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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、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 ここで皆様に御報告いたします。 

 山本議員から、質問事項１、市政運営全般についての(9)生涯学習課元職員への告発につい

て、(13)管理職の隠蔽工作に対する課長補佐の対応について、(16)室戸市体育会剰余金の流れ

について、(17)室戸市体育会への対応について、以上４項目につきましては取り下げる旨の申

出がございましたので、御報告いたします。 

 順次質問を許可いたします。山本賢誓議員の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○９番（山本賢誓君） ９番山本。６月定例会におきまして一般質問を行います。 

 質問に先立ちまして、先ほど議長が言ったように通告を何点か取り消した関係で、質問内容

は変わりませんけれども質問の文章がちょっと変わっておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 室戸市において新型コロナ対策の予防接種も始まり、関係者の努力により順調に接種が進ん

でいるとお聞きをしております。心の中に明るい兆しを市民各位も感じていると思います。今

後も、医療従事者、関係者また65歳以上を除く方々の予防接種が順調に進むことを願いたいと

思います。 

 近年、また室戸市の職員の不祥事の発覚が相次いでおります。非常に恥ずかしい限りではあ

りますけれども、ほとんどが前市長時代の不祥事であり、前市長の職員の指導管理にも何らか

の問題があったのではないかとも思います。不祥事防止に対しては前市長も現在の植田市長も

副市長以下も切れ目なく指導も行ってきたと思いますが、それでも後を絶たないのは、その指

導方法に何らかの問題があるのではないかといま一度検証する必要があると思います。管理職

の指導のみでなく若い職員に対する指導、そして班長レベルへの指導の強化も実施すべきだと

思います。各不祥事に共通するのは、不正を行った担当職員の実務内容を正確に把握しない直

属の班長、班長以下の先輩職員のチェックの怠慢が不祥事発生のスタートとなっていますか

ら、当然のチェック体制を当然にやるということを再確認する指導が市長、副市長には求めら
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れていると思います。これほどまでに室戸市職員の不祥事が多発し、内外で室戸市の評価が落

ちることは、真面目にやっている職員は非常にたまらないと思います。室戸市職員の不祥事多

発は、外部から見れば室戸市の行政レベルが低いということの評価しか与えてくれないと思い

ますし、その評価は当然市長の指導力不足を室戸市内外に流布するものでありますから、そう

いったことのないように市長以下の職員管理への努力を期待したいと思いながら質問事項に入

ります。 

 大きい１番、市長の公約の達成状況についてお伺いをいたします。 

 公約の達成は、部門によって数年を要するものから即取り組めるものまで多岐にわたると思

います。私も市長の選挙公約はある程度把握もしておりますから、室戸市政を発展させるため

の公約が市長としてどの程度取り組めているのか、市長がどのような公約に対して満足度を感

じているのか非常に気になるところではあります。質問事項として何点か具体的な公約事項を

上げて、成果について答弁をお願いいたしたいと思います。 

 大きい２、ＳＤＧｓ推進本部の活動状況についてお伺いをいたします。 

 推進本部設置以来、最近ようやく２回目の会合を開き、具体的な取組を各関係課長に指示を

出したようですが、戸惑いを感じている課長もいるようであります。最近、マスコミでもＳＤ

Ｇｓの言葉がよく聞かれるようになりましたが、この取組年限が迫る中、推進本部を立ち上げ

た室戸市が具体的にどのように特化した市内外に自慢できる取組ができるのかということであ

ります。関係課長に指示をしても、なかなか従来の取組から飛躍発展した発想はできないので

はないかと私は想像をします。また、そういった取組ではいたずらに時間を要するばかりでは

ないかとも思いますし、推進本部という組織の立ち上げは非常に重たいものがありますから、

はっきりとした成果を上げようとするなら、例えばまちづくり推進課に推進の拠点を置いて、

専任職員あるいは専門アドバイザーを配置をしてはっきりとした取組目標を早期に明確にすべ

きだと思います。 

 質問事項としまして、１、２度目の推進会議では各課にどのような指示を出したのか、２、

各課の取組案提出の期限設定はしているのかどうか、３、まずは人権、環境問題に特化した目

標値を立てるべきではないかと思いますが、以上３点お伺いをいたします。 

 大きい３番、周遊観光施設についてお伺いをいたします。 

 現在、コロナ禍により観光客も激減をして大変な状況でありますが、いずれワクチン接種も

全国民が接種できる状況が整えば、観光客も劇的に回復することが想像できます。そういった

ことも見据えた取組が今室戸市には求められていると思います。観光客誘致に関して、高知市

以西は施設も充実し取組姿勢もすばらしいものがあると思いますが、対して室戸市を含む高知

市以東は小規模で単発的な取組が多いような気がします。室戸市においては、ホテルやレスト

ランその他施設は相次いで休止し、現在はキラメッセ室戸、廃校水族館、室戸ジオパーク等が

健闘しているのだと思います。市長は、2025年に大阪万博がありますけれども、その大阪万博
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に合わせた観光客誘致を推進しておりますが、大阪の高知県人会も廃止が決まり、室戸会もい

ずれそういった状況になるかもしれません。高知県人会には室戸会の方々も重複しているので

はないかと思います。影響があるのではないかと心配もしております。室戸市には観光ツアー

会社が観光ルートに組み込むことに二の足を踏んでいるとも聞いております。その原因は、観

光資源の不足が最大の要因ではないかとも思います。廃校水族館、キラメッセ室戸、室戸ジオ

パーク等では心もとないということであります。加えて、インパクトのある観光資源、観光施

設を加えることによって、観光ツアー会社が観光ルートに加えてくれるような取組をしなくて

はならないと思います。 

 幸いなことに、２年前から高知県も参加してくれて室戸岬周辺に海洋深層水を利用した観光

複合施設建設の設置が議論のまないたの上に上がっております。この件は市長も十分に御存じ

のことであろうかと思います。室戸市の観光業はもとより、人口減少が続く室戸市の将来を心

配した民間の方々が室戸市活性化のための取組を計画してくれております。非常にうれしいこ

とだと思います。地域社会あるいは室戸市の発展には民間活力の導入は欠かすことはできない

し、絶対に欠かしてはいけないと思います。こういった機運が高まっている、また熱意ある方

が存在していただいているということに市長は感謝すべきであろうと思います。この計画案は

コンサルト会社によって基本計画も策定しておりまして、その内容の一部は海洋深層水を利用

するということを基本としております。子供がまた来てみたいと喜ぶ施設、ランニングコスト

を抑える施設設計、メンテナンスが簡易にできる施設設計と併せて環境に優しい施設を目指し

ております。釣堀、熱帯植物園、魚と泳げる深層水プール、グランピング施設20棟などが基本

構想であります。この施設建設に取り組めるとなれば室戸市の観光資源の価値は飛躍的に上昇

し、深層水事業にも貢献、また廃校水族館やほかの施設と連携した取組ができれば観光客誘致

の起爆剤となり得ます。この計画案には高知県にも参加をいただいて、幾度となく検討を重

ね、高知県の感触も非常に良好と聞いております。市長にはぜひ前向きな検討をお願いしたい

との思いから、要望を受け質問をするものであります。 

 質問事項としては１点だけお伺いをいたします。 

 廃校水族館を例として、この構想が室戸市活性化の起爆剤の象徴となり得ると思いますけれ

ども、この施設建設について市長の考えをお聞きしたいと思います。 

 ４番、林道の新規開設についてお伺いをいたします。 

 羽根町西又山に新規林道開設をという要望は以前からお願いをしてあるものであります。こ

の場でも今回が３度目の質問になろうかとは思います。市長も林業の振興は度々言及をしてお

りますが、ほとんどが製炭業の関係であります。林業振興は製炭業だけではありません。室戸

市の林業の実態を正確に把握してほしいものであります。戦後から人工林造成事業が盛んにな

り、室戸市の山林もほとんどが伐期適齢期を過ぎております。室戸市の人工林の資産価値は数

千億円を軽く超え、１兆円、２兆円と想像できます。山林、人工林も農業生産と同じように収
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入を目的とした個々の生産基盤であります。本来なら、庁内に林業に精通した職員を育てるこ

とが市政の林業政策の基本ではありますが、いつの間にかそういった職員は皆無となっており

ます。言うまでもなく、林業振興には林道網の整備が第一条件であります。西又山への林道新

規開設の件は随分以前から私も高知県治山林道課へも要望し、非常に前向きな返事ももらって

おります。室戸市にも要望し、高知県とも協議は行ってくれているようですが、なかなか進展

をしないようであります。市長も林業行政の振興に言及をするなら、自ら高知県に足を運んで

要望活動をするぐらいの姿勢が欲しいものであります。 

 質問事項としまして、１、この件に関して前向きに取り組む姿勢はあるのかどうか、２、高

知県と協議中かと思うが進展具合はどうなっているのか、以上２点をお伺いいたします。 

 次に、大きな５、生涯学習課元職員の不祥事の全容についてお伺いをいたします。 

 私の質問内容は全て関係者からの聞き取りによって構成しておりますので、真実であること

をまずお伝えしておきます。 

 この件は、平成24年度から26年まで生涯学習課に在籍していた職員の横領、着服の件であり

ます。高卒新採用で入った職員が職務で室戸市体育会の事務局を務めた３年間において、室戸

市体育会の口座から横領、着服を繰り返していたということであります。信じられないこと

に、入庁１年目から不正に手を染めております。当時の課長は誰か指南役がいるのではないか

との発言もしておりますし、その可能性は非常に高いと思いますが、闇の中であります。この

職員は、事業年度平成27年度春には教育委員会から市長部局の福祉事務所に異動となっており

ます。27年４月に人事異動で後任となった職員が不正を発見し、上司に報告をしております。

当時の上司である課長も事態把握に動きましたが、この元職員は室戸市体育会口座の通帳を課

長の目の前でシュレッダーにかけるなどの証拠隠滅行為をしております。当時の課長と元職員

の正確なやり取りは把握するすべもありませんが、そういった事件が私の耳に届いたのは５年

間も過ぎた令和元年であります。この５年間、恐らく横領、着服疑惑案件としては、室戸市始

まって以来の大事件が闇の中に隠されてきたということであります。 

 いろいろと情報を集める中で、正確ではありませんが着服金額は300万円近くになるのでは

ないかということを最初に聞きました。そして、その着服の方法は、市内の取引先業者に架空

領収書の発行依頼が主になっているということであります。ある取引先には店主を含めて３人

が働いておりますが、３人とも架空領収書の発行を依頼されて、やばいやつだなあと思いなが

ら渋々架空領収書作成を引き受けたということであります。それから、この店に勤めていた元

従業員にある公共施設に来ていただいて事情を聞いたところ、架空領収書を書いたその合計金

額は200万円ぐらいだとはっきり証言もしてくれました。また、店主の奥さんも、私も何回も

書きましたがその回数は分からないということでありました。私も事実関係がほぼ固まってき

たことから、これは本当に大変なことだとの思いを強くしたところであります。 

 その後、元職員本人から庁舎４階委員会室に来ていただいて話し合ったところ、300万円ぐ
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らい着服したと聞いているが本当かと確かめました。そしたら、それほどはしていないという

ことでありまして、どれぐらい着服したのかと再度聞いたところ、200万円近くですとはっき

り答えた事実があります。後任職員の証言もあり、本人も認めているのにどうして嫌疑不十分

ということで無罪放免になったのか再検証する必要があると思います。発覚後にすぐ対応して

いれば全く違った展開になっていたということであります。こんなになった最大の原因は、当

時の課長がこの事件を表に出さず、10年間ずっと闇に隠し続けたからであります。隠蔽をして

いなければ、業務上横領の時効７年にかかることもなく即損害賠償請求はできていたし、即元

職員の処分もできていたということであります。 

 当時の課長が事件に関係した実績報告書等の書類を全て金庫に保管して誰の目にも触れない

ようにしたという事実も聞いておりましたから、当時の課長に聞きただしたところ、そういっ

たこともあったかもしれませんと暗に事実を認めておりました。この課長は、自己保身のため

全容を小松前市長に報告することなく、不正のほんの一部分であります平成26年の14万

4,000円分の物品購入費の件についてだけ報告をしております。この元職員は、14万4,000円は

ライン引きの道具を４台購入したということで偽領収書を作成して金を引き出しております

が、実際は購入をしていなかったというわけでありますが、ここで重要なのは、紛失したとの

元職員の証言を課長がうのみにしたかどうかであります。かなりの大きさで重量もある道具を

４台も紛失したなんていうことはあり得ないと思いますが、課長は紛失したという職員の言葉

を信じてかそのまま市長に報告して、市長は不適切管理ということで元職員に対して文書のみ

の注意で終わっております。このとき、物品購入実態がないということを一連の流れから課長

は知っていた、しかしながら知っていながら真実を報告しなかったと私は確信をしておりま

す。当時の課長は、これで一件落着として、部下職員に全て落着したから口外はするなと指示

を出しております。隠蔽工作の始まりであります。 

 以上が大体の全容かと思いますが、金の流れについてなぜか腑に落ちない不可解な部分がま

だまだあるような気がします。元職員本人が弁護士をつけて着服を全面否定したことにより無

罪となっておりますが、実際着服した金は室戸市体育会の中で構成されております各種大会等

の参加料の着服であることは間違いありません。各部門を総括する室戸市体育会はそうした多

額の被害があるにもかかわらず、本人が社会的制裁を受けているという判断で横領を訴えるこ

とをしない、そういう選択をしておりますが、そういった姿勢は私は問題があろうかと思いま

す。 

 質問事項として、この件に関してまだまだ不明な点があることから、１、金額の流れから着

服金額において不明な点が多過ぎる、第三者委員会等を設置して元職員やその他関係者から再

度事情聴取等を行い、誰もが納得できるよう真実解明を行うことが必要ではないかとお聞きを

します。 

 ２番目、着服金は室戸市体育会の口座であると新聞紙上には掲載をされましたが、室戸市は
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新聞のほうが間違っているというような見解ですが、全体として見れば体育会内部の問題であ

ることに間違いはないと思います。室戸市は再度室戸市体育会を構成する各実行委員会、例え

ば室戸岬健康マラソン大会、岬一周駅伝大会、高知県少年野球大会等の実行委員の関係者と再

協議して被害金額を回収する努力をすべきではないか、お伺いをいたします。 

 次、大きい６番目です。生涯学習課元職員の横領、着服の手法についてお伺いをいたしま

す。 

 概要については私が今まで言ったこととどう違うのかということですが、室戸市体育会その

他の部門別の預金口座から引き出した状況と事業実績報告書との差異についてお伺いをいたし

ます。また、室戸岬健康マラソン、岬一周駅伝等の大会別偽領収書の枚数と金額についてお伺

いをいたします。また、元職員は室戸岬健康マラソンの大会参加料が入金されていないという

調べで、机に入れていたと証言をしておりますけれども、その机は異動先の福祉事務所の机に

なろうかと思いますが、その金額と後日体育会口座に入金したのはどれぐらい期日を要してい

たのかお伺いをいたします。 

 大きい７番目、元職員の横領、着服金額の総額について、体育会または部門別にお願いをい

たします。 

 ８番目、横領、着服金額の原資についてお伺いをいたします。 

 この着服金額の全ては室戸市体育会の中の各種団体の口座から引き出されたと思われるが、

それは間違いないのかお伺いをいたします。 

 ９番は取下げします。 

 10番、生涯学習課元職員不起訴処分についてお伺いをいたします。 

 新聞によりますと、検察のほうから嫌疑不十分で不起訴ということになりましたけれども、

その不起訴内容の詳細が分かればお聞きをしたいと思います。 

 11番、生涯学習課元職員の不祥事に対する管理職の初期の対応についてお伺いいたします。 

 平成27年４月、後任職員によって不正行為が発覚し、すぐに課長に報告されております。金

額の大きさに課長も驚いたと想像しますが、事実確認をすれば早急に市長に報告するのが責任

ある管理職の普通の行為であると思いますが、それができなかった。この対応について、現市

長はどう理解するのかお考えをお聞きしたいと思います。 

 12、管理職の事実を隠した隠蔽工作についてお伺いをいたします。 

 課長に隠蔽工作をしたのではないかと私は直接聞きました。そして、課長はそのようなこと

があったかもしれないというふうに答えたわけであります。職員の証言もあることから、事実

を隠したことに間違いはないということであります。この課長は重大な罪を犯したのではない

かと思います。さきに述べたように、不正に関わる書類、二重帳簿とも言える実績報告書も存

在していたにもかかわらず、そういったものを全て金庫に隠し、我が身の保身を優先して市の

処分が文書注意で終わるようなそういうレベルの報告しかしておりません。課長本人も被害が
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最小限でよかったと胸をなで下ろしていたのでしょうか。多額の使途不明金、公金不正を隠し

通そうとしたその心の中にやましく思う気持ちは寸分もなかったのだろうかと思うと残念でた

まりません。この大変な事件を隠し通したことによって、元職員は即懲戒免職相当の処分であ

ると私は思いますけれども、その処分を免れ10年間公務員として生き長らえ、この間給与総額

で約2,800万円、不正によって100万円から200万円を懐に入れ、おまけに丁寧に退職金約100万

円相当まで頂いてにこにこの円満退職となっております。これも全て隠し通した課長のおかげ

ではなかろうかと思います。3,000万円をプレゼントしたということになります。こうした行

動が室戸市及び室戸市体育会、あらゆる方面に被害を与え、室戸市民にも疑惑を抱かれ、多大

な迷惑をかける行為となった課長の行為に室戸市としてどのように判断するのかお伺いをいた

します。 

 13番取り下げます。 

 14番、管理職の処分についてお伺いをいたします。 

 不祥事が多発するたびに当事者及びその上司が処分を受けます。それは当然として、今回の

件においてまた以前発覚した保健介護課の職員不祥事においても、数年間、５年も６年も７年

も不正行為が続きながら改善できなかったのは、班長であったり課長補佐であったりが通常時

から不正行為者の職務状況を適正に管理監督できていなかった証拠であります。その責任の重

大さに反比例して、不正職員の処分のみが優先され、上司、管理職の処分が甘過ぎ、その罪の

重大さが過小評価され過ぎではないかと思います。要するに、日頃からそういった体制が構築

されていない証拠であり、不正の継続は上司の怠慢であると言ってもいいと思います。 

 質問事項として、管理職や補佐も不正をした職員と同罪に近い処分をするような厳しい対応

をすべきではないかと思いますが、市長の考えをお伺いしたいと思います。また、生涯学習課

の元課長に対してにしてもこれほどの大きな不正を見逃しながら戒告処分程度、これは事の重

大さから考えてあまりにも軽微過ぎるのではないか、懲戒免職処分に相当するような事案だと

私は思うが、市長の考えをお聞きをいたします。 

 15番目、今後の対応についてお伺いをいたします。 

 私も議員になって以来、外部団体の会計事務を市職員が行うことについては危険を伴うこと

から、一考していただくように幾度もお願いをしましたけれども、再発が止まらないが今後ど

のように取り組むのか、市長の答弁をお伺いしたいと思います。 

 以上で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） 山本議員にお答えをいたします。 

 (1)市長の公約の達成状況についてであります。 

 私の市長選挙公約のキーワードは「命を守る」「室戸を創る」ですが、病院整備を第１に掲

げ、第２に移動支援対策、第３に防災対策、第４に教育対策を公約の柱としております。ま
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た、2025年大阪・関西万博に向け、関西圏に応援隊を結成して観光客の増大につなげることや

長年の課題となっていた水産加工場の整備や佐喜浜町への道の駅の整備などを公約して市長に

就任させていただいたところであります。 

 第１に掲げた病院整備につきましては、御案内のとおり一般病床19床を確保した室戸市立診

療所という形で多くの皆さんの御協力、御支援のおかげで４月末から工事を開始し、来年１月

末までの施設完成と６月の開所を目指して取り組んでいるところであります。 

 また、市民の移動支援対策につきましても、令和元年度から市民代表者にも参加いただいた

室戸市地域公共交通会議を設置して検討を重ね、今年の10月から自家用有償運送の実証運行を

始める予定としておりますが、１年間の実証運行期間中に利用者等の意見を広く伺いながら、

より利便性の高い効率的な運行の在り方を見いだして、市民の移動支援のよりよい環境づくり

に取り組んでおります。 

 さらに、防災対策は、津波避難タワーや防災コミュニティーセンター等の核となる施設の計

画的整備や危険なブロック塀の撤去事業などハード面での整備はもとより、実践に役立つ訓練

として羽根中学校での地域を挙げての訓練など、その取組の強化に努めているところでありま

す。 

 また、教育対策は、百田教育長を迎え、子供たちが室戸市を愛し誇れる教育の推進に併せ、

小・中学校の改革や新たな取組となるＧＩＧＡスクール構想の取組、さらには公設塾の開設や

いさな寮への補助など室戸高校への支援体制の強化などにも積極的に取り組めております。 

 一方、「室戸を創る」の公約に一つに「世界一健康づくりの楽しい室戸」を宣言できる整備

につきましては、既に健康事業に取り組む株式会社タニタ様との連携の下、運動や健康食メニ

ューなどのプログラムを導入して取り組んでおり、また笑いをテーマにした健康づくりにつき

ましてもイベントの企画を検討しながらも昨年は実施できませんでしたが、今年はコロナ禍に

おける対策を講じて実施できるよう考えているところであります。また、関連してタラソテラ

ピーロードの整備につきましては、整備箇所の選定や現地視察の実施など、その構想を具体化

できるよう取組を進めております。 

 また、産業振興については、市内業者を対象とした事業拡大への補助事業の新設や海洋深層

水事業の構想づくり、水産冷凍加工場の整備検討、道の駅など、それらの具現化に向けて取り

組んでまいりましたが、具体的な事業整備にはさらに時間を要している状況となっておりま

す。 

 また、大阪・関西万博に向けた対応として令和２年１月に関西圏に室戸応援隊ムロトエイキ

ーズを結成して、大阪観光局長らの御支援の下、観光エージェントや大学教授、吉本興業関係

者や企業代表者など60名あまりの組織を結成、あわせて関東室戸会の皆様にも室戸応援隊とし

ての組織編成を再構築して新たな若者にも参加をいただいているところであります。こうした

ムロトエイキーズとの連携を強化して、関係人口の拡大や室戸市のアピールなど御支援をお願
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いしているところですが、この１年は活動が思うように取り組めず、効果を上げることができ

ていないのも事実であります。 

 一方で、本市の大変重要な少子化や人口減少対策につきましては、市長就任直後から地域お

こし協力隊をより多く迎えて地域を活性化させながら定住につなげられることは一石二鳥であ

ると推進してきましたが、まだ実績が上がっておりません。Ｕターンや移住促進のターゲット

を子育て世代の若者に絞り、その環境整備の強化を図るよう指示を出しております。移住体験

住宅のブラッシュアップなど、少しずつ形になっておりますが、課題も山積であります。 

 市長に就任して２年半あまりの僅かな期間でこうした市長公約が創造される背景には、それ

ぞれの事業を担当する各課の職員の頑張りであり、私の公約を一人一人の職員が意識し、取り

組んでいる姿勢がここに来てやっと見え出したというのが正直な気持ちであります。申すまで

もなく、市民や市議会、県、国の議員の方々はもとより、医療機関や大学、関係団体、民間企

業等の御理解や御支援をいただき実現できているものでありますが、さらに地域内外の有識者

はもとより、大学や企業や団体組織等の連携を厚くしながら、スピードを上げてＳＤＧｓの理

念やシビックプライドの定着するまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

 次に、(2)ＳＤＧｓ推進本部の活動状況についてであります。 

 まず、１点目の各課にはどのような指示を出したのかと２点目の各課の取組案提出の期限設

定はしているのかにつきましては、関連がありますので併せて答弁いたします。 

 室戸市ＳＤＧｓ推進本部は、ＳＤＧｓが掲げる基本理念と本市の最上位計画であります室戸

市総合振興計画に定められている本市の目指す将来像とが一致することから、全庁を挙げて推

進していくという私の考え、決意を基に、私を本部長として副本部長に副市長及び教育長そし

て本部員に各課長を組織し、取組を進めていくこととしております。 

 議員御案内のとおり、６月９日に今年度第１回目の室戸市ＳＤＧｓ推進本部会を開催いたし

ました。今回の会議では、事前に各課においてどのような業務がＳＤＧｓに結びつくのか、ま

た他課もしくは関係機関等と連携して取り組める事業はあるのかなど各課内で協議の上、会議

に臨むよう指示をし、本市のＳＤＧｓ推進の方向性や取組についての議論を行いました。会議

では、本部員を複数のグループに分けてワークショップ形式での意見交換を実施したことで各

課の認識や課題の共有、庁内連携などによる事業案などの様々な意見が出されました。現在、

事務局でそれらの意見の取りまとめを行っており、その取りまとめた意見を踏まえた上で８月

頃に第２回目の推進本部会を開催することとしており、具体的な本市の取組方針や、市民、企

業等への普及啓発及び連携などについて議論を重ねていくこととしております。 

 次に、３点目の人権や環境問題に特化した目標を立てるべきではないかとの御提案について

であります。 

 私としましても、ＳＤＧｓの17の目標のうち、幾つかの目標に特化した取組を進めていくと

いうそのような視点もＳＤＧｓを推進していく上では非常に重要なことだと考えておりますの
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で、そのような考えも含めて推進本部で本市のＳＤＧｓ推進方針について議論を進めてまいり

ます。 

 また、議員から御提案のあったまちづくり推進課に専任職員あるいは専門アドバイザーを配

置してはどうかとの御意見についてでありますが、今定例会におきまして、まちづくり推進課

にＳＤＧｓの推進等を任務とした地域おこし協力隊１名分の任用に係る補正予算を計上させて

いただいているところであります。いずれにいたしましても、室戸市ＳＤＧｓ推進本部の事務

局であるまちづくり推進課を中心として全庁を挙げてＳＤＧｓの取組を強力に進めてまいりま

す。しかしながら、ＳＤＧｓの推進につきましては、行政が取り組むだけではなく、市民や学

校、企業、団体などの様々なステークホルダーとの連携による取組が非常に重要であると考え

ていることから、市民の皆様と一丸となってＳＤＧｓの目標達成に少しでも貢献できるよう、

私が先頭に立ってＳＤＧｓ推進の取組を進めてまいりますので、議員をはじめ市民の皆様の御

理解、御協力のほどよろしくお願いをいたします。 

 次に、(3)周遊観光施設の整備についてであります。 

 議員御質問の観光複合施設建設につきましては、室戸市海洋深層水推進構想を策定するに当

たりまして検証されたものであります。この構想策定の経緯につきましては、室戸市の海洋深

層水産業のさらなる発展に取り組むに当たり、事業者の方々などから市に対しまして個々に事

業提案をいただく中で、高知県海洋深層水企業クラブ会員の方々をはじめ、地元関係者や学識

経験者などの方々にお集まりをいただき、事業案の有効性や優先性について検証した上で、近

年に取り組むべき事業や将来目指すべき方向性について検討を行う必要があると考えたためで

あります。 

 策定されました構想につきましては、海洋深層水事業を継続、維持するために必要とされる

ベース領域と、さらに売上げ、利益を上げる取組である努力領域に区分されております。ベー

ス領域としましては、アクア・ファームの経営改善、室戸海洋深層水のＰＲによる知名度アッ

プ、新商品開発、高知県海洋深層水企業クラブの組織強化が上げられており、努力領域としま

しては複合観光施設やスジアオノリの陸上養殖事業が上げられているところであります。本市

としましては、まずベース領域の取組が重要であると考えており、その中におきましてもアク

ア・ファームの経営改善やＰＲによる知名度アップに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。一方、室戸海洋深層水のさらなる発展には深層水事業者への海洋深層水の安定供給を将来

的に継続させることが必要不可欠でありますので、そのことにつきましても最優先で取り組ん

でまいります。 

 議員御質問の観光複合施設建設につきましても魅力ある事業であると感じておりますが、現

在のところ公設での先行した実施は困難であると考えております。しかしながら、観光客誘致

に取り組むことは大変重要でありますので、熱意ある民間事業者の方々が取り組まれる場合等

については、市としましても可能な支援を積極的に行ってまいりたいと考えております。 
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 次に、(5)生涯学習課元職員の不祥事についてであります。 

 この件につきましては、５月20日に議員説明会を開かせていただいたところでありますが、

市民の皆様の信頼を失う行為であり、大変申し訳なく思っており、心からおわびを申し上げる

次第です。御質問にお答えする前に、山本議員の御質問の中で本人から聞いたということを根

拠として質問をされている箇所が見受けられますが、それらについては市の審査会等で質問し

た際に本人から受けた回答とそごがある部分がありますので、そういった点につきましてはこ

の後の答弁の中で箇所別に市の見解を述べさせていただきたいと思います。特に、当時の課長

が隠蔽した、またそうしたことを認めているという点について、まさに事実であるかのように

言われておりますが、課長に確認を行いましたところ、そうした事実もないし認めてもいない

と明確に否定をしており、私もそうした行為はなかったものと受け止めておりますので申し添

えさせていただきます。 

 それでは、御質問の１点目、第三者委員会の設置についてでありますが、本市が行った調査

の際には本人から明確な回答が得られなかったことから、市としては疑義を明らかにすること

が必要であると判断し、強制力を持つ室戸警察署に相談の上、告発をしたものであります。そ

の結果、高知地方検察庁から不起訴処分として報告を受けており、専門機関の捜査による結論

が出されたものでありますので、今後第三者委員会等を設置しての調査を行う考えはございま

せん。 

 次に、２点目の室戸市体育会と協議して被害金額の回収を行うべきではないかという点であ

りますが、本件に関しましては本市が業務上横領として告発し不起訴となった事例であり、着

服金等の事実は確認されておりません。しかしながら、該当の職員には虚偽報告と不適切な会

計事務による使途不明金を生じさせたという事実により懲戒処分を行ったところであります。

今回の使途不明金は体育会に振り込まれた参加料などで生じたものであり、市の補助金におい

ては使途不明金は生じておりません。この件に関しましては、前段の議員にもお答えいたしま

したが、室戸市体育会では体育会自体にも管理責任があり、それに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いますので、体育会の考え方を尊重したいと考えております。 

 次に、生涯学習課元職員不起訴処分についてであります。 

 検察からの正式な通知には理由は記載されておりませんでしたので、詳細はこちらでは分か

らない状況でありますが、本人が私的に流用した確証が得られないため、嫌疑不十分により不

起訴となったものと推測をされます。 

 次に、不祥事に対する管理職の初期対応についてであります。 

 平成27年４月に生涯学習課の後任職員によって不明金があると報告があったため、前任職員

を呼び出して説明を求めております。その際には当該職員から十分な説明を受けることができ



－129－ 

なかったことから、教育長、教育次長への報告をするとともに、事態の解明に向けた本人への

聞き取り調査などを複数回行っております。その時点で判明した不明金としては23万5,000円

の参加料の未入があったことと14万4,000円の使途についてであります。その後も本人からの

説明に基づき、購入したとされる物品を探すなど事実解明に向けた動きをしていることが報告

されております。これらのことから、当時の課長の初期対応としては問題はなかったと考えて

おります。 

 次に、管理職の隠蔽行為についてであります。 

 御質問の金庫につきましては、通帳等を適切に管理するために購入し保管をしていたもので

あり、二重帳簿につきましてもそのような書類は存在しないと確認をしております。また、上

司への報告におきましても、任命権者である教育委員会の教育長への速やかな報告とともに、

教育次長、市長部局にも適宜報告をしていることから、隠蔽行為を行ったとは認められないと

考えております。 

 次に、管理職の処分についてであります。 

 度重なる不祥事に関しましては、私としましては大変申し訳なく深く反省をするところであ

ります。 

 １点目の管理職や補佐への厳しい処分につきまして、市におきましては室戸市職員の懲戒処

分に関する指針に基づき、部下の不祥事の内容や程度、管理監督者としての適性などにより管

理職の処分に関する量定を決定しているところであります。管理職への厳しい対応につきまし

ては社会通念上相当であるか慎重に検討していく必要がありますが、まずは不正を起こさない

ような仕組みづくりをしっかりと構築することに取り組んでいきたいと思います。 

 次に、２点目の生涯学習課の元課長に対しましての処分についてでありますが、前段でも申

し上げましたとおり、室戸市職員の懲戒処分に関する指針に基づき懲戒等審査委員会が適切に

判断したものと受け止め、私が処分を決定したものであります。 

 次に、今後の対応についてであります。 

 外郭団体の会計事務につきましては原則その団体が行うべきではありますが、やむを得ない

理由により会計事務を行うことができない場合に限り、市が行っているものがあります。ただ

し、市が行う場合においては、室戸市任意団体等経理事務取扱要綱の規定に基づき、通帳印は

所属長が管理することや監査を必ず受けること、また収入、支出については所属長の決裁を受

けないといけないことなどを徹底しているところであります。 

 今後におきましても、外郭団体の会計事務に対する管理体制及び事務の適正化の徹底を図っ

てまいります。 

 私からは以上でありますが、副市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（亀井賢夫君） 川﨑建設土木課長。 
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○建設土木課長（川﨑 州君） 山本議員に１の(4)林道の新規開設についてお答えします。 

 本市における現在の林道開設事業につきましては、林道小川線を実施しており、羽根工区及

び吉良川工区の両側から県営事業により実施しているところであります。豊富な森林資源を利

活用した林業は本市における重要な産業の一つであり、用材や木炭の原木などの搬出において

も林道網の整備は重要であると考えております。林道の新規開設事業については、安芸地域に

おける原木増産に必要な路網整備の在り方や開設の方法、予算獲得について協議検討するた

め、高知県安芸林業事務所、管内市町村、森林組合及び生産業者で組織されている安芸地域路

網整備促進協議会があり、この協議会を通じて高知県に要望することになります。林道の新規

開設事業の採択項目としては、資源の状況、開設後の事業見通し、費用対効果など総合的に考

慮する必要があり、また継続路線である林道小川線について予算を優先配分する考え方もある

など、現在整備中の路線の進捗状況との兼ね合いも考慮し検討していく必要がございます。議

員御案内の西又山での開設につきましては、昨年度におきましても高知県と開設ルートの選定

や利用区域、林道区分など、採択要件について協議を行ったところであります。 

 いずれにしましても、本市にとって林道新規開設事業は林業振興を充実させていく上で重要

なことでありますので、関係機関や団体と協議を行い、引き続き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） 健康管理のため11時10分まで休憩いたします。 

            午前10時56分 休憩 

            午前11時８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。黒岩副市長。 

○副市長（黒岩道宏君） (6)の１点目の概要に関する山本議員の意見とどう違うのかについ

て、調査の過程等で関係者から聞き取った内容と相違があった部分などについて私のほうから

お答えをさせていただきます。 

 まず、元職員に関する部分について申し上げます。 

 冒頭の元職員が課長の目の前で通帳をシュレッダーにかけたということについてであります

が、正しくは調査の際に通帳が変わっていたので課長が元職員に問いただしたところ、前の通

帳は新しい通帳をつくったので必要がないと思いシュレッダーにかけたとの回答があったとい

うことであり……。 

            （発言する者あり） 

○副市長（黒岩道宏君）（続） 課長の目の前でシュレッダーにかけたというのは誇張された

表現であると感じます。 

 次に、議員の事情聴取に対し、200万円近くを着服したと答えたという点についてでありま

すが、元職員は市の調査に対し、私的流用はしていないという主張を繰り返していたため、私
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のほうから、議員には着服を認めたと言っているのではないかと詰問をしましたが、元職員か

らそれに対する回答はそのときはやっていないと答えたというものでありました。過去の言動

から、元職員のこの言葉どおり素直に受け取るべきなのかについては議論のあるところとは思

いますが、このように前言を翻したり、後に発言のニュアンスや趣旨が変わってくるというこ

とは一般的に見られることでありますし、我々のほうも発言した内容が自分の意図と違うよう

に解釈をされるということは……。 

            （発言する者あり） 

○副市長（黒岩道宏君）（続） 間々あることであると思いますので、発言だけをたよりに事

実を断定しようとすることについては大きな危険性があるということを改めて認識をしたとこ

ろであります。 

 次に、架空領収書を200万円ぐらい書いたと従業員が証言したということでありますが、顧

問弁護士の話では、幾ら信頼性が高い証言であったとしても本人がそれを認めない限り一方の

証言だけを根拠として処分をすることはできないし、またしてはならないということでありま

した。ですので、そのことだけをもって元職員を断罪することはできないと考えております。

そのため、この架空領収書の件について、市としましても事実の解明に向け独自の調査を行

い、店主の協力を得て店の売上台帳と市が保管している領収書等を照合し、その中で裏づけの

取れた領収書はあるが売上台帳に記載のないもの約29万円について本人に対し事情聴取を行い

ましたが、明確な回答もなく疑義を晴らすことができなかったため、室戸警察署に相談し捜査

をお願いしたものであります。なお、横領容疑については不起訴処分とされたところでありま

す。室戸警察署に相談する際には、議員からの御質問のありました従業員の方の証言のことも

お伝えをしておりますし、告発後におきましては通帳や領収書等の関連書類を全て提出し、ま

た当時の上司や同僚、前任者や後任の担当者も警察において事情聴取を受けているところであ

ります。 

 次に、当時の課長に関しての意見の相違点であります。 

 まず、冒頭で市長が申し上げたとおり、当時の課長が隠蔽し、またその事実を認めていると

いうことについては、課長は当時において教育長、教育次長に報告し総務課にも相談をしてお

り、隠蔽などはしていないし、議員にもそのようなことは認めていないと明確に否定をしてい

ます。また、事件に関連した実績報告等を金庫に保管し、誰の目にも触れないよう隠蔽工作を

したという点についてですが、この金庫は通帳の管理が不適切であったことを反省し、二度と

このようなことが起きないよう通帳類を保管することを目的に購入したものであり、金庫を開

けるため、解除するための暗証番号は当時の課長補佐とも共有されており、課長だけが開けら

れる状況でありませんし、また担当者が通帳を使用する際には課長か補佐に頼んで解除をして

もらい通帳を出し入れしていたとのことでありましたので、誰の目にも触れないように書類を

隠し隠蔽工作するというのは物理的に不可能であったと考えられます。 
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 後の12点目の質問でも二重帳簿のような実績報告書を金庫に隠していたという表現もありま

したが、先ほど申し上げましたように、金庫の中を見られるのは当時の課長だけではありませ

んし……。 

            （発言する者あり） 

○副市長（黒岩道宏君）（続） 当時金庫を利用していた職員に確認もしましたが……。 

            （９番山本賢誓君「そんなこと今まで一回も言ってないぞ」と呼

ぶ） 

○副市長（黒岩道宏君）（続） 事実と違うところを言えということですので、事実と違うと

ころを答えてます。金庫の中に書類などは入っていなかったとのことであり、二重帳簿のよう

な実績報告書を金庫に隠していたということはあり得ませんし、実際には存在していなかった

と考えられております。また、その質問の続きで課長本人も被害最小限でよかったと胸をなで

下ろしていたとか、やましく思う気持ちは寸分もなかったとの表現がありますが……。 

            （発言する者あり） 

○副市長（黒岩道宏君）（続） これらは議員の自説の中で勝手に他人の気持ちを推測したも

のであり、公の場で発言することは不適切な内容ではないかと思われます。ほかにもあります

が、ちょっと聞き取れなかった部分もありますので指摘はこの程度にしますが、今回の質問自

体、特に当時の課長に関する質問については事実誤認もあるように思いますので、どうか適切

な対応をいただきますようにお願いを申し上げたいと思います。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 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） 山本議員の御質問に市長答弁を補足さ

せていただきます。 

 (6)生涯学習課元職員に関しての御質問でございます。 

 ２点目の体育会口座からの引き出しと事業実績報告書との差異についてでございます。 

 体育会の補助金を受け入れている口座につきましては、事業実績報告書と確認いたしました

が差異はございません。 

 次に、３点目の室戸岬健康マラソン及び室戸岬一周駅伝競走等の大会別の架空領収書の枚数

と金額についてであります。 

 今回の不明金の内訳としまして、健康マラソン大会分としましては49万6,717円、室戸岬一

周駅伝競走分としましては41万8,379円、その他体育会名義の通帳から17万331円の合計108万

5,427円であります。そのうち、売上げの事実がなく領収書を発行した枚数は健康マラソン大

会分が２枚、売上げの事実がなく請求書を発行した枚数はその他体育会名義分２枚となってお

ります。 

 次に、４点目の元職員が大会参加料を大会口座に入金していなかった金額と入金したのは何

日後かにつきましてですが、まず口座に入金していなかった金額は大会参加料の計23万
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5,000円で、口座に入金されたのは平成27年４月24日であります。 

 次に、(7)、金額の総額についてであります。 

 まず、大会別の不明金についてでありますが、健康マラソン大会分としましては49万

6,717円、室戸岬一周駅伝分としましては41万8,379円、その他体育会名義の通帳等が17万

331円の合計108万5,427円でございます。 

 次に、８点目の金額の原資に関する問いについてでございます。 

 今回不明金が発生している室戸岬健康マラソン大会、室戸岬一周駅伝競走、室戸市体育会名

義の口座につきましては、大会参加料や自動販売機の収入等の自主財源でございます。以上で

ございます。 

○議長（亀井賢夫君） 山本賢誓議員、２回目の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○９番（山本賢誓君） ２回目の質問をさせていただきます。 

 １回目の答弁を聞いて、いかにも身内をかばうというか、公務員体質がそのまま出たような

答弁。まず、この質問事項で２回目をしますが、一つ一つの項目の答弁がはっきり分かりませ

んでしたからまとめて質問しますので答弁をしてください。 

 まず一番最初は、先ほど総務課長が言ったように100万円前後に上がる、その前に言ってお

きますけれども、私は体育会の口座から引き落とされたとは質問で言ってませんからね。体育

会を含むその中の各部門、何々部門があるわけですけれども、実行委員とかそういうところの

口座から引き落とされちゅうという質問をしてますので間違いのないように。課長が今100万

円前後の不明金があるということを言って、今回その職員に対する処分が出たわけよね、10％

12か月という。しかし、市長の最初の答弁では事件発覚後に14万円と23万円、これだけを教育

長に課長は報告したと答弁したやん。それが何で100万円になる、隠しちゅうわけじゃないで

すか、それも。 

 それから、私の一般質問の文書の内容を、市長はそごがあると、副市長は間違いと、まあ大

抵あなた方も偉うなったもんやと思いますけれども、例えば元職員の件に関しては実際に呼ん

で４階の委員会室で、後任の職員さんが300万円ぐらいあると聞いたが本当かということから

話が始まってます。ほんで、それほどは取ってないと。その次にどれぐらいかと言ったら

200万円ぐらいと。その話を聞いて、それからこんなことをしたら大変なことになるから、表

に出ることもあるかも分からんきん自分の身の振り方を考えちょけよということで別れてま

す。その本人がこういうふうな事態になって弁護士をつけて否認するのは当たり前でしょう

が。どうしてそればあの程度が分からん、君らは。 

 それから、課長も隠蔽工作のがでそういう事実はありませんっていう話を副市長がしたけれ

ども、それは私がこういう問題を聞いて、１階の玄関の庁舎の前の駐車場の前で話を聞いた。

不正を発見した職員が課長が隠蔽工作をした、隠蔽工作という言い方はちょっと悪いかも分か

らんけんども、書類を隠したということを聞いたから、おまえは隠蔽工作をしたのかと聞いた
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わけ。そしたら、そのときはそういうことがあったかもしれませんと。それは暗に認める発言

と私は取ったわけです。それから、二、三週間かたった後にもう一回話を聞こうとしたとき

に、そのときはこの前言ったことはなかったこと、そんなことは言ってませんというふうに態

度が変わったわけ。こういうふうに事件が大きくなってきたら誰もが自分の身がかわいいから

否認するのは当たり前でしょうが。 

 市長も副市長も大抵偉そうな感じで私に言うけれども、私の言うほうが事実。それがこうい

うふうに５年も隠しちょって出てきてから、最初は20万円、14万円という話が100万円を超え

たじゃないですか。それから、市は108万円ぐらいというふうなことでしてますけれども、体

育会関係者に聞いたら210万円の不明金があると言ってますよ。それから、私は200万円前後、

本人も200万円って言う。その違いがどうして出ちゅうかということをあんたらはもうちょっ

と真剣に考えないかんでしょうが。市長はその件も答弁してもらったらええけども、これ以上

の賠償請求をしないって言うたね、はっきり。最初から賠償請求１円ももろうてないじゃない

か。１円でも本人から回収した。これ以上の請求はしないって答弁したやないですか、さっ

き。１円も本人から賠償してもろうてないのにこれ以上しないとはどういうこと、そりゃ。何

がおかしい。 

            （発言する者あり） 

○議長（亀井賢夫君） ちょっと静かにしてください。 

○９番（山本賢誓君）（続） だから、そういうことも含めて闇に隠れた不正みたいなものが

まだ残っちゅうということで、私たちがあちこちの団体から聞いたり情報を共有するほうが真

実がもっとあるということですよ。弁護士に口止めされちゅうかどうか分からんけれども、そ

ういった身内をかばうようないかにも公務員らしい答弁はやめてもらいたい。 

 最初に市長が答弁したように、委員会内部で合計30万円前後のやつが10年後にこうして

100万円に膨らんじゅうわけじゃないですか、市長。そのときに課長はそれぐらいの金がある

ということは指摘されちゅうはずですよ、間違いなく、後任の職員から。それを10年たった今

まで隠しちゅうやないですか。そのときにすぐ市長部局へ報告しちょったら、厳しい小松市長

やきこんなことにはなってないですよ。市長もね、あなたも室戸市長になる前は議会で議員と

して30年、行政のそういった不正やひずみを暴く立場におったはずですよ。それが何ですか、

今の態度は。30年間何を勉強しちょったかと思うね。副市長も一緒、この前の議員総会のとき

に、今総務課長が説明したようなどこの口座から何ぼ引かれて、どこの口座から何ぼ引かれた

ということを説明したらこんな一般質問するような苦労をせんでも済んじゅうわけですよ、あ

のときに。それをちゃんと説明せんからこういうことになってくる。 

 もう一回、一つだけ聞きますけど、被害金額は市は108万円前後、それから本人は200万円、

ほんで体育会関係者は210万円、この金額の差異の中に、本人が弁護士をつけて否認する、そ

れから当時の課長はこの金額を知っちゅう、後任の職員が課長にこれぐらいの金額になるとい
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うことを言うちゅうわけですから、はっきり。それが10年間隠れてやっとここへ出てきて

100万円。この３つの証言の食い違いを全部説明してください。体育会関係者が何で210万円と

言うたか、それも含めて。 

 それから、市長も副市長も担当課長はそういったことは言っていないって言うけれども、そ

れは否認をするのは当たり前ということを先ほども言うたけれども、こういう今までの上司の

処分の仕方が甘過ぎる。この職員は３年間にわたって着服を繰り返しておるけれども、その３

年間に直属の先輩職員や班長がおったわけですよ。それらが全くチェックをしていないからこ

ういうことが続けて起きてきちゅうということじゃないです、市長。 

            （発言する者あり） 

○９番（山本賢誓君）（続） そしたら、そうですやったらもっと課長やその当時の班長、そ

ういった者に厳しい処分をせにゃいかんでしょうが。戒告ぐらいだったら痛くもかゆくもな

い。 

○議長（亀井賢夫君） 山本議員、主張やなく質問に変えてください。 

○９番（山本賢誓君）（続） ということで、この処分が軽過ぎるということをもう一回質問

したいと思いますので、まだ時間ありますかね。 

○議長（亀井賢夫君） 10分。 

○９番（山本賢誓君）（続） それから、その分はまた３回目にやるとして。 

 もう一つはＳＤＧｓの件ですけれども、市長は各課の取組をワークショップ形式で集めたと

いうことですけれども、今後も議論を重ねていくということですが、基本的にＳＤＧｓの取組

に関して目標達成のために予算を組んで金をかけた取組をメインとしていくのか、また啓蒙活

動、そういったことを中心にして取り組んで、いつ頃に成果を上げていくという思いがあるの

かを質問したいと思います。 

 それから、林道の件で質問しましたけれども、開設に向けて幾つかの問題点があるというこ

とを課長も言っておりましたが、林業振興のメインは林道網の整備でありますから、市長自ら

県に足を運んで林道の新規開設をお願いしてもらいたいが、どう思いますか。それは、室戸市

には新規の広域基幹道や、そういったものを開設できる要件を満たしたところはないがです

よ、もうほかに、ここしか。そういった取組を県に対して要望活動してもらいたいが、その件

に関して答弁をお願いしたい。 

 以上で２回目を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） それでは、執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 山本議員への２回目の答弁をさせていただきます。 

 24年から26年の間に室戸市役場の中で起きた職員の不祥事に関係した一連の質問で、一番に

主張というか、山本議員の意見で質問されましたのは、いろんな背景がありながらも、事件の

問題が大きくなってくるということで、その関係した職員が否認し出すのは当然じゃないかと
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いう御指摘やなかったかと思うんですけど。私にはこう言ったけれども、我々職員側のほうが

聞いたら全く違う意見も言ったということに関して、言うなれば私には正直なことを言ったの

に、おまえらにはうそをついて、元職員はしゃべってるんじゃないかという捉え方をされたよ

うに……。 

            （発言する者あり） 

○市長（植田壯一郎君）（続） いや、私はそういうふうに違う言葉を言ってるんじゃないか

ということで、否認するといった状況になってるんじゃないかというふうに受け止めました。 

            （発言する者あり） 

○市長（植田壯一郎君）（続） そういうことです。真実は一つですので、どちらかにうそが

あるというふうには解釈できますけれども、前段で副市長も答えたように、人が言った、言わ

んということだけで事を裁くということには私は至らないと。だから、当然警察という、いわ

ゆる強制力のあるところに告発もさせていただいて、どちらが正しいのかといったところのお

願いをして、その決着をつけたといったのが今の状況であると私は受け止めておりますので、

この段階で言った、言わんということについての、私からのそれに関する答えはないというふ

うに発言をさせていただきたいというふうに思います。既に答えは出されているということで

あります。 

 それで、具体的には、元課長が当時の担当から指摘をされていることは間違いないと。10年

も、その間、いわゆる隠蔽というか、自分が反省もせずに隠してきたことが問題ではないかと

いった御指摘もありましたけれども、こうしたことに関しても、ひとまず内部でしっかりとそ

の関係者全てに状況を聞き、山本議員からもいただいた情報を基に関係する方々の御意向も聞

きながら、市の職員での調査には限度があって、警察に告発して、その警察の捜査、調査で結

果を出されておりますので、今の私の立場は、警察及び検察庁の判断を了として受け止めてい

るということでございます。 

            （９番山本賢誓君「もうえい」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） もういいですか。いや、答えさせていただきます、質問があ

りましたですので。 

 それと、職員、担当課長等の対応が甘過ぎると、いわゆる身内をかばうといったことの御指

摘もいただきました。全体的には、私も議員の経験の中や市長になっときからも、そうしたこ

との思いは持っておりまして、そうしたことは直さないかんといったことは、こうした物事だ

けでなくして、いろんな不祥事、私が市長になってからの度重なる不祥事については、いつも

議論をしてきたことでございます。組織として、従来から持っている体質的な物事もあるので

はないかということで、短期ではなかなか直るような問題もあるように受け止めておりまし

て、今その改善に向けて全力投球をしておるところでございますので、もう少し時間もいただ

きたいということをお願いしておきたいと思います。 
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 変わりまして、ＳＤＧｓについての御質問もいただきました。これは、予算を取りに行くた

めのＳＤＧｓ活動を主にするのか、政策的な普及といったことを優先するのかといったこと

で、いつ頃成果を上げていく見通しかというお話ですけれども、御案内のとおり、ＳＤＧｓと

いう基本理念、大変大きくて、様々な物事に関係をしております。そうした室戸市の取組を市

民に啓蒙啓発をしながら、市を挙げて、全体的な中でのＳＤＧｓの基本理念を受け止めながら

市民が生活をしていくといったことにつなげていくことは、非常に大事なことであると認識を

しております。 

 一方、国のほうは、こうしたＳＤＧｓに基づいた取組については支援体制も強化をしていく

といったお話、情報もいただいておりますので、そうした事業費を取りに行くときにも、室戸

市のそうするＳＤＧｓに取り組む姿勢を強化しながら、明確にしながら御要望にも生かしてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 ３点目に、林道について、市長自ら県に足を運んで要望をしてもらいたいという御要望、御

意見もいただきました。課長からも答弁されましたように、御案内のとおり、林道の重要性は

私も十分理解しておりますので、市内状況の林道等も併せ、内部検討しながら考えていきたい

と思っております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 山本賢誓議員の３回目の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○９番（山本賢誓君） ３回目の質問を行います。 

 市長が最後に答えてくれた林道の件、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、今の市長の答弁の中で、人が言った、言わんで人を裁けと、そんなことは私は一

言も言ってません。市長、今言うたでしょ、そこで。人が言った、言わんで人を裁けなんてい

うことは、私は一言も言ってませんから。そういう議員を軽視するような発言はやめてもらい

たいが、どうですかね、市長。 

 それから、一般質問の内容を、一々そんな真実と違うとかなんとか文句を言う副市長も、そ

ういう態度は改めておかんと、これから一般質問をやる議員がやりぬくうなるやないです。そ

れぞれが思いを持って質問をしゆうわけですから、それは違いますなんてことが言えるかね、

副市長。私は最初に断って言うですよ、全部聞き取りで真実を言うと、それを真っ向否定する

ような発言がどうしてできる、あんたらは。自分らの調査不足が棚に上がっちゅうということ

やないがですか。本人が200万円、外部団体の関係者が210万円、そういった金額の違いがある

にもかかわらず、ちゃんと調査ができてないから、第三者委員会等も設置して調べ直したらど

うですかっていう質問をもう一度します。 

 それから、それができないなら、被害金額イコール着服金額でいいわけですから、それを市

長ももう一度確認をして刑事罰、民事罰ができないのであれば、この元職員の両親にでも会っ

て、本人が認める着服金額をこの体育会の組織の中へ返すように進言したらどうです。それぐ

らいをしないと、市民は納得せんでしょうが。 
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○議長（亀井賢夫君） 山本議員、不規則発言は慎んでください。 

○９番（山本賢誓君）（続） はい。もう一度両親のところへ行って、そういった金額がそこ

そこ確定できるのであれば、返還を求めるような行為をしたらどうですか。これを質問としま

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。黒岩副市長。 

○副市長（黒岩道宏君） 先ほどの御質問の中で、議員さんの御意見を否定してるんじゃない

かというようなことがありましたが……。 

            （９番山本賢誓君「３回目の質問だけ答えたらえいじゃないです

か」と呼ぶ） 

○副市長（黒岩道宏君）（続） 今回の質問項目について……。 

            （９番山本賢誓君「副市長」と呼ぶ） 

○副市長（黒岩道宏君）（続） 概要について、私の意見とどう違うのかという質問がありま

したので……。 

○議長（亀井賢夫君） 黒岩副市長。 

○副市長（黒岩道宏君）（続） 答えさせていただきました。 

            （９番山本賢誓君「３回目の質問の答弁しいや」と呼ぶ） 

○副市長（黒岩道宏君）（続） 質問じゃないがですか、ずっと、何かそういうことを言われ

てました。 

            （９番山本賢誓君「３回目の質問だけ答えたらえいやか」と呼ぶ） 

○副市長（黒岩道宏君）（続） そういうことですので、答えさせていただきます。 

○議長（亀井賢夫君） 山本議員、ええですかね。 

○９番（山本賢誓君） ええです、はい。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって山本賢誓議員の質問を終結いたします。 

 昼食のため１時まで休憩いたします。 

            午前11時43分 休憩 

            午後１時０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。 

 次に、堺喜久美議員の質問を許可いたします。堺喜久美議員。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。市民の視点に立って一般質問を行います。 

 １、行政手続の簡素化について質問いたします。 

 (1)デジタル化・オンライン申請について。 

 国では、デジタル社会の形成による経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現

を目的とするデジタル社会形成基本法や、デジタル化政策の司令塔設置を目的とするデジタル

庁設置法などのデジタル改革関連法が国会で可決成立をいたしました。また、デジタル社会の



－139－ 

実現に向けた改革の基本方針をはじめ、デジタル・ガバメント実行計画や自治体ＤＸ推進計画

などの方針や計画を公表し、社会全体のデジタル化を戦略的に推進しようとしています。 

 本市においても、国に歩調を合わせ、行政手続のオンライン化の推進と今後デジタルトラン

スフォーメーション、ＤＸに取り組むことは当然のこととして、大事なことは、今からでも取

り組める可能な限りのオンライン化を進めるべきだと考えます。費用対効果や近隣の市町村の

動向を見てから本市の対応を検討しようというのではなく、住民サービス向上、行政の効率化

のため現状の制度、システムを活用して、できることから先んじて実行することが重要だと考

えます。 

 そこで、今からすぐにでも実現可能な行政手続のオンライン化、それはマイナンバーカード

を活用したマイナポータルぴったりサービスのフル活用です。これには自治体レベルで新たな

システム構築などの必要はないようです。しかし、本市におけるマイナンバーカードの利活用

は、窓口での本人確認のためだけしか利用できていません。このぴったりサービスは、各自治

体の手続検索、内容確認と電子申請機能を可能とするもので、災害時の罹災証明書の発行申請

から、子育て関連では児童手当等の受給資格の認定申請、保育施設の利用申込み、妊娠の届出

などなど、幅広い行政手続をパソコンやスマホから申請できるようです。 

 市長、本市はなぜ積極的にマイナポータルぴったりサービスを活用できていないのでしょう

か。今後の取組方針を具体的に示してください。 

 新潟県三条市は、平成30年４月からぴったりサービスの利用拡大に取り組み、国が指定する

手続15種類に加え、児童クラブの入会申請、子ども医療費受給者証の交付申請、国民年金被保

険者資格の取得等々、市の判断で新たに23項目にわたる様々な分野を追加して、オンライン申

請を可能にしています。デジタル化に向けた取組についてお伺いいたします。 

 (2)押印廃止について。 

 政府は、デジタル化を進める一方で、行政手続の押印廃止が同時に進められています。この

動きと連動して、本市でもこの押印について見直していくことが重要ではないでしょうか。市

民の中には、役所に来て印鑑が必要なために取りに戻ったり、購入したこともあるという方が

少なからずいらっしゃいます。市民の負担を少しでも軽減するために印鑑の廃止を望む声もあ

ります。印鑑のよさは認めつつも、不要なところは思い切ってなくしていく、今がチャンスか

と思います。国の動きと連動して、我が市でも今から廃止対象リストの洗い出しをすべきだと

思いますが、見解をお伺いいたします。庁内で押印廃止の動きはあるのでしょうか。もしあれ

ば、取組の状況を具体的にお示しください。 

 今本議会でも提案されておりますが、押印廃止と書面主義の見直しについては、国の動きを

敏感に察知して、何よりも住民サービスの向上に向けて、市長のリーダーシップの下、早急な

洗い出しと対応を期待しています。 

 次に、２、コロナ禍における支援についてをお伺いいたします。 
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 (1)本市の状況について。 

 長引くコロナ禍にあって、市内の事業者の経営への影響、また経済的に行き詰まっておられ

る市民の方々が大変多くなっていることと思われます。国のほうでも生活困窮者への対応の強

化を図ってきましたので、改めてこれまでの表面化していなかったことが見えてきたのではな

いかと考えます。 

 そこで、何点かお伺いいたします。 

 ①商工会、社会福祉協議会の事業の中での実情、併せて保護世帯の動向もお知らせくださ

い。 

 ②昨年度からのコロナ関連の交付金で、市独自の支援施策の実績をお伺いいたします。 

 ③コロナ感染症の影響で廃業してしまったお店、企業の数は市内でどれほどあるのでしょう

か。 

 ④その中の一つ、海の駅とろむについてお伺いいたします。 

 海の駅とろむは、室戸岬新港の背後地に2004年から室戸ドルフィンセンターと一緒に室戸の

産業、観光の拠点として、ふるさとまつりや産業祭など数々のイベントの会場として利用され

ておりました。しかし、ＮＰＯドルフィンプロジェクトは解散に、とろむを運営する黒潮協同

組合は、今閉店し、解散に追い込まれようとしています。幸い、ドルフィンセンターは日本ド

ルフィンセンターが指定管理者として営業を続けていただいております。しかし、レストラン

「ぢばうま八」、直売所「くじらはま」を有するとろむは、４月から閉店のまま、これからど

うなるのか市民の皆様はとても心配しています。 

 この場所は20年前、たしか国の農漁村民活性化の事業を受け、県と市の新港背後地検討会で

地元住民と一緒に何度も検討を重ね、黒潮協同組合が手を挙げていただいた経緯もございま

す。当時、県議だった植田市長も大きく関わっていただいたと記憶しています。夏には、阿佐

海岸鉄道のＤＭＶの停留所に予定されており、県から管理を委託されている室戸岬新港背後地

は、これからの観光の大きな資源だと期待されております。民間企業の建物とはいえ、コロナ

ウイルス感染症により廃業となった海の駅とろむを行政として存続させられる何らかの支援策

はないものでしょうか、お伺いいたします。 

 (2)生理の貧困について。 

 今、マスコミでも話題となっております、女性の月経に関する生理の貧困が問題となってい

ます。生理の貧困とは、生理用品を買うお金がない、また利用できない、利用しにくい環境に

あることを言います。現在、この生理の貧困は発展途上国のみならず、格差が広がっている先

進国においても問題になっています。例えば、イギリスでは生理の貧困解消のため、小学校、

中学校、高等学校で生理用品が無償で提供されているとの報道もありますし、フランス、ニュ

ージーランド、韓国などでも同様の動きがあります。この問題は、日本においても無関係では

ありません。 
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 先日、任意団体である「＃みんなの生理」が行ったオンラインアンケート調査によると、５

人に１人の若い女性が金銭的な理由で生理用品を買うのに苦労した、また他のもので代用して

いる等の調査結果が出ています。これは、貧困だけが原因ということではなく、ネグレクトに

より親などから生理用品を購入してもらえない子供たちがいるとの指摘もあります。本市にあ

っても同様の問題があるものと思われます。国でも、丸山男女共同参画担当大臣が閣議後の定

例記者会見で、生理の貧困の問題は、健康にも、また御本人の尊厳にも関わる話であって、非

常に問題だとの認識を示されていました。私ども公明党としましては、４月12日に県へ、また

４月19日には室戸市植田市長へ、コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望書を提出

させていただきました。 

 そこでお伺いいたします。 

 ①実態調査はしていただけたでしょうか。 

 ②学校現場での対応は、どのような形での支援が可能でしょうか。 

 ③福祉事務所や社会福祉協議会での対応についてお伺いいたします。 

 最後に、３、教育についてお伺いいたします。 

 (1)奨学金返還支援制度について。 

 学びたい人が進学を諦めることのない社会を目指し、また地方の将来を担う人材の定住・移

住促進を目的として、このほど国の奨学金返還支援制度が拡充されました。現役学生の３人に

１人が奨学金を利用し、卒業後の年間の返還額は１人当たり平均約20万円と、返済に大変苦労

されている若者が多いのが現状です。奨学金返済支援制度とは、自治体や企業が条件を満たす

学生に対し奨学金を肩代わりする制度です。対象条件の見直しでは、基金の設置を不要とし、

特別交付税の対象経費の範囲を全負担額の10分の５から市町村負担額の10分の10に拡充されま

した。人口減少のスピードが止まらない本市にあっては、若者の地方定住や移住促進の一助に

なる奨学金返還支援制度の導入をぜひとも実現していただきますよう前向きな検討と市長の御

決断をよろしくお願いします。 

 (2)ＧＩＧＡスクール構想について。 

 全国の児童・生徒に１人１台の端末を配付して、時代の要請に応える学びを目指すＧＩＧ

Ａ、Ｇｌｏｂａｌ ａｎｄ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｇａｔｅｗａｙ ｆｏｒ Ａｌｌ、和訳

では全ての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉と言うそうです。ＧＩＧＡスクール

構想の取組がいよいよ本市でもスタートしたようですが、改めてＧＩＧＡスクールの構想の意

義と目的をお伺いいたします。また、推進するためのハード、ソフト推進体制について、どう

進めていくのか、お伺いいたします。 

 ＧＩＧＡスクール構想は、日本の教育界では100年に一度の大革命とも言われています。Ｉ

ＣＴを使った授業は、これまで教育現場の中でスキルを磨いてきた先生方には少なからず負担

と覚悟が求められています。ＩＴの得意、不得意で授業内容の格差があってはなりません。 
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 そこで、ＩＣＴ支援員などのサポート体制をどのように取り組まれ、推進されているのか、

お伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 堺議員にお答えをいたします。 

 大きな１点目の行政手続の簡素化についての(1)デジタル化・オンライン申請についてであ

ります。 

 令和２年12月に総務省が策定した自治体ＤＸ推進計画の重点取組事項に掲げられており、本

市といたしましても、今後導入の検討が必要であると考えております。現在、本市では、児童

手当等の現況届や保育施設等の利用申込みなど、一部の手続で申請書がマイナポータルにより

ダウンロードが可能となっておりますが、現状としましては、申請行為は窓口において手続が

必要な状況であります。マイナポータルを利用し、行政手続のオンライン化による住民サービ

スの向上及び業務の効率化を図るためには、単に申請手続を簡素化するだけでなく、行政サー

ビスに係る受付など、一連の作業をデジタル化することが求められています。そのためには、

業務プロセスの見直しや既存の情報システムとのデータ連携が必要不可欠であり、自治体ＤＸ

推進計画の重点取組事項で2025年度が目標時期となっている情報システムの標準化、共通化と

併せて検討をしてまいります。 

 また、マイナンバーカードを用いず、本人確認が不要な申請につきましては、高知県が整備

した電子申請サービスを共同利用し、取り組むこととしており、令和３年度の総務課予算で負

担金を計上しております。こちらについては、今年度中に電子申請ができる手続を随時追加し

ていく予定です。 

 次に、(2)押印廃止についてであります。 

 押印廃止の取組につきましては、昨年12月28日付で国から示された地方公共団体における押

印見直しマニュアルを参考に、本年１月に各課に対し、相手方に押印を求めている文書の調査

を行い、押印を求める意味合いや根拠が乏しいと認められる申請書や承諾書などの文書につい

ては、４月１日から押印を廃止しております。また、現在条例の規定で押印を求めているもの

で、押印廃止が可能なものにつきましては、今定例会に関係条例を提案しているところであり

ます。そのほか、規則・要綱等の例規につきましても順次廃止を行ってまいります。 

 今後におきましても、議員御案内のように、行政手続における住民の負担を少しでも軽減で

きるよう、押印につきましては必要なものを除いて積極的に廃止をし、住民サービスの向上に

努めてまいります。 

 次に、大きな２点目のコロナ禍における支援についての(1)本市の状況についての中の海の

駅とろむについてであります。 

 黒潮協同組合によって経営されておりましたレストラン「ぢばうま八」と直販所「くじらは
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ま」は、レストラン、直販所に加え、カツオのわら焼きタタキづくり体験の実施など、民間の

活力によって交流人口の拡大に多大な貢献をいただいておりました。市としましても、タタキ

づくり体験施設整備への補助などを行ってきており、本市の重要な観光スポットの一つと位置

づけてきたところであり、今回の閉店は非常に残念な思いであります。 

 海の駅とろむと総称される室戸岬漁港は、イルカと触れ合える施設、室戸ドルフィンセンタ

ーがあるほか、国立室戸青少年自然の家のミニクルージングやシーカヤック体験が行われてお

り、また関西方面からの高速バスの乗り入れに加え、７月には線路と道路の両方を走る乗り物

ＤＭＶの世界初の本格営業運行となる乗り入れも始まる予定となっており、観光面、交通面か

らも重要な場所であります。 

 このため、市といたしましても海の駅とろむの「ぢばうま八」や直販所の「くじらはま」

は、閉店後の施設については、早期に何らかの形で有効活用できるようにすることが必要だと

考えております。現在も役員の方と協議をしているところではありますが、漁港管理者である

県など、関係者との協議も深めながら再開に向けて全力で取り組んでまいります。 

 次に、大きな３点目の教育についての(1)奨学金返還支援制度についてであります。 

 昨年度に総務省が東京一極集中及び地方からの人口流出対策の取組として、奨学金を活用し

た若者の地方定着促進要綱を制定しました。これは、就職等により地方に定着する人材を確保

し、若者の地方定着の促進を図るものであり、平成27年に創設された返還支援制度の内容に市

町村の基金の設置が不要になったことなどが変更となった内容であります。 

 この制度の特徴としましては、基本的に日本学生支援機構による奨学金貸与の返還額の支援

であり、また公務員等に就職した場合は対象外であることなどについては、既存の室戸市独自

の返還支援制度とは異なる部分となっております。また、この制度とは別に、本市では平成

30年度から若者の定住と就労の促進を図ることを目的に、室戸市若者定住・就業促進に係る奨

学資金返還支援制度を創設をしております。 

 この対象者としまして、①室戸市奨学資金の返還を計画どおりに返還している者、②この制

度の申請時から請求時までの１年間、室戸市に住所を有し、居住の実態がある者、③本市にお

いて就労または本市から通勤し、就労している者、④奨学資金の返還及び市税、国保税の滞納

がない者、この４つの条件に全て該当する者に対し、納付すべき返還額の８割を上限として支

援するものであります。この事業の財源としましては、全て一般財源となっております。 

 なお、今年度は新たに１名の方がこの制度を活用して室戸市に定住していただいており、本

制度の目的である大学卒業後の若者定住につながっているものと考えております。 

 今後は、既に実施している室戸市若者定住・就業促進に係る奨学資金返還支援制度の見直し

や国の制度である奨学金を活用した若者の地方定着促進要綱の課題や問題点を見極め、財政面

等を十分考慮し、若者の定住につなげるために新制度の導入と併せ検討してまいります。 

 私からは以上でありますが、教育長及び関係課長から補足説明をさせますので、よろしくお
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願いをいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 西村産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君） 堺議員にお答えいたします。 

 私からは、２、コロナ禍における支援について、(1)本市の状況について、①商工会の事業

の中での実情と、③コロナ感染症の影響で廃業してしまったお店、企業の数はどれほどあるか

についてお答えいたします。 

 まず、①の商工会の事業の中での実情につきましては、商工会の事業の中で対応する支援事

業といたしまして、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、事業収入が減少し、事業収益が

悪化している市内の商工事業者及び農林水産業者などに対し、市独自の給付金、１事業者20万

円の給付金を行い、それの申請受付及び内容確認等の事務について商工会にお願いし、会員、

非会員にかかわらず受付を行っていただきました。実績としましては、延べ120件、2,400万円

の給付となっております。 

 次に、プレミアム付商品券事業につきましては、令和２年度は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１万部を発行するよう商工会に補助金を交付しました。プ

レミアム商品券は１万部、１億5,000万円分が発行されました。本年度におきましては、プレ

ミアム率を60％、5,000円で8,000円分の商品券を約３万部発行予定としており、市民の皆様全

員が購入できる発行部数にするとともに、一部、室戸市を訪れた方にも購入できるように一般

販売も予定しております。また、介護費用や医療費用としても使用できるよう関係機関に呼び

かけを行ったところであります。 

 その他、コロナ禍における支援について、商工会が関係している事業としましては、国が実

施する持続化給付金やＧｏ Ｔｏ イートキャンペーン、県が実施する臨時給付金、時短協力

金などに対する事務があります。これらの事務などについての相談や申請された業種は多岐に

わたっており、各業種へのコロナウイルス感染症に伴う経済、経営への影響は広く及んでいる

ものと考えられます。 

 次に、③コロナ感染症の影響で廃業してしまったお店、企業の数についてですが、コロナウ

イルス感染症拡大の影響と考えられる廃業となった企業などの件数は、現在把握しているとこ

ろでは２件であります。今後も新型コロナウイルス感染拡大による経済的影響に対しまして、

関係機関と連携を取りながら対策を講じてまいります。私からは以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 森岡福祉事務所長。 

○福祉事務所長（森岡 光君） 堺議員に、大きな２の１、コロナ禍における支援について、

本市の状況についてお答えいたします。 

 生活困窮者自立支援事業といたしまして、自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援の３

事業を室戸市社会福祉協議会に委託しております。その中で、自立相談支援の令和２年度の相

談件数は94件、令和元年度の相談件数は34件ですので、60件の増、約2.7倍となっておりま
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す。また、都道府県社会福祉協議会が実施主体であります生活福祉資金貸付制度の緊急小口資

金と総合支援資金につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特例として

貸付期間までの日数の短縮や自立相談支援機関の支援を受ける等の要件が緩和されるなどの措

置が取られてまいりました。また、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯

の貸付金返還について免除ができる取扱いなども規定されたとお聞きしております。 

 貸付申請窓口であります室戸市社会福祉協議会にお伺いしたところ、令和２年度の貸付件数

は、緊急小口資金及び総合支援資金の延長と再貸付け等が合計で延べ203件で、同貸付金の令

和元年度の貸付件数が延べ５件であったことと比較しますと約40倍となっており、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、生活費の資金繰りに窮して貸付けの申請に至った方が急増した

と考えられます。 

 また、生活保護世帯の動向といたしましては、令和２年度末の生活保護世帯数が500世帯、

令和元年度末の保護世帯数が510世帯、令和２年度保護申請件数が36件、開始件数が29件、令

和元年度保護申請件数が42件、開始件数が30件となっており、保護世帯及び保護申請件数の推

移は僅かに減となっている状況です。令和２年度の生活保護相談の中で、新型コロナウイルス

感染症の影響による相談は２件あり、そのうち他法、他施策活用により、保護にならなかった

方が１件、開始となった方が１件となっております。開始となった方も、半年ほどで就労によ

り自立をされております。 

 以上が福祉事務所が把握しておりますコロナ禍における本市の状況でございます。 

 次に、２点目の生理の貧困についてお答えいたします。 

 議員御案内のように、コロナ禍で収入が減少した方等が多くなっている中で、生理用品の調

達に支障が出ている世帯が増えていることはお聞きしております。現在、福祉事務所のレベル

で県内他市の状況も調査したところではございますが、福祉事務所が直接的に生理用品の調達

等に関し対応をしているところはございませんでした。しかしながら、困っておられる方が一

定数おいでることはマスコミ等の情報で認識しております。そのため、今後の取組となります

が、生活困窮の相談窓口となっています社会福祉協議会等と相談の上、社会福祉協議会の窓口

に相談に来られる方に生理用品等をお渡しできる体制が取れるよう、今後調整してまいりま

す。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 上松財政課長。 

○財政課長（上松富士樹君） 堺議員に、２の(1)本市の状況についての②昨年度からのコロ

ナ関連の交付金についてお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関する事業につきましては、事業の実

施が各課にまたがっているため、交付金の申請等に係る事務を財政課が取りまとめて行ってお

りますので、私のほうから全体の実績等についてお答えさせていただきます。 

 令和２年度の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、１次、２次及び３次配
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分があり、市独自の主な支援施策としましては、事業の継続及び雇用の維持を支援する経済活

性化給付金事業、休業要請に応じた事業者や指定管理者への事業継続支援金事業、医療等に従

事している方へ慰労金を交付する介護・障害福祉・医療従事者交付金事業、コロナ禍であって

も移住相談を受けるためのオンライン移住相談事業、経済の活性化を図るための地域振興券発

行事業補助金、ジオガイドツアーをオンライン配信するためのオンラインガイドツアー事業の

ほか、感染症対策用品購入など計66事業を計画し、総額６億4,070万7,000円の交付決定をいた

だいているところでございます。 

 実績としましては、令和２年度に42事業を実施し、２億6,204万5,000円の交付金を実施事業

に充当しております。また、３次配分に対応するため、３月補正予算に予算計上を行った事業

もあり、年度内に工期が確保できないことから、令和３年度に繰越しとなった事業は24事業ご

ざいます。事業の繰越に伴い、事業に充当するための交付金３億7,866万2,000円は、令和３年

度へ繰越を行っております。繰越となった事業につきましては、各担当課で早期完了に向けて

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） 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） 堺議員の２の(1)本市の状況についての４点目、

海の駅とろむについて市長答弁を補足させていただきます。 

 議員御案内のとおり、室戸岬漁港は、イルカ触れ合い体験施設の室戸ドルフィンセンターや

レストラン「ぢばうま八」、直販所「くじらはま」などの観光施設に加え、高速バスターミナ

ルや間もなく休日の就航が開始されるＤＭＶなどの交通拠点として室戸市の重要な観光拠点と

なっております。周遊観光の促進を図るため、芝生広場やビーチバレーコートの利活用など早

急な対策が必要と考え、高知県の管理漁港ではありますが、昨年度に県、市の関係者や観光関

係者などを委員として、室戸岬漁港施設用地利活用検討委員会を設置し、これまで２回の会で

検討を行ってまいりました。これまでの検討委員会では、利活用案として、漁港での管理釣り

場利用やバーベキュー施設、フォレストアドベンチャー、人工ビーチ等の整備案に加え、防波

堤壁画の追加などの意見が出され、使用上の許可や実現性、費用対効果等について検討を進め

ております。今後は、検討委員会での答申を受け、利活用計画を策定し、所有者である高知県

に整備要望や使用許可申請等を進めていきたいと考えております。 

 なお、１回目の検討委員会開催後に「ぢばうま八」、「くじらはま」の閉鎖が発表となり、

これまでの利活用検討に黒潮協同組合からの意見は出されておりません。 

 今後の検討におきましては、「ぢばうま八」、「くじらはま」の利活用方針も関係してまい

りますが、室戸岬漁港施設用地全体の魅力向上につながる計画を策定していく必要があると考

えております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 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） 堺議員に、大きな２点目、コロナ禍における支援
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についての(1)生理の貧困についての中で学校関係について、私のほうから御答弁申し上げま

す。 

 まず、実態調査につきましては、小学校及び中学校に対し、生理の貧困や困り事などについ

て、養護教諭への聞き取りも含め、電話にて調査を行っております。現在のところ、どの学校

も生理の貧困状態と考えられる児童・生徒はいないという報告を受けております。児童・生徒

から養護教諭への相談といたしましては、生理不順や生理痛などの相談があるということでご

ざいました。生理用品につきましては、学校において急に生理が始まった場合や生理用品を忘

れたり、足りなくなったりした場合には、保健室にて備付けの生理用品を渡しております。そ

の生理用品は、そのまま渡している学校と、返してもらっているという学校と、学校により対

応が異なっているところです。そのほか、市内全小学校では、手当ての仕方も含めた初経指導

を行っておりまして、中には３年生から６年生まで４年間、毎年１回開催し、そのときに生理

用品のセットを配布してる学校もございます。 

 今後の学校現場における対応といたしましては、どの学校でも保健室に常備している生理用

品を児童・生徒に無償で配布する体制を取ってまいりたいと考えております。そして、保健室

では、いつでも生理用品を受け取ることができるということを児童・生徒や保護者の方へも周

知を行ってまいりたいと思っています。こういう体制を取ることによりまして、生理の貧困へ

の対応にもつながるものと考えております。 

 今後におきましても、ひとり親家庭や準要保護家庭を含む支援が必要と思われる児童・生徒

につきましては、個別の声かけなど、きめ細やかな支援を行ってまいります。以上でございま

す。 

○議長（亀井賢夫君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 堺議員に、大きな３点目、教育についての(2)ＧＩＧＡスクール構

想について、私のほうから御答弁申し上げます。 

 子供たちがこれから生きていく社会は、ＩＣＴの活用により様々な情報が共有されるデジタ

ル社会であります。その社会を自立的に生きるための基盤となる知識・技能・応用力を育成す

るとともに、どの子供たちにも平等に教育を受ける機会を保障すること、この２点がＧＩＧＡ

スクール構想の大きな意義と目的であると私は考えております。 

 学校現場におきましては、１人１台端末によるＩＣＴを活用したオンライン学習などの新し

い学習スタイルの実践やデジタル教材やデジタル教科書、様々な単元テストなどのデジタル化

による学びのバージョンアップ、子供たちの多様性に応じた個別支援や厳しい環境にある子供

たちへの支援として不登校児童・生徒への学習支援、放課後学習における利用などを行ってま

いります。 

 教育委員会では、ハード、ソフトを指導体制として、令和２年度に１人１台端末の整備や学

校のネットワーク環境整備を行い、ハード面としてはおおむね完了しております。その他の取
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組といたしまして、教育委員会職員と教員によるタブレット等活用検討会を立ち上げ、教育に

必要な教材等の検討や具体的に授業でどう生かしていけば子供たちの力を伸ばすことができる

のか、検討を行ってまいります。そのほかにも、自宅でタブレットを使い、家庭学習するため

のモバイル回線の提供などの環境整備に加え、教員の支援としてＩＣＴ支援員の設置による教

育内容の充実など、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて様々な取組を行ってまいります。以

上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 堺喜久美議員の２回目の質問を許可いたします。堺喜久美議員。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。２回目の質問を行います。 

 先ほどは御丁寧な御答弁ありがとうございました。何点か再度お聞きいたします。 

 デジタル化・オンライン申請についてお伺いいたします。 

 室戸市は、社会的にも地理的にも、都市からするとすごくハンディがあります。デジタル化

を推進することが、都市や他市町村と太刀打ちできるただ一つの手段だと思います。本市は、

ブロードバンドもいち早く取り組みましたが、しかしその効果が生かされていません。ネット

環境とか職員の創意工夫がいま一つという状況でしょうか。 

 今回、市長のほうから推進をしていくという御答弁をいただきましたが、ここは本気になっ

て、スピーディーに取り組まなければ、今までと同じ状況になるのではないかと心配をいたし

ます。いつ頃を目安に計画をされているのかということをお伺いいたします。 

 全国自治体対応数の令和２年６月30日現在では、四国だけで見ますと、徳島県では24自治体

中23と、95.8％が進めていってます。香川県では76.5、愛媛県が75.0、高知県が一番遅れてま

して、34自治体中５自治体、これは令和２年６月末現在の時点でございますが、14.7％ととて

も低い状況でございます。近隣の市町村と歩調を取っていると、いつも立ち後れていくのでは

ないかと心配をいたしますので、いつ頃を目安に構築するのかということを再度お聞きいたし

ます。 

 それから、コロナ禍における支援についてでございますが、国に上乗せした室戸市独自の支

援金として、先ほど財政課長のほうから66件で総額６億4,000万円余りのお話をいただきまし

たが、他の市町村では直接市民に対して様々な支援が報道され、市民の中では室戸市は遅れて

いるのではないかという市民の声もございます。この中で、そしたら先ほど教えていただいた

中で、市民に対して直接に支援された事業、その事業はどれとどれなのか、それをもう一度お

伺いいたします。 

 そして、とろむはこのまま放置しますと、建物はますます老朽化が進み、価値がなくなって

いくのではないかと思われます。次の事業者が決まらないとなると、現状に戻すということ

で、解体して更地にして県へ返す、そういう形になろうかと思いますが、そうすると県と市

の、先ほど言っておりましたタタキ体験、あのあずまや、その補助金はどうなっていくのか。

こういうことを考えますと、どこまで行政として力を入れて再建に取り組むのか、もう一度、
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市長、お考えをお聞きいたしたいと思います。 

 生理の貧困については、各福祉事務所長から、教育次長のほうから御丁寧に御答弁いただき

ましたが、この問題は全国的にも今いろいろな取組が進められています。少し他市の取組を上

げますと、三豊市では小・中学校と市の社会福祉協議会に生理用品をセットして配布してい

る、坂出市は窓口に置いてあるカードを示せば生理用品を無償配布する事業、プリンセスプロ

ジェクトを市の福祉課の窓口と社会福祉協議会で開催しております。善通寺市では、子ども課

の窓口で希望者に配布、まんのう町では小・中学校の児童・生徒に一斉配布など、各地で独自

の対策が進んでおります。なかなかデリケートな問題で、声を上げるというのはなかなか勇気

の要る問題でございますが、何とか行政のほうで気を配って、優しい手だてっていうのを考え

ていただきたいと思います。 

 そして、奨学金返済支援制度、室戸市の奨学金返済制度というのも、室戸市独自の奨学金の

制度も私もこの議会で質問をし、実現をさせていただきましたが、今何というか分かりません

けど、昔は日本育英会の奨学資金を借りている方というのはたくさんいらっしゃいます、全国

で。その方が、室戸市で働いても室戸市が返済をするという、そういう形ですので、人手不足

に悩む中小、小規模事業者、農業、医療、介護、保育等の事業者が取り組めば、経費として計

上できるのですが、なかなか市内では肩代わりをする、体力のある事業所というのは少ないと

思います。ですから、やはり行政のほうがしっかりと対応していくという形になろうかと思い

ます。 

 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、奨学金返済支援ポータルサイトには、「活躍

のフィールドは日本全国、あなたに合ったエリアを探そう」という見出しで取り組んでいる自

治体を紹介しています。学生もそれを見て、就職とか移住を考える材料となっています。その

ためにも、多くの人が対象となるよう、条件のハードルを下げ、門戸を広げていくような体制

に取り組んでいただきたいと思います。 

 その一つとして、四万十町が「今年度から新たにスタート」っていうチラシをいただきまし

た。奨学金返済で、対象者というのは現在就業している方で公務員を除くということになって

まして、支給額は、１年間に返還した奨学金に対し24万円、月額２万円を限度として100％支

援します。普通の一般の人ではこれで十分かと思います。けど、ここのすごいところは、特別

枠というのをつくりまして、次に上げる公的資格を有し、町内の事業所でその職を生かして就

職している方というのは、助産師、看護師、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、保育

士、これは公務員も対象になります。そして、支給額が、１年間返済した奨学金に対し38万

4,000円、月額３万2,000円を限度として100％支援しますというふうに、この４月から四万十

町はスタートしたみたいです。よその移住者、それから若い人たちを室戸に呼ぶというのは、

そこがどういう条件で奨学金返還の条件を持っているのかというのは、一番の選択肢の一つに

なろうかと思います。どうか室戸市でも、室戸市の奨学金とは別に、育英資金で借りた奨学金
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も私たちが肩代わりしますよというような、そういうメッセージを伝えていただける施策をぜ

ひやっていただきたい。再度お伺いいたします。 

 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） 堺議員の２回目の質問に答弁をさせていただきます。 

 何点かの御質問を受けましたが、私の答弁の足りないところは、また担当課長から答弁させ

ますので、御了承いただきたいと思います。 

 １点目に、デジタル化・オンラインシステムについての問合せで、他市に後れを取らずに、

もっと先行して進めていくことが大事じゃないかという御指摘は全くそのとおりで、私もほか

の市町村のペースに倣っていくような思いはありませんですので、できるだけ内部で調整をし

ながら、取り組めるところは頑張っていく所存でございます。また、デジタル化については、

行政手続等の簡素化だけじゃなくして、行政全般に向けても関係のするところでありますの

で、より積極的にハード、ソフト整備を進めて取り組んでいかなければならない課題ではある

と認識しておりますので、今後とも頑張ってまいりたいと思います。 

 ２点目に、コロナ禍における市の支援対策として、直接に市民に対する支援事業をというこ

とでしたので、これは担当課長より詳細の説明をさせたいと思います。 

 ３点目に、海の駅とろむについての御質問をいただきました。議員御指摘の思いは私も同じ

でございまして、できるだけ間を置かずに、効率的に活用のできるような対応を考えていくべ

きであろうということで、黒潮協同組合の組合長さんや役員の方々とも既に話を進めておりま

す。今後、検討委員会の中も合わせて、どう取り組むことが解決策になるのかといったことを

併せながら早期に対応して、できればＤＭＶが入るぐらいまでには、一定の何か手の打てる環

境をつくりたいなと思っておりますが、かなり時間も押してますけど、全力を挙げて頑張って

いきたいと考えております。 

 それと、生理の貧困のこと、奨学金のことについては、具体的な御質問というより要望かな

というふうに受け止めましたが、四万十町における例もいただきまして、奨学金返還制度の在

り方、そうした先進地の取組も勉強させていただきながら積極的に検討していきたいと思いま

す。私からは以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 上松財政課長。 

○財政課長（上松富士樹君） 堺議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 コロナ関係の地方創生臨時交付金で、市民に対して支援をされた事業はどのような事業があ

ったのかということでございますが、事業名称を申し上げますと、高知県林業等要請協力金負

担金、次に観光事業者への休業要請及び休業要請協力金……。 

            （発言する者あり） 

○財政課長（上松富士樹君）（続） 計画の金額でよろしいですか。 



－151－ 

 まず最初の、高知県の林業等要請協力金の負担金ですけれども、契約金額で610万円、次に

観光事業者への休業要請及び休業要請協力金310万円、事業者緊急支援給付金事業926万

8,000円、次に指定管理者事業継続支援金1,395万8,000円、次に介護・障害福祉・医療従事者

交付金4,720万円、次に新生児特別支援給付金450万円、次に土佐和牛畜産農家支援金180万

円、次に事業者配布感染症対策用品購入費126万1,000円、次に経済活性化給付金1,287万

2,000円、次に学校給食臨時休業対策費補助金、これが33万円の以上10事業でございます。以

上でございます。 

            （10番堺 喜久美君「合計は分かりませんか」と呼ぶ） 

○財政課長（上松富士樹君）（続） 合計ですか、すいません。この10事業の合計は、すいま

せん、今計算を、合計はしてないですけれども、よろしいですかね、申し訳ない。計画を見な

がら答弁させていただきましたので、合計は手元には数字がありませんが、よろしくお願いい

たします。 

○議長（亀井賢夫君） 堺喜久美議員の３回目の質問を許可いたします。堺喜久美議員。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。３回目の質問を行います。 

 大体理解をさせていただきました。それで、デジタル化・オンライン申請のことについて、

いつ頃を目安に計画を進めていくのかというのを、総務課長、御答弁いただけたらと思いま

す。 

 先ほど、財政課長のほうから市独自の支援体制の金額を上げていただきました。７億

4,787万9,000円のうちのこの部分であるので、よその市町村の給付体制からすると、何か少な

いかなと思いますが、市民のほうから不満の出ないように、また先ほど福祉事務所の所長のほ

うから言われたように、困窮者がこれだけ増えているのに、生活保護に移行しない、市民の頑

張りっていうのも私たちは褒めるというか、感謝をしなければいけないなと思っております。 

 ですから、これからも、いつまでコロナ禍が続くかも分かりませんけど、市のほうで市民に

対する手だてというのも厚く取り組んでいただきたいということを申し上げまして、３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。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） 堺議員の３回目のデジタル化の取組に

ついての御質問にお答えをいたします。 

 デジタルオンライン化につきましては、先ほど市長のほうからも申し上げましたが、総務省

が策定した自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画の重要事項としてもオンライン

化が挙げられておりまして、室戸市としても取り組んでいくということを市長のほうから申し

上げたというところと思いますが、オンラインの申請につきましては、マイナンバーカードを

用いて政府が運営するオンラインサービス、マイナポータルと自治体を接続することにつきま

しては、現在その接続はできております。しかしながら、現在の状況では申請された内容をデ
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ジタル情報として自治体のシステムに取り込むことが現状ではできてない状況なんです。業務

の効率化を図っていくため、申請者はオンラインから取れるのでいいんですが、受けた側も、

そのデジタル情報をそのままシステムに取り込んでいくっていうことで業務の効率化が図られ

るわけですが、今後マイナポータルと自治体の既存システムとの連携が必要になってきます。 

 そこで出ているのが、導入につきましては、先ほど市長のほうから申し上げましたが、

2025年を目標として情報システムの標準化、共通化というものを進めていくということで、デ

ジタルＤＸの中では目標として定められております。現在のままでやると、それぞれの自治体

の別々のシステムの中で一度改修して、また共通化に改修しなければいけないということなの

で、合理性を考えると、国の共通化に合わせて導入を検討していくほうが合理的だろうという

ふうに考えております。ですので、時期的にははっきりは申し上げれませんが、共通化に合わ

せて各課と取り込めるような、導入できるような形を検討していきたいというふうには考えて

おります。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって堺喜久美議員の質問を終結いたします。 

 健康管理のため14時20分まで休憩いたします。 

            午後２時６分 休憩 

            午後２時20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。 

 次に、竹中真智子議員の質問を許可いたします。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。令和３年６月定例会におきまして、通告書に沿っ

て、市民を代表して一般質問を行います。 

 市長の政治姿勢について。 

 (1)固定資産税について。 

 ３月議会でお尋ねしました固定資産税について再度お聞きします。 

 県内34市町村の中で、超過税率の高い税率で運用している自治体が４つあり、その中に室戸

市がおります。前回の一般質問の中で、いつから高い税率で徴収し始めたのか、高い税率を用

いて税を課さなければならなかった理由は何だったのですかとお尋ねをしました。市長答弁で

は、昭和39年より超過税率に移行した、そして移行した理由は、職員とも話したが見いだせな

かった、分からなかったとの答弁でした。市長、高い税率の固定資産税を市民から徴収するの

に、なぜ室戸市の固定資産税は他の周辺自治体よりも高くなっているのか根拠も示さず、50年

以上もその状況が改善されることもなく、どのような状況になっているのか、この間の情報や

資料も何も示されず、財源に余裕がないからとこのままでと言われましても、多くの市民は納

得するでしょうか。五十数年前から何らかの理由づけの下、超過税率で課税をされ、高い税金

を多くの市民は市から届く納税通知に従い、知らずに、気づかぬままに納めてきました。知ら

なかったとはいえ、それは日本国民であれば義務だからです、義務を果たしてきたのです。市
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民の方々にお聞きをしました。市民は高い税率で固定資産税が徴収されていたことは、ほとん

どの人たちが知りませんでした。でも、室戸市に対して、この税金が高いという負担感をみん

な持っておりまして、このコロナの時代に多くの室戸市民は、コロナ禍の中で所得は減る一方

やに、室戸市は市民をまだまだ痛めるがかとも言われました。 

 市長、税率の見直しを真剣に考えてください。羽根岬の山上にある高知羽根メガソーラー発

電所関連の地方交付金が入り始めたこの年から税率の見直しをして、ここは一旦標準税率に戻

し、税収が上がらなくなってきたときは市民に相談をして、超過税率の導入を検討するとして

半世紀以上も続いてきた高い税率を見直し、新しい財源が入り始めたこのときに税の見直しを

やらなければ、いつまでも元の標準税率に戻すことはできません。南国市は、特段大きな税収

が入ってくる予定もないというときでも、２年の時間をかけて高い税率から標準税率に平成

28年に移行しています。室戸市も少しずつでもよいから、そのように移行していく方法もあり

ますよね。市長、一番先に是正すると市民に言うべきではありませんか。ここで税率を引き下

げ、57年間にわたって続いてきた固定資産税の高い税率を、県内ほかの30市町村と同じ標準税

率に戻せば、これはあなたの成果になるでしょう。あなたの成果のために、私は提案型で質問

をしております。市長の前向きな答弁を求めます。 

 (2)スクールバス運行、給配食等委託業務について。 

 室戸市内の小・中学校が、人口の減少により、現在は西から羽根小学校、吉良川、元、室

戸、佐喜浜と５校、中学校は西から羽根、吉良川、室戸、佐喜浜の４校があります。スクール

バスは、羽根小学校へ中川内から、室戸小学校へは三津、高岡、椎名、津呂、菜生方面から、

佐喜浜小学校へは入木からと、各学校へと運行されています。中学校は、羽根中学校へ中川内

から、室戸中学校は三津、高岡、椎名、津呂、菜生方面よりとなっております。スクールバス

は、運行当初よりシルバー人材センターの職員がその業務に当たってきましたが、平成29年度

は834万円で、平成30年度は約951万円で請けて、朝はそれぞれの地域から各学校へ、授業が終

わりますと学校から夕方はそれぞれの地域へと送り、昼間は学校給食の運搬にと、自分の孫を

見るようなまなざしでその業務に当たってきたのであろうと思います。 

 そして、令和元年、室戸岬小学校が室戸小学校に統合され、この年は1,694万円の委託料で

した。令和２年度、新しい年度がスタートした当初に、シルバー人材センターに９月からはほ

かの業者にやってもらうので、シルバーの方は今やっている業務は８月末をもって終わりに

し、９月からは他の業者に変更すると市のほうから言われたとのことですが、この年は東部学

校給食センターが中部学校給食センターと統合され稼働し出した年です。昨年度、令和２年の

委託料は、シルバーが４月、５月、６月、７月、８月までの５か月間で827万円ほどです。県

外からこの業務に参加するようになった委託業者は、９月、10月、11月、12月、１月、２月、

３月まで７か月間でおよそ2,156万円で、去年度、令和２年度はシルバー人材センターと県外

業者と合わせて、およそ2,983万円余りのお金が投入されております。令和３年度、今年はシ
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ルバーに委託したのは、佐喜浜小学校へ入木から通学する生徒の送り迎えの分54万円と県外業

者に委託した小・中学生のスクールバス運行と給配食業務の分が4,325万円、シルバーの分と

合わせますと、4,380万円ほどが予算化されております。昨年と違い、本年度は中川内から羽

根小・中学校への送り迎えの分が新たに追加をされて、昨年2,983万円ほどだった委託料が本

年はほぼ1.5倍に当たる4,380万円ほどが計上されております。議員経験の浅い私には理解でき

ないことがありますので、お伺いをいたします。 

 昨年、年度当初にシルバー人材センターへスクールバス等運行委託業務は８月までで終わ

り、９月からは別の業者に変更する旨の話を市のほうからシルバー人材センターにしたのは本

当ですか。何があったのですか。重大な事故でもあったのですか。理由は何ですか。 

 ９月から業務委託された業者の選定はどのようにして決められていったのですか、契約の期

間はいつまでですか、お伺いします。 

 (3)コロナワクチン接種について。 

 本市でも新型コロナウイルス予防のためのワクチン接種が始まりましたが、このワクチンは

任意であり、強制ではない、この位置づけで始められていますが、打ちたくても打てない体質

や持病を持っている人もいます。また、ワクチンの必要性がないと判断される方もおられると

思います。また、重篤な副作用、死亡事例が報告をされております。第61回厚生科学審議会予

防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和３年度第９回薬事・食品衛生審議会薬事分科会

医薬品等安全対策部会安全対策調査会が令和３年、今月６月９日開催をされ、本年２月17日か

ら５月30日までの分の報告には、５月30日までに139例の死亡例報告があり、その後６月４日

までにさらに57件の報告があり、ファイザー社製のワクチンに加えモデルナ社製ワクチンにつ

いても報告がされ、どんなにまれであっても、重篤な副作用があるワクチン接種をしたくない

人もいるであろうと思います。どのような医療を受けるかを決めるのは本人にあります。もち

ろん、ワクチンについても、そうであります。ワクチン接種が強制されたり、ワクチン接種を

しないことを選択した人が責められたりすることがあってはならない。同調圧力によって、事

実上の強制となるのもよくない。医療従事者や介護関係の方たちに、大切な患者さんや利用者

さんを守らなければいけないのに、感染が広がるようなことがあったらあなたのせいですよと

言われたとの声が聞こえてきております。職場において、あなたは受けている、あなたはワク

チンを受けていないという差別事例が発生しないよう行政としてはしっかり指導に努めなけれ

ばならないと思いますが、室戸市ではどのような取組がされているのかお聞きします。 

 (4)地籍調査について。 

 室戸市内各地で地籍調査が行われておりますが、地籍調査の初年度はいつからでしょうか、

お伺いします。 

 せかず慌てずでやっていくと100年も余もかかるのではと浸水エリアだけでも優先してやっ

ていこうと、また10年くらいで仕上げようということで取りかかったように聞いております
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が、地籍調査はどれだけ進んでいるのか、現在の進捗状況をお聞きします。 

 地籍調査は34市町村の中で調査が始まった頃は最下位くらいだったと聞いたように思います

が、現在はどのくらいの位置にあるのでしょうか。そして、今後はどのように進められていく

のかお聞きします。 

 地籍調査を行ったら、それぞれが持っている土地の面積が固まってきますが、それにより税

を納めている人は税金が多くなったり少なくなったりしてくると思いますが、今後はどうやっ

て、どのようにして、これを税に反映させていくのかお伺いをします。 

 (5)道の駅キラメッセ室戸前の交通死亡事故についてお伺いいたします。 

 前段の議員と重なる質問があるかと思いますが、答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

 本年３月18日午後４時頃、西から走ってきた高知市内に住む52歳女性の運転する軽自動車が

キラメッセに入るために右折する安全確認で停車をしている際に、後方より走行してきたトラ

ックに追突され、軽自動車の後部座席に同乗していた78歳の母親が体を強く打ち、死亡する事

故が発生しました。このことはテレビや新聞でも報道されましたので、御記憶にある方も多い

と思います。キラメッセの周辺では、よく交通事故があり、いつか大変な事故が起こる、そう

なってからでは遅いと前々の市長は国土交通省四国地方整備局へ陳情に出向き、西から東方向

に走行してくる車両がキラメッセに入っていくときの右折専用レーンをつくってくれと陳情し

て要望しているということを私も聞いて知っておりました。何とか、大きな事故がないうちに

との思いだったと察します。 

 市長は、県議時代も含めて陳情のことは知っていましたか。この事故の後、市長は行動を起

こしていますか。それはいつで、どんな内容だったのですか。市長の認識はどうだったのです

か。陳情はしましたか。前々の市長が右折レーンの設置をと度々陳情に、来ちゅうやかと、今

こそ死亡事故が起こった、これどうしてくれるがでと言うばぁの馬力で訴えて、道路の改良の

早期実施を強く要望せねばならないと思いますが、市長はどのようにお考えでしょうか。この

事故は、右折レーンが早い段階でつくられていたら、こういう事態にはならなかったのではと

思います。国道が改良されていたら、この事故は防ぐことができた事故のように思います。貴

い人命がこれ以上失われぬように、再び同様の事故を発生させないために、市長、行動を起こ

してください。市長の答弁を求めます。 

 (6)公園、ポケットパーク、広場等の整備について。 

 防災公園だったところに新しい診療所の建設が進められていますが、室戸市民のスポーツす

る姿が見られていたこの公園は場所を移して市民のための公園はつくってくれますよね。どう

でしょうか、お聞きします。 

 先日、教育委員会、生涯学習課、財産管理課、福祉事務所などで管理している公園で次の条

件に合った公園があれば教えてくださいと話をして、室戸広域公園のように車で訪ねていくの

ではなくて、室戸の市街地や住宅地の中にあり、そこには小さい子たちが遊ぶ遊具、例えば小
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さな滑り台やブランコ、また仮に亀さんや象さんの形をした作り物の背中などに小っちゃい子

たちが乗ったりして遊べる遊具が設置してあったり、またベンチなどもあり、高齢者が気軽に

集まり過ごす空間があって、現役で公園として使用できる、そんな公園はありますかと尋ねま

したところ、羽根公民館のすぐ近くに遊具はないけど、あるとのことでした。そして、大岸に

もあるよとのことでした。 

 二、三十年ぐらい前までは、市営住宅などの近辺で簡単な遊具が設置をされて、小さい滑り

台や鉄棒、ブランコなどがあった。でも、十年前後前になるでしょうか、全国で遊具の鉄の部

分のさびや腐食のため子供がけがをする事例があり、全国的に遊具の安全点検が行われ、経年

劣化のため遊具が使用禁止になったり、撤去され、その後新しい遊具の設置もされず、そのま

まになっている公園が室戸市でもあると思います。今では雑草に覆われていて、公園と呼ぶの

には程遠いのが現状であります。市民生活の中で公園は必要です。公園は市民のオアシスで

す。住宅密集地の中において、子供や老人が気軽に集まれる空間として公園や広場を整備をし

てください。市街地の空間における子供の遊び場や井戸端会議などの日常の生活における地域

コミュニティーを図るためにも、ポケットパークと呼ばれる空間をつくり、小さい子たちから

高齢者の市民が、世代を超えた人たちが集う、そんな公園を、広場の整備を住宅地に計画して

ください。一日も早い実現を思い、市長の答弁を求めます。 

 (7)職員の不祥事について。 

 今回の職員の不祥事について５月20日の議員説明会で話を聞きましたが、私は議員経験が浅

く、理解や納得するのに疑問だらけで、この件はのみ込むことができておりません。執行部か

ら見れば、説明はしましたと言われるかもしれませんが、あの説明会の席上、ほかの議員の声

もあったように、時系列で表にでもしてもらえれば分かりやすかったかなと思いますが、言葉

のみでの説明では市役所のＯＢなら理解できたかもしれませんが、新人の議員の私は少し疑問

が残りました。一般市民も分かりづらいと感じる人が出てくるかなと思い、質問する項目に取

り上げましたが、前々の先輩議員の質問と重なる点もあろうかと思いますが、分かりやすく、

よろしく答弁のほうをお願いいたします。 

 まず、新聞によりますと、職員は平成26年５月に購入実態のない物品への支払いで14万

4,000円を引き出しています。平成27年に後任の担当者によって、大会参加料などの不明金が

あると発覚しています。その使途不明金額は90万円とありますが、14万4,000円と別々のもの

でしょうか。また、90万円の中に14万4,000円が含まれているのでしょうか。新聞によります

と、108万円とありましたが、２つ合わせても104万4,000円しかなく、それとも先輩議員が言

っていたほかにまだ不明金があるのでしょうか。その点についても再度お伺いいたします。 

 この職員は、平成27年、発覚して文書による厳重注意を受けるまでの勤務していた３年間で

早々に管理しているお金に手をつけていることから見て、これは計画性があり、確信犯的に感

じられるのですが、これは少しうがった見方でしょうか。それに、第三者がお金を引き出した



－157－ 

とか、物品を紛失したとか、未入金は机に入れていたとか、これは依願退職ではなく、退職願

が出された際に一旦は止め置き、再度審議をして免職ということの話は出たりしなかったので

しょうか。平成27年に文書で厳重注意が出されているようですが、免職にしなかったのはなぜ

なのですか。私は当時は議員ではなかったのですが、当時の議員にこれを諮ったのでしょう

か。議員もこれを認めたのでしょうか。このことの法律や規則があまり分かっておりませんの

で、教えてください。報告は必要なかったのでしょうか。また、その点、条例や規則、申合せ

などが分からないので、併せてお伺いをいたします。 

 次に、説明会のときに、黒岩副市長の話では本人が黙っていて分からない、それ以上不明で

あり、調査のしようがなかったと言われておりましたが、黙秘で済ますのはいかがなものでし

ょうか。確かに金品は詐取されているのでしょう。金額も明確にされておりますし、体育会の

お金なら、なおさらのこと他人のお金ということで、職員が詐取したことは間違いないですよ

ね、お伺いします。 

 一方、体育会ですが、生涯学習課の担当者が事務や会計を手助けすることは私は一定の理解

はしますが、室戸市も連絡協議会やら委員会のような附属団体が32団体あると言っておりまし

たが、これらも行事やら大会やら、市民の協力なしではできないので、お願いをして会をつく

っているのでしょう。その中で、事務の専門でもなく、また仕事を持ちながらの人や不慣れな

人もいるので、市の職員が指導や助言をしながら行うのはよいと思いますが、組織となると会

長、副会長、会計、監査などがいて、法的に組織と認められたと思うのですが、そのために市

からの指導や助言をしなければならないので、担当者が事務を行ったことはやむを得ないと思

いますが、この体育会には会の規約がありますよね。この会の事務局、事務所の住所はどこに

置くと明記をされておりますでしょうか、お伺いいたします。 

 それによっては、体育会自体もペナルティーがあるべきだと考えますが、被害を被ったので

はなく、同じ事務所と会計監査の管理に気をつけなければならなかったのではありませんか。

今回のこの事件について、執行部、特に市長、副市長、教育長の三役はどのような責任をお取

りになるのかお伺いいたします。 

 今回のことは、仕事上の怠慢だけでは許されず、明らかに金品の詐取によるものですよね。

これは大変重大なことであります。新聞では、市長は起訴、不起訴に関係なく、厳罰に処する

とあったと思っていますが、それに併せて、自ら三役の処遇も決まってくるのではないでしょ

うか。また、体育会も少なからず、何らかのペナルティーを考えているものと推察します。市

長、これは自分が市長に就く前の出来事と思っているのではありませんか。今、市民が見てい

るのは、市長や三役がどのような処置をして、自分たちの処遇をどのようにするのか、どのよ

うな決裁を下すのかを見ているのです。これについて市長の説明責任を果たすべきです。でな

ければ、市民の心はどんどん離れていくと思います。不正が見過ごされていく、このていたら

くなことは、市の体質とばかりに市民の怒りが爆発するのではないでしょうか。綱紀粛正を図
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って、一刻も早く市民の信頼を回復すべきだと思いますが、所見をお伺いします。 

 今回の件は市民の関心が高く、その市民の負託を受けてお聞きをしますので、前段の先輩議

員の聞かれたことと重なる質問があるやもしれません、あります。議員経験の浅い新人の主婦

議員に分かりやすい答弁を求めます。 

 (8)ドクターヘリ運航時間について。 

 私は、令和元年12月議会において県の事業ではありますが、運航時間の拡大を県に対して声

を上げてほしい、人材の確保や予算面で大変厳しいかもしれませんが、ドクターヘリの運航に

関し、県議時代に懸命に取り組み、奔走された植田市長ですので、県のほうへ声を上げてくだ

さることへの取組についてお伺いをということで質問をいたしましたが、その後どうなりまし

たでしょうか。それはいつで、どんな内容だったのでしょうか、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（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） 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。 

 本市の固定資産税の税率につきましては、３月定例会で答弁させていただきましたように、

大変厳しい財政状況であることから、超過税率の1.5％で課税をしております。議員御案内の

とおり、超過課税率が市民の負担となっていることは十分理解をしているものであります。ま

た、私自身、移住や定住対策、企業誘致を進める上でも税金が高いということはマイナスに影

響することから、大きな課題として受け止めているところであります。今年度は、財政運営計

画の見直しを予定しておりますので、この先どのような事業を行い、どれだけの事業費となる

のか、またそれに対してどういった財源が手当てできるのかなど収支見通しの精査を行うとと

もに、税率につきましてもさらなる検討を進めてまいります。 

 次に、(2)スクールバス運行、給配食等委託業務についてであります。 

 シルバー人材センターの派遣職員から委託業務への変更の理由についての御質問であります

が、スクールバスの運行にとって一番重要なことは児童・生徒の安全であります。シルバー人

材センターの派遣職員の皆様も安全運転に心がけていただいておりましたが、事故報告が多く

上がっていたこともあり、より安全な運行について検討した結果、車両運行管理業務の専門家

への委託がより適切と判断をしたものであります。委託することにより、運転手が社員として

雇用され、会社の社員教育の中で運転技術の指導や接遇、コンプライアンス研修等が実施され

ており、現在は事故報告もなく安全なスクールバスの運行が行われているところであります。 

 次に、(3)コロナワクチン接種についてであります。 

 今回の新型コロナワクチン接種につきましては、感染症の緊急の蔓延防止の観点から実施す

るものであり、接種に御協力をいただいたという趣旨で、接種を受けるよう努めなければなら

ないという予防接種法第９条の規定が適用されているものであります。この規定につきまして
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は、努力義務と呼ばれており、義務とは異なるものでございます。接種は強制ではなく、最終

的にはあくまでも御本人が納得した上で接種を判断していただくこととなります。こうした今

回の予防接種の趣旨につきましては厚生労働省が広く国民に呼びかけているところであります

が、本市においても先日７月上旬から高齢者施設、保育施設及び学校施設従事者の優先接種を

開始するに当たり、施設管理者向けの説明会において、担当課職員より接種の趣旨を呼びかけ

たところであります。また、７月以降、順次各年代の方への接種や16歳未満の子供たちへの接

種も開始されることになりますので、職場や周りの人への接種の強制や接種を受けていない人

への差別的な扱いをしないよう、広報、ホームページ及び接種券発送時に同封するチラシ等を

活用し、あらゆる機会を通じて呼びかけてまいります。 

 次に、(5)道の駅キラメッセ室戸前の交通死亡事故についてであります。 

 道の駅キラメッセ室戸前で３月に起こった交通死亡事故につきましては、私も承知をしてお

り、貴い命が奪われたことは大変残念であり、亡くなられた方に御冥福をお祈りを申し上げま

す。議員御質問のキラメッセ室戸の右折レーンの整備について、前市長が国のほうへ要望を行

ったことにつきましては、私も承知をしております。３月の事故後の対応につきましては、現

在のところ正式な要望書の作成とその活動はできておりませんが、前日の議員にもお答えしま

したとおり、担当課において警察や土佐国道事務所など関係機関と路面標示による運転者への

注意喚起を行うなど、その対策について協議を行っております。 

 また、右折レーンの設置には用地取得などに際し課題があると認識しておりますが、何らか

の対策は必要であると考えておりますので、通行の安全確保ができる安全施設の整備などにつ

いて要望等を行ってまいりたいと考えております。また、市といたしましても、キラメッセ室

戸の敷地内で運転者に対する注意喚起の対策ができないか、右折レーン対策ができないかな

ど、右折レーンの整備と併せ検討してまいりたいと考えております。 

 次に、(6)公園、ポケットパーク、広場等の整備についてであります。 

 神ノ前公園では少年サッカーやペタンク等のスポーツが行われておりましたが、診療所建設

に伴い使用ができなくなったため、サッカーは旧室戸岬中学校のグラウンドで、ペタンクは同

公園内の別の場所等を利用しているとお聞きをしております。また、議員御案内のように、

2000年以降、全国の公園にあった箱形ブランコや回転式遊具で転倒事故が多発し、遊具撤去の

動きが加速し、その後国土交通省から都市公園における遊具の安全確保に関する指針が示され

ており、安全性が確保されない場合は撤去や遊具の固定化等が行われているところでありま

す。本市におきましても、国の指針に従い、児童遊園の遊具等につきましては使用するに当た

り老朽化等により危険と判断した時点で遊具の撤去等を行ってまいりました。この際には、地

域の方々の御意見もお伺いをしながら進めてきたところであります。 

 また、最近では、老朽化住宅を除却しようとする場合に、その跡地を10年以上ポケットパー

ク等に利用する場合は一定の条件の下、上限167万5,000円が補助される老朽化住宅等除却事業
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補助事業が適用できるようにもなっているところでございます。 

 また、地域福祉の観点からも、議員御案内のとおり、世代や年代にとらわれない多くの方々

が気軽に集える場所づくりが今後さらに必要となってくると考えておりますので、地域の方々

の需要等もお伺いしながら、また管理の面に関しましても考慮しながら検討してまいります。 

 次に、(7)職員の不祥事についてであります。 

 職員の不祥事に当たっては、市民の皆様の信頼を大きく失う行為であり、大変申し訳なく、

心からおわびを申し上げる次第でございます。この件につきましては、５月20日に議員説明会

を開かせていただいたところでありますが、口頭のみで説明したこともあり、不明瞭な点もあ

ったかと存じます。 

 まず、御質問の使途不明金についてでありますが、総額としましては108万5,427円で、その

内訳は売上げの事実がないものが御質問の14万4,000円を含み３件29万2,160円、領収書など使

途を確認できる書類がないものが13件47万9,986円、領収書はあるが、ただし書がなく、購入

内容が不明なものが７件31万3,281円となっており、合計23件108万5,427円となっているもの

でございます。 

 次に、平成27年に厳重注意を行った際になぜ免職にしなかったのかとの点についてでありま

すが、職員の処分に関しましては懲戒審査委員会を経て、地方公務員法第６条に基づき任命権

者が決定をいたします。処分等の重さは、室戸市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、職務

上の義務違反に関しての処分等の区分として矯正措置と懲戒処分があり、量定の軽いほうから

矯正措置の訓告、訓戒、厳重注意、次に懲戒処分の戒告、減給、停職、免職と、行った違反行

為の内容によって段階的に重くなっております。当時決定した厳重注意につきましては、矯正

措置の中で最も重い措置としたものであると受け止めております。 

 次に、その処分に関して当時の議員に諮ったのかという点につきましては、職員の非違行為

に関しての処分に関しましては前段の法律により任命権者が行うことになっており、議会で審

議いただく案件ではありませんですので、御理解をお願いいたします。 

 また、議会への報告という点についてでありますが、これにつきましては報告義務に関する

規定等はありませんが、室戸市職員の懲戒処分に関する指針に基づく公表基準において、懲戒

処分を行った場合には原則として公表することとしておりますので、議会に対しましても懲戒

処分を行った場合には直近の議会において行政報告の中で報告をさせていただいております。

当時の厳重注意に関しましては、前述の公表の対象ではないため、議会への報告はいたしてお

りません。 

 次に、金品を詐取したのではないかという点についてでありますが、本市において行った調

査の際には、その点については本人から明確な回答が得られなかったことにより調査が進まな

かったことから警察に告発し、その調査を委ねたものでありまして、適切な行為であったと考

えております。その結果につきましては不起訴処分となっており、確定した事実といたしまし
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ては虚偽報告と不適切な会計事務により多額の使途不明金を生じさせたということであり、減

給10分の１、12か月の懲戒処分を行ったものであります。 

 次に、体育会の規約と事務所についてであります。 

 室戸市体育会には会則が定められており、事務所につきましては室戸市教育委員会に置くと

明記されております。 

 次に、執行部、特に市長、副市長、教育長の責任についてであります。 

 この件は平成24年度から平成26年度の間に起きた事件であり、平成27年度には措置も行われ

た事例であります。しかしながら、その後新たな別の情報が入ったことにより、市は再調査を

行うとともに、警察に告発するなど解明に努めた結果、今回の処分に至ったものであり、私を

はじめ副市長、教育長の処分は考えておりません。 

 次に、信頼回復への取組につきましてでありますが、前日の議員にも申し上げましたが、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

よる適切な業務遂行、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、業務の見える化や複数名によるチェック体制の構築など、問題や課題に１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、(8)ドクターヘリ運航時間についてであります。 

 議員御案内のとおり、令和元年12月議会において御質問のありましたドクターヘリの運航時

間拡大については、市長として正式な要望書による要望に至っておりません。しかしながら、

運航時間拡大につきましては以前より消防本部担当者が関係機関のドクター等と協議をしてま

いりましたが、県や基地病院、航空会社との調整また早朝の離発着となれば近隣住民への騒音

の配慮など、さらには議員も御指摘のとおり人材確保や予算面といった多くの高いハードルを

クリアする必要があることから、大変難しいとの回答を得ております。しかし、現在の本市に

は救急医療機関がなく、ほとんどが管外搬送となるため、多くの時間を要しており、少しでも

早く質の高い救急医療を受診していただくためにもドクターヘリは欠かすことのできない存在

であることから、さらに関係機関との協議を深めながら、運航時間拡大に向け努力してまいり

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（亀井賢夫君） 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） 竹中真智子議員に、(2)スクールバス運行、給配

食等委託業務について市長答弁を補足させていただきます。 
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 本市のスクールバスの運行につきましては、統廃合となった学校の登校支援として運行をい

たしております。この運行方法は、令和２年８月までは室戸市シルバー人材センターの派遣職

員により、９月からは佐喜浜小学校を除き、大新東株式会社への委託により運行を行っている

ところでございます。この運行方法の変更につきましては、シルバー人材センター事務局へ

は、次年度の事業内容の打合せとして令和元年度内にお伝えをしております。令和２年度に入

り、理事長や理事の方から市長や教育長へ確認やお問合せをいただいたことは数回ございまし

た。その際にも、９月から委託事業での運行ということをお伝えしたところでございます。 

 業務委託の業者選定方法につきましては、プロポーザル方式により選定をいたしておりま

す。令和２年６月12日から７月２日まで室戸市ホームページで公募を行っております。お問合

せの電話はありましたけれども、実際の応募は現在の委託先である大新東株式会社１者であ

り、プレゼンテーションによる書類審査の結果、契約に至ったものでございます。令和２年度

の契約期間は令和２年９月１日から令和３年３月31日までの７か月間、令和３年度につきまし

ては再度プロポーザル方式による選定を行いまして、大新東株式会社と令和３年４月１日から

令和６年３月31日までの３年間の契約を行っ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） 川﨑建設土木課長。 

○建設土木課長（川﨑 州君） 竹中議員に、１の(4)地籍調査についての中の事業の開始年

度、進捗状況及び今後の予定についてお答えします。 

 地籍調査は、国土調査法に基づき、土地登記簿及び登記所の公図を基に土地の所有者、地

番、地目を確認し、境界の位置と面積の測量を行い、精度の高い図面である地籍図と現状に合

った面積や地目などを記載した地籍簿を作成し、土地登記簿や公図の修正を行う事業でありま

す。本市の地籍調査事業につきましては、平成18年度より事業を開始しております。現在、第

７期10か年計画に基づき事業を実施しており、津波浸水区域を優先的に進めているところであ

ります。平成28年度には、それまで１地区での調査でありましたが、調査地区を増やし２地区

で事業を実施することで事業の進捗を図っているところであります。現在の計画では、津波浸

水区域である沿岸部の調査を令和５年度に完了する予定としており、その後沿岸部以外を調査

する予定となっております。また、山間部の地籍調査事業につきましても、平成23年度より芸

東森林組合が実施主体となり、事業を行っているところであります。 

 議員御質問の事業の進捗状況についてでありますが、令和２年度末現在での調査済み面積

は、沿岸部で約6.74平方キロメートル、山間部では約42.53平方キロメートルであり、面積ベ

ースでの進捗率は約20.5％となっています。また、高知県内での進捗順位につきましては、令

和元年度末現在の状況で34市町村のうち28番目であり、県内11市の中では５番目の順位となっ

ております。今後におきましても、引き続き２地区での調査を実施し、沿岸部の早期完了を目

指すとともに山間部での事業の推進に取り組み、市民の財産の保全に努めてまいります。以上

でございます。 
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○議長（亀井賢夫君） 濵田税務課長。 

○税務課長（濵田亮士君） 竹中真智子議員に、(4)地籍調査についてのうち、地籍調査を行

った後の固定資産課税への反映についてお答えをいたします。 

 地籍調査が終了し、法務局での登記が完了しますと、調査地区単位ごとに法務局から税務課

に土地登記済通知書が届きます。それが届きましたら、その面積や地目の情報を固定資産課税

台帳に反映させて、次の年度から新面積により課税をしております。今後におきましても、そ

のようにして、地区単位で順次固定資産税に反映をさせてまいります。なお、現在本市におき

まして、地籍調査後の面積で課税をしている地区は、沿岸部で佐喜浜町、椎名、三津、高岡地

区また山間部では羽根町、吉良川町における地籍調査完了地区となっております。私からは以

上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 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。 

 固定資産税の税率の話をお聞きしましたけれども、これって高い税率にするにはそれなりの

理由があったわけですよね。それが分からないというのであれば、当時の財政状況を明らかに

してください。何か問題をすり替えられているように思います。原因が分からないのに、いつ

までも課税をする、それが大きな地方交付金が入ってき出した年に見直しもできないようであ

れば、これから室戸市は全然この高い税率で行ってしまうようになりますので、当時の財政状

況を明らかにしてください。 

 それから、スクールバスの件ですけれども、シルバーから県外の業者に変わった。そのとき

の募集の仕方っていうのは、ホームページにだけ出したんでしょうか。広報とか、そのほか一

般の市内の業者の目に留まるようなところに、そういうものが公示をされたのでしょうか。 

 話の中にシルバーは事故が多いということで言われていますけれども、どんな事故があった

のかということでシルバーのほうに聞きに参りました。当時は、旧の水高のところの車庫に車

を入れるようにという指示があったようで、大変に狭い車庫で、そこへは車庫入れをするとき

に１人の運転手だけではなく、複数名の人たちが壁際にこする、これも接触事故ですよね、こ

する、この程度の事故です。１件だけ、子供を乗せたときに事故を起こした、その事故という

のは、乗せたところから子供が乗ってきたら、いや、おんちゃん忘れた、何やら忘れたきって

いうことで、車を回転させて元の場所へ戻るときに、その回し場でちょっとこつんと当てた

と。猛スピードを出して走りよって事故を起こしたという事例ではなく、そういったものであ

ります。事故を起こした後は、書類に書いたら事故になるがかも分かりませんけれども、こす

った程度のがぁでは、何のことはないように思います。だって、ここのシルバーの会社へ勤め

よった職員さんが新たに県外の業者が入ってきてやってる、そこに実際就職していますよね。

この職員さんたちは、ここの会社に雇われることによってパートというか、臨時ではなくて本

雇いの職員さんとして雇われています。それは、地元に金が落ちるから大変有り難いことで
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す。 

 でも、令和２年度に実は実際にシルバーが５か月運行して、それから後の９月からの分をこ

の業者がやっております。このやっていたときのどのぐらいお金がかかったのかということを

課のほうで書類をいただいて、それをやった月数で計算をして出してみました。実際には、シ

ルバーは令和２年度に給配食と、それからスクールバス等を運行して2,000万円弱、1,985万円

ほどのお金で５か月間をやっています。令和２年度に県外の業者は７か月やっております。こ

れを12か月に当てはめていきますと3,696万円になります。単純にこれを差引きしますと約

1,700万円余りが県外の業者に高く支払われるということになっています。この1,700万円のお

金は、本市の小学校、中学校の給食費、全員にして計算してみますと半額以上に安くすること

ができる。小学生が１食250円の給食を20日間食べたら、5,000円です、給食費は。でも、これ

を2,000円にすることができるほどに大きな金額です。シルバーを今までと同じにして使うと

いうこと、委託するということができたら、この1,700万円のお金で子供たちの給食費がかな

り助かります。 

 本年度は、実は県外業者が4,325万4,000円でこの事業を受けております。シルバーは佐喜浜

の入木から佐喜浜小学校へ小学生を送り迎えするというのを54万円で受けているんですけれど

も、小学校で計算してみますと、令和２年度と令和３年度で１か月当たり、今年は63万円ほど

この県外業者はお金が上乗せになっております。中学校では１か月当たり36万円余り上乗せ

に、去年から比べるとなっております。これを簡単に計算しますと、1,200万円ほど前年度よ

り委託料金が高くなっております。羽根小学校、中学校へ中川内地区からのスクールバスが今

年運行されていますので、その分のお金がかかるわけですね。ですから、1,200万円くらいの

お金が高くなるということになりますけれども、例えば今までのスクールバスの運行とは別

に、本年度新規のルートになります、この市内のハイヤー業者などに、例えば中川内からは中

学生は乗用車で、小学生は軽の自動車で、中学生が４名で小学生は１名、羽根の小・中学校へ

と送迎をしています。これが市内の地元の例えばハイヤーとかタクシー業界に、中川内分の追

加になってると思われる大方1,200万円のお金をおまんくはやってくれませんか、参加しませ

んかと声をかけたらタクシー屋さんは飛びつくと思います。市にとっては、じゃあどんなメリ

ットがあるかっていうと、まず乗用車も軽の自動車も買う必要がありません。車検も受ける必

要がないです。そんなことを考えたら、車も買わんでもえい、車検も受けるよばん、しかも今

運行しているこのスクールバスは燃料費も全部別個に、この予算とは別に市のほうからお金が

出されています。 

 そんなことを考えたら1,200万円のお金を全額市内の業者へ落としていくということを、も

っとほかの手だてを職員も、それから職員幹部も知恵の出し方、絞り方、あってもよかったの

ではないかと思います。今聞いたら、３年間この契約で運行するみたいですので、何と

1,200万円の金を県外業者に落とせば、聞けば羽根で、この業者さんは泊まり込みでしておら
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れる方もいらっしゃるということでございます。せっかく室戸市民が額に汗して働いたお金を

税金として納めてするんだったら、市内の業者がほかの形で参加ができて、市内へ全部金が落

ちるという仕組みをもう少し慎重に考えていただきたいと思います。 

 それから、すいません、順番が後先になりましたけれども、キラメッセ前の右折レーンの設

置の分で、市長は行動してない、陳情にも行ってない、どこそこすごく行きたがる市長なのに

どうしてなんですか。大事なことやんか。大事なことやんか。市だけでもできんがやき、これ

は行動に表して。前々の市長が何月何日にどんな内容で陳情に来ちょったのか、自分もどんな

内容で来たのか。文書を携えていって陳情するぐらいのことがなかったら。キラメッセの利用

率というのは大変に高いです。もう少し市民に寄り添う形というのがあってしかるべきだと思

います。 

 それから、職員の不祥事の件ですけれども、私にはどうしても腑に落ちない点が２つほどあ

ります。再度お伺いをいたします。 

 高知地検が出した嫌疑不十分で不起訴という判断にどうこうというのではありません。で

も、確認をさせてください。告発をしたからには不祥事が確かにあったんですよね。お金が実

際になくなっているんですよね。お伺いします。 

 警察のほうも情況証拠のみではどうにもできず、物的証拠がなければ、情況証拠だけでは

後々冤罪だと言われかねないということも考えたからでしょう。黒岩副市長も言われておりま

したよね。市役所は司法権などは持ち合わせていないので、警察へ告発をしたと言っておりま

した。告発をしたからには、不祥事は確かにあったんですよね。証拠の情報提供をするべきで

はなかったんですか、警察に。その点お伺いをいたします。 

 副市長は不起訴に向かうから、不起訴に向こうから決めてきたので、自分たちは何ともしよ

うがないと言っておりましたが、情報の提供をすべきではなかったんですか。そりゃあ、資料

も証拠も不十分な取調べの供述調書書類が地検に回れば、担当しました検事も意味不明、不起

訴になるのは目に見えていますよね。この点、詳しく警察のほうから市は説明を聞いたのでし

ょうか、説明を受け取ったのでしょうか、お伺いをします。 

 私は、なぜもっと室戸市の知っている情報の提供がなかったのか、大変不思議です。 

○議長（亀井賢夫君） 竹中議員、あと10分です。 

○２番（竹中真智子君）（続） はい。 

 副市長は本人が黙っていたので分からんかったと言いますが、後々のことを考えて訴追のお

それのある場合は発言を控えたり、不利益なことは言わないということはよくあることではな

いですか。しかし、本人の証言が二転三転しているときは、新聞にも載っていたということも

考えなかったのでしょうか、お伺いします。 

 ２つ目としては、体育会にペナルティーがあるべきだと言いましたけれども、被害者ではあ

るけれども、やるべきことをやってきていない、やるべきことを果たしてこなかったのではな
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いかと思っております。体育会の組織はしっかりしているのですよね。会長、副会長、会計、

理事、監査の人たちが頭を突き合わせて総会を年１回行うのではないんですか。総会の資料に

その年の事業報告、予算、決算なんかの報告があって、次の年度の事業計画や予算、決案、そ

ういった計画案が出されてくると思います、普通はそうですよね。その折に監査報告があっ

て、事務は適正に行われていて、支出も正しくなされている、通帳も正しく記入されているこ

とをこの会の役職に就いている人たちは確認をしたと思うのですが、それを確認したと報告す

るのが普通ですよね、通常ですよね。それは毎年本当に行われていたのでしょうか。もし、そ

れがそのまま通って、総会が終わったならば、うその会、うその資料の作成になりますよね。

体育会も責任の一端はあると思いましたので、この点をお伺いします。 

 事務所を教育委員会に置くとなれば、職員が勝手に行うことができます。さっきの返事では

教育委員会に置いてあったということになりますが、これで行きますと私文書の偽造、同印鑑

の行使になるのではないですか。そうやって分からんようにくすねてというか、しておいて誰

にも気づかれない、なかなかうまくやってるなと私はどうしても職員の計画的なものを感じま

す。今までの不祥事と違って、今回は双方の瑕疵があるとは思いますけれど、どうでしょう

か。 

 それと、この職員は銀行の口座、通帳を管理して持っていた、何件ぐらいそれを持っていた

のでしょうか、お伺いをいたします。 

 それと、ヘリの件ですが、ヘリの件もこれも一般質問をさせていただいたのに、文書でも申

入れがされていない。市長は本当にみんなの要望を、これは大事なものだというときには文書

をこさえて出さないかん担当の課へもせんがですか、そんなことを。これは非常に失望しまし

た。答弁を求めます。以上、２回目終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 健康管理のため15時45分まで休憩いたします。 

            午後３時31分 休憩 

            午後３時45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） 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。 

 大きくは６点の質問をいただいたと受け止めております。 

 １点目からそれぞれ私の答弁をさせてもらいますけれども、補足説明を担当課のほうからさ

せますので、御了承いただきたいと思います。 

 初めに、固定資産税の税率のことで、３月と併せて御質問をいただきました。 

 原因が分からんままで、いつまでも超過課税していくのはどうかという御質問でありますけ

れども、そのことに関しましては３月の議会で調査不十分で十分な答えができていなかったん

ですが、その後新たな課長の中で、幾らかと申しましょうか、少々の状況も背景をつかめてる
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ところがあるようですので、その答弁をさせたいと思います。 

 私のほうとしましては、大体今の1.5％になってる課税額で三千数百万円の税額になるんで

すね。これはそれを標準課税の1.4に戻しますと三千数百万円の市税収が減るということにな

りますと、御案内のように過疎債を使うと１億円の事業やったら3,000万円あると7,000万円地

方税で戻ってくるということで、１億円の事業ができると、ざっくり言えば。そういうこと

は、この数年間の総合した室戸市の事業計画を立ててますので、１億円の事業を一気にやめる

と、来年やめましょうということの非常に難しさもあったりして検討してるということがこの

３月ですので、そういうことも併せながら、１回目の当初に答弁させてもらいましたように、

今後財政計画の見直しの中で検討していきますということは、そういう裏が合わさってるとい

うことを御理解いただきたいなと。詳細については、また課長から答弁をさせます。 

 ２点目のスクールバスについての御指摘でございまして、率直に言って高いということの御

指摘もあろうかと思いますけれども、費用対効果という面のそうした御指摘といわゆるシルバ

ー人材センターと比べて、こういった専門的な業者に頼んだときの差額が出てしまってかなり

高い状況ということに御判断されてる、そういう面は私自身もないかと言うたら少々高いなと

いう思いはありますけれども、一番に私がその状況を聞いたときに、シルバー人材センターさ

んも本当に努力はしてくれてたと思いますけれども、度重なる、いわゆる物損事故であったか

も分かりませんけれど……。 

            （２番竹中真智子君「こすったばぁやか」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） いや、そのこすったばぁということがどれほど大きなことの

事故に発展するかというのは誰にも分かりません。大事なことは子供たちの命を守るというこ

とがありましたので、もっと安心して任せる業者を探そうじゃないかということの指示は私が

させていただいて、このような検討の中で出来上がった事業でありますけれども、今後３年間

ある中で、議員からのそうした御指摘も受けて検討はしていかないかん課題かというふうに今

思っています。 

 それと、３点目のキラメッセの右折レーンの問題に市長が要望に行かんかったのはおかしい

じゃないかということ、それとドクターヘリの問題も要望の私の姿勢ということを尋ねられて

御指摘を受けましたが、これは私自身にとりましては全く私の力量の足らんところであって、

大変申し訳ないなという気持ちが正直なところです。要望に行かないかんというときの状況

で、何をするかっていったら担当職員に要望書をつくらせて日程を決めて要望に出ます。で

も、この両方の問題というのは、それぞれ担当課が関係者と話をして、かなりハードルが高く

て、地元でもっとしっかりとした対策を打たないかんと。例えば、キラメッセの右折レーンで

したら土地の問題は本当に解決できるのかどうかといったような調査もしながら、めどが立っ

て要望に市長を連れていこうというのが職員の姿勢であるように私は思ってますので、そこら

のところも今手を緩めてるわけじゃありませんけれども、今のタイミングの中で、また私自身
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が正式な要望書を持って担当窓口に要望に行けてないということについては時期がどうかと言

われば、力の足りてないところだなということを思いますので、今後さらにそうしたことも併

せて対応を考えていきたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

 それと、４点目の不祥事の問題につきましては、これは御質問のありました具体的なことは

副市長、担当のほうから答弁させますけれども、私自身の職員の不祥事についての思い、ここ

でお話しさせてもらいたいのは、議員からも御指摘のありました例えば室戸体育会で組織がち

ゃんとしてるのか、総会やってるじゃないかということで御指摘がありましたけれども、まさ

しく私も同じそんな思いです。その総会で何をやってきたんですかという思いです。チェック

ができてるような総会になってなかったんじゃないですかということは議員もおっしゃるとお

り、私もそんな反省をして、今後そんなことがあったらいかんじゃないかということで担当の

課にも、担当の室戸市体育会のほうにも、お互い改善をしていくような体制を今回の反省を基

にして改善をしていくと。 

 これは体育会のことだけでなくして、ほかの団体にも庁内の市の職員間の同士でも、小さな

ミスがたくさん起き続けております。そんなことを、なぜつい先日注意したことばっかりのよ

うな小さなミスがまた起こるのかということは、きちっとチェックをせないかんという体制が

僕はできてないんじゃないかと。若い職員が班長に、班長が補佐に、課長にということのチェ

ックをするときに流れていくように決裁をして、副市長、市長まで来てるんじゃないかという

ことの私自身のところまで決裁が来てからに突き戻すようなことが何回かあっております。私

自身が間違ったことを職員が気がつかずにそのまま行ってしまうといったこともあります。そ

んなところのチェックする体制、意識をもっと高めていくことが私は一番大事じゃないかなと

いうことで、不祥事に向けてはこれからももっともっと強化をして頑張って取り組む所存でご

ざいますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 私のほうからの答弁は以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 黒岩副市長。 

○副市長（黒岩道宏君） 竹中議員の職員の不祥事に関する２回目の質問にお答えします。 

 まず、職員が黙秘というか、答えないので、そのまま済ませたというような内容だったと思

うんですけど、そういうことじゃなくて、調査のほうで我々が調査をした結果、職員から明確

な回答が得られなかったので、それをはっきりさすために警察のほうに告発をしたということ

でございます。 

 警察のほうと情報共有につきましては、当然告発するまでにも相談段階で何遍も警察の方と

も話もしておりますし、そのときに先ほどもあったようないろんな話が入ってきてたんですけ

ど、それらのことについても全て警察の方にお伝えをしております。先ほども言いましたが、

告発した後は通帳であるとか領収書であるとか、その他の書類だったりの意見書類一式につい

ては全て警察のほうに提出しておりますし、当時の担当者、上司、前任、後任についても、警
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察のほうで事情聴取を受けておりますので。あと、不起訴になっておることで処分はされてな

いということですが、刑事罰のほうにつきましては当然不起訴ということですので罰はないで

すが、市の職員としての不明金を生じさせたということに対しまして懲戒処分、減給10分の

１、12か月という懲戒処分を科したところであります。以上です。 

            （発言する者あり） 

○議長（亀井賢夫君） 上松財政課長。 

○財政課長（上松富士樹君） 竹中真智子議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 固定資産税率が超過税率になった原因でございますけれども、過去の資料等を確認をいたし

ますと、昭和38年当時ですが、合併後の室戸市は財政状況が逼迫をしておりまして、地方財政

再建促進特別措置法による財政再建団体の準用を受けるに至っております。当時、赤字を解消

するための再建計画を立てまして、昭和39年の３月議会で財政再建計画の変更の議案と室戸市

税条例の一部を改正する条例の議決をいただきまして、昭和39年度に固定資産の税率を1.5％

に改定を行っており、その状況が現在まで至っているところです。まず、それが状況でござい

ます。 

 それで、また現在室戸市のほうといたしましても、財政の健全化に取り組むために本市が計

画年度を令和６年までとして、令和２年４月に作成をしております室戸市財政運営計画という

計画がございます。この計画では、固定資産税を現行の税率1.5で見込みまして、令和６年度

までの収支の見通しを現在立てているところです。税率の改定を行う場合は、こうした既に作

成をしております計画を見直す必要性等も出てきます。なので、この計画なんですけれども、

今後新たな建設事業等を追加するために計画の見直しを予定しているところですので、市長が

最初に答弁いたしましたように、その計画の見直しの中で今後の収支の見通しを考慮しなが

ら、固定資産税率につきましても検討してまいりますので、どうぞ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） 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） 竹中真智子議員の２回目の御質問のスクールバス

について市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、シルバーの事故に関しましては、令和元年度、平成31年度はこちらのほうに事故報告

がありましたものを数えましたら７件ございました。その中で、車庫の中でのものもありまし

たし、教員の車にぶつかったものやカーブミラーにぶつかったものなどもありまして、その中

の１件は朝シルバー人材センターの職員が車庫に行ったときに傷があって、いつ、どこで、誰

が事故を起こしたのかも分からないという事例も１件ございました。それから、こういう事故

が多かったものですので、私の名前で、学校保育課長名で安全運転及び事故報告についての文

書指示もさせていただいてるところです。市長も先ほど申し上げましたように、小さな事故が

いつどんな事故につながるかも分からないということもありまして、委託のほうへと変えさせ
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ていただいたところです。 

 その委託の公募の方法はプロポーザルでやった公募の方法はホームページで公募をかけさせ

てもらったものでございます。 

            （２番竹中真智子君「それだけ」と呼ぶ） 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君）（続） だけです。 

○議長（亀井賢夫君） ３回目。 

            （２番竹中真智子君「何分ありますか」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） ５分。 

            （「もう一件生涯」と呼ぶ者あり） 

○議長（亀井賢夫君） 西岡生涯学習課長。 

○生涯学習課長（西岡佳久君） 竹中真智子議員の２回目の御質問に対しまして市長の答弁を

補足させていただきます。 

 体育会ですが、毎年５月頃に体育会の総会を行っておりまして、その中で前年度の実績報

告、当年度の事業計画書の議案に対しまして、各理事の方々に承認をいただいております。そ

の中で、監事からは通帳、領収書、関係書類との照合をしまして、適正かつ正確であることを

認めますということで監査報告をいただいております。 

 先ほど市長の２回目の御答弁にもありましたが、確認作業が今までやはり十分ではなかった

ということでありますので、今後はチェック体制を強化して取り組む必要があると考えており

ます。もう一つの管理している通帳の件数につきましては、体育会を含め全部で７件でござい

ます。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 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） ３回目、竹中真智子、質問をさせていただきます。 

 税率の話ですけれども、昭和38年に合併をして、その後財政状況が逼迫をしているのでとい

うことが原因ということなんですが、それが今までずっと財政が逼迫したまんまなんですか。

夕張の町のように赤字団体に転落するって言うたときがありましたよね。でも、それからは財

政も持ち直してきてますよね。でも、それなのに、ただの一度も見直しもしない。次々にまた

計画をしていく、市民にもその税率を知らされることがない。これで本当にいいんでしょう

か。もうちょっと考えをしてほしいです。羽根の山の上にできたメガソーラーの償却資産の税

金も０円でということで議会のほうは決定をしてますが、その後地方交付金として、その税額

に当たる75％のお金が市のほうには入ってきてるんですよね、今年から。ですから、ぜひ検討

していただきたいと思います。 

 それと、さっきの職員の不祥事の件ですけれども、補助金が出されて、して、その体育会の

会計を職員がやっていた。その職員から前の市長のときに処罰がそれなりのものが出ていて、

今度新たに発覚をしても、それを超す以上の罰を与えることができないということになってい
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ますが、何か私は目の前でこんなことを言うたらいけませんけれど、おい、おまえもう退職願

書けや、早う首切ったほうがええがと違うかみたいな行動がなされたのではないかというよう

なことが思われます。ただ、私は３月の議会のときに何か事があったら、上は下へ責任を押し

つけて首を取る、そういうやり方はいかんということで質問をした議員です。ただ、今回は確

信犯的な思いがあって、しかもよそへ出したお金を市の職員が手を伸ばして取る、人の懐へ手

を突っ込んでこのお金を気ままにというか不正を働いちゅうがですよね。不正があったから告

発したんですよね。なくなったお金、どうなるんですか。これはさっきも言いましたように、

責任の取り方は三役、その仕方を市民は見てます。 

○議長（亀井賢夫君） あと３分です。 

○２番（竹中真智子君）（続） はい。以上です。答弁を求めます。 

○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） 竹中真智子議員の３回目の質問について答弁をさせていただきま

す。 

 質問は２点になっておりまして、１つは固定資産税について重ねての御質問でございまし

た。 

 39年当時、財政が非常に悪くて超過課税になったんだけれども、その後ずっとそんな状況が

続いてきたのかといった御指摘でございました。その背景はいろいろ推測の域を超えませんけ

れども、高度成長期などもありながら、あるいは遠洋マグロ漁業といったような市の財政が豊

かな時代もあったんじゃないかなというように、推測でありますけれども感じたときに、その

当時の市長をはじめ、市の職員の方々、担当の方々がどう御判断されたかは私には分かるすべ

もありませんけれども、状況としてはそんなこともあったのかも分かりません。かもじゃいけ

ませんけれども、そんなことが推測される状況はありますが、今の現状としましては超過課税

ということでの対応の中で私が市長に就任して２年余りの中の全体的な財政で、そこが財源と

して事業計画を考えておりますので、その全体的な中での調整の見直しを図っていくというこ

とに成らざるを得んということをお答えさせていただきたいと思います。 

            （２番竹中真智子君「期限を切ってください」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） それと、２点目の職員の不祥事のことにつきましては御質問

の内容の捉え方が分からなかったんですが、状況としては１回目の答弁をしたとおりでござい

ますので、御了承を賜りますようによろしくお願いいたします。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって竹中真智子議員の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、明日23日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 
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 どうもお疲れさまでございました。 

            午後４時５分 散会 

 

 


