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  次のとおり 
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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名全員の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○３番（亀井賢夫君） おはようございます。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。 

 大きな１、大規模自然災害（地域防災力）について。 

 (1)消防団の活性化についてお伺いします。 

 東日本大震災等の経験から、本市も救急体制の充実を図る目的で市内全域に一斉通報ができ

るデジタル式の防災無線が整備されております。緊急放送の試運転とともに、津波浸水区域の

全ての難聴地域の解消を行うなど、消防署が先頭になって消防救急救助活動など、市民全員の

命を守るために逃げる防災対策への活動が日々進められてきております。南海トラフ地震など

大規模災害が発生した際には地域防災力が大変重要であり、その中心となるのが地域の消防団

員です。その消防団活動の手助けの一環として、浸水区域内に古くなった屯所の建てかえを推

進することによって災害から市民を守るための拠点施設として消防団員の消防救急救助活動が

安心してできる災害対策への取り組みが徐々に進められ、完成していることは皆さん承知のと

おりであります。 

 しかしながら、私たちの暮らす地域では、近年の社会情勢の変化により地域の防災活動の担

い手の確保が大変困難となっていることから、平成25年に消防団を中核とした地域防災力の充

実強化に関する法律が制定されております。その市民、住民の大切な命を守る消防本部、そし

て地域の内情をよく把握している消防分団員、その団員数が高齢化問題の影響を受けて団員不

足という大きな課題が現実味を帯びてきているのではないでしょうか。 

 そこで、お伺いします。 

 ①として、消防団設置等に関する条例の第３条に分団の定数が294人と決められておりま

す。年齢につきましては満18歳以上の者となっており、住居につきましても本市に居住し、ま

たは勤務する者と規定が定められております。これらの条件を満たしているこの消防分団の団
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本部の人数と市内10分団の分団別の定数と団員数、そして60歳以上の団員数と分団別の平均年

齢についてお聞かせください。 

 また、その団員の中に女性団員も何名か入っているようですが、所属分団と人数をお聞かせ

ください。 

 ②人口減少が進む中、南海地震対策の中心的な役割となる消防団員の後継者育成への取り組

みについて、どのように進めていく考えなのでしょうか。分団員の募集、勧誘、そして新団員

の加入はあるのでしょうか。地域の人は大変気にしております。そして、ここ二、三年の分団

員数の動向、増減について補充はできているのでしょうか。すぐに補充ができる分団と何年も

定員不足の分団があるのではないでしょうか。人口減少が進む中、定数の確保について今後ど

のように取り組む考えなのか、消防本部としての意見、考えをお聞かせください。 

 次に、(2)救急・救助等の体験訓練についてお伺いします。 

 私の住んでいる佐喜浜地区には13常会と10の自主防災組織があります。この自主防災組織の

大きな活動は、年１回の防災避難訓練になります。この避難訓練が毎年同じ訓練の繰り返しで

あり、訓練自体がマンネリ化している状態になっております。その結果、参加人数は激減、災

害に対しての危機感が徐々に薄れてきているように感じられます。この状況を打破するには、

学校と自主防が連携して、子供を中心とした防災訓練を行うことが住民の参加を多くする手段

の一つと思われます。地震、そして津波被害の最小化を図るためにも、子供の参加が一番の得

策ではないでしょうか。行政機関や消防等に頼る、いわゆる公助だけではなくて、つまり減災

のためには、公助に加えて自分の身は自分で守る自助や近隣の人たちが互いに協力して助け合

う共助への取り組みなど、防災意識を高めるためには市が先頭になって防災講演会や救助訓練

などの実務を取り入れた出張防災教室を開催することも住民に防災訓練の必要性、大切さを認

識させる重要なことではないでしょうか。 

 そこで、お伺いします。 

 まず初めに、自助、共助ではできない病人とけが人の対応になりますが、①として、室戸岬

の東側、特に椎名－佐喜浜間の国道55号は台風シーズンになれば高波の影響で通行規制、通行

どめとなり、佐喜浜地区は一時孤立状態となります。特に南海トラフ巨大地震では間違いなく

その状況になると考えられ、病院、診療所の先生も町外からの出勤ができなくなります。ヘリ

コプターの所有台数は限られていることは重々承知しておりますが、孤立状態から住民の不安

を取り除くためにも、早急にヘリポートの設置が必要な地域ではないでしょうか。人工透析を

受けている方は大変心配しております。担当課の意見をお聞かせください。 

 ②避難所での共同生活の仕方や運営方法の役割等について、消防本部や消防分団による実務

を取り入れた指導や講習会等が必要ではないかと思うのですが、担当課の考えをお聞かせくだ

さい。 

 ③避難所の収容人員は確認されているのでしょうか。自主防ごとの避難所が決まっていない
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と思うし、全員が入れるのか、食料や寝具は足りるのか、心配しております。自主防ごとの避

難所について、担当課は場所をどのように決めているのでしょうか。自主防との連絡はとれて

いるのでしょうか、お聞かせください。 

 熊本地震では定員がオーバーしているのか、車中宿泊が多くて、エコノミークラス症候群が

起きております。早急に対策を考える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。 

 次に、大きな２、公共事業について。 

 (1)宅地の造成工事についてお伺いします。 

 建築物を建設する場合、基礎となる土地の造成工事から作業を始めることになります。平た

んな土地であれば整地だけとなりますが、段差があり、切り盛りが必要な土地となれば、技術

職員の経験の差によって大きく事業費に影響することになってまいります。このような造成工

事につきましては、技術職員の方ならわかると思うのですが、現場の状況を素早く把握して、

土地の高さを幾らに決めるのか、どのように整地するのか、このことによって切り盛りの調整

を行い、造成工事に着手することが基本となります。造成する土地の面積の広いところでは、

なおさら計画高の10センチないし20センチで事業費に大きな影響が出てまいります。土木技術

という専門職については、専門的な実務と経験、そして実績が必要となります。このような広

い面積の造成工事は、以前にも何度も問題が起きており、私もそのことを踏まえて事業費の大

きな造成工事にはなるべく設計書の確認をすることにしております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①羽根大岸の造成工事について、最初の起工測量では残土が２万立方メートル余り出るよう

に聞いていましたが、最終的には残土処理は何立方メートルに調整されたのでしょうか。私も

現地を確認しましたが、お聞かせください。 

 ②監督職員が技術職員であれば、造成地の計画高を少し高くして変更すれば残土が出ないと

思うのですが、土地の計画高を変えることはできなかったのでしょうか。それとも、これほど

の残土が出ることに全く気がつかなかったのでしょうか、お聞かせください。 

 ③残土処理が２万立方メートルもあります。この残土はどこに処理されたのでしょうか。広

い場所でなければ数量が余りにも多過ぎます。残土処理について最終的にどのように処理した

のか、お聞かせください。 

 ④もし残土処理場が４キロ以内であっても、私の計算では2,000万円近くの処分費になりま

す。残土処理に使った金額は幾らになっているのでしょうか。そして、この残土の利用計画は

あるのでしょうか。残土が仮置きの状態で残っているのならば、早急に処理をしないと借地料

が毎年発生することになります。お聞かせください。 

 ⑤として、事業費の大きな工事の監督職員はどのように決めているのでしょうか。敷地面積

の広い造成工事は、少しの設計ミスで事業費が大きく変わってきます、お聞かせください。 
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 次に、大きな３、海洋深層水事業について。 

 (1)海洋深層水事業の現状についてお伺いします。 

 海洋深層水事業は、室戸市にとって大きな事業を生み出す大事な資源であります。その資源

となっている海洋深層水取水事業は、平成12年に市民の期待を一身に受けて海洋深層水給水タ

ーミナル施設として室戸岬町高岡地区に建設されております。その市民の期待を一身に受けて

建設された海洋深層水の利活用につきましては、温度差発電、アトピー性皮膚炎の治療、海藻

や魚介類の養殖事業、米、野菜、果樹などの農業分野、そしてミネラル飲料水や食塩など多く

の分野で市民の期待どおり活用されてきました。一時期は県の応援や関連企業によるテレビコ

マーシャルの宣伝効果にも後押しされるように、海洋深層水の需要が大きく伸びていったのは

周知のとおりであります。 

 しかし、今の深層水事業はどうでしょうか。建設当初の平成15年の給水量は43万5,410立方

メートルで給水使用料は5,284万4,000円でしたが、10年後の平成25年は給水量68万8,720立方

メートルと約25万3,000立方メートルの増量となり、その反面、給水使用料は2,699万3,000円

と約2,500万円の減額になっております。使用水量はふえて、収入金額は減少するという経営

上あり得ないような会計状態が長く続いており、毎年、一般会計に負担をかけて事業が運営さ

れているように感じられます。年々減少する深層水特別会計が物語るように、今の深層水事業

は存続の危機に直面していると言っても過言ではないかと思われます。深層水という自然から

恵みを受けた室戸市の宝物である海洋深層水の利活用について、市がもっと県内外に発信、そ

してＰＲしていくべきではないでしょうか。 

 そこで、お伺いします。 

 平成15年と25年の深層水給水量と給水使用料について、給水量がふえているのに、その代価

である使用料が減額となっている一番の理由について、原水、脱塩水、濃縮水に分けて答弁を

お聞かせください。 

 ②１日の取水量4,000トンについて、建設当初の説明では企業関係に2,000トン、水産関係に

2,000トンと説明されておりますが、取水量は全て使用されているのでしょうか。それとも、

余っているのでしょうか。そして、50％ずつという販売方法が収益の減少に影響しているので

はないでしょうか。50％の割合を変えるなど、利益を追求することも経営には必要ではないで

しょうか。担当課の考えをお聞かせください。 

 ③県内に海洋深層水関連企業は100社以上で、ミネラルウオーターや塩の販売など県全体で

約127億円以上の売り上げがあり、本市での雇用も180人程度創出していたように記憶しており

ますが、現在の状況はどのように変化しているのでしょうか。原因、理由も含めてお聞かせく

ださい。 

 ④基金がなくなっていると説明されておりますが、そうであれば深層水事業の復活に向けて

どのような取り組みや対策が検討されているのでしょうか。４月から担当課がかわっておりま
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す。職員の配置はどのようにされたのでしょうか、増員されたのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

 ⑤私もこの工事を直接担当していたことで大変気になりますが、深層水の施設が完成しては

や15年が過ぎます。取水場所が陸上の井戸から沖に向かった3,000メーター余りの地点の水深

370メーター付近に取水管の取り入れ口があり、その取水管は外管に少しでも傷がつくと、取

りかえが必要、もしくは早くなります。その取水管の保護を考えた改修工事やもうすぐ起きる

であろう南海地震対策もそうですが、設備器具類の耐用年数も近づいてきていると思われま

す。年間に必要な修繕費や維持費は以前に比べてどのように変わっているのか、ふえているの

でしょうか。そして、金具類、機械類、特にポンプ類は塩害に弱いと聞いております。取りか

え等の必要はないのでしょうか。もし取りかえとなれば、財源はどのように考えているのでし

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。竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 亀井議員さんにお答えします。 

 私のほうからは、大きな１点目の(1)消防団の活性化についての消防団員の現状と消防団員

の定数の確保につきまして、それぞれ関連がございますので、あわせて御答弁申し上げます。 

 消防団は、将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在と言

われております。また、消防団員はみずからの地域はみずから守るという崇高な精神のもと、

活動されており、津波発生時や災害時には地元住民の方々にとって非常に頼りになる存在でご

ざいます。しかしながら、人口の減少や少子・高齢化など、社会環境の変化などにより、現在

定数を満たすことができない分団があることは議員さん御案内のとおりでございます。 

 御質問の各分団の現状でございますが、団本部につきましては、定員３名、現在員３名、

60歳以上２名、平均年齢61.3歳でございます。羽根分団は、定員35名、現在員31名で60歳以上

はおりません。平均年齢は42.1歳でございます。吉良川分団は、定員50名、現在員50名、60歳

以上２名、平均年齢43.8歳。元分団は、定員20名、現在員20名で60歳以上はおりません。平均

年齢43.5歳でございます。室戸分団は、定員42名、現在員42名、60歳以上２名、平均年齢

42.4歳。菜生分団は、定員20名、現在員20名、60歳以上１名、平均年齢42.7歳。岬分団は、定

員26名、現在員26名、60歳以上１名、平均年齢40歳。高岡分団は、定員20名、現在員20名、

60歳以上５名、平均年齢47.6歳で、女性団員２名が活動しております。三津分団は、定員

23名、現在員23名、60歳以上２名、平均年齢46.2歳で、女性団員１名が活動しております。椎

名分団は、定員20名、現在員20名で60歳以上はおりません。平均年齢は40.1歳でございます。

佐喜浜分団は、定員35名、現在員31名、60歳以上１名、平均年齢41.5歳となっております。 

 参考といたしまして、室戸市消防団の平均年齢は43.1歳、60歳以上16名、女性団員３名とな

っております。団員数の状況につきましては、平成26年６月には10名、平成27年６月には５
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名、現在は２分団において計８名の欠員が生じております。それぞれの地区において引き続き

団員募集の声かけをしていただいているところでございます。また、異動に伴い昇任された者

については、後任者にしっかりと引き継ぎを行っていただくとともに、消防学校の幹部課程へ

の入校を積極的に進めているところでございます。 

 消防本部においては、団員数が減少することは地域の防災力の低下に直接結びつくことか

ら、消防団員を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行されたことに伴い、出動

手当の支給や本市での勤務者の入団を可とするほか、入団年齢の上限を撤廃するなど、条例の

改正を行い、入団の促進に取り組んでまいりました。今後も、各分団や関係者と協力して、女

性を含めた幅広い層から団員募集を行うことなどにより、一人でも多くの団員確保に努めてま

いります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 亀井議員さんにお答えします。 

 大きな１点目の(2)の①ヘリポートの設置についてでありますが、平成26年４月に策定され

た高知県航空部隊受援計画の附属資料である暫定版のヘリコプター離着場適地一覧では、室戸

市では18カ所が示され、佐喜浜町では佐喜浜中学校、芸東衛生組合佐喜浜クリーンセンター、

佐喜浜川河原、佐喜浜港の４カ所が適地として上げられております。この４カ所につきまして

は、非常時には離発着は可能ですが、専用離着陸場の整備となりますと、候補地の選定や財源

対策などが課題となってまいりますので、それらを含め、関係機関とともに今後検討してまい

ります。 

 次に、(2)の②避難所の運営方法や応急手当てなどの講習会などについてでありますが、

先々週の日曜、６月12日でありますが、佐喜浜小学校におきまして防災参観日が実施され、保

護者はもとより、地域の方々の参加も可能な体験学習や講演会が開催されました。そこでは、

自衛隊や消防、また自然の家の方々も参加され、心肺蘇生法、ＡＥＤ体験、出血や骨折などの

応急処置、担架づくり、ロープワークや火起こし体験など、実務を取り入れたものでありまし

た。昨年度、救急救命を取り入れた地域の防災訓練は防災対策課で把握しているもので３件で

ありましたが、今後防災に関する講習会などは消防本部や自主防災組織などとも連携し、でき

るだけ応急処置などの実務を含んだものを実施してまいります。 

 また、避難所の運営や避難所での生活についての勉強会などについては、今後地域の方々と

避難所運営マニュアルを策定し、自助、共助、公助の観点からそれぞれの役割を分担し、避難

所運営ゲームなど実践的な訓練等を重ね、実際に避難所が開設されたときにはその経験などを

生かし、臨機応変に対応できる体制を整えてまいります。 

 次に、③避難所の収容人員等についてでありますが、災害の種類や規模などによりそれぞれ

異なってまいりますが、現在風水害、火災時における避難所の収容人員といたしましては、屋

外を除くと44施設で約１万1,000人、最大規模と言われるＬ２地震・津波時では16施設で約
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4,500人となっております。この最大規模での地震・津波時における避難者の想定数5,000人に

は約500人程度不足しておりますが、今後整備を進めてまいります防災コミュニティセンター

など公共施設の活用も含め対応してまいります。また、安芸郡９市町村で締結しております安

芸圏域における広域避難に関する協定により、避難所などについてお互いに補足し合える協定

も結んでいるところであります。 

 御案内のとおり、自主防災組織ごとの避難所は決まっておりません。これは災害の程度等に

より避難者や施設の状況などを確認した上でスムーズな避難所運営のために臨機応変に対応す

る必要があるからであります。避難所の運営などにつきましては、先ほども申し上げました

が、今後避難所運営マニュアルを策定し、訓練等を行い、災害時にスムーズに運営できるよう

努めてまいります。 

 また、市が備蓄しております食料や毛布につきましては、現在食料が約２万1,000食、毛布

と不織布で合計6,200枚、水が約１万9,700リットルとなっており、食料については避難者のほ

ぼ１日分、毛布については避難者の40％程度カバーできる見込みとなっております。これらに

ついては、今後におきましても順次備蓄を進めてまいります。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 竹本産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 ２の(1)宅地造成工事についてであります。 

 平成26年７月から平成27年３月にかけて施工いたしました羽根小規模工業用地造成工事につ

きましては、造成の面積が２ヘクタールを超える大規模な造成であることや、工期が限られ、

早急に取り組まなければならない事業でありました。このため、Ａ、Ｂ、Ｃの３工区に分けて

施工したものであります。この造成工事の測量設計はコンサルタント業者に委託しており、当

初設計の計画地盤高では、切り土量、盛り土量が同じ計算となっており、残土の搬出及び盛り

土の搬入はない設計となっておりました。契約における工事施工業者による起工測量によりま

して、現地の地盤高と設計の地盤高の誤差が確認されました。この折に、計画高を変更するか

残土搬出による変更とするか、検討を行いました。議員さん御案内の地盤高の変更をした場合

には、のり長が長くなって、宅地造成の面積が少なくなること、また水路の配置等排水計画が

見直しとなること、そして進入路の見直しとなることなどが検討されました。 

 なお、この設計変更に当たりましては、安芸土木事務所等の関係機関などの技術的な指導も

受けるなど、検討の結果、搬出での残土処理とする内容で工事変更としたものでございます。 

 残土処理の内容につきましては、Ａ、Ｂ、Ｃ３工区の合計で搬出土量は２万2,352立方メー

トル、積み込み、運搬、受け入れ料などの工事費は約1,930万円となっております。また、搬

出した残土につきましては受け入れとして処理しておりますので、議員御案内の借地料等の発

生はしていないものでございます。 

 最後に、工事の監督職員につきましてでございますが、通常30万円以上の公共工事につきま
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しては、建設土木課の技術職員に監督職員を依頼しておりますが、この工事につきましては開

発計画の策定事業当初からかかわっていた職員が、これまでに公共工事の監督を行った経験も

あることから監督職員となったものでございます。議員御案内のとおり、大規模な公共工事で

は特に監督職員は重要でございます。現在、技術職員の職員数も限られておりますので、技術

職員への監督職員の依頼が不可能な場合には相談を密に行うなど、建設土木課と連携して対応

してまいりたいと考えております。 

 次に、３の(1)海洋深層水事業の現状についてお答えいたします。 

 まず１点目で御質問の平成15年度と平成25年度の10年比較による使用料の減額の理由等につ

きましてでございます。原水、脱塩水、濃縮水の３区分でのデータということでございました

けれども、平成17年度からの整理となっておりますので、平成17年度と平成27年度の10年比較

でお答えをさせていただきます。 

 まず、原水でございます。この10年の比較で、使用料は1,390万5,000円の減となっておりま

す。理由といたしましては、平成20年度に飲料水を製造していた企業１社が事業撤退したこと

で使用状況が大きく変わり、１社がこれ以後、給水量が大幅に減少しております。また、これ

以外の使用する企業についても深層水関連商品への使用が減少傾向となっております。 

 次に、脱塩水についてでございます。脱塩水は377万5,000円の減となっております。これ

は、先ほどの原水と同様に、関連商品の使用の減少が減額の要因となっているもののほか、市

民の方が入浴や炊飯などで日常生活で脱塩水を使用する件数も減少しております。 

 次に、濃縮水につきましては69万5,000円の増となっています。これは、菓子製造企業１社

が定期的な使用をしていただいておりますので、大きな変動とはなってございません。 

 お尋ねの給水量が増加しているものの、使用料が減少している理由につきましては、スジア

オノリ養殖の水産利用が平成16年度から開始しておりますので、議員御質問の平成15年度から

の比較で見ると水産利用が大幅に増加します。これにより、全体量は増加となりますが、企業

給水の使用が減少傾向となっているため、水産使用と企業給水との給水単価の違いにより使用

料の減額につながっている状況となっております。結果といたしましては、利用単価の安い水

産利用がふえたけれども、単価の高い企業給水が減少したということでございます。 

 次に、取水量の使用状況につきましては、現状では必ずしも１日の取水量4,000立方メート

ルの全量が使用されているものではございません。未使用分が生じておるものでございます。

また、水産使用との割合につきましては、当施設は水産庁の補助事業等で建設をしておりまし

て、補助要件として取水の50％、2,000立方メートル以上の水産使用を行うこととなってお

り、これに従いまして使用基準が設けられているものでございます。このことから、収益の確

保には未使用水の活用が重要となっておりますので、企業の使用拡大に向けて県や海洋深層水

企業クラブと連携の上、取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、海洋深層水関連事業の売り上げ、雇用の状況についてであります。 
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 まず、売り上げについては、平成27年中の県内企業の売り上げは約128億円でございます。

多少の増減はございますが、ここ数年、130億円程度で推移しておりまして、大きな変動はご

ざいません。 

 また、雇用ニーズにつきましても、平成28年４月１日付で145人となっており、毎年２人か

ら３人の減少はありますが、企業経営の効率化等による減少の範囲内ではないかと考えている

ところでございます。 

 次に、海洋深層水事業の収益増への取り組みや対策についてであります。 

 まず、収入の確保につきましては、平成27年度から指定管理を行ったスジアオノリ養殖事業

で年間使用料が約400万円の増額となっておるものでございます。また、平成26年度から３カ

年計画で取り組んでおります海洋深層水企業クラブ、そして高知大学、高知県、室戸市の連携

事業として海洋深層水飲用による臨床研究事業として、深層水の優位性などを検証して、関連

商品の販売促進につながる取り組みを行っておるところでございます。これらの取り組みによ

りまして、深層水事業会計の改善を目指してまいります。 

 次に、職員の配置についてであります。 

 平成28年度より所管課が商工観光深層水課から産業振興課となり、従前の水産振興班と海洋

深層水推進班が統合し、水産深層水振興班となっております。班の人員は３名体制で業務を行

っており、それぞれの業務について連携をするとともに、創意工夫を行い、業務に取り組んで

いるところでございます。 

 次に、修繕費や維持費の対応についてでございます。 

 年間の修繕費、維持費につきましては、議員御案内のとおり、整備当初から比較すると増加

傾向にございます。過去の取りかえの修繕としては、平成26年度には330万円で取水ポンプの

取りかえ、給水制御弁の修繕を行っております。27年度には1,709万2,000円で受水槽と取水ポ

ンプの取りかえ、本年度には給水システムの部分修繕や小口給水ポンプの取りかえを294万

5,000円で施工することといたしております。このようなポンプ等の整備修繕や取りかえ工事

は、年２回の保守点検の結果を踏まえて、関係業者と協議の上、修繕や取りかえに優先順位を

設けるなどして、計画性を持って給水に支障を来さないように対応しているところでございま

す。 

 また、これらの修繕や取りかえ工事に係る財源につきましては、今後とも規模や内容に伴い

財政担当課と協議の上、財源等の検討を行い、対処することといたしております。以上でござ

います。 

○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。 

 まず初めに、大きな１の(2)ヘリポートについて再度お伺いしますが、国道55号線の通行ど

めについては、近年の台風や集中豪雨では海岸沿いに被害が多く、特に椎名地区と佐喜浜地区
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は高波による越波被害が非常に多くて、東洋町側は雨量で、椎名側は海水と瓦れきにより国道

が通行どめとなり大変困っております。本市で今一番に取り組むべき事業は防災対策、人の命

を守ることだと思われます。南海地震もいつ起きるかわからない状態となってきております。

町を孤立の状態から守るために、越波対策はもとより、高台へのヘリポートの早期着工への取

り組みに向けて、担当課はどのように考えているのか、再度答弁をお聞かせください。 

 次に、③でお聞きしました避難所での共同生活について、もう一度お伺いしますが、まとめ

役となる中心的な役割をする人が必要ではないかと思うのですが、担当課は避難所での共同生

活についてどのように考えられているのでしょうか。誰かが先頭に立って指示をしないと混乱

することになります、再度答弁をお聞かせください。 

 そして、大きな２の公共事業の残土の件について再度お伺いします。 

 設計事務所、コンサルから測量図面を作成するときに、現場の仕上がり等について説明、打

ち合わせがあったと思うのですが、そのときの図面設計書のチェックは誰がどのようにされた

のでしょうか。当初からこれほどの残土が出る設計であれば誰でもわかると思うのですが、こ

の工事については技術職員は担当されていなかったのでしょうか。または、相談もされなかっ

たのでしょうか、もう一度答弁をお聞かせください。 

 そして、最後の質問になりますが、大きな３の深層水事業についてもう一度お聞きします。 

 今の深層水事業の給水使用料で年間の委託料や維持管理料等の予算確保はできるのでしょう

か、再度答弁をお願いします。 

 これで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。西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 亀井議員さんにお答えします。 

 大きな１点目の(2)、①ヘリポートの設置についてでありますが、先ほども答弁させていた

だきましたが、佐喜浜町では、佐喜浜中学校、芸東衛生組合佐喜浜クリーンセンター、佐喜浜

川河原、佐喜浜港の４カ所が適地としてあり、非常時には離発着は可能です。新たな適地や専

用ヘリポートの整備などにつきましては、今後関係機関等と協議してまいります。 

 次に、大きな１点目の(2)の③の中での避難所での共同生活についてでありますが、避難所

を開設する場合に必要であります当面のリーダーなどの決め方をつくるルールを取り決めた避

難所運営マニュアルというものを地域の方々と話し合い、今後策定していきます。以上でござ

います。 

○議長（久保八太雄君） 竹本産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 亀井議員さんの宅地造成工事について

の２回目の質問にお答えをいたします。 

 図面設計書のチェックは誰がどのようにしたのかと技術職員のかかわりと相談をしたのかと

いうことでございますが、このコンサルへの設計委託業務は担当課員が調査員として打ち合わ
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せ等を行っております。そして、成果品として受け取ったときの図書の検査については、その

当時の財産管理課の検査員によって実施をされております。また、さきに御答弁を申し上げま

したように、コンサルによる当初設計では切り土量と盛り土量が同数となっておりますので、

このことから今回の場合に当初設計で残土が発生するというようなことの確認は相当困難では

なかったかと考えております。また、再度の答弁になりますけれども、大規模な工事では、技

術職でない職員が工事監督等を行う場合には、工程管理も含めまして、技術職員との密な連携

が必要と考えております。 

 次に、３の(1)海洋深層水事業の現状について、現在の使用料で年間の委託料や維持管理料

等の予算確保ができるのかというふうな御質問でございます。平成28年度の当初予算での使用

料の収入は2,968万9,000円を見込んでおります。これに対して、議員御質問の年間のメンテナ

ンスとしての委託料は1,908万7,000円、維持管理分としての光熱水費690万円、維持管理分と

しての修繕は290万5,000円でありまして、合計が2,893万2,000円となっており、使用料の範囲

内で行うこととしております。 

 なお、維持管理の範囲を超えるような修繕等につきましては、一般会計からの繰入金で対応

する予算としております。今後においても、財源につきましては財政担当課等と協議の上、財

源確保に取り組むとともに、収入の確保並びに経費節減に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） これをもって亀井賢夫君の質問を終結いたします。 

 次に、竹中多津美君の質問を許可いたします。竹中多津美君。 

○１番（竹中多津美君） １番竹中多津美。平成28年６月第４回室戸市議会定例会において、

市民目線に立って一般質問をさせていただきます。 

 さきに熊本大震災において被災された方に心からお見舞いを申し上げます。 

 それと、最近、仕事熱心な市民のために頑張っておられた若い職員が体調を崩して亡くなっ

たと聞きましたが、職員の皆様におかれては多忙をきわめていると存じますので、くれぐれも

健康には留意されて、仕事に従事されるようお願いします。 

 質問をいたします。 

 市政一般についてお伺いいたします。 

 まず初めに、１番、元保育所の高台移転についてお聞きいたします。 

 近年、南海トラフ巨大地震の発生が危惧され、その対策が急がれておりますが、地震発生後

に起こる津波による被害が大変心配されています。現在、元保育所は津波の浸水区域になって

おり、一番最初に被害に遭う場所にあります。園児や父兄はもちろん、職員も毎日不安な日々

を過ごしています。その対策として、元保育所の高台移転が早急に必要ではないかと考えま

す。移転場所の一例として、元小学校の北側校舎を使わせていただくことがよいのではとの案

が関係者の間で持ち上がっています。教育面においても、保育・小一貫で連携がしやすいとい
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う利点も生まれる可能性を秘めていると思いますが、移転について保育協会との協議はどうな

っているのか、また教育委員会は高台移転をどのように考えているのか、お聞きいたします。 

 次、②市民館の備品整備についてお聞きいたします。 

 地域の市民館は、地域社会全体の中で福祉の向上及び人権啓発の住民交流の拠点となるた

め、開かれたコミュニティセンターとして各種の事業を行っています。その事業の一つとし

て、障害者の方や高齢者の方の福祉の向上を図るためにデイサービス事業を行っていますが、

少し気になった点についてお聞きいたします。 

 羽根、行当、大谷の市民館には設置され、吉良川市民館は設置が決まっているとお聞きして

います食器消毒保管庫については、未設置の菜生、佐喜浜の市民館への設置についての計画予

定はどうなっているのか、担当課にお聞きします。 

 この食器消毒保管庫は、市民館で常日ごろ使用されている食器を消毒殺菌するもので、高齢

者の方などをノロウイルスなどの食中毒などから守るために必要ではないかと考えています。 

 次、③市民ボランティア活動について市長にお聞きします。 

 市民は室戸を何とか元気にしようと、スポーツ、文化交流などそれぞれの分野において全く

無償で頑張っておられる方がたくさんいます。ほんの一例として、ポートリンカーン市との交

流関係の協力者、少年、少女のスポーツの養成者、昨年から始まったトライアスロン、ことし

から始まったマグロックコンサート、海の日の鯨船競漕など、市民は行政が考えている以上に

ボランティア精神で頑張っています。人口減少を食いとめる対策も行政のほうでもいろいろと

考えているとは思いますが、まずはボランティア活動をしている方々にもっと寄り添い、何ら

かのサポートをすることにより、室戸が活性化され、人口減少対策にもつながるのではないか

と思います。職員と市民とのお互いに協力する意識も芽生え、親近感も増すはずです。このよ

うな市民ボランティア活動の実態を把握し、行政としてどのようなサポートや協力体制を実行

していただけるのか、市長にお聞きいたします。 

○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） 竹中議員さんにお答えをいたします。 

 まず、職員が亡くなったことにつきましては、私も大変残念に思っているところでございま

す。職員の健康管理につきましては、ことしからストレスチェックなどを７月以降に行うとい

うようなことも決めておりまして、今後ともしっかりと職員の健康管理に努めてまいります。 

 それでは、御答弁をさせていただきます。 

 私からは、(3)の市民ボランティア活動についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、市民の皆様方には室戸ジオパークトライアスロン大会を初め海の

日の土佐室戸鯨船競漕大会やむろとまるごと産業まつり、出会いのイベントづくりなどさまざ

まな事業であるとか、また国道や海岸の清掃活動にもボランティアとして参加をいただいてお

ります。あわせて、国道沿いの花壇の環境美化活動にも多くの方々に御参加をいただいている
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ところでございます。こうした市民の皆さんの活動によってすばらしい環境が整っているとい

うことでございますし、またそれらのことが本市の交流人口の拡大であるとか、また地域の活

性化に大きく貢献をいただいているというふうに考えているところでございます。 

 市といたしましても、これまでボランティア活動への支援対策としまして、材料費等の支援

というようなことにも取り組んでいるところでございますが、今後につきましても、こうした

活動を継続していただきたいということで、ボランティアをやっていただいている方々の御意

見もお聞かせをいただきながら、支援対策を検討してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 また、こうした民間と行政との共助の取り組みというのは、私はもっともっと推進をしてい

かなければならないというふうに思っているところでございます。 

 また、現在ボランティア活動をやっていただいている方の団体の窓口というのは、さまざま

な課に分かれているというのが現在実態でございます。これは以前からの課題でございまし

て、それをまとめてはどうかというような意見もいただいているところでございますし、また

災害ボランティアというのは、これは社会福祉協議会が中心になってやっていただくというよ

うな形をお願いもしているところでございます。そうした窓口の問題につきましては、今後社

会福祉協議会の方々を含めまして、関係者と検討していきたい、またボランティアの方々に対

する支援対策というものをしっかりそうした中で検討し、考えて、取り組んでいきたいという

ふうに思っているところでございます。 

 私からは以上でございますが、教育長及び人権啓発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） 竹中議員さんにお答えいたします。 

 (1)の元保育所の高台移転についてでございます。 

 元保育所につきましては、国道55号線よりも海抜が低い地域に建設されており、南海地震が

発生しますと津波被害のおそれがあり、現在の場所は大変危険な区域であると認識しておりま

す。高台移転につきまして、元保育協会に確認しましたところ、保育所としましては、現在の

場所は大変危険であるため、早い時期での高台移転を希望しており、場所につきましては、先

日完成しました元コミュニティセンターの隣接地または元小学校の北舎をお借りできないかと

いう２点で検討しているということをお聞きしました。どちらの場所につきましても、移転に

係る費用の問題が出てまいります。また、元小学校の空き教室の利用については、施設の改修

の問題、空き教室が使えるかどうか、学校との協議が必要であります。いずれにしましても、

元保育所としては２つの方法の中でどちらにするのかを決めていくようでありますので、今後

元保育所の関係者や地域の方の御意見を踏まえながら、望ましい方向となるよう検討してまい

りたいと思います。以上です。 
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○議長（久保八太雄君） 松本人権啓発課長。 

○人権啓発課長（松本大成君） 竹中議員さんにお答えいたします。 

 大きな１の(2)市民館の備品整備についてでございます。 

 御質問の食器消毒保管庫につきましては、市民館のデイサービスで使用する大量の食器や大

型の調理器具などをスピーディーでかつ確実な消毒乾燥を行うための各市民館改修工事に伴う

備品としまして、現在羽根市民館、行当市民館、大谷市民館に設置しているところでございま

す。また、吉良川市民館につきましては、本年度に計画しております大規模改修工事に合わせ

て購入を予定しているところでございます。 

 御質問の菜生市民館と佐喜浜市民館につきましては、現在のところ、家庭用の食器乾燥機２

台で対応している状況でございますが、今後、デイサービスの利用人数などの状況を踏まえな

がら必要性の検討を行い、対応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） 竹中多津美君の２回目の質問を許可いたします。竹中多津美君。 

○１番（竹中多津美君） １番竹中。２回目の質問をさせていただきます。 

 市長、教育長、人権啓発課長、大変御丁寧な御答弁ありがとうございました。 

 １番の元保育所の高台の件ですが、まず関係者から高台移転として２件の場所を検討中とい

うことですが、最近において海上保安庁から示されました南海トラフのひずみのデータなどを

見ますと、早急に避難することが必要だと思います。まず、元消防署分団の隣地のほうへの移

転というのはなかなか年数もかかると思います。費用も大変高額になると思います。とりあえ

ずは元小学校への移転が急がれるのではないかと思ってはおりますが、元小学校のほうへ移転

するにつきましても、１つ問題があると思うんです。あそこの地域は避難場所が元小学校にな

っておりますが、たしかあそこの場所は海抜12メーターだったと思いますが、12メーターとい

う数値は避難場所としてはまだまだ安全な場所ではないと思いますので、なおかつそれ以上の

避難道などの確保を必要とされますので、その点も御指導をお願いいたします。 

 小学校の校長先生に聞きますと、小学校の耐震工事は終わっておりますが、屋上への避難は

大変危険だということなんです。児童、それと近隣者の避難者が屋上のほうに上がりますと、

なかなか建物の構造から考えますと耐え切れないものがあるとのことでした。その点のまた対

策もひとつお願いいたします。 

 それと、人権啓発課の課長様からお答えいただきました。佐喜浜、それと菜生の消毒殺菌保

管庫ですが、先日、いろいろ活動表などを聞いてまいりましたが、佐喜浜も菜生もデイサービ

ス、それから活動などを活発に行っているようでございますので、高齢者の方々の利用なども

非常に多いので、ぜひとも消毒殺菌保管庫は設置していただきますように、よろしくお願いい

たします。 

 これで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。 
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○市長（小松幹侍君） 竹中議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、元保育所の高台移転ということでございます。議員さんも御案内のとおり、元小学校

へ移ったとしても、元小学校が適当なのかという問題はございます。現在当市としては、元小

学校につきましてもなるだけ屋上へ避難をしていただくような対策は、十分でないけれども、

それはとっておいたほうがええのではないかということで、避難場所についてはそれを検討し

ているということがまず１つあります。 

 それから、先ほど教育長も答弁をいたしましたように、元保育所として元小学校の一番後ろ

の一番高い校舎を使うことができないかというような話も聞いているところでございますの

で、その辺、元小学校を使えるのか、また使うためにどういう対策、予算あるいは設備という

ものが必要なのかというのを、現在それをしっかり調査をしてくれということで担当課にお願

いもしている、指示もしているところでございます。 

 もう一つは、元の消防屯所が行ったところの裏に用地造成をして、そこに移ったらどうかと

いうお話もあるというふうに聞いているところでございますので、それらのことについて、や

っぱり元保育所の皆さんとの意見交換も踏まえて、今後どのような形をとっていけば一番いい

のか、議員さんのおっしゃられる一旦は小学校を使って、次に屯所の元のコミュニティセンタ

ーの裏へ移るという対策をとるのか、その辺については今後協議をさせていただきたいという

ふうに思っておりますので、それらの協議の結果によって市としても対応してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 それから次に、食器消毒保管庫の整備につきましては、現在の段階で十分でないということ

になれば新しい保管庫を購入をするというふうな対応をしてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって竹中多津美君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため11時25分まで休憩いたします。 

            午前11時10分 休憩 

            午前11時26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。 

 町田又一君の質問を許可いたします。町田又一君。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。６月定例会において、一般質問を行います。 

 内容については、私が日常議員活動をしていて思ったことやこうすればいいのではないかと

いった提案であります。 

 それでは、(1)雇用の場の拡大と確保についてお尋ねをいたします。 

 政府・与党はアベノミクスの推進で税収や有効求人倍率が全ての都道府県で上回ったと言っ

ております。都会では確かにそうかもしれませんが、地方ではさほどよいとは感じられませ

ん。賃金にしても、大会社に勤めている人ほど恩恵があるが、中小企業に勤めている人には実
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感がないというのが実態ではないかと思います。お金は富める人と都市部に流れていると言っ

ても過言ではありません。地方にはなかなか還元されていないというのが実情ではないかと私

は感じております。今後も、ますます若者は働く場と生活の安定を求めて都市部へと転出して

いくものと考えられます。 

 田舎では働く場所がないし、あってもなかなか雇用してくれないというような声をたくさん

の人から聞いております。その反面、雇用したいが、誰かおらんかよという声かけをする人も

現実には存在するのです。職種によっては雇用はあるし、働きかけ次第では雇用がふえる可能

性があります。例えば、吉良川地区から羽根地区へ移転操業している企業が、その跡地に工場

を１レーン増設をしてもいいというような、そういう考えを持っているという声を聞きまし

た。もしそれが本当ならうれしい限りです。それらのことについてどういう情報を得ているの

か、お尋ねをいたします。 

 次に、コールセンター誘致についてお伺いをします。 

 企業誘致に向けて優位な条件を整備して取り組んでいるとは思うのですが、その後の経過は

どうなっているのでしょうか。コールセンター誘致に成功している市町村は、高知市を含め西

のほうが多いように思います。誘致に成功すると、何十人という雇用が生まれます。ぜひ県と

一緒になって誘致に向けてより強力に取り組んでほしいと願っております。決意のほどをお聞

かせください。 

 (2)観光客増への取り組みについてお聞きをします。 

 たしか交流人口が40万人で定住人口１万人に匹敵すると聞いておりますが、平成27年には

73万人余りの入り込み客があったとのことであります。この説がまことであれば、現在室戸に

住んでいる市民１万5,000人と、入り込み客を割って定住人口に直すと１万5,000人以上になり

ます、この２つを足すと楽々３万人となります。室戸市が合併した当時の人口とほぼ同等の数

字となります。この数の人口をどう経済効果としてあらわすか、室戸へどうしたら金を落とし

てもらえるのか、知恵の出しどころだと思うのです。何か名案があればお聞かせをください。 

 観光客73万人余りが室戸へ足を入れてくれた、室戸観光の目的はさまざまであると思うので

すが、主に見る、感じる、触れる、食べる、買う等でしょうか。お金を落としてもらうために

は泊まってもらうのが一番であると思うのですが、今の室戸の観光客受け入れ対策が万全であ

ると言えるのでしょうか。 

 また、室戸の産業の第１番は観光業だと言える取り組み、観光客を73万人から80万人へと増

加させるための施策はいろいろ考えているのでしょうか。80万観光に向けての取り組み姿勢に

ついてお伺いをいたします。 

 (3)ふるさと納税についてお尋ねをいたします。 

 現在、日本各自治体ではふるさと納税獲得競争が繰り広げられております。いかにふるさと

納税をより多くふやすのか、そのために各自治体は返礼品の開拓に血眼になっていると言って
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も過言ではないと思います。高価な電気製品や金券を返礼品として配っている自治体もあるよ

うです。そして、この返礼品を換金しているというので、行き過ぎた自治体へは何度となく総

務省から是正の指導が行われているようでございます。高価な返礼品の自治体へ税が集まるの

は当たり前だと思います。しかし、このような状況が続けば、裕福な自治体へはより多く集ま

り、格差がますますつくのが当然であろうかと思います。ふるさと納税のそもそもの発端は田

舎から都会へ人が流れ、その人たちが少しでも自分の生まれ育った出身地へ何らかの形で貢献

や寄附をしたいというのが発端だったと思うのです。見返りを求めないというのが本来のふる

さと納税の趣旨のようです。熊本地震から２カ月余り、全国が復興を願う返礼品を求めないふ

るさと納税がたくさん寄せられているとマスコミ報道がありました。このような納税が本来の

ふるさと納税だとのことであります。 

 ふるさと納税をする人には２通りのやり方があるのではないか。純粋に自治体のために使っ

てほしいと願う人、返礼品を楽しみに納税する人、いろいろだと思うのです。私はどちらでも

よいと思うのですが、寄附金は目的を定めて大切に使わせていただきます、そして必ず使い道

とその結果は納税してくれた方へお知らせをする、これが基本だと思うのです。室戸市のふる

さと納税額は、平成27年度は目標額に届いたのでしょうか、お伺いをいたします。 

 隣の奈半利町では全国でもトップグループに入るふるさと納税を集めているのは知ってのと

おりであります。齊藤町長は、室戸にはたくさん返礼品に使える商品がある、奈半利を抜くの

はすぐだと言ってくれておりましたが、差はますます開くばかりであります。この差の原因は

一体何なのでしょうか。職員の取り組み姿勢なのか、町長の指導力なのか、町民のやる気なの

か、お隣のふるさと納税への取り組み方法を分析し、ぜひとも参考にすべきであると考えま

す。また、平成28年度も目標額、主要目的を設定していると思うのですが、今後のふるさと納

税に対する取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 

 (4)地方創生応援税制についてお聞きをいたします。 

 地方創生応援税制企業ふるさと納税についてお尋ねをいたします。 

 個人のふるさと納税につきましては、地方税法の本則に定められており、いつまでで終了と

いった期限は今のところないようです。一方、28年度から始まった企業版ふるさと納税は、

28年度から31年度まで、平成32年３月までと期限が定められております。企業のふるさと納税

になぜ期限をつけるのかは定かでありませんが、どのくらい需要があるか、税収に影響がある

のか、スタートしてみないとわからないということもあるかもしれません。 

 なお、企業ふるさと納税は内閣府の管轄となっておりますが、行う一定の地方創生事業に対

する企業の寄附について、現行の損金算入措置に加え、法人住民税、法人事業税、法人税の税

額控除の優遇措置を新たに講じ、地方創生に取り組む地方を応援するとのことであります。効

果としては、①企業の操業地への貢献や地方創生のプロジェクトに取り組む地方への貢献を促

進する、②地方公共団体がみずからの地方創生の取り組みを企業にアピールすることで自治体
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間競争を促進する、③本社機能の移転促進税制の補充等があるようであります。この制度の概

要として対象となる地方公共団体は地方版総合戦略を策定する、優遇措置を受けるための手続

として地方の公共団体は地方版総合戦略に位置づけられた事業であって、しごと創生や結婚、

出産、子育て等の観点から効果の高い地方創生事業について、地域再生計画を策定し、国の認

定を受ける、そして認定を受けた地域再生計画に記載された地方創生事業に対し企業が寄附を

行った場合に、当該寄附について税の優遇措置を受けることができるとあります。財源が乏し

い室戸にとって、この地方創生応援税制は恵みの制度になる可能性は大であると思います。室

戸出身でさまざまな分野で活躍している各経営者がたくさんおられるはずです。皆さんそれぞ

れ生まれ故郷の室戸の発展を望んでいるはずであります。小松市長のこれまで培ってこられた

人脈を生かすのは今です。今が最大のチャンスだと存じます。この制度への取り組み姿勢につ

いてお伺いをいたします。 

 (5)中山間地域の現状についてお尋ねをいたします。 

 全国至るところで中山間地域での集落維持が困難な限界集落が急激に増加をしております。

山の手入れがおろそかになり、鳥獣害が増大をしております。高知県内でも30市町村全部が当

てはまると言ってもいいのではないか。限界集落という言葉は何かよそごとのように考えてい

たのに、今現在厳しい現実が室戸に急激に迫っております。若者は仕事を求め、生まれ故郷を

後にしております。残された高齢者は山林や田畑を懸命に守ろうと頑張っておりますが、年と

ともに体力や気力がなえて、不便な場所から順番に耕作放棄をして、そこを鹿、イノシシ、猿

等が縄張りとし、田畑に栽培されている作物を食い荒らす、地域で暮らす人々は、せっかく手

間暇かけて育てた作物を鳥獣害から守ろうと電柵や鉄柵や防虫ネット等を用い、必死に頑張っ

ております。病院への通院や食料の仕入れ確保にも事欠くこともあります。市もこれらに対し

てはタクシー券や買い物支援策をとっております。 

 前段に戻りますが、仕事がないから、お金にならないから外へ出る、大きな原因はこれだと

思うのです。安定した収入があれば、少しずつ流れは変わってくるのではないか、そう思って

おります。自分の生まれ育った地域を守りたい、一生この場所にいたい、そう思っている人は

たくさんいると思うのです。個人では何事に取り組むにも限界があります。常会単位、あるい

は地域全体で協力して課題解決をしないといけない、そうしないと生き残れない、本当に厳し

い、悲しい現実があると思います。安定した経営をすることが安定した収入を得ることに、ま

た生活することに通じることだと考えます。中山間地域で暮らす住民の苦労や悩みを少しでも

解消する方策、支援策等が必要であります。市の取り組みを聞かせていただきたいと存じま

す。 

 (6)宅地造成についてお尋ねをいたします。 

 自前で家を建てたい、マイホームが欲しい、若者の今も昔も自分の家が欲しいという強い願

望は変わらないようです。だが、こんなに周りには空き家だらけと言っても過言でない現実が
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あります。空き家を貸してほしいとの願いも、家の中には家具や生活用具でいっぱいでござい

ます、貸したくても貸せない事情があるのです。何か名案がないのでしょうか。 

 安芸市は内原野へ宅地造成を２度にわたり行いました。それなりに目的は達成しているよう

でございます。すぐ隣の奈半利町は国道より北へ宅地を造成し、私の知り合いの人たちもそこ

に家を建てて暮らしております。最近では高場へ安田町や田野町が宅地造成をし、広く公募を

しております。新たな土地を求め、室戸をまた離れる人がふえそうで嫌な予感がいたします。

室戸の人口減の最大の原因は自然減ですが、こういう減り方は少し残念な気持ちがします。少

しでも減少率を緩やかにする努力をしなければいけません。 

 ３年くらい前だったと思うのですが、室戸岬にあるグループホームの理事長から、津波から

入所者を守るために高場にある市有地を30坪ぐらい探してほしいとの申し出があり、財産管理

課の職員と３カ所ぐらい案内をした記憶があります。残念ながら希望にかなう土地はありませ

んでした。高場移転の希望はまだ持っているのではないでしょうか。確認をする必要があると

存じます。 

 (7)については、(8)(9)の後に質問をさせていただきます。 

 (8)ケアハウスの誘致についてお聞きをします。 

 前にもこの件について質問をしたのですが、元気で動ける間はケアハウスに入所して、子供

たちに迷惑をかけたくない、しかし室戸にはないので、市外の施設を探すしかない、こんな声

を残して他市町へ籍を移していく、そういう現実がございます。寂しさを感じます。こんな市

民の現象もあるのです。何とかならないものか、そう実感をいたします。 

 (9)ヘリポートの設置についてお尋ねをいたします。 

 防災ヘリやドクターヘリのおかげで大切な命がたくさん守られるようになりました。しか

し、必ず起きると言われている南海トラフ地震、いろんな災難を想定した訓練が必要だと考え

ます。しかし、マニュアルどおりにいかない、想定外という災難にも対応しなければならな

い、そうしないと大切な命は守れないと思うのです。交通アクセスもめちゃくちゃに寸断され

るだろうし、大災害によって重傷者が多発するだろうとも考えられます。いざというときに

は、インフラ整備のおくれている室戸では空に助けを求めるしかないのではないかと思うので

す。ヘリポートの設置こそが救いの神となる可能性が大であると考えております。 

 私の提案なんですが、例えば羽根地区の高台に宅地造成をする、近くにケアハウスやグルー

プホームを誘致する、あわせて羽根消防分団も移転する、ヘリポートも近くへ設置する、人口

の郊外への流出防止と市民の安心と安全を守るモデル地域が誕生するのではないかと期待する

ものです。 

 (6)と(8)と(9)とをあわせて質問とさせていただきます。市長の取り組み姿勢をお伺いをい

たします。 

 (7)住宅の耐震化についてお聞きをします。 
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 熊本地震より２カ月以上がたちました。被害に遭われた皆様には心よりお見舞いを申し上げ

ます。12万軒を超す家屋が全半壊をし、人々の深い悲しみが浮き彫りとなっております。６月

県議会で尾﨑知事は所信表明で宅地の耐震化の推進を加速することが大切であると述べられて

おります。室戸では我が家を含めたくさんの古い家があります。耐震診断を受けていざ工事と

なれば、かなりの金額が必要だと想像します。市内で今まで耐震診断を受けた件数や実際に耐

震工事を行った件数、かかった費用、耐震工事が必要だと推定している件数、平均工事日数

等、わかる範囲で結構ですので、教えていただきたいと思います。 

 (10)生徒減少と学校教育についての取り組みについてお聞きをいたします。 

 毎年室戸市民として誕生してくる赤ちゃんが減少しております。平成26年度は本当に50人誕

生したのだろうかと大変心配をしております。現在、市内には小学校が７校あるのですが、例

えば６年先に50人が７校の小学校へ入学する、平均すると１校約７人となります。しかし、現

実は割合として室戸小学校へ入学する生徒が多数だと思われるのです。そうすると、何校かは

新入生がゼロという結果が生まれる可能性が大であると考えられます。７小学校の何校かは複

式学級で勉強ということがもう目に見えているのです。中学校はもっと厳しくなるのだと思い

ます。小学校は６年、中学校は３学年であります。１校の生徒数が数人という学校が出てくる

のではないか、こんなことでは果たして健全な学校運営や教育ができるのかと大変心配もされ

ます。学校行事に案内を受け、訪問をするのですが、例えば体育大会、40人足らずの全校生徒

が一生懸命に競技や運営に励んでおります。見ているほうが疲れるし、大変だなと思うことが

多々ございます。何とか方法はないものか。例えば小・中合同とか、他校と合流してやると

か、工夫が必要だと思うのです。学校教育では、勉強することも大切ですが、体や精神を鍛え

る、そして心も大事でございます。クラブ活動も大切であると言えます。しかし、現実は生徒

数が足りないために大人数のクラブでは他校と合同で取り組んでいるような状況のようです。

学校があっても入学する生徒がいない、羽根から佐喜浜で生まれた子供の数はわかっているの

ですから、何年先か、どことどこが合併をしなければならない、そんな心配があります。計画

を立てて、市民や保護者に知らせ、一緒になって学校のあるべき姿の意見を交換し、情報を共

有する、そんな時期に来ていると思うのです。もうずるずると先延ばしすることは許されない

と思います。生徒減少と学校教育にどう取り組んでいこうと考えておられるのか、学校再編は

待ったなしだと存じます。教育長の取り組み姿勢をお聞かせをいただきたいと思います。 

 以上で私の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） 町田議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１の(1)雇用の場の拡大と確保についてでございます。 

 富士鍛工株式会社室戸工場の高台移転につきましては、本年３月に羽根小規模工業団地への

移転が無事に完了し、現在順調に稼働をいたしております。雇用の確保につきましても、新工
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場への移転に当たりまして５名の方が新しく雇用をされておりまして、50名体制となっている

とお聞きをいたしております。本市といたしましても、雇用の拡大は大きな課題でございます

ので、工場の高台移転とともに雇用の増加につながったことは大変うれしく、感謝をしている

ところでございます。 

 そして、議員さん御案内の移転後の吉良川工場跡につきましては、隣接する株式会社山崎機

械製作所が活用をして、鍛造の後行程の機械加工などを考えているといったことをお聞きをい

たしているところでございます。しかしながら、この地域は南海地震による津波の浸水区域と

なっていることから、河川護岸のかさ上げなどの防災対策を充実をしていただけないかという

要望も同時にされているところでございます。また、当該地域は、御案内のように吉良川中学

校の生徒や地域住民の方々の安全確保のためにも河川の護岸対策が必要だと考えております。

市といたしましても、そうした点を踏まえまして、本年５月16日に高知県議会産業振興土木委

員会に対し河川護岸のかさ上げについて要望活動を行ったところでございます。また、吉良川

工場の跡地事業につきましては、本年４月25日に県企業立地課へも協力要請を行ってきたとこ

ろでございます。 

 なお、河川護岸のかさ上げの問題につきましては、議会終了後、県当局に対しても要望活動

を行うことといたしております。 

 現在市といたしましては、そうした点につきまして、企業側の要望事項や事業内容について

もお聞きをするなど、企業の規模拡大により新たな雇用の確保につながっていくよう努力をし

ていかないといけないという思いでございます。 

 次に、コールセンターの誘致についてでございます。 

 現在、平成19年12月に制定をいたしました室戸市企業誘致推進条例の奨励金を活用した雇用

の創出につきましては、９企業で約70名の雇用が新たに創出をされているところでございま

す。このような中、さらなる雇用の拡大にはコールセンター等事務系企業の誘致が必要である

ということを考えまして、こうしたことから本市では平成26年10月に室戸市コールセンター等

誘致促進条例を制定をいただいたところでございます、土地や家屋の賃貸に係る費用、従業員

の雇用に係る費用などに対して奨励金を交付するなど優遇措置を設けて新たな企業の誘致に取

り組んでいるところでございます。 

 次に、県内のコールセンター誘致の状況でありますが、議員さんも御案内のとおり、高知市

が11社、四万十市が１社、四万十町が１社、計13社のコールセンターの誘致が行われておりま

す。そのことによって、約900名の新たな雇用が創出されているというふうにお聞きをいたし

ております。 

 そして、本市のコールセンターへのこれまでの取り組みでありますが、平成26年、平成27年

には、東京において開催をされましたコールセンター見本市に県企業立地課とともに参加を

し、地方にコールセンター等の進出を検討している企業に対して優遇措置などの説明を行って
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いるところでございます。また、本年におきましても、５月25日、26日の２日間、大阪で開催

をされましたコールセンター見本市に県企業立地課とともに参加をいたしているところでござ

います。今後とも、これまでの取り組みを踏まえ、本市に興味を持っていただいている企業が

１社ございますので、県とも連携しながら企業訪問を行い、コールセンターなどの誘致が実現

をするように取り組んでまいります。 

 次に、(3)ふるさと納税についてお答えをいたします。 

 このことは、前段の議員さんにもお答えをいたしておりますが、本市ではさまざまな取り組

みを進めてきたことにより、平成27年度は３億9,831万円のふるさと室戸応援寄附金をいただ

いているところでございます。平成27年度の当初目標としては３億円でございましたので、そ

れは上回っているというふうに考えております。一定成果はあったと思っております。 

 なお、平成28年度につきましては、４億5,000万円を目標に取り組みを進めているところで

ございます。 

 また、奈半利町では、第三セクターなどの活用、返礼品の充実、テレビの特集などの取り組

みによって成果を上げているとお聞きをしております。参考とすべき点はしっかり取り入れて

いかなければならないというふうに思っております。 

 本市としましては、ふるさと室戸応援寄附金活性化プロジェクトチームの活動とともに返礼

品の充実、あわせて情報発信等に努めていかなければならない、そのことによってふるさと納

税による地域活性化や地場産品の販売拡大ということを一層進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、(4)地方創生応援税制についてでございます。 

 これも議員さん御案内のとおり、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税につきま

しては、企業資金の活用による具体的な地方創生事業の展開を目的としているものでございま

す。平成28年度より新たに創設をされた制度でございます。この企業版ふるさと納税につきま

しては、御案内がありましたように地域再生計画を策定する必要がございます。そして、その

地域再生計画を国に認定をしていただかなければならないということでございます。そのこと

に対して企業が寄附を行うこととなります。 

 現在国が示している地方再生計画につきましては、例えば先駆的であること、また働く支援

プロジェクトによる雇用、これが一定の数、これが少ない数であれば我々も達成が可能だと思

えるわけでありますが、それかなり多くの数を確保しないといけない、そしてまた５社市内で

操業させることなどの例が示されているところでございます。本市にとりましては大変ハード

ルが高いというふうには思っておりますけれども、ぜひこうした計画書の策定に挑戦をしてい

かなければならないと思っております。そして、国からの認定があった場合には、本市の出身

者であるとか、市外で活躍されている企業の方々など、広く声かけをして企業版ふるさと納税

の推進に全力で取り組んでいかなければならないというふうに思っております。 
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 次に、(5)の中山間地域の現状についてでございます。 

 この点につきましても、やはり中山間もあわせて市内全体に言えることでございますが、や

っぱり市民の皆さん方のお声を聞きましても、とにかく室戸に働く場所をつくってくれ、また

生産者の方々の所得の向上につなげていただきたいというような声があることは御案内のとお

りでございまして、我々としてもそのことに全力を挙げないといけないという思いでございま

す。本市の中山間地域は過疎や高齢化の進行に伴い、基幹産業である農業分野において耕作放

棄地の増加や後継者の不足、依然深刻な鳥獣被害などによってやはり収入は減少とするという

ような状況でございます。また、生活面におきましても、生活物資や移動手段の確保がなかな

かできないといった生活環境の問題も抱えているところでございます。集落を維持していくた

め、これらを解決していかなければならないと思っております。 

 これらの問題を解決するため、当市では中山間地域の基幹産業であります農業については、

新規就農者の確保や育成に努めるとともに、集落営農の組織化による経費の削減、ユズの植樹

など、投資額が少ない作物の導入といった適地適作の推進などに取り組んでいかなければなら

ないと考えております。 

 また、鹿、猿などの有害鳥獣による農業被害は依然深刻な状況でございますので、そうした

猿を群れごと捕獲できる大型の囲いわなの設置であるとか、侵入防止柵の設置などにより、さ

らなる有害鳥獣の捕獲や防除対策に努めなければならないというふうに思っております。 

 また、車の運転が難しくなった高齢者でも、中山間地域で生活できる環境づくりとして、平

成25年度より中山間地域高齢者等タクシー利用助成事業及び高齢者等買い物支援事業を実施を

いたしているところでございます。買い物支援事業につきましては、平成27年度の利用実績と

いたしましては792件でございます。生活物資の確保に一定効果が出ていると考えておりま

す。今後におきましても、こうした外出支援、あるいは買い物支援サービスの充実に努めてま

いります。 

 そのほか、現在、集落支援員や地域おこし協力隊が中心となって行っていただいております

庭先集荷の範囲拡大であるとか、元、佐喜浜地区で取り組んでいただいております芋を使った

ジャムの芋ジャムの製造といった農業の６次産業化というものもぜひ進め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。 

 あわせて、ふるさと納税の返礼品というようなものにも多く活用することによって、中山間

地域の所得の向上、活力の維持というようなことに努めていかなければならないというふうに

思っております。 

 次に、(6)宅地造成、(8)ケアハウスの誘致、(9)ヘリポートの設置について、あわせてお答

えをいたします。 

 まず、宅地造成につきましては、前段議員さんにもお答えをいたしておりますが、人口減少

対策として、また移住対策、定住対策として高台の造成が私は必要であるという思いでござい
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ます。また、あわせて、教員住宅であるとか市営住宅等も含めたものを考えていかないといけ

ないということで、本年度住宅団地適地調査事業というものを行うことといたしております。

宅地造成や施設整備を進める際には、事業用地の位置や面積等多くのことを検討する必要がご

ざいます。議員さん御提案のありました仮に羽根地区に適地が選定された場合には、やはりそ

れらを含めたものを考えていかないといけない。 

 また、ケアハウスにつきましては、介護保険事業計画などへの位置づけが必要となってまい

りますので、その点御理解をいただきたいと思いますが、宅地造成や市営住宅とあわせて、ヘ

リポートであるとか消防屯所などを高台へ集めていくという考え方は、私はそうした考え方が

望ましいのではないかというふうに考えているところでございます。 

 なお、民間の事業者の方の高台移転という要望につきましては、私としてはお聞きする範囲

でしっかり対応させていただいているつもりでありますが、なお民間の方々からの要望や意見

というものはしっかり酌み取っていかなければならないと考えております。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長より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） 久保田観光ジオパーク推進課長。 

○観光ジオパーク推進課長（久保田 浩君） 町田議員さんに、(2)観光客増への取り組みに

ついて、私のほうからお答えします。 

 昨年度は、高知家・まるごと東部博の開催、室戸世界ジオパークセンターのオープンと話題

も多く、当市を訪れた観光客数は過去最高の73万人を超えることができました。今年度は奥四

万十博の開催により、昨年度よりは減少するのではないかと懸念しておりましたが、ジオパー

クセンターがオープンした４月を除き前年度と変わらない人数で推移しております。 

 御質問の観光客からの経済効果、受け入れ対策についてでありますが、観光客数の増加に伴

い、地域内への経済効果が一定上がるとは思いますが、より効果につなげるためには、室戸市

内での観光消費額を上げる必要があると考えております。今年度からは、新たな食、体験メニ

ューの開発を進めていきたいと考えております。食の分野においては、キンメ丼が県内では知

られてきていますが、市内の飲食店にはほかにも土佐おとめまぐろ丼、土佐はちきん地鶏丼と

いった埋もれた名物があります。そういった埋もれた産品、名物の掘り起こしを行い、ＰＲを

行うことで、室戸へ何を食べに行こうといった目的を持った観光客を増加させるよう取り組み

を進めてまいりたいと考えております。今年秋には室戸グルメまつりを開催するよう計画をし

ているところでありまして、このイベントの開催にあわせて、産品の開発も進めていきたいと

考えております。 

 体験メニューについても、昨年の東部博で掘り起こした体験メニューを民間団体、受け入れ

農家等と再度見直しを行い、観光資源へと磨き上げていきたいと考えております。 

 室戸の食、体験メニューの見直し、磨き上げを行うことで観光客の利用者をふやし、市内で
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の観光消費額の増加につなげていきたいと考えております。 

 次に、観光客を増加させる方法についてでありますが、今年度は関西方面からの観光客の集

客を強化するため、西宮市のＦＭさくらにおいて毎週土曜日午後４時45分から「室戸へ行こ

う！」という番組を設けて、室戸のイベント、産品の情報をＰＲしております。西宮市を中心

に芦屋市、尼崎市の一部が視聴エリアで、リスナー人口約80万人あります。また、阿南、室

戸、安芸の３市によるＡＭＡ地域連携推進協議会において、６月には京都駅でＰＲ活動を行

い、12月ごろには大阪でＰＲ活動を行う予定であります。 

 次に、日帰り観光客をふやす取り組みですが、県内へのＰＲにつきましては、高知さんさん

テレビに年間90本のＣＭ放映を予定しております。イベント情報、イベント参加者の募集、そ

してスポットＣＭ等の放映を予定しております。それとまた、６月からは高知市の日曜市に室

戸コーナーを設置し、毎週室戸の生産者とともに出展しております。室戸の産品、イベント、

食等を高知市でＰＲすることで、室戸への観光客を増加させる企画であります。以上でありま

す。 

○議長（久保八太雄君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 町田議員さんにお答えします。 

 大きな１点目の(7)住宅の耐震化についてであります。 

 このことにつきましては、先般の熊本地震の状況を見ましても、居宅の耐震化や家具の転倒

防止などの対策がやはり重要であると再認識したところでございます。 

 本市におきましては、平成27年度末までに住宅の耐震診断は92件、改修設計が16件、改修工

事が19件となっており、また家具転倒防止金具等取りつけ事業では90件となっております。 

 また、改修工事にかかった費用や日数についてでありますが、家の大きさや改修内容により

異なりますが、最高額は約610万円、最低額は約90万円で、平均では約260万円、工事日数とし

ましては最長が107日、最短が12日、平均では約２カ月となっております。 

 また、耐震工事が必要ではないかと考えられる住宅につきましては、建築年度などから推定

いたしますと約7,850件と見込まれます。 

 昨日の議員さんにもお答えしましたが、住宅の耐震化に係る補助は木造住宅耐震診断料は無

料、平成28年度より耐震設計は20万円を30万円に、耐震工事につきましては90万円を130万円

にそれぞれ補助の限度額を引き上げ、家具転倒防止金具等取りつけ事業につきましても、昨年

度より対象を高齢者や身体障害者の世帯に限定していたものを廃止し、より利用していただき

やすく改正を行ったところでございます。今後も工法や戸別訪問などを通じましてこの補助制

度等の周知に努め、住宅の耐震化の普及促進を図ってまいります。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） 町田議員さんにお答えします。 

 10点目の生徒減少と学校教育についてですが、議員さん御案内のとおり、本年５月１日現在
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の児童・生徒数は669人でありますが、今後小学校に入学する児童は年間約50人程度の見込み

であり、６年後の平成34年には約100人減少する試算となっております。当市におきまして

は、これまで統廃合検討委員会を立ち上げ、その中で児童・生徒数のことはもちろん、学校が

地域コミュニティーとしての重要な役割を果たしていることなど、さまざまな御提案をいただ

いて議論をし、学校統廃合に取り組んでまいりました。それを受けて、平成21年度には室戸岬

中学校、平成22年度には室戸東中学校をそれぞれ室戸中学校に統合しておりますし、また昨年

度には三高小学校を室戸小学校に統合するとともに、室戸岬保育所の廃止につきましても対応

してきたところでございます。 

 今後の統廃合の問題につきましては、中期・長期的な考え方は必要であると思いますが、ま

ずは子供の教育という観点が第一であります。また、子供の教育環境を考えますと、地域がど

のように考えているのか、地域の思いや地域の教育力の観点について考えていくことも大事で

あると思うところでございます。 

 いずれにしましても、今後の統廃合につきましては、学校関係者、地域、ＰＴＡ等のメンバ

ーによる統廃合検討委員会によって、子供の教育の場としての教育内容の充実や部活動等の対

策について御意見等をいただき、地域の方々の御意見も踏まえながら、検討した結果を受け、

対応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） これをもって町田又一君の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、明日22日は大綱質疑であります。午前10時に御参集お願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後０時17分 散会 

 

 


