
－23－ 

平成２８年９月第５回室戸市議会定例会会議録（第２号） 

 

１．日 時  平成２８年９月１２日（月） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 竹 中 多津美    ２番 上 山 精 雄    ３番 亀 井 賢 夫 

  ４番 小 椋 利 廣    ５番 脇 本 健 樹    ６番 濱 口 太 作 

  ７番 谷 口 總一郎    ８番 山 本 賢 誓    ９番 山 下 浩 平 

  10番 堺   喜久美    11番 町 田 又 一    12番 林   竹 松 

  13番 久 保 八太雄 

４．欠席議員  なし 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  日 垣 龍 二 

  事務局次長兼班長  宮 脇   誠 

  議 事 班 主 事  千代岡 陽 子 

  議 事 班 主 任  池 田 諭 史 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  小 松 幹 侍     副  市  長  久 保 信 介 

  総 務 課 長  山 本 康 二     企画財政課長  川 上 建 司 

  財産管理課長  黒 岩 道 宏     税 務 課 長  上 松 一 喜 

  市 民 課 長  萩 野 義 興     保健介護課長  武 井 知 香 

  人権啓発課長  松 本 大 成     産業振興課長併農業委員会事務局長  竹 本 俊 之 

  建設土木課長  岡 本 秀 彦     観光ジオパーク推進課長  久保田   浩 

  債権管理課長  上 松 富士樹     防災対策課長  西 村 城 人 

  会計管理者兼会計課長  長 崎 潤 子     福祉事務所長  中 屋 秀 志 

  教  育  長  谷 村 正 昭     教育次長兼学校保育課長  久 保 一 彦 

  生涯学習課長  和 田 庫 治     水 道 局 長  山 崎   桂 

  消  防  長  竹 谷 昭 一     選挙管理委員会事務局長  森 岡   光 

  監査委員事務局長  山 本 ゆかり 

７．議事日程        

  日程第１ 一般質問 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１ 

９．議事の経過 



－24－ 

  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、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） おはようございます。４番小椋利廣。平成28年９月第５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従い一般質問を行います。 

 まず最初に、ことしの４月14日に震度７の地震に遭われました熊本県や大分県の皆様方、ま

た今回北海道や岩手県の台風災害によりまだまだ多くの方々が避難生活を続けられているとお

聞きをしており、心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)旧椎名小学校の改修工事計画についてお聞きをいたします。 

 旧椎名小学校は、平成18年４月１日から廃校となり、その後、10年余り放置状態が続き、今

回、平成28年９月議会におきまして、（仮称）むろと海の学校及び集落活動センター整備事業

費として４億7,884万8,000円と大幅な改修工事計画案が示されておりますが、旧校舎の一部を

地元の椎名地区で利用ができる集落活動センターの整備費や海水取水施設整備工事費や水槽設

置工事費と、別に国道55号線から分岐をして同施設に通じる市道飛鳥西線道路新設工事費

1,200万円を合計をすると４億9,084万8,000円という大型の補正予算が組まれて、いろいろな

事業が計画をされております。旧椎名小学校の前には、木造の椎名集会所がありましたが、老

朽化が激しく、平成25年７月に取り壊して、椎名の飛鳥地区には集会所がなく、今回集落活動

センターとして整備をすることで、地域住民の憩いの場所ができると思います。平成27年10月

の議員総会での説明では、旧椎名小学校利活用検討委員会で検討された内容の利用計画案が示

されて、椎名地区集落活動センター、海洋生物の飼育、研究、展示施設、ミニ水族館、防災機

能を有した簡易宿泊、調理施設などに利用して海洋生物の飼育、研究、展示施設、ミニ水族館

はＮＰＯ法人日本ウミガメ協議会に委託をして管理を行うと説明がありました。 

 そこで、最初にお伺いをいたしますが、今回のこの事業を実施をするに当たり、どのような

取り組みをされてきたのか、これまでの経緯などについてお聞きをしたいと思います。 
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 また、その中で、集落活動センターの利活用について、高齢者の健康づくり等も含め、地元

の常会とどのような協議を行ってきたのか、お聞きをいたします。 

 私は、７月に同僚議員と徳島県海部郡美波町の日和佐うみがめ博物館に視察に行ってきまし

たところ、年間の入館者数は約３万人で、入館料は大人が600円、中高校生が500円、小学生が

300円で全体の収入は年間約1,500万円ぐらいあるようですが、亀の飼育頭数も多く、支出も大

きく、人件費、餌代、海水の取水用電気代、修繕料、維持管理費等々を含めると約3,500万円

ぐらいかかると話されており、約2,000万円ぐらいは町の持ち出し経費が必要になると説明を

受けました。ウミガメは、天然記念物の絶滅危惧種に指定をされていて、野生のウミガメは飼

育をしてはならないとお聞きをしており、日和佐うみがめ博物館は、亀の入手は名古屋港水族

館から入手をしているとお聞きをいたしましたが、地元の大敷の定置網で捕獲されたウミガメ

は、陸上施設の水槽で飼育ができるのでしょうか、お聞きをいたします。 

 ＮＰＯ法人日本ウミガメ協議会の大きな成果としては、室戸市沖の大敷網に迷い込んだアカ

ウミガメを、ウミガメ協議会の室戸基地が標識タグをつけて放流をしたところ、北海道渡島半

島北部の八雲町沖で平成25年９月７日に定置網にかかり、室戸から北海道までの移動が明確に

確認ができる生態系の解明について大きな成果につながると言われており、四国内でタグをつ

けて放流した個体が、北海道で確認されたのは初めてであると言われております。（仮称）む

ろと海の学校の施設は、ＮＰＯ法人日本ウミガメ協議会に管理委託をするようですが、指定管

理とするのか、また管理経費も大きくかかると思いますが、指定管理料はどのように考えてい

るのか、また日和佐うみがめ博物館では、入館料を取っておりますが、入館料の設定はされて

いるのでしょうか。 

 まだまだ施設全体の把握が私にもできておりませんので、海水の取水は港の表面水か地下水

かの問題や水槽の設備内容や海水を水槽まで400メートルにも及ぶ送水管の設置や建物内の水

槽にはどのような魚や亀を飼育するのか、また旧学校のプールには、どのような生物を飼育を

する予定なのか、お聞きをいたします。 

 また、この事業を実施することにより、本市財政に与える影響はどのように考えられている

のか、お聞きをいたします。 

 まだほかにもわからないところがありますので、できるだけ詳しく説明をお願いをいたしま

す。 

 (2)職員の危機管理意識向上への取り組みについてお聞きをいたします。 

 近い将来必ず起きると予測をされております東海・東南海・南海地震に対する地震発生の確

率が上昇し、四国沖では海側のプレートに引きずり込まれて陸側のプレートが最大5.5センチ

動いており、今後30年以内に地震発生の確率は73％にまで高くなってきたと報道をされており

ます。平成23年３月11日に起きたあの東日本大震災からはやもう５年と６カ月が過ぎようとし

ておりますが、あの大地震に直面をした公務員の方々の職場での対応は、他人の命や財産を守
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るには、自分の命や財産を犠牲にする場合があるとまで言われて、東日本大震災のあの現場で

は、公務員としてそこにいて当然のことをしたまでと話されておりますが、並大抵のことでは

なかったと推測をいたしております。室戸市の平成28年６月１日現在の人口は、１万4,359人

で、65歳以上の高齢者は6,494人となっており、高齢化率は45.2％で、昨年度の同じ時期より

高齢化率が1.4％高くなっております。現在、室戸市役所に勤務をしている職員総数は329人

で、そのうち正職員が245人、臨時的任用の職員が84人、また室戸市外からの通勤者も20人い

る中で、奈半利町や安田町、安芸市や香南市からと最長の遠くは高知市から通勤をされている

方もいるとお聞きをいたしております。憲法第22条第１項では、居住の自由が保障されており

ますが、職員が生活根拠を勤務地以外に住民票を有していると、納税は当然、住民票を有して

いる自治体に税金が落ちるわけですから、室戸市職員の給料は、室戸市が払わなければなりま

せんが、市町村固有の住民税や軽自動車税等々の税金は、勤務地の室戸市には納税をされない

のが現状であります。仮に職員１人が年額50万円ぐらいの税金を40年間、居住先の市町村に納

めるとしたら、その市町村には、約2,000万円前後の税収が入ることになり、５人いると約１

億円ぐらいの税収となり、10人いると約２億円ぐらい、そして20人いると約４億円ぐらいの税

収が勤務地の室戸市には納税をされなくなり、また各市町村の交付税は、人口が主要な算定基

準となっているために、勤務地の地方交付税は減ることになります。 

 そこで、南海トラフ巨大地震対策として、市外からの通勤者がふえてくると、そこの自治体

の防災対策については管理はどのようになっていくのでしょうか。 

 ①市外からの通勤者による税収の落ち込みは、年収単位にするとどのような金額になると想

定をされるでしょうか。 

 ②南海トラフ巨大地震や大災害が発生した場合に職員の非常時の連絡と参集はどのような方

法で行われているのか。 

 ③国道55号線が通行どめになったとき、市外からの通勤者にはどのような指示が出されるの

か。 

 ④土曜、日曜、祝祭日、夜間に非常時に相当するような避難指示クラスの大災害が発生した

場合に、市外からの通勤者には、どのような方法で災害非常事態招集をかけて各現場に配置を

計画をするのか。 

 ⑤最近は、県外からの職員も多いとお聞きをしており、遠くは鹿児島県や福岡県、神奈川県

や大阪府等々からの就職者もいるとお聞きをしておりますが、山林が広く、また点在をしてい

る中山間地が多い室戸市内の地理的条件の認識や各地域の居住状況の把握にはどのように取り

組まれているのか。 

 ⑥高齢者や認知症、災害弱者にはどのような対応が計画をされているのか。 

 南海トラフ巨大地震は、いつ起きてもおかしくない状況であると言われており、室戸市の防

災対策への取り組みに、市民の方々が危機感を持っており、市民と職員が危機管理意識を共有
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して取り組んでいくことが不可欠であると思います。緊急非常事態に災害時における全体的な

職員の危機管理意識の向上と危機管理体制に今後どのように取り組まれていくのか、お聞きを

いたします。 

 (3)観光ジオパーク推進課の設置場所についてお聞きをいたします。 

 平成23年９月に室戸ジオパークが世界認定を受けてはや５年が過ぎようとしておりますが、

平成27年４月から室戸岬町三津に室戸世界ジオパークセンターがオープンをして、平成27年

11月から世界ジオパークの活動がユネスコの正式事業として承認をされております。平成28年

４月からジオパーク推進課と商工観光深層水課の観光部分が合併をして、新しく観光ジオパー

ク推進課が誕生をし、室戸世界ジオパークセンターの２階の一番奥に締め切った状態で観光ジ

オパーク推進課が設置をされております。室戸世界ジオパークセンター設置及び管理条例の第

２条では、センターは、本市の地域資源であるジオパークを活用した観光客の誘致及び地域住

民の交流の拡大を推進することにより、地域の活性化を図ることを目的とするとされておりま

す。室戸ジオパークは、小松市政の目玉であると思いますが、ジオパークを中心にして、観光

行政の入り込み客数は大きくふえてきている中で、一番の売りにしなければならない観光ジオ

パーク推進課は、室戸市の看板課であると思いますが、室戸世界ジオパークセンターの２階の

一番奥にあって、入り口も木製の引き戸で、課自体が隔離をされた状態で、中の状況が全然見

えてきません。市民の目につかない、気がつかない、また観光客にも目につきにくく、逆に観

光ジオパーク推進課の職員たちも、センター内の状況の把握や屋外の様子などもわからないと

思いますし、課の職員と市民との交流などは全くないと思われますので、非常に不便でわかり

にくいところにジオパーク推進課が設置をされております。この件につきましては、本年５

月、産業厚生委員会の管内視察の現地視察でも、観光ジオパーク推進課が一番わかりにくい場

所にあるので、もっと市民とも交流のできる場所に設置をしたらどうでしょうかと指摘をさせ

ていただいておりますが、ジオパーク推進の観光行政に取り組んでいる方々からも、不平や不

満の声が上がっております。条例にもありますように、本市の地域資源であるジオパークを活

用した観光客の誘致及び地域住民の交流の拡大を推進することにより、地域の活性化を図るこ

とを目的とするとされておりますので、今の位置では地域住民との交流は図れないと思いま

す。いろいろな意見が寄せられておりますので、観光を目玉にするのであれば、観光ジオパー

ク推進課の設置場所は、玄関の一番見えやすい場所で、市民や観光客とも触れ合いができる開

かれた場所に観光ジオパーク推進課の設置場所を変更することはできないか、お聞きをいたし

ます。 

 (4)市道路線の整備についてお聞きをいたします。 

 東日本大震災からもうはや５年と６カ月が過ぎようとしておりますが、この５年と６カ月間

で、防災対策工事は公共施設の耐震化や津波の避難道路や避難路の建設、防災倉庫の設置や避

難場所の建設、津波避難タワーの建設等々、まだまだ完全とは言えませんが、ある一定、防災
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対策工事も進捗をしてきていると考えております。南海トラフ巨大地震に対する防災対策工事

もいろいろな角度からいろいろな方法で準備をしていかなければなりませんが、完全に防災対

策工事はできたということはなく、広くて大きな課題が山積をしており、人の命と財産を守る

という観点から、まだまだ早期完成に向けて着実に取り組んでいかなければならないと思いま

す。しかし、一方では、市民の多くの方々から、市道路線の整備や道路側溝整備など、住環境

整備への取り組みについて多くの要望が寄せられており、行政のほうも一生懸命取り組んでき

ているとは思いますが、町なかの住環境整備への取り組みがおくれていると私は感じておりま

す。市道路線や側溝の整備は、計画整備路線ごとに年度を追って着工時期を決めているとお聞

きをしておりますが、次の路線について着工年度と完成年度についてお聞きをいたします。こ

の路線の中には、産業厚生委員会の管内視察でも市民から要望のありました路線について現地

の状況を視察させていただいております。市道路線名は、①後免線の道路側溝の改修工事につ

いて、②下町本通線の道路改良工事について、③愛宕山線及び八王子宮原線と管山神社線の道

路改良工事について、④八王子西線及び長泉寺前線、大西線の道路改良工事について、⑤磯田

線及び東磯田線、西磯田線の道路改良工事等々工事着工年度について。これらの市道路線は、

旧町時代に建設された道路や昭和34年に室戸市に合併後、都市計画路線として建設をされた道

路で、建設後50有余年が経過をしており、両側に側溝があるために、道路の幅員が狭く、側溝

のふたもなく、道路側の側壁が水路のほうに倒れていたり、また道路勾配が悪いために、水路

の勾配も悪く、排水が流れない状態であったりして、生活に不便を来している状況があると言

われており、早急に道路改良工事に着手してほしい要望が多く寄せられております。これらの

市道路線の道路改良工事への着工は、何年度になるのか、また現在、道路改良工事に着手をし

ております市道元本線の完成は何年度の予定か、お聞きをいたします。 

 (5)小型無人機ドローンの利活用についてお聞きをいたします。 

 小型無人機ドローンは、高知県の出先機関の土木事務所や林業事務所などで、長い海岸線の

調査や林地の崩壊や地すべり地帯の調査などに幅広く利用されておりまして、土佐清水市で

は、災害時の情報収集にカメラつき小型無人機ドローンの操縦者の育成や被災時の撮影協力に

京都市にあります社団法人ドローン撮影クリエーターズ協会と操縦者の育成や被災時の撮影協

力に関する協定を結んでおります。また、南海トラフ巨大地震やいろいろな災害に対して、道

路が寸断されることを想定して、空から被害状況を確認をする検討や被災直後の混乱時でもド

ローン操縦者が育成をされていれば、迅速な情報収集が可能であると言われております。ま

た、国におきましては、2016年度末には飛行中のドローンと航空機との衝突を避ける安全確保

のルールを策定し、小型無人機ドローンを活用した民間の宅配事業を中山間地域や離島の過疎

地域で2018年度から実現をさせると言われており、車を運転できない高齢者や買い物難民対策

や災害時の物資輸送の切り札に位置づけるとされております。室戸市も管理面積が248平方キ

ロメートル、そのうち山林面積は約８割以上と広く、海岸線も53キロメートルと長く、中山間
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地域も点在をしていることから、災害時の状況把握や今後は物資の輸送や買い物難民などに利

用していくことが非常に重要であると考えられますが、操縦者の養成や小型無人機ドローン購

入の予定や今後の利活用についてどのように計画をされているのか、お聞きをいたします。 

 (6)地方創生企業版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。 

 企業版ふるさと納税は、企業が自治体に寄附をすると税負担が軽減をされる制度で、自治体

が実施をするまち・ひと・しごと創生寄附活用事業で、寄附額の約３割が税額控除され、地方

公共団体が行う一定の地方創生事業に対して企業が寄附を行うことにより、地域を創生し、活

性化をすると言われております。企業の自治体への寄附は、寄附額の約３割が税負担を軽減さ

れてきましたが、企業版ふるさと納税により、新たに寄附額の３割が控除され、税負担の軽減

効果が２倍の約６割になるのが特徴であると言われております。自社の本社が所在をする自治

体への寄附や財政力の高い自治体への寄附は、対象外となっているようですが、寄附額の下限

が10万円からとなっており、企業側から見ても利用しやすい制度になっていると言われており

ます。企業版ふるさと納税では、寄附をすることで課税所得が減るプラス寄附金の30％が納税

をしたことになるという２つのメリットがあり、各企業が任意の地方自治体に納税ができると

いうことで、企業の実質負担が小さくなり、より多くの企業がふるさと納税を通じて地方自治

体を支援できる制度であり、企業版ふるさと納税の原案が、2016年度にできると言われており

ます。室戸市も本市出身者の中には会社の重役さんや会社の経営者の方々もたくさんいると思

われますので、本市の厳しい財政状況の中で、企業に与えられたメリットをよく説明をして理

解をしていただき、企業版ふるさと納税に取り組み、お願いをしていかなければならないと考

えるところですが、取り組んでいく予定はあるのでしょうか、お聞きをいたします。 

 これで、第１回目の質問は終わります。 

○議長（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） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、旧椎名小学校の利活用についてでございます。 

 旧椎名小学校につきましては、平成17年度に廃校となった後、市の広報やホームページ上で

利活用について公募を行ってきたところでございます。そうした中、平成26年８月に、日本ウ

ミガメ協議会から、博物館や廃校を水族館に利用してはどうかとの提案がございました。ま

た、一方では、椎名常会から、集会所や避難所として利用したいとの申し出も受けたところで

ございます。市といたしましては、平成27年６月、椎名常会の代表者や県職員、日本ウミガメ

協議会関係者などで構成をする旧椎名小学校有効活用検討委員会を立ち上げ、施設の有効活用

について検討をしてきたところでございます。また、平成27年９月及び平成28年５月には、椎

名常会において御意見をお伺いしたところでございます。地元からは、国道からの進入路をつ

けてほしい、また１階のスペースを全て使用させてほしい、３階を避難場所としたいというこ

となどについて要望をいただいたところでございます。こうした椎名常会の要望を踏まえると
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ともに、集落活動センターの取り組みにつきましても協議を進めてきたところでございます。

市といたしましては、旧椎名小学校の施設を改修することにより、地域の要望の実現に応える

とともに、子供たちの教育や室戸世界ジオパークセンターとの連携による観光振興等交流人口

の拡大、そして地域の雇用や地域活性化を目指すこととしたところでございます。そして、平

成28年１月には、施設改修の設計料を、また平成28年３月には、内部展示や海水取水施設の設

計料について予算化をいただいたところでございます。 

 また、今回、予算計上をいたしておりますむろと海の学校及び集落活動センター整備事業の

内容といたしましては、１つには、椎名常会が活用する集落活動センター部分でございます。

１階を調理機能を備えた集会所として活用するとともに、高齢者の方々の拠点施設として、健

康づくり事業などが実施できるようにいたします。また、集落活動センター事業といたしまし

ては、介護予防事業、ミニデイサービス、高齢者の配食サービスやむろと海の学校に来る研修

者の方々の食事の提供などの取り組みを予定をいたしているところでございます。 

 ２つには、むろと海の学校部分についてでありますが、旧学校施設を有効に活用することを

基本として、子供たちの教育や観光交流人口の拡大を目指し、ウミガメやサメ、地元で捕獲さ

れる魚類を飼育するミニ水族館機能を整備するとともに、さまざまな魚類の標本展示などを行

ってまいります。２階、３階には、大型水槽３基、小型展示水槽を20基設置するとともに、プ

ールを飼育施設として活用をいたします。また、大学との連携による研究実習生の受け入れと

ともに、ウミガメの放流体験や体験ツアーなどの実施を考えているところでございます。 

 そして、当地域は、室戸市津波防災マップにおいて、津波浸水深が最大で２メーターから３

メーターの高さまで来ると想定をされておりますので、３つ目として、３階には研修室兼地域

の防災備蓄用品の収納や避難場所として活用することといたしております。そのほか、施設の

２階部分に車両が進入できるようにスロープを整備することにより、魚類等の搬入であると

か、また災害時にそのスロープを利用できることといたしております。 

 当事業の予算額は、総額で４億7,884万円となっているところでございますが、財源といた

しましては、国・県の補助金を活用するとともに、市費分につきましては、有利な過疎債を充

当することにより、市の財政負担を抑えるよう努めているところでございます。 

 次に、完成後の管理についてでありますが、むろと海の学校及び集落活動センターにつきま

しては、公の施設になることから、指定管理者制度を現在検討いたしているところでございま

す。また、これらの施設の運営管理につきまして、指定管理料の支払いなどは考えていないと

ころでございます。 

 次に、(4)市道路線の整備についてでございます。 

 本市の市道整備につきましては、３年間の整備計画を策定をして取り組んでいるところでご

ざいます。また、財源といたしましては、主に社会資本整備総合交付金などを活用して取り組

んでおります。しかし、これまでにも申し上げてまいりましたように、近年要望額に対する
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国・県の配分が少なくなってきているところでございます。直近の３年間の要望額に対する配

分率は、平成26年度97％、平成27年度67％、平成28年度は現在のところ74％となっているとこ

ろでございます。こういった状況でございますので、計画をしておりましても事業量の縮小や

次年度へ事業を延期するなどのことが必要となってまいりまして、計画どおり進捗をしていな

いのが実情でございます。これまでにも国や県に対して交付金の満額配分であるとか増額の要

望活動につきましては行ってきたところでございますけれども、今後とも関係機関に対し、ま

た議員各位のお力添えもいただきまして、要望の実現に努めるとともに、計画どおり事業が進

捗をするよう取り組んでまいります。 

 私からは以上でございますが、副市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） 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） 小椋議員さんに市長答弁を補足させていただき

ます。 

 １の(1)の中で、地元大敷等で混獲されたウミガメの飼育についてでありますが、ウミガメ

は、学術研究、保護の目的でないと飼育することができません。また、動物愛護法に基づく動

物取扱業の資格を有していなければ飼育することができないこととなっています。むろと海の

学校では、学術目的で飼育後、調査を行った後に標識をつけて放流を行う計画をしているとこ

ろであり、陸上飼育についても問題ないものと考えております。 

 次に、施設の入館料についてでありますが、むろと海の学校については、大人１名300円か

ら400円程度の入館料を想定しております。むろと海の学校で使用する海水の取水につきまし

ては、椎名漁港内に地下海水の井戸を設置し、送水管により施設まで送る計画をしておりま

す。 

 次に、飼育予定の魚種についてでありますが、２階の円形大型水槽では、定置網で捕獲され

るブリ、カンパチといった回遊魚の飼育を予定しています。２階、３階の廊下部分には、周辺

の磯辺で捕獲されるグレ、スズメダイ等の海水生物、室戸市内の河川に生息しているテナガエ

ビ、ウグイ、アユ等の淡水魚を小型展示水槽で展示を行う予定をしています。屋外プールにつ

きましては、定置網で混獲されたウミガメ、エイ、サメ等の大型の魚類の飼育展示を行う予定

であります。 

 次に、観光ジオパーク推進課の設置場所についてお答えいたします。 

 議員御指摘のように、観光ジオパーク推進課は、ジオパークセンターの２階にあり、市民、

観光客にわかりにくい箇所であるとの指摘をいただいております。このことにつきましては、

来年３月４日に開幕いたします志国高知幕末維新博に向けて、ジオセンターの展示物の改修、

来館者の動線計画の見直し、カウンターの移動等を行う予定であります。これにあわせて、観

光ジオパーク推進課、各団体の配置についても見直しを行うとともに、職員に対して接遇研
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修、観光アドバイザーの講習等を受講させるなど、来館者に対する接客力の向上に努めてまい

りたいと考えております。 

 私のほうは以上です。 

○議長（久保八太雄君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 小椋議員さんに、１の(2)職員の危機管理意識向上への取り組み

の中の市外通勤者による税収への影響について私のほうからお答えいたします。 

 本市におきまして、市外から通勤している職員は、平成28年４月１日時点で20名で、これら

の職員による本市の税収への影響額を市民税で見ますと、本年度は年間約150万円となる見込

みでございます。職員の市外への居住につきましては、結婚による家庭の事情など、考慮すべ

き点もあるわけでございますが、先ほどお答えしました税収の影響に加え、本市が昨年度から

室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、移住対策を初めとするさまざまな人口減少

対策に取り組んでいることや、住民の命と財産を守るため、災害時の迅速な対応が求められま

す地方公務員としての立場などを考えますと、市の職員が市内に居住することは、求められる

ところであり、またそうした御意見もこれまで市民の方から少なからず寄せられてきたところ

でございます。こうしたことを踏まえ、市外に居住している職員に対しましては、これまで文

書による市内居住の呼びかけを行ってきたところでございますが、引き続きこうした呼びかけ

を行うとともに、今後におきましては、新たに面談を実施し、個々の事情を把握した上で、可

能な限り市内居住を進めてまいります。 

 私からは以上です。 

○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） 小椋議員さんにお答えします。 

 職員の危機管理意識向上への取り組みにつきましては、勤務時間中の避難訓練や休日の参集

訓練、職員向け防災研修などを通じ、災害に対する備えを進めているところであります。地域

防災計画では、災害の種類や規模により配備基準を定めており、それに従い職員みずから参集

することとなっております。職員は、地震災害発生時、まずは気象庁からの緊急地震速報や携

帯電話のエリアメール、全国瞬時警報システムＪ－ＡＬＥＲＴと呼ばれるものですから、それ

などから自動配信メールや防災行政無線の放送などにより災害情報の収集に努めるとともに、

自身の安全を確保します。 

 次に、津波の危険などからの安全確認ができ次第、定められた災害対策本部や各支部に参集

することとなっております。このとき職員の安否確認も兼ねた参集メールを配信することとし

ております。しかしながら、災害状況によっては、道路の寸断などにより、定められた参集場

所に行けない場合も想定されますので、そうした場合は参集可能な最寄りの支部等に参集する

こととなります。また、仮に最寄りの支部にも参集できない場合は、連絡のとれる状態を確保

し、災害対策本部からの指示などにより、そこでできる対応を行うこととなります。それらと
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は別に、台風など一定予想ができる災害については、事前に職員に対し気象情報や参集メール

などに気をつけ、常に災害配備体制がとれるよう、あらかじめ注意喚起を行っています。本市

の地理や地域の状況などの把握につきましては、ふだんの業務においても極力現場に出向くよ

うにし、その際には、できるだけ地域事情に詳しい職員と同行させるとともに、それ以外にも

台風時の被害状況調査など、機会のあるごとに地域の状況に触れるよう努めているところであ

ります。 

 次に、高齢者や障害者などの避難行動要支援者に対しましては、要支援者の方の避難場所や

避難ルートを定めた個別計画に基づいた避難行動をとることとなっておりますので、地域や避

難支援者の方々と訓練を重ねることが重要であります。昨年度、この個別計画に基づいた避難

訓練を行った自主防災組織もありますが、全市的な取り組みになるよう、自主防災組織や連絡

協議会などと連携し、訓練を実施してまいります。 

 また、保健介護課では、在宅酸素療法や人工呼吸器を使用している方、視覚障害や聴覚障害

の方など専門的なフォローが必要な方に、保健師が災害時に避難行動を勧奨するための情報収

集と台帳整備に取り組んでいるところでございます。今後におきましても、勤務時間内での避

難訓練や参集訓練などのいろいろな訓練を重ねて、職員に対し災害時の対応等に対する危機管

理意識の向上に努めてまいります。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） 小椋議員さんに、１の(2)職員の危機管理意識向上への取り組みに

つきまして私のほうからもお答えをさせていただきます。 

 まず、本市における市外からの通勤職員の状況等につきましては、先ほど総務課長が答弁申

し上げたとおりでございますが、財政面や人口対策あるいは災害対応といった面のほかにも、

地域住民の一員として、地域の自治活動や祭りなど伝統行事に参加することで、ふるさと室戸

の伝統や文化を守り、次の世代へと受け継いでいくといったことなども大事な部分ではないか

と考えるところでございます。これまでにも市外在住の職員に対し、協力要請を行ってきたと

ころでありますが、こうした地域に住むことの持つ意味などについて理解を深めていただくた

めにも、引き続き市内在住についての呼びかけを行ってまいりたいと考えております。 

 そして、職員の危機管理意識向上への取り組みについてでございますが、災害の種類や規模

による職員の配備基準、配備体制等につきましては、本市地域防災計画に定められていること

は御案内のとおりでございます。その配備体制とあわせまして、毎年度人事異動ごとに見直し

を行っております災害対策本部の組織図及び配備される本部や支部の所掌事項などについて、

毎年度庁内ネットワークであります職員のひろばにて周知を行っているところでございます。

この配備体制に従いこれまで行ってまいりました休日の職員参集訓練のほか、本年５月には勤

務時間内に今回初めて窓口対応職員やその他職員あるいは課長などといった立場ごとの行動を

定めての庁内避難訓練を行ったところでございます。 
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 それから、本年度におきまして、災害発生時に市の重要業務が中断しないよう、あるいは仮

に中断をしても、できるだけ早期に再開させることなど、リスクを最低限にするためのＢＣＰ

と呼ばれます業務継続計画について策定作業中でございます。この業務継続計画における職員

の役割なども踏まえまして、災害が発生したときに、みずからがどう行動すべきか、ふだんか

らしっかりと意識づけをすることとともに、避難訓練、参集訓練などを積み重ねていくことに

よりまして、職員の危機管理意識の向上に取り組んで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） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 小椋議員さんに、大きい１点目の(4)市道路線の整備につい

て市長答弁を補足させていただきます。 

 順序が前後しますが、まず市道元本線につきましては、平成25年度に測量設計業務を行い、

平成26年度から工事着手し、平成30年度の完成を目指しているところでございます。しかしな

がら、先ほど市長から申し上げましたように、交付金の配分が少なかったことから、当該路線

は昨年度は工事の延期を行ったところでございます。市道整備につきましては、３カ年の整備

計画を作成し、その計画に基づき取り組んでいるところでございますが、社会資本整備総合交

付金の配分が少なくなってきている中、計画に上がっている路線についても進捗がおくれてき

ている状況にあります。そのような中、３カ年計画に上がっている路線以外にも、現在32路

線、約17億円の要望がございます。課といたしましては、平成28年度で橋梁関係を除きますと

12件、１億3,000万円の事業を実施しているところでありますが、要望は毎年のように増加し

ており、財源対策も含め、対応に苦慮しているところでございます。議員さん御質問の後免線

及び下町本通線につきましては、平成29年度から測量設計業務に着手することと検討している

ところでございますが、そのほかの路線は、財源対策等も検討の上、３カ年計画に順次取り入

れていけるよう努めてまいります。 

 次に、(5)小型無人機ドローンの利活用については、複数課にまたがりますので、建設土木

課のほうでまとめてお答えします。 

 小型無人機ドローンにつきましては、飛行ルール等を定めたドローン規制法のもとで、活用

について現場上空からの状況把握や情報収集、軽量品の輸送などの利用が考えられておりま

す。議員さん御案内のとおり、災害時には空からの被害状況を確認することで、全容の把握や

人の立ち入り困難な箇所の調査ができるものと考えております。本市でも本年度に建設土木課

において山腹や路側の崩壊など、二次災害の危険がある箇所や現地踏査が困難な場所の調査を

行うため、ドローン１機の購入を予定しております。現在、県や関係機関より、操作性などの

情報を収集し、年内の購入に向け機種の選定を行っているところであります。また、操縦につ

きましても、事故防止や正しい操縦技術の取得を図る必要がありますので、研修への職員の積

極的な参加を考えております。ドローンの利活用につきましては、防災面や観光面等幅広く利
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活用できるものと考えますので、防災対策課を初め、関係課と連携し、有効な利活用について

協議してまいります。 

 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） 小椋議員さんに、(6)地方創生企業版ふるさと納税への取り

組みにつきまして私のほうからお答えをさせていただきます。 

 議員さん御案内のとおり、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り、具

体的な地方創生事業の推進を目的とする制度でありまして、現在、認定をされている事業とい

たしましては、道府県10事業、市町村92事業、計102事業でございます。高知県内では、四万

十市の１事業であるというふうにお聞きをしております。国からの認定を受けるためには、そ

れぞれの団体の総合戦略に位置づけられました事業の中から、地方創生に効果が高い事業を企

画、立案をいたしまして、当該市町村以外に本社を置く１社以上の企業から10万円以上の御寄

附のお約束をいただいた上で、国に対しまして地域再生計画により申請を行う必要がございま

す。本市といたしましても、現在、子育て応援プロジェクトといたしまして、室戸の赤ちゃん

スターターキットや多子世帯の保育料の無料化、不妊、不育治療費などへの支援やもう一つ地

域医療確保プロジェクトといたしまして、病院、医師、看護師などの確保への支援などにつき

まして申請に向け現在関係課と協議をしているところであります。今後につきましては、本市

で創業し、市外へ転出されました企業や本市の出身者で市外で活躍をされている企業の方々な

どを中心に幅広くお声がけをして御賛同いただけるように取り組んでまいります。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 健康管理のため11時15分まで休憩いたします。 

            午前11時３分 休憩 

            午前11時13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。 

 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)の旧椎名小学校の改修工事計画についてでございますけれども、市長さんのほうから

は、国・県の補助金をいただいて、市は過疎債を充てて財源をつくるというふうなお話があっ

たわけですけれども、国の補助率や県費の補助率なんかはどうなっていくのでしょうか。 

 そしてまた、この事業で、少しでも設計変更なんかがありまして増額になってくるとする

と、大きく５億円台という大きな事業費の予算になりますので、この事業を行うことによっ

て、本市の財政に与える影響などはないのか、もう一度御答弁をお願いをしたいと思います。 

 それから、むろと海の学校の入館料について、大人を300円から400円想定をしているという

ふうにお話があったわけですけれども、隣の三津にあります室戸世界ジオパークセンターは入
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館料を取っていない。しかし、このむろと海の学校の施設の展示品よりは、世界ジオパークセ

ンターのほうの展示物のほうが私は随分と立派なものが展示をされているというふうに感じて

おりまして、片方、海の学校のミニ水族館は入館料を取る、それからジオパークセンターのほ

うは入金料は取らないと、こういったところの整合性は、このままでよいのかどうかというと

ころをお聞きをいたしたいと思います。 

 それから、指定管理料は払わないということですが、日和佐のうみがめ博物館のほうでは、

あそこでは詳しいことはお聞きはしませんでしたけれども、大体電気料も１カ月に40万円ぐら

いかかるというふうなお話をされておりましたので、これらを考えてみると、経費も相当大き

くなってくるのではないかなというふうに思いますので、この付近どういうふうに取り組まれ

ているのか、お聞きをいたしておきたいと思います。 

 それから、職員の危機管理意識の向上への取り組みについてでございますけれども、この質

問を今回どうしてさせていただいたかといいますと、市民の方々からもいろいろなお話があり

まして、最近、市役所に行っていろいろな話で対応している話を聞くうちに、やっぱり市民の

方々が感じたことは、職員に気の緩みがあるのではないかなというお話が随分とありましたの

で、今回この質問をさせていただいたところでございます。最近は、熊本県や大分県の地震や

またこの前の10号台風では北海道や岩手県などで大きな災害もありましたので、本当に近い将

来、地震も起きるかもわからんし、また最近の雨ではゲリラ的集中豪雨とかという局地的な雨

による災害なんかも起きておりますので、こういった災害に対する職員の危機管理意識の向上

についてということでお話をさせていただきましたので、この付近、もう一度答弁をお願いを

したいと思います。 

 それから、現在、市外からの通勤者が20人いるという答弁がありましたけれども、この20名

の市外からの通勤者について、本人ともお話もしてみないけませんけれども、本人と協議をし

ていただいて、室戸市に居住先を変えていただいてするならば、少しでも税金が室戸市に落ち

るのではないかというふうに考えますので、この付近の取り組みについてはどういうふうに考

えていくのか、御答弁をもう一度お願いをいたしたいと思います。 

 それから、観光ジオパーク推進課の設置場所についてでございますけれども、現在、あそこ

の室戸世界ジオパークセンターの１階に観光協会が入っておりますよね。私はどうしてあそこ

に観光協会が入っているのかわかりませんので、まずあそこの１階に観光協会がどうして入っ

ているのかということでお聞きをしておきたいと思います。 

 それから、先ほどの課長の答弁では、来年の３月に向けて取り組んでいくというふうな答弁

がありましたけれども、来年の３月に向けてどこにどのような方法で場所を移動して取り組ん

でいくのかということをお聞きをしておきたいと思います。あそこには、市民からいろいろ言

われておりますけれども、その観光ジオパーク推進課がとり切った２階に、部屋になっている

わけですよね。戸も引き戸の木製のドアで引き戸になっちゅうし、あれを引き戸を閉め切って
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いたら、全く本当にどこにどういうふうに仕事をされているかわからんというふうな話が随分

ありますので、開かれた観光ジオパーク推進課にするためには、どこにどのようなところに移

動していくのか、わかればその付近を御答弁をお願いをしたいと思います。 

 それから、これ市道路線の整備についてでございますけれども、市長さんのほうからは、平

成26年度が社会資本交付金の割り当てが97％、27年度は67％、28年度は74％で申請をした割り

当てどおりの数字が確定せんということでお話があったわけですけれども、先ほどの課長の答

弁では、年間の予算が大体１億3,000万円ぐらいしか予算がないという話ですので、これ路線

も多い中で、年間１億3,000万円から4,000万円ぐらいやったら、なかなか進んでいかんという

ふうに思いますので、これ何とかもう少し増額をして、早期に完成ができていけるように取り

組んでいく方法はないのか、これは予算をよけつけてもらうよりほかないと思いますが、その

付近、市長さんにもう一度お願いをしたいと思います。 

 それから、５番の無人機ドローンの利活用についてでございますけれども、ことし１機購入

を予定しちゅうと。操縦者の養成も取り組んでいくという答弁がありましたけれども、土佐清

水市では、あそこも管理面積が広いと思いますので、もうはや既にカメラつきのドローンを２

機購入するというふうなお話が計画されているようで、操縦者の講習養成なども行うというふ

うに言われておりますので、今後はどのように、１機だけじゃ足らんと思うがよね、この広い

240平方キロメートルもの地域をいろいろ撮影したり、また状況調査をするのには。今後それ

らについてどのように取り組んでいくのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 それから、地方創生企業版ふるさと納税についての話ですけれども、企業側のほうも、少額

の10万円から寄附ができるということで、自分の自社の会社がある市町村には寄附ができんと

いうことやけんど、少額の10万円から寄附ができるということで、企業のほうも寄附をするこ

とで課税所得が減る、それから寄附の30％は納税をしたことになる、こういうことで、企業の

ほうも税負担の軽減が６割にまで大きく広がるということが言われておりますので、今後これ

らのことを企業のほうにもよく説明もしていく中で取り組んでもらいたいと思うのと、国の認

定を受けているのは四万十市だけやということですけんど、これらも四万十市が国の認定を受

けているならば、我が室戸市でもできると思うので、この付近どういうふうに取り組んでいく

のか、お聞きをしたいと思います。 

 これで、２回目の質問は終わります。 

○議長（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回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、むろと海の学校及び集落活動センター整備事業、総額４億7,884万円の財源内訳を申

し上げます。まず、国の補助金といたしましては、空き家対策総合支援事業補助金１億

8,601万円、県の補助金といたしまして、観光拠点等整備事業費補助金3,800万円、残り２億

5,483万円につきましては、前段で申し上げましたように、過疎債の充当を予定をいたしてい
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るところでございます。御案内のように、過疎債につきましては、後年度にその７割が普通交

付税算入ということで戻ってくるものでございます。また、現在、国におきまして新しく地方

創生拠点整備交付金というのが新たに創設をされようとしているところでございます。この事

業をぜひ財源として活用できないかということを今検討をいたしているところでございます。

いずれにいたしましても、一般財源を使うことを少なくし、財政負担が大きくならないような

対策、財政に影響を与えないような対策をしっかり考えてまいります。 

 次に、入館料のお話でございます。１つには、室戸世界ジオパークセンターにつきまして

は、この施設につきましては、直営方式、市が直接運営をいたしていくという施設でございま

して、現在、その入館料というものは取っていないというところでございますが、今回、むろ

と海の学校として運営をという椎名小学校の場合につきましては、これは方式として前段で申

し上げましたように、指定管理者制度を適用をしていきたいということでございます。そうし

た中、指定管理者としては、その入館料やそのほかの収入によってその施設の管理運営をやっ

ていただこうというものでございます。ということは、指定管理者の経営努力というものが大

きく問われるということになってくるわけでございますので、そうした経営努力に期待をいた

したいというふうに思っているところでございます。 

 次に、指定管理料につきましては、先ほどからお答えをしておりますように、指定管理料を

出すことは考えていないということであります。 

 それから、職員の危機管理の問題でございますが、課長答弁や副市長答弁にありましたよう

に、これらの問題についての意識を高めていくことは、当然必要だと考えておりますし、私ど

も職員だけの防災訓練というようなものも行っているところでございまして、そういう訓練を

効果的なものにしていくことによって、その意識もしっかりと高めていきたいというふうに思

っているところでございます。 

 また、市外からの通勤者について是正をしていく必要があるのではないかという問題であり

ますが、これも答弁を申し上げておりますように、市内へ住んでいただきたい、また地域との

いろんな連携をする、地域のイベントや行事にしっかり職員としても参画をしていくことが必

要だと。また、災害についても即対応ができるというような観点から、我々としては市内に住

むことを要請もし、今後ともしっかりとお願いをしていくというような対応をしていきたいと

いうふうに考えております。 

 また、ジオパーク課の場所の問題でございます。これも観光協会がどうして入っているかと

いうお尋ねでありますが、これはやはり室戸世界ジオパークセンターを建設をし、観光協会と

我々行政と一緒になって観光振興対策をしっかりやっていこうという中であの施設に入ってい

ただいているところでございます。ただ、観光ジオパーク課の場所につきましては、御指摘の

点も踏まえて、入居している各種団体との意見交換もした上で、より適切な場所に変えていき

たいというふうに考えているところでございます。 
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 また、来館者に対するサービスが不十分だというお話も聞くところでございますので、今い

ろんな接客に対する研修を行ったりということで、その改善に努めているところでございま

す。 

 次に、市道整備の問題でございます。これもかねがねずっと申し上げておりますのが、私は

道路整備事業、年間総額２億円を目標にやっていきたいということをずっと申し上げてまいり

ました。ことし、額が下がっているのではないかという御指摘のようでございますが、これは

両栄橋の改修が含まれているところでございます。平成28年度につきましても、予算総額とし

ては４億6,000万円というような額を計上をしているところでございます。当然、道路もやっ

ていかないといけない、橋梁も危険な橋についてはかけかえを進めていかなければならないと

いう中で、国からの配分もぜひ増額をという取り組みを現在行っているというところでござい

ます。 

 それから次に、ドローンの購入でございます。他市の先進地事例をお話をいただいたわけで

ありますが、当市におきましても、本年度予算で１機購入をするということでございます。操

作の研修であるとか、その利活用、建設土木課だけではなくて、災害対策課等いろんな課が使

えるように、利活用できるようにしていきたいというふうに思いますし、申し上げましたよう

に、操作のための研修というようなことにも力を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。 

 それから、最後に、企業版ふるさと納税でございます。これも御案内のとおり、本社があっ

た場合には寄附をいただけないわけでありますが、本社のない企業から寄附をいただいたら、

法人税が減額をされるよというようなものでございます。現在、認定をどういう事業に充てて

いくか、それから少なくても１企業は完全に寄附を行うという確約がなければ国の了解が得ら

れない、国の申請に対して国の認定が得られないというようなこともございますが、しかし

我々としては、先ほども課長が答弁をいたしましたように、子育て支援というような問題等に

ついて企業側の御理解が得られるというふうに考えておりますので、子育て支援対策や、あと

全体としては３つの事業を考えているわけでありますが、そうした取り組みをしっかり国のほ

うへ出した上で、国から認定をいただいて、企業版のふるさと納税を一層推進をしたいと、寄

附を受けるような体制をしっかりとっていきたいというふうに考えているところでございま

す。以上です。 

○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、山下浩平君の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○９番（山下浩平君） ９番山下浩平。平成28年９月第５回定例会におきます一般質問を清風

会を代表して行います。 

 １番、室戸岬診療所の開所について。地区住民の反応。 

 室戸岬地区におかれましては、既存の診療所が閉鎖され、人口の減少、高齢化率50％を超
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え、診療所の再開が住民の多くの声として求められ、２年近く医療機関がない状態が続いてお

りました。しかし、このたび新聞紙上でも詳しく御紹介もされましたが、市長さん初め、執行

部の努力によりまして、市内外の病院の協力を得ることで、室戸市が直営する室戸岬診療所が

先月18日から診療開始の運びとなったことは、本当に喜ばしいことであります。県下に例を見

ない市独自の取り組み方針として、これからの医療機関不足に対して、他市町村の注目の的に

なることでしょう。新しい診療所には、市内の病院や県立あき総合病院の医師４人と看護師、

保健師、窓口事務員が交代で勤務し、保険診療、成人予防接種や特定健診も受けられ、慢性疾

患の処方薬を受け取ることもできるということで、かかりつけの病院ができたことは大変あり

がたいと大歓迎されております。 

 そこで、お伺いいたします。 

 地区住民の反応について、まだ開所されて20日余りでありますが、日々の利用状況、今後の

見通し等について市長さん並びに担当課長さんに答弁をお願いいたします。 

 次に、２番、公衆トイレの設置。新村ジオパーク駐車場について質問いたします。 

 私は、平成27年６月議会におきましても本件について質問をいたしました。そのときの文言

とダブる面もございますが、再度重視して申し上げます。 

 日本を訪れる外国からの観光客に何が一番よいかというアンケートを実施した結果、日本の

観光地のトイレの美しさ、清潔なトイレが１番になったことが以前に報道されておりました。

日本のトイレは、環境面での評価が高く、日本を観光で訪れる中国人富裕層が、お土産に高級

便座を購入する姿も目立ち、アジア各国でも注目されていると言われております。トイレ環境

を整えることで、訪れた人の心理負担はぐっと減らすことができると思います。特に、観光地

は、いつでもトイレに行ける環境が不可欠ではないでしょうか。汚いトイレは、本当に不愉快

です。特に、最近の新しいトイレは、トイレそのものが自己環境機能を備え、活性汚濁処理及

びろ過処理する独自の環境技術の組み合わせによる、排水を浄化し、排水ゼロで洗浄水として

水洗トイレの再利用ができる環境衛生にすぐれた循環式の水洗トイレもできて注目をされてお

ります。前回の答弁では、市長さんは、新規トイレにつきましては、これまでいろいろ検討は

してきたわけでありますが、行当、新村ジオパークトイレを訪れる観光客の方々も多くござい

ますので、その駐車場近くにあったほうが望ましくないかということを考えております。今

後、設置場所やその規模、整備後の管理体制、整備費の財政対策なども含めて、建設をしてい

く方向で検討いたしてまいります。以上ですということでしたが、既に１年と３カ月が経過さ

れましたが、どのように検討されたのか、最近駐車場周辺は非常に不衛生状況になっていると

いうことでございます。私も確認をしてきました。駐車場が泣いております。市長さん並びに

観光ジオパーク推進課長さんに答弁を求めます。 

 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。 
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○市長（小松幹侍君） 山下議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１の室戸岬診療所の開設についてでございます。 

 議員さん御案内のとおりでございますが、これまでの経過について申し上げます。平成26年

11月に宇賀クリニックが閉院をした後、3,000人を超える室戸岬地区において、診療所も薬局

もないというような状態となり、地域の方々からは、医療施設を設置をしてほしいという要望

をたくさんいただいていたところでございます。市といたしましても、当該地域における医療

施設の確保は、住民の方々が安心して生活を送るためにも、そしてまた現在取り組んでおりま

す都市部からの移住促進を進める上からも大事な取り組みと考えまして、これまで高知県医療

政策部や高知医療再生機構、また医療施設経営者等に診療所の開設であるとか、医師の派遣な

どにつき陳情や要請活動を行ってまいりました。しかし、医師不足の中、来ていただくことは

大変困難な状況でございました。市としてどのような形で医療施設を設置、確保していくのか

についてこれまで検討を重ねてきたところでございます。そのような中で、宇賀先生から、市

が診療所を開設するのであればということで施設を譲っていただくとともに、室戸病院の北村

先生、佐喜浜診療所の船戸先生、高知高須病院室戸クリニックの清藤先生、そして高知県立あ

き総合病院の前田院長先生方の御協力によりまして、今回、室戸市立診療所がスタートできた

ところでございます。先生方の御理解と御協力に感謝するとともに、議員各位の御協力に御礼

を申し上げる次第でございます。 

 また、この室戸岬診療所開設に当たりましては、地域の常会長さん方や婦人会の方々による

祝賀会を開催をいただきました。大変うれしく思っております。地域の方々の御意見といたし

ましては、医師が近くにいてくれるだけで安心をする、今まで通院のために娘に仕事を休んで

いただいて送迎をしてもらっていたが、歩いて受診することができるようになってよかった、

風邪を引いたとき近くで診てもらえると助かるといったようなお声をいただいているところで

ございます。今後につきましては、診療所の内容の充実とともに、診療所経営につきましても

健全経営となるように努めてまいります。 

 なお、本市における地域医療の課題につきましては、尾﨑知事との協議の中で、高知県と室

戸市とで地域医療課題検討会を立ち上げ協議をいたしていくことといたしております。この検

討会を通じ、本市の地域医療の充実につながるよう、全力で取り組んでまいります。 

 次に、新村ジオパークサイトへの公衆トイレの設置についてでございます。 

 新村ジオパークサイトにつきましては、旧のバス待合所の付近に古いトイレがございまし

た。老朽化がひどく、利用も少ないことから、昨年、取り壊しを行ったところでございます。

また、御案内のように、新村ジオパークサイトの公衆トイレ設置につきましては、地域の方々

からも新しいトイレの要望が寄せられているところでございます。これまで市といたしまして

は、県とも協議、検討をしてきたわけでありますが、公衆トイレ単独での整備につきまして

は、補助が難しいというようなことからこれまで整備が進んでいないという状況でございま
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す。そしてまた、新村ジオパークサイトにおきましては、駐車場から海側へのごみの不法投棄

の問題であるとか、雑草の問題等もございます。これまで地域住民の方々と清掃活動も行って

きたところでございますが、それらの対策も必要であると認識をいたしているところでござい

ます。今後につきましては、公衆トイレ整備とあわせまして、清掃活動の問題、また柵や休憩

スペースの設置などにつきまして、再度地域の方々の御意見をお聞きをいたしますとともに、

県とも協議を進めていきたいと考えております。また、そのことによって、しっかり財源対策

を行った上でこれらの実現に努めてまいります。 

 私からは以上でございますが、保健介護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） 武井保健介護課長。 

○保健介護課長（武井知香君） 山下議員さんに、１の室戸岬診療所の開所について、市長答

弁を補足させていただきます。 

 まず、室戸岬診療所の診療日につきましては、基本的に月に７回診療を行います。第１、第

３月曜日が16時から19時までの３時間、第２、第４水曜日が８時30分から12時30分まで４時

間、第１、第２、第３木曜日は14時から18時までで４時間の診療となっております。 

 次に、利用状況についてでございます。 

 ８月18日の開所からこれまでに５回診療を行っております。５回の来院患者数は、延べ54人

で、１日の最多人数は14人、１日平均10.8人となっております。 

 保険別の内訳は、後期高齢者医療保険の方が約７割、国保の方が約２割、社保、その他の方

が約１割となっております。 

 地区別内訳といたしましては、室戸岬町にお住まいの方が99％で、残りの１％の方も室戸岬

町でお勤めの方でございました。 

 先ほど市長のほうからも申し上げましたが、今後も県や関係機関との連携を通じ、室戸市立

室戸岬診療所の健全経営や本市の医療の確保に努めてまいります。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 山下浩平君の２回目の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○９番（山下浩平君） 新村ジオパークの駐車場のトイレの件ですが、前から補助金を探す、

補助金を探すということでずっと１年余り長引いてきたわけで、全く進展がないので、私も県

のほうへ電話をしまして直接お伺いしてみますと、古いトイレの改修についてはあると。新し

いトイレの新設については補助金は今のところないということでございましたけんど、県の係

の方に強くそういうことでどうすりゃと。これから先、室戸は、ジオパークの開発で駐車場も

つくりしてしたところに便所がないと。非常に汚くなっておると。草の中へ入ると、人ぷんを

踏みつけてるような状態が起こっておるということを地元の方から聞いて、私も確認に行って

おりました。そういうことを申し上げ、それから土佐清水、足摺、大月町、大堂海岸あたりも

ジオパークの認定を受けるために既に活動も始まっておるところであって、そういうところが
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認定されると、駐車場もあちこちつくらないかんようになりゃあしないかということを強く申

し上げたところ、県の担当者も検討してみますということであったので、課長さんにもそうい

う話もしたわけでございますが、課長は１年余りそういうような補助金のあるないについてど

ういうような活動をしてきたか、活躍をしてきたか、私に言われてから県庁へ行って、話をし

て、来年度云々というようなこともあったようですが、そのことについて一言答弁を求めま

す。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。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） 山下議員さんに１年間の活動内容ということで

お答えさせていただきたいと思います。 

 議員さん御承知のとおり、県の観光振興部のほうにも要望を上げらさせていただきました。

ただ、その議員さんが直接電話で聞かれたように、単体ではできませんということを私のほう

も聞いております。それともう一点が、県の担当者のほうからの必要性をよく言われます。キ

ラメッセ室戸と行当の公衆トイレ、この距離の間に必要かということで、補助要望を上げてま

してもやはりその辺でひっかかってくるというふうなところをやっておりました。今のところ

は、トイレ単体ではなく、ジオパークサイトの見直しという形で県のほうに要望を上げている

ところであります。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 山下浩平君の３回目の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○９番（山下浩平君） これは、市長さん以下、課長さん方に私のお願いといいますか、市長

さんが議会で答弁されたことに対しては、担当課長さんは上司の意向に沿って、速やかに対応

をしなくてはならないことを申し上げて、私の一般質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） これをもって山下浩平君の質問を終結いたします。 

 昼食のため１時まで休憩いたします。 

            午前11時57分 休憩 

            午後１時０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。 

 次に、濱口太作君の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○６番（濱口太作君） ６番濱口。ただいまより一般質問を行います。 

 平成27年度の出納閉鎖の結果、一般会計においては、実質収支額５億2,000万円となり、平

成28年度への繰越金となっております。平成26年度の実質収支額３億円と比較しますと、２億

2,000万円も増加しており、これほど多額の実質収支額は、私の記憶にもありません。実質収

支額がマイナスになれば赤字となるわけですが、これも余り多額になると予算の適正な編成、

適正な歳入歳出の見積もりという観点から疑問視されるのではないかと思われますが、５億

2,000万円の実質収支額の要因は何であったのか、お伺いをいたします。 

 次に、主要指数から見た本市の財政状況についてお伺いをいたします。 
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 まず１点目が、財政力指数についてであります。 

 財政力指数は、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除

して得た数値の過去３年間の平均値であり、財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保

財源が大きいことになり、財源に余裕があると言えます。本市の平成26年度決算における財政

力指数は0.21となっており、県下11市の中で最も低い数値となっておりますが、低い要因は、

何であると考えておられるのか、お伺いをいたします。 

 ２点目が、経常収支比率についてであります。 

 経常収支比率は、地方公共団体の財政行動の弾力性を判断するための指数で、人件費、扶助

費、公債費のように、毎年度経常的に支出される経費に充当された一般財源の額が、地方税、

普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源、減収補 債特例分及び臨時財政

対策債の合計額に占める割合であります。この指数は、経常的経費に経常一般財源収入がどの

程度充当されているかを見るもので、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることをあ

らわします。本市の平成26年度決算における経常収支比率は98.1と県下11市の中で一番高い数

値となっておりますが、高い要因は何であると考えておられるのか、お伺いをいたします。ま

た、県下で一番低い安芸市の経常収支比率は83.8でありますが、本市とどこが違うのか、お伺

いをいたします。 

 ３点目が、実質公債費比率についてであります。 

 実質公債費比率は、当該地方公共団体の一般会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の

標準財政規模に対する比率の過去３年間の平均値で、借入金の返済額及びこれに準ずる額の大

きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標であります。地方債協議制度のもとで、18％以上

の団体は、地方債の発行に際し、許可が必要となります。さらに、25％以上の団体は、地域活

性化事業等の単独事業に係る地方債が制限され、35％以上の団体は、これに加えて一部の一般

公共事業債等についても制限されることになります。本市の平成26年度決算における実質公債

費比率は18％であり、須崎市の19.4％に次ぐ高い数値となっており、これ以上の上昇は抑える

べきだと考えますが、この対策として具体的にどのようにされているのか、お伺いをいたしま

す。 

 ４点目が、人口１人当たりの地方債残高についてであります。 

 平成26年度決算における人口１人当たりの地方債残高は幾らになっているのか、またこの額

は、県下的に見て高いのか低いのか、お伺いをいたします。 

 ５点目として、これらの主要指数から見た本市の財政状況をどのように捉えているのか、ま

た当面の目標として、どの程度の数値を目指して財政運営を行っているのか、お伺いをいたし

ます。 

 次に、２の国民健康保険事業特別会計の累積赤字についてお伺いをいたします。 

 医療保険の最後のとりで、セーフティーネットと言われる国民健康保険。しかし、この国民
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健康保険の財政は、危機的な状況が続いております。昨年５月、国民に広く負担を求める医療

保険改革法案が成立し、国民健康保険の運営主体を平成30年度に市町村から都道府県に移管す

ることになりました。国民健康保険は、もともと自営業者や農家の人たちのための医療保険で

ありました。ところが、産業構造の変化や雇用の流動化で、今は加入者の８割が非正規で働く

人や無職の人たちとなっております。社会の変化で医療保険の最後のセーフティーネットとし

ての役割がより強く求められるようになっております。また、所得が低いのにサラリーマンの

保険のように企業が負担する保険料もないため、１人当たりの保険料負担も重く、滞納世帯は

全体の２割となっており、保険料の引き上げも難しくなっております。このため国民健康保険

を運営している市町村の６割が、一般財源からの繰り入れをして赤字を埋めており、単年度の

繰入総額は3,500億円にまで上がっております。さらに、保険料も市町村ごとにばらばらで

す。同じ県内でも３倍近くの差があるところもあると言われております。このため、市町村で

運営するのは限界であるとなったわけであります。しかし、都道府県が主体となり、仕組みが

変わっても、3,500億円もの財政赤字をどう負担するかという問題が残ります。この問題を長

年解決しなかったため、国民健康保険の改革がおくれてきております。問題は、国民健康保険

の構造的な問題、つまり高齢者が多いため、医療費の支出が高く、低所得者の人が多いため、

財政が安定しないという問題は、依然として解決されていないと思います。これでは都道府県

に運営を変えても、赤字が生じやすいという状況には何も変わらないという結果になりかねま

せん。都道府県も今ある赤字を埋めるだけでなく、サラリーマン保険と比べ、高過ぎる保険料

をできるだけ下げていく必要がある。安定した財源を国の責任で確保すべきであると主張して

おります。国には長年この問題を解決してこなかった責任があるわけですから、都道府県に責

任を押しつけるだけでなく、安定的な財源をまず確保し、都道府県を支える必要があると思い

ます。 

 さて、本市の国保会計も、１人当たりの医療費は、高知県や全国平均を大幅に上回ってお

り、厳しい運営となっております。こうした中でも、国保税の徴収率は、全国平均を大幅に上

回るなど努力されていることは認められますが、高齢者が多く、医療費が高い、低所得者が多

いという構造的な問題は、いかんともしがたいものがあります。本市においては、平成30年度

に経営主体が県へ移管されることに伴い、累積赤字の解消に努めてきたところであります。平

成23年度末には、６億4,200万円あった累積赤字も、平成24年度が１億2,100万円、平成25年度

が5,700万円、平成26年度が5,500万円の単年度黒字を出して、３年間で２億3,300万円の累積

赤字が解消され、累積赤字の解消も順調に進んでいるのかなと理解をしていましたが、平成

27年度の決算では、4,900万円の単年度赤字となり、累積赤字も４億5,800万円と増加をしてお

ります。なぜここに来て単年度赤字を出したのか、残念に思います。全国の自治体の６割が、

赤字解消のために一般会計からの繰り入れを行って単年度赤字を埋めております。本市の経営

内容を見ても、一般会計から繰り入れをしなければ、赤字となることは明白であります。平成
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27年度の歳出総額を見ましても、医療費の増嵩等により、対前年比で３億3,800万円も多くな

っているのが現状であります。一般会計からの繰入額をもっとふやすことはできなかったので

しょうか。 

 一方、一般会計の平成27年度の決算では、実質収支額は５億2,000万円となり、平成28年度

への繰越金となっております。昭和50年度以降の決算状況を見ましても、これほど多くの実質

収支額は例がありません。これほど一般会計に余裕があったのであれば、なぜもっと思い切っ

た繰り入れを行い、累積赤字の解消に努めるべきではなかったのではないかと考えますが、市

長の所見をお伺いをいたします。 

 以前に市長は、累積赤字解消のための財源として、起債の創設を市長会等を通じて国に要望

していく考えを示しておりましたが、どのようにされたのか。県への運営移管に伴い、この累

積赤字について県からどのような指導があったのか、４億5,000万円の累積赤字解消に今後ど

のような取り組みをされるのか、あわせて市長の所見をお伺いをいたします。 

 次に、３のふるさと納税についてお伺いをいたします。 

 地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するための

新構想として、2008年、第１次安倍政権のときに創設されたふるさと納税制度も2015年の税制

改革により控除額が拡大されたことや手続の簡素化により自治体間の競争も過熱しているのが

現状であります。減税対象となる自治体への寄附は、2015年度で1,653億円と前年度の４倍超

となっています。トップは牛肉や焼酎の返礼品が人気の宮崎県都城市で42億円であります。こ

うした勝ち組に続こうと自治体が特典の豪華さを競って寄附の争奪戦が過熱しており、転売可

能な金券や家電製品などを見返りとしたおよそ寄附文化とはかけ離れた例も多くなっており、

返礼品に一定の単価制度を設けたりして、行き過ぎた返礼品バブルを抑えるべきだとの意見も

出てきております。地方自治体への寄附で税が軽減されるふるさと納税は、当初はふるさとへ

の恩返しがうたい文句のちょっといい話でありましたが、いつしかおいしい話となり、今はも

うけ話の様相となっております。制度には健全性、公平性の確保が不可欠であり、ふるさと納

税も節税や物販とは一線を画さなければならないと思います。第１に、収入の多い人ほど高額

の寄附ができて、減税と見返りの恩恵が大きくなる仕組みには、是正を求める声も多くなって

おります。平成27年度の本市へのふるさと納税寄附額は３億9,826万円となっておりますが、

返礼品の調達や関連事務等のコストにどのくらいかかっているのか、また返礼品としての人気

のある商品は何であるのか、お伺いをいたします。 

 次に、企業版ふるさと納税についてお伺いをいたします。 

 企業が応援したい自治体の地域活性化事業に寄附をすると、寄附額の約６割分が税金から引

かれる仕組みが、地方創生の一環として本年度から始まっております。もともと企業が自治体

に寄附をすると、税金が３割軽くなる制度があり、さらに３割上乗せするもので、各自治体

が、地方版総合戦略に盛り込んだ観光振興策や少子化対策などが対象となっております。この
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企業版ふるさと納税には、既に全国の６県から９事業、34道府県の83市町村から96事業、合計

で105事業の申請が出されており、本県では四万十市が申請をしております。四万十市では、

観光客がサイクリングを快適に楽しめるよう、四万十川沿いの市道の舗装や景観保全に取り組

むようであり、高知ゆかりの会社や市内に支店を置く企業に広く協力を呼びかけるようであり

ます。第二弾の申請受け付けは、９月ごろが予定をされております。この企業版ふるさと納税

には、本市も取り組む意向のようでありますが、いつごろの申請を目標に作業を進めているの

か、また申請に際しては、少なくとも１社の企業の寄附が受けられる見込みが立つ必要があり

ますが、そのめどは立っているのか、お伺いをいたします。 

 次に、４の消防団屯所の高台移転についてお伺いをいたします。 

 本市においては、南海トラフ巨大地震対策の一環として、消防団屯所の高台移転が進められ

ており、10分団のうち、既に４分団の移転が完了し、現在は三津分団の移転事業が進められて

いるところであります。岬分団の移転につきましては、これまでにも質問をさせていただき、

旧室戸岬小学校の跡地利用の一環として移転を考えてはどうかと提案をさせていただいたとこ

ろであります。これまでの答弁では、用地については市が購入することについて一定了解も得

られたので、境界確定や鑑定評価を行い、地権者の方々との協議を進めたいとのことでありま

したが、現在の進捗状況と移転までの今後のスケジュールについてどのように考えておられる

のか、お伺いをいたします。 

 最後に、５の高等学校女子硬式野球高知大会についてお伺いをいたします。 

 この大会は、2013年４月、室戸高校に女子硬式野球同好会が誕生したのをきっかけに、女子

野球の競技力の向上や底辺拡大を図るとともに、高知県東部を女子野球のメッカにし、スポー

ツを通じた地域振興を目指して、県が音頭を取って始めた大会であります。人口減少に伴う少

子化により、年々減少している室戸高校への入学者。このままの状態が続くと、室戸高校も高

校再編の対象となり、安芸高校に統合されるのではないか、このような心配がされる中、室戸

高校を存続させるためには、市外から生徒を集めなければならない。野球を続けたい女子中学

生を受け入れ、地域活性化を図ろうと2013年４月、市民有志の協力で市外から４人が入学し、

同好会として出発をし、翌年には３人が入学し７人となり部に昇格し、全国の公立高校では初

めての女子硬式野球部が誕生をしております。そして、３年目の昨年は12人、４年目のことし

も県外から12人が加わり、部員は現在26人となっております。また、ことし７月に兵庫県丹波

市で24校が参加して開催された第20回全国高校女子選手権大会において、創部４年目、単独チ

ームとして２回目の出場で、ベスト８に進んだ活躍は御承知のとおりであります。市民の皆さ

ん方からも、ことしは頑張ったねと温かい言葉がかけられているようであります。しかし、室

戸市で開催をされている高等学校女子硬式野球高知大会が、ことしは開催をされないというこ

とを聞きました。県外での大会までは応援に行けないということで、室戸での大会を楽しみに

している市民の方々も年々ふえており、ことしの活躍からことしの大会はこれまで以上に盛り
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上がりを見せるのではないかと期待もしていたのに残念でなりません。なぜことしは大会を開

催しないのか、この大会の開催意義をどのように捉えているのか、教育長の所見をお伺いをい

たします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（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） 濱口議員さんにお答えをいたします。 

 １点目の主要指標から見た本市の財政状況についてでございます。 

 議員さん御案内のとおりでございますが、これまでの取り組みと現在の状況について申し上

げます。 

 就任以来、平成19年度に策定をいたしました室戸市集中改革プラン推進計画から平成26年度

策定をいたしました第２期新室戸市行財政改革プランに至るまで、切れ目なく財政健全化に取

り組んできたところでございます。その間、議員各位や市民の皆様方の御協力をいただきなが

ら、人件費の削減や収納率向上対策、また土地開発公社の借金の処理など、積極的に取り組ん

でまいりました。その結果、人件費につきましては25億円から16億円に、起債残高につきまし

ては141億円から平成27年度末では111億円まで減らすことができております。それに伴いまし

て、財政の弾力化を示す経常収支比率は92.40％に、公債費負担を示す実質公債費比率は

16.6％に、また将来負担比率は54.8％となるなど、改善が見られるところでございます。私

は、財政指数ではありませんが、市民の方々に申し上げていることは、１つには、緊急時に使

うことができる基金といたしましては、予算の20％程度、また借金につきましては、100億円

を切りたいというふうに申し上げているところでございます。当市は、他市町村と比較をいた

しますと、まだまだ安定をした財政運営とは言えない状況でございます。今後とも一層の財政

健全化に努めていかなければならないと考えております。 

 次に、２点目の国民健康保険事業特別会計の累積赤字問題についてでございます。 

 議員さん御承知のとおり、50年ぶりの国保の大改革ということで、平成27年５月に持続可能

な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の法案が成立をいた

しております。平成30年度から県が市町村とともに国保の運営を担うこととなっております。

そして、県が財政運営の責任主体となり、市町村は国保事業費の納付金を県に支払うととも

に、資格の管理、税の賦課徴収、保険給付などについて行うこととなっております。また、国

におきましては、今回の国保制度改革によりまして、平成27年度から低所得者対策といたしま

して、毎年1,700億円が投入され、これにより本市においても、保険基盤安定繰入金の保険者

支援分として4,753万円が交付され、前年度より2,115万円の増額となっているところでござい

ます。また、平成30年度からは、財政調整交付金の強化、医療費増負担への対応、保険者努力

支援制度等で1,700億円をプラスをし、合計で3,400億円が公費財政支援として拡充をされる予

定でございます。本市の国民健康保険事業会計の赤字要因につきましては、高齢化や低所得者
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が多い状況であり、また市内に総合病院がないことや疾病の重症化により、１人当たりの医療

費が高額となり、そのことが赤字要因の一つとなっております。また、平成27年度は、特にＣ

型肝炎薬剤が保険適用となったことから、医療費が増大をいたしております。本来、国民健康

保険事業は、被保険者による保険税などを財源とし、一般会計とは区分して、特別会計により

運営することを原則といたしております。平成23年度には、国民健康保険税の均等割と平等割

の増額改正を行ってまいりました。また、これとあわせて、一般会計からの繰り入れの必要性

を判断をし、平成24年度から後期高齢者支援金繰入金を行うことといたしております。これ

は、歳出の後期高齢者支援金から歳入の国保税と国庫支出金等を差し引いた差額分について繰

り入れを行っているものでございます。これまでに一般会計から平成24年度１億2,104万円、

平成25年度9,746万円、平成26年度１億5,006万円、平成27年度7,396万円の繰り入れを行って

おりますが、平成27年度においても、なお累積赤字が４億5,861万円となっているところでご

ざいます。本市といたしましても、医療費の適正化を図るため、特定健診の受診率の向上や健

康づくり事業の推進、またジェネリック医薬品の利用促進などに努めるとともに、国民健康保

険税の収納率向上に取り組んでいるところでございます。収納率は、年々上昇をしており、平

成27年度は現年分96.75％で、県内11市中２位という結果となっているところでございます。

また、前段で申し上げましたように、後期高齢者支援金を初め、保険事業費の補 など一般会

計からの繰り入れを行っておりますが、なお単年度赤字が発生をしている現状となっておりま

す。また、赤字解消対策として、以前に申し上げておりました起債の創設ができないかという

点につきましては、国民健康保険中央会会長の岡﨑高知市長や市長会などにこうした起債の創

設などの要望を行ってきたところでございますが、起債制度は現世代が受けた便益に伴う負担

を後世代に便益を伴わず負担のみを引き継ぐものであり、起債制度の趣旨にそぐわないので、

創設は難しいということでございました。また、県からは、平成30年度の県一に向け、赤字の

解消に努力するよう求められているところでございます。また、平成30年度以降においても、

赤字解消計画を立てて取り組むこととされております。現状では、赤字の解消方法として、議

員さん御提案の対応しかないというふうには思っているところでございますが、法定外の繰り

入れでございますので、これまで行っている後期高齢者支援金の繰り入れ以上に難しい判断が

求められるものと考えております。以前出されている国保の手引書を見てみますと、漫然とし

た赤字補 的な繰り入れは、厳に慎むべきであるなどと示されているところがございます。し

たがいまして、いま一度、国や県の考え方を踏まえるとともに、県に運営が移る30年度を一つ

のめどとして、本市の国保運営協議会にも諮り、対応してまいりたいと考えております。 

 なお、県一になった場合、本市の国保税負担がどうなるのかも注視をしているところでござ

います。 

 次に、４点目の室戸岬消防分団屯所の移転についてでございます。 

 まず、その候補地といたしましては、旧室戸岬小学校の跡地しかないのではないかと考えて
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おります。そして、現在、旧室戸岬小学校の用地の買収を進めていきたいということで取り組

んでおります。その進捗状況でございますが、室戸市所有の土地以外の地権者は５名、筆数は

16筆、台帳面積約6,744平方メートルでございます。これまでに境界確定業務等測量について

地権者及び林地所有者の立会を求め測量が完了をいたしております。その結果、実測面積が約

8,415平方メートルとなっております。現在は、購入金額を算定をするため、鑑定評価業務に

ついて依頼を行っておりまして、10月末には鑑定結果が出るものと予定をいたしております。

それをもとに、地権者の方々と交渉してまいりたいと考えております。また、一定まとまった

段階で、土地の買収予算の計上を予定をいたしております。 

 そして、消防屯所用地につきましては、過疎債を充てたいというふうに思っておりますが、

その他の土地購入に係る財政対策について課題がございます。いろんな対策、いろんなことを

検討した上で、何とか財源対策を行うことはできないのかということを現在検討を重ねている

ところでございます。そして、土地の購入が完了した後は、旧室戸岬小学校校舎の撤去や消防

屯所移転に伴う進入路や建物の位置を決定していくこと、そしてまた、津波防災マップでは、

浸水が心配をされるというところでもございますので、一定の土地のかさ上げも必要ではない

かと考えているところでございます。そうしたことにつきましても、その財源対策について検

討が必要と考えております。消防屯所の新築に伴う財源については、この件についても過疎債

が考えられるわけでありますけれども、そのほかの部分についての財源対策、これらをしっか

り検討の上、対策を考えていかなければならないと思っております。いずれにいたしまして

も、土地購入のめどがついた段階で、次の具体的な事業のスケジュールをお示しできるように

努力をしてまいります。 

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

しくお願いします。以上です。 

○議長（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） 濱口議員さんに、１点目の主要指標から見た本市の財政状況

につきまして市長答弁を補足させていただきます。 

 平成27年度決算の結果、一般会計における実質収支額は約５億2,000万円の黒字となりまし

た。黒字額が大きくなった要因といたしましては、歳入面におきましては、市税と地方交付税

が対予算で約３億5,000万円の増となったことであります。市税につきましては、人口減少や

地価の下落などを勘案して厳しく見積もっておりましたが、収納対策の強化に努めた結果、対

予算で１億378万9,000円の増となりました。地方交付税につきましては、普通交付税の算定項

目に人口減少等特別対策事業費が新設をされたことなどにより、対予算で１億1,050万円の

増、また特別交付税では、市長以下要望に努めた結果、１億3,139万3,000円の増となっており

ます。歳出面の黒字要因といたしましては、災害による時間外や休日勤務が少なかったことな

どによりまして、職員手当が対予算で2,073万6,000円の減となったほか、入札減や経費節減な
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ど、支出の抑制に取り組んだ結果、支出総額の減につながったものでございます。 

 次に、財政力指数についてでございますが、平成26年度で0.208、平成27年度では0.212とな

っております。財政力指数が低い要因につきましては、歳入に占めます市税収入が少ないこと

などによる基準財政収入額が低いことが上げられるところでございます。経常収支比率につき

ましては、平成26年度が98.3％、平成27年度が92.4％となっております。経常収支比率が高く

なっている理由といたしましては、市税などの経常一般財源が少ないこと、また生活保護費が

多いことなど、経常的経費が多くなっていることが大きな要因でございます。お尋ねでござい

ました安芸市さんとの違いにつきましては、先ほど申し上げました生活保護費の違いが大きな

要因であると分析をしております。 

 実質公債費比率につきましては、議員さん御案内のとおり、平成26年度決算では18.0％でご

ざいましたが、平成27年度決算では16.6％と改善をしてきております。この対策といたしまし

ては、事業実施に当たり、国・県の補助金など可能な限り有利な制度の活用を図るとともに、

市費分につきましても、過疎債など可能な限り交付税算入率の高い有利な市債を発行するよう

に努めているところでございます。 

 次に、地方債残高についてでありますが、平成26年度決算における当市の地方債残高は、

106億9,570万7,000円であります。総務省や県が公表しております平成26年度財政状況資料集

の数値によりますと、当市の人口１人当たりの地方債残高は約71万7,000円であります。高知

県内11市の中では４番目に高い数値となっております。本市の財政状況につきましては、主要

指標は徐々に改善はしつつあるものの、ほとんどの指標において県平均を下回るなど、依然と

して厳しい状況にございます。当面の目標といたしましては、各指標について高知県平均値に

近づけられるよう、市税等の収納対策の強化やふるさと納税の取り組みなどによる自主財源の

確保に努めるとともに、経費節減等による歳出抑制など、財政運営の健全化に引き続き取り組

んでいかなければならないと考えております。 

 次に、大きな３点目の中の企業版ふるさと納税につきまして私のほうからお答えをさせてい

ただきます。 

 前段の議員さんにもお答えをいたしましたので、重複する部分があるかとは思いますが、御

了承いただきたいと思います。 

 議員さん御案内のとおり、人口減少などによりまして、地域の活力が失われつつある本市に

とりましては、地方創生の取り組みの実効性を高める上でも、民間資金の新たな流れでありま

す企業版ふるさと納税の取り組みは必要であると考えております。現在、子育て応援プロジェ

クトといたしまして、室戸の赤ちゃんスターターキットや多子世帯の保育料の無料化、不妊、

不育治療費等への支援やもう一つ地域医療確保プロジェクトといたしまして、病院、医師、看

護師などの確保への支援などについて企業が応援したいと思う魅力のある事業、そして国の地

方創生の理念に沿った事業となるように計画を作成をしているところでございます。 
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 今後の予定でございますが、平成29年１月の申請に向けて、関係課と現在協議を重ねており

ます。本市に御縁のある企業や本市出身者で市外で活躍されている企業の方々などを中心に御

提案をさせていただくとともに、本市出身者の集いなど、機会あるごとに幅広くお声がけをし

て、企業版ふるさと納税の推進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） 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） 濱口議員さんに、３、ふるさと納税に

ついてお答えをいたします。 

 議員さん御案内のとおり、本来ふるさと納税制度とは、地域間格差や過疎などによる税収の

格差是正のために創設された制度であります。近年は返礼合戦が過熱していることから、総務

省より、返礼品の価格や返礼割合の表示をしないこと、商品券などの金銭類似性の高いもの、

電子機器など資産性の高いものを送付しないことなどが通知されているところでございます。

本市におきましても、返礼品の発送による地場産業の育成や地域経済の活性化及び情報発信を

目的として、平成26年10月より取り組みを強化しているところであります。登録する返礼品に

つきましても、寄附を受けた自治体と関係性の薄い返礼品を登録している自治体も散見される

中、本市では市内で生産されたものや室戸市ならではの特産品に限るなど、一定の基準をもと

に審査をしております。御質問のありました平成27年度のふるさと納税関係経費につきまして

は、返礼品報償費として約２億6,570万円、その他クレジット手数料や証明書等郵送料、事務

経費などで約1,272万円となっており、合計は約２億7,842万円であります。これは、寄附金額

の３億9,826万円の約７割となっております。 

 また、人気の返礼品につきましては、平成27年度申込件数の実績から、１位は新鮮野菜セッ

ト、２位が土佐おとめまぐろ、３位は西山金時、４位が土佐の本マグロ、５位かんきつ類の詰

め合わせの順となっております。 

 私からは以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 濱口議員さんにお答えいたします。 

 大きな５番目、高等学校女子硬式野球高知大会についてでございます。 

 室戸高校の女子硬式野球につきましては、平成25年に市民有志の御協力のもと、室戸高校女

子硬式野球部同好会として活動が始まり、その後、部に昇格し、現在では26名の部員を有する

部活動として地域にも定着し、その活躍に注目が集まっているところです。議員御案内の室戸

市開催の大会につきましては、過去３年間の実績があり、女子硬式野球の定着に重要な役割を

果たしてきたところでございます。これまでの経過としましては、平成25年９月に６チームの

参加を得て室戸マリン球場と安芸市営球場の２会場で、高等学校女子硬式野球高知大会として

実施しました。続いて、平成26年度には３チームの参加を得て、室戸マリン球場にて同大会を

実施しております。そして、平成27年度につきましては、参加申し込みチームがなかったた
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め、予定していた９月の開催には至りませんでした。そのため、再度参加を募りましたとこ

ろ、室戸高校のほか１チームの参加を得ることができましたので、12月に参加２チームによる

大会を室戸マリン球場で行ったところでございます。こうした地元大会の開催は、室戸市にお

ける女子硬式野球の普及を促進し、室戸高校の女子野球部員の増加にもつながるとともに、地

域振興においても重要な取り組みであると考えておりますが、昨年度の大会開催において、参

加の見込みがなかったことや県外チームへ意向をお聞きする中で、日程の調整が難しく、複数

の参加チームが望めない状況であったため、本年度については開催を見送ったところでござい

ます。 

 このような状況の中、今月には室戸マリン球場の主催事業として丹波高等学校連合チームを

招いての室戸高校女子野球部と試合をする予定があり、こうした招待野球などにより、チーム

が参加しやすい状況を設け、継続していく中で女子硬式野球の普及と大会の再開につなげてい

くことも可能ではないかと考えております。いずれにしましても、女子硬式野球につきまして

は、室戸高校を初め、各校の関係者並びに全国高等学校女子硬式野球連盟などの意向を聞くと

ともに、全国的な試合スケジュールなども踏まえ、どのような時期にどんな開催方法でできる

かなどを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） 濱口太作君の２回目の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○６番（濱口太作君） ２回目の質問を行います。 

 まず、国保の特別会計の累積赤字についてであります。 

 国民健康保険事業の運営につきましては、１回目の質問の中でも述べさせてもらいました

が、構造的な問題がありまして、全国で多くの市町村が厳しい財政運営を強いられておりま

す。現在、全国の市町村の６割が赤字を埋めるために法定外繰り入れを行っておりまして、そ

の額は単年度で3,500万円となっております。このことにつきましては、厚労省の厚生保険局

長さんも国保財政の状況はまだまだ厳しいものがあり、決算補 等のために一般会計からの繰

り入れを約3,500億円いただいておりますというふうな説明もされております。ですから、市

長は、先ほど赤字補 のための法定外繰り入れは困難ではないかというふうなことを言ってお

りましたが、この厚労省の保険局長さんの言葉からもわかるように、国も認めておると私は理

解をしてます。また、県内におきましても、最近では、土佐市が平成27年度決算で6,959万円

の赤字を出しました。そして、累積赤字が３億6,300万円になったことから、一般会計から国

保会計へ３億円の法定外繰り入れを行う補正予算もこの９月議会に提案をしております。ま

た、いの町の塩田町長も９月議会の行政報告の中で、被保険者の高齢化や診療報酬の改定、高

額な医薬品が保険適用となったことなどから、国保財政は厳しい状況となっておる。国保財政

調整基金は、平成27年度に5,600万円を取り崩し、本年度も同様に経過をたどるとすれば、年

度内に基金が枯渇することも考えると述べておられるように、単年度赤字を基金のあるところ

は基金で、基金がなくなれば一般会計からの法定外繰り入れによって対応しているのが現状で
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あります。本市も土佐市同様、一般会計から国保会計へ赤字解消のための法定外繰り入れを行

う思い切った補正予算を12月議会に提案してはどうかと思いますが、市長の所見をお伺いをい

たします。 

 平成27年度決算で4,900万円の単年度赤字を出し、累積赤字も４億5,000万円となったことか

ら、県からは当然のように国保税を引き上げ税収を確保しなさいという指導が来るのは目に見

えております。しかしながら、国からの低所得者層への公費拡充がされている中で、年金暮ら

しや無職の高齢者が多い本市にあって、これ以上国保税を引き上げ、市民生活を圧迫すること

は、市民の皆さん方の理解を私はなかなか得られないと思います。現在でも本市の国保税は、

県内でも上位にあります。しかも、本市の医療施設は、質、量ともに十分ではなく、救急病院

さえないのが現状であります。このため専門医の治療や検査を受けるためには、安芸市や高知

市まで通院する必要があり、遠距離通院には高額の交通費がかかり、医療施設が充実している

他の市町村と比べ、治療に要する市民負担も大きいものがあります。これ以上の国保税の引き

上げを県から求められないためにも、赤字解消のための法定外繰り入れを行い、小松市長の任

期中には、累積赤字を解消するぐらいの決意で取り組んでいただきたいと思いますが、市長の

所見をお伺いをいたします。 

 次に、５の高等学校女子硬式野球高知大会についてであります。 

 私は、この大会の開催意義は、２つあると思っております。室戸高校女子硬式野球も部員数

も26人となり、行政や市民の方々のサポートを受け活動を行っております。今年度から市から

も手厚い支援が受けられるようになったことに対しましてお礼を申し上げます。しかし、全員

市外の生徒ばかりでありまして、市民の方々の認知度がまだまだ低いものがあります。生徒た

ちは、地域に貢献しようと市民の方々に、また市民の方々に知ってもらおうと鯨船の競漕大会

や室戸岬一周駅伝、産業祭等さまざまなイベントにも積極的に参加もしております。しかし、

一番理解をしてもらえるのは、実際に野球の試合を見てもらうことだと思いますし、その唯一

の機会がこの高知大会であります。 

 また、２つ目は、現在、部員数は26人でありますが、このうち県内の生徒は２人しかおりま

せん。今後安定して部員を確保するためには、どうしても県内からの進学者をふやす必要があ

ります。県外と比べ県内には女子中学生が野球をする環境がまだまだ整ってなく、男子にまじ

って野球をしているのが現状であり、その人数も決して多くはありません。しかし、最近、女

子野球が全国的に人気を集め出し、高校生のチームも年々ふえており、その底辺を拡大しよう

とことしから女子中学生の全国大会が開催されることになりました。第１回目のことしは、

36チームが参加し、７月に京都市で開催をされました。本県も野球の好きな女子中学生20人

で、高知家ガールズを結成し、大会に参加をしております。１回戦は勝利をしましたが、２回

戦で惜しくも敗退をしております。この全国大会を契機に、本県においても、野球に関心を持

つ女子中学生がふえてくることが予想されますし、高校進学後も野球をやりたいという中学生
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の受け皿に室戸高校をしなければならないと思います。これらの中学生が県内で唯一高校生の

試合を見ることができるのが、この高知大会であります。実際に高校生のプレーを見て、室戸

高校への進学を決める、このような期待もこの高知大会にはあると思います。わずか３回で大

会をやめてしまう、そんな情けないことは言わないで、もっともっと汗をかいてぜひ続けてほ

しいと思います。ことしの市内中学生の進学状況を見てみますと、85人の卒業生のうち、進学

者は82名であり、このうち室戸高校への進学者は37人、率にして44％となっております。この

ことからも、現在でも室戸市内の進学者だけで室戸高校を存続させるのは厳しい状況にありま

す。また、中学生の生徒数を見てみましても、３年生が77人、２年生が67人、１年生が69人と

少子化の影響で生徒数は減少傾向にあり、年々その状況は深刻となります。県教委の考え方で

は、室戸－安芸間は、通学可能圏域となっており、入学者が30人台になれば、いや応なしに統

廃合の対象となり、安芸高校への統合が現実味を帯びてくることになります。現在は女子野球

部で市外からの生徒を確保しておりますが、女子野球部が室戸高校存続の全てではありませ

ん。全国的には、高校のチームも年々ふえており、県外の中学生の進学に際しての選択肢も

年々多くなっております。いつまでも10人以上の生徒が確保できる保証はどこにもありませ

ん。今のうちに室戸高校を存続させるためには何が必要か、どういう学校を目指すべきなの

か、そのことを行政が音頭を取り検討すべきではないのでしょうか。生徒が減少し、統廃合の

まないたの上にのぼってから対応を考えていたのでは遅いと思います。本市から高校がなくな

れば、本市の未来を担う若者が流出し、本市の消滅自治体への道を歩むことになります。昨

年、総務文教委員会が行政視察で島根県海士町に行ってきました。その結果につきましては、

昨年12月定例会において詳しく報告をさせていただきましたが、人口3,000人足らずの島が、

島から高校がなくなれば、島が消滅してしまうとの危機感から町が立ち上がり、高校魅力化プ

ロジェクトを立ち上げ、町営塾もつくり、高校と塾が連携し、全国から生徒が集まる魅力的な

高校へと改革をしております。全国的に見れば、このような事例は少なくないと思います。高

知大会の継続と高校存続のためのプロジェクトチームの立ち上げについて教育長の所見をお伺

いをいたします。 

 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） 濱口議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、国の対策でありますが、私のほうからも先ほど申し上げましたように、国としては

3,400億円導入をすると、財政調整交付金を強化をすると、3,400億円の公費の財政支援対策を

行うということは御案内のとおりであります。ただ、そうした中で、市町村の法定外繰り入

れ、これはよそもやっているので、当然やったらどうかというようなお話でありましたが、私

は、はっきりしている部分というのが後期高齢者支援金、これはどうしてかというと、後期高

齢者支援金というのは、75歳以上の方々の医療費が対象になっているものであって、それは全
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部の被保険者、国保の被保険者であったり共済の被保険者であったり、そういう人たちが全体

として負担をする部分であるから、そのことについては法定外繰り入れをやることは、私は認

められるのではないかということで、その点についてはずっとこれからもやっていきますよと

いうことを申し上げているところでございます。ただ、もう一点、それ以外の法定外繰り入れ

については、先ほども県の考え方という国保の手引きで示されていることをお話ししたとおり

でございます。ですから、さらに国の考え方、県の判断、そういうものを私は受けたいという

ことを申し上げておりますし、我々の国保事業が置かれた状況、またその時期というものを私

は大事にしたい、判断の大きな材料にしたいということを申し上げてきたところでございま

す。当然、行政訴訟という問題も考えていかなければならないので、それらについては慎重に

取り計らうべきではないかと考えて、先ほど来の答弁になっているところでございますので、

私たちもその辺、しっかり国・県の考え方の指導も受けて、その上で判断をし、取り組んでい

きたいということを先ほども申し上げてきたというところでございますので、御理解をいただ

きたいと存じます。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） 濱口議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 先ほどの答弁でも申しましたが、この女子硬式野球高知大会を開催する意義は、議員さん御

指摘のとおり、大いにあると捉えておりますので、その意義を踏まえ、どの時期にどんな方法

で開催できるか等々関係者と具体的な協議をする中で再開できるように前向きに取り組んでい

きたいと、検討していきたいと思います。以上です。具体的にはまだ、それも協議させてくだ

さい。 

○議長（久保八太雄君） これをもって濱口太作君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため２時半まで休憩いたします。 

            午後２時15分 休憩 

            午後２時29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。 

 次に、上山精雄君の質問を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２番上山です。通告に従い一般質問を行います。 

 まず、①として、農協、漁協及び県の出先機関との連携についてをお聞きをいたします。 

 市が政策決定をするに当たっての関係団体は、多々あるところですが、今回は農協、漁協及

び出先機関との連携についてお聞きをいたします。 

 まず、農協、漁協との連携についてでございますが、市の１次産業の基幹をなす農業、水産

業の振興、活性化に向けての市の政策の方向性、事業の決定を行うには、国・県の動向を踏ま

え、室戸市の現状と将来への方向性をその連携の中で示すとともに、農協、漁協の現状、要望

を聞き、双方が意見を出し合い、一定濃密な連携の中からさまざまな産業振興につながる活性
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化策が生まれてくるものと思います。しかし、予算、決算から見えてくる連携の現状は、予算

計上のため、要望を聞くだけの形骸化した連携になっているのではないかと思われて仕方がな

いところですが、ここ数年間の連携協議の中から、先駆的で規模拡大や新たな事業、雇用の創

出につながったと思われる事業は、どのような事業があったのか、市長にお聞きをいたしま

す。 

 室戸市の特性に合った特徴ある産品を生み出し、市の活性化、雇用の拡大につなげるという

うたい文句は誰でも簡単に口にすることができます。ただ、人間現状を変えることを嫌がる

し、特に農業、漁業を営む人は、新たなことに取り組むことは不得手だと思います。御苦労だ

と思いますが、このような状況を改善し、農業、漁業の伸びしろをつくるには、市がリーダー

シップ、イニシアチブをとって関係者と協力し、新しい発想で具体的な産品、そして市の目指

す計画を示すことが、農業、漁業者の理解を得、結果、市の活性化、雇用の拡大、移住促進な

どにつながるものと思います。ただ、このような事業を成功裏に導くとすれば、二、三年の準

備、研究期間が必要だと思いますし、予算措置も必要だと思います。27年度決算、28年度予算

を見る限り、このような考え方での調査研究費は、予算措置はされてないと思います。市の将

来につなげるためにも、このような事業経費は必要と考えますが、市長の御所見をお聞きいた

します。 

 次に、県の出先機関との連携についてお聞きをいたします。 

 室戸小学校前の県庁舎の中に室戸土木事務所、室戸漁業指導所、農業振興センター室戸支

所、三津地区に深層水研究所、高岡地区に栽培漁業センターの県の出先機関があり、いずれも

室戸市の社会基盤整備、農業振興には欠かせない重要な機関と考えます。特に、土木事務所

は、港、県道、河川など、市民生活に直接影響を及ぼすことから、多くの市民の方から要望が

あることだと思いますし、県が行う県単事業の市負担分もかかわってくることから、定期的な

協議も必要と思います。また、深層水研究所、栽培漁業センターに至っては、市の進める深層

水活用事業でのまちおこし、水産業の振興、深層水を生かした特産品の開発などに指導を受

け、連携すべき重要な出先機関と考えます。私の知る限りでは、深層水研究所の研究成果を市

の事業として生かせた事業は、スジアオノリの陸上養殖だけだと思います。この事業は、研究

所の職員、当時の高岡漁協、室戸市など関係者が苦労して、陸上養殖に成功させ、室戸の特産

品としてのブランド化が定着しつつあったものを数年前より県外企業に指定管理としたこと

で、市への恩恵は失われて、非常に残念というかそういう気持ちを持っております。いずれに

しましても、県の出先機関は市にとって欠かすことができない重要な機関ばかりですが、どの

ような形で連携協議を行い、市の施策に生かしているのかを市長にお聞きをいたします。 

 次に、②市道、用水路等維持修繕の市民要望についての処理についてをお聞きをいたしま

す。 

 地域においては、高齢化が進み、地域の結びつきの機能が低下するとともに、公共事業費の
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抑制などの結果から、市道、農業用取水排水施設など、老朽化が進み、市民の多くの方から修

繕、修復を要望する声を聞きます。その中で、不思議というか首をかしげることは、市役所に

連絡するとすぐ来てくれて測量を行い、すぐできると思ったが、もう二、三年になるが音沙汰

がない。また、現場検証、調査を行い、補正対応しますと言ってもう３年になる、このような

市民の声を聞きます。 

 そこで、担当課長さんにお聞きをいたします。 

 市民からの要望申請があれば、担当職員が現場に出向き、その案件は申請者個人が行うべき

ものか、市が実施すべきか、また県土木、林業事務所との合議が必要なものかを判断し、申請

者に説明をすると思います。予算の関係もあり、全ての要望に応えられないことは十分理解す

るところですが、問題は、要望に沿えなかった案件について、これは県土木事務所に合議した

案件も含めてですが、どのような処理、措置をされているのか、お聞きをいたします。 

 次に、③ふるさと納税についてお聞きをいたします。 

 ふるさと納税制度の功罪については、いろいろと議論はあるところですが、職員、関係者の

努力もあって、市の活性化、地場産業の振興に一役買うといいますか、一翼を担う事業に成長

しつつあると思います。現在、市長を先頭に特産品の開発、地元産品の磨き上げで市内を回ら

れているとのことでございますが、何点かをお聞きをいたします。 

 まず１点目として、ふるさと納税特産品開発事業費補助金というのがありますが、この交付

要件の目的の中で、特産品を新たに開発する者に対し補助するとあり、その補助対象経費とな

る機器購入、またはパッケージのデザイン事業にしても、いずれにしても私はハードルの高

い、利用しづらい補助制度になっていると思いますが、そこで市は①どのような特産品をイメ

ージをしているのか、②この制度を利用した件数はこれまで何件あるのか、③成果品の新たな

特産品としての認定は誰がするのかを担当課長さんにお聞きをいたします。 

 次に、返礼品の品質基準についてお聞きをいたします。 

 ふるさと納税をされる方の納税先を選ぶ基準の現状は、自治体の政策の支援という本来の目

的よりも、今は返礼品の豪華さ、魅力ある特産品などを基本に選ばれていると思います。本市

においても、昨年、27年度は寄附件数が３万4,000件余り、約４億円のふるさと納税があり、

その70％部分を地元産品での返礼品に充てることから、市民の方には、目で見え、肌で感じる

形での産業振興及び活性化になっていると思います。ただ、関係者の中には、事業登録者の指

導とともに、食味、糖度、栽培方法など一定の基準が必要ではとの意見も聞きます。納税者の

行為に真摯に応えるためにも、また返礼品が室戸市の支援、特産品の将来にわたってのリピー

ターになっていただくためにも、一定の基準は必要ではないかと考えますが、市長の御所見を

お聞きをいたします。 

 以上で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。 
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○市長（小松幹侍君） 上山議員さんにお答えをいたします。 

 １の(1)農協、漁協及び県の出先機関との連携についてであります。 

 まず、農業関係では、県農業振興センターと毎月１回の農業関係職員連絡協議会を開催をし

ており、ＪＡ土佐あき農協とともに、市の担当職員が栽培の課題や対策、新たな取り組み等を

協議しているところでございます。そうした中から事業の取り組みが進捗しているものといた

しましては、平成26年度から県の補助事業導入により、炭酸ガスを調整することで品質の向上

と収量の増加が図られる炭酸ガス発生装置の設置事業について取り組んでいるところでござい

ます。これは、県が補助を開始すると同時に、当市は取り組んでいるということであります。

現在、施設園芸のナス、ピーマンなど20棟、251アールの実績となっているところでございま

す。また、園芸用ハウス施設の規模拡大につきましては、平成27年度にトマトのビニールハウ

ス877平方メートル、平成28年度にはピーマンのビニールハウス2,100平方メートルの整備を行

ったところでございます。そして、現在、庄毛農地の圃場整備のことにつきましても、具体的

な取り組みについて協議をいたしているところでございます。 

 次に、漁業関係でありますが、県漁業指導所についても、各協議会などの場でいろんな課題

について協議をいたしているところでございます。本年度は豊かな水産資源を維持確保するた

めの取り組みとして、藻場造成についての調査というものを行う水産多面的機能発揮事業とい

うものに取り組んでいるところでございます。また、平成25年度に被害を受けました大敷網の

急潮流対策として、潮流や振動調査など、定置網の経営改善を支援するとともに、漁業者の規

模拡大として、漁船エンジンリース事業というようなものも行っているところでございます。

そして、県海洋深層水研究所におきましては、先ほど議員さんからもお話があったところでご

ざいますが、高品質で収量の高いスジアオノリの養殖技術の研究を行っていただいておりま

す。研究成果を平成27年度から指定管理者として運営をしているスジアオノリ養殖事業者に助

言をいただいて、現在生産量が2.5トンということでございますが、それを３トンにするとい

うようなことで、収量をふやす取り組みなどに努めているところでございますし、これは以前

は漁協運営になっていたものを、現在指定管理者ということでありますが、指定管理者にする

ことによって、深層水の収益が約500万円の収益となっているところでございます。そして、

農業、漁業ともに担い手育成を目的とした新規就業者の支援事業を行っておりまして、平成

28年度には、農業で３人、漁業で５人のＩターンやＵターンの就業者を育成しているところで

ございます。 

 次に、県室戸土木事務所とは、毎年県、市土木行政連絡協議会を行っておりまして、県営事

業や市の事業について情報の共有とともに、要望事項などについて意見交換を行っているとこ

ろでございます。今後におきましても、出先機関を初め、関係団体との連携を密にして、情報

収集に努めるとともに、これらの連携を生かした産業振興に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、調査研究費のことについてでございます。 
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 農業関係におきましては、本市の農業者団体であります市農業研究会や農業委員会などに対

しまして、新作物の開発や試験栽培などについて市としてできるだけの支援をしていきたいと

いうお話をさせていただいているところでございます。また、農業研究会につきましては、こ

うしたことに対応していただきたいということから、補助金を増額もしているところでござい

ます。そして、本年度は、耕作放棄地対策として、市単でユズ等の果樹の新殖栽培を支援する

ことといたしております。 

 また、水産関係といたしましては、平成22年度から高知大学との共同研究事業で、アワビ、

トコブシの養殖事業の支援に取り組んでおりまして、今後これらのことを生かしていきたいと

考えております。 

 そのほか、地域おこし協力隊の取り組みといたしまして、黒耳のダイヤモンド米、佐喜浜の

芋ジャムなどの特産品づくりにつきましても支援を行っているところでございます。議員さん

御案内のとおり、調査研究事業に対する支援は、今後とも必要であると考えておりますので、

農業研究会の方々や当市で運営をいたしております産業者会議などの意見も踏まえて、支援対

策に取り組んでまいります。 

 私からは以上でございますが、建設土木課長及び産業振興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） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 上山議員さんに大きな１点目の(2)市道、用水路等の市民要

望の処理についてお答えします。 

 本市の市道路線数は、平成28年３月31日現在で536路線、総延長で211.7キロメーター、ほか

にも法定外公共物のいわゆる赤線、里道や青線、用悪水路も維持管理をしております。市道

は、地域住民に密着した生活道路であり、不特定多数の方々が通行するため、安全・安心な道

でなければならないと認識しております。市道等に関し、住民の皆さんから要望があれば、直

ちに現地を確認し、事故等の危険性が高いと考えられるものについては早急に対応し、日常的

な軽微なものについては、緊急性や必要性、また利便性等を考慮し、限られた予算の中で優先

順位を設け維持管理に努めております。 

 また、要望の中で改良を伴う予算措置の必要なものや事業規模の大きいものについては、国

の補助制度の活用などを検討し、緊急度に応じて対応をしております。しかしながら、議員さ

ん御案内のとおり、市民から多くの要望が寄せられており、全てにお応えできない場合もござ

いますが、維持修繕に要する予算も平成25年度で2,200万円、平成26年度で3,200万円、平成

27年度で3,800万円と年々増額し、可能な限り対応してきたところでございます。 

 次に、農道や用排水路等の草刈り、水路の泥上げの日常的な維持管理、またコンクリート水

路のひび割れ、水漏れの簡易な修繕については、原材料の支給により、水利組合や地権者の皆

様にお願いをしているところでございます。また、土水路や老朽化した水路の改修について
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は、小規模なものも含めて、約50カ所の要望が寄せられております。そのうち重要な幹線水路

は17カ所あり、平成26年度から３カ年計画を策定し、国の補助事業により実施しているところ

でございます。しかしながら、年に７カ所の要望に対し、国の配分額はこの２年間で２カ所と

少なく、計画どおりに進んでいないのが実情でございます。建設土木課では、平成27年度よ

り、住民や農業者の方々の要望について要望調書を作成し、台帳管理をすることとしておりま

す。課内でその対応策について協議を行うとともに、重要案件については市長と協議するな

ど、情報共有に努めております。その上で、導入できる補助制度や財源対策について検討する

中で、県土木や林業事務所等とも協議を行い、国庫事業で事業採択できるものについては、翌

年度の採択に向けて要望していくことになります。また、用地買収が必要なものなどは、地権

者の同意など事業着手に時間を要する場合もございます。維持修繕の要望件数は、年間120か

ら130件ぐらいありますので、どうしてもすぐに対応できないケースもあります。そうした場

合は、要望者に対しまして、詳細に説明し、御理解していただけるよう努めてまいります。い

ずれにいたしましても、限られた予算の中でより多くの要望にお応えできるよう、効率的な予

算の執行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） 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） 上山議員さんにお答えします。 

 (3)ふるさと納税についてであります。 

 まず１点目のふるさと納税特産品開発事業費補助金についてでございますが、この補助金

は、これまで特産品の開発や商品化をしたいけれども、採算性、資金、販路等の課題で着手で

きていなかったというものなどについて特産品の開発を支援することで商品化を後押しする補

助制度として、本年６月に補正予算を計上して取り組んでいるところでございます。特産品の

イメージといたしましては、ふるさと納税の返礼品として登録する農産物や海産物、加工品、

詰め合わせ商品など、幅広いものを考えておりまして、それらの特産品を開発するための機器

等の購入や包装、こん包の開発に要する費用などを補助対象としているものであります。現在

のところ、申請に至った例はございませんが、貝類の加工品開発のための製缶器、加工品やド

ライフルーツなどの開発のための真空包装器、またお餅やお茶等の商品化のためのパッケージ

など10件程度の問い合わせがありました。これらについて問い合わせを受けた内容で判断いた

しますと、ほとんどが現在の補助要綱の対象となるものでないかと考えております。また、新

たな特産品につきましては、ふるさと納税開発事業費補助金審査会で審査することとなりま

す。審査における新たな特産品としての判断は、これまでの登録済みの商品内容と比較の上審

査をいたしますので、特産品の種別や組み合わせを変更したものなど、全く新しい特産品に限

らず、幅広いものが対象となるものと考えております。 

 次に、返礼品の基準についてであります。 

 ふるさと納税の返礼品は、食品の取り扱いに係る許可や商品の表示に関すること、法律に定
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められた基準はもとより、農産物の使用農薬などの栽培基準などについては当然遵守をしてい

ただいております。このような中、食味などを基準とすることについては、昨年度お米の基準

について食味検査を検討いたしました。しかしながら、収穫前に寄附の受け付けを行うことや

寒冷地に比べて本市のお米は収穫の早さに優位性があることなどから、基準の設定には至りま

せんでした。お米に限らず、トマトやデコポンなど事前に注文を受け付け、収穫後すぐに発送

する農産物も多く、食味や糖度などの基準を設けることには、多くの課題があるのではないか

と考えております。また、基準を下回った場合、生産者の意欲低下なども危惧されるところで

あります。 

 なお、基準を設けることにつきましては、生産者団体などの関係者の御意見をお聞きしてま

いりたいと考えております。ふるさと納税につきましては、今後とも特産品に対する支援とと

もに、返礼品の品質向上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） 上山精雄君の２回目の質問を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） ２回目の質問をいたします。 

 まず、農業にしろ、漁業にしろ、技術革新といいますかイノベーション、それから新しい発

想で伸びしろをつくらない限り、室戸市の農業は現状と変わらないし、室戸市の活性化になり

得ないのではないかということで、そういう関係団体といろいろ意見を出すときに、市のほう

からこういうもんはできんか、ああいうもんはできんかという投げかけが大事じゃないかなと

いうふうに思っております。それで、１つの提案ですが、ふるさと納税の売れ筋というのがあ

りますわね。商品登録が二百五、六十と思いますが、その中で１位が野菜のセットとかいろい

ろあると思いますが、そういう売れ筋を例えば農協、漁協との連携の中でこういうものを規模

拡大したらどうですか、もっとつくってくれたらどうですかとか、そういうふうな売れ筋とい

うのは恐らく消費者のニーズの集約と思いますので、そういう実績を持ってその関係、農協、

漁協に提案をしていく、これがまず第一番近い近道だと自分は思っておりますので、そういう

働きかけというか、提案についてどう考えるのか、まず１点ですね。 

 それから、深層水研究所の件ですが、恐らく市長が今言われたのは、研究所が個人というか

企業のほうに技術提供をして、2.5トンというのは乾重量で2.5トンの話と思いますが、これを

３トンにやるような指導を受けるとかという、それともう一点、その県外企業に貸している企

業のお金が500万円ふえた、これは県外企業に貸さない、県内企業でも地元企業でも同じ金も

らうわけですきん、別にここに貸したきんふえたという話じゃないと思います。 

 それから、この28年度予算に国庫事業での藻場回復事業を実施することとなってますし、ま

たその地方創生総合戦略に、深層水を活用した養殖事業も掲げてます。漁業指導所の指導を受

けて、28年度の国庫事業の藻場回復事業なんかに指導を受けるということですが、むしろ自分

は研究所のほうが技術は持っちゅうし知識もある。そういうところへ出向いて、その技術指導

なり教えを請うべきじゃないかと思うがですが、その中からいろいろの事業が生まれてくると
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思うがですけんど、まずこのもう少し研究所に出向いて市長、副市長、担当課長、誰かわかり

ませんけんど、いろいろそういう指導というか協力、連携を仰ぐべきじゃないかというのがま

ずそれもお聞きをいたします。 

 それから、ふるさと納税ですね、これは基準は今のところつくらないということですが、ク

レームですわね、これは多々あるろうと思うがですが、そのクレームがあったときは、どうい

う処理をされているのか、当然、そういう文句になるわけですけんど、クレームが来た場合、

発送業者というんか、返礼品を出した業者に是正を求めるのか、またはこういうクレームがあ

ったぜよというのを例えばその登録業者になんか情報を流すのか、そのあたりの処理はどうし

ておるのかということ。 

 それから、仮に損害が発生した場合ですわね、例えば返礼品を受けて、極端に言えば死亡し

たぜよというような事例が起きた場合、これは市が責任を持つのか、その発送業者というか登

録業者が責任を持つのかをお聞きをいたします。 

 以上で２回目を終わります。 

○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） 上山議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 例えば、ふるさと納税のお礼品の話がございましたね。それについては、私たちもいろんな

方々に、生産者の方々にこういうものをつくってもらって、それをお礼品としたいというよう

なことについては当然話しかけをしておりますし、生産者の方に売れ筋、またそうした方々に

ふるさと納税のお礼品がどういうものが好評を得てるかというようなことについてはいろんな

方々にお話もしておりますし、例えば大根なんかの干したものですね、そうしたうちなんかで

は普通に家庭がつくっているようなものも、それを使っていろんなものと抱き合わせて商品化

といいますか、お礼品にすることによって、販売の拡大につながっていくというようなことに

ついてはしっかりとお話をさせていただいているということでございます。 

 それから、各種団体との連携協議、そのことは当然必要だというふうに考えておりますし、

また団体とも話をしますが、先ほど来申し上げているのは、直接の生産者、そういう人たちと

協議をし、商品として開発をしていこうという取り組みを行っているということでございま

す。 

 そして、深層水の件につきましては、漁協さんが運営していたときには、ほとんど深層水の

料金としてはわずかであった。それが現在指定管理者とすることによって、500万円の収益に

なっているということを申し上げたところでございます。 

 また、ふるさと納税のクレーム対応につきましては、しっかり先ほども言います生産者の方

に改善点を求めているというところでございます。 

 そのほかのことにつきましては、課長のほうから答弁をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上です。 
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○議長（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） 上山議員さんの２回目の質問にお答え

をいたします。 

 市長答弁でありましたふるさと納税関係についての補足となります。 

 まず、クレームの処理ということで市長も御答弁申し上げましたけれども、このクレームの

処理については、市で受け付けるもの、そしてまた直接業者さんのほうに連絡の入るもの、２

つございますが、対応としては基本的には業者さんのほうでかわりのものを送るとか、内容を

把握して対応しております。こういうふうな情報が入りましたら、私どもとしてもその情報を

まとめまして、同業種の業者さんに一定伝えまして、このようなことがほかにないように、い

わゆる基準ではございませんが、一定の品質の確保を努めていくということは努力をしている

ところでございます。 

 次に、産品の被害があった場合、市か業者かどちらのほうが対応するのかということでござ

いますが、これは通常の商取引と同様の考え方でございまして、製造に係る部分であればその

製造された業者さん、販売されたところであればその販売された業者さんとなりますので、ふ

るさと納税を取り扱っておられる業者さんに原則として損害のほうといいますか、被害対応の

ほうはしていただくということが原則となります。 

 私からは以上です。 

○議長（久保八太雄君） 上山精雄君の３回目の質問を許可いたします。上山精雄君。 

○２番（上山精雄君） いろいろ御答弁いただきましたが、総体的に連携が自分は少ないのじ

ゃないかなという印象を持っております。それで、先ほどの話というか、前議員のときにも話

も出ましたが、余りそういう実績がなければ、例えば研究所にしても、栽培漁業センターにし

ても、漁業指導所なんかにしても、統廃合が心配されるんじゃないかということで、これまで

登記所、それから林業事務所等々が安芸へ統合されて、我々市民は非常に不便をしゆうわけで

すが、余り実績がないとこういうところも統合されないかという危惧というか心配をしている

のが１点あります。ということで、そういうそこのあたりの御見解を市長にまず最後に聞きた

いと思います。 

 それから、ふるさと納税ですが、責任は発送業者にあるということですが、選ぶ方は室戸市

のふるさと納税の返礼品として選ぶわけですので、ある一定そういうところも真摯に応えると

いうか、そういう部分は市は自分は持たなければならないんじゃないかと思いますが、その点

も含めてお答えを願います。以上です。 

○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） 上山議員さんの３回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、深層水研究所などへ出向く必要があるのではないかという話、これは当然でございま

す。私も出向いているときもございますし、ぜひ担当部局も含めて、これからしっかりと連携
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していくと。これまでも連携をしていないということはございません。連携はしております

が、しっかりとやっていきたいというふうには思っております。ただ、現段階でそうしたこと

で連携をしないとか、余り成果が上がらないとかということで統合をされるというような話は

聞いていないところでございます。ただ、栽培漁業センターの話でございますが、御案内のと

おり、現在、ヒラメの新魚を業者委託で飼っていると、飼育しているというようなことで、余

り室戸市にとっての成果というものに結びついていないというのが僕は実情ではないかという

ふうに思っておりまして、この点については、栽培漁業センターを何とかもっと使うように、

取り組めるようにあるいはまた地域で地元で使えるようにすることはできないのかというよう

なことについて県へ要望活動を行ったことがございます。ただ、その時点では、先ほども言い

ますように、ヒラメの新魚は、この海洋深層水を使うことによって、いい卵がとれると、ふ化

ができるというようなことで、今はそのことに重点的に行っているというような答えでござい

ました。ただ、前段で申し上げましたような成果ということもございますので、今後とも県に

対してはもっともっと地域の成果につながる取り組みはないのかというようなことについては

要請活動を行っていきたいというふうに思っております。 

 それから、ふるさと納税のお礼品の取り組みでありますが、これは返礼品に対しては、やは

り生産者や各事業者が第一義的には責任を持つというのがこれは筋論ではないかと思います

が、言われますように、室戸市としてしっかりそういうことに対しても対応していかなけれ

ば、イメージダウンにつながるということもありますので、室戸市としてどういうフォローが

しっかりできていくかというようなことを今後検討し、取り組んでまいります。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって上山精雄君の質問を終結いたします。 

 次に、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。通告に基づき一般質問を行います。 

 １、市政全般についてお伺いいたします。 

 (1)防災・減災対策について。 

 天災は忘れたころにやってくる、これは防災に対する寺田寅彦の有名な警句ですが、阪神・

淡路大震災、３・11東日本大震災はもとより、忘れる間もなく起こる自然災害に、私たちの備

えをどのように取り組むべきかが重要な課題となってまいります。 

 ①自主防災組織の実態について。 

 地域住民が協力、連携し、災害から自分たちの地域は自分たちで守るとの自主防災組織が本

市では組織率100％となりました。しかし、その実態は、定期的に避難訓練をやっている組織

もあれば、年寄りばっかりでとか、役所がつくってくれと言ったので、補助金が出るのでとの

形式的な組織も見られます。また常会長がかわると自主防の会長もかわり、継続的に活動がで

きていない地域もあります。中でも常会に入っていない人たちは、自主防にも入っていないケ

ースが見受けられます。その人たちに話を聞くと、防災訓練に参加したことがない、知らなか
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ったとの声。確かに、市主催の避難訓練は、常会ごとに回覧板でお知らせをしていますので、

回覧板が回ってこなければ知ることが難しいし、訓練に参加しにくいだろうと察します。組織

ができたから安心とは言えません。それぞれの組織の実態を把握して、足りないところ、弱い

ところを補い、災害に強いまちづくりを目指すことが、行政としての責務ではないでしょう

か。以前、県の危機管理部が、各自主防災組織の聞き取り調査をしたと聞いていますが、アン

ケート調査での問題点には何が上げられているのでしょうか。自主防災組織の中で避難訓練や

その他の活動を自主的にしている組織はどのぐらいの割合があるのでしょうか。また、自主防

災組織に入っていない人はどれくらいか、その人たちの対応はどうするのか、お伺いいたしま

す。 

 ②津波避難シェルターについて。 

 せんだっての８月25日、高知県が２億9,600万円をかけて全国初の崖地用避難シェルターが

佐喜浜町都呂地区に完成し、このほど落成式が行われました。私も見学させていただきました

が、横穴式のシェルターは、想像に反して三津坂トンネルよりも高く感じるほど圧迫感のない

空間でした。高齢者の多い同地区ですので、避難タワーと比べると確実に避難しやすいだろう

なとは感じました。しかし、一方では、有事のときに誰がどのタイミングで閉鎖するのか、扉

を閉める人の勇気と判断力が問われます。今後シェルターは室戸市に移管されますが、年間の

維持管理費及び避難訓練は、これからどのような形で指導していくのか、お伺いいたします。 

 また、シェルターに避難するにも地震が発生して壊れた家屋の下敷きになって逃げられなく

なってしまっては元も子もありません。この地域の住宅耐震化率はどうなっているのでしょう

か。室戸市全体の耐震率とあわせてお答えください。 

 ③避難所運営マニュアルについて。 

 南海トラフ巨大地震がいつ起こっても不思議ではない今、災害時に多くの住民が避難してく

る避難所を運営する人々の育成が急がれます。本議会には委託料として避難所運営マニュアル

作成に205万円が計上されています。コンサルタントに委託し、作成することはいたし方ない

かとは思いますが、あらゆることを想定し、運営する知識、判断力は繰り返しの模擬体験や訓

練の積み重ねが重要だと考えます。マニュアル設定後の計画をお伺いいたします。 

 私が平成24年３月議会で購入をお願いいたしました避難所運営ゲームＨＵＧの活用ですが、

私もグループで購入し体験してみました。そのとき、自分がその場で何を判断し、決断するの

か、気づきを話し合い共有する場となりました。マニュアル本があったとしても、実際の模擬

ゲームの繰り返しによって、ペーパーでは得られないものが身につくのではないかと思いま

す。これからも学校や役所、自主防災組織等あらゆる機会を使っての活用が避難所運営マニュ

アルの実践的な周知につながるのではないでしょうか。 

 (2)産業振興について。 

 ①産業クラスターの取り組みについて。 
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 本市での地方創生加速化交付金を使った地域支援群室戸世界ジオパークによる次世代が魅力

を感じる仕事づくり事業を県の地域産業クラスターとして２次申請をし採択されたようです

が、どこまで取り組みが進んでいるのでしょうか。総事業費3,900万円、内訳は地域の企業や

団体、生産者とともに地域資源を生かしたＰＲ事業に係る経費として、ＰＲビデオ、ポスター

等の作成費が700万円、展示会開催に係る経費が800万円、民間アンテナショップ内のブース設

置費500万円、ＣＭ作成放映費1,200万円、消費者と生産者が交流しながらＰＲできる場、「室

戸のおきゃく」を開催する経費200万円、室戸海洋深層水や土佐備長炭のさらなる成長ととも

に、その他の生産物や加工品をかけ合わせた商品を開発する経費500万円となっていて、事業

費の80％強がＰＲ事業に充てられております。また、事業概要は、抜粋しますと、室戸世界ジ

オパークを活用し、地域の企業や団体、生産者を中心に、地域内外で強力にＰＲを行い、移住

対策にもつながる。また、海洋深層水、土佐備長炭、その他の生産物加工品の商品開発などに

より、雇用の創出につなげるとなっています。担当課は観光ジオパーク推進課ですが、地域の

企業や団体、生産者はどれくらいの枠を想定しているのでしょうか。また、それらの企業、団

体を取りまとめる事業主体は、どこが行うのでしょうか、お伺いいたします。 

 ②創業支援計画について。 

 先日、企画財政課より室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る事業の進捗状況をお伺

いいたしました。基本的方向の企業誘致及び雇用確保による地域の活性化の中で、総合支援制

度活用による新規立地件数がゼロ件となっていました。この制度は、国の経済産業省の補助金

とあわせて市独自の室戸市創業・第二創業支援事業費補助金として創設したもので、３年後の

平成31年度の新規立地件数の数値目標は25件と設定されております。制度活用がゼロとなった

要因は何でしょうか。また、年度途中での創業・第二創業を起こした企業に対して、この制度

の活用はできないのでしょうか、お伺いいたします。 

 (3)給付型奨学金について。 

 以前、地方創生人材支援制度で、総務省から史上最年少の若干30歳の若さで鹿児島県長島町

に副町長として出向し活躍されている井上貴至氏にお話を伺う機会がありました。井上副町長

が最初に取り組んだのが、高校、大学卒業後、地元長島町に戻ってきた若者の奨学金返済を免

除するという制度です。名前を出世魚で回遊魚のブリにちなみ、成長して戻ってきてという願

いを込めてぶり奨学金制度と名づけています。内容は、鹿児島県相互信用金庫が、高校生に月

３万円、専門学生、大学生に月５万円を貸与する。返済期間は10年間ですが、卒業後にＵター

ンした場合は、町内に在住している間、町が設立する基金で返済金を負担する。基金は町の一

般財源と寄附で賄う。漁協は、販売したブリ１匹当たり１円を寄附し、年間約250万円を見込

んでいる。地元商工会にも寄附を呼びかけ、ふるさと納税の活用も検討するというもので、こ

れにより町全体が一丸となって子供たちを応援するというユニークな取り組みです。本市でも

意欲のある若者が、経済的理由で進学を断念することのないよう、また文化の向上と社会の発
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展に貢献する人材育成を目的として設けられた奨学金貸与制度を多くの学生が活用し、社会人

として活躍しています。しかし、県外、市外の学校を卒業すると、そのまま就職し、人材が流

出されたままになっているのが現状です。本市でも卒業後、室戸に帰り就職したり、起業を考

えている若者に対して、返済金免除の方法は考えられないでしょうか。 

 次に、２、文字・活字文化について。 

 2005年７月に文字・活字文化振興法が制定されました。この法律は、国民の活字離れに対し

て、文字や活字文化を振興し、生涯にわたって文字や活字に親しみ、知的で心豊かな生活が送

れる社会を目指しています。来る10月27日は、文字・活字文化の日であり、11月９日まで読書

週間が続きます。子供たちがより多くの本を読み、良書との出会いで人生を切り開く力を養っ

てほしいと願いつつ、以下御質問いたします。 

 (1)学校図書購入費について。 

 本市の小・中学校の学校図書館を拝見したところでは、司書の先生がいらっしゃる学校で

は、子供たちが図書室に行ってみたいと思わせる工夫が見られますが、多くの学校では、廃棄

してもいいのではと思う古い図書が並んでいます。読書は、子供が言葉を学び、感性を磨き、

表現力を高め、創造力を豊かにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことの

できないものであり、社会全体が環境を整えていくことが重要であります。文字・活字文化振

興法では、学校図書館の充実を国と地方自治体に求められています。ところが、本市の学校図

書費は、小学校は81万5,000円、中学校は64万5,000円となっており、子供１人当たり小学校で

1,775円、中学校では3,029円と以前からすると生徒数が減少しているため、改善されているよ

うですが、まだまだ十分だとは思われません。子供たちの成長、学力にも大きく影響を及ぼす

と言われています学校図書館の今後さらなる充実に向けて取り組みの見解と対応についてお伺

いいたします。 

 (2)読書通帳について。 

 近年、活字離れが指摘される中、市民に読書に親しんでもらう取り組みの一つとして読書通

帳を導入している自治体がふえております。この取り組みは、借りた本の履歴を目に見える形

で残すことによって、子供を中心に市民の読書への意欲を高める効果が期待されます。広島市

立図書館では、心にすてきな貯金をとして、読書貯金通帳を配布し、各自が読んだ本の書名、

感想などを書き込むもので、50冊で満期となり、一冊一冊に認定書がついています。また、本

来はＩＣＴと図書館システムが連動させて、自動的にプリントされる方法が望ましいのです

が、広島のような手書きで記載する方式にすると、コストもかからず、図書館の利用者向上に

つながるのではないでしょうか。 

 (3)図書消毒器について。 

 安心して図書の本を利用するために、図書館に無料の書籍消毒器が設置されている図書館が

あります。扉を開けた内部に本を立てた状態でセットしてからスイッチを入れると、ページを



－70－ 

めくるように風が当てられ、ほこりや髪の毛を取り除くとともに、ダニや目に見えない細菌を

紫外線で殺菌、消毒する仕組みで、４冊まで約30秒で１回の消毒が完了するものです。特に、

小さな子供を持つお母さんたちから、衛生面で安心して利用できるとの声が聞かれています。

ぜひ読書通帳とあわせて、図書消毒器の導入をしていただけないか、お伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 健康管理のため３時45分まで休憩いたします。 

            午後３時32分 休憩 

            午後３時45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。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 １の(1)②津波避難シェルターについてでございます。 

 行政報告でも申し上げましたように、このほど高知県危機管理部南海トラフ地震対策課によ

り建設をされておりました佐喜浜町の津波避難シェルターが完成をいたしました。当地域は、

前に海岸、後ろには急峻な山が迫るという地形であり、津波から避難することが大変困難な地

域であります。こうした地域の津波避難対策として、日本初の津波避難シェルターが完成いた

したところでございまして、大変うれしく思っております。 

 御質問の維持管理費についてでございます。１年目は、機械類点検や打音検査など約240万

円程度が必要となります。また、２年目からは水密扉の点検や清掃等に年間約30万円程度、ま

た５年目、10年目には発電機や水密扉の改修などの費用がかかるものと予想されているところ

でございます。 

 また、地元での避難訓練についてでございますが、完成前に地域の皆さんとともに避難訓練

や機械類の操作訓練を行ったところでございます。今後におきましても、自主防災組織のリー

ダーさんや地域の方々とともに、扉の開閉や機械類の操作などになれていただくよう、継続し

て避難訓練を重ね、地震、津波災害に備えてまいります。 

 次に、住宅の耐震化についてでありますが、さきの熊本地震におきましても、多くの被害が

出ているところでございます。本市におきましても、これらのことに取り組みを急いでやる必

要があると考えているところでございます。室戸市全体の耐震化率は、約27％でございます。

佐喜浜町都呂地区では約20％と推計をいたしております。住宅の耐震化が進んでいない実情で

ございます。このため本市におきましては、住宅の耐震化に関する補助制度につきまして、耐

震診断は無料化にするとともに、耐震設計は30万円まで、耐震補強工事は130万円まで費用負

担がかからないようにいたしているところでございます。今後はこれらの補助制度の周知であ

るとか戸別訪問の実施などによりまして、住宅の耐震化の一層の推進に努めてまいります。 

 次に、１の(2)地方創生加速化交付金事業の進捗状況についてでございます。 
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 当該事業は、平成28年５月の臨時議会において議決をいただいた事業でございます。そし

て、室戸世界ジオパークによる次世代が魅力を感じる仕事づくり事業として、国に２次申請を

行い、それが採択をされたところでございます。御案内のように、財源は国の交付金で、

3,900万円の事業費となっているところでございます。事業の目的といたしましては、若年層

の人口流出、農林水産業の従事者の減少、産業の担い手不足という課題への取り組みとして室

戸世界ジオパークを活用し、地域の企業や団体、生産者を中心に、地域内外で強力にＰＲを行

い、地域の雇用に対する意識づけや移住促進対策につなげるとともに、海洋深層水や備長炭な

どの販売促進、また新しい商品開発による雇用の創出を目指すこととしているところでござい

ます。そして、事業の内訳といたしましては、①地域の企業や団体、生産者とともに、地域資

源を生かしたＰＲ事業でございます。ＰＲビデオやＰＲポスターの制作に取り組んでおりま

す。ＰＲポスターにつきましては、商品の紹介をするだけではなく、生産者など人に視点を置

いたものを考えております。11月には生産者などのＰＲポスターの公表を行い、「室戸びと進

む」としてイベントを開催する予定といたしております。 

 次に、②展示会の開催についてであります。 

 ６月に室戸ジオパークの写真集を出しておられます写真家前田博史さんの写真展を東京ミッ

ドタウンフジフィルムフォトギャラリーで開催をし、１週間で9,139名の方々に訪れていただ

きました。また、写真展の前日には、室戸の食材のＰＲを目的に、通信販売会社、マスコミ関

係者などを招待し、東京青山のレストランにおいて室戸の食材を使ったパーティーを開催し、

好評を得たところでございます。このようなイベントにつきましても、今後関西や室戸で行う

ことといたしております。 

 次に、③民間アンテナショップ内のブースの設置についてでございます。 

 現在、民間企業が高知空港近くに商業施設の建設を進めております。12月ごろ完成する予定

であります。この施設に室戸産品のブースを設置していただき、室戸産品の販売拡大につなげ

てまいります。 

 ④ＣＭ作成等放映につきましては、現在作成中でありまして、15秒スポットＣＭを予定をい

たしているところでございます。 

 ⑤室戸の食材を使った「室戸のおきゃく」につきましては、関西で開催するよう準備をして

いるところでございます。 

 ⑥新商品開発につきましては、深層水関連商品等室戸でとれる水産物や農産物を組み合わせ

たギフト商品などの開発について現在検討を進めているところでございます。 

 今後とも①から⑥の事業を着実に進めることによりまして、目的とする成果を上げてまいり

たい、またそのように取り組んでいきた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。 



－72－ 

○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） 堺議員さんにお答えします。 

 まず、１点目の(1)の①自主防災組織の実態についてでありますが、平成26年度に高知県の

危機管理部が行ったアンケート調査の中で、自主防災組織の抱える問題点としては、人が集ま

らない、会長に負担が集中している、津波が来ない地区なので防災意識が低いなどが上げられ

ています。本市では、自主防災組織は101組織で、組織率は100％となっており、各自主防災組

織では、避難訓練を初め、避難路整備や資機材の点検などに取り組んでいただいているところ

でございます。避難訓練やその他の活動を自主的に行っている組織は、全体の約３分の２とな

っております。特に、室戸岬地区や吉良川地区、佐喜浜地区では、個々の自主防災組織の連携

強化や情報共有を目的として自主防災組織連絡協議会を設立し、連絡協議会が主体となって防

災訓練などを実施しているところでございます。今後におきましては、羽根地区と室戸地区で

の連絡協議会の設立を目指し、自主防災組織と協議を重ねてまいります。自主防災組織の構成

員は、常会への加入や非加入により区分されるものではなく、地区ごとの住民の皆様でありま

すので、より多くの方に自主防災活動に参加していただけるよう、これからも広報紙やホーム

ページ、防災行政無線などにより周知を図り、防災意識の向上に努めてまいります。 

 次に、(1)の③避難所運営マニュアルについてでありますが、災害発生後の避難所の設営や

運営、また避難所での生活について、自助・共助・公助の観点から、それぞれの役割やルート

などについて本年度にマニュアル化を計画しており、今定例会予算案にマニュアル作成に係る

経費を計上させていただいているところであります。本年度は、高知県道路啓開計画におきま

して、啓開に多くの日数を要するとされております佐喜浜地区の避難所２カ所についてを予定

しており、来年度以降、順次他の地域についても作成してまいりたいと考えています。作成に

当たりましては、地域の方々にマニュアルの必要性を御理解いただくためにも、避難所運営ゲ

ームＨＵＧの手法なども取り入れ、社会福祉協議会などとも連携しながら作成してまいりま

す。マニュアルの作成後の訓練につきましては、地域の方々の御理解をいただきながら、大災

害後を想定した避難所運営訓練などを行っていきたいと考えています。 

 私からは以上でございます。 

○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） 堺議員さんにお答えいたします。 

 １の(2)の中で、本市での地方創生加速化交付金を使った事業の取り組み状況について市長

答弁を補足いたします。 

 地域の企業や団体、生産者の枠についてでありますが、現在のところ、おおむね100件程度

の企業や団体、生産者を目標にしております。それらについて室戸びと進むのポスターを作成

する予定としております。そして、その中から通信販売で商品販売が可能な生産者を募り、室

戸びと進むというブランド名で売り出していきたいと考えております。現在、大手通信販売会
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社ディノスセシールに室戸びと進むの特別記事を掲載していただくとともに、同社の注文用ホ

ームページにも掲載していただくよう、営業活動を行っております。 

 次に、それらの企業団体の取りまとめについてでありますが、事業のＰＲ、市内生産者への

声かけ等については、室戸ジオパーク推進協議会と観光ジオパーク推進課が行います。通信販

売会社への各商品の受注、発送等については、室戸のアンテナショップを運営する民間企業を

通じて行うように予定しております。以上です。 

○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） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 １の(2)産業振興についての②創業支援についてであります。 

 室戸市創業・第二創業支援事業費補助制度は、市内での起業や事業転換、新事業、新分野に

進出を支援するために設けたものでございます。この補助制度は、本年４月から運用を開始し

たもので、本年度は５月までに国の補助金に申請をしたものを対象としているため、これまで

に市の申請に至った例はございません。現在、室戸市商工会などを通じて３件が市の補助金へ

の申請を予定しているとお聞きをしております。審査のほうは、９月中にしたいというふうに

考えております。 

 次に、年度途中での創業・第二創業を起こした企業への制度活用についてでありますが、先

ほど申し上げましたように、室戸市創業・第二創業支援事業費補助金では、経済産業省への創

業・第二創業促進補助金に応募していることを申請の要件として定めております。しかしなが

ら、国の補助の募集のほうが現在締め切られており、国への応募していない事案につきまして

は、来年度まで市の補助金の対象とならないということになります。議員さん御案内のとお

り、本市の産業振興のため積極的な創業支援が必要だと考えておりますので、今後、商工会な

ど関係機関に御意見をお聞きしながら、申請要件の見直し等について検討してまいりたいと考

えております。 

 私からは以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目の(3)給付型奨学金についてでございます。 

 本市の奨学資金制度における返済金免除規定につきましては、室戸市奨学資金貸与条例第

18条及び第20条により、死亡、疾病、その他特別の事由のあるため奨学金の返還が困難になっ

た者には、届け出により奨学金貸与者選考委員会の協議を経て、返還金の全部、または一部を

免除し、または返還期間を延ばすことができるとされております。しかしながら、議員さん御

案内のように、卒業後、本市に帰郷し、就職や起業を考えている方に対しての免除規定はござ

いません。他市の状況といたしましては、県内10市のうち２市が給付型奨学金、残り８市が貸

与型奨学金となっている状況でございます。ただ、給付型奨学金としている２市につきまして
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は、給付金が本市の貸与額の約３分の１程度となっております。また、貸与型の奨学金として

いる８市につきましては、本市と同様の免除規定となっておりますが、そのうちの２市が現

在、地元に就職した場合は、償還額相当分を補助金として交付することを検討中であるとお聞

きしております。今後におきましては、こうした他市の動向や必要となる財源の確保など、ど

のような仕組みづくりが考えられるのか、これから検証してまいりたいと思います。 

 続いて次に、大きな２点目の文字・活字文化についての(1)学校図書購入費についてであり

ますが、近年、大人を含め、全般的に書籍や新聞など活字媒体を以前と比較して読まなくなっ

た、読む量が少なくなったと言われております。このような状況の中で、室戸市では、全ての

小・中学校で、ほぼ毎日、10分から15分の読書タイムを実施しており、本に触れ合う時間の確

保に努めております。また、小学校では外部講師を招いて読み聞かせなどを行い、活字に触れ

る機会をふやし、子供たちの脳の活性化、コミュニケーション力の向上などを図る取り組みを

行っております。また、27年度には、県の教育版地域アクションプラン推進事業を活用して図

書支援員を学校保育課に配置し、各学校の図書担当教員と協力し、図書の管理、登録、修繕、

児童・生徒が本を選びやすいようにするレイアウトの変更や整理整頓など、図書室の環境整備

を行ったところでございます。さらに、市民図書館の巡回図書により書籍を一定期間貸し出し

を行うなど、図書室の充実にも努めているところでございます。今後におきましても、市民図

書館との連携を図るよう、校長会などを通じて指示をしていきたいと思います。 

 議員さん御案内のとおり、本年度の学校図書費の予算額は、平成27年度予算より若干ではあ

りますが、増額の予算となっております。現在の文部科学省の学校図書館図書基準に当てはめ

てみますと、小学校では113.8％、中学校では71.8％、全体では96.3％となっております。今

後におきましても、子供たちが本と触れ合う機会や環境整備に努めてまいります。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 和田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（和田庫治君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 大きな２点目(2)読書通帳についてでございます。 

 読書通帳は、図書のタイトルや日付など、貸し出し履歴を利用者が自分で銀行のＡＴＭのよ

うに記帳できるシステムで、近年全国の公立図書館などで導入されるケースが出てきており、

読書意欲の促進や利用登録者の増加に貢献しているとお聞きしております。具体的な利用方法

としましては、議員御案内の銀行のＡＴＭ機のように、自動で記帳できる通帳形式のものや本

人や図書館職員による手書き記入、または貸し出しシールを張っていく手帳形式のものなど、

さまざまな方法が用いられております。この中でＡＴＭ形式のものは、利用者が銀行の預金通

帳と同じように記帳するため、なじみがあり、高い品質で提供できる一方、通信端末が高額な

ことや図書館システムとの連携が必要になり、現時点では導入が難しいものと考えておりま

す。また、手書きによる記帳につきましては、図書館の職員が記入するとなると、利用者が窓

口でお待ちいただく時間が長くなるなど、利便性の低下につながるおそれがあります。一方、
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貸し出しシールを手帳に張っていただく方法は、本のタイトルや日付を記入した貸出票を交付

し、御自身に張っていただくことで同様の効果を得ることができるものと考えております。現

状としましては、こうした方式での取り組みについて検討するとともに、一定の節目に達する

と認定書を発行することなど、図書の利用促進に向けた新たな取り組みについても考えてまい

りたいと思います。 

 次に、(3)書籍消毒器についてでございます。 

 本市の市民図書館には、現在、約７万5,000冊の蔵書があり、平成27年度には年間１万

5,800人の施設利用者があり、約２万6,200冊の図書の貸し出しを行うなど、図書館の資料は多

くの方が手にとって利用するとともに、貸し出された書籍につきましては、さまざまな環境で

利用者に読まれています。そして、書棚に置いておくだけでもほこりなどが付着する場合もご

ざいます。書籍消毒器は、議員御案内のとおり、紫外線や送風によって書籍を殺菌したり、ご

みやにおいをとるもので、安心・安全の提供はもとより、衛生面でもその効果が期待できるも

のとなっております。操作につきましても、セルフでの操作が可能で、利用者の希望に応じて

手軽に利用していただけるのではないかと考えております。今後、他の図書館の導入状況や購

入経費、また維持管理費などを調査し、導入に向けて検討してまいります。以上でございま

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。 

 ただいまは御丁寧な御答弁ありがとうございました。何点か質問をさせていただきます。 

 (1)の防災・減災対策についての中の自主防災組織についてお伺いいたします。 

 常会に入っている、入らないというのは、それぞれの事情があってのことだと思いますが、

本来ならば、常会に入っていなくても、自主防災組織には100％入っているはずであります。

でも、今の現状を見ますと、常会に入っていないので、お知らせが来ないとか、行っても何か

他人行儀なというか、なかなか行けない環境、そういうことが見受けられますので、それが実

際災害が起こったときに、本当に災害弱者と呼ばれるような、そんな方々もその常会に入って

いないがために見落とされるのではないか、また災害時においての情報の提供とかそれから避

難場所での対応とか、地域での詳細な確認、人命の確認などが心配されます、今の状態であれ

ば。このことについて、行政としてはいたし方ないと判断するのか、積極的に自主防災組織に

入って、各自主防災組織で全ての住民の掌握をしていくとか、そういう自主防災組織のリーダ

ーづくり、リーダーの育成というところにこれからどう対応していくのか、お伺いいたしま

す。 

 それから、避難シェルターの中で、耐震率が先ほど市長から市内では27％、都呂地域では

20％と推測されるという御答弁でした。全国平均は今82％だそうです。20年度までに95％に持

っていくと国はそのように言われています。本市としての目標値、やっぱりそれがないと、補
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助金がこれぐらいありますというようなことを言ったとしても、なかなか皆さん、耐震診断を

したりとか、改修をしたりというのになかなか一歩前に足が出ない。そのためには、やはり情

報提供というか、そういう市民に対するきめ細かな情報というのを提供していただきたいと思

います。 

 それで、補助金が補助されるのは、1980年以前に建設された建物、昭和56年以前に建てられ

たものが対象になっていますけれども、現行の耐震基準が施行された2000年、平成12年以前の

住宅に対しての補助制度の創設というのは考えられないでしょうか、その点お伺いいたしま

す。 

 それから、避難所運営マニュアルについてですが、やはりここは女性の視点もしっかりと加

味したマニュアルをつくっていただきたい。この前の東北の大地震とか、阪神・淡路大震災の

ときに、女性が着がえる場所がないとか、授乳、お乳をやる場所がない、また女性用品を直接

男性からもらうとか、そういう女性にとってはとても考えられない状況が起こっているわけで

すので、ぜひこのマニュアルをつくる場合にも、しっかりと女性の視点を生かしていただきた

い、それをお願いいたします。 

 次に、(2)の産業振興の産業クラスターについてですが、これは先ほど課長の話、市長の話

を聞くと、どうも産業クラスターではないのかなという形になってきましたけれども、これ

は、この１年だけの、１回こっきりの事業になってしまうのでしょうか。 

 また、安芸広域の観光協議会が行っています観光クラスター、その部分に対して本市の立ち

位置というか本市のかかわりはどうなっているのか、その点もお伺いいたします。 

 それから、創業支援制度の件についてですが、国に申請してなかなか国のハードルが高くて

国の申請に至らなかったということなんですが、やはり国のハードルが高いのであれば、市と

して独自のそういう制度、それを予算内で取り組んでいくべきではないかと思います。総合戦

略ですので、目標は確かに明確にしなければなりません。この新規立地件数では３年後には

25件を目指しているということですが、それですと年間８件以上なければ達成ができないこと

になりますよね。このことをあわせて、確かにこの補助金交付要綱には、経済産業省、中小企

業庁の創業・第二創業推進補助金に応募していることという条件がつけられていますが、この

条件も本当に４月の年度初めにやった人でしか、この市の補助金の対象にならないというの

は、年度途中で企業を興したりとか、そういう拡張したりとか、そういう人たちのためにも利

用できやすいような要項に変えていただきたいなあと思っています。 

 それから、給付型奨学金ですが、教育長のほうから他市でもやっているので、他市の動向を

見ながらというふうにおっしゃっていただきました。よく行政が言う他市の動向とか、県の動

向を見てとかという、そういうフレーズなんですが、やはりここは市長と相談して、ぜひ給付

型奨学金、それをしていただきたい。そして、若い人たちが室戸に帰ってきたいな、帰ってき

て頑張りたいなというような、そういう一助にもなればと思います。 
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 それから、学校図書費についてですが、やっぱり国からの図書費に充てる交付金の充当がし

っかりと充当されているのか、その辺が私たちも心配になります。やはり、図書館の充実とい

うのが、本市の学力向上への一歩だと考えますので、96.3％、あと少しで100％になりますの

で、ぜひこの点も頑張っていただきたいと思います。 

 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。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） 堺議員さんに、まず地方創生加速化交付金事業

の継続のことについてお答えいたします。 

 担当課といたしましては、継続で行いたいなと考えております。今年度一応全体で100件が

目標ですが、現在のところ40件ぐらい、年度をやっても50件ぐらいしかできないかなというよ

うな感じでなっております。ですから、継続での希望をしております。 

 次に、東部観光協議会のクラスターの立ち位置ということなんですけれども、安芸広域で今

東部観光協議会というのをつくりまして、室戸市も重要なメンバーとして動いております。位

置的には皆さん一緒というような、各市町村一緒という形ではやっています。取り組み内容に

ついてですけれども、今年の11月９日に東京都立の田無高校、約320名が修学旅行で来られま

す。室戸市だけでは受け入れが厳しいということで、東洋町、室戸市、北川村、田野町で体験

型のやつを320名をこなしていくというような形をとっております。今年度についてはそうい

うふうな動きがあるというところです。 

 簡単ですけれども、以上です。 

○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） 堺議員さんの２回目の御質問にお答え

をいたします。 

 創業支援に関する御質問にお答えをいたします。 

 まず、創業支援事業として、国の創業支援事業のほうに応募している件数以外にも、いわゆ

る市のほうで積極的に取り組むべきではないかというお話でございますが、この市の事業につ

きましては、国のほうに応募することを前提としておりまして、今回、応募された件数が４件

ございますが、その４件とも不採択となりました。しかしながら、市の要項では、不採択とな

ったものでも審査の対象とできることとしておりますので、これらの制度を使いまして、先ほ

ど議員さん御案内の年間８件を目指すべく努力をしているところでございますので、御理解の

ほどをよろしくお願いいたします。 

 また、先ほど御質問いただきましたように、補助要項の改正の必要性、これは私どものほう

も十分認識をしております。今後におきまして、商工会等と協議をした上で、検討させていた

だくこととなりますのでよろしくお願いします。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 西村防災対策課長。 
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○防災対策課長（西村城人君） 堺議員さんにお答えします。 

 自主防災組織で、常会とかで回覧で声がけが行けてないというようなことでありますが、実

際のところ、広報紙での回覧といたしましては、この８月末で室戸市が常会を通じて広報紙を

出しているのが6,427部で、広報配布の部数は6,965で、合計が538の差があります。また、住

民票での世帯数は7,724で、759の差がありまして、常会を通じてなくても、個人とか団体を通

じての広報配布をしているところもあります。また、そういった防災訓練なんかの声かけにつ

きましては、うちのほうではホームページや防災行政無線を通じているのと、あとみんなが出

てきやすい意識づけにつきましても、その県のアンケートの中にも、防災活動におもしろさと

か楽しみがないとかということなんかもありますので、興味を引く防災に対する講演会なども

開催して、自分から進んで出てくるような形を推進していきたいと思います。 

 それと、耐震化率につきましては、うちの推計したのは建築年からやっていますので、室戸

市全体で27％ですが、これは居住してない住居等も入っております。ただ、居住しているとこ

ろにつきましては、もうちょっと上がるとは思いますが、目標としましてはやはり全国に近づ

けていくように80以上を目指したいと思っております。 

 補助制度で、平成12年以前、阪神大震災までの分ということですが、まだ補助裏がちょっと

ついてないこともありますので、今後どのように変わってくるか、できるだけ対応はしていき

たいとは思いますが、財政面とあと56年以前のところに居住されている方をまずやっていかな

ければいけないと思っております。 

 次、マニュアルの作成につきましては、地域の皆さんでつくっていくことになりますので、

もちろん女性の方も参加してそういった女性に配慮したような形をとっていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。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） 堺議員さんの２回目の質問に答えたいと思います。 

 まず１点目、給付型の奨学金につきましては、他市と言わずに本市でという御指摘でしたの

で、帰郷して就職する方、起業を考えている方に対しての給付型は、積極的に、前向きに考え

ていきたいと思います。相談をしていきたいと思います。 

 もう一点、小・中学校の図書基準につきましては、文部科学省の図書基準を満たすように、

特に室戸市の場合は中学校が若干満たしていない状況がありますので、特に中学校の図書を充

実するように取り組んでいきたいと思います。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 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。 

 １つには、課長答弁を補足をしますが、自主防災組織の取り組みとして、議員さんが言われ

るような常会に入っている方と入ってない方に対する差があったりしてはいけないとかという

ようなことについては、やはりそういうことのないように取り組んでいかなければならないと
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いう思いでございますが、ただこれまでに自主防災組織の立ち上げについて、常会さんから上

がってきた、常会さんと自主防災組織がイコールになっている部分がある。そうでない場合に

はうまくいっているという地域もあるわけですが、イコールになっている地域が特に議員さん

御指摘のような状況があるのではないかというふうに思うわけでございますので、それらにつ

いてはぜひ常会長さん方とも協議をせないかんわけでありますが、自主防災組織のリーダーさ

んの育成によって、そういうことのないように努めていきたいというふうに思っております。 

 それから、給付型の奨学資金ということでございます。今、当市が取り組んでおります看護

師さんをいかに確保するかというようなことで、室戸市で看護師さんとして働いていただく場

合には、給付型の支援を行っているところでございます。そういうような形で、本当に地域

で、室戸市で働いていただける人をふやしていかなければならない、そういう方々に給付型の

奨学資金として返還を免除するというようなことについては、私も大変いいことではないか、

考えていかないといけない課題だというふうには思うわけでありますが、今後ともどういうふ

うな形がとれるのか、また財政負担、どのようになっていくかというものをしっかりと精査も

行った上で考えていきたいというふうに思っております。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13日は大綱質疑であります。午前10時にはこの議場に御参集をお願いいたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後４時31分 散会 

 

 


