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            午前10時０分 開議 

○議長（濱口太作君） 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。武井議会事務局長。 

○議会事務局長（武井知香君） 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13名中、欠席届１名、現在12名の出席でございます。 

 欠席議員は、亀井賢夫議員、検査入院のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（濱口太作君） 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。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） 12番林竹松。市民の負託により、今定例会におきまして一般質問を

行います。 

 まず、防災対策についてでありますが、過去、東日本で起きた大震災から数えて６年、そし

て熊本地震から数えて１年が過ぎました。とうとい命と財産をなくされました。そういった教

訓をもとにして、室戸市の防災対策について、今後どう生かされていくのかという意味合いを

込めまして、一般質問を行います。 

 まず、菜生地区の防災対策についてお聞きをいたします。 

 昨年６月定例会において、菜生消防屯所の高台移転について質問したところ、市長は、関係

者と協議を進めている、引き続き検討していくと答弁しているが、それ以降、どのような協議

がなされ、どのような検討がされたのか、お聞きをいたします。 

 また、いつごろ整備できるのか、具体的にお聞きをいたします。 

 また、避難タワー建設については、地元協議や財源確保が必要であり、それらについて取り

組みを進めていきたいと答弁をしているが、それ以降、どのような取り組みがなされたのか、

お聞きをいたします。 

 また、今回、避難タワーについては予算化されておりますが、建設場所は菜生地区のどこに

建てるのか、お聞きをいたします。 

 次に、西灘地区の防災対策についてお聞きをいたします。 

 同じく西灘地区の防災対策について質問したところ、要支援者について個別計画を作成する

と答弁をしているが、それ以降、どのような取り組みがなされたのか、お聞きをいたします。 

 また、西灘地区は住居が入り組み、道路は狭隘で、ブロック塀の倒壊も予想される避難経路

までの狭い地区道の整備についてどのような取り組みがなされてきたのか、具体的にお聞きを

いたします。 
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 次に、西灘地区への避難タワーの建設については、県が避難可能な範囲内としているので必

要ない、市民館への避難で十分であると答弁をしているが、狭い地区道でブロック塀が倒壊し

た中をどうやって市民全員が避難できるのか、県が避難可能地域と言っても、地域の実情に即

したことを考えなければならないし、市民全員が避難することは困難であります。西灘地区か

ら西ノ宮地区にかけての位置に避難タワー建設をすることが必要でありますので、市長の考え

をお聞きをいたします。 

 次に、電柱の地下埋設についてお聞きをいたします。 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災など過去の大地震を見ると、電柱の倒壊によって道路が遮

断され、救援活動の阻害や被害の拡大が発生しております。本市管理の市道に設置している電

柱を地下に埋設する取り組みを考えているのかどうか、お聞きをいたします。 

 こういった取り組みをすることによって、市民の命を守ることができると思うが、どのよう

な取り組みがなされているのか、具体的にお聞きをいたします。 

 次に、ブロック建て市営住宅の建てかえについてお聞きをいたします。 

 南海トラフ巨大地震対策を含め、防災面でブロック建て住宅の耐震について質問したことが

ありますが、耐震強度調査については困難であり、建てかえについて取り組むと答弁をもらっ

ております。それ以後10年余りたつが、いまだにブロック建て住宅は残っている現状でありま

す。また、大谷地区の建てかえは決まっておりますが、いつ完成をする予定なのか、お聞きを

いたします。 

 次に、現在何戸のブロック建て住宅はあるのか、この10年間どのような取り組みを行ったの

か、お聞きをいたします。 

 次に、早急に建てかえをしなければ住民の命が危険である全てのブロック建て住宅を早急に

建てかえることは考えていないのか、市長にお聞きをいたします。 

 次に、津波避難計画及び地域津波避難計画についてお聞きをいたします。 

 今後30年以内に高い確率で発生が予測されている南海トラフ巨大地震は、激しい揺れによる

被害のほか、直後に襲ってくる津波により大きな被害が発生することが予測されております。

高知県下では、安芸市、高知市など沿岸地域の７市において津波避難計画を策定しておりま

す。本市においても、津波による人的被害を軽減するためにも、津波避難計画の作成が必要と

思われますが、お聞きをいたします。 

 次に、海岸線等を有する全ての市町村が津波避難計画を策定する必要があるとされている

が、本市において津波避難計画は策定されているのか。それと同時に、市内各地域の地域津波

避難計画は策定されているのかどうか、お聞きをいたします。 

 次に、策定されているのなら、西灘地区、いわゆる菜生地区にはどのような位置づけとなっ

ているのか。また、市民にどのような周知をしているのか、お聞きをいたします。 

 次に、室戸市の地域防災計画についてお聞きをいたします。 
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 昨年でしたか、８月、室戸市地域防災計画が改定されたと説明を受けましたが、事業所の廃

止による変更など細かい部分だけの改定と受け取りました。この計画は、社会的弱者への思い

やりが足りないように思います。社会的弱者の防災対策はどのような状況なのか、お聞きをい

たします。 

 また、今後、どのような対策を講ずるつもりなのかについてもお聞きをいたします。 

 次に、室戸市職員の健康対策についてお聞きをいたします。 

 室戸市職員は、公務員として市民の公僕として日夜努力しており、その姿に心から敬意を表

します。しかし、各課においては、上司や同僚との人間関係がうまくいっていない事例がある

とお聞きします。仕事関係で悩みを抱えている職員が多いようであります。 

 お聞きをいたします。 

 総務課付となっている職員は現在何名いるのか、どういう状況で総務課付となったのか、ま

た今後、職務復帰できるのかどうかについてもお聞きをするものであります。 

 次に、ストレスチェック健診の義務化を盛り込んだ労働安全衛生法の一部を改正する法律が

平成27年12月に施行され、１年に１度、従業員のストレスチェックが義務化されましたが、本

市ではどのような取り組みがなされているのか、お聞きをいたします。 

 次に、職員の悩み解決のため、専門員、ソーシャルワーカー等を配置することは考えていな

いのか、配置されているのなら、どこのどなたがソーシャルワーカーとしておられるのか、お

聞きをいたします。 

 ４点目の総務課付の職員は過労が原因ではないのか、過労死等防止対策推進法及びその大綱

に基づく過労防止対策はどのようにやっているのか、お聞きをいたします。 

 次に、厚労省の労働力調査によると、週40時間以上時間外労働をしている労働者の割合が高

いとされているが、本市ではその実態を把握しているのか。また、どのような対策を講じてい

るのか、お聞きをいたします。 

 次に、年次有給休暇をほとんど取得していない労働者ほど長時間労働の比率が高い実態にあ

るとされているが、本市ではその実態を把握しているのか。また、どのような対策を講じてい

るのか、お聞きをいたします。 

 次に、あってはならないことではありますけども、サービス残業について、その実態を把握

しているのか。また、どのような対策を講じているのか、お聞きをいたします。 

 次に、月末の金曜日は、午後３時には仕事を終えて退社するというプレミアムフライデーが

２月24日から実施されたが、本市においてどのように取り組むのか、お聞きをいたします。 

 次に、高年齢者雇用確保措置についてお聞きをいたします。 

 公的年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、収入の空白期間が生じないように、高年齢者の

65歳までの安定した雇用を確保するため、本市において60歳定年退職者を対象に再任用職員と

して雇用することがされております。 



－59－ 

 しかし、この実施状況に問題があるように思います。この再任用職員は職員定数内の職員

か、それとも定数外か、またその給与額や諸手当など、処遇面は県下各市と比べてどうなのか

どうか、お聞きをいたします。他市では、定数内の職員として処遇しているが、市長は定数外

にこだわっていると思いますが、その理由についてもお聞きをいたします。 

 次に、昨年６月定例会において、総務課長は、平成26年度は３名、27年度は４名、28年度は

２名再任用していると答弁しているが、そのうち今現在何名が勤めているのか。また、希望者

を全員雇用しているのかどうか、お聞きをいたします。 

 次に、再任用職員が長年培ってきた専門的知識や経験を生かせるよう配置に努めてきた、市

の業務に有効に活用できるよう適材適所への人員配置に努めてまいりますと総務課長は答弁を

しているが、そのような配置になっていないと思います。経験のない部署への配置をなぜする

のか。また、今後どのように改善していくのか、お聞きをいたします。 

 次に、高年齢者雇用確保措置は65歳までの安定した雇用を確保することが目的であるし、本

市においてせっかく再任用職員として雇用されても、なぜ１年やそこらでやめていくのか、そ

の理由について把握しているのか、お聞きをいたします。 

 また、今後、法の趣旨にのっとり、65歳まで安定した雇用をするためにどのような見直しを

するのか。 

 次に、厚生労働省からの高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針において、継続

雇用制度を導入する場合においては、継続雇用の希望者の割合が低い場合には、労働者のニー

ズや意識を分析し、その制度の見直しを検討することとなっているが、本市の状況を踏まえ、

どのような取り組みを行い、見直しを検討するのか、お聞きをいたします。 

 次に、排水路の清掃管理についてであります。 

 市内各地域の排水路の清掃については、年１回、市民総出の一斉清掃によって行われており

ますが、高齢化や人口減少によって清掃作業が市民の負担になってきており、各地域の排水路

の維持ができなくなっております。税金を納めている市民が困っている現状であります。市

は、市民サービスの一環として、市民にかわり排水路の清掃をするべきではないのか、なぜし

ないのか、前向きな答弁を求めます。 

 次に、常会活動、清掃活動、地域の催し物など、高齢化や人口減少のため地域活動が維持で

きなくなっている現状に対し、どのような対策を講じるのか、お聞きをいたします。 

 次に、部落差別をなくするために。 

 憲法が制定をされて70年、いわゆる基本的人権が踏みにじられて、いまだに部落差別という

ものは現存しております。平成28年12月16日、部落差別の解消の推進に関する法律が施行され

ました。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １点目、この法律で言う部落差別とは何か、またこの法律ができた意義は何か。 
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 ２点目、本市で部落差別を受けている地域の歴史について、執行部は知っているのか。知っ

ているなら、説明を願いたいし、また差別を受けていない地域の歴史についてはどうなのか、

どのように違うのか、説明を願いたいのであります。 

 次に、本法律の第３条では、国及び地方公共団体の責務としてその地域の実情に応じた施策

を講ずるように努めるものとするとされているが、本市の部落差別の実態はどうなのか、明ら

かにされたい。 

 また、その実態を踏まえて、どのような施策を講じるのか、市長の考えをお聞きをいたしま

す。 

 次に、同じく第４条では、相談体制の充実として、その地域の実情に応じ、部落差別に関す

る相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとするとされているが、人はな

ぜ差別をするのか、なぜ差別をされるのか、明らかにされたいのであります。 

 また、法の趣旨にのっとり、どのような相談体制の充実を図るのか、市長の考えをお聞きを

いたします。 

 次に、同じく第５条では、教育及び啓発として、その地域の実情に応じ部落差別を解消する

ため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとするとされているが、部落差別を解消する

には、地域の人たちの仕事保障と教育の向上しかないと思いますが、この点について本市の現

状と課題を明らかにされるとともに、今後どのような施策を講じるのか、市長、教育長の考え

をお聞きをいたします。 

 次に、同じく啓発について、本市の現状と課題について明らかにされるとともに、今後どの

ような施策を講じるのか、市長、教育長の考えをお聞きをいたします。 

 次に、いわれなき部落差別を解消するためにはどうすればよいか、行政としてどのような取

り組みをするべきか、市長、教育長の考えをお聞きをいたします。 

 次に、部落差別をなくするために、(2)で奨学資金給付事業についてお聞きをいたします。 

 日本国憲法第11条では、基本的人権は侵すことのできない永久の権利とされております。し

かし、同和地区住民は、その憲法によって保障された基本的人権さえ踏みにじられ、言葉で表

現できないような差別を受けております。同和地区子弟は、差別のために就労の機会を奪わ

れ、働く場所が狭められ、教育も受けることができない状況があります。教育基本法第３条で

うたわれている教育の機会均等を保障するためにも、奨学資金は無償給付であるべきではない

のか、教育長、副市長にお聞きをいたします。 

 次に、女性活動推進法の取り組みについて何点かお聞きをいたします。 

 平成27年９月４日、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推

進法が公布施行されました。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 １点目、本法第６条では、都道府県推進計画等として、第２項で市町村は基本方針を勘案
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し、市町村推進計画を定めるよう努めるものとすると定められているが、本市ではどのような

取り組みを進めているのか、お聞きをいたします。 

 次に、同じく第８条では、一般事業主行動計画の策定として、第７項で常時雇用する労働者

の数が300人以下の者は一般事業主行動計画を定めるよう努めなければならないとされている

が、本市ではどのような取り組みが進められているのか、お聞きをいたします。 

 次に、同じく第15条では、国及び地方公共団体の機関は政令で定めるところにより特定事業

主行動計画を定めなければならないとされているが、本市ではどのような計画を定めているの

か。 

 次に、同じく第21条では、啓発活動として国民の関心と理解を深め、かつその協力を得ると

ともに必要な啓発活動を行うものとするとされているが、本市ではどのような啓発活動を行っ

ているのか、お聞きをいたします。 

 次に、同じく第23条では、取り組みが効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機

関により構成される協議会を組織することができるとされており、任意ではあるが、協議の場

を設けることができるとされているが、本市ではどのような取り組みを進めているのか、お聞

きをいたします。 

 この法律は、平成27年から平成38年までのいわゆる時限立法であります。これらについてお

聞きしたように、内容の説明と取り組み及び計画について明らかにされたいのであります。 

 これをもって私の第１回目の質問を終わります。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 林議員さんにお答えをいたします。 

 まず、(1)菜生地区の防災対策について、昨年６月定例会以降の状況についてでございま

す。 

 菜生消防屯所の高台への移転につきましては、これまでお答えしてまいりましたように、関

係者の方々から土地の状況をいただくほか、地域内を調査することなどに取り組んでまいりま

した。そして、幾つかの候補地について協議検討をしてきたところでございます。 

 まず、１つには、旧水産高校跡地の土地について、校舎を解体し、約５メーターの土地のか

さ上げを行う案を検討したところでありますが、堤防沿いにあり、海に面した土地であること

や周囲が津波浸水により孤立すること、また浸水時には近くの山などへ２次避難ができないな

どのことから大変難しいと判断をいたしているところでございます。 

 次に、室戸広域公園内の用地が適当ではないかということで、その点につきましても相撲場

入り口付近へ消防屯所を設置することができないかについて協議をしてきたところでございま

す。この件につきましては、昨年12月19日に県と協議をしたところでありますが、消防屯所は

都市公園法第７条、占有可能な対象施設に該当していないということで、この件についても許

可を出すことが困難であるというふうに言われているところでございます。 



－62－ 

 そのほか、菜生分団の管轄区域内で土地のかさ上げなどの造成を行うことにより、消防用地

として移転可能な土地が確保できないかにつきましても検討しているところでございますけれ

ども、現在のところ、進入路や十分な高さと敷地面積を確保することができないことから、現

在におきましてもその適地を探しているというところでございます。 

 いずれにしましても、消防屯所は団員の方々の重要な活動拠点施設でもありますので、安全

で安心できる場所に設置できるように、今後とも引き続き消防分団の方や地域関係者の方々と

ともに取り組みを進めてまいります。 

 次に、避難タワーの整備についてでありますが、これまで都市防災事業計画に基づき整備を

しているところでございます。その整備計画では、現在10基を計画をしておりまして、現在６

基が完成し、３基が建設中でございます。そして、菜生地区につきましては、10基目として計

画をしているところでございます。 

 そして、菜生地区の設置場所につきましては、津波避難困難地域解消に向けて有効と考えら

れる候補地を選定しているところでありますが、地元の方々からもさまざまな要望をいただい

ております。現在、地元の自主防災組織に何カ所か候補地を上げていただくなど、お願いをい

たしているところでございます。今後、地元との協議を重ね、場所の決定、用地の測量、用地

の買収、建築設計へと進めてまいります。 

 次に、(2)西灘地区の防災対策についてでございます。 

 西灘地区につきましては、一定地区道路の整備が進みましたけれども、十分でない地域が残

されていることは承知をするところでございます。そのため、議員さん御指摘のとおり、避難

路に至るまでの道において、地震の揺れによる家屋やブロック塀の倒壊など、道が塞がれ、避

難場所へ避難できないことも想定をされるところでございます。 

 市といたしましては、地震の揺れによる倒壊等の防止対策が重要であると考えております。

そして、１つには、住宅の耐震化に対する補助事業、またブロック塀対策の補助事業及び老朽

住宅除却事業などを進めているところでございます。 

 今後とも、避難路175カ所の、これ全体でありますが、175カ所の完成を目指すことや、地域

住民の方々の御理解や御協力をいただき、補助事業を活用していただくとともに、誘導看板、

誘導灯の設置などにも取り組んでまいります。 

 なお、県の南海トラフ地震対策推進安芸地域本部や自主防災組織の方々とともに、避難経路

について現地点検を行っているところでございます。点検の結果も踏まえながら、地域の実情

に即した避難路の確保に努めてまいります。 

 次に、西灘地区への津波避難タワー建設についてでありますが、本市では、前段で御説明を

いたしましたように、都市防災事業計画に基づき津波避難タワーの整備を進めているところで

ございます。そして、まずは津波からの避難につきましては、専門家の方々の御意見でも山の

高台に避難することが大事であると言われているところでございますので、本市としまして
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も、高台にあります避難場所への避難路の確保を最優先として整備に取り組んでいるところで

ございます。 

 また、西灘地区におきましては、現在５カ所の津波避難路の整備を行うとともに、吉良川市

民館屋上へ避難できるよう整備を行ったところでございます。申し上げておりますように、ま

ずは避難路に重点を置いておりますが、津波避難タワーにつきましては他の地域におきまして

も要望が来ているところでございます。全体的に考えていかなければならないと思っておりま

すので、現在の都市防災事業計画は平成33年度までとなっておりますので、その計画を見直す

ことや次回の計画とすることなどについて検討を重ねてまいります。 

 次に、(3)電柱の地下埋設についてでございます。 

 電線や電話線を地下埋設する道路の無電柱化につきましては、倒壊した電柱による道路の遮

断を防ぎ、防災や、また通行区間の安全性の確保、良好な景観を損なわないことなどから、安

全・安心なまちづくりの観点からもその効果は大きいと認識をするところでございます。県下

におきましては、無電柱化の取り組みとして、高知市で17カ所、梼原町で１カ所の整備がされ

ているところでございます。 

 無電柱化を進める大きな課題といたしましては、やはり事業費が高額となり、現在採用して

いる電線共同溝方式で申し上げますと、道路管理者が負担する土木工事で１キロメートル当た

り３億5,000万円、電力会社やＮＴＴの電線事業者負担の電気設備工事で１キロメートル当た

り１億8,000万円、合計で５億3,000万円の経費が必要となるところでございます。そのほか、

電線事業者などとの多くの調整や関係機関、地域の方々との合意形成が必要となるところでご

ざいます。 

 現在、国におきましては、全国的に無電柱化が進まない状況を受け、今までより浅い位置に

埋設をする浅層埋設工法や小型ボックスを活用した小型ボックス活用埋設工法など、低コスト

化の新たな手法が検討をされているというふうにお聞きをするところでございます。 

 今後とも、国の低コスト工法の状況把握とともに、どのような対策ができるのかというよう

な点につきまして研究を行ってまいります。 

 次に、２の住宅の建てかえについてでございます。 

 まず、ブロック建て住宅の戸数につきましては、市内全体で８団地10棟の計96戸がございま

す。そして、現在63世帯が入居をされております。 

 建てかえにつきましては、平成27年度から28年度にかけまして、市営住宅の老朽化と地震対

策に伴う建てかえ計画書をまとめていただいたところでございます。市としましては、この建

てかえ計画書に沿って、順次建てかえを進めてまいりたいと考えております。 

 そして、これまでは屋根の改修であるとか、部屋の修繕工事を行ってきたわけであります

が、まずは耐震性のないブロック建て住宅を最優先に建てかえを進めていかなければならない

と考えております。 



－64－ 

 次に、現在進めております大谷地区への建てかえについてでございますが、ブロック建て住

宅のうち、最も古い室津川団地や西河原団地につきましては、室津川団地では敷地が狭隘であ

ることや、西河原団地につきましては津波浸水予測地域にあることなどから、現在地での建て

かえが困難であるため、入居者の方々と大谷地区への移転について協議を進めているところで

ございます。その結果を踏まえまして、本年度中、実施計画を行って、来年度には建設をする

予定といたしているところでございます。 

 また、羽根地区の第２羽根団地や吉良川地区の吉良川団地につきましても建てかえ計画に基

づき取り組むことといたしておりますが、いずれの住宅も浸水予測地域にあり、浸水予測地域

外への移転が必要でございます。そのことから、まずは用地確保などの条件整備が必要である

と考えております。 

 私としましても、ブロック建て住宅の危険性については十分理解をしているところでござい

ますので、全てのブロック建て住宅について早く危険性を取り除けるよう、入居者の方々の御

理解をいただきながら、一つ一つ着実に建てかえ計画を進めてまいります。 

 次に、５の再任用制度の取り組みについてでございます。 

 本市における定年退職者の再任用につきましては、公的年金の支給開始年齢の段階的な引き

上げに伴い、雇用と年金の接続を図ることなどを目的として、平成26年度から原則として定年

退職者が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を行っているところでございま

す。 

 まず、１点目の再任用職員の定数のことでありますが、再任用職員のうちフルタイム勤務の

場合には定数に含まれますが、短時間勤務につきましては定数外となっております。また、給

料額や諸手当につきましては、国家公務員に準じた給料表等に基づき、職務に応じた格付を行

い支給しているところであり、県下の他市におきましても本市と同様の取り扱いであると認識

をいたしているところでございます。 

 また、定数外職員として任用する理由といたしましては、フルタイムの職員を任用いたしま

すと、先ほども申し上げましたように、定数内に数えられることとなり、新規採用ができなく

なることや組織の年齢構成に偏りができるなどのことから、本市では定数外職員を原則といた

しているところでございます。 

 なお、今年度、芸東衛生組合におきましては、前事務局長が勧奨退職となったため、事務局

長を内部登用することができないことから、やむを得ず本市の再任用職員を事務局長としてフ

ルタイムで配置したところでございます。 

 次に、２点目の再任用職員の現在の勤務状況でありますが、平成29年４月１日現在でフルタ

イム勤務１名、短時間勤務５名の合計６名でございます。そのうち、平成28年度に任用した職

員１名を現在も継続をして任用を行っております。 

 なお、任用につきましては、職務の状況等を勘案し、できるだけ本人の意向に沿えるよう対
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応してまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の配置につきましては、今まで培ってきた公務員としての知識や技能、能力を

生かせるものを考えておりまして、国土調査事業や防災対策事業、そして専門職である保育士

などに配置をしているところでございまして、本市の重要な課題に取り組んでいただいている

ところでございます。 

 次に、４点目の再任用職員の退職理由についてでございますが、再任用制度が雇用と年金の

接続が目的であることから、年金の支給が開始されたことに伴う退職であるとか、病気等によ

り継続して勤務することが困難になったことなどによるものでございます。 

 次に、５点目の継続雇用についてでございますが、業務の状況や本人の意向をお聞きするな

ど継続雇用を考えるとともに、制度改正につきましては、国・県の動向を把握することや他市

の状況等につきましても調査を行ってまいります。 

 次に、６の(1)排水路の清掃対策についてでございます。 

 市におきましては、毎年６月に市内一斉清掃で草刈りや支障木の伐採、また下排水路にたま

ったごみや汚泥の取り除き作業等を行っていただいております。地域住民の皆様方には、みず

からの地域の環境を守る清掃活動に努めていただいておりまして、感謝をしているところでご

ざいます。 

 そうした中、御案内のとおり、地域には下排水路のふたが開かないところであるとか、水路

が深く、清掃が困難な箇所があり、重機等が必要な場所があることは承知をいたしているとこ

ろでございます。そういった箇所につきましては、土木業者により平成27年度は22カ所、平成

28年度は19カ所の土砂や汚泥の取り除きの清掃作業を行ってきたところでございます。 

 今後におきましても、地域住民の方々の御協力をいただきながら、市におきましてもできる

だけの支援対策を行ってまいります。 

 また、議員さん御案内のように、多くの地域におきまして高齢化や人口減少により地域活動

の維持が困難になっているところでございます。そうしたことから、今後の中山間地域の集落

機能や市内各地域における常会活動や清掃活動及び神祭など地域活動をどうして維持をしてい

くのかということは大きな課題となっているところでございます。市としましては、自助、共

助、公助の考えのもと、共助としての地域コミュニティーをしっかりつくっていくことが大切

であると考えております。 

 そして、地域活動におきましては、自分たちの町は自分たちでよくしていくというように、

お互いに助け合って活動をしていただくとともに、どうしても負担が大きい部分につきまして

は、前段でも申し上げましたように公助の支援対策が必要であると考えております。 

 また、地域活動の担い手が減り続ける中で、それぞれの問題や課題に対応できるよう、旧市

町村単位でコミュニティセンターとして既存施設を整備するとともに、拠点として位置づけ、

当該センターに財政的、人的支援をすることができないかなどについて、現在庁内において検
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討もいたしているところでございます。 

 次に、７の(1)部落差別解消の推進に関する法律についてでございます。 

 この法律は、御案内のとおり、議員立法として提出をされ制定をされたものでございます。 

 まず、１点目の法律の意義とこの法律で言う部落差別とは何かについてでございます。 

 平成14年の同和対策事業特別措置法などの終了により、同和地区を取り巻く状況は一定改善

されてきたところでございますが、いまだ結婚差別等の人権侵害やネット社会において個人を

誹謗中傷するなどの事象が見られるなど、差別意識が解消されていない状況がございます。 

 このような状況の中で、部落差別の解消を図るため、基本理念を定め、国や自治体の責務を

明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めたこの法律が成立をしたことは大きな

意義があるものと認識をいたしております。 

 今後、国からは具体的な方向性が打ち出されるものと存じますが、国や県の動向を注視し、

情報収集に努め、対処していかなければならないと考えております。 

 また、この法律により部落差別という定義はされていないところでありますが、部落差別と

は日本社会の歴史的経過において形成された身分階級構造に基づく差別であると言われてお

り、同じ人間なのに、そこに生まれたというだけで差別をされ、また社会的不利益を受け、人

間としての誇りを傷つけられるなど、基本的人権が守られていない状況であると認識をすると

ころでございます。 

 次に、２点目の本市で部落差別を受けている地域の歴史についてでございますが、それぞれ

の地域においては明らかになっていないところでございますけれども、その起源につきまして

は諸説が言われているところでございます。中世以降の日本社会の歴史の中で各地域において

被差別部落は形づくられてきたものと理解をするところでございます。 

 いずれにしましても、今なおいわれなき部落差別が存在し、差別に苦しんでいる人がいると

いうこと、すなわち部落差別が大きな人権問題として残されていることが問題であり、この課

題の早急な解決のため、行政として主体的に取り組んでいくことが重要であると考えておりま

す。 

 次に、３点目の部落差別の実態とそれを踏まえた施策についてでございます。 

 法第６条では、国は部落差別の解消に関する施策の実施のため、地方公共団体の協力を得て

部落差別の実態に係る調査を行うものとすると規定をされているところでございますが、この

点につきましても、国からは具体的な方針やスケジュール、調査内容等について示されていな

いところでございまして、今後国や県の状況把握に努めてまいりたいと考えております。 

 また、本市の部落差別の実態及びこれまでの取り組みについてでございますが、議員さん御

案内のとおり、昭和40年の同和対策審議会答申で同和問題の早急な解決こそ国の責務であり、

同時に国民的課題であるとされたことを受けまして、本市におきましても一連の特別措置法等

による住環境など生活環境整備や地域住民の自立促進を図るための各種施策を積極的に推進を
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してきたところでございます。 

 これらの取り組みにより、物的環境につきましては一定整備をされ、実態的差別については

これも一定の成果が得られているところでございますが、地区道路など一部積み残しの事業の

ほか、特別措置法で整備された公営住宅や産業基盤施設が年数の経過に伴う老朽化によって修

繕等の必要が生じているところでございます。特に公営住宅につきましては、近い将来発生が

予測される南海トラフ地震による津波等への対策など、防災面からも建てかえ、移転等の取り

組みが急務の課題となっているところでございます。 

 また、生活環境等の実態的な差別の解消が進んだ一方で、依然として教育面や就職、不安定

な就労問題、結婚差別や差別落書き、インターネットによる誹謗中傷などに見られるように、

心理的差別や差別意識の解消には至っていないところであり、さらなる取り組みが必要である

と考えております。 

 今後におきましても、こうした一部立ちおくれの見られる地域の状況や事業の必要性の的確

な把握に努め、施策を検討するとともに、諸問題の解決に向け、教育啓発事業に一層努力して

いくことが市の責務であると考えております。 

 次に、４点目、法第４条につきましては、部落差別に関する相談に的確に応ずるための相談

体制を充実させる規定であると存じます。これまでの取り組みといたしましては、人権相談を

含む各種の生活相談等について市内６館の各市民館で相談事業を行うとともに、人権相談窓口

の紹介を広報や市民館だよりにより行っているところでございます。 

 また、なぜ差別をするのか、されるのかにつきましては、いずれも差別をすることに合理性

はないと考えております。理由のない差別を受けるということは大きな人権問題であります

し、こうした基本的人権が侵害されることのないように、今後とも相談体制を充実させること

は大事なことであると考えております。 

 次に、５点目、教育啓発の中で、私からは仕事保障について御答弁をさせていただきます。 

 部落差別を解消するためには、やはり教育と啓発が大事であると認識をいたしているところ

でございます。仕事面におきましては、現在２カ所の共同作業所が操業中でございます。パー

トを含め66名の方が就業をしているところでございまして、事業者と連携をして、労働環境の

改善など支援対策を行っているところでございます。 

 また、当市におきましては、ハローワークと連携し、室戸無料職業紹介所を開設をいたして

おりまして、求人情報等を市民館窓口に備えるとともに、地域住民の方々に対する情報提供や

就労相談等を行っているところでございます。御案内のとおり、本年３月の安芸管内の有効求

人倍率につきましては1.15でございまして、地域に仕事は一定ある状況でありますので、求職

されている方をぜひとも具体的な就労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、６点目の啓発についての取り組みでございます。 

 ７月の部落差別をなくする運動強調旬間において、記念講演会を開催するとともに、人権啓
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発パレードや事業所啓発活動を行っております。また、児童が花を育てることにより、人を思

いやる気持ちを育む人権の花運動や人権作文集の作成を行い、活用もいただいているところで

ございます。 

 また、市民館におきましては、さまざまな人権問題研修会を開催をするとともに、地域内外

の交流を深めるため、市民館フェスタやヒューマンライツフェスティバルなどを行ってきたと

ころでございます。こうした研修会や交流事業などの取り組みによりまして、地域内外の方々

の交流もできてきたところでございまして、一定啓発活動につながっているものと考えており

ます。 

 今後とも、これまでの取り組みを一層進めていくとともに、関係機関や地域住民の方々と連

携を深め、人権啓発のさらなる充実に努めてまいります。 

 次に、７点目のいわれなき差別を解消するにはどうすればいいかについてであります。 

 前段でも申し上げましたとおり、本市におきましてもこれまで同和対策事業特別措置法など

一連の特別措置法により同和問題の解決に向けて積極的に事業実施に取り組んできたところで

ございまして、生活環境等の改善など実態的差別につきましては一定の成果が見られるもの

の、結婚差別などに見られる心理的差別はいまだ残されているところでございます。 

 本市といたしましては、平成18年に室戸市人権施策基本方針を定めているところでございま

して、これを踏まえ、室戸市人権施策推進計画を平成26年度に策定をいたしております。この

推進計画では、基本方針と同様に同和問題、女性、子供、高齢者、障害者、さまざまな人権の

各項目を取り上げ、具体的な施策や事業を定めることといたしておりまして、３年間の計画と

いたしております。そして、毎年度総括を行い、進捗状況を把握するとともに、次年度の事業

の実施に生かせる取り組みといたしているところでございます。 

 現在、平成28年度実績を取りまとめるとともに、平成29年度から31年度までの２期目の人権

施策推進計画の策定に取り組んでいるところでございます。この後、室戸市人権尊重の社会づ

くり協議会において状況報告をするとともに、御意見をお伺いをし、策定に当たってまいりた

いと考えております。 

 今後とも、同和問題を初めとするあらゆる人権問題解決のため、積極的に取り組むととも

に、人権が尊重される社会づくり、差別のない社会の実現に取り組んでまいります。 

 次に、８の女性の職業生活についてでございます。 

 議員さん御案内のように、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性

活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ること

を目的としているところでございます。 

 そして、まず１点目の市町村推進計画の取り組み状況についてでありますが、本市における

女性の職業生活における活躍を進めるための計画として、推進計画を策定するよう努めなけれ

ばならないとしているところでございますが、この推進計画は男女共同参画社会基本法に規定
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する男女共同参画計画と一体のものとして策定することも可能であるとされておりますので、

当市におきましては、現在策定を進めております室戸市男女共同参画プランの改定に合わせ

て、迅速かつ重点的に取り組むことができるように検討をしていきたいと考えております。 

 次に、２点目の一般事業主行動計画の取り組み状況についてでございます。 

 この件につきましては、国及び地方公共団体以外の事業主のうち、常時雇用する労働者の数

が300人以下の者は計画を策定するよう努めなければならないとされておりまして、これは努

力規定となっているところでございます。高知労働局に確認をいたしましたところ、安芸郡下

では策定企業はないとお聞きをしているところでございます。 

 次に、４点目の啓発活動についてでございます。 

 本市におきましては、女性活躍推進法の成立に伴い、女性の人権と職業生活をテーマに市議

会議員及び市職員を対象とした研修を以前に行っているところでございます。今後とも、室戸

市男女共同参画プランの中に位置づけることにより、女性が働きやすい、また活躍できる環境

をつくることなど、ワーク・ライフ・バランスに関する啓発につきましても取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、５点目の協議会についてでございます。 

 協議会の設置につきましても任意であることから、本市におきましては、現在のところ設置

をいたしておりませんが、前段でも申し上げました室戸市男女共同参画プランの中に位置づけ

ることによりまして、女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みが効果的かつ円滑

に実施されるよう、協議会の設置も含めて取り組んでまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、副市長、教育長及び関係課長から補足答弁をいたさせますの

で、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（濱口太作君） 健康管理のため11時25分まで休憩いたします。 

            午前11時９分 休憩 

            午前11時23分 再開 

○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 林議員さんにお答えします。 

 大きな１の(2)西灘地区の防災対策の要支援者対策についてであります。 

 このことにつきましては、平成28年６月定例会で答弁申し上げましたとおり、災害時におい

て自力での避難が著しく困難な避難行動要支援者につきましては、策定した個別計画に基づ

き、避難支援者の支援のもと、避難することとなっております。現在、議員さん御質問の西灘

地区を含めた市内全域の要支援者に関する情報の更新作業を進めているところであります。更

新作業が完了し、情報の提供について本人の同意が得られ次第、自主防災組織など避難支援等

関係者に名簿情報を提供し、要支援者の状況に合った個別計画の策定に取り組むこととしてお
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ります。 

 また、個別計画策定完了後には、要支援者を対象とした避難訓練も実施したいと考えており

ます。 

 次に、大きな３点目の(1)の１点目、本市における津波避難計画と地域津波避難計画につい

てであります。 

 これらの計画につきましては、市内26カ所で地区別ワークショップ及び５カ所での全体説明

会を経て、平成24年にそれぞれ策定しております。 

 次に、２点目の計画における西灘地区、菜生地区についてでありますが、まず西灘地区の概

要として、国道、市道ともに海抜９から10メートル程度の地盤高であり、吉良川第一保育所は

海抜9.9メートル、吉良川市民館は海抜9.6メートルである。集落は海岸線と近接しており、堤

防越波のほか、東細野谷、西細野谷からの津波遡上による浸水のおそれがある人家は昭和56年

５月以前に建てられた木造建物が多く、ブロック塀も多数見られると記されております。ま

た、菜生地区は、市道の高さは海抜８から10メートル、菜生保育所は海抜9.5メートル、国道

より海側では海抜６から７メートル程度と低く、菜生漁港、菜生谷、真言谷からの津波遡上が

懸念される。人家は昭和56年５月以前に建てられた木造建物が多く、ブロック塀も多数見られ

る。海岸線に近接して市営住宅等が立地しており、迅速な避難が必要となるとされており、両

地域ともそれぞれ津波緊急避難所や避難経路等が計画されているところであります。 

 また、市民の方への周知についてでありますが、計画策定時に各自主防災組織にそれぞれの

班などの必要部数を配布し、回覧などしていただいたほか、これらの計画をもとに作成した津

波防災マップを全戸に配布し、周知を図ったところでございます。 

 次に、(2)の室戸市地域防災計画についてであります。 

 この計画は、本市の防災に関する基本計画であり、災害対策基本法第42条の規定に基づき室

戸市地域防災計画として室戸市防災会議が策定し、平成28年に一部改定を行ったものでありま

す。 

 御質問の社会的弱者の防災対策及び今後の対策についてでありますが、地域防災計画では、

要配慮者への配慮といたしまして、避難行動については集団避難を基本とし、地域住民等の協

力体制の構築を図るとともに、要配慮者の避難生活について配慮に努めるとしているところで

あります。今後の対策や訓練では、一人の人間として個々が何ができるのかということについ

ても真剣に考え、できないところは互いに支え合い、災害に備えていくよう、関係機関と連携

して共助の力の向上を図るとともに、特に要配慮者の特性や被災地の男女共同参画の視点に立

って、地域の多様な特性などを反映した防災対策に取り組んでいか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（濱口太作君） 久保総務課長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（久保一彦君） 林議員さんにお答えします。 
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 大きな４点目の室戸市職員の健康対策についてでございます。 

 近年の住民ニーズの複雑、多様化、権限移譲等に伴う業務量の増大及び職員数の減少などに

より職員１人当たりの負担が増加しており、職員の健康管理は本市にとっても大変重要な課題

であると認識しております。 

 まず、御質問の総務課付となっている職員についてでございますが、平成29年４月１日現在

で育児休業３名、疾病による分限休職２名の計５名となっております。 

 疾病による分限休職者の今後の職務復帰につきましては、現在のところ未定でありますが、

主事医とも随時協議しながら、復職支援制度に基づく試し出勤の活用等により円滑に職務復帰

できるよう支援していきたいと考えております。 

 次に、ストレスチェックについてでありますが、議員御案内のとおり、平成27年12月に施行

されました労働安全衛生法の一部を改正する法律により、労働者数50人以上の事業所にストレ

スチェックの実施が義務づけられたところでございます。本市におきましては、メンタルヘル

ス不調の未然防止及び早期発見により適切な対応を行うことを目的として、平成28年７月に全

職員を対象にストレスチェックを実施したところであり、今後につきましても継続して実施し

ていくことにより、職員の心身の健康の維持管理につなげてまいります。 

 次に、専門員等の配置についてでございます。 

 本市では、平成18年度より労働安全衛生法に基づく産業医を選任しており、メンタル不調者

等について、必要に応じて相談や協議を行っているところでございます。 

 また、高知県市町村職員共済組合が実施している心の健康相談事業では、臨床心理士などの

専門家により、電話やインターネット、面談によるカウンセリング等が無料で行われていると

ころであります。 

 職場の悩み解決のための専門員やソーシャルワーカー等の必要性については認識するところ

でありますが、市単独で置くことは大変困難であると考えますので、現在のところ、これらの

制度等を活用していきたいと考えております。 

 次に、過労死防止対策についてであります。 

 疾病による分限休職で総務課付となっている職員の病状の原因につきましては、主治医等か

らの意見聴取の結果では、これまでのところ過労が直接の原因であるという事例はお聞きして

いないところでございます。 

 しかしながら、過労はメンタル不調の大きな要因の一つになり得ることなどから、先ほど申

し上げましたストレスチェックの活用等により、過労の防止、職場の環境改善に努めていきた

いと考えております。 

 次に、時間外勤務についてでございます。 

 時間外勤務の実態につきましては、総務課において、職員の勤務時間の実態把握を行う上

で、時間外勤務が月50時間を超える職員につきましては、それぞれの所属長に対し本人面談や
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課内会等により必要な措置をとるよう通知を行っているところであり、健康管理の観点からも

庁内全体で時間外勤務の縮減等に取り組んでいるところでございます。 

 次に、年次有給休暇の取得状況についてでございます。 

 本市における職員の年次有給休暇の取得状況は、平成28年においては年間１人当たり平均

11.4日となっております。長時間労働との関連性につきましては、時間外勤務が月50時間を超

える回数が多い職員は、職員全体の平均よりも取得日数が少ない傾向が見られるものの、逆に

平均以上に取得している職員もあり、必ずしも一致しているところではありません。 

 また、いわゆるサービス残業と言われる時間外勤務に関しましても、職員の長時間勤務の把

握及び課内会や班会を通じた所属長による指導、助言を行っていくとともに、業務改善研修等

により事務の改善、効率化、職員の資質、事務能力の向上のための取り組みを今後も進めてい

きたいと考えております。 

 次に、プレミアムフライデーの取り組みについてでございますが、この取り組みは、月末金

曜日に日常よりも少し豊かな時間を過ごすため、職員が年次有給休暇の取得や早期退庁できる

よう、職場環境の整備等に努めるというものでございまして、本市におきましても、本年２月

より実施しているところでございます。 

 しかしながら、これまでのところ、職員に十分浸透するまでに至ってないようでありますの

で、今後、改めて庁内通知等を行い、職員の休暇取得や早期退庁を促していきたいと考えてお

ります。 

 次に、大きな８点目の女性の職業生活についての３点目、特定事業主行動計画の取り組み状

況についてお答えします。 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法の施行に伴い、

市町村における計画策定が義務づけられたことから、本市におきましては平成28年３月に平成

28年４月１日から平成31年３月31日までの３年間を計画期間とする特定事業主行動計画を策定

したところであります。 

 その内容といたしましては、女性職員の活躍推進に向けた状況把握や課題分析を行った上

で、１つ目として、管理職員数に占める女性割合の引き上げを図る、２つ目として、男性の育

児休暇取得の推進を図る、３つ目として、ハラスメントの防止に関する要綱の整備を行うの３

つの目標を定めているところであります。 

 そのうち１つ目の管理職員数に占める女性割合の引き上げにつきましては、計画策定前にお

ける女性割合9.5％を20％以上に引き上げることを目標としております。ちなみに、計画２年

目の平成29年における割合は19％となっております。 

 目標の２つ目の男性の育児休暇取得の推進につきましては、男性の育児休暇取得率を10％以

上に引き上げることを目標としております。この点につきましては、今のところ、取得実績は

ございませんが、今後、対象職員への周知を図るとともに、取得しやすい環境づくりに努めて
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いきたいと考えております。 

 次に、目標の３つ目として、女性が働きやすい職場の環境整備を図るためのハラスメントの

防止に関する要綱の整備に関しましては、平成28年４月に室戸市職員のハラスメントの防止に

関する要綱を制定し、全職員に対し周知を行ったところでございます。今後におきましても、

これらの目標達成に向けて取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 林議員さんにお答えいたします。 

 まず、７の差別解消のための教育と啓発について御答弁いたします。 

 差別解消のためには教育の向上が必要であることは、私もそのとおりであると認識している

ところであります。 

 学校教育現場での取り組みといたしましては、平成29年度には人権教育推進事業における研

究指定校として吉良川小学校と羽根中学校を指定しており、人権課題に対する取り組みを行う

とともに、研究発表や研究紀要等を通じて市内各校への普及を図っております。また、各保育

所や小・中学校では、地域との交流や人権意識を涵養するため、人権フェスタなどの市民館事

業に積極的に参加もしております。そして、人権に関する作文や人権啓発標語の作成、発表を

行うことにより差別について学習するとともに、理解を深めるよう、人権を尊重する教育の推

進に積極的に取り組んでいるところであります。 

 このように、差別の解消には積極的かつ根気強い取り組みが必要であると考えております。

今後とも、部落差別の解消の推進に関する法律の趣旨にのっとり、保育所、小学校、中学校に

対しまして日々の保育や教育のかかわりの中で人権について理解を深めるとともに、実践的な

指導を通じて部落差別の解消のために積極的に取り組んでまいります。 

 次に、(2)奨学資金給付事業についてでございます。 

 国においては、独立行政法人日本学生支援機構におきまして、高等学校等において成績が優

秀な生徒であり、大学等への進学の目的及び意思が明確であるにもかかわらず、経済的理由に

より進学が困難な生徒に対して、平成30年度進学者から本格的に給付型の奨学金制度を実施す

ることとしております。 

 なお、本市の奨学資金制度といたしましては、奨学資金貸与条例に基づく無利子の貸与制度

として実施しているところであります。 

 また、他市の状況といたしましては、本市同様に大半の市が貸与型でありますが、２市が給

付型とお聞きしております。給付型の２市におきましては、大学に在学する者の給付月額１万

円や１万3,000円と本市の貸与額３万5,000円と比較しますと少額となっております。そのほか

にも、貸与型のうち、１市におきましては独自の取り組みとして、若い世代の定住による人口

の増加の促進、地域の活性化を図ることを目的に、資金貸与を受けた奨学生で地元高校から進

学後、帰郷し、就業している者を対象に奨学金の返還額相当分を助成金として支出していると
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お聞きしております。 

 議員さん御案内の奨学資金を無償給付で行うことにつきましては、財源の確保などが課題と

なってきますが、他市の事例でありますように、若い世代に市内へ定住していただくことで人

口の増加、地域の活性化につながることは、本市にとっても大事なことと考えております。 

 今後におきましては、卒業後、帰郷し、地元で就職した人を対象に奨励金の交付や奨学金の

減免規定を適用することなどについて検討の上、実施に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上です。 

○議長（濱口太作君） 久保副市長。 

○副市長（久保信介君） 林議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな７項目の部落差別をなくするためにの項目の中の差別の解消と行政の取り組み

についての御質問の中で、教育長にということでございましたけれども、その点につきまして

は私のほうからお答えをさせていただきます。 

 このことにつきましては、先ほど市長も御答弁申し上げましたように、本市ではこれまでに

同和対策事業特別措置法などの一連の特別措置法のもと、各種事業に取り組んできたところで

ございます。これらの取り組みにより、生活環境面などについては一定の成果が見られたもの

の、進学率などの教育面や就労面、また差別落書きなどに見られる心理的差別などにいまだ課

題を残しているところでございます。 

 こうした状況を踏まえまして、本市では室戸市人権尊重の社会づくり条例に基づき、平成

18年に策定いたしました人権施策基本方針及び人権施策推進計画により、人権が尊重される社

会づくりのために各種事業、施策、啓発事業などに取り組んできたところでございます。 

 今回、昨年12月に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されたことに伴い、地方公共団

体の責務や相談体制の充実、教育及び啓発などについての役割が示されたところでございま

す。これらのことにつきましては、これまでも取り組みを行ってきたところでございますが、

今回の法制定の理念を踏まえ、改めてこれまでの取り組みを検証しながら、あらゆる人権問題

の解決に向けた取り組みを行政としてしっかりと進めていかなければならないと考えていると

ころでございます。 

 次に、奨学資金給付事業についても私のほうにもお尋ねがございましたので、お答えをいた

します。 

            （12番林 竹松君「同じやったらかまん、教育長のと同じやった

ら」と呼ぶ） 

○副市長（久保信介君）（続） この点につきましては、差別の解消に向けた取り組みにおけ

る教育の重要性につきましては市長、教育長が御答弁申し上げたとおりでございまして、今後

におきまして、他市の例にも見られましたような、大学進学後に室戸市に帰郷して就職した場

合などに返還額を免除する、もしくは返還額相当分について奨励金などの形で助成するなどの
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本市にふさわしい仕組みづくりについて、教育委員会と協議しながら取り組んでまいります。

以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 林竹松君の２回目の質問を許可いたします。林竹松君。 

○１２番（林 竹松君） ２回目の質問を行いたいと思います。 

 まず、防災対策でありますけども、私が申し上げたいことは、担当課長にも申し上げてきま

したけども、今、西灘地区の避難場所まで行く道がないわけです。そのことをどうするんだと

いうことで口を酸っぱく申し上げてまいりましたが、いまだに取り組みはしてくれておるかも

わかりませんが、解決されていない、そのことをもう一度担当課長のほうは改めて説明をして

いただきたいと思います。 

 そして次には、この防災対策の中で災害が起きると、仮設住宅が必要になってくると思いま

す。この仮設住宅をどこに建てるのか、予定をしておるなら答弁をいただきたいと思います。 

 そして、菜生地区の防災対策については、市長さんも努力をされておるようでございますけ

ども、やはりこのままいつまでも放置できるような状況ではないわけですので、もっともっと

汗をかいていただいて、避難タワーとか消防屯所のことについては本当に全力を挙げて取り組

んでいただきたいと思いますので、あわせて答弁を求めておきたいと思います。 

 そして次に、西灘地区の問題におきまして、西灘地区は津波浸水の指定地域になっておりま

す。そういったことで、私がこれまでいろいろ市長にも申し上げてきたことについて、その対

策を行った場合に市民が命を落とすようなことがあった場合に、これは場合ですけど、誰が一

体責任を持つのか。行政としての責任を明らかにしていただきたいと思います。 

 そして、私この前も市民館の改修状況について委員会で視察もしてきましたけども、あの改

修された階段を高齢者や障害者の方が果たして上ることができるだろうかというような思いを

いたしておりますので、市民館に避難せよということであれば、もう少し創意工夫を凝らし

て、弱者対策に力を入れていただきたいと思いますので、その点もあわせて説明を求めておき

たいと思います。 

 そして、市民館の改修については市民が避難できるような改修になっておるかということで

ありますので、市民館の改修と避難タワー的な要素を持たせた、そういう改修ではないわけで

ございますので、その点もあわせて、どう考えておるのか、お聞きをしておきたいと思いま

す。 

 次に、室戸市の地域防災計画について、以前に私は漏電火災が起きた場合にはどうするかと

いうことでお聞きをしたことがありますが、たしか担当者、市長は補助金の額やそういった県

とも協議をして取り組んでいくというようなことでありますけども、現在、漏電火災の対策の

補助金の件とか、そして市民負担はどのようになっておるのか、あわせてお聞きをしておきた

いと思います。 

 そして、先ほども少し発言しましたが、災害の規模によっては国道が寸断されてしまうと思
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うんですね。そういった場合に、瓦れき対策として旧町ごとにこの瓦れき収集場所を設置して

おかなければならないと思うものでありますが、それらについてもひとつ答弁ができれば答弁

していただきたいと思います。 

 次に、これは消防関係になると思いますけれども、防災対策の中で、各漁港、港に油タンク

とか、各地域内には給油所があると思いますけども、それらに対する防災対策はどのようにな

っておるのか、お聞きをいたします。 

 そして次に、津波避難について、漁船によって沖合へ避難する市民も出てくると思います

が、各漁業組合との協議はどのようになっておるのか、お聞きをするものであります。 

 次に、今後大震災が発生し、国道が寸断されると、やっぱり海を抱えておる室戸市にとって

は海からの救援物資が必要になってくると思いますが、現在、室津避難港の完成度はどのよう

になっておるのか。現在使用できるような状況になっておるのかどうか、お聞きをするもので

あります。 

 次に、部落差別をなくするためにということでお聞きをいたしましたが、同和対策は本来一

般対策事業でもって実施をされなければならないところでありましたけども、一般事業では部

落差別をなくすることはできなかった、そのために同和対策特別措置法という特別な法律をつ

くり、取り組んできたところでありますが、今後、これらについてどうされるのかということ

はもう一度市長、教育長、副市長の考え、決意をお聞きしておきたいと思います。 

 そして、特に最近、同和という言葉が埋没しております。その理由について把握しておるの

かどうか、わかっているのかどうか、わかっていればひとつ答弁していただきたいと思いま

す。 

 そして、教育長にお聞きをしますが、人権教育と同和教育との違いは何なのか、そのことに

ついてお聞きをしておきたいと思います。 

 そして、今奨学資金のことについて説明も受けましたが、現在６人に１人が子供の貧困状況

にあって、奨学資金を借り入れしても返還できないような状況が出てきております。室戸市で

はどういう状況であるのかどうかわかりませんけども、全国的にいうとその状況があって、ア

ルバイトしながら一生懸命働いて返還しておるという状況もあるということを聞いております

ので、あわせて室戸市の児童の貧困状況はどのようになっておるのか、お聞きをいたします。 

 次に、平成29年６月22日の朝日新聞に記載されておりましたけども、同和地区の人は汚れる

ということで置き去りにされた部落ということで記載されておりました。平等を呼びかけて、

参加をして、できるように取り組んだという記事でありますけども、その裏には、憲法そのも

のが守られていない状況があります。そして、室戸市の各地域には神祭ということが毎年２回

ぐらいやられておるわけですけども、その神祭に対して同和地区と言われる人たちが参加でき

ておるのかどうか、その状況についても説明を求めておきたいと思います。 

 次に、差別は生活を破壊するというものでありますが、世界中で一番大切なものは何でしょ
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うか。わかれば、あわせてこれらも、３つあるということを言われておりますので、説明を求

めておきたいと思います。 

 そして、差別の行為とは何か、これも３つあると言われております、これらについても説明

を求めておきたいと思います。 

 次に、市長も答弁されておりましたけども、室戸市には人権尊重の社会づくり条例というも

のが制定されております。これは平成10年７月２日、この中に言われておる現実社会において

同和問題を初め、女性、子供、高齢者、障害者、ＨＩＶ感染者、外国人などに対する人権侵害

の問題が依然として存在しているということをはっきりとうたわれておるわけですが、これら

の問題は今どのような状況にあるのか、あわせて、わかる範囲内でひとつ説明を求めておきた

いと思います。 

 そして、教育長にお伺いいたしますが、次にこの部落差別をなくするために、人権教育及び

人権啓発の推進に関する法律というものが平成12年12月６日に施行されております。その中

で、基本理念、それから地方公共団体の責務というところがありますが、これらについて今ど

のように取り組まれておるのか。そして、この基本理念のところの下で公共団体の責務という

ことで地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務

を有するということでありますが、人権啓発に対する施策とはどのような施策が講じられてお

るのか、ひとつあわせて説明を求めておきたいと思います。 

 次に、今部落差別の解消の推進に関する法律ということでお聞きをいたしましたが、この人

権条例や、そして人権教育啓発の推進、これらをもっともっと地域住民に、市民に啓発できる

ように、いろんな場を通じてこういう法律もありますということを指導し、発言をし、いわゆ

る広く啓発をできるような、そういう対策を講じていただきたいと思いますので、これもあわ

せて答弁を求めておきたいと思います。今までいろんな啓発を通じて取り組まれてきたかもわ

かりませんけども、こういったことについて私はこれまで具体的に説明を聞いたときがありま

せんので、ぜひこれらにも取り組んでいただきたい。 

 そして最後に、もう一点市長にお聞きをしておきますが、高齢者雇用確保措置の実施及び運

用に関する指針ということでありますが、市民の皆さんは不信を持っております。ということ

はなぜかというと、これは申しわけございませんが、定年になられた方がまた引き続き雇用さ

れておるということ、その法的な根拠を知りません。ですので、もう少し市民にわかりやすく

啓発ができるように、市民もこぞってこの方針に力合わせていただけるような、そういうこと

にしていただきたいと思います。 

 そしてもう一点、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、これは確かに一部執行

部では取り組まれたということを答弁いただきましたけども、この問題ももう少し市民にわか

りやすく、具体化を図れるような啓発に取り組んでいただきたい。私はこれまで述べてきたよ

うに、全ての法律や条例、そういったものが市民に啓発されてないし、浸透されていない、ど
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うすれば浸透できるのか、どうすればわかっていただけるのか、もう少しお互いに生きてるう

ちにすばらしい年でよかった、生きてきてよかったと思えるような世の中をつくるために、市

長が先頭に立って私は取り組んで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。

以上です。 

○議長（濱口太作君） 昼食のため13時まで休憩いたします。 

            午後０時１分 休憩 

            午後０時58分 再開 

○議長（濱口太作君） 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。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 林議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 例えば防災対策の問題、それぞれ漏電火災の問題、海からの物資の搬入、奨学資金の問題、

そして各種法令、条例等をしっかり知らせる問題、これらにつきましては必要なことと存じま

すし、我々が取り組んでいる、これまで取り組んできたことを一層進めるとともに、今後とも

可能な対策をしっかりと打って進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いします。以上です。 

○議長（濱口太作君） これをもって林竹松君の質問を終結いたします。 

 次に、小椋利廣君の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。平成29年６月第４回定例会におきまして、通告に基づ

き一般質問を行います。 

 １番、市政全般についてお聞きをしたいと思います。 

 (1)ふるさと納税についてお聞きをいたします。 

 ふるさと納税による室戸市への平成26年度の納税額は１億5,329万円で、返礼品用に使用さ

れた金額は9,859万円で、送料を含めて返礼品額は７割、平成27年度の納税額は３億9,826万円

で、返礼品用に使用された金額は２億6,569万円で７割、そして平成28年度の納税額は６億

1,780万円で、返礼品用に使用された金額は３億9,216万円で７割であり、過去３年間の合計ふ

るさと納税額は11億6,936万円で、そのうち返礼品用に使用された合計金額は７億5,645万円で

７割となっております。 

 室戸市と芸西村が７割程度の返礼品額で一番高く、低い市では香南市の1.7から3.4割程度と

高知市は３割以内の返礼品額に抑えておると言われており、大半の市町村が４割から５割程度

の範囲内に設定をされていると言われている中で、室戸市の返礼品額につきましては約７割程

度と返礼品額の割合が一番高い市となっているところでございます。総務省は、自治体が贈る

返礼品額の調達額は寄附額の３割以下とする目安を設定をしたとされております。 

 そこで、①室戸市では今後ふるさと納税に対する返礼品額は何割程度に設定をする予定か。 

 ②返礼品額が今までの７割から下がると、生産者にはどのような影響が出てくるのか。 
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 ③ふるさと納税額が減少をされてくると想定をされると思いますが、寄附金が減らないよう

に新商品の開発には取り組んでいく計画はあるのか。 

 ④返礼品額が大きく減少をしてくる中で、ふるさと室戸応援寄附金はどのぐらいを想定して

取り組んでいく計画なのか、お聞きをいたします。 

 (2)緊急用ヘリポートの建設についてお聞きをいたします。 

 近い将来起きると予測をされております東南海・南海地震に対する防災対策も、ハード面に

おいては、津波避難タワーの建設や避難道路の建設、避難路や避難場所の設置、また避難用の

資機材の調達や管理、運営方法等、地域住民への防災意識の情報交換や発信等々も順調に進ん

でいるとお聞きをいたしております。災害時におけるハード面での防災対策もある一定整備が

進んでいる中で、災害時において緊急の避難活動や、最近は室戸市内にも救急病院がなくな

り、また室戸病院も入院施設が休床となるなど医療体制が大きく崩壊をしていく中で、救急車

による救急搬送先が田野病院やあき総合病院となって、救急搬送距離が長く、時間もかかるこ

とから、中山間地域で緊急事態が発生すると人の命も時間との競争で非常に厳しい状況が起き

てくると想像をされます。 

 ことしの５月７日日曜日に、羽根町の奥で緊急事態が発生した折、民間会社の富士鍛工の工

場敷地内の使用許可を得てドクターヘリの離発着場に借りて、早急に医療機関へ搬送ができた

ことで一命が取りとめられたとお聞きをいたしております。中山間地域では、救急車による救

急搬送には長時間を要すると考えられますので、ドクターヘリが発着ができるヘリコプターの

離発着場の建設が必要ではないかと私は考えております。ヘリコプターの離発着場は、狭い範

囲での建設が可能で、面積も小さく、建設費用も比較的少なくて済むと思いますので、中山間

地域を含む各地域に緊急時にヘリコプターが発着ができる離発着場の建設ができると、災害時

の救援物資の搬送や緊急患者の救急搬送ができることにより、地域の住民も安心した生活がで

きると思いますが、中山間地域や台地も含めて、ヘリコプターの離発着場の建設を進めていく

計画はないか、お聞きをいたします。 

 (3)国立室戸青少年自然の家の存続についてお聞きをいたします。 

 この件につきましては、今までにも何回か一般質問をさせていただきました。室戸青少年自

然の家の過去３年間の宿泊室稼働率を調べてみますと、平成25年度の稼働率は51.5％、平成

26年度の稼働率も51.5％、平成27年度の稼働率は50.5％で過去３年間ともにぎりぎりでセーフ

となっております。そして、平成28年度の稼働率は48.7％となり、自然の家も私たちも一生懸

命取り組んできましたが、残念ながら稼働率が50％を切ってしまいました。自然の家の戸部所

長さんや瀬沼次長さんを初め、職員の方々も非常に残念であると認識をしており、危機意識を

感じているとお聞きをいたしております。 

 独立行政法人の整理合理化計画の中で、国立青少年教育振興機構が運営をする自然の家が、

全国で28施設のうち宿泊稼働率が低迷をする施設を統合すると言われており、１年間の稼働率
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が５割を下回り、今後もその向上が期待できないものについては他の施設による代替えの可能

性など地域の実情を考慮の上、廃止か統合の対象とすると閣議決定がされており、青少年自然

の家について諸条件が整ったところから順次自治体等への移管準備に着手をするという対応方

針を決定しているとされております。２年連続で稼働率50％を切ると、施設の廃止や統合の検

討に入るとお聞きをいたしております。 

 平成29年６月６日現在の29年度全体の確定した予約状況は26.9％であるとお聞きをしてお

り、今の状況では平成29年度も稼働率50％を達成するにはなかなか厳しい状況であると想像を

されます。自然の家もあらゆる検討をしていく中で、市内のあらゆる事業者や企業、また学校

等々に働きかけていくと同時に、昨年度の宿泊棟くろしおの内装改装など積極的に情報発信を

して、室戸市国立室戸青少年自然の家利用促進協議会の77団体にも利用促進に向けて働きかけ

をしていきたいと言われております。 

 国立室戸青少年自然の家の事務局が何事にも積極的に取り組んでいくことはもちろんであり

ますけれども、２年目の稼働率50％の確保に向けては、室戸市も国立室戸少年自然の家の誘致

に取り組んできた経緯もあり、当時からすると大幅な人口の減少や児童・生徒数の減少など非

常に厳しい状況下にはありますが、平成29年度は非常事態であると認識をして取り組む必要が

あるのではないかと考える中で、私は室戸市の責任も非常に大きく、平成30年３月31日までの

取り組みが試練の場であると思います。高知県内には国立と名前のつく施設は３カ所しかあり

ません。そのうちの一カ所である国立室戸青少年自然の家の国立のブランド名が消えてしまう

のは非常に悲しいと思います。室戸に国立の名前を残すためにも、私たちもできる限り協力を

して取り組んでいきたいと思います。ことし稼働率が50％に届かなかったら、平成30年度から

は廃止か統合への検討のスタートの年になるのではないかと言われております。 

 そこで、平成29年度の稼働率50％確保に向けて、室戸市として小松市長さんはどのような協

力体制で取り組んでいくのか、また国立室戸青少年自然の家利用促進協議会会長の谷村教育長

さんは稼働率50％に向けてどのような検討が行われて取り組まれていくのか、お聞きをいたし

ます。 

 (4)国保会計についてお聞きをいたします。 

 室戸市国民健康保険事業特別会計予算の実質収支の赤字額が平成26年度は４億910万円、平

成27年度が４億5,861万円で、平成28年度は２億4,703万円であり、27年度から28年度について

は約２億1,100万円ぐらい減ってはおりますが、まだまだ実質赤字額が２億4,703万円ぐらいあ

る状況で、平成30年度から持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を

改正する法律により、平成30年度以降、都道府県が市町村とともに国民健康保険を運用するこ

ととされたことから、国保会計は県下一円の会計に移行するとお聞きをいたしておりますが、

県一に移行する場合、また移行した後の流れについてお聞きをいたしたいと思います。 

 そこで、①今抱えております２億4,703万円の赤字解消に向けてはどのように取り組んでい
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くのか、また赤字の解消は何年度までにどのような方法で行うのか。 

 ②赤字解消に向けて国保税を上げる予定はあるのか。 

 ③平成30年度からの国保税は県下市町村一律になるのか。 

 ④県一に移行した後、各市町村の事務取扱はどのようになるのか、お聞きをいたします。 

 (5)室戸市内の医療体制についてお聞きをいたします。 

 室戸市内の医療体制が大きく崩壊をしていく中で、室戸病院も近く診療所になるという話が

流れておりまして、大体いつごろから室戸診療所にかわる予定になるのか。また、室戸市立室

戸岬診療所も地域の方々には非常に喜ばれておりますが、市内の医療機関の先生方もだんだん

と高齢化になってきたと言われており、室戸市立室戸岬診療所も医師の確保が継続できて、今

後運営ができていけるのかどうかもお聞きをいたしたいと思います。病院の先生方の話では、

室戸市は今のままでいくと無医地区になる、お医者さんがいない市になってしまうのではない

かと心配をされております。 

 最近の新聞で、高知大学医学部が３億円で近く導入をする内視鏡手術支援ロボットダヴィン

チは、医師が遠隔操作をする巨額の機械であり、最新機種の購入は若い医師が最新技術を学ぶ

環境を整える教育への投資は国立大学の使命であると掲載をされております。その後、ことし

で11年目となった高知大学医学部の家庭医道場がことしの初夏の馬路村であり、医学部生たち

が村民に密着をし、話を聞き、目指す医療者像を考え、患者の人生に寄り添いたいと語る口調

は熱く、目は輝いていたと言われております。患者の命を救う知識や技術を習得する、また地

域を訪ね、暮らす人の思いを知る、さまざまな視点から医療を学んだ若者たちが県内にも少し

ずつふえてきている、こんなに心強いことはないと締めくくられております。 

 こういった医療機関への取り組みが紹介をされている中で、今後、室戸市としてどのように

取り組んでいくのか。深層水が腸内環境を改善するとも報道されている昨今、室戸市にも地域

医療にかかわる若い医学生を呼び込む取り組みは考えられないのか。高齢化社会に突入をして

いる現在、病院がなくなり、お医者さんがいなくなると市民の方々は室戸では生活ができてい

けないとまで言われております。医師の確保や医療体制には今後どのように取り組んでいくの

か、お聞きをいたします。 

 (6)まち・ひと・しごと創生総合戦略についてお聞きをいたします。 

 内閣府は、小規模なサテライトオフィス、出先拠点の地方設置に向けての実証実験を６月に

安芸郡安田町で実施をすると言われております。まち・ひと・しごと創生総合戦略の一環とし

て、安田町のシェアオフィスなかやまに事務所を開設して、６月５日から16日まで、職員15人

程度を派遣をして、県東部を中心に自治体を訪問して、地方創生施策のほか、地方分権や子育

て支援など、内閣府が所管する業務の相談に応じるとされております。各自治体を訪問して、

まち・ひと・しごと創生総合戦略の聞き取り調査を行うとされておりますが、少子・高齢化や

人口の減少が激しい当市にとって、医療機関の弱体化や救急搬送の長距離化等により所要時間
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の増大による不安の解消に向けてどのような意見交換が行われ、どのような対策につながる回

答が得られたのか、お聞きをいたします。 

 また、室戸市の今後の行政施策への取り組みにはどのように反映されていく手がかりが感じ

られたのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、ふるさと納税に対する返礼品額の設定についてでございます。 

 御案内のとおり、ふるさと納税の返礼品につきましては、寄附額に対する返礼品の調達価格

の割合が３割を超えるものにつきましては、速やかに３割以下に見直すよう、総務省から各自

治体に対しまして要請があったところでございます。本市の返礼品につきましては、寄附額に

対する調達価格の割合が送料を含めまして一律７割としていることから、総務省の要請に従っ

た見直しが必要だと考えております。 

 本市としましては、寄附額に対する返礼品の調達価格の割合を送料を除き３割以下に見直す

ことを前提といたしまして、ふるさと室戸応援給付金活性化プロジェクトチームの意見や他市

町村の見直し状況を踏まえながら協議を行っているところでございます。見直し方針が決まり

次第、生産者の方々への説明会を開催し、返礼品の内容の変更等を行い、年内をめどに切りか

える予定といたしているところでございます。 

 次に、生産者への影響と新商品の開発についてでございます。 

 返礼品割合の見直しを行った場合の生産者への影響につきましてでありますが、これまで寄

附額に対する返礼品の調達価格の割合が、先ほども申し上げましたように送料を含めて一律７

割としていたことから、平成28年度におきましては返礼品による特産品の売り上げが約４億円

に上っております。生産者の方々の所得の向上など、大きな経済効果につながってきたものと

考えております。 

 今後、返礼品の見直しを行うことにより、本市への寄附額が一定減少することが想定をされ

るところでございますが、返礼品による特産品の売り上げにつきましても減少するのではない

かというふうに思っているところでございます。そして、寄附額の減少を食いとめる対策とい

たしましては、やはり魅力的な返礼品の開発を行っていくことが大事であると考えておりま

す。 

 本市では、平成28年度からふるさと納税特産品開発事業費補助金を創設をしておりまして、

生産者の方々の返礼品開発を支援をしているところでございます。これまでシイタケの粉末化

であるとか、豚肉をミンチにする機器の購入、ツバキ油や干し芋のパッケージ開発など、７件

の支援を行っております。これらの特産品化を進めなければならないと思っているところでご

ざいます。 
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 また、四万十町など県内６市町村で構成をいたしておりますふるさと納税自治体連絡協議会

や滋賀県豊郷町など他の自治体と連携したふるさと納税の取り組みも行っているところでござ

いまして、各自治体の特産品をセットにした返礼品が好評をいただいているところでございま

すので、こうした取り組みも一層推進を図りたいというふうに思っております。 

 次に、ふるさと室戸応援寄附金の想定についてでございますが、御案内のように平成29年度

の寄附額につきましては、当初予算で５億5,000万円を目標としているところでございます。

前段で申し上げました生産者の方々や他の自治体との連携による新たな返礼品の開発に取り組

んでいかなければならないというふうに思っております。 

 また、市のホームページ等で寄附者の方々が応援したくなるような寄附金の使い方について

も情報発信をしていく必要があるというふうに思っておりますし、一人でも多くの方に本市の

ファンになっていただくような取り組みも進めていかなければならないというふうに思ってい

るところでございます。 

 いずれにしましても、より魅力的な返礼品の開発などに取り組むとともに、ふるさと納税制

度を活用し、生産者の所得向上であるとか、地場産業の振興、地域経済の活性化ということに

つなげていきたいと考えているところでございます。 

 次に、３点目の青少年自然の家の存続についてでございます。 

 国立室戸青少年自然の家に関する経緯につきましては、以前にも御答弁を申し上げていると

ころでございますし、議員さん御案内のとおりでございますが、稼働率が50％を複数年下回り

ますと統廃合の対象施設となるというふうに言われていることから、利活用の向上に取り組ん

でいかなければならないというふうに思っているところでございます。 

 本市といたしましても、自然の家は青少年の自然体験の場であるとともに、地域の雇用であ

るとか、地域の経済にとりましても大変重要な施設であるということを認識をするところでご

ざいます。そのため、平成20年より室戸青少年自然の家利用促進協議会を設置し、会員である

市内の各団体に施設利用をお願いをいたしているところでございます。 

 そして、市といたしましては、閑散期の施設利用につながることとして、韓国からの野球合

宿を受け入れるため、中央公園グラウンドに照明設備の設置や防球ネットの設置、移動用のバ

ス借り上げなど支援を行うほか、本年度におきましても防球ネットの延長であるとか、広域公

園の屋内運動場の利用につきましても支援対策を行うことといたしております。また、市職員

の利用につきましても、毎年宿泊を伴う課長研修や新採研修などを実施をいたしておりまし

て、平成28年度には約50名が宿泊利用しているところでございます。そのほかにも、小学生の

宿泊通学体験なども行っているところでございます。 

 今後とも、韓国野球の合宿誘致の推進や教職員の新採研修の実施、幼稚園指導要領及び保育

指針の改定に伴う研修会であるとか、また県立、私立高校に対する利活用の要請、そして大学

のスポーツ合宿や文化サークルの利用促進など、現在実施をしているものに加えて、そのよう
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な取り組みを一層充実をさせ、利用者数の拡大につなげていかなければならないというふうに

考えているところでございます。これまで以上に青少年自然の家と連携をするとともに、利用

促進協議会とも力を合わせて稼働率の向上に取り組んでまいります。 

 次に、(4)国保会計についてでございます。 

 まず、１点目の赤字解消策についてでございますが、室戸市の国保会計の状況につきまして

は、被保険者の減少、医療費の増加、薬価の高騰などによって非常に厳しい国保会計の状況と

なっているところでございます。これらの国保会計の健全化の取り組みといたしましては、赤

字解消計画に基づきまして、特別健診の受診率向上であるとか、ジェネリック医薬品の普及促

進、市民の方々の健康づくり事業の推進、また国保税の収納率の向上などに取り組んでいると

ころでございます。 

 平成28年度収納率では、現年分97.03％で昨年度より0.28％の増となっており、これまで

年々上げてきているところでございます。また、平成24年度からは後期高齢者支援金分として

一般会計から繰り入れを行っているところでございます。そして、平成28年度の国保会計の状

況といたしましては、収納率の向上や世帯の所得が増加したことにより税収が一定増加をいた

しております。また、被保険者の入院件数の減などによって医療費が削減されたこともあっ

て、今まで以上に大きく財政状況は改善をされてきたところでございます。 

 今後におきましても、これまでの取り組みを一層強化するとともに、平成30年度の県一に移

行する時期が重要であるというふうに考えておりますので、それらの状況を見きわめながら、

できるだけ早い段階で赤字を解消するよう、健全化に努めなければならないと考えておりま

す。 

 次に、２点目、３点目の国保税の今後でございます。 

 県一に移行した場合の国保税がどうなるかということでございます。 

 御案内のとおり、平成30年度の広域化でございますので、平成29年12月ごろ、各市町村に対

しては県から標準保険料率が示されるというふうにお聞きをいたしておりますけれども、私ど

も市といたしましては、条例の改正を考えること、あるいはまた来年度施行に間に合うように

ということを考えていきますと、とにかく県には早い段階でそうした標準保険料率を示してい

ただくよう要請を行っているところでございます。 

 また、標準保険料率は各市町村が納める納付金額を考慮して示されるものでございますの

で、医療費水準や所得水準等を加味して算定されるというふうに言われております。現段階で

は、税率は各市町村が決定をすることとなります。また、市町村によって保険料のところ、保

険税のところがございますが、税におきましても前段で申し上げましたように各市町村一律と

いうふうにはならないというふうに認識をいたしております。 

 次に、４点目の各市町村での事務取扱についてでございますが、広域化によりまして県が財

政運営の責任主体となり、国保財政を管理し、国保運営方針を策定することや納付金の決定及
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び標準保険料率の算定を行うこととなります。また、市の業務におきましては、保険税の賦課

徴収、資格管理、保険給付など、従来とほぼ変わりがないものと理解をするところでございま

す。 

 次に、(5)室戸市内の医療体制についてでございます。 

 まず、室戸岬診療所につきましては、現在、佐喜浜診療所、高知高須病院室戸クリニック、

むろとぴあ医院、県立あき総合病院の医師４人の先生方の多大な御協力をいただき、週２日の

診療を維持しているところでございます。直近の５月では延べ91人の方々が受診をされ、室戸

岬地区の方が大半でありますが、それ以外の方々にも受診をいただいているところでございま

す。住民の方々の健康不安の解消であるとか、医療の提供に努めているところでございます。 

 今後とも、県や医師会、高知大学、医療法人などに協力を求めるとともに、室戸岬診療所の

運営内容の見直しを含め、全力で継続運営に取り組んでまいります。 

 次に、医学生が住民と連携する取り組みについてでございます。 

 高知大学医学部におきましては、家庭医療学道場として、家庭医を志す医学生が梼原町や沖

の島、馬路村などの地域で医療を学ぶことをコンセプトとした課外活動を行っているところで

ございます。このような取り組みにつきましては、これからの医療を担う医学生が公立医療機

関や住民と連携し、ともに地域医療の課題に向き合っていただける非常にすばらしい取り組み

であると思うところでございます。こうした取り組みを進めるためには、地域の受け入れ体制

であるとか、地元の医療機関において医学生に対する育成プランなどが必要であるというふう

に言われております。こうした点を踏まえまして、今後、高知大学との連携を進めてまいりた

いと考えております。 

 次に、当市の医療体制についてでありますが、地域医療の課題につきましては、開会日に行

政報告でも一部申し上げましたが、室戸病院は５月１日から休床診療所と私申し上げましたけ

れども、そうではなく、休床中の病院となっているところでございます。そして、新しい経営

者には、病院が困難であれば有床診療所とすることであるとか、看護師などの再就職の支援、

室戸岬診療所への医師の派遣などにつきまして継続したお願いをしているところでございま

す。 

 室戸市内に一般病床がなくなるということは、室戸市の医療体制にとって大変な状況だと認

識をいたしているところでございます。私としましても、これまで県との地域医療課題検討会

を継続をするとともに、室戸市出身の４人の医師の先生方や市内の医師の先生方、また県立あ

き総合病院、田野病院、国立高知病院、内田脳神経外科、細木病院、高知大学医学部などを訪

問をし、何とか室戸市の医療確保のため御協力をいただけないかについてお願いをし、また現

状の打開策について助言や指導をいただいたところでございますが、いずれも大変厳しい状況

でございます。 

 室戸病院の病床がなくなるということから、市として一般病床50床の市立病院を建設をする
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ということになりますと、多くの医師や看護師の確保とともに多額の建設費が必要となるとこ

ろでございます。また、他の市町村の有床診療所の例から見てみましても、僻地でない場合の

費用としましては、建設費及び設備費等で約７億円、それに対する国や県の補助はないという

ふうにお聞きをいたしております。そして、毎年一般会計から約１億円の繰り入れが必要にな

るのではないかということをお聞きをするところでございます。また、有床診療所では医師が

２名、看護師15名、その他理学療法士、管理栄養士等、約40名ほどの職員が必要であるという

ふうに言われているところでございます。 

 室戸市にとりまして、今後、どういう地域医療が必要なのか、地域医療に取り組んでいける

のか、基礎的データを収集するとともに、指定管理者制度も含めまして、県の指導もいただき

ながら、地域医療の確保対策に総力を挙げて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、(6)まち・ひと・しごと創生総合戦略についてであります。 

 議員さん御案内のように、６月５日から16日までの間、安田町に内閣府のサテライトオフィ

スが開設をされ、地方創生関係交付金の活用促進などを目的として周辺市町村との意見交換が

行われたところでございます。本市におきましても、６月８日と14日に内閣府の職員が来庁さ

れ、８日の意見交換では本市の人口ビジョンや総合戦略の概要、これまでの交付金を活用した

事業内容とともに、本市における医療問題の現状について説明をさせていただいたところでご

ざいます。 

 しかしながら、この日の意見交換会は交付金の活用促進がテーマということであり、内閣府

の説明は主に交付金の活用に当たっての留意点や先進事例の紹介であり、医療問題などにつき

ましては交付金での対応が難しいという話でございます。 

 なお、14日は移住促進室が取り組んでおります無料職業相談業務を進めていく上での課題な

どについて意見交換をさせていただきまして、地方分権の観点から助言をいただいたところで

ございます。 

 今回の内閣府との意見交換会は、地域の現状や課題を国に知ってもらうよい機会ではありま

したが、時間が限られていたため、もう少し時間をかけて実情も聞いていただき、またより具

体的な助言が受けられる形がよかったのではないかというふうに感じているところでございま

す。 

 私からは以上でございますが、教育長及び防災対策課長から補足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（濱口太作君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 小椋議員さんに１の(2)ヘリポートの建設についてお答えし

ます。 

 現在高知県が取りまとめております災害時におけるヘリコプターの離着陸場適地一覧では、
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室戸市では21カ所が示されております。また、その適地から４つの関係機関がそれぞれの機能

に応じて離着陸場を指定しています。 

 まず、高知県ドクターヘリが指定している箇所は、高岡漁港、室戸消防署、行当グラウンド

西側の３カ所であります。高知県警察の指定箇所は、高岡漁港、室戸市消防署、行当グラウン

ド東側の３カ所で、高知県消防防災航空隊の指定箇所は、高岡漁港、室戸市消防署、室戸中央

公園運動広場、室戸防災公園、行当グラウンド西側の５カ所となっています。また、自衛隊が

指定している箇所は、室戸市消防署、室戸中央公園の芝生広場と運動広場の３カ所となってい

ます。 

 また、これらの指定箇所以外であっても、先ほど申し上げました21カ所の適地では、先日、

６月４日に行われました高知県総合防災訓練で離着陸訓練を行った佐喜浜港のように、非常時

には離着陸が可能となっております。 

 こうしたヘリの離着陸の適地調査につきましては、昨年度高知県に本市の下流、上流６カ所

について調査を行っていただき、うち１カ所、室津河内北側について、現況のままでも離着陸

可能な適地として認められたところでございます。 

 大規模災害時などの非常時に備え、このような離着陸場の適地について引き続き調査を行っ

ていくとともに、常設のヘリポートの整備につきましても離着陸時の強風による農作物や近隣

へのさまざまな影響等を踏まえ、地域の皆さんや関係機関とも協議しながら調査検討してまい

ります。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 小椋議員さんに３点目の青少年自然の家の存続について、私のほう

からは、国立室戸青少年自然の家利用促進協議会の取り組みについてお答えいたします。 

 国立室戸青少年自然の家の稼働率向上に向けては、これまでにも自然の家と協力して県教委

への利活用に関する要請や利用促進協議会の会員による利活用の促進をお願いしてきたところ

でございます。 

 本年度は、自然の家におきましても新しいプログラム開発に取り組まれており、本年11月に

は文科省等による幼稚園指導要領や保育指針の改訂に伴う100人規模での宿泊研修の計画や森

林を使った新たな教育活動のメニュー化など、魅力あるプログラムづくりに努めているところ

でございます。 

 教育委員会としましても、市内の放課後子ども教室に働きかけて、災害避難訓練として３カ

所の放課後子ども教室が自然の家での宿泊研修を計画しております。また、武道室戸大会や少

年野球大会など、広く参加が見込まれるスポーツイベントの参加者に対しましても、自然の家

の利用について積極的に広報してまいりたいと存じます。 

 今後につきましても、必要に応じて利用促進協議会を開催し、御意見や御協力をいただくと

ともに、市民の皆さんにも広報で現状をお知らせするなど、50％を超える稼働率向上の実現に
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向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

○議長（濱口太作君） 小椋利廣君の２回目の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。２回目の質問をさせていただきます。 

 まず最初に、１番の(1)のふるさと納税についてでございますけれども、先ほど市長さんの

答弁では、今までは７割程度の返礼品をお返しをして贈ってきたということから、今回総務省

のほうから３割程度に抑えるということになったことによって、送料を除いて３割程度に抑え

ていくという答弁があったわけですけれども、これら今までは７割程度をずうっと贈ってきた

ことが３割になってくると、本当に地域の生産者には大きくかかわってきて、生産者自体の収

入が大きく減少してくるというふうに思われます。こういったときに、生産者には手厚くどの

ように今後も活用ができていけるような方法を考えていかれるのかということで、もう一度お

聞きをいたしたいと思います。 

 そしてまた、ことしは当初予算の中でもふるさと室戸応援寄附金約５億5,000万円くらいを

想定をしているというふうに今御答弁があったわけですけれども、これらについても返礼品の

額が７割から３割に減ってくると、本当にこれらもこれだけの想定をした金額であり、寄附金

として考えられていくのかというところももう一度お聞きもいたしたいと思います。 

 それから、緊急用ヘリポートの建設についてですけれども、これは先ほどの防災対策課長の

話では21カ所が指定をされて適地であるというふうに認められているというお話がありました

けれども、現在、その中で高岡、それから広域公園、それから消防署、それから行当のグラウ

ンドの西側とかというようなことで５カ所程度という話があったわけですけれども、この前も

５月７日の羽根の奥での緊急事態が発生したときには、富士鍛工の駐車場をお借りをして、あ

そこに緊急にドクターヘリがおりたということで一命を取りとめたという話も聞いております

ので、やはりこういった救急病院もなくなった、救急搬送に長時間の時間がかかるということ

になってくると、中山間地域も含めた、台地も含めて、そういうところにもヘリポートを建設

をして地域の住民も安心ができる、そういう体制で取り組んでいかなければならないのではな

いかというふうに考えておりますので、この付近もう一度御答弁をお願いをいたしたいと思い

ます。 

 それから、(3)の国立室戸青少年自然の家の存続についてということでございますけれど

も、これ市長さんも、青少年自然の家利用促進協議会の谷村教育長さんからも今答弁がありま

したけれども、少年自然の家の誘致については、昭和40年代の中ごろから後半にかけて非常に

大きく室戸市としても、また議会としても取り組んできた経緯があると思います。それによっ

て国立室戸少年自然の家が昭和51年３月１日に開所をしたという経緯もありまして、当時はま

だまだ人口も多く、児童・生徒数も多かったわけですけれども、こういった室戸市も大きく誘

致に取り組んでかかわってきたということからすると、自然の家の事務だけではなしに、今後

は稼働率50％に向けての取り組みを大きく支援をしていくということが市としても、また利用
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促進協議会としても、今後これらの活動によって本当にことし50％の稼働率の達成ができるの

かどうかというところがなかなか厳しいところであるというふうに考えておりますので、それ

らの取り組みの決意についてもう一度市長さんにも、教育長さんにもお願いをしたいと思いま

す。 

 それから、(4)の国保会計についてでありますけれども、国保会計は先ほどもずっと答弁が

ありましたように、平成30年から県一に統一をせられるということで、国保会計は各市町村と

も赤字を抱えていて、この赤字の解消は大変であるというふうにお聞きをしているわけでござ

います。我が室戸市としてもまだ約２億5,000万円近い国保の赤字があるわけでございますの

で、これらを何年までに、本当にどういう形で全部解消していくのか、今までは一般会計から

の繰り入れも含めてやってきたわけですけれども、そういったもので全部解消ができていける

のか、また赤字解消に向けては国保税を上げなければ解消ができていけないということになる

のか、この付近もう一度明確な答弁をお願いをしたいと思います。 

 国保税を上げられたら、これは高齢者社会になって、もう年金者生活の中ではなかなか払え

ていけんというふうに言われておりますので、この付近もう一度明確な答弁をお願いをしたい

と思います。 

 それから、(5)の室戸市内の医療体制についてでございますけれども、先ほども市長さんの

ほうからはいろいろ御答弁がありました。室戸市立室戸岬診療所については、週２日間は診療

ができていける、継続をしてできていけるというふうなお話があったわけですけれども、私が

お聞きした病院の先生のお話によりますと、高知県も病院を何カ所か持っちゅうと、例えば医

療センターもあれば、県立あき総合病院もあれば、まだ西のほうに県立の幡多けんみん病院な

んかもあると、何カ所かは高知県が持っている病院があるので、その病院の先生を回していく

には、やはり先生方の確保のためには県も支援をしていきゆうというふうに言われておりま

す。それで、自治医科大学を卒業してきた先生方には、１年か２年かは奉仕も含めて県内で診

察をしていただくというふうな話をされておりますので、そういった若い先生方にもこの地方

にも回ってきて診察をしていただける、２年まではなかなか厳しいかもわからんけんど、１年

ぐらいの交代でできていける診察やったら可能やないかなというふうに先生も言われておりま

すが、そういった取り組みには県とともにもっと連携を深めて、そういうふうな地域に、地方

に先生を回してもらえるような取り組みをしていかな、なかなか今からは先生は来てくれんよ

というふうな話をされておりました。 

 市長も県の担当者とともに、今後の地方の医療についての取り組みについて十分もっと密接

に連携をとりながら話をしていただくということに取り組んでいってもらいたいと思います

が、この付近もう一回御答弁をお願いをいたしたいと思います。 

 それから、(6)のまち・ひと・しごと創生総合戦略についてでございますけれども、先ほど

は市長のほうから、今回は内閣府のほうから６月５日から16日まで安田町を拠点にして、東部
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の各自治体に出向いていっていろいろ話を聞く中で今後の政策につなげていくというふうな話

があったわけでございますけれども、６月８日と14日に内閣府の方々が来られて、２日間ヒア

リングをしたというふうにお話があったわけですけれども、非常に時間が短かって、いろいろ

話す内容が少な過ぎて、協議が十分できざったという話ですが、２日間で話をせられたことが

今後室戸市の行政施策への取り組みへの何かの手がかりはどのように持たれたのかというとこ

ろをもう一度お聞きをいたしたいと思います。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、ふるさと納税でありますが、これまでは送料を含めて７割でやっていた、どうしても

総務省の指導がある以上それを受け入れざるを得ないということで、送料をのけて３割にして

いきたいという取り組みを現在検討をしているということを申し上げたところでございます

し、ふるさと納税、たくさん寄附をいただくためには、やはりそうした返礼品をもっともっと

魅力的なものにしていかないといけないと、そのためには市としても補助金等の支援対策もし

ていきましょうというようなことを行っていこうとしているところでございますし、また目標

額につきましては、今のところ、当初予算を５億5,000万円としておりますので、それを何と

か達成したいということで努力をしていきたいということを申し上げているところでございま

す。 

 現在、予算を見直して減額をするということなどについては考えていないというところで、

とにかく一生懸命ふるさと納税をしていただけるような取り組みに力を入れていかなければな

らないというふうに思っているところでございます。 

 また、防災のヘリの発着についてでありますが、課長が申し上げましたように、とにかく適

地をふやしていきましょうということで現在取り組んでいる。ただ、常設にはまだ至っていな

い、常設をもっとふやしていく必要があるのではないかという御質問だというふうに受けとめ

ておりますので、私どもとしてはそうした取り組みをしっかり進めなければならないと。ある

ところではほぼ決まっていたけれども、周りの方々の反対を受けて実施ができなかったという

ようなこともありますので、ぜひいろんな周辺の方々も御理解をいただくというような取り組

みをしていかなければならないのではないかというふうに思っているところでございます。 

 また、自然の家の利活用の促進でありますが、これも当然室戸市として誘致については努力

をしてきた今までの経過がありますし、先ほども御答弁を申し上げましたように、地域の経済

や雇用とか、そういった点についても大事な施設であるということは十分認識をいたしている

ところでございます。また、それらの支援対策につきましては、市としても予算をつけて、韓

国野球を誘致をしていくための条件整備というようなことについて努力を重ねているというこ

とを申し上げたところでございますが、とにかくいろんな取り組みを進めていくことによっ
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て、稼働率を50％を切らないというような達成をしていくというような取り組みは今後とも必

要だというふうに思っておりますので、一層の支援対策に努めてまいります。 

 また、国保会計の問題でございます。 

 これにつきましても、御答弁を申し上げましたが、これは市町村国保から、今度は県一の国

保になるというのが平成30年でありますから、これを大きな節目と捉えなければならないとい

うふうに思っております。県一になった場合に、市町村から県に対する納付金がどれくらいに

なるかによって、保険税を現在いただいているわけでありますが、その額で県へ納付金が納め

られるのか、られる場合はそれでいいわけでありますが、納められないということになってく

ると保険税を上げざるを得ないという状況が出てまいるというふうには思っております。 

 ただ、現在の赤字額については、私はやはり一般会計からの繰り入れしかないのではないか

というふうに思っております。これまでほかの議員さんの御質問にも何とか国や県からその赤

字額については借り入れをすることによって、借入金を一旦しておいて返済をするというよう

なことができないかというようなことをこれまで検討もしてきたわけでありますが、その辺に

ついてはほとんど困難だということの結論を得ておりますので、残されているのはやはり一般

会計から繰り入れる方法しかないのではないかというふうに思っておりまして、そうした状

況、県一の納付金を今のまま、今の保険税で納めていけるのか、それがどうなっていくのか、

そして赤字部分については一般会計から繰り入れるしかないのではないか、そうした中で十分

見きわめて、早い段階で解消するということは当然考えていかないといけないと。例えば３年

も４年も赤字額を引っ張っていくというようには私としては考えていないというところでござ

います。 

 そして、医療体制でございますが、これについては県と地域医療についての検討会を立ち上

げている中で、県からもそうした御意見をいただいてはおりますが、なかなか先ほども申し上

げますように具体的にそしたらいつ先生が来ていただけるかということには至っていないとい

うことでございます。地域へお医者さんが配置される時期は、もう３年ぐらいしたら、３年ぐ

らいしたらということで僕らずうっと聞かされてきたわけでありますが、３年たっても、４年

たっても、５年たっても、なかなか来ていただけてないというのが僕は実情じゃないかという

ふうには感じているわけでありますけれども、県との連携という部分については、私たちもし

っかりとそういうことを協議をしながら、何とか我々のところへも先生が来ていただけるよう

な取り組みはどうしてもしていかないといけないという思いでございます。 

 そして、最後でありますが、内閣府の方々との意見交換というよりは、向こうの御意見をお

聞きをしたということが主だということを申し上げさせていただいたところでございます。ぜ

ひ今後ともこうした国の取り組み、こういうものはぜひ多くやっていただいて、地域の実情を

踏まえた中で指導や助言をいただきたいというふうに思うところでございます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 谷村教育長。 



－92－ 

○教育長（谷村正昭君） 小椋議員さんにお答えします。 

 自然の家存続に向けての決意をということでございましたので、一言決意を述べさせていた

だきたいと思います。 

 御指摘のとおり、自然の家の誘致等に取り組んだ経緯も含め、重要な施設と十分認識してお

ります。今後は、利用促進会の会員の利活用はもとより、各教育関係機関に働きかけるなど、

利用促進協議会とともに稼働率の向上に取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

○議長（濱口太作君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため14時35分まで休憩いたします。 

            午後２時17分 休憩 

            午後２時34分 再開 

○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、町田又一君の質問を許可いたします。町田又一君。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。一般質問を行います。 

 １、市長の政治姿勢について。 

 (1)医療機関の縮小は今室戸にマイナスの連鎖反応を起こしている、その対応策についてお

伺いをします。 

 人間が暮らしていくのに欠かせないのが衣食住である。そして、その糧を得るために皆一生

懸命に頑張っておられます。日々元気に暮らしていくためには、地域があり、家族があり、友

人がおり、仕事がある、当たり前だが、重要なことだと考えます。田舎は、現役でばりばりと

仕事をする人にとっては少し退屈かもしれません。ところが、この何げない毎日がひょっとす

ると人間の一番の幸せかもしれません。 

 しかし、何年か前から、私たちが命を預けていると言っていい医療機関が少しずつ減少して

いました。気がつけば急患を受け入れる病院がなくなり、最近ではとうとう入院ができる医療

機関がなくなりました。１万3,000人の人口を持つ自治体では余り例がないのではないかと思

います。入院ベッドがない影響が、今室戸の人口減少にますます拍車をかけていると言っても

過言ではありません。入院患者はもちろんのこと、医師や看護師や医療従事者が職を失い、新

たな職を求め、室戸を後にしております。 

 また、聞くところによりますと、民間に移管していた丸山長寿園でも物すごい影響が出てい

るようです。このままでは経営が成り立たなくなる、そんな可能性が出てくるかもわかりませ

ん。大変心配をしております。 

 私の知っている限りでは、西のほうへ移転を計画している病院がある。その一方では、高齢

であるにもかかわらず、日夜を問わず往診をしてくれている医師がおります。大変頭が下がり

ます。私のかかっている主治医は70を過ぎております。その先生いわく、私がこの年で室戸の

医者では若いほうですと言われて笑っておられます。この先生も住民票は高知市に移している
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かもしれません。医療機関の縮小は、人口減少だけでなく税収にも大きく影響を及ぼしている

はずです。知っている市民の方からは、何とか医師の確保をしてくれと懇願をされています。 

 議員の私よりも、市長や副市長は大変な思いで県庁や県立病院や民間病院あるいは室戸市出

身者で医師をしている方のところへ足が棒になるほど陳情に行っていると伺っております。こ

のことは、市民の命にかかわることですので、ともに市民の負託を受けた市長と市議会議員が

一緒になって医師確保に汗を流すことが大切であると考えます。市長の考えはいかがでしょう

か、お聞かせをいただきたいと存じます。 

 室戸市立の診療所が開設されてしばらくたちます。地域の方の声はどのようなものが聞こえ

ているのでしょうか。診察をお願いしている医師の確保は今後も大丈夫でしょうか。経営はう

まくいっていますか、お伺いをいたします。 

 市立診療所の運営の成功が、今後の室戸にとって大きく意味を持ってくると思います。私は

思うのですが、財政が許すのであれば、いっそのこと医師を自前で雇用するという手は打てな

いものかと思ったりもします。そのために医師確保の陳情を行う。西予市野村町では、市の診

療所に松山の病院から若手の医師が交代で診療に通っているということです。問い合わせて、

参考にするとよいのではと思います。高くつきますが、医師のあっせんをしているところもあ

るようです。 

 前に小松市長に話をしたことがありますが、高知県では医学部に進学した学生の希望者には

奨学金を出している。現在、この奨学金を利用した学生が各地で研修医として２年間勉強して

いるとのことです。２年先には高知へ一度帰ってくるそうです。若い先生方は都会志向かと私

は思い込んでいましたが、話をしてみると、最近では大学でも地域医療を大切にするような講

義や学習をしているようです。研修医の皆さんと面識を持つのも医師確保の近道かもわかりま

せん。まずは変な色気を見せず、地域医療についてというような題で意見交換会をしてみては

どうでしょうか。このことについて提案をいたしますが、市長のお考えはいかがでしょうか。 

 (2)ふるさと納税についてお聞きをします。 

 ふるさと納税は、生まれ育った地方の自治体に都会の住民が恩返しができる仕組みとして誕

生したものです。そして、現在は地域活性化の手段として注目が集まっております。室戸でも

このふるさと納税に参加して以来、着実に納税額がふえており、28年度は６億円を優に超えて

いる、大変うれしいことであります。海産物や農産物のセット物、加工食品等が人気のようで

す。しかし、全国ランキングの上位には大手メーカーのテレビ等電化製品などを返礼品にして

いる自治体が寄附金を大きく伸ばしている。 

 そんな中で、ことしに入り、総務省からふるさと納税の返礼品は寄附額の３割を守るように

との通達があったようでございます。余りにも返礼品が高価になり、競争が激しくなったとい

うのがその理由のようです。室戸の場合はどうでしょうか。納税額の７割を返礼品に充ててお

りました。返礼品の参加者には、手取りにすれば送料や資材代をのけると大体５割は残ってい
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たのではないでしょうか。３割となると生産者も知恵を絞り、市のほうも知恵を絞り、お互い

にメリットのある方法を考え出さなければいけないと思います。少しずつですが、ふるさと納

税を活用して農産物を販売しようと栽培をしている方もふえております。その人たちに希望の

持てる方法をぜひ提案をしていただきたいと思います。 

 今後、室戸市への寄附金は伸びるのか、今が知恵の出しどころだと考えます。今後は返礼品

と寄附金の使い道が本来の趣旨に合っているかどうかが持続していくための最大の焦点だと言

われております。そして、この２点を室戸市がどう判断していくのかが大切であると考えま

す。隣の奈半利町には納税額ではかないませんが、室戸は室戸なりの発信をしていくことが大

切だと感じています。担当課のやる気とアイデアとリーダーシップに期待をし、前向きな答弁

を求めたいと存じます。 

 また、市にとっては納税額がふえるわけですから、ぜひこのふえた分、子供たちが学ぶ保・

小・中学校の環境整備等に使用してほしいと願うものでございます。 

 また、反対に、室戸市から他市町村へふるさと納税をしている人数や額がわかれば教えても

らいたいものです。プラス・マイナスではどちらが多いのでしょうか。 

 ２、室戸の今後（５年、10年先）についてお尋ねをいたします。 

 人口減がどうしてもとまりません。今のままでいけば、５年先にはまだ人口１万人はキープ

しているかもしれませんが、10年先には確実に１万人割れになるのではないかと思われます。

人口が減少すれば、市内では今までに経験したことがないようなさまざまな出来事が起こるの

ではないかと心配をしております。国からの交付税や市民からいただくさまざまな税金にも大

きな影響が出てくるものと考えます。また、少子・高齢化については、生まれてくる子供は減

少が続き、高齢化はますます増大するものと予想されます。 

 質問といたしまして、(1)５年、10年後の人口構成はどういう形が予想されるのか、市民の

就業割合はどう変化するのか。 

 (2)５年、10年後の少子・高齢化の割合はどう変化するのか。羽根、吉良川、室戸、室戸

岬、佐喜浜という地区別ではどういう変化が予測されるのか。嫌な予測を打ち破るため、力強

い政策が求められるが、いろいろと準備をしているのか、お尋ねをいたします。 

 (3)小学校の環境整備についてお尋ねをいたします。 

 学校現場からは教育委員会に対しさまざまな要望や陳情が寄せられていることと存じます。

私のところへは、プールの改修はできないか、エアコンの設置は無理なのか、遊具やクラブ活

動ができる用具を設置するよう協力してほしいといろんな声が寄せられています。未来を担う

室戸の子供たち、生徒数が激減している中で、子供は大切な宝だと言っても過言ではないと思

います。梅雨が明けると夏がやってきます。室戸の子供たちは海があり、川があるにもかかわ

らず、海水浴場がないため、海はだめ、川でも安全対策がとれないとだめ、結局監視員のいる

プールでの水泳となっているというのが現実のようです。 
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 しかし、このプール内が大変荒れているようです。学校現場の声にすぐに反応し、対応する

ことが必要であると思うのですが、けがをしてからでは遅過ぎます。今はプールに水が入り、

手入れができないのでしょうか。 

 エアコン設置においても同じことが言えます。当初予算にエアコンの設計費が組まれており

ます。設計費を組むということは、必要であると考えたからだと思うのですが、順番を決めて

設置をしていくのが通例となっております。しかし、仮に数ある小・中学校にエアコンを数校

ずつ設置すると、後回しの中学校では、３年生や２年生はこの恩恵にあずかれないで卒業して

いきます。設置が３年を超すと、１年生も恩恵にあずかれないということが起こるかもしれま

せん。これはひとつふるさと納税を使って一気に市内の小・中学校の環境整備をするというこ

とが考えられないか、取り組み姿勢についてお尋ねをいたします。 

 (4)室戸高校の存続についてお尋ねをします。 

 室戸高校の平成29年度の生徒入学定員は80人、入学したのは52名です。近年は定員割れが続

いています。入学者は定員の６割前後であると思います。少子化の影響で、高知市周辺の私立

校や公立校への入学が最近緩やかになっているのではないかと思われます。進学先はどこを選

ぼうともちろん生徒の自由なんですが、なぜ地元にある高校への進学率が伸びないのでしょう

か。このことの理由について、中学生や保護者、進学担当教師にアンケートをとったことがあ

るのか、お聞きをいたします。あればその内容について、なければアンケートをとって地元高

校の活性化の一助にすべきだと考えます。取り組みについてお伺いをします。 

 他県でも過疎地にある学校では存続の危機にさらされているところが多数あります。各自治

体ではあの手この手の知恵を絞り、地元高校への進学を後押しして、活性化するように協力し

ております。うまくいっている高校では、県内だけでなく、県外からも多数の生徒が集まって

いるいい例があります。室戸市もいさな寮へのエアコンの設置や入寮者への補助金を出すな

ど、親の負担を少しでも小さくしようと支援を始めております。クラブ活動にしても、できる

限りの応援をしているようです。県立高校だから関係ないではなく、室戸にただ一校しかない

学校ですので、大切にしなければなりません。室戸高校が将来にわたって存続するために市が

応援できることは、まだほかにもたくさんあるはずです。県外では、地元高校への支援対策が

うまく機能している例が数多くあるはずです。この中で、室戸でも取り入れ可能な支援策が必

ずあると考えます。室戸市の室戸高校がこれからも存続するための応援や支援について、出し

惜しみをしてはいけないと思います。室戸高校への協力、支援は、必ず室戸市の将来を担う人

材育成に続く大切なことだと存じます。取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 

 (5)国立室戸青少年自然の家の存続についてお聞きをいたします。 

 室戸青少年自然の家の存続が危機的な状況にあると言っても過言ではありません。というの

も、全国に数ある青少年自然の家、この自然の家の稼働率が50％を２年続けて割り込むと廃止

の対象になると国が決めているからであります。10年くらい前から稼働率が50％前後の施設が
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全国に何カ所かあり、その中の一つに室戸青少年自然の家もその対象となっておりました。ほ

かの何カ所かの施設は、400人の宿泊定員を当時半分の200人に減らして稼働率を楽にしたとこ

ろもあるようです。室戸青少年自然の家では400人をそのままに50％以上の稼働率を目指して

運営をしてきたというのが正直なところだと思います。 

 国立室戸青少年自然の家の運営が始まって40年余り、当時と違って少子化が急激に進み、１

校当たりの平均生徒数が大幅に減ったのです。それと、道路網の整備のおくれとが利用率が減

少した大きな原因であると言われております。今は対象者を成人層にも広げ、飲酒も可能とな

り、大変使い勝手のよい施設となったのとは裏腹に、毎年ぎりぎりの綱渡りの運営がされてき

ましたが、しかしとうとう28年度は稼働率が50％に届かなかったということです。いよいよ

29年度は自然の家にとって生き残るのか、それとも廃止なのかの瀬戸際となっております。 

 前に就任間もない尾﨑知事さんと面会する機会があり、自然の家についての話をしたことが

あります。尾﨑知事さんも小学生のとき自然の家に泊まり、夜空の星が大変きれいだったのに

大変感動したというふうに話をしてくれました。その後、県議会から国立室戸青少年自然の家

の存続の意見書が国へ出され、続いて室戸市議会も同じ内容で国へ存続の意見書を提出をいた

しました。現在、各地で活躍している多くの人の中にも、室戸の自然の家での体験を一つの思

い出の場所として記憶している方もたくさんいると思います。 

 廃止か存続か、月日はあっという間に過ぎていきます。廃止が決まってばったりしたでは遅

いのです。運命の日まで９カ月しかありません。自然の家としっかりスクラムを組み、稼働率

50％以上を目指して頑張らなければなりません。自然の家の取り組みが弱いとか、人ごとのよ

うにお互いの動きを非難しているときではありません。目的は１つ、稼働率50％を超えるだけ

です。国立室戸青少年自然の家のファンは室戸にもたくさんいるのです。私自身、泊まって残

そうを合い言葉に自然の家へ足を運ばなければと強く思っております。 

 稼働率向上に室戸市はどう協力体制をとっているのか、とるつもりなのか、室戸にとってな

くてはならない大切な施設、国立室戸青少年自然の家を守るための方策をお聞きをいたしま

す。閉鎖が決まった後でああしたらよかった、こうしたらよかったでは遅過ぎます。教育長及

び担当課の取り組み姿勢をお伺いをいたします。 

 (6)観光についてお尋ねをいたします。 

 土佐清水市と室戸市は大変よく似ていると思います。西の端と東の端、気候も人口規模も、

産業についても同じです。室戸と違うと感じるのは、魚の加工品に大変力を入れているのと、

観光で御飯を食べているという印象があり、足摺岬周辺はホテルや旅館が多く建ち並んでおり

ます。国立公園周辺には九州地区や瀬戸内に人口の多い県があり、その何百万人かが観光客の

対象になる可能性があるのです。片や室戸岬は、半径100キロ圏内でも50万人いるかいないか

であります。私はいつも思うのですが、土佐清水の人口の減り方が最近室戸市より少しずつ緩

やかになったのではないかと、それはホテルという雇用の場があるからではないかと考えてお
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ります。 

 今、室戸観光の目玉と言えば、室戸世界ジオパークセンターや四国八十八カ所の霊場の室戸

三山、キラメッセや楽市等、たくさんの見どころがあり、交流人口拡大の最大のチャンスであ

ります。そして、現在は（仮称）むろと海の学校が整備をされております。交流人口をふやそ

う、観光客を少しでも室戸へ呼び込もうとの思いでございます。この取り組みは絶対に成功さ

せなければならないし、交流人口の中心としなければいけない、強力な集客の仕組みが必要で

ございます。施設はつくれば終わりではありません。つくってからが大変だし、継続すること

が大切であると考えます。つくってよかったという市民の声、訪れてよかったという観光客の

声をぜひ多く聞けるよう、運用していってほしいと強く願っております。市長及び担当課長の

この姿勢に対する思いを聞かせていただきたいと存じます。 

 室戸の観光が産業として成り立つには、いろんな方法やしかけが必要だと思うのです。見

る、食べる、体験をする、各イベント等をしてさらに磨きをかける、観光の活性化、これは行

政だけでは無理です。民間団体や観光協会等が力を合わせ、一つになってやる、室戸でも観光

で商売がやれる、もうけることができる、もうけると人手も要るし、人材も集まってくるので

はないかと考えます。市長、また担当課長は室戸の観光はどうあるべきだと考えているのか、

お教えをいただきたいと存じます。 

 (7)仕事、雇用の場の確保についての取り組み姿勢を問います。 

 今の時代、企業誘致といってもなかなかこのへんぴな室戸へ進出してくれる会社は、残念な

がら見つからないと思うし、いても少ないというのが現状であろうと思います。こうなれば、

自前で仕事をつくるしかないと思うのです。農業、林業、漁業、この職業には研修制度があ

り、お金をもらいながら一人前になれるよう技術を身につけて独立する。しかし、いきなり独

立するには資金がかかるので、そこでひとり立ちをする前段に資金稼ぎができるよう、市がハ

ウスや炭窯や船を貸し出してやるというような仕組みをつくる。資金と自信があれば独立し、

技術を生かすためにそれぞれの職業につく人もふえてくると思います。また、雇用を考えてい

る人も出てくると思うのです。やる気のある人をＪＡや地域の人や行政がバックアップをす

る、そんなシステムができたら、きっと自立することが可能となるはずです。仕事は自分でつ

くる、起業する人材を育てる、そんな人に行政としてできることはどんな方法があるのか、支

援策をお聞きをいたします。 

 これで私の１回目の質問を終わります。 

○議長（濱口太作君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 町田議員さんにお答えをいたします。 

 まず、(1)医療機関の対応策についてでございます。 

 前段の議員さんにもお答えをいたしたところでございますが、室戸岬診療所につきまして

は、平成28年度は８カ月間でございましたが、延べ557人の方々が診察を受けられておりま
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す。また、直近の５月では延べ91人の方が受診をされているところでございます。これまで診

察を受けられました住民の方々からは、診療所でお薬をもらえることが便利である、また通院

を子供に頼まなくてもよくなった、仕事が終わってからの時間帯に診察を受けることができる

など、おおむねよかったというお声をお聞きしているところでございます。 

 また、経営状態でございますが、平成28年度は設備投資を含めて約1,290万円の赤字補塡と

なりましたが、設備投資額を差し引いた診療運営に係る費用の赤字額は約490万円となってお

りまして、当初見込んでおりました金額よりは少なくなっているところでございます。 

 次に、医師の確保でございますが、県立あき総合病院からの派遣医師の増員等について要望

を行うとともに、将来の地域医療の展望も見据え、議員さん御提案の意見交換会を行うなど、

高知大学医学部との連携を深めてまいりたいと考えております。 

 また、自前の医師の雇用につきましても考えているところでございます。他の市町村の事例

では、医師の給与として1,300万円から2,000万円で公募を行っている事例もございます。しか

し一方で、公募により採用した場合、短期間で退職をされることがあるなど、財政負担ととも

にさまざまな問題点も出ているようにお聞きをしておりまして、慎重な対応が必要だと考えて

おります。 

 しかし、今後とも、室戸岬診療所の継続を初めとして、室戸市にとってどういう地域医療が

必要なのかということについては検討してまいります。 

 また、どうか議員各位におかれましては、医療に関する情報の提供というようなものについ

てはぜひいただきたい、いただいた上でそれらのことにも対応してまいりたいというふうに考

えているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に、(2)ふるさと納税についてでございます。 

 このことも前段の議員さんにもお答えをいたしておりますが、返礼品の見直しにつきまして

は、総務省からの要請に従い、現在見直し方針の決定について協議を行っているところでござ

います。具体的な返礼品の見直しにつきましては、寄附額に対する返礼品の調達価格の割合に

ついて、送料を除いて３割とし、送料に手間賃相当額を加算するなど、なるべく生産者の皆様

方にとって負担にならないような形での見直しというようなことも考えていきたいというふう

に思っているところでございます。 

 また、返礼品の見直しにより本市への寄附額が一定減少すると想定はしておりますけれど

も、生産者の方々や他の自治体等との連携を強化をし、新たな返礼品の開発や情報発信などを

積極的に行うことにより寄附額の減少を食いとめていきたいと、当初予算に計上しております

５億5,000万円を目標に努力をいたしたいというふうに思っているところでございます。 

 なお、本市から他市町村への寄附の状況についてでございますが、平成28年度は56名の方が

409万2,000円を寄附をされております。一方で、本市への平成28年度の寄附額は６億1,780万

5,550円となっておりますので、大きなプラスとなっておりまして、返礼品の販売などにより
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経済効果につながっているものと考えております。今後とも、ふるさと納税による自主財源の

確保、生産者の所得の向上、地域産業の振興などに努めてまいります。 

 次に、２の(3)小・中学校の環境整備についてでございます。 

 まず、学校施設の改修につきましては、これまで南海トラフを震源とする地震対策として子

供の命を守ることを第一に、校舎、体育館の耐震化に取り組んできたところでございます。そ

の結果、耐震化率は現在100％となっているところでございます。そして、本年度から、校舎

の非構造部材の耐震化を進めるため調査を行っているところでございます。また、来年度に

は、非構造部材の耐震化工事を行ってまいりたいと考えております。 

 また、プールの改修につきましては、老朽化していた室戸小学校のプールを平成25年度に新

設をいたしております。平成28年度には、室戸中学校プールの改修を行ったところでございま

す。他の学校におきましても、老朽化しているプールなどについては修繕や改修に取り組んで

いかなければならないと考えております。 

 次に、エアコンの設置についてでありますが、本年度室戸小学校と室戸中学校の普通教室に

つきまして実施設計を予定をいたしているところでございます。来年度には、国庫補助金を財

源として工事を実施してまいりたいと考えております。これらについては、市内全校で実施で

きるよう取り組んでまいります。 

 また、財源でありますが、学校施設の改修であるとか、エアコン設置に対しましては、学校

施設環境改善交付金事業の対象となりますので、まず交付金を充てるとともに、残りの部分に

つきましては、議員さん御提案のように、過疎債を使ったりふるさと納税寄附金を充てること

もぜひ考えてまいりたい、適切な財源対策を行いながら早期の完了を目指してまいります。 

 次に、(4)室戸高校の存続についてでございます。 

 平成29年４月の市内中学生の室戸高校への進学者は、52人中30人でございます。これは前年

入学者と比較をいたしますと５人減少となっており、人口の減少や少子化の影響等から今後も

入学者の減少が危惧をされるところでございます。 

 一方で、室戸中学校の進学状況を見てみますと、平成28年度には44名中24名の54.5％が、平

成29年度には49名中27名の55.1％が室戸高校へ進学をしているところでございます。わずかで

はありますが、伸びている状況も見られるところでございます。議員さん御案内のとおり、室

戸高校は市内の唯一の高校であり、中高の連携強化を図りながら、進学者がふえるように取り

組んでいかなければならないと考えています。 

 私は、校長先生といつも話をしていることは、まずは総合学科の特徴である就職指導をしっ

かりと行うことや、志望校への進学指導についても国公立大学への進学もふえておりますの

で、こうしたことをよく知ってもらう取り組みが大切であるということを校長さんとも話をし

ているところでございます。 

 そして、地元の室戸高校へ進学したいという思いを持ってもらうため、中学入学時からあら
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ゆる場面で生徒や保護者に対して室戸高校の特徴であるとか、魅力をしっかり伝えて周知をし

ていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。 

 また、室戸高校に対する支援といたしましては、いさな寮に対するエアコン設置事業である

とか、寮費の助成、また女子野球部への支援対策などを行っているところでございます。 

 今後におきましても、室戸高校に市内、市外から多くの生徒に入学をしていただけるよう、

室戸高校と連携し、支援対策に取り組んでまいります。 

 次に、(6)の観光についてでございます。 

 まず、（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事業についてでございますが、当

該事業につきましては、平成27年６月に地域住民、民間団体、県及び市職員を委員として旧椎

名小学校活用検討委員会を組織し、施設の有効な利活用方法について協議検討をしてきたとこ

ろでございます。また、室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び高知県産業振興計画地域

アクションプランにおいて重要な地域振興策として位置づけられているところでございます。 

 本施設の整備事業は平成28年度より工事に着手をしておりまして、１階は集落活動センター

として地域住民が活用することといたしており、３階の一部は緊急時の避難場所として整備を

することといたしております。また、２階、３階及びプール部分は、ミニ水族館として、ウミ

ガメや室戸沖でとれる希少な魚類の飼育展示などを行うことといたしております。これまで県

外の水族館などに引き取られていた室戸沖の希少魚類を市内で飼育展示することが可能となり

ます。また、これらの海洋生物の飼育展示とあわせて、魚の標本などを展示することにより、

各大学や専門学校などとの連携による研究実習生の受け入れやウミガメ放流体験プログラムな

どを実施することといたしております。 

 こうした取り組みによって、青少年自然の家や室戸世界ジオパークセンターなど他の観光施

設との連携により相乗効果が期待できるものと考えております。そして、室戸の新たな魅力と

して、子供たちの教育や交流人口の拡大、また雇用や地域の活性化を図りたいという思いで取

り組んでいる事業でございます。 

 次に、観光振興対策といたしましては、本市の特徴であります室戸岬を中心とする室戸阿南

海岸国定公園、室戸ユネスコ世界ジオパーク、吉良川の町並み、海洋深層水、だるま朝日や夕

日、新鮮な魚介類や豊富な農産物など、恵まれた観光資源を生かすことが大切でございます。

昨年は、阿南市、安芸市、室戸市にある恋人の聖地であまラブフォトコンテストを行ったとこ

ろでございます。これらの観光資源とともに、教育旅行や民泊の推進、さらには各種ツアーの

充実であるとか、体験プログラムの実施などに取り組んでまいります。また、高知幕末維新博

との連携とともに、外国クルーズ船によるインバウンド対策によりまして、本市に新しい人の

流れをつくり、交流人口の拡大につなげることが重要であると考えております。 

 現在、観光施設への誘導対策といたしまして、市内の観光関連施設を回ることによって特産

品をもらうことができるスタンプラリーを実施をしているところでございます。さらに、こう
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した取り組みの充実を図ってまいります。 

 いずれにいたしましても、本市の観光は主要な産業の一つでございます。室戸市観光ガイド

の会を初め、各種団体、企業及び高知県、東部観光協議会などと連携、協力を図りながら、観

光振興に取り組んでまいります。 

 次に、(7)仕事、雇用の場の確保についてでございます。 

 本市では、人口減少に歯どめをかけるため、仕事、雇用の場の確保など、就労支援対策につ

いてさまざまな取り組みを行っているところでございます。 

 まず、農林業分野におきましては、これまで新規就農者の研修制度により、農業分野では８

名、林業分野、製炭では15名、合計23名の方々を育成してまいりました。また、農協が就農者

の初期投資の軽減などを目的としている園芸用レンタルハウスの整備につきましては、県下で

最も高い補助率で支援を行っているところでございます。本年度は新規就農者の独立を支援す

るため、市が設置するサポートハウスの適地調査であるとか、肉用牛の生産拡大を図るため、

繁殖雌牛の導入に当たり貸付金による支援を行うことといたしております。 

 また、２億円を超えてきた土佐備長炭の生産額をさらに拡大するため、市単独による製炭窯

設置に対する補助を新設をいたしております。 

 次に、水産業分野では、これまで新規漁業就業者に対する研究制度により、15名の方が就業

をいたしております。また、漁業者として独立をするため、漁船やエンジンリース事業に取り

組むことで新規漁業就業者の独立を支援をしているところでございます。 

 次に、商工業分野では、これまで新規創業者に対する国の創業支援制度を活用するととも

に、市単独の創業支援制度の創設を行っておりまして、２名の方が市内で新たに創業をされて

いるところでございます。 

 また、室戸市商工会が実施をするチャレンジショップ事業を支援することで新規創業者の育

成を図るとともに、市内商工業者が行う商談会への出展やホームページ、商品カタログ作成な

どの支援を目的とした室戸市商工業販売促進支援事業により、市内商工業者の販路開拓や販路

拡大などに取り組んでいるところでございます。 

 また、市内企業が工場の増設や雇用の拡大をした場合には、室戸市企業誘致推進条例の奨励

金による支援対策を行っておりまして、これまで９企業、約70名の雇用が新たに創出をされて

いるところでございます。そのうち、市内企業は５企業で約40名の雇用が新たに生まれている

ところでございます。 

 前段でも申し上げました農林水産商工業分野の取り組みを一層推進をするとともに、関係団

体や企業との連携を強化し、一人でも多くの雇用の確保につなげるとともに、地場産業の振興

や地域経済の発展に取り組んでまいります。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足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。 
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○議長（濱口太作君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 町田議員さんにお答えします。 

 まず、２点目の室戸の今後についての(1)人口についてでございますが、本市の人口につき

ましては、国立社会保障・人口問題研究所において、2060年に約2,800人まで減少すると推計

されているところでございますが、平成27年度に策定しました室戸市人口ビジョンにおきまし

ては、合計特殊出生率の向上や移住または転出抑制対策を行うことを前提として、2060年の将

来人口を約8,500人と展望しているところでございます。 

 この人口ビジョンの展望に基づき、５年後、10年後の人口等を推計してみますと、まず人口

は５年後の2022年には約１万2,100人、10年後の2027年には約１万1,200人程度と推測されま

す。また、人口構成につきましては、本年３月を基準とした場合、ゼロから14歳の年少人口は

５年後及び10年後はほぼ横ばい、15歳から64歳の生産年齢人口は５年後に約13％の減、10年後

に約19％程度の減、65歳以上の老年人口は５年後で約16％の減、10年後で約25％程度の減とな

る見込みでございます。 

 この人口構成につきましては、当面は現在のような逆ピラミッド型は続くものの、人口ビジ

ョンの前提としております出生率の向上や移住促進対策等を行うことにより、将来的には年少

人口と生産年齢人口が一定の人口を保ち、高齢になるに従い減少する形に変わっていくものと

推測しているところでございます。 

 次に、市民の就業割合についてでございますが、将来推計をしたものはございませんが、直

近３回の国勢調査の就業率を見てみますと、人口減少が進み、就業者数は減少しているもの

の、43.8から45％の範囲で横ばいに推移しているところでございます。 

 次に、(2)の少子・高齢化率についてでございますが、総人口に対する15歳未満人口の割合

である少子化率は、本年３月を基準とした場合、総人口が減少する影響などから５年後は

8.2％で1.1％の増、10年後は9.2％で2.1％の増となる見込みでございます。また、総人口に対

する65歳以上人口の割合である高齢化率は、５年後は45.2％で1.2％の減、10年後は43.5％で

2.9％の減となる見込みでございます。 

 また、地区別の人口推移につきましては、平成７年から平成27年の20年間で最も減少率が高

いのは室戸岬地区で41.1％の減、最も低いのは羽根町で30.4％の減となっており、今後につき

ましても、全体的な傾向としましては同様の現象が続くのではないかと思われます。 

 本市の人口ビジョンの展望につきましては、国の研究所の推計値を大きく上回るものとなっ

ているところでございますが、市としましても、室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の４

つの基本目標のもと、総合戦略推進本部による検証と必要な見直しなどを行いながら、産業振

興、移住促進、観光振興、子ども・子育て、福祉・医療などの各施策を推進することにより目

標を達成するよう最大の努力をしていかなければならないと考えているところでございます。

以上です。 
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○議長（濱口太作君） 竹本教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（竹本俊之君） 町田議員さんに２の(4)室戸高校の存続につい

て、市長答弁を補足いたします。 

 現在教育委員会が行っている取り組みといたしましては、室戸高校と連携しながら、市内中

学生の室戸高校への進学を促すため、中学生と高校生との交流事業を行っております。その中

で、まず児童会・生徒会交流会といたしまして、室戸青少年自然の家で小・中学生に対しまし

て室戸高校生が高校生活を発表するなどの交流を行っているところでございます。また、室戸

高校生が中学生に対し学習指導をする放課後等における学習支援事業なども行っているところ

でございます。 

 議員御質問の高校進学に関するアンケート調査につきましては、現在のところ、実施してお

りませんが、御提案のありましたように、生徒や保護者、進路担当教師などの意見を聞いてそ

れらを参考にすることは、地元高校の活性化を図る上で有効な手段であると考えます。今後、

校長会等を通じ、中学校校区ごとの状況について聞き取りなどの調査を行い、その内容を室戸

高校と共有、連携しながら今後の取り組みに生かしてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（濱口太作君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 町田議員さんに大きな２点目の(5)室戸青少年自然の家の存続につ

いてお答えいたします。 

 国立室戸青少年自然の家の稼働率向上に向けては、前段の議員さんにお答えいたしましたと

おり、自然の家や市内関係団体と協力して稼働率向上のため、各種研修会やスポーツ合宿の誘

致、県教委への教職員研修実施の要請活動などに取り組んできたところです。議員さん御案内

のとおり、室戸青少年自然の家は、本市にとりましても重要な教育施設でありますので、今後

も存続していけるよう、室戸市一丸となって取り組まなければならないと考えております。 

 今後につきましては、必要に応じて利用促進協議会を開催し、利活用に関し御意見や御協力

をいただくとともに、市民の皆様にも自然の家の現状を知っていただくために、広報等による

周知を図り、利活用に関し広く御意見をいただきたいと考えております。 

 また、教育委員会といたしましても、春季少年野球や高知県武道室戸大会など、広範囲から

参加者が見込まれるスポーツイベントなどで宿泊利用いただけるよう、積極的な広報に取り組

んでまいります。 

 いずれにしましても、室戸青少年自然の家が今後とも存続していけるよう、稼働率の向上に

向けて、関係団体と一致協力して取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

○議長（濱口太作君） 和田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（和田庫治君） 町田議員さんに大きな２点目の(5)青少年自然の家の存続に

ついてお答えいたします。 
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 国立室戸青少年自然の家の稼働率向上に向けては、先ほど教育長がお答えしましたとおり、

自然の家や市内各種団体と協力しまして、国立室戸青少年自然の家利用促進協議会を立ち上

げ、現在まで稼働率向上のため、さまざまな取り組みを行ってきたところでございます。 

 教育委員会関係としましては、毎年３月に開催しております春季少年野球大会、また６月の

武道室戸大会など、広範囲から大勢の参加者が見込まれるスポーツイベントなどに現在も宿泊

利用をいただいているところでございます。 

 また、韓国野球の合宿に関しましても、中央公園グラウンドの照明施設や防球ネットなどの

整備を進めるとともに、輸送面につきましても支援を行ってきたところでありまして、今後も

韓国野球の合宿を継続していただけるよう努めてまいります。 

 また、平成29年度におきましては、先ほどのスポーツイベントのほかにも、新たに市内の放

課後子ども教室の防災訓練を自然の家で、宿泊研修の形で利用することを計画しているところ

でございます。 

 今後につきましても、施設存続の危機感を認識しまして、自然の家の稼働率の向上に向け

て、あらゆる可能性を検討しながら、自然の家を初め関係団体と協力して取り組んでまいりま

す。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 山崎観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（山崎 桂君） 町田議員さんに２の(6)観光について市長答弁を

補足させていただきます。 

 現在整備を進めております（仮称）むろと海の学校につきましては、閉校となった小学校を

ミニ水族館などとして活用する全国でも珍しい施設であると同時に、海の生き物を学ぶ場とし

て子供たちの教育にも役立つのではないかと考えております。 

 また、室戸沖の定置網でとれる希少な魚類を飼育、展示することができる室戸ならではの施

設となるのではないかと考えております。 

 さらに、観光施設としてだけでなく、大学や専門学校などと連携を図ることで、海洋生物を

研究している研究生の受け入れを行うなど、研修施設としての活用も期待されますし、他の水

族館との連携により広く室戸市をＰＲすることができるものと考えています。 

 また、本施設の事業計画といたしましては、初年度の来館者数を近隣施設の状況などを参考

に年間４万人と見込んでおり、入館料や体験プログラム、他水族館への魚類販売などを合わせ

た収入額を2,010万円程度と試算しております。 

 一方、人件費、光熱水費、飼育飼料などの支出額についても、収入額とほぼ同額の2,010万

円程度と見込んでおります。２年目以降につきましても、体験プログラムの充実などの工夫を

しながら集客対策を行うとともに、他水族館への魚類の販売をふやすなど、収入の増額につな

がる取り組みに力を入れていかなければならないと考えております。 

 また、本施設の整備による経済波及効果につきましては、県による経済波及効果簡易分析ツ
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ールを使用した、あくまで試算ではありますが、宿泊や小売などの商業部門で5,900万円、飲

食料品や石油製品などの製造業部門で4,800万円、その他サービス部門で1,500万円など、いわ

ゆる直接効果の合計が１億2,200万円で、これらの消費に誘発されて生じる間接効果が5,300万

円、合計で年間１億7,500万円程度の経済波及効果が見込まれるのではないかと試算している

ところであります。 

 今後の取り組みといたしましては、まず施設整備をしっかりと行い、お客様に行ってみたい

と思っていただけるような、そしてまた来たいと言っていただけるような魅力ある施設にして

いかなければならないと考えております。 

 また、単に見るだけではなく、魚やウミガメと触れ合うことができる体験型の施設として、

市民の皆様や観光客にとって魅力ある施設となるよう、精いっぱい取り組んでまいりたいと考

えております。 

 次に、室戸市の今後の観光のあり方についてでありますが、私といたしましても、議員御指

摘のように、関係団体、各種企業及び県などと協力、連携しながら、観光振興に努めることが

重要であると考えております。 

 また、本市の観光分野における課題を把握した上で、計画的な取り組み、より効果的な情報

発信に努めていかなければならないと考えているところでございます。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） これをもって町田又一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、あす20日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでした。 

            午後３時39分 散会 

 

 


