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１基本的な事項
（１）市の概況
①自然的条件
本市は、四国東南端のまちであり、県庁所在地の高知市から東へ７８㎞の距離に位置し、その形状
は、東西１８．６㎞、南北２７㎞のほぼ逆三角形であり、その海岸線は、東西５３．３㎞にも及んで
います。
総面積は、２４８．１８㎢、うち山林が約８７％を占めており、国道５５号が走る海岸線沿いのわ
ずかな平野部に、佐喜浜、室戸岬、室戸、吉良川及び羽根の５つのまちが形成され、中小河川沿いや
海成段丘の中山間部には、数多く集落が点在しています。
気候は、年平均気温１６．５℃、年間降水量２，７０９．５㎜（平成２６年１月～１２月）であり、
亜熱帯性気候の性格を帯びており、年間を通じて温暖な気候となっています。
また、室戸は別名「台風銀座」ともいわれ、台風の通り道となっており、近年、直撃は少なくなっ
たものの、毎年のように暴風雨の猛威にさらされています。

②歴史的条件
昭和３４年３月１日に旧５町村（佐喜浜町、室戸岬町、室戸町、吉良川町、羽根村）が合併して本
市が誕生しました。
昭和３９年には、室戸岬を中心とする雄大豪壮な奇岩乱礁の海岸美、亜熱帯植物の群生などに
より、室戸阿南海岸国定公園として指定されました。
また、平成２３年には、貴重な地質、地形などの雄大な自然や伝統的な町並みなどの地域資源の
保護、活用を図り、地域経済の持続的な発展を目指す活動により、世界ジオパークに認定されました。
本市は、太平洋に突出した岬周辺の海域は水産生物の生息に適しており、魚の回遊も多く、古くか
ら漁業が発展してきました。
室戸岬漁港、室津港はその中心であり、土佐古式捕鯨やマグロ漁発祥の地として全国にその名を馳
せ、またサンゴ、カツオなどの沿岸漁業も盛んでありましたが、昭和５０年代頃から、資源の枯渇、
２００海里問題、燃料費の高騰などにより、経営が困難となり、漁業が衰退してきています。
第１次産業を中心に、また県東部地域の観光拠点として発展してきましたが、昭和３０年代後半か
らの高度経済成長に伴う就業構造の変化、さらには産業や生活環境整備の立ち遅れから、所得水準が
高くて生活環境が整備され、かつ就職・修学に便利な都市部への若年層を中心とした人口の流出が続
いています。
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③社会的、経済的条件
本市の東に接する東洋町までは阿佐海岸鉄道が、また、西隣の奈半利町までは土佐くろしお鉄道が
運行していますが、本市には鉄道がなく、市民の移動手段としては、自家用車又は公共交通輸送機関
である路線バスが主体であります。
主要道路は、海岸沿いの国道５５号と県道椎名室戸線が幹線となっており、高知市からは
約２時間、高知空港から約１時間２０分と、移動に長い時間を要しています。このような交通条件
から、児童生徒、高齢者、障がい者などは移動手段の確保に、苦慮している状況にあります。
関西圏からのアクセスについては、平成１０年春に明石海峡大橋が開通し、平成２０年からは、
室戸、大阪なんば間で直通の高速バスが１日１便運行を開始し、平成２１年からは、２便に増便と
なっております。
平成２４年度の市内総生産額は約３６７億円であり、産業別では第３次産業が２６６億円
（７２．４％）を占めており、次に第２次産業が５７億円（１５．５％）、第１次産業が４４億円
（１２．１％）となっており、産業構造が第１次産業、第２次産業から第３次産業へと推移してきて
います。

④過疎の状況
本市の人口（住民基本台帳）は、昭和３４年３月の合併当時には３３，１０９人を有していました
が、平成２７年４月では１４，７２３人と５６年間で半数以下まで減少してきています。
その要因としては、基幹産業である漁業の低迷、若年層の都市圏への流出、少子高齢化などにより
減少を続け、昭和５０年代には一時的に鈍化しましたが、昭和６０年に死亡者が出生者を上回る人口
の自然減の現象が初めて生じ、昭和６３年以降もこの状況は続いています。
このような状況から、生産機能と都市機能は著しく低下し、地域に大きな影響を及ぼしています。
本市としては、平成９年に過疎地域として指定され、平成９年度から平成１１年度までは
「過疎地域活性化計画」を策定し、平成１２年度から平成２７年度までは「過疎地域自立促進計画」
を策定し、１９年間にわたり産業の振興、交通通信施設や生活環境施設の整備などの過疎対策事業を
実施した結果、公共施設の整備などには一定の成果を挙げていますが、都市部との所得格差、雇用の
場の確保、若者の定住対策や生活環境整備などの問題は解消されておらず、今後も過疎化が進んでい
くものと考えます。

⑤社会、経済発展の方向の概要
本市の産業構造の中心は、第１次産業から第２次産業そして第３次産業へと移ってきていますが、
立地特性から基幹産業となるのは農業、漁業、観光産業、海洋深層水産業であります。
そのことから、農林水産業の経営の安定化と生産性豊かな活力ある発展を図るためには、生産基盤
整備、生活環境整備や生産体制などの強化が必要です。
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昭和６０年に、科学技術庁のアクアマリン計画のモデル海域指定を受け平成元年日本初の
高知県海洋深層水研究所が設置され、海洋深層水の特性の把握や水産分野などでの基礎・応用研究が
始まり、平成１２年、さらなる研究と事業化を目指して、海洋深層水取水施設「室戸海洋深層水
アクア・ファーム」が開設、平成１８年には、海洋深層水を１００％使用した温水プールなどを
備えた「室戸海洋深層水体験交流センター」が開設、市民の健康づくりや交流人口の拡大を図って
います。
本市にとって海洋深層水は、大変貴重な地域資源であり、関係機関と連携を強化し、有効活用を
推進するとともに「海洋深層水産業」の拡大を目指すことが重要となります。
観光については、学術的価値のある地質や地形、歴史などを組み合わせた「室戸世界ジオパーク」
の取り組みや安芸市・徳島県阿南市との「ＡＭＡ地域連携協定」を大いに活用することにより、広域
的かつ戦略的な展開を行い、新たな地域ブランドの形成につなげることが課題であります。
過疎化の第一の要因として、市内には就労の場が少なく、ほとんどの新規学卒者が市外に出ていく
など、若者の流出が顕著なことから、就労の場を確保するために、産業の振興や企業誘致に努め、
地域雇用開発のための施策を講じて、雇用の創造を推進し、地域経済の活性化を図ることが重要で
あります。

（２）人口及び産業の推移と動向
①人口の推移と動向
昭和３５年には、３０，４９８人を有していた人口も年々減少の一途をたどり、平成２２年の国勢
調査では１５，２１０人と１５，２８８人（５０．１％）もの減少となっています。
人口の減少を期間ごとにみると、表１－１（１）のように昭和３５年から昭和４５年までにみられ
た減少傾向は、昭和５０年代には一時的に鈍化しましたが、昭和６０年以降は再び上昇しています。
人口の年齢構成は、若年層の市外流出や少子化などにより高齢化が進み、昭和３５年に比べ、年少
人口は８，８３６人（８７．３％）、生産年齢人口は１０，２８９人（５６．０％）減少したのに
対し、老年人口は３，７９９人（１８８．９％）増加しており、今後もこうした傾向が続くものと
見込まれます。
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表１ － １（１）人口の推移（国勢調査）
区

分

総

数

昭和35年
実 数

昭和40年
昭和45年
昭和50年
昭和55年
実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率
人
％
人
％
人
％
人
％
昭和55年 人
30,498 28,746 △5.7 27,445 △4.5 26,660 △2.9 26,086 △2.2

0 ～ 14歳

10,121

7,967 △21.3

15～ 64歳

18,366 18,540

6,812 △14.5

0.9 18,040

6,411

△2.7 17,335

△5.9

5,867

△8.5

△3.9 16,904

△2.5

うち15歳 ～
29歳(a)

65歳以上
(b)
(a)/総数
若年者比率
(b)/総数
高齢者比率

区

分

総

数

6,786

6,610

△2.6

5,867 △11.2

4,942 △15.8

4,116 △16.7

2,011
％
22.3

2,239
％
23.0

11.3
－

2,593
％
21.4

－

2,908
％
18.5

－

3,250
％
15.8

－

％
6.6

％
7.8

－

％
9.4

－

％
10.9

－

％
12.5

－

15.8

12.1

11.8

昭和60年
平成2年
平成7年
平成12年
平成17年
実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率
人
％
人
％
人
％ 数人
％
人
％
25,309 △3.0 23,308 △7.9 21,430 △8.1 19,472 △9.1 17,490 △10.2

0 ～ 14歳

5,284

15～ 64歳

16,421

△9.9

4,228 △20.0

△2.9 14,854

3,308 △21.8

2,414 △27.0

1,759 △27.1

△9.5 13,266 △10.7 11,677 △12.0

9,969 △14.6

うち15歳 ～
29歳(a)

65歳以上
(b)
(a)/総数
若年者比率
(b)/総数
高齢者比率

3,565 △13.4

3,022 △15.2

2,579 △14.7

2,286 △11.4

1,749 △23.

3,604

4,177

4,856

5,381

5,762

％
14.1
％
14.2

10.9
－
－

区

分

総

数

平成22年
実 数 増減率
人
％
15,210 △13.0

0 ～ 14歳

1,285 △26.9

15～ 64歳

8,077 △19.0

％
13.0
％
17.9

15.9
－
－

うち15歳 ～
29歳(a)

65歳以上
(b)
(a)/総数
若年者比率
(b)/総数
高齢者比率

1,238 △29.2
5,810
％
8.1
％
38.3

0.8
－
－
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％
12.0
％
22.7

16.3
－
－

％
11.7
％
27.6

10.8
－
－

％
10.0
％
32.9

7.15
－
－

表１ － １（２）人口の推移（住民基本台帳）
区

分

総

数

平成12年3月31日
実

数
人
20,917

構成比
－

平成17年3月31日
実

数
構成比
人
－
18,978

平成22年3月31日

増減率
実 数
構成比
％
人
－
△9.3
16,611

増減率
％
△12.5

男

9,879

％
47.2

8,993

％
47.4

△9.0

7,869

％
47.4

△12.5

女

11,038

％
52.8

9,985

％
52.6

△9.5

8,742

％
52.6

△12.4

区

分

総

数

（外国人住民除く）
男
（外国人住民除く）
女
（外国人住民除く）
参
考

平成26年3月31日
実

数
構成比
人
－
15,095

平成27年3月31日

増減率
実 数
構成比
％
人
－
△9.0
14,707

増減率
％
△2.6

7,134

％
47.3

△9.3

6,970

％
47.4

△2.3

7,961

％
52.7

△8.9

7,737

％
52.6

△2.8

男（外国人住民）

6

女（外国人住民）

16

％
27.3

％
－

4

－

12

％
72.7
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25.0

－

％
75.0

－

②産業の推移と動向
就業者数は、総人口とともに減少し、就業者の高齢化や第１次産業、第２次産業から第３次産業へ
の産業構造の移行が進んでおり、昭和３５年に比べて、平成２２年の第１次産業は
６，０１５人（８３．８％）の減少、第２次産業は３８０人（２６．０％）の減少、第３次産業は
１７７人（５．０％）の増加で、今後もこうした傾向が続くものと見込まれます。

表１ － １（３）産業別人口の動向（国勢調査）
区

分

総

数

第一次産業
就業人口比率
第二次産業
就業人口比率
第三次産業
就業人口比率

昭和35年
実
数
昭和45年 人
12,204
昭和50年
昭和55年 ％
58.8
％
12.0
％
29.2

昭和40年
昭和45年
昭和50年
昭和55年
実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率
人
％
人
％
人
％
人
％
11,640 △4.6 11,927
2.5 10,779 △9.6 10,795
0.1
％
％
％
％
54.1 －
44.4 －
35.6 －
31.2 －
％
％
％
％
12.4 －
16.7 －
19.8 －
21.5 －
％
％
％
％
－
－
－
－
33.5
38.8
44.6
47.2

昭和60年
平成2年
平成7年
平成12年
平成17年
実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率
人
％
人
％
人
％
人
％
人
％
総
数
9,904 △8.3 9,474 △4.3 9,048 △4.5 7,978 △11.8 7,071 △11.4
第一次産業
％
％
％
％
％
－
－
－
－
就業人口比率
28.6
25.2
23.3
19.6
20.0 －
第二次産業
％
％
％
％
％
－
－
－
－
就業人口比率
21.0
22.5
22.8
24.0
20.0 －
第三次産業
％
％
％
％
％
－
－
－
－
就業人口比率
50.4
52.3
53.9
56.4
59.8 －
区

分

平成22年
実 数 増減率
人
％
総
数
5,986 △15.3
第一次産業
％
就業人口比率
19.4 －
第二次産業
％
就業人口比率
18.1 －
第三次産業
％
就業人口比率
62.5 －
区

分
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（３）市の行財政の状況
①行政の状況
昨今の世界的な金融危機や経済不況の中、国内の景気低迷も続き、過疎化が著しい本市はその影響
を大きく受け、基幹産業の不振、さらには人口減少による地域活力の衰退化など様々な要因が重なり、
財政状況も大変厳しくなっております。
また、少子高齢化や核家族化があいまって、地域コミュニティの希薄化に拍車をかけ、住民ニーズ
が高度化、多様化、複雑化する中で、市民協働の意識を基本に、コミュニケーションや合意形成を
大切にして、地域の特性を活かした個性的なまちづくりを推進し、積極的に新しい課題に取り組んで
いくことが重要です。

②財政の状況
本市では、給与の抑制や定員管理に基づく職員数の削減、事業の見直し等により経費節減を図り、
効率的な財政運営に努めてきましたが、基幹産業である水産業の衰退や人口の減少等により、市税が
大幅に減少するなど、財政状況は依然深刻な状況が続いています。
今後、地方交付税や地方税等の経常一般財源の増加が期待できない一方、高齢化による扶助費や医
療費などの増加により、義務的経費は増加傾向にあることから、さらなる財政状況の悪化が懸念され
ることに加え、今後３０年以内に７０％程度の確率で発生すると予想されている南海トラフ地震に対
する防災対策、近い将来公共施設等の老朽化に伴う更新経費や維持管理経費の増加、国民健康保険事
業の累積赤字の問題など、同時に解消しなければならない問題も山積しています。
これらのことから、健全な財政運営が将来にわたって確保されるよう、財政構造の転換を図り、
財政の自主的・健全性を維持できるような財政基盤を確立する必要があるため、平成２６年度に策定
した「第２期

新・室戸市行財政改革プラン」に基づき、徹底した内部管理経費の削減、事務事業・

公共事業の見直し、地方債の新規発行額の抑制等による公債費の削減に真摯に取り組むとともに、地
域における特徴ある資源を活かした、新たな財源確保に向けての施策を積極的に展開することにより、
収支均衡を図ることが緊急かつ不可欠の課題となっています。
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表１ － ２（１）市財政の状況
区
歳

入

分
総

額

Ａ

一 般 財 源
国 庫 支 出 金
都 道 府 県 支 出 金
地
方
債
うち
過 疎 債
そ
の
他
歳出総額
Ｂ
義 務 的 経 費
投 資 的 経 費
うち 普通建設事業
そ
の
他
過疎対策事業費
歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ）
翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ
実質収支 Ｃ－Ｄ
財 政 力 指 数
公 債 費 負 担 比 率
実 質 公 債 費 比 率
起 債 制 限 比 率
経 常 収 支 比 率
将 来 負 担 比 率
地 方 債 現 在 高

（単位：千円）
平成12年度

平成17年度

13,188,008
7,249,757
2,600,452
1,239,967
1,054,200
112,400
1,043,632
12,805,760
6,655,236
3,505,964
2,170,062
2,644,560
516,973
382,248
56,836
325,412
0.228
17.8%

平成22年度

11,270,184
6,110,398
1,898,481
1,252,272
983,800
319,100
1,025,233
11,147,008
6,359,050
2,016,502
1,567,281
2,771,456
763,205
123,176
112,625
10,551
0.244
19.5%
18.7%
14.7%
101.3%

－
12.6%
95.6%

－

－

15,830,896

14,046,385

12,659,026
6,483,179
3,584,105
871,533
1,000,330
188,500
719,879
12,425,106
6,256,955
3,007,958
2,994,436
3,160,193
1,960,083
233,920
34,186
199,734
0.230
22.2%
19.5%

－
95.5%
137.5%
11,877,732

平成25年度
11,792,112
6,061,926
2,410,527
927,614
1,226,955
408,000
1,165,090
11,319,158
5,845,608
2,278,669
2,211,413
3,194,881
705,328
472,954
99,955
372,999
0.200
21.4%
18.1%

－
96.4%
86.1%
10,619,876

③主要公共施設の整備計画
公共施設は、産業の振興や生活の基盤として必要不可欠な社会資本であり、これまで効率的な整備
を図ってきたところであります。
市道は、平成２５年度末で５４７路線、改良率４４．３％、舗装率８５．１％であり、農道延長は
８１,４４１ｍ、林道延長は９１,６４６ｍとなっています。
水道については、普及率は平成２５年度末９３．４％で、簡易水道１１施設、上水道１施設であり、
今後も衛生的で安定した水の供給を確保するとともに、老朽化した施設の改善を図り、有収率の向上
に努める必要があります。
また、浄化槽等については、合併浄化槽人口は、４，６６３人であり、合併処理浄化槽人口普及率
は３０．８％と平成２４年度末より１．６ポイント増加しております。
公営の医療機関はなく、人口千人当たりの病床数は１９．４床であり、県平均より７床程下回って
います。
このように、現在の主要公共施設の整備水準は、まだ十分とはいえない状況であり、厳しい財政
運営の中で創意と工夫を凝らすとともに、国や県の諸制度を効率的に活用した計画的な整備が必要で
あります。
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表１ － ２（２）主要公共施設等の整備状況
区

市
道

農道

分

昭和45年度末

平成2年度末

平成12年度末 平成22年度末 平成25年度末

改良率（％）

4.6

1.1

39.3

42.5

43.1

44.3

舗装率（％）

20.3

45.1

85.1

83.4

84.8

85.1

85,625

81,441

延長（ｍ）

-

延長（ｍ）

38.2

耕地１ｈａ当たり農道延長（ｍ）

林道

昭和55年度末

-

水洗化率（％）

47.8

53.7

-

-

58.9
-

-

-

90,417

10.1

7.6

7.6

95.3

94.0

95.1

95.2

92.0

93.4

31.1

28.3

30.8

17.9

20.25

19.4

-

人口千人当たり病院、

3.9

診療所の病床率（床）

8.7

15.1

-

91.646

0.8

林野１ｈａ当たり林道延長（ｍ）

水道普及率（％）

-

-

（４）地域の自立促進の基本方針
本市は、豊かな自然や歴史・文化を有しており、これらを守りながらも地域振興に活用していくこ
とが重要であり、人口減少と少子・高齢化が急速に進んでいるなかで、多くの集落が存続の危機に瀕
しており、住民が安心・安全に暮らせる地域として維持されることが本市の課題であります。
室戸市総合振興計画（２０１１年度～２０２０年度）では、本市の将来像を「室戸の自然や資源を
活かした産業の振興と、これまで育んできた歴史や文化を大切にし、健康で心豊かに安心して暮らせ
るまち」と定めています。
このように、室戸市総合振興計画及び高知県産業振興計画、その他の計画に沿いながら、地域の
自立促進を図るため、今回策定する過疎自立促進計画においては、①産業の振興
整備、情報化及び地域間交流の促進
⑤医療の確保

⑥教育の振興

③生活環境の整備

⑦地域文化の振興等

②交通通信体系の

④高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

⑧集落の整備

⑨その他地域の自立促進に関

し必要な事項の９項目を柱とし、過疎地域自立促進特別事業を積極的に活用し、本市が掲げる次の基
本施策について推進を図ります。
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〔基本的な施策〕
○産業の振興と雇用対策
○防災対策の推進
○福祉サービスの充実
○教育の充実・子育て支援
○生活環境の整備
○健康で長生き対策
○移住の促進
○集落の再生

（５）計画期間
平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日（５年間）

- 10 -

２ 産業の振興
（１）方針
本市は、温暖な気候に恵まれ、美しい自然（海・山・川・空）と、豊富な資源（魚介類・農作物・
木炭・海洋深層水・国定公園・地質など）、多くの歴史・文化（町並み・四国八十八箇所の３霊場・
伝統行事など）を有しており、全国にも誇れる魅力あふれる地域です。
この魅力ある資源を最大限活用したうえで、産業ごとの方向性を具体化し、しっかりとした戦略
を打ち出すことが重要です。
そのうえで、「高知県産業振興計画」の産業成長戦略・地域アクションプランに基づいて、地産
地消の徹底、地産外商の推進に努め、各産業分野を越える連携を強化し、より価値の高い魅力ある
「ものづくり」や商品の販路開拓・販売拡大に取り組みを進めることにより、「所得の向上」と
「雇用の創出」につなげ、農林漁業・農漁村の再生、振興を目指します。

（２）現況と問題点、その対策

①農業
【現況と問題点】
本市の農業形態は 、室戸岬を境に東部は水稲と露地野菜、西部の海岸地帯では施設野菜、
海成段丘地帯では露地・施設野菜と果樹や花卉、山間地帯では水稲を中心としていますが、山地が
多く、農家１戸当たりの平均耕作面積は５８ａ（平成２２年）と農地条件には恵まれていません。
農業人口や農地面積は年々減少し、就業者の高齢化が顕著になっていることなどから、地域
農業の振興と再生をどう図るかが、市、農家及び農業団体の課題であります。
本市において、特色のある農業を基幹産業として、生産性の高い農業に取り組むことができ る
ように基盤整備、環境整備、農業経営の近代化と効率化を図るとともに、産地間競争に打ち勝つ
農産物の生産、地域食材を活用した加工食品の開発などを推進し、売れるものをつくる必要が
あります。

【その対策】
健全で生産性の高い活力ある農業の発展のため、地域の実態に合った生産基盤と生活環境の
整備、生産体制の強化を図るとともに、地域の特性を活かした生産振興や、激化する産地間
競争に勝ち抜くための産地づくりを進め、ブランド化に努めます。
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ア

生産基盤と生活環境の整備
優良農地の保全管理に努めるとともに、農地の高度利用、流動化を促進し、農地の集積、

経営規模の拡大を図り、近代的農業基盤の確立を目指すため、農道及びかんがい排水 施設や
ため池などの整備を進めます。
イ

生産・流通・販売体制の強化
各種制度資金を活用して、経営基盤の強化を図ります。併せて、自主的な組織活動の支援や
研修などにより、中核的農家をはじめ就労意欲の高い農業経営者、担い手の育成・確保を図る
とともに、集落営農組織の設立にも努めます。
また、環境保全型農業の推進、自主的な組織活動の支援や研修などの斡旋により、持続性の

高い生産方式の浸透を目指し、生産から流通・販売までの一元的支援体制を進めます。
ウ

産地化の振興
野菜、果樹や花卉など園芸作物類は、産地の維持拡大と集団産地育成を図り、ユズを中心と

した中山間地域の農業振興を目指すなど、地域にあった生産性と市場性の高い品目の研究や開
発等を大学など研究機関と連携して重点的に推進します。
また、高知県産業振興計画に基づき、西山きんとき芋販売促進事業の推進を図ります。
畜産は、飼料価格などに影響されることの少ない、耕作放棄地に自生する雑草などを飼料と
する放牧や飼料用作物の栽培等を推進し、優良な肉用牛・豚の生産を図ります。

②林業
【現況と問題点】
本市の総面積の内、平成２５年の森林面積は２１,６２８ｈａで、総面積の８７％を占め、森林
面積の内、民有林は２０,５４８ｈａ（９５％)であり、人工林は９，９８７ｈａ、人工林率４８％
であり、人工林のうち間伐や保育などの手入れを必要とする３５年生以下の面積は、森林面積の
１８％を占めています。また、平成２２年の保有山林の林家戸数は２５７戸であります。
このような状況の中、過疎高齢化の進行により高齢者を主体とした集落が急増し、集落の再編成
を含めた総合的な生活環境の整備が必要となってきており、それにともない住みよい生活環境づく
りのための基盤整備が行われてきましたが、都市部との所得格差や若者の定住対策など、解決され
ていない問題が多く残っています。
また、広大な森林を持ちながら路網などの整備は十分とはいえず、間伐をはじめ近い将来到来する
主伐期に対応できるよう早急な対策が迫られている一方、木材生産活動は木材価格の低迷などに
より停滞しており、就業者の高齢化や減少傾向にある担い手確保、育成、適正な保育間伐がおこな
われていない森林の増加などが問題となっています。
さらに、土地の境界や所有者の情報を正確に把握できていないことにより、間伐を実施できない
条件不利森林の対策も喫緊の課題となっています。
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森林は林産物を供給するだけでなく、国土の保全や水資源のかん養などの公益的機能を有して
おり、適正な森林の管理や自然と調和した林業の振興が重要であります。

【その対策】
健全で生産性豊かな活力ある林業の発展のため、地域の実態に合った生産基盤の整備、生産体制の
強化を図ります。また、高知県産業振興計画に基づき、土佐備長炭生産・出荷・販売体制の強化事
業を推進します。
ア

生産基盤の整備
林業の生産活動を活性化するため、林道や作業道の整備拡充を図り、定住化の条件整備に
努めます。

イ

生産体制の整備
各種制度資金を活用して経営基盤の強化を図るとともに、自主的な組織活動の支援や研修

などにより中核的林家をはじめ就労意欲の高い林業経営者、担い手の育成・確保を図り、川上、
川下一体となったトータルコストの低減策を講じ、安定的な国産材基地づくりを推進するとと
もに、間伐材の付加価値を高め有効利用を図ります。
また、森林管理システムの構築により、山林境界の明確化・航空写真を利用した森林管理等を
推進し、市全体の山林価値の向上を図ります。

③水産業
【現況と問題点】
本市の水産業は、遠洋漁業・沿岸漁業・沖合マグロ漁業及び一本釣り、定置網漁業を中心に 、
年間水揚げ高４１億円（平成２５年度）を超す重要な基幹産業でありますが、近年輸入水産物の増大
による魚価低迷などで、厳しい漁業経営が強いられています。
特に、遠洋漁業はマグロの漁獲規制、輸入規制等厳しい社会情勢が続いており、沿岸漁業も、都
会での安定した生活を求める若者が漁村から流出し、高齢化と漁業後継者の減少が深刻化していま
す。そのため、高齢者や若者が定着できる漁村づくりを推進し、不安定な生産を解消するために、
「獲る漁業」から「つくり育てる漁業」への転換が必要であります。

【その対策】
水産業の健全な発展と若者が定着できる活力と魅力ある漁村づくりを進めるために、遠洋・沖
合・沿岸漁業の振興と併せて、資源管理型漁業の積極的な推進を図るとともに、新しい流通、加工
体制の推進により、魅力ある漁村社会の形成に取り組みます 。
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ア

遠洋・沖合・沿岸漁業の振興
沿岸海域においては、漁港施設の整備、近代化施設の整備をすることで、就業環境などの
改善を図り、高齢者に優しく若者に活力ある漁業を作ります。
遠洋・沖合漁業については、２００海里規制などの厳しい環境を克服するため、国際的な

資源管理と同時に、便宜置籍船、国際協調減船、輸入マグロ問題など遠洋漁業に対する国際的
な理解を得るため、関係業界団体と一体となって、国にマグロ漁業などの振興対策の要請を
行います。
イ

資源管理型漁業とつくり育てる漁業の推進
サメなどの有害魚の駆除、稚魚の放流など磯根礁を含めた漁場整備と漁業調整により、

永続的な資源の利用を目指します。
平成１６年度から、海洋深層水を利用したスジアオノリの養殖を計画し、平成２６年度まで高
知県漁業協同組合高岡支所、平成２７年度より民間企業が管理指定によりスジアオノリの栽培を
行っています。
ま た 、平 成 ２２ 年度 から 高 知大 学 と共 同研 究で 、 アワ ビ やト コブ シの 養 殖を 計 画し、
平成２ ５年度 から 高岡 漁港内 で養殖 実験 を行 ってい ます。 これ から も「獲 る漁業 」から
「つくり育てる漁業」への転換を推進します。
ウ

新しい流通加工体制の推進
高鮮度、衛生管理を積極的に行うことにより、キンメダイなどのブランド化に向けた取り組

みや低価格な定置網漁獲物の販売戦略の取り組みを推進し、水産物の付加価値を向上させます。
また、平成２１年度には定置網で獲れた低価格のサバを加工し「しめサバ」として製造販売
する民間の事業所が設立したことに伴い、今後は他の魚の加工も考慮に入れ、消費者ニ－ズに
対応した１．５次商品を生産し、効果的なＰＲ活動をおこない需要の拡大を図ります。
エ

魅力ある漁村社会の形成
漁港を漁業生産の基盤としての機能だけでなく、体験型観光、海洋性レクリエ－ションの

ニ－ズに対応する施設整備を行い、ＵＪＩタ－ンなどによる新規就労者への支援を図ります。

④地場産業（海洋深層水）
【現況と問題点】
本市の貴重な地域資源である海洋深層水は、平成１２年４月国内初の給水ターミナル「室戸海洋
深層水アクア・ファーム」開設以来、水産・医療・食品などの幅広い分野で有効活用され、
平成２７年４月現在１００社以上の企業が利活用し、６００を超える海洋深層水関連商品が製品化
され、主要な地場産業となっています。
しかし、当初の海洋深層水ブームも落ち着き、近年は供給量、利用企業数、売上高とも横ばい
状況であるため、海洋深層水のさらなる科学的解明を進め、「室戸海洋深層水」のブランド力を
高めることが必要であります。
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【その対策】
高知県工業振興課海洋深層水推進室や、海洋深層水の利活用企業等で構成されている「高知県
海洋深層水企業クラブ」とさらなる協働を図り、販路開拓を進めます。
海洋深層水は様々な機関で研究が行われていますが、大学等との連携をさらに強化し、科学的な
機能性の立証を進めることで、「室戸海洋深層水」のブランド力を高め、新たな産業の創出を
図ります。

⑤企業誘致
【現況と問題点】
本市では、製造業や海洋深層水関連企業で１０社の企業立地がありますが、交通アクセスが不便
なことや工業団地の未整備等により、企業誘致が極めて厳しい状況にあります。
このため、現在立地の企業の状況などを適時把握するとともに、関係機関との連携を強化し、
新たな企業誘致の推進を図ることが大きな課題となっております。

【その対策】
企業向け用地の確保や道路の拡張・改良など、企業立地の条件となる基盤を整備するとともに、
県の助成制度、市独自の企業誘致推進条例やコールセンター等誘致促進条例による優遇制度を活用
して、企業の誘致を推進します。
また、現在立地の企業の定期的訪問を引き続き行い、フォローアップを図り、関連企業などの
誘致にもつながるように努めます。

⑥起業の促進
【現況と問題点】
国内での開業率の低迷、廃業率の上昇など起業を取り巻く環境の厳しい中、本市においては、
市独自の創業・起業相談を含む総合窓口が未整備であることから、的確な情報提供や支援を行う
ことができず、地域資源を活用した新規事業等への支援体制の充実が必要となっております。

【その対策】
商工会や金融機関と連携した市独自の創業支援計画を策定し、創業・起業を行おうとする個人等
に対し、空き店舗情報、シェアオフィスの設置など活動の場の提供 や情報・ノウハウの提供
などを行うとともに、ベンチャー企業等が創業後、速やかに安定的事業運営ができるよう相談
体制の充実や金融機関と協調して資金調達の支援を進めることにより、活発な創業・起業を
促します。
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⑦商業
【現況と問題点】
本市の商業形態は、零細・中小の事業所が過半数以上を占めており、消費者ニーズの多様化や
個性化への対応が十分に図られず、購買行動の広域化などもあいまって、市外の大型店や専門店
での消費が中心となり、市内での消費は減少を続けています。
また、商店街においては、事業主の高齢化や後継者不足などにより、空き店舗の増加が目立ち、
にぎわいがなくなってきています。

【その対策】
商工会や経営者との連携をさらに強化し、事業者自らの経営努力に加え、経営改善の合理化、
設備の近代化などの支援を進めるとともに、将来の事業所・商店街を担う人材の育成や時代の変化
に対応できる事業所・商店街づくりを図ります。
また、「室戸市プレミアム付き商品券発行事業」を継続して取り組み、地域経済の活性化に
つなげます。

⑧観光
【現況と問題点】
本市は、豊かな自然や長い歴史の中で培われてきた貴重な文化財など、多様な地域資源を
有しており、その地域資源の活用や保護活動、貴重な地質や地形等により、平成２３年９月に
「世界ジオパーク」の認定を受けました。
認定 後の「ジ オパーク効果 」 により 、観光入込み 客は、平 成２３年の４ ８万７千 人から 、
平成２６年には６３万２千人を超え、大きく増加しています。しかしながら、観光施設の少なさや
観光資源をつなげた周遊コースが少ないため、滞在型・通年型・体験型観光をより一層進める
必要があります。

【その対策】
ア

ＡＭＡ地域連携協定
安芸市・徳島県阿南市と四国東南部の３市が地域連携協定を結び、県の枠を超えて広域観光
に取り組んでおり、各地の魅力を線で結んだ新たな周遊コースの開発や観光資源の掘り起こし
などを進め、新しい地域ブランドを発信して行きます。

イ

体験型観光の推進
修学旅行を広域で誘致するため、民泊受入れ家庭の登録を進めるとともに、自然体験、環境

学習、農林漁業体験などの体験プログラムの開発と、体験施設の整備や受入れ体制の構築を
進め、交流人口の拡大を図ります。
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ウ

室戸ジオパーク
平成２０年１２月に「日本ジオパーク」に認定された室戸ジオパークは、平成２３年９月に

世界ジオパークの認定を受け、貴重な地質や地形をはじめ、雄大な自然や伝統的な町並みなど
の地域資源の保護と活用を図り、地域経済の持続的な発展を目指してまいりました。
平成２７年４月にオープンした「室戸世界ジオパークセンター」をジオパーク活動の拠点と
して地域住民とともに魅力ある地域づくりと交流人口の拡大を図ります。
エ

海の駅とろむ
「海の駅とろむ」には、未利用の広い土地があり、室戸岬周辺は絶好のダイビングスポット

があるため、ダイビングステーションを整備し、ダイビング客を通年受け入れるとともに、
隣接のイルカと触れ合える観光施設「室戸ドルフィンセンター」の施設整備や機能の充実に
取り組み、観光入込み客の増加を図ります。
オ

観光施設の整備・ＰＲ
観光施設の整備・維持管理を図るとともに、案内板・説明板、ポスター、パンフレット の
多言語化や配布などのＰＲ活動を促進します。

⑨港湾
【現況と問題点】
本市は、室津港と佐喜浜港の２つの地方港湾を有しており、地域の産業・経済発展の基盤と
して重要な役割を持っています。
明石海峡大橋の開通以来、関西圏域との交流が活発化しているため、水産業や海洋開発の拠点
としてだけでなく、東部地域における海洋性の観光レクリエーションの拠点として、休憩所など
の施設や体験学習施設の整備を推進し、また、災害発生時の避難場所として、防災拠点に位置
づけを行うなど、多面的な活用を図る必要があります。

【その対策】
室津港については、四国沖の航路における避難港として整備するとともに、作業ヤードに
つながる幹線道路、後背地への水産加工・流通施設などの整備を推進します。
また、作業ヤードを防災拠点として位置づけ、災害時に備えるとともに、市主催のイベント会場
や地域住民の避難訓練の場所としての利用、南海トラフ地震や台風による災害発生時の救援物資の
陸揚げ等の防災拠点としての活用を推進します。
佐喜浜港についても、湾内の静穏性を確保するための整備を行うとともに、ホエール・ウオッチ
ングの母港化など、地域の活性化を推進します。

- 17 -

（３） 計画
事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

地域ため池総合整備事業（県営事業負担金）

(１)基盤整備

本堤工

農 業

高知県

農村生産基盤保全管理・整備事業 （ 県営
事業負担金）

区画整理・農道

農業体質強化基盤整備促進事業
用排水路工
耕地自然災害防止事業
ため池等改修
集落営農・拠点ビジネス支援事業
集落営農組織への機械・施設整備の補助
競争力強化生産総合対策事業
羽根出荷場ナス選果機

室戸市

集落営農組織

ＪＡ
土佐あき
ＪＡ
土佐あき

レンタル畜産施設整備事業

ＪＡ
土佐あき

燃料タンク対策事業

ＪＡ
土佐あき

中山間地域等直接支払交付金事業

集落組織

農地・農業用施設等の適切な保全管理

業 山地災害防止事業
土留工、流路工
地域林業総合支援事業
ミニ作業道 W=1.50m～2.0ｍ
土佐備長炭生産・出荷・販売体制強化事業

共同窯等整備補助金
水 産 業 漁村再生交付金事業
林 業

室戸市

こうち農業確立総合支援事業

多面的機能支払交付金事業

林

高知県

羽根漁港改修事業

室戸市
森林
所有者等
室戸市
生産組合
室戸市

嵩上げ工・ 羽根漁港背後集落避難路

藻場造成事業
磯焼け対策
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対象組織

室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）
(２)漁港施設

事

業

内

容

事業主体

水産物供給基盤機能保全事業
羽根漁港 調査・測量
水産物供給基盤機能保全事業
菜生漁港 調査・測量
水産物供給基盤機能保全事業
傍士漁港 調査・測量
水産物供給基盤機能保全事業
椎名漁港 防波堤工事
水産物供給基盤機能保全事業
三津漁港 防波堤工事
単独改良事業（県営事業負担金）
椎名漁港
単独改良事業（県営事業負担金）
三津漁港
単独改良事業（県営事業負担金）
高岡漁港
単独改良事業 (県営事業負担金)
室戸岬漁港
単独改良事業（県営事業負担金）
行当漁港
施設機能強化事業（県営事業負担金）
室戸岬漁港
漁業生産基盤向上事業
高岡支所 フォークリフト
漁業生産基盤向上事業
椎名支所 フォークリフト

室戸市

室戸市
室戸市
高知県
高知県
高知県
高知県
高知県
高知県
高知県
高知県
高知県漁業
協同組合
高知県漁業
協同組合

(３)経営近代化施設 種子島周辺漁業対策事業

水産業

高知県漁業
室戸統括支所 海況データサービス導入 協同組合

種子島周辺漁業対策事業

高知県漁業
室戸岬支所 海況データサービス導入 協同組合

(４)地場産品の振興 海洋深層水高度浄化施設整備事業

室戸市

機械室増築・淡水化装置新設・タンク増設

海洋深層水利用拡大事業
室戸海洋深層水体験交流センター整備
(５)企業誘致

企業誘致推進事業
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室戸市

室戸市

備考

事業計画（（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
２

産業の振興

事 業 名
（施 設 名）
(６)起業の促進

事

業

内

容

創業支援事業

事業主体
室戸市

(７)商業
直販所整備事業
共同利用施設
キラメッセ室戸施設整備

室戸市

(８)観光又はレク ジオパーク推進事業
レーション

室戸市

拠点施設整備

観光施設整備事業
休憩所・トイレ等整備
交流人口拡大事業
観光案内板新設・修繕

室戸市
室戸市

室戸岬新港ダイビング施設整備事業

室戸市

ドルフィンセンター整備事業

室戸市

旧椎名小学校有効活用事業

室戸市

室戸岬灯台周辺整備事業

室戸市

室戸市中央公園改良事業

室戸市

室戸広域公園整備事業（県営事業費負担
金）

高知県

(９)過疎地域自立 農業推進事業
促進特別事業

農業従事者の高齢化、後継者不足、産地間
競争の激化などによる農業の衰退や農地の
荒廃化が進む中、環境に優しい農業を推進
し、安全安心な農作物を提供できるよう、地
域特性を活かした生産強化を図り、新たな担
い手を確保し、地域農業の振興を図る。

(1) 競争力強化生産総合対策事業
農業者の組織する団体が、産地の収益力強
化及び合理化の促進、新品種・新技術等の導
入によって産地の形成に必要な共同利用施
設等の施設の整備等を補助し、生産から流通
までの強い農業づくりを支援する。

ＪＡ
土佐あき

(2) こうち農業確立総合支援事業
農業者の組織する団体や認定の農業者が
推進する、農業生産活動等に係る農業振興施
策に要する経費について補助を行い、各地域
の特性を活かした、環境に優しい農業の確立
につなげる。
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ＪＡ
土佐あき

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
２

産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(９)過疎地域自立 (3) 環境保全型農業推進事業
環境保全型農業を実践する農業者や農業
促進特別事業

協同組合等の育成支援、技術、機械の導入、
有機ＪＡＳ認定取得等の経費について補助
を行い、病害虫駆除栽培を普及促進し、化学
農薬の低減を図り、安全安心な食料生産活動
に努める。

組織

(4) 新規就農者支援事業

就農希望者（研修生）及び研修生受入農家
等に補助を行うことにより、新たな農業の担
い手を確保する。

室戸市

(5) 園芸用ハウス整備事業

農業協同組合が行うレンタルハウス等の
ＪＡ
整備に要する経費について、補助を行うこと
土佐あき
により、本市農業の柱である施設園芸農業の
一層の振興を図る。

林業推進事業
林業従事者の高齢化、後継者不足、木材価
格の低迷などによる林業の衰退や森林の荒
廃化が進む中で、森林保全を図り、新たな担
い手を確保し、地域農業の振興を図る。

(1) 木炭研修支援事業

室戸市

特用林産業の新規就業希望者（研修生）及
び市内の研修生受入生産者等に対して補助
を行い、新たな特用林産業の担い手を確保
し、地域林業の振興を図る。

(2) 緊急間伐総合支援事業

小面積でも山仕事を続ける中小規模森林
芸東
所有者を支援するとともに、間伐の実施に要
する経費について補助を行い、森林の持つ公 森林組合
益的機能の維持増進に努め、雇用の確保を図
る。

(3) 森林整備地域活動支援交付金事業

森林の有する多面的機能が十分に発揮で
森林
きるよう、森林経営計画等により計画的かつ
所有者等
適切な森林整備の促進を図るための地域に
おける活動を支援する。

水産業推進事業
漁業従事者等の高齢化、後継者不足、輸入
水産物の増大、魚価低迷などによる水産業の
衰退や不安定な生産を解消するため、海洋深
層水の特性を活かした養殖物の販路開拓・販
売促進などにより、ブランド化の確立を図
り、漁業者の資源管理型漁業とつくり育てる
漁業、新しい流通加工体制を推進し、所得の
向上と雇用の場の創出を図る。

(1) 有害魚駆除事業

高知県漁業

高知県漁業協同組合が実施する有害サメ 協同組合
駆除事業に対して、駆除活動の推進を図るた
め補助を行い、サメによる漁業被害の防止に
努める。
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備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(９)過疎地域自立
(2) 新規漁業就業支援事業
促進特別事業

漁業組合等が行う新規漁業者の育成・確
保、漁船リース、漁業体験研修などの事業に
補助を行い、漁業後継者の育成、ＵＩＪター
ン者等の漁村への受入れの促進、新規就業時 高知県漁業
における初期投資の負担軽減による円滑な 協同組合
就業促進を図る。
・就業者生活支援
・指導者報償
・漁船リ－ス

(3) 沿岸漁業等経営育成資金利子補給補助
金事業
高知県漁業
沿岸漁業等の経営資金の融通を円滑にす
協同組合
るため、利子の一部を補助することにより、
その経営の育成と維持安定を図る。

(4) 漁業近代化資金利子補給補助金事業

漁業者等に対する施設資金等融通を円滑 高知県漁業
にするため、利子の一部を補助することによ
協同組合
り、漁業者等の資本装備の高度化・近代化を
図る。

(5) 陸上養殖販売実験事業費補助金事業

海洋深層水の産業利用を図る事業団体が
実施する陸上養殖販売実験調査事業に対し
て補助し、水産業においてつくり育てる漁業
の推進及び海洋深層水の利用拡大を図る。

室戸市

(6) アオリイカ産卵床設置事業費補助金
事業

高知県漁業協同組合が実施するアオリイ 高知県漁業
カ産卵床設置事業に対して補助を行い、水産 協同組合
業において商品価値の高いアオリイカの水
揚量の増加を図る。

(7) まぐろ水揚奨励事業

室戸市内の漁港に水揚を行ったまぐろ漁 高知県漁業
船の代表者に対し、水揚奨励金を交付して室 協同組合
戸市への入港及び水揚の奨励を図る。

(8) 水産物地産外商事業

漁業組合等が行う地産外商を目的とする
商談会への参加、たたき文化の情報発信によ 高知県漁業
る外商推進のために実施する市場調査等に 協同組合
要する経費について補助し、室戸の水産物等
の価値向上を図る。

(9) 稚魚放流事業
沿岸漁業の漁獲量は年々減少しており、
資源の確保のため稚魚（イサギ）やトコブ
シを放流することにより、漁獲量の確保に
つなげる。
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(９)過疎地域自立
ふるさと室戸応援寄付金事業
促進特別事業
室戸を応援したい、室戸に貢献したいとい
う思いのもとに贈られたふるさと室戸応援
寄付金を有効に活用し、寄付金をいただいた
方の想いを尊重しつつ、より良いまちづくり
に資する事業を行う。
・地域資源の保全や整備に関する事業
・地場産業の振興やまちづくりに関する事業
・子どもたちの健全な育成に関する事業
・医療及び福祉の充実に関する事業
・その他市長が必要と認める事業

室戸市

地域商品券発行事業
消費者の利便性向上と市外への消費人口の流出減
少を図り、室戸市の商工業の振興を図る。

室戸市商工会運営補助金事業
市内における商工業の総合的な改善発達を図り、
社会一般の福祉の増進に資するため、室戸市商工会
が行う事業に要する経費を補助する。

室戸市

室戸市
商工会

室戸まるごと祭実行委員会補助金事業
長年築き上げてきた歴史、文化、産業、観光など 室戸まるごと祭
の魅力を市内外へ発信するため、むろとまるごと産 実行委員会
業まつりに要する経費を補助する。

体験型観光推進事業
個人宅での体験民泊の修学旅行受入れや
農林水産業の体験型観光の受入のための講
習会等、受入態勢の整備等を行う。

室戸市

室戸市観光協会補助金事業
観光地と地場産品の紹介宣伝、観光施設の 室戸市
充実改善を図り、観光事業の振興及び産業、
観光協会
経済、文化の発展に期するため実施する、観
光関連事業に要する経費を補助する。

観光振興事業（安芸広域市町村圏事務組合
負担金）
高知県東部９市町村で構成する安芸広域
市町村圏事務組合が実施する各市町村連携
の観光ＰＲや観光周遊コースの作成、修学旅
行の誘致等により、地域の活性化と交流人口
の拡大を図る。

室戸市

室戸ジオパークトライアスロン補助金事業
トライアスロン大会を通して、本市の情報
発信や交流人口の拡大を図るため、大会に要
する経費を補助する。

室戸ジオパーク
トライアスロン
実行委員会

室戸岬健康マラソン大会補助金事業
県内外の方が黒潮寄せる室戸岬の海岸の景観を楽 室戸岬健康マラソン
しみながら走ることにより、健康・体力づくりを行 実行委員会
うとともにランナー達と交流・親睦を図る。
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備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(９)過疎地域自立 ふるさと室戸まつり運営補助金事業
室戸市の文化、歴史、産業等を広く全国に
促進特別事業

情報発信し、市内はもとより県内外からの集
客を図り、人と人との交流を中心とした地域
の活性化を目指す観光イベント事業に要す
る経費を補助する。

ふるさと室戸まつり
実行委員会

夕陽ヶ丘キャンプ場推進事業

室戸市
屋外活動の拠点施設として市民の保健及
び休養に資するとともに、利用者の利便性の 観光協会
向上と交流人口の拡大を図る。
ジオパーク推進事業
室戸の地質や地形が、平成２０年１２月に
「日本ジオパーク」に、平成２３年９月に「世
界ジオパーク」に認定されている。
今後も遊歩道、駐車場、国道の表示板、観
光案内板などの基盤整備を進めるとともに、
ガイド養成講座の開催、大学・研究機関の巡
検誘致、小中高校生の学習の充実、イベン
ト・シンポジウムの開催などの事業を推進す
ることにより、国外も含めた観光客の増加に
つなげ、地域の活性化を図る。
(1) 室戸ジオパーク推進協議会補助金事業

(2) ジオパーク普及啓発事業

室戸ジオパー
ク推進協議会

室戸市

鯨館推進事業
捕鯨で栄えた町、室戸の歴史を様々な道具 ㈶室戸青少
や資料で紹介している鯨資料館を活用する 年育成会
ことにより、地域の活性化と交流人口の拡大
を図る。

吉良川まちなみ拠点施設推進事業
重要伝統的建造物群保存地区に選定され
た吉良川地区にある吉良川まちなみ館を町 ＮＰＯ法人吉良
川町並み保存会
並みについての資料の展示や休憩等に活用
することにより、交流人口の拡大を図る。
室戸海洋深層水体験交流センター推進事業
地域資源である室戸海洋深層水の温水プ
ールやレストランなどを備えた「室戸海洋深
層水体験交流センター」（シレストむろと）
は、株式会社創裕が指定管理者となり、市民
の健康づくりとともに、交流人口の拡大によ 株式会社
る地域の活性化を図っている。
創裕
今後、テレビＣＭや新聞広告、ポスター・
パンフレットの配布などのＰＲ活動を積極
的に行うとともに、病院・リハビリ施設・企
業などへの利用促進に努め、観光客の増加、
交流人口の拡大により、さらなる地域の活性
化を図る。
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備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(９)過疎地域自立 観光交流人口拡大推進事業
促進特別事業
観光は、従来の「見る・食べる・遊ぶ」だ
けから、「体験・交流・学ぶ」の体験観光へ
の関心が高くなり、コンセプトやターゲット
の絞込み、広域的な観光ルートの策定や有効
な情報発信などを観光関係者との連携を強
化し推進する。

(1) 恋人の聖地活用事業

室戸市

平成２２年４月、「室戸岬」の灯台や乱礁
遊歩道、展望台からの眺望などが、ＮＰＯ法
人地域活性化支援センターの「恋人の聖地」
に選定され、“癒し”・“伝説”・“縁起”を組
み合わせ、若者のカップルや家族連れをター
ゲットとした、室戸の魅力を全国に発信し、
観光客の増加を図る。

(2) ドルフィンセンター推進事業
ＮＰＯ法人が「海の駅とろむ」にて実施している、ＮＰＯ法人 室戸
イルカふれあい体験事業や介在活動に補助を行い、 ドルフィンセンター
交流人口の増加による、地域への経済波及、施設運
営に伴う雇用の創出を図る。

(3) ＡＭＡ地域連携推進事業
四国東南部の安芸市、室戸市・徳島県阿南
市が、県を越えた広域かつ戦略的な観光・地
域振興を図るため設立した協議会へ補助を ＡＭＡ地域連携
行い、観光協会、商工会議所等の団体と協働 推進協議会
で、各種事業の実施や情報発信を推進し、観
光客誘致に努め、新たな地域ブランドの形成
を図る。

産品開発推進事業
地域の農産物等の資源を活かした産品の
開発や販路開拓を推進し、生産の拡大につな
げ、所得の向上と雇用の場の創出を図るとと
もに、地域の活性化、産業の振興を図る。

(1) 産品販売促進事業

室戸市

地元の一次産品や観光資源等を活用し、市
場・量販店関係者等と連携し、効果的なフェ
アの開催等により、情報発信・ＰＲに努め、
販路開拓や販売の拡大、産物の生産拡大につ
なげる。

(2) ものづくり、元気づくり推進事業
市民で構成し活動するグループや団体が
特産品、土産品の開発・製造や観光客等への
直販事業、地域活性化を目的とした事業に補
助を行い、その活動を地域の元気づくりにつ
なげる。

室戸市

(3) 産品開発応援事業
市内の中小企業者が大学や研究機関と連
携して、技術又は新製品の研究開発及び販路
拡大を行う経費について補助を行い、室戸発
の新製品等を市外に発信する。
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室戸市

事業計画（平成２８年度～３２年度）
事 業 名
自立促進施策区分
（施 設 名）
２ 産業の振興

事

業

内

容

事業主体

(９)過疎地域自立 (4) 室戸ふるさとアドバイザー事業
促進特別事業
登録された専門的な知識や豊かな経験を
有する室戸市外在住の室戸市出身者からの
助言等に基づき地域の活性化やまちづくり
事業を行う。

(１０)その他

重要伝統的建造物群保存地区
まちなみ駐車場・トイレ移設事業
森林病害虫等防除事業
松くい虫伐倒駆除等
県単独負担金事業
室津港
地方港湾改修負担金事業
佐喜浜港
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室戸市

室戸市

室戸市
高知県
高知県

備考

３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
（１） 方針
従来の道路整備を中心とした交通網の整備を今後も進めていくとともに、生活交通手段の確保、
光ファイバーを活用した電気通信施設の整備や情報化の推進による生活基盤整備に努めます。
地域の特性を活かすため、広域連携や国際交流を図り、新たな魅力の創出を目指します。

（２） 現況と問題点、その対策

①交通体系
【現況と問題点】
本市の主要幹線道路は、国道５５号のみであり、産業、生活都市基盤の主要道路となっています
が、交通の円滑化・安全性の向上のために、災害発生時における迂回ルートの整備などが必要であ
ります。
県道椎名室戸線は、室戸岬経由の国道５５号を東西に結ぶ、県東部の生活基盤を支える重要な交
通路線としての役割を担っていますが、既設の三津坂トンネルが時代の推移とともに狭くなり、大
型車輌の円滑な対面通行ができず、交通渋滞などの問題が生じているので、早急な整備が必要であ
ります。
市道は、市街地の都市計画事業の立ち遅れにより整備が進んでおらず、中山間地域についても平
坦地が少なく、道路用地の確保が困難なことや建設単価が割高になることなどから、抜本的な改良
が立ち遅れています。また、舗装の劣化や橋梁等構造物の老朽化が進んでおり、対策が必要不可欠
であります。
農道は、農業の重要な生産基盤であるとともに、生活道としての役割を果たしており、今後とも
整備を進める必要があります。
林道は、間伐をはじめとする素材生産の増加が予想されるため、林内作業路を含む整備を進める
必要があります。
公共交通輸送機関は、鉄道が通じていないため、一般乗合バス路線が市民の主要な移動手段と
なっていますが、自家用車の普及や沿線住民の減少による利用者の減少により経営は悪化して
おり、その維持確保が問題となっています。また、鉄道は東が東洋町、西は奈半利町までの運行と
なっており、地域の活性化のためには、今後も甲浦・奈半利間の連絡バスなどの運行が必要であり
ます。
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【その対策】
地域高規格道路を利活用した地域振興策を検討し、交通ネットワークを構築するために、地域高規
格道路へのアクセス道路の早期整備を積極的に促進します。
県道については、県政への重要要望項目として掲げるなど、積極的な要望により、早期の改良の
促進を図ります。
市道については、市民生活に直結するものであり、市民ニーズに応じた道路環境の整備が必要で
あるため、国の基準に基づき重点的整備を行うとともに、市街化が進んでいる地域やプロジェクト
開発地域については、道路の新設を進めるほか、既設道路の改良や拡幅整備を進め、歩道などの安
全施設や緑地帯の確保などの道路環境の整備も併せて進めます。
また、舗装等の修繕や橋梁については定期点検を実施し、その結果に基づいた計画的な修繕を行
うことにより道路の適正管理に努めます。
農道は、農業の重要な生産基盤であるとともに、生活道としての役割を果たしており、今後とも
整備を進める必要があります。
林道は、間伐をはじめとする素材生産の増加が予想されるため、林内作業路を含む整備を進める
必要があります。
奈半利駅－室戸岬－甲浦駅を鉄道未整備区間として、連絡バスなどによる交通の便の確保など対
応策を図ります。また、市道は市民生活に直結するものであり、国道や県道へのネットワーク道路
として有機的な整備を図るとともに、市民生活に密着した、都市機能の一部分としての整備を進め
る必要があります。

②通信体系
【現況と問題点】
本市の情報通信設備は高度情報社会の発展に適応するために、平成２２年度に国のＩＣＴ交付金
により室戸市情報通信基盤施設整備事業を行い市内全域に光ファイバーを整備しました。
また、これらの情報通信基盤を使った地上デジタル放送対応やケーブルテレビの放送、インター
ネットの利用、高齢者や身体障がい者等の見守りサービスなどを実施しております。
今後は加入者の増加や産業の振興、地域経済の活性化、市民生活の向上のため、どのように有効
活用していくか検討していく必要があります。

【その対策】
本市の情報通信基盤を活用し企業誘致やＵＪＩターン希望者などを視野に入れた、後年度加入者
等の利用環境の整備についても引き続き取り組んでいきます。
また、産業の振興や地域経済の活性化のためのネットワークづくりや、住民生活・福祉の向上に
つなげていくためにハード面の取り組みを進めていきます。
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また、これらの情報通信基盤を使った、高齢者や身体障がい者等の見守りサービスを実施してい
くほか、産業の振興や地域経済の活性化のためのネットワークづくりや、住民生活・福祉の向上に
つなげていくためのソフト面の取り組みを進めていきます。

③地域間交流
【現況と問題点】
国際交流においては、平成３年３月にオーストラリア・ポートリンカーン市と友好都市を提携し
て以来、国際理解を深めるため、室戸市友好交流協会主導で、中・高校生や一般市民の海外受入・
派遣事業といった相互訪問などを行い、国際性豊かな人材育成に取り組んでおり、今後、交流事業
のより一層の充実を図る必要があります。
また、地域間競争が激化する一方で、自然、産業、伝統文化など、本市の特色を活かした地域間
交流の推進も重要な課題となっています。

【その対策】
国際交流においては、ポートリンカーン市との相互交流が ２５ 周年の節目を迎えるにあたり、
交流事業のより一層の充実、国際感覚あふれる人づくりや市民レベルでの交流活動体制を強化し、
友好都市交流を単なる一対一の関係に止まらせるのではなく、国際交流と地域間交流を組み合わせ
ることにより、幅広い分野でより多くの効果が得られるよう取り組みを進めます。
地域間交流においては、安芸市・徳島県阿南市との「ＡＭＡ地域連携協定」や安芸広域市町村圏
事務組合など、各地域との産業・観光・文化など各種分野における連携を図り、新たな魅力の創出
や地域ブランドの形成を目指します。

④移住促進
【現況と問題点】
本市では、移住促進住宅を平成２１年から２６年にかけて３戸を整備し、平成２６年度の利用実績
は４１世帯６８名の利用がありました。しかし、Wi-Fi 環境や移動手段についての問い合わせが多い
ため、対策が必要となっています。
また、土佐備長炭就労研修者住宅を平成２６年度に空き家を改修し、製炭業の研修生の受け入れを
行っており、受入人数は増えたもののさらなる受入を行ううえで、炭窯の増設が必要となっています。
空き家情報については、平成２６年度に調査を行い、約１６００件の空き家を確認するとともに、
平成２７年度には、そのうち２００件を選定し、空き家実態調査を行い所有者に対して売買及び賃貸
の意思確認を行うこととしておりますが、そのまま貸せる状態でなければ、改修等が必要となります。
移住 HP につきましては、現在、委託にて SEO 対策および各種情報の更新を行っていますが、空
き家情報や仕事の情報、イベント情報等をより見やすい環境に構築していくことと、移住者の体験談
等のコーナーの充実が必要であります。
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【その対策】
地方創生の動きの中、ほとんどの自治体において移住促進施策を行っているため、本市の情報発信
や体験型ツアー等新しい取り組みを進めるとともに、移住相談員を中心とした移住サポーターの増員
等、地域住民との連携の強化を行います。
また、近年増加が著しい本市の空き家問題を空き家の活用へと転換し、移住者の受け入れ態勢の充
実を確立していきます。

（３） 計画
事業計画（平成２８年度～３２年度）
事 業 名
自立促進施策区分
（施 設 名）
３ 交通通信体系
の整備、情報化
及び地域間交流
の促進

(１)市 道

事

業

内

容

社会資本整備総合交付金事業
市道北生線 道路改良

道 路

社会資本整備総合交付金事業
市道北生線 歩道新設
社会資本整備総合交付金事業
市道里線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道登線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道舟場本線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道戎町線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道庄毛西町 2 号線 道路新設
社会資本整備総合交付金事業
市道西灘中央 2 号線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道椎名室戸線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道河内線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道河内線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道元本線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道愛宕山墓園線 道路改良
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事業主体
室戸市

室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市

室戸市

室戸市

室戸市

室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
３ 交通通信体系
の整備、情報化
及び地域間交流
の促進

事 業 名
（施 設 名）
(１)市 道
道 路

事

業

内

容

社会資本整備総合交付金事業
市道中学校線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道向江自然ノ家線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道行当新村線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道室津浮津線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道一木神社線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道渡川線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道植松住宅 1 号線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道植松住宅 2 号線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道下町本通線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道八王子宮原線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道愛宕山線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道八王子西線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道室戸農協線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道三津本線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道清水飛鳥線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道段線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道小学校線 道路改良
社会資本整備総合交付金事業
市道宇ヶ川本線 道路改良
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事業主体
室戸市

室戸市

室戸市

室戸市

室戸市

室戸市

室戸市

室戸市

室戸市

室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
事 業 名
自立促進施策区分
（施 設 名）
３ 交通通信体系
の整備、情報化
及び地域間交流
の促進

業

内

容

事業主体

社会資本整備総合交付金事業

(１)市 道
道

事

市道尾﨑線 道路改良

路

橋りょう

社会資本整備総合交付金事業
市道本町西ノ宮線 橋梁修繕
社会資本整備総合交付金事業
市道室津浮津線 橋梁架替
社会資本整備総合交付金事業
市道佐喜浜本線 橋梁修繕

その他

県道整備事業（県営事業負担金）
佐喜浜吉良川線

農道改良事業
４路線
林道整備事業（県営事業負担金）
小川線 1 工区

開設

Ｌ=４００ｍ Ｗ=４．０ｍ

林道整備事業（県営事業負担金）
小川線 2 工区

開設

Ｌ=４００ｍ Ｗ=４．０ｍ

(６)電気通信施設等情
防災基盤整備事業
報化のための施設
防災行政用無線施設

室戸市

室戸市

高知県

反射鏡・防護柵設置

(３)林 道

室戸市

改良Ｌ=８００ｍ Ｗ=７．０ｍ

交通安全施設整備事業
(２)農 道

室戸市

防災行政無線（同報系・移動系）の整備

室戸市

室戸市

高知県

高知県

室戸市

(１０)地域間交流 友好都市交流事業（ポートリンカーン市）
親善団受入・日本文化の体験他

室戸市友好

友好都市交流事業（ポートリンカーン市）

室戸市友好

交流協会

市内中高生派遣事業人員１０名程度（各年度） 交流協会

(１１)過疎地域自立
社会資本整備総合交付金事業
促進特別事業
橋梁定期点検 N=249 橋
高度経済成長期以降に集中的に整備した橋
梁が高齢化し、平成３５年には建設後５０年経
過する橋梁が４割以上になる見込みである。し
かし、計画的な点検や維持修繕が実施できてい
ないことから、国は道路施設のメンテナンスサ
イクルの確立を目指し、平成２６年７月に法令
による定期点検を義務づけしたところである。
本事業は国が定める基準に基づき、５年に１
度の近接目視による定期点検を行い、その施設
の健全度を診断するとともに、施設の長寿命化
のための効率的な修繕等の計画策定を行うも
のである。
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
３ 交通通信体系
の整備、情報化
及び地域間交流
の促進

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(１１)過疎地域自立移住促進事業
本市は、「移住体験住宅」を整備し、関西
促進特別事業

圏を中心に利用もあるが、暮らすのに必要な
情報である、空き家、空き地などの住まいの
情報、病院や老人保健施設などの安心して元
気に暮らせる情報、釣りやマリンスポーツな
ど楽しく暮らす情報などの整理やスムーズ
な情報提供などもされておらず、本市のセー
ルスポイントである自然や観光施設も活か
されておらず、体験だけで移住までに至って
いない状況である。
そのため、関西圏の団塊の世代を主な対象
として、移住促進協議会の設置などにより本
市への移住を促進する。

室戸市

要援護者見守りサービス事業
過疎化、高齢化、単身化が進む中、高齢者、
障がい者、要介護者世帯を対象に、ブロードバ
ンドを活用して、端末の「通知ボタン」押下を
検知して、事前に登録された連絡先に、２４時
間、自動通知できるサービスを行い、要援護者
対策の推進を図る。

(１２)その他

室戸市

空き家活用推進事業

室戸市

情報通信利用環境整備事業

室戸市
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備考

４ 生活環境の整備
（１） 方針
生活環境の整備については、これまでの過疎対策事業により改善が進んできましたが、都市部と
比べて依然として遅れていることから、本市のもつ豊かな自然環境や地域資源に配慮し、計画的な
整備を引き続き進めます。

（２ ）現況と問題点、その対策

①水道
【現況と問題点】
本市の水道施設は、上水道１施設、簡易水道１１施設で、普及率９３．４％（平成２５年度末）
で、上水道は室戸区域と吉良川区域からなり、簡易水道は９施設が水道局直営で、２施設が地元運
営でありますが、小規模の施設が多数分散しており、点検や巡回等の維持管理に多大な労力を要し、
広域性のある効率的な水道経営が困難な状況です。
これまで老朽管等の布設替とともに、水源地や配水池などの整備を行ってきましたが、未だ不十
分であり、今後は南海トラフ地震対策のための水源地や配水池の耐震化と併せて、老朽管の多く残
る市街地の配水管の布設替などに取り組んでいく必要があります。
また、水道施設が整備されていない地域については飲料水供給施設等の整備が必要となっており
ます。

【その対策】
今後は、人口減少に伴う給水収益の減少傾向は避けられないと考えられ、施設の老朽化に伴う投資
的経費の増大や起債の元利償還金等の負担により、今後の経営はより一層厳しくなると予想されま
す。
平成２９年度からは上水道施設と市直営の簡易水道施設を統合し、室戸市水道事業として運営し、
市民に「安全でおいしい水」を安定的に供給するとともに、経費の削減など経営の効率化に努め、
均一で良質な水道サービスの実現、維持管理体制の強化、危機管理体制の充実を図ります。
また、水の有効利用を図るため漏水対策の計画的、恒常的な実施や老朽管の布設替を行い、有収
率の向上に努めるとともに、南海トラフ地震対策及び老朽化対策として、管路等の水道施設の中長
期的な更新計画を作成し、整備に取り組みます。
飲料水供給施設未整備地区については、安全な飲料水の確保と提供を図るため、計画的な施設の
新設を進めるとともに、未給水地域への補助により、飲料水供給施設の整備、普及に努めます。
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②生活排水処理
【現況と問題点 】
本市においては、下水道が未整備のため、環境に負荷が多い汚濁水が用排水路を通って河川に流
れ込み、環境保全上好ましくない状態であります。 また、本市は室戸阿南海岸国定公園に指定さ
れており、自然景観や都市景観、生活環境を確保するためにも整備を進める必要がありますが、地
形的条件や財源の確保、受益者負担など様々な課題を抱えています。

【その対策】
生活排水処理対策については、本市の地形や厳しい財政状況等により、下水道事業に取り組むこ
とは難しい状況でありますが、水質改善など環境保全を図るため、平成２２年度より開始した単独
浄化槽の撤去に必要な補助金の活用により、合併処理浄化槽設置を一層推進します。

③廃棄物処理
【現況と問題点】
本市の一般・粗大・可燃性大型粗大ゴミについては、安芸広域メルトセンターで、資源・鉄製大
型粗大・埋立ゴミ、し尿については、芸東衛生組合の各施設で適正に処理をされています。
しかし、平成１８年度から委託事業で月３回の不法投棄監視パトロールを行っていますが、不法
投棄が増加傾向にあるため、早急な対策を行うとともに、ゴミの減量化、リサイクルへの意識啓発・
体制整備を強化する必要があります。

【その対策】
廃棄物については、施設で適正に処理が行われていますが、ゴミの減量化を進めるため、コンポ
ストの普及に努め、不法投棄対策については、現行の不法投棄監視パトロールとあわせて、警察や
保健所などの関係機関と連携したパトロールを定期的に実施します。
し尿処理施設については平成２７年度に東洋町と室戸市を統合して処理する施設が完成し、効率
的な施設の運営を行っていきます。

④環境衛生
【現況と問題点】
新火葬場は平成２７年度に完成し、新たな施設での運用が始まっていますが、今後は、新駐車場
の整備など外構の整備等が必要であります。

【その対策】
新駐車場が整備されるまでは、仮設駐車場での運用となるため、早期完成を目指します。
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⑤消防救急及び防災体制
【現況と問題点】
本市の消防体制は、常備消防１署（３８名）非常備消防１団（１０ヶ分団 ２９４名）で対処し
ています。
常備消防においては、災害に対する市民の多様なニーズに対応するため、若い消防職員の資質・
能力の向上を図り、消防・救急救助活動の高度化などに対応出来る技術を習得するとともに、事故
発生後の高度な応急処置による救命率の向上のため、救急救命士の救命技術の向上や、多くの市民
に対する救命講習会を実施して、ＡＥＤの取り扱いや応急手当の普及を図っていく必要があります。
非常備消防においては、今後想定される南海トラフ地震や災害等への対応の必要性を踏まえ施
設・設備・機械器具などの充実を図り、地域に根ざした消防団として消防・防災活動を行うことが
必要であり、現在の消防施設・設備・機械器具などを計画的に更新するとともに、各種災害に迅速
的確に対応するため、最新鋭の装備及び資機材の整備充実が求められています。
防災体制については、近い将来起きると予想されている南海トラフ地震などの大規模災害に備え、
避難場所や避難路等のハード整備とともに自主防災組織による訓練や防災資機材等の整備を 進め
るなどの対策を実施しております。平成２７年９月末現在、避難場所として、防災公園の整備を１箇
所、津波避難タワーを３基、津波避難路として７０路線の整備が完了しております。
今後の対策として、未整備である地域への津波避難タワー、公共施設屋上への外付け階段の設置な
どの避難場所や津波避難路などのハード整備や住宅の耐震診断、家具転倒防止、延焼対策などのソ
フト整備が急務であります。
また、近年の高齢化社会の進展に伴い、災害発生時における避難行動要支援者への支援を適切か
つ円滑に実施するため、避難支援プランやソフト整備を図っていく必要があります。

【その対策】
ア

避難・防災計画の見直し、事業継続計画等の策定

イ

救急救助技術及び消防の高度化に対応の職員訓練及び研修による資質の向上を図ります。

ウ

消防施設及び老朽車両等の整備を計画的に行います。

エ

救急救命士及び潜水士の救命、救助技術の向上を行います。

オ

災害時要援護者の避難支援プランを策定し、関係機関・団体における情報共有を図るとと
もに、要援護者の円滑な避難支援に向けて取り組みます。

カ

避難所のラジオ受信設備を整備し、災害時の情報収集手段の確保に努めます。

キ

夜間発災時においても円滑に避難できるよう避難路にソーラー誘導灯を整備します。

ク

災害時に必要となる資材、備蓄品を確保することにより避難者等の対応に備えます。

ケ

被災後の対応をより円滑に実施するために必要な人員把握等のため、職員等の安否確認
システムの見直しを行います。

コ

道路の寸断による孤立や緊急患者の搬送対策の手段としてヘリポートの整備を行う。
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⑥公営住宅
【現況と問題点】
本市の人口は、依然として減少傾向で、世帯も高齢化・核家族化に拍車がかかり、こうした世帯
の細分化と老朽、狭小、過密住宅の増改築に対し、老朽住宅の建替などを積極的に推進してきまし
たが、市民の要望は多様化、高度化しており、住宅の規模や居住性、住環境の改善が求められ、高
齢者対応住宅などのニーズを的確に把握しながら、老朽住宅の建替や改善を進めるとともに、都市
景観づくりに配慮した住宅建設が必要であります。

【その対策】
住宅需要への対応に追われる時期を過ぎ、長期的な展望に立って移住及び定住対策を踏まえ、

活力ある地域社会の形成と市民の住生活の安定、向上を図るため、室戸市公営住宅長寿命化計
画に基づいて、維持補修、建替などを都市景観づくりに配慮して推進します。

⑦都市景観
【現況と問題点】
本市では、財政状況などにより、都市景観が未整備であり、市道の幅員が狭く、道路空間の整備
も不十分であります。
歴史的景観である吉良川の町並みは、平成９年文化庁から「重要伝統的建造物群保存地区」に選
定されて以来、観光客などが年々増加しており、景観に配慮した案内所や地場産品販売所である吉
良川まちなみ館は整備されましたが、更なる集客のための情報発信等が必要であります。
高岡地区や新村地区など、強風対策として築かれた石垣も、特色ある景観ではありますが、老朽
化などで現代風に改修され少なくなっており、保存や復元に取り組む必要があります。

【その対策】
都市景観づくりにおいては、道路の占める比重は非常に高く、地域産業はもとより、都市景観を
視野に入れた道路整備計画を行う事で、緑地帯の確保に努め、居住環境との整合性を持たせた道路
空間の整備を推進します。
道路の維持については、旧国道を中心に舗装の修繕と橋梁等構造物は、定期点検を実施し、計画
的な修繕を行うことにより道路の適正管理に努めます。
吉良川の町並みは、保存計画に基づいて、保存整備を進めるとともに保存地区の案内等の機能を
持つ吉良川まちなみ館を中心に、魅力ある歴史景観の整備と歴史的、文化的町並みの保存継承を図
ります。
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しかし、選定当時に調査してから約２０年経過したため、新たに特定物件を対象とした調査を文
化庁の指示を受けながら行います。また、国道の歩道拡張に伴いまちなみ駐車場及び公衆トイレの
移設についても計画的に取り組みます。
特色ある新村や高岡地区の石垣などは、住民の理解と合意のもとに、保存や復元に努めます。

⑧自然景観
【現況と問題点】
本市の室戸岬は、昭和３年６月に文化財保護法の史跡名勝天然記念物として国の指定を受けるな
ど自然と文化遺産に恵まれた地域であり、この優れた自然景観や環境の保護活動を行うためには、
後世に継承していくための教育など、計画に基づいた保護活動等が必要であります。

【その対策】
昭和６３年に策定した室戸岬（名勝）・室戸岬亜熱帯性樹林及び海岸植物群落（天然記念物）保
存管理計画を文化庁の指示等を受けながら、時代にあった保存管理計画及び活用計画に改正し、景
観の保護と観光振興等との共存を図ります。

（３） 計画
事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

４ 生活環境の
整備

事 業 名
（施 設 名）
(１)水道施設

事

業

内

容

事業主体

室津配水管基幹改良事業
配水管布設替

上水道

上水道配水管基幹改良事業
配水管布設替、配水設備更新
簡易水道

羽根簡水基幹改良事業
配水管布設φ150 L=500ｍ、φ50 L=300ｍ

佐喜浜簡水基幹改良事業
配水管布設替φ100

L=600ｍ

簡水基幹改良事業
水位計更新・ポンプ設備・滅菌設備・流量計更新

室戸市
室戸市
室戸市
室戸市
室戸市

その他
給水施設整備事業
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

４ 生活環境の
整備

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(２)下水処理施設 合併浄化槽設置補助金事業
150基
(５)消防施設

(６)公営住宅

室戸市

消防防災施設等整備事業
ポンプ車（三津分団）

室戸市

消防防災施設等整備事業
小型ポンプ付積載車（佐喜浜分団）

室戸市

消防防災施設等整備事業
小型ポンプ付積載車（吉良川分団）

室戸市

消防防災施設等整備事業
小型ポンプ付積載車（室戸分団）

室戸市

消防防災施設等整備事業
小型ポンプ付水槽車（本部）

室戸市

消防防災施設等整備事業
高規格救急車（本部）

室戸市

消防団拠点施設整備事業
三津防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ整備工事

室戸市

消防団拠点施設整備事業
菜生分団屯所建替工事

室戸市

消防団拠点施設整備事業
岬分団屯所建替工事

室戸市

消防団拠点施設整備事業
小型ポンプＣ-1級

室戸市

公営住宅建替事業
66戸

室戸市

(７)過疎地域自立 名勝室戸岬管理活用計画作成事業
促進特別事業
室戸岬は、名勝地や天然記念物の宝庫で
あるが、現在ある計画は、昭和63年に策定
されたもので、現況や人々のニーズ等に対
応しておらず、新たな計画策定が必要であ
るため、有識者を中心とした審議委員会等
を開催し、地元住民の利便性を考えた計画
の策定をおこない適正な保護と活用を行な
っていく。

室戸市

防災計画策定事業（地域防災計画見直し）
国や県の防災対策を勘案し、地域の実情
に即した避難方法や物資の輸送方法など現
在策定している地域防災計画の見直しを行
う。
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

４ 生活環境の
整備

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(７)過疎地域自立 防災計画策定事業（事業継続計画策定）
促進特別事業
災害時に行政自らも被災し、人、物、情
報等利用できる資源に制約がある状況下に
おいて、優先的に実施すべき業務（非常時
優先業務）を特定するとともに、業務の執
行体制や対応手順、継続に必要な資源の確
保等をあらかじめ定める計画を作成する。

室戸市

防災計画策定事業（国土強靭化計画の策
定）
どのような自然災害等が起こっても機能
不全に陥らず、いつまでも元気であり続け
る「強靭な地域」をつくりあげるための計
画を作成する。

室戸市

災害時要援護者対策推進事業
要援護者台帳システムの整備
高齢者や障害者など避難行動に支援を要
する方々の名簿を作成し、本人からの同意
を得て、平常時から避難支援者に情報提供
し、災害に備える。
また、個別に緊急連絡先や支援者の選定、
避難経路などを定めた個別計画を策定す
る。

(８)その他

室戸市

不法投棄対策事業
ゴミ撤収・回収、立看板設置

室戸市

地域防災施設整備事業
避難誘導標識等設置

室戸市

地域防災施設整備事業

室戸市

避難路整備
地域防災施設整備事業
防災倉庫整備
地域防災施設整備事業
ヘリポート整備

室戸市
室戸市

地域防災施設整備事業
公共施設屋上への外付階段

室戸市

地域防災施設整備事業
津波避難タワー整備

室戸市

地域防災施設整備事業
ソーラー誘導灯整備

室戸市

地域防災施設整備事業
避難所ラジオ受信設備整備

室戸市
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備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

４ 生活環境の
整備

事 業 名
（施 設 名）
(８)その他

事

業

内

容

地域防災施設整備事業
資機材・備蓄品の確保
自主防災組織補助事業
津波避難路整備
自主防災組織補助事業
防災資機材整備

事業主体
室戸市
室戸市
室戸市

防災システム整備事業
安否確認等連絡システム整備

室戸市

地域地震対策事業
延焼対策感震ブレーカー設置

室戸市

地域地震対策事業
家具転倒防止金具取付事業

室戸市

住宅・建築物安全ストック形成事業
木造住宅の耐震診断・設計・改修

室戸市

老朽住宅除却事業

室戸市
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備考

５ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
（１） 方針
本市の高齢者は、６，４２３人、総人口比率にして４３．６％（平成２７年４月１日現在）とな
っており、今後、ますます高齢化が進むことが予想され、高齢者等の保健及び福祉の充実は、さら
に重要となるため、「日本一の健康長寿県構想」及び「室戸市地域福祉計画」に基づき、地域の実
情に合った取り組みを進めます。また、小地域単位で高齢者や障がい者、子育て家庭への声かけや
見守りを行うネットワークづくりなど、ともに支えあう地域づくりの推進を図ります。

（２） 現況と問題点、その対策

①高齢者福祉
【現況と問題点】
本市の６５歳以上の人口は、平成２１年には６，１１０人で、総人口に占める割合（高齢化率）
は３６．２％でありましたが、平成２７年には、６，４２３人、４３．６％となっています。
また、過去の推移から、団塊の世代が、すべて７５歳に到達する平成３７年には、高齢化率
５２．０％に達することが予想され、市民の２人に１人が高齢者という時代を迎えることとなりま
す。
このような状況の中で、高齢者が住み慣れた地域で健康で生きがいをもって、安心して暮らせる
ための仕組みづくりを、保健・福祉・医療機関などが連携して、高齢者福祉サービスに取り組む必
要があります。

【その対策】
第６期室戸市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、高齢者がいきいきと暮らせるま
ちづくりを推進します。
ア

住み慣れた地域で安全な在宅生活を送るために、医療機関等との連携、認知症対策強化等に
よる在宅介護の支援や、奥地・山間部をはじめとした高齢者の外出・生活支援、見守り等の
高齢者福祉サービスの充実強化を図ります。

イ

高齢になっても、健康で生きがいをもって暮らし続けることができるよう、介護予防教室、
健康教室等の開催、また、関係団体との連携・支援を通じての生きがいづくりに取り組みます。

ウ

高齢者の総合相談窓口として「地域包括支援センター」が中心となり、各機関の役割を確認
しながら、市民のニーズに対応して行きます。
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エ

高齢化、単身 高齢 者世帯の増加等に より 多様化する高齢者 の住 まいに対するニー ズに
対応するため、サービス付き高齢者向け住宅の整備や、空き部屋の有効活用等について、必要
性を検討していきます。

②児童福祉
【現況と問題点】
本市に保育所・園は、平成２７年４月１日現在、公立５カ所、私立６カ所の計１１カ所が設置さ
れています。各保育所・園では、一時保育、延長保育、家庭支援推進保育や地域子育て支援センタ
ーなど、保育需要の多様化に対する特別保育事業に取り組んでいますが、次代の社会を担う児童が
心豊かに育つよう、さらに取り組みを充実させる必要があります。
また、出生率の低下と若年層の流出等の地域的課題によって、児童数が減少していることを踏ま
え、保育所・園の存続と効率的な運営を図るために、統廃合・民営化についての検討が必要であり
ます。さらに、津波等の被害から園児を守るため保育所・園の高台移転についても併せて検討が必
要であります。

【その対策】
保育所・園は、子ども達が生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の
大半を過ごす場であり、保育所・園での保育は子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつく
り出す力の基礎を培うために、各保育所・園の実情に応じて、保育サービスの充実に努めます。
ア

保育内容の充実
・各保育所・園の質の向上のための創意工夫の推進
・基礎学力育成のため保小中の連携を深める
・外国人（英語ＡＬＴ）など異文化との交流の推進
・特別支援保育コーディネーターの設置

イ

保育環境の整備
・安全で保健的な環境づくりの推進（老朽施設の改修及び耐震化対策）
・温かな雰囲気と生き生きとした活動の場づくりの推進

ウ

職員の資質の向上
・職場内外での研修の充実
・専門性を高める研修の推進

エ

保育所・園の統廃合の取り組み

オ

保育所・園の高台移転
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③障がい者福祉
【現況と問題点】
障がい者福祉については、心身障がい児・者の障がい種別や程度に応じた施設、在宅サービスの
提供を図るとともに、障がいのある方が地域において自立した日常生活及び社会生活を営むために
必要となる、多種多様なニーズに対応するための相談支援体制の構築が重要です。
また、日中活動の場の確保や在宅サービスの充実、障がい児支援の連携強化、外出やコミュニケ
ーションの支援、就労の場の確保、地域で支えるネットワークづくりが取り組むべき課題となって
います。

【その対策】
障がい者が社会の一員として生きがいを持って自立した生活ができるよう社会参加の促進に努め、
安心して生活できるサービスの充実を図ります。
ア

相談支援体制の充実
自立支援協議会における機能の充実、連携強化を図り、相談支援事業所の人材の確保や育成
にも努めます。

イ

日中活動の場の確保や在宅サービスの充実
障がいのある方のニーズを把握し、そのニーズに対応できるサービス提供の基盤整備及び
居住の場の確保に向けて検討すると共に、日中一時支援事業や移動支援事業など家族等の負担
軽減等に取り組みます。

ウ

障がい児支援の連携強化
ライフステージに応じた切れ目のない支援をするため関係機関との連携を強化し、ニーズの
把握に努め、必要に応じて早期療育支援やサービスにつなげる体制をつくっていきます。

エ

外出やコミュニケーションの支援
視覚障がいや聴覚障がいなど意思疎通に支援を要する対象者のニーズを把握し、外出の支援
や障がい特性に応じた情報提供に努めます。

オ

障がい者の就労の場の確保
関係機関との連携により就労支援体制を整備し、生活訓練、就労訓練などに取り組んでいき
ます。

カ

地域で支えるネットワークづくり
障がいのある人もない人も共に過ごせるために、地域住民に対する障がい者の理解促進研修
啓発事業の更なる充実を図ります。
また、ボランティア養成、育成を図り、活動の場や支援できる場につなげる仕組みづくりを
構築します。
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④母子及び父子並びに寡婦福祉
【現況と問題点】
母子及び父子世帯は昨年度より増加しており、特に、母子世帯は経済的、社会的に極めて不安定
な状況におかれていることから、自立活動の助長と福祉資金の活用の充実とともに、若年母子世帯
を中心とする対策の強化が必要であります。
寡婦世帯についても高齢化が進み生活基盤が不安定であり、母子世帯と同様に、より一層の施策
の充実が必要であります。

【その対策】
母子及び父子並びに寡婦世帯の生活の安定と充実を図るとともに、自立支援教育訓練給付事業等
就労支援に努めるとともに、日ごろの悩みの問題について相談や指導を行うことができるよう家庭
児童相談室の充実を図ります。

⑤その他
【現況と問題点】
本市の市民館（６館）は、人権啓発活動の拠点施設として、また地域の身近なコミュニティ施設
としての役割があります。耐震や老朽化のための改修工事は順次行っており、平成２８年度の吉良
川市民館をもって６館全て改修工事が完了する見込みです。また、地域住民の高齢化が進むに連れ、
高齢者世帯の増加とともに住民のニーズが変化しているので、これらへの対応が求められています。

【その対策】
地域や関係機関との連携を一層深め、下記の事業に取り組みます。
ア

耐震補強改修工事等の施設整備

イ

地域内外の住民の相互理解を深めるための交流事業の実施

ウ

人権啓発のための学習会や研修会の実施

エ

職員の各種研修会及び講演会等への参加

オ

高齢者の見守りを目的とした地域巡回事業の実施

カ

防災講習やゴミの分別講習あるいは振り込め詐欺などへの対応など、日常生活に関連した
講習会の実施

キ

防災訓練の実施
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（３） 計画
事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

５ 高齢者等の
保健及び福祉の
向上及び増進

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

(３)児童福祉施設
保育所高台移転事業
保育所

事業主体
室戸市

(８)過疎地域自立
室戸市あったかふれあいセンター事業
促進特別事業

高齢者や子ども、障がい者など誰もが
集い、健康づくりや介護予防、生活支援
の拠点となる場を創設するとともに、離
職者に対する現場訓練を通じた介護・福
祉分野への就職・キャリアアップなどを
支援する。

室戸市

高齢者保健福祉推進事業
高齢者の自立を支援し、各種介護サー
ビスの質的向上に努め、高齢者が健康で
生きがいを持って暮らせるための仕組み
づくり、安心して暮らせる環境作り、要
介護にならないための介護予防の仕組み
づくりなどを推進する。

(1) 配食サービス事業

調理困難な高齢、単身世帯へ週２回、
食事を提供するとともに、利用者の安否
確認を行い、在宅での生活安定を図る。

室戸市

(2) 移動入浴車派遣事業

寝たきりなど入浴困難な高齢者宅を移
動入浴車で訪問し、入浴サービスを提供
する。

室戸市社会
福祉協議会

(3) 介護予防グループ支援事業（げんき
クラブ）
家に閉じこもりがちな高齢者などに対
して、通所による介護予防活動に取り組
むことによって、社会的孤独感の解消や
自立生活の助長を図る。

室戸市

(4) 高齢者生活支援事業

室戸市商工会『おとどけ屋』に委託し、
市内高齢者等の買い物に支援が必要な方
に対して、買い物代行や配送を行う。

室戸市

(5) 高齢者外出支援事業

市内中山間地域の高齢者等にタクシー
チケット（バス停までの運賃の約 2/3 を
補助）を交付し、外出支援につなげてい
く。

室戸市

(6) 地域老人クラブ活動支援事業

老人クラブ活動を通じて、地域との交
流や研修会により高齢者の社会参加や生
きがいづくり、高齢者の活動の活性化を
図っていく。
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室戸市老人
クラブ連合会

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

５ 高齢者等の
保健及び福祉の
向上及び増進

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(８)過疎地域自立 室戸海洋深層水体験交流センター活用
促進特別事業
事業
シレストむろとでの水中運動は、膝へ
の負担軽減があるなど運動効率が高く、
高知大学医学部との連携による「変形性
膝関節症予防・改善」及び「生活習慣病
予防・改善」の水中運動プログラムの実
施や市実施の健診等、受診の市民の利用
料やパスポート購入料金の一部助成を行
う。また、事業のプログラム参加者のデ
ータ測定・分析により効果を実証し、そ
の結果を広く市民に周知し、運動のきっ
かけづくりに努め、介護給付費、医療費
の削減を行い、過疎地域の活性化を図る。

各種がん検診促進事業
大腸がん検診など各種がん検診の受診
率向上のための事業を行う。

各種予防接種促進事業
予防接種受診率向上のための事業を行
う。

介護予防リーダー養成事業
介護予防活動に携わる人材育成のため
の研修会等を実施する。

室戸市

室戸市

室戸市

室戸市

シルバー人材センター運営費補助金事業

中高年の社会参加や就労支援を行う
室戸市シルバー人材センターに対し
て、事務局等運営費を補助し、活動支
援が手厚く行えるよう支援する。

室戸市シルバー
人材センター

健康増進事業（24 時間ダイヤル）
24 時間電話で健康・医療・介護・育児
相談ができる環境を提供し、医療機関が
減少している当市の住民の不安解消を図
る。

学習支援事業
貧困の連鎖の防止のため市内中学生に
対する学習支援教室を週５日行う。

室戸市

室戸市

母子家庭自立支援教育訓練事業
就職を希望する母子家庭の母の雇用の
促進を図るため、就業経験、技能及び資
格の取得状況並びに労働市場の状況等を
勘案して、教育訓練を受けることが適職
に就くために必要と認められる者に対
し、教育訓練の講座等に係る給付金を支
給する。

室戸市

ひとり親家庭医療費助成事業
ひとり親家庭に対して医療費（自己負
担分）を助成することによりひとり親家
庭の生活の安定と福祉の増進を図る。
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

５ 高齢者等の
保健及び福祉の
向上及び増進

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(８)過疎地域自立 乳幼児等医療費助成事業
促進特別事業

０～１５歳に達する日以降における最
初の３月末日までの乳幼児及び児童の医
療費（自己負担分）を全額助成すること
により、これらの者の保健の向上と福祉
の増進を図る。

室戸市

健康マイレージ事業
健診等を受診した方にポイントを付与
し、がん検診の受診料の自己負担金等に
当てることができるようにすることで、
住民の健康意識の向上を図る。

室戸市

健康診査体制拡充事業
７５歳以上後期高齢者等実施

室戸市

７５歳以上後期高齢者等健診を実施す
るための体制作りを行う。

手話奉仕員養成事業
聴覚障がい者等との交流活動の促進、
市町村の広報活動などの支援者として期
待される日常会話程度の手話表現技術を
習得した手話奉仕員を養成する。

室戸市

理解促進研修啓発事業
地域社会の住民に対して障がい者等に
対する理解を深めるための研修・啓発事
業。

室戸市

移動支援事業
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇
活動等の社会参加のための外出の際の移
動を支援する事業。個別支援型、グルー
プ支援型、車両移送型がある。

室戸市

隣保館運営事業（基本事業）
地域の高齢化に伴う相談事業や地域巡
回事業、人権に関する研修会、講演会等
の啓発活動や館便りによる広報活動、作
品展示発表会等により住民交流を図る。

室戸市

隣保館運営事業（特別事業（デイサー
ビス）
）
月２回の給食サービスを行うとともに
ゴミの分別収集等の講習や防災訓練など
日常生活に即した事業を行う。
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
事 業 名
自立促進施策区分
（施 設 名）

５ 高齢者等の
保健及び福祉の
向上及び増進

事

業

内

容

(８)過疎地域自立 隣保館運営事業（特別事業（地域交流
促進特別事業
促進事業）
）
料理教室、生け花教室や手話教室など
自分の興味のある活動を通じて住民の交
流を図る。

(９)その他

事業主体

室戸市

吉良川市民館施設整備事業
耐震補強改修工事

室戸市

緊急通報装置整備事業

室戸市

身体障害者住宅改造支援事業

室戸市
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備考

６ 医療の確保
（１）方針
すべての市民が心身ともに健康な生活を送るために、救急医療体制の整備、通院交通手段の整備
などを図るとともに、高知県保健医療計画をふまえて適切に医療サービスを受けられる環境づくり
に取り組みます。

（２）現況と問題点、その対策

①救急医療
【現況と問題点】
本市の医療機関は、病院３、一般診療所６です。高齢化に伴い救急件数は増加傾向でありますが、
平成２６年７月１日には本市唯一の救急告示病院が告示を取り下げ、休日当番医も無くなっていま
す。そのため、救急患者の８４％が市外へ搬送されており、市外搬送者のうち２６％が約８０km
離れた高知市内及びその周辺部に、５４％が市中心部から約４０kmの距離にある安芸市に、残りの
２０％が約２５kmの中芸地区に搬送されています。
ドクターヘリの導入により第三次救急医療機関への搬送を必要とする高度の診療機能や重篤な
患者などのヘリ搬送は増加したものの、夜間や悪天候時の飛行ができないことなどもあり、大半は
救急車による搬送となっています。しかし、唯一の幹線道路である国道５５号は、海岸線に沿って
カーブも多く、路面からの振動も激しいうえ、搬送に１時間を要する安芸管内の県立あき総合病院
への搬送が大半を占めているのが現状です。そのため傷病者への負担も大きく、救急隊員の観察や
患者の搬送に支障をきたすことから、管内救急告知病院の設置が必要であります。
表１ － 救急搬送件数
年 度

室戸市内

室戸市外

計

平成２５

２８８件（３４％）

５６３件（６６％）

８５１件

平成２６

１５１件（１６％）

７８４件（８４％）

９３５件

表２ － 救急搬送先
年 度

中芸地区

安芸市

高知市

平成２５

１３５件
（２４％）

２３５件
（４２％）

１７７件
（３１％）

平成２６

１５８件
（２０％）

うち ヘリ搬送

（５４件）
―

４２３件
１８７件
（５４％） （２４％）
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（７６件）
―

南国市

その他

計

１２件
（２％）

４件
（１％）

５６３件
（１００％）

１４件
（２％）

２件
（０％）

７８４件
（１００％）

【その対策】
救急医療の確保について、市独自での対策は困難な状況ではありますが、医療の確保は最も基礎
的な生活条件のひとつであり、地域社会の維持・存続を図るうえで欠くことのできない対策である
ことから、誰もが安心して医療を受けられる環境づくりについての基本的な考え方を整理したうえ
で、取り組みを進めます。

②地域医療
【現況と問題点】
本市では、いずれの医療機関も小規模であり、産婦人科等の専門機関が無く、眼科・耳鼻科・皮
膚科・小児科のように、診療科目として掲げられてはいるが専門医が常駐せずに、一人の医師が総
合的な対応をしています。また、高知大学医学部等から招聘する専門医による、週数日の診療しか
行われておらず、その診療については市外の医療機関に依存する状態が強くなっています。
特に、市内での小児科専門医が不在であることから、子育て中の市民の大きな不安となっていま
す。
地域医療を支える各診療所等においても、医師の高齢化や後継者等の問題により、既に複数の医
療機関が廃院となっており、現在診療を行っている医療機関も、近い将来においてその存続自体も
懸念されるところがあることから、市営の医療機関の設置も含めて、どのような対策を行えば、地
域医療を維持できるのか検討すべき時期に来ています。

【その対策】
地域医療について、今後も人口減少や市外専門機関への流出による患者数の減少が予測され、こ
の状況が続けば、各医療機関が経営判断等による廃院も想定されることから、新たな市営診療所設
置についての検討や現在行っている看護師確保への支援の他、関係機関に要望を行うなど、医師の
確保についても努めてまいります。
また、県立あき総合病院を中心とした保健・医療・福祉の連携の仕組みづくりや、住民ボランテ
ィアの育成、高知大学医学部との連携によるテレビ会議システムを活用した健康増進事業を推進し、
予防の観点に重点をおいた施策を展開します。

③通院交通
【現況と問題点】
救急による搬送や専門医の不在等の理由により、入院や手術を要する高度な医療については、市
外、特に高知市内の病院を選択せざるを得ない状況であり、車の運転をできない高齢者等にとって、
市外の医療機関に入院中の家族の世話や通院のための唯一の移動手段は、路線バスのみで、便数も
少く利便性に欠けており、運賃も高額であるため経済的負担も大きくなっています。
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こうした状況は、市内の医療機関を利用する場合においても同様であり、公共バス路線の無い山
間部の無医地区等においては特に顕著であり、今後一層の高齢化の進展が予測される中、通院のた
めの交通手段は、医療の確保のためにも重要な課題であります。

【その対策】
市外の拠点病院への通院対策は、医療機関の運営する通院バスの費用負担による経路延長の必要
性や実効性について、医療機関との協議や利用者の意向調査を実施するとともに、市内の医療機関
への通院についても同様の検討を行います。

（３）計画
事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
６ 医療の確保

事 業 名
（施 設 名）

事

医療確保事業
(１)診療施設
診療所

業

内

容

市営医療機関の設置

(３) 過疎地域自
県救急医療・広域災害情報システム運営事業
立促進特別事業
（負担金）

事業主体
室戸市

高知県

県の救急医療・広域災害情報システムの費用
を負担し、市民に医療機関情報等を提供する。

救急医療施設運営事業（負担金）
救急医療施設運営事業により、休祭日の医療
の確保を行う。

看護師確保事業
看護師確保補助金及び東部看護学校の設置
への補助を行い、市内医療機関の看護師の確
保を行う。

安芸郡
医師会

室戸市

医療確保事業
医療機関がない地域における医療の確保を
行うため、市立医療機関を運営し地域医療の維
持を図る。

室戸市

高知大学医学部との連携事業
テレビ会議システムを活用した健康増進事
業を推進し、予防の観点に重点をおいた施策
を展開する。

室戸市

通院交通システム確保事業
医療機関の運営する通院バスの費用負担に
よる経路延長の必要性や実効性について、医
療機関との協議や利用者の意向調査を実施す
る。
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室戸市

備考

７ 教育の振興
（１） 方針
ふるさとを愛し、豊かな心を持ち、たくましく生きる力の育成を目指した、学校教育、社会教育
や、基本的人権の尊重を理念とし、学校教育と社会教育を通じて人権問題の解消に努めるための人
権教育等の学習機会を、生涯学習として一体的にとらえ、学習推進体制の充実を図ります。
また、地域住民に開かれた教育行政、学校教育を推進するため各学校及び教育研究所と連携し、
総合的な学習と実践研究、情報教育への対応など各種施策を実施し、教育環境の整備を推進します。
市民一人ひとりの個性や能力を伸ばし、生きがいのある充実した人生が築けるように、「いつで
も、どこでも、だれでも」が生涯を通じて、学習活動や文化教養活動、スポーツ活動ができるよう
に取組を進めます。

（２） 現況と問題点、その対策

①学校教育
【現況と問題点】
学校教育においては、道徳教育や情報教育などの教育内容の充実による学力の向上、体力づくり
及び健全育成を重点指導項目とし、心身の調和のとれた「ふるさとを愛し、心豊かでたくましく、
生きる力を育む教育」を目指しています。
少子高齢化の進行、高度情報化、グローバル化の進展、科学技術の進歩と地球環境問題の深刻化
する中で、子どもたちに、基礎・基本の学力の定着を図り、思考力・判断力・表現力を育成し、社
会が変化しても即応できる幅広い視野とコミュニケーション能力を持った、次代を担う子ども達を
育成するとともに「生きる力」の育成を進める必要があります。
昨今の子どもたちを取り巻く憂慮すべき社会情勢を考えると、社会全体のモラルの向上と同時に、
子どもたちに生命を大切にする心や感動する心、正義感などを育むことが課題となっています。
本市の小・中学校数は平成２７年４月１日現在、小学校８校、中学校５校の計１３校であり、過
疎化や少子化により児童生徒数が減少する中、複式校や小規模校への対応、老朽化などによる改築、
耐震補強等の教育環境の整備が必要であります。
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【その対策】
子どもたちの個性の伸長を重視し、受け身一辺倒から能動的に自ら学び、自ら考え、習得すると
いう自主、自立の精神を養い育てる取り組みを進めます。
次代を担うにふさわしい「個性豊かな知・徳・体の調和のとれた心身ともに健全な生きる力を身
につけた児童生徒」を育成するとともに、学校・家庭・地域の３者が連携を深め、地域の実情に合
った教育効果が上がる学校づくりを目指します。
施設整備については、学校校舎や屋内運動場の耐震化率 １００％ を実現するとともに、教職員
住宅等の老朽化対策に取り組みます。
ア

教育内容の充実
子どもたちの基礎・基本学力の定着と自学自習の習慣化による学力の向上のため、国・県の

学力向上に係る補助事業や室戸市教育総合推進プラン、アクションプラン、特別支援教育を推
進します。
イ

教職員の資質・指導力の向上
教育研究協議会の活動の充実や各種研究機関などの実施する研修会への参加を推進します。

ウ

家庭・学校・地域社会の連携教育の推進
地域行事への参加、体験活動の推進やボランティア活動の実践による道徳教育の推進や「国

立室戸青少年自然の家」の利用促進による、児童生徒の自然学習体験の場の提供により、ふる
さと教育を推進します。
家庭での基本的な生活習慣及び学習習慣を身につけるため、ＰＴＡ活動との連携による「早
寝・早起き・朝ごはん」、家庭学習の習慣化を推進します。
小中学校の統廃合検討委員会の意見に基づき、小中学校統廃合を推進します。
学校安全ボランティアの養成やスクールガードリーダーによる巡回指導により、不審者対策及
び児童生徒の安全管理を推進します。
エ

教育施設の整備充実
小学・中学校舎の耐震補強・改修工事や教職員住宅の整備、学校給食施設の整備を推進します。

②社会教育
【現況と問題点】
本市においては、社会教育の場として、公民館や図書館を中心に対応していますが、老朽化や施
設の狭さが問題となっています。
市民のスポーツに対する意識は高く、多種多様なスポーツが生活の中に徐々に定着し、総合型地域
スポーツクラブも設立され、子どもから高齢者まで幅広い年代に対応できる教室を開催して、健康
増進や体力の維持・向上、コミュニティづくりを目的に活動しています。
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しかし、競技や健康づくりまでスポーツに関心が高まっている反面、「仕事が忙しい」ことを理
由に、運動やスポーツをしていない人も多く、各年齢層において気軽に楽しみながら継続できるス
ポーツメニューやレクリエーションプログラムの研究開発が課題となっています。

【その対策】
市民一人ひとりが自主的、主体的に学習できる機会の提供を図り、情報の内容を広げて参加を促
進するとともに、官民一体となった生涯学習の推進を目指し、子どもから高齢者まで幅広い年代に
対応できる学習援助を図り、既存の施設の整備を進め、有効な利用にも努めます。
市民が身近で手軽にスポーツを楽しめる施設として、公民館ホールや学校体育館の整備・開放を
進め、室戸市中央公園・県立室戸広域公園の施設を利用した市民スポーツの推進を図り、総合型地
域スポーツクラブと連携して、健康増進やスポーツ・レクリエーションプログラムの研究開発を進
めます。

③人権教育
【現況と問題点】
室戸市教育行政方針に基づいた人権教育を推進していますが、今もなお誤った知識や偏見、児
童・生徒の不登校、いじめ、中途退学などが生じており、子どもや高齢者の虐待なども社会問題と
なっており、学校・家庭・地域・行政が連携、協力関係を強化して、市民の人権意識を高め、人権
の尊重される社会の実現を目指した人権教育の効果的な推進が重要となっています。

【その対策】
市民の生涯学習の場として身近な施設などに「出向いていく」人権学習会（人権出前講座）を継
続し、各種企業、団体等の協力により開催を増やすなど、多くの学習機会を通じた人権教育を推進
します。
また、教育の機会均等を図り、文化の向上と社会の健全な発展に貢献できる人材の育成のため、
高等学校以上の生徒に奨学資金、大学進学者に入学準備金を貸与し、家庭事情などで進学に不安を
抱えている生徒の進路保障と経済的負担の軽減を図ります。
いじめや児童虐待等への対策として、青少年補導センター、家庭児童相談室、教育研究所及び教
育委員会等の速やかな連携に向けた取組みを推進します。
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（３）計画
事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
７ 教育の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(１)学校教育関連施設

教職員住宅 教職員住宅新築事業
給食施設
スクールバス・ボート

(３)集会施設体育施設等

公民館
図書館

室戸市

中部学校給食センター新築事業

室戸市

へき地児童生徒等援助費等補助金事業
スクールバス購入

室戸市

室戸地区公民館整備事業

室戸市

市民図書館業務電算化事業

室戸市

(４)過疎地域自立 地域ぐるみの児童健全育成活動推進事業
促進特別事業

放課後子どもプラン「放課後児童クラブ」
「放課後子ども教室」は、平成２７年４月現
在、児童クラブ２校、子ども教室５校、放課
後学習室２校が開設されており、平成２７年
度には佐喜浜学校支援地域本部が開設する
など、地域ぐるみで子ども達の安心安全な学
び場や居場所づくりを推進する。

室戸市

高校女子硬式野球大会補助金事業
地元県立高校には、県内でも数少ない女子硬
式野球クラブがあり、野球大会を開催するこ
とにより、地元の活性化と交流人口の拡大を
図る。

室戸市

教育版地域アクションプラン推進事業
(1) 学力向上支援事業
学習支援員の配置、保育・小中高連絡協議
会等組織的に教育課題等を分析し、学力向上
の取り組みを行う。

室戸市

(2) 人権教育推進事業
研究指定校を定め、人権学習の取り組み・理解
を深め、研究授業発表・地域交流等を行い人権
意識の啓発浸透を図る。

室戸市

(3) 言語活動を生かした授業づくり推進事業
研究指定校を定め、平成２７年度まで取り組ん
できた図書館教育推進事業において、向上した
基礎学力をさらに伸ばせるよう国語・算数等主要
授業に授業改善支援員を配置し、教材作成等支
援を行い、講師も招聘し、言語活動の充実、表現
力の向上をめざす取り組みを行う。
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分
７ 教育の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(４)過疎地域自立 (4) キャリア教育推進事業
キャリア教育を進め、自己肯定感の持てる児
促進特別事業

童・生徒に育てるため、研究事業や、職場体験学
習等を行い、またジオパーク学習も取り入れること
により、自分の郷土、自分に自信をもって社会人
になれる子どもを育てるための取り組みを行う。

室戸市

(5) もっと知ろう！室戸ジオパーク
室戸ジオパークのフィールドワークや、現地見
学活動等を実施して室戸の子どもたちに地元の
ことやジオパーク学習を進める。

室戸市

地域社会教育総合事業
生涯学習の地域拠点となる公民館活動の一
環として、世代間交流による次世代人材育成
講座や、
「健康で賢い年寄り」を目指し、地域
住民の教育力向上のためのシルバーセミナー
など、地域住民の学習の機会を付与すること
を目的とした市民講座を開催する。

室戸市

人権教育推進事業
人権教育推進講座等の開催により市民の人
権意識の涵養と啓発を目指し、より良い人間
関係を構築する。
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室戸市

備考

８ 地域文化の振興等
（１）方針
本市の持つ有形・無形の文化財、祭りや郷土芸能、歴史的町並みなどの保存・整備等を行い、地
域の活性化のために活用し、観光資源など新たな魅力へとつなげるとともに、次世代に継承する仕
組みづくりに努めます。

（２）現況と問題点、その対策
【現況と問題点】
本市には、歴史的・文化的遺産が数多くあり、特色ある伝統文化も継承されているとともに捕鯨に
関する資料や吉良川の町並み（重要伝統的建造物群保存地区）が残っています。
また、魚供養と豊漁祈願の行事が始まりとされる「シットロト踊り」、鎌倉時代の猿楽や田楽の
要素を残す御田八幡宮の「御田祭り」、県下で唯一「にわか」継承の佐喜浜八幡宮の秋祭り、椎名
の太刀踊りや御輿洗い、中川内の獅子舞いなど各地区で数多くの郷土芸能や祭りが継承されていま
す。
こうした郷土芸能や祭りは、先人の喜びや祈りなどが、そのまま歌や踊りとなって伝えられてき
たもので、歴史的文化的な遺産や伝統文化を継承するとともに、地域資源、観光資源として有効に
活用し、地域の活性化につなげていくことが必要であります。

【その対策】
捕鯨や鯨文化については、「鯨の里・室戸」をキャッチフレーズに、関係資料をキラメッセ室戸
鯨館や室戸市立市民図書館に展示するとともに、新たな歴史的資料等の収集に努め、さらに土佐室
戸勇魚太鼓の活用や土佐室戸鯨舟競漕大会を毎年開催するなど鯨の文化と歴史を誇る鯨の里づく
りに取り組み全国に情報を発信します。
吉良川の町並みについては、保存計画に基づいて、美しい町並みの復元、保存に努めるとともに、
保存地区の案内等の機能を持つ吉良川まちなみ館を中心とした町並みの活用に努めます。
また、学芸員等による伝統文化や郷土芸能、祭り等の体系的及び映像・書籍等による保存や保
護を行うとともに、後継者の育成を行い地域から活気とにぎわいが失われないように努め、それ
らを活かしたまちづくりに取り組み観光資源としても活用して行きます。
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（３）計画
事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

８ 地域文化の
振興等

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

(１ )地 域 文 化振 興 施 設等 重要伝統的建造物群保存地区保存事業

その他

伝建物修理 ６７ 非伝建物修景 ２４

事業主体
室戸市

(２)過疎地域自立 伝統芸能等保存事業
促進特別事業
少子高齢化、過疎化による地域の伝統芸能
等の継続が困難になりつつある現状を改善す
るため、古式捕鯨用の勢子舟を復元した「土
佐室戸鯨舟競漕大会」
、古式捕鯨時代の往時を
偲ぶ「鯨舟唄」
、魚供養と豊漁祈願の行事が始
まりとされる「シットロト踊り」
、鎌倉時代の
猿楽や田楽の要素を残す御田八幡宮の「御田
祭り」などの郷土芸能や祭りの活動に補助を
行い、後継者育成などの保存の取り組みを進
め、地域活性化を図る。

室戸市

文化財保護書刊行事業
広報誌に６０回にわたり掲載した「郷土を
知ろう室戸の民話・伝統」を再編集した図書
を発行し、広く室戸の民話等の普及を図る。

室戸市

重要伝統的建造物群保存地区保存事業
保存対策調査費用
平成９年に高知県で初めて重要伝統的建造
物群保存地区に選定されてから、１８年が経
過しており住民の文化財としての意識が薄れ
て現状変更が多発しているため、指定区域の
変更、対象区域の範囲と意匠等についての保
存対策調査を行う。
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室戸市

備考

９

集落の整備

（１）方針
集落は、本市を形成する基本単位であり、豊かな自然環境や様々な地域資源・伝統文化にも恵まれ
ていますが、若年層の流出や高齢化、コミュニティ不足により、その機能は年々低下し、集落を維持
することが困難となっている地域が増加してきています。
本市にとって集落機能の維持・再生は喫緊の課題であり、それぞれの集落の規模や状況に応じた取
り組みを行うことが必要であり、それらの住民が引き続き、生まれ育った地域で安心して暮らし続け
ることができるよう、集落の日常生活を支える仕組みづくり、集落をみんなで支え合う仕組みづくり、
集落活性化に繋がる仕組みづくり、生活環境施設の整備などを一体的に推進していきます。

（２）現況と問題点、その対策

【現況と問題点】
本市には１２８の集落（行政区としての集落）がありますが、一部の地域を除き人口の流出が続
き、就業者の高齢化ともあいまって、地域の活力が失われ過疎化が急速に進行しています。
特に、２０世帯以下の集落数は中山間部を中心に、昭和６２年が１６集落（１２．４％）で、
平成２７年が２３集落（１８．０％）と増加しており、地域社会を維持するうえでも、非常に大き
な問題となっています。また、高齢化比率が４０％を超える集落は、平成２７年４月末で８４集落
あり、その内５０％以上は３８集落もあり、この傾向は加速度的に上昇すると考えられます。
今後は、住民との話し合いを持ち、地域の課題やニーズなどの実情を的確に把握し、役割分担を
明確にして、地域住民との協働により集落の維持・再生を目指した仕組みづくりが必要となります。

【その対策】
ア

集落をみんなで支え合う仕組みづくり
集落内のリーダーの育成とともに、集落を外部から支援していく人材を活用しながら地域の
あるべき姿について、地域住民とともに協議し、行動、実践できる仕組みづくりを支援します。

イ

集落の日常生活を支える仕組みづくり
地域で食料品などの生活物資が確保できるよう、既存の移動販売等を継続するための取り組み
や住民同士の支え合いなどによる仕組みづくりを支援するとともに、高齢者等の通院や買い物
などの多様なニーズに対応するための移動手段の確保などに取り組みます。
また、給水施設が不十分な地域には、施設の改修や維持管理を支える仕組みづくりを行います。
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ウ

集落活性化に繋がる仕組みづくり
中山間地域等直接支払交付金制度や多面的機能支払交付金制度等により、集落の維持、強化に
取り組み、ソフト・ハード両面にわたり支援を行います。
また、産業づくりに繋がる地域住民やグループ等を支援するため、生産や流通、販売に至る
までを支援するサポート体制を構築します。
地域の伝統文化、芸能の伝承、スポーツ・レクリエーションなどのコミュニティ活動に
支援・連携します。

エ

生活環境施設の整備
生活道については、幹線道路の整備とともに、車両等の通行に支障をきたないよう維持管理
に努めます。さらに、治山、治水及び地震、津波、高潮に対する海岸保全、砂防関係事業など
の積極的な取り組みにより、自然災害を未然に防止するなど、住民が快適で潤いのある、安心
して生活ができるような環境づくりを推進します。

（３）計画
事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

９ 集落の整備

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

(２)過疎地域自立 集落維持・再生支援事業
促進特別事業
集落に支援員を配置し、地域住民と集落の
あり方の話し合いを重ね、人口・世帯数の動
向、通院・買い物の状況、他の集落との連携
状況など集落の点検の実施、集落の現状・課
題・今後のあり方など維持・活性化対策や集
落活動センター事業などについて取り組む。

(３)その他

室戸市

集落道の維持・管理事業
地域住民が安全・安心な生活を営むために、
集落道の危険箇所の早期改修を行うととも 室戸市
に、常に良好な状態に保つように維持し、一
般交通に支障がないように努める。
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備考

１０ その他地域の自立促進に関し必要な事項
（１）方針
本市の自然条件や特色を活かし、太陽光や風力発電など、自然エネルギーの促進を図ります。
主要産業である農林業への影響を少なくするため、有害鳥獣の防除対策を実施し、農林作物への
被害の軽減や地域住民が安心して生活できる環境づくりを進めます。
地域に活気を戻し、自立促進・活性化を図っていくため、佐喜浜・室戸岬・室戸・吉良川・羽根
に「地域協議会」を組織し、地域の活性化を図ります。
平成２２年より、市民や各種団体などによる「むろとの日実行委員会」が発足し、６月１０日を
「むろとの日」として、毎年、環境美化活動やイベントなどを開催し、１年に１度ふるさとを見つ
め直す日として活動します。

（２）現況と問題点、その対策

①自然エネルギーの利用
【現況と問題点】
本市では、自然エネルギーの利用を推進するため、一般家庭が設置する太陽光発電システム設置
費の補助を行っていますが、これ以外にも、自然科学関係施設が数多くあるので、エネルギー問題
や環境問題に対する研究や啓発活動拠点として、また観光、学習施設として、多面的な活用を図る
ことが必要であります。

【その対策】
本市のイメージアップにつなげるため、現在設置されている海洋深層水研究所、海底地震総合観
測システムなどと協力し、自然科学や新エネルギーの持つクリーンなイメージと自然との共生を意
識したまちづくりをアピールするとともに、観光や学習など多面的な活用を図ります。

②鳥獣被害対策
【現況と問題点】
有害鳥獣による農林作物被害は、水稲、野菜、果樹、森林等に対しイノシシ、ニホンジカ、ニホ
ンザル、カラス等の野生鳥獣による食害や踏み倒し、樹木剥皮等の被害が顕著になっています。
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被害は生息の拡大に伴い県下全域に及び、広域化と同一作物に対する加害鳥獣の複数化が進んお
り、その要因は、農山村地域の過疎化や高齢化に伴う農林業の生産活動の低下、耕作放棄地の増加
や野生鳥獣の生息頭数の増加、及び狩猟捕獲頭数は増加傾向にはあるものの狩猟免許登録者の高齢化
が進んでいることから減少していることによります。

【その対策】
被害の軽減及び防止対策については、猟友会、鳥獣保護員、農業協同組合、農業委員会、森林組
合等と連携して、有害鳥獣被害対策協議会を組織し、取り組んでおります。
また、被害多発時期には有害鳥獣駆除予察班を設置し、効果的な捕獲を進めるとともに、広報紙
などで狩猟免許試験を周知し、取得の啓発に努め、狩猟者の高齢化・担い手不足の解消を図ること
や、農作物等への被害を防止するため、進入防止柵等の整備を促進します。

（３）計画
事業計画（平成２８年度～３２年度）
自立促進施策区分

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

１０ その他地域 (１)過疎地域自立 鳥獣被害緊急対策事業
中山間地域で深刻化している有害鳥獣等の
の自立促進に関し 促進特別事業
防除対策を実施し、農作物への被害、生活被
必要な事項
害の軽減により、地域住民が安心して生活で
きる環境の保全を図る。

(1) 有害鳥獣捕獲対策事業

室戸市

(2) 防護柵等設置事業

室戸市

むろとの日実行委員会補助金事業
市民の誰でもが安心して楽しく暮らして
いける「心豊かで活力あるまちづくり」の推 むろとの日
進を目的として、むろとの日実行委員会が行 実行委員会
う環境美化活動及び事業等に対して補助を
行う。

(２)その他

太陽光発電システム設置費補助金事業
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

(９)過疎地域自立 農業推進事業
促進特別事業
農業従事者の高齢化、後継者不足、産地間競
争の激化などによる農業の衰退や農地の荒廃化
が進む中、環境に優しい農業を推進し、安全安
心な農作物を提供できるよう、地域特性を活か
した生産強化を図り、新たな担い手を確保し、
地域農業の振興を図る。

(1) 競争力強化生産総合対策事業
農業者の組織する団体が、産地の収益力強化
及び合理化の促進、新品種・新技術等の導入に
よって産地の形成に必要な共同利用施設等の施
設の整備等を補助し、生産から流通までの強い
農業づくりを支援する。

ＪＡ
土佐あき

(2) こうち農業確立総合支援事業

ＪＡ
土佐あき
農業者の組織する団体や認定の農業者が推進

する、農業生産活動等に係る農業振興施策に要
する経費について補助を行い、各地域の特性を
活かした、環境に優しい農業の確立につなげる。

(3) 環境保全型農業推進事業

組織

環境保全型農業を実践する農業者や農業協同
組合等の育成支援、技術、機械の導入、有機Ｊ
ＡＳ認定取得等の経費について補助を行い、病
害虫駆除栽培を普及促進し、化学農薬の低減を
図り、安全安心な食料生産活動に努める。

(4) 新規就農者支援事業

室戸市

就農希望者（研修生）及び研修生受入農家等
に補助を行うことにより、新たな農業の担い手
を確保する。

(5) 園芸用ハウス整備事業

ＪＡ
土佐あき
農業協同組合が行うレンタルハウス等の整備

に要する経費について、補助を行うことにより、
本市農業の柱である施設園芸農業の一層の振興
を図る。

林業推進事業
林業従事者の高齢化、後継者不足、木材価格
の低迷などによる林業の衰退や森林の荒廃化が
進む中で、森林保全を図り、新たな担い手を確
保し、地域農業の振興を図る。

(1) 木炭研修支援事業
特用林産業の新規就業希望者（研修生）及び
市内の研修生受入生産者等に対して補助を行
い、新たな特用林産業の担い手を確保し、地域
林業の振興を図る。
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

(９)過疎地域自立 (2) 緊急間伐総合支援事業
芸東
促進特別事業
森林組合
小面積でも山仕事を続ける中小規模森林所有
者を支援するとともに、間伐の実施に要する経
費について補助を行い、森林の持つ公益的機能
の維持増進に努め、雇用の確保を図る。

(3) 森林整備地域活動支援交付金事業

森林

森林の有する多面的機能が十分に発揮できる 所有者等
よう、森林経営計画等により計画的かつ適切な
森林整備の促進を図るための地域における活動
を支援する。

水産業推進事業
漁業従事者等の高齢化、後継者不足、輸入水
産物の増大、魚価低迷などによる水産業の衰退
や不安定な生産を解消するため、海洋深層水の
特性を活かした養殖物の販路開拓・販売促進な
どにより、ブランド化の確立を図り、漁業者の
資源管理型漁業とつくり育てる漁業、新しい流
通加工体制を推進し、所得の向上と雇用の場の
創出を図る。

(1) 有害魚駆除事業
高知県漁業協同組合が実施する有害サメ駆除
事業に対して、駆除活動の推進を図るため補助
を行い、サメによる漁業被害の防止に努める。

(2) 新規漁業就業支援事業

高知県漁業
協同組合

高知県漁業

漁業組合等が行う新規漁業者の育成・確保、 協同組合
漁船リース、漁業体験研修などの事業に補助を
行い、漁業後継者の育成、ＵＩＪターン者等の
漁村への受入れの促進、新規就業時における初
期投資の負担軽減による円滑な就業促進を図
る。
・就業者生活支援
・指導者報償
・漁船リ－ス

(3) 沿岸漁業等経営育成資金利子補給補助金 高知県漁業
協同組合

事業
沿岸漁業等の経営資金の融通を円滑にするた
め、利子の一部を補助することにより、その経
営の育成と維持安定を図る。

(4) 漁業近代化資金利子補給補助金事業
漁業者等に対する施設資金等融通を円滑にす
るため、利子の一部を補助することにより、漁
業者等の資本装備の高度化・近代化を図る。

(5) 陸上養殖販売実験事業費補助金事業
海洋深層水の産業利用を図る事業団体が実施
する陸上養殖販売実験調査事業に対して補助
し、水産業においてつくり育てる漁業の推進及
び海洋深層水の利用拡大を図る。
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高知県漁業
協同組合

室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

(９)過疎地域自立 (6) アオリイカ産卵床設置事業費補助金事業 高知県漁業
協同組合
促進特別事業
高知県漁業協同組合が実施するアオリイカ産
卵床設置事業に対して補助を行い、水産業にお
いて商品価値の高いアオリイカの水揚量の増加
を図る。

(7) まぐろ水揚奨励事業
室戸市内の漁港に水揚を行ったまぐろ漁船の
代表者に対し、水揚奨励金を交付して室戸市へ
の入港及び水揚の奨励を図る。

(8) 水産物地産外商事業
高知県漁業組合等が行う地産外商を目的とす
る商談会への参加、たたき文化の情報発信によ
る外商推進のために実施する市場調査等に要す
る経費について補助し、室戸の水産物等の価値
向上を図る。

高知県漁業
協同組合

高知県漁業
協同組合

(9) 稚魚放流事業

室戸市

ふるさと室戸応援寄付金事業

室戸市

沿岸漁業の漁獲量は年々減少しており、資源
の確保のため稚魚（イサギ）やトコブシを放流
することにより、漁獲量の確保につなげる。

室戸を応援したい、室戸に貢献したいという
思いのもとに贈られたふるさと室戸応援寄付金
を有効に活用し、寄付金をいただいた方の想い
を尊重しつつ、より良いまちづくりに資する事
業を行う。
・地域資源の保全や整備に関する事業
・地場産業の振興やまちづくりに関する事業
・子どもたちの健全な育成に関する事業
・医療及び福祉の充実に関する事業
・その他市長が必要と認める事業

地域商品券発行事業

室戸市

消費者の利便性向上と市外への消費人口の流
出減少を図り、室戸市の商工業の振興を図る。

室戸市商工会運営補助金事業
市内における商工業の総合的な改善発達を図
り、社会一般の福祉の増進に資するため、室戸
市商工会が行う事業に要する経費を補助する。

室戸まるごと祭実行委員会補助金事業
長年築き上げてきた歴史、文化、産業、観光
などの魅力を市内外へ発信するため、むろとま
るごと産業まつりに要する経費を補助する。
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室戸市
商工会

室戸まるごと
祭実行委員会

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

室戸市
(９)過疎地域自立 体験型観光推進事業
個人宅での体験民泊の修学旅行受入れや農林
促進特別事業
水産業の体験型観光の受入のための講習会等、
受入態勢の整備等を行う。

室戸市観光協会補助金事業

室戸市
観光地と地場産品の紹介宣伝、観光施設の充 観光協会
実改善を図り、観光事業の振興及び産業、経済、
文化の発展に期するため実施する、観光関連事
業に要する経費を補助する。

観光振興事業（安芸広域市町村圏事務組合負 室戸市
担金）
高知県東部９市町村で構成する安芸広域市町
村圏事務組合が実施する各市町村連携の観光Ｐ
Ｒや観光周遊コースの作成、修学旅行の誘致等
により、地域の活性化と交流人口の拡大を図る。

室戸ジオパークトライアスロン補助金事業
トライアスロン大会を通して、本市の情報発
信や交流人口の拡大を図るため、大会に要する
経費を補助する。

室戸岬健康マラソン大会補助金事業

室戸ジオパークト
ライアスロン実行
委員会

室戸岬健康マラソ
ン実行委員会

県内外の方が黒潮寄せる室戸岬の海岸の景観を楽し
みながら走ることにより、健康・体力づくりを行うとと
もにランナー達と交流・親睦を図る。

ふるさと室戸まつり運営補助金事業
室戸市の文化、歴史、産業等を広く全国に情
報発信し、市内はもとより県内外からの集客を
図り、人と人との交流を中心とした地域の活性
化を目指す観光イベント事業に要する経費を補
助する。

ふるさと室戸まつ
り実行委員会

夕陽ヶ丘キャンプ場推進事業

室戸市
屋外活動の拠点施設として市民の保健及び休 観光協会
養に資するとともに、利用者の利便性の向上と
交流人口の拡大を図る。

ジオパーク推進事業
室戸の地質や地形が、平成２０年１２月に「日
本ジオパーク」に、平成２３年９月に「世界ジ
オパーク」に認定されている。
今後も遊歩道、駐車場、国道の表示板、観光
案内板などの基盤整備を進めるとともに、ガイ
ド養成講座の開催、大学・研究機関の巡検誘致、
小中高校生の学習の充実、イベント・シンポジ
ウムの開催などの事業も推進することにより、
国外も含めた観光客の増加につなげ、地域の活
性化を図る。

(1) 室戸ジオパーク推進協議会補助金事業
(2) ジオパーク普及啓発事業
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室戸ジオパー
ク推進協議会

室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分
２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

事業主体

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

㈶室戸
(９)過疎地域自立 鯨館推進事業
捕鯨で栄えた町、室戸の歴史を様々な道具や 青少年育成会
促進特別事業

資料で紹介している鯨資料館を活用することに
より、地域の活性化と交流人口の拡大を図る。

吉良川まちなみ拠点施設推進事業

ＮＰＯ法人吉良川
町並み保存会

重要伝統的建造物群保存地区に選定された吉
良川地区にある吉良川まちなみ館を町並みにつ
いての資料の展示や休憩等に活用することによ
り、交流人口の拡大を図る。

株式会社
創裕

室戸海洋深層水体験交流センター推進事業
地域資源である室戸海洋深層水の温水プール
やレストランなどを備えた「室戸海洋深層水体
験交流センター」
（シレストむろと）は、株式会
社創裕が指定管理者となり、市民の健康づくり
とともに、交流人口の促進により、地域の活性
化を図っている。
今後、テレビＣＭや新聞広告、ポスター・パ
ンフレットの配布などのＰＲ活動を積極的に行
うとともに、病院・リハビリ施設・企業などへ
の利用促進に努め、観光客の増加、交流人口の
拡大により、さらなる地域の活性化を図る。

観光交流人口拡大推進事業
観光は、従来の「見る・食べる・遊ぶ」だけ
から、
「体験・交流・学ぶ」の体験観光への関心
が高くなり、コンセプトやターゲットの絞込み、
広域的な観光ルートの策定や有効な情報発信な
ど観光関係者との連携を強化し推進する。

(1) 恋人の聖地活用事業

室戸市

平成２２年４月、
「室戸岬」の灯台や乱礁遊歩
道、展望台からの眺望などが、ＮＰＯ法人地域
活性化支援センターの「恋人の聖地」に選定さ
れ、
“癒し”
・
“伝説”
・
“縁起”を組み合わせ、若
者のカップルや家族連れをターゲットとした、
室戸の魅力を全国に発信し、観光客の増加を図
る。

(2) ドルフィンセンター推進事業

ＮＰＯ法人

室戸

ドルフィンセンター

ＮＰＯ法人が「海の駅とろむ」にて実施している、イ
ルカふれあい体験事業や介在活動に補助を行い、
交流人
口の増加による、地域への経済波及、施設運営に伴う雇
用の創出を図る。

(3) ＡＭＡ地域連携推進事業
四国東南部の安芸市、室戸市・徳島県阿南市
が、県を越えた広域かつ戦略的な観光・地域振
興を図るため設立した協議会へ補助を行い、観
光協会、商工会議所等の団体と協働で、各種事
業の実施や情報発信を推進し、観光客誘致に努
め、新たな地域ブランドの形成を図る。
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ＡＭＡ地域連
携推進協議会

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分

２ 産業の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

(９)過疎地域自立 産品開発推進事業
促進特別事業
地域の農産物等の資源を活かした産品の開発
や販路開拓を推進し、生産の拡大につなげ、所
得の向上と雇用の場の創出を図るとともに、地
域の活性化、産業の振興を図る。

室戸市

(1) 産品販売促進事業
地元の一次産品や観光資源等を活用し、市
場・量販店関係者等と連携し、効果的なフェア
の開催等により、情報発信・ＰＲに努め、販路
開拓や販売の拡大、産物の生産拡大につなげる。

(2) ものづくり、元気づくり推進事業

室戸市

市民で構成し活動するグループや団体が特産
品、土産品の開発・製造や観光客等への直販事
業、地域活性化を目的とした事業に補助を行い、
その活動を地域の元気づくりにつなげる。

(3) 産品開発応援事業

室戸市

市内の中小企業者が大学や研究機関と連携し
て、技術又は新製品の研究開発及び販路拡大を
行う経費について補助を行い、室戸発の新製品
等を市外に発信する。

(4) 室戸ふるさとアドバイザー事業

室戸市

登録された専門的な知識や豊かな経験を有す
る室戸市外在住の室戸市出身者からの助言等に
基づき地域の活性化やまちづくり事業を行う。

３ 交通通信体系
の整備、情報化
及び地域間交流
の促進

(１１)過疎地域自 社会資本整備総合交付金事業
立促進特別事業
橋梁定期点検

室戸市
N=249 橋

高度経済成長期以降に集中的に整備した橋梁
が高齢化し、平成３５年には建設後５０年経過
する橋梁が４割以上になる見込みである。しか
し、計画的な点検や維持修繕が実施できていな
いことから、国は道路施設のメンテナンスサイ
クルの確立を目指し、平成２６年７月に法令に
よる定期点検を義務づけしたところである。
本事業は国が定める基準に基づき、５年に１
度の近接目視による定期点検を行い、その施設
の健全度を診断するとともに、施設の長寿命化
のための効率的な修繕等の計画策定を行うもの
である。

移住促進事業
本市は、
「移住体験住宅」を整備し、関西圏を
中心に利用もあるが、暮らすのに必要な情報で
ある、空き家、空き地などの住まいの情報、病
院や老人保健施設など安心して元気に暮らせる
情報、釣りやマリンスポーツなど楽しく暮らす
情報などの整理やスムーズな情報提供などもさ
れておらず、本市のセールスポイントである自
然や観光施設も活かされておらず、体験だけで
移住までに至っていない状況である。そのため、
関西圏の団塊の世代を主な対象として、移住促
進協議会の設置などにより本市への移住を促進
する。
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室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

３ 交通通信体系
の整備、情報化
及び地域間交流
の促進

(１１)過疎地域自 要援護者見守りサービス事業
室戸市
過疎化、高齢化、単身化が進む中、高齢者、
立促進特別事業

４ 生活環境の
整備

室戸市
(７)過疎地域自立 名勝室戸岬管理活用計画作成事業
室戸岬は、名勝地や天然記念物の宝庫である
促進特別事業

障がい者、要介護者世帯を対象に、ブロードバ
ンドを活用して、端末の「通知ボタン」押下を
検知して、事前に登録された連絡先に、２４時
間、自動通知できるサービスを行い、要援護者
対策の推進を図る。

が、現在ある計画は、昭和63年に策定されたも
ので、現況や人々のニーズ等に対応しておら
ず、新たな計画策定が必要であるため、有識者
を中心とした審議委員会等を開催し、地元住民
の利便性を考えた計画の策定をおこない適正
な保護と活用を行なっていく。

防災計画策定事業（地域防災計画見直し）

室戸市

国や県の防災対策を勘案し、地域の実情に即
した避難方法や物資の輸送方法など現在策定
している地域防災計画の見直しを行う。

防災計画策定事業（事業継続計画策定）
災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等
利用できる資源に制約がある状況下において、
優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を
特定するとともに、業務の執行体制や対応手
順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定
める計画を作成する。

防災計画策定事業（国土強靭化計画の策定）

室戸市

室戸市

どのような自然災害等が起こっても機能不
全に陥らず、いつまでも元気であり続ける「強
靭な地域」をつくりあげるための計画を作成す
る。

災害時要援護者対策推進事業
要援護者台帳システムの整備

室戸市

高齢者や障害者など避難行動に支援を要す
る方々の名簿を作成し、本人からの同意を得
て、平常時から避難支援者に情報提供し、災害
に備える。
また、個別に緊急連絡先や支援者の選定、避
難経路などを定めた個別計画を策定する。

５ 高齢者等の
保健及び福祉の
向上及び増進

室戸市
(８)過疎地域自立 室戸市あったかふれあいセンター事業
高齢者や子ども、障がい者など誰もが集い、
促進特別事業
健康づくりや介護予防、生活支援の拠点となる
場を創設するとともに、離職者に対する現場訓
練を通じた介護・福祉分野への就職・キャリア
アップなどを支援する。
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備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分

５ 高齢者等の
保健及び福祉の
向上及び増進

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

(８)過疎地域自立 高齢者保健福祉推進事業
促進特別事業
高齢者の自立を支援し、各種介護サービスの
質的向上に努め、高齢者が健康で生きがいを持
って暮らせるための仕組みづくり、安心して暮
らせる環境作り、要介護にならないための介護
予防の仕組みづくりなどを推進する。

室戸市

(1) 配食サービス事業
調理困難な高齢、単身世帯へ週２回、食事を
提供するとともに、利用者の安否確認を行い、
在宅での生活安定を図る。

(2) 移動入浴車派遣事業

室戸市社会

寝たきりなど入浴困難な高齢者宅を移動入浴 福祉協議会
車で訪問し、入浴サービスを提供する。

(3) 介護予防グループ支援事業（げんきクラ 室戸市
ブ）
家に閉じこもりがちな高齢者などに対して、
通所による介護予防活動に取り組むことによっ
て、社会的孤独感の解消や自立生活の助長を図
る。

(4) 高齢者生活支援事業

室戸市

(5) 高齢者外出支援事業

室戸市

(6) 地域老人クラブ活動支援事業

室戸市老人
クラブ連合会

室戸海洋深層水体験交流センター活用事業

室戸市

室戸市商工会『おとどけ屋』に委託し、市内
高齢者等の買い物に支援が必要な方に対して、
買い物代行や配送を行う。
市内中山間地域の高齢者等にタクシーチケッ
ト（バス停までの運賃の約 2/3 を補助）を交付
し、外出支援につなげていく。
老人クラブ活動を通じて、地域との交流や研
修会により高齢者の社会参加や生きがいづく
り、高齢者の活動の活性化を図っていく。
シレストむろとでの水中運動は、膝への負担
軽減があるなど運動効率が高く、高知大学医学
部との連携による「変形性膝関節症予防・改善」
及び「生活習慣病予防・改善」の水中運動プロ
グラムの実施や市実施の健診等受診の市民の利
用料やパスポート購入料金の一部助成を行う。
また、事業のプログラム参加者のデータ測
定・分析により効果を実証し、その結果を広く
市民に周知し、運動のきっかけづくりに努め、
介護給付費、医療費の削減を行い、過疎地域の
活性化を図る。

各種がん検診促進事業

室戸市

大腸がん検診など各種がん検診の受診率向上
のための事業を行う。

各種予防接種促進事業
予防接種受診率向上のための事業を行う。

介護予防リーダー養成事業
介護予防活動に携わる人材育成のための研修
会等を実施する。
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室戸市
室戸市

備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分

５ 高齢者等の
保健及び福祉の
向上及び増進

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

室戸市シルバ
(８)過疎地域自立 シルバー人材センター運営費補助金事業
中高年の社会参加や就労支援を行う室戸市シ ー人材センター
促進特別事業

ルバー人材センターに対して、事務局等運営費
を補助し、活動支援が手厚く行えるよう支援す
る。

健康増進事業（24 時間ダイヤル）
24 時間電話で健康・医療・介護・育児相談が
できる環境を提供し、医療機関が減少している
当市の住民の不安解消を図る。

学習支援事業

室戸市

室戸市

貧困の連鎖の防止のため市内中学生に対する
学習支援教室を週５日行う。

母子家庭自立支援教育訓練事業

室戸市

就職を希望する母子家庭の母の雇用の促進を
図るため、就業経験、技能及び資格の取得状況
並びに労働市場の状況等を勘案して、教育訓練
を受けることが適職に就くために必要と認めら
れる者に対し、教育訓練の講座等に係る給付金
を支給する。

ひとり親家庭医療費助成事業

室戸市

ひとり親家庭に対して医療費（自己負担分）
を助成することによりひとり親家庭の生活の安
定と福祉の増進を図る。

乳幼児等医療費助成事業

室戸市

０～１５歳に達する日以降における最初の３
月末日までの乳幼児及び児童の医療費（自己負
担分）を全額助成することにより、これらの者
の保健の向上と福祉の増進を図る。

健康マイレージ事業
健診等を受診した方にポイントを付与し、が
ん検診の受診料の自己負担金等に当てることが
できるようにすることで、住民の健康意識の向
上を図る。

健康診査体制充実事業

室戸市

室戸市

７５歳以上後期高齢者等実施
７５歳以上後期高齢者等健診を実施するため
の体制作りを行う。

手話奉仕員養成事業
聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村
の広報活動などの支援者として期待される日常
会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員
を養成する。

理解促進研修啓発事業
地域社会の住民に対して障がい者等に対する
理解を深めるための研修・啓発事業。

移動支援事業
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等
の社会参加のための外出の際の移動を支援する
事業。個別支援型、グループ支援型、車両移送
型がある。
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室戸市
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備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分

５ 高齢者等の
保健及び福祉の
向上及び増進

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

(８)過疎地域自立 隣保館運営事業（基本事業）
室戸市
促進特別事業
地域の高齢化に伴う相談事業や地域巡回事
業、人権に関する研修会、講演会等の啓発活動
や館便りによる広報活動、作品展示発表会等に
より住民交流を図る。

隣保館運営事業（特別事業（デイサービス）） 室戸市
月２回の給食サービスを行うとともにゴミの
分別収集等の講習や防災訓練など日常生活に即
した事業を行う。

隣保館運営事業（特別事業（地域交流促進事 室戸市
業）
）
料理教室、生け花教室や手話教室など自分の
興味のある活動を通じて住民の交流を図る。

６ 医療の確保

(３)過疎地域自立 県救急医療・広域災害情報システム運営事業 高知県
促進特別事業
（負担金）
県の救急医療・広域災害情報システムの費用
を負担し、市民に医療機関情報等を提供する。

救急医療施設運営事業（負担金）
救急医療施設運営事業により、休祭日の医療
の確保を行う。

看護師確保事業

安芸郡
医師会

室戸市

看護師確保補助金及び東部看護学校の設置へ
の補助を行い、市内医療機関の看護師の確保を
行う。

医療確保事業

室戸市

医療機関がない地域における医療の確保を行
うため、市立医療機関を運営し地域医療の維持
を図る。

高知大学医学部との連携事業

室戸市

テレビ会議システムを活用した健康増進事
業を推進し、予防の観点に重点をおいた施策を
展開する。

通院交通システム確保事業

室戸市

医療機関の運営する通院バスの費用負担に
よる経路延長の必要性や実効性について、医療
機関との協議や利用者の意向調査を実施する

７ 教育の振興

室戸市
(４)過疎地域自立 地域ぐるみの児童健全育成活動推進事業
放課後子どもプラン「放課後児童クラブ」
「放
促進特別事業
課後子ども教室」は、平成２７年４月現在、児
童クラブ２校、子ども教室５校、放課後学習室
２校が開設されており、平成２７年度には佐喜
浜学校支援地域本部が開設するなど、地域ぐる
みで子ども達の安心安全な学び場や居場所づ
くりを推進する。
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備考

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分

７ 教育の振興

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

室戸市
(４)過疎地域自立 高校女子硬式野球大会補助金事業
地元県立高校には、県内でも数少ない女子硬式野
促進特別事業
球クラブがあり、野球大会を開催することにより、
地元の活性化と交流人口の拡大を図る。

教育版地域アクションプラン推進事業
(1) 学力向上支援事業

室戸市

学習支援員の配置、保育・小中高連絡協議会等組
織的に教育課題等を分析し、学力向上の取り組みを
行う。

(2) 人権教育推進事業

室戸市

研究指定校を定め、人権学習の取り組み・理解を深
め、研究授業発表・地域交流等を行い人権意識の啓
発浸透を図る。

(3) 言語活動を生かした授業づくり推進事業

室戸市

研究指定校を定め、平成２７年度まで取り組んでき
た図書館教育推進事業において、向上した基礎学力
をさらに伸ばせるよう国語・算数等主要授業に授業
改善支援員を配置し、教材作成等支援を行い、講師
も招聘し、言語活動の充実、表現力の向上をめざす
取り組みを行う。

(4) キャリア教育推進事業

室戸市

キャリア教育を進め、自己肯定感の持てる児童・生
徒に育てるため、研究事業や、職場体験学習等を行
い、またジオパーク学習も取り入れることにより、
自分の郷土、自分に自信をもって社会人になれる子
どもを育てるための取り組みを行う。

(5) もっと知ろう！室戸ジオパーク

室戸市

室戸ジオパークのフィールドワークや、現地見学活
動等を実施して室戸の子どもたちに地元のことやジ
オパーク学習を進める。

地域社会教育総合事業
生涯学習の地域拠点となる公民館活動の一環とし
て、世代間交流による次世代人材育成講座や、
「健康
で賢い年寄り」を目指し、地域住民の教育力向上の
ためのシルバーセミナーなど、地域住民の学習の機
会を付与することを目的とした市民講座を開催す
る。

人権教育推進事業
人権教育推進講座等の開催により市民の人権意識
の涵養と啓発を目指し、より良い人間関係を構築す
る。
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事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分
自立促進施策区分

８ 地域文化の
振興等

事 業 名
（施 設 名）

事

業

内

容

【具体的な事業内容・事業の必要性・見込まれる事業効果等】

事業主体

室戸市
(２)過疎地域自立 伝統芸能等保存事業
少子高齢化、過疎化による地域の伝統芸能等の継
促進特別事業
続が困難になりつつある現状を改善するため、古式
捕鯨用の勢子舟を復元した「土佐室戸鯨舟競漕大
会」、古式捕鯨時代の往時を偲ぶ「鯨舟唄」、魚供養
と豊漁祈願の行事が始まりとされる「シットロト踊
り」、鎌倉時代の猿楽や田楽の要素を残す御田八幡宮
の「御田祭り」などの郷土芸能や祭りの活動に補助
を行い、後継者育成などの保存の取り組みを進め、
地域活性化を図る。

文化財保護書刊行事業

室戸市

広報誌に６０回にわたり掲載した「郷土を知ろう
室戸の民話・伝統」を再編集した図書を発行し、広
く室戸の民話等の普及を図る。

重要伝統的建造物群保存地区保存事業
保存対策調査費用

室戸市

平成９年に高知県で初めて重要伝統的建造物群保
存地区に選定されてから、１８年が経過しており住
民の文化財としての意識が薄れて現状変更が多発し
ているため、指定区域の変更、対象区域の範囲と意
匠等についての保存対策調査を行う。

９ 集落の整備

(２)過疎地域自立 集落維持・再生支援事業
室戸市
集落に支援員を配置し、地域住民と集落のあり方
促進特別事業
の話し合いを重ね、人口・世帯数の動向、通院・買
い物の状況、他の集落との連携状況など集落の点検
の実施、集落の現状・課題・今後のあり方など維持・
活性化対策や集落活動センター事業などについて取
り組む。

１０ その他地域 (１)過疎地域自立 鳥獣鳥獣被害緊急対策事業
中山間地域で深刻化している有害鳥獣等の防除
の自立促進に関し 促進特別事業
対策を実施し、農作物への被害、生活被害の軽減に
必要な事項
より、地域住民が安心して生活できる環境の保全を
図る。

(1) 有害鳥獣捕獲対策事業

室戸市

(2) 防護柵等設置事業

室戸市

むろとの日実行委員会事業
むろとの日実
市民の誰でもが安心して楽しく暮らしていける 行委員会
「心豊かで活力あるまちづくり」の推進を目的とし
て、むろとの日実行委員会が行う環境美化活動及び
事業等に対して補助を行う。
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