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戸田 二郎
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市民・県民生活に直結する路面電
車を守ることの重要性
軌道事業の支援については、
問
県・関係市町との協議を。
とさでん交通の今期決算は、
答
億円以上の赤字予想であり、県
や関係市町との連携を密に、具体
的支援の検討・協議を進める。
「道の駅」構想に絡む都市計画マ
スタープラン決裁文書偽造事件の
質問は、迷走し全く答弁にならず
道の駅構想の原点は、議会
問
質問を理由としているが、本当の
きっかけを明らかにせよ。
地元議員から提言を受け、
答
検討に着手したもの。
地元の皆さんの心に深い傷
問
を負わせた責任の認識が市長には
あるのか、誰が誰に指示したのか。
地元を混乱させたことは、
答
申し訳なく思う。法制担当と十分
協議するよう指示した覚えがある。
条例がなくとも、職員は公
問
文書管理の重要性、やってはいけ
ないことは一番分かっている。市
長はそう思わないのか。
組織として反省している。
答

新こうち未来

川村 貞夫

さだ お

鏡吉原での石灰石本格採掘につい
て
吉原地区にある森林資源の
問
搬出を考えると、陸送を高知市も
支援することが要るのではないか。
陸送で搬出する場合は、県
答
道６号線を使用することとなるが、
急勾配、急カーブに加え、幅員が
狭小である。県道拡幅は、住民生
活を守る上でも必要であり、また、
森林資源を効率的に運搬すること
ができるなど、生活基盤と経済面
双方でメリットがある。
石灰石本格採掘については、
問
県市の重要なテーマであり、本市
も組織的な取り組みが要るのでは
ないか。
鉱山開発は、本市や地域経
答
済の活性化に大きく寄与する一方、
周辺環境への影響、道路交通上の
問題、地域住民の日常生活への影
響等さまざまな問題があると認識
している。
課題については対応する部署が
幅広いため、来年の早い段階で庁
内組織を立ち上げるように準備し
ている。
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と
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和田

中山間地域の振興策
中山間地域では、人口減少
問
と高齢化が他地区と比べ急速に進
行しているが、集落維持について
どのような対策を講じていくのか
問う。
中山間地域では、過疎と高
答
齢化が急速に進んでおり、集落人
口の ％以上が 歳以上の高齢者
の方々が占め、集落活動の維持が
困難となる、いわゆる限界集落は、
鏡地区では５集落、土佐山地区で
は１集落、旧高知市の北部地域に
は３集落となっており、集落の維
持が非常に厳しい状況にある。
このため、今年度から地域活性
推進課を新設し、集落が抱えるさ
まざまな課題に向き合い、支援し
ていく体制を強化している。
今後、住民の総意が得られた地
域については、県市連携のもとで、
地域の拠点となる集落活動センタ
ーの設立に向けた財政的な支援や
運営を担う人材の育成など、地方
創生の考え方のもとで、集落の維
持と活性化に向けた取り組みを進
めていく。
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鏡吉原石灰石鉱山開発
１日２４０台というダンプ
問
台数と沿線住民への影響について
の認識は。
ダンプはかなりの台数が通
答
過するが、道路の拡幅に合わせて
増えていくと業者が説明している。
鏡地区、市街地についても運搬車
両の増加による歩行者や通学路の
安全面の影響が課題と考える。
沿線住民への周知は。
問
まずは鏡地区に説明。市と
答
しては今後、鏡地区以外の住民に
も開発業者が説明を行うべきと考
え、運搬の沿線地域や、関係機関
等について検討を行い、開発業者
に説明会の実施を提案したい。
鏡地域以外の運搬による影
問
響を受ける沿線住民の合意、意思
決定についても、無視することは
できないのではないか。
鏡地域以外の沿線住民も一
答
体的な解決が必要である。
市の関係各課がまとめた課
問
題を住民に公表すべきと思うが。
協議が整えば公表の時期が
答
来ると思うがまず業者と協議する。

強

人工透析患者のコロナ感染対策
高知市には３月末現在１２
問
３９名の人工透析患者がおります。
透析患者は、新型コロナウイルス
に感染すれば重篤化することは否
めません。同時に、他の感染者と
違い日々の人工透析が必要であり、
透析患者と同室での透析はできま
せん。人工透析患者が感染したと
きの対応についてお聞き致します。
コロナ感染と診断された透
答
析患者は、高知医療センター等の
透析診療に対応できる医療機関で
治療することになっており、医療
センターでは軽症者はコロナ対応
病室に、重症者はＩＣＵ等重症者
対応病室にポータブル型の透析機
器を運び込んで対応します。
また、重点医療機関への透析機
器の配備に係る購入費については、
高知県において緊急包括支援交付
金等を活用し、血液浄化装置等の
必要な設備の整備に要する経費に
ついて、補助基準額を上限として
全額補助するメニューを創設し、
医療提供体制の整備を支援してい
ます。
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小中学校の全学年・全クラスで
人学級実現を！
我が会派が令和３年度に向
問
けて予算要望した小中学校におけ
る 人学級について、教育長の認
識、課題や今後の取り組みを聞く。
少人数学級編成は、一人一
答
人に目が行き届くことで、個に応
じたきめ細やかな学習指導を行う
ことが可能となることや、子供の
活躍の場が増えることで主体性が
育まれ、学力向上に効果があると
考える。また、子供たちに向き合
う時間を確保できることで、不登
校の改善・予防にも効果がある。
本市においては、児童推計から
令和８年度までは一部の学校を除
き現状の施設で 人学級編成の対
応は可能となっているが、教員志
願者が減少傾向にあり、教員の確
保が課題である。
国は、令和３年度概算要求に少
人数によるきめ細やかな指導体制
の整備を盛り込んでいる。今後、
国や県の動向等を注視しながら、
教員不足の対策を進めることで、
少人数学級に対応していく。
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人権に関する市民意識調査
夏に行われた見出し調査の
問
結果では、同和問題について知っ
たきっかけは何かとの設問に対し、
「学校の授業で知った
（ ・３％）
」
と高い回答率だ。また、同和問題
解決のために必要なことは何かと
の設問には、「学校教育の中で同
和問題に関する正しい知識を教え
る（ ・４％）」との回答があり、
学校での人権・同和教育の必要性
を市民が望んでいる証しだと考え
る。この調査結果反映のための具
体的取り組みを聞く。また、今回
の調査結果について、市長はどう
受け止めたのかを問う。
（教育長）同和問題への正
答
しい認識を得られるよう、全ての
学校で人権教育を継続していくこ
とが必要である。
（市長）今回の調査結果か
答
ら、今なお部落差別が存在する現
実を目に見える形で再認識できた。
今後、教育・啓発活動の推進が特
に重要だと考えている。現在策定
中の人権施策推進基本計画で方針
を示し必要な取組をさらに進める。
45
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就学援助制度
公明党は、小中学校の就学
問
援助入学前支給を訴え続けており、
実施の障害となっていた国の補助
金要綱の改正を公明党国会議員の
尽力により、平成 年３月 日に
改正されたことを紹介しつつ、次
のとおり質問を行った。
国の改正を受け、小中学校の入
学前支給を高知市も平成 年度か
ら実施すべきであると教育長に求
めたが、中学校の入学前支給は
年度から支給開始となったものの、
小学校の入学前支給はシステム改
修等を理由に実現できていなかっ
た。よって、新小学１年生に対す
る入学前支給をいつから開始する
のか、支給額も含めて教育長に伺
いました。
平成 年度にシステム構築
答
の予算要求を行い、令和元年度に
システムの構築ができたことから、
新小学１年生に対して２年 月か
ら募集を開始しており、支給時期
は３年３月を予定している。４万
８７９０円を支給する旨の答弁が
ありました。
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海治甲太郎

新型コロナウイルス感染症が拡大
する中、暮らしの感染症予防対策
を徹底するとともに、社会・経済
活動を止めることなく、回復に向
け、市の経済の下支えを要請
問
「第 回よさこい祭り」開
催を市長に問い、感染対策のガイ
ドライン策定と費用の援助を要望。
関係機関が一致団結して、
答
開催を前提に準備を進める考えを
示された。競演場、演舞場の感染
対策に当たっても、感染予防対策
ガイドラインの策定に向けて、関
係団体と具体的に協議を進めると
し、市から関係団体への一定の財
政措置を検討することを回答。
「脱炭素社会の実現」に向
問
け、自治体新電力など地域特性を
生かす、高知市の積極的な取り組
みを求めた。
脱炭素社会の実現に向け、
答
国が新たに示す対策と足並みをそ
ろえ、着実に取り組む。自治体電
力については課題があるが、清掃
工場の廃棄物バイオマス発電の卒
ＦＩＴの選択肢として研究・検討
を始めている。

新こうち未来

やすおみ

保臣

分散避難時の民間宿泊施設の協力
民間宿泊施設に協力しても
問
らうための協議の状況は。
風水害時においても新型コ
答
ロナ対応で避難所が不足する場合
に、宿泊施設を使用できるよう、
高知市旅館ホテル協同組合との協
定を変更しました。
核兵器禁止条約の意義
核兵器禁止条約（核兵器を
問
違法化する画期的な国際条約）が
発効することに対する受け止めは。
条約発効が確定したことは、
答
被爆者をはじめとする市民社会の
核兵器廃絶と世界恒久平和への願
いが国際世論を巻き込み、広く賛
同を得た成果だと考えます。政府
は、条約への署名・批准の早期の
実現とともに、条約発効後に開催
される締約国会議にオブザーバー
として参加すべきと考えます。
オーテピア西敷地利活用
利活用基本計画に「新しい
問
生活様式」の観点を追記する考え
はありませんか。
追記予定はないが、施設の
答
運営上、必要な視点と考えます。

島﨑

つぐ し

氏原

決裁文書「偽造」問題と総括では、
繰り返し同じ答弁。真意と市民が
納得できる説明は聞けず
地元紙の「過去の清算」記
問
事に対する意見を聞く。
厳しい論調であり、反省点
答
はあると認識している。ただ、こ
の決裁文書は偽造ではないと一貫
して申し上げている。
新型コロナウイルス関連では、市
民の安心・安全の施策の重要性と
医療関係者への感謝を込め、松島
副市長に市政運営をただす
コロナ禍における本市の現
問
状認識、行政の在り方を聞く。
コロナ拡大は、予断を許さ
答
ない状況であり、国・県の動向を
踏まえつつ適切に取り組む。
今後、人口構造の変化が行政
サービス提供の持続可能性にも影
響を及ぼす。町内会への１パーセ
ント還元のように、まちづくりは
市民と行政が一緒に考え、汗をか
き、結果や成果を共に味わうこと
で双方にメリットがある。市民の
ニーズやシーズにしっかりと応え、
「共感と共汗」が大切である。
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飲食事業者店舗への支援
新型コロナウイルスの感染
問
拡大に歯止めがかからない中、テ
イクアウトやデリバリー、ＥＣサ
イト販売へ業態変更を行う事業所
も増えてくると思うが、テイクア
ウト・デリバリー等業態変更支援
事業費補助金事業やＥＣサイト等
利用促進事業費補助金事業を、事
業者ニーズを踏まえ、来年度も継
続する必要があると考えるが市長
に伺う。
今後、必要な行政の支援策
答
として、「業態形態の変更に係る
経費の補助」や「通販サイト開設経
費の補助」が挙げられていること
に加え、この補助金事業は、新し
い生活様式に対する、有効な売り
上げ確保策であると認識している。
テイクアウト・デリバリー等業態
変更支援事業費補助金事業、ＥＣ
サイト等利用促進事業費補助金事
業の継続実施については、国にお
いて年明けに成立予定の第３次補
正予算、令和３年度当初予算の動
向、および県の実施展開等を注視
しながら、検討してまいります。

市民クラブ

県立国際中学校夜間学級について
４月開校に向けて、広報の
問
周知徹底への取り組みや、本市と
しての役割や本気度を問う。
学校現場へは、情報提供を
答
し、１月４日から 日まで本庁舎
１階で「夜間中学パネル展」を開
催、夜間中学で学びたい方の学び
の場の確保に今後とも取り組む。
ＧＩＧＡスクール構想
これまでの一斉授業に加え、
問
ＧＩＧＡスクール構想を実のある
ものにするため、教育委員会の姿
勢を問う。
全ての教員が、ＩＣＴ機器
答
を使用することが最初の一歩であ
り、ＩＣＴを活用し、優れた情報
活用能力を持つ新しい世代の人材
を育成していきたい。
アートアクアリウム展
アートアクアリウム展を選
問
定した理由、また「女性の人権侵
害を助長する意図はない」として
いるが、観光振興課と人権同和・
男女共同参画課との協議は行われ
たのか。
協議はしていない。
答

公立保育所の避難所指定
令和元年６月議会において、
問
市立保育所の避難所指定を求めた
が、「現段階では対応方針が決まっ
ていない」としながら「こども未
来部との具体的な協議を進める」
との答弁であった。
①広域避難の前に、市内の身近な
公共施設は全て洗い出すべき
②保育所の早期開所を目指すなら
ば、運営マニュアルと市職員の行
動計画を策定することが重要
③他の中核市と比べて公立保育所
が多いことは強みであり責任
以上の３点から、要配慮者である
妊産婦や乳幼児連れの親子らの避
難先として、市立保育所の避難所
指定を進めるべきではないか。
現在確保している避難所の
答
収容可能人数は、１週間後でも約
５万人分が不足している。まずは、
公立施設の指定を進めていく必要
があるため、市立保育所の避難所
指定を進めていく。また避難所と
して活用する施設や期間の検討、
福祉避難所としての位置付けにす
るのかの検討も併せて進めていく。
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中小企業振興条例
コロナ禍のもと、政府の進
問
める「淘汰」ではなく、「支援」
を強めるため振興条例の制定を。
県の条例制定を受け、コロ
答
ナ後を見据え県の条例を踏まえ、
制定について検討する。（市長）
虚偽決裁文書総括問題
日付改ざん、退職職員押印、
問
後日作成理由不記載は、公文書法
に係る「行政文書の管理ガイドラ
イン」違反ではないか。
「ガイドライン」は、国の
答
機関内部文書の取り扱いを示した
ものであり、本市の文書管理には
当てはまらない。（市長）
文化財保護
新堀川で発見された貴重な
問
石積護岸は遺跡として保存し、春
野の大寺廃寺跡については、発掘
調査をすべきではないか。
文化財保護審議会は未開催
答
だが、新堀川の石垣は、郭中参考
地の範囲外のため遺跡指定しない。
大寺廃寺は、埋蔵された状態を保
持することに意味があるため、発
掘調査は行わない。（教育長）
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浦戸「道の駅」構想＝決裁偽造
国への文書と矛盾する答弁
平成 年６月 日付で市が
問
国へ提出した文書に記載されてい
る「地権者による地域貢献の申し
出」こそが、この構想のきっかけ
ではないか。
同構想は、平成 年９月議
答
会で地元出身の議員からの提言を
受け、検討に着手したもの。
関与させられた職員に対し、
問
トップとして謝罪するべきでは。
関係職員の皆さまには、そ
答
れぞれご心配とご苦労をかけまし
たことをおわび申し上げます。
アートアクアリウム展
同展は人身売買、売買春、
問
おいらん
女性の商品化である花魁について
目をつむり、華やかさの側面しか
捉えていない。人権教育・啓発推
進基本計画や男女がともに輝く高
知市男女共同参画条例との整合性
はどうか。
芸術作品であっても人権侵
答
害するものであってはならないが、
この作品には差別的な意図はなく、
差別を助長するものとは考えない。

浜口佳寿子
こ

ず

女性の雇用環境改善を求める
コロナ禍で雇用の不安定さ
問
やパワハラ被害など女性の雇用環
境の実態が浮き彫りとなった。本
市の男女共同参画推進プラン２０
２１に課題をどう反映させるのか。
答 「家庭や職場でのジェンダー
平等の実現」を目標に、働きやす
い職場環境づくりや生活上の困難
を抱える女性への支援等を掲げる。
重い介護保険料負担の軽減を
年金は減る一方で医療費等
問
の負担は増え、高齢者の負担は限
界に達している。第８期介護保険
計画では保険料軽減策が必要と考
えるが、市長に伺う。
運営基金を取り崩す等、可
答
能な限り保険料の上昇を抑えたい。
自治体の存在意義問われるシステ
ムのデジタル化
デジタル化に伴う全自治体
問
システムの統一によって、本市独
自の施策が実施できなくなる恐れ
がある。市長はどう確保するのか。
国に中核市市長会から実情
答
調査や柔軟なシステム整備を提言
した。今後の国の情報に注視する。

公明党

妙

たえ

理美容業界への支援
コロナ感染が心配される中
問
でも、顧客との密接な接触を避け
ることが困難な理美容などの業種
に対する支援の創設を求める。
具体的に検討する。
答
視覚障がい者支援
「暗所視支援眼鏡」を高知
問
市日常生活用具給付事業に加える
ことについて伺う。
３月補正での対応も視野に
答
入れながら検討してまいります。
保育所等での視力検査の実施
子どもの成長過程で見落と
問
されがちな「弱視」の改善につな
がればと、期待を込めて伺う。本
市保育施設では「高知市児童福祉
施設の設備及び運営に関する基準
を定める条例」に基づき健康診断
が行われているが視力検査は実施
されていない。市条例 条の定め
のとおり実施するべきではないか。
ご指摘いただきましたとお
答
り保育園での視力検査を実施する
こととし、実施方法などについて
は医師会等に相談の上、準備を進
めてまいります。

たか ぎ

ひろただ

ＳＯＧＩについて
市立の学校において男女同
問
一の制服を導入してはどうか。
（教育長）市立学校におけ
答
る制服の着用は生徒の自認する性
の在り方に応じて柔軟に対応して
きました。「高知市にじいろのま
ち宣言」の趣旨を踏まえ、今後学
校やＰＴＡのご意見を頂き、検討
の場を設けたいと考えます。土佐
山学舎では生徒がスカートとスラ
ックスから選択できるよう制服の
変更を検討しております。
財産政策
経済の低迷が心配される中、
問
来年度予算での投資的経費の削減
幅を抑えることはできないか。
（財務部長）本市の公債費
答
負担は中核市の中でワースト１位
であり財政の硬直化が進んでいる
ため、歳出削減の方針を緩めるこ
とは困難です。しかし、投資事業
の圧縮が地域経済に与える影響は
否定できず、可能な限り予算を確
保する必要があります。国の有利
な政策を最大限活用し、財政負担
軽減と予算確保の両立を図ります。

日本共産党

はまぐち か

裕忠

髙橋

ひろ し

下元
26

髙木

15

日本共産党
しももと
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憩

室
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示されました。
農業委員会との
〔今後に向けて〕
意見交換会を開催
議員から、この意見交換会は４
議会と農業委員会は、毎年意見 回目となり定着し、しっかりと歴
交換会を開催しています。これは、 史を刻んでいる。農業施策の推進
農業委員会制度が改正され、農業 は、農業委員と議員の双方にとっ
委員に議会推薦がなくなったこと て大きな課題であることからも、
から、平成 年度から行っている 今後とも力を合わせて前に進めて
もので、今年度は 月３日に開催
い
きたい。
しました。
農業委員からは、４回目で定着
したとの認識を大変うれしく思っ
ており、若い後継者確保の解決方
法についても議員の知恵を借りた
い、また、この意見交換会が途切
れることのないよう、議員の協力
を願いたいとの要請がありました。
12

〔農業委員会からの報告等〕
農業委員会の会長から、農業委
員会新制度への移行に伴うメリッ
ト・デメリット、市長に対して提
出した令和３年度高知市農業施策
等に関する意見書の報告がなされ
た後、各委員から、給食で使用す
るみそ等の加工品製造に対する支
援、女性農業者への支援、新型コ
か き
ロナウイルスによる花卉需要への
影響、農地基盤整備に対する支援
について意見が出されました。
〔議会からの意見等〕
議員から、農地基盤整備制度の
改善、所有者不明農地、耕作放棄
地、新規就農者等に提供する中古
ハウスの確保を図る仕組みと支援
制度の創設、有害鳥獣対策のため
の予算確保と捕獲体制への支援、
学校給食における食育の推進など
多岐にわたる意見が出され、それ
ぞれに対する農業委員の考え方が

29

豊

岡﨑

ゆたか

おかざき

◇◇ 休

※清和クラブ、山嶽会のＦＡＸ番号は議会事務局直通です。
※保守・中道クラブは、令和３年１月１日から自由民主党・
中道の会へ名称変更しました。

高知市で電車といえば路面電
車を指し、現役では日本最古の
歴史を誇ります。子どもの頃、
母とお街へ出かける際は、いつ
も利用したことを今でもよく覚
えています。
さて、世界は「脱炭素社会」
に向け、大きくかじを切りまし
た。日本でも脱炭素を宣言する
自治体が２００近くになってい
ます。環境に優しい電車は、本
市のシンボルとして大切に後世
へ伝えたいですね。
（議会広報委員 神岡俊輔）
FAX 802-3055
FAX 873-0121
FAX 823-9558
FAX 871-2485
FAX 822-8119
FAX 823-9350
FAX 823-9350
☎823-9402
☎823-9401
☎823-9404
☎823-9403
☎823-9406
☎821-9020
☎821-9070
市民クラブ（９人）
自由民主党・中道の会
（７人）
日本共産党（７人）
公 明 党（６人）
新こうち未来
（３人）
清和クラブ（１人）
山 嶽 会（１人）

市民クラブ

決裁文書偽造の総括について
今回の総括では、市長の判
問
断が検証されていない。決裁文書
の事後作成で、市長の判断が法律
や規則、社会通念上ふさわしいも
のか否か、事後の検証ができ得る
内容が記述された総括が必要であ
る。総括の作り直しを求めるが、
市長にその意思の有無を問う。
作り直しは考えていないと、
答
市長は答弁した。
障害者就労施設等の優先調達制度
積極的に、全庁的な推進体
問
制を整え、優先調達に取り組むよ
う、中澤副市長に問う。
障害者就労施設等の優先調
答
達は、利用者の経済的自立を進め
る上で重要な取組であり、全庁的
に取り組むと、副市長は述べた。
公益通報者保護制度について
通報者を保護し、公益通報
問
制度を有効に機能させるための所
見を市長に問う。
周知に努め、安心して相談
答
・通報ができる環境整備と弁護士
の配置等を検討し、的確な体制づ
くりを進めたいと、市長は述べた。
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