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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12月第６回室戸市議会定例会におきまして、市民を代表して市民の

目線に立って通告に基づき一般質問を行います。 

 まず最初に、ことしの４月14日に震度７の熊本大地震から復旧・復興に向けて取り組んでい

る最中に、半年後の10月８日には、阿蘇山中岳が36年ぶりに爆発的噴火が発生し、10月21日に

は、鳥取県中部で震度６弱の地震が発生、また11月22日には、福島沖でマグニチュード7.4の

大きな地震が発生し、被害に遭われました皆様方には本当に心からお見舞いを申し上げます。 

 それでは、一般質問に入りたいと思います。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)両栄橋の早期完成についてお聞きをいたします。 

 市道室津浮津線にかかる両栄橋は、旧国道55号線上にかかる橋梁で、３スパンで幅員は５メ

ートル、延長は33.1メートルで、幅員1.7メートルの歩道橋は、後から下流側に建設をされ、

構造上の推定建設年度は1935年ごろではないかと推定をされており、橋梁建設後約80年が経過

をして、経年劣化による損傷が激しく、落橋の可能性等があり、今回全面的なかけかえ工事に

着手をしております。この橋梁の架設位置は、二級河川室津川の中でも川幅が一番狭く、河床

には岩盤が露出をしており、先人の技術者たちはすばらしい位置を選んで最高の場所に橋梁を

建設したのではないかと推測をされます。また、同じころの年代に架設をされた橋梁は、吉良

川旧西の川橋、旧東の川橋、旧椎名川橋、旧尾崎川橋、旧佐喜浜川橋、旧入木川橋等々の旧橋

が多く建設をされており、老朽化も一段と進んでおります。両栄橋の約100メートル下流に

は、右岸側の下町部落に通じる港橋が建設をされておりますが、この橋梁も室津川の一番河口

にあるため、高波による被害や塩害により、両栄橋とちょうど同じ時期に上下流の橋が全面通

行どめとなり、室戸市内の中心街で室津川を挟んで東側の境町地域、西側の浮津地域に分断を

され、日常生活の経済状況や交通網も東西に完全に遮断をされておりますので、住民の方々
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は、地域経済の活性化や日常生活にも大きな影響があり、大きく支障を来すと言われておりま

す。また、商店街の中には、長期間にわたる東西の分断や人口の減少により、廃業や閉店に追

い込まれる店舗があるというお話を聞いておりますので、早期完成に向けての対応が必要であ

ると考えております。両栄橋の新しい完成年度は、平成31年５月であるとお聞きをしており、

完成までには約２年６カ月余りかかることになり、市のほうからは、通行どめについての説明

会や通行規制について、迂回路の位置図や文書の配布もあったようですが、地域住民の方々は

余りにも工事日数が長くかかり過ぎる、下町地区の住民の中では、高齢化などで買い物難民が

増加をしており、日常生活にも大きく影響をしてくると、困惑をされております。 

 新しい橋の構造は、１スパンであるとお聞きをしており、下部構造は右岸、左岸、両岸に鉄

筋コンクリートの新しい橋台を建設して、その上部構造は鋼鉄製のＨ形鋼を加工して鋼材を組

み合わせ、その上に鉄筋コンクリートの床版工を建設をするという工法であるとお聞きをして

おり、下部工の橋台の新設工事と上部工の鋼鉄製の製作工事を同時に発注することは、工法上

可能であると考えておりますので、上部工、下部工を同時に発注する予算を計上して、下部工

事の橋台が完成すると、すぐに上部工の架設に着手をして、完成まで２年６カ月かかる工事日

数を、工事完成までの工法の組み合わせによって、１カ月でも、２カ月でも、また半年でも、

一年でも早く工事日数を短縮して工期を短縮し、地域経済の活性化のために、また市民の要望

にも応えて、少しでも早く通行ができるように、早期完成に取り組むことはできないか、お聞

きをいたします。 

 (2)道路改良工事予算の増額についてお聞きをいたします。 

 現在、室戸市の市道に認定をされております路線数は536路線で、延長は約212キロメートル

と非常に長く、そのうち３年計画で改良工事が予定されております重要改良計画路線は22路線

あるとお聞きをしており、延長は約10キロメートル余りの市道が道路改良や側溝の整備計画に

予定をされているとお聞きをいたしております。各自治体の地域を訪問したときに、道路や公

園などが完全に整備をされているところは、行政の取り組みがしっかりしていて、行政が安定

をしている自治体であるというお話を聞いたことがあります。道路改良計画につきましては、

９月議会でも質問をさせていただきましたが、市道路線の整備や道路側溝整備などへの取り組

みが非常におくれていると考えております。小松市政になってからは、市街地の住環境整備事

業に着手をして一生懸命取り組んではおりますけれども、他の市町村から見ても、まだまだお

くれているのではないでしょうか。９月議会での市長さんの答弁では、道路改良工事に取り組

む予算は、社会資本総合交付金などを活用して総合的に取り組んでいるとされており、近年は

要望額に対する国・県の配分額が少なくなってきていると言われておりますけれども、今の現

状では改良工事はなかなか進んでいかないと、私は考えております。今までにも、市長さん

は、道路改良予算は年間約２億円を目標に取り組んでいると答弁をされてきておりますけれど

も、今計画されている道路改良路線が完成になるには、新たな計画路線なども含めると、完成
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に至るには今から10年前後の年月が必要ではないかと考えているところでございます。高齢者

の増加や住民福祉への取り組みや市街地の中でも限界集落が出始めている地域もあり、道路改

良計画の早期完成は、室戸市の将来が大きくかかっていると言っても過言ではないと思いま

す。人口の減少により、地方交付税や道路改良予算などの減少もあり、厳しい財政状況ではあ

りますが、室戸市道路改良計画路線の早期着工、早期完成に向けて、さらなる道路改良予算の

増額に取り組んでいくことはできないか、お聞きをいたします。 

 (3)第19回室戸岬健康マラソン大会の費用対効果についてお聞きをいたします。 

 平成28年10月16日の日曜日に、第19回室戸岬健康マラソン大会が、これまでに最多の

1,050人が県内外から参加をして盛大に開催をされたと報道をされております。この大会は、

室戸市の海岸線を走り抜ける太平洋のすばらしい眺めと起伏に富んだ抜群の海岸線が見える室

戸市の一大イベントであると考えております。市民マラソンの魅力であるおもてなしサービス

として、マッサージコーナーの特設や室戸ドルフィンセンターの入場料、特産品を詰め合わせ

た参加賞や、今回はふるさと納税３万円の返戻として、大会参加費と前日の歓送迎会費や宿泊

費を免除する特典を15人が利用してきたとお聞きをいたしております。 

 他の市町村でも、いろいろな取り組みをしており、この前に行ってきました岡山県新見市で

は、旅行会社に依頼をして、旅行会社が新見市をめぐる観光コースを企画し、募集をして、新

見市に来る観光客には１人2,000円の助成金を出して、観光客の誘致に取り組んでおり、旅行

会社が日付をかえて何回も募集をして、大型の観光バスが何台も来ると、そこの観光地では多

くの土産物が売れるなど、大変大きな活性化につながると言われております。今回の取り組み

は、いろいろな工夫を凝らした歓迎がされたとお聞きをしておりますけれども、また来たいと

思ってもらえるような満足度を高めていく大会にしていきたいと言われておりますが、第19回

室戸岬健康マラソン大会の実行により、室戸市の活性化や宿泊や観光商品の販売等々、費用対

効果についてはどのような効果があらわれたのか、お聞きをいたします。 

 (4)南海トラフ巨大地震についてお聞きをいたします。 

 南海トラフ巨大地震についての質問は、今までにも自主防災組織や施設整備や備蓄品、避難

場所等々いろいろな角度から質問をさせていただきました。平成28年４月14日午後９時25分ご

ろ、熊本県益城町では、震度７の地震があり、建物の倒壊や多くの死亡者が出るなど、大変大

きな被害が出ており、この地震は「平成28年熊本地震」と命名をされ、今もなお多くの方々が

避難生活を続けられております。平成28年10月21日午後２時７分ごろ、鳥取県中部の倉吉市や

湯梨浜町では、震度６弱の鳥取県中部地震があり、湯梨浜町庁舎のタイル壁が剥がれ、倉吉市

の観光名所でも被害が続出をしており、多くの人が重軽傷を負うなど、大きな被害が出ている

と報道をされております。また、平成28年11月22日午前５時59分ごろ、福島沖を震源とするマ

グニチュード7.4の地震があり、福島県、茨城県、栃木県の広い範囲で震度５弱を観測し、日

の出前でまだ薄暗い中、住民に避難を呼びかける防災行政無線が鳴り響き、1.4メートルの大
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きな津波が押し寄せ、宮城県には気象庁が予測を上回る津波が到達をしたため、急遽注意報か

ら警報に切りかえたので、避難をめぐっては自治体の対応に混乱が生じ、一部地域では避難の

車が渋滞をするなど、予測精度に課題を残しながら、今後は避難の方法の見直しなど検討課題

が多く残されたと分析をされております。熊本県や鳥取県、福島県など、最近非常に多くの地

震が発生しており、南海トラフ巨大地震は、近い将来必ず起きると言われておりますので、あ

すは我が身になるのかもしれないという思いの中で、非常に恐怖心を覚えているところでござ

います。 

 最近の「地震研究最前線」という報道では、南海トラフ周辺では、海側のプレートの岩盤が

陸側プレートに年間約６センチ程度沈み込み、それに伴って陸側プレートが動く滑りの大きさ

は、場所によっては違うとされておりますが、いろいろな角度からの解明が進んでおり、東

海・東南海・南海の三連動地震の確率が７割程度に達してきたと報道をされております。南海

トラフ巨大地震の津波は、室戸市や東洋町の沿岸には最速で３分、土佐清水市の沿岸には４分

で到達すると予想されており、一秒でも速く避難時間を確保することが大切であると言われて

おります。10月21日に鳥取県中部で起きたマグニチュード6.6で、震度６弱の地震は、知られ

た活断層がない場所で起き、活断層がない場所でもこんな大きな地震が発生するので、気象庁

は警戒を呼びかけており、また11月22日午前５時59分ごろには、福島県沖でマグニチュード

7.4、震度５弱の地震は、最大高さ1.4メートルの津波が襲来し、多くの重軽傷者や漁船や養殖

漁業にも大きな被害が出ております。これらのことから、今まで施設整備を重点に質問をして

きましたが、地震や津波対策には、一秒でも速くを大事にする初動行動や誘導態勢が大切で、

避難体制の充実が求められており、職員や自主防災組織の体制強化や多くの市民に一秒でも速

い安全で安心な初動誘導と人の命と地域の財産を守るために、さらなる防災対策や減災対策に

はどのように取り組まれていくのか、お聞きをいたします。 

 (5)国立室戸青少年自然の家の利用率向上についてお聞きをいたします。 

 この件につきましては、今までにも何回か質問をさせていただきましたが、今回は稼働率が

50％を切るかもしれないという非常に厳しい状況になっているとお聞きをいたしておりますの

で、一般質問を行いたいと思います。 

 独立行政法人の制度、組織の見直しの基本方針において、国立青少年交流の家などの自治

体、民間への移管等に向けた取り組みや稼働率の低い施設の廃止に向けた検討を積極的に進め

る、今後、例えば職員研修などにも配慮しつつ、閑散期には施設を閉じる季節開設を検討する

など、体験活動の機会と場の確保という観点から、より効果的、効率的なあり方について、さ

らに検討を行う必要がある。 

 なお、稼働率の低い施設については、過去の閣議決定において、原則として稼働率が５割を

下回り、今後もその向上が期待できないものとされており、引き続き、それを踏まえることが

適切であるとされております。 



－43－ 

 ここで、室戸青少年自然の家の過去３年間の宿泊稼働率を調べてみますと、平成25年度の稼

働率は51.5％、平成26年度も51.5％、平成27年度は50.5％で、過去３年間は辛うじて50％を達

成しておりますけれども、非常に厳しい運営状況が続いているとお聞きをいたしております。

現在の状況を調べてみますと、今年11月末現在の稼働率は45.5％と、大きく落ち込んでおり、

今から寒い時期を迎えて、プラス５％の稼働率を上げる取り組みは大変であると言われており

ますので、50％の稼働率に到達ができるよう、皆様方の温かい御協力もよろしくお願いをいた

したいと思います。 

 宿泊がキャンセルになった主な要因をお聞きをいたしますと、中学校では学校行事のため２

校で500人、第２ロッジ使用不可能なため１校で270人、小学校では授業時間確保のため１校で

220人、青少年活動団体ではバス代の高騰により事業計画の見直しにより１団体360人、台風の

接近のため天候不良により３団体240人、また宿泊研修自体の見直しが３校あり382人、隔年利

用の見直し校が３校で126人、その他学校の都合によるキャンセルが４校で458人、まだまだほ

かにも要因があるようですが、平成28年度はキャンセルも非常に多く、利用率が大きく落ち込

んでいるとお聞きをいたしております。 

 平成20年９月、高知県議会定例会に、国立室戸青少年自然の家存続に関する意見書が提出を

されております。その内容の一部分ですが、国におかれては経済的な合理性などの画一的な見

地から、国立青少年教育施設の廃止、統合を検討することなく、むしろ全国的に教育の機会均

等などを保障するとの観点から、本県及び四国の青少年にとって貴重な学校外での集団、自然

体験活動の場としての国立室戸青少年自然の家を存続されるよう強く要請するということで、

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、行政改革担当

大臣あてに提出をされております。 

 また、平成20年12月24日には、室戸市議会として国立室戸青少年自然の家存続に関する意見

書が提出をされておりますので、その内容の一部分は、国立室戸青少年自然の家は、昭和50年

に全国初の少年自然の家として設置をされ、これまでに100万人を超える青少年等が利用し、

その立地条件を生かした海洋型青少年教育施設として、先導的、モデル的な事業を展開してき

た。また、広域的施設として、利用者数も増加をし、年間延べ９万人の研修生を受け入れてい

る。しかし、廃止、統廃合を回避する基準となる稼働率５割の達成については、さまざまな努

力をしているものの、少子化の進展や地理的条件などから、いましばらくの猶予が必要であ

る。人口も少なく、経済力に乏しい本市では、子供たちの将来に資するべき機関となる社会教

育施設が乏しく、また基礎学力の定着や不登校などの教育問題、あるいは基本的生活習慣の確

立や青少年の社会的自立のおくれなどが指摘をされる現状では、次代を担う青少年の健全育成

は、市を挙げての課題であり、その根幹をなす体験活動の充実は、市民全ての願いである。こ

れを衆議院議長河野洋平様、参議院議長江田五月様、内閣総理大臣麻生太郎様、総務大臣鳩山

邦夫様、財務大臣中川昭一様、文部科学大臣塩谷立様、行政改革担当大臣甘利明様宛てに提出
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をされております。高知県議会や室戸市議会としても、国立室戸青少年自然の家存続に向けて

取り組んでいく決意の意見書が提出をされておりますので、私たちもこれを重く受けとめて取

り組んでいかなければならないと思います。 

 また、国立室戸少年自然の家は、国内の建築界でも最も権威がある日本建築学会賞に

1977年、昭和52年に高知県第１号として受賞しており、非常に重要で貴重な施設であります。

建設後40年が経過をし、施設も老朽化をして、現在のニーズに合わないトイレや内装の改修に

つきましては、ことしはいろいろな努力の結果、予算が確定をし、独立行政法人国立青少年教

育振興機構から、国立室戸青少年自然の家くろしお棟内装改修、その他工事が年内には発注を

され、新年度から新しくリニューアルされる予定であるとお聞きをいたしており、次年度に向

けては、別の施設から譲り受けて、送迎用の足の確保に使用している３台のバスも古くて使用

の限界が近く、公共交通の少ない当地域にとっては、宿泊者数増加につなげる足の確保が重要

であり、バスを更新する予算の確保に向けても、稼働率50％が求められているとお聞きをいた

しております。この施設が建設された昭和50年当時から考えますと、人口の減少や少子・高齢

化や過疎化が進む中、生徒数の減少や学校数の減少等々により、非常に厳しい現状ではあると

思いますが、何としてでも存続に結びつけていかなければならないと考えております。 

 また、室戸阿南国定公園の国定という名前はありますが、国立青少年自然の家という名前の

大きなブランド名は、全国に28施設ある中で四国には２カ所あり、そのうちの１カ所が国立室

戸青少年自然の家で、国立という名前の施設があることは、室戸市においても非常に大きなブ

ランド名であると思います。利用促進に向けて、さらなる取り組みが必要ではないでしょう

か。私たちも微力ではありますが、10月の利用者が少ないときに、同僚議員とともに宿泊研修

を行いました。今後も、できる限り協力をしていきたいと考えておりますので、議員各位の皆

様方にも御協力のほど、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 自然の家も稼働率達成に向けて、所長さんを初め職員が一丸となっていろいろな取り組みを

しているようですが、今の段階では稼働率50％達成に向けて宿泊者数で約4,500人ぐらい不足

をしているとお聞きをいたしております。国立室戸少年自然の家建設には、室戸市も率先して

取り組み、室戸市の市有地の上に自然の家は建設をされており、借地料もいただき、室戸市の

予算にも反映をされております。ことしの12月には、室戸市は自然の家と災害等における施設

の利用に関する協定を結ぶと言われており、収容可能人数は650人くらいで、避難所の拠点施

設として、災害用備蓄物資の保管場所や避難所体験研修や防災キャンプ等々、施設全体が利用

促進にもつながると思いますので、稼働率向上に向けても貢献をお願いをいたしたいと考えて

おります。平成28年度も残された期間は、あと４カ月しかありません。室戸市を挙げて稼働率

達成に向けて全面的な協力をしていくときは、今しかないと思います。非常の事態に直面をし

ており、人口の少ない当市でも、市民とともに学校関係者やあらゆる団体や企業さんにも協力

依頼をするなど、高知県や高知県教育委員会、各市町村のいろいろな関係者にも協力をお願い
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するなど、限られた日数を最大限活用していかなければならないと考えております。 

 室戸市では、３月に、室戸少年野球大会もあり、高知市内外のチームが多数参加をされます

ので、自然の家での宿泊をお願いすることはいかがでしょうか。多少なりとも稼働率に貢献が

できると思われますし、ほかにもいろいろなアイデアを出して、稼働率向上に努力をしていた

だきたく、取り組みをよろしくお願いをしたいと思います。 

 平成28年度の稼働率50％に向けて、室戸市としてはどのような協力体制で取り組んでいける

のか。また、国立室戸青少年自然の家利用促進協議会会長の谷村教育長さんは、稼働率50％に

向けてはどのような対策を考えられて取り組んでいく予定であるのか、お聞きをいたします。 

 これは、非常に失礼ですが、小松市長さんと谷村教育長さんは、別の立場からの答弁をお願

いをいたしたいと思います。 

 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、私からは、(2)道路改良工事の予算の増額についてでございます。 

 本年度の道路整備に係る予算につきましては、９月議会でもお答えをいたしたところでござ

いますけれども、当初予算で約５億1,000万円を予算化をいたしているところでございます。

しかし、御案内のとおり、国の交付金の配分額が約３億5,000万円でございまして、要望額の

約７割でございます。したがいまして、残りの３割分につきましては、財源不足となることか

ら、事業の実施ができない状況となっていたところでございます。しかしながら、今回国にお

きまして、未来への投資を実現する経済対策として補正予算が成立をしたところでございま

す。本市におきましては、道路交付金予算の増額をこれまで要望をしてまいりました。その結

果、当初要望額の満額の配分をしていただくとともに、追加分として5,500万円の予算配分を

受けることができたところでございます。そして、今回その追加分につきましては、12月補正

予算に計上をさせていただいております。したがいまして、本年度の道路改良予算は、総額で

約５億6,000万円となっているところでございます。全体として15路線と橋梁点検の業務を進

めることといたしております。また、特に北生線、河内線、三津本線などにつきましては、増

額をして早期完成を目指したいというふうに思っているところでございます。今後におきまし

ても、当初要望額の満額の配分や増額要望を重ねていきたいと考えておりまして、道路予算の

確保に全力を挙げ、またそのことによって市道整備の早期改良を目指してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、(5)でございます。 

 国立室戸青少年自然の家の稼働率向上についてお答えをいたします。 

 室戸青少年自然の家に関するこれまでの経過につきましても、以前に御答弁を申し上げてい

るところでございますが、稼働率が50％を下回りますと、統廃合の対象となることから、稼働
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率の向上に取り組んでいるところでございます。本市といたしましても、自然の家は青少年の

自然体験活動の場として、また地域の雇用であるとか、地域の経済のためにも大変重要な施設

であると認識をいたしております。そして、平成20年からは、室戸青少年自然の家利用促進協

議会を設置し、利用促進の支援活動も行っているところでございます。本年の自然の家の利用

状況につきましては、議員さん御案内のとおり、４月、５月に大きなキャンセルがあるなど、

例年以上に厳しい状況でございます。これまで私といたしましても、自然の家の稼働率向上の

ため、県内私立高校などを訪問し、利活用を要請するとともに、韓国からの野球合宿の受け入

れに力を入れ、誘致活動に努めてきたところでございます。その結果、韓国からは１月にリト

ルリーグや中学校など合計91名が約40日間、自然の家で合宿をしていただけることとなってお

ります。また、これら合宿受け入れのため、中央公園グラウンド南側の防球ネットの設置や合

宿中の移動用のバスの問題、そしてまた通訳の方の支援というようなことを行うことといたし

ております。 

 そのほか、市といたしましても、稼働率向上のため、毎年宿泊を伴う新採や課長などの職員

研修を行っているところでございます。この５年間では、10回延べ232名が利用をいたしてお

ります。本年度におきましても、11月に、課長級及び３年次職員合同宿泊研修を行い、39名が

利用をしているところでございます。１月にも市長と新採職員の宿泊研修を実施する予定であ

ります。また、今月12月10日、11日には、第27回日本ウミガメ会議室戸大会を開催することと

いたしておりますが、その参加者の宿泊利用といたしまして、２日間で約100名の宿泊と懇親

会会場として約200名の参加が見込まれているところでございます。 

 そうした中、小椋議員さんにおかれましては、自然の家で宿泊研修をされたとのことでござ

います。感謝を申し上げる次第であります。今後とも、市といたしましては、これら支援対策

を一層強化をしてまいります。 

 そしてもう一点、何よりも大事なことは、自然の家みずからが教育事業や研修支援事業に全

力で取り組むことにより、魅力的なプログラムの開発や私立高校などを含め、多くの関係者に

対し、利用の促進を要請することが大事であるというふうに思っております。また、本年度自

然の家では、所長が退職をし、２名いた次長がともに異動というような状況となっておりま

す。したがいまして、本年は所長１人、次長１人、新人の２人というような状況となっている

ところでございます。市といたしましても、これらにつきましては、前段で申し上げましたよ

うに、全力で支援をしてまいりますが、今後自然の家の活動を充実をさせていくためには、体

制の強化が望まれるところでございます。 

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

しくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 岡本建設土木課長。 

○建設土木課長（岡本秀彦君） 小椋議員さんに、１の(1)両栄橋の早期完成についてお答え
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いたします。 

 議員さん御案内のとおり、両栄橋は平成28年11月17日よりかけかえ工事のため、全面通行ど

めとなっております。地域住民の方々を初め道路利用者の皆様には、大変御不便をおかけして

おりますが、安心・安全に御利用いただくため、御理解と御協力をお願いしているところでご

ざいます。 

 今回のかけかえ工事につきましては、平成27年度に地質調査、橋梁詳細設計を実施し、平成

28年度には建物、上水道移転補償、用地買収、工事損害事前調査を行い、９月より本工事に着

手したところでございます。この工事は、高知県が管理する二級河川室津川の河川内工事とな

るため、河川法により河川管理者である高知県知事の許可が必要であり、県河川課との協議の

結果、工事施工期間は渇水期である11月から２月末までの４カ月間に限られております。それ

に基づき、施工実施工程について計画いたしましたところ、平成28年度は工事用仮橋設置、旧

橋の上部工及び橋脚の撤去工事を11月から翌年２月まで、平成29年度は旧橋台の撤去と下部工

で橋台２基、護岸工の取り合わせ工事を、同じく11月から翌年２月まで、また翌債を活用して

上部工、橋桁の工場製作でございますが、これを同年の１月には発注したいと考えておりま

す。平成30年は、その上部工、工場製作をしたものを10月まで完了させ、橋桁架設工事を11月

から翌年２月まで行い、また翌債の活用により、橋面工を同年２月には発注したいと考えてお

ります。平成31年度は、引き続き橋面工、上部コンクリートと舗装でございます。水道管本管

移設工事を４月から５月末までの工程で行うこととし、工事完成、通行開始予定は、平成31年

６月から、通行どめの期間といたしましては、２年７カ月となる見込みでございます。 

 議員さん御質問の上部、下部工を同時発注し、下部工の完成後すぐに上部工の架設に着手で

きないかについてでございますが、先ほど説明したとおり、下部工橋台２基と護岸工を平成

29年11月から翌平成30年２月までの間実施をいたします。そして、上部工、橋桁については、

同年２月から工場製作に着手し、その年の渇水期11月に行う上部工架設に完成時期を合わせる

形での発注を計画しているところでございます。 

 なお、上部工、橋桁の架設については、橋桁を支えるベント工、これは大型使用工が必要と

なります。渇水期である11月から翌２月までの期間しか行えないものであります。工事期間中

は、両栄橋は全面通行どめとなりますが、工事期間外には、工事用仮橋を歩行者が通行できる

よう計画しているところであり、また、普通車等の通行の可能性についても、構造上の問題点

など関係機関と現在協議を行っているところであります。 

 また、下流川の港橋につきましては、塩害等による損傷が相当進んでいることから、通行ど

めとしているところであり、周辺住民の皆様には御不便をおかけしておりますが、歩行者だけ

でも利用できないか、現在細部の損傷調査等を行っているところであります。 

 なお、関連いたしまして、市道下町本通り線の交差点改良に伴う建物の移転補償、用地買収

がこのほど完了したことから、この12月には、改良工事を発注し、来年３月末に完成の予定で
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ございます。両栄橋かけかえ工事につきましては、工事が遅延しないよう、工程管理や施工管

理をしっかり行うとともに、事故等の安全対策についても適切に行い、早期完成が図れるよう

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） 小椋議員さんに、大きな１点目の(3)室戸岬健康マラソン大

会の費用対効果について、私のほうからお答えいたします。 

 第19回室戸岬健康マラソン大会は、本年10月16日に県内外から1,050名の参加を得て、海の

駅とろむ発着で開催されました。参加者1,050名の内訳としましては、県外は北は東北地方か

ら南は九州まで、日本各地から305名の方に参加いただきました。一方、県内におきまして

は、室戸市内の参加者は36名、市外からは709名の参加がありました。ことしの大会は、例年

のホームページでの告知に加え、インターネットでの広報の充実とともに、新たにふるさと納

税において、マラソン大会と宿泊を組み合わせた返礼品を設けるなど、取り組みを行いまし

て、その結果、1,000人を超える参加者を得て、盛会のうちに開催することができました。参

加者の皆さんには、参加賞や特別賞などの景品として、水産加工品や木炭など約150万円分の

地元の特産品をお渡ししたことで、地域特産品の販売促進に貢献できたと考えております。ま

た、ことしは初めての取り組みとして、前夜祭を行いまして、30名の参加をいただいたところ

でありまして、これらの方々の宿泊につながっております。そのほか、参加者や大会関係者な

どへの弁当約800食、約50万円分、大会Ｔシャツ約80万円分、パンフレットや飲料水約30万円

分などについても地元で調達したところであり、全体として本市の地域経済への効果につなが

ったものと考えております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 西村防災対策課長。 

○防災対策課長（西村城人君） 小椋議員さんにお答えします。 

 １の(4)南海トラフ巨大地震による地震や津波に対する防災対策や減災対策についてであり

ますが、議員さん御指摘のとおり、地震や津波から命を守る上では、迅速な避難がとても重要

になってまいります。そのためには、まず情報伝達が必要であり、市の取り組みとしまして

は、気象警報などの中でも特に迅速な避難が求められる震度４以上及び津波警報、大津波警報

が発令された場合は、Ｊ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）により、防災行政無線を通

じ、市内全域に緊急放送が自動放送されます。また、気象庁からの情報伝達としまして、最大

震度５弱以上を予想したときに、震度４以上が予想される地域に、携帯電話やテレビ、ラジオ

などから緊急地震速報が発表されるとともに、防災行政無線による自動放送も行われます。そ

のほかにも、住宅の耐震化や家具転倒防止、ブロック塀対策などの取り組みが迅速な避難につ

ながっていくと考えておりますので、それらの補助事業等につきましても、より多くの市民の

皆さんに利用していただけるよう、制度の周知に努めてまいります。また、迅速な避難を行う

ためには、日ごろからの訓練が大切でありますので、今後の取り組みとしましては、県下一斉
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の避難訓練だけでなく、現在室戸岬地区自主防災組織連絡協議会が行っております複数の自主

防災組織が連携し、室戸岬町の各地域で実施していただいております独自訓練や合同訓練をほ

かの地域にも広げていくとともに、津波避難タワーを活用した訓練や夜間の避難訓練など、地

域に適した訓練を自主防災組織と連携しながら充実させていきたいと考えております。また、

防災行政無線からの緊急放送や気象庁からの緊急地震速報が発表されたときに、命と体を守る

ため、屋外を通行中であれば高い建物から離れたり、屋内では窓際から離れたり、机の下に身

を隠したりすることなどの対応訓練を防災出前講座や広報紙などを通じて周知を図ってまいり

たいと考えております。また、職員の初動訓練や災害対策本部設置運営訓練、災害発生時に市

の業務中断等によるリスクを少なくするための業務継続計画や応急期機能配置計画の策定、備

蓄品の確保を進めるなど、揺れたらどうするではなく、揺れる前に備えておくことが重要であ

りますので、いろいろな面から南海トラフ地震に備える取り組みを進めてまいります。以上で

す。 

○議長（久保八太雄君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村正昭君） 小椋議員さんに、大きな１点目の(5)国立室戸青少年自然の家の稼

働率向上に関しましてお答えいたします。 

 国立室戸青少年自然の家の利用率向上に向けた本市の取り組みにつきましては、市長が答弁

申し上げましたとおりでございますが、私のほうからは、国立室戸青少年自然の家利用促進協

議会の活動について申し上げます。 

 この協議会は、自然の家の稼働率向上のために毎年自然の家の稼働状況などを共有し、会員

である市内各種団体がそれぞれの立場で支援していくために設置したものでございます。本年

８月に開催した利用促進協議会の中でも提案された意見のもとに、新たに市内保育園児による

宿泊体験が実現しております。自然の家からは、本年度キャンセルなどが多く、大変厳しい稼

働率の状況にあると聞いております。これを受け、私どもといたしましては、先日、高知県教

育委員会に対し、自然の家の所長とともに県内公立小・中学校の利用促進や教職員研修などに

利用していただくよう、要請をしてきたところでございます。今後におきましても、利用促進

協議会を開催し、各種団体の利活用を推進するとともに、近隣市町村への利用の促進を要請す

るなど、努めてまいります。そのほかにも、来年１月から２月にかけて、市内校長会の開催や

安芸郡市地教委連絡会の総会及び研修会を実施することとしております。いずれにしまして

も、子供たちの集団活動や自然体験学習の場として、また室戸ジオパークや地域経済の活性化

を図るためにも、当施設は大変重要な施設でございますので、今後も利活用の向上に向けて可

能な限り支援をしていきたいと考えております。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 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。 

 先ほどは、いろいろ御丁寧な答弁をありがとうございました。 
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 まず最初に、この両栄橋の早期完成についてでございますけれども、先ほど課長の答弁の中

では、一番下流の港橋の歩行者の通行について検討していくというふうなお話がありましたけ

れども、これをぜひとも検討していただいて、歩行者だけでも通行ができるようにしていくこ

とが、地域住民のサービスにもつながっていくし、また買い物難民の解消にもつながっていく

のではないかなあというふうに考えておりますので、ぜひともお願いをしたいと思います。 

 それから、工事が着工しておりますので、私も何回か現地に行ってきました。実は、きのう

も雨の中を行ってきましたけれども、日曜日である中でも、両側にガードマンが現場の管理に

ついて十二分に管理をしているという状況を見まして、非常にうれしく思ったほどでございま

すけれども、この両栄橋のかけかえについては、非常に難工事であるというふうに、私も考え

ております。室津川の真ん中に20トンものクローラクレーンを乗せる仮設ヤードの建設とか、

あの橋を取り壊す上部工と、また取り壊した中で、運搬も、運び出すこともしていかなければ

ならないという中で、非常に難工事であるがゆえに、工期も長く設定されちゅうと思うわけで

すけれども、これが工期が遅延をしていかないというような工程の取り組みについて、もう一

度お聞きをしておきたいと思います。 

 それから、(2)の道路改良予算の増額についてでございますけれども、先ほど市長さんのほ

うから、本年は追加の補正もあり、約５億6,000万円ぐらいの道路改良予算を計上していると

いうお話があったわけでございますけれども、この５億6,000万円の中には、非常に両栄橋に

かかる費用も相当大きいというふうに思います。そんな中で、今計画されちゅう路線が22路線

ぐらいあるという話ですので、それらの中でやはり延長の長い路線については、三津本線と

か、清水飛鳥線とかというところは、非常に延長も長いので、何年もかかると思うがですね、

完成までには。この中で、清水飛鳥線は延長は何メーターぐらいあるのか、大体その完成の予

定は何年度を想定しているのかというところをお聞きをしておきたいと思います。 

 それから、(4)の南海トラフ巨大地震についての中で、防災対策課長さんのほうから、いろ

いろな答弁があったわけでございますけれども、最近の報道では、高齢者が逃げるという意識

が非常に薄れてきているというふうな報道がありますので、高齢者が逃げることを諦めないよ

うな防災訓練の取り組みというのを、今から考えていかなければならないと思います。報道で

は、高齢者はもうどうせ逃げても余り間に合わんやろというふうな思いを持っているようでご

ざいますので、その辺は今からの訓練についてどのように取り組んでいくのか、お聞きをいた

しておきたいと思います。 

 それから最後に、(5)の国立室戸青少年自然の家の利用率向上についてでございますけれど

も、この国立室戸青少年自然の家、もともとは少年自然の家として、室戸市も市民も議会も一

体となってこの誘致に取り組んできたというふうにお聞きをいたしております。一番最初は、

愛媛県の大洲と青年の家の誘致に取り組んできたけれども、大洲のほうに負けたという中で、

そうしたらここにどういうふうな施設を誘致をしてくるかということの中で、やはりここは市
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を挙げて取り組んできたということで、少年自然の家が建設をされたというふうにお聞きをし

ておりますので、室戸市も相当やっぱりこの自然の家の誘致には大きくかかわってきたという

ふうに考えております。 

 それで、先ほど市長のほうからも、この稼働率の向上については、市だけではいきません

と、そりゃあ自然の家が主体となって取り組んでもらわないかんという話ですけれども、それ

はそのとおり、自然の家もまだまだ努力をして取り組んでいく中で、稼働率50％の達成に向け

て取り組んでいかなければならないと思いますが、室戸市も市も挙げてやはりこの厳しい時期

でありますので、応援をしてぜひとも稼働率50％が達成できるように取り組んでいかなければ

ならないと思います。 

 それで、昔、鳥取県に出張したときに、鳥取県の知事さんの挨拶では、鳥取県でうちは観光

地の国立公園が２カ所ある、空港も２カ所あるというふうな挨拶をされておりまして、そのと

きは何かなあというふうに全然気にもかけてなかったわけですけれども、今こういうふうに考

えてみると、室戸市にも国立室戸青少年自然の家というのがありますので、この国立という名

前のブランド名は、室戸市についても非常に大きいというふうに思います。それで、この国立

という名前をやはり今後もぜひ続けていくためには、ここでどうしても稼働率50％を達成して

やらないと、来年からのその取り組みには大きく影響してくるというふうに言われておりま

す。この前自然の家でお聞きをいたしますと、もうバスも３台あるけんど、古うて利用がもう

限界に来ているというふうなことを言われておりました。バスの更新についても、稼働率が

50％にならなくては、予算の申請ができんというふうなことも言っております。ことしは、子

供たちのトイレの改修、洋式に改修をするというふうな話をしておりましたので、ことしは相

当数予算がついてきて改修ができるというふうな話もしておりましたので、来年度に向けて

は、次年度に向けては、どうしても公共交通の少ないこの地域においては足の確保、利用率の

向上につなげていくには、どうしてもバスがないと利用率の向上につながらないというふうな

話もしておりますので、その付近、御答弁をお願いをいたしたいと思います。 

 これで２回目を終わります。 

○議長（久保八太雄君） ここで健康管理のため11時20分まで休憩いたします。 

            午前11時７分 休憩 

            午前11時20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） 小椋議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、私のほうからは、高齢者の意識を高めることについてでございます。 

 これは、高齢者の方々の避難意識が諦めの意識に変わっているというようなお話は、私ども

もお聞きをするわけでありますが、やっぱりこれが一番やはり避難を、そういう意識につなが
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っているのは、私は津波が来るのに３分しか時間はありませんというような言い方が、やはり

大きく受けとめられているというふうに、私は感じてます。そのことがやっぱり避難をもう諦

める意識につながっているのではないかということを危惧をしているところであります。た

だ、私たちが危険な津波が来るというまでの時間としては、専門家の方々にお聞きをしても、

16分から18分というようなお答えを、私は聞いているところでございまして、そうしたまだま

だ時間は18分が長いとは思っておりませんが、そうした時間の間に、とにかく避難をするとい

うことが、私は一番大事ではないかというふうに思っているところでございますので、今後に

おきましては、ハード面の整備とともに、ソフト面の訓練、避難訓練をいかに充実をさせてい

くか、いかに具体的なものにしていくかということについて、自主防災組織の方々とともに検

討を重ね、効果的な避難につながるような取り組みを進めていきたいと考えております。 

 それから、自然の家の稼働率でございます。 

 これは、私が自然の家の体制のこと等を申し上げたわけでありますが、以前にやはり我々が

一生懸命支援をしているのに、そうではないような形があって、そのときは50％をやはり切っ

ておるという状況が何年かございました。ですから、まずは自然の家さんにはしっかり頑張っ

ていただきたいということをお願いを申し上げているところでございますし、それに伴って私

たちがお願いをしてきたことは、上部団体に対しても、これは先ほど議員さんも言われまし

た、独立行政法人国立青少年教育振興機構というところが、団体であるわけですが、そこの団

体へも施設の改修であるとか、いろんな備品の整備ということをお願いをしてきましたし、私

も文科省の青少年局長に直接お会いをして言うたことも、お願いしたこともございます。ま

た、その人がかわられて後にも私のところへ直接文科省の青少年局長がおいでていただいて、

意見交換をしたことがございますが、私はそうしたときに、そうした施設整備の問題等々もし

っかり対応してほしいというお願いもしてまいりました。また、我々としては、先ほども申し

上げておりますように、利用促進協議会の活動を一層進めるとともに、私自身もさまざまな団

体等に呼びかけて、多くの方々の御理解と御協力をいただいて、少しでも自然の家の稼働率向

上につながるように、今後とも努めてまいりたいというふうに考えております。 

 私からは以上です。 

○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） 小椋議員さんに、２回目の質問にお答えします。 

 まず、港橋の歩行者の通行についてということで、港橋の調査については、現在委託業務を

発注しております。それをもとに、今後の対応については市長と協議をしていきたいと考えて

おります。 

 次に、両栄橋の工程が遅延しないように取り組みはということで、両栄橋の工程管理につい

てでございますが、まず週報、工事日誌を１週間分まとめたものを毎週月曜日に提出させま

す。どのような作業をしたか、それで確認をします。ほかに、総合工程表、これは工事が
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1,000万円以上の工事については提出をさせておりますが、この工程について、10日ごとに工

事の進捗状況を確認し、計画と実績が10％以上開けば、計画の見直し作業を行い、作業員の増

員とか重機の増加、また材料等の早期対応などを行うようにします。これについても、１カ月

ごとに総合工程表を提出させて確認し、管理していきます。 

 次に、道路改良工事の市道飛鳥線についてでございますが、総延長で1,249メーターありま

す。この路線については、26年度に測量設計に着手し、27年度から工事着手しております。

28年度におきましても1,700万円、延長で158メーター現在施工中でございます。国の予算配分

にもよりますが、完成予定年度は平成32年度を予定しております。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 小椋利廣君の３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） ３回目を質問させていただきますけれども、これは要望としてお話を

させていただきたいと思いますので、答弁は要りませんけれども。 

 その両栄橋の早期完成についてというところでございますけれども、これは地域住民の方々

もぜひとも早く完成をしてほしいというふうにずうっと言われておりますので、十分な連絡を

とり合いながら早期完成に向けてぜひとも取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 それと、(5)の国立室戸青少年自然の家の利用率の向上についてでございますけれども、こ

れもぜひ稼働率が50％になるように取り組んでいただきたいと思いますので、ぜひともよろし

くお願いいたしたいと思います。 

 これで今議会におけます一般質問は終わります。 

○議長（久保八太雄君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 次に、谷口總一郎君の質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。平成28年12月議会におきまして、改革会派鷹山会が市民

を代表いたしまして、一般質問を行います。 

 １番目、まち・ひと・しごと創生総合戦略の人口想定についてであります。 

 国交省四国地方整備局が組織しました四国圏広域地方計画協議会が、平成27年３月に、新た

な四国圏広域地方計画をまとめました。その中には、計画をまとめるための事前調査の結果も

掲載されております。1970年から2050年までの人口減少、少子化、高齢化が進展する推移を棒

グラフや線グラフで示したページがあり、四国の人口は1980年ごろからどんどん減少し、同時

に65歳以上の割合はどんどん増加して高齢化が進展しております。私が議員になったときから

継続して行っております室戸市の人口調査でも、年々減少しているその数字をグラフにポイン

トを打ち、その点をつないだ線は、2050年ごろにゼロとなります。そして、この先には、約

100年前後の周期で発生するとされる南海大地震災害が待ち構えております。その100年前後

は、2046年前後となり、たとえ2050年の室戸市に人口が1,000人残っていたとしても、今紹介

しました国交省の新たな四国圏広域地方計画の大地震による被害想定には、高知県の死者は１

万人、負傷者は４万5,000人とされますので、単純に人口割しますと、室戸市の死者は186人
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で、負傷者は835人と想定されます。そのとき、この室戸市に住んでおられるのがゼロではな

く1,000人と想定しても、うち186人亡くなれば、残るは814人、その後負傷して家、財産を失

った市民の皆さんは、家を建てることなく、半分は室戸を出ていくと考えられます。となりま

すと、地震前の半分の407人が残り、407人が出ていく勘定になります。 

 少し悲観的で厳しいお話をさせていただきましたが、何を指しているのかと申しますと、本

市が作成した地方創生総合戦略の計画書の冒頭に示している人口想定についてであります。あ

れには、2060年の室戸市の人口は約8,500人と展望するとあります。いろんな場合を想定して

計算した結果が、44年後に8,500人になっているのでしょうが、あの人口想定は余りにも不的

確だと思います。将来展望とは、行く末を広く見通すという意味です。この見通しに誤りがあ

れば、見通す能力がないか、考えが甘いか、夢物語かということになります。よい指摘は出て

きません。これが一個人の願望、家族の将来設計であれば、人間は夢描くことは大事なことで

すので、何も言わず、頑張れ頑張れと応援します。でも、私は行政をチェックせよと市民の皆

さんに選んでいただいた議員の身、自治体の長期計画となると、ああそうなるかよで終わらせ

ることはできません。自治体の計画書とは、実態に即した完璧なものであってこそ市民は信じ

ますし、市政運営も実態に即した対応ができるというものであります。でも、広報に挟まれて

配布されましたこの計画書を手にした市民の皆さんには、こうなるんだと信じ込む方もいます

でしょうが、その数字が現実の減少率と余りにも違い過ぎるので、こんなになるわけがないと

考え、このような数字の計画書を作成したことで、かえって役所に対する信頼が失われた面も

あるのではないでしょうか。 

 私は、ことし１月の議員総会で、この地方創生戦略計画の説明を受けた直後、担当職員数名

の皆さんにお話をさせていただきました。この総合戦略の前提となる2060年に、約8,500人と

いう人口設定には、大きな誤りがあると思う。これまで10年、15年の減少のまま真っすぐ線を

引くと2045年には人口ゼロです。その確定的とも言える数字に加え、市が8,500人と想定する

その2060年の前には、100年前後の周期で発生すると言われる南海大地震が考えられます。

100年目といいますと、2060年の14年前の2046年、その被害によって死亡する人や室戸市から

出ていく人は当然おります。だが、その数がこの計画には全く加味されておりません。これ

は、なぜなのか。それも加味してこそ、自治体としての総合戦略と言えるのではないかと、そ

うお話をさせていただきました。 

 そこで、一例を挙げます。 

 今回視察した兵庫県佐用町の当該総合戦略については、委員長報告でもお話をいたしました

ように、同町は人口の将来展望を2040年に人口１万1,500人を確保すると宣言しております。

そこで、同町が想定した人口数が人口減少とどのぐらい乖離しているか、それとも合致したも

のであるかを視察から帰ってきてから検証してみました。佐用町の平成27年の国勢調査のとき

の減少率9.1％でしたが、これを減少率９％として５年ごとに計算したところ、間の数字は省
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略させていただきますが、ことしから24年後の2040年の人口は、およそ１万900人となりまし

た。だから、佐用町が当該総合戦略で宣言した人口想定、24年後に１万1,500人の数字は、人

口減少の推移にほぼ合致しております。自治体の計画とは、短期計画とも長期計画とも、こう

あるべきではないでしょうか。しかし、本市は2060年に8,500人と想定しました。本市の人口

減少の推計で約8,500人となるのは、私の人口減少の計算からすると、今から11年後の2027年

前後、2027年から2030年ごろが約8,500人ということです。そのあたりが来たら、既にこの人

口になっております。 

 お考えいただきたいのは、一つの組織の中で行われている事業や計画を、それはそれ、これ

はこれと、物事を分けて考えるから、このように実態に即さないアンバランスな計画書をつく

ってしまうのであります。しかも、これには人口ビジョンと銘打っております。ビジョンの意

味は、将来の見通しです。つまり室戸市は、これから44年後の人口見通しを約8,500人と考え

ているということになります。私は、その10年前の2050年ごろには、間違いなくゼロか多少ソ

フトランディングしたとしても、1,000人いるかいないかだと考えております。もちろん私の

この計画書が国から地方創生事業に係る交付金をたくさんいただくために作成されたものであ

ることぐらいは、知っております。そのお金をもらわないと、ほかにおくれをとり、室戸市は

時代の流れから取り残され、衰退が早まるということも承知しております。であってもです、

佐用町のことを考えますと、こんな現実に絶対起こり得ないような人口想定を自治体の長期計

画に書き込んでいいのでしょうか。戦略とは、戦術のことです。戦争でいえば、生きるか死ぬ

かを決定づける作戦です。人口がそのときにはゼロになっている推計を無視して、実態を無視

した8,500人になるという実現不可能な作戦で、これからも続く戦に果たしてこの室戸市は勝

てるんでしょうか。 

 以上のように、自治体の長期計画に2060年に室戸市の人口を何名と展望すると記載する場

合、その10年前から20年前からの人口増加率及び減少率の推移、高齢者率の推移をよく観察し

て分析し、そこに町の企業や商店の景況や衰退ぶり、雇用状況、完全失業率、観光入り込み客

数の実数などを加味し、それらに周期的に発生する大地震など、自然災害の時期やその被害の

大きさなども過小評価せず、もっと実態をシビアに見詰め、推しはかり、数字をトータル的に

まとめはじき出してこそ、どこに出しても自慢できる計画書となります。佐用町の数字がまさ

にそれです。この点から、本市が総合戦略の基礎としている2060年に約8,500人としているこ

の数字も、10月の改訂版で本市の人口減少率に沿った数字よりも、少し多いぐらいの2040年に

5,000人を確保すると改めてでもあれば妥当な数字だと考えましたが、残念ながらこの数字は

訂正されておりませんでした。 

 長くなりましたが、この2060年に室戸市の人口は8,500人と展望すると記載されたことにつ

いて、市長は的確な数字だとお考えでしょうか。総合戦略の内容ではなく、この人口想定につ

いてだけお聞きをいたします。 
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 ２、地元企業・商店支援事業の創設について。 

 ことし３月議会に、室戸市過疎地域自立促進計画が提案されました。これは、平成28年度か

ら32年度までの５カ年計画で、その間の多岐にわたる市政運営や事業実施に係る計画書であり

ます。この計画書の中で私が一番注目したのは、産業振興の項で、そのページを見ますと、市

民が従事しておられる農業や林業、水産業の事業実施については、何ページにも渡って事細か

く書かれ、企業誘致の項目には企業誘致を推進するとあります。ですが、地場産業の項に明記

されているのは、本市が行っております海洋深層水事業についてだけで、市民が従事しておら

れる地元企業や商店に係る産業振興については、何ひとつ記載されておりません。同じ市民で

ありながら、農業や林業や漁業をしている人たちには、支援策が用意されていて、同じように

室戸市を長く支えてこられた地元企業や商店に対して、名指しした支援策が見当たりません。

これで公平な政治と言えますでしょうか。こう言われて初めて、その不公平さに気がつくので

はないでしょうか。また、産業の振興の項目に記載されている、ことしから５年間の事業計画

の表においても、企業誘致推進事業がありますが、地元企業及び商店支援事業などというもの

は全く記載されておりません。これには、大いに疑問を持ちますし、皆さんも同じ思いを持た

れるのではないでしょうか。一企業を支援することは、できないなどという方もおられました

が、何も一企業を支援してやれなどとは申しません。押しなべて応援や支援できる方法が何か

あるはずで、そこが役所の手腕が問われる部分です。知恵を絞れば、できないこともできるよ

うになるものです。同じ室戸市民が行っている商いなのに、農林漁業従事者や産業分野への本

市からの支援策があるのに、室戸の経済の何割かを支えておられる地元企業及び商店に対し、

押しなべて行う支援事業がないのはおかしいと思います。市長や職員の皆さんがそう思ってい

れば、既に事業化しているので、きっとそう思わないのだと思います。私は、ずっと前から、

室戸市が行っている企業支援事業は、不公平だと思い続け、この場でも、委員会審議において

も、言い続けております。ですが、支援策は一向に出てきません。国に聞き、県に聞きし、何

とか地元企業の活性化をして、若者や離職した働き盛りの人たちを支援しようと頭をひねれ

ば、公平な形で遵法にそれらを支援できる方法は、きっとあります。 

 視点を変えましょう。企業誘致推進条例ができたのは、市長就任１年後の平成19年12月のこ

とですが、その前から何社かの県外企業が室戸市に誘致され、数年前、その企業に対して大地

震・津波を意識しての高台移転が完了しております。このように、市外や県外から企業を誘致

することは、悪いことではありません。雇用促進の観点からいって、大変よいことです。です

が、誘致企業が残って老舗の企業や商店が店を閉めるということでは、笑い話にもなりませ

ん。誘致企業は安泰、一方では室戸市に戦前や戦後間もなくして起業した老舗企業など２社が

高知市周辺に移転すると聞いております。この間も、新聞に載っておりました、新しい社屋が

できると。それらの移転する理由を考えますと、第１は津波襲来を予感することから、第２と

して高速道近くに立地することの効果、第３に衰退する室戸市に愛想をつかし、第４は自社の
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税軽減を考えてなどと推測します。でも、なぜこうなってしまうのでしょうか。誰が考えて

も、室戸市の損失で本市の対応のまずさは否めません。出ていく者は出ていけばよい、これも

トップの一つの考え方、判断ですが、支援するから何とか残ってほしいと、頭を下げて懇願す

るのもトップとしての努めではないでしょうか。地震と津波被害を考えての公共工事が連続し

て実施されておりまして、市内の建設業者はどこも多くの仕事を抱えて大忙しですが、そのほ

かの室戸市で戦前戦後のころから長く商いをしてきた企業や商店として名前が挙がる企業は、

日々苦しい経営を余儀なくされ、店を閉めようかとしている企業や商店もたくさんあります。 

 11月末に配布されました広報紙には、市内の企業を支援しますと、産業振興課が記事を掲載

しております。内容は、本市に進出する企業と同様に、市内の企業や商店も支援するとありま

すが、あれは誘致企業を対象にした企業誘致推進奨励金、これは平成27年度は685万円、今年

度は1,235万円の事業であります。この奨励金であり、市内の企業や商店に特化した支援事業

ではありません。もっと別に、地元企業及び商店を対象にした事業を起こして支援すべきで

す。４年後の平成32年の国勢調査で、室戸市の人口は１万2,000人と、まさに室戸町の状態で

すが、これら市内の企業経営、商店経営の悪化や市民生活が苦しくなった責任は、間違いなく

我々市政にかかわる者たち全員にあると思っております。経営者が悪いなんて言えません。 

 以上の点から、市民生活の改善に寄与すべく、地元企業・商店の支援と住民の雇用対策のほ

うが先決問題であり、本市は地元企業・商店特別支援事業なるものを重要政策として取り組む

ことが急務と考えます。この事業についての御所見をお伺いをいたします。 

 地元企業や地元の商店を支援するために、市としてどのような事業が行えるのか。幾つか事

例を挙げてお答え願いたいと思います。または、これを政策の一つに取り入れるお考えはない

かについても、お伺いをいたします。 

 大項目の３、小・中学校のトイレの洋式化について。 

 小学生と中学生は、学校に行ってトイレを使うとき、洋式のトイレを使うのか、それとも和

式のトイレを使うのか、この11月、文部科学省が全国の公立小・中学校２万9,000校余りを対

象に、子供たちが使うトイレが洋式か和式かを調査したところ、和式は56.7％で、洋式は

43.3％であることがわかりました。調査に対し、85％以上の教育委員会は、家庭で洋式が普及

していることから、検討を始めましたし、文科省の担当者は、結果を踏まえ、今後洋式トイレ

を多く設置する。ただ、便座への接触を嫌う生徒もいるため、和式も一定程度は残るだろうと

答えています。洋式化の必要性は、言わずもがなで、家庭で洋式なので、学校が和式では生理

現象を我慢してしまい、勉強に実が入らず、便秘ぎみともなると、学力にも悪い影響を与えま

す。工事となると、授業を行っているときにしづらいことがありますが、学校のトイレは災害

時に避難所になることが多く、足腰が弱い高齢者が避難した場合、和式だけでは困るという事

情もありますので、洋式トイレの設置が急がれます。予算については、文科省はこの改修費用

の３分の１を補助しております。あとは、県が幾ら補助してくれるかでございます。この調査
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には、本市の教育委員会も回答したと思われます。小・中学校のトイレの洋式化についてお聞

きをいたします。 

 大項目の４、野良猫対策について。 

 市内あちこちで市民を困らせている野良猫への対策についてお聞きをします。 

 市内には、犬や猫を飼っておられる方はたくさんいます。犬でも猫でも、飼っていると、そ

れはかわいいもので、何をおいても癒やされ、心が和みます。でも、このような飼い犬や飼い

猫以外の捨て犬や捨て猫、野良犬や野良猫には困ってしまいます。野良犬については、昔ほど

いませんが、事、野良猫については、行政が対策を講じるべきであります。所有者のいない猫

については、本市に対しても多くの苦情が寄せられ、野良犬だけではなく、野良猫も保健所と

協力して捕獲していると思います。ですが、捕獲に至っていない野良猫が今も市内のあちこち

にいて、ある地域では、家の前に来た野良猫に餌をやった住民がいたことで、次々とその家の

周辺に野良猫が集まり、居つき、餌をやり続けるからやがて繁殖して子猫も数匹生まれ、10匹

を超す猫が周辺地域に広く徘回して、周辺住民は困っております。でも、餌をやっている人に

分別がなく、飼っているわけじゃない、かわいそうだから餌をやっているだけだと言っている

そうで、住民はなすすべなしの状態にあります。でも、基本は、猫に餌を与えるなら家の中で

飼う、ふん尿の始末はその家の者がする、これがマナーです。 

 まず、昨年度において市内で野良犬を捕獲した件数、野良猫の捕獲した件数をお聞きしてお

きます。 

 次に、野良犬や特定動物に関する法令として、国の動物の愛護と管理に関する法律があり、

高知県など都道府県や政令都市などにも、動物の愛護と管理に関する条例があり、それらに対

する適正な飼い方などを規定しておりますが、室戸市と同様、ほかの市区町村は県の条例を準

用し、対応しております。 

 そこで、それらの法令を調べましたが、飼養する、飼って養育するの養ですね、飼養する犬

の係留、とめ置くということですが。犬の係留という条文規定はありましたが、飼養する猫の

係留はもちろんのこと、野良猫への餌やり等という規定はどの条例を見てもありません。た

だ、一例として、ことし３月に和歌山県で野良猫のふえ過ぎを防ぐため、餌やりを規制する条

例改正案が検討され、県民から寄せられる賛否の意見も多く、賛成７割、反対３割であったた

め、改正案が検討され、平成29年４月にそれは施行されることが決まっております。その野良

猫への給餌、餌をやる給餌規定については、第14条に新設されます。その14条は、飼い猫以外

の猫への給餌等の一般的なルールを定めることで、給餌等による直接の地域の生活環境に支障

が生じることを防止し、猫による繁殖過多、多くなるという、繁殖過多の防止を図ると規定。 

 １、給餌等を行う場所の周辺住民への説明に努めること、２、不妊去勢手術をし、手術を施

すという施術ですね、施術済みであることを示す措置をした猫や幼齢の猫など、生殖すること

ができない猫に給餌等を行うこと、３、給餌等は時間を決めて行い、その場を汚したり餌を放
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置したりしないこと、４、排せつ場を設置し、トイレのふん尿を適正に処理することと規定し

ております。 

 なお、この条例の第27条には、ルールを無視して餌を与えた場合、勧告・命令を受けても改

善しなければ、５万円以下の過料が科される罰則規定が設けられ、これは都道府県では初めて

と言います。 

 高知県の同条例にも、この規定が必要であると、私は考えて調べたところ、こういう取り組

みが進んでおりました。猫の不妊手術費用は１万円から２万円とされますが、高知県は繁殖し

過ぎて殺処分される猫を減らそうと、雌猫の不妊手術費の助成を行っており、独自に助成する

高知市以外の地域で実施し、飼い主がいない猫も対象となっております。県内の猫の殺処分数

は、減少傾向にあるものの、2014年度は2,140匹、助成は３年目で、2014年度に554匹、2015年

度に581匹が助成によって不妊手術を受けております。不妊治療費の助成は、飼い猫は１匹

6,000円、飼い主がいない猫は１匹１万円をそれぞれ300匹ずつ助成されます。また、高知県幡

多郡黒潮町は、この10月から、飼い主のいない雌猫の不妊手術への助成を始めていて、高知県

の１万円の補助に１匹当たり最大5,000円を上乗せすることが決まりました。野良猫への無秩

序な餌やりは、結果的に殺処分する猫をふやし、周辺の生活環境を損ねます。飼い猫ならいざ

知らず、私が飼っている猫ではないと言いながら、その家の周辺に居ついた十数匹の猫に、毎

日餌をやり、周辺住民を困らせ続けている行為には、みんなあきれておりますが、生活環境を

乱し、周辺環境を汚しているこの状況を放置してはならないと考えます。 

 対策として、１、野良猫に不妊去勢手術を行う、２、適正にふん尿を処理する、３、適切に

餌や水を与える、４、餌やりを周辺住民に説明して理解を求める、５、生活環境を損なわない

ようにするなどのルールが考えられますが、この問題で一番大事なのは、行政が動いて野良猫

への餌やりを禁止させることであります。国は、動物による危害や迷惑問題等への対応とし

て、ふん尿被害の防止関係条例や犬や猫の放し飼い規制条例、多頭飼育、頭が多いと書きま

す、多頭飼育の規制関係条例の制度化を示し、県も動物の愛護と管理に関する条例のほか、雌

猫の不妊手術費の助成を行っておりますし、黒潮町ではそれに5,000円を上乗せしての助成を

行っております。本市としても、犬、猫の飼養と放し飼いに関する条例をつくると同時に、飼

い主のいない雌猫の不妊手術への助成として、高知県の１万円の補助に１匹当たり最大

5,000円を上乗せして助成するなどの対策を講じ、餌をやり続けている家の前の道路に、10匹

以上の野良猫がたむろすることで迷惑をこうむっている多くの市民を助けてやれないものでし

ょうか。この問題に対する御見解と対応策として条例化及び助成を講じるかについてお聞きを

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） ここで昼食のため１時まで休憩いたします。 

            午前11時58分 休憩 
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            午後０時58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） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず初めに、人口想定についてということの中で、人口を多く見込まないと地方創生交付金

が来ない、もらえないということではございませんので、申し上げておきます。 

 そして、市内の企業転出に絡むことについて、トップの姿勢についてということが話されま

したが、私は今の時代、どこの市町村長も地域に支援するから何とか残ってほしいというふう

に頭を下げてお願いをしていくというのは、当たり前のことでございますし、私もこれまでそ

うした取り組みをしてきたところでございます。そして、いち早くそういう状況を私に知らせ

てほしい、私たちも情報、アンテナを張りめぐらせておきますが、いち早くお知らせをしてほ

しいというのは、私はずうっとお願いをしてまいりました。そして、議員さんからこういう情

報があるというふうなことをお聞きをしたときに、一緒に議員さんとともに行っていただいた

こともありますし、またその情報を受けて私自身が企業に出向くというようなことは、行って

いるところでございますので、そのことは御理解いただきたいと存じます。 

 次に、１点目のまち・ひと・しごと創生総合戦略についてでございます。 

 平成26年10月作成の国立社会保障・人口問題研究所の人口動向分析及び将来人口推計による

地域別将来推計人口では、2060年には室戸市の人口は2,782人にまで減少するということが推

計をされているところでございます。一方、本市の目指す人口の将来展望につきましては、こ

れまでにも御説明を申し上げてきましたように、庁内組織である本部会並びに外部委員で構成

をする審議会及び議員説明会において、2060年には本市の総人口を約8,500人と展望をいたし

ているところでございます。これは、現在の1.46という合計特殊出生率を、高知県の目標数値

と同じく2050年までに2.27に段階的に引き上げ、その後その水準を維持するものとして試算を

いたしております。また、現在の転出数が減少していくという見込みであることを踏まえなが

ら、年間42組の若年夫婦の移住促進、または市内在住の若年夫婦の転出抑制対策を図ることに

よって、その実現を目指そうとしているところでございます。このことをしっかり一層推進を

していくということで、本年度より移住促進室を新たに設けまして、移住・定住で空き家利用

を希望する人に情報を提供する空き家バンク制度や空き家改修費等補助事業の実施、無料職業

紹介所の開設による地域雇用のマッチング事業などに取り組むとともに、「室戸生活亀鶴」な

ど、民間団体の御協力をいただきながら、移住体験ツアーを実施するなど、移住・定住対策の

取り組みを進めているところでございます。今年度は、これまでに18組29名の方々に移住をし

ていただいております。また、国から示された人口推計や本市の人口推計の中には、南海トラ

フ地震による人口減少ということの要素は含まれていないところでございますが、市といたし

ましては、防災・減災対策をしっかり進めることは必要だというふうに考えているところでご
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ざいます。 

 御案内のとおりでありますが、本市の総合戦略につきましては、４つの大きな基本目標を定

めているところでございます。１つには、室戸らしい産業振興を中心に安定した雇用を創出す

る、２つには、室戸世界ジオパークを活かし、国内外から新しい人の流れをつくる、３つに

は、結婚・出産・子育て・教育を応援し、室戸の次世代を育てる、４つには、室戸の地域力を

高め、人にやさしいまちづくりを推進するとして、具体的な施策を推進することといたしてお

ります。私たちは、行政だけでできるとは思っておりません。市民の方々や企業など、多くの

方々と連携し、協力し合ってこれら４つの柱による取り組みをしっかり推進、実施することに

よって、その目標を達成するよう最大の努力をしていかなければならないと考えております。 

 次に、２点目の地元企業・商店支援事業の創設についてでございます。 

 このことにつきましても、ぜひとも御理解をいただきたいわけでありますが、本市では、平

成19年に企業誘致推進条例を制定をしております。これまでこの条例による立地企業９社に対

して奨励金による支援を行っております。この９社の中には、市内企業の増設や市内での工場

移転も含まれておりますが、市内企業５社に対して支援を行っているところでございます。そ

して、そのほかにも、地元商工業の振興対策として、平成22年度からプレミアム付き商品券を

発行をしているところでございます。平成22年度から平成28年度までの発行総額は、３億

9,500万円となっております。これらの取り組みは、地域における消費喚起や地元商店の販売

拡大につながっているものと考えております。そして、ふるさと納税でありますが、平成26年

12月から、クレジット決済を導入するなど、取り組みを強化したことにより、平成27年度の納

税額は約４億円となっているところであります。このふるさと納税につきましては、市内企業

や商店から特産品を返礼品として贈ることにより、平成27年度は市内企業20社で約２億円の販

売額の増加につながっているところでございます。さらに、本年度からは、市内企業や商店か

らの返礼品をふやす対策として、新商品を開発するための機器整備や商品パッケージの開発な

どへの補助を開始しているところでございます。また、これまでにも申し上げてきましたが、

市内企業等が金融機関から融資を受けた場合に、その保証料を県・市が負担する保証料補給事

業として平成25年度から支援を行っているところでございます。この件につきましても、一部

の市町村しかこれらの制度は実施をしていないというふうにお聞きをするところであります。

そのほか、平成27年度から、市内宿泊事業者への支援対策として、宿泊施設等のバリアフリー

化やＷｉ－Ｆｉ環境の整備に対しましても、21件757万7,000円の補助を行っているところでご

ざいます。 

 室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましても、商工会などと協議をいたしている

ところでございますが、具体的な支援対策といたしまして、①販路開拓に伴う機械設備導入等

に対する補助制度の創設、②地元企業と県金融機関などとの意見交換会の開催、③商店街での

チャレンジショップ開設など、市内企業を支援する事業を実施してまいりたいと考えておりま
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す。今後におきましても、これまでの事業を継続をいたしますとともに、新たな支援対策をし

っかりと行うことによって、商工業の発展に取り組んでまいります。 

 次に、４点目の野良猫対策についてでございます。 

 室戸市におきましても、市民の方々から、野良猫に対する相談や苦情を多く受けているとこ

ろでございます。動物の愛護及び管理に関する法律では、何人も動物をみだりに殺したり傷つ

け苦しめることのないよう、人と動物の共生に配慮し、また動物に対し適切な給餌や給水、健

康管理並びにその動物の種類や習性等を考慮した飼養を行わなければならないと定められてい

るところでございます。 

 議員さん御案内のとおり、和歌山県での野良猫のふえ過ぎを防ぐため、和歌山県動物の愛護

及び管理に関する条例を一部改正し、その中で飼い猫以外の猫への無秩序な給餌等を規制する

内容が盛り込まれ、平成29年４月より施行されるというふうにお聞きをいたしております。当

条例では、飼い猫以外の猫への給餌等の一般的なルールを定めることにより、給餌等による直

接の地域の生活環境に支障が生じることを防止し、猫による繁殖過多の防止を図ることや、ま

た地域で一体となって飼い猫以外の猫を管理することにより、地域の生活環境の保全と飼い猫

以外の猫による繁殖過多の防止に有効な地域猫対策の推進を定めているものと理解をいたして

いるところでございます。そして、我が高知県におきましても、高知県動物の愛護及び管理に

関する条例がございますが、現時点では和歌山県のような規定を入れるなど、条例改正を行う

予定はないというふうにお聞きをいたしているところでございます。また、県におきまして

は、現在実施をされている猫に対する不妊手術の助成の推進や不妊手術のための野良猫の捕獲

器、給餌用具の購入費等の補助を検討しているとのことでございます。本市といたしまして

は、まず高知県での条例改正の動きや他の市町村の条例制定について状況把握に努めてまいり

ます。 

 また、猫に対する不妊手術の助成につきましては、高知県において平成26年度から約２万円

の手術費に対し、飼い猫については6,000円、飼い猫以外の猫については１万円の助成を実施

しているとのことでございます。そして、県下では４市町村が県の助成へ上乗せして実施をし

ているとお聞きをいたしておりますので、本市といたしましても、猫に対する不妊手術の費用

につきましては、上乗せ助成をするように取り組んでまいります。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足答弁をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 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） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 私のほうからは、２の地元企業・商店支援事業の創設の中で、新年度から取り組みを検討し

ている事業の具体的な内容につきまして、市長答弁を補足させていただきます。 

 まず１点目は、地元商業などの事業者への補助制度の創設であります。 
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 新たな販路の開拓や取り組み、生産性の向上のため、機械設備の導入等を行う事業者に対す

る支援を考えておりまして、特に産業者会議等を通じまして、商工会や商工業者からの要望を

いただき、創設を検討している補助制度でございます。これによりまして、意欲ある地元の事

業者に対して財政支援を行い、経営の安定化を図り、地域経済の持続的な発展につなげていき

たいと考えております。 

 次に、２点目でございますが、意見交換会や交流会の実施であります。 

 地元企業・商店と県、そして金融機関などの支援機関による意見交換や情報の共有を図る交

流会等を開催したいと考えております。これによりまして、県や金融機関が持っている金融や

支援制度についての情報を共有できますし、企業や商店間同士のネットワークが構築できるこ

とから、６次産業化など新しい取り組みも推進していきたいと考えております。さらには、意

欲ある事業者が経営スキルの向上を図れるよう、ほかの研修事業への参加促進にもつなげてま

いりたいと考えているところでございます。 

 ３点目は、チャレンジショップの創設であります。 

 チャレンジショップは、商店街の空き店舗を若手商業者などに貸し出しの上、運営の支援を

通じて独立を支援する仕組みでございます。これによりまして、商店街への新たな人の流れを

つくり、にぎわいを創出することで、地元での独立を支援していきたいと考えております。現

在、県下では４市で実施しておりますので、運営方法などを参考に、開設に向け、商工会など

関係団体と検討協議しているところでございます。これらの平成29年度からの新たな取り組み

につきましては、先ほども申し上げましたけれども、産業者会議等での御意見や企業訪問先で

の御要望をいただいた内容をもとに、関係機関や関係団体と協議をいたしております。今後に

おきましても、これまでの支援策とともに、新たな施策を複合的に組み合わせることで、新規

創業者の掘り起こしから地域に根づいた商工業の支援に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 私からは以上です。 

○議長（久保八太雄君） 久保教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（久保一彦君） 谷口議員さんの質問にお答えします。 

 ３点目の小・中学校のトイレの洋式化についてであります。 

 議員御案内のとおり、文部科学省が先月公表いたしました公立小・中学校施設のトイレの状

況調査におけるトイレの洋式化率は、全国平均で43.3％、高知県平均では33.5％となっており

ます。本市におきましては、平成21年度からの大規模改修工事や耐震補強工事などにあわせて

トイレの改修を行ってまいりました。その結果、小学校では市内全７校で洋式トイレを設置済

みであり、全便器数153器のうち50器が洋式トイレで、洋式化率は32.6％となっております。

また、中学校におきましては全５校中、中川内中学校以外の４校で洋式トイレを設置済みであ

り、全便器数72器のうち39器が洋式トイレで、洋式化率は54.1％となっております。小・中学
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校合わせた洋式化率は39.5％で、全国平均より3.8ポイント低くなっておりますが、県平均か

らは６ポイント高い状況となっております。今後、小・中学校におきましては、壁、天井、窓

ガラスなどの非構造部材の耐震化やエアコンの設置などについて行っていく予定でございま

す。御案内のとおり、学校は災害時の避難場所に指定されているところも多くありますので、

トイレの洋式化につきましても、それらの改修にあわせて検討してまいります。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 ４点目の野良猫対策についての市内で捕獲した犬、猫の件数でございますけれども、平成

27年度に室戸市内で捕獲いたしました、県の保健所で収容いたしました犬のほうの数は13頭で

ございます。それから、猫のほうは保護いたしておりますが、これが27匹でございます。野良

猫に対する苦情は、市民の方々から寄せられておりまして、その相談に対しまして保健所とと

もに餌やりの注意、それから不妊手術の呼びかけ、捨て猫の禁止、飼い方などの指導を行って

おります。また、野良猫をふやさない取り組みといたしましては、広報、ポスターでの啓発、

セミナーとか講習会も開催いたしております。今後、これを充実するとともに、先ほど市長の

答弁の中で、猫の不妊手術費用について、県への上乗せ助成をするという方向でございますの

で、これの取り組みにも努めてまいりたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 谷口總一郎君の２回目の質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

○７番（谷口總一郎君） ７番谷口。２回目の質問を行います。 

 野良猫対策について、先に１点だけお聞きします。 

 市長、県の条例改正を見てから対応すると言われたと思いますが、１点だけこれどうしても

何とかできないものかと思うのは、野良猫への餌やり禁止、これを規定した条例がつくれない

ものかということです。この点だけお聞きします。 

 次に、地元企業・商店特別支援事業の創設についてですが、質問でお願いするのはいけませ

んけんど、かつて民主党政権が行った事業仕分けによりましてですね、中小企業の成長にとっ

て大切なものづくり補助金をなくしてしまいましたが、第２次安倍政権の発足後、この補助金

を復活させております。先日も中小企業経営者の集まりで、安倍総理は中小企業の力がなけれ

ば日本は成長していくことができないと、激励しております。私も同じ思いをずっと持ってお

ります。市内の中小企業や商店に力がなければ、室戸市は成長できません。これからさらに衰

退の速度を上げるというふうにも思ってしまいます。戦前から室戸市の経済を支えてこられま

した企業や商店の皆さんのためでございます。執行部の皆さんが知恵を絞って、先ほどたくさ

んの事業を行っているということをお聞きしまして、私の全然知識のないところで申しわけな

かったですが、たくさんの事業をやられておられるなあと思いました。執行部の皆さん、市長

が知恵を絞って市内の経営者を見捨てず、何とか、あっちもこっちも店が閉めております。も
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う建設業者の皆さんは、仕事をたくさん持っておるみたいですけんど、市内の企業や商店、あ

っちもこっちも店を閉めて、建物を壊して、また出ていく方もおられます。どうか執行部の皆

さんが知恵を絞って何とか助けてあげてほしいと思っております。これについて、答弁を市

長、お願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、中小企業に対する取り組み対策ということでありますが、私はこれまで前段で申し上

げてまいりましたように、いろんな施策を実施をしていきたいということで、これは地元、当

然商工会さんともですね、これ毎年意見交換をして取り組んでいることでございます。ぜひ市

内の中小企業頑張っていただかないといけないという思いは一緒でございます。今、こうした

取り組み、これまで申し上げてきた取り組み、あるいはまた前段で話をしてないことの中に、

もう一つ新しく起業する場合、起業者に対する支援対策としても、国がやってます。国で採択

をされなかった人に対して、市の独自支援対策を行おうということで、ことしもやっておりま

す。現在、私の決裁に回ってきた件数でも２件、新しい起業者に対する支援をしているところ

でございますので、こうしたことをしっかり取り組んでいきたいと考えております。 

 それから、野良猫対策の餌やりの問題につきましては、先ほど課長答弁にもありましたよう

に、餌やりの禁止等取り組んでいるところでございます。条例化につきましては、今後検討を

させていただきたいと存じます。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 次に、脇本健樹君の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。平成28年12月第６回定例会において、室戸市民を代表しま

して一般質問を行います。 

 大項目１番、防災・減災対策。消防屯所高台移転について。 

 本年５月、室戸市消防元分団は、小松市長を初めとする行政、そして関係者の皆様の御尽力

により、元分団屯所は高台移転を無事済ませ、落成式も滞りなく行いました。この新分団屯所

は、旧分団屯所よりかなり広く、車両スペースはもちろん、備品置き場やコミュニティー部分

も以前と比べ物にならないぐらいゆとりがあります。私も元分団員の一員として、この場をお

かりしまして感謝申し上げます。 

 さきの９月議会で、同僚議員の一般質問に、室戸岬消防分団高台移転の件についてはありま

した。ありましたが、来年には三津分団の高台移転が完了ということで、約半分の消防分団が

高台移転したことになります。次に、高台移転の可能性が高いのは、椎名小学校改修後、同敷

地内に移転できそうな椎名分団が先かと推測いたします。 

 そこで、海岸に近い菜生分団、高岡分団の早期移転計画など、現在の消防分団高台移転進捗
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状況についてお伺いします。 

 大項目２番、医療対策。救急搬送について。 

 現在の高知県立あき総合病院は、平成24年４月、安芸病院と芸陽病院が統合し、高知県災害

拠点病院に指定され、高知県東南部地域の医療を担っています。一方、室戸市唯一の救急病院

である室戸病院が平成26年６月末をもって救急病院から外れ、平成26年７月以降、夜間・外来

診察が中止となりました。これにより、夜間救急の受け入れ病院は、近くて室戸市中心部より

30分程度かかる田野病院となりました。救急患者の容体により、高知県立あき総合病院に向か

うことも多く、高知池にある高知医療センターに搬送されることもあります。このような管外

搬送の状況は、患者の容体が悪化することにもなります。管外搬送先によっては、救急車の出

動時間は長くなり、出動が重なれば、救急搬送している救急隊員の疲労蓄積にもつながりま

す。消防署員は、十分訓練を積んでいると思いますが、以前の救急搬送体制より搬送件数は増

加し、搬送先も遠く、救急隊は負担増となっていることと推測します。直近の年間搬送件数は

1,050件ほどとなり、救急車の走行距離は主力の２台で年間約８万キロ、そのうち新型の車両

が年間約６万キロということであります。管外搬送は、もとより多かったようですが、室戸病

院の救急指定解除により、管外搬送率が約90％となり、搬送件数とともに走行距離は増加傾向

となっております。室戸消防署所有の救急車それぞれの走行距離は、メーン使用の新型大型車

両が27万9,000キロ、もう一台が26万キロであります。室戸消防署管内は、東西に長く、ほか

の自治体と比べ、管外搬送率は高いため、３台目を所有していますが、２台同時出動時の待機

用救急車も走行距離32万キロとなっており、全車25万キロオーバーであります。隣の中芸地区

では、車両の更新時の走行距離は平均15万キロとのことであります。室戸市では、その２倍に

当たる距離を現在走行しており、万全な整備をしていても、長距離搬送ではいつアクシデント

が起こるかわかりません。このような車両では、安全な搬送にも影響し、乗車している隊員に

も危機が伴ってしまいます。高知県の消防政策課では、現在、国・県の補助要項は残念ながら

ないとお聞きしました。救急車は、それぞれ地方自治体の消防署管理であり、緊急搬送距離の

増加から、車両状態が十分と言えず、車両配備には万全な対策をとっていただきたいもので

す。 

 室戸市においては、本年８月、室戸岬地区に市立室戸岬診療所が完成し、室戸市内の病院や

県立あき総合病院の医師の協力により、室戸岬地区で内科診療が始まり、これにより近隣地域

の方々の医療に対する不安は少し解消されたかと感じます。しかし、今後は、室戸市内の病院

の先生方も高齢化が進み、閉院も予想されます。これから先の救急体制を強化する上でも、救

急隊員の増員や車両価格3,500万円ほどと高額でありますが、最新型医療設備等も整っている

救急車への早期車両更新が望まれます。管外搬送先の高知医療センターでは、設立以来、ドク

ターヘリでの搬送も行っており、室戸市内外の多くの命が助かっていることでしょう。大変あ

りがたいことです。しかし、ドクターヘリの飛べないときには、陸路での救急搬送となりま
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す。高知医療センターに救急車で搬送される場合、主に国道55号線利用で搬送していました

が、芸西より以西での地域高規格道路の完成で搬送時間は大幅に短縮できることとなりまし

た。しかし、我々高知県東南部においては、高速道路や地域高規格道路整備がおくれており、

ドクターヘリ以外での救急搬送には時間はまだまだ多くかかります。芸西－安芸間などの地域

高規格道路の早期完成が望まれます。 

 救急医療の中で、救急現場及び救急車両の救急救命士処置ができる救急救命士という資格が

あります。救急救命士という資格は、平成４年に国家試験となりましたが、初期のころより昨

今は医療現場で対応する救急救命士の役割が重要となりました。救急救命士の増員が救急搬送

中の初期処置の違いとなり、重篤な状況を避けることができます。救急隊員全員が救急救命士

になることが望ましいと思います。 

 以上のことから、次のことをお伺いいたします。 

 ①管外搬送について、どの医療機関に搬送しているのか。直近３年間の月平均の搬送距離と

出動件数を、ドクターヘリの出動件数とともにお願いいたします。 

 ②現在ヘリポートは、室戸市内にどれぐらい整備されていますか。また、今後の整備予定は

ありますか。 

 ③室戸市の医療環境もあり、救急車の平均走行距離が長くなっている状況にあります。救急

車の車両の更新の計画は、どのようになっているのでしょうか。 

 ④現在室戸市内に救急指定病院がないため、当分管外搬送となりますが、消防署員の増員も

しくは救急救命士の資格者増員についてはどのような見解でしょうか。 

 ⑤前段の質問は、救急搬送での室戸市内の実情に必要なことでありますが、一義的な医療対

策でもあります。今後、室戸市内の医療機関の減少が予想される中で、救急対応のできる市立

病院等を設立する考えはあるのでしょうか。 

 ⑥現在、管外搬送が90％であります。搬送ルートとしてますます高速道路や地域高規格道路

の必要性が重要となってきます。地域高規格道路等の必要性をどのように国や県へ訴えていき

ますか。 

 大項目３番、観光振興対策。(1)ジオパーク拠点施設整備について。 

 平成29年春開催の志国高知幕末維新博に向け、室戸世界ジオパークセンターのシアタールー

ムなどリニューアル整備を行うということですが、オープン以来の来館者数増を願いたいもの

であります。 

 そこで、気になる点をお伺いいたします。 

 ①ジオパークセンターは、観光客を室戸市の各観光施設へと送り出す役割もあります。室戸

市を紹介する展示物や管内案内の受付カウンターの評判が悪いが、今後来館者増への取り組み

はどのように行いますか。 

 ②同じくジオパークセンター内では、魅力ある展示物や特別展を行うと思われますが、どの
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ようなものが計画されているのでしょうか。 

 ③電気自動車の普及により、観光施設に充電設備を設置する補助金が以前ありましたが、今

回の志国高知幕末維新博にあわせての設置検討はしていないのでしょうか。設置予定がないな

ら、その理由をお願いいたします。 

 ④現在、ジオパークセンター正面右側空き地の利用はどのようになっていますか。 

 (2)各観光施設との連携について。 

 関西からの入り込み客などに期待をして、室戸世界ジオパークセンター、キラメッセ室戸、

そして（仮称）むろと海の学校などの改修を進めています。観光客に室戸市で滞在時間を多く

とっていただくため、観光施設を中心とした連携が必要であるが、高知県東部は得意でないよ

うであります。志国高知幕末維新博及びその後の連携についてお伺いいたします。 

 ①志国高知幕末維新博では、各観光施設間でどのような連携を行うのでしょうか。 

 ②ジオパークの取り組みとして、志国高知幕末維新博終了後はどのような連携を行うのでし

ょうか。 

 ③市外の観光施設及びイベント会場での室戸観光関係者の出店や室戸に関するパンフレット

の配置が少ないと聞くが、これらについての取り組みはどのように行うのでしょうか。 

 以上で１回目の質問を終了いたします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 ２点目の医療対策の中の救急対応のできる市民病院等についてでございます。 

 御案内のとおり、本市では現在夜間、日曜、祝日の救急患者の受け入れ可能な医療機関がな

く、急病やけが人の対応には苦慮をいたしているところでございます。そうした中ではありま

すが、議員さんの言われる緊急対応のできる市民病院、救急告示病院を設置をするためには、

多くの医師の確保が必要であります。また、エックス線装置、輸血のための設備、また傷病者

のための専用病床が必要など、多くの課題がございます。財政状況とともに、医師や看護師不

足の現状からしますと、市立の救急病院の設立は大変困難であると考えております。 

 本市といたしましては、市内の診療所が減少する中、本年８月には、室戸市立室戸岬診療所

を開設をし、住民の方々の不安を解消することや、また医療の提供に努めているところでござ

います。そして、現在高知県と室戸市におきまして合同の地域医療課題検討会を設立をいただ

いております。今後の地域医療につきまして、意見交換をしているところでございます。そう

した中、本市といたしましては、県立あき総合病院を充実をさせることや、室戸にサテライト

診療所を開設をしていただきたいこと、また当市の診療所に医師の派遣をすることなどについ

て要望も行っているところでございます。今後におきましても、県の支援を受けることなど、

地域医療の充実に全力で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、地域高規格道路等の必要性についての件でございます。 
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 御案内のとおり、四国８の字ネットワークの高知東部自動車道は、総延長36キロメートル

で、うち17.8キロメートルが供用を開始をしております。平成28年４月には、なんこく南イン

ターから高知龍馬空港間の4.1キロが供用を開始をしております。残りの区間18.2キロメート

ルにつきましては、現在調査設計や用地買収、一部改良工事に着手をしているところでござい

ます。また、地域高規格道路阿南安芸自動車道でありますが、総延長は110キロでございま

す。うち県内区間は53キロとなっております。この県内区間の北川奈半利道路延長５キロは、

平成22年に供用を開始しております。また、安芸道路の安芸西インターから安芸東インターの

間は、平成28年度より用地調査設計協議を行っております。また、北川道路につきましては、

２－２工区においてトンネル工事を施工しております。残りの奈半利から安芸間、北川道路１

工区野根から安倉間、甲浦から野根間につきましては、現在計画段階評価中となっているとこ

ろでございます。これらの路線につきましては、命の道として、また防災面におきましても、

特に南海地震発生時における救命・救援活動や緊急物資の輸送路等の役割を果たすものと考え

ております。今後におきましても、四国８の字ネットワーク四国東南部連盟に加入をいたして

おります高知東部自動車道整備促進期成同盟会、一般国道55号阿南安芸自動車道整備促進期成

同盟会、国道493号整備促進期成同盟会等ともに、高知東部自動車道及び地域高規格道路阿南

安芸自動車道の早期完成に向けて、国や県に要望活動を続けてまいります。 

 私からは以上でございますが、消防長及び観光ジオパーク推進課長から補足答弁をいたさせ

ますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） 竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 脇本議員さんに、大きな１点目、防災・減災対策の消防屯所高台移

転の進捗状況についてお答えいたします。 

 消防屯所の高台移転につきましては、議員御案内のとおり、平成21年に室戸分団、25年に吉

良川分団、26年に佐喜浜分団、平成28年５月には元分団屯所の移転が完了したところでござい

ます。現在、三津分団屯所の移転に向け、用地の造成工事中であり、平成29年中の屯所完成を

見込んでいるところであります。完成いたしますと、全10分団のうち半数の５分団の高台移転

が完了することになります。残りの５分団についてでありますが、屯所の高台移転には申すま

でもなく移転先の用地の確保は最優先事項となります。これまでも移転先の候補地や適地など

について、地形や津波浸水予測などをもとに情報収集や一定の調査検討を行ってまいりました

が、現段階では具体的な整備計画には至っていないところであります。まずは、これらの用地

問題の解決に向け、分団長や地元の方々などの意見や協力をいただきながら、適地の確保に努

めてまいります。 

 次に、大きな２点目、医療対策の救急搬送についてお答えいたします。 

 議員御案内のとおり、平成26年６月に、室戸市内唯一の救急病院が救急指定を取り下げたこ

とから、市外への救急搬送がふえ、消防署員と救急車の出動回数や出動時間が増加しておりま



－70－ 

すが、救急隊員や救急車両だけではなく、搬送される方々の負担も増してきている状況にあり

ます。 

 まず、１点目の管外搬送の数でございますが、平成25年は出動915件中管外搬送が557件とな

っており、全体の33％を占め、月平均では46件となっております。 

 次に、管外搬送のみの搬送距離としては、データをとっておりませんので、主な搬送先とい

うことで御理解をお願いいたします。 

 主な搬送先としましては、高知医療センターへ105件、県立あき総合病院へ225件、田野病院

へ147件などとなっております。また、ドクターヘリの出動件数については、44件でございま

した。平成26年については、出動990件中管外搬送735件、74％となっており、月平均では前年

より15件増の61件となっています。搬送先については、高知医療センターへ128件、県立あき

総合病院へ376件、田野病院へ146件などとなっております。また、ドクターヘリの出動件数は

27件増の71件となっております。 

 次に、平成27年につきましては、出動1,051件中管外搬送860件、82％となっており、月平均

では前年より10件ふえ71件となっております。搬送先については、高知医療センターへ

140件、県立あき総合病院へ429件、田野病院へ196件などとなっております。また、ドクター

ヘリの出動件数は１件増の72件となるなど、年々管外搬送は増加しております。 

 なお、参考までに、平成26年６月の市内病院の救急指定取り下げ以降、県立あき総合病院の

体制強化に伴い、管外搬送要請を積極的に受け入れていただき、管外搬送の受け入れ割合がそ

れまでの40％から約50％と10％ほどふえている状況にあります。 

 次に、２点目のヘリポートについてでありますが、本市では現在、主に離着陸時に医師との

接触や警備が容易で散水が不要な消防署のヘリポートを利用しているところでございますが、

そのほかに防災公園ヘリポート、高岡ヘリポート、行当グラウンド、佐喜浜クリーンセンター

グラウンドなどがあり、実際に使用した実績もございます。このほかにも、吉良川、羽根地区

などにヘリポートを整備することができれば、傷病者の早期接触が可能となり、救命率の向上

に大きく貢献することにつながりますので、県航空部隊受援計画で適地として示されています

16カ所につきましても、今後地元や関係機関とともに整備の可能性について協議検討してまい

ります。 

 次に、３点目の救急車の更新についてでありますが、現在保有しております３台の救急車両

の年間平均走行距離につきましては、平成25年が１万8,763キロメートル、平成26年が１万

9,046キロメートル、平成27年が２万6,625キロメートルと、年々増加しております。このよう

に、走行距離が延びていることから、日々の車両点検や整備などに努めているところでござい

ますが、経年劣化などにより走行中の急な故障も危惧されますので、平成29年度当初予算にお

いて、新たに１台分の予算を計上させていただく予定でございます。また、ほかの救急車両に

ついても、その状況を見ながら、必要に応じて更新を検討してまいりたいと考えています。 
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 次に、４点目の救急救命士などの増員についてでありますが、現在消防署には30名の署員中

11名が救命士として活躍しております。また、平成28年度におきましても、１名が救命士を目

指し、現在救急救命九州研修所に入校しているところでございます。今後とも、特定医療行為

が行える救命士の育成については、毎年１名の救命士資格取得に向けて取り組んでまいりま

す。また、救急隊員の負担軽減につきましては、救急出動時の隊員編成に救命士や救急隊員だ

けでなく、消防隊員や非番職員など、全職員で対応し、出動することにより、負担や疲労の分

散に努めているところでございます。以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 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） 脇本議員さんにお答えします。 

 ３の(1)ジオパーク拠点施設整備についてであります。 

 まず、１点目のジオパークセンターの受付カウンターでの案内業務に関してであります。 

 昨年度は、案内業務の一部を室戸市観光協会に委託しておりました。議員御指摘のとおり、

来館者への対応について御意見等が寄せられたことから、今年度からジオパーク推進協議会の

パート職員で対応しております。観光アドバイザーの接客研修を取り入れるなど、接客態度の

向上を図るとともに、来館者への展示物資料の説明、ジオサイトへの誘導等も積極的に行って

いるところであります。また、受付カウンターの位置についてでありますが、ジオパークセン

ターは来年３月４日から開催されます志国高知幕末維新博の地域会場の一つとして位置づけら

れております。それに向けて現在受付カウンターの移設、動線の見直し等に取り組んでいると

ころでありますので、その中で受付カウンターの位置についても見直しを行ってまいります。 

 次に、２点目の展示物や特別展についてであります。 

 室戸世界ジオパークセンターでは、開館当初から来館者に対してアンケートを実施していま

す。これまでに2,543名からの回答をいただいており、来館者の住まい、性別、来場のきっか

け、旅行の形態等とあわせ、ジオパークセンターの展示内容等についても、満足、やや満足、

普通、やや不満、不満の項目で御意見をいただいております。それらの結果から、展示内容に

ついては、満足が41.4％、やや満足が29.9％、普通が23.1％、やや不満が4.5％、不満が1.1％

となっております。アンケート回答者の約70％の方が、満足、やや不満足とお答えいただいて

いることから、一定の評価をいただいているものと考えております。先ほど申し上げましたよ

うに、ジオパークセンターは来年３月からの志国高知幕末維新博の地域会場となっており、受

付カウンターの移設や動線の見直しのほかに、巨大モニターで映像による室戸半島の成り立

ち、紹介映像の作成、シアタールームの映像の見直しなどを行う予定であります。また、２階

のフリースペースでは日本全国のジオパークポスター展、夏休み期間中には深海展や、ジオパ

ークセンターと展示資料でも協力をいただいております日本海洋開発機構展、10月には神祭展

を開催しております。今後も定期的に特別展、企画展を開催しながら集客、リピーターの確保

に努めてまいりたいと考えております。 
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 次に、３点目の電気自動車の充電設備の設置についてであります。 

 このことにつきましては、昨年度にも補助金を活用して充電設備を整備できないか検討いた

しましたが、費用対効果が得られにくいと判断されることから、整備に至ってない状況であり

ます。キラメッセ室戸食遊館の前に設置してあります電気自動車の充電施設においては、月に

１ないし２台使用されているようであります。ジオパークセンターへの充電設備の設置につき

ましては、今後の電気自動車の普及等を見ながら検討していきたいと考えております。 

 次に、４点目のジオパークセンター正面右側の空き地についてであります。 

 今年度中に土砂の撤去を行う予定でありますので、来年度に向けて関係機関や団体等の御意

見もお聞きしながら、交流人口の拡大やジオセンターとの相乗効果が期待できるような利活用

案について検討していきたいと考えております。 

 次に、(2)各観光施設との連携についてお答えいたします。 

 御質問の１点目と２点目は関連がございますので、あわせてお答えさせていただきます。 

 志国高知幕末維新博開催中の各観光施設の連携についてでありますが、現在土佐くろしお鉄

道が主体となって高知東部交通、ＪＲ四国の協力のもと、幕末維新博地域会場、観光施設等の

割引特典がついた鉄道とバスが自由に乗りおりできる幕末維新博安芸・室戸フリー切符を作成

するよう進めております。ごめん・なはり線にある観光施設を割引可能施設として、現在各施

設の管理者と割引特典内容について調整を行っているところであります。室戸市内の観光施設

についても、室戸ドルフィンセンター、キラメッセ室戸鯨館、室戸世界ジオパークセンター等

を対象施設としていただく予定であります。幕末維新博安芸・室戸フリー切符は、博覧会開催

期間中の２年間販売を行う予定ですが、好評であるようであれば、終了後も継続して実施する

予定であります。また、今年度発足いたしました安芸郡９市町村によります高知県東部観光協

議会では、幕末維新博を契機に、安芸広域圏内の観光施設が連携したスタンプラリーの実施を

検討しているとお聞きしております。安芸広域圏内の観光施設を全てめぐり、応募していただ

いた方に、安芸広域圏内の特産品が景品としてもらえるようなスタンプラリーが計画されてい

るところであります。また、ジオパーク関連の取り組みといたしましては、今年度から教育旅

行の受け入れの充実を行っております。志国高知幕末維新博で高知への教育旅行も増加するこ

とが予想されることから、ジオサイトをめぐるツアーなどの内容をより充実させていきたいと

考えております。 

 次に、３点目の市外の観光施設等での室戸の観光関係パンフレットの配布状況についてであ

ります。 

 現在高知空港、高知駅とさてらす、安芸観光情報センター等県内の観光情報を発信している

施設や東洋町、徳島県美波町の道の駅には、本市のパンフレットや各種イベントのチラシ等を

配布させていただいております。パンフレットの補充についても、各施設の担当者から連絡を

いただき、随時対応しているところであります。また、高知県東部観光協議会が安芸広域圏内
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の市町村の観光パンフレットを取りまとめて、西日本の高速道路の各サービスエリアに有料で

配布していただいております。観光客の誘客には、観光施設、イベント情報の発信は重要であ

りますので、新たに協力していただける施設の開発を進めながら、今後も情報発信に努めてま

いりたいと考えています。 

 最後に、市外イベントへの出店についてであります。 

 滋賀県湖南市のこにゃん元気市、高知市の鏡川河畔で開催されますふるさとまつり、安芸市

で行われています高知県東部グルメまつり等には、毎年市内の民間業者とともに出店しており

ます。また、今年度から、高知市と連携事業の一環として、追手筋の日曜市にも出店を行って

おります。今後も市外イベントへ積極的に参加し、室戸のＰＲ活動を行ってまいりたいと考え

ております。以上であります。 

○議長（久保八太雄君） 脇本健樹君の２回目の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ありがとうございました。市長の現在の医療に対して理解をいたしま

した。 

 ５番脇本。２回目の質問を行います。 

 医療対策の③についてです。 

 車両配備について決して無理を言っているわけではございません。使用できる範囲使用した

いと考えております。走行距離は、あくまで目安でございますが、２台目の早期配備をしてい

ただきたいと思います。現状を考え、室戸市の車両更新はどれぐらいの期間が理想と考える

か、お伺いいたします。 

 同じく医療対策の④でございます。 

 救急救命士の資格講習は、短期間と言え、署員不在は消防署全体に負担となりますが、この

資格講習の署員の参加者増はどうなのか、お答えいただきたいと思います。 

 これで２回目の質問を終わります。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 脇本議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 ３点目の救急車両の更新計画の走行についてでございますが、室戸市消防本部では、15年を

目安に考えております。15年の中で使用頻度、使用ぐあい等について検討しながら適切に更新

していきたいと思っております。 

 次に、救命士の件なんですが、現在も毎年１名確実に育成していきたいと思っております。

以上でございます。 

○議長（久保八太雄君） 脇本健樹君の３回目の質問を許可いたします。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。３回目の質問を行います。 

 医療対策の救急救命士の講習でございますが、１名行っているのは存じてますが、できたら

２名、３名とふやしたいという考えで質問させていただいてますので、その辺の回答をよろし
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くお願いします。 

○議長（久保八太雄君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんの３回目の質問でございます、お答えをいたします。 

 救急救命士を一度に１年で二、三人ふやしてはどうかという御質問ですよね。行かしたいと

いう、その思いはよくわかります。私ども救急救命士はふやしていく方向で取り組んでいると

いうことでございますが、一度に二、三人ということになりますと、何カ月か研修に九州へ行

かないけません。その間、こっちが完全に手薄になって、こっちの体制が回らなくなるという

ことでございまして、今のところ１人ずつ確実にふやしていきたいという体制でございますの

で、御理解のほどよろしくお願いします。以上です。 

○議長（久保八太雄君） これをもって脇本健樹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６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２時10分 散会 

 

 


