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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。前田議会事務局次長。 

○議会事務局次長兼班長（前田大志君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況ですが、定数12名全員の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（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。河本竜二議員。 

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

す。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 市長の政治姿勢について。 

 １番、建設工事の総合評価落札方式についてお伺いをいたします。 

 従来の価格競争型の入札では、業務の遂行能力に問題がある業者が低価格で入札をし、工事

の安全性、成果、品質、社会経済に悪影響を及ぼし問題になりました。そうした課題を受け

て、国が価格だけではなく競争参加者に技術の提案やノウハウなどを求め、参加者の能力を審

査、評価をし、その業績と合わせて決定をするという方式でございます。 

 室戸市では、土木工事3,500万円以上、建築工事7,000万円以上の工事を対象に総合評価落札

方式で入札をしています。国や県レベルの大きな工事では、全国、県全般から入札参加があ

り、ダンピングを防ぐためにも総合評価落札方式は大変有効な入札法であるように思います。

しかしながら、室戸市におきましては、固定をされた参加業者等、入札前から落札業者が決定

されているような入札状況になっているように思います。入札の目的は、公平かつ公正に業者

を選び、適正な価格で契約をすることでございます。入札参加業者を限定をせず、公正、平等

に誰でもが入札参加ができる一般競争入札、または不当に安い価格で落札をしたり、工事の手

抜きや下請業者へのしわ寄せ、労働者に対する労働条件の悪化や安全対策の手抜き等、ダンピ

ング等防止のための最低制限価格制度付一般競争入札方式にするべきだと思いますが、財産管

理課長にお聞きをいたします。 

 ２つ目、救急車両の出張所の配備についてお聞きをいたします。 

 室戸市は東西に非常に広く、海岸線より北へも大変深く広がっている自治体であります。市

民の皆さんから救急車両の出動要請があった際、山間部を含め248.2平方キロメートル、約

250平方キロメートルもの広大な範囲を室戸市消防本部１か所から救急出動で対応している状

況になっております。 
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 消防隊、救急隊の職員の方の懸命の救命活動に、私たち市民は感謝の思いしかありません。

そうした中でも、この広大な地形のためどうしても救急車両の到着が遅れてしまう、そういう

ことを歯がゆく思う市民の皆さんの声もございます。きっと出動をされている救急隊員の方が

誰よりも悔しく思っていることとお察しをいたします。 

 高齢化の進んでいる室戸市では、救急車両の出動要請はますます増えていくことが予想され

ます。あと５分、あと10分、救急車両の到着が早ければ救えたかもしれない、そういう事態が

少しでもなくなるよう、救急体制を整備する必要があると思います。 

 消防の整備は、本部をはじめ東は佐喜浜から西は羽根まで、市民の皆さんの命と財産を守る

ため消防分団は各地区10か所に配備をされておりますが、命を救うために一刻も早い対応を要

する救急の拠点が本部の１か所しかございません。消防のように全ての地区に配備をするとい

うことは大変難しいと思いますが、せめて東部と西部に出張所を配備し、本部と合わせて３か

所から救急出動を可能にし、一人でも多くの市民の皆さんを救える体制づくりをするべきだと

思います。どのように考えておられるのか、消防長にお聞きをいたします。 

 ３、公民館への食器乾燥機の整備について。 

 現在、室戸市内の全ての市民館には食器乾燥機が整備をされておりますが、公民館へは設置

をされていない状況でございます。室戸市の市民、住民の皆さんに対して、公共施設を利用す

る際に市民、住民サービスに格差があってはいけないと思います。公民館は災害時や救急時の

避難場所としても使用されます。住民の皆さんに対して、衛生面やコロナ対策で少しでも安心

に利用できるように、行政としてしっかり平等、公平に整備をするべきだと思いますが、生涯

学習課長にお聞きをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。西田財産管理課長。 

○財産管理課長（西田圭司君） 河本議員に、大きな１点目の市長の政治姿勢についての(1)

の建設工事の総合評価落札方式についてお答えします。 

 総合評価落札方式につきましては、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、ダン

ピングの防止、不良、不適格業者の排除をし、価格と品質が総合的に優れた調達が可能とされ

る入札方式であり、四国地方公共工事品質確保推進協議会においてその実施が推進されている

ところであります。そのため、本市では市町村向け簡易型の特別簡易型を実施しております。

評価項目として、地域内の拠点の有無や災害協定締結の有無、41歳未満の技術者等の配置など

を設定し、市内建設業者の持続的な産業活動や雇用促進、災害応急対応活動の確保などを考慮

しているところであります。 

 現状として、本市における総合評価落札方式は、議員御案内のとおり、土木一式工事では

3,500万円以上、建築一式工事では7,000万円以上の工事かつ技術力や社会性、地域貢献を評価

するにふさわしい工事を対象として、制限付一般競争入札及び指名競争入札により実施してお
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ります。そのため、特定建設業許可及び専任技術者の配置が必要な建築一式工事の入札の際に

は、資格を持つ市内業者が４者しかいないため、室戸市契約規則第29条の規定により、市内の

該当業者４者と市外の有資格業者１者を選定し、５者以上になるようにし実施しており、先ほ

ど申し上げた理由により、総合評価落札方式で行っているところです。 

 市といたしましては、市内建設業者の衰退を防ぐためにも、市経済、地域の活性化並びに市

内業者育成及び入札工事の地域性も考慮する必要があることから、特別簡易型の総合評価落札

方式による制限付一般競争入札や指名競争入札による実施は有効ではないかと考えておりま

す。しかしながら、議員の御指摘を踏まえまして、入札前から落札業者が決定されているよう

な入札というような誤解を招くことがないように、国及び県また他市町村の動向も見ながら、

評価項目や評価点などの見直しなどに取り組んでまいります。 

 次に、議員御提案の最低制限価格制度付一般競争入札方式は参加資格を満たしている業者で

あれば誰でも入札でき、幅広く入札参加者を募ることができる反面、小規模な工事については

市外業者の参加が見込まれず、また不誠実な業者が参加することなども懸念されます。 

 現在、指名業者等審査委員会において、１億円以上の建設工事については入札方式を協議

し、３億円以上の土木一式工事や建築一式工事、１億円以上のその他の工事についてはＪＶ方

式による一般競争入札を検討することとしており、最終的に市長が決定することになっている

ことから、例えば現在施工中の診療所のような特殊性のある建築工事では制限付一般競争入札

で行っておりますし、今後想定される庁舎建設のような大規模な建築工事については市外業者

の参加も可能な一般競争入札による実施が必要となると考えておりますので、今後一般競争入

札の実施基準などの見直しに努めてまいります。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 多田消防長。 

○消防長（多田周平君） 河本竜二議員に、大きな１の(2)救急車両の出張所配備についてお

答えいたします。 

 現在、当消防本部の管轄地域は室戸市及び東洋町全域となっており、室戸市に１消防署、東

洋町に１出張所、救急車両につきましては消防署に２台と予備車１台、出張所に１台の体制で

救急業務を行っております。 

 議員御指摘のとおり、当市は東西に長い海岸線を有しており、また管内には救急医療機関が

ないことなどから、十分な救急医療体制とは言えない状況であります。室戸市に限りますと、

過去３年間の救急出動件数は平成30年1,162件、令和元年1,138件、令和２年1,003件などとな

っており、また佐喜浜地区は年間106から112件、羽根地区では年間93から96件と両地区で市全

体の約20％程度で推移しております。 

 出動から現場到着までの平均所要時間については、佐喜浜地区で14、５分、羽根地区では

16、７分となっており、市全体の平均所要時間約10分と比較しますと４から７分ほどの時間を

要しています。 
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 出張所を新設するとなりますと、車庫や倉庫、宿泊施設等の整備が新たに必要となるほか、

１出張所につき６から８名程度の大幅な増員が不可欠となり、現在当消防本部では消防署、出

張所を含め、定数の51名体制で勤務しておりますが、人的な余裕はないため現状での出張所の

新設は難しいと考えます。 

 しかしながら、高齢化も進む中、救急に対する市民のニーズはますます増えていくものと考

えられますので、これからも救急救命士の養成、救急隊員のスキルアップはもとより、出動態

勢をさらに見直し１分でも１秒でも早く到着できるよう、またドクターヘリやドクターカー等

の適切な有効利用により、救命率の向上を目指して努めてまいります。以上でございます。 

○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） 河本議員に、３点目の公民館への食器乾燥機の設置について

お答えをいたします。 

 公民館は社会教育法第20条により、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即

する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的としております。

そうしたことを踏まえ、本市の３つの公民館では公民館事業としてシルバーセミナー、世代間

交流事業、各種講座、教室の開催などを行い、子供から高齢者まで幅広い年代が学習できる場

や機会の提供などに取り組んでおります。また、地域住民の自主的な活動の場として、婦人

会、老人会、クラブ、サークル活動などで多くの個人や団体などに利用していただいておりま

す。 

 議員御案内の食器乾燥機につきましては、市民館では館の事業として給食デイサービスを行

っているため、衛生管理上食中毒等の対策が必要であり、利用者の健康を確保する必要がある

ことから、６館全てで食器乾燥機を設置しています。一方、公民館の場合は地域の婦人会など

の団体の方が自主的な活動として調理室を使用していますが、料理教室などで料理を作る場合

であっても、そこで食事をする人が料理教室の参加者などに限定されることから、生涯学習課

としては食器乾燥機の設置には至っていないところでございます。しかしながら、食品衛生法

に基づき、ノロウイルス等の食中毒対策等は非常に重要であると考えております。また、昨今

の新型コロナウイルス対策も併せて衛生管理の徹底に努める必要が生じております。 

 今後におきましては、各公民館の調理室の利用状況や市民からの要望等を再確認した上で、

議員御提案の食器乾燥機の設置について検討してまいります。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 河本竜二議員の２回目の質問を許可いたします。河本竜二議員。 

○１番（河本竜二君） ２回目の質問をいたします。 

 まず、総合評価方式、基準は自治体によりそれぞれ違い、統一をされた基準というものがな

いように思います。室戸市の評価基準を見ましても、固定をされた業者さん以外には入札参加

が難しいような採点になっているように思います。企業の技術力の評価点が非常に低く、一番
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重要である工事の安全性、成果、品質は本当に大丈夫なのかと思います。総合評価落札方式

は、価格だけではなく、技術提案や工事のノウハウ等の提案を求め、審査、評価をするとなっ

ております。どのような技術提案やノウハウというものが提出をされており、どのように審査

をされているのかお聞きをいたします。また、そういった提案やノウハウといったものがない

のであれば、そもそも総合評価落札方式で入札をする必要があるのか、もう一度財産管理課長

にお聞きをいたします。 

 ２つ目の救急車両出張所の配備についてですが、現在の状況でも隊員の体制がいっぱいいっ

ぱいで対応をしてくれているように思います。本当に頭の下がる思いで感謝をしております。

一方で、やはり市民の皆さんの生命を救うといった一番重要な部署であります。必要な部署に

は十分な職員の配置をしなければならないと思います。高齢化の進む室戸市では、この先ます

ますの救急搬送が予想されます。１つ例を挙げさせてもらいますと、もし佐喜浜町で救急出動

の要請があれば、現在の状況では本部から佐喜浜町まで救急出動をし、そこからまた本部のほ

うに引き返し、室戸市内を通過をし、元地区、吉良川地区、羽根地区を通り抜け、田野病院、

あき病院、医療センター等まで搬送しなければならない状況であります。市民の皆さんの生命

を救うには少し時間がかかり過ぎてしまうように思います。こういったことを少しでも解消す

るためにも、東部と西部に出張所の配備をし、本部と合わせて３か所体制で出動ができるよう

にするべきだと思います。もう一度、消防長にお聞きをいたします。 

 ３つ目、公民館への食器乾燥機の整備について。 

 食器乾燥機の現場の皆さんの声、また利用者の声、地域の皆さんの声は前課長のときより現

課長にかけて約２年５か月くらい前よりこのお話をさせていただいておりますが、市として行

事の回数が市民館に比べて少ない、そういった理由で難しい、そういった返答を数回受けてお

りますが、これは回数の問題ではありません。市民館でも公民館でも、地域住民の方は同じよ

うな活動、いろいろな行事をしております。そうした中で、市民館では配備をされているもの

が公民館では配備をされていない。公共施設利用に当たり、格差があってはならないと思いま

す。行政として、同じように配備をしなくてはならないと思います。まして、公民館を利用さ

れる方は、市民館とは違い使用料を支払って公民館を利用しております。 

 そうした中で、新型コロナ関連での地域創生臨時交付金が令和２年度第１次補正予算で１兆

円、第２次補正予算で２兆円、第３次補正予算で１兆5,000億円と３回も地方創生臨時交付金

がありました。この予算はコロナ対応の取組の関連であれば自由に使うことができるというま

たとない交付金で、各自治体の方は知恵を絞り、国に対し要望、申請をしていると聞いており

ます。といいますのも、食器洗い乾燥機ですが、コロナに絡めていえば、アルコール70％以上

また次亜塩素酸水、界面活性剤また高温多湿70度以上で一定期間殺菌をすればコロナウイルス

は消滅をする、または弱毒化をするという、そういうふうに言われております。そういったこ

とがございますので、この交付金の申請はできたはずだと思いますが、申請をされているので
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しょうか。申請をせず、この交付金、100％国のお金でできることができなくなっているのな

ら、現場の声や利用者の声、このことに関しての要望の声はこれから先どのように応えていく

ことができるのか、もう一度お聞きをいたします。 

 以上で２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。西田財産管理課長。 

○財産管理課長（西田圭司君） 河本議員の２回目の質問にお答えします。 

 議員御指摘の技術提案、ノウハウ等につきましては、総合評価落札方式の中に企業評価型、

施工計画型、議員御案内の技術提案型等がございます。しかしながら、本市で採用しておりま

すのは、先ほども申し上げましたように、特別簡易型という型でありまして、技術提案、ノウ

ハウ等の提案はございません。技術力の評価につきましては、過去の施工実績で評価するとい

うことで、この特別簡易型というのは、市町村等における技術的な工夫の余地が小さい一般的

で小規模な工事を対象に、企業の施工実績や工事成績などから当該工事を行う建設業者の技術

的能力を評価するということになっております。技術提案、ノウハウがなければというところ

でございますが、当市が行っている総合評価方式の中では、一番はやはり、先ほども申し上げ

ましたように、市経済、地域の活性化並びに市内業者の育成また税収の増、雇用促進、業者の

技術力向上につながるものと考えております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 多田消防長。 

○消防長（多田周平君） 河本議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 本市の立地条件により、佐喜浜、羽根地区につきましては救急車到着までの時間がかかるこ

とは承知しておりますが、県内郡部の消防本部の救急車現場到着所要時間と比較いたしまして

もほぼ同様であることから、本市の救急車到着までが特に時間がかかっているということはご

ざいません。水火災等の活動がメインとなります消防団員におきましては特別な資格は必要と

しませんが、救急活動を行う救急隊員は資格も必要となってまいります。また、先ほども申し

ましたように、常駐の救急隊を配備するためには１か所につき６から８名の増員が必要とな

り、さらに２か所ということになればその倍ということになります。人員的に見まして難しい

と考えますが、またドクターヘリやドクターカー等の適切な有効利用により、現状の中のベス

トな選択をいたしまして、救命率の向上に努めてまいります。以上でございます。 

○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） 河本議員の２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、地方創生臨時交付金に今回の食器乾燥機の分を申請をしているかということですが、

現在のところ申請はしておりません。今後につきましては、先ほども申し上げましたように、

室戸岬、吉良川、羽根、各３つの公民館の地域の方の要望等を再確認した上で、食器乾燥機の

設置について検討してまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 河本竜二議員の３回目の質問を許可いたします。河本竜二議員。 
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○１番（河本竜二君） ３回目の質問をさせていただきます。 

 今、室戸市の総合評価方式評価基準というもの見ておりますが、これを見てみますと、下請

の実績等は加味もされませんし、過去10年間とかそういう実績があることないことであります

ので、常に同じ業者さんで回っている状態であれば他の業者さんが上に上がってくるという体

制ではないように思います。 

 そこで、市民の皆さんや建設業者さんの方も室戸市の総合評価落札方式には疑問を持ってい

る方が多数おられます。やはり、一般競争入札または低価格を設定した一般競争入札に変えて

いくべきだと私は思いますけれども、どのように思われるか、どのように感じられておられる

のか、今度は市長にお伺いをいたします。 

 ２つ目の救急車両の件でございます。 

 有資格者また隊員の配備は非常に厳しいということでございますけれども、必要なところに

は必要な隊員を配備をする、また時間的なこともございますが、その佐喜浜の件で言わせてい

ただきますと、消防本部から佐喜浜に行くのに15分、それから戻って羽根を通過するのに約

50分ぐらいかかると思います。それから、まだ西の方へ行くというたらかなりの、何時間とい

う時間がかかりますので、市民の皆さんの生命を救うためには救急車両の早い対応を求める声

が大勢の方からおられますので、どのように思われるか、これも市長にお伺いをいたします。 

 公民館の食器乾燥機についてですが、市民館の件で言わせてもらいますと、全部が要請した

わけではなく全部の館に設置をしているように聞いております。公民館にいたしましても、要

望のあるところ、もうこれは２年前からですけれども、そこへまずというお話をさせていただ

きましたが、３つ同時にというお答えでしたのでどうして３つ同時にする必要があるのかとい

うことと、これから先ウイズコロナとして共存をしていかなくてはいけない中、ウイルスを高

温で殺菌可能な食器洗い乾燥機または消毒保管庫、そういうふうに課長からお聞きいたしまし

たけれども、そういったものを公民館へ設置をするというのは大変意義のあることと思います

ので設置をしていただく、衛生面でもそうです。先ほど、料理をしたものを料理をした人が食

べているということを言っておりましたが、そうではなく作ったものを市民の皆さんに販売を

したりもしておりますので、そういったことも考えていただきたいと思います。公共施設の利

用者、住民サービスは、市民館であれ公民館であれどこであれ平等でなくてはならないと思い

ますので、どのように感じられるか、思われるか、これも市長にお伺いをいたしまして、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。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 河本議員の３回目の質問にお答えをさせていただきます。 

 まず１点目に、総合評価落札方式についての御質問でございますが、この御質問につきまし

ては、私も市長に就任する以前から、河本議員の御指摘のとおりたくさんの市民からそうした

不満や改正に向けた意見や御要望を受けておりまして、私が市長に就任できたら改定にメスを
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入れなければならない課題であるという認識でこの２年間余り取り組んでまいりました。 

 それで、いろんな対応がありますけれども、一般競争入札ということで大きく門を開いてし

まいますと、やはり地元企業の育成という全般的な中では、他地域からたくさんの企業が入っ

てくるということで心配等もあります。それで、問題はもう御案内のとおりですけど、一般競

争入札か指名競争入札かということになりますけれども、問題は総合評価落札の方式のやり方

をどうするかということが非常に大事ではないかなというふうに捉えておりまして、これ河本

議員も御案内のとおりですけれども、現在室戸市で取り組んでおります施工実績の点数の在り

方なんですが、10年間で３件以上ある企業に20点という満点をつけております。２件の企業に

は10点、10年間でその事業をやったっていうのは10点、１件の企業には５点、やれてない企業

は０点という、20、10、５、０という較差をもって評価の一番大きな点数に向かわれてるとい

うことで、総合的な評価がされるようになっておりますけれども。実は、県のほうはもう既に

平成31年度からこれが過去１件と０件ということで、やったかやらんかということで20点をつ

けるか０点にするかという総合的な評価の仕方で点数を区分されるようになっております。つ

きましては、そうした県のやり方も検討して、ぜひ調整をしながら、御指摘のとおりのもっと

市民から見ても公平であるような制度のあり方というのの見直しを今検討させているところで

ございますので、いましばらくお時間頂戴しますようによろしくお願いしたいと思います。 

 ２点目の救急車の配備ということについて、佐喜浜のことを例に取り上げていただきまし

て、人の命に関わること、最も重要なことで、職員が足らんのであればこういった重要なとこ

ろには職員配置をしてでも対応すべきではないかといった御質問に受け取りました。その気持

ちは十二分に私も同じ気持ちでありますけれども、今の現状の対策としてどういったことがで

きるのかといったことは消防長、前段答弁したような実態がございます。 

 もっと具体的に申しますと、例えば羽根と佐喜浜を例に挙げていただきましたけれども、羽

根は室戸から救急車が出たときに、羽根のほうで行って救急車両に乗せてさらに西にある高度

医療の病院に行くという、いわゆる病院に近づく場所にありますけれども、佐喜浜は佐喜浜ま

で迎えに行って帰ってくるという往復の時間はハンディが大きいじゃないかという御指摘のと

おりでございまして、何か対策が要るなという思いは私も持っておりますけれども、今の体制

の中で佐喜浜に救急車を配備をした体制を持つというのは大変ハードルが高いということの認

識から、ヘリポートの充実、あるいはまた今言ったドクターカーなどの強化みたいなことを調

整をしながら、より安全で市民の命が守れる体制強化に今は強力に取り組んでいくということ

の答弁にとどめさせていただきたいと思います。 

 ３点目でございます。 

 公民館におけます食器乾燥機の問題、前にも御提案もいただきまして内部でも検討させてい

ただいたところでありまして、需要の多いところからでもまず設置させるべきではないかとい

ったこと、それとせっかくこのたびコロナ交付金という活用のできる資金も来てるのに、どう
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して活用しないのかといった御指摘であろうかと思います。その御指摘は真摯に受け止めさせ

ていただきたいと思います。内部で協議している内容は、できたら公民館に配置をするのであ

れば、市民館のように羽根、吉良川、岬、そして佐喜浜の生活改善センターもいわゆる食器と

いうこのコロナウイルスのような感染症がまん延する危険を伴うといった新たな社会に突入し

ちゅう現状で、やっぱり必要不可欠な整備ではないかなというふうに私は思っておりますの

で、そうした地域の需要の声も伺いながら、早期に対応できるように検討させていただきたい

と思います。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって河本竜二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９月第５回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表して一般質問を行います。 

 １、市長の政治姿勢について。 

 (1)新型コロナウイルスのワクチン接種についてお聞きをいたします。 

 高知県は令和３年９月７日付で新型コロナウイルスの感染者が3,822人となり、都道府県別

人口対比の感染ランキングでは上位のほうであります。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う

まん延防止等重点措置が適用されて、県内全域に不要不急の外出自粛要請が出され、感染者の

増加に歯止めがかからず大変危機的な状況だとして県民に広く協力を呼びかけております。県

内の新型コロナウイルスの累計感染者数が3,000人を超えて、デルタ株の影響で若年層や市中

感染が急拡大し、ワクチン接種の効果も見られるが第５波の収束は見通せないと言われており

ます。室戸市では昨日も２人の感染者が出ており、しかしながら室戸市では幸いにして新型コ

ロナウイルスの感染者が少なく、手洗いの励行や３密を避けてマスクを着用して、市民の皆様

方の努力のたまものであるというふうに考えております。新型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が最大の予防薬であると言われており、高知県も感

染力の強いインド由来のデルタ株による第５波で感染拡大が大きく心配をされております。 

 まず最初に、室戸市でのこれまでの感染状況についてお聞きをいたします。 

 また、室戸市はワクチン接種の年齢は何歳以上からになるのか、また室戸市民全体の２回目

のワクチン接種完了は何月を予定をされているのか、市民全体では何割程度の接種率になるの

か、接種後の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、症状が起きた人

がいたとしたら何名いたのか、その症状の内容はどうであったのかお聞きをいたします。 

 (2)室戸市のぐるりんバスついてお聞きをいたします。 

 今、室戸市は65歳以上の高齢化率が約51％と非常に高く、高齢者の方々は車の免許証の自主

返納など、交通の足が徐々に奪われております。特に、高齢者夫婦の家庭や一人暮らしの方々

が多くなってきたと言われており、通院や買物などいろいろなことで日常の生活に不便が生じ

てきているとお聞きをいたしております。東部交通のバスは１時間から１時間半に１本ぐらい
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の運行で、土曜日、日曜日はバスの便数が減っており、佐喜浜や羽根やまた各地域の奥地から

の買物や病院の診察など通院の足の確保が大変であると言われております。安芸市には安芸元

気バスが５台、田野町はたのくるバス、北川村は北川村バス、東洋町は福祉バスが運行されて

おり、大月町ではスクールバスに高齢者も混合乗車ができる仕組みが整備をされております。 

 植田市長は平成30年３月議会と令和元年９月議会の小椋議員の一般質問で、平成31年度より

地域公共交通会議を立ち上げて、高齢者を中心とした住民の移動手段の充実に向けて室戸市独

自の交通体系の充実に取り組んでいくとされておりますが、新しい診療所の開設にも合わせ

て、一日も早い室戸市独自の交通網整備計画と運行開始予定年月日はいつになるのかお聞きを

いたします。 

 (3)学校再編計画についてお聞きをいたします。 

 ①羽根小学校の高台移転についてお聞きをいたします。 

 「大切な命を守るために」と書かれていた中学１年生の作文では、「南海トラフ巨大地震は

私が死ぬまでには必ず起きると言われている海溝型地震である。つまり、津波が来るのだ。海

に近い地域ほど津波が到達する時間が早く、被害も大きいと言われている。私の叔母は羽根の

海に近い地域で住んでいて、目の前に海が見える羽根小学校に勤めている。小学校の入学式や

卒業式のＢＧＭ、バックグラウンドミュージックは波の音だそうです」と書かれております。 

 私の３月議会の一般質問で教育委員会の百田教育長は、現在アンケートの回収が終わり集計

中であり、保護者の意見やアンケートの結果、津波浸水区域外への学校の移転と学校規模や学

級規模、児童・生徒数が減少した場合の学校の統廃合など、アンケート結果をもって協議を進

めていくと答弁をされております。 

 羽根小学校の高台移転については、室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置等検討委員会

においてどのような協議が行われて、どのような結果が出され、羽根小学校の移転計画はいつ

頃になるのかお聞きをいたします。 

 ②室戸中学校の移転計画についてお聞きをいたします。 

 室戸中学校も海岸に近く、目の前がすぐ海であり、南海トラフ巨大地震の津波が大きく心配

をされており、室戸中学校のグラウンドの高さが海抜5.8メートル、校舎の４階の屋上の高さ

が17.5メートルで、津波の浸水深は７メートルから８メートルとなっており、校舎は新しいの

で地震に対する耐震性はできておりますが、波の強さでずれ動く耐浪性がなく危険であり、津

波の避難場所からも除外をされております。現在佐喜浜中学校の生徒は14人、室戸中学校は

122人、吉良川中学校は19人、羽根中学校は40人で、室戸市内の中学生の合計数は195人となっ

ており、室戸中学校や佐喜浜中学校、吉良川中学校など３校は浸水区域内であり、室戸中学校

の津波の浸水深が７メートルから８メートルとなっておりますので、室戸中学校も浸水区域外

へ移転をして、各４中学校の生徒数も少ないことから４中学校の統合も視野に、また室戸高校

の生徒数も少ないことから中高連携教育に取り組んでいく計画はないかお聞きをいたします。 
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 (4)観光産業の振興についてお聞きをいたします。 

 今、室戸市内ではガソリンスタンドが大きく減少をしております。そんな中で、多くの車が

電気自動車やハイブリッド車になっておりますが、電気自動車の充電所が室戸市内では少な

く、公にはキラメッセ室戸が１か所と民間では３か所しかありません。新型コロナウイルスの

感染が沈静化をして経済の活性化が復活をすると、観光産業の観光客も従来どおり元に戻り、

広く車の往来が見込まれると思います。 

 そこで、日本八景の室戸岬や室戸市内のいろいろな施設、室戸世界ジオパークセンターやド

ルフィンセンター、椎名の廃校水族館等々、多くの観光施設や、特に室戸市内でも入館者が多

い椎名の廃校水族館は館内を見学をしている間に観光客の車に充電ができる電気の充電施設が

設置できないかお聞きをいたします。 

 (5)安芸土木事務所室戸事務所の予算額についてお聞きをいたします。 

 室戸土木事務所が安芸土木事務所室戸事務所に格下げになったのが平成18年度でありますの

で、もう14年が経過をし、室戸土木事務所の全盛期には年間予算額も40億円から50億円の予算

がつけられておりましたが、最近の室戸事務所の年間予算額は約15億円程度まで落ち込み、予

算の削減により今後の室戸事務所の存続が危惧をされております。 

 平成18年頃の高知県議会で橋本知事が県下の土木事務所の整理案を議会に提出したとき、県

会議員であった植田市長はそれに賛成をしたのか、反対をしたのかお聞きをいたします。 

 また、室戸警察署が室戸市消防署の前に移転をする予定となっており、また特別養護老人ホ

ーム丸山長寿園が二級河川室津川西側の県道沿いに移転を計画するなど、大型の公共施設が順

次移転を計画をいたしております。 

 一般県道202号線の椎名室戸線は室戸岬を回る国道55号に代わる新たなメイン道路となって

くるので、この一般県道202号線は県道では高知県内の何番目ぐらいの車両通行数があるのか

教えていただきたいと思います。 

 現在の三津坂トンネルが狭く、大型車の通行には支障を来しており、室戸市民の有志から室

戸高校前から新たな三津坂バイパスと三津坂トンネルの建設が要求をされておりますので、取

組姿勢についてお聞きをいたします。 

 また、高知県が管理をする一般県道368号線佐喜浜吉良川線の改良工事も急がれておりま

す。数多くの二級河川の改修工事や維持管理、大きな港湾が２港、佐喜浜港や室津港、そして

漁港が５港、７つの大きな港の施設の充実や室戸市内約50キロにも及ぶ海岸線の維持管理

等々、数多くの県営工事の改修事業の基盤整備が遅れており、高知県室戸事務所の予算の減額

により、市民に直結をする地域経済の活性化も大きく衰退をしております。室戸土木事務所が

安芸土木事務所室戸事務所に格下げになっておりますので、建設業界の事業の確保や地域経済

の活性化や産業の振興、室戸市と東洋町の基盤整備に対して、今後室戸事務所の予算の増額の

確保には室戸市にとって大きなメリットがあるのではないかと考えております。今後、室戸事



－39－ 

務所の予算の増額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)道の駅キラメッセ室戸の土地についてお聞きをいたします。 

 道の駅キラメッセ室戸にはレストランや鯨館、便所や楽市、そして大型のバスが駐車できる

西側の駐車場の建設など、いろいろな施設が平成６年から平成８年にかけて建設をされており

ます。特に、大型のバスが駐車できる西側の駐車場は平成27年に後から追加をして建設をされ

たものです。道の駅キラメッセ室戸の土地は室戸市吉良川町丙字エボシゴウヤ890の11番地、

81平方メートルはレストランで地目は山林であります。次に、南コウボ890の12番地、515平方

メートルは鯨館で地目は山林であります。次に、字南コウボ890の13番地、414平方メートルは

便所で地目は保安林であります。次に、字南コウボ890の１番地、1,203平方メートルは楽市と

楽市の裏の駐車場で地目は保安林であります。最後に、字南コウボ890の14番地、357平方メー

トルは一番西側の後から駐車場が建設された駐車場で、これも地目は保安林となっており、レ

ストラン及び鯨館の土地は一応保安林指定解除となっておりますが、トイレや楽市、西側の駐

車場は未解決であり、保安林が解除されないままいろいろな施設が建設をされております。 

 また、レストランの敷地81平方メートルや鯨館、その他の土地についても国か県の土地が大

半大きく無番地で入っていると思われ、昭和59年から平成３年頃にかけて高知県が施工した黒

耳海岸防災林造成工事のために築造された海岸堤で、その防災林を造成するための工事であっ

て、商業施設建設のためではなく、海岸堤の内側には大きく土地が造成され、土地の面積が台

帳面積から大きく増大している部分が多くあり、その土地の面積を更正をして現状に合致をし

た面積に地積更正をするか、それとも防災林地帯として整備をする必要があるのではないかと

思うが、今後どのように取り組んでいくのかお聞きをいたします。 

 保安林は国や県では森林の中で暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林を保

安林に指定をし、伐採を制限したり適切に手を加えるなど、維持管理ができるように行政上の

管理が行われております。森林法に規定をされている保安林は17種類あり、道の駅キラメッセ

室戸が指定をされている保安林は、津波や高潮の勢いを弱め住宅などへの被害を防ぎ、また海

岸からの塩分を含んだ風を弱め、田畑への被害を防ぐ重要な潮害防備保安林となっており、保

安林の解除には背後地の所有者等の承諾書も必要になってきます。 

 保安林には指定と解除があり、保安林の指定では国または県知事が公益的に機能の発揮が特

に必要な森林を指定をするとあります。保安林の解除では、①保安林の指定の理由が消滅した

とき、②保安林の指定目的に優先する公益上の理由により解除の必要が生じたときとあり、今

回の件では②の保安林の指定目的に優先をする公益上の利用により解除の必要が生じたときが

妥当と考えられますが、商業施設の運営の利益と保安林維持の利益とどちらが優先をされるの

か教えていただきたいと思います。 

 保安林の解除ができていないまま平成６年度の施設の建設から約二十七、八年が経過をする

現在まで、重要な潮害防備保安林である保安林の解除ができてなく、どうして道の駅キラメッ
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セ室戸の多くの施設が建設をされてきたのかお聞きをいたします。 

 また、私の調査では十分でありませんので、現在も保安林が解除されていない敷地の地番と

面積、施設名、そして筆数を教えていただきたいと思います。保安林が解除されないまま多く

の施設が建設をされると森林法第何条に違反をするのか、罰則規定はどのようになっているの

か教えていただきたいと思います。保安林が解除されなく、保安林のままいろいろな施設が建

設をされているのは違法行為であり、室戸市の大きな行政責任であると思いますが、これらの

ことについて、室戸市の責任と今後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。 

 これで第１回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30分まで休憩をいたします。 

            午前11時14分 休憩 

            午前11時30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。 

 まず、(2)室戸市くるりんバスについてであります。 

 まず、１点目の地域公共交通計画についてでありますが、議員御案内のとおり、少子・高齢

化が進む本市の各地域においては、買物や通院などの日常生活における移動手段の確保に困窮

している方々の増加が顕著に表れており、山間部を中心とした公共交通空白地区の解消が長年

の課題となっております。 

 そのため、令和元年度に学識経験者や住民代表者、交通事業者及び行政職員等を委員とする

室戸市地域公共交通会議を発足し、地域住民の生活維持に必要な移動手段の確保に向けて具体

的な検討を行い、令和２年度末に室戸市地域公共交通計画を策定いたしました。この室戸市地

域公共交通計画では、山間部を中心とした公共交通空白地区に乗り合い輸送によるコミュニテ

ィーバス路線の運行を実施し、本市の基幹道路である国道55号及び県道椎名室戸線で運行され

ている路線バスに接続することであらゆる場所への移動が可能となり、公共交通が各地域での

生活を維持するための重要な移動手段として機能することを目標としております。 

 新たに運行を開始する路線数は全部で10路線となり、各路線１週間に１日、曜日を限定して

の運行となります。各路線の運行日には買物や通院などのお出かけに御利用いただけるよう、

１日に約５往復の運行を行います。また、市外へのお出かけにも対応できるよう、路線バスと

の乗り継ぎを考慮したダイヤ接続を行ってまいります。 

 次に、２点目の運行開始の予定日についてでありますが、室戸市地域公共交通計画に基づ

き、令和３年11月からの実証運行に向け、現在運行に必要な車両の購入業務を実施いたしてお

ります。また、車両の運行業務につきましては、交通事業者に委託し実施するため、現在公募
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型プロポーザル方式により募集を行っているところであります。 

 今後におきましては、令和３年この11月からの実証運行期間中に新しい診療所が開設される

見込みですので、関係者と協議の上、運行ルートへの組入れなど、運行ルートや運行ダイヤの

見直しを適宜実施することで、令和４年10月からの本格運行に向けて利用者の利便性の向上を

図ってまいります。 

 いずれにしましても、市民の方々が住み慣れた場所での生活を安心して続けられるよう、ま

ちづくりと一体となった公共交通ネットワークの構築に努めるとともに、持続可能な地域公共

交通網を形成してまいります。 

 次に、(5)安芸土木事務所室戸事務所の予算額についてであります。 

 高知県では平成17年度に高知県行政改革プランを作成いたしました。これは、当時国の地方

財政制度改革により地方交付税が大幅に削減され、高知県の財政が危機的状況に陥ったことか

ら、県民に対する責任ある行政財政運営を行うため、５か年で集中的に行政改革に取り組む方

針と目標を定めたものであります。その改革プランにある簡素で効率的な行政基盤の確立の一

環として、職員数の削減、部局や本庁課室の再編や出先機関のスリム化が図られました。土木

部の出先機関である土木事務所におきましても、平成18年４月より従来の12事務所を６事務

所、６出張所に再編をされたものです。この再編により、室戸土木事務所は安芸土木事務所室

戸事務所となり、総務、用地、管理部門など、一部の業務が安芸土木事務所に集約されており

ます。 

 議員御質問の１点目、当時県議会議員であった私が土木事務所の再編案について賛成したの

か反対したのかという質問でありますが、当時市の経済的な影響が大き過ぎると考えを持って

おりましたことから強く反対をしておりましたが、県の全体的な再編への取組に要望はかなわ

ず、せめて安芸土木事務所の出張所といった名前ではなく、規模の見直しもできる限り縮小す

ることなく室戸事務所の名前を残してもらえるよう要望したと記憶をしております。 

 次に、２点目の一般県道202号椎名室戸線についてであります。 

 まず、椎名室戸線の車両通行数につきましては、高知県が平成27年11月に調査された結果に

よりますと、調査時点で供用されております県内の一般県道140路線のうち、椎名室戸線は

23番目に交通量の多い路線となっております。 

 また、椎名室戸線を通る三津坂トンネルの改良につきましては、東西の物流や人流、また国

道55号のバイパス道路としても重要な路線であることから、本市としましても改良の必要があ

ると強く認識しており、高知県に対しこの10年間で４度の要望を行っております。内容としま

しては、トンネルの改良をはじめ室戸高校前からのルートなど複数案要望しておりますが、当

該路線が全線一次改築済みであることや県内にまだ未整備区間の県道が残っていること、また

費用対効果の面などから、現在のところ事業化が困難であるとの回答をいただいているところ

であります。しかしながら、南海トラフ地震時の広域防災拠点である室戸広域公園への避難道



－42－ 

路としての位置づけや津波被害時には国道55号のバイパスとしても重要な役割を担う路線でも

あることから、その要望の内容にも工夫を凝らし、引き続き要望を行うなど事業化に向けて取

り組んでまいります。 

 次に、３点目の室戸事務所の予算増額の確保に向けての取組についてであります。 

 まず、高知県土木全体の予算につきましては、当初予算ベースとなりますが、平成９年度を

ピークに、平成21年度ではピーク時の約28％まで減少し、令和３年度はピーク時の約40％とな

っております。 

 現在、室戸事務所の管轄である県道をはじめ、二級河川、海岸、広域公園などに係る公共事

業は市民生活において欠かすことのできない事業であります。議員御案内のとおり、こういっ

た公共施設の整備を充実させることが建設業界はもとより地域経済を活性化させるものであり

ますので、今後におきましても市民が安全・安心に暮らせるまちづくりのための要望を行うこ

とが重要であり、ひいては室戸事務所の予算額確保につながると考えております。よって、今

後より一層強化して取り組んでまいります。 

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

願いいたします。 

○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） 小椋議員の１の(1)新型コロナウイルスのワクチン接種につ

いてお答えします。 

 まず、１点目の室戸市でのこれまでの感染状況についてですが、県が行う感染者の公表が本

年８月25日からより強い注意喚起を目的に、それまで福祉保健所管内別に公表していた形から

市町村別の人数を公表する形に見直しされました。この８月25日以降、県が公表した本市の感

染者数は、昨日９月12日時点で９名となっているところでございます。また、８月24日以前の

本市に関係する感染者の状況としましては、市や他機関が公表している範囲に限って申します

と、令和２年12月に室戸警察署署員１名と市消防職員２名が、また令和３年７月に中学校教職

員１名の感染が確認されているところでございます。 

 次に、２点目のワクチン接種の年齢は何歳以上からになるのかについてですが、12歳以上の

方が対象となります。 

 次に、３点目の市民全体の２回目のワクチン接種完了は何月を予定しているのか、何割程度

の接種率になるのかについてですが、ワクチン接種につきましては９月末には一定めどがつく

見込みとなっており、接種率につきましては現時点の接種状況等から８割を想定しているとこ

ろでございます。なお、10月以降もこれまで何らかの理由で接種をされていない方や新たに

12歳になられる方などへの対応、また現在国のほうで検討されています３回目の接種への準備

も必要となってくると考えております。 

 次に、４点目の接種後の激しい副作用の症状が起きた人はいないのか、症状が起きた人は何
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名か、症状の内容はどうであったのかについてでございますが、まず副反応があった場合の対

応として、予防接種法では副反応疑いの報告の仕組みが設けられており、副反応と疑われる場

合に診察を行った医療機関が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告を行い、その調査結

果について厚生労働省の審議会で評価を行い、必要な措置を取ることとなっております。本市

においては、４月の接種開始以降、この仕組みによる重篤な副反応の報告はなされていないと

ころでございます。 

 なお、軽い副反応疑い報告として個別接種で１件事例があり、症状は呼吸が浅く速くなるも

ので、健康観察後に症状が回復されているものでございます。また、市が把握しております集

団接種会場で体調不良を訴えられた事例につきましては６件あり、症状としましては胸のむか

つき、顔のあたりがふわっとする、全身の熱感、喉の違和感及び吐き気、手のしびれ等があり

ましたが、いずれの方も健康観察後に症状は回復されているものでございます。 

○議長（亀井賢夫君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 小椋議員に、(3)学校再編計画についての①羽根小学校の高台移転

についてお答えいたします。 

 羽根小学校の高台移転につきましては、室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置等検討委

員会の中で検討を行っております。検討委員会は、現在２回開催しており、第１回目の会議で

は、津波浸水区域の学校は高台移転をしてもらいたい、統合は必要という御意見がある一方、

小規模校を希望する家庭もあるのではないかという御意見もありました。第２回目の会議は、

子供たちにとってよい環境を考えると、統廃合もやむを得ないが、学年の低い子供たちの統廃

合は慎重にするべき、統廃合の必要性は高いといった御意見がありました。 

 保護者へのアンケート結果につきましては、小規模となっても地域に学校を残してほしいと

いう意見が約３割、統合はやむを得ない、統合すべきが約６割という結果でございました。適

正規模・適正配置の検討は、子供たちの教育条件をよりよいものにするということを前提に行

われるべきでありますので、学校環境の整備が十分に図られなければなりません。現在の受益

者の児童・生徒の保護者、将来の受益者となる就学前の保護者の声を重視しつつ、会議での意

見をまとめ、教育委員会や総合教育会議での議論を行うとともに、地域の御意見をお伺いする

こととしております。そして、室戸市全体の適正規模・適正配置の方向性を今年度中に決定す

ることとしており、その中で羽根小学校の高台移転についても併せて一定の方向を示していき

たいと考えています。 

 ②の室戸中学校の移転計画につきましても、羽根小学校同様に室戸市全体での計画で考えて

いくことになります。中学校は、防災面の課題に加えて、学級数や教職員数が少なくなること

による教育課題が顕著に見られております。例えば、同じ集団で生活する時間が長いため、人

間関係が固定されやすく、コミュニケーション力が育ちにくくなる、切磋琢磨する機会が少な

くなる、部活動の種類が少なくなるなどの課題があります。室戸中学校の移転を機会に、市内
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４中学校を統合することにより、一定規模の生徒の集団を確保するとともに、教職員を経験年

数や専門性などについてバランスよく配置することは教育課題の解決につながると考えていま

す。また、そのことにより、中高連携教育の推進も図られるのではないかと考えております。

羽根小学校同様に、室戸中学校の移転につきましても、今年度中に方向性を示したいと考えて

おります。 

 今後とも、室戸市の未来を担う子供たちの教育環境をどのようにすることが一番よいか、地

域の皆様方の御意見をいただきながら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） 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） 小椋議員の１の(4)観光産業の振興についてお答

えいたします。 

 現在、国においては2050年カーボンニュートラル宣言により、革新的なイノベーションの推

進、エネルギー施策の推進、グリーン成長戦略などの取組を推進する中で、遅くとも2030年代

半ばまでに乗用車新車販売で電動車100％を実現できるよう包括的な措置を講じるとされてお

ります。また、高知県におきましても、平成25年７月に、地球温暖化対策の一つとして次世代

自動車の普及促進を図るため、高知県次世代自動車充電インフラ整備ビジョンを策定しており

ます。同ビジョンの中では、電欠することなく県内全域を走行できるようにする、県民や観光

客の利便性を考慮し、道の駅及び集客数の多い観光施設等に充電器を設置することなどが方針

として示され、本市における充電器設置想定数としましては、道の駅やガソリンスタンドなど

の経由地充電を３基、観光施設や商業施設等の目的地充電を10基設置することを目標とされて

おります。 

 一方で、整備に要する費用や維持管理に要する費用といたしましては、観光施設等の目的地

充電で求められる普通充電器の整備費用が約100万円で、補助金といたしまして、経済産業省

からの補助金を基金として一般社団法人次世代自動車振興センターが交付しているクリーンエ

ネルギー自動車導入促進補助金２分の１の制度があります。また、維持管理費用といたしまし

ては、電気料金が必要となります。キラメッセ室戸の食遊駐車場にある急速充電設備の例であ

りますが、年間電気料金は約12万円となっております。 

 充電設備の整備に当たりましては、イニシャルコストやランニングコストなど一定の費用が

必要となりますが、議員御指摘のように、観光振興につながる取組であることや国・県の施策

としてＣＯ２削減に取り組む必要があることなどから、設置場所の選定や管理方法等の検討を

進め、取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（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） 小椋議員に、１の(6)道の駅キラメッ

セ室戸の土地についてお答えします。 

 最初に、地積更正及び保安林解除前の施設建設についてでありますが、キラメッセ室戸につ
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きましては、地域活性化の拠点施設とすることとして平成６年に室戸市活性化センター建設区

域について、公益上の必要が生じるものとして、現在キラメッセ室戸食遊から加工場が立地し

ている箇所までの保安林解除の申請を行い、保安林の解除が確定しています。しかしながら、

平成25年度に現在の西側駐車場を拡幅するための保安林解除に向けて協議を行った際に、解除

区域であると思われていた室戸市吉良川町丙890－12の区域の一部が吉良川町丙890－13及び

890－１であることが判明しました。そのため、計画していた駐車場拡幅箇所である吉良川町

丙890－14と合わせて、丙890－１及び890－13について保安林の解除申請を平成26年に行い、

保安林の解除予定を高知県が告示しております。吉良川町丙840－14については、平成27年の

駐車場拡張工事着手までに保安林解除の確定まで至らなかったため、県より保安林内作業許可

及び保安林内立木伐採届を申請し、受理の上、着工しております。また、地積の更正につきま

しては、令和５年度に計画されている国土調査に合わせて行いたいと考えています。 

 次に、解除されていない地番及び面積等についてでありますが、令和３年８月６日付で保安

林の解除の告示がなされており、全て該当する地番については解除済みであります。また、違

反の場合の罰則規定についてでありますが、森林法第260条第３号では、３年以下の懲役また

は300万円以下の罰金となっておりますが、先ほどもお答えしておりますが、解除前に作業許

可及び伐採届を申請し、受理していただいた上で着工していることから、この規定には該当し

ないものと認識しております。 

 最後になりますが、室戸市の責任と今後の対応についてであります。 

 議員御指摘の誤りなどがないように、各種計画の実施に当たっては、より慎重な取組を行う

とともに、事務事業についてはスピード感を持っ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） 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 

○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。 

 まず、(1)番の新型コロナウイルスのワクチン接種について、先ほどの答弁では市町村別に

８月25日から感染者を発表するということで、９月12日付で９名の感染者が出ているという話

であったと思います。それで、12歳以上の者に接種して、９月末をめどに接種の完了をすると

いうことで、室戸市内の接種率は約８割であるというふうな答弁があったわけですが、それで

今回９月12日付で９名の感染者が出ているということを含めて、今後どのような感染予防対策

を考えられて取り組んでいくのかということをもう一度お聞きをしたいと思います。 

 それから、(2)番の室戸ぐるりんバスについてでありますけれども、先ほどの市長の答弁で
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は、市内約10路線を検討していて、それで１週間に１便で１日に５往復するというふうな答弁

があったと思います。それで、令和３年11月から実証実験を行うという話やったと思います

が、１週間に１便というようなことやったら、全く少ないと思うわけよね。例えば、買物に行

っても１週間分の買物をしてこないかんとかということになると思うわけよ。せめて１週間に

何ぼ少のうても２便は増便をして回しちゃらんと、奥地から出てくるのに、１週間分を全部買

うていけと言うてもなかなかそうはいかん、それと病院も１週間に１回だけではなく、最低で

も１週間に２便はないと、どうしてもその日の便に乗れんような人も出てくると思うし、その

付近をもう一度検討して、何ぼ少のうても１週間に２便ぐらいは検討してやる必要があるので

はないか、このように考えておりますので、もう一度答弁をお願いをいたしたいと思います。 

 それから、(3)の学校再編対策について、先ほどの百田教育長の答弁では、羽根小学校の高

台移転について、学校の適正規模を検討した上で今年中に高台の移転も決めるという答弁やっ

たと思います。そういうことで、羽根小学校の高台移転については早急に取り組んでやっても

らいたいと。 

 それから、②の室戸中学校の移転計画について、これも今年中には決めて、中高連携教育に

取り組んでいくというふうな答弁やったと思いますが、室戸中学校も一番浸水区域の真っただ

中にあるわけですね、浸水深が約７メーターから８メーターという。どうしても浸水区域外に

移転をした上で４中学校の統合も検討していく、そして中高連携教育に取り組んでいく、こう

いうことについてもう一度答弁をお願いをしたいと思います。 

 それから、観光産業の振興について、今後３基から10基の充電箇所の設置に取り組んでいく

という話やったですけんど、これらは何年ぐらいをめどに、実質何基ぐらいを設置をするの

か、もう一度答弁をお願いをしたいと思います。 

 それから、(5)番の安芸土木事務所室戸事務所の予算額について、先ほどの市長の答弁で

は、一般県道202号線の椎名室戸線、この路線は高知県下で県道が140路線ある中で23番目の利

用率があるという答弁やったと思います。これは非常に大きいと思うわけよ。県下140路線と

いうたら、高知市内でも相当県道があるわけよ。その中で椎名室戸線が23番目ぐらいに位置づ

けされるほど交通量が多いということは、今後もますます、室戸の警察が消防署の前にくる、

それからまた丸山長寿園らもこっちへ移転をしてくる、こうやって公共の大型施設がどんどん

この中央地域に移転をしてくるということになると、ますますこの県道の利用率が増えてくる

というふうに私は考えております。 

 それで、現在の三津坂のトンネル、これ延長が約392メートル、そして三津坂のトンネルの

東側、三津寄り、この三津寄りの97メートルはトンネルの内部をコンクリートで覆っておりま

す。その残りの295メートル、約４分の３が、これはコンクリートではなく地山の掘削、それ

にモルタルを吹きつけただけのトンネルであって、これはこんなものトンネルと言わんでよ

と、隧道やないかというふうな意見もあるわけよ。今後ますます一般県道202号線が交通量が
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増えてくるということになると、トンネルの内部構造にも非常に問題がある。そしてまた、あ

そこのトンネルは、幅も狭ければ高さも低い、それで大型車の交通の行き違いにも非常に支障

を来していて、大型車同士があそこで行き交うと、どっちかが行きであうまで片方で待っちゅ

う、縁へ寄って、そういう状況が今あるわけですよね。ぜひとも、現在の三津坂トンネルに代

わる新しい三津坂バイパスと新しい三津坂のトンネルの建設に取り組んでもらいたいというふ

うに思うわけです。これらのことについて、実質、市長、どういうふうな体制でこの三津坂の

新ルートの建設に取り組んでいくのかということをもう一度明確に答弁をお願いをしたいと思

います。 

 それから、室戸事務所の年間予算がどんどん減っていきゆう中で、本当に建設業者も困っち

ゅうわけですわ。事業の建設業者自体の受注がほとんどない。そしてまた、室戸市内には県が

管理をする主要二級河川、これらも非常に多いわけですわ。それらの維持管理も全然まだでき

てないところが精いっぱいあるわけ。そうなってくると、事業の予算化がだんだん減ってくる

ことによって、地域経済のそういった回転も回っていかんなる。そして、河川の維持管理なん

かが全然できていってないところが精いっぱいあるわけよ。河川掘削してもらわないかんとこ

ろが絶対あるし。そういうことについて予算を増額してもらうことが、この室戸市の地域経済

の活性化にも大きくつながっていくのじゃないかというふうに考えておりますので、このこと

についてもう一度答弁をお願いをいたします。 

 それから、道の駅キラメッセ室戸のこの土地のことについてでありますけれども、先ほど課

長の答弁では、使用許可をもろうちゅうということやけんど、実質まだ保安林として残っちゅ

う土地が何筆もあるわけよ。南コウボ、丙の890－11、890－12、この２筆については、平成６

年11月11日に保安林が解除されちゅうわけ。この解除の理由は、公共施設用地として解除され

ちゅう。あとの残り、890－１、890－13、14、この３筆については、保安林台帳にもかっちり

保安林として残っちゅうわけよ。先ほどの課長の答弁では、使用許可をもろうちゅうき全く使

いようと、こういうことやけんど、保安林として残っちゅうものを使用許可だけでどうして使

えれるか、私はこれを非常に不思議に思うちゅうわけよ。この使用許可というのは、実際いつ

下りちゅうのか、許可が。 

 それと、使用許可が下りたと言うけんど、保安林の森林法の第34条では、保安林における制

限、こういうものがあってよ、保安林を使用したらいかんということになっちゅうわけよ。森

林法の第34条、保安林における制限では、保安林においては、政令で定めるところにより、都

道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならないと、こうなっちゅうがですよ。

また、この第２項では、保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、竹を伐採

し、立木を伐採し、家畜を放牧し、下草、落葉もしくは落枝を採取し、または土石もしくは樹

根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為をしてはならないと、こうなっちゅうわけよ

ね、保安林やと。監督処分ということの中では、都道府県知事は第34条、先ほどの第34条の第
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１項の規定に違反した者、もしくは同項の許可に付した第６項の条件に違反して立木を伐採し

た者、またはそれを偽り、不正な手段により同条第１項の許可を受けて……。 

○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。立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、または当

該伐採跡地につき期間、方法及び種別を定めて、造林に必要な行為を命じることができると、

こうなっちゅうわけよ。全くおかしいと思うわけ。実際、その使用許可がいつ下りたのかとい

うことをもう一度お聞きをしたいと思います。 

 これで第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回目の質問にお答えをいたします。 

 大きくは７点の質問をいただきましたが、直接私に関係をしております３点の質問に答えさ

せていただきまして、以下担当課長から補足答弁をさせますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 まず１点目は、２番目としてぐるりんバスのことに関係しての御質問でございまして、10路

線ですが、週に１回というのは便が少なくないかと。ついては、週に２回ぐらいは最低走らせ

ないと、ショッピングにしても病院などにしても不自由じゃないかという御提案も兼ねての御

質問でございました。 

 そのことに対しましての答弁ですけれども、まず今の段階では、ひとまず皆さんの、いわゆ

る室戸市地域公共交通会議という中で皆さんが意見交換をしながら、地域の声も拾いながら、

まとめていただいた計画に基づいて試行運転をしてみようということがこの11月からの計画に

なっております。室戸市地域公共交通会議におけるまとめの中で、第１回目の答弁をさせてい

ただきましたような、週に１日ですけれども、大体５往復ぐらいをしていくということの試行

運転をして、各地域の方々からの様々な意見が出てくるということもあろうかと思いますの

で、その中で見直しをかけていくという今の計画でございまして、ただいま小椋議員からいた

だきましたような御意見も、推測ですけれども出てくるんじゃないのかなという状況の中で今

後見直しをして、来年度の10月の本格運転に向けて調整をしていくというスケジュールを考え

ておりますので、今の時点では御理解をいただきたいというふうに思います。 

 それと、２点目の安芸土木事務所に関係する予算のこと、それと三津坂トンネルの改修のこ

とについての御意見でございました。 

 トンネルに関しましては、私も県議の時代に、何度となく県会議員として地元の方と一緒に

県のほうに改修、改良の整備に取り組ませていただきました。10年余り間がありますけれど

も、その間前市長が県のほうにも御要望もいただいているということでございまして、その過

程の中で、ひとまず県下の中のいわゆる県道のトンネルの状態の数、それと利用状況等々で、

すぐ改良に事業化するというのが難しいといったような答えに今なっているという現状のよう
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でございます。１度目の答弁のときに、そうしたからと言われて、ここで足をとどめるのでは

なくして、もっと要望内容にも工夫を凝らして何がしかの取組をもって県のほうに要望を重ね

ていて、事業化が図れるように取り組むという姿勢でございますが、今小椋議員からも御意見

を頂戴しましたように、トンネル内部の構造の問題、非常に大事ではないかなというふうに受

け止めました。それと、交通量の問題等も、御指摘のとおり、私もますます利用量は増えてく

るのではないかということが推測をされますので、そうした今の現状に合わせて今後の室戸市

のまちづくりといった全体の中、それと南海地震といったような防災の観点、もっと声を大き

くしながら県に向けて強力に要望活動ができるような体制を整えて、事業化に向けた取組が一

日でも早く見通せるように頑張っていきたいと考えております。 

 それと３つ目ですけれども、これは６点目の質問としていただきましたが、これが室戸土木

事務所の予算ということについての御質問でございました。 

 御指摘のとおりでございまして、室戸事務所の予算、事業費が厚くなればなるほど室戸の市

内のいわゆる環境整備が改善されていくということは１度目の答弁でも申し上げたとおりでご

ざいます。２回目の御指摘がありましたように、河川だとか道路などの管理費も不十分で、地

域からもいろいろ御要望も受けながら、受けたたびに何とかしてもらいたいと、県道の草刈り

をしてもらいたいとか、河川のアシをのけてもらいたいとか、土砂をのけてもらいたいとかと

いった要望を受けております。そのたびに要望して、できるときもありますけれども、予算が

足りなくて待たすこともあります。そんなような状況と併せて、海岸、港湾、道路のいわゆる

今後もっと整備のきちっとした対応のできるような予算の上乗せをしていただけるよう、それ

ぞれの課題となるところを詳細にまとめながら県のほうには要望を重ねていきたいと考えてい

るところでございます。 

 私のほうからの答弁は以上でございますが、あと担当課長のほうからそれぞれ答弁をさせま

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） 小椋議員の御質問にお答えいたします。 

 １の(1)の新型コロナウイルス感染症の関係で、今後どのような感染予防対策を行うかとい

うところでございますが、これまでどおり、国の示すマスクの着用とか３密の回避等、基本的

な感染症対策は継続して行っていく必要があると考えております。 

 それと、ワクチン接種というのがこの感染予防対策では大きな鍵を握っていると考えており

ます。希望される方へのワクチン接種については、それにはしっかり対応をしていきたいとい

うふうに考えております。一定、９月末にはワクチン接種のめどが立つ見込みとしております

けれども、10月以降についても、これまでに接種を終えられてない方とか、あと新たに12歳に

なられる方への対応も必要となってきますし、今国のほうで検討されております３回目の接種

についてもしっかり対応できる体制をつくっていきたいと考えておりますので、今後も医療機
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関またボランティアの方々と連携して、ワクチン接種についてはしっかり対応していきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（亀井賢夫君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 小椋議員の２回目の質問にお答えいたします。 

 現在、室戸市内の小学生は352名おりますが、５年後には289名、中学校は現在195名おりま

すが、５年後の令和８年度には155名、大体90名から100名の児童・生徒の減少が見込まれてお

ります。保育所及び学校適正規模・適正配置検討委員会で保護者のアンケート結果、今後の児

童・生徒数の推移あるいは地震による津波の水位等を参考にして御検討していただいておりま

す。この資料とか検討の内容は、現在教育委員会のホームページに載せてございますので、ま

た見ていただきたいと思いますが、室戸中、羽根小を含めました全体的な高台移転は必ず行う

必要があるかと考えております。現在、室戸市内で津波の心配がない学校というのは、吉良川

小学校と羽根中学校だけでございます。 

 それで、御提案の市内４中学校を室戸中学校の高台移転時に統合して１校にしたらどうかと

いう御提案でございますが、この方法は現在市内の学校で見られております教育課題の解決に

つながる大変有効な方法だと考えております。ただ、３つの中学校がなくなるというところも

ございますので、この案も含めまして、どのような形がこれからの子供たちの教育にとって一

番有効か、あるいは命を守る点でどのようにすべきかを今年度中に検討していきたいと思って

おります。特に、今御指摘のあった２校に吉良川中学校も５メートル以上の浸水も考えられて

おりますので、その点も含めて具体的な方向を様々な関係の方、保護者の御意見を聞いて決定

していきたいと思っております。 

○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） 小椋議員の２回目の御質問の(4)観光産業の振興

についてお答えします。 

 何基の整備に取り組んでいくのかとの御質問であったと思いますが、１回目の答弁でもお答

えしたとおり、国の施策や県のビジョンで示されてはおりますが、観光施設等への整備は十分

に進んでおりません。また、県の次世代自動車充電インフラ整備ビジョンに基づくような補助

金は現在のところないというふうにも聞いておりますので、現状では整備に活用できる補助金

としましては、先ほど御答弁しましたクリーンエネルギー自動車導入促進補助金のみとなって

おります。 

 議員さん御指摘のように、観光の振興につながることではありますが、ランニングコストも

必要でありますので、こういった特定財源の確保に加えて設置箇所や管理方法等を含めて検討

を進めていき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） 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） 作業許可は、平成27年１月27日より保
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安林内作業許可決定通知書及び保安林内立木伐採が受理されております。以上です。 

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

○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。 

 先ほどの(6)番、道の駅キラメッセ室戸の土地について、もう一度お聞きをしたいと思いま

す。 

 先ほどの課長の話では、作業許可をいただいたのが平成27年１月27日であると、こういう答

弁があったわけですが、これは非常におかしいと思うわけよ。そしたら、あの施設の建設自体

は平成６年から建設が始まっちゅうわけですわ。切り図上のことやきよう分からんけんど、レ

ストランのところと、それから鯨館に相当する部分の890－11、12、これらは平成６年11月

11日に保安林の解除ができちゅうわけよ。そうすると、先ほどの作業許可をもろうたのが平成

27年１月27日やと、こういうことで、この空白の約20年ぐらいの間は無断で使用しよったと、

こういうことになるがやないですか。保安林の解除もなしに、作業許可もなしに無断で使いよ

ったと、こういうことになるがやないですか。そりゃあ、作業許可をもろうたき、今使うても

かまんと、しかし平成６年11月に２筆は解除になっちゅうわけ、保安林が。しかし、あとの残

りは保安林のまま残っちゅうわけ。保安林台帳にかっちりうとうちゅうがやきん。安芸の林業

事務所の保安林台帳の中には、２筆は解除がされちゅうけんど、あとは全部保安林ですよとい

うことで保安林台帳にかっちりうたわれちゅうがやきん。そうすると、この間の約20年間とい

うものは無断で使用しよったと、こんなことがあってたまるかということになるがやないです

か。これらのことについて、今後どうするのか。 

 それから、無断で使用しよったということになってくると、地方自治法の第２条にうたわれ

ちゅうわけよ。地方自治法の第２条では第16項で、地方公共団体は、法令に違反してその事務

を処理してはならないと。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事

務を処理してはならないと、こうなっちゅうわけですわ。17項では、前項の規定に違反をして

行った地方公共団体の行為は、これを無効とすると、こうなっちゅうがですよ。実際、平成６

年から27年までは、してはならない行為をそのまま続けてやってきちゅうと、こういうことと

違いますか。これらについて、この地方自治法の第２条16項、17項に相当する部分をどのよう

に今後対応していくのか、これについてもう一度答弁をお願いをいたします。 

 それから、先ほど市長から答弁がありましたけんど、安芸土木事務所室戸事務所の予算額の

件で、これは人の話による話ですけんど、植田市長が県会議員の当時に、室戸高校前から新し

いルートが、三津坂のルートが示されたときに、今の植田市長が県会議員当時に……。 

○議長（亀井賢夫君） 小椋議員、あと５分です。 

○５番（小椋利廣君）（続） はい。新しいルートの建設に反対をしたというふうにも言われ

ております。これは室戸岬周りの国道のほうが優先するんじゃないかというふうな話もあった

りして、三津坂の新しい新ルートの建設ルートには反対したのではないかというふうにも人の
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話では言われておりますが、これらの件についてももう一度明確に答弁をお願いをいたしたい

と思います。 

 これで３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３回目の質問にお答えをさせていただきます。 

 ２点の質問でしたが、私のほうからは三津坂トンネルに関係してのことを答弁させていただ

きたいと思います。 

 三津坂トンネル３ルートが示されたときに、当時の県議の私が反対をしたという話があるが

という御指摘でしたが、３ルート構想をまとめさせたのは逆に私でございます。これは、橋本

知事に私が地元の県議として何度も要望して、何とか方向路線を具体的にしていただきたいと

いう要望をして路線を示させました。そういうことで、どの路線をするかというのはそれから

の協議で詰めることができませんでしたけれども、三津坂トンネルを改良するということで反

対をするという姿勢は全くありません。それよりも推進をして、何とか一日でも早くトンネル

の改良をしたいというて一生懸命取り組んできたのが当時県会議員の植田壯一郎です。 

 １つ問題があって、反対をしたのではないかということの物事について、今思う一つは、実

は県の中でも、国のほうからも、室戸岬を回る55号、国道を県道にして三津坂トンネルを越す

県道を国道にするといったことに地元の協力がもらえたら、国に整備ができる見通しも立つの

で、早期に整備ができるのではないかといった御意見もその当時協議をされておりました。そ

のことについて、いわゆる室戸から室戸岬を回る東西の沿岸の住民の方々に御意見も聞きまし

たけれども、国道を県道に下げるということについてはまた町が寂れるのではないかというこ

とから賛成をいただけなくて、県道三津坂トンネルの改良、県道としてどうしても整備を急が

なければならんということで取り組んだのが当時のことであったと記憶をしている次第でござ

います。以上でございます。 

○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） 小椋議員にお答えします。 

 森林法違反という指摘につきましては、高知県に対し室戸市活性化センター建設区域につい

て保安林解除申請を平成６年に行って、平成６年11月11日付高知県告示により保安林の解除を

しています。そのときに解除された区域に関し、室戸市吉良川町丙890－12として解除した区

域の一部が890－13及び丙890－１であることが判明したために、森林法第27条第１項の保安林

解除申請を行い、平成６年６月１日付保安林解除申請における建設区域と地番を正確なものと

したところであります。また、丙890－14につきましては、駐車場の拡張を目的として平成

26年２月13日付で保安林の解除申請を行ったものであります。平成26年３月11日付で保安林の

解除の予告をされております。 

            （５番小椋利廣君「平成６年11月11日に解除されたのは２筆だけじ



－53－ 

ゃき」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） 11と12が解除されておりまして

……。 

            （５番小椋利廣君「あとの３筆については解除されてない、そのま

ま保安林として現在も残っちゅうがやき」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） それでです……。 

            （５番小椋利廣君「その分はさっきの課長の話では、平成27年１月

27日に作業許可をもろうちゅうと。この空白の時間よ、平成６年か

ら27年までの。これは無断使用をしてきちゅうがやないかという

話」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） 小椋議員にお答えします。 

 平成６年11月11日付で解除いただいたのが890－11と12である。その12であるエリアの中

に、890－13と１が……。 

            （５番小椋利廣君「890－11いうたら、面積は81平米しかないが

で」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） 地積更正……。 

            （５番小椋利廣君「890－12は515平米しかないがで」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） 面積につきましては……。 

            （「勝手にやり取りしたらいかん」と呼ぶ者あり） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） すいません。 

            （５番小椋利廣君「これらについても詳しい答弁をもらわな困る」

と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） 小椋議員、静かにしてください。答弁しゆうき。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） 建設区域について解除申請を

し、解除が確定しました。そのときに890－11と12で、12のところに890－１と13があることが

判明したために、今回平成26年に解除申請をして予告をいただいているところです。890-14に

つきましては、新たなところとして駐車場の拡張を目的として作業許可をいただいておりま

す。というのが、平成26年に解除予告までいったんですけれども、解除の確定の告示までいっ

てなかったので、まだ確定してないところを新たなところをというので、890－14について使

用許可というか作業許可をいただいてやっているところでございます。 

            （５番小椋利廣君「平成６年11月11日に解除されてから27年までの

空白の日時はどうなったかということ」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） それで、最初に室戸市活性化セ

ンター建設区域の中に890－11と12として解除いただいてたんですけれども、12のエリアの中
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に13と１が含まれちょったというので、そこを地番を正確なものとするところで保安林の解除

申請をしております。今はもう確定しております。 

            （５番小椋利廣君「そうやないがよな。残っちゅう３筆については

空白の日時があるやか。それがどうなのかということ」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） その質問を……。 

            （発言する者あり） 

○議長（亀井賢夫君） 一応終わっちゅうき、１回聞いて、答弁漏れがあるかどうかを、今話

してください。 

            （５番小椋利廣君「答弁漏れよ」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） 西村産業振興課長。 

            （５番小椋利廣君「保安林のまま無断使用してきちゅうがやないか

というがよ、20年間にわたり」と呼ぶ） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君） 平成６年11月11日付、おっしゃるよう

に11と12を解除確定をもらっております。平成26年の駐車場拡張工事に合わせて調べたとき

に、12として解除した区域の一部が890－13と１であるというところが分かりました。という

のが、最初の平成６年11月11日付のエリアといいますか、図面上施設のあるところを解除する

というのがついてまして、そこまでが890－12と11で解除されているものであるという認識の

もと、今回平成26年に整備するときに12として解除されちょった一部が13と１も入ってたでよ

ということが判明したために、もう一個の14のほうは、それまでに解除されちゅうというとこ

ろではなかったので、新たな作業許可をいただいたところでございます。 

            （５番小椋利廣君「そうやないがよ。残る３筆について、平成11年

から27年までの間、作業許可をもらうまでの間のこの期間が無断使

用してきたがやないかと聞きゆうわけよ」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） 意見調整のため、10分間休憩いたします。 

            午後１時43分 休憩 

            午後１時51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。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） 平成６年に解除いただいたときに、解

除の区域として12と11を解除していただきました。続きまして、駐車場を新たに増設するとき

に、そこに接している地番について調べたところ、12とエリアとして解除していただいた中に

13と１があることが判明し、県と協議の結果、平成26年の保安林解除の申請の中に含めて申請

して、現在解除済みであるというところとなっております。 

            （発言する者あり） 
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○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） 空白の期間といいますか、その

エリアで解除しておって、新たに分かったときに、そのエリアを解除しちゅう中にここがあっ

たき、ここが新たに890－14を解除するときに入れたらいいというようなことで協議して、今

現在解除となっております。 

            （発言する者あり） 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君）（続） エリアの中でというところで

す。以上です。 

○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、町田又一議員の質問を許可いたします。町田又一議員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。令和３年第５回室戸市議会定例会において一般質問を行

います。 

 １、市長の政治姿勢についてお伺いをします。 

 (1)新型コロナウイルスの感染拡大が及ぼす室戸への影響についてお尋ねをします。 

 新型コロナウイルス感染拡大が世界中で猛威を振るっております。そして、日本において

も、北は北海道から南は沖縄まで、新型コロナウイルスに完全に包まれており、人の行動に対

していろいろな規制が課せられております。それに伴い、当市でも旅行業に関する業種、飲食

業等に大きく影響が出ており、それと天候不順も相まって、野菜の一部に高騰しているものも

あり、市民生活に影響が出ております。 

 これに伴い、コロナ禍の中でますます国民の中で富める人と貧困にあえぐ人との間に格差が

大きく目立ってきているとのことであります。この格差をなくす努力をするのは、政治の役目

だと考えます。政府は、新型コロナウイルスのワクチン接種が進展する11月頃をめどに、緊急

事態宣言が発令されている地域でも行動制限を緩和する案があるようです。高知県でもまん延

防止等重点措置が昨日の９月12日に解除されました。室戸市での予防接種は、職員や医療関係

者やボランティア等のすばらしい連携で順調に進んでいるとのこと、市民の一人として大変う

れしく思っております。予防接種に携わってくれている皆様に感謝を申し上げます。市長に

は、予防接種に携わってくれているスタッフやボランティアに対し、思うところがあろうと思

います。その思いについてお伺いをします。 

 また、市民の希望する予防接種が一通り終わるのはいつ頃になるのか、お尋ねをします。 

 コロナの感染者の低年齢化が広がっていますが、市としては低年齢者に対しての取組に万全

であるのか、お聞かせをください。 

 新型コロナウイルス感染を受けて、本年度に行った感染症対策費は今までどのくらい使った

のか、今後どのくらいの予算額を見積もっているのか、お伺いをします。また、このコロナ禍

において、本市の損失額はコロナ禍前と現時点とを比較すると幾らぐらいの金額を予測してい

るのか、産業別に以下のことについてお伺いをします。農業、漁業、宿泊業、飲食業、製造
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業、建設業、木炭業、建築業等市の税収についてお願いをします。 

 現在は、コロナウイルス感染対策が前面に出ていますが、年々起きる確率が高くなっている

南海地震への準備や災害対策にも万全を期した対応策を取らなくてはなりません。コロナ禍

で、公共土木費が細るようなことがあれば、いざ大地震というときに困るのは市民です。市内

の土木業者がこれ以上減少しないよう配慮することも大事であると考えます。担当課の取組に

ついてお伺いをします。 

 (2)ふるさと納税についてお尋ねをします。 

 ふるさと納税の制度は、菅総理が当時総務大臣をしていたときに、田舎から都会へ多くの人

材が集まり、その働きによって都会が潤い、発展をしている。その反面、田舎は人口が減り、

衰退をしている。そのギャップを少しでもなくそうとしてふるさと納税制度の仕組みをつく

り、現在に至っているのが実情でございます。 

 その菅総理が９月いっぱいで退陣をするとのことです。そして、自民党総裁選が９月17日告

示、29日に投開票が行われ、新しく総裁ができるようです。ふるさと納税のおかげで、室戸市

のような財源に乏しい自治体では、大きな助け船となっているのが事実であります。ふるさと

納税の制度や仕組みは、何度となく見直しをされ、現在に至っております。私が心配するの

は、生みの親である菅総理が退陣される、その後任の総理が田舎に理解のある方であることを

望むばかりです。また、11月には衆議院議員選挙が行われる予定であるとのことです。人口の

多いところは議員の数が増え、その逆に人口の少ない田舎では議員の数が減ります。都会生ま

れの議員さんに田舎で暮らす我々国民の気持ちが分かるのか、いささか不安でたまりません。

都会のもうけた税収をふるさと納税という形で田舎へ取られるのは大反対だという声が大きく

ならないよう心から願っているのが今の私の本音です。この私の考え方に対し、植田市長はど

う思われるのか、お伺いをします。 

 次に、令和３年度のふるさと納税額の目標額についてと目標額の今現在何％に達しているの

か、お伺いをします。 

 各自治体では、あの手この手で、少しでもふるさと納税額をアップしようと日夜努力をして

おります。当市でも、担当課の職員の頑張りはもちろんのこと、ふるさと納税に参加している

生産者の方もいろいろ知恵を絞り、売上アップに努力をされていると存じます。今年度は、令

和２年度に比べて当市のふるさと納税に参加申込みをされている人数の推移はどうなのか、お

伺いをします。 

 ふるさと納税品は、農産物や海産物はいろいろあると思うのですが、畜産物である肉類が少

ないのが気になるのですが、畜産農家は育っておりますか、お聞きをします。 

 また、令和３年度、特に力を入れている商品があれば教えてください。 

 ふるさと納税は室戸市の税収のエースと言っても過言ではありません。ふるさと納税の担当

職員、そして補佐をされているスタッフの皆さんのさらなる頑張りに心よりエールを送りたい
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と存じます。担当課長に、今後ふるさと納税にどう取り組まれるのか、お伺いをします。 

 ２、教育についてお伺いをします。 

 (1)スクールバスの有効活用についてお尋ねをします。 

 少子化のため、市内の小・中学校では統廃合が進み、平日は生徒の通学の足としてスクール

バスが朝夕活躍をしています。しかし、昼間は動きを止めているのではないかと思います。教

育長は、スクールバスの有効活用についてよいアイデアをお持ちではないかと存じます。この

際、教育長の温めているアイデアについてお尋ねをいたします。 

 (2)小・中学校の統合と高台移転についてお伺いをします。 

 羽根小学校も室戸中学校も耐震工事は行っていますが、南海地震の際に生じる津波には耐え

ることが難しいとのことであります。市長や教育長にとって頭の大変痛いことだと存じます。

羽根小学校は、高台にある羽根中学校の空き教室を利用、もしくは足りない教室があれば同じ

敷地に増築をし移転をする。また、同じく昭和保育園も同地区へ移転をする。生徒減の中で、

少しでも長く羽根地区から学校を守る最も有効な取組であると考えます。保・小・中を１か所

に集中させて教育の場とする、その手順について教育長のお考えをお伺いをします。 

 また、室戸中学校の場合、高台移転の候補として室戸高校の近く、もっと詰めていえば、生

徒の減少でできた室戸高校の空き教室の利用、グラウンドや体育館の共同利用、足らない教室

分だけを建築する。そうすれば、随分と室戸中学校の高台移転は予算的に助かるのではと考え

ます。そして、中高連携も一つの方法だと存じます。もちろん、私が考えているほどそう簡単

にはいかないと思います。高知県あるいは高知県教育委員会と解決しなければならないことは

山ほどあると存じます。教育長のこれまでの長い経験をもってすれば、実現可能ではないでし

ょうか。室戸中学校の高台移転は中高一貫校として、将来室戸市内で室戸中学校の１校体制に

大きく前進するものと確信をするものです。室戸中学校の高台移転に対する手順について、教

育長にお伺いをいたします。 

 (3)旧中川内小・中学校の有効活用についてお尋ねをします。 

 長い歴史のある中川内小・中学校が閉校となり、はや６か月がやってきました。何度となく

市長や教育委員会は、単独あるいは合同で地元の有志の方と話合いを持たれました。いろいろ

と意見は出たのですが、いざとなると人口減と高齢化で地域の活性化に取り組むとなると難し

い面もあるのです。今までに出た意見で、少しでも行政が手助けをすれば実現が可能なものも

あったのか、また行政が今後旧中川内小・中学校へできる援助はどのようなことを考えておら

れるのか、お伺いをします。 

 またあわせて、地域おこし協力隊の雇用は考えられないのか、お聞かせをください。 

 (4)不登校についてお尋ねをいたします。 

 近年は、本県の不登校の状況は、1,000人当たりの不登校の児童・生徒数は国公立を含む

小・中学校で20.9人と全国平均を4.0人上回っているとのことであります。室戸市の小・中学
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校でも、児童や生徒が家の中に閉じ籠もり、学校に登校しない児童・生徒がいるとのことであ

ります。教育委員会は、不登校の生徒は何が原因で学校に行かないのか、なぜ行けないのか、

責任は生徒自身なのか、家庭や親あるいは友達にあるのか、それとも学校や教師に原因がある

のか、不登校の本質をどう把握しているのか、教育長にお伺いをいたします。 

 (5)教育のデジタル化についてお尋ねをいたします。 

 ①国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、教育のデジタル化は急速に進んでおります。高知県

もコロナ対策もあり、今年度からは全ての公立の小・中学校で１人１台のタブレット、パソコ

ンが市町村を通じて貸与され、学習の在り方が大きく変容しているのではないかと存じます。 

 そのような中、そもそもＧＩＧＡスクール構想とは何なのか、また授業はどのように変わる

のか、保護者はどう対応すればよいのか等の問合せが増えてきたのではないでしょうか。これ

らのことには、それぞれ市町村の教育委員会を通じて各学校で行うべきでありますが、こうし

た保護者の皆さんに対する説明や広報について今どのように進められているのか、教育長のお

考えを伺いをいたします。 

 また、公立の生徒に貸与させているタブレットですが、これは国の構想です。自宅へ持ち帰

って、学習にも使用するということが推奨されています。室戸市でも、取扱いは国の方針に沿

うものとなっていますか。もし現在国の方針に沿っていなければ、その理由について教育長の

考えをお聞かせをください。 

 ②オンライン授業の取組についてお尋ねをします。 

 コロナ感染がまん延する中、いつ市内の小・中学校においてクラスターが発生してもおかし

くない状況と言っても過言ではないと存じます。そうなれば、学校を休校せず授業を続けると

なれば、対策としては、コロナ禍におけるオンライン授業は不可欠であると考えます。室戸市

内における小・中学校のオンライン授業の導入への取組について教育長のお考えをお聞きをし

ます。 

 ③オンライン授業の対象者となる小・中学校の家庭において、ネット環境の調査はしており

ますか。もししていなければ、早急にする必要があると思うのですが、取組についてお聞きを

します。 

 また、学校と家庭を結ぶ授業にパソコン活用は欠かせません。現在、パソコンを活用した授

業が可能な家庭の割合は幾らであるのでしょうか。また、環境が未整備な家庭への対応にはど

う取り組むのかお聞かせをください。もし、調査が行われてない場合は、いつ、どういう方法

で行うのかお聞きをします。 

 それから、その交信レベルは音声だけでなく、先生と生徒が顔を見ながら授業を受けられる

環境となるのか、お伺いをします。 

 ④市内の小・中学校への電子黒板は整備をされておりますか。整備をされていないのであれ

ば、いつ頃整備をされるのかお聞きをします。 
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 今後、家庭と学校という離れた場所における授業は定着するものと推測ができるのですが、

何事にも初めてのことを導入するのは大変な問題点が多数多くあるものと存じます。すんなり

と定着させることは数多くの困難を伴うと思うのですが、先延ばしもできない状況を考えます

と、現場の先生方の意見を十二分に受け止めながら、効果的な支援対策を講じることが非常に

大事なことと思うのですが、教育長の御所見をお伺いをします。 

 これで私の第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） 町田議員にお答えをいたします。 

 大きな１点目の(1)新型コロナウイルスの感染拡大が及ぼす室戸への影響についての中のワ

クチン接種に携わっていただいている皆様への思いについてであります。 

 当市においては、４月からワクチン接種を開始しており、９月の末には一定めどがつく見込

みとなっておりますが、各医療機関はもとより、スタッフやボランティアの方々の絶大な御協

力や御支援をいただくことにより、スムーズに問題なく接種が実施できておりますので、携わ

っていただいております皆様に対しまして、大変ありがたく、衷心より厚く感謝を申し上げて

いる次第でございます。今後におきましても、未接種の方や新たに12歳になられる方などへの

対応、また３回目の接種への準備も必要となることが推測されることなどから、引き続き各医

療機関等と連携してワクチン接種を推進してまいります。 

 次に、(2)ふるさと納税についてであります。 

 この制度は、平成18年度に当時の福井県知事から、将来を担う子供に未来を託し地方は多額

のコストをかけて育んでいるのに、大都市集中が放置されている我が国では、そのコストを税

として回収する前に大都市圏へ子供たちが流出してしまうとの問題提起があったことなどか

ら、平成20年度に都市と地方財政のアンバランスさを是正する目的で創設されたもので、当市

は当初から参画をしてまいっております。 

 議員御案内のとおり、本制度は本市にとって地域経済の活性化や寄附額の半額程度が自主財

源確保につながる大変重要な制度であると考えていますが、一方で都市部の自治体は、ふるさ

と納税によって住民税が流出しており、このままでは行政サービスの低下につながりかねない

と危機感を募らせており、地方とは意見が分かれるところであります。 

 こうした中、このたびの総理の退陣表明の記者会見でもありましたように、私の原点はふる

さと納税の創設だったと申されておりましたが、その総理が交代することによりふるさと納税

の制度がどのようになるのか、現時点では分かりかねます。明確になっていることは、当市を

含む地方の自治体にとって、前段で申し上げましたとおり、大変有益な制度であり、地方創生

にも大きく貢献している制度と認識をしておりますので、今後タイミングを見極めながら、市

長会等と連携をして制度の継続に向け取り組んでいかなければならないと考えているものでご

ざいます。 
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 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いたしますので、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） 町田議員に、１の(1)新型コロナウイルスの感染拡大が及ぼ

す室戸への影響についてお答えいたします。 

 まず、２点目の市民の希望する予防接種が一通り終わるのはいつ頃になるのかについてです

が、12歳以上の方への接種については、９月末で一定めどがつく見込みとなっております。

10月以降につきましても、これまで何らかの理由で接種を受けられていない方や新たに12歳に

なられる方への対応、また現在国で検討されている３回目接種への準備も必要になってくると

考えているところでございます。 

 次に、３点目の低年齢者に対しての取組は万全かについてですが、本年６月１日から接種可

能な年齢の下限が16歳から12歳に引き下げられたことに伴い、まず児童・生徒ができるだけ夏

休み中に接種ができるよう接種券の発送スケジュールや集団接種の日程等の調整を行いまし

た。また、個別接種もできるよう医療機関と調整し、12歳から15歳の方については現在２医療

機関で接種が可能となっており、うち１医療機関では、授業に影響が出ないよう土曜日も接種

できる体制を取っていただいているところでございます。また、今後新たに12歳になられる方

については、年齢が到達した翌月に接種券を発送し、随時接種が行える体制を整えているとこ

ろでございます。 

 なお、12歳から15歳の方への接種券発送時には、ワクチンの説明書等を同封し、予防接種や

副反応等への御理解を保護者と共にいただくとともに、接種時には必ず保護者の同伴をお願い

しているところでございます。 

 次に、４点目の感染症対策費についてですが、保健介護課関係では、国の負担金及び補助金

を財源として、ワクチン接種に係る会計年度任用職員の人件費や印刷、郵送経費などの事務費

及びシステム改修費などの経費として1,478万6,000円を、また医療機関におけるワクチン接種

のために必要となる費用として4,134万3,000円を見込んでいるところでございます。 

○議長（亀井賢夫君） 上松財政課長。 

○財政課長（上松富士樹君） 町田議員に、１の(1)の新型コロナウイルス感染症を受けて本

年度に行った感染症対策費は今までどのくらい使ったのか、今後どのくらい予算額を見積りし

ているのかについて、全体的なことを財政課でお答えさせていただきます。 

 本市においては、令和２年度に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきま

して、総額６億4,070万7,000円の交付決定を受けております。交付金の事業計画としまして

は、事業者の事業継続や雇用維持を支援することを目的とした経済活性化給付金事業をはじ

め、最前線で医療等に従事している方への慰労金、事業者等への感染症対策費など、計66事業

を計画し、令和２年度は総額２億6,204万5,000円の事業を実施し、３億7,866万2,000円が繰越
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明許となっております。 

 また、令和３年度においては、新たに国庫補助の地方負担分として363万7,000円と事業者支

援分として1,857万2,000円の合計2,220万9,000円が国から追加交付をされる見込みとなってお

ります。この追加交付につきましては、各関係課と連携しながら今後事業計画を作成し、予算

計上を行うこととしております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 濵田税務課長。 

○税務課長（濵田亮士君） 町田議員に、１の(1)新型コロナウイルスの感染拡大が及ぼす室

戸への影響についての産業別の税収についてお答えをいたします。 

 議員御質問の産業別での税額は税務課では把握が困難であるため、毎年国へ報告しておりま

す課税状況調べに基づき、給与所得、営業等所得、農業所得、その他の所得の分類での課税額

にて答弁させていただきたいと思います。 

 なお、課税状況調べは７月１日現在の課税額であり、決算額とは異なりますので、御了承く

ださい。 

 まず、給与所得者の市民税額です。新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年度中の所得を

もとに課税される令和２年度課税額２億6,922万6,000円に対し、令和３年度課税額は２億

6,583万4,000円で、対前年度比339万2,000円の減額となっております。 

 次に、営業等所得者です。こちらには、漁業、旅館業、製造業、建設業等が含まれます。令

和２年度課税額4,730万9,000円に対し、令和３年度課税額は3,667万7,000円で、対前年度比

1,063万2,000円の減額となっております。 

 次に、農業所得者です。令和２年度課税額849万2,000円に対し、令和３年度課税額は842万

3,000円で、対前年度比６万9,000円の減額となっております。 

 次に、年金所得者など、その他の所得者です。令和２年度課税額3,241万4,000円に対し、令

和３年度課税額は3,158万5,000円で、対前年度比82万9,000円の減額となっております。 

 以上のように、それぞれ対前年度比で減額となっており、全体でも1,492万2,000円の減額と

なっております。要因といたしましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響のほか、人口減

少や気候変動による農業、漁業など、１次産業の収入減なども考えられます。私からは以上で

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） 町田議員に、１の(1)新型コロナウイルスの感染拡大が及ぼ

す室戸への影響についての中の、市内の土木業者がこれ以上減少しないような取組についてお

答えします。 

 現在、本市では新型コロナウイルスが原因となり、公共事業が減少するなどの大きな影響は

ございませんが、土木業者につきましては、作業員の高齢化などにより年々経営が厳しくなる

状況であることは認識しております。建設土木課といたしましては、土木業者にとって公共事
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業の継続的な実施が重要であると考えております。この数年におきましては、年間を通して安

定した公共事業の発注ができるように、安芸土木事務所室戸事務所や東洋町と情報を共有し、

発注時期の平準化に努めております。 

 新型コロナウイルスは、まだまだ先行きが不透明でありますので、今後建設業に与える影響

やコロナ関連の事業につきましても、国・県の動向に注視しつつ、補助事業等の予算確保や適

切な公共事業の発注に努めてまいります。以上でございます。 

○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） 町田議員に、１の(2)ふるさと納税に

ついての市長答弁を補足させていただきます。 

 令和３年度の目標額につきましては、昨年度の約15億4,600万円を上回る16億円を目指すこ

ととしており、本年４月から８月までの寄附額の合計は約３億685万円で、昨年度の同期間と

同じ程度で推移してるところでございます。また、目指す16億円に対し、８月末時点の達成率

は約19.2％となっており、こちらも昨年と同程度となっておりますので、寄附の集中する11月

及び12月の増額に向けて準備を進めてまいります。 

 次に、返礼品協力事業者の登録社数について、令和２年度末時点では57社の参加をいただい

ておりましたが、令和３年度に新たに８社の参加をいただきまして、現在65社に御協力をいた

だいているところです。ふるさと納税の取組において、事業者の方々の協力は不可欠でありま

すので、室戸市ふるさと納税特産品開発事業費補助金などを活用して新規返礼品の開発を支援

するとともに、年10回程度発行しておりますふるさと納税新聞やウェブセミナーの案内などを

通じて情報提供に努め、また生産組合などの会合に御案内いただければ積極的に参加するな

ど、事業者の皆様と十分連携を取ってまいります。 

 肉類の返礼品が少なく感じるが、畜産農家が育っているのかの御質問につきまして、当市の

肉類の返礼品は主にはちきん地鶏と土佐あかうしとなっております。 

 まず、はちきん地鶏ですが、令和３年２月時点で3,000羽が市内で飼育されております。現

在、１名の方が就農を希望しており、高知県中央家畜保健衛生所田野支所と連携して就農に向

けて協議を行っているところであります。次に、土佐あかうしでは、新規就農者１名が２年間

の研修を経て、平成29年度に独立就農し、現在29頭を飼育しているとお聞きしております。し

かしながら、返礼品を増やしていくためには、肥育農家を確保し、育成していくことも重要で

あると認識しておりますので、関係機関とも協議しながら取り組んでまいります。 

 次に、令和３年度特に力を入れている返礼品につきましては、１つの返礼品に力を入れると

いうよりも、豊富な魚介類や野菜、また海洋深層水など当市の特徴を生かした返礼品の提案に

努めるとともに、寄附者の方々に室戸の魅力を伝え、寄附したいと思っていただけるよう、返

礼品全体について画像の磨き上げやウェブ広告の活用及び寄附額、内容量などの見直しを行う

ことで寄附額増に取り組んでいきたいと思うところであります。 
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 今後の取組方針につきましては、前段で申し上げた寄附額増加及び事業者との連携の取組に

加え、今回補正予算を計上させていただいております自動印刷封入封緘機の導入による業務効

率化などによる体制の強化により、担当職員一同、全力で取り組んでまいります。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 町田議員に、大きな２点目、教育についての(1)スクールバスの有

効活用についてお答えをいたします。 

 本市のスクールバスは、統廃合となった学校の登校支援として運行しております。現在、佐

喜浜小学校、室戸小学校、室戸中学校、羽根小学校及び羽根中学校の校区で運行しておりま

す。スクールバスの台数につきましては、佐喜浜小学校が１台、室戸小・中学校区が７台、羽

根小・中学校区では本年度から２台のスクールバスにより児童・生徒の送迎を行っておりま

す。 

 このような運行を行っている中、現在では少子化・人口減少による既存のスクールバスや民

間路線バスなど、地域にある交通手段を有効活用したバスネットワークの形成が求められてお

ります。具体的には、スクールバスを路線バスに統合して乗り合いにする、スクールバスに地

域住民が乗れるようにする、登下校時間帯以外の空き時間の活用などが考えられます。 

 本市におきましては、現在まちづくり推進課が公共交通ネットワークの構築を目指したコミ

ュニティーバスの本格運行に向け準備をしてるところでございますので、今後はコミュニティ

ーバスとスクールバスについてどのような形で活用できるのか、まちづくり推進課や関係課と

協議を行ってまいります。 

 次に、(2)小・中学校の統合と高台移転についてでございます。 

 前段の議員さんにもお答えいたしましたが、小・中学校の統合や高台移転については、室戸

市保育所及び学校適正規模・適正配置検討委員会にて検討を進めているところです。今年度中

には一定の方向を決定することとしております。羽根小学校についても、津波浸水区域であり

ますので、高台移転の検討について様々な方法が考えられます。羽根小学校及び羽根昭和保育

所を羽根中学校へ移転ということでございますが、保育や学校施設には法令で定められた施設

を設置しなければならないとされており、現在の羽根中学校の空き教室の数では十分ではあり

ません。保育所や小学校の不足する施設を建築しなければなりませんが、そのためにグラウン

ドがなくなってしまうなどの課題が出てきます。羽根中学校が別の場所に移転することを前提

とすれば、羽根昭和保育所や羽根小学校を中学校の場所に移転する案も考えられると思いま

す。 

 室戸中学校についても、津波浸水区域にあること、耐浪性が十分でないことから、別の場所

への早期の移転が必要でございます。移転する場所の案として、室戸高校の御提案でございま

すが、羽根小学校と同様に、まずは中学校施設として十分な施設の確保ができるかどうか、不

足する施設の確保をどうするかなどの検討が必要となります。室戸高校は総合学科ですので、
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同じ時間帯に幾つかのコースに分かれて授業を行うため、使用する教室が多くなります。ま

た、特別支援学級、技術室、職員室、図書室なども必要であり、人数だけでは解決しない課題

が多くあります。室戸高校は県の施設でありますので、高知県教育委員会と協議も必要となり

ます。 

 いずれにしましても、今後の児童・生徒数の推移を注視し、地域などの御意見を十分にお聞

きしながら検討を行い、室戸の子供たちのよりよい教育環境の確保に努めてまいります。 

 次に、(4)不登校についてでございます。 

 不登校とは、年間30日以上欠席した児童・生徒のうち、病気や経済的な理由によるものを除

き登校できない状況にある児童・生徒と定義されております。文部科学省が実施する不登校等

に関する調査では、室戸市内の令和２年度の小・中学校の1,000人当たりの不登校児童・生徒

数は小学校で29.9人、中学校では37.2人となっております。この数値は、令和元年度の全国と

比較して、小学校で3.6倍、中学校で0.94倍であり、特に小学校で多くなっています。不登校

状態が解消され、学校に登校できるようになる一方で、それを上回る数の不登校の児童・生徒

が新たに出現している状況があります。毎月３日以上欠席の児童・生徒の調査をしており、そ

の中で不登校の要因の主なものは、特に理由はないが、何となく登校しないという無気力によ

るものや保護者が登校に関して積極的に関わらない、親子の関係によるもの、生活リズムの乱

れによる昼夜逆転によるものなどの要因が多く見られます。 

 不登校児童・生徒への対応としましては、学校ではスクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーなどを加えての校内支援会を実施し、多様な支援方法を検討、決定し、不登校の

要因の解消や学校復帰に向けての取組を組織的に進めております。学校復帰が難しい場合に

は、教育支援センターとも連携して児童・生徒の学校復帰を含めた個別支援、自立支援に取り

組んでおります。さらに、新たな不登校を生まない取組といたしまして、児童・生徒が明日も

学校に行きたいと思えるような魅力のある学校づくりが重要であると考えております。魅力の

ある学校づくりでは、学校行事の充実に加え、児童・生徒の学校生活の大半を占める日々の授

業が分かる、楽しいと思えることが不可欠です。また、全ての教育活動の中で一人一人に活躍

の機会をつくることも大切です。授業が分かり、授業に居場所がある学校づくりや、それを充

実させるための仲間づくりを通して、新たな不登校を生まない学校づくりに取り組んでまいり

ます。 

 次に、(5)教育のデジタル化についてでございます。 

 ＧＩＧＡスクール構想の実現は、子供たちが予測困難な社会の変化に主体的に関わり、感性

を豊かに働かせながら、よりよい社会の作り手となる力を身につけるために重要であります。

１人１台のタブレット端末を配付することにより、教師と児童・生徒による双方向型の一斉授

業や学習状況に応じた個別学習、互いの考えをリアルタイムで共有できる協働学習などの授業

が可能となります。タブレット端末の使用に当たり、どのような授業が今後行われるのかやセ
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キュリティーの安全性などについて、タブレット利用同意書や県のリーフレットの事前配布に

より保護者へ周知をいたしております。また、タブレット端末を自宅へ持ち帰り使用すること

につきましては、専用のモバイル回線を利用することにより、現在保護者への同意書や持ち帰

り使用時の破損等の対応についてルールづくりを行っておりますので、出来次第タブレット端

末を用いての家庭学習が可能となります。 

 オンライン授業につきましては、タブレット端末の専用回線の確保も終わり、オンラインで

の授業を行う環境は整っております。小学校１年生から中学校３年生まで同じタブレット端末

であり、子供たちの実態に応じてどのような形で実施することが子供たちの学習に効果的なの

かを現場の先生方と協議を行っております。タブレット端末を含めたＩＣＴを活用した新しい

学習スタイルを日々の学習活動で行うことを通して、さらなる学力向上や未来社会を切り拓く

資質、能力を確実に育成するための教育に努めてまいります。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） 町田議員に、大きな２点目、教育についての(3)

旧中川内小・中学校の有効活用について御答弁申し上げます。 

 旧中川内小・中学校の有効活用につきましては、地域の皆様の御意見を大切にしたいという

思いから、意見交換会を２回開催いたしております。１回目は、１月14日に市長も参加して開

催し、住民の皆様からは土佐備長炭を活用した事業など多くの御意見をいただき、行政からは

集落活動センターなどの情報提供を行っております。５月７日の第２回目の意見交換会では、

地元だけの取組ではなく、行政からも案や支援を望むという旨の御意見をいただきました。こ

の御意見を受けまして、市としての検討が必要であることから、副市長を中心に関係各課が連

携し、廃校等を含めた資産の活用を検討する委員会を立ち上げることといたしております。 

 町田議員お尋ねの地域おこし協力隊につきましても、施設の活用が決定いたしましたら、そ

の目的に沿って募集できるのではないかと考えますので、まずはどういう形が一番よい活用に

なるのか、この委員会で検討を進めてまいります。 

 全体的な利用につきましてはこれからの検討となりますが、現在教育委員会といたしまし

て、小学校部分の活用を予定しております。学校の資料や地域の資料を地域文化財として保存

活用していくことを考えており、資料の展示やワークショップなどについて計画をしていると

ころでございます。そして、中川内小・中学校の統合先である羽根小、羽根中学校では、新た

に校区となった中川内地区の自然や文化についての学習に取り組んでいるところでございま

す。 

 次に、(5)教育のデジタル化についての中の、③オンライン授業の対象者となる小・中学校

の家庭におけるネット環境の調査と、④市内小・中学校での電子黒板の整備については私のほ

うからお答えさせていただきます。 

 ③オンライン授業の対象者となる小・中学校の家庭におけるネット環境の調査につきまして
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は、令和２年度に調査を行っております。調査の結果、345件の回答中、インターネット回線

のある家庭が263件で約76％、インターネット回線のない家庭が82件で約24％でございまし

た。教育委員会といたしましては、教育格差を生じさせないため、タブレット端末の自宅への

持ち帰りの際は、専用のモバイル回線を提供することといたしました。このことにより、全家

庭でタブレット端末を使用した家庭学習が可能となります。専用のモバイル回線につきまして

は、オンライン会議などによる音声及び動画での双方向通信が可能な通信速度となっておりま

す。 

 次に、④市内小・中学校への電子黒板の整備についてでございます。 

 電子黒板の整備につきましては、国の教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画の方針に

沿った整備に向けて、教育委員会と教育研究所、そして有志の教員によるタブレット等活用検

討会を立ち上げ、その中で機種の選定などを行っており、令和４年度の当初予算への計上を予

定しているところでございます。タブレット端末、デジタル教科書、そして電子黒板などを整

備し、子供たちにＩＣＴを活用した授業が提供できるように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） 町田又一議員の２回目の質問を許可いたします。町田又一議員。 

○１１番（町田又一君） それでは、２回目の質問をさせていただきます。３点ほどでありま

す。 

 市長に答弁を求めたいと思います。 

 まず、ふるさと納税についてなんですが、担当課のほうからも答弁をいただきましたが、今

令和２年度の結果が新聞紙上でも発表されたんですが、須崎市とか芸西村とか、また四万十町

等が２年度、かなりの納税額を記録をされております。その納税額の上位に当たる商品につい

て、室戸市の担当課、産業振興課はどういう品物が売れ筋なのかというようなことを調べられ

ておるのか、調べておればお教えをいただきたいと思います。 

 それと、今現在、市の職員が張りつきでふるさと納税に対する取組をしてくれております。

また、臨時職員の方も一生懸命対応してくれておりますが、今以上に売上げを伸ばすとなれ

ば、市役所の職員が張りつきだけで大丈夫なのかという疑問点というか、ふと担当職員を見

て、もういっぱいいっぱいで仕事をしているのではないか、そんなふうに感じるところがあり

ます。よそではどういうふうに取り組んでいるのか分かりませんが、市でもひとつ民間委託と

いう方法が取れないのか、そういうのも今までに検討されているのか、またこれからしていく

予定があるのかについて市長にお伺いをしたいと思います。 

 それと、教育について、教育長また学校保育課長からも答弁をいただきました。事細かに答

弁をいただきましたが、これにつきましても、今度は行政のトップである市長はこのデジタル

化、そしてまたオンライン授業等にどういうふうな教育への期待を持たれておるのか、また室

戸の児童・生徒にこの最新式の授業でどういう生徒というか、人間になってほしいと思ってお



－67－ 

られるのか、このデジタル化についての生徒に対する期待度について市長のお考えを述べてい

ただきたいと思います。 

 それと、もう一点は不登校についてなんですが、今少子化の中で、夜間補導に出ましても、

夜間に徘回をしている生徒・児童は皆無と言っても過言ではありません。それよりは、各家庭

の中でそれぞれゲームをしたり、いろいろとひきこもりというか、そういう感じの子供さん

が、教育長の答弁でもありましたが増えているようです。このひきこもりについて、教育長か

らも話があったんですが、やっぱり学校へ行く楽しみとか、意義とか、そういう意識づけを子

供にしていくのが私は大切なことだと思います。それは親だけでも駄目だと思うし、学校の先

生だけでも駄目だと思うし、地域とかいろんな皆さん方が地域の底力を見せるために、またこ

れからの将来を担っていってくれる子供を、力強い子供をつくるためにもこの不登校をなくす

る、そういう取組をしていかなければ駄目だと思います。不登校の子供さんたちにいかに学校

に、また地域に溶け込んでもらえるような、そういう願いを伝えるための方策をぜひ植田市長

にこの場で述べていただきたいと存じます。 

 この３点について、私の２回目の質問とさせていただきます。これで私の２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） 町田議員の２回目の質問にお答えをさせていただきます。３点の質

問をいただいたところでございます。 

 まず、ふるさと納税に関連して何点か御質問をいただきましたけれども、この前の新聞紙上

でも須崎市が１番、芸西村が２番、３番目に室戸市ということで掲載されておりまして、西、

幡多地域の市町村も随分頑張っておられる自治体も出てきてるなという印象を受けました。 

 室戸市につきましては、町田議員からも大変厚く御評価いただきましたとおり、本当に職員

は頑張って頑張って、精いっぱいのところをやっていただいてるように私も受け止めておりま

して、今後の対応をどうしていくのかということと、それと特に須崎や芸西など、そうした納

税額を高くしているところはどういった返礼品を出されているのかという御質問であったかと

思いますけれども、担当のほうで具体的な返礼品の状況が分かれば、後で補足をお願いしたい

と思いますけれども、１点、須崎市のほうに友人もおりまして、室戸のふるさと納税の取組に

もいろいろとアドバイスをいただいてる職員がおりまして、情報もいただいたりしてるんです

が、そこで伺ったお話では、須崎の場合はカンパチ、養殖の一部と鮮魚の加工の品が一番多く

返礼品になってるということで、ふるさと納税の額が上げられているということをお伺いをし

ておるところでございます。 

 それと、もう一点の市職員体制だけでこれだけの大きな事業になってきて今後大丈夫かとい

ったことで、民間企業等への委託といったこともひとつ考えられるのではないかという御提案

でございます。須崎市のほうは、昨年の４月から、ふるさと納税を担当していた職員が退職を
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されて、その職員さんは非常に名のある有名な方で、しんじょう君の担当もしておりまして、

しんじょう君の取組とふるさと納税を事業として新たな会社を４月に起こされて、市のほうか

ら委託を受けて今やっているようでございます。ということで、須崎市の市の内部の業務とし

てふるさと納税は、協力連携はしておりますけれども、実務はそうした会社のほうに渡されて

いると伺っているところでございます。 

 つきましては、私自身も今の状況を見て、担当職員のほうの意見も聞きながら、今のふるさ

と納税の取組をさらに膨らませていこうと思ったときに、一番大事なのは返礼品を手がけてく

れております生産者の方々の御尽力ということもありますけれども、それを受ける体制という

のも非常に大事でございますので、担当のほうの意見も聞きながら、そうした先行事例も参考

にして、今後どういうふうな形がいいのかというのを検討していかなければならない状況に来

ているのではないかなというふうに思っております。 

 それと、返礼品につきましては、この過去２年間市長になりまして、室戸としては水産の町

として定置網漁業や近海あるいはまた沿岸漁業等が盛んな町で、たくさん多種多様な活魚が水

揚げされてる町ですので、そうした資源をしっかりと有効活用できるような返礼品の開発とい

うのは不可欠であろうと思っておりまして、この２年間、生産加工場のいわゆる取組が具体化

できないか、今内部で協議を進めておりまして、そうした施設ができますと、さらにまた新た

な室戸の鮮魚なんかを生かした返礼品といったことにも流通がかぶさってくれるような資源に

なるのではないかなという思いを持っておりまして、今後内部で詰めながら取り組んでいきた

いなと考えているところでございます。 

 それと、県外のほうの動きもいろいろ様々な取組をしておりますけれども、ネットなんかで

調べておりますと、非常に興味を持つのは、私はかねがね室戸市は、お隣の東洋町のような地

元の歴史あるお土産品、野根まんじゅうのようなものが少ないということで、何とか新たなそ

うしたものができないかということで予算もつけて検討してきましたが、開発にも取り組んで

きましたけれども、これだというものがなかなか出来上がっていないという状況を考えたとき

に、ふるさと納税で地元の、自分たちの自治体にはいい返礼品がないことから、もう既に名品

となっているような、しっかりとした出来上がってるような商品を作ってる企業と連携をし

て、そうした企業を地元に迎えて、地元の資源とコラボして新たな商品を作って返礼品や町の

活性化につなげていくというような取組を進められているところもあります。こうした取組

は、ふるさと納税の基金を使って整備されておりますけれども、そうした取組も今後室戸の一

つの参考事例になるのではないかなというふうに考えているものでございます。 

 ２点目の教育について、デジタル化におけるオンライン授業なんかへの期待、それとそうし

た新たなオンライン授業だとかデジタル化といった社会の中での人間育成についてどのように

考えているのかということ、それとあと不登校のことも伺いましたけれども、デジタル化の社

会で学校教育、人間教育をどういうふうに育むのかというのは非常に大きなテーマでありまし
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て、私もこういうふうなということについてはなかなか即答ができる状態ではありませんけれ

ども、人間を、子供たちを育むということは、接して教育をしていく、先生と生徒ができるだ

け近くにいて教育ができるというのが理想ではないかなということを思っておりますけれど

も、今回のようなコロナウイルスなんかの対応が出てきますと、こうしたいわゆるオンライン

授業というのも不可欠な社会になっております。しかも、国際的な中でもデジタル化というの

は置けない物事、取り組んでいかなければ、推進していかなければならない社会を考えたとき

に、より手薄になる人間同士の温かみというところをどうカバーしていくのかというのは非常

に大事ではないかなということを１点思いますと同時に、一方ではもう既にデジタル化、さら

にはＤＸといった物事の社会に動いてる中で、そうしたことにしっかりと対応のできる人材を

この室戸からも輩出できるような小学校、中学校、高校にしていくというチャンスではないか

なということを考えているものでございます。 

 それと、３つ目の不登校への対応ということでございますけれども、非常にこの問題も難し

いところで、教育長からもお話しいただいたとおりでありますけれども、私も非常に心配をし

ておる、非常に重要な課題になっております。 

 子供たちが学校に出てきたくなるような環境をどうつくるのかといったことが最も大事な課

題ではないか、その原因は教育長も御答弁されてましたように、子供にあるのか、学校にある

のか、家庭にあるのか、社会にあるのか、町にあるのか、さまざまな問題があろうかと思いま

すけれども、そうした地域が一体となって、まずは学校に行きたくなるような学校の魅力、そ

れを支える家庭の環境、そして何よりも御本人の励ましといったところなんかに皆が手を入れ

ながら、手厚くしながら、一人でも多くの不登校生を出さないように今後もしっかりと取り組

んでいくことが大事ではないかなということを考えているものでございます。 

 舌足らずかも分かりませんけれども、御質問いただきました３点への答弁にさせていただき

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） 町田議員さんにお答えします。 

 芸西村さんはカツオのたたきなんかが上位を占めており、須崎市さんは牛肉が上位を占めて

おります。 

 民間委託とかを検討ということですが、まずほかでは観光協会とか民間事業者にやられてい

るところも確かにあります。ただ、市内で受けれそうな業者がないのと、あと委託すれば業務

量は減りますが、地域とつながりがなくなることと、業務を淡々とやった場合、クレームとか

の対応がおろそかになって、逆に評判を落としたりもすることも考えられます。そういったと

ころ、今の形が一番ベストではないかと。 

 それとあと一点が、返礼品の返礼割合が総務省のほうで３割以下とか、募集に係る経費やそ

れらを含めて５割以下でやりなさいというののバランスがおかしくなることも考えられますの
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で、今のままが一番正しいというか、いいのではないかと思っております。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって町田又一議員の質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会をいたしたいと思います。これに御異議ございません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後３時２分 延会 

 

 


