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  議 事 班 主 任  中 岡 憂 輔 

  議 事 班 主 事  山 田 千 華 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  植 田 壯一郎     副  市  長  黒 岩 道 宏 

  総務課長併選挙管理委員会事務局長  和 田 庫 治     まちづくり推進課長  辻   さおり 
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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、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 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） おはようございます。 

 ９番山本。９月定例会において、一般質問を行いたいと思います。 

 質問に先立ちまして、日本国内におきましてもコロナ感染が第５波が猛威を振るい、国民生

活も大変な我慢を強いられてきたと思います。そんな中、幸いなことにワクチン接種が進むに

つれて、昨今ではやや改善の兆しが見られてきたところだと思います。感染状況におきまして

も、先行して行われた65歳以上の高齢者の接種がほとんど完了し、感染状況が飛躍的に減少

し、その効果が実証されていると思います。今後も若年層へのワクチン接種が進むにつれて、

コロナ感染者の減少が見られることだろうと思います。ワクチン接種が義務化されたというこ

とにはなりませんから完全にコロナ感染が撲滅されるということではないですけれども、社会

生活に大きな影響を及ぼし続ける事態が回避されれば、市民、国民の社会生活活動も改善し、

社会経済活動の回復が期待されるところであると思います。今後は、ウイズコロナの状況でう

まくコロナ感染の状況と付き合っていくようになろうかとも思います。 

 室戸市においては、単発的に感染者が現在も続いておりますが、低年齢層の一人でも多くの

方々が予防接種を受けていただける取組が保健介護課長の指揮の下、取り組まれていると思い

ますので、引き続きの努力をお願いしたいと思います。そういったことから、室戸市の現状に

ついて質問させていただきます。この質問におきましては、前段の議員さんの質問、答弁と重

複すると思いますけれども、再度の答弁をお願いいたします。 

 １番、室戸市のコロナ感染の状況と予防接種の進捗状況についてお伺いをいたします。 

 予防接種の対応については、中心となった保健介護課の取組は大変な苦労があったと思いま

すが、保健介護課長の適切な指示の下、順調に接種が進んでいると思われることに感謝を申し

上げたいと思います。そして、質問事項として、室戸市のコロナ感染の経過と人数と感染経路

等についてお聞きをいたします。 

 ２番目、予防接種の65歳以上と65歳以下の接種率、今後の接種予定等の状況についてお伺い
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いたします。 

 ２番目、次にコロナ自粛活動継続の中、市長の大阪出張についてお伺いをいたします。 

 昨今はコロナ感染対策として長期にわたり国民の社会活動への自粛活動が継続される中、公

的機関あるいは民間を問わず、非常に厳しい行動宣言、自粛の呼びかけと国の自主的な行動制

限へのお願いは、国民の方々の協力があって初めて効果が上がることであり、国民の方々も地

方自治体の呼びかけに呼応して協力してくれたところであります。不要不急の外出、県をまた

ぐ移動の制限、人数と時間を限った飲食等、こういった国民一人一人に対してのお願いには、

各地方自治体が中心となって取り組まれてきたと思います。室戸市においても、特に保健介護

課を中心として室戸市職員自体が行動制限を行い、そして市民に範を示すことによって感染抑

制が行われてきたと思います。 

 しかしながら、そういった保健介護課長以下、市職員の心配の声を無視するかのような市長

の行動が、市民の中から、市役所内部からも批判の声が上がっております。不要不急と思われ

る県外出張や深夜までの市長自らの飲酒騒動であります。飲酒騒動の件につきましては、次の

質問といたします。 

 まず、県外出張の件でありますが、市長は６月定例議会開会中のさなか、６月24日、25日の

２日間、大阪を訪れております。用件は、皆さんもよく御存じの海洋堂ホビーランド記念式典

出席だということを聞いております。 

 海洋堂事業云々につきましては、高知県では四万十市と南国市が取り組んでいる事業であ

り、高知県内でも唯一の関係自治体であります。しかしながら、中心となって参加をすべき両

自治体は、大阪のコロナ感染が急拡大している状況に配慮し、参加自粛をしております。それ

は当然の判断と思いますけれども、この事業に何の関係もない室戸市がコロナ感染の危険を冒

してまでこの記念式典に市長が参加する必要があったのかということであります。 

 また、出張に際しましては、議会開会中ということもあり、出張を議長に打診はしたという

ことでありますが、議長は、コロナ禍でもあり、緊急性がなければ出張は見合わせるように進

言をしたということであります。また、執行部を含む関係者からも出張は見合わす意見が相次

いでいたようにも聞いております。それにもかかわらず大阪に出向いたということでありま

す。安全管理、危機管理のトップである市長の行動に対して不審を抱かざるを得ませんが、関

係者の制止を振り切ってまで出張しなければならなかった理由についてお聞きをいたします。 

 質問事項として、１番目、発言が重なりますけれども、６月議会会期中、６月24日、25日の

２日間、大阪に出張しています。用務は、海洋堂ホビーランド記念式典参加であります。大阪

はコロナ禍によるまん延防止措置あるいは感染者増加による緊急事態宣言検討中の時期ではな

かったかと思います。そうした中、周囲の反対を押し切ってまでこの記念式典に参加しなけれ

ばならなかった理由をお伺いをいたします。 

 ２つ目、前述しましたけども、この事業に高知県で最も関係の深い唯一の関係自治体である
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四万十市と南国市は、出席見合せをして自粛をしております。もう一度言いますが、市長に

は、出張に当たり、議会会期中ということで事前に議長に相談をしたということですが、議長

からあるいは執行部から出張を見合わすような指摘を受けたにもかかわらず自己判断で出張に

臨んでいます。室戸市に何の関係もないと思われる記念式典に参加しなければならない緊急性

を教えていただきたいと思います。答弁願います。 

 ３番目、出張予定表を本来なら出張前に議長に提出して緊急時に備えるべきが当然だと思い

ますが、この出張予定表を帰ってきてから５日後に議会事務局宛てに提出しております。市長

は、以前にも議会会期中に韓国旅行をした際も議長に何の相談もなく旅立ち、挙げ句の果て

は、議長には相談した、議長の許可を得たという全くうその発言を堂々と議会の場で行ってお

ります。今回もこれに類する行動で、こういう行為は通念上非常識極まりないと思うが、どう

いうお考えなのか、お聞きをいたします。 

 次に、大きい３番目、コロナ自粛活動継続の中、市長の飲酒騒動についてであります。 

 この件は、市民の方々から情報が提供されております。この件に関しての情報は、聞くとこ

ろによりますと、私以外にも多くの苦情あるいは市長の行動を疑問視する声が各方面に届いて

いると聞いております。それはそうだと思います。多くの市民がコロナ禍で行動を自粛する

中、室戸市のトップである市長が飲酒騒動を起こすことに批判が集中して当然のことだと思い

ます。室戸市挙げてコロナ感染予防に取り組んでいる中、市長の軽率極まりないこの行動はど

う申し開きするのかということであります。 

 私は、コロナ予防に真摯に取り組んできた保健介護課長を中心とした他の執行部あるいは職

員は、コロナ予防への取組を無にするような市長の行動に対して、本当に職員の中で悔しい思

いをされている方がいるのではないかと思います。相次ぐ職員の不祥事に加えて、相次ぐ市長

の不祥事、これで室戸市政がやっていけるのかという思いでいっぱいであります。 

 飲酒の状況もＳＮＳで投稿され、市民の方々も知るところとなっております。深夜までの騒

動で迷惑を受けた市民が直接市役所に抗議に来ております。その抗議を受けて、市長も課長会

の中で謝罪もしたということですが、事の重大さを考えれば、課長会で謝罪しただけでは不十

分であり、事実関係を明らかにしてこの場で市民の方々に謝罪をするとともに、自身の責任の

取り方にも言及すべきだと思います。事実関係についてお伺いいたします。 

 質問事項として、６月某日、市長は室戸市が補助金支出したチャレンジショップにおいて、

複数回、大人数で、８人とか９人とか、そしてその次は４人とか５人とか飲食会を開き、深夜

まで飲酒騒動をして市民に迷惑をかけ、市民が室戸市役所に直接苦情、抗議に来ております。

これは大変なことだと思いますが、事実関係についてお伺いをいたします。 

 質問事項として、１回目の飲酒の日時、場所、人数、時間、そしてその会合目的は何だった

のか。２番目、２回目の飲酒の日時、場所、人数、時間、その会合目的は何だったのかをお聞

きをいたします。３番目、その会、その場所に行って飲酒を伴うことは容易に想像できたと思
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うが、どうして辞退をしなかったのか、お聞きをいたします。４番目、市民からの苦情、抗議

の内容を教えてください。５番目、執行部からの批判はなかったのかどうかをお聞きをいたし

ます。 

 次に、大きな４番、議会質問に対する副市長の答弁姿勢についてをお伺いいたします。 

 ６月議会において、私の質問の趣旨において、副市長は意見が違うと言って、副市長様から

上から目線で私の発言が不適切だというふうに指摘をされました。質問内容をよく読んでいた

だきたいと思いますが、別に断定したわけではなく、何々でしょうかあるいは何々ではなかっ

ただろうかという想定発言であります。議員の質問は、市民の声を届けたり、事実確認をした

り、おかしな出来事をただす、その文言の中に自身の意見を添えることは当然のことであると

思っていますし、自由な発言は議員に付与された特権でもあります。その発言行為を全面否定

するような副市長様の態度は、私は強烈な不満を覚えます。議会答弁でそういった発言を続け

て市民に誤った誤解を与えれば、これは議員に対しての発言制限の圧力であったり、議員の議

会活動の萎縮につながる行為ではなかろうかと思います。何様のつもりなのでしょうかとも思

います。 

 副市長の発言に対しては、本来なら議会事務局を通じて議長から注意があってしかるべきだ

と思いますが、容認をしていただいております。議員に対する不適切発言は、執行部の中でも

驚きが広がっておりました。聞くところによると、副市長は言ってはいけないことを言ってし

まったという声が大勢であり、うそだと思うなら執行部に聞いてみてください。 

 しかしながら、よく考えれば、私もそういった発言に過敏に反応し過ぎてこの場で対抗する

のも私自身が情けなくなるとも思いますので、１点だけ質問をさせていただきます。 

 質問事項として、１、今後も議員質問に異議があれば指摘をするのか、お聞きをいたしま

す。質問はその１点だけです。 

 大きな５番、生涯学習課元職員の不祥事についてお伺いいたします。 

 この件につきましては、６月議会においてかなりお聞きもしましたが、一方通行の答弁にな

ったりして、全体としては、私とすれば消化不良の感が否めません。ただ一つ言えることは、

室戸市の職員が絡んだ大きな不正事件でありながら、事件が伏せられたまま長い時間が経過し

たためしっかりとした処理ができず、市民の皆さんに不正の説明責任が果たせなかったという

ことであります。 

 既に不正発生が生じた平成24年から10年という歳月が過ぎております。平成24年、25年、

26年の３年間に及んで着服不正を継続し、その間上司は全く不正に気づかなかったわけであり

ます。この３年間は同じ班長が務め、元課長は平成25年には課長補佐、26年には課長となって

おります。こういった体制の同じ人間が務めながら、いかに教育委員会として、担当課として

チェック体制が欠如していたかということであります。後々の教育委員会職員の不祥事も、そ

ういった甘い体制が関係をして継続されてるということではないでしょうか。 
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 また、平成27年に後任職員が着服不正を発見し、その不正着服金総額は、領収書の偽造を含

め、大会参加料の着服等で数百万円あると当時の上司に報告したことは間違いありません。こ

の数百万円については、室戸市体育会関係者は210万円の損失と証言、偽領収書を書かされた

元店員も200万円ぐらい書いたと証言、不正をした本人も私との会話の中で200万円ぐらいは着

服したと証言をしております。不正金額は当事者同士の発言で見事に一致をしております。領

収書の偽造も含め、この不正金額が多額に上るということは、当時の生涯学習課の職員全体が

共有をしていたことです。 

 当時の上司は、偽領収書の問題も完全に把握をしながら、関係事業者に足を運んで調査する

こともなく、真相究明に全く積極的でなかったということであります。積極的に取り組んでい

れば、今年になって発覚した領収書の偽造等も含めて、100万円を超える金額、あるいは200万

円近い使途不明金がその当時迅速に解決をできていたということになろうかと思います。そう

いった問題だらけの対応に関して、市長、副市長は職員擁護に走り、挙げ句の果ては、市長

は、当時の課長の対応に問題点はなかった、そういう実に情けない答弁をしております。本当

にこういう言葉に情けないというか、我々議員として無力感さえ感じます。 

 不正した職員の処罰に関わる懲罰審査会に向けた協議に対しても、不正の全容を知らすこと

なく終わっております。当時の教育長が真実を知らされていたかも疑われます。元上司も不正

をしたと思われる職員も後になって全ての事実関係を否定する方向に軸足を移しましたから、

今となっては何とも真実究明、真相究明の方策がないということになります。こうした不正の

事実が長年にわたって隠されてきて、それが表に出ても当時の対応が全く不十分だったため、

無罪放免の無実、無罪放免の結果に終わってしまったということであります。 

 私は、本当に市民の皆様に申し訳ないという気持ちになります。公務員としての正義とは何

かと強く思う次第であります。隠すことを選択した職員を評価すべきではなく、問題を表に出

してくれた職員を評価するような室戸市役所になってほしいと思っているのは、私だけではな

いと思います。問題を表に出してくれた職員に対しては、厄介者扱い、余計なことをしたとい

う姿勢が感じられたということであります。それは、特に副市長は肝に銘じて反省すべきだろ

うと思います。室戸市側がそういった姿勢なら、私たちには市民の方々にでき得る限り真実を

伝える以外に打つ手はありませんから、どうしようもないということであります。 

 しかしながら、使途不明金となったと思われる数百万円に関しては、使途不明金イコール着

服金と思われますから、この数百万円に関しては何とか回収する手だてがないか、市長以下が

取り組む余地は残っていると思います。隣の自治体でも最近職員による着服事例がありました

が、使途不明金扱いであっても全額弁償した事例があります。室戸市体育会で着服された数百

万円は、直接室戸市の補助金ではなくても、県内外の方々が、全国から室戸の地で走ってみた

いという、そうしたランナーたちの思いが詰まった参加料でもあります。そんなことに思いを

はせることができるのであれば、少しでも回収できる手だてを模索すべきではなかろうかと思
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います。全ての流れについては押し問答になりますから、時間の無駄だと思いますから、残っ

ている問題点について何らかの対応策がないか、何点かお聞きをしたいと思います。 

 まず、１番であります。室戸市体育会関係者は、不明金は210万円ぐらいと私の目の前で証

言をしております。それでも損害賠償はしないということは、手持ち運営資金に十分な余裕が

あるということではないか、お聞きをいたします。 

 ２番目、平成27年度、28年頃から室戸市体育会会計と各実行委員会会計とは別個の会計処理

がなされるようになっているが、どうしてそうなったのか、お聞きをいたします。 

 ３番目、室戸市体育会関係者の言う不明金210万円が、市長、副市長はそれは間違っている

という認識なのか、お伺いいたします。 

 ４番目、市長は、室戸市体育会にも不正に気づかなかった管理責任があるというふうに答弁

しておりますが、確かにそういった側面はあると私も思います。しかしながら、その決算は会

計監査があり、総会で承認されて初めて最終決算書となります。決算監査には、課長以下の市

職員が立ち会っていたと思いますけれども、どういう実情であったのか、お聞きをいたしま

す。 

 ５番目、これは正確に答えてもらいたいんですが、室戸市体育会は賠償請求はしないと市長

答弁をしましたが、この賠償請求はしないという発言は室戸市体育会のどの役職の方の発言

か、また理事会の総意なのか、お聞きをいたします。このことによって市長も真実追求という

ことはもうしないというような答弁もしておりましたので、正確に答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 ６番、室戸市体育会の内部の問題であっても、問題を起こしたのは市の職員であります。市

長の部下でもあります。ましてや、市長は室戸市体育会の名誉会長でもあります。室戸市体育

会の損害賠償は求めないの考えを尊重するのではなく、最後まで責任を持って対応すべきでは

ないか、お聞きをいたします。 

 ７番目、改めて体育会理事会を開催していただき、司法書士等、司法書士さんは刑事罰、民

事罰のほうではなくても、弁護士の権利というかそういう力を持った職業でありますので、こ

ういった司法書士等を利用して損害賠償請求等の手だてを模索するべきではないか、お聞きを

いたします。 

 大きい６番目です。室戸市体育会及び各種実行委員会への補助金支給の是非についてお伺い

をいたします。全体としての、室戸市体育会健康マラソン大会であったり室戸岬一周駅伝であ

ったりの、各実行委員会に対しての補助金の流れに少し疑問点もありますからお聞きをしたい

と思います。 

 まず、１番目に、室戸市体育会名義、その他７つの預金口座があるといいますが、それぞれ

７つの預金口座通帳の各口座名と現時点での預金残高を個々に聞きたいと思います。 

 ２番目、各種組織、実行委員会への補助金交付金額は、平成24年、25年、26年、平成29、
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30、令和元年、２年をお聞きします。また、平成24年、25年、26年度の各年度の大会参加料収

入は幾らか、これは健康マラソンとか一周駅伝とかトライアスロン等になります。よろしくお

願いします。 

 ３番目、補助金交付基準、収益のあるあるいは預貯金が豊富にあり自力で組織運営ができる

団体には運営補助金の交付はできないということがあると思いますが、交付基準を明確に教え

てください。 

 ４番目、室戸市体育会への運営補助金について、資金がそこそこにありながら運営補助金を

支出した補助金交付基準違反の事例がありはしないか、お聞きをいたします。 

 ５番目、体育会において、体育会会計において、長年にわたり剰余金隠しをして補助金交付

を受けていた疑いがあると内部からの情報もあります。これは事実なのか、お伺いをいたしま

す。 

 ６番目、教育委員会はそういった事情を知りながら交付金支給を続けていたのではないか、

お聞きをいたします。 

 ７番目、平成24年、25年、26年、27年の少年野球春季選手権の実績報告書には、収支決算書

が添付されていません。これは収支精算書の明細になりますから必ず要るものでありますけれ

ど、どうしてないのか、お伺いいたします。 

 また、同年度の岬一周駅伝大会、健康マラソンの実績報告書には収支決算書は添付されてい

るのか、それも先ほど言ったように、収支精算書の明細表であります。これをお聞きいたしま

す。 

 最後に、７番目であります。旧室戸岬中学校校舎解体に係る損害賠償についてであります。 

 この工事に係る損害賠償額は、合計362万1,980円となっています。そして、被害家屋件数

は、８件15棟に及んでおります。公共工事にはこういった家屋施設に対する損害賠償は付き物

であり、損害認定については、明確な対応が取りづらく、ある意味グレーゾーンな事例におい

ても支払っているというのが現状だと思います。 

 今回の質問は、過去の例においても議会をフリーパスでこういった補償金のことは通過もし

ておりますので、現場での対応についてはあまり聞いたことがありません。今回、現場での対

応が正しい対応であったのかについてその対応の仕方を説明いただき、今後の公共工事の対応

についても常に報告ができる体制が整えれるのか、質問とさせていただきます。 

 質問事項として、１番、工事の施行に当たり、契約条項の中に周囲の建築物等に被害や影響

を与えないような条項が入っているはずですけれども、それは入っているのかどうか。 

 ２番、施工計画書及び施工計画書打合せ時点での振動災害に対する打合せ事項は文書として

存在するのかどうか。 

 ３番目、施工計画書の中の使用機械の制限は明記されていたのかどうか。 

 ４番目、施工業者が使用制限以外の重機を使用はしていなかったのかどうか、お聞きをしま
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す。 

 それから、５番目、各被害箇所の解体現場からの距離をお聞きいたします。 

 ６番、解体現場の土質、土の状況はどうであったのか。 

 ７番、国道を隔てた反対側の住宅にも被害が及んでいるが、この工事で発生したと明確な因

果関係が確認されているのかどうか、お伺いいたします。 

 ８番、被害確認については当然当局も立会をしていると思いますが、納得の上の立会で、納

得の上の被害調査であったのかどうか、お聞きをいたします。 

 ９番、工事計画前に周辺住宅の事前調査は行っていたのかどうか、お聞きをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（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)室戸市のコロナ感染の状況と予防接種の進捗状況についてであります。 

 まず、本市における感染者の経過と人数及び感染経路等の状況についてでありますが、県が

市町村別の人数を公表する形に見直した本年８月25日以降の本市の感染者数は、昨日９月13日

時点で９名となっているところであります。 

 また、８月24日以前の本市に関係する関係者の状況としましては、これまで市等が公表して

いる範囲で申しますと、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、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あります。なお、公表されている感染

者の感染経路につきましては、濃厚接触者または不明となっております。 

 次に、本市の12歳以上の方へのワクチン接種の状況ですが、９月６日時点で１回目の接種を

終えられた方が9,409名、接種率が77.7％、また２回目の接種を終えられている方が8,354名、

接種率が69％となっているところであります。なお、年代別の１回目、２回目の接種率を見ま

すと、これは９月８日時点のあくまで暫定値になりますが、10代の１回目が53.7％、２回目が

30.6％、20代が50.3％と30.1％、30代が56.9％と33.9％、40代が64.2％と43.7％、50代が

73.7％と59％、60歳から64歳が78.3％と73.4％、65歳以上が85.7％と84.8％となっておりま

す。 

 今後におきましても、一日も早い新型コロナウイルス感染症の収束に向け、医療機関と連携

しワクチン接種の取組を進めてまいります。 

 次に、(2)コロナ自粛活動継続の中、市長の大阪出張についてであります。 

 ４点に分けて御質問をいただきましたが、少し長くなりますが、海洋堂のことや館長さんと

のお付き合いのことなど、その背景も併せてまとめた答弁にさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 大阪府におけるコロナ対策は、令和３年６月１日から６月20日までが緊急事態措置期間で、

６月21日から７月11日までがまん延防止措置の期間に緩和、７月12日から８月１日までまん延
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防止措置が延長され、その後８月２日から９月12日まで緊急事態措置が取られ、現在に至って

おります。 

 海洋堂ホビーランドオープン式典への参加は６月24日と25日で、大阪はまん延防止措置が取

られた時期でありましたことは相違ありません。当日は議会会期中での出張となることから、

韓国の反省も踏まえ、亀井議長には何度か御相談を申し上げました。議長に大阪行きを御相談

した最初の機会は大阪は緊急事態措置が取られていた時期ではなかったかと思いますが、議長

にやめておいたほうがいいと注意をいただきました。私も緊急事態措置が取られているさなか

の出張は控えるべきであるとの認識をしておりましたので、緊急事態措置が解除になりました

ら検討させてくださいとお願いをしておりました。再び議長に相談に伺った折にはまん延防止

措置になっていた頃だと思いますが、議長からは慎重に構えたほうがよいのではないかといっ

た御意見をいただきましたが、行くか行かないかは市長判断に任せるという旨の御意見もあり

ましたので、最終的には私の判断で出張に出たというのが現状であります。 

 こうした時期に参加しなければならなかった理由について、少しその背景を説明させていた

だきます。 

 海洋堂の宮脇館長さんや専務さんにお知り合いになれましたのは市長就任後のことでありま

すが、国会議員の先生に御紹介をお願いしまして、御面談の機会をいただきました。その後、

お手紙のやり取りや専務さんや関係社員の皆さんが市役所にも御訪問いただくなど、お付き合

いをさせていただいております。後で知りましたが、室戸市は室戸ジオパークセンターオープ

ニングのときに海洋堂さんにお世話になっておりまして、そのときのイベント内容なども御紹

介をいただきましたが、ジオパークセンターへの関心を高くしていただいておりまして、フィ

ギュアとジオパークのコラボによるイノベーションが期待できるのではと感じているところで

ございます。 

 御案内のとおり、海洋堂さんは四万十町に2011年７月に海洋堂ホビー館四万十や2012年７月

に海洋堂かっぱ館を整備され、この2021年３月に南国市にＳｐａｃｅＦａｃｔｏｒｙなんこく

をオープンさせるなど県内でも大人気ですが、全国的にも圧倒的な人気と信頼の高い企業だと

受け止めております。 

 その海洋堂のスタートでありますが、現在の館長が1964年、大阪府守口市で模型販売店とし

てオープンした会社でありまして、プラ模型の完成品販売活動、オリジナル工具の開発販売、

国内の模型店への指導など、プラ模型の普及推進のパイオニアとして御活躍をされ、リアルカ

プセルフィギュアが大人気を呼ぶ商品となったことなど、記憶に新しいところであります。こ

うした広く事業展開される、フィギュアの最前線で大活躍中の魅力ある人気の高い企業であり

ます。 

 その創始者であります宮脇修館長は、高知県大方町の御出身で、カツオ船や室戸のマグロ船

にも乗船した経歴を持つ、大変高知県びいきの方だと受け止めております。今年の３月に南国
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市のＳｐａｃｅＦａｃｔｏｒｙ落成式典で高知に来られた折に、室戸の市長に会いに行くと言

ってわざわざ御夫妻で室戸まで来ていただきました。93歳になられる御高齢の館長と奥様が、

室戸市に会いに行くと言いつつも、高知市内のホテルで朝起きられて、室戸は遠いなと悩んで

いたことを奥さんに伺いましたが、無理をしてでもお越しになっていただけたことは大変光栄

なことであり、２時間余って館長御夫妻を独占する最高のありがたい時間をいただきました。 

 そのときのお話で、館長の武勇伝の数々や今回オープンする海洋堂ホビーランドは、門真駅

に隣接したイズミヤの３階、600坪に整備される日本では初めてのホビーランドだと伺いまし

た。また、子供たちと共に描いた夢を完結できる喜びやその約束を50年たって実現できるとの

思いや海洋堂の全てを見せるという計画だと伺いましたが、海洋堂の集大成のホビーランドを

熱く語ってくださいました館長御夫妻への思いには感動するしかありませんでした。そのとき

に海洋堂ホビーランドオープニング記念式典に御案内をいただきまして、高知市内からわざわ

ざ室戸までお越しいただいた館長夫妻への感謝の気持ちから、オープニングにはぜひ参加させ

ていただかなければとの思いでございました。 

 あわせて、館長には四万十町に山の海洋堂を造られ、南国市に町の海洋堂をオープンされま

した。次は、室戸市にぜひ海の海洋堂を御検討してくださいと御相談をしておりましたことな

どから、この御縁を大事にしておきたいとの強い思いがありまして、オープニング参加を決意

したものであります。 

 申すまでもなく、大阪事務所等にも大阪のコロナ状況を入手するなどその安全性を確かめ、

秘書と２人の行動にして公用車移動で他の業務は入れずに、コロナ対策を十二分に配慮して行

動した出張でありました。 

 緊急事態宣言やまん延防止措置の取られる圏内に出張することは批判を受けることも承知を

いたしておりますが、市長として室戸を元気にする重要な物事には、コロナ対策を万全にし

て、慎重であっても積極的に行動しなければと覚悟を決めております。コロナ感染問題はいつ

まで続くか先が見えませんが、室戸市の危急存亡な状況は明確でありまして、例えば出生者数

が50人を切り、75歳以上の高齢者が４人に１人の町となっている。このことだけをとりまして

も異常で危機的な状況であります。こうした室戸市の現状を直視しますと、室戸市の危機対策

に時を待つ時間は残されていないといった状況に焦りさえ覚えているものであります。ワクチ

ン接種により、全国的にも活動範囲が緩和され経済活動を復活させる風潮になりつつあるよう

にも伺いますが、チャンスを無駄にしないよう今後も頑張る所存でございますので、よろしく

お願いをいたします。 

 次に、(3)コロナ自粛活動継続中の市長の飲酒騒動についてありますが、議員お尋ねの市内

の民家においてとの御質問は、古戸商店街に新たに６月15日にオープンをしたお店のことだと

思いますので、経過の詳細を申し上げ、おわびをさせていただきたいと存じます。 

 １回目の飲酒の日時と人数、目的等についてでありますが、６月27日の18時頃から20時過ぎ



－84－ 

まで、人数はばらばらと遅れてきた参加者が集まり、最終的に７人となりました。２人の従業

員も会の目的を共通するメンバーであったことから、仕事をしながらでしたが参加されたとき

もありました。人数がオーバーになり、席を分けて話をしなければとの思いにもなりました

が、商店街活性化の話が盛り上がっておりまして、分散させる勇気がその時点では足りており

ませんでした。この会の目的ですが、コロナ収束後を見通して、より多くの観光客やインバウ

ンド客を室戸市に迎えるため、楽しいショッピングのできるまちづくりについて意見交換をす

る会議でございました。この場所は、古戸商店街の活性化や室戸の元気づくりに頑張ろうとの

大変熱い思いを持った若者３人がオープンさせたお店でありまして、場所の提供をお願いした

ものでございます。 

 お酒も含む飲食をしながらの会議でしたが、私はｉＰａｄを持って出される意見を記録して

おりましたこともあり、聞くことの多い会議になりました。参加者にも確認をその後しました

が、20時頃にお約束の時間が来たことを発声をしますと、参加者からも「２時間以内ぞ」と口

にしながら立ち上がりましたが、商店街を元気にする対策に質問が出されたり、商店街の空き

家調査をして使用できる空き家を確定することが先じゃないかなどといった話のやり取りに立

ち話をする時間が長くなりまして、８時半ぐらいには皆さん解散されたように伺いましたが、

私は８時過ぎに二、三人で先に出たように記憶をしております。 

 この時期は、県知事メッセージを受けて５月25日に新型コロナウイルス対策本部を開催し

て、会食の人数は４人以下のグループで２時間以内の規制がかかっていた期間のことでありま

して、そうした認識は参加者も私も持って意見交換をした会議でしたが、結果として７人の会

食となり時間もオーバーするという席を市長自らがつくってしまったことにつきましては、市

長としての責任の欠如と未熟さを猛省をしております。お店に対しましてもお集まりいただい

た皆さんにも、誠に申し訳ないことをしたと深くおわびを申し上げました。 

 また、市役所庁内におきましては、直近の課長会でそうした一連の御報告をさせていただ

き、市長自らが信頼を失墜する行動を取ってしまったことは誠に申し訳なく、猛省をしている

と謝罪申し上げた次第でございます。職員からは、「もっと責任ある行動を取ってもらいた

い」、「士気に関わる重要な物事で十分反省をしていただきたい」等の意見をいただきました

が、お叱りはもっともなことで、真摯に受け止め、肝に銘じたところです。 

 ２回目の日時と場所、時間や人数、目的についてでありますが、８月17日に古戸の同じお店

のことです。20時頃に私を含む３人で伺いました。目的は、そのお店のオープンのお祝いの御

挨拶がしたいとのことで、御案内をさせていただきました。この２人のメンバーは、今後の室

戸づくりにアドバイスやお力添えをいただいている知人ですが、この春先から室戸に来ていた

だく日程を調整してくれていたメンバーでございます。お一人は、１時間ぐらいでお迎えが来

てお帰りになりましたが、もう一人はそのお店でお泊まりになるとのことで、その時点で店じ

まいをしてから３人での話合いとなりましたが、一緒にお店を経営されている方が途中帰って
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こられて、４人の時間もありました。帰宅をしたのは10時を過ぎていたように思います。 

 さきの反省もあり、人数や時間の厳守に気を配り、飲食をしながらの会話でありましたが、

マスクを着け外しをしながら話をしておりました。今後の古戸商店街の活性化に向けて、取組

やタイムスケジュールなどの話合いで、声を高くした思いはありませんでした。このことで御

近所に御迷惑をかけているという認識はありませんでして、後日、８月19日に市民からの苦情

が入っているとの情報を課長から聞くことにより知りました。 

 お酒を飲むことは想像できたと思うが、どうして辞退しなかったのかとの御質問につきまし

ては、６月27日は私が声かけをして取り組んだ集いでしたし、また８月17日も御案内をした立

場でありました。 

 次に、市民からの苦情の内容についてですが、深夜まで騒がしいといったこと、市長の声も

聞こえていたといったことの内容でありました。その後、９月９日に課長からお店がオープン

してからの一連の報告を受けまして、御近所に大変な御迷惑をおかけしていたことを知りまし

て、私の言動が引き金になっているとの反省から、御近所やお店にもおわびにお伺いをしまし

た。また、お店の店主には、おわびをすると同時に、９月までの営業時間の徹底とお店への営

業時間の告知、大声になったときの注意喚起など、御近所に御迷惑のかからないよう徹底され

るようお願いをさせていただいたところであります。 

 申すまでもなく、私自身も厳しく自戒して猛省をし、今後こうしたことのないように徹底を

して信頼回復に全力で当たらなければと強く反省をしております。このたびのあるまじき行為

を猛省して、今後二度と同じ過ちを起こさないことと、市長としての信頼回復に全力で取り組

み、このたびの反省を今後の取組に生かし、実績を上げ結果の出せるよう取り組みますことお

誓い申し上げます。なお、自らの処分につきましては、閉会日までに明確にして対応させてい

ただきたいと考えております。本当に市民の皆様、議員の皆様、そして職員にも深くおわびを

申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。 

 次に、(5)生涯学習課元職員の不祥事についての中の６点目の体育会不祥事について、最後

まで責任を持って対応すべきではないかについてであります。 

 今回の使途不明金に係る賠償請求につきましては、６月の一般質問におきまして答弁しまし

たように、体育会からも賠償請求は考えていないとお聞きをしておりますことから、体育会の

考え方を尊重したいと考えております。 

 また、当時体育会を担当しておりました市の職員につきましては、本市が業務上横領として

告発し、専門機関の捜査による結果、不起訴となったこと及び虚偽報告や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、当該職員に対する減給10分の１、12か月とい

う懲戒処分を行ったことに加え、当該職員も自らの意思により退職という形で責任を取ったこ

となどから、今回の一連の不祥事におきましては市長としての責任は果たしたと考えておりま

す。 
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 次に、７点目の体育会理事会を開催して損害賠償請求の手続をするべきとの御意見について

であります。 

 こちらにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、体育会としての考え方を尊重したい

と考えております。 

 私からは以上でありますが、副市長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。 

 すいません。ちょっと発言が間違っておりましたようですので、１点訂正をさせていただき

ます。 

 お店の店主におわびをした点で、９時までの営業時間の徹底をしてくださいということを

「９月」と読み間違えたようでございますので、「９時まで」ということに訂正をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（亀井賢夫君） 黒岩副市長。 

○副市長（黒岩道宏君） 山本議員の４の議会質問に対する私の答弁姿勢につきまして、議員

質問に異議があれば今後も指摘をするのかについてお答えをさせていただきます。 

 まず、６月議会での私の議員への答弁内容についてでありますが、議員からの御質問の中

に、課長は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

にした事実を聞いておりましたなど、市の調査に対し本人が明確に否定しているものや市が調

査上把握した事実と異なる内容が何点かございました。それらを黙視することは、市としてそ

の内容を認めていると誤解をされるおそれがあり、市及び職員の名誉が著しく傷つけられたま

まとなることから、調査に基づく市としての見解を示す必要があると判断し、答弁をさせてい

ただいたものであります。 

 この件に限らず、議会答弁におきましては、例えば、政策的な質問においても、質問者と前

提条件の認識や実施手段の考え方などが異なっている場合においては、そうした点を丁寧に御

説明をした上で、市の方針とそれに至った理由をお答えし御理解をいただくよう努めることが

重要であると考えておりますので、今後もそのように取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 それと、大きな５点目の３の体育会関係者の言う不明金210万円が間違っているのかについ

てでありますが、市の調査の結果明らかとしております使途不明金は、６月の議会でも説明し

たとおり、108万5,427円と認識をしております。以上です。 

○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） 山本議員に(5)生涯学習課元職員の不祥事について及び(6)室

戸市体育会及び各種実行委員会への補助金支給の是非についてお答えをいたします。 

 まず、１点目の損害賠償をしないということは手持ち資金に十分余裕があるということでは

ないかについてであります。 
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 補助金の執行につきましては、室戸市補助金交付規則第10条により、補助事業等の完了前に

補助金概算交付指令書により補助金の全部または一部を交付した場合でも、決算額を超える補

助金が既に交付されている場合は、室戸市補助金交付規則第12条による補助金確定交付指令書

兼超過額返還通知書により補助金の返還をしていただいております。 

 昨年度も新型コロナウイルス感染拡大により各種大会の多くが中止となったため、概算交付

された補助金のうち、未執行分を返還していただいていることから、体育会には手持ち資金に

余裕が生じることはないと考えております。 

 次に、２点目の平成27年頃から体育会と各実行委員会が別会計となったのはなぜかについて

であります。 

 平成26年度までは生涯学習課の保健体育費の中に室戸岬健康マラソン大会の自動計測業務委

託料、室戸岬一周駅伝競走のバス借上料及びボランティアスタッフの弁当代などを予算計上し

ておりましたが、平成27年度から室戸岬健康マラソン大会及び室戸岬一周駅伝競走につきまし

ては補助金として予算計上をしております。 

 これにつきましては、参加人数が年々増えてきたことによる経費の増加やこれまで事業の運

営経費に関しては、参加料の受入れは団体が行い、バス借上料やボランティアスタッフの弁当

代など運営経費の一部は市が払っているため、事業の全体的な収支が把握しづらい点があった

ことなどから、主催団体に収支を一元化し、適正な事業執行を図るため補助金を交付すること

が適切であると判断をしたものであります。 

 次に、３点目の体育会関係者の言う不明金210万円が間違っているかについてであります。 

 これにつきましては、先ほど副市長のほうからも申し上げましたが、市の調査の結果明らか

となった使途不明金は、６月議会でも御説明したとおり、108万5,427円であります。 

 次に、４点目の監査に課長以下の市職員が立ち会っていたのではないかについてでありま

す。 

 体育会の会計につきましては、通常は監査をする監事と担当職員の２名で通帳、領収書、関

係書類の確認を行っておりますが、事務に不慣れな新任の担当職員が対応するときには、その

当時の上司が立ち会う場合もあったと聞いております。 

 次に、５点目の体育会の賠償請求はしないという発言はどの役職の発言か、または理事会の

総意なのかについてであります。 

 ６月議会でも市長が答弁をしたところでありますが、体育会会長から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、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、ま

た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をしておりますので、市

としましては体育会の考え方を尊重することとしたものであります。また、本年５月の体育会

理事会において、会長から今回の使途不明金が発生した経緯の説明がありましたが、出席者か
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らはその件に対し特に質問もなかったため、理事会の総意であったと認識をしております。 

 次に、(6)室戸市体育会及び各種実行委員会への補助金支給の是非についての御質問にお答

えをいたします。 

 １点目の体育会ほか７つの通帳残高についてであります。 

 これにつきましては、現時点の残高であり、既に補助金を概算で交付されているものも含ま

れるため、事業完了後の実績額が確定した後、現在の残高からは変動をしていくものと考えら

れますが、室戸市体育会は34万3,943円、室戸市スポーツ少年団は34万1,111円、高知県少年野

球春季選手権大会は17万2,207円、室戸岬健康マラソン大会は０円、室戸岬一周駅伝競走は０

円、高知県武道室戸大会は26万円、室戸市市民運動会は35円となっております。 

 また、これ以外に体育会関係として５年以上入出金のない休眠状態の団体等の通帳が４冊あ

り、その内訳として、体育会が管理していた自動販売機の売上げの受入れの通帳は７万

4,052円、室戸岬健康マラソン大会の平成26年度までの大会運営用の通帳は35万4,719円、廃部

となっている体育会ゲートボール部の通帳は０円、同じく廃部となっているソフトボール部の

通帳は13万4,976円です。 

 次に、２点目の各種組織実行委員会への補助金交付金額についてであります。 

 補助金交付金額は、室戸市体育会は、平成24年度は64万8,000円、平成25年度は72万円、平

成26年度は86万6,760円、平成29年度は80万1,437円……。 

            （９番山本賢誓君「もっとはようし」と呼ぶ） 

○生涯学習課長（西岡佳久君）（続） 大丈夫ですか、平成30年度は85万2,087円、令和元年

度は81万8,669円、令和２年度は47万3,684円となっております。 

 次に、室戸市スポーツ少年団は……。 

            （９番山本賢誓君「健康マラソンと駅伝だけでいい」と呼ぶ） 

○生涯学習課長（西岡佳久君）（続） だけでいいですか。 

 続きまして、室戸岬健康マラソン大会は、平成29年度は162万6,558円、平成30年度は155万

4,255円、令和元年度は166万6,398円、令和２年度は０円となっております。 

 次に、室戸岬一周駅伝競走は、平成29年度は20万円、平成30年度は20万円、令和元年度は

20万円、令和２年度は０円となっております。 

 次に、５点目の長年にわたり剰余金隠しをして補助金交付を受けていた疑いがあるについて

であります。 

 すいません、ぬかってますね。すいません、先ほどの２点目の質問の中で、室戸岬健康マラ

ソン大会と室戸岬一周駅伝競走の参加料のことの質問があったと思いますので、お答えをしま

す。 

 室戸岬健康マラソン大会の参加料につきましては、平成24年度は258万円、平成25年度は

237万2,000円、平成26年度は271万円、平成27年度は465万5,000円となっております。 
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 次に、室戸岬一周駅伝競走の参加料ですが、平成24年度は24万円、平成25年は24万円、平成

26年度は53万円、平成27年度は69万円となっております。 

 次に、５点目の長年にわたり剰余金隠しをして補助金交付を受けていた疑いがあるについて

であります。 

 前段でもお答えをいたしましたが、補助事業完了前に概算により補助金を交付された場合で

も決算額が交付金額より少なかった場合は補助金の返還をしていただいておりますので、剰余

金はないものと認識をしておりますが、先ほど御説明いたしました５年以上入出金のない休眠

状態の通帳の残高につきましては、今後各補助金の精算方法等について、専門家等の意見をお

聞きした上で体育会関係者と協議し、適切に取り扱ってまいりたいと考えております。 

 ６点目の教育委員会はそういった事情を知りながら交付金支給を続けていたのではないかに

ついてであります。 

 この件につきましては、前段でお答えをしたとおりでございます。 

 ７点目の平成24、25、26、27年度の少年野球春季選手権大会の実績報告書に収支決算書が添

付されていないのはなぜか、また室戸岬一周駅伝競走及び室戸岬健康マラソン大会の実績報告

書には収支決算書は添付されているのかについてであります。 

 山本議員から令和元年９月17日付で情報開示請求が提出され、同年９月30日付で情報一部開

示決定通知書を送付をしております。開示内容としましては、高知県少年野球春季選手権大会

の平成24年度から平成27年度までの補助金実績報告書及び添付資料、平成27年度の室戸岬一周

駅伝競走の補助金実績報告書及び添付資料、平成27年度の室戸岬健康マラソン大会の補助金実

績報告書及び添付資料でございます。 

 室戸岬健康マラソンと室戸岬一周駅伝競走につきましては、収支精算書に合わせて収支決算

書もお渡しをしているところでございますが、高知県少年野球春季選手権大会につきまして

は、補助金の支払いの際には室戸市補助金交付規則で定められている書類を会計課のほうに提

出をしておりますが、議員御指摘の収支決算書につきましてはそれに該当しないため作成をし

てしていないところでございますので、御理解をお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 健康管理のため、11時25分まで休憩をいたします。 

            午前11時12分 休憩 

            午前11時24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。上松財政課長。 

○財政課長（上松富士樹君） 山本議員に１の(6)室戸市体育会及び各種実行委員会への補助

金支給の是非についての３点目と４点目の補助金の交付についてお答えいたします。 

 補助金等の交付は、地方自治法第232条の２の規定に基づき、公益上必要性がある場合にお

いて補助することができるもので、本市の補助金の交付に関しましては、基本的事項を室戸市



－90－ 

補助金交付規則で定め、その他必要な事項は補助金ごとに要綱を定めているところでございま

す。 

 交付決定に関しましては、室戸市補助金交付規則第５条の規定に基づき、申請を受け付けた

担当課において、補助金の趣旨や目的に沿っているか、申請団体の繰越金なども考慮し内容を

精査し、必要に応じて実地調査等を行い交付決定を行っております。 

 この交付決定におきましては、先ほど申し上げましたように、申請を受け付けました担当課

において補助金を交付すべきものか繰越金なども一定考慮して内容を精査し必要な金額を補助

しているところでありますので、議員お尋ねの交付基準違反のような事例はないものと考えて

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） 山本議員に(7)旧室戸岬中学校校舎解体に係る損害賠償についてお

答えいたします。 

 御質問の１点目、工事の施行に当たり、契約条項の中に……。 

○議長（亀井賢夫君） すいません、傍聴席の方、お静かにお願いします。 

○消防長（多田周平君）（続） 建築物に影響を……。 

○議長（亀井賢夫君） 傍聴席の方。 

○消防長（多田周平君）（続） 与えないような……。 

            （「多田さん、待って」「ちょっと待って」「議長」と呼ぶ者あ

り） 

○消防長（多田周平君）（続） 建築物に影響を与えないような条項は入っているのかにつき

まして、契約条項の中に影響を与えないようなという趣旨の条項はございませんが、影響を与

えた場合の責任の所在については明記されております。 

 次に、２点目の施工計画書及び施工計画打合せ時点での振動災害に対する打合せ事項は文書

として存在するのかにつきましては、設計書に振動計等の設置が明記されており、また工事打

合せ記録簿にも記載されております。 

 ３点目の施工計画書の中の使用機械の制限は明記されていたかについてと４点目の施工業者

が使用制限以外の重機を使用はしていなかったのかにつきましては、それぞれ関連がございま

すので併せて御答弁申し上げます。 

 まず、使用機械の制限等については特に行っておりません。したがいまして、使用制限以外

の重機の使用ということもございません。施工計画書に記載されている機械及び重機を使用し

ております。使用機械の制限をしていないことにつきましては、機械の制限自体が目的ではな

く、振動、騒音を規制基準値内に抑えることが目的であるため、測定計を設置して対応してお

ります。 

 ５点目の被害各所への解体現場からの距離でありますが、最も近い建物が約８メートル、最
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も離れた建物が約36メートルであります。そのほか、約13メートルから約34メートルの間に６

件となっております。 

 ６点目の解体現場の土質につきましては、深度約6.6メートルまでは主に礫混じりの粘土質

であり、そこからは砂岩による岩盤層となっております。 

 ７点目の国道を隔てた反対側の住宅にも被害が及んでいるが、この工事と明確な因果関係が

確認されているのかでありますが、本工事を行うに当たり、近隣建物につきまして事前、事後

調査を実施しており、変化のあったものにつきまして損害賠償をすることとしております。 

 ８点目の被害確認については当局も立会をしているのかでありますが、被害確認につきまし

ては、原則調査中の立会は行っておりませんが、事後調査報告書に基づいて写真及び調査資料

等で損傷程度の確認をすることとしており、調査後の説明には同行しております。 

 最後に、９点目の工事計画前に周辺住宅の調査は行っているのかでありますが、前段でも申

し上げましたように、近隣建物16件につきまして事前調査を行っております。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） 山本。２回目の質問をさせていただきます。 

 まず、最初の質問順序と反対になりますが、後ろのほうから２回目やっていきます。 

 消防本部に対してですが、２回目の質問をしたいと思いましたが、消防本部のほうから２回

目の質問をするなという指令が来ておりますので、２回目は控えさせていただきます。 

 それから、教育委員会補助金の件ですけれども、そういうふうな補助金交付基準違反の事例

はないと、それはなかって結構ですけれども、俗に言う二重実績報告書等も含めて、そういっ

たものがあって、その二重実績報告書、大会の実績報告書がなくなったっていう部分は、それ

は補助金の支給を隠すために、剰余金があるから隠すためにそういう処置をしたっていう声が

内部からあるがですよ。ほんで、なければないで結構ですけれども、そういう声が上がるとい

うことは何かあるかということも真剣に調査をしてもらいたいと思います。それは、やるかや

らんかの答弁ぐらいはしてください。 

 それから、１番から順番に戻りますけれども、市長の大阪出張の件です。 

 ホビー館の方と非常に深い付き合いがあるからと堂々と長々と口上を述べられましたけれど

も、そしてホビー館との付き合いは室戸市の将来のためにという固い決意を持っていると。大

阪へ行ったのは、市長、そういう問題じゃないがですよ。例えば、四万十市とか南国市のほう

が室戸市よりももっと深い付き合いしゆうでしょうが。そういった方々においても、大阪のコ

ロナの状況を考えたら自粛をしちゅうわけです。市長の、そういう付き合いがあって室戸の将

来のためで、そんな軽い考えはもう捨てないかんですよ、市長。市長がコロナを市役所に持ち

込んだらどうなるが。そういう危険性も含めて、配慮も含めて、議長は注意をしてくれちゅ

う、それへ３回も４回も言ってって、どういうことですか、それは。どんだけ大阪へ行きたか
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った。 

 去年のコロナの第１波か２波か忘れましたけれども、田野町の町長が東京の祝賀会へ行って

すごいバッシングを受けましたよね。それから県内各地の首長はほとんど自粛してますよ。市

長は大阪へ行った。また、７月にも隠岐の島へ行ったっていうことをこの前聞きましたけれど

も、本当にそういう市長としての行動が、付き合いがあるから行かなくてはならないと、そう

いうものを超えた市長の務めは、室戸を守るために自粛することですよ。国民全体、市民全体

が盆の里帰りもしない、葬式も規模縮小してやる、そういうにしてくれゆうわけですから、こ

の行動に対しては市長は謝りがない。市長がコロナを室戸へ持ち込むかどうかのそんな瀬戸際

での市長としての立場、このことに対しても、後の酒のことに関しては謝りましたけんども、

このことに関しても理由、理屈つけていくんじゃなくて、市長としての自粛活動ができなかっ

たということ、この場でもう一度謝ってください。それを答弁願います。 

 それから、出張予定表を出したというのも５日もたってですけど、それもきれいに答弁がな

かったがですけれども、これもおかしな話ですけど、それはそれでええですわ。 

 それから、飲み会の件ですけれども、６月27と８月17日、これもチャレンジショップの意味

合いとか付き合いのことが何とかといろいろ言っておりましたけれども、結局は酒飲んだか飲

まないかだけの判断を我々はしゆうわけです。その途中のいきさつなんてどうでもええがです

よ、どんな付き合いをしようが。２回とも全部市長が献立ちゅうがやないですか。市長、そう

でしょ。ほんで頭から酒食を伴っちゅうじゃないですか、酒とさかなを。それが、もともとの

考え方が全くおかしいっていうわけながです。 

 そういう献立を、落成があって後のことでお礼とかなんとかと言われましたけれども、意見

交換があるなら、酒、さかなの席を構えんでも昼間やったらええでしょうが。さっきの長い付

き合いがある何だか、全然何の言い訳にもなってないですから。これも、言うても、市長は自

分から謝るって言うからそれはそれで結構ですけど、市長、市長は室戸市の責任者として、職

員の不祥事があったりしたら責任取って、市長、副市長、教育長とか減俸しますじゃないです

か、これは職員の不祥事じゃなくて市長の不祥事ですよ。当然責任を取らないかん。中途半端

なことじゃ駄目ですよ、絶対。私、家で考えよったけんど、半年間は無報酬で働くばの、それ

ばの重い罪ですよ、これは。恥ずかしい、市民に苦情に来られるやいうて、考えられんでしょ

うが。具体的にどの程度の自分で責任を取るつもりなのか、もう一度お伺いをいたします。 

 それから、副市長様にもう一度言いますけれども、私の質問は議員質問に異議があれば指摘

をするのかだけを聞いています。それだけ答えればいいのに、また６月議会の私の質問を持っ

てきて言いよる。私は、今、副市長様がここで言うたような二重実績報告書とか、今回言わん

ずくにおろうと思うたがですよ。だから、質問に言うてないし書いてもない。それまた持ち出

したんやから言いましょうかね。報告書があったなかった、そういうことだけに目線を当てて

考えちゅうところが多いがですけど、どうしてこの不正が発覚したかということを全然あんた
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ら言わんやないですか。ほんで、参加料の未納の20万円と14万5,000円の件だけは、それは確

かに通帳から判明しちゅうがやけんど、偽領収やなんじゃいうものが発覚した理由、あんたら

知っちゅうがですか。それは、実績報告書の中を見てから分かったわけやろう。ほんで、市だ

けに存在する実績報告書やったら領収書がちゃんとついてますから、そりゃ誰に聞いても分か

らんというわけよ。調べようがない領収書があったら、そりゃ誰もみんな共通認識やけれど

も、もう一つ実績報告書が、そのときの不正した職員の本立てにちゃんとあったがですから。

前年度の分もあったって言よる。それを見比べて、実績報告書の単価ともう一つの報告書の単

価があまりにも違うから、不正を発見した職員がスポーツ店に行って単価の確認して、それか

ら金額が出たがやないですか、100万円、200万円という話が。ほんやから、私の質問が全部間

違うちょるというてその職員をかばうことに専念するような発言はもうやめてくださいや。そ

ういうことがなかったら、領収書の存在いうものは分からんかったがですから、金額が違うや

いうことは。このことは言わずにおこうと思って書いてなかったですけど、副市長様がそうい

うことを言うから、また言わないかんなった。 

 そういうことで、全容はそれですけれども、もう何回もくどくどくどくどこれやっても、結

局は仕舞がつかんですけれども、市長にもう一点言うちょきたいのは、質問でも言うたよう

に、市長は体育会の名誉会長であります。そして、不祥事を起こしたのは市の職員でありま

す。まだ時間ある。 

○議長（亀井賢夫君） 10分。 

○９番（山本賢誓君）（続） 体育会の中で会長が損害賠償はしないと言うたらしいですけれ

ども、私が行って直接聞いたときは、払うてもらわないかんと言よりましたよ。それで、その

金額はちゃんと不正をした元職員の家族に声が届くように根回しもして言うてあると言うがで

す。ほんで、２人が１回だけ損害賠償はしてもらわなくてもいいと、そういう声を聞いて、そ

れだけで判断するのではなく、市長は自分の職員がしたことを最後まで責任を持つような行動

を取らないかんがでしょうが。例えば、私が司法書士等をもってという話もしたけれども、司

法書士さんとも相談すれば違った方向でできますから。そういうふうなことをしようという姿

勢が全くないやないですか、２人には。使途不明金イコール着服、これはもう当たり前の判断

でしょうが。 

 もう一回、体育会の関係者とも話合いをして、どういう方策が取れるかということを検討す

るかどうか答弁してください。 

○議長（亀井賢夫君） 市長、ええですか。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

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

 何点かいただきましたが、１つは私に対しての質問におきまして、大阪出張の海洋堂のこと

について、これだけ大変なときに出るといったことの、いわゆる軽率な姿勢について謝罪が要
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るのではないかという御指摘であったんですが、室戸を守るために自粛することっていうこと

は私も本当にしっかりと受け止めております。そうしたことの判断を持ちながら、悩んで悩ん

で、行くことが大事なのか、こらえるべきかということを、どのことでも考えておりまして、

このたびのことについては何の弁明もありません。私自身が犯した不祥事であって、あるまじ

き行為だということ、本当に痛切に猛省をしております。それで、謝罪もさせてもらいまし

た。大阪行きのことについては、ちょっと長くなりましたけど、正直にお話をさせていただい

たようなことでございまして、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 それと、もう一つは責任問題について、もっとちゃんとした、責任が重いから重く対処する

べきじゃないかという御指摘でございまして、私もしっかりとこの会期中に明確な対応をする

ようにさせていただきますので、閉会まで時間の猶予をいただきますようにお願いしたいと思

います。 

 最後に、体育会のことに関係する一連で、もう一度会長や関係者、体育会の方々と協議をし

て、再検討するかどうかを答えよというふうな御質問でございましたので、そのことにつきま

しては、庁内でももう一度協議をして、体育会の関係者等と協議する必要があれば、ぜひもう

一回意見を聞いて、議員の言ったことと照らしあわせながら今後の対処を考えていきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 もう一点、すいません。 

            （発言する者あり） 

○市長（植田壯一郎君）（続） すいません。１回目の答弁漏れになっておりました、その出

張予定表のことについて、帰ってきて５日後に議会事務局に提出されたと。これは、出張表で

あれば通念上非常識極まりないと思うが考えを聞くという御質問であったかと思います。 

 このことにつきましては、議会事務局に５日後に出させていただいたのは、私が大阪に出た

ときにどういった行動をしたのかということを明確に書いた行動表でありまして、予定表では

ございません。そのことは、議員が質問通告をしたときに、担当職員から議員にもこういった

説明をしてくれということで、出張予定表じゃありませんよということを説明できてると思っ

てましたものですから、答えを控えさせてもらいましたことをおわびを申し上げて、説明に代

えさせていただきます。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。 

○９番（山本賢誓君） 一番最後に市長が答弁してくれた出張予定表という、これ、私も行動

予定表と見てましたけど、私が質問間違いでしたき、これは謝ります。 

 そういうのも、危機管理の面からしたら、予定表ですから出張前に出すというのが原則だと

思いますので、違いますか。 

            （市長植田壯一郎君「予定表ということですか」と呼ぶ） 

○９番（山本賢誓君）（続） 予定表は予定表で。 
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            （市長植田壯一郎君「出張と決めたときに」と呼ぶ） 

○９番（山本賢誓君）（続） 一応、どういうところにどういうするかということは、通常の

ときと違うて議会会期中でもあることから、そういうことは丁寧に対応してもらいたいと思い

ます。 

 以上で３回目を終わります。 

○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、午後１時まで休憩をいたします。 

            午前11時49分 休憩 

            午後０時58分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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９月議会定例会におきまして、通告書に

従って、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お伺いいたします。 

 (1)固定資産税について。 

 私、３月、６月と議会の一般質問で固定資産税についてお聞きしましたが、どうしても理解

できないことがありますので、もう一度お尋ねします。 

 高知県内のほとんどの市町村がやっている標準税率に移行することはできないかお聞きしま

したが、財政が厳しいと快く応じてもらえておりません。固定資産税の超過税率の見直しを決

断されると、多くの室戸市民がその恩恵を受けるようになりますので、新しい財源が入り始め

たこのときにと切に思いますので、１点だけ確認をさせてください。 

 市長は３月議会で私が指摘した固定資産税の超過税率のことは知っていましたか。周辺市町

村は標準税率で徴収しています。室戸市はほかの周辺市町村より重い税金、超過税率で市民よ

り税を徴収しているのは知っていましたかお聞きします。 

 (2)津波避難タワーについて。 

 東西に長い海岸線を持つ室戸市では、前市長時代に計画された10基の津波避難タワーが完成

しておりますが、植田市長の公約の柱の一つに防災対策が挙げられておりますが、本年度より

西灘地区に住民の要望に沿い津波避難タワーの建設が始まりますが、地元住民の皆さんは大変

喜んでおります。私の住んでいる行当にも津波避難タワーの設置を望んで要望書の提出や、常

会の役員さんの人たちと市長出席の下、担当課の課長や職員との地域集会で地域住民の切実な

思いや願いを聞いていただいたのですが、その後、何ら進展が見えません。津波避難タワー設

置要望の件はどうなっているのかお尋ねします。同じ室戸市内にあって、防災の面ではほかの

地域より手厚くお金が投入されていて、今また高さ40メートルの高台へ、防災の充実の整備の

計画があり、室戸市内の各自主防災組織のお手本となるすばらしい地域と思われますので、こ
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の件については、今後の議会活動の中でいろいろお聞きしたいと考えております。先日、私現

場に行きまして、この場所を見せていただきましたけれども、ほかの自主防災組織のお手本と

なる大変すばらしい地域と思われますので、後々またお伺いをしました際にはよろしくお願い

をいたします。 

 市長、室戸市全域で、防災のための設備や事業は旧５か町村に等しく割り与えられて、均等

に整備がされているのでしょうか。同じ吉良川にあって、避難道も満足に整備が進んでいなく

てというところもあり、行政はちゃんとそれぞれの地域に等しく防災のためのお金の投入をし

てくださるよう、市長の答弁を求めます。 

 (3)室戸市内のバス路線及び停留所について。 

 室戸小学校前より室戸高校方面へ、そして三津坂トンネルを抜け室戸ジオパークセンターへ

とこの間のバス路線が１年余り前に新設され、室戸小学校から室戸高校の間は運行便数が増

え、バス停でバスを待つ市民の姿を見かけることが多くなりましたが、利用者からはこんな声

が寄せられております。 

 現在、運行されているバスは、室戸小学校から室高まで入る便は限定されていて、安芸方面

から津呂、室戸岬方面へ向かう際に室戸小学校から室高方面へ入る便と入らない便がある。こ

れと逆に、室戸岬、津呂方面から奈半利、安芸方面へ向かうバスも室戸小学校から室高方面へ

入るバスと入らないバスがあり、商店への買物や通院の際の利用で、その建物の近くのバス停

で降りるつもりでバスに乗り込んでから、室高方面へ入らないことを運転士に教えてもらっ

て、市役所前や変電所の前のバス停で降りたりです。全便室戸高校方面へ、安芸行きも室戸岬

方面行きも入ることはできないかとの声であります。来年６月開業に向けて整備をされており

ます新診療所がオープンをすると、事前の話では新診療所の敷地内に定期バスが乗り入れする

とのことでしたが、利用者の利便性を高めるためにもぜひ検討をいただき、可能かどうかお聞

きします。 

 バス停の件でもお聞きします。室戸小学校の前にあるバス停の移動ができないかとの声が複

数寄せられておりますのでお聞きします。 

 このバス停の近くには、国道55号と県道椎名室戸線が接続するところに市役所北庁舎、教育

事務所前の三差路に信号機が設置されているのですが、その信号機のところより20メートル前

後三津坂寄りにある停留所で室戸小学校前というバス停があります。このバス停をもう少し東

に三津坂寄りに移動できないだろうかとのバス利用者の声です。利用者の大半はぴあ病院受診

の高齢者の声ですが、雨の日などにはバスを降りた後目的地に着くまでに衣服はぬれてしま

い、むごい姿になると訴えられておりました。バスの便数を増やしたり、停留所を移動したり

することはそうたやすくできるとは思いませんが、高齢者の多い室戸市では、運転免許証をい

ろいろな理由で自主返納したり、自主的に高齢を理由に自動車の運転を取りやめる人も結構お

ります。バスを利用して買物に出かける市民もおります。市民の利便性を高めるために、ぜひ
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とも実現に向け検討いただきますよう、答弁を求めます。 

 バスの件でもう一点お聞きします。今、室戸の観光で知名度が高く全国にその名を知られる

ようになっている廃校水族館へのバス便の延長についてお聞きします。 

 現在、ジオパークセンターが終点となっている安芸方面より来たバス便を廃校水族館まで延

ばすことはできないかお伺いします。室戸市外、県外より水族館へ訪ね来る観光客がジオパー

クセンター止まりのバスから降りて、水族館へ停留所６個ぐらいなら歩いていきますと言って

都会の停留所の思いで水族館まで歩いたら、とても遠くて困ったという話などありますので、

そういう観光のお客様の声がありますので、ぜひ検討できないものかお聞きします。 

 (4)市長の危機管理についてお伺いをいたします。 

 市長の危機管理についてお伺いをする中で、この６月のことになりますが、市長は出張か何

かで大阪方面へ行かれましたか。たしか議会中でしたよね。休会でしたが、よかったらどのよ

うな御用件で行かれたのかお聞かせください。プライベートでプライバシーの問題であるなら

ばよろしいですが、当時大阪はコロナウイルスの感染者が爆発的に出て大変な時期だったよう

に記憶していますが、東京をはじめ大阪など、都府県を越えて移動するのを控えるようにして

くださいと言われているときでした。どうしても大阪へ行かねばならなかったのか、どのよう

な交通機関を使われて、誰と行かれました。私的な用件で都合が悪ければ答えられる範囲でよ

ろしゅうございます。 

 市長は大阪方面から帰ってこられて二、三日後ですか、大阪行きの報告なのか分かりません

が、10人ぐらいの仲間と夜会食をされましたか。正式には何人いたのですか。そのお店には何

時までいたのですか。その頃は１時間以上一緒に飲食すれば、感染者が発生したら濃厚接触者

になると言われていましたよね。誰も注意する人はいなかったのですか。このようなことを注

意し、指導して回る部署が市役所にはないのでしょうか。どこがやっているのかお伺いしま

す。 

 危機管理についてなぜこの話を引き合いに出したのかというと、以前にもありましたですよ

ね。昨年５月、６月ぐらいだったと思いますが、全市議が市民館や公民館など公共の施設に次

亜塩素酸水を配ったのを、それはよいとしてその後です、御苦労さまということで、料亭で慰

労会をしようと参加者を募ってましたよね。自分はおかしいなと違和感を感じて参加しません

でしたが、参加をされた市議もいたようですが、参加募集の出欠を聞く文書を回覧した者も、

また注意をしなかったのもどうかと思ったのですが、新人の自分としてはその当時理解はなか

なかできませんでした。ですが、１万2,000有余の市民の命を預かり、室戸市の危機管理の最

高責任者である市長が料亭でうたげをするなどいかがなものかと住民、市民から意見が数多く

寄せられ、聞きました。市長は、本市の新型コロナウイルス対策本部の本部長ですよね。そこ

では、１時間以上飲食されましたか。何人ぐらいで飲食されましたか。その後、２次会なる場

所へも行かれましたか。その夜はどれぐらいの時間を費やされましたか、お伺いをいたしま
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す。 

 次も、以前に一般質問をさせてもらった台風19号の件です。 

 昭和９年の室戸台風に匹敵すると言われたあの台風の近づいてきているとき、香川県坂出市

で開催された市長会に出席されていたようですが、なぜもっと早く帰ってこれなかったのか。

大型台風が来るのを分かっていたのではないかと質問をさせてもらいましたが、当時の私は議

員になってやっと半年余りの議員で当時は知らなかったのですが、市役所には地震や津波のと

き、台風などの風水害時における配備基準や動員体制なるものがあるのですよね。段階があ

り、第１配備体制から第５配備体制まであり、室戸市に災害をもたらす可能性のある台風など

の気象状況が発生したとき、室戸市に気象警報が発表されたとき、避難所用具準備や職員への

参集準備及び関係施設への注意、呼びかけ、こういった時点で職員などは待機をされますよ

ね。当時、私は市長に大型台風が来ると予想があったはずですが、出張は控えることはなかっ

たですかと質問をしています。当時はどの程度の配備がなされていたのでしょうか、お伺いし

ます。現に、室戸岬を東に回った三津から佐喜浜にかけて災害をもたらしていますよね。災害

が発生したこの日は市長は高知にいたという人もいましたが、その後災害対策本部設置は何配

備になっているのでしょうか。また、何時にされたのですか、お伺いします。 

 次は、令和２年３月議会の韓国行きの件です。 

 休会中といっても議会開会中ですよね。私費で行ったとか、出張だとか言っていましたが、

公務であると、当時現副市長が総務課長のときに言っておられましたが、職員ＯＢの方に聞い

てみました。私的に行って、向こうで要人に歓待されて友好を結んだので公務であると、また

私的に旅行して、一部分だけ公務というのはどうかとお聞きしました。「ないこともないかも

しれないが、そんな経験はない。それは少し無理があるのではないか。むしろ、その公務を主

にしていく途中に私的な行動があったり、個人的な用事を済ませたりしたほうが、行く旅費も

自分で出すというのが理にかなってはいないか。しかし、そんなことはほとんどないね。初め

から計画してきちっとしないと、途中何か支障ができたとき公務が遂行できないし、相手に迷

惑になるでしょう。また、保険や身分の保障もしないとけがでもされたら事ですからね」と、

ＯＢの話でございます。12月議会中の休会中に、この韓国へ行ったのは何やったんやろうと思

い出しています。この出張は、市長が行ったことで韓国側が歓待をしてくれたのですか。何か

セレモニーとかがあって出席したのでしたかね。再度お伺いをいたします。 

 以上、４つのことから市民は不安に思っているらしいのです。いや、私も思っています。市

長にも大義名分あるように思われますが、市民を捨ててまで行かねばならぬ、行わねばならな

いというのであればやむを得ないのですが、しかし不要不急であれば、市民のことを考えての

行動を取るとか、議会中であることも鑑みて副市長に行ってもらうとか、また担当課長で済ま

せることが可能であれば行ってもらうとか、また災害のおそれがあるのでとかで残って待機を

するというのが一般的な首長の感覚だと思われますが、市民いわく、それは議員がなめられち
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ょらあ、なめられちゅうのではないか、議会軽視ではないかとも言われました。また、危機管

理意識の希薄ではないのかとの声も上がっておりました。副市長の進言などもあろうかと思い

ますが、補佐役の立場として、副市長、いかが思われますでしょうか、お伺いをいたします。 

 ５番目、職員の不祥事について。 

 ６月議会でもお聞きしましたが、元職員による体育会の使途不明金について、私はどうして

も腑に落ちない疑問点があるのです。一般の主婦の感覚ですが、分からないので聞かせてくだ

さい。 

 市長、副市長は、終始、補塡はしない、責任は取らない。ここで事を挙げますと、一つ、自

分たちは調査はしたが分からないので警察に告発した。一つ、お金は参加料であり、市の補助

金でないので関係ない。しかも、関連のイベント大会はできているではないか。一つ、体育会

のお金なので、市からの補塡する義務はない。一つ、体育会は外部団体であり、自分たちは責

任を取る気は殊さらない。一つ、肝腎な本人が黙っているので分からない。一つ、もう退職し

ているので、それで済み。一つ、体育会が賠償請求はしないと言うので尊重した。一つ、体育

会も管理責任はあると。よく考えたら、これはおかしくありませんか。大会の準備や管理の不

十分を言っているようですが、大会の準備は市の職員がやっているんでしょう。早くから大会

の準備や手続に追われており、体育会のメンバーが生涯学習課に詰めて仕事をしているわけで

はないのでしょう。イベントが遂行されて当然だと思うのですが、管理不十分であるといって

も、担当が生涯学習課で通帳を持って口座振込の事務をやっているのでしょう。会長が体育会

の事務をやってないですよね。管理は担当の部署の上司がやるべきではないですか。担当がお

金の出し入れをして、判こも担当がさげているのではないですか。後で会長に報告をして承認

してもらうのでしょう。書類も後からでしょう。体育会が気がつかなかったというのは当然で

すが、市が体育会に管理不十分を言うのはおかしいと思いますがお伺いをいたします。 

 一定のけじめを、退職したからつけたと言われますが、まず使い込んだ、なくした金品を弁

償して、またさせてからのことではないですか。退職したから何もしなくていいというのはい

かがなものかとお伺いをします。将来があるからと言われましたが、年齢は幾つで、勤務して

何年の職員ですか。これはプライバシーのこともあり、できる範囲でお願いできますか、お伺

いします。 

 体育会は賠償請求は考えていないので尊重したと言われましたが、私は体育会の会長にお会

いしてこの件についてお聞きしましたが、会長は108万5,427円を補塡をしてくれるよう申出を

してあると言っていましたが、どのようにするおつもりですか、お伺いします。市がするの

か、本人に指導して支払いをさすのか、これは当然のことですよね。体育会の会長も市の職員

がお金をなくした。仮にも公金ですよ。百歩譲っても、弁償はしてもらわないと会長個人で決

めることができるわけではなく、お金は要りませんとは言えないのではないですか。体育会の

総会がないといけないし、もし総会があっても、お金は要りませんとは言わないのではないで
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すか。市も同様ですよね。税金は要りませんは言われんし、10円、20円足りなくてもおまけし

ますなんて言わないでしょう。１円足りなくても督促状が送られてきますものね。水道なんか

止められるでしょう。市役所というところは、法律に基づいて事務をやっているところです

ね。きちっとしなければいけないところだと思っていますが、市役所も結末が分からず、金も

補塡されず、なくなったままどのようになったかも責任の所在も不明確ではっきりせず、これ

で済むことがあるのでしょうか、お伺いします。例でもあればお示しください。一体誰が結論

を出し、これをどのように収拾するのだろうと、どのように幕を引くのか、市民は関心を持っ

て見ています。 

 ８月の月に、県の職員の不祥事と隣の町で類似した不祥事が高知新聞に載っていましたよ

ね。外部団体のお金を管理している職員の使途不明金問題が。職員の言っていることも、領収

書を紛失したやら曖昧な説明に終始した。ところが、隣の町は、動機、使途も明確でないまま

処分を下し、退職届も受理しています。新聞には、公務員倫理が問われている中信じがたいの

は、詳しい事実が解明されないまますぐに幕引きされようとしているとありましたが、本市と

違っていたのは、発覚後すぐに全額弁償をさせ、本人は猛省しているとのことで告訴はしな

い、首長はその上で自らの処分を提案するとありましたが、どうでしょう、所見をお伺いをい

たします。 

 私は議員経験の浅い者で、私の前に質問をされたベテランの議員さんと質問が重なるところ

がたくさんあります。でも、私は主婦の代表としてこの場に来ております。一般の市民にも理

解ができますように、分かりやすく説明をお願いいたします。 

 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超過税率につきましては、申すまでもなく本年３月議会以前より承知を

しており、その上で標準税率にすることについて検討を重ねてきたところであります。これま

でに答弁させていただいているように、厳しい財政状況であることから引下げには至っており

ませんが、さきの議会でも申し上げましたとおり、今年度予定している財政運営計画の見直し

の際には固定資産税の税率についても検討することとしております。 

            （２番竹中真智子君「市長、私が聞いているのはそういうことでは

なくて、これを出したときに、その時点では、あなたはそれより以

前に……」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） ちょっと……。 

            （２番竹中真智子君「聞いてましたかということを聞いています。

問題が理解できてない……」と呼ぶ） 
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○議長（亀井賢夫君） 答弁が終わってからにしてください。 

○市長（植田壯一郎君）（続） 以前より承知していましたと答えましたので。 

            （２番竹中真智子君「以前より承知していました」と呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） はい。そう答えております。 

            （２番竹中真智子君「はい。そしたら、あとはそれでいいです」と

呼ぶ） 

○市長（植田壯一郎君）（続） 次に、(2)津波避難タワーについてであります。 

 本市における津波対策としましては、山などの高台へ避難することを基本に考え、避難路の

整備を中心に取り組んできたところであります。しかし、高台までの距離が遠過ぎるなど、津

波が到達するまでに避難ができないおそれのある地域につきましては、津波避難タワーや公共

施設の屋上へ上がるための外付け階段、また津波救命艇などの整備に取り組んでまいりまし

た。本市における津波避難タワーの整備状況としましては、これまでに10基の整備を行い、本

年度は西灘地区への整備を進めているところであります。整備に当たりましては、住民の意見

を踏まえながら必要性を十分に検討した上で、また設置場所についても、地元の自主防災組織

や常会を中心に協議を重ねながら取り組んでまいりました。 

 議員御質問の行当地区への整備につきましては、平成30年10月に地元自主防災組織より津波

避難タワー整備の要望書が提出をされております。その後、行当市民館において令和２年２月

に津波避難ワークショップ、同年７月に津波避難対策検討会を開催し、地元の方々と意見交換

をさせていただきました。その中で、高台に避難場所があるが裏山から落石のおそれがあり危

険であるため避難タワーを整備してほしいとの御意見もいただいているところであります。行

当地区における津波避難対策としましては、これまでに高台の避難場所２か所とそれに続く避

難路２か所を整備しており、今年度は避難路１か所を整備する予定となっております。しかし

ながら、裏山からの落石の危険性などを踏まえた対策が今後必要であると考えておりますの

で、津波避難タワー等の必要性について地元の方々と協議を重ね、よりよい対策につながるよ

う努めてまいります。 

 次に、市内旧５か町村において防災施設等の整備は均等に実施されているのか、偏っている

のではないかとの御指摘についてであります。 

 南海トラフ地震が発生しますと、本市では最大24メートルの津波が来襲すると予測されてお

り、沿岸部全域に甚大な被害を受けることが予想されていることから、これまで津波浸水深や

津波到達時間を勘案しながら沿岸部全域において津波対策に取り組んできたところでありま

す。今後におきましても、継続して津波対策に取り組む必要があるとともに、避難が困難であ

ると思われる地域についてはさらに対策を講じていかなければならないと考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 次に、(3)室戸市内バス路線及び停留所についてであります。 
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 議員御質問の全便室戸高校方面へ入れないかと、新診療所が開設した際、診療所敷地への乗

り入れが可能かどうかにつきましては、関連がありますので、併せて答弁をさせていただきま

す。 

 議員御案内のとおり、高知東部交通株式会社が運行する路線バスにおいては、安芸ジオパー

ク線で平日18便中７便が、休日15便中６便が室戸高校方面へは入らず、室戸岬回りで室戸世界

ジオパークセンターまで運行することとなっております。しかしながら、新診療所が開設した

場合、私としましても多くの市民の方々に新診療所を利用していただけるよう、市内を運行す

るバス路線においては可能な限り新診療所を経由するルートへの変更が必要不可欠ではないか

と考えているところであります。 

 次に、室戸小学校前のバス停の移動ができないかについてであります。 

 当該バス停につきましては、市役所北庁舎前交差点に隣接しており、バス停車中に無理な追

越しや岬方面から来る車両の右折時などにおいて渋滞が発生するなど、いろいろな方々から危

険ではないかとの御指摘もいただいており、利用者の方々が安心して安全に利用できるようバ

ス運行業者を含む関係機関と協議してまいります。 

 次に、安芸ジオパーク線の終点をむろと廃校水族館にできないかについてであります。 

 むろと廃校水族館は、コロナ禍においても依然として集客力のある観光施設として多くの観

光客の方々に楽しんでいただいている施設となっておりますが、大半が自家用車による来館で

あると認識をしております。議員御提案の終点をむろと廃校水族館に変更することにつきまし

ては、観光客の方にとって利便性が向上することは理解できますが、運行距離が延びることで

運行業者の経費の増額などから現時点ではハードルが高い課題と受け止めておりますが、実現

可能かどうかを含め、関係機関と協議をしてまいりたいと思います。 

 いずれにしましても、運行ルートの変更や運行距離が延びる場合などは、運行事業者である

高知東部交通株式会社の経費等が増額になることや、路線バスを維持するために沿線市町村が

運行事業者に対し運行する距離割によって毎年生活バス路線運行維持費補助金を交付している

ことなどから、高知県をはじめ関係市町村及び交通事業者等で構成する高知県地域交通協議会

東部ブロック会において関係市町村等の了承を得る必要があります。路線変更に伴う費用対効

果なども十分検証した上でバス利用者の利便性の向上につながるよう取り組んでまいりたいと

思います。 

 次に、(4)市長の危機管理についてであります。 

 まず、６月に大阪に行かれたかとの御質問でありますが、６月25日に大阪府門真市において

開催をされました海洋堂ホビーランドのオープン記念式典に御案内をいただいて参加をしまし

た。大阪府はまん延防止措置の期間でありましたが、大阪事務所や知人等に大阪の状況を伺

い、一定の安全状況を確認しての出張でございました。 

 次に、どうしても行かなければならなかったのかにつきましては、前段山本議員にも答弁を
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させていただきましたように、海洋堂の館長さん御夫妻や専務さんに大変お世話になっており

ましたことから、今後のお付き合いも大事にし、将来的な室戸の活性化につなげていければと

の思いから参加をさせていただいたものでございます。 

 次に、どのような交通機関を使われて、誰と行かれたかでありますが、移動は公用車で秘書

と２人での行動でありました。 

 次に、帰ってきて二、三日後に夜会食をされたか、何人で何時までいたかにつきましては、

この点も前段の答弁のとおりでありますが、７人のメンバーに仕事中の店員２名も含めると９

名です。店を出たのは８時過ぎだったと思います。 

 次に、誰も注意する人はいなかったかについてでありますが、この夜の集いはプライベート

な取組で、職員間での共有はありませんでした。 

 また、市役所に注意し、指導して回る部署がないか、どこがやっているのかの質問について

でありますが、御案内のとおり、副市長、教育長、各課長とそれぞれの組織間で注意を促して

おりますが、市長が最高責任者として指導すべき立場にあります。 

 また、後日このことを知って、副市長及び総務課長等から、それぞれ苦言をいただいたとこ

ろであります。 

 今回の古戸におけるお店での私の行動につきましては、弁明の余地は全くありません。皆さ

んからのお叱りの声を真摯に受け止め、自らを厳しく叱責し、猛省をして、今後二度とこうし

たことのないよう徹底をし、信頼回復に全力で取り組む所存です。誠に申し訳ありませんでし

た。 

 次に、昨年５月から６月に市議会の皆さんのお手伝いもいただいてコロナ消毒液を配布した

後に料亭で慰労会をしたとの御指摘についてであります。 

 昨年のこの時期は、４月29日を最後に７月13日まで、高知県内においてコロナ感染者は出て

おらず、マスクの着用、小まめな換気、献杯、返杯は避けるなどという基本的事項を除き会食

等への規制はなく、逆に経済対策で背を押される状況下であったと記憶をしております。つき

ましては、この時期の会食について、コロナ禍における危機管理上の問題はなかったと考えて

おります。 

 次に、令和元年12月議会に御質問されました台風19号発生時に四国市長会に参加されていた

ことを捉えて、防災対策の配備体制の在り方の御質問についてでありますが、まず市長会への

参加につきましては、四国圏内のほとんどの市長が参加されており、重要な議案がたくさん協

議される大変重要な会議であります。こうした会議では、台風情報等も随時報告をされて、そ

の対応を判断されながら行動しておりますことから、危機管理も大変高くされた環境下で会議

を開催されております。当時の配備体制についてでありますが、令和元年10月11日、波浪警報

が発表されたことに伴い、午前６時58分に第１配備体制を取り、その後市内において高潮によ

る被害が複数発生したため、10月12日午後２時に第３配備体制に移行するとともに、私自身も



－104－ 

参加をして災害対策本部を設置し、災害対応を実施しております。また、同日午後５時30分に

全ての気象警報が解除されたため、午後５時45分に災害対策本部を解散いたしております。 

 次に、令和元年12月議会会期中に韓国訪問をしたことに関しての御質問についてでありま

す。 

 市長が行ったので、韓国側が歓待してくれたのかにつきましては、訪問したラオン高校の校

長先生や監督、理事長夫人など、校長室においてそうした関係者の厚遇を受けました。何かセ

レモニーがあったかにつきましては、セレモニーやイベントはありませんでしたが、当時は私

も市長就任１年の新任で何年も室戸市に合宿に来ていただいているラオン高校の野球部やジュ

ニア野球クラブの皆様方に引き続き室戸市に来ていただくためのお願いの訪問でありました

が、その必要性を強く感じましたのは、誘致に最も御尽力を賜っております県議会の先輩から

のアドバイスで、ややもすると他の地域が合宿誘致に動かれて、当時は九州のほうに動くかも

しれないといった情報を得ていたこともあり、会期中でしたが訪韓したと記憶をしておりま

す。 

 御指摘をいただきました４点の私の行動を挙げられまして、市民が不安に思っているとの御

意見の下、市民を捨ててまで行かねばならん、行わねばならんというのであればやむを得ない

との御指摘ですが、私に市民を捨てるとの意識は全くありませんし、市民こそ最も大事で大切

に思っておりまして、そのためにも室戸市を活性化させ、市民の安全・安心な基盤整備を急

ぎ、室戸市民の命を守り、生活を豊かにするために一つ一つのチャンスを逃すことなく、かな

り背伸びをしておりますが、また一方では御心配もおかけをしておりますが、市長としてさま

ざまな情報も入手をしながら、より多くの方々のお力をお借りして活力のある室戸市をつくる

ために全身全霊で市長としての使命を果たしていかなければと、そうした意志を強くして日々

取り組んでおります。議会がなめられているとか、軽視しているとの市民の声もあるとのこと

でございますが、ぜひそうしたことは全くございませんと否定をしていただきたいとお願い申

し上げます。議会に対しては、幹部職員も含め、誠意を持って対応させていただいております

し、こうした議会答弁におきましても、室戸市の発展、振興につながる多くの御提案には積極

的に取り組む姿勢をお答えさせていただいております。危機管理意識に関しましては、このた

びの古戸における行動は、私自身の軽薄で責任感のない、市長としての自覚のなさや未熟さが

表に出たことでありまして、猛省をしております。信頼回復に全力で取り組み、このたびの反

省を生かして、市長としての自覚を高め、責任のある信頼される市政運営に徹底して取り組

み、残された市長任期の仕事の成果で評価していただけるよう全力で取り組みますことをお約

束をさせていただくものです。このたびは誠に申し訳ありませんでした。 

 次に、(5)職員の不祥事についての中の退職によりけじめをつけたではなく、弁償してまた

はさせてからのことで、退職したから何もしなくてもいいというのはいかがなものかについて

の御質問と、体育会会長が108万5,427円を補塡してくれるよう申し出ているとのことだが、市
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が補塡するのか本人に指導して払わすのかについての御質問と、結末が分からず不明金の補塡

もされず、なくなったままどのようになったのか、責任の所在も不明確で、これで済むことが

あるのかの御質問につきましては、関連がありますので、まとめて答弁をさせていただきま

す。 

 今回の不祥事につきましては、本市が業務上横領として告発したものの不起訴となった事例

であり、当該職員も私的流用は認めておらず、着服等の事実は確定されていないことなどか

ら、当該職員からの不明金の弁済はされておりません。しかしながら、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基づき、市としては減給10分の１、12か月

という懲戒処分を行ったことに加え、当該職員も自らの意思により退職という形で責任を取っ

たことなどから、今回の一連の不祥事におきましては市長としての責任は果たしたと考えてい

るものであります。 

 また、使途不明金の補塡に関してでありますが、６月議会でも答弁をしたところであります

が、体育会会長から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、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、また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をしております。 

 また、体育会から補塡をしてほしいとの申出も受けていないところであります。市といたし

ましては、こうした体育会の考え方を尊重していきたいと考えております。 

 次に、隣町での類似した不祥事について、本市と違って発覚後すぐに全額弁償させ、本人は

猛省しているとのことで、告訴はしない、その上で自らの処分を提案するとありましたが、所

見を伺いたいとの御質問についてであります。 

 隣町での不祥事につきましては、新聞報道による情報で詳細は分かりかねますが、本市とは

違って発覚後すぐに全額弁償させ、本人は猛省しているといった姿勢から告訴はしないとの判

断に至ったのではないかと推測をしております。本市におきましては、当該職員は私的流用を

認めていないにもかかわらず、不適切な会計処理により生じさせた多額の使途不明金に対して

虚偽報告や不明確な説明に終始したため告発を行ったものであり、その結果不起訴処分となっ

ております。使途不明金については、当該職員からの申入れがなかったことにより弁済に至っ

ておりません。また、私の処分についてでありますが、６月議会でもお答えしましたように、

この件は平成24年度から平成26年度の間に起きたことであり、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、私自身の

処分は考えていないところであります。 

 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。 
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○議長（亀井賢夫君） 山崎防災対策課長。 

○防災対策課長（山崎 桂君） 竹中真智子議員に大きな１点目の市長の政治姿勢についての

(2)津波避難タワーについて市長答弁を補足させていただきます。 

 旧５か町村ごとの主な防災関連施設の整備状況について御説明いたします。 

 佐喜浜町における整備状況は、津波避難タワー１基、津波避難シェルター１か所、津波避難

路20か所、防災コミュニティセンター１か所、防災倉庫５か所。室戸岬町における整備状況

は、津波避難タワー２基、津波避難路57か所、防災コミュニティセンター３か所、防災倉庫１

か所。室戸・元地区における整備状況は、津波避難タワー４基、津波避難路24か所、防災コミ

ュニティセンター１か所、防災倉庫７か所。吉良川町における整備状況は、津波避難タワー１

基、津波避難路20か所、防災コミュニティセンター１か所、防災倉庫６か所。羽根町における

整備状況は、津波避難タワー２基、津波避難路16か所、防災倉庫８か所となっております。以

上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 黒岩副市長。 

○副市長（黒岩道宏君） 竹中真智子議員に(4)市長の危機管理について、補佐役の立場とし

ての見解についてお答えをさせていただきます。 

 まず、コロナ禍における危機管理についてであります。 

 コロナ禍における職員の行動基準につきましては、高知県知事からのメッセージが発出され

た場合に、同時に示される県内の感染状況を踏まえた対応方針、県民・事業者の皆様へのお願

いを踏まえ、室戸市新型コロナウイルス対策本部長、これは市長ですが、市長名で職員に対し

会食や他県への出張、イベント等についての考え方についての通知をしております。 

 御質問の市長が大阪に出張される際に出されていた本部長通知においては、当時大阪に出て

いたまん延防止等重点措置の対象地域への出張は必要最小限度とし、その際はマスクの着用や

３密回避等の感染防止対策の徹底をすることとなっておりました。そのため、あらかじめ私の

ほうから、その出張は不要不急に当たるものではないか、その目的は何か、また日程は変更す

ることはできないものかなどについて市長に直接確認をさせていただきました。その中で、市

長のほうから、先ほども答弁がありましたように、出張の目的は今回の行事に御案内をいただ

いた海洋堂との御縁を大切にし、より強固なものにし、将来の室戸市の活性化に結びつけたい

という強い思いを持って参加を決断されたということと、行事の日程の変更についてはないと

いうことでしたので、私からは出張の際には県や市の通知を遵守し、感染防止対策の徹底を厳

重に行っていただくようお願いをしたところであります。 

 次に、会食の件についてでありますが、会食についてはプライベートな時間に行われること

が多く、今回の件について事前に把握することはできておらず、後日に知ることとなったわけ

でありますが、該当の時期はいずれも本部長通知において、飲食は４人以下、２時間未満とさ

れており、また飲酒の場などでの大声での会話なども控えることとされていた時期であり、本
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部長である市長自身が通知を守っておらず、御批判をいただくことについて非常に残念に感じ

ているところでありますし、補佐役としてもこうした事態を防げなかったことについて申し訳

なく感じているところであります。市長自身も先ほどの答弁で反省の言葉を述べておられまし

たが、私からも再度猛省を促すとともに、本部長通知遵守について市長をはじめ全職員に対

し、再度徹底を図ってまいりたいと思います。 

 また、災害時の危機管理についてでありますが、議員御指摘のように、台風などあらかじめ

災害の発生が予測される場合の市長の出張につきましては、できる限り私や担当課長が代理出

席をすることとし、市長には災害対応に備えることを優先いただくこととしたいと思います。

また、地震など突発的に発生する災害が発生した場合に市長が不在の場合は、災害対策本部長

を私が代行することとなっておりますので、こうした事態に備えまして、市長が県外等に出張

する場合は私のほうは極力市内にとどまり緊急事態に備えるよう、日頃から危機管理意識を持

って取り組んでまいりたいと思います。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） 竹中真智子議員に(5)職員の不祥事に

ついて、市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、御質問の体育会の事務は生涯学習課の担当がやっているのか、また通帳の管理は担当

の部署の上司がやるべきではないか、担当が金の出し入れをして、判こも担当がさげているの

ではないか、そして市が体育会に管理不十分を言うのはおかしいのではないかについてお答え

をいたします。 

 議員御案内のとおり、体育会の事務につきましては、生涯学習課の担当が行っており、金庫

等で管理をしている通帳と印鑑を持って銀行で支払い業務等を行っているところでございま

す。室戸市体育会などの外郭団体の会計事務は、原則として団体が行うべきものであるという

ふうに考えますが、やむを得ない理由により会計事務ができない場合については市が行ってい

るものがあります。この場合において、通帳からのお金の出し入れは担当課長の管理の下、適

切な会計処理を行うよう義務づけております。 

 しかしながら、今回の不祥事においては、その点において管理が不十分であったため、多額

の不明金が生じる事態となったことから、管理の徹底を図るため、令和２年度からは室戸市任

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ということなど改善を

図り、今後こうした不祥事が再発しないよう取り組んでいるところでございます。 

 また、御質問の中で、市が体育会に管理不十分を言ったとのことですが、この点につきまし

ては、体育会が自らやるべき会計事務などの管理を市に任せているという点において管理が不

十分であったと体育会が発言をされたことでありまして、市は体育会に対し管理責任が不十分

であると申し上げたことはございませんので、御理解いただけたらと思います。 
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 次に、不祥事により退職した職員の年齢や勤務年数についてであります。 

 懲戒処分を行った場合は、室戸市職員の懲戒処分に関する指針において公表する事項が定め

られております。減給の場合は対象職員の所属名、職、処分事由、処分内容、処分年月日のみ

の公表となります。つきましては、今回御質問のありました年齢や勤務年数につきましては、

公表できないこととなっておりますので、御理解いただくようお願いします。 

 また、こうした例があれば示してほしいとの御質問についてでございますが、これまでにも

外郭団体の会計事務において使途不明金を生じさせた例はございます。この場合において、議

員御案内の例にあるように、当該職員から使途不明金に係る弁済を申し出てきたことから告訴

には至らず、市が懲戒処分をした事例がございます。しかしながら、本件におきましては、市

長が申し上げましたとおり、不適切な会計処理により生じさせた多額の使途不明金に対して、

不明確な説明に終始したため、市は告発を行いましたが、結果、不起訴になったことにより、

これ以上の追求が困難であると判断をいたしております。また、この件に関しまして、当該職

員からも使途不明金に対する弁済の申入れはございませんでした。本件においては、専門機関

に告発したこと、また当該職員から弁済の申入れはなかったことなど、室戸市において過去に

はそうした例はないというふうに承知をしております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 健康管理のため、２時10分まで休憩いたします。 

            午後２時０分 休憩 

            午後２時10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。 

 竹中真智子議員の２回目の質問を許可いたします。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子、２回目の質問をいたします。 

 市長には、固定資産税の税率のことは以前から知っていましたかということで質問をしまし

たら、知っていましたということですが、６月の議会の２回目の答弁で市長からこのような言

葉が言われております。私のほうとしましては、大体今1.5％になってい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ということで、答弁をしています。市長、何

か勘違いをされていませんか。問題がすりかわっております。私は、ほかの市町村と同じよう

に1.4％の標準税率に戻すことはできないか、それは羽根の山の上にあるあのメガソーラーの
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事業によって、3,600万円余りの税金がこの室戸市に入ってき始めた、それを元にして元の標

準税率に、57年間続いてきた重い税金の税率を変えることはできないかということで聞いてお

ります。この3,000万円あったら１億円の事業ができる、あとの7,000万円は地方税で戻ってく

る。何をすり替えて言うがですか、これ。だって、この3,600万円余りの税金は、一応室戸市

は固定資産税は納めなくてもいいですよ、０円でいいですよ。それは国の政策を理解して、０

円でいいですよということに議会がオーケーをしています。でも、それに代わる75％分のお金

が、地方交付金として3,600万円のうちの75％やったら約2,700万円交付金として入ってきてい

ます。あとの残りは、3,600万円から2,700万円を引いたら900万円残ります。これを南国市の

ように２年かけて税率をよその市町村と同じ税率にすることはできないですか、一遍にせんで

もええき２年かけてやることはできませんかということを手前に聞いております。これでやり

ましたら、実質お金は２年かけてやることになると、１年450万円のお金が足りなくなるって

いうか、3,600万円に対して450万円分低くなる。この450万円のお金は予算の組み方によって

出てくるがじゃないですか。これが２年でできんかったら５年でもいいじゃないですか。戻し

ていく。57年間重税をかけてやってきた、今まで大きな税収が上がらなかったときにやってな

かった。しかも、歴代の市長によっては、高い税率で税金を取っていたということすら知らな

かった。だって、現に今税務課に勤めておられる職員さん、前に税務課におられた職員さんも

超過税率で室戸市が税金をかけているということを知らなかった。知っている人はごく一握り

だと思います。なおさら、市長がそういうことが分かってやるというのであれば、これは問題

をすり替えていますので、一旦重い税率を普通の税率に戻して、市民に理解を求め、戻しまし

たよ、でもこれから財政が厳しくなってきた、何とか協力をしてくれませんかと言って市民に

協力を仰いだら、市民は嫌とは言えないと思いますよ。ぜひ、もう一度考え直していただきた

いと思います。 

 そして、タワーのことでちょっとお伺いをいたします。行当で常会の役員さんとか、そうい

う方たちに集まってもらってくださいという指示が、防災対策課のほうから常会長の下にとそ

の声が寄せられてきました。でも、当時の常会長は班長さん、そのほかには声をかけておりま

せん。私、そのときの班長さんにずっと声をかけて回りました、ある程度分かるところ。集ま

っていただいて、最終的にあそこでぜひ造ってくださいという強い要望があったように思いま

す。でも、事が動いておりません。私たち地元の者にとりましては、用地買収は、例えばいつ

いつにやりますよとか、いろいろな計画というのを口で言うのではなくちゃんと示してほしい

ということを思っております。計画をしっかりと立ててください。あれをやって、これをやっ

て、いやいやおたくはまだそこまで来ちょりません、まだ順番が後ですというようなことであ

るならば、じゃあ順番を一から上げていただいて、行当のタワーは何番目にそれが来るのか、

そういうことをぜひ聞かせてほしいと思います。 

 そして、先ほど市長の危機管理のことでお伺いをいたしました。そのときに、坂出の市長会
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の話でございますけれども、これは議会でも話をして聞きました。そのときに、昭和９年の室

戸台風に匹敵するという大きな台風が来ているのに、坂出の市長会のほうへ出られた。記録で

は、室戸へそのまま直接帰ってきたということになっています。でも、そのときの議会の私の

質問は、台風が来て佐喜浜、三津辺りに被害が出た12日の明け方に佐喜浜とか三津辺りが台風

の被害を受けて傷んでる、そのときに佐喜浜の住人が市長に直接、12日の朝６時前後に電話を

入れてます。「おまんはどこにおるぜ、佐喜浜がこじゃんと傷んじゅうで、おまんどこにおる

ぜ」というて電話をしてます。そのときに、「僕かよ、僕は高知におらあよ。」でも、そのと

きの市長の返事は、僕はここへ戻ってきています、室戸へ戻ってきていますということでし

た。ほんなら、高知に６時頃におるということは、確かに前の日に戻ってきた、室戸へ。で

も、室戸を出て高知へ６時頃に着くように行くには４時前後ぐらいには室戸を出ていかんと高

知には行き着きません。そりゃ、スピード違反を犯していけば行けますよ。でも、そのような

状況で電話をした相手方が言うには、市長は高知におる、僕は今高知におらあよ、そういうて

返事をしました。この方は、発信履歴を残しています。残しています。市長がそう言われたと

いうことでしたけれど、議会でただしたときには、いや、僕はちゃんと室戸へ戻ってきていま

すという返事をしています。ところが、今お話を聞く中で、配備体制はどのような配備体制に

なっていましたかということで、風水害のとき、それから津波のときとかというふうにして、

市の配備基準、動員体制というのがありますよね。私たちがもらった厚い本の中にもそれが載

っていましたけれども。10月11日午前６時過ぎ、第１配備、それは佐喜浜、三津が傷む前の日

です。この６時に第１配備体制というのがしかれています。ちなみに、第１配備体制というの

は、室戸市に気象警報が発表されたとき、大雨警報、洪水警報、暴風警報、高潮警報など高知

県水防指令が発令されたとき、自主避難者が発生したとき、動員体制というのは防災対策課の

職員、災害対策本部総務部の担当職員、これは総務課、まちづくり推進課及び財政課の担当職

員、関係部署の最小限の必要人員。内容というのは、少人数によりいつでも第２配備に移行で

きる体制ということで、第１配備準備体制のそれが午前６時に出ているということです。明く

る日の実際佐喜浜、三津が傷んだときに、午後２時に第３配備体制がしかれてます。第３配備

体制というのは、災害の発生が予想され、警戒を必要とする場合、これが配備基準です。内容

は、災害に対する警戒体制、高齢者等避難の発令、避難所開設、運営などを取るとともに、あ

わせて小災害が発生した場合に備え、速やかに第４配備に移行できる体制とするとあります。

動員体制は、市長、副市長、教育長、消防長、防災対策課長、福祉事務所長、各部において必

要と認められる人員となってます。この第３配備体制がしかれたのが12日午後２時です。この

ときには、もう既に佐喜浜、三津が傷んでおります。こういう第３配備体制というのがしかれ

るということは、これは朝になってからこれをやっても、12日のお昼の２時ですが、朝、もう

昼前でも遅いわけですよね。実際に実害が出ているのに、この第３配備体制っていうのは遅

い。なぜこの第３配備体制がもう事が起こってしまって、現場へ職員もどんどん出てやりゆう
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ときに、なぜこれなんですか。話が合いますよね。高知に６時の時点でおった。室戸へ戻るま

でそういうことはできんかったということが想定されます。けんど、室戸におったにしまして

も、この第３配備体制っていうのは、事が起こってからやりよっちゃあいかんがでしょ。室戸

市民の命を、１万2,000人余りの命を預けられちゅう、それを守らないかん。命と財産を守

る、市長は何ぞの答弁のときには必ず言われております。置き去りにされて、なおざりにされ

ています。これはどういうことなのか、ちょっとお聞きをしたいと思っております。 

 ２回目の中では、職員不祥事の件でもお伺いをいたします。 

 以前にも２つほど不祥事がありましたよね。吉良川小学校の件と保健介護課職員の未請求の

問題の２件ですけれども、この件については、市役所に実害があったので返済をさせた。１人

は退職をさせ、１人は市役所からの給料の中から返済を行っている。このようにそれぞれの責

任の取り方をしておりますが、市長もそれなりの責任を取っている。今回はどのような結末に

なるのか注目をしているところですが、先ほどまでの答弁はこの間の答弁と何ら変わりがな

い。以前の２人は、きちっと非を認めて全額を返済するということを、１人の人は今払ってい

る状況ですよね。今回は、肝腎なところは黙秘、お金は返済をせず、市の職員も責任は取らな

い。何もかにも闇の中で、立ち消えになろうとしております。これの差はどのように違うのか

説明をしてください。私はどうしても、役所がこんな終わり方をしては市民に対していけない

のではないかと思っておりまして、納得がいかないんですよ。 

 それに、例えばこのマラソン大会って市内はもとより市外、県外からも多くの人たちが参加

をしてきていますよね。高知県陸連、陸上連盟から正式に認定、登録された大会ではないんで

すか。その室戸市の内外から参加してくださった人たちの参加料が不正に使われ、忽然と消え

ているんですよ。大会が遂行されているからいいではないかでは済まされないのではありませ

んか。どう思われますか。参加をされた人たちから見たら、室戸市への信用問題ですよね。お

金がなくなっても問題なく、責任の所在も明確でなく終わろうとしております。あの市は一体

どうなっちゅうがなやと、高知県陸連もあきれているのではないですか。正式に認められた大

会なら、日本陸連も認められていることになりはしませんか、いかがですか。この信用の失墜

により、市長をはじめ職員、市民に至るまで信用をなくしているのではないですか。 

○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。 

 大丈夫ですか、併せてお伺いいたします。 

 私はどうしても目に見えて、形にはっきりと結末をつけなくてはいけないのではとずっと思

って質問をさせていただいておりますが、聞くところによると、これはやぎさん答弁と言うそ

うですね。小さいお子さんがよく歌う童謡のやぎさんゆうびんの歌です。しろやぎさんからお

てがみついた、くろやぎさんたらよまずにたべた、しかたがないのでおてがみかいた、さっき

のてがみのごようはなあに。くろやぎさんからおてがみついた、しろやぎさんたらよまずにた
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べた、しかたがないのでおてがみかいた、さっきのてがみのごようじなあに。しろやぎさん

は、お手紙を食べるんですよね。 

○議長（亀井賢夫君） 竹中議員、質問。 

○２番（竹中真智子君）（続） 質問しても答弁が明確でなく、落ち着くところなく、国会で

も質問と答弁が行き違っていたりすることはありますが、まさか自分の住む町でやぎさん答弁

があるとはと驚いております。質問しても答弁は同じで、どうしようとしているのか分かりま

せんし、役所はそんなこともあるのでしょうか、お伺いをいたします。 

 以上、２回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 意見調整のため、２時50分まで休憩をいたします。 

            午後２時27分 休憩 

            午後２時59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回目の質問にお答えをさせていただきます。 

 １点目の固定資産税の標準課税についてのことの御質問で、１回目の答弁でも知っていた

か、知っていなかったかということにつきましては知っておりまして、私も大変問題意識を高

くしていた物事の一つです。よって、御指摘もありましたけど、羽根のソーラーの固定資産税

が入るという年に見直すということを内部で協議もしておりました。が、１回目の答弁でも申

し上げましたとおり、大きな室戸市の事業計画がたくさんある中で、どうしても財政的な全体

的なものを見直さないかんという、いわゆる財政運営計画というものをしっかり見直す中で検

討することが大事ではないかということで、前の議会でもお答えをさせてもらいましたよう

に、今まだその経過中であるということで、今後見直すことの中でそのことも十分検討してど

うするかを判断していきたいというふうに考えておりますので、この点のお答えはそういうふ

うにさせていただきたいと思います。 

 ２点目、津波避難タワーについて、行当岬における津波避難タワーは何番目にやるのか明確

にせえと、こういうお話でございました。私が市長に就任するまで大体10基ぐらいまでの計画

がされて進んできておりましたが、それから後、西灘地区で新しくやる整備を今進めてます、

御案内のとおりです。が、新たな避難タワーというのをこれから10か年どこへどう造るかとい

う計画はありません。なぜないかというと、ひとまず１基というか10基までの計画を見てきた

ものの、今の段階でどこが先行して津波避難タワーが要るのか要らんのか、必要なのか必要で

ないのかといったことの地元の説明会とか協議ができていないという問題もあります。ついて

は、行当岬の地元での説明会等でも御意見をもらったようなことの地元の声、関係者の声もし

っかり聞きながら、この地域には避難タワーがふさわしい、避難路、避難地がふさわしいとい

うことをもっと煮詰めていきながら今後避難タワーの計画をどうするかということを考え直さ
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ないかんという状況に置かれております。例えば、室戸中学校が耐震化はできていても波浪で

もたないということになってきて、あそこは今避難学校に位置づけされておりますけれども、

その学校が避難できないとなると、それに代わる避難タワーの必要性といったのも出てきてお

ります。こんなような状況も併せて、今後避難タワーの在り方というのは計画を検討するとこ

ろでございますので、今の時点で何番目になるとか、どういう計画なのかを明確にせえといっ

たことは答えられませんけれども、今後何かの形で地域の声も聞きながら、そういった方向も

示すことができたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 ３点目に危機管理についての御指摘がありました。 

 これは、一昨年のことで坂出市で行われた市長会に行って、市長はその晩高知から戻ってな

かったのではないかと、携帯電話の発信歴でも、朝電話したら市長は高知におるといったこと

が発信歴に残ってるというお話までされて、いかにも私が台風の大変なときに高知へ泊まった

ということを言われておりますけど、そのことについて前の議会でも同じことを、滞在してた

ということを言われて、私は小休になった後、取り消して謝罪してくださいということを休会

の席でしたけど、竹中真智子議員に言わせていただきました。取消しは残念ながらされており

ませんから、議事録に載っております。私はその晩、妻に積んでもらってその日のうちに帰っ

てますから。その携帯電話にどういうふうに載ってるか、私は分かりませんですので、その方

に確認を取っていただきたいですけれども。翌日はちゃんと現場にも出て、もちろん被害の遭

った後です。後であっても、土佐国道事務所が規制をして車は通れませんでした。私は所長に

電話を入れて、市長ですから現場を確認せないかんということで許可をもらって行ってます。

その着信は電話に残ってますということ。それが１つです。 

 それともう一つは、対策本部が遅くなかったかという御指摘がありました。それは、前の久

保副市長のときに、私が市長会での帰り道に電話でずっとやり取りをしている中で対策を考え

て、これは記憶になくて今の調整でまた記憶をよみがえらせたんですけど、11日の深夜に台風

が最も接近した状況であって、そのことまでにどうするかということのやり取りを副市長と何

度もしておりまして、そのときに県内の市町村、近隣の市町村を見たときに、大丈夫じゃない

かということで、多分その11日には対策本部が取れずに、日明けて12日、明るくなって市の職

員がそれぞれ現場に行って調査をして、そうしたことに基づいて取った措置であったというこ

とで、もう少し早く対策本部立ち上げるべきじゃなかったかということについては、そんな背

景で、１回目の答弁でさせていただいたような内容の措置になったということでございます。 

 あと、職員不祥事の件がありますけれども、これは課長に補足説明をさせますので、よろし

くお願いをいたします。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 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） 竹中真智子議員の２回目の御質問にお
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答えいたします。 

 責任の取り方についての御質問だったというふうに伺いますが、議員より幾つか市の前例を

用いて御紹介いただきまして、説明をいただいたというところでございます。そのうちの１例

につきましては、起こした不祥事に対して自主的な弁済の申出、それと自主的な退職の申出が

ございまして、市はそれを受入れましたが、市は本人に対し懲戒処分を行い、当時の上司を含

めて責任を取らせております。もう一例につきましても、本人が非を認め、弁済を申し出まし

たが、市は懲戒処分を行い、その当時の上司を含めて責任を取らせております。その際には、

市長、副市長、また市長、教育長が減給を行い、責任を取っております。 

 今回の不祥事におきましては、本人が非を認めない部分がありましたところから、最終手段

である告発を行いまして責任を追及しましたが、不起訴となったことにより、全貌の解明が困

難となったことでございます。しかし、業務上確認できた事実であります虚偽報告、それから

公金官物処理不適正に該当するというふうに判断をいたしまして、10分の１の12か月という懲

戒処分を行うとともに、その上司に対しても責任を取らさせたところでございます。以上でご

ざいます。 

○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） すいません、時間は何分残ってますか。 

○議長（亀井賢夫君） ８分です。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。３回目の質問をいたします。 

 市長は、配備体制のことで答弁がありました。あなたは間違ったことを言ってるので訂正し

てくださいということを休会のときに言われたということですが、私はそういう記憶はござい

ません。この午後２時に第３配備体制がしかれた。この第３配備体制がしかれる時間、遅いじ

ゃないですか、これ。県からの出向で来られていた副市長、なかなかいろんなことを乗り切っ

てきた副市長が、こんな遅い時間に立ち上げますか。これはいかんでしょうと逆に市長に言

う、そういう立場の人ですよ。これはちょっと防災対策課の当時の課長も絶対この時間で第３

配備を立ち上げるっていうのはおかしいということを言われたと思いますよ。市長がそのよう

にして、自分のされたことも何とか正当化するように言われていますけれど。すいません、さ

っきの前段の議員さんの中でありましたけれども、古戸の商店街に新しくオープンしたお店で

飲んだ、食べたというような話の中のそれがありましたけれども、実は２回そこでしたという

市長の話でございます……。 

○議長（亀井賢夫君） 竹中真智子議員、あとの３回目から離れてます、質問が。 

○２番（竹中真智子君）（続） ごめんなさい、２回目のがで忘れちょったがですが、入れる

ことはできませんか。 

○議長（亀井賢夫君） できません。 

○２番（竹中真智子君）（続） 分かりました。 
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 失礼しました。その配備体制のことが一つ。 

 それと、いろいろ話を聞きましたけれど、私はやっぱおかしいでしょうと思います、不祥事

の件でも。どこの役所や行政がこんなような不祥事の終わり方をするのはおかしいと思いま

す。なぜならば、日本の国は法治国家ですよね。法治国家としておかしいと思いません。どう

ですか。法の番人としておかしいでしょ、これ。あなたたちはその仕事をしているんですよ

ね。答弁を求めます。３回目終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 市長、分かりますか。 

            （市長植田壯一郎君「竹中議員すいません。質問はこのことですけ

ど、ちょっと。質問の事項だけ」と呼ぶ） 

            （２番竹中真智子君「職員の不祥事の件について、お金も払われな

い」と呼ぶ） 

○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） 竹中真智子議員の３回目の御質問にお答えをいたします。 

 損害のことについて、損害を求めないのはおかしいんじゃないかというような趣旨のことで

ありまして、言わんとすることは理解をしておりますが、隣町の例でもありましたけれども、

通常はこうした不明金があった場合には、本人から責任を認めて返済をするということで、あ

る面情状が酌量されて処分の重さが変わったりとか、あるいは告訴、告発までに至らずに自主

的な退職を認めるというのが、これが普通の通常の流れです。ただ、今回のケースについて

は、そういった形ではなくて本人が責任を認めずに返済の申出もなかったことから、最も我々

としては厳しい処分として警察へ告発すると、刑事にかけるというようなことをやりました、

これが一番厳しい。ほんで、懲戒処分ということで、職員にとっては最も重い処分と思います

が、減給10分の１、12か月という重い処分を科して、上司にも懲戒処分をしております。た

だ、警察に告発した結果が不起訴という形になってますので、我々のほうとしても、この職員

に対して、そしたら不起訴となった者に対して損害賠償ができるかどうかというところの根拠

が怪しくなってるというのが現状ではあります。あと、仮に訴訟において損害賠償を求める場

合は、以前に弁護士のほうにも相談しましたが、この場合は主体が体育会になるであろうとい

うことで、告訴、弁償を求められるところが。なので、繰り返し説明してますように、体育会

のほうとしては、今のところそういった考えはないということですので、こうしたところの結

末ということになっております。以上です。 

○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15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３時16分 散会 

 


