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            午前10時０分 開議 

○議長（堺 喜久美君） 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。長崎議会事務局長。 

○議会事務局長（長崎潤子君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数12名全員の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（堺 喜久美君） 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。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） おはようございます。 

 ６番小椋利廣。令和元年９月第３回室戸市議会定例会におきまして、市民を代表して通告に

基づき一般質問を行います。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)医療体制の充実についてお聞きをいたします。 

 私は、令和元年６月議会で、病院の整備、医療体制の充実について質問をさせていただきま

した。 

 植田市長の答弁では、一般病床19床の確保につきましては、地域医療構想調整会議に諮った

上、決定されるものであるため、早い段階での開催を要望をしていくとされておりますが、早

い段階での開催の予定日時の構想はいつごろの予定か、まずお聞きをいたしたいと思います。 

 令和元年８月20日に議員説明会があり、その中で、新しい診療所建設に係る事業の進捗等に

ついて説明があり、建設場所はやすらぎの裏の神ノ前公園区域内の一部に建設をすると報告が

ありました。私は、隣にヘリポートもあるので、東部交通のバスも乗り入れてもらうと、場所

的には環境のよい場所ではないかと思います。 

 診療所経営等コンサルタントのまとめによりますと、一般病床は19床、診療所の建設面積は

1,500平方メートル、平家建て、診療体制は内科、リハビリテーション科、整形外科の３科を

想定されて、人員体制は常勤医師、院長さんが１名、非常勤医師が３名、看護師が９名、検査

技師等３名、事務職員４名で、スタッフは全員で20名体制を想定をされております。新しい診

療所の建設費用は、医療機器整備費等も含めて約８億6,000万円程度で、救急体制、夜間診療

にも対応ができる新しい診療所を整備するとされております。 

 新しい診療所は、20名のスタッフの人材確保が困難ではないかと思われますが、20名のスタ

ッフを含めた整備体制はいつごろまでに確立ができると考えているのか、お聞きをいたしま

す。 
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 (2)公設塾の開設についてお聞きをいたします。 

 現在、過疎の中学校、高校を支援するために、格差解消を狙う公設塾が広がっており、生徒

の学力向上や中学、高校魅力度アップを目的に、自治体や学校が運営する公設塾が全国でふえ

つつあり、魅力を高める切り札として、学力向上や地元校への進学等も増加をしていると言わ

れております。県内では、長岡郡大豊町と高岡郡四万十町、梼原高校の２町１高校が２年目を

迎え、過疎化の厳しい室戸市も、都市部との教育格差を解消し、進路実現を支援する切り札と

して注目をしていると報道をされております。 

 公設塾は、地元校が統廃合に直面し、学習塾がなく、遠方の塾への送迎で保護者の負担増な

どの課題を抱える過疎の自治体に開設されるケースが多く、授業形態は集団学習やニーズに応

じた個別指導など、学習進度や興味に応じて計画を立て、経済的余裕のない家庭に配慮し、受

講料無料の塾が多いとされております。児童・生徒数の減少に伴い、学校そのものの存続が大

きな社会問題となっており、都市部との格差解消を図る地方の塾が増加をし、ある町では、高

校振興策の一つとして、学習塾で高校生であれば誰でも無料で通塾ができ、大学入試対策や学

校の勉強内容の予習、復習、英検や漢字検定などの資格取得等にも利用されており、今や広く

公設塾が期待をされていると公表をされております。 

 室戸市も児童・生徒数の確保と高知市内との教育格差を解消するために、市内の中学校の学

力の向上と室戸高校の魅力化に取り組み、室戸高校の存続にも大きな影響が出てくると考えら

れるので、行政協働事業として公設民営塾の開設に取り組んでいくことはできないか、お聞き

をいたします。 

 (3)室戸警察署佐喜浜駐在所前の信号機についてお聞きをいたします。 

 佐喜浜町の中心地である室戸警察署佐喜浜駐在所前の国道55号線に市道段線が十字路に横断

をしている押しボタン式信号機が撤去をされるのではないかと、佐喜浜の町の中では一番話題

が大きく、警察署ではいろいろな方向で検討をされているとお聞きをいたしております。理由

は、信号機の老朽化と利用者が少ない等の理由で検討されているとお聞きをいたしております

が、市としてはどのように認識をしているのか、まずお聞きをいたします。 

 この信号機は、佐喜浜小・中学校の通学路にあり、付近には室戸市佐喜浜出張所や保育所、

室戸市消防団佐喜浜分団、病院、コンビニ店、飲食店、観光バス会社、ガソリンスタンド

等々、多くの公共施設や重要な施設が建ち並び、地域の方々の出入りが多い施設が点在をして

おり、子供や高齢者を含め、地域住民にとっては必要不可欠な信号機であります。 

 また、この信号機の設置場所は室戸方面からはカーブや坂道のため、見通しが悪く、東洋町

方面からは直線区間が続き、障害物もなく、車のスピードも出しやすいことから、交通事故の

危険性が高く、過去には小学生の死亡事故も発生をしており、非常に危険が予測される場所で

あり、急速な少子・高齢化が進む中、児童・生徒の通学安全確保や地域住民の安全・安心には

欠かすことができない重要な信号機であります。 
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 このようなことから、通学路であり、地域住民の安全・安心を守る佐喜浜町の中心地にある

室戸警察署佐喜浜駐在所前の信号機は、今回は一応既設のままで存続をするということになり

ました。 

 本年４月には、児童による児童のための交通安全に関する注意喚起を目的とした交通少年団

に佐喜浜小学校がモデル校に指定をされ、活動の支援について協定を締結をされたとお聞きを

いたしております。信号機の存続に向けて、学校教育の中で佐喜浜小学校・中学校でも交通安

全教育を重視し、信号機を利用して横断歩道を渡る習慣を身につけることを指導する必要があ

るのではないか。 

 また、今後、利用者が少ないので、撤去するという同じ問題が起きないように、安全で安心

に生活ができる毎日の習慣に学校教育としてどのように取り組んでいくのか。 

 また、佐喜浜の地域住民にはどのような注意喚起を促し、今後への対策として室戸市として

はどのように取り組んでいくのか、お聞きをいたします。 

 (4)佐喜浜町都呂地区津波避難シェルターを台風時の避難場所にできないか、お聞きをいた

します。 

 近い将来、必ず起きると言われている南海トラフ巨大地震は、今後30年で地震が起きる確率

が70％から80％に格上げをされており、その南海トラフ巨大地震に備えて、佐喜浜町都呂地区

には、高知県が３億数千万円の巨費を投じて津波避難シェルターが完成し、平成28年９月１日

からは室戸市が管理をしております。 

 佐喜浜町都呂地区は、前面が海岸で、裏山は傾斜が急で険しい山に挟まれた地形であり、地

区内には高齢者が多く、離れている避難場所の市民館への移動が大変であるとお聞きをしてお

り、気圧の低い大きな台風が予想される状態のときには、避難途中に想定を超える災害が起き

る可能性があり、津波避難シェルターを台風時の避難場所にして、今後、必ず起きると予想さ

れております南海トラフ巨大地震の津波避難用の本番に向けた予備訓練として津波避難シェル

ターを台風時の避難場所に利用できないか、地域ではそういう声が上がっておりますので、お

聞きをいたします。 

 (5)有害鳥獣対策で猿の駆除についてお聞きをいたします。 

 猿が近年、物すごくふえて、田畑を荒らし、多くの地域住民が困っております。猿は人を観

察する能力がすぐれていて、とても賢く、人のいないところと時間帯を狙って出没をしてくる

と言われております。佐喜浜では、特に猿の集団が何組もあり、１集団当たり30匹前後の群れ

で行動をしていると聞いており、１回に30匹ぐらいの群れが来ると、果樹のミカンや柿、畑の

野菜や果物などを食い散らし、特に収穫前の稲作の中にも入り込み、稲を踏み倒したり、稲の

穂をちぎって投げ捨てて、その周辺のものは何もなくなり、どうしようもなく、猿の被害に地

域住民は途方に暮れております。 

 特に佐喜浜では、佐喜浜川の流域の奥地の部落や白壁地区や舟場地区、中里地区や、佐喜浜
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保育園がある中西地区などにも出没をしており、猿は威嚇をしてくるので、危険さえ感じるこ

とがあると言われております。 

 ７月20日土曜日と21日の２日間、舟場地区や中里地区の集落に約30匹ぐらいの群れが出没

し、大きな被害が出ましたので、市のほうに連絡をして、被害について調査をしていただきま

した。その後、猿の駆除はどのように行われたのか、また、今後、駆除をどのような計画で行

う予定か、年間の猿の駆除の数は決めて、対策を行うのか。 

 また、駆除に対する地区割りがあるとお聞きをしておりますが、猿も怖い目に遭った猟師さ

んは覚えていて、トラックを見ただけで逃げ出すと聞いておりますので、そういった地区割り

の定期交換はできないのか、お聞きをいたします。 

 (6)室戸市元気ぐるりんバス――これは私がつけた仮称の名前です、の運行についてお聞き

をいたします。 

 この室戸市元気ぐるりんバスの運行につきましては、私が３月議会で、買い物難民や地域医

療に対する交通手段への取り組みということで質問をさせていただきましたが、今回多くの市

民の方々からいろいろな要望がありましたので、再度質問をさせていただきます。 

 室戸市の人口は約１万3,200人、高齢化率は約50％であり、高齢化率が増加をしてきてお

り、高齢者の方々は車の免許証の自主返納など、交通の足が徐々に奪われております。特に高

齢者の夫婦の家庭やひとり暮らしの方々が多くなってきたと言われており、通院や買い物な

ど、いろいろなことで日常の生活に不便が生じてきているとお聞きをいたしております。 

 公共交通を利用するには、東部交通のバスが１時間に１本ぐらいの運行で、特に土曜日と日

曜日はバスの便数が減っており、佐喜浜や羽根や、また各地域の奥地からの買い物や地域医療

への診察など、通院への足の確保が大変であると言われております。 

 安芸市には安芸市元気バスが５台、田野町にはたのくるバスが走っております。また、北川

村では北川村営バスが運行されており、東洋町では福祉バスが運行されており、各市町村とも

独自のバスの運行を行っております。 

 植田市長は、私の３月議会の質問で、平成31年度より地域公共交通会議を立ち上げて、高齢

者を中心とした住民の移動手段の充実に向けて、地域交通網形成計画を策定して、速やかに室

戸市独自の交通体系の構築に取り組んでいくとされておりますが、高齢者にとっては一日も早

い室戸市独自の交通網整備に取り組んでもらいたいと多くの声が上がっておりますが、室戸市

元気ぐるりんバスの運行時期はいつごろになるのか、お聞きをいたします。 

 (7)南海トラフ巨大地震の防災対策についてお聞きをいたします。 

 今後、30年以内の南海トラフ巨大地震の発生確率は70％から80％へと確率がだんだんと高く

なっており、最悪の場合、死者が32万人以上に達するとされております。大地震につながる異

常気象により、マグニチュード８クラスの地震が起きると、東海・東南海・南海トラフの過去

２回の半割れ状態では、いずれも東部で最初の地震が発生し、その後には西側で同じ規模の地
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震が発生をしていると報道をされております。 

 私は専門的な知識は余りありませんが、半割れが起きた場合、残る反対側の地域でも新たな

巨大地震が誘発される可能性があると指摘をされており、そのため、被害が出ていない地域で

も新たな発生から30分以内に30センチ以上の津波が予想される沿岸部の住民は、１週間ほど避

難をしていなければならないとされております。 

 こういった報道がされておりますが、室戸市が今まで南海トラフ巨大地震に対応してきた防

災対策の取り組みは十分であるのか、お聞きをいたします。 

 地震発生後１週間ほど避難をしていなければならない状況の中で、各避難所や避難タワーな

ど避難先での対応について、①食料品や医薬品や衣類など備蓄品は十分補給をされていくの

か、②環境対策は十分に整備をされているのか、③情報に対する通信網は整備をされているの

か、南海トラフ巨大地震に対する津波避難タワーや避難道路、避難路、避難場所の設置など、

防災対策に関する実行性はどのようになっているのでしょうか、お聞きをいたします。 

 また、情報通信について、防災行政無線は市内全域に一斉通報が可能となる整備が進み、高

度情報化社会に適応するため、市内全域に整備をされた光ファイバー網の建設が市民生活の向

上と安全と安心につながる利活用により、地域経済の活性化に全力で取り組んできたと考えて

おりますが、まだまだ風雨の強いときは防災無線が聞こえないという声が多く、今後、それら

を生かした防災対策はどのように普及をされていくと想定をされるのか、お聞きをいたしま

す。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員にお答えをいたします。 

 まず、(1)医療体制の充実についてであります。 

 １点目の地域医療構想調整会議の日程につきましては、高知県から安芸保健医療圏における

医療機関の整備計画の公募が７月26日に通知され、公募期間は令和元年８月１日から同年９月

30日の２カ月間となっております。この公募期間を経て、募集のあった医療機関等について、

10月から開催が予定されております安芸地区の地域医療構想調整会議、東部地域医療確保対策

協議会、さらには各医療圏域の代表が集まる地域医療構想調整会議連絡会、または医療審議会

で協議が行われ、19床確保できる団体が11月以降に県により決定される予定となっておりま

す。 

 次に、２点目の診療所の人員の確保と整備体制はいつごろ整うかについてであります。 

 診療所の整備に向けた取り組みの中で、８月16日から９月６日までの間、指定管理者の意向

調査を行った結果、２つの医療機関から応募がありました。今後、この中から指定管理候補予

定者を定め、その団体と設計や建設に係る業務を進めるとともに、人材確保につきましては、

開設予定の１年ほど前から取り組みを進めていきたいと考えております。 
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 しかしながら、医師、看護師等の医療人材の確保につきましては、ハードルが高いものと認

識をしておりますので、市といたしましては、高知県や安芸郡医師会など、関係機関とも連携

を図りながら、確保に係る支援を積極的に行っていかなければならないと考えております。 

 次に、(2)公設塾の開設についてであります。 

 公設塾につきましては、全国的にも多くの市町村で取り入れられております。高知県内で

も、高校生を対象とした公設塾は窪川高校、四万十高校、嶺北高校など、中学生を対象とした

公設塾は大豊町の中学校で開設がされており、学力向上や入学生徒の確保に効果を上げている

とお聞きをしております。 

 室戸市におきましては、室戸高校の入学生の確保や魅力化を推進するため、平成30年度に産

学官による室戸高校魅力化の会を設立し、さまざまな観点から室戸高校への支援策を検討し、

入学祝い金の交付や室戸高校の魅力発信等の事業を実施してきたところであります。魅力化の

会におきましても、進路保障についての協議の中で、公設塾の開設をしてはどうかとの意見も

出され、協議をしてまいりました。 

 現在、室戸高校では、加力補習や受験指導を実施していることから、実際に公設塾を開設す

る場合、運営形態をどのようにするのか、どの時間帯で取り組んでいくのかなどを検討する必

要があり、また本市には生活困窮者自立支援事業の学習支援事業や民営塾もありますので、そ

ちらへの影響も考慮するなど、さまざまな検討課題があります。 

 しかしながら、進路保障の強化を図るための支援として、公設塾の開設は有効な手段である

と考えており、現在、室戸高校とも開設に向けて協議を重ねているところであります。今後、

対象を高校だけにするのか、中学生も含むことができるのかなど、どのような形で公設塾を開

設することが室戸市にとってふさわしいかを検討し、関係機関と協議をしながら、実現に向け

て取り組んでまいります。 

 次に、(3)室戸警察署佐喜浜駐在所前の信号機の存続についてであります。 

 この信号機の件につきましては、地元住民の方々や議員の皆さんにも大変御心配をおかけし

ているところであります。私がこの件を承知しましたのは本年度に入ってからでありますが、

その時点で直ちに担当課に状況を確認するよう指示をし、また私自身も確認をしたところであ

りまして、室戸警察署の話では、議員御指摘のとおり、老朽化と利用者減により撤去の対象と

して検討しているとの内容を把握したところであります。 

 私も議員同様に、この信号機は佐喜浜小学校の通学路に当たり、付近には市の出張所や診療

所など住民生活に密着した重要施設も多々あることから、撤去については当然反対の意向であ

り、地元住民の方からも陳情いただきましたので、警察等の関係機関にその旨をお伝えし、撤

去中止を強く求めてきたところであります。 

 現在の状況を室戸警察署に確認をしたところ、今後も地域住民の理解が得られない限りは撤

去を行う考えはないということでありましたので、議員から御指摘のありましたように、今
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後、利用者数が少ないことを理由として再び撤去の議論が起きないよう、また子供の交通安全

の確保の面から、佐喜浜小学校１、２年生を対象に年１回実施している実際の信号機を使った

交通安全教室を継続して実施するとともに、日ごろから通学時には押しボタンを押して信号を

渡ることを習慣づけるよう、地域や学校、保護者等を通じて呼びかけてまいります。 

 また、この信号機は、冒頭に申し上げましたとおり、老朽化も進んでおりますので、今後は

撤去ではなく、新たな信号機への交換という方向で関係機関に要望してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、(6)室戸市元気ぐるりんバスの運行についてであります。 

 住民の移動手段の確保対策につきましては、急速に過疎化、高齢化が進む本市にとって重要

な課題であるとの認識で、昨年12月議会での所信表明及び本年３月議会での施政方針におい

て、その推進に向け取り組むと述べてきたところであります。 

 これまでの取り組みとしましては、補助制度の活用及び交通網計画策定に係る高知県との協

議や他自治体のコミュニティーバスの視察等を行い、その必要性及び課題などの把握に努めて

きたところであります。それらを踏まえ、本年９月には、学識経験者、住民代表、交通事業者

及び行政職員等を委員とする地域公共交通会議を立ち上げるとともに、10月には県補助金を活

用した地域公共交通網形成計画の策定に取りかかる運びとなっております。同計画につきまし

ては、本年度と令和２年度の２カ年で策定を予定しており、本年度においては、現況調査やア

ンケート調査等による現状の課題及び市民ニーズの把握を行い、それらをもとに、次年度の早

い段階での計画策定を目指しているところであります。 

 なお、現状の本市の公共交通の状況としましては、基幹道路である国道55号及び県道椎名室

戸線で高知東部交通株式会社の路線バスが運行されており、また移動手段の確保対策としまし

ては、公共交通機関のない中山間地域で高齢者及び障害者がタクシーを利用する場合に、その

料金の一部を助成する制度を実施しているところであります。 

 こうした現状を踏まえ、今後の移動手段の確保対策につきましては、既存バスルートとの重

複や経費面の課題もありますので、コミュニティーバスの導入だけでなく、他自治体でも導入

されています自家用車等を活用した有償運送などの新たな取り組みづくりや既存路線バスの利

便性の向上と利用促進など幅広く検討を行い、地域の現状や住民ニーズに沿った利便性の高い

交通体系の構築に取り組んでまいります。 

 次に、(7)南海トラフ巨大地震の防災対策についてであります。 

 議員御案内の半割れに伴う１週間の避難についてでありますが、これにつきましては、南海

トラフ沿いにおける過去の地震事例から、南海トラフの東側もしくは西側においてマグニチュ

ード8.0以上の地震が発生した場合、反対側でも数日以内に発生する可能性が高いことから、

事前の避難や備えの再確認を促すことにより被害の軽減につなげる取り組みで、平成29年11月

から運用されております。 
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 なお、この地震発生の可能性が高まったときに発表される情報を南海トラフ地震臨時情報と

言います。この情報の発表に伴い、避難を呼びかける期間や対象地域、対象の方などを取りま

とめたガイドラインが国より平成31年３月に示され、住民の事前避難の検討に関する手引きが

高知県より令和元年８月に示されたところであります。 

 市といたしましては、これらのガイドラインや手引きを参考に、今後、事前避難の検討を進

めていく予定であります。 

 議員お尋ねの１週間の事前避難において、食料等の備蓄品や環境対策及び通信網についてで

ありますが、臨時情報の発表時には、南海トラフの反対側で地震が発生しているものの、発表

された地域では地震による大きな被害は起こっていないため、食料品等の入手や断水等による

トイレ使用、また通信手段等に支障はなく、発災後の避難生活とは異なるものであると考えて

おります。また、避難路や避難場所につきましても被災していないことから、避難施設として

の機能に支障はないと考えております。 

 次に、防災行政無線が聞こえにくいことへの対策につきましては、これまでにも取り組んで

まいりましたが、放送の内容が無料で聞ける電話応答サービスの周知や戸別受信機の設置等を

強化して取り組んでまいります。 

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

いたします。 

○議長（堺 喜久美君） 大西防災対策課長。 

○防災対策課長（大西 亨君） 小椋議員の大きな１点目の市長の政治姿勢についての(4)佐

喜浜町都呂地区津波避難シェルターの台風時利用についてお答えいたします。 

 佐喜浜町都呂津波避難シェルターにつきましては、津波からの避難を目的に、一時避難所と

して整備された施設であります。給排水設備がないため、トイレは組み立て式の仮設トイレを

使用することや、外部からの情報を入手するテレビやラジオがないなど、長期の避難を想定し

た避難所とはなっておりません。 

 議員御案内の訓練としての利用や緊急時の一時的な避難につきましては、地元自主防災組織

の御協力がいただければ、自主避難での利用ができます。 

 しかしながら、避難される方の環境を考えますと、進路の予測による早目の避難が可能な台

風時におきましては、現在、佐喜浜地区の避難場所として開設している佐喜浜生活改善センタ

ーに避難していただくことが最善であると考えております。 

 次に、(7)南海トラフ巨大地震の防災対策について市長答弁を補足いたします。 

 南海トラフ地震臨時情報に関する国が発表した検討ガイドラインでは、住民の防災対応検討

については、住民一人一人が検討を実施することを基本とし、地方公共団体は必要な情報提供

を行うなど、その検討を促すこととされております。 

 市といたしましては、今年度実施予定の沿岸地域で行う津波避難計画の見直しに伴い、臨時
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情報が発表された場合の事前避難について検討していただき、その結果を反映して、室戸市地

域防災計画の修正を行う予定であります。 

 なお、県の検討手引きでは、臨時情報の発表時に避難を呼びかける対象として、耐震制の不

足する住宅に居住する方、土砂災害警戒区域の斜面際から距離がおおむね10メートルの範囲に

居住する方を、さらに30センチメートルの津波が30分以内に到達する地域に居住する方につい

ては避難準備・高齢者等避難の対象とすることを検討し、加えて津波発生から準備時間が

10分、歩行速度が毎秒56センチメートルで避難場所までの避難ができない範囲に居住する方に

ついては避難勧告の対象とすることを検討するとされておりますので、これらを参考に、地域

ごとの検討を進めてまいります。 

 その他、開設する避難所や学校の休校等につきまして、関係機関等と協議を進め、市として

の方向性を定めて、地域ごとに避難検討を進めてまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 小椋議員に、大きな１点目の(5)有害

鳥獣対策の猿の駆除についてお答えいたします。 

 佐喜浜町における猿の状況についてでありますが、７月上旬に町内の狩猟者から被害が多発

しているので、猿に限って狩猟許可区域を撤廃した上で駆除できないかとの要望をいただき、

町内の鳥獣保護管理員に相談をいたしました。 

 その後、鳥獣保護管理員及び町内の狩猟者の方々が話し合った結果、緊急的な措置として、

佐喜浜町に住所を有し、銃猟免許を所持している方を対象に、佐喜浜町一帯での猿の狩猟許可

証の交付を希望されましたので、７月23日に許可証を交付し、猿の駆除をしていただいており

ます。 

 猿の年間駆除数につきましては、平成31年度の有害鳥獣予察捕獲計画では、前年度実績に基

づき93頭と定めておりますが、予算の範囲内において、頭数にかかわらず申請を受け付けてい

るところであります。 

 今後の猿の駆除及び狩猟許可区域の定期交代についてでありますが、先ほどの経過の中でも

御説明させていただいたとおり、猿の駆除につきましては、佐喜浜町一帯で許可したところで

あり、引き続き被害の発生が確認できる場合は駆除していただくとともに、町外の狩猟者の許

可区域への補充及び銃猟以外での駆除方法について、室戸市猟友会及び町内の狩猟者などの関

係者にも意見をお伺いしつつ、対策を講じてまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員の２回目の質問を許可いたします。小椋利廣議員。 

○６番（小椋利廣君） ６番、小椋利廣。２回目の質問をさせていただきます。 

 先ほど市長が言われました(1)医療体制の充実についてでございますけれども、19床のベッ

ド数の確保の決定は11月以降になるということでございますけれども、この前の８月20日の議

員説明会の中の話では、スタッフが約20名ということで話をされておりました。院長さん１
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名、臨時のお医者さんが３名、ほか合わせて20名ということで話をされておりまして、これら

のスタッフの確保はなかなかハードルが高いというふうに市長も言われておりますので、私も

非常に厳しいのではないかというふうに考えております。 

 それで、例えば、これは先の話になるかもわかりませんが、実際に運営をしていただくとき

に、この20名のスタッフ全員がそろわなくても、実質その新しい診療所は稼働していくのかど

うかというところをもう一度お聞きをいたしたいと思います。 

 それから、(2)の公設塾の開設についてでございますけれども、これは今全国的にもなかな

か好評である市町村とか、高校では前向きに大きく取り組んでいるというふうに話が進められ

ているところでございます。高知県の中でも大豊町や四万十町、梼原高校など、もう早くから

取り組んでいるということでございますので、それにあわせて、室戸高校もこの取り組みには

非常に魅力を感じているというふうに聞いております。そういうことで、今後、これらのこと

について、室戸中学校、また高校も、室戸高校の存続も含めてはぜひともこの公設塾の開設に

は取り組んでいかなければならないというふうに私は考えておりますが、市長のもう一度答弁

をお願いをいたしたいと思います。 

 それから、(3)の室戸警察署佐喜浜駐在所前の信号機についてでございますけれども、この

信号機をことしの春ごろに室戸警察署のほうから、老朽化も進んできた、利用回数も少ないと

いうことで、もう信号機を取り除くという話が佐喜浜町の中では大きく広がっておりまして、

非常に佐喜浜町の住民につきましては危惧されておるところでございます。 

 なぜかといいますと、あそこは非常に東洋町のほうから来ると直線区間もあってスピードが

出しやすいというところで、押しボタン式の信号機ではありますけれども、あの信号機がある

ことによって、スピードの抑止力が随分違うというふうに佐喜浜の住民も非常に言っておりま

す。 

 それで、あの信号機を取り除かれたら非常に困るということでずうっと話がありまして、私

もある県議会議員のところにもお願いにも行きながら、何とか今回は存続をさせていただくと

いうことになったわけでございますけれども、今後新たに、佐喜浜の小学校や中学校の通学路

の延長線上にありますあの信号機、そしてまた町中にある一番重要な信号機でありますので、

今後もぜひとも存続をしてもらわんと困りますので、そういう取り組みについてもう一度行政

としてはどのように取り組んでいくのか、市長の答弁をお願いをいたしたいと思います。 

 それから、(4)の佐喜浜町都呂地区にあります津波避難シェルターを台風時の避難場所に利

用できないかということで、これは利用ができないということでございますけれども、佐喜浜

の生活改善センターを利用してくれと、避難場所には、という防災対策課長の答弁ではありま

したが、都呂地区から佐喜浜生活改善センターへはなかなか遠いということで、あそこも何と

かふだんのときでも利用することはできんかという話で相談があったわけです。あそこは全く

地震のときじゃなかったら、あけて避難をすることができんということになるようでしたら、



－44－ 

近くの市民館にでも避難場所として利用できないか、もう一度答弁をお願いをいたします。 

 それから、(5)の有害鳥獣対策で猿の駆除についてでございますけれども、実はこの前、９

月６日の金曜日と７日の土曜日、特に９月６日の金曜日には、子連れの猿も含めて二十数等の

なぶらが来たということで、非常に大きな被害が出ちゅうわけですわ。僕の家も二十数頭の猿

が屋根の上で走り回って、下の柿とかタマネギとか、そういうものが全部屋根の上にある。僕

のもう一軒下の家、並川さんっていうけんど、そこにも猿が来て、それは何が何やったかとい

うと、柿、野菜とか、柿も渋柿は全然食わん、次郎柿とか富有柿とか甘柿しか食わんわけよ、

なかなか味にもたけちゅうわけよ。そういうなぶらがずうっと何回も何回も繰り返しやってく

る。そうすると、あそこの地域の人、例えば僕らがおる中里地域、隣の奥の舟場とか、その下

の保育園がある中西地域、あそこらあたりまでもう猿がずうっと出てきゆうわけで、何もかに

も全部ないなるわけよね、野菜も果樹も。例えば、家の外側につってあるいろいろな食料品、

そんなものもないなる。出没回数が非常に多くなってきちゅうわけよ。このままやったらほん

まに市民生活に大きく影響が出てきゆう。このままで猿を放置されたら困るというふうに言よ

るわけです。 

 産業振興課長は佐喜浜町に住所を有している者に駆除をお願いしゆうと、こういうことやけ

んど、実際はその佐喜浜町に住所を有している人だけやなしに、例えば三津の方とか、羽根の

方とか、そういう人が来て、猿を撃つことによって、猿の駆除ができていくという話を住民は

非常に知っちゅうわけよね。そういう人に駆除をしてもらうことはできないかということを今

聞きようわけ。佐喜浜町に住所を有している人だけやったら、あそこにおる人だけやき、その

人らが全体的にやってくれるかというたらそうでもないわけやき。 

 本当にこの猿の駆除はなかなか厳しい。また、被害が大きいわけよ。猿が来る、なぶらが大

きいきん、30頭前後ばあのなぶらが来よるきんよね。それが繰り返し、繰り返しやってくるも

んやきん、非常に厳しい状況にあるので、この猿の駆除について、今後どういうふうに新たな

対策をとってくれるのか、もう一度お聞きをいたします。 

 それから、(6)番の室戸市元気ぐるりんバス、この件ですけんど、これは安芸市なんかはも

う早うからやりゆうわけね。今安芸市には元気ぐるりんバスが５台おります。始まって10年ぐ

らいになるんじゃない。北川村なんかもバスを走らせてもう10年ぐらいになるんじゃない。東

洋町も福祉バスを野根の奥の真砂瀬から走らしゆう。こういう状況を考えると、今市長も取り

組んでやりますって言われようけんど、非常に対策が遅いと思うわけよ、もっと早うせないか

んと思うわけ。この対策をもう少し早くする対応としてはどういうふうに考えているのか、こ

れをもう一度聞きたいと思います。 

 それから最後に、(7)番の南海トラフ巨大地震の防災対策についてでございますけれども、

この防災対策については、半割れ状態が起きたときには１週間ぐらいは避難をせないかんとい

うふうに言われようわけですけれども、この１週間ぐらい避難をせないかん人も出てくるわけ
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よね。高齢者とかという人になってくると、一回来て、また帰って、また避難をするとかとい

うことはできん可能性の人らもできてくると思う。そういう人が１週間ぐらい避難をしていく

ときに、こういう対策としてどのように対応していくのかということを聞きたいわけやきん、

もう一度その辺の答弁をお願いいたしたいと思います。 

 それと、どうしても防災行政無線の放送が始まったらみんな放送を聞きゆうわけですわ、耳

を澄まして。けんど、どうしても防災行政無線の放送が聞こえにくい、どこへ行っても言われ

る。これの対策をいかに、どういうふうにしていくのか、市長は今まで戸別受信機とかなんと

か言ようけんど、戸別受信機で聞く人は余り少ないと思うよ。放送が始まったら放送をよけ聞

きゆうわけ、どういうふうな放送しゆうのか、その放送の内容が非常にわからん。僕らが聞き

よってもそう思う。これを何とか対応を考えていただきたいということで、もう一度答弁をお

願いをいたします。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 健康管理のため11時５分まで休憩いたします。 

            午前10時58分 休憩 

            午前11時７分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 小椋議員の２回目の質問に答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目につきまして、医療体制の充実に関した質問をいただきました。 

 新たなスタッフの診療所体制、20名ぐらいが必要だという説明を１度目の答弁でさせていた

だきましたことに関して、なかなか20名のスタッフを集めるのはハードルが高いんじゃないか

ということで、20名がそろわなくても稼働できる方法はないかといった御指摘であろうかと思

いますが、私としましては、この20名のスタッフというのは基本的な考え方として、指定管理

を受けていただく医療法人の方々とも連携をして、その確保に取り組むという今決意で頑張っ

ておりますが、その指定管理を受けてくれる医療法人のほうの考え方でまた人数等は動くこと

も想定をされますが、基本的にはこの最低限の20名スタッフ確保に向けて頑張っているという

ことでございますので、御了承賜りたいと思います。 

 ２番目の公設塾についての件でありますけれども、遅いということになろうかと思いますけ

れども、非常に大事なことで、実はこの春に県の教育長さんのところに御挨拶に行きましたと

きに、室戸高校に公設塾を設けたいということで要望のお話をさせていただきました。そのと

き、要望する私の気持ちは、高校の中に公設塾を持ってきてやるということは、先生方にも重

くて失礼にもなるかなという思いがあったんですけれども、そのときに県の教育長のほうか

ら、もう既に取り組んでいる公設塾はありますよという逆にアドバイスをいただきまして、こ

れは絶対に早期に取り組まないかん課題であるというふうな思いを持って現在に至っておりま
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す。 

 今、室戸高校魅力化の中でもお話が出ておりますとおり、何らかの形で早期に取り組めるよ

うに対応していきたく考えておりますけれども、ほかの地域と１つ室戸が違うのは、室戸では

民間の塾などもありますことから、そうした方々との調整も今後また必要になってきますの

で、高校、あるいは中学校関係者の方々とあわせて、高校でいくのか、中高でいくのか、そう

したさまざまな問題を協議をしながら、早期に公設塾の整備に取り組むという方向で考えてお

りますので、御了解いただきたいと思います。 

 ３番目の佐喜浜の信号機の対策でありますけれども、これも１度目の答弁でお答えさせてい

ただきましたように、私も必要であるというふうに考えておりまして、また同じように今の利

用の状況で老朽化が進むと、また撤去などといったようなことが心配されるので、いわゆる今

の老朽化しちゅう信号機を新しく新設をしてもらいたいということを関係、県のほうにも御要

望していくということを答弁させていただきましたので、そうすることが一番の対策になるの

ではないかなと。 

 あわせて、地元では信号機の利用、活用に向けて、地域の方々と一緒になって国道を渡ると

きにはボタン式信号を押して渡っていただけるような普及にも取り組んでいくということでご

ざいます。 

 ４点目の都呂地区の津波避難シェルターの利用ということで、これは課長から説明したとお

りでございまして、今のところ、佐喜浜改善センターのほうの避難を呼びかけさせていただい

ております。遠いといった御指摘もあるようでありますけれども、改善センターには尾崎地区

の方々にも避難をしていただいているという背景から考えますと、地域の方々には御協力もし

ていただきたいなというふうに思いますし、市民館の問題は、以前は避難所として対応してい

たようでありますが、高潮時に大変危険な思いをしたという背景もあったようで、今は改善セ

ンターのほうにお願いをしているということでございますので、御了解を賜りますようにお願

いをしたいと思います。 

 なお、課長から補足説明がありましたらお願いしたいと思います。 

 ５点目の猿被害が出ていることについての物事で、２回目の御質問の趣旨は、地元で何ぼ頑

張っても、猿の情報でまた来たぞというて散らくってしまって猿がおらんなると、ほかの地域

の方々に、なれてない方に駆除してもらうことが効率的ではないかという御指摘であろうかと

思います。 

 私自身も佐喜浜の実家で猿の被害というのは、小椋議員、同じように実感しているものであ

りまして、今御指摘のありましたような対策につきましては、猟友会の方々の御意見も聞きな

がら、善処しながら、できるだけ効果の上がる対策に向けて取り組んでいきたいと思います。 

 これも課長答弁でございましたので、補足があったらまた課長のほうから答弁をよろしくお

願いをしたいと思います。 
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 次に、６点目でぐるりんバスに向けての対応がありまして、安芸市だとか北川村、あるいは

東洋町などでも随分昔から取り組んでいるのに、室戸は取り組みが遅いという御指摘がありま

した。私も全くそのとおりに思っておりますので、今回新たな国の補助金ももらって、計画づ

くりから入るということで、本来なら２年間かけて計画づくりに進むというタイムスケジュー

ルを、半年でも早く前倒しをして実行に移れるように担当課長には指示をさせていただきまし

た。 

 今ぐるりんバスという表現で、私も当初選挙公約では上げてきましたけれども、室戸市の取

り組んできた過去の政策、あるいはまた今の現状況の中での東部交通等との兼ね合い、さまざ

まな問題が新たに私にも見えてきまして、もっと効率的な方法があるのではないかと考えてお

りますので、そうしたことも交えて、早期に計画をまとめて、実行に移せるように頑張ってい

きたいと思います。 

 ７点目、南海地震対策で、半割れに対しての１週間の間の対応をもう一度答弁せえというこ

とでありましたけれども、なかなかわかりにくくて、地震が起こった反対側は地震が起こらず

に、もう起こりますよという予知の部分で避難体制を呼びかけるわけでありますけれども、そ

の段階では被害が起こってない状況が想定されますので、日常生活の中でしっかりと備えをし

て、地震が来ても対応できるような期間になっていることから、その間にしっかりとした、小

椋議員が心配されているような生活品のことなんかの対応を整えて、いつ来ても大丈夫なよう

に体制をとるということでございますので、１回目の答弁にさせていただいたようなとおりの

御答弁以上のものは見出せないのが今の状況でございます。 

 私からは以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 大西防災対策課長。 

○防災対策課長（大西 亨君） 小椋議員の２回目の質問に市長答弁を補足させていただきま

す。 

 (4)シェルターに避難ができないという答えであったが、市民館のほうは利用できないかと

いう２回目の質問であったと思いますが、シェルターを避難所として利用できないということ

ではありません。 

 また、市民館につきましては、先ほど市長のほうからも説明がありましたが、昨年度の台風

時に周辺の水路のコンクリートふたが逆流した潮で飛ぶというような被害があったので、高

潮、高波による安全性を考慮して、以降、避難所としては開設しておりません。しかし、災害

の種別に応じては開設も考えてまいります。 

 また、シェルターの避難所利用につきましても、地元の方の協力がいただければ自主避難で

きますし、また万一緊急に避難が必要な場合は、鍵はあけて避難することができますので、避

難してはいけないということではございません。 

 いずれにしましても、避難者の避難生活や安全性を考えると、早目早目の避難で改善センタ
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ーに避難することをお勧めいたします。 

 続きまして、(7)の南海トラフ巨大地震の防災対策について市長答弁を補足いたします。 

 半割れで１週間避難の検討の件ですが、要配慮者の方ですとか、地域それぞれの個別の検討

が必要となってまいりますので、地区津波避難計画の見直しに合わせて、これから各地域で検

討を進めてまいります。 

 また、防災行政無線の聞こえないことに対する対策ですが、風の向きや雨の強さによっては

聞こえにくいときもあるかもしれませんが、これまでどおりの戸別受信機の設置ですとか、無

料電話応答サービスの周知の強化に努めていきたいと思います。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 小椋議員の２回目の質問にお答えしま

す。 

 ９月６日、７日に猿の大きな群れが住居の屋根を走り回ったり、野菜、果樹類に大きな被害

が出て、市民生活に影響が出てくると、今後の新たな対策というお尋ねでございましたが、住

家密集地での銃による捕獲というのはなかなか難しい、できないと思っておりますので、今

後、どういった捕獲方法が望ましいのか、猟友会、狩猟関係者との協議を重ねてまいります。 

 それから、地区割りの件につきましても、佐喜浜町は７月にそういった被害が大きいという

状況をお聞きしましたので、佐喜浜町に限って捕獲の許可を全域に出しているということでご

ざいまして、今後、その状況を見きわめながら、全域の方々を対象にした許可が出せるかどう

か、また狩猟関係者と話し合いを進めてまいります。 

○議長（堺 喜久美君） 小椋議員の３回目の質問を許可いたします。 

○６番（小椋利廣君） ３回目を行います。 

 (1)医療体制の充実について、(2)公設塾の開設について、(3)室戸警察署佐喜浜駐在所前の

信号機について、(4)佐喜浜町都呂地区津波避難シェルターを台風時の避難場所に利用できな

いか、(5)有害鳥獣対策で猿の駆除について、(6)室戸市元気ぐるりんバスの運行について、

(7)南海トラフ巨大地震の防災対策について、この議会で以上７項目につきましては、私は重

要な項目ばかりであると考えております。今後、十二分に対策を考えていただいて、取り組ん

でもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上、要望いたしまして、今議会における一般質問はこれで終わります。どうもありがとう

ございました。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって小椋利廣議員の質問を終結いたします。 

 次に、田渕信量議員の質問を許可いたします。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕信量。令和元年９月第３回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表し、一般質問を行います。 

 なお、地元の方々が傍聴に来ております。市長の誠意ある答弁をお願いいたします。 
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 １、市長の政治姿勢について。 

 (1)災害対策について。 

 ①赤木谷川の現状及び避難道路について。 

 平成30年、室戸市を襲った台風24号の際、羽根町赤木谷川河口が氾濫し、赤木谷川の堤防沿

いに建っている市営住宅の１階が浸水しました。この場所は何十年も前から繰り返し氾濫して

おりますが、市は何の手だてをすることもなく過ぎております。台風は年に何度も室戸市を襲

い、住民は不安な日々を送っております。 

 また、赤木谷川は川幅が狭い上、上段地区を縫うように流れ、大雨の際には山に降った雨の

水が怒濤のごとく流れ、海からは河口を伝わって海水が川に流れ込み、逃げ場のない水が周辺

地域にあふれ出ます。住民を脅かし、何度も起きる災害については対策を講じるべきであると

思いますが、どうお考えでしょうか。 

 赤木谷川は、土石流危険渓流区域に指定されております。土石流危険渓流とは、都道府県の

行う土砂災害危険箇所基礎調査によって、土石流が発生するおそれがあると認められた川や沢

を言います。その赤木谷で何年か前に地すべりがあり、山の木や土砂が赤木谷川に一気に流れ

込む災害があり、その後、補修工事が行われました。しかし、完成してから１月もたたないう

ちに大雨が降り、工事をした箇所が再度地すべりを起こし、その後、補修工事もないまま現在

に至っております。周辺に住む住民や赤木谷の下流の住民は、また地すべりが起こるのではと

不安であります。赤木谷周辺の山は斜面がきつく、今後もさらに土砂崩れが起こる可能性があ

ります。土石流が流れてこないように再度の補修工事と地すべりがあった場所の広い周辺を調

査し、早急な対策を講じることによって災害を防止する必要があります。 

 また、災害から地域の人たちの命を守るために避難道路整備も必要です。上段地区は教育集

会所と老人憩の家が避難場所に指定されており、津波発生時には高台である上段地区へ近隣の

羽根地区の住民が避難してくると想定していますが、避難道路となっている市道は赤木山メガ

ソーラー建設のため、大型ダンプやタンクローリー車が2017年から2019年６月まで、毎日朝か

ら夕方まで往来したことにより道路の傷みが激しく、現在でも住民の車はへこみを避けながら

走行している状況であります。 

 例えば、夜間歩いて避難しなければならない状況になったとき、歩行者は足をとられ、大変

危険です。健常者だけではありません。体の不自由な方も避難します。早急な整備が必要で

す。市長の考えをお伺いします。 

 ②土砂災害警戒区域の周知について。 

 当市は、海岸線沿いに町が開け、すぐに山が迫っている地形も多く、山裾に多くの方が暮ら

しています。台風や大雨の際、土砂災害が起こる可能性も非常に高く、県では土砂災害防止法

に基づき、土砂災害警戒区域の基礎調査を行い、土砂災害から命を守るため、土砂災害のおそ

れのある区域を指定し、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅などの新規立地の抑制などを
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推進するため、チラシ等を作成し、啓発していますが、室戸市では市民に対しどのような周知

をされているのでしょうか。 

 昨年、西日本を襲った台風でも、各地に多くの土砂災害が起こり、そこに暮らしている方は

いまだに仮設住宅に住んでいます。このところ、秋雨前線の活発化で記録的短時間大雨情報が

各地で発表されていますが、これは数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨のこと

で、土砂災害や浸水被害の危険も高まっています。危険な天候の変化で、思いもかけないとき

に災害が起こる可能性が今あるということです。 

 災害時に津波時の避難場所と風水害時の避難場所が異なる地区はたくさんあります。また、

風水害時には避難場所になるものの、土砂災害時には危険地区になる避難場所もあります。担

当課では災害の違いで避難場所が変わるということをどう周知されているのか、お伺いしま

す。 

 ③避難所への職員配置体制について。 

 台風等で避難所が開設されたとき、市職員が配置されて、避難されてくる住民の方の受け入

れをしていますが、以前は地元職員の支部体制で何名もの職員を配置し、細心の注意と警戒を

払いながら対応してきましたが、現在は地元職員ではなく、課で割り当てを決めて対応してい

るとお聞きしました。そうなると、佐喜浜町の職員が羽根町の避難所に配置されることもあり

ます。佐喜浜町から羽根町まで行くには、道が越波などで寸断されることもあり、職員が危険

にさらされます。また、人が取り残されているとか、水が入ってきたからすぐに来てほしいな

ど、住民から避難所に連絡を受けても、土地カンのない職員は、人の名前も、地区の字名もわ

からない、一刻を争う事態であっても、そういうことが起きてこないか心配するものでありま

す。 

 地域の避難所は、住民の安全のため、市役所に置かれている災害対策本部と同じで、最前線

の情報を共有しながら設置すべきです。そして、地域の情報も知っている職員なら、例えば川

が氾濫しそうだという情報が災害対策本部から届いたとき、近くの住民は大丈夫なのかという

考えにも至るのではないでしょうか。市民の安全を最優先的にした避難所の職員配置にするべ

きだと考えますが、市長の考えをお伺いいたします。 

 (2)地域医療について。 

 地域医療の維持及び提供については、現在、当市における最重要施策の一つであることか

ら、その大きな役割を担われていた室戸病院が閉院になった以降、この一般質問でも多くの質

問事項に上がり、市長のお考えもお聞きしてきたところであります。 

 前市長は、室戸市地域医療計画策定委員会を設置し、今後10年の施策を、委託先である高知

大学とともに本市の医療需要の分析や救急医療体制の状況、医療と介護の連携などについて検

討を重ね、どういう医療体制が本市に適しているのか、どこまで整備する必要があるのかを協

議検討し、計画をまとめるとし、年度内の平成31年３月に室戸市地域医療計画が策定されまし
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た。 

 先日、議員説明会で、診療所建設に係る事業の進捗状況等について、建設予定地や医療機関

の指定管理者の公募についてなどの説明を受けましたが、室戸市地域医療計画との整合性につ

いてお伺いします。 

 今後の医療体制の構築、「室戸市の目指す地域医療のかたち」ということで計画は３点上げ

ておりますので、順番に質問したいと思います。 

 ①急性疾患などによる急な体調悪化時にも対応できる医療機関の整備、一次保健医療圏で担

う軽度、中等度の急性期医療及び亜急性期患者の受け入れ体制の確保を目指します。また、救

急搬送の約80％を占める軽度・中等症患者への対応可能な体制の確保を目指しますとありま

す。やはり入院のできる有床の医療機関の建設を目指しており、緊急搬送に対応できるものと

理解したものでございますが、先日の説明会では、緊急病院として指定されるための医師の数

の確保が難しいと言われておりました。室戸市のホームページでも、室戸市立室戸診療所の指

定管理者の参入意向の公募を載せ、事前調査をされていますが、その際に当市が示した診療所

概要の中に救急搬送に対応するという内容がありませんでした。策定されたばかりの室戸市地

域医療計画に沿ったものではありません。救急搬送ができずに、遠くの病院に運ばれるのか、

近くですぐに受け入れられるのか、市民の命を守る確率が大幅に違ってくるはずです。 

 また、19床規模の有床診療所で指定管理者の公募をされておりますが、19床を現実的に室戸

市が確保できるのですか。室戸市ホームページには、室戸市立診療所（仮称）の指定管理者に

係る意向調査についてとあります。読み進めていくと、一番下に米印で、この事業につきまし

ては、安芸医療圏域で診療所の建設に必要な病床が確保できた場合に限り実施するものであり

ますので御了承くださいと書かれています。病床が確保できるのか、できないのかわからない

時点で参入する意向の意思表示は難しいのではないでしょうか。11月以降に19床の行方が決定

されると先日説明を受けましたが、何も決まっていない時点でなぜこのような調査をされたの

か、お聞きします。 

 また、計画書には市内病院との連携と書かれており、この市内病院は室戸中央病院のことで

あると以前市長は答弁されておりますが、検査等に必要なＣＴやレントゲンなどの医療機器が

備わっているからと、ではぐあいが悪いために公立診療所に来た患者を室戸中央病院まで検査

してきてくださいと行かせるようにされるのですか。それだけの整備しかない公立診療所を建

設されようとしているのですか。計画では、救急搬送の約80％を占める患者への対応可能な公

立診療所を目指しているのではないでしょうか。市長のお考えをお伺いします。 

 ②かかりつけ医療機関への通院を継続できる診療所支援体制の構築。 

 これは、計画書にもあります。一般診療所６カ所、歯科診療所６カ所のことでよろしいでし

ょうか。 

 残念ながら、長年にわたり室戸市の医療や教育に貢献された三宅医院の院長先生がお亡くな
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りになられ、閉院されたことに伴い、現在、一般診療所は５カ所となっておりますが、この地

域に密着した診療所は市民の命を守っている大変重要な診療所でありまして、何かあったとき

にすぐに治療や応急処置が受けられるという安心感もあります。これは、室戸市に住み続ける

という私たちの大きな判断材料の一つであります。この項目にある市内の診療所を支援します

とは、診療所の継続が困難になったとき、医師、看護師等の医療スタッフを派遣しますという

意味だけでしょうか。例えば、車を持っていない方の通院手段の確保をする、診療所の医療機

器購入時の補助、近い将来からでも市民のかかりつけ医療機関への支援ができるのではないで

しょうか。 

 市長は、診療所は市の中心地にとお考えであるようですが、中心地以外にある地域の診療所

を守っていかなければなりません。支援とはどこまでなのか、お伺いします。 

 ③医療と介護が連携して在宅療養を支える仕組みづくり。 

 在宅医療は多職種あり、質の高い在宅医療を効果的、かつ効率的に提供するため、高知家＠

ラインを市内の医療機関、介護事業所に導入し、医療と介護の連携を推進するとあります。入

院時や退院時の医療と介護においても、切れ目なく支える環境を整えることは、本人も御家族

も安心して在宅介護を受けられるすばらしいシステムであると感じているところです。関係課

におかれましては全力で取り組んでおられるところですが、この高知家＠ラインは高知県内の

全ての医療機関や介護事務所等も導入されるのですか。県外の医療機関に以前かかっていた室

戸市民も高知家＠ラインの対象となることができるのか、お伺いします。 

 室戸市出身の医師も県内外で活躍されているとお聞きします。医師や看護師の確保も、行政

ではなく、市民の立場から積極的に声がけをしてもらう方法も一つの手だてであると考えま

す。 

 また、ＳＮＳなどを通じ、例えば室戸市の自然をアピールして、釣りや自然が好きで、地域

医療に関心のある医師を募集してみる。近年、ＳＮＳでの発信はとても有効であります。市民

と市議会と行政職員が一丸となって早期に医療体制を整えることができるよう、協力していか

なければなりません。 

 以上の質問について、市長のお考えをお伺いします。 

 ③夢ひろばの運営について。 

 保健福祉センターの中に併設されている夢ひろばは、室戸市保健福祉センター設置及び管理

条例には、その業務を交流ホール部門として位置づけ、地域住民の交流に関すること、その他

交流ホール施設の設置目的を達成するため、必要な事業に関することとされ、保健介護課の管

轄で運営されております。現在は、行政が主催する講演会や市民祭、イベントなどに使用され

ておりますが、室戸市唯一の大型ホールとなっております。 

 このホールの建設は、古くから室戸市民の悲願であり、それは室戸市総合文化センターとし

て文化的施設を望む要望から建設されたホールであることを御存じでしょうか。全ての市民が
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芸術文化に触れ合う機会を設け、豊かな生活を送ることができるよう、西高東低と言われ続け

てきた東部に何とかすばらしい文化の風を吹かせたいと市民団体がさまざまな企画を実施して

きました。しかし、当時、室戸市には文化ホールがなく、勤労者体育センターでの開催とな

り、音響、照明設備は不十分、このまま体育館での文化的イベントの開催には限界があること

から、市民から十分な施設での開催を望む声が多く出ておりました。 

 古くは昭和59年、市ＰＴＡ連絡協議会会長らが文化の殿堂を建設することを望む請願書を市

議会議長宛てに提出した経緯もあり、その熱い要望に応えるべく、市は平成３年、室戸市総合

文化センターの基本構想を作成、平成５年には、領家に１万700平方メートルの建設用地を取

得しました。同時に、市は、市内の文化団体や教育関係者、市議会代表ら10名で室戸市文化セ

ンター建設検討委員会を立ち上げ、文化センターの使用について諮問をし、市長の諮問を受け

た委員は約半年間検討を重ねてきました。平成６年３月議会で、当時の市長がこの室戸市文化

センター建設検討委員会から３月４日付で委員長より報告を受け、検討していただいた結論を

踏まえ、建設に向け検討すると報告しております。 

 報告では、①名称は室戸市文化センターとする、②ホールは音楽を主とした多目的ホール

で、オーケストラピットを設ける、③客席は最低700席、④書道展示室や集会室を設ける、⑤

外観は室戸市の自然、歴史を取り入れたものにというものでありました。同センターは、買収

済みの土地１万700平方メートルに約23億円をかけて建設するもので、２期工事で中央公民館

も建設、隣接地約２万5,000平方メートルには都市公園として神ノ前公園も整備する方針であ

りました。市では、平成６年度に造成にかかり、７年、８年で建設にかかる計画とし、市民が

渇望する文化ホールが着々と順調にその姿をあらわそうとしていました。 

 ところが、平成７年の市長選挙で市長がかわり、また介護保険の導入のため、保健福祉セン

ター整備の必要性が浮上し、平成７年９月議会の行政報告要旨で市長は市民の期待を裏切る報

告をしました。保健福祉センターを建設するためには、財政的に新たに土地を購入することは

困難であるので、市教育委員会が購入済みの市民文化ホール及び中央公民館用地の一部を用途

変更して、早急に建設に取りかかりたい。市民文化ホールの建設は先に延ばすとの内容でし

た。市民文化ホールと中央公民館の建設は事実上先送りとなったのですが、しかし地域活性化

の意味からも文化施設もこれ以上後回しにしたくない市教育委員会などが協議を重ね、保健福

祉センターに音響設備を備えた多目的ホールを併設した総合施設とし、健康・文化の拠点施設

を目指すことで、長年の課題であった文化の殿堂を建設できる運びとなりました。この施設に

当時の社会教育課も入り、健康と文化の両輪で室戸市の活性化を図る予定でした。 

 待望の交流センターは、平成５年ごろの計画よりやや規模が縮小されましたが、市教育委員

会の担当者は、市民のためにできる限りよりよい施設にしたいと多くの文化ホールを視察し、

専門の音響の会社を回り、設計や設備の備品の提案まで積極的に参加し、客席は530席、音

響、照明設備が設けられた本格的なものになり、小編成のオーケストラが演奏できる広さを備
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え、一流のプロが来た際でも恥ずかしくないだけの最高のホールとしました。 

 平成11年１月23日の新聞には、これといった娯楽施設がなく、市民はイベントや文化を渇望

していると室戸市で長い間指摘され続けてきたこの状態が人口流出の一因とは飛躍し過ぎかも

しれないが、この施設の活用でこうした市民のニーズに応え、地域活性化につなげていけるだ

ろう。市教委は運営委員会のようなものを組織し、市民が望むものを企画していきたいと意気

込んでいると書かれておりました。そのとおり、待望のホールが完成した際には、社会教育課

では予算を組み、市民のニーズに応えるべく、ふだん触れることのないライブでの音楽や舞

台、映画、さまざまなジャンルの催しを企画し、提供していけると意気込んでおりました。そ

れが当時の執行部の話し合いにより、文化ホールの管轄を保健介護課が担うことになったので

す。今の体制では、市民が熱望していたホールの形ではありません。市民の思いが詰まってい

るこのホールを今後も貸し館で終わらせるのか。 

 テレビを見ていますと、高知県内でも有名人のコンサートやお芝居のＣＭが流れますが、県

の中心部だけではありません。他市町村での開催も多く、芸術・文化の発信をされておりま

す。近くで言うと、田野町は年間多いときは300万円、現在は150万円の予算を組み、映画やコ

ンサートを年に８回から10回開催する事業を行っています。こういう興業を打つと、遠く市外

からもたくさん固定ファンや室戸市に来たことのない人が大勢来てくれます。この文化の交流

も市の経済を潤す大きな要因となり得ます。 

 新市長となり、現在、市役所内の課の機構改革を検討されているとお聞きしておりますが、

文化ホールは当初の構想どおり、教育委員会の管轄とし、現在の生涯学習課を保健福祉センタ

ーに移し、文化は教育委員会部局から発信できるようにしていただきたい。職員を充実させ、

さまざまな催しの企画立案ができるよう、室戸市の文化の核となる体制づくりをしていただき

たい。 

 そこで、夢ひろばの過去の利用率、１回当たりの集客数、イベント数やその種類をお聞きい

たします。 

 保健福祉センターの裏に公立診療所を建設するという構想をお聞きしておりますが、保健・

福祉・医療、そして文化の両輪で室戸市民の体と心を健康にする施設にしていただきたい。す

ばらしい文化に触れ、感動すること、笑うこと、泣くこと、これも市民の健康を支える一助で

す。どうか市民に多種多様な文化に触れる機会を与えていただきたい。文化ホールが建設され

た経緯をお話ししましたが、それを踏まえ、今後の市長の考えをお伺いいたします。 

 これで私の１回目の質問を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 田渕議員にお答えをいたします。 

 (1)災害対策についての赤木谷川の現状及び避難道路についてであります。 

 赤木谷川は、起点である一般国道55号の明神川橋より上流部、河川延長で1.2キロメートル
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までが高知県が管理する二級河川であり、それより上流部分は市管理の普通河川となっており

ます。また、赤木谷川は砂防指定地域に指定されており、その延長は起点の明神川橋より

2.15キロメートルであります。 

 議員御案内の二級河川赤木谷川の河口付近での氾濫については、河川管理者の高知県により

ますと、平成30年９月の台風24号において、高波が河川内より一部護岸を越流したとお聞きし

ております。高知県では、河川の越流対策としまして、河川内の堆積土砂の取り除きや流末で

ある坂本海岸の埋塞土砂の撤去等を定期的に行うなど、適切な維持管理に努めているところで

あります。 

 しかし、台風や低気圧の荒天時には高波により被害が発生しておりますので、護岸のかさ上

げ等の越波対策について高知県に要望を行ってまいります。 

 次に、赤木谷川上流部の山腹の一部崩壊についてであります。 

 赤木谷川上流部の山腹の崩壊は平成21年に発生し、平成22年度に土地所有者と協議をし、高

知県山地災害防止事業により土どめ工を施工しましたが、再度平成23年に崩壊をしました。当

崩壊箇所やその周辺の山林を高知県とともに現地調査を行ったところ、崩壊部の大部分で岩盤

が露出しているものの、クラックやその周辺の地割れなどもなく、安定した状況となっている

ため、再度大きな崩壊は起こらないものと考えられています。 

 今後におきましても、関係機関や地域の方々とともに、山林の崩壊被害について注視してま

いります。 

 次に、(1)の③避難所への職員配置体制についてであります。 

 現在、風水害時における避難所の職員配置につきましては、開設が予想される避難所ごとに

災害対策本部の民生部や施設管理している所管課を割り当てて、避難所開設運営につきまして

は担当課で職員を配置しております。 

 議員御案内のとおり、以前の避難所の職員配置は、佐喜浜、椎名、三津、高岡、岬、室戸、

元、吉良川、羽根の７つの支部による体制で運営をしておりました。しかしながら、職員数の

減少や各支部の職員数にばらつきがあること、職員配置の命令系統が複雑になることなどか

ら、避難所への職員配置が非常に厳しい状況となり、現在の避難所ごとの担当課を割り当てた

体制となっております。 

 また、議員御指摘の危険箇所や被災状況などの連絡が入った場合につきましても、災害対策

本部と連携を密にして、状況に応じた災害対策本部の担当部及び班において対応しているとこ

ろであります。 

 いずれにいたしましても、市民の安全を最優先に考えた防災対策が重要と考えますので、避

難所の運営等につきましても、必要に応じて見直しを含めて充実と強化を行ってまいります。 

 次に、(2)地域医療についての１点目、急性疾患などによる急な体調悪化時にも対応できる

医療機関の整備についてであります。 
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 まず、本市が建設予定の診療所における救急対応についてでありますが、議員からは、地域

医療計画で定めた目標に沿っていないのではないかとの御指摘でありますが、当市としまして

は、救急対応のできる診療所の整備を目指すということには変わりありません。 

 ただし、救急対応を行うとした場合、24時間体制での医師、看護師等の確保が必要となりま

す。人員体制としては、医師は少なくとも５名程度、また看護師や検査技師、放射線技師等の

確保も必要となることから、開設当初からの救急対応は困難を要するものと考えております。 

 しかしながら、市といたしましては、開設当初から指定管理者が人員を確保できる可能性も

あることや、開設後の人員確保により救急対応ができることとなった場合に備え、建設に当た

っては救急対応が可能な施設として整備を行いたいと考えております。 

 また、救急対応が可能となるまでの間につきましては、診療時間内において軽症救急患者等

の対応を行っていただくことを考えております。これにより、患者の負担やリスクの軽減、ま

たこれまで全ての救急患者を市外に搬送しなければならなかった救急隊員の負担軽減等に大き

く貢献するものと考えております。 

 次に、19床の確保対策における指定管理候補者の公募についてであります。 

 19床の確保につきましては、安芸区域での地域医療構想調整会議等で協議が行われ、どの団

体が確保ができるのかが11月以降に県により決定される予定となっております。 

 この会の中で診療所の建設に関し問われるのが、室戸市の医療における課題等の地域性とと

もに、最も重要視されるのが事業の実現性であります。指定管理者に係る意向調査を行った理

由といたしましては、仮に指定管理候補予定者を定めず会に臨んだ場合、指定管理者制度の導

入は考えているが、その候補は決まっていないという説明となってしまいます。こういった説

明では実現性に欠けるという判断がなされる可能性が高いことから、事前に意向調査を行い、

参入する予定の団体があることを明確にした上で申請を行うために、今回調査を行ったもので

あります。 

 公募期間中には２件の応募があり、今後、診療所機能等あり方検討委員会や指定管理候補者

選定委員会等の中で指定管理候補予定者を決定してまいりたいと考えております。 

 次に、市内の病院との連携についてであります。 

 新診療所に整備する機器としては、現在のところ、ＣＴ、レントゲン、エコー、内視鏡等を

想定しておりますが、今後、指定管理候補予定者の意向を反映する必要があることや、以前答

弁いたしましたように他の市内医療機関との連携のあり方によっても変動するため、今後、各

関係機関と協議を行い、市にとってよりよい診療所となるよう検討を進めてまいります。 

 次に、(2)の２点目、かかりつけ医療機関への通院を継続できる診療所支援体制の構築につ

いてであります。 

 これは、市内医師の高齢化等に伴い、各地域の医療の存続が危ぶまれることから、室戸岬診

療所や新設の診療所から市内の診療所へ診療応援を行うことで地域の医療を支えていくシステ
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ムの構築を目指すことを目標としております。 

 また、議員御指摘のとおり、医療人材の派遣だけではなく、通院手段の確保対策につきまし

ても、今後、地域公共交通網形成計画の中で検討を進めるとともに、既存診療所への支援等、

各地域の医療を支えるための支援体制について、各医療機関等の意見もお聞きし、その対策に

取り組んでまいります。 

 次に、(2)の３点目、医療と介護が連携して在宅医療を支える仕組みづくりについてであり

ます。 

 高知家＠ラインは、在宅医療に係る多職種の迅速な情報共有を目的としたシステムとして、

高知県からの支援により高知大学が開発し、平成29年度より運行を開始しております。 

 このシステムを利用することにより、同じ情報やリアルタイムな情報が各事業所間、多職種

間で共有できるとともに、患者さんやその御家族が繰り返し同じ説明をする必要がなくなり、

安心感につながるものとなっております。また、いつでも都合のよい時間に情報提供や収集が

でき、写真や動画により居住環境など、文字では伝わりにくい情報の共有が可能となります。 

 本年度、安芸圏域内において高知家＠ラインが活用される体制の構築、多職種の連携を推進

し、業務の省力化を図ることを目的に、高知県がモデル事業を実施しているところでありま

す。 

 今後におきましては、中間報告会、年度末には最終報告会を予定しており、各地域での連携

事例などを他圏域に向けて発信することにより、高知家＠ラインの有効性をアピールし、県全

体への普及を目指す必要があると考えております。 

 また、ＳＮＳを通じた医師や看護師の募集についてでありますが、現在のところ、室戸岬診

療所の医師募集については、県のこうち医師ウェルカムネットのネット上で行っております

が、これまでに１件の問い合わせのみであり、私どももどのような形で募集を行っていくのが

よいのか、検討を重ねてまいりました。 

 議員御案内のＳＮＳによる情報発信についても、現在、協議を行っているところであり、早

期に実現できるよう取り組んでまいります。 

 次に、(3)夢ひろばの運営についてであります。 

 室戸市保健福祉センターは、市民の健康の保持及び福祉の増進並びに地域の交流を図ること

を目的として、平成12年４月に開設しております。また、センター内に併設する夢ひろばにつ

きましては、530人の固定席を有しており、地域住民の交流及び市民の文化活動の拠点施設と

して利用していただいているところであります。 

 御質問にありました利用率、集客数、イベント数やその種類についてでありますが、過去の

実績で申し上げますと、各音楽団体の練習やイベントのリハーサルを除き、利用率は約

7.8％、イベント数は平均で年間約24回、１回当たりの集客数は、イベントの内容によりばら

つきはありますが、平均して約256人となっております。 
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 イベント内容といたしましては、市が行う成人式、敬老会、式典などのほか、各種音楽コン

サート、映画、演劇、ピアノや吹奏楽の発表会等の文化芸術イベントや、人権、医療等の各種

講座などがあります。 

 私といたしましても、文化芸術の振興は、人の豊かな心や創造力、感性を育み、生活に張り

や潤い、生きがいをもたらしてくれ、また人と人とが出会い、交流やきずなが生まれ、共生社

会の基盤や市民の健康づくりの一助となり得る大変重要なものであると感じております。 

 機構改革による生涯学習課の移設につきましては、教育委員会の組織及び運営上、大変厳し

いと考えますので、今後は生涯学習課を中心として、室戸市文化協会など関係団体と連携し、

新たな団体の立ち上げなどを検討し、文化芸術に室戸で触れられる機会を充実させ、市民はも

とより、市外からも参加いただけるような、次世代につなぐ夢多く楽しい活力あるまちづくり

に取り組んでまいります。 

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

いたします。 

○議長（堺 喜久美君） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 田渕議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目の市長政治についての(1)の①の中の避難道路の整備については私のほうから

答弁をさせていただきます。 

 室戸市の市道路線数は、平成31年３月31日末現在、543路線、総延長で213.5キロメートル

で、舗装済み総延長は182キロメートル、未舗装は31.5キロメートル、舗装率は85％でござい

ます。 

 市内の舗装の多くはアスファルト舗装であり、そのほとんどが耐用年数が過ぎているため、

地元からの補修や改良の要望が多く寄せられているところであります。 

 舗装維持補修につきましては、平成30年度は15路線、事業費2,200万円、令和元年度は８路

線、2,500万円での整備を行っているところであります。 

 議員御案内の市道赤木谷線、上段線、上段西線につきましては、赤木山メガソーラー工事の

着手前の平成29年７月、株式会社サンユー代表者と現地調査を行いました。工事車両等の通行

により市道に損傷が生じた場合は原状回復を行う趣旨の覚書を交わしており、傷んだ箇所が発

生した場合は、随時路面補修し、維持管理に努めてきたところであります。 

 そして、令和元年６月にメガソーラー工事が完成したことから、再度株式会社サンユー代表

者との現地調査を行い、市道の舗装破損箇所29カ所を確認したところであります。現在、アス

ファルト舗装の補修工事を実施しており、９月10日までに完成予定となっております。 

 今後につきましても、市民の皆様が安全・安心に通行できるよう、適切な維持管理に努めて

まいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 大西防災対策課長。 
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○防災対策課長（大西 亨君） 田渕議員に、大きな１、市長の政治姿勢についての(1)災害

対策の２点目、土砂災害警戒区域の周知についてお答えいたします。 

 土砂災害警戒区域の指定につきましては、平成26年度の土砂災害防止法改正に伴い、国土交

通省が定めた土砂災害防止対策基本指針に基づき、都道府県においてはおおむね５年程度での

完了を目標に基礎調査を実施し、室戸市の区域につきましても平成30年度に調査が完了してお

ります。 

 今後は、県において土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が指定されますので、市に

おきましては、ハザードマップの公表や地図の配布を行っていくこととなります。 

 なお、現在指定されている土砂災害警戒区域につきましては、平成25年度に各地区のハザー

ドマップを作成し、出張所や市民館等に備えつけるとともに、平成27年度に市内全域の冊子を

全戸配布し、周知を図っているところであります。 

 次に、災害種別ごとの避難所についてでございますが、地域防災計画において、現在47カ所

の避難所が、水害、土砂災害、地震、津波の災害種別ごとに指定されております。予想される

災害や発生した災害に応じて避難所を開設することとなります。 

 また、周知につきましては、開設予定の避難所を防災行政無線及びエリアメールで通知する

こととなり、避難所の一覧は市のホームページに掲載しております。 

 今後におきましても、避難訓練の実施やハザードマップの公表等により、災害種別ごとの危

険区域や避難所の周知強化に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 田渕議員に、１の(2)地域医療についてのうち、医療と介

護が連携して在宅医療を支える仕組みづくりにつきまして市長答弁を補足させていただきま

す。 

 高知家＠ラインへの参加につきましては、県内の医療機関や各介護事業所等の全てが対象と

なります。事務局である高知大学への申し込みが必要となっております。 

 また、本システムにつきましては、専用回線を利用するなど、個人情報について厳重なセキ

ュリティー対策を講じているとお聞きをしております。本年７月末現在のモデル事業を含めた

県内の参加施設数につきましては153施設となっており、県では今後、モデル事業を通じて有

効性のアピールや認知度の向上を図り、県内全域の関係機関への波及を目指しているところで

あります。 

 また、高知家＠ラインの対象者につきましては、年齢、性別を問いませんが、同意していた

だける方が対象となり、正確な診断、安全な処置ができるよう、御本人の病歴や服用中のお

薬、アレルギーの有無などの基本情報をシステムに登録する必要があります。 

 なお、議員お尋ねの県外の医療機関において過去に受診した、もしくは現在受診中の室戸市

民についても同様に県内の関係機関により一から入力が必要となります。 
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 県では、今年度、安芸圏域をモデル地域として設定をしており、安芸圏域全体では医療機

関、薬局、介護事業所、包括支援センター等、合わせて102施設、そのうち室戸市では20施設

が参加をしております。 

 また、モデル事業参加施設に対しては、県が一括して借り上げているタブレット等の情報端

末を無償で貸与しており、地域別に毎月１回程度、システムの活用方法や連携事例などについ

ての勉強会を開催するなど、高知家＠ラインの使用を実施しているところであります。 

 今後につきましては、モデル事業について、中間報告及び年度末には最終報告が予定されて

おりますので、県及び関係機関等と連携を図りながら、事業の有効性や課題などを評価、検証

し、医療・介護連携の推進に向け、高知家＠ラインへの参加施設が増加するよう、事業所への

周知を積極的に取り組んでまいります。私からは以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 田渕議員の２回目の質問を許可いたします。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕信量。２回目の質問をいたします。 

 (1)の災害対策についてですが、赤木谷で土石流があって、再度の補修工事をしない、今安

定しているとお聞きしましたが、今後、安定していても、集中的な雨が降った場合、土砂災害

が起こる可能性があります。もう一度早急な対策を講じて、地すべりを防ぐ必要があると思い

ますが、その辺をお聞きしたいと思います。 

 もう一点は、避難道路ですが、ソーラー会社がお話をしたところ、部分的なものしかやらな

いということしか聞いてないんですよ。あの道を見ていただいたらわかるとおり、結構もうが

たがたになっており、まだ補修工事は行われておりません。その辺を再度もう一度お聞きした

いと思います。 

 そして、もう一点は、避難所の職員配置体制について、避難所に行く職員についてですが、

ある市民から聞いたところ、短パンとＴシャツという格好で歯ブラシを持っていた職員がおっ

たと、そういう職員についてですが、服装のことや避難所での行動のことをどういう形で指導

しているのか、お聞きしたいと思います。 

 もう一点、夢ひろば運営についての中で、駐車場の件についてお伺いいたします。 

 保健センターの駐車場について、先日、室戸市人権教育研究大会が開催された際、建物の正

面、デイサービスセンターの前、建物の横、裏、神ノ前公園、全ての駐車場と空き地が満杯に

なっておりました。夢ひろばの席は３分の２ほどしか埋まってないんですが、今後、夢ひろば

が満杯になるような催し物をするとき……。 

○議長（堺 喜久美君） １回目の質問の再質問をお願いします。駐車場の件は聞いてません

よね。 

○３番（田渕信量君）（続） 聞いてなかったですかね。 

○議長（堺 喜久美君） はい。１回目で聞いてないので、２回目は御遠慮願いたいと思いま

す。 
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○３番（田渕信量君）（続） はい。 

○議長（堺 喜久美君） それでは、昼食のため、１時20分まで休憩いたします。 

            午後０時14分 休憩 

            午後１時19分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 田渕議員の２回目の質問に答弁をさせていただきます。 

 １点目は、災害対策に関して、赤木谷川の防災対策への質問であったかと思います。 

 この問題につきましては、１回目の答弁でもさせていただいたんですが、現地を県とともに

調査をしておりまして、今のところ、安定をしているということで、田渕議員からもそう言っ

てみても、台風だとか集中豪雨なんかのときに地すべりを起こすんじゃないかという心配が地

元にあるといったこともよく理解できることでありますので、今後も市内のパトロールの徹底

をしますとともに、赤木谷川やその上流部についてもしっかりとパトロールを重ね、確認もと

っていきたいというふうに考えております。 

 また、その現場を調査するときに、今後のパトロールの中で変化等心配がある状況が確認さ

れたときには、速やかに対処するように取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 それから、２点目のソーラー事業に関係をして道路の崩壊の改修の問題について、あるいは

また３点目として避難所への職員配置についての御質問がありましたけれども、担当課長から

答弁させますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 田渕議員さんの２回目の質問にお答えをします。 

 避難道路の舗装は部分的な補修しかやっていないが、全体的な対応はどうなっているかとい

う質問でございます。 

 平成29年７月に、株式会社サンユーとの覚書の中では、当該市道の舗装の維持は、オーバー

レイによる主に部分補修となっておりまして、現在行っているところであります。 

 全体的な舗装改良になりますと市での対応となりますので、財政事情の厳しい本市におきま

しては、国や県の補助制度の活用がどうしても必要となってまいります。今のところ、そうい

った補助要件に合った制度がありませんので、今後、該当する補助制度が制度化されれば、そ

れらを活用したいと考えております。 

 今後におきましても、限られた予算の中で緊急性や危険性、必要性などを考慮し、適切に管

理したいと考えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 大西防災対策課長。 

○防災対策課長（大西 亨君） 田渕議員の２回目の質問にお答えいたします。 
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 (1)災害対策の３点目、避難所への職員配置体制について、過去にＴシャツ、短パンで避難

所の運営に当たった職員がいたとの御指摘でございましたが、平成29年度台風18号対応におい

てそのような事例がございました。それを受けまして、全職員に対し文書により周知するとと

もに、避難所に配備する職員に対するマニュアルを作成するなどしてきたところであります。 

 今後におきましても、避難所に配備する職員には、事前にマニュアルを周知するなど対応し

ていきたいと思います。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 田渕信量議員の３回目の質問を許可いたします。田渕信量議員。 

○３番（田渕信量君） ３番田渕信量。３回目を行いたいと思います。 

 先ほど課長のほうからもお話があったように、道の激しい傷み、まだ修復してない部分がか

なりあります。その辺は業者との間ではどういう話をしているのか、再度お答え願います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 田渕議員の３回目の質問にお答えします。 

 舗装補修の工事が完了した後には、うちのほうが検査に参ります。検査の結果、不備、また

不施工なところがあれば、当然指示をして再度舗装させる予定となっております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって田渕信量議員の質問を終結いたします。 

 次に、山本賢誓議員の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。令和元年９月定例会において一般質問を行います。 

 室戸市の抱えるたくさんの課題の中で、最重要課題でやった医療問題、病院建設につきまし

ては、市長以下、地域医療対策課長のもとで着実に歩みを始めたと思っております。特に、事

務方で先頭に立つ課長におきましては、大変な作業だと思いますが、頑張っていただきたいと

思います。我々はここはしばらく静観するのが賢明かと思います。 

 室戸市政運営においては、指針として、室戸市総合振興計画であったり、また室戸市まち・

ひと・しごと創生総合戦略が基本になろうかと思います。総合振興計画は10カ年の計画、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略は５年間の計画であり、それぞれがその期間の成果について検

証しながら、室戸市再生に向けて市長以下が取り組んでいると思います。 

 創生総合戦略は国の地方創生事業推進が始まった時点に地方もスタートしたわけで、当時の

地方創生大臣であった石破茂氏が、この事業は結果が出るまでやめることはないと言い切った

ように、日本国政の大事な取り組みであることがわかります。国の政策に連動して、地方自治

体も同時期、こぞって創生プランを作成し、地方の発展を画策したものであります。ですか

ら、室戸市においてもその戦略計画が実際のものとなって室戸市に変化があらわれたのかどう

かの検証が必要になってきますので、質問事項として取り上げさせていただきます。 

 (1)、室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況についてお伺いをいたします。 

 ①企画財政課の所管として、将来人口の分析と試算が示されております。この計画ができた

ときに、当時の企画財政課長はシミュレーション４を強調して、この目標に従って取り組んで
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いきたいということでありました。このシミュレーション４の場合は、30歳から34歳男性と

25歳から29歳女性のペアが５年間に210組新たに転入するとして試算されたものであります。

これを延長した推計結果で比較をしてみますと、パターン２、これは日本創成会議の推計であ

りますが、シミュレーション４との違いが鮮明であります。約20年後、2040年ですけれども、

この室戸市の人口推計結果は、パターン２では4,867人、シミュレーション４では9,395人とな

って、およそ倍半分の違いとなります。これほど相違のあるものを目標とする計画にはまず無

理があろうというのが私の考えでありますが、これを計画の中で実行していくとしたその結

果、成果をお聞きをいたします。 

 この５年間に新たに転入した想定年齢層ペアは何組だったのかも含めて、実績をお伺いいた

します。 

 ②室戸市の人口減の大きな原因は転出超過による社会減が大きな要素を占めていると思いま

す。創生総合戦略の中に転出超過を抑制するための施策が、移住対策を含めて盛り込まれてお

ります。転出超過抑制対策が功を奏しているのか、これは平成27年から平成31年までですけれ

ども、平成27年度末から各年度ごとの効果を数字で御答弁願います。 

 また、Ｉターン、Ｕターンの実績もあわせてお伺いをいたします。 

 ③仕事の分野で農林水産業、室戸海洋深層水、室戸世界ジオパーク等の活用が重要であると

明記をされております。こうしたことから、室戸市の地域資源を生かした取り組みによって産

業の振興ができてきたはずであります。この質問は、６月議会でもやらさせていただきました

が、その後の取り組みによってどのように変化しようとしているのか、各分野における生産額

の推移と雇用の創出における労働力人口がどのように変化してきたのか、各年度ごとの数字を

お伺いいたしたいと思います。 

 それから、④住みやすい環境づくりの中で、生活の利便性、快適性というところで、行政も

市民生活の豊かさのために取り組む必要があります。テレビ視聴においては４Ｋ、あるいは８

Ｋ放送がこれからの主流となりますけれども、むろと光サービス運営会社においては、民放は

いいとして、ＢＳ放送で４Ｋ、８Ｋ放送に対応できる現状なのかどうかをお伺いいたします。 

 ⑤生活の利便性の中で、これからはキャッシュレス支払い方法が主軸となってきます。まだ

まだ普及しているとは言いがたい状況でありますから、市民の方々にこのキャッシュレス支払

い方法を普及さすため、商工会等と連携して普及活動を行ってはどうか、お伺いいたします。 

 ⑥消費税率引き上げまであとわずかとなります。その中で、キャッシュレス支払いをされた

方々には最大で５ポイントの還元がなされます。これは９カ月間の限定でありますけれども、

消費者負担軽減のための国の取り組みであります。中小小売店等、コンビニ等ではポイント還

元率の違いはありますけれども、消費者にとっては非常にありがたいことになる還元制度であ

ります。先ほどの質問と連動するこの制度でありますから、室戸市も消費者のために汗をかく

必要があると思います。室戸市内の中小小売業者でポイント還元事業参加者の割合はどのくら
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いなのか、お伺いをいたします。 

 また、ポイント還元事業者をふやすために、室戸市政も何とかしなくてはならないのではな

いかと思いますが、どういうふうに思っているのか、お伺いをいたします。 

 ⑦この創生総合戦略の推進に当たって、その成果を検証するために、ＰＤＣＡサイクル手法

を行うと明言をされております。５年間の計画終了時、あるいは計画途中でＰＤＣＡに取り組

まれたと思いますけれども、計画、実施、評価、改善についてどのように対応されたのか、各

課にお聞きをいたします。 

 まず、産業振興課、観光ジオパーク推進課、企画財政課、保健介護課、防災対策課、以上に

結果、反省、今後の取り組み姿勢をお伺いいたしたいと思います。 

 これは多くの課に答弁を求めましたけれども、創生総合戦略の取り組みについては、各所管

の事業は担当課が責任を持って取り組むべきであり、市長以下、事業推進創生総合戦略を共有

すべきでありますから、私もその取り組み姿勢を今後に生かすためには、それぞれの答弁を聞

く必要がありますから、よろしくお願いをいたします。 

 次、大きな項目の(2)番です。住民、市民からの要望事項に対する対応についてでありま

す。 

 市民から、あるいは市民から依頼をされた議員から、各課において市民要望が届けられてい

ると思います。しかしながら、要望者に対する返答が大変遅い、あるいは返答がないという声

をたくさん聞きます。市長、あるいは所管課長は、要望事項を放置あるいは進展させない職員

に対しては、徹底した指導が必要ではないかと思いますので、お聞きをします。 

 市民の中にそういった声が多いということは、職員、ひいては室戸市役所全体に市民が不信

感を抱くということでありますから、そういった風評に対しては市役所みずから排除していく

努力が必要だと思います。依頼に対して取り組める、取り組めないの返事は、その理由ととも

に要望者に伝えるべきであろうと思います。職員の指導も含めた取り組み姿勢を御答弁願いま

す。 

 (3)、市外からの室戸市への来訪者に対する対応についてお伺いをいたします。 

 むろと廃校水族館に代表されるように、飛躍的に室戸市への来訪者がふえました。今後、減

少傾向に向かうとは想像されますが、それでも早いうちに通過型観光からの脱却に向けて何ら

かの対策を打つべきだと思います。さきの議会でも提案させていただいた宿泊施設の充実と周

遊観光で観光客の足をとどまらせる周遊施設建設等が今室戸市に必要なことだと思います。幸

いに、室戸岬周辺地域でもそういった取り組み構想があるようで、市長の耳にも入っていると

思いますけれども、前向きに検討する考えはないのか、お聞きをいたします。 

 また、むろと廃校水族館の影響で、室戸市も幅広い観光産業に取り組みやすい環境が整った

のではないかと思います。この時期を逸すべきではないというのが私の考えであります。むろ

と廃校水族館も若月館長以下が頑張ってくれていますから、連動して、早急に取り組んでいた
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だきたいと思います。 

 しかしながら、ただ１つ、室戸市と一緒にやらなくちゃならない館長の発言で気になるとこ

ろがあります。廃校水族館は、室戸市の予算が継続して投入されていることから、密接な事業

対象であるから一言お聞きをいたしたいと思います。 

 東京都に本社のある大手雑誌会社の小学館、８月10日発行の全国版「ＢＥ－ＰＡＬ～ゲンキ

な田舎～」という雑誌がありますが、そのインタビュー記事の中で、廃校水族館の運営に対し

て、若月館長の発言の要旨は以下であります。 

 まず、「室戸市側が議員たちから言われたのは、赤字を出しても一切補塡をするな」という

発言がインタビュー記事に載っております。私もどうしてこのような発言になったのかわかり

ませんけれども、室戸市議会本会議でも、また議員総会でも、議員からそういった発言があっ

たことは私は承知をしておりません。ただ、前小松市長が本会議場で質問に答えた際に、これ

以上の追加支援はしませんと答弁されております、それがその原因ではなかろうかと思います

けれども、全国版雑誌への発言ですから、真意を確認してから慎重な発言姿勢が必要ではなか

ったかと思います。 

 また、その次に、建設費５億円のうち３億5,000万円はシロアリ被害や屋根の修繕費、シロ

アリ対策に３億5,000万円、こんなあり得ない発言がどうしてできるのかということでありま

す。シロアリ被害対策は工事が進捗する過程で発覚したことで、その対策には金額変更で対応

したものであり、当初から３億5,000万円なんて数字になるわけがありませんが、この発言に

も驚くばかりであります。 

 また、修繕費がかさむのは、その理由として、「廃校になってから学校を何もせずに放置し

たツケなんです。僕はこの学校を廃校にしたのも、老朽化させたのも、県、室戸市、室戸市議

会の責任だと思っています」、このような発言が堂々と載っております。 

 この発言は、本年、先ほども言いましたけれど、８月10日の同誌の取材に答えたものであり

ます。非常に意図的な室戸市、室戸市議会批判ではなかろうかと思います。 

 室戸市が廃校利用の活用案を募集したときに、真っ先に飛びついてきたのは現館長でありま

す。構想ができて、高知県の協力を仰ぎ、室戸市が事業計画を立て、室戸市議会の賛成多数で

議決があったからこそ今の姿があるわけですから、感謝することはあっても、室戸市、室戸市

議会の批判ができるはずはないと私は思っております。高知県、室戸市、室戸市議会のおかげ

で廃校利用という新たな取り組みが行われ、この事業推進にみずから大きな役割を果たした人

物が、どうしてこういった高知県、室戸市、室戸市議会を批判できるのか。市長にはその真意

を確かめていただきたいし、この雑誌は全国にも発信をされていると思いますので、若月館長

には、室戸市、室戸市議会に対して何らかのアクションを起こす必要があると思います。市長

は、発言の真意を含めて、館長の意思の確認をお願いいたしたいと思います。 

 これからも事業継続を行っていかなくてはなりません。我々も協力しなくてはなりませんか
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ら、良好な関係でなくてはならないということであります。 

 次に、(4)、年金受給者等高齢者の方々の副収入対策についてであります。 

 現在、80歳を超えて90歳に近い方々の中には、当時は50歳から国民年金を受給することがで

きましたので、そういった50歳から年金を受給されている方々の年間年金受給額は約30万円で

あります。そういった方々も含めて、現在、年金を受給されている方々も、生活あるいは医療

費に大変苦労されていると思います。 

 副収入対策として、近年、家庭菜園とかで野菜人気も高まり、栽培した野菜を売り上げ、副

収入を上げている方々も多くいて、家計の足しになっていると思います。しかし、その方は全

体から見れば一部でありますから、今後はその他の御高齢者の副収入対策に行政の助けがあれ

ばいいのではないかと思います。 

 キラメッセ室戸では、県外に送る野菜が足りなくて困っているとも聞きます。キラメッセ室

戸では、山間地の高齢者が栽培した野菜を庭先集荷をしてあげていて、多くの野菜栽培者が大

変副収入がふえて喜んでいる姿があります。 

 私の質問は、これまでもこの議会で何回も申しましたけれども、野菜づくりに対して、種子

あるいは肥料購入の補助ができないものか、お伺いをしたいのであります。 

 金額とすれば、１世帯あるいは１人当たり１万、２万円で十分であろうと思います。そうす

ることによって、御高齢の方々が副収入を得られ、喜んでいただける姿を見ることができれ

ば、これは市長冥利に尽きると思います。市長、この取り組みをぜひどうぞ、お伺いします。 

 (5)、遍路観光客への対応について（公衆便所設置について）であります。 

 ①現状で東洋町の最寄りの公衆トイレから室戸市の最寄りのトイレまで公衆トイレのない距

離は幾らなのか、お伺いをいたします。 

 ②このトイレのない間の商店とかドライブインでは、多くのお遍路客が立ち寄って、トイレ

を借りております。店舗はお遍路客が困っているのを承知していますから、心地よくトイレを

提供されておりますけれども、内心では余りうれしくないそうであります。そうなんです、そ

れはそれなりの費用負担がかかっているということであります。 

 お遍路さんは室戸市の伝統文化で、長い距離にわたってトイレがないということはお遍路さ

んにとっても大変な苦痛であります。腹が減る、喉がかわくというものは準備、対応ができま

すけれども、トイレだけは準備ができないですから、少なくとも佐喜浜町から室戸までに１カ

所の公衆トイレの必要性を痛感いたします。以前は夫婦岩付近に公衆トイレがありましたけれ

ども、10年近くか、10年以上か、その前から台風災害の影響で撤去されております。 

 聞くところによりますと、現在あるドライブイン夫婦岩の東側の隣接地に、わずかでありま

すけれども、室戸市所有の市有地があります。そこを利用して、隣接用地を買収して、公衆ト

イレ建設を検討してはいかがか、お伺いをいたします。隣接用地土地所有者も、相談があれば

心地よく土地の提供はしてくれると聞いておりますので、市長の考えをお伺いいたします。 
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 次に、(6)、災害被害後の市道、林道の維持管理についてであります。 

 通常被害があれば職員が確認後、業者が早急に対応してくれていますが、生活道として利用

されている方々が全て満足にいく修繕ということにはなかなかならないことがありますので、

作業終了後は必ず職員が現地確認に行くべきだと思いますけれども、対応できるのかどうか、

お伺いをいたします。 

 最後に、(7)、買い物支援、通院支援対策は市長公約にもあったと思いますが、どういうふ

うに取り組まれているのか、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（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 山本議員にお答えをいたします。 

 まず、(1)室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況についての５点目、キャッシ

ュレス決済の方法の普及活動についてでありますが、御案内とおり、キャッシュレス決済方法

は、ポイント還元など特典があるため、消費者の購買意欲の向上につながると考えておりま

す。 

 なお、キャッシュレス決済は、クレジットカード、電子マネー、ＱＲコード決済などさまざ

まな方法があるため、一概に理解するのは容易でなく、近年、詐欺被害や不正利用なども報道

されております。そのような点にも留意しながら、商工会などと連携し、事業者に対して普及

活動を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、６点目、市内中小小売業でポイント還元事業参加者の割合についてでありますが、一

般社団法人キャッシュレス推進協議会によると、８月21日現在、本市のポイント還元事業の事

業者数は13事業者、また総務省統計局によると、平成28年６月１日時点の本市の事業者数は

780事業者でありますので、割合は1.7％となっております。 

 今後、観光客などキャッシュレス決済の利用者数の増加が想定されますが、購買機会の損失

を防止するためにも、キャッシュレス決済を利用できる事業者拡大のために、関係機関と連携

をして普及に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、(2)住民、市民からの要望事項に対する対応についてであります。 

 市民からの要望につきましては、日々の業務の中でさまざまな要望があることを承知してお

ります。また、市役所前に設置している市政意見箱や市のホームページからの問い合わせフォ

ームからも随時受け付けを行っているところであります。就任以来、課長会などにおきまし

て、所属長に対し、要望を受けたときは迅速に対応するよう周知を行ってきたところでありま

すが、まだ不十分な点があるとの御指摘を真摯に受けとめ、さらなる周知徹底に努めてまいり

ます。 

 次に、(3)市外からの来訪者に対する対応についてであります。 

 議員御指摘のとおり、周遊滞在型観光への取り組みは非常に重要であると考えております。
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市としましても、ぐるっとむろと周遊スタンプラリー、ふるさと旅行券といった取り組みを行

っておりますし、今後も室戸市観光協会とともに市内の観光事業者がより連携できる体制づく

りを進め、来訪者を周遊させ、滞在時間を延ばし、飲食や宿泊につなげていく取り組みを進め

てまいりたいと考えております。 

 議員のお話にありました室戸岬周辺の施設建設構想につきましては、海洋深層水を活用した

体験施設をつくってはどうかと市民の方から御提案をいただいている段階でありまして、予算

も多額な事業となることから、中・長期的に慎重な検討をしてまいりたいと思います。 

 また、廃校水族館のインタビュー記事についてでありますが、指定管理者に発言の真意につ

いてお伺いをしたいと考えております。 

 次に、(5)遍路観光客への対応について（公衆便所設置について）の問いについてでありま

すが、まず１点目の東洋町のトイレから室戸市の最寄りトイレまでの距離であります。 

 東洋町さんに確認をいたしましたところ、東洋町の一番室戸側にあるトイレは、役場前の駐

車場にあるトイレであろうということでした。室戸市が管理しております尾崎の公衆トイレま

での距離は、およそ20キロメートルであります。 

 また、「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会のサイトでは、東洋町役場

からおよそ13キロメートルの土佐国道事務所入木管理所、同じく16キロメートルの佐喜浜八幡

宮のトイレも案内されているところであります。 

 次に、２点目の佐喜浜から室戸間の新たな公衆トイレの建設についてであります。 

 室戸市の東側は、西側と比較して公衆トイレが少ないことは課題であると認識をしておりま

す。まずは、営業時間内ということになりますが、公共施設のトイレへの誘導を行うなど、す

ぐにできる取り組みを検討するとともに、新設につきましては、議員御提案の市有地も含め適

地の選定など検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、(7)買い物支援、通院支援対策についてであります。 

 本市では、これまで高齢者の生活支援策として、御注文をいただいた商品を御自宅まで届け

る高齢者等買い物支援事業、高齢者などの移動手段の確保対策として中山間地域高齢者等タク

シー利用助成事業に取り組んできたところであります。 

 また、株式会社室戸ショッピングセンターさんと株式会社とくし丸さんとの連携による移動

販売事業が平成30年４月から室戸市内で開始されているところであります。この移動販売事業

が開始されるに当たり、移動販売時における見守り活動の観点から、室戸市高齢者・障害者等

の見守り活動に関する協定書を昨年締結させていただきまして、高齢者や障害者の安全・安心

な生活につながっているものと考えております。 

 現在、移動販売車は毎週火曜、金曜に三津、高岡、椎名地区、水曜、土曜日に元、都呂地区

を巡回しているとお聞きをしております。 

 また、室戸ショッピンセンターさんによりますと、本年11月に１台を増車するとともに、販
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路の拡大も行うとお聞きしておりますので、移動販売事業のさらなる拡大に向けた支援を進め

てまいりたいと思います。 

 また、前段の議員にもお答えをしましたが、買い物支援、通院対策も含めた住民の移動手段

の確保対策につきましては、本年度に学識経験者、住民代表者、交通事業者及び行政職員等を

委員とする地域公共交通会議を立ち上げ、協議をするとともに、本年度から令和２年度にかけ

て地域公共交通網形成計画を策定することとしています。 

 現在、担当課と協議の中では、本市の基幹道路である国道55号及び県道室戸椎名線には高知

東部交通株式会社の路線バスが運行しており、コミュニティーバスを導入した場合のルートの

重複や経費面などの課題もあることから、新しい移動手段の確保対策につきましては、コミュ

ニティーバスの導入だけではなく、他自治体でも導入されています自家用車等を活用した有償

運送などの新たな仕組みづくりや、既存の交通機関の利便性の向上及び利用促進等、幅広く検

討を行っていくことを確認しているところであります。 

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

いたします。 

○議長（堺 喜久美君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 山本議員にお答えします。 

 まず、(1)室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況についての１点目の将来人口

の推計に対する結果、成果についてであります。 

 本市では、平成26年に成立した国のまち・ひと・しごと創生法に基づき、人口減少の克服と

地方創生を実現するため、本市における人口の現状を分析し、目指すべき将来の方向と人口の

将来展望等について示した室戸市人口ビジョン及び人口減少問題を克服するための具体的な戦

略として室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、これまでさまざまな施策に取り組

んできているものでございます。 

 そして、室戸市人口ビジョンにおける将来人口の展望においては、2060年度に2,782人まで

減少するとした国立社会保障・人口問題研究所の推計に対し、本市では、2050年に合計特殊出

生率を2.27に回復させ、年間42組の若者夫婦が移住または転出抑制対策を図ることにより、約

8,500人としているものでございます。 

 議員御質問のこれまでの結果、成果についてでございますが、まず総人口の推移は、人口ビ

ジョンでは国勢調査の数値を、また毎年度の検証には住民基本台帳上の数値を用いていること

から単純な比較はできませんが、人口ビジョンでは平成27年度の１万3,709人から、令和２年

度には１万2,542人となり、５年間で1,167人の減となる見込みに対しまして、住民基本台帳上

の人口は平成27年度の１万4,687人から、令和元年度には１万3,175人となっており、４年間で

1,512人の減少となっており、人口ビジョンの見込みを上回る減少率で人口減が推移している

ところでございます。 
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 次に、平成27年度から令和元年度までの本市における婚姻件数のうち、人口ビジョンのシミ

ュレーションに係る想定年齢層の婚姻件数を見てみますと、この件数につきましては、転入し

たものかどうかまでの分析までは現時点ではできておりませんが、平成27年度が56件のうち５

件、28年度が50件のうち９件、29年度が40件のうち７件、30年度が27件のうち３件、令和元年

度が８月末時点で11件のうち１件となっています。 

 次に、(1)の２点目の転出超過抑制対策の効果についてであります。 

 まず、本市の平成27年度から令和元年度の４月末時点までの転入者及び転出者の推移でござ

いますが、平成27年度が転入者382人、転出者499人で転出超過数が117人、28年度が転入者

395人、転出者515人で転出超過数が120人、29年度が転入者308人、転出者492人で転出超過数

が184人、30年度が転入者304人、転出者476人で転出超過数が172人、令和元年度が４月末時点

で転入者45人、転出者64人で転出超過数が19人となっており、転出超過に歯どめがかかってい

ない状況でございます。 

 平成27年に現総合戦略を策定したときに、本市の転出の主な特徴としましては、進学による

生徒の転出、学校卒業後の就職あるいは転職及び結婚等による転出が上げられていますが、こ

こ数年は医療機関の閉鎖を初めとする生活及び雇用環境のさまざまな変化による転出なども要

因となっていると考えているところでございます。 

 次に、Ｉターン、Ｕターンの実績についてですが、転入者全体におけるデータはなく、移住

者として把握しているものでは、平成27年度が移住者14人中、Ｉターンが14人、28年度が移住

者47人中、Ｉターンが39人、Ｕターンが８人、29年度が移住者24人中、Ｉターンが17人、Ｕタ

ーンが７人、30年度が移住者23人中、Ｉターンが16人、Ｕターンが７人、令和元年度が８月末

時点で移住者５人中、Ｉターンが５名となっています。 

 なお、現戦略の計画期間中における人口の動向等の原因につきましては、本年度に次期ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を新たに策定していく中での検証により、より詳細な分析がで

きるものと考えているところであり、十分な検証の上、人口ビジョン等の見直しを行ってまい

ります。 

 次に、(1)の７点目の総合戦略における各施策のＰＤＣＡサイクルによる検証についてお答

えします。 

 室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、大きな目標としまして、室戸らし

い産業振興を中心に安定した雇用を創出する、室戸世界ジオパークを活かし、国内外から新し

い人の流れをつくる、結婚・出産・子育て・教育を応援し、室戸の次世代を育てる、室戸の地

域力を高め、人にやさしいまちづくりを推進するの４つの基本目標を掲げ、それぞれの施策に

ついては毎年度庁内組織及び外部委員による審議会において、ＰＤＣＡサイクルにより取り組

み状況を点検、検証し、必要な対策の追加、見直しを行ってきているところであります。 

 それぞれの施策の進捗状況につきましては、本年６月に行いました室戸市まち・ひと・しご
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と創生総合戦略審議会の中で使用した資料をもとに、主な施策や目標値に対する実績について

各所管課長よりお答えさせていただきます。 

 企画財政課におきましては、基本目標２の区分、公共交通の充実について、主な施策とし

て、地域公共交通網形成計画の策定に取り組んでおります。 

 地域公共交通網形成計画の策定については、本年度に地域公共交通会議を立ち上げ、令和２

年度にかけて、県補助制度を活用した計画策定に取り組むこととしており、地域の現状や住民

ニーズに沿った利便性の高い交通体系の構築につなげてまいります。 

 次に、区分、移住促進のＰＲについて、主な施策として、移住促進ホームページのリニュー

アルや移住相談会への参加に取り組んでまいりました。 

 移住促進ホームページのリニューアルについては、平成29年度に移住希望者が欲しい情報を

探しやすい形にホームページをリニューアルし、移住相談会への参加については、毎年５回か

ら７回、東京や大阪の移住相談会に参加してまいりました。 

 これらの取り組みにより、移住ホームページアクセス数の目標値、年間２万人に対し、平成

28年度２万1,626件、平成29年度２万1,463件、平成30年度は１万6,822件となっております。

また、移住相談件数について、５年間で累計400件の目標値に対し、平成27年度から平成30年

度までの４年間で累計656件となっております。 

 次に、区分、移住環境の整備については、主に空き家バンク制度活用の推進や移住体験住宅

の利用促進などに取り組んでまいりました。 

 空き家バンク制度活用の推進については、市の移住促進ホームページにおける情報提供に加

え、全国空き家バンク等への登録などにより情報発信に努め、移住体験住宅の利用促進につい

ては、ホームページ、移住フェア及び移住体験ツアーなどによる情報提供を行ってまいりまし

た。 

 これらの取り組みによりまして、空き家バンク登録件数については、５年間で100件の目標

値に対し、平成27年度から平成30年度までの４年間で84件、また移住体験住宅の利用者数につ

いては、５年間で800件の目標に対し、平成27年度から平成30年度までの４年間で265人となっ

ており、この目標につきましては達成が厳しい状況となっているところでございます。 

 これらの施策のほかにも、移住促進策として、空き家活用事業や高台移転計画の推進などに

も取り組んでいるところでございますが、移住者数を見ますと、平成28年度の47人を最高に

29年度が24人、30年度が23人と減少傾向で推移してきているところでございます。 

 主に、公共交通や移住推進対策について答弁させていただきましたが、企画財政課所管のほ

かの施策も含め、十分な成果につながっていない面もあり、今後におきましては、目標達成に

向けさらなる取り組みの必要性を感じているところであります。 

 また、総合戦略策定の総括部署として現戦略の検証を十分に行い、各課と連携し、本市にと

って必要な施策の取りまとめを行い、本年度に策定する次期総合戦略につなげていきたいと考
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えています。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 山本議員にお答えいたします。 

 まず、大きな項目１の(1)まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況の中の③の各分野に

おける生産額の推移と雇用の創出における労働力人口の推移について、総合戦略に取り組んで

きた実績に基づき、お答えをさせていただきます。 

 まず、農業につきましては、平成27年が22億9,000万円、平成28年25億6,000万円、平成29年

度が26億5,000万円と年々産出額が伸びております。園芸連など関係機関が販売に尽力された

結果と考えられますが、そのほかの要因といたしましては、熊本県など他の産地が災害により

被害を受けたことで施設野菜の単価が上昇したことなどが考えられております。 

 次に、雇用につきましては、新規就農推進事業及び農業次世代人材投資事業などを活用いた

しまして、平成29年度に２名、平成30年度に２名の計４名が新たに経営を開始しております。 

 次に、林業についてですが、総合戦略にて記載しております土佐備長炭の生産額でお答えを

させていただきます。平成27年、平成28年はともに約２億4,700万円でありましたが、平成

29年には約３億3,800万円と大きく上昇しております。これにつきましては、市場では依然と

して供給が需要に追いついていない状態であり、品薄感から高値による買い取りが行われた結

果と考えております。 

 雇用につきましては、特用林産業新規就業者研修支援事業を活用しまして、平成30年度に３

名が経営を開始しております。 

 次に、水産業についてであります。平成27年度は約35億1,200万円、平成28年度30億5,900万

円、平成29年度には34億6,200万円と漁獲高が不安定には推移しておるものの、ふるさと納税

制度等を活用した第６次産業の推進により第１次産業の価値を上げ、第２次、第３次産業も含

めた市全体の水産業の発展に努めているところであります。 

 雇用についてですが、新規漁業就業者支援事業により平成29年度に１名、平成30年度に３名

が独立で就業、２名が研修生として就業いたしております。 

 次に、海洋深層水事業につきましては、海洋深層水の効能研究及び海洋深層水関連商品の販

売促進により、市内企業販売額は平成27年度に約61億2,700万円、平成28年度には約61億

2,500万円、平成29年度に約61億9,100万円、平成30年度には約63億1,100万円と推移してお

り、上昇傾向が見られています。 

 さらに、飲用試験の実施による付加価値探求や海洋深層水供給残量を生かした外食業での利

用を促進し、室戸海洋深層水の需要を高め、雇用の創出に努めているところであります。 

 次に、⑦のまち・ひと・しごと創生総合戦略の結果、反省、今後の取り組み姿勢についてで

ありますが、産業振興課所管の区分ごとの目標値及び実績値等について、先ほどの答弁と重複

する部分がございますが、お答えさせていただきます。 
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 まず、基本目標１－１、攻める農林水産業の推進による産業振興の促進の中の区分、農業の

振興について、主に既存型ハウスへの環境制御機器の導入支援及び地域農業を支える担い手に

向けた農地集積の促進等に取り組んでおります。 

 既存型ハウスへの環境制御機器の導入支援については、ＣＯ２発生器等を19件、511アール

に導入にし、前年比15件、449アールの増となっており、地域農業を支える担い手に向けた農

地集積の促進については、４件、219アールを実施しているところであります。 

 これらの取り組みによりまして、区分の目標値、農業生産量年間3,200トンに対しまして、

実績値は平成27年度2,881トン、平成28年度は2,778トン、平成29年度2,828トン、平成30年度

2,821トンとなっておりまして、目標値には届いておりませんけれども、農業従事者の高齢化

及び後継者不足の中で約2,800トンを維持しているところであります。 

 次に、区分、林業の振興につきまして、主に林内路網の整備及び間伐事業の推進等に取り組

んでまいりました。 

 林内路網の整備につきましては、平成29年度、平成30年度には延長１万1,730メートルの作

業道の整備を支援いたしました。また、間伐事業の支援については、平成29年度、平成30年度

において市有林64.19ヘクタールの間伐を実施いたしております。 

 これらの取り組みにより、区分の目標値、先ほども申し上げましたが、土佐備長炭生産額で

ございますけれども、年額２億7,000万円の目標値に対しまして、実績値は平成27年が２億

4,700万円、平成28年２億4,700万円、平成29年は３億3,800万円となっており、平成29年度に

おいては目標値を上回る結果となり、成果があらわれたものと受けとめております。 

 次に、区分、水産業の振興につきましては、主に漁船設備（エンジンリース等）の近代化事

業の推進に取り組みまして、区分の目標値、漁船設備の近代化隻数15隻に対しまして、実績値

は平成28年度から30年度までで合わせて６隻となっております。目標値には届いておりません

が、平成29年度に近海マグロ船17隻の事業を実施しておりまして、これらを含めますと達成し

たこととなっております。 

 次に、区分、農業の６次産業化の推進については、地域農産物を活用した加工品の開発及び

キラメッセ室戸の中山間農業複合経営拠点化の推進に取り組みまして、区分の目標値、キラメ

ッセ室戸楽市加工品販売額年間3,000万円に対しまして、平成28年度3,700万円、平成29年度

4,200万円、平成30年度5,200万円と年々増加傾向となっております。これは、６次産業化セミ

ナーへの受講やギフト商品開発、及びインターネット販売に係る研修を行った成果であると認

識をしております。 

 次に、区分、雇用の創出で、農林水産業の担い手の確保・育成の強化でありますが、区分の

目標値であります農林水産業の新規就業者66人に対しまして、平成27年度から30年度までの間

に農業６名、林業３名、水産業４名、計13名となっております。目標未達成の理由といたしま

して、新規就業者の受け入れ体制の未整備、人材不足などが上げられますが、今後、その点を
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踏まえ、目標達成に向けて関係者と協議を重ねてまいりたいと考えております。 

 次に、大きな２の項目の室戸海洋深層水の新たな事業展開の推進の中の区分、室戸海洋深層

水の有効活用の推進でありますが、深層水関連商品の販売促進に取り組み、目標値、年間販売

額63億円に対しまして、平成27年度は61億2,700万円、平成28年度61億2,500万円、平成29年度

61億9,300万円、平成30年度は63億1,100万円で、平成30年度に目標値を達成しております。こ

れは市内外での深層水関連商品の販売促進に取り組んだ結果であると考えております。 

 次に、大きな３項目の企業誘致及び雇用確保による地域の活性化の中で、区分、企業誘致に

ついて、海洋深層水を活用した企業誘致に取り組み、平成29年度には企業訪問12件、誘致相談

11件、平成30年度は企業訪問19件、奨励金交付１件を行い、区分の目標値、新規企業立地件数

11件に対しまして、平成28年度から30年度までで２件となっております。これは、企業訪問は

しているものの、用地確保など本市での受け入れ条件の未整備が原因であると受けとめており

ます。 

 次に、区分、雇用の確保について、地域商品券発行事業や市内企業の支援、市外流出対策及

び創業支援制度の活用に取り組んでおります。 

 まず、地域商品券発行事業では、室戸市商工会が行う事業を支援いたしておりまして、目標

値、年額5,000万円に対しまして、平成28年度から平成30年度まで各5,500万円を発行しており

ます。 

 市内企業の支援、市外流出対策では、企業訪問、奨励金の交付及び販売促進補助金等により

目標値の市内企業の支援20件に対しまして、平成28年度30件、29年度35件、30年度17件となっ

ております。 

 創業支援制度の活用については、これまで創業相談や創業補助金の交付等を実施してまいり

ましたが、目標値、新規立地件数25件に対しまして、平成28年度から30年度までで計３件とな

っております。 

 次に、４、ふるさと納税の活用による地域の活性化の中で、区分、ふるさと納税の活用につ

いて、主にふるさと納税ＰＲの拡充及び室戸市通販サイトの充実に取り組みまして、区分目標

値、ふるさと納税額年額で10億円に対しまして、平成28年度５億6,300万円、平成29年度10億

7,000万円、平成30年度12億2,000万円と平成29年度に目標値を達成しております。 

 以上、産業振興課関係の目標値に対する実績につきまして、項目ごとにお答えをいたしまし

た。 

 なお、目標値に達成していない部分につきまして、関係団体との検証、協議を重ね、次期総

合戦略策定時にしっかりと計画の見直しを行い、目標達成に向けて全力で取り組んでまいりま

す。 

 次に、１の(4)の年金受給者と高齢者の副収入対策の高齢者への種子、肥料購入費に対する

補助のお尋ねがございましたが、議員御案内のとおり、高齢者の方々が栽培された野菜の出荷
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について、年金以外の貴重な収入が得られるとともに、高齢者自身の健康づくり対策、農地の

耕作放棄地防止など、さまざまな効果があると考えております。 

 こうした効果を持続させていくために、平成29年度から国の交付金を活用いたしまして、協

同キラメッセ室戸有限会社と委託契約を結んだ上で、庭先集荷を実施しているところでありま

す。 

 お尋ねのありました購入費用に対する補助でありますけれども、水田を活用した野菜を栽培

し、直売所などに出荷している場合は国の経営所得安定対策事業の産地交付金、反当たり

5,000円の対象になる場合がありますので、まず産地交付金の活用をしていただき、購入費用

に対する負担の軽減を図っていただきたいと考えております。また、野菜以外の果樹を新植す

る場合などにおきましても、苗代相当額を補助する耕作放棄地対策事業費補助金とあわせて積

極的に活用していただくよう、周知に努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（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 山本議員に、(1)の４点目、４Ｋ、８

Ｋ放送への対応についてお答えいたします。 

 ４Ｋ、８Ｋ放送につきましては、昨年の12月１日からＢＳ放送等の一部で放送が開始されて

いるところであります。むろと光サービスのテレビ放送に係る市が設置している設備のうち、

アンテナにつきましては現状で４Ｋ放送に対応可能でありますが、周辺機器等についての交換

が必要であり、また８Ｋ放送については、アンテナも含めさらに大幅な設備の更新が必要な状

況でございまして、現時点では対応はできておりません。 

 また、仮に市がこうした設備の対応をしたとしましても、各家庭において対応型テレビ、チ

ューナー、その他周辺機器の購入等の負担が別途必要となるとのことであります。 

 こうした点を踏まえまして、今後、どのように対応していくかについて、多額の経費が見込

まれることもございますので、利用者の意向や利用状況、あるいは費用負担のあり方なども含

めて、総合的に検討をしてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 大西防災対策課長。 

○防災対策課長（大西 亨君） 山本議員に、大きな１の(1)まち・ひと・しごと創生総合戦

略の進捗状況についての７点目、計画、実施、評価、改善にどのように対応したのか、防災対

策課所管の区分ごとの目標値及び実績値等についてお答えいたします。 

 基本目標４の区分、地域住民が互いに助け合い人材や組織の育成の自主防災組織が行う避難

路整備や資機材整備への支援や地震・津波対策ハード整備の推進などに取り組んでまいりまし

た。 

 自主防災組織が行う避難路整備や資機材整備への支援につきましては、避難路や避難場所の

整備と防災資機材の整備を、それぞれ平成27年度に12団体と23団体、平成28年度に８団体と
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23団体、平成29年度に９団体と24団体、平成30年度に16団体と34団体に補助金を交付し、共助

や地域防災力の強化につなげてまいりました。 

 また、地震・津波対策ハード整備の推進では、これまで津波避難路130路線や津波避難タワ

ー９基などの津波避難施設の整備により公助の強化につなげてまいりました。 

 次に、目標値に対する実績値ですが、自主防災組織の連絡協議会設置について、平成31年度

までに５組織設置の目標に対し、平成30年度までに４組織を設置しております。また、防災士

認定者数は、平成31年度までの５年間で50人認定の目標に対し、平成30年度までの４年間で

30人の認定となっております。 

 いずれの項目につきましても、目標を達成できるよう積極的に取り組んでまいります。以上

です。 

○議長（堺 喜久美君） 辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 山本議員に、大きな１点目の(1)まち・ひと・しごと創生

総合戦略について、⑦計画、実施、評価、改善にどのように対応したのかという御質問に対し

まして、保健介護課の所管の区分ごとの目標値及び実績値等についてお答えをいたします。 

 基本目標３の区分、産前・産後ケアの充実、不妊治療への助成について、主に乳幼児健診の

充実に取り組んでまいりました。 

 乳幼児健診の充実につきましては、受診対象保護者に対し、健診問診票を送付しており、未

受診者に対しては電話及び訪問等を行うなど、フォロー体制をとっているところであります。 

 これらの取り組みにより、区分の目標値、乳幼児健診受診率100％に対しまして、実績値は

平成27年度95.9％、平成28年度96.4％、平成29年度96.2％、平成30年度95.1％となっておりま

す。目標値には届いておりませんが、海外に在住しているなどの保護者の都合等により未受診

となった方以外は全て健診を受診していただいておりますが、なお未受診者の理由の把握に努

めるなど、サポート体制を強化してまいります。 

 次に、区分、経済的負担の軽減につきましては、子育て祝い金の交付及び室戸の赤ちゃんス

ターターキット事業に取り組んでまいりました。 

 いずれの事業も、母子手帳の発行時から出産、子育て期にわたるまで保健師や看護師が面接

や相談、市のサービスの情報提供などを行うことにより、子育て世代の経済的負担軽減だけで

なく、子育てに関する不安の解消にもつなげております。 

 これらの取り組みにより、区分の目標値、生まれてくる子供の数、年間60人に対しまして、

実績値は平成27年度が56人、平成28年度54人、平成29年度57人、平成30年度50人と減少してお

り、目標値には届いておりませんが、本年度からは子育て祝い金の交付額の増額等を行うな

ど、子育て世代の生活を支援してまいります。 

 次に、区分、子育て支援の充実につきましては、主に子育て支援総合窓口の設置に取り組ん

でまいりました。 
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 子育て支援総合窓口の設置につきましては、平成30年１月31日に室戸市子育て世代包括支援

センターむろとっこを開設しており、チラシを作成し、母子手帳交付時など窓口に来所の際、

また各市内保育園に配布するなどの周知に努めたことなどにより、延べ利用者数は１月平均

13人となり、前年比1.5人の増となっております。 

 これらの取り組みなどにより、区分の目標値、各種事業の参加者延べ人数１年間合計２万人

に対しまして、実績値は平成29年度１万6,566人、平成30年度は３万668人となっており、目標

値を大幅に上回っております。 

 次に、基本目標４の区分、高齢者・障がい者支援の充実につきまして、主に介護職員の育

成・確保対策及びオールマイティボランティアの育成並びに買い物支援事業の推進等に取り組

んでまいりました。 

 介護職員の育成・確保対策については、平成28年度には介護職員初任者研修を実施し、19名

が受講修了となっております。また、移住促進事業とも連携し、ホームページで介護事業所を

紹介するなどの見える化を図っております。 

 オールマイティボランティアの育成については、さわやかたすけあいサポーターの養成講座

を開催するとともに、高齢者や障害者、子育て関連事業などでの活躍の場とのマッチングを図

っております。 

 また、買い物支援事業の推進については、室戸市商工会への委託事業おとどけ屋に加え、株

式会社室戸ショッピングセンターさんと株式会社とくし丸さんとの提携による移動販売事業が

平成30年４月より開始しており、本年11月には１台増車するとお聞きをしております。 

 これらの取り組みにより、区分の目標値、さわやかたすけあいサポーター養成講座の受講者

数15人に対しまして、実績値は平成28年度から平成30年度合計では受講延べ人数54人となり、

目標を大きく上回っております。また、介護職員初任者研修修了者数20人に対しまして、実績

値は平成28年度19人となっておりますが、本年度も介護職員初任者研修を実施するため、現

在、受講者を募集しているところであります。 

 次に、区分、健康づくりの推進につきまして、主にむろと健康ダイヤル24の推進及び健康マ

イレージ事業の推進等について取り組んでまいりました。 

 むろと健康ダイヤル24の推進については、広報への掲載を毎月行うとともに、ホームページ

への掲載、名刺サイズのマグネット式広告や広報への折り込みチラシ、また特定健診やイベン

ト開催時にはチラシの配布を行うなど周知を図っております。 

 これらの取り組みにより、区分の目標値、むろと健康ダイヤル24利用者数年間360人に対し

まして、実績値、延べ人数は平成27年度241人、平成28年度276人、平成29年度291人、平成

30年度288人となっており、目標値には届いておりませんが、市民の健康不安の解消や病気の

早期発見、早期治療につながるものでありますので、周知の拡大を図ってまいります。 

 次に、区分、医療の充実につきまして、看護師の確保対策に取り組んでまいりました。 
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 看護師の確保対策については、市内の全ての医療機関に対し復職看護師等を雇用した際の補

助金について説明するとともに、県及び市の移住ホームページにおいて、移住看護師に対する

補助金制度を掲載するなど、周知を図っております。 

 これらの取り組みにより、区分の目標値、看護師の確保人数10人に対しまして、実績値は市

の看護師職員の雇用も含め、平成30年度までで４人となっております。目標値には達しており

ません。復職看護師等の就労支援及び医療機関の負担軽減等を通じ、医療の確保につなげるた

め、さらなる周知に努めてまいります。 

 次に、区分、小さな拠点づくりにつきまして、主にあったかふれあいセンター事業の推進に

取り組んでまいりました。 

 あったかふれあいセンター事業の推進については、毎月広報にて事業スケジュール等の周知

を行うとともに、就労前準備支援やエアコンを設置することなどにより集いやすい環境を整え

たところであります。 

 これらの取り組みにより、区分の目標値、あったかふれあいセンターの利用者数、これは集

いのみになりますが、１日平均15人に対しまして、実績値は平成27年度11.8人、平成28年度

13人、平成29年度11.7人、平成30年度14.1人となっており、目標値には届いておりませんが、

利用者の増加につながっており、さらに本年度の旧元保育所への移転により環境づくりなど事

業の充実を図ることとしております。 

 なお、目標値に達していない区分につきましては、関係団体との検証を重ね、次期総合戦略

策定時にしっかりと計画の見直しを行ってまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 山本議員に、(1)室戸市まち・ひと・しごと創生

総合戦略の進捗状況についての７点目について、観光ジオパーク推進課の区分ごとの目標値及

び実績値等についてお答えいたします。 

 主なものといたしまして、基本目標２の区分、体験型観光の推進につきましては、ふるさと

旅行券の発行として、平成30年度においては700セットを販売、農泊推進事業、教育旅行の受

け入れの推進につきましては、受け入れ家庭を52軒まで拡大するなど、一定の成果を上げるこ

とができました。 

 これらの取り組みにより、ツアー参加者5,000人の目標値に対し2,666人と目標値には届いて

おりませんが、今後に向けた受け入れ体制の強化が図られました。 

 次に、区分、イベント・スポーツ合宿の充実では、土佐室戸鯨舟競漕大会の開催やふるさと

室戸まつりなど各種イベントの開催により、平成28年度は２万1,621人、平成29年度は

9,663人、平成30年度は１万81人の参加者を集め、目標値、年間延べ１万人に対しまして、ほ

ぼ達成している状況でございます。 

 次に、区分、施設等の整備について、施策としましては、むろと廃校水族館の整備によって
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新たな利用客の増加が生まれ、目標値、６万人に対しまして、平成28年度は５万7,686人、平

成29年度は６万5,915人、平成30年度は25万4,571人と大幅に上回る施設利用者を集めました。 

 次に、区分、人材の育成につきまして、施策としては体験プログラムインストラクター育成

事業の推進として、平成29年度及び平成30年度に養成講座を実施し、新たなインストラクター

を養成しました。 

 目標値は養成講座受講者数年15人に対し、平成29年度は11人、平成30年度は20人となりまし

た。 

 次に、区分、情報の発信について、施策としては、情報発信事業、観光プロモーション活動

の推進、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業の推進に取り組んでまいりました。 

 取り組み内容としましては、ホームページやフェイスブックなどによる情報発信やジオパー

クセンターなど主要施設にＷｉ－Ｆｉ環境の整備を実施しました。 

 これらの取り組みにより、目標値である室戸世界ジオパークセンター入館者年７万人に対

し、平成27年度は７万6,629人、平成29年度は７万3,811人、平成30年度は８万7,318人と目標

値を上回ることができています。 

 次に、区分、国際観光の推進では、インバウンド対策の強化として５カ国語の看板の設置、

広告物多言語化事業の推進として英語版ガイドブックの制作、国際交流員の配置として平成

30年８月より配置をいたしました。 

 これらの取り組みによりまして、目標値である主要パンフレット３種類の４カ国語化並びに

室戸世界ジオパークセンターにおける外国人入館者数年600人という目標値に対しまして、１

種類を４カ国語化、英語版ガイドブックは１種類が作成され、ガイドブックにおきましてはま

だ目標値は達成できておりませんが、外国人入館者におきましては、平成28年度は561人、平

成29年度は705人、平成30年度は743人とほぼ達成できているところでございます。 

 以上、主なものを御説明いたしましたが、目標値に達していない区分につきましては、関係

団体との検証を重ね、次期総合戦略策定時にしっかりと計画の見直しを行ってまいります。以

上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 山本議員さんにお答えします。 

 大きな１の(6)災害被害後の市道、林道の維持管理についてでございます。 

 台風や集中豪雨等で市道や生活路等に土砂崩壊等の災害が発生した場合、多くは近隣市民の

方々から通報をいただきます。こうした通報をいただいたときは、被害状況を確認するため、

直ちに職員が現地に向かい、被害状況を確認し、小規模な土砂崩壊等については、二次災害の

発生するおそれがないことなどの安全確認の後、施工業者に緊急依頼をかけ、速やかに道路啓

開を行い、集落の孤立を招いたり、日常生活に極力支障を来さないように対応しているところ

であります。 
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 また、側溝や横断暗渠等の埋塞土砂の撤去等につきましても同様に順次依頼しており、作業

完了後は、職員により現地確認の上、必要な指示等を行っており、今後も適切な維持管理に努

めてまいります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 山本賢誓議員の２回目の質問を許可いたします。 

○１０番（山本賢誓君） ２回目の質問をさせていただきます。 

 それぞれ地方創生に係る分については担当の職員の方も一生懸命やっておられるという答弁

をいただきましたけれども、それでまたちゃんとＰＤＣＡサイクルで取り組んでいるというこ

とですけれども、ほとんどのお答えが目標に届いていないということがありますので、その目

標に対してどれぐらい努力してきたかということが大事ですので、これからの新しい計画につ

いては一生懸命取り組んでいっていただきたいと思います。 

 まず、新しい結婚のペアを組んでっていうことが５年間で25組っていう答弁がありましたけ

れども、これは当初の目標は５年間で200組です。だから単純に割ったら年間で40組以上が室

戸市に転入してきて、住みついてっていう目標ですけれども、４分の１しかできてないという

ことで、今後、それに力を入れるにはどうしたらいいかということをもう一つ答弁してくださ

い、その目標値にいくのに。 

 それから、産業振興課もいろいろと数字を上げてくれて、それなりの成果が出たものもあれ

ば、出てないものもあると。 

 ただ、答えてくれた中で、特産品づくりっていうものに関して市が主導でやったというもの

がありません。前回６月にも答弁をいただいたがですけれども、最近の特産品としては吉良川

町でモチ麦生産120キロぐらいが新たな品目として取り組まれているということで、米も反当

で言えば360キロから600キロとれますし、120キロというたら河本議員の体重より少ないぐら

いですので、それぐらいのレベルではなかなか特産品ということにはならないと思いますの

で、特産品にするにはネットも活用した取り組みでやっていただきたいと思いますけれども、

答えのあった中で特産品づくり、どういうふうに取り組んでいくか、お伺いしたいと思いま

す。 

 それから、ＢＳ放送での４Ｋ、８Ｋという部分で、なかなか技術的にも金額的にもかかると

いうことですけれども、少なくともＢＳの４Ｋ放送ぐらいは受信できる取り組み、これは４Ｋ

放送を受信するとチャンネルが５つぐらいふえますから、市民の方も選択肢がふえると思いま

すので、この部分に関しては基地局の装置が必要になるか、各家庭のテレビの中にチューナー

とか、そういったものを取りつけることをしなくてはならないのかの調査をして、公的補助も

必要になるのではないかと思いますが、市長、これに対してお答えを願いたいと思います。 

 それから、室戸市への来訪者の件で、途中で言いましたけれども、岬周辺に海洋深層水を利

用した周遊観光施設ができればいいなあと、それで市長も多額の経費がかかるということで、

検討の余地はあるということですけれども、その海洋深層水を活用した施設構想について、市
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民の方がせっかく提案もしていただいてくれてますから、そういったことをたたき台として、

副市長を中心としたプロジェクトチーム、そのたたき台を中心としたプロジェクトチームで、

たたき台よりももっとバージョンアップしたものがいいものか、そういったことを検討され

て、取り組んでいかれてはどうかと思いますけれども、市長の考えをもう一度お伺いします。

これは非常に大事なことでありますので、もう一度答弁をお願いしたいと思います。 

 それからまた、もう一つ、産業振興課長が答弁してくれましたけれども、高齢者の方々の副

収入の部分で、野菜づくりに対して種子代あるいは肥料代の補助ができないものかということ

を聞いた答弁の中で、産地交付金というのがあって、10アール5,000円、10アールと言えば１

反ですき、１反で330坪ぐらい、その中で5,000円と、そういうレベルを言うのじゃなくて、前

の質問のときも、種代、肥料代っていう部分で国・県にそういった補助金を活用する制度はあ

りませんという答弁でしたけれども、私の言うのは市単レベルですよ、これ。何百人もするわ

けじゃないので、例えば羽根地区で10人ぐらいおったら、１万円ぐらいで10万円ぐらい、それ

でできた野菜を庭先集荷してあげると、そういったレベルの話で、産地交付金とかっていうて

１反で、１反も庭先、家庭菜園でやる人はおりませんので、そういう少しの、１反の半分でや

るというてもそれでも広いと思いますけれども、そういった方々に手助けをしてあげたらどう

ですかという質問ですので、答弁が違ってますので、もう一回答弁してください。 

 それから、便所の件ですけども、市長は尾崎の公衆トイレはもう台風で流れてなくなってま

せんでした、下に、あれは民の人がつくったじゃないが、市がやった。いずれにせよ、そこは

前からあったがですけど、台風で一回流出して、看板もない、そういった状況であったがです

けど、その東洋町から尾崎まで、最寄りから最寄りまで20キロですよね。大体人間の足って１

里１時間って昔から言うように４キロを１時間かかるわけですよ。それを20キロだったら５時

間、そういう部分がありますので、ぜひどっかにそれなりのちゃんとした公衆トイレの設置が

この間に必要になると、佐喜浜でできれば、佐喜浜から室戸市までも１カ所と、そういうふう

な取り組みをもう一度検討してもらいたい。幸いにして用地提供をしてくれる方がおりますの

で、そういった方々とも話し合っていただいたらいいと思いますけれども、市長にももう一度

お聞きしたいと思います。 

 以上で２回目を終わりたいと思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 山本議員の２回目の質問にお答えしたいと思います。 

 ５つに関しての質問がありましたが、私への質問は３つと捉えました。 

 １つは４Ｋ、８Ｋの問題でございまして、きちっと調査をして、公的な補助事業も考えない

かんじゃないかという御指摘かと思います。光ネットの整備というのは非常に大事であるとい

うふうに議会でも何度も答弁させてもらっておりまして、これは当然遠隔医療の問題だとか、

観光誘致の問題、企業誘致の問題、いろんな面で、産業振興もそうですけれども、今は光の整
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備というのは不可欠なインフラ整備だと思っておりますので、できるだけそうした御指摘のよ

うな調査も踏まえながら、より効率的な整備に取り組んでいきたいと思っております。 

 ２点目につきまして、岬周辺の海洋深層水を活用した周遊観光施設、市民から提案されてい

るという物事でございまして、山本議員も内容は把握されておると思いますけれども、大変高

額な御提案でございまして、御提案いただいている内容は大変関心がありまして、整備ができ

るといいなという思いを率直に受けとめておりますが、海洋深層水事業につきましては、ほか

の事業でも早急に取り組みたい、しかも事業化して事業収入が上がるような取り組みを先行し

て捉えてやっていきたいなという実は思いもありまして、今回、市民のほうから御提案をいた

だいておりますことにつきましては、少し時間がかかるかなという思いで１回目の答弁をさせ

ていただきました。副市長をチーム長にしたプロジェクトチームをという御提案でございまし

たけれども、ぜひそうした総合的な観点で室戸市の海洋深層水推進に向けた取り組みを強化で

きればなと考えております。 

 それと、便所のことが３点目に、市長にもう一度検討をしてもらいたいと、地元佐喜浜のほ

うでは用地の協力をしてくれるような御意見もあるということでありますけれども、御指摘の

とおりでありまして、私も東洋町から佐喜浜までの間に、この長い距離にトイレが全くないと

いう、しっかりとした公共トイレがないというのは非常に残念に思っておりますので、今後、

いろんな形での整備のあり方を検討しながら進めていきたいなと感じておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 あとの答弁は担当課長よりさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 中屋産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（中屋秀志君） 山本議員の２回目の質問にお答えいた

します。 

 まず、特産品づくりで市主導でやっていないという御指摘がありまして、モチ麦の例があり

ましたけれども、まだ始めて間もないということがありますが、今後、生産量の増について期

待もしてますし、また支援も市のほうでしていきたいと考えております。 

 それから、高齢者の副収入の野菜づくりの種子、肥料代への補助について、市単で何とか手

助けができないかというお尋ねでございます。補助金の交付については、地方自治法の第

232条の２で公益上必要と認めるものについて補助できるという規定がありますので、その種

子を買うとかということが公益性があるのか、必要性を十分検証しながら、また財政当局と補

助制度創設の可能性を検討したいと思っております。 

○議長（堺 喜久美君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 山本議員の２回目の御質問にお答えします。 

 (1)の総合戦略の中の人口ビジョンのシミュレーションにおける年間42組の若者夫婦の移住

というところをどういうふうに実現していくかというところですけども、現実績を見たら、私
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も非常に厳しい数字だなっていうところは痛感しているところであります。 

 それで、今後におきましては、まずは現戦略においてどうしてこの目標が達成できないかと

いうところの原因とかをまずかっちり分析、評価をすることが大事だと思っております。その

分析の評価を踏まえて、次期戦略については、当然特定の分野だけで片づく問題ではないし、

課題ではないと考えております。もちろん産業振興させて、働く場もつくらなくてはいけない

し、やはり子育てに優しい環境もつくっていかなければならない、教育の問題とかもあると思

います。そういったことを今回の現戦略の評価を踏まえた上で、次期戦略に本当に室戸市にと

ってどういう施策が必要なのかというところはしっかり計画の中に入れていきたいというふう

に考えております。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 久保副市長。 

○副市長（久保寛人君） 先ほどの市長が答弁させていただきました室戸岬周辺での海洋深層

水に関連した市民の方からの御提案事業について、少し補足をさせていただきます。 

 この御提案につきましては、事業実施するとした場合、多額の費用が必要になるということ

が想定されますことから、実施に向けましては、実施するとした場合には県の産業振興計画の

位置づけをした上で県からの支援なども必要になってくるということが想定されます。 

 そうしたことを踏まえました上で、安芸の地域本部とも協議をいたしまして、当初は、先ほ

ど議員のお話にもありました室戸市でＰＴをつくって、私がＰＴ長になってというお話もその

市民の方からはいただいたところなんですが、現時点では、その安芸地域本部を主体に、関係

者となられると想定される方を集めて検討会を実施しようではないかというふうな動きになっ

ておりますので、補足でつけ足させていただきます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって山本賢誓議員の質問を終結いたします。 

 健康管理のため、３時15分まで休憩いたします。 

            午後２時57分 休憩 

            午後３時13分 再開 

○議長（堺 喜久美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、町田又一議員の質問を許可いたします。町田又一議員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。令和元年９月第３回室戸市議会定例会において一般質問

を行います。 

 第１番目、市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 (1)高知県のリーダー像についてお聞きをします。 

 尾﨑正直知事が12月６日に３期目の任期満了を迎えるのですが、秋の知事選挙には出馬せ

ず、今期限りで退く意向を固めたとの報道がありました。私は、４期目も引き続いてお願いで

きれば、そんなふうに思っておりましたが、尾﨑知事は後継候補として四万十市出身で元総務

官僚を務めた浜田省司氏を指名をいたしました。そして、11月７日告示、24日投開票の県知事
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選挙に、浜田氏は尾﨑県政を継承、発展さすとの決意をもとに、出馬を正式に表明されており

ます。浜田氏は、選挙を戦うに当たり、幅広く県民からの支持をと期待しているようです。本

人も現在、精力的に県内を回っているようです。 

 室戸市にとって尾﨑県政は大変プラスの面がたくさんあったと思うのですが、その尾﨑県政

の基本路線を引き続き継承する浜田省司氏を現時点でどう評価されているのでしょうか。 

 また、現時点では候補予定者は１人ですが、政治の世界ではあっということが起きて当たり

前のことがあります。ほかに強力な人が突然出馬表明するかもしれません。誰が高知県知事と

してふさわしいのか、東部地域へ光を当ててくれるのか、室戸を応援してくれるのか、植田市

長の眼力に期待をし、植田市長の思う高知県のリーダー像をお伺いをいたします。 

 (2)時間外手当と意識改革についてをお聞きをします。 

 残業を続けると疲れるのが当たり前だと思います。翌日に疲れが残れば、日常の業務に支障

を来すようになるのです。また、無理してする残業は、市の業務を進める上でマイナスとなり

ます。各課は朝礼を行っているはずと思うのですが、そのときに課長や課長補佐から１日の業

務の流れについて話があるはずです。上司から話すだけでなく、課員からも各自の１日の仕事

内容について説明を求め、仕事が長引きそうであれば、課長を初め手助けをできる課員が協力

をして仕事を進める等、残業を少なくする方法を考えることが大切であると考えます。市の職

員の常識は、ともすれば市民から見ると非常識に見えることもあります。言動には特に気をつ

けなければなりません。 

 平成30年度の時間外手当の総額と課ごとに手当の金額、個人最高額と平均額との差額、１時

間当たりの金額、他市との比較はどうか、残業したかどうかの確認の方法は誰が行っているの

か。 

 世間では働き方改革が注目をされております。働き過ぎで体調不良の職員が出ることになる

と大変なことであります。健康が第一と思います。行政事務改革や仕事の進め方等の研修があ

ると思うのですが、参加をされていますか。 

 担当課長や市長は職員の残業についてどう思っているのか。税収の少ない当市にとって、残

業手当の削減は大変重要であると考えますが、今後、どう取り組むつもりなのか、お伺いをし

ます。 

 市の職員に対して市民や常会長、議員のほうからいろいろと提案や陳情をすることがありま

す。内容にもよりますが、予算がない、前例がないという横並び主義、揚げ句には担当課が違

うとよく検討もしないで返事をすることがあります。これらの言動は、市民と行政を大きく隔

てると言っても過言ではありません。そして、責任逃れにも聞こえます。前例主義や事なかれ

主義は、植田市長の在籍中のこの機になくしませんか。やる気のある職員が一人でも多く活躍

するよう、市長のリーダーシップを求め、取り組み姿勢についてお伺いをします。 

 また、植田市長の考えている市役所の改革や職員の意識改革に今後どう取り組んでいく決意
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なのか、あわせてお聞きをいたします。 

 (3)ふるさと納税についてお尋ねをします。 

 ふるさと納税規制法が３月27日、参議院本会議で可決成立しました。寄附者に贈る返礼品を

調達費が寄附額の30％以下の地場産品に規制されたのです。６月以降、県内でも返礼品開発で

新たな雇用や産品が生まれるなどプラス面も多いようです。この規制法ができるまでは、奈半

利町はふるさと納税額が県下で断トツの１番だったのですが、現在は大変苦戦をしているよう

です。 

 室戸市のふるさと納税額は昨年と比べてどんなぐあいなのか、新しく職員を配置した効果は

あらわれているのか、新たな商品はできているのか、お聞きをします。 

 ふるさと納税は、人口減少の続く当市にとってかけがえのない大変貴重な収入源と言っても

過言ではありません。ふるさと納税制度を行っている自治体では、返礼品を収集から発送まで

全て自治体が行っているところと、発送は各自で行っているところがあるようです。ふるさと

納税に参加したい、しかし品はつくれるけど、パソコンをよう使わない、そんな人はたくさん

いると思うのです。品物の取りまとめから発送までやってくれるなら参加をしたい、そう願っ

ている人たちをすくい上げる必要があります。他市の取り組みを参考にすべきであると思うの

ですが、お答えをお願いします。 

 ７月３日の高知新聞に、「芸西米返礼品人気１位、早生米40トン完売」の見出しが目につき

ました。かっぱ市で５キロ2,000円前後で販売されているが、返礼品には１万円の寄附の実質

的な自己負担2,000円で15キロが届くのです。大変お得感が受けているようです。室戸市で米

でふるさと納税に取り組んでいるグループは、調達費が寄附額の30％を守るために、白米10キ

ロを１万3,000円で、20キロを２万5,000円で出品をしております。しかし、芸西村の15キロ１

万円にはかないません。昨年と比べると、注文のスピードは大変ゆっくりとなっております。

他の商品を扱っている人たちも、30％の縛りで、値段は昨年のままで量を減らしたり、あるい

は大幅に値段を高くしたりと、あの手この手で利益を出そうと知恵を絞っているのが現状で

す。また、ふるさと納税に出品を取りやめる人もいるのではないかと思います。非常に残念な

ことであります。 

 出品をしている人に対して少しでもやる気を起こさすよう、行政の配慮を求めたいと考えま

す。生産者は少しでも多くの収入を楽しみにしております。よい取り組みであれば、当市も他

を参考にすべきであると考えます。取り組みについてお伺いをします。 

 次に、国道沿いでも、山の上でも、山奥でも、室戸市中の農地が放棄地となり、草木に埋も

れるという厳しい現実があります。もう二度と農地としてよみがえることは無理と思える状況

となってきております。荒れた農地はイノシシ、鹿、猿等の絶好の隠れ場所となっており、鳥

獣被害が年々拡大をしている大きな原因となっております。これ以上放棄地をふやさないため

にも、農地の有効活用が必要だと考えます。室戸の気候に合った産品を見つけ出し、ふるさと
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納税へと結びつけることが放棄地の拡大にストップをかける唯一のものと考えます。それが果

樹なのか、米なのか、野菜なのか、山菜なのか、それとも花木なのか、全くわからないという

のが中山間で生活をする私どもの実感です。ここはひとつ行政主導で窮地を救ってくれません

か。取り組みについてお聞きをいたします。 

 (4)公衆トイレについてお聞きをします。 

 公衆トイレは、観光地の顔であると言っても過言ではありません。県外の有名な観光地で

は、トイレを観光の目玉として売り出しているところがたくさんあるようです。室戸市の公衆

トイレは、羽根岬から室戸岬まで10カ所余りあります。その中には古いものから新しいものま

であります。トイレの手入れ、その半数近くが行き届いていないのです。はっきり言って決し

てきれいだとは言えません。便器にただ水をかけているだけというようなトイレがあります。

その一方で、本当にきれいに掃除をされているトイレもあります。トイレ掃除のマニュアルは

ないのでしょうか。トイレ掃除には費用が発生しているのです。貴重な予算を使っているので

す。掃除作業に技術の差があってはだめだと思います。費用対効果で言えばマイナスのほうが

多いのではないか、どうしたら美しいトイレにできるのか、そして利用する人に気持ちよく使

ってもらえるのか、真剣に考えなければなりません。観光地室戸の磨き上げはトイレにかかっ

ています。今後の取り組みをどう強化していくのか、お伺いをいたします。 

 (5)室戸市立市民図書館についてお伺いをします。 

 最近、本を読む人が減少して、本の売れ行きは余りよくないような話を聞くのですが、室戸

の図書館の利用状況はどんなぐあいか、お伺いをします。 

 ①全館の本の数と専門書から小説までの分類別の本の数、②年代別、月別利用者数、年間利

用者人数、１日当たり平均の利用人数、過去３年間の利用人数の動向についてお伺いします。 

 ③どの分類の本の利用が多いのか、分類ごとに説明をお願いします。 

 ④１人で借りる冊数と平均日数、また貸した本が返ってこないこともあると思うのですが、

年間何冊ぐらいあるのか、回収努力はどんな方法をしているのか、教えていただきたいと思い

ます。 

 ⑤全館で何人利用できる席数があるのか、⑥新書の購入予算と購入基準についてお聞きをし

ます。 

 ⑦古くなった本はどうしているのか、⑧職員数は足りているのか、他市と比較して、多いの

か、少ないのかを問います。 

 ⑨図書館の果たす役割は今のままで良好と考えているのか。図書館を民間へ指定管理で経営

を任せる方法もあると思うのですが、担当課長は今後の図書館の運営についてどう取り組む考

えなのか、お伺いをいたします。 

 ⑩図書館の周辺整備についてお伺いをします。駐車場や図書館の周りは草は生え放題、裏側

はでこぼこで、雨が降ると水たまりができて、見た目で図書館のイメージを下げていると思う



－87－ 

のですが、担当者はどう感じておりますか、お答えをお願いします。 

 図書館の敷地内に花木を植えるとか、側溝を整備すれば、図書館の景観もすっきりするので

はないかという提案なんですが、市長と担当課長に取り組みについてお伺いをいたします。 

 (6)国立室戸青少年自然の家についてお尋ねをします。 

 いつもこの時期になると、室戸青少年自然の家の稼働率が気になります。夏休み期間中に台

風が来ればキャンセルがふえ、稼働率が下がるのではないかと心配になります。毎年のことな

がら、自然の家の救世主は冬に韓国からやってきて、長期間野球のキャンプを張ってくれる野

球少年たちです。日韓の政治対立に伴う悪影響のため、日本と韓国を結ぶ航空路線が大幅に減

便をしたり、運休をしております。韓国側から室戸青少年自然の家へ何らかの連絡はあってい

るのでしょうか、情報を教えていただきたいと思います。 

 現時点で自然の家の稼働率は幾らなのか、お尋ねをします。 

 引き続き、韓国から少年たちがキャンプに来るよう働きかけをすることが最も大切だと思う

のですが、自然の家と今までどのような話し合いを持ったのか、詳しく教えていただきたいと

思います。 

 50％の自然の家の稼働率を維持するために、市は自然の家とどんな協議をし、どう取り組ん

できたのか、順を追って説明を求めます。 

 国立室戸青少年自然の家は、室戸にとって大変貴重な施設であり、一度に大人数が利用し、

交流できる場所なのです。何が何でも稼働率50％以上を確保しなければなりません。市とし

て、市内や市外の学校や大学、企業、各種団体へ利用促進に向けて汗をかいていますか。これ

までの活動と今後の誘致に向けての取り組みをどうするのか、お聞かせをください。 

 市外にある県立や市町村の施設では、誘致活動が活発に行政主導で行われているようです。

それに比べて、当市の室戸青少年自然の家への協力体制は弱く映るのですが、室戸市にとって

大変貴重な施設である国立室戸青少年自然の家を守る取り組みをお伺いをします。 

 (7)室戸高校への支援についてお聞きをいたします。 

 ３月１日の室戸高校の卒業式、そして４月８日の入学式へ参加をしました。私の子供が在籍

していたころとは比較にならないぐらい、卒業生も、そして入学生も激減をしております。こ

のままでは室戸高校は消えてなくなってしまうおそれがあります。就職や進学にしても、決し

て他の高校に負けない取り組みをしていると思うのですが、市内の中学校の進路指導の先生方

や保護者や生徒に、もっともっと室戸高校のすぐれた特色や取り組みを知ってもらうことが大

事だと思います。室戸高校の長所を知らないというのに尽きると考えます。 

 現在の教育長は、一人でも多く地元の高校へ進学するための努力をしてくれておりますし、

実際市内の中学校へ足を運んでくれております。少子化の室戸市ですが、一人でも多く室戸高

校へ進学し、生徒自身が自分の夢を実現するための基礎づくりをする、そして３年間を過ご

す、それから進学あるいは就職を経験して、また室戸に帰ってきてくれれば最高です。そんな
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若者が少しでもふえることを願っております。 

 室戸高校への支援策は、現在、どのようなものがあるのか、また今後の支援についてどう取

り組まれるのか、お知らせをください。 

 県教委高等学校課は、生徒が減少して地域から高校がなくなると、子育て世代が地域外へ流

出し、市町村の人口減に拍車がかかる、部活動の活性化や進路保障など学校の魅力を高め、生

徒確保につなげることが大切であると、県立高校に地域活性化を考える市町村を支援する交付

金制度を2019年度に創設をしております。室戸市もこの制度の利活用を考えているのでしょう

か、取り組みについてお聞かせをください。 

 また、嶺北高校や梼原高校では、町全体で地元高校の活性化に動いております。室戸市もオ

ール室戸として室戸高校の活性化に強力に取り組むべきであると考えます。市長、教育長のお

考えをお聞かせください。 

 これで私の第１回目の質問を終わります。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 町田議員にお答えをいたします。 

 まず、(1)の１点目、浜田省司氏の評価についてでありますが、議員御案内のとおり、尾﨑

知事がリーダーシップをとる現高知県政には、当市のあらゆる振興施策や課題解決にお力添え

をいただいておりまして、大変感謝をしているものであります。そういったことからも、尾﨑

県政を継承、発展させると明言されておられます浜田氏には、当市にとっても山積する課題や

問題点を御理解いただき、力強く御支援をいただける方ではないかと期待をしているところで

あります。 

 次に、２点目の高知県知事としてどなたがふさわしく、東部地域に光を当ててくれるのか、

また市長が思うリーダー像についてでありますが、私は尾﨑知事が常々強調されております中

山間地域の振興なくして県勢の浮揚なし、この言葉に尽きるのではないかと思っております。

高知県行政を総括する知事の基本的姿勢として、県民の小さな声、さらには声なき声にも耳を

傾け、その声に真摯な姿勢で向き合う、その上でさまざまな振興施策や課題解決のために誠意

と情熱を持って当たるなど、力強くリーダーシップを発揮できる人、そういった人材が人口減

少や少子・高齢化社会等の厳しい状況にある高知県においても新たな時代を切り開くことので

きるリーダーではないかと考えております。 

 次に、(2)時間外手当と意識改革についてであります。 

 私のほうからは、職員の意識改革についてお答えさせていただきます。 

 議員から御指摘がありましたように、職員の意識改革の必要性は就任当初から感じておりま

して、課長会等を通じ、これまでも訴えてきたところであります。特に市民からの提案や陳情

に対して真摯な対応をすることは、市職員としての大変重要な責務であると考えており、特に

お金がないからできないという対応は絶対にしないこと、課長や担当者が不在でその場で返事
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ができない場合には、必ず折り返し連絡をすることなど、具体的な事例を挙げて指導してまい

りました。 

 また、前例主義、事なかれ主義を排除し、これまでの慣例に常に疑問を持ち、新しい観点か

ら物事を捉えるよう私自身も努めており、職員に対しても日ごろからそうした視点で業務の見

直しを行うことにより、業務改善や時間外勤務の削減につなげていただけたらと期待をしてい

るところであります。 

 また、業務の見直しに当たっては、現行制度の生い立ちを理解し、担当職員等での議論や検

討を深め、その結果、必要なものについては当然継続していかなければならない制度や取り組

みもあると考えております。 

 いずれにいたしましても、職員の意識改革について、私の信念とリーダーシップが求められ

ていることは当然でありますが、職員みずからが問題意識を高め、課題解決に立ち向かう姿勢

こそが大事であると考えております。 

 私としましては、日ごろから職員とのコミュニケーションを深め、職員を理解をした上で、

適材適所の人材配置を行い、各職員の得意な分野を仕事に生かせられるような職場づくりに取

り組み、信賞必罰の対応もモチベーション向上につながるよう対処して、とにかく職員の働き

たくなる、また働きがいのある職場環境の強化に努め、職員が思い切った仕事のできるよう、

リーダーの役割を果たし、市民に信頼される職員、また市役所づくりに取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、(3)ふるさと納税について何点かお尋ねがありましたので、順次お答えをいたしま

す。 

 まず、今年度のふるさと納税額の状況についてでありますが、８月末時点のふるさと納税額

は約２億2,000万円となっており、昨年の同時期対比は約10％の減少となっております。減少

した要因としまして、ふるさと納税制度の改正に伴い、６月１日より返礼品の報償費を見直し

たことが考えられます。こうした現状を踏まえ、９月１日より２万円以下の寄附額に対する返

礼品については、報償費をふやすよう見直しを行いました。さらに、首都圏への販路開拓に伴

い、事業者には鯖ずしやオオグソクムシなどの新商品を開発していただき、返礼品ラインナッ

プに順次追加をしております。中でも、全国的にも珍しい返礼品は各メディアから注目をさ

れ、新聞掲載やテレビ放送されたことにより、室戸市のふるさと納税サイトへの誘導につなが

っております。 

 また、ふるさと納税業務の体制強化により、新規ポータルサイトの運用や返礼品開発、寄附

金の使い道のＰＲ、高知県ふるさと納税自治体連携協議会におけるコラボ定期便への参加な

ど、寄附拡大につながるよう努めてまいりたいと思います。 

 次に、ふるさと納税返礼品の集出荷場についてでありますが、県内の自治体では奈半利町が

このような取り組みを行っておりますので、奈半利町の取り組みや業務内容なども参考に、多
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くの生産者がふるさと納税制度に参画できる体制づくりにも取り組んでまいります。 

 次に、室戸市に適した返礼品の農作物の開発についてでありますが、今後、生産者や参画事

業者などと協議の場を設けて、ふるさと納税で人気の農作物などについて情報交換するよう取

り組みを強化してまいります。 

 いずれにいたしましても、本市の貴重な財源となるふるさと納税額を増加させるため、さら

なる返礼品の開発及び返礼品のブラッシュアップなどに取り組み、成果の上がるよう努めてま

いります。 

 次に、(7)室戸高校への支援についてであります。 

 室戸高校は、創立70年以上の歴史を持つ本市唯一の高等学校であります。総合学科の特色を

生かし、地域に密着した事業を通して、室戸市を背負って立つ人材の育成を実践している地域

とともに歩む学校であります。室戸市では、高校生の活躍等による地域の活性化及び生まれ育

った地域で高等学校教育を受けることができる環境を守ることなどを目的として、以前より室

戸高校への支援を行っております。平成30年度には、産官学による室戸高校魅力化の会を設立

し、多方面から室戸高校への支援についての検討を行っております。その中で実現した新たな

支援として、室戸高校入学祝い金の新設、ポートリンカーン市への友好交流親善団の室戸高校

生自己負担金の支援があります。 

 そして、来年度には、通学に対する支援として、路線バス定期の費用の一部を補助すること

としております。また、バスを利用しない生徒への通学の支援としましては、自転車購入の一

部助成もあわせて予定しているところであります。この支援により、室戸高校への入学希望者

の増加及び公共交通機関の利用促進にもつながるため、来年度の入学生から適用できるよう進

めていきたいと考えているところであります。 

 また、室戸高校では、本年度から文部科学省による地域との協働による高校教育改革推進事

業（グローカル型）に高知県で唯一選ばれました。目指せ！持続可能な社会の担い手を育む教

育の実践をテーマに掲げ、グローバルな視点を持った地域リーダーの育成を目指すもので、こ

れから３年間、市や室戸ジオパーク推進協議会等と連携を強化をし、姉妹ジオ協定を締結した

マレーシア・ランカウイ島の高校生との交流などを進めていくとお聞きをしております。 

 この事業では、世界ジオパークの地域や国と交流し、室戸のすばらしさを伝え、広める活動

を通じて、世界で活躍できる人材を育成する総合学科の特色を生かし、さまざまな科目や活動

による魅力ある学校づくりを行い、生徒数を増加させ、地域を元気にすることがうたわれてお

りまして、室戸高校の魅力化を推進し、入学生の確保に向けた大きな事業に取り組んでおられ

ます。 

 今後とも、教育環境の充実強化を図るためにも、室戸市の活性化のためにも、地域リーダー

の育成を目指す室戸高校への支援に力強く取り組んでまいります。 

 私からは以上でありますが、教育長及び関係課長から補足答弁をさせますので、よろしくお
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願いをいたします。 

○議長（堺 喜久美君） 黒岩総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（黒岩道宏君） 町田議員に、(2)時間外手当と意識改

革について市長答弁を補足いたします。 

 まず、平成30年度の時間外手当の総額につきましてですが、水道事業会計部門を除きまし

て、決算額は4,381万9,292円であります。 

 次に、各課ごとの時間外勤務の状況でありますが、平成30年度における１人当たりの平均支

給額の多い課について多い順に３課を申し上げます。年額となります、防災対策課94万

1,070円、産業振興課41万4,739円、観光ジオパーク推進課37万9,260円の順となっておりま

す。 

 なお、防災対策課につきましては、台風等による災害対応分も含めた数字となっておりま

す。 

 次に、個人の最高額と平均額との差額についてでありますが、個人の年間支給最高額は

100万2,043円であり、職員１人当たりの平均年間支給額20万5,720円との差額は79万6,319円と

なっております。 

 次に、１時間当たりの単価についてでありますが、平日22時までの単価の平均額は2,146円

となっております。 

 次に、他市との比較についてであります。平成30年度の実績につきましては、現時点で他市

の状況が公表されておりませんので、平成29年度の人事行政の運営等の状況の公表データをも

とに比較しましたところ、１人当たりの平均支給年額が公表されている、これ10市が公表して

おりますが、平均は31万9,400円です。室戸市はその中で最も低い14万5,000円です。これ29年

度分ですので、先ほどの数字と若干違っておりますが、最も低い14万5,000円となっておりま

す。なお、一番高い市は52万7,000円ということになっております。 

 次に、時間外勤務の確認をどのようにしているかについてであります。 

 時間外勤務命令は、事前にどのような用務で何時まで行うか、所属長の命令を受けて行うこ

ととなっており、勤務の結果については事後に所属長が確認を行うことになっております。ま

た、翌月の月初めには所属長に前月のタイムカード集計表を提出させ、過重な労働時間になっ

ている職員がいないかを確認をしているところです。 

 次に、時間外勤務の削減についてであります。 

 職員の健康管理の観点からも大変重要であると認識をしているところでありますので、今後

も働き方改革や業務改善に関する研修を実施し、業務改善や意識改革を進めるとともに、議員

から御指摘のありましたように、現在も実施しております朝礼や課内会、班会において、職場

内で情報共有を行い、班内あるいは課内での協力体制、助け合いを行うように課長会等におい

て徹底をしてまいりたいと考えております。以上です。 
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○議長（堺 喜久美君） 和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 町田議員に、(4)公衆トイレについてお答えいた

します。 

 市の管理している公衆トイレの清掃につきましては、業務委託をしているもの、パート職員

が行っているものなどさまざまでございまして、清掃方法につきまして一律のマニュアル化が

できていないのが現状でございます。市としましても、トイレをよりきれいにする取り組みの

必要を感じておりまして、本年７月20日には、数多くの学校や公衆トイレの清掃実習をされて

いる高知清掃に学ぶ会をお招きし、トイレ清掃の研修会を行ったところです。 

 今後も、こういった研修を行うなどして技術の向上を図るとともに、清掃箇所に抜かりのな

いようにチェックリストを作成し、定期的に見回り検査を行うなどして、観光客や市民の方に

快適に利用していただけるように取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 宮脇生涯学習課長。 

○生涯学習課長（宮脇 誠君） 町田議員に、(5)の室戸市立市民図書館についてお答えいた

します。 

 以下の数字等につきましては、平成30年度の実績に基づいたものでございます。 

 まず、図書の分類と蔵書数ですが、日本十進分類法により、総記3,250冊、哲学2,808冊、歴

史6,713冊、社会科学6,403冊、自然科学5,634冊、工学3,988冊、産業1,889冊、芸術１万

3,347冊、言語1,421冊、文学３万5,876冊の10分類で、蔵書総数は８万1,329冊となっておりま

す。 

 次に、利用状況でございます。 

 年齢別の区分はされていませんが、中学生までの利用者3,868人、高校生239人、成人

8,815人、月別利用者数は、４月1,014人、５月992人、６月1,104人、７月1,436人、８月

1,419人、９月1,127人、10月1,217人、11月1,101人、12月886人、１月833人、２月976人、３

月857人で、年間の利用者は１万2,962人、１日当たりの平均利用人数は約47人です。 

 また、過去３年間の利用人数の動向は、平成28年度１万4,563人、平成29年度１万3,595人、

平成30年度１万2,962人と減少しております。 

 次に、分類別で利用の多い図書は、年間貸出冊数２万1,764冊中、日本文学が含まれる文学

が１万617冊、料理、裁縫等が含まれる工学が1,886冊、折り紙、漫画等が含まれる芸術が

1,611冊などで多く利用されております。 

 １人が借りられる限度数は４冊で、最長14日間であります。 

 また、図書の未返却の対応につきましては、電話連絡や文書での督促、来館の際の声かけな

どを実施しております。 

 なお、未返却図書につきましては、平成27年１月から平成30年12月までの間で52冊でありま

す。 
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 次に、館内の座席数につきましては、１階、児童席10席、２階、成人席37席でございます。 

 図書の選定、除斥につきましては、独自の基準は定めておりませんが、他市の基準を参考に

運用しております。 

 また、図書購入の際は、利用者の希望を反映するための予約リクエスト受け付けも実施して

おります。 

 なお、本年度の図書購入費は361万1,000円です。 

 次に、職員数ですが、本市は臨時職員２名、非常勤職員３名を雇用し、実質は１日当たり、

２、３名で現場業務の対応を行っております。安芸郡内の図書館の職員数の状況は同程度の人

数により現場業務を行っていることから、一定の人員確保はできていると考えます。 

 図書館の今後の役割につきまして、現在の図書館システムは蔵書検索や予約など、利用者サ

ービスの提供が十分ではないため、利用者への図書館サービスのより一層の充実を図るため、

今年度中に新たなシステムを導入することとなっております。 

 また、館内のレイアウトを変えることなどを検討し、一人でも多くの方に利用していただけ

るよう、館内の環境整備をあわせて行っていきたいと考えております。 

 なお、民間への業務委託につきましては、安芸郡内では安芸市のみが行っていることから、

その状況をお聞きするなどして、業務委託が可能かどうかを検討していきたいと考えておりま

す。 

 周辺の環境につきましては十分ではないと考えますので、スロープ設置の際に撤去された花

壇施設の検討や近日中に草刈りを実施するとともに、雨水対策につきましても関係課と連携し

てＵ字溝の設置等、適切に対処してまいります。 

 次に、(6)国立室戸青少年自然の家についてでございます。 

 自然の家の稼働率維持・存続の取り組みといたしまして、市では平成20年度より室戸青少年

自然の家利用促進協議会を設置し、関係機関と協議を重ねてまいりました。協議内容としまし

ては、前年度の利用状況、今年度の取り組み、稼働率の確保に向けた取り組みについて意見交

換を行い、市内の各種団体に利活用の推進をお願いしてきたところでございます。 

 自然の家の現時点での稼働率につきましては、実績数値では５月末現在61.3％となります

が、直近の８月末現在におきましては、予約宿泊室数ベースですが、58.3％となります。 

 現在の韓国側からの自然の家への情報としましては、昨年度、自然の家で宿泊し、市内の施

設を利用したリトルチームから、今年度もぜひ室戸で合宿を行いたい旨の連絡があったとのこ

とです。 

 この韓国へのキャンプ継続の働きかけとしましては、市長、副市長を初め市幹部が韓国へ訪

問した際、継続的に室戸市へ来ていただけるよう陳情してまいりました。自然の家との話し合

いの中では、韓国側の要望、受け入れ体制の確認について協議を重ねてまいりました。 

 市の受け入れの支援としましては、韓国野球のキャンプを推進していくため、選手移送や通
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訳に係る経費、室戸広域公園屋内運動場の使用料の支援を行っています。 

 また、施設整備としましては、これまでに中央公園に防球ネットの設置、照明設備の設置を

してまいりました。昨年度はバッティングマシンの購入、ブルペンマウンドの設置を行うな

ど、施設の整備を図ることで、韓国野球以外にも国内外の各種スポーツ合宿の誘致につなげ、

それを自然の家の利活用にもつなげられるよう考えているところでございます。 

 また、それ以外の取り組みといたしまして、市職員の利用に関しましては、例年２年目、３

年目職員及び課長を対象とした宿泊研修を実施しており、今年度は11月に実施する予定でござ

います。 

 関係機関への利用促進としましては、市内小学校の宿泊体験や通学合宿、中学校の交流事業

に利用されております。 

 今後とも、合宿誘致のほか、現在、室戸市で開催されている各種スポーツイベントにおきま

しても、そのイベントが自然の家の利活用につなげられるよう、連携強化を図ってまいりま

す。具体的には、３月に開催されます高知県少年野球春季選手権大会において、市外のチーム

に対して積極的に宿泊を呼びかけ、大会前日には交流会を設けたいと考えております。それを

きっかけに、野球のみならず、選手間、保護者間の交流を図っていただき、交流人口の拡大に

もつなげられればと考えております。 

 誘致活動におきましても、今年度、室戸市地域おこし協力隊の募集を行い、スポーツ合宿や

大会の誘致、スポーツ振興において積極的に取り組んでまいります。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 町田議員に、(7)室戸高校への支援について市長答弁を補足させて

いただきます。 

 本年度の室戸高校の支援につきましては、室戸高校スポーツ振興支援事業費補助金、いさな

寮生応援補助金、室戸高校入学祝い金、ポートリンカーン市友好交流親善団の室戸高校生の自

己負担金支援、室戸高校定時制補助金などの支援を行っております。過去にはいさな寮にエア

コン設置をするなど、ソフト、ハード両面から支援を続けております。 

 また、10月１日から供用開始となる室戸高校前バスロータリー及びバス待合所につきまして

も、バス通学の室戸高校生の利便性や安全性の向上を目的として整備したものであります。 

 今後とも、室戸高校魅力化の会において、どのような支援が必要なのか、協議検討を行って

まいります。 

 次に、県立高校への地域活性化を考える市町村を支援する交付金制度の活用についてであり

ますが、この制度は、県立高等学校再編振興計画で、中山間地域の学校と位置づけられた高校

を核とした地域の教育力向上及び活性化を推進するための施設の建設費等を対象とした交付金

となっております。この交付金制度は、本市にとっても有効な制度であると考えておりますの

で、来年度以降の活用につきましては、室戸高校の御意見、ニーズをお聞きしながら、本市の
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教育力向上や地域活性化にどうつなげていくのか、関係各課とも協議を行い、検討してまいり

ます。以上でございます。 

○議長（堺 喜久美君） 町田議員の２回目の質問を許可いたします。町田又一議員。 

○１１番（町田又一君） １点、２点、２回目の質問をさせていただきます。 

 ジオの課長からトイレ掃除のマニュアルはないというような答弁をいただきました。 

 このトイレの指摘事項は何度となく課長の耳には届いていると思うんです。羽根から岬にか

けてのトイレの中で、それがまだできてないというのは職務怠慢になるがじゃないか、私はそ

んなふうに思います。課長さんも生涯におったり、またジオにおったりで、なかなか大変重要

な職責を経験されているのはわかるんですが、なれだけでは行政、またその自分の職責はやっ

ていけれないというふうに思います。自分で、苦情とか苦言があれば、足を運んで、現場を見

て、本当にそれが正しいのかどうかを確認して、そして清掃する方に、こういう状況であるか

らこういうふうにしてほしい、それを私はすることが一番大事だと思うんですが、まあ言うて

きたきん、聞き流しっちょったらそのうち忘れる、それじゃあ全然よくはならないと思います

し。私が冒頭に言わせてもらったように、トイレはその家庭でも顔になると思うんです。仮で

悪いんですが、私がどっかの家に行かせてもらったときに、御飯をごちそうしようかと言った

ら、ごちそうに遠慮なくなります。しかし、大小を催したときにトイレを貸してくれとはなか

なか言えないんです。それはどうしてか、その家の大事なところを自分の目で入っていく、ひ

ょっとしたら相手のほうもこちらの言い分を聞いてよう断らないから、何とか言いながらどう

ぞということになると思うんですね。 

 そしたら、室戸は今観光客がたくさん来て、交流人口がたくさんの足を入れてくれているこ

の状況の中で、多分来てくれる大半の方はどっかの公衆トイレに寄って用を足していってると

思うんです。それをそのまま置いておくということはその課の怠慢になる、私は本当にそうい

うふうに思います。もうすぐにでも取り組んで、きれいにするような、そしてまたそのトイレ

によってはどうにもならないような、こびりついて、そういうのは部品を交換するような、そ

んな手もあるんではないかというふうに思いますので、これからまた観光シーズンになりま

す、そのうちマニュアルをつくって、人にまた集まってもらって、研修をして、それじゃあ遅

いんです。すぐに取りかかって、今やってくれる方にも集まっていただいて、室戸のトイレは

こういうふうに、皆さん方の掃除のやり方にかかってます、そういうような話から入って、な

るだけきれいなトイレづくりに邁進していかなければならないというふうに私は思います。 

 また、そのために手が要るなら、私たちも言ってもらえば有志で、何人かでもお手伝いはさ

せてもらいます。どうぞこのことを踏まえて、再度このトイレについての答弁をいただきたい

と思います。 

○議長（堺 喜久美君） 執行部の答弁を求めます。和田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（和田庫治君） 町田議員の２回目の御質問にお答えをいたしま
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す。 

 トイレは市の顔となるというのは、議員さんおっしゃるとおりだと思っております。現在、

室戸市のトイレにおきましては、老朽化したものだとか、なかなか汚れが取れないものってい

うのが実際に数多くあります。私自身各トイレを回りまして、そういった状況を把握しなが

ら、取りかえるものは取りかえるということでまた要求もさせていただきたいと思っておりま

すし、清掃に当たられている職員さんにも、直接会って、そういった市においてトイレってい

うのは重要なもんだということをお話をさせていただいて、仕事に取りかかっていただけるよ

うな取り組みを私もすぐにさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

○議長（堺 喜久美君） これをもって町田又一議員の質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会をいたしたいと思います。これに御異議ございません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堺 喜久美君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することと決

しました。 

 本日はこれにて延会をいたします。 

 あすは一般質問です。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後４時12分 延会 

 

 


