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            午前10時０分 開議 

○議長（亀井賢夫君） 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。寺岡議会事務局長。 

○議会事務局長（寺岡弥生君） 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、欠席届１名、現在11名の出席でございます。 

 欠席議員は、竹中多津美議員、親族の不幸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（亀井賢夫君） 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。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕信量。令和３年６月第４回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表し、一般質問を行います。 

 市長の政治姿勢について。 

 (1)新型コロナワクチン接種について。 

 世界の新型コロナウイルス感染者数は、６月20日時点で１億7,800万人を超え、386万人以上

の貴い命を失いました。新型コロナウイルスは、日々変異を続けており、現在では従来型から

変異株にほぼ置き換わったと推定されており、感染力と伝播力も増すなど脅威が増しておりま

す。 

 しかし、先日、千葉大病院の医療従事者を対象に行った研究結果では、ファイザー製ワクチ

ンは99％以上抗体生成に有効との発表がなされ、ワクチン接種の有効性を証明できた結果とな

りました。室戸市でも４月16日から高齢者施設の入所者とその施設従事者を対象に新型コロナ

ワクチン接種が始まったのを皮切りに順次接種が行われており、５月17日には75歳以上の高齢

者の個別接種、５月22日からは全ての高齢者の集団接種が行われています。ワクチン接種は有

効性もありますが、重い副反応も報告されています。 

 そこで、お伺いいたします。 

 接種を始めて、室戸市では現在までにどのような問題点があり、対処しなければならないこ

とがあるのか。 

 接種終了後、会場を出てから以降の健康状態の聞き取り調査はしているのか。 

 今後の高齢者接種以外の接種時期や方法は決まっているのか。 

 ワクチンの種類が分かるようになっているのか。また、種類の選択はできるのか。 

 室戸市全体の対象者は何名か。また、希望する市民の全ての接種が終了するのはいつ頃か。 

 ワクチン接種が全て終了してから、希望していなかった市民が接種を希望した場合できるの
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かお伺いします。 

 (2)赤木谷川と避難道路について。 

 令和元年９月定例会で一般質問をしました赤木谷川災害対策について再度お伺いします。 

 その際、私は現状を詳しく説明し、住民を脅かす状況について何とか早急に対策を講じてほ

しいとお願いしたわけですが、市長の答弁として、高知県が河川の越波対策として、河川内の

堆積土砂の取り除きや坂本海岸の埋塞土砂の撤去を定期的に行っている。市としては、護岸の

かさ上げなど越波対策を高知県に要望すると答えられたわけですが、あれから特に何の対策も

なく２年がたとうとしております。何十年にもわたり、台風や大雨のたびに川が氾濫し、周辺

の住居が浸水する災害が起こっている場所で、住民は不安な日々を送っております。今まで県

にどういう働きかけをしたのか、市としての対策はないのかお伺いします。 

 次に、避難道路ですが、津波や大雨が発生し、高台へ避難することになった際、まずは近く

の避難場所に避難するか、直接避難所の収容施設として指定されている場所に避難します。羽

根町沿岸部では、レベル２クラスの地震、津波でも浸水しない想定の避難所は羽根中学校、上

段教育集会所、上段老人憩の家の３か所のみです。以前にも上段の避難所への道路の陥没につ

いて全面舗装をお願いしたところ、実際部分的な補修工事だけであり、本当に避難するとなっ

た場合、それが昼間だけとは限らず、夕方や夜間などの暗い状況も考えられますので、避難道

路として高齢者や体の不自由な方も迅速に安全に避難できるよう災害から住民の命を守るため

に整備が必要です。市長の考えをお伺いします。 

 (3)企業版ふるさと納税について。 

 令和３年度の室戸市の当初予算は、昨年度より税収が大幅に減り、新型コロナウイルス関係

の経済の落ち込みや人口が減少していること、高齢化が進んでいることなどが考えられます。

財政基盤が脆弱な室戸市において、ふるさと納税やふるさと納税企業版の制度は大いに取り組

むべき事業であります。 

 令和２年９月議会で質問しました企業版ふるさと納税について、この制度は地方創生のさら

なる充実強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高めるよう令和２年に税制改正されたも

ので、室戸市でも「室戸ここＫＡＲＡＤＡプロジェクト」を企業版ふるさと納税活用事業とし

て寄附を募っているところです。その際、市長答弁されましたように、関西室戸会、関東室戸

会はもとより、結成された関西圏及び首都圏の室戸応援隊の皆様にも積極的にＰＲし、寄附額

の増額につながるよう取り組まれているのか。また、その反応や成果はどうあるのかお伺いし

ます。 

 (4)中央公園のテニスコートについて。 

 令和３年度から新たに始まった室戸市総合振興計画の基本目標３の(3)生涯スポーツの充実

で、施策の方向性として各種スポーツの合宿の充実を図るために、テニスコート整備事業を主

要事業として取り組むこととなっております。現在のテニスコートの状況は、土のコートは今
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まで整備等が行われなかった結果、草がコートを覆い尽くし、木々も生え、ジャングルのよう

な状態になっています。また、人工芝のコートもところどころ傷んで継ぎはぎの状態です。合

宿の誘致に力を入れるのであれば、早急に整備する必要があります。コロナ禍になるまでは、

少数ですが関西圏から社会人のテニスサークルも来ておりました。整備をすれば、県外の社会

人や高等学校にも合宿の誘致ができます。室戸市総合振興計画が絵に描いた餅にならないよ

う、市長のお考えをお伺いします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 田渕議員にお答えをいたします。 

 (1)新型コロナワクチン接種について、私のほうから、３点目の今後の高齢者以外の接種時

期等と、５点目の市民全体の接種完了時期等について答弁をさせていただきます。 

 本市における新型コロナワクチン接種につきましては、議員御案内のとおり、まず65歳以上

の高齢者の方を優先して、４月より接種を開始しているところであります。行政報告でも申し

上げましたが、６月10日時点では、高齢者の57.8％の方が１回目の接種を、また10.1％の方が

２回目の接種を終えており、おおむね予定どおり接種は進んでいるところであります。 

 まず、議員御質問の３点目、今後の高齢者以外の接種時期や方法についてでありますが、７

月上旬より高齢者施設等の従事者、保育士、小・中学校の教職員等を優先して接種を開始し、

以降基礎疾患を有する方、60歳から64歳の方、それ以外の方と順次接種を行ってまいります。

また、接種方法につきましては、個別接種と集団接種を併用して行ってまいります。 

 次に、５点目の室戸市全体の対象者数及び接種終了時期ですが、対象者数は12歳以上の方で

１万1,780名、今後接種が開始される65歳未満の方は5,108名であります。 

 また、室戸市の対象者全員が２回目を終了する時期につきましては、ワクチン供給時期等の

不確定な要素もありますが、現在９月末までをめどとする計画を医療機関と調整をしていると

ころであります。 

 次に、(2)赤木谷川と避難道路についてであります。 

 まず、赤木谷川の災害対策につきましては、議員より御質問のありました令和元年９月定例

会以降にも高知県に対し、護岸のかさ上げ要望は継続して行っております。 

 河川管理者の高知県によりますと、平成30年９月の台風24号において、高波が河川内より一

部護岸を越流をして以後、同年に国道より河口までの間で約2,600立方メートルの堆積土砂を

撤去し、国道より上流部では約1,700平方メートルのヨシ等の伐採を行っており、令和３年度

におきましては、同じく国道より上流部で約1,000立方メートルの堆積土砂の撤去及び約

1,000平方メートルのヨシ等の伐採を予定しているとお聞きをしております。 

 市といたしましては、地域住民の方々の不安が解消されるよう、管理者である高知県に対

し、護岸の越波対策の早期事業化について引き続き要望を行ってまいります。 
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 次に、避難道路についてですが、現在市の管理する市道545路線は、有事の際にはその大半

が避難道路として利用されるものであります。市道の維持管理業務としましては、落石除去、

崩土・倒木撤去、舗装修繕、側溝修繕、高木伐採及び除草等があり、年間を通じて維持管理に

努めております。 

 令和２年度の市道の維持管理に係る事業費は5,800万円であり、うち1,900万円が舗装維持補

修関連となっております。維持管理業務の中でも特に舗装関連については、市民の皆様からた

くさんの御要望をいただいているところでありますが、整備するに当たり、まず担当課により

現地確認をした上で、公共性、緊急性及び経済性等からの総合的な判断により、部分的あるい

は全面補修といった方針を固め、整備を行っているところであります。 

 議員御案内のとおり、市道は高齢者や体の不自由な方など様々な方が利用されますことか

ら、それぞれの地域のニーズにお応えできるよう、さきに申し上げた維持管理費の方針を踏ま

え、市民の安全・安心を確保する市道の維持管理に取り組んでまいります。 

 次に、(3)企業版ふるさと納税についてであります。 

 議員御案内のとおり、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業として、令和２年度からは市民

の健康増進等を目的とする「室戸ここＫＡＲＡＤＡプロジェクト」に取り組んでおります。 

 議員御質問の寄附額の増額につなげる取組としましては、国の企業版ふるさと納税ポータル

サイトへ「室戸ここＫＡＲＡＤＡプロジェクト事業計画」を掲載するとともに、室戸市企業版

ふるさと納税募集のチラシを市のホームページへ掲載することで広く周知を図っております。 

 また、昨年11月には久保前副市長をはじめ、企画財政課、観光ジオパーク推進課の職員で、

関西圏へ直接出向き、高知県大阪事務所の協力も仰ぎながら、個別の企業に対しまして企業版

ふるさと納税制度の御紹介と同制度の活用についてお願いをしてきたところであります。それ

らの取組により、令和２年度は１社から寄附の申出をいただき、実績としましては事業費

1,406万円に対して寄附額30万円となっております。また、今年度は既に別の企業１社から寄

附の申出をいただいており、現在担当課において手続を進めているところであります。 

 今後におきましては、都市圏における新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、本

市が実施している地方創生の取組事業の趣旨をより多くの企業の方々はもとより関西室戸会、

関東室戸会、さらには関西圏及び首都圏の室戸応援隊の隊員の皆様にも御理解、御賛同をいた

だけるよう意見交換会などあらゆる機会において企業版ふるさと納税制度のさらなる活用を積

極的にＰＲし、これまで以上にふるさと室戸を応援していただけるよう周知に努め、寄附額の

増額につながるよう取組を進めてまいります。 

 次に、(4)中央公園のテニスコートについてであります。 

 室戸市中央公園テニスコートにつきましては、オムニコート２面、クレーコート２面の計４

面が平成８年度に完成し、平成９年度の供用開始以来テニス愛好者を中心に市内外の多くの

方々に利用していただいております。現在も２つの団体が定期的に利用しており、令和２年度
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は延べ106人の利用となっております。しかしながら、使用しているコートはいずれも人工芝

であるオムニコートのみであり、土のコートであるクレーコートはここ数年来全く利用がない

状況が続いております。その原因としまして、ソフトテニスの競技人口の減少に伴い、次第に

クレーコートが使用されなくなってきていることが考えられます。 

 そうした状況の中、クレーコートの利用者が全くないため、生涯学習課の整備も十分ではな

い状態が数年以上続き、その結果、草は生い茂り、木が至るところに生えて、現在のような状

況となったものと考えます。私も市長就任後、初めてこのテニスコートを見た瞬間、愕然とい

たしました。草は生え放題、コートの至るところに木が生えて、とてもテニス場と言える状況

にはありません。田渕議員は、コロナ禍以前は利活用も多くとの御意見でしたが、現場を見る

限り数年という状況ではなく、10年余って手つかずで、全く管理されてこなかった実態を感じ

ております。一度こういう状態になってしまいますと、元どおりになるまで相当な時間と労力

がかかることとなります。この点につきましては、市の管理不足を痛感しておりまして、市民

の皆様には大変申し訳なく、深くおわびを申し上げる次第です。 

 今後の中央公園の利活用につきましては、公園全体として見直しを検討していく必要がある

と考えておりますが、一つの例としまして、空いたスペースを活用したグラウンドゴルフ場の

整備、傾斜を利用したゴーカート場の整備など、様々な御提案もいただいているところであり

ます。 

 今後におきましては、中央公園利活用検討委員会を立ち上げて、テニスコートをどうしてい

くのか、相撲場をどういった活用をするのか、空いたスペースの有効活用など、公園全体の今

後の利活用について委員の方々の御意見を伺いながら、議員御提案のありました大学のテニス

サークルの合宿誘致も含め、若者・子育て世代が楽しめるような公園づくりの整備を検討して

まいりたいと思います。 

 私からは以上でありますが、保健介護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（亀井賢夫君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 田渕議員に１の(1)新型コロナワクチン接種についてお答え

いたします。 

 まず、１点目の室戸市における副反応等にどのような問題点があるのか、対処しなければな

らないことがあるのかについてでございますが、本市においては４月16日の高齢者への接種開

始以降、重篤な副反応の報告は現時点ではないところでございます。 

 次に、２点目の会場を出てからの健康状態の聞き取り調査を行っているかについてですが、

会場を出てからの接種者全員への健康調査までは行っていないところでございます。 

 なお、接種会場においては、接種後15分から30分間の健康観察を行うとともに、お帰りの際

には接種後の副反応に関する専門相談窓口などを記載したチラシを配付しているところでござ
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います。 

 今回のワクチン接種を受けるに当たりまして、接種後の副反応への不安というのは多くの方

がお持ちであるというふうに認識をしております。ワクチン接種後の副反応等への対応としま

しては、接種直後のアナフィラキシー等については、接種会場で医師による応急処置を行い、

必要な場合は救急搬送を行うこととしております。なお、本市では、消防本部と連携し、全て

の集団接種会場に救急救命士が常駐するとともに、保健福祉センター以外の救急車の到着に時

間のかかる集団接種会場には救急車を配置しているところでございます。さらに、接種後の痛

み、腫れ、発熱、麻痺やしびれ等の症状が現れた場合は、まずはかかりつけ医や身近な医療機

関を受診していただくことなどについても周知をしているところでございます。 

 今後も、接種を受けられる方の不安を少しでも軽減するため、関係機関と連携しながら副反

応へ適切に対応できる体制整備を進めてまいります。 

 次に、４点目のワクチンの種類についてでございますが、現時点では市が主体となって行う

接種につきましては、ファイザー社製のワクチンのみを使用することとなっています。 

 次に、６点目のワクチン接種終了後の希望者への接種についてでございますが、今回の新型

コロナワクチンの接種期間につきましては、国からの通知で令和４年２月28日までとされてお

り、この期間中の接種は可能であると考えております。 

 また、接種方法につきましては、医療機関での個別接種を想定しているところでございま

す。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 田渕信量議員の２回目の質問を許可いたします。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕。２回目の質問をいたします。 

 １の新型コロナワクチンの接種についてお聞きします。 

 接種を終了した方に今後のためにアンケートを取ることを考えているのか。 

 ２点目の赤木谷川と避難道路についてですが、市道の補修工事はたくさんあるとお聞きしま

したが、避難所になっている市道、羽根では避難所は３か所なんですが、それを先に優先する

ということはできないのかどうか。いつ災害が起きても大丈夫なような体制を取ることが必要

ではないかと思います。 

 ２回目を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 田渕議員の２回目の質問にお答えをさせていただきます。 

 コロナワクチン接種に関してのアンケート調査のことについては、担当課の内部でどういっ

た状況かを課長のほうから説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 

 なお、赤木谷川の対応につきましては、田渕議員からも再々御要望を受けている谷でござい

まして、現場のほうもよく承知させていただき、県のほうや地元内外の県議の方々にも相談も

しながらの現状でございます。が、今回の２回目の質問は、避難所に関係している道路を先行
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して整備すべきじゃないかという御指摘でございますが、そうした御意見は御指摘のとおりじ

ゃないかと存じておりますので、また内部でも協議をしながら、どうした状況か、どこが優先

された整備が必要なのかといったことを併せ検討しながら取り組んでまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 田渕議員、３回目。 

            （３番田渕信量君「課長、山本課長」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 田渕議員の御質問にお答えいたします。 

 接種後の健康調査を接種者全員に行うのかっていう御質問ですけれども、現時点では全員の

方に対する調査を行う予定はありません。接種後の副反応等への対応として、先ほど言いまし

た接種会場での対応と、あと会場を出られた後に何か異変があるといったときには、高知県の

ほうが新型コロナウイルスワクチン専門電話相談というのを設置をしておりまして、まずそこ

に連絡をしていただくというような周知のほうは行っております。あと、接種後に何かちょっ

と痛みとか発熱とか麻痺やしびれ等があれば、すぐかかりつけ医などに受診していただくとい

うような周知を行っておりまして、そのような形で接種後の副反応への対応については取り組

んでいるところでございます。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって田渕信量議員の質問を終結いたします。 

 次に、小椋利廣議員の質問を許可いたします。小椋利廣議員。 

○５番（小椋利廣君） ５番小椋利廣。令和３年６月第４回室戸市議会定例会におきまして、

通告に基づき一般質問を行います。 

 前段の議員さんと同じ項目の質問がありますけれども、私なりの考え方で質問を行いますの

で、答弁のほうよろしくお願いをいたします。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)室戸市立室戸診療所の新体制の整備についてお聞きをいたします。 

 新しい診療所の整備は、公設民営方式、指定管理者制度を導入して、官民が一体となって地

域医療を守り、市民が健康で安心して暮らせるまちづくりを目指すとされております。平成

30年１月に室戸病院が閉院となってはや３年と４か月がたち、高齢化社会に伴う医療費の増加

など今後の地域医療の維持及び充実が本市における最重要政策であると室戸市地域医療計画書

には書かれております。室戸市立室戸診療所の医療の開始が非常に多く望まれておりますけれ

ども、その反面、市民の間では新診療所の会計は大きな赤字になるのではないか、黒字になる

のか、新診療所会計の内容についてはどのように考えているのか危惧されており、赤字か黒字

かの周知について、まずお聞きをいたしたいと思います。 

 次に、医療機器類についてはどのような器具の購入が予定をされているのか。新しい器具類

の単価と全体の金額はどの程度になるのか。資金源の見通しは立っているのか。納入時期や使
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用するスタッフの確保の見通しは立っているのか、お聞きをいたします。 

 次に、室戸市地域医療計画書では、国民健康保険、後期高齢者医療制度の分析では、室戸市

は人口の減少が激しく、外来患者数は年々減少し、年齢別では2030年、令和12年度までは80歳

以上は増加傾向にあり、79歳以下は減少傾向と推定をされておりますけれども、70歳以上の外

来患者が約73％以上を占めると報告をされており、新しい診療所の経営体制は最初から赤字に

なるのではないかと想像を多くされておる市民が非常に多く、市民が赤字会計を非常に心配を

しております。経営が赤字となった場合、今後に対する予算的な対応は考えられているのか、

お聞きをいたします。 

 また、救急搬送先の状況調べでは、安芸市へ55％、田野町へ26％、高知市へ17％、室戸市は

２％であります。救急搬送所要時間では、高知県全体の所要時間が42分、また室戸市は搬送所

要時間が約63分もかかると言われており、非常に命の危険が危ぶまれております。多くの市民

の方々から、新しい診療所は入院ができるのか、救急医療が日夜を問わず終日できるのかと心

配をされておりますので、新診療所開始と同時に入院や救急医療体制の開始についてお聞きを

いたします。 

 次に、新診療所建設と診療所開始に係る全体金額と工程はどのようになっているのか。指定

管理者の選定はどのような方法で行ったのか。指定管理者の決定時期はいつになるのか。機器

の購入や備品の購入時期や金額、医師や看護師や薬剤師確保等々スタッフの確保や新診療所の

開始予定年月日はいつになるのかお聞きをいたします。 

 次に、(2)コンビニで住民票の取得ができることについてお聞きをいたします。 

 前回、令和２年６月議会で私は一般質問を行っておりますが、この件については取組をして

実施をするという答弁がありませんでしたので、もう一度お聞きをいたします。 

 今や多くの市町村がコンビニの多機能コピー機にマイナンバーをかざして暗証番号を入力す

ると住民票の写しや印鑑証明書が発行され、手数料は各自治体の窓口と同様であるとされてお

ります。高知市も地域窓口センターを再編して、マイナンバーカードを使って住民票や印鑑証

明書をコンビニで取得ができるサービスを令和４年３月からスタートするとされており、土

曜、日曜、祝日も含めた午前６時半から午後11時までセブン－イレブンやローソンなど全国約

５万3,000か所のコンビニで住民票の写しや印鑑証明書が取得できる体制を整えると言われて

おります。住民が仕事や進学で県外にいるとき、近くのコンビニで住民票の写しや印鑑証明書

が取得できると行政の窓口の効率化にもつながるし、室戸市外や県外に出ている方々のために

はどうしても必要な事業であると考えますので、室戸市としては何年何月から実行していく計

画であるのか、お聞きをいたします。 

 また、現在、コンビニで住民票の写しや印鑑証明書が取得できる市町村は何か所あるのか。

各市町村の名前を挙げていただきたいと思います。 

 (3)奈半利から室戸までの地域高規格道路についてお聞きをいたします。 
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 この件につきましては、私は今までにも何回か質問を行いましたが、今回高知県議会でも具

体的に取り上げられておりますので、お聞きをいたします。 

 令和３年２月、高知県定例議会において中・長期的な道路整備計画で、新規路線をまとめた

高知県版の新広域道路交通計画が発表されている。四国８の字ネットワークなどに加えて、新

たに高規格道路として奈半利室戸道路と幡多西南地域道路の整備を盛り込んでおります。 

 高知県版道路計画は、物流、人の流れ、防災上の観点から役所や防災、物流拠点などを結ぶ

ことを重要視して、向こう20年から30年間を見据えた新しい高規格道路として８の字ルートに

含まれない奈半利室戸道路、安芸郡奈半利町から室戸市までの新ルートが盛り込まれておりま

す。高知県版の新しい計画がどのように反映をされるのか、現段階ではまだ分からないとされ

ておりますが、これらのことについて室戸市としても早期の実現に向けて国や県への陳情や要

望活動を行って、早く奈半利から室戸までの道路の着工に取り組んでいく必要があると思う

が、どのような計画で取り組んでいくのか、お聞きをいたします。 

 次に、(4)道の駅キラメッセ室戸に右折レーンの整備についてお聞きをいたします。 

 道の駅キラメッセ室戸に右折レーンの整備につきましては、平成27年３月議会でも私は一般

質問を行いました。室戸市で唯一の道の駅キラメッセ室戸は、朝８時頃から荷物の搬入が始ま

り、多くの人と車の出入りの回数が多く、特にこの時間帯は高知方面からの搬入者が多く、ち

ょうど朝のラッシュ時と重なり、交通渋滞を起こす時間帯が非常に多くあります。また、土曜

日、日曜日、祝祭日等は買物客が多く、非常に混雑をする時間帯があり、新たに楽市の加工場

も増設をされておりますので、来客者で混雑をしている時間帯が非常に多くあります。 

 令和３年３月18日には、高知市から買物に来ていた軽乗用車が国道55号線沿いの道の駅キラ

メッセ室戸前の片側１車線の直線道路でキラメッセ室戸へ右折をするために停車をしていたと

ころ、安芸市方面から走行してきたトラックに追突されて、軽乗用車の後部座席に乗車をして

いた人が死亡しており、危険箇所となっております。また、十数年前には出店者の西山の男性

も出入口付近の国道で車の事故に遭い、それが原因で死亡するなど非常に危険区域となってお

り、多くの方々が危険区域なのでどうしても右折レーンを設置をしてほしいという意見が出て

おるところでございます。 

 こういった状況で、道の駅キラメッセ室戸に右折レーンの建設を平成27年３月議会でも一般

質問を行っておりますが、その後の取組はどのようになっているのか、また今後右折レーン建

設への取組姿勢についてお聞きをいたします。 

 (5)職員の資質の向上と危機管理体制についてお聞きをいたします。 

 職員の資質の向上につきましては、今までにも多くの議員さんたちが質問をされてきており

ます。平成28年９月議会でも私は一般質問を行いましたが、今回多くの市民からいろいろな形

で批判の意見が多く出されておりますので、お聞きをしたいと思います。 

 最近において、市役所内でいろいろな事件が新聞紙上に大きく掲載されており、保健介護課
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の職員が全国健康保険協会から返還を受けるべき高額療養費697万9,922円の請求を怠り、未請

求で時効となり、職員が給料を減額されて全額返済に取り組むことや、また教育委員会学校保

育課の担当職員が工事費の契約変更手続を怠り、工事費の一部259万円が請負業者に支払われ

てなく、職員が退職することや、また教育委員会生涯学習課の職員が室戸市体育会などの口座

から横領事件や使途不明金約108万5,000円相当額が大きく報道されて、職員が退職するなど、

またこの前は、令和３年６月15日には、職員が高知県へ出向していて人事交流で県に勤務をし

ていた当時、上司の決裁を受けずに栄養士と調理師の免許証を交付したなどとして、市保健介

護課の主任を減給10％、１か月の懲戒処分にしたと報道されており、室戸市の職員ばかりの不

祥事が多く報道をされていることに対して、市民からは怒りの声や市役所の管理体制や職員の

資質に問題があるのではないか、職員の研修に問題があるのではないかと言われており、市民

が室戸市の市政運営に大きな不信感を抱いておりますので、今後市役所内部の立て直しと職員

の研修や業務日誌の作成や職場会議の実施等々、職員の資質の向上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、危機管理体制についてお聞きをいたします。 

 令和３年４月30日現在の人口は１万2,533人、国勢調査の人口は１万1,744人、このうちで

65歳以上の高齢者は6,391人で、高齢化率は約51％となっており、人口の減少に伴い、高齢化

率もますます上昇しており、厳しい市政運営が続いていると思います。現在、室戸市役所に勤

務をしている全職員は484人、正職員が262人、会計年度任用職員は222人であるとお聞きをい

たしております。この全職員のうちで室戸市外からの通勤者は何人いるのか、一番遠くからの

通勤者の市町村はどこか、通勤の方法等についてお聞きをしたいと思います。 

 憲法第22条第１項では居住の自由が保障されておりますが、職員が生活拠点を市外に置くと

納税は住民票を置く自治体に入るわけですから、職員の給料は室戸市が払わなければなりませ

んが、市町村固有の住民税や軽自動車税等の税金は室戸市に落ちないのが現状であります。近

い将来、必ず起きると言われております南海トラフ巨大地震の発生や大型の台風の襲来や最近

非常に多いゲリラ的集中豪雨等々で大災害が起こり、命の道の国道55号線が寸断をされた場

合、陸路は交通不能となり、各漁港も被災をし、室戸市が長期間孤立をした場合、市外からの

通勤者の危機管理体制の配置はどのように取り組んでいくのか、お聞きをいたします。 

 また、市内在住の職員の危機管理意識の向上と非常事態時の対応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。 

 (6)室戸市体育会の不明金の補塡についてお聞きをいたします。 

 教育委員会生涯学習課が担当していた室戸市体育会等の口座から約108万円余りの使途不明

金を発生させるなど、いろいろな不祥事件が発生をしていて、多くの市民から非常に厳しい意

見が出ており、市役所は完全に信頼を失っております。室戸市の行政への取組について大きな

不信感を持たれており、信頼回復への新しい対応策が急がれておりますので、信頼回復への取
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組についてお聞きをいたします。 

 また、引き出された不明金108万5,000円相当等は室戸市体育会の元の会計に全額が補塡をさ

れるのか、補塡がされないとしたら体育会の会計はどのような方法で対応するのかお聞きをし

たいと思います。 

 (7)新型コロナウイルスワクチン接種についてお聞きをいたします。 

 新型のコロナウイルス感染症の最後の切り札と言われているワクチンの予防接種は、現在医

療関係者や高齢者などから先行接種が行われておりますが、現在接種率は何％になっているの

か。高齢者以外の一般の方々への接種の予定はどのようになっているのか。インド型変異株に

対応はできているのか。また、今までに接種を行ってきた結果、激しい副作用、アナフィラキ

シーの症状が起きた人はいないのか。いたとしたら、その人の症状はどのような症状であった

のか、その内容と人数についてお聞きをいたします。 

 また、予防接種の年齢については、12歳や16歳以上の児童や生徒たちへ接種を行うといった

報道がされておりますが、12歳や16歳は未成年者であり、親の許可も必要になることからワク

チンの予防接種の年齢、親権者の許可、接種の場所や方法、接種の時期等々多くの課題が問わ

れておりますが、室戸市としてはこれらのことにどのように対応していくのか。また、室戸市

が行う予防接種で、室戸市民全員の２回目の接種が完了する全体的なスケジュール、計画につ

いてはどのようになっているのかお聞きをいたします。 

 (8)旧椎名小学校体育館の改修についてお聞きをいたします。 

 椎名地区は、椎名、飛鳥、清水、鹿岡の４地区が国道55号線沿いに集落が点在しており、地

域内の人口は約330人、65歳以上の高齢者は219人で高齢化率は66.4％であり、室戸市内の中で

も高齢化率が非常に高く、東西に長い津波浸水区域内の厳しい地域であり、椎名地区の常会や

会合を行うにも地域の住民が一堂に集合できる施設がなく、常会を開く場所がないので困って

おります。 

 旧体育館は、高知県無形民俗文化財太刀踊りの練習場所としても利用しておりましたが、平

成30年以降は電気も止められ、室内の荒廃も進み、衛生面もひどくなり、体育館の利用ができ

なくなっております。現在は、体育館屋根の一部が剥がれかかったり、建材の一部が周辺に落

下したりして危険な状態であり、老朽化が著しく、強風時には周辺住民にとって危険な状態と

なっており、体育館に続くスラローム式の歩道は高齢者にとって歩きやすく、自力の移動が可

能であることなどが便利であり、椎名地区常会が自由に使用できるように旧体育館の改修工事

に取り組んでやることが行政の役目であると考えますが、取組姿勢についてお聞きをいたしま

す。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 健康管理のため、11時15分まで休憩をいたします。 

            午前10時58分 休憩 
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            午前11時13分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 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） 小椋議員にお答えをいたします。 

 (1)室戸市立室戸診療所の新体制の整備についてであります。 

 本市の医療環境は、室戸病院の閉院以後、急性期・回復期の入院を担う医療機関がなく、救

急搬送・外来についても市外の医療機関に頼らざるを得ない環境に置かれていること、また、

既存の民間医療機関においても、医師の高齢化により、近い将来閉院が予測されることなど、

極めて緊急性が高く、深刻な課題を抱えております。本市におきましては、医療従事者の確保

問題や今後さらなる人口減少が進むことなどにより、医療機関の経営は厳しい見込みであり、

新たな民間医療機関の参入は期待できないことから、市が一般病床を持つ診療所を整備し、基

幹的な公的医療機関として地域医療体制の充実・強化を図ることは最優先すべき市の責務であ

ると考え、本事業に取り組んできたところであります。 

 現在の状況といたしましては、本年４月下旬より建築工事に着手するとともに、今定例会に

おいて医療機器等の補正予算や指定管理者の指定について議案を提出させていただいておりま

す。 

 まず、１点目の診療所の収支について、赤字・黒字はどのようになるのかという点でありま

すが、指定管理候補予定者が提出した指定管理期間における収支予測では、運営１年目は病床

の稼働率や外来患者数を一定厳しく想定しており、準備に係る消耗品や薬品代を除くと約

5,500万円の赤字、経営が安定する２年目、３年目は約1,100万円の赤字になる見込みとなって

おり、運営には市からの継続的な支援が必要であると考えております。 

 しかしながら、医療体制の充実を図ることは、定住対策や移住者を迎えるに当たっても不可

欠な基盤整備であり、脆弱な医療体制が人口減少の大きな要因となっている本市においては最

も急がれる重要な施策であるとともに、新診療所は災害時における救護病院としての機能も持

たせており、災害時の医療拠点となることなど、本市にとって非常に重要な施設であると考え

ております。 

 診療所の運営につきましては、地方交付税措置もありますが、経費節減対策を指定管理者と

共にしっかりと行うなど、健全な運営となるよう努めてまいります。なお、経営赤字になった

場合の財源対策としては、これまで地域医療対策基金を３億円積み立ててきており、本年度も

１億円を積み立てる予定としております。 

 次に、新しい診療所の入院機能と救急対応についてであります。 

 新診療所は、一般病床19床を備え、地域包括ケアシステム構築に資する医療拠点として急性

期から在宅への移行サポート、在宅の延長としての一時的な入院治療を実施するとともに、他

の急性期病院の一般病棟からの受入れや急変時の入院患者の受入れなどを行うことを想定して
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おります。 

 また、救急対応については、救急告示病院となりますと、24時間体制での医師、看護師等の

配置が必要であることから、その確保に係る問題に加え、経営収支においても非常に厳しくな

ると考えておりますので、開所当初は診療時間内の軽症の救急患者の受入れを行うこととして

おります。これは、市内の救急搬送患者のうち約半数は入院加療を必要としない軽症者である

ことから、これらの患者の受入れを行うことで遠くの病院まで搬送されることによる患者負

担、またその家族の負担はもとより救急隊員の負担軽減にもつながるものと考えております。 

 次に、医師、看護師等医療スタッフの確保についてでありますが、今回の診療所整備におい

て最も難しく重要な課題が医療従事者の確保であります。新診療所においては、医師、看護

師、理学療法士、事務職員等で20名を超えるスタッフが必要となっており、指定管理者が開所

前に確保することとなっております。市といたしましては、市広報やホームページでの周知は

もとより、住居確保支援や引っ越し、家賃に対する補助についても検討するとともに、指定管

理者が行う人材確保に係る費用の一部負担や高知県に対する人材派遣要望等、指定管理者と共

に全力で人材の確保に向け取り組んでまいります。 

 いずれにいたしましても、市民の命を守り、健康で安心して暮らすことのできるまちづくり

のためには、診療所の整備は達成しなければならない最重要施策でありますので、令和４年６

月の開所を目指し、引き続き全力で取り組んでまいります。 

 次に、(2)コンビニで住民票の取得ができることについてであります。 

 議員御案内のとおり、令和２年６月議会の一般質問で同様の御質問をいただき、行政手続の

オンライン化を推進する一つの手段として市民の利便性の向上のためにも有効なサービスであ

ると認識していますが、システムの構築方法や導入費用、運用コストなど様々な課題があり、

費用対効果などを検証し、導入自治体の状況などもお伺いをしながら検討してまいりますとの

内容の答弁をさせていただいております。 

 その後、担当課などとの検討を行っておりますが、導入費用が約880万円、１年間の運用コ

ストはシステム利用料が約200万円、運営負担金が約220万円の合計420万円、コンビニに支払

う手数料が証明書１通当たり117円と財政面での負担が大きく、何年何月からの実施するとい

った計画には至っておりません。 

 また、コンビニ交付導入の県内３市に交付状況をお聞きしますと、交付率が約２％が２市、

約４％が１市と利用も低い状況であり、導入を考えるときには費用対効果の検証も重要となり

ます。 

 一方で、マイナンバーカードの交付率も上がってきており、議員御提案のマイナンバーカー

ドを利用して夜間や休日など、市役所閉庁時でも全国のコンビニで住民票などが取得できるこ

とは、利用者の利便性の向上や市役所窓口の効率化につながる有効なサービスであると考えて

おりますので、導入自治体の情報収集などに努めてまいります。 
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 なお、令和３年４月15日現在、コンビニで住民票や印鑑証明書が取得できる高知県内の市町

村は、南国市、香南市、宿毛市、大豊町、土佐町、仁淀川町、安田町、いの町の３市５町の合

計８自治体で、高知県での導入率は23.5％となっております。 

 次に、(3)奈半利から室戸までの地域高規格道路についてであります。 

 高知県内の道路網につきましては、平成５年に県が策定した高知県広域道路網マスタープラ

ンを基に、国や県において四国８の字ネットワークをはじめとした高規格幹線道路等の整備を

していただいております。本年２月には、高知南国道路6.2キロメートルが開通し、四国８の

字ネットワークの高知県での整備率も61％となったところであります。 

 しかしながら、全国的に高規格幹線道路等の整備が一定進んできたことに加え、国土強靱化

対策など社会情勢の変化への対応のため、道路に求められる役割が大きく変化したことから、

国において新たな広域道路ネットワークの策定に先立ち、各都道府県に計画策定の依頼があ

り、高知県においても令和３年３月に高知県版のビジョン及び計画を策定したところでありま

す。高知県版の広域道路ネットワーク計画は、計画期間が20年から30年の中長期的な視点で策

定されており、高規格道路、一般広域道路、構想路線の３段階で構成をされております。 

 議員御質問の奈半利から室戸までを結ぶ道路でありますが、この道路は奈半利室戸道路とし

て、先ほど申し上げました３段階のうち構想路線に位置づけられております。構想路線とは、

高規格道路としての役割が期待されるものの起終点が決まっていないなど調査に着手していな

い路線のことであります。この奈半利室戸道路は、南海トラフ地震時の津波浸水により交通途

絶が想定される区間であり、国が示す基本戦略のうち災害に備えたリダンダンシーの確保や国

土強靱化のために必要なネットワークとして、高知県版の計画にて新たな道路として追加され

ております。 

 今後、高知県版の計画等を踏まえた上で、策定時期は未定でありますが、四国地方整備局に

おいて四国ブロック版の計画等が策定される予定であります。四国８の字ネットワークから外

れた本市においては、高知県版の計画ではありますが、構想路線として奈半利－室戸間が位置

づけられたことは大変大きな一歩であると考えております。今後、奈半利町など近隣町村や国

会議員、県議にも御協力をいただいた上、新たな期成同盟会の立ち上げも検討しており、四国

ブロック版の計画への奈半利室戸道路の位置づけと整備促進に向けて要望してまいります。 

 次に、(4)道の駅キラメッセ室戸に右折レーンの整備についてであります。 

 道の駅キラメッセ室戸につきましては、平成８年４月に道の駅の登録を受け、土佐国道事務

所において休憩機能や情報発信機能を有するポケットパークの整備が行われ、その後室戸市が

食遊館や鯨館、楽市などの施設を段階的に整備するとともに駐車場の増設を行ってきたところ

であります。議員御案内のとおり、キラメッセ室戸前の国道では追突などによる交通事故が複

数回発生していることから、市としましても右折レーンの整備を要望してまいりました。 

 議員御質問の平成27年３月以降の取組につきましては、土佐国道事務所において用地調査や
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測量設計を計画していただくに当たり、用地の事前調査として市において国道山側の土地の調

査を行ったところ、登記名義人が数十名の共有地である上に未相続の土地が存在するなど、右

折レーンの設置については用地取得に課題が多いと考えられます。とはいえ、前段でも申し上

げましたとおり、交通事故の多い危険な箇所であることは認識をしておりますので、何らかの

交通安全対策には取り組む必要があります。当該箇所の国道は、一部カーブもありますが、比

較的見通しのよい直線であり、視距についても十分確保されていることから、まずは運転者へ

の注意喚起が重要であると考えますので、追突注意の路面標示の設置等について、現在警察や

土佐国道事務所など関係機関と協議を行っております。また、右折レーン設置箇所の再検討も

含めた交通安全施設の整備について、引き続き要望等を行い、交通の安全確保に取り組んでま

いります。 

 次に、(5)職員の資質の向上と危機管理体制についてであります。 

 まず、今後の職員の資質の向上への取組についてでありますが、昨年度からの相次ぐ不祥事

を受けまして、改めて組織として法令遵守の徹底及び危機管理意識の向上が重要であると痛感

をしているところであり、６月上旬には全職員を対象としたコンプライアンス研修を２日間実

施したところであります。内容としましては、班長以上の管理・監督職とそのほかの職員と研

修を分けて実施し、班長以上の職員につきましては、法令遵守や倫理・道徳感など社会規範の

遵守などのコンプライアンスの基本をはじめ、組織的なリスク対策、違反の防止に向けた対策

等についての研修を行い、その他の職員については法令遵守はもとより公務員倫理の徹底など

のコンプライアンスの基本や組織や個人を取り巻くリスクとしてソーシャルメディアの利用や

業務上のミス防止等についての研修を行いました。また、研修に参加できなかった職員につき

ましても、庁内ネットワークを通じて研修資料を掲示し、全職員に周知徹底を図ったところで

あります。 

 今後につきましても、今回の研修だけにとどまらず定期的な庁内研修の実施や県内市町村職

員の人材育成、能力開発を行っているこうち人づくり広域連合が実施しております研修への積

極的な受講を促すとともに、課長会や課内会、班会、朝礼等の在り方につきましても単なる業

務日程を報告するだけではなく、職員一人一人が業務の課題や相談ができる関係づくり、環境

づくりに努め、法令遵守に基づく適正な業務執行や進捗管理、報告、連絡、相談の徹底を図る

ことにより、担当者一人任せにしない体制づくりや問題を未然に防ぐ仕組みづくり、問題が発

生した場合に早期に対応できる組織づくりを構築し、職員の資質向上を図ってまいります。 

 次に、危機管理体制についてであります。 

 室戸市外からの通勤者の人数と一番遠くからの通勤者の市町村及び通勤方法についてであり

ますが、令和３年６月１日現在の特別職と再任用職員を含めた正規職員262名のうち市外から

の通勤者は28名、会計年度任用職員229名のうち市外からの通勤者は12名であり、そのうち一

番遠くからの通勤者は高知市からで自家用車での通勤となっております。 
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 これらの市外から通勤している職員の大規模災害発生時における災害配備体制はどのように

なっているのか、また市内に在住する職員の危機管理意識の向上にはどのように取り組んでい

るのかということでありますが、本市におきましては、大規模災害等に備え、災害対策基本法

に基づき室戸市地域防災計画を策定をしており、災害が発生した場合には本計画に基づき災害

対応を行うこととしております。 

 職員の災害配備につきましては、風水害時と地震津波時の災害種別に応じた配備基準を定め

ており、それぞれの配備体制に応じて職員が参集することとなっております。災害配備を取る

必要が生じた場合には、職員は夜間休日を問わず、また居住地が市内・市外であることにかか

わらず速やかに参集することとしております。しかしながら、議員御指摘のとおり、南海トラ

フ地震が発生した場合は、道路が寸断され、市役所に参集できないことも予想されますので、

職員は最寄りの防災拠点に参集することとしており、羽根地区は羽根中学校、吉良川地区は吉

良川公民館、室戸地区は市役所または消防署、室戸岬地区は三津防災コミュニティーセンタ

ー、佐喜浜地区は佐喜浜防災コミュニティーセンターとなっており、各地域における被害状況

の情報収集や避難場所開設など、災害対応を実施いたします。 

 一方、職員に対する防災意識の啓発につきましては、昨年度災害時職員初動マニュアルを作

成し、災害時における職員の参集行動や初動業務などについて定めるとともに本マニュアルを

基に職員研修を実施し、災害配備や初動対応を的確に実施できるよう取り組んでいるところで

あります。 

 また、市内各所に備蓄している防災資機材の点検や防災行政無線の操作方法を取得すること

などを目的とした職員研修を定期的に行っており、昨年度は新型コロナウイルスの影響もあ

り、３回の実施でありましたが、本年度は７回の実施を計画しております。 

 今後におきましても、職員研修や防災訓練に継続的に取り組むことにより職員の防災意識と

防災力の向上を図り、災害時において迅速かつ的確な災害対応が実施できるよう努めてまいり

ます。 

 なお、職員の市内居住の推進につきましても、現在、採用時や採用後もできるだけ市内に居

住していただけるようお願いをしているところでありますが、今後につきましても災害時にも

迅速に対応するために、市内に居住できるような環境整備の充実も併せ検討してまいりたいと

思います。 

 次に、(6)室戸市体育会の不明金の補塡についてであります。 

 まず、１点目の信頼回復への取組についてでありますが、度重なる不祥事によりまして、市

民の皆様の信頼を失う事態となりましたことを心からおわびを申し上げます。私としまして

も、これらの事態を重く受け止め、再発防止に向けて法令遵守による適正な業務遂行、職員研

修等による服務規律や公務員倫理の徹底に努め、職員一人一人が室戸市の組織の一員であるこ

との自覚を持ち行動できる職員となれるよう職員の資質向上を図るとともに、業務の見える化
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や複数名によるチェック体制の構築など、問題や課題に一人ではなく組織で対応できるよう庁

内全体の意識改革を行い、市民の皆様の信頼を回復できるよう職員一丸となって取り組んでま

いります。 

 次に、室戸市体育会の会計への補塡についてであります。 

 今回の使途不明金については、体育会のほうから体育会自体にも管理責任があり、気づけな

かったことや関連するイベント等も遂行されていること、また元職員が自主的な退職という形

で責任を取ったことなどにより、一定のけじめもついたと考えており、元職員の将来も考え、

これ以上の賠償請求は考えていないとお聞きしておりますので、体育会の考え方を尊重したい

と考えているところであります。 

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

します。 

○議長（亀井賢夫君） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 小椋議員に、(1)の室戸市立室戸診療所の新体制の整備

について、市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、医療機器等の購入についてでありますが、新診療所の外来の診療科目は、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、これらとともに入院に係る必要な医療機

器や医療備品を購入することとしております。今年度購入を予定しております医療機器等につ

きましては、70種類100品目を超える数となっておりますので、主要な医療機器について説明

をいたしますと、電子カルテシステム1,452万円、超音波画像診断装置550万円、内視鏡システ

ム704万円、また臨床化学分析装置等の検査関係機器が851万4,000円、リハビリテーション室

関係機器が852万5,000円、ナースステーション関係機器が574万8,000円、その他病室に設置す

る電動ベッドや処置及び調剤等に必要な医療備品があり、これらを合計いたしますと8,017万

4,000円となり、今回の補正予算に計上させていただいております。 

 なお、繰越予算としてＣＴ及びレントゲンに係る購入費4,283万円を計上させていただいて

おりますので、合計いたしますと市が購入する医療機器類の総額は予算ベースで１億2,300万

4,000円となります。 

 また、その他の備品関係といたしましては、机、椅子、棚等の一般備品、少額の医療機器、

テレビ、パソコン、洗濯機等の電化製品、貯米庫、フードプロセッサー等の厨房備品等があ

り、現在のところ合計で2,500万円程度と想定しており、精査の上、今後補正予算を計上する

こととしております。 

 次に、新診療所の建設等に係る全体の金額についてでありますが、予算が一定確定している

ものでは、基本設計委託業務979万円、実施設計委託業務3,740万円、建設工事費６億8,042万

7,000円、監理委託料1,078万円、工事損害事前調査委託料188万1,000円、設計に係るセカンド

オピニオン委託料26万4,000円、また予算ベース及び現在の想定金額となりますが、ＣＴ及び
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レントゲンに係る医療機器購入費4,283万円、今回補正分の医療機器等8,017万4,000円、その

他の備品関係約2,500万円、開所に係る消耗品関係と薬剤等の準備経費約600万円で、合計いた

しますと８億9,454万6,000円であります。 

 また、これらに加え医療人材の確保対策として、引っ越しに係る補助や家賃補助についても

検討するとともに、指定管理者が行う人材確保に対し、その費用の一部を負担する必要がある

と考えており、現在詳細を協議中であります。 

 これらの新診療所の整備に係る財源といたしましては、実施設計費に対し高知県非住宅建築

物木造化促進事業費補助金300万円、高知県病床機能分化促進事業費補助金として、建設工事

費に１億372万2,000円、今後申請予定の医療機器等に825万円、これらを合計しますと１億

1,497万2,000円となり、残額については基本的に過疎債を充当することとしております。 

 今後の工程につきましては、今回の補正予算及び指定管理者の選定について議決を得ました

ら、医療機器等の導入については７月に入札準備、８月に入札、９月に業者決定議決を経て、

10月から発注及び搬入作業を年度内に行いたいと考えております。また、医療機器以外の備品

関係では、７月から機器等の選定を行い、９月補正で予算計上、10月以降に入札等を経て、発

注及び年度内の搬入を行う予定であります。 

 建設工事関係では、工期が令和４年１月31日となっておりますので、完成後は開所準備とと

もに四国厚生支局や保健所等への各種法令に基づいた届出等の手続を行うこととしており、令

和４年６月の開所を目指しております。 

 次に、指定管理者の選定方法及び決定時期についてでありますが、本市が一般病床を持った

医療機関の整備を進める上で、まず取り組まなければならなかったのが安芸保健医療圏におけ

る病床の確保であります。 

 病床の確保には、県が実施する安芸保健医療圏における医療機関の整備計画の公募に対し、

事業計画等を申請し、採択をされる必要がございました。この整備計画の評価項目において

は、地域の実情との適合と計画の実現性という２つの採点項目があり、この計画の実現性とい

う採点項目においては、審査時点において指定管理候補の予定者及び院長候補者を一定定めて

おく必要があったことから、市は令和元年８月に診療所の指定管理に係る意向調査を行いまし

た。この意向調査の結果、２つの法人から参加の申込みがありましたが、市の目指す診療所の

方向性や人員確保体制等について協議を行う中で、１法人からは医師の確保が困難であること

などを理由に辞退の申出があり、同年９月に市の指定管理者選定委員会に諮り、医療法人愛生

会を指定管理候補の予定者と決定いたしました。その後、この県の公募につきましては、他団

体が選定をされ、病床の確保には至りませんでしたが、有床診療所の特例制度を活用し、再度

申請を行った結果、令和２年２月に病床設置の認可をいただいたところであります。 

 その後、令和２年５月には医療法人愛生会と室戸市立室戸診療所（仮称）の整備及び運営に

関する覚書を締結し、基本設計、実施設計業務や医療機器の選定について協議に加わっていた
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だくなど協力をいただき、これまで取り組んでまいりました。最終的な指定管理者候補の選定

につきましては、令和３年５月25日、指定管理者選定委員会を開催し、事業計画の提案内容、

収支計画、申請団体の事業実績などについて審査を行いました。 

 これらの内容とともにこれまでの支援、また診療所という施設の性質上、医療の継続性や安

定性を考慮する必要があり、これまで長年にわたり本市の医療を支えてきた実績により、地域

の医療環境を熟知していること、老人保健施設あさひとの連携など地域の医療機関等との連携

体制がスムーズに行えることから、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する

条例第５条の指定管理者の候補者選定の特例の条項中、第１項第３号の公の施設の管理に専門

的な知識や技能を必要とするなど特定の団体に当該施設の管理を行わせることが適当と認めら

れるときに該当するものとして、公募せずに医療法人愛生会を指定管理者の候補者として選定

したものであります。 

 なお、今議会に指定管理者の指定に係る議案を提出させていただいており、議決をいただき

ましたら７月中には基本協定書を締結し、早急に医療人材の確保に取りかかる予定としており

ます。私からは以上であります。 

○議長（亀井賢夫君） 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(7)新型コロナウイルスのワクチン接種につ

いてお答えいたします。 

 まず、１点目の現在の接種率についてでございますが、６月10日時点で、高齢者の57.8％の

方が１回目の接種を、また10.1％の方が２回目の接種を終えているところでございます。 

 また、高齢者以外の方への接種予定ですが、まず７月上旬より高齢者施設等の従事者、保育

士、小・中学校の教職員等を優先して接種を開始し、以降、基礎疾患を有する方、60歳から

64歳の方、それ以外の方と順次接種を行ってまいります。接種方法につきましては、個別接種

と集団接種を併用して行ってまいります。 

 次に、インド型変異株への対応についてでございますが、国のほうでは本年５月に国立感染

症研究所において、インドで検出された変異株を懸念すべき変異株と位置づけ、その対策とし

て水際対策をはじめ、民間検査機関での変異株の主要な変異を検出するＰＣＲ検査を実施し、

全国的な監視体制を強化するとともに、積極的疫学調査や検査の徹底により国内の感染拡大を

防止する対応を取っ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

のかは示されておりませんが、まずは感染対策にしっかり取り組むとともに、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点目の激しい副作用が起きた人はいないのかについてでございますが、本市におい

ては４月の高齢者への接種開始以降、重篤な副反応の報告はされていないところでございま

す。 

 次に、３点目の12歳から16歳以上の児童や生徒への接種の対応についてでございますが、本
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市での接種は本年度に12歳になられる方以上の方を対象者としており、接種順位としまして

は、今後接種が開始されます基礎疾患を有する方、60歳から64歳の方の次の順位での接種を想

定しているところでございます。 

 次に、接種の場所や方法及び接種時期についてでございますが、児童や生徒への接種につき

ましては、議員御質問のとおり、様々な配慮が必要であると考えており、例えば集団接種また

は個別接種のどちらで行うのか、併用の形でも構わないのか、夏休み中に２回目接種を終える

スケジュールが望ましいのかなど、現時点ではもう少し検討が必要であると考えているところ

でございます。今後、国等からの情報に留意し、具体的な接種方法、接種時期等については、

医療機関の先生方の御意見等も伺いながら慎重に検討をしてまいります。 

 次に、４点目の室戸市民全員の２回目の接種が完了するスケジュールについてですが、ワク

チン供給時期等の不確定な要素もありますが、現在９月末までをめどとする計画を医療機関と

調整しているところでございます。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 大西観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（大西 亨君） 小椋議員に１、市長の政治姿勢についての(8)旧

椎名小学校体育館の改修工事についてお答えいたします。 

 議員御提案の椎名地区常会が自由に使用できる旧体育館の改修工事につきましては、室戸市

内の各常会におきましても集会所は室戸市コミュニティー施設整備事業補助金を活用して整備

いただいていることや椎名集落活動拠点施設が存在していることなどから、当該目的での旧体

育館改修は現在検討しておりません。しかしながら、議員御指摘のとおり、屋根の一部破損な

ど建物老朽化への対策や廃校水族館の観光施設としての魅力向上等への検討が必要と考え、昨

年度担当課長や地元組織の代表者を委員とした旧椎名小学校体育館利活用検討委員会を設置

し、これまで２回の会を開催してきたところであります。 

 これまでの会では、老朽化対策の必要性や地元コミュニティー施設、避難場所としての整

備、廃校水族館の新たな附属施設としての利活用案などが出された中、廃校水族館は室戸市で

最も集客力のある施設であることや今後の観光振興においては教育旅行の受入れ拡大が重要な

課題となっていることなどから、観光施設として旧体育館を耐震改修し、利活用するべきとの

御意見があり、今後においては教育旅行や団体での利活用方法やニーズ調査、その他魅力向上

につながる具体的な取組及び実現の可能性を検討していくこととしております。 

 いずれにいたしましても、現在の方向性に加え、地域住民の安全性確保対策として建物の撤

去を優先的に行うことも含め検討を進めるとともに、費用対効果を十分に考慮した答申につな

げたいと考えております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 昼食のため午後１時まで休憩をいたします。 

            午前11時55分 休憩 

            午後１時０分 再開 
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○議長（亀井賢夫君） 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。 

○５番（小椋利廣君） ５番小椋利廣。２回目の質問を行います。 

 先ほどの午前中の答弁では、指定管理期間の３年間は赤字であるというふうな答弁やったと

思います。１年目が5,500万円、２年、３年目が1,100万円ということで、３年間は全て赤字で

あるというふうな答弁やったと思います。それで、この病院のスタッフの人員は約20名ぐらい

を想定しているという答弁やったと思います。そうすると、今後ますます人口の減少が見込ま

れておりますので、指定期間の３年目から後、４年目以降、この収支について20名のスタッフ

を抱えていくこの新診療所がどのような収支計画を立てていくのか、また市としてはどのよう

に対応していくのか、このことについてお聞きをしたいと思います。これは市民が大きく関心

を持っておりますので、今後の経営体制についてもどういうふうな経営体制でいくのか。 

 それから、入院については19床あるという答弁でしたが、救急は時間内での対応をするとい

う話であったと思いますが、時間内での救急対応というのはどうなるのか、例えば医師１人で

診察もしながら救急も対応ができるのか、新たに診察をするより別に医師がおって救急が対応

できていけるのか、医師はほいたら何人体制でいくのか、こういったことにも市民が関心を持

っております。 

 それから、診療科目は内科、整形外科、眼科、それからもう１科あったと思います。４科あ

ったと思いますけれども、今働いているお母さんたちのお願いとしては、意見が多く出されて

いるのは、県立のあき病院まで小児科の診察に行くと、昼までにほとんど帰れないことが多い

と、時間的に診察を受けて、それから約四、五十分かけて帰ってくるということになると12時

前後から１時近くになると。そうすると、午後からの勤務もなかなか厳しいという話が出てお

ります。それで、１週間に１回でも小児科の診察ができないか、これは薬をもらうだけでも安

芸まで行かないかん。１週間に１回でも小児科の診察をしてもらえると、その診療所でも薬が

もらえる、そういうシステムができないかということを言われております。そういったことの

対応についてはどういうふうな考えでいるのかお聞きをしたいと思います。 

 それから、建築も含めた医療機器の全体額については約８億9,000万円ぐらい要るという話

で答弁があったと思いますが、今後について、まだまだ新しい医療機器、大きな金額の医療機

器の対応なんかは出てこないのか、例えばまだまだＣＴを入れないかんのかとか、ＭＲも入れ

ないかんのかとかというようなことが起きてこないのかどうか、この付近は経費の面も含めて

どうなっていくのかということでお聞きをしたいと思います。 

 それから、今町の中での多くの市民の方々の意見は、今から大きく人口が減少していくと、

そうすると新しい診療所の経営は大丈夫かと言われゆう中で、新しい診療所が開設されたら地

元の、これはむろとぴあ医院、ここの川西先生は、人口も減少していく中で大きく患者さんも

減少していく、そして新しく診療所ができると患者さんも半減していくというふうに考えられ
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ているようですので、今後の経営が非常に苦しくなっていくというふうに想像されちゅうとい

う話がきております。それで、むろとぴあ医院はもう新しい診療所ができると閉院をして閉め

ると世間一般の中では広がって一人歩きをしていきゆうというふうな話が来ております。ほい

で、ここの辺は川西先生のむろとぴあ医院も閉められたら困る。そうすると、この診療所が新

しくできることによって室戸市としては今後どのような対応を考えていられるか、またどうい

うふうに考えちゅうか、どういうふうに川西先生のむろとぴあ医院の把握ができちゅうか、こ

の付近をお聞きしたいと思います。 

 それから、(2)番のコンビニで住民票が取得できるか、このことについて、導入経費も880万

円から、200万円から220万円から1,200万円ぐらいかかるという話で、現在取り組んでいるの

が南国市、香南市含めて３市５町であるという話であったと思いますが、ただ経費がよけ要る

きこれはもうやらんでよという話だけでは僕はないと思う。この前、こういう話が来ちゅうわ

けです。県外に住んでいる室戸市民からの話ということで、私のところへ来ちゅう話は、県外

のコンビニで住民票や印鑑証明書が取れる市町村の人と室戸市の者が一緒におったと。その中

で、うちくは住民票や印鑑証明書がコンビニで十分取れると、おたくの室戸市はどうしてそれ

が取れないのかと言われて、それで親のところへまた連絡があったみたいですわ。どうしてコ

ンビニで室戸市は住民票や印鑑証明が取れんのかと。それで、話を聞きゆううちに、室戸市は

非常に悲しいておれんという話になったらしい。小椋さん、ほかの市町村ではコンビニで十分

住民票や印鑑証明書が取れるのに室戸市はどうして取れんかねとわしも聞かれたけんど、私も

きれいによう説明せん。これは予算がないき、室戸市はようやらんとばあの話しかできんわけ

よ。今まででも、室戸市の対応としては、何でもよその市町村が取り組んで最終的にやなかっ

たらようやらんと、もうよその市町村が取り組んでしもうて残されたが室戸市だけやと、こう

いう状態にならざったらようやらんということで、積極的な市政運営が見えん。こういうこと

について、今後どのように考えていくのか、住民の方々にも広く知らしめていかないかんと思

いますので、答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、３点目の奈半利から室戸までの地域高規格道路の建設、これについては先ほど市

長からはいろいろ答弁があったわけですけれども、これも８の字ネットワークから外れた地域

について、新しく地域の高規格道路を造ろうということが国のほうでも全国的に高速道路網の

計画が進んでいることや国土強靱化対策の観点から長期的に考えると、広域道路交通計画に着

手をして、新しく東では奈半利から室戸岬まで、８の字ネットワークから外れた地域高規格道

路をやろうということの計画が上がってきたという中で、私はこれは率先して室戸市も取り組

んでやっていかんと、これは今から、この道路がつかざったら室戸市はもう沈没して沈んでし

まう、このように考えております。また、これがつくと高知まで通勤圏範囲ができてくる、片

道１時間で行ける。そういうことの中で今後どのように取り組んでいくか、早期の着工に向け

て取り組んでいける方法はないか、もう一度お聞きをしたいと思います。 



－90－ 

 それから、道の駅キラメッセ室戸の前に新しい右折レーンを造ってほしいという意見がいろ

いろな市民から言われてきております。先ほどの市長の答弁では、用地買収が大変やと、未登

記のものも相当あり用地買収に大きな課題があるきん、なかなかそこまでは取り組んでいけん

というふうな答弁やったと思いますけれども、それは未登記のもんもあるかも分からんけん

ど、未登記のもん、これをやろうと思うたらできるわけよ、登記も、取り組んでやろうとした

ら。そういうことで、ここの交通量の多いことから考えていくと、どうしてもここには右折レ

ーンを建設しちゃらないかんというふうに私も考えておりますので、もう一度取組姿勢につい

てお聞きをしたいと思います。 

 それから、(5)番の職員の資質の向上と危機管理体制について、このことについては、先ほ

どの答弁では班長以上の職員の研修だけは十分やるという話やったと思いますが、班長だけで

はいかんと思うわけよ。職員全体、全員を厳しく研修も行い、また今からの事務への取組姿

勢、それから今後の事務の取扱い、こういうことについて厳しく研修もやっていく上で市民に

大きく信頼を取り戻していくということに取り組んでいかないかんと思います。 

 それから……。 

○議長（亀井賢夫君） 小椋議員、あと10分です。 

○５番（小椋利廣君）（続） はい。 

 それから、市外からの通勤者が28人おるということも含めて、今後の危機管理体制について

はどのように取り組んでいくのか。28人もが抜けてしもうたら非常に困るがやないかというふ

うに考えております。 

 それから、６番目の室戸市体育会の不明金について、これは補塡をせんということやったら

今までの不明金についてはどのように、今後体育会の会計はそのままできていけるのか。 

 それから、５月20日の議員総会のときでも資料もなんちゃあなかったき詳しいことが分から

んわけよ。資料を出してくれざったら分からんやん。口頭で総務課長がばかばかっと言うだけ

では一つも分からんき、資料も出してもらいたい。 

 それから、(8)の旧椎名小学校体育館の改修工事やけんど、これもほんまに椎名地区は困っ

ちゅうわけよ。廃校水族館の前に太い旧木造の集会所があったけんど、それはもう老朽化も進

んできたき取り壊してしもうちゅうわけ。そういうことで、椎名地区としては非常に困ってお

りますので、何とか改修ができないか、もう一度お聞きをいたします。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

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

大変数の多い質問でございまして、私のほうから主な答弁をさせていただきながら補足説明を

各担当の課長からもさせますので、御了承賜りたいと思います。 

 まず、１点目について、室戸市立診療所の経営のことへの御質問でありました。 
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 赤字が初年度が5,500万円、それから２年、３年と1,100万円ぐらいの赤字といったことで、

それも大変な上に今後人口減少が推測される中で、４年目以降の収支計画はいかがなものかと

いうお話であろうかと思います。今の段階で答えれることは、まず第１期目の指定管理者制度

での経営状態を見合わせて、その後４年後の新たな計画を立てていくというのが手順であろう

かと思います。特に、初年度は６月が開所の予定でございますので、非常に大きな赤字になっ

ておりますけれども、２年目から1,100万円程度という見込みであるように、かなり改善がで

きていくというふうな推測もできるのではないかと私なりに、甘いと言われるかも分かりませ

んが、受け止めているところでございまして、何にしましても経営の安定については指定管理

の医療法人ともに連携してしっかり取り組まなければならない課題だと受け止めております。 

 ２点目に、19床の入院のことに関係をしまして、小児科が予定されていないということで、

県立あき病院まで行くとお昼までかかるので午後からの勤務が難しいといった状況であるの

で、週１回の小児科の診察でもできないかという御指摘はごもっともであろうかと思いまし

て、実は私も市民のほうから何とか小児科をという要望はたくさん当初から受けております

が、当初申し上げましたとおり、開所時期につきましては経営的なことの問題もあって小児科

の先生を充てることができておりませんですので、即、小児科を置くということについては厳

しいということのお答えにしかなりませんけれども、そうした要望も受けながら、関係する高

知大学医学部の先生や安芸の県立病院、あるいはまたそのほかの医療機関なんかでの応援がい

ただけるような状況がないのかどうかといったことも併せながら、そうした御要望にできるだ

け応えられるような体制を考え、取組を進めていきたいというのが今の私の立場と思いでござ

います。 

 それと２点目、今のは３点目の質問でして、２点目では医師１人で救急の時間対応ができる

のかと、救急車両への対応ができるのかといった御質問でございましたが、開設当初は今体制

を持つ20人余りのスタッフ、医師１人ということでありますけれども、診察を一時止めるよう

な背景も想定されますけれども、ほかの地域でも取り組んでおりますように、診療機関内での

緊急を一般診察をしながら対応していくということで、先生には大変御苦労をかけるような状

況になろうかと思いますけれども、当初の、開所時はそのような動きになっていかざるを得ん

のかなという状況であるように私は受け止めているところでございます。 

 ４点目で、この診療所の全体的な事業費８億9,000万円ぐらいになるが、今後また新たな機

器導入等が必要になるようなことは起きてこないのかということですが、今の段階で今回の総

合的な予算の中には、当初診療所としてしっかりと対応のできるような必要な機器はそろえて

スタートする体制でございますので、一定こうしたもので今のところは開所できるという見通

しになっているところでございます。 

 次に５点目で、室戸市の人口が大きく減少していくという中で診療所は大丈夫かといった心

配の声があるということでございまして、市内のほかの診療所では患者が半減して経営が難し
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くなるので閉院も検討しなければならんといったようなお話も聞くがということについて、今

後の市の対応を聞くという御質問でございました。私自身にはそうしたお話はまだ直接得られ

ておりませんけれども、全体的な中では医師の高齢化などにも関係をして、ほかの診療所で閉

院になるということは近い将来考えなければならないといったことで、今回室戸市立の診療所

の充実、整備に取り組んでいるということもありますので、そうした情報を得たときにはしっ

かりと情報を受けながらできるだけ、室戸診療所ができましても脆弱な医療の体制であります

ので、御協力のいただけるような御相談、お願いをしながら取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 次に６点目で、コンビニでの住民票の取得についての問題があって、市外からの問合せで、

どうして室戸市ではコンビニでそうしたものの対応ができないのかといったことであることと

併せて、とにかく室戸市はよその市町村で取り組んだ後でないとそうした新たなことに取り組

めないような姿勢ではいかんのじゃないかという御指摘の御質問だと受け止めました。 

 その件については、私も同感で、同感というのはほかの市町村がやってないことをようやら

んということは同感でございまして、そうしたことのないように、室戸市の厳しい状況につい

ては他の市町村がやってなくっても特化して取り組んでいこうということは常々議会や職員に

対しても指示しているところでございますが、コンビニで住民票等取ることについて、内部で

の検討や試算もしまして、議員も御案内のとおり、今の状態で市民が市民課に来られて住民票

等取るときには一定、例えば400円の料金を払って出してるということに関して、今の１回目

の説明をさせてもらったようにランニングコストも年間420万円ぐらい必要になってきて、さ

らにコンビニへの手数料を117円支払うということになってくると、例えば年間100人の利用者

がいたとしましても１人当たりの負担が５万円も余るような、そんな試算にもなるわけでござ

いまして、大変慎重な費用対効果の計算をしながら今後の検討をしていかなければならないん

じゃないかというふうに思います。ただ、御案内のとおり、今国の方針や全体的な流れの中で

もデジタル化社会の中での効率化といったことは様々な形で推進されておりますので、そうし

た全体的な中のタイミング等も見計らいながら、より効率的な対処の中で考えていくように今

後検討してまいりたいと思います。 

 それと次に７点目は、奈半利室戸道路の整備についての御質問がございました。 

 ８の字ネットワークから外された地域についての新たな取組ということで、室戸にとっては

奈半利－室戸間の高規格道路に準ずる道の整備というのは不可欠であるので、率先をして取り

組まなければならない課題ではないかという御指摘でございまして、これは仰せのとおりもっ

ともなことであろうかと思っております。既に私自身も、市長に就任してから、より室戸－奈

半利間の道路の８の字ネットワークへのアクセス道路などの充実に向けては要望も重ねている

ところでありますけれども、今回国あるいは県のこうした新たな方針が立てられたことによっ

て、よりそうした取組を強化してくために、室戸市を中心とした室戸市内エリアの国道55号線
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に付随するような道路の整備充実に向けては県議会議員や国会議員のお力も借りながら新たな

期成同盟会なんかの発足も考え、取り組んでいこうと今準備をしているところでございますの

で、どうぞ市議会議員の皆さん方も重ねての御支援をお願いしておきたいと思います。 

 ８点目がキラメッセ前の国道の右折道路整備についての御意見、御質問でございました。 

 経過もお伺いしながら、私も大変気にはなっているところでありますが、１回目の答弁でさ

せていただきましたように、今地域の方々からの御要望も受けて右折ラインを置くといったと

ころに伴う用地が非常に難しい状況にあるといった背景の下に、何とかならないかという協議

もしておるわけでございますけれども、当面は今のところの中でのドライバーへの安全意識を

高めれるような表示の在り方だとか、さらには今考えております右折路を整備する区間の揺り

動かしによってもう少し道路用地の協力をしてもらえれるような対応ができないかなど検討も

しておりますので、どうぞ御理解をいただけますようにお願いをしたいと思います。 

 次に９点目でありますが、職員の危機管理の対策について、班長以上だけの研修ではいかん

ということで、職員全員の研修が必要ではないかということでございますが、ごもっともな御

指摘であるように受け止めております。より全職員に行き届くような研修の在り方を、担当に

も指示をしながら、幹部職員だけでなくして全体の職員に充実した研修が取り組めるように今

後計らっていきたいと考えております。 

 続いて、それに関連して、市外からの通勤者が28人もいるがどうするのかということも御質

問がありました。 

 これも、常々私自身も、市の職員には市内で居住していただきたいということはお願いし続

けてきておりますし、そうあってほしいという願いは議員と同じくするものでありますが、危

機管理における物事と併せて、今すぐということにはなかなかならない方々、職員もおられよ

うと思いますので、１回目の答弁でも申し上げましたような体制の中で、よりしっかりとした

職員の意識を高めていただきながら対応できるように取り組むことの指導を重ねつつ、できる

限り室戸市在住に向けてもその取組のお願いも重ねてまいりたいと考えております。 

 続いて10点目になりますけれども、室戸市体育会に関係をした物事で、その不明金について

体育協会に返済をしないということに関係をして、体育会の会計が大丈夫なのかといった御質

問であったかと思いますが、お答えもしましたように、今回の不明金については室戸市体育会

の会計とは別個にされてる会計でございまして、それぞれの室戸岬駅伝競走大会や健康マラソ

ン大会といった大会、大会の会費を集めた事業でやってるものの中の資金の使途不明というこ

とで、実質的な室戸市体育会の予算には関係したお金でないということで影響はないものと受

け止めておりますが、なお資料についても提出できるように指示をしていきたいと思います。 

 11番目、最後でありますけれども、椎名体育館について、地元は集会所も古くなって壊して

いるということで大変困っているということでありますけれども、前段課長からも答弁をしま

したように、集会所としての機能につくことだけで申し上げさせていただきますと、集活セン
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ターとする立派な施設を整備をしております。こうした施設を有効に活用しながら、そうした

地域の交流や集落の活性化に向けては積極的に取り組んでいただけるようにお願いしつつ、室

戸市のほうも連携を持って対応できるように頑張る所存でございますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思います。 

 私のほうからは以上でございますけれども、関係する答弁、各課にございましたら補足説明

させますので、よろしくお願いをいたします。 

            （５番小椋利廣君「あと何分あるかえ」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） ８分。 

 和田総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（和田庫治君） 小椋議員の２回目の御質問に、市長答

弁を補足させていただきます。 

 ９点目になるかと思いますが、職員の資質向上のための研修に関しましてです。 

 １回目の御答弁でも申し上げたかとは存じますが、研修内容は、班長以上の管理職とその他

の職員、つまり全職員を対象に内容を分けたコンプライアンス研修を現在実施しております。

また、それとは別に、これは申し上げれてなかったんですが、新採研修とか２年、５年、

10年、15年とかというふうな階層別研修なんかも行っておりまして、そういったことで職員の

資質向上を図っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 小椋議員の３回目の質問を許可いたします。小椋利廣議員。 

○５番（小椋利廣君） 小椋利廣。３回目の質問を行いたいと思います。 

 先ほど、新診療所の新体制の整備についてのところで、救急は時間内で行うと、１人の医師

が診察も行いながら救急もやるというふうな話やったと思うがですが、これは１人の医師でそ

ういうふうな対応が全体的にできていけるのかどうか、もう一度お聞きをしたいと思います。 

 それから、(5)番の職員の資質の向上と危機管理体制について、もう一度お聞きをしたいと

思います。 

 この件については、市外からの通勤者が28人もおると。それで、任用職員も市外から12名も

来ているというふうなことについて、今後本当に危機管理体制がこの広い室戸市の中でこれだ

けの人数が来なかった場合に、そら羽根から佐喜浜までいろいろ集積場所はあるけんど、それ

らが機能していくのかどうか、もう一度お聞きをしたいと思います。 

 それから最後に、(8)番の旧椎名小学校体育館の改修工事についてですけんど、これは今ま

で椎名地区の常会だけの話で話をしてきたけんど、これらは体育館自体が改修できると廃校水

族館もともに、あそこでまだまだ新たな展示場もできるというふうな話もありますし、それか

ら新たな利用方法もできてくるという話をしてますので。前の久保副市長は、これは取り組ん

でやるという話やったがですが、集落活動センターや廃校水族館とも協議をして取り組んでや

りますという話で前の副市長からその話があったわけですが、黒岩副市長はどのように引継ぎ
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を受けて対応していく予定なのか、お聞きをしたいと思います。以上で終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 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３回目の質問にお答えをさせていただきます。 

 ３点の質問をいただきました。１点目は、新たな室戸の診療所の体制について救急対応が本

当に１名の医師で対応できるのかという御質問でございます。 

 具体的なことは、課長にも補足させますので、今の体制としてはそういう方向で開所してい

こうということにありますので、体制の具体的な状況は補足をさせたいと思います。 

 ２点目の職員の資質向上あるいは危機管理の体制について、市外から通勤されております職

員、かなり多い数なのですが、本当に大きな災害時なんかのときの体制が取れるのかといった

御質問でございますけれども、今の状況の中で全職員が体制を取っていくということは非常に

基本であろうかと思いますが、市の持っておりますそうした危機管理の基本計画の中におきま

しても、それぞれの地域、地域でお互い職員がカバーをし合えるような体制も持ちながら進め

ていくということにしておりますので、今後はできるだけそうしたことの背景で、１人でも多

く、市外から通勤されております市の職員に向けては市内の在住をお願いしていくように働き

かけていきたいということにして御答弁とさせていただきたいと思います。 

 ３点目について、椎名小学校の体育館について、集会所だけといったことでなくして、改修

ができると新たな展示だとか利用の方法もあり、水族館等との連携も持てるのではないかとい

うこと、これは副市長のほうへの問いでございましたが、私も前の副市長とも協議をしながら

の検討で、大西課長が先ほど答えましたような背景でありますけれども、一切やらないといっ

て捨ててしまうということには答弁した思いはありませんが、こうした諸般の事情の中ですぐ

に対応ができて整備をするといったことの状況にないという思いは持っておりますので、なお

副市長からのほうからも補足説明をさせます。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 黒岩副市長。 

○副市長（黒岩道宏君） 小椋議員にお答えをさせていただきます。 

 旧椎名小学校の体育館の活用につきましては、先ほど担当課長がお答えしましたとおり、常

会の施設としての整備は今のところ検討はしておりません。廃校水族館との連携による観光施

設としての活用についての意見を、これまでの２回の委員会において皆様から提案していただ

いているということでお聞きをしております。今後におきましては、こうした提案の実効性や

実現性、費用対効果も含めまして検討を進めてまいりたいと考えております。 

 なお、１回目の質問で議員さんのほうから指摘がありましたように、建物の危険性が高いと

いうこともございますので、改修について拙速に結論を出すのではなくて、こうした安全性の

確保の面を優先して進めていくという方向も併せて検討したいと思っております。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 松下地域医療対策課長。 

○地域医療対策課長（松下善徳君） 小椋議員の３回目の質問に市長答弁の補足をさせていた
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だきます。 

 診療所の救急時間内に１人の医師で対応ができるのかという点でございますが、年間の救急

搬送件数を見てみますと、大体1,000件ぐらいございます。2019年度で申しますと1,083件、

2020年で申しますと923件という救急搬送件数がございます。これは、１日換算しますと３件

程度ということにはなりますけれども、当然日によっては救急搬送件数がばらつくときがある

と。当然、対応できない症状の場合についてはこれまでどおり市外搬送ということにはなりま

すけれども、救急車も３台しかない状況ですので、このうち軽症者だけでも新しい診療所のほ

うで１回でも診れたら、患者負担はもとより救急隊員の負担の軽減にもつながるものと考えて

おりますので、そういった体制を想定しております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって小椋利廣議員の質問を終結いたします。 

 次に、濱口太作議員の質問を許可いたします。濱口太作議員。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。ただいまより一般質問を行います。 

 １、人口問題について。 

 (1)国立社会保障・人口問題研究所の人口推計について。 

 日本が先進国の中で一番最初に直面しているのが人口問題だと言われています。終戦後、日

本ではベビーブームによる急激な人口増加が起こりました。総人口は、1966年頃、１億人を突

破して高度成長を支えました。その後も、1971年からの第二次ベビーブームなどにより人口増

加を続け、2008年、１億2,808万人でピークを迎え、2009年からは人口減少に転じています。

国立社会保障・人口問題研究所が日本の将来人口を発表し、メディアでも繰り返し取り上げら

れ注目を浴びました。それは、2015年時点において１億2,700万人を数えた日本の総人口が

40年後には9,000万人を下回り、100年もたたないうちに5,000万人ほどに減るというものであ

りましたが、本市の10年後、20年後、25年後の人口はどのように推計をされているのかお伺い

をいたします。 

 (2)消滅可能性都市について。 

 2014年５月に日本創成会議が消滅可能性都市を発表をいたしました。消滅可能性都市とは、

若年層の流出やそれに伴う人口減少、少子化によって存続することができなくなり、最終的に

は消滅してしまう市区町村のことであります。その定義は、2010年から2040年にかけて、20歳

から39歳の若年女性が５割以下に減少する市区町村となっております。そして、2014年時点で

全国市区町村1,789のうち896の都市、つまり半数が2040年までに消滅してしまう可能性がある

というショッキングな発表であり、自治体関係者には衝撃的なニュースとなりました。このシ

ョッキングな発表以来、人口問題がトピックスとなり、予想はどこまで正しいのか、実際はそ

んなに厳しくはないのではないか、人口が減ったからといって本当に消滅するのか、そんな声

や議論がされるようになりました。これから本格的に人口減少時代に突入する日本社会に一石

を投じ、議論を巻き起こしたという意味で、この提言は大変有意義なものであったと私は思い
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ます。2006年に人口減少が原因で破綻した北海道の夕張市では、住民が多くの負担を強いられ

るようになりました。消滅可能性都市になれば、同じような弊害や負担を強いられることが考

えられます。発表された消滅可能性都市には本市も含まれていますが、このことについて市長

の所見をお伺いをいたします。 

 (3)国勢調査の結果について。 

 昨年10月に行われた国勢調査の速報値が発表され、高知県の人口は69万2,065人とありまし

た。この結果について、濵田知事は、「令和２年国勢調査の速報値では県人口がこの５年間で

３万6,211人減少し、69万2,065人となりました。本県では、全国に先行して高齢化が進行し、

65歳以上の老年人口が14歳までの若年人口より２倍以上多く、今回の人口減少の多くはこの人

口構成に伴う自然減によるものであり、今後も一定の人口減少が続くことは避けられない状況

にあります。一方で、産業振興計画の取組などにより県外からの移住者が増加するなど、明る

い兆しも見え始めています。こうした中、県では人口減少問題を真っ正面から捉え、人口減少

に伴う県経済の縮みや中山間地域の衰退といった困難な課題を克服する取組を進めてきてお

り、人口の自然減の縮小や社会増に向けた一連の対策を講じることにより、令和42年2060年の

県人口を約55万7,000人にとどめるという県人口の将来展望の実現に向け挑戦を続けていま

す。人口の自然減に対しては、県民の皆様の出会い・結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかな

え、そのライフステージに応じた少子化対策の取組を強化するなど、全庁を挙げて取り組んで

まいります。また、社会増減を均衡させ、さらには将来的にプラスにしていくため、付加価値

や労働生産性の高い産業を生むとウイズコロナ、アフターコロナ時代への対応という方向性の

下、産業振興計画の取組の中で地方への新しい人の流れを呼び込むための施策を強化してまい

ります。引き続き、官民協働、市町村政との連携協調の下、地産外商が進み、地域地域で若者

が誇りと志を持って働ける高知県を目指し、県民の皆様とともに全力で取り組んでまいりま

す。」 

 このようにコメントをしておりますが、高知県の構成市町村の一つとして市長はこの知事の

コメントをどのように受け止められているのか、お伺いをいたします。 

 今回の速報値では、県内34市町村全てで人口が減少するという結果になっております。本市

は、大豊町の17.8％、東洋町の15.1％に次ぐ13.2％の減少となっており、これは県内で３番目

に高い減少率であり、人口は１万1,744人となっております。本市の人口は、昭和30年の３万

2,878人をピークに減少を続けており、今回の１万1,744人はピーク時の35.7％となっていま

す。また、今回の減少率13.2％はこれまでで最大の減少率となっており、前回の減少率11.1％

と比べ2.1ポイント上昇し、人口減少に拍車がかかっていると思われますが、市長は今回の結

果をどのように分析されているのか、お伺いをいたします。 

 (4)まち・ひと・しごと創生総合戦略について。 

 本市では、平成27年10月に人口の将来展望を示したまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定
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し、2060年の将来人口を約8,500人と展望し、これを達成するため、合計特殊出生率を2050年

に2.27程度まで回復する、若年夫婦の移住を年間42組実現する、転出抑制対策を図るとありま

すが、この創生総合戦略の期間５年間の合計特殊出生率、転入、転出、出生、死亡、移住者の

実績はどのようになっているのかお伺いをいたします。また、この５年間、創生総合戦略を実

施したにもかかわらず、国勢調査の結果では過去最大の減少率となったことに対し、どのよう

に考えておられるのか、市長にお伺いをいたします。 

 (5)移住者について。 

 高知県がまとめた2020年度の県外から高知県への移住者は1,394人で、前年比５％減となっ

ています。移住組数は963組で、前年比７％減となっています。12年度に調査を始めて、人

数、組数ともに初めての減少に転じましたが、県移住促進課は、新型コロナウイルスの影響で

都会との往来が制限される中で善戦したと見ています。20年度の移住動向を見ると、年代別で

は20から40代が全体の８割以上を占めています。移住前の住所は、関東が４割、関西が３割

で、４年連続で全市町村に移住実績があり、最多が高知市で386人、２位が安芸市の114人とな

っておりますが、本市の移住実績と移住動向はどのようになっているのかお伺いをいたしま

す。 

 (6)2025年問題について。 

 2025年問題とは、戦後の第１次ベビーブームに生まれたいわゆる団塊の世代が75歳を迎える

2025年に、日本がさらなる超高齢化社会に突入することで起きるとされている問題の総称を指

します。日本では、2025年には75歳以上の人口が約2,200万人に膨れ上がり、国民の４人に１

人が75歳以上という超高齢化社会に突入すると考えられています。日本の少子・高齢化が進ん

でいることは誰もが承知のことですが、多くの高齢者を数少ない若い世代が支えていかなけれ

ばならず、肉体的、時間的な制約が多くなるばかりで経済面でも国民にとって大きな負担がの

しかかると言われています。 

 そこでお伺いをいたしますが、2025年には本市の75歳以上の人口は何人ぐらいになるのか、

また人口に占める割合はどのくらいになりますか。 

 2025年問題で起こり得る事象として考えられることに、医療の問題があります。御承知のよ

うに、75歳以上の自己負担額は原則１割ですが、残りの費用は国や自治体の財源、つまり税金

で賄われています。75歳以上の高齢者が増えることによって、国や自治体の負担も増えること

になりますが、本市の国保会計への影響をどのように考えているのかお伺いをいたします。 

 次に、介護サービスを利用する高齢者が増え、介護保険の財源も逼迫することが予想されて

います。認知症や寝たきりの高齢者が増えると、特別養護老人ホームの需要も高くなり、介護

費用も膨れ上がるという問題が発生をいたします。また、社会保障費の問題では、年金の在り

方自体が問われます。日本の年金システムは、現役世代が納めたお金を高齢者へ年金として給

付する賦課方式が採用されています。このまま少子・高齢化が進めば、多くの専門家は、日本
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の年金システムは破綻すると指摘しています。 

 このように問題が山積みの2025年問題ですが、政府ではその対応策として地域包括ケアシス

テムの充実、公費負担の見直し、公平化、介護人材の確保などに取り組んでいますが、本市で

はこの2025年問題ではどのようなことが考えられるのか、またその対応策はどのように考えて

いるのか、市長にお伺いをいたします。 

 (7)妊娠届について。 

 厚生労働省は、５月26日、全国の自治体が2020年の１年間に受理した妊娠届の件数は前年比

4.8％減の計87万2,227件で、過去最少を更新したと発表をいたしました。新型コロナウイルス

感染拡大による出産や子育てへの不安から妊娠控えが起きたとみられており、これにより

2021年出生数が80万人を割り込み70万人台になることが濃厚となっています。 

 2020年の１年間に本市が受理した妊娠届は何件あったのか、また前年と比較するとどうなっ

ているのかお伺いをいたします。 

 (8)少子化対策について。 

 最近、市長から本市の最大の課題は少子・高齢化問題だという発言が多くなったように思い

ます。特に本市では、少子化の進行によって様々な行政課題が浮き彫りとなっています。この

少子化の進行を止めなければ、本市は日本創成会議が指摘する消滅可能性都市への道を歩むこ

とになります。 

 少子化の原因については、４つのことが指摘されております。１点目は、結婚、出産に対す

る意識の変化であります。結婚は必ずしなければならないものではなく、人生の選択の一つと

して捉える若者が増加をしています。また、結婚をしていても子供を持たない選択をする人が

いるなど、個人や夫婦にとって様々な価値観を持つ時代であるということであります。 

 ２点目は、経済的な不安であります。不景気による企業のリストラや、アルバイトや非正規

雇用などの多様な働き方により、厳しい経済状況を強いられている若者が多くなっています。

さらに、パートやアルバイトなどの就労を繰り返すフリーターも増加をしています。結果的に

は不安定な経済状況のため、結婚をしないを選択する人も増加をしておりますが、本市の未婚

率はどのようになっているのかお伺いをいたします。 

 ３点目は、子育てに対する負担感があります。子育てにお金がかかることがネックとなって

います。一般的に子供を１人育てるのに1,400万円から2,000万円かかると言われています。ま

た、高齢で結婚する夫婦は、自らの年齢が高いことを理由に子供を持たない選択をする場合も

あります。 

 ４点目は、子育て環境の整備の遅さであります。1980年代から女性の労働力率が上昇してき

ましたが、仕事と子育ての両立できる環境が不十分だったことが晩婚化、晩産化に影響を与え

ていると言われております。そのため、政府は育児休業制度を推進してきました。しかし、男

性の利用が低いため、子供の誕生直後に父親が最大４週間の産休を取れる制度などを盛り込ん
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だ改正育児・介護休業法が今月３日に衆議院本会議で成立をいたしました。結婚したくても将

来が不安で結婚に踏み切れない、経済的に不安で子供を育てる自信がない、このように考える

人が増えるようでは社会は低迷する一方であります。政府も少子化問題を解決するための対策

を行っていますが、根本的な解決には至らず、現在も少子化は進行をしています。結婚や出

産、子育ては１人でできるものではなく、取り巻く環境や周囲の助けがあってこそできるもの

だと思います。結婚や出産は強要はできませんが、結婚や出産をしたくてもできない人たちを

助けることはできます。 

 本市でも、現在様々な子育て支援を行っています。私は、県内の他の市町村と比べてもよく

やっていると思います。しかし、まだまだ結果につながってはいないように思います。結婚や

出産をしたくてもできない原因を把握し、それを行政として支援していくことが必要だと思い

ます。本市最大の課題である少子化対策を今後どのように進めていくのか、市長の所見をお伺

いをいたします。 

 ２、新型コロナワクチン接種について。 

 前段の議員と質問が重なりますが、市民の関心事項でありますので、重ねてお伺いをいたし

ます。 

 依然として全国的に新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、これまでの首都圏を

はじめとする緊急事態宣言の発出や６月の高知県内の感染状況等を考えますと、まだまだ予断

を許さない状況にあります。このような中、市民の命と健康を守るため、また通常の日常生活

と経済活動を取り戻すためにも、感染症対策の切り札とされている新型コロナワクチン接種を

一日でも早く推進していく必要があります。 

 こうしたことを踏まえ、本市の新型コロナワクチン接種についてお伺いをいたします。 

 まず、(1)高齢者の接種状況についてお聞きをいたします。 

 １点目として、現時点での高齢者の予約状況及び最終の接種率の見込みはどのくらいなの

か。 

 ２点目として、現時点での１回目、２回目の接種者数及び接種率はどのくらいなのか。 

 ３点目として、高齢者の接種完了時期の見込みはいつ頃を想定されているのか。 

 次に、(2)高齢者に次ぐ接種順位についてお聞きをいたします。 

 国が示す高齢者に次ぐ接種順位は、基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者、60から

64歳の者とされていますが、全国では優先順位を職種によって市町村の裁量で決めているとこ

ろもあるとお聞きをしています。本市の場合、今後どのような順位で接種を進めていくのか、

次の点についてお聞きをいたします。 

 １点目として、高齢者と接する機会の多い高齢者施設等の従事者については優先して接種す

る必要があると考えますが、同施設の従事者の具体的な接種時期はいつ頃を想定されているの

かお伺いをいたします。 
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 ２点目として、園児や児童と接する機会の多い保育士や教職員についても優先して接種する

必要があると考えますが、具体的な接種時期をお聞きいたします。 

 次に、(3)の接種体制についてお聞きをいたします。 

 今回のワクチン接種は、これまでに例のない大規模な接種となっているところであり、この

接種を円滑に進めるに当たっては、市役所だけでなく国・県・医療機関等関係機関との連携は

不可欠であると思います。特に、実際の接種を担う医療機関との連携は非常に重要なところで

ありますが、本市の場合、これまでの高齢者への接種及び今後の接種を進めるに当たり、医療

機関との連携はうまくいっているのかお伺いをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 健康管理のため、14時30分まで休憩いたします。 

            午後２時９分 休憩 

            午後２時30分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 濱口議員にお答えをいたします。 

 大きな１点目、人口問題についての(2)消滅可能性都市についてであります。 

 議員御案内のとおり、平成26年５月に日本創成会議が発表した消滅可能性都市は、2010年か

ら2040年にかけて20から39歳の女性の数が50％以下に減少する全国896の自治体を消滅可能性

都市と位置づけ、そのうち人口が１万人未満になると予想される523市町村を特に消滅の可能

性が高い都市と表現されているものであります。高知県では、本市も含め23市町村が消滅可能

性都市に位置づけされていることは私も承知をしているところでありますが、人口減少対策の

必要性などの根本的な改善を促すきっかけになったのではないかと受け止めております。 

 私は、市長に就任して以来、最も重きを置くべき施策として取り組んできたのが、子育て世

代の若者層の定着やＵターンや、移住促進などの人口減少対策の強化であります。少子・高齢

化が進む中、若者の市外への流出を防ぐためには、医療や教育環境の充実を急ぎ、安心して質

の高い教育が受けられることや、楽しい生活を過ごすことのできるまちづくりであると考えて

おりますが、中高校生を含めた若い世代との話合いなどを積極的に行い、若者の意見を市政に

適切に反映させ、必要な施策を行っていくことが重要であると考えております。今後につきま

しても、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、

産業振興による安定した雇用の創出と所得の向上など、若者が住みたくなるまた住み続けられ

る魅力的なまちづくりに全庁を挙げて取り組んでまいります。 

 次に、(3)国勢調査の結果についてでありますが、(4)まち・ひと・しごと創生総合戦略につ

いても国勢調査の結果についての御質問でありますので、併せてお答えをさせていただきま

す。 
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 まずは、令和２年10月１日を基準日として実施されました令和２年国勢調査では、御協力い

ただきました市民の皆様はもとより御尽力いただきました調査員、指導員、関係者の皆様に対

し、この場をお借りいたしまして心より感謝を申し上げます。 

 今回の国勢調査の結果につきましては、人口速報集計値が令和３年６月25日に、人口及び世

帯数の確定値は令和３年11月にと、順次総務省統計局より公表される予定となっております。

また、高知県におきましては、国に提出した調査書類を基に速報値として集計した高知県の人

口速報集計結果が令和３年４月23日に公表され、それを受けて濵田知事がコメントを出された

ところであります。濵田知事のコメント内容は、議員御案内のとおりでありますが、高知県に

おいても人口減少に歯止めがかかっていない状況でありまして、本市の状況はそれ以上に逼迫

しており、今回の速報値による本市の総人口は１万1,744人と平成27年国勢調査より1,780人、

13.2％減少しており、平成22年国勢調査からの５年間の減少率より2.1ポイント減少率が増加

をしております。この調査結果につきましては、やはり本市の高齢化が51％と非常に高く、そ

れに伴う自然減によるものと脆弱な医療環境を心配されての流出や進学・就職等による市外へ

の若者の流出などが大きな要因であると考えておりますが、私自身、議会でも度々申し上げて

おりますように、未曽有の厳しい状況に置かれた環境下にあり、全職員が危機意識を高くして

効果的施策を見いだし、スピードアップして取り組むことであると考えております。濵田知事

のコメントにもありますが、本市といたしましても、少子化対策の取組の強化などによる人口

の自然減の縮小や、アフターコロナや大阪万博を見据えた地方への新しい人の流れを呼び込む

ための施策の強化など、県としっかりとスクラムを組み、官民協働、他市町村との連携協調の

下、人口減少問題や地域の活性化に取り組んでいかなければならないと思っております。 

 本市では、これまでにも第１期室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略を十分に検証し、見

直した上で雇用の創出や新規起業の促進、空き家対策などに特に力を入れた第２期室戸市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を令和元年度に策定し、第１期に引き続き2060年の人口ビジョ

ンの目標数値を8,500人とし、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いるところであります。

これらの取組の中で、残念ながら戦略に掲げる数値目標が達成できていない課題はあるもの

の、一方では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、一定の成果も出ていると受け止めているところであります。 

 今後におきましては、これらの成果に併せ、本市が最重要課題として位置づけている人口減

少問題、少子化対策につきまして、市民の声を施策に反映させながら市民と行政の協働、国や

県、他市町村との連携により全庁を挙げて人口減少の克服と将来にわたっての活力ある地域社

会の実現を目指し取り組んでまいります。 

 一例、具体的な施策としまして、既に内部では取組の強化を検討している対策であります

が、地域おこし協力隊の招致であります。御案内のとおり、年間400万円の特交をもって国が
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３年間支援してくれる制度でありますが、具体的な目標をしっかりと定めて各事業ごとに興味

のある人材を募集し、３年後には定住していただけるような人材にターゲットを絞り、募集の

方法に工夫を持って迎え、室戸市がしっかりと育てられるように体制を構築し、協力隊を定住

につなげていくことができると、最も合理的で効果的な施策ではないかと考えております。 

 次に、(6)2025年問題についての１点目、2025年の本市の75歳以上の人口及び人口に占める

割合についてでありますが、議員御案内のとおり、2025年には、戦後の第１次ベビーブームに

生まれた、いわゆる団塊の世代の方が後期高齢者、すなわち75歳に達することになります。そ

のような中、本市における2025年の75歳以上の人口は3,825人、人口に占める割合は35.2％と

なる見込みであります。 

 次に、２点目の医療の問題についてでありますが、議員御案内のとおり、2025年には75歳以

上の後期高齢者が国民の約４人に１人、2,200万人を超えると予想されております。後期高齢

者は生活習慣病など慢性的な疾患が多く、今後後期高齢者が急激に増加することにより医療費

の大幅な増大が予想され、社会全体に多大な影響を及ぼすと懸念されております。75歳以上の

医療制度の後期高齢者医療制度では、現在医療費の自己負担は原則１割で、財源については

国・県・市の公費分が約５割、０歳から74歳までの国保や健康保険などの加入者の国保税や健

康保険料からの支援金分が約４割、高齢者の保険料が約１割で、約９割の財源が税金などの公

費と現役世代からの支援金で賄われております。国は、現役世代からの支援金のさらなる増加

が見込まれるため、令和４年10月から半年以内に、年収200万円以上の後期高齢者を対象に自

己負担を２割に引き下げる見通しを行いましたが、年収200万円以下の方は１割、383万円以上

の現役並みの所得がある方も３割の自己負担のままであります。今後、後期高齢者が急激に増

加し医療費の大幅な増大に対しては、自己負担の引上げのみならず、公費分の支出の増額や国

保税の後期高齢者支援金の割合の見直しなどによる支援金の増額も考えられます。 

 市といたしましては、支援金分確保のために国保税率を上げることになれば、国保加入者の

負担が大きくなるとともに、滞納などで国保会計へ多大な影響を及ぼすことが心配されます

し、また一般会計から国保会計への繰出金の増額も懸念されます。そのことから、医療費の抑

制対策を徹底することが最も重要と考えますので、国・県の情報や動向を把握するとともに、

健康診査の受診率の向上や、高知県後期高齢者医療広域連合と連携し、生活習慣病の重症化予

防につながる取組などに取り組んでまいります。また、新診療所の整備に伴い、高知大学医学

部との連携などにより高齢者の予防対策や健康づくり対策を強化すると同時に、生きがいづく

りにも積極的に取り組むなど、健康で元気な超高齢化社会のモデルを構築できるよう努力を重

ねてまいります。 

 次に、３点目の本市における2025年問題でどのようなことが考えられるのか、その対策はど

う考えているのかについてであります。 

 まず、本市においては、令和２年度末の高齢化率が約51％となり、全国平均の40年余りも先
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行した高齢化率の状態となっております。こうしたことから考えますと、国の高齢化対策の制

度を導入するだけではなく、本市から超高齢化社会へのモデルとなる政策提案に取り組むな

ど、高齢化の先進地としての健康で元気な高齢者が生き生きと暮らしている室戸をアピールで

きるチャンスでもありますことから、県はもとより、大学や民間企業などとのイノベーション

への挑戦など、例を見ない事業への取組も不可欠であると考えております。 

 一方で、直面する問題として、地域で暮らす一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を支え

ること、今後も増加が見込まれる認知症の高齢者を支えること、医療ニーズを抱えて生活する

方や要介護者のサービスを確保すること、家族の介護負担を軽減することなど、様々な課題が

浮上してくるものと考えています。あわせて、若年層の減少に伴い、こうした高齢者を支える

介護職をはじめとする人材不足も大きな問題であると考えております。 

 こうした課題への対策としましては、まずは医療介護体制の強化に加え、健康長寿の推進及

び地域における支え合いの仕組みづくりなどが不可欠であると考えております。 

 まず、医療・介護体制の強化につきましては、現在整備中の市立診療所を中心とし、他医療

機関や介護事業所等と連携を図ることで地域医療の充実を図るとともに、高齢者が住み慣れた

地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サー

ビスが包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進めてまいります。ま

た、現在でも介護人材の不足が続いており、抜本的な対策がなかなか見つからない状況にあり

ますが、さらに人材不足が深刻化すると考えられますので、国等の支援制度の情報収集及び活

用に努めるとともに、市独自の介護職員初任者研修を行い、介護人材の確保及び介護業務の効

率化に向けた地道な取組も継続して行っていく必要があると考えております。 

 申すまでもなく、高齢者がいつまでもお元気であれば、住み慣れた地域で健康で生きがいを

持って暮らせることとなり、結果として、医療や介護に要する費用の削減にもつながるものと

考えております。そのためにも、健康長寿の推進として、特定健診や各種がん検診等の受診率

向上に向けた取組や、げんきクラブをはじめとする地域における自主活動などへの支援、また

誰もが楽しみながら健康づくりに取り組めるよう、令和２年度から取り組んでおります、世界

一健康づくりが楽しめるまちづくりプロジェクトのさらなる推進にも努めてまいります。さら

に、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域で住民を主体とした高齢者を支

える仕組みづくりも必要となってくることから、ボランティア組織の育成や支援にも取り組ん

でまいります。 

 いずれにいたしましても、全国に先駆け高齢化が急速に進展している本市の状況については

課題山積で、多くの対策が必要となっているのが現状であります。繰り返しになりますが、こ

うした状況に対処していくためには、これまでにない発想や取組が必要であり、そのためにも

国、県、大学、関係団体等との連携を今まで以上に厚くして新たな取組を進め、誰もが健康で

生きがいの持てるまちづくりにつなげていきたいと考えております。 
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 次に、(7)妊娠届けについてであります。 

 2020年度の妊娠届けの受理件数は35件で、前年度と比較しますと２件の減となっておりま

す。なお、本年度につきましては、６月５日時点の受理件数は９件で、同時期の対前年度比で

２件の減となっております。 

 次に、(8)少子化対策についてであります。 

 私といたしましても、これまでにも答弁いたしましたように、少子化対策は本市の最も重要

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。 

 議員御質問の未婚率についてでありますが、平成27年国勢調査における本市の15歳以上人口

に占める未婚者の割合につきましては20.5％となっており、高知県内34市町村の中で26番目と

低い順位となっております。また、令和２年度の出生者数は46人と前年度より９人増加してお

り、大変喜ばしい思いでありますが、令和元年度以降、年間50人を下回る結果が続いていると

いったところであります。 

 本市では、近年の社会潮流や本市の子供を取り巻く現状、今後の幼児期の教育、保育や地域

子ども・子育て支援事業を計画的に確保することや、子供の健やかな育ちと子育てを社会全体

で支援する環境を整備することを目的に策定をした室戸市子ども・子育て支援計画に基づき、

すこやか子育て祝金や保育料の無償化など、子育て支援の拡充や相談体制の構築などを実施し

ております。また、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、移住・定住対策の促進など、様々な施策に力を入れて取り組んできております。しか

しながら、本市の少子化は進行し続けており、大変厳しい状況であると認識しております。 

 この少子化問題を克服するためには、まずは本市が実施している様々な子育て支援の情報を

分かりやすく提供できるよう、事業の周知徹底を担当課に指示しているところであります。そ

して、既存事業の効果を検証し、需要に合った支援事業に見直しを行うとともに、新たな施策

の構築等が必要であると強く感じているところであります。現在、人口減少問題に対し、より

効果的で有効な事業を検討していくため、室戸市人口減少地域創生プロジェクトチームの立ち

上げに向け準備をしているところであります。このプロジェクトチームとまちづくり推進課を

中心として、市民や有権者の御意見も取り入れながら、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、若者にとって魅力のある仕事の創出、出会いと結婚、妊娠、出産、子

育てに至るそれぞれのライフステージに応じた支援をさらに強化し、全庁を挙げて人口減少、

少子化の克服につなげてまいります。 

 また、議員から御指摘の少子化の原因についての４点の問題についてそれぞれの答えは持ち

得ておりませんが、例えば１点目の結婚、出産に対する意識の変化といった問題については、

結婚をしない、子供を産まないといった若者が増えたことへの対策への取組だと受け止めます

が、室戸市の先行した対策の一例としてでありますけれども、既に結婚をされて、子育てをさ



－106－ 

れている御家族のＵターンや移住にターゲットを置いて、受入れ体制を強化することで一つの

対策にならないか。 

 また、２点目の経済的な不安は、安定した収入が得られないとの心配であり、一定の収入の

得られる仕事を紹介することでカバーできないか。室戸市は給与が低いとの声も聞きますが、

農業や水産業にしましても、それぞれの魅力を評価して移住される方々もいる中で、そうした

方々を迎えるための基盤整備を先行して取り組み、その後に公募することができると、安心し

て移住できるし、各産業の人材確保にもつなげられる施策となるのではないかと考えます。 

 ３点目の子育てに対する負担軽減については、既に室戸市は子育て支援事業に取り組んでお

り、需要に合った支援事業にブラッシュアップすることなどが対策になると考えております

が、財源との兼ね合いもあることなどから、どの対策に重点を置くかは子育て家族の意見を聞

くことが重要であると考えております。 

 ４点目の子育て環境の整備で、女性の就労率やそれに伴う育児休業制度などの問題は、１次

産業への就業や起業を希望する方々をターゲットにして公募する対策など、方法はあるのでは

ないかと考えているところであります。 

 いずれにいたしましても、他の地域をまねる施策だけでなく、室戸市独自のとんがった施策

を見いだして、アクションを起こすことが不可欠であると考えております。 

 次に、大きな２点目の新型コロナワクチン接種についての(3)接種体制についてでありま

す。 

 まず、今回の前例のない大規模なワクチン接種を実施するに当たりまして、接種体制の構

築、個別及び集団接種の実施及び予約の受付等、接種全般にわたり市内医療機関の皆様方の御

協力、御尽力に対しましては、心から深く感謝をしているところであります。医療機関の皆様

方とは本年２月と３月に意見交換会を２回開催させていただき、様々な御意見をいただくとと

もに、当初よりワクチン接種について前向きに御理解をいただいてきました。また、担当課職

員が医療機関を訪問させていただいたときも様々な相談に乗っていただくとともに、「一緒に

頑張りましょう」というお声がけもいただいたこともお聞きをしているところであります。市

の職員にとりましては、ワクチン接種は初めての経験であり手探りの状態で、迷いや不安も大

きい中での準備となっております。このような中、事あるごとに医療機関の皆様方に勇気づけ

られてきたのではないかと受け止め、感謝をしているものであります。 

 ７月からは高齢者に次ぐ順位の方の接種を開始することとなっております。医療機関の皆様

方とは今後も引き続き連携を密にし、一日も早いワクチン接種の完了に向け取り組んでまいり

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（亀井賢夫君） 辻まちづくり推進課長。 
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○まちづくり推進課長（辻 さおり君） 濱口議員にお答えいたします。 

 まず、大きな１点目、人口問題についての(1)国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に

ついてであります。 

 国立社会保障・人口問題研究所が平成27年の国勢調査を基に、2015年10月１日から2045年

10月１日までの30年間を５年ごとにまとめた日本の将来推計人口では、今後の本市の総人口は

2030年が8,351人、2035年が6,918人、2040年が5,641人、2045年が4,579人と推計されていると

ころであります。 

 次に、(4)まち・ひと・しごと創生総合戦略について、市長答弁を補足させていただきま

す。 

 平成27年10月に策定いたしました第１期目となります、まち・ひと・しごと創生総合戦略か

ら令和元年度までの５年間の合計特殊出生率、転入・転出者数と出生・死亡者数、移住者数の

実績を申し上げますと、合計特殊出生率は、平成27年時点では1.46でありましたが、令和元年

では1.66と0.2ポイント上昇しております。 

 転入者数は、平成27年度382人、平成28年度395人、平成29年度308人、平成30年度304人、令

和元年度が322人。 

 転出者数は、平成27年度499人、平成28年度515人、平成29年度492人、平成30年度476人、令

和元年度が444人となっております。 

 出生者数は、平成27年度56人、平成28年度54人、平成29年度57人、平成30年度50人、令和元

年度が37人。 

 死亡者数は、平成27年度290人、平成28年度300人、平成29年度271人、平成30年度268人、令

和元年度が259人。 

 移住者数は、平成27年度14人、平成28年度49人、平成29年度が26人、平成30年度24人、令和

元年度が23人となっております。 

 次に、(5)移住者についてであります。 

 議員御質問の移住実績につきましては、令和元年度は21組23人、令和２年度は20組30人とな

っており、移住者数といたしましては前年度より７人の増となっております。 

 コロナ禍の中ではありましたが、各関係機関が先輩移住者の成功例や生活形態等を積極的に

情報発信し、移住者の受入れに協力していただいたことなどが移住者数の増加につながったも

のと考えております。また、移住促進室においては、移住希望者に対して、本市での生活のメ

リット、デメリット等を情報提供した上で、できる限りその方々の希望に添えるよう、仕事や

住居、地域とつなぐことを心がけ、移住・定住対策に取り組んでいるところであります。 

 次に、移住動向についてでありますが、令和２年度の移住者30人のうち年代別では10代以下

が６人で20％、20代から40代が20人で約67％、50代以上が４人で約13％を占めております。ま

た、Ｉターン者は24人、Ｕターン者６人であります。移住前の住所は関西圏が５人で約17％、
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関西圏が11人で約37％、その他の地域から14人、約46％の方が本市へ移住されております。 

 なお、移住者のカウント方法につきましては県内で統一されておらず、市町村によってカウ

ント方法が異なっております。本市では、これまで移住促進室で対応し、移住に至った方のみ

を移住者としてカウントしておりますが、近隣市町村に状況調査をしたところ、多くの市町村

が転入手続の際に、その窓口担当課において転入者アンケートを回収し、転勤、進学等の一定

の要件を除く者を移住者と定義し、移住実績としているとのことでありました。本市において

も、転入者アンケート用紙を市民課窓口に設置しておりますが、転入者の動向調査を目的とし

ており、移住者数としてカウントはしておりませんでした。しかしながら、今年度からは近隣

市町村と足並みをそろえ、庁内関係課と連携を深め、転入者アンケートによる移住者数への集

計方法を取り入れていくこととしております。 

 今後につきましても、移住希望者一人一人に真摯に向き合い、質の高い情報提供及びサポー

トに努め、数多くの移住者獲得に向けて取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 濱口議員の２の新型コロナワクチン接種についてのうち、

(1)高齢者の接種状況について、(2)高齢者に次ぐ接種順位についてお答えします。 

 まず、(1)の高齢者の接種状況についての１点目、現時点の高齢者の予約状況及び最終の接

種率の見込みについてですが、６月10日時点の予約者数は、高齢者入所施設の入所者、集団接

種及び個別接種の予約者、市外の医療機関や施設での予約見込み者数を合わせて5,113人の見

込みとなっており、高齢者の接種率見込みは76.7％となっているところでございます。 

 次に、２点目の高齢者の現時点での１回目、２回目の接種者数及び接種率につきましては、

同じく６月10日時点で１回目の接種を終えられた方は3,859人、接種率57.8％、２回目の接種

を終えられた方は672人、接種率10.1％となっています。 

 次に、３点目の高齢者の接種完了時期の見込みはいつ頃を想定しているかについてですが、

７月末完了を目指しているところでございます。 

 次に、(2)高齢者に次ぐ接種順位についての１点目、高齢者施設従事者の具体的な接種時期

及び２点目の保育士や教職員の具体的な接種時期について併せてお答えします。 

 国が当初示していた高齢者に次ぐ接種順位につきましては、議員御案内のとおり、基礎疾患

を有する者、高齢者施設等の従事者、60歳から64歳の者、それ以外の者とされているところで

あり、本市におきましても、この順位に沿った接種を考えてきたところでございます。このよ

うな中、高齢者施設等管理運営されている方からは、業務の特性上、感染リスクの高い高齢者

と接する機会が多いこと、介護サービスが利用者や御家族などの生活に密着したサービスであ

り、コロナ禍の中でもサービスの継続した提供が求められていることなどから、早期の接種を

求める声が複数寄せられたところでございます。また、保育士など、保育施設従事者や教職員

など学校施設従事者につきましても、早期の接種を行うことにより保育園や学校の休業を防



－109－ 

ぎ、子供の学習機会の確保や子供を持つ保護者の負担軽減などを図ることは非常に大事なこと

であると考えています。このようなことから、本市では、他の順位の方に優先して、高齢者施

設、保育施設及び小・中学校施設の従事者の１回目の接種を７月５日から７月16日まで、２回

目の接種を７月26日から８月６日までの期間で接種を行う計画で準備をしているところでござ

います。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 濱口太作議員の２回目の質問を許可いたします。濱口太作議員。 

○８番（濱口太作君） ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……。 

            （９番山本賢誓君「議長」と呼ぶ） 

○８番（濱口太作君）（続） ━━━━━━━━━━ 

            （９番山本賢誓君「議事進行」と呼ぶ） 

○８番（濱口太作君）（続） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            （発言する者あり） 

○８番（濱口太作君）（続） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━ 

            （９番山本賢誓君「議長」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） はい。 

            （９番山本賢誓君「議事進行発言です」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） えい。 

            （８番濱口太作君「終わりました」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） これをもって濱口太作議員の質問を……。 

            （発言する者あり） 

○議長（亀井賢夫君） 終結いたします。 

            （９番山本賢誓君「局長何しよら。局長は」と呼ぶ） 



－112－ 

            （「議事進行やらないかんろうが」と呼ぶ者あり） 

○議長（亀井賢夫君） 議事進行発言を許可いたします。山本賢誓議員、簡明に御発言をお願

いします。 

            （「どういう内容」「詳しい話を」と呼ぶ者あり） 

○９番（山本賢誓君） 議事進行発言をいたします。 

 ただいま濱口太作議員の１回目の質問が終わったその次、２回目ですけれども、通常なら１

回目の答弁に対する２回目の質問をするのが決まりです。しかしながら、濱口議員はそれを全

く無視をして、自分の要望だけを伝えて終わったということであります。これは、議長も事務

局長もその時点ですぐ注意をするべき点であったと思います。 

 それで、濱口議員の発言が有効なのか無効なのか、すぐに議会運営委員会を開いて審議をお

願いするものであります。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 久保議会運営委員会委員長にお願いいたします。 

 ただいまの山本議員の議事進行発言についての取扱いについて、議会運営委員会委員長にお

いて議運を開会していただきたいと思います。 

 議運開会のため、その間休憩いたします。 

            午後３時25分 休憩 

            午後３時27分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 正会に復します。 

 濱口議員の一般質問を終結する旨の発言を取消しします。 

 議運開会のため、その間休憩いたします。 

            午後３時29分 休憩 

            午後４時58分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、濱口太作議員の一般質問が終了するまで、あらかじめ時間延長いたした

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（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は一般質問が終了す

るまであらかじめ時間延長することと決しました。 

 議会運営委員会委員長の報告を求めます。久保議会運営委員会委員長。 

            （議会運営委員会委員長報告） 

○議会運営委員会委員長（久保八太雄君） 議会運営委員会委員長の報告を行います。 

 先ほど来、長時間にわたり貴重な時間をいただき、ありがとうございました。 

 議会運営委員会委員長の報告を行います。 
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 先ほど、山本議員の議事進行発言にございました濱口議員の２回目の質問について、有効か

無効かについて協議をいたしました。 

 当委員会で協議をした結果、発言は好ましくないという結論に達し、濱口太作議員に取消し

の要請をいたしました。 

 この結果につきまして、当人も適当ではなかったということで取り消すように決定をいたし

ました。 

 その取消しの件につきましては、本人から当議会の演壇より議会に対して報告するようでご

ざいます。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 議事進行に対する措置につきましては、議会運営委員会委員長の報告

のとおり、濱口議員から本日の一般質問における発言について、会議規則第65条の規定によ

り、取消しをしたい旨の申出があります。濱口太作議員の発言を許可いたします。 

○８番（濱口太作君） 大変長時間御迷惑をおかけいたしました。 

 これまでの議会運営におきましても、自分の意見を言って、最後ですが答弁は要らないとい

うふうなこともありました。私も何回かそういうことがあったように思います。それで、今回

私の２回目の質問は提案型でありますので、これに対して答弁を求めても検討しておきます、

ぐらいが関の山だろうと思いましたので、質問の冒頭で答弁は要りませんということにしまし

たけれども、それが議運では一般質問として無効であるという判断を受けましたので、私の２

回目の一般質問については取消しをさせていただきます。 

○議長（亀井賢夫君） お諮りいたします。 

 ただいま濱口議員から申出のありました発言の取消しについて、２回目の質問全てを削除す

ることで御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、濱口太作議員の申出どおり取り扱う

ことといたします。 

 ここで執行部より発言の訂正の申出があります。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 濱口議員の１回目の答弁におきまして言い間違いがございましたの

で、訂正させていただきます。 

 (6)2025年問題についての２点目の中の「令和４年10月から年収200万円以上の後期高齢者を

対象に自己負担を２割に引き下げる」と申し上げたようでありますが、言い間違いでございま

したので、正しくは「２割に引き上げる」でございました。おわびをして訂正をさせていただ

きます。大変申し訳ありませんでした。 

○議長（亀井賢夫君） 辻まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（辻 さおり君） 先ほど、私の答弁の中で申し上げました(5)移住者



－114－ 

についての移住動向の中の移住前の住所につきまして「関西圏が５人で約17％」と申し上げま

したが、言い間違いでございましたので、正しくは「関東圏が５人で約17％」でございます。

おわびして訂正をさせていただきます。大変申し訳ございませんでした。 

○議長（亀井賢夫君） お諮りいたします。 

 ただいまの発言のとおり訂正することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、発言のとおり訂正することに決しま

した。 

 これをもって濱口太作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（亀井賢夫君） 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します。 

 お疲れさまでございました。 

            午後５時４分 延会 


