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令和３年１２月第８回室戸市議会定例会会議録（第２号） 
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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。谷村議会事務局長。 

○議会事務局長（谷村直人君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数12名全員出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） ここで市長より発言の申出がありますので、これを許可いたします。

植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 貴重なお時間をいただき申し訳ございません。 

 職員の不祥事の発生について御報告を申し上げます。 

 令和３年12月11日午後６時45分頃、保健介護課の会計年度任用職員が酒気帯び運転で安芸警

察署に検挙されました。このことは市民皆さんの信用を大きく失墜させる行為であり、大変申

し訳なく思っております。飲酒運転の根絶は、常日頃から指導してきたところでありますが、

こうした事態が生じ大変残念であります。 

 今後におきましては、全職員を対象とした服務規律の徹底をより一層強化して指導してまい

ります。 

 また、当該会計年度任用職員に対する処分につきましては、本人からの事情聴取や警察での

確認を基に懲戒等審査委員会に諮った上で厳正に対処してまいります。 

 なお、私を含め管理監督者の責任問題につきましても、協議をしてまいりますので、よろし

くお願いをいたします。 

 このたびの不祥事につきまして、大変申し訳なく、深くおわびを申し上げますとともに、市

民皆さんの信頼回復に全力で努めてまいります。誠に申し訳ありませんでした。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

○議長（亀井賢夫君） ここで皆様に御報告いたします。 

 竹中真智子議員から、質問項目１、市長の政治姿勢についての(4)補助金を評価する第三者

機関の設置についてを取り下げる旨の申出がございましたので、御報告いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） それでは、日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） おはようございます。３番田渕信量。令和３年12月第８回室戸市議会

定例会におきまして、市民を代表し一般質問を行います。 

 １、市長の政治姿勢について。 
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 (1)防災教育について。 

 2011年３月に起こった日本周辺における観測史上最大の地震である東日本大震災では、未曽

有の災害と多くの命を失いました。子供の死者を見ますと、ゼロ歳から19歳までの死者は

900人を超え、いまだ行方不明者も多くいます。しかし、岩手県釜石市内の児童・生徒の多く

が無事でした。この事実は釜石の奇跡と呼ばれ多くの反響を呼びました。中でも、海から僅か

500メートル足らずの場所にある釜石東中学校と鵜住居小学校の児童・生徒約570名は、地震発

生と同時に全員が迅速に避難し、生き延びることができました。釜石市は過去に３度も大津波

に覆われている歴史的背景もあり、その教訓から地震と津波に対する防災訓練はいつ起きても

おかしくない、現実に向けた真剣にならざるを得ない大切なものであったとのことです。これ

は今後30年以内に起こると予想されている南海トラフ巨大地震を目前にしている室戸市でも同

じことだと思います。 

 学校での防災教育の大前提は、常に真剣に取り組む、自分で判断、行動できる力を育むこと

でした。子供たちは自分の命を自分で守ることを目標に、あらゆるイレギュラーな事態が起こ

っても生徒自身で対応できるよう訓練を繰り返し、何が必要となるのか、何が大切なのかを学

びながら行われました。近くの鵜住居小学校との合同訓練では、小学生の手を引き、それは形

式的に行うのではなく、実践を兼ね、絶対生き抜くという気持ちで真剣に行われており、積み

重ねられた防災教育が地震発生時に学校にいた児童・生徒全員の命を守りました。 

 子供たちの命を守るため、室戸市の小・中学校ではどのような防災教育を行っているのか、

市長及び教育長にお伺いします。 

 (2)室戸市プレミアム付商品券について。 

 ９月12日日曜日、保健福祉センターやすらぎと世界ジオパークセンター、13日月曜日、室戸

市商工会館と世界ジオパークセンターでの一般販売は、両日とも会場は長蛇の列となり、当時

高知県はコロナ感染症対応の目安が警戒であったにもかかわらず、購入希望者の列は密状態に

なっていました。一般販売での購入限度額は、１人１回１冊までであったにもかかわらず、同

じ人が何回も並んで多額の商品券を購入していたという話も聞きました。不平等であるという

市民の声もあり、なぜそういう販売方法を取ったのか理解できません。コロナ禍、購入場所に

行けない高齢者や体の不自由な方が購入できる方法はなかったのか、また中心部から離れた佐

喜浜地区や羽根地区の方も購入できる方法はなかったのか、なぜ購入する市民が密の状態にな

るような販売方法を取ったのかお伺いします。 

 また、この商品券を購入するには１冊5,000円の元手が必要になりますが、それを用意する

のがするのが困難な方もいます。 

 今後このような機会があるならば、一部の市民が得をするのではなく、全ての市民に均等に

配布できる方法は取れないものか、市長の考えをお伺いします。 

 (3)室戸市役所文書管理について。 
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 令和２年３月議会で一般質問を行いました文書管理のことで、再度質問を行います。 

 庁舎１階にある福祉事務所、市民課、税務課、会計課、水道局では本市市民の重要な個人情

報のデータを扱い、紙ベースでも多くの書類を抱え、日々の業務を行っております。また、地

下の書庫には各課の保存年限が切れるまでの書類と永久保存の書類がたくさん保管されていま

す。 

 市役所は、高知県津波浸水予測では３メートルの津波が来ると予測されており、このままで

は大切な市民の財産を失ってしまいます。市長答弁では、本庁舎の地震対策と併せて浸水区域

外への選定を検討するとのことでしたが、いつ起こるのか分からない地震に対し、少しゆっく

りめの判断だと思います。その後、移転場所はどうなったのか市長の考えをお伺いします。 

 (4)室戸市の公共施設について。 

 室戸市は、昭和34年に５か町村が合併して以来、多くの公共施設を整備してきました。しか

し、それらの多くは老朽化が進み、今後これらの公共施設の建物、いわゆる箱物の建て替えや

大規模な改修に係る財政負担が大きな課題になるのではないでしょうか。人口の減少や少子・

高齢化の進展による人口構造の変化や公共サービスに対する市民のニーズの多様化など、公共

施設が整備された時期と現在の社会状況との変化にも対応していかなければなりません。厳し

い財政状況の中、これらの施設を今後も全て維持していくのは難しいのではないかと考えま

す。今後、市として既存の公共施設が真に必要不可欠であるのか見極める必要も出てきます。 

 このため、本市が現在保有または運営している公共施設について、利用状況や収支など、施

設の実情、老朽化比率などを把握し、マネジメントすることが重要であります。 

 室戸市総合振興計画では、財政健全化の推進として、公共施設等総合管理計画及び公共施設

等個別施設計画に基づいて、集約化、解体などを行い、維持管理費の平準化を図るとありま

す。この公共施設等総合管理計画の期間は、2015年から2054年までの40年間であり、10年刻み

の４期計画で、きめ細やかなマネジメントを実施すると基本方針に書かれております。 

 この計画が策定されて以降の動きと、どのようなマネジメントがされてきたのか、各施設の

利用状況や収支など施設の実情は把握されているのかお伺いします。 

 また、現在各課が保有している公共施設は何か所あるのか、そのうち使用してない、またほ

とんど使用してない施設は何か所あるのか、その理由は何なのかをお伺いします。 

 多数の公共施設を維持するために多額の費用もかかるのではないかと思いますが、年間のラ

ンニングコストがどのくらいなのか、併せてお伺いします。 

 他の自治体では、市民に直接アンケートを取り、その施設が何をしている施設か知っている

か、どの公共施設を残すべきか、統廃合できる施設はどこかなど、今後の施設の在り方を考え

るための資料を作成しているところもあります。 

 市民の声や考えを聞くことも、共にマネジメントしていけるのではないかと思いますが、そ

の考えはありますかお伺いします。 
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 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 田渕議員にお答えをいたします。 

 まず、(1)防災教育についてであります。 

 小・中学校の防災教育は、次代を担う子供たちの命を守るために大変重要で積極的に取り組

まなければなりません。申すまでもありませんが、子供たちの防災意識は先生方の指導はもと

より、家族間での話合いも大変重要な取組になると考えておりまして、学校と家庭の両面にお

ける防災教育の在り方を見いだして、推進していくことの必要性を感じているところでござい

ます。 

 東日本大震災から10年が過ぎ、南海トラフ地震の発生確率が高まっている今、それぞれの学

校では地域に応じた教育や訓練を実施していると伺っております。地域の自主防災組織と合同

での避難訓練や避難場所開設の訓練など、学校だけの取組ではなく、小・中学生が地域と一緒

に訓練することにより地域の防災力の向上にもつながっていると感じております。 

 防災教育等を通じて子供たちの生きる力と家族の絆の大切さを育んでいただきたいと考えて

おります。 

 次に、(2)室戸市プレミアム付商品券についてであります。 

 当市のプレミアム付商品券事業につきましては、室戸市内の加盟店で使用できるプレミアム

付商品券を発行し、消費の喚起を促進するとともに、コロナ禍により疲弊する地域経済対策と

して、また商工業等の振興に資することを目的とし、室戸市商工会に補助金を交付して取り組

んできたものであります。 

 本年度は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、地域経済の活性化

につなげるため、プレミアム率を60％とし、販売価格5,000円で8,000円分の商品券を約３万部

発行して販売を行いました。 

 また、市民へ直接給付としなかった背景は、直接給付の場合の経済効果が予算の9,000万円

であるのに対し、今回のプレミアム付商品券の場合は約２億4,000万円となることから、プレ

ミアム商品券の方法で取り組んだものであります。 

 さらに、販売価格につきましては、昨年は１冊１万円での販売であり、低所得者等には購入

しにくいとの声もあったことから、今回は１冊5,000円で販売を行いました。 

 販売方法につきましても、昨年度行った抽せん方法での販売ではなく、１回目は室戸市在住

の方への限定販売とし、２回目の販売からは市外の方も購入ができるよう一般販売として取り

組みました。 

 また、１回目の販売場所につきまして、市民の方の利便性と地理的なバランスを考慮し、従

前の販売場所数を２か所増やし、佐喜浜町から羽根町までの市内全域合計12か所で販売を行う

とともに、代理購入も可能とし、販売場所に行くのが困難な方等も購入ができるよう取り組ん
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できたところであります。 

 ２回目の一般販売につきましては、できるだけ多くの方に購入していただけるよう、休日を

含めた販売日としたことや、一度の会計で大量に購入されることなどを懸念し、１人１回２冊

まで、再度購入は可能とし販売を行いました。 

 議員御指摘の一般販売について、コロナ禍である中、密な状態での販売であったことに関し

ましては、感染対策として全員に常時マスク着用をしていただき、特に屋内では手指消毒、検

温、定期的な換気、販売テーブルの間隔を取るなど対策の徹底を行いました。 

 また、屋外においても並んでいただく際の間隔を十分空けていただくよう、並ぶ位置をマー

キングテープで示し、さらにスタッフによる注意喚起の声かけを行ったものの、結果として多

くの購入者が集まったことに加え、悪天候であったことも重なり、密な状態になってしまいま

した。 

 また、販売場所が３か所であったため、高齢者等が販売場所に行けず不公平であったという

点につきましても、一般販売については限定販売と違い販売場所が少なかったことにより、遠

方での購入となってしまったことなど、反省をしているところであります。 

 翌年度以降、このような事業を行う場合につきましては、今回の反省を生かし、事業の目的

や内容等について室戸市商工会をはじめ関係機関に御意見を伺いながら、よりよいものとなる

よう取り組んでまいります。 

 次に、(3)室戸市役所文書管理についてであります。 

 書庫の移転について大きな方向性としては、庁舎移転と併せて書庫の移転を実施することと

なりますが、議員御指摘のとおり地震がいつ起こるか分からないものでありますし、そうした

災害が起きた場合には、市役所にも津波が来ることが予想されており、そうなれば現在地下に

ある書庫は浸水をしてしまうことになります。 

 本市の重要な文書を損なわないよう、書庫にある書類の重要性を把握し、特に重要な文書に

ついては他の公共施設へ移動させることができないかなど検討してまいります。 

 次に、(4)室戸市の公共施設についてであります。 

 我が国においては、高度経済成長期に多くの公共施設の整備が進められ、その当時建築され

た公共施設の建築年数は30年以上経過し、その多くが耐用年数を超過した状況となっておりま

す。 

 そのため、多くの公共施設は今後大規模改修や建て替えが必要となっています。本市におい

ても、将来の公共施設等に係る建て替えや改修などの更新費用が増加することが予想されま

す。 

 さらに、厳しい財政状況が続く中で、今後人口減少などにより公共施設等の利用と需要が低

下していくことも予想されます。 

 このような状況下で、国からも公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、公共
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施設等総合管理計画の策定が要請され、本市においては2015年度、平成27年度に室戸市公共施

設等総合管理計画を策定したところであります。 

 この計画により本市が保有する施設等の維持や解体を含む財政負担の平準化等についてマネ

ジメント等に取り組んでいくこととしております。 

 また、議員お尋ねの今後の施設の在り方につきましては、まずは使用していない遊休施設に

つきましては、新たに遊休財産有効活用等検討委員会を設置し、活用しようとする施設の概要

や現状を精査し、その施設がどういった活用ができるのかをいろいろな視点で検討した上で、

例えば老朽化が進んでいる施設であれば修繕を施し、貸付けによる公募をかけるのか、老朽度

によっては施設の解体をして土地の払下げ、もしくは貸付けの公募をかけていくかなども検討

しながら取り組んでまいります。 

 また、既存施設の更新、大規模改修や建て替えを行う場合には、耐用年数、利用状況などか

ら優先順位をつけて３年から５年ごとに簡易劣化調査を実施し、更新、改修等の工事予定年度

を判定した後、庁内での利用意向などで協議し検討することとしております。 

 更新費用のみならず維持・修繕費用も含めた費用対効果の面から、本当に必要な施策かどう

かを総合的に判断し、必要に応じて市民の御意見などもお聞きしながら、最適な状況で次世代

に継承できる持続可能な公共施設等のマネジメントについて考えていきたいと思っておりま

す。 

 議員御案内のとおり、本市は旧５か町村が合併し、東西に約50キロメートルの海岸線を有し

ていること、また海岸線から山間部まで集落が点在していることなど、行政効率の悪い本市に

おいては、施設数が他の類似団体よりも多く、その分維持、更新等に係る費用負担も大きくな

るため、本計画を基に限りある財源を有効活用するための集約化や利活用の検討を含め、総合

振興計画等の上位計画と連携しつつ、長期的な観点を持って本市の持続的な発展を目指す必要

があると考えております。 

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

願いをいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 田渕議員に１、市長の政治姿勢についての(1)防災教育について御

答弁申し上げます。 

 室戸市の小・中学校の防災教育につきましては、高知県教育委員会が策定した高知県安全教

育プログラムに基づき、各学校が策定する学校安全計画で学校環境の安全管理及び子供たちの

安全教育を行っています。 

 安全管理では、学校事故をはじめ地震、火災、風水害などの危機管理についてマニュアルな

どを定め、教職員による組織的な学校安全の取組を行っています。 

 安全教育では、防災の授業や避難訓練の内容を具体的に定めており、防災の授業では全ての
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小・中学校で全学年、年間５時間以上、避難訓練は緊急地震速報などを活用して、授業中のみ

でなく、休み時間の実施も含めて年間３回以上実施されています。 

 また、この学校安全計画は、避難訓練などの反省を踏まえて、その都度改善も行っていま

す。 

 先日、12月３日に紀伊水道を震源とした地震が発生しました。そのときに羽根中学校では生

徒たちはすぐ机の下に入り、揺れが収まった後、体育館に移動したという報告が入っており、

日頃の避難訓練などの防災教育の成果を実感したところでございます。 

 また、学校によっては自主防災組織や地域と連携した避難訓練や避難所開設訓練に取り組ん

でいます。 

 例えば佐喜浜小・中学校では、保育所や保護者、地元の室戸高校生を含め地域と合同での放

課後避難訓練を毎年実施しています。 

 交通事故や水害など様々な危機から自らの命を守るための安全教育を確実に実施し、室戸市

の未来を担う子供たちにいかなる状況でも自らの命を守る、地域の安全に貢献する子供たちを

育てる教育を進めてまいります。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 上松財政課長。 

○財政課長（上松富士樹君） 田渕議員に(4)の室戸市の公共施設について市長答弁を補足さ

せていただきます。 

 議員御質問の室戸市公共施設等総合管理計画が策定されて以降の動きとマネジメントについ

てでございますが、まずは公共施設をマネジメントするために総合管理計画で施設ごとの実行

計画を個別に策定することが求められており、具体的な対策内容や実施時期などを計画する必

要性があります。 

 そのため、令和２年度に各施設の所管課等からヒアリングを実施し、本市の関連計画と整合

性を図りながら、令和３年３月に室戸市公共施設個別施設計画を策定したところでございま

す。 

 今後はこれらの計画に基づき各課と連携しながら、また遊休施設等については、先ほど市長

の答弁にもありましたように、遊休財産有効活用等検討委員会での検討も含め、公共施設等の

マネジメントを行っていくこととしております。 

 また、議員御質問の各施設の利用状況や収支などの実情につきましては、本計画での位置づ

けはございませんが、各課等において管理把握しており、指定管理施設につきましても、毎年

指定管理者からの報告もあるため、利用状況、収支等につきましては各課等で把握していると

ころでございます。 

 また、保有している公共施設数ですが、現在234施設となっております。そのうち使用して

いない施設は21施設で、理由としましては老朽化や閉校などが主な理由となっております。 

 また、保有している公共施設を維持するための光熱水費や修繕料などのランニングコストに
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つきましては、令和２年度決算ベースで申し上げますと、約２億3,000万円となっているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 田渕信量議員の２回目の質問を許可いたします。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕。２回目の質問を行います。 

 (1)の防災教育についてでありますが、室戸市の宝である子供たちを守る大切な教育です

が、年間５時間というのは少ないんではないでしょうか。学習等をやっておることもいいです

が、あとは実践で子供たちが避難所の場所を確実にそこに行けるかどうかということの実践教

育もやっぱり必要じゃないかと思います。 

 また、先生方の要するに防災教育はどういう方法でやられておるのかをお伺いします。 

 (2)室戸市プレミアム付の商品券についてでありますが、いろいろ回答いただきましたけど

も、１人が多額の商品券を購入できたという話を市民がしていること自体、市に対する不信感

となり得ます。一般販売をするときにそういうチェックをしていなかったのか、再度お伺いし

ます。 

 また、室戸市は隅から隅まで横長く、その隅の町までのことを考えて政策を行うべきではな

かったんでしょうか、市長の考えをお伺いします。 

 (4)室戸市の公共施設についてであります。 

 この計画が策定されて以降の動きというマネジメントは、市の職員はこの計画があって施設

管理をしているのを知っているかどうか、全職員が知っているかどうか、計画についての研修

はされているのかどうか。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

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

す。 

 ４点の御質問があったかと思いますけれども、私のほうにはプレミアム商品券の一般販売に

ついて、この室戸市の横長に長い立地を考えた対策が必要ではなかったかという御質問であっ

たかと思いますが、そのとおりでございまして、市民対象にした限定販売につきましては、１

回目の答弁でさせていただきましたように、２か所増やして12か所で対応したという対策を取

りました。それで、一般販売もそうしたらよかったんじゃないかということは反省として持ち

ますけれども、今後そうしたことも交えて関係者と協議をしながら検討させていただきたいと

思います。 

 私からは以上でございます。あと担当の課長より説明させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（亀井賢夫君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 田渕議員の２回目の質問に御答弁させていただきます。 

 現在それぞれの学校では５時間、これは防災のだけのですね、学習で５時間以上、各学校で
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それぞれ状況が違いますが、また社会科、理科、例えば理科であれば地震発生のメカニズム、

そういったもんも含めて年間の中で学習をしております。ですから、最低のものはそういった

防災の授業、あるいは社会科、理科等含めたですね、安全で避難できる場所をですね、対応さ

せていただいております。 

 また、実際の訓練ではございますが、今御指摘のとおり避難場所、避難タワーなどのです

ね、場所の確認、そういったものもこの５時間以上の学習の中でですね、実際に見に行って教

職員共々ですね、確認をしております。 

 それから、教職員についてでございますけれども、現在室戸市内の小・中学校の教職員の中

でですね、室戸市内に在住しておる教職員が非常に少のうございますが、それぞれ他の市から

来ておる教職員につきましては、まずその地域の避難動向に対応すると、その後室戸市内のほ

うにですね、来て避難所の運営等を開設するということでしておりまして、それぞれ学校で時

間数とか対応が違いますけれども、実情に応じたですね、避難の方法とか訓練を取っておりま

す。 

 なお、私も東日本大震災のときにある学校の校長として勤務しておりましたが、そのときに

は全ての子供たちを保護者に引き渡したのは夜の10時でございました。それまで市のほうから

ですね、毛布、水、それから避難のですね、場所に設置されております非常食、そういったも

のを対応していただきました。ですから、今後はそういった単なる訓練だけでなくて、実際に

避難場所等に設置されております非常食等もですね、やっぱりその訓練の中で使ってやってみ

るということもですね、必要ではないかと思っております。 

○議長（亀井賢夫君） 上松財政課長。 

○財政課長（上松富士樹君） 田渕議員の２回目の御質問にお答えをいたします。 

 室戸市公共施設等総合管理計画や室戸市公共施設個別施設計画等の策定についてですが、職

員が知っているかどうかということでございますが、まずですね、この計画自体が各課等にお

いて管理把握してる施設のほうを集約をしてこの計画にまとめたものでございますので、また

そういう意味ではそのまとめたものを市のホームページにも載せてる計画でございますので、

職員等は周知をしていると把握しているところです。また、その研修等についてはですね、こ

れは施設を今後どういうふうに管理をしていくのかということですので、研修をもしするとす

ればどういった形ですればいいのか、現在研修も行っておりませんが、その研修の在り方をで

すね、また検討はしていきたいと思っておりますが、まず各課等でその施設の管理把握を十分

していただいて、それをですね、遊休財産等につきましては、先ほど申し上げました遊休財産

有効活用等検討委員会等の中で諮っていくような形を検討しております。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） 田渕議員にお答えします。 

 １人が多額で購入してはないか、それについてのチェックはしてないかっていうところです
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が、一般販売につきましては再度購入が可能となっておりまして、チェックはしていません。

高額購入につきましては、そのうわさで出ゆう100万円とかということは確認したところ、今

のところ確認はされておりません。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって田渕信量議員の質問を終結いたします。 

 次に、小椋利廣議員の質問を許可いたします。小椋利廣議員。 

○５番（小椋利廣君） ５番小椋利廣。令和３年12月第８回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表して通告に基づき一般質問を行います。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)佐喜浜診療所の閉院についてお聞きをいたします。 

 船戸先生が経営をしていた佐喜浜診療所が令和３年11月30日火曜日で、船戸先生が病気のた

め閉院となりました。佐喜浜地域の住民や椎名や三津、高岡や室戸などからも、船戸先生を頼

って診察を受けに来ていた人や薬をもらいに来ていた人、また往診をしてもらっていた人たち

の多くの患者さんが突然の診療所の閉院によって大変困っております。 

 佐喜浜診療所を開院をしていた船戸先生は、室戸病院の立ち上げから始まり佐喜浜診療所の

閉院まで高知市から室戸まで通いながら、室戸市民の病気の診察や入院患者の診察や健康の相

談等々いろいろなことで約40年間、室戸市民のために多くの人々に尊敬をされながら診察をさ

れてきたとお聞きをいたしております。 

 船戸先生には、室戸市民のためにいろいろな医療や診察を提供していただいて、高知市から

室戸まで通いながら約40年間にわたり本当にありがとうございました。お疲れさまと言わせて

いただきたいと思います。船戸先生に対して室戸市からも地域医療に貢献をしてくれたことに

よる感謝状の一つでも送ってあげたらよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 佐喜浜診療所が閉院になったことで、地域住民の方々は今までどおり毎日の診察ができなく

ても、何とか佐喜浜診療所をもう一度開院をして、地域に根づいた診療所として取り組んでも

らえないかと希望を持って話をされております。新たに佐喜浜診療所の開設に向けた取組と今

後の室戸市の医療体制の拡充と地域医療の提供姿勢についてお聞きをいたします。 

 (2)室戸市コミュニティーバスの運行についてお聞きをいたします。 

 室戸市が市営のバス３台で室戸市を巡回するコミュニティーバスとして現在試験運行が行わ

れているとお聞きをいたしております。聞くところによりますと、国道55号の羽根から佐喜浜

までは東部交通に公共交通の補助金を出している関係で、室戸市のコミュニティーバスは国道

55号を走らないと言われておりますが、東部交通のバスの運行は佐喜浜診療所にバスの時刻表

を貼っていたのを見ますと、２時間に１本ぐらいの割合で１日に４便しかありません。１便乗

り遅れると次のバスまで約２時間も待たなければならず、非常に不便を感じていると言われて

おります。 

 また、室戸市のコミュニティーバスは、各地域で国道55号から奥地への往復で１日に何往復
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かはあるようですが、運行回数が１週間に１日しか運行がないので、バスに乗りたい市民も非

常に計画が立てにくいとお聞きをすることがよくあります。 

 コミュニティーバスが走っている室戸市内の各路線ごとの利用者数はどのようになっている

のでしょうか、現在分かっている範囲で御答弁をお願いをいたします。 

 高齢者が利用しやすい室戸市コミュニティーバスの運行日数の増加と国道55号を運行してい

る東部交通のバスは、１日に４便しかありませんので、室戸市コミュニティーバスを国道55号

に乗り入れて、地域住民の利便性を高めることはできないかお聞きをいたします。 

 (3)愛宕山墓園の利活用についてお聞きをいたします。 

 愛宕山墓園の利活用につきましては、令和３年３月議会で一般質問を行いまして、執行部の

答弁では、昭和53年までに土地区画整理事業や都市計画事業の移転補償として338基が完成を

し、愛宕山墓園の土地所有者は室戸市であり、空墓も含めた全体の管理は建設土木課が行って

いると答弁がありました。 

 また、墓地利用者から要望のあったアクセス道路は、平成30年度に市道愛宕山墓園線として

完成をし、水道も途中までではありますが、完備をされていることから、室戸市が売り出して

いる奈良師の奥の池の尻墓地よりも近くて道路幅も広く景観もよいことから利活用について問

合せがいろいろと来ております。 

 川﨑建設土木課長さんは、今後は墓地付近へ車両の乗り入れが可能であることから、愛宕山

墓園への移転希望者が増えてくることも想定をされるので、市長を含め関係課と協議をし、空

墓の利活用や管理条例の制定などについて検討を進めていくと答弁をされております。 

 市民の間では、自分たちの生存中に愛宕山墓園の管理条例の制定が進み、墓園を確保するこ

とができるのか心配をされております。一般の市民が利用できる管理条例の制定は何年何月に

できる予定であるのか、お聞きをいたします。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 健康管理のため11時10分まで休憩いたします。 

            午前10時54分 休憩 

            午前11時７分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員にお答えをいたします。 

 (1)佐喜浜診療所の閉院についてであります。 

 本市の地域医療を長年にわたり支えてくださいました船戸先生が11月初旬に体調を崩され、

佐喜浜診療所は11月末をもって診療を終了したとの報告を受けております。 

 船戸先生には、平成30年１月室戸病院閉院後も佐喜浜診療所医師として本市にとどまってく

ださり、多くの患者さんから厚い信頼を受け、診療に御尽力を尽くされるとともに、地元の佐
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喜浜小・中学校や保育所の学校医等も引き受けていただくなど、これまで本市の地域医療を支

え、市民が安心して暮らせるまちづくりの実現に大きく貢献をしてこられました。何よりも患

者を優先し医業に専念してこられた船戸先生のこれまでの功績に対し、市長として心より感謝

を申し上げる次第であります。 

 また、船戸先生が体調を崩された後、診療所応援をしてくださいました県立あき総合病院、

むろとぴあ医院の先生方に対しましても、併せて御礼を申し上げます。 

 まず、議員御質問の感謝状についてでありますが、市の表彰規程等に照らし、今後検討をし

てまいりたいと思います。 

 次に、今後の佐喜浜地区の医療体制についてであります。 

 佐喜浜地区は近隣に医療機関がないことから、地区内において医療提供体制を存続していか

なければならないと考えております。 

 市といたしましては、佐喜浜診療所閉院の一報を受けて以降、佐喜浜地区の地域医療を存続

させるにはどのような形が望ましいのか、またどのような形であれば安定的な医療が提供でき

るのか等、県や安芸福祉保健所に相談するとともに、新設する室戸診療所や室戸岬診療所との

調整等も勘案しながら、現在慎重に協議を重ねているところであります。 

 現在の想定では、高知大学医学部や県立あき総合病院からの医師応援と室戸岬診療所医師に

より新たに市立診療所を設置するのか、また室戸岬診療所の分院として設置をするのか、週１

回程度の巡回診療にするのか、民間に承継できないかなど、あらゆる方面で診療所設置の可能

性について検討をしているところであります。 

 いずれにいたしましても、新しい医療提供体制の構築までは、土地や建物の契約関係や医療

法に基づく各種手続、議会での議決事項に加え、医師確保等の課題もあり、一定の期間を要し

ますが、それまでの間は巡回診療で対応するなど、住民の医療に係る不安を少しでも軽減でき

るよう取り組んでまいります。 

 佐喜浜地区における医療提供体制の構築は、待ったなしの状態でありますので、市の重要課

題と位置づけ、早急に取り組んでまいります。 

 次に、室戸市全体の医療体制等についてであります。 

 新設の室戸診療所は、一般病床19床を備え、診療時間内の軽症救急患者の受入れを行い、地

域包括ケアシステムの構築に資する医療拠点として、急性期から在宅への移行サポート、在宅

の延長としての一時的な入院治療を実施するとともに、他の急性期病院の一般病棟からの受入

れや急変時の入院患者の受入れ等を行うことを想定しております。 

 今後、この室戸新診療所を拠点に、高知大学医学部とも連携を図りながら医療提供体制の構

築を行い、市民が健康で安心して暮らすことのできるまちづくりを目指し、全力で取り組んで

まいります。 

 次に、(2)室戸市コミュニティーバスの運行についてのコミュニティーバスを国道55号に乗
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り入れて地域住民の利便性を高めることはできないかについてお答えをいたします。 

 全国的に見ても少子・高齢化が著しい本市においては、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いることから、昨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合輸送による

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。 

 計画策定に当たりましては、現在本市の基幹道路である国道55号及び県道椎名室戸線におい

て運行している路線バスが、安芸ジオパーク線では平日１日に18便で約１時間に１便運行、ま

た室戸甲浦線では平日１日に７便で約２時間に１便運行していることや、この路線バスを維持

するための補助を毎年実施していることなどを踏まえて、路線バスとコミュニティーバスの運

行経路が極力重複しないよう旧町単位での運行としており、旧町単位を越えて移動する場合

は、路線バスに乗り換えていただき、路線バスとコミュニティーバスの両者の利用促進を図る

こととしております。 

 しかしながら、コミュニティーバスの利用者からは、運行ルート及び運行ダイヤの見直しな

どの御意見のほかに、路線バスに乗り換えることなく、スーパーや病院がある室戸地区まで行

けるようにならないかといった御要望もいただいておりますので、関係者と協議の上、室戸市

地域公共交通会議の委員の皆さんの御意見もいただきながら、可能な限り見直しを行ってまい

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、より利便性の高い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。 

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

します。 

○議長（亀井賢夫君） 辻まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（辻 さおり君） 小椋議員にコミュニティーバスの各路線の利用者数

について私のほうからお答えいたします。 

 議員御案内のとおり、本年11月より新たに運行開始した路線数は全部で10路線、そのうち８

路線が路線定期運行、２路線がデマンド運行となっております。各路線、１週間に１日、曜日

を限定して運行をしております。 

 令和３年11月末時点での各路線の利用者数ですが、路線定期運行を行っている８路線から御
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説明をいたします。 

 まずは、入木線です。運行日数が４日間で利用者の累計が６人、運行１日当たりの利用者数

に換算しますと1.5人となっております。 

 次に、佐喜浜線です。運行日数が５日間で利用者の累計が17人、運行１日当たりの利用者数

が3.4人となっています。 

 次に、室津河内線です。運行日数が４日間で利用者の累計が19人、運行１日当たりの利用者

数が4.75人となっております。 

 次に、奥郷線です。運行日数が４日間で利用者の累計が９人、運行１日当たりの利用者数が

2.25人となっております。 

 次に、崎山台地線です。運行日数が５日間で利用者の累計が42人、運行１日当たりの利用者

数が8.4人となっております。 

 次に、東の川線です。運行日数が４日間で利用者の累計が24人、運行１日当たりの利用者数

が６人となっています。 

 次に、西の川線です。運行日数が５日間で利用者の累計が16人、運行１日当たりの利用者数

が3.2人となっております。 

 次に、羽根線です。運行日数が４日間で利用者の累計が７人、運行１日当たりの利用者数が

1.75人となっています。 

 次に、デマンド運行を行っている２路線を御説明いたします。 

 西谷口大平線です。運行日数が４日間で利用者の累計が２人、運行１日当たりの利用者数が

0.5人となっています。 

 次に、西山台地線です。運行日数が５日間で利用者の累計が４人、運行１日当たりの利用者

数が0.8人となっています。 

 実証運行を開始して約１か月がたちましたが、現状の利用状況を踏まえますと、まだまだ周

知が足りていないと考えており、さらなる広報に努めてまいります。 

 また、利用者からも運行日や運行ルートに対する御要望等もいただいており、今後は関係機

関と連携を図り、運行ルートや運行ダイヤの見直しを適宜実施し、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。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） 小椋議員に市長の政治姿勢についての(3)愛宕山墓園の利活

用についてお答えします。 

 議員御案内のとおり、愛宕山墓園は区画整理事業などの移転補償により整備した墓地であ

り、その後都市計画施設の墓園として位置づけられております。 

 令和３年３月議会でもお答えしましたが、愛宕山墓園における空墓の利活用や管理条例の制

定について検討を進めていく中で、使用の可否や区画に係る調査など幾つかの課題がございま
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す。 

 まず、区画の使用等の可否につきましては、都市計画施設の墓園であっても利用目的が同じ

であれば、使用等は可能であると高知県都市計画課に確認いたしております。 

 また、区画の現地調査も行いましたが、現存する空墓の利活用は老朽化により困難であると

思われます。 

 現在、空墓を撤去し更地となっている区画が75か所程度あり、これらにつきましては使用す

るなどの利活用は可能であると考えております。 

 しかしながら、利活用を行うとなると、区画以外の擁壁や階段など墓地全体の施設の老朽化

も著しいことから、改修等に多額の予算が必要となると考えられ、費用対効果の面からも愛宕

山墓園の利用を希望されている方が実際何名程度いらっしゃるのかなど、需要についての聞き

取りを含めた調査が必要であります。 

 今後、管理条例の制定につきましては、利用希望者の御意見もお聞きした上で、施設の老朽

化対策や費用対効果につきましても十分考慮の上、引き続き検討してまいります。以上でござ

います。 

○議長（亀井賢夫君） 小椋利廣議員の２回目の質問を許可いたします。小椋利廣議員。 

○５番（小椋利廣君） ５番小椋利廣。２回目の質問を行います。 

 先ほどの答弁の中で、佐喜浜診療所の閉院について、市長の答弁では、今後は医療全体のこ

とについて検討していくというふうな話があったわけですけれども、あそこの佐喜浜診療所の

建物、これは船戸先生が建設をしたというふうにお聞きをいたしております。それで、船戸先

生はもう市のほうがやるのであれば、市に寄附もしたいというふうに言われているというふう

にお聞きをしておりますので、あの土地は佐喜浜の━━━━という方の土地で、━━━━が今

までずうっと船戸先生に土地を提供して今までやってきたということですので、あの土地を室

戸市が買うということは考えていないのか、あの土地を買うとしたら、診療所の建物自体は船

戸先生が市に提供するという話ですので、あの診療所自体は室戸市立室戸診療所として利用が

できるんじゃないかというふうに思いますが、買うという予定はないのかどうか、その辺をお

聞きをしたいと思います。 

 それで、今まで何十年も船戸先生があそこを借りて診療をしてきたわけやけんど、比較的先

生は毎月、月に━━━━━━で借りていたというふうな話も聞いております。 

 それで、あれを市が買うてもらうと、室戸市立の診療所として利用ができていけるんじゃな

いかというふうに思います。この付近、もう一度お聞きをしたいと思います。 

 それから、現在もう佐喜浜診療所全然閉じてしもうてますので、地域の人が非常に困ってお

ります。薬ももらえん、それから薬をもらうにしても、高齢者にしてみたら足がない、そうい

ったことで巡回診療なんかも考えられゆうようですけれども、果たしてその巡回診療とかあの

土地を買って新たな診療所として再開をするのに大体どれぐらいの日数、それから月日がかか
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るのか、この辺もお聞きをしたいと思います。 

 それで、あそこの診療所の中にはバスの時刻表が貼ってありました。それで、バスの時刻表

は１日４便しかバスの時刻表には時間が書いてありませんでした。佐喜浜の人は１日に４便し

かないのやなというふうに思うちょったわけですよね、診療所へ来よった人は。そういうこと

で、バスの時間も非常に２時間に１本ぐらいしかないということを言われておりましたので、

今後室戸へ来るということになっても、バスの時間が非常に待ち時間が長いので困るというふ

うによく言われております。 

 また、帰りも時間が非常に不規則になるので、帰りの時間も非常に困るというふうに言われ

ておりますので、何らかの形の足の確保ができないか、そういうことも言われておりますの

で、お聞きをいたします。 

 それから、(2)の室戸市コミュニティーバスの運行についてでありますけれども、これは先

ほどの答弁では、国道55号、県道椎名室戸線を含めたルートを今後検討していくというふうに

答弁があったと思います。そういった中で、先ほどの話やないけんど、佐喜浜のそういった地

域医療に対するコミュニティーバスの運行もできていけないか、こういうことも検討していた

だきたいというふうに考えております。 

 それから、先ほどのまちづくり推進課長の答弁では、10路線ある中で非常にまだ利用者数が

少ないというふうに私は考えております。一番多かったのが、崎山台地線で５日間で42人とい

うのが一番多かったと思います。その次が東の川線で４日間で24人、こういうことでは地域に

根づいたバスの利用にはならないのではないかというふうに考えておりますので、今後これら

に対するその利活用の推進とか、それからバスの利用についてどのように考えていくのか、も

う一度答弁をお願いをしたいと思います。 

 それから次に、愛宕山墓園の利用についてですけれども、今後は空墓の利用については、利

用者の意見を聞いてから進めていくというふうな答弁が建設課長からあったと思いますが、あ

そこの駐車場まで車を乗り入れていって、もう既にここの空墓がえいなあというふうな視察を

してきちゅう人もおるようですわ。そういう人たちの今後のあそこを自分の墓として利用がで

きていけるようなことを考えていきゆう人も中におるようですので、そういったことが今後利

用ができていけるような、そういう条例の制定を早くしてあげてもらいたいというのが私の意

見ですので、地域の方の利用促進についても早急に取り組んでいただけるようにお願いをした

いと思います。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○議長（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させていただきたいと思いま

す。 

 まず１点目について、佐喜浜診療所の今後の取組ということで、従来は船戸先生が賃貸をし
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て整備されてる診療所であるけれども、今後室戸市が診療所として活用する上で、その土地を

購入する考えはないかといった御質問であったかと思います。 

 今の状況の中で継続して船戸先生の御配慮もしっかりと受けれるような体制には、用地の問

題解決がまず第一なりますので、その地権者の方々と交渉、御相談をさせていただいておりま

す。その中の一策として購入というのも一手ではないかなというふうに思いますので、今後賃

貸で行くのか購入で行くのか、その地権者の方々との協議の中で御判断をしていくことになろ

うかと思います。 

 ２点目についてですが、今後佐喜浜の診療を開所していくになった場合に、どれくらいの期

間がかかるのかということでございます。 

 佐喜浜の診療所を開所するという方法は幾つかございます。例えば室戸岬診療所を軸として

佐喜浜のほうへ通所するといったような対応、巡回医療するといったような対応もあります

し、佐喜浜を逆にいわゆる診療所として開設をするといったような方向、佐喜浜の場合は僻地

医療という指定をいただける範疇にあるようでして、そうした対応ができるのであれば、県の

ほうなんかの支援ももらえるということもあるようでございますので、そういったことも考え

ながら、いろんな対策を検討して、新たな佐喜浜診療所の開設ということを考えた場合、早く

ても５月以降になるのではないかなというような判断を事務サイドでしているという状況でご

ざいます。 

 それとあわせて、今コミュニティーバスも走らせてる、試運転してる中で、バスの運行も併

せて佐喜浜診療所のいわゆるカバーのできるようなコースなんかの考えはできないかというこ

とでありますが、今の試運行しておりますコミュニティーバスは、あくまでも試運行でござい

ますので、その中で指摘をいただいたことも踏まえながら、今後のより利便性の高い運行コー

スを考えていくという方針でございますので、その中において検討のできるところは、その後

の対策として検討していくようになるように考えております。 

 それともう一点ですが、愛宕山墓園のことにつきましては、課長のほうからの答弁に基づい

て、今後利用する方のいわゆる促進について、市は準備を進めていくことが大事であるという

御指摘、御意見であったかと思いますけれども、前段課長が答弁しましたようなことが今の状

況でありまして、どれだけの利用希望者、あるいはまた需要があるのかといったことをしっか

り調査をしながら、利用促進に伴える対処を今後も考えていきたいとしているところでござい

ます。 

 私のほうからは以上で、また関係課長のほうからの補足説明がありましたらお願いしたいと

思います。 

○議長（亀井賢夫君） 辻まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（辻 さおり君） 小椋議員にお答えいたします。 

 コミュニティーバスの利用者数が少ない今後の利活用推進等についてという御質問に対して
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ですけれども、議員御指摘のとおり現状の利用状況を踏まえますと、まだまだ周知が足りない

と考えております。 

 今後につきましては、広報物の配布や実証運行に係る説明会及び意見交換会を開催するなど

利用状況を踏まえ、利用者の御意見、運行沿線地区、市民、運行事業者の御意見などを踏まえ

て、室戸市地域公共交通会議等において運行ルートや運行ダイヤの見直し等を適宜実施してま

いります。 

 まずは、市民の皆様に積極的に御利用いただき、皆さんと一緒に使いやすいコミュニティー

バスに育てていきたいと考えております。以上です。 

○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） 小椋議員の２回目の御質問にお答えします。 

 愛宕山墓園の利活用について、希望者で現地を確認している方もいると、そういった中、愛

宕山墓園について条例を制定し、早急に利用促進を図っていただきたいというような御質問だ

ったと思います。 

 １回目でお答えしたとおり、希望者について御意見をお伺いしながら行っていきたいと考え

ております。区画の大きさであったり、今の老朽化している施設の修繕等についても、御意見

のほうをいただきながら、それらの意見を集約した上で、市長をはじめ関係課と引き続き協議

検討を行っていきたいと考えております。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。 

 先ほど市長のほうからも佐喜浜診療所の開院について、来年の５月頃になるのではないかと

いうふうな話もあったわけでございますけれども、この室戸市立の室戸岬診療所、ここの延べ

の患者数をちょっと調べてみたところ、令和２年度の分ですけれども、大体１か月に270人と

か280人とか、少ないときでは265人とか、多いときで430人ぐらいとかということで、１日平

均にしてみると、単純に割ってみると、大体１日当たり十六、七人ぐらいにしかなりません。

船戸先生がそれこそ佐喜浜で診療しちょったときには、少ない日でも30人前後、多いときには

60人前後あったようです。そうすると、ここの岬診療所は平均して十六、七人ということにな

ってくると、１週間にあそこ５日間診療しゆうということですので、５日間全部やらなくても

１週間に３日ぐらいでも十分対応ができていけるぐらいの人数になるのではないかなというふ

うに思います。 

 それで、残りの２日間については佐喜浜診療所を開設していただいて、佐喜浜のほうの診察

もしてもらえないかなというふうに、佐喜浜のほうの市民も皆そういうふうな意見が多いよう

です。 

 それで、何とか、先ほどの土地の問題もありますけれども、なるだけ市のほうで土地を買上

げていただいて、室戸市立の診療所として佐喜浜の診療所をどうしても２日ぐらいは開けてい
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ただきたいというふうな希望が皆さん多いので、その付近もう一度お聞きをしたいと思いま

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たいと思いま

す。 

 佐喜浜診療所閉院後の対処についてということで、具体的に室戸岬診療所の患者数、あるい

はまた船戸先生が対応した患者数と合わせて、佐喜浜診療所に週２日ぐらいは来てもらえんか

といった地元の声があるということを捉えての御質問であったかと思います。２回目の質問で

少し舌足らずになったんですが、今内部で佐喜浜の診療所を今後どのような体制にしていくの

かということをちょっと加えて御説明をさせていただきたいと思いますけれども、１つには巡

回診療を開始して、週１回程度の診療を継続していくことができないかといったようなこと、

それと２つには、市立僻地診療所の設置をして取り組んでいくといったこと、それと３つに

は、室戸岬診療所の分院として設置してみてはどうかといったこと、それと４つには、民間に

継承してもらえないかといった、大きくはこうしたような方法を考えておりまして、どういっ

た形が最も望ましいのかを今詰めに入っているという状況でございます。 

 それで、御指摘のありましたように、週２日ぐらいは佐喜浜に佐喜浜診療所を開所してもら

えないかという御要望につきまして、市長としまして今言えることには、そういう御要望には

少なくても応えていかなければならないということを思っておりますので、今後その対処に向

けまして小椋議員からも御指摘のあったようなことも交えながら、しっかりと早急に対応でき

るように検討を深めてまいりますので、御了承賜りますようによろしくお願い申し上げたいと

思います。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって小椋利廣議員の質問を終結いたします。 

 次に、濱口太作議員の質問を許可いたします。濱口太作議員。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。議長の許可を得ましたので、ただいまより一般質問を行い

ます。 

 最初に１、マイナンバー制度についてお伺いをいたします。 

 平成26年１月にマイナンバー制度が始まり、平成27年10月以降マイナンバーが住民票を有す

る全ての国民に１人１つの番号が通知をされています。このマイナンバー制度は、行政の効率

化、国民の利便性の向上、公平公正な社会の実現のための社会基盤だと言われております。し

かし、普及率が思ったほど伸びず、政府は佐々木蔵之介や黒柳徹子といった有名タレントを起

用し、コマーシャルも行い、毎年1,000億円単位の予算をつぎ込んできたものの、まだ普及率

は４割にも届かず、令和４年度中にほぼ全国民がカードを取得するという目標の達成は困難と

なってきております。 
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 政府は、マイナンバーカードの普及促進を目的として、最大5,000円のポイントを付与する

マイナポイント事業を昨年実施し、それなりの効果があったと言われていますが、本市での効

果はどうであったのかお伺いをいたします。 

 本市の令和３年10月１日現在の普及率は31.1％であるとのことですが、この普及率をどのよ

うに捉えているのかお伺いをいたします。 

 最近発表された政府の経済対策では、普及を目指すマイナンバーカードで新たに最大２万円

のポイントを付与する制度が盛り込まれました。今回のポイント付与は、３段階に分けて行わ

れる予定であります。その内訳はマイナンバーカードを取得時に5,000円分、健康保険証とし

てのカード利用開始時に7,500円分、公的給付金を受け取る預金口座とひもづけた場合に

7,500円分を付与するというものであります。 

 今年10月にマイナンバーカードの健康保険証としての利用が始まったと聞いていますが、そ

の内容について説明をお願いしたいと思います。 

 次に、利用するための申請手続と健康保険証として利用すればどのようなメリットがあるの

かお伺いをいたします。 

 本年９月にデジタル庁が発足し、マイナンバーカードをデジタル時代のパスポートとして位

置づけ、マイナンバーカードを基盤にデジタル社会を推進する考えだと言われております。 

 本年度の健康保険証として利用開始に始まり、令和４年度には１人１口座登録の開始、令和

６年度には運転免許証とマイナンバーカードの一体化、令和７年度には各自治体のシステムを

統一標準化する方針を示しています。 

 また最近では、地方自治体においてもマイナンバーカードを利用した住民サービスや業務の

効率化に取り組んでいる事例が多く見られるようになっています。カード申請率が76.5％で全

国１位の石川県加賀市では、170もの行政手続をスマホ経由で可能にしていますし、健康情報

提供サービスや各種証明発行関連サービスを行っている市町村も増えています。 

 また、職員の出退勤管理や選挙の入場受付などの業務の効率化に活用しているケースもあり

ますが、本市においてはマイナンバーカードを利用した業務の効率化や住民サービスを行う計

画はあるのかお伺いをいたします。 

 次に、デュアル・モード・ビークルの運行についてお伺いをいたします。 

 阿佐海岸鉄道が阿佐東線で世界初の運行営業を行う、路線と道路の両方を走る新しい乗り物

であるデュアル・モード・ビークルが安全性実証などのため２度運行が延期されていました

が、運行開始日が12月25日に決まりました。その総事業費は約14億円と言われております。こ

のデュアル・モード・ビークルは土日、祝日はとろむまで運行されるとのことであり、コロナ

禍で低迷を続けている観光客の増加が期待され、市民の関心も高まってきていますので、何点

かお伺いをいたします。 

 １点目が室戸便の１日の運行便数と運行時間について、２点目が室戸市内で予定されている



－74－ 

停留所について、３点目が運賃について、４点目が乗車人員と座席数について、５点目がとろ

むでの滞在時間について、６点目が年末年始の運行について、本市と同じように少子・高齢化

が進んでいる徳島県海陽町では、地域住民の日常の足を維持することはもちろんのこと、観光

の起爆剤として地域の観光振興、経済振興、さらには防災力強化等が期待されており、デュア

ル・モード・ビークルのことをたくさんの人に知ってもらおうと、応援ソングやダンス、オリ

ジナルの絵本の制作など、地域ぐるみの機運醸成に取り組んでおり、様々なイベントも計画し

ているようでありますが、本市はどのような受入れを計画しているのかお伺いをいたします。 

 デュアル・モード・ビークルは、これまでにない新しい乗り物であり、鉄道ファンをはじめ

全国の乗り物ファンから注目されており、国内はもちろん世界各国からファンが来ることが期

待をされております。 

 関係者の話では、既に1,000件程度の予約も入っているようであります。 

 徳島県では、年間２億1,400万円の経済波及効果を見込んでおりますが、本市への波及効果

はどのくらい見込まれるのかお伺いをいたします。 

 最後に、本市が取得したとろむについてどのように活用をされるのかお伺いをいたします。 

 次に３、東部地域の医療体制についてお伺いをいたします。 

 高知県の人口10万人当たりの看護職員数は全国１位と多いものの、約８割が高知市などの中

央地域に集中しており、郡部においては看護師不足が顕著となっております。このような状況

に危機感を抱いた安芸郡医師会長が中心となり、平成26年12月に東部地域での看護学校設立を

目指していましたが、経営を不安視する会員の反対を受け、医師会による開校、運営を断念し

ております。 

 その後、県東部の９市町村と龍馬学園、東部地域の医療機関なども参画し、安芸市が中心と

なり、平成31年開校を目指した安芸市への看護学校設立申請を県に提出をしましたが、学生確

保の見通しや運営面で生じる赤字対応でも、９市町村で合意ができなかったこと等を理由に認

可にはなりませんでした。 

 この運営面で生じる赤字については、室戸市が異議を唱え、これによって９市町村での合意

ができなかったと聞いておりますが、異議を唱えたのは室戸市だけだったのかお伺いをいたし

ます。 

 その後、平成30年６月21日に高知県東部地域医療確保対策協議会が立ち上げられています

が、この協議会はどのようなメンバーで構成されているのかお伺いをいたします。 

 この協議会の設立の場で副知事は、県としても最重要課題として位置づけ、問題解決へ思い

切った施策が必要と認識しているとの挨拶がされております。 

 また、６月県議会定例会で浜田県議の県東部の医療体制確保に向けた課題についての質問に

対し、尾﨑知事は「東部地域の看護師確保をはじめ特に室戸地域の医療体制に大きな課題があ

ると指摘し、県東部の医療体制確保などを論議する高知県東部地域医療確保対策協議会を６月
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21日に立ち上げた」と説明し、設置に当たっては「課題解決に県が前面に立って検討し、必要

な施策は思い切って展開をしたい。課題解決へ相当思い切った施策が必要で、県側から積極的

に提案をしたい」と答弁されております。 

 平成30年９月20日付の高知新聞に、高知県東部地域医療確保対策協議会に県も関与した公立

の看護専門学校構想を事務局を務める県が提案したとの記事がありました。 

 私はこの記事を見たときに、東部地域にも幡多地域にあるような県立の看護学校ができるの

ではないかと期待し、これまでの取組も無駄ではなかったと思いました。 

 しかしその後、看護学校に関するニュースもなく、どうなったのかと思っていたところ、

12月１日付の高知新聞で11月30日に行われた高知県東部地域医療確保協議会で、県より安芸市

に看護専修学校の遠隔授業を受けられるサテライト教室を設ける提案がされ、首長から異論は

なかったとの記事がありました。そして、このサテライト教室は、2024年頃の開設を目指す多

機能支援施設内に整備を行うとありましたが、この多機能支援施設とはどういった内容の施設

なのか説明をお願いをいたします。 

 また、この施設は新しく建設をするものか、既存の施設を利用するものか、運営主体はどこ

なのかお伺いをいたします。 

 看護師の卒業生の地域定着に向けた有利な奨学金制度の創設も提案をされたようですが、ど

のような内容のものなのかお伺いをいたします。 

 次に、知事の議会答弁の中にあった室戸地域の医療体制に大きな課題があるとの指摘につい

て、これまで協議会においてどのような論議がされたのかお伺いをいたします。 

 最後に、東部地域の看護師不足の解消にはまだまだ時間がかかりそうですが、来年６月に開

所が予定されている室戸診療所の看護師については、確保のめどは立っているのかお伺いをい

たします。 

 ４の庁舎の移転についてお伺いをいたします。 

 庁舎の移転につきましては、令和２年９月議会で質問をさせていただきました。そのときの

答弁では、「庁舎移転となると概算建設事業費が約30億円必要であり、現況での有利な市債を

活用しても市負担額は９億円の財源確保が必要となり、財政運営上ＰＦＩ事業や他の施策、事

業費等の兼ね合いも含めあらゆる角度から検討してまいります」との答弁がありました。 

 その後、内部での検討も終了し、12月３日には外部の委員で構成する室戸市庁舎整備検討委

員会も開催されたと聞いておりますが、この委員会はどのようなメンバーで構成されているの

か、また委員会での審議終了はいつ頃を予定しているのかお伺いをいたします。 

 次に、庁舎移転の概要についてお伺いをいたします。 

 １点目が移転予定地について、２点目が敷地面積について、３点目が駐車場について、４点

目が建築規模について、５点目が総事業費と財源内訳について、６点目が今後のスケジュール

について。 
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 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 昼食のため午後１時10分まで休憩をいたします。 

            午後０時２分 休憩 

            午後１時７分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に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） 濱口議員にお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目のマイナンバー制度についての(1)マイナンバーカードの普及と利活用

についてであります。 

 議員御案内のとおり、個人番号カード、通称マイナンバーカードは、国が行政の効率化、国

民の利便性の向上、公平公正な社会の実現のための社会基盤とすることを目的に、マイナンバ

ーカードの交付を平成28年１月から行っている事業であります。国では、マイナンバーカード

の普及促進などを目的に、マイナンバーカードを利用したポイント還元事業であるマイナポイ

ント事業を実施しており、令和３年４月までにカードの申請をした方を対象として、令和３年

12月までにマイナポイントの申込みを行ったキャッシュレス決済サービスで、チャージまたは

買物をした金額の25％について、上限5,000円相当のマイナポイントが付与され、２万円の利

用で上限５万円のマイナポイントがいただけるものであります。 

 マイナポイント事業による効果につきましては、マイナンバーカードの発行枚数が令和元年

度は月平均20枚でしたが、マイナポイント事業が始まった令和２年７月から申請・交付件数も

増え、令和２年度は月平均111枚、令和３年度は11月末時点で月平均130枚と普及率は着実に向

上しております。 

 また本市では、令和元年９月から窓口での申請の際、必要となる写真を、個人で準備する煩

わしさが省けるように、市民課窓口で無料の写真撮影を実施しており、近々では「広報むろ

と」令和３年10月号へマイナンバーカードの交付申請についての記事を掲載するなど、マイナ

ポイント事業と併せて普及率の向上につながっていると思います。 

 なお、本市のマイナンバーカードの普及率は、直近の令和３年11月末時点、32.05％で、高

知県内11市の中では３番目となっております。 

 マイナンバーカードは、身分証明書や健康保険証として利用でき、確定申告の医療費控除が

簡単に行えるなど、多くのメリットが見込まれますので、さらなる普及率向上のための取組を

進めてまいります。 

 次に、マイナンバーカードを利用した業務の効率化や住民サービスについてであります。 

 本市では、来年度末までの開始を目指し、妊娠届などの子育て関係15手続、要介護・要支援

認定の申請などの介護関係11手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用いた

オンライン手続を可能にするため準備を進めております。 
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 また同時に、業務の効率化を図るため、マイナポータルの申請データと既存の情報システム

のオンライン接続を行うシステム改修費用等の予算を令和４年度の当初予算へ計上させていた

だく予定です。 

 今後も住民サービスの向上及び業務の効率化を図るため、来年度オンライン化を実施する予

定の行政手続以外についても積極的にオンライン化を検討してまいります。 

 次に、大きな２点目のデュアル・モード・ビークル（ＤＭＶ）の運行についての(1)運行内

容と本市の受入れについてであります。 

 ＤＭＶの導入につきましては、徳島県、高知県及び阿佐東線の沿線自治体などが委員となっ

て構成された阿佐東線ＤＭＶ導入協議会が平成28年度に設置され、運営開始の準備を進めると

ともに、ＤＭＶバスモード路線の運行ルートや料金などにつきましては、徳島県、高知県、交

通事業者、バスモード沿線自治体及び各種団体等で構成される阿佐東地域公共交通会議で検討

を進めてまいりました。 

 ２度にわたり運行開始日が延期されたものの、本年12月25日より世界初となりますＤＭＶの

本格営業運行が開始されることとなりました。 

 受入れに当たりましては、ＤＭＶ沿線市町村のガイドマップ作成等によるＰＲや、室戸岬周

辺のレンタサイクルの拡充に取り組んでおります。 

 また、26日の本市への初運行に合わせて、海の駅とろむでは、むろとまるごと産業まつりを

開催し、来場のお客様はもとより広く周知・発信できるよう計画しているところであります。 

 次に、本市への経済波及効果の見込みについてでありますが、本市への運行は土日、祝日の

１日１便となっており、便数が限られていることから具体的な数値は算出できておりません

が、大きな波及効果につながるように取り組んでまいります。 

 御案内のとおりＤＭＶについては、高齢化が進む沿線地域の住民の足としての役割や、世界

初の乗り物ということで観光振興への期待は大きなものがあります。 

 現在のところ、本市への運行は土日、祝日だけであることや、停車スポットが観光地である

ことなどから、今後は毎日の運行や主なバス停での停車、さらには奈半利町までの運行なども

関係者と相談をしながら要望していくことも必要ではないかと考えております。 

 このＤＭＶの運行に関しましては、私も県議の当時から鉄道のない室戸市に室戸岬を回る循

環鉄道構想を夢見つつ導入に強く思いを持って取り組んできた一人として、世界初の本格営業

運行が土日と祝日のみの１日１便ではありますが、室戸市内まで運行されることに大変大きな

意義と喜びを感じております。 

 今国内外から大きな注目を集めていることから、このタイミングを大事に観光振興の起爆剤

として新たな観光事業を創造するなど、広く情報発信していくことが重要でありますので、こ

のチャンスを逃すことなくできる事業から速やかに取り組んでまいります。 

 また、本市の停留所となるむろと廃校水族館、室戸世界ジオパークセンター、室戸岬の観光
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施設等の磨き上げを図るとともに、終着点で約１時間滞在することとなる海の駅とろむは、本

市だけでなく、高知県、四国東南部においても重要な観光拠点であり、関係団体とも連携を図

り、早急な磨き上げが必要であると考えております。 

 また、本市としましても、黒潮協同組合から購入した施設につきましては、早急な再開を目

指し新たな指定管理者の公募を行うこととしております。 

 次に、大きな３点目の東部地域の医療体制についての(1)看護師の確保と室戸地域の医療体

制についてであります。 

 東部地域における看護学校の設立から現在までの取組の状況について御質問をいただきまし

た。 

 まず、１点目の安芸市が提出した看護学校の設立に関し、運営面で生じる赤字額の負担に際

して、室戸市だけが異議を唱えたのかという点でありますが、東部看護学校の設立に係る負担

金については、全ての市町村が負担をすることに同意をいたしましたが、運営に際し、赤字額

が生じた場合の補塡については、室戸市だけではなく複数の市町村からも負担することや、そ

の負担割合について合意に至らなかったとお聞きをしております。 

 このことから、一般社団法人高知東部振興協議会が提出した看護師養成所の設置計画におい

て、設置者となる一般社団法人の構成員が確定しておらず、社員の責任割合も定まっていない

など体制が整っていないことを理由の一つとして、高知県が申請を承認しなかったものであり

ます。 

 次に、高知県東部地域医療確保対策協議会の構成員についてでありますが、県東部の市町村

長、安芸郡医師会長、公益社団法人高知県看護協会会長、高知県立あき総合病院長、県健康政

策部長、安芸福祉保健所長、安芸福祉保健所地域包括ケア推進企画監、安芸地域産業振興監の

計16名であります。 

 次に、多機能支援施設についてでありますが、これは県が設置主体となり安芸市の旧縫製工

場を活用し整備する施設で、基本構想の策定を現在行っているところであります。 

 施設の概要といたしましては、訪問看護の拠点として訪問看護師の育成やスキルアップ研修

等を行う訪問看護支援センターの東部サテライト、看護師等への無料職業紹介を行うナースセ

ンター、訪問介護等を担う介護人材の育成を行う研修施設、在宅歯科診療の連携拠点、薬局に

係る無菌調剤室等の地域包括ケアシステムの構築を後押しする多くの機能を持った施設整備を

予定しているとのことであります。 

 また、議員御指摘の民間の看護専修学校のオンライン授業を受講することができる看護師養

成機能を持たせることも計画には盛り込まれております。 

 次に、奨学金制度につきましては、県東部地域での看護師の確保に向けて、東部地域９市町

村で統一的な奨学金制度を設けることについて県から提案がありました。これは東部地域の自

治体の出身者が看護学校へ入学し奨学金の貸与を希望する場合に、高知県看護師等奨学金に上
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乗せをする形で支給してはどうかというものであります。 

 奨学金につきましては、県の奨学金と同じく貸与を受けた期間の1.5倍の期間、東部地域の

医療機関や介護事業所等で看護師として勤務した場合に奨学金を免除することが想定されてお

りますが、その方法や金額、開始の時期等については、今後市町村や県と協議を進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、知事の議会答弁における室戸地域の医療体制の大きな課題について協議会でどのよう

な議論がされたのかという点であります。 

 まず、課題につきましては、入院のできる一般病床がないことや、救急対応における問題、

また看護師の不足や医師の高齢化による医療機関の存続等において課題があるということでは

ないかと想像していますが、協議会の中では室戸市の課題について言及をして協議が行われた

ものではなく、東部地域全体での医療体制の構築や看護師等の医療スタッフの確保に関して、

先ほど申し上げた多機能施設の整備や看護師等確保補助金の創設等の協議が行われたものであ

ります。 

 最後に、新設する室戸診療所の看護師の確保状況についてでありますが、現在数名の医療従

事者の確保ができていると指定管理者からお聞きをしておりますが、近日中にハローワークで

の募集を開始するとのことであり、市としましてもホームページ、広報による呼びかけ等、協

力して医療従事者の確保に努めてまいります。 

 次に、大きな４点目の庁舎の移転についての(1)庁舎移転の概要と財源についてでありま

す。 

 議員御案内のとおり、庁舎移転について室戸市庁舎整備検討委員会設置条例に基づき、令和

３年12月３日に第１回室戸市庁舎整備検討委員会を開催したところであります。本委員会の委

員数は11名で、構成につきましては室戸市常会長連合会、室戸市老人クラブ連合会、室戸市商

工会、高知県危機管理防災課や地盤工学などに見識を持つ高知高専の教授などの皆様にお願い

しているところであります。 

 また、委員会のアドバイザーとして地盤耐震工学などに見識を持つ高知大学の教授１名をお

招きしております。 

 本委員会の審議内容といたしましては、庁舎建設予定候補地の選定や庁舎建設基本構想の内

容を１月に予定しております市民や職員アンケート、また室戸高校生からの意見収集の結果な

ども踏まえながら審議していただくこととなっておりまして、年度内には取りまとめていただ

きたいと考えております。 

 御質問の１点目の庁舎移転予定地につきましては、風水害や今後30年以内に70％から80％以

内の確率で発生すると言われている南海トラフ地震などによる津波浸水時の災害応急対策活動

拠点施設としての機能が必要不可欠であるため、津波浸水区域外に立地することを最優先と

し、また将来的なまちづくりの観点からも、市民の利便性や公共施設の集約はもとより、民間



－80－ 

事業者や市民の避難誘導も可能な場所が望ましいと考えているところであります。 

 ２点目の庁舎敷地面積についてと３点目の駐車場については、一括してお答えいたします。 

 庁舎敷地及び駐車場につきましては、建設場所にもよりますが、現在の庁舎敷地及び駐車場

の面積が合わせて約9,500平方メートルということもあり、財源のことも考慮して、今のとこ

ろ同規模の約１万平方メートル程度と考えているところであります。 

 ただ、現在の駐車場については、会議やイベント等がある場合には来客用の駐車場が不足す

ることや、公用車及び職員用の駐車場も確保できていない状況でありますので、これらのこと

も含めて敷地面積が十分確保できるよう検討したいと考えております。 

 ４点目の建築規模についてでありますが、現庁舎の延べ床面積は約5,300平方メートルであ

りますが、狭隘な執務室や会議室の不足の解消、市民のプライバシー保護を考慮した相談室や

市民同士の交流スペースなどにも配慮した庁舎として、現在のところ約6,000平方メートル程

度を考えております。 

 次に、５点目の総事業費につきましては、建設場所にもよりますが、用地費や設計委託業務

などを含めて庁舎の建設事業に係る費用としましては、約45億円前後が必要と考えておりま

す。 

 また、財源内訳につきましては、有利な起債であります緊急防災・減災事業債など、そのと

きに有利な地方債を活用し、起債額で約25億円を、残りの一般財源の約20億円につきまして

は、財政調整積立基金の活用や庁舎建設に当てられる基金を創設し、令和４年３月補正予算か

ら年間３億円を積み立てる予定としております。 

 ６点目の今後のスケジュールとしましては、令和４年度から５年度は基本設計、用地測量、

宅地造成設計委託業務を、令和６年度から７年度の上半期までに建築確認申請等含む庁舎建設

実施設計委託業務と庁舎敷地造成工事を完成し、令和７年度の下半期から９年度の約２年半で

新庁舎建設工事を完了させて、庁舎備品の搬入や設備の移設、機能移転などを行い、庁舎機能

の完全移行までを考慮しますと、最短で約７年ぐらいの期間を要すると想定をしております。 

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

します。 

 訂正をさせていただきます。先ほど申し上げましたマイナポイント事業の中で、２万円の利

用で上限５万円のマイナポイントがいただけるものでありますと申したようでありますが、間

違いでございまして、正しくは２万円の利用で上限5,000円のマイナポイントがいただけるも

のでございます。おわびして訂正をさせていただきます。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 小松市民課長。 

○市民課長（小松達也君） 濱口議員に大きな１点目の(1)マイナンバーカードの普及と利活

用につきまして、市長答弁を補足させていただきます。 

 議員御案内のとおり、本年10月よりマイナンバーカードを健康保険証として医療機関、薬局
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での利用が可能となりました。今まで医療機関、薬局で健康保険証や限度額適用認定証、お薬

手帳など複数のものを提示する必要がありましたが、マイナンバーカードを機器にかざし、顔

認証等で本人確認をするだけで受診できることとなりました。 

 利用するための申請手続として事前登録が必要ですが、マイナンバーカードを新たにつくる

際や既にマイナンバーカードお持ちの方も市民課窓口で登録できますし、スマートフォンやパ

ソコンでも登録を行うことができます。 

 次に、利用するメリットとしまして、顔認証で本人確認と保険資格の確認が一度にできるこ

とや、自動受付のため人との接触も最小限度で済むこととなります。 

 また、過去の薬や特定健診等のデータに基づく診療・薬の処方が可能になることや、災害時

や旅先でも薬の情報が連携できるとともに、就職や引っ越しをしても保険者の手続が完了次第

ずっと保険証として使えます。 

 さらに、医療費が高額になった場合、事前に限度額適用認定証等の申請をしなくても、医療

機関の窓口で限度額までの支払いでよくなります。 

 市としましても、業務の簡素化や重複服薬が防がれ、医療費の削減にもつながることなどが

見込まれます。 

 「広報むろと」10月号と12月号にマイナンバーカードが国保の保険証として利用できる周知

記事を掲載しており、今後も多くの方に御利用いただけるよう周知に努めてまいります。以上

でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 辻まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（辻 さおり君） 濱口議員に大きな２点目の(1)のうち、ＤＭＶの運

行内容について市長答弁を補足させていただきます。 

 御質問の(1)室戸便の１日の運行便数と運行時間についてでありますが、室戸便の運行は土

日、祝日のみの運行で、１日１便となっております。 

 運行時間につきましては、下り便が阿波海南文化村を10時57分に発車し、海の駅とろむに

12時24分着となっております。上り便は、海の駅とろむを13時35分に発車し、阿波海南文化村

に15時６分着となっております。 

 次に、(2)室戸市内での停留所ですが、東から、むろと廃校水族館、室戸世界ジオパークセ

ンター、室戸岬、海の駅とろむの４か所となっております。 

 次に、(3)運賃についてですが、阿波海南文化村から海の駅とろむ間は大人2,400円、子供

1,200円となっております。 

 次に、(4)乗車人数と座席数についてですが、定員は乗務員１名を入れて22名、乗客用座席

は18席となっております。乗務員を除いた定数と座席数の差３席が立席となります。 

 次に、(5)海の駅とろむでの滞在時間についてですが、海の駅とろむには12時24分着で13時

35分発ですので、滞在時間は１時間11分となります。 
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 次に、(6)年末年始の運行についてですが、来年の暦では１月１日が祝日で２日が日曜日と

なっておりますが、海の駅とろむまで運行を行うとお聞きをしております。 

 私からは以上となります。 

○議長（亀井賢夫君） 濱口太作議員の２回目の質問を許可いたします。濱口太作議員。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。２回目の質問を行います。 

 まず、１点目のマイナンバー制度についてでありますけれども、マイナンバーカードにつき

ましては、私も持っておりますけれども、申請からそのカードが送られてくるまでかなりこう

時間がかかったように思いますが、健康保険証としての利用する場合に申請からどのくらいで

許可になるのかお伺いをいたします。 

 それから、本市ではもう既に申請をされておる方もあるように聞きますが、どの程度申請を

されておるのか、併せてお伺いをいたします。 

 次に、健康保険証として使用するためには、やっぱり医療機関とか薬局でもそれなりのシス

テムの改修というものが必要だろうと思いますが、今のところ高知県内ではどのような医療機

関で使用できるのかお伺いをいたします。 

 次に、デュアル・モード・ビークルについてですが、私とろむの活用について質問もさせて

いただいておりましたけれども、なかなか詳しい説明というのがなかったように思いますの

で、ちょっと私なりに質問したいんですが、とろむの取得については９月議会で予算を計上し

ておったと思いますが、この取得手続というのはもう終わっておるのかどうか、そして活用に

ついては、今のところで結構ですが、市長の答弁では指定管理者というふうなこともありまし

たけれども、大体めどとしていつ頃から営業を開始するような予定であるのかお伺いをいたし

ます。 

 それから、関係者の話では、もう既に1,000人ぐらいの予約者もあるということで、当分の

間、土日、それから正月なんかはかなりの人が室戸へ来ると思います。しかし、１月、２月に

なりますと、かなり寒いですよね。港の中で寒風にさらされることになろうかと思います。と

ろむのほうの営業が遅れるようであればですね、せめてレストラン部分の建物、あれを開放し

てですね、１時間10分ぐらい滞在するのですので、そのレストラン部分の建物の中で暖を取っ

ていただくとか、お茶ぐらい飲んでいただくとか、そういうふうなもてなしもやはり必要では

ないかと思いますが、その点どのように考えられるのかお伺いをいたします。 

 次に、庁舎の移転です。 

 庁舎の移転の財源としては、25億円の起債と20億円の一般財源を見込んでおるということ

で、一般財源についてはこれから基金条例を制定して、１年間３億円ぐらいずつ積み立ててい

きたいということなんですが、25億円の起債、これは今のところ緊急防災、これを充てる予定

だと思います。 

 それで、私が心配しておりますのは、昨年４月につくりました第２期の室戸市財政運営計
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画、これにおいて令和６年度末の実質公債費比率が17.3まで上がるよということで、非常にこ

れを心配しておりました。 

 それに加えて、今度25億円という起債を借り入れるわけですので、ひょっとしたらこれ18を

超えるんじゃないかというふうなことも私は危惧しておりますが、この25億円の起債を借りる

ということで、上昇が予定されるこの実質公債費比率へどのような対応していくのか、これは

市長でも財政課長でも構いませんので、御答弁をいただきたいと思います。以上です。 

○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） 濱口議員の２回目の質問にお答えをさせていただきます。 

 何点か御質問をいただきましたが、また後、担当課からはそれぞれの補足をさせますので、

私の答えれるところを先に答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず、マイナンバー制度についての質問がございましたが、これは数値に関係することやら

具体的なことでしたので、課長のほうからの答弁をさせていただきたいと思います。 

 ＤＭＶについてのとろむの整備についての方針等も交えた御提案等々の御質問をいただきま

した。 

 そのことについてお答えをさせていただきますけれども、指定管理をされて開業できるのは

いつ頃をめどとしているのかといった具体的な御質問をいただきましたが、今の時点ではでき

るだけ速やかに対応できる対策を取ろうという姿勢で具体化している段階でして、公募をした

ときにどれだけの関係者が手を挙げてくれて参画しようとする姿勢が見えるような団体がある

のかどうかといったことも、少しまだ見えておりませんですので、この時点ではいつ頃開業が

できるのかという見通しはまだ答えられる状況でないということを御理解いただきたいと思い

ますが、一日でも早く開業できるように全力で取り組んでまいります。 

 それとあわせて、ＤＭＶが１月、２月運行してきたときにとろむは寒いではないかと、寒さ

にさらされることになるということで、レストランを開放して、いわゆるおもてなしや暖を取

る利活用ができないかという御提案でございます。大変時を得てありがたい御提案でございま

すので、内部でもしっかり協議をさせていただきながら、そうした方向が取り組めるようなこ

とも検討させていただきたいというふうに受け止めております。 

 それと、庁舎移転についての財源について、第２期の財政運営計画での公債費比率の高くな

る物事と併せて25億円の起債が今後いわゆる公債費比率18％あまることも想定されるが、どう

なってるのかということでありました。これは財政的なことですので、課長のほうから具体的

な答弁をさせますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 私のほうからの答弁は以上とさせていただきます。 

○議長（亀井賢夫君） 小松市民課長。 

○市民課長（小松達也君） 濱口議員の２回目の御質問にお答えします。 

 大きな１点目の(1)マイナンバーカードの普及と利活用について、３点ほど御質問がありま
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した。 

 まず、１点目の申請にどれぐらい時間がかかるかということですけれど、窓口にはカードの

み持参でよろしいです。それで10分程度で可能です。それで、暗証番号が必要ですけれど、暗

証番号を忘れた場合でも、市民課の窓口で番号の変更は可能ですので、それも約10分程度の待

ち時間で終わります。 

 それと、２点目の健康保険証として利用の割合の数とか率というのは申し訳ございません

が、ちょっと把握しておりません。 

 それと３点目のですね、高知県内での保険証として利用できる医療機関についてですけれ

ど、厚生労働省のホームページにですね、マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機

関・薬局リストが公表されております。それはですね、都道府県別にも見れまして、最新の

12月５日現在、高知県内では医科70、歯科26、薬局49、合計145か所となっております。 

 室戸市内での医療機関での御利用はできませんけれど、近隣の医療機関では県立あき病院、

安芸クリニックなど、薬局は安芸市の西田屋薬局、よつば薬局などで、まだまだ利用されるに

は少ないですが、医療機関でも順次体制が整ってくると思いますので、保険証としての利用を

周知に努めてまいります。以上です。 

○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） 濱口議員の２回目の質問について市長答弁を補足

させていただきます。 

 黒潮協同組合から購入した施設につきましては、室戸岬漁港施設用地利活用検討委員会にお

きましても、施設の早期再開が当該エリアの活性化に重要であるとの意見でありましたので、

現施設として大きな改修等を行わずに、指定管理者の募集を行う予定であります。 

 12月10日付で売買契約を締結し購入いたしましたので、年内に所有権移転登記を済ませると

ともに、指定管理者の公募を行いたいと考えております。 

 公募につきましては、提案型のプロポーザル方式を予定しており、順当に進みますと２月中

に候補者を選定し、来年のゴールデンウイーク頃には施設の再開ができるのではないかと考え

ております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 上松財政課長。 

○財政課長（上松富士樹君） 濱口議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 庁舎移転事業に伴う実質公債費率についてでございますが、実質公債費比率は公債費による

財政負担の度合いを判定する指数で、この比率が過去３年間平均で18％を超えると地方債発行

に県知事の許可が必要となり、また25％以上になると地方債の発行が制限されることとなる指

数となっております。 

 令和２年度の本市の実質公債費比率は10.2％と前年度の10.4％より0.2ポイント改善をして

おります。しかし、財政運営計画上のですね、令和２年度の計画なんですけれども、令和２年
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度の実質公債費比率は12.1％でございましたので、実際10.2％ということで1.9ポイント低い

数値となっておりますが、今後ですね、庁舎の移転事業等に伴い、今後この数値の上昇が予想

をされておりますので、今後につきましては減債基金の活用による市債残高の圧縮や現在見直

しを行っております財政運営計画により、事業実施の緊急度や事業の継続性の必要性など既存

事業も含めて見直しを行いまして、借り入れる事業について今後精査を行っていきたいと思っ

ております。そういう精査をしながら、今後の実質公債費比率を18％以内に抑えたいというこ

とで考えております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって濱口太作議員の質問を終結いたします。 

 健康管理のため２時まで休憩いたします。 

            午後１時50分 休憩 

            午後１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。 

 次に、竹中真智子議員の質問を許可いたします。竹中真智子議員。 

○２番（竹中真智子君） ２番竹中真智子。通告書に従いまして市民を代表して一般質問をさ

せていただきます。 

 大きな１、市長の政治姿勢について。 

 (1)同和問題についてお聞きします。 

 植田市長は、全国市町村の中で全住民の20％以上に当たる同和地区民を抱える人権問題解決

のための財政対策全国協議会の会長でありますが、対外的にも同和問題に詳しく底辺から取り

組んでいるという姿勢が、姿が見えません。そして、あなたは対外的にも地元的にも大変注目

をされている市長と確信をいたします。その市長に、地元室戸市の同和問題解決のためにこれ

までどのように取り組み、今後どのようにされていくのか若干お尋ねいたします。 

 世界中の紛争を見るに当たり、貧富の差によって起きている内戦が多いようでありますが、

その貧富の差によって差別が生まれ、いじめが生まれ、そして自ら命を絶っていくという繰り

返しであります。 

 日本においても室戸市においても貧富の差によって泣いている方々が多いわけであります

が、その方々のためには室戸市はどういったことをしていくのか、どういったことに取り組ん

でいくのか、またどういった課題が残されているのかお聞きします。 

 (1)同和問題について。 

 ①所得の差、貧富の差についてお聞きします。 

 室戸市の所得の差、貧富の差についてお伺いをいたします。 

 室戸市には、農業、漁業、商工業、いろんな職種があるわけですが、その方々の所得はどの

ような状況にあるのか、それぞれの分野の状況を出してください。どのような所得になってい

るのか、そのことを一般地域の人と差別を受けている地域の人たちの所得の差はどのようにな
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っているのかお聞きします。その所得の開きを解消するため、室戸市は行政として市民にどの

ような手だてをしてきたのか詳しく答弁を求めます。 

 所得の差が貧富の差につながり、いじめにつながり、差別につながる、小さくて大きな課題

であると思いますので、併せて市長の心からの答弁を求めるものであります。 

 ②差別問題についてお聞きします。 

 同和対策事業が実施されて久しくなりますが、解決できた問題といまだに解決できていない

問題があります。そういった課題について、どういった取組がされてきたのか、まず差別問題

として出てくるのが結婚問題、この結婚差別について市長はどの程度理解されて、またそうい

った話のもつれの中に入り解決してきたこと、そういう事例はありますかお聞きします。 

 市長、お子さんが差別を受けている地域の人と恋仲になった場合、あなたは結婚を許します

か、許しませんか、本音で答えてください。それによって私たちもあなたに対する評価をしな

くてはいけない時期に来ておりますので、本音での答弁を求めます。 

 ③住環境整備についてお聞きします。 

 室戸市の同和地区の環境整備についてお聞きします。 

 私は、これまでにこの問題についてお聞きしましたが、一向に取り組む姿勢が見えてきませ

ん。 

 まず、教育集会所の現状を見たときに、この現状が部落差別を受けている地域をますます悪

くしているように思います。教育集会所の事業はしなくても、管理はしなくてはならないと思

いますが、その管理責任はどう果たしてくれるのかお聞きします。 

 次に、共同作業所のことについてであります。 

 何十年も閉鎖をされ、荒れたまま放置されている共同作業所の建物をいつまで置くのでしょ

うか。周辺住民によれば、シロアリなどの被害があり困っている、また台風などのときにも屋

根や建物、周囲の外壁等が飛散したりで建物自体が朽ちてきているので大きなことにならない

うちに対応し、どう取り組むのか示せと言われております。市の答弁を求めます。 

 次に、市営住宅の件ですが、市営住宅の件についてお聞きします。 

 大谷保育所の前に今新しい住宅の建設が進められておりますが、古くなり利用されていない

住宅、空き家となっている市内の住宅の取り壊しはいつまでにやられるのか、その計画をお聞

きします。 

 何か環境対策になるようなことを講じていかなければいけないのじゃないかと思いますので

答弁を求めます。 

 そして、今後の住宅の建設予定はどうなっているのかお聞きします。 

 ④市民館について。 

 ちまたでは、酒宴の席で市民館をなくするようだとかということを役所関係者が言っている

とのことが聞こえてきております。市民館の職員を１人にするか廃止するかどちらかにすると
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いうことを役所関係者が言っているそうですが、何らかの席で市長が言っているのではありま

せんか。何もなかったらそんなことを言うでしょうか。今でも２人体制で申し訳ないですが、

市民が納得のできる仕事ができていないのに、１人にして市民館の仕事ができるのか、まだそ

れだけではなく、市民館を廃止するとか言われているようですが、市民館を建設した条件は達

成できたのでしょうか、どうでしょうか。それでなくても結婚差別や就職差別はますます目に

見えなくなる形で増えてきている時期に、そういった発言をする人がいるということは、たと

えうわさであっても残念に思われます。 

 今後、そういったことを発言しないように関係者に対しての教育を市長自ら厳しくしていく

のは、行政のトップとして当たり前のことではないですか、お尋ねします。 

 (2)プレミアム付商品券についてお伺いいたします。 

 室戸市プレミアム付商品券についてお聞きします。 

 昨年11月１日から今年２月28日までの利用期間で、１冊１万円で実質１万5,000円分使える

商品券と、本年８月２日から来年１月31日まで１冊5,000円で実質8,000円分使える商品券が販

売をされ、引き換え場所は今回8,000円分使えるプレミアム付商品券から以前にお願いした市

内全部の市民館でも引き換えができるようになり、高齢者や車に乗れない方などから便利にな

ったとの声を聞いております。 

 以前にもお聞きしましたが、再度お聞きします。 

 このプレミアム付商品券の財源と目的はどのようになっているのかお尋ねします。 

 また、100万円分この商品券を引き換えて車を買うということを言われて、何度も何度も列

に並び、100万円分のプレミアム付商品券を購入したという話が市民の間から聞こえてきてお

りますが、そのような行為というか、事実はあるのでしょうか、お聞きします。 

 午前中に質問をされた議員と重なるところがありますが、どうぞ答弁のほうよろしくお願い

いたします。 

 (3)宿泊業へのコロナ給付金についてお伺いいたします。 

 ９月議会で宿泊業の方たちにコロナ対策の給付金が支給されることとなり、その報告があり

ました。その対象になるホテルや旅館、民宿、その他宿泊業の数字は何件程度になるのでしょ

うか。税金の滞納があると該当しないとなっていますが、給付金申請の件数はどれぐらいある

のかお伺いをいたします。 

 また、コロナ給付金とは別に室戸岬のホテルが２軒も閉鎖をしてゴーストタウンの状況が見

られますが、コロナの影響があっても着実に事業の推進をしていく取組が大事であると考えま

すが、市の支援対策はどうなっているのでしょうか、お聞きします。 

 (5)市長の危機管理についてお尋ねいたします。 

 ９月議会でお尋ねしました令和元年10月11日から12日にかけての19号台風の件ですが、この

台風は昭和９年の室戸台風に匹敵すると言われた台風で、室戸沖を通過した際に本市三津から
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佐喜浜入木にかけて被害が出ました。 

 このときの配備体制についてお聞きしましたが、執行部の答弁は10月11日午後、波浪警報が

出されたことにより第１配備体制が取られ、その後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配備体制に移行し、災害対策本部を設置した。その日の夕方、５時30分、

気象警報が解除されたため災害対策本部を解散したと答弁されております。 

 10月12日未明に、三津や佐喜浜入木などに被害が出ていますが、その日の午後２時に災害対

策本部を立ち上げて対応されたようですが、前日から出ていた第１配備体制から第３配備体制

に移行したとありますが、今後も起こり得るであろう風水害や地震に備え対応するためにも、

この配備体制はこれでよかったのかどうかお聞きします。 

 それともう一点、このとき坂出で行われた市長会へ出席後、高知で宿泊し、室戸へ戻ってい

なかったのではないかとのやり取りの中で、市長が「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」と言われております。 

 私に取消しをして謝罪してくださいって、市長これは何を指して言っているのでしょうか、

どういうことをおっしゃっているのでしょうか、お尋ねいたします。 

 (6)職員の不祥事について。 

 私はいつも言っているのですが、行政や政治は全く素人でこの世界に飛び込んできたので、

どうしても不思議で分からない点がありますので、もう一度質問をさせていただきます。 

 単純にお金をなくしたら返す、返す努力をするのが一般庶民の感覚で、基本ではないでしょ

うか。何も法的な問題も難しいことも考える必要もなく、それに関わっている人がいるなら

ば、また組織の中の人なら、その人と一緒に、またどうするのかが問題なのではないですか。 

 黒岩副市長は前回の私の質問の中で、隣町の例を出して答弁くださいました。責任を認めて

返済を全てしたので、情状酌量の点で処分の重さが変わったと、告訴告発まで至らなかった。

今回は全く認めない、返済もする気はない、だから警察に告発をした。懲戒処分の重い10分の

１の12か月にした。その上司も処分したと終始していましたが、現にお金はなくなっているん

ですよね。お金は戻らなくてもいいんですか。そんなことは行政ではよくあることなのです

か。 

 入らなければならないお金が忽然と消えた場合、人がなくした場合、これはどのような処置

をするのですかお伺いいたします。 

 私的流用を認めておらず、虚偽報告で不明金があった108万5,427円、この金額のお金は確か

になくなっているんですよね。これも正確ですか。再度答弁ください。 

 使途不明金であろうが、私的流用しなくても本人の不手際でなくしたものは弁済せよとは言

わないのですか。 

 また、不起訴、不起訴と言いますが、本人がなくしているのでしょう。起訴、不起訴関係な
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しに戻しなさいというのが筋ではありませんか。 

 弁護士の先生に相談したら、主体が体育会だから体育会から言ってきてくださいと言ったよ

うですが、私たちが言っているのは、法的なものでなくて、体育会関係なしに市の職員がなく

したものは戻しなさいと指導するのが組織の長の役割ではないのですか。 

 法的、法律とか言われますが、法は公序良俗によってつくられるものではないのですか。こ

の点どう思われますか、市としての意見を聞かせてください。 

 ９月議会で先輩議員も言っていたように、そのまま退職させて退職金まで出して、退職した

からといって、うやむやにしてしまう。人から聞く話によりますと、本人は退職する気はなか

ったと、今でも言っているらしいですよ。私たちの一般庶民の感覚とは随分と違うように思う

のですが、いかがでしょうか、所見をお伺いします。 

 この質問に副市長から繰り返し説明してくれていますが、役所というところは法律や規則や

らでなかなか堅いイメージがあって、きちっと決まりを遵守して粛々と行われていると思うの

ですが、このような場合、どのようなところからお金を補塡し支払われるのですか、お伺いし

ます。 

 そうでないと、市民は怒りますよね。法的な問題でなくて、市役所のイメージがダウンし、

税金の滞納や徴収やら規則やらが言えなくなりますよね。不適切な公金管理が続発して、その

都度再発防止に努めると言っているのに、職員を管理監督する市長が公私の区別ができなく

て、６月、８月の不祥事です。このように不祥事が多く、処分も甘くなりますよね。市民の行

政不信は頂点に達しているのではないですか。職員も同様に見られています。真面目にやって

いる職員には大変気の毒にも思います。 

 さきの臨時議会で総務課長は、「重き人、市長の重き判断だから、提案自体はしていない」

と言っていましたが、そういった体質から脱却しないといけないのではないでしょうか。市長

も職員も自由に物が言えるように是々非々で、まず市民のことを一番に考えることができない

といけないと思いますが、所見をお伺いいたします。 

 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所得の差、貧困の差についてであります。 

 同和問題は、人類の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法において

保障された基本的人権に関わる重要な問題であります。 

 こうした認識の下、昭和44年に同和対策事業特別措置法の制定後、昭和57年に地域改善対策

特別措置法に引き継がれ、さらに平成14年に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措

置に関する法律の失効まで、制度補助事業として同和対策事業、地域改善対策事業に取り組ん

でまいりました。 
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 その時代におきましては、同和地域に関する調査等が行われていたこともあるようですが、

法の失効に伴い地域、地区という概念が払拭され、全て一般対策へ移行されました。 

 その後においては、以前のような調査等は行われておらず、議員御質問の一般地域の人たち

と差別を受けている地域の人たちの所得の差はどのようになっているのかについては、統計上

におきましても、そうした区分の調査が行われておりませんので、御理解をいただきたいと思

います。 

 次に、その所得の開きを解消するため、行政としてどのような手だてをしてきたかについて

でありますが、法の失効までは補助事業を活用し、漁港や漁船の整備、大型作業所の建設等、

様々な事業に取り組んでまいりました。 

 現在の取組としては、室戸市人権施策基本方針を基に実施をしております第３期室戸市人権

施策推進計画で位置づけしている様々な事業に取り組んでいるところであります。 

 今後におきましても、こうした支援が少しでも貧困の差をなくし、いじめや差別につながる

ことがないよう広報啓発活動にも力を入れ、様々な事業を実施することで必要な人に必要な支

援が行き渡るよう取り組んでまいります。 

 次に、②差別問題についてであります。 

 同和対策事業が実施されてきて解決できた問題、いまだ解決できていない問題があるが、ど

ういった取組がされてきたのかについてでありますが、昭和44年に同和対策事業特別措置法が

制定されて以降、平成14年３月末まで一連の特別措置法により、住環境整備や地区住民の自立

促進を図るための各種施策や同和教育、啓発普及活動等、ハード・ソフト両面で積極的に推進

してまいりました。 

 法失効後の一般対策への移行後においても、物的事業である市営住宅の整備や地区道路の整

備を行い、さらなる住環境や生活環境の向上を図っているところであります。 

 ９月定例会の一般質問でもお答えをしたとおり、施策の推進につきましては、事業効果や緊

急性を考慮し、市道の整備など計画的に事業を実施していきたいと考えております。 

 また、人権啓発や人権教育に関する様々な取組についても、継続して実施をしております

が、今なお誤った知識や偏見に起因した差別やインターネットによる人権侵害事象が問題とな

るなど、心理的差別の解消には至っていないのが現状であります。 

 同和問題の解決は、市の重要な課題の一つであり、今後ともその解決に向けて人権啓発や人

権教育に一層の努力をしていかなければならないと考えております。 

 次に、結婚差別についての市長の理解について、これまで結婚差別に関する相談や解決して

きた事例があるかについての御質問であります。 

 今までそうした相談は幾度か受け、対処してしてきた経験があります。 

 次に、私の子供と差別を受けている地域の人との結婚を許しますかという質問であります。 

 結婚については当人同士の意思を尊重いたします。 
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 次に、市民館についてであります。 

 酒宴の席で、これは酒盛りをしている席ということかと思いますが、市民館をなくすよう

だ、市民館の職員を１人にするのか、廃止するかどちらかにすると役所関係者が言っている。

こうしたことを捉えて、市長が職員の前でそんなこと言っているのではないか、何もなかった

ら役所関係者がそんなことを言うでしょうかとの質問でありますが、役所関係者でありまして

も一人一人誰にでも表現の自由や人権があります。それぞれ各自の思いや考え方があってしか

るべきであり、酒の席での話をもって市長の発言が原因であるかのように言われるのは非常に

心外であります。私だけでなくして役所関係者にも失礼ではないかと私は思います。こうした

発言は取り消していただきたいのが私の正直な思いであります。 

 また、現在の２人体制でも市民が納得のできる仕事ができていないのに、１人にして市民館

の仕事ができるのかという御質問でありますが、市民館の職員体制につきましては、以前は２

つの市民館を兼務している館長がおりましたが、私は令和２年度から全ての市民館に専任館長

を置き、現在は専任館長１人と会計年度任用職員１人の２人体制とし、体制強化を図っており

ます。 

 申すまでもなく、市民館職員は社会調査研究事業や相談事業、地域福祉事業、啓発交流事業

等を行い、地域住民の社会的、経済的、文化的向上を図る役割を担っております。さらに、地

域住民の願いや要求などの課題解決に向けた自主的地域活動を推進するための支援や協力をい

とわず行うことが市民館職員の大きな任務であります。市民館の職員はこの任務を果たすべく

日々業務を行っており、この体制で市民間事業の充実を図り、取組を行っていきたいと考えて

おります。 

 しかしながら、本市の人口減少、超高齢化時代を見るとき、市民館に限ったことではなく、

一般論として保育所や学校などの統廃合が避けて通れなくなっており、市民館におきましても

将来的にその在り方を検討し、時代に合った活用方法やその充実に取り組むことは大切である

と考えております。 

 次に、市民館を建設した条件は達成できたのかどうかとの御質問であります。 

 本市では、昭和31年４月１日に菜生隣保館の開設以降、各地域に合わせて６館の隣保館が建

設され、同和地域住民に最も密着した施設として活用されてきました。 

 その後、数次の法制措置を経て平成９年４月以降、隣保館は一般施策に移行され、社会福祉

事業法に基づく施設としての位置づけとなり、周辺地域住民を含めた隣保館活動を行っており

ます。 

 市民館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミ

ュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権問題の解決のための各種事業を総合

的に行うことを目的としており、また平成28年に制定された部落差別の解消の推進に関する法

律により、同和問題の解決に資するためにも市民館が中心となり、部落差別のない社会の実現
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を目指し、住民のための市民館として目的を達成できるよう取り組んでまいります。 

 次に、職員に対しての教育ですが、人権についての職員研修は毎年行っているところであり

ますが、公務員として当然備えるべき人権感覚を養うため、今後も引き続き行ってまいりま

す。 

 次に、(3)宿泊業へのコロナ給付金についてであります。 

 私からは、給付金とは別の宿泊事業者への支援対策についてお答えします。 

 議員御案内のとおり、岬のホテル２軒が閉鎖されたことは、本市の観光にとっては非常に大

きな痛手であると考えております。したがいまして、このような事態とならないよう、市内観

光宿泊体験事業や中四国地方を対象とした無料宿泊券事業の実施、ワーケーション施設整備補

助金や支援金の給付等に取り組んでまいりました。 

 また、閉鎖したホテルにつきましても、民間事業者の施設ではありますが、再開につなげる

ための協議や関係機関との調整、事業継承候補者へのつなぎ等を行っているところでありま

す。 

 いずれにいたしましても、コロナウイルスの影響により観光の形が変わりつつありますが、

宿泊事業者は観光産業において大変重要な位置づけとなりますので、これからも引き続き支援

対策や機運醸成に取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、(5)市長の危機管理についてであります。 

 令和元年台風19号における配備体制についての御質問でありますが、９月議会でも答弁申し

上げましたように、当時の配備体制につきましては、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、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。 

 令和元年10月11日に開催された四国市長会は、台風が接近している中での開催ではありまし

たが、重要議案を協議する重要な会議ということもあり、四国内のほとんどの市長が参加して

おりました。 

 会議においては、台風情報も随時報告され、対応の判断を行いながら議事を進めるという高

い危機管理の環境の下での開催でありました。 

 私は、会議終了後の夜には自宅に戻り、翌12日は市内の被害状況を確認するため、朝から現

地に向かっておりました。 

 配備体制はよかったのかという御指摘でありますが、12日の午前中に佐喜浜地区などにおい

て断水や国道の冠水などの被害情報が入ってきましたので、水道局及び建設土木課により災害

対策を行っております。 
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 これらの被害情報を受け、より詳しく調査する必要があると判断し、12日午後２時に災害対

策本部を設置し、調査を実施したものであります。 

 災害対応につきましては、その時々の気象状況等により対応が異なってまいりますが、当時

の対応としましては、被害箇所が限定的であったことなどから、担当部署が適切に対処してお

り、災害対応に問題はなかったと考えております。 

 次に、取り消しをして謝罪してくださいとの発言は何を指して言っているのでしょうか、ど

ういうことをおっしゃっているのでしょうか、お尋ねしますとの質問についてお答えいたしま

す。 

 一昨年の12月議会において、その年の10月11日、大きな台風が来ているときに坂出市におい

て開催された市長会に参加し、高知に滞在して室戸にいなかった等の質問をされ、あたかも私

が防災対策を軽視して市民の命を軽んじたかのような発言をされたことに対しまして、そうし

た事実もないのに私に対する発言があまりにも心外で、不信を招く原因になるとの思いを持ち

ましたことから、取り消して謝罪してもらいたい旨のお願いを竹中真智子議員に発言をさせて

いただきました。 

 今年の９月定例議会の議会の質問でも同じような内容のことが繰り返されましたが、特に竹

中真智子議員の発言の中で、佐喜浜の住人が12日の朝６時頃に市長に直接電話して「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、おまんはどこにおるぜ」というて電話をす

ると、「僕かよ、僕は高知におらあよ」というて返事をしました。この方は携帯電話の発信履

歴を残していますとのいかにも私が帰っていなかったということを強調させるがごとく発言を

されております。 

 一方では、私が11日の夜、室戸の自宅に帰省したとの答弁を捉えて、室戸にいたのなら高知

に６時ぐらいに着くのは朝の４時前後ぐらいには室戸を出ないと着かない。スピード違反を犯

して行けば行けますよなどのように、いかにも私が台風の来ている11日の夜に高知に泊まって

いたかのような表現を強調した発言を重ねられましたが、私は11日の夜は室戸に帰り、12日の

朝は７時頃から被害状況の調査に出て、職員との連絡も重ねながら対処しておりました。 

 そうした事実をねじ曲げるかのような発言をもって危機管理がないと言われるのは大変心外

であります。事実は事実として受け入れていただけますよう御理解をお願いいたします。 

 私は、市民の命を守る、室戸をつくる、そのことを常に胸に刻んで誠心誠意頑張っておりま

す。そうしたことを御理解いただければ幸いでございます。 

 次に、(6)職員の不祥事についてであります。 

 法的なものではなくて、市の職員がなくしたものは戻しなさいと指導するのが組織の長の役

割ではないか、法は公序良俗によってつくられるのではないかという点であります。 

 まず、法律に関してでありますが、法律とは社会秩序を維持するためにつくられた規範であ

り、個人の自由や財産を制限することができます。 
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 議員御指摘のなくしたものは戻しなさいという点につきましては、まさに個人の自由や財産

を制限するもので、本人の意に反して返還させる行為は法律に基づく行為でなければならない

と考えております。 

 公序良俗とは、一般的な倫理のことであり、今回の事例に関して返還を命ずることは本人が

望まない限り法律行為でなければ実現が難しいと考えています。 

 次に、退職したからといって、うやむやにしていいのかの御質問についてであります。 

 今回の不祥事につきましては、９月議会でも申し上げましたとおり、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

事実は確認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。 

 次に、市長も職員も自由に物が言え、是々非々で、まず市民のことを一番に考えることがで

きないといけないとの御指摘でありますが、私も同様の考えを持っておりまして、市民のこと

を一番に市政運営を行っているところでありますので、御理解をいただきたいと思います。 

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

願いをいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 長崎人権啓発課長。 

○人権啓発課長（長崎潤子君） 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

(1)同和問題について、①の所得の差、貧富の差について市長答弁を補足させていただきま

す。 

 本市の農業、漁業、商工業、それぞれの分野の所得の状況についてですが、このことについ

ての状況を調査したものがなく、把握が困難でありますので、税務課で毎年行っております課

税状況調の中から、令和３年度の個人住民税の課税状況についてお答えさせていただきます。 

 まず、均等割のみを納める者、給与所得者307人、営業等所得者111人、農業所得者16人、年

金所得者などのその他の所得者391人、均等割と所得割を納める者、給与所得者3,173人、営業

等所得者287人、農業所得者92人、年金所得者などのその他の所得者845人となっております。 

 次に、その所得の開きを解消するため行政としてどのような手だてをしてきたかについてで

すが、市長答弁で申し上げた第３期室戸市人権施策推進計画で位置づけられている事業のう

ち、経済的な支援の主なものについてお答えさせていただきます。 

 まず、ひとり親家庭への支援として、自立支援教育訓練給付金事業、高等職業訓練促進給付

金事業、ひとり親家庭医療費の助成、子供に対する支援として、主に生活困窮世帯の中高生を

対象とする学習支援事業、多子世帯の保育料の軽減、奨学資金貸与事業、乳幼児等医療費の助
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成、高齢者に対する支援としては、様々な介護サービスに対する支援や日常生活支援事業、障

害者については、自立支援のための給付や日常生活支援事業等を実施しているところでありま

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） 竹中真智子議員に１、市長の政治姿勢について、(1)同和問

題について、③住環境整備についてお答えをいたします。 

 教育集会所の利用状況につきましては、現在明神川教育集会所が福祉事務所主催の学習支援

教室に、上段教育集会所が地域住民の会合等により利用されているところでございます。 

 議員御指摘の管理につきましては、職員による敷地内の草刈りや施設内の清掃などの維持管

理を行っております。 

 また、巡回点検や台風など荒天時に建物などの被災が発見された場合、その都度修繕による

対応を行っているところでございます。しかしながら、老朽化により著しく劣化している施設

もあり、通常の職員のみによる清掃や点検、小規模な修繕では十分ではないことは承知をして

いるところでございます。 

 今後におきましては、地域の方々の御意見もお伺いしながら、室戸市公共施設個別施設計画

に基づき、関係各課と連携するとともに、遊休財産有効活用等検討委員会による検討を行い、

施設ごとに改修等により施設の維持をするのかまたは取り壊しをするのか検討し、適切な施設

管理に努めてまいります。 

○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） 竹中議員にお答えをいたします。 

 (1)同和問題についてのうち、③住環境問題の中の共同作業所についてと、(2)プレミアム付

商品券についてを私から答弁させていただきます。 

 まず、共同作業所につきましては、議員御案内のとおり10年以上閉鎖されたものや現在も利

用されているものまで全部で７施設あります。これらの施設で著しく老朽化が進み、周辺への

悪影響のあるものについては、修繕措置や取り壊しなどを進める必要があります。 

 また、耐用年数が過ぎ、使用されていない遊休施設につきましては、遊休財産有効活用等検

討委員会で協議検討することとしております。 

 次に、(2)プレミアム付商品券についてであります。 

 前段の議員にもお答えいたしましたように、当市のプレミアム付商品券事業につきまして

は、室戸市内の加盟店で使用できるプレミアム付商品券を発行し、消費の喚起を促進するとと

もに、コロナ禍により疲弊する地域経済対策として、また商工業等の振興に資することを目的

とし、室戸市商工会に補助金を出して取り組んできたものであります。 

 また、財源につきましては、本年度は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用し、地域経済の活性化につなげるためプレミアム率を60％とし、販売価格5,000円で
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8,000円分の商品券を約３万部発行して販売を行いました。 

 販売に至った経緯につきましては、地域経済対策として市民への直接給付ではなく、プレミ

アム付商品券を販売することで経済効果が9,000万円から約２億4,000万円に引き上げられるた

め取り組んだものであります。 

 商品券の販売につきましては、議員御案内のとおり多くの市民が求めやすいように販売価格

を昨年度の１万円から5,000円にしたところでございます。また、今年度は販売方法等につい

て室戸市商工会と協議を行い、抽せんによる販売ではなく、１回目は室戸市在住の方の限定販

売で、販売場所につきましても、議員御案内のとおり、全市民館や公民館も含め佐喜浜町から

羽根町まで市内各所で購入可能とし、２回目は市外の方も販売対象とした一般販売で行いまし

た。 

 一般販売については、できるだけ多くの方に購入していただけるよう、休日を含めた販売日

としたことや、一度の会計で大量に購入されることなどを懸念し、１人１回２冊までで、再度

購入は可能とし販売を行ってきたところであります。 

 そのような中、再度購入が可能であったため繰り返し並び、多くの商品券を購入しているの

が見受けられたことにつきましては、事実確認をしているところではありますが、議員御質問

の１人が100万円分を購入したということ、また一度に100万円が使用された事実は現在のとこ

ろございませんでした。 

 いずれにいたしましても、翌年度以降、このような事業を行う場合につきましては、今回の

反省を生かし、事業の目的や内容等について室戸市商工会をはじめ関係機関に御意見を伺いな

がら、よりよいものとなるよう取り組んでまいります。 

 私からは以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 西田財産管理課長。 

○財産管理課長（西田圭司君） 竹中真智子議員に大きな１点目の(1)の３、住環境整備のう

ち市営住宅についてお答えします。 

 市営住宅の解体及び建て替えにつきましては、室戸市公営住宅長寿命化計画に基づき進めて

いるところでございます。 

 この計画では、基本的にコンクリートブロック造などの耐震性がないとされる住宅、更新時

期を迎えつつある住宅を優先して順次解体及び建て替え、修繕をすることとなっております。 

 議員御質問の利用されていない住宅、空き家となっている住宅のうち、建て替え前に解体す

る必要があるもの以外につきましては、現在のところ解体の時期は決まっておりません。 

 現在そういった住宅は10棟ございますが、移転、建て替えなどで対応した後に解体されずに

残っているものでございます。 

 これらにつきましては、修繕しても利用できない状態ですので、順次解体していかなければ

ならないと考えておりますが、解体工事費に係る財源なども考慮しながら検討してまいりま
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す。 

 また、環境対策として何か講じなければならないのではないかとの御質問でありますが、解

体工事の実施に至るまでの間に損傷が著しくなり、周辺住民の皆様に御迷惑がかかりそうな場

合には、その対策なども含めて検討していきたいと考えております。 

 今後の住宅の建設予定でございますが、議員御案内のとおり、現在大谷保育所の前にありま

す第二大谷団地を建設中でありまして、来年度には今年度取り壊しました室津川団地の建設を

予定しております。 

 今後につきましては、入居の状況や津波浸水エリアからの高台移転なども考慮しながら市営

住宅の集約化を図りつつ、先ほど申し上げました室戸市公営住宅長寿命化計画を見直し、また

現計画の中でもローリングしながら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） 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） 竹中真智子議員に１の(3)宿泊業へのコロナ給付

金について答弁させていただきます。 

 室戸市宿泊施設事業者事業継続支援金につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴い事業収入が減少し、事業収益が悪化している市内の宿泊施設事業者に対し、事業の継続を

支援するため実施しているものであります。 

 支援の対象となるのは、令和３年の総売上高が前年または前々年と比較して20％以上減少し

ている事業者とし、客室数に応じて給付するもので、対象件数につきましては、市内宿泊事業

者の営業種別でそれぞれホテル１件、旅館11件、簡易宿所10件、旅館・ホテル２件の計24件を

想定しております。 

 次に、給付申請の件数につきましては、12月９日現在で７件となっております。 

 また、申請締切りが12月28日となっており、未申請の宿泊事業者に郵送や電話等で確認した

ところ、総売上高比較で減少していないなど支援の対象にならない事業者が７件、申請する予

定であるがまだ申請していない事業者が10件となっております。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１の(6)職員の不祥事について９月議会での私の

答弁に関する項目についてお答えをさせていただきます。 

 まず、不明金108万5,427円の金額のお金がなくなっている、これは正確であるかについて

と、併せて御質問中に何度かお金がなくなっているという表現がございますので、この点につ

いての見解をお答えをさせていただきます。 

 今回の108万5,427円の使途不明金の内訳としましては、①領収書等あるが、売上台帳に記載

がなく、売上げの事実か確認できないものが３件、29万2,160円、②領収書など書類がなく、

聞き取りをしても使途を確認できなかったものが13件、47万9,986円、③領収書にただし書が

なく購入内容が不明のものが７件、31万3,281円の計23件であります。 
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 これらに関しましては、これまでにも御説明してきたとおり、市の調査では明確な回答が得

られなかったため、最終的に疑義を解明していただくため警察に告発をいたしましたが、捜査

の結果、私的に流用したという確証が得られませんでした。 

 市といたしましては、このことを重く受け止め、お金がなくなった、私的流用されたという

ことではなく、体育会の事業の中で使用されている可能性もあるが、書類等の不備により何に

使われたか証明できない、いわゆる使途不明金を生じさせたものと整理をし、こうした不適切

な事務を行ったことに対して懲戒処分を行ったものであります。 

 次に、入らなければならないお金が忽然と消えた場合、人がなくした場合はどのような処置

をするのかについてであります。 

 あくまで公金を職員が亡失させた場合についての一般的な対応の想定でありますが、まず事

実関係を確認し、職員による公金の紛失なのか、あるいは横領なのかを確定した上で、本人が

そのことを認め自主的に返済をする考えはあるかなどを確認することが必要であると考えま

す。 

 また、公金を紛失した場合の職員への損害賠償請求の方法としましては、会計管理者もしく

は会計管理者を補助する職員、または資金前渡を受けた職員などが故意または過失により、そ

の保管に係る現金を亡失したと認められるときは、地方自治法の規定により市長が監査委員に

対しその事実の有無の監査、賠償責任の有無、賠償額の決定を求め、期限を定めて職員に賠償

を命じる方法がございますが、その他の職員については民法の賠償責任に関する規定が適用さ

れることになると思います。 

 そうしたことから、この使途不明金をどのような法律でどのようなところから補塡するのか

との問いに関するお答えといたしましては、先ほど申し上げましたように、このなくなったお

金が公金であり、職員が亡失させたものであると確定した場合については、自治法の適用とな

る職員については自治法により、それ以外の職員について自主的な返済が行われないときは訴

訟により民法上の賠償責任を求めるということとなります。 

 なお、公金以外の損害賠償請求について、９月議会終了後に弁護士に再度確認を行いました

が、方法としては民法上の賠償請求となるが、刑事事件で不起訴になったものに対して損害賠

償を請求することにつきましては、告発という正規の手段を取って捜査をした以上の証拠が民

事裁判で出る可能性は極めて低く、損害賠償請求を認めることは期待できないであろうとの見

解でありました。 

 また、以前から御説明をしているとおり、この件に関する損害賠償を請求できるのは体育会

であり、９月議会終了後に市長が体育会会長に改めてお会し、確認をしましたが、損害賠償を

求めるつもりはないという考えに変わりはないということでありましたので、市としてはその

考え方を尊重したいと考えております。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 健康管理のため３時15分まで休憩いたします。 
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            午後３時２分 休憩 

            午後３時14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。 

 部落差別の問題でいろいろとお伺いをいたしました。 

 最初の貧富の差についてというのもお伺いをしましたけれど、統計がないということのお返

事でございました。 

 市民館って、市民館の基本任務っていうのをいろいろとこう言われましたけれど、市民館の

大きな役割の一つに実態調査、実態の把握と分析、研究をするっていう項目、ただの一つも聞

かれませんでしたけれども、そういうのも入っているかなと思いますが、このまま分かりませ

んとかということで済ますのではなく、もうちょっと切り込んで調査とか、実態の調査把握、

分析、研究なんかも市民館に課せられた大きな任務の一つやと思いますので、ぜひやっていた

だきたいということ。これはこの部落差別の問題は、一般地区の人と差別を受けている人とど

こがどう違うとお伺いをしたいですね。生活実態なのか血の色なのか食べるものが違うから

か、まあそういうこと、いろいろ何が違うのか、なぜこういう差別っていうのが生まれるの

か、貧富の差においてもですね、何でこういうふうになるのか、差別されるいわれはやっぱり

どこにもないと思います。ただ、その地域に生まれたと、生まれ育ったということが差別につ

ながっているのであって、何ら生まれてくる人については何の罪もない。今や、今またちょう

ど月へは、一般人が、普通の人が月に行って帰ってくる時代になっても、部落問題だけはなか

なか解決を見ておりません。 

 平成28年度に部落差別解消の推進に関する法律というのが施行されております。この法律が

制定されたということは、改めて日本の国が部落差別が現存するという現状の認識を示したと

いうことで、差別がなかったらこの法律はできるわけがないのです。国は部落差別は、部落差

別解消の推進の問題は国民的課題やということを言われております。実態が分からない、ただ

分からないだけでおくのではなく、もう少し部落問題、特に市民館の業務というのは力を入れ

てやっていただきたいと思います。 

 住環境整備についてですけれども、教育集会所、かなり傷みがひどくてしているところも、

やっぱり修繕をしながらそのまま置いておいていいところと、何か壊せない理由とかというの

があるのでしょうか。それは教育集会所だけではなくて、共同作業所というのも、やっぱり特

に佐喜浜とか羽根とかいうところにある共同作業所はかなり朽ちてきていて、長い間そのまま

放置がされております。壊せない理由、壊さない理由というのが特別に何かあるのでしょう

か。 

 そしてプレミアム付商品券の答弁もいただきましたけれども、実は100万円とか200万円でそ
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のプレミアム券を引き換えた、車を購入したとかという話が聞こえてきております。これはや

っぱりプレミアム商品券の配り方というか、配布の仕方、もう少し次からはですね、やり方を

ぜひとも考えをしていただきたい、検討していただきたいと思います。 

 そして、(3)番目の宿泊業へのコロナ給付金についてでございますけれども、この宿泊業の

方たちに出されるコロナの給付金というのは、宿泊業者のこの分には税金の滞納がない業者と

いうか、人に出される、この仕事をしてる宿泊業の税金の滞納のない業者に指定がされていま

すよね。同じ室戸市民であって、例えばちょっと前に支給された飲食業関係の人たちに出され

た給付金、こういうのにはこういう税金の縛りがあったのでしょうか。国から出されてきたと

きの給付金っていうのが、困った人を救済するために出されてきたものだと思います。片や税

金のくくりがない、片や税金の滞納があったら駄目だという、その法的な根拠を教えていただ

きたい。何とか同じ室戸市民でありますので、特にこの観光・宿泊業をやっておられる人たち

っていうのは、もう室戸市はどんどんどんどんこの業種のお家が戸を立てて閉めて、ゴースト

タウン化をしていっています。一旦へたってしまうと立ち上がることがなかなかこの業種はで

きにくい業種です。国から出された給付金が困っているこの業者、こういう業種をやっている

人たちに届くことができるように市は配慮していただきたい。国から出されたときは丸裸でき

たものが、県や市になるといろんな条件がつけられていく。その中でも税金を完納している

者、もしくは税金を少しずつでも払っていってその努力が認められる者というようなくくりが

つけられているようですけれども、それだったら全部の給付金にそういうのがついてるかとい

ったら、ついてるのとついていないのがある。それはちょっと同じ市民に給付されるのにこれ

はと思います。 

 市長の危機管理についてということで、何を指して言ってるんですか、断りをしてくださ

い、謝罪をしてくださいということはということでお伺いをしました。そしたら、令和元年の

12月の議会のときに、僕はそういうふうにして謝罪をしてくださいということを言うています

ということでした。私、今休憩中に事務所でちょっとその議事録を見せてもらいました。謝っ

てくださいとかということはただの一行も書かれておりません。 

 さきの９月議会のときにですね、市長が突然に言われました。それは議事録にも載っていな

いのに、小休中にですね、竹中真智子議員にということで、「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」と言われており

ます。これっておかしいじゃないですか。私は議員になってまだ３年目の議員です。市長、市

長は市議会議員を２期、県会議員を５期やっていますよね。28年という長い間にわたって議員

という仕事に就かれてやってこられています。そういうすごい経験を積んだ人が、議事録にも

載っていない、本議題の中に上がってきていない文言に対して、小休のときのことを引っ張り

出して謝罪をしてくださいというのは、私はちょっとこれは何かレールが外れたかなと思いま
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す。これはちょっと私のほうとしましては、逆に間違っているなら間違っていると取消しをし

ていただきたいなあと、議事録に載っていますのでそのように市長にお伺いをいたします。 

 (6)の職員不祥事の件ですけれども、私は今でも不起訴は不当だと思っているんですよね。

市は分からないから警察に任せた。警察も自白などがないし、本人も黙秘で認めていないとい

うことで不十分で、調書を検察に出してしても、市も不起訴処分で返ってきたから自分たちも

どうしようもない。後始末はうやむやになっている。だから、どうなったということもなく、

これでは市民感情として納得いかないでしょう。また、納得されないでしょう。警察がどう

の、検察がどうので、質問をしても堂々巡りをしているように感じるのですが、内容を聞いて

もよく言う説明責任と言われることがなされていないように思います。 

 私はですね、民間ならいざ知らず、行政としてはどうなのかということを聞いているのです

よ、知りたいのです。 

 副市長も言われていますよね。不起訴の者に対して損害賠償はどうか、根拠がどうの、怪し

い。仮に訴訟になっても主体は体育会だと、法的な視点で物を言っていますよね。それなのに

お金をなくしたやら、不正があるのに退職しているからと、きちっと後始末をさせていないよ

うに感じるのですが、副市長は不起訴ですのでの一点張りで、答弁しているようで答弁されて

ないですよね。これって俗に言うゼロ回答と言いません。 

 市長も副市長も答弁になっていないゼロ回答、ゼロ答弁ですよね。この件に関してはこれ以

上求めても何も出ないでしょうから、この件は今日はこれでやめておきます。以上、竹中真智

子。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） 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たいと思

います。 

 具体的に御質問は６点ぐらいあったかと思いますが、直接私への質問に対しては、議事録に

載っておりますということの何か理解ができてないと、市長は何期も議員もやってるのにとい

うことを言われましたけど、基本的には御案内のとおりですけど、本議会というのは最も厳粛

な場所でありますし、その発言は非常に重いものであります。誤った発言や不適切な発言があ

っても、これは議員であっても私であっても、一回発言すると議長の許しを得て本人が訂正し

てくださいということを言わなかったら、そのまま議事録は未来永劫残るということになるわ

けですね。それくらい議事録という、議会の発言というのは重いものですということをもって

お話合いをしてる、議会でやり取りしてると思うんですけど、今回の今２回目で御質問があっ

た、私が竹中真智子議員にその発言を取り消してください、謝罪してくださいと言うたことが

何も議事録に載ってないと言っておりますね、今、議事録を見たけど載ってませんよと言われ

ました。これは載ってなくて当然です。小休の間その議会のときに竹中真智子議員は竹中真智

子議員の不適切な発言があって、議会運営委員会を開いて訂正をされて取消しをした発言があ
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ったと思いますけれども、その小休になったときに私が市長席から竹中真智子議員が席をあが

ろうとしゆう休みのときに、この発言は私にしたら心外ですから取り消してもらえないでしょ

うかという思いを伝えたことでありますので、議事録には載っておりません。今回またこうし

てそのことについて尋ねられましたから、その経過をお話をさせていただいたということであ

りまして、私は何も間違ったことのやり取りにはなっていないと解釈をしております。 

 以上でございます。あと関係課長から補足説明させます。 

○議長（亀井賢夫君） 長崎人権啓発課長。 

○人権啓発課長（長崎潤子君） 竹中真智子議員の２回目の御質問にお答えします。 

 市民館の役割としてというところなんですが、役割につきましては、市長の答弁したとおり

なんです。市民館設置及び管理条例におきまして、市民館は基本的人権の尊重とあらゆる人権

問題の速やかな解決に資するため設置すると、その目的を達成するために定める事業といいま

すのが、市民館管理条例施行規則にありまして、市民館は基本事業と特別事業を行うとなって

おりまして、その基本事業の中には社会調査及び研究事業、相談事業、啓発広報活動事業、地

域交流事業、周辺地域巡回事業、地域福祉事業、特別事業としては、デイサービス事業、地域

交流促進事業、継続的相談援助事業というふうになっております。御指摘の実態調査につきま

しては、令和４年におきまして人権施策基本方針を改定する予定としております。その改定に

当たりまして、令和４年３月に人権意識調査をする予定としておりますので、それによってま

た基本方針を改めて、人権施策に取り組んでいくこととしておりますので、御理解いただきた

いと思います。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） 竹中真智子議員の２回目の質問にお答えをいたします。 

 教育集会所の取壊しをできない理由があるのかについてお答えをいたします。 

 教育集会所の所管であります生涯学習課だけの問題ではなく、その他市全体の施設を含めた

課題でありますので、その改修や取壊し費用、その他財源対策を含め市全体として取り組んで

いく予定となっておりますので、その具体的な時期につきましては、今後これから検討してい

く予定となっておりますので、その辺御理解等お願いしたいと思います。以上です。 

○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） 竹中真智子議員の２回目の質問にお答えをいたし

ます。 

 宿泊業の支援金のところで、飲食業の対象では市税の滞納がないといった条件がないのに、

市税滞納がない者が対象外となっているというようなお問いであったかと思いますが、室戸市

宿泊施設事業者事業継続支援金の給付要綱の作成におきましては、他市の条例ですとか、また

高知県の令和３年度新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金給付等要領を参考

に作成をさせていただきましたので、要件、給付対象者として市税の滞納がない者というのを
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条件として入れております。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） 竹中議員に２回目の質問にお答えいた

します。 

 プレミアム、まず商品券についてでありますが、100万円も200万円、これは配布方法なんで

すけれども、そういった声が聞こえてきますので、１回目の答弁でもお答えさせていただきま

したけれども、今のところ事実確認はされてないんですけれども、そういったことないよう、

今回の反省を踏まえた上で次回からはそういったことを生かしつつ、商工会とか関係機関と連

携して進めてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） 意見調整のため、３時50分まで休憩いたします。 

            午後３時40分 休憩 

            午後４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。 

 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） ２番竹中真智子。３回目質問いたします。 

 市長は「私が小休になった後、取り消して謝罪をしてくださいということを休会の席でした

けれど、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」と言われております。私は言われた記憶がありませんので。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。 

 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。 

 あしたは一般質問です。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後４時１分 延会 


