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            午前10時０分 開議 

○議長（久保八太雄君） 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。日垣議会事務局長。 

○議会事務局長（日垣龍二君） 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。 

 欠席議員は山本議員、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（久保八太雄君） 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。平成28年３月定例会におきまして一般質問を行いま

す。 

 まず、室戸市における同対審答申50年の成果と課題についてでありますが、日本は今、先進

国の仲間入りをし、そして世界でも富める国と言われております。しかしながら、人権につい

てはまだまだ後進国と言われ、世界各国から非難をされている状況であります。ましては、国

連人権委員会より、日本はまだまだ人権に対しての取り組みが弱いということで、厳しい指摘

を受けているところであります。それに加えまして、歴史は繰り返されると言われております

が、部落差別や結婚差別についても、繰り返し起きております。そういう問題を解決するため

には、常に同和問題について誰かが発言していかなければならない、我々は義務を背負ってお

るものであります。そして、今回に対しては、室戸市の教育長に就任されてまだ日も浅いとこ

ろでございますが、何点か質問をしております。どうか御理解を賜りたいと思います。そし

て、執行部の皆さんにつきましては、的確な答弁がいただけますように切にお願いをいたしま

して、質問に入ります。 

 昨年、平成27年は厳しい部落差別をなくするのは、国の責務と国民的課題であると明記した

同和対策審議会答申が出されて50年の節目の年であります。同対審答申は、同和行政は国の責

任において当然行うべき行政であって、過度的な特殊な行政でもなければ、行政外の行政でも

ない、部落差別が現存する限り、積極的に推進されなければならないと指摘しておる。この同

対審答申及びその後の地対協意見具申が示した部落問題解決に向けた行政としての姿勢と考え

方について、その今日的見解を市長にお聞きをいたします。 

 あわせて、室戸市長として、部落問題解決に取り組む姿勢と考え方についてもお聞きをいた

します。 

 次に、答申は、その前文で、同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問
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題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。したがって、こ

れを未解決に放置することは断じて許されないことであり、そ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指摘しております。それ以来50年が経過した、この間、答申を

受けて、同和対策事業特別措置法、それに引き続く地対協、さらには地対財特法が制定、施行

され、同和対策が講じられてきております。 

 そこで、お聞きをいたしますが、室戸市における今日の同和地区の生活実態と部落差別の現

状についての総括、また今日までに達成された成果と残された課題の総括及び新たな課題につ

いて、副市長にお聞きをいたします。 

 次に、人権侵害に対して的確に指導できる職員の育成について、平成14年３月15日閣議決定

された人権教育・啓発に関する基本計画では、人権教育・啓発の推進に当たっては、人権にか

かわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等の取り組みが不可欠であるとして、教

員、社会教育関係職員、医療関係者、福祉関係職員、消防職員、公務員など、13の業種に従事

する者を挙げ、これらの者に対する研修等における人権教育・啓発の充実に努めるものとして

おります。これを受けて本市では、市職員、教職員及びその他の業種に従事する市民に対して

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、人権教育・啓発のより一層の推進を望むものであり、人権教育・啓発の実現状況、内

容、その成果及び今後の推進についてどう考えているのか、教育長にお聞きをいたします。 

 次に、同和教育の成果と人権教育の再考についてであります。 

 教育現場においては、同対審答申及び特別措置法にも加配教員配置や30人学級の実現、高校

奨学資金の給付など、部落問題解決のため、本質である教育の機会均等を保障する取り組みが

行われてきております。 

 そこで、教育長にお聞きをいたしますが、教育者として同和教育にかかわってきたと思う

が、室戸市の同和教育において今日までに達成されたことと残された課題の総括、そして新た

な課題について、また同対審答申及び地対協意見具申が示した部落問題解決に向けた精神や姿

勢について、その今日的見解をお聞きをいたします。 

 あわせて、教育長として、部落問題解決に取り組む姿勢と考え方についてお聞きをいたしま

す。 

 次に、学校教育における人権教育の改善充実の基本的な考え方及び保育事業についてお聞き

をいたします。 

 １、人権及び人権教育についてであります。 

 人権は、人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利と定義される。人権擁

護推進審議会答申（平成11年）以下、審議会答申という、また基本計画は人権を人間の尊厳に

基づいて各自が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人としての生存

と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利と説明して
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おります。しかし、人権を一層身近で具体的な事柄に関連させてより明確に把握することが必

要である。例えば、人権という言葉は、人と権利という、この言葉から成っております。人権

とは、要するに人の持つ権利を意味する。したがって、人権を理解するには、人としての尊厳

と価値を踏まえながら、人とは何か、権利とは何かを具体的に考えなければならないのであり

ます。これらについても、答弁を求めておきたいと思います。 

 衣食住の充足などにかかわる、いわゆる人権の具体的な内容に、人が生存するために不可欠

な命や体の自由の保障、法のもとの平等、衣食住の充実などにかかわる権利がある。そして同

時に、人が幸せに生きる上で必要不可欠な思想や言論の自由、集会・結社の自由、教育を受け

る権利なども含まれております。このような個々の権利は、それぞれ固有の意義を持つと同時

に、相互に不可分かつ相補的な関係にある。このような諸権利が全体で一つの枠組みとしての

人権を構成しているのである。したがって、個々の権利におのずから優劣や軽重はないのであ

るが、今日、全国各地で児童・生徒をめぐって生じているさまざまな事態に鑑みるとき、人間

の命がかけがえのないものであるという点について、改めて強調しておきたいのであります。

これらについても、執行部の考え方、そして取り組み方についてもお聞きするものでありま

す。 

 人権を侵害することは、相手が誰であれ、決して許されることではないし、全ての人は自分

の人としての尊厳や価値が尊重されることを要求して当然なのである。したがって、誰であ

れ、他の人々の尊厳や価値を尊重し、それを侵害してはならないという、義務と責任を負うも

のであります。執行部は、どのように捉えているのか、お聞きをするものであります。 

 次に、人権教育でありますが、これについては、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活

動、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の第２条を意味し、国民がその発達段階に応

じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるように、同法第３条に

することを旨とするとされている。この人権教育の定義についても、より具体的に捉えること

が求められる。人権教育のための国連10年行動計画では、人権教育を知識と技能を伝達並びに

態度の形成を通じて、人権という普遍的な文化を構築することを目的する研修、普及及び広報

努力であると定義しております。 

 そして、具体的な目標としては、１、人権と基本的自由の尊重の強化、２、人格及び人格の

尊厳を感受する感覚の十分な発達、３、全ての国家先住民、全ての国民、先住民並びに人種

的、民族的、種族的、宗教的及び言語的な諸集団の間における理解、寛容、男女平等並びに友

好の促進、４、全ての人が自由な社会に効果的に参加できるようにすること等を挙げておりま

す。 

 このように捉えると、人権教育の目的を達成するためには、第１に、人権や人権擁護に関す

る基本的な知識を確実に学び、その内容と意義について、その知的理解を徹底し、深化するこ

とが必要である。第２に、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それを共感的に受けと
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めるような感性や感覚を育成するとともに、自分と他者との人権擁護を実践しようとする意

識、意欲や態度を助長すること、そしてその意欲や態度を実際に行為に結びつける実践力を育

成することが求められる。現状と課題等についてお聞きをするものであります。 

 次に、人権教育の指導方法等のあり方についてお聞きをいたします。 

 家庭や地域社会の協力等を得るための意識的な取り組みについてであります。 

 １、人権教育の指導計画、学習の課程、学習修了等の段階で、児童・生徒だけではなく、家

庭に対して人権教育や人権意識に関しての意識や意向を調査し、常に家庭や地域社会の意向を

踏まえ、反映させながら取り組むことであります。これらについても説明を求めるものであり

ます。 

 次に、学校や行政機関による適切な連携のための協議を踏まえ、授業等において保護者や地

域の人材を活用したり、保護者参加型の授業を工夫すること。そして次には、授業参観等の機

会を捉えて、人権に関する主題を取り上げたり、学級懇談会等を人権教育にかかわる内容で開

催すること。次に、人権教育に取り組む様子や成果を学校だより等を通してふだんから保護者

や地域社会の住民に伝え、学校の取り組みへの理解を広めるとともに、そのことを通して人権

を尊重しようとする意識を家庭や地域社会にも浸透させ、地域社会における人権感覚豊かな人

間関係を形成する、推進すること、これらについても答弁をしていただきたいと思います。 

 次に、家庭訪問などによって児童・生徒の家庭や地域での生活実態と生活実感を把握してお

くこと。 

 なお、その際には、プライバシー等に配慮することが必要であります。 

 次に、地域の教育力と学校教育のネットワークを組んで人権フェスタ等の取り組みを行うな

ど、それぞれの立場で一人一人の子供を見詰め、育成する取り組みを推進することなどが不可

欠であると思います。これらについても、どのように取り組みをなされておるのか、お聞きを

いたします。 

 次に、保育事業が教育委員会へ併設をされましたが、室戸市の保育所の３カ所が同和対策事

業補助金で建設されたものであります。法律がどのように変わろうとも、あるいはなくなろう

とも、補助条件や趣旨は変わるものではありません。室戸市は、同和保育や人権教育をどのよ

うに取り組まれているのか、お聞きをするものであります。 

 次に、人権教育及び啓発事業法はどう具体化されているのか。室戸市人権教育行政などのよ

うに、計画を立てて取り組んでいるのかどうか、お聞きをするものであります。 

 次に、女性活躍推進法の完全施行に向けた対応についてお聞きをいたします。 

 この件につきましては、本年の28年１月に施行されたところであります。お聞きをいたしま

すが、地方公共団体の役割として、推進計画の策定、２が協議会の設置運営、３、特定事業主

行動計画の策定、そして次には、地方公共団体の各任命権者がどうあるべきなのか、次に、地

方公共団体の教育委員会などの取り組みが示されておりますが、これらについての内容とそし
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て今後の計画等についてお聞きをするものであります。 

 次に、室戸市の発注工事の適正化と地元建設業者の育成についてお聞きをいたします。 

 まず、室戸市発注工事の適正化についてであります。 

 小松市長は、地元業者育成のため、公共工事発注に際し、地元業者の指名を優先しており、

このことは地域経済の活性化のためにも大変有意義だと感じております。地元業者も期待に応

えるべく、日々努力しております。しかしながら、室戸市発注の建築工事においては、設計単

価の問題、そして公共の問題など、もろもろの問題を抱えております。 

 最初に、設計単価についてでありますが、建築工事においては、単価が決まっている土木工

事と違い、建設物価の積算価格と現実の市場価格の差が大きい。工事によっては、不適切とも

言われかねない低い単価での積算が行われている現状であります。工事箇所の室戸市まで専門

業者を呼ぶことには、高知市内より余分に賃金がかかる。この差額は、もちろん設計単価には

含まれていない状況があります。これらについてもどう考えておられるものか、お聞きをいた

します。 

 そして、設計事務所の中には、極端に低い金額で落札をし、経費節減のため、市場価格で積

算せず、安い建設物価の価格で積算業務を行っているところもあるなどと聞いております。 

 そこで、お聞きをいたしますが、１点目の室戸市の建築工事において、工事単価は市場価格

で積算しているのか、それとも建設物価の積算価格か。市場価格であるならば、いつの時点で

の価格か。工事に反映できる現実的な価格か。また、積算から入札まで日にちがある場合は、

積算価格を変える必要が生じるものではないか。その対応はどのようにやっているのか、お聞

きをするものであります。 

 次に、市内の職人不足のために、市外から専門業者を呼ばなくてはならない。そのため、賃

金も上乗せしているが、このことについてどう考えるか。請負業者の負担ではなく、積算価格

に組み込むべきではないのか、お聞きをいたします。 

 次に、なぜ設計監理業務の入札に最低制限価格を設けていないのか。最低制限価格は、適切

な事業実施のために必要であると思うが、設けるつもりはないのか。 

 次に、設計監理業務の指名基準はあるのか。あればどのような基準が、ランクづけはあるの

か。以前から業者というだけで指名していないか、お聞きをするものであります。 

 次に、同じく設計監理業務の成果品の確認や完了検査はどのようにやっているのか。設計単

価まで確認するべきではないのか。また、検査を行う職員は技術職の職員か、一般職の職員

か。検査のできる職員を適正に配置しているのか。 

 次に、ずさんな設計であれば、次回は指名しないなどの措置を講じる手だては考えていない

のか。 

 次に、設計事務所が安い単価で設計すれば、しわ寄せは施工業者にかかってきます。そのよ

うなことはあってはならないし、無理な事業費での設計を依頼してないか。設計額が予算額を
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上回ったときはどのように対処しているのか。 

 次に、工期についてであります。 

 年度末の工事発注の集中などのため、工期内で完成するのが、無理な工事が見受けられま

す。無理な工期を設定すると、残業、休日出勤、従業員に大きな負担がかかり、ひいては不慮

の事故にもつながりかねない状況であります。 

 そこで、お聞きをいたしますが、室戸市の発注の公共工事については、工事を安全に進める

ため、または従業員の健康を守るためにも、年度末など労働者が不足して工事が進まない時期

を見越してあらかじめ工事期間を長目に設定する措置をとる考えはないのか、お聞きをいたし

ます。 

 次に、入札の不調・不落についてでありますが、近年東日本大震災や復旧工事の影響で、建

設業は職人や資材不足のために入札の不調・不落が増加しております。高知県発注の建設工事

では、平成24年度が107件、25年度270件、26年度が304件と増加しております。建築工事にお

いては、平成26年度発注件数86件のうち不調・不落が33件、27年度は99件中43件が不調・不落

であります。これを受け、高知県では、平成26年２月に、高知県建設業活性化プランを策定

し、その中で入札不調・不落への対応として取り組みを進めております。その取り組みのポイ

ントとして、１、現場実態の積算への迅速な反映、２、十分な工期の確保、３、工事の標準

化、４、技術者等の人材不足への対応などを挙げ、具体的な対応をしております。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 室戸市では入札の不調・不落の対応として、高知県が挙げた４つのポイントについてどのよ

うな取り組みが行われているのか、それぞれ具体的な対応についてお答え願います。 

 次に、地元建設業者の育成についてでありますが、市内の建設業者は大変苦しい状況にあり

ます。市内建設業者がなくなれば、雇用の場が失われ、経済も収縮します。市外へ転出する人

も出てきます。移住促進・交流人口拡大と、市外から人を呼び入れることも大事と思われます

が、今現在室戸市内で頑張っている市民の応援をもっとすべきではないのか、市長の考えをお

聞きします。どのような方針で臨むのか、お聞かせください。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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。 

 議員さん御案内のとおり、21世紀は人権の世紀と言われているところでありますが、世界で

は各地で紛争が絶えないという状況でございまして、この点については大変残念だというふう

に思っているところでございます。 

 １の(1)室戸市における同和対策審議会答申50年の成果と課題についてでございます。 

 昭和40年の同和対策審議会答申は、同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関

する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる重要な課題である。そ
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れゆえ、その早急な解決こそ国の責務であり、国民的課題であるとしているところでございま

す。また、平成８年に、地域改善対策協議会意見具申がなされているところでございますが、

そこでは、一般対策への移行が同和問題の早期解決を目指す取り組みの放棄を意味するもので

はない。一般対策移行後は、従来にも増して行政が基本的人権の尊重という目標をしっかり見

据え、一部に立ちおくれのあることも視野に入れながら、地域の状況や事業の必要性の的確な

把握に努め、真摯に施策を実施していく主体的な姿勢が求められるとしているところでござい

ます。 

 議員さん御質問の同和対策審議会答申や地域改善対策協議会意見具申が示している行政の姿

勢と考え方についてでございますが、同和対策審議会答申は、先ほど申し上げましたように、

憲法に規定する基本的人権の保障を国民の不断の努力で実現していくという強い決意を示した

ものであると考えております。また、地域改善対策協議会意見具申に掲げられた精神と課題

は、現在も生き続けているものと考えております。 

 本市におきましても、同和対策審議会答申や地域改善対策協議会意見具申等、同様の認識の

もと、昭和44年からの同和対策事業特別措置法や続いての地域改善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取り組んできたところでございま

す。そして、その事業総額は、昭和44年から平成13年度までで625億円となり、特別措置法が

失効した平成14年度から平成26年度までの人権啓発・教育関係事業費の総額は106億円となっ

ているところでございます。これらの取り組みにより、住環境など生活環境の改善などは見ら

れ、実体的差別については一定の成果が得られたものの、不安定な就労問題が残されておりま

す。また、結婚差別や差別落書きなどに見られる心理的差別は、いまだに誤った知識や偏見な

どにより多くの課題を残しているところでございます。最近、特に児童虐待やいじめ、インタ

ーネットによる誹謗中傷などが見られるところでございます。今後とも、同和問題を人権問題

の重要な柱としてまいります。また、平成18年に制定しております室戸市人権施策基本方針を

踏まえた平成26年度策定の室戸市人権施策推進計画により、人権啓発や人権教育を一層推進を

してまいります。 

 なお、この室戸市人権施策推進計画におきましては、同和問題については18件、女性の人権

については５件、子供の人権について27件、高齢者の人権について31件、障害者の人権につい

て18件、さまざまな人権について８件、複数の人権にかかわる施策として15件、合計122件の

人権対策事業を全庁的に取り上げ実施をすることといたしております。毎年度総括を行い、進

捗状況を把握するとともに、次年度にはそれらを生かせる取り組みにしているところでござい

ます。 

 次に、人権にかかわりの深い職業の方や市民に対する人権教育・啓発の取り組みであります

が、まず全体的な取り組みといたしましては、７月に部落差別をなくする運動強調旬間の取り

組みを行っております。また、12月には、人権週間における人権講演会であるとか啓発に係る
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活動をしているところでございます。 

 また、同和問題を初め女性、子供、高齢者、障害者、ＨＩＶ感染者等、外国人に対する人権

侵害など、あらゆる人権問題の課題を解決する教育の創造と人権文化の確立を目指し、研究協

議を行うことを目的とした団体として、室戸市人権教育研究協議会がございます。当該団体に

は、人権教育及び人権啓発に重要な役割、当該団体につきましては、人権教育及び人権啓発に

重要な役割を担っていただいているところでございまして、市といたしましては、一層こうし

た団体と連携を強化し、取り組んでまいります。また、当協議会では、毎年12月に室戸市人権

教育研究大会を開催をし、研究協議を進めていただいているところでございます。 

 そして、市職員の研修についてでありますが、平成27年度におきましては、高知県隣保館東

部ブロック連絡協議会主催の接客研修を行っております。また、市議会議員、市職員合同研修

会として、女性の人権と職業生活をテーマとした人権研修を行っております。高知県東部ブロ

ック人権行政連絡協議会におきましては、ハラスメント防止のためのアンガ－マネジメント研

修会、そして障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年４月１日から施行さ

れたことから、保健介護課主催では、視覚障害者に対する理解と配慮に関する研修会などを行

っているところでございます。市におきましては、毎年度新しい職員が採用されているところ

でございます。こうした研修方法について、今後とも工夫しながら人権研修の充実に取り組ん

でまいります。また、人権に係る相談であるとか、指導のできる職員の育成にも努めなければ

ならないと考えております。いずれにいたしましても、同和問題を初めとするあらゆる人権問

題への取り組みを一層推進し、一人一人の人権が大切にされる明るい社会づくりを目指してま

いります。 

 なお、教職員の研修などの件については、教育長から答弁をいたさせます。 

 次に、３、女性の活躍推進法の施行に向けた対応についてでございます。 

 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につきまして

は、昨年の９月４日に法律が公布をされたところでございます。 

 まず、この法律の目的は、近年の急速な少子・高齢化の進展、国民の需要の多様化などの社

会経済情勢の変化に対応していくためには、女性が職業生活においてその個性と能力を十分に

発揮されることが一層重要となっており、そのため、国、地方公共団体、事業主の責務を明ら

かにし、支援措置を講ずることによって、豊かで活力のある社会の実現を図ることといたして

おります。そして、目標を早期に達成するため、平成38年３月31日までの10年間の時限立法と

しているところでございます。 

 御質問の(1)地方公共団体の役割と推進計画の策定についてでございます。 

 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されております。そして、この推進計画は、男女共同参画社会基

本法に規定する男女共同参画計画と一体のものとして策定しても差し支えないとされておりま
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す。本市には、男女共同参画計画として、室戸市男女共同参画プラン、「明日に向かって心豊

かに生きる」を策定をいたしているところでございます。この計画期間が平成29年までとなっ

ておりますので、室戸市男女共同参画プランの改定時にこれに盛り込むという形で推進計画を

まとめてまいりたいと考えております。 

 次に、(2)協議会の設置運営についてでございます。 

 室戸市における女性の活躍を地域ぐるみで応援するための協議の場として、協議会を組織す

ることができることとなっております。この件につきましても、既存の仕組みを活用してこの

協議会とすることも可能であることから、室戸市人権尊重の社会づくり協議会において、女性

の活躍推進のための機能を持たせることについて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、(3)特定事業主行動計画の策定についてでございます。 

 地方公共団体は、雇用主の立場で女性職員の活躍のための数値目標を含んだ特定事業主行動

計画を平成28年４月１日までに策定し、これを公表しなければならないこととなっておりま

す。行動計画は、基本的には任命権者ごとに策定することとなっておりますが、一本化した行

動計画を各任命権者の連名でつくることも可能であるとされているところでございますので、

連名での行動計画を総務課を中心に策定を急いでいるところでございます。また、この行動計

画の策定については、策定主体を市の規則で定めることとなっておりますが、教育委員会は法

の施行令によって市が制定する規則からは除外をされているところでございます。 

 次に、(4)女性の職業選択に資する情報の公表についてでございます。 

 特定事業主は、市の事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期

的に公表しなければならないとされておりますので、そのように努めてまいります。いずれに

いたしましても、この法律の趣旨に沿って、女性がその職業生活の場において活躍ができるよ

うに努めてまいります。 

 次に、４点目の(2)地元建設業者の育成についてであります。 

 建設業につきましては、平成26年度の経済センサスによりますと、市内の従業員数は306名

となっているところでございまして、本市の重要な産業の一つであると認識をいたしておりま

す。現在、入札の実施につきましては、予定価格が500万円以上の土木一式工事につきまして

は、原則として制限つき一般競争入札とし、室戸市内の有資格業者を地域区分により、工事場

所と金額に応じた格付の業者を対象として競争入札を実施をいたしております。その他の建設

工事につきましては、室戸市に指名願のあった市内有資格業者の中から、土木一式工事におい

ては、工事箇所、金額に応じた地域別、ランク別の業者を指名しております。また、建築一式

工事等では、市内全域の業者から工事金額に応じたランク別の業者を指名し、指名競争入札を

実施いたしているところでございます。また、平成26年度からでありますが、市内業者を支援

する対策といたしまして、市単独事業として、住宅リフォーム支援事業を実施をいたしている

ところでございます。 
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 御案内のように、室戸市の指名登録建設業者は約20年前には54社ありましたが、現在は32社

ということで大幅に減少をいたしているところであります。今後の台風災害や地震災害の対応

や復旧を考えたとき、これ以上業者が減少することは災害復旧工事などにとって大変な支障を

来すことになるのではないかと心配をいたしているところでございます。こうした観点である

とか、地域経済への波及効果、また雇用の確保の観点もあわせまして私が就任以来、土木、建

築工事におきましては、地元市内業者でお願いをいたしているところでございます。今後と

も、地域経済への効果や雇用を守る取り組みとともに、あわせて普通建設事業につきまして

は、大きな増減が余りないように一定量の事業量を確保して取り組んでまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 私からは、以上でございますが、副市長及び教育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（久保八太雄君） 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１点目の(1)の中の同和地区の生活実態と部落差別の現状、達成された成果と

残された課題、新たな課題等についてでございます。 

 このことにつきましては、先ほど市長が答弁申し上げましたように、本市におきましても、

同和対策審議会答申や地域改善対策協議会意見具申の認識に立ち、同和対策事業特別措置法や

後の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律など、一連の特別措置法

により、住環境など生活環境整備や社会福祉施設、農林水産業の基盤整備などの各種事業に積

極的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、生活環境などの実体的差別については、一定の成果が見られたも

のの、地区道路など一部の積み残し事業のほか、進学率などの教育面や就職、不安定な就労な

どの就労面、また結婚差別や差別落書きなどに見られる心理的差別はいまだに誤った知識や偏

見などにより、問題を残しているところであり、さらなる取り組みが必要であると考えており

ます。 

 一方で、新たな課題といたしましては、約50年前の同和対策審議会答申のころには想定され

ていなかった情報通信環境の著しい進化により、インターネットやスマートフォンなどを使っ

た書き込み、あるいは誹謗中傷、それからいじめや子供の虐待などが挙げられるのではないか

と考えるところであります。また、一連の特別措置法により、住環境等の向上のため整備され

てきました公営住宅や産業基盤施設などにおいて、年数の経過に伴う老朽化等により、修繕費

が増大している状況にございます。特に、市営住宅は、地震や津波対策など防災面からも建て

かえ計画への取り組みが急務となっております。新たな課題といたしましては、このような点

が挙げられるのではないかというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、市長が答弁申し上げましたように、同和問題の解決に向けまして
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は、担当課だけではなく、全庁的に取り組んでいかなければならない課題でありますので、室

戸市人権施策基本方針及び人権施策推進計画に基づき、全庁的な取り組みを進めてまいりま

す。 

 次に、大きな４点目の(1)室戸市発注工事の適正化についてでございます。 

 このことにつきましては、庁内の多くの課にまたがる内容でございますので、私のほうから

総括的にお答えを申し上げます。 

 まず、１点目の建築工事の積算単価についてであります。 

 本市が行っております公共施設等建築工事の設計積算につきましては、本市に有資格者とし

て登録され、国家資格を有する建築士の所属する設計事務所等に委託し、積算が行われている

ところであります。その積算方法につきましては、国土交通省発行の官庁施設の設計業務等積

算要領のほか、一般財団法人建設物価調査会の発行する建設物価や一般財団法人経済調査会発

行の積算資料などに基づき、またこれによれない場合などは複数業者による見積徴収などによ

り積算をされているというふうにお伺いをしております。 

 また、私どもの委託業務の仕様書には、工事発注前に単価更正の必要がある場合は、これを

行うことというふうに明記をしておりますし、住宅業者におきましても、随時単価の調査を行

い、設計書作成時点における直近の単価を適用しているというふうに、お聞きをしておりま

す。 

 なお、このことにつきましては、昨年１月に国土交通省による営繕積算方式活用マニュアル

に示されております考え方を踏まえ、適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

 次に、２点目の人件費の積算についてでありますが、型枠や鉄筋工などの、いわゆる専門職

人の賃金等につきましても、先ほど申し上げました建設物価等に基づいて算定されているとこ

ろでございます。ただ、この点につきましても、先ほどの国土交通省営繕積算方式活用マニュ

アルにより、不足する技術者などを広域的に確保せざるを得ない場合などの考え方が示されて

おりますので、この取り扱いにつきましては、この国の考え方や県の指導、他の市町村の取り

扱い等も参考に検討をしてまいります。 

 次に、３点目の設計監理業務の最低制限価格の導入についてでございます。 

 本市におきましては、公共工事の品質確保の推進に関する法律、いわゆる品確法第22条に基

づく発注関係事務の運用指針にも示されておりますように、ダンピング受注による粗悪工事の

防止など、工事の安全性の確保を目的として、建設工事等においては、国・県等の基準に準

じ、最低制限価格を設けているところでございます。一方で、設計監理業務など、その他の業

務につきましては、現在は最低制限価格を設けていないところでありますが、県や県内市町村

の中には、一部導入している団体も見られるようでありますので、こうした団体での実施状況

を調査の上、導入に向けて検討をしてまいります。 
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 次に、４点目の設計監理業務の指名基準についてでありますが、これにつきましては、本市

では現在のところ、設計監理業務に関してランクづけは行っておらず、市建設工事等指名競争

入札参加資格者名簿に登録をされた必要な資格を有する業者の中から、本市や県内市町村等に

おける同種の公共工事等の実績などを参考に、建設工事指名業者等審査委員会の審査を経て指

名を行っております。 

 なお、このランクづけにつきましては、県におきましても、設計監理業務については業者の

ランクづけはしていないというふうにお聞きをしているところでございます。 

 次に、５点目の成果品の完成検査についてでございます。 

 設計委託業務の成果品の完成検査につきましては、基本的にそれぞれの発注担当課において

行っており、担当課と設計者との間で行われた協議や打ち合わせでの指示事項が適切に反映さ

れているかといった点や、図面や特記仕様書に定められた業務内容、設計基準等に適合してい

るかなどについて確認するとともに、数量計算書との突合や積み上げの検算等についてもあわ

せて行っております。 

 検査を行う職員につきましては、現在のところ、庁内に建築専門の技術職員がいない状況で

ございますので、担当課の一般職員が行っておりますが、先ほどの資料を参照しながら必要に

応じ、上司や庁内の技術職員、あるいは同種事業の経験者などの助言を受けながら行ってお

り、適正に行われているものと考えております。建築物の設計や工事監理は、建築法によりま

して建築士の資格を持つ者しかできないとされておりますことから、そうした資格を有する有

資格者を指名し、委託の方法により行っているものでございます。こうした現状は、県内でも

県と高知市など一部を除き、本市と同様の状況であるというふうにお聞きをしております。た

だ、前段で申し上げましたとおり、打ち合わせ等の内容がきちんと反映されているかといった

ことなどについては、しっかりと確認を行っていかなければならないと考えております。 

 次に、６点目についてでありますが、仮に設計業務の成果品が不適正なものであるというこ

とが明らかな場合などにつきましては、建築士法第10条におきまして、業務に関して不誠実な

行為をしたときは、業務停止または免許取り消しなどの懲戒事由に当たるとされております

し、本市建設工事指名停止措置要綱におきましても、不正または不誠実な行為は指名停止措置

要件として定めているところであります。ただし、こうした要件に当たるかどうかの判断に当

たりましては、正確な事実関係の把握が何より重要となってまいりますので、成果品納入まで

に行います打ち合わせ等の中でそうしたことにならないよう協議を重ねて、しっかりと確認を

しいくことが重要であると考えております。また、委託業務の受注後や工事監理時における設

計業者の業務への対応などにつきましては、庁内で情報を共有し、以後の発注業務の参考とし

ていくこととしております。 

 次に、７点目の設計額が予算額を上回った場合などについてでありますが、この点につきま

しては、前段で申し上げました成果品に至るまでの協議、打ち合わせ等の段階で当然そうした
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ことを踏まえた意見交換を行っていくわけでありますが、仮にそのような状況が予想される場

合には、工法の工夫や使用材料の変更などについて設計業者と協議、検討を行うこととなりま

す。 

 なお、それらを経た上でどうしてもやむを得ない場合には、補正予算での対応について検討

をしていくこととなります。 

 次に、８点目の工期に関してでございます。 

 年度末の工事集中への対応につきましては、９点目、次の質問にもございます県の高知県建

設業活性化プランにおける工期の確保、工事の平準化の取り組みに準じ、年度末における工事

の集中の回避と適正な工期の確保を図ることは、取り組んでいかなければならないことである

と考えております。早期発注による早期完成に取り組むということにつきましては、私も定期

的に行っております課長会において毎回のように喚起を行ってきたところでございますが、な

お今後翌債制度の活用など、県のプランに準じた発注の平準化、工期の確保に向けて取り組ん

でまいります。 

 また、工期の設定につきましては、土木工事におきましては、県による土木工事、標準工事

日数一覧表による標準工期により設定をしているところでございますが、建築工事につきまし

ては、国土交通省の公共建築工事における工期設定の考え方に示されておりますように、設計

業者により過去の同種工事の実績等を踏まえ、算定をしているところでございます。今後、前

述のこの国の考え方の趣旨や県のプランを踏まえた適正な工期となるように取り組んでまいり

ます。 

 最後に、９点目の不調・不落に対する高知県建設業活性化プランの取り組みについてでござ

います。 

 議員御案内のとおり、高知県におきましては、南海トラフ地震対策や社会資本整備を進める

ため、急増している入札不調・不落等への対策として、平成26年２月に、高知県建設業活性化

プランを策定しているところであります。その内容といたしましては、１点目として、現場実

態の積算への迅速な反映、２点目として、十分な工期の確保、３点目、工事の平準化、４点

目、技術者等の人材不足への対応の４つのポイントから成っております。 

 これに対する本市の対応につきましては、先ほど来の答弁の中で申し上げてまいりました

が、１点目の現場実態の積算への反映につきましては、国土交通省の営繕積算方式活用マニュ

アルに示されております施工条件の変更や物価変動等に対する適切な対応のこの考え方、２点

目の十分な工期の確保につきましては、国の公共建築工事における工期設定の基本的な考え方

の趣旨を踏まえた対応、３点目の工事の平準化につきましては、翌債制度の活用など県の活性

化プランに準じた発注の平準化、工期の確保などに取り組むこととしているところでございま

す。４点目の技術者等の人材不足への対応につきましては、これまでに県の取り組みに準じま

して、現場代理人の常駐緩和の制度化、主任技術者の兼任要件の緩和、総合評価方式における
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41歳未満の若手技術者、または現場代理人の配置に対する加点などに取り組んできたところで

ございます。 

 今後におきましても、国の考え方や県の取り扱いなどの情報に留意しながら、必要に応じ、

指導、助言を求め、地域経済の発展や雇用、地元業者の育成等につながるよう適切な取り組み

に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 林議員さんの御質問にお答えいたします。 

 大きな１点目の(1)取り組みと課題の中で、教職員に関する人権教育についての啓発実施状

況、内容についてお答えいたします。 

 教職員につきましては、人権教育主任が年間６回の会議や講座を開催し、その内容をそれぞ

れの学校に持ち帰り、報告会の実施により、共有を図っております。さらに、県が開催します

人権に関する研修会への参加により、人権教育についての認識を深めております。また、室戸

市人権教育研究大会では、差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立

しようというテーマで、小・中教職員を初め保育所職員、行政職員などの参加を得、全体会、

分科会を通しまして、人権教育の理解を深めていただいておるところでございます。今後の推

進につきましては、これまで以上に県主催の人権に関する研修会への参加、室戸市人権教育研

究大会への参加など、効果的な研修に努めなければならないと考えております。いずれにしま

しても、教育委員会だけでの対応でできるものではございませんので、市長部局とも連携をと

りながら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、これまでの総括と私の考え等についてということなんですが、人権教育の指導方法の

あり方についての第３次取りまとめには、同和問題に関する国民の差別意識は着実に解消に向

けて進んでいるとしながらも、地域により程度の差はあるものの、依然として根深く存在して

いるという認識の上に立って、全ての人の基本的人権を尊重していくための人権教育・啓発と

しての発展的に再構築するものであり、学校教育においては、家庭及び地域社会と一体となっ

て解決に向けて取り組んでいくことが大切であると示されております。同感であります。 

 人権教育は、同和教育を中心に取り組まれ、差別の現実から深く学ぶをスローガンとして、

これまで多くの成果を残してきたと捉えております。例えば、長期欠席、不就学の子供のため

の行動を起こした取り組みや学力向上への取り組み、課題のある子供を大切にし、その子供を

中心とした集団づくりを初めとして、早くから家庭や地域との連携を大事にしてきました。こ

の考え方や取り組みは、今の学校教育の基礎になっていると、私は捉えております。学校教育

におきましては、これまで同和教育が積み上げてきたものを大切にしながら、正しい認識の習

得や差別意識の解消に向けた人権教育・人権啓発等の取り組みは引き続き重要だと考えており

ます。今後とも、今申しました考えや姿勢で学校教育等に当たっていきたいと考えておりま
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す。 

 次に、大きな２の学校教育における人権教育の改善充実の基本的な考え方及び保育事業につ

いてであります。 

 (1)の人権及び人権教育についてですが、人権とは御指摘のとおり、人間の尊厳に基づいて

各人が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を

確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利と捉えております。

人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動であります。また、学校における

人権教育の目標は、一人一人の児童・生徒がその発達段階に応じ、人権の意義、内容や重要性

について理解し、自分の大切さとともにほかの人の大切さを認めることができるようになる、

それがさまざまな場面や状況下で具体的な態度や行動にあらわれるとともに、人権が尊重され

る社会づくりに向けた行動につながるようにすることであります。つまり、人権教育は人権に

関する知的理解と人権感覚の２つが合わさって意識や態度、実践的行動力等さまざまな資質や

能力を育成し、発展させることを目指す総合的な教育だと捉えております。学校教育におきま

しても、意識や態度はもちろん、実践的行動力を身につけた児童・生徒の育成に努めたいと考

えております。その目標に向かった学校の取り組みを年間計画に従って実践しておりますが、

絶えず見直し、点検しながら、実態に即した人権教育を展開していきたいと考えております。

平成27年度は、吉良川中学校を人権教育推進校としています。また、28年度からは、吉良川小

学校を人権教育推進校として取り組んでいきますので、この取り組みや効果を市内の小・中学

校に広げていきたいと考えております。 

 次に、(2)の同和教育基本方針についてですが、全ての子供は人としてとうとばれ、よい環

境のもとで育てられ、社会の一員として重んじられなければならない権利を有しております。

しかしながら、特に対象地区においては、親の不安定な職業から来る経済的理由や多忙に伴う

親子のスキンシップの欠如、住宅条件や家庭における教育環境の悪化などから、子供の保障さ

れるべき権利が著しく侵害されることのないよう、子供の持っている将来性、すなわち可能性

や潜在能力を最大限に引き出して伸ばしてやることが同和保育の基本であると認識しておりま

す。今後も、室戸市同和教育基本方針の精神にのっとり、保育行政の推進、充実に努めてまい

りたいと考えております。 

 なお、現在、市内の保育所の一例を挙げますと、保育の指針としまして、豊かで人間性を持

った子供を育成する。その中で、１つ、基本的生活習慣が身についた子供、２つ、健康で生き

生きと遊べる子供、３つ、仲間を大切に思う子供、４つ、自分の思いを言える子供と定めてい

る保育所があります。 

 次に、(3)の人権教育及び人権啓発の推進に関する法律はどう具体化されているのかについ

てですが、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の目的は、人権教育及び人権啓発に関す

る施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責任を明らかにし、必要な措置を定め、
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人権の擁護に資することを目的とするとなっています。特に、法の第５条にあります地方公共

団体の責務としまして、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま

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あります。そ

の基本理念を踏まえ、室戸市人権施策基本方針、室戸市人権施策推進計画などに基づき取り組

んでまいりたいと考えております。現在、学校現場におきましては、年間計画における人権参

観日や通信活動の位置づけを明確にするとともに、地域と連携した活動といたしまして、各市

民館で実施しております人権フェスタへ参加し、人権に関する作文発表や人権啓発標語の発

表、作品の展示等を継続して行っていきたいと考えております。人権教育は、学校だけの取り

組みではなく、家庭や地域と連動した活動や取り組みによって効果が上がるものと考えており

ます。今後も、保育所、小・中学校に対しまして、人権教育の推進に深い理解を持たせ、日々

の実践活動について指導してまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 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回目の質問をいたしたいと思いますが、まずそれぞれの皆さんが

執行部はすばらしい答弁をいただきましたけども、そのすばらしい答弁が納得できない、不足

をしておることから、この一般質問につながっておると思うんですね。そういうことを反省を

踏まえながら、まず私、この同和対策答申の中には、５つの問題が含まれておると思うんです

ね。ということは、まず部落差別の存在の認知度、それから２点目が宿命論、寝た子を起こす

なにおいて、３点目が部落問題の解決の行政の責任、４、問題解決に向けた課題の具体的明

示、５が特別措置法、差別禁止法の必要なこと、人権侵害救済法の必要性、これらが大体示さ

れておるようでありますが、こういった中ででもすばらしい法律がありながらでも、室戸市に

おいては、まだまだ不足しておるということがございますので、あえてお聞きをしておきます

が、同和問題の取り組みにしてですね、１点目が大事なことは部落差別をなぜするのか、２点

目が結婚差別をなぜするのか、３点目が就職差別をなぜするのか、言論の自由があるから差別

をするのか、表現の自由があるから差別をするのか、それぞれお聞きをいたします。 

 行政にしても、同和問題や人権問題解決に取り組むのは人権啓発課だけではないのか、ほか

の課については同和問題や人権差別問題が存在していないのか、お聞きをいたします。 

 あわせて、同和問題の取り組みについては、ほかの課では取り組みできないのか、お聞きを

いたします。 

 市役所職員の同和研修は、行っているのか。また、どのような研修を行っているのか、研修

内容についてもお聞きをいたします。 

 部落差別をなくするには、市役所全庁挙げての取り組みを行い、室戸市の全地域での取り組

みがない限り、差別はなくなりません。そういったことについて、お聞きをしておきます。 

 そして、仕事保障と教育でありますが、同和地区出身者の進路状況ですね、これ大事なこ

と。進路状況はどうなっているのか。高校進学率、大学進学率、中等者、高等者の就職状況は
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どうなっているのか、一般地区出身者と比較してどうか、お聞きをするものであります。 

 また、その傾向と対策について、担当課は把握をしているのか、どのように取り組んでいる

のかもあわせてお聞きをいたしておきたいと思います。 

 次に、この同和保育の基本方針でありますが、この中身を見てみますと、現状と課題、そし

て乳幼児への実態、同和保育の指針、保育担当者の姿勢、それぞれそういったことが示されて

おりますが、その示されているとおりの研修が含まれておるのかどうか、お聞きをするもので

あります。どのような形で取り組まれておるのか、お聞きをいたします。 

 そしてまず、この保育担当者の姿勢を改め、そして技術力といいますか、同和保育所として

の、いわゆる教育を向上するには、もっともっと研修が必要ではないのか、お聞きをしておき

ます。 

 その予算措置について、今回はこの夏に行われます夏期講座には、いろいろと協力をしてい

ただいたようでございますが、それを毎年ですね、そういった直接に担当しておる職員の研修

をあわせてひとつ取り組みができないのか、お聞きをしておきたいと思います。 

 そしてもう一点は、人権教育の推進に関する法律ということで、それぞれ市町村の責務、目

的、そういったものが示されております。これらに基づいてきちっとしたものがなされておる

のかどうか。最近の学校教育の中の人権教育にしても同和教育にしても、同和という言葉が埋

没してしまっております。なぜ埋没をしておるのか、その理由等についてあわせてお聞きをし

ておきたいと思います。 

 それと、次のこの室戸市の業者の育成についてでありますが、私は細々資料も集めておりま

したが、国交省が示しておる内容、そして高知県が示しておる内容等について、そのことをき

ちっと守って取り組んでいくという答弁があったと思いますが、そのとおりに守れるものかど

うか。今までそういったことが守られていないから業者がいろんな苦労して、この議場におい

てでもたくさんの議員の皆さんが質問をし、そして疑問を投げかけておるわけです。そういう

問題が欠落しておるから、問題が発生することであってやね、今後そこで働く市民を含めて建

設業者が他の市町村へ、いわゆる出ていかなくても済むような、安心して生活できるような対

策をぜひ考えていただき、取り組んでいただきたいと思います。 

 それと、そのとおりに国の示す指針、そして県の示す指針が本当に守っていけるかどうか、

守れなかったときの責任を誰が果たしてとるのか。また、これまで聞くところによると、建築

業者にしても土木業者にしてもですね、相当損害をこうむっておる。市の責任とか、それから

設計事務所の責任、そういうことにおいて多大な損害をこうむっておるという状況もありま

す。私がもう少し突っ込んでいえば、誰かが責任とらにゃいかんような問題も出てくるかもわ

かりません。あえて申し上げませんが、ぜひそういったことのないように取り組んでいただき

たいと、この件についてもあわせて答弁を求めておきたいと思います。 

 それと、私が担当課からお聞きしたところによりますと、この土木関係、建築になるのか、
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土木になるのかわかりませんが、平成24年度の入札状況が79件で、不調が５件に終わっており

ます。それから、25年度が99件中14件が不調、26年度が入札回数が88件のうちの５件、そして

平成27年が67件のうち10件が不調に終わっておると。合計34件の不調に終わっておるというこ

とを聞きますが、この件についてひとつどういった理由があったのか、説明を求めるものであ

ります。 

 それと、もう一、二点、まだ時間があるようですが、お聞きしておきますが、この指名審査

基準というものがあるということを説明がありましたが、その基準の内容によってもどのよう

な課長会なり指名審査委員会で協議をされているのか。これがわかっていないということは、

私がお聞きしたいことは、工期の正常化についても、国や県が示しておるようにやっていくと

いうことでございますので、それは了解いたします。 

 それから、工事単価の正常化、これについても再度市長なり副市長の決意をひとつお聞きし

ておきたいと思います。 

 そして、設計事務所のランクづけについてで、私はお聞きいたしましたが、この問題につい

ては、県がランクをつけていないということでございますが、なぜ県がやっていないから市が

やってはならないのか、何か法的なことがあるのかどうか。私は、県がやっていなくても、他

の市町村がやっていなくても、やはりこの設計事務所のランクづけは必要であるというふうに

考えますので、そのランクづけができないという法的な根拠をひとつ示していただきたいと思

います。 

 そして次には、いつも私申し上げてきましたが、設計単価のいわゆる最低価格といいます

か、これをなぜ公表しないのか、公表できない法的な根拠はあるのかどうか、ひとつ説明を求

めておきたいと思います。 

 そして次に、これらのいわゆる市民の生活や命を守るためには、財産を守るためにも、これ

らがやはり守られるように、市長以下皆さん方が、これは課長もたくさんおられるわけですけ

ども、守らない限り、誰が市民生活を守っていけるのか、このこともあわせて説明を求めてお

きたいと思います。 

 そしてもう一点はですね、再度繰り返しますが、県や国が示しておるそうしたプランを守る

ためには何が必要なのか。今後、請負業者を泣かすことのないようにするにはどうすべきなの

か、あわせて再度答弁を求めておきたいと思います。 

 これをもって私の２回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） ここで健康管理のため11時40分まで休憩いたします。 

            午前11時28分 休憩 

            午前11時41分 再開 

○議長（久保八太雄君） 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。 
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○市長（小松幹侍君） 林議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、同和問題に対する行政の責任ということでありますが、前段でも申し上げてまいりま

したように、特別措置法の推進とともに、その法が切れて後も我々としては同和問題を人権問

題の重要な柱として、今後とも行政の中で推進をしていくということで取り組んでいるところ

でございますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。 

 そしてまた、部落差別はどうして起きたのかというような問題でありますが、これも歴史的

背景の中でつくられてきた問題だというふうに思っておりますし、またその地域に生まれただ

けで差別をされるというようなことは、到底あってはならないわけでありますから、これら誤

った知識や偏見による差別、そういうものについては解消する、そういう姿勢で取り組んでい

かなければならないということは、ずうっと申し上げているところでございます。 

 また、これは全庁的な取り組みが必要だということは、当然のことでございまして、先ほど

来申し上げておりますように、これにつきましても、室戸市の人権施策基本方針を踏まえた中

で、人権施策推進計画というものを定めさせていただいて、その中で120項目以上の事業にわ

たって取り組むという姿勢をお示しをしているところでございますし、そうした中でまだまだ

不十分な点があろうと思います。また、研修の問題も言われたわけでありますが、それらにつ

いてもそうした事業の中で効果的な研修をしっかり私は実施をさせていかなければならない、

実施をしていきたいという思いでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

 また、研修につきましても、高知県の人権啓発センターの取り組みであるとか、先ほど申し

上げました室戸市の人権教育研究協議会といった中での研修があるわけでありますから、そう

した研修をしっかり受けていくというようなことで、取り組みを進めたいというふうに思って

おります。 

 また、進学率の問題も御指摘をされたわけですが、これは以前から比べますと進学率はいい

方向に向かっているというふうに、私どもは認識をいたしておりますけれども、まだまだやっ

ていかなければならない、進学率を高めていかなければならないという姿勢で今後とも取り組

んでまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 それから、公共工事の問題でございます。 

 これもいろいろ御指摘をいただきました。国交省のマニュアルどおりやりよったら問題なか

ったんではないかという御指摘もあったわけでありますが、私どもとしても、そうしたものを

踏まえた取り組みもやっているわけでありますが、私は不十分な点があるというふうに思って

おります。ですから、今後におきましては、国交省のマニュアルであるとか、また県の指導と

いうようなものを受けて取り組んでいきたい。そうした中で、単価が望ましいのか、あるいは

工期についてもこの工期で十分なのかというような点というものをしっかりチェックもし、ま

たこれも担当課だけではなくて、やっぱり精通している課は当然あるわけでありますから、そ

うした課との連携というものもしっかりとらせていくというような中で取り組んでいきたいと
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いうふうに思っております。 

 それから、設計業者さんのランクづけということでありますが、これは県も取り組んでいな

いというわけでありますが、これは法的に云々の問題ではないというふうに、私は理解をする

ところでございます。ただ、ランクづけのやり方がやっぱり事例がないんで、我々としてもよ

う取り組んでいないというような問題があるのではないかというふうに認識をするところでご

ざいます。 

 また、設計業務に対する最低制限価格を設けるという問題については、ぜひそのような形で

他市もやっているところでございますから、その辺については検討の上、最低制限価格を設け

るという方向で取り組みたいというふうに思っております。 

 なお、いずれにいたしましても、私としましては、地元の業者さんがやっぱり地域の経済の

活力であるとか雇用を守るということで頑張っていただいているということは、認識をすると

ころでございますので、今後ともそうした方々の御意見もお伺いをしながら、先ほども申し上

げましたけれども、工期の問題等々、より適切なよりよい方向となるよう、今後とも取り組ん

でまいります。 

 以上です。 

○議長（久保八太雄君） 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28年３月第２回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表して市民の目線に立って通告に基づき一般質問を行います。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)平成28年度予算の重要施策についてお聞きをいたします。 

 平成28年度の高知県の事業計画は、経済の活性化、日本一の健康長寿県づくり、教育の充実

と子育て支援、南海トラフ地震対策強化と加速化、インフラの充実と有効活用、中山間地帯の

充実と強化や少子化対策強化と女性活躍の場拡大を主要施策に掲げて積極的に対応をしていく

と言われております。室戸市も厳しい自主財源の中で、当初予算の編成には、市長さんを初め

担当課の皆さん方は、大変御苦労をされていることと思います。室戸市の浮上に向けて日夜一

生懸命市政運営に取り組んでいる執行部の皆様方には、敬意を表したいと思います。 

 室戸市の人口も平成27年10月の国勢調査による人口は、この５年間で1,687人が減少して、

１万3,523人となっておりまして、厳しい状況が続いている中で、行財政の健全化や人口の減

少問題、少子・高齢化や産業の振興、福祉や医療の問題、保育、教育の充実、防災対策の充実

等々、室戸市を取り巻く多くの課題が山積をいたしております。今後もまだまだ人口の減少が

続いていくと予測をされており、後継者不足による１次産業の衰退や地場産業の衰退と商店街

のシャッター通り問題、町の中でも限界集落が出始めている問題では、地方が消滅をしてしま

うのではないかとまで言われております。平成28年度予算も総額133億8,828万円の予算が示さ
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れており、どの項目を見ても大変重要な項目ばかりであると考えております。示された予算を

切れ目なく効率的にかつ効果的に執行する取り組みと多くの課題が山積をしている中で、市民

に対して平成28年度の重要施策を何点かお示しをしていただきたいと思います。 

 また、室戸市の活性化につきましても、どのように取り組まれていくのか、お伺いをいたし

ます。 

 (2)番、室戸高校前の市道椎名室戸線の改良工事とバス停留所の新設・改善計画についてお

聞きをいたします。 

 保育園の高台移転は、安全対策を加速をして逃げる対策よりは安全で安心な高台移転での保

育行政に取り組んでいく中で、室戸高校の第２グラウンドに３園統合の保育園高台移転が決ま

り、現在取り組みが大きく前進をしているところでございます。室戸高校前の市道椎名室戸線

から分岐をする保育園への高台移転への取りつけ道路についてお聞きをいたします。 

 室戸高校は、通学者が、特に雨降りの日には父兄が車で高校へ子供たちを送り迎えをする時

間帯が朝夕のラッシュ時であるために、西側のホームセンターコーナン前の急な坂道を上が

り、室戸高校の中を通り抜けて市道椎名室戸線のほうに出てくる一方通行のルートを、学校が

設定をしているとお聞きをいたしております。市道椎名室戸線は、県道202号線の椎名室戸線

から分岐をして幅員が３メートルと狭く、朝夕のラッシュ時間帯は、室戸高校生の送迎と保育

園児の送迎時間が重なることで混雑が予想され、狭い市道の路上では危険が予測をされており

ます。 

 私は、平成27年３月議会で、国・県への要望事項についての中で、室戸高等学校前のバス停

留所の新設・改良について質問をさせていただきました。その答弁の中で、市長さんは、室戸

高校前のバス停留所の新設・改善計画への取り組みは、今後とも必要であり、新たに保育園の

高台移転の進入路の整備が必要となることから、課題の解決にはしっかり取り組んでいくと、

御答弁をされております。現在、東部交通のバスは、旋回場所がないためにホームセンターコ

ーナン前でＵターンをしており、バス旋回の危険回避と交通渋滞解消のため、室戸高校前の一

角にバス停留所の新設と市道椎名室戸線の拡幅と東部交通の室戸高校行きバスが回転ができ、

危険なくＵターンが可能となる新しい駐車スペースエリアの新設はできないか、お聞きをいた

します。 

 (3)環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の本市農林水産業への影響試算についてお聞きをいたしま

す。 

 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）は、平成28年２月４日にニュージーランドの最大都市オークラ

ンドで12カ国が参加をして協定文に署名が行われ、各国は２年以内の発効を目指して手続が本

格化をしていくと言われております。高知県が2013年に７品目で158億円減少するとした試算

額より、国が算出した試算額は、県の試算額より大幅に少なく、品目別に見る生産額が最大の

カツオ、マグロ類は約３億円の減少と、豚肉、牛肉類は約２億3,000万円、その他の品目は約
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5,000万円未満の少額であると推測をされており、農業生産額で約１割を占める米は、特別輸

入枠の７万8,000トンと、同量の国産米を政府が買い上げるため、影響はないと言われており

ますが、農業に対する不安が大きく広がっております。中山間地が多く、小規模農家も多い高

知県で生産量は減少をしないとされる試算の根拠に不透明な部分があると考えております。米

の生産農家は、米を生産するにも肥料代、消毒代、光熱水費、機械類の修理、維持費等々の経

費が大きく、また畜産農家や漁業者も、餌代や燃料代、ほかに削れるコストはなく、米の生産

は今でも赤字の状態であると言われており、今後生産者の高齢化が進んでいく中で、ＴＰＰ協

定が署名されたことにより、１次産業の農林業に対する室戸市での影響試算額と特に農業への

影響試算額はどのように見込まれているのか、お聞きをいたします。 

 (4)「高知家・まるごと東部博」の費用対効果についてお聞きをいたします。 

 「高知家・まるごと東部博」が平成27年４月24日から12月23日までの約８カ月間、芸西村か

ら東洋町までの９市町村で初めての広域観光キャンペーンが開催をされました。東部博全体の

予算額は6,969万8,000円、そのうち室戸市の負担額は1,750万2,000円であるとお聞きをいたし

ております。室戸世界ジオパークセンターには、約８万3,000人が訪れたと言われており、室

戸岬ジオガイド散策には7,560人、宿泊施設や海の駅とろむ、直販施設などは過去の実績を上

回り、盛況ではあったとお聞きをいたしておりますが、観光施設部分は82万4,000人の目標に

対して71万人と目標値を下回り、東部博全体の経済効果は８億円の目標額に対して７億

5,000万円と、ほぼ目標額に近い結果になったと言われております。しかし、東部地域の強み

である漁業が農業に比べて効果が低く、産業と観光需要をつなぐ発想への取り組みが十分に機

能していなかったと分析をされており、今後に残された大きな課題であるとお聞きをいたして

おります。９市町村が初めて一つの目標に向かった東部博覧会で、広域ネットワークの連携が

できたことは、大きな成果であると言われておりますが、今回の東部博覧会における負担額に

対する室戸市内の費用対効果はどのように試算をされているのでしょうか、お聞きをいたしま

す。 

 (5)番、2015年国勢調査による人口の減少についてお聞きをいたします。 

 平成27年10月１日現在で実施された５年に１度の国勢調査の結果が公表され、高知県の人口

は５回連続で減少して72万8,461人となって、人口減少のスピードが加速をして、前回より

4.7％の大幅な減少となり、11市町村で減少率が10％を超えたと言われております。室戸市も

前回は１万5,210人、今回は１万3,523人で、５年間では1,687人、１年平均では337人が減少し

ており、11.1％の減少となり、社会減少では室戸市が5.3％で一番大きかったと報道をされて

おります。本市の人口も１万3,523人と、大幅な減少となり、今後中山間地域における過疎化

対策や高齢化、福祉の問題、若い人たちの雇用の創出、少子化による学校の再編計画、国から

の地方交付税の減少問題等々、問題が山積をされておりますが、今後の市政運営にはどのよう

に取り組まれていくのか、お伺いをいたします。 
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 また、地方交付税は平成27年度の交付税額に対してどのような減少額が予想をされるのか、

お聞きをいたします。 

 次に２番、教育長の教育行政への取り組み姿勢について。 

 谷村正昭教育長さんは、平成28年２月１日から室戸市の教育長に就任されまして、まだ１カ

月余りの月日しかたっておりませんが、私はこの平成28年３月議会におきまして、教育長の教

育行政への取り組み姿勢について一般質問をさせていただきたいと思います。 

 教育基本法の第17条では、政府は教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策、その他必要な事項

について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表をしなければならな

い。２項、地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体

における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないと

されております。 

 室戸市の平成26年、27年の２カ年間の室戸市教育振興基本計画では、働く場所が確保され、

若者が定住できるまち、子供を産み育てやすいまち、健康で生きがいを持って暮らせるまち、

誰もが住みたい、行きたいまちなど、総合的な施策が求められており、室戸市では産業の振興

や企業誘致、雇用促進などにより、雇用の場の確保に努め、保健、医療、福祉、教育、文化、

生活環境などの整備を進めることにより、快適で安心・安全な生活が送れるまちづくりに取り

組んでいくとされております。室戸市も平成27年10月の国勢調査の結果、人口は１万3,523人

で前回に比べて11.1％の減少になり、少子・高齢化や児童・生徒数の減少による厳しい状況が

続いている中で、平成28年４月からは、三高小学校も廃校となります。学校も減り、児童・生

徒数も減少していくと予測をされるとき、日ごろから教職員の指導には十分に力を発揮されて

教職員の育成の効果と充実を図り、児童・生徒の学力の向上、体力、運動能力の充実、道徳教

育の充実等々、健康で活力のある学校教育にどのように取り組まれていくのか、教育長の所見

をお伺いをいたします。 

 (1)学校の再編計画についてお聞きをいたします。 

 平成27年10月の国勢調査による室戸市の人口は１万3,523人となっており、前回より11.1％

の減少となり、少子・高齢化が一層進んでいる中で、急激に人口も減少していると考えており

ます。平成28年度の小学校７校で推計される児童数は、佐喜浜小学校29人、岬小学校21人、室

戸小学校244人、元小学校16人、吉良川小学校64人、羽根小学校75人、中川内小学校10人で、

合計459人であります。中学校では、佐喜浜中学校19人、室戸中学校117人、吉良川中学校

31人、羽根中学校34人、中川内中学校９人の５校で生徒数は210人と推計をされております。

複式学級になると予測をされる小学校は４校、中学校は１校で、中学校でのクラブ活動や集団

で行う競技については、生徒数の減少により非常に厳しく、クラブ活動のある学校への区域外

就学を検討している生徒もいるとお聞きをしており、児童・生徒数が減少していく中で、少人
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数による学校教育がベターなのか、また大人数で切磋琢磨する教育方法がベストなのかはわか

りませんが、学校再編計画についてお聞きをいたします。 

 学校再編計画につきましては、平成26年６月議会で一般質問をさせていただきましたが、前

の谷村教育長は、現在室戸市小・中学校統廃合検討委員会を立ち上げて議論、検討を進めてお

りますので、答申後に統廃合について取り組んでまいりますと答弁をされております。５年後

の平成33年では、小学校の児童数は397人、中学校の生徒数は209人になると推測をされてお

り、児童・生徒数は減少の一途をたどっております。学校再編計画は、今後入学してくる児

童・生徒数は把握ができていると思いますので、待ったなしの状況下に来ていると考えており

ますが、室戸市小・中学校統廃合検討委員会での協議を踏まえて、学校再編計画にはどのよう

に取り組まれていくのか、お聞きをいたします。 

 次に、(2)学校に地域の「郷土芸能や文化」を取り入れることについてお聞きをいたしま

す。 

 室戸市内には、各地域においていろいろな郷土芸能や文化があり、埋もれた状態になってい

るところも多々あると考えております。本市も人口の減少や少子・高齢化が進む中で、地域の

活力が低下をしており、将来を担う人材を育成するために、児童や生徒たちに学校教育で郷土

の芸能、歴史や文化、産業や自然を体験する中で、家庭や学校、地域の関係機関等々が一体と

なった取り組みが必要ではないかと考えております。１年に１回でも、福祉センターやすらぎ

の夢ひろばで児童や生徒たちと一般市民も参加ができる郷土芸能や文化を交えた交流会へ参加

ができる取り組みはできないか、お聞きをいたします。 

 また、小学校や中学校で郷土芸能や文化に取り組むことにより、我がこの室戸に住みなれた

郷里に愛着心が芽生え、郷土のよさを思い出すことになれば、将来においてＩターンやＵター

ンをして郷里に帰り、地域のために働きたいという気持ちを持つ子供たちが出てくると、少し

でも若い人たちの人口の定着につながるのではないかと考えております。教育長の所見をお伺

いをいたします。 

 (3)室戸市西部学校給食センターの利用状況についてお聞きをいたします。 

 西部学校給食センターが平成27年９月から、小学校３校、中学校３校の計６校で227人に待

望の学校給食が開始をされました。谷村教育長さんは、就任後まだ１カ月余りと日にちが浅い

ですが、西部給食センターの給食はお召し上がりになられたでしょうか、召し上がられていた

ら感想をお聞きをいたしたいと思います。 

 待望の学校給食が開始をされたことで、生徒たちの給食に関する意識や感想はどのように持

たれているのでしょうか。また、先生たちの学校給食に関する意識や感想と取り組み方はどの

ようにされているのでしょうか。学校給食の地産地消と室戸の食育については、どのように取

り組まれているのでしょうか、お聞きをいたします。 

 次に、学校給食が残っているのは、室戸中学校１校だけとなりましたが、中部給食センター
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の建設は何年度を予定しているのか、お聞かせをください。 

 室戸中学校の生徒も激減をしております。早く学校給食が開始ができるようにお願いをいた

します。 

 (4)室戸高校との連携についてお聞きをいたします。 

 室戸高校の平成28年度総合学科の募集定員は80名で、志願者は53名、志願率は0.66倍で、今

までにも地元中学校からの受験者の割合は60％前後で、市外の入学者に頼らざるを得ない状況

になっていると言われております。学校の話では、室戸高校の生徒たちは新聞紙上にもよく掲

載をされており、地域の活動にも積極的に参加をしていろいろな行事にも取り組んでいる。先

生方も非常に関心を持ち、評価をしているとお聞きをいたしております。地元の中学校を対象

に、昨年までは総合学科の発表会をやすらぎの夢ひろばで土曜日に開催していたのを、平成

27年度は金曜日に開催をしたことにより、市内のほとんどの中学校が参加したことで室戸高校

のアピールができ、総合学科だけではなく、進学校としても取り組んでいる状況が説明ができ

たとお聞きをいたしております。全国では、この10年間に高校が813校廃校になったと報道を

されており、高校の廃止が地域の崩壊につながっていく可能性があるとまで言われておりま

す。今までは、室戸市教育委員会と室戸高校との意思の疎通や連携が十分ではなかったとお聞

きをしており、新しい谷村教育長さんは、室戸高校の卒業生でＯＢであるとのことですので、

今後人口の減少や児童・生徒数の減少による中・高の連携や今後室戸市教育委員会として室戸

高校との連携強化にどのように取り組まれていくのか、お伺いをいたします。 

 次に、３番、ふるさと納税について。 

 ふるさと納税への取り組みについてお聞きをいたします。 

 ふるさと納税の寄附総額と寄附件数が全国でトップは、宮崎県都城市で、寄附額は35億

2,700万円余り、寄附件数は23万2,800件で、２位は静岡県焼津市で、寄附額34億9,200万円余

り、３位は長崎県平戸市の26億7,700万円余りで、奈半利町は寄附額が18位で12億8,700万円余

りとあり、寄附件数は５万7,700件余りで、全国で10位であると報道をされております。ふる

さと納税は、地方の自治体によって自主財源を確保するとともに、地域の活性化の推進に大き

な力となる制度であり、多くの自治体が知恵を絞り、納税額を伸ばしている状況であり、各自

治体に共通しているのは、地域を愛し、熱意と工夫をする力とやる気のある職員とそれをサポ

ートする体制づくりがいかにできているかにかかっていると言われております。 

 私もこの28年１月６日に、同僚議員と奈半利の齊藤町長さんを訪ねていろいろなお話をさせ

ていただきました。町長さんの話では、その時点での納税額は約10億円ぐらいと言われており

ましたが、この２月、３月の２カ月間で約２億8,700万円余りを増額して、現在は12億8,700万

円と報道をされております。町長さんの話では、限られた職員がサラリーマンが帰宅をする時

間帯の午後７時から８時ごろに、奈半利町の取り組み方をインターネットで全国に流すと、そ

れを見た方々から次の日には、また年末ごろには、１日に１億円を超える寄附が来たと言われ
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ており、職員が頑張り過ぎて体調を崩すのではないかと心配をして、いつも無理をするなよと

声をかけていると言われておりました。奈半利町の担当の方は、発想を変え、寄附者が商品を

選択できるオリジナルセットの考案や返礼品の組み合わせをかえて、春夏秋冬の四季のセット

メニュー、福袋の発送等々、アイデアを出し合って、自分たちが汗をかいて取り組んでいくと

結果はおのずとついてくると言って、いかに汗をかくかが納税額にも大きく左右をすると言っ

ております。 

 返礼品は、室戸市も奈半利町やほかの市町村には負けないぐらいの鮮魚や果樹や農産品

等々、いろいろな特産品が山積をしていると考えておりますが、いまいち汗をかく取り組みの

姿勢が弱いのではないかと考えております。私も奈半利町のように、自分がみずから進んでい

かに汗をかいてアイデアに富んだ発想に取り組んでいくかであると考えております。室戸市

も、今のような取り組み方では、平成27年度の納税件数や納税額を上回る28年度への取り組み

ができていけるのか、心配をしているところでございます。高知県内のふるさと納税額も、平

成27年４月からこの12月までは、返礼品の商品開発等も進み、前年度の６倍の40億円に達した

と公表をしております。また、平成28年度から始まる地方創生応援税制の創設による企業版ふ

るさと納税は、平成28年度から31年度までの４年間と期間が定められて、特別時限措置である

と示されております。志のある企業が寄附をしやすいように、税負担の軽減効果を２倍にして

寄附額の下限は10万円からとし、少額寄附にも対応ができ、地方創生の応援団の輪が広がると

されております。高知県の梶本総務部長さんは、市町村は制度を大いに活用し、納税者の志に

応えるまちづくりや返礼品を活用した地産外商に積極的に取り組んでもらいたいと言われてお

ります。 

 そこで、１番、平成27年度の現在までの納税件数、納税金額は幾らになるのでしょうか。 

 ２番、返礼品が一極集中的に偏らない市内全域に分散をした特産品の開発と調達にはどのよ

うに取り組まれていくのでしょうか。 

 ３番、平成28年度の納税件数と納税目標額は想定をされているのでしょうか。 

 ４番、平成28年度の職員の取り組み体制はどのように考えられているのでしょうか。 

 ５番、平成28年度から始まる地方創生応援税制の創設による企業版ふるさと納税にはどのよ

うに取り組まれていくのでしょうか。 

 ６番、返礼品の新たな商品開発による地域おこしとそれらの商品を活用した産業の振興には

どのように取り組まれていくのでしょうか。 

 以上、６点についてお伺いをいたします。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○議長（久保八太雄君） ここで昼食のため１時半まで休憩いたします。 

            午後０時28分 休憩 

            午後１時26分 再開 
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○議長（久保八太雄君） 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） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 まず、１点目の(1)平成28年度予算の重要施策についてでございます。 

 平成28年度予算につきましては、施政方針でも述べさせていただいているところでございま

すが、１つには行財政の健全化、２点目に産業の振興、３、保育・教育の充実、４、保健・福

祉サービスの充実、５、市民の生活・環境を守るまちづくり、６、防災対策の推進等６項目を

重要事項として掲げて予算編成を行っているところでございます。 

 歳入におきましては、ふるさと納税の活用による寄附金の増であるとか、国・県の補助金等

の特定財源の確保に努めるとともに、歳出につきましては、防災対策事業や産業振興事業など

に重点を置いて予算編成を行ったところでございます。一般会計予算では、過去最大の127億

3,738万9,000円の予算規模となったところでございます。そうした中ではございますが、御案

内のとおり、自主財源比率につきましては、人口減少等により市税の増が見込めないことか

ら、今年度におきましても、基金を取り崩す予算となっているところでございます。昨年度も

基金を崩す予算となったところでございますが、最終的には基金を崩さないという内容となっ

ておりますが、28年度予算につきましては、先ほども言うように、当初予算はどうしても基金

を崩す予算ということになっているところでございます。 

 また、自主財源比率でありますが、これは基金の取り崩し分を含めてということになります

けれども、自主財源比率21.6％となっているところでございまして、やはり他の市と比べてみ

ましても、厳しい財政状況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。 

 次に、平成28年度の新規事業について主なものを再度申し上げますと、レンタル畜産施設等

整備事業とか、創業支援事業の実施によりまして、産業振興や雇用の確保に努めたいというと

ころでございます。また、津波避難階段の整備事業であるとか、防災倉庫整備事業、吉良川市

民館大規模改修・耐震補強事業などを実施をすることといたしておりまして、市民の方々の生

命と財産を守る防災対策の取り組みに予算配分をいたしているところでございます。また、地

域を活性化するための核となる地域リーダー育成事業を新たに取り組むことといたしておりま

す。また、室戸高校への支援対策といたしまして、いさな寮へのエアコン設置や寮費の助成な

どに本年度取り組むことといたしております。 

 そして、継続事業でございますが、この事業につきましても、津波避難タワー３基の整備、

津波避難路26路線の整備をするとともに、防災コミュニティーセンターの建設、そして市道整

備や、これは両栄橋のかけかえ工事などを進めてまいります。 

 今後とも、平成27年度に策定をいたしております総合振興計画の後期基本計画並びにまち・

ひと・しごと創生総合戦略を基本として、住民サービスの向上と産業振興による雇用の確保な

どに努め、市の活性化を図ってまいります。 
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 次に、(2)室戸高校前の県道とバスの停留所の新設などについてでございます。 

 御指摘の箇所につきましては、室戸高校第２グラウンドに新しい保育園の建設を予定をいた

しておりまして、現在その新しい保育所への進入路の用地買収等を行っておりまして、平成

28年にはその進入路の工事に着手をする予定でございます。そうしたこともあって、室戸高校

前は新しい保育園の進入路になるほか、市道の入り口の拡幅の問題、そしてまたバス停の問題

が課題となっているところでございます。 

 御案内のとおり、現在の室戸高校前のバス停留所につきましては、高校生の交通安全や環境

面からも改善が必要であると認識をいたしておりまして、私どもといたしましても、平成25年

度から県の教育庁や県議会などに対し、改善要望を行ってきたところでございます。しかし、

バス停留所についての部分的な補助はあるものの、用地の取得であるとか、造成工事などにつ

きましては、補助が困難だというような回答もいただいているところでございます。市としま

しては、先ほども申し上げましたけれども、保育園の進入路と高校生の通学路や送迎場所が重

なることから、交通渋滞が考えられますし、交通安全の面で対策が必要であると、重要である

という思いでございますので、今後におきましても、市道の拡幅とロータリーも含めたバス停

留所の設置という、この２つの課題に対しまして、少しでも県の支援を受けることができるよ

うに、引き続き要望活動を続けてまいりたいと考えております。 

 次に、(5)2015年国勢調査による人口の減少についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、本市の国勢調査の人口は連続して減少で推移をいたしておりま

す。平成22年度の国勢調査の人口減少率は13.04％、平成27年度の減少率は11.1％となってお

りまして、減少率が若干低くなっているところでございますが、やはり人口減少は当市の大き

な課題であるというふうに考えているところでございます。このような状況の中、人口の減少

に歯どめをかけるためには、流出人口の対策を行うとともに、流入人口、交流人口の拡大によ

って地域経済を高めていくことが重要であると考えております。 

 今後の人口減少への取り組みといたしましては、これまでにも申し上げてきたところでござ

いますが、１つには産業振興と雇用の確保、２つには子育て支援、３つには少子化、未婚化、

晩婚化対策の推進、４点目はＩターン、Ｕターンを含めた移住促進対策などに取り組む必要が

ございます。また、このほかにも、高齢者の福祉サービスの充実、教育の充実、防災対策事業

の実施など、あらゆる施策を実施し、人口減少に歯どめをかけていかなければならないと考え

ております。 

 人口減少問題につきまして、やはり一番の問題は、働く場所を確保するということであり、

転出を抑えることにつながるというところでございます。これまで雇用対策といたしまして、

企業誘致推進条例を制定し、企業を誘致することや、市内企業の規模拡大を支援する企業誘致

推進条例を制定し、よそから企業を誘致することや市内企業の規模拡大に対する支援というも

のを行ってまいりました。また、あわせてコールセンター等誘致促進条例を制定をいただきま
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したので、新たな誘致活動にも取り組んでいるところでございます。いずれにしましても、持

続的な社会の形成や生活環境などの整備を進めることで、私たちが住む室戸市の未来を次世代

につなぎ、恵まれた地域資源の活用を図り、小さな市であっても持続して暮らしていけるまち

づくり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。 

 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（久保八太雄君） 竹本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 私のほうからは、１の(3)ＴＰＰの本市農林水産業の影響試算について御答弁いたします。 

 平成28年２月４日付の県の発表によりますと、ＴＰＰ大筋合意による高知県への影響試算額

は４億9,500万円から９億5,500万円とされています。これは、国が影響額としております農林

水産物33品目で積み上げた1,271億円から2,081億円をもとに算出したとお聞きをいたしており

ます。これらの国・県の算定額をもとに、本市の農林水産物の占める割合から算出いたします

と、本市農林水産業の影響試算額は水産物を中心に約3,300万円から6,700万円となります。し

かしながら、品目ごとに積み上げたこれらの影響試算以外にも、安価な外国産品が流入するこ

とで総体的な国内価格の低下や他の産地で米からナスなどへ転作が進行した場合の産地間競争

の激化、また生産意欲の減退による生産量低下など、さまざまな要因が複合的に影響するので

はないかと考えております。 

 このようなことから、現時点では詳細な影響が見通せない部分もあり、これらの影響が深刻

であった場合には、中山間地域が大部分であり、小規模経営が大多数である本市の第１次産業

は大きな打撃を受ける可能性が危惧されます。そして、議員御案内のとおり、特に農家の方々

にはこの試算額以上の影響を御心配されているところであります。この対策といたしまして、

平成28年度当初予算には、土佐あかうしの生産増を支援するレンタル畜産施設等整備事業や、

漁船へエコエンジンの新設を支援する沿岸漁業者設備投資促進事業、また農林水産業の後継者

育成のための新規就業者支援等の事業費を計上しているところでございます。 

 今後におきましても、ＴＰＰによる本市の影響を注視しつつ、国及び県に対し、農林水産業

の経営安定などに向けた施策を要望するとともに、関係団体や関係機関と連携の上、農林水産

業の振興発展に効果的な事業の積極的な導入など、きめ細かな対応を講じてまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 久保田商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（久保田 浩君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 (4)東部博の費用対効果についてお答えいたします。 

 行政報告の中で市長も申し上げましたが、東部博開催期間中の４月から12月の本市への入り

込み観光客数は59万9,294人です。前年度の同じ期間中が48万8,902人ですので、期間中に11万
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392人増加しております。前年度に比べまして約22％の増加であります。宿泊客についても同

様に、期間中６万132人から７万3,708人と１万3,500人増になっております。同じく前年度比

で約20％増加しております。今年度オープンした室戸世界ジオパークセンターはもとより、東

部博開催中はキラメッセ室戸鯨館、ドルフィンセンター、海の駅とろむ等市内の観光施設全て

来客数は増加する結果となっています。 

 入り込み観光客数、宿泊者数がもたらす観光消費額についてでありますが、高知大学郷土学

部が東部博で試算いたしました県内客の単価から試算しますと、日帰り客で１億7,600万円、

宿泊客で１億700万円程度、合わせて２億8,400万円程度の効果があったのではないかと考えら

れます。また、これ以外にも周辺に広がる生産誘発効果があったのではないかと言われていま

す。東部博は終了いたしましたが、今回の取り組みで得た成果等を生かし、新しく組織した高

知県東部観光協議会とも連携しながら、引き続き本市への観光客の誘客活動に取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。 

○議長（久保八太雄君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 大きな１点目の(5)2015年国勢調査による人口の減少についての交付税の影響についてでご

ざいます。 

 2015年国勢調査の速報値による本市の人口は１万3,523人であり、前回2010年の１万5,210人

から1,687人の減少となりましたことは、御案内のとおりでございます。 

 御質問の地方交付税への影響についてでありますが、普通交付税につきましては人口を測定

単位とする項目が多いことから、人口減少の要素のみで単純に計算をいたしますと、大幅な減

となってまいります。そこから国の地方財政計画や急激な変化を勘案するための人口急減補

正、そのほかの諸要素を勘案して算定をいたしました結果、平成28年度予算では27年度の実績

より7.4％、２億8,802万2,000円減となる35億9,270万1,000円を計上させていただいていると

ころでございます。 

 次に、大きな３点目、ふるさと納税についてお答えをいたします。 

 まず、１点目の平成27年度の寄附件数及び寄附額についてでありますが、３月10日現在で３

万3,017件の申し込みをいただいております。金額で３億8,322万9,000円となっております。 

 次に、申しわけございませんが、少し順番が前後いたします。 

 ３点目の平成28年度の目標額につきましては、寄附総額で４億5,000万円を目標として予算

計上をさせていただいているところでございます。 

 また、５点目の企業版ふるさと納税への取り組みにつきましては、議員さん御案内のとお

り、これまでの寄附税制に加えまして、国が認定をいたしました自治体の地域活性化事業に希

望すれば法人三税が控除される、これが企業版ふるさと納税と言われるものでございまして、

平成28年度から導入ということになっております。まだ制度の詳細が明らかにされてないとこ
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ろではございますが、特産品を返戻をするといったような従来のふるさと納税制度と違いまし

て、国の認定を受けました自治体の事業に対して企業から寄附をいただくという仕組みのよう

でございます。企業の社会的責任が果たせるような事業を考えて、国の認定を受ける必要があ

ると考えております。いずれにいたしましても、今後の情報に留意し、適切に対応してまいり

たいと考えております。 

 次に、２点目と４点目、６点目については、それぞれ関連がございますので、まとめてお答

えをさせていただきます。 

 まず、平成28年度の体制でございます。 

 これまでの担当職員とパート職員２名に加えまして、新たに地域おこし協力隊１名を雇用し

て体制の強化を図っていく予定としておりまして、現在募集を行っているところでございま

す。 

 次に、返礼品の開発や調達に当たりましては、これまでも市内全域の特産品などにお声がけ

をさせていただいております。このことは、今後も継続をしてまいります。 

 なお、お米につきましては、平成26年度に試験的に日南地区で取り扱いを行いました。平成

27年度には、地区でまとめて要望のありました日南地区に大岸地区・郷地区を加えた３地域で

取り扱ってまいりました。平成28年度につきましては、関係機関と現在調整中ではあります

が、市内全域で取り扱いをする予定としているところでございます。 

 返礼品につきましては、これまで地域経済への波及効果の大きな体験や宿泊商品の開拓や菌

床シイタケ、それと調理品などの追加を行い、平成26年度に92品目であったものを現在返礼品

としては191品にまで拡大をしているところでございます。現在も鯨肉や食肉の加工品、海産

物、農産物の新規開拓などを検討しているところでありますが、平成28年度からは返礼品の新

規開拓や規模拡大のために、職員や外部委員から成りますふるさと納税活性化プロジェクトを

組織をいたしまして、さらなる充実に取り組んでいくこととしているところであります。 

 いずれにいたしましても、議員さん御案内のとおり、ふるさと納税制度は自主財源の確保や

地場産業の振興、地域経済への活性化、雇用の確保などのためにも積極的に活用していくべき

であると考えておりますので、さらなる取り組みを強化してまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 大きな２番、教育長の教育行政への取り組み姿勢についてでございますが、まず健康で活力

ある学校教育についてどのように取り組んでいくかについてでございます。 

 私は、室戸市教育振興基本計画をもとに、各学校が中期の学校経営計画を立て、ゴールイメ

ージを持って組織的かつ計画的に学校教育を進めていかなければならないと考えております。

これまでの経験を生かして指導していきたいと考えております。 

 次に、学校の再編計画についてでありますが、さきの議会でお答えしておりますけれども、
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ある一定の児童・生徒数をめどに統廃合につき協議を行うこととしております。平成26年11月

の室戸市小・中学校統廃合検討委員会の報告を受けるとともに、教育委員会で検討してきた結

果、平成28年３月末で三高小学校を統合することといたしております。今後につきましては、

各学校の生徒数の推移や社会情勢を踏まえながら慎重な協議を進め、再編の方向性を検討して

まいります。 

 次に、地域の郷土芸能や文化を取り入れることについてであります。 

 本市には、それぞれの地域にたくさんの郷土芸能や地域文化があります。例えば、佐喜浜の

子供にわかや室戸の鯨舟歌、羽根の獅子舞などであります。それらについて、学習することは

地域を学ぶことであり、大事なことであります。今後とも、地域の魅力を子供たちにしっかり

伝えていく教育について、これからも一層充実させ、取り組んでまいりたいと思います。 

 次に、西部給食センターの利用状況についてでございます。 

 私も３月に入り、吉良川小学校にて早速給食をいただきました。献立もよくできており、大

変おいしくいただき、すばらしいなという感想を持って帰ってまいりました。子供たちから

は、おいしいという感想のほかにも、栄養のバランスを考えてくれるのがうれしいであると

か、最初給食は嫌だったが頑張って食べているとか、嫌いなものは少しあったけど食べれるよ

うになったなど、さまざまな声が聞かれました。子供たちには大変好評を得ております。現

在、約300食をつくって順調に提供できております。以前の給食運搬用食缶と違い、保温力等

が高まっているため、現在は温かいものは温かいまま届けることができるようになっておりま

す。現在お米につきましては、全ての学校給食センターにおいて、その地域のお米を利用して

います。今後も地産地消を念頭に、室戸市の地域食材を利用した献立を目指してまいります。 

 次に、平成28年度当初予算に新中部給食センター建設用の設計委託料を計上させていただい

ておりますが、施設の内容などにつきましては、室戸市学校給食検討委員会で協議をしている

ところであります。また、室戸中学校の給食は、新中部給食センター稼働に合わせて開始をす

る予定であります。現在のところ、平成30年度の開始を見込んでおります。 

 次に、室戸高校との連携につきましてでございます。 

 室戸高校との連携につきましては、教科における連携、クラブ活動や総合学習の連携などが

大事であると考えます。日常的にこれらの連携を十分に行うことができれば、室戸市内の中学

校から室戸高校に進学する生徒もふえるのではないかと思いますので、これらの連携をこれか

らしっかり取り組んでまいります。 

 なお、年３回行われております保小中高園長校長連絡協議会におきましても、実態に即した

効果的な連携、具体的な連携を探っていきたいと考えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 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。 

 １点目の平成28年度予算の重要施策についてというところで、市長さんのほうからの御答弁
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がありましたけれども、平成28年度も127億3,700万円という大型の予算が組まれちゅう中で、

重点施策を６項目挙げられまして、行財政計画から防災対策まで６項目の重点施策が掲げられ

ておりますけれども、最近私の思うのでは、全体的な予算の執行に取り組む、取り組みが遅い

んじゃないかなというふうに感じているところがありまして、市民の方からも職員の中に気の

緩みがあるのではないかなというようなお話も聞こえてきておりますので、この点計画された

予算をいかに早く執行していくかということが、地域経済の活性化につながっていくのではな

いかというふうに考えておりますので、この点市長さんに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、室戸高校前の市道椎名室戸線、バスの停留所の新設・改善計画ですけれども、こ

の件は前にも御質問させていただきましたが、ホームセンターコーナンの前では、バスを待っ

ている生徒たちも雨降りのときもあそこでそのままの状況の中で待っておりますので、何とか

環境の改善も含めて、また市道椎名室戸線の幅員の改良も含めて、高台移転の保育園に上がる

道路との交差点も改良も含めた中で何とか改善計画ができていけないかなというふうに考えて

おりますので、この点もう一度御答弁をお願いをいたしたいかなというふうに思います。 

 それから、(3)番の環太平洋連携協定（ＴＰＰ）に関する物事でございますけんど、これは

先ほど農林水産課長からは、本市の農林水産業界に与える影響額が約3,300万円から6,700万円

ぐらいであろうというふうな御答弁がありましたけんど、まだまだこの部分がわからんところ

もうんとあるというふうに、私も考えております。まだこのＴＰＰ協定が調印はされたと言い

ながらも進んでいく方向もまだ見えてきてないところもありますし、これはまだまだ今から状

況を見ていきながら、また次の機会も含めて御質問させていただいたかなと思いますので、こ

れは御答弁は要りません。 

 それから、(5)番の2015年国勢調査による人口の減少についてという中で、財政課長のほう

からは、人口の減少により平成28年度から29年度にかけては、普通交付税、国からの地方交付

税も含めて8,800万円ぐらい減るのではないかなというふうなお話があったと思います。これ

ら8,800万円という金額が非常にこの財政規模の中では大きいと。 

            （「２億8,800万円」と呼ぶ者あり） 

○４番（小椋利廣君）（続） ２億8,800万円か。２億8,800万円というふうにお聞きをしてお

りまして、これら約３億円も減るということになると、非常に大きいというふうに考えており

ます。それで、この29年度予算、今28年度が始まったばっかりですきん、あれですが。影響は

どのようなところに、わかる範囲で結構ですので、影響はどうなるのかというところをお願い

をしたいかなと思います。 

 それから、２番の教育長の教育行政への取り組み姿勢についてという中で、(2)番の学校に

地域の郷土芸能や文化を取り入れることについてというところの中で、教育長さんはそういう

郷土芸能や文化を取り入れることが大事であるというふうなお話もありましたけれども、これ
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前に26年９月で愛媛県鬼北町での取り組み、郷土学という取り組みが学習をせられておりまし

て、これはやはり小学校６年、中学校３年間を９年間、郷里の郷土、また文化、それから自

然、こういうものを体験することによって、やっぱり郷土愛が生まれてくると。そして、それ

らがまた高校に、また大学に進学されても、やはり郷土愛があれば、また何人かは必ず帰って

くるというふうに言われておりまして、私もこれはええことやないかなというふうに感じてお

りまして、今回一般質問させていただいたわけですけれども、これらのことがやっぱり若い人

たちが帰ってくるという、その施策にもつながっていくんじゃないかなというふうに考えてお

りますので、この件、もう一度御答弁をお願いをいただきたいと思います。 

 それから、西部給食センターの中で中部給食センターが開始が約平成30年というふうに言わ

れておりますけれども、これはなるたけ早く。 

○議長（久保八太雄君） 小椋議員、質問時間があと残り５分です。 

○４番（小椋利廣君）（続） はいはい。なるだけ早く、早い時期に開設ができるようにお願

いをいたしたいと思います。 

 それから、３番ふるさと納税ですけれども、ここにふるさと納税に関する記事がちょっとあ

りまして、これだけちょっと読ませていただきますと、「広がるふるさと納税、返礼品用に商

品開発も進んだ。駆け込みの毎年２月に始まる確定申告では、前年度末の寄附が控除対象とな

る。そのため12月は、毎年駆け込みの寄附が急増する。商品開発もこの12月の受注増を見越し

て入念に準備をした」という中で、「すごい企画です。10億円の大台突破をした27日の大感謝

祭マラソンは、在庫数がなくなり次第、終了のふれ込みで、午後５時から１時間ごとに内容を

変えた。午後５時58分、管理画面の数字は10億397万円になった」と、「10億円行った」と、

「勢いはさらに続く、大みそかには在庫切れになった人気の商品を集約した年末大感謝祭を用

意し、この日だけで１億1,000万円集めた」と、「10億円に達したし、寄附者からはこんなメ

ッセージが届いていた。すごい企画です。自治体がやっているとは思えない。年末まで頑張っ

ていて感動しました」というふうなことが載っておりまして、結局これらはそこの自治体の担

当職員らがやはり汗をかいていかに取り組んでいくかというところに大きなその取り組み方の

その違いがあるのではないかというふうに考えておりますので、このふるさと納税への取り組

み、地域おこし隊の協力、１名増加するとかというお話もありましたけれども、これらのその

取り組み方について、もう一度御答弁をいただきたいというふうに考えております。 

 ４番小椋利廣、平成28年３月定例会におきます一般質問は、これで終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、全体の中の問題でありますが、予算編成後、執行までに日時がかかり過ぎるのではな

いかという問題であります。これは、前段の議員に副市長もお答えをいたしておりますが、私

どもとしては、とにかく予算編成後、速やかに着手をし、事業の推進を図るということをずう



－101－ 

っと申し上げてきているところでありますが、ただ一つの課題というのもありまして、やはり

我々としてはこれまでかなり職員数を削減をしてきたという問題もございます。事業が一部回

りにくくなったかなという感じは持っているところであります。もう一つ、例えば技術職員と

いうのは、ずうっと雇用を採用試験やってるわけでありますが、これは県も同じ言い方をしま

すが、なかなか応募がない、職員を雇うことができていないというような問題もあります。そ

うしたことにしっかり対応を我々としてはしていきたいという思いはあるわけでございますの

で、とにかく全力で予算をいただいた事業については進めていくように、今後とも取り組んで

まいります。 

 そして、次でありますが、室戸高校前のバス停の問題は、前段御答弁をさせていただいたと

ころでございますが、以前はそのバス停留所だけの問題でございました。そうした中で、その

保育所の高台移転というものが出てまいりまして、その高台移転に対する進入路の問題が新た

に出てまいりました。それは、どうしても保育所の高台移転は最優先で進めないといけないと

いう中で、進入路の問題にも現在用地買収、測量等を行って、工事に着手というような中で進

んでいる問題でありまして、その間、駐車場、バス停の問題については、少しおくれていると

いうことにもなるわけでありますけれども、申し上げましたように、これはやはりかなりな事

業費にもなります。用地買収、バス停だけ１つつくるというわけにはまいりません。バスが入

ってくるロータリーなども一緒にあわせて考えていかないと、環境に配慮したいい形というも

のにはなかなかならないというふうに思いますので、やはり県の支援もいただきながら取り組

んでいかなければならないという思いで、今後ともそうした要望活動を続けていきたい、なる

だけ早い対策というのは考え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。 

 あと中部学校給食センターの問題でありますが、現在実施設計にかかりたいということで取

り組んでおります。ただ、先ほども検討委員会で議論をしているという話を教育長のほうから

させていただきましたが、その給食センターの場所が学校敷地内でいいのかという問題なんか

も現在出てきておりまして、どうしてかというと、やっぱりあそこは１メーターからの浸水が

やっぱり考えられます。それに対応することを考えていくべきではないかというようなことも

いただいておりまして、それらも踏まえた中で場所を考えていかなければならないという問

題、課題というのが出てきておりますので、そうしたことも踏まえて対応し、できるだけ早い

給食開始には努めていきたいと考えているところでございます。 

 私からは、以上です。 

○議長（久保八太雄君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 小椋議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、国調への交付税の影響ということで、先ほど答弁をさせていただきました金額で、現

在のところ予算で２億8,802万2,000円減というふうに見込んでおります。少しテクニカルな話
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になりますが、交付税算定においては、人口を算定単位とする項目が大変多うございます。た

だ、ところが人口を算定単位にしながらも、これは生活保護費、社会教育費関係のところでよ

くあるんですが、そこで単位としながらも、密度補正なんかがかかってきまして、人口減少イ

コール減額にはならないといった部分もございます。ということで、現在のところ地方財政計

画などをもとに算定をしておりますが、実際予算ベースですので、若干もう少しは圧縮できる

のかなというふうには考えておりますが、財政運営上は入ってくる見込みのないものを計上す

るわけにはいきませんので、確実なところで予算計上をしております。ただ、先ほど申し上げ

た数字までは下がるかどうかというのは、現在のところはちょっとお答えはできませんが、も

う少し圧縮できるのではないかというふうに考えております。29年度予算につきましては、

28年度交付税の決定額を見て一定それを参考にしながら予算計上していくという形になろうか

と思います。 

 それと、ふるさと納税の取り組みについてでございますが、御案内のとおり、ふるさと納

税、平成20年から制度が始まって、うちが25年まで取り組みの中で、この５年間で237件995万

9,000円しかなかったものでございました。26年から市長の指示のもと取り組みを始めまし

て、26年度１年間で１億5,000万円余りまで１年で目標、寄附を集めさせていただいたという

ことで、本年も現在のところ３億8,000万円を超しております。引き続き拡大に向けて取り組

みを進めておりますし、奈半利町さんを含めて他市の事例なんかも参考にさせていただきまし

て、ちょっと答弁重複するかもしれませんが、前段で申しましたように、28年度からは外部委

員さんも含めたプロジェクトチームを立ち上げて、それによってさらなる商品開発に取り組ん

で拡充に努めるということにしておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 小椋議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 先ほどの郷土学のことでございますが、愛媛県鬼北町での取り組みを平成26年度に教育委員

会でも視察に行ってまいったという経過がございます。ふるさとを知ることで子供たちが自信

を持ち、学力にもよい影響が出ていると聞いておりますので、ぜひ参考にしてできることから

一つでも取り組んでいきたいと思います。また、現在室戸市内の全小・中学校で、キャリア教

育の推進ということで取り組んでおります。確かな学力であるとか、生きる力であるとかとい

うのが目標の一つにはなってますが、全てひっくるめた目標として、ふるさとを愛する子供の

育成というのが目標になっております。当然先ほどのお話とも絡んでくると思いますので、具

体的には各学校での総合的な学習の時間での取り組み等をもう一度情報収集をして、先ほど議

員さんが指摘いただきました郷土芸能であるとか、文化学とかというのを学校の教育に可能な

範囲で取り組んでいきたいと、取り入れていきたいと、そのように思っております。 

○議長（久保八太雄君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 次に、谷口議員の一般質問でありますが、谷口議員から質問項目１の12ブロードバンド事業
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の現状については、取り下げる旨の申し出がございましたので、御報告いたします。 

 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。28年３月議会におきまして、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、市政運営全般について。 

 (1)公共事業の費用対効果について。 

 私は、室戸市政にかかわって３期目になりますが、なぜ室戸はこんなに毎年大きな公共工事

をせんといかんのかなあと、半ば感心しております。市民の皆さんもみんな平成６年のあの消

防庁舎汚職事件のころから、公共工事を中心に動く体質にあることをよくわかっております。

なのに、そんな市民感情を知っていながら毎年大型公共工事を計画し、続けております。人口

が１年に約400人、５年で約2,000人減少する小さい町において、市民生活に直結して効果を上

げない、そんな施設建設は予算の無駄遣いであり、市民が被害を受けるだけであります。臨時

議会の討論でも紹介いたしましたが、元総務大臣の片山善博氏は、地方議会について、国から

景気対策として公共事業予算の配分があったとき、地方経済の疲弊を救うのに本当に公共事業

という手法でよいのかという吟味は、どこの地方議会でもほとんどしていない。国が用意した

政策をもらい受け、それを実施するのが、はなから善と思い、その地域にふさわしいかどうか

などの点検をしないと指摘しております。 

 これは、地方行政においても同じことが言えます。市の予算から毎年のように大型公共事業

に投資し続けることが、小さなこの室戸という町の地域経済が一向に回復しない一つの背景で

あります。ようやく完成に近づいております新火葬場施設や消防屯所の移転は、市民生活に寄

与するもので除外したとしても、市民生活には何の効果も生まない無駄なハード事業では町の

発展もないし、2050年、2060年に人口ゼロになることを実感できないようでは、この衰退はと

められないと思っております。これからは、無駄施設となる大型公共工事をやめ、市民に効果

を生む工事だけを選んで行うべきであります。あれもこれもではなくて、あれかこれかです。

そして、市政をソフト事業を中心に転換するぐらいの考え方に大改革しなければ、室戸市は億

単位の公共工事を実施するたびに、衰退の度合いは拡大していくでありましょう。片山氏は、

地方経済の疲弊は本当に公共事業という指標で救えるのかと言っておられますが、私も疲弊し

た室戸市の経済は公共工事では救えないと考えております。 

 そこで、市長にお伺いをいたします。 

 市長は、何億円と予算を投資する公共施設建設及び改修事業を毎年実施することによって、

市民の生活は改善し、町の経済は活力を持ち、発展していくとお考えでしょうか、それとも防

災以外の大型公共工事の実施は極力抑えながら必要最低限の市民生活に密着した工事を選んで

実施したほうが、より活力を持つとお考えでしょうか、どちらが市民生活にとって効果的だと

お考えですか、御見解をお伺いいたします。 
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 (2)18歳からの選挙権が認められた公職選挙法についてでございます。 

 平成27年６月に、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布され、ことし６月に施行

されます。今回の改正点は、年齢満18歳以上、満20歳未満の者が選挙に参加できることで、早

ければことしの夏の参院選から導入されます。となりますと、とりわけ教育現場で若者の政治

に対する関心をどう養っていくかが課題になり、自治体においても、20歳前の若者の選挙参加

の観点から課題となります。本市においても、参院選での導入を見据えた２つの環境整備が必

要となります。１つは、教育現場での選挙指導のあり方について、もう一つは、本市選挙管理

委員会の投票率向上への取り組みが考えられます。教育現場の取り組みとしては、18歳で選挙

権を認めた場合、高校３年生の一定割合は在学中に投票に参加できることから、低投票率にな

らないよう、教育現場で政治の仕組みの説明や投票への参加をどう働きかけていくかだと思い

ます。 

 総務省と文科省では、選挙に関する基本的な説明を行う高校用の副教材を作成するなどして

対応し、実際の教育現場では、模擬投票などさまざまな取り組みが進められております。た

だ、教育現場で教員による政治色の強い教育が行われる懸念があり、国は学校教育で政治的中

立を確保する方法の検討に着手しております。他方、学校での意欲的な取り組みを広めていく

ためには、教育現場で政治を扱うことを過度に抑制しないコンセンサス、合意手続も最低限必

要になると考えます。 

 そこで、お聞きをいたしますが、このように18歳以上20歳未満の若者の政治参加意識を育て

る大局的な判断に立った大人の対応が、正当の教育現場にも自治体にも求められています。こ

れに関して高等学校は、県の所管ですが、対象者には室戸市の学生もおられます。教育長は、

今回のこの公選法改正についてどのようにお考えでしょうか、御見解をお伺いいたします。 

 次に、自治体の選挙管理委員会の取り組み、またその果たすべき役割も大きいと思います。

本市の選管としての取り組みは、教育界とタイアップして模擬投票する形式などの啓発事業を

高校で実施するなども考えられます。選管委員会は、今回のこの公選法改正についてどのよう

にお考えでしょうか、御見解をお伺いいたします。 

 (3)まちづくり事業について。 

 ①室戸市まちづくり基本条例の制度化について。 

 平成18年12月議会の小松市長が就任されてすぐの議会でした。私は、一般質問でニセコ町に

倣い住民本位のまちづくり構想を進めるためには、まちづくり基本条例が必要ですと、この条

例の制定を提案いたしました。そのとき市長は、市民参加を基本に十分な論議を重ねる必要か

ら、２年ほどかけて条例制定に取り組んでまいりますと答弁されましたし、その後、この条例

制定に向け取り組んでいることは、住民懇談会への参加者や市職員からも聞いておりました。

ですが、今は何もこの話が聞こえてきません。例規集の中にもないように思います。この条例

の制度化は、もう断念してしまったのでしょうか、お聞きをいたします。 
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 ②住民懇談会について。 

 この住民懇談会開催の話も一向に聞かなくなりましたが、私だけが知らないのでしょうか、

続いておりますか、お聞きします。 

 １年に１度でいいから、市内各所で市政のあり方について住民の皆さんから耳の痛い話もお

聞きになるのは悪くないと思い、継続すべきだと考えますが、この住民懇談会開催についてお

聞きをいたします。 

 (4)定住自立圏構想の取り組みについて。 

 福田康夫首相時代の平成20年６月に、閣議決定して始まりました経済財政改革に、定住自立

圏構想がありました。その構想実現に向けた地方再生戦略として、地方の元気再生事業という

ものがあり、同年７月に本市の次世代の湯治場検討協議会が提案いたしました海洋深層水体験

施設等を活用した健康づくりや滞在型観光の推進など、３件が選定され、本市の協議会は事業

費1,200万円の支援を受けております。 

 そこで、本市の同協議会が受けた支援で提案した事業は、どのような結果になったのでしょ

うか、お聞きをいたします。 

 もう一つ、町を地方を元気にしよう、地方の元気再生事業のキャッチフレーズで行われた、

この国のこの定住自立圏構想事業は、いわば今の地方創生事業と同じ趣旨の事業だと感じてい

ます。本市にとっての定住自立圏構想事業を総括していただき、この２つの事業の違いもお伺

いいたします。 

 次に、(5)「不納欠損処分基準」の策定について。 

 平成19年12月議会の一般質問におきまして、私はこう提案いたしました。不納欠損処分につ

いては、市の財務規則第35条に、納入義務者を対象にして簡単に書かれておりますが、もっと

市職員の督促及び差し押さえ措置行為にまで踏み込んだ全庁的な不納欠損処分基準のルールづ

くりを検討する必要がある。例えば、住宅使用料の不納欠損処分基準として、第１条に趣旨、

２条に基準、３条に債権の時効期間、４条に不納欠損処分の方法などを規定します。ほかに市

税等国保税、介護保険料等々、全庁的に、そして個別にこの基準を作成すべきですと提案いた

しました。市長は、当市は財務規則に不納欠損を明記しているが、議員指摘のようにより明確

な基準も必要と考える。他市の事例等も参考にして今後策定すると答弁されました。これは、

策定されたのでしょうか、お伺いをいたします。 

 (6)民間による太陽光発電事業について。 

 最近市内でも民間事業者が設置した太陽光発電のパネルがあちこちに散見されます。これに

ついて、現在本市には何名の事業者がいて、稼働している民間の太陽光発電事業は何カ所あ

り、今後の設置予定は何カ所でしょうか。また、その発電量を合計すればどのぐらいになり、

各事業者は何年間で黒字に転換できるようになるのでしょうか。将来この発電事業はどのよう

に展開するのでしょうか。本市への税収入への効果はあるのでしょうか。周辺家屋への反射光
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被害があった場合、本市は監督できるのでしょうか等々についてお伺いをいたします。 

 (7)不法投棄問題の現状と取り組みについて。 

 平成17年３月議会の一般質問で、県道室戸公園線周辺への不法投棄について、前市長に問

い、市内各所での不法投棄を深く苦慮したことから、あわせて不法投棄防止条例を提案いたし

ましたが、これは残念なことに議会で否決されました。ですが、これは当時の東洋町長に相談

し、芸東衛生組合の条例に不法投棄に関する条文を加えていただき、室戸市と東洋町には、こ

れに関する条例が現在も機能しております。 

 そこで、室戸市内の現在の不法投棄の現状をお伺いをいたします。 

 (8)ポートリンカーン市との姉妹都市交流について。 

 28年前の昭和63年３月、数年にわたり地域活動を行ってきた喫茶店主だった私が温めてきま

した２つの企画を店に御夫婦で来られた当時の市総務課長にぜひともお役立ていただけたらう

れしいですがと、企画した書面をお渡しいたしました。１つは、全国岬サミットの企画で、も

う一つは四国とオーストリアの地形が似ていることを生かそうと考え、室戸市と同じ南東部の

町との姉妹都市縁組の企画でありました。その後、その課長はその計画を功績として助役に昇

進し、本市は翌年３月、全国岬サミットを開催しました。同時に、ポートリンカーン市との縁

組を決定、交流が始まりました。その後、本市が行いますポートリンカーン市との交流をずっ

と見てきて思いますに、もう交流事業を終了してもいいのではないかということです。海外の

都市との人的交流には、何がしかの意味もありましょうし、苦しくなるばかりの市民生活を考

えますと、誰かがこの事業の中止を口にしなければならないと考えました。それには、たとえ

交流しておられる市民の皆さんから、私が批判を受けたとしても、事業提案した私が言うべき

だと考えまして、今回要請することにした次第であります。この事業中止についての御見解を

市長にお伺いをいたします。 

 (9)地元企業の市外移転と市外企業の誘致について。 

 室戸市総合振興計画の中の企業誘致の推進の項には、このように記載されております。 

 新規企業の誘致や現在本市に進出している企業の支援を推進するとあり、これを企業誘致推

進事業と位置づけております。続けて、これまでに立地している企業訪問を定期的に行い、現

状や要望を把握するなどのフォローアップ、後追い調査を図り、その関連企業などの誘致につ

ながるよう努力するとあり、これは企業定期訪問事業と位置づけています。この計画どおり、

羽根小規模工業団地を整備し、誘致企業は移転、加えて企業誘致条例に基づく企業誘致推進奨

励金と固定資産税の課税免除等々の優遇も受けております。ですが一方では、室戸市におい

て、50年も100年も前に起業し、苦労しながら頑張って商売をしてこられ、本市の地域振興に

大いに貢献された地元企業がありますが、その会社をごらんいただきたいと思います。本市か

らどんな支援策や課税免除を受けておりますでしょうか。どんな悩みを持っているか知ってお

られますでしょうか。室戸市から出ていくという話があるのは、大津波が襲ってくるという理
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由からだけではなく、本市が地元企業よりも誘致企業に重点を置いていることの理由で市政運

営が不公平だと感じているからだと、私は理解しております。「言行一致」という言葉があり

ます。振興計画に企業訪問を定期的に行い、現状や要望を把握すると明記し、約束しているん

ですから、もっと地元企業に足を運び、支援の手を差し伸べてはどうでしょうか。この点につ

いて市長の御見解をお伺いいたします。 

 (10）吉良川町の国道拡幅計画について。 

 以前から聞いております国交省による吉良川町の国道拡幅についてですが、もう何年間も何

も動きが見えません。この事業の現状と本市が考えます今後の見込み、展望等々をお聞きいた

します。 

 (11)県道椎名室戸線の新設について。 

 本市が高知県との間に懸案事項があるとすれば、この問題が１番目に来るのではないでしょ

うか。一向にこの重大事項が、高知県はもちろんのこと、室戸市政においても課題に上がって

きません。さきの現職時代に議員全員で陳情に行ったぐらい、16年でしたか、17年でしたかに

行ったぐらいです。それ以来、ずっと不満を感じ、２期目に１度一人で県土木部に行き、土木

部長に直接お会いし、苦情を訴えたこともあります。昨年も機会があり、室戸土木出張所の職

員の方々にも厳しい話をさせていただきました。市長は、毎年県庁を訪ねて要望書を提出して

お願いしていると反論されるかもしれませんが、それで実現しないということは、本市の側に

も積極性の面で原因があるのではないでしょうか。 

 そこで、提案いたしますが、この事業要望も市長が担当課長ら職員だけで行くのではなく、

県議と議員13名全員も一緒になって、できれば市内の企業社長５名ぐらいにも御同行いただ

き、陳情団を結成し、県庁を訪問することが大事ではないでしょうか。そうして、県議会の議

長にお会いし、全会派の部屋も訪問した上で、県知事と土木部長にお会いし、頭を下げてお願

いすることも、この問題を打開するためには大変重要なことではないでしょうか。このよう

に、いま一度市と市議会、市民が一つになって、県道椎名室戸線の改良及び解体工事を県に陳

情に行く機会をつくっていただきたいと思いますが、市長の御所見をお伺いいたします。 

 (13)仕事始め式について。 

 ずっと当市の仕事始め式の最後は、万歳三唱を行ってきましたが、どうも違和感が拭えませ

ん。私の知識では、万歳三唱はおめでたい席や繁栄や発展を祈る式典などで行われるもので、

勢いづく、景気づくといった感があり、間違いだとは思いません。ですが、私だけかもしれま

せんが、町が衰退する中での年初めの万歳は、何とも違和感があります。その１月４日の夕方

の県内ニュースで、県庁の仕事始め式の最後に、三本締めを行ったのを見て、こうすべきだよ

なあと思い、県庁に先日尋ねますと、年の初めは三本締め、年末の仕事納めは一本締めだそう

です。本市も仕事始めは三本締め、仕事納めは一本締めに改めてはどうでしょうか、市長の御

見解をお伺いいたします。 
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 (14)生活保護事業について。 

 生活保護事業の現状と10年後のこの事業の将来像についてお伺いします。 

 全然私は、最近この事業について知識がありませんので、教えてください。 

 (15)高齢者対策について。 

 ①高齢者の生活支援について。 

 本市の独居老人者数、独居老人率、ひとり暮らし率などを中心に現状についてお聞きいたし

ます。また、事業を改善・改革すべき点等、人口が約9,000人になるだろう10年後の事業の将

来像についてお聞きいたします。 

 ②高齢者に優しいまちづくりについて。 

 １つ目が車が通れない路地、生活道を車椅子に乗った障害者や高齢者のために、坂道の改修

を行うについて留意している点、こういうふうにしようという基本点などがあればお聞きをい

たします。 

 ２つ目に、回覧板を隣の家に回せない足の不自由な高齢者のための手だて、方策についてお

考えをお聞きいたします。 

 ３つ目、高齢者の住宅を改修するに当たり、バリアフリー住宅改修補助事業があります。本

市にも改修補助事業はありますが、要介護認定及び要支援認定の方に対するバリアフリー改修

補助事業についてお聞きいたします。あわせ、障害者が自宅等を改修するのを対象にしたバリ

アフリー改修補助事業もあるとお聞きしましたので、お伺いをいたします。 

 (16)介護保険加入の年齢について。 

 さきの勉強会で、なぜなんだろうと素朴な疑問として感じ、残ったことですが、なぜ介護保

険は40歳が来たら強制的に被保険者になるのでしょうか。支えるというなら、なぜ30歳とか

35歳からではないのでしょうか。国がこの年齢に決定した根拠をお聞きいたします。 

 (17)行政資産の売却・売り払いについて。 

 公有財産には、庁舎等の公用財産と学校や公共用財産の賃貸、売り払いができない行政財産

と行政財産以外の公有財産で、賃貸、売り払いができる普通財産があります。この利活用につ

いてお聞きをいたします。 

 人間は60歳も過ぎますと、老後と死後のことを考え、自宅にあるいろんなものの処分をして

いくべきで、物を買いためることよりも捨てる考えが必要になってきます。急激な人口減少を

地域の老人化と考えますと、自治体経営も処分すべきは処分していくべきではないでしょう

か。町が衰退していく中、将来に向けて普通財産はもとより行政財産においても、公益上、財

政運営上の観点から、該当物件の処分等の方法を検討し、その財産の性質によって売却処分、

有償賃貸して身軽くなるべきではないでしょうか、これについて市長の御見解をお伺いしま

す。 

 (18)市内観光地の欠点を改善するについて。 
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 住民アンケートに、市民から市内の観光地に欠けるものとして、土産物店がないことが挙げ

られております。私も議員になる前の平成14年に、岬の喫茶店で働いていて、観光客から問わ

れました。この室戸岬には土産物を売っているところがないんですかと、私は、はい、ありま

せんとはっきりお答えしました。事実ないから仕方がありませんでした。そのとき、私は恥ず

かしくもあり、悔しくもあったことを覚えております。室戸市で土産物店のない観光スポット

は、岬だけじゃなく、重要伝統的建造物の保存地区に選定されております吉良川町の町並みも

そうです。本市の観光拠点に土産物店がないことは、私だけではなく、多くの議員から何十年

も前から議会で指摘があったことであります。しかし、本市はそういう労多くして実現困難な

ことには、目もくれておりません。観光客の皆さんは、みんなお金を使うつもりで観光地にや

ってきます。市長や職員の皆さんも、観光地に行けば自分たちもそのようにお金を使うから、

そのことについては気づいておられるでしょう。 

 さて、観光に関し、土産物は風景とともに基本です。本市において、観光客の皆さんが多く

やってくるのは室戸岬、そこに土産物店がないのは、室戸市の重大な欠点です。民間か市営か

は問いません。室戸岬に土産物店、それもできれば国道沿いに地場産品も並ぶ店ができるよう

検討を行い、実現を目指していただきたいと思います。それとも、このままでよいとお考えで

しょうか、この点は市長にお伺いいたします。 

 (19)ＴＰＰ13品目の本市への影響について。 

 このＴＰＰについては、前段の議員さんが質問されましたので、短くお聞きします。 

 なお、表題の13品目とは、関税率10％以上かつ国内生産額10億円以上の33品目のうち、県主

要産品の牛肉や豚肉、カツオ、マグロ類など、対象13品目のことを指します。生産者には、酷

な面もありますが、自力をつけるためと国の将来を見越したとき、必要な協定だと考えており

ます。ただ、国はこのＴＰＰが発効した後の高知県への影響について158億円と試算し、尾﨑

知事は、２月４日の会見で約10億円と考えていると答えておられました。多分、これは被害額

だと思いますが、私には影響が大きいのか小さいのか、今もって理解できておりません。国が

言う158億円は、33品目全体の県への影響額で、知事が言われる10億円は13品目の県への影響

額かとも想像しております。ＴＰＰ妥結後の本市への影響額はどの程度でしょうか、お聞きを

いたします。 

 (20)休耕地の利活用について。 

 住民アンケートに、休耕地を活用して農業を活性化してほしいの意見がありました。市内全

域に見られる休耕地を見ますと、休耕地の有効利用に関する新規事業ができないものかと考え

ます。国や県、また全国の休耕地、放置してきた田畑を有効利用すべく事業を行っている自治

体に知恵を借りるなどして学び、これに関するアイデアに富んだ新規事業の実施を検討しては

いかがでしょうか、お伺いをいたします。 

 (21)芸東衛生組合の現状と今後について。 
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 昨年10月の総務委員会での決算審議のときに、芸東衛生組合を今後どのようにするかを考え

ている旨の答弁がありまして、組合の組織改革でも行うのかなあと考えました。議会開会の日

に市長からも説明がありましたが、同組合は現状としてどのような状況にあり、今後組織改革

でも行う予定があるのか等々を再度お伺いをいたします。 

 次に、大項目の２、南海大地震対策について。 

 (1)南海大地震災害対策本部について。 

 今の防災対策課の位置については、どなたがごらんになってもおわかりですが、防災対策課

が現在の狭い部屋に押し込まれたままなら、地震発生時に大混乱を起こすのは間違いなく、一

日も早く広いフロアに移動すべきで、それに関して提案いたします。 

 まず、考えるのが、教育委員会の位置です。室戸保健福祉センターは、当初計画では、夢ひ

ろばの舞台を文化ホールとし、所管する教育委員会をあそこに置くとされていましたが、その

後建設に係る国や県の財源目的から委員会は外され、結局隣接する高齢者介護の課が全体を占

めるようになり、教育委員会は本庁３階に置かれ、今に至っております。そのように聞いてお

ります。ただ、物には適材適所という言葉もあります。これは人間に対してだけではなく、建

物内の事務の位置にも当てはまり、教育委員会の位置にしても、それにふさわしい場所がある

と思います。 

 そこで、提案いたします。 

 ①教育委員会は、保健福祉センターの夢ひろばのロビーに隣接して現在の教育委員会フロア

と同程度の広さで施設を増設します。室戸市では、こう言うとすぐに３億円、５億円の予算を

使って巨大な施設を建てたがりますが、平家のワンフロアの施設にします。②その体制が整っ

た後、防災対策課が現在の教育委員会フロアに移動します。③そして、防災対策課がいる今の

フロアは、もとのように会議室に戻します。こうすれば、本部の指揮系統も本庁３階の職場の

動きもスムーズで能率がよくなると思います。そして、教育委員会の職務も機敏に対応できる

ようになります。今のままでは、あした地震が来ることを考えますと、途端に大混乱を引き起

こすことは、疑いありません。このように、教育委員会施設の新設を終えた後、職場の環境を

さきのように改善してはいかがでしょうか、市長に御見解をお伺いいたします。 

 (2)夜間の地震避難訓練について。 

 平成20年３月議会では、大地震対策について集中的に多くの質問をいたしました。その中か

らお聞きをいたします。 

 大地震発生は、夜間も考えられ、夜間の避難訓練の実施を提案したところ、市長は夜間の訓

練の実施も検討し、取り組むと答弁されました。ですが、あれから８年が経過しますが、実施

されておりません。朝早くとか、冬の寒い季節では、市民の皆さんも異論があろうと思います

ので、暖かくなる６月から９月ごろまでの夕方７時から８時ごろにでも実施されるよう要請し

たいが、市長の御見解をお伺いいたします。 
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 (3)大地震発生時の避難勧告について。 

 室戸岬の東側地域に住む人の携帯電話には、東洋町からの地震に関するメールが届きます。

昨年８月30日の午前８時21分にも、私の携帯に避難勧告のメールが届きました。これも訓練の

メールで、内容は午前８時00分、紀伊半島沖から四国沖を震源とする巨大地震が発生しまし

た。地震の規模は、マグニチュード8.6と推定云々と続くものであります。私は、あきれまし

た。地震は、朝の８時に発生し、メールが届いたのは８時21分、訓練だからと、そろそろ立つ

かとメールを発信したのかもしれませんが、もし地震発生21分後の住民に勧告したとしたら、

多くの町民が津波で飲まれて亡くなります。果たして室戸市は、大地震発生のときどのような

対応をするのかと考えました。大地震発生で即刻避難勧告ですが、送信は何分後にできるとお

考えですか、お聞きをいたします。 

 次に、(4)大地震発生時の消防署孤立化について。 

 大地震発生時に、領家の消防署が孤立してしまうのではないかと危惧しました。すぐそばの

室戸川橋が崩壊、三津坂トンネルも一部崩壊で通れない、室戸高校グラウンド裏を抜けたその

先にある小さな稲石橋も崩壊と、この３ルートが通れないと仮定しますと、別に球場への道路

もありますが、大地震のときに一番活躍が期待される救急車等の車両も使えないなど、消防本

部が孤立して機能しなくなりはしないかと考えました。それに、これは県道橋で所管外です

が、一番重要な橋である室戸川橋が崩壊したことを想定して橋梁崩壊時のために仮橋架設計画

を立てておいてはどうでしょうか、この点について御見解をお伺いします。 

 (5)職員災害初動マニュアルの製作・配布について。 

 同じ平成20年３月議会での質問で、災害時の職員が臨機応変に適切な対応ができるよう、職

員災害初動マニュアルを製作し、全職員が携帯するようにしてはいかがでしょうかと提案した

ところ、当時の担当課長は、他市の事例を参考にしていきたいと答弁されましたが、配布され

ていないようです。この点について確認いたしたいと思います。 

 最後に、(6)防災コミュニティーセンター事業について。 

 現在、脇地において消防屯所移転と集会所をあわせた施設建設工事が続いておりますが、こ

の防災コミュニティーセンター建設事業の今後の計画をお聞きいたします。 

 市内のどの消防屯所を高台移転するのか。また、この事業計画は何年にわたって継続して行

っていくお考えでしょうか、市長にお聞きいたします。 

 これで私の１回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 ぜひ私は、議員さんには行政運営の中身をしっかり見ていただきたいというふうに思ってお

ります。御指摘の部分については、以前のことからかなり改善をされている部分も多々あるよ

うに思っております。お答えいたします。 
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 まず、(1)公共事業の「費用対効果」についてでございます。 

 御案内のとおり、当市は大変厳しい財政状況でありますが、経費節減と財源確保に努め、住

民の生活改善や地域経済発展を目指して検討を重ねた上で予算編成を行っているところでござ

います。また、公共事業につきましては、地域の発展に必要な事業を計画的に実施をしていか

なければならないと考えております。道路改良事業のように、住民の生活に密着した利便性の

向上を図る事業や防災対策事業のように、避難タワーや避難路整備等、住民の方々の生命と財

産を守る事業はしっかり取り組んでいく必要があると思っております。また、利用価値の高い

施設をそのまま放置をしておけばマイナスの効果しか出てこないのではないかというふうに思

っております。地域が有効に活用することも大事でございます。また、それらを交流人口の拡

大や地域経済の向上につなげていかなければならないと考えております。大きな事業であって

も、地域の経済や市勢発展に効果のあるものは、実施をしていくべきでありますし、また小さ

なものであっても、効果のないものについては実施をすべきではないと、予算については最少

の経費で最大の効果を上げて取り組んで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、(3)まちづくり事業についてでございます。 

 まちづくりには、市民と行政が自助・共助・公助の観点に立ち、補完、協力し合う協働の取

り組みが重要であると考えております。市では、これまでに行政の取り組みを知っていただく

ことと、市民の方々から御意見を聞く場といたしまして、平成20年に行政懇談会を、平成21年

から市政懇談会と改めて旧町村単位で開催をしているところでございます。市政の取り組み状

況について説明をし、また市民の方々からは御意見をいただいているところであります。ま

た、これ以外にも、民生委員協議会や常会長連合会などとの意見交換を行っておりますし、市

民満足度アンケート調査なども行っているところでございます。そうした中の意見では、雇用

を少しでもふやしてほしい、医療が安定して受けられるようにしてほしい、道路については改

良をしてほしい、また室戸を少しでもよい町にしてほしいというような声をお聞きをいたして

いるところでございます。 

 そして、まちづくり条例につきましては、これまで検討もしてまいりましたが、住民の要望

などをお聞きする中で、市の施策や方針をしっかり聞いてもらう場が必要であることや、住民

の方々の要望をしっかり実現をしていくという仕組みづくり、地域コミュニティーの見直しが

私は重要であると考えているところであります。 

 地域コミュニティーの問題につきましては、昨年度先進地である島根県雲南市を訪問し、実

際に住民の方々が活動しているコミュニティーセンターを見学をさせていただきました。ま

た、四万十町の取り組みについてもお聞きをしてきたところでありますが、いずれもそのまま

当市に当てはめるというのは大変無理があるというふうに感じておりまして、室戸では独自の

取り組みが必要であると考えているところでございます。現在、本市におきましては、広報が
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全世帯に配布されていない、しっかりと配布ができていない問題もあります。地域のリーダー

が育っていない問題もあります。また、高齢者の集まる拠点や介護予防の対策、対応が必要な

こと等、大きく課題もあるところでございます。平成28年度には、住民の方々や議会の皆さん

の御意見もお聞きをしながら、地域コミュニティーづくりの拠点施設として既存の施設を地域

コミュニティーセンターとして位置づけ、活動する仕組みづくりをぜひ考えてまいりたいとい

うふうに思っております。あわせて、まちづくり条例は断念をいたしておりませんので、まち

づくり条例の制定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、(4)定住自立圏構想の取り組みについてであります。 

 平成21年度から全国展開された定住自立圏構想とは、それぞれの市町村の自立性を尊重しな

がら、人口が５万人程度以上であることなど、一定の条件を満たす中心市と周辺市町村が定住

自立圏形成協定を結び、連携、役割分担を行うことで、地域住民の命と暮らしを守るため、圏

域全体で必要な生活機能を確保し、地域の活性化や地方圏への人口定住を促進するという総務

省の政策でございます。 

 委員さん御案内のとおり、地方創生事業、定住自立圏構想は、地方圏の人口流出を食いとめ

る政策であることから、同じ趣旨の事業であると認識をいたしております。また、定住自立圏

の形成の促進は、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略の４つの大きな柱のうち、地方への新

しい人の流れをつくるに係る施策の一つに位置づけられているところでございます。 

 議員さん御質問の平成20年度及び平成21年度に実施した定住自立圏構想実現に向けた地方の

元気再生事業でございますが、これは室戸市商工会が事務局となり、次世代の湯治場検討協議

会を立ち上げ、実施されたものでございます。 

 事業内容としましては、海洋深層水体験施設を活用した健康づくりとして、バーデハウス室

戸、現在のシレストむろとにおいて、水中運動プログラムをモニター体験していただき、血

圧、血糖値等の変化を測定し、水中プログラムが体質改善に有効であるとの結果が報告をされ

ております。また、滞在型観光の推進事業では、カツオのたたきづくり体験やイルカとの触れ

合い体験を初めとした体験メニューの発掘や観光パンフレットの作成などを行っております。

この事業の総括につきましては、実施主体で考えることでございますが、現在本市が実施して

いるシレストむろとにおいての水中運動プログラムや各種体験プログラムの実施などにはつな

がっているものと考えております。 

 次に、(5)「不納欠損処分基準」の件についてでありますが、市債権には調査権のあるもの

やないもの、強制徴収できるものやそうでないもの、担保のあるものやないものなど、多種多

様でございます。また、債権者側におきましても、資力の有無とともに相続人や保証人のある

ものなどがございまして、いろんなケースがございます。そうした中、不納欠損処分につきま

しては、地方税法や地方自治法の時効や免除など、関係法令等に基づいた処理を行っていると

ころでございます。 
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 また、平成22年度に新しく制定された室戸市市債権の管理に関する条例に基づき、強制執行

後、無資力となった場合や債務者や保証人、相続人が死亡となった場合、また破産法による免

責債権となった場合など、一定の基準を設けて取り扱っているところでございます。 

 具体的には、それぞれの案件ごとに審査を行った上、不納欠損処分を行っているところでご

ざいます。 

 次に、(8)ポートリンカーン市との交流事業についてでございます。 

 ポートリンカーン市との交流事業につきましては、平成４年から20年以上の歴史を持つ取り

組みとなっております。取り組みといたしましては、平成４年に発足をいたしました友好交流

協会とともに親善団の受け入れと本市からの派遣を行うことで、多くの若者が交流をしてきた

ところでございます。現在までポートリンカーン市より延べ325人を受け入れ、本市からは延

べ295人を派遣をいたしております。言葉の壁、行政組織の違い、文化の違い等を乗り越え、

長く続いている友好交流となっております。ポートリンカーン市を訪れた親善団の中からは、

英語が好きになった子供たちや外国語大学に進学後、英語の教師になられた方もいるとお聞き

をいたしております。また、ホストファミリーの中には、現在でもメール等でのやりとりが続

いております。また、平成25年４月には、ブルース・グリーン市長みずから室戸を訪問してい

ただくなど、ポートリンカーン市としても今後ともこの交流を続けていきたいとの意向でござ

います。また、平成23年度より、小学校５、６年生で外国語活動が必修化されていることか

ら、交流活動は有意義なものであると考えております。 

 次に、(9)地元企業への対応についてでございます。 

 本市の企業誘致推進条例は、誘致企業への支援のみではなく、市内企業が増設・移転する場

合でも支援が行えるものでございます。また、企業誘致推進条例以外の支援といたしまして

は、市内企業が運転資金不足等により金融機関から融資を受けた場合、その保証料を市が負担

する保証料補給事業なども新しく行っているところでございます。 

 次に、企業訪問につきましては、市内で操業していただいております企業に対して、毎年訪

問を行っており、企業運営の状況であるとか、高校生の雇用の問題等々についてお願いもいた

しているところでございます。今後とも、そうした企業の状況等については、把握に努めてい

きたいと考えているところでございます。 

 また、市外へ転出をされる企業があるというお話でありますが、私どもはそういうお話を聞

いたときには、一刻も早く駆けつけてどういう事情なのかということをお聞きをいたしており

ますが、私どもが行ったときにはもうほとんどが移転をすることを決めております。私どもに

先に話をしていただいて、私たちが何とも対応できないのでという状況であれば、私はそれは

やむを得ないというふうに思ってますが、それは相談がない中で先に決められることが、私は

ほとんどだというふうに思ってますし、相談があった企業に対しては、しっかりそれを対応を

これまでしてきたところでございます。ぜひ私どもは相談をいただきたいし、私が企業訪問し
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たときに、そうした話を私は出してほしいというふうに思っているところでございます。そう

したことを聞いた場合には、全力で市としては対応していかなければならないと考えておりま

す。私は、地元企業には、その経済性の追求のみではなくて、室戸の魅力を理解していただい

て、地域とともに生きる企業として発展をしてほしいと願っているところでございます。 

 次に、(10)吉良川町の国道拡幅についてでございます。 

 一般国道55号線沿いの吉良川地区は、阿南室戸歴史文化道として、また重要伝統的建造物群

保存地区として指定をされている地域でございます。訪れる観光客も増加の傾向にあります。

しかし、当該区間は片側歩道であり、非常に狭く、お遍路さんや観光客など、歩行者に大変危

険な状況となっているところであります。当該歩道整備につきましては、主に平成21年、22年

に、四国地方整備局や土佐国道工事事務所に要望活動を行い、また平成23年には、吉良川地区

歩道整備地権者協議会を立ち上げ、事業の推進に努めているところでございます。整備区間の

幅員構成では、現在の国道の北側の境界から海側へ全幅12メーターをとり、そのうち車道部が

７メートル、両側歩道部が各2.5メートルとなっているところであります。そして、進捗状況

でありますが、平成23年度には、路線測量及び道路詳細設計を完了をいたしております。平成

24年、25年度は、その設計案をもとに事業説明会を開催をいたしております。平成26、27年度

は、用地測量調査等建物補償調査を行っております。 

 なお、平成28年度も引き続き未調査区間の建物補償調査を予定をしているところでございま

す。 

 しかし、用地調査で企業地99筆のうち11筆が境界未確定でございます。また、建物補償調査

につきましては、22名のうち２名が調査拒否をしている状況でございます。なかなか理解が得

られない、進捗をしないという状況はございます。市としましては、今後とも境界調査や建物

補償調査が少しでも早く完了できますように、土佐国道工事事務所や地権者協議会とも連携を

して事業の進捗に努めてまいります。 

 次に、(11)県道椎名室戸線についてであります。 

 当該路線は、室戸岬を挟む東西の物流や通勤・通学等の生活道や一般国道55号線のバイパス

道路として重要な路線でございます。しかし、現在の道路放線や道路勾配が急であることや昭

和46年に完成した三津坂トンネルは、車両の大型化で対面通行がスムーズにできない状況が生

じております。当市では、これまで平成９年より、重要要望事項として高知県に対し要望活動

を行ってきているところでございます。高知県からは、当該路線が全線１次改良済み路線であ

ることや、県内にはまだ多くの未整備区間の県道が残っていること、また整備費用の問題や費

用対効果などの面から、現状では困難であるとの回答もいただいているところでございます。

しかし、南海地震対策の広域避難拠点である室戸広域公園への避難道としての位置づけや津波

被害による一般国道55号のバイパスとしても重要な路線であることから、今後とも、引き続き

議長さんを初め関係者の方々とともに、高知県や関係機関に対し要望活動を行ってまいりま
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す。 

 この件につきましても、県議員さんを初め多くの方々の御協力をいただきながら要望活動は

続けているところでございますが、一層の要望活動を続けてまいります。 

 次に、(13)仕事始め式についてでございます。 

 当市の仕事始め並びに市民表彰式におきましては、年頭に当たり市内のさまざまな分野で御

活躍をされておられる方々をお招きをし、市民表彰受賞者の功績と長年の献身的な御努力をた

たえ表彰するとともに、市の仕事始め式をとり行っているところでございます。この式典の締

めにつきましては、これまで恒例として副議長さんに万歳三唱を行っていただいているところ

でございます。今後、議会の方々の御意向もお伺いをしてまいりたいと考えております。 

 次に、(17)資産の売却・売り払いについてでございます。 

 まず、普通財産の貸付状況につきましては、現在有償貸付契約を結んでいるものが山林、宅

地等合わせて92件、その他集会所や保育所用地として、常会や社会福祉法人等に無償貸し付け

をしている土地が36カ所ございます。市有財産の売り払いにつきましては、過去には旧サンパ

レス、また室戸小学校教員住宅、羽根教員住宅などを行っておりますし、昨年は佐喜浜教員住

宅を売却をいたしております。今年度におきましても、市街地にあり、比較的活用が可能と思

われる宅地、雑種地の中から、再募集２件を含め約６筆の市有地の売り払いについて３月中に

公有財産取得処分委員会で審査の上、入札公告を行う予定といたしております。施政方針でも

申し上げましたように、遊休資産につきましては、売却や貸し付けなどを進め、財源の確保に

努めてまいります。 

 次に、２点目の(1)災害対策本部についてでございます。 

 まず、地震発生後の災害対策本部の設置場所につきましては、本庁舎３階の防災対策課前に

ある第６会議室を防災対策本部として設置することといたしております。また、災害発生地域

には、浸水、揺れの問題等を考慮した適切な公共施設に災害対策現地本部の設置をすることと

なっております。災害に対する業務につきましては、防災対策課だけではなく、それぞれの課

においても、地域防災計画に定められた所掌事務を行うこととなります。災害対策本部となる

第６会議室には、台風災害にも対応できるよう、災害時用の電話回線を増設をし、災害時の業

務に対応することといたしております。 

 なお、現在のところ、教育委員会を他へ移すことは考えていない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（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 谷口議員さんにお答えします。 

 18歳からの選挙権が認められた公職選挙法についてでございますが、議員さん御案内の公職

選挙法の改正に伴い、選挙権年齢が広がり、18歳から選挙権が認められますことは、大変大き
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な意義があることだと思っております。高校生を含む次代を担っていく若者が国や自分の住ん

でいる地域や社会のことを考えるきっかけとなり、選挙を通じ、社会参加していくことは、大

切なことだと考えております。小・中学校におきましては、その基礎となる学習はもちろん社

会科の公民の授業を活用した出前授業等の取り組みも検討していきたいと考えております。 

○議長（久保八太雄君） 溝渕選挙管理委員会委員長。 

○室戸市選挙管理委員会委員長（溝渕康展君） １の(2)18歳からの選挙権が認められた公職

選挙法についてを谷口議員さんにお答えをいたします。 

 議員さん御案内の公職選挙法の改正につきましては、実に70年ぶりに選挙権年齢の引き下げ

が行われたわけでございまして、世界の約９割の国々の選挙権年齢が18歳以下であるといった

状況も考えますと、我が国でも18歳、19歳の若い世代の方々が投票できるようになったこと

は、大変重要な意義があると受けとめているところでございます。急速に進む少子・高齢化社

会の中で、これからの社会の担い手となる若者が国や社会、地域の問題を主体的に捉え、みず

からが考え、行動すること、社会参加を進めていくことの意味は大きなものがあります。選挙

管理委員会といたしましては、この選挙権年齢の引き下げを契機に、若い世代を含めた有権者

全ての方々が、政治に、地域社会に目を向け、政治に関心を持っていただけるようさまざまな

取り組みを進めていかなくてはならないと考えております。 

 議員さん御案内のとおり、近年の投票率の低下傾向は実に深刻な問題でありまして、投票率

向上への取り組みは大きな課題となっております。これまでにも各選挙時には、選挙啓発パレ

ードやチラシの回覧・配布、防災行政無線や室戸光チャンネル等を利用した啓発放送や広報で

の啓発、また選挙時以外においても、成人式でのパンフレット配布や高知県選挙管理委員会と

の協力による小学校での選挙出前授業の実施を、平成24年は元小学校で、平成26年は羽根小学

校で、平成27年は室戸小学校で行うなど、小学生児童に対する啓発事業にも取り組んでまいり

ました。また、新たな取り組みとして、本年１月には、高知県選挙管理委員会とも連携し、室

戸高校で選挙出前授業を実施し、実際に模擬投票から開票作業までを体験する将来の有権者育

成事業を行ったところでございます。また、平成28年度においては、新有権者となる18歳、

19歳の方々に、選挙の種類や投票の方法、選挙運動のルールなどを解説したパンフレットを啓

発文書とともにお送りする予定をしております。 

 今後におきましても、こうした取り組みに加え、国の方針や先進事例にも学びつつ、県の指

導、助言もいただきながら、教育委員会等関係機関と連携を図り、投票率の向上に向けて取り

組んでまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 谷口議員さんに、１の(6)太陽光発電事業についてお答えい

たします。 

 まず、当市の太陽光発電事業の状況についてでありますが、固定価格買取制度情報の公開資
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料によりますと、平成27年10月末現在で188件が現在稼働をしております。未稼働の設備は

74件となっております。また、認定を受けている設備の合計発電量は、１億957万4,094キロワ

ットアワーとなっております。 

 なお、現在羽根町の加曾山におきまして、民間事業者により、容量28メガワットの事業計画

が進められているところでございます。 

 次に、黒字への転換についてでございますが、このことにつきましては、それぞれの事業者

により設備投資額や売電収入などの費用対効果が異なりますので、一律的なことは申し上げら

れませんが、一般的には15年程度で投資費用が回収できるのではないかというふうに言われて

おります。 

 また、今後の展開につきましては、設備コストや買い取り価格補助制度など、太陽光発電事

業を取り巻く環境により大きく左右されるのではないかと思われますが、原発事故後の世論な

どを受け、需要の高まる再生可能エネルギーの大きな柱として普及していくのではないかと考

えております。 

 次に、税収効果につきましては、設置場所の土地や太陽光パネルなどの償却資産に課税をさ

れます固定資産税が税収として考えられるところでございます。 

 また、周辺家屋への反射光被害などがあった場合についてでありますが、現在高知県におい

て、固定買い取り価格制度における設備認定を受けた50キロワット以上の施設を対象に、設置

運営に関する事項などを定めるガイドラインの策定に取り組んでいるとのことでありますの

で、その対象となる施設については、パネルを低反射タイプにするなど、傾きを調整するなど

の対策を講じることなどが求められていくこととなります。 

 また、それ以外の施設につきましては、直接的に規制や指導ができる対象とはならないもの

でありますが、住民の皆様からそうした声があれば、県などとも協議の上、可能な範囲で誠実

な対応を求めることなどについて検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 １の７点目、不法投棄問題の現状と取り組みについてでございますが、平成26年度から現在

まで、市内各所から十数件の不法投棄に関する相談や通報が寄せられています。これらに対し

ましては、担当職員による回収、立て看板の設置、警察署への連絡、土地所有者への撤去指導

などを行っております。 

 また、市の取り組みといたしまして、室戸シルバー人材センターへのごみ不法投棄パトロー

ル業務の委託を行っております。これは、市内を３ルートに分けまして、26カ所、月３回の巡

回を行っております。その際、少量のごみは回収いたしてきております。昨年産業厚生委員会

で視察いただきました羽根町の枦山地区の不法投棄につきましては、本年３月１日に東部地区

廃棄物対策協議会と関係者によりまして回収処理をいたしました。 
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 議員さん御指摘の県道室戸公園線は、以前から懸案となっておりまして、現在も沿線沿いに

は不法投棄が見受けられます。この土地の所有者であります高知県への撤去要請などは行って

おりますが、十分な対策には至っていないというのが現状でございます。これらも含めまし

て、引き続き警察、関係機関との連携を図り、土地の所有者に対する指導もあわせ、対応に努

めてまいります。 

 次に21点目、芸東衛生組合の現状と今後についてでございます。 

 このことにつきましては、市長から開会日に行政報告を行ったところでありますが、私のほ

うからお答えします。 

 芸東衛生組合の事業計画につきましては、平成27年度に東洋町とも協議を重ねてきておりま

して、芸東衛生組合のほうから今後の整備計画が示されました。 

 まず、懸案となっておりました佐喜浜の小山地区にありますごみ処理場の佐喜浜クリーンセ

ンターにつきましては、解体工事を行い、一部ストックヤード、ストックヤードと申しますの

は、災害時等にも対応する資源ごみの一時集積場所ということでございます。として整備する

ことになっております。現時点で最も有利な財源といたしまして、国の交付金３分の１、それ

から過疎債を予定いたしております。平成28年度におきまして、国の交付金の前提となる循環

型社会形成推進地域計画を策定することとなります。その後、実施設計、発注を行いまして、

平成30年度末には完成する計画でございます。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 中屋福祉事務所長。 

○福祉事務所長（中屋秀志君） 谷口議員に、生活保護についてお尋ねがありましたので、お

答えいたします。 

 生活保護制度につきましては、議員御案内のとおり、憲法第25条の生存権の保障を受けまし

て、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を目的とした生活保護法は、昭和25年に

施行され、国の通達通知等に基づき適正な実施が求められているところでございます。 

 本市の生活保護の状況につきましては、本年１月末現在、保護世帯数596世帯、保護受給者

数785人、保護率は58.6パーミルとなっております。最も保護率が高かった昭和42年の109.6パ

ーミルから徐々に減少し、平成10年度には39.5パーミルまでなっておりました。その後少しず

つ増加し、近年では60パーミル前後をほぼ横ばい状態で推移しております。 

 扶助費全体の推移といたしまして、平成24年度15億8,590万円、平成25年度14億2,973万円、

26年度13億9,020万円と微減傾向となっております。しかしながら、依然として高い保護受給

率となっておりまして、生活保護適正化推進事業や学習支援事業及び自立支援事業等に取り組

んでいるところでございます。その事業内容でございますが、まず組織の構築、強化対策であ

りますが、指導懇談ケース支援員、医療相談員、面接相談員、資産調査補助員をそれぞれ１名

配置しております。被保護者の生活実態の把握のため、訪問活動を充実させるとともに、預金

調査、年金受給権調査など、資産調査にも力を入れております。 
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 また、不正受給対策といたしまして、課税調査など、関係機関との連携及び情報共有、ある

いは近隣からの情報提供により、その実態把握に努めております。若手ケースワーカーが多い

ことから、専門知識の習得や指導力の向上など、その資質向上のための研修や社会福祉主事資

格の取得に努めております。 

 さらに、貧困の連鎖を遮断するため、中学生以上を対象とした学習支援事業を週５日、大谷

市民館、菜生市民館とやすらぎで実施しておりまして、約30名の中学生が参加しております。

これらに加えまして、平成27年４月に施行いたしました生活困窮者自立支援法に基づき、生活

に困窮されている方を対象とした就労支援事業及び家計支援相談事業にも取り組み、その自

立、助長支援を図っているところでございます。 

 また、今後の見通しについてのお尋ねでございましたが、人口が減少している中で、被保護

者数は微減するものの、より高齢化が進展し、医療扶助費及び介護扶助費が増加するのではな

いかと推測をいたしております。 

 いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、効果のある事業に重点的、継続的

に取り組みながら、生活保護の適正実施にさらに努めてまいりたいと考えております。 

○議長（久保八太雄君） 武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 谷口議員さんにお答えします。 

 (15)高齢者対策についての①高齢者の生活支援についてでございます。 

 本市の独居老人者数などの現状についてでございますが、住民基本台帳ベースで、平成28年

３月４日現在、室戸市全体の単身世帯は3,743世帯で全体の約48％、うち65歳以上の単身世帯

は2,273世帯、約29％となっているところでございます。10年前の平成18年３月末の高齢者単

身世帯が1,960世帯、約21％でございますので、年々増加しているところでございます。 

 こうした高齢単身世帯や高齢者のみの世帯を対象とした生活支援事業として、本市では配食

サービスや訪問理美容サービス、新しいところでは平成25年度より買い物支援事業、中山間高

齢者タクシー利用助成事業などを実施しております。タクシー利用助成事業だけは、対象地区

が中山間に限られておりますけれども、その他の事業は室戸市全域が対象地区となっており、

サービスが必要な高齢者の方に必要なサービスを受けていただけますように、これまでも室戸

市高齢者生活支援事業対策委員会の御意見もいただきながら改善を続けているところでござい

ます。 

 介護保険分野におきましても、団塊の世代が全て75歳以上となる10年後に向け、新しい介護

予防・日常生活支援総合事業が国の方針により示されているところでございます。本市におき

ましても、平成29年１月より本事業を開始し、住みなれた地域で自分らしい暮らしを続けるこ

とができるよう、地域包括ケアシステムの構築に努めることにしております。その中で、介護

や医療と連携した体制づくりに取り組むなど、今後とも高齢者生活支援事業を充実させていく

とともに、新たなニーズを的確に把握し、適切なサービスの提供に努めていかなければならな
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いと考えているところでございます。 

 次に、②高齢者に優しいまちづくりについての問い１、障害者や高齢者のための坂道改修に

ついてでございます。 

 本市の公共施設の整備等に当たりましては、バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方

に基づき、スロープの設置や車椅子対応のローカウンター、多機能トイレの設置など、全ての

方にとって使いやすいものになるよう取り組んでいるところでございます。また、建設課の担

当になりますけれども、生活道など道路につきましても同様に、不特定多数の方が利用される

ことから、安全・安心に利用していただくため、舗装を実施したり、要望があるところには常

会などの意見をお伺いした上で、坂道に手すりを設置したりと、できるだけ要望に沿えるよう

対応をしているところでございます。しかし、狭隘な道路や坂道に手すりを設置すると、その

分幅員が狭くなり、かえって通行に支障を来す場合などもございます。その場所その場所に適

応した対応をすることにより、高齢者や障害者の方が安全に在宅生活を続けていくことができ

る、そのような方策の一つとして視野に入れながら、地域包括ケアシステムの構築につなげて

いかなければならないと考えております。 

 次に、問い２の回覧板などの対応についてでございます。 

 現在のところ、本市では、御近所や常会などの地域のつながり、また老人クラブや元気クラ

ブといった高齢者同士のつながりもございますので、その中での互助という形で一定対応して

いただけているのではないかと理解をしております。また、このような高齢者の方々の困り事

につきましては、民生委員さんによる独居高齢者等のお宅を訪問する友愛訪問や地域包括支援

センターの活動等によって相談体制も徐々に整ってきていると考えているところでございま

す。先ほども申し上げましたが、新しい介護予防・日常生活支援総合事業におきまして、有償

ボランティア等によるごみ出しなど、新しい生活支援サービスの創設などについても取り組ん

でいくこととしておりますので、こうした取り組みを進めることによって、フォーマル、イン

フォーマル、官民両面から高齢者の生活支援サービスの整備に努めてまいります。 

 次に、問い３、バリアフリー改修補助事業についてでございます。 

 要支援、要介護認定の方に対する住宅改修などの補助制度といたしましては、介護保険給付

として行う住宅改修費の支給と室戸市住宅改造支援事業がございます。住宅改修費の支給と

は、要支援、要介護認定者が居住する住宅への手すりの取りつけ、段差の解消、洋式便器や引

き戸への取りかえなどを行った場合、その方の介護の負担割合に応じて改修費の９割、または

８割の支給を受けることができる制度でございます。支給限度基準額は20万円となっておりま

す。また、室戸市住宅改造支援事業につきましては、要支援、要介護認定者が居住する住宅

を、身体の状態に応じて改修、改築を行った場合の費用の３分の２を助成する制度です。補助

基準額の上限は100万円となっており、介護保険での住宅改修が優先とはなりますが、大規模

な改修や介護保険の住宅改修で対象外となるものでも、本事業で対応できるものもございま
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す。 

 次に、障害者に対する住宅改修補助事業についてでございますが、介護のほうと同様に、住

宅改修と住宅改造がございます。優先順位がございまして、対象者が障害の要件を満たしてい

る場合でも、介護保険の対象者となっている場合には、介護の制度のほうが優先されることと

なっております。障害者への住宅改修は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく日常生活用具給付等事業の中の住宅改修費給付事業でございまして、対象

者は下肢や体幹機能障害などの障害等級を３級以上の方となっております。利用者負担につき

ましては、１割負担が原則でございますけれども、世帯の住民税課税状況により負担を求めな

い場合もございます。支給限度基準額は20万円など、その他の事業内容につきましては、介護

保険と同様でございます。住宅改造につきましても、介護と同じ室戸市住宅改造支援事業でご

ざいまして、対象者が身体障害者手帳１級または２級の方と下肢と体幹機能障害の３級の方と

なっており、事業内容につきましては、介護保険と同様でございます。 

 また、このほかに担当は財産管理課になりますけれども、本市の独自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、室戸市に１年以上継続して住民登

録をし、現に居住している方などの要件はありますけれども、30万円以上の住宅リフォーム工

事の費用の２割を助成する事業でございます。補助限度額は20万円となっております。これか

らも、これらの制度の周知や活用などにより、高齢者や障害者の方が暮らしやすい環境づくり

に努めてまいります。 

 次に、(16)介護保険の加入年齢についてでございます。 

 介護保険制度の被保険者、受給者の範囲につきましては、制度創設時にさまざまな議論がな

されております。介護のリスクが高まる65歳以上の高齢者を被保険者かつ受給者とする、ある

いは若年世代の要介護状態については、障害福祉施策で対応する、また若年者の理解を得る観

点から、被保険者を20歳以上、あるいは40歳以上とするなど、さまざまな意見が上がっていた

ようでございます。最終的には、介護保険が対象とする老化に伴う介護ニーズは高齢期のみな

らず中高年期においても生じること、また40歳以上になると、一般にみずからの親も介護を要

する状態になり、家族という立場から介護保険による支援を受ける可能性が高いということか

ら、40歳以上の者を被保険者とし、社会連帯によって介護費用を支え合うものとするとの整理

がなされたものであるというふうに理解をしております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 久保田商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（久保田 浩君） 谷口議員さんにお答えします。 

 １の(18)室戸岬への土産物店の設置についてであります。 

 室戸岬周辺については、室戸阿南国定公園の特別区域であり、新たに建築物を建設すること

が困難な区域となっております。現在、室戸市観光協会が室戸岬の突端の以前バスの待合所で

あった建物を観光案内所、土産物販売店として営業を行っております。しかし、利用客が少な
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く、売り上げも少ない状況にあります。室戸市観光協会では、もっと観光客に対して土産物を

販売していることをわかってもらうようにと、大きく目立つ表示を最近行っております。ま

た、室戸岬突端部ではありませんが、東に室戸世界ジオパークセンター、西に海の駅とろむに

おいて品数や品ぞろえについては十分ではありませんが、土産物の販売を行っております。そ

のほか、岬周辺のホテル等にも多少ではありますが、土産物を置いていただいております。今

後とも、室戸に来ていただいた観光客を、土産物を販売している場所へ立ち寄っていただける

ような取り組みについて、関係者と協議してまいりたいと思ってます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 竹本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 (19)のＴＰＰ妥結後の本市への影響額についてであります。 

 前段の議員さんに御答弁いたしましたように、平成28年２月４日に発表されましたＴＰＰ大

筋合意による高知県の影響額をもとにいたしまして、本市が農林水産物の県内に占める割合か

ら算出いたしますと、水産物を中心に約3,300万円から6,700万円の影響が推測されるところで

あります。国や県の算定をもとにしたこの影響額以外にも、農林水産物の生産者価格低下につ

ながるさまざまな要因が危惧されるところでありまして、本市の農林水産業に与える影響は少

なくないと考えております。引き続き、ＴＰＰ妥結による本市への影響を注視しつつ、関係団

体や関係機関と連携の上、効果的な支援に努めてまいります。 

 次に、(20)の休耕地の利活用についてであります。 

 議員御案内のとおり、農家の高齢化や後継者の不足など、本市でも休耕や耕作放棄が水田を

中心に依然拡大しているところでございます。このような中、市といたしましても、耕作放棄

を解消し、農地の有効活用を図っていくことは重要な取り組みであると認識しているところで

ございます。その対策といたしましては、集落営農の組織化、新規就農者の営農定着、条件不

利地での小規模な就農を目指す就農予定者への研修支援事業などの支援とともに、企業の農業

分野への進出など支援策を進めることで、耕作放棄の防止とともに農地の有効活用に努めてま

いります。 

 また、平成28年度当初予算では、新たな取り組みといたしまして、果樹を新植した際に苗木

等の購入費用相当分を補助していくことで、耕作放棄地の再生利用及び未然防止について支援

を行うことといたしております。 

 また、本年度には、新たな取り組みとしまして、休耕地でソバを栽培して手打ちそばとして

観光イベントに提供した集落営農組織の取り組みもお聞きをしておりますので、このような休

耕地等での作付を支援する制度を検討してまいります。 

 また、議員御案内の他の自治体における先進事例等につきましては、県下の各市町村を初め

として県などの関係機関や関係団体のＪＡなどとともに協議連携の上、情報収集に努めてまい

ります。そして、有効であると思われる対策につきましては、導入について積極的に検討して
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まいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 上松防災対策課長。 

○防災対策課長（上松富士樹君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな２点目の(2)夜間の避難訓練についてであります。 

 議員さん御案内のとおり、巨大地震は夜間に発生することも考えられることから、夜間の避

難対策を行うことは、大変重要であると考えております。本市の夜間避難への対策としまして

は、地震発生直後には停電することが想定されますので、避難場所の入り口などを示すソーラ

ー式避難誘導灯の整備、避難路整備工事における手すりなどへのソーラーライトの設置、また

室戸市地域防災対策総合補助金を活用した自主防災組織による避難路へのソーラーライトの整

備も進められているところでございます。また、現在整備を進めております津波避難タワーに

も、ソーラー式による照明を設置するなどの対策を行っているところであります。 

 議員さん御質問の避難訓練につきましては、平成20年度以降では、室戸市全体で延べ79組織

が実施をしております。そのうち夜間の避難訓練は、自主防災組織や地区自主防災組織連絡協

議会が主体となり、平成24年度には１組織、平成26年度には４組織、平成27年度は２組織、延

べ７組織、約500人の方が参加されており、またその実施時期としましては、５月に２回のほ

か、６月、８月、10月、12月、３月の各月に１回ずつ実施をされております。 

 内容といたしましては、夜間時の要支援者の避難を想定してリヤカーを使用しての避難訓練

など、自主防災組織ごとに工夫した取り組みも行われております。このように、避難訓練につ

きましては、自助・共助の意識を高めていくために、地域の連絡協議会や自主防災組織が主体

となって実施していただくことが何より効果的であると考えておりますので、今後におきまし

ても、自主防災組織連絡協議会の組織化を進めるとともに、自主防災組織のリーダーを初め地

域の皆さんと訓練の実施時期なども協議を行いながら、効果的な訓練となるよう取り組んでま

いります。 

 次に、(3)地震発生時の避難勧告等についてでございます。 

 本市では、毎年県の南海トラフ地震対策推進週間に行われる県内一斉避難訓練の際には、防

災対策課の職員が防災行政無線で避難開始の放送を行い、その数分後に各携帯電話事業者にか

わり、本市が大津波警報の発表や高台への避難を呼びかける訓練用のエリアメールを配信をし

ております。実際に地震が起こった場合は、エリアメールは訓練のときとは異なり、気象庁か

らの緊急地震速報や津波警報などを受信した時点で、各携帯電話事業者から災害情報が対象エ

リア内にいる携帯電話利用者の方にダイレクトに一斉送信されます。 

 また、市の対応といたしましては、全国瞬時警報システムＪ－ＡＬＥＲＴと連動しておりま

す防災行政無線が消防庁からの災害情報を受信しますと、自動的にシステムが起動し、直ちに

自動放送されることとなっており、防災行政無線を通じて市内全域に津波警報や高台への避難

を呼びかけるようになっております。その後、防災情報などは市からの防災行政無線や携帯電
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話のエリアメールなどを通じて避難所情報などを住民に皆さんにお知らせしていくこととなり

ます。 

 次に、(4)地震発生時の道路の啓開計画等に関してお答えをいたします。 

 巨大地震の発生直後には、揺れや津波により各地で道路の寸断等が発生し、負傷者の救助、

救出や支援物資の輸送等に大きな支障が出ることが想定されます。そのため、高知県では事前

に優先して瓦れきなどの撤去を行うルートなどを定めた高知県道路啓開計画を策定し、公表し

ているところでございます。高知県によりますと、本計画を策定にするに当たり、耐震化され

ていない橋梁は、橋梁耐震化計画の見直しに基づき順次耐震化を実施し、または耐震改修が完

了している橋梁でも、津波浸水区域にあれば津波による落橋を想定して、架設道路計画の作成

を順次実施しているというふうにお聞きをしております。 

 高知県に確認しましたところ、県道椎名室戸線の室津川橋につきましては、平成24年度に耐

震改修が完了しているとのことであります。しかしながら、万一その室津川橋が通行不能とな

った場合など、最悪の事態を想定して、県立室戸広域公園を経由して県道室戸公園線を使用す

るルートなど、災害発生時にはあらゆるルートを想定した対応ができるよう、事前に検討して

おくことは必要であると考えております。 

 また、本市において、主要な幹線道路であります国道55号と県道椎名室戸線において、県と

ともに地震時に倒壊し、道路を塞ぐおそれのある沿道建築物の耐震化に向けて予算化し、現在

取り組んでいるところでございます。今後は、この計画をもとに、地震発生後迅速に瓦れき撤

去や応急復旧ができるように、県や関係機関との連携のもと、取り組みを進めてまいります。 

 次に、(5)職員災害初動マニュアルについてでございます。 

 まず、本市の地震災害時の対応といたしましては、平成17年度に室戸市地域防災計画地震災

害対策編を策定した後、東日本大震災を経験する中で、国・県の指導のもと、平成27年２月

に、地震及び津波災害対策編の改訂を行ったところでございます。その計画の中で、組織、動

員配備といたしまして、初動態勢、活動態勢、初動における配備と市職員の責務、災害対策本

部の組織図、各部班の所掌事務など、災害に備える態勢を明記しているところでございます。 

 また、災害対策本部の組織図に基づいた職員の配備につきましては、人事異動に伴い変更が

生じますので、毎年年度初めに再編し、全職員に周知を行っているところでございます。 

 災害に対する職員の初動マニュアルにつきましては、議員さん御案内のとおり、災害時にど

のような行動をとるべきか混乱を起こさないためにも必要であると考えております。今後、地

震及び津波災害対策編から必要な箇所を抜き出し、職員が携帯しやすいような工夫をしてまい

りたいと考えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 谷口議員さんに、大きな２点目の(6)防災コミュニティーセンター

事業についてお答えいたします。 
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 南海トラフ地震などの大規模災害時における地域住民の避難及び消防活動の拠点施設となる

消防屯所の高台移転が急務となっていることから、平成21年度に室戸、平成24年度に吉良川、

平成25年度の佐喜浜分団屯所に続き、現在元分団屯所の高台移転に取り組んでいるところでご

ざいます。また、平成28年度におきましては、三津分団屯所の高台移転に関する予算を今回計

上させていただいているところでございます。残りの消防屯所につきましては、移転先の土地

の確保が困難なことから、具体的には決まっていないところですが、防災コミュニティーセン

ターは地域住民の安心・安全を守り、また持続可能な消防力の維持に欠くことのできない施設

でありますので、移転先や財源の確保に向け、地域の皆さんや消防団員など、関係機関の協力

を得るとともに、市長部局との協議を行ってまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため４時15分まで休憩いたしたいと存じます。 

            午後３時59分 休憩 

            午後４時14分 再開 

○議長（久保八太雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、一般質問を終了するまで、あらかじめこれを延長したいと思います。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（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は一般質問が終了

するまで、あらかじめこれを延長することと決しました。 

 次に、亀井賢夫君の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） ３番、自民クラブの亀井です。本定例会におきまして通告に従い一般

質問を行います。 

 順次質問に入らせていただきます。 

 まず初めに、大きな１、南海トラフ巨大地震について。 

 (1)防災訓練についてお伺いします。 

 東日本大震災からはや５年たち、南海地震の発生確率も１年たつごとに高くなってきており

ます。特に、南海トラフ巨大地震の津波の影響を直接受ける我が室戸市では、津波高が20メー

ター以上と言われ、海岸沿いの全ての集落を一瞬に飲み込むことが想定されております。その

南海トラフ巨大地震とは、水深6,000メーター未満の駿河湾から九州沖に伸びる南海トラフを

震源として起きる最大規模の地震であることは、皆さんの承知のとおりであります。東日本大

震災では、三陸沖、宮城沖、福島沖、茨城沖と４つの震源域が連動して巨大地震が発生してお

ります。連動は想定外であり、これを教訓として南海トラフ巨大地震についても、最大クラス

の地震や津波を想定して、2012年から被害の見直しが行われてきております。南海トラフの各
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所では、かねてより東海地震、東南海地震、南海地震と、マグニチュード８クラスの巨大地震

が同時発生するとされていましたが、新たな想定では、震源域がこれまでよりも拡大して、そ

の規模は東日本大震災と同等のマグニチュード９になり、この９の揺れを想定しては、震度７

以上が10県、151市町村、震度６強になるのが21府県、239市町村に及び、死者32万人、負傷者

63万人が犠牲になると言われております。これらの被害想定は、あくまで最悪を考えてはじき

出された数値であり、暖房器具が必要になった冬の寒い日の停電になった深夜で、避難路や周

りが全く見えない日ということになります。夏は、暗くても着のみ着のままで逃げることがで

きます。東日本大震災と南海トラフ巨大地震の一番の違いは、地震が起きてから巨大津波が来

るまでの時間にあります。南海トラフ巨大地震は、震源に非常に近いために、早い地域で３

分、最低10分以内でほとんどの海岸線に津波が押し寄せてくることが想定されております。間

違いなく来るであろう南海トラフ巨大地震対策に備えて避難訓練は、大変重要であり、いざと

いうときには迅速に避難できるかどうかは、日ごろの訓練にかかっていると言っても過言では

ありません。 

 そこで、お伺いします。 

 本市で毎年行われている自主防単位に避難訓練について、自主防から参加人数や到着時間等

をチェックした実施表が提出されておりますが、その実施表の調査項目を見ておりますと、お

年寄りの多い集落は毎年参加人数が減少してきたり、到着時間についてもおくれが出てきてお

ります。どこの自主防も同じ問題があるのではないかと思うのですが、担当課が調査された実

施表が次の訓練にどのように活用されているのか、お聞かせください。 

 毎年同じことの繰り返しで問題点などが全くないのか、修正できていないように感じており

ます。 

 ②隣近所の方が声かけしても、地震・津波が発生しないと避難訓練には参加しないというひ

とり住まいのお年寄りの方が地域に何名かいるようにお聞きしております。こんな独居老人の

人たちが全員避難訓練に参加するように、市のほうで啓発運動等の対策は検討されているので

しょうか、お聞かせください。 

 市の指導や意見には、耳を傾けると思われます。 

 ③市内全域で行う避難訓練について、担当課として市内全体の避難度の把握や避難場所の位

置及び避難所との連絡方法など、自主防単位別での状況把握はできているのでしょうか。避難

場所から次の行動が全く見えません。この状況を考えた場合、担当課として市内全体の自主防

の防災訓練の参加も検討しておくべきではないでしょうか、担当課の考えをお聞かせくださ

い。 

 そして④として、市職員の防災訓練はどのような訓練が行われているのでしょうか。勤務中

に地震が発生した場合の、来客者に対する避難誘導や各職員の役割などを周知する訓練は行っ

ているのでしょうか。住民が市からの避難指示など大変気にしております。お聞かせくださ
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い。 

 次に、(2)防災キャンプ推進事業についてお伺いします。 

 平成26年４月から11月末にかけて、佐喜浜小学校で２度にわたり防災教育の一環として、防

災キャンプへの取り組みが実施されております。関係機関である教育委員会や防災対策課、そ

して消防本部や地元の消防分団員の方が指導の中心となって、全校生徒はもとより、地区の自

主防災組織や常会長会、婦人会、小・中のＰＴＡを含めた地域の住民が一体となって、非常時

に適切に行動ができる児童の育成と市民の防災意識の向上を図る目的で、多くの方が防災キャ

ンプに参加をしております。実働期間としましては、５月から活動を始めて６月21、22日に第

１回目のキャンプを行い、集中豪雨や土砂災害、そして地震・津波被害を想定した避難所での

生活体験を踏まえた避難行動やフィールドワークを行って、自分たちが暮らしている町内の避

難路調査や大学教授による防災対策の講演、避難所での非常食体験などを行っております。そ

うして、次の11月29、30日の第２回目のキャンプでは、第１回目の成果と課題を踏まえ、全校

親子の宿泊体験や保育所の園児や地域全体をも含めた防災体験学習を行っております。その中

で、消防署の職員による応急担架づくりや地震火災等の消火体験、防災対策に、地震体験の災

害についての多くの実務を子供たちや地域住民が体験をいたしております。この高知県防災キ

ャンプの推進事業が、子供たちが防災に関する知識を得るとともに、非常時に適切に行動でき

る児童の育成が行われたことで、地域住民の防災に対する意識の持ち方が変わってきたのでは

ないでしょうか。 

 そこで、お伺いします。 

 ①市内全域で行う年１回の防災訓練に、子供たちの参加が少ないようにお聞きしておりま

す。小・中学校の地域の防災訓練の参加及び学校の防災訓練への取り組みについて、どのよう

な防災避難訓練の指導がされているのでしょうか。この防災キャンプの実施まで、地域の避難

路、避難場所を知らない子供もいたようです。子供たちの防災訓練への取り組みについてお聞

かせください。 

 ②生徒と地域住民が参加して成果があった防災キャンプについて、これからの地震・津波対

策は、この生徒たちが地域の中心になってきます。市としては、市内の全学校のこれからの防

災教育の取り組みについてどのように進めていく考えなのでしょうか、お聞かせください。 

 そして③として、この非常に有意義のあった防災キャンプについて、この成果や反省点を地

元の防災訓練にどのように活用していく考えなのでしょうか、お聞かせください。 

 次に、大きな２、事業の実施状況について。 

 (1)繰越明許についてお伺いします。 

 近年、本市の公共事業の繰越事業が非常に多くなってきているように感じられます。この事

業が繰り越しとなる主な要因としましては、国の補助金が補正予算で組まれた場合には、地方

への配分が遅くなり、県からの市町村への予算配分も同じようにおくれてくることになりま
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す。この予算配分、事業採択のおくれにより、市町村が予定していた事業の発注計画に大きな

支障が生じてくることがおくれる原因の一つになっていることは、皆さん御承知のとおりであ

ります。ただ、事業が採択され、事業に着手してからの工程のおくれについては、台風や集中

豪雨による自然災害など、特にハード事業に関しては天候が直接工事に影響することから、工

期の延期が余儀なくされた事業も何カ所かあったように記憶しております。しかし、この一、

二年の主な事業の発注状況を見てみますと、昭和25年度の繰越明許になった事業が室戸ジオパ

ーク拠点施設整備事業、新火葬場整備事業、そして室戸小学校プール新築事業など、大口工事

を含めた18件の約９億円余りが繰り越しされており、理由としては、発注時期のおくれや工期

日数の決め方、工事の進捗に問題があり、そのうち１件が私の知る限り、本市で初めてと思う

事故繰越にもなっております。そして、平成26年度の繰越明許につきましても、ハード事業が

29件で約13億円余り、ソフト事業が20件で約１億2,000万円の繰り越しとなっており、合計で

49件の14億円余りが繰越明許になっております。平成27年度事業につきましても、災害復旧工

事や学校の耐震事業と、何件か事業の繰り越しがあるようにお聞きしております。この繰越明

許の事業が工期の関係から、年度当初より優先して着手されることから、当年度に計画されて

いる事業の発注におくれが生じることで、多くの事業が再び翌年に繰り越しせざるを得ないよ

うになるなど、緊急を要する災害復旧工事や防災対策関連の事業までに悪い影響が生じてきて

いるのは、皆さんの承知されていると思われます。 

 そこで、お伺いします。 

 ①前段で説明したように、繰越明許が多くなる最大の原因について、本市が発注するソフ

ト、ハード事業別の繰り越しの主な理由について説明をお聞かせください。 

 繰越理由は、受注が偏っているのではないでしょうか。指名業者の選定方法や受注件数、そ

して発注時期はどのように決めているのでしょうか。上手に発注するのも行政の仕事と思うの

ですが、発注側の考えをお聞かせください。 

 ②全ての繰越事業、これはソフトとハード事業がありますが、年度末などで工事費の支払い

まで全て完了していると思うのですが、現時点で26年度の繰越事業の発注件数と完成件数を、

ソフトとハード事業別でお聞かせください。 

 ③事業の日数、または工期は何を基準にして決めているのでしょうか。私の知る限り、ハー

ド事業については、県の標準工事日数により事業費で日数が決まっていたと思うのですが、契

約書の工期を標準日数で契約されているのでしょうか。繰越明許が多くなる今の事業につい

て、工期を決める算定根拠と延期できる根拠をお聞かせください。 

 そして、繰越事業で仏教美術展が開催されておりますが、会期が１カ月になっております。

予算に対して会期が短いと思うのですが、会期日数はどのように決めているのでしょうか、お

聞かせください。 

 そして、会場が市外を含めた４会場となった理由についてお聞かせください。 
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 ④高知県の共通仕様書で、契約から30日以内に着手することが決められていると思うのです

が、建設工事及び建築工事の繰越事業は、この始期日が守られているのでしょうか、お聞かせ

ください。 

 そして、着手日の確認は誰がどのようにしてチェックしているのでしょうか。 

 ⑤単年度で完成する事業を翌年度に繰り越しした場合、または事故繰越となった場合は、

年々人件費や資材費が変わっていると思うのですが、単価の変更はされるのでしょうか。重要

変更など大きな設計変更となれば、市の財源に影響は及ばないのでしょうか。例えば、増額分

が単費、市単になることはないのでしょうか。もし増額分が市単になるなら、工事費の無駄遣

いになります。担当課長さん、わかりやすく説明をお願いします。 

 次に大きな３、人口減少問題について。 

 (1)交流人口の拡大についてお伺いします。 

 私たちの暮らしている室戸市は、県の東南端に位置し、太平洋に逆三角形を描いて突出した

海岸線が非常に長い地形となってつくられております。年間を通して温暖な気候に恵まれて美

しい自然と豊富な資源、そして多くの歴史や文化資産を擁した魅力あるまちとして形成されて

おります。その本市ならではの自然と地形を生かしてつくられた室戸ドルフィンセンターや吉

良川町並み館、そして室戸ジオパークセンターを観光拠点の中心として、交流人口の拡大に力

を入れているのは、皆さんの承知しているとおりであります。 

 我が高知県は、交流人口の増加を目指して毎年多くの観光イベントが計画されて、多くの観

光客が高知県へと来ております。県東部においても、昨年は「高知家・まるごと東部博」の開

催の開催により、西の芸西村から東の東洋町までの全ての市町村が特色を出してその土地なら

ではのイベントを開催して、多くの観光客を東部地域へ呼び込む観光キャンペーンを行うな

ど、県東部の市町村が一体となって地域経済の活力、そして交流人口の拡大に向けての取り組

みが進められてきました。この「高知家・まるごと東部博」の熱が冷めないうちに、私たちの

暮らしている室戸市を今県外へ売り出す大きなチャンスではないでしょうか。 

 そこで、お伺いします。 

 ①公園法等で立て看板の大きさ等に規制があることは、承知しておりますが、特徴ある案内

板の設置や公用車でのＰＲ、特にマイクロバスは白いキャンパスの状態のままで市内を走行し

ております。この白い車体に観光用の図柄やロゴマーク等を描くなど、交流人口の拡大を図る

ためにも、観光室戸を少しでも多くの市民に知ってもらう考えはないのでしょうか。口コミの

宣伝は、大きな力へなりますし、室戸に観光に来ている人たちにもインパクトのある宣伝にな

ります。お聞かせください。 

 次に②として、県外への観光ＰＲと地元企業の育成等を考えた場合、観光バスや長距離用の

保冷車等に宣伝費を出して、車体にペインティングするなど、観光室戸を県内外へＰＲするこ

とも妙案ではないでしょうか。ジオパークや深層水など、室戸岬の景色は県外の観光地では非
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常に目立ちます。ジオパークという大地の恵み、地質遺産が幾らすばらしくても、人が知らな

くては何の価値もないのと同じことになります。地元企業への支援育成と観光室戸の宣伝をか

ねた一石二鳥になると思うのですが、市の考えをお聞かせください。 

 ③事務分掌で深層水事業が観光課から外れておりますが、市は深層水事業をどのように考え

ているのでしょうか。以前は、アクアファームの駐車場には観光バスも多く駐車しており、深

層水事業は本市の観光の目玉ではなかったのでしょうか。今は、単なる産業なのでしょうか。

通過型より滞在型観光、そして交流人口を考えるなら、少しでも室戸の特性を生かした観光資

源として、今ジオと一緒に売り出すべきではないでしょうか、市の考えをお聞かせください。 

 (2)定住人口・居住人口についてお伺いします。 

 高知県は、全国に10年先行して高齢化が進んでいると言われております。この現状は、さら

に進み、人口の自然減や少子・高齢化による人口の減少が見込まれている中、地元からの人口

流出に歯どめをかける方策や活動をしていくことが、私たちの使命ではないかと考えられま

す。地元から出ていく理由、これは聞き取り調査によるものですが、仕事、住居が一番の要因

になっております。ただ、この住居の問題につきましては、空き家対策や防災対策の取り組み

が徐々に進んでいることで、対応はできていると思うのですが、最大の問題は仕事ではないで

しょうか。我が室戸市の基幹産業は、昔から１次産業の農林水産業と土木建設業ではないかと

思っております。１次産業も６次産業化などにより、雇用を生み出す対策が本市にとっては大

変重要な課題になってくることは、間違いないと思われます。市長は、地元企業の訪問を定期

的に行い、地元企業の育成支援や雇用対策に力を入れているようにお聞きしておりますし、産

品応援事業費を出して地元企業を応援していることは、人口減少を心配している市民にとって

大変心強く感じております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①今の室戸市の人口は約１万3,000人強ということですが、仕事をしている20歳から60歳以

下と、退職している60歳以上から70歳、70歳から80歳、そして80歳以上の人口の割合はどのよ

うになっているのでしょうか。60歳以上、特に75歳以上の比率が高ければ、早急に手を打たな

ければ、人口減少に歯どめがきかなくなります。人口減少対策について、市の考えをお聞かせ

ください。 

 ②定住人口のかなめとなる仕事、働く場所の確保について定期的に企業訪問をしていると説

明されておりますが、訪問している地元企業とはどのような企業なのでしょうか。観光、土木

建設、大敷、鉄鋼業、深層水企業等多くの企業があります、お聞かせください。 

 そうして③として、これは前段の議員に答弁されておりますが、再度お聞かせください。 

 この定期的に訪問されている地元企業が、１社ではなくて何社が市外へ移転や市内の工場を

縮小するというような話を耳にしております。市長及び担当課は、企業訪問で企業の動きを把

握されていると思うのですが、本当なのでしょうか。今も工場が動いているので気になりま
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す。移転が本当であれば、人口減少に大きな痛手となります。状況をお聞かせください。 

 そして、移転した場合、これはあくまで仮定になりますが、本市の人口減少にどれぐらいの

影響があるのでしょうか。移転等について、企業との話し合いはされているのでしょうか、お

聞かせください。 

 次に、大きな４、公共施設の管理について。 

 (1)市が管理している通称箱物と言われる公共施設についてお伺いします。 

 この公共施設につきましては、台風により漁具倉庫の波スレートが民家に直撃したことが発

端となり、本市が管理している建築物の管理状態についての現況調査をしてみました。本庁舎

はもちろんのこと、出張所や市民館、公民館、そして保育園に小・中学校等々、本当に数え切

れないほどの箱物が建築されております。その通称箱物と言われる建築物の維持管理が全くさ

れずに放置された状態で、市内のところどころに多く残されていることに大変驚きを感じた次

第です。本市の玄関口となる西の羽根町には、閉鎖された羽根大型作業所が、東の玄関口には

廃校となった佐喜浜小学校入木分校が、まるで廃墟の状態で残っております。この建築物の状

態を見た場合、室戸観光を目玉として交流人口の拡大を進めている本市としては、市が管理し

ている使われていない建築物が美しい室戸の出入り口の景観を破壊しているようにしか思えて

なりません。 

 そこで、お伺いします。 

 ①この古くなった使われてない箱物施設について、今後どのようにしていく考えなのでしょ

うか。室戸岬小学校は買収、椎名小学校はウミガメの施設として改築するようですが、これか

らの進め方と事業計画についてお聞かせください。 

 そして、ほかの箱物施設について、費用対効果が見込まれる施設として利活用する計画はさ

れているのでしょうか、それとも現状のまま管理せずに放置しておくのでしょうか、お聞かせ

ください。 

 ②として、古くなった未使用の建築物について、取り壊しや工事費が大きいので予算の確保

が難しいようにお聞きしておりますが、これらの箱物施設について、耐震診断が必要である、

昭和56年度以前の建築物があるのではないでしょうか。南海地震対策として、逃げる対策に倒

壊など、支障はないのでしょうか、お聞かせください。 

 ③国の対策として、居住環境の整備改善を図るため、個人所有の不良住宅や空き家住宅の除

却により、事前防災や減災対策の取り組みが始められていると思うのですが、この空き家対策

に古くなった市の建築物は対象外となるのでしょうか。使われていない箱物が建てられている

地域で苦情が出始めております。行政財産として管理されている担当課は、これからの対策は

どのように進めていく考えなのでしょうか、お聞かせください。 

 ④使われていない公共施設であっても、箱物は新築から維持管理は必要になります。年間の

維持管理費の予算についてお聞かせください。古くなった未使用の箱物施設であっても、市有
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物件の保険等も掛けられているのではないでしょうか。 

 次に、(2)公共施設の土地の使用料及び借り上げ料についてお伺いします。 

 この公共施設の土地の借り上げ料については、私が調べたところ、一般会計予算に年間約

1,500万円余りが使用料及び賃借料として予算化されております。そのうち使用されていない

施設の土地にも借り上げ料が支払われており、その大部分が廃校となった学校跡地であり、年

間約650万円が支出されております。そのほかにも大型作業所や水産施設用地等々の公共施設

があり、施設の一部分や大部分が個人名義の土地を借地していることで、毎年多くの使用料及

び賃借料が支払われていることになっているのではないでしょうか。 

 そこで、お伺いします。 

 ①前段でも質問いたしておりますが、これらの公共施設の個人名義の土地に借り上げ料とし

て支払っている行政財産と普通財産の件数と金額をお聞かせください。そして、契約されてい

る年数はいつまでになっているのでしょうか。廃校となっている３校、１校は普通財産と金額

の大きい三高小、室戸小、佐喜浜中学校についてお聞かせください。 

 ②廃校となって現在使用されていない３校について、毎年借り上げ料を支払っております

が、校舎の自然倒壊や買収まで借地契約を継続していく考えなのでしょうか。室戸岬小学校は

買収、椎名小学校は学校の改修ということで進められているようですが、岬小学校以外の借地

は現状のままで買収や返還などの対策はしないということなのでしょうか。借地の建築物は、

民法上の地上権や抵当権が発生することがあり、大変気になります、お聞かせください。 

 ③借り上げ料を支払っている公共施設について、特に使用している建築物が建てられている

土地の問題になりますが、これは私の知る限り、８校あったと思うのですが、この学校につい

て今の状態だと、買収する金額より借り上げ料が多くなってきているのではないでしょうか。

これからの方向性についてお聞かせください。 

 ④借り上げ料の支払いについて、土地の名義人、所有者に支払いがされているのでしょう

か。相続ができない土地が発生していれば、相続問題により、支払い等にも支障が出てきま

す。現状はどのようになっているのでしょうか。名義がかわっていない土地があるのではない

でしょうか、お聞かせください。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の(1)防災訓練についての中の市内全体の自主防災組織の防災訓練についてで

ございます。 

 本市としましては、自分の命は自分で守るという自助の観点から、まずは避難をする意識を

持っていただくことが大変重要なことであるというふうに思っております。また、防災力の底

上げとして、地域の方々に防災士の資格を取得していただいたり、また地域のリーダーになっ
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ていただきたいと考えております。各地域の防災リーダーを育成することで、自主防災組織単

位で避難場所から次の行動を含む訓練へと充実をさせるとともに、次には旧町単位、そしてま

た室戸市全体の訓練へとつなげていきたいと考えております。また、室戸岬地区、吉良川地区

に続き、佐喜浜地区で自主防災組織連絡協議会が設立をされたところでございます。防災リー

ダーの育成や避難訓練につきましても、自主防災組織連絡協議会と連携をした取り組みが必要

だと考えております。未成立の地区につきましては、早急に設立をしていただけるよう努力を

してまいります。また、避難訓練や防災訓練は、繰り返し続けることが大事であると思ってお

りますし、またその内容を改善をしながら充実をさせていくということは、議員さん御案内の

とおり、私も大事なことであると考えております。 

 次に、２点目の(1)繰越明許について中の仏像美術展についてでございます。 

 この事業につきましては、国の地方創生先行型交付金事業といたしまして、平成27年３月の

補正予算に計上したものでございます。当該事業の目的は、私たちの住んでいる高知県東部地

域には、室戸ジオパークに見られるように、豊かな自然とともに先人の築いてこられた歴史や

文化がございます。そしてまた、地域地域にはこれまで大切に受け継がれてきた文化財などが

数多く残されているところであります。これらは、地域の宝でございます。その魅力を内外の

多くの方々に情報発信をするとともに、地域の活力につなげていきたいとの思いで実施をする

こととしたものでございます。 

 私としましては、事業実施に当たり、教育委員会にお願いをし、また実行委員会を立ち上げ

て実行委員会による運営をお願いをしてきたところでございます。その中で、当市は市の施設

で実施主体として対応してまいりましたが、県文化財課や歴史民俗資料館の方々の御意見をお

聞きをする中で、指定された文化財を置くことは、温度、湿度、紫外線及び監視等に十分配慮

された施設で行わなければならないということで、当市のいろんな施設を見ていただきました

けれども、なかなか了承がいただけなかったということがございます。 

 したがいまして、現在文化財の指定を受けている仏像等につきましては、主に収蔵している

お寺で展示していただくようにしたものでございます。そして、７月の段階では、中心となっ

ていただける専門家の先生との協議や協力先の問題、また事業予算について、私が聞く範囲、

調整がついておりませんでした。そして、９月議会が済んでからも、それらの調整ができてい

ない、事業計画が固まっていないという状況がございました。私は、このままでは事業の実施

ができなくなるという思いから、実行委員会の方々とも協議の上、新たに高知大学の先生を中

心にして、多くの方々の御協力を求め、予算の範囲内で実施する方向で取り組みを進めてきた

ところでございます。 

 先ほども申し上げましたが、重要文化財につきましては、会場として承諾をいただきました

金剛頂寺を中心に、安田町の北寺、馬路村の金林寺の３会場といたしました。また、指定を受

けていないものにつきましては、来館者が多く見込まれる室戸世界ジオパークセンターを会場
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としたところでございます。 

 次に、会期についてでございますが、前段で申し上げましたように、なかなか計画がまとま

らないということもございまして、準備期間が大変少ない中で展示内容や看板、パンフレット

などの作成や展示物の移動期間などを勘案をし、関係者と協議してきた結果、今回の30日間と

したところでございます。 

 なお、国の補助事業であることから、３月末日には完了をしなければならない事業となって

いるところでございます。 

 このように、高知大学の先生を初め展示品を提供してくださった方々や県の関係者など多く

の方々の御理解と御協力によって開催ができているところでございまして、私としましては、

大変感謝をいたしているところでございます。 

 次に、３点目の(2)定住人口などについてでございます。 

 人口減少対策への取り組みにつきましては、前段の議員さんにも申し上げてきたところでご

ざいますが、大きく４つ、産業振興と雇用の確保、子育て支援、少子化、未婚化、晩婚化対策

の推進、Ｉターン、Ｕターンを含めた移住促進などに取り組むとともに、高齢者福祉や教育の

充実、防災対策事業の実施など、あらゆる施策を実施し、人口減少に歯どめをかけていかなけ

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。今後とも、基幹産業である農林水

産業、室戸海洋深層水、室戸世界ジオパークセンターを中心に、地域資源を活用した室戸らし

い産業振興が必要だと思っております。また、企業誘致条例やコールセンター等誘致促進条例

により、企業誘致を推進するなど、若者を中心に安定した雇用、次世代が魅力を感じる新しい

仕事を創出することが必要であるというふうに思っております。また、多子世帯保育料無料

化、同時入所による第２子保育料無料化や若者の出会い、結婚、妊娠、出産、子育てなど、切

れ目なく支援し、子供たちの学力の向上と郷土を愛する教育や室戸高校への支援の充実など、

室戸の次世代を育てていくことが大切だと思っております。 

 室戸ジオパークは、平成27年９月に世界ジオパークに再認定をされまして、国際交流への期

待が高まっているところでございますので、室戸ジオパークを最大限生かし、世界ジオパーク

による国際交流事業や広告物多言語化によるインバウンド対策の強化により、本市に新しい人

の流れをつくることによって、交流人口の拡大を図ってまいります。 

 いずれにしましても、本年度策定をいたしておりますまち・ひと・しごと創生総合戦略の目

標達成を目指し、移住・定住対策を推進をするとともに、移住・定住対策を促進することなど

によりまして、人口減少に歯どめをかけ、地域の活性化が図られるよう取り組んでまいりま

す。 

 次に、４点目の公共施設についてであります。 

 使わなくなった施設につきましても、できるだけ活用することが大事だというふうに思って

おります。これまでにも、国・県の補助事業等の活用により、旧室戸東中学校を室戸世界ジオ
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パークセンターとして活用しており、今回旧椎名小学校についても、昭和57年以降の建物であ

り、耐震性もあることから、活用を図りたいと考えているところでございます。しかしなが

ら、一方で市の保有する老朽施設の中には、耐震性もなく、利活用も難しく、撤去することや

処分することを検討していかなければならない施設があることは、議員御案内のとおりでござ

います。こうした施設の撤去に当たりましては、現在策定中の公共施設等総合管理計画に基づ

きまして、起債の充当などの財源対策を検討した上、計画的、段階的に撤去するよう取り組ん

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、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（久保八太雄君） 上松防災対策課長。 

○防災対策課長（上松富士樹君） 亀井議員さんに１の(1)訓練実施表の活用についてお答え

いたします。 

 東日本大震災の教訓を受け、避難意識の向上を目的として毎年高知県南海トラフ地震対策推

進週間に実施しております県内一斉避難訓練には、議員さん御案内のとおり、本市も当初から

取り組んでいるところでございます。その際には、市民の皆さんの参加状況等を把握するため

に、各自主防災組織のリーダーの方に訓練実施表の作成をお願いしているところでございま

す。この訓練実施表には、訓練への参加人数のほか、避難行動要支援者の方の参加の有無、避

難路の問題点、自主防災組織所有の資機材の点検などについて記入の上、報告していただいて

おります。 

 いただいた訓練実施表の活用方法としましては、報告していただいた御意見をもとに、避難

路への手すりの設置やソーラー式避難誘導灯、津波避難誘導標識などの設置につながっており

ます。また、自主防災組織が行う資機材整備の補助金申請時の活動実績としても活用しており

ます。また、今年度から平成29年度までの３カ年で、各自主防災組織と県、市防災対策課の３

者合同で、市内の各避難路の現地点検を行っております。その際にも、訓練実施表を活用し

て、自主防災組織の皆様と課題を共有し、より詳細な避難路の把握等に努めているところであ

り、今後とも、訓練実施表でいただいた御意見等を生かし、より実効性のある避難につながる

よう取り組んでまいります。 

 次に、避難訓練参加への啓発運動等の対策についてでございます。 

 本市では、県内一斉避難訓練などを実施する際には、「広報むろと」への掲載やチラシの折

り込み、各常会への回覧、市ホームページ、防災行政無線などでお知らせをしているところで

ございます。そうした中で、議員さん御質問のように、やはり高齢者や障害者の方々の避難支

援が課題であると考えているところでございます。高齢者などの避難行動要支援者の方々につ

きましては、平成23年度から作成に取り組んでまいりました避難行動要支援者名簿を更新し、

現在は名簿に追加された方々について、避難時に実際に支援していただく方や、避難経路の設



－137－ 

定など、一人一人に合った避難の個別計画の策定に、民生委員や自主防災組織などの支援関係

者とともに取り組んでいるところでございます。また、ある程度個別計画がまとまった地区か

ら、順次要支援者を対象とした避難訓練の実施を計画しているところでございます。 

 いずれにしましても、やはり実際に訓練を重ねていくことが大事でありますので、今後も自

主防災組織リーダー、民生委員さんなどの協力を得ながら訓練参加へのお声がけを行い、少し

でも多くの方に避難訓練に参加していただけるよう取り組んでまいります。 

 次に、自主防災組織ごとの状況把握についてでございます。 

 本市の各地域の避難路や避難場所の位置などにつきましては、平成27年度初めに室戸市津波

防災マップを全戸配布させていただきました。避難訓練などの際には、このマップをもとに、

避難路や避難場所などを確認して避難を行っていただいているところでございます。そうした

避難場所へは、自主防災組織別の訓練状況などにつきましては、訓練実施表で確認をさせてい

ただいているところでありますが、市長の答弁にもございましたように、今後は各地域の方々

に防災士の資格を取得していただくなど、地域のリーダーとなっていただける方の育成に努め

るとともに、自主防災組織連絡協議会の組織化を進め、リーダーの方を中心として、各地域ご

とに避難方法や連絡の方法、避難後の行動などについて考え、話し合う体制づくりを進めてい

きたいと考えております。そして、各自主防災組織ごとの情報などを地区自主防災組織連絡協

議会で共有し合うことで、市全体での情報共有等の体制づくりを進めていくことにより、実効

性のある避難や訓練につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、市職員の防災訓練についてでございます。 

 市職員の防災訓練としましては、県内一斉避難訓練に合わせて、職員の参集訓練を行ってお

ります。これは、県内一斉避難訓練の際に、地元の方々と一緒に地域の避難場所に避難した

後、一定の安全が確保できたとして、その後職員のとるべき行動を想定した訓練となっており

ます。 

 訓練の内容としましては、各地緊急避難場所から最寄りの避難所へ参集し、備蓄資機材の数

量や動作確認、防災行政無線を使用しての通信訓練などを行っております。また、その際に

は、各地域に分散備蓄しております浄水器の操作訓練もあわせて行っており、災害時に河川や

学校のプールの水などを飲み水として活用できるような取り組みも行っております。 

 そのほかにも、高知県総合防災訓練において、県や自衛隊と合同で、室戸広域公園への医療

救護所の開設や自衛隊のヘリによるけが人の輸送訓練なども行っております。また、室戸市地

域防災計画の中では、初動における配備と市職員の責務といたしまして、地震直後の緊急時の

措置として、来庁者の安全確保や安全な場所への避難誘導などを明記しているところでござい

ます。こうした訓練につきましては、現在保健介護課が県及び関係機関と一緒に、保健福祉セ

ンターやすらぎを会場として、来庁者の避難誘導、けが人の搬送訓練、医療救護所の開設、ト

リアージ、応急手当てなどを行っているところであります。今後、本庁舎などでの訓練につい



－138－ 

ても、取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、１の(2)防災キャンプの成果と地元防災訓練についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、平成26年度に２回実施されました防災キャンプ佐喜浜は、児童、

教職員、地域住民及び関係者など、地域が一体となって取り組んだものでありました。この防

災キャンプでは、反省会の中で、実際にマップに沿って歩き、マップづくりをすることで、危

ない箇所の確認ができたことや避難所生活でのパーティションの設置など、実際に経験してみ

ないとわからな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。こうした成果や課題

などは、地区の自主防災組織連絡協議会を中心に、地域が一体となって成果や課題を共有する

とともに、市も一緒になって対策などについて話し合い、今後の訓練に生かしていきたいと考

えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 森岡学校保育課長。 

○学校保育課長（森岡 光君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな１の２点目、防災キャンプについての①防災訓練への取り組みでございます。 

 小・中学校など子供の防災訓練につきましては、市内全ての小・中学校において、年間３回

の避難訓練と６時間以上の防災学習が年間計画の中に位置づけられており、それぞれの学校に

おいて、適切に実施されているところであります。また、高知県実践的防災教育推進事業とし

て、28年度は拠点校を元小学校とし、取り組んでいく予定となっております。この事業では、

多様な避難訓練や防災に関する指導方法の開発、普及などに取り組むこととしております。今

後も、防災推進事業等の対象校をかえながら、各地区と連携した防災活動につながるよう検討

して取り組んでまいりたいと考えております。子供の地域防災訓練への参加が少ないのではな

いかと御指摘がありますが、地域での県内一斉防災訓練への参加につきましては、防災対策課

や自主防災組織とも連携するとともに、各学校を通じて子供たちの参加率を高めていきたいと

考えております。 

 次に、②の防災教育への取り組みにつきましては、前段でお答えしたことのほか、各学校か

ら防災出前講座の要請があったときには、防災対策課や消防職員に講師を依頼し、防災訓練を

行っているところでありますが、今後におきましても、子供たちの防災意識を高めることや自

分の命は自分で守るよう、学校や家庭での防災意識を高めるべく取り組みを進めてまいりま

す。 

 次に、大きな４の(1)通称箱物と言われる公共施設についての学校保育課関係施設等につい

てでございますが、①の中の旧室戸岬小学校についての計画ですが、さきの12月議会で市長が

御答弁申し上げましたとおり、公共施設総合管理計画の策定後に、建物の除去や借地の買収等

について、地権者と協議することなど、検討しているところでございます。 

 次に、(2)の公共施設の土地使用料及び借り上げ料についてであります。 

 現在、使用されていない廃校となった学校施設用地の借り上げ料でありますが、旧室戸岬小
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学校が７名、19筆、506万3,000円、旧入木分校が７名、11筆、22万4,000円、また普通財産で

はございますけれど、旧椎名小学校が10名、22筆、165万3,000円となっております。 

 次に、現在の学校施設では、三高小学校が10名、15筆、104万2,000円、室戸小学校が６名、

10筆、293万7,000円、佐喜浜中学校が１名、２筆、180万5,000円となっています。廃校となっ

た学校の土地の今後につきましては、旧室戸岬小学校は前述のとおりでございますが、旧入木

分校につきましては、先ほど市長が御答弁いたしましたように、公共施設総合管理計画に沿

い、建物の取り壊しを検討し、その後借地についても検討してまいります。 

 ３点目の借地料と買収についてでございますが、それぞれの学校建設時において、その当時

の財源対策や地権者の意向等で購入できなかった場合など、それぞれ事情があったものではな

いかと考えるところでございます。 

 次に、所有者から買収の申し出があった場合には、財源措置等について市長部局等と協議し

てまいりたいと考えています。 

 次に、④土地借り上げ料の支払いについてですが、長期間の契約になれば、当然そうした相

続問題が発生してまいりますので、その場合には、その都度相続人の皆様と連絡をとって代表

者を決めていただくなど、契約の変更等を適切に行っていくところでございます。以上でござ

います。 

○議長（久保八太雄君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 大きな２点目の(1)平成27年度において繰越明許となったものの主な理由についてでござい

ますが、まずハード事業では全体で24件、そのうち地権者や地元との協議に日時を要したもの

が10件、他省庁実施路工事や災害復旧工事など、他事業との調整に日時を要したものが５件、

早期完成を図るため過疎債を使い補正予算対応したことによるものが２件、そのほかが７件な

どとなっております。また、ソフト事業では、平成28年１月に成立いたしました国の補正予算

による補助金などを財源として補正予算対応としたことによるものが３件、そのほかが２件と

なってございます。 

 次に、平成26年度からの繰越事業につきましては、全体で49件でございますが、ハード事業

では30件中、現時点までに完了したものが24件ございます。また、ソフト事業につきまして

は、19件中完了したものが10件となっております。現時点で完了していないものにつきまして

は、ハード事業で７件ございますが、いずれもほぼ完成をしておりまして、年度内に完了する

見込みであります。また、ソフト事業の完了していない９件につきましても、国の補正予算で

対応したものが中心であり、事業期間が本年３月までとなっているものなどでございます。こ

ちらも全て年度内に完了する見込みでございます。 

 次に、大きな３点目の(2)定住人口・居住人口についての年齢別人口の割合についてでござ

います。 
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 平成28年２月末現在、本市の住民基本台帳人口は１万4,445人となっております。そのうち

20歳から60歳の人口は5,170人、総人口に占める割合は36％となっております。また、60歳か

ら69歳の人口は3,144人、22％、70歳から79歳までの人口は2,541人、17％、80歳以上の人口は

2,106人、14％となっており、本市の高齢化率は44％となっております。先ほど市長が御答弁

申し上げましたように、本年度策定いたしましたまち・ひと・しごと創生総合戦略の推進など

によりまして、人口減少に歯どめをかけるための取り組みを進めてまいります。 

 次に、大きな４点目の(1)の中の使われていない公共施設に係る維持管理経費についてであ

りますが、議員御案内のとおり、市の建物につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共

済会と建物総合損害共済保険契約を結んでいるところでございます。そのうち、現に使用され

ていない施設に係る保険料といたしましては、平成27年度で約25万円程度でございます。しか

しながら、火災や台風等の災害に備えるために一定必要な経費であると考えております。以上

です。 

○議長（久保八太雄君） 黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 亀井議員さんに、大きな２点目の(1)繰越明許についての１

点目の中の指名方法についてでございます。お答えいたします。 

 建設工事の指名業者の選定方法につきましては、地域経済への波及効果や雇用確保など、地

元業者育成の観点から、室戸市建設工事指名競争入札参加者の指名基準に基づき、原則として

室戸市に有資格者として登録された市内業者を地域別、ランク別に分類し、工事箇所、金額に

応じて指名することとしており、指名審査委員会においてそれらを審査の上、決定をしており

ます。ただし、災害等、特に緊急を要する場合や舗装工事、船舶を使用する工事など特殊な工

事については、先ほどの原則にかかわらず業者を指名することのできる規定を設けておりま

す。 

 発注時期につきましては、事業担当課によりそれぞれ計画的に行われているものと考えてお

りますが、本市の建設工事はそのほとんどが国・県の補助を受けて実施しているため、補助金

の交付決定や災害復旧工事においては、災害査定の日程に大きく左右されることから、発注時

期が年度末等の一時期に集中しやすい傾向にあるのは、事実でございます。そのため、契約の

際には、工事施工の確保の観点から、現場代理人技術者届及び他の工事との兼務状況届を提出

させ、適切な人員の配置が行われているかなどについて確認をしているところでございます。 

 次に、３点目の工期の基準についてでございますが、前段の議員さんに副市長からお答えい

たしましたように、ハード事業のうち土木工事につきましては、議員さん御案内のとおり、高

知県土木工事標準工事日数一覧表に準じ設定をしております。また、建築工事におきまして

は、国の公共建築工事における工期設定の考え方に示されておりますように、設計業者により

過去の同種工事の実績を踏まえた算出をしているところでございますが、今後は同通知の趣旨

を踏まえ、より地域の実情を加味した工期設定の方法について検討してまいりますとともに、
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翌債制度の積極的活用等による工事の平準化に向けて取り組み、年度末における工事の集中の

回避と適正な工期の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、工期延長の根拠といたしましては、請負契約書において受注者から工期の延長を請求

できる場合として、天候の不良、あるいは関連工事の調整への協力、その他受注者の責めに帰

すことのできない事由により工期内に完成ができないとき等が明記されているところでござい

ます。また、受注者からこのような完成期限の延期の申し出があったときには、室戸市請負工

事監督規定におきまして、監督職員は遅滞なくその内容を調査し、意見を付して課長等に提出

しなければならないこととしております。したがいまして、工期の延長につきましては、監督

職員、管理業者、受注業者との３者での協議の上、やむを得ないと判断される場合について、

報告を受けた担当課の課長が必要に応じ、市長、副市長と協議の上、決定することとなりま

す。 

 次に、４点目の工事着手の仕組みにつきましては、高知県建設工事共通仕様書の規定によ

り、受注者は工事に着手した場合は速やかに着手届を提出しなければならないものとされてお

り、この届け出とともに、工事看板の設置や起工測量を実施した工事確認書等により、各事業

担当課の監督職員が確認することとなっており、適切に行われているものと認識をしておりま

す。 

 次に、翌年度に繰り越した場合の単価の変更についてでありますが、請負工事には賃金また

は物価の変動に基づく請負代金額の変更の項目において、契約締結の日から12月を経過した後

に、日本国内の物価水準の変更により、請負代金が不適当となったと認めたときは、請負代金

の変更ができる、いわゆる全体スライドや主要な工事材料の価格の著しい変動に対応する単品

スライドなどの規定がございますので、このような条件に該当する場合には、請負代金の変更

は可能であり、国にも同様の規定がございますので、補助金の増額変更の対象にもなるものと

考えております。 

 また、重要変更など大きな設計変更についてでありますが、請負契約書の設計図書の変更の

項目においては、発注者は必要があると認められるときは、設計変更を行うことができる旨が

規定されており、この場合において、発注者は必要と認められるときは、工期もしくは請負金

額を変更しなければならないと明記されているところでございます。予算を伴います重大な設

計変更をする場合には、補助事業につきましてはあらかじめ国・県等に協議の上、承認が得ら

れた場合に行うことになりますので、この場合も増額分を含め、補助対象になるものと考えて

おります。 

 次に、大きな４点目の(1)公共施設管理についての③の空き家対策のうち、市の建築物に関

してでありますが、空家対策推進特別措置法に定義いたします空き家等につきましては、国ま

たは地方公共団体が所有し、または管理するものを除くと規定されておりますので、市の建築

物は対象とならないと考えております。以上でございます。 
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○議長（久保八太雄君） 久保田商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（久保田 浩君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 大きな３点目の(1)交流人口の拡大についてであります。 

 市長の行政報告にもありましたように、当市への入り込み観光客数は、平成26年が63万人で

あったのが、東部博を開催した平成27年は73万人と約10万人増加しております。前段の議員さ

んにもお答えしましたように、東部博で得た成果等を新しく組織する高知県東部観光協議会等

との連携により継続的な取り組みを行っていくこととしているところであります。 

 御質問の看板、車両を活用したＰＲ活動についてでありますが、バスについては、現在東部

交通、徳島バスに、室戸ジオパークの広告板を設置して運行していただいております。その他

にも市内の運送会社が使用する保冷車等へも、室戸ジオパークの写真をペイントして走ってい

ただいております。こうした取り組みは、室戸をＰＲする効果は十分あると考えますので、協

力していただける民間企業を広報等により募集をするなどの取り組みを進めていきたいと考え

ております。 

 また、市の公用車へのＰＲペイントについてでありますが、公用車は市民の家庭訪問等にも

使用いたしますので、取り外しのできるマグネット式のＰＲシート等の作成について検討して

いきたいと考えております。 

 特徴のある看板の設置についてでありますが、本市の大部分が自然公園法の適用を受ける地

域にありますので、看板の新設等には同法の厳しい規制がなされていることから、県とも協議

しながら検討していきたいと考えております。 

 次に、海洋深層水の事務分掌についてでありますが、海洋深層水事業のうち、機構改革に伴

い、関連製品開発、水産利用の推進など、産業部分については産業振興課が所管し、観光施設

であるシレストむろとについては、観光ジオパーク推進課が所管することとなっております。

しかしながら、深層水関連事業が本市を代表する産業の一つであり、今後も生かしていくべき

特徴ある資源であることには変わりありませんので、今後も引き続き室戸世界ジオパークとと

もに、産業振興課と連携しながら、室戸海洋深層水をＰＲしていく予定であります。 

 次に、(2)定住人口・居住人口についてお答えいたします。 

 企業訪問等についてでありますが、前段の議員さんに市長が答弁いたしましたように、企業

訪問につきましては、深層水関連企業を初めとした市内企業に、市長と商工観光深層水課職員

が訪問しております。地元企業の市外移転のことについても、前段の市長答弁にありましたよ

うに、事前に御相談等をいただければ何らかの対応等はできるのではないかと考えるところで

すが、移転等が決定した後に情報が入ってまいりますので、企業への対応といたしましては、

移転計画の取りやめをお願いするだけの対応となっております。現在、市外への移転を検討し

ている企業は１社で、従業員は20名であります。企業との話し合いでは、移転は３年後をめど

としており、従業員は継続雇用し、移転先まで通勤してもらう予定であると聞いております。
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また、もう一社については、もともと高知市内の下請企業に請け負わせていた加工部分につい

て、その企業が廃業したことから、その加工部分について市外の工業団地を購入して加工を行

う予定であると聞いております。市長も申し上げましたように、地元企業との情報交換を密に

行い、企業の市外流出の防止、地元企業の育成に取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、大きな４の(1)商工観光深層水関係施設についてお答えいたします。 

 御案内のように、旧椎名小学校については、昭和59年に建築された施設で、耐震性を有して

おりますが、現在は雨漏り、シロアリ被害等により使用できない状態になっております。本施

設の改修工事の進め方としましては、屋根、外壁の補修、床、内壁等の撤去、取りかえを行

い、使用できる状態にするための改修工事の実施設計に現在取り組んでいるところでありま

す。その設計と並行して、当初予算に計上させていただいています内部展示設計、海水取水設

計等を行い、全体事業費を算出していく予定であります。事業計画といたしましては、予算説

明資料でお示ししておりますように、ミニ水族館、ミニ博物館を整備した（仮称）室戸ウミガ

メ研究所、地元椎名地区の住民が利活用する（仮称）椎名集落活動センターとして利用してい

く予定であります。 

 私のほうからは、以上であります。 

○議長（久保八太雄君） 亀井賢夫君の２回目の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） ３番亀井。２回目の質問を行います。 

 大きな２の繰越明許の中の③でお聞きしました仏教美術展について答弁をいただきました

が、再度お伺いします。 

 この事業は、室戸市の事業と思うのですが、展示場が４カ所のうち２カ所が市外になってお

ります。本市の予算を市外の会場やＰＲに使うことには、問題はないのでしょうか。検査が大

変気になります、お聞かせください。 

 そして次に、大きな４の１の箱物施設についての①でお聞きしました旧椎名小学校ですが、

借地の使用目的が学校から研究施設や展示場等に変更した場合、建築物までの通り道、通路、

道路が学校用地の名称から公衆用道路となって法的に守られることになると考えられます。も

しそうなれば、個人の土地が私的に道路以外では使えなくなり、問題になるのではないでしょ

うか、お聞かせください。 

 そしてもう一点、次に(2)の土地の借り上げ料の件ですが、廃校の３校について、財産規則

の第28条で、借地期間は10年とする、そして更新することができるとなっておりますが、当初

から10年以上の契約をすることができるのでしょうか。そして、土地の評価がえが３年に１度

行われておりますが、評価額が下がると使用料条例で契約されている借地契約の年間の評価

額、これの100分の４以内とする条文を超える金額になるのではないでしょうか、再度答弁を

お願いします。 

 それと、敷地を借地契約している廃校については、いまだに学校用地として契約されている
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ようですが、その中の普通財産の旧椎名小学校については、借地目的が旧学校用地から別の目

的に変わってきますが、現状の契約で第三者に委託、貸すことができるのでしょうか。契約途

中であり、又貸しにはならないのでしょうか。それとも校舎の敷地は普通財産である市有地な

のでしょうか、再度答弁をお願いします。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 まず、私からは、仏教美術展のことについてお答えをさせていただきます。 

 この事業の事業費につきましては、先ほども申し上げましたように、国の地方創生先行型交

付金と合わせてふるさと応援寄附金、基金の一部取り崩しをいただいて、総額1,600万円で事

業化をしているものでございます。前段でも申し上げましたように、各市外の会場もお借りを

しているところでございますが、室戸市だけではない、市外の取り組みもあわせてやっていく

んだということで、安芸広域市町村圏事務組合から補助金を、先ほど言った事業以外にいただ

いているところでございます。広域の事業としての位置づけもさせていただいて、その補助金

100万円については関係経費に充てていくというような２本立てでやっているというところで

ございますので、全体としては1,600万円プラス100万円の事業費ということになっているとこ

ろでございます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 久保田商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（久保田 浩君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 旧椎名小学校の改修工事に係る進入路の整備についてでありますが、国道55号線から市道ま

での区間については、予定ですけれども、市道認定を行い、市道として整備を行う予定であり

ます。学校敷地内の道路といいましょうか、通路については、施設内の道路として整備を行う

予定であります。管理面についてもそうですけれども、55号線から市道までの区間は道路法の

適用を受ける道路で、整備後市道として管理を行います。学校敷地内に整備予定の道路は、道

路法の適用を受けない施設内の道路ということで、建物と一体で管理を行う予定をしておりま

す。 

 次に、土地所有者との協議についてであります。 

 旧椎名小学校の改修について、地元椎名地区で説明会を開催し、住民への説明を行うのと並

行して、地権者に対しては別途個別に訪問し、椎名小学校の利用内容の変更について説明を行

い、承諾をいただいております。現在、土地所有者と締結しております借地契約書の使用目的

については、はっきりと旧椎名小学校の敷地として使用しなければならないと明記されており

ます。施設改修が進み、施設名等が決まり、設置管理条例の検討等が進んだ時点で借地契約の

見直しも行っていきたいと考えております。 

 施設の管理についてでありますが、小学校から住民、観光客が広く利用する公の施設となる
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ことから、設置管理条例を定め、管理を行う予定であります。管理に当たっては、指定管理者

制度で管理を行う予定をしております。以上であります。 

○議長（久保八太雄君） 黒岩財産管理課長。 

○財産管理課長（黒岩道宏君） 亀井議員さんに、借地の契約の期間の件についてお答えいた

します。 

 室戸市財産規則28条の規定は、市が貸し出す場合について定めたものでございますので、今

回の御指摘には当たらないと考えております。借地契約につきましては、私法上の契約に当た

りますので、民法及び借地借家法の適用を受けることとなります。そのうち民法の規定につき

ましては、契約の事由に基づく任意規定で、当事者同士の合意が優先すると定めたものであり

ますので、範囲の整備につきましては、借地借家法の規定が適用されることとなり、借地借家

法第３条において、土地の賃貸権の存続期間は30年とする。ただし、契約でこれより長い期間

を定めたときは、その期間とすると規定されているところでございますので、当初より10年を

超す契約であっても、問題はないと考えております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） これをもって亀井賢夫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） まず、執行部の皆様、職員の皆様には、時間外労働になりまし

て、大変恐縮に思っておりますが、最後でございますので、元気で質問させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 改めまして、10番堺。市民の目線に立って通告に基づき一般質問を行います。 

 まず最初に、１、産業の振興についてお伺いいたします。 

 (1)総合支援事業について。 

 本市では、人口減少の負のスパイラル克服に向けた室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略

が昨年の10月に作成されました。４つの基本目標の一つに、室戸らしい産業振興を中心に、安

定した雇用を創出するとして、基幹産業である農林水産業、室戸海洋深層水、室戸世界ジオパ

ーク、観光等を中心に、地域資源を活用した室戸らしい産業振興と企業誘致を推進し、若者等

を中心に安定した雇用、次世代が魅力を感じる新しい仕事を創出するとなっています。そこに

は、数値目標として、事業所数、基準値916から４年後の平成31年度には940と、目標値を設定

しています。そして、雇用の確保の中で、創業支援制度活用による新規立地件数として、重要

業績評価指数を25件と設定しています。28年度当初予算には、新規事業として総合支援補助事

業に600万円計上されております。 

 そこで、この事業の具体的な内容についてお伺いいたします。 

 (2)地域産業クラスターについて。 

 地域経済の再生施策の一つとして、地域産業クラスターの形成に向けた取り組みが挙げられ

ています。クラスターとは、本来、魚などの群れとかブドウなどの房などを意味し、企業、大
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学、研究機関、自治体などが地理的に集まり、お互いの連携・競争を通じて、新たな付加価値

を生み出す状態のことです。地域資源を磨き上げ、点から面へと多様な仕事を数多く持続的に

生み出されるという、事業環境を整備するものだとお聞きしています。今、高知県が第３期産

業振興計画で取り組もうとしており、現在県下では９つのプロジェクトが推進されています。

本市においては、第１次産業クラスター、観光クラスター、その他のクラスターをつなぐ地域

産業クラスターの形成に取り組む可能性はあるのでしょうか、あるとしたらどのようなクラス

タープランが考えられるのか、お伺いいたします。 

 次に２、観光振興について。 

 (1)東部博覧会と今後の観光について。 

 昨年の４月24日、室戸世界ジオパークセンターのオープンと同時に開催された「高知家・ま

るごと東部博」が12月23日に幕を閉じました。この間、県東部を訪れた観光客の延べ人数は

265万人で、観光消費額は７億5,000万円余りだと報道されておりました。初めて安芸広域９市

町村が連携して取り組んだ観光博覧会でしたが、本市としてはどうだったのでしょうか。どの

ような変化をもたらしたのでしょうか。また、他市町村とどのような点で連携できたのか。今

後の観光にどのように生かしていくのか、お伺いいたします。 

 最近、どこの会合に行っても、これからインバウンド観光だとの話をよく聞きます。インバ

ウンドとは、外から入ってくるという意味で、一般的には日本を訪れる外国人旅行客を指しま

す。 

 先日、松山市に住んでいる海外からの旅行者や日本在住の外国人をターゲットとしたウエブ

サイト四国ツアーズを立ち上げ、旅行会社と連携し、観光プログラムの企画、実施を行ってい

るイギリス人のロッドさんにお会いする機会がありました。彼は、ＡＭＡ地域連携協議会ホー

ムページの英語サイト作成のため、昨年の12月に室戸を訪れています。ロッドさんの印象で

は、室戸にはインバウンドの可能性はあるとしながらも、ジオサイトの臨場感を100％伝えら

れるよう、ウエブサイトの充実を指摘されました。年々増加している日本を訪れる外国人旅行

者をいかにしてこの室戸に来ていただき、楽しんでいただくか、課題も多いと思いますが、行

政としてどのように取り組んでいこうと考えているのか、お伺いいたします。 

 (2)灯台官舎の利活用について。 

 平成24年に、石積みの旧官舎と赤線の一部を会場保安庁より本市が買い受け、その後利活用

検討委員会が設置されました。そして、平成26年２月には、島根半島の美保関灯台へ視察をさ

れたようですが、その後どのように検討が進んでいるのか、お伺いいたします。 

 ジオツーリズムで開発した灯台点灯の瞬間を見るサンセットツアーやスカイライン沿いの脇

道、通称女道を通って灯台旧官舎への裏道に続く新しいルートは、ジオサイトとして魅力的な

場所となります。 

 先日、日本中の森をガイドされている森の案内人、庭師の三浦豊氏を講師に迎えて、このル
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ートを歩きました。スタートと同時に、巨大なタブノキ、室戸ではドウネリと言います。や、

シイノキに驚きの声を発していました。タブノキが生息する土地は、肥沃な土地なので、昔の

人は土地を耕すために木を切って開拓してきた。これだけのタブノキの群集は日本ではほとん

ど残っていない。天然記念物ものだと、興味深く丁寧に森の生態系の不思議さを語ってくれま

した。そして、室戸岬の森は、原生林の姿が残っている、日本でも数少ない場所だとも言って

いました。 

 また、13万年前、室戸半島が海の底だった証拠がわかる室戸岬の海岸にあります、海底マグ

マが冷えて固まって斑糲岩を見ながら森の中を進むと、太平洋を一望できる灯台の旧官舎にた

どり着きます。石積みの瀟洒なつくりの建物をこのままにしているのは、いかがなものでしょ

うか。まずは、建物の中で休憩できる場所とトイレを設置していただければ、魅力的な観光ス

ポットになるはずです。御所見をお伺いいたします。 

 最後に、３、子育て支援について。 

 (1)ファミリー・サポート・センターの設置についてお伺いいたします。 

 平成27年度から、子ども・子育て支援新制度がスタートしたことに伴い、利用者支援事業の

実施が自治体に求められています。このことにより、各自治体が独自の支援事業を検討、展開

するようになりました。昨今、子育て家庭の家族形態や就業形態が多様化する中、保育だけで

はなく、さまざまな形の子育て支援が求められており、自治体における支援事業も利用者のニ

ーズに幅広く対応する必要性が増してきています。働きながら子育てできる環境整備、特に仕

事の都合による一時預かりなどのニーズに柔軟に対応できる子育て支援の充実は、女性の活躍

の推進、少子化対策の両面で有効な施策となります。ファミリー・サポート・センターは、地

域の支え合いによる子育て支援で、子育ての支援を受けたい人と行いたい人がそれぞれ会員登

録をして子育てを助け合う仕組みです。例としては、保育所への送迎、保育所等の開所前や終

了後の預かり、放課後児童クラブ終了後の預かり、習い事教室への送迎、子育てから離れてリ

フレッシュしたいときの預かりなどが考えられます。県下では、高知市と佐川町が既に取り組

んでいて、県としては会員の募集から研修の実施、新たなセンターの開設まで一貫して支援

し、県内全域での普及を目指すとのことです。 

 小松市長には、これまで放課後児童クラブの設置、子供医療費の中学生までの無料化、出産

祝い金、多子世帯の第３子からの保育料無料化、またこの３月議会で提案されている２人目同

時入所の保育料無料化、出産に際し、保育に必要なグッズをプレゼントするスターターキット

プレゼント事業など、さまざまな子育て支援に取り組んでいただいております。これからもフ

ァミリー・サポート・センターの設置を検討していただき、切れ目のない子育て支援の実現を

目指し、子育て世代のお父さん、お母さんたちの経済的、精神的負担軽減を図り、室戸に住ん

でよかったと言っていただき、安心して子育てできる環境の整備に取り組んでいただきたいと

思うところでございます。市長の御所見をお伺いし、１回目の質問とさせていただきます。 
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○議長（久保八太雄君） 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、２点目の(2)灯台官舎の利活用についてお答えをいたします。 

 これまで灯台旧官舎の利活用につきましては、内部で協議を行うとともに、先進地視察も行

ってまいりました。美保関灯台や潮岬灯台の官舎を見ておりますが、ここでは観光施設として

利活用をされているところでございます。ただ、ここの場所は車両がそのまま乗り入れができ

るという位置にございます。当市と大きく違うことは、当市の場合は車両が入らない、階段を

行かなければならない、あるいは山道を進んでいかなければならないというのが大きなネック

となっているところでございます。 

 旧灯台官舎につきましては、いろんな提案はいただいているところでございます。１つに

は、喫茶店にしたらどうかとか、結婚写真の前撮りの撮影会場としてはどうかというような提

案もいただいておりますが、それらを進めるにいたしましても、トイレの設置等がやっぱり一

番大きな課題ではないかなあというふうに思っているところでございますし、またその最御崎

寺の参道を使用するというようなことも考えていかなければならないわけでございますから、

そうした関係者の御協力が必要不可欠だというふうに思っているところでございます。ただ、

御案内のとおり、室戸岬灯台は室戸の観光スポットとしては重要な位置でもございますし、位

置づけられるものでございますので、何とかその近くにある灯台官舎につきましても、利活用

することはこれからも考えてまいりたいというふうに思っているところでございます。今後と

も、いろんな方々の御意見や、また日本航路協会、灯台の関係の協会でありますが、そうした

ところ、また旅行業者等の関係者の御意見もお伺いをし、対策を考えてまいりたいと思ってお

ります。 

 トイレにつきましても、くみ取り方式ではなかなかくみ取れないのではないか、また水洗ト

イレということで、放流先があるのかという問題、それが２つが無理とすれば、例えば循環型

にしないといけない。循環型にする場合には、私も全ては承知をしておりませんが、かなりな

多額の経費がかかるというようなこと等もございますので、そうしたことも今後検討をさせて

いただきたいと存じます。 

 次に、３点目の(1)ファミリー・サポート・センターについてでございます。 

 この事業は、乳幼児や小学生の児童を有する子育て家庭を対象に、育児の対応をしたい人と

育児を受けたい人が会員登録をし、会員相互間で育児の援助を行う事業でございます。この事

業は、有償ボランティア制度で、1994年から国の補助事業として始まっているところでござい

ますが、その補助要件が会員登録が50人以上となっていることから、県内におきましても、２

カ所しか設置がされていないというところでございます。ただ、今回高知県といたしまして

は、会員登録が50人未満であっても、県単独で応援をしていきたいという方向も示されたとこ

ろでございます。市としましては、今後県の動向や制度の内容というものを十分把握、調査を



－149－ 

してまいりたいと、ぜひ子ども・子育て支援対策につながるように取り組んでまいりたいと考

えております。 

 なお、本市で市費を使った子育て支援対策についてでありますが、先ほど議員さんほとんど

申し上げていただいたところでございますが、妊娠に対しましては不妊治療に関する支援、出

産に対しましては子育て祝い金及び赤ちゃんプレゼントの支給、それから保育では３人目以降

の保育料の無料化、また２人目同時入所の保育料の無料化、そして保育所とは別に保育所へ行

っていない方の子どもの居場所づくりという事業も取り組んでいるところでございます。ま

た、御案内のように、小学校では放課後児童クラブや放課後子ども教室の開催などを行ってい

るところでございまして、切れ目のない子育て支援となるように、また室戸の次世代を育てて

いくように、今後とも全力を挙げて取り組んでまいります。 

 私からは、以上でございますが、商工観光深層水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（久保八太雄君） 久保田商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（久保田 浩君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目、(1)創業支援事業についてであります。 

 昨年９月議会で市長が答弁いたしました市の創業支援計画は、本年１月23日付で経済産業大

臣、総務大臣、中四国農政局長の認定を受けることができました。県内では、高知市に続き２

番目の認定となります。 

 平成28年度当初予算で計上させていただいております創業支援補助事業の内容についてであ

りますが、まず目的としましては、市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図ることを目

的として、新たに創業する者に対し、新規創業に必要な経費について補助を行うものでありま

す。また、既に事業を営んでいて、後継者が事業を承継する場合や業態の転換、新事業、新分

野の創業を行う場合も対象としております。補助対象経費としましては、事業所の土地及び建

物の取得、建築、改築、賃借、改装、修繕等に係る経費、設備の購入、賃借、修繕等に係る経

費、広告宣伝費としております。補助金額は、１件当たり上限200万円までとしており、国の

助成制度と合わせますと最大400万円まで利用できるようになります。当初予算では３件、

600万円を予算計上しております。現在のところ、商工会を通じて２件の相談が寄せられてい

るところであります。今後、広報等を活用してＰＲを行い、市内で創業を検討している方々に

利用していただければと考えております。 

 次に、(2)地域産業クラスターについてお答えいたします。 

 産業クラスターとは、生産性を高める手段として、さまざまな技術革新を促進しながら産業

集積等を行うものであり、事例といたしましては、香川県のうどん県構想がその一つの例であ

ります。地域固有の食文化である讃岐うどんをテーマに全国展開を行い、四国八十八カ所めぐ

りをまねたうどん店めぐりなど、観光を通じた地域再生の取り組みを行い、あわせて食文化で
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ある讃岐うどんを全国的なブランドに育てております。 

 当市での可能性についてでありますが、現在のところ、地方創生加速化交付金を活用して、

室戸世界ジオパーク資源を生かした観光クラスタープランを策定していきたいと考えておりま

す。事業内容としましては、１、室戸世界ジオパークの特徴を生かした新たなビジネス戦略の

作成、２つ目として、室戸世界ジオパークの写真、ＰＲビデオを活用した展示会の開催、３つ

目といたしまして、室戸海洋深層水関連商品、室戸産農水産物を活用した物産展の開催などを

予定しております。室戸世界ジオパークをテーマとした地域産業クラスターとして、海洋深層

水、室戸産農水産物、観光商品を売り込んでいきたいと考えております。事業を推進するに当

たりましては、観光深層水産業、農水産業と各産業間の連携が不可欠でありますので、それぞ

れの関係者との協議を行いながら取り組みを進めていきたいと考えております。 

 次に、大きい２番目、(1)東部博覧会と今後の観光についてお答えいたします。 

 昨年東部９市町村によって開催しました東部博については、前段の議員さんにもお答えいた

しましたように、観光客数の増加やそれに伴う観光消費等、一定の効果があったと思われま

す。また、東部博のスペシャルイベントとして行われた室戸世界ジオパークトライアスロン大

会においては、市商工会青年部が中心となって大勢の市民、ボランティアを巻き込んで大会を

運営していただきました。達成感が得られたと、多くの市民ボランティアから感想が寄せられ

るとともに、トライアスロン以後の観光イベントでは、市民ボランティアの方々が積極的に協

力していただけるように変化が見られ始めております。 

 他市町村との連携についてでありますが、今回初めての試みの一つとして、９市町村が合同

で行う安芸・室戸パシフィックライドを開催し、370人以上の方々に参加をいただきました。

このような取り組みを通じて、他市町村の観光施設、観光イベント、観光客の受け入れ体制

等、いろいろな点について情報共有することができました。こうして得た経験やノウハウを、

４月から組織される高知県東部観光協議会にも継続していくことによって、安芸広域圏内での

修学旅行の受け入れなどにつなげていきたいと考えております。 

 次に、インバウンド対策についてであります。 

 本市を訪れる外国人観光客は、遍路文化やジオパーク効果等により年々増加傾向にあると考

えられます。外国人観光客への対応としまして、平成27年度において、観光案内板の多言語化

を６カ所、公衆トイレの洋式化を４カ所、Ｗｉ‐Ｆｉスポットの設置を２カ所行っておりま

す。近年スマートフォンの普及に伴い、ウエブサイトの充実が重要となってくると考えられま

す。特にフェイスブック、ユーチューブといったＳＮＳへの観光情報の発信が今後の主流にな

ってくるものと考えております。平成28年度に、ユーチューブ、ＶｉｍｅｏなどのＳＮＳへ掲

載できるような室戸市観光動画の作成を予定しておりますので、その際、外国語に対応した動

画も検討していきたいと考えております。また、外国から来られた方は、クレジットカードで

の支払いが多いというふうに聞いております。知られておりませんが、室戸市内では３カ所の
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ゆうちょ銀行のＡＴＭでクレジットカードのキャッシングが可能です。そういった情報につい

ても、あわせて発信していきたいと考えております。今後も、県や関係団体と協力・連携し

て、外国人観光客の受け入れ体制の充実を図っていきたいと考えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 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回目の質問をさせていただきます。 

 先ほどは丁寧な御答弁をいただきまして、ありがとうございました。何点か再質問をさせて

いただきます。 

 総合支援事業について、先ほど課長のほうから高知市に次ぐ２市目であるということで、大

変感謝申し上げます。 

 私が昨年の９月議会で質問をしたときには、補助率３分の２で上限200万円が国から補助と

して交付される。かさ上げ助成、上乗せ助成の検討をしていくというような御答弁だったと思

うんです。ここでこの600万円では、３件を予定しているということですが、新規立地件数、

平成31年までに25件と計画を立てておりますが、単純に計算すると１年で6.強ですよね。６件

以上ないと、この目標数値には達成しないようになる。どうしてこの600万円、３件になった

のか、再度お伺いいたします。 

 そして、灯台の旧官舎の件なんですが、私もジオパーク全国大会で隠岐の島に行ったとき

に、山の上で循環型のエコトイレを見ました。あっ、これは室戸の灯台でも生かせるなと思っ

たんですが、ぜひこの循環型のトイレを検討していただければなと思います。 

 そして、遍路道から官舎までの赤線、これは今まで、最初に入りますと、ごみとか倒木でか

き分けて入っていったんですが、今ガイドさんが自主的に清掃してくださり、随分と通りやす

くなっております。この道は、市の道となっていますので、ぜひこの道も整備をしていただ

き、安心して散策できるようにしていただきたいなあと思います。 

 余談になりますが、ガイドさんがぜひ市長を案内したいと言っていましたので、ガイドさん

からのお誘いがあれば、ぜひこのルートを一緒に歩いていただきたいと思っております。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 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回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、総合支援事業でございますが、国が補助200万円、市はそれへ継ぎ足して200万円とい

う事業料を予算化をいたしているところでございます。今のところ全体としては３件という組

み方をいたしておりますが、要望が上がり次第、補正で取り組みたいというふうに考えている

ところでございます。 

 次に、灯台の官舎のトイレでありますが、エコトイレの検討をということでございます。ど

ういう内容で、どういう経費がかかるのかということにつきましては、ぜひ今後検討をさせて

いただきたいと思います。 
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 また、その散策道といいますか、赤線の道の整備ということでありますが、どのようなとこ

ろをどれだけの費用がかかって整備をするのかというのは、私もわかっておりませんので、ぜ

ひそうした御紹介もいただいて、今後考えてまいりたいというふうに思っております。私も現

場を見ていきたいと思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって堺喜久美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15日は大綱質疑であります。午前10時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。 

 お疲れさまでございました。 

            午後６時５分 散会 

 

 


