると、こういうふうになっちゅうじゃないで

すか。そうすると、課長補佐から市長までが分散をして払わないかんがやないですか。個人に

全部払わせてやることは、僕はないと思うけんど。これについてもう一度お聞きをいたしま

す。 

 それから、(7)の教育委員会学校保育課の職員が契約変更を怠り生じた175万円の賠償金額に

ついて、これも先ほどの話と同じで、これは地方自治法の第243条の２の２でいく、またそれ
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を受けて室戸市の財務規則第130条では課長補佐以上の職にあるものということになっており

ますので、これも175万円については課長補佐から市長までが分散をして取り組んで払わない

かんのやないか、私はこういうふうに考えておりますので、もう一度市長の答弁をお願いをい

たします。 

 それから、吉良川小学校プール改修工事については、ＰＴＡ関係者の話では吉良川小学校の

プールはまたも水漏れがあり、やり直しが必要ではないかというふうにお聞きをいたしており

ます。もしこの話が本当であれば原因は何か、状況や工法や金額について詳しく説明をお願い

をいたします。 

 それから、(8)の教育委員会の生涯学習課の職員による室戸市体育会の現金管理についてで

ありますけれども、市長は公表は適当ではないというふうな話があったわけですけれども、こ

れらは結局は何か不正な事実があったとすれば、どのようになっていきゆうのかということが

市民にも知らされてないと分からないと思いますので、このことについても答弁をお願いをい

たしたいと思います。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の２回目の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。何点か数の多い質問でしたので、答弁漏れがありましたら、また御指摘をいただけたらと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１点目の予算編成に関係した質問でございまして、コロナウイルス関係で経済の落ち

込みが大変厳しい状況であるということで、私の１回目の答弁も捉えて30億円余りでは少な過

ぎるので、今後のいわゆる活性化対策、経済対策、補正の予算も合わせてお考えを聞くという

御質問であったかと思います。 

 具体的な活性化対策、経済対策というのは、それぞれ予算書の中でもこれからまた大綱質疑

等もあって、事業は見えてくると思いますけれども、基本的には１度目の答弁をさせていただ

いたように、今まで取り組んできた経済対策といったことを軸にしながら、より強力に進めて

いくということになろうかと思いますが、コロナにつきましては本市だけの物事でなくして、

全国、全世界でこれから新たな時代にどう取り組むのかと、こういったコロナ禍にどういった

取組が大事なのかといったことは、例えばウェブ社会の、いわゆる前倒しのような社会が見受

けられますけれども、こうした国際的あるいは日本の動き、動向などもしっかりと注視をしな

がら、室戸市としてやらなければならないことに遅れのないように、先行できるようにしっか

り取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 次に、２点目ですが、愛宕山の墓園のことについて条例はいつできるのかと、いわゆる取組

が遅いんじゃないかという御指摘じゃないかというふうに受け止めましたし、奈良師の奥に行

くにしても道が狭くてなかなか行けんということで、愛宕山の墓園へのいわゆる希望者が多い
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ということで、今後どう取り組むのかということであります。 

 担当課ともしっかり話をしながら、御要望に応えられるように、できる限り早期に取り組め

るように私のほうとしては指示を出してもらうようにしたいというふうに思います。 

 ３点目でございます。 

 これも関連してると思うんですけど、市の墓地の管理条例について答弁で触れられていない

という御指摘をいただきました。これはまた担当課のほうからも補足説明があると思いますけ

れども、今後こうしたことも併せて、室戸市内には広く、いろんな問題が墓地管理条例に関係

するような物事があろうかと思いますので、しっかりと適正管理のできるように指示を出し、

取り組んでまいりたいと思います。 

 ４点目に、コロナウイルスワクチンの今後の対応について、国からの情報もまだ未確定な点

も多々あろうかということで、国のそうした動向が具体化されてきて実施ができるようになり

ましたら、いわゆる取組の周知徹底をすることが大事であるという御指摘でありましたので、

それは御指摘のとおりでありますし、内部でもしっかりとあらゆる手を尽くしてどう取り組む

のかということが、市民皆さんに分かりやすく捉えていただけるような対応をしていくことは

お約束させていただきたいと思います。 

 ５点目です。 

 若者向けの住宅の物事で、11人の移住者等が来ておるというパンフレットを見せていただい

ての御質問でございまして、市が紹介した住宅環境が非常に悪い環境で、３日で解約をせざる

を得んといったような、市の指定ではいかんじゃないかという御指摘かと思いますけれども、

全く私もそのことは同感をしておりますし、市長になった当時からそうした移住者に向けては

住環境というのはしっかり体制を整えてお迎えをせないかんということには口を酸っぱく指導

もし、そうした取組を推進してきたところでありまして、今またそんなことが現場であってい

るということは非常に残念に思います。 

 今後、移住者、特に子育て世代の移住者には力を入れてきていただけるような環境整備をす

ることについては、居住環境が最も大事であろうかと思います。あわせては、仕事面での御紹

介、さらには室戸は公共交通が少ないですので、移動といったような、こうした３つの大きな

ことがしっかり移住者に向けて喜ばれるような改善対策をもって移住者促進には取り組んでい

かなければならないと考えておりますので、御指摘のありました物事を大きな反省として、今

後より改善対策に向けて取り組むようにさせていただきたいと思います。 

 次に、６点目として、羽根小学校の移転に関係しての御質問がありました。教育長への答弁

ということでありましたけれども、非常に私もこの問題は心配をしておる教育問題の大きな課

題となっておりますので、教育長からの答弁もあろうかと思いますけれども、速やかな対応で

高台移転ということを考えて取り組んでいかなければならない課題ではないかと考えておりま

すので、今後地域の方々、先生方々の御意見も聞きながら、速やかな対応ができるように取り
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組んでまいりたいと考えております。 

 それから、７点目としまして保健介護課職員の療養費未請求金額に関係する質問で、地方自

治法の第243条２の２を受けて、個人に支払わせるのはおかしいんではないかという御指摘で

ありました。あわせて、175万円のことにも触れまして、130条などで課長等の支払いが必要で

はないかといった御質問だというふうに受け止めましたけれども、これはもう１回目の答弁で

詳しくお話をさせてもらったような見解にありますので、御理解を賜りますようにお願いした

いと思います。 

 実は、この問題、小椋議員からも御指摘のあったような気持ちもないわけでありませんでし

て、そうしたことがあって香南市なんかの取組を勉強に行かせていただきながらどう対処した

のかということをこの市の内部でも反映できるように、１つは監査委員なんかに諮った判断を

してもらって対応したというのが香南市の例でありましたけれども、そうした手続等も今後は

しっかりと取り組んでいけるよう対処していく構えにおりますので、御理解をいただけますよ

うによろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 ９番には、吉良川小学校のプールの水漏れがまたあっているといった御指摘、10点目には、

これは体育協会の関係で、公開をせんのはおかしいじゃないかという御指摘の重ねての御質問

でございましたけれども、これも１回目の答弁で大変詳しく御説明をさせていただいたような

状況でございますので、御理解を賜りたいと思います。私からの答弁は以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 小椋議員に、２回目の御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、室戸市内の小・中学校で浸水の予想をされてない学校は、羽根中学校と吉良川小学校

だけでございます。現在、１回目の答弁でお答えしましたように、保育、小学校、中学校の保

護者のアンケートを集約しておりますので、今御指摘がございましたように、３年度中にこの

アンケートをもって方向性を示して、地域を１回回るように予定をしております。 

 それから、吉良川小のプールの件につきましては、学校のほうから連絡を受けておりません

ので、今度すぐに確認をして、もし御指摘のとおりございましたら、すぐに対応したいと思っ

ております。以上です。 

○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） 小椋議員の２回目の質問にお答えいたします。 

 愛宕山墓園について、条例の時期等について要望もあることから早期にということですが、

先ほども申し上げましたように、愛宕山墓園は区画整理事業などによって移転補償として整備

された経緯がございます。現在の空墓に対する権利関係をまずは調査した上で、その区画に対

して使用許可ができるのか、また使用料の徴収などについて県や関係課と協議しながら条例の

制定については検討していきたいと考えております。 

            （６番小椋利廣君「いつまでにできるか」と呼ぶ） 
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○建設土木課長（川﨑 州君）（続） 調査の上、早期にということでお願いいたします。 

 次に、市の土地に個人墓地があるものについて、条例制定はどうなっているかということで

すが、まずはこれも市の土地にある墓地等について、現状の把握に努めていきたいと考えてま

す。まず、現状の把握に努めて、今後の対応について考えていきたいですので、よろしくお願

いいたします。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） 小椋議員のワクチン接種に関する情報の市民への周知につい

てお答えをさせていただきます。 

 今回のワクチン接種につきましては、市民の方の関心も非常に高いと考えております。その

ような中で情報発信というのは非常に大事な業務であるというふうに考えております。いつ、

どこで、どのような手続で接種できるかという情報はもちろんですが、準備段階においても発

信できる情報については可能な限りお伝えしていくことも大事であると考えております。 

 先週より、市のホームページのほうに今回のワクチン接種に係る情報を掲載しております。

今後新しい情報につきましては、随時更新をしてまいります。また、ホームページ以外でも、

広報とか常会への回覧文書等、様々な形で市民の方に分かりやすくお伝えしてまいります。以

上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋利廣議員の３回目の質問を許可いたします。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番小椋利廣、３回目の質問を行います。 

 先ほど、市長からも教育長からも羽根小学校の高台移転計画について答弁があったわけです

けれども、百田教育長の先ほどの答弁では、本当にこう熱く燃えてくるような答弁ではなかっ

たというふうに私は考えております。どうしてかというと、これは教育長、高台移転をどうし

ても取り組んでやらないと、この小学校の子供たちは命を守れないと私は考えております。中

学の話もありました。中学生は中学生で、これは非常に避難は早いと思うがですよ。しかし、

小学生の１年生や２年生の足で一生懸命走っても、これは避難場所まではなかなか到達が難し

いというふうに考えておりますので、私の思いでは高知県内でも一番優秀な教育長さんとして

わざわざ市外から百田教育長さんをお迎えをしておりますので、ここで百田教育長の力量発揮

をしていただいて、教育長の任期中に羽根小学校の高台移転のめどが立つのかどうか、これに

もう一度明確な答弁をお願いをいたします。 

 それから、先ほど市長から答弁もあったわけですけんど、どうしても私は納得がいきません

ので、保健介護課の職員が697万9,922円、それから学校保育課の３年目の若い職員が175万円

もの大金を支払ったということについて、これは地方自治法第243条の２の２に指摘しており

ますように、また室戸市の財務規則第130条では職員の指定がちゃんと規定をされております

ので、これらは課長補佐から以上のものは分散をして払わないかんのやないかと、私はこのよ

うに考えております。 
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 既に、その保健介護課の職員はもう給料の10％、３か月分も減俸処分を受けているではあり

ませんか。それにまだ全体の697万9,922円を10年もかけて払わすのかと、こういうことになる

がやないですか。私はこれはどうしても納得できんわけですわ。課長補佐以上の職にある者

と、これに載っちゅうやないですか、室戸市の財務規則の第130条では。どうしてもこれには

納得ができませんので、もう一度お聞きをいたします。 

 それから最後に、これは市長、全体的なことについてお聞きをしたいと思いますけれども、

これは私の思いの中で話をさせていただきたいと思いますが、市長、この市役所の中で何回も

何回もこんな不祥事が続くようなことは異常ではないですか。行政のどこが悪いのか、市長の

行政責任は大丈夫か、この町の中ではいろいろな話が言われております。 

 市長、僕はこんな不祥事が続くことについて苦言を申し上げておきたいと思います。 

 市長室の前にかけている室戸市ＳＤＧｓ推進本部、こんなことは国連が決めたことであっ

て、パフォーマンス的なことばっかり考えんと、私、小椋利廣が室戸市議会議員として言いた

いのは、いま一度室戸市政の厳しい現状を見詰め直し、市長室の前の看板も室戸市行政改革推

進本部とかに改正をしてかけ直し、足元から政策や法規を見直して、室戸市の条例は本当に現

状に合っているのか……。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員、あと５分、残り５分です。 

○６番（小椋利廣君）（続） 改正をしなければならないところがあるのではないか。また、

規則の改正はしなくてもよいのか、室戸市の要綱はこのままでよいのかなど、いろいろなこと

があると思います。人口が大きく減少してきた現状に合っている条例とか規則、要綱はそのま

までよいのかということが私は強く求められていると、このように考えております。 

 人口の減少も激しく、高齢化率も50％を超えている状況で、厳しいこの室戸市の今後の行政

の在り方や政策や産業の振興策や市民サービスや室戸市の浮上に向けて、厳しく職員研修を行

い、室戸市地域の活性化と職員の資質の向上に向けて取り組んでいくのが植田市長に与えられ

た役目ではありませんか。私はそのように考えております。 

 そういった厳しい取組が進み、何年かすると、市民の間では市役所の職員の対応や考え方も

随分変わってきたよねと言われる時代が近い将来必ず来ると私は考えておりますが、こういっ

た取組に市長の明確な答弁をお願いをいたします。これで……。 

            （「議長、通告にあるか、一般質問の通告にある。今言うたこと」

と呼ぶ者あり） 

○６番（小椋利廣君）（続） 最後に言うことや。 

○議長（堺 喜久美君） 通告にないのは答えなくて結構です。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の３回目の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 
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 １点目は、羽根小学校の高台移転について、あと教育長からの補足答弁もあろうかと思いま

すけれども、私としましても子供の命はこのままでは守れないという思いは本当に心配をして

おります。どうした方法で高台移転をしていくのかということは、教育長が現場の方々としっ

かりと議論もして、その答えを出そうと今一丸となってかかっているところでございますの

で、そこは住民の方々、関係者の方々もしっかりと受け入れて行政を進めていきたいと、こう

いう姿勢でございますので、私のほうからはその点で御理解をいただきたいと。ただ、小椋議

員も言われるように、子供たちの命は守らないかんということは私の政策の一番にも書かれて

おりますので、御理解をお願いいたします。 

 ２点目は、これも重ねての御質問でございますけれども、保健介護課あるいは学校保育課に

関係する、いわゆる若い職員に不正になった金額を全部支払わすのかということは、地方自治

法の第243条２の２、あるいは市の財務規則の第130条等で課長以上が見るべきじゃないかとい

うふうな御認識だという御指摘でございますけれども、これはもう本当に適切に内部でも十分

協議もしながら、１度目に答弁をしたような姿勢、考え方が私の今の姿勢でありますので、御

理解をいただきたいというふうに思います。 

 ３点目につきまして、市全般について、これだけ市庁内で不祥事が続くというのは何かおか

しくないかと、市長、どうしてるんですかという厳しい御指摘、それとこんなに厳しい室戸市

をどうするのかといったような御指摘がありました。 

 私としましては、市長になりました、当選をした時点で火葬場の問題等では被告人となって

おります。今回の問題も、私が市長に就任して新たに発生した問題もありますけれども、その

以前から引き継いできた物事も少なくありません。そうした物事を改善をしたくて市長にも挑

戦をして、就任もさせていただいておりまして、何度となくそうした職員の姿勢の在り方につ

いては、課長会等、機会があるたびに是正をしていけるような対策で一生懸命に頑張ってきて

今の現状であります。 

 古い傷痕も、新たに発覚をして改善をしなければならない、そうしたことが今まで改善され

てきたなら、新たなこういった現状の問題なんか起こらなかったんじゃないかということが繰

り返され、繰り返され、現場で課長に直接指導しても、なかなかそれが直りにくいような組織

の現状がある、そんなところにメスを入れて、しっかりと改善をしていかなければならない

と、全身全霊頑張ってるのが今の植田市長でございます。 

 それと、経済のこともお話がありましたけれども、小椋議員御案内のとおり、室戸市は令和

元年度に生まれた子供は46名です。亡くなった市民の人数は221名、転入をしてくれたのは

322名、転出をされたのは157名、自然減、社会減を合わせて378名という人口が令和元年度だ

けでも減少しております。このことは、過去５年、15年先からずっと室戸市の人口の減少が繰

り返されてきてる、そんなことに市政として議会の皆さん方の力もいただきながら、何とかし

なくてはならないという施策をもって今取り組んでも、なお減少を止めることができません。
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しかも、高齢者率は50.5％。この50.5％といいますのは、全国平均からすると30年も先行した

状況になっております。昨年の９月、母子手帳で令和３年度に生まれる子供の人数が推測され

ますけれども、室戸市全域で11名という状況にあります。 

 これほど厳しい室戸の人口問題、少子化の問題、あるいはそうしたことが伴って財源に影響

し経済に関係する、これほど厳しい室戸の市行政を、皆さんと一緒に何とか立て直さなければ

ならないと思うのは、私は誰よりも熱い思いを持ってこの室戸市を立て直したいという思いで

頑張っております。 

 議員の皆さん方の御指導もいただきながら、本当に小さなことでもできることからメスを入

れて改善をし、職員の意識も当然でございます、私ほど市長として職員を叱り、新聞にでも書

かれるような、それほど厳しい、職員意識を改善しようとして本気で取り組んでるというふう

に私は自負しておりますけれども、手は決して緩めておりませんし、皆さんと一緒になって市

民の負託に応えられるようにこれからも全力で頑張っていく決意でございますので、どうぞ御

理解賜りますようにお願いを申し上げまして、答弁に代えさせていただきます。 

○議長（堺 喜久美君） 傍聴席はお静かにお願いします。百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 小椋議員に、３回目の質問にお答えさせていただきます。 

 この高台移転ということに私の熱意を感じられないという御意見をいただきましたが、実は

これは市長も答弁があったように、高台移転につきましては吉良川小学校と羽根中学校以外は

全て浸水地域です。羽根小学校につきましては、令和元年度に生まれた子供は１人でございま

す。吉良川地区は２人です。保護者の中には、それは羽根中学校に校舎を造ったらいいわよと

いう御意見もございますが、建てる敷地がないので、運動場が半分なくなります。あるいは、

ある保護者はもうそれはざんじ吉良川小学校は水害地域外なので、統廃合したらええかよと、

そういう保護者もおられます。けれども、そういったことは、いろんな御意見もありますけれ

ども、この高台移転と適正配置、適正規模につきましては、やはり室戸市内全体で一括してや

らないと解決する問題ではないと思っております。 

 ですから、先ほども御答弁いたしましたように、来年度３年度には、一定の方向性を示し

て、それぞれの小学校区を回って御意見を聞くようにしております。さらに、聞いて３年度中

には一定の方向性を示して、どれぐらいの計画にかかるのか、年間にどれぐらいの準備ができ

るのかというものを検討してお示しをしたいと思っております。 

 ですから、もう10年もすれば、室戸市内の全部の小学生を集めても200人になります。全部

の中学生集めて100人になります。そういう状況ですので、いろんな御意見を聞きながら、高

台移転と併せて早急にやっていきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって小椋利廣議員の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時５分 休憩 
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            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。 

 次に、竹中多津美議員の質問を許可いたします。竹中多津美議員。 

○４番（竹中多津美君） 令和３年３月議会において、室戸市民の目線に立って一般質問を行

います。 

 まず、マイナンバーカードについて。 

 マイナンバーカードの交付は2016年１月にスタートしています。マイナンバーカードは、身

分証として使えるほか、一部の自治体ではコンビニで住民票や印鑑証明書が受け取れるとのこ

とですが、全国での自治体においてはカードの普及率はまだまだ低いというのが現実のようで

す。全国でのカードの普及率は、昨年12月１日現在で23.1％、高知県は15.8％で全国平均より

かなり低いのが実態であるようです。高知県内でのマイナンバーカードの普及率の低い原因の

一つに、わざわざ所有するメリットをあまり感じていないというのが理由とのことです。国

は、昨年９月からマイナンバーカード所有者に最大5,000円分のポイントを還元するマイナポ

イント事業を始めています。この事業により、県内の自治体あるいは室戸市ではどのように普

及率に変化が現れたのか、お聞きをします。 

 マイナンバーカードは、今年３月下旬から健康保険証としても使えるよう厚生労働省は準備

をしているようです。また、行政の効率化へ普及率を高めたい国は、運転免許証との一体化、

カードを使った行政手続のオンライン化などを打ち出し、利便性の向上に力を入れています。

室戸市として、市民に対しマイナンバーカードの普及率向上についてどのような対策や取組を

しているのかをお聞きします。そして、室戸市民のマイナンバーカード取得率は現在幾らか、

高知県下34自治体の中で何位に位置するのか、教えてください。 

 また、市職員のマイナンバーカード取得率は幾らか、また任用職員の取得率はどのくらい

か、お聞きします。また、職員のカード取得率について担当課長は現在どのように感じている

のか、お伺いします。 

 菅首相は、新型コロナウイルスのワクチンに関し、国民へのワクチン接種状況を管理するた

め、マイナンバー活用を含めた仕組みを検討すると表明をされております。室戸市は市民に対

して、マイナンバーカード取得者増に向けて今までどのような取組をしてきたのか、今後はど

のような名案を考えてカードの取得者普及増に取り組んでいく計画なのか、お伺いをします。 

 次に、県内34自治体の中でのマイナンバー普及率が上位になるよう取り組むのはもちろんの

ことですが、担当課長にお伺いしますが、室戸市ではマイナンバーカードをどのように利活用

するつもりでいるのか、活用方法についてお聞きをします。あわせて、今後マイナンバーカー

ドの利用度はどう変化していくのか、国の制度活用についてどのくらい把握しているのか、お

伺いします。 

 次に、室戸市における人口減少と少子・高齢化対策についてお聞きいたします。 
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 私の生まれ育った室戸は、急激な人口減少という少子・高齢化が進んでいます。それに伴

い、至るところで空き家が急増しており大変心を痛めております。昭和50年頃から人口減少が

始まったのではと思います。 

 まず初めに、担当課長に、本市の人口の推移について過去５年間の各年ごとの自然減の人数

と社会減の人数並びに人口減少人数をお伺いいたします。 

 そして、令和元年と令和２年の出生者人数を羽根から佐喜浜まで地区ごとに教えてくださ

い。 

 また、今後の出生者人数の見込みについて、分かる範囲で構いませんので、推測人数により

市内の保育園・小学校・中学校の統合や閉校の流れが加速することが考えられますが、教育委

員会や教育長は出生率の低下についてどう考えているのか、今後の学校運営の取組についてお

伺いいたします。 

 また、過去５年間の人口減少の平均値を基準にして、今後の室戸市の人口の推移について、

５年後の令和７年、10年後の令和12年、20年後の令和22年のそれぞれの人口は何人となると予

測をしているのか、お伺いをします。 

 こうした室戸市の人口動向は、全国792市の中においては何番目に位置しており、今後その

順序はどのように推測をされていくのか、お知らせください。 

 私が思うに、人口の減少は産業や経済に直結する重要な問題で、地域の経済活動の減速や地

域の伝統的な行事やイベントの消滅など、地域の活力を低下させ、そして様々な障害を引き起

こしています。担当課長にこの現状をどう捉えているのか、お伺いをいたします。 

 また、少子・高齢化により若者１人が支える高齢者が大幅に増加するなど、現行の社会保障

制度への影響などが社会問題となっています。特に、人口減少率が高いと言われてきた本市に

おいては、ほかの市町村よりもその対策を強化する必要があると考えますが、どのような取組

をしてきたのか、そうした取組による効果をどう分析しているのか、その実績も併せてお伺い

をします。 

 一方、Ｕターンと移住者の人数について、過去５年間のそれぞれの人数をお聞きします。 

 また、地域おこし協力隊の採用人数と途中退職者の人数、定住者の人数はどうかをお聞きし

ます。と同時に、今後の協力隊の採用をどう考えているのか、市長の御所見をお伺いいたしま

す。 

 人口減少対策や少子化対策について、高齢者対策についても、50.5％は全国平均の30年先行

した数値であり、全国に先駆けた施策が必要と考えるが、どう取り組まれているのか、市長の

御所見をお伺いします。 

 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） 竹中多津美議員にお答えをいたします。 
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 (2)でありますが、室戸市における人口減少と高齢化対策についての中から、人口の減少に

より地域の経済活動の減速や伝統的な行事等の消滅など、地域の活力が低下した本市の現状を

どのように捉えているのかについてであります。 

 率直に私の思いをお答えしますと、私が市長に就任して以来、人口減少対策として安心して

子供を産み育てることができるよう、子育て支援の拡充や移住・定住対策にも力を入れて取り

組んできたものの、人口減少に歯止めがかかっておりません。実感として、そうした対策に非

常に難しさを痛感しているところでございます。 

 また、今年度からは第２期室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略のスタートの年として、

第１期総合戦略の成果と課題を踏まえて各施策の充実強化を図り、実施していくこととしてお

りましたが、新型コロナウイルス感染拡大により、予定しておりました多くの事業が実施でき

なかったことは誠に残念に思っております。 

 次に、人口減少問題に対するこれまでの取組や、その取組による効果とその実績と地域おこ

し協力隊の採用についてであります。 

 人口減少問題への対策は、本市にとって最重要課題として捉えており、これまでも2060年の

人口ビジョンの目標値を8,500人とした第１期室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づ

き、４つの基本目標を掲げ、産業振興や観光振興、子育て環境の整備、教育環境の充実、防災

対策及び地域医療の充実強化など、様々な視点に立って取り組んでまいりました。私としまし

ては、残念ながら目標が達成できていない課題もあるものの、ふるさと納税制度の活用による

地場産品のブランド化や、主要観光施設入館者数及び合計特殊出生率の増加など、一定の成果

が出ていると認識をしており、今後はこれらの成果に併せ、地域おこし協力隊などの外部人材

の確保も積極的に進め、地域経済の活性化や人口の増加につながるよう全体的な見直しを行

い、即効性のある施策の具現化により一層力を入れて取組を進めていかなければならないと感

じているところであります。 

 次に、少子・高齢化による人口減少問題に対して、全国に先駆けた施策が必要ではないかと

の御質問についてでありますが、本市が直面している人口減少問題に対して、子育て支援や移

住・定住対策としての住環境整備、産業振興による安定した雇用の創出と所得の向上などの

様々な施策を実施しているところでありますが、議員御指摘のとおり、本市の少子化は進行し

続け、高齢化率に至っては全国平均を大きく上回っていることなどから、この人口減少問題を

克服するためにはこれまでの事業の規模拡大などではなく、既存事業の効果を検証し、事業の

取捨選択やスクラップ・アンド・ビルドを徹底することなど、事業内容そのものの抜本的な見

直しが必要であると私自身強く感じているところであります。 

 今後におきましては、本市が最重要課題と位置づけている人口減少問題に対しまして、全庁

を挙げてより効果的で有効な事業を検討していく体制づくりに努めるとともに、市民の声を施

策に反映させながら横断的に取組を進め、市民と行政の協働により、人口減少の克服と将来に
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わたっての活力ある地域社会の実現を目指して取り組んでまいります。 

 私からは以上でありますが、教育長及び関係課長から補足答弁をさせますので、よろしくお

願いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 上松市民課長。 

○市民課長（上松富士樹君） 竹中多津美議員に、１、市長の政治姿勢についての(1)マイナ

ンバーカードについてお答えいたします。 

 個人番号カード、通称マイナンバーカードは、国が行政の効率化、国民の利便性の向上、公

平公正な社会の実現のための社会基盤とすることを目的に、マイナンバーカードの交付を平成

28年１月から行っている事業でございます。現在国によるマイナポイント事業により、マイナ

ンバーカードの普及に努めているところです。 

 マイナポイント事業は、令和２年７月から申込みが始まり、９月よりマイナポイントの申込

みを行ったキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買物をした金額の25％について、上

限5,000円相当のマイナポイントがもらえる制度となります。２万円の利用で上限5,000円のマ

イナポイントがもらえるものです。議員御質問の、マイナポイント事業により普及率に変化が

現れたのかにつきましては、マイナンバーカードの発行枚数が令和元年度が月平均20枚でした

が、令和２年度は月平均93枚となっており、普及率は向上しております。 

 マイナポイント事業以外に普及率向上のために室戸市として独自に行った取組もございま

す。窓口での申請の際、必要となる写真につきましては、今までは個人で準備をしていただい

ておりましたが、令和元年９月からは市民課市民班窓口で無料の写真撮影を行っております。

申請者の中には、市民課窓口で無料で写真撮影ができるならと申請された市民の方もいらっし

ゃいます。また、市民課窓口でマイナポイントの申請に必要なインターネットを利用した登録

申請の事務支援や、健康保険証として利用するために必要な初回登録事務の支援などを行って

おります。こうした支援は月約60件ほど行っております。 

 また、市民課窓口にマイナンバーカードの申請案内をはじめ、「広報むろと」令和２年６月

号へマイナンバーカードの交付申請についてのチラシの折り込み、令和３年３月号への記事の

掲載、サンシャイン室戸店内へのポスターの掲示による周知などを行い、令和２年４月から令

和３年１月までのマイナンバーカードの交付件数961件のうち、647件を市民課市民班窓口で行

いました。 

 また、令和３年１月末までの室戸市のマイナンバーカードの交付枚数は2,560枚で、取得率

は19.6％となっております。取得率は、高知県内34市町村の中では高いほうから数えて６番

目、11市の中では２番目となっております。 

 また、今後のマイナンバーカードの取得者増に向けての取組につきましては、各出張所や公

的機関等へ出向いて申請の受付を行うことなどを検討しております。 

 また、室戸市でのマイナンバーカードの利活用につきましては、現在市の窓口で本人確認と
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して利用していただいておりますが、こうしたマイナンバーカードの利活用は、市民課だけで

はなく室戸市全体として市民サービス向上のためにどういったことができるのか、マイナンバ

ーカードの利活用について今後庁内で検討が必要と考えております。 

 また、マイナンバーカードの国の制度の活用につきましては、総務省のマイナンバーカード

利活用推進ロードマップによりますと、マイナンバーカード、公的個人認証サービス等の利用

範囲の拡大としまして、身分証等としての利用、行政サービスにおける利用、民間サービスに

おける利用、マイナポータルの利用の向上としまして、マイナポータルでマイナンバーカード

を使い、本人情報の確認や官民のオンラインサービスがワンストップで利用可能となるほか、

アクセス手段の多様化などを推進するとされております。今後、室戸市でも国の制度に対して

どういった形で取組ができるのか、サービスの構築が必要な場合、その費用対効果など、財源

措置等も検証しながら取組を検討してまいります。以上です。 

○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） 竹中多津美議員に、(1)マイナンバー

カードについての市職員に関する部分についてお答えをいたします。 

 市職員のマイナンバーカードの取得率につきましては、総務省が定期的に実施しているマイ

ナンバーカードの申請、取得状況調査の直近の結果では、令和２年12月末時点で申請率は

32.1％となっております。また、会計年度任用職員はこの調査の対象とはなっておりません

が、令和３年２月末時点の取得率を調査したところ、28.6％となっておりました。令和２年

12月末時点での県内市町村職員の平均申請率は34.4％で、室戸市は平均を若干下回っている状

況であります。 

 総務省からは、地方公共団体の行政手続デジタル化の基盤となるマイナンバーカード普及拡

大の重要性から、より一層取得促進に向けて取り組むよう協力依頼もあっておりますので、課

長会等により徹底を図り、職員の早期取得の推進に取り組んでまいります。以上です。 

○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） 竹中多津美議員に、(2)室戸市における人口減少と高齢化

対策について市長答弁を補足いたします。 

 まず、本市の人口の推移について、過去５年間の各年ごとの自然減、社会減、人口減少の人

数についてでありますが、平成28年から令和２年までの５年間の人数を申し上げますと、平成

28年が自然減237人、社会減86人で人口減少人数が323人、平成29年が自然減230人、社会減

192人で人口減少人数が422人、平成30年が自然減221人、社会減182人で人口減少人数が

403人、令和元年が自然減221人、社会減157人で人口減少人数が378人、令和２年が自然減

199人、社会減154人で人口減少人数が353人、５年間で自然減1,108人、社会減771人、人口減

少人数が1,879人となっております。 

 次に、令和元年と令和２年中の出生者数についてでございますが、佐喜浜町から羽根町まで
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個別に申し上げますと、令和元年が佐喜浜町６人、室戸岬町11人、室戸20人、吉良川町５人、

羽根町４人、合計で46人となっております。令和２年が佐喜浜町４人、室戸岬町５人、室戸

23人、吉良川町５人、羽根町４人、合計で41人となっております。 

 また、今後の出生者数の見込みについてでございますが、第２期室戸市子ども・子育て支援

計画の中で、令和３年が44人、令和４年が43人、令和５年が42人、令和６年が40人、４年間で

169人の出生者を見込んでいるところでございます。 

 次に、今後の本市の人口の推移についてであります。 

 国立社会保障・人口問題研究所においては、５年後の令和７年が9,929人、10年後の令和

12年が8,351人、20年後の令和22年が5,641人と推計されております。平成27年に実施されまし

た国勢調査における本市の人口は、全国792市の中で788番目、下から５番目となっておりま

す。また、先ほどの国立社会保障・人口問題研究所が平成30年に報告しております日本の地域

別将来推計人口によりますと、20年後の令和22年の本市の順位は、平成27年と同順位の788番

目、下から５番目と推計されているところでございます。こちらにつきましては大変厳しい順

位となっておりますが、本市では第２期室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で人口減

少対策に取り組んでいくことにより、令和７年が１万1,273人、令和12年が１万424人、令和

22年が9,197人とする将来人口の目標値を設定しているところでございます。 

 次に、本市への移住者数について、Ｕターンされた方とＵターン以外の方の過去５年間のそ

れぞれ年度別に集計した人数についてであります。 

 平成28年度がＵターン移住者８人、Ｕターン以外39人、平成29年度がＵターン移住者７人、

Ｕターン以外17人、平成30年度がＵターン移住者７人、Ｕターン以外16人、令和元年度がＵタ

ーン移住者７人、Ｕターン以外16人、令和２年度は、２月末時点でありますけれども、Ｕター

ン移住者４人、Ｕターン以外23人、合計でＵターン移住者が33人、Ｕターン以外の移住者が

111人となっております。 

 次に、地域おこし協力隊の採用人数、途中退職者及び定住者の人数についてでございます

が、協力隊員の受入れを開始した平成25年以降の採用人数は21人、途中退職者が11人、定住者

が９人となっております。なお、現在は移住促進や観光振興などの分野において協力隊員が活

動しているところでございます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 竹中議員に、室戸市における人口減少と高齢化対策についての出生

率の低下及び今後の学校運営の取組について、私のほうから御答弁いたします。 

 出生率の低下につきましては、今年生まれた子供たちが７年後には小学校に入学となります

ので、入学生の減少に直結し、学校の小規模化が加速することが考えられます。学校運営や教

育活動につきましては、小規模校や適正規模校、それぞれのメリット、デメリットがありま

す。 
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 小規模校のメリットとしては、一人一人の児童・生徒に対してきめ細やかな対応が可能にな

ることや、地域の教育資源を最大限に生かした活動がしやすいなどが考えられます。デメリッ

トとしては、教員数が縮小することや限られた人間関係の中で学校生活を送ることで、コミュ

ニケーション力の固定化や多様な考え方を学ぶ機会が少なくなること、また希望する部活動が

選択できないことも考えられます。 

 一定の児童・生徒数がある適正規模校のメリットとして、クラス替えが可能になることや適

正な教員数が確保されること、多様な考えに触れ合う学びや多人数での学校生活を送ることに

よるコミュニケーション力の向上、部活動などの活性化が図られます。デメリットとしては、

通学時間の増加等が考えられます。 

 子供たちのよりよい教育環境については、現在室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置等

検討委員会を立ち上げ、協議を始めております。その中で、保・小・中の保護者の皆様にアン

ケート調査を行いました。現在結果を集計しているところであります。保護者アンケートで

は、この機会にどのような学校規模にするべきか、また望ましい学級規模や児童・生徒が減少

した場合の学校の統廃合について御意見をお伺いしております。検討委員会ではこのアンケー

ト結果をもって協議を進めていくことになりますが、ある一定の方向性が示されましたら、各

地域へ出向き、地域の御意見もお伺いしながら子供たちの適正な教育環境の整備に努めていく

こととしております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 以上で竹中多津美議員の質問を終結いたします。 

 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３年３月第１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)新型コロナウイルスの産業、雇用、税収、教育、結婚等への影響についてお伺いをしま

す。 

 新型コロナウイルスによる影響は日本経済に大打撃を与えております。飲食業を営む経営

者、ホテル、旅館、旅行業、接客業、おもてなし等サービス業が大苦戦であります。観光業が

混迷をしております。室戸の農産物の値段はどう推移したのか、魚の値段はどうか、旅行者の

激減によるホテル、旅館は大変だと思うのです。この業種の方には国や県や市からの何らかの

助成金は十分であったのか、お伺いをいたします。 

 室戸の漁業で養殖業者はいないと思いますが、養殖は魚の値段が大崩れで経営が大変だとの

ことであります。室戸の魚の値段はどんなことでしょうか。担当課はどう把握をされておりま

すか、お伺いをいたします。 

 コロナ禍の中、農業、漁業、飲食業、宿泊業、製造業、建設業、運送業等業種は様々であり

ますが、室戸市内で新型コロナ以前と変わりなくあるいは税収が増えた、そういう業種はある
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のか、お聞きをいたします。 

 交流人口についてもお聞きをいたします。 

 また、税収が減った場合はどのくらいの減収になったのか、教えていただきたいと存じま

す。 

 教育については、小学校や中学校では授業の休業の時期があったのですが、１年間の履修は

しっかり修めることができたのか、担当課長にお聞きをします。 

 次に、結婚についてお尋ねをします。 

 新型コロナウイルスの影響で結婚式の延期が数多く出ているようです。葬式はたくさんある

のですが、結婚式に私自身ここ何年も出席したことがありません。この数年の間にめったに子

供が誕生したという話を身近で聞かなくなりました。私の周りには若い夫婦がおりません。若

い人はぽつぽつですがおるのです。しかし、室戸にはまだまだ若い男性、女性がおられます。

昔はおせっかいなおんちゃんやおばちゃんがおって、お互いを引き合わせて結婚へと進めてい

たのですが、今はそういう人が少なくなっております。尾﨑前知事が言っておりました、「現

在は結婚は税金を使ってでも行政が進めんといかん時代はここまで来ている」と言っているの

を思い出します。 

 市長、何とか結婚する人を増やさないと、保育園も小・中学校も、そして室戸を背負う人材

もいなくなりますよ。何とかせんといかん危機的状態であると言っても過言ではありません。

結婚したい人はおるはずです。出会いの場を増やすことも大切だと思います。市長の結婚につ

いての思いと、担当課長には結婚する人を増やすについてよい考えは思い浮かばないのか、お

伺いをいたします。 

 (2)副市長在職２年間での取組についてお尋ねをいたします。 

 私が久保副市長と初めて声を交わしたのは、室戸市が19床のベッド数の診療所を目指して安

芸圏内で激しく誘致合戦をしていたときだったと記憶をしております。残念ながら田野病院に

総合点で競い負け、それならば他県で緊急的な方法でベッド数を確保できた例があるとのこと

でこの方法にかじを取ったのですが、実現するには政治的な力学が物を言うということで、植

田市長を先頭に様々な働きかけがあったのです。副市長には、県庁へ室戸の医療不足について

しっかり伝えていただき、結果19床の市民が入院ができる診療所が建設されるところまでこぎ

着けることができました。これはひとえに久保副市長の県庁マンとしての人脈、人間関係、力

量が生かされた結果だと私は思っております。お礼を申し上げます。また、人に聞かれたらと

んでもない話も何度となくさせてもらったのですが、さらっと受け流していただいて、大変救

われた思いをしたことであります。 

 子供時代の室戸、県庁で働き出して帰省したときに感じた室戸、副市長として在職した２年

間の室戸、その時々の室戸への思いや感じ方は様々であろうと思います。よかった点でも悪か

った点でも構いません、今後の室戸への提言を一言お伺いをします。 
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 ４月からは県庁での仕事が再開されますが、今後とも室戸への御支援をよろしくお願いを申

し上げます。 

 (3)市民へのワクチン接種は万全かについてお伺いをします。 

 昨年来、世界中で新型コロナウイルス感染症により多くの感染者は苦しみ、たくさんの死者

が出る厳しい現実があります。ワクチン対策は先進国に偏り、貧困と言われる国にはいまだに

ワクチンが届いていないという厳しい現状があります。日本では医療に携わる人からワクチン

接種が始まっておりますが、政府の計画どおりにワクチンが集まらないということです。先進

国がワクチンの囲い込みや自国主義で出荷が思うようにいかない、そのため入荷の変更が度々

あるためうまく計画どおりにワクチン確保がいっていないというのが正直なところだと思いま

す。国でこのとおりですので、室戸までワクチンが計画どおりに届いて、４月以降、市民に新

型コロナウイルスに対する予防ワクチン接種ができるのか不安に思うことがあります。担当課

はアンテナをしっかり張り、国・県の動向に最大の注意をお願いをいたします。 

 それと、最近世界中でコロナウイルスに侵された人の中に変異ウイルスによる感染が広がっ

ているとのことであります。これらのことについても対応策が必要であると考えるのですが、

対策は大丈夫でしょうか、お聞きをいたします。 

 今まで経験のない接種体制でワクチン接種を行うわけですので、協力医療関係とのチームワ

ークはもちろんのこと、ワクチン接種時期、場所等、住民への周知が最も大切であろうと思い

ます。くれぐれも準備万端、抜かりないようお願いをします。担当課長に市民へのワクチン接

種は万全かについてお聞きをします。 

 ２、教育について。 

 (1)教育長の教育に対する熱意と取組についてお尋ねをいたします。 

 百田教育長の教育に対するこれまで長年の熱意と取組についてお聞きをします。 

 百田教育長が室戸の教育長に就任されて２年がたちました。大学を卒業され、中学教師に採

用された後、教壇に立ち続けて退職までその職責を全うされたすごい方だと大変尊敬をいたし

ます。長い間には高知県小・中学校校長会会長を歴任されるなど、広く県内の校長先生や教育

関係者との親交を持たれるなど、人脈も厚くされているものと存じます。中でも、幾つかの荒

れた学校を改善された手腕は、教育界では評価を高くしていると聞き及ぶところですが、そう

した経歴を持つ百田教育長に私は室戸に来ていただいて本市の教育改革に力量を遺憾なく発揮

してくれるものだと大変期待をしている者の一人でございます。そうしたことを踏まえて、百

田教育長に何点かお伺いをします。 

 ①教壇に立ち続けてこられた学校現場のプロが教育長に就任され、教育行政を指揮する立場

となって２年が終わりに近づきましたが、教壇に立つ教育者と教育長としての立場での教育者

として、その教育に対する見方や思いの違いについて、教育長の素直なお気持ちをお伺いをい

たします。 
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 ②荒れる学校の原因や課題、またその改善対策についてお尋ねをいたします。 

 まず、経験に基づき御意見をお聞かせください。また、そうした荒れていると心配される学

校が現在の室戸市内に存在するのか、あるいは存在しないのか、お伺いをいたします。 

 なお、存在するのであればどう対処されるのか、現在存在していないのであれば、その背景

や教職員の指導力、また子供たちの生育環境などどのように分析されているのか、お聞きをい

たします。 

 ③東部教育事務所管内と他の教育事務所管内における小・中学校を総合的に比較して、どの

ように分析されるのか、お伺いをします。 

 特に室戸市内の小・中学校と百田教育長が長く勤務された香南市や南国市内の学校との異な

る点について、よいところや悪いところ、進んでいる点や遅れている点など、改革をしなけれ

ばいけない点など具体的な例を挙げて今後どのような取組が大事だと考えておられるのか、そ

してどのように学校現場において推進されるのか、お伺いをいたします。 

 ④室戸市教育基本計画が作成されておりますが、教育長としてどういった点に重点を置き、

どういった教育方針を考え、まとめ上げられたのか、百田教育長の教育ビジョンと併せて答弁

をお願いします。 

 ⑤室戸市内の小・中学校は生徒数の少ない学校が多い中、本市は急激な少子化が進んでおり

ます。各地域における市民や保護者から子供の教育環境を考えて早期の統廃合を要望する声や

地域の衰退を大変心配する声が聞こえていますが、小・中学校における統廃合については、百

田教育長と植田市長の御所見をお聞きをいたします。 

 (2)室戸高校への支援についてお尋ねをいたします。 

 募集80人、入学希望者23人、室戸高校へ全員入試にパスしても、令和３年度新１年生は募集

人員の４分の１強です。最近の室戸高校は進学や就職はもちろんのこと、クラブ活動や生徒会

活動等で非常に頑張っていると思います。しかし、残念なことにこれらの活動があまり知られ

ていないのではないかと感じます。昨年の卒業式での答辞を述べた生徒には大変感動したこと

を今も忘れることができません。室戸高校のよさが知られていない、大変残念だ、もっともっ

と広くよさを知ってほしい、その努力をしなければならないといったような内容でございまし

た。この卒業式には市長も教育長も参列をされておりました。室戸高校のよさはたくさんある

と思います。どんどんＰＲをすべきだと思います。室戸市にとってたった１校の高等学校で

す。廃校に絶対してはいけません。どんなことがあっても残さなければなりません。当市は室

戸高校へいろいろと支援をしております。どんな支援を現在しているのか、そして令和３年度

にも支援が行われる予定であります。これら支援策について、広く市内外の中学校や生徒や父

兄に対して広報すべきであります。室戸高校のよさを知ってもらうことが最も大切なことだと

思うのです。室戸高校と力を合わせ、令和４年度の１年生はせめて40人入学を目指して広く生

徒募集に汗を流すべきであります。教育委員会、百田教育長、植田市長に生徒増への支援策や
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取組について、お伺いをします。 

 市長をはじめ、執行部の皆さんには明快な答弁を求めまして、これで私の１回目の質問を終

わります。 

○議長（堺 喜久美君） 健康管理のため、２時10分まで休憩いたします。 

            午後１時58分 休憩 

            午後２時10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。 

 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。 

 １番目の市長の政治姿勢についての(1)新型コロナウイルスの産業、雇用、税収、教育、結

婚等への影響についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症による経済への影響対策の代表的な助成制度等につきましては、

まずは国におきましては、感染拡大により大きな影響を受けた事業者を下支えするための持続

化給付金の給付、労働者の雇用継続を図るための雇用調整助成金の特別措置、インターネット

販売等新たな販路の確立及び学校給食等への食材提供を支援する国産農林水産物等販売多様化

緊急対策事業、外食需要の減少で価格が低迷する等、影響を受けた高収益作物について、次期

作に向けた取組を支援する高収益作物次期作支援交付金、国内旅行を対象に宿泊、日帰り旅行

代金の２分の１相当額を支援するＧｏ Ｔｏ トラベルキャンペーンなどが実施をされまし

た。 

 また、高知県におきましては、飲食店などを中心に林業や営業時間の短縮を要請した際の協

力金の支給、水揚げが減少した漁業者等が事業継続のため融資を受ける際に、その利息を支援

する高知県漁業災害対策利子補給補助金の交付、県内宿泊を伴う旅行のうち、交通費用に対し

て助成金を交付する高知観光リカバリーキャンペーン交通費助成事業、高知県観光リカバリー

戦略への協力を行う旅行業者、宿泊業者などを対象交付とする高知観光リカバリーキャンペー

ン協力金、新しい生活様式の実践に要する経費を支援する旅館・旅行業等緊急支援事業費補助

金などが実施をされました。 

 市の事業につきましては、実績も併せてお答えをさせていただきます。 

 市内の商工業者及び農林水産業従事者等を対象に独自の給付金の給付を計２回行いまして、

１事業者20万円の給付金を延べ120件、2,400万円給付しました。また、プレミアム付商品券事

業について、プレミアム率を例年の10％から50％にかさ上げし、例年の２倍の１万部の発行を

室戸市商工会に補助金交付しました。このほか、国の高収益作物次期作支援金の対象とならな

かったが、新型コロナウイルスの影響を受けた生産者に対して特定農産物次期作支援金を創設

し、支援することにしております。 

 観光分野におきましては、市からの休業要請に応じていただいた観光事業者に対し、１事業
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者10万円の協力金を26事業者、260万円を支給しました。また、市民の方100人に市内の宿泊・

体験・飲食を体験していただくチケット２万円分を配布する市内観光宿泊体験事業、中四国在

住の方を対象に、市内21宿泊施設の無料宿泊券を抽せんで配布する室戸市内無料宿泊券事業な

どを実施しております。 

 このように、国・県、市がそれぞれの立場で様々な支援を行っておりますが、まだまだコロ

ナの影響は大きく、飲食店等を含む商工業をはじめ、宿泊事業者などの観光業、農林水産業な

どを営む多くの市内事業者の方々には大変厳しい状況が続く中、事業の継続に多大な御協力を

いただいているところであります。 

 本市といたしましては、国や高知県の動向に注目するとともに、市内の農林水産業や商工業

事業者、観光事業者の状況について、農協、漁協、商工会及び観光協会等の各種関係団体と連

携しながら情報収集に努めることで、新型コロナウイルス感染症の収束やＧｏ Ｔｏ キャン

ペーン再開時に適切で効果的な支援が行えるよう取り組んでまいります。 

 次に、市長の結婚についての思いについてであります。 

 結婚は個人が自身の価値観や人生観に基づいて自由に決めるものであります。結婚のほかに

も多様な生き方があると考えられますが、そうした考えの下、私としましては本市の人口減少

対策を進めていく中で、結婚を希望される方への支援は大変重要であると認識しているところ

であります。本市では結婚を希望される方へ、出会いの機会の創出や結婚新生活に伴う経済負

担の軽減、高知県が設置しているこうち出会いサポートセンターの出張登録閲覧会の開催など

に取り組んできたところであります。そして、令和２年度からスタートした第２期室戸市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略において結婚、出産、子育て、教育を応援し、次世代を育てる

ことを基本目標の一つに掲げ、ライフステージの各段階に応じた人口減少対策の充実強化に取

り組んでいるところであります。 

 しかしながら、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年開催されてお

ります出会いのきっかけづくりイベントが見送られるなど、大変残念な状況となっておりま

す。本市の少子化は人口減少問題と併せて極めて顕著で、議員御指摘のとおり、こうした少子

化対策と人口減少問題につきましては室戸市政の最も重要かつ緊急課題と位置づけ、抜本的な

施策に早期に取り組んでいかなければならないと考えております。 

 今後におきましては、引き続き結婚などに対する個人の価値観や人生観に十分配慮するとと

もに、例えば庁内における少子化対策推進本部などの対応を検討することや、市民や有識者の

御意見も取り入れながら、本市が行う様々な少子化対策事業のスクラップ・アンド・ビルドな

ど、より効果的な施策を具体化してスピード感を持って取り組み、人口減少の克服につなげて

まいります。 

 次に、大きな２点目、教育についてであります。 

 (2)の室戸高校への支援についてであります。 
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 室戸高校は市内唯一の高校であり、教育、経済等様々な面で室戸市には絶対になくてはなら

ない高校であります。開会日に室戸高校生による英語のスピーチを聞かせていただきました

が、室戸高校は昨年度から取り組まれている地域との協働による高等学校教育改革推進グロー

カル型の事業における全国高等学校グローカル探求オンライン発表会において、英語発表部門

で金賞、文部科学省初等中等教育局長賞受賞というすばらしい活躍をされました。また、室戸

高校はポートリンカーン市の高校と姉妹校協定の締結をする予定であることもお伺いをしてい

るところです。このように、室戸高校は外国語活動にも力を入れて取り組んでおられまして、

外国との交流も大変盛んです。女子硬式野球部の活動に加え、国際交流の取組も大きな魅力の

一つであります。 

 これらの室戸高校の魅力をＰＲすることが生徒数の増につながるものと考えておりまして、

私をはじめ、室戸高校関係者等が室戸高校の応援団となり、室戸市はもちろん県内外、都市圏

に向け魅力を発信していきたいと考えております。 

 私からは以上でありますが、副市長、教育長並びに関係課長から補足答弁をさせますので、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 町田議員に、１の(1)の新型コロナウ

イルスの産業、雇用、税収、教育、結婚等への影響のうち、農産物と魚の値段の推移について

お答えいたします。 

 まず、農産物につきましては、小売業及び量販店向けに出荷されたものにつきましては、そ

の年での出荷量の多寡はありますが、大きな影響を受けていないとの報告を受けております。

しかしながら、緊急事態宣言の発出による時間短縮営業要請などにより営業時間が短縮された

飲食業向けへの出荷が主となっておりますシシトウにつきましては、大阪市場での２月中旬時

点での高知県産100グラム当たりの平均価格が144円と、昨年比で約37％の下落、昨年４月の緊

急事態宣言の発出時より約25％の下落幅となっておりまして、大きな影響を受けているものと

捉えております。農産物の価格動向につきましては、引き続き高知県農業協同組合と情報交換

を密にして注視してまいります。 

 次に、魚の値段についてであります。 

 新型コロナウイルス感染拡大下での魚価の影響についてでありますが、東京中央卸売市場で

の取扱い鮮魚全体のキログラム当たりの平均価格で比較いたしますと、緊急事態宣言が発出さ

れた昨年の４月は790円と低い水準でありましたが、令和３年１月時点では1,107円と市場価格

が回復している傾向となっております。室戸市におきましては通年水揚げがあり、比較的高額

なキンメダイについて、令和元年と令和２年の年間の価格動向等を比べてみますと、漁獲量は

令和元年を若干上回ったものの、新型コロナウイルスの影響や小さなサイズが多かったことも

あり、キログラム当たりの平均単価は令和元年が1,209円であったのに対し、令和２年は
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1,125円と若干下回る形となっております。しかしながら、直近の市場を調べてみますと、漁

獲量や魚の大きさに影響する部分はありますが、12月から１月にかけては例年よりも高値で推

移をしており、全国の市場価格と同様に回復傾向にあるものと推測しております。 

 また、国の緊急事態宣言が全国に発出されても、スーパーマーケットといった量販店及び小

売業が自粛要請対象とならなかったこともあり、量販店及び小売業向けに出荷されたアジやサ

バ等の大衆魚は大きな影響を受けなかったものと捉えております。 

 今後の市況につきましては、飲食店での需要や県内外での漁獲状況、漁獲される魚の大きさ

等、様々な要因による価格の変動は考えられますが、12月の緊急事態宣言下でも比較的堅調に

推移していたことから、急激な下落はないものと推測しているところであります。 

 いずれにしましても、新型コロナウイルス感染者の減少が鈍化傾向にあるなどまだまだ油断

できない状況が続きますので、漁協や大敷組合、漁業指導所などの関係機関と連携を図りなが

ら今後の魚価について注視してまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 大西観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君） 町田議員に、１の(1)新型コロナウイルスの産

業、雇用、税収、教育、結婚等への影響について、市長答弁を補足させていただきます。 

 新型コロナウイルスの影響につきましては、各産業の中でも観光産業への影響は大きく、特

に12月28日からのＧｏ Ｔｏ トラベル停止による予約キャンセルが相次いだとお聞きしてお

ります。そのような中、高知県が県内宿泊者に交通費助成を行うリカバリーキャンペーンにつ

きましては、高知県内の方は３月８日からのチェックインを、中四国在住の方は３月22日から

のチェックインを対象に再開される予定ですので、室戸市が現在休止しております市内観光宿

泊体験事業や無料宿泊券事業につきましても併せて再開する準備を進めております。 

 次に、交流人口についてですが、年度ではなく年での比較になりますが、令和２年と前年の

比較では、観光入り込み客数が37万9,236人で、対前年比38.8％、24万668人の減少となってお

ります。また、主要施設別の来場者につきましては、同じく令和２年と前年の比較で、室戸世

界ジオパークセンターが４万5,144人で対前年比40.4％、３万614人、室戸ドルフィンセンター

が１万6,814人で対前年比40.7％、１万1,553人、むろと廃校水族館が７万7,870人で対前年比

54.3％、９万2,581人のいずれも大幅な減少となっております。以上でございます。 

○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、(1)新型コロナウイルスの産業、雇

用、税収、教育、結婚等への影響についての市長答弁の補足答弁をさせていただきます。 

 私からは税収への影響についてお答えをいたします。 

 令和２年度の税収への影響といたしましては、減免と徴収猶予によるものがあります。 

 まず、減免につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険

者等に係る国保税の減免制度があります。これは新型コロナウイルス感染症の影響により、令
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和２年中の収入見込額が令和元年中の収入額と比べて30％以上減少した方が対象で、現時点で

の減免額は約1,530万円となります。 

 徴収猶予につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例制度がありま

す。これは新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、納税が困難になった方につ

いて、納期限から最長１年間無担保、延滞金なしで徴収を猶予する制度で、現時点で約266万

円が猶予となっております。 

 なお、令和３年度の税収は、令和２年がほぼ１年間新型コロナウイルス感染症の影響を受け

ていることから課税額が減少すると見込んでおりますが、現在所得税の確定申告及び市民税の

申告を受付中であり、税額が確定していないため、職種別での税額、税収の増減は分かりかね

ます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 町田議員に、大きな１点目、市長の政治姿勢につ

いての(1)新型コロナウイルスの産業、雇用、税収、教育、結婚等への影響についての小・中

学校での休業期間に伴う１年間の履修状況について、私のほうから御答弁申し上げます。 

 令和２年度の新型コロナウイルス感染症に伴う室戸市内小・中学校の休業は、４月21日火曜

日から５月８日金曜日までの10日間の授業日数でございました。これは、高知県内におきまし

ても最短と言える休業期間でございます。 

 休業期間、各学校では、児童・生徒の実態に応じた適切な課題の提示や登校日の設定などで

子供たちの家庭生活を把握するとともに、休業明けからは３密を避ける観点から学校行事の中

止や短縮、さらに７月末日までを授業日とする夏季休業期間の短縮などの取組により、１学期

終了時点で当初の学習の遅れを解消し、例年の計画どおりの履修状況に回復したとの報告を受

けているところでございます。 

 次に、大きな２点目の教育についての(2)室戸高校への支援について、私のほうから現在行

っている支援について御答弁申し上げます。 

 室戸市から室戸高校への支援といたしましては、室戸高校入学祝い金、ポートリンカーン市

友好交流親善団の室戸高校生の自己負担金支援、室戸高校スポーツ振興支援事業費補助金、室

戸高校定時制補助金、いさな寮生応援補助金の支援を行っております。 

 そして、令和２年度からの新しい支援といたしまして、室戸高校通学費支援補助金を創設

し、通学バス定期の半額補助や自転車購入費の定額補助を行っております。 

 また、令和３年度には、いさな寮生応援補助金を増額し、いさな寮に入寮している生徒の保

護者に対する支援額を強化するとともに、新たに無料の公設塾を開設するための予算を当初予

算に計上させていただいております。 

 公設塾につきましては、室戸高校魅力化の会の当初から出されていた支援策でございます。

現在は案の段階ということですけれども、場所は室戸高校の校内で、対象者は室戸高校生、週
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２回の開催で、教科としては数学と英語を予定しております。開設時期につきましては、でき

るだけ早く開設したいと思っておりますけれども、業者の選定などにより、２学期からのスタ

ートを予定しているところでございます。 

 こういった室戸高校への支援につきましては、昨年10月に市内全中学校の３年生の保護者に

対しまして、室戸市が行っています室戸高校への支援の一覧表を配付しております。また、室

戸高校の体験入学に参加された生徒の皆さんにも同様の一覧表をお配りしているところです。

今後の周知につきましては、室戸高校とも連携をとりながら、お互いのホームページやＳＮＳ

など様々な方法で広報に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 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(1)新型コロナウイルスの産

業、雇用、税収、教育、結婚等への影響について、市長答弁を補足いたします。 

 まず、結婚につきましては、先ほどの市長答弁にありましたとおり、私自身も個人が自身の

人生観などに基づいて自由に決めるもので、結婚のほかにも様々な生き方があると考えている

ところでございます。 

 一方で、本市の人口減少を考えた場合に、結婚支援に取り組むことは行政といたしまして大

変重要な責務があると認識しているところでございます。そうしたことを踏まえ、本市では、

結婚支援の取組として平成23年度より出会いのきっかけづくり応援事業費補助金を創設し、民

間の方々が中心となって取り組まれている出会いのきっかけづくりイベントを支援していると

ころでございます。この補助金を活用した平成23年度から令和元年度までのイベント回数は

23回、参加者総数581人、カップル成立数は89組となっているところでございます。 

 また、高知県が設置しておりますこうち出会いサポートセンターと連携し、マッチングサイ

トの出張登録・閲覧会の開催やサイトの周知を行うなど、出会いの機会の創出に努めていると

ころでございます。こうち出会いサポートセンターの方にお伺いをしますと、これまでにこの

マッチングサイトに登録された市内在住の方は20人で、現在は７人の方が登録されているとお

聞きしております。 

 そして、結婚後の新生活の支援といたしまして、平成30年度からは国の地域少子化対策重点

推進交付金を活用し、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、本市で居住する新婚世帯に対し

住居費用や引っ越し費用の一部を補助しているところでございます。令和２年度は、２件の新

婚世帯に対し補助金を交付する見込みとなっております。 

 しかしながら、令和２年度は、市長答弁にもありましたとおり、新型コロナウイルス感染拡

大の影響によりイベント開催などが見送られたことは、担当課長といたしましても大変残念に

思っているところでございます。 

 議員からお尋ねのありました結婚する人を増やす名案についてでございますが、担当課長と

いたしましては、結婚などに対する個人の人生観などに十分配慮するとともに、コロナ禍での
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生活の変化を踏まえながら、例えばインターネットを活用したオンラインによるイベント開催

など、民間の方々や関係機関と連携しコロナ禍においても取り組むことができる事業の実施や

支援について検討していく中で、女性も参加しやすい体制づくりの構築やイベントへの参加者

の掘り起こしに努めてまいります。 

 また、令和３年度には、国の地方創生推進交付金を活用した恋人の聖地広域市町村連携事業

として各種イベントの実施や、効率的なシティプロモーションを行うこととしておりますの

で、関係課との連携を図りながら交流人口の拡大、地域の活性化、出会いのきっかけづくりに

つなげていきたいと考えております。 

 そして、令和２年度からスタートしております第２期室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦

略においてライフステージの各段階に応じた施策の充実強化に取り組んでいくことで、結婚を

希望される方が一人でも多く結婚に結びつき、結婚後も安心して本市で暮らしていけることが

できるよう努めてまいります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 久保副市長。 

○副市長（久保寛人君） 町田議員にお答えをいたします。 

 大きな１点目の(2)副市長在職２年間での取組について答弁をさせていただきます。 

 子供時代の室戸や帰省した際の室戸、この２年間の室戸への思いや感じ方と今後の室戸への

提言についてでございますが、まず子供の頃と現在との違いで大きく印象が変わったことで

は、町なかで見かける市民の数が少なくなったことと、商店街が寂しくなったと感じたのが素

直な気持ちでございます。 

 もう一つは、市役所職員の印象が県庁から見ているものとは大きく違いまして、前向きで一

生懸命に頑張る職員が多いと感じております。県では、業務上顕著な功績のあった所属やチー

ム、また職員個人に対して知事表彰や部長表彰といった制度がございます。本市では残念なが

らこのような制度は運用されてはおりませんけども、制度がありましたら必ずや対象になって

いたであろう頑張ってる職員が数多くおります。 

 代表的な例を幾つか御紹介いたしますと、新診療所建設チームは、こうしたプロジェクトを

進める場合、通常でしたら技術職員を含めた数人の専属チームを立ち上げて行うような業務と

いうふうに考えますが、関係所属の協力も当然ありますものの、事務職員のみの実質２名でほ

かの通常業務をこなしながら頑張っておる、この姿は本当に頭の下がる思いでございます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策チームは、こちらも通常業務を行いながら前例のない

終わりのない業務に対応してくれております。本当にすごいなと感じたのは、本年度当初のこ

とですが、県内で感染事例が確認され始めた頃の早い段階で市民に感染者が出た場合と市職員

に感染者が出た場合の２つの対応マニュアルを策定するなど、我々が指示をしなくてもいつも

早め早めに対応をしてくれております。 

 ふるさと納税担当チームは、昨年度県内の自治体の中で最も多い寄附額をいただきました



－81－ 

が、そうした時期だからこそ、あえて透明性の高いより厳格な本市独自の取扱要領を策定しま

して、県からもほかの自治体のよいお手本になると高い評価をいただいたところでございま

す。 

 また、個人では、大手ネット通販の創業者がＳＮＳ上で自治体向けに寄附を行うと発表した

際、その情報をいち早くキャッチした職員が市長に応募を進言しまして、500万円の寄附が頂

ける予定になっております。500万円といえば紺綬褒章の対象になる金額ですので、まさにこ

の職員の情報収集、活用能力は勲章クラスの働きではなかったかというふうに考えておりま

す。 

 これらはほんの一例ですが、本市にはこのようにすばらしい職員が多くおりますので、私自

身この２年間とても心強く、安心して副市長の職を務めさせていただきました。 

 最後に、今後の室戸市への一言とのことですが、提言などはおこがましいですのでこの２年

間副市長として務めるに当たって心がけてきたことをお話しさせていただきますと、職員との

協議で指示をしたりする際には、私自身が考える進め方に沿うように職員を使うのではなく、

その職員が持ってるスキルを最大限に生かすことを心がけることで職員のモチベーションが高

まればと努めてまいりました。４月からは新しい立場で室戸市の発展を側面から支援させてい

ただきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 町田議員に、１の(3)市民へのワクチン接種は万全かについ

てお答えいたします。 

 本市における新型コロナウイルスワクチン接種体制につきましては、前段の議員に詳細につ

いて御答弁させていただいたところでございますが、議員御指摘のとおり、先般発表された国

のワクチン配分計画では、本市へのワクチン配分量が当初の想定を下回る状況が予想され、こ

れまで想定してきた接種時期、接種優先順位等について見直しが必要になってくるものと考え

ているところでございます。今後も国・県からの情報には十分留意するとともに、医療機関の

先生方や関係団体の皆様方との連携を図り、臨機応変に適切な対応を心がけてまいります。 

 御質問の１点目の変異ウイルス感染への対策についてでございますが、感染力が強いとされ

る変異した新型コロナウイルスへの感染者につきましては、昨年12月25日に国内で初めて確認

され、３月４日までに234人の感染が確認されております。国のほうでは、水際対策として新

型コロナウイルス変異株流行国、地域からの新規入国の一時停止、検疫の強化として流行国、

地域からの入国者及び帰国者に対し出国前72時間以内の検査証明の提出を求めることや入国及

び帰国時に指定する場所での待機を命じるなどの対策を行っているところでございます。ま

た、監視体制の強化として、自治体で変異株のＰＣＲ検査ができるように体制を整え、陽性患

者数の約５％から10％の検体を目安に検査するよう求めるなどの新聞報道もされているところ

でございます。市町村レベルでどのような対策が必要となるのかは現時点ではまだ示されてお
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りませんが、まずは感染対策にしっかり取り組むことが大事であると思います。それとともに

変異株に関する国・県の情報には留意し、対策が必要となったときには適切に対応してまいり

ます。 

 次に、２点目のワクチン接種は万全かについてでございますが、本市の接種体制としまして

は、平日の個別接種、土日の集団接種、嘱託医による高齢者入所施設での巡回接種の組合せに

より、高齢者約6,400人のうち約85％に当たる約5,500人の方に接種できる体制を準備しており

ます。今後の国等の動向に適切に対応し、接種を希望する市民の方に滞りなく接種ができるよ

う取り組んでまいります。 

 また、接種に当たってのワクチンの安全性につきましては、多くの市民の方が不安に感じら

れていると考えています。そうしたことを踏まえ、国の発信するワクチンに関する情報につい

ては積極的に市民の方に周知するとともに、ワクチンの副反応等への対策として医療機関や集

団接種会場ではワクチン接種後は15分以上接種会場で健康観察を行うこと、またアナフィラキ

シーショックなど重篤な副反応が見られた場合の対策として、接種会場における応急治療用の

救急処置用品の確保や救急搬送が必要な場合に速やかに搬送できるよう消防本部との情報共有

を行うなどの対策を取ることとしております。 

 今回のワクチン接種につきましては、市民の方の関心も高く、いつ、どこで、どのような手

続で接種できるかという情報はもちろんですが、前段のワクチンの情報も含め、準備段階にお

いても発信できる情報についてはお伝えしていくことが大事であると考えており、先週より市

のホームページにワクチン接種に係る情報を掲載しているところでございます。今後新たな情

報につきましても随時更新していくとともに、ホームページ以外でも広報、常会への回覧文書

等、様々な形でワクチン接種に係る情報を市民の方に分かりやすくお伝えしてまいります。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 町田議員に、２、教育について、教育長の熱意と姿勢について、室

戸高校への支援について、この２点についてお答えさせていただきます。 

 まず、教育長の教育に対する熱意と取組姿勢についてでございますけれども、これは学校現

場における見方と教育長としての見方についての御質問であろうかと存じます。 

 校長は、自ら語り聞かせたりやって見せたりすることができ、子供たちの成長が日々感じら

れます。しかし、学校校区という狭い範囲の教育活動であり、点での活動になります。その点

の動きを面にして教育の質を高めていく役割を教育長が担っているのではないかと考えており

ます。私としましては、保育所、小学校、夢実現の一歩を踏み出す15の春から高校卒業の18の

春まで、連続した教育、家庭的、経済的に厳しい環境の子供たちの支援、地域の子供たちは地

域で育てる仕組みづくりなど、地域や保護者、関係機関と連携した取組を進めていきたいと考

えています。 

 そして、荒れる学校についての御質問についてでありますが、私はある中学校で２年間授業
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を持たない生徒指導の専任教員として勤務したことがあります。朝学校に来ていない子供の名

前を書き、その子供の家を自転車で回ります。寝ている子供を起こします。来るなと大きな声

を出す子供もいます。時にはパンを持っていって一緒に食べて家を出します。昼に一旦学校に

戻り、また来ていない子供の家を回ります。そんな生活を２年間続けました。この子供たちの

言動の背景にある厳しい家庭生活や地域の生活を知って支援をしていかないと子供たちは絶対

に立ち上がれないことを体験しました。先生方には、地域や家庭にどんどん出向いて信頼関係

を築いてほしいと思っています。その姿勢がなくなると学校は荒れると思います。室戸市の

小・中学校は落ち着いた生活ができておりますが、ＳＮＳ等によるネット上の問題は表面化し

たときは深刻化している場合が多いので、予防的な対応を充実させる必要があると考えており

ます。 

 続きまして、東部教育事務所管内と他の教育事務所管内における小・中学校の比較分析、ま

た室戸市内の小・中学校と香南市や南国市の小・中学校と異なる点ですが、それぞれの市町村

で地域の実情に応じた優れた教育活動が行われております。室戸市全体で見たときの学力調査

における着実な向上は、各学校においての地道な授業改善の成果であります。また、地域の伝

統文化を取り入れた学習、ボランティア活動や挨拶運動など、地域と一体となった取組が室戸

市の学校の強みであると思います。加えて、小・中・高の連続したジオパーク学習は、ふるさ

とを愛する、ふるさとを誇れる子供の育成に大きな成果が見られています。さらに、過去数年

間にわたって青少年の補導件数がゼロ件であることなども誇るべきよさだと思います。 

 一方、改善点としましては、教員研修の在り方や不登校を含む長期欠席児童・生徒の改善方

策、保・小・中・高の学びの連続性の強化、学校及び家庭におけるインターネット環境の整備

などに取り組む必要があると考えております。これらの課題解決に向けて、各学校では研究主

任や不登校担当、進路指導主事、情報教育担当等を中心とした研修会を通して組織的、計画的

に推進させてまいります。 

 続きまして、室戸市教育振興基本計画についての教育方針につきましては、「ふるさとを愛

し、心豊かでたくましく、生きる力をはぐくむ教育」を基本理念として教育の振興を図りたい

と考えております。保育、学校教育では、確かな学力の定着や生きる力を基盤として、自他を

大切に思う気持ちや豊かな情操、規範意識を育み、自分の生まれた町に愛着と誇りを持ち、た

くましく未来を切り開く力をつけてほしいと願っています。そのために家庭、学校、地域が力

を合わせて、室戸で生まれた子供を18歳まで地元で育てる教育環境を整えたいと考えておりま

す。 

 続きまして、室戸市内の小・中学校における統廃合につきましては、児童・生徒数の減少の

推移から見た適正な学校規模や子供たちにとって最善な教育環境に向け、教育委員会では室戸

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、御検討いただいております。現

在は、保育、小・中学校の保護者にアンケートをお願いし集計をしているところです。保護者
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アンケートには、津波浸水区域外への学校の移転を機会にどのような学校規模にするべきか、

また望ましい学級規模や児童・生徒が減少した場合の学校の統廃合について御意見をお伺いし

ております。このアンケート結果をもって協議を進めていくことになりますが、ある一定の方

向性が示されましたら各地域へ出向き、地域の御意見もお伺いしながら子供たちの適正な教育

環境や保育環境の整備に努めていくこととしております。 

 次に、室戸高校への支援についてであります。 

 開会日に室戸高校生の英語のスピーチをお聞きしましたが、非常にすばらしいスピーチであ

りました。最高位である金賞、文部科学省初等中等教育局長賞を受賞されたことは、室戸市に

とっても大変名誉なことであると思います。こういうすばらしい活躍をされている室戸高校の

さらなる魅力化を目指すため室戸高校魅力化の会で協議を行っており、令和３年度は室戸高校

生を対象とした公設塾の開設の予算を当初予算に上げさせていただいております。また、今年

度は、野球部で活躍している女子生徒の所属する中学を中心に室戸高校女子硬式野球部のパン

フレット及び室戸市の支援一覧を持参するなどして、室戸高校及び女子硬式野球部のＰＲを行

っております。 

 今後の室戸高校の魅力化への取組の方向性といたしましては、経済支援など大人の視点から

の支援は一定取組がなされたと考えておりますので、次は子供の視点に立った支援、室戸市内

の子供たちが行きたくなるような、また市外や高知県外の子供も行きたくなるような学校の魅

力化が必要であると考えます。高知県教育委員会も中山間地域の高等学校の魅力化に向けた取

組を始めており、室戸高校は教育コンサルタントによる分析を活用した高等学校の振興に向け

た取組の検証を行う事業の対象校となっております。この事業は、検証結果を活用することで

地元中学校からの入学者を確保するとともに、地元市町村との連携により、地域外からの入学

者も確保することで活気ある高等学校を目指す事業であります。先日開催した室戸高校魅力化

の会にもこの事業の魅力化推進コーディネーターの方に来ていただきお話をお伺いしたところ

です。その中ですぐにできる取組として子供たちがどのような高校を望んでいるのかアンケー

トを取ってはどうかとのお話がありましたので、室戸高校の魅力についてのアンケートを実施

したいと考えております。今後はこのアンケートの結果を基に、子供の視点に立った室戸高校

の魅力となる具体的な支援について県や関係機関と連携して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） 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） 11番町田。１問だけ２回目の質問をさせていただきます。 

 副市長より答弁をいただきました。私は聞いていて感銘を受けたんですが、２年間、副市長

が市役所に来ていただいて職員を観察して、一緒に仕事しながら職員を見ていただいて、そう

いう中で短所ばかり見ないで職員のいいところ見て、そしてまた褒めるというような、そうい

う職員のやる気を起こすというような提言をいただきました。私から今度は市長のほうにお伺
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いをさせていただくんですが、職員を厳しく指導するのも大事なことだと思います。しかし、

その反面、今度はいいところは褒める、長所を認める、やる気を起こす、そんな職員に対する

姿勢、これもこれからの室戸市を活性化するための大きな力になろうかと思います。 

 植田市長にお伺いをいたします。 

 今、市長在籍３年目を迎えております。また、新しい年度を迎えて予算も組み、活動をして

いくわけです。室戸市をよりよくするためには、市民の幸せを願うのであれば、市役所が一丸

となって仕事をしていく、その取組のリーダーシップを取るのは、私は市長だと思います。市

長の取組姿勢について再度お伺いをいたします。これで質問を終わります。 

○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。 

 初めに、私の１回目の質問で間違いがありましたのでおわびをして訂正させてもらいたいと

思いますが、コロナ禍における高知県における経済支援対策の中で、飲食店などを中心に休業

や営業時間の短縮を要請した際の協力金の支給という支援事業があるんですが、その「休業」

を「林業」と言い間違っていたようでございますので、訂正させていただきたいと思います。

すいませんでした。 

 それで、ただいまの２回目の町田議員の質問に対しての答弁になりますけれども、副市長か

らの答弁を聞いて、市長もそうした職員の評価をしながらやる気を高めていくという姿勢が大

事じゃないかなという御指摘でございます。 

 全くそのとおりではないかなというふうに思います。私がどうも職員を厳しく叱り過ぎると

いうようなイメージになっているのか印象になってるのか分かりませんけれども、市長室に来

られた職員には、いつも激励もさせていただいて、注意することもありますけれども、よくや

っていることは評価もしてたたえながら話をさせていただいております。決裁のときなんかに

もそのまま判を押すだけでなくして、仕事の業務の内容、取り組めているのか、分からないこ

とは先輩に教えてもらえているのか、いろんなことのやり取りの中で職員の気持ちを市長とし

ても理解をしながら、また厳しいところには応援もさせていただきながら取り組まなければな

らんなということを思っておりますので、これから市民のほうにも議会のほうにも、市長も職

員をたたえながらやってるなということも理解をしていただけるような、そんな姿勢もまた示

していきたいなというふうにも考えなければならないと思っておりますので、どうかそんなこ

とも併せて、今後の残りの市政を御指導、御支援賜りますようにお願い申し上げまして、答弁

に代えさせていただきます。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって町田又一議員の質問を終結いたします。 

 健康管理のため３時20分まで休憩いたします。 

            午後３時３分 休憩 

            午後３時17分 再開 
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○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。通告書に沿って、市民を代表して一般質問をいた

します。 

 毎日テレビではコロナ感染症のことが報道され、世界中で今１億5,000万人に及ぶ人たちが

感染をし日本の人口に匹敵する数に迫っていますが、幸いに室戸市ではこの感染症に感染した

人はごく少なく、その後は落ち着いていますが、人知れず感染対策に努力を続けている市民の

協力のおかげです。 

 先日、３月４日、佐喜浜市民館で行われた市民館フェスタの作品展示があり、尋ね、展示コ

ーナーに掲げられていた標語に足を止めました。それは、佐喜浜中学校３年生仙頭尚一朗君の

作品です。「なくそうよコロナで差別世界中」と墨痕鮮やかに力強く書かれた作品でした。あ

る日知らないうちにコロナに感染し、そして回復し、その後コロナに感染したことで思いも寄

らない差別を受ける、絶対にあってはならないことです。肌の色の違うことで差別をしたり、

その土地に生まれたというだけで差別をしたり、性別によって差別をしたり、気づかないうち

に自分もしてはいないかと感じさせてくれる作品でした。 

 市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 (1)固定資産税について。 

 室戸市の固定資産税率は1.5％となっていますが、高知県内のほとんどの市町村は1.4％です

が、室戸市のこの税率はいつから続いているのでしょうか、お聞きします。 

 今県内34市町村ある中で、標準税率の1.4％で徴収しております自治体は30市町村だと聞い

ております。超過税率を用いて税金を徴収している県内４つの自治体の中に室戸市がおりま

す。室戸市は今後も今までと同様に1.5％の超過税率のままで税金を徴収することを続けるの

ですか、お聞きします。 

 2017年10月、地域の人たちの建設反対の声のある中、県の建設許可が出され、羽根岬の山の

上に約２年の歳月をかけ太陽光発電所が建設され、2019年９月より稼働、営業運転されており

ます。約49万平方メートル、東京ドーム10.5個分に相当する山林を切り開き、発電用のソーラ

ーパネル約10万8,000枚を設置して、年間発電量は36.1メガワットを見込み、一般家庭１万

2,144世帯分に相当し、発電した電気は四国電力に売電しているそうですが、この高知室戸メ

ガソーラー発電所は、四国では愛媛県の西条小松太陽光発電所、本県香美市の高知ソーラー発

電所とともに３本の指に数えられる大規模な施設であります。この施設は2019年９月より稼働

を始め、2020年１月１日現在でソーラーパネルや設備が償却資産として固定資産の課税対象と

なり、この設備をしている土地にも税金が課せられるわけですので、相当な固定資産税が室戸

市に本年度、2020年度より入ってくるということが想定されます。 

 昭和34年に室戸市が発足して62年、五十数年前から標準税率1.4％から超過税率の1.5％にな
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り現在に至っているようですが、この間、過去に遡って1.4％適用を話し合ったときもあった

かと思います。少し前までは国保税と固定資産税は連動していて、国保税との関連があって、

固定資産税は1.4％、標準税率に見直しをすると国保税との絡みがあり思うように見直しがで

きずにきた経緯があると思います。その国保税のほうも固定資産税のほうも、２年ほど前だっ

たですか、別々に分けられて現在は課税がされるようになりました。 

 2019年９月より四国のソーラー発電量３本の指に入る会社が、本市で営業運転して稼働して

いるソーラーパネルや設備に対してかかる償却資産や土地に対しての固定資産税が2020年より

入り始めたこの機会に、本市の固定資産税を高知県内30市町村と同じ標準税率の1.4％に戻す

ことはできないものかと思い、先日担当課に2018年から2020年にかけての本市のソーラー発電

をしている上位15件分の太陽光パネルや、蓄熱器などに係る償却資産の固定資産税額が分かる

資料をいただきました。とても簡単に数字が書かれているものでしたが、その用紙には、平成

30年度、2018年、841万5,947円、平成31年度、2019年、934万7,275円、令和２年度、2020年、

896万4,683円と書いてあります。この数字、おかしいと思いませんか。2020年の償却資産の固

定資産税の中に羽根岬の山の上にあるメガソーラーの大きな税額の金額が合算されているよう

には思いません。税額が増えているはずなのに何があったのでしょうか、理解ができません。

平成31年度、2019年、934万7,275円あった金額が、令和２年、2020年には896万4,683円とな

り、38万2,592円、金額が減っております。税金面で何か優遇策が取られているのですか。本

市の太陽光発電設備関連で全体の数を教えてください。平成30年、31年、令和２年度の分です

が、全体の数を教えてください。土地に係る税額や納税義務者数、償却資産に係る税額と納税

義務者数、そして減免措置が適用になるその間の税額を教えてください。 

 令和２年度、2020年の償却資産の固定資産税には、羽根岬の山の上で四国で３本の指に数え

られる36.1メガワットの発電量を見込む事業がスタートしていますので、多くの固定資産税が

入ってくると思っておりました。高知県内にあるソーラー発電所の例を挙げてみますと、羽根

岬の山の上の約20分の１の規模で稼働しているソーラー発電所では、償却資産の税金が

4,000万円と土地の税金3,000万円、合わせて7,000万円は、施設を設置している自治体で20年

で固定資産税として納めますと会計担当の方が話してくれました。羽根岬にあるメガソーラー

施設の企業に国や室戸市の支援対策が取られているようですが、あの事業は危険な山でやって

いて、東京ドーム10.5個分の面積の山の木を伐採して切り開き、災害がいつ起こるかも分から

ない。今でも大雨が降り続くと山からの泥水が加領郷漁港周辺に流れ出して、潮の流れによっ

ては羽根岬周辺に流れ出したりして、当時羽根周辺の住民たちは建設をやめてくれという人た

ちが結構いました。とにかくやめてくれ、危険やきん止めてくれという人たちの声は多くあり

ました。 

 財源が厳しいときに減免をやらなければならない必要性はないと思いますが、減免した額は

100万円や200万円という額では済まないでしょう。何千万円、いや億のつく税金を減免する最
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先端技術導入支援としての優遇税制を受けているようですが、何とかこの企業から少しでも税

金を納めていただく方法についての対策は考えなかったのでしょうか。一企業には税金の優遇

税制を適用してやって、一番税金収入の上がる３年間と思われるのですけれども、この間税金

が入らない。それなのに一般市民からは超過税率の高い税率で固定資産税を取り続ける。昨今

のコロナ禍の中で、収入も所得も上がらず失業者も増えてきている中で市民にはこのまま超過

税率適用のままの固定資産税を徴収し続けるのでしょうか。 

 今後例えば１億円の太陽光の税収が上がるとすれば、税率の見直しをして標準税率に向けて

実行していくのは、新たな税金が入ってき始めたときが移行していく大きなきっかけです。所

得税などは所得によって増減はするけれども、今年はコロナの関係で少なくなっても、所得が

多くなればそれは回復し増えてきます。でも、固定資産税は何かの財源が生まれてくるときで

なければなかなか難しいと思います。今回のように大きな額の固定資産税が見込まれちゃんと

税収が上がり出したら標準税率の1.4％に戻して、どうしても市の状況が悪化してきたときに

は市民に実情を訴え超過税率に協力をしてもらうなど、50年余り続いてきた超過税率をこのき

りに見直し、ほかの30市町村と同じ標準税率への移行にかじを切ってください。 

 他市の例を挙げてみますと、南国市では平成26年、超過税率1.5％でした。平成27年、

1.45％にして、平成28年には標準税率1.4％となり、一年一年税率を見直し、２年かけて移行

していっています。南国市の税の担当課の方と話しましたが、南国市は、特別大きな税収が入

るといったことはなく、企業の誘致とかということもなく、一遍に税収を変更するのは厳しい

というので２年間の期間を用いて実行することができた。そして、何といっても超過税率の話

が議会の中で度々持ち出され議題に上がってくることが何度もありましてねとのことでした。

室戸市も標準税率に移行する手だてを市民に示してください。市長の答弁を求めます。 

 (2)新診療所入札について。 

 ２月26日、新診療所建設のための入札が特定建設工事共同企業体による一般競争入札制限つ

きということで行われましたが、入札に参加した業者は落札するには至らなかったようで、な

ぜ落札にならなかったのかは理由は明かされておりませんが、この入札は日程を組んで同じ条

件で再度やる予定でしょうか。聞くところによりますと、１回目に入札に参加した業者は２回

目には参加できないと聞きましたがどうでしょうか。それとも何か条件を変更し別の方法で公

告するのですか。別の方法を取り入れてやるのであれば、ぜひ取り入れてもらいたいことがあ

ります。私は、議員になってもうすぐ丸２年になろうとしている新人議員です。建築、建設業

のことは深くは知らない、特にルールなどはあまり理解ができてない議員ですが、今回の新診

療所の建築の工事を、予定価格税抜６億7,000万円余りのこの工事を、地元業者同士の共同企

業体での参加ができるように取り組み、実行してもらいたいのです。 

 ２月26日の入札の条件の一つに、市内業者はＡランク、Ｂランクの業者の仕切り枠が外さ

れ、近年の市内事業の工事では行われたことのない特別枠が設定されて入札に参加できるよう
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になっています。それならば、次回の入札のときに市内業者ランクＡと市内業者ランクＢが共

同企業体を組むことができるように、市内業者ランクＡと市内業者ランクＡも組むことがで

き、それに１者をプラスして３者で組むこともできるかと思います。いろいろな規則や決まり

があると思いますが、今の室戸の現状を見てください。コロナ禍の中で、消費税抜き６億

7,000万円余りの建築費がこの室戸の建築業者を通じて下請の業者、製材屋、鉄工所、大工や

人夫、建材屋や電気屋、ブリキ屋、燃料屋、コンビニ、スーパーなど、室戸の商売人にそのお

金が落ちていくようになります。先細りになっている室戸の経済を活性化させるために、この

お金を地元に回すことのできる決断をするべきであります。市長であるからこそできる仕事で

す。いや、市長でないとできないのです。 

 近年の室戸市では診療所や病院がどんどん建てられてきた市ではないから市内の業者はほと

んど病院建築はしたことがないであろうと思いますが、そこを重大な条件に上げてくるのは室

戸の実情を理解しているとは思えませんが、ちゃんとした設計会社が設計した図面を基に業者

は造り上げていきます。ふだんしていることで、業者は建築で資格を取り資格を持ってやって

います。今回の建物は、木造一部鉄骨仕様２階建ての木造建築物です。市長は議員説明会のと

きに、病院という特殊な建物ですから、外部業者、病院を建てた経験のある業者を入れるとい

うようなことを言われておりましたが、診療所内部の医療機器の取付け、設置ということにな

れば、それは専門業者でないといけないということはあるかもしれませんが、建屋を建てるの

に、例えば大工仕事をしたことがないとか建設業ばかりやっていて今回初めて建築の仕事をし

ますというのであれば、それは大変心配でしょう。でも、建築業者には、一級建築士とか施工

管理士を置いておりましてやるわけですので、全然やれます。よほど特別な原子力発電所の建

屋を造るとか何十階建てのビルを造りますということであれば、それは難しいでしょう。 

 この新診療所は、許可を受けるのも特別枠で受け、入札も今回の入札資格は長い間の入札の

歴史の中で共同企業体でやる市内業者Ａランク、Ｂランクの枠が取り除かれての特別枠設定に

なっています。今まで例のなかったことを市長が決断したのです。だからこそ市内業者同士の

共同企業体を認めて、室戸市内業者ＡランクとＢランクまたは室戸市内業者ＡランクとＡラン

クのそれにそれぞれ１者をプラスして３者のパターンも入れて、入札参加の道をつくってくだ

さい。そうすることで室戸市に税込み７億円余りのお金が落ち、経済を動かし、税金収入にも

つながっていきます。市長、室戸に対する愛情は言葉ばかりでは形になりません。今こそ形で

残す絶好のときであります。地元室戸の人たちに力を与えるチャンスをつくってください。市

長が挙げる、令和３年度当初予算案の中で述べている「室戸を創る」の中で雇用、産業振興対

策の重要な雇用の促進のためにも、今回の入札に地元業者がどうか参加できるようにして、そ

れにより地域活性化につなげていく、予算化してある６億7,000万円余りのお金を室戸市より

外へ出すことなく地元雇用促進のために取り組み、そのことにより地元業者の技を集結した診

療所にするべきだと考えますので、市長の答弁を求めます。 
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 (3)消防団ポンプ車運転免許について。 

 2017年３月、道路交通法改正により普通免許で運転できる車両総重量が５トン未満から

3.5トン未満にと改正になっておりますが、若い消防団員の中には消防団配備のポンプ車が運

転できる準中型免許を持たない消防団員がこれからは出てくるのではと思い、高齢化が進む消

防団員の世代交代を思うとき、準中型免許を持たない消防団員が増える前の対策が重要になっ

てくるかと考えますのでお聞きします。 

 まず、消防団員は今何名おられるのでしょうか。そして、各消防団に配備されておりますポ

ンプ車は何台あるのでしょうか。準中型免許を持たない消防団員の免許取得に際しての公費助

成の取組などについてお聞きをいたします。 

 (4)職員の不祥事の上司の責任のとり方についてお伺いをいたします。 

 昨年11月の臨時議会に職員の起こした不祥事の件が取り上げられ、市長、教育長らの減給処

分は妥当ではないとの結果、この議案は否決をされましたが、その後の12月議会には臨時議会

で否決された減給処分案の修正された案件が提出されると思っておりましたが、それもなく、

３月議会でやっと出されてきたようですが、この修正案を再提出するのにいつまでかかってい

るのでしょうか。そういうことに時間をかける必要はないと思います。時間をかけないといけ

ないのは、それぞれの部署、課の研修や指導体制はどうなっているのか、チェック体制はどう

だったのか、指導方針は定めているのか、どうやって定めるのですか、再発防止のために取り

組み、どんな研修を計画を立ててやっているのか、どんな指導体制を組んでいるのか、方針を

立てて計画を立ててやっていく、そういうこともしないで事が起こったら首を取ろうかという

ことになる。その職員は退職をしていますが、年配の市民の方が、「かわいそうに若い職員が

この職のないときにげにかわいそうなことよ、上は処分も決めずにのうのうとしてようおれる

もんよ、時間がたち過ぎよ、トップから始まって上々がしっかり指導せんといかんろうが、下

の職員は何もかもを責任を押しつけられて困っちゅうがじゃないかえ」との市民の声が直接寄

せられてまいりました。全くそのとおりだと思います。市長の今後の取組についてお伺いをい

たします。 

 竹中真智子、１回目の質問を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 竹中真智子議員にお答えをいたします。 

 (1)固定資産税についてであります。 

 まず、本市の固定資産税の税率は、昭和39年度より超過税率の1.5％で課税しております。

標準課税率の1.4％とすることにつきましてはこれまでも検討してきたところでありますが、

本市では長年にわたり厳しい財政状況であることから引下げには至っておりません。直近にお

きましても、償却資産の増等により令和元年度よりも税額が増となる令和２年度の固定資産税

の課税より税率変更することを検討しました。しかしながら、例えば太陽光パネルの償却期間



－91－ 

が17年であるなど、償却資産は一時的には税収増となっても年々償却することから長期の安定

した財源とは考えられないため変更は見送ることとなりました。 

 次に、太陽光発電設備関連の優遇制度についてでありますが、生産性向上特別措置法によ

り、生産性を高めるための設備を取得した場合、地方税法に基づき、３年間、ゼロから２分の

１の範囲で市町村の条例で定める割合に軽減できることとされております。本市におきまして

は、税条例でその割合をゼロと定めており、減免措置が適用になる税額は現時点の試算では令

和２年度から令和４年度の３年間で約１億2,450万円となる見込みでございます。また、太陽

光発電の企業から少しでも納めていただく方法、対策を考えなかったのかという御指摘につき

ましては、企業誘致の観点から負担を軽減することを目的として減免しておりますので、御了

承いただきたいと存じます。 

 さきにも申し上げましたとおり、本市では、厳しい財政状況にあることから、令和３年度予

算におきましては、令和２年度当初予算比で一般財源の10％削減を目標に掲げて予算編成を行

ったところであります。また、仮に固定資産税の税率を標準税率の1.4％に変更した場合、令

和２年度の調定を基に試算してみますと、１年当たり約3,600万円税収が下がる見通しとなり

ます。こうしたことから、現状では固定資産税の税率を引き下げることは財政上非常に困難な

課題ではありますが、議員から御指摘いただいたことも踏まえ、今後も引き続き検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、(2)新診療所入札についてであります。 

 新診療所入札につきましては、室戸市建設工事共同企業体取扱要領の規定に基づき、先月

26日、一般競争入札を行ったところでありますが、入札が不調となり、再度設計内容を見直し

同要件で早急に行うこととしておりますので、前回建設工事共同企業体として参加した企業等

も新たに申請して入札参加資格があれば入札に参加することは可能であります。 

 当該工事につきましては、予定価格が６億円を超える相当な規模であり、さらに災害時には

屋上が一時避難場所となることと併せ、救護病院としての機能も果たすといった特殊性がある

ことなど、施設の目的からも確実な工事の施工が求められるところであります。重ねて当該工

事により技術力の拡大強化、経験の増大、資金力の拡大及び経営不振や天災などによるリスク

の分散なども図る必要があり、高知県土木政策課にも御助言をいただきながら、本市建設工事

指名業者等審査委員会などでも協議し、建設工事共同企業体方式での一般競争入札としたとこ

ろであります。また、議員さん御案内のとおり、室戸市への経済効果を考慮し、市外業者のみ

の共同体ではなく、市内のＢランク以上の業者が構成員となっていることを要件とした一般競

争入札としたところであります。今後も各種工事につきましては、室戸市に経済効果のあるよ

う努めてまいりたいと思います。 

 次に、(4)職員の不祥事の上司の責任のとり方についての１点目、市長、教育長の給与の減

額に関する議案の再提出の時期についてであります。 
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 再提出するのに時間がかかり過ぎているとの御指摘でありますが、11月臨時議会での結果を

受けまして、12月議会の行政報告におきまして、外部の有識者等の意見をお伺いした上で改め

て議会に提案をさせていただきたい旨を報告させていただいたところであります。それを受け

まして、２月に開催をしました特別職報酬等審議会におきまして、その他の案件として職員の

不祥事に関し委員の皆さんから御意見をいただく時間を取っていただき、複数の委員から最終

的にはトップが責任を取るのはやむを得ないが、それまでに上司や同僚が気づけるようなチェ

ック体制を築き、日頃から再発防止に努めてほしいといった内容の御意見をいただいたとの報

告を受けたところであります。 

 こうしたことから、今後の再発防止を図るためにはどうしてもチェック体制の強化が必須で

あり、職員に対しこれまで以上の取組を求めていく以上は自ら率先し、より厳しい姿勢を示し

ていくことが必要であるとの思いに至り、私なりの結論を出しましたのでこのタイミングとな

りましたが、本議会に提案をさせていただいたところであります。 

 次に、２点目のそれぞれの部署の研修や指導体制及び再発防止の取組についてであります。 

 今回の不祥事につきましては、上司としても再三指導監督を行っていましたが、結果このよ

うな事態が生じたことは、組織の体制として引継ぎやチェック体制が十分でないことが原因の

一部と考えております。今後こうした不祥事が二度と発生しないよう各課での業務の進捗管理

の徹底を図るため、課内異動や班内での担当替えを積極的に行い、業務内容の共有化により担

当者の１人任せにしない体制づくりを行うとともに、人事評価において勤務成績不良との評価

を受けた職員に対する改善措置及びその後の対応マニュアルとその実施を図ってまいります。 

 次に、職員研修の内容等についてでありますが、これまでにはこうち人づくり広域連合が実

施しております新規採用職員や２年目、５年目等階層別に応じた様々なカリキュラムで構成さ

れた研修の受講や庁内研修としまして、業務改善研修、接遇研修、人権研修等、様々な研修を

実施しているところであり、今年度も引き続き実施するとともに、特に若手職員を対象とした

コンプライアンス研修を計画しているところであります。いずれにいたしましても、再びこの

ような不祥事が起きることのないよう再発防止の徹底を図り、職員全体の人材育成強化及び意

識改革を図ってまいります。 

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

します。 

○議長（堺 喜久美君） 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） 竹中真智子議員に、１、政治姿勢についての(1)

固定資産税について、補足答弁をさせていただきます。 

 本市の太陽光発電設備関連の数ですけれども、償却資産台帳上の設備名から明らかに太陽光

発電設備と分かるものを抽出しますと、平成30年度は納税義務者数54、税額1,162万7,094円、

令和元年度は納税義務者数58、税額1,288万4,703円、令和２年度は納税義務者数61、税額
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1,189万4,916円となっております。 

 また、土地に係る税額と納税義務者数は、平成30年度は納税義務者数5,213、税額１億

2,176万8,948円、令和元年度は納税義務者数5,146、税額１億2,229万6,079円、令和２年度は

納税義務者数5,126、税額１億1,753万3,617円であります。 

 償却資産に係る税額と納税義務者数は、平成30年度納税義務者数215、税額１億1,982万

9,500円、令和元年度は納税義務者数216、税額１億2,039万5,900円、令和２年度は納税義務者

数221、税額１億7,974万3,111円であります。私からは以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 藤本消防長。 

○消防長（藤本 昇君） 竹中真智子議員に、１の(3)消防団ポンプ車運転免許についてお答

えいたします。 

 議員御案内のとおり、平成30年１月25日付の消防庁次長通知において、平成29年３月12日以

降に普通免許を取得している新規加入団員が準中型自動車免許を取得する経費に対して、地方

公共団体が助成を行った場合の助成額について地方財政措置を講じることとされております。 

 そこでまず、１点目の消防団員数でございますが、消防団員定数294名に対して、現在の消

防団員数は286名でございます。 

 次に、２点目の各消防分団に配備されておりますポンプ車台数でありますが、室戸市10分団

に4.6トン前後のポンプ車各１台、計10台を配備しております。 

 次に、３点目の準中型免許を持たない消防団員の免許取得に際しての公費助成の取組等につ

いてであります。 

 前段でも申し上げましたように、現在消防団員数286名おりますが、そのうちの12名の消防

団員が準中型免許を取得しないと3.5トン以上のポンプ車が運転できない消防団員となってお

ります。しかしながら、割合にしますと4.2％と低い割合であることやポンプ車を運転する機

関員になるにはある程度の団員歴及び出動経験が必要となることなどから現在室戸市において

は喫緊の課題にはなっていませんが、議員御指摘のように近い将来必ず直面する課題であるこ

とから、公費助成制度の創設やまた最近では3.5トン未満のポンプ車が開発されているとの情

報もありますので、準中型免許取得に係る助成制度の創設と並行して今後の更新車両につきま

しては新制度適用車両の導入も含めて検討したいと考えております。いずれにしましても、消

防分団がポンプ車等で各種災害に出動できないといったことにならないよう、万全を期して今

後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） 竹中真智子、２回目の質問をいたします。 

 室戸市が標準税率1.4％から超過税率へ変わっていった大きな原因というのは何だったので

しょうか。太陽光発電所は認定先端技術導入計画という税の面で優遇される制度があって、３
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年間はゼロになるということがこの議会でも承認をされて通っていっています。 

 この話を聞いたときには私はええっと驚きました。減免された金額、その金額を100とすれ

ば75％が国から交付金として出されるということが県へと出向いて調べていく中で、そういう

職員さんの返事をいただきました。この交付金には色分けというか色付けがされておりません

のでソーラー施設の固定資産税の分ですよとはなかなか分かりにくいけれども、減免をされる

税金が室戸市に、その全体を100としたときに75％の分が新しい財源として入ってきます。３

年間を過ぎますと、償却資産の分は優遇制度がないですので、そのまま市のほうへ直接納めら

れるということになるようです。 

 そういうことを聞きましたら、取りあえずはお金が地方交付金として入ってくるということ

ですので、３年間優遇税制が適用されてもその間も75％は入ってくる、でもそれが過ぎても、

あと続けて年々償却資産の分はお金が減っていく、税金が減っていくということになりますけ

れども入ってきます。新しい財源が入ってくるときですから、やっぱり見直しをして税率を一

旦1.4％の標準税率に戻すということにぜひかじを切ってください。こうやって新しい財源が

入ってくるのにそれでも見直しをしない、超過税率のままでずっとやっていくがですか、いつ

までやるんですか、それを。私は、この固定資産税を安くしてくれって値切っているわけでは

ありません、そこらあたりの大根や白菜を買うようなわけにはいきません。でも、高く取って

いる固定資産税を高知県内のほかの30市町村と同じ1.4％に戻すべきではないかと問うており

ます。ぜひとも早い機会に検討していただいて、税率を見直す方向に、南国市のように、少し

ずつでもいいですので見直すという行動に出てほしいと願っています、いや、してください、

戻すべきです。 

 それから、職員の不祥事の上司の責任のとり方についてでございますけれども、今このよう

にして議会に参加しておられる、執行部の現職でやっておられる課長さん、そういう人たちを

元に今てきぱきと仕事ができているベテランの職員さんっていうのは、若い頃役所で仕事に就

いたときは今のように仕事がてきぱきとこなせておりましたでしょうか。初めの頃はなかなか

うまく仕事をこなすことが、いやのみ込むことからできずに、こなしていくのは大変だったの

ではありませんか。そんなときに、同僚や少し上の先輩やまたは大先輩からいろいろと教わり

ながら育てられてきたのではありませんか。何度か失敗や粗相があったときはへこんだりもし

ながらたたき上げてきたかと思います。みんな、いきなり何でもそう簡単にこなせる職員には

なりません。でも、真面目に仕事をやってきたはずなのに失敗をしていて、気づいたらそれに

は多額の損金が発生している。うわ大変なことになったとなったときに職員が責任を取って損

金を全額支払って済ませる。そりゃ市民の大切な税金ですから当然よとほとんどの市民は思わ

れるでしょう。大きな組織として、若い職員はみんなが育てていかなければ中堅やベテランの

仕事がこなせる職員とは育ってはいかないのではありませんか。そのための方針を立て、計画

を立て、指導体制を組み、そしてチェック体制を取ってやらんといかんがでしょう。今現在ど
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のように指導や計画、チェック体制等を組んでやっているのか、現行の指導マニュアルの提出

をお願いいたします。現場で現在使われているそのマニュアルの提出をお願いいたします。 

 市長、そして御存じでしょうか、職員の中には、ふだんの業務の中で頑張ってやっていても

知識不足や経験不足から結果的に損金が生じた、発生したときにはもらっている給料では対応

ができないことがある、だからそれ用の保険をと個人で保険を掛け始めた職員が複数おりま

す。最近の市長の対応の仕方を見ていて、この職員は不安でそう判断するに至ったのです。こ

れを取って職員を責めてもらっては困ります。それだけ市長に対する信用度が落ちてきている

ということになります。市長の今後の取組について、この責任問題の件、お伺いをいたしま

す。 

 ２回目、竹中真智子、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ます。 

 ２点の御質問と受け止めております。 

 １点目の質問は、端的に伺いますと標準課税1.4％にこの機に戻しなさいと、こういう御指

摘のように受け止めております。それとあわせて、いつまで超過税率を置くのかといったお話

もありました。それと、今回羽根の太陽光発電の税収が増す機会に１回は標準課税に戻すとい

うことは考えないのかといった御指摘であろうかと受け止めたところです。 

 結果としましては、１度目の答弁で申し上げましたように、室戸市の今の現在の財政状況か

ら加味して、私としてはもう少し辛抱してもらうしかないかなという判断で結果標準課税に戻

すという形の答えには至っておりません。 

 それで、当初どうして超過課税になったか、その理由が分からないかという御指摘もありま

した。御案内のとおり、昭和39年度、内部では担当の職員間同士でどういうことやったのかね

という協議をしましたんですが、古い時代のことでちょっとその理由が見いだせなかったとい

うのが正直な状況でございます。 

 それで、いつまでかということですけれども、私が市長をやって今の室戸市の財政を見たと

きに、大変厳しい財政でありますが、財政基盤を強化させるためには厳しくっても投資をして

その基盤を強化させなければならないと思っております。そのためには、今ある少ない限られ

た財源を投下して新たな生産性を高めて、税収だとか地域に活力が見いだせて、一定ほかの地

域と同じぐらいのいわゆる財政基盤力になってきたときにはぜひ早く標準課税に戻したいな

と、こんなふうに今考えているところでございます。 

 ２点目についてでございます。 

 職員の不祥事についての責任の在り方について御質問がありました。 

 若い職員が課長らのようにてきぱきと仕事ができるはずがないと、誰も最初は仕事について

は不慣れで分からないことばかりで素人といったことじゃないかという御指摘で、しっかりと
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指導しながらやっていくことが、どこの職場でもそうじゃないかというふうに私も受け止めて

おります。室戸市役所もそういった実態であろうと思います。職員の中にはしっかりと先輩の

アドバイスを受けながら成長していく職員もおりますし、同じ優秀な職員であっても若くてな

かなか先輩のアドバイスもよう受けずにごちごちと成長していく職員もあろうかと思います。 

 しかし、そんな背景の中で、今回の問題はそうしたこともしっかりと吟味をして、どういっ

た実態だったのかということを何度も担当職員、現場の声、当時の職員等にも聞いて、本当に

不祥事を起こした職員が真面目にやれてきたのかどうかといったことを、前段の議員でも答弁

をさせてもらいましたけれども、何度も所内、課内で指導もし、是正するようなアドバイスも

しながら取り組んできた結果ということで、担当の審査会の中でも今回は不祥事を起こした職

員の責任が重いということで、私としましたらそういう結果を受けたとき、しかもその担当を

された職員が自らそのお金も返却するといった姿勢が上がってきているという状況を受けたと

きに、今回の私の下した処分というのは妥当ではないかなという判断をした次第でございま

す。 

 資料の提出といったこともありましたので、補足は担当課長からさせますのでよろしくお願

いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 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） 竹中真智子議員にお答えをいたしま

す。 

 職員の指導マニュアルということですが、現在は一時的なものではなくて、各職場において

それぞれの業務ごとにこの時期にこういった業務を行うであるとか、そういった業務マニュア

ルということでそれぞれの担当で引継ぎをしております。 

 それと、市長が申し上げましたが、こうした不祥事が起きたことを受けまして、来年度には

勤務成績不良に対する措置改善に対する措置改善マニュアルを策定し、それを職員にも徹底し

ていくように取り組むように考えております。以上です。 

○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） これって職員のこれからも起こる、あったらいかんのやけれど、あ

ったときに備えて再発防止のためのマニュアルっていうのは本来作ってないといかんですよ

ね。この問題が明らかになってきてから何か月が過ぎますか。昨日の市長の施政方針演説の中

に、マニュアルを作成してって、何のんきなことを言いゆうがですよと議席で感じました。本

来は作ってないといかんがですよね。 

 それと、先ほどの職員の市長に対する信頼、だから何かあったときには保険を掛けて対応せ

んと自分の給料ではこれはとても、いいんですかこれでと問いまして、３回目、答弁を求めま

す。 



－97－ 

 それと、最後にですが、副市長、２年間いろいろとお疲れさまでございました。県庁のほう

に帰られましてもお体には十分気をつけられまして職務に当たられますように、本当に室戸で

はいろいろなところで苦労もあったかと思います。ありがとうございました。 

○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回目の質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

 １つには、職員のいわゆる不祥事に対して再発防止といったことを捉えて、きちっとしたマ

ニュアルはもう既に作成されておられなかったらいかなかった問題じゃないかという御指摘と

思いますけれども、そのとおりじゃないかというふうに思います。今の状況の中で、私が市長

になって２年間、いろんな不祥事やら今までの経過の中の反省も捉えて、今までのやり方では

いかんなと、改善が十分できないなという思いにもなりまして、今回はもっと、いわゆるほか

の市町村のことも情報を入れながらしっかりとしたマニュアルを作って対応し改善をしていく

という考えでございますので、御理解賜りますようによろしくお願いしたいと思います。 

 それともう一点、市長に対する信頼ということで、市の職員が保険を掛けた方が何人かいる

と、これは自分の何か間違いが起こったときに自分が責任を取らされるという市長への不信が

原因じゃないかというふうに私は受け止めましたけれども、職員それぞれとして誰も間違いを

しようと思って間違いをする職員はいないんじゃないかなと思ったときに、それでも間違いが

あって自分のいわゆる生活を守る、これはこの市の職員の保険だけでなくして誰もが日常社会

で掛ける保険というのもありますので、そういう観点じゃないかなというふうに受け止めてお

ります。市長としてきちっと信頼の得られるようなこれからの取組も身を挺して頑張っていく

所存でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって竹中真智子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時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後４時20分 延会 

 

 


