
－71－ 
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  議 事 班 主 任  柳 原 直 哉 

  議 事 班 主 事  浜 田 あゆみ 
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  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（林 竹松君） 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、諸般の報告を議会事務局長よりいたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） 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16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（林 竹松君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次許可いたします。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。2009年６月議会におきまして、改革を進める鷹山会が室

戸市民を代表いたしまして一般質問を行います。 

 大項目の１、議会答弁のその後について。 

 (1)県道椎名室戸線改良への市の対応について。 

 これは長年にわたりまして、市当局や市議の皆さんから県に強く求めてきました重要課題で

あります。私が新人議員でした16年５月17日に、室戸市議の有志の皆さんは県を訪ね、橋本知

事と土木部にこの県道について陳情いたしましたが、このときを最後に、一本の糸が切れたよ

うに、この県道改良の話が聞かれなくなってしまいまして、非常に残念に思っています。その

ときの知事と土木部の回答をメモから拾いますと、県道のままの改良は財政的に困難だ。旧法

務局から岬回りで三津坂までの国道を県道にし、法務局から三津までの現県道を国道に昇格さ

せて、室戸高校の下から三津までの区間を国が新ルートとして改良工事を行うよう、室戸市と

市民が総意をもってそのことを国に要望するのが、実現への早道です。まとまれば、県は国を

動かす自信はあるので後押ししますとあります。ですが、橋本知事が幾ら県の整備は財政的に

困難、室戸市が国に要望しなさい。県はそれを後押しすると言おうが、あの道路は間違いなく

県道であります。私は今も県に対して、何言よら、みずからの職責をちゃんと果たせと思って

おります。あの道が県道である以上、室戸市はあくまでも県に要望を出し続け、それを県知事

と土木部職員が国に要望する。その行動を室戸市と室戸市議会と室戸市民が後押しする。それ

が本来の組織のあり方だと思っておりますが、市長はどのようにお考えでしょうか。 

 県の回答は、本来のあり方から大きく逸脱した、責任放棄とも言えるものです。幾ら県に予

算がなくても、その職責というものが問われ、それを果たしてこそ県知事、県職員と言えるの

ではないでしょうか。だから、県が独力でこの県道整備を行う財政力がなければ、県が国に要

望すべきは当然のことだと、私は思っています。 

 １点目にお聞きします。 
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 市長はこの県道整備についての要望は、本市から国に行い、それを県が後押しするのが行政

のあるべき姿だと思いますでしょうか。それとも、県道である以上、県が国に要望し、それを

本市と市議会と市民が後押しすべきものだと思いますでしょうか。要望のあり方について、ま

ず御見解をお伺いをいたします。 

 ２点目、この県道の改良についての御所見も、あわせお伺いします。 

 県及び県議会のように、この事業をもう終わった話としてよいとお考えでしょうか。また、

知事もかわりましたが、尾﨑知事はこの県道整備についてどのようにお考えか御存じでした

ら、知事のその見解と、それをお聞きになった日付などもあわせお伺いをいたします。 

 (2)県道吉良川佐喜浜線への市の対応について。 

 この質問も私だけでなく、これまでも数多くの先輩議員が本議会で疑義をただしてこられた

問題ですが、吉良川町西の川橋から県道を少し入ったところ、富士鍛工さん、山崎機械さんの

工場手前の一部狭くなっている箇所についてであります。 

 御存じのように、本市出身関係者によってふるさと立地していただいたこの２つの県外企業

には、たくさんの市民の皆さんが勤務しておられ、本市にとっては多大なる貢献をしていただ

いている企業であります。その会社に製品の材料となる重量の鉄鋼材を積んだトレーラーなど

の大型トラックがこの県道を通って頻繁に行き来をしております。ですが、その交通のネック

となっているその状況を高知県も室戸市もよく承知しているにもかかわらず、わずか二、三十

メートルの道路拡張ができないままでいます。これは当然どなたが見ても、地権者と行政が協

議を行っても、結論が出ないがために一部が未整備となっていると理解できます。これらの事

情もあってか、数年前にはこの２社の新工場が奈半利貯木場跡地のほうに建設されました。こ

れを見た室戸市民は、吉良川に建設してもらえたものを奈半利町にとられたと、だれもが思っ

ております。ということから、市民の県や市を見る目はさらに厳しくなっているのは確かで

す。 

 本市が長年企業誘致に努力していることは理解しておりますが、既に誘致した企業を大事に

し、逃げられないように努力することも、それ以上に大切であります。 

 お聞きします。この県道の未整備部分の早期完成についての現況をお伺いし、本市はどのよ

うに対応しておられるのか。そして、県にこのことを強く求めるお考えはおありでしょうか、

この点をお伺いをいたします。 

 (3)室津川左岸道路の整備について。 

 これは19年12月議会でお伺いした、私の言う通称市道室津港線の整備についてですが、この

道路を早く整備して川沿いに桜の木を植えるなど、渡川橋から両栄橋までが桜の名所として市

民の憩いの場所にもなります。そんなことも思い浮かべながら、室津と浮津の住民の皆さんは

この道路の完成を今か今かと待ち望んでおります。市長は、大地震までにどうしても整備して

おかなければならないこの防災道路の整備を国や県の補助も受けながら、市の４年計画、５年
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計画の事業として事業化するお考えはありませんでしょうか。今もなお、県の事業として行っ

ていただくとしか考えておられないのかなどについて御所見をお伺いをいたします。 

 (4)吉良川町黒耳旧道の市道維持管理について。 

 黒耳地区の市道側端がヨシや樹木、雑草で覆われて、車両の通行障害になっていることか

ら、19年４月の市議選運動期間中とすぐ後の６月議会でも改善を求めました。それ以降も注目

して見てきましたが、お忘れなのか、一向に草刈り作業は行われておらず、草木は今もそのま

まどんどん道路を覆い続けております。ちなみに、19年６月議会の答弁は、地元の協力も求

め、安全に通行できるよう適正管理に努めますというお答えでありました。担当課は、この市

道の維持管理を怠っていると思います。それが原因で自動車事故が発生すれば、市はまた専決

処分で修理代金を出さなければならなくなります。この草刈り作業は、市職員の手でいつ実施

されるのかを、２年前にすぐ行うと明言されました担当課長にお伺いをいたします。 

 (5)市道認定規則の作成について。 

 これは19年６月議会の市道認定の議案審議のときに、市道を認定するに当たり、その基準と

なる認定規則すらない今のような場合、市長や担当課長がかわるたびにその認定の認可の境目

が異なり、そのことで市民同士の争いを生みます。だから、認定基準となる規則を作成すべき

ではないかと求めました。それを受けて、課長は作成すると明言しております。しかし、作成

した気配がありません。あれからはや２年が来ますが、作成されたのでしょうか。もし、作成

していなかったのならば、なぜこれまで作成しなかったのか、そしていつ作成されるのかをお

伺いをいたします。 

 (6)市有地不法占有に関連する室戸市財産規則の改正について。 

 これは18年６月議会で、財産規則の新旧対照表を提出した上で、第24条１項の２と同条２項

の改正を求めたもので、担当課も、規則を改正し適切な財産管理に努めるようにとの趣旨であ

り、その必要性は十分認識している。今後は、この改正案を十分検討したいという前向きな答

弁をいただいております。しかし、これももう少し待ってという返答ばかりで、一向に改正し

たというお答えは返ってきておりません。このような例ばかりで積極性が全く感じられません

が、これは財政難とは関係なく、やる気の問題だと思います。この一部改正はいつ行うのかに

ついてお伺いをいたします。 

 (7)いやしの里公園周辺の改善点について。 

 20年９月議会で求めた中から、幾つかその進展についてお伺いをいたします。 

 １点目、公園内道路について。この道路が公園の中心部で通り抜け禁止になっていることか

ら、温浴施設とホテルの両施設の利用者から苦情が寄せられ、不評を買っている点をただしま

した。それに対し、ホテル利用者からも通り抜けの要望があるので、今後関係者と協議して適

切に対応したいとの答弁がありました。この協議を行ったのかと、開業前の判断ミスによるこ

の通り抜けできない状態を、利用者が通り抜けできるように今年度に改修するのかについてお
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伺いをいたします。 

 ２点目、施設案内板の設置についてですが、これは公園入り口の看板が小さいことと施設名

の文字が小さいこと、そして施設を宣伝する案内板が西にも東にも一つもないことなどを指摘

し、それを早急に設置するように求めました。そのときの答弁は、入り口の看板文字は大きく

するとし、そして案内板の新設に関する答弁については、周辺の看板全体を見直し、その中で

より効果的な看板になるように検討するとされました。私が求めた案内板とは、三津坂下の交

差点角に設置されております北川村モネの庭の看板と同じような大きな案内板を新設すること

で、周辺の看板ということではありません。もっと場所を限定して申しますと、東は東中学校

から出たところの国道の海側に１つ、そして西はキラメッセ室戸の少し東の国道山側に１つ、

このような場所に２カ所に温浴施設の大きな案内板を設置してはいかがでしょうか。これは温

浴施設の指定管理者がもうかるための手だてとして提案しているのですが、この件についての

御見解をお伺いをいたします。 

 (8)町並み駐車場前横断歩道への信号設置について。 

 これも20年12月議会で求めました。観光客が吉良川町の町並み駐車場から旧道のほうに安全

に横断できるようにするため、横断歩道に押しボタン式信号の設置を関係機関に要請してはと

提案をいたしました。それに対し、地域から要望書の提出があれば、現地調査の上、必要だと

判断すれば、県警本部に上申するとのことなので、具体的に動くと答弁をいただいておりま

す。要望書を提出されたのかについてと県警からの連絡や設置予定などをお伺いをします。 

 次に、(9)南海大地震対策について。 

 20年３月議会で、地震関係の提案などを幾つか行いましたので、その実施結果をただしたい

と思います。 

 １点目、自主防災組織のマンネリ化防止策として防災運動会の開催を提案し、答弁は、提案

の方法も検討するとありました。この催しの開催について、検討結果をお伺いをいたします。 

 ２点目、夜間の避難訓練についてもお聞きしました。地震は昼間に発生するとは限っておら

ず、むしろ、なぜか夜間発生の大地震のほうが多いように考え、夜間の避難訓練の実施を提案

しました。答弁は、今ソーラーシステムの避難誘導灯の設置を進めている途中で、この増設と

ともに夜間訓練の実施も検討したいとありました。避難誘導灯の設置についてと夜間訓練実施

についての検討結果をお伺いをいたします。 

 ３点目、市職員の防災士資格の取得についてもお聞きしました。一般災害も含め、市職員が

災害対応力を身につけ、意識改革を行うことが重要だとの観点から、市職員の防災士資格の取

得について提案しました。その答弁は、まずは市の防災担当職員から取り組むよう考えるとあ

りました。そして、当初予算には２名の担当職員取得が計上されていましたが、これを取得さ

れたのかについてお聞きします。また、その２名だけで、ほかの職員が取得することは考えて

おられないのかについてもお伺いをいたします。 
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 ４点目、学校現場でのサバイバルキャンプの実施も求めました。これは年１回、学校を会場

にして、ライフラインをすべて停止し、児童と地域住民、教職員、保護者がさまざまな防災訓

練を行い、１泊２日の避難所体験を実施します。その訓練体験を通して、子供たちに人の命の

大切さを教える事業であります。前教育長の答弁は、幾つかの防災訓練は取り組んでいるが、

提案の避難所体験は実施していない。この体験は大切だと思うので、今後学校や関係機関とも

協議すると前向きでありました。協議の結果、実施することになったのでしょうか、実施しな

いことになったのでしょうか。それとも、協議していないのかなどをお伺いをいたします。ま

た、現教育長はこれを実施するお考えはおありでしょうか、お伺いをいたします。 

 ５点目、小学校へのＡＥＤの設置についてもお聞きしました。答弁は、小児用パッドを備え

たＡＥＤが開発されているので、今後小学校への配置について検討するとありました。これも

今議会提案されているように思いますが、この実施状況などをお聞きします。 

 ６点目、職員災害初動マニュアルも、地震を初めとして災害に対して市職員が臨機応変に適

切な対応ができるようにこれを作成し、常時携帯してはいかがかと提案をいたしました。答弁

は、他市の事例もあるので参考にしたいとありました。つまり他市を参考にして作成し、職員

に配付するのだと理解しましたが、作成し、配付されたのかをお伺いをいたします。もし何も

行っていないならば、なぜそのままになっているのかをお伺いします。 

 ７点目、橋梁調査の進捗状況について。市内にかかる57の橋、57橋の耐震補強及び改修また

はかけかえの実施についてもお聞きしました。答弁は、防災ネットワーク上の橋梁は重点的に

補修が実施されるが、県道椎名室戸線にかかる室津川橋は、これに含まれていない。しかし、

調査の結果、さびの発生も見られることから、早期補修を要望する。また、市道にかかる

232カ所の橋梁調査及び点検を20年度中に終え、橋梁の長寿命化修繕計画の策定に取り組むと

ありました。この室津川橋の補修工事の実施と橋梁長寿命化修繕計画についてお伺いをいたし

ます。 

 (10)キラメッセ室戸「楽市」の駐車場拡張などについて。 

 これは20年12月議会で求め、今議会で上程されておりますが、お聞かせいただきたいと思い

ます。道の駅キラメッセ室戸の特産品販売所、楽市の駐車場が土曜、日曜日などは特に午前中

に満車状態になり、そこに車を入れるときも出すときも危険がいっぱいで、いつも危なくて仕

方がありません。それは事情を知らない、市外から来られた観光客にすればなおのことで、そ

の人たちのためにも何とか早く駐車場を拡張できないかと思っております。この計画の実施に

ついてお伺いをします。 

 それと、これは８番議員からの提案だったと思いますが、楽市前の道路から駐車場に進入し

てくる車によって後続の車が渋滞することから、西からの右折レーンの設置が提案されており

ました。農協関係者からも状況は少しお聞きしていますが、この道路の改修計画についてお伺

いをいたします。 
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 (11)紀州備長炭生産地への視察について。 

 これは３月議会で、木炭生産者からの願いとして提案したものですが、市担当職員と市議が

一緒に和歌山県の紀州備長炭生産地を視察し、もっと本市の木炭業界に関心を持ってほしいと

の思いをもとに提案しました。答弁は、議会とも協議するとありましたが、答弁された課長

は、その３月に退職をしております。一方、議員の行政視察の協議も、やがて視察事業を決定

した上で視察地と日程が決定されるものと推察します。この紀州備長炭生産地への市職員、市

議との視察について担当課はいかがお考えでしょうか、お伺いをいたします。 

 (12)選挙における投票時間の繰り上げについて。 

 これは19年６月議会と20年６月議会で次のように求めました。地方分権一括法の施行で市町

村の裁量が拡大され、夜間に投票率が伸びないことなどを理由に、最近は終了時間を繰り上げ

る自治体が相次いでいます。本市においても、投票時間を現在の午後８時までを午後６時まで

と繰り上げるよう提案します。答弁は、「即日開票のため、開票時間が深夜または翌日までか

かることから、開票従事者にかかる負担も大きく、作業の迅速性、正確性にも支障を来すおそ

れもあるなど、問題があることは事実でございます。また、期日前投票制度により、投票終了

時間の繰り上げを行うことで、選挙人の投票の機会を損なうものではないとも考えます。今回

提案があったので、他市の取り組みも参考にし、繰り上げを検討する」と、前向きな答弁があ

りました。 

 お聞きをします。 

 選挙における投票終了時間の繰り上げについて、当時の担当者は検討すると答弁しています

が、いつその検討結果が出るのか、その時期を明確にしていただきたいし、この問いかけに対

する御答弁をお願いいたします。また、市長には、この経費節減につながる投票時間の繰り上

げについての御見解をお伺いをいたします。 

 次に、大項目の２、火葬場業務と市道椎名線の改良について。 

 (1)死者の尊厳と火葬場業務について。 

 本市の火葬場についてですが、最近では映画「おくりびと」で葬祭の業界も注目を集めてお

ります。そこに勤務する葬儀社職員は、イコール納棺夫ですが、私も議員になる前に葬儀社に

勤務したことがあり、その２年間に約100名の御遺体を納棺し、お見送りした経験を持ってお

ります。 

 そこでまずは、この質問の前提として重要な考え方となりますので、皆さんも必ず通る道で

ある死への葬送について少しお話をさせていただきたいと思います。 

 映画「おくりびと」を見た方でなくても、日ごろ近しい方の葬儀に出席することから、葬儀

社に勤務する人の死出の旅をサポートする仕事については、よく理解されていると思います。

しかし、それを理解されておられても、親、親族の遺体にすら触れたことのない方々にとって

は、死者に対する尊厳の気持ちを理解されていない面も少しはあろうかと思います。死出の旅
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は、一つの通過点ではなくて、あらゆる生き物にとっては、死は必ずやってくる生命の最終章

であります。私たち葬儀社の職員は、そこから仕事が始まります。人は大半が病院で死を迎

え、自宅に無言の帰還をします。家族が悲しみに暮れる中、御遺体を静かに部屋に安置した

後、着物を着せ、まくら飾りをして下がります。やがて、祭壇が組まれますと、御遺体は死装

束に着がえ、納棺されて祭壇の前に安置されます。その間御遺族は、納棺夫の仕事を感謝をも

ってずっと見守ってくださっております。そして、しめやかに葬送の儀がとり行われ、御遺体

は悲しみの中、霊柩車に乗せられて火葬場に向かい、火葬されることになります。 

 そこで、一たんは一つの達成感を味わいますが、葬儀社に勤める社員の仕事はそれで終わり

ではなく、その後も遺族の法要や盆の餓鬼供養などのお手伝いと続きます。我々納棺夫はそう

いう経験の積み重ねから、御遺族とともに死者の尊厳を守りつつ、死出の旅へと送り出す仕事

に感動を覚え、充実感や使命感を抱くようになります。また、御遺族にしても、葬儀社の社員

に対する畏敬の念を抱いてくださいます。このように、人の死に深く接する仕事をしてきます

と、人の死から学び、御遺体の尊厳についても深く思いをいたすようになるものでございま

す。 

 以上のことから、本市火葬場の管理運営について考えてみました。これまで述べた御遺体の

尊厳をもとに考えますと、火葬場を管理運営するにおいての基本理念は、故人を大切にし、自

然環境に優しい施設づくりという理念に基づいて、火葬場という人生終えんの尊厳な場とし

て、悲しみに暮れる遺族の心情に配慮したきめ細かなサービスを提供することによって、故人

との別れの儀式を厳粛かつ円滑にとり行う、質の高い葬送空間の提供に努めること、そうある

べきだと思っております。そして、その理念を持って火葬作業を考えますと、御遺体の尊厳を

守りながら火葬を行い、終了した後、遺族は故人の来し方に思いをはせ、悲しみを耐えて遺骨

を収骨するものだと思っております。しかし、実態として、火葬中に御遺体の難燃部分を火か

き棒によって火力の強い位置に移動させているという情報を聞き、葬儀社で勤務した経験を持

つ私は、非常に驚きました。もう一度申しますが、私たち葬儀社の社員は、病院から御遺体を

喪家に運び、しばらくあって納棺するときには、着ている浴衣を脱がせて死出の旅装束と着せ

かえます。けさや手甲きゃはん、白足袋と死装束を行った上、同僚と２人して御遺体の頭部、

胴体、腰などの下に手を回して納棺します。そうして丁寧に丁重にとり行った後で、火葬場で

はどうせ相手は死んだ人間だと言わんばかりに、そんな荒っぽい仕事ぶりを施設開設以来して

きたのかと驚いておりますし、これは許されないのではないかと考えました。 

 そこで、本市担当者に確認する前に、まず近隣の広域連合や安芸市が運営する火葬場の担当

者を訪ね、そのことを伏せての取材調査を始めました。昭和47年建設の安芸市火葬場について

は、昭和44年４月開設の室戸市火葬場と同様に古い施設ですが、ここには火葬炉が３槽あり、

それぞれ火葬炉の導入口に設けられた一つのバーナーで２時間から２時間半かけて火葬を行

い、冷却時間を含めますと、火葬開始から約６時間後に御遺体による骨拾い、収骨を行うとの
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ことでありました。だから、午前11時に火葬した場合は、夕方の４時か４時半に収骨可能です

が、午後の火葬の場合は、すべて翌朝の収骨になっているとのことでございました。 

 室戸市はと見ますと、本市火葬場の場合は、火葬開始が11時、１時半、２時半、４時の４回

ですが、その時間にかかわらず、火葬を開始して１時間から１時間半後に火をとめ、半時間の

冷却時間を置いた後、火葬開始から約２時間後に収骨が行われていると聞いております。だか

ら、安芸市火葬場と本市火葬場を比較しますと、火葬は安芸市の２時間から２時間半が、本市

では１時間半と非常に短い火葬時間であるとわかりました。また、その業務内容の違いに起因

して、収骨の時刻も、安芸市の場合は６時間後、本市は２時間後と大きな差があることもわか

りました。これらのことから言えるのは、本市の場合は安芸市に比べ、収骨時間までが速いと

いう点からいって、火葬場に対する利便性は非常に高いと言えますが、安芸市同様に火葬炉の

バーナーが１カ所であることから、１時間から１時間半とされる火葬時間で御遺体の火葬が終

わらない。だから、本市火葬場だけが御遺体を火かき棒で火力の強い位置に移動させているの

ではないかと考え、本市の業務内容について打ち明けず、２時間で御遺体は完全に火葬できま

すかと、安芸市の担当課長にその点を聞いてみました。課長は、うちは２時間の火葬時間をか

けていますが、やはり大柄な方の御遺体は腹や腰回りに水分が残りやすいため、難燃部位につ

いては、火葬の途中で移動させていますということでありました。 

 その後、奈半利町にある中芸広域連合が設置した中芸火葬場にも行き、担当職員にこの点を

取材しますと、香南斎場も安芸市もこの中芸火葬場も、バーナーの火力が弱いために、御遺体

を動かして火葬していますとのことでございます。これで室戸を含め、どこも火葬中に御遺体

を動かしていることがわかりました。よって、本市の火葬場だけがそのような不適正な業務を

行っているということではないし、設置されている火葬炉が旧式であると言えませんので、あ

えて問題点とはいたしません。ですが、それぞれ自分の御遺族が亡くなった場合を考えてもお

わかりのように、これは心穏やかにいられる行政業務とは言えません。今後の改善点として、

死者の尊厳、遺体の尊厳を考えると、火葬中に御遺体を移動させることなく火葬が終わる方法

を模索することですが、それには多額の予算が必要になります。 

 そこで、この問題点について何点かお聞きしますので、それらを改善すべき課題として、今

後御検討いただければと思います。 

 そこで１点目、これは調査で得られた県外のある火葬場の火葬炉システムでありますが、御

遺体を動かさない方法として、火葬の運転後半に、自動的に台車を頭部のほうにあるバーナー

側に引き寄せたり、バーナー本体が移動したり、また台車が傾動、傾き動くことにより燃焼時

間のかかる腹部を集中的に燃焼する、そんな遺体尊厳装置を設置した火葬場が県外にありま

す。このような火葬炉に改良することについていかがお考えでしょうか。 

 ２点目、御遺体の尊厳を守り、火葬中は極力御遺体を棒で動かし回るようなことは行わなく

てよいように、火葬時間を今の１時間半を２時間に延ばすことについていかがお考えでしょう
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か。これは収骨の時間が半時間おくれることになりますが、自分たちの親族が火葬中に鉄の棒

でつつき回されていると知って、どうしても釈然としません。この火葬場業務については本市

だけでなく、調査しますと、全国的に問題視されている行政業務ですが、この事案に関連し

て、火葬時間を延ばすことについての御見解をお伺いをいたします。 

 ３点目、火葬場施設の今後について、改修や新施設建設などのお考えもお伺いをいたしま

す。 

 (2)火葬場への市道椎名線の改良について。 

 室戸高校の下から火葬場へのこの市道椎名線の改良については、以前から本市の課題として

上がっては消え、消えては上がりしておりますが、私はこの改良整備は、今も本市の課題の一

つと認識しております。もちろんそれは全線ではなくて、市道は室戸高校の下から直線で進

み、途中左に、そして右にと大きく蛇行しながら火葬場に到着しますが、その最初の左にカー

ブする地点から、火葬場に向け直線で市道新線を整備すれば、斎場からの遺族の車、霊柩車、

マイクロバスが非常に安全に火葬場に入ることができるようになります。この火葬場という施

設は、これからもすべての市民のニーズに長くこたえていかなければならない施設であること

から、この市道改良整備は必然的であると考えます。 

 お聞きします。 

 提案する市道整備は、土地の取得、埋立工事、橋梁の設置等々が必要ですが、年間約300件

近い火葬が行われていることにかんがみ、この市道椎名線の火葬場までの一部改良工事につい

て、市長の御見解をお伺いをいたします。 

 大項目の３、幼児予防接種の公費負担について。 

 簡潔に申しますと、行政は市民の健康保持のために予防に力を注ぎ、それによって予算支出

も抑制されることになります。その好例がワクチンの接種です。まず、幼児等の予防接種につ

いていいますと、種類として、重篤な副反応が起きたときの補償を国が行う無料の定期予防接

種に、はしか、風疹、ジフテリア、破傷風、百日咳があります。また、重篤な副作用が起きた

ときの補償を国以外が行う、費用が自己負担の任意予防接種におたふく風邪と水ぼうそうがあ

ります。本市担当課にお聞きしますと、本市の場合、水ぼうそうやおたふく風邪の罹患件数は

少ないそうですが、それは親御さんがこの予防接種が高額と感じるために積極的ではないとい

うことと、国が法律で定期予防接種として定めていないので、必要がないと考えているという

のがその理由かもしれません。 

 一方では、南国市のように他市町村では、おたふく風邪や水ぼうそうの予防接種に対して、

公費補助制度を導入している自治体もあります。そんな制度があれば、当然１歳児等の接種率

は何倍も上昇し、改善するのではないかと考えました。 

 そこで、お伺いしますが、１点目、本市において市外の医療機関なども含めて、年間何名の

児童がおたふく風邪と水ぼうそうの予防接種を受けているのでしょうか。 
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 ２点目、この２つの費用は、市内の医療機関でおよそ１人幾らなのでしょうか。 

 ３点目、この２つの予防接種を公費負担で行うと想定し試算しますと、市の負担は幾らにな

るのでしょうか。 

 ４点目、これを市が公費で負担するお考えはありませんでしょうか。行わない場合、そので

きないとする理由もあわせお伺いをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の(1)県道椎名室戸線改良への対応についてでありますが、この県道椎

名室戸線の改良要望につきましては、議員さん御指摘のように、私としましても大変重要な課

題であると考えております。したがいまして、ここ10年を見ましても毎年のように改良要望を

しているところであります。 

 １点目の要望のあり方についての御質問でありますが、この道路が県道として設置されてい

る以上、県が道路管理を行うこととなります。したがいまして、高知県が事業を実施すべきも

のとして、県が国の補助事業採択を取りつけることと考えております。 

 ２点目の県道改良の所見についての御質問でありますが、平成20年８月14日、知事室におい

て直接尾﨑知事にお会いをいたしまして要望を行っております。知事からは、要望のトンネル

については、高知県にしては大きなトンネルは身の丈に合わないと考えており、一つの案とし

ては国道に昇格する案もあります。今後、整備局とも協議、検討をしてまいりますとの御返事

をいただいたところであります。今後においても、この県道整備につきましては、重ねて要望

をしていく考えであります。 

 次に、(2)点目の県道佐喜浜吉良川線への対応についてでありますが、議員さん御指摘のよ

うに、国道より少し入ったところで改良ができていない部分がありました。この用地買収につ

きましては、私としましても就任以来の懸案事項でもあり、県の室戸事務所とも早期解決に向

け、ともに取り組んできたところであります。その結果、室戸事務所の担当の方々の大変な御

努力により、懸案であった用地買収がこのたびできたところでございます。県室戸事務所から

は、本年７月には、この部分の改良工事を発注し、着手をするということをお聞きをしており

ます。私としましても大変うれしく思っておりまして、関係者の方々に対しまして感謝の気持

ちでいっぱいであります。 

 次に、(3)点目の室津川左岸道路の整備についてであります。 

 この件につきましては、高知県からは、この室津川左岸道路を県道として事業化することは

困難であるとの返事をいただいております。当市としましては、室津川両岸の個人が設置した

護岸が危険な状態であることから、早期に室津川護岸改修事業として計画をしていただくよう

に、平成19年６月７日、平成20年６月４日、平成21年６月10日の３度にわたり高知県議会企画



－83－ 

建設委員会に陳情をいたしております。また、平成20年８月14日には、尾﨑知事に対しまして

このことを強く要望いたしております。今後におきましても、用地買収等の課題はあります

が、この室津川護岸改修事業ができるだけ早期に取り組まれるよう要望を重ねてまいります。 

 次に、(6)市有地の不法占有に関連する財産規則の改正の件でありますが、平成18年６月議

会でも議員さんに御提案をいただいているとのことでありますが、その後におきまして、県の

御意見もお伺いをしておりますけれども、不法占拠に対しての対応等は、現行の財産規則など

において対応できるものと理解をしているところでございます。 

 次に、(7)いやしの里公園周辺の改善点についてでございます。 

 １点目、公園内道路の通り抜けの件でありますが、この件につきましては、ホテル側の経営

管理の面から、昼間と夜間の通行規制、また年末年始、大型連休での通行規制などの問題点に

ついて、公園内道路を開放する方向でホテル側とは何度か協議を重ねてまいりました。その中

で出てきたことは、通行を可能にした場合、車道と公園の段差がないため、車が直接公園の芝

生の上に乗り入れたり、駐車したりすることが予想をされるところであります。 

 また一方では、地域の方々の御意見として、あのような整備をされている公園は室戸には大

変少ないと。現状のままで市民、観光客が気軽に利用できるフジ棚など休憩施設を整備し、利

活用の向上を図るべきではないかなどの御意見や提案もいただいているところであります。よ

って、それらのことを踏まえた中で、総合的に公園の整備を考えていかなければならないと思

っております。 

 次に、(9)点目の南海大地震対策についてであります。 

 南海地震の発生を想定した場合、電気、ガス、水道などのライフラインは寸断され、土砂崩

れ等で道路も寸断された状況の中では、消防、警察なども十分な復旧活動ができなくなる可能

性があります。その場合に備えて、自分たちの町は自分たちで守るというスローガンのもとで

結成された自主防災組織の重要性が高まってきているところであります。 

 本市では、平成20年度末現在で80の自主防災組織が組織化され、沿岸部では100％、全体で

は94％の組織率となっております。現在、組織率100％を目指し、自助、公助、共助を基本理

念とする防災対策に取り組んでいるところでございます。 

 これまでの取り組みを少しお話をさせていただきますが、これまで木造住宅耐震診断、耐震

改修事業、小・中学校の耐震化の推進、家具転倒防止事業、緊急連絡サービスの導入、人と防

災未来センターへの人材育成研修、建設業界等との災害時応援協定の締結、避難誘導灯や避難

場所案内表示板の設置、地域や市職員による防災訓練、小・中学校での防災教育の実施、起震

車体験、防災講演の開催による防災意識の高揚等に努めてまいります。また、今後に取り組む

べき課題といたしましては、食料品や資機材の備蓄、同報系デジタル防災行政無線の新設、自

主防災組織相互の連携、ネットワーク化、防災公園の整備、防災備蓄倉庫の建設、防災士の資

格取得等を進めていかなければならないと考えております。 
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 議員さん御提案の防災運動会、避難誘導灯、夜間の避難訓練等につきましても必要というこ

とはわかるわけでありますが、今後防災対策を進めていく中で関係者と協議を重ね、最も効果

的な方法で訓練や施設整備に努めていかなければならない課題だと認識をしております。 

 次に、(10)キラメッセ室戸楽市の駐車場拡張などについてでございます。 

 楽市は平成７年にオープンをし、地域特産品を中心に販売を行う市場としてにぎわう人気の

スポットとなっております。また、昨年度には施設の一部改修を行い、利用者の利便性の向上

や地場産品の品質管理に努めたところでございます。 

 なお、昨年度の実績といたしましては、利用者数が19万50人、販売額は１億9,600万円と順

調に運営がされておりまして、今後もより一層の成果を期待をしているところでございます。 

 しかし、議員さん御案内のとおり、楽市の駐車場は利用者の数から判断しましても非常に狭

く、窮屈な施設であると認識をしているところでございます。昨年12月の議会でも御答弁を申

し上げましたが、駐車場の拡張につきましては、現在楽市の駐車場西側に設置しております太

陽光発電施設を撤去し、そこに駐車スペースを整備拡張する計画を進めているところでござい

まして、その経費として今議会に補正予算を計上しているところでございます。 

 次に、西からの右折レーンの設置についてでございますが、楽市を利用される方々に安心し

て安全な利用がしていただけるよう、本年１月14日と６月２日の２回にわたり土佐国道工事事

務所に出向き、右折レーンの設置要望をしてきたところでございます。土佐国道事務所におい

ては、国道法線の検討などを行う旨の回答をいただいたところであります。 

 次に、(11)紀州備長炭生産地への市担当職員と市議会議員との視察についてでございます。 

 本市では、現在23世帯が製炭業に従事をしております。土佐備長炭を地域の特産品として伝

承し、さらなる技術の向上と後継者の育成を図っていくことが重要であると考えております。 

 御質問のまず行政視察の点につきましては、議会の中で御検討をいただきたいと存じます。 

 次に、職員の県外視察研修につきましては、地域産業の振興を目的とした上で、生産者の御

意見等もお伺いし、必要であれば対処をしてまいります。 

 次に、(12)投票時間の繰り上げについて市長の見解をというお尋ねでございます。 

 投票終了時間を繰り上げることによります効果といたしましては、経費の節減、開票結果の

早期化、時間帯が早まることによる開票作業の効率化などが考えられるところでございます

が、いずれにいたしましてもこのことは選挙管理委員会において検討されるべきことであると

認識をしております。 

 次に、大きな２点目の(1)死者の尊厳と火葬場業務についての１点目及び３点目についてあ

わせて御答弁をいたします。 

 火葬に際しまして死者の尊厳を重んじ、大切に取り扱うことは大事なことであると認識をす

るところであります。現在の火葬場は、昭和56年度に建設されてから約30年が経過をしてお

り、古い施設となっておりますが、現在はその能力を維持していくため補修、修理等を行い、
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施設の運営に努めております。 

 そこで、現在の状況での改良ということにつきましては、これ以上の状況にはできないとい

うふうに考えますが、将来的には建てかえ事業の中で考えていかなければならない問題が多く

あるというふうに思っております。 

 施設建設ということになりますと、現在施設が建っている場所は借地でございます。また、

新しく建設する場合、同じ場所に建てるのか、新しい場所を探して建てるのか、また施設の規

模はどれくらいにするのか、待合所の設置や規模、炉の数はどうするか、台車については移動

式にするのか、固定式にするのか、さらには火葬場建設に関する財政負担、補助事業があるの

かどうか、また現施設の老朽化の状況といったものを踏まえた中で検討をしていかなければな

りません。いずれにいたしましても、この火葬場の問題は当市の大きな課題であるというふう

に認識をしているところでございます。 

 次に、大きな３点目の幼児予防接種の公費負担でありますが、私からは３点目と４点目につ

いてあわせてお答えをいたします。 

 予防接種には定期の予防接種と任意の予防接種がございまして、定期の予防接種にはジフテ

リア、百日咳、破傷風、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、ＢＣＧの１類疾病で全額公費負担す

るものと、インフルエンザの２類疾病で一部自己負担で残りを公費負担するものがあります。

任意の予防接種にはおたふく風邪、水ぼうそうなどがあり、個人負担で行っているものであり

ます。 

 平成20年度の予防接種の公費負担につきましては、１類疾病では576万1,000円と２類疾病で

は65歳以上の高齢者を対象に1,293万円、合計1,869万1,000円を公費負担しているところであ

ります。 

 任意の予防接種であるおたふく風邪と水ぼうそうを公費負担した場合には、対象を就学前の

約500人と想定をいたしますと、２つの予防接種を実施をした場合、公費負担は657万円となり

ます。１市では、おたふく風邪の予防接種費用の３分の１を補助するところもあるようでござ

いますが、現在のところ財政負担のこと、また副作用が多発し、定期予防接種から打ち切られ

た経過などがあること、これらのことを踏まえて、今後研究をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足説明をいたさせますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目、議会答弁のその後についての(9)南海大地震対策についての中の防災士の資

格取得についてでありますが、この件につきましては議員さん御案内のとおり、本年度当初予

算におきまして総務課防災班職員２名分の防災士資格取得に関する予算措置を行っておりまし
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て、本年度中の資格取得を見込んでいるところでございます。 

 この防災士の資格取得に当たりましては、教材によります自宅学習、それからレポート提出

のほかに日本防災士機構が認証した機関におきます防災士研修講座を受講して、その受講後に

行われる資格試験に合格すること、また救急救命講習を受け、その認定証を取得することなど

が必要となっております。この防災士研修講座の受講期間は３日間、受講会場は、現在のとこ

ろ大阪市内を予定しております。受講料は１人当たり６万1,000円でございまして、大阪への

旅費、宿泊費等を含めますと、１人当たりの取得費は約13万円となります。 

 その他の職員への取得の拡大につきましても、考えていかなければなりませんが、こうした

費用の問題もございますので、当面は資格を取得した職員を講師として職員研修を行うことに

より、受講により身につけた知識や技術などを他の職員にも広げてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、職員災害初動マニュアルについてでありますが、職員が災害発生時に、自分がまずど

う行動すべきかなどについて日ごろから常に意識しておくことは、当然必要なことであると考

えております。これらの取り組みといたしまして、現在災害発生時における配備の基準、配備

体制、所掌事務、関係機関等の連絡先、避難場所等の一覧などを記載した組織図配置表を作成

し、各課に配置するとともに、職員向け庁内ネットワークシステムを通じて全職員に配信し、

また職員への説明会を開催するなどして周知に努めているところでございます。このほか、日

曜日等を利用いたしまして、実際に自動車を使わないで職員参集訓練を実施し、支隊に配備さ

れている者は支隊に徒歩等で参集の上、本部との防災行政無線を使った通信訓練や資機材、避

難場所のかぎ等の所在の確認及び避難施設の実際のかぎの開閉などの訓練を行いまして、災害

時を想定した行動について確認を行っているところであります。今後におきましても、いろい

ろな機会を通してこれらの周知徹底を図るとともに、職員の防災意識の高揚に努めていきたい

と考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 上山商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（上山精雄君） 谷口議員さんに、大きい１の(7)いやしの里周辺の改

善点の中の案内板の設置についてを答弁させていただきます。 

 この施設を含めました案内板といたしましては、ディープシーワールドの案内標識といたし

まして、旧法務局前など３カ所、施設の出入り口にある案内看板など２カ所がございます。室

戸海洋深層水体験交流センターシレストむろと――今回シレストむろとになったわけですが

――の案内板につきましては、議員さん御指摘のようにございません。この７月のリニューア

ルオープンに合わせまして佐喜浜方面、羽根方面、三津坂トンネル交差点のこの３カ所ぐらい

の設置を予定してるところでございまして、特に三津坂トンネルの下につきましては、用地の

交渉も一定終わっておりますので、徳島方面から来られた方も確認できる二面性の看板を早急

に設置をすることとしております。以上でございます。 
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○議長（林 竹松君） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 谷口議員さんに市長答弁を補足いたします。 

 ２番、火葬業務と市道椎名線の改良についての(1)死者の尊厳と火葬場業務についての２点

目です。２点目の火葬時間の延長についてでありますが、現在室戸火葬場では、１日最大で４

回の火葬を行えるような体制をとっております。葬儀に携わっている葬儀社からは、厳かな葬

儀を行いたい。遺族の気持ちを考えたときに、13時30分と14時30分の要望が多いところでござ

います。また、11時と16時は、改葬に伴う火葬にも対応できる時間として予約を受け付けてお

ります。平成19年度までは、火葬場の使用時間を１時間半としておりましたが、議員さん御指

摘のようなことがないように、火葬場の職員からも意見を聞き、葬儀社とも協議を重ね、平成

20年４月１日より、１回の火葬時間を２時間に延長してとり行っているところでございます。

これ以上火葬時間を延ばしますと、１日４回の受け入れができなくなり、遺族の方々は自宅で

待機するか、他市での火葬を行うこととなり、市民に多大な影響を与えることとなると思いま

す。遺族の方との接触する機会が多く、遺族の意向を理解されている葬儀社とも協議、検討を

重ねた結果、遺族同士が火葬場で会うことなく、４回の火葬ができる形として現在の体制とな

っておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 谷口議員さんにお答えします。 

 大きい１番の(4)吉良川町黒耳旧道の市道維持管理についての御質問でありますが、現在市

内の市道の草刈り等については、昨年度より地元常会にお願いすることを主として行ってお

り、昨年度は５常会にお願いして、ことしは９常会からの協力を得られる予定であります。 

 議員さん御指摘の黒耳の旧道につきましては、以前にも御質問がありましたが、保安林管理

担当である農林課が地元との協議を行い、市道管理に必要な部分の伐採を行っております。地

元としては、この部分が保安林であり、伐採については大変神経質になっており、今後におい

ても地元の調整を行いながら伐採を行っていくこととなりますので、御理解をお願いします。 

 次に、(5)市道認定規則の作成についての御質問であります。 

 建設課としましても、一定基準が必要ではないかと調査をしましたところ、高知県内では高

知市を初め規則を制定している市がありませんでした。全国的に調べますと、制定している市

町村もございましたので、現在はそれらを参考に、高知県の関係課とも協議をしまして、室戸

市に合った規則を検討していきたいと考えております。 

 次に、(9)南海大地震対策についての中、７点目の橋梁調査の進捗状況についての御質問で

あります。 

 県道椎名室戸線の室津川にかかる室津川橋については、高知県の管理となります。この橋を

管理する室戸事務所からは、今後においては策定計画を立てた上で、修繕が必要とあれば、平

成23年度以降に着手するとの返事をいただいております。 
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 次に、橋梁の長寿命化修繕計画についての御質問でありますが、現在室戸市内の市道には

232の橋がかかっております。そのうち長さ15メーター以上の橋が38橋、15メーター未満が

194橋あります。15メーター以上の橋梁調査については、本年度に国庫補助事業が500万円の割

り当てとなり、６月補正に計上しております。本年度調査により18橋を調査しまして、平成

22年度において残り20橋の調査をいたします。15メーター未満の橋梁調査については、緊急雇

用対策で実施しておりまして、152橋の調査は発注済みであります。不足分の42橋につきまし

ては、追加の緊急雇用対策事業費で採択の予定となっておりまして、その割り当ての通知を待

って補正予算を計上の上、本年度中に調査を完了したいと考えております。 

 橋梁の長寿命化修繕計画の策定につきましては、これらの結果をもとに修繕計画の策定に入

ることとなりますが、室戸市の財政状況や国庫補助採択の状況を見ながら、できるだけ早急に

策定していくこととなります。 

 次に、大きい２番の２、火葬場の市道椎名線の改良についてであります。 

 議員さん御質問のこの市道椎名室戸線につきましては、県道入り口から火葬場までの距離が

800メーターほどあります。マイクロバスが通行できるように、市道に覆いかぶさる樹木の伐

採をして、通行していただいてるところであります。その中で、議員さん御提案の直線部分と

しては130メーターほどで、道路延長となりますと150メーターほどになると思われます。現道

拡幅等も含め、現場状況、用地関係者を調査して、前向きに検討してまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。以上であります。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 (8)番、町並み駐車場前の横断歩道への信号機の設置につきましては、教育委員会といたし

まして室戸警察署に要望し、現地調査もしていただきましたが、現地は三差路でありまして、

交通規則上、三差路への押しボタン式の信号機の設置はできないとのことであり、交通量が少

ないため、普通信号機を設置することもできないとの残念な回答をいただいております。現状

の対応といたしましては、町並み駐車場の利用者に対しまして、国道の横断について横断歩道

の利用徹底と左右確認の周知できる看板等の設置を検討しております。 

 次に、(9)番、南海大地震対策についてでございますが、何点か御質問がありましたので、

順次お答えいたします。 

 まず最初に、４点目の学校現場でのサバイバルキャンプの実施につきましての質問でござい

ますが、議員さん御指摘のとおり、児童・生徒に人の命の大切さを教えることは大変大事なこ

とでありまして、各学校では、地震や津波を想定いたしまして、保育所や地域住民、ＰＴＡ等

との津波の講習会や避難訓練を実施しております。また、本年度は、室戸青少年自然の家を利

用しての防災訓練等を推進してまいりたいと考えております。 

 なお、議員さん御提案のライフラインをすべて停止し、保護者や地域住民を含む１泊２日の
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サバイバルキャンプにつきましては、今のところ保護者、地域住民、教職員等にそのことにつ

き伺っておりますが、十分な理解が得られていないという状況であります。 

 次に、５点目の小学校へのＡＥＤの設置につきましては、地域活性化・生活対策臨時交付金

事業ですべての学校に対応してまいります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 谷口議員に、３点目の幼児予防接種の公費負担について市長

答弁を補足いたします。 

 １点目の年間何名の者が予防接種を受けているのかということでございますが、平成20年度

で10名の幼児がおたふく風邪、２名が水ぼうそうの予防接種を受けております。 

 それから次に、２点目の１人当たりの費用につきましては、おたふく風邪で5,000円、水ぼ

うそうが8,140円となっております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 溝渕選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（溝渕康展君） 大きい１の（12）選挙における投票時間の繰り上げ

についてお答えいたします。 

 投票時間の繰り上げにつきましては、過去の議会でも御指摘をいただきまして、これまで検

討を続けてきたところでございますが、現在市の常会長連合会を通じて各常会の御意見を集約

しているところでございまして、ほぼまとまりつつありますが、全常会の意見がまとまり次

第、早急に選挙管理委員会として判断したいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 答弁漏れということでありますが、行政視察につきましては、やはり

議会サイドで考えていただく問題だというふうに私は思っておりますので、先ほどの答弁とな

っておるところでございますので、その辺についてはもうぜひ御理解をいただきたいと存じま

す。以上です。 

○議長（林 竹松君） 谷口總一郎君の２回目の質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。２回目の質問を行います。 

 １点目は、いやしの里の温浴施設の案内板の設置について、３カ所に設置する予定だという

ことでうれしいなと思っておりますが、この案内板について、ほかにも本市においてはジオパ

ークとかいろいろ、これから観光案内板について設置する御予定がありますが、この観光案内

板に、今後、全国に今観光地にたくさん中国から来られた観光客を乗せたバスなどがたくさん

押し寄せておるのを見ますと、国際的な感覚を持って観光案内板に英語とか韓国語または中国

語などの表記も加えてはどうかと思いますが、この点についてひとつお聞きをいたします。そ

の１点だけです。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 
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○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 案内板のことでありますが、私もやっぱり市をＰＲをしていくというためには、市の入り口

であるとか出口といいますか、両方の入り口といいますか、そういったところへやはり大きな

室戸をＰＲできる看板が必要だというふうには思っております。 

 また、今回、室戸ジオパークの整備ということの中でも、いろんな箇所に案内板を設置する

こととしておりまして、その中でもいろんな外国の方が来られるということで、何カ国語かを

一緒にやったらどうかという案もあって検討もしたところでございますが、現在のところ、当

面は日本語と英語ということで２カ国語で対応をしたいというふうに考えております。 

 御指摘のように、将来的にはそうした中国語等の表記も必要ではないかと考えるところであ

りますが、現在のところ、そうしたことを予定をしているところでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 次に、米澤善吾君の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○６番（米澤善吾君） ６番米澤。平成21年６月議会におきまして一般質問を行います。 

 １、室戸市地域振興策について。 

 (1)内閣府の地方の元気再生事業への支援策についてお伺いいたします。 

 人口減の続く室戸市の活性化策の一つは、交流人口の増大にあります。ずばり次世代の湯治

場という中・長期滞在型のいやしの環境づくりに内閣府も興味を示し支持され、本年度で通算

３年目を迎えております。当市の地域振興策の一つは、新しい未来の分野の健康観光と地域資

源、農業、漁業、林業、深層水、ジオパーク等いろいろございますが、を生かした観光客誘致

にあります。高知県の変わろう・変えよう・産業と暮らし、高知県産業振興計画にも記載され

ている事業でございます。 

 そこで、室戸市の重要施策でもある地方の元気再生事業、次世代の湯治場、健康観光にも積

極的に昨年以上の協力を求めるものです。協議会は、室戸市はもちろん、室戸市商工会、室戸

市観光協会、旅館組合、食遊館808、室戸ドルフィンプロジェクト、医師会、東部交通など、

その他室戸をよくしようといろいろ頑張っているグループがおります。この事業に対する市長

さんの基本的な施策を含めたお考えをお尋ねいたします。 

 次に、(2)商業施設に係る固定資産税減税についてお伺いいたします。 

 今世界経済、日本経済が100年に一度の大不況に襲われているということは、皆さん御周知

のことと思いますが、室戸市はここ数年というか、数十年好況の波を一度も享受できず、不況

の波だけは間断なく、さらに容赦なく、室戸市の1,010事業所の商工業者を襲っています。こ

のままでは地場産業を含む商工業者のやる気と経営を持続する力が急速にうせています。わら

をもつかむ思いです。国ほどの多額の予算を費やせとは申しません。とにかく頑張れるわずか

な光でも発していただけませんか。 

 ここで本題に入りますが、平成19年12月議会において、室戸市企業誘致推進条例が制定され
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ています。条例第１条「この条例は、本市における企業誘致を推進するために必要な措置を講

じ、もって雇用機会の拡大及び産業の振興を図り、活力ある市勢の発展に寄与することを目的

とする」云々と条例化され、第６条に、奨励金が交付できる。また、第６条の２「奨励金の額

は、誘致企業の投下固定資産に賦課された固定資産税相当額の範囲内で市長が定める額とす

る」といろいろ規定されてますが、企業誘致も非常な大事な施策と思いますが、最も大事なの

は、この不況の中の地域支援。現在室戸市で頑張っている地元企業を最優先に考えてほしいと

いうことです。もう少し頑張れる何かの救援支援策をとれるか。夏の夜の蛍の光ほどでも構い

ません。照明にはなりませんが、心を照らします。特に企業経営の負担となっている固定資産

税の減免を、室戸市で頑張っている企業、商店にその措置を何らかの形で実行すべきではない

かと思います。とにかく時間がありません、急ぎます。毎月確実に、皮肉ではございませんけ

ども、毎月確実に給料が支給されている方々には、商工業者の悲鳴に気がつきにくいもので

す。現実です。市長さんの基本的なお考え、施策をお伺いいたします。 

 (3)室戸市相撲場の活性化について質問させていただきます。 

 室戸マリン球場を中心に、年間を通じ、さまざまな行事が開催されます。また、関西地区の

大学、高等学校、少年野球チームがキャンプのため数多く来られています。引き続き、他のス

ポーツも積極的に誘致すべきと思います。この誘致に最適な施設があります。相撲場、この施

設を相撲だけにこだわらず、内部改造を含め多目的に利活用され、他のスポーツを誘致すべき

だと思います。施設整備、例えば人工芝、ネットなんかですけども、含めお考えをお尋ねしま

す。 

 次に、(4)です。地場産品育成と企業誘致の今後についてお伺いいたします。 

 室戸には、現在海洋深層水を活用した数々の生産物があります。市長さんがいつも口になさ

います、すじあおのり、アワビ、アマノリといろいろなものがありますが、地域の名産物にな

ろうとしていますが、特産品として企業化されるべきだと思います。これらの産品で地域振興

を図り、外商とあわせて地産地消につなげていくのであれば、消費者と生産者双方にとって供

給と消費と価格の安定が最も大事なものと思います。生産設備の充実を今後どうなさるのか、

また大事な事業の成否を決めるのは海洋深層水の販売価格もあります。見直しを考えられたら

いかがか、お尋ねします。 

 また、企業誘致の状況ですが、現在既に意思表示されている電硝エンジニアリング様の状況

もあわせてお伺いいたします。 

 次に、大きな２ですけども、市営住宅滞納使用料請求に関する訴訟についてお伺いいたしま

す。 

 平成20年９月議会において提案の市営住宅滞納使用料請求に関する職務の遂行、つまり滞納

整理に重大な決意を持って訴訟を起こされましたが、現在の状況と事後の経過はどのようにな

っているか。また、今後どのように展開されるのか。また、滞納問題と滞納者の人権と義務と
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は区別され、遂行されることをつけ加えて質問させていただきます。 

 ３、室戸市のシンクタンク開設について。 

 室戸市も、さまざまな地域資源の活用方法の模索について室戸市出身の方々にお願いされ、

シンクタンクボランティアを募集されてはいかがですか、市外から、県外から、また世界から

この室戸市を見詰められていた室戸市出身の方々のお知恵と今後の室戸市の方向を尋ねられて

はいかがですか。室戸は1,200年昔から、歴史と文化と自然に支えられ、はぐくまれた地域で

す。未来の1,200年を希望と夢のある、精神的にも豊かな地域になれるようお知恵をかりられ

たらどうですか。未来永劫に子供が住み続けられるまちづくり、老後が安心できる町を目指す

知恵をかりませんか。井の中のカワズは、おのれがゆでガエルになります。この室戸がゴース

トタウンになっては間に合いません。シンクタンクボランティア開設に対する市長の御意見を

お伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 米澤議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の室戸市地域振興策についての(1)内閣府の地方の元気再生事業への支

援についてでございますが、地方の元気再生事業につきましては、議員さん御案内のように、

昨年度室戸市商工会を中心に関係団体が協議会を立ち上げ、海洋深層水健康増進プログラムを

核に、室戸の食、宿泊と自然を一体的にとらえた体験健康プログラムを次世代の湯治場づくり

と銘打ち実施をされ、関東、関西を中心に92名のモニターの方々が参加をされました。そのモ

ニターの方々は、イルカとのふれあい体験、西山台地での農業体験など、23項目のメニューを

体験をされ、大変好評をいただいているところでございます。市としましても、事業実施に当

たりましては、協議会の一員として参画をし、一定の財政支援も行ってきたところでございま

す。本年度におきましても、内閣府の地方の元気再生事業の採択を受けたというふうにお聞き

をしておりますので、市といたしましても、引き続きできるだけの支援を行ってまいります。

また、健康観光ということで一層の推進を図って、地域経済の発展につなげていきたいと考え

ております。 

 次に、(2)の商業施設に係る固定資産税の軽減についての中でございますが、まず商工業者

の支援対策といたしましての企業誘致推進条例についてでございます。 

 これも議員さん御案内のように、本市の雇用機会の拡大及び産業の振興を目的に、平成19年

度に当条例を制定をしたところでございます。投下資本がその中、条例の中でありますが、投

下資本が2,700万円以上で３名以上の新規雇用が見込まれる等、一定の条件をクリアすれば、

市内、市外の企業を問わず、固定資産税相当額の範囲内で奨励金の交付ができるという内容と

なっているところであります。商工業者の新たな起業、また規模拡大を促す制度となっており

ますので、御活用をいただきたいと存じます。 
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 そして、現在の経済状況でございますが、大変厳しい状況であるというふうに私としても認

識をするところでございます。 

 そこで、議員さん御提案の固定資産税の減免ということでありますが、この点につきまして

は、市の財政運営、特に現在行っております室戸市集中改革プラン推進計画というものにも重

大な影響を及ぼすことから、一律の固定資産の減免ということについては、大変困難であると

いうふうに考えるところであります。したがいまして、商工業を中心とする振興につきまして

は、低利の制度資金等の活用など、経営の安定向上に市としても努めていきたいと考えており

ます。 

 (3)相撲場の有効活用とか利用増進で御指摘を受けたところでありますが、これも私の懸案

事項の一つでございます。ぜひこうした施設を有効に活用するということが必要であります。

現在、施設の改善等につきまして、関係課に指示を出しているところであります。 

 次に、(4)地場産品育成と企業誘致の今後についてでございます。 

 地域特産品の開発につきましては、当市の産業者会議で提案された室戸市ものづくり、元気

づくりの補助金制度を創設をしたところでありますし、市民の方のアイデアを生かした取り組

みということがものづくりであるわけですが、それとあわせて高知大学との連携事業の中でも

取り組んでいかなければならないということで進めているところであります。その中で、海洋

深層水を利用したすじあおのり養殖につきましては、製品の２次商品化であるとか、販売先の

拡大というようなことに努めていただきまして、現在経営は安定に向かっているというふうに

お聞きをしております。 

 また、アマノリの生産につきましても、一定の事業化のめどがついたところでございます。

今後とも、漁協初め関係団体や関係機関とより一層の連携を図りながら、地場産品の育成に取

り組んでまいります。 

 次に、海洋深層水の料金についてでありますが、これまで企業の要望を受け検討してきた結

果、平成19年度と平成20年度、２回にわたりまして料金の改定を行ってきたところでございま

す。このことは特別会計の収支状況も勘案をしなければなりませんので、今のところ見直しの

予定はしていないところでございます。 

 次に、企業誘致の取り組みの状況ということでありますが、昨年度は県出身者が社長を務め

る企業、また市の出身者が就職をしている企業を訪問をし、誘致活動を行ってきたところでご

ざいますが、世界的な景気後退、不況の流れの中で、残念ながら本市に進出を希望される企業

はまだ出ていないところでございます。本市の置かれている地理的条件、それに加え、このよ

うな経済状況から考えますと、企業誘致の問題は非常に厳しいものと認識をするところであり

ますが、だからこそ私は地縁や血縁に頼らなくては、なかなか企業に来ていただくことはでき

ないというふうに考えておりますので、ぜひそうした市民の皆様、また関係者の方々の情報提

供をお願いをしたいというふうに思っているところであります。 
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 次に、大きな２点目の市営住宅滞納使用料請求に関する訴訟についてでありますが、現在の

状況と経過を申し上げますと、平成20年９月に議決を受けました３件につきまして、11月に訴

状を高知地方裁判所安芸支部に提出をいたしました。そして、12月に２回の口頭弁論が開催を

され、建物の明け渡しと滞納金額の支払い等、市の申し出どおりの判決を受けたところでござ

います。その後、第１回口頭弁論のときに出席をされていた２名の方より、滞納使用料を分割

で支払いたいという旨の申し出がありまして、顧問弁護士ともその取り扱いについて協議をし

たところでありますが、その結果、すぐに明け渡しを執行するよりも、滞納の解消を図ること

を優先をしたほうが望ましいという結論となったところでございます。 

 現在、２名の方々からは、分割により住宅使用料の納付をいただいているところでありま

す。また、残り１名の方につきましても、協議の結果、現年分の使用料を納付をいただいてお

りますが、現在失業中ということがあり、就職が決まってから滞納分の分割を納付するという

ことで話し合いを継続をしているところであります。今後とも、関係各課の協力により、住宅

使用料の収納率の向上に努めてまいります。 

 次に、大きな３点目の室戸市シンクタンク開設についてであります。 

 室戸市の地域資源の開発については、先ほども申し上げましたが、高知大学との連携事業と

してイルカセラピーの研究開発、海洋深層水健康増進プログラムの策定、地質資源を生かした

交流人口の増加、すじあおのりの養殖等について知的、技術的、科学的な面について御協力を

いただいているところでございます。 

 しかしながら、室戸市活性化のための地域資源を活用した新事業の推進のためには、多岐に

わたる分野においての検討が必要であります。そのために産業界等で御活躍の市外の室戸市関

係者の御指導、御提案をこれまでにもお願いをしているところでございます。 

 御質問のそうした組織の設置ということは現在のところ考えておりませんが、さらに人材の

輪を広げるためのネットワークづくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足説明をいたさせますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 上山商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（上山精雄君） 米澤議員さんに、企業誘致の中での電硝エンジニアリ

ング等の状況について市長答弁を補足説明をさせていただきます。 

 この経済不況の中、電硝の会社自体も少なからず影響は受けていると思いますが、それでも

本年４月にさらに２名の高校新卒者の雇用を行っていただき、これまで11名の雇用につながっ

ております。室戸工場の建設計画につきましては、今年度工程表の提出もいただき、本年度は

用地選定を行い、取得、造成を完了し、平成23年度操業開始を目標とされているとこでござい

ます。また、旧サンパレスむろとにつきましても、高齢者等の健康管理を目的とした宿泊施設

として検討が行われ、企業進出されるとお聞きをしてるところでございます。以上です。 
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○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 米澤議員さんにお答えいたします。 

 １、室戸市地域振興策について。 

 (3)室戸市立相撲場の活性化についての中で、他のスポーツのキャンプ等の誘致を進めるた

めにも、相撲場の内部を改造し、多目的に利用できる施設にしたらどうかとの御質問がござい

ますが、議員さん御指摘のように、相撲だけにこだわらず、他のスポーツ等の誘致も考えて利

用の拡大を図っていかなければならないと考えております。そのためには、施設の内部改修も

行っていく必要があるのではないかと考えており、現在の土俵を移動式に変えるとか、人工芝

やネットの設置等、議員御提案の内容等も踏まえまして、野球やテニス等の屋内練習場に使え

ないか、相撲連盟の意向も考慮しながら、相撲場の利用拡大を図っていかなければならないと

考えておりますが、財源等の問題もありますので、検討課題とさせていただきたいと思いま

す。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 米澤善吾君の２回目の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○６番（米澤善吾君） ６番米澤。２回目の質問を行います。 

 一番大事なの、商業施設に係る固定資産税の軽減についてですけども、集中改革プランと

か、要するに室戸市に金がないから待ってくれというような御答弁ですけども、金がないのは

室戸市だけじゃなくて、民間人も大きなところでございます。 

 そこで、どうしたら税収をふやすかということを考えられて、もう少し前向きに考えて、

１％でも２％でも構いませんので、ひとつその辺を前向きに考えていただきたいなというふう

に思います。 

 それと、相撲場については、それも予算の都合上、ちょっとすぐは難しいということですけ

ども、前向きに考えていただきたいなと思います。 

 それと、深層水の価格ですか、それもちょっと難しいというところですけども、そしたら現

在の１日の揚水量が１日は4,000トンとかというてお聞きしてますけども、実際この水がどの

くらいの金額になってて、どのくらいの水が反対にオーバーフローで捨てられてるかというの

も、ちょっと教えていただきたいなというふうに思います。 

 それと、サンパレスさんのほうの今後の展開については、非常に頼もしく思いますんで、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それと、シンクタンクの開設についてですけども、市長さん、前の答弁でも同じように、施

設の、そうはないということになってますけども、結局公的に集まった方にいただいて企業誘

致ですね、地域の振興策の(4)の企業誘致もある面連動すると思います。知恵もかりられると

思いますんで、もう少し前向きに考えていただけたらありがたいなと思います。 

 ２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 
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○市長（小松幹侍君） 米澤議員の２回目の御質問にお答えをいたしたいと思いますが、すべ

て前向きに取り組めということのようでございますので、私としては前向きに取り組んでいる

つもりでございます。 

 １点目の固定資産税のことにつきましても、現在固定資産税を減免することは大変難しい。

ただ、地域経済を発展をさせていく。それによって市の収益をふやしていくというようなこと

等々については当然考えていかなければならない課題であり、問題だというふうに思っており

ますし、相撲場の件につきましても、教育長からも答弁をいたしましたように、現在いろんな

利用の増進、施設の改善というようなことに取り組んでいるというところでございます。 

 また、深層水の料金の問題につきましても、現在深層水の商品の利用実績というのが、深層

水商品を取り扱ってる業者というのは118社で、一昨年が148億円という総売上高というような

状況でございます。それが昨年は売上高としてはそれを下がっているということでありますの

で、我々としましては150億円台を目指すということで深層水の利活用もやはり力を入れてい

かなければならないというような思いは当然持っておるところでございますので、その辺の御

理解もいただきたいと存じます。 

 また、旧サンパレスの問題につきましては、これも社会保険庁から当市が購入をしていたも

のを、これを高知の内田脳神経外科の内田先生に買っていただきました。4,000万円で買って

いただいたわけでありますが、内田先生としては、それを高齢者の宿泊をして、例えば深層水

のプールを使うこと、あるいは大学生が低料金でサンパレスを使って、そこの近くにある野球

場、あるいは相撲場等々を利活用できるように宿泊施設としたいというような思いもあって、

現在それらのことについて計画をしているというようなことをお聞きをしているところでござ

いますので、ぜひそうしたことで室戸へ来ていただいて、地域の経済の発展、あるいは宿泊利

用者の利便につなげていただければなあというところでございます。 

 そしてもう一点の、最後でありますが、シンクタンクの問題は、私は御提案としては以前か

ら受けていることは当然承知をしております。しかし、現在、先ほども申しますように、いろ

んな方々から私は意見を聞いている場を持っているということでありますから、それらをネッ

トワーク化して、より効果を上げていくというような形づくりはしていかないといけないとい

う思いは持っているわけでありますが、議員さん御指摘のような、それがシンクタンクと言わ

れると、少し違うのではないかということで私の答弁はさせていただいているところでござい

ますので、どうぞ御理解をいただきますようによろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって米澤善吾君の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時53分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 次に、山下浩平君の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） 11番山下浩平。今期定例会におきます一般質問を行います。 

 １番、県道椎名室戸線について。 

 三津坂トンネルの改良。 

 交通網整備促進、見捨てられた三津坂トンネル。これまでも何度となく、この場において同

僚議員からも質問されてきましたが、先ほども谷口總一郎議員から市の対応について質問もご

ざいましたが、最近は忘れられたかのように話題に上ってこなくなっております。これまでも

市の最重要要望事項として毎年取り上げて県へ要望、陳情を重ねてきたわけでございますが、

近年は見捨てられた三津坂トンネルになっておるのではないかと思います。ここ二、三年は、

重要要望事項にも入っておりません。防災的な見地から見ましても、重要な交通ルートであり

ます。どうして県に対する室戸市の最重要要望事項から取り除かれたのか、お尋ねをいたしま

す。 

 三津坂トンネルは、東部の交通のかなめでもあります。しかし、建設当初からトンネルが小

さいために、年々大型化してきた自動車に対応し切れなくなっております。だれが見ても時代

おくれのトンネルではありませんか。昭和46年３月に供用開始、38年が経過され、当時から中

は暗く、滴はボタボタ落ちるし、非常に通りにくい危険なトンネルであります。地震が起きる

と、すぐに内部崩壊するのではないかと危惧いたします。今までにも、平成18年度の市が県に

対する要望書の中で、高知県は平成15年度において法線計画の測量を完了したと述べられてお

りますが、私の知る限りでは、実測測量ではなく、地図上に机上での６ルート案が示され、ル

ートによって事業費が20億円から30億円ぐらいかかるという案であったと思います。県が本当

に６ルートの実測測量をコンサルで行っていれば、測量費だけでも四、五千万円は必要であっ

たと思います。それだけの経費を費やして６ルートそれぞれの実測測量を行ったとは聞いてお

りません。当時に県が行っていれば、今ごろはルート決定され、工事に取りかかっていると思

います。県は、我々の目先をかわすだけの机上でのルート案であったと、全く絵にかいたもち

であったと私は思います。今の県の財政状況では、幾らお願いしても、20億円、30億円かかる

事業はいつ実行してくれるか、皆目見当がつきません。 

 そこで、私の提案ですが、現在のトンネルを壊しながら拡幅するか、また山を全面的にオー

プンカットするか、いずれかの方法で完全２車線に改良していただくように、ルート変更案か

ら目的を変えてお願いをしてはどうかと思います。建設事業費も、ルート変更案の約３分の１

ぐらいで東側国道55線の信号まで改良できるのではないかと思っております。 

 市長さん、ここでちょっとトンネルさんから市長さんへメッセージを預かっておりますの

で、お伝えをしたいと思います。トンネルさんは物言いませんけんど、トンネルさんいわく、

「古くから大型バスは一台も通ったことがありません。私自身が幾ら車を食べても、これ以上

は大きくなることはできません。大きくなりたいが、山に押されてパンクしそうです。毎日苦
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しんでおります。市長さん、何とかしてください。お願いします。知事さんにもよろしく」。

トンネルさんから市長さんあての切実なメッセージです。市長さん、トンネルさんの苦しみを

一日も早く解消してあげてください。私からもよろしくお願いをいたします。 

 ただいま申し上げました方法で、県に対して今後要望すべきではないかと思いますが、今後

の取り組みについて市長の見解を求めます。 

 次に、２番、公共事業の早期発注について。 

 景気の底割れを回避するため、公共事業に関する上半期の契約率について、高知県は県が発

注する普通建設事業費など、可能な限り前倒しして執行し、91％に当たる約563億2,800万円を

発注し、一日も早い県内の経済活性化や雇用促進につなげるということで、既に５月末に国の

経済対策に対して公共事業発注705件、213億6,000万円発注したと公表されております。 

 本市も、明許を含めた新規事業普通建設事業費について、当初予算総額105億6,576万

2,000円のうち、主な新規事業を見ましても、約10億円強が計上されていると思われますが、

これらの事業をできるだけ早く前倒しして執行することによって、本市の経済の活性化、雇用

の促進、ひいては建設業の活力再生にもつながるのではないかと思いますので、事業の早期発

注について、市長の見解をお尋ねいたします。 

 次に、３番、建設業の活力再生について。 

 異業種との連携。地域の建設業は、地域経済や雇用のそれぞれ約１割を担う基幹産業であり

ますが、公共事業減少、価格競争の激化、昨今の景気の後退等、地域の建設業を取り巻く経営

環境はかつてない厳しい状況になっているとともに、地域経済も同様です。こうした状況の

中、地域における問題意識を共有した上で、第１次、２次、３次産業と有機的な連携を含めた

建設業の保有する人材、機材やノウハウ等を活用した農業、林業、福祉、環境、観光等の異業

種との複業化等により、地域づくりの担い手である建設業の活力の再生、雇用の維持、拡大や

地域の活性化を図ることが求められていますが、建設業の活力を見出すための方策はないか、

市長にお尋ねをいたします。 

 次に、４番、伝統的建造物群保存地区について。 

 吉良川町並み大型バス等駐車場整備。地域性豊かなまちづくりを目指し、文化財保護法に基

づき、歴史的風致の維持、地域性豊かなまちづくりを目指して、伝統的建造物群保存地区とし

て吉良川の町並み保存も10年余りが経過し、地元地区の保存会の方々の努力により、全国的に

も広く町並みとしての知名度も浸透しています。最近は、多くの観光を含めた見学者が日増し

に多く訪れるようになってきていることは、市としてもうれしい限りであります。駐車場が狭

く、非常に苦慮されているとお聞きをいたしております。せっかく遠くから見学に来られた

方々に、楽しくゆっくりと見学していただく心尽くしが行政として一番大切ではないかと思い

ます。指定当時から私も考えておりましたが、国道55線に沿った室戸警察署吉良川駐在所西側

の市管理の雑種地、面積1,597平方メートル、坪数に換算して約483坪であります。現地は、松
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を含めた雑木が生い茂っておりますが、できるだけ松を残し、自然環境を維持し、町並み保存

に適した大型バスを中心とした駐車場に整備してあげるべきではないかと思います。用地代も

要らず、目をむくような多額の予算も必要ではないと思います。歴史的な風致を著しく損なう

こともなく、これこそ訪れる方への行政としての心尽くしではないでしょうか。市長並びに教

育長の見解を求めます。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山下議員さんにお答えをいたします。 

 まず、三津坂トンネルの改良についてでございますが、前段の議員さんにもお答えをいたし

ましたように、室戸市におきましては大事な要望事項と受けとめております。当市としまして

は、これまで県議会に対し毎年の陳情を行い、尾﨑知事にも要望をしてまいりました。議員さ

んからは、トンネルからのメッセージ並びにトンネルではなく、オープンカットとする方法で

の改良というようなことで提案をしたらどうかというようなお考えもいただいたところでござ

いますので、今後県のほうにもそうしたことを含めて要望をしてまいります。 

 なお、現在は、以前行っておりましたような重要要望事項というまとめ方をして陳情すると

いう方法ではなくて、市の大事な項目については、当然県並びに関係先に項目ごとに陳情を要

望するということで取り組んでいるところでございますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、２点目の公共事業の早期発注についてでございます。 

 議員さん御指摘のように、事業の前倒しにつきましては、当市の経済の活性化、雇用の促進

につながるものと考えておりますので、補助の交付申請、あるいは交付決定というものも事務

手続があるわけでありますけれども、職員に対しましては、可能な限り早期発注をするように

指示をしているところでございます。 

 次に、３点目の建設業の活力再生についてであります。 

 議員さん御指摘のように、建設業は雇用の大きな役割を担っているところであります。室戸

市内の土木指名業者数を見ましても、平成15年度には52業者でございましたが、平成20年度に

は37業者と、15業者もの減少となっているところでございます。市としても、やはり普通建設

事業というのは、毎年度一定の事業量を私は確保していく必要があるというふうに考えるとこ

ろでございます。本年度におきましては、国の補助率100％で異業種との連携による地域活性

化に資する事業の立ち上げを支援する建設業と地域の元気回復助成事業というものも国から示

されておるところでございまして、それらに対して高知県建設業協会、室戸市地域関係者によ

ります（仮称）室戸地区天然資源回復協議会を立ち上げ、建設産業のリサイクル材料による近

場漁業復活に関する事業の計画をして、国の採択を受けるべく、提出をしているところでござ

います。その計画によりますと、まずは基本計画の作成、健全な森づくり、魚礁づくり、環境

教育などに取り組むこととしているところでございます。当市としましても積極的に参加を
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し、建設業と異業種との連携による地域活性化を進めてまいります。 

 次に、大きな４点目の吉良川町並み大型バス等の駐車場整備についてであります。 

 平成20年度の吉良川の町並みの訪問実績といたしましては、ＪＴＢの観光バスツアー旅物語

を含めて観光バスは157台、町並みガイド実績は143件の7,383人であり、イベントとしまして

も、七夕、夏祭りとともに東部地域で組織をする東海岸町並みネットワーク会議主催による土

佐の町家雛まつりの中核として、参加者もだんだん増加をしているところでございます。 

 議員さん御提案の大型バスに対応した駐車場の整備につきましては、この場所の問題につい

ては、私が財産管理課のときに、その場所につきましては、ここは国有地であるというふうな

位置づけがされていたところでありますが、私どもの調査の結果、そうではないということが

判明をいたしまして、たしか私のときにあそこは市有地として確保をしたというふうに認識を

しておりまして、私もあそこを何とかいろんな活用できないものかという思いは、議員さんと

同じように持っていたところでございます。ぜひ今後、見学者や観光客の増加も予想されます

ので、対応すべき課題というふうに認識は持つものでございます。今後、規模等も含めまし

て、どういう内容にしていくかというような議論を地元の方や町並み保存会の方々の御意見も

参考にしながら、検討してまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

をいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 山下議員さんに市長の補足説明をさせていただきます。 

 ２番の公共事業の早期発注についての御質問で、建設課の事業についてお答えいたします。 

 建設課関係の国庫補助事業については、室戸市からの補助申請を提出して、国の交付決定を

受けた後に業者への指名通知、入札、契約、その後に工事着手となってまいります。現在、７

月には工事着手にかかれるように順次事務処理を急いでいるところであります。建設課としま

しても、平成20年度繰越明許の地域活性化・生活対策事業や今議会に予算計上しております平

成21年度の地域活性化・公共投資臨時交付金の事業なども含めまして、早期発注に努め、室戸

市の活性化を図りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） これをもって山下浩平君の質問を終結いたします。 

 次に、町田又一君の質問を許可いたします。町田又一君。 

○１５番（町田又一君） 15番町田。平成21年６月第４回室戸市議会定例会において、市民を

代表いたしまして一般質問を行います。 

 室戸をよくしたいという強い意志のもと、市の職員を辞して選挙戦を戦い抜き、市長に就任

されてから２年半が小松市長はたちます。平成18年12月議会において所信表明をされました。

私が思うのに、表明された数々の課題は着実に実行に移されていると存じます。小松市長の有

言実行の市政運営に私は拍手を送りたいと存じます。市長の職は大変激務で厳しいと思いま
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す。時には逃げ出したくなるときもあるかもしれません。そんなときは遠慮せずに人に相談し

たり、専門の人の知恵をかることも必要であると考えます。今の室戸は、小松市長の考え方や

行動一つで大きく流れが変わる、そう言っても過言ではないと存じます。石橋をたたいて渡る

ことも必要であると思いますが、その逆に素早く英断を下すことも、時には大切であろうかと

考えます。あのときにああしておけばよかった、そういう後悔だけはしないように、心して市

政運営に取り組んでいただきたいとお願いをいたしまして、質問に入らせていただきます。 

 １番目といたしまして、市長の政治姿勢についてをお伺いいたします。 

 (1)といたしまして、産業の振興と雇用の場の確保についてお伺いをいたします。 

 室戸といえば、昔は鯨、それから遠洋マグロ、そして近海大敷漁、キンメというふうに海に

まつわるものでイメージしてきたのではないかと思います。農業についても、昔は温暖な気候

を利用した露地野菜から、現在はビニールハウスでの栽培へと変わってきております。林業と

いえば、国産材は外材に押され、低価格にあえいでいる状況です。製造業も、昨年からの

100年に一度と言われる金融経済不況のために生産調整を行っております。深層水関連企業

も、全国各地で類似商品が販売され、苦戦をされているようです。観光については、交流人口

が年を追うごとに増加をしているようですが、この入り込み客をどう室戸の収入アップに結び

つけるのか、今室戸の実力が問われていると思います。毎年決まったように同じペースで人口

が減少しております。３月、４月になると、若者が進学や就職のために室戸から旅立っていき

ます。しかし、外の空気に触れ、いろいろ経験や体験をし、知識を身につけることは大切なこ

とです。そして、一番重要なことは、その若者が帰りたいと言ったときに受け入れる場所があ

るか、働く場があるかということです。今一番考えなければならないのは、雇用の場の確保と

雇用の場の創設であると思います。市長職は多忙で大変だと思いますが、市内各社の経営者と

ひざを突き合わせて話し合いを持つことによってプラスを得るかもしれません。それなりの人

間関係をつくってほしいと願います。 

 市長には、産業の振興と雇用の場の確保についての基本姿勢をお聞かせいただきたいと存じ

ます。 

 担当課長には、各産業別に問題点や新しく取り組み出したことや明るい話題等があれば、ぜ

ひ披露していただきたいと存じます。市民が元気づく答弁をお願いいたします。 

 (2)世界ジオパーク認証を目指しているが、取り組みは万全かについてお尋ねをいたしま

す。 

 昨年、小松市長を会長に、室戸ジオパーク推進協議会が発足し、短時間のうちに日本で７地

区しか認定されていない日本ジオパークに認定をされました。この認定に至るまでの道程は、

市長の並々ならぬ熱意と努力と強力なリーダーシップのたまものであったと私は心から敬意を

表します。今後も、世界ジオパーク認証を目指して、強力な前進をお願いをいたします。 

 平成21年度の事業計画によりますと、室戸ジオパークは、安全でわかりやすく、感動をもた
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らすジオパークづくりを基本に取り組み、ことしは日本ジオパーク認定という知名度を生かし

た広域的活動の推進と世界じゅうのだれもが楽しめる室戸ジオパークを目指して、ことしこそ

ＧＧＮ、世界ジオパークネットワークへの仲間入りができるように全力で取り組む。国立室戸

青少年自然の家や市内の宿泊事業者や商工会等との連携を持ったイベントなど、地域の経済効

果や教育向上に貢献できる事業実施と市民向けの学習会やＰＲ活動を強化して、室戸市民のだ

れもがジオパークを語れるようなまちづくりに取り組み、世界に向け情報発信を行うとありま

す。１のジオパークの勉強会や先進地の調査研修から、12の世界ジオパーク認定への申請とそ

の実現に向けた取り組みとまで、１から12まであります。世界ジオパーク認証までに乗り越え

なければならない課題等について述べていただきたいと存じます。 

 また、他の地域では、現在ミュージアムを持ち、地質の専門学芸員を置いて万全の態勢で認

証を目指しているようです。本市でも専門の学芸員を置くことは、調査や今後の取り組みにつ

いて各方面にも強く室戸の熱意を伝えることにつながるものと信じます。費用については県と

相談して、人選については高知大学に依頼し、適任者を推薦してもらう、そのような働きかけ

をすべきだと思います。取り組み姿勢をお伺いいたします。 

 ライバルは全国だけでなく、県下でも何地域かが着々と準備を進めております。後からお先

にということにならないよう、市長の強力な指導力を望みます。 

 (3)交流人口50万人をどう実現するかについてお伺いをいたします。 

 観光スポットの整備とライトアップとイルミネーションについて問います。 

 観光交流人口は、平成17年の17万人から平成18年19万人へ、19年は26万人へ、そして20年に

は36万人に交流人口が増加してるとのことであります。大変喜ばしいことだと思います。商工

会議所によりますと、40万人の交流人口があれば、定着人口１万人に匹敵すると言われており

ます。増加した最大の理由は、室戸岬地区に整備された海洋深層水体験施設や民間のホテル等

の開設が大きく貢献しているものと考えられます。 

 また、この４月から５月上旬にかけての連休には、高速道路の1,000円効果も相まって、た

くさんの人が車に乗って室戸岬へと押し寄せてきてくれました。私も、３日、４日と岬へ行っ

てましたが、毎日これぐらいの人が来てくれたら、100万人の交流人口も決して夢ではない、

そんなように思ったほどでした。 

 それと、もう一つ感じたことは、観光目的で来た人は、その土地ならではの品を買いたがっ

ている、食べたがっているということです。室戸へ行ったというあかしの土産を欲しがってい

る、そんなことが言えると思います。残念ながら、現在の室戸ではこれをどうぞというほどの

土産物がないのが実情でございます。お金をお客さんが使いたがっているのに、何とももった

いないことをしたと、今はため息をついている、そんな感想を持っております。外貨を稼ぐの

は、何も市外へ品物を出荷しなくても、人の好むものをつくれば、稼げるのではないか。来訪

してくれるのでないかということであります。室戸名物はこれだという商品開発が急がれま
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す。交流人口が短期間に集中して来てくれただけでは、50万人の交流人口は無理だと思いま

す。四季を通じてコンスタントに訪れてもらうことが大切です。 

 担当課長にお伺いをいたしますが、担当課として50万人の交流人口を成功させるためにはど

うすればよいと思ってるのか、名案があれば、ぜひ示していただきたいと思います。 

 さて、私の提案ですが、私の所属してる委員会で管内視察を行いました。中岡慎太郎像の裏

山に登ってみました。現在は展望禁止になっている展望台なんですが、ぜひそこを見よという

委員全員の意見で登ってみました。現在は閉鎖されておりますので、道には至るところに草木

が生え茂り、うっそうとしておりましたが、何とか展望台までたどり着き、その展望台から全

員発した言葉が、大変すばらしい、その感動した声が一致したみんなの意見でした。目の前に

ジオパークが目に飛び込んできたのです。私は思うのですが、観光客の人にはちょっと登るの

には時間的に、また労力的に無理があるかもしれませんが、ジオに興味のある人ならば、喜ん

でもらえるような大きなスポットになることは間違いないと感じました。実は、この展望台の

復活については、知事に小松市長と陳情したことがあります。そのときの県の返事は、展望台

の土台のコンクリートがはげ落ちて大変危険である。ここを閉鎖するかわりに、他のところを

整備した旨の話がありました。しかし、あのすばらしい景観、そのまま置いとくのにはもった

いないと思います。 

 そこで、お伺いいたしますが、再整備はできないものか、お伺いをいたします。 

 実は私は恥ずかしながら、この現地の内容を知らずに陳情に加わっておりました。今はジオ

パークの世界認証を目指している室戸にとって、ぜひとも整備を必要としている場所の一つで

あると確信しております。ハードルは高いかもしれませんが、展望台の再整備に取り組む姿勢

をお伺いをいたします。 

 観光協会がある時期、観光スポットにライトアップやイルミネーションで観光客に話題提供

してくれたことがあります。見た人は大変喜んでくれたようです。私は、室戸岬新港一帯をラ

イトアップやイルミネーションで飾りつけ、夜の観光スポットにできたらと思うのですが、い

かがでしょうか。車がたくさん置けて広場があり、室戸にこんな適地がというのは、あの一角

だけではないかと思います。これを生かさない手はないと考えます。あれこれみんなで知恵を

出し合い、50万人の交流人口を実現させたいものです。実現策を問います。 

 (4)海洋深層水体験施設の有効活用についてお伺いをいたします。 

 指定管理の業者が６月いっぱいをもって運営から撤退をいたします。理由は、資金繰りの悪

化だということでございます。こういう施設は黒字経営というのは大変難しく、厳しいと言え

るのではないかと存じます。７月からは市が株式会社を設立して、この会社を指定管理者とし

て運営を行う。私は、運営継続は当然のことだと思っております。私の知っている利用客は、

体験施設の利用を生活の一部として取り入れて活用している人がたくさんあります。その内容

につきましては、運動不足の解消であったり、コミュニケーションを求めてであったり、サウ
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ナ利用であったり、成人病予防対策であったり、リハビリであったり、雨が降ったので、退屈

しのぎに利用しに来たというふうに、利用の理由はさまざまであります。私も、常連客の一人

として意見を言わせてもらいたいと思います。 

 まず第１には、やはりそこで働く人を大切にしなければならない、そんなふうに思います。

今までの指定管理のところでは、何かあればすぐに従業員が解雇になっていたようです。それ

では、やはりお客さんに対して十分なサービスができない、私はそんなふうに思います。だか

ら、今度の運営では、ぜひ従業員を大切にしていただきたいと思います。その従業員が必ずお

客さんをつくるというふうに、私は確信をいたします。やはりサービス業は、人が宝だと思い

ます。そういう宝になる人材をぜひ次の指定管理の会社では守っていただきたいと思います。 

 それから、お客さんの声に耳を傾けること、小さなごみやさびなど、気がついたことは素早

く対応すること、子供が利用できるプールを整備すること、サウナを男女別にすること、ある

いはスペースを広げること、プール内の底のペンキは滑らないようにすること、排水口をよく

掃除をし、におわなくすること、市外、市内の利用料金の格差をなくすこと、利用しやすい料

金設定を考えること、定休日を考えること、これは年中無休の経営はできないかということで

あります。営業時間を夏時間、冬時間に分けて営業を行うこと、職員や議員の皆さんに利用を

呼びかけること、個人利用者では、その希望者にもよりますが、体のデータをとり、健康指導

ができるようにすること等々、いろいろ利用客増に向けた取り組みが大切であろうかと思いま

す。体験施設の運営について、だれがやっても赤字は仕方がないではだめで、今後の指定管理

者の指定を決めるときには、たくさん応募があることを期待したいと願っております。また、

収益増には、利用客増が第一条件であるのは間違いありません。７月からの運営について、取

り組み姿勢をお伺いをいたします。 

 (5)アナログ放送が2011年７月に終了するということが、マスコミ等々で報道されておりま

す。難視聴地区は、それまでにこの室戸では解消できるのか、方法はあるのかについてお伺い

をいたします。 

 現在、総務省では毎日のように、前段に申しましたように、2011年７月にはアナログ放送が

終わり、地上デジタル放送にかわる、その放送をしております。室戸では、それまでに地上デ

ジタル対応テレビが受信できる器具をつけなければ、テレビは見えないと思います。そういう

ふうに国のほうも警鐘を鳴らしております。また、テレビや器具をつけても、電波が届かなけ

れば、これらの対応にしてもだめであること。マスコミ各社が室戸市内へ中継塔を立ててはい

ますが、電波の届かないところがまだまだあると思います。一方では、共同受信アンテナを立

てて対応するところもあります。これらをあわせますと、100％難視聴地区は解消できるのか

という心配は、まだ今もしております。市内全域で地上デジタルテレビが見える方法はほかに

ないかとも思いました。 

 そんな中で、地上デジタル対策にもつながる光ケーブル整備事業があると聞きました。国
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は、ブロードバンド未整備地域を優先して、光ケーブルの整備に取り組むよう、この春に

500億円の補正予算を予算化されております。全国のブロードバンドの整備率は98.3％で、高

知県での整備率は90.4％で、全国より８％ぐらいおくれているようです。その中でも、県東部

のおくれは顕著であるようです。本市では、70％ぐらいが未整備ではないかと存じます。しか

し、このたびのブロードバンドの整備支援事業に手を挙げたというふうに聞いておりますが、

どういったサービス内容での要望を上げられたのか、教えていただきたいと存じます。また、

そのサービスの中に地上デジタル放送の難視聴地区解消の事業が含まれているのかどうか、こ

れも教えていただきたいと存じます。 

 なお、地方と都市との格差、さらには県下の県都と郡部との格差の解消にも、この事業は期

待されていると思うんですが、ブロードバンド整備促進についての市長の取り組み姿勢をお伺

いをいたします。 

 (6)自然エネルギーについてお伺いをいたします。 

 2007年の日本エネルギー自給率は、わずか４％、原子力を含めても18％にすぎず、特に原油

は99.6％を輸入に頼っているようです。昨年の原油高騰の折には、日本経済を大きく揺るがす

ようなことになり、一時は我々の利用しておりますガソリンも、１リットル200円までいくの

ではないか、そんな心配をされたほど、一気に値上がりをしたことがありました。温暖化対策

が今大きな問題となっております。室戸は風力発電をするのに最も適した風が吹いているの

に、あるのは室戸岬３町に小さなのが１基だけあります。幾つかの、過去には、会社や企業グ

ループが適地調査をやりたいという申し出があったのですが、これらをほとんど、ことごとく

と言ってもいいぐらい断った経過があり、実現には至りませんでした。室戸沖には、メタンハ

イドレートが国内天然ガス消費量の約100年分に当たる量が埋蔵されているとのことです。国

は2012年度から、東部南海トラフ海底での産出試験を実施し、2018年度商業生産開始を目指し

ているようです。本格採取が可能との情報があれば、いつでも中継基地や関連企業の誘致が可

能となるよう、今から準備をしておくことが必要であると考えます。 

 次に、太陽光発電ですが、発電効率は全国でも高知県が１番だということです。その高知県

でも、室戸は１番の太陽光発電効率と条件が整っているとのことであります。この条件のよい

室戸へぜひ太陽光発電に関する企業や研究施設の誘致を積極的に働きかけてみてはどうか。土

地は室戸で構えます。その土地には、今頭を悩ませております塩漬け土地が利用できれば一石

二鳥だと思うのですが、あわせての陳情や要請を執行部の皆さんにお願いをいたします。 

 (7)次期選挙での投票時間短縮とポスター掲示板設置の縮小についてでお伺いをいたしま

す。 

 選挙の開票時にいつも思うんですが、午後８時というのは、今の室戸では大変長いのではな

いか、そんなふうに感じております。選挙の種類にもよりますが、室戸市が開票を始めたころ

には、もう結果がわかってしまっているというのが多々あったと思います。午後６時締め切



－106－ 

り、午後８時開票開始で、私は十分だと思います。投票日に用事がある人は、期日前投票を多

く利用しております。午後８時までの投票時間の意義が、今は大変少なくなっているというの

が事実であると考えます。近々行われる衆議院選挙から実施できるように、選管の決断を求め

たいと思います。 

 また、前段の議員さんもこのことに触れられておりましたが、私がこの時間短縮に取り組み

出したというのを各常会に話したのは、この１月だったと伺っております。そして、４月には

答えが出て、５月、６月の選挙では対応できるような、そんな話を聞いておりましたが、なか

なかまだ全部を取りまとめて意見集約ができていないとのことですが、どうか一日でも早く結

論を出し、次の選挙から取り組めるような、そういうスケジュールをつくっていただきたいと

思います。 

 また次に、候補者のポスターの掲示板の数なのですが、これも大変多いのではないかと思っ

ております。人家から離れていたり、人が通らないようなところに掲示板があったりします。

ポスターの掲示板の数の縮小の検討もすべき時期が来ていると思いますが、取り組みについて

お伺いをいたします。 

 (8)耕作放棄地の解消法と活用についてでお伺いをいたします。 

 この放棄地が進んだ理由として、高齢化が進んだのと米価の値段が大変低迷していること

等々で、特に奥地での利便性の悪いところに放棄地が増加をしております。前は植林などをし

て田畑の荒れるのを防いでおりましたが、現在の木材の低価格のあおりを受け、そのまま農地

を放棄するというのが実情になっております。このような田畑は年々増加をしていると思うん

ですが、担当課として面積等々を把握しているのかどうか、お伺いをいたします。 

 他市では、他産業の職種の人が放棄地を有効活用して農業経営等をしているようですが、室

戸での例はないのか、お伺いをいたします。また、担当課として、これらの解決策にどう取り

組んでおられるのか、答弁をいただきたいと思います。 

 (9)鳥獣害対策についてお伺いをいたします。 

 日本全国至るところで、シカやイノシシ、猿等による農作物への被害がたくさん出ておりま

す。せっかく汗水垂らしてつくった作物が、たった一晩でめちゃくちゃになってしまう。中山

間での稲を例にとっていえば、田植えをするとサギが飛んできて、せっかく植えた苗を踏んづ

けてしまいます。苗がありついて肥をとり出すころには、ウサギが苗を食べ、シカは田んぼじ

ゅうを走り回り、踏んづけたり、けっ飛ばしたりして害を及ぼします。稲の穂が膨らみ始める

と、イノシシがやってまいります。実が入り出し、米らしくなってくると、イノシシと猿が食

べにやってきます。農家も、ただ黙ってやられているわけではないんです。ネットを張った

り、電さくを張ったり、頻繁に見回りをしたりと努力はしているのですが、24時間ずっととい

うわけにはまいりません。この被害を最小に抑えるためには、やはりもとから絶たなければ意

味がないと思います。室戸市内での鳥獣害は相当な額であるはずです。県下では、扶助費を予
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算化して対応しておりますが、室戸市でも被害を防ぐための扶助費を組んでいるとは思います

が、現在の予算額で十分と言えるかどうか不安でなりません。他市では、電さく等の設置には

補助金を出しているところもあると聞くのですが、当市ではその計画はあるのかどうか。鳥獣

害の対応に今後どう取り組んでいかれるのか、お答えをいただきたいと思います。 

 (10)米にかわる作物栽培についてでお伺いをいたします。 

 米は大変つくりやすい作物なんですが、前段でも述べましたように、鳥獣害による気苦労が

大変絶えない作物の一つになっております。 

 そこで、提案なんですが、薬用植物等を中心に、現在牧野植物園で研究がなされているよう

です。民間での問い合わせにはなかなか無理があり、取り合ってもらえない、そんな状況であ

ります。ぜひここは行政として、室戸の農業を少しでも活性化できるように、行政の担当課と

してこの牧野植物園に出向き、室戸での優良作物が何かないのか、探していただきたいと思い

ます。これら導入できる適作があれば、室戸のまた奥地での農業や露地栽培での農業が一変す

る可能性があります。どうか担当課の方の情報収集をお願いをいたします。そして、私どもに

よい作物を提示していただきたい、そんなふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

 (11)育児支援策、核といたしまして医療費と保育料についてお伺いをいたします。 

 私の住んでいる地区では、25世帯の中で中学生以下26人の子供がおります。近々もう一人ふ

える予定であります。また、２年すると、県外へ行っている一家が帰ってまいります。そこに

も２人の子供がおり、少子化が言われる中、大変にぎやかな地区であると思っております。そ

の中でも、飛び抜けてたくさん子供を育てている家庭があります。その母親に、子育てで何が

一番大変なんかと尋ねますと、保育料の支払いと、小さな子供ばかりなので、いつ病気になる

かわからないので、医療費が心配だとの答えが返ってまいりました。室戸市でも、近々第３子

から保育料は無料になると伺っております。この一家には、現在第４子と第５子が保育園へ通

っており、家には第６子がおります。無料化は大変な朗報であります。今までの第３子の無料

と今度行われる第３子の無料、どこがどういうふうに違ってくるのか。また、これらの無料化

はいつから実施されるのか等々についてお伺いをいたしたいと思います。 

 次に、医療費についてなんですが、現在の内容や状況についてお聞かせをいただきたいと思

います。 

 中芸地区では、中学卒業までは医療費は無料となるようです。土佐清水市でも、これはもう

実施をしているとのことであります。室戸市で同じように中学卒業まで実施をするとなれば、

一体幾らの財政負担が生じるのでしょうか。少子化対策について幾ら計画を立てても、実態に

合わなければ、何にもなりません。子供の増加は望めないと言ってもいいと思います。義務教

育終了まで医療費のことは心配するな、行政が面倒を見てやる、こういう配慮こそがぬくもり

のある、血の通った行政運営だと私は感じます。取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 
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 大きな２、教育についてお伺いをいたします。 

 まず(1)なんですが、国立室戸青少年自然の家を室戸の児童・生徒はどう利用しておられる

のか。自然の家の18年度の宿泊室稼働率は34.4％であり、沖縄の26.5％に次いで下から２番目

でありました。最近、国の独立法人の整理合理化計画では、宿泊稼働率が50％をクリアしなけ

れば、廃止の対象になるとの方針が示されておりました。これは大変だというので、市長を先

頭に自然の家の利用率を上げる呼びかけをいたしました。ちなみに、19年度は42.2％であった

のです。そして、地元でも利用促進協議会を発足させ、谷村教育長が会長に就任しました。結

果は、20年度は稼働率50.5％と、何とか廃止、統合の基準とされる５割を超えることができま

した。しかし、安心するわけにはいきません。存続が決するこの夏までに、なお一層の稼働率

を上げなければなりません。国に対して、稼働率がさらに上がるという見込みをアピールする

ことが、今一番大切であります。市長には、市長会や出張先や陳情等を利用して、利用拡大を

再度訴えていただきたいと思いますし、教育長には各学校はもちろんのこと、協議会等もフル

に利用して、稼働率向上のために汗をかいていただきたいと思います。私自身も積極的にかか

わっていきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、教育長の取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 

 (2)地域と保・小・中の連携についてでお伺いをいたします。 

 私がＰＴＡ活動をしていたときに、地域と保・小・中連携が大切だというので、何度となく

会合を持ったことがあります。子供は地域の宝だから大切に育てよう、あいさつをしよう、悪

いことをしていたら注意をしよう、話し合いの場で意見として言うのは簡単ですが、いざとな

れば、他人の子供はしかりにくいし、どんな対応がされるのか、それを考えると、恐ろしくて

注意しどころではない。地域の人の声はこんなことだったと思います。しつけなどは、保育の

先生は親がしっかりしていなかったらだめだとか、小学校の先生は保育の先生のせいにした

り、中学校では小学校でしっかりやっていないからというような、人のせいにすることが多く

ありました。結局は、親がしっかりするということが大事だ、そんなことで話し合いが堂々め

ぐりをした、そんな記憶があります。やはり地域の地域力が弱っているのだというふうに私は

感じております。 

 そこで、お伺いするのですが、現在もこの連携はうまくいっているのでしょうか。また、も

うこういう取り組みはなくなってしまったのでしょうか、お伺いをいたします。 

 児童や生徒が激減している中での教育、教師は地域の人や保護者とどう向かい合っているの

でしょうか。現場の教師に対して、教育長は教師の先輩として、また室戸の教育の最高責任者

としてどう指導されているのか、お教えを願いたいと思います。 

 また、教育長として、地域と保・小・中の連携は必要であると考えているのかどうか、あわ

せて答弁を求めたいと思います。 

 これで私の第１回目の質問を終わります。 
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○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 町田議員さんにお答えをいたします。 

 まず、市政運営につきましては、議員の皆様方や市民の方々の意見をよく聞き、喜んでもら

える市政運営に今後とも全力で努めてまいります。 

 以下、答弁を申し上げます。 

 次に、(1)の産業の振興と雇用の場の確保についてであります。 

 本市の産業は、議員さん御案内のように、遠洋マグロ漁業を核とする、古くから自然を生か

した第１次産業を中心に栄えてまいりましたが、現在その漁業が衰退をするとともに、人口の

流出が進み、高齢化が進展をする中、産業全般にわたり担い手不足等が危惧をされているとこ

ろでございます。また、これまで比較的順調な生産の伸びを示しておりました深層水関連事業

も、ここに来て販売額も伸び悩んでいる状況でございます。世界的不況とも相まって、地域の

産業を取り巻く状況は大変厳しいものと認識をしております。 

 しかしながら、本年２月には、本市の魅力ある大きな観光資源の素材である室戸の地質遺産

が日本ジオパークの認証を受けたところでございます。観光のみならず、教育活動や地域経済

の発展にぜひつなげていかなければならないと考えております。また、現在高知県が進めてお

ります産業振興計画の中で、すじあおのりのブランド化を初めとする農林水産分野及び地質遺

産を生かした交流人口の増加等の商工観光分野等を含めまして、室戸市関係で16項目ございま

す。これらの具体的な取り組みを県とともにぜひ進めていかなければならないと考えるところ

でございますし、市としましても各分野が連携することにより、地域の産業の振興、雇用の確

保につなげてまいりたいと考えます。 

 そして、当市の産業者会議からの提案でございますが、最初の事業化をした昨年度には、総

事業費870万円を事業化をしておったところでございますが、本年度におきましては当然継続

事業、新規事業ございますが、4,700万円の予算計上し、取り組んでいるところでございま

す。 

 次に、企業訪問についてでございますが、定期訪問とともに、随時に企業を訪ね、経営者の

方々とお話をさせていただく中で、雇用のお願いであるとか市政運営への御提案もいただいて

いるところでございます。ぜひこのことは今後とも続けてまいります。 

 次に、(2)ジオパークの取り組みについてでございます。 

 室戸地域は、平成20年度に糸魚川地域など他の６地域とともに、日本初の日本ジオパークに

認証されました。現在、その上の世界ジオパーク認証を目指した取り組みを行っているところ

であります。その認証を受けるための課題といたしましては、経済活動の活性化と持続可能な

開発、自然観察等による地球科学の知識や環境の概念を社会に伝えること、広報及びジオパー

ク内でさまざまな活動を行い、地域と密接に連携を保つこと等が掲げられております。このた

め、本年度におきましては、ジオサイトである室戸岬地域の案内看板の設置や新村地域の遊歩
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道整備、ガイド養成、広報用ＤＶＤの作成、ホームページの開設等を行うとともに、昨年度に

引き続き室戸ジオパーク写真展や室戸ジオツアーなど、各種イベントの開催を計画をしている

ところであります。 

 また、専門の学芸員の配置についてのお尋ねでございます。 

 担当課である企画財政課に本年度職員を１名配置をするとともに、専門的な分野につきまし

ては、高知大学や高知工科大学等の協力を得ながら各種事業に取り組んでおりますし、また世

界ジオパークを目指す取り組みをしているところでございます。将来的に取り組む事業内容に

よって、地質の学芸員が必要になってくる場合もあるかと存じますが、今のところこうした、

先ほど申し上げました取り組みを継続してまいりたいと考えております。 

 次に、(3)の交流人口50万人をどう実現するかについてでありますが、室戸市への観光入り

込み客数は、御案内のように年々増加傾向を示しておりまして、一部の地域では減少している

地域もあるわけですから、その点大変うれしく思っているところでございます。増加の要因と

いたしましては、吉良川の町並みであるとかドルフィンセンターの知名度アップ、また海洋深

層水関連の体験施設、あるいは宿泊施設の利用によるものと考えております。私としまして

も、これまで観光交流人口40万人を目指すということでやってまいりました。そのことは御案

内のとおり、定着人口１万人の経済効果につながるということで、大きな目標としてきたとこ

ろでございます。今後、交流人口の拡大を進めるためには、先ほど申し上げました観光資源の

充実に加え、体験観光のメニュー化、リピーターをふやす取り組み、宿泊施設の充実、広域的

に連携した仕組みづくり等々に積極的に取り組んでいく必要があると考えております。 

 また、議員さん御提案の慎太郎銅像裏の展望台の整備ということでありますが、御案内のよ

うに県にもお願いをしておりますので、今後とも県とも協議をしながら、積極的に整備をして

いただくように努めてまいります。 

 次に、(4)海洋深層水体験施設の有効活用についてでありますが、この施設の利活用につき

ましては、多くの御提案をいただきました。この施設は、御案内のように市民の健康づくりを

目的としております。現在、施設としての効果をより高めるため、高知大学医学部との連携の

中で、変形性ひざ関節症の改善、メタボ解消のための水中筋肉運動、また脈拍数で運動を組み

立てるという水中運動メニューのプログラムの作成に取りかかっているところでございます。 

 また、料金やレストランのメニューにつきましても、市民や観光客の方々から御提案をいた

だいたり、また利用しやすい施設となるよう、来てよかった、またもう一度来てみたいという

ような施設づくりを目指さなければならないと考えております。 

 なお、それ以外に詳細な御提案もいただきましたが、後段の議案資料の中でも説明をする部

分がございますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いをいたします。 

 次に、大きな１点目の(5)地上デジタル放送についてであります。 

 テレビ放送につきましては、電波法の改正により、2011年７月には地上アナログ放送が終了
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し、地上デジタル放送に移行することが定められているところであります。室戸市内には４カ

所の中継局が考えられておりまして、室戸岬と崎山台地の２カ所につきましては、既に改修工

事を終えてデジタル放送が開始をされております。残りの２カ所につきましては、佐喜浜と室

戸の領家でありますが、佐喜浜が夏ごろ、室戸の領家は秋ごろに開局予定であるとお聞きをし

ております。しかしながら、議員さん御指摘のとおり、市内４カ所すべての中継局が開局いた

しましても、本市の地形上、山間部や山の陰になる地域では電波が受信できない地域が出てく

るものと予想をされます。そうした難視聴地域を早く把握した上で、必要な対策を講じてまい

りたいと考えております。 

 次に、ブロードバンドの件についてでありますが、国におきましては、平成20年デジタル・

ディバイド解消戦略を策定し、2010年度までにブロードバンド・ゼロ地域を解消する、超高速

ブロードバンドの世帯カバー率を90％以上とするなどの取り組みを国として推進をしていると

ころであります。この解消策として、今回国において予算化されております地域情報通信基盤

整備推進交付金も選択し得る整備方法の一つであり、整備による効果といたしましては、次の

６項目、１といたしまして、高速及び超高速のブロードバンド通信網整備、２、地上デジタル

放送難視聴対策、３、携帯電話不感対策、４、緊急防災情報の提供体制の整備、５、ケーブル

テレビの整備、６、教育安全見守り対策などを初めとする生活向上対策が想定をされるところ

でございます。 

 本市のブロードバンドの状況につきましては、現在室戸岬以西の室戸岬、室戸、吉良川、羽

根地区ではＡＤＳＬ方式によりブロードバンドが利用可能でありますが、ＮＴＴ局舎からの距

離が遠い高岡、三津、椎名、佐喜浜町及び山間部地域では利用ができない状況であります。こ

れまでもこのブロードバンド・ゼロ地域の解消につきましては、民間会社による地域整備とと

もに、運営も行う民設民営方式や市が施設整備を行い、運営を民間会社が行う公設民営方式な

どについて検討してまいりましたが、公費負担のあり方や加入率などから結論を見るに至って

いないところでございます。そうした中、さきの国の戦略もあり、本年度におきまして整備対

象地域とその整備方法、整備に当たり利用可能な制度、それぞれの場合の本市の負担額、整備

後の運営主体、運営方法、加入者の見込みと加入者負担の程度、設備のランニングコストなど

の後年度負担などについて、先ほど申し上げましたインターネット環境の確保などの６本柱の

すべてをやるのか、その一部をやるのかについて調査を行うよう指示をしているところでござ

います。 

 いずれの方法にいたしましても、住民負担やどのような運営方式とするかが大変重要であり

ますので、住民の皆さんの十分な御理解をいただくための調査や検討が必要であります。短期

間では大変困難な状況でございます。これらを進めていく上におきましては、やはり住民説明

会を行うとともに、議会とも相談をしながら、本市にとって負担が少なく、住民の理解が得ら

れるような方法について今後調査、検討し、まとめていかなければならないと考えておりま
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す。 

 次に、大きな１点目の(6)自然エネルギーについてでございますが、風力発電、太陽光発

電、波のエネルギーを電気にかえる波力発電、これらはともに公害をもたらさない、また枯渇

の心配がないクリーンなエネルギーであり、年じゅう安定した風力と強力な太陽光が降り注

ぎ、波の荒い太平洋が広がる本市においては、理想的なエネルギー源ということができます。 

 また、次世代の天然ガス資源と言われておりますメタンハイドレートは、室戸市の沖合にあ

る南海トラフに膨大な資源量が確認をされておりますが、水面下数千メートルもの海底での掘

削技術や生産方法の開発が必要なところであります。しかし、陸上における拠点施設の整備と

いうことになりますと、南海トラフに一番近い室戸市が最も有利になるものと思われます。議

員さん御提案されるように、こうした施設の誘致につきましては、情報の把握に努め、積極的

に取り組んでまいります。 

 次に、(8)耕作放棄地の解消法と活用についてでございます。 

 まず、本市の耕作放棄地面積につきましては、平成20年度の調査では、約35ヘクタールの耕

作放棄地が確認をされているところでございます。また、他の産業から耕作放棄地を活用した

農業への参入につきましては、今のところ事例がございません。耕作放棄地の解消と有効活用

につきましては、農業に関係する方々にも大きな課題としてとらえていただいておりまして、

市の農業委員会においてもいろいろ議論をいただいているところでございますが、解消につき

まして大変難しいという状況でございます。 

 しかし、先般の市制施行50周年記念式典での高知大学副学長による講演内容でのリュウゼツ

ランの活用など、同種、異業種を問わず、各種関係組織や機関との連携の中で有効と考えられ

るものがあれば、順次調査、検討、検証し、耕作放棄地の解消に向け取り組んでまいります。 

 次に、(9)鳥獣害対策につきましては、農作物や果樹、森林等への被害報告が本市において

も多数ございます。平成19年度における本市の被害の現状といたしましては、被害面積約

6.5ヘクタール、被害額は約1,000万円となっております。特に、シカの被害は県内で約４万

7,000頭の生息が確認されるなど、県の西南地域と東部地域を中心に、林業及び自然植生被害

が深刻な状況となってると認識をしているところでございます。 

 議員御案内のとおり、県におきましても捕獲補償金の制度化、シカ肉利用促進など、総合的

なシカ被害対策に取り組んでおります。本市におきましても、県の補助事業であります有害鳥

獣捕獲対策事業や鳥獣被害防除対策事業などの活用や関係機関、団体の協力をいただき、その

被害対策に努めてまいります。 

 次に、(10)米にかわる作物栽培についてでありますが、現在それぞれの地域において芋やナ

ス、ユズなど各種作物が、もともと水田であったところで転作されているところもございま

す。米からの転作作物につきましては、地域の特性、生産者の負担、需要と供給のバランスな

どを安芸農業振興センター、農協、営農センター、室戸市農業研究会等、関係組織、団体と連
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携を図り、これまでにも研究検討を行っている部分もあるわけですが、さらに具体的なものと

なるよう、調査検討を重ねてまいります。また、議員さんより御提案のありました薬用植物の

栽培など室戸に適した作物につきましては、専門研究機関などからの情報収集に努めてまいり

ます。 

 次に、(11)育児支援についてであります。 

 近年、児童や家庭を取り巻く環境は、核家族化の進行や共働き家庭の増加等により子育て環

境は大きく変わってきております。また、少子・高齢化社会の進む中で子供たちの健全育成を

図っていくことは、重要な課題でございます。室戸市では、少子化対策の一環といたしまし

て、平成19年度より市独自の制度として、市内保育所３人以上が同時入所の場合、第３子以降

の子供の保育料は無料としたところでございます。同時入所の第２子につきましては、国の基

準と同じく半額の保育料をお願いをしているところでございます。そして、平成21年度より

は、国におきましても、同時入所の３人目以降の保育料につきましては、無料とする制度の改

正が後追いでなされたところでございます。 

 そこで今回、高知県におきまして、本年度より高知県多子世帯保育料軽減事業といたしまし

て、多子世帯を応援し、経済的負担の軽減を図るため、18歳未満の児童を３人以上養育してい

る世帯の第３子以降３歳未満児の保育料を無料化とする県独自の事業が実施することとなった

ところでございます。 

 市としましても、従前の同時入所児童の３人目以降の無料制度とあわせて、県の制度により

ます第３子以降３歳未満児の保育料を無料とする制度を導入いたしまして、保護者の保育料の

負担の軽減を図っていきたいと考えております。 

 なお、これらの関連予算を今議会に計上させていただいております。 

 次に、医療費についてでございますが、現在室戸市におきましては、福祉医療費助成に関す

る条例の中で、就学前までの乳幼児に対して医療費の助成を実施しているところでございま

す。医療費の範囲を拡大して実施している市町村があることは十分承知をするところでござい

ますが、これらを拡大について室戸市に当てはめてみますと、例えば小学校３年生まで助成を

拡大した場合の影響額でありますが、年額827万6,000円が、また小学校６年生まで拡大した場

合、1,378万円の新たな市の負担がふえることとなります。これら児童の医療費助成の問題

は、当市だけの問題ではなくて、全国的な市町村の課題でもあると考えます。全国的な乳幼児

医療制度の改正、あるいは助成というようなものについて、私としましてはぜひ国、県に対し

要望を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、大きな２点目の(1)国立室戸青少年自然の家の利用促進についてでございますが、御

案内のように、昨年の12月に国立室戸青少年自然の家利用促進協議会を立ち上げておりまし

て、私としましても昨年10月の高知県市長会で議題として取り上げていただき、利用の促進で

あるとか、利用する場合の県の補助制度をつくっていただきたいというようなお願いをしたと
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ころでございます。また、１月８日には、県教育委員会にお邪魔をし、教育長に対し自然の家

の利活用の推進、あるいは補助制度の創設等をお願いをし、稼働率の向上を図っていただくよ

う努めてきたところでございます。平成20年度には、何とか稼働率50％以上となったところで

ございまして、大変うれしく思っております。今後とも、あらゆる機会をとらえて自然の家の

利用促進と稼働率の向上に努めてまいります。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足説明をいたさせますので、よろ

しくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下企画財政課長。 

○企画財政課長（木下恵介君） 町田議員さんに、大きな１点目の(5)地上デジタル放送につ

いて市長答弁を補足いたします。 

 室戸市内における４カ所すべての中継局が開局してデジタル放送が開始された場合に、電波

が受信できない難視聴地域への対策が重要となってまいります。これらの難視聴地域への対策

といたしまして、１つは、共同受信施設の整備がございます。現在、各地域にあるアナログ放

送用のテレビ共同受信施設について、デジタル化の改修工事を進めております。２つ目は、ギ

ャップフィラーシステムの検討であります。このシステムは、電波を直接受信できない地域に

地上デジタル放送を無線で再送信する無線共同受信施設であります。比較的範囲が広く、世帯

数の多い難視聴地域を対象に導入を検討していく必要があると考えております。 

 これらの難視聴地域への対策といたしましては、県情報政策課を初め関係機関と連携をとり

ながら、各地域における電波受信状況の調査を行い、順次進めてまいります。また、７月に

は、高齢者を対象とした地デジ説明会を市内各地で総務省高知県テレビ受信者支援センター、

いわゆるデジサポが主体となって実施する予定となっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 町田議員さんに、１、市長の政治姿勢

についての中の鳥獣対策につきまして市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、駆除に対する予算額についてであります。昨年度のこれは実績とあわせてお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 本年度の直接の有害鳥獣駆除費は、当初予算にも報償費といたしまして217万5,000円を計上

いたしております。しかし、駆除頭数が当初計画をふえた場合におきましては、しかるべき予

算措置を行い、対応していくということでございます。 

 まず、昨年度の駆除の実績でございますけれども、銃器、わなによります駆除でございま

す。シカ162頭、猿３匹でございます。また、銃器以外のおり等で行いました駆除、イノシシ

が１頭、猿は５匹でございます。 

 次に、議員御質問の電気さくの設置でございます。この電気さくにつきましては、市内でも
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個人で設置をしておる箇所が何カ所かございます。しかしながら、各個人で設置をする場合に

は、部分的な対策となっておりまして、隣地の被害も受けるということも多いということをお

聞きしておりますので、さくの設置につきましては、広域的な対策が理想ではないかというふ

うに考えております。今後の取り組みといたしましては、まず被害状況を的確に把握をすると

いったことで、ほかの市町村との実施状況なども参考にさせていただいて、その効果や経費に

つきまして関係機関などと協議し、今後検討を行ってまいりたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 まず、国立室戸青少年自然の家を室戸の児童・生徒はどう利活用するのかという点でござい

ますが、平成20年度におきまして、国立室戸青少年自然の家利用促進協議会の方々及び多くの

住民の御協力をいただき、稼働率を50％を超えることができました。この場をおかりいたしま

してお礼を申し上げたいと思います。 

 平成20年度から現時点までの児童・生徒の集団づくりや人間関係づくりでの利用状況につき

ましては、宿泊利用で９件、132名でございます。それから次に、日帰りの利用ですが、

22件、604人が施設利用を行っております。今後の施設利用の取り組みといたしましては、前

年度以上の利活用を図りたく、ジオパークや重伝建とのかかわりを通した活用、また市内小・

中学校に対しましては、自然体験学習推進補助金を設置し、新しく防災訓練、自主、自立の訓

練、それからよく言われております中１ギャップ解消訓練、それから広域交流訓練等を行い、

施設の有効活用を図るとともに、国立室戸青少年自然の家の利用促進協議会の方々に本年度も

協力依頼を行ってまいりたいと思っております。 

 それから次に、２の地域と保・小・中の連携についてでございますが、お答えいたします。 

 議員さん御指摘のとおり、児童・生徒数の減少に伴いまして、以前のような地域とのかかわ

り方が非常に難しく、規模を縮小しておりますが、地域と保育及び小学校の連携といたしまし

て、夕涼み会や３世代交流事業、それから地域での一斉清掃等の事業を行っております。これ

はごく一部でございますが。また、地域の中で小・中学校の連携といたしましても、防災訓練

や子供を守る会等、それから佐喜浜では佐喜浜俄とか室戸では鯨歌、羽根の獅子舞などの伝統

芸能の伝承を行っており、息の長い交流が続いております。 

 次に、児童・生徒が激減している中での教育、教師は、地域の人や保護者とどう向かい合っ

ているのかということにつきましてですが、常日ごろ、校長会を初め教頭会、教師には、地域

の人々の中に入っていかないと、子供のことはわからないというふうな指導を行っており、特

に行事事があれば積極的に、地域の行事ですが、参加するようにと指導を行っております。 

 私といたしましては、保・小・中連携は非常に大事なことだと考えております。そのため、

今後の連携の方向としまして、保育部門との連携を基礎学力の向上や健やかな子供の成長に、
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いわゆる育成につなげていくために、他市町村の事例を研究しながら、関係機関との協議を行

ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 上田福祉事務所長。 

○福祉事務所長（上田 満君） 町田議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 大きい１の市長の政治姿勢について、(11)育児支援の中での現在の医療費の内容でございま

すけれども、福祉医療費の助成としまして、就学前の児童を対象に実施をしているとこでござ

います。非課税世帯のゼロ歳から就学前、５歳ですけれども、までの乳幼児につきましては、

入院、通院を問わず全額助成することとなっております。課税世帯につきましては、年齢別、

また入院、通院によって全額助成、また一部助成とがございます。課税世帯のうち、入院につ

きましてはゼロ歳から５歳までは全額助成となります。課税世帯の通院でございますけれど

も、通院に限りましては、３歳から５歳までの乳幼児で第１子、第２子は１割の助成、その他

の乳幼児でございますけれども、０歳から５歳まで全額助成となります。この第３子以降の者

の医療費助成につきましては、全額助成とする議決を３月議会でいただき、実施をしていると

こであります。ただ、課税世帯であって、児童手当の対象所得制限を超える世帯がございます

けれども、この場合は０歳児のみ全額助成でございまして、１歳から５歳までにつきまして

は、これらの助成の対象外となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 溝渕選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（溝渕康展君） １の(7)投票時間短縮とポスター掲示板設置の縮小

についてお答えいたします。 

 投票時間の繰り上げにつきましては、前段の議員さんにも御答弁申し上げましたが、現在市

の常会長連合会を通じて各常会の御意見を集約しているところでございまして、全常会の意見

がまとまり次第、早急に選挙管理委員会として判断したいと考えておりますので、どうか御理

解をお願いします。 

 また、ポスター掲示場の数につきましては、投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び面積に応

じまして、１投票区５カ所以上10カ所以内と決められております。 

 配置につきましては、広く選挙人に周知のため、投票区の人口密度、地勢、交通等の事情を

総合的に考慮して、現在市内185カ所に設置しておりますが、住環境等の変化もありますの

で、減数をすることが可能かどうか、今後検討してまいりますので、よろしくお願いします。 

○議長（林 竹松君） これをもって町田又一君の質問を終結いたします。 

 なお、健康管理のため３時20分まで休憩いたします。 

            午後２時46分 休憩 

            午後３時20分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 



－117－ 

 次に、久保正則君の質問を許可いたします。久保正則君。 

○３番（久保正則君） ３番久保。平成21年６月議会におきまして一般質問を行います。 

 まず最初に、大きい１番のえひめＡＩについての質問をさせていただきます。 

 光陰矢のごとしという言葉がございますが、時の流れはまことに早いものでございまして、

私がえひめＡＩの開発者曽我部義明先生に初めてお会いしたのが、平成20年６月５日でござい

ます。あれから丸１年がたってしまいました。その間、愛知県東海市へも講演を聞きに参りま

した。また、中土佐町へも行きました。そして、室戸市のほうに先生を呼んできて講演をして

いただいたわけなんですが、その間、いろんな方々が協力してくれました。また、いろんな団

体も理解、協力していただきました。本当にありがたいなというふうに思っております。これ

も曽我部先生の、早く地球をきれいにしましょう、美しい自然と美しい環境を守りましょう、

そして地球にとってよいものはみんなでつくって、みんなで使いましょう。こういう利潤追求

とはかけ離れた理念、信念に多くの方が共鳴してくれたことの結果であるというふうに思って

おります。幸いなことに、皆様の理解と協力のおかげをもちまして、ここ室戸市におきまして

もえひめＡＩは、静かに浸透、拡充をし始めております。この静かな浸透、拡充をなるべく広

範囲に、かつスピードを速めるために室戸市政がさらなる援助、協力ができないものか、そう

いった点につきまして５点ほどお聞かせ願います。 

 まず第１点、室戸市には地域自治組織として各地区に常会がございます。その常会でえひめ

ＡＩについての動きが出始めております。えひめＡＩを使うてみたいんだけれども、製造装置

はどんなもので、原料はどういうふうに、つくり方はどういうふうにすればいいか、かかる経

費はどれぐらいなのか、これは室戸の海がきれいになるんだったら、室戸市は補助してくれな

いだろうか、そんなことをよく耳にします。 

 そこで、第１問でございますが、各常会がえひめＡＩの製造に取り組む場合、市の援助を打

ち出せないかどうか、これが第１問でございます。各常会は、一般家庭と密接につながってお

りまして、一般家庭のごみの処理、あるいは台所の仕事等に一番近くに位置する地域自治組織

であります。この組織がえひめＡＩの活用に取り組んで動いてくれると、室戸の磯焼けの回復

も著しいものが期待できますし、ひいては沿岸漁業も水揚げが増大する日も近くなると、こう

いうふうに考えます。また、台所排水の流れる小川も、においが消えて水質も浄化されて、衛

生面においても多大な効果が期待できます。執行部の積極的な答弁を期待いたします。 

 第２点目、市の出先機関としまして公民館、市民館がありますが、これらの機関も市民生活

と密接なつながりを持っております。これらの機関もえひめＡＩの製造拠点として活動する場

合、市として何らかの支援策を打ち出してもらえれば、常会とタイアップしたえひめＡＩの展

開活動の大きな動きができ上がることが期待されます。公民館、市民館がえひめＡＩの製造に

取り組む場合、何らかの援助策を打ち出せないものか、これが質問２つ目でございます。 

 続きまして、第３点目、吉良川町の町並みを歩きますと、風の方向にもよりますが、独特の
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においが漂ってまいりますときが多々ございます。平成20年度、この消臭策としてＥＭ菌を活

用することにつきまして補助金が出ておったんでございますが、これが単年度で終了してしま

いました。そこで、平成21年度以降、えひめＡＩを活用した消臭策を検討してみたらどうであ

ろうか。これが３つ目の質問でございます。 

 続きまして、第４点目でございますが、室戸市の一斉清掃、その他消毒の場合、各常会が化

学薬品の消毒液を使用しておりますが、化学薬品一辺倒でなくて、えひめＡＩも使って自然保

護、あるいは磯焼け回復に努めたほうがよいというふうに考えますが、いかがなものでしょう

か。これが４番目の質問でございます。化学薬品を小さな川に流した場合、やがてはこれらが

川を流れ、海へ流れていきます。海へこの消毒液が蓄積されますと、やがては食物連鎖の頂点

に立つ人間のところにこの消毒の蓄積されたものが返ってまいります。そろそろそういった観

点から、消毒液の使用についてもえひめＡＩを時々使ってみる、そういったことを検討する時

期が来てるというふうに思いますが、積極的な答弁を期待いたします。 

 ５点目でございます。えひめＡＩについての最後の質問でございます。市の授産施設にうみ

がめがございます。ここへえひめＡＩの製造を委託し、うみがめに対しては製造料を払い、で

き上がった品物のえひめＡＩは室戸市で販売し、市民へえひめＡＩを広げていったらどうでし

ょう。これはせんだって開きましたえひめＡＩの講演会のアンケートを見てみますと、安く売

ってるところがあれば買う、あるいはただに近いほうが非常に買いやすい、そういった答えが

一番多かったわけです。それを根拠にしてＮＰＯ法人うみがめに製造委託をして、安いえひめ

ＡＩをつくって市民に広げたらどうかと、こういうことでございます。 

 今現在判明しておりますえひめＡＩの販売価格でございますが、某電力会社の子会社は、

20リットル２万円で販売しております。また、某重電メーカーの子会社が、20リットル２万

2,000円で販売しております。これはリッター単位1,000円でございます。室戸市内の近場で

は、某婦人団体が２リットル500円、リッター単位250円で販売しております。私の記憶により

ますと、中土佐町が中土佐町に住んでる町民の方については、リッター当たり250円、町外の

方についてはリッター当たり500円で販売しておりました。中土佐町は町が中心になってつく

って、そして販売すると、こういう進んだところまで行っておりました。中土佐町の講演会に

行きましたとき、町長と話をしますと、近日中にもうちょっと大きい製造施設をつくります

と、こういうふうに中土佐の町長は言っておりました。 

 当市の販売価格は、今申しましたような価格を参考にしながら、製造コストを計算して決め

ればよいと思うんですが、いかがなものでございましょう。うみがめに製造委託をする。それ

が難しいのであれば、うみがめがえひめＡＩの製造販売事業をすることに何らかの経済的支援

をするということを検討していただけませんでしょうか。積極的な答弁をお願いいたします。 

 続きまして、大きい２番、毎度毎度同じ内容の質問で申しわけないんですが、マグロの陸上

養殖実験施設についてでございます。 
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 まず最初の質問は、国もしくは県に対しまして、マグロの陸上養殖の実験施設設置の提案

書、あくまでも提案書です。これを室戸市で作成する時期だと思うんですが、いかがなもので

しょう。実は５月８日、東海大学の海洋学部の陸上養殖実験施設を見学してまいりました。こ

の施設の担当者は秋山教授という方でございまして、現地を１時間案内していただき、その後

１時間ほど懇談をさせていただきました。秋山教授のそのときの話は、マグロの陸上養殖につ

いては、非常に未来は明るいというような内容でございました。視察に同行してくれました同

僚議員の方々に、この場をかりまして謝意をあらわしたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 さて、秋山教授との話の中で、陸上養殖実験施設の建設費用を尋ねましたところ、ポンプ、

その他えさの施設、そういったものすべて含めて約１億円だそうでございます。私は今まで本

格的な設備150億円、そういった話をしておりましたけれども、今お話をしておりますのは、

あくまでも東海大学と同じレベルの実験施設のお話です。約１億円だそうです。この施設につ

きましては、静岡市長も静岡県知事も何回か視察に来られたそうでございまして、２人とも非

常に前向きであったと、こういうことでございます。視察に来られました県知事は、予定の時

間をオーバーしまして、県知事の次の予定をキャンセルしてまでいろいろ見て聞いて、そして

帰ったそうでございます。１億円の実験用施設であれば、国まで行かなくても、県レベルでも

対処できるかもしれませんが、とにかく地元自治体が提案書をつくらなければ、県も国も動き

ません。そろそろ提案書作成に着手してもらえませんでしょうか。予算額にすれば、300万

円、かかったとしても500万円あれば、この提案書は作成できると思います。どうか市長さん

の積極的な答弁をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、２つ目の質問でございます。 

 市長は20年６月議会の答弁におきまして、国の機関として養殖マグロの施設ができないかと

いうことを可能性調査ということを考えていくべきでないかと、現在そう思っている。調査研

究機関をつくることについても、漁業関係者との協議も行った上で、今後検討してまいりた

い。また、調査の段階でいろんな企業秘密ということがあって、私どももいろんな調査ができ

ていないというのが実情ですとも発言、答弁されておりますが、いずれの答弁も、よその自治

体あるいは団体、企業で、マグロの陸上養殖の事業運営で成功例が出れば、調査に本気で乗り

出してもよいですよと、こういうスタンスでございまして、言葉をかえましたら、一番船は出

せません。二番船以降なら出してもよいですよという気構えであるというふうに私には聞こえ

ます。 

 室戸の町は、先ほど市長の答弁でもございましたが、遠洋マグロの基地として日本一の座を

守り続けてきた町でございます。マグロの漁場開発にしましても、世界の海を開拓者として、

パイオニアとして一番先に開拓してきた漁業者の基地として発展してきた町であります。その

ような歴史的背景を十分考慮していただき、何としても室戸市がマグロの陸上養殖について国



－120－ 

や県を引っ張っていく、このような気概を持っていただきたい。かつては水産庁の遠洋漁業行

政は、室戸の遠洋マグロ漁船が世界の海で活躍をするので、そのバックアップの漁業施策を後

から出していった。要するに、水産庁は室戸の遠洋漁船の後追い行政機関みたいな感が昔はご

ざいました。それだけ室戸の遠洋漁業は、国、特に水産行政をリードしておりました。どうか

もう一度室戸がマグロの事業において、国並びに県をリードする立場に立てるよう、ぜひ市

長、私も頑張りますので、市長もひとつ。せめてマグロの陸上養殖の試験場設置の提案書だけ

でも、日本で一番先に国または県へ出していただきたいと思います。１番と２番の差は大きい

のです。オリンピックでも、金メダルと銀メダルの差が大きいのは、選手たちの表情、言動を

見ても十分理解できると思います。 

 ２番目の質問は、マグロ陸上養殖実験場設置の提案書を国もしくは県へ、日本の自治体とし

て一番先に出すことが、１番が価値があると私は判断しますが、室戸市はどう思うのか、これ

に答えていただきたいと思います。 

 続きまして、マグロ陸上養殖実験場施設について、最後の質問に入らせていただきます。 

 私は、実は室戸ヘブン・リゾートシティー構想というものを現在展開中でございます。これ

は室戸青少年自然の家、それから深層水温浴施設、そしてマグロの陸上養殖施設、この３つが

そろえば、それぞれの施設の相乗効果が発生するという構想であります。もっと厳しい言い

方、あるいは逆の言い方をするならば、こういった３つの施設がそろわないと、各施設の相乗

効果が発生しにくく、それぞれの施設がそれぞれで存続していく、生き残っていくというのは

極めて難しい、そういう考え方でございます。 

 この構想の基本理念は、都会にない美しい自然の中でいろんな体験をして体を動かし、健康

によいことをして、そして室戸でなければ、その場所でなければ食べられないものを食べてい

ただいて、満足をしてもらって、そして室戸に来たお客様に思わず極楽極楽、こういう言葉が

出てくるような施設をそろえましょうと、こういうことでございます。このような施設がそろ

っておれば、都会から人は集まってくるというものでございます。特にその中でも、都会の女

性たちに対する集客効果を中心に置いたものです。女性が集まってくるということは、その恋

人や家族たちも集まってくるという、非常に集客効果の高い女性の力を中心に据えたものであ

ります。そして、女性を満足させるためには、その胃袋を満足させる必要があります。室戸に

おいてブランド力があり、かつ女性の胃袋を満足させるものは何か。それは最高級食材のホン

マグロです。最高級食材のホンマグロの威力たるや、すごいものがございます。築地の魚市場

の中にすし屋がございますが、ここは毎日行列ができております。並んでいる人々の列は、大

概女性が男性を引っ張ってきている感じでございます。私も、何度か食べに行ったことがござ

いますが、１人前が3,000円から4,000円です。私は２人前食べても満腹にはなりませんが、都

会の人たちには、１人前食べて、おいしかったわ、また来ようねというふうにお互い話ししな

がら、すし屋を後にしておりました。女性同士で来ている人たちはお勘定は割り勘、女性と男
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性で来ている場合は男性が大抵支払いをしておりました。だれが支払いをするかは置いておき

まして、すごいなあと思うのは、食べ物についての女性の主導的立場、そして女性はマグロが

お好きなんだなあということです。このような現場が経済の実体です。こういうのが実体経済

というんです。 

 このようなことを基本に置いて物事を展開していけば、室戸の将来も光が見えてまいりま

す。とにかく私はマグロの陸上養殖をして、マグロが泳いでいるプールの、５つか６つプール

があるとすれば、そのうちの一つは、前面４分の１ぐらいの部分を透明アクリル板にして、観

光客に泳いでるマグロを見せる。そして、プールの上からは観光客が有料でマグロのえさを投

げる。そして、マグロがそのえさを食べるところを観光客に見ていただく。そして、観光客に

対して、今夜はこのマグロを皆様におすしとして召し上がっていただきますという筋書きにす

れば、都会から来た女性たちは涙を流して喜びます。さらに、食事の前に、すぐ隣の深層水温

浴施設で汗を流してください。夕食は６時半からです。こういうストーリーにすれば、これが

相乗効果です。もう言うことはございません。このマグロの施設見学とえさやり作業を青少年

自然の家の体験コースにもメニューとして入れれば、本当に相乗効果が倍増します。そして、

自然の家に泊まった彼らの夕食のメニューは、マグロの刺身とマグロのステーキ、朝食のメニ

ューはマグロのみそ汁、卵焼きは土佐ジローの卵、デザートは西山のスイカとデコポン、昼食

の麻婆茄子は深層水なす、青少年自然の家で過ごした彼らが大きくなって大人になったとき、

室戸のマグロ食べに行くか、家族みんなで行くか。あるいは都会のスーパーに並んでる室戸の

マグロ、スイカ、ナスを見ると、懐かしいなあと購入する人たちがふえるのです。このよう

に、室戸ヘブン・リゾートシティー構想は、室戸の諸問題を一挙に解決できるものだというふ

うに私は考えております。その意味においても、マグロの陸上養殖事業は中心になるもので

す。私は、この構想に室戸市は早急に取り組むべきと判断しておりますが、いかがでしょう。

室戸市民に夢と希望を与える積極的な答弁を期待しております。 

 以上で私の１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 久保議員さんにお答えをいたします。 

 まず、えひめＡＩにつきましては、今年４月に室戸市の環境活動団体、ＢＭＷの五輪の会主

催による講演会に参加をする機会がありまして、えひめＡＩについて認識をしたところでござ

います。えひめＡＩは、微生物の力を活用した環境を保全するということで、実際にごみのに

おいが消えたとか、水路がにおわなくなった、トイレのにおいが消えたというような効果につ

いてお話をお伺いをしたところでございます。 

 御質問１点目の常会がえひめＡＩの製造に取り組む場合の市の援助ということであります

が、市としましては、製造方法についての講習会、講師の派遣やつくり方の指導につきまし

て、できるだけの御支援を行ってまいりたいと考えております。また、それぞれの団体やグル
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ープで積極的に取り組んでいただきたいと思っております。 

 次に、２点目の公民館や市民館での支援につきまして、これらの施設の運営によって営利を

目的とすることはできませんので、両施設におきましても、各種教室などの取り組みについ

て、講師の派遣やつくり方の指導などの支援を行ってまいります。 

 次に、３点目の吉良川町並みの消臭対策についてでありますが、平成20年度には、地域住民

有志により結成された吉良川まちづくり実行委員会により、ＥＭ菌の排水路等への散布活動が

行われ、一定効果があったとお聞きをしておりますが、その後において中土佐町でのえひめＡ

Ｉの講演会に参加をされ、その効果を体験してきた方々がえひめＡＩを試作し、消臭対策とし

て散布等を行い、よい効果があらわれたとお聞きをしております。この効果を地域ぐるみとす

るため、町並み保存会のべっぴんさんの家で定期的な製造が開始され、現在きらきらＡＩとし

て２リッター500円で販売されているということでございます。この製品を町並み保存会の

方々も利用するとお聞きをしておりますので、地域の消臭効果につながるものと期待をしてお

ります。 

 次に、５点目の市の精神障害者小規模通所授産施設むろとうみがめの会での製造についての

御質問でありますが、当該施設の活動目的等に合致をしているのか、また団体の意向の確認や

財政負担などについて関係者との協議、検討が必要ではないかと考えております。いずれにい

たしましても、えひめＡＩを広げていくことは、私としても賛成をするところでございます。 

 次に、大きな２点目のマグロ陸上養殖実験施設についてでございます。 

 (1)、(2)の国、県への提案書の提出について、あわせてお答えを申し上げます。 

 このマグロ陸上養殖につきましては、議員さんから御提案をいただき、これまでにも何回と

なく御答弁を申し上げているところでございます。私もこの３月の施政方針の中で、水産業の

振興策につきましては、つくり育てる漁業への転換が必要だということは申し上げております

し、そういうことに取り組んでいかなければならないというふうにしているところでございま

す。 

 しかし、マグロの養殖におきましては、海面養殖では成功事例もございますが、陸上養殖と

なりますと、東海大学とＷＨＡ株式会社がマグロ陸上養殖プロジェクトを立ち上げて取り組ま

れておりますが、私どもの聞く範囲では、６年を経過してもなお改めて地下海水を利用するな

ど、いまだ試行錯誤の研究段階であるというふうにお聞きをしているところでございます。 

 そうした中で、研究施設を提案をしたらどうかということでありますが、漠然とした形での

提案ということには私はならないんではないかというふうに考えております。新魚からのふ化

の実験なのか、あるいは稚魚からの養殖実験なのか、何を実験目的にするのか、施設はどれく

らいの規模なのか、あるいは適切な場所はあるのか、提案書の作成、提出には多くの課題があ

るというふうに認識をするところでございますし、先ほど議員さん御案内のように、私も関係

者の方々にも意見を聞いてみると申し上げました。調査や研究機関等々の設置はどうかという
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ような話も関係者の方々と意見交換をしたところでございますが、関係者の方々からは、前向

きな意見といいますか、設置という形に向けての御意見というものは聞けなかったということ

でございます。 

 以前にも申し上げましたが、現段階におきましては、市としまして積極的な資料収集に努め

る段階にあるというふうに考えるところでございます。 

 次に、(3)の室戸ヘブン・リゾートシティー構想ということで、議員さんからいろんな構想

を描いて提案があったわけでありますが、現在市内にある２つの施設、室戸青少年自然の家と

海洋深層水体験施設にマグロ陸上養殖を加えて、相乗効果をというような提案であったと思い

ますが、マグロ養殖につきましては、前段で申し上げたとおりでございます。そして、室戸青

少年自然の家は、地域の方々や職員一丸となって、現在利用の促進に努めているところであり

ます。また、海洋深層水体験施設につきましては、新しい経営母体で何とか経営改善に取り組

もうと努力をしているところでございます。私も議員さん同様、夢を持ったまちづくりが必要

だということは同感でございます。 

 そこで、私としましては、先ほどの２つの施設を生かしていくとともに、市内にある鯨館、

道の駅、海の駅、各宿泊施設、吉良川町町並み、室戸の新鮮な食材、室戸ジオパーク（地質遺

産）などを連携させることによって、元気なまちづくりを進めていかなければならないと考え

ているところでございますし、また大事なことは、地域の特性を生かした各種産業振興ととも

に、心豊かに暮らしていける室戸のまちづくりではないかというふうに考えているところでご

ざいます。私はその目標に向かって、今後とも全力で取り組んでまいります。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 久保議員さんに市長答弁を補足いたします。 

 大きい１番の(4)室戸市の一斉清掃のとき等にえひめＡＩを使用してはという御質問にお答

えいたします。 

 えひめＡＩは、環境に優しい微生物を活用して、消臭や脂質を分解するすばらしいパワーを

持った液体であると認識をしているところでございます。 

 一方、一斉清掃時などで使っていただいております防疫薬剤は、市が購入した価格の３分の

２の価格で各常会単位にあっせんをしておりますが、こちらはハエや蚊、ゴキブリなどの発生

を抑制する効果のある薬剤でございまして、各常会からの要請も多く、取り扱いをやめること

は、今の時点では難しいと考えます。防疫薬剤による害虫抑制とえひめＡＩの環境浄化作用、

両者を上手に活用することによりまして、害虫駆除、排水路の悪臭改善、磯焼けの改善など、

室戸市の環境が良好に保たれるよう、えひめＡＩの普及を手助けしていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 
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○議長（林 竹松君） 久保正則君の２回目の質問を許可いたします。久保正則君。 

○３番（久保正則君） ３番久保。２回目の質疑をさせていただきます。 

 まず、えひめＡＩのほうなんですが、公民館、市民館は営利を目的としないというのは、こ

れは私も十分承知しておりまして、有料で頒布するということでなくて、地域の方に無料で頒

布する生産拠点としていかがですかと、こういう意味合いでございますので、もう一回、もし

御答弁いただけるんならば。 

 それから、うみがめの件についてでございますが、うみがめ、そもそものＮＰＯ法人うみが

めの目的と、それからうみがめそのものの意向について協議をということでございますが、こ

れは近々協議を持っていただけるかどうなのか、その点を御答弁いただきたいと思います。 

 そして、３点目でございますが、一言で申しますと、もうちょっとこう、お昼、午後１番の

どなたか質問されてましたけども、石橋をたたいて渡った場合がいい場合と、石橋たたいて渡

らない場合がいい場合もあるので、たまにはたたいた石橋を渡ってみたらどうだというような

質問がございましたけれども、私もちょっとどちらかというと、一回ね、石橋たたいて渡って

みられたらいかがかなと、こういう感じがいたします。 

 私が描いておりますことはですね、平成20年度、安芸のメルトセンターへ室戸市が払ったご

みの処理費、重量負担分です。定期的に、施設つくるときの分の負担分は毎年5,000万円ござ

いますよね。そういった分でなくて、20年度持ち込み重量分の支払ったお金が約１億3,000万

円です。これ、えひめＡＩがどんどんどんどん広がっていってですね、室戸市が安芸メルトセ

ンターに持ち込むごみの量が10％減ったら、1,300万円お金が浮くわけなんですよ。公民館、

市民館、あるいは常会にえひめＡＩを奨励するための材料費100万円仮に市が出したとしても

ですね、ごみの量が１割減れば、1,300万円お金が浮くわけです。そうすると、差し引き

1,200万円プラスでしょう。だから、ちょっとそういったあきんど的なことも頭に入れて御判

断いただければありがたいかなと、こういう感じがいたします。 

 ちょっと取りとめのない形になりましたけども、３点ほど御返事いただければと思います。 

 以上で３番久保の質問終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 久保議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、終わりのほうから、３点目のことから御答弁を申し上げますが、えひめＡＩを使って

ごみの量がどのように減るのかということについては、私どももその辺は十分把握をしており

ません。例えば、においの消臭につながるとかですね、というようなことは、当然この前の講

習会等でお伺いをしておりますが、現実に家庭ごみですよね、そういうものがどういう形で減

ってくるかというのは承知をしておりませんので、その点については研究をさせていただきた

いと存じます。 

 それから、１点目の市がつくって無料で配布をしたらどうかという御提案でありますが、そ
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れにつきましても、現在例えば要望があるのすべてですね、市がつくって無料でやるとなりま

すと、これも試算をしてみんと、どれくらいの額になるのかというのがわかっておりませんの

で、そうしたことはぜひ試算はしてみたいというふうに思っているところでございますし、そ

の場合にどこで製造するかということ、だれがつくるのか、職員がつくるのかということも含

めてですね、そうした研究はしていきたいというふうに思っております。 

 そして、２点目でありますが、うみがめの云々については、私のほうで今後関係団体と協議

をしていきたいと思っております。以上です。 

○議長（林 竹松君） お諮りをいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会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」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 異議ありという意見がございますので、採決いたします。 

 この辺でとどめて散会することに賛成の議員の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（林 竹松君） 起立多数でございますので、本日はこれをもちまして散会することに

決しました。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 御苦労さんでございます。 

            午後４時５分 散会 

 


