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            午前10時０分 開議 

○議長（山下浩平君） 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。上松議会事務局長。 

○議会事務局長（上松一喜君） 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14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（山下浩平君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 13番。平成26年３月定例会におきまして、市民と一心会を代表いた

しまして一般質問を行います。 

 まず、市長の政治姿勢でございますけども、この３月をもちまして退職されまする職員の皆

さんに心から敬意をいたしたいと思います。そして、室戸市民の公僕として勤務され、長年の

御苦労に対して、奥様初め家族の皆様にもあわせて敬意を表するわけでございます。どうか退

職された後も、室戸市の発展のために御指導、御鞭撻をいただきたいと思います。 

 まず、あす３月11日、東日本大震災が発生しましてから３年を迎えるところであります。多

くの関係者の皆さんが、まだ途方に暮れ、毎日毎日涙の暮れる日々を送られておるとお聞きを

いたします。そういう教訓を生かされまして、小松市長は、南海地震が近くに必ず起きると言

われておる時期に対して、市民の命と財産を守るために、防災対策に取り組んでおられる姿に

対して敬意を表するわけでございます。そして、次期市長選への出馬についてでありますが、

市長は、これまで室戸市の荒れた土地に種をまき、そして水をやり、花を咲かせてまいりまし

た。その花を満開にするために、次期の市長選においてどうしても出馬をしていただかなけれ

ばならない大勢の市民の声が上がってきております。そういうことから、これまでどういった

事業に取り組み、成功させてきたのか、まず市長のこれまでの取り組みについてお聞きをする

とともに、今後市長選挙への出馬の決意をあらわしていただきたいと思いますので、ぜひ市長

の思いを、決意を述べていただきたいと思います。 

 それでは、次の人権に関する諸問題についてお聞きをいたします。 

 まず、差別文書であります。 

 平成23年８月12日、私のところに差別文書が届きました。その内容たるや、部落差別はもと

より、貧困、学歴、社会的階級差別など、人権侵害甚だしい悪質きわまりない差別内容であり

ました。いかなる理由があろうとも許されるものではありません。部落差別をなくするのは、

行政の責務であり、国民の課題であります。室戸市はどのような責任をとるのか、明らかにさ
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れたいのであります。市民に対しての啓発のあり方が十分でなかったから、このような問題が

起きたのであります。教育委員会にも差別文書が届いていると聞くが、どのような取り組みを

されているのか、明らかにされたいのであります。市長や教育長は、同和問題を重点的に施策

として取り組んできた責任者としてどう考えるのか、現状と課題についてお聞きをいたしま

す。 

 そして、水平社創立90周年、原点を忘れず、人間の尊厳を求めるものであります。そして、

日本国憲法第11条、14条にはどういったことが定められているのか、行政は何をすべきなの

か、行政責任を明らかにされたいのであります。 

 次に、教育長は、同和教育を徹底すると約束しております。取り組みの現状について説明を

されたいのであります。 

 差別文書の背景についてどう捉えているのか、被害に遭われた人たちをどのように擁護して

きたのか、市長の許可をもらい、私は課長会にも報告し、また市長とも協議をしてまいりまし

た。残念なことは、同僚議員に資料を渡してきましたが、どの議員も取り上げてくれなかっ

た。残念であります。同和問題が市民の課題になっていないことを痛感しました。どのような

差別文書であったか読み上げていただきたい。二度と部落差別が起きないため、徹底した対策

を講じてもらいたい。決意のほどをお聞かせ願いたいのであります。 

 次に、特にお聞きをいたしますが、人権についてであります。 

 ①室戸市の人権条例は、何のために制定した条例なのか、まずお聞きをいたします。 

 ②世の中がどのように変わろうとも、どのように同和対策に取り組もうとも、差別がなくな

らないのはなぜか、今でも部落差別に苦しんでいる人たちがいるのはどうしてなのか、お聞き

をいたします。 

 ③また、人はなぜ差別をされなければならないのか。 

 ④部落差別とは何か、部落差別をなくするため、昭和44年から今日まで取り組んできまし

た。部落差別をなくすることは、行政の責務であり、国民や市民の課題として取り組んできま

した。しかし、今日に至っても差別は一向になくなっておりません。 

 一方では、同和対策事業は、室戸市の活性化に大きく貢献してきました。最近になって、国

の施策による公共事業の減少に伴って、一番先に同和地区の請負業者の倒産が相次いでおりま

す。仕事保障について明らかにされたいのであります。 

 ⑤室戸市は、人口の約20％以上の同和地区の住民を抱えております。よって、市長は、全国

の20％以上の同和地区の住民を抱えておる自治体の会長であります。部落差別をなくするため

に、国に対して陳情を重ねておられることに敬意を表する次第でありますが、その陳情の効果

についてどのような事業に反映をされているのか、お聞きをいたします。 

 ⑥総務課長にお聞きをいたしますが、人権について及び同和について職員研修を実施してい

るのか、月に何回か、また年間に何回か、今後の職員研修を明らかにされたいし、またその成
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果についてどう捉えているのか、特に次の点についてお聞きをいたします。 

 １、同和人権行政とは何か、市長にお聞きをいたします。 

 同和人権教育とは何か、教育長にお聞きをいたします。 

 ２、同和問題とは何か、副市長にお聞きをいたします。 

 ３、人権問題とは何か、その取り組みと現状と課題について説明されたい。人権啓発課長に

お聞きをいたします。 

 ４、部落差別はどうしてつくられたのか、また部落差別をなくする教育、家庭、社会、学

校、現状と課題について答弁をされたいし、この件について学校保育課長にお聞きをいたしま

す。 

 ５、人種的起源説とは何か。 

 ６、宗教的起源説とは、職業的起源説とは何か、人権啓発課長にお聞きをいたします。 

 ７、政治的起源説とは何か、総務課長にお聞きをいたします。 

 ８、同和問題をどのように考えたらよいのか、企画財政課長にお聞きをいたします。 

 ９、差別と区別の違いは何か、市民課長にお聞きをいたします。 

 10、部落差別に対する偏見をなくするにはどうしたらよいのか、税務課長にお聞きをいたし

ます。 

 11、部落差別をなくするためにどのような運動があるのか。 

 12、部落差別の問題は、人権の問題であると言われているのはなぜか、農林水産課長にお聞

きをいたします。 

 よりよい人間づくりこそ大切と言われているのはなぜか、商工観光深層水課長にお聞きをい

たします。 

 身元調査が問題となっているのはなぜか、就職に際して、本籍地の記入や戸籍謄本等の提出

がなぜ問題になっているのか、市民課長にお聞きをいたします。 

 次に、16、地名総鑑事件とは何か、福祉事務所長にお聞きをいたします。 

 同和地区住民の就職の機会均等の確保について、労働大臣談話が昭和50年に古い話ですが、

50年12月15日に出されているが、どのような内容か、また室戸市はこれらについてどのように

かかわってきたのか、市長にお聞きをいたします。 

 18、オールロマンス事件とはどのような事件なのか、滞納整理課長にお聞きをいたします。 

 19、同和という名称にはどういう意味があるのか。 

 20、隣保館、隣保事業とはどのような意味があるのか、水道局長にお聞きをいたします。 

 21、万人は一人のために、一人は万人のためにという意味は何か、ジオパーク推進課長にお

聞きをいたします。 

 次に、女性差別についてお聞きをいたします。 

 22、今さまざまな形で女性に対するセクシュアルハラスメントが発生をしております。女性
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と男性が社会のあらゆる分野でともに参画する協働社会の実現に向けた取り組みを推進し、女

性への正しい認識を深め、雇用における男女の実質的な平等に向けた取り組みが必要とされて

います。これらについてその取り組みを明らかにされたい。なぜ女性はさまざまな分野で差別

を受けなければならないのか、その理由について説明をされたい。また、その現状と課題につ

いて答弁をされたいのであります。滞納整理課長にお聞きをいたします。 

 次に、高齢者差別についてであります。 

 23、高齢者に対する理解や関心を深める取り組みを推進し、高齢者の人権についてどのよう

に取り組んでいるのか、説明をされたいし、人生の大先輩である高齢者が、なぜ差別を受ける

のか、あわせて説明をされたいのであります。また、高齢者に優しいまちづくりの取り組みに

ついて答弁されたいのであります。保健介護課長にお聞きをいたします。 

 次に、外国人への差別についてお聞きをいたします。 

 24、外国人との交流を中心とした教育啓発を推進し、国際化時代にふさわしい人権意識の高

揚を図るため、どのような取り組みをされているのか、説明をされたい。室戸市は、ポートリ

ンカーン市と国際交流を実施しております。外国人はなぜ差別をされるのか、説明されたい

し、採用試験にしても、外国人の採用を拒否してきた時代が長く続いておりました。国民と住

民とは違います。そのことは憲法や最高裁の判決が示しているところであります。総務課長に

お聞きをいたします。 

 次に、障がい者差別についてお聞きをいたします。 

 25、①社会全体が障害がある人について正しく理解する取り組みをどう進めているのか、具

体的に説明を求めるものであります。 

 ②障害のある人に対する理解を深める職場研修の実施や雇用の促進。 

 ③働きやすい環境整備と④障害のある人の社会参加についての取り組みについてどう取り組

んでおるのか、現状と課題について説明を求めるものであります。 

 ⑤自分が好きこのんで障がい者となったのではないのに、なぜ差別や区別をされるのか、お

聞きをいたします。 

 ⑥障がい者に優しいまちづくりの取り組みについて説明をされたいのであります。福祉事務

所長にお聞きをいたします。 

 次に、ＨＩＶ感染者に対する差別についてであります。 

 26、エイズ感染者に対する正しい認識を推進するための教育啓発についてどのように進めて

いるのか、具体的説明を求めるものであります。医療ミスや薬害によって感染した人たちが、

なぜ差別や区別をされるのか、具体的に答弁をされたい。保健介護課長にお聞きをいたしま

す。 

 人権擁護施策推進法案に対する附帯決議について、平成８年採択、どのような内容になって

いるのか、また同じく人権教育啓発推進法が制定をされました。平成12年。内容について説明
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を求めるとともに、法律の具体化をどう図って取り組まれているのか、人権擁護施策推進法提

案理由の内容説明ともあわせて答弁を求めるものであります。教育長にお聞きをいたします。 

 こういった人権について問題を解決するためにも、室戸市の人権条例の完全実施を求めるも

のであります。これまですばらしい答弁はされていますが、今ではその場限りの答弁となって

おります。答弁をされたことに責任を持っていただいて、その具体化及び実施をきちっとされ

ますよう、切にお願いするものであります。私たちも市民から負託を受けている議員でありま

す。市民と約束したことは守り、実行に取り組みをされたいし、答弁を求めるものでありま

す。市長にお聞きをいたします。 

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

きをいたします。 

 １、人権及び人権教育についてであります。 

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

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

て、各自が持っている固有の権利であります。社会を構成する全ての人々が、個人としての生

存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利と説明を

しております。しかし、人権を一層身近で具体的な事柄に関連させて、より明確に把握するこ

とが必要であります。例えば、人権という言葉は、人と権利という２つの言葉から成っており

ます。人権とは、要するに人的な特別な権利を意味する。したがって、人権を理解するには、

人としての尊厳と価値を踏まえながら、人とは何か、権利とは何かを具体的に考えなければな

らないのであります。答弁をされたいのであります。 

 次に、人権の具体的な内容には、人が生存をするために不可欠な生命や身体の自由の保護、

法のもとの平等、衣食住の充足などにかかわる権利があります。そして同時に、人が幸せに生

きる上で必要不可欠な思想や言論の自由、集会、結社の自由、教育を受ける権利等も含まれて

おります。このような個々の権利は、それぞれが固有の意識を持つと同時に、相互に不可分か

つ双方的な関係にあるし、このような諸権利を全体で一つの枠組みとしての人権構成をしてい

るのであります。したがって、個々の権利には、おのずから優劣や軽重はないのであります。

今日、全国各地で児童・生徒でもって生じているさまざまな事態に鑑みるとき、人間の命がか

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

権を侵害することは、相手は誰であれ、決して許されるものではありません。全ての人は、自

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

であれ、他の人々の尊厳や価値を尊重し、それを侵害してはならないという意義と責任を負う

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

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

動、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第２条を意味し、国民がその発達段階に応じ、
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人権擁護の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、同法の第３条にする

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

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

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

報努力であると定義しております。そして、具体的な目標として、(1)人権と基本的自由の尊

重の強化、(2)人格及び人格の尊厳を感受する感覚の十分な発達、(3)全ての国家、先住民、そ

して国民先住民並びに人権の人種的、民族的、種族的、宗教的及び言語的な諸集団の間におけ

る理解、寛容、男女平等並びに友好の促進、(4)全ての人が自由な社会に効果的に参加できる

ようにすること等を掲げております。このように捉えると、人権教育の目的を達成するため

に、第１に、人権や人権擁護に対する基本的な知識を確実に学び、その内容と意義についての

知的理解を徹底し、進化することが必要である。第２に、人権が持つ価値や重要性を直観的に

感受し、それを共感的に受けとめるような感性や感覚を育成するとともに、自分と他者との人

権擁護を実践しようとする意識、意欲や態度を助長すること、そしてその意欲や態度を実際の

行動に結びつける実践力を育成することが求められております。その点について現状と課題に

ついてお聞きをするものであります。 

 次に、人権教育の指導方法とのあり方について。 

 家庭や地域社会の協力等を得るための意識的な取り組みについてであります。 

 １、人権教育の指導計画、学習の過程、学習修了後等の段階で児童・生徒だけではなく、家

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

踏まえ、反映させながら取り組むこと。 

 ２、学校や行政機関による適切な連携のための協議を踏まえ、授業等について保護者の地域

の人材を活用したり、保護者参加型の授業を工夫すること。 

 ３、授業参観等の機会を捉えて、人権に関する主題を取り上げたり、学年、学級懇談会等を

人権教育にかかわる内容で開催すること。 

 ４、人権教育の取り組みの様子や成果、学校だより等を通じてふだんから保護者や地域社会

の住民に伝え、学校の取り組みへの理解を深めるとともに、このことを通じて、人権を尊重し

ようとする意識を家庭や地域社会にも浸透させ、地域社会における人権感覚と豊かな人間関係

の形成を推進すること。 

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

くこと。その際には、プライバシー等に十分配慮をすることが必要であります。 

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

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

であります。保育事業が教育委員会に併設されましたが、室戸市の保育所のうち３カ所が同和

対策事業補助金で建設されたものであります。法律は、どのように変わろうともあるいはなく
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なろうとも、補助条件が趣旨が変わるものではありません。室戸市は、同和保育や人権教育を

どのように取り組みされているのか。 

 ８、人権教育及び啓発事業法は、どう具体化されているのか、室戸市人権教育行政をどのよ

うに計画を立てておるのか、その取り組みについてお聞きをするものであります。 

 私は、この一般質問を通じての根拠といたしまして、次の点を指摘しておきたいと思いま

す。 

 特に、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、平成12年に制定をされました。その目的

の第１条、この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、そういったことが社会的

身分、門地、人種、信条ということで第１条に定められておりますが、これらについてどのよ

うに取り組みをされておるのか、また特に地方公共団体の責務として、第５条、これについて

もどう取り組みをし、成果を上げているのか、お聞きをします。 

 そして、次には、国民の責務として、第６条が定められておりますが、これらについての取

り組みについて明らかにされたいのであります。 

 次に、この人権条例でありますが、この忘れられておるかもしれませんけれども、その条件

の一つの中に、なぜ室戸市が人権条例を制定したかということが定められております。一部を

読み上げてみますと、現社会において、同和問題を初め、女性、子供、高齢者、障がい者、Ｈ

ＩＶ感染者、外国人などに対する人権侵害の問題が依然として存在しておるということが定め

られております。これらに基づいて私は今回一般質問をしたわけでございますので、御理解を

賜りたいと思います。 

 次に、最後に、この随分と昔になりますけども、室戸市の同和保育基本方針が定められてお

ります。どうも最近になって、この基本方針が忘れられてしまっておるという思いがしてなら

ないわけでございますけれども、特にお聞きしておきますが、この中で言われております１、

現状と課題、そして２、乳幼児の実態、３、同和保育の指針、そして保育担当者の姿勢、そし

て最後に運営方針等が定められております。これについてどのように取り組みをされてきた

か、明らかにされたいし、そしてできれば予算の必要なことでございますけれども、この解放

保育連絡協議会が全国組織であります。そこへの職員を研修に行かすとかということの取り組

みについて特にお聞きをしておきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 これをもちまして第１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 林議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな項目の２、人権に関する諸問題についてからお答えをいたします。 

 なお、これらの御質問につきましては、各課長への質問ということでございますが、私から

まとめてお答えをさせていただきたいと存じますので、どうか御理解のほどよろしくお願いを

申し上げます。また、議員さんの御質問どおりのお答えに、順番が変わっている場合がござい
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ますので、その点につきましてもどうか御理解をいただきますようにお願いを申し上げます。

また、たくさんの御質問でありますので、答弁が前後するということもあろうかと存じます

が、よろしくお願いを申し上げます。 

 まず、人権問題とは何かということでございます。 

 憲法第11条と第14条において、国民は全て基本的人権を有し、法のもとに平等であって、い

かなる理由があっても差別されないとされております。この基本的人権にかかわる問題が人権

問題であると理解をいたしております。そして、本市におきましては、平成18年に室戸市人権

施策基本方針を策定をし、同和問題、女性の人権、子供の人権、高齢者の人権、障がい者の人

権、さまざまな人権問題として５つの項目について基本方針を定め、それぞれの内容により、

各種人権施策に取り組んでいるところでございます。 

 次に、同和問題の質問についてでございます。 

 まず、先ほどの憲法第11条、第14条により、行政は何をすべきかと部落差別の問題は、人権

の問題と言われているのはなぜか、同和問題をどのように考えたらよいかというこの３点につ

きましてまとめてお答えをさせていただきます。 

 行政は何をすべきかとのことでありますが、憲法は、私たち日本人の守るべき法の根源であ

ります。行政の施策は、憲法を尊重し、その趣旨に沿ったものでなければなりません。同和問

題を人権問題として捉え、同和問題の解決に向けて取り組むことが、行政のあり方だと思って

おります。さらに、同和対策審議会答申は、同和問題は、憲法によって保障された基本的人権

にかかわる問題である。その早急な解決こそ、国の責務であり、国民的課題であるとしており

ます。ここに部落差別を人権問題とする根拠、同和問題への考え方が示されているところであ

ります。 

 次に、同和人権行政とは何かということであります。 

 国は、先ほどの同和対策審議会答申を踏まえて、昭和44年からの同和対策事業特別措置法、

これに続く昭和57年の地域改善対策事業特別措置法、さらに昭和62年の地対財特法、これらの

特別措置法により、同和問題の解決を図ってきたところであります。私は、行政施策をこの同

和問題を初めとする人権尊重の視点から行うことが、同和人権行政であると認識をいたしてお

ります。 

 次に、室戸市の人権条例についてであります。 

 平成10年に室戸市人権尊重の社会づくり条例を制定をいたしました。この条例は、同和問題

を初め、あらゆる人権問題への取り組みを推進し、人権が何よりも尊重される社会づくりの実

現を目的としているものでございます。 

 次に、差別文書の件についてでございます。 

 この文書は、理解できない部分もございますので、要約をさせていただきたいと存じます

が、平成23年８月に郵送されてきたものでございます。その内容は、部落は昔朝鮮から連れて
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きた人というような間違った認識である部分や中傷する短い文章の羅列、また読む者が推測を

しなければ理解できないというような状況で、病的な雰囲気のする文章でございます。この文

書の背景は何かということでございますが、この文書は、被差別部落の間違った解釈や自分勝

手な先入観、同和問題に対する偏見があり、同和問題の理解に至っていない背景があるものと

考えております。また、この件への対応についてでございますが、室戸署と高知法務局安芸支

局へ届け出た上、室戸市人権教育研究協議会にも報告をしてきたところでございます。そし

て、室戸市人権施策推進委員会を、林議員さん出席をいただきまして開催をし、研修も行って

きたところでございます。県の人権課にも相談をし、何回か協議を重ねてまいりました。しか

し、差出人の特定ができないことなどから、高知地方法務局は侵犯事実不明確の決定を行った

とお聞きをするところでございます。このことの対応していく中で、同和問題に対する教育、

啓発が十分ではなく、教育研究所を活用して同和教育などを充実をしていくことが大切ではな

いかとの御意見もいただいているところでございます。このことを受けまして、平成23年11月

には、計６回、一般市民の方々を対象に、同和問題啓発講座を行い、12月４日には、旧東中学

校での室戸を元気にする会主催の交流会において、市民の方々を対象に、同和問題の講座が行

われたところでございます。 

 次に、被害に遭われた人たちへの対応でありますが、被害者の心は傷つき、大変気の毒なこ

とだと思っております。今回は、前段で申し上げました対応となりましたが、差別事件が起き

れば、必ず傷つく方が出てまいります。差別を受けられた方への相談や支援が必要だと考えて

おります。 

 この差別文書に対する市の責任ということでございますが、この差別事象を教訓に、同和問

題の解決に向けて教育、啓発事業に一層努力をしていくことが市の責務であると考えておりま

す。 

 また、同和問題を初めとする差別のない、人権が尊重される社会づくりに努めなければなら

ないと考えております。 

 次に、市職員の研修についてでございますが、５年間の取り組みといたしまして、合計

13回、同和問題の講座を開いております。これからも研修会や講演会を行い、同和問題に対す

る理解とともに、職員の資質を高めていきたいと考えております。 

 次に、同和問題とは何か、部落差別とは何かという点についてであります。 

 被差別部落、いわゆる同和地区の起源について幾つかの説がございます。まず、人種的起源

説では、被差別部落の人たちの祖先は、日本人とは異なる人種あるいは異民族であるという

説、次に職業的起源説は、卑しいとされた職業についているから差別されるのだという説、次

に宗教的起源説は、仏教は殺生を禁止しているのに、牛馬の殺生をしているから差別をされる

という説、最後に政治的起源説は、時の政権が、民衆支配を強固なものにするため、身分政策

として最下層に賎民階層をつくったという説、いろんな起源説があるということでございます
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けれども、起源説が言われておりますけれども、これらについては、現代社会において、いず

れも差別をすることに合理的なものではないというふうに考えております。何らいわれのない

ものだと理解をするところでございます。そこの地域に住んでいるだけで、その地域の出身で

あるということだけで、結婚や就職などのいわれのない不当な差別を受ける、これが同和問題

であり、部落差別であると認識をしているところでございます。 

 また、差別とは何かでありますが、差別とは、差のないものに不当に差をつけることであ

り、不当でない差のつけ方としましては、区別と表現をされているところでございます。 

 次に、地名総鑑事件と労働大臣談話、身元調査の問題、就職に関しての戸籍謄本の提出につ

いてであります。 

 まず、地名総鑑事件でございますが、昭和50年12月に、全国の同和地区の所在地等を記載し

た冊子「人事極秘特殊部落地名総鑑」が発行され、相当数の企業が購入し、職員の採用や人事

管理に利用するなど、同和地区住民の就職の機会均等に影響を及ぼすなど、部落差別が続いて

いる現実を示す事件でございます。このことを受けて、労働大臣談話が発表され、内容は、各

企業においては、同和地区の住民の基本的人権、特に就職の機会均等の権利が侵害されること

が絶対に生じないよう強く要請するというものでございます。身元調査や戸籍謄本の提出が問

題になっているのは、これら地名総鑑事件のような就職の機会均等等を脅かしたり、結婚差別

を引き起こすおそれがあるので問題であるとされております。当市では、戸籍や住民票取得の

際には、本人確認を行っており、職員採用の際の履歴書に本籍地は記入をさせていないところ

でございます。 

 次に、オールロマンス事件についてであります。 

 昭和26年、オールロマンスという雑誌に、京都市の職員の特殊部落という小説が掲載をされ

ました。この小説は、京都市内の同和地区を興味本位に取り上げ、偏見と差別意識を拡大する

ものであります。この事件を生んだ背景には、同和地区の劣悪な生活環境とこれを放置した行

政の責任が問われ、同和対策審議会設置の契機となった事件であると承知をしております。 

 次に、同和という名称についてでありますが、同和の名称は、同胞融和の略語で、昭和16年

に中央融和事業協会が、同和奉公会と名称を改めてから、同和という言葉が公的に使われるよ

うになったもので、語彙は人々が和合することだと理解をいたしております。 

 次に、差別をなくする運動についてであります。 

 一つの流れは、全国水平社を源流とし、その活動内容は、部落差別の撤廃と全ての人々の解

放を求めるものでございます。この流れをくむ運動団体が部落解放同盟であり、またもう一つ

の流れは、融和運動の流れで、自由同和会や全日本同和会が存在をしているところでございま

す。 

 次に、隣保館、隣保館事業についてでございます。 

 隣保館は、地域、社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれた
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コミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権問題解決のための各種活動を行

うこととされております。具体的には、相談事業や啓発、広報活動事業などの基本事業、デイ

サービス事業、地域交流促進事業など特別事業を行っているところでございます。相談事業の

中に、仕事保障としての職業相談等も受けているところであります。 

 次に、万民は一人のために、一人は万民のためにの意味でありますが、自分のことだけでな

く、みんなのことを考えようというもので、みんなで一人一人を大切にしていこうという意味

だと捉えております。また、ラグビーの精神もこの言葉であらわされているとお伺いをすると

ころであります。 

 次に、人権問題解決のための財政対策全国協議会についてでございます。 

 現在、12市町村で構成をされており、要望事項としましては、特別交付税の増額、人権教

育、啓発、就労対策が重要な課題であり、積極的な推進を図るための行財政的措置、法失効後

の地方財政の負担の軽減を図るための財政措置などにつきまして、総務省や政党、国会議員さ

ん方に要請活動を行っているところでございます。そうした要望活動によりまして、特別交付

税などの増額をお願いをしているところでありますが、特別交付税につきましては、御案内の

とおり、一般財源でございますので、各種事業に充てているところでございます。 

 次に、女性の人権についてでございます。 

 現状と課題、その取り組みでありますが、女性の社会進出が進む中、職場における男女間の

不平等や出産や育児のために離職せざるを得ないというように、女性が安心して働き続けるこ

とができない環境がいまだに残っております。加えて、セクシュアルハラスメントなど、女性

に対する人権侵害や暴力も深刻な問題になっております。当市におきましては、平成20年に男

女共同参画プラン、心豊かに生きるを策定し、男性と女性が家庭、学校、職場あるいは地域

で、それぞれの個性と能力が発揮できるような社会づくりを目指しているところであります。

具体的には、当市の審議会等附属機関の女性委員の割合を30％以上にするという取り組みやま

た広報紙により男女共同参画の理念の普及や啓発活動を行っているところであります。 

 次に、高齢者の人権についてでございます。 

 全国的に高齢社会が急速に進む中、当市におきましても、高齢者対策が重要な課題となって

おります。その現状と課題についてでありますが、介護する家族の負担や介護をめぐる家族間

の不和などによる介護放棄や虐待、認知症の方に対する暴力など、高齢者に対する人権侵害が

大きな問題となっております。身体機能の低下や認知症に対する周りの方の理解を深めるとと

もに、元気なお年寄りには生きがいを持ってもらう施策や介護が必要な方には介護サービスの

充実が求められているところでございます。具体的には、地域包括支援センターによる高齢者

虐待に関する相談支援、老人クラブやシルバー人材センターへの補助、高齢者の外出支援、買

い物支援、配食支援サービスなどを行っているところでございます。 

 次に、外国人の人権についてであります。 
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 現状と課題についてでありますが、ポートリンカーン市との交流、世界ジオパークの認定、

韓国中学生の野球のキャンプ、またインドネシアからの漁業研修生など、来市する外国籍の人

たちがここ数年多く見られるようになってまいりました。市内には、平成26年１月末現在にお

きまして、72人、71世帯の外国人の方がおられます。そして、外国人に対する児童手当の支給

は１世帯となっております。また、ジオパーク推進課では、各施設の案内板に英語案内を併記

をいたしますとともに、パンフレットも英語版を作成をいたしております。今後は、韓国語、

また中国語のパンフレットを作成をしていきたいと考えております。 

 次に、障がい者の人権についてでございます。 

 まず、障がい者への理解を進める取り組み、職員研修についてでございます。手話奉仕員の

養成研修を社会福祉協議会に委託して実施をしております。また、障がい者の相談窓口や支援

対応を、室戸はまゆう会に委託をして行っております。そして、働きやすい職場環境などの整

備については、市庁舎トイレにストーマ装具の洗浄機を取りつけたり、ストーマ装具等の支

給、失われた機能を補完、または代替する用具の給付事業を行っております。障がい者に優し

いまちづくりといたしましては、各公共施設の改修時にはバリアフリー化を行っており、身体

障害者住宅改造支援事業として居宅の改修、改築費等の助成も行っているところでございま

す。 

 次に、エイズ感染者に対する正しい認識を推進するための教育、啓発についてでございま

す。 

 ポスターの掲示や窓口でのパンフレット配布、保健所における無料、匿名による検査、相談

の紹介などを行っており、また中学校におきましては、保健や人権学習の時間にエイズについ

ての授業も行い、正しい知識の普及に努めております。 

 次に、医療ミスや薬害によって感染した人たちに対する差別についてでありますが、医療ミ

スや薬害における感染は、いずれもその本人に原因があるものではなく、ほかからの原因によ

ってそのような状態に置かれたものであり、むしろ保護されるべき人たちであって、差別を受

けることではないと考えるところであります。 

 次に、今般、高知県におきましては、高知県人権施策基本方針の見直しを行っております。

新たに犯罪被害者等の人権、インターネットによる人権侵害、災害と人権など３項目の追加を

行い、合わせて10項目とする見直しを行ったとお伺いをいたしております。室戸市におきまし

ても、室戸市人権施策基本方針の見直しを行うことや方針を踏まえた実施計画、アクションプ

ランの策定を行い、同和問題を初めとするあらゆる人権問題の解決に向けて取り組んでまいり

ます。 

 また、市民館事業につきましては、地域福祉の充実を図るとともに、人権同和問題に対する

理解のための活動を活発化させるなど、地域に根差した啓発活動に力を注ぐとともに、これま

での反省を含め、人権教育と人権啓発がお互いを補完し合い、啓発事業がより効果的なものと
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なるよう工夫を重ね、一日も早く同和問題が解決するよう取り組んでまいります。 

 そしてまた、教育集会所の利活用につきましては、子供を含め、地域の方々の教育活動の場

といたしまして、教育委員会とも協議の上、地域の方々がみずから利活用することなどにつ

き、市も一定活動費を支援するなど運営方法等検討をしてまいります。 

 最後に、同和問題を初めとする室戸市の人権問題について答弁をさせていただきましたが、

いずれも人権が何よりも尊重される差別のない明るい社会づくりを進めることが大切であると

考えております。今後におきましても、人権教育や人権啓発事業の一層の推進に努めてまいり

ます。 

 次に、１点目の(1)次期市長選への出馬についてでございます。 

 私は、市長に就任をいたしましてから今日まで、まずは以前から残されてきた問題や課題、

そのことを解決をしたいということで取り組んでまいりました。そして、一定処理できてきま

したことは、市内全域を対象とした防災行政無線の設置、職員の方々が設立をする社会福祉法

人による特別養護老人ホーム丸山長寿園の民営化、そして吉良川西山台地への簡易水道施設の

設置、市民生活に影響の大きい市道改良事業の推進、土地開発公社の塩漬け状態となっていた

土地問題等、総額13億円の借入金の処理などができてきたと考えております。 

 また、新しい課題への対応といたしましては、高速バスの乗り入れが室戸岬まで実現をいた

しております。そして、ブロードバンド整備事業により、高速通信サービスの提供を行うこと

ができました。また、室戸ジオパーク、３年間の取り組みを行った結果、世界認定が実現をい

たしております。また、企業の高台移転と雇用の確保を図るため、羽根工業用地開発事業を実

施することができました。そして、室戸ドルフィンセンター及び吉良川まちなみ館の整備が完

了し、交流人口拡大につながっているというふうに考えているところでございます。 

 また、現在、継続中や新たな取り組みといたしましてどんな点があるかということでござい

ますが、世界認定をされました室戸ジオパーク、さらなる発展をさせたい、また地域経済にと

って持続的な地域経済に役立つような室戸ジオパークにしたいということで、ジオパークの拠

点施設を整備をいたしているところでございます。また、新火葬場の建設を早期に完成をさせ

たい、そして芸東衛生組合で取り組んでいることになりますが、し尿処理施設、これを何とか

統合することによって経費の削減を図っていきたいと。そして、防災対策事業としましては、

消防無線のデジタル化や避難タワー、避難路などの整備を充実をさせていかなければなりませ

ん。子育て支援対策といたしましても、子供の医療費の無料化に係る所得制限の撤廃やすこや

か子育て祝金の支給、そして西部学校給食センターの建設ということにも取りかかっていると

ころでございます。さらには、水道事業会計の健全化や平成27年度実施予定である東部地域博

覧会の取り組みが大事でございます。人権を大切にし、女性の社会参画を推進をする社会づく

りも必要であると考えているところでございます。 

 なお、市の財政状況につきましても、少しずつ改善ができてきていると考えております。こ



－69－ 

れまで一定これらの課題や問題を解決をし、市政運営ができてまいりましたのは、ひとえに議

員各位並びに職員の方々、関係者の方々、市民の皆様方の御支援と御協力のおかげだというふ

うに思っております。次期市長選につきましては、挑戦をすることにより、引き続き前段で申

し上げてまいりました多くの事業の推進と問題解決に努め、室戸市の発展を目指してまいりた

いと考えております。どうか一層の御指導を賜りますようにお願いを申し上げます。 

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

ます。以上です。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 林議員さんにお答えいたします。 

 大項目の２、人権に関する諸問題についてと３の学校教育における人権教育の改善充実の基

本的な考え方及び保育事業についてでありますが、質問項目が多岐にわたっており、順序が前

後したり、市長答弁と重なる点など不十分な点があろうかと思いますが、その点はぜひ御理解

を賜りたいと存じます。 

 まず、差別文書についてでありますが、教育委員会へ届きましたのは、平成23年８月29日、

室戸市役所2002年園長をしていた方へと書かれた宛名で、保育園経由で届きました。また、当

時の市議会議長宛に差別文書が届いていることを同年８月12日にお聞きしておりました。市教

委といたしましては、２件の文書内容を確認し、人権啓発課とともに室戸警察署や高知地方法

務局安芸支局などへその取り扱いについて相談をいたしました。 

 また、差別文書がどのような内容であったのかということでありますが、当時の市議会議長

や保育園長に対しまして、部落への偏見、個人に対する誹謗中傷する著しく同和問題、人権、

認識に欠けるまことに異常な、異常過ぎる内容でございました。教育委員会は、これまでに同

和対策に係る啓発事業や学校教育現場での同和教育を初めとする人権教育の推進などに取り組

んでまいりましたが、平成23年度に差別文書事案が起きたことを重く受けとめ、保育所、小・

中学校、地域が一体となった人権教育の高揚、同和問題解決への取り組みを一層進めていくと

ともに、そういった組織体制の構築を再度点検していきたいと考えたところでございます。人

権教育への取り組みといたしましては、同和教育がいじめや差別と深い関連があることは明白

でありますので、平成24年度から佐喜浜小・中学校を人権教育推進校に指定し、集団づくり、

人を思いやる心を育む教育を実践しております。この取り組み、効果を市内の小・中学校へ広

げていく必要があることから、平成26年度も佐喜浜中学校を人権教育推進校として、引き続き

取り組んでまいります。 

 生涯教育の一環としまして、地域の方々を対象に、人権教育講座を年６回実施しております

が、さらなる人権意識の高揚、啓発に努め、差別のない、明るくみんなが生き生きとした社会

づくり実現に向けて人権教育に取り組んでまいる所存でございます。 

 次に、同和人権教育とは何かということでございますが、人権教育とは、基本的人権の尊重
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が正しく身につくよう、学校教育及び社会教育において行われる教育活動を指すものだと認識

しております。現代社会におきましても、子供、女性、高齢者、ＨＩＶ感染者、障がい者、同

和問題等において人権が侵害されている事例が見受けられております。中でも同和問題は、日

本の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別でございまして、経済

的、社会的、文化的に低位の状態に置かれ、基本的人権を侵害されている深刻にして重大な社

会問題であると認識しているところでございます。この問題を解決するためには、保育所、

小・中学校及び高等学校で、それぞれの発達段階に応じた系統的な教育の実践が必要でござい

ます。各小・中学校では、年間指導計画に基づいて指導しているところであります。また、市

民の方々におきましては、人権尊重に対する正しい理解を深める啓発事業などが必要であると

認識しております。 

 次に、部落差別はどうしてつくられたのか、また部落差別をなくする教育、家庭、学校の現

状と課題についてであります。 

 部落差別につきましては、日本の歴史、特に江戸時代の政治的施策として身分制度がつくら

れたと認識しております。さらに言えば、農民からの年貢搾取の反動を避けるため、さらに低

い身分を置いたと考えております。 

 次に、同和保育や人権教育に対しどのように取り組まれているのかについてでございます。 

 全ての子供、児童は、人としてとうとばれ、温かな環境のもとで育てられ、社会の一員とし

て重んじられなければならない権利を有しております。しかしながら、特に対象地区において

は、親の不安定な職業から来る経済的理由や多忙に伴う親子のスキンシップの欠如、住宅条件

や家庭における教育環境の悪化などから、子供の保障されるべき権利が著しく侵害されること

のないよう、子供の持っている将来性、すなわち可能性や潜在能力を最大限に引き出して、伸

ばしてやることが同和教育の基本であると認識しておりますので、今後も室戸市同和保育教育

基本方針の精神にのっとり、同和保育行政の推進、充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 同和保育とは、部落差別による権利と自由が完全に保障されているとは言いがたい状況下に

あり、職業選択、教育の機会均等、住居、結婚の自由などであります。子供は、人としてとう

とばれ、よりよい環境の中で育てられ、社会の一員として重んじられなければならない権利を

持っております。同和保育は、乳幼児期の人間形成の礎を果たす役割の重要性から、正しく認

識するとともに、積極的に推進する必要があります。このため同和保育の指針として、１、健

康でしなやかな体づくりを行う、２、基本的生活習慣の確立、３、高い知的能力を保障する、

４、解放の思想を支える豊かな感性を育てるということとしております。また、これらを具体

的に推進するための運営方針を定め、１、施設等の条件整備、保育環境づくりと施設整備、保

育士の資質向上のための研修会への参加、２、地域及び家庭との連携強化、３、地域の実情を

踏まえた組織的、系統的な保育の推進、特に学校教育、社会教育の連携を図ることとしており
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まして、今後一層の同和保育行政の充実、推進に取り組んでまいります。 

 御指摘の解放教育への研修参加につきましても、積極的に参加できるよう、検討してまいり

たいと存じております。 

 次に、人権教育行政をどのように計画を立てて取り組んでいるかについてであります。 

 人権教育の指導方法等のあり方について議員さんから御指摘がありましたが、私自身も全く

そのとおりであると深く認識しているところでございます。人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律の目的、基本理念を踏まえて取り組んでまいりたいと考えております。特に、法の第

５条にあります地方公共団体の責務としまして、基本理念にのっとり、国との連携を図りつ

つ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し及び実施する責務

を有するとあります。また、第６条には、国民、市民の責務といたしまして、人権尊重の精神

の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない

とうたわれておりますので、今後とも人権教育の推進、充実を図るとともに、啓発事業に積極

的に取り組んでまいります。 

 また、学校現場におきましては、人権教育を推進する上で、地域と密接、連携した活動とい

たしまして、各市民館で実施しております人権フェスタへの参加、人権に関する作文発表や人

権啓発用語の発表を行っております。人権教育が先ほども申し上げましたように、学校だけの

取り組みではなく、家庭や地域と連動した活動、取り組みによって結果の上がるものと考えま

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

の実践活動について指導してまいりたいと思っております。 

 次に、人権擁護施策推進法の附帯決議の内容でありますが、同和問題を初めとする人権問題

の解決のため、あらゆる差別の撤廃と人権の確立に向けての人権擁護施策を一層推進、強化す

るといった内容であります。また、人権教育及び人権啓発に関する法律につきましては、人権

に関する教育及び啓発は、さまざまな機会を通じて、効果的な手法を採用し、中立性の確保を

旨として行うことを基本理念とし、国や地方公共団体及び国民の義務を明らかにしておりま

す。本市におきましても、法律の趣旨に基づきまして、平成14年11月に人権教育のための国連

10年、室戸市行動計画を策定し、人権教育及び人権啓発に関する各種事業等を実施し、取り組

んできているところであり、今後もこうした精神、理念を踏まえ、積極的に人権教育及び啓発

事業の推進に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 林竹松君の２回目の質問を許可いたします。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） ２回目の質問をいたしたいと思います。 

 まず１点目に、市長が次期市長選への出馬について決意をいただきました。我々も及ばすな

がら一生懸命で小松市政を支えていきたいと思いますので、頑張っていただきたいと思いま

す。 

 それぞれの貴重な時間を割いていただきまして、市長や教育長の答弁をいただきました。そ



－72－ 

の中で、ある一定の理解はできても、いまだに悲しいかな、部落差別はなくなっておりませ

ん。そのことは、行政も、我々も、この同和対策特別措置法がなくなったら同和問題はやらな

くて構わない、人権は取り組まなくても構わないというような一つのいわゆる安心感があるの

ではないかというふうに思うわけでございます。いつの時代でも、部落差別はなくならないの

はなぜなのかという疑問を持って私は質問をしてきました。そういう中におきまして、お互い

が結婚の行き来、結婚差別がなくなるような、そういう時代をつくり出していっていただきた

いと、これは要望ですから答弁は要りませんけども。そして、我々、私も同和地区の出身の議

員として同和問題に取り組んできた一人であります。けれども、その中におきましても、悲し

いかな、差別という怪物が横たわって、お互いの人権が認められていない世の中がずっと何百

年も続いております。私は、ここで行政の皆さん方に一言申し上げたいことは、部落差別とは

何かということです。部落差別とは、一口に言えば、市民的権利が完全に保障されていないこ

とであって、この市民的権利とは何か、就職の機会均等、結婚の自由、そして居住の権利、そ

ういったことが認められていないから差別は起きるんだと。そのことを払拭するために、これ

まで教育については奨学資金の制度を生かされてつくっていただく中で奨学資金をいただき、

高校、大学とも進学をしてまいりました。そして、居住にしても、家屋にしても、環境面にし

ても、やはり同和地区の低所得者向きにつくられた法律そのものが、実際にはそういうふうに

なっていなくて、行政の皆さんに滞納問題とかそういったことについて迷惑をかけております

が、考えていただきたいことは、なぜいわゆる低所得者向きの制度にならなかったのかという

ことを一つ反省をしていただきたいと思います。 

 これをもって私の今回の一般質問を終わります。答弁は要りませんので。要請ですので。あ

りがとうございます。 

○議長（山下浩平君） これをもって林竹松君の質問を終結いたします。 

 次に、小椋利廣君の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。平成26年３月第２回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表して市民の目線に立って通告に基づき一般質問を行います。前段の林先生と重複を

するところがありますけれども、私は自分の思いの中で質問をさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)当初予算編成の基本的な構想についてお聞きをいたします。 

 施政方針演説では、今年度の予算が示されておりまして、平成26年度当初予算は、一般会計

予算で114億6,519万2,000円の大型予算が編成をされております。小松市長さんの２期目最後

の当初予算の編成になると思いますが、市長は以前から30年来の課題解決やまた40年来の課題

解決等々、数多くの課題の解決に向けて積極的に取り組みをされてきております。また、一方

では、人口減少対策や産業の振興計画、南海トラフ巨大地震対策等、まだまだ重要課題が山積
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をしておりますが、平成26年度の予算編成は、自主財源が乏しく、厳しい本市の状況の中で、

室戸市の活性化につながる基本構想はどのように描かれて、平成26年度当初予算の編成がなさ

れたのか、お聞きをいたします。 

 次に、(2)基金の積み立てについてお聞きをいたします。 

 平成24年度現在の基金の残高では、財政調整基金積立金９億6,460万8,000円、減債基金４億

3,887万2,000円、特定目的基金３億6,045万円で、合計17億6,393万円の積立基金の残高が公表

をされております。小松市長が、２期、８年前に引き継がれたときには、９億5,042万円しか

なかった基金が、この８年間で大きく積み立てを行い、８億1,351万円の基金を積み立てられ

て、現在の17億6,393万円の基金になっておりますけれども、県下11市の中では、室戸市はま

だ９番目であり、私はまだまだ少ない額ではないかと考えているところでございます。近い将

来における南海トラフ巨大地震対策や台風銀座室戸と言われてきました台風災害、また最近特

に多いゲリラ的集中豪雨等々による大災害も想定をされる中、予測もつかないような非常事態

が起きたときに、突如として大きな出費が要ることも予測をしておかなければならないと思い

ます。基金は、市民のために財源確保として積み立てているものでありまして、自主財源が乏

しく、非常に厳しい予算編成の中でありますけれども、今後どれぐらいの基金残高の予定を計

画されて行政の執行に取り組まれていくのか、お聞きをいたします。 

 次に、(3)平成26年度の重点的予算についてお聞きをいたします。 

 高知県でも、他市町村でも、平成26年度の重点予算として南海トラフ巨大地震対策の防災関

係予算や地域産業の振興や地域経済の活性化等に重点を置いた予算が公表をされております。

当市でも、平成26年度から防災対策室が防災対策課に増設されるようですけれども、平成26年

度予算114億6,519万2,000円は、自主財源が乏しい本市においては、大変御苦労されて予算編

成をされたと思います。小松市長２期目最後の当初予算編成の中で、市民に対して重点的に取

り組んできた予算とその中で大変御苦労されて取り組んできた予算も多々あると思いますの

で、それらの中でそれぞれ何点かずつお示しをしていただきたいと思います。 

 また、その詳細な内容がわかれば、各課長さんのほうから説明をお願いをしたいと思いま

す。 

 次に、(4)市長３期目への出馬についてお聞きをいたします。 

 小松市政も平成26年12月３日で２期８年になろうとしております。その２期８年に及ぶ実績

をいろいろな観点から見たときに、１期目には畑を耕して種をまき、２期目にはそれぞれまい

た種に大きな成果が十二分にあらわれてきていると私は考えております。 

 まず最初に、昭和48年に500万円を出資して、室戸市土地開発公社が設立をされ、公共用地

の先行取得等に取り組んできましたけれども、平成19年度末には借入残高が12億3,500万円に

まで膨らみ、室戸市の財政を大きく圧迫する状態となったのを、小松市長の行政手腕の中で、

平成25年３月６日に清算を完了して、室戸市土地開発公社を解散をしております。 
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 また、地方債の借入残高、室戸市の借金では、平成17年度に前市長から引き継いだときには

140億6,350万円もありました借入額を、平成25年度末見込み額では33億8,990万円を償還し

て、借入残高も106億5,640万円にまで縮小し、財政上無理のない起債残高にしてきたことは、

小松市長さんのすばらしい行政手腕によるものだと私は考えております。基金の積立状況にい

たしましても、平成17年度に９億5,040万円しかなかった積立金を、現在は17億6,393万円にま

で増額をして、高知県下11市ある中で９番目にまで押し上げるという小松市長の行政手腕が大

きく評価をされております。 

 また、南海トラフ巨大地震を想定した防災関係では、津波避難場所250カ所、避難路の整備

は、現在、建設中も含めて255カ所の建設と津波避難ソーラー誘導灯整備は220カ所、津波避難

タワーの建設では、要望件数８カ所のうち、現在、３地区で事業が着手されており、また住民

の命と財産を守る防災行政無線の整備も、平成25年度には５億1,850万円の大きな予算で完成

をするとお聞きをしており、市民が安全で安心な暮らしができる津波避難路の整備や防災行政

無線機器の新設等が大きく評価をされているところでございます。 

 また、学校関係では、小・中学校の耐震補強工事等耐震改修工事も80％を超えており、全体

的な完了まではあと数年を残すのみで、少子・高齢化に対する学校再編対策では、日南小学校

の廃校と佐喜浜入木分校、佐喜浜小学校への統合や室戸岬中学校と室戸東中学校を室戸中学校

に統合するなど、今後においても室戸市小・中学校統廃合検討委員会の意見を注視していくな

ど、少子・高齢化が続く中、教育行政にも小松市長は大きく行政手腕を発揮をされておりま

す。 

 水道関係では、長年の懸案でありました吉良川町の西山、長野、磯原地区に１億5,000万円

を投入して、住民の生活の利便性を図る簡易水道の建設と河内地区には河内地区飲料水供給施

設整備事業を行うとともに、ほかにも８カ所の地域で水道未給水地域には飲料水供給施設の整

備等を行い、住民生活の利便性を図り、貢献をされており、また昭和46年に国の認可を受けて

建設をしておりました上水道吉良川西の川水源施設の建設費用約４億5,000万円に上る建設仮

勘定は、平成26年度に処理を行う予定であると言われており、水道施設のさらなる改良、改善

に取り組んでいくと言われております。 

 次に、本市の火葬場につきましては、現在の火葬場は、昭和56年に建設をされて、県内でも

２番目に古い施設として老朽化も著しく進んでおり、市民から新しい施設建設への要望が多く

あったところ、平成26年の秋には、総事業費３億8,200万円をかけて、火葬炉２基、収骨室、

待合室２室を備えた立派な新火葬場が完成をするとお聞きをいたしております。 

 また、環境整備につきましては、市街化の中で非常に取り組みのおくれておりました各市道

路線に付随する排水側溝の改良計画と市道路線の改良工事を並行して行うなど、最近の道路改

良工事でも、平成23年度は13路線の改良工事の実施と、平成24年度は11路線、25年度は18路線

の改良工事を２億6,300万円の予算規模で道路並びに排水路の改良工事等に取り組み、市街化
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の住環境整備が著しく目に見えて進んでいることは、小松市政の中でも市民に大きく評価をさ

れておりまして、今後も期待をされているところでございます。 

 次に、室戸ジオパークが、平成23年９月18日に日本でも５番目に世界認定を受けておりま

す。これは、小松市政の世界認定に向けた取り組みの大きな成果であると私は考えておりま

す。また、ここ数年来の観光客の動向も大きく増加をしており、室戸ジオパーク拠点施設も５

億4,430万円をかけて建設をされており、施設の完成に伴い、地域の持続的な発展につなげる

ことができていけると世界の中で類似をした環境を持つ地域とまたそれらの地域に夢と希望を

与えることができる室戸市の大きな財産になると私は考えております。 

 次に、羽根地区小規模工業用地整備事業につきましては、南海トラフ巨大地震の津波浸水区

域内にある株式会社富士鍛工の工場を高台に移転させる事業として、総面積４万5,045平方メ

ートル、総事業費４億3,700万円をかけて工場移転を計画する室戸市の一大プロジェクト事業

であり、株式会社富士鍛工は、井上特殊鋼のグループ企業として、昭和44年から吉良川町馬路

地区で鍛造の生産を行い、室戸市に大きく貢献をしている企業でありまして、平成23年度の年

間売上高は29億円相当、従業員も47名の雇用がある市内優良企業としてお聞きをしており、人

口の流出が続く本市においては、市内で雇用の場の確保にはぜひとも必要な企業として、現在

の位置に工業用地が確保されることは、勇気ある小松市長の大きな政治決断のたまものである

と私は感謝をしており、企業におきましても、さらなる飛躍発展につなげてほしいと考えてお

ります。 

 次に、室戸市中心部の室戸小学校前の国道55号線に右折レーンを建設する国道55号線浮津交

差点改良事業は、かねてより室戸市の念願の課題でありましたけれども、土佐国道工事事務所

の交差点改良事業として、事業延長300メートル、事業費は概算金額約７億円程度をかけて、

平成26年度の完成を目指すと言われております。 

 これらのことは、日ごろから前向きに政治姿勢に取り組んできた小松市長さんの大きな成果

であると私は考えております。ほかにもまだまだハードやソフト面におきましていろいろな事

業や工事等が行われておりますけれども、小松市政２期８年間の実績といたしましては、今ま

でにも述べてきましたように、小松市長は、政治に精通をした抜群の政治力とすばらしい行政

手腕によって、室戸市の町が美しく、きれいにさま変わりをしようとしており、財政的にも明

るい兆しが見えてきていると私は感じております。しかし、一方では、行政課題もまだまだ山

積をしており、室戸市は県下のみならず、全国の中でも人口の減少が激しく、県下11市の中で

も人口は最下位であり、少子・高齢化に対する高齢化率も41.5％となっており、このまま人口

の減少が続くと、市内経済の活性化や産業の振興策や行政施策にも大きく影響が出てくると思

われますので、今後が危惧をされているところでございます。 

 また、防災対策では、近い将来に起きると言われております南海トラフ巨大地震対策は、ま

だまだおくれていると感じておりますので、避難路、避難場所の整備率は、現在43.5％、津波
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避難タワーの建設もまだ５カ所が未着手であり、耐震診断の無料化や住宅改修工事への補助事

業の導入、備蓄品の確保や日ごろからの自主防災組織の育成とまだまだ加速をして取り組んで

いかなければならない課題が山積をしていると考えております。 

 経済の活性化につきましては、雇用の促進や産業の振興計画等、より大きな計画とより実効

性のある切れ目のない実施と地産地消や観光振興と移住促進事業の推進を図ることによりまし

て、人口の増加につなげていく施策の実施が求められていると考えております。 

 市街化の中の環境整備も、下水排水路の改良工事や市道路線の改良工事等もまだまだおくれ

ており、住環境整備への取り組みが多くの市民から要望が出されており、スピード感を持った

市民サービスが、より多くの市民から求められていると思います。 

 教育関係では、過去40年来の課題であると言われております学校給食の完全実施や、保育行

政につきましては、市内に公立、私立12保育所のうち、津波浸水区域内にある８保育所を統合

した高台への移転対策事業や、少子・高齢化により児童・生徒数の減少による学校再編対策の

検討課題もまだまだ多く残されております。 

 室戸ジオパークの再認定も、平成26年の秋には、日本ジオパークの再審査に向けた現地審査

が予定をされ、また平成27年夏には、世界ジオパークの現地審査が実施をされる予定であると

お聞きをしておりますが、観光客も一定増加をしている中で、今後さらなる市民全体の協力と

一層の取り組みを強化することにより、ほかのジオパークとも連携をして、室戸の地形、地

質、資産を地球科学的な価値にして、日本や世界に広く広めていくことが次の世界ジオパーク

再認定につなげていく大きな要因であると思いますが、いかがでしょうか。 

 これらのことをいろいろ総合して考えると、本市にはまだまだ多くの行政課題が山積をして

いると考えておりますが、小松市長さんの任期は、残り９カ月しかありません。今までに述べ

てきましたように、室戸市が抱えている数多くの行政課題の解決に向けて、また２期８年の大

きな実績をばねにして、小松市長さんの抜群の政治力とすばらしい行政手腕を発揮していただ

き、さらなる室戸市政の飛躍発展につなげていくためにも、小松市長、次期市長選挙３期目に

向けて出馬をするべきではないかと私は考えるところですが、小松市長の御所見をお伺いをい

たします。 

 次に、２番、防災行政無線について。難聴地域の調査についてお聞きをいたします。 

 室戸市が、平成24年度から基幹事業として進めてきました防災行政無線が、平成25年度に約

５億1,850万円の事業費で完成をすることになりました。防災行政無線は、非常時の周知放送

として、各種の災害から住民の生命と財産を守り、災害情報の把握を初め、避難者の指示勧

告、災害復旧対策の指示などがおくれることがないように、また救助活動、災害復旧活動を円

滑、迅速に行うことを目的として、室戸市の基幹事業として整備をされてきました。親局は市

役所に１局、中継局は岬の津呂山と崎山とで２局、子局は85基、戸別受信機は250台が整備を

される予定でありますけれども、放送される災害関連情報では、避難準備情報、避難勧告、避
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難指示、大津波警報、津波警報、津波注意報、土砂災害警戒情報、緊急地震情報、その他とな

っているところでございます。この防災行政無線は、市民の生命と財産を守る最も重要な役割

を果たす伝達情報の最終手段ですが、防災行政無線の放送が聞こえない難聴地域が出た場合

は、調査をして、難聴地域解消に取り組んでいくことは考えているのか、お聞きをいたしま

す。 

 次に、３番、保育園の高台移転について。保育園の統合及び高台移転構想についてお聞きを

いたします。 

 保育園の高台移転構想につきましては、昨年の９月議会で質問をさせていただきました。南

海トラフ巨大地震対策として、社会福祉施設や保育園は３カ月から６歳児までの幼い園児が通

園をする弱者保護が優先をされる施設であり、高台移転を事前の安全確保につなげるため、安

全対策を加速をしていかなければならないと言われております。昨年の９月議会で、高知県

は、南海トラフ巨大地震の津波対策を推進する高知県職員等こころざし特例基金を創設し、逃

げる対策より安全で安心な高台移転での保育行政を推進をしていくと言われております。高知

県教委では、高台移転に関する用地調査費を補助事業として、室戸市も昨年の９月議会に先行

取得をする用地調査費として100万円を予算計上しておりますけれども、その中で、谷村教育

長は、津波浸水地域内にある室戸、室戸岬地区の元保育園、浮津、室津、菜生、室戸岬、三高

保育所の６園につきましては、防災対策上や園児数が著しく減少する中で、保育所の高台移転

及び統合については議論をしていくと平成25年９月議会で答弁をされております。 

 そこで、①平成25年９月議会に予算計上をした100万円の調査事業費は、減額補正をされて

おりますが、用地の選定につながっているのか、お聞きをいたします。 

 ②室戸、室戸岬地区の６園の保育園高台移転と統合につきましては、どのような議論がなさ

れているのか、また高台移転は、事前の安全対策の加速が言われているとき、保育園の統合と

高台移転は何年度を予定しているのか、お聞きをいたします。 

 ③高台移転について、保育所統合用地の選定が決まると、保育所を経営している社会福祉法

人では、用地の取得が困難であり、公共用地の先行取得については、土地開発公社も存在をし

ない現状であり、室戸市として公共用地の先行取得にどのように取り組まれていくのか、お聞

きをいたします。 

 ４番、海洋深層水について。海洋深層水の今後の利用見通しについてお聞きをいたします。 

 海洋深層水取水施設は、平成12年に17億3,400万円をかけて建設をされまして、はや13年が

経過をしております。この施設の海洋深層水の使用料は平成19年度が5,321万2,000円で、この

19年度をピークに平成24年度は2,649万8,000円の使用料となっておりまして、49.8％にまで減

少をしております。海洋深層水の利用が当初予定の約半分以下にまで減少しておりまして、深

層水ブームが去ったことや、いろいろな企業が安価な清飲料水の販売が始まるなど、企業自体

の深層水使用量の減少が大きくあらわれております。 
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 そこで、①深層水使用料減少の要因はどこにあるとお考えか、お聞きをいたします。 

 ②使用料増加につなげていく対策は、どのような方法が考えられていくのか、お聞きをいた

します。 

 ③海洋深層水の今後の利用見通しについて、どのように取り組まれていく計画なのかお聞き

をいたします。 

 次に、５番、ねんりんピックよさこい高知2013について。室戸市の経済に与えた費用対効果

についてお聞きをいたします。 

 第26回全国健康福祉祭高知大会ねんりんピックよさこい高知2013、ペタンク交流大会が平成

25年10月26日から28日までの３日間、当市において盛大に開催をされました。長寿の輪、龍馬

の里でゆめ交流を大会テーマにして、全国から数多く選手や関係者の皆様が参加をして、選

手、監督、大会関係者等を含めて、３日間で1,030人にも及ぶ参加者をお迎えして、大会も無

事に終了しております。この大会に要した経費は、1,347万4,827円と報告書では報道をされて

おりますが、室戸市の経済活性化について、本市に与えた費用対効果はどのような効果があら

われているのか、お聞きをいたします。 

 そこで、①宿泊についての経済効果はどのような効果があらわれたのか。 

 ②食文化に対する経済効果は、どのように経済効果があらわれたのか。 

 ③伝統文化や芸能文化に対する経済効果は、どのようにあらわれたのか。 

 ④輸送体系に対する経済効果は、どのような効果があらわれたのか。 

 ⑤大会終了後の室戸ジオパークの観賞や現地視察等への経済効果はどのようになっているの

か。室戸市民との交流や話題の共通性について、また室戸市の経済に与えた全体的な経済波及

効果はどのようなったのか、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（山下浩平君） 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午後０時２分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 小椋議員の質問に対し、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、大きな１点目の(1)予算編成についてでございます。 

 これまでの施政方針でも述べさせていただいたとおりでございますけれども、方針としまし

ては、まずは行財政の健全化、産業の振興、保育・教育充実、保健・福祉サービスの充実、市

民の生活・環境を守るまちづくり、防災対策の推進というものを重要事項と掲げまして予算編

成を行ってきたところでございます。 

 次に、(3)の平成26年度の重要予算についてでございます。 
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 このことについても、提案理由等でも一定述べさせていただいておりますが、大きく４つの

事業について申し上げたいと存じます。 

 まず、防災対策事業についてでございますが、消防デジタル無線や津波避難タワー、避難路

の整備、木造住宅の耐震改修補助、消防分団へのポンプ車購入などでありますが、予算額にい

たしますと９億493万1,000円を計上いたしているところでございます。 

 次に、産業振興対策事業といたしましては、ジオパーク拠点施設やキラメッセ楽市加工場等

の整備、そして土佐備長炭振興計画の策定など５億8,638万7,000円を計上をいたしているとこ

ろでございます。 

 次に、市民の生活・環境を守るまちづくり事業といたしましては、市道整備事業や新火葬場

建設事業、市民館大規模改修事業など９億7,734万9,000円を計上をいたしております。 

 次に、少子化対策、子育て支援事業といたしましては、すこやか子育て祝金や乳幼児等医療

費助成拡大事業、西部学校給食センターの整備などに取り組むことといたしております。 

 次に、(2)の基金の積み立てについてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、財政健全化の取り組み等によりまして、基金残高はふやしてまい

りました。平成24年度末の財政調整的基金積立残高は14億348万円となっており、県下11市の

中では８番目となっているところでございます。しかし、今後の大規模災害等の発生を考えま

すと、国からの支援があるといたしましても、すぐに予算化をできるものではないと考えられ

ますし、一定の基金保有がなければ、緊急時には対応できないのではないかと考えておりま

す。そして、災害対策基金につきましては、平成24年度末の基金残高は1,104万3,000円であ

り、十分ではないと考えておりますので、これらの基金積み立てにつきましても、順次積み上

げていかなければならないと考えております。また、予算編成におきまして、平成26年度も前

年度に引き続き、財政調整的基金を取り崩す予算となっているところでございます。基金の減

少が見込まれるところでございますけれども、やはり先ほど申し上げましたように、防災対策

や産業振興、市民の生活の向上、子育て支援などを目指して予算編成を行ってきたところでご

ざいます。 

 なお、基金につきましては、計画的な積み立てをしていきたいところでございますが、財政

状況は依然として厳しいものがございますので、少しでも剰余金ができた場合に、しっかり積

み立てていきたいと考えているところでございます。 

 次に、大きな４点目の①深層水使用料の減少要因についてでございます。 

 深層水使用料につきましては、ピーク時である平成19年度と平成24年度で比較をいたします

と、パイプライン企業の使用料が2,647万円の減少となっており、多くを占めているところで

ございます。この減少につきましては、安価な飲料水商品が出回ったことによる深層水を利用

した商品の販売額の減少に加え、飲料水商品において使用する海洋深層水の割合を大きく減少

させたことなどが原因ではないかと考えているところであります。 
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 次に、②、③の使用料の今後の見通しという点でありますが、海洋深層水の使用料をふやし

ていくための取り組みといたしましては、まず高知県産学官連携産業創出研究事業として、高

知大学により、深層水を利用したピロリ菌の除去効果について臨床評価試験が行われていると

ころでございます。これらの試験の結果、有用性が確認されれば、使用料増につながるのでは

ないかと考えております。 

 そして、アワビやトコブシ、海藻類の養殖なども水産分野で新たな取り組みを推進をしてい

るところでございます。 

 また、今回、提案をいたしておりますが、海洋深層水の一般家庭への給水については、これ

まで市内に限定をされていたところでございますが、県内ということで利用希望者を拡大をし

ていきたい、そのことによって、利用拡大、また利用料の増を図っていきたいと考えておりま

す。そのほか、海洋深層水のＰＲも重要でありますので、高知県との海洋深層水ブランド化事

業や各種イベント等でのＰＲなどを行うとともに、平成24年度には全国の取水地で構成をする

全国取水地連携協議会が設立されておりまして、その協議会においても、海洋深層水の全国的

なＰＲに取り組んでいるところでございます。今後とも関係機関、関係団体と連携をし、海洋

深層水の情報発信に努め、利用拡大や関連商品の販売拡大に取り組むことによりまして、使用

料の増加につなげてまいります。 

 次に、大きな５点目のねんりんピックよさこい高知2013の経済効果などにつきましてお答え

をいたします。 

 御案内のとおり、昨年10月、ねんりんピックよさこい高知2013が高知県で開催をされ、全国

47都道府県20政令指定都市より選手、監督8,817人、役員780人の参加がございました。当市に

おきましても、10月26日から３日間、ペタンク交流大会を開催し、全国から71チーム、389人

の参加があったところでございます。経済波及効果につきましては、高知県においてアンケー

ト調査などをもとに算定をしておりまして、総額92億1,000万円と発表をされております。当

市における経済効果については、詳しく算定をすることができておりませんけれども、市内の

観光バスの使用台数延べ18台、宿泊者数は市内で延べ約630人、大会開催中における室戸岬ジ

オサイトや吉良川町並みを中心とした２つの観光コースに延べ212名の参加をいただいている

ところでございます。このことによりまして、投資経費以上の経済効果があったのではないか

と考えております。 

 また、初日の開始式には、佐喜浜にわかや鯨舟歌などを披露することによりまして、伝統芸

能の文化が発信できたというふうに思っております。そして、室戸のジオパークや重要伝統的

建造物群保存地区である吉良川町並みなど、室戸の魅力が全国に情報発信をできたと思ってお

ります。そのほか、スポーツ振興ということでは、新聞にも取り上げていただきましたけれど

も、市民の方々に広くペタンク競技を知っていただきますとともに、あわせて若い方々が、ペ

タンク競技を始めたということで、競技人口の増加につながっているところでございます。 
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 次に、大きな１点目の(4)市長３期目の出馬についてでございます。 

 この件につきましては、前段の議員さんにもお答えをしてきたところでございますが、私が

市長に就任してから今日まで、まずは10年前、20年前の課題解決に取り組もうということで取

り組んでまいりました。そして、これまで防災行政無線の設置や丸山長寿園の民営化、吉良川

西山台地への水道の設置、土地開発公社の借入金処理など行うことができたと思っておりま

す。また、新しい課題に対しましては、ブロードバンド整備事業の実施、羽根小規模工業用地

開発事業の完成、室戸ドルフィンセンターや吉良川まちなみ館の整備などができたというふう

に思っております。そして、今後におきましても、ジオパーク拠点施設の整備とともに、平成

27年世界ジオパーク再認定への対応が必要となってまいりますので、これらの取り組みを充実

をさせていかなければならないと考えております。世界ジオパークの再認定につきましては、

議員さん御案内のように、室戸ジオパークの地質遺産の保護に取り組むこと、また地域経済の

持続的な発展にいかに取り組んでいるか、そしてまた市民参加の取り組みはどうなのか、そし

て世界ジオパークネットワークという世界への貢献はどのようになっているのかというような

ことが大きな再認定の要素となってまいります。室戸ジオパーク推進協議会では、実行計画を

策定し、先ほど言いましたことにしっかり取り組んでいくことといたしているところでござい

ます。 

 またさらには、新火葬場の建設、芸東衛生組合のし尿処理施設の統合、また防災消防無線の

デジタル化、避難タワー、避難路の整備、学校施設の耐震化など防災対策事業の一層の推進に

努めていかなければなりません。子供医療費の無料化の拡大や西部学校給食センターの建設に

も取りかかっているところでございますので、これらをぜひ完成をさせていきたいという思い

でございます。そして、市道改良の推進や水道会計の健全化の取り組み、これらについてもど

うしても取りかかっていきたいと考えております。また、東部地域博覧会などへの取り組みも

必要でございます。財政状況におきましては、御案内のように、基金をふやすことができまし

た。また、起債という借金を減らしていくことができたというふうに思っております。財政状

況、一定改善はしてきたというふうに思いますけれども、なおしっかりと健全財政に努めてい

かなければならないと考えているところでございます。 

 私自身、平凡な才能しか持っておりませんけれども、議員さん方を初め、多くの方々の御支

援、御協力によってこれまで仕事ができてきたと感謝をしているところでございます。今後に

おきましても、先ほど申し上げましたことを推進をするため、しっかりと頑張ってまいりたい

と。次期市長選には挑戦をすることによって、市勢の発展を目指してまいりたいと考えており

ます。一層の御指導を賜りますようにお願いを申し上げます。 

 私からは以上でございますが、副市長、教育長から補足答弁をいたさせますので、よろしく

お願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 久保副市長。 
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○副市長（久保信介君） 小椋議員さんに大きな２点目の防災行政無線につきまして私のほう

から御答弁を申し上げます。 

 御案内のとおり、本市の長年の懸案事項でありました同報系の防災行政無線につきまして

は、国の社会資本整備総合交付金を活用し、平成24年度、25年度の２カ年におきまして整備を

進め、現在試験運用を行っているところでございます。整備に当たりましては、南海トラフ地

震などの大規模災害への対応を想定し、Ｊ－ＡＬＥＲＴ、全国瞬時警報システムとの連動によ

る緊急地震速報やまた津波警報などの情報をより迅速にかつ広範囲にお知らせできるよう、屋

外拡声子局を市内85カ所に設置するとともに、各種の耐震対策や３日間の電源供給が可能な自

動機動発電機あるいはバッテリーの容量を大きくするなどの対策を行っております。 

 御質問の難聴地域対策につきましては、あらかじめ事前に行いました電波伝搬調査などによ

り、電波が届かないと予想されます約20地域、約150世帯とそれから避難所あるいは人が多く

集まる場所などに約100台、合計250台の戸別受信機を設置することにより対応しているところ

でございます。このほか現在行っております試験運用の中で、地域の皆さんから聞こえについ

ての連絡等をいただきました箇所につきましては、マイクやスピーカーの調整などによりまし

て、少しでも聞こえやすくなるように対応を行っているところでございます。今後におきまし

ても、こうした情報をいただきました場合には、随時こうした対応を行ってまいりますととも

に、自主防災組織のリーダーの方や常会長の皆さんなどに御協力をいただきまして、情報収

集、状況の把握に努め、適宜対応してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 小椋議員さんに大項目の３、保育園の高台移転の中で、保育園の統

合及び高台移転の構想についてお答えいたします。 

 まず１点目の９月議会に計上した100万円の調査事業についてでございますが、浮津保育園

の高台移転につきましては、その経営母体である社会福祉法人むろと福祉協会が事業実施主体

となり、本年度に用地選定や調査を行う予定でございました。教育委員会といたしましても、

候補地に関する情報提供等の支援を行ってきたところでございますが、慎重かつ地道に適した

場所の選定をしたところ、不測の日数を要し、年度内の事業完了の見通しが立たず、法人から

本年度の事業実施を見送るとの連絡がございました。こうした事態を踏まえ、平成26年度に

は、室戸保育協会に対し、本事業が円滑に推進できる体制を整える必要がありますことから、

専門的知識や経験を有した方を含めた高台移転推進プロジェクトチーム、これは仮の名称でご

ざいますが、などの設置を指導、助言してまいりたいと考えております。 

 次に、６保育園の高台移転及び統廃合に関し、どのような議論がなされているかについてで

ございますが、本年２月26日に私立保育園を経営しております各社会福祉法人の理事長、園長

にお集まりをいただきまして、津波浸水地域外への移転計画と少子化に伴う今後の統廃合計画

についての協議を行ったところでございます。その中で、各理事長、園長の御意見やお考えな
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どをお聞きしましたが、どの園も近い将来に向けて、避けては通ることのできない課題である

と共通の認識を持っておられます。意見の中には、室戸地区５園、室戸岬地区２園、三高１園

を統合の対象とすべきであるとの内容もございました。また、公立、私立を含めた統合が可能

なのか、別々に議論、検討すべきではないかといった御意見もお聞きしております。それぞれ

の園の事情もあり、先は見えておることでございますが、混乱さも見えている状況でございま

す。いずれにいたしましても、教育委員会といたしましては、今後定期的に会合を開き、各保

育所との情報交換や子供の出生数や児童保護者、さらには地域の方々の御意見も参考にしつ

つ、高台移転及び統廃合について検討してまいりたいと考えております。 

 次に、社会福祉法人は、用地取得が困難であるので、市として公共用地の先行取得にどのよ

うに取り組んでいるのかについてでございますが、保育園舎の高台移転事業につきましては、

基本的にはその経営する社会福祉法人が事業実施主体となるものでありますので、用地選定や

調査取得に関しては、法人が行うものと理解しております。しかし、市教委といたしまして

は、私立保育所を指導監督する立場であることから、用地取得などに関する情報の提供や事務

手続など、できる限りの支援や指導を行いたいと考えており、できれば私の任期中にめどをつ

けることができればと思っております。また、そのためにも、先ほど申し上げましたように、

専門的知識や経験を有した方を含めた公立、私立合同の高台移転推進プロジェクトチームの、

これも仮称でございますが、編成なども前向きに検討してまいりたいと考えておるところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 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。 

 まず最初に、先ほど市長さんのほうから、次期３期目への市長選挙については出馬をすると

いうお話がございました。まだまだ山積をしている課題の解決に向けて、全力で取り組んでい

くというふうなお話がありましたので、次期市長選挙につきましては、私も微力ではあります

けれども、協力をさせていただいて、私も応援をさせていただくという思いを持っております

ので、市長さんにおかれましては、健康に留意をされまして、次期市長選挙に向けて頑張って

いただきたいというふうに思います。 

 それから、２番目の防災行政無線についてでありますけれども、この防災行政無線につきま

しては、24年、25年と２カ年をかけてこの平成25年度で完成をするというふうにお聞きをして

おりますけれども、まだ私のほうにも放送が聞こえなかったと。それから放送は聞こえたけん

ど、何を言ゆうかもわからないというふうなお話が何件かまだ随分と来ておりますので、それ

らのことについての対応をもう一度御答弁をお願いをしたいかなというふうに思います。 

 それから、大きな１点目の(2)番の積立金についてでございますけれども、これは先ほど市

長さんのほうから、災害対策に積み立てたお金が1,140万円ぐらいやというふうなお話があっ

たわけですけれども、これまだまだ今から本当に南海トラフ巨大地震対策とか、とてつもない
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台風の襲来とか、最近非常に多いゲリラ的集中豪雨とか、こういうことを考えていくと、災害

についての予算対策が非常にまだ不十分やないかなというふうに考えておりますので、これら

のところをまたできましたら御答弁をお願いしたいかなというふうに思います。 

 それから、保育園の高台移転についてでございますけれども、先ほど教育長さんのほうから

は、早期に実現をするようなことで、プロジェクトチームを組んで取り組んでいきたいという

ふうなお話がありましたけれども、これは高知県のほうでも尾﨑知事は、昨年の９月議会で

も、高知県職員等こころざし特例基金という基金を設立してでも、逃げる対策より早くから安

全で安心な高台での保育行政を推進をしていくというふうに言われておりますので、先ほどは

教育長の任期中に完成をしていきたいというふうに言われておりましたけれども、より安全で

安心な高台での保育行政を進めていくためには、教育長の任期は29年ですかね、私はもっと早

く取り組んでいかんと、逃げる対策より安全・安心対策のほうがおくれていくんじゃないかと

いうふうに思いますので、この付近を教育長さんはどのように考えられていくのか、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（山下浩平君） 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、防災行政無線についてでございますが、今試験放送というような取り組みの中で、議

員さんがお聞きをしておられるように、聞こえにくいということであったり、何を言っている

のかわからないというような御指摘をいただいているということは我々も承知をするところで

ございますので、それらの改善に向けて、スピーカーの位置を、方向を変えていくであると

か、また放送の仕方についても余り早口でしゃべると当然何を言っているのかわからないとい

うようなことがございますので、それらについては見直しをしていく、きちっと指導をしてい

くというようなことで、しっかり放送が市民の方々に届くように、対策を今後していきたいと

いうふうに考えております。 

 それから、基金の積み立ての問題についてでありますが、災害対策基金につきましては、先

ほど申し上げましたように、1,000万円ぐらいしかございません。これでは到底対応できな

い。しかし、自由に使うことができる基金が現在の段階では14億円、14億円ありますので、緊

急時にはそれらを合わせたものが使っていけるのではないかというふうに考えているところで

ございます。いずれにしましても、災害対策基金としては、全然不足をしておりますので、そ

れらについてもしっかり積み上げていかなければならないというふうに考えておりますので、

今後ともしっかりと積み立てていきたいというふうに思っております。 

 それから、保育所の問題でありますが、教育長答弁をさせていただいたところでございます

けれども、私としましても、やはりより早く保育所を安全な場所に移していくということは、

以前から考えておりますし、関係者の方にもいち早くそういう対策は必要ですよということは
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ずっと話をしてまいりました。それがその民間の組織の中で十分話されているのかということ

でありますが、民間の方だけでは対応できないという部分もあるのではないかというふうに私

は感じているところでございますので、行政としてもしっかり民間の方々とともに、少しでも

早くそうした高台の場所を決めて、移転にかかれるというようなことに我々市としても全力で

民間の法人の方々と協議をし、早い対策をし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。そしてまた、それらの予算、検討するための必要な予算につきましては、ことしも当

初予算に計上をさせていただいておりますので、そうした予算を有効に活用していただいて、

少しでも早くそういう対策を考えていくというようなことに我々も支援をしていきたいという

ふうに思っているところでございます。以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 次に、濱口太作君の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。ただいまより一般質問を行います。 

 まず最初に、財政運営についてお伺いをいたします。 

 昨年11月に県内34市町村の平成24年度普通会計の決算見込みによります基金残高が公表をさ

れました。これによりますと、市町村の基金残高は、過去最大となっており、４年連続で過去

最大を更新をしております。個々の市町村の基金残高を見ましても、10億円を下回っているの

は東洋町だけとなっており、本市におきましても、17億6,300万円の基金残高となっておりま

す。対前年度比でも16.2％の伸びとなっております。また、本市の一般会計の過去３年間の決

算状況を見ましても、22年度が３億300万円、23年度が４億2,600万円、24年度が２億800万円

の単年度黒字が出ており、３年間で合計９億3,700万円の単年度黒字となっております。この

ことからも、本市財政状況が、安定していることが十分にうかがえます。 

 そこで、お伺いをいたしますが、これほど多額の単年度黒字が出た要因は何であると考えら

れているのでしょうか。 

 一方、市民生活に目を転じるとどうでしょうか。人口減少には歯どめがかからず、少子・高

齢化はますます進行し、高齢化率は40％を超しております。町を歩いても空き家が多くなり、

この空き家の増加により、生活環境は悪化し、防災面での問題も出てきております。商店街を

見ましても、半分以上の商店が店を閉め、シャッター街化と化し、人影もまばらで、昔の商店

街の面影は全く姿を消しております。このため買い物客も市外へと流出してしまうという人口

減少に伴う負の連鎖反応が起きております。先日の財務省の発表によりますと、国民の所得に

占める税金や社会保険料の割合を示す国民負担率が、2014年度は2013年度に比べ１ポイント増

の41.6％となり、２年ぶりに過去最高を更新する見通しだとされております。４月の消費税引

き上げや高齢化に伴う社会保障関連の支出増加が主な要因であり、国の財政の厳しさが、家計

の負担増に直結している実態が浮き彫りとなっております。アベノミクスによる賃金の上昇

も、一部の大企業や首都圏だけであり、田舎にはまだまだ縁遠いものとなっておりますし、年
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金受給者の多い市民にとっては、年金の引き下げと国民負担率の増加により、生活は一段と厳

しさを増しているのが現状であります。 

 このような市民生活の現状を考えますと、多額の単年度黒字を出して、基金残高をふやすよ

りも、低迷を続ける本市の経済の浮揚を図るための施策や事業をもっと積極的に行うべきだと

思います。このような観点から、幾つかの質問を行います。 

 １点目として、平成23年度の決算で、室戸市と土佐清水市を比較してみますと、予算規模や

税収等についてはほとんど大差はありませんが、人口１人当たりの公共事業費を比較します

と、室戸市が５万4,000円に対し、土佐清水市は14万1,000円と実に室戸市の３倍近い公共事業

が実施をされております。また、近隣の市を見ましても、安芸市が７万8,000円、香南市が７

万4,000円、香美市が７万9,000円と本市の約1.5倍の公共事業が実施をされておりますが、本

市の公共事業が少ない理由について何かあれば説明をしていただきたいと思います。 

 次に、２点目として、過去３カ年の各課よりの予算の概算要求額は幾らであったのか、お伺

いをいたします。 

 また、この概算要求額に対し、予算化された金額とその率について説明をしていただきたい

と思います。 

 ３点目が、平成26年度予算編成方針の重要項目の産業振興について７つの項目が上げられて

いますが、この中で、陸上養殖施設等による海洋深層水の利用促進、農林水産業の後継者支援

対策事業の推進、高知県産業振興推進ふるさと雇用事業の活用等による雇用対策の推進、キラ

メッセ室戸の機能強化による地場産品販売力向上、以上４項目について、平成26年度当初予算

において計上されている主な事業について説明をしていただきたいと思います。 

 ４点目が、予算編成に当たって、室戸市活性化枠のような予算枠を設け、各課に室戸市の活

性化につながるような事業の発想を促してはどうでしょうか。そういうことを職員が常に意識

することが、庁内の活性化にもつながると思いますが、考えをお聞かせください。 

 次に、人口減少と少子化対策についてお伺いをいたします。 

 平成22年の国勢調査の結果、室戸市の人口は１万5,210人となり、土佐清水市の人口を下回

り、県下11市の中で人口の最も少ない市となりました。また、人口の減少率も13％であり、こ

れは全国で４番目に高い減少率となっております。室戸市と土佐清水市を比較してみますと、

室戸市がマイナス13％で2,280人の減少に対し、土佐清水市はマイナス7.3％で1,257人の減少

であり、５年間で1,023人の差が出ております。なぜこれほどの差が出たのか、データを比較

してみますと、15歳未満の子供の数が、室戸市1,285人に対し、土佐清水市は1,589人であり、

土佐清水市が304人多くなっております。また、１年間における死亡者と転入者については、

ほとんど変わりはありませんが、転出者については、室戸市が550人に対し、土佐清水市は

402人となっており、室戸市が148人も多くなっております。婚姻件数については、室戸市が

49件に対し、土佐清水市が63件となっており、土佐清水市が14件多くなっております。このこ
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とから、子供の数が少ない、転出者が多い、婚姻件数が少ないという室戸市の課題がうかがえ

ます。なぜこれほどの差が出たのか、その一つの要因として考えられるのは、子育て支援への

取り組みの温度差だと思います。土佐清水市が県下の市町村に先駆け、15歳までの子供の医療

費の完全無償化を実施したのは平成19年10月であります。その後、県下の市町村も完全無償化

を実施し、今ではほとんどの市町村で実施をしております。しかし、室戸市はどうでしょう

か。平成25年度に15歳までの医療費の無料化を実施をいたしましたが、それもまだ所得制限が

あり、完全無償化にはほど遠いものがあります。今議会に所得制限をなくし、完全無償化を行

う議案が提出をされておりますが、その内容は15歳までの子供の完全無償化が実現するのが平

成28年度からとなっております。土佐清水市が実施をしてから実に９年後ということでありま

す。室戸市が県下で初めてこの制度を実施するのであれば、時間をかけて年々制度を充実させ

ていく、これならば理解ができます。しかし、もうほとんどの市町村で実施がされており、そ

れに追いつくのにこれほどの時間をかけていいのでしょうか。 

 そこで、お伺いをいたしますが、もうほとんどの市町村で実施がされており、それに追いつ

くのにこれほどの時間をかけなければ、15歳までの子供の医療費の完全無償化が実現しないの

か、その理由について説明をいただきたいと思います。 

 また、土佐清水市のホームページを開くと、市の情報の中に、子育て支援センターの日程に

アクセスできるようになっております。そこには、子育て支援センターの事業内容や日程が紹

介されており、各種事業の内容や市内保育所の園内開放日や育児相談日が掲載をされておりま

す。本市のホームページには、そのような情報が掲載をされておりません。このことが全てだ

とは思いませんが、子育て支援に対する行政の取り組み姿勢の差が、子供の数の差となってあ

らわれているんではないかと考えます。室戸市における平成17年国勢調査の15歳未満の人口

は、1,759人でありましたが、平成22年の国勢調査では1,285人となっており、５年間で474人

減少をしております。率にしますと約27％の減少となります。ちなみに、県下11市の15歳未満

の人口の平均の減少率が7.6％であり、室戸市の減少率27％は県平均の3.5倍となっておりま

す。室戸市に次いで減少率の高い土佐清水市でも、減少率は17.3％であり、室戸市の減少率が

いかに高いかということがわかります。このことからも、室戸市における人口減少対策の最大

の課題は、15歳未満の人口減少率をいかに最小限にするか、このことに尽きるのではないかと

考えます。 

 そこで、お伺いをいたしますが、15歳未満の人口減少率27％の要因は、何であると考えてい

るのでしょうか。また、本市には、人口の減少に関する諸問題について、総合的に研究、協議

し、活力ある地域社会を形成するため、室戸市人口定着促進委員会が設置をされております。

この委員会の任務は、人口減少の原因及び分析に関すること、人口定着に関することの２点が

上げられております。現在、この委員会では、どのようなことが協議をされているのか、お伺

いをいたします。 
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 人間が一生のうちで経験するライフイベントの中でも、結婚、出産、子育ては、将来に対す

る中・長期的な展望がどのようなものであるかが大きく影響を及ぼします。中でも子供を持つ

か否かの選択は、子供が育つ環境に対する将来の見通しとあわせて、その子供を育てる親自身

の見通しも重要な決定要因となります。経済の低迷が続いてる本市にあっては、子供を育てる

家族や地域の力が低下する一方で、それにかわる教育や就労等の社会的支援が充実しなけれ

ば、子供を育てるために要する時間や負担はますます親にのしかかります。本市における子育

て環境はどうでしょうか。産婦人科や小児科の病院もなく、交通の便も悪い。こうした中で、

妊婦の皆さんは、時間とお金をかけて、安芸市や南国市、高知市まで通院をしているのが現状

であります。学校についても、子供の数の減少に伴い、複式学級が多くなっており、子供の教

育に関しても、不安を持っている親もたくさんおいでます。このように、室戸市で子供を産

み、育てるということは、環境面でも経済面でも他の市町村と比べハンディを背負っておりま

す。この環境や経済的負担のギャップを埋めるのが、公的支援、子育て支援だと思います。そ

れがなければ、少子化はますます進行をしますし、他の市町村への転出も今以上にふえてくる

のではないかと心配がされるところであります。現実の問題として、産婦人科や小児科の病院

を誘致することは不可能でありますし、鉄道もつきません。そうすれば、残る対策は、子育て

支援の充実しかないと思いますが、ほかに何か対策があればお聞かせをください。 

 平成24年８月に子ども・子育て支援法を初めとする子ども・子育て関係３法が成立をいたし

ました。このことを受けて、幼児期の学校教育や地域の子供、子育て支援を総合的に推進する

ため、子ども・子育て支援制度が平成27年度にスタートする予定になっております。高知市に

おいては、一元的な行政窓口の整備を図るために、26年度にはこども未来部を新設し、５課体

制で取り組むようであります。この新制度では、平成27年度から平成31年度までの５カ年の子

ども・子育て支援事業計画の策定が求められており、本市においても、昨年６月定例会で、子

育て支援会議設置条例を制定し、現在審議が進められていると思いますが、現在までの進捗状

況についてお伺いをいたします。 

 また、この計画の策定に当たって、最も重要なのは、保護者のニーズをいかに正確に捉える

かにあると思いますが、ニーズ調査はどのような方法で行われたのか、お伺いをいたします。 

 今議会に次代を担う子供の誕生を祝福するとともに、健やかな成長を願い、すこやか子育て

祝金を支給する条例が提案をされており、私も大いに評価をしているところでございます。し

かし、本市の少子化の現状を考えますと、一人でも多くの子供を育ててもらう、多子化を奨励

する意味からも、子供１人対し、一律５万円ではなく、例えば２人目は10万円、３人目は15万

円と何らかの奨励策も今後検討してみる必要があるのではないかと思いますが、考えをお聞か

せください。 

 先日、本格報道というテレビ番組で、恐怖の人口激減社会というタイトルで野村総合研究所

顧問で東京大学大学院客員教授の増田寛也さんを迎えて、人口問題についての討論が行われて
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いました。増田さんは、岩手県知事もされていた方で、最近では人口問題についての研究もさ

れており、昨年「中央公論」という雑誌に、極点社会が到来するという研究の発表もされてお

ります。討論の内容としましては、今日本は、人口激減社会に突入しており、現在、人口は、

１億2,600万人であるが、2050年には人口は9,700万人となり、自治体が消滅をする時代が来

る。限界集落という言葉があるが、限界自治体が出てくる。これに伴い、大都市も疲弊してし

まうというショッキングなものでした。現在の日本の人口は、世界にも類のない、東京一極集

中型であり、人口の30％が東京に集中をしております。2012年の出生率は、全国平均で1.41と

なっておりますが、東京は1.09と最も低い出生率となっております。ちなみに、全国で一番高

いのが沖縄県で1.90であります。この東京都の出生率の低さが、日本の人口が減少している最

大の要因であると言われております。東京都の出生率がなぜこれほど低いのか、その要因は、

子育て環境が悪い、住宅が狭い、結婚をしない男女が多くなっていることだと言われておりま

す。また、日本の出生率が低い理由としては、20代、30代の女性が減っている、結婚の平均年

齢が28.2歳と高くなっている、生涯未婚率が20.1％であることなどが上げられております。し

かし、日本一出生率の低い東京都の中でも、全国平均の出生率を20年間保ち続けている区があ

ります。それが江戸川区であります。江戸川区では、共有、協働、安心の理念のもとに、手厚

い児童関係予算と地域力を生かした物心両面にわたる数々の子育て施策が展開をされておりま

す。保育ママと呼ばれる人たちが、少人数の子供たちを自宅で預かり保育をする制度も、今で

は全国的に広がっておりますが、江戸川区が発祥の地でありますし、保育の送り迎えを登録し

たメンバーが手伝ってくれるファミリーサポートや登録したメンバーが親の承諾を得て、自宅

を訪れ、遊びや勉強の相談に乗るお隣さん事業や放課後の学校を活用して地域住民が子供たち

にスポーツや伝統文化を教えるすくすくスクールなど、地域ぐるみの子育てがされており、経

済的にも児童手当の支給もされております。実際に江戸川区で子育て中の母親へのインタビュ

ーも放映をされておりましたが、１年前に引っ越ししてきたが、子育てしやすいと実感をして

いる。子育て広場、未就学児が遊べる場所もたくさんある。子育てサポートもいろんな施設も

他の区と比べて多い。公園も多い。行政の手厚い支援がある。同じくらいの子供を連れたママ

さんがたくさんいるので心強い。次に生まれてくるのが５人目だとか、４人目だとかという人

もたくさんいる。補助の制度がたくさんあり魅力的。江戸川区で生まれてよかったと皆さん江

戸川区で子育てすることを喜んでおり、江戸川区で子育てをしたいと引っ越しをしてくる若い

夫婦が後を絶たないようであります。この江戸川区の事例のほかにも、全国に目を向ければ、

多くの自治体が知恵を絞り、少子化対策に取り組んでおります。医療費の無料化についても、

対象を高校生まで広げている自治体もありますし、県内においても、高知市では、同時入所の

第２子保育料の無料化や馬路村では保育料を無料化にする方針を決め、３月議会に条例案を提

出するなど、積極的な子育て支援に取り組んでおります。ぜひこれらの事例も参考に、本市の

計画を充実したものにしていただきたいと思います。 
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 最後に、電力小売自由化への対応についてお伺いをいたします。 

 電力の小売業は、電気事業法による参入規制によって、地域の電力会社に小売供給の地域独

占が認められ、一般への電力供給は、東京電力、関西電力、四国電力など各地域の10電力会社

しかできませんでした。しかし、平成12年３月に電気事業法が改正されたことに伴い、参入規

制が順次撤廃をされ、現在は家庭用の低電圧受電の需要を除く全ての需要が自由化対象となっ

ております。この自由化により、四国内においても、四国電力から供給を受けていた大口契約

者が、四国電力以外の事業者に契約を切りかえる動きが広がっております。資源エネルギー庁

電力市場整備課によりますと、新電力として届け出ているのは、現在、111社、１事業者、う

ち昨年８月分の供給実績があるのは40事業者近くに上り、四国内では３事業者となっておりま

す。新電力の最大手エネットは、平成24年度から四国内で供給を開始しており、同社によりま

すと、同年度末で約150件だった契約件数は、４県で約250件までふえており、最近では、民間

との契約もふえているようであります。電力の購入先を四国電力から切りかえる動きは、県内

の自治体にも広がっております。芸西村は24年５月から、役場庁舎など５施設の電力購入先を

エネットに変更、黒潮町と田野町も24年度秋からエネットに切りかえており、黒潮町では、佐

賀支所や小・中学校など８施設、田野町も中学校など３施設の電力を新電力で賄っておりま

す。電気代の削減効果は、芸西村が年間約60万円、黒潮町は約35万円、田野町では約20万円程

度のようであります。また、県と高知市でも昨年入札を実施するなどの動きもありましたし、

最近では安芸市も４月から市役所や学校など16施設の電力購入先を四国電力からエネットに切

りかえることを決定しており、年間164万円の電気料金の削減が見込まれております。 

 そこで、お伺いをいたしますが、本市における主な施設の電力使用料は、どのくらいかかっ

ているのでしょうか。また、本市においても、入札を実施すれば、電力使用料の削減が期待で

きるのではないかと思われますが、考えをお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 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。 

 まず、財政運営についてでございます。 

 幾つか御質問がございますが、黒字の要因及び１点目、４点目については私からお答えをさ

せていただきます。２点目、３点目については、担当課長より答弁をさせます。 

 まず、単年度黒字の要因についてでございますが、議員さん御案内のように、当市の一般会

計決算におきましては、平成22年度３億374万5,000円、平成23年度４億2,690万3,000円、平成

24年度２億804万8,000円の収支黒字となっているところでございます。主な黒字の要因といた

しましては、特別交付税の交付決定によるものが一番大きいというふうに思っております。歳

入が、平成22年度１億2,761万4,000円、平成23年度２億43万3,000円、平成24年度１億5,410万

4,000円となっております。また、歳出におきましては、各年度とも経費の節減や事業費の抑
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制、扶助費等の確定に伴う減額などによるものでございます。御案内のように、大変厳しい財

政運営の中で、これらの黒字が出てきているというふうに私は考えておりまして、多額の黒字

を出して何もやっていないのかということでありますが、そういうことは考えていないという

ふうに思います。以前からの多くの課題の解決であるとか、市民生活の環境の改善というよう

なものに努めてきたというふうに思っております。 

 次に、当市の公共事業についてでございますが、議員さん御指摘のように、平成23年度決算

における本市の１人当たり普通建設事業費は５万4,000円となっておりまして、県内他市と比

較しますと低い比率となっております。しかし、平成22年度決算では18万4,000円、また平成

26年度当初予算では14万7,000円となっておりまして、年度によりまして変動があるわけであ

りますけれども、当市が毎年度他市に比べて極端に低いということにはなっていないというふ

うに思っております。また、普通建設事業費の年度間における平準化というものは、当然私は

図っていきたい。なるだけ一定の普通建設事業費の枠を確保していきたいということで予算編

成に努めているところでございますけれども、国・県の補助事業の配分であるとか、特定財源

に依存する事業が多い、また住民の要望の中で何を優先すべきかというようなこと等々を考え

合わせながら、普通建設事業の予算編成に取り組んでいるところでございます。いずれにしま

しても、引き続き課題解決や市民生活の向上のため、普通建設事業費を確保しながら取り組ん

でいきたい。当然、市民生活に直結する建設事業でありますから、予算枠の確保というものに

ついては、一定をしっかり確保していかないといけないという思いでございます。 

 次に、４点目の予算編成における室戸市活性化枠についてでございます。 

 高知県などにおきましては、特別枠を設けてやっているというようなお話も聞くわけであり

ますけれども、当市の予算編成の取り組みといたしましては、10月に各課課題政策ヒアリング

を行っているところでございます。この中では、各課の班長以上に出席を求め、私と副市長、

財政当局によるヒアリングを実施をしているところでございます。そうした中で、取り組むべ

き課題や新たな提案などについて協議をした上で、新たな新年度の予算編成に取りかかってい

ただいているところでございます。今後におきましても、職員の意識向上や活性化を図ってい

く必要がありますので、御提案のことも踏まえながら、より効果的、効率的な事業の予算化に

向けて取り組んでまいります。 

 次に、人口減少と少子化対策についてでございます。 

 少子化に対する認識と子育て支援の充実についてでございます。 

 議員さん御案内のように、子育て支援の充実は、少子化対策や人口減少対策として私も非常

に重要なものであると考えております。そのため今議会におきましても、子育て支援対策につ

いて新たな提案もさせていただいたところでございます。また、御指摘のありました乳幼児の

医療費の助成につきましても、平成24年度に小学生、平成25年度に中学生までと順次対象を拡

大をしてきたところでございます。現在、中学生を対象とした医療費の助成は、県内11市中５
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市で実施をされておりません。実施しているのは、本市を入れた６市でございます。その中

で、課税世帯等も含め、完全無償化しておりますのは、３市であると承知をしております。本

市におきましても、こうした完全無償化の実施について、財政面も含めまして検討をしてきた

ところでございます。県補助の対象となる乳幼児のみに対する助成をしておりました平成23年

度には、市の負担は約630万円でございましたが、市単独事業として対象を小学生までに拡大

をした平成24年度には約900万円、中学生まで拡大をした平成25年度には約1,100万円となる見

込みであります。また、段階的に完全無償化をする場合におきましても、３歳から就学前の乳

幼児全体を無償化をする平成26年度には1,465万円、小学生全員に拡大をいたします平成27年

には1,900万円、中学生全員を対象に加えた制度が完成をする平成28年には毎年2,000万円以上

の市費の経費がかかってくると推計をいたしております。したがいまして、財政状況も考えた

上で、また財政運営の中で削減できるものはないのか、そうした一定の削減も検討をしてきた

中で、今後制度を段階的に実施するということが適切ではないかと判断をし、今議会に関連の

議案、また予算案を提出をさせていただいているところでございます。私も議員さん同様、人

口減少と少子化対策は、待ったなしの最大の課題であるということは認識を同じくしていると

考えております。御指摘の室戸市での15歳未満の人口減少率が高いという原因につきまして

は、産み、育てる世代の雇用の場が少ないことも私は大きく影響をしているのではないかと考

えております。当市と人口規模のよく似た土佐清水市と平成21年度の経済センサスの数字で比

較をしてみますと、全事業所の数で113カ所、従業員数で776人、室戸市が少ないということ

で、働く場所と雇用者数に土佐清水市と比べると大きな差があるというような気がしていると

ころでございます。私も御案内のとおり、土佐清水市といっつも人口を比較をしてまいりまし

た。何とか維持をしていかないといけないという思いでありますが、こうした事業所の数が少

ないこと、雇用されている数が少ないということは、やっぱり地域の産業に力を入れていく、

地域産業の振興をどうしても図っていかないといけないということを感じているところでござ

います。そうした中、まず少子化対策といたしましては、子育て世帯の育児や経済的負担の軽

減の取り組みといたしまして、子供医療費の無料化の拡大、多子世帯の保育料の無料化、これ

は３人目のお子さんの保育料の無料化であります。子育て支援センターや親子ふれあい広場を

開設をしているところでございます。保育所における延長保育や特別保育事業もぜひ充実をさ

せていかないといけないということで取り組んでいるところであります。また、放課後児童ク

ラブや放課後子ども教室の実施などにも取り組んでいるところでございます。また、少子化の

原因と言われております女性の晩婚化、未婚化対策といたしましては、出会いのきっかけづく

り事業を実施をいただいているところでございます。また、議員さんも御指摘のように、当市

では医療機関である産科が遠いことなども少子化の原因の一つではないかと思うところであり

ます。そして、少子化対策にあわせて、人口減少対策である産業振興や企業誘致による雇用の

場の確保、ＵＩターンや移住の促進、教育や福祉の充実などに取り組むことによりまして、室
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戸に住み、働いて安心して子育てができるよう、市の総合的な施策の推進が人口減少や少子化

対策として必要だと考えるところでございます。 

 人口定着促進委員会につきましては、平成３年に庁内の全課長を委員として要綱設置をされ

たものでございます。これまで従前からあった幹部会や課長会など、同様のメンバーで協議会

や委員会がつくれていたところでございまして、これらについては、一定整理、統合をしてき

たところであります。現在、こうした重要な市の課題につきましては、課長会で情報共有を

し、協議、検討を行うとともに、特別な課題や問題につきましては、関係課によるプロジェク

トチームを組織し、検討を行っているところでございます。当委員会は、開催ができておりま

せんけれども、人口問題についてこれからしっかり分析をすることも必要であると考えており

ます。これらのことにつきましては、見直しを行い、プロジェクトチームの編成なども検討し

た上で対応してまいります。 

 次に、すこやか子育て祝金の金額についてであります。 

 このことにつきましても、大変厳しい財政状況の中、他市ではやっていない少子化対策とし

て決断をしてきたところでございます。そして、祝い金の額につきましても、町村では金額の

違いを第１子と第２子に差をつけているところ等もございます。そうした状況も踏まえた中

で、今回、１人５万円の祝い金を支給をするということで関係条例を提案をさせていただいて

いるところでございます。 

 次に、電力小売自由化の対応についてでありますが、まず市が管理する施設の電気使用料金

につきましては、防犯灯も含めた市全体で、平成24年度約6,400万円となっております。その

うち、平成24年４月から始まりました業務用電力の小売自由化の対象となる施設につきまして

は、庁舎、学校、保健福祉センターなど14施設でございます。これらの施設に係る平成24年度

の電気使用料金につきましては約3,200万円となっております。 

 なお、電気使用利料金につきましては、改定をされ、平成24年７月から業務用電力が

14.7％、平成25年９月から従量電灯が7.8％値上げをされております。したがいまして、平成

26年度にはさらに電気料金が増加をするものと思われます。 

 このような中、議員さん御提案のように、芸西村、安芸市、黒潮町など県内でも新電力供給

会社への切りかえの動きが出ているところでございます。本市におきましても、現在、切りか

えた場合の電気料金がどのくらいになるのか、企業に協力を求め、調査などを行っているとこ

ろでございます。この調査結果をもとに、新電力供給に関する仕様書を策定をし、入札等によ

り電力供給会社を選定をし、平成26年度の早い段階で契約でき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（山下浩平君） 萩野企画財政課長。 
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○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 １の財政運営についての２点目、当初予算の概算要求額についてでございますが、過去３年

間の一般会計予算要求額、査定額、査定率についてでございます。平成24年度は、要求額

108億5,600万円に対しまして、査定額が106億9,400万円、これが当初予算の額となります。削

減した額は、その差額の１億6,200万円、査定率は98.5％、平成25年度は、要求額が112億

800万円に対し、査定額105億9,100万円、削減額は６億1,700万円、査定率は94.5％、平成26年

度は、要求額118億3,100万円に対しまして、査定額が114億6,500万円、削減額が３億6,600万

円、査定率96.9％となっております。議員さん御承知のとおり、各年度の当初予算につきまし

ては、財源の見通しを立てた上で、財源の範囲内で予算を編成していくということが重要にな

ってまいります。歳入の中で特に市税、地方交付税、国・県支出金、市債を的確に見積もった

上で歳出の財源に充当いたしております。各課から要求されました歳出予算の査定につきまし

ては、その財源に不足する額を重要度、緊急度等に応じて査定していくという作業で進めてお

ります。各年度、本市のように、地方交付税や国県補助金などの依存財源に頼らざるを得ない

地方公共団体にとっては、確保できる財源が経済情勢などによって大きく変動してまいりま

す。平成26年度におきましては、市税の減少、地方交付税の地方財政計画上での減額などの中

で減債基金を取り崩して対応しております。その中で、歳出では普通建設事業に積極的に取り

組んだという予算編成となっております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 岡本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（岡本秀彦君） 濱口議員に大きい１の３点目の平成

26年度当初予算に計上している主な事業についてお答えします。 

 まず、１つ目の陸上養殖施設等による海洋深層水の利用促進につきましては、２つの事業が

ございます。そのうちの一つといたしまして、高知大学との連携事業で、アワビ、トコブシの

採卵から放流までの種苗研究を行うこととしております平成22年度からの継続事業であり、予

算額は201万円であります。 

 ２つ目といたしましては、陸上養殖販売実験調査事業であります。この事業は、平成22年度

より、陸上養殖について高知大学と共同研究を行ってきたところであり、次のステップとし

て、平成25年度から販売実験に係る設備の整備に向けた取り組みを行っております。平成26年

度においても、引き続きそれらの取り組みに必要な機材装置の整備を行うための予算として

300万円を計上しております。 

 次に、農林水産業の後継者支援対策事業の推進についてであります。 

 まず、農林業関係では、経営リスクを抱えている新規就農者に対して、農業を始めてから経

営が安定するまでの最長で５年間、年間150万円の給付が受けられる青年就農給付金事業がご

ざいます。平成26年度は３名を予定しております。予算額は450万円であります。 

 次に、新規製炭者研修支援事業といたしましては、製炭新規就労者と指導者に対する補助を
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予定しており、新規者が２名、継続者が１名の予定で、予算額は600万円となっております。 

 水産事業関係では、新規漁業就業者生活支援事業として、椎名、室戸を対象に、生活支援者

２名と指導者２名分を予定しており、予算額は483万円であります。 

 次に、キラメッセ室戸の機能強化による地場産品販売力向上についてであります。 

 キラメッセ室戸の直販所楽市周辺の施設整備事業費１億944万9,000円につきましては、高知

県産業振興推進総合事業費補助金等を活用して、加工場の整備とともに、浄化槽及び駐車場拡

張工事のほか、食遊館トイレ改修工事として１億364万4,000円を計上しております。工事内容

といたしましては、まず駐車場拡張につきましては、現在でも利用者の増加により、駐車場に

不足が生じている状況であり、今回加工場を建設により、さらにスペースが不足することとな

ることから、拡張工事を行うものであります。拡張面積は、357平米で予定しておりまして、

大型バスで３台、普通車では10台程度可能となります。工事費は2,500万円であります。 

 次に、加工場につきましては、地場産品を活用した新たな加工品の開発、またその生産販売

を行うための施設を整備するもので、工事は4,761万6,000円であります。また、合併浄化槽に

つきましては、加工場の汚水処理分等、また利用者の増により、十分な浄化処理ができなくな

ったため、新たに整備するもので、工事費は2,820万円であります。 

 次に、公衆トイレの大便器の洋式化につきましては、高齢者等の利用者のニーズに対応する

ため、洋式化し、利用しやすい環境に整備するものであります。工事費は282万8,000円であり

ます。また、これらの測量設計等委託業務費として580万5,000円を計上させていただいており

ます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 濱口議員さんに大きな１の３点目、高知県産業振興推

進ふるさと雇用事業についてお答えいたします。 

 平成26年度当初予算には、７事業12名の雇用に伴う予算4,796万円を計上しております。内

訳としましては、商工観光深層水課関係では、１つ目として、室戸市観光協会が実施します室

戸市の観光素材の商品化やＰＲ事業等により、観光客の誘致を行うための室戸市観光推進事

業、２つ目としては、株式会社創裕がシレストむろとで実施します利用者の要望に応じた水中

運動の実施等を行うための室戸海洋深層水体験交流センターパワーアップ事業、３つ目として

は、室戸ドルフィンプロジェクトが実施しますイルカふれあい特別活動の周知活動やＰＲ活動

等により、利用者拡大を図るための室戸ドルフィンセンターパワーアップ事業の３事業で４名

の雇用、ジオパーク推進課関係では、１つ目として、室戸ジオパーク推進協議会が実施します

地域住民への普及啓発、ジオツアーの開発や世界ジオパークネットワーク等の関係者との交流

等を行うための室戸ジオパークを活用した交流人口の拡大事業、２つ目としては、室戸市観光

協会が実施します室戸岬を訪れている観光客に対して、ガイドの受け付けや各種情報の提供等

総合的な案内業務を行うための室戸ジオパークインフォメーションセンター運営事業の２事業
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で５名の雇用、農林水産課関係では、芸東森林組合が実施します山林境界や所有者の明確化等

による森林管理システムの構築を行うための室戸市森林保全管理推進事業の１事業で２名の雇

用、生涯学習課関係では、吉良川町並み保存会が実施します町並み保存拠点施設において、観

光客向けの体験学習の企画やホームページを活用したＰＲ活動等を行うための重要伝統的建造

物群保存地区町並み保存活用パワーアップ事業の１事業で１名の雇用などの計画となっており

ます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 中屋学校保育課長。 

○学校保育課長（中屋秀志君） 濱口議員さんに、大きな項目の２の少子化に対する認識と子

育て支援の充実についての中で、子ども・子育て支援会議の進捗状況等についてお答えをいた

します。 

 まず、この子ども・子育て支援会議の委員といたしましては、子供の保護者３名、保育所の

園長３名、保育所を経営している社会福祉法人理事長１名、地元の医師１名、安芸福祉保健所

母子福祉担当チーフ１名、高知学園短大の臨床心理学が御専門の教授１名の合計10名で構成を

いたしております。昨年10月24日付委員委嘱を行いまして、１回目の会議を12月２日に開催い

たしました。１回目の会議では、子ども・子育て支援法の趣旨、会議の役割、ニーズ調査の時

期や内容及び方法、また今後のスケジュール等を検討していただきました。ニーズ調査につき

ましては、12月12日に子供のいる世帯303世帯へ調査票を送付し、12月27日までに回収を完了

しております。回収の数は268件で、回収率は88.4％でございました。この調査の内容といた

しましては、保護者の就労状況、保育所でのサービス利用内容の状況、子育て中の不安や負担

の程度など34項目についての調査を実施いたしております。現在、委託業者でありますジェイ

エムシー株式会社に３月中旬を目途に調査票の集計作業をお願いしているところでありまし

て、その集計が整い次第、第２回目の会議を開催する予定でございます。今後は、このニーズ

調査の結果を踏まえ、より充実した内容の子ども・子育て支援事業計画策定に向けて検討を重

ねてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 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。 

○８番（濱口太作君） ２回目の質問を行います。 

 まず、子ども・子育て支援事業計画についてお伺いをいたします。 

 計画の策定も26年度にはいよいよ本格化するわけでございますけれども、この計画の策定に

当たっては、高知県で一番子供の数の少ない市であること、また子供の数の減少率が一番高い

市であることを十分に認識をされまして、危機感を持って県下で一番子育て支援の充実してい

る市を目指すぐらいの意気込みでぜひこの計画づくりに取り組んでいただきたいと思います

が、教育長の考えをお聞かせをいただきたいと思います。 

 次に、人口定着促進委員会についてですが、これは今まで開いてないと。これではなくて、

課長会で話し合ってきたということでございますけれども、課長会ではなかなか細部にわたっ
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ての私は恐らく協議はされてないんではないかと。そのことも踏まえて、今後はプロジェクト

チームを編成をしたいという市長の考えが示されたわけですが、私は新しい年度になったら、

早くこのプロジェクトチームを設置して、やはり人口減少の原因の分析というものをしっかり

とやっていただきたいと思います。 

 それと、医療費の無料化についてでございますけれども、私はこの問題を２年前に質問をさ

せていただきました。なぜ２年前にこの問題を捉えたかといいますと、当時、室戸市の若者

が、結婚を機に家を建てるのに、中芸地区へ建てることを検討しているという話を伺いまし

た。それで、その理由は何なのかといいますと、中芸地区は、子供の医療費がただだからとい

う、そういう理由でございました。ほかにもいろいろあるかと思います。その当時、室戸市

は、５歳までの子供の医療費の無料化、それも所得制限をつけてでございますが、まあこんな

理由で若者が中芸地区へ出ていってしまう、非常に残念じゃないかと、早くうちも中芸地区と

同じような無料化を実施すべきではないかというふうな御提案もさせていただいたわけです。

その後、年々充実をさすということで、今中学校までということで、来年からは所得制限をの

けていくということですが、私は遅いと思いますよ。その後、私の周りの知人の子供たちを見

ても、何人か中芸地区で住んでおる人も多くなってますし、先日、中芸地区の職員と話をする

機会がありまして、そしたら、町営住宅にも室戸市の若者が住んだりもしてますよというふう

な話もお伺いをいたしました。本当に少ない若者が、やはりそういうふうな子育て支援が室戸

市が劣っているから、すぐれているところへ転出をしてしまう、これは非常に残念なことだと

思います。ですから、早く充実、医療費の無料化については３カ年もかけてということではな

しに、私は直ちに取り組むべきことだと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 濱口議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 少子化対策につきまして、教育委員会としましては、これまでに子育て支援拠点づくりや子

供や親の居場所づくり、また経済的支援としまして、多子世帯保育料軽減事業に取り組んでま

いりました。子ども・子育て支援事業計画策定に関しまして、議員御指摘の人口減少、特に子

供の人数減少を真摯に受けとめ、危機意識を持ちつつ、保護者や関係者及び地域の実情等を踏

まえた充実した計画策定に向け作業を進めてまいりたいと考えておるところでございます。以

上でございます。 

○議長（山下浩平君） 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いたします。 

 まず、人口定着促進委員会でありますが、に対してのことでございますけれども、私としま

しては、課長会でやっていきたいということと、あわせてその専門的な細かな調査とかという

ことについては、プロジェクトチームということを考えているということを先ほど申し上げた
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ところでございますので、そうしたことについては、しっかり対応をして、先に延ばすという

考えはございません。少しでも早く対応をしていきたいと考えております。 

 そして、子供の医療費の無料化でございます。これは、町村の事例を引きますと、確かに無

料化についても町村の場合、早くやっておられる。市としては余りまだ進んでない市もあると

いうことで、ただ当市としては、子育てについてはやはり力を入れていくという中でこれまで

取り組んでまいりました。医療費の無料化も就学前までであったものを小学校、中学校まで拡

大をしてきた。ただ、それが現在においては、全員には拡大はしていないけれども、低所得者

に対しては、その無料化が浸透はしてきているというふうに思っておりまして、今回、所得制

限も撤廃をしていこうということで、就学前、そして小学校、中学校という取り組みをぜひし

ていきたい、所得制限を撤廃していきたいということで提案をいたしているところでございま

すし、あわせてすこやか子育て祝金というようなものについても充実をさせて、何とか子育て

しやすい、また子供を産み育てやすいという環境を少しでもつくろうということで取り組んで

いるところでございますので、どうか御理解をいただきますようによろしくお願いを申し上げ

ます。以上です。 

○議長（山下浩平君） 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３時20分まで休憩いたします。 

            午後２時50分 休憩 

            午後３時16分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、米澤善吾君の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。平成26年３月第２回室戸市議会定例会において一般質問を

いたします。 

 第２回室戸市議会定例会施政方針の中の重要項目として６件ほど提案されていますが、その

中の２、産業の復興、５、市民生活、環境を守るまちづくりの２件についてお伺いいたしま

す。 

 このことは、いろいろ問題になっておりますけども、人口減と室戸市の活性化策と安心に大

いに貢献できると確信しております。依然と室戸市の経済活動と人口は衰退の道を確実に進ん

でいます。室戸市発足約50年の衰退、遠洋漁業全盛の時代が過ぎはや30年、経済の衰退と人口

減が進んでいます。ゆでガエル状態で、その言葉と現状になれ、危機感がなく、人ごとと思

い、長い間機構改革、市を支える経済行動に何の変化もなく今日に至っています。 

 そこで、来年、2015年、千載一遇のチャンスが来ます。高知県東部、室戸市、東洋町、安田

町、田野町、奈半利町、馬路村、北川村、安芸市、芸西村の９市町村ですけども、その地域が

連合となって地域博が４月から12月まで開催されます。ことしの４月、四国八十八カ所霊場開

創1200年と室戸阿南海岸国定公園50周年と数多くのイベントが開催されると思いますが、どの
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ような展開か、行政の指導力が大いに期待され、希望を持っていますが、さて東部博ですが、

室戸市は、高知家まるごと東部博の東の重要パビリオンとして、新設の室戸ジオパーク拠点施

設が東部博の中、特に室戸の命運を握る鍵となるパビリオンになります。これを起爆剤とし

て、１次産業を基礎とした新たな観光産業の６次化を構築されます。 

 そこで、提案ですが、これからの室戸市の生きる糧としての最も重要で室戸の生命線となる

観光産業を機軸となる世界に一カ所の地、空海と名づけられたこの室戸の地、世界ジオパーク

認定の基礎となった大地の恵みと地域の人々の思い、そして１次地場産品が数多く、他に類を

見ない貴重な資源です。これらをより発展するために、重要なキーワード、学習と観光関連産

業のキーポイントでもあるジオパーク推進協議会、室戸市観光協会、その他の組織を統合し

て、強力な組織の構築を進められてはいかがか、ジオパーク拠点施設の完成する際に、合併の

方向を示唆されたらいかがか、これこそ室戸が元気に生き残り、室戸市全体の大きな経済活

動、働く場の構築、提供とともに人口問題の解決につながるのではないかと思います。室戸市

衰退の50年から離脱と室戸市全体の機構改革を考えられたらいかがか、お伺いいたします。 

 30年前の決断、鉄道の問題、水産学校の問題、高速道路に対する安易な妥協、その後の対策

不足が現在の状況です。今回の組織の再構築の決断は、30年後には最も最良の結果が想像され

ます。ただ座して宿命と感じするではなく、人口減を防ぎ、この室戸の町が滅び、地図から消

えるのを防ぐための地域の人口問題の解決と経済活動が活発になればと祈念いたしますが、市

長、関係課長のお考えをお伺いいたします。 

 次に、大項目１の(2)です。市民の生活、環境を守るまちづくりについて。 

 南海大震災に備え、気になることは、市長さんも山ほど感じていることと思いますが、その

中で、まことに残念ですけども、けが人とか死者の方々がいろんな条件で発生します。今回の

施政方針の中、記載されている死者数は、人口の21.7％の3,800人と予想されていますが、そ

のようにならない国の南海トラフ地震対策の抜本強化と市長みずから先頭に市民の安全確保に

尽力されています。また、この地に訪れた方々の地震、津波安全対策を含め、どのように対策

されるのか、さきの質問とは重複しますが、室戸の観光振興は絶対条件です。住民と旅行客が

不幸にもけがされた方々の救出と、亡くなられた方の火葬の広域連携の動きがあるのか。３月

２日のＮＨＫで放送された震災３年の今明らかに、知られざる死の記録で、死者の埋葬問題が

報道され、いまだに御苦労なされている方の思いが語られていました。火葬、このことの広域

化が検討されているのは漏れ聞きますが、未来の苦労と人的被害を少しでも軽くするための計

画を早く国・県に働きかけ、そして率先して関西、中国、四国、九州も含む広域連合を計画さ

れ、心強く安心できる方法を模索、検討していただければと思うわけですが、お伺いいたしま

す。 

 次に、大項目２、国の交付税、補助金についてお伺いいたします。 

 2014年３月３日、高知新聞に報道されている国に2013年度の実施を求められた公務員給与削
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減に応じた市町村に対し、2013年度補正予算、がんばる地域交付金で地域経済の活性化に必要

な公共事業に、最大40％支援すると報道されているが、室戸市は対象になるのか、なる事業は

あるのか、また公務員給与削減に応じた市町村に対し、2014年度の地方交付税をふやすとの報

道であるが、室戸市への影響はどのようになるのか、他の交付税、補助金の増減はどのような

推移になるのか、平成26年３月第２回室戸市議会定例会提案の説明書の中の議案第18号にも説

明されていますが、国の交付税、補助金については、今後は減額の方向に向かっているのか、

また減額の報告に万が一向かっているのであれば、行政としてどのように対応、予算的に厳し

くなると思いますが、対応するのか。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 米澤議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の(1)産業の振興についての観光産業にかかわる外郭団体の統合についてでご

ざいます。 

 議員さん御案内のとおり、観光事業は、室戸市の産業の大きな部分を占めているところでご

ざいます。訪れる観光客数は、平成17年には17万7,000人まで減少をしておりましたが、平成

25年には51万9,000人まで回復をしているところでございます。また、平成26年度には、室戸

阿南海岸国定公園指定50周年の記念イベントや平成27年度には安芸郡下９市町村で行われます

東部地域博覧会が開催されるなど、多くのイベントが予定をされております。それに対する取

り組みが大変大事だというふうに受けとめております。 

 そうした中、各種団体の統合の御提案でございますが、まず室戸ジオパーク推進協議会の事

業内容といたしまして申し上げますと、１、地質遺産、自然遺産及び文化遺産の保護、２、教

育研究、防災対策及び観光などの産業振興の推進、３、室戸ジオパークに関する調査研究、情

報発信、普及啓発及び人材育成、４、日本ジオパークネットワーク及び世界ジオパークネット

ワークとの交流連携などとなっており、観光面だけではなく、多方面にわたって取り組むこと

といたしております。 

 一方、一般社団法人室戸市観光協会の事業内容といたしましては、１、観光宣伝及び観光客

誘致、２、郷土産業の紹介並びに土産物の開発、生産の奨励及び品質の向上、３、観光宣伝の

資料の印刷及び配布、４、観光案内所の設置及び運営などとなっております。団体の事業内容

がそれぞれ定められているところでございます。他の組織におきましても、個々の事業内容が

ございます。そして、法人化をされているもの、また任意団体であるものがございます。した

がって、法人の意思決定が必要となることなど、全体の組織を統合することにつきましては、

議員さんの御提案、理解をいたすところでございますけれども、現在のところ、統合という一

体的にやって一本化するということは大変厳しい問題ではないかと受けとめているところでご

ざいます。しかしながら、各種団体におきましては、観光振興など事業内容や目的を当然同じ
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くする部分というのもございます。今後、各種団体において、一緒にやっていくことや連携を

密にすること、観光振興や地域の発展を一緒に目指すことが大変必要なことであると考えてい

るところでございます。 

 次に、１の(2)南海トラフ大地震の被害想定による死傷者に対する広域対策についてでござ

います。 

 昨年５月に出されました高知県の南海トラフ巨大地震の被害想定によりますと、地震による

死者数は、県全体で４万2,000人、室戸市においては、人口の21.7％に当たる3,800人と予測を

されております。しかし、一方では、避難施設の整備や住宅の耐震化及びブロック塀の改修な

どの対策を行うことによりまして、被害を大幅に軽減できるという想定もされているところで

ございます。被災後の応急対策につきましては、本市だけで被災後の対応が十分とれない場

合、速やかに応援要請をすることとなります。高知県や自衛隊を初め、他の自治体、関係機関

との緊密な連携体制を構築していくことが非常に重要であると考えております。 

 また、観光客への避難対策といたしましては、まずは緊急地震速報や津波警報などの災害情

報をいち早くお知らせをするために、屋外拡声器を備えた防災行政無線を活用してまいりま

す。そして、避難路の整備、避難誘導標識、ソーラー誘導灯の整備など、ハード整備に加え、

観光ガイドさん方による避難誘導訓練などにも取り組んでいかなければならないと考えており

ます。 

 また、議員さん御質問の関西、中国、四国、九州も含む広域連合についてということであり

ますが、高知県が中国、四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定や全国都道府県にお

ける災害時等の広域応援に関する協定を締結をいたしているところでございます。高知県と連

携することにより、広域的な応援要請は可能であるものと考えております。また、室戸市で

は、災害の影響がないとお聞きをいたしております滋賀県豊郷町と災害時における相互応援に

関する協定も結んでいるところであります。今後ともこういった取り組みを広げていくべきだ

と考えております。いずれにしましても、災害応急対策につきましては、多くの対応すべき課

題があり、当市だけでは対応できない場合を想定し、今後とも関係機関や関係団体と連携した

対策、対応策が一層必要になってくるものと考えております。 

 私からは以上でございますが、企画財政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（山下浩平君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁補足させていただきます。 

 ２の１のがんばる地域交付金についてでございますが、議員さん御案内のとおり、この交付

金は、財政力の弱い市町村が行う地域活性化に向けた事業に対して、国の平成25年度補正予算

におきまして創設された交付金でございます。これに係る算定対象事業ですが、11事業、

6,371万2,000円を今定例会に提案しております平成25年度第６回の補正予算に計上しておりま
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す。この交付金の国の配分方法ですが、地方負担額の３割を配分するということを基本に、行

革努力に応じて１割を加算する、計４割でございますが、こういう仕組みでございます。減額

ではなくて、加算をするということで、行革努力の大きい団体は、財政に余裕がない中で、行

革努力により財源を生み出して事業を実施しており、地域活性化のニーズが高いという考え方

から、最大１割の加算を行うということでございます。現時点での本市への交付見込み額は、

１割加算の４割、1,600万円程度を見込んでおります。 

 また、地方交付税の影響についてということでございますが、平成26年度の普通交付税で、

新たにまた地域の元気創造事業費という算定がございますが、これも先ほどのラスパイレス指

数や職員数の削減等によりまして係数が加味されてくるという予定でございます。 

 私からは以上です。 

○議長（山下浩平君） 米澤善吾君の２回目の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。２回目の質問をさせていただきます。 

 確認事項になるかと思いますけども、よろしく御配慮をお願いします。 

 ジオパーク推進協議会、室戸市観光協会は異質のものという考えのところが根幹的にあるよ

うな御答弁と受け取りましたけども、ただジオパーク推進課は、地質とかいろんなところで学

習、それも含めた観光もある。室戸市観光協会についても、いろいろ観光、いろいろなパンフ

レット、内部的なことやと思いますんで、これ統合される、近い将来、きょうあすじゃないけ

れども、近い将来統合の調整を受けて、２つの力を合わせて今の現状勢力から同じ人数でも数

十倍の力が出せるというふうに私は感じております。１人の人が動いてもどうしようもない時

代になってますんで、その辺をひとつ１対１が２じゃなしに１対１が３になる場合もあります

んで、職員の減数、また予算の削減等もあろうかと思いますが、そういう事態になりまして

も、室戸市の機軸である観光産業が衰退することなく振興していただきたいなと思います。観

光というのは、ただ見るだけではありません。１つのそれに機軸したことで、いろんな産業が

創造されますんで、その辺はある面ではいい意味で拡大解釈していただいて進めていただきた

いなというふうに思います。 

 それと、市民生活のとこで、一応広域連合というのができて、一安心というか県単位で結ば

れているということですが、そのときもこの間、テレビですかね、あれＮＨＫかどっか忘れま

したけども、集まったけども、救助活動の実際の運用にかなりの空白の部分を生じたというふ

うで、行った人があれこのままでええんかなということを高知県のヘリコプターですから、防

災の、人なんかも話をしてましたけども、そういうことのない、ある程度のプログラムを室戸

市独自でも構いません、考えていただけたらなというふうに思います。 

 それと、交付金ですけども、一定の力、室戸市の場合は、がんばる地域交付金については加

算ということですけども、トータル的にはこの議案第18号にはマイナス９、トータルで0.9で

すかね、というふうに発表されてますけども、本当にこれから先は御苦労すると思います。国
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の借金そのものがすごい莫大な金額なんで、赤字国債ですかね、あれも半数近くが出てます。

ということは、これから先、地方へは半数という、そりゃむちゃな話かもわかりませんけど

も、半数でも耐えれる体質、地域の地域おこしを考えていただきたいなというふうに思いま

す。そのためには、民間を100％、コストのかからない民間を利用するという方法もあるし、

そういう人たちが集まってくれる若い力なんかも結集されたらいかがかなというふうに思いま

す。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 米澤議員さんにお答えをいたします。 

 まず、各種団体の統合の問題でありますが、御案内のように、統合することによって力が発

揮できるというようなことはあるというふうに思いますし、そうすることが望ましいという御

提案についてはよく理解をいたしているところでございます。ただ、法人の場合には法人の考

え方というものもありますので、それらのことについても十分私どもとしても把握をしてまい

りたいというふうに考えております。 

 また、一緒にやっていける部分があるのではないかというふうに先ほども申し上げましたけ

れども、例えば今回整備をしておりますジオパーク拠点施設の中には、観光協会の方やジオガ

イドさんといった方々も入っていただきます。ジオパーク推進課も入りますし、ジオパーク推

進協議会もその施設の一つの中に入っていただくということを想定をいたしているところでご

ざいますので、そうした中で連携をして取り組む、一緒にやっていけるという部分は、私は今

後出てくるの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。 

 なお、統一の問題については、ぜひ私どもも一つの考えとして取り組むといいますか、いろ

んな方の御意見をお聞きをしていきたいというふうに思っております。 

 そして、防災対策の話の中で、広域連合をよそに任さないで当市でも取り組む必要があると

いうようなことについては、当然、そういうことに取り組んでいかないといけない。県の取り

組んでいるものもありますし、県の取り組んだ中で、私どもに対しても市の取り組みと同じよ

うな位置づけができるものもございます。ただ、当市としても、先ほども申し上げましたよう

に、滋賀県豊郷町と災害応援協定を結ぶというようなこともやっておるわけでありますが、今

後ともそうした取り組みを一層進めていかなければならない、取り組んでいきたいと考えてい

るところでございます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） これをもって米澤善吾君の質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会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〕 
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○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日はこれにて延会いたします。 

 明日は一般質問です。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後３時44分 延会 


