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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、林竹松議員、所用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） ここで皆様に御報告いたします。 

 山本賢誓議員から、質問項目１の(1)市長答弁のあり方についてにつきましては取り下げる

旨の申し出がございました。また、山下浩平議員から、一般質問を取り下げる旨の申し出がご

ざいましたので、あわせて御報告いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○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。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。平成29年12月、第６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、市政全般について。 

 (1)農用地区域の見直しについてお聞きをしたいと思います。 

 農業振興地域は、市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進することが必要と認め

られた地域であることと提言をされております。農業振興地域整備計画は、優良な農地を確

保・保全するとともに、農業振興のための各種施設を計画的かつ集中的に実施するために、市

町村が定める総合的な農業振興の計画を、農業委員会、農業協同組合、土地改良区、森林組合

等の意見を聞いて農業振興地域について、農業振興地域整備計画を定めなければならないと解

されております。 

 本市も人口の減少に伴い、少子・高齢化や次世代の担い手不足による後継者問題が大きく言

われている中で、休耕田や耕作放棄地が増加をしており、また国の政策による米価格の下落に

より、生産者意欲の減退等々、農業を取り巻く環境に課題が山積をいたしております。農業振

興地域整備計画の中で、農用地区域に指定すべき土地として、ア、集団的農用地10ヘクタール

以上、イ、農業生産基盤整備事業の対象地、ウ、農道用排水路等の土地改良施設用地、エ、農

業用施設用地２ヘクタール以上、オ、その他農業振興を図るために、その土地の農業上の利用

を確保することが必要な土地等々が、農用地区域として指定をされております。農業振興地域

整備計画に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を５年に１度見直すことについて、お
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おむね10年先を見据えて市町村が計画を定めるとされておりますが、室戸市の10年後の人口は

約１万人ぐらいになるのではないかと推計をされており、高齢化率も現在よりも大きく上昇し

てくると想像をされますので、後継者不足もますます増加をし、休耕田や耕作放棄地はまだま

だ増加をしてくると思われます。 

 平成29年３月議会の答弁では、平成24年に変更計画の見直しを行っておりますので、次は平

成30年度に見直し時期が来ると思います。３月議会の答弁で、既に荒廃農地となり、林地化し

てしまった農地などは、区域の見直しを検討するとのことでしたが、次の見直し時期に10年先

を見据えた上で、現在の農用地区域内にある休耕田や耕作放棄地を除外していく考えはあるの

でしょうか。今までは、字境図の中で見直しが行われてきましたが、農用地区域の中でも広い

大きな字図の中では、地目が田畑、宅地、山林、原野、墓地、堤、用悪水路、公衆用道路、雑

種地等々、多くの地目が混在をしておりますので、字境図上での区域変更ではなく、農用地区

域内の土地１筆ごとの地番単位での見直しが行われなければならないと思います。既に十五、

六年前には、土地１筆ごとの地番単位で見直しをする作業が行われていたようですが、途中で

頓挫をして現在の農用地区域の見直しになったとお聞きをいたしております。農用地区域内の

土地１筆ごとの地番単位での見直しへの取り組み姿勢についてお聞きをいたします。 

 (2)コンビニでの税金の支払いについてお聞きをいたします。 

 今、全国的に広く展開をしておりますコンビニエンスストアが室戸市内では２店舗出店をさ

れております。コンビニで税金の収納ができるようになりますと、土曜日、日曜日、祝日、時

間外を問わず、税金の収納ができるようになると思いますが、平成28年６月の答弁では、既に

南国市、香美市、香南市の３市と黒潮町、四万十町、土佐町、安田町の４町が実施をしている

と言われております。本市でも、取扱手数料やシステム改修費用などを検討して実施に向けて

協議を進めていくとされておりましたが、コンビニエンスストアで税金の納付はできるように

なるのでしょうか。納付ができるとするならば、何年度から取り組んでいくのか、お聞きをい

たします。 

 (3)医療体制の充実についてお聞きをいたします。 

 今、市民が一番不安に思っているのが、室戸市内で病院や診療所がこのまま診察を続けて病

院として残っていくのかが一番不安であるとお聞きをいたしております。室戸病院も近いうち

に診療所になるのではないか、診療所になると先生方も高齢化をしてきておりますので、毎日

の診察日が続いていくのか、市民の間ではいろいろな話が流れております。また、室戸病院の

先生の中でも、今までに一番長く室戸病院で診察をしてきてくれた先生が、ことしの12月で今

の室戸病院の経営者との間で契約期限が切れるとお聞きをいたしておりますが、今後も本当に

診察を続けてくれる先生がいるのでしょうかと、いろいろな臆測の話が出ております。室戸市

民の大半の主治医として室戸病院で診察に当たってこられた先生がいつまで室戸病院に勤務を

してくれるのか、気がかりになりながら診察を受けているとお聞きをいたしております。 



－34－ 

 まず、室戸病院の実情についてお聞きをいたします。 

 室戸病院の先生方の中で、平成29年12月で契約期間が満了しても引き続き病院勤務をしてい

ただける先生はいるのか、診療科目も現在と変わらないのか、詳しい状況の把握はできている

のか、お聞きをしたいと思います。 

 次に、市内の病院や診療所の先生も高齢化を迎えて、継続して診療ができるのか、また後継

者の問題など、課題は山積をしていると言われておりますので、非常に厳しい状況にあるとお

聞きをいたしておりますが、今後の医療体制について、室戸市出身の先生方へのアピールや地

域医療に取り組んでいただける先生との意見交換や医療に取り組んでいただける先生方の構想

はできているのか、お聞きをいたします。 

 ９月議会の答弁では、本市の今後の地域医療につきましては、高知大学や県など、専門家の

意見をお聞きをしながら、将来のことも含めて、室戸市地域医療計画を策定をすると言われて

おりますが、作成の構想や計画など、取り組みについていつごろまでに室戸市地域医療計画を

策定するのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 次に、室戸市立室戸岬診療所について、現在の診療日と診察内容と経常収支はどのようにな

っているのか。また、室戸岬診療所は診療所に近い地域の住民を診察をして薬を処方する診療

所であると、最初からお聞きをいたしておりますが、今後は室戸市内の診療所や病院の形態が

大きく変わっていく可能性もあると思いますので、先生の確保や先生方の派遣等も考えて、室

戸市立室戸岬診療所で室戸市内全域を対象にした診療ができるように取り組んでいくべきでは

ないかと考えるところですが、市長の取り組み姿勢についてお聞きをいたします。 

 (4)市の佐喜浜本線佐喜浜橋の通行どめについてお聞きをいたします。 

 旧佐喜浜橋は、1929年、昭和４年に完成をした橋長142メートル、幅員4.5メートルのコンク

リート床板橋であり、平成28年度の橋梁点検調査の結果、老朽化が進み、レベル４の通行が危

ない緊急措置段階に当たり、平成29年12月１日から全面通行どめとなっております。昭和初期

の原材料の調達が非常に厳しい時期に建設をされ、長期間にわたり車の大型化に伴い、設計過

重が大きくなる中で、卓越した技術と施工により建設後88年間風雪に耐え抜いてきた立派な橋

梁であると、私は感心をいたしております。旧佐喜浜橋は、市道佐喜浜本線として市民の日常

の生活道路や子供たちの通学路として長年身近に親しんできた橋ですが、急に全面通行どめに

なったことで、佐喜浜町の市民の方々、また多くの流通関係者の方々等、非常に困惑をいたし

ております。建設年度も昭和４年と古く、老朽化に伴い、全面通行どめになるのは仕方がない

措置としても、根丸地区には佐喜浜中学校がありますので、市道佐喜浜本線にかわる新しい代

替の通学路を整備をする必要があると思います。その新しい代替の通学路は、国道55号線から

分岐をして市道佐喜浜本線につなぐ既設の市道小山２号線になると思いますが、この市道は通

学路として完全に整備ができているのでしょうか。 

 そこで、①新しく通学路となる市道小山２号線は、生徒たちがクラブ活動などで遅くなった
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ときに、防犯用の街灯の整備はできているのでしょうか。また、道路の幅員が狭く、転落防止

用対策が必要であると思いますが、防護柵を設置をする計画はあるのか、お聞きをいたしま

す。 

 ②通学路でもあり、一般車両も通行する市道小山２号線は、道路幅員が３メーターぐらいで

幅員が狭く、雨降りの日は父兄たちの車による生徒の送り迎えや学校の先生方の通行、また一

般車両の通行がスムーズに行えるように待避所が必要になると思いますが、待避所を完備する

計画はあるのでしょうか、お聞きをいたします。 

 以上、２点につきましては、旧佐喜浜橋が通行どめになったことにより、早急な整備が必要

になると思いますが、取り組み姿勢についてお聞きをいたします。 

 (5)佐喜浜生活改善センターの改修工事についてお聞きをいたしたいと思います。 

 佐喜浜生活支援センターは、昭和50年に竣工をしておりますので、完成後41年になります。

生活改善センターの中には、体育館、小会議室、２階の和室、老人室、調理室等々多くの多目

的利用室があり、平成28年度の生活改善センター使用人数は約2,900人となっており、佐喜浜

町文化祭や敬老会等々非常に多くの町民の方々が幅広く利用をいたしております。生活改善セ

ンターは、佐喜浜で唯一の地域共同利用施設として多くの皆様方が利用しておりますが、南海

地震に対する耐震診断はできているのでしょうか。また、建設後41年が経過をして老朽化も激

しく、特に体育館のほうでは雨漏りが激しく、利用に支障を来している状況となっておりま

す。利用頻度も高い施設なのに、雨漏りがひどいため使用状況が悪い佐喜浜生活改善センター

の改修工事の計画はどのようになっているのか、お聞きをいたします。 

 (6)産業振興への新しい取り組みについてお聞きをいたしたいと思います。 

 室戸市内の人口の流出が市場の縮小を招き、若者がさらに県外に流出し、人口の減少が加速

をするといった連鎖現象が起き、生産年齢人口が減少していく中で、より一層疲弊をしていく

のではないかと、私は考えております。まち・ひと・しごと創生総合戦略では、生産基盤の強

化、外商の拡大、雇用の創出など、室戸海洋深層水を有効利用した新たな事業の開発と販路開

拓などに取り組み、高知大学などと連携を強化し、関連企業などの雇用を創出をするとされて

おりますけれども、海洋深層水関連では、給水使用料は平成19年度のピーク時には約5,300万

円から、平成28年度は約2,900万円にまで落ち込み、給水企業件数も125企業から101企業に減

少し、海洋深層水関連商品売上額も平成16年度の約154億円をピークに、平成21年度は約126億

円までに落ち込んでおり、海洋深層水の取水場所も増加をしてきている中で、非常に厳しい状

況が続いていると思います。 

 室戸市に本店があり、徳島県の海陽町に支店があるサンシャインでは、海南にある丸本食鳥

や自動車学校、農業部門や商工会、漁協等々いろいろな企業とも連携をして、サンシャインモ

アナが海陽町のＩターン、Ｕターン事業への取り組みに、１年間を通じて何回も産業振興につ

いて官民一体となった取り組みに参加をしているとお聞きをいたしております。当市も、農林
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業、水産業、商工業等々、産業の振興に官民一体となって、今こそ取り組んでいくべきではな

いかと、協力姿勢の提言をいただいております。生産年齢人口が減少していく中で、少しでも

労働力の雇用を拡大していくには、海洋深層水産業を初め多くの企業にも参加を求めて、地域

経済の活性化のために官民一体となった新しい産業の振興に取り組んでいくべきではないかと

考えております。地域経済の活性化や室戸市の浮上を求めて、農林業、水産業、商工業、観光

産業等々、一つでも多く次につながる新しい産業の振興に取り組んでいくべきではないかと思

いますが、市長の取り組み姿勢について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（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、１の(1)でございます。 

 農用地区域の見直しについてでございます。 

 御案内のとおり、農業振興地域の整備に関する法律におきまして、市町村は都道府県が定め

る農業振興地域内に農用地区域を指定することとなっておりまして、本市におきましても、室

戸市農業振興地域整備計画において約945ヘクタールを指定しているところでございます。平

成24年の計画変更時に、これまで字単位で指定していたものから、宅地や墓地などを除外を

し、地番単位で指定区域を整備しているところでございます。 

 次に、指定区域からの休耕地や耕作放棄地の除外についての考え方でございますが、高知県

の基本方針では、再生利用が可能な荒廃農地については、再生を目指していくことが示されて

おります。本市といたしましても、休耕地、耕作放棄地となっている農地につきましては、農

地中間管理機構による担い手への農地の集約化などにより、再生有効活用を推進すべきである

と考えております。しかし一方で、議員さん御案内のとおり、林地化している再生が困難な荒

廃農地などにつきましては、今後の活用方法などを考えますと、見直しを行っていくことが必

要であるというふうに考えておりますので、農地として保全すべきところとそうでないところ

をしっかりと見きわめ、次回の高知県農業振興地域整備基本方針の変更が、確定ではありませ

んが、予定をされております平成33年度をめどに、関係機関や関係団体とも連携しながら、必

要な調査、確認を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、(2)コンビニでの税金の支払いについてでございます。 

 昨年６月議会でもお答えをしておりますが、県下のコンビニ納付は、７市町で実施をいたし

ておりまして、今年４月から２町が追加となり、現在９市町となっているところでございま

す。当市では、現在のところ四国外の方が納付をする際には、口座振替のほかにはゆうちょ銀

行でのお支払いということになっているわけでございますので、こうした納税者の納税環境を

よくすることは、私は必要であるというふうに考えておりまして、昨年から他市町村の取り組

み状況などについて調査をいたしているところでございます。そして、その内容といたしまし
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ては、導入に係るシステム改修費用や取扱手数料のこと、また導入までの期間についての調査

を行っているところでございます。そして、平成30年度にコンビニ納付を開始するということ

になりますと、どうしてもシステム改修費用として新たに700万円が必要となります。しかし

一方で、本市では平成31年２月に住民情報や税、保険情報等の基幹業務システムの更新を予定

をいたしているところでございます。その基幹業務の新システムにつきましては、コンビニ納

付対応が標準として組み込まれているということとなっております。基幹業務システムの更新

にあわせて実施をしたほうが必要経費が抑えられるのではないかということから、基幹業務シ

ステム更新にあわせて導入することが望ましいと考えているところでございます。今後のスケ

ジュールといたしましては、平成30年５月ごろには、基幹業務システム更新の契約を締結する

予定となっておりますので、その契約と同時に、コンビニ納付に係る準備を進めまして、平成

31年度中の導入を目指したいと考えているところでございます。 

 次に、(3)の医療体制の充実についてでございます。 

 まず、室戸病院の状況等につきましては、議員さん御紹介のとおりでございます。市といた

しましても、非常に気になるところでございまして、問い合わせ等も行っているところでござ

いますが、なかなか実態把握が難しいというところでございます。今のところ継続をしていた

だけるものと考えております。 

 次に、市内の病院や診療所の先生方には、本市の医療のことや健康づくりのことなどについ

て御支援や御協力をいただいているところでございます。また、先生方とは、室戸市の今後の

地域医療の状況につきましてお集まりをいただき、一般病床の経営の難しさであるとか、巡回

診療の必要性、医師の募集方法などにつきまして御意見をいただいているところでございま

す。そして、これまでにも申し上げてまいりましたけれども、室戸市出身の医師の先生方や市

外の医療機関に対しましては、御協力や御支援をお願いをしてまいりましたし、現在もお願い

をいたしているところでございます。そして、今回医師の確保につきましては、改めて高知医

療再生機構に対し、医師の派遣をお願いをするとともに、医師専用の求人サイトへの申し込み

をさせていただいたところでございます。 

 次に、室戸市地域医療計画についてでございます。 

 現在、安芸福祉保健所長や高知大学医学部の協力を求め、医療に関するデータ収集や計画の

基本的な部分について御意見をいただいているところでございます。来年度には、計画に係る

予算を計上をさせていただくとともに、県安芸保健所、市内の医師などで構成をする地域医療

計画策定委員会を立ち上げ、少しでも早く策定できるように取り組んでまいります。 

 次に、室戸岬診療所につきましては、申し上げておりますように、医師の確保や診療日数を

今以上にふやすことなどによって診療体制を充実させることにより、診療機会を拡大するよう

に努めてまいります。 

 次に、(6)産業振興への新しい取り組みについてでございます。 
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 議員さん御案内のとおり、地方からの若者の流出は、日本全体の問題となっておりまして、

本市におきましても人口減少による経済の縮小がさらなる人口減少を招くという状態に陥って

いると思っております。こうした負の連鎖を断ち切るため、平成27年10月に、室戸市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を策定し、人口減少問題の克服と成長力の確保に向けてさまざまな取

り組みを進めているところでございます。そうした中で、産業振興につきましては、基本目標

の第１として位置づけ、安定した雇用の創出や生産基盤の強化、外商の拡大、担い手確保対策

などに取り組んでいるところでございます。本年度は、園芸ハウスへの環境制御機器の導入支

援や漁船設備の近代化事業の推進などによる生産基盤の強化、新規就業者支援対策など、これ

までの取り組みをさらに推進をするとともに、創業希望者への支援や商店街の活性化を目的と

したチャレンジショップ事業、市内企業の販路開拓や販売拡大を目的とした商工業販売促進事

業、観光交流人口等観光消費額の拡大を目的としたふるさと旅行券事業など、新たな取り組み

を進めているところでございます。 

 また、来年度新たな実施事業といたしまして、農業では新規就農者に対するサポートハウス

の建設事業、水産業では海洋深層水を活用したサツキマス養殖支援事業、鮮魚や水産加工品の

販売拡大支援事業、商工業では商工会や商店街振興組合と連携して取り組む商店街活性化支援

事業、県外での室戸市特産品フェアの開催による地産外商拡大事業、観光業では志国高知幕末

維新博関連の取り組み強化、むろと海の学校への観光客誘致事業などの実施を検討しておりま

す。産業振興の取り組み強化及び交流人口の拡大を図ってまいります。また、これまでにも産

業者会議という組織においていろんな新しい事業の提案等も行っていただき、それらを施策に

生かしているところでございます。こうした取り組みにつきましては、農協、漁協、商工会な

ど関係団体はもとより、企業、高知県、大学、金融機関などと連携協力し、官民一体となって

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。 

 私からは以上でございますが、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

します。以上です。 

○議長（濱口太作君） 辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 小椋議員さんに、市長答弁を補足させていただきます。 

 (3)医療体制の充実についての室戸岬診療所の診療日、診察日等についてでございます。 

 現在の診察日時は、基本的に第１、第３月曜日は16時から19時までの３時間、第２、第４火

曜日が16時30分から19時までの２時間30分、毎週木曜日が14時から17時までの３時間となって

おります。診療科目といたしましては、内科でございます。 

 また、平成29年度11月末時点での収支状況につきましては、収入額573万2,925円に対し、支

出額610万1,910円、差し引き額36万8,985円と、支出額が上回っている状況でございます。受

診者数につきましては、平成28年度８月の開院から３月末までの８カ月間の診療日数は44日間

で557人、１日平均12.7人、平成29年度４月から11月末までの８カ月間の診療日数は58日間で
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794人、１日平均13.7人となっており、受診者数は増加をしております。お薬の処方につきま

しては、院内処方、院外処方を併用しておりまして、これまで受診をされた方のデータでは、

地区別の受診者率は、室戸岬町の方が約73％、それ以外の地域の方が約26％、市外の方が約

１％となっております。室戸岬診療所につきましては、佐喜浜診療所船戸先生に御協力をお願

いをいたしましたところ、先生の御好意により平成30年１月から診療日数をふやしていただけ

ることとなりました。 

 なお、診療日の変更等につきましては、室戸岬診療所内にて周知をいたしておりますが、さ

らに市の出先機関、広報「むろと」１月号などにおいても周知を図ってまいります。今後につ

きましても、先ほど市長も申し上げましたように、より多くの皆様に受診していただけるよう

に、診療所体制への充実強化に努めてまいります。 

○議長（濱口太作君） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 小椋議員さんに、１の(4)の佐喜浜橋の通行どめについてを

お答えします。 

 本市の二級河川佐喜浜川にかかる佐喜浜橋は、橋長141.62メートルの13径間単純ＲＣＴ桁橋

であり、1929年、昭和４年に旧国道として架設され、築88年が経過をしております。佐喜浜町

の根丸地区と浦地区を結ぶ東西交通の軸であり、近隣の小・中学校への通学路や地域住民の生

活道路として大変重要な橋であります。この橋は、海岸線に非常に近く、塩害環境下にあり、

損傷が著しいため、平成23年度に橋梁点検調査を、また平成27年度には耐荷力調査を実施し、

平成28年度より総重量４トン以上の車両の通行どめを行ってきたところでございます。しか

し、本年度に行いました定期点検調査では、判定区分４緊急措置の診断となったことから、安

全確保のため、平成29年12月１日より全面通行どめを実施することとなりました。地域の皆様

には、御迷惑をおかけすることとなるため、佐喜浜地区常会長会や小・中学校、保育所、また

漁協や大敷組合等に説明をさせていただくとともに、周辺地域の皆様にはお知らせの回覧や広

報「むろと」、市のホームページにも掲載し、周知を図ってきたところでございます。 

 本市では、橋梁点検調査を踏まえ、老朽化が進んでいる橋梁のかけかえや修繕事業に取り組

んでおりますが、これらの事業には多額の費用を要することや、また専門知識を有する土木技

術者がいないこともあって、年々増加する橋梁整備事業への取り組みが進んでいない状況にあ

ります。このような地方自治体を支援するため、平成25年に国が橋梁の直轄診断や修繕代行を

実施する新たな制度が導入されており、この制度の本市の実施について、平成29年11月に、土

佐国道事務所、四国地方整備局へ、市長、市会議員正副議長、室戸市常会長連合会とともに赴

き、要望活動を行ってきたところでございます。今後につきましても、橋梁点検調査の結果を

踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画を作成し、国の動向に留意しながら計画的な修繕対策に取り組

んでまいります。 

 議員さん御案内の市道小山２号線につきましては、佐喜浜橋の通行どめにより、通学路とし
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て利用頻度が高くなることが予想されることから、一定の安全対策が必要であると考えており

ます。御質問の街路灯につきましては、現在、市道に３カ所、国道との交差点付近に１カ所設

置されております。また、防護柵につきましても、設置により道路幅員が３メーターから

2.6メーターぐらいになることから、道路反射びょうの設置などを検討しております。 

 次に、待避所についてでありますが、全面通行どめによる通行車両の増が見込まれることか

ら、待避所の必要性については認識しているところであります。今後、適地調査を行うととも

に、地権者の方と協議してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、地元常会

や中学校等関係者の意見や要望をお聞きし、安全対策に努めてまいります。以上です。 

○議長（濱口太作君） 川上産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（川上建司君） 小椋議員さんに、(5)佐喜浜生活改善

センターの改修についてお答えをいたします。 

 まず、佐喜浜生活改善センターの耐震診断についてでございますが、平成21年度に耐震診断

を実施しておりまして、その結果、耐震基準を満たしているということを確認をしておりま

す。 

 次に、施設の維持につきましては、ふぐあいが生じた箇所などにつきまして随時修繕などを

行ってきておりまして、特に御質問のございました体育館の雨漏りにつきましても、平成26年

度に修繕を行い、対応を図ってきたところでございます。しかしながら、雨漏りが完全にとま

っていないということも確認をしておりますので、対応対策が必要であると考えております。

その関連予算を来年度当初予算に計上させていただく予定としております。佐喜浜生活改善セ

ンターにつきましては、子供さんから高齢者の方々まで、地域の皆さんに幅広く利用をしてい

ただいておりまして、今後も安全で快適に利用していただけるよう、施設の維持管理に当たっ

てまいりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。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） 小椋利廣。２回目の質問をさせていただきます。 

 農用地区域の見直しについてお聞きをいたしたいと思います。 

 いろいろ平成24年度に変更の見直しがあったということで、次は私の思いでは30年度には見

直しがあるのではないかというふうに思っておりましたけれども、今の市長さんの答弁では、

33年度を目途に見直しをするというお話がありました。そうすると、そこから10年先を見据え

て農用地区域の見直しをするということになりますと、今から十四、五年先を見据えて調査を

して見直しが行われるということになると思いますけれども、大体十四、五年先になると、人

口も恐らく七、八千人ぐらいまでに減っていくのではないかなあというふうに想像もせられる

し、また当然高齢者も増加もしてきますし、農業に従事をしております兼業農家数も大きく減

少していくのではないかなというふうに想像せられますが、それらのことについて、休耕田、

耕作放棄地、これらもまだまだ大きく増加をしていくのではないかというふうに思うところで
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ございますが、十四、五年先を見据えたその農用地区域の見直しにどのような構想を持って計

画をされていくのか、もう一度お聞きをいたしたいかなというふうに思います。 

 それで次に、(2)のコンビニでの税金の支払いということになりますけれども、これは先ほ

どの御答弁の中では、前回の答弁のときでは７市町から現在は９市町に２町ふえているという

答弁がありましたけれども、これの取り組みについては、31年度中に導入を目指すというお話

があったところでございますが、このコンビニで納入ができるという税金の種類というのは、

もうわかっているのでしょうか。これは、どのような税金の種類がコンビニで納入ができるの

か、この付近をもう一度お聞きをしたいと思います。 

 それから、(3)の医療体制の充実についてでございますけれども、民間病院のことでありま

すので、実態把握は室戸病院のことについてはなかなか難しいというふうなお話がありました

けれども、室戸病院には今現在病院内に４つの科目があるわけですね。内科、脳外科、皮膚

科、眼科、これらの４つの科がある中で、皆さんの、市民の方の意見では、できればこの４つ

の科目もぜひとも残してもらいたいというお話があります。といいますのは、脳外科、皮膚

科、眼科などは１週間に１回でありますけれども、１週間に１回でも出張してきてくれれば、

室戸で診察をしてもらえるというふうなお話がありますので、ぜひとも残していただきたいと

いうお話を聞いております。それらのことについては、どういうふうになっていくのか。 

 それからまた、今までずうっと長く診察をされてこられた船戸先生が30年、もう来年の１月

からは佐喜浜診療所で住医として診察を行うというふうにお聞きをしておりますので、この後

任の先生にはどういう先生がおいでてくれるのかどうかということも非常に気がかりであると

いうふうに聞いておりますので、この付近はわかる範囲で御答弁をお願いをしたいと思いま

す。 

 それから、地域医療計画については、平成30年に予算化をすると、予算化をして地域医療計

画の策定に取り組んでいくというふうなお話がありましたけれども、ぜひとも病院を残しても

らいたいというのは、これは皆さん、市民の方の希望でありますので、ぜひとも病院が残って

いける、また残していただけるような地域医療計画の策定に取り組んでいただきたいと思いま

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、先ほどの室戸岬診療所では、若干、今のところは36万円ぐらいの赤字になってい

るという答弁がありましたけれども、これらまだまだ患者がふえていくことによって赤字の解

消にもつながっていくと思いますので、今からの室戸岬診療所の運営、またその診療にどのよ

うに取り組まれているのか、もう一度お聞きをいたしたいと思います。 

 それから、(4)の市道佐喜浜本線佐喜浜橋の通行どめについてでございますけれども、先ほ

どは街灯は市道に３基、国道に１基あるという答弁がありました。それで、街灯は十分いける

かなあとは思いますけれども、この市道小山２号線は幅員が３メートルぐらいで非常に狭いと

いうお話もありましたけれども、どうしてもここには待避所が必要であるというふうに思いま
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すので、この待避所の建設は何年度ぐらいにできるのか、できたらもう一度お聞きをしたいと

思います。 

 それから、佐喜浜生活改善センターの件では、30年度に当初予算を計上していただけるとい

うお話がありましたので、どうもありがとうございました。 

 それから、６番目の産業振興への新しい取り組みについて、市長さんの答弁の中では、まだ

まだ厳しい負の連鎖遺産に取り組んでいくなど考えている中で、農業、また漁業についてもサ

ツキマスの養殖、また商店街が活性化されていくような産業の振興に取り組んでいくというお

話がありましたけれども、私がお話を聞いたところによりますと、徳島の海陽町にありますサ

ンシャインモアナでは、海陽町とともに地域のいろいろな企業とも連携をして、徳島県移住対

策相談や体験ツアー、また海陽レジャー体験観光、また海南市にあります運転免許取得をセッ

トにした女性限定の宿泊免許プレミアムツアーとか、８月には東京で「とくしま回帰セミナ

ー」と銘打って海陽町に住みましょうとか、移住・交流フェアとかいろいろなことに取り組ん

でいるというお話が聞かされておりますので、どうしても室戸ももっと地域の企業とも連携を

して地域産業の掘り起こしや新しい産業の振興に取り組んでいかなければならないのではない

かというお話をうんと聞かされておりますので、この付近、できましたらもう一度市長の答弁

をお願いをしたいと思います。 

 これで２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） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 全て私が答弁させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず、農用地区域の指定の見直しでございますが、１回目でお答えをいたしておりますよう

に、やはり農地としてしっかり保全していくところと、そうでないところを、私は区分を明確

にしていく、将来も見据えてしていかなければならないということは承知をいたしているとこ

ろでございます。そうした観点で、農業委員会、また関係団体、いろんな専門家の方々の意見

も踏まえながら、しっかり調査、確認をして方向性をつくって示して取り組んでいかなければ

ならない問題だというふうに思っておりますので、次回の改正時期に向けてしっかりと取り組

んでいきたいと考えております。 

 また、次でありますが、コンビニ納付につきましては、住民の皆さんの納税環境を少しでも

改善をする必要があるということから、我々としてもぜひコンビニ納付を進めたいということ

でありますが、その経費の問題等もあって、現在のところ31年度の実施に向けて取り組みたい

ということを先ほど申し上げたところでございます。そして、税目をどこまで広げるかという

ことでありますが、一番納税者の方が必要とされるのは、やはり僕は固定資産税ではないかと

いうふうに思っておりますが、できるだけそれらについては広げて全ての税目で対応できるよ

うに努めてまいりたいというふうに思っております。 
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 次に、医療体制でございます。 

 これは室戸病院の医療体制のお尋ねでありますが、我々としても現在の状況をぜひ続けてい

ただきたい、そして診療科目については高知大等から先生が来られているというふうに認識を

するわけでありますが、ぜひそうした形というのは、今後とも続けていただきたい、そうした

お願いはし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。そして、長く勤められた

先生が12月末で交代をするということでありますが、その後任についてはなかなか我々とし

て、お尋ねはしているが把握ができていないというところでございます。これらについても、

先ほど申し上げましたように、しっかり継続してやっていただくようなお願いは、今後ともし

ていきたいというふうに考えております。 

 それから、地域医療計画につきましては、当市の医療、例えばどういう医療がどれだけ必要

なのかということが、まず私は必要であると。そうした医療分析を行った上で、どうした医療

機関があれば望ましいか、あるいはまたどういう配置が考えられるのかといった点について

も、ぜひ地域医療計画で方向性を示していただけるような計画にしていただければというふう

に思っておりますので、そうした計画の策定に努めてまいります。 

 また、室戸岬診療所につきましても、申し上げましたように、診療日数をふやすこと、また

専門の先生が常駐をしていただけるというような体制をつくって、広く住民の多くの方々が診

察をしていただけるような体制というものに、ぜひ努めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 また、市道の待避所につきましては、担当課長が申し上げましたように、地域の方々とも協

議をして、また場所によっては余り経費がかからなくて設置ができるというところもあるかと

思いますので、早い時期にそれらのことに対応してまいりたいというふうに思っております。 

 そして、最後の産業振興につきましてでありますが、前段でも申し上げましたように、産業

者会議の方々の意見も踏まえて、新しく施策として反映をさせているということは、申し上げ

たところでございます。 

 また、議員さん御提案のように、企業としっかり連携をしていく取り組みがやっぱり必要だ

ということでございます。この点については、やはり例えば体験プログラムであったり、ジオ

ツアーであったりというものは、現在も企業と連携をして取り組んでいるところでございまし

て、こうした取り組みについては、ぜひ企業の方々の協力を求め、一層ふやしていくと、取り

組みを強化をしていくということで対応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） 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、11時20分まで休憩いたします。 

            午前11時５分 休憩 

            午前11時19分 再開 
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○議長（濱口太作君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、谷口總一郎君の質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。平成29年12月定例会におきまして、改革会派鷹山会が市

民を代表いたしまして一般質問を行います。 

 大項目の１、行政職員の「宣誓書」について。 

 地方議員が公務員倫理をどのようにチェックするかについて、ことし１月に高知市で開かれ

ました議員研修で、講師の浦野秀一氏から次のような御指摘がありました。 

 行政職員は、全員職員に採用されたとき、「宣誓書」、つまり誓約書ですが、それを提出し

ています。あれには、公務を誠実かつ公正に職務を執行することをかたく誓いますと書いて約

束をしています。でも、あれは既に誓約文が印刷してあり、新採の職員はそれにサインをする

だけで終わります。あの方法がだめなんです。あれは自分で全文を書いて誓約させるべきで

す。サインだけだから、入って10年もすれば誓約したことを全部忘れてしまい、不正や不適正

な行動や発言をし始めます。それは、自分が一文字一文字書いて誓約していないからそうなる

んです。それと、言っておきたいが、自治体職員は役所の中の一つの課の職員として雇用され

たのではなく、自治体全体の職員として雇われたもので、公務員は全員が自治体全体に責任を

負っているとも言えます。しかし、そのことを新採されて10年もたてばみんな忘れてしまって

います。だから、自治体職員には全員毎年、年度の初めにでも便箋にこの誓約文を書いて首長

に提出させてほしい。議員の皆さんは、このことを議会で提案してほしい。浦野先生からこの

ように依頼を受けました。私も同感でした。 

 そこで、本市の職員の服務の宣誓に関する条例の最後に示された「宣誓書」の様式を見ます

と、そこにはこう書かれています。 

 「私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを

かたく誓います。私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営す

べき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することをかたく誓い

ます」、このように書いた文書に署名すると書かれております。この服務条例に書かれている

地方自治の本旨を体するの意味は、日本国憲法第92条に基づく地方自治の本来の目的を心にと

め置き、ルールを守る。地方自治に基づく命令や教えなどを心にとめ置き、ルールを守ると理

解しています。つまり、これを総じていえば、主権者である住民に横着なことは言わず、同じ

職場にいる職員とは仲よく打ち解け合い、法律や条例を遵守した上で上司の命令に従い、公務

にふさわしい服務態度で生真面目に働きますということになろうと思います。 

 私は、公務員の皆さんがこういうことを誓って職員になっているなんてことは、議員になっ

ても今まで全く知らず、この１月に浦野氏から教えていただいて初めて知りましたが、こうい

う立派なことを誓って職員になった公務員が、不正や不適正な言動、中には市職員だけでな

く、市民に向かって暴言を吐く者までいます。これは、一体なぜなんでしょうか。組織内で意
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見の違うことは、役所だけでなく、企業や小さな商店でも幾らでもありますが、市民に雇われ

た公務員が役所の中で騒動を起こすことなど、私には到底理解できませんし、許しがたいこと

です。そういう悪い行いをし、問題を起こすのは、二百何十人のうちのほんの一握りの職員で

しょうが、この役所の中にいるのは事実です。多くの職員は、多忙であっても我慢して目の前

の業務に懸命に対応していますし、これまで誰もやったことのない仕事に取り組み、業績を上

げながらも、私は裏方だからと職務に邁進している姿があるのも知っています。中には、暴漢

に襲われて心身の傷は癒えず、いまだ悩みの中にいるかわいそうな職員もいて、誰か助けてや

れないものかと、ずっと思っております。そんな組織にあって、そんなことができるかと、自

分勝手なことを言い、周りを困らせている職員がいます。 

 講師の浦野氏が言われたように、こういう職員は市役所に入って10年もしない間に、主権者

である室戸市民に真面目にやりますからどうぞ役所に入れてくださいと誓ったことを全て忘れ

てしまっていると言えます。それも知識が足らず、社会の中の自分の立ち位置もまだわからな

い20歳過ぎの若い職員がやんちゃを言うんならまだ許せもしますが、自分が上司と言われる立

場になり、給料も年間500万円、600万円、700万円と上がってくるのと逆比例して、まるで自

分が偉くなったかのように勘違いをし、組織の中での態度が悪い、そんな上司もいます。こう

いう職員がいるから、ちまたで市民の皆さんから、あいつら市役所の職員はみんな高い給料を

もらっておりながら何にも仕事をしていない何てことを言われてしまうのであります。ほかの

真面目に働いている多くの職員はたまったもんじゃないでしょう。真面目な職員の皆さんの不

満解消のため、職員の声を私が代弁いたします。 

 一般社会でもそうですが、市職員も仕事が嫌でたまらんようになったら、嫌々仕事をしない

でやめたらいいんです。けんどそれじゃあ給料が入らんき、家族を養えんと言うのなら、暴れ

たことを言わず、真面目に働くしかないでしょう。職員が市民の皆さんからいただいている給

料とは、真面目で公正な労働への代償だと、よく肝に銘じておくことであります。 

 さてそこで、お聞きをいたします。 

 浦野氏から手書きの「宣誓書」を毎年書いてもらってくださいと提案がありましたが、私も

同感です。自分が毎年毎年年度初めに、私はここに主権が国民に存する云々としたためたら、

間違いなく職務に対する自覚は生まれてきますし、誤った考え方も少しは改まり、精神も一新

されるかもしれません。市長は、職員全員に手書きした誓約書の提出を求めていただきたい。

地方自治の専門家から要請がありましたので、これを提案いたします。市長の御所見をお伺い

します。 

 次に、大項目の２、失業対策と就労支援の強化について。 

 (1)失業対策の強化について。 

 総務省が昨年、平成28年９月に公表した８月分の労働力調査によりますと、労働力人口が

6,677万人、完全失業者数が212万人で、完全失業率は3.1％となっています。４年前の2013年
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が4.0％だったことと比較しますと、これは就業者数も雇用者数も増加、完全失業者数も75カ

月連続減少しております。また、年齢別の完全失業率では、昨年８月は15歳から24歳が

5.2％、25歳から34歳が4.4％と、全体から見ますと、若い世代が高い傾向にありますが、４年

前の2013年は、15歳から24歳が6.9％、25歳から34歳までが5.3％だったことと比べても好転し

ていて、明らかに国の経済対策、アベノミクスによる景気好転だと理解しております。 

 さてそこで、室戸市の完全労働力についてですが、私も認識不足でしたが、この完全失業率

は５年に１回行われる国勢調査により集められたデータをもとにはじき出されるもので、その

間の４年間の数字は出ていないと聞きました。 

 そこで、国勢調査のときの数字を挙げて説明しますが、室戸市の完全失業率は昭和40年が

4.42％、昭和45年が3.64％と、まだ室戸も元気だったことがわかります。昭和50年は5.41％、

昭和55年は5.90％、昭和60年が6.11％と、オイルショックなどの大騒動があって日本の景気後

退につれ、室戸市の景気も後退、雇用状況が悪化してきたことがわかります。そして、平成に

入り、２年が7.84％、平成７年が8.44％、平成12年は9.24％と、どんどん上昇し、平成17年の

完全失業率は11.93％、平成22年は11.00％となり、もう好転する気配もありません。それにし

ても、完全失業率が11.00％とはすごい数字です。もちろんこの原因は、皆さんよくおわかり

で、いわゆる負の連鎖です。室戸市に人がいないから商品が売れないし、病院の患者さんも少

なくなる。商売人は、商品が売れないから店を閉めるか、店を市外に移転する。病院経営者

は、患者が病院に来ないから病院を閉める。市民は、町に商品を買う店がなくなるから市外に

買い物に行く。病院もなくなるから、人は市外の病院に行く。そうやって会社や商店や病院は

なくなっていき、まちに人はいなくなり、衰退の度合いを深めていきます。そういう衰退する

まちの姿を見て、まちに住んでいる人たちは、何かきっかけがあれば市外に出ていき、市外か

らの移住希望者もそのにぎわいのなさと刺激のなさにがっかりし、移住をちゅうちょし、移住

者が思ったほどふえない。 

 そこで、考えられるのが、行政の雇用対策であります。過去の本市議会の議事録を見てい

て、一つのやりとりを見つけましたので、その提案をもう一度私から要請したいと思います。 

 平成17年12月定例会で、山本議員が行いました本市の失業者の現状についての質問、その中

に失業者の方々からアンケートをとり、課題、問題点を徹底的に調査して、失業対策の基本的

な資料づくりをし、雇用改善への道筋としていかなければ、いつまでたっても問題解決にはな

らないと思いますが、こういうことに取り組む気があるのか、お聞きをしますという質問であ

りました。 

 これに対して、前市長はこう答弁しております。 

 議員御指摘のように、雇用対策は重要な課題であると認識しております。今までも企業誘致

などに取り組み、新しい雇用の場の確保に努めてきましたが、雇用を取り巻く社会環境の厳し

さは変わらず、県内の求人倍率は低迷しています。今後においても、雇用対策について鋭意努
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力してまいります。調査を行うと答えがないことから、議員は再度失業者からアンケートをと

り、その意見を失業対策、雇用改善に生かしてはどうかと提案するも、担当課長はこう答弁し

ております。 

 失業者数は、全世帯、全人口を対象に細部にわたって調査結果が出る国勢調査をもとに報告

されます。市が単独でいろいろな統計資料づくりに取り組むとなると、新しいルールも必要で

すし、そういう統計を継続していくとなると、現在の財政状況も考慮しなくてはならなくなり

ます。そういうことで、今の段階で新しい統計の方法を考え、それを継続するということは、

市単独ではちょっと難しいのではないかというふうに考えています。つまり、苦労が多いから

調査は行わないとの答弁です。この答弁に、納得できなかった議員は、再質問に立ち、市長に

答弁を求めますが、今後に集計したいのでお時間をいただきたいとして、答弁を終わっており

ます。 

 さてそこで１点目に、あれから11年が経過しておりますが、もう一度この質問を私のほうか

らさせていただきます。 

 室戸市の失業対策と雇用改善を前提に、現在市内で失業されている方々から個別になぜ失業

したのか、いつから失業しているのか、なぜ就職できていないのか、どんな職業につきたいの

か、給料はどのぐらいの金額が必要なのかなどを聞き取り調査をし、それをデータ化して資料

とします。そして、それをもとに課題や問題点を探り、本市の雇用改善に生かしてはいかがで

しょうか。もちろん調査においては、匿名で年齢と男女の性別だけ記載する形になります。こ

れは、本市の一つの事業として取り組まなくては、雇用改善も実現が難しいですが、この調査

に取り組むお考えがおありでしょうか、お伺いをいたします。 

 次に、地域経済対策、つまり雇用の確保と暮らしを守る対策についてお伺いをします。 

 厳しい雇用、失業状況を踏まえ、地域の実情に応じた失業者に対する雇用、就業機会の創出

を図り、雇用環境の改善を図ることを目的として、地域緊急雇用創出事業というのが、小泉政

権時代の平成11年度から実施されていました。ですが、現在はこの地域緊急雇用創出事業にか

わって国の雇用創出の基金による事業として、次のようなものがあります。 

 ふるさと雇用再生特別基金事業、緊急雇用事業、重点分野雇用創造事業、開業を支援する企

業支援型地域雇用創造事業、地域人づくり事業などであります。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 ２点目になりますが、国にはこのような雇用改善に関する事業がありますが、本市において

は市内の失業者の雇用を図るための業務に国のどのような事業を活用しておられるのでしょう

か、お聞きをいたします。 

 ３点目に、そして以前、国は地域緊急雇用創出事業を行っているときには、緊急雇用創出基

金がありましたが、現在はこれはないのでしょうか。ないのなら、これにかわる雇用機会の確

保に活用できる基金はないのでしょうか、お聞きをいたします。 
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 ４点目に、国のその事業を活用して本市はどのように雇用創出に取り組んできたのかをお伺

いします。何年から何年までの間に幾つの事業を行い、合計何名の新規雇用者を確保したか

も、お答え願いたいと思います。平成25年度から27年度までの３年間のデータをお聞きしま

す。室戸市にあった求人数、求職者数、有効求人倍率、３年間を比較しての比率、改善したの

か、悪化したのか、雇用情勢の状況についても御説明ください。 

 ５点目は、雇用対策の本格的な取り組みについてお伺いをいたします。 

 雇用対策法第５条には、「地方公共団体は当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策

を講ずるように努めなければならない」と定められております。また、職業安定法でも、地方

自治体でのハローワークが行っている職業紹介、あっせんができるようになっております。室

戸市が、まず新たに地元企業及び商店特別支援事業に取り組んだ上で雇用対策に本格的に着手

すれば、第１に市内の失業者対策、第２に室戸市への人口定住対策、第３に若者の失業、未就

職が社会問題になっている中で、事業取り組みのいかんによっては若者の増加につなげること

ができますし、第４として地域経済の再生と活力あるまちづくりにつながると考えておりま

す。 

 以上のような雇用対策への取り組みについて、市としてどのようにお考えでしょうか、お伺

いをいたします。 

 次に、(2)若年層に対する就労支援の強化について。 

 １点目です。 

 若い世代への就労支援についてどのように取り組んでこられたのか、お聞きをします。 

 私は、これまで室戸市の事業の中には、若者に特化した就労支援などなかったかと考えてお

りまして、若年無業者、つまりニートやひきこもりの人数さえつかんでいないのではないかと

思います。 

 なお、ニートとは、15歳から34歳までの家事、通学、就業せず、職業訓練を受けていない人

を言います。 

 私も、なぜこの若者が家に閉じこもったままでいるのかなあと思うことがよくあります。室

戸市の雇用環境を改善することも大事ですが、その前に政治の力でこの若い人たちにも汗して

働く喜びを実感させてやるべく、我々大人たちが手を差し伸べてやらねばならないし、政治は

その役目も負っております。若者の就労支援を行うには、その前に、まずニートとひきこもり

の若者たちが何名いるかの実態調査を行い、彼らにも支援の手を差し伸べるべきだと思いま

す。本市として、この調査を行うかについてお伺いをいたします。 

 ２点目に、あわせ、ニートやひきこもりの人たちへの支援について。 

 本市は、どのような方向性を持って解決していこうと考えておられるのか、見解と対策につ

いてお伺いをいたします。 

 ３点目に、ひきこもり相談についてであります。 
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 東京都を例にとりますと、ひきこもりで悩む家庭に対し、電話やメールでの相談に加え、訪

問相談を行っています。対象は、34歳までの人で、６カ月以上ひきこもり状態が続いている人

を対象にし、受け付けは都内の市区町村の窓口で行っています。大都会のことだといえど、こ

れは室戸市でも参考になるはずでございます。本市においても、専門の窓口を設置する必要が

ありますが、御見解をお伺いします。 

 もしこれまでに戸別訪問したことがあれば、その人数と１人のひきこもりの方に対しての平

均訪問回数、社会復帰につながった方への訪問相談の考え方についてお聞きをします。 

 なお、ひきこもりの人の実数は多いが、戸別訪問の人数は数名という例もあり、これでは支

援が必要なところに戸別訪問できているということにはなりません。実態調査を行い、必要な

体制を確保すべきであると要請しておきたいと思います。 

 次に、４点目として、子ども・若者支援推進法に基づき、平成22年に国が策定した子ども・

若者ビジョンがあります。これは、全ての子供・若者の成長と発達を応援し、困難を抱える子

供・若者がその置かれている状況を克服することへの支援を目的として、子供・若者一人一人

の状況に応じた総合的な支援を社会全体で重層的に実施していくことを理念の一つにしていま

す。若者の就業などの支援策は、総合的な支援が必要であり、移住をメーンの仕事にした移住

促進室だけで解決できるものではないと考えますので、本市においても子ども・若者ビジョン

を踏まえて、本市に若者支援課など、若者の就業などの支援を総合的に行う課を設置し、各関

係機関ともネットワークを構築して、このような組織体制で若者の支援などを強化する必要が

あると考えます。この若者支援課を設置する考えについて、お聞きをいたします。 

 ５点目ですが、以上のようなことをしなくても、移住者への対応を主な仕事にしている移住

促進室で、市内に住んでいる若者らへの支援全てに対応できるということも考えられますか、

このようなお考えでしょうか、この点も御見解をお伺いします。 

 次に、大項目の３、居所不明児、居どころ不明児及び居所不明児童の実態と対応について。 

 (1)として、居所不明児の実態把握について。 

 少し前のことですが、自治体が2012年、平成24年度に実施した乳幼児健診を受けず、所在が

確認できない乳幼児、いわゆる居所不明児が37都道府県の334市区町村で合計4,176人に上るこ

とが読売新聞の調査でわかったという報道があります。これまで居所不明児の全国統計はな

く、この実態が明らかになるのは初めてでした。このことで、健診を受けていない子供の虐待

死事件が相次いで、国は自治体に所在確認の徹底を求めましたが、電話や手紙で済ませる自治

体もあるなど、確認が不十分な実態が浮き彫りになりました。 

 なお、このアンケートは、同年、平成24年11月、全国1,742市区町村を対象に実施し、全自

治体から回答を得たとしているので、室戸市もこの調査に対し、回答を送ったものと理解して

おります。 

 この調査の結果、１歳未満の乳児、１歳６カ月児、３歳児の各健診を受けていない乳幼児の
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うち、自治体職員が家庭訪問するなどしても所在確認ができなかったのは、乳児で499人、１

歳６カ月児で1,423人、３歳児で2,254人に上りました。そして、１歳半と３歳の未受診児は合

計約15万人で、その約2.5％に当たります。本市には、そのような事例は少ないかもしれませ

んが、このように全国調査によって未受診乳幼児の中に高い割合で居所不明児がいるという実

態が明らかになりました。乳幼児健診の未受診率は１割未満ですが、平成23年度の虐待死58名

のうち未受診率は健診時の年齢別でゼロ歳児の43％から３歳児の25％と割合が高く、未受診家

庭について虐待のリスクが高いと指摘されております。過去におきましては、虐待死事件、痛

ましい事例から、乳幼児健診等の未受診者に対するフォロー、確認や支援の実態調査を行うな

ど、積極的な対応が必要だと考えます。この調査の結果として、母子健康手帳の取得が遅い母

親に未受診が多く、妊娠時からリスク、危険性を把握することが求められ、妊娠期からの母子

保健サービスの充実と子育てにリスクの高い家庭を早期に把握し、支援する仕組みを強化する

必要があると提言されております。 

 そこで、お聞きをします。 

 まず、基本となる本市のデータをお聞きします。 

 １点目に、平成23年度から28年度までの過去６年間の所在不明児がいましたら、その人数を

お聞きをいたします。 

 ２点目に、本市に居所不明児がいた場合、その数は経年変化でどのような傾向があるのでし

ょうか、お聞きします。 

 ３点目に、本市は乳幼児健診の情報を収集し、健診未受診者の実態把握を徹底すること、ま

た児童虐待を考えますと、虐待の発生予防、早期発見、早期支援が可能となるよう、未受診児

フォローや所在不明児の所在把握のため、先進的な取り組みを国や県からも情報を収集して行

うべきと考えます。このような虐待対応力の向上を含めた母子保健サービスの強化に対し、ど

のようにお考えでしょうか、関係課長の御見解をお伺いします。 

 ４点目に、さらにこうした母子保健サービスの強化に加え、乳幼児の虐待が確認された場合

には、本市の相談体制の充実や県から人員や組織体制強化への協力を要請すること、児童相談

所機能の拡充が強く望まれます。担当課である保健介護課に、福祉、教育、地元警察らの関係

者も含め、乳幼児虐待にかかわる各部局が連携し、さらに高知県と一体となって子供を守るネ

ットワークづくりを進めていく必要がありますが、関係課長の御見解をお伺いします。 

 次に、(2)居所不明児童への対策について。 

 これら居所不明となった子供たちの問題を重視しました文部科学省は、2012年、平成24年５

月に、全国の市区町村教育委員会を調査、その結果を受けて、翌年2013年３月１日付で義務教

育諸学校、義務教育を行っているもろもろの学校という意味ですが、義務教育諸学校における

居所不明の児童・生徒の把握等のための対応についての通知を全国の市区町村教育委員会へ送

付し、周知徹底しております。 
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 ５点目ですが、文科省からのこの通達の内容については、全部読みましたが、その通達を受

けて、本市はどのように対応し、対策を行っているのでしょうか、教育長にお聞きをいたしま

す。 

 ６点目に、本市はその居所不明児童の把握への取り組みは万全と言えるのでしょうか。児

童・生徒の就学事務を所管する教育委員会は、どのように対応しておられるのでしょうか。就

学に当たって学校では、児童・生徒の欠席の状況に応じて電話連絡や家庭訪問を行い、状況の

把握をしなければなりませんが、実態としてそのように努めておられるのでしょうか、学校保

育課長にお聞きをいたします。 

 次に、大項目の４、認知症対策について。 

 (1)認知症疾患医療センターについて。 

 2012年、平成24年の時点で、日本には約462万人もの認知症患者がいると言われておりま

す。この数字は、65歳以上の高齢者の全体の14％以上になります。厚労省の統計によります

と、軽度と推計される約400万人を合わせますと、高齢者の４人に１人が認知症、あるいはそ

の予備群となります。また、警視庁によると、認知症が原因で行方不明になったという届け出

は、2012年で9,607名、そのうち359名が発見時に死亡しております。このような現状から、認

知症にかかわる重大ニュースは、高速道路の逆行やアクセルとブレーキを踏み間違っての車の

事故以外、徘回で行方不明となり、山で見つかったとか、川で見つかったとかの事例や、電車

にはねられ死亡した事故もありました。当然認知症患者の家族は、同居していようが、別に暮

らしていようが、その介護負担は大変厳しいものがあります。行動予想の難しい認知症患者

に、目を離さずに見守ることは不可能でしょうし、在宅であれ、施設であれ、部屋に閉じ込め

ることはもうできないので、事故による負担を社会全体で分かち合う、そのようなシステムを

つくらなければならないと感じます。これは、全国の自治体どこもが既に取り組んでおります

が、より広域的に行方不明者の情報が共有できるシステムの構築や地域での見守り体制も急が

れます。認知症の早期発見や適切な診断、治療ができる医療体制の強化も不可欠であります。 

 国でも、自治体の認知症施策でも同じで、その柱の一つは認知症の発症初期から専門職によ

る支援チームが高齢者宅を訪問し、初期症状を把握することにあります。認知症は、早期に治

療すれば改善の可能性が高いとされており、早い段階からかかわることで、症状の悪化を予防

し、長期入院を防ごうという考え方であります。また、専門家は認知症は環境の変化にも弱い

ことから、住みなれた地域で過ごすことで症状の安定化も期待でき、自宅で安心して暮らし続

けられる社会を目指すことも重要だと指摘しております。 

 こうした背景から、厚労省は認知症対策として、認知症について学んだ看護師や保健師、作

業療法士などの専門職により、初期集中支援チームを創設し、全国の地域包括支援センター、

室戸市では保健介護課が所管していますが、などに配置しております。かかりつけ医などから

情報を得て認知症疑いの段階から看護師や作業療法士、精神保健福祉士、心理士といった多職
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種から成る初期チームが高齢者宅を訪ね、必要な在宅ケアの提供や医療機関、介護サービスな

どを紹介するのが目的とされております。 

 厚労省の認知症対策のもう一つの柱が、地域の治療拠点としての役割を担う身近型認知症疾

患医療センターの整備であります。身近型とは、高齢者宅や施設を訪問し、本人や家族やかか

りつけ医、あるいは初期チームを支援する出前形式の専門医であります。認知症を進行させる

ような不適切な対応や投薬を防ぎ、地域の関係者を啓発する役割を担っております。 

 また、認知症疾患医療センターには、医療機関によって県全体を総括する基幹型認知症疾患

医療センター、基幹型とは基本の「基」に「幹」という字を書きます。基幹型認知症疾患医療

センターは、総合病院が担い、地域での拠点機能は地域型の精神科病院が担い、市町村にある

医療機関が行う診療所型に分けられます。ただ、室戸市の現状を見て考えますと、厚労省は新

たな認知症対策を担う専門チームを創設するとしていますが、介護医療現場は慢性的な人手不

足にあえいでいて、人材をどう養成し、確保していくのかは、大きな課題だと思います。しか

も、その受け皿としての施設整備や在宅医療・介護の支援体制の強化がおくれているのも事実

かと理解しております。無論、これらの新認知症対策はかけ声だけの対策であってはならず、

国は目標の実現に向けて粘り強く取り組み、それを担う自治体の具体的な対応も求められま

す。 

 また、64歳以下が発症する若年認知症も、65歳以上の老人性認知症と同様、アルツハイマー

病や脳血管型などがあり、物忘れ、言語障害などの症状があらわれ、患者数は全国で約４万人

と推計されております。一家の働き手を失い、経済的な問題を伴うなど、高齢者の認知症とは

違った多岐にわたるサポートが必要でもあります。患者、家族を取り巻く支援のあり方も重要

だと考えます。 

 以下、高齢化の中でふえ続ける認知症への取り組みについて、何点か伺います。 

 １点目に、当市の認知症患者はおおよそ何人ぐらいおられるのでしょうか、お聞きします。 

 ２点目に、当市において認知症サポーターがおられたら、その認定者は何人いるのでしょう

か。 

 ３点目に、今後認知症サポーターをどれぐらいふやす予定でしょうか。 

 ４点目に、認知症予防対策の取り組み、認知症サポート体制の施策についてお聞きをしま

す。 

 ５点目に、これは４点目とちょっと似たような質問ですが、認知症高齢者の実態と今後の状

況についてどのようにお考えでしょうか、お聞きをいたします。 

 ６点目に、認知症高齢者の支援のためのグループホーム、デイサービスの進捗状況について

お伺いいたします。 

 ７点目に、地域包括支援センターと連携した専門チームによる訪問活動はどのように対応さ

れているのでしょうか、お聞きをいたします。 
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 ８点目は、さきの行政視察の初日に、佐伯市に宿泊いたしましたが、その翌朝の出発前、ホ

テルのロビーで地元の大分合同新聞を読んでいて、次のような行政の取り組みが記事になって

いて書きとめてきました。 

 認知症で徘回する人の捜索を通じて対応を学ぶＳＯＳ声かけ模擬訓練を大分県中津市と同市

社会福祉協議会の共催で行った。これは認知症に対する理解を深め、患う人を地域全体で支え

ようと2012年から市全体で進められ、開いているもの。この訓練には、市などの関係機関や地

元住民ら約140人が参加、認知症の人への対応のポイントや正しい声かけ方法などを学習した

後、３つの集落でそれぞれ訓練を実施した。その方法は、各エリアごとに徘回者役を捜索、一

つのエリアでは五、六人ずつ４班に分かれ、行方不明情報シートなどをもとに捜した。本人で

はないダミー役の人も参加しており、捜索者が声をかけてくれたときには、感謝カードを渡し

た。行方不明者は、約30分後に見つかり、連絡を受けた警察署員が来て無事を確認して訓練は

終わった。 

 以上のような記事でありましたが、このような徘回者捜索訓練の取り組みも本市の認知症対

策として有意義ではないかと思い、提案をさせていただきます。御見解をお伺いします。 

 次に、(2)若年性認知症患者と家族への支援について。 

 若年性認知症患者、家族へのサポート体制についてお聞きをいたします。 

 若年性認知症は、働き盛りでの発症により、就労の継続が難しくなるなど、早期に生活上の

問題が発生することや、家族が対応に疲弊してしまうこと、未成年の子供がいる場合は、子供

の成長や教育などにも大きく影響することから、多面的な援助が必要であると考えられます。

若年性認知症につきましては、医療機関、地域包括支援センター、介護事業所の職員など、本

人や家族と接する関係機関においても、知識の普及が進んでいない状況に加え、診断後も偏見

を恐れ、介護を抱え込んでしまうこともあり、認知症における地域住民の理解を得ながら安心

して暮らすことができるよう、保健、医療、福祉、介護にかかわる専門職への研修と市民への

普及啓発等について検討し、支援の手を差し伸べなくてはなりません。 

 そこで、３点お聞きします。 

 ９点目になりますが、若年性認知症患者と家族へのサポート体制についてどのように考え、

取り組んでおられるのでしょうか、保健介護課長にお聞きをいたします。 

 10点目に、40歳や50歳の働き盛りの御主人が家を支えてきてのその若年性認知症患者の家族

の場合、収入が途絶えますと生活保護も考えられますが、このような患者と家族に対する生活

保護の支援について、国や県からどのように行えと指示されているのでしょうか、お聞きをい

たします。 

 11点目に、このような若年性認知症患者が生活保護を受給する事例を挙げ、本市はどのよう

に対処してこられたのか。そして、今後どのように対応していこうとお考えでしょうか。この

最後の２点は、福祉事務所長にお伺いをいたします。 
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 以上で私の１回目の質問を終わります。 

○議長（濱口太作君） 昼食のため、13時５分まで休憩いたします。 

            午後０時２分 休憩 

            午後１時０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） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、２の(1)失業対策の強化についてでございます。 

 近年、国の雇用状況が改善している中、本市の完全失業率についても改善をしてきていると

考えております。平成27年度には、御案内のように7.49％となっているわけでありますが、

12年前とは大きく変わってきていると考えております。以前は、働き先がないということが大

きな問題であったと思いますが、現在では求人数に対して求職者数が少ないというような状況

がございますので、人材が不足しているという状況でございます。 

 このような中、１点目の失業されている方への個別調査についてどう取り組むのかという点

でございますが、この点については個人情報保護の観点やハローワークからの情報提供につき

ましても、私たちもこの辺できるだけ提供いただいて、その失業している方々にしっかり対応

していきたいという思いはあって、いろいろハローワーク等への問い合わせをしたりしている

わけでありますが、なかなかそれは本人からの了承がないと申し上げることができないという

ようなこともありまして、失業者の現状把握が大変困難な状況というふうに、私自身は感じて

おりますので、個別調査ということは大変難しいのではないかと考えております。しかしなが

ら、御案内のように、失業者を就労に結びつけていくことは大事なことでございますので、有

効求人倍率が高くなっている現状におきましても、いかに求人側と求職者をマッチングさせて

いくかが重要であると考えております。また、求人者側と求職者の考え方や御意見というもの

は、しっかり把握していく必要があるというふうに認識をいたしております。そのためにも、

事業者やハローワークなどと連携を密にするとともに、市役所内に設置をいたしております無

料職業紹介所などをしっかり活用していただく、また失業者への情報提供や相談に来られた方

への相談体制をしっかり強化をしていく必要があるというふうに思っているところでございま

す。 

 次に、５点目の雇用対策への取り組みについての考えでございますが、雇用対策につきまし

ては、本市の室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の一つに位置づけておりまし

て、人口減少に歯どめをかけることにつながってまいりますので、大事なことであると考えて

おります。 

 これまでの取り組み事例といたしましては、農林水産業分野におきましては、平成14年度以

降の新規就業者支援対策によりまして、38名の方々の育成や就業につなげているところでござ
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います。また、商工業分野では、市単独で創業者支援制度を創設をいたしておりまして、平成

28年度以降３名の方が新たに市内で創業を開始いたしているところでございます。また、企業

誘致関係でありますが、これは市内企業が工場の増設、また雇用の拡大をした場合に、平成

10年度に拡大した場合に、平成19年度に制定をいたしております室戸市企業誘致推進条例の奨

励金による支援対策として、平成21年度以降、９企業約70名の雇用が新たに創出されていると

ころでございます。そのうち市内の企業がどれぐらいあるかといいますと、５企業で約40名の

新たな雇用につながっているところでございます。そして、地元企業及び商店の支援対策とい

たしまして、市商工会が実施するチャレンジショップ事業に係る新規創業者の育成であると

か、室戸市商工業販売促進支援事業による市内商工業者の販路の開拓や商品の販売拡大に取り

組んでいるところでございまして、これらの取り組みによって雇用の拡大につなげてまいりた

いと考えているところでございます。今後におきましても、雇用の確保に向け企業誘致や市内

企業の育成に取り組むとともに、関係団体との連携を強化し、一人でも多くの雇用につながる

よう、地場産業の振興であるとか、地域経済の発展に取り組んでまいります。 

 次に、(2)の若年層に対する就労支援の強化についてでございます。 

 １点目のニートやひきこもりの若者の実態調査についてでございます。 

 この件につきましては、現在高知県では若年層に対する就労支援として、高知県社会福祉協

議会への委託によりまして、若者サポートステーションを設置をし、15歳から39歳までの方に

対しまして、就労相談や学び直しなど、自立に向けた支援を行って実施をしているところでご

ざいます。また、ひきこもり対策といたしまして、高知県ひきこもり地域支援センターを設置

し、個別相談や居場所づくり支援研修会を開催するなど、取り組んでいるところでございま

す。 

 当市におきましても、室戸市社会福祉協議会への委託事業によりまして、室戸市生活支援相

談センターを設置をいたしております。これは、若者層に限らず、生活や仕事の困り事、心配

事の相談窓口として、自立相談支援や就労準備支援を実施をいたしているところでございま

す。そして、その中で、先ほど申し上げました若者サポートステーションや安芸ハローワーク

など専門機関へつなぐ支援も実施をしているところでございます。そして、保健師の訪問活動

や民生委員さんを初めとした関係団体との連携によりまして、ニートやひきこもりの実態把握

に努めているところでございます。 

 次に、２点目のニートやひきこもりの人たちへの支援の見解と対策についてであります。 

 見解といたしましては、社会とのかかわりに不安がある、就労意欲が低いなど、直ちに就労

することが困難な状態にある方で状態に応じた支援が必要であると考えています。対策といた

しましては、前段でも申し上げましたように、若者サポートステーションや高知県ひきこもり

地域支援センター、室戸市生活支援相談センターなどの活用や、室戸市無料職業相談所及び安

芸ハローワークなどと連携をした支援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
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ざいます。 

 次に、３点目のひきこもりの専門相談窓口の設置につきましてでありますが、これも前段で

申し上げましたとおり、若者サポートステーション、高知県ひきこもり地域支援センターとの

連携や室戸市生活支援相談センターでの相談窓口の充実などによってしっかりと対応してまい

りたいと考えております。 

 なお、室戸市生活支援相談センターの事例につきましては、本年度３名の相談があり、うち

２名は20歳代で、月１回センターの相談員が自宅を訪問しているところでございます。また、

そのうち１名につきましては、若者サポートステーションにつなぐことができておりまして、

現在求職活動中であるとお聞きをいたしております。そして、保健師の個別訪問によりまし

て、就労支援について本年度２件の相談がございました。そのうち１件については、外出支援

サービスが必要であるということから、あったかふれあいセンターにつなぐなど、個々の事情

に合った対応を行っているところでございます。 

 次に、４点目の若者支援課の設置についてでございます。 

 ニートやひきこもりなどの若者の就労支援については、前段で申し上げましたとおり、それ

ぞれの施設や各種センターで対応しているところでございます。新たな課を設置するのではな

くて、福祉事務所及び保健介護課など横の連携並びに関係団体との十分な連携を図り、これら

のことに対応してまいりたいと考えております。 

 次に、５点目につきましては、移住相談室で全てのことに対応できるとは、私も思っており

ません。前段でも申し上げましたように、各種相談センターの活用や役所内の横の連携を図る

ことによって、しっかりと対応いたしてまいります。 

 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） 久保副市長。 

○副市長（久保信介君） 谷口議員さんに、１点目の「宣誓書」に関しまして私のほうからお

答えいたします。 

 職員の服務の宣誓につきましては、議員御案内のとおり、地方公務員法第31条の「職員は、

条例の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない」との規定に基づきまして、室戸

市職員の服務の宣誓に関する条例に規定しているものでございまして、宣誓文の内容はおおむ

ね各市町村とも国の準則に準じた同じ内容となっております。また、同じく地方公務員法の適

用を受けます都道府県職員や職員の服務の宣誓に関する政令に規定されますように、国家公務

員についても同様の規定があるところでございます。 

 本市におけるこの「宣誓書」の取り扱いといたしましては、市条例の規定に従い、新規採用

時に全員に同条例に定める「宣誓書」を市長の前で読み上げさせるとともに、署名、捺印の

上、提出をさせております。そして、辞令交付の際及び平成27年度からは、入庁式の形をとり
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まして、全職員の前で市長から直接職員としての心構えなどについて訓示を行っております。

あわせて、総務課長などによる地方公務員法など服務に関する研修や人権に関する研修なども

採用時に行っているところでございます。また、採用後におきましても、こうち人づくり広域

連合による３泊４日の新採研修、室戸青少年自然の家での市長との意見交換を含む、新採宿泊

研修、その後こうち人づくり広域連合による２年目、５年目、15年目研修、あるいは班長や課

長補佐などの役職ごとの階層別研修、各種の人権啓発研修、講師招聘によります接遇研修や業

務改善、法制執務研修、各課の課長等を講師とする庁内講師研修などの各種研修を行い、職員

の資質向上に努めているところでございます。 

 職員の服務上の義務は、この「宣誓書」にかかわらず公務員として採用された時点で当然に

生じるものではございますが、議員さんの今回の御提案を踏まえまして、「宣誓書」の取り扱

いにつきましては、より趣旨に沿ったものとなりますよう、まずは新規採用職員における「宣

誓書」の取り扱いから見直しに取り組んでみたいと考えております。 

 また、先ほど申し上げましたような各種の研修に積極的に取り組むことなどによりまして、

職員の倫理観や使命感の醸成など、一層の資質の向上に努めてまいります。以上でございま

す。 

○議長（濱口太作君） 川上産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（川上建司君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、２の(1)失業対策の強化についての２点目についてであります。 

 議員さん御案内のとおり、国の雇用創出の基金による事業といたしまして、ふるさと雇用再

生特別基金事業及び緊急雇用創出事業がございました。現在確認をしている雇用改善に活用で

きる国の事業は、東日本大震災の被災地域における復興支援事業のみとなっており、本市で活

用できる制度につきましては、現在はないものと思っております。 

 次に、３点目の活用できる基金の有無についてでございます。 

 ふるさと雇用再生特別基金事業につきましては、平成23年度をもって事業終了となっており

ます。また、緊急雇用に係る基金事業につきましても、平成27年度をもって終了しておりまし

て、これにかわる基金につきましては、現在活用できる基金はございません。 

 次に、４点目の国の基金事業を活用した本市のこれまでの取り組みについてでございます。 

 先ほど申し上げました本市ではふるさと雇用及び緊急雇用の２つの基金事業を活用し、農林

水産業、観光、教育、医療、福祉、防災、情報通信など、幅広い分野での雇用創出に取り組ん

でまいりました。一例を申し上げますと、プレミアム付商品券発行事業、シレストむろとやド

ルフィンセンターなど観光施設の魅力向上事業、津波避難路の整備推進事業など138の事業を

行い、延べ485人の雇用が創出されたところでございます。 

 事業別の内訳でございますが、ふるさと雇用事業につきましては、平成21年度から平成23年

度までに22の事業を行い、延べ48名の雇用が創出をされております。また、緊急雇用事業で
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は、平成21年度から平成27年度までに116の事業を実施し、延べ437名の雇用創出につながって

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） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 谷口議員さんに、２の(1)失業対策の強化についての４点目

のうち、後段の本市における有効求人数等についてお答えします。 

 本市における平成25年度から27年度までの各年度の有効求人数は2,136名、1,741名、

1,674名、また有効求職者数は3,899名、3,466名、3,136名とそれぞれ減少傾向にあります。一

方、有効求人倍率につきましては0.55％、0.50％、0.53％とほぼ横ばいで推移しているところ

でございますが、直近の本年10月では0.86％まで改善してきているところでございます。 

 次に、雇用情勢についてでございますが、直近の情勢について、ハローワーク安芸にお聞き

しますと、安芸管内では人手不足で困っている事業所は多く、求人数は増加傾向にあるとのこ

とで、本市の無料職業紹介所においても、求人数が求職者数を上回っているのが現状となって

おります。しかしながら、売り手市場となっていることなどから、求職者が仕事内容や給料額

に加え、福利厚生や休暇制度など、よりよい条件を求める傾向にあり、地元の事業者も求職者

に寄り添う形で資格要件の緩和など努力もされておられますが、なかなか採用に結びついてい

ないのが現状であるとのことです。また、最近におきまして、安芸管内でも雇用条件が比較的

よい求人が本市でもありましたが、その就職相談会にも参加者は少なかったとお聞きしている

ところでございます。 

 このような中で、先ほど市長も答弁申し上げましたように、求人側と求職者をいかにマッチ

ングさせるかが重要であり、今後も事業所やハローワークと連携を密にし、失業者への情報提

供及び相談体制の強化に取り組んでいく必要があると考えております。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 ３の(1)居所不明児の実態把握についてであります。 

 御質問がございました居住実態が把握できない児童数につきましては、厚生労働省により平

成26年５月１日時点で調査が実施されており、該当児童数は全国で2,908人、高知県では２

人、室戸市においては該当なしとなっております。 

 御質問の１点目、平成23年から平成28年までの過去６年間の居所不明児につきましては、本

市では事例はございません。本市に住民票があり、乳幼児健診等の保健福祉サービスが未受診

となった場合は、受診をしていただけるまで電話や家庭訪問等により受診勧奨を実施しており

ます。それでも来ていただけない場合は、保健師による家庭訪問や保育所訪問などによって目

視による確認及び児童の問診等を行うこととしているところでございます。 

 御質問の２点目、居所不明児がいた場合の経年変化の傾向についてでございますが、先ほど

申し上げましたように、本市では該当事例はございません。現在、本市における乳幼児健診受
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診児フォローアップ体制の充実強化対策として、未受診児対応フローチャートを作成しており

ますので、関係機関との連携を図りながら、これらの実態の把握に努め、今後とも居所不明児

ゼロを維持していきたいと考えております。 

 御質問の３点目、虐待対応力の向上を含めた母子保健サービスの強化についてでございま

す。 

 本市が現在行っております乳幼児に対する取り組みの一つとして、乳児全戸訪問事業を行っ

ておりまして、民生委員児童委員や母子保健推進員の方に乳児のいる世帯全戸について家庭訪

問を行っていただいております。そのほかに、虐待の一因とも成り得る妊産婦の不安の解消対

策の一つとして、助産師と保健師２名による家庭訪問も行っております。さらに、来年１月に

は、妊娠中から子育て世代のさまざまな悩み事や相談に切れ目なく対応するサービスの提供を

目的とした子育て世代包括支援センターを開設することとしているところでございます。 

 御質問の４点目、子供を守るネットワークづくりについてでありますが、これまでは子供の

虐待事例等に対しましては、市教育委員会を中心に必要に応じて保育所や学校、家庭児童相談

室、医療機関、警察などの関係機関と連携しながら、その問題の解決に向けて取り組んでまい

りました。今年度からは、それに加えて、家庭児童相談室と庁内の関係課による定例会議を年

３回実施し、情報の共有を図るとともに、早期に対応ができるよう、関係機関との連携に努め

ております。また、先ほど申し上げました子育て世代包括支援センターを中心とした総合的な

取り組みにより、本市での子育てや子供を見守る仕組みづくりの強化に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に４番、(1)認知症疾患医療センターについてお答えをいたします。 

 議員御案内のとおり、厚生労働省によりますと、全国における認知症の方は、平成24年で約

462万人、平成37年には約700万人、65歳以上の高齢者の約５人に１人に達すると推計をされて

おります。また、団塊の世代の方が75歳以上となるピークは、平成37年であり、今後も認知症

の方が増加することが予測をされております。 

 御質問の１点目、本市の認知症患者数でございますが、介護認定時のデータから見ますと、

認知症の症状があり、見守りが必要な方は、平成29年11月現在で約980人、高齢者の約6.6人に

１人程度と推計され、65歳以上の高齢者の約15％に当たります。 

 次に、御質問の２点目、認知症サポーターの認定者数と今後の予定についてでございます

が、地域包括支援センターにより、平成20年から認知症サポーターの養成講座に取り組んでお

り、平成29年９月末までに計20回開催し、これまでに615人のサポーターが誕生しておりま

す。 

 次に、御質問の３点目、認知症サポーターをふやす予定についてでございますが、認知症サ

ポーターは認知症について正しく理解し、認知症の方や御家族を温かく見守り、支援すること

を目的としておりますので、早い段階から高齢者や認知症についての理解を深めることは大変
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効果的であると考えております。また、御自身の認知症予防にもつながることから、今後も継

続して開催することにより、多くの皆さんに認知症サポーターになっていただきたいと考えて

おります。 

 次に、御質問の４点目、認知症予防対策の取り組み、認知症サポート体制の施策についてで

ございますが、本市では認知症も含めた介護予防施策として、自主グループである元気クラ

ブ、百歳体操、市民館ミニデイなど、各地域での取り組みを進めているところでございます。

現在、元気クラブは21カ所、百歳体操グループは36カ所ございますが、仲間と集い、交流がで

きる場所がさらにふえるように努めたいと考えております。 

 また、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住みなれた地域で暮らし続けら

れるために、認知症の方やその家族に早期にかかわることを目的とした認知症初期集中支援チ

ームを平成28年12月に設置をしております。チームのメンバーといたしましては、認知症サポ

ート医の資格を持つ医師、市の保健師、地域包括支援センターの介護福祉士の計３名で構成

し、在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる方、または認知症の方で、医療や介護の

サービスにつながっていない方などを対象に、集中的な初期支援を行うための活動を行ってい

るところでございます。 

 また、これとは別に、市の保健師及び地域包括支援センター社会福祉士の２名の専門職によ

る認知症地域支援推進員が、先ほどの初期集中支援チームと協力しながら、各関係機関との連

携を図り、認知症の方やその家族への支援に取り組んでいるところでございます。 

 次に、５点目の認知症高齢者の実態と今後についてでございますが、認知症の方の多くは、

在宅及び施設において介護サービスを受けており、事業所等の第三者による一定の見守りはあ

るものの、昼夜を問わず認知症高齢者が行方不明になる案件が本市でも数件発生をしておりま

す。最近の事例では、ヘルパーさんが訪問したが、利用者が家におらず、警察の捜索で家から

数キロ離れた場所で発見されたことなどがあり、今後もこのような事態が発生する可能性があ

ると思われますので、地域での見守りや住民相互の助け合いを目的とした生活支援体制整備事

業の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、６点目の認知症高齢者の支援のためのグループホーム、デイサービスの進捗状況につ

いてでございます。 

 本市では、認知症対応型共同生活介護、通称グループホームが２事業所あり、利用定員はそ

れぞれ18名となっております。また、ことし９月より新たに、地域密着型認知症対応型通所介

護、介護予防認知症対応型通所介護事業所、通称認知症デイについて、１事業所指定を行った

ところでございます。 

 次に、７点目の地域包括支援センターと連携した専門チームによる訪問活動についてでござ

いますが、先ほどの４点目でお答えいたしました認知症初期集中支援チームのメンバーが通常

の相談業務や地域支援推進員等から得た情報をもとに、認知症が疑われる方、または認知症の
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方のお宅などを訪問し、実態の把握を行った上で、医師を含めたチームでおおむね６カ月を目

安に初期の支援を、包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行っているところでござい

ます。 

 次に、８点目の大分県中津市における徘回者捜索訓練の取り組みに関してでございますが、

行方不明者の捜索を、警察、消防署、各地域の消防分団のみならず地域の住民の協力を得て行

うことは、大変よい取り組みであると考えております。ただ、一般の方が捜索中にけがや事故

に遭われたときの対応などに懸念材料があることもお聞きをしておりますので、そうしたこと

も含めまして、本市といたしましては、警察や社会福祉協議会など関係機関と協議しながら検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、(2)若年性認知症患者と家族への支援についての９点目についてお答えをいたしま

す。 

 厚生労働省によりますと、若年性認知症は65歳未満で発症する認知症であり、基礎疾患とし

ては、脳血管性認知症とアルツハイマー病が全体の約65％を占めており、全国では患者数が約

３万7,800人と推計をされております。また、本市では直近の介護認定時のデータから見ます

と、11人の方が該当しているところでございます。若年性認知症の方につきましても、介護保

険制度による65歳以上の１号被保険者と同様のサービスを受けることができます。また、前段

で申し上げました初期集中支援等のサポートも受けることができます。認知症は、早期発見、

早期診断が重要でありますので、こうした制度につきましてしっかり周知を図ってまいりたい

と考えております。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 谷口議員さんに、３の(2)居所不明児童への対策についての５点

目、文部科学省の通知を受けての対応についてお答えいたします。 

 まず、本市におきましては、現在居所不明の児童・生徒はおりません。議員御指摘の義務教

育諸学校における居所不明の児童・生徒の把握等のための対応についての文部科学省の通知に

つきましては、校長会を通じて全ての学校に周知するとともに、それをもとにして学校事務職

員の勉強会等も開催しているところであります。今後とも、きめ細かな対応により、児童・生

徒の居所不明の早期把握と対策に努め、子供たちの安全確保を図ってまいります。 

 なお、教育委員会や学校での対応や把握、対策につきましては、学校保育課長から答弁いた

させます。以上です。 

○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） 谷口議員さんに、３の(2)居所不明児童の対策に

ついての６点目、居所不明児童の把握の取り組みについてお答えをいたします。 

 まず、学校の取り組みでありますが、欠席児童・生徒につきましては、常に電話連絡や家庭

訪問を行っております。その中で、家庭から学校に欠席連絡のない場合は、担任教諭が家庭へ
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連絡をし、さらに児童の状況が不明であったり、不安な場合には、担任教諭等が家庭訪問によ

り対応を行っております。 

 なお、緊急を要すると判断される場合には、室戸地区学校警察連絡協議会など、関係機関で

連携体制を構築しておりますので、学校、教育委員会、教育研究所、家庭児童相談室、室戸警

察署など、関係機関と情報共有をするとともに、連携を図りながら必要な対応を行うこととな

っております。 

 次に、教育委員会の取り組みにつきましては、就学時には室戸市に住民のある児童・生徒の

学齢簿を作成・管理することとなっておりますので、新入生、在学生の居所を把握するための

体制を国の通知等に基づき整えているところであります。また、本市におきましては、月単位

で３日以上欠席した児童・生徒の調査を実施することによって、実態の把握を行っておりま

す。 

 なお、先ほど教育長も申し上げましたとおり、本市に居所不明児童はおりませんが、今後と

も早期把握や対策に努め、子供たちの安全確保を図ってまいります。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 小松福祉事務所長。 

○福祉事務所長（小松達也君） 谷口議員さんに、４の(2)若年性認知症患者と家族への支援

についての10点目、11点目につきまして、私のほうから答弁させていただきます。 

 まず、10点目の若年性認知症世帯への生活保護での支援についてでございますが、このこと

につきまして、国や県から特別指示や指導はございませんが、議員御案内のとおり、若年性認

知症を発症いたしますと、経済面や介護面でも、本人はもちろん家族や周囲に及ぼす影響は大

変大きなものがあります。また、家計を支える方が発症した場合は、就労が困難となることな

どにより、生活困窮に直結し、生活保護の申請に至る場合が多くなってくるのではないかと考

えられます。40代、50代の稼働年齢層でありましても、病気などにより生活困窮に陥った場合

には、生活保護の相談・申請をしていただき、自立支援医療、障害年金等の他法、他施策の検

討や預貯金等各種調査を行い、利用し得る資産等を全て活用しても生活保護が必要な状態であ

れば、生活保護で支援していくこととなります。 

 次に、11点目の若年性認知症患者の生活保護受給についてでございますが、本年11月末現

在、本市の生活保護受給世帯に該当する事例はありませんが、仮に該当する場合には、介護保

険制度による介護認定等について検討し、認定が受けられれば、訪問サービスなど自宅での介

護サービスの提供を受けるか、もしくは介護度が重要である場合や家族の負担が大きい場合な

どは、施設入所等にて対応することとなります。認知症は、患者によって様態が異なり、個々

の患者の対応はさまざまであると思われますので、今後とも生活保護世帯における若年性を含

めた認知症患者への対応につきましては、本人や家族の意向を十分に考慮するとともに、世帯

の状況や認知症の程度により、どのような支援が適切かなどについて、福祉事務所だけではな

く、保健介護課、医療機関など関係機関と連携し、対応してまいりたいと考えております。以
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上でございます。 

○議長（濱口太作君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 次に、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。市民の目線に立って一般質問を行います。 

 １、防災対策について。 

 (1)防災力向上のため、日本赤十字社と協定することについて。 

 私たち市民一人一人が災害に対する安全・安心を確保するためには、行政による災害対策を

強化し、公助を充実させていくことはもちろんのこと、私たち個人や企業等がみずから取り組

む自助、また地域の人々や企業、団体が力を合わせて助け合う共助の取り組み、これらの連携

が不可欠であることは言うまでもありません。それには、市民一人一人の防災意識の向上、家

庭や職場における備えの実践、さらには地域のコミュニティー等の防災力の向上が必要となり

ます。日本赤十字社は、防災訓練はもちろんのこと、避難所運営マニュアルの作成、防災リー

ダーの養成等、災害救護の経験と知識、技術など保有するプロフェッショナルの組織です。高

知県の中でも、企業、自治体が地域防災力の向上及び減災に向けて日本赤十字社と協定を結ん

で取り組んでおります。本市もぜひ日本赤十字社との協定を結び、室戸市の防災・減災力の向

上、強化を目指すべきだと思いますがいかがでしょうか、お伺いいたします。 

 (2)防災行政無線について。 

 防災行政無線は、災害時の地域住民への情報伝達手段として、また政府が緊急事態に関する

情報を人工衛星を使ってＪ－ＡＬＥＲＴで瞬時に自治体と住民に伝達するという大きな役割を

担っています。私たちも防災行政無線の設置により、安心して生活を送っています。しかし、

住民の方々の中には、聞こえない、何を言っているのかわからない等の声をよく聞きます。そ

の都度、担当の方が出向いてくださり、スピーカーの方向を変えたりして対応していただいて

おりますが、しかしどうしても聞き取れないので、個人負担でもいいから戸別受信機を設置し

てほしいとの意見もあります。台風のとき、大雨のとき、雨戸を閉めていては通常の放送が聞

き取れないことは、容易に想像がつきます。本市では、公共施設や防災無線の届かない地帯に

戸別受信機を設置しておりますが、個人が戸別に設置すると費用は幾らかかるのでしょうか。

それでも安心を得たいという方々のために、自治体が一部補助できるような制度はないもので

しょうか。また、本市で行政が戸別受信機をつけている場所はどれくらいあるのでしょうか、

お伺いいたします。 

 次に２番、高齢者福祉について。 

 (1)住宅改造支援事業について。 

 住みなれた住宅で少しでも安心して健やかな生活を送りたいと、住宅のリフォームを考えて

いる高齢者に対して、本市の住宅改造支援事業では、対象世帯については前年度の所得税額が

30万円未満で、介護保険の要支援から要介護の判定を受けた者となっています。介護の認定を
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受けていない高齢者が足腰が悪くなり、トイレやお風呂を改修して少しでも快適に暮らしたい

と望んでも支援がないので、仕方なく介護の認定を受けるという現状があります。これでは、

少なからず本市の介護認定者をふやす要因にもなってしまうのではないでしょうか。高齢者が

快適で安全な住宅で元気で暮らせるように、高齢者誰もがこの支援事業が受けられるよう、室

戸市住宅改造支援事業実施要綱を改正すべきではないでしょうか、お伺いいたします。 

 (2)運転免許自主返納サポートについて。 

 近年、高齢者の運転ミスによる交通事故増加が社会問題となっています。政府は、認知症対

策を強化した改正道路交通法を今年３月に実施し、医師に認知症と診断されれば、運転免許の

停止、取り消しになることとなりました。人口の高齢化に伴い、高齢者のドライバーはふえて

います。本市におきましても、70歳以上の高齢者の免許取得率は全体の約30％を占めていま

す。全国的にも、75歳以上のドライバーによる死亡事故は、2004年には全体の6.2％だったの

に対して、2014年には12.9％に増加していると言われています。警察庁も、事あるごとに、運

転に不安を覚えている高齢者に免許証の返納を促してきましたが、65歳以上の運転免許保有者

が1,710万人のうち、2015年に自主返納したドライバーはおよそ27万人しかいないそうです。

危険だとわかっていても、車を手放せない高齢者は少なくありません。もともと公共交通機関

が整備されていない本市のような地域では、車を手放すことで暮らしの質が大幅に下がること

になり、ひきこもりや買い物難民等、認知症の進化につながりかねません。高齢者の運転免許

自主返納は、なかなか思い切りがつかない場合が多いようです。他の自治体の中には、免許証

を自主返納した高齢者には、自家用車にかわる公共交通機関の運賃一部負担など、自治体と事

業者等による救済策をつくっているところもあります。 

 そこで、本市も東部交通やタクシー会社の協力をいただき、高齢者がマイカーに依存するこ

となく移動することで充実した生活を続けられるような環境を整え、サポートしていくべきだ

と思いますがいかがでしょうか、お伺いいたします。 

 次に３、学校教育について。 

 (1)本市の教育方針についてお伺いいたします。 

 平成29年度室戸市教育行政方針は、ふるさとを愛し、心豊かでたくましく、生きる力を育む

教育となっています。今年告示された新しい学習指導要綱には、新しい時代に必要な資質、能

力の育成という観点から、何を学ぶのか、何ができるようになるのかということとともに、ど

のように学ぶのかが重要視されると言われております。そのためには、教員から子供たちへ一

方的に講義を行うような授業ではなく、子供たちが調べ学習や体験学習、グループディスカッ

ションやディベートなど行いながら課題を解決したり、新しい価値を見つけ出したりするアク

ティブ・ラーニングという授業の手法が注目されています。このような学び方を取り入れるこ

とで、子供の自主性が引き出され、思考力、判断力、表現力等の育成につながると言われてお

ります。少子化が進み、室戸市の児童・生徒の減少は、保育園、小・中学校の統廃合へと加速
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している現状の中、次代の室戸を担っていく数少ない宝の子供たちに、ふるさとを愛し、心豊

かでたくましく、生きる力を育む教育を具体的にどのように目指しているのか、教育長の御所

見をお伺いいたします。 

 (2)学校現場でのジオパーク学習について。 

 ジオパークを活用した教育は、ＥＳＤ、持続可能な発展のための教育であり、学校教育では

環境教育、防災教育、自然調査、地域学習、コミュニケーション活動などに取り組むこととな

っています。その目的は、ジオパークにかかわる後継者の育成、その鍵を握るのが地元の学校

教育にあると考えられています。本市の学校現場では、どのような学習計画で取り組まれてい

るのか、お伺いいたします。 

 幸い、室戸ユネスコ世界ジオパークでは、有名な大学の教授や研究者が小学生でもわかるよ

うに、宇宙科学などについて実験などを通して興味深く、優しく話してくれる企画展やイベン

トがたくさん開催されています。また、室戸にはジオパークに認定される以前から、多いとき

には10校近い地質学の学科がある大学が授業で訪れるほど、学術的な価値の高い岩石等を安全

に周遊できるフィールドがあります。室戸ジオパークは、教育にはまたとない環境にありま

す。しかし、どのイベント、企画展にも、余り地元の子供たちの姿を見かけませんし、学校関

係者も見かけられないように感じます。これは、室戸の教育にとってはとても残念な状態だと

思います。毎回ジオパーク推進協議会からは、教育委員会にはお知らせをされているようです

が、学校現場ではどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 

 次に、(3)「ランドセル等新入学児童生徒学用品費」入学前の支給について。 

 文部科学省は、ことしの３月31日付で、特に所得が低い世帯に向けた義務教育の就学援助に

ついて、入学前３月以前の支給を可能とする要保護児童生徒援助費補助金要綱を改正しまし

た。就学援助は、児童・生徒の家庭が生活保護を受給するなど、経済的に困窮している場合、

学用品や給食、修学旅行などの一部を市町村が支給し、国がその２分の１を補助する制度で

す。しかし、これまでは新入学時に必要なランドセルなどの学用品の費用については支給はさ

れるものの、国の補助金交付要綱では、国庫補助の対象を小学校入学前を含まない児童、また

は生徒の保護者としていたため、その費用は入学後の支給になっていました。そのため、家庭

ではランドセル購入など小学校入学準備のため、多額のお金を用意しなくてはなりませんでし

た。今回の要綱の改正により、小学校へ入学年度開始前に支給されることが明記され、支給額

は約２倍に増額されました。しかしながら、この措置はあくまでも要保護児童・生徒に限った

ものであり、今回準要保護児童・生徒は、その対象にはなっておりません。要保護児童・生徒

の新入学用品の支給は、基本的には生活保護制度の教育扶助費から支給されますが、本市では

教育委員会で予算措置をしている準要保護児童・生徒に対する新入学児童生徒学用品費の対応

はどうなるのでしょうか。対象者は何人いるのでしょうか、その対応についてお伺いいたしま

す。 
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 また、本市では、30年度入学児童からの入学前支給は可能となったのでしょうか、お伺いい

たします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（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） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 私からは１点でございますが、２の(2)運転免許自主返納サポートについてでございます。 

 高齢者の運転免許の返納につきましては、平成29年３月12日施行をされました道路交通法の

改正によりまして、加齢による認知機能の低下に着目をした認知機能検査制度や高齢者の講習

制度等の新設によりまして、自主返納する高齢者の方々もふえてくるのではないかと予想をし

ているところでございます。また、自主返納の状況につきましては、平成28年度が53件、平成

29年度現在までに62件の返納となっているところでございます。 

 本市の取り組みといたしましては、高齢者の移動手段の支援対策といたしまして、中山間地

域高齢者等タクシー利用助成事業を平成25年度から市の単独事業として実施をいたしておりま

す。この事業は、公共交通機関がない中山間地域の高齢者を対象に、タクシー利用料金の一部

を助成するものでございまして、現在はタクシー料金の３分の２を補助しているところでござ

います。そして、補助の要件といたしましては、バス路線より一定以上の距離にある地域の方

ということで、75歳以上で構成をされている世帯、また65歳以上の運転免許証の返納をされた

方、そしてもう一つは身体障害者手帳の１級または２級の方に対しまして、１カ月当たり４回

のタクシーチケットとして助成をしているところでございます。本事業の実績といたしまして

は、平成27年度は登録者数58人、利用件数1,497件、平成28年度は登録者数49人、利用件数

1,414件と、多くの方に利用をいただいております。免許証の返納をされた方にも、一部では

ありますが、対応をしてきたところでございます。 

 そしてまた、運転免許証を返納された高齢者に対する事例といたしましては、本市と同様に

タクシーの利用料金の一部を助成をしているところや、また高幡から幡多地域におきまして

は、路線バスの運賃について定額料金の割引を実施しているところがございます。本市におき

ましても、中山間地域以外の方には対応ができていない状況でございますので、今後につきま

しては、他市の事例を参考にしながら、公共交通機関やタクシー会社の御意見をお伺いするな

ど、調査研究を進めてまいります。 

 なお、高齢者の移動手段の確保につきましては、運転免許の自主返納者の方々だけではなく

て、高齢者の方々の外出サービスとして全体的な課題であるということも認識をしております

ので、そうした対策もあわせて検討をいたしてまいります。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足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。 
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○防災対策課長（西村城人君） 堺議員さんにお答えします。 

 まず、１の(1)日本赤十字社との協定についてでありますが、現在室戸市では災害に関する

協定として、市町村との相互応援協定や広域避難に関する協定、団体や企業などとの物資等の

調達に関する協定や応急対策活動協力に関する協定、医薬品の提供に関する協定、福祉避難所

の設置運営に関する協定など、さまざまな内容の協定を締結しているところであります。 

 御質問の日本赤十字社高知県支部との協定につきましては、地域の社会福祉協議会と市町村

による三者協定が現在４市町で締結されています。また、市社協との二者協定の例も１件ござ

います。これらの協定は、日本赤十字社の専門的な知的資源や人的資源の活用、防災訓練、防

災学習等に関する連携、ボランティアの活動及びその研修などにより、平素から緊密な連携を

確保する内容であり、本市や社会福祉協議会にとっても有意義なものであると考えますので、

本市といたしましても、室戸市社会福祉協議会と協議し、三者協定に向けて取り組んでまいり

ます。 

 次に、(2)の防災行政無線についてであります。 

 議員さん御案内のとおり、防災行政無線につきましては、災害時等における住民の皆さんへ

の情報伝達手段としては、非常に大きな役割を持つもので、本市では平成25年度に市全域に防

災行政無線を整備し、屋外拡声子局79基、戸別受信機250基の設置を行っております。整備後

におきまして、一部地域の方から難聴に対する要望があり、調査した結果、聞こえづらいと確

認された地区がありましたので、屋外拡声子局11基、戸別受信機53基を追加整備し、その解消

に努めてきたところでございます。御質問の戸別受信機につきましては、屋外拡声子局が設置

できていない地域や難聴地域等36地域のほか、学校や出張所、公民館など、公共施設等に合わ

せて299基設置しております。 

 なお、戸別受信機１基を設置する場合に必要となる経費は、約８万円程度となります。 

 また、平成28年度から天候等により防災行政無線の放送内容が聞き取れなかった場合に、放

送内容を無料で聞くことができるテレホンサービスを12回線確保して行っており、このサービ

スの電話番号につきましては、毎月の広報でお知らせしているところです。このほか、緊急時

には、テレビ、ラジオ、携帯電話のエリアメールを活用し、複数の方法により情報伝達に努め

ているところでございます。 

 議員さん御質問の戸別受信機への補助につきましては、現在個人の設置に対する補助制度は

なく、このことはほかの市町村におきましても同様であるというふうにお聞きしているところ

であります。また、室戸市防災行政無線戸別受信機取扱規定におきまして、戸別受信機は市が

設置することとなっておりますので、今後防災行政無線が聞こえない地域があった場合は、調

査の上、市による戸別受信機の設置について検討するとともに、今後障害者や高齢者世帯等へ

の設置などについても検討していき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） 辻保健介護課長。 
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○保健介護課長（辻 さおり君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 私のほうからは、２の(1)住宅改造支援事業についてお答えをいたします。 

 本市では、高齢者等が居住する住宅を改修・改築し、本人及び介護者の負担軽減を図ること

を目的とした室戸市住宅改造支援事業を平成12年より行っております。この事業は、要支援、

または要介護認定者が居住する住宅を、身体の状況等に応じて改修・改築を行った場合に要す

る費用の３分の２を助成する制度で、県と市がそれぞれ３分の１ずつ負担するものでありま

す。 

 この事業は、まず介護保険サービスでの住宅改修が優先され、それを超える大規模な改修や

介護保険サービスの対象外となるものについて、上限を100万円として本事業で補助を行って

いるものでございます。 

 これまでの実績といたしましては、平成27年度は５件、補助金額244万6,000円、平成28年度

は３件、199万8,000円でありまして、内容といたしましては、浴室、トイレ等水回りの改造が

主なものになっております。 

 議員さん御質問の介護認定を受けていない方への支援制度でございますが、１つには担当は

財産管理課になりますが、本市独自の事業といたしまして、室戸市住宅リフォーム支援事業が

ございます。この事業は、30万円以上の住宅リフォーム工事費用の２割を補助するもので、補

助限度額は20万円となっております。ただ、この事業では、30万円以上のリフォーム工事を対

象としておりますので、手すりの取りつけや段差の解消などといった簡易な改修が該当しない

ことが課題となっております。こうしたことを踏まえて、本市といたしましても、他市の事例

を参考にしながら介護認定を受けていない高齢者の方に在宅で安心して暮らしていただくため

に、先ほどの室戸市住宅改造支援事業の中で、これらの簡易な改修についても対象とできるよ

う改正し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） 堺議員さんに、３、学校教育についての(1)本市の教育方針につい

てお答えいたします。 

 まず、本年度の室戸市教育振興基本計画につきましては、第２期高知県教育振興基本計画を

参酌するとともに、室戸市総合振興計画を踏まえた上で、室戸市の実情に応じた教育の振興を

図るための施策に関する基本的な計画として見直しをしました。その計画に沿って、知・徳・

体の調和のとれた子供の育成に取り組んでおります。特に、知の部分につきましては、学力向

上に向けた授業改善の必要性が室戸市だけでなく、県下的に課題となっております。 

 議員御指摘のように、平成32年度に小学校、33年度に中学校で完全実施となる次期学習指導

要領では、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善、いわゆるアクティブ・ラーニ

ングの視点に立った授業改善を推進することが示されています。しかし、この授業改善は、授

業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく、児童・生徒に目指す資質、能力を育むた
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めに主体的な学び、対話的な学び、深い学びの視点で授業改善を進めるものであります。これ

は、これまでの原語活動、観察実験、問題解決学習など、学習活動の質を向上させるというこ

とです。 

 例えば、室戸小学校では、県の新教育課程拠点校の指定を受けて研究を進め、室戸市だけで

はなく、東部管内の学校へ具体的な授業改善の提案を授業公開や研究発表会等を通して行って

います。また、元小学校では、１学年に１人の学級があります。子供同士の対話的な学習がで

きなくても、教職員や地域の人との対話、また書物等過去の偉人や学者の考え方を手がかりに

考えること、内なる自己との対話等により、自己の考えを広げ、深める対話的な学びが可能と

考え、そのための発問等の研究をしております。さらに、吉良川中学校では、国語や数学な

ど、教科の枠を超えた教員チームを編成し、定期的なチーム会を開き、学校の組織的な授業改

善や授業力向上のための体制づくり、思考力、判断力、表現力等を育む授業づくりの研究をし

ております。このような取り組みを校長会や研究主任会を通じて市内の学校に普及を図ってお

ります。室戸市教育委員会としましては、県教育委員会東部教育事務所等とも連携して、各学

校の取り組みについて指導・助言を行い、知・徳・体の調和のとれた健全な子供の育成を目指

していきたいと考えております。 

 次に、(2)学校現場のジオパーク学習についてであります。 

 まず、学校におけるジオパークの学習は、単なる地質学的な学習ではなく、室戸市の教育理

念である「ふるさとを愛し、夢・志をもって自ら未来を切り拓いていく、生きる力をもった児

童・生徒の育成」に大きくかかわる大変すばらしい教材であると位置づけております。このた

め、総合的な学習の時間や理科、社会の授業の中で、地質専門員などの出前授業やジオパーク

センター、室戸岬、新村海岸、吉良川町並みなどでの現地学習を行っているところです。ま

た、社会科副読本として「むろとのくらし」の活用による学習など、室戸ならではのジオパー

クの理解を深めております。さらに、夏休み中に実施しております児童会・生徒会交流会の中

でも、ジオパークに関する学習を実施しております。 

 これらの学習による効果につきましては、平成29年２月に行ったアンケートを見ますと、例

えばジオパークをもっと調べてみたいですかという質問では、小・中学生ともに80％強のプラ

ス回答となっており、ジオパークの学習を継続することにより、自分たちの暮らす室戸市のこ

と、ジオパークのことについての興味や理解が高まっていると捉えております。 

 次に、イベント企画展に関しましては、学校にも周知のチラシ等が配布されているところで

ございますが、土日に開催するものが多いことや授業等に組み込む場合には、前年度からの計

画が必要になってくることなどから、学校行事として参加することは難しいのが現状となって

おります。今後とも、休日での子供たちや学校関係者のイベント参加を促すため、イベント情

報を家庭などへの配布や毎月の校長会で内容の周知を行うなど、情報提供に努めるとともに、

ジオパーク協議会などの関係団体と協議連携の上、参加促進に取り組んでまいりたいと考えて
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おります。以上です。 

○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） 堺議員さんにお答えいたします。 

 私からは、(3)の「ランドセル等新入学児童生徒学用品費」入学前の支給についてでござい

ます。 

 本市の準要保護の認定を受けました児童・生徒への新入学児童生徒学用品費につきまして

は、現在入学後の５月ごろに支給を行っております。対象者は、平成29年度で小学生８名、中

学生10名、合計18名となっております。議員御案内のとおり、国の要保護児童生徒援助費補助

金におきまして、平成29年度より年度の開始前に支給した学用品費も補助対象とすることが可

能となったところでございます。この制度改正に準じて、市の行う準要保護の新入学児童生徒

学習用品費におきましても、実際に学用品を購入する時期に支給を行うことは、保護者の負担

軽減につながるものと認識しております。このため、現在支給時期の前倒しを実施する方向で

検討いたしております。実施に当たりましては、幾つか課題がございます。今までは、新年度

に入ってから学校を通じて制度の周知や準要保護認定の申請受け付けや認定を行っておりまし

たところを、入学前に支給するためには、入学前にどのように制度の周知や受け付け、認定を

行うか、また学用品費支給後に転出した場合には返還をしていただく事例も想定されるところ

であります。現在、他の市町村での取り組みを確認するなどしておりますので、学校等や関係

機関と協議を重ね、混乱の起こらないよう事務の調整を図りまして、支給時期を前倒しした入

学前支給に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） 堺喜久美君の２回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。２回目の質問を行います。 

 赤十字との協定、これから前向きに取り組んでいくということで、ありがとうございまし

た。 

 それから、防災行政無線の件なんですが、聞こえづらかったら12回線を設置してテレホンサ

ービスを行うということですが、室戸市中から聞こえないという電話は一斉にかかって、これ

で対応できるのかなあということもあります。今、まさにミサイルが発射しましたというよう

な、そんな報道がされたときに、一斉にこのテレホンサービスですかね、そこにみんなが集中

して電話するとなかなかつながらないのではないかという心配もございますし、やっぱり高齢

者にとったら安心な状態でおりたい、いつでもわかるようにしたいという要望というのはよく

聞かれます。今、インターネット回線で高齢者見守りサービスという制度がありますが、その

利活用は無理なんでしょうかね、この戸別受信機のような機能を加えることはできないのでし

ょうか、もう一度お伺いいたします。 

 それから、運転免許の自主返納につきましては、確かに中山間地から国道までの距離のタク

シー代半額助成というのは、周知をしておりますけれども、国道に出てから高知へ行ったりと
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か、ちょっと遠方へ行くときになると、バス路線運賃が高い、それがすごく高齢者にとっては

負担に感じているようですので、そういうバス路線に対する、また東部交通の乗車率も上げれ

ることにはなるのではないかとも思います。そういうことが自主返納の一つの後押しにもつな

がるのではないかと思いますので、そのバスの運賃の補助というのをもう一度できないもの

か、お伺いいたします。 

 それから、教育委員会から、教育長のほうから御丁寧な御答弁をいただきました。アクティ

ブ・ラーニングについて、室戸の子供はもうすごくシャイでよその子供たちの中ではなかなか

人とのコミュニケーションをとるとか、ディベートとかというのがとても苦手な部類だと思い

ます。やっぱりそういうところに力を入れていただいて、しっかりと、どこへ行っても発言が

できる、どこへ行っても人と話ができるような、そういう子供たちに育てていただきたいと思

いますし、ふるさとを愛し、心豊かな教育をするために、私はこの毎年行われている視点で、

児童・生徒の絵画の作品が展示されていますが、そのことについて感じたことをちょっと言わ

せてもらいますと、室戸中学校の生徒の絵画がほとんど階段であったり、トイレ、げた箱とい

った学校内での設備が描かれた作品です。これには少し私も違和感を感じました。学校内での

スケッチが悪いというのではありません。身近にあるものを観察して描くということは、大事

だと思います。しかし、私の中学時代、少なくとも私の子供の時代には、ほとんどが室津港や

津呂港といったまちの風景画でした。外に出て自分たちの暮らしているまちを知り、描くこと

も大事なことだと思います。港や船を描きながら人の住んでいる場所と港が随分高さが違うん

だと、自然のうちに認識できることもあります。自然の風景の中に室戸の魅力やおもしろさを

発見し、そこに郷土愛というのも生まれてくるのではないでしょうか。昔と今とは、学校運営

の違いがあることは理解できます。この一例を見ても、今の教育現場が管理教育になっている

のではないかと思ってしまいます。教育委員会としては、どう思われているのか、お伺いいた

します。 

 そして、イベントでいつも室戸の子供、せっかくいろいろなイベント、世界ジオパークセン

ターで行ったり、やすらぎでやったり、この前は「地形がはぐくむ自然の恵みフェスタ」とい

う高知生物多様性ネットワークが主催したこのイベントがやすらぎでありましたが、お天気も

悪かったせいでもありますが、室戸の子供たちの姿が少なかったなというふうに思います。そ

して、今まさにジオパークセンターで行われています「地球×ちきゅう」という地球深部探査

船「ちきゅう」に乗船していた先生方の話、そういうことで11月11日は「南海トラフの地震の

化石：巨大地震とスロー地震」、そして「温度限界の先に生命を探せ！」というコアセンター

の先生とか、それからまだ間に合いますが、12月16日に「掘削船「ちきゅう」を使って今でき

ている付加体を調べる」という藤内先生の話とか、12月17日は「海底コア試料が語る地球の物

語」、こういうふうに本当に子供が聞いても、私たちが聞いても、楽しい、わくわくする話な

んですが、こういうことを室戸の子供たちに間近で知ってもらいたい、遠いところに勉強しに
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行かなくても、室戸でこういうことが学べる、体感できる、体験できるということを、両方と

もこれは教育委員会が後援になっております。ですので、しっかりと学校現場でそういうこと

を位置づけていただきたいし、学校の先生たちがしっかりとジオパークを理解し、授業に生か

していくと、そのためにも先生たちのジオパーク研修を１年に１回はやるべきではないかと思

いますが、いかがお考えでしょうか。 

 これで２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） 堺議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、防災無線の件でございます。 

 これは、私どもも聞こえないという話をいろんな方からお聞きをするたびに、外部へのスピ

ーカーの設置、それから戸別受信機の設置を進めてきたわけでありますが、議員さん御案内の

とおり、まだそういうお声があるということは承知をいたしております。テレホンサービスの

問題も、これは以前は１、２回線で、おっしゃるように満杯になりますという話の中で、12回

線まで広げてきた経過もございます。先ほど担当課長も申し上げましたように、戸別受信機に

ついては、もう少し広げていこうと、高齢者の方、あるいは障害者の方という形でもう少し広

げたいという思いがあります。ただ、この機器がかなり安くなるんだという話を、僕ずうっと

前から聞かせていただいちょったんですが、先ほどもいうように、まだ余り下がらないという

ような状況もあって、普及がしてないということにもつながっていると思っておりますが、と

にかくそうした方々に対する戸別受信機の設置ということについては、今後しっかりと努力を

させていただきたいと思います。 

 なお、見守りの機器への設置は、困難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。 

 それから、２点目でありますが、高齢者のバスの運賃の話であります。 

 これは、先ほども申し上げましたが、高齢者の方々の外出に対する支援サービス、免許証返

納された方だけではなくて、外出をする際、あるいは病院へ行く際、そういうときのサービス

がこれからやっぱり必要になってくるということで、公共交通の利用であるとか、また別途ぐ

るりんバスを走らすとかというようなことについて、現在検討もいたしているところでござい

ますが、今後なお実施に向けて関係者の意見を聞きながら、少しでもそうした外出支援サービ

スが充実をするように取り組んでいきたいと考えております。 

 それからもう一点、教育長さんに尋ねられた中で、ジオパークの各種イベントに対して子供

の参加が少ないのではないかということでございます。 

 「地球×ちきゅう」の講演会、前回11月にやっておりますが、その講演会は３つやっており

ます。これは「ちきゅうで知る地球」、平仮名の「ちきゅう」というのは、船のことでありま

すが、「ちきゅうで知る地球の謎」とか、「南海トラフ地震観測の最前線」、それから「微生
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物のすべらない話～バイオの力で巨大津波を軽減する」というような話がありまして、私も全

て聞かせていただきましたが、微生物の話なんかは、どういう話かなあということで興味深く

聞かせていただきましたが、地球のプレートの動きを微生物の力で緩めていくことができるの

ではないかというような最近の物すごい最先端の研究をしている方の発表があって、この日の

お話は本当に我々が聞いていても、これを中学生と高校生にはぜひ聞かせたいなあというふう

に感じたところでございますし、またもう一つ、「地形がはぐくむ自然の恵みフェスタｉｎ室

戸」ということで、これも11月26日に開催をさせていただきました。おっしゃるように、子供

たちの参加が少なかったなあということで、私どもとしても反省をいたしております。ぜひ子

供たちに多く参加をいただける時期であるとか、参加をしていただきやすい方法というような

ものをぜひ考えて、室戸の子供たちに最前線の生きた研究とか、そういったものもわかってい

ただくように今後努めていきたいというふうに思っております。 

 私からは以上です。 

○議長（濱口太作君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 堺議員さんの２回目の質問にお答えします。 

 まず、１点目の授業改善の部分です。 

 アクティブ・ラーニングの視点を持って授業改善をしていただきたいというふうな御指摘だ

ったかと思います。 

 先ほど報告させていただいたとおり、今まさに各学校授業改善に取り組んでおります。以前

のように、一方的な教え込みの授業からは随分と脱却したと捉えておりますが、まだまだの部

分がありますので、先ほど報告させていただいたような方向で授業改善、引き続き行っていき

たいと思います。 

 ２点目の美術の絵の話なんですが、これにつきましては、限られた時間、授業時数というの

がありますので、また校長会等でまとめどりができるのかどうか、外へ写生大会に行くとすれ

ば、何時間かまとめどりをしないといけないので、その辺の工夫も含めてちょっと打診をして

みたいなと思います。 

 ３点目、最後になります。 

 教職員、教員のジオパーク研修につきましては、先ほど市長のほうからもありましたが、ち

ょっと検討してみたいなあと思います。教員全体の研修がどうなのかなあ、できるのかなあと

いうことは１つあるんですが、今頭にあるのは、これはあくまで検討なんですが、市教研の部

会にジオパーク部会が入るのか入らないかも含めてとか、理科の部会に一こまジオパークの研

修が入らないのかとか、その辺も含めてちょっと検討ということで今後考えていきたいと思い

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） これをもって堺喜久美君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため、15時まで休憩いたします。 
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            午後２時38分 休憩 

            午後２時57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、脇本健樹君の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。12月定例会において行政視察を行って感じたことを踏ま

え、一般質問を行います。 

 地域活性や人口減対策は、総務文教委員会で今回視察を行った関市、郡上市、大野市の３市

も、消防団員の確保、住宅補助、結婚相談や自分の住んでいるまちを見直すなど、それぞれの

まちに合った取り組みを行っておりました。市の収入は、特徴ある伝統産業もありますが、観

光や冬のスキーでの交流による収入もあります。交通網が整備され、大都市がより近くなれ

ば、都会より観光客の来訪は増加します。生活環境もよくなり、田舎暮らしがしたくて移住す

る人もいますが、一方で仕事を求め出ていく人も少なくないようです。人口減が穏やかなの

は、平成の合併による見かけの人口推移によるものでもあります。高知県東部高規格道路完成

による交通網改善は、視察先の市同様に便利を追求し、室戸を出ていく可能性の面も考えられ

ます。しかし、医療体制に置きかえれば、我々陸の孤島に当たる室戸市では、高知県東部高規

格道路の早期完成、救急車での迅速な到着での利用が望まれます。病院が存在すれば、田舎暮

らしでも安心して転入されているそうです。医療体制の不備は、地域活性に影を落とします。

早急に解決しなければなりませんので、救急体制の見直しや診療所強化、この点をよろしくお

願いいたします。 

 大項目１番、室戸市の救急体制について。 

 (1)救急体制の充実について。 

 室戸市内に救急指定病院がなくなり、田野病院、高知県立あき総合病院、高知医療センター

が救急搬送の主な受け入れ先であります。現在、夜間において、田野病院が木曜日、搬送者の

状態にかかわらず受け入れしてくれないときがあると聞いております。このような場合、高知

県立あき総合病院、そして高知医療センターへと救急搬送を受け入れていただく病院が遠くに

移っていくのです。その都度、救急車は１台、また１台と、室戸市を長時間離れていくことに

なります。農協や関係者の皆様のおかげで、この秋救急車の新車導入の運びとなったのです

が、最新機器装備の救急車もすぐに多くの距離を走ることとなります。救急隊員の大変きつい

環境を想定した場合、たび重なる出勤や非番出動は過度のストレスとなり、思わぬ重大な事故

を生み出すのではないかと考えます。何より乗っているのは、生身の隊員であります。以前救

急救命士に対する取り組みについてお聞きしましたが、室戸市には救急を受け持つことのでき

る病院がなく、今後数年に及び市内に搬送先がないなら、早急に１部隊ふやすとはいかなくて

も、複数名増員をするべきではないかと思っております。また、救急対応など診療について、

室戸病院との思うような話し合いが進まないのなら、まず室戸岬診療所を積極的なスピードで
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充実を図らなければならないと考えております。市内の開業医の年齢を考えると、将来医療機

関がなくなる可能性もあるのではないでしょうか。 

 そこで、次のことをお伺いいたします。 

 ①、過度の人員増員は今後数年先の室戸市の事業等にも影響を及ぼすことと成り得るが、海

での潜水操作やヘリの搬送時の救急、応急処置の複雑化により、多くのスキルが必要とされて

くることから、訓練も大事ですが、救急隊員の増員を検討してみてはどうでしょうか。 

 ②現在室戸岬診療所で週２回３時間程度の診療をしておりますが、現状としては救急搬送先

とはなっておりません。今後、診療所が減少することを考えると、常時対応ができる室戸市立

診療所へと移行する必要があると思いますが、室戸市としてはどのようなお考えでしょうか。 

 次に２番、人口減対策について。 

 (1)移住促進・移住体験住宅について。 

 吉良川、元、佐喜浜の移住体験住宅を通じて、室戸市への移住につながっているのか、次の

ことをお伺いいたします。 

 ①各施設の利用状況は。 

 ②利用されている方の主な理由、目的は何か。移住体験者の利用目的は、当初より変化して

おりますか。 

 ③移住体験住宅を利用して移住した人はいますか。 

 ④移住体験住宅利用者に、室戸市に対するイメージやだめな点等の辛口を含んだ、次につな

がるアンケートは行っているのでしょうか。 

 (2)転入、転出について。 

 人口減は、出生より死亡が多いことが主ではありますが、転入より転出する人数が多いこと

も要因ではあります。転入・転出は、仕事での異動が多いと推測しますが、過去５年の転入・

転出の数字を見ると、転出者が年間120人から160人ほど転入者を上回っております。 

 そこで、次のことをお伺いいたします。 

 ①転出理由を分析することが人口減対策につながると、以前同僚議員が議会で質問してお

り、アンケートをとるなどの答弁がありましたが、アンケートの結果どのような転出分析にな

りましたか。 

 ②過去に、室戸市移住促進事業に関して移住してきた人の転出例はありますか。 

 ③近隣の市町村では、住宅供給を行っている例もあります。一戸建て住宅を希望する人がい

るのに、室戸市内では探せず、室戸市外に転出した人もいるとお聞きしましたが、転出を食い

とめる対策として、一戸建て住宅を構えるなど、何か対策を行う考えはありませんか。 

 次に、大項目３、地域活性について。 

 (1)地域おこし協力隊、集落支援員について。 

 室戸市にも地域おこし協力隊、集落支援員がおられるが、活躍が余り知られてないようであ



－76－ 

ります。この方々について、次のことをお伺いします。 

 ①地域おこし協力隊及び集落支援員それぞれの役割の違いは。 

 ②これまでにどのような地域支援に取り組まれているのでしょうか。 

 ③彼らから見る室戸市地域活性への今後の課題は何でしょうか。 

 ④地域おこし協力隊及び集落支援員に対する環境サポートはどのようでありますか。 

 ⑤地域おこし協力隊、集落支援員の室戸市への定住はどのような状況でありますか。定住し

なかった理由や定住できないわけとしては、どのような事柄がありますか。 

 ⑥今後、取り入れるべき他市町村の事例はあるのでしょうか。 

 (2)ふるさと納税について。 

 総務省がことし３月末、ふるさと納税の返礼品の価格について、自治体が競って豪華な返礼

品をそろえたことで、住民サービスに十分なお金が回りにくくなっているため、初めて金額の

目安を設けることとなりました。強制力はないが、寄附額の３割までに抑えるよう、全国の自

治体に要請を行い、同時に商品券や家電製品といった返礼品は換金しやすいため、地元産かど

うかを問わず、全面的に控えるようにも求めました。故郷を思う気持ちからの、ふるさと納税

であります。個々の捉え方でありますが、この制度は財テクの一種でもあるのではないでしょ

うか。室戸市においても、11月を境に、ふるさと納税返戻金が送料込みの約７割から送料別の

約３割へとなったとお聞きしております。このふるさと納税制度は、室戸の産品に付加価値が

つき、生産者の生産意欲向上や地域活性にもつながり、室戸のＰＲにもなっております。 

 そこで、次のことをお伺いいたします。 

 ①今回の総務省の要請に室戸市も従ったわけでありますけど、このまま室戸市独自の返戻金

額でよかったのではないかという声もありそうですが、どうしてこの要請を受け入れたのか。 

 ②今後ふるさと納税の寄附額はどのように推移すると思われますか。 

 ③ふるさと納税でいただいた寄附額の使い道は、地域資源の保全や整備に関する事業など、

５項目を挙げていますけど、どのような内訳でしょうか。 

 (3)事業所支援について。 

 室戸市では、企業誘致条例にて企業誘致を推進し、新規事業に若者の雇用等を図っていると

ころであります。自然が豊かで海も近く、水産資源にも恵まれた環境であります。しかし、多

くの大消費地は遠く離れた場所であります。我々室戸市にとって、交通事情の悪さが新規参入

事業者には敬遠されがちなところであります。それらを踏まえ、高知県東部高規格道路の早期

完成が望まれます。老舗の地元企業が市外に事業所を新設したのも、その輸送・配送コストの

ことを考えての行動ではないでしょうか。ある方のお話によると、会社の移転等においては、

移転を決断するには、移転先がよりよい環境であることが条件でありますが、従業員全員とと

もに室戸市より遠く離れたところでの完全就業は、従業員家族のことも、地域の愛着のことも

あり、すぐには難しいとのお話でした。 
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 そこで、次のことをお伺いいたします。 

 新規事業者に対して支援はあるが、従前より室戸市で事業を頑張っておられる方へ、室戸で

さらに頑張っていこうと新たな事業を展開するときの支援・施策はありませんか。 

 次に、大項目４番、高齢者サービス。 

 (1)買い物弱者支援関連制度について。 

 ことし７月、日本経済新聞の記事の中で、「買い物弱者対策事業７割が不採算」とした見出

しの記事がありました。この事業は、民間企業やＮＰＯ法人などが主に自治体の補助金による

支援で行っており、補助期間が終了し、採算が悪化したなどから、31事業が2011年度から

2015年にかけて終了したということであります。また、総務省は、国に明確な所管府省がな

く、連携体制もないと指摘、今後過疎や高齢化の進行で買い物弱者の増加が見込まれるとし

て、国や自治体に支援や規制のあり方を検討するように求めたとあります。室戸市において

は、経済産業省の買い物弱者支援制度を利用し、室戸市高齢者買い物支援事業として、現在室

戸市商工会に委託し、高齢者や障害者の買い物が困難な代行と宅配を行っているとお聞きして

います。県内のほかの市町村においても、新分野参入者に対する施設整備等補助や移動車両の

購入ほか、交通手段の支援などがあります。特に、四万十市が積極的にこの制度を利用してお

ります。中山間地域の活性や見守りを行っています。それらの多くは、室戸市の取り組みと同

様な買い物代行や宅配サービスであります。 

 私の知人は、この制度を利用せず、南国市北部で山合いの集落を１トン車で回る行商をやっ

ております。あるとき私は、この行商に同行しました。集落へ続く道は悪くないが、近くに商

店はなく、近いスーパーまでは若者でも自転車では厳しく、車がなければならない集落でし

た。私がこの行商に同行し、感じたことは、集落の皆さんが訪問時間が来ると車のとまってい

る場所までの道中、何を買おうかなと思い描きながら集まっているようです。皆さん買ってす

ぐに食べるお総菜を手にとるのが楽しみのようです。知人とのやりとり、世間話も楽しんでい

たように感じました。主婦は、自分で選んで買いたいとの思いが強いということです。この行

商のよいところの一つは、何より自分で選んで買うことであります。行商している知人の話を

聞くと、集落の皆さんのために続けたいと考えるが、ガソリン代や生鮮食料品を扱う上での氷

代などの経費がかさみ、採算がとれないこともあると聞きました。いつまで続くかわからない

が、お客がいる限り行うとのことであり、日々集落の皆さんを笑顔にしていることでしょう。

これは、もととなる商売が昔から地域に基づいた鮮魚店やお総菜屋であるという強みと次の跡

取りがいることもありますが、やる気があったらこそ成り立っていると思っています。 

 そこで、次のことをお伺いいたします。 

 ①室戸市の高齢者等買い物支援事業はどのような現状でありますか。 

 ②他市町村の事例を参考とした民間事業者と協力した移動販売等の助成は考えていません

か。そのような行商は実現しませんか。 
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 ③現在、室戸病院の経営方針の違いなどから、診察及び通院がさらに不便になったとお聞き

しておりますが、室戸市が行っているタクシー支援など、さらに内容を充実させる考えはない

のでしょうか。今後の交通支援はどのようになりますか。 

 以上で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） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１の(1)、①救急隊員等の増員についてでございます。 

 本市では、室戸病院が平成26年７月に救急告示を取り下げた後、平成29年５月には、入院患

者の受け入れが休止となったことから、県立あき総合病院や高知医療センターへの搬送がふえ

ている状況でございまして、搬送時間や距離が長くなっているところでございます。また、救

急告示を取り下げた後、県立あき総合病院への搬送など、２時間以上出動中であった件数とい

たしましては、平成25年が288件、平成26年は388件、平成27年は428件、平成28年は445件と増

加をしている状況でございます。現在の消防職員数につきましては、11名の救急救命士を含め

て36名が勤務をしているところでございますが、救命士の資格取得へ１名、新しく採用された

職員の救急資格取得へ２名、計３名が消防学校等へ長期にわたり入校中であるという状況でご

ざいます。 

 このように、救急件数が増加している中で、３名の研修や入校者を出さなければならないこ

とから、当務につく職員確保が難しくなってきているところでございます。救急搬送が重なり

ますと、本部職員の応援や非番招集を行うなど、人員のやりくりをしているのが現状でござい

ます。今後におきましても、救急件数の増加が見込まれるところでございますので、現在の状

況を少しでも改善をできるよう、職員確保に向けて取り組んでまいります。 

 次に、②室戸岬診療所の件につきましては、これは前段の議員さんにもお答えをいたしてお

りますように、診療日数をふやすことや常勤医師の確保が必要であると考えておりますので、

このことに全力を挙げて取り組んでまいります。 

 次に、２の(2)の③一戸建て住宅整備による転出対策ができないかということについてであ

ります。 

 御案内のとおり、近隣市町村におきましては、高台宅地の整備・分譲が進む中、本市におき

ましても、人口流出を防ぐための定住及び移住対策が必要と考えておりまして、現在高台住宅

用地の確保に取り組んでいるところでございます。本事業につきましては、昨年度に適地調査

を行い、２カ所の候補地を選定、そのうち本年度に室戸地区の１カ所について地権者の同意を

求め、測量業務に着手をいたしているところでございます。 

 その事業概要といたしましては、高台へ住宅用地を構えることを目標としているところでご

ざいますので、測量業務の完了後、土地の鑑定、造成設計を進めていきたいと考えておりま

す。また、許認可に係る関係機関との協議もございますので、それらも進めることによって、
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早期に用地購入や造成工事ということに着手をしていけるように取り組みたいと考えておりま

す。 

 そして、もう一つあわせて取り組んでいるのは、移住希望者に対して利活用可能な空き家を

提供することができるように、空き家バンク制度を導入をしているところでございます。ま

た、改修が必要な空き家に対しましては、国・県及び市の補助を利用した空き家改修費等補助

金を活用することによって、支援も行っているところでございます。今後におきましても、高

台住宅用地の確保や空き家バンクの登録数や利用者数の増加に努めてまいりたい、そのことに

よって本市の移住・定住対策につながる住宅環境の整備を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、４の(1)の③タクシー支援の充実など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いるところでございますが、本市では高齢

者などの移動手段の確保対策として、平成25年度より中山間地域高齢者等タクシー利用助成事

業に取り組んでいるころでございます。少子・高齢化が進む中で、地域社会の活力の維持・向

上のためには、高齢者の移動手段だけでなく、まちづくりの観点などを含む地域全体の公共交

通のあり方を考えていくことが必要であると認識をいたしております。 

 また、住民の交通手段の確保につきましては、全国的にも問題となっているところでござい

ますが、デマンドタクシーやぐるりんバスなどを導入している自治体もふえてきているとお聞

きをする状況でございます。ただ、このことについても利便性の問題や利用者が少ないなど、

導入後の課題もあるというふうにお聞きをするところでございます。こうした点を踏まえまし

て、本市の高齢者の外出支援や公共交通をどのように考えていくのかといった点について、行

政、事業者、関係団体、住民の方などとの協議の場をつくっていきたいと、それらの取り組み

によって、その協議の場において、他の自治体の事例なども参考に検討を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。 

 私からは以上でございますが、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

します。以上です。 

○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） 脇本議員さんにお答えします。 

 まず、２の(1)移住促進・移住体験住宅についてでございますが、１点目の移住体験住宅の

利用状況につきまして、平成28年度末までの実績でお答えしますと、元移住体験住宅は平成

21年４月１日開所以来延べ129組238人が利用し、稼働率としましては41.03％、吉良川は平成

24年４月１日開所で延べ86組192人が利用し、稼働率は42.26％、そして佐喜浜は平成27年２月

12日開所で延べ34組69人が利用し、稼働率は40.44％となっております。 

 次に、２点目の利用される方々の主な理由、目的などについてでありますが、利用される方

は主に東京や大阪など大都市部で開催される高知暮らしフェアなどの移住相談会に参加してい
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ただいた方及びホームページなどで本市に興味を持たれた方々でございます。そのような方々

が空き家や仕事の状況把握、また自然や町並みなどの環境といった本市についてもっと知りた

い、実際訪れて地域の方々と交流をしてみたいなどの目的を持って利用をされているところで

ございます。こうした傾向は、住宅の開所当初から大きな変化はないところでございます。 

 なお、体験住宅につきましては、移住希望者が移住先を考える上で、知ってもらう、体験し

てもらうために必要不可欠な施設であり、今後も移住フェアやホームページなどで情報発信を

行い、その利用価値を高め、より多くの方々に利用していただけるよう努めてまいります。 

 次に、３点目の体験住宅を利用して移住された方についてですが、移住体験住宅を利用され

た方は、平成28年度末までに３施設合計で延べ249組499人となっており、そのうち移住に結び

ついた方は16組20人となっております。 

 次に、４点目の体験住宅利用者のアンケートについてでございますが、各体験住宅開所当初

より今後の移住促進につなげるため、利用された方には必ずアンケートを記入してもらうこと

としており、回収率は100％となっております。多くは、好印象を持たれた回答を寄せていた

だいておりますが、一方で室戸で不便を感じたという項目におきましては、バスなどの公共交

通機関が少ないことや料金も高いなど、交通の面で苦労したという点が約30％強と一番多く、

次にスーパーマーケットや食事をするところの位置がわかりにくいなどの意見が寄せられてい

るところでございます。こうした意見を受け、体験住宅にはバスやごめん・なはり線の時刻表

及び電話帳などを備えるとともに、入居時には口答で案内や説明もさせていただいているとこ

ろでございます。また、寄せられたアンケートをもとに、利用者の欲しい情報を反映させたマ

ップの整備も現在行っており、今後も引き続き利用者の御意見をお聞きしながら利便性の向上

につなげる取り組みを進めてまいります。 

 次に、(2)の転入・転出についての１点目の転出理由の分析結果についてでありますが、転

入出者に対するアンケートにつきましては、平成27年７月に開始し、本年11月末までで、10代

から60代までの22名の方に回答をいただいているところでございます。回答数が少なく、全て

を網羅した分析とはなりにくいところでございますが、回答いただいた方の転出された理由と

しましては、起業、転職を含む就職関係によるものが一番多く、次いで結婚、子育て等生活環

境の変化によるものとなっております。 

 次に、２点目の移住された方の転出例についてですが、平成22年度から平成27年度までの移

住者32組47名の状況を見てみますと、本市に３年以上居住しておられる方は、本年８月末時点

で22組35名約75％で、転出者は10組12名で約25％となっているところでございます。転出の連

絡を受けた方に対して理由をお伺いしたところ、現在の借家から一軒家を考えた場合の住宅用

地の確保が難しいことや、日用品及び仕事用品を調達する際の不便さのほかに、仕事が合わな

かったことなどが挙げられております。今後は、移住者をふやす取り組みを一層進めていくと

ともに、移住された方の定着率を高めていくために、無料職業紹介所を活用した就労支援等も
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含め、きめ細やかな相談体制を構築するとともに、移住者同士の輪を広げ、暮らしやすい環境

の整備を図ってまいります。 

 次に、３の(1)集落支援員及び地域おこし協力隊についての１点目、それぞれの役割の違い

についてですが、現在本市では地域おこし協力隊員が４名、集落支援員が２名勤務しておりま

す。地域おこし協力隊の役割としましては、総務省の地域おこし協力隊推進要綱によります

と、農林漁業の振興に係る支援、地域資源の発掘・振興、地域の生活や行事等コミュニティー

活動の活性化に係る活動に従事するとなっております。また、集落支援員の役割としまして

は、同じく総務省の過疎地域等における集落対策の推進要綱によりますと、集落の巡回や点

検、状況把握の実施、集落住民の意見集約など、行政と連携した集落振興施策に係る活動を行

うとなっております。いずれも地域に入り、地域の方々との連携により活動を行っていく形

で、似通った役割の部分も多くあるところでございます。これらの隊員や支援員につきまして

は、地方自治体が本人の能力や適性、各地域の実情に応じて委嘱を行いますが、地域おこし協

力隊は主に都市住民など地域外の人材を対象としているのに対し、集落支援員は地域の実情に

詳しい身近な人材が望ましいとされているところでございます。 

 次に、２点目の取り組んでいる地域支援についてですが、まず地域おこし協力隊の取り組み

としましては、崎山地区において特産品であるサツマイモを使った芋ミックスジャムの製造や

ツバキを活用したツバキ油等ツバキミストの商品開発支援を行っております。また、本市へ移

住者を呼び込む取り組みや室戸ユネスコ世界ジオパークの推進活動も現在行っているところで

ございます。そして、吉良川町日南地区におきましては、旧日南小学校を活用し、地域の魅力

を伝える展示会や地場産品の販売を行うイベント「日南はっけん展」を地域住民の方々と協力

し、これまでに平成28年11月、平成29年９月と12月の計３回開催いたしているところでござい

ます。一方、集落支援員の取り組みとしましては、本年度に羽根町中川内地区において、ガバ

メントクラウドファンディング制度を活用した小・中学校存続プロジェクトを立ち上げ、地区

内での山村留学支援住宅の整備や山村留学を希望する親子への支援などを行っております。ま

た、現在、椎名地区で計画をされております集落活動センター事業にかかわる業務なども行っ

ているところでございます。 

 次に、３点目の各隊員から見た地域活性への課題についてですが、まず隊員からは、人口減

への危機意識を市民がもう少し持ったほうがよいのではないかと感じたこと、２つ目に、外部

人材の導入に余り積極的ではないということを挙げられております。また３つ目に、多くの隊

員が地域住民の方々を広く巻き込んだ協議や意見交換の場づくりの難しさを課題として挙げて

おります。こうした声を受け、行政としましても、各隊員が地域へ少しでも早く溶け込んでい

けるよう、住民との仲介や相談をしやすい体制づくりについて心がけていきたいと考えており

ます。 

 次に、４点目の各隊員へのサポートについてですが、毎月１回全隊員及び各担当課職員によ
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る定例会を開催しており、各隊員の活動の進捗状況や課題解決に向けた話し合いを行っており

ます。その中では、先輩隊員がこれまでの失敗や経験を踏まえ、地域住民とのかかわり方につ

いてのアドバイスなどを行うほか、行政からも必要な情報提供や場合によっては地域の方への

つなぎなどを行っているところでございます。 

 次に、５点目の室戸市への定住状況等についてですが、隊員の本市への定住状況につきまし

ては、任期を終了した７名のうち２名の方が室戸市へ定住されております。１名は集落支援員

として、もう一名は備長炭の製造に従事をされております。また、定住していただけなかった

方の理由としましては、任期中に希望していた仕事を見出せなかったこと、あるいは仕事を進

めていく際に周囲との人間関係をうまく構築できなかったことなどを挙げられております。 

 次に、６点目の取り入れるべき他市町村の事例に関してですが、越知町や四万十町などで

は、地域おこし協力隊員が起業する際の支援策として、補助制度を導入するなど、独自の施策

を講じているとのことでございます。本市におきましても、各隊員の現状や将来に向けての課

題などについて、毎月の定例会などを通じて十分に意思疎通を行い、任期後も室戸市に定住し

ていただけるよう、他市の事例などを参考に支援策について検討していきたいと考えておりま

す。 

 次に、(2)ふるさと納税についての３点目、寄附金の使途についてでありますが、ふるさと

納税でいただいた寄附金の使い道といたしましては、御案内のとおり、ふるさと室戸応援寄附

金取扱要綱で、１点目に、地域資源の保全や整備に関する事業、２点目、地場産業の振興やま

ちづくりに関する事業、３点目、子どもたちの健全な育成に関する事業、４点目、医療及び福

祉の充実に関する事業、５点目、その他市長が必要と認める事業の５項目を定めているところ

でございます。これまでの寄附金の活用といたしましては、平成28年度は地場産業の振興やま

ちづくりに関する事業として、寄附された方々へのお礼品に約３億9,000万円、子どもたちの

健全な育成に関する事業として、健やか子育て祝い金や室戸高校いさな寮エアコン設置などの

４事業に約850万円、その他市長が必要と認める事業として、阿蘇市への義援金及び室戸ジオ

パークトライアスロン補助金の２事業に約630万円、またお礼品の発送料など事務経費に約

4,500万円となっております。 

 なお、寄附金の申し込みの際には、寄附者から寄附金の活用について希望をいただいており

まして、その内訳は平成28年度で見ますと、寄附件数約５万6,000件のうち、子どもたちの健

全な育成が30.5％、地域資源の保全や整備が10.5％、地場産業の振興や整備が9.3％、医療及

び福祉の充実が7.4％となっているところでございます。こうしたことを踏まえまして、今後

もふるさと室戸応援寄附金につきましては、小・中学校へのエアコン設置を初めとする子ども

たちの健全な育成事業など、寄附者の意向に沿った有効な活用を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） 川上産業振興課長。 
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○産業振興課長併農業委員会事務局長（川上建司君） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 ３の(2)ふるさと納税についてでございます。 

 ３点目につきましては、先ほど企画財政課長が御答弁申し上げましたが、私のほうからは、

１点目、２点目につきましてお答えをいたします。 

 まず１点目、総務省の要請に関してのところでございます。 

 議員さん御案内のとおり、ふるさと納税の返礼品につきましては、その調達価格の割合を３

割以下に抑えるよう、本年４月に総務省より都道府県を通じて全国の市町村に、また５月に

は、直接室戸市長宛てに総務省からの要請がございました。本市では、返礼品を取り扱ってい

ただいております事業者の皆様の御意見をお聞きするとともに、ふるさと室戸応援寄附金活性

化プロジェクトチームの意見や他市町村の見直し状況なども踏まえまして協議を行った結果、

送料含めて７割としていたところを、10月14日から返礼品調達価格の割合を３割に変更をした

ところでございます。御質問にございましたように、この判断に当たりましては、さまざまな

対応が考えられたところでございますが、総務省からの２度の要請並びに県からの指導もある

中で、ふるさと納税制度の趣旨に鑑み、今回の判断に至ったところでございます。 

 次に、２点目の今後の寄附額の推移についてでございますが、ふるさと納税全体の規模はま

だまだ拡大の余地があると思われますので、しばらくの間は寄附額はふえていくのではないか

と、そのように考えております。先ほどの返戻率の見直し後におきましても、昨年を上回る御

寄附をいただいておりまして、今のところ見直しによる影響についてはそれほど生じていない

というところでございます。しかしながら、返戻率見直しの影響が今後出てくる可能性もござ

いますので、さらなる創意工夫をしていく必要がございます。そのため、今後におきまして

も、さらに多くの方々から御寄附をいただけるよう、返礼品の磨き上げや魅力ある新商品の開

発を推進していくとともに、寄附者の方々が応援したくなる寄附金の使い道についてしっかり

と情報発信をしていくことで、本市のファンをふやしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 次に、(3)事業所支援についてでございます。 

 本市における企業誘致、事業所支援の取り組みといたしましては、前段の議員さんに市長よ

り御答弁をいたしましたところと若干重複してまいりますが、平成19年に企業誘致推進条例を

制定をいたしました。これまでに９社の企業に対しまして奨励金による支援を行ってきたとこ

ろでございます。この９社の中には、市内の企業さんが５社含まれております。新たな事業展

開などによる設備の増設や市内への工場移転などについて、支援を行っているところでござい

ます。また、平成28年度からは、新規創業者などを支援するために、第二創業支援事業費補助

金を創設し、これまでに３名の方が市内で新たに創業されております。これにつきましても、

市内の企業の方でありましても、業態転換や新規事業により、新たに会社を設立されるなどの

場合には、補助の対象としているところでございます。この２つの制度に加えまして、本年度
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につきましては、室戸市商工会が商店街などの空き店舗で実施をいたしますチャレンジショッ

プ事業を支援することで、新規創業希望者の育成及び出店を図るとともに、市内の企業の方に

も業態転換や新規事業の試験的な場として活用いただければと考えているところでございま

す。市といたしましても、これらの制度の周知に努めるとともに、市商工会を初め関係団体等

情報収集や連携をしっかり行いながら、市内企業の支援に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上です。 

○議長（濱口太作君） 辻保健介護課長。 

○保健介護課長（辻 さおり君） 脇本議員さんにお答えいたします。 

 私のほうからは、４点目の(1)買い物弱者支援関連制度等についてお答えをいたします。 

 御質問の１点目、高齢者の買い物支援事業についてでございますが、議員御案内のとおり、

本市では高齢者の生活支援策といたしまして、御注文をいただいた商品を御自宅まで届ける買

い物支援サービス事業を平成25年度から実施をしております。事業開始の平成25年度から平成

27年度までの３年間は、県補助がございましたが、平成28年度からは市の単独事業として実施

をしております。本事業は、室戸市商工会へ委託をしておりまして、これまでの利用実績は、

平成25年度が73件、平成26年度が455件、平成27年度が792件、平成28年度が1,153件と、利用

件数が年々増加しており、利用される方からは、家まで届けてくれて本当に助かるなどのお声

をいただいているところでございます。一定の成果につながっているのではないかと考えてお

ります。 

 次に、２点目の移動販売の助成についてでございますが、このことにつきましては、県内で

は土佐町、四万十市、香美市など中山間部の自治体において、農協や民間の商店が主体とな

り、補助金を活用した移動販売を実施している例が見られるところでございます。移動販売

は、家にひきこもりがちな高齢者に移動販売などの機会に外出をしていただくことなどで、一

定の介護予防にもつながるのではないかと思われます。ただ一方では、採算性や運営主体の問

題など、新たに移動販売に取り組むためにはクリアすべきさまざまな課題があるのではないか

と考えられているところでございます。本市といたしましては、他市町村における取り組み事

例を参考に、その運営方法、補助制度等について、関係団体や室戸市高齢者生活支援事業対策

委員会などの御意見をいただきながら検討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） 脇本健樹君の２回目の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。答弁ありがとうございます。 

 少し気になる点があるので、２回目の質問を行います。 

 ふるさと納税は、次年度から納税寄附額が減ると思いますが、それぞれの使い道を挙げてい

る項目は、室戸市にとって必要な施策と存じます。室戸市の取り組みは、いいほうだと思いま

すが、今の室戸市においては、４項目に挙げている各種医療補助事業が直近の優先度の高い課



－85－ 

題であり、この項目を重きに置いてはいかがでしょうか。先ほど数字を言っていただきました

ので、皆さん寄附を使うところの答弁もありましたが、４番の医療補助制度に力を入れてはど

うかということです。 

 続いて、視察先の福井県大野市の「大野にかえろうプロジェクト」で、まちを見直すことで

の人口流出対策であります。教育の一環であると思いますが、教育はとても大切なことを教え

ているのです。目に見えませんが、目に見える部分での改善として、企業支援の一端で、まず

行商支援をお願いいたしたいと思います。具体的には、車での鮮魚販売に関してです。より遠

く、より多く販売できるように、期間限定を設けるなどでも構いませんので、燃料代補助や夏

場の氷代補助を考えていただけないでしょうか。新しく１から制度をつくるのではなく、見方

を変え、今既存している行商人を大切にするほうが得策ではないかと考えるか、どうかです。

地域支援であり、高齢者買い物サービスにもつながりますが、いかがでしょうか。 

 それから、地域支援等についてですが、地域おこし協力隊の力をかり、地域外に利用できる

なら、各地域発展のために取り組めるよう、さらに努力していただきたいと思います。 

 そして、ちょっと前段の議員さんにもありましたが、私はタクシー支援のほうでお話しして

おりますが、他市の例もありますが、バス等の交通網の整備は大変厳しいと思います。四万十

市のほうだけ手広くやっております。ほかのところもバス支援はやっておりますが、室戸市の

状況にはちょっとそぐわないと私も思いますが、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 これで２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） 脇本議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、ふるさと納税についてでございます。 

 このふるさと納税の取り組みにつきましては、返礼品として室戸産品が販売拡大につながっ

ていくということでございますので、私どもにとっては大変いい制度であるというふうに認識

をいたしております。そういう中で、使い道ということでありますが、先ほど課長から報告を

したように、寄附者の方々は子供に対する支援といいますか、そういうものの希望が大きいと

いうことでありますが、医療や福祉分野ということも当然我々は考えた上で、使い道について

も市にとってよりよい方向、そういうものを今後検討して対応していきたいというふうに考え

ております。 

 それから次に、移動販売のことでございます。 

 この件につきましても、我々も移動販売を支援をしていきたいという思いから、これまでに

車を購入する支援対策、これは県に支援制度がありまして、これらを利用して車の支援を行う

といったことは、実施をしてきております。そうした移動販売は、当然議員さんも御案内のよ

うに、住民の方々が品物を自分で目で確かめながら買い物ができるという、その届け屋のお話
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とは別に、そういう取り組みも私どもも必要であるというふうに考えておりますので、移動販

売の件につきましても、どうした支援対策ができるか、車については県の制度があるというこ

とでございますので、それ以外の形としてどういうものができるのかというのは、今後ぜひ検

討をさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、高齢者の外出支援サービスにつきましては、先ほども申し上げましたように、や

はり全体的に中山間地域の方々に対しては、平成25年から室戸市として独自のサービスを実施

をしてきたわけでありますけれども、これは全体的な取り組みが必要ではないかというような

御意見もたくさんいただくわけでありますので、どういった取り組みができるかということに

ついては、関係者、交通機関、そういう方々ともぜひ協議の場を持って、室戸市としてどうい

う方法が一番望ましいかというようなことをぜひ検討の上、実施するように取り組んでいけれ

たらという、そういう努力はしてまいりますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（濱口太作君） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本康二君） 私のほうからは、地域おこし協力隊の件についてお答えをさ

せていただきます。 

 現在、地域おこし協力隊４名、集落支援員２名で、それぞれに彼らなりの考えで大変活動の

ほうは活発にやっていただいていると思います。ちょっと今後におきましても、商店街の振興

を業務とする地域おこし協力隊を１名、あと観光の体験プログラムなどの企画を行います地域

おこし協力隊を１名採用する予定となっております。また、新たに人数もふえるということ

で、その隊員たちの力をかりてぜひ市の活性化のほうにつなげてまいりたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

○議長（濱口太作君） これをもって脇本健樹君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（濱口太作君） 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。 

 お疲れさまでした。 

            午後３時56分 延会 

 


