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１．日 時  平成２１年１２月１４日（月） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 脇 本 健 樹    ２番 久 保 八太雄    ３番 久 保 正 則 

  ４番 上 野 祥 司    ５番 濱 口 太 作    ６番 米 澤 善 吾 

  ７番 立 石 大 輔    ８番 山 本 賢 誓    ９番 谷 口 總一郎 

  10番 徳 増 寿 子    11番 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美 

  13番 鈴 木 彬 夫    14番 久 保 善 則    15番 町 田 又 一 

  16番 林   竹 松 

４．欠席議員  なし 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  谷 口 稀 稔 

  事務局次長兼議事班長  中 山 一 彦 

  議 事 班 主 幹  前 田 大 志 

  議 事 班 主 事  浜 田 あゆみ 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     副  市  長  木 下 恵 介 

  総 務 課 長  久 保 信 介     企画財政課長  萩 野 義 興 

  滞納整理課長  日 垣 龍 二     財産管理課長  松 本 大 成 

  税 務 課 長  安 岡 稔 光     市 民 課 長  久 保   正 

  保健介護課長補佐  黒 岩 道 宏     人権啓発課長  前 川 美智夫 

  農林水産課長併農業委員会事務局長  久 保 重 章     建 設 課 長  川 邊 幸 雄 

  商工観光深層水課長  上 山 精 雄     会計管理者兼会計課長  中 川 博 嗣 

  福祉事務所長  上 田   満     教  育  長  谷 村 幸 利 

  教育次長兼学校教育課長  植 村 幸 治     生涯学習課長  柳 川 明 彦 

  水 道 局 長  亀 井 賢 夫     消  防  長  青 木 正 雄 

  監査委員事務局長  山 本 君 子 

７．議事日程        

  日程第１ 一般質問 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１ 

９．議事の経過 



－58－ 

  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。2009年12月議会におきまして、改革を進める鷹山会が市

民を代表いたしまして一般質問を行います。 

 大項目の１、室戸市の組織体制と職員の人事等について。 

 (1)50歳代職員の健康診断について。 

 最近、50歳を超えられました課長ら市幹部職員が体調を崩して病気を発症している話をよく

お聞きをいたします。退職を目の前にして重い病気になるとなれば、非常に残念なことです。

発症の部位としては、主に循環器系、呼吸器系、消化器系、脳神経系、尿路器系などがいろい

ろありますが、退職間際の幹部職員がこれらの病気にかかる現状を考えますと、これまでのよ

うに市職員が年１回個別に定期的な健診を行っているだけでは、今の状況は改善されないので

はないでしょうか。市職員は、一般社会の企業や商店などに勤務する人たちと違い、60歳ぐら

いで退職すれば、それからは市長や市会議員などからとやかく言われることもなく、その一方

たくさんの退職金をいただいて家庭で家族で旅行したりと、解放感を満喫できるようになりま

す。そんな夢を抱きながら、やっと退職という年齢に病気になってしまうと、残念ながらそん

なこともできなくなってしまいます。 

 問題点は、上司や議員からの圧力によるストレスや部下の能力不足から来るストレス、国や

県による執拗な事業削減、予算削減、公務員削減の方針から受けるストレス、時には長時間に

わたる時間外勤務による過重労働というストレスもあるでしょう。これらが数え切れないほど

あって、定年や勧奨退職までには、いっそやめてやろうかと考えることも何度もあるのではな

いでしょうか。しかし、それも公務員という職の安定感とやめた後の職探しや家族のことなど

を考えると、それもできない。そういうことから、発病の原因のすべてとは言いませんが、そ

れらの数々のストレスを酒やたばこで憂さを晴らし、忘れようとし、そうしたみずからの行為

によってなど、病魔は忍び寄ってきます。 

 そこで、現況として、本市には市民の健康管理に取り組む市民課や保健介護課があり、この
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市職員の健康管理については総務課が所管をしております。その総務課によりますと、20年度

に健診を受けた正職員255名のうち、人間ドックを個別に受けた職員は約70％の176名、病院か

ら医師をやすらぎなどに招いて、そこで受診した職員は約10％の26名で、健診を受けた正職員

を合計しますと202名になります。受診しなかった職員は残る約20％の53名になります。ま

た、市の正職員255名のうち、50歳代の職員は98名、全体の38％と、意外と多くいますが、そ

のうち健診を受けたのは80名であります。健診を受けなかったのは18名となっています。 

 そこでお聞きをいたします。 

 本市職員の大半は健康診断で入念な病理検査を受けてはいますが、高年齢職員の罹患状況を

考えますと、これに対する予算を特に設けて、市職員の健康診断の中でもその38％に当たる

50歳代職員の健診を今以上に精密、強化する特定健診を行ってはいかがでしょうか。この点に

ついてお伺いをいたします。 

 次に、(2)市職員懲戒処分の公表基準について。 

 唐突ですが、市職員による公金横領などが発覚しますと、懲戒免職処分を受けます。問うの

は、その後の事務処理についてです。 

 懲戒処分を受けた職員を自治体は公表したがらないものですが、これは公表すべきでありま

す。本市には、この公表基準はありませんが、最近新聞記事でもよくにぎわわせておりますの

で、皆さん御存じだと思いますが、高知県や南国市では、懲戒処分に関する公表基準を定め、

処分内容を公表しております。その内容については、県の公表基準などに倣っていただきたい

ですが、公表の原則としては、対象職員の所属名、職名、処分事由、処分内容、処分年月日な

どであります。 

 また、氏名等の公表は停職以上の処分、氏名等が既に公にされている事案に関する処分、そ

の他社会に及ぼした影響の大きさ、職責の重さなどに該当する場合は、氏名及び年齢も公表し

ます。また、公表の例外や公表の時期なども規定に加え、個人情報保護に配慮しながら、この

公表基準を定めることになります。 

 そこでお聞きします。 

 この公表基準を策定してはいかがでしょうか。この制度化について御所見をお伺いをいたし

ます。 

 次に、(3)地方公務員法第32条に関する職員対応について。 

 公務員である市職員の皆さんに、地方公務員の職務は、法律の遵守と上司の命令とではどち

らを優先するのが正しいかと問いますと、なかなか即座には答えられないと思います。です

が、公務員になるときに試験を受けてどちらを優先するかはそのときから知っていなければな

らないと思います。上司の命令に従いながら、業務を行うのは当たり前ですが、その前に法律

が優先されるべきは疑う余地はありません。 

 ですが、議員になってわかったことですが、なかなかこの法令を規定どおりに遵守しない場
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面が多々見られます。 

 まず、国の法令で言いますと、日本国憲法、次に自治体で一番身近な法律の地方自治法、そ

して地方財政法等もかかわりが大きいと思います。これらに加え、都道府県や市区町村などで

定められた条例や規則、要綱等もかかわってきます。でも、職員である自分に下される上司の

命令のすべてがこれらの法律に合致したものであるとは限りません。そんなとき、地方公務員

は、その上司の命令にどう対応し、処理すればよいのか、法律は守らなければならないし、上

司の示す命令も聞かなくてはなりません。 

 その点を規定したのが地方公務員法第32条法令等及び上司の職務上の命令に従う義務の規

定、職員はその職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団

体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないの条

項です。この32条は、前半の法令等に従うという部分と後半の上司の命令に従うという部分に

分かれてはいますが、法令等に従い、その上で上司の命令に従うという意味から、その比重は

前半部分にあり、本市職員においては、上司の命令が違法な指示であると判断した場合は、上

司の命令に従うことなく、法令に従うよう努めるのが適正な業務姿勢で遵法だと言えます。 

 そこでお聞きをいたします。 

 市長は、地方公務員法第32条をどのように理解しておられるのでしょうか。市職員は、同条

項にある法令遵守と上司の命令とならば、どちらを優先すべきだとお考えでしょうか。市職員

は、法律よりも市長命令に従うべきか、それとも市長命令よりも法令遵守を優先すべきでしょ

うか、御見解をお伺いをいたします。 

 次に、(4)公務員定年延長に関する本市への影響について。 

 ことし８月25日、前政権時代の人事院は、公務員ボーナスと月給の勧告と同時に、現在60歳

となっている公務員の定年を65歳まで段階的に引き上げる定年延長を閣議決定され、2013年、

平成25年からの実施を目指す考えであります。しかし、これに民主党政権が今後どのように政

策変更するのかは不明ですが、本市職員に関して2013年度から市職員の定年が年々延長され始

めますと、市への負担も含め、給与支給や退職金にどのような変化があらわれ、どんな影響が

出てくるとお考えでしょうか。推計をもとに説明をしていただきたいと思います。 

 次に、今年度の退職者は、例年の約1.5倍の25名とかお聞きをいたしましたが、今年度がこ

んなに大量退職になったのは、市職員としての職務に意欲をなくしてしまう原因が何かあるの

ではないでしょうか。御見解をお伺いをいたします。 

 次に、(5)課の統合と分化について。 

 これまで企画財政課のあり方がおかしいとは思ってきましたが、最近ますますおかしいと思

っています。この課は、２年前までは財政課でした。この部署は、いわば大蔵省、今でいいま

すと財務省ですが、課のあり方としては健全でした。そこに、現在のまちづくりや町の将来像

を描く企画振興課を統合しました。これには、今の時代の流れから私も統合やむなしと考え賛
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成しました。ですが、その後の同課の動きやあり方を見ていてもどうもおかしな統合だと思い

始めました。 

 疑問点の一つは、今も申しましたように、財政課は財務省で、企画振興課はいわば室戸市の

総務省です。国でいうと、各省庁に財源を配分する財務省とその財務省から財源の配分を受け

る立場の総務省とを統合することがあり得ないように、本市でも各課に財源を配分する財政課

とその財政課から財源を配分してもらう立場の企画振興課を一つにしてしまったことは、おく

ればせながらおかしいと思ってきました。 

 一つの課の中で、企画班やジオパーク推進室が財政班に予算要求するのは、どう考えても正

常な組織形態ではありません。 

 もう一つの疑問は、そのおかしな組織形態をした企画財政課に、今申しましたように、今度

はジオパーク推進室を新設し統合しました。ですが、この企画財政課の中に、ジオパーク推進

室を加えたことによって、同課には財政班とは異質な企画班とジオパーク推進室が内在するこ

とになってしまいました。 

 お聞きしますが、考えますに、ただ課長１人分の給与を削減するために、異質な２つの課を

統合し、それによってかえって市の業務を混乱させるということはあってはなりません。正常

な組織のあり方として、新年度から財政課は独立した財政課に戻し、再び企画振興課を設置し

て、そこに企画振興班とジオパーク推進班として分化させることによって、正常な市の行政運

営が生み出されます。 

 この課設置改革について、いかがお考えでしょうか、御所見をお伺いをいたします。 

 次に、大項目の２、株式会社ムロトに関する経営全般について。 

 １点目、すべての会社は、年１回、株主に対して１年内の業績や財務内容を決算書にして情

報公開することが義務づけられていて、この決算にはいわゆる企業会計として、損益計算書、

貸借対照表、個別注記表、株主資本等変動計算書のこの４つの書類があり、これをもって株主

に報告し、公表することになります。市民の知る権利と市民から議会に付託された監視業務の

点からいっても、この財務情報の公開は必要となりますが、１回目のこの公開は何年何月に行

いますでしょうか。 

 ２点目、株式会社ムロトの経営拠点は、あのシレストむろとの事務室だけですが、この会社

でこの企業会計の帳簿作成能力のある職員はいるのでしょうか。そして、それは何名おられる

のか。自社で行うべき会計を外部委託してはいませんでしょうか。もし委託しているならば、

それは民間企業として健全な経営形態と言えますでしょうか。これらの点についてお伺いをい

たします。 

 次に、さきの議会において市長は、市が設立した株式会社ムロトの株主総会の出席者につい

てお聞きしたところ、株主総会を一人で開き、私が議長となって議案を出し、可決して議事録

をつくることになる。一人株主だからこんな形になると答えられました。 
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 そこで何点かお聞きをしていきます。 

 まず、株主総会は何年何月に開催するのでしょうか。 

 次に、総会を一人で開きとお答えでした。この一人とは、社長ならば株主側の室戸市から社

長である市長を除いた残る２名の取締役である副市長と観光課長を株主側の室戸市の代表とし

て、なぜ出席させないのでしょうか。出席させて、市民になりかわり、社長に対して経営状況

について厳しく質疑をさせてみてはいかがでしょうか。それが、数千万円もの市民のお金をこ

の企業に投資した室戸市側の務めではないでしょうか。順風満帆でもない会社経営に対して、

市民の代表がなぜ質疑できないのか、私は疑問に思っております。そして、一人だけで行う株

主総会が適正なことだとお考えでしょうか、これらの理由についてお聞きをいたします。 

 次に、総会での可決の方法はどのような流れになりますでしょうか。私は、この場面につい

て非常に興味深い情景を以前から描いていますので、その議決の方法をお教えいただきたいと

思います。可決とは、会社から提出された議案を承認する意思を持って議決することですが、

社長が出した議案を株主である同一人物の市長がうんよろしいと言って承認するのでしょう

か。 

 なおかつ、その承認をどのような形で議決するのか。挙手でしょうか、起立でしょうか。ま

た、否決の表決はだれが行うのでしょうか。それとも、否決されることは100％ないのでしょ

うか。これらの点についてお聞きをいたします。 

 次に、取締役には幾つか法律で定められた義務があります。これをすべて説明していただき

たいと思います。加えて、この義務を３名の取締役は毎日本市の業務に専念しながら全うでき

ているのかをお伺いをいたします。 

 次に、シレストむろとの経営状況についてです。 

 本市から約5,000万円を投資して設立したシレストむろとのプールとレストランの経営状況

についての御所見をお伺いをいたします。 

 次に、レストランが半ば開店休業状態にあるとお聞きしています。この状況はシレストの経

営悪化の原因になっています。その責任は社長にありますが、レストランはなぜいつまでたっ

ても正常な営業ができないのでしょうか。その原因とこれからの方策をお伺いをいたします。 

 次に、大項目の３、ブロードバンド整備事業に関する維持管理について。 

 本市でも、ブロードバンド事業が始まりますが、事業供用後、この運営事業費が本市の予算

を圧迫するおそれがありますので、この点をお聞きをします。 

 一例として、沖縄県石垣市は、国の補助事業を活用して2008年４月からブロードバンド整備

事業の供用を開始しました。しかし、当初見込んだ加入者の半数にも達せず、運営事業者は採

算がとれない状況に陥りました。このため、石垣市は、維持管理費の一部を負担する方針を固

め、2009年度の補正予算案に光ケーブル電柱共架料の名目で356万円を盛り込み、可決をいた

しました。ですが、議員の中からは、支援しないとしてきたのに、これは赤字補てんではない
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のかの批判が出ているといいます。このことから思いますに、本市によるブロードバンド事業

の高速インターネット加入者が少ない場合や市内の不採算、不利益地域の採算性が事業者の経

営を圧迫する場合も想定でき、そんな状況に陥った場合、バーデハウス室戸に行ったことから

解釈して、この運営事業者が行う運営事業に対しても赤字になれば、また甘い対応で財政支援

を行い続けるのではないかと危惧をしております。 

 運営事業者の維持管理費と運営事業費を支援することについて、いかがお考えでしょうか、

確認をさせていただきたいと思います。 

 １点目、本市のインターネット加入者は、現在約1,300件ですが、運営事業者は本市の高速

インターネット加入者の採算ラインを何件としているのでしょうか。そして、本市はその採算

ラインを何件とお考えでしょうか、お聞きします。 

 ２点目、この事業の保守点検と配線等の維持管理は、本市が運営事業者に事業費を出して委

託すると聞きます。計画で、その事業費は毎年幾らぐらいになると推測しておられるのでしょ

うか、お聞きをいたします。 

 ３点目、当該事業の高速インターネットの加入者が少なくて、運営事業が赤字になった場合

ですが、また今も言ったように、バーデ社に行ったように、毎年市民の財布から赤字補てんの

支援を行うのでしょうか。それとも、インターネット事業で加入者が少なくても、絶対に本市

から財政支援は行わないと明言できますでしょうか。この点についてお聞きをいたします。 

 大項目の４、エチゼンクラゲ対策について。 

 これまで何年か、このエチゼンクラゲの問題は、日本海側だけの問題だと思ってきました。

ですが、ことしは津軽海峡を横切って本州を南下して、11月３日には紀伊半島沖でも確認され

ました。水産庁によりますと、ことしは過去最大の漁業被害が出た４年前に匹敵する規模で大

量発生しており、定置網が切れるなどの漁業被害は２万5,000件近くに達しているといいま

す。我が室戸市には、佐喜浜、椎名、三津、高岡、羽根など、大敷組合による定置網漁業が盛

んですが、直径２メーター、150キロにもなる物体が大量に大敷網に入れば、被害は少なくあ

りません。もうすぐ室戸岬周辺海域にやってくると思いますが、本市はこのエチゼンクラゲ対

策としてどのような手を打っておられるのか。また、対策に関する国や県との連携についても

お伺いをいたします。 

 次に、大項目の５、観光力パワーアップ策について。 

 (1)日本風景街道への登録について。 

 ここに日本風景街道、シーニックバイウェイジャパンという事業があります。事業主体は、

日本風景街道戦略会議という団体で、メンバーは、委員長がトヨタ自動車相談役の奥田碩氏

で、ほかに学識経験者、有識者、企業経営者などの著名人が名を連ねております。設立された

のは2005年12月で、地方ブロックごとに設置された風景街道地方協議会が風景街道の登録の受

け付けを開始したのは２年後の2007年、平成19年９月からでありました。日本風景街道は、道
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路及びその街道や周辺地域を舞台に、多様な地域の協働のもと、景観、自然、歴史、文化等の

地域資源や個性を生かした国民みんながあこがれる原風景を創生する運動を促し、さらにそれ

がその地域の観光振興や地域活性化に寄与することを目的として設立されました。19年末現在

で、91ルートが登録されていて、現在も順次登録を受け付けております。 

 さて、私がこの事業に注目したのは、これに選定されると看板製作などの費用に財政支援を

受けられるという特典であります。室戸市でいいますと、室戸半島の地質観光であるジオパー

ク事業推進の取り組みにこの支援が生かされないかと考えたからでございます。 

 お聞きします。日本風景街道登録の四国ブロックの窓口は高松市にある国交省四国地方整備

局の四国風景街道協議会事務局となっていて、この県東部周辺では、安芸市周辺の道路がこの

日本風景街道に既に登録されて支援を受けています。 

 本市も、地質観察ポイントへの看板設置などの費用に支援を受けられるのではないかと思い

ますので、宍喰町から羽根崎までの地質観察ポイントを一つの室戸ジオパーク街道と位置づ

け、この日本風景街道の登録を申請してはいかがでしょうか。 

 今後、この事業への登録を目指す方向で検討されるのか、それとも検討に値しないかをお聞

かせいただきたいと思います。 

 (2)広域による観光圏認定への取り組みについて。 

 今、国交省に観光圏整備法に基づく観光圏という取り組みが行われています。この事業は、

国交省の中の観光庁において、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法

律という長い名前の法令に基づいて、周辺の観光地を一体とした区域を観光圏ととらえ、その

観光地同士が連携して２泊３日以上の滞在型観光に対応できるよう、観光地の魅力を高めるこ

とを目指しております。 

 認定期間は、５年後の平成26年３月までで、認定されますと広域組織が行う事業に対して国

が40％、県が27％を上限に補助金を交付します。観光圏に認定されますと、観光圏整備事業費

補助金、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金などの支援、宿泊施設整備に係る貸付制度等

の利点、特典も得られます。 

 高知県内では、幡多地域の３市２町１村が四万十・足摺エリア観光圏として既に認定されて

います。私が想定する周辺地域とは、本市が、ＡＭＡ協定ですね、エー・エム・エー、ＡＭＡ

協定を組む阿南市から芸西村までのエリア、このエリアは阿南市から室戸市までは室戸阿南海

岸国定公園、奈半利町から安田町までは魚梁瀬県立自然公園、そして安芸市と芸西村は手結住

吉県立自然公園と、観光圏にふさわしい美しい景観地域だと考えています。 

 お聞きします。 

 これには、周辺の３市７町２村の賛同も必要ですが、この広域の公園エリア全体を一つの観

光圏ととらえ、認定へ向けて広域でこの取り組みを検討してはいかがでしょうか、御所見をお

伺いをいたします。 



－66－ 

 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） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず１点目、室戸市の組織体制と職員の人事等についての中の(3)地方公務員法第32条の解

釈についてでございます。 

 市職員は地方公務員として、法令遵守義務があることは言うまでもございません。したがい

まして、上司の命令に明白な違法性がある場合は命令は無効であり、従う義務はないと考えま

す。法令遵守が優先されることとなります。しかし、そうでない場合は、上司の職務上の命令

に従う義務があると理解をしております。 

 次に、(4)の公務員定年延長に関してお答えをいたします。 

 公務員の定年延長につきましては、議員さん御案内のとおり、本年の人事院勧告の中で、来

るべき本格的な高齢社会において、公務能率を確保しながら、65歳まで職員の能力を十分活用

していくためには、年金支給開始年齢の引き上げに合わせて、平成25年度から定年年齢を段階

的に65歳まで延長することが適当であるとの考え方が示されております。 

 同時に、勧告では、この条件を整えるためには、総給与費の増大を抑制するための給与制度

の見直しや組織活力及び公務能率を高めるための人材活用方策など、検討すべき諸課題への対

応を早急に進めていく必要があるとし、定年延長を実現していく上では、定年問題だけではな

く、採用から退職に至るまでの公務員の人事管理を総合的に見直していく必要があると述べら

れております。 

 勧告どおり実施された場合の本市への影響額についてのお尋ねでございますけれども、先ほ

どの勧告でも触れられておりますように、給与制度の見直し等、不確定要素が多い現段階で

は、具体的に算定することは困難であると考えております。 

 また、これは全体的な総給与費の増大を抑制するなどの給与制度の見直しが大きなポイント

になるのではないかと考えます。 

 なお、定年が延長されますと、当然、その間の人件費が必要となりますし、退職手当や年齢

構成のバランスなどに影響が出てくるものと予想されるところでございます。この点につきま

しては、勧告でも課題として取り上げられておりますことから、今後の動向を注視をしてまい

りたいと考えております。 

 次に、問い５の今年度の大量退職についてでございますが、今年度の定年退職者11名、勧奨

退職者は14名でございます。勧奨退職の方々につきまして、私も何人かにお話をお伺いをしま

したが、病気を理由にされている方や今後の生活設計を考えておられる方々がおいででござい

ます。いずれにしましても、個人個人の考えによりまして重大な決断をし、退職をされるもの

と理解をしております。 

 次に、(5)課の統合と分化についてでございますが、財政課と企画振興課の統合は、室戸市
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財政健全化計画の中で、平成19年４月に行ったものでございます。本市の振興を企画していく

上では、脆弱な財政状況と一体化して計画していく必要がございますので、財政と企画部門を

より効率化し、効果を高めていくために統合をしたものでございます。 

 なお、ジオパーク推進室につきましては、室戸の地質遺産を市の発展、振興につなげていく

という企画的な業務であり、市の施策の重要な取り組みとして、推進室を新たに設置をし、進

めているものでございます。現段階で、変える考えは持っていないところでございます。 

 次に、大きな２点目の株式会社ＭＵＲＯＴＯに関する経営全般についてでございます。 

 問い１の決算の公表につきましては、会社法において、定時株主総会終了後、遅滞なく決算

書類を公表することが規定をされております。また、株主総会につきましては、株式会社ＭＵ

ＲＯＴＯの定款により、事業年度末日の翌日から３カ月以内に招集する規定となっておりま

す。したがいまして、決算書類の公表時期といたしましては、平成22年６月ぐらいと考えてお

ります。 

 また、地方自治法の規定による議会への報告につきましても、６月議会に行いたいと考えて

おります。 

 次に、問い２の株式会社ＭＵＲＯＴＯの経理職員についてのお尋ねでございますが、シレス

ト営業開始の際に、商業簿記、工業簿記１級、税務会計２級の資格を持っている方１名を採用

し、会計処理業務に従事をさせております。 

 なお、万全を期すため、安芸郡出身で大阪で業務をされております南公認会計事務所と年間

契約を結び、月ごとの財務状況を報告をし、指導を受けているところでございます。 

 次に、問い３の株主総会の開催時期についてでございますが、前段でもお答えをしたとおり

でございます。 

 次に、問い４の株主と取締役の関係と、問い５の一人株主総会での可決方法について、関連

がございますのであわせて御答弁を申し上げます。 

 まず、私を除いた副市長、商工観光深層水課長の２人は、株主ではなく、取締役という立場

で会社の経営スタッフでございますので、必要に応じて取締役会を開催をし、会社の運営に当

たっているところでございます。 

 また、株主総会の開催形態につきましては、９月議会にも答弁をいたしましたように、会社

法の規定により、決算期に最低年１回の開催が必須条件となっており、その議事録の作成、保

管が規定をされているところでございます。したがいまして、しかるべき日を株主総会の日と

し、一般的な株主総会をイメージしながら議事録をつくるということになります。これは、再

三申し上げておりますけれども、おかしな形かもしれませんが、一人株主の場合には、個人会

議を開き決定をするという形になっております。これは、会社法で定められた進め方というこ

とでございますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 次に、問い６の取締役が負う主な義務についてでございますが、会社の経営者である取締役
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は、いろいろの義務を負うわけでございます。まず、善良な管理者としての注意義務を尽くさ

なければならないという善管注意義務を負います。また、取締役は、職務の執行に当たり、法

令定款や株主総会の決議を遵守する遵法義務がございます。さらに、会社が適法な活動をする

ように会社全体を監督する監督義務、株主総会における説明義務を負う忠実義務が取締役の負

うこととされる主な義務でございますし、そのさまざまな義務や責任において、日々の業務の

遂行にすべての取締役が全力で当たっているというところでございます。 

 次に、問い７のシレストむろとのプールとレストランの経営状況と問い８のレストランの今

後の方策についてのお問いでございます。 

 まず、プール部門につきましては、７月の開業から11月末までの利用者数としましては、１

万7,159人でございまして、収入としましては1,118万8,966円でございます。当初の計画より

は494人の増で、９月、10月、11月に前年度より増加しているのが特徴ではないかと思ってお

ります。 

 レストラン部門につきましては、収入としまして221万4,591円でございます。このレストラ

ンにつきましては、当初、地域食材を使用した軽食のみで予定をしておりましたが、施設の利

活用の方法やレストランをやってほしいという要望などもございまして、取り組んできたとこ

ろでございますが、現段階では十分であるとは言えない状況でございます。 

 現状としましては、運営コストをできるだけ抑えるため、予約方式での営業やお弁当の委託

販売、また喫茶コーナーでは健康ジュースなどの提供を行っているところでございます。 

 そうした取り組みでも十分ではございませんので、このような状況を改善するため、県の産

業振興計画のアドバイザー制度を利用して、専門家の派遣を受け、提案指導をいただいており

ます。 

 その提案といたしましては、１つには、レストランについては現在の面積、客席数などから

考えた場合、一般的なレストラン様式では黒字は難しいのではないか、したがって特色あるメ

ニューづくりを進めてはどうか。２つ目には、売店については、県内の特産品をより多く置く

など、商品数の充実を図ってはどうか。また、オリジナル商品の開発をすることが提案をされ

ております。また３つ目には、プールについては、現在利用していただいている地元の方々を

特に大切に考え、健康改善効果などの情報発信を定期的に行う必要があるのではないかなどの

御意見をいただいているところでございます。 

 今後、内部や監査役などの御意見も踏まえて十分検討した上で、施設全体としての改善や利

用の拡大に取り組んでまいります。 

 次に、大きな３点目のブロードバンド整備事業に関する維持管理についての中の３点目のブ

ロードバンド整備事業の運営に関することでございます。 

 本市としましては、この事業は、運営事業者選定のための提案書提出要項において、指定管

理者制度ではなくて、業務委託方式により実施することを明らかにして、公募型プロポーザル
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方式により提案を求めたものでございます。したがいまして、財産の位置づけは物品であり、

その運営は業務委託方式としたところでございます。 

 この業務委託方式では、市が整備した施設を運営業者に貸し出し、使用料をいただく施設の

賃貸借契約、ＩＲＵ契約と、市は運営事業者に施設の保守管理をしていただき、その委託料を

お支払いをする保守管理業務委託契約に基づき業務を行うこととなります。 

 したがいまして、インターネット接続サービス等の事業運営は、あくまでも利用者から徴収

をする利用料により、運営事業者の責任において実施していただくべきこととなりますので、

それ以外のことについては現在考えていないところでございます。 

 次に、大きな５点目の観光力アップ策についてでありますが、１つ目の日本風景街道への登

録についてと広域による観光圏認定の取り組みについて、あわせてお答えをさせていただきま

す。 

 日本風景街道事業及び広域による観光圏の認定につきましての御提案は、いずれも本市の観

光行政の発展を目指すものだと受けとめております。今後、先進事例の調査や経費の状況、連

携自治体の考え方などをお伺いをしてまいります。 

 なお、現在、本市では、ジオパーク構想の実現、ＡＭＡ地域連携などによる四国東南部地域

の活性化に取り組んでおり、それらはいずれにおいても交流人口の拡大、観光政策の推進、地

域経済の発展を目指しているところでございます。 

 また、来年度策定を予定をしております室戸市総合振興計画の中で、御提案のことも含めて

議論を深めていきたいと考えております。観光行政の発展につながるよう、今後とも努めてま

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。 

 まず、大きな１点目、室戸市の組織体制と職員の人事等についての中の１点目の50歳代職員

の健康診断についてでございます。 

 職員の健康管理につきまして、御心配をいただいたわけでございますけれども、病気休暇取

得者における50歳代の職員の割合が多い傾向にございますのは御案内のとおりでございます。 

 御質問の職員の健康診断につきましては、まず１つには、労働安全衛生法に基づき、市が事

業所として実施しております事業所健診がございます。この事業所健診は、臨時職員を含む職

員全般を対象に、医師の診察のほか、血液検査や尿検査、血圧測定、心電図検査、肝機能検査

などの検査を行っておりまして、同時に平成20年度から保険者に義務づけられました40歳以上

の職員に対する特定健康診査、特定保健指導も兼ねたものとなっております。 

 この事業所健診につきましては、40歳以上の職員を対象に、市から１人当たり5,000円の委
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託料を負担しております。また、保険者であります共済組合等からの助成もありますので、自

己負担は要りません。 

 このほかに、職員が任意の医療機関や健診機関で受診する短期人間ドックがございます。短

期人間ドックでは、基本健診と本人の希望する検診に加え、医師の診断により必要に応じて行

われる検査項目や55歳あるいは60歳時に節目年齢健診として追加される項目があり、また設備

の整っている医療機関等に赴いて受診することなどから、より精密な検査が期待できるものと

考えられます。 

 この短期人間ドックにつきましても、40歳以上の職員を対象に市が１人当たり5,000円の委

託料を負担しており、保険者であります共済組合からの助成もございますけれども、この検査

項目によりまして一定の自己負担が必要となってまいります。 

 これらの健診の受診実績でございますが、平成20年度における受診状況といたしましては、

議員さん御案内のとおり、事業所健診が26名、短期人間ドックが176名の計202名でございま

す。このうち50歳以上の職員につきましては、98名中80名がいずれかの健診を受診しておりま

す。 

 したがいまして、いずれの健診も受診していない職員は18名となるわけでございますけれど

も、この中には、ふだんからそれぞれのかかりつけ医に定期的に通院している者もいるという

ふうにお聞きをしております。 

 そこで、予算を設けて50歳代職員の健診を今以上に精密、強化する特定健診を行ってはどう

かという御提案をいただいたわけでございますけれども、先ほど申しましたように、これら２

つの健診に対しましては、それぞれに市の負担も行っているところでございます。 

 また、前段で申し上げました50歳代職員の病気休暇ということに関しましては、これら既存

のこの２つの健診により、早期発見、早期治療につながったゆえのものもございますことか

ら、まず職員に対してはこれらの健診のいずれかを必ず受診するように促していくとともに、

特に50歳代の職員に対しては短期人間ドックを受診するよう、個々に強く指導を行ってまいり

たいと考えるところでございます。 

 次に、２点目の市職員懲戒処分の公表基準についてでございます。 

 職員の懲戒処分の公表基準につきましては、議員さん御案内のとおり、現時点では本市独自

で定めた者はない状態でございます。懲戒処分につきましては、市民からの信頼を確保してい

くために、厳正な対処が必要であり、原因を分析して再発防止策を講じ、服務規律遵守の徹底

を図ることが重要であります。 

 このことを踏まえ、個別の事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、公表対象、内

容等についての基準を定めることは必要であると考えており、また市長からも指示を受けてお

りますので、今後、国や県の基準をもとに制定に向けて取り組んでまいります。 

 次に、大きな３点目のブロードバンド整備事業に関する維持管理についてでございます。 
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 まず、１点目の高速インターネット加入者の採算ラインについてでございますが、運営事業

の優先交渉権者となった事業者によりますと、高速インターネット接続サービスについての採

算ラインは、全世帯数の15％から16％程度と考えているとのことでございます。 

 また、市はどれくらいが採算ラインと考えているのかというお尋ねでございましたが、これ

は提供するサービスの内容や利用量などによって異なってくると思われますけれども、本市に

おける現在の推定利用者数から見ましても、優先交渉権者の考えと同じ程度ではないかと考え

ているところでございます。 

 次に、２点目の市が整備した通信設備、放送設備、伝送路設備、端末等についての保守管理

費用といたしましては、これも優先交渉権者の提案によりますと、年間約1,800万円を想定し

ております。 

 なお、補足いたしますと、市の負担といたしましては、このほかに光ファイバーを電柱を利

用して張りめぐらせるために、電柱を所有するＮＴＴや四国電力へ支払う電柱使用料が必要と

なってまいります。一方で、運営事業者からは、市に対し、光ファイバーや設備、機器類の使

用料をいただくことになります。 

 現在、優先交渉権者となっております事業者の提案では、これら市から見ました収入分と支

出分とを相殺してプラス・マイナス・ゼロとする、つまりこれらに関する市の負担は発生しな

いという内容の提案をいただいているところでございます。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） 谷口議員さんに、エチゼンクラゲの対

策についてお答えをいたします。 

 このエチゼンクラゲにつきましては、本来、東シナ海、それから朝鮮半島南西部の黄海とい

ったところが繁殖地であると考えられております。ここからこの個体群の一部が対馬海流に乗

りまして日本海を北上する。また、津軽海峡を抜けて太平洋を南下する潮の流れに逆らうこと

のできないプランクトンの一種であるといったことでございます。寿命につきましては、比較

的短命で約１年、水温が15度以下になりますと活動が極端に低下をいたします。議員御案内の

ように、傘の直径が２メートル、重さが最大200キロになる大型の食用クラゲでございます。 

 また、平成17年には大量発生をいたしまして、山陰、北海道、そして東北地方などで多大な

被害が報告されておりますが、本年も出現状況がこの17年と酷似をしておりまして、各地の定

置底びき網などで深刻な被害が頻発しております。 

 なお、太平洋沿岸での出現量につきましては、12月７日の調査によりまして、和歌山県潮岬

沖で小型定置に数匹が確認されたにとどまっておるといった状況で、室戸市におきましては、

定置の被害といったものは確認できておりません。したがいまして、現段階では、その対策は

行っていないところでございます。 

 しかし、環境等の変化によりまして、このクラゲの南下する範囲が拡大をいたしますと、当
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然本市でも被害状況が想定されます。今後におきましては、水産庁のこの対策マニュアル等の

情報収集を行い、また国の動向にも注視をいたしまして、関係機関との連携を図りながら、そ

の対策に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、現在、被害地域が行っております対策といたしましては、定置の垣網の一部を大目化

するといったことによりまして、箱網への入網を減らし、それから予防の改良ですね、それか

ら浮遊するクラゲのこれを、コッドエンドと申します網カッターですが、これによって切断を

する対策、それから発生源での駆除が検討されておるところでございます。以上でございま

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。 

 まず、ブロードバンドの高速インターネット加入者の採算ラインについてお聞きしました。

本市の高速インターネット加入者の採算ラインを何件としておられるのかとお聞きしました。 

 現在、1,300件の加入者があるということですので、パーセントではなしに15％から16％と

言われたと思いますが、これ何人というか、何件というか、1,000なのか、1,300なのか、この

件数についてお聞きをいたします。 

 次に、株式会社ムロトの関係ですが、取締役の義務についてお聞きをしました。市長の義務

について、何点かの義務についてお答えがありましたが、正しく言いますと、取締役には次の

４つの義務があります。１つ目は、市長も言われましたように、会社に損害を与えないよう注

意深く努力しなければならないとする善管注意義務、善は善悪の善で管は管理の管ですが、２

つ目は、常に会社の利益が最大になるよう忠実に職務を行わなければならないとする忠実義

務、３つ目は、自分や第三者の利益のために自社と競合する取引を行ってはならないとする競

業禁止義務、競は競争の競で業は業務の業ですが、４つ目は、勝手に自社からお金を借りたり

自社に物を売ったりしてはならないとする利益相反取引の制限のこの４つが取締役に課せられ

た義務であります。 

 さきの議会では、市長は３名の取締役が、忙しい本市の業務を行いながらも、この会社の業

務を全うできるというお答えをしておられましたが、それは真実ではなく、お三方とも間違い

なく両方の職務を全うできておりません。市役所の仕事をしている時間は、会社の取締役とし

ての職務に課せられた義務を果たしていないし、取締役の職務を行っている時間は、市役所で

の職務に課せられた義務を果たしていません。特に、課長について言いますと、公務員として

地方公務員法第35条の職務に専念する義務を課しながら、会社法の取締役の義務である善管注

意義務と忠実義務の２つの義務を果たすことは不可能です。 

 本市の重役３名は、本市での職務に責任があるだけではなくて、会社に対しても大きな責任

を負っております。だから、市役所の仕事を行うと会社の取締役としての４義務のうち少なく

ともこの２つの義務に違反し、反対にシレストという民間会社の仕事に専念しますと、今度は



－73－ 

室戸市の長や公務員として行うべき職務専念義務に違反します。室戸市と株式会社ムロト、こ

の２つの団体にかかわる３名の職務責任についてこの点をどのように考えておられるのか、市

長にお聞きをいたします。 

 次は、取締役のお三方にお聞きをいたします。 

 この３名が同社に損害を与えた場合には、その役職を解かれるだけでなく、賠償責任を負

い、なおかつ個人として損害額の負担を求められることになります。つまり、同社の取締役３

名の義務違反によって、もしシレストむろとに損害を与えた場合は、損害賠償責任が発生しま

す。だから、取締役となっておられる本市の３名は、給料は入らないのに加え、おまけに会社

が赤字になり損害をもし与えたら損害賠償までしなくてはならないという損な立場にありま

す。市長、副市長、観光課長はこのルールを御存じでしょうか。それを御存じか否かと、損害

賠償を求められた場合、支払う考えがおありかをお三方それぞれに確認をさせていただきたい

と思います。 

 次に、これらを考えますと、市長はみずからの経営判断のミスによって会社に損害を与えた

場合は、御自分の意思でつくった会社ですから、法律に基づいて粛々と金銭的な責任をとれば

いいんですが、上司である市長の命令で取締役にさせられてしまった課長にすれば、これは現

課長もそうでありますし、また年度がかわればまた新しい課長になったとすれば、同じ責任を

問われるのは釈然としないと思います。 

 こういう事態も想定されますので、株式会社ムロトの取締役のポストに公務員の課長を縛り

つけるというのは少々酷な話だと私は思います。一日も早くこの職を解いて、年度がわりから

でもいいですが、その取締役のポストを民間人に委託、委任すべきだと思います。この考えは

おありでしょうか。この点についてお聞きをいたします。 

 以上４点お聞きをして、私の今議会の質問を終わります。 

 先ほどの３点目にお聞きしました取締役のお三方にお聞きしますというふうに私は申しまし

た。 

 お三方というのは、社長である小松市長、そしてもうお一方は取締役である副市長、そして

なお同じように取締役のもうお一方、観光課長に答弁をお願いしたいと思います。 

○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） お答えをいたします。 

 まず、取締役の義務は何かというようなお尋ねでございましたので、先ほど４つのことにつ

いてお答えをいたしました。善管注意義務、あるいは遵法義務、監督義務、忠実義務というも

のがあるというお話を申し上げましたし、またほかにも当然御指摘のような義務はあるという

ことは、当然私も承知をしております。例えば任務懈怠、これは責任論になるかもしれません

が、怠けてやることはいけませんよというような問題もございますし、御指摘のように、競業

及び利益相反取引の制限規定に反するというようなことはいけませんよというような問題、ま
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た悪意または重大な過失があった場合には当然責任をとらなければならないというような問題

等々があることは十分承知をするところでございます。 

 ただ、現在、私も含めて取締役が株式会社ＭＵＲＯＴＯの経営に当たっているというのは、

これは今までの経過の中でもるるお話をさせていただいたところでございますが、当初、やは

りこれは民間の企業にやっていただこうというような中で取り組んできていたものが、途中で

それが継続できない、撤退をするというような状況の中で、我々としてもどうしても今の施設

を運営をやめるわけにはいかないという中で、株式会社を設置をしてやっていくという方法が

一番地域の住民の方々にも御理解が得られる方法ではないかということで取り組んできておる

問題でございますし、先ほど取締役の義務が十分果たせないのではないかというお尋ねでござ

いますが、それは例えば職務専念義務を免除した中でやっているということは十分義務を果た

していないというようなとらえ方をされているようでありますけれども、私は、大変厳しい中

ではありますが、両方の仕事をしっかりやっていただいていると、我々としてはやっていくと

いう決意のもとに取り組んでいるものでございます。 

 また、損害賠償云々の話でありますけれども、これらはその時々のどういう内容によるのか

ということが大きく左右する要素だと思いますが、悪意であるとか重大な過失というようなも

のが起こった場合には、私はそれは当然責任は逃れるわけにはいかないという思いを持つとこ

ろでございます。 

 また、取締役のポストをもう外してはどうかというような御提案でございますが、この件に

つきましては、我々としても以前協議の中でこういう３人のポストでしっかりやっていったほ

うが一番望ましいんではないかというもとに取り組んできた問題でありますので、その辺が不

都合であれば考えていかないといけないし、再度このことについては協議、検討を加えていき

たいという思いでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 取締役としての義務に反するとか、重大な過失があった場合には、当然、私としては責任を

とらなければならな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） 取締役としての責任でございます。 

 取締役としては、会社法で当然その責任は明記をされているわけですが、それ以外にも先ほ

ど市長、副市長もお答えしましたように、重大な過失があった場合は責任をとるということで

ございますので、私も同じ考えでございます。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。 

 ブロードバンド整備事業に関する高速インターネット加入者の採算ラインについてでござい
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ますけれども、十五、六％程度というのは件数で何件かという御質問でございます。 

 これを十五、六％のこの提案を世帯数に置きかえますと約1,300世帯となります。市のほう

の答えもということでしたけれども、市も同じ程度ではないかと考えております。以上でござ

います。 

○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、上野祥司君の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○４番（上野祥司君） ４番、六曜会の上野です。 

 2009年12月議会におきまして、一般質問させていただきます。 

 大きい１番、ブロードバンド通信網整備、その後。 

 まず、光ファイバーによるブロードバンド通信網整備を決断していただいた小松市長に感謝

申し上げます。短期間のことでしたので、担当の職員さんの御苦労が推察されます。ありがと

うございました。ただ、通信網の整備ができたからよかったよかったではなく、それをいかに

利用するかが大切であることは言うまでもありません。 

 １番、ひとり暮らしの方の安全確認について。 

 ある地区の常会長さんに、地域の住民の方の安全確認に頭を悩ませているという話を聞きま

した。小さな集落でも、平時の安全確認が難しい、毎朝黄色いハンカチを家の前に出してもら

おうか。ちなみに、旅行などで不在のときは白とか、電話で確認しようかとか考えているが、

実行可能な案が浮かばないということです。 

 人間関係にとって本当に大切なことは対面で行うことがよいということは言うまでもありま

せんが、生活様式や価値観が多様化している今日、なかなか人の力だけでは解決するのは困難

です。ブロードバンド整備ができれば、いつでも、どこでも、だれでも、何でも、自分の手足

のようにコンピューターを使うユビキタスという考え方もあり、操作簡単な端末機でそのよう

なことが可能ではないのかと思ってきました。 

 ９月議会でも、同僚議員が、市内で発生した孤独死を取り上げていました。非常に残念なこ

とですが、その後、私の住む町でも同じような事例がありました。 

 室戸市のブロードバンド整備の３本柱、１、高速インターネット接続、２、有線テレビ放

送、３、告知情報端末による緊急通報など、援護が必要な方の見守りのという３つのうち、特

に３について、運営業者の提案はどのようなものだったのでしょうか。見守りの部分を執行部

は今回一緒にやると考えているのでしょうか。11月臨時議会以降の状況をあわせてお伺いいた

します。 

 ２、人口問題と雇用の場づくりについて。 

 いろいろな機会にたくさんの市民の方と話し合います。意見が多いのは、仕事がない、何と

かしてくれ、このまま人が少なくなっているのをただ黙って見ているだけなら、市会議員や市

役所など要らないのではないかと厳しい言葉をいただきます。 
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 人口の減少をとめること、仕事の場をつくることが簡単なことだとは思っていない。しか

し、リーマン・ショックじゃ、少子高齢化は社会現象だとわけのわからん話をするより、その

中で室戸はどうするのか、自分たちの子供をふるさとに呼び戻すにはどうすればよいのかを考

えてほしいとおっしゃっております。 

 室戸市では、平成に入ってから毎年約四、五百人の人口減少があります。そのうち約４割が

出生と死亡の差による自然的減少、約６割が転入と転出の差による社会的減少とされておりま

す。財団法人国土地理協会発行の住民基本台帳人口要覧平成20年度版に各市町村の年齢別人口

が掲載されておりました。５歳ごとの年齢層でお隣の安芸市と比較してみますと、総人口では

室戸市１万7,550名に対し安芸市は16％多い２万392名ですが、０から４歳の層は、安芸市は室

戸市より54％増、５から９歳の層では65％増、10から14歳の層では33％、以下23％、20％、

45％、50％、47％、21％、27％と続き、50から54歳の層では11％の増、55から59歳の層で２％

安芸市のほうが人口が多いのです。０から54歳までの人口が室戸市8,059名に対し安芸市１万

690名、55歳以上は室戸市9,491名に対し安芸市は9,702名、率にすると総人口で安芸市のほう

が室戸市より16％多いのですが、０から54歳までの層では33％、55歳以上の層では２％安芸市

のほうが多いという結果になっております。 

 ゼロ歳から54歳までの人口が安芸市に比べて低いことがわかります。つまり、このままいく

と10年後も20年後も、市自体が持つ潜在的な力が安芸市より弱いということになります。 

 ①Ｕターンの促進、帰ってこいよコール。 

 室戸市の人口は住民人口だけではありません。就職、進学と事情は異なりますが、この室戸

市から市外に出ている人がおります。その人たちを呼び戻す環境整備をする必要があると思い

ます。私は、不況になれば都会より田舎のほうが強いと思っております。田舎のほうが住みや

すい、生活するのに金がかからない。都会では一歩外へ出れば消費が始まりますが、田舎では

一歩外へ出て生産ができます。自然に帰ろうという考え方もあります。ただ、仕事のないとこ

ろへはだれも帰ってくれません。 

 まず、団塊の世代を呼び戻しませんか。定年退職し、年金を満額もらい出した方々を真剣に

呼び戻しませんか。10年間ぐらいの各学校の同窓会名簿からでも候補者はわかります。市長と

議長の連名で案内を出すことはできませんか。ブロードバンド環境も整います。若者の雇用の

場をつくるために皆様の知恵が必要です。ぜひ室戸市へ帰ってくださいと呼びかけます。帰っ

てもらうために、室戸市は何をすればよいかも聞かなくてはなりません。Ｕターンした人々の

話を真剣に聞き、それを実現できる場をつくる。新しい環境がそこから生まれるのではないで

しょうか。私たちには見えないものを彼らは見つけ出してくれるはずです。決して人任せにし

ているのではなく、明確な目的があっての人頼りと思うのですが、いかがでしょうか。 

 県外へ出ている同級生何人かに聞いてみました。定年退職後に田舎に帰る確率はどのくらい

かの問いに、配偶者、家、子供のこともあり、半分から３分の１、もしかしたら４分の１かも
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しれないという答えでした。しかし、生まれ育ったふるさとが我々を必要としてくれることは

ありがたいことだとも言っておりました。何かの組織をつくり、そのような思いの人たちに雇

用、教育、産業振興などについて、知恵を出してもらいませんか。室戸市は遊休耕作地を登録

してもらっているようです。帰ってきた人たちにそれらをうまく活用してもらえば景観もよく

なります。 

 何でＵターン組だけを優遇するのだ、60歳、70歳の人の言うことだけを聞くのではなく、若

者の話も聞いてくれと、現在室戸市に住んでいる方が言い出したらしめたものだと思いません

か。 

 現状を見ていますと、アイデアはたくさん出ます。さあ、私はこんないい考えを教えてやっ

たから、後は行政が何とかしろという中途半端な状態で、出ては消え、出ては消えの状態が続

いているような気がします。アイデアはあくまでアイデア、出発点の一部でしかありません。

工程表で言うと100分の１、99の部分がまだ残っています。その後に結果が出るものだと思い

ます。アイデアの話はさておき、雇用の場ができたら若者を呼び戻すことができます。若者が

帰れば人口もふえます。 

 ３、産業振興とまちづくりについて。 

 ①今ある産業で収入をアップするには、室戸フリーマーケット。 

 ある先輩議員がよくおっしゃることですが、新しい産業を興すことも大切だが、今ある産業

でその従事者の収入を月２万円でも３万円でも上げる必要があります。生産者は販売先、販売

手段を知らないとよく言われます。 

 ｅコマースの勉強会に出たことがありますが、ネット販売も一つの手段だと思います。デパ

ートを想像してください。１階は室戸の海産物関係を、２階は農産物を、３階は林業関係や工

芸品をとそれぞれの生産者の代表作をラインナップします。４階は室戸市の取っておき情報を

発信する場所です。そのほかに、市内にはたくさんの小規模店舗があります。つまり、現在個

人でネット販売を試みている方のことです。アイテムをたくさん持っている方のホームページ

とはリンクさせていきます。楽天やヤフーのショッピングストアより、随時書きかえ可能なホ

ームページのほうが自由度が高いと思います。室戸の商品を売ることと同時に、個人店舗への

アクセスの道しるべにもなります。競争相手のたくさんあるネット販売の世界です。アクセス

してもらうだけでも大変です。個々の方では限界があります。 

 そこで、ことし立ち上げた株式会社ＭＵＲＯＴＯが手数料をいただきながらネット販売をす

ることはできませんか。株式会社ＭＵＲＯＴＯでできないなれば、市民の中からやってみたい

という人が出てきたときには、行政はどのような協力ができるのでしょうか、お伺いいたしま

す。 

 親が、知人がやっている仕事で生活できるなら、それを引き継ぐ若者が出てくるのではない

でしょうか。 
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 ②企業誘致、コールセンター。 

 雇用の拡大のために企業誘致条例をつくり、企業を誘致しよう。しかし、大都市から遠く道

路事情が悪く、土地がない室戸市は、進出してくれる企業側には余りメリットがなく、当市の

抱えるデメリットをカバーするだけのサービスの提供も約束できない。当市出身の企業家など

を頼るしかない。小松市長も御苦労が多い日々だと思います。 

 通信販売や各種保険の今すぐフリーダイヤルをというコマーシャルが多いのですが、コール

センターの誘致などは検討したことがあるのでしょうか。ブロードバンド環境が整ったら、大

都市圏から離れていても、道路事情が悪くても、土地と水が少なくても、地代の安い田舎の利

点を生かせる企業誘致ではないでしょうか。物流や工場を考えるより現実的で有効だと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 ③まちづくりについて。 

 ブロードバンド整備を、室戸市が抱えている諸問題を解決する特効薬や水戸黄門の印籠のよ

うに考えているのではありません。ブロードバンド通信の基盤整備ができても、その後、やら

なければならないことは、個人、地域、室戸市、それぞれにたくさんあります。しかし、夢を

見ることができる、夢を語ることができる、夢の実現に努力することができる環境の一つが整

うのではないかと考えております。 

 市職員の、特に若手や市民の中にも、かなりこの方面に詳しい人がいます。そんな人に、ネ

ットを利用してのまちづくりを考えてもらう場づくりが必要と考えます。そんな活動が利用者

をふやすことにもつながります。小松市長の今後の力強い指導力に期待しております。 

 私は、人口がふえて、住民がある程度の生活ができれば、市税もふえ、住民サービス、公共

サービスが整っていくと考えております。そんなことはわかっている、今さら何を言う、だけ

では済まされないのです。ほとんど結果が出ていないのですから。他市の状況を知ることは大

切ですが、これから室戸市が生きていく上では、住民生活の向上を実現する上では先進地を参

考にするだけでは成功は望めないのではないでしょうか。二番せんじに終わってしまうのでは

ないでしょうか。 

 ほかにないアイデア、ほかではやらないことをやる心構えが必要です。室戸市が潜在的に持

っているイメージ、特徴を生かし、マイナス面には踏み込まない、またはマイナス面を完全に

逆手にとる、そんな発想が要るのではないかと思います。私の頭ではこんなことしか考えられ

ませんが、270名の職員、執行部と16人の議員が日々かんかんがくがくの議論をやるべき最優

先課題ではないでしょうか。柔軟な考え方で議論を重ねていきますと、思わぬところから新し

い方法が見えてくることはよくあります。 

 何点か提案もさせていただきましたが、これを実現してくださいというのではありません。

例えばこのようなことを考えているという具体策をお示しいただくための小さな例と考えてい

ただいても構いません。生活弱者という言葉は余り使いたくないのですが、今、室戸市がやら
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なければならないことは、本当に手助けが必要な人たちに手を差し伸べること。そして、最初

に少しだけ行政の助けがあれば、あとは自立できる人たちに手を差し伸べることだと考えま

す。 

 室戸市の将来は、人口と雇用の場にかかっています。大変難しいことですが、これがうまく

いけば、少子化、高齢者福祉、教育などの抱えている問題の少なくない部分は解決できるので

はないかと思います。今回のブロードバンド通信網整備が大きな足がかりになるのではないか

と思いますし、きっかけにしなければならないのではないでしょうか。 

 大きい２番、地デジについて。 

 ブロードバンド通信網整備を決めたことで、予期しなかったことが起こりました。地デジの

共聴アンテナの整備がとまってしまっているとお聞きしましたが、その後、どのようになって

いるのでしょうか。地デジが映らないという認定を受けるために、デジサポセンターに調査を

依頼しても調査が始まらないということでしたが、お国は、ブロードバンドにお金を出すのだ

から、本市の共聴施設整備には補助金を出さないと言っているのでしょうか。 

 そのような状況のまま、変化がないとするなれば、申請を出して調査待ちの共聴組合は幾つ

ぐらいあるのでしょうか。また、影響を受けている世帯数と人口はどのくらいになるのでしょ

うか。総数で構いませんのでお教え願います。 

 そして、この件にどのように対処してきたのでしょうか。今後、どのように対応していこう

とお考えでしょうか、お伺いいたします。 

 テレビは、国民生活の中で必要不可欠な位置を占めております。お国が勝手に電波の種類を

変え、国民に少なくない額の経済負担を求め、その上、電波の受信方法まで限定しようとして

いるのでしょうか。 

 地域共聴組合がアンテナを建てるようになると、個人負担は全国一律３万5,000円で、あと

は補助金がおりると聞いております。この共聴アンテナの維持管理は組合及び組合員がやらな

ければならないと思いますが、アンテナの耐用年数はどのくらいなのでしょうか。今までのア

ナログ共聴の例で構いませんので、大体どのくらいの維持管理費、修繕費がかかっているの

か、お伺いいたします。 

 例えばケーブルテレビで視聴する場合、地デジ対応のテレビが必要なのでしょうか。地デジ

の受信をケーブルテレビと共聴アンテナで行う場合、利用者の負担はどのくらい違うのか、試

算されていたら教えてください。 

 大きい３番、庁舎に明るさと活気を。 

 昔、国民宿舎でおじいさんの誕生日を祝う夕食会を家族と親戚で開いたことがあった。その

当時、送迎してくれることがありがたかったが、小さなケーキを用意してくれてあったことが

心に残っているという話をお聞きしました。予約電話のときにお聞きしたお客さんの個々の思

いに少しでもこたえたいと、若いスタッフのアイデアを取り上げてやり始めたことですが、国
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民宿舎が閉鎖されて四、五年後にありがたいお話を聞くことができました。宿舎は給料が安い

けれど、自分たちの考えを言えるし、やらせてくれるからやりがいを感じるといった若いスタ

ッフの言葉を思い出したりしたことです。もちろん、何でもかんでも採用したつもりはありま

せんが。 

 ところで、少し気にかかることがあるのですが、市職員の仕事ぶりがどうもうつむきかげん

ではないか、元気がないのではないかということです。そう感じているのは私だけではありま

せん。 

 そこで、職員の方々とそのような話をすると、原因の一つに市職員の定数削減ということが

出てきます。昔は、自分の仕事の範囲のもう少し向こうまで考えることができたが、今は余裕

がなくなったということです。理由はそれだけではないようですが、私は職員の仕事の一部し

か見ておりませんので、こうするべきだ、が言えません。市長はどのようにお考えでしょう

か。 

 市庁舎は職員の仕事場であるとともに、市民にサービスを提供するための場所でもありま

す。庁舎内は明るく活気のあるほうがよいと思うのですが。 

 ちなみに、隣の安芸市と比べてみますと、平成19年４月１日現在ですが、一般行政職、室戸

市145人、安芸市132人、技能労務職、室戸市16人、安芸市33名等の数字があります。職員の意

識革命を求めるのでしょうか。定数削減を急ぎ過ぎているのでしょうか。一部の部署に仕事量

が偏り過ぎているのでしょうか。つまり、適正な人員配置になっていないのでしょうか。それ

とも、原因は別のところにあるとお考えでしょうか。今後、どうすればよいかを、お考えをあ

わせて市長、新副市長にお伺いいたします。 

 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） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目のブロードバンド通信網整備、その後の(2)人口問題と雇用の場づくり

についてでございます。 

 このことは、どこの市町村におきましても、今や最大の課題であると存じます。市内の企業

に元気になっていただくことや企業誘致により雇用の場をふやすことなどが必要であります

し、またあわせて子育て家庭の仕事と育児の両立支援ということが大切な問題であると考える

ところであります。 

 そこで、団塊の世代の方などに対するＵターン、Ｉターンへの取り組みにつきましてでござ

います。 

 本年４月から、移住促進住宅を活用しまして、移住を希望する方に一定期間本市での宿泊体

験をしていただいております。ＰＲ方法としましては、市、県のホームページ、全国的な月刊

誌への掲載、また各地域での移住フェアなどにより、情報発信をしているところでございま
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す。 

 本年の利用状況は、近畿方面を中心に関東方面からも申し込みがありまして、現在、８件、

22名の方に利用いただいたところでございます。 

 今後とも、県移住促進協働パートナーとして、県との連携を図りながら、本市の恵まれた自

然環境などのＰＲ、移住促進の重要な要件となる空き家や遊休農地等の利用調査など、利用促

進に向けた支援体制づくり等の取り組みとともに、あわせて議員さん御提案のことも踏まえた

中で多くの方に室戸の魅力を感じていただき、Ｕターン、Ｉターンにつなげていかなければな

らないと考えております。 

 次に、(3)産業振興とまちづくりについての中で、インターネット販売による地域振興につ

いてでございますが、国内のインターネット市場は、現在、利用者が累計9,000万人を超え、

その80％がオンラインショッピングを経験していると言われております。 

 また、ネットショップの最大のメリットは、全国のユーザーを相手に商売が、売り買いが可

能でありながら、出店の際には、建物を構えて商売をするよりも圧倒的に必要経費を抑えるこ

とができるということで、手軽に事業が実施できるところにあるというふうに思います。 

 本市においても、ブロードバンドの基盤整備を平成22年度末までに完備することとしており

ますので、個人でのネット販売などは一層促進をされるものと考えております。 

 株式会社ＭＵＲＯＴＯでも、インターネット販売を検討しているところでございますが、そ

の取りまとめについてという御提案もございましたが、現在の人員体制などを考えますと今の

ところ大変困難だと考えておりますが、営業努力の一つとしては考えていかなければならない

と思っております。 

 なお、このことにつきましては、議員さん御案内のように、私はむしろ専門的知識を持った

ベンチャー企業の立ち上げを期待をしているところでございます。ベンチャー企業には、中小

企業制度金融貸付事業、小規模者等設備貸与事業など、いろいろな支援制度がございますの

で、それらを活用していただき、市としましてもそれを支援するという方向が一番望ましいの

ではないかと考えております。 

 次に、コールセンターの誘致についてでございます。 

 今回のブロードバンドの基盤整備は、情報過疎の解消に向けて実施するものでございまし

て、企業誘致を進める上においても大きなメリットがあるものと考えております。これまで

は、こうしたコールセンターの誘致というようなものは、なかなか考えられなかったわけであ

りますが、今度はこうしたブロードバンドが整備をされたわけですので、一層可能性が出てき

たというふうにとらえているところでございます。 

 コールセンターなどの企業誘致につきましては、その可能性がだんだん出てきたものと認識

をするところでございますので、今後とも、関係機関や企業からの情報収集に努めて誘致に取

り組んでまいりたいと考えております。 
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 次に、まちづくりでございます。 

 当市におきましては、昨年からまちづくりの基本となるまちづくり条例の制定に向けて、懇

話会を発足させて、現在取り組んでいるところでございます。その中で、住民の権利や義務、

自治体の運営原則、住民との協働のことなどについて議論をいただいているところでございま

す。 

 そのことを踏まえ、現在の町の状況がどうなのかという点、また私としましては、地域活動

の主体となるまちづくり協議会というようなものを設立をさせて、一定の予算配分も行って、

自分たちの町は自分たちでつくっていくんだというような方向性も必要ではないかというよう

な思いも持っているところでございます。 

 そうした中で、議員さん御指摘のように、ブロードバンドの整備によるインターネットの活

用であるとか、ケーブルテレビ及び高齢者等の見守りサービスなどをまちづくりの中で、全体

の中で考えていかなければならない。ぜひこうしたことを今後のまちづくりに生かしていかな

ければならないと考えております。 

 次に、大きな３点目の庁舎に明るさと活気をということの御質問でございます。 

 まず、体制のことについてでございますが、職員数につきましては、御案内のとおり、現下

の厳しい財政状況を踏まえ、集中改革プラン推進計画に基づいて、来年度には250人体制とす

ることを目標に取り組んでいるところでございます。 

 そうした中で、機構改革の推進や、さらなる事務事業の見直し等を行っているところでござ

います。少ない人員で対応していくためには、これまでと同じやり方、同じ考え方ではなく

て、職員全体がコスト意識を持って発想の転換や創意工夫をしていただきたいと思いますし、

また力を合わせて一層の事務の簡素効率化に取り組んでいかなければならないと思っておりま

す。 

 そのため、職員の持つ多様な能力を引き出し、その資質、能力開発を効果的に推進すること

を目的とした室戸市人材育成基本方針に基づいて、接遇を初めとした各種研修の充実にも取り

組んでいるところであります。 

 なお、単純な比較は大変難しいというふうに思うところでありますけれども、平成18年度の

類似団体平均の分析では、人口1,000人当たり9.6人となっています。それが当市では13.93と

いうことで、類似団体より今の18年の段階でも多いという状況でございます。また、安芸市の

技能労務職員が多いと、室戸は少ないのではないかという御指摘だったと思いますが、当市に

はいない、安芸市にはおりますが当市にはいないという清掃職員などが安芸市には含まれてい

るのではないかという思いをするところでございます。 

 そして、最近、私に寄せられた市民の方の御意見を申し上げますと、職員は一生懸命やって

くれている、また接遇も以前より大変よくなったというお褒めのお言葉もいただいているとこ

ろでございます。 
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 厳しい状況下ではありますが、今後におきましても、働きやすい職場を目指すとともに、職

員にやる気を持っていただくなど、職員と力を合わせて市政課題に取り組んでいきたいと存じ

ます。 

 私からは、以上ですが、副市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） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 上野議員さんに、大きな３点目の庁舎に明るさと活気をという御質

問にお答えいたします。 

 職員体制についてであります。 

 職員数が減少しているという厳しい現状においても、市民に対するサービス水準を維持向上

するためには、事務量の軽減と職員個々の資質の向上が必要であります。そのためには、課内

会等において職員相互に知恵を出し、工夫をし、事務事業の見直しを行うことや接遇等の研修

の充実により、その能力を最大限に引き出してやらなければいけないと考えております。 

 22年度からの250人体制という厳しい状況の中にあっても、市民サービスの向上を目指すこ

とは職員としての責務であります。私としましては、日ごろから職員の声を聞き、問題を共有

し、職員と一体感を持って職場環境のより一層の向上に向けた取り組みを行っていきたいと考

えております。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 上野議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目のブロードバンド通信網整備、その後についての中の１点目、ひとり暮らしの

方の安全確認についてでございますが、本市が今回の事業で計画しております３つのサービス

内容のうち、緊急通報等要援護者の見守りサービスにつきましては、行政が実施するサービス

として運営を運営事業者に委託する形での提案を求めたものでございます。 

 このサービスの対象者といたしましては、75歳以上の高齢者のみの世帯、身体障害者手帳の

１級、２級をお持ちの方、介護認定における要介護３以上の方などの世帯を想定しておりま

す。 

 内容といたしましては、現在、保健介護課や福祉事務所が緊急通報体制等整備事業として電

話回線を使って実施しておりますものと同様のサービスを光ケーブルを利用して対象者を拡大

するとともに、より低料金で実施できないかというふうに考えているところでございます。 

 これに対し、優先交渉権者からは、利用者が告知端末機器の緊急通報ボタンを押しますと、

あらかじめ設定された複数の連絡先に音声やメール等により緊急事態をお知らせするという方

法で、これらのサービスを１件当たり月額315円で受託して行うという内容の提案をいただい

ております。 

 今後、この提案について協議、調整をしながら、よりよいサービスになるように煮詰めてま
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いりたいと考えております。 

 また、11月の臨時会以降の状況につきましては、本事業の実施設計、管理業者が入札により

決定いたしましたので、市と優先交渉権者の３者会議等によりスケジュールや許認可などの手

続、サービス内容と使用機器並びにこれらの設計内容などについて、協議、調整を進めている

ところでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） お答えします。 

 ２点目の地デジについてでありますが、地デジの難視聴地域で、現在市で把握している共聴

施設単位での地域は14地域、約700世帯ございます。それで、このうちＮＨＫ共聴によりまし

て現在改修を進めているところが２地域、それからケーブルテレビへの加入をするという見込

みの地域が４地域、それから既設の施設を改修するかケーブルテレビに加入するのかを今相

談、検討しておるところが５地域ございます。 

 あとの３地域でございます。これは、羽根、坂本地区から明神川地区でございますが、ここ

につきましては、対象世帯が多いために放送事業者でありますＮＨＫに対し新たな中継所の設

置を要望いたしました結果、現在、羽根岬に設置するための調査等を行っていただいておりま

す。 

 なお、このＮＨＫの中継所には、現時点で民間放送が未対応という形になっておりますの

で、今後、民放のこの中継所の設置、あわせて民間の放送事業者に要望してまいりたいと考え

ています。 

 それから、デジタルサポートセンター、問い合わせを地元からの要望で受信調査を１カ所し

ております共聴組合がございます。 

 それから、補助金のことですが、共聴施設をデジタル対応に整備するための補助金につきま

して、本市は国のＩＣＴ交付金を受けましてケーブルテレビの整備を現在行っております。そ

れで、したがいましてこれまでの類似した補助金で共聴施設を整備する、前の補助金でござい

ますが、それを受けることが現在非常に厳しい状態にはなってございます。それで、この点に

関しましては、国、県に対して、補助対象としていただけるように、今後、要望していかなけ

ればならないと思っております。 

 補助金につきましては、こういう状態ですので、正式に県のほうに補助金を出しているとか

という、今、地域のほうはございません。 

 次に、共聴施設の維持管理費等についてでございますけれども、共聴組合で施設を整備して

受信する場合は、御承知のとおり初期投資の経費と維持管理の経費が両方必要になってくると

思います。それで、初期投資につきましては、議員さんもおっしゃいましたように、共聴施設

整備に係る負担金として、１世帯３万5,000円を上限といたしまして負担していただくことと

なります。それで、維持管理経費についても、電気料とかメンテナンス料、将来の改修費用に
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備えての積み立てなどが、１世帯当たり月額1,000円前後必要であると聞いております。 

 このため、共聴組合ごとにケーブルテレビの運営事業者から提案されています料金１世帯当

たり月額1,050円といいますこの金額と比較した上で、共聴組合ごとに判断していただくとい

うことになってきます。 

 それで次に、アンテナの耐用年数とケーブルテレビでの受信についてでございますけれど

も、アンテナの耐用年数は設置場所とか管理状況によって若干異なってはきますけれども、通

信事業者の実績によりますと、約20年程度は使用できると伺っております。 

 それから、デジタル放送をケーブルテレビで受信する際には、一般家庭と同様で地デジ対応

テレビや地デジチューナーにより対応していただくということになります。 

 それで、この難視聴地域の解消につきましては、地域の方々とも協議をいたしまして御理解

もいただき、早期解消に取り組んでいかなければならないと思っております。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） 上野祥司君の２回目の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○４番（上野祥司君） ４番上野。２回目の質問をいたします。１点だけです。 

 見守りの部分なんですが、どうも話を伺いよったら、緊急時に利用者の方がボタンを押すと

いう形のお話なんですが、実際起こり得ることというのは、そのボタンを押せない状況でって

いうことが余計に起こるような気がするんですね。だから、これから運営業者さんとも話し合

い等あると思うんですが、平常、つまり通常時の安全確認という部分をどこまで入れれるかと

いうことをやらないといけないような気がするんですが、いかがでしょうか。 

 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。久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 上野議員さんにお答えいたします。 

 先ほど御説明申し上げました私どもが現在想定しておりますのは、緊急時にボタンを押して

だれかが見に行ってあげると。これは、現在、保健介護課等が電話回線を通じてやってるサー

ビス内容を今回ブロードバンドを利用いたしましてその範囲を拡大して、なおかつ利用料金は

下げれないかといったことを想定して提案をいただいておりまして、その内容に沿った形の提

案をいただいているところでございます。 

 これではちょっと不十分ではないか、通常の安全確認にも使えないかという御質問ですけれ

ども、私どもの計画では先ほど申し上げたような内容となっておりまして、どの程度この光ケ

ーブルを使った見守りがそうした通常の安全確認にも使っていけるのかということについて

は、設計業者なり運営業者と、今後、内容についてそういうことができるかできないか、ある

いはそうした場合の設計がどう変わってくるのかといったことについては、協議、調整の中で

詰め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） これをもって上野祥司君の質問を終結いたします。 
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 昼食のため午後１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時３分 休憩 

            午後１時10分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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） 米澤善吾、６番米澤。平成21年12月議会におきまして、通告に従い、

一般質問を行います。 

 １、政権交代による室戸市政の方向についてですが、開会日の行政報告の内容と重複する部

分もありますが、よろしくお願いいたします。 

 (1)事業仕分けが室戸市に与える影響。 

 戦後短期間の中断があったといえ、長期にわたる自民党単独政権から自民、公明２党連立政

権、そして民主党を軸とした３党連立政権、鳩山内閣へと受け継がれました。新政権による新

しい見直しとさまざまな政治改革が実行されようとしています。室戸市が独自で民主党政権の

方針に沿った政策にどのように対応されるか、ある意味では地方の時代と言われ、室戸にとっ

てはチャンスとの思いが感じられます。陳情等も含む数々の室戸市の要望事項も、自民、公明

党時代とは違った比べ物にならないくらい厳しいものと受けとめています。どのような手法で

室戸市の実情を政府に伝えられるルートづくりが確保されていますか。 

 民主党マニフェストの中にも、室戸市の課題と共通する施策もあると思いますが、主な項目

には、無駄遣い、子育て、教育、年金、医療、雇用、経済ほか数件の案件があります。すべて

室戸市民にも直接かかわる大事なことですが、そこで事業仕分けの中、事業仕分けで内容が決

定されたというわけではありませんけども、室戸市に対する地方交付税についてお伺いいたし

ます。 

 地方交付税が、室戸市にどのくらい影響するのか、また他に影響を受ける国庫支出金、また

予想される交付税額を質問させていただきます。 

 続きまして、事業仕分けの目玉的存在の独立行政法人国立室戸青少年自然の家に対する対応

策についてお伺いいたします。 

 当時の文部省、８年前になりますが、特殊法人、独立行政法人に移管され現在に至っていま

すが、今後、どのような情勢になるのか、また室戸市がどのように対応されるのか、一寸延ば

しの方法ではなく、腰を据えた希望の持てる方策をお伺いいたします。 

 (2)になります。室戸市の今後の展開について。 

 来年度の予算は95兆円とか、マスコミ報道がありますが、室戸市にとっては依然厳しい財政

状況の中、室戸市の今後の展開についてと、②室戸市の難局を切り開く今後の政策については

関連しますので、あわせての御答弁でも構いませんのでよろしくお願いいたします。 

 前段の交付税とは重要に絡みますが、自立する室戸市を目指すには人の力と知恵が必要です
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が、後ほど質問させていただきます。 

 このままでは、室戸で生活できるかと心底不安に思っています。市民の所得減は、過疎、経

済活動が衰退し、結果として市の税収の減、市民の相対性貧困の増大と非常に厳しいあすの生

活もままならぬ状況です。市民が希望の持てる展開をお伺いいたします。 

 ②室戸市の難局を切り開く今後の政策についてお伺いいたします。 

 室戸市未来50年計画を企画されてはいかがですか。室戸市が発足してはや50年、現在まで

数々の構想がされています。時代に合わないものもありますが、まぜの海構想、自然の家を中

心にした農業公園構想など、すばらしい事業計画が過去に立てられていますが実行されていま

せん。初心に返り、実現されていない事業の洗い出しをされてはいかがですか。 

 人口問題は、ただ座して宿命と甘受するではなく、人口減を防ぐための地域の経済活動が活

発になれば、また高齢者等の受け入れと若い世代が安心して住める環境、育児、教育、医療等

のことですが、整えるよう施策をとられますよう、また現在室戸市で営業、生産活動している

既存の商店、工場など外貨を獲得している事業があります。室戸海洋深層水産業は過渡期を迎

えていますが、ブルーレイという新製品を開発し、頑張っていられる事業所が元気に活動でき

れば、人口減も緩やかになり、新たな雇用も生まれる可能性があると思います。国の施策に沿

った事業もいろいろあるかと思いますが、市長の基本的な考えをお聞かせください。 

 当然、これに対して御答弁あると思いますけども、意欲のある御答弁ができる、出るという

ことを想定させていただきまして、意欲に対する解決策の次期の展望についてお伺いいたしま

す。 

 今後の政策を答弁なさることは、任期が残り１年弱となります。施策を実行するには、期間

が不足されると思いますが、市長の室戸市の活性化にかけた革新構想、今期は市の財政の財布

の中の整理をされたと思いますが、来期は外に打って出るチャンスと思いますので、次期の展

開も含めた革新構想をも続いてお願いいたします。 

 室戸市の情報収集機能と対応策について。 

 室戸市が生き残れる知恵と知識、情報をより早く集めて、政策に反映させるために提言させ

ていただきます。 

 基本は人です。弘法大師空海は、「物の荒廃は必ず人による、人の昇沈は定めて道にあり」

と言われていますが、そのことを頭に置きまして次の質問を行います。(1)と(2)も関連します

ので、よろしくお願いいたします。 

 ボランティアシンクタンク創設についてですが、このことは今回で、私の任期が約３年弱な

んですけども、通算３回目の提案質問です。このことが、室戸市が存在するためには絶対必要

な組織と思いますが、再々考されてはいかがですか。 

 さて、本題に戻りますが、さきに質問させていただきました民主党鳩山内閣への、新政府の

発足し、さまざまな施策の変更があります。あえて平成の政治改革と言わせていただきます。
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この事態に、スピードをもって乗り越えなければいけません。室戸市も事業仕分けを行い、過

去の施策の洗い直しも含め、考えられてはいかがですか。室戸の常識、知恵だけでは、これか

らの室戸は生き残れません。故郷を愛する方々にお願いし、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、県外、また世界からこの室戸市を見詰められている方々のアド

バイスで、今後の室戸市の方向を決断されるヒントにされてはいかがですか。会議は定期的

に、また室戸に来なくても電子メールも存在します。市長さんも情報通信基盤整備事業に着手

されました。まさにチャンスです。よろしくお願いいたします。 

 世界と日本の情報収集、人づくりネットワークについて。 

 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なのです。未来の

1,200年も、希望と夢のある精神的にも豊かな地域になれるよう、前段のシンクタンクを生か

して日本全国に人材ネットワークをつくられたらいかがですか。室戸が情報収集のハブの中心

になるよう構築され、中央行政も含めた外部の方々のお知恵をかりられたらどうですか。未来

永劫に子供たちが住めるまちづくり、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、前にも発言しましたが、ゆでガエルになります。今後の国の政治と政

策は目まぐるしく変化の時代です。室戸市の活性化策、国、県などの行政のかなめに大きくか

かわる人たちの頭脳と知恵と知識と経験豊富なシンクタンクボランティア人材ネットワークを

開設し、前の前段の質問にもありましたけども、上野議員の帰ってくるコールやコールセンタ

ーのまちづくり等が発信したくなります。市長の御意見をお伺いいたします。 

 急激な社会環境に対する危機管理の対応について。 

 私の危機とは、室戸市及び市民の生命、財産、生活等に重大な影響が及ぶ地震、台風等の自

然災害、これからも頻繁に起こるであろう政権交代による予測のできないいろんな事態に迅速

に対応できる情報ネットワークを、民間人も含めた危機管理システムを構築されてはいかがで

すか。何も自然災害だけが危機ではありません。ただし、成功するには前段のシステムをよく

理解され、実行されることが大事です。市の執行部の御所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、１点目の政権交代による室戸市政の方向についての①室戸市に対する地方交付税につ

いてでございますが、地方交付税の額は、毎年１月に閣議決定される地方財政計画に基づき、

市の翌年度の交付税額の試算を行っております。平成22年度地方交付税につきましては、総務

省が、10月の概算要求時に対前年度比1.1兆円の増額を要求しているものの、11月に行われま

した行政刷新会議による事業仕分けでは、制度の抜本的見直しと判定をされているところでご

ざいます。景気後退による国税収入の落ち込み等もあり、大変不透明な状況でございます。 

 あわせて、税制改正大綱の決定が先送りされるなど、国の予算編成作業全般におくれが出て
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いることもあり、現時点で本市の地方交付税への影響、国庫補助事業などについては、想定が

大変困難な状況となっております。今後、国の動向を見きわめた上で対応をしてまいります。 

 なお、陳情、要望活動につきましては、現政権の県組織から国会議員の先生方への要請を行

うとともに、これまで培ってきた人脈を生かし、市政課題の解決に努めなければならないと考

えております。 

 次に、(2)室戸市の今後の展望についての①と②につきまして、あわせて御答弁を申し上げ

ます。 

 当市では、大変厳しい経済や市政運営の中で、集中改革プラン推進計画の実施による財政の

健全化に努めるとともに、４つの小・中学校及び公民館の耐震化の実施、生活に密着した市道

６路線等の改良整備、簡易水道など飲料水供給事業の実施、ブロードバンドの整備、消防分団

屯所の新築建てかえ及び防災公園の整備、直販所の充実、健康観光を目指したシレストむろと

の運営などにこれまで取り組んでまいりました。 

 また、本年は住民の方々との信頼関係を築くため、市内16カ所の地区常会において市政懇談

会を開催をしてきたところでございます。 

 また、県道佐喜浜吉良川線の懸案箇所の用地買収と改修、国道室戸小学校前３差路の改修に

伴う測量の実施など、国、県への陳情、要望活動が実現をしているところでございまして、私

としても大変うれしく思っているところでございます。 

 今後のことにつきましては、これまでに取り組んできたことをさらに引き継ぐ必要がありま

す。引き継ぐとともに、行財政改革の推進、みんなでつくる室戸の将来計画としての総合振興

計画の策定とまちづくり条例の制定、室戸の各種資源を生かした産業の振興と交流人口の拡

大、平均寿命、健康寿命を伸ばす諸施策の実施、保・小・中の一体的取り組みとともに、小・

中学校施設のさらなる耐震化の推進、生活改善に伴う市道及び飲料水施設の整備、特別養護老

人ホームの改修及び福祉施策の充実、新エネルギー対策への取り組みなどがございます。 

 これらにつきましては、市民の方々との協働による市政運営を行いまして、希望のあるまち

づくりに向かって今後とも努力する必要があると考えるところでございます。 

 次に、３点目の次期の展望についてでございますが、私としましては、現在、自分の公約に

掲げていることや新たな行政課題に全力で取り組んでいるところでございます。室戸市の将来

を考えますと、前段で申し上げましたように、さまざまな課題や問題があります。そうしたこ

とに、それらを一つ一つ解決し、また充実をさせていくことが必要であると考えるところであ

ります。 

 いずれにしましても、市民の方々や市議会、行政が手をとり合って市政発展を目指すことが

大事であると考えるところであります。 

 次に、大きな２点目の室戸市の情報収集機能と対策についての①情報収集のための日本ひと

づくりネットワークについてでございます。 
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 議員御指摘のとおり、情報化社会がますます進展していく中で、情報の収集力の必要性とそ

れに基づくさまざまな施策の展開が重要となっております。現在、高知大学との連携や関東、

関西室戸会など、各界で御活躍をされている方々とのネットワークにより、市政発展のための

御提言や御意見をいただいております。また、本年11月27日には、室戸市出身でそれぞれの分

野で御活躍をされている２名の方を講師として来ていただきました。「ようこそ先輩」と題し

講演会を開催をする中で、いろんな御提言、御意見もいただいたところでございます。 

 それらとあわせて、市民との市政懇談会、産業者会議などにも取り組んでおりますので、こ

れらの中で一層情報収集等に努め、充実させてまいりたいと考えております。 

 なお、シンクタンクなどの開設につきましては、議員さんからの御提案、御趣旨は十分理解

をするところでございますが、９月議会で答弁をいたしましたとおりでございまして、変わっ

ていないところでございます。 

 次に、②急激な社会環境に対する危機管理対応についてでございます。 

 これは、自然災害への対策ということが必要ということは、議員さん御案内のとおりでござ

いますし、我々としてもそうした自然災害にいかに対応していくかということでいろんな取り

組みをしているところでございますが、もう一つ、それとは別に市の体制としましては、いろ

いろな事態に応じて国、県の情報を各課において的確に収集し、課長会等において議論を行

い、対応をしているという問題もございます。 

 また、市民に関係するもの、市民に広くお知らせをしなければならない情報というものにつ

きましては、広報やホームページ、新聞、チラシなどにより、積極的な情報発信に努めていか

なければならないと考えるところでございます。今後、より充実をさせてまいります。 

 私からは、以上でございますが、青少年自然の家の件につきましては、教育長から答弁をい

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） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 独立行政法人国立室戸青少年自然の家に対する室戸市の対応策につ

いてお答えいたします。 

 政府の行政刷新会議による事業仕分け作業の結果、11月11日には、青少年自然の家などを運

営する国立青少年教育振興機構と教員研修センターは、地方自治体にも類似施設があり、地方

または民間非営利団体ＮＰＯに移管という判定結果が公表されました。 

 今回の仕分け作業では、449事業が判定されたものでありますが、11月30日の政府の行政刷

新会議においては、予算の無駄削減のために実施した判定結果を尊重することが確認されてお

ります。 

 本市としましても、室戸青少年自然の家の存続につきましては、国立室戸青少年の家利用促

進協議会を組織して利活用の推進を図るべく努力しているところであります。 

 したがいまして、国の判定結果を大変遺憾に思っているところでありますが、今後の動向に



－91－ 

つきましても、県や関係機関とも連携して情報収集に努めてまいりたいと考えている所存でご

ざいます。以上でございます。 

○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。 

 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通告に従い行いま

す。 

 円高やデフレによる失速の回避を目指し、政府は、深刻な財政不足に直面し、財源不足の穴

埋めとして、追加対策の財源出動により国債発行総額過去最大の53兆5,000億円に膨らむ、

63年ぶりに国債発行額が税収を上回る状況の2009年度第２次補正予算案をまとめ、来年１月の

通常国会冒頭に提出する方針であるということでございます。 

 民主党は、政権交代で政策大転換、コンクリートから人へと投資を進めることを重視すると

し、行政刷新会議、事業仕分け、政治家や民間有識者が必殺仕分け人となり、けんけんがくが

く。一体地方支援はどうなっていくのか、より厳しさを増すばかりではないかと思いながら質

問を行いますので、インパクトのある答弁をお願い申し上げます。 

 １、財政健全化について。 

 県人事委員会の勧告並びに職員給与の減額措置。 

 室戸市の財政健全化並びに集中改革プラン推進計画に基づいて進められている定員管理並び

に給与等の適正化として示されている内容での給与の削減を図るということで、平成20年１月

１日から平成23年３月31日まで３年間にわたっての計画で、３級以上３％、２級以下２％の、

給与カット額にして約9,500万円余りの人件費の削減額でありますが、既に２年分6,700万円余

りのカットが終了するところであります。しかし、先般の第７回臨時会において、ことしの県

人事委員会勧告に基づいた室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正が提案され、

可決されたわけでございます。県の人事委員会の勧告内容は非常に厳しい内容が示されてお

り、勧告どおり減額した場合、ボーナス分を含めると約3,300万円、来年度分も含めると

6,600万円の人件費減になるわけで、集中改革プラン分と合わせると一挙に増額、３年間で約

１億6,100万円のカット額になるのではないかと思います。 

 人件費削減も進んでいる中、職員の皆さんも一生懸命頑張っているわけでございますから、

今回の人事勧告を含めると、集中改革プラン推進計画分としては、短期間に目標額以上の非常

に厳しいカットになるわけで、財政健全化並びに集中改革プランに伴う人件費削減の目標以上

の成果が早期に達成されたわけで、職員にこれ以上の負担は、私は余りにも酷ではないかと思

うわけでございます。 

 したがって、ただいま申し上げましたことを踏まえて、市独自の集中改革プラン推進計画に

基づく残りの期間１年間の削減カットについては総合的に判断し、一般職員の減額措置を本年

度で終了、解消するようにすべきであると思いますので、市長さんの見解を求めます。 
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 なお、尾﨑知事も、県議会での所信表明、提案理由説明の中で、財政危機対応の緊急避難的

な措置で2005年から続けられてきた人件費削減額は約108億円に上る。人員削減も進む一方

で、産業振興計画の推進など職員の業務量も多くなっている。減額措置を解消し、厳しい内容

が示されたことしの県人事委員会の勧告どおり減額しても、給与総額は前年度比18億円減とな

る。そうしたことを総合的に判断し、一般職員の減額措置を年内で終了することとしたと表明

をされております。 

 以上、参考までに申し上げまして、市長の見解を求めます。 

 次に、２番、室戸ジオパークについて。 

 世界ジオパーク申請候補地を目指して。 

 科学的に重要な地質や地形を持つ地質遺産の候補地として、日本ジオパークに認定され、世

界ジオパーク申請候補地としての認定を目指して挑戦されているわけでございますが、室戸ジ

オパーク推進協議会会長の市長さんも頑張っておられますけれども、一昨年、昨年とダブルパ

ンチを食ったと申しましょうか、惜しくも落選されたわけで、再度来年を目指して準備も進め

られていることと思います。 

 何点かお聞きをいたします。 

 １点目、どのような準備内容をしなくてはならないのか。私は、室戸はどのような内容の申

請を行っているのかよくわかりませんので、その点を詳しく説明願います。 

 ２点目、落選の理由は、室戸は昨年に続き時期尚早ということですが、どうして時期尚早な

のか、また時期が早過ぎるという意味は何か。 

 ３点目、何が何でもことし申請するよりちゃんと準備したほうがいい、あえてハードルを高

くされたということは、まだまだ室戸は申請の態勢が全く整っていない。室戸だけではなかな

か難しい、もう一度腰を据えてじっくり考え直してはどうかという暗黙の信号にも受け取れる

わけでございますが、その点はどうですか。 

 ４点目、３度目の正直ということもあるわけでございますが、２度あることは３度あるとい

うこともありますが、来年に再び申請書を提出されますか。 

 ５点目、もし３度目落選ということになった場合には、室戸市の体面にかかわってくるので

はないかと思われますが、その点をどのように受けとめられているのか。 

 以上の点について答弁願います。関係課長の答弁を願います。 

 さて、先月、私たち総務文教委員会が、糸魚川ジオパークを議員研修として２日間にわたっ

て研修いたしました。一番感じたことは、糸魚川市は、世界ジオパークネットワークへの申請

に関し、すべての要件を兼ね備えた上で登録申請されたのではないかと思います。小滝川ヒス

イ峡、高さ470メートルのどぎもを抜かれるような広大な岩山、フォッサマグナミュージアム

等、至れり尽くせりの施設整備、室戸のまねのできない万全の態勢が整っていました。 

 また、私は、先般、佐川、越知を視察してきました。４億年以上前の地質があると言われて
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おります。県中西部、佐川、仁淀川、越知、梼原、津野、日高で構成されている仁淀川・四国

カルストジオパークに関して、佐川地質館並びに越知・横倉山自然の森博物館を視察した際、

大変驚いたのは、佐川地質館の中に、重さ約２トンはあろうかと思われます枕状溶岩がどかっ

と据わっておりました。自分の目を疑ったのは、室戸日沖枕状溶岩と記され、事もあろうに室

戸阿南国定公園区域内の石がいつの間にかこの場所に運ばれてきたのであろうかと思いまし

た。それぐらい力を入れて準備に取りかかっている姿勢がうかがわれました。 

 また、西部の土佐清水市、大月町方面でも動きがあるようです。足摺岬を中心とした竜串・

見残し海岸、幾条にも岩柱が海に横たわり、奇景がつながる化石漣痕の見事な状況、また足摺

岬山頂に点在するなぞの巨岩群・唐人駄馬遺跡、そして大堂海岸、足摺岬と並ぶ豪快な絶景、

海中からそそり立つ断崖が数キロにわたって、景観20キロにわたる景観が豪壮であります。 

 室戸だけでなく、県中西部の仁淀川・四国カルストジオパーク推進協議会等と連携し、一体

となって未来に夢を与える取り組みをすべきでないかと思います。市長さんはどのように思わ

れていますか、率直なお考えをお聞かせ願います。 

 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いたします。 

 まず、大きな１点目の財政健全化計画についての県人事委員会勧告並びに職員給与の減額の

措置についてでありますが、このことにつきましては、さきの11月臨時議会で御審議をいただ

きましたとおり、本年の人事院勧告並びに高知県人事委員会勧告は、民間の厳しい給与実態を

踏まえ、６年ぶりに職員の給料月額と期末勤勉手当を同時に引き下げるという厳しい内容でご

ざいました。 

 議員さん御案内のとおり、本市では厳しい財政状況を踏まえ、策定いたしました集中改革プ

ラン推進計画において、平成20年１月から平成23年３月までの間、２％から３％の給与カット

を行うこととしているところでございます。 

 このいわゆる独自カットにつきましては、本年10月に行われました高知県人事委員会勧告で

は、特例条例による減額措置を早期に解消されるよう、強く要望するとされているところでご

ざいます。 

 当市といたしましては、前段でも申し上げましたように、集中改革プラン推進計画の中で、

特別職の給与５％以上のカット、これは期間はございません、また特別職の退職金11％以上の

カット、これは期間がございません、の実施を行っておりますこととともに、独自カットとし

て、職員の方々にこうした２％から３％のカットをお願いをいたしておりまして、私としても

大変心苦しいところでございます。 

 現在、集中改革プラン推進計画のその後の進捗状況などについて、現在分析作業を行ってい

るところでございます。これら人件費のカットの額の分析結果であるとか、今後の新規事業や
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財政見通しなども踏まえた中で、今後この独自カットをそのまま継続をするのか、またカット

率を引き下げるのか、あるいはカットをやめるのかにつきまして、職員組合との協議や関係者

の方々の御意見をお伺いする中で、決断を、判断をしていきたいと考えるところでございま

す。 

 次に、２、室戸ジオパークについてでございますが、世界ジオパーク認定をされるために

は、日本ジオパークに認定された地域から、世界認定に向けての候補地の認定を行う日本ジオ

パーク委員会に申請を行い、それに基づいて日本ジオパーク委員会は申請地の現地調査等の審

査を行い、世界水準に達している候補地を世界ジオパークネットワークに推薦をすることとし

ております。 

 候補地として推薦を受けた場合には、その日本語版の申請書を英訳をし、世界ジオパークネ

ットワークへの加盟申請を行います。その加盟申請を受けて、世界ジオパークネットワーク

は、書類審査と現地視察を行い、認定するかどうかを決定をするものでございます。 

 次に、２点目の時期尚早の件と３点目の準備の件、あわせて御答弁をさせていただきます。 

 日本ジオパーク委員会の記者会見発表の内容では、各委員さんの意見といたしまして、１つ

は、室戸岬周辺の大地の仕組みは生きたプレート境界が見える世界に類を見ない地域であるの

で、日本ジオパーク委員会としては非常に大切にしている地域でもあり、世界ジオパークネッ

トワークに申請したときに、価値あるジオパークとして登録される努力をもう少し重ねていた

だきたいというのが１点。 

 ２つ目は、今年、糸魚川ジオパークなどの世界ジオパークネットワークの審査を受ける中

で、世界のレベルが確認できたので、どこを目指さなければならないかということがわかった

ことで、もう少し時間を置いて準備されたほうがいいのではないかという意見。 

 また３つ目として、今年初めて世界ジオパークの認定審査を受けた結果、その審査の内容が

非常に厳しく、もう少し実績を積み重ねることが必要であるなどの意見があったところでござ

います。 

 これらの意見を踏まえた中で、市や室戸ジオパーク推進協議会といたしましては、看板の設

置や遊歩道の整備、鯨館や青少年自然の家などへの展示室の設置、ホームページの開設、ＤＶ

Ｄ作成などに取り組んでいるところであります。 

 また、組織体制につきましては、11月１日にジオパーク推進室を設置、12月１日には、高知

県観光政策課ジオパーク担当職員もジオパーク推進室に配置されましたので、県、市の取り組

みについての連携強化を図るとともに、来年１月には地質専門員、語学専門員を緊急雇用創出

臨時交付金事業により雇用していく予定でございます。 

 議員さんから御紹介がありました糸魚川につきましては、私も視察を行ってまいりました。

施設などすばらしい状況があるというふうに感じました。室戸は、半面、そういう施設を準備

することは私は今の段階では大変困難だというふうに思っておりますので、いかに独自性のあ
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る取り組みを室戸がやっていくのかが重要なことになるのではないかと思っております。 

 次に、４点目の来年の申請と５点目の落選した場合ということについてでございますが、あ

わせて御答弁をいたします。 

 前段でもお答えいたしましたように、市や室戸ジオパーク推進協議会といたしましては、現

在の取り組みを一層充実させていくとともに、各地域でのジオパークについての説明会等を開

催するなど、市民の方々へのジオパークに対する関心を高めていくことが大切だと考えており

ます。 

 また、大学、関係機関、各種団体などの一層の御支援、御協力もいただきながら、世界申請

につきましては来年度の締め切りが現在５月と聞いておりますが、もう少し早い時期に判断を

しなければならないのではないかと思うところでございます。専門家の方々や関係者の方々の

御意見を踏まえた中で、室戸市のマイナスにならないようにしっかり見きわめた上で取り組ん

でいかなければならないと考えております。 

 次に、県内の他の推進協議会等との連携についてでございますが、議員さん御指摘のよう

に、ジオパークの取り組みといたしまして、県下各地で進んできておりますので、今後、仁淀

川・四国カルストジオパーク推進協議会や他の市町村とも連携していくとともに、日本におけ

る組織でございます日本ジオパークネットワークに当市は加盟をしておりますので、その団体

の活動においても国の支援などについてもあわせて要望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、企画財政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） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 ２点目、室戸ジオパークについての１点目、申請の内容ということでございますけれども、

議員さん御承知のとおり、本年６月19日に世界ジオパークネットワークへの加盟申請のための

国内候補地申請を行いました。今回、この申請書をもとに、現在、内容を英文訳するための作

業に取りかかっております。 

 この内容につきましては、申請者は室戸ジオパーク推進協議会、申請書は３種類ございまし

て、１といたしまして、地質の特徴などを説明したジオサイトとその活用、それから各関係団

体の役割等を説明した運営計画と組織、それから事業計画等を説明したもの、これが１。それ

から、２といたしまして、添付書類といたしまして各ジオサイトの位置や説明、申請書に係る

それの挙証資料などを記載した資料をつけてございます。３といたしまして、自己評価表とい

たしまして、室戸のこの地質遺産の保護の状況等を書きました地域の確認事項等、ジオパーク

の進捗状況を点数で自己評価いたしました書類、点数がついたものでございますが、この３つ

に区分されております。このような申請内容のものとなっております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 山下浩平君の２回目の質問を許可いたします。山下浩平君。 
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○１１番（山下浩平君） ２回目の質問を行います。 

 職員の給与の減額措置でございますが、いろいろと検討するということでございますけれど

も、３年間の計画分があと１年分残っておるわけですが、金額にしますと二千八百数十万円で

あると思いますが、現在、２年間で人勧分を含めると相当額のカット額になるわけでございま

すので、３年分、１年は、もう知事がおっしゃるように、私は集中改革プランの分についての

残った１年分についてはぜひ解消してあげるべきでないかと思っております。ぜひそういうふ

うにしてあげていただくことをお願いを申し上げます。 

 ２点目のジオパークについてでございますが、非常に厳しい審査があると思いますが、今回

の段階でもし認定をされるであろうと、市長さんも強い、市長さんのお答えでございますが、

今回の候補地に仮に申請されても、次の世界ジオパークネットワークに取りかかるには、私は

ノルウェーが申請をした例をずっと申請から審査、それから認定されて後の、それから４年に

１回の検査というようなことをずっと関連したものを読んでみましたが、非常に厳しい内容に

なっております。 

 そういうことで、先ほど答弁をいただきました限りでは、来年５月までに緊急にであるけれ

ども、非常に力を入れてやってみるというように感じましたので、ぜひ室戸の体面にかかわら

ないように一生懸命頑張っていただきたいと思います。 

 以上で今期定例会の一般質問を終わります。 

○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） お答えいたします。 

 まず、１点目の独自カットの分でございますが、前段でも御答弁を申し上げましたように、

現在、集中改革プラン推進計画の見直し等も行っておりますし、またそうした中で、新たな事

業の取り組みというような点もございます。ただ、おっしゃる御趣旨はよくわかりますので、

そういった点も加味をして判断をしてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目のジオパーク認定でございますが、私としても、認定さえ受けれれば市の活性

化につながるというふうには全然考えておりません。やはり、認定されるということは確かに

当市の観光にとって大きな付加価値をつけていただくということで、大変大事なことであると

いうことは認識をするわけでありますけれども、現在、日本ジオパーク認定というものも受け

ているわけでございますから、これらの取り組みがどうしても地域経済活動の、持続的な地域

経済活動につなげていかなければならないという思いでございますし、これは世界ジオパーク

認定を受けましても、その審査の中に、この持続的にジオパークが運営をされているか、維持

されているか、取り組まれているかというのが一番大事な要素になってくるわけですので、そ

れぞれの前段でも申し上げました取り組みを一層私はしっかりと充実をさせていかないといけ

ないという思いでございますし、一番最初に申し上げましたように、認定をされて、これが一

生認定される、ずっと認定されるかといいますと、そうではなくて、４年ごとの再審査がござ
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いますので、そうしたことも当然踏まえた中で考えていくべき問題だというふうに考えており

ますので、そうした点も踏まえて、ジオパークの推進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

○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、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。一般質問に入ります前に、議長に要請をいたします。通

告の中で３番、健康増進事業についての(1)検診率向上への取り組みについてを削除していた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従い、一般質問を行います。 

 何点か、前段の議員さんと重複する点もあろうかと思いますが、どうかよろしくお願いいた

します。 

 まず、１、地域活性化戦略について。 

 まず最初に、市制50周年が過ぎ、次への50年に向かって新たな歴史を創設する節目に、首長

として活躍される小松市長に、人口減の上、財力や産業の乏しい本市における地域活性化につ

いて、どのようなお考え、戦略をお持ちなのか、まずお伺いいたします。 

 私からは、次の２点についてお伺いいたします。 

 (1)ブルーツーリズム検討委員会におけるダイビング事業について。 

 国土交通省及び水産庁は、地域の漁業や美しい自然景観、伝統文化等多様な諸資源を生かし

て、都市住民等にさまざまな余暇活動を提供する漁村滞在型余暇活動、ブルーツーリズムを核

とした漁村地域の活性化方策を提案しております。 

 これを受けて、本市におきましても、平成19年７月に、室戸市ブルーツーリズム検討委員会

を設立し、検討課題の一つにスキューバダイビング事業がありました。これは、室戸岬の両側

の海域にほかにはない多様なダイビングスポットがあり、また関西圏からのアクセスも４時間

から５時間という恵まれた環境を生かして、ダイビング客の受け皿づくりに取り組むととも

に、交流人口の拡大を図ることとし、あわせて漁業者に対しては、密漁の監視と安定した収入

を得ることができるとして、注目されております。 

 この事業は、10年前から室戸岬漁港の跡地利用検討会でも検討されていた懸案事項でもあり

ます。県の産業振興計画アクションプランの中にも組み込まれ、市としては、平成20年度当初

予算にダイビングスポットの調査費を計上し、66万円かけて７月に絶景ポイントが発表されて

おります。平成21年度もあとわずかになりましたが、その後、この事業はどうなっているので

しょうか。検討委員会の委員の一人として、とても気になるところです。一部には、漁協との

話し合いがつかないとも聞いておりますが、どのように対応されたのか、お伺いいたします。 

 高速バスの室戸への乗り入れも、２便となり、海の駅とろむや室戸ドルフィンセンター、シ

レストむろと、また市内の宿泊業者などとの連携によります経済効果が期待されるところで
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す。検討されているのであれば、試算として交流人口や地域活性化の効果はどれくらいになる

のか、あわせてお伺いいたします。 

 (2)世界ジオパークへの取り組みについて。 

 新村海岸の入り口に木製の手書き看板が立てられております。そこには、「科学者の感動

（行当岬）」と題して、1991年、室戸で付加体国際会議が開催されました。地球の激動の痕跡

がこんな人里の近くで確認された奇跡に、科学者たちは驚嘆しました。行当岬の地層は、約

3,700万年前に海底の大陸斜面に堆積したものですと記されておりました。 

 そこで、次の３点についてお伺いいたします。 

 ①世界の科学者が地質学的重要性を認め、世界各地から研究者が訪れるこの室戸においてで

も、本年度も世界認証に及ばなかった現状をどのように分析され、次に生かそうとされている

のか、お伺いいたします。 

 ②前回落選の要因の一つに、一般市民に対する周知や啓発活動がなされてない等の指摘があ

りましたが、22年度計画予定の住民講座はもちろんのこと、特にジオパークを有する地元住民

に対しては講座をしっかりと行い、自分たちの住むこの浜が世界に誇れる遺産であることを知

っていただき、進んで清掃やガイドのできる組織づくり、常会単位でも、を指導、推薦できな

いでしょうか。これが市民参加の大きな取り組みであり、盛り上がりになると思います。 

 ③前段でも申し上げましたように、室戸一円の海岸は多彩なダイビングスポットの宝庫でも

あります。これを生かして、室戸ならではの海の中のジオパークに挑戦してはいかがでしょう

か。昔から、日沖と鹿岡の沖は、素潜りの子供たちには禁止令が出ていたと言われるほど、海

底にはさまざまな洞窟のような岩があるそうです。海底に広がる神秘的な写真や陸からつなが

る海の中のジオパークのレプリカの展示等、また海中ジオ散歩とでも称して、ダイビングとマ

ッチングした企画も考えられるのではないでしょうか。先ほど市長さんが申されました独自性

のあるものだと思いますが、いかがでしょうか。 

 ２、情報通信基盤整備事業について。 

 パソコンやインターネットなどの情報技術、ＩＴを使いこなせる者と使いこなせない者との

間に生じる経済格差、情報格差、またブロードバンドと地上デジタルテレビ放送を利用できる

地域と利用できない地域の情報アクセスへの格差をなくするため、国のデジタル・ディバイド

解消戦略による本市のブロードバンド整備は、総額21億2,700万円余りの事業費をかけて整備

するものですが、市民の皆様は、期待する声とどんなことをするのか心配との声も聞きます。 

 そこで、次の点につきお伺いいたします。 

 (1)事業の全体像とこれからのスケジュールについて。 

 これから優先交渉権者となったエフビットコミュニケーションズ株式会社との交渉に入られ

るのでしょうが、市民にとって一番気になるところは、①利用者負担は一体幾らぐらいに設定

されるのか。②ケーブルテレビは将来ローカル放送や議会中継などの自主放送をする予定はあ
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るのか。これは、明らかに地デジ難視聴地域ではない方々にとっては毎月利用料の発生するケ

ーブルテレビに加入しなくてもいいと考え、加入者が多く見込まれないのではないかと心配さ

れます。③緊急通報と要援護者の見守りサービスの内容はどのようなものか。これは前段の議

員さんから御質問がありましたので、同じ答弁であれば結構です。④いつから各家庭の工事が

始まるのか、またサービスが受けられるのか、お伺いいたします。 

 次に、(2)パソコン教室の開催について。 

 資料によりますと、室戸市全体のインターネット加入率は推計で約16.3％となっておりま

す。私も、10年前、娘の学生時代の教材で使っていたパソコンで恐る恐るインターネットを始

めました。当時は、電話線に直接つなぐダイヤルアップ接続方式でしたが、それでも起動音と

ともに画面にウィンドウズのマークがはためいたときの感動は今でも忘れません。 

 高齢者とインターネットといいますと、思い浮かぶのは、皆様御存じの世界で注目する徳島

県の上勝町の葉っぱビジネスであります。ホームページにこのように掲載されていました。葉

っぱビジネスとは、つまもの、つまり日本料理を美しく彩る季節の葉や花、山菜などを販売す

る農業ビジネスのことです。株式会社いろどり代表取締役である横石氏が、「彩」と書いて

「いろどり」と名づけてスタートしました。葉っぱビジネスのポイントは、軽量できれいであ

り、女性や高齢者でも取り組める商材であること、現在の年商は２億6,000万円、中には年収

1,000万円を稼ぐおばあちゃんもいます。それを支えるのはパソコン、ブロードバンドネット

ワークで、決まった数量を毎日出荷するのではなく、おばあちゃんたちがパソコンを駆使し、

全国の市場情報を収集してみずからマーケティングを行い、葉っぱを全国に出荷するもので

す。 

 パソコンでは、自分が町で何番目の売り上げを上げているのかの順位等もわかるようになっ

ており、こういったビジネスモデルのすべてがよい刺激になり、さらなる発展につながってい

ます。このように紹介されていました。 

 上勝町では、電動三輪車で山や町を駆けめぐり、家に帰ればパソコンに向かう高齢者が多

く、町全体に活性力が広がっているそうです。 

 このように、インターネットは、高齢者や障害者の方々でも情報のサービスを受けるだけで

はなく、ビジネスとして利用でき、すぐれものであります。この際、市民の皆様が光ファイバ

ーの恩恵を享受できるように、ぜひともパソコン教室を実施していただきたい。特に、初心者

コースや高齢者コースを重点として、パソコンに触れていただき、インターネットの便利さや

楽しさを伝えていけば、加入率のアップにつながると考えますが、いかがでしょうか。 

 ３、健康増進事業について。 

 (2)シレストむろとを活用した健康づくりについて。 

 ①10月末から12月初めにかけて、高知大学との連携による変形性膝関節症予防・改善のため

の水中運動が実施されておりました。参加された皆さんは、とても熱心に、また楽しそうに運
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動されているように感じました。水中運動による効果及び結果についてデータが出ていればお

示しください。そして、そのデータをどのように生かして活用されるのか、お伺いいたしま

す。また、今後、どのような事業を計画されているのか、あわせてお伺いいたします。 

 ②シレスト利用に関して、知り合いから、高齢者の方などに衣服の着がえを手伝っていただ

けるスタッフはいるのかと聞かれたことがありました。当然、更衣室とおふろは男女別々です

ので、娘さんがお父さんを連れてきたいと思っても、また息子さんがお母さんを連れてきたい

と思っても、難しいのではないかと断念される方も多いようです。 

 できれば介護や支援が必要な家庭の場合は、個室等で安心して着がえたり、シャワーが使え

るスペースが確保できないか、お伺いいたします。このことにより、これまで利用できなかっ

た高齢者や障害者の方の喜ぶ顔が見られるのではないでしょうか。 

 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） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず、全体的なことでありますが、私は就任後、さまざまな取り組みをしてきた中で、初め

のうちには何か取り組みの中で明るい兆しが見えてきたなというような感じを受けたやさき

に、アメリカ発の世界的な経済不況がこの日本へ、また地方へと押し寄せてきたという中にあ

って、国におきましては政権交代が起こるというような現状になってまいりまして、先の見通

しが極めて難しい状況になってきているというふうに感じております。 

 しかし、そのような中にあっても、当市では今抱えている問題や課題というものを一つ一つ

着実に解決をすることにより、未来への展望を切り開いてまいりたいと考えているところであ

ります。 

 次に、大きな１点目の地域活性化戦略についての(1)ブルーツーリズム検討委員会における

ダイビング事業についてでございます。 

 この事業は、議員さん御案内のように、室戸岬漁港の背後地の利用計画ということで海の駅

とろむを核とした交流人口の拡大を目指し実施をしようとする事業でございます。また、県の

産業振興計画アクションプランにも位置づけられているところでございます。これまでダイビ

ング事業につきましては、先進地の調査、室戸岬周辺ダイビングスポット調査を行い、地元説

明会を開いてまいりましたが、現段階では地元漁業関係者の御理解が得られていない状況でご

ざいます。 

 今後は、運営主体の検討であるとか、ダイビングスポットの見直しなど、事業計画等をさら

に見直しを行っていくとともに、漁業関係者の方々の御理解を得るように努力をしていかなけ

ればならないと考えております。 

 この事業が実施をされますと、近くの施設などとの連携によりまして、地域経済の発展に大

きく貢献していくことができるものと考えております。 
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 次に、(2)世界ジオパークへの取り組みについての１点目の現状の分析と次への対策という

ことでございます。 

 このことは、前段の議員さんにも御答弁をさせていただいたとおりでございますが、この室

戸の地質というのは、私が聞きます専門家の御意見としては、本当にすばらしい地質だという

ふうに言われております。 

 １つには、大陸プレートに海洋プレートが沈み込んでいくときにでき上がっていく陸地部

分、付加体と言われるものができている部分だということでありますし、室戸半島はそうして

できて、地震のたびに隆起をしている。地震を繰り返し隆起をしている状況、それはヤッコカ

ンザシのすみかを分析することによって、これは1,000年前、2,000年前にここが海岸であった

というようなことが、室戸岬の遊歩道でしっかりと確認ができる、見ることができるというこ

とは、大変すばらしい。 

 またもう一点は、御案内のように、西山台地であるとか崎山台地と言われるものは、これは

海成段丘と呼ばれておりますが、これは氷河期に海底であった地形でございます。それがこう

してしっかり段丘として見られるのは、世界的にも余り例がないのではないかというようなこ

とで、大きくそうした３つのことで、室戸の地質というのは大変すばらしいということは本当

に専門家の方何人もお会いしますが必ずすばらしいと言っていただいております。そのことを

私どもいろんな地域経済の発展、観光の振興に今後ともぜひ生かしていかなければならないと

いうことはもう言うまでもないということでございます。 

 先ほども申し上げました、前段の議員さんにも申し上げました日本ジオパーク委員会の記者

会見の発表内容としましては、１つには、世界ジオパークネットワークに申請したときに、価

値あるジオパークとして登録される努力をもう少し重ねていただきたい。２つ目は、今年、世

界申請のレベルが確認できたので、どこを目指さなければならないかがわかったことで、もう

少し時間を置いて準備されたほうがいいのではないか。３点目として、世界申請の審査内容

が、これはますますということだろうと思いますが、厳しくなっており、もう少し実績を積み

重ねることが必要であるというような日本ジオパーク委員会の方々の御意見があったというこ

とでございます。 

 これらのことを踏まえて、先ほども申し上げましたさまざまな取り組みをしておりますし、

また組織体制についても充実をさせていくということで、現在取り組んでいるところでござい

ます。 

 今後、ハード、ソフト両面において、一層の取り組みが必要であると考えますし、このこと

を地域の持続的な経済活動にぜひつなげていかなければならないと思っております。 

 次に、２点目の市民への周知や啓発活動でございますが、各地域でのジオパークについての

説明会等を行い、市民の方々のジオパークに対する関心を高めていくことが、これは今後も大

切だというふうに思っております。 
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 また、毎年、地域の方々の参加によりますジオパークの海岸清掃を室戸岬及び新村海岸で実

施をいたしております。そして、ジオガイドの養成やジオパークを題材とした俳句会、地質専

門家による巡検なども実施しているところでございますが、こうしたことの活動も、今後、一

層充実、推進をしていかなければならないと考えております。 

 次に、３点目の海中のジオパークの御提案でございます。 

 市内には多くのダイビングスポットがありますので、今後、専門家の方やダイバーの方々の

御意見もお伺いし、ジオパークとして生かしていくことができないかどうか、検討してまいり

たいと考えております。 

 次に、大きな２点目の情報通信基盤整備事業についてでありますが、本事業につきまして

は、高度情報化が進む中、本市における地域間や都市部との情報格差を是正することを目的

に、市内全域に光ファイバーによる超高速インターネット環境等を整備をするものでございま

す。 

 具体的なサービス内容といたしましては、超高速インターネット接続サービス、２つ目は、

有線テレビジョン放送サービス、３つ目は、緊急通報等要援護者の見守りサービスを計画し、

作業を進めているところであります。 

 この事業は、本市にとって大変大事な事業と考えております。今回、本体工事費の予算を計

上させていただいているところでございまして、来年度に向けて継続事業として取り組むこと

といたしております。 

 本事業の実施により、本市における情報過疎が解消され、市民生活や経済活動の向上に寄与

するとともに、住民福祉の充実につながるものと確信をいたしております。 

 次に、大まかなスケジュールでございますが、これまでに室戸市情報通信基盤整備事業運営

事業者選定委員会による審査を経て、運営事業者の優先交渉権者といたしまして、京都市に本

社を置くエフビットコミュニケーションズ株式会社を選定したところでございます。 

 今後におきましては、優先交渉権者と具体的なサービス内容などについて協議、調整を行

い、実施設計に反映させながら、年度内に設計を完了するとともに、引き続き本体工事の発注

を行い、平成23年４月の供用開始に向けて作業を進めてまいります。 

 次に、(2)シレストむろとを活用した健康づくりについてでございます。 

 議員さん御指摘の変形性膝関節症予防・改善のための水中運動プログラムにつきましては、

広報で募集をしました市内在住65歳以上のひざ関節の痛みを感じている方31名を対象に、高知

大学との連携により、10月21日から12月２日までの間、インストラクターの指導及び市が実施

した養成講座を修了した水中運動サポーターによる支援のもと、週２回のペースで計12回の水

中運動プログラムを実施したところでございます。 

 また、最初と最後には、高知大学医学部の石田、永野両先生の指導を受け、参加者の筋力や

バランスに関する測定を行っております。その比較により、水中運動の効果を数値的にも実証
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することができるものと思っております。 

 その測定結果のデータにつきましては、現在、大学において分析中でございますが、この

12月25日には、参加者と関係者を対象にした成果報告会を開催をしていただくこととしており

ます。参加者に記入いただきましたアンケート調査では、体が軽くなった、ひざの痛みが少な

くなったなどの声が出ていることから、この成果報告会においては、必ずよい成果をお聞きす

ることができるものと期待をしているところであります。 

 なお、その結果や利用者の声などにつきましては、広報や報道機関等を通じ、広く周知を、

お知らせを図ってまいりたいと考えております。 

 次に、今後の取り組みについてでございますが、本年度に市が実施した特定健診を受診され

た方の中で、生活習慣の工夫が必要と判定された方などの約30名を対象として、高知大学医学

部の協力をいただき、生活習慣病予防・改善水中運動プログラムとして、来年１月から３月ま

での期間において、全21回の水中運動を実施をいたします。 

 なお、この事業につきましても、成果報告会の開催を予定をしているところでございます

し、その間、市保健師による個別面談であるとか管理栄養士による栄養教室の開催などのメタ

ボ対策を行っていく予定でございます。 

 今後につきましても、これらシレストむろとを利用した健康対策事業を実施することにより

まして、市民の健康増進に努めてまいります。 

 次に、②の高齢者、身体の不自由な方の介助場所の確保についてでございますが、私もこの

問題につきましては利用者からの要望をいただき、検討をしてまいりました。玄関から更衣室

に向かう通路の左側に、アトピー治療用として用意をされました部屋がございます。この部屋

にはシャワーなど設備が整っておりますので、高齢者や身体の不自由な方が介助者とともに着

がえなどに使えるスペースとして利用することができるのではないかということでございまし

て、この部屋について工夫した使い方をしていきたいというふうに考えております。 

 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） 堺議員さんに、大きな２点目の情報通信基盤整備事業について市

長答弁を補足させていただきます。 

 まず、事業の全体像とこれからのスケジュールについての１点目、利用者負担についてであ

りますが、優先交渉権者となっております事業者の提案では、インターネットの利用料金はプ

ロバイダー料金込みで月額4,725円のプランと月額3,360円の低価格プランの２通りの提案を受

けているところでございます。 

 また、ケーブルテレビの利用料金は、月額1,050円との提案をいただいております。 

 これらの利用料金は、現時点ではあくまで優先交渉権者の提案でございますので、今後、具
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体的サービスの内容や使用機器、設備設計等についての協議の中で、市民の皆様によりよいサ

ービスを安定して供給できるよう細部について煮詰めてまいります。 

 次に、２点目のケーブルテレビについてでございますが、ケーブルテレビに、より多くの市

民の皆様に加入をしていただくための対策として、御指摘のローカル放送や議会中継などの自

主放送が考えられるわけでございますけれども、これに対する設備投資やランニングコスト、

また職員の配置などの新たな課題も出てまいりますので、こうしたことも踏まえ、将来的にそ

うした機能を見据えた機器設定として整備しておくことが可能かということなどにつきまし

て、国や設計業者あるいは運営事業者と今後協議、検討してまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の緊急通報等要援護者の見守りサービスの内容につきましては、前段の議員さ

んにも御答弁申し上げたとおりでございますけれども、ちょっと一部重複いたしますが、対象

としては75歳以上の高齢者のみの世帯、身体障害者手帳の１級、２級をお持ちの方、介護認定

における要介護３以上の方などの世帯を想定しておりまして、こうした方たちが緊急通報ボタ

ンを押すことにより、あらかじめ設定された複数の連絡先に音声やメールなどで緊急事態をお

知らせするという提案でございまして、これらにつきましても、利用者にとってよりよいサー

ビスになりますように、今後細部について煮詰めてまいりたいと考えております。 

 次に、４点目のスケジュールにつきましてですが、市長から概略を申し上げたところですけ

ども、実施設計、管理事業者が入札により決定いたしましたので、市と優先交渉権者の３者会

議等により協議、調整を行いながら、これから具体的な実施設計作業に入りまして、年度内に

設計を完了し、引き続き本体工事の発注を目指しております。 

 本体工事は、市内全域に約200キロメートルに及ぶ光ケーブルの敷設やその送受信設備な

ど、大がかりなものになりますので、約１年近くの工期を必要とする見込みでございます。し

たがいまして、完成は平成23年２月ごろを見込んでおりまして、その後、同年３月中には送信

試験などを終えて、平成23年４月には供用開始をしたいというスケジュールで計画をしている

ところでございます。 

 これらと並行して、運営事業者、実施設計業者との協議を進めていく中で、具体的なサービ

ス内容や設計が固まりましたら、来年平成22年５月ないし６月ごろから順次住民説明会を開催

し、加入申し込みの受け付けも開始したいというふうに考えております。その上で、おおむね

平成22年秋ごろから、加入希望者のお宅への引き込み工事を初め、その後、送信試験を経て、

23年４月からの供用開始を目指したいというふうに考えております。 

 次に、２点目のパソコン教室の開催についてでございますが、このことにつきましては、今

回市が優先交渉権者として協議、調整を行っております事業者の提案書の中にも、加入促進の

ための定期的な無料パソコン講習会等の取り組みがうたわれているところでございます。市と

いたしましても、できるだけ多くの市民の皆さんに利用していただけるよう、会場の提供や広

報などで支援、協力を行ってまいりたいと考えております。 
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 また、市といたしましても、現在、市民館事業としてパソコン教室も行っておりますけれど

も、こうした教室、講座にもっと多くの方々に参加していただけるよう、例えば高齢者の方々

を対象にしたインターネット教室とか、公民館事業などとの連携、あるいは農業など産業にお

ける利活用などについて、関係課や関係団体とも協議しながら、少しでもこのブロードバンド

環境を多くの方々に利用していただけるよう取り組んで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） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 補足させていただきます。 

 私のほうから、１の１点目のダイビング事業の経済効果等ということでございますけれど

も、交流人口と地域への経済効果につきましては、現在、本市に訪れておりますダイバーは年

間延べで約2,000人程度と把握いたしております。それで、ダイビング事業を開始いたしまし

たとしまして、初年度が延べで3,000人、３年後としては延べ5,000人程度を想定いたしており

まして、産業動向調査のダイブ関係の資料によって試算してみますと、約１億4,000万円くら

いの経済効果があると見込んでおります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 堺喜久美君の２回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。２回目の質問を行います。 

 先ほどダイビング事業についての御答弁がございましたが、漁業者との理解が得られない、

そのようなお話でございました。どこかの自治体の職員が、金がないから頭を使う、頭がない

から体を使う、これが僕らの基本ですと言った言葉を新聞で読んだことがあります。体を使う

ウエートが多いため、このような発言になったのでしょうが、私は体を使うというのは仕事に

対する熱意と思い入れだと思います。担当者がその事業をどれだけ愛し、室戸市を愛する気持

ちが、それが住民を動かし、協力が得られ、動きが活性化する。こういう構図になると思いま

す。今まで、担当者が人事異動などでかわると、一からやり直しとの場面がしばしばありまし

た。今後、そのようなことのないよう、お金のない室戸市です、優秀な職員の頭脳とやる気で

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 やはり漁業者との話し合い、最初の質問でどのような経過で漁業者との話し合いをしたのか

という質問をしましたが、その御答弁がありませんでしたけれども、その漁業者に対する話し

方、熱意、それが一番大事ではないかと思います。その点、お聞かせ願いたいと思います。 

 次に、ブロードバンドにつきまして、さきに紹介した上勝町では、高齢者比率49％、という

ことは２人に１人が高齢者であるという、そういう現状で、それでも医療費は徳島県内で最下

位だそうです。どれだけ高齢者の生きがいづくりに寄与しているかがうかがえます。また、国

の支援を受けて86％の家庭に光ファイバーが接続されているとのことであります。 

 先ほどの課長さんの御答弁にありましたように、いろいろな場面を使って講座をやっていく

というお話でありましたけれども、私も考えてみますと、室戸市でパソコンのそろったところ
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というのはどこかと思いますと、各学校がそれに当たるのではないかと思います。私も、室戸

高校の自由講座で初めてのインターネットというのを受講したことがあります。そこでは、情

報処理の先生とパソコンクラブの生徒さんで楽しく学んだことを思い出しました。学校を使用

するとなると制約も多くあると思いますが、あらゆる可能性を考えていただきたい。市民の皆

様も、近くの学校等で教えていただければ参加しやすいのではないかと思いますが、この点い

かがでしょうか。 

 次に、シレストむろとを活用した健康づくりについてでありますが、平成20年度の地方元気

再生事業の次世代の湯治場の報告書にありますモニターからの感想の中に、全体的に説明と伝

達がきちっと行き届いていないと感じたとありました。だれにも、いつでも、よく言われるこ

とですが、室戸はすばらしい素材がたくさんある、しかしそれを生かす戦略と情報の発信が弱

いということは、このことだと思います。 

 シレストのデータもいろいろ今までとられたと思いますが、自己満足だけではなく、県下、

また全国にデータの発信をし、商工観光深層水課だけではなく、時には保健介護課や市民課な

どと一緒にデータを持って各自治体へのセールスをすべきではないか、また行かれたことがあ

るのか、お聞きいたしまして私の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。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず、ダイビング事業のことについて、熱意が足りないのではないかという御趣旨のことで

ございますが、私どもとしましても、その辺は反省すべき点もあるかもしれませんが、これは

昨年度もいろんな補助を入れて事業を調査、ダイビングのスポットの調査あるいは先進地の調

査を実施をしてくる中で、そうしたことを踏まえて、やはり室戸にとってはダイビング事業が

大変有意義であると、効果があるということで漁業者の方々にもお話をし、御理解をいただき

たい。漁業者の方々にとっても、私はマイナスではないという思いからお話を進めているもの

でございますし、ただダイビングスポットの場所が航路に当たるとか、いろんな問題を言われ

ているようでありますが、私は当然そうしたことは外していいんではないかと。安全なスポッ

トも私はあるのではないかということで、そうした危険なところを外した中で御理解をいただ

くというようなこともぜひ進めていきたいと。漁業者の方の御理解をいただくような努力を全

力で取り組んでいきたいと思ってますし、ただあと、担当課長のほうから経過、具体的ないつ

話をされたのかというようなことにつきましては、担当課長のほうから御答弁をいたさせます

ので、よろしくお願いをいたします。 

 それから、ブロードバンドの件につきましても、議員さん御案内のとおり、パソコンがすべ

てそろっているのは小学校、中学校もあるわけでございますので、そうしたところも使って効

果的なＰＲあるいは効果的な事業の実施というようなものにぜひ努めてまいりたいと考えてお

ります。 
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 また、シレストむろとのことの御指摘もございました。これは、次世代の湯治場づくりとい

うことの中には、宿泊であるとか体験であるとか、体験農業であるとかという部分とあわせ

て、そのシレストむろと深層水プールを使っていただこうというようなものを組み合わせて、

次世代の湯治場づくりということで、２年間の事業として継続をして取り組んでいるところで

ございます。 

 御指摘の点、多々あろうかと思いますけれども、どうしてもこれらの事業についてはそれぞ

れの部門が連携をするということが一番大事でございます。これは以前からも申し上げてき

て、宿泊者の方々との連携もだんだん深まったというふうには言われておりますけれども、な

お議員御指摘の部分もあるのではないかというようなことは、私も感じる部分もありますの

で、ぜひ連携強化ということに力を注いでまいりたいと思いますし、シレストの利用を拡大す

るという部分につきましては、当然可能、横の連絡というものをしっかりやっていかないきま

せんし、他の市町村の協力、あるいはまた僕は時々といいますか、時間があれば高知市内の企

業訪問をしておりますが、シレストのパンフレットを持って企業訪問にも行っているところで

ございまして、そうしたことをやっぱり充実をさせていくという取り組みを今後ともしていき

ますので、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） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） ダイビング事業につきましての経過でございますけれども、

20年、昨年７月に、先ほど市長が言いましたスポット調査が完成いたしまして、それをもとに

いろいろな事業計画とか内容につきまして、同年10月に岬の漁協の支所のほうで、高岡、それ

から三津の支所長さんを集めまして説明会を開いております。それから、同年11月にも、同じ

く岬の支所のほうで岬地区の方、それから高岡地区、三津の漁業関係者の方を集めて、同じく

説明会を開いております。そして、11月19日には、高岡支所のほうで組合員さんを集めて説明

をいたしておりますと。 

 こういう経過があっておりますけれども、先ほど市長が説明いたしましたように、ことし

21年の春くらいに、理解が得られないようなちょっと動きがありましたということで、若干今

事業の進捗がとまっておるというような状況ですが、先ほど言いましたように、今後もう一

度、事業計画とかスポットの変更とか、そういう形のものを見直しまして、もう一度御理解得

られるような説明に行こうという形で方向性を市長とも確認いたしておりますので、よろしく

お願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって堺喜久美君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため３時20分まで休憩いたします。 

            午後２時58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。 
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 次に、久保八太雄君の質問を許可いたします。久保八太雄君。 

○２番（久保八太雄君） ２番久保八太雄。市民の皆様の負託を受けまして、質問させていた

だきたいと思います。質問時間が10分や５分やら30分やらと、いろいろ言よりますが、15分程

度をめどに行いたいと思います。 

 まず最初に、魚礁についてでございますけれども、今や世界の海の漁業資源は、乱獲などが

原因で減少しておることが指摘されております。日本の沿岸も例外ではなく、今や生態系に着

目した資源管理の必要があるのではないかと叫ばれております。 

 漁業資源の減少は深刻で、世界の漁業の漁獲量の1990年以降ですか、減少しており、海の生

物の総量はまだ十分のようではあるようですが、がしかしマグロやサメのような食物連鎖の上

位にあるものの生物の減少が目立っているということがあって、海の生態系の質が大きく変わ

っておるというようなことだそうです。その生態系には、気候の自然変動やら、そういった環

境の問題から、また人間活動の基盤が拡大していろいろと海の開発のことで生態系が大きく変

わっている部分もあるということで、今、じゃあ必要なのは何かといいますと、この対策には

漁業資源の管理に生態系の視点を持っていかなくてはなかなかいけないんではないか。そうい

った生態系の配慮の漁業管理ですね、これをせねばならん。 

 その中の一環としても、ちょっと、の一環として、その魚礁の面があるんではないかという

ことでございます。 

 これに対しても、魚礁といいますのは藻場のことですが、室戸市も藻場の行政に対しては大

変苦労して、人工的な魚礁をつくったりとか、各水産関係者の頭を悩ませておるところでござ

いますけれども、人工的藻場をつくったとしても、これは環境も十分配慮なされてなくてはな

らず、磯焼けだとか何ぼつくっても藻がつかなくては何もないというところでございます。 

 そこで、我が会派の六曜会の同僚メンバーが推進しておりますえひめＡＩ、ましては吉良川

においてはキラキラＡＩ等を使って、家庭から川へ、川から海へという自然淘汰されたものを

推進していかなくてはならないのではないかというところでありますが、次に、ローマ字でＭ

ＯＢＡＲＴと書いてあります。ＭＯＢＡＲＴ計画でありますが、これについてちょっと説明さ

せていただきたいし、ちょっと御紹介をさせていただきたいところがございます。 

 ＭＯＢＡＲＴといいますのは、実はこれは人工の藻場のことです。くさかんむりの藻、で場

所、藻場、そしてアートといいますのは芸術だとか美術だとか技術だとか、術を使った、も合

体したＭＯＢＡＲＴという新語でございます。実は、これを考えたのは、実をいいますと、こ

れから紹介させていただきたいんですが、室戸高等学校生とその担当しておる先生でございま

す。 

 各、室戸高等学校には、610クラブ、「ムロトクラブ」と読むそうですが、こういった同好

会をつくっておるようです。趣旨は、室戸の町を興した、おこしに積極的にかかわり、室戸を

元気にする企画、運営ができればと、アイデアが出させればということで、室戸のことが好き
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な子供、出会い、そしていろんな人との出会い、そういった室戸を元気にするアイデアを持ち

寄って各自が行動を起こして、成長することを目的とすると。結果として室戸の町が活性化

し、将来そういった生まれてくる子供たちと、夢と希望を送ることができるようになれば、こ

の活動は将来に向けてすばらしくなるのではないか。そして、室戸を活性化活動をするにして

も、自分たちが卒業をした後もこれは続けていきたい。まずは、発信源として同好、同じ室戸

高等学校の中から組織化をして、そして発展させていけばという考えだそうです。６月10日、

室戸の日として、610クラブ、「ムロトクラブ」というふうに命名したそうです。 

 そこでまず、室戸といえば何かと考えましたところに、海がある。じゃあ、担当の先生が海

へダイバーの資格を取って潜ったところが、それはすばらしかった。大変すばらしい。しか

し、室戸にとってこの漁業の振興は必要であって、藻場とこれがくっつけば、これはどうだろ

う。要するに、藻がくっつくまでに、そういった海底のところにアートをつくって、藻場を、

魚礁をたくさん芸術的に置けば、ダイバーだってたくさん見に来れるではないか。そういった

ことを考えて、ＭＯＢＡＲＴ構想というものを打ち立てたということでございます。 

 そして、室戸の海に世界的なアートをつくって、魚のすみかとなる人工的な藻場をこれから

海からも、中からも、いろんなところから見れれば、これは未来の遺跡を、ましては歴史的な

ものを今自分たちの手で創造できたら、将来すばらしいことではないかというふうに考えたそ

うでございます。 

 そこで、２番目のところでございますが、農林水産課長にここでお聞きいたしたいと存じま

す。 

 たしか、６月に市長が答弁をなさっておるところの室戸地区天然資源回復協議会の件でござ

います。これは、国交省の指導の元気回復助成事業ですか、リサイクル材による近場の漁業の

回復計画なるものをたしか市長が６月の議会のときに言ったと思いますが、これについて市長

さんはつくりたいと言ったことであって、それを受けて農林水産課長にお答え願いたいと思い

ますが、こういった概要はどのようなことなのか。果たして、魚礁をということだったので

す、その中に、一つにはありました。そういった場所はわかっておるのか。また、どういうふ

うにするのか、果たして規模は。そして、このメンバーですね、天然資源回復協議会のメンバ

ーはどうなのか、どういう方々なのか。予算面はどうなのか。 

 そこで、今この事業と、国交省のこの事業と先ほど言ったＭＯＢＡＲＴ構想と一緒になるこ

とはできないものか。可能か不可能か、これをお聞きしたいのであります。 

 私の言いたいことは、願わくばこの先生と生徒さんを初め、提案が一歩でも、いや半歩で

も、夢に近づけてやりたい気持ちでありまして、またこれに対しても市の行政、また議会にお

いても、この声を、ただクラブの声なんですけども、真摯に皆さんが取り上げてくれた。可能

不可能にかかわらず、この場で取り上げてくれたということは、恐らく若い者の励みにもなろ

うし、恐らく覚えもめでたかろうという願いでありまして、ここへ出させていただきました。 
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 可能不可能に限らず、その計画につきましては、ぜひとも農林水産課長に御指導、御助言賜

りましたらば幸いに存じておりますので、この点よろしくお願いいたします。 

 次に、教育について聞くということでございますが、県教委教育振興基本計画検討委員会と

いうのがございますですね。これは昨年、教育力日本一の県、子育て力日本一の県を目指そ

う、それと知徳体の低迷から脱却しよう、それと県内の大学教育課題への貢献、この３つの重

点目標を掲げております。 

 県教委の現状は、全国最低水準にある学力、また体力だけではなくて、不登校、暴力行為等

はワーストファイブですね。高校中退率は全国のワースト２位だそうです。今やそういった経

済状況も悪く、教育を取り巻く状況も大変厳しい中で、検討委員会については学校・家庭・地

域の役割を確認して、幼児教育の充実、家庭教育を高める、地域の全体で教育にかかわるなど

を基本目標にそういうものを設定しておるようですが、ここで問題は、一つの問題として、こ

れも前先輩議員からも質問があったんではないかと思いますが、学力向上についてでございま

す。 

 文部科学省は、この平成20年実施の全国学力テストの要綱の中で、序列化や過度の競争を防

ぐために、都道府県教育委員会による市町村別の結果公表は禁止をしておるということだと思

いましたが、県教委によりますと、県議会は、平成21年度の県予算の当初予算に高知市への集

中支援を行っております。１億3,600万円ですか、盛り込んでいるんですね。果たして、県教

委は、20年度、小学６年生、中学生の対象に行われる学テの各市町村別平均正解率ですか、正

答率ですかね、あれの分布状況がわかっとったんじゃないか。ほんで、市町村別のデータもわ

かっとるんじゃないか。果たして、特に親御さんたちの、要するに関心は、学力というのは地

元ですばらしいですよと言っても、果たしてどれぐらいすばらしいのかわからん。上がってま

す、上がってます、果たしてこれはほかの者と対照して初めて、あ、うちの子はこれば、うち

の学校はこればということがわかるんですね。そういったことが気になるわけですよ。 

 学校教育課、要するに教育を室戸市の教育委員会は一生懸命やってます。が、でも父兄の

方々については、ちょっとその点不明であるならば不安である。そういったことについて、学

力向上についてどのように取り組んでいるのか、今どのように進めているのか、果たしてどれ

ぐらいなのかということをお聞きいたします。 

 なお、教育長さんの、これは今言うたように、文部省の余り競争を防ぐために好ましくない

と、禁止しておるようですので、知る範囲で、答えれる範囲でお願いいたしたいと、こう存じ

ております。よろしくお願いいたします。 

 それと、吉良川小・中の学校併設についてでございます。 

 生徒さんが安全で安心で学べる場所について、これは言うまでもありません。過日、11月

25日水曜日、この役所の２階でも講演があったようですが、巨大地震のための高知大学の先生

の講演が。実は、その日に、同じ講演を午前中に吉良川中学校で父兄を交えてその話をしてお
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ります。 

 それで、実を言いますと、吉良川地区で一番すばらしいところはどこか、これは一番高台に

あって見晴らしのいい、あの吉良川小学校でございます。そして、住民もあれを目標にしてあ

そこへ駆け上がってくるべきである。もちろん、先輩議員が、僕たちが市会議員になる前に先

輩議員たちが道をつけてくれております。あの避難道をつけてくれております、小学校の前ま

でね。これはすばらしいところや。じゃあ、一番危険なところはどこか。山すそにあって、要

するに海抜の低い川伝いの縁にある吉良川中学校である。そして、それはもうもちろんわかっ

ておると思いますが、これを逃げる場所とか、逃げる手だてを打つべきであって、何とか早く

構築を考えておかなくてはならん、ないだろうという、吉良川の人間については、そんなに大

変だとは思ってないんですね。何のことはない。昔、吉良川小学校、中学校は、あそこに併設

してあった、30年も前。あの子供がたくさんおる、何百人もおるときにも、あそこに小・中が

一緒におったじゃないか。あそこへ、今もとに戻したら、何ちゃ問題ないのではないか。ぜひ

ともこれを聞いていただきたいと。保護者からの声も、これは至極当然の声だと思います。こ

れについていかがか、大変申しわけないですけど、お聞きいたしたいと存じます。 

 それに次いで、次に給食のことでございますが、以前、この給食の話が、西部給食の話です

か、等が持ち上がったことがございます。室戸中学校、吉良川小・中学校、羽根小・中学校、

中川内小・中学校、これをまとめて西部給食センターですか、話が持ち上がったことがありま

す。いろいろありまして、何か、話が途中で中止になったんですかね。延期じゃなくて中止に

なったのかな。そういったことで、話はそのままになっておる。 

 そこで、父兄の方々が考え出してきたのは、教室が、子供が少なくなって教室があいてお

る。そして、おばちゃんなんかも、なかなか御飯つくるに上手なおばちゃんなんかもおる。そ

ういったことで、自校、自校型ですね、教室を利用しておばちゃんたちが御飯を炊いて子供た

ちに皆食わすことはできないか。材料においては、西山から黒耳まで百姓があり、前には海が

ありで、食うものには困らん。これを利用して地産地消ですか、そういったこともできるんで

はないか。昔から四里四方のものは食せよということがありますが、こういったことについて

も、ぜひとも要するに教室で自校型で行いたい。これについても、前からぼちぼち話がくすぶ

っておるが、これについてもぜひとも聞いておいてほしいということで、これについていかが

問題があるのかどうか、どんな問題があるのか、いろいろこれについてお聞きしておきたいと

思います。 

 次に、図書充実についてでございますが、これはどこも一緒だと思うんですけども、ＰＴＡ

の総会があったり何かあるたんびに、この申し送り、申し送りで今まで来たそうですが、小・

中の図書の本が少ない。ましては、ちょっと傷んでおる。それと、寄附を募っても一般の家庭

からもらっても、ほとんどちょっと大人が読むような本があったりというようなことがあっ

て、子供の読む充実したそういった本が欲しいという声が出ております。 
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 ところが、ほんのごく最近、平成21年12月８日、これは一般質問が締め切りのぎりぎりでご

ざいますが、朝とっぱちに電話がありました。2010年の、来年の予算編成において、学校耐震

化などの進める当初予算を増額を盛り込んだと高知新聞でありました。そういった施策面で

は、心を耕す教育を掲げる、子供の読書環境充実などの努力に努めるとあるではないか。この

子供の読書環境充実などは、児童・生徒の語学力の向上につながっていくものである。また、

これを道徳や基本的な公共心の養成に向けていくのであるから、ぜひともこの充実をさせても

らいたい。世の中の現状を見ても、情操教育から見ても、すべからく読書は必要ではないか。

これにどう対処していただけるのか、お聞きしたいということでございますので。 

 以上の点においてお聞きして、質問を終わります。以上でございます。 

○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、私は近年ますますといいますか、遠洋漁業などの漁獲枠が減少する中にあって、これ

からはますますとる漁業からつくり育てる漁業への転換や漁獲物の付加価値を高める取り組み

が必要であると考えますし、さらに海の環境をよくすることが大切であると考えております。 

 そうした中で、魚介類のすみかとなる藻場造成はぜひ進めなければならない課題だと認識を

するところであります。 

 そこでまず、１点目の魚礁づくりの件についてでありますが、当市では、高知県建設業協会

が事業主体となり、国の全額補助による建設業と地域の元気回復助成事業に取り組んでいると

ころでございます。その事業の目的は、建設産業のリサイクル材料による漁場創出で地域経済

を元気にしようというものでございます。 

 そこで、どのような事業内容に取り組んでいくかを協議をしているのが室戸地区天然資源回

復協議会でございます。この中で、以前行っておりました築いそ事業などの追跡調査を行うと

ともに、藻場造成に取り組んでいこうというものでございます。 

 現在の進捗状況などにつきましては、農林水産課長より答弁をいたさせますので、よろしく

お願いをいたします。 

 また、２の教育につきましては、教育長より答弁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） 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） 久保議員さんにお答えをいたします。 

 １の魚礁づくりについてでございます。 

 まず、この室戸地区天然資源回復協議会の概要につきましては、先ほど市長がお答えをさせ

ていただきましたので、省略させていただきますけれども、この事業期間は、本年の５月に国

土交通省の認定を受けたわけでございますけれども、事業期間は２年と定められております。 

 それから、魚礁の設置と規模についてでございます。現段階では、実証実験のためのあくま
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でも藻場基質の設置ということで計画を進めておりますけれども、本年は市内２カ所を予定し

ております。 

 まず、１カ所でございます。これは室戸岬高浜海岸沖合約400メートル、水深が約15メート

ルの場所に根菜殻を鉄かごに詰めまして製作した魚礁、これを２個設置をすることとしており

まして、サイズにつきましては約３メートルの２メートル、高さが１メートル、こういった魚

礁を２個設置するという計画でございます。 

 もう一カ所でございますが、浮津鯨浜沖、室戸中学校からちょっと東になります、その沖約

100メートル、水深が約５メートルの場所に、方塊コンクリートと申しまして１メートル角の

大きな、豆腐の大きなようなブロックです、それに穴あき加工したものを、これ２段積みで

43個設置をすることにいたしております。現在、設置に向けまして、高知海上保安部等の関係

機関との調整を進めておるといったところでございます。 

 なお、構成メンバーにつきましては、社団法人高知県建設業協会、これが団体代表者、それ

から行政としましては室戸市、高知工科大学、そのほか７団体等の団体で構成をしておりま

す。それから、協力機関、協力者15名、それから専門家２名にも加わっていただいておるとこ

ろであります。 

 次に、予算でございます。この協議会の運営に関するすべての経費につきましては、国土交

通省からの建設業と地域の回復助成金で賄うといったことになっております。 

 さて、ＭＯＢＡＲＴの計画についてでございます。議員御案内の構想につきましては、この

事業と共生がうまくできるものでありましたら、大変すばらしい構想であるとは思っておりま

すが、前段でも申し上げましたように、あくまでも藻場の実証実験であるということと、事業

期間が２年である、また限られた予算の範囲で事業を展開していかなければならないといった

こと、それから地形的な問題ですね、台風が多いとかそういったこと、いろんな条件によりま

して非常に厳しいものがあるんではないかというふうに私は感じております。 

 しかし、11月26日に開催をされましたこの協議会のビジョン環境教育第１回ワーキング、こ

の中で、既にこの構想が議題として提案されております。また、今後はこの協議会の中で十分

検討していただいていくといったことが望ましいのではないかと考えておりますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 久保議員さんに２の教育についてお答えいたします。 

 (1)学力向上についての御質問でございますが、室戸市の全国学力テストにつきましては、

室戸市におきましては、高知県の平均値よりは小・中学校とも上位にあります。 

 室戸市の学力向上の取り組みにつきましては、昨年の９月17日に、教師側の問題として、室

戸市教育課題検討委員会を設置し、児童・生徒の学力を向上させるための教育現場での課題を

検証し、教育のあり方に関する調査研究を行うとともに、実践として、算数科では室戸式チェ
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ックテストを年２回、小１を除いてすべての学年で行い、基礎学力定着への足がかりとしてモ

ジュール学習等も位置づけております。また、読解力向上のための漢字のチェックテストも６

年生において行っており、それも各学年に拡大していく予定であります。 

 保小中一貫教育についても、市の研究指定を行いまして、幼児教育にも力を注いでおるとこ

ろであります。来年度より、保育行政が教育委員会の所管になりますので、より効果的なカリ

キュラムを考えてまいります。 

 次に、(2)の吉良川小・中学校併設についての問題ですが、議員さんの御指摘は、災害が起

きたときに吉良川中学校の生徒が安全に逃げる場所の確保のことだと解釈しておりますが、私

どもは、日ごろより子供たちが安全で安心して学べる場所の提供を行うのが最優先だと考えて

おります。吉良川中学校での耐震整備につきましては、中舎について現在耐震診断及び耐震補

強設計等を実施しており、平成22年度に耐震補強工事を行い、災害対策に対しましても、一時

避難ができる場所を確保するなど、生徒たちが安心して学べる場所の提供を行ってまいりま

す。 

 次に、(3)の給食につきまして、現在給食が未実施の学校は７校、ミルク給食を、そのうち

の７校の中のミルク給食を４校で行っております。 

 今後の給食のあり方につきましては、現在、各ＰＴＡの役員や常会長連合会長、各学校長等

を委員とする室戸市立小中学校統廃合及び学校給食等検討諮問委員会を立ち上げており、現在

の学校統廃合及び給食のあり方につきまして検討を重ね、報告を受けることとしております。 

 なお、ミルク給食について、当面、残り３校につきましても、関係者の協力を求め、実施で

きるように取り組んでまいります。 

 次に、(4)図書の充実につきまして。現在、学校では、毎朝読書時間をつくり、情操教育に

取り組んでいるところであります。また、図書数が少ないのではないかにつきましては、図書

の充足率を高めるよう努力してまいりたいというふうに考えております。 

 ちなみに、地域の住民や室戸市出身者の方々より、図書充実のため、この２年間に限って言

えば、多大なる御寄附をいただいております。 

 そのほかですが、毎年10月27日から２週間を読書活動普及のため読書週間として、市立図書

館が実施しており、本年度は、11月５日に、吉良川小学校の４年、５年生を対象とした絵本の

読み聞かせやブックトークとして自然や植物図鑑や物語の本の内容を子供たちが興味を持つよ

うに紹介を行うなど、市立図書館との連携を図っております。 

 今後につきましても、学校図書への市立図書館からの貸し出しを強化するとともに、児童・

生徒が読書に親しめる環境整備を進めてまいりたいと考えております。 

 また、余談になりますが、読書活動優秀実践校として、文部科学大臣表彰がありますが、本

年は高知市の潮江小学校、本山小学校とともに三高小学校が表彰されております。以上でござ

います。 
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○議長（林 竹松君） これをもって久保八太雄君の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、明日15日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集お願いいたします。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後３時53分 散会 

 


