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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、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） おはようございます。 

 ５番、薫風会脇本。平成26年３月議会において通告に基づいて一般質問を行います。 

 １番、南海トラフ巨大地震への対策。 

 この私の質問に入る前に、くしくも本日３月11日は東日本大震災が起こった日であります。

亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたします。 

 それでは、東日本大震災に関連する質問に入らせていただきます。 

 (1)防災・減災対策の災害発生時の相互応援協定についてお聞きします。 

 昨今、日本に限らず世界中で異常気象と思われる豪雨・豪雪等による交通網寸断により孤立

集落になるなど、生命を脅かす多くの災害が発生しております。南海トラフ巨大地震対策とし

て室戸市の津波避難路は、24年度防災対策室を立ち上げ、各地区順次整備されております。本

年度行政視察で訪ねた防災先進地である尾鷲市では、本庁舎前の別庁舎を尾鷲市防災危機管理

室とし、災害に備えて最先端と思われる防災対策業務を行っておりました。その尾鷲市では他

自治体と相互応援協定を、短・中・長と距離が大きく違った近隣の奈良県北山村、近畿・東海

地域圏内の大阪府摂津市、近畿・東海地方圏内から離れた福井県大野市、岩手県釜石市とそれ

ぞれ協定を結んでおります。この協定の結び方には、非常に感心いたしました。近隣の北山村

であれば土地カンもあり、生活環境などお互いに困った状況がすぐさま理解できること、少し

離れた摂津市であれば、尾鷲市周辺を含む中規模災害が起こった場合、道路寸断などライフラ

インにも影響が出ても比較的早い段階で支援物資が届くこと、遠い地域の大野市、釜石市は、

大規模災害に備えてであり、近隣自治体で賄えない多くの必要物資が備蓄としてある。また、

東日本大震災で被災された釜石市からは、今後の防災・減災情報をいただけるなど、相互応援

協定のメリットはあります。我が室戸市は、滋賀県豊郷町と相互応援協定を結んでおります

が、災害の規模などを考慮した尾鷲市のような相互応援協定が今後必要ではないかと思われま

す。 
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 そこで、大規模災害を想定し、被災後のインフラ整備等についてお聞きします。 

 電気、水道、ガスのライフラインの一部については、以前同僚議員の質問の答弁にもありま

したが、石油などエネルギー、情報通信、物資供給、緊急輸送、医療救護、救急・消防、自衛

隊捜索要請、遺体安置などにかかわる自治体間での相互応援協定、広域での相互応援協定、自

治体と民間事業者との相互応援協定及び対策はそれぞれどこまで進んでいるのか、以上の点に

ついてお聞きします。 

 (2)防災対策課について。 

 平成23年３月11日東日本大震災後各自治体は、防災対策課を設置などを行い、順次防災・減

災への強化を図りました。26年度防災対策課設置の室戸市は、他市町村と比べ少し遅い対応で

あります。全国雑誌にも載った室戸岬地区の山津波や崩落など懸念する声などもありますが、

防災対策課の正職員数など問題ありませんか。防災対策課設置に当たっての意気込みをお聞き

します。 

 尾鷲市など先進地では、恥ずかしながら我々が想像もつかない対策があります。ぜひ職員に

は視察に行って、このおくれを取り戻すべし活躍をお願いいたします。 

 大項目２番、姉妹都市、友好都市について。 

 室戸市は、平成３年国外のオーストラリアのポートリンカーンと中高生の国際化対応や教育

を中心に相互交流を行うために友好都市締結をしておりますが、国内では友好都市締結はあり

ません。 

 友好都市締結は、互いに自然環境や歴史や文化などが締結のきっかけとなっております。他

市町村の場合もそれらをうまく取り入れ、自治体の成長にうまくつなげております。室戸市が

少しずつ疲弊しているのも、新しいものに取り組む姿勢や情報不足、知識不足、交流不足もあ

ります。官民問わず交流すれば、それぞれのレベルで不足しているものが補えたり、室戸市の

活性に役立ち、そこから得られる経済効果も少なくないです。室戸市は幸い世界ジオパークの

認定も受けており、観光部門の成長に期待がかかります。姉妹都市、友好都市締結には、首長

による提携書や議会承認も必要であります。前段の相互応援協定にもかかわってきますが、国

内の他市町村と協定を結ぶ考えはないでしょうか。 

 大項目３番、再生エネルギーの取り組みについて。 

 (1)太陽光発電について。 

 平成24年７月、太陽光発電における買い取り価格の増額により、各自治体や民間企業が太陽

光発電の設置に動き、このほど設置した多くの施設が稼働を始め、売電で資産をふやす運びに

なっております。国が太陽光発電を推奨した助成制度もありますが、買い取り価格のよいとき

に各自治体も動いた結果であります。今後電気の買い取り価格は下がることも考えられます

が、現在室戸市独自での設置に至っておりません。他市町村の太陽光発電施設稼働について、

今はどのように思われておりますか。 
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 (2)番、小水力発電について。 

 平成26年３月現在、再生エネルギーの買い取り価格は、太陽光、風力、水力、地熱、バイオ

マスなど、発電の仕方により価格が違い、また施設の発電能力によって価格は違います。水力

発電の発電施設の場合、発電能力の小さい200キロワット未満の場合35.7円と決して悪くはあ

りません。ある自治体の例であります。施設の発電能力40キロワット、総事業費１億4,000万

円に対し、施設稼働後20年間での売電価格は約8,000万円であり、現在の点の売電収益にはま

だまだ開きはありますが、今後国の情勢によっては、自治体独自での自然エネルギー発電施設

も必要となってくるのではありませんか。風力の20キロワット、57円75銭と比べると買い取り

価格はよくありませんが、発電量の違いから太陽光発電より小水力発電の効率はよいと思われ

ます。前記の自治体施設規模より小さいものが室戸市各地に設置可能ではありませんか、導入

に対する考えをお聞きします。 

 以上で１回目の質問を終了させていただきます。 

○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） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の(1)災害発生時の相互応援協定についてでございます。 

 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、被災後の災害応急対策につき

ましては、極めて重要な課題であり、ライフラインの復旧や飲料水、食料の確保、医療救護体

制などが非常に重要になってくるものと考えております。現在の災害に係る応援協定締結の状

況でございますが、議員さん御案内のように、滋賀県豊郷町と災害時における相互応援に関す

る協定を締結をいたしているところでございます。また、高知県内の市町村と高知県内市町村

災害時相互応援協定を締結をいたしているところでございます。 

 そのほかライフラインの協定といたしましては、電気は四国電力株式会社高知支店、ガスは

社団法人高知県ＬＰガス協会室戸支部、水道は室戸市水道組合、また食料品や生活用品などの

物資供給は、市内業者を中心に23社と、また災害時の活動協力といたしましては、土木関係業

者など39社と協定を締結をしているところでございます。今後とも協定の締結を進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、医療救護につきましては、室戸市医療救護計画に基づき、安芸郡医師会芸東支部の協

力を得て医療チームを編成し、医療救護に当たるものとしており、応急処置を行う医療救護所

を室戸病院及び保健福祉センターやすらぎに、また重症患者などの処置及び収容施設である救

護病院として室戸病院を指定しているところでございます。 

 さらに、災害拠点病院である安芸総合病院や広域災害支援病院である高知医療センター、高

知大学附属病院、高知赤十字病院でも対応をすることといたしております。 

 自衛隊への派遣要請につきましては、自衛隊法第83条の規定に基づき、必要と判断した時点

で知事に派遣要請を行うこととなっております。先日行われました自衛隊との物資受け入れ訓
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練など、今後ともこうした訓練を重ね、連携を密にしていくことが大事であると考えておりま

す。 

 遺体の安置及び埋葬につきましては、東日本大震災でも問題となっており、被災後の災害応

急対策として、特に重要な課題であると考えております。遺体の安置所の確保など非常に重要

でございますので、平成26年度に策定をする地域防災計画・地震災害対策編の中で反映をさせ

てまいります。 

 次に、１点目の(2)防災対策課についてでございます。 

 本市では、防災対策業務につきましては市の重要な課題として位置づけ、これまで限られた

人員の中で防災対策室をつくり、全力で取り組んできたところでございます。 

 しかしながら、津波避難路や避難タワー整備などのハード事業に加え、住宅耐震化への支

援、備蓄品の確保、また自主防災組織の育成、地域の現状に即した実践的な防災訓練の実施と

いった地域の防災力を高めるための取り組みが重要となっているところでございます。 

 また、昨年11月には、南海トラフ地震に係る地震・防災対策の推進に関する特別措置法が成

立をしたことを受け、今後ますます防災対策事業を充実させていく必要があることから、課に

昇格をさせて対応をしていくこととしたところでございます。本市の組織の見直しといたしま

しては、厳しい財政状況のもと、職員の削減に取り組む一方、平成19年度には滞納整理課を、

また平成23年度にはジオパーク推進課を新設をし、市政の重要課題解決に向けて取り組んでい

るところでございます。今回の防災対策課におきましては、現在の正職員３名、臨時職員３名

の６名体制から専属の課長を含む正職員４名、再任用職員１名、臨時職員５名の10名体制にす

ることにより体制の強化を図り、前段で申し上げました避難タワーや避難路などのハード面や

防災訓練といったソフト事業など、先進地の状況なども把握するとともに、防災対策事業の一

層の推進を図ってまいります。 

 次に、２点目の姉妹都市、友好都市についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、当市は平成３年にオーストラリアのポートリンカーン市と友好都

市の協定を締結をしております。中高生を中心に派遣や親善団の受け入れなどを行い、相互理

解を深め国際交流を行っているところでございます。 

 また、平成20年には、阿南市と安芸市、室戸市の３市でＡＭＡ地域連携協定を締結をし、観

光振興の分野での連携や阿南市の活竹祭や室戸市の産業祭などで行政や市民の方々の相互の交

流を行っているところでございます。そして平成23年には、滋賀県豊郷町と災害時における相

互応援に関する協定を締結をするとともに、スポーツ少年団などによる交流を行っているとこ

ろでございます。そして、滋賀県湖南市とは、湖南市の産業祭に出展をして、室戸産品の販売

やＰＲ、そして人的交流につながっていると考えております。そのほか室戸ジオパークでも、

香港や台湾、マレーシアなどアジア諸国と観光や教育などの分野での連携などについて話し合

いを行っているところでございます。こうした活動を今後とも継続していくことや新たな取り
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組みを進めることなどにより、自治体間や市民の方々との交流が深まっていくことによって、

将来姉妹都市、友好都市の協定締結につながっていくことが望ましいのではないかと考えてお

ります。 

 次に、３点目の(1)太陽光発電についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、東日本大震災を契機とする再生可能エネルギーの導入につきまし

ては、全国各地の自治体や民間事業者の取り組みが進んでいるところでございます。当市にお

きましても、羽根町中峯地区にありますごみ処分用地の有効活用としてメガソーラーを設置

し、運営する事業者の公募を行うなど取り組みを進めてきたところでございますが、送電線に

要する経費が大きいということから現在進んでいないところでございます。 

 また、これまでにも民間企業における事業者から太陽光発電に適した土地の問い合わせなど

がございますが、市としましては、できる限り情報提供や再生可能エネルギーの導入に協力を

していきたいと考えております。 

 民間事業者により旧室戸自動車学校跡地へ太陽光発電設備が設置をされ、稼働しているとこ

ろでございます。市としましては、このことに一定の協力や支援を行ってきたところでござい

ます。メリットといたしましては、土地や償却資産による固定資産税が市の歳入として見込ま

れるところでございます。県内の幾つかの市町村では、みずから資本参加をし太陽光発電事業

を行っている自治体もございますが、当市といたしましては、民間活力による再生可能エネル

ギーの導入の支援をいたしているところでございます。 

 次に、３点目の(2)小水力発電についてでございます。 

 御質問の小水力発電とは、河川などの水流を利用して発電するシステムであり、最近注目さ

れている再生可能エネルギーの一つでございます。高知県でも導入促進について議論をして取

り組みをしているということは、お聞きをするところでございます。小水力発電を導入するこ

とにより、電力の自家消費によるコスト削減や売電による収入増加といった財政的な利点や環

境負荷の軽減などメリットがございます。ただこの小水力発電は、設置する場所により建設コ

ストや発電量が大きく左右されるため、設置にふさわしい場所の有無や選定がその収益性に大

きな要素を占めるのではないかと考えております。今後他市町村の取り組みや設置状況につい

て調査を行い、また専門家の方々の御意見をお伺いする中で、当市への設置とともに、実施主

体のことなどにつきましても研究をいたしてまいります。以上です。 

○議長（山下浩平君） 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） ５番脇本。２回目の質問に入らせていただきます。 

 大項目の１番についてでございますが、質問というよりは要望になってしまいます。 

 先ほどの答弁にありましたように、今後26年度に大規模な協定とか見直しをするということ

でございました。大項目１の１番の中で、インフラ整備についてでありますが、まだまだ明確

な協定が結ばれてないようでございます。私がとても気になっているところは、大災害の折、
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協定先のあるじといいますか、代表者が最悪の場合、連絡もとれません。今聞いた市内23社、

39社の方々が通信上の問題もありますし、不幸なことになってる場合もあります。その中で作

業重機等の使用にも影響が出ます。そのようなときの場合の連絡網のあり方などについて市長

さん以下課長さん、詰めた協議をお願いいたします。 

 また、高知県東部では、大災害時災害訓練も行っております。先ほど答弁にもありました

が、室戸市中央公園に災害対策本部ができると思います。一時遺体安置場所となり得ることも

考えられます。生存している方々の救護や治療は優先でございますが、このことを忘れがちな

ところでございます。東日本大震災では、捜索などそれらにかかわる方々の大変な御苦労があ

ったそうです。警察、消防、自衛隊、葬儀社の方々とこの点を詰めた対策というか、お話をし

ておいてください。よろしくお願いいたします。 

 続いて、大項目２番の姉妹都市の締結でございます。 

 今豊郷町と１番の相互協定を結んでおります。例えば豊郷町であれば、アニメの「けんお

ん！」とかと言いまして、またそれなりの方々が訪ねてきておるようですので、またそういう

ところでまた協定が結ばれたらよいかと思います。私の市長の答弁の中から今後協定を考える

と言ってますが、いや嫌らしい話、経済効果を狙った姉妹都市の締結をひとつよろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、これは２回目の質問ではございませんが、よろしくお願いします。以上で終わり

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） 脇本議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の協定を締結している方々との連絡網をしっかりとっていけという話だったと

存じます。その件については、当然しっかり災害が起きたときにどう連絡をとっていくかとい

うことでございますので、通常からしっかり連絡網の整備、連携というものを考えていかなけ

ればならないと思っておりますので、そうしたものにはしっかり対応をしていきたいというふ

うに思っております。 

 そして、２点目の姉妹都市の問題でございますが、前段でも御答弁を申し上げました。１つ

には、豊郷町さんとは防災・災害上応援協定の締結をするとともに、現在スポーツ少年団や、

またことしは高齢者の方々との交流を深めたいということで、まだしっかりした話にはしてま

せんが、そうした交流をお互いに続けていこうということを話しているところでございます。

そうした市民間の方々の交流が深まることによってそれが発展をし姉妹都市になると。そうし

た交流の深まりによって将来姉妹都市、友好都市というような形の締結ができるような形が私

は一番望ましいのではないかという思いでございます。 

 そして、あといろんなところに湖南市さんなどの産業祭に対しても、うちの農産物であると

か水産物を販売をしている、産業祭で当市の物を販売しているわけでございまして、そうした
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ことを今後とも続けることによって市民の方々との交流が深まると思いますし、また行政間の

交流も今後ともしっかりつないでいくことによって、先ほども申し上げましたような交流の深

まりによる姉妹都市というような形に進んでいければ一番いいのではないかというふうに考え

ておりますので、今後ともそうした連携や交流ということをしっかりやっていきたいというふ

うに考えております。以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって脇本健樹君の質問を終結いたします。 

 ここで御報告をいたします。 

 山本賢誓君から質問項目の一部取り下げの申し出がございました。質問項目、市長の政治姿

勢について、室戸高校女子硬式野球部の夜間練習場について及び観光客の算出方法については

取り下げしたいと申し出がございましたので、御報告をいたします。 

 次に、山本賢誓君の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。３月定例会におきまして、自民クラブの一員として一般

質問を行います。 

 まず、質問に先立ちまして、３月末をもって退職されます職員の皆様方に、長い間の公務員

生活お疲れさまでしたと一言申し上げます。退職後も職員時代の経験を生かされまして、これ

からも室戸市政に御協力をいただきますようお願いいたします。 

 室戸市におきましては、大型補正を初め、26年当初予算におきましても、国も県も景気対策

あるいは南海トラフ地震対策に向けた予算が大きく構成されておりますから、この機を逃さず

室戸市の懸案事項及び防災対策に悔いのないように取り組んでいただきたいと思います。 

 ただ一つ気になることは、市長の施政方針の中あるいは主要事業の紹介の中で、雇用対策と

少子化対策について記述が非常に少ないことであります。室戸市の重要課題でありますので、

今後の積極的な取り組みをお願いしたいと思います。 

 質問に入ります前に、取り下げということですが、まず１の市長の政治姿勢についての市長

選への対応についての部分の取り下げは、前段の議員さんが２人質問をされたことと市長よく

褒められましたので、私これ以上褒めることはないということで取り下げさせていただきまし

た。 

 それから、３番の２つ目、３つ目の分に関しましては、執行部には御迷惑をおかけしたと思

いますので、御容赦願いたいと思います。 

 それでは、質問事項に入ります。 

 まず、２番目の市政全般についての中で１番目、雇用対策及び職業能力対策についてお伺い

をいたします。 

 雇用対策この問題は、室戸市存続に係る非常に重要な課題であり、私も一般質問のたびに取

り上げさせていただいております。市長答弁あるいは担当課長の答弁は、緊急雇用で何人雇用

しました、あるいはふるさと雇用で何人という答弁がメーンであります。ふるさと雇用におい
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ても継続事業となりましたが、本年度平成26年度で終了となります。原則雇用という趣旨であ

りながら実際に雇用につながっていくのは、室戸市全体でふるさと雇用制度利用者の18名中わ

ずか３名程度であります。制度対象事業者は、その期間中基金から全額給与をもらい、制度が

終われば、はい雇用は終わりというような状況であります。こういう条件上を室戸市はどう考

えるのかということであります。 

 また、緊急雇用制度で100人あるいは150人を超えた雇用が発生しましたということでありま

すけれども、それとて１年で終了であり、通年雇用の対象には全くなりません。緊急雇用の本

来の趣旨は、失業された方々の次の就職までの生活を支援するためのつなぎの制度でありま

す。室戸市もその趣旨は十分に理解されていると思いますが、雇用が切れる時点、あるいは雇

用が切れる何カ月か前に制度利用者の聞き取りとか、新しい就職先について一緒に考え、相談

に乗ってあげる思いやりの姿勢が必要ではないかと思います。雇用期間が終了すればはい終わ

りです。後は自分でどうぞということになっておりますが、この姿勢ではだめではないかと思

います。少子・高齢化、雇用対策、人口減少対策は、どの自治体でも緊急の検討課題でありま

すが、従来のやり方を継承するだけでは、根本的な解決につながらないことは行政側も十分に

承知のはずです。根本的な取り組み対策を構築しないといけないのではないかと思います。５

人の雇用がありました、10人の雇用がありました、そういうレベルではなく、今やっている室

戸市の雇用対策が本当に十分かということを足元から見詰め直していく姿勢が必要ではないか

と思います。市長以下、庁内全課長が協議をして、民間も入れた雇用に関する取り組みをぜひ

お願いしたいと思います。 

 市民・民間の方々には、公務員にない発想の豊かさがあります。たくさんの市民からいろい

ろな意見・発想を聞く姿勢が必要であり、その発想の是非を役所の判断だけではしてはいけま

せん。なぜなら、公務員の皆さんは、立場上とはいえ、一般社会において世間の常識から離れ

た職場環境でもありますから、一般市民の皆さん方のように長年の労苦に耐えてきた、あるい

は社会環境の荒波にもまれてきて生きるすべを必然的に経験した方々のように、地に足のつい

た判断ができないからであります。 

 そこで質問をいたします。 

 １、抜本的な雇用対策の見直しについてどう考えるのか、市長及び商工観光深層水課長にお

聞きをいたします。 

 続いて、また一般の失業者の方々、ふるさと雇用制度、緊急雇用制度利用者の方々の再就職

に向けた職業能力の対策について、室戸市独自で取り組んでいくべきであろうと思います。室

戸市においても人口減少が続く中、労働力人口の確保は非常に大事なことであります。高齢化

が進む室戸市においても、元気で就労意識の高い高齢者への方々の対応、ライフスタイルの変

化等により働き続けるという意識の低い若年層への対応も必要になってくると思います。 

 また、中・長期的な対応として、各段階において学校教育の時点から、あるいは学校卒業後
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の就職に至る時点、あるいは社会人になってから未就職者への対応等が行政側からの働きかけ

として必要ではないかと思います。働く意欲のない方々への対応、あるいは働く意欲があって

も働けない環境にいる方々への対応等、きめ細かい対応ができるかどうかが非常に大切になっ

てくると思います。就職に関しましては、公共職業能力開発施設による知識・技術の取得をす

ることも大事であります。また、ハローワークを通じた就職活動も当然のことでありますが、

室戸市にはたくさんの失業者がおります。平成22年度国勢調査によると、室戸市の完全失業率

が、15歳から24歳までの約21％、25歳から34歳までが約14.8％、35歳以上54歳までが約９％、

55歳から64歳までが12.4％、65歳以上が7.3％となっております。このデータから推察できる

ことは、室戸市の若年層の失業率が突出して高いことが容易に判断できます。これが室戸市に

雇用の場がないために起きている少子・高齢化の現況の一部でもあり、また人口減少の現況、

原因でもあるわけでございます。こういったデータはすぐ行政は手にすることができますか

ら、市長以下も執行部全員、誰も全く気にかからないということにはならないと思います。こ

ういったデータをもとに室戸市の現状を理解して解決していくことが、本当の室戸市再生に向

けたＰＤＣＡサイクルであろうと思います。室戸市役所という組織を運営していくためのＰＤ

ＣＡサイクルに取り組んでいると思いますが、庁内組織運営のためのＰＤＣＡサイクルの確立

も大事なことには違いありませんが、それはあくまでも庁内の器の中であります。室戸市とい

う大きな住民自治のＰＤＣＡサイクルが必要ではないかと思います。庁内組織の見直しに係る

ＰＤＣＡサイクルの確立とコラボさせた大きな意味の室戸市再生に向けた住民自治に関するＰ

ＤＣＡサイクルの検証に取り組まないと、今のままの姿でいけば、もう10年、15年もすれば、

室戸市は沈没の危機に立っていると思います。雇用対策、少子・高齢化対策、人口減少対策は

全てセットであるということを理解してほしいと思います。そういうことで、今後どう取り組

んでいるのか、質問をさせていただきます。 

 室戸市の失業者及び今後労働力となり得る方々への支援についてお伺いをいたします。市

長、教育長、商工観光深層水課長、農林水産課長にそれぞれ担当の質問に御答弁をお願いいた

したいと思います。 

 まず、教育長にお伺いをいたします。 

 現実において学校生活から職業生活への移行が円滑に進まない現象が起きていると専門家の

間で議論があります。室戸市の学校教育の中で、学校教育の段階で社会的・職業的自立が必要

であることの教育、社会の中で個人が果たす役割の重要さを教える教育はできているのかどう

か、お伺いをいたします。 

 次に、室戸市の失業者各年齢層及び生活保護受給者や稼働年齢層の方々に対する就職支援と

して、それぞれ個々の職業訓練実績や職務経歴等をカードに取りまとめ、一括管理して就職活

動に生かす取り組みをしてはどうか、お伺いをいたします。 

 次に、就職の受け皿として、室戸市はもちろん近隣市町村の各事業体と協力して就職支援協
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定を結び、円滑な情報収集を行ってはどうかと。既に高知県では県外大学と就職支援協定を結

んで取り組んでおられますが、室戸市も独自の要綱を策定をして、規模は小さくてもいいか

ら、将来のために取り組むべきではないかとお伺いいたします。 

 次に、学卒未就職者、ニート状態にある若年層の実態把握に努め、一人一人に合った支援プ

ランを作成して職業訓練の機会を提供するなど、行政として果たすべき役割があるのではない

かと思いますが、どう考えるのか御質問いたします。 

 次に、高知県の強みでもある農業分野は、今後農業経営体での雇用拡大が期待されますか

ら、農業分野での人材育成に力を注ぐ必要があると思います。 

 また、それは林業分野にも同じく言えることで、この両分野での人材育成に努める必要があ

ると思いますが、室戸市としてどのように考えがあるのか、お伺いいたします。 

 続きまして、２番目の医療費適正化計画についてお伺いをいたします。 

 日本は、国民皆保険制度の中で誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を長年に

わたって維持してきたと思いますが、各自治体の国保会計に見るように、少子・高齢化や経済

の低迷、国民生活や国民の意識の変化により医療費制度は崩壊しようとしております。このた

め国において平成18年度に医療制度改革に取り組み、医療費の適正化を推進する計画が策定さ

れております。適正化計画は、高齢者の医療の確保に関する法第９条に基づくものとされ、県

民の健康増進や生活の質の向上を確保しながら、将来的に医療費の伸びを抑制することが目的

とされています。平成25年度から平成29年度までが第２期の計画となっておりまして、８項目

からなすべき課題が定められております。計画期間終了後翌年に実績評価を行い、県が評価の

内容を厚生労働大臣に送るということになっております。健康の保持に関する達成目標の中で

死亡率、生活習慣病による受療率では高知県は高い数字を、特定健康診断実施率では全国指数

でも下位のほうとなっております。 

 また、平均在院日数、人口10万人当たりの病床数、１人当たり県民医療費も、また入院医療

費も軒並み全国トップクラス、１位というような数字であります。今までに室戸市も同様の数

値を何度か拝見しましたが、ほとんどが全国トップクラスの高知県の数値から比べても、まだ

その上をいく数値があるということであります。特異な地域性を含めいろんな悪条件が重なっ

ての数字ではあろうと思いますが、課題に向けては真摯に取り組んでいく姿勢が必要であろう

と思います。健康の保持の推進に関する達成目標、医療の効率的な提供の推進に関する達成目

標がありますが、この件に関してお伺いをいたします。 

 県の目標としまして、特定健診実施率においては現在38.1％を65％まで、特定保健指導実施

率は現在12.7％を45％まで、メタボ及び予備群割合を現在に比べて25％以上減、入院平均在院

日数の短縮を46.5日を43.1日というふうな県の数字があります。当然県下各自治体の統計数字

なると思いますから、室戸市がどのような数値目標を上げたのかということになります。各項

目の数値と改善目標の伸び率、また目標設定の県の判断材料となったものは何かということを
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お伺いしたいと思います。 

 次に、３番目に行きます。 

 ３番目の山間地区の飲料水確保と対策についてお聞きをいたします。 

 この問題は、私も過去に何度か質問させていただきましたが、結局かみ合わないまま現在に

至っております。さきの12月議会におきましても、堺議員が地元の声を代弁して質問に立ちま

したが、執行部のほうの答弁を聞いておりますと、質問の趣旨を十分に理解していないような

答弁でありました。 

 室戸市の山間地には、同じ集落であっても集落中心地から２キロ、３キロあるいは４キロメ

ートル離れた一軒家の人家があります。集落の中心地は簡易水道施設が設置されていても、離

れた人家の方の住民は簡易水道施設も整備はされておりません。仲間外れになっているんで

す、集落から。谷川に直接パイプを引き込んで日常の生活を送っているのであります。台風あ

るいは豪雨等のときはパイプが流れる、またパイプが流れなくても泥水が蛇口に出てくる。風

呂に水を張れば、浴槽の底は泥だまりとなっております。台風・大雨のときは水が来なくなる

ことを想定して雨水をため、増水した水が引くまで雨水で生活をします。市長、市民課長、江

戸時代の話じゃないがです。現代の話ですから、よく理解をしていただきたいと思います。そ

ういった生活を長年にわたってされてきているということであります。体が元気なときは、

二、三日すれば増水した水量がおさまれば修復にも行けますけれども、高齢化とともにそうい

った作業ができない、集落の元気な人に頼みたくても毎度のことで気が引ける、親戚が来てく

れるまでペットボトルに近くの川から水をくんで過ごしていると聞いたことがあります。 

 また、台風・集中豪雨時だけでなく、平素から木の葉によるパイプ詰まり、イノシシ等によ

る取水口の荒れ等、年間何回もの水切れがあり、その都度取水箇所に足を運ぶということであ

ります。こういった飲料水の確保には、それなりの費用負担はかかっていると思います。５年

も６年も前にそういった飲料水確保に困っている方々の現状を把握しているのかと質問しまし

たが、そのときもたしか調査しますの答弁であったと思います。 

 また、昨年12月議会の堺議員への答弁でも、これから調査しますということでありました。

その気になれば１日、２日あれば簡単に聞き取り調査はできることだと思いますが、今回一般

質問しますから、質問当日まで必ず調査をお願いします。調査する方々には、今後どうするの

か、もろもろのアンケート調査も行い、思いやりのある取り組みができるようにお願いしたい

と思います。 

 飲料水確保に対する室戸市の補助事業の要綱、対象となり得る中身を再度確認したいと思い

ますので、市民課長に答弁をお願いいたします。 

 次に、４番目、農用地開発の必要性と吉良川庄毛地区のほ場整備計画についてお伺いをいた

します。 

 農用地開発の重要性について、室戸市の農業行政の推進について、私の言う行政主導をとい
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うことを何もかも行政がするということと判断する市長は勘違いをしていると考えます。昨

年、一昨年から農林水産省が取り組む日本の農業のあり方について新たな農業・農村政策が検

討をされてきております。農林水産省が４つの改革ということで取り組む全体計画の中でその

文章は、まず計画策定の原点になることは、農業従事者の高齢化、耕作放棄地の拡大等があ

り、農林水産業地域の活力創造プランには、農業を足腰の強い産業としていくための産業政

策、農地の有効利用や継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地利用の集積・集約化を

加速させることが不可欠であります。このため今般農地中間管理機構の制度化等を行ったとこ

ろであり、各地において十分に活用していただくような各般の対策を生じることとあります。 

 農地の集約化は、年々減少する農業就業者、高齢化の進行、後継者不足等の諸問題を解決す

る唯一の方策であります。農地集積とは、農地の貸し借りや農作業の受委託等により、担い手

に利用を集約することが目的であります。現状のままでは、貸したい人にとっては高齢化とと

もに農業作業に負担がかかる、後継者がいないで所有農地の将来が不安、農地を貸したいが基

盤条件が悪くて借り手がいない等の悩みがあります。そういった問題を解決しようというのが

今回の国の方針であります。日本の農業の足腰を強くし、競争に耐え得るには、農地の集積し

かないというのが定説となっていますから、ほ場整備事業を行った場合には、農地の集約化や

利用地の集積により団地化が進み、作業効率が向上するということになります。 

 さらに、借りたい人、これは担い手といってもいいと思いますが、借りたい人に農地を集積

することで、耕作放棄地の解消にもなり、地域農業経営が持続されるということになろうかと

思います。昭和42年旧香我美町で県下第１号の県営ほ場整備事業が始まって以来、現在まで

9,767ヘクタールの整備が進み、高知県の全水田面積の44.9％が整備をされております。全国

平均の61％には及ばないものの、高知県の地形を考えれば、相当規模の整備率ではないかと思

います。ほ場整備によって効率的になったという具体的事例は、稲作の場合、稲作の10アール

当たりの労働時間は、従来の51時間から21時間に、約60％の短縮、稲作の生産コストは10アー

ル当たり15万6,000円から10万3,000円と30％の削減効果となっております。こうしてほ場整備

された地域には、多くの地区で施設園芸や露地野菜が導入されて、高知県の園芸農業を支えて

きたと高く評価をされております。 

 また、基盤整備が終了した地域では集落営農活動が盛んになり、平成18年度末で県下では

66の集落営農組織があります。これは県のホームページの更新が古いので、現在25年度時点で

はもっと多い数字にはなっていると思われます。室戸市には集落営農組織はゼロであります。

ほ場整備率も県下最低だろうと思われます。そういったことから、私が常々言ようように、室

戸市の農業施策は危険だと言われるゆえんであろうと思います。天敵栽培の導入とかレンタル

ハウス事業とか継続してやっておりますけれども、あくまでも継続事業でもあり、対象者は限

られた者だけの事業でありますから、本気で羽根地区から西山地区、室戸地区のキュウリ栽培

も含めて室戸市全体の将来の農業政策に目を向ける必要がある。そのためには人的配置も含め
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たことが必要ではないかと思います。西山地区にしましても、今まで中心になって農産物生産

を牽引してきた方々も60歳代後半から70歳代に届こうという年代になっております。後継者問

題も大きな問題になっていると思われますから、また羽根、吉良川地区のナス栽培の方々も今

後も安泰という状況ではないと思います。羽根地区のハウス農家の方々も狭い田んぼに変形し

たハウスを組んで、腰の曲がった御老人が手伝っている姿を見れば、でき得れば農地の集約を

して、共同経営で労力の軽減に努め、作業効率のいいハウス群にしたいと思うのは、私だけじ

ゃないと思います。市長はあくまでも地域から声が上がってきたらとの姿勢のようですけれど

も、本当にそんな姿勢で室戸市の農地・農業が守れるのだと考えてるんだとしたら、それは間

違いであると思います。地域の方々も考えは持っていますけれども、なかなか行動に移れない

でいるということを室戸市の農政担当者は考えるべきであります。声を上げたくても上げられ

ないということを情報として収集する力が必要であります。地域から声が上がらないからこそ

室戸市の農政にかかわる者として、農業振興センター等も協議をして、この地区にはこのよう

な作物が合うのではないか、この地区にはこのような取り組みが必要ではないかという建設的

な考えが必要な時期に来ていると思います。第１次産業の中でも農業が一番伸び代のある職種

なんですから、ここを活性化することによって雇用の場を広げていくという考えが必要だと思

います。 

 本年２月17日奈半利町民会館で、高知県農業振興部農業基盤整備課の担当職員が奈半利町に

来て、県営のほ場整備事業を進めてくださいというようなお話がありました。まず、第１段階

に地域の話し合いがあります。話し合いにはほ場整備を機会として地域の営農をどのようにし

ていくかの地域の将来像を検討します。次の第２段階としまして、地域の合意形成という部に

移りますが、高知県の指導によれば、第１段階の時点で市町村も県も合同で話し合いをすると

いうことであります。ここに吉良川町で取り組もうとしているほ場整備事業に対する室戸市の

姿勢とは若干違いがあるのではないかというふうに思います。この位置に室戸市の熱意が欲し

いのであります。事業に二の足を踏む方々を説得してでも、将来像を描いてやる姿勢が欲しい

と思います。徳島の上勝町の取り組みにしても、大分県の一村一品運動活動にしても、行政職

員やＪＡ職員の熱意と行動力が成功へと導いたことは、万民の認めるところであります。室戸

市の前農林水産課長答弁では、ほ場整備の導入は、産業効率の向上、労力の削減、余剰労力の

活用による品目拡大による所得増があり、所得増効果と中核農家の営農意欲増大につながって

いきます。厳しい農業情勢の中で就労の場の確保、過疎化の防止にもなることから必要性は認

識しているというような答弁があります。まさにそういった前向きの答弁をいただきました

が、結局何もせず退職をしてしまいましたが、まさにそのとおりであり、市長答弁よりかなり

踏み込んだ答弁でありますから、執行部の答弁は市長の答弁でもありますので、市長にも責任

を感じていただきたいと思います。 

 吉良川町庄毛地区の問題でありますが、現段階で所有者118名中市内在住者98名、県外在住
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者20名であり、市内在住者の98名中94名、約96％が事業推進の賛同者となっております。ただ

今の状態で行き詰まっているのは、市外在住者に対しての交渉であります。大事な案件ですか

ら電話でということにはならないということで、交渉に行く費用の件で難航しているという状

況があります。先ほど言いました２月17日に高知県の担当者の方に、ほ場整備事業の取り組み

の成否にかかわらず、計画があれば事業推進に係る条件を整えるための条件整備等を計画策定

の前段で費用として組み込む必要があるのではないかとの提言をさせていただきました。担当

者は持ち帰って検討するとの旨の返事がありました。そういった呼び水的な取り組みを行政側

で段取りしてやれば、計画推進がスムーズにいくこともあろうかと思います。 

 また、既に所有者を代表する役員会においても、集落営農組織の結成も視野に入れて視察等

も含めた３ないし４回の会合も開催されております。この会合には農業振興センター室戸市担

当職員も参加をしておりますから、事の次第は把握されているとは思います。集落営農組織を

結成して今のまま農地で活動するということになりませんから、何とかして吉良川町の優良農

地27ヘクタールのほ場整備事業に取り組むべきではなかろうかと思いますので、御質問をさせ

ていただきます。 

 １、地域の共同生活が阻害されていく中で、解決策の第１段階として、集落営農組織の取り

組みが大事になります。既に農業振興センターと室戸市も取り組んでいることは承知していま

すが、室戸市全体にこの制度の説明あるいは事業推進を説明した地区は何カ所になるのか、ま

た説明箇所が全体の集落の何％になるのかをお伺いいたします。 

 高知県の集落営農組織の現状と高知県東部地域の取り組み状況をお願いします。 

 室戸市の集落営農組織は、現時点でゼロということですが、およそ考えられる原因は何だと

思いますか。 

 ４番目、地域農業の持続が叫ばれる中、集落営農組織、その重要性を室戸市も認識されてい

ると思います。室戸市は今後地域農業の再生に関してどのような構想をお持ちなのか、お伺い

いたします。 

 今後室戸市の農地を守っていくには、耕作者の個人の意識次第という従来の室戸市の姿勢を

変えていく必要があると思いますが、どう考えるのか、お伺いをいたします。 

 農業後継者育成に向けた現在までの取り組み内容と今後の室戸市の状況についてお伺いいた

します。 

 吉良川庄毛地区のほ場整備事業を取り組む中で、市内在住者の耕作者96％が賛同していると

いうこと、この数字について室戸市としてどう思うのか、お伺いをいたします。 

 吉良川町庄毛地区が取り組んでいくという意識はかたいと思われますから、現在合意形成に

向けた取り組みが足踏みをしている課題解決に向けて、平成26年度早期に条件整備等の補助要

綱等を作成して、６月あるいは９月補正以降では対応できないのか、お伺いをいたします。 

 室戸市の生産農家も高齢化が進みつつあり、農地の集約化あるいは担い手の育成は急務であ
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ると思いますが、羽根地区のナス栽培農家あるいは河内地区のキュウリ生産農家等を対象に、

基礎条件が整えばほ場整備事業推進を地域と協議・検討する必要がありはしないか、お伺いい

たします。 

 ５番目、防災行政無線の効果的運用と運用効果についてお伺いいたします。 

 室戸市も防災行政無線設備が完成したというところですが、このシステムは昭和53年度から

個々の通信系統として免許していたものを一本化して、市町村防災行政無線との整備が開始さ

れたものであると思います。室戸市も25年度で整備ができましたので、今後どういうふうな運

用をしていくかということを御質問させていただきたいと思います。 

 １番、このシステムを導入したことから、平常時から停電対策及び耐震対策は十分にできて

いるのかどうか、お伺いいたします。 

 ２番目、災害時には情報通信が重要でありますから、情報通信施設の危険分散、通信路の多

ルート化、無線を活用したバックアップ対策等はできているのか、個々について御答弁をお願

いいたします。 

 ３番目、災害発生時に無線設備の運用に障害が生じる原因として、多くが電力の供給停止に

よるものとされていますから、この対策は万全でなくてはなりません。具体的にどのような対

応策が構築されているのか、お伺いいたします。 

 このシステムの年間の維持経費はどれぐらいなのか、お伺いをいたします。 

 ５番目、非常用電源設備が作動しなかった場合の確認方法はどうなっているのか、お伺いい

たします。 

 ６番目、非常用電源設備が作動しなかった場合に、職員が調査に急行するために要する時間

はどの程度を想定しているのか、お伺いいたします。 

 ７番目、職員の運用体制は非常に大切ですが、夜間、休日の体制はどうなっているのか、お

伺いいたします。 

 ８番目、このシステムの意義からすると、費用対効果を求めることは無理がありますが、多

額の費用をかけたシステムですから、当然運用において大きな効果がなくてはならないと思い

ます。運用効果ですが、まず基本として、行政防災無線を設置しなかった場合と設置したこと

を比較して大きな効果の違いは何であるのか、お伺いをいたします。 

 次に、６番目、森の恵みの活用についてお伺いをいたします。 

 ２月18日高知新聞紙上に、長野県長野市で森の恵みを活用と題してジビエサミットが開催さ

れましたことが掲載されておりました。高知県を含む全国24都道府県の自治体関係者や研究

者、取扱業者ら約200人が参加をして初めての開催となったようであります。ジビエとは、野

生鳥獣の肉を意味するということで、最近の野生鳥獣による農作物被害が2010年度で全国被害

額約230億円に上ることから、野生鳥獣の駆除が全国で展開されていることは御存じだと思い

ます。既に高知県でもそうした取り組みを何件かマスコミで取り上げていましたが、室戸市に
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もそういった取り組みを促したいものだと思っております。鹿、イノシシ等は狩猟期間及び駆

除期間中も含めて室戸市で400、500頭の捕獲頭数は下らないと思います。既に猟師仲間では、

鹿肉についても食しておりますし、おいしい料理の方法もよく耳にいたします。地域の猟師仲

間も含めた集落での取り組みとして協議の場を設けてやれば、まとまった取り組みになるので

はないかとも思います。地域支援企画員の方々とも協力して取り組んでやってはいかがかどう

か、御答弁をお願いしたいと思います。 

 ７番目、ＣＬＴ工法の活用についてお伺いいたします。 

 ＣＬＴとは、新しい建築資材として今大きく注目をされている木質構造用建築資材でありま

す。従来のパネルとは異なり、板の方向が各層ごとに直交するように固めて接着したものであ

り、直交集成板と言われるパネルであります。この資材は高い断熱効果、遮音効果、耐熱性を

持つことにあります。また、中高層建築物にも適していると言われ、軽量で施工性も早く、環

境性能が高いということもあります。そういったことから、高知県が全国に先駆けて設計及び

建築に取り組んでいることは新聞紙上でも御存じのことと思います。国のほうも地域材利活用

促進支援対策として取り組み、ＣＬＴと新繊維新技術利用促進事業費に５億4,100万円の予算

を計上しております。 

 また、昨年度末ＪＡＳ規格が制定され、本年１月19日付で施行がされております。高知県も

この工法に特段に力を入れておりまして、これから公共事業へのＣＬＴ工法の活用が室戸市は

もとより高知県、全国の熟成しつつある森林の利活用に間違いなく貢献していくと思われま

す。室戸市も今後ＣＬＴ工法の活用を積極的に活用するべきだと思います。公共建築物の計画

の際には、ぜひ取り組んでいくべきだと思いますが、お考えをお伺いいたします。 

 ８番、中川内小・中学校へのスクールバスの配備についてお伺いいたします。 

 中川内小・中学校は、羽根川上流、国道より５キロメートルの地点に位置する学校でありま

す。この小学校は地域を挙げて協力しながら、ＰＴＡ活動には両親全てが参加し、また運動会

には御老人も含めて参加をして、年に１回の運動会には青年団はもとより80歳を超えた御老人

の方々も参加をしていただき、多くの感動を与えることのできる地域一体型の学校でありま

す。生徒数は、平成元年に30名おりましたが、25年の歳月がたった今でもわずか７名減の23名

が在校生として存在しております。平成14年ごろには一時期17名まで下がりましたけれども、

またその後20名以上復活して、20名以上を10年以上維持をしております。市内各小・中学の生

徒数が激減し、統廃合の進む中で、この生徒数の維持確保は驚異的な数字ではなかろうかと思

います。特にこの生徒数を維持するために大きかったのは、25年以上前から市内各校の学校生

活になじめない子供たちを受け入れるということから始まったと思います。それ以来、特認校

による校区外からの生徒の受け入れ等も始まり、いじめ等に悩まされた子供たちが中川内で今

では元気になって卒業する姿に、保護者の方々が喜ぶ姿を見るときの感動は今でも忘れること

はできません。平成14年度以降21名もの児童・生徒が校区外から中川内小・中学校へ通ってお
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ります。現在も校区外から５名の児童・生徒が通学に両親の送迎であったり、あるいは中学生

でありながら、国道から５キロメートルの距離を自転車で通っております。市道北生線はカー

ブが連続して幅員が狭くて、大型車が来れば大変危険な通学路でもあります。基本的には通学

は自己責任ということだろうと思いますが、市内各校で統廃合によるスクールバスのほうが運

行されております。 

 しかし、スクールバスの運行の目的が違ったとしても、それと比べても中川内小・中学校に

スクールバスを配備することの重要性は、他校と比べてもそれほどの差異があるとは思えませ

ん。中川内小・中学校は地域性から成る特性もあり、その地域一体となった学校運営、教育内

容を評価すべき学校でありますから、今後も市内学校から子供たちが集まる可能性があるわけ

です。学校側としても力を入れて取り組むこととしておりますので、ぜひ教育委員会として前

向きな検討の方向でお願いしたいとの思いで質問させていただきます。御答弁よろしくお願い

いたします。 

 次に、室戸市発注工事に係る裏金疑惑についてであります。 

 この件に関して多数の怪文書が市役所及び市民に封書で届いております。読み取れること

は、室戸市役所の内部不正、市内の請負業者・受け入れ業者の代表、同じく市内の建設会関連

会社にかかわって請負業者への水回し請求、贈賄、収賄等の疑いをかけております。全ての文

書の中身は、この場でということにはなりませんが、質問書を読んでいただいて客観的な判断

のもとでの御答弁をお願いいたします。 

 一部紹介しますと、室戸市発注の羽根地区小規模工業用地整備事業について、工事請負業者

の代表者がみずから要求をして、個人的に裏金を受け取っていると。受け取っている金額も大

変大きな金額とあります。ちなみにこの工事事業の請負金額は367万5,000円であります。この

工事請負金額は、室戸市が決定した金額であり、工事終了後に室戸市から直接受け入れ業者の

口座に振り込まれますから、この請負金額の中に代表者が要求した裏金が含まれているという

ことになります。室戸市に請負業者が裏金を請求して室戸市が支払ったということになりま

す。 

 また、文書を読みかえれば、この工事について室戸市に対して受け入れ業者代表が要求をし

て、個人的に市職員から工事代金を上乗せして受け取ったということにもなろうと判断できま

す。実際そういうことがあり得るのかということになりますが、とにかく室戸市と受け入れ業

者代表が手を組んでこういう不正をしているということでありますから、室戸市が裏金操作の

不正に手をかしているということですから、室戸市側としてもこの件に関しては、この場では

っきりと答える必要があると思います。 

 質問、平成24年度発注の工事において、指摘にあるような不正行為が行われていたのかどう

か、お伺いいたします。 

 国道及び県道の維持管理についてであります。 
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 過去のこの件についての答弁をよく読んでみますと、草刈りや清掃が不十分であることは認

めつつも、国道の管理者である土佐国道なり出張所、県道管理の安芸土木事務所、室戸土木事

務所が対応すべきであるとの答弁であります。国道、県道の管理者に実施していただきたい。

そのために重ねて要望しているとの答弁であります。基本的にはそうだと思いますが、市長に

はよく考えていただきたいと思います。 

 この事業では、国・県が何回もの定期的な除草を含む清掃ができるはずがないと思います。

限られた予算の中でなされていることでありますから、子供がないものねだりをすることと一

緒だと思います。芸西村から東洋町までの清掃工事予算は一度で4,000万円、5,000万円を超え

ていると受注業者は話しております。4,000万円、5,000万円を超える予算でありますので、１

回、２回、３回もやってくれというようなことには当然ならないと思います。室戸市の市道、

林道、農道にしても、その維持管理費用は当初予算で組まれ、補正にてわずかな金額が上乗せ

される程度でしかありませんので、同じことだと思います。地元からの要望に応えられない現

状は、市長が国道事務所、高知県に要請することと同じであります。それならば何とかしなく

てはいけないと室戸市主導で、それがわかってないから室戸市主導でボランティア組織を結成

するのはおかしいとか、管理はあくまで国・県であるというような答弁になると思います。私

はどうして行政主導でボランティア組織を結成するためにちゅうちょされるのか、市長の後ろ

向きな姿勢が全く理解ができません。室戸市のためになることですから、多くの市民の方々の

御協力をいただかないと、室戸市の国道、県道が通年きれいに管理できないことは、理解でき

ないのでしょうか。 

 また、市長答弁の中に、民間の花と緑の会の団体が取り組んでくれているというような答弁

もありましたけども、それも花壇のあるところだけで、市長も参加し、副市長も参加し、職員

も参加したと答弁にありますけれども、それはあくまでもジオサイト周辺とかイベント限定で

あり、地域限定でありますから、室戸市の国道、県道がきれいになったということではないと

思います。草刈りは室戸市の延長が国道、県道合わせて50キロを超えるとすれば、草を刈る延

長は片側３カ所、両側で６カ所、合計キロは300キロにもなります。この300キロが清掃されて

初めてきれいに管理されたということになると思いますので、よく御理解をしていただきたい

と思います。 

 こうしたことも全てを含みまして、通年あるいは長期にわたってきれいな国道を管理してい

くのにはどういう方法を考えるべきかということでありますけれども、当然その中に国・県は

通年の清掃はできないということを前提とした答えが要ると思います。市長が室戸市の国道、

県道をきれいに維持をして、一般市民、通学生、お遍路さん、県外観光客の皆さんに室戸市を

楽しんでいただくためにどのようにすべきか、どのような考えをお持ちかを明確にすべきと思

いますので、御答弁をお願いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 
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○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） まず、山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、中山間地域の飲料水確保対策についてでありますが、これまでの経過を申し上げます

と、私どもも中山間地域の飲料水対策については力を入れていかなければならない、十分でな

いということを認識のもと、高知県で何とか補助メニューをつくっていただけないか、ぜひつ

くっていただきたいということの要望の結果、高知県において補助メニューがつくられた経過

がございます。その結果、私どもの当市におきましても、佐喜浜の中尾地区の飲料水、羽根の

中山地区の飲料水、そして羽根の黒見地区の飲料水、そして室戸の河内地区の飲料水、こうし

た飲料水の十分でない地域に対して補助も行ってきたところでございますし、これは１カ所当

たり数千万円の大きな補助事業でございます。これも今後とも続けていきたいというふうに考

えておりますし、またそうした県補助にのらない小規模な２世帯以上の方々に対しての飲料水

確保ということで市の予算を計上をしていると、市の補助事業をつくっているということでご

ざいます。この市の補助事業にしましても、補助率のアップ、そしてまた補助の限度額、これ

も300万円というふうにアップをして取り組んできているところでございます。ただ受益世帯

が１世帯という場合に、大変その対策に苦慮をしているということで、それの実態調査を現在

やっているということでございますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 それからもう一点、農業政策の中で、市長はあくまでも地域から声が上がらないとやらない

のかという問題でございますが、私はそういう姿勢をとってきたつもりはございません。産業

者会議でやってまいりましたし、また農業研究会という方々の団体とも話をしております。そ

して農業者の方々みずからが当市を訪れて農業政策についての要望や陳情も受けて取り組んで

いることでございますから、まずそのことを私は先に申し上げて、それから順次説明に入りま

す。 

 まず、２点目の(1)雇用対策及び職業能力対策についてお答えをいたします。 

 初めに、本市が取り組んできました雇用対策といたしましては、国・県が創出をしたふるさ

と雇用再生特別基金事業や産業振興推進ふるさと雇用事業、緊急雇用創出臨時特例基金事業な

どがございまして、これらの活用により平成21年度から平成24年度の間に延べ488人の雇用の

創出に努めてきたところでございます。緊急雇用事業につきましては、離職を余儀なくされた

失業者等の一時的な雇用や就業機会をつくる等とした趣旨であり、一定の成果があったものと

私は認識をいたしております。 

 また、平成26年度まで継続予定でありますふるさと雇用事業につきましては、企業の大変厳

しい経営状況などもあって、事業終了後の雇用の定着につながらない面も出てくるかと存じま

すが、当市としましては、少しでも継続雇用につながるように支援をしてまいります。 

 そして、雇用対策につきましては、これまで市内企業への訪問活動を私も行っておりまし

て、一人でも多くの雇用をしていただくように市内企業に要請、お願いをしてきたところでご
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ざいます。市内の鉄鋼業関係では、平成24年は４名、平成25年度では６名の雇用につながって

いるところでございます。 

 また、室戸市企業誘致推進条例を活用することによりまして、４企業で38名の新たな雇用が

創出をされているとともに、羽根小規模工業用地開発事業を進めることによりまして、雇用の

場の確保に努めているところでございます。 

 次に、就職支援といたしましては、まずは職業安定法などにより国において取り組まれてい

る業務であるというふうに認識をいたします。 

 しかし、当市におきましても、就職支援や雇用対策は大変重要な問題であると受けとめてい

るところでございます。平成19年８月から私どもの要請によりまして、月１回当市役所におい

て求職及び求人者を対象とした職業相談、職業紹介、事業所等の求人受け付けが行えるよう

に、巡回ハローワークが安芸公共職業安定所の御協力によって開設をされているところでござ

います。その結果、平成23年度には568人、平成24年度には637人が直接相談を受けていただい

ているところでございます。 

 また、安芸公共職業安定所から毎週ハローワーク求人情報誌の提供を受けておりまして、商

工観光深層水課や各市民館、出張所で情報提供を行っているところでございます。 

 次に、就職支援協定についてでございますが、県が関西の私立大学と協定を結び、就職セミ

ナーの開催などを行い、ＵＩターンの就職促進を図っていることは、お聞きをするところでご

ざいます。当市としましても、企業側の採用人員等の把握を行うとともに、市内企業の情報等

を県に提供し、ＵＩターンの促進につながるように努めてまいります。 

 次に、学卒未就職者、ニート状態にある若年層への対応についてでございます。 

 巡回ハローワークなどの活用を図るとともに、就労経験の少ない方や長期間ブランクのある

方など、直ちに一般就労への移行が困難な方々につきましては、平成26年度より社会福祉協議

会に委託して実施する予定の生活困窮者自立促進支援モデル事業を活用し、生活習慣の形成や

社会参加能力の習得に向けた支援を行い、将来的に就職に結びつくよう取り組みを進めてまい

ります。 

 農業分野での人材育成につきましても、認定農業者の育成や後継者対策として農林業の新規

就業者の研修事業などに取り組んでいるところでございまして、今後におきましても、これら

については継続して取り組んでまいります。 

 次に、２点目の(4)農用地開発とほ場整備等についてでございます。 

 まず、①の集落営農制度の周知でございますが、当市におきましては、農地や農業用施設等

の保全管理を目的とした中山間地域等直接支払制度や農地・水保全管理支払制度に取り組む集

落に対して、安芸農業振興センターとともに説明会を開催をしているところでございます。 

 また、集落営農制度の内容につきましても、そうした場を利用して周知を図っているところ

でございます。 
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 次に、②の集落営農組織につきましては、高知県下の集落営農組織数は190組織、安芸管内

では９組織となっており、主に水稲を中心とした農作業の受託、共同利用機械の購入などの事

業が行われているところでございます。 

 次に、③の営農組織ができない原因についてでございますが、集落営農を行っていくために

は、やはりまとめ役、牽引役としてリーダーの存在が不可欠でございます。集落が一つにまと

まらないと組織化は難しいのではないかと存じます。そして当市におきましては、水稲栽培の

ほか施設園芸や露地野菜など、経営形態が異なる状況がございます。大きく農業形態が違うこ

とによって集落営農に取り組みにくい、なじみにくい点があるのではないかと考えておりま

す。 

 次に、④、⑥の地域農業の再生についてであります。 

 当市の農地は、地形的に分散をし集約化されていないなどのことから営農活動がしにくい状

況にあると考えます。そうした中で、温暖な気候を利用した適地適作などにより地域農業の推

進を図っていくことが大事であると考えております。当市の農業振興対策といたしましては、

施設園芸の普及推進として、レンタルハウス整備事業や天敵栽培の導入などに対して支援を行

い、安心・安全な農産物づくりに向けた取り組みを行っているところでございます。 

 また、キラメッセ室戸の直販所におきましては、平成24年度の販売金額が約２億7,000万円

となっているところでございます。こうした直販所を整備をして農産物などの販売の拡大を図

ることにより、地域農業者の所得の向上につなげていきたいと考えております。 

 なお、認定農業者の育成や後継者対策事業にも取り組んでいることは、御案内のとおりでご

ざいます。 

 次に、⑤の農地を守ることにつきましては、まず農業振興地域内の農用地区域の指定の中

で、農地の有効活用を促すことなどにより農業政策を進めているところであります。 

 しかし、近年耕作放棄地が増加をしており、その解消が大きな課題となっているところでご

ざいます。今回国におきましては、耕作放棄地など農地の有効活用を図る施策といたしまし

て、各都道府県に農地中間管理機構を設立することといたしております。当市といたしまして

も、この制度の内容を踏まえて農地の有効活用に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、⑦の農業後継者対策についてでございます。 

 これまでに新規就農者支援事業において、農業技術の取得研修などによる支援のほか、先ほ

ども申し上げましたレンタルハウス整備事業や環境保全型農業推進事業などの補助事業により

後継者の育成や農家の経営支援に取り組んできたところでございます。今後におきましても、

継続的にこれらの事業を行うとともに、認定農業者の育成を初め、農業後継者の育成対策に取

り組んでまいります。 

 次に、⑧、⑨の吉良川町庄毛地区のほ場整備の取り組みについてでございます。 

 ほ場整備の取り組みにつきましては、地元耕作者の方々の一定の理解があることや市外の
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方々については同意されていないということなど、準備段階にあるというふうにお聞きをする

ところでございます。これらを具体的に実施していくためには、先ほども申し上げました中心

となって動いていただけるリーダー役が必要だというふうに思いますし、また認定農業者の確

保や集落営農組織の立ち上げが大事であると。また、それらの組織などが受益面積10ヘクター

ル以上を対象に、農地の50％以上集約をすることが条件となってまいります。そしてまた、費

用対効果が1.0以上満たし、農業所得を向上させていくための営農計画が必要であるというこ

とにつきましては、以前にも申し上げてきたところでございます。 

 次に、⑩の施設園芸農家に対するほ場整備についてでございます。 

 施設園芸農地につきましても、ほ場整備事業をするためには受益面積10ヘクタール以上、担

い手の農地集積率50％以上、ＢバイＣ1.0以上を満たした地域が対象となるところでございま

す。 

 また、施設園芸につきましては、新設する場合には余り問題とならないかもしれませんが、

現施設を含めた農地のほ場整備につきましては、現在のハウス施設の取り壊しなど大きな負担

が必要となるのではないかと考えるところでございます。いずれにいたしましても、事業の推

進に関しましては、以前の施設をどうするかという問題、また地元負担が7.5％以上必要とな

ってまいりますので、地域農家の方々のお考えをよく聞くとともに、事業の説明を十分行うな

どの必要があるものと考えております。 

 次に、２点目の(6)森の恵みの活用についてでございます。 

 高知県におきましては、平成24年度鹿捕獲頭数１万5,845頭で、そのうち鹿肉として販売さ

れている頭数は215頭であり、全体の1.4％とお聞きをするところでございます。このように販

売頭数が少ない理由の一つといたしましては、鹿肉自体が捕獲後すぐに処理をしないと肉の品

質が低下をし、商品価値がなくなるためだとお聞きをするところでございます。当市におきま

しても、平成24年度540頭捕獲されておりますが、個人が一部販売をいたしているものの商品

化には至っていない状況でございます。議員さん御案内のように、他県におきましてはジビエ

として利活用されているところもあるということは承知をするところでございます。鹿肉を地

域資源として有効活用することは、大変いいことだと考えるところでありますが、現状では商

品化できる鹿肉をいかに確保するかといったことや加工についての方法などについて、当市だ

けではなかなか対応できない問題ではないかと考えております。県や他の市町村を含め今後全

体的な取り組みを考えていかなければならないと考えます。 

 次に、２点目の(7)ＣＬＴ工法の活用についてでございます。 

 議員さん御案内のように、当該工法の取り組みといたしましては、産学官による県主導の研

究組織ＣＬＴ建築推進協議会が平成25年７月に設立をされ、普及に向けて取り組んでいるとお

聞きをいたしております。現在国及び関係機関では、ＣＬＴ工法による建築に向けた関係法令

等の整備が行われており、今後においては、設計・施工技術の確立、技術者の養成などが課題



－130－ 

になっているとお聞きをするところでもございます。そうした中で国内第１号として高知おお

とよ製材株式会社の社員寮の共同住宅に活用されるとともに、県森林組合連合会の新事務所と

なる県森連会館の一部をＣＬＴ工法により平成27年度に建設をするとお伺いをいたしておりま

す。御案内のようにＣＬＴ工法につきましては、木材需要の拡大を図るという観点からも大き

く期待をされるところでございます。今後におきましては、公共施設に利用することや施工技

術などの内容の把握に努めてまいります。 

 次に、２点目の(9)室戸市発注工事についてでございます。 

 平成24年度羽根小規模工業用地整備事業樹木伐採業務につきましては、平成25年３月４日芸

東森林組合と契約を締結をし、同年３月５日に業務に着手、繰越事業であるため同年６月10日

業務を完成をしているところでございます。その後６月17日に完成検査を行い、７月25日にこ

の業務に係る費用の支払いを行っているところでございます。この業務につきましては、契約

どおり実施をされ、完了したものと考えております。 

 次に、３点目の(2)国道及び県道の維持管理についてでございます。 

 国道及び県道の維持管理につきましては、昨年９月議会でもお答えをいたしておりますよう

に、このことはそれぞれの道路管理者がまず対応すべき問題であるということを申し上げてま

いりました。 

 しかし、私も国道、県道の草刈り等につきましては、市民の方々からも苦情をいただくな

ど、その対応に苦慮をしているところでございます。当市にお遍路さんや観光客の方々をお迎

えするためには、美しい景観でお迎えしたいと日ごろから思っております。そうした中で、土

佐国道工事事務所等には、何度となく草刈りの実施など要望を重ねてきたところでございま

す。それらの要望の後、これまで一定除草や清掃作業を実施していただいております。また、

最近では、オーバーレイ等国道の部分改良についても行っていただいております。そして土佐

国道事務所にボランティア活動の団体登録をされている民間組織の方々による美化活動への取

り組みは、大変うれしく思っておりますので、そうした取り組みに対してはしっかりと支援を

してまいりたいと考えております。そして市職員につきましても、観光開きの際の清掃やジオ

サイト周辺の清掃などに参加していただいておりますが、今後とも参加を要請をしてまいりま

す。 

 なお、国道、県道の維持管理につきましては、今後とも必要な要望・要請活動を行ってまい

ります。 

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

しくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 山本議員さんに、２の(5)防災行政無線の効果的運用と運用効果

についてお答えいたします。 



－131－ 

 まず、１点目の停電対策と耐震対策についてと３点目の電力供給停止対策についてでありま

すが、防災行政無線の親局設備につきましては、本庁舎の屋上に自動起動発電機を設置してお

り、停電時には自動で作動し、燃料タンクは満タンの状態で約３日間75時間の電源を供給する

ことができます。中継局につきましては、同じく自動起動発電機を設置しており、約３日間電

源供給をすることができます。両施設とも機器設備を床に固定しておりまして、耐震対策を行

っております。屋外子局につきましては、全ての施設にバッテリーを設置しており、これも約

３日間電源供給することが可能となっております。 

 また、屋外子局の柱につきましては、強度の高い鋼管柱を使用するとともに、基礎を深くす

るなどの耐震対策を行っております。 

 次に、２点目の情報通信施設の危険分散についてでありますが、南海地震などの大規模災害

時に防災対策室に設置しております親局が使用できなくなった場合でも防災行政無線を使用で

きるよう、消防本部に可搬型、これは持ち運びができる型ですけども、親局装置を配備して、

親局機能の二重化を図っているところでございます。 

 また、通信路の多ルート化についてでございますが、防災行政無線はデジタル波を使用して

いるため、その電波の特性から山や岬などの地形の影響を受けやすい性質がございます。その

ため中継局につきましては、津呂山と崎山に１局ずつ、合計２局を、さらに山間部などに電波

を送信するために17基の再送信子局を整備して電波の中継をしております。このため多くの中

継設備が必要となることから、通信経路につきましては１ルートのみとなっております。 

 しかしながら、情報通信手段の確保という観点から、携帯電話のエリアメールや衛星携帯電

話などをあわせて活用して対応してまいりたいと考えております。 

 次に、無線を活用したバックアップ対策についてでありますが、国のＪ－ＡＬＥＲＴから出

される緊急地震速報や職員が防災行政無線を通じて放送した日時などの記録については、自動

的に保存されることになっております。 

 次に、４点目の年間の維持経費についてであります。 

 主なものといたしまして、１年間で電波利用料が約138万円、消防署や出張所に設置してい

る遠隔制御装置専用回線使用料が約117万円、電気代が約84万円などとなっており、合計約

340万円が見込まれております。 

 また、２年間の保証期間が過ぎますと、保守点検費用として年間約250万円が新たにかかっ

てくる見込みとなっております。 

 次に、５点目の非常用発電設備が作動しなかった場合の確認方法についてでありますが、親

局・中継局につきましては、停電時には自動的に発電機に切りかわることとなっております。

万が一この発電機が作動しなかった場合には、附属のバッテリーから８時間程度電源供給する

ことが可能となっておりますので、その間業者と連携をとりながら発電機を起動させる作業を

行います。 
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 また、中継局の発電機の作動状況につきましては、親局から監視することが可能となってお

ります。いずれにいたしましても、いざというときに作動しないといったことがないように保

守点検を定期的に実施するとともに、非常時連絡体制についても日ごろより点検を重ねるなど

適切な運用に努めてまいります。 

 次に、６点目の職員が庁舎に来るまでの想定時間についてでありますが、本市に気象警報等

が発表された際のこれまでの事例では、夜間や休日の場合でおおむね15分程度で担当職員が参

集している状況であります。 

 次に、７点目の夜間や休日の職員の運用体制ですが、気象警報が発表された場合には、まず

市役所の警備員より防災対策室職員に連絡が入るとともに、Ｊ－ＡＬＥＲＴのメール配信機能

により自動的に全職員の携帯電話に気象警報等が通知され、職員はそれを見まして配置基準に

応じて速やかに参集することになっておりますので、その体制の中で対応してまいります。 

 また、遠隔制御装置があり、24時間勤務体制をとっております消防との連携も必要となって

くると考えておりますので、今後その運用について協議してまいります。 

 次に、８点目の防災行政無線を設置したことによる効果についてでありますが、効果を数値

化することは難しい面もありますが、一番にはこれまで不可能でありました市内一斉に迅速な

情報伝達が可能になったという点であろうと考えております。台風などの自然災害時におきま

しては、これまでは広報車両などでお知らせに回っておりましたが、防災行政無線により早目

の避難の呼びかけや避難所の開設状況について一斉にお知らせできると考えております。 

 また、南海地震などの大規模災害時にも津波警報や緊急地震速報などの気象情報や災害情報

が発表された際に、防災行政無線を活用して市内一斉に迅速に市民の皆様に情報をお伝えする

ことができると考えております。いずれにしましても、今回の防災行政無線の活用によりまし

て、市内一斉に迅速に情報伝達することにより想定されております被害を最低限に抑えるよ

う、防災行政無線を運用してまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 川上市民課長。 

○市民課長（川上建司君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きい２点目の(2)医療費適正化計画についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、医療費適正化計画は平成18年度の医療制度改革において創設さ

れ、国民皆保険制度を守るため医療費の伸びを抑制することを目的に策定されるものでありま

す。国の基本方針によりまして県が策定をし、１期計画が平成20年度から５年間、今回が２期

目の計画として策定されたものでございます。国民健康保険だけではなく、社会保険、後期高

齢者医療の被保険者など、全県民の健康の保持・増進、医療の効率的な提供の推進に関する目

標を設定し、県民の健康増進や生活の質の向上によりまして将来的な医療費の伸びの抑制を図

るものでございます。計画自体は県が策定を行いますが、その中には市町村及び国保を含む医

療保険者が行うべきことも定めており、本市もこの計画に基づき医療費の適正化に努めること
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としております。 

 御質問の県民の健康の保持や医療の効率的な推進に関する達成目標の数値についてでござい

ますが、目標数値は県において標準モデルをもとに設定をされており、被用者保険を含む全体

での目標値となっております。例えば、特定健診の受診率では、被用者保険では会社組織での

職場健診の実施などによりまして高い数値になります。逆に保健指導では、時間的な制約など

によりまして実施率は低くなってまいります。一方で、農林業従事者や自営業を中心といたし

ました市町村国保では、個人の意思による受診となり、健診受診率は低いが、保健指導の受診

率は逆に高くなるといった傾向となっております。そうしたことから、本市国保でも今年度第

２期の特定健康診査等実施計画を定めておりますが、その計画目標は特定健診実施率では、平

成24年度の38％から平成29年度に県全体の目標数値であります65％に対しまして60％を目標と

しております。特定保健指導の実施率は39.5％から県の45％に対しまして60％に、メタボ及び

予備群の減少率は12.1％から県と同様の25％とそれぞれに目標を掲げているところでございま

す。目標設定の際の判断材料につきましては、特定健診受診率と特定保健指導実施率の目標値

は、国の特定健康診査等基本指針に市町村国保の保険者が設定すべき目標が示されておりまし

て、この基本指針に基づき目標値を定めております。メタボ及び予備群の減少率につきまして

も、この基本方針に25％の削減の目標が示されておりますので、この目標値に基づき設定をし

ております。 

 なお、医療の効率的な提供の推進に関する達成目標の中の入院平均在院日数の短縮について

でございますが、これは厚生労働省の病院統計をもとに算出をされておりまして、市町村ごと

の算定はございません。そうしましたことから、市としての目標値は設定をしておりません

が、地域で必要とされる医療を受けることのできる体制づくりや在宅医療を支える医療・介

護・福祉それぞれのサービスの連携を図るなど、在宅医療が推進されていくように努めてまい

ります。 

 次に、(3)の山間地区の飲料水確保と対策についてでございます。 

 昨年12月議会におきまして堺議員さんから御質問をいただき、また先ほど市長も申し上げま

したが、本市の中山間地域において上水や簡易水道など水道施設の届かない世帯については、

飲料水の確保や施設の維持管理に大変な御苦労をされていることは承知をしているところでご

ざいます。市といたしましても、そうした水道施設の行き届かない地域への対策に積極的に取

り組み、要望の取りまとめや調整を行い、整備を進めてまいりました。その取り組みについて

申し上げますと、室戸市生活環境整備事業により平成22年度２施設５世帯８人、平成23年度２

施設11世帯35人、24年度１施設２世帯４人、25年度１施設３世帯６人と過去５年間で６施設

21世帯53人分を、また高知県中山間地域生活支援総合補助金によりますものが、平成20年度１

施設４世帯12人、平成21年度１施設18世帯50人、平成23年度１施設17世帯69人、平成24年度は

１施設31世帯58人と合わせまして４施設70世帯189人分の整備を行ってまいりました。これは
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先ほど市長が申し上げました佐喜浜の中尾地区、羽根中山地区、羽根の黒見地区、それと室戸

の河内地区でございます。 

 これらの補助要綱、採択基準につきましては、室戸市生活環境整備事業費補助金が、受益戸

数２戸以上、補助率が10分の８、限度額は300万円、これも先ほど市長が申し上げましたが、

平成25年度から補助率を10分の７から10分の８に、限度額を200万円から300万円と引き上げを

行っております。そして、高知県中山間地域生活支援総合補助金につきましては、受益戸数３

戸以上、補助率は県が３分の２、市の継ぎ足しが６分の１、受益者負担は６分の１、限度額

3,000万円となっております。受益戸数につきましては、補助事業としての公益性や維持管理

経費、メンテナンス作業負担の共同化を図る上で、市の単独補助では最低単位の２戸としてご

ざいますが、県補助では３戸以上とされているところでございます。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、住居が点在をし集落から離れているなど、一体的に整

備ができない世帯や高齢世帯などで自力での管理が困難な事態が起きているのも事実でござい

ます。そうしたことへの対策といたしまして、現在市民課職員が現地を回り聞き取り調査を順

次実施中でございます。アンケート用紙などによりまして現状や要望の把握を行った上でその

結果を踏まえ、市としての支援や集落での支え合い、助け合い、ボランティア組織などによっ

て取り組みができないかなど、関係者の方々と協議を行ってまいります。 

 あわせまして、こうした個人や高齢者の方々からのメンテナンスの依頼などにつきまして、

シルバー人材センターで請け負うことができないかなどについて検討をいただけるよう申し入

れも行っているところでございますので、御理解をいただけますようによろしくお願い申し上

げます。以上です。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 山本議員さんに大きな２の(1)雇用対策及び職業能力対策の中で、

学校教育の中で社会的・職業的自立の重要性を教える教育は実践されているかについてお答え

いたします。 

 現在各中学校では、キャリア教育の一環といたしまして、総合的な学習の時間を活用いたし

まして十五、六年ほど前から職場体験実習を二、三日程度実施しているところでございます。

例えば、第１次産業としてＪＡや大敷組合など、また泉井鉄工所などの２次産業、病院やガソ

リンスタンドなどの接客業等々、多岐にわたって実施しているところでございます。子供たち

にとっては仕事そのものの中身はもちろん、仕事の持つ複雑な仕組みや人間関係など、身近な

ものとして経験しており、大きな効果を与えているものと認識しております。例えば、不登校

に陥っている生徒も将来への自立へ向けて、それだけには参加するなどの例も挙がっていると

ころでございます。生徒たちが自分の将来をしっかりと見据え、目標を常に持ってたくましく

生きる力を育むことができるよう、今後ともキャリア教育の充実に取り組んでまいります。 

 次に、(8)の中川内小・中学校へのスクールバスの配備についてお尋ねがありましたので、
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お答えいたします。 

 中川内小・中学校へ現在23名の児童・生徒が通学しておりまして、そのうち６名の児童・生

徒が学校区域外から通学しております。スクールバスの運行につきましては、平成25年12月

17日に中川内小・中学校ＰＴＡから要望書の提出があり、教育委員会といたしましては、12月

の定例会で協議・検討をいたしました。その結果、中川内小・中学校は特認校の指定校であり

ますが、区域外就学の児童・生徒の通学については、原則的に保護者の責任において行うこと

が最良であることを確認し、同校ＰＴＡにその旨連絡した経過がございます。 

 しかしながら、議員さん御指摘のように通学路も狭く、カーブや崖が多く、また夜間の人通

りも少なく、児童・生徒に与える負担や影響を考慮すると、安全で通うことのできる方法や対

策を今後学校・保護者とともに協議していき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） 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０時57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。 

 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの答弁漏れということでありますが、いずれも答弁ほと

んどしております。あと一点だけお答えをしておりませんが、それについてと再度申し上げた

いと思いますけれども、まず１点目の就職支援協定につきましては、県が関西の私立大学と協

定を結び就職セミナーの開催などを行い、ＵＩターンの就職促進を図っているということをお

聞きをしているというふうに申し上げました。当市としては企業側の採用人員等の把握を行う

とともに、市内企業の情報等を県にも提供し、ＵＩターンの促進につながるように努めてまい

りますというふうにも申し上げております。 

 そして農業分野の人材育成につきましても、認定農業者の育成や後継者対策として農林業の

新規就業者の研修などを取り組んでいる、またそれを継続したいというふうに申し上げまし

た。 

 それから、集落営農制度の説明会をどんだけやっているかということでありますが、その説

明会というような形ではやっておりません。しかし、中山間地域等直接支払制度の説明である

とか農地・水保全管理支払制度、このことについても集落へ入って説明をいたしておる、そう

いう中で集落営農のことについてもお話をし、周知を図っているというふうに申し上げたとこ

ろでございます。 

 それから、吉良川庄毛地区のほ場整備、地元耕作者の一定の理解があって同意もしていると

いうようなお話はお伺いをしておりますが、市外の方々にはまだ同意をいただけていない。言

うならば、準備段階であるというふうに認識をいたしておりますということを申し上げたとこ

ろでございます。 
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 それから最後に、ほ場整備の取り組みについて補助をする考えはないかということですね。

そうやろう。ほんでほ場整備に対する取り組みについての補助でしょう。だからその件につい

ては、まだ一点お答えをしてないというのをさっきから申し上げておるわけですが、それは現

在準備段階というふうにもお聞きをするわけで、準備段階に対する補助が必要ではないかとい

う議員さんの御指摘だと思います。ただその件については、我々も高知県がどうしているの

か、またほかの市町村でそういう取り組まれているところがどうやってきたのかというような

ことについて一定状況も把握をし、また県の指導もいただきながら対応を考えていきたいとい

うふうに思います。以上です。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。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） 山本議員さんにお答えします。 

 県のほうでは、ほ場整備に係る準備段階のそういう制度資金というのは、今のところないそ

うです。ほんである一定の要件をクリアして同意が得られれば、そういう準備の資金等も制度

的に活用できると聞いております。以上です。 

○議長（山下浩平君） 山本賢誓君の２回目の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。２回目の質問をします。 

 １番の最初に質問した雇用対策の件で、市長も取り組んでいると、当然取り組んではくれて

いるということはよくわかりますけれども、予算説明資料とか主要事業の中でたった２項目だ

けです、雇用関係に関する記述が。それもふるさと雇用と起業支援、新しく事業を起こすって

いう部分の２項目で、ふるさと雇用はもうことしで終わりですから、ほんで起業支援型に

150万円の主要事業をつけたということでありますので、どうも室戸市全体の雇用政策が真剣

に検討されてない部分がありはしないかと思いますので、もう一度御答弁をお願いしたいと思

います。 

 それから、同じく失業の関係で、各年代の失業率を言いましたけれども、室戸市にも当然そ

のデータがあると思いますので、各年齢層のデータ数、失業者数の数と割合とをちょっと教え

てください。 

 それから、雇用政策に関して、室戸市だけの取り組みでは限界があると思いますから、専門

家に依頼をした室戸市の雇用に関する政策のコンサルティングを委託するというような考えは

ないのか、お伺いをします。 

 それから、飲料水確保の件ですけれども、何回、質問は、補助対象にならん人々のことをや

ってるわけです。補助で補助率上げましたとか、限度額上げました、そんなんはもう全く関係

のない話で、そんなものは質問答弁の中に要りませんが。対象が２戸以上という補助対象の形

ですから、はっきり言わさせてもらうと、１軒の家の方々は一生泥水飲んで暮らしなさいとい

うこと、そういうことですよね、市長。これ100年も200年も300年も前からこの方々は市のお

世話になってないんですよ、飲料水に関しては。補助対象の方は努力してやります、限度額上
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げますって言ったって、この方は全く対象外で今まで何百年も生きてきちゅうわけですから、

そこなところをもう一回……。 

○議長（山下浩平君） 山本議員、あと５分です。 

○１０番（山本賢誓君）（続） びっくりした。はっきりお願いしたいと思います。 

 それから、農地整備の件に関して前市長とも話したときに、ほ場整備をやろうとすれば、職

員を一人張りつけないかんと。それは大変なことであるというような見解も示されておりまし

たが、実際のほ場整備事業とか農地の農業の政策を進めていく上で、そういう人的な面で足り

ないということで発展を阻害するということにはならんと思いますので、農業振興に関して人

的なもんが不足しているというのが市長の本音かどうか、もう一度お聞きしたいと思います。 

 それから、裏金問題の関係ですけれども、不正があったというような答弁ではないがですけ

れども、答弁の中ではっきりそういうことはありませんということを言わないかんがやないで

す。それで市長の答弁、当然担当者にも確かめているとは思うがですけれども、そういったこ

とは絶対ありませんということをちゃんと答弁してもらいたいと思います。 

 それから、国道の維持管理の件ですけれども、聞いててやっぱりもう他人任せみたいな答弁

と受け取れます。もう言いませんから、どうぞそのままの考えでいっていただければいいと思

います。市長の力で国道をきれいにしてもらったらいいと思います。来年はすぐ東部博もあり

ますので、頑張ってください。 

 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。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、雇用関係についてでございますが、これまでにもずっと申し上げてきましたように、

施政方針を言われてるんですかね、２行しか言うてないっていう話。私は施政方針の中に確か

に記述が十分でないということはあったとしても、雇用問題に対して軽々しく扱っているとい

うことではございません。施政方針については、やっぱりたくさん記述をしたいということで

はありますが、今回でも開会日に施政方針等を申し上げて、私が１時間半近くになるわけです

から、その辺はずっと全てを言うということにはなかなかならないので、その辺については、

ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 

 なお、失業者の数とか割合につきましては、担当課長のほうからお答えをさせていただきま

す。 

 また、雇用問題について専門家に調査をさせてはどうかというようなことにつきましては、

今後そうした必要があるのかどうなのかっていうのは検討の上、考えてまいります。 

 それから、飲料水対策の対応をまず私が申し上げたわけですが、全体だからいろんな方がお

るわけですよね、十分飲料水の確保がされていない方がたくさんあるわけ。その人たちに順

序、順番にしっかり対応をしてきた。しかし、あと一軒しかない、受益者が１軒しかないとい
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うようなことについて、その対応に苦慮していると、これは公益性があるのかないのかとかと

いうような問題も含めてどこがやるのか、１軒に対してやるのか、あるいはまとめてやったほ

うが、１軒しかないところをまとめてやって対策をする方法がないのか、実態はどうなのかっ

ていうのを調査をしている。それによって対応していきたいということでありますから、その

辺は御理解をいただくしかないというふうに思っております。 

 それから、ほ場整備につきましても、私は人が要るからやりたくないと言ったことはありま

せん。当然ほ場整備を進めていくためには、職員がかかわっていかないといけないという思い

はあります。地域農業の発展が必要だというようなときには、それはそれで考えていかないと

いけない。職員の数も当然考えて対応をしていかなければならないということでございます。 

 それからもう一点、これも申し上げてきたことでございますが、樹木の伐採のことについて

であります。 

 これも森林組合と契約をして正当にやってきたというふうに申し上げているところでござい

ます。 

 それから、国道、県道の管理につきましても、前段で申し上げましたように、しっかり対応

をして、環境整備というようなことにも配慮しながら国・県への要望活動をしっかりやってい

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） 執行部の答弁を求めます。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） 山本議員さんにお答えいたします。 

 大きな２点目の(1)雇用対策及び就業能力対策についての年代別の失業率ということでござ

いましたが、平成22年の国勢調査産業等基本集計によりますと、まず15歳から19歳までの方。

人数ですか。そしたら、まず15歳から、全体で構いませんか。個別で。15歳から19歳この部分

につきましては働ける人が431名、そのうち完全失業者が16名、それと20歳から24歳これが同

じく341名で失業者が59名、それから25歳から29歳、これが466名中失業者が64名、30歳から

34歳、527名中失業者が62名、35歳から39歳、678名中失業者が49名、40歳から44歳、732名中

60名の方、45歳から49歳、825人の方のうち65人、それと50歳から54歳、942人のうち59名、

55歳から59歳、1,365人のうち128名、60歳から64歳、1,770人のうち104人、65歳から69歳、

1,439人のうち43名、70歳から74歳、1,336人のうち21名、75歳から79歳、1,199人のうち11名

となっておりまして、全体の数で言いますと１万3,887名、このうち完全失業者が743名となっ

ております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 山本賢誓君の３回目の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） ３回目の質疑を行います。 

 先ほど商工観光課長から失業者数の累計というものが国勢調査に基づいて言いましたけれど

も、雇用関係のことになりますが、巡回ハローワークですかね、市長の先ほどの答弁で

1,200人ぐらいの利用者があったということですけども、その中で大体どれぐらいが常勤雇用



－139－ 

として室戸市では雇われてます。 

 それと飲料水の件です。 

 市長は１人のところに水がないという分に関しては、公益性があるかどうかっていう判断を

しちゅうようですけれども、水道料金を払うてないもんですから、公益性ないですわね、１人

やったら。ということは、今の補助制度では、１軒の人はもう必ずそのままおりなさいってい

うお答えしかないと思いますけど、私は室戸市の補助要綱ですわね。それへ例えば、こればあ

人口が減少していってそういう１人、２人の世帯がまだこれからふえてくる可能性もあるわけ

ですから、あとのただし書きを要綱へつけるとか、要綱の整備をし直すとかそういう考えはな

いがですね、市長。今から検討しますって、もう何十年も前からそういう状況わかっちゅうは

ずですから、市長のときになって初めて調査しますという問題ないがですよ、これは。その点

もう一つ御答弁願います。 

 以上です。以上で３回目終わります。 

○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） 山本議員さんの３回目の質問に答えをいたします。 

 まず、雇用問題でありますが、前段で申し上げましたように、巡回ハローワーク等を行っ

て、その中で取り組んでいる数を申し上げました。その人たちが直接いかにつながっているか

っというところまでは、今のところ私のところで把握をしておりませんので、今後把握をして

まいります。 

 また、飲料水の確保の問題、これも今始まった問題ではないわけです。それは私も十分わか

っております。しかし、ほかのところ、十分でないところもほかにもあってるわけですよね、

１人だけやない部分。ですから、これをずっと言うてきゆうわけです。ほんで１人について試

算を、その１人に試算をふやすのかとか、いろんな問題が発生をしてくるわけですから、当然

補助要綱の見直しもやっていくわけですけれども、やりたいと思うわけですけれども、県とか

そういうところも３世帯以上とかという基準を設けてやりゆうわけ。だから我々はやらんやら

んやらんじゃのうて、やれる方向を探しよる。ほんで１人世帯、１軒であってもその方法はど

うやって管理をしていけばええのか、シルバー人材センターへ頼んで管理をする方法、あるい

は地域の常会、そうしたことで支援をしてやっていただくことができないのかというようなこ

となども含めて今それの実態調査をしているということですから、順次私は進めてきたという

ふうに理解をしているところでございます。よって、飲料水の確保について我々としても今後

しっかり対応をしていきたいという思いで取り組んでいるところでございます。以上です。 

○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） 山本議員さんに先ほどお答えしました失業者数、あれ

がちょっと間違っておりましたので、訂正させていただきたいと思います。 

 先ほど就業者数、働ける人の数を15歳から19歳431名と言いましたが、これは61名になりま
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す。以下、ちょっと見た欄が間違ってましたので、順次訂正させていただきたいと思います。 

 20歳から24歳この方が244人、25歳から29歳388人、30歳から34歳390人、35歳から39歳

515人、40歳から44歳548人、45歳から49歳604人、50歳から54歳698人、55歳から59歳805人、

60歳から64歳838人、65歳から69歳440人、70歳から74歳269人、75歳から79歳163人、80歳から

84歳が79人ですので、どうも済みません。よろしくお願いいたします。 

○議長（山下浩平君） いいですか。 

 これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、明日12日は大綱質疑であります。午前10時にこの会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１時28分 散会 


