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平成２８年１２月第６回室戸市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．日 時  平成２８年１２月２日（金） 

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    13番 久 保 八太雄 

４．欠席議員 

  12番 林   竹 松 

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 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議案第１号 室戸市津波避難施設設置及び管理条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第２号 室戸市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 
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  日程第５ 議案第３号 室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に 

             ついて 

  日程第６ 議案第４号 室戸市税条例等の一部改正について 

  日程第７ 議案第５号 室戸市国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第６号 室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部 

             改正について 

  日程第９ 議案第７号 室戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改 

             正について 

  日程第10 議案第８号 室戸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関 

             する条例の制定について 

  日程第11 議案第９号 平成28年度室戸市一般会計第４回補正予算について 

  日程第12 議案第10号 平成28年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算について 

  日程第13 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第14 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第15 総務文教委員会行政視察における所管事務調査結果について 

  日程第16 産業厚生委員会行政視察における所管事務調査結果について 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第16まで 

９．議事の経過 

  次のとおり  
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            午前10時０分 開会、開議 

○議長（久保八太雄君） おはようございます。 

 ただいまから平成28年12月第６回室戸市議会定例会を開会いたします。 

 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、欠席届１名、現在12名の出席でございます。 

 欠席議員は、林竹松議員、所用のためでございます。 

 次に、９月定例会以降、閉会中の主な議会活動について御報告いたします。 

 ９月29日、30日の２日間、「室戸、海の富」開催前夜祭及び前田博史写真展が大阪市で開催

され、議長が出席をいたしました。 

 10月３日、議会だより編集のため、議会運営委員会が開催されました。 

 10月８日、高知東海岸グルメまつり開会セレモニーが安芸市で開催され、副議長が出席をい

たしました。 

 10月13日、石川県能登町議会総務産業建設常任委員会が行政視察のため、本市を訪れまし

た。 

 10月14日、第130回高知県市長会議が室戸市で開催され、副議長が出席をいたしました。 

 10月18日、19日の２日間、平成27年度決算審査のため、総務文教委員会が開催されました。 

 10月19日から21日までの３日間、産業厚生委員会が島根県飯南町ほかに行政視察を行いまし

た。 

 同じく19日、第61回高知県広域食肉センター事務組合定例会が高知市で開催され、議長が出

席をいたしました。 

 同じく19日、和歌山県議会建設委員会が行政視察のため、本市を訪れました。 

 10月23日、第４回ふるさと土佐交流会が大阪市で開催され、議長が出席をいたしました。 

 10月24日から25日までの２日間、平成28年度高知県市議会議長会視察研修が行われ、正副議

長が参加をいたしました。 

 10月26日、こうち人づくり広域連合議会第29回定例会及び高知県後期高齢者医療広域連合会

全員協議会第24回定例会が高知市で開催され、議長が出席をいたしました。 

 10月27日、四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟平成28年度総会、道路整備の充

実を求める四国東南部大会が安芸市で開催され、議長が出席をいたしました。 

 10月28日、平成27年度決算審査のため、産業厚生委員会が開催されました。 

 10月30日、第39回室戸岬灯台まつりに議長が出席をいたしました。 

 10月31日から11月２日までの３日間、総務文教委員会が和歌山県串本町ほかに行政視察を行
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いました。 

 11月１日、平成28年度高知県戦没者追悼式が高知市で開催され、副議長が参列をいたしまし

た。 

 11月５日、滋賀県豊郷町町制45周年、合併60周年記念式典に正副議長が出席をいたしまし

た。 

 11月７日、地方議会活性化シンポジウム2016が東京で開催され、議長が参加をいたしまし

た。 

 11月８日、千葉県八街市議会会派公明党が行政視察のため、本市を訪れました。 

 11月12日、高知県立安芸桜ケ丘高等学校創立50周年記念式典に副議長が出席をいたしまし

た。 

 同じく12日、むろとまるごと産業まつり開会式典に議長が出席をいたしました。 

 11月15日、京都高知県人会・墓前祭・総会が京都市で開催され、議長が出席をいたしまし

た。 

 11月18日、平成28年度室戸市戦没者追悼式が開催され、議長並びに多数の議員が参列をいた

しました。 

 11月22日、四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟の会員として正副議長が四国地

方整備局に要望を行いました。 

 11月24日、芸東衛生組合議会定例会が開催され、議長及び関係議員が出席をいたしました。 

 11月25日、第68回関東高知県人会大懇親会が東京で開催され、議長が出席をいたしました。 

 11月29日、12月定例会の会期及び日程等の協議のため、議会運営委員会が開催されました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。堺議会運営委員会

委員長。 

            （議会運営委員会委員長報告） 

○議会運営委員会委員長（堺 喜久美君） おはようございます。 

 平成28年12月第６回室戸市議会定例会を開会するに当たり、議会運営委員会委員長報告を行

います。 

 11月29日午後２時から、議長出席のもと、議会運営委員会を開会し、議長から諮問のありま

した会期及び日程等についての協議を行いました。 

 今期定例会に提案されます案件は、付議事件12件、うち条例関係８件、予算関係２件、諮問

２件となっております。 

 なお、執行部から会期中に条例関係１件、予算関係１件、その他１件、以上３件追加提案さ

れる予定であります。 

 今議会の一般質問者は３名であり、その質問内容はお手元に配付の一般質問順序表のとおり
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でございます。 

 会期につきましては、お手元に配付の会期及び日程表のとおり、本日12月２日から12月16日

までの15日間とすることに決定をいたしました。 

 会議時間につきましては、議事の進行状況によりまして時間延長もあり得ますので、それぞ

れの日程の消化につきましては、議員各位の御協力をお願いいたします。 

 次に、お手元に配付してあります陳情書、要望書の一覧表の記載案件の中で、参議院議員選

挙における合区の解消に関する意見書及び地方議会議員の厚生年金の加入を求める意見書の２

件につきましては、議会運営委員会で取り扱うことと決定をいたしました。議員各位の御協力

を重ねてお願いいたします。 

 その他の案件につきましては、原本の写しを議員控室に準備してあります。趣旨に賛同され

る議員がおいでましたら、申し出てください。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において山本賢誓君及び小椋利廣君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日12月２日から12月16日ま

での15日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 御異議なしと認めます。よって、会期は15日間と決定いたしまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第３、議案第１号室戸市津波避難施設設置及び管理条例

の一部改正についてから日程第14、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついてまで、以上12件を一括議題といたします。 

 ここで市長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 

 引き続いて、報告事項並びに提案理由の説明を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） おはようございます。 

 本日、平成28年12月第６回室戸市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方に

は、御多用の中、御出席をいただきましてありがとうございます。 
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 それではここで、行政報告をさせていただきます。 

 まず、高知市を中心とした連携中枢都市圏構想についてでございます。 

 高知市を核として、高知県内全市町村が連携をし、中枢都市圏構想として連携事業を実施す

ることといたしております。当該事業は、人口減少、少子・高齢化社会において圏域全体の経

済成長を図る取り組みとして、本市としても積極的に参画をいたしているところでございま

す。しかし、現在、その進捗状況でありますが、連携事業のビジョン策定などにつきまして時

間を要しているところでございます。 

 今後の見通しにつきましては、平成29年12月の連携協約に向けて協議を重ねているところで

ございますので、御報告をいたします。 

 次に、平成28年度全国学力・学習状況調査についてでございます。 

 本年４月19日に実施をされまして、９月29日に公表をされました全国学力・学習状況調査の

結果でありますが、高知県全体では小学校６年生の国語Ａ全国５位、国語Ｂは25位、算数Ａは

７位、算数Ｂは15位となっており、比較的高い状況でございます。 

 次に、中学校３年生でありますが、国語Ａは30位、国語Ｂは34位と、昨年度より学力の向上

の伸びが見られますが、数学Ａは44位、数学Ｂは45位と依然全国より低い結果となっていると

ころでございます。 

 そうした中、室戸市におきましては、小学校６年生の国語Ａ、Ｂ、算数Ａ、Ｂの全ての調査

におきまして全国平均を上回っており、昨年度の結果より３から５ポイント高くなっていると

ころでございまして、学力の向上が見られるところでございます。しかし、一方の中学３年生

では、国語Ａは全国レベルにあるものの、国語Ｂ、数学Ａ、Ｂにおいて全国平均並びに県平均

を下回り、依然厳しい状況が続いているところでございます。 

 今回の調査結果の分析や検証を行うとともに、授業展開の改善では、児童・生徒が意欲的に

活動できるよう、課題設定の工夫に取り組んでまいります。また、基礎学力の定着では、むろ

と計算検定による成果があらわれているところでございますので、継続して進めてまいりま

す。 

 さらに、各校の研究主任の参加による教育課程課題検討協議会において、効果的な実践につ

ながるよう児童・生徒の学力向上に努めることといたしております。 

 次に、提案理由の説明に先立ちまして、報告事項について申し上げます。 

 まず、事故による損害賠償額を決定し、和解することについてでございます。 

 平成28年８月25日に室戸市浮津115番地先の県道202号線において発生しました自動車損傷事

故の損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第１項の規定に基づき

専決処分しましたので、同条第２項の規定により別冊のとおり報告いたします。 

 また、平成28年９月12日に室戸市元甲2762番177の国道55号線の交差点において発生しまし

た自動車損傷事故の損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第１項
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の規定に基づき専決処分しましたので、同条第２項の規定により別冊のとおり報告いたしま

す。 

 次に、平成28年７月31日に室戸市佐喜浜町5436番２地先の林道東又佐喜浜線において発生し

ました自動車損傷事故の損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法第180条第

１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第２項の規定により別冊のとおり報告いたし

ます。 

 次に、平成27年度繰越明許岩戸地区津波避難タワー建築工事請負契約の変更についてであり

ます。 

 同工事において、地盤の改良や補強の必要が生じたことなどにより、請負金額を変更する必

要が生じたため、地方自治法第180条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第２

項の規定により別冊のとおり報告いたします。 

 次に、今定例会に提案いたします案件は、条例関係８件、予算関係２件、諮問２件の計12件

であります。 

 以下、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号室戸市津波避難施設設置及び管理条例の一部改正について。 

 本案は、羽根町坂本津波避難タワーの整備に伴い、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第２号室戸市職員の退職手当に関する条例の一部改正について。 

 議案第３号室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。 

 以上２案は、雇用保険法等の一部を改正する法律が平成28年３月31日に公布され、平成29年

１月１日から施行されることなどに伴い、高齢者等の就業機会の確保及び就業促進給付の拡充

を図るため、各条例の一部を改正するものであります。 

 議案第４号室戸市税条例等の一部改正について。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する等の法律及び所得税法等の一部を改正する法律が平成

28年３月31日に公布され、平成29年１月１日から施行されることなどに伴い、関係条例の一部

を改正するものであります。 

 議案第５号室戸市国民健康保険税条例の一部改正について。 

 本案は、所得税法等の一部を改正する法律及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相

互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、特

例適用利子など及び特例適用配当などに係る国民健康保険税の課税の特例を定めるため、本条

例の一部を改正するものであります。 

 議案第６号室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 本案は、介護保険法の一部が改正され、平成29年１月から要支援１、２の方に対する介護予

防給付のうち、訪問介護、通所介護を介護予防・日常生活支援総合事業に移行することに伴
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い、室戸市デイサービスセンターの行う事業に第１号通所事業を追加するなど、所要の改正を

行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第７号室戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について。 

 本案は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令により、地域包括支援センターの職員に

係る基準の一部が改正され、主任介護支援専門員の資格要件が変更されたことに伴い、本条例

の一部を改正するものであります。 

 議案第８号室戸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定

について。 

 本案は、農業委員会等に関する法律の一部が改正され、平成28年４月１日から施行されたこ

とに伴い、農業委員会の委員の定数並びに農地利用最適化推進委員の定数及び報酬額を定める

必要が生じたため、本条例を制定するものであります。 

 議案第９号平成28年度室戸市一般会計第４回補正予算について。 

 本案は、一般会計歳入歳出予算、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正であります。 

 歳入は、普通交付税及び財政調整積立基金繰入金を一般財源とし、特定財源の国・県支出金

及び市債等は各事業に対する算定基準により補正しております。 

 歳出の主なものは、中山間地域所得向上支援対策事業費1,320万円、海洋深層水体験交流セ

ンター熱源給湯器更新工事費2,500万円、社会資本整備総合交付金道路整備事業費5,571万

3,000円、中部学校給食センター整備用地費3,061万2,000円、公共土木施設現年補助災害復旧

工事費1,300万円の追加等であります。 

 繰越明許費は、社会資本整備総合交付金防災対策事業５億7,900万円及び社会資本整備総合

交付金道路整備事業１億5,270万円の２件の追加であります。 

 繰越理由としましては、防災対策事業では、津波避難タワー整備用地の取得に日数を要した

ことなどにより年度内に完成が見込めないためであり、また道路整備事業では、当初国庫補助

金の配分がなく、事業の執行を見合わせていたことにより年度内に標準工期を確保できなくな

ったため、地方自治法第213条第１項の規定に基づき予算の繰り越しを行うものであります。 

 債務負担行為の補正は、新たな産地パワーアップ事業費補助金及び園芸用ハウス整備事業費

補助金の２件を追加するものであります。 

 また、地方債の補正は、補正予算債の追加及び各事業に伴う限度額の変更を行うものであり

まして、歳入歳出予算はそれぞれ２億1,387万5,000円を追加し、総額144億1,599万8,000円と

するものであります。 

 議案第10号平成28年度室戸市介護保険事業特別会計第３回補正予算について。 

 本案は、介護給付費の特定入所者介護サービス費などについて補正するものであり、国庫負

担金及び介護給付費準備基金繰入金などを財源として、歳入歳出予算それぞれ1,209万1,000円

を追加し、総額23億3,367万8,000円とするものであります。 
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 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

 本案は、人権擁護委員に吉田久美氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求めるものであります。 

 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

 本案は、人権擁護委員小 隆元氏が平成29年３月31日をもって任期満了となるため、引き続

き同氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるも

のであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては関係課長から補足説明をいたさせま

すので、御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第15、総務文教委員会行政視察における所管事務調査結

果についてを議題といたします。 

 平成28年度総務文教委員会行政視察における所管事務調査結果について総務文教委員会委員

長報告を求めます。谷口総務文教委員会委員長。 

            （総務文教委員会委員長報告） 

○総務文教委員会委員長（谷口總一郎君） 平成28年度室戸市議会総務文教委員会の行政視察

について、委員長報告を行います。 

 総務文教委員会は、平成28年10月31日から11月２日までの３日間、委員７名、企画財政課職

員１名、事務局職員１名の総勢９名で行政視察を行いました。 

 視察１日目は、和歌山県串本町、視察目的は南海大地震対策及び津波対策についてでありま

す。 

 10月31日午前４時半に室戸市役所を出発、午後２時前に目的地の和歌山県串本町に入り、海

抜23メーターの高台に建設されました串本町消防防災センターに到着、会議室において、串本

町総務課の防災担当、枠谷副課長から事業説明をお受けいたしました。 

 串本町は、紀伊半島の最南端に位置し、東西に伸びた海岸線は約127キロに及び、この地方

の特色であるリアス式海岸が続きます。この紀伊半島は平成20年に南紀熊野ジオパークに選定

され、９市町が加盟しております。奇岩や波の侵食でできました平らな海底が隆起しました千

畳敷の地形が海岸のあちこちに見られ、砂泥互層が荒々しく隆起する室戸岬とはまた違う風情

を見せておりました。町の市街地全域は海抜３メーターから４メーターの地帯で、津波即浸水

という地域であります。その地形形成は、沖の潮岬が大昔、島であったころ、河口から流出し

た砂れきが沿岸流によって陸側から沖にある潮岬の島のほうに運ばれ、砂州、砂の中州を形成

し、それが成長して、やがて陸繋島、陸とつながった島となったもので、この砂州の上に串本

の町並みができたということであります。 

 町の総面積は約135平方キロメートルで、その80％は山林が占めます。総面積は室戸市の
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248平方キロメートルよりは狭いですが、山林が占める割合が約82％という点においては同じ

地域特性を持った町だと感じます。 

 人口は現在約１万7,300人で、世帯数は約8,800世帯ですので、人口が約１万3,000人、世帯

数が約6,200世帯の室戸市よりも一回り大きな町であります。市だとか、町だとかというくく

りは無意味なものに思いました。 

 串本町における津波防災対策の取り組みについてであります。 

 和歌山県でも、特に串本町は遠い昔から津波の襲来により大きな被害を受けていて、昭和

21年12月の南海大地震の津波は３メーターから６メーター、過去の宝永元年のときや安政元年

の大地震津波は３メーターから７メーターと記録されております。串本町では、これらの歴史

などから、平成15年、2003年に内閣府の中央防災会議で示された津波高9.5メーターとの想定

をもとに対策を検討してまいりましたが、その８年後の平成23年３月に発生したあの東日本大

地震の悲惨なありさまを見て一同驚き、串本町ではどのような対策をとればよいか職員がワー

キンググループを編成、検討を開始しました。串本町は、これら歴史や国の想定を総合した結

果、次に襲来する大地震津波の高さを16メーターと結論づけ、それをもとに地域ぐるみで対策

を実施することになりました。 

 ですが、翌年の平成24年８月、内閣府中央防災会議が串本町における満潮時の津波最大高は

18メーターと想定しています。国から示されたこの新しい津波高の想定は従前のものに比べて

はるかに高くなっているため、現在の津波避難タワーが対応できるように認識を改めました。 

 他方、内閣府中央防災会議が津波最大高を24メーターと想定している本市、室戸市は、今の

対応を見直す必要はないでしょうか。 

 次に、地震と津波に対する行動計画についてであります。 

 串本町における津波防災対策の基本的な考え方として、串本町地域防災計画の中の津波防災

対策アクションプランにそれが明確にされております。 

 １、基本理念として、近い将来に必ず発生する東南海・南海地震による津波から地域住民の

命を守るため、行政、地域、住民が一体となって津波対策に取り組む。津波防災対策は、逃げ

るソフト対策と避難を助けるハード対策の双方を効果的に実施し、住民の理解と協力のもとに

津波に強い串本町を目指す。 

 ２、基本方針として、地震発生後短時間で津波が襲い、現状の海岸施設で津波を防ぐことは

困難だと考え、被害軽減や災害時要援護者のための自助、共助、将来を見据えた長期的な津波

対策が重要だと捉え、計画の基本方針として４つの方針を定めております。 

 方針その１、揺れたら逃げるの徹底として、揺れイコール避難を徹底することで津波による

人的被害は軽減できると考え、地震が起きたらすぐ逃げろの啓発を行い、住民意識の向上を図

っていく、これがソフト対策であります。 

 方針その２、安全に避難ができるまちづくりとして、これは避難困難地域の解消を目指す取
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り組みであります。避難場所や避難路、避難誘導標識や照明などの整備、また津波の影響を軽

減し、避難困難地域解消のために逃げる対策を助ける整備、さらに耐震補強、家具の転倒防

止、ブロック塀の撤去などの住民への啓発、これはハード対策であります。 

 方針その３、地域で取り組む防災対策として、地域の防災力向上のため、災害時要援護者支

援体制の整備や自主防災組織の育成や活動に対する支援を行う、これはソフト対策でありま

す。 

 方針その４、津波に強いまちづくりとして、長期的には地域の財産を守るための対策を計画

的に行い、津波に強いまちづくりを進める、これはハード対策であります。 

 以上が串本町の津波対策アクションプラン、いわゆる行動計画であります。基本的な考え方

として、人命優先の逃げる対策を最優先にして、ソフト対策と連携した避難タワー建設や避難

路整備、住宅耐震改修などハード対策も必要となります。したがって、ハード対策は逃げる対

策の効果が十分発揮できるように、ソフト対策と連携する避難を助ける対策と位置づけ、取り

組んでおります。 

 これらをもとに取り組んできた行政や住民の事業や活動が認められ、平成24年には国交省の

災害に強いまちづくり先進事例として全国14自治体の取り組みの一つに選ばれております。 

 次に、避難路整備への支援についてであります。 

 避難路は、平成17年度以降に186カ所を整備、その一つの事例を御紹介します。 

 海抜３メーター足らずの海沿いの大水崎地区の住民たちは、町が指定した高台に逃げる避難

路では危険で15分もかかると判断しました。どうしたものかと悩みました。そんなとき、串本

町青年会議所が北海道南西沖地震による大津波被害を受けた奥尻町の町長をお呼びして、講演

会を開きました。住民はその話を聞いて意識が変わり、山に沿って平地を遠回りしながら走る

避難路では自分たちは逃げ切れないと思い、考えたのが、すぐそばの線路をまたいで上の山に

逃げる方法でございました。自分たちの力で避難路をつくり始めました。でも、10メーターも

進むとそこが沼地だったため、活動は中断します。そんなとき、その皆さんの活動ぶりを聞い

た町長が視察にやってきて心を打たれ、ここから上の避難路整備は町がやろうと決断、こうし

て鉄道会社とも相談の上で完成したのが大水崎地区の避難路であります。住民が自分たちで整

備し、始めたという点で特筆すべき出来事だと思います。これに要した予算は、自治会の予算

から50万円、町は499万円の予算を出し工事、合計549万円で全線が開通、これにより住民は６

分で避難できるようになりました。 

 ちなみに、後日、この住民活動が国に認められまして、平成15年には防災まちづくり大賞総

務大臣賞を受賞、16年には防災功労者内閣総理大臣表彰を受けております。 

 次に、自主防災組織の活動への支援について、備蓄倉庫、自主防災組織による避難路整備や

海抜表示看板の設置に対する補助を行い、避難訓練を実施しております。 

 その避難訓練の一例です。最近のこと、ＮＨＫのテレビなどに取り上げられ注目されており
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ますのが、串本幼稚園の避難訓練であります。雨が降らなければ毎日、海抜15メーターの高さ

の避難場所まで約100メーターの坂道を園児が全力疾走で逃げる訓練を行っておりまして、今

では３分で全員が到着できるようになったそうであります。肝心なのはこの全力疾走、まるで

散歩のように避難場所まで歩いている訓練が室戸でも散見されますが、この串本幼稚園児の避

難訓練の目的の一つは、この子たちが大人になったときのことを期待して行っているとのこと

であります。何事も習慣づいてこその上達です。御高齢の方々は別にしても、通常の駆け足が

できる市民の皆さんは、この串本町の子供たちに学び、毎年９月に行われている避難訓練では

保育園児から30歳ぐらいまでは室戸市でも全力疾走でと奨励してはいかがでしょうか。 

 次に、串本町が行います補助事業についてであります。 

 老朽家屋撤去補助事業として、補助率80％の補助金限度額100万円が用意されております。

ブロック塀等撤去補助事業として、これまで地震時に倒壊することが予測されておりますブロ

ック塀を倒れないアルミなどの塀に改修するとき、町は補助金を出してきましたが、これを

90％の補助率に上げたら事業が進んだそうであります。 

 また、感電ブレーカー購入費補助事業、これは地震時に発生する通電火災の防止のために電

源遮断機を取りつけるときの補助金であります。本市で採用できるものがあれば参考にしてい

ただきたいと思います。 

 次に、津波避難タワーの整備についてであります。 

 一例として、平成17年に建設されました田並地区の津波避難タワーがあります。町の中心部

から西に10キロほど行った田並地区には、当時に想定する津波高が６メーターだったため、そ

れに対応できるタワーを建設しましたが、平成24年に内閣府の津波想定が高くなったため、新

たにタワーの屋上に津波シェルターを設置しております。シェルターの金額は600万円、定員

は30名ということです。 

 串本町視察の最後に、公共施設の高台移転事業について現場に案内していただき、説明を受

けました。 

 ここは事業説明を受けました消防防災センターのさらに上、海抜53メーターの高台に整備さ

れました災害対策用地ですが、そこには新築の２階建て、３階建ての施設が建ち並んでおりま

した。くしもと町立病院、和歌山県東牟婁振興局串本建設部の建物、警察署、海上保安庁の施

設、国交省の施設などが既に建設され、今後数年間に小学校、幼稚園、保育園が移転、そして

海抜３メーターの中心街にある町の庁舎の移転計画も今進んでおります。 

 さらに、枠谷副課長は反対側の山を指さし、近い将来、あの場所に和歌山方面からの阪和高

速道が来て、あそこが串本インターチェンジになりますとのことであります。参加した委員の

皆さん一同はもううなるしかありませんでした。串本町と室戸市はともに半島南端の南海大地

震津波の最前線にある小さな町ですが、その違いに委員らは息をのみました。 

 枠谷さんにさらにお聞きしました。このように高台移転が次々と進むには、現在の町長の力
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だけではこんなに早くできないと思います。歴代のどなたかの先見性を持った町長の存在、継

続した町の取り組みと国や県の理解と協力などがあってこそだと思いますがとお話を聞いてみ

ました。副課長は、ええ、そうです、３代前の町長が地震と津波への対策が必要だと取り組み

始め、それを今の町長の時代まで引き続き取り組んできたからで、今の町長もこのように成果

が上がったのは３代前のあの町長がこういう施設の高台移転事業に取り組んでくれたおかげだ

といって感謝しておりますとのことでありました。あらゆる施設が建設され、ヘリポートもあ

り、少し下の台地には既に新築の家が100軒ほど建設され、団地が広がっていますし、その山

側には10年、15年しないうちに高速道路ができて、インターチェンジからの道が国道につなが

る、串本町の政治はこのほかに差し当たって何をすることがあろうかと思うほど進展しており

まして、串本町はまさに地震対策と津波対策の先進地でありました。政治はやはり強い政治力

と先見性、そして事業の継続性、自治体の願いや意欲だけではならないことも、県や国の応

援、支援、協力があれば実現することは多い、この３者が一体感を持って取り組むことの重要

さを串本町の高台に立ち、実感いたしました。 

 説明に、総勢９名は、羨望、うらやましい思いをもちまして視察を終了、この日は和歌山市

に宿泊いたしました。 

 視察２日目は、京都府綾部市を訪問、視察目的は定住促進政策及び空き家対策事業について

であります。 

 11月１日、和歌山市を出発、午後１時前に綾部市役所に到着、綾部市定住促進課の松原課長

から市の取り組みについて御説明をいただきました。 

 まず、定住促進事業の先進地綾部市の概要であります。 

 綾部市は、日本海に近い舞鶴市のすぐ南側の町です。総面積は347平方キロメートルで、市

域の77％が山林を占める自然環境豊かな田園都市であります。市域の多くは山に囲まれた農山

村地域ですが、工業団地を２つ抱えております。１つは京都府綾部工業団地、もう一つが綾部

市工業団地、ここに地元企業であるグンゼや日東精工初め京セラ、オムロンなどの有名企業の

工場があります。 

 そして、綾部市は京阪神から１時間半から２時間の通勤圏内にあり、大阪方面、京都方面、

舞鶴、敦賀方面と道路網、鉄道網がめぐっており、交通の要衝として昔から人や物の往来があ

る場所でございます。当然のように、市民は市内の企業に就職もいたしますが、近隣の都市部

の会社に勤めている市民も多いと見られます。 

 人口は平成28年６月で３万3,532人、室戸市より２万人多いですが、御多分に漏れず減少は

進んでおりまして、綾部市の人口減少率は、平成27年までの５年間の減少率でマイナス5.6％

で2,001人減少しており、17年以降はそれまでの倍近い減少率に変化しております。 

 では、定住促進策の一つ、水源の里振興事業について先に御報告いたします。 

 綾部市は、進む人口減少を重く受けとめまして、Ｕターン、Ｉターンを中心にした定住促進
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政策に取り組んでおりますが、そのきっかけづくりとして水源の里振興事業を開始いたしまし

た。この水源の里とは、東部地域を流れる川の最上流部に位置する５つの集落を指し、条例を

制定しておりますが、当該条例の対象となるのは、距離は市役所から25キロ以上、高齢化率

60％以上、世帯数20戸未満、位置は水源地域、この４つの条件を満たすものを水源の里として

おります。 

 事業のポイントとしては、水源に住む高齢者を中心にした住民が主体であり、それに対して

行政が補助金等の財政的支援、人的支援などの必要な施策の展開をする中で、住民の意識改

革、創意工夫を進めることが重要との捉え方でございます。住民の生活や山間地集落に住む

80歳前後の人たちの生活が崩壊しつつあること、また水源涵養、国土保全、環境保全といった

水源の里の３つの機能が崩壊しつつあることから、上流は下流を思い、下流は上流に感謝す

る、これを合い言葉に互助、共助の精神で活性化を図ろうと考え、これを綾部市全体の取り組

みとすべく、平成19年に綾部市水源の里条例を制定、水源地域を対象にこの条例に基づく水源

の里振興に取り組んでおります。人口減少といいますと、すぐに過疎、高齢化が考えられ、限

界集落という悲観的な捉え方もされますが、綾部市はそれを逆手にとるべく取り組み、全国的

に田舎暮らしや農業に従事しながらの暮らしが注目されていることも相まって、この事業は定

住促進政策として全国に注目されております。 

 そして、水源の里条例では４つの項目表が掲げられております。定住対策促進、都市との交

流促進、地域産業の開発と育成、地域の暮らし向上のこの４つであります。 

 １つ目の定住対策促進について言いますと、定住サポート事業費で定住希望者に対する情報

提供や各種相談から定住まで総合的に支援しております。水源の里活性化事業費で水源の里集

落の再生と活性化の取り組みを支援しております。 

 ＵＩターン者定住支援住宅整備事業費は、空き家を活用したＵＩターン者向けの定住支援住

宅を整備しております。空き家活用定住支援事業費は、京都府の補助金を活用して行う事業

で、定住希望者が空き家を購入または賃借し、改修するのを支援する場合、100万円を限度に

改修に要する経費の３分の２を補助しております。また、空き家提供者には、これまで５万円

でしたが、今年度から10万円の謝礼を行うことが決まった空き家流動化報償金給付制度もあ

り、これは家に残された家財道具などの処分費用として使われます。これらは室戸市も参考に

なるのではないでしょうか。 

 次に、集落支援員設置事業費は、集落支援員を配置し、地域活性化の取り組みを支援するも

のであります。 

 ２つ目の都市との交流促進として、都市交流イベントの開催、貸し農園オーナー制度、農家

民泊、農林業体験事業の実施などを進めております。 

 ３つ目の地域産業の開発と育成については、トチの実、フキなどの地域資源を生かした特産

物の生産、また森林作業や農作業のサポート制度を創設し、取り組んでおります。 
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 ４つ目の地域の暮らしの向上については、住宅の水洗化、光通信などの生活基盤の整備など

に積極的に取り組んでおります。 

 その他対外的には、平成19年11月、綾部市を中心に全国で同様の課題を抱える170の自治体

を組織する全国水源の里連絡協議会を設立、新たな過疎対策の検討などに積極的に取り組んで

いて、視察前の10月26日、27日には綾部市で第10回全国水源の里シンポジウムが開催され、こ

れには高知県内の23自治体も参加しております。 

 水源の里条例に基づく事業内容は以上ですが、この水源の里振興のポイントは、水源の里に

住む住民が主体であり、行政が補助金等の財政的支援、人的支援などの必要な施策の展開をす

る中で、住民の意識改革、創意工夫を進めることが重要だとのことでありました。 

 次に、定住促進事業担当課の変遷と移住と定住の用語についてであります。 

 綾部市では、この水源の里条例制定をきっかけに組織改編が行われ、平成20年度に企画部企

画広報課に定住サポート総合窓口を設置し、空き家バンクや定住希望者相談を開始します。さ

らに、22年度には、その定住サポート総合窓口を発展させ、定住促進課を設置、さらに23年度

にも組織改編を行い、定住促進部を新たに創設し、観光交流課、定住促進課、水源の里地域振

興課の３つの課で定住促進事業に取り組んでおります。これらの部署では定住に際して発生す

るさまざまな問題に対し総合的なサポートを行っております。 

 旧市街地に空き家が多いということですが、農村部の一戸建てへの定住希望者が多いため

に、農村部における空き家の発掘に力を入れながら、市中心部の空き家への定住促進、これを

どう呼び込むかが当面の課題だと披瀝しておられました。 

 担当課長の説明をお聞きし、いただいた資料などを見て１つ気づいたことがありました。綾

部市では移住促進と言わずに定住促進と言い、移住希望者と言わずに定住希望者として対応し

ております。移住してきた人でも定住せずに出ていくこともあろうと考えた綾部市は、移住し

てきた人が定住してくれることを期待して、定住促進、定住サポート事業などと、市が行う事

業名、用語に移住は使わず、移住に関することにも人にも定住云々と冠しております。また、

限界集落と呼ばず水源の里と呼びます。このように行政用語一つとっても、その土地のイメー

ジがマイナスになったりプラスになることはあります。本市もこれらは参考にならないでしょ

うか。 

 こうして、定住促進に取り組んでこられた綾部市は、平成26年に住みたくなるまち定住促進

条例を制定、同年４月に施行、これは定住促進について市民、事業者、行政が役割を明確に

し、これまでの住んでよかった綾部からさらに住みたくなるまち綾部へと変革、事業を発展さ

せていこうと、全市一丸となって取り組んでおります。 

 まだまだたくさんの説明をお受けいたしましたが、視察を終えて考えたのは、高齢化が進む

室戸市の移住促進、定住促進についての取り組みであります。限界集落を抱え、人口減少が進

む綾部市が取り組んでおられるきめ細かい定住者への対応は、学ぶべき点が数多くあると感じ
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ました。視察は午後３時ごろに終わり、この日は西脇市に宿泊をいたしました。 

 視察３日目は、兵庫県佐用町を訪問、視察目的は地域創生事業及びまちづくり事業について

であります。 

 11月２日、午前10時前に佐用町役場に到着して驚きました。100台以上はとめられる広い駐

車場、正面には大きな庁舎、左手には文化ホールと図書館が併設された建物、その全てが大体

新築でありました。それを不思議に思いお聞きしたところ、数年前に大水害があったとのこと

であります。帰ってきて調べたところ、平成21年８月９日の夜、兵庫県佐用町を中心として発

生した24時間に326.5ミリの観測史上最大の雨量を記録する豪雨で、死者、行方不明26名を出

しております。役場の前を流れる佐用川の水位は８メーターを越え、町の庁舎も大きな被害を

受けております。そうして、大水害の数年後、役場等々の施設が新築されたということであり

ます。 

 名刺交換の後、企画防災課の久保課長から事業説明をお受けいたしました。 

 まず、佐用町の概要からです。 

 17年に近隣３町と合併し誕生した新佐用町は、兵庫県西部の西播磨地域に位置し、西は岡山

県美作市と接しておりまして、その面積は307平方キロメーター、室戸市の248平方キロメート

ルより一回り広いエリアとなります。人口は平成28年10月で約１万7,051人、前回、22年度の

国勢調査から9.2％減少しております。近隣の都市との距離は、姫路市は約40キロ、神戸市は

約80キロの位置関係にあり、時間的距離も姫路市では、ＪＲ姫新線により約１時間と毎日の通

勤も容易で、働く場に困ることはない土地柄であります。町の南部には播磨科学公園都市があ

り、快適環境を備えた国際的な科学技術都市を目指しておりまして、今後も整備が進められ、

佐用町においての重要な役割を果たしていくことが期待されております。 

 さて、視察目的である佐用町の地域創生事業及びまちづくり事業についてであります。 

 日本の急速な少子・高齢化の進展に的確に対応し、特に地方の人口減少に歯どめをかけ、そ

れぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会を維持していくことを

目標に、国は平成26年11月にまち・ひと・しごと創生法を公布、まち・ひと・しごと創生長期

ビジョン総合戦略が示されました。その上で、地方自治体に対しては人口動向を分析して将来

展望を示す人口ビジョンと、それをもとに当該自治体における数十年後の将来的人口想定を中

心に置いた今後５年間の目標や施策を提示する地方版総合戦略を策定することが求められまし

た。そして、室戸市同様に佐用町においても地方版総合戦略策定の準備を進め、人口減少、少

子・高齢化に歯どめをかけるべく、昨年12月に地域創生人口ビジョン・総合戦略を策定してお

ります。 

 その全体像がいただいた資料の体系図に示されていて、それには人口の将来展望として

2040年に人口１万1,500人を確保すると宣言されております。2040年といえば、ことしから

24年後であります。佐用町は国勢調査で平成17年の国勢調査から５年ごとにマイナス5.9％、
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マイナス8.3％、27年の国調ではマイナス9.1％と減少率は年々高くなっております。 

 そこで、検証してみました。国勢調査のたびに９％減少すると仮定して、５年ごとに計算し

ますと、2041年には１万609人となり、2040年の人口はおよそ１万900人であります。佐用町の

総合戦略には2040年に人口１万1,500人を確保すると宣言しておりますので、佐用町の人口想

定はずばり人口減少の推移に合致しておりました。この多岐にわたる長期計画の地域創生人口

ビジョン・総合戦略に佐用町は４つの基本目標を設定、今後の取り組みを進めることにしてお

ります。 

 その内容です。 

 １つ目のまちの賑わい、しごとをつくる面では、学校等跡地施設利活用事業として、廃校と

なった中学校の校舎を8,000万円で取り壊し、次世代農業モデルプラントなどの新たな実践の

場として活用し、それを民間事業者と佐用町が共同で設立しました有限責任事業組合が運営し

ます。これは、雇用と新規就農者の拡大、ひいては関連産業の振興や定住人口の増加を目指そ

うとするもので、住民への効果が期待されております。 

 ２つ目の新たな人の流れをつくる面では、定住対策が柱となっております。地域おこし協力

隊員を定住促進、情報発信、農業、林業、観光の、この５つの分野で各１名募集、定住促進を

図るため、町の魅力や充実した行政サービスを掲載したパンフレットの作成、専用ホームペー

ジの立ち上げのほか、ハイキングやサイクリングなど集客が期待されるイベントの実施により

交流人口の増加を目指しております。 

 ３つ目の結婚・出産・子育てしたい環境をつくる面では、縁結び支援員２名による婚活サポ

ート事業を充実させています。これは全国各地の自治体が行っておりますので、本市でも事業

化してはいかがでしょうか。子育て支援では、保育園規模適正化事業に基づき、統合される新

しい保育園の建設工事に着手、平成29年度の開園を目指しております。 

 ４つ目の安心・安全・快適な暮らしをまもる面では、老朽危険空き家対策事業を実施、老朽

危険空き家等の管理適正化を図ることにより、倒壊等による事故などを防止し、安全・安心な

暮らしを実現します。また、自主防災組織に対しても地域の危険家屋の除去、処分等を補助し

ております。そして、買い物弱者対策として、事業者２名が行う移動販売車両の更新費用を助

成し、これには300万円を計上しております。 

 次に、地域づくり協議会についてであります。 

 佐用町は、町内を13の地域づくり協議会に分割、各協議会は道路や水路の清掃作業、防犯・

防災活動、集会施設の管理といった、そこに住み続けるために必要な活動や祭り、運動会など

の季節行事の開催、冠婚葬祭時の相互扶助、共同利用の農業用施設の管理、文化や技能の伝承

等々、多くの集落機能を任されております。 

 しかし、人口は減少し、ひとり暮らしの世帯や高齢者世帯等の増加という状況も相まって、

地域住民及び地域組織のつながりも年々希薄になっておりまして、市から依頼された任務とは
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いえ、協議会への負担も少なくないように感じました。この点は本市も注意しなくてはならな

いなあと感じております。 

 近畿圏内の綾部市と佐用町で痛感したことは、室戸市にないものが多くて、室戸もこんなふ

うにとうらやましく思いましたが、しょせんそれは実現不可能なない物ねだりであります。地

形の違いのほか、四国最南端とあって、隣の町から好影響を受けることの少ない室戸の町は嘆

いていても仕方がありません。そのハンディを乗り越え、視察させていただいた周辺環境に恵

まれた町の何倍も知恵やアイデアを出し、行動を起こして、国や県との連携を強めなければな

らない、そうしないと室戸市にあすはないなと痛感いたしました。 

 所管事務調査はこれで全て終了、参加された委員の皆さんは先進地でいただいたたくさんの

情報をかばんに詰め込み、午後６時前に室戸市役所に帰ってまいりました。 

 最後に、全ての視察を終えての所感です。 

 今回視察させていただいた串本町、綾部市、佐用町の３つの町は、みんな室戸市よりも先進

性に富んだ土地でありました。どの町も室戸市より人口の多い町で、そこから学び、生かせる

事例はたくさんありますが、今回の視察を終えて考えたことの一つは、まちづくりは感動と落

胆の度合いによってよくもなり悪くもなるということでございます。感動をパワーに変え、落

胆をエネルギーに変えして、まちづくりは進められるのだと感じ取りました。地域活動の経験

も踏まえて考えますに、まちづくりは感動づくり、人を落胆させてはならない、そう思いま

す。特に政治にかかわる人たちは、市民の皆様はもちろんのこと、市外から来られた人たちを

もいかに落胆させず、いかに感動させるかにかかっております。公正で遵法な政治運営、政治

活動はもちろんのことですが、市民が行う自発的な活動でほかの市民を感動させ続けますと、

市民が町にほれ、町に見切りをつけることも少なくなります。市民の自発的な活動で市外の人

たちを感動させることができましたら、人口は増加します。反対に、町にそのような感動させ

るような政治運営や住民活動がないと、市民は町の動きに落胆して町を出ていき、人口は急減

します。 

 串本町の高台への施設移転事業や大水崎地区住民の頑張り、そして佐用町の皆さんが大水害

にもめげず、その苦しみを脱して定住促進事業で人口が減少しても、豊かで暮らせるような仕

組みをつくろうとしている姿に私たち委員が心を動かされたように、その土地に住む人たちの

努力や頑張りに接し感動しますと、その町にほれますし、評判を聞きつけてこの土地に住みた

いとやってくる人たちもふえると信じております。 

 綾部市の水源の里振興にしても、基幹的な言葉である限界集落を使わず、山間部の５集落の

住民たちはこの土地を捨てるわけにはいかん、遅いかもしれんが、もう一度頑張ってみようと

決意し、上流は下流を思い、下流は上流に感謝するという助け助けられの互助、共助の精神で

活性化を図ってきました。光が当たれば人は変わるなどの意識改革のもとに行われてきた積極

的な取り組みも、本市にとっては参考になると感じました。 
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 町の政治は住民のためにあります。でも、支援し過ぎることはよくありません。防災対策、

災害対応を考える上で、自助、共助、公助という考え方がありますが、まちづくりも同じでは

ないでしょうか。自助は自分や家族のことは極力自分たちでする、共助は地域の人たちででき

ることは地域住民がお金を出し合ってでも行う、公助は住民ができないことは政治の力で行

う、まずこういう分離した活動があって、最後は政治の力で助ける、こうあるべきではないか

と痛感した次第です。他人に頼る前に、まず自分が創意工夫をすること、汗を流すこと、国や

県に頼る前にみずからの町が苦心し、努力し、誠心誠意住民のために尽くそうと努めること、

そういう姿勢を国や県が見ると、きっと応援してやろうとなると思います。努力にまさるもの

はないと言います。人一倍頑張り、ほかの自治体よりも頑張る、そういうパフォーマンスがあ

ってこそ町は起こせる、そう信じております。 

 走り走りでまとまりのない御報告となりましたが、今回の行政視察で参加者９名がそんなこ

とを考えさせられた視察でございました。 

 最後に、反省点を上げるとすれば、視察地選定の折の私の判断に誤りがありまして、３つの

視察地が互いに遠隔地となってしまい、委員の皆さんに御負担をかけてしまいました。長いバ

ス乗車時間への腰痛などの声もありました。どうかお許しいただきたいと思います。 

 また、事務局職員には視察地選定段階の情報収集やら資料づくり、視察する３つの自治体と

の打ち合わせ、ホテルの手配等々、多くの苦労をかけました。お疲れさんでございました。 

 そして、私たちを視察に行かせてくださいました市民の皆さんに、一同を代表して感謝申し

上げます。 

 以上、平成28年度の所管事務調査に関する総務文教委員会委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） ただいまの委員長報告に対し、質疑のある方の発言を許可いたしま

す。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって総務文教委員会委員長に対する質疑を終結いたします。 

 ここで健康管理のため11時20分まで休憩いたします。 

            午前11時10分 休憩 

            午前11時21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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（久保八太雄君） 次に、日程第16、産業厚生委員会行政視察における所管事務調査結

果についてを議題といたします。 

 平成28年度産業厚生委員会行政視察における所管事務調査結果について産業厚生委員会委員

長報告を求めます。小椋産業厚生委員会委員長。 
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            （産業厚生委員会委員長報告） 

○産業厚生委員会委員長（小椋利廣君） 平成28年10月、所管事項に関する行政視察、産業厚

生委員会委員長報告を行います。 

 産業厚生委員会は、平成28年10月19日から21日までの３日間、委員５名と事務局と執行部か

ら産業振興課の計７名で行政視察を行いました。 

 10月19日、島根県飯石郡飯南町を訪問、10月20日、鳥取県東伯郡湯梨浜町を訪問、10月

21日、岡山県新見市を訪問いたしました。 

 １日目、10月19日は、市役所を朝５時30分に出発をし、目的地の島根県飯石郡飯南町の中山

間地域研究センターに午後１時に到着をし、視察を行いました。 

 飯南町は、地理的に広島県との県境と中国山地の中に位置する中山間地域であり、町内の約

90％を山林原野が占める代表的な高原地帯で、かつての出雲の国、石見の国、備後の国の３国

にまたがる国境の地であり、また山陰、山陽地域を結ぶ中国山地の要衝のかなめとして古くか

ら開発をされ、人口4,965人の町で出雲神話街道と国道54号線、そして石見銀山街道が通って

おります。 

 中山間地域研究センターは、島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県の５県が共同で中山

間地域の振興策について広域的な研究に取り組む機関として、農林技術部門の鳥獣対策は研究

員３名と研究補助員２名で被害対策や捕獲対策推進のための課題解決に取り組んでおり、特定

鳥獣保護管理計画のモニタリング等を実施し、被害防止対策への取り組みとしては、イノシシ

捕獲用の防護柵の資材費や箱わなの購入費の補助、ハンター保険の負担支援、狩猟免許取得費

用補助を設けて、イノシシの捕獲奨励金は１頭当たり２万円で積極的に捕獲に推進をしており

ます。その他の捕獲団体の有効活用としましては、イノシシ肉の加工販売ではコロッケやみそ

漬け、肉まん、ぼたん鍋セットや鹿肉の有効利活用を行っております。 

 島根県の鳥獣類における被害額を見てみますと、ピーク時の1996年には約３億4,000万円近

くだったのが、2015年には7,500万円程度までに激減をしており、被害対策、捕獲対策が実に

効果を上げております。中国山地で農作物に一番被害を及ぼしているのが、イノシシやニホン

ジカであるとお聞きをいたしまして、室戸市では猿の被害が大きいので、猿の被害についてお

話を伺ってみますと、猿の被害は余りないということで、非常に残念でございました。 

 また、中山間地域の活性化につきましては、国産材の杉やヒノキの有効活用が一番であると

は思われますが、この研究センターでは島根大学などと共同で研究をして、耕作放棄地にソバ

や大豆を植えて栽培をすることは手間がかかるので、その代替え商品として、その地域に合っ

たいろいろな樹木のアカメガシワやケヤキやクヌギなどを植栽して、どの樹木がその地域に一

番適しているかを研究をしております。中山間地域は農林産物の生産が地域住民の生活の場で

あり、国土保全など多面的機能を担っており、過疎化、高齢化の進行、農林業の停滞などから

集落機能の維持保全が困難となりつつあり、こうした状況を打開、克服するため、中国地方５
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県共同機関として島根県中山間地域研究センターが設置をされ、農業、畜産及び森林・林業な

どの試験研究を総合的に実施し、技術指導や情報提供を行っている機関でありました。 

 ２日目、10月20日、鳥取県東伯郡湯梨浜町で、鳥取県栽培漁業センターの視察を行いまし

た。 

 鳥取県栽培漁業センターがある湯梨浜町は、鳥取県の中央に位置する日本海に面した東郷湖

畔にある羽合温泉や東郷温泉と二十世紀梨の産地で、人口は１万6,437人の町で、このセンタ

ーの中には財団法人鳥取県栽培漁業協会の事務所も一緒に入っております。今日の漁業界で

は、とる漁業からつくり育てる漁業への転換が進んでおり、鳥取県栽培漁業センターではマサ

バやキジハタ、カワハギ、ヒラメ、ギンザケ等々たくさんの魚類が養殖をされており、また種

苗放流ではアワビが12万個、サザエが36万個、ヒラメが６万尾、キジハタは５万尾、アユは２

河川で32万匹等々の個体が放流をされ、養殖技術が非常に進んでおりました。流通に乗り、採

算のとれているものもあれば、先の見通しがまだまだ不透明なところが多い中で、ふ化から稚

魚へ、養殖へと成長させて、販売に至る中でもいろいろな課題もあり、試行錯誤の状態が続い

ているものもあると言われておりました。 

 魚類の養殖、海藻類の増養殖及び魚の病気の調査や栄養指導についての調査研究を行い、海

草類の養殖ではアカモクやホンダワラなどの増養殖技術の開発に取り組み、県内の養殖業者の

巡回指導や魚病診断等を実施をしております。放流技術開発では、ヒラメやキジハタなどの試

験放流や市場調査を行い、資源調査では小型底びき網を用いた底魚の資源調査、潜水調査では

磯根資源の資源動向調査等を行い、内水面では東郷池のヤマトシジミの増養殖管理手法の開発

やアユの不漁時対策などを行うなど、業務は多岐にわたっております。種苗放流事業によって

漁業者には大きな成果につながるのではないかと期待をされ、事業が行われていると説明があ

りました。 

 この施設では、敷地内で水温も適温である地下海水の供給ができ、マサバ、キジハタの陸上

養殖が盛んに行われ、マサバは４月から５月ごろに採卵を行い、１年で25センチ前後の約

300グラムの成魚に成長したマサバを１年サイクルで出荷ができるように取り組み、陸上水槽

の中で完全に養殖をされておりました。天然サバは東京の築地市場ではキログラム当たり10円

から840円ぐらいで取引をされていると言われておりますが、養殖サバは高級料亭で１本当た

り約800グラム前後の成魚が1,600円前後の高値で取引をされているようで、歩どまりや肉質に

ついてはまだまだ餌の研究などを行い、出荷体制についても研究が必要であると言われており

ました。 

 将来の漁業にとっては、気象条件に左右をされない、不漁のない安定供給、安定経営のため

には栽培漁業は絶対に必要となってくると思われたことであります。室戸市には、栄養豊富で

貴重な海洋深層水があることから、適正な温度管理ができていくと品質の向上と付加価値をつ

ける養殖技術の開発に取り組んでいく必要があるのではないかと感じたことであります。 
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 次に、３日目、10月21日、岡山県新見市、ＭＳファーム、とと愛ランドにいみでチョウザメ

の視察を行いました。 

 新見市は、岡山県の西北部で吉備高原に位置する市で、北は中国山地を介して鳥取県に接

し、西は広島県に接する人口３万292人、市内の大半が石灰岩質の標高は約400メートルから

600メートルのカルスト台地上に位置したわずかな平野に市街地の中心部があり、その中の普

通河川沿いの１カ所にとと愛ランドにいみのチョウザメ養殖場が建設をされており、成魚に達

したメスの卵からキャビアを採取をしておりました。 

 チョウザメは現在28種類あり、３億年前から生存をしていたと言われ、シーラカンスが多く

生存をしていたころの時代にいた魚の残存種であると言われております。チョウザメの種類の

中でオオチョウザメは世界最大のチョウザメで体長は約8.6メートルぐらい、体重は2,700キロ

グラムぐらいに達したという記録があり、コチョウザメは主にヨーロッパに生息をする小型の

チョウザメで、最大１メートル前後、体重は約15キロ程度になると言われております。この養

殖場で飼育をされておりましたチョウザメのベステルはオオチョウザメのメスのコチョウザメ

のオスを人工的にかけ合わせたチョウザメで、オオチョウザメのキャビアのおいしさとコチョ

ウザメの抱卵年齢の早さをあわせ持ち、体長は約１メートル前後であり、体重は40キロ前後ま

で成長し、寿命は約25年度程度と言われておりました。 

 世界３大珍味の一つであるキャビアを採取するチョウザメがとと愛ランドにいみで地下水を

利用して養殖をされております。 

 20日の夜は、新見市のとと愛ランドの近くで宿泊をしましたので、全員が初めて夕食にチョ

ウザメの刺身を食べました。サメはアンモニアのにおいや口ざわりが悪いのではないかという

皆さんの先入観がありましたが、においもなく、割とあっさりとした味で、サメという名前は

ついているものの、淡水魚であるということが理解をできたところでございます。 

 チョウザメの名前は、体表にあるかたくて大きなうろこがチョウの羽根の形をしていること

と全体的な形がサメに似ていることに由来をしているという説明を受けました。チョウザメは

サメと名づけられておりますが、サメの種類ではなく、基本は淡水魚ですが、中には海水でも

生存ができるものもいるとのことです。チョウザメには歯がなく、下向きについた口の左右に

ある２対のひげと嗅覚を駆使して底面の餌を探し飲み込み、氷が張るような低温から25度を超

えるような水温まで幅広く適応ができていけるという魚であるということで説明がありまし

た。 

 現在、4,000匹のベステルのチョウザメを飼育をしておりますが、目玉商品のキャビアがと

れるには７年から10年間を要すると言われており、現在は年間60キログラムから80キログラム

のキャビアを生産し、塩漬けした瓶詰のフレッシュキャビアとして開発を行い、出荷先は新見

市でふるさと納税での販売や2010年秋からは東京の百貨店から専売商品として販売を行ってお

りますが、今はまだまだ採取量が少なく、今後は10年サイクルで毎年キャビアの採取ができる
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ように、施設の拡大を行い、安定したキャビアの量が採取できるように、さらなるブランド化

に向けて取り組み、採算ベースに乗せていく計画であるとお聞きをいたしました。 

 これで３日間の視察は終わり、最終日の10月21日は、新見市から帰る途中、香川県の豊浜サ

ービスエリアで休憩をしているときに、午後２時７分、気象庁の緊急地震速報が携帯メールに

流れ、鳥取県での地震発生を知り、帰宅後、前日の視察地である湯梨浜町でも強い揺れが観測

されたと聞いており、鳥取県では大変大きな被害が出ていることを知り驚きました。本市でも

南海トラフ巨大地震に危機感を持って、最大限のスピードで防災対策を進めていかなければな

らないと全員で感じたところでございました。 

 執行部も参加をしてお互いに質問や意見も述べて視野を広めていく中で、今後は本市でも鳥

獣対策への取り組みや漁獲高の減少に伴い、とる漁業からつくり育てる漁業への転換も必要で

はないかと感じたところでした。２泊３日間の限られた時間での視察ではありましたが、大変

多く参考になる事例もあり、今後、室戸市における行政課題に取り組む方向性や必要性を感じ

た視察でありました。 

 以上で産業厚生委員会委員長報告を終わります。 

○議長（久保八太雄君） ただいまの委員長報告に対し、質疑のある方の発言を許可いたしま

す。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保八太雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって産業厚生委員会委員長に対する質疑を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、５日月曜日の日程は一般質問であります。 

 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。 

            午前11時39分 散会 

 

 


