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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名中欠席届１名、現在13名の出席でございます。 

 欠席議員は、北岡幸男議員、入院のためでございます。 

 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。 

 ここで皆様に御報告をいたします。 

 小椋議員から質問項目３、四国遍路開創1200年についてにつきましては、取り下げる旨の申

し出がございましたので、御報告をいたします。 

 順次質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） おはようございます。 

 ４番小椋利廣。平成26年６月第４回室戸市議会定例会におきまして、一心会と市民を代表し

て、市民の目線に立って一般質問を行います。 

 １番、南海トラフ巨大地震について。津波避難カルテの作成計画についてお聞きをいたしま

す。 

 南海トラフで起きる地震は、今後30年以内では70％、50年以内では90％の確率で起きると言

われております。最大で24メートルの高さの津波が襲来をしてくると言われている中で、１メ

ートルの高さの津波が３分で室戸市の海岸線に到達をすると言われております。地方自治体の

中には、もう既に住民個々の状況に応じた津波避難カルテを作成をしている自治体もあるとお

聞きをいたしております。室戸市の海岸線は、約53キロメートルを有し、津波による浸水面積

は約823ヘクタールで、浸水区域内の人口は１万4,400人ぐらいと想定をされており、避難場所

は、224カ所が整備をされる予定である中、当市におきましても、高齢者や障がい者、乳幼児

や児童・生徒と一般の方々も含めた住民個々の津波避難カルテを作成をする計画はないか、お

聞きをいたします。 

 次に、２番、観光トイレの建設について。室戸市の東の玄関口である佐喜浜地区に観光トイ

レの建設についてお聞きをいたします。 

 国道55号線を高知から室戸方面へと来ますと、室戸市に入りますとまず最初に羽根岬公園に

観光トイレが建設をされておりますけれども、室戸市の海岸線は、約53キロメートルと長く、

国道55号線上の高岡地区以東では、観光トイレが建設をされておりません。台地の上では、金
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剛頂寺、室戸広域公園駐車場の下、室戸広域公園遊戯場広場、マリン球場、室戸中央公園、室

戸岬スカイライン山頂、夕陽ケ丘キャンプ場、最御崎寺駐車場の下のトイレで、台地の上には

８カ所の観光トイレが建設をされております。 

 次に、国道55号線沿いに観光トイレが建設をされている場所は、羽根岬公園の観光トイレに

続いて、立石休憩所、吉良川まちなみ駐車場、キラメッセ室戸、行当公園、海の駅とろむ、中

岡慎太郎像横の鯨、室戸市観光案内所、水掛地蔵駐車場、旧ホテルニューむろとの横、ディー

プシーワールド、高岡漁港ふれあい公園の12カ所に観光トイレが建設をされており、台地の上

の８カ所と合わせると合計で20カ所の観光トイレが建設をされております。高岡漁港ふれあい

公園から室戸市と東洋町の境界線までは約22キロメートルと、室戸市の境界線佐喜浜町水尻か

ら東洋町の生見まで11キロメートル間の合計で約33キロメートル間は観光用のトイレが建設を

されておりません。最近は、特に歩き遍路の姿もよく見かける中で、特にことしは四国遍路開

創1200年に当たり、団体での歩き遍路の姿も非常に多く見かけられております。雄大な太平洋

を眺めながら旅をしている方々や観光バスで周遊をしている方々のために、また室戸ジオパー

クの夫婦岩サイトの観光地にも近く、室戸市の東の玄関口である佐喜浜地区に観光バスも駐車

ができるような観光地にふさわしい観光トイレを建設をすることはできないか、お聞きをいた

します。 

 次に、４番、学校教育について。室戸市の学校再編計画についてお聞きをいたします。 

 室戸市の人口は、平成26年４月１日現在で１万5,117人で、市内には小学校８校と中学校５

校で、小学校の児童・生徒数は467人と中学校の生徒数は241人の合計708人となっておりまし

て、今後も児童・生徒数は、減少をしていくと予測をされておりますが、ますます厳しい教育

環境の中で、学校教育にこれからどのように取り組まれていくのか、まずお聞きをいたしま

す。 

 高知県は、全国でも人口の減少率、高齢化率がともに非常に高く、少子・高齢化が続いてい

る中で、室戸市も人口の減少には歯どめがかからない状況であり、室戸市の人口も国立社会保

障・人口問題研究所の人口調査によりますと、平成27年度の人口は１万3,732人くらいになる

と予測をされております。室戸市の平成26年度の児童・生徒数は、小学校が８校で467人、中

学校が５校で241人の合計708人でございますけれども、３年後の平成29年には、小学校の生徒

数が約445人、中学校の生徒数が215人の合計660人くらいになると予測をされております。３

年後には、約48人ぐらいの児童・生徒数が減少すると推計をされております。しかし、まだま

だこの中から市外の学校に転校していく生徒も出てくると思われますので、生徒数はまだ減少

していくのではないかと予測をされております。過去のデータを見ましても、小・中学校合わ

せて、平成23年度は829人の生徒数でありましたけれども、平成24年度は774人、平成25年度は

738人となっておりまして、１年間に約40人前後の生徒数が減少していることになっておりま

す。そうなってきますと、中学校でのクラブ活動や集団行動について、野球やソフトボール、
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バレーボールやバスケットボール等々、集団で行う競技につきましては、各学校の生徒数の減

少によって、単独学校での集団クラブ活動については非常に厳しく、無理があると聞いており

ます。クラブ活動のある学校への区域外就学を検討している生徒やクラブ活動ができないため

に学校を転校すること等も検討しているとお聞きをすることがよくあります。学校でのクラブ

活動や生徒たちの集団行動についてどのように行われているのか、またどのような指導を行わ

れているのか、また男女混合チームや各学校との合同チームを編成したクラブ活動が行われて

いるともお聞きをしておりますが、この点についてもお聞きをいたします。 

 少子・高齢化による児童数、生徒数の減少やまた学校でのクラブ活動の実態等も含めて、少

人数による学校教育がベストなのか、また大人数の切磋琢磨する競争を取り入れた大人数によ

る教育方法がベストなのかはわかりませんけれども、今後、これらの事情を考慮していく中

で、室戸市内の学校再編計画についてどのように取り組んでいくのか、また学校再編計画は何

年度にできるのか、お聞きをいたします。 

 次に、５番、医療体制について。医療体制の充実についてお聞きをいたします。 

 救急病院である室戸病院の救急医療体制の今後についてお聞きをいたします。 

 現在の室戸病院は、昭和58年に室戸診療所として建設をされ、その後、昭和62年４月から室

戸病院として開設をされて、同年10月に東部地域の医療のかなめとして救急告示病院の指定を

受け、現在まで27年に及ぶ長期間、救急医療病院として室戸市の医療に、また一般病院として

も大きく貢献をされてきております。しかし、非常に残念なことに、平成26年５月13日付で安

芸保健所経由高知県医療政策課に救急病院の指定取り下げを申請をした。許可がおりれば、本

年７月１日からでも救急病院の赤い看板の救急医療を取りやめる予定であるというふうにお聞

きをいたしております。室戸病院が救急医療を取りやめるということで、室戸市の医療体制は

今後どのようになるのか、地域住民にも大きな不安と動揺が広がっておりまして、医療体制を

取り巻く環境の変化が大きく議論をされております。室戸病院が救急病院の指定取り消しを協

議をされてきた内容をお聞きをいたしますと、看護師不足で、看護師さんが現在22名とパート

の看護師さんが４名を含む26名の体制で、入院と外来、夜間の救急も含めた３部門の医療体制

を３交代の週５日制で維持をしていくことは非常に無理であるとの結論で、救急部門の取り下

げに至ったとお聞きをいたしております。市内の救急患者の搬送回数を調べてみますと、平成

23年度は、室戸病院、田野病院、県立あき総合病院、森澤病院の４病院に全部で595件とヘリ

での搬送が46件ありまして、そのうち室戸病院には298件の救急患者の搬送が行われておりま

す。平成24年度の救急患者の搬送回数は585件あり、ヘリでの搬送が48件で、そのうち室戸病

院へは281件の救急患者の搬送が行われております。また、平成25年度の救急患者の搬送回数

は649件と多く、ヘリでの搬送は60件、そのうち室戸病院へは288件の救急患者の搬送が行われ

ております。この３年間の資料でも、１年間に室戸病院へは約300件くらいの救急搬送が行わ

れておりまして、室戸市の救急医療のかなめとして救急患者を救ってきたとお聞きをいたして
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おります。ここで少し室戸市の消防署を起点として、各病院を往復する救急車の所要時間をお

聞きをいたしましたところ、室戸病院は往復で約30分、田野病院は70分、県立あき総合病院と

森澤病院は120分ぐらいかかると言われております。また、平成23年度に２台の救急車が重複

をして消防署に救急車が待機ができていなかった回数といたしましては126回で、そのうち

60分未満の回数が82回、60分以上が29回、120分以上が15回あったとお聞きをいたしておりま

す。平成24年度は127回ありまして、60分未満が85回、60分以上が28回、120分以上が14回あり

ます。それから、平成25年度につきましては139回で、60分未満が85回、60分以上が39回、

120分以上が14回と180分以上が１回ありまして、長時間にわたり消防署に救急車が待機ができ

ていない状況がよくわかると思います。これは、消防署を起点とした対応の結果でありまし

て、市内の面積は非常に広く、このように消防署に救急車が待機ができていない状況が年々と

増加をしておりまして、ここで室戸病院に救急医療がなくなると、地域の住民も今後の生活が

非常に不安であると言われているところでございます。 

 そこで、①室戸病院が救急病院指定の赤い看板をおろすと、どのような影響が大きく出てく

ると想像をされるか、お聞きをいたします。 

 ②それらのことに今後どのように対応していく予定なのか、お聞きをいたします。 

 ③室戸市内に救急病院の指定がなくなることを、市民の皆様方にはどのように周知徹底をし

ていくのか、お聞きをいたします。 

 ④看護師不足は、救急病院のみならず、一般病院にも影響をしてくると想像をされる中で、

市内の医療機関が減少していき、市民の命を守る病院の確保のためにも、室戸市が看護師の資

格取得に向けた取り組みに対応をしていくべきではないかと思うが、今後どのように取り組み

をしていくのか、お聞きをいたします。 

 ⑤救急指定病院がなくなると、市外の病院への搬送回数が多くなり、救急車１台当たりに要

する時間が長くなり、現在の救急車２台体制で対応は可能なのか、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） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんの御質問にお答えいたします。 

 まず１点目の南海トラフ地震対策についての津波避難カルテの作成計画についてでございま

す。 

 議員さん御案内のように、津波避難カルテにつきましては、黒潮町における取り組みではな

いかと認識をするところでございます。黒潮町の津波避難カルテの内容といたしましては、町

全体の約5,700世帯のうち、津波浸水エリアを中心とした約3,800世帯を対象に、津波避難場所

や避難経路、避難方法などを調査表に記入し、津波避難に要する時間や課題が各世帯ごとに把

握できるようになっております。そして、この津波避難カルテをもとに、個別の避難計画の作

成や避難路などのハード整備に活用していくなど、課題解決に向けた取り組みを進めているも
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のとお聞きをするところでございます。 

 本市における取り組みといたしましては、まず災害発生時において、高齢者や障がい者など

支援を必要とする方々への対応を適切かつ円滑に実施するため、平成21年度に室戸市要援護者

避難支援プランを策定をし、平成23年度には、個別計画として、避難場所や緊急連絡先などを

記載した災害時要援護者台帳を市独自で作成をしているところでございます。自主防災組織や

民生委員さん方とこれらの情報共有を図り、よりよい支援についてこれまで協議を重ねてきた

ところでございます。 

 こうした状況の中、昨年度、国におきましては、災害対策基本法の一部が改正をされ、災害

発生時の避難に対し、特に支援を要する者の名簿といたしまして、避難行動要支援者名簿の作

成が市町村に義務づけられたところでございます。当市としましては、まずは法改正に基づき

まして、これまで取り組んできた災害時要援護者台帳を改めて避難行動要支援者名簿として整

備を進めていくことが最優先の課題ではないかというふうに思っております。その後、整備に

つきましては、各市町村で取り組んでおられる津波避難カルテなどにつきましても参考にさせ

ていただいて検討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。 

 次に、２点目の観光トイレの建設についてでございます。 

 この件につきましても、議員さん御案内のとおりでございますが、現在、室戸市内にある公

衆トイレにつきまして申し上げますと、国が設置、管理を行っている施設が１カ所、県が設

置、管理を行っている施設が３カ所、県が設置をし、市が管理を行っている施設が５カ所、市

が設置、管理を行っている施設が13カ所、民間が設置、管理を行っている施設が１カ所という

ことで、現在23カ所のトイレがございます。したがいまして、これらの維持管理経費につきま

しては、多額の予算を計上をいたしているところでございます。 

 また、議員さん御案内のとおり、東洋町から高岡漁港ふれあい公園公衆トイレまでの国道沿

いには、サーフィンの方が利用されているの尾崎海岸に公衆トイレが１つあるのみでございま

す。観光客の方には、御不便をおかけをしているところでございますが、今回、ジオパーク拠

点施設の駐車場に、本年度新たな公衆トイレ、これは三津地区になるわけでありますが、公衆

トイレを設置をすることといたしております。今後とも国・県による設置の可能性調査なども

含め、バランスのとれた配置となるよう、建てかえ時期には見直しなども必要ではないかと考

えているところでございます。 

 次に、５点目の医療体制の件についてでございます。 

 救急医療体制につきましては、初期救急、第２次救急、第３次救急と体系的に位置づけをさ

れているところでございます。初期救急につきましては、在宅当番医制などで入院を必要とし

ない患者に適切な医療を行うものでございます。また、２次救急医療は、救急告示病院や病院

群輪番制などで入院が必要な重症患者に対するものでございまして、安芸圏域には、県立あき

総合病院、田野病院、森澤病院、室戸病院がございます。第３次救急医療は、救急救命センタ
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ーであり、重篤な救急患者に対し入院治療を行うものとなっております。 

 このたび室戸市で唯一の第２次救急病院である室戸病院が、当直看護師の配置が困難という

ことで、救急告示病院の撤回書を提出をしたとお聞きをするところでございます。室戸市に救

急病院がなくなりますと、一番近いところが田野病院ということになります。そうなります

と、急病時などの時間外診療や救急搬送の時間が長くなるなど、市民の皆さん方に大変御不便

をおかけすることとなります。私も先日、室戸病院の北村理事長さんや事務長さんをお訪ねを

し、救急病院への助成制度など、その支援施策も含めまして継続についてお願いをしてきたと

ころでございますが、しかし病院としましては、看護師不足のため、入院病棟と救急体制の両

方を行うことが困難であり、入院病棟を守るために、やむなく救急病院の撤回に至っていると

いうお話でございまして、現在のところ、継続をするというお答えはいただくことができてい

ないところでございます。しかしながら、地域で市民の方々が安心して生活を送るためには、

医療の充実が大事なことはかねがね私も申し上げてきたところでございます。救急病院は、そ

のためにも必要であるという考えは同じでございます。今後、救急病院の再開などにつきまし

て、県や医師会に協力要請をお願いをするとともに、可能な限り、協力、援助対策を検討する

など、救急病院再開に向けて今後とも努力をしていきたいと考えております。 

 また、いつも申し上げていることでございますけれども、安芸圏域内で医療が完結するよう

にということで、県立あき総合病院の救急や医療体制の充実についてこれまでにも要請をして

きたところでございます。そうしたこともあって、以前よりは県立あき総合病院のほうで救急

患者の受け入れが増加をしているというような状況も出てきているところでございます。いず

れにしましても、救急や診療体制の充実ということは必要でございますし、またドクターヘリ

を含む救急搬送体制の一層の充実のため努めていかなければならないと考えております。救急

病院の指定がなくなるということが確定をした場合には、市民の方々に通知をしていかなけれ

ばならないというふうに思っておりますし、それらについては広報等を通じてお知らせをして

まいります。 

 次に、看護師の確保についてでございます。 

 全国的に看護師不足が叫ばれているところでございまして、高知県内におきましても、看護

師の約８割が高知市等の中央部に集中をしていると言われております。そうした中で、東部、

安芸圏域の看護師さんは、就業者全体の約５％ということで、県内でも少ない看護師数となっ

ているところでございます。過疎地域では、看護師の確保がそういうことから大変厳しい状況

が続いているところでございますので、看護師の育成、離職防止、潜在看護師さんの活用、奨

学資金制度の利用なども含め、看護師不足の解消対策につき関係機関や関係団体などにも要請

をしていきたいと存じますし、市といたしましても、独自の対策が打てないかということにつ

いても検討をいたしてまいります。 

 私からは以上でございますが、教育長及び消防長から補足答弁をいたさせますので、よろし
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くお願いいたします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 小椋議員さんに、大項目の４、学校教育についての中で、室戸市の

学校再編計画について何点かお尋ねがありましたので、順次お答えいたします。 

 初めに、これまでの学校統廃合の経過についてでありますが、平成18年３月に室戸市立小・

中学校統廃合検討委員会からの報告に基づきまして、平成18年度に椎名小学校を三高小学校へ

統合、平成19年度には日南小学校を吉良川小学校へ統合、平成20年度には佐喜浜小学校入木分

校を佐喜浜小学校へ統合、22年度には室戸岬中学校を室戸中学校へ統合、23年度は室戸東中学

校を室戸中学校へ統合しております。現在の状況では、三高小学校や室戸岬小学校へ入学する

児童が、室戸小学校へ入学を希望し、三高小学校では昨年、ことしと新入学児童がおりませ

ず、室戸小学校、室戸岬小学校でも、本年度新入学児はゼロという状況でございます。室戸

小、吉良川小、羽根小学校は、その点、児童数が１学級を保持できまして、普通学級で授業を

行っておりますが、その他の小学校は、児童数の減少の影響を受けまして、複式学級の編制を

余儀なくされております。このため三高小学校、室戸岬小学校、元小学校の３校が、複式教育

の研究校の指定を受けまして、平成24年度から２年間、授業研究に取り組んでまいりました。 

 なお、室戸中学校校区の４小学校におきましては、中１ギャップを解消するための合同の修

学旅行や宿泊訓練などを計画しておるところでございます。今後におきましても、４小学校が

お互いに連携を図りながら、児童集団形成のための交流を推進するよう指導を行ってまいりま

す。 

 また、中学校のクラブ活動につきましては、議員さん御指摘のように、本年市内３校の野球

部は、合同チームを編成しなければ大会へ出場できない状況となっております。このため市内

においてクラブ留学を目指す生徒がふえているという現状もございます。 

 こうした状況を踏まえ、現在は室戸の将来を担う子供たちが、教育効果の上がる環境で学び

を育むために、小規模校ならではのメリットを最大に引き出しながら取り組みを進めていく必

要があると認識しております。学校は、その地域の重要な拠点施設として、歴史と伝統を築き

ながら今日までその役割を担っております。学校の統廃合につきましては、学校の教職員、保

護者、そして地域の皆様の御意見や御要望を十分踏まえた中で検討しなければならない課題と

認識しております。現在、室戸市小・中学校統廃合検討委員会を立ち上げ、議論、検討を進め

ておりますので、教育委員会といたしましては、年度内には一定の方向をお示しすることがで

きるものと考えておりますので、答申が出次第、早急に統廃合に取り組んでまいります。以上

でございます。 

○議長（山下浩平君） 竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 大項目５の救急医療体制の充実についてでございます。 
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 議員さんの御案内のとおり、室戸病院は、平日のほか、室戸市内唯一の救急指定病院とし

て、夜間、休祭日にも救急車による傷病者搬送を受け入れていただき、多くの市民の命を守っ

ていただいております。 

 救急病院がなくなった場合の対応についてでありますが、市内搬送がふえることになります

ので、重複出動回数の増加は避けられないと思われます。 

 そこで、今後、ドクターヘリや病院が保有しておりますドクターカーの要請が重要となるほ

か、近くの田野町、安芸市の救急病院に対し、今まで以上の救急搬送の受け入れ要請をするこ

となどによって、出動時間の短縮を図っていく必要がございます。 

 なお、救急搬送の要請に関しましては、県立あき総合病院では、できる限りの受け入れをし

ていきますとのお話をいただいているところでございます。 

 また、救急車２台出動時には、予備の救急車の出動準備を行うとともに、非番の救命士、救

急隊員、消防隊員を招集し、人員補充を行うことなどにより、人命救助に努めてまいります。

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。 

 先ほど１番目の南海トラフ巨大地震対策につきまして、津波避難カルテの作成をしたらどう

かという質問をさせていただきましたけれども、黒潮町のほうでは、もう既に津波避難カルテ

の作成はでき上がっていて、全体的な、庁内全体的にいろいろな方法の共有に利用していると

いうふうなお話もありましたので、これやはり対象面積825ヘクタール、対象人口約１万

4,400人ぐらいのこのカルテは、やはりつくる必要が私はあるんじゃないかなというふうに考

えておりますので、ぜひともこの津波避難カルテを作成していただく中で、庁内でもそのカル

テをお互いに共有ができていけるような方法でお願いもしたいなというふうに考えております

ので、ぜひとももう一度市長さんの御答弁をお願いいたしたいと思います。 

 それから、２番目の観光トイレの建設についてでございますけれども、国・県、市、または

民間でつくった観光トイレが市内には23カ所あるというふうなお話でしたけれども、今回、私

のほうでのお話が来ている中では、三津のふれあい公園から東洋町の生見までの間に、先ほど

市長の話では尾崎海岸に１個あるという話でしたけれども、あそこのトイレも非常にもう古い

という中で利用されゆうということですので、約33キロメートル区間内には、観光用のトイレ

としては全然ないということで話もいろいろ伺っておりますので、ぜひとも予算も要ることで

すけれども、いろいろ考えていただきまして、東洋町のほうでも、一度は国のほうで建設をし

ていただくということで申請もしよったようですけれども、その話も消えてしもたということ

を言よりますので、ぜひともその長い区間の中に、33キロの中には一つも観光用のトイレがな

いということで、ぜひともまた今後建設について考えてほしいというふうに思いますので、ど

うかよろしくお願いをいたしたいと思います。 
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 それから、学校教育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、この

年度内に一定の方針を出すというふうに言われておりましたけれども、今までのお話からいき

ますと、給食センターも東部、中部、西部と、ことし西部に給食センターができると３段構え

の東部、中部、西部というふうな３カ所の給食センターができると。学校再編についても、や

っぱりその辺が一番重要やないかなというふうに考えますので、私去年の秋に、徳島県の木頭

村にちょっと行ってきましたところが、あそこなんかももう小・中学校にしようと。例えばほ

んで佐喜浜なんかやったら、もう小学校、中学校だけやったら、なかなか生徒数も減ってくる

中では、もう小・中学校とかというようなことも考えていかないかんのやないかなというふう

に思いますし、この中部地区には、室戸小学校、室戸中学校に集中をするというふうな考えを

持っていかないと、先ほどの話では、岬も三高も新入学児童がおらんという話ですので、その

付近は今後どのように考えていくのか、もう一度御答弁をお願いをいたしたいと思います。 

 それから、５番目の医療体制についてでございますけれども、市長さんの先ほどのお話で

は、２次救急医療の病院としては、県立あき総合病院、田野病院、森澤病院、室戸病院の４病

院があると。しかし、この中で、室戸病院が２次病院の救急医療をやめると、救急医療の看板

をおろすということになってきますと、先ほど消防長は、救急搬送の時間を短くしてでも、な

るだけ対応していくというふうなことを言っておりますけれども、田野病院へ行っても、私が

聞いている範囲では、消防署から往復をすると70分かかると。県立のあき総合病院、森澤病院

へ行くと120分かかると。２時間ぐらいかかるわけですよね、安芸まで行ってくると、１回。

平成24年度の救急搬送の件数が281件あるわけです。この中で、昼間の、これは朝の８時半か

ら晩の５時半までの昼間の救急搬送が143回、夜間の救急搬送が138回、平成25年度は288件

中、昼間が150件、夜間が138件、ほぼ昼間と夜間と同じぐらいの救急搬送回数があるわけです

わ。まあ室戸病院も、昼間は何とか救急も受け入れはするというふうな話をしよりますけれど

も、この夜間の140回前後の救急が一番今から問題になってくるんじゃないかなというふうに

考えております。それで、先ほどの消防長の話では、もう一台、予備の救急車があるき、その

予備の救急車も利用ができるように今後考えていくというふうに言っておりますけれども、そ

れらについては、予備の救急車の使用をいつごろからそういうふうに取り組んでいくのか、こ

れらについてももう一度お聞きをいたします。 

 それから、室戸病院の話では、50床のベッド数を確保をしていくためには、なかなか看護師

の資格というか、看護師の雇用がなかなか難しいというふうに言っておりますので、この看護

師の育成についても、やはり市としても病院を一般病院として50床の入院ができる病院を残し

ていってもらうためには、市としても看護師の養成にも取り組んでいかないかんのじゃないか

なというふうに考えておりまして、これ看護師がだんだん減ってくると、50床のベッド数自体

も減ってくるんじゃないかなあというふうに考えておりますので、この付近、もう一度御答弁

をお願いをいたします。 
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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） 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、カルテの問題でございますが、とにかく私どもは、災害時要援護者台帳というものを

しっかり整備をして、民生委員さんあるいは消防団、いろんな方々と要援護者台帳に掲載をさ

れた方々の支援について力を合わせてやっていこうという取り組みをこれまでやってきたとい

うことを申し上げたところでございます。そして、今回、国においては、それらをさらに充実

をさせたらどうかということで、市町村に義務づけをされたのが、災害時要援護者台帳から、

災害時要援護者台帳というのは、当市で以前からつくっていたもの。ほんで、今度は、避難行

動要支援者名簿というものをつくるということですね。それらについては、ほぼ内容も余りは

変わってないわけですが、それらをしっかり充実をさせてつくっていくのがまずは先決である

ということを申し上げたところでございます。それらが整備された後、より効果的なそうした

カルテをつくることについて十分検討した上で、当然いろんな課が利用ができるというような

内容のものをしっかり整備をしていきたいというふうに思っておりますので、それらについて

は今後とも検討していくということでございます。 

 それから、観光トイレのお話でございますが、これも長い区間、そうしたトイレがないとい

うことは、我々としても当然承知をしていることでございますが、前段でも申し上げましたよ

うに、トイレだけをつくるということもいかがなものかというふうに私は考えております。や

っぱりそうした中であるいは地域の物販なんかもできるような形、いわゆるそれを言うていき

出しますと道の駅かということになるわけでございますが、何かそうした一つのトイレだけと

いうことではなくて、別の物も加わって、地域の活性化あるいは地域の物販が販売をできると

か、効果があるとかというような形のものをぜひ考える必要があ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。 

 それから次に、医療の問題でございます。 

 ２次救急病院がなくなるということは、大変なことだというのは前段でも申し上げたところ

でございますし、夜間の受け入れ等をやってきていただいた病院でございますから、それらが

なくなるということは、大変な問題だというふうには承知をいたしております。先ほども申し

上げましたのは、これまで高知まで行くというケースもたくさんあったんですね、これまでの

段階で。しかし、県立あき総合病院というような形に衣がえを県立病院はやっております。そ

うした中で、救急の受け入れもしっかりやってほしいということで、現在の前田院長にも我々

もお願いをし、救急受け入れもその今の段階では以前よりかなりふえている。後で件数等は申

し上げたいと思いますけれども、安芸の受け入れが大変多くなっているというようなことも一

定改善に私はつながっているというふうに思っているところでございます。いずれにしまして

も、やはり救急医療をしっかり守っていくにはどうしたらいいか、どのような体制を組んでい

くのかということをしっかり今後とも検討し、対応していきたいというふうに思っているとこ
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ろでございます。 

 それから、看護師の雇用について、なかなか看護師さんがいないというのは我々もたくさん

聞かされているわけでございますが、その中で、例えば奨学金制度を使って病院側で養成をし

たとしても、その期間が過ぎると、全てよそへ行かれるというようなお話も聞くわけでありま

す。当市が例えば奨学金制度をつくったとしても、一定期間、３年とか４年とか看護師さんと

して勤められると、それがすぐまた都会の病院へ移られるというようなことであっては、私は

せっかく支援をしてもだめだということになりますので、そうしたことも踏まえて、現在、い

ろんな関係機関や関係団体とも協議を重ねて、市としてどういう対応が一番望ましいかという

のをぜひ検討して、支援対策をこれらについてもとっていきたいというのが今の思いでござい

ます。 

 私からは以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 小椋議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 たしか平成16年であったと思いますが、高知県教育委員会が、学校の適正規模というものを

発表しております。その中では、２学級編制が最もふさわしいであろうと。となりますと、室

戸市の小学校は、全てのその適正校に合わないということにもう当然なるわけです。けれど

も、この間、室高の高校の問題も出ておりましたように、地域の状況に応じてということはも

う一考、その中にはございます。文科省の教育再生会議で、議員さんが今言われましたよう

に、小中一貫校というものについて、これからいわゆる少子化の中で進めていってくださいと

いうことと、それから統廃合についても進めていってくださいということについては、つい最

近の新聞へも出ておりました。その中で、当然そういうことを頭に置きながら、今度の室戸市

内の再編計画は進めてまいります。それで、三高小学校のことにお触れになりましたが、いわ

ゆる２年間続けて入学する生徒がいないということは、つまり室戸小学校、中学校を見据え

て、室戸小学校へ入っているという状況が現実でございます。だから、当然、このまま放って

おいても自然統合というか、そういうふうな形になりはしないかというふうには考えておりま

す。けれども、実際の保護者は別にいたしまして、地域の問題として、室戸市のこれからのこ

とを考えた場合、地域の方々のいろいろな意見があると当然思っております。だから、そこを

どういうふうに合意を得て統合をやっていくかということが今までにもいろいろ問題になって

おりますので、十分そういうことを踏まえた上で計画を進めていきたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 安芸での完結の統計ですが、まだ統計は出ておりませんので、後日また御連絡いたさせてい

ただきます。 
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 ３台目の救急車の件ですが、３台目の救急車は現在運用しております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 小椋利廣君の３回目の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。３回目の質問をさせていただきます。 

 南海トラフ巨大地震対策についてのカルテの問題につきましては、市長さん、今いろいろな

お話をされたように、カルテを作成をしていくと、各課でもこの庁舎の中で共有をして使える

ようなものが一番、僕はようないかなあというふうに考えておりますので、この辺はぜひとも

お考えの上でひとつお願いをしたいかなあと思うて思います。 

 それから、学校再編計画につきましては、子供の生まれた出生数というのが、平成21年度で

は73人、22年度では54人、23年度では63人、24年度では60人、25年度では63人、年間大体60人

ぐらいしか出生数がないわけですよね、子供ができてない。ということから考えていくと、こ

の小学校も８校が散らばっておりますので、ここらもぜひとも今後統合を考えていく上では、

こういう出生数の問題も含めた中で、考えていってほしいかなというふうに考えております。 

 それから、医療体制についての中で、今現在は室戸病院に救急医療がありますけれども、そ

の救急医療で室戸病院へ来た救急患者が、室戸病院ではいかないと、どうしても県立のあき総

合病院なんかに行かないかんというときには、病院の看護師さんが救急車に同乗をして、一緒

にあき総合病院まで乗っていきゆうというふうな話がありますので、今後ほんで救急がなくな

ったときに、重病患者を看護師が乗らないずくに、どういうふうな形の中で搬送ができていけ

るのかということを検討をしていただきたいというふうに思っております。 

 以上をもちまして今回の定例会におきます一般質問は終わります。 

○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、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６月第４回室戸市議会定例会において、市民を代

表いたしまして一般質問を行います。 

 質問の前に、26年３月議会におきまして一般質問を行いましたが、その中で、ゆでガエルの

法則を引用しましたが、何のことかとの質問があり、御説明申し上げます。 

 ゆでガエル現象、ゆでガエルの法則とは、ビジネス理論で、環境の変化に対応する重要性、

困難性を指摘するために用いられる警告の意味です。カエルを熱湯に入れると、直ちに跳びは

ね脱出するのに対して、緩やかに昇温する冷水に入れると、水温の上昇を知覚できず、死亡す

るまでじっとしているという話です。人間も急激な変化は避けようと行動を起こしますが、緩

やかな行動を受け入れてしまう傾向がある。私たちを取り巻く現状は、徐々に常に変化しま

す。人口減と経済対策も衰退の方向です。過去50年の歴史が物語っています。その問題に対し

て、現市長である小松市長の心痛ははかり知れぬとお察しいたします。 

 さて、本題に入ります。 

 室戸市の産業振興について。室戸市の経済活性化と交流人口拡大を目指すまちづくりについ
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て。(1)室戸阿南海岸国定公園指定50周年を迎えての取り組みについてお伺いいたします。 

 国定公園とは、日本において国立公園に準ずる景勝地として、自然公園法に基づいた環境大

臣が指定した公園、国立公園が国の直轄管理なのに対し、国定公園は都道府県が管理するのが

おおむねの趣旨ですが、どのようにこの制度を活用して、室戸市の活性化に向けて活用し、地

域の経済を維持発展さすのか、お伺いいたします。 

 去る６月２日、地元新聞で報道されましたお隣、徳島県海陽町で室戸阿南海岸国定公園が

1964年６月１日に指定を受け、50周年記念式典が開催され、徳島県知事も出席されたと報道さ

れましたが、室戸市では、６月８日に指定50周年を迎えた室戸阿南海岸国定公園の今後の活用

策を考える記念イベントが開催されましたが、今後どのように討論された内容を観光行政に反

映されるか、記念シンポジウム開催の意義をどのように受けとめられているか、お伺いいたし

ます。 

 室戸岬は、先人が昭和２年に、主催は東京日日新聞、大阪毎日新聞の読者によって、日本八

景に選定されました。当時の室戸の方々の御苦労と努力は尋常でないと思います。日本八景の

中で、国定公園は、室戸岬と現在の状況はちょっとわかりませんけども、愛知県の木曽川の２

件になっております。他の地域は、全て国立公園です。今後の国立公園昇格は考えていないの

か、リードするのはどの団体がすべきか、御答弁を願います。 

 その意思を最も大事に受け継ぐべき団体である室戸市観光協会と室戸市が補助金、または何

らかの支援をしている団体と室戸市ではないかと思われますが、今後の室戸阿南海岸国定公園

をどのように室戸市の活性化につなげる展開をされるのか、また所轄の課はどこなのか、産業

振興と室戸岬を学んでいただく生涯教育の立場から指導されているのか、お伺いいたします。 

 むちゃ振りは承知の上で、教育をあえて産業と位置づけ、国定公園を活用した教育産業、観

光産業は、地域に一番即効的な経済波及効果があり、貢献する産業です。室戸の観光宿泊客

は、市外、県外、国外の方々です。また、来訪者には、地域の食材を提供することにより、消

費金額は、税金、人件費、食材料費として100％室戸の地域経済を支えて、１次、２次産業と

さまざまな業種に波及しています。前にも述べました教育も産業と捉え、教育の充実も重要な

課題です。教育産業、観光産業を疎かにすることにより、一層の人口減になり、高齢化が一段

と加速されます。事の重大さを職員一同、議員も含めてよく理解され、実行する意気込みを商

工観光深層水課、学校教育課、生涯学習課にお伺いいたします。 

 次に、室戸市の経済活性化と交流人口拡大を目指すまちづくりについての(2)四国霊場開創

1200年記念参拝者に対する地場産品消費拡大事業促進についてお伺いいたします。 

 ことしは、四国霊場開創1200年記念事業が、四国八十八カ所霊場会を中心に開催されていま

す。数多くの遍路さんが、国道55号線を通過いたしております。チャンスは前髪しかありませ

ん。通り過ぎると後ろ髪がなく、つかむことができません。通り過ぎた多くのチャンスは、室

戸の大きな損失です。指をくわえて見るだけでは、まことにもったいない話です。各霊場の行
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事を直接行政が支援するという行為は、まことに失礼なことと思いますと同時に、行政は政教

分離の立場で、まことに至難のわざと理解いたしますが、心と人間の出会いの遍路文化観光と

人間の生涯教育観光をＰＲ、奨励することは、企業誘致と同じ効果があるのではないかと思い

ます。雇用の場の提供のために、企業誘致を推進すべきとの御意見がありますが、この室戸へ

進出する企業は、室戸という立地でなければ事業継続ができない特殊特定企業は創造できます

が、もろもろの条件で厳しいと思われます。市民の皆さんが創造します企業誘致は、今後皆無

と思います。室戸沖のメタンハドレート採掘ができ出したら、一定の光明がありますが、現在

の室戸市ではまだまだほど遠い世界です。むしろ現在は、室戸町で経営されている企業は、早

い機会に室戸脱出を考えています。理由は、地理的コスト、時間的コストと連動する経費の負

担増を上げていました。市会議員の立場で打ち明けられました。当然、慰留を求めましたが、

会社と従業員家族を守るための意思は非常にかたい様子です。 

 そうした現実の中、室戸の存続を願うであれば、宗教とはせず、遍路文化として上手にかか

わる方法はないか、視点を変えられて、一定の理解をされることを切に願うわけです。室戸に

宿泊される85から90％は遍路の方々です。お遍路さんが各宿泊施設に宿をとることで、当然、

地域の経済に好影響をもたらします。お遍路さんと地域と観光関連事業所、企業を支えている

事実と、市の財政である税金も来訪者の消費金額から形を変えて納付されています。民間の四

国霊場開創1200年記念事業に、何らかの形で支援できないか、四国霊場開創1200年記念と名前

がつくこと自体が宗教行事ですか。四国霊場開創1200年記念事業の事業名の利用は、四国各地

の方々が既に利用されて事業を実施しております。町の活性化にもつながっています。室戸ジ

オパークの経済効果はどのぐらいか調査されましたか。空海と世界ジオパーク、哲学者空海と

世界ジオパークを絡ませると、すぐに正確な調査ができるはずです。1000年以上継続、繁栄し

ている観光地は、必ず神社仏閣と上手にかかわり存在する事実を現実のものと受けとめてくだ

さい。ブームは長く続いても20年から30年です。失礼ですが、マグロ漁業もそうでした。金融

経済は50年から60年で一旦破綻します。それは過去の歴史が証明しています。宗教にまつわる

行事は、前に述べましたように、1000年以上継続されています。これらの行事を実行すること

により、地域の方々の経済活動を維持促進し支えるとともに、その糧で生活の営みが行われて

います。四国の遍路文化は、心のとげを除くのが目的です。その場所は、眞魚から空海改名の

地室戸しかありません。このことは、全国、世界に発信するお手伝いをいただけませんか。平

成26年６月３日、四国４県は、産学官を連携して、平成28年度四国八十八カ所霊場と遍路道の

世界遺産暫定一覧記載に向けてと全ての人を温かく受け入れてきた本来の四国遍路のすばらし

さを幅広く周知するなど、一体となって取り込み、四国遍路は世界の方々といかなる文化を持

つ方々に対しても開かれているとの四国４県緊急アピールが四国知事会より宣言されていま

す。この室戸で心の観光を目指される方々には、布教と地理的距離、時間的距離の不利をはね

のけるパワーがあります。室戸世界ジオパークと岬周辺のお大師様ゆかりの室戸三山に参拝さ
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れる方々、この室戸のすばらしさ、地場産品の豊かさを告知する千載一遇のチャンスと捉え、

ＰＲ活動も含む活性化策を行うべきと思いますが、室戸が生き残るには、室戸世界ジオパーク

と哲学者空海をどのように組み合わせるかにより、世代を超えた交流の場を提供する最適の場

所です。地域の活性化をどのように進められるか、また関係する室戸市が、貴重な税金から補

助金を出されて支援されている団体にどのようにこの思いを伝えられ、指導されているか、お

伺いいたします。 

 昨年度、平成25年度ですけども、高知県全体で407万人の観光客が入りました。これは実数

です。ＪＲ、空港、高速道路などいろんな実数を把握された正確な数字と思われます。それ

と、観光客が消費された金額は、1,100億円と発表されています。今年度の高知県の観光予算

は、人件費を除いて約14億9,000万円、全国５本の指に入る第４位の大型予算です。尾﨑知事

の観光への期待、特にインバウンド、国際観光の、来日外国人のことですけども、それと東部

博への思い入れは、非常に強い意志を感じられ、お会いするたびにお口にされます。尾﨑知事

のこの観光立県構想は、数十年前の当時の中内知事が政策としてかざした国民休暇県構想を思

い出します。当時は、観光という言葉が誤解され、理解が得られにくい時代ですが、我々観光

業者の底辺には、いまだ脈々と受け継がれています。現在は、時代背景と経済と社会構造の変

革でむしろ観光は国策となっています。尾﨑知事が目指す観光重要施策が、地域経済を支え、

大いに貢献し、人口減に伴う過疎と少子・高齢化社会の脱却の切り札と考えられています。こ

の施策を実行することで、交流人口の拡大と新たな若者の雇用へとつながり、国と県の観光立

国を国が推進をする政策を大いに活用すべきではないかと思います。繰り返しますが、室戸で

眞魚から空海と改名された場所、室戸の多くの大師信仰者の方々には、まことに失礼とは存じ

ますが、室戸が存続するために、背に腹はかえられません。室戸三山とそれにまつわる空海文

化と伝説に便乗し、大いに利用すれば、室戸の経済は間違いなく維持できます。50年後の室戸

は、明るい展望が見えてきます。この考えを基本に、室戸市民が厳しい時代を乗り越えるため

に観光政策を進めるべきではないか、室戸は全国まれに見る自然から生じる文化に付加価値を

つけ、空海、鯨、ジオパーク、海の幸、山の幸が豊富な場所です。今後室戸を支える基幹産業

として、１次産業、２次産業、３次産業、そしてそれらを合体した６次産業へと大いに期待さ

れています。このことが今話題の農業改革の転換と室戸市のＴＰＰ対策になるのではないか、

６次産業化に対する意気込みをお伺いいたします。 

 最後に苦言を申し上げます。毎月決められた一定の所得収入のある方は、給料が安いと文句

を言いますが、私たちも含む一般市民は、生活困窮者です。早く所得減となる新たな考えのも

とで、新たな室戸の活用策が模索され、行政運営を進めていただきたいと切に願うわけです。

危機意識のある方は大勢いられます。必ず行動すれば必ず室戸市に支援の手を差し伸べていた

だけます。今のままではまさにゆでガエルです。数年後には税金が市民からいただけなくなり

ます。 
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 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)の①国定公園を利用した取り組みについてでございます。 

 国定公園は、国立公園に準ずる景勝地として、自然公園法に基づき、環境大臣が関係都道府

県の申し出により、中央環境審議会の意見を聞き、区域を定めて指定されるものでございまし

て、全国で56カ所指定をされているところでございます。室戸阿南海岸国定公園につきまして

は、昭和39年６月１日に高知県室戸市から徳島県阿南市までの２市４町にまたがる約200キロ

メートルの海岸線が指定を受けたところでございます。国定公園に指定をされますと、公園内

の自然を全国に知ってもらえること、またすばらしい自然をみんなで守ること、住んでいる人

たちの自慢となり、多くの人々に来てもらって地域の活性化につながること等が考えられると

ころでございます。本市におきましても、観光客の誘客に大きく貢献しているものと考えてお

ります。また、今後とも、国定公園を生かすことにより、地域経済の発展につなげていかなけ

ればならないと考えております。 

 そして、先日、徳島県海陽町で開催をされました室戸阿南海岸国定公園50周年記念式典につ

きましては、私も参加をさせていただいたところでございます。また、当市におきましては、

今回、「むろとの日」にあわせまして、６月８日でありますが、室戸阿南海岸国定公園指定

50周年記念シンポジウムを開催をさせていただいたところでございます。このシンポジウムの

基調講演では、京都嵯峨芸術大学真板教授から、地域で暮らす意味や誇りを地域の宝と呼び、

その地域の宝を見つけ、発信することが重要であるとのことでございました。また、宝探し

は、時間がかかるが、誇りを持って発信することが経済の循環につながるのだということが強

調されたところでございます。そして、パネル討論では、室戸市、東洋町、徳島県４市町の国

定公園エリアで自然保護や地域活性化の活動をされている方々がパネラーとなり、国定公園の

魅力や今後の活用について熱く語っていただいたところでございます。その中で、公園エリア

内の旬の食材や季節ごとにあらわれる生物、そしてまた行事などをまとめたカレンダーの作成

などが提案をされたところでございます。地域の魅力を再発見することや情報を発信すること

の重要性などを再認識をしたところでございます。今後とも県や市町村を超えて、国定公園エ

リア内の連携を深め、地域振興や観光振興に努めていきたいと考えております。 

 次に、国立公園昇格についてでございます。 

 国立公園につきましては、自然公園法に基づき、環境大臣が関係都道府県及び中央環境審議

会の意見を聞いて、区域を定めて指定することとなっておりまして、全国で30カ所が指定をさ

れております。国立公園の指定をされるメリットといたしましては、自然保護に大きくつなが

ること、利用者の増加が見込まれることによって、経済波及効果があること、地域のイメージ

が向上をすること、国による施設整備が促進されることなどがメリットではないかと思ってお
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ります。また、デメリットといたしましては、規制が大きくかかってまいります。また、許認

可手続が煩雑で、時間を要することとなります。そして、自治体の費用がふえる、これは国に

よる施設整備が進むということもありますが、直接の地方自治体においても、一定の負担がふ

えるということでございます。こうしたデメリットも出てまいります。また、指定は国主導

で、県、市と協議しながら行われますが、このためには、国の見直し検討地リストの対象とな

ることが必要でございます。当市は、世界ジオパーク認定を受けている地域でもございます

し、また植物多様性の中で、現在の国定公園エリア内では、希少植物も見られるところでござ

いますので、国立公園に指定される要素は、私はあるというふうに思っているところでござい

ます。今後は、環境省や関係団体、専門家の方々による学習会なども開催をし、メリットやデ

メリットなども含めて検討していくことが大事であると考えております。また、この件につき

ましては、阿南市長ともお話をさせていただいておりますけれども、行政だけではなくて、観

光関係団体やさまざまな各種団体の御理解や御協力が必要になるものと考えております。 

 なお、国定公園、国立公園に関する件につきましては、自然公園法が根拠となりますので、

公園の環境整備及び保護育成に関することとなりますので、当市では商工観光深層水課の所管

となるものと考えております。 

 次に、②四国霊場開創1200年参拝者に対しての地場産品消費拡大などの件についてでござい

ます。 

 まず、民間主導で行う記念行事につきましては、実施主体やその内容等について十分把握を

した上、支援対策が可能かどうか、検討した上で判断をしてまいりたいと考えております。 

 次に、補助金を支出している団体のことについてでございますが、補助事業の目的がしっか

り達成をされるように事業の推進を求めるとともに、実績報告書などにつきましては、内容の

チェックを行って、適正な処理がされるよう、努めているところでございます。 

 次に、国・県の政策の活用についてでございます。 

 当市におきましては、国の空き家再生等推進事業や高知県の観光拠点等整備事業費補助金な

どを積極的に活用し、ジオパーク拠点施設や室戸ドルフィンセンターの施設の整備、段の谷山

公衆トイレの設置などを行っているところでございます。今後につきましても、これらの補助

事業を積極的に活用し、観光関連施設の整備に努めてまいりたいと考えております。 

 また、空海伝説や室戸の文化を生かした観光振興に取り組むことは、大変大事なことだとい

うふうに考えております。 

 次に、６次産業化への意気込みについてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、６次産業化は、農業生産物等をそのまま出荷する生産販売形態か

ら生産品を加工するなど、付加価値や流通販売を加え、１次産業の振興と地域活性化につなげ

る取り組みでございます。本年度には、当市といたしましては、キラメッセ室戸機能強化事業

で、キラメッセ楽市に加工品を製造、販売する施設整備を行うことといたしております。地元
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産の果実類などに付加価値をつけて、ジェラートなどの加工商品として販売することといたし

ております。これらにつきましても、６次産業化につながるものではないかと考えておりま

す。また、一層推進をするためには、人材育成が大事でございます。現在、高知大学と工業技

術センター等が連携をして、人材育成事業を行っているところでございますので、それらに積

極的に参加をしていただくようにお願いをしていきたいと考えております。 

 いずれにしましても、６次産業化を進めることにより、新しい商品開発や地域特産品が生ま

れてくれば、地域の活力につながるとともに、農家の所得向上にもつながることでございます

ので、一層の取り組み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） 米澤議員さんに、室戸阿南海岸国定公園に関しましてお答えいたし

ます。 

 この国定公園内には、すばらしい自然景観やジオサイトが多くあります。小・中学校におき

ましては、総合的な学習の時間に、ジオガイドブックや社会科副読本「室戸のくらし」を活用

した取り組みを進めながら、子供たちがふるさと室戸を愛し、親しみ、心に思う人材育成を図

っていかなければならないと考えております。また、現実の問題といたしまして、他県からの

教育研修の場として室戸をＰＲし、受け入れる体制をつくらねばと考えているところでござい

ます。 

 生涯学習におきましては、国定公園内で開催されております鯨舟競漕大会や室戸岬健康マラ

ソンなどのイベントに室戸阿南海岸国定公園指定50周年記念の表記を行い、大会を盛り上げる

とともに、参加者へ周知を行っ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） 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回目の質問を行います。 

 まず、ちょっとお伺いしたいのは、国定公園と国立公園、リスクが非常に大きいと、負担が

大きいというようなことを御答弁ありましたけども、そのリスクが大きいというか、経済的リ

スクなのか、利用の仕方ですよね、そういうののリスクが非常に多いのか、また国定公園と国

立公園の現在のままで、今は許されているけれども、国立公園になるとだめになるとかという

ようなところがわかれば教えていただきたいと思います。 

 所轄の課は観光課でええですかね。いいですかね、はい、わかりました。 

 それと、２番目の四国開創1200年のことですけども、民間の方々の有志の方々が幾つかグル

ープをつくられて、こういう開創1200年の地域の活性化につながる事業をしたいということが

あれば、内容を精査して、一定の答えが出るということですけども、大体こういう場合には、

グループとしては幾つぐらいのグループが必要なのか、単独のグループではだめなのかという
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ところもちょっとお聞きしたいです。 

 それと、６次産業のほうの意気込みをお伺いいたしましたけれども、これからの観光という

のは、空海を含む観光とか、そういう体験とか経験消費とか学習的消費というたらおかしいで

すけど、勉強の場とか、いろんなことが考えられます。その対応の中で、一つのことですけど

も、過去は鯨とかマグロとか、また遠洋マグロが衰退したとか、いろんな経済変動もありなが

ら、室戸の変化に対応していくような政策がどういう方向で、室戸市がどういう方向で行かれ

るのか、観光に特化していく方向に行かれるのか、いやいや執行部としてはこういう事業計画

もありますとか、というようなところが聞ければお願いしたいと思います。私は、観光に特化

していただきたいなというように思っております。 

 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） 米澤議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、国定公園につきましては、県管理ということは議員さんも御案内のとおりでございま

す。また、国立公園については、国管理ということでございます。それぞれ予算措置があっ

て、国立の場合ですと国が予算措置をするというようなこと、管理とかいろんな施設の整備に

ついて国が予算措置をするわけでありますが、国だけではなかなか全てが賄い切れないという

ような場合に、やっぱりそれぞれの市町村にその一定の負担が出てくるということでございま

すので、国定公園の場合がこればあの負担になる、国立公園の場合がこれぐらいの負担になる

という明確な負担の差というものは、まだ現段階では把握はし切れていないというふうに私と

しては認識をしております。いずれの場合も、末端の市町村の負担はあり得るというような御

理解をいただければというふうに思います。 

 それから、これ四国霊場開創1200年のことにつきましての記念事業を行うと、民間主導で行

うという場合に、複数の団体でなければならないか、どれぐらいの団体が適当なのかとのお尋

ねでございますが、私はやっぱり多くの団体が参加をして実施をいただくというような形が望

ましいというふうには思いますが、１団体でなければならん、２団体でなければならんという

規定は僕はないというふうに思っております。ただ、多くの方々の参加によって、そういう事

業がとり行われるのが私は望ましいんではないかというように思っているところでございま

す。 

 次に、いろんな経済あるいは産業を進めていく中で、私はやはり観光行政においても、当

然、しっかり観光振興という位置づけをして、地域経済の発展にもつなげていきたいという思

いは当然持っておりますので、いろんな観光施設を利用して売り出すことを含めて、先ほども

申し上げましたように、室戸にはたくさんの文化とか歴史というものもございます。そういう

ことも含めて、利用してやっぱり観光行政の位置づけの中で経済につなげていく、観光振興に

つなげていくことは大事だというふうに思っておりますので、今後ともそうした考えのもと
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に、しっかり振興対策を行ってまいり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） これをもって米澤善吾君の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時49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。 

 次に、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。市民の目線に立って、通告に基づき一般質問を行いま

す。 

 最初に、防災対策について。(1)地方計画の策定についてお伺いいたします。 

 東日本大震災の発災からはや３年が経過いたしました。国では、防災、減災等に資する国土

強靭化基本法が、昨年の10月に成立いたしました。巨大地震などの大規模災害が発生した場

合、壊滅的な被害を免れるための政策大綱が決定し、災害から国民の生命を守ることを目的と

した防災、減災の取り組みが本格的にスタートしようとしています。防災、減災等に資する国

土強靭化基本法では、地方公共団体などに対し、計画策定や施策についてその責務が明記され

ております。この国土強靭化地域計画は、６月に国からの策定を受けたようですが、本市とし

ては計画策定の時期やスケジュール、その主な内容についてどのように考えておられるのか、

御所見をお伺いいたします。 

 (2)自主防災組織への支援について。 

 本市での自主防災組織の比率は、ことしで100％を達成したとお聞きしました。自主防災組

織は、地域の防災力向上のかなめとなる重要な組織ですが、高齢化が進み、自主防災組織も常

会長がそのままリーダーとなり、常会長が交代するたびにリーダーがかわる組織も少なくあり

ません。したがって、避難道路の整備や独自の避難訓練等には、取り組みたくても難しい現状

のようです。 

 そこで、行政としてどのような指導、支援ができるのか、お伺いいたします。 

 また、整備されたそれぞれの緊急避難場所に海抜表示を設置できないのか、あわせてお伺い

いたします。 

 (3)防災行政無線の設置状況について。 

 待望の防災行政無線Ｊ－ＡＬＥＲＴの試験運用が始まり、先日も試験放送されましたが、結

果はどうだったでしょうか。中には聞こえなかったという声も聞かれました。 

 そこで、現在の設置数、試験放送の状況、その後の対応策についてお伺いいたします。 

 (4)防災教育について。 

 以前私も一般質問で取り上げましたように、釜石市においては、巨大地震で多くの死者、行

方不明者があった中で、小・中学生のほぼ全員が無事に避難することができたのは、独自の防
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災教育がなされていたためであったようです。津波をどう認識し、命を守る行動をとるのかを

教え、実践する防災教育は重要です。これから起こり得る災害に立ち向かうのは、今の子供た

ちです。防災発生時において、子供たちが自分の身を自分で守ることのできる力を学校だけで

はなく社会全体で育てていくことが重要だと考えます。本市における防災教育の新たな取り組

みをお聞かせください。 

 また、地域全体の防災力を高めるため、小・中学校、高等学校と防災対策課を初めとする関

係する組織、特に地域との連携はどのようにとられていくのか、お考えをお示しください。 

 次に、健康づくり対策について。 

 室戸市総合振興計画の中で、保健については、地域における市民の主体的な活動による健康

増進と発病の予防に重点を置いた１次予防を推進し、壮年期死亡の減少と認知症や寝たきりの

予防に努めるとともに、生活習慣病の発症や重症化を予防することにより、市民の健康寿命の

延伸を図ることが必要であると記されております。 

 そこで、２点の取り組みについてお伺いいたします。 

 １つ目、(1)健康マイレージの取り組みについて。 

 健康診断の受診やスポーツ活動への参加などでポイントをためると特典を利用することがで

きる健康マイレージの取り組みが各地で注目されています。この事業は、市民の健康診断率を

上げ、健康づくりに励むことで、医療費や介護費の抑制につなげるほか、地域コミュニティー

や地域経済の活性化など、まちづくりや人づくりにつなげていくことが期待できるユニークな

施策です。日本一健康文化都市を挙げる静岡県袋井市では、健康づくり活動をポイント換算

し、公共施設利用券と交換することができる健康マイレージ制度を平成19年度から全国に先駆

けて実施しており、先進的な事例として、健康21健やか生活習慣国民運動に紹介されていま

す。本市でも、市民の健康意識の高揚とともに、健康診断の受診率向上にもつながる健康マイ

レージ事業に取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

 ２つ目に、(2)メンタルチェックの導入について。 

 本市でも、育児や看護、介護などの相談を24時間フリーダイヤルで受け付けるむろと健康ダ

イヤル24が６月１日よりスタートしましたが、このことに対する市民の反響はいかがだったで

しょうか。 

 それでは、他市での健康チェックシステムの取り組みを２点紹介します。 

 パソコンや携帯電話、スマートフォンから簡単な質問に答えるだけで、自分自身や家族等の

状況をチェックでき、その結果をもとに病院に行くことも、カウンセリングを受けることも、

近くの該当するところに相談することができるため、早目の予防が可能となるシステムです。

１点は、１、こころの体温計。株式会社ＦＢＩが、東海大学と提携して、誰でも、気軽に、簡

単に心の健康についてセルフチェックができることで、多くの自治体でも導入されておりま

す。本人モード、家族モード、赤ちゃんママモードがあり、健康状態や最近の日常生活など入
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力すると、猫や水槽で泳ぐ金魚などのキャラクターが、ストレス度、落ち込み度を表示し、チ

ェックできるものです。もう一つは、認知症簡易チェックサイト、家族介護者向けのこれって

認知症と本人向けの私も認知症の２つのサイトがあります。市町村が2025年に向けて、地域の

特性に応じて取り組む地域包括ケアシステムでは、認知症対策が大きな柱の一つとなります。

早期発見、診断、対応のシステムづくりの一助となるのではないでしょうか。導入についての

御所見をお伺いいたします。 

 最後に、臨時給付金についてお伺いいたします。 

 本年４月から消費税が５％から８％へ引き上げられ、低所得者世帯や子育て世帯への負担軽

減策である臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金について、最近、室戸市のホームペー

ジにもアップされておりますが、改めて実施予定の具体的な内容などについてお伺いいたしま

す。 

 臨時福祉給付金は、１人につき１万円の給付で、状況によっては5,000円が加算され、住民

税が非課税の市民が対象と聞いております。しかし、住民税が課税されている方に扶養されて

いる人や生活保護受給者は対象外となっており、全国で約2,400万人が対象者と推定されてい

ます。 

 一方、子育て世帯臨時特例給付金は、子供１人につき１万円の給付で、原則として児童手当

の対象となる児童が支給対象となっております。全国で約1,271万人が対象者と推定されてい

ます。 

 そこで、以下３点についてお伺いいたします。 

 １、本市での受給対象者は、それぞれ何人くらい想定しておられるのでしょうか。 

 ２、対象者への通知から申請の受け付けや締め切り、給付金の支払い方法など、この事業の

周知や支給に伴う工程をそれぞれどのように考えておられるのでしょうか。 

 ３、給付金支給に便乗して、振り込め詐欺などが発生するかもしれません。詐欺対策を具体

的にどのように考えておられるのでしょうか。 

 以上お伺いして、私の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） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず１点目の(1)地域計画の策定についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、平成25年12月11日に、強くしなやかな国民生活の実現を図るため

の防災、減災等に資する国土強靭化基本法が公布施行されたところでございます。この法律の

目的は、災害時の最悪の事態を想定し、対応策の重点化などを行うもので、この法律に基づい

て、地方自治体には強靭化地域計画の作成が求められているところでございます。強靭化地域

計画とは、どのような自然災害等が起こっても、機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続

ける強靭な地域をつくり上げるための計画でございます。強靭化地域計画で定める事項といた
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しましては、対象となる施策の分野、国土強靭化に関する施策の策定に係る基本的な指針及び

当該施策の総合的、計画的な推進に必要な事項などについて定めるものとされております。こ

の内容は、国土強靭化基本法により、国が今月３日に作成しました国土強靭化基本計画と調和

が保たれたものでなければならないとされております。また、この計画の強靭化に関する事項

につきましては、地域防災計画はもとより、地方公共団体における行政全般にかかわる既存の

総合的な計画よりさらに上位に位置づけされるものとお聞きをいたしております。そして、何

よりも地域が強靭化されれば、地域住民の生命と財産が守られるとともに、地域の持続的な成

長が促されていくというものでありますので、地方公共団体にとっても最大のメリットとなる

ものでございます。 

 このような強靭化地域計画の作成につきましては、国は今年度、計画策定のモデル事業地域

を定めているところでございます。そのモデル事業地域といたしまして、高知県や高知市な

ど、全国15自治体を選定をいたしております。これらの自治体へは、専門職員を派遣し、助言

するなど、計画作成の支援を行うこととお聞きをいたしております。また、国は、この支援を

通じて得た優良事例やそのノウハウの情報を来年度以降に全国の自治体に示す予定でございま

す。当市といたしましては、これらの情報を的確に把握するとともに、早期に強靭化地域計画

が作成できるように、その準備対策をしっかりと行っていきたいと考えております。 

 次に、(2)自主防災組織への支援についてでございます。 

 防災対策の基本は、自助・共助・公助の３つであるというふうに言われております。本市に

おきましても、共助の取り組みといたしまして、地域住民の方々が中心となり、自分たちの地

域は自分たちで守るということを合い言葉に、自主防災組織の設立に取り組んでいただいたと

ころでございます。何とか昨年度末に組織率100％となったところでございまして、私も一安

心というところでございますが、市内には101の自主防災組織が設立をされたというところで

ございます。市といたしましても、自主防災組織の活動の支援を行っていかなければならない

と思っておりますし、このことは大変大事なことだというふうに思っているところでございま

す。そうした自主防災組織の独自の活動をしっかりと応援をしていきたいというふうに思って

おりますし、また防災士の育成であるとか、防災リーダーの養成、地域防災訓練の効果的な実

施に努めていかなければならないと考えております。 

 私からは以上でございますが、(3)防災行政無線の設置状況について、(4)防災教育につい

て、そして大きな２、健康づくり対策について、そして大きな３、臨時給付金につきまして

は、大事なことでございますので、しっかり取り組んでいかなければならないと考えておりま

すが、具体的な事項でございますので、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） 上松防災対策課長。 

○防災対策課長（上松富士樹君） 堺議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 
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 まず１点目の(2)自主防災組織への支援についてでございます。 

 本市が行っております自主防災組織への支援の内容といたしましては、室戸市地域防災対策

総合補助金として、災害救助セットなどの防災資機材の購入や自主防災組織が行う避難路整備

などに対して補助を行っております。昨年度は、12組織に約920万円の補助を行っており、本

年度につきましては1,340万円を予算化をしているところでございます。また、自主防災組織

が地域で実施する防災訓練などへの支援といたしましては、地域などからの要請により、職員

が出向き、防災に関する勉強会などを実施しているほか、防災対策課が窓口となり、消防署や

消防分団と連携をとりながら、地域の方々と一緒に避難訓練や消火訓練、救急救命訓練などに

取り組んでいるところであります。避難訓練等につきましては、新しくできた自主防災組織も

ございますので、訓練の手順や注意事項、また資機材の確認、チェックリストなど、訓練の手

引きとなるようなものの作成を検討しているところでございます。さらに、防災研修といたし

まして、高知大学の岡村先生など専門家による講演会や神戸市の人と防災未来センターへの防

災研修なども実施しているところでございます。また、自主防災組織リーダー育成の一環とし

て、ＮＰＯ法人日本防災士機構の認定による防災士の育成に取り組んでおり、昨年度から防災

士資格取得試験受験料や認証登録料について市が全額負担をしております。現在、６名のリー

ダーさんが防災士に認定されているところであり、今後も継続して防災士の認定に対し支援を

行ってまいります。 

 近い将来発生が予想される南海トラフ地震に備えて、自助・共助としての自主防災組織の活

動は、必要不可欠なものでありますので、市といたしましても、自主防災組織の活動、活性化

に向けた支援につきましては、今後もしっかりと取り組んでいかなければならないと考えてお

ります。 

 次に、海抜表示についてでございます。 

 本市では、平成24年度から海抜表示の設置に取り組んでおり、これまでに195カ所に設置を

しております。設置場所といたしましては、浸水予想エリアを中心に、市道や国道沿いにある

四国電力やＮＴＴの電柱などに設置をさせていただいているところでございます。本年度も

100カ所程度の設置を予定しているところですが、御指摘をいただきましたように、浸水予想

エリアだけではなく、避難する際の参考になるように避難場所や避難経路などにも設置をして

まいりたいと考えております。 

 次に、(3)防災行政無線の設置状況についてでございます。 

 まず、昨年度整備をいたしました防災行政無線につきましては、市役所本庁舎に親局１局、

崎山と津呂山に中継局が１局ずつ、屋外子局が全部で85局、そのうちスピーカーがついており

ます屋外拡声子局が79局、戸別受信機が250台となっております。これらの動作の確認につき

ましては、毎日お昼12時と夕方５時にチャイムによる定時放送を実施するとともに、随時職員

によるマイク放送を実施しているところでございます。また、今月５日には、全国瞬時警報シ
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ステムＪ－ＡＬＥＲＴを使った緊急地震速報の訓練を実施いたしました。今回の訓練は、気象

庁から配信される緊急地震速報と防災行政無線を連動させた整備後初めての一斉放送訓練とな

り、受信してから自動一斉放送までの一連の動作が、正常に行われたことを確認したところで

ございます。また、試験運用の結果につきましては、無線機器類の動作に関しては特に問題は

ありませんでしたが、住民の皆さんからは、よく聞こえたというお声もいただいた一方で、一

部の地域からは、聞こえづらかったといった御指摘もいただいたところでございます。こうし

た聞こえづらいと言われるところにつきましては、現在、施工業者とともに現地調査を行い、

対応策について検討しているところであり、地域の皆さんと協議しながら、スピーカーの増設

や戸別受信機の設置など必要な対策を講じ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） 堺議員さんに大項目の１の(4)防災教育についてお答えいたしま

す。 

 議員さん御案内のとおり、災害時、特に地震、津波被害を想定して、子供たちが自分の命を

守り、生き抜く力を育成することは、大変重要なことでございます。保育所や小・中学校で

は、地震、津波を想定した高台への避難訓練を学期ごとに二、三回は確実に実施しておりま

す。また、地震の発生時間帯を幾つか想定した訓練も行ってやっております。室戸岬地区で

は、地元の自主防災組織と連携した避難訓練やその後の非常食の炊き出しなども行っていると

お聞きしております。また、本年度、県の委託事業であります防災キャンプ事業を佐喜浜小学

校を中心として、保育所、中学校、常会、民生委員、消防関係など地元の方々と連携した取り

組みも実施してまいります。高知市では、防災士や防災リーダーの育成なども計画的に行って

いるとお聞きしておりますので、そういった他市町村の好事例を参考にしつつ、今後積極的に

検討してまいります。保育所や学校独自の避難訓練と別に、地域の自主防災組織と日ごろから

連携した取り組みが必要でありますし、幼い保育園児や小学校低学年の児童は、自力で高台へ

避難することは大変難しいことがありますので、中学生や高校生の協力を得て避難することも

重要であることから、保、小・中・高及び地域の自主防災組織が一体化した避難訓練の実施に

ついて検討して今後やっ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） 黒岩福祉事務所長。 

○福祉事務所長（黒岩道宏君） 堺議員さんに大きな３点目の臨時給付金についてお答えいた

します。 

 議員さん御案内のように、これらの給付金は、４月から消費税率が８％に引き上げられたこ

とに伴い、所得の低い方々の負担軽減や子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを図るた

めの臨時的な措置として支給されるものでございます。 

 まず１点目の支給対象者数の想定についてでありますが、臨時福祉給付金の対象は7,000人
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で、そのうち年金受給者等の加算対象者が4,000人、子育て世帯臨時特例給付金の対象は900人

と想定しております。 

 次に、２点目の事業の周知や支給に伴う工程などにつきましては、どちらの給付金も同じで

ありますので、あわせて御答弁を申し上げます。 

 現在、両給付金の対象者の抽出とシステムの構築作業を行っており、６月末ごろまでに対象

となる方に対し申請書の郵送により通知をする予定をしております。申請の受け付けにつきま

しては、７月１日より来年１月５日までの６カ月間行うこととしており、混雑が予想されます

７月、８月につきましては、市役所ロビー、各出張所にそれぞれ臨時職員を配置し、対応する

ことといたしております。また、９月以降も引き続き福祉事務所、各出張所で受け付けを行う

とともに、期間中は郵送による申請の受け付けも行うこととしており、対象者に申請書を送付

する際には、返信用の封筒も同封することとしております。 

 支給時期につきましては、７月より毎月１回、25日ごろに原則口座振り込みによる支給を考

えておりますが、口座が全くないなど特別な事情がある場合は、御相談をいただければ窓口支

給を行うなど、個別の状況に応じた対応もしてまいりたいと考えております。 

 事業の周知につきましては、対象者、申請方法について、既に市ホームページに掲載をして

おり、広報７月号にもお知らせ記事の掲載及びパンフレットの折り込みをする予定でございま

す。今後も必要に応じ逐次広報等でお知らせをしてまいります。 

 なお、高齢者のみの世帯等などにつきましては、民生委員さんに個別の声かけの御協力をお

願いしているところであり、今後社会福祉協議会や包括支援センターなどの関係機関とも連携

し、周知を図ってまいります。 

 次に、３点目の詐欺対策についてでありますが、申請の際には、免許証や保険証のコピー等

本人確認書類及び振り込み口座の通帳のコピーなどを添付していただくとともに、代理の方が

来られる場合についても、委任状及び代理の方の本人確認書類を提出していただくなど、確認

作業を徹底してまいります。また、振り込め詐欺防止対策について、広報へのチラシ折り込み

や市ホームページへの掲載などを行うとともに、民生委員さんや社会福祉協議会等関係機関と

連携し注意喚起を行い、防止対策に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 堺議員さんに大きな２点目の健康づくり対策についてお答え

いたします。 

 まず、(1)健康マイレージの取り組みについてでございますが、健康マイレージにつきまし

ては、健康づくりの推進や健康の重要性の普及啓発のみならず、ボランティア活動や地域貢献

までも視野に入れた事業として全国で取り組まれております。県内では、中土佐町や高知市で

取り組まれており、中土佐町では、健診や講演会などに参加をした場合にポイントを付与さ

れ、集めたポイントは公共施設の利用料や保育所、小・中学校への寄附に換金することができ
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るものとなっております。高知市では、高齢者を対象にいきいき百歳体操や介護保険事業所等

でのボランティア活動へ参加した場合にポイントが付与され、商品券や地域福祉活動への寄附

等に交換できる制度となっております。本市では、今年度は特定健診受診率向上対策の一つと

しまして、受診された方の中から抽せんで景品をプレゼントする事業を実施することとしてお

りますが、議員さん御提案の健康マイレージにつきましても、新たに健康づくりのみならず、

介護予防や生涯学習、ボランティア活動にまでつなげていけるような制度の実施に向けて、関

係各課と協議、検討をしてまいります。 

 次に、(2)メンタルヘルスチェックの導入についてでございます。 

 まず、むろと健康ダイヤル24の反響につきましては、スタートして間もない事業であります

ので、具体的な御意見はまだお伺いできておりませんが、各地区で開催しております健康教室

や介護予防事業等で内容や利用方法等についての広報活動を行っているところでございます。

その際には、興味を持って聞いていただき、ぜひ利用してみたいとのお声もいただいておりま

すので、おおむね順調な滑り出しではないかと考えております。 

 御質問のメンタルヘルス対策につきまして、本市では、むろと元気フェスタ会場で、心と体

のストレスチェックコーナーを設けたり、保健師によるストレスチェックやその解消法につい

ての教室の開催、また福祉事務所では、自殺対策事業に取り組んでまいりました。 

 議員さん御提案のこころの体温計やこれって認知症などのパソコン、携帯電話などを利用し

たメンタルチェック等を導入している市町村がふえていることは承知をしております。このシ

ステムは、市民の皆さんが、気軽にチェックすることで、病気の早期発見や早期対応につなが

っていくものと考えております。今後は、鬱病対策、自殺対策に加え、認知症対策の一つとし

て、議員さん御提案のソフトウエアも含め、むろと健康ダイヤル24との組み合わせにより、よ

り一層効果が見込めるシステムが構築できるように関係各課と協議を進めてまいります。以上

です。 

○議長（山下浩平君） 堺喜久美君の２回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。２回目の質問を行います。 

 先ほどは、御丁寧な御答弁ありがとうございました。おおむね理解をさせていただきました

が、数点御質問いたします。 

 地域防災計画、今までも地域防災計画を室戸ではつくられたと思うんですけれども、今回の

計画では、今までの防災会議のメンバーによって作成されるのかどうか、改めてお伺いいたし

ます。 

 そして、先ほどの自主防災組織の支援につきましても、一例を挙げますと、この前全市で行

われた避難訓練の際に、室津の室戸葬儀社横の無線局に通じる避難場所と水尻の避難場所で

は、住民が前方でつかえて上まで上がれない、国道にあふれていたという、そういう状況があ

ったそうでございます。上に到達した人たちは、下でそれだけあふれているという状況も察知
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できずに、そのままおりていって、何か混雑した、そういうような状況だったそうです。地域

のその住民の人たちは、防災訓練ってこんなんでいいのだろうかというすごく心配をされてお

ります。そういう防災訓練をした際の自主防災組織からの結果の報告とか、そういうのは行政

のほうで把握されているのでしょうか。また、これから防災マニュアルをつくってそういうと

こを示していきたいというふうにおっしゃっておりましたけれども、しっかりと行政として支

援できるところ、そこはやっていただきたいと思っております。 

 それから、防災教育につきましても、地元の室戸高校では、全国で選定された防災教育チャ

レンジ校に認定、指定されております。 

 そこで、ジオ学で防災教育をということで、防災科の生徒さんや生徒会の人たちが、市内の

老人会に出向きまして、その老人の人たちとお話をして、いろいろなマニュアルをつくってい

くという、そういうことなんですが、お年寄りにお話を聞くと、私は逃げんという人ばっかり

だったということがその高校生にとっては一番ショックだったと、そういうふうに言っており

ました。その一人一人の避難カルテ、そういうのをつくっているそうですが、なかなかジオ学

をとっている人とか、生徒会の人たちの人数では、なかなか網羅できないということで、ぜひ

こういう室戸高校のこういう行事につきましても、市のほうで協力やバックアップができない

かな。そしてそうするところで大きく各人の避難カルテというのもできるのではないかと、そ

のように思います。県立高校ですので、問題外ということはないと思います、地元の高校です

ので。ぜひ支援をしていただきたいと思います。 

 給付金につきましては、本当にこれから市民の人たちの苦情や問い合わせが殺到するかと思

いますし、担当職員の皆様には大変御苦労をおかけいたしますが、どうか懇切丁寧にしっかり

と説明、対応をお願いいたしたいと思います。 

 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） 堺議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、地域防災計画につきましては、地域防災対策会議ということでメンバーも決定させて

いただいて議論してつくっていくというような内容になっているところでございます。今回の

先ほど来課題になっております強靭化地域計画にはどんな人たちによって議論をするのかとい

うのは、まだより具体的にはなっておりません。ですから、先ほどの地域防災対策会議のメン

バーが、そのままということには僕はならないというふうに思ってますので、その中からも一

定の人に入っていただくというような形で、再度新たな組織をつくって、強靭化地域計画の策

定を進めていくようになるのではないかと考えているところでございます。 

 次に、自主防災組織の支援対策ということでございます。これは確かにそれぞれの個々の自

主防災組織が訓練をやったときの課題であるとか、反省点というのは、まだ当市としてもまと

め切ってはいないというふうに思ってます。ただ、いろんなところで、独自の避難訓練等がさ
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れているのは御案内のとおりでございます。したがいまして、ぜひそうした訓練をやったとき

の課題であるとか問題点というのは、今後とも私どももしっかり把握をして、それらの改善に

私は努めていかないといけないというふうに思っているところでございます。 

 それから、室戸高校生の防災教育に対する支援というのは、私はこれは絶対どうしてもやっ

ていかないといけないという思いでございます。室戸高校は、県立高校であって、市の第一義

的には県の所管というわけでありますけれども、私はいつも申し上げておりますように、地域

の高等学校でございますから、その高等学校がいろんなことにチャレンジをしている、そのこ

とに対する支援というのは絶対にやっていく必要があるというふうに思っているところでござ

います。 

 そして、もう一点、本当に我々がいろんなこの防災対策事業を推進する中で、特に高齢者の

方々が、私らもう避難してもというような、もう避難をすること自体を諦めているというよう

なケースを私どもも大変耳にするわけでございます。それらについては、やっぱりしっかり私

どもも情報提供もしていかないといけない、防災マップもつくっているわけでありますけれど

も、浸水域がこれこれというのも、まだまだ地域の方々は把握をされていない、それから時間

的な問題も本当に一般的なことだけの話の中で、例えば市内でも全てのところへ25メーターの

津波が来るというような認識もまだまだされている人も多いわけですし、本当に逃げる時間が

全然ないんだというふうに捉えられておる方もあります。地域によっては、やっぱり防波堤が

あるわけですから、避難の時間も一定私はあるというふうに思ってますし、最初から諦めない

というような形の防災対策ということをしっかり住民の方々にもお知らせをして取り組んでい

かなければならな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） 堺喜久美君の３回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。３回目の質問を行います。 

 先ほど市長から御答弁がありましたように、防災計画にはまた新たなメンバーで取り組んで

いく計画であるということでございます。しっかりと人選していただきまして、ソフト面の対

応とか、それから女性、高齢者、弱者の視点を生かす、そういうような計画をしっかりと取り

組んでいただきますよう要望いたしまして、私の一般質問を終了いたします。 

○議長（山下浩平君） これをもって堺喜久美君の質問を終結いたします。 

 次に、町田又一君の質問を許可いたします。町田又一君。 

○１２番（町田又一君） 12番町田。平成26年６月定例会において、市民を代表いたしまして

一般質問を行います。 

 小松市長さんは、３月定例会で、３期目の出馬表明をされました。政治に携わる人にとって

一番大切なものは体の健康だと思います。どうか健康には十分気をつけられ、市政課題を一つ

でも多く解消されますように、期待とお願いをいたしまして、それでは通告に従いまして質問

をさせていただきます。 
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 第１番目に、市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 (1)企業誘致と民間の起業についてお尋ねをいたします。 

 高知新聞の１月19日付記事に、東京の運営会社、四万十にコールセンターを、流域の休校２

小学校を活用して100人雇用、今秋開設予定と報道されておりました。四万十市の市長は、中

山間地域の雇用対策につながり、休校利用の新しい形として期待したい。四万十町の町長は、

雇用確保は町の課題。50人規模の新規雇用は、インパクトが大きいと言っておられました。室

戸もブロードバンド整備をしてから大分たちます。市民の中では、鮮魚や木炭をインターネッ

トを通じて販売をしている方がいるようですが、まだ雇用を生み出すというところまでは至っ

ていないようです。民間企業は、１社、室戸に籍を置いてくれて、企業活動してくれておりま

す。この会社の社長が、室戸にブロードバンドが整備されれば、コールセンターを起業しても

構わないと言っていたのを思い出します。しかし、実際は、高知県と高知市の補助を受け、高

知市へコールセンターを立ち上げ、現在運営をされております。室戸にできなくて、非常に残

念なことでありました。小松市長も、この社長とはつき合いもありますので、ぜひ機会があれ

ば室戸へコールセンターを設置するとの話はどうなっているのかと問うてみていただきたいと

思います。私は、13日にこの会社の部長さんに陳情をしております。また、人脈を生かして他

社にもコールセンターやＩＴ企業に対して積極的に室戸への誘致に向け働きかけをすべきであ

ると私は考えます。市長の取り組み姿勢を伺います。 

 また、企業誘致と言って外にばかり目を向けていると、現在、室戸で企業活動している会社

が、市外へ出ていくということになるとこれまた大変でございます。市長職は激務でしょう

が、たまには地元企業にも顔を出し、景気動向を聞き、余裕があるようであれば、失業で職を

探している人の就職等にも努力をしてほしいと願っております。民間でも、もう少してこ入れ

をすれば、企業として経営が成り立つのになあという取り組みをしている企業の方が必ずいる

はずでございます。そんな方を発掘するのも、今の行政には必要なことかもしれません。市民

に力がない地域は、行政が力を発揮することが絶対必要不可欠であると私は考えます。市長の

取り組みはどうでしょうか、お聞かせをお願いいたします。 

 (2)結婚についてお尋ねをいたします。 

 現在、日本の至るところで、どうすれば結婚に結びつくのかが議論されており、また真剣に

取り組まれております。高知県でも、尾﨑知事さんを先頭に、地域福祉部少子対策課に高知家

の出会い、結婚、子育て、応援コーナーを設置し、一組でも多くのカップル誕生を強力に後押

ししております。また、県下各地で婚活サポーターがボランティアで120名ぐらい活動してお

ります。私もその一員なのですが、勉強会や出会いのパーティーなどに参加しているサポータ

ーの皆さんは、総じて熱い思いを持った方がたくさんおいでます。特に、女性は積極的に行動

されております。昭和50年ごろには、県下各地におせっかいおばちゃんがおって、半ば強引に

男女を結びつけてくれました。ちょっとうっとうしいけどいい時代であったと思います。国の
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統計によりますと、50歳で一度も結婚をされていない独身男性が２割を超えているとのことで

あります。そして、日本の未来社会は、３割以上の人々が一生独身になる可能性が現実となり

つつあるようです。そうか、そうなのか、人ごとのように感心はしておれません。今、室戸で

も、結婚したくても相手がいない、相手をよう探さないという事実があります。何とかしてく

れ、何とかならんか、そんな切実な声が多く聞こえます。特に、真面目に仕事一筋にという方

が多いように感じます。今や各自治体は、税金を使ってあの手、この手で婚活、男女の出会い

の場をセットし、カップル誕生に協力し、結婚、そして赤ちゃん誕生へと結びつけるように必

死で頑張っております。 

 そこで、思うのですが、税金を使って婚活イベントをやるからには、何が何でも絶対我が町

へ取り込む、他の町へは絶対出さないでは人は集まってこないと思います。室戸の人が好きに

なれば、室戸の人と一緒になってくれるし、反対に市外の人が好きになれば、市外へ出てい

く、税金を使ってイベントやって人口が減ったと愚痴を言っていては始まりません。仮に、カ

ップルが市外で暮らすことになっても、２人は室戸で知り合えた、室戸のおかげだと感謝して

くれるものと思います。結婚までたどり着くには、まず相手探しが必要です。婚活イベントへ

参加するのも一つの手ですが、ここはもう一つプラスして、昭和50年前後のように、おせっか

いおんちゃんやおばちゃんを見つけて、結婚相談員のような役をやってもらう、いろんな方が

気をつけて、この人ならばおせっかい役にうってつけという方を推薦してもらい、市長が委嘱

する方法はとれないものでしょうか、お伺いをいたします。ちなみに、安芸市では、行政とＪ

Ａ安芸と民間会社とを退職された方などで組織をつくり、安芸市民会館の１室を利用して、結

婚へ結びつくよう取り組んでいるようです。また、小松市長さんの結婚への思いについても、

よければお聞かせをいただきたいと思います。 

 (3)少子・高齢化対策についてお尋ねをいたします。 

 高知新聞の５月９日付記事を見て、ほんまかよ、本当に自然に声が出ました。2040年の市町

村別推計人口が、室戸市が4,868人とありました。その後、すぐに土佐清水に目を移してみる

と、8,141人となっております。2010年の総人口は、室戸市１万5,210人、土佐清水市が１万

6,029人でした。30年後の推計人口、2040年には室戸市の人口は３分の１に、土佐清水は２分

の１となります。この人口減少率の違いは、一体どこにあるのか、あらゆる角度から検討して

みる価値があると思いました。少子化対策として、市長は26年度には出産祝い金を支給するこ

とを決定したり、医療費や保育費に対する軽減対策もこれまで大変力を入れてきてくれており

ます。学校給食も、来年度には室戸中学校を除いた学校で実施をされます。28年ごろには、室

戸中学校でも実施をされるのではないかと思っております。雇用の場の確保についても、少し

ずつでありますが、前進をしていると考えます。しかし、その反面、市民の方からは、働く場

所がない、結婚する相手がいない、遊ぶところがない等々のお声が聞こえてきます。愚痴を言

っても何ら解決には至りません。少しは前向きに進む努力をお互いやらなければならないと存
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じます。子供は、生まれれば地域、いや室戸の宝だと思うのです。若い夫婦にもう一人子供を

産み育ててみようかという気になってもらう方法、これは、実際に子育てをしている親に生の

声を聞くのが一番だと考えます。その生の声から、今の室戸市で取り組んでいける、そういう

事業が始まるのではないかというふうに考えます。一つ一つの実践が、室戸市の少子対策につ

ながると私は考えます。今後の取り組みについてお尋ねをいたします。 

 次に、高齢化対策については、現在、担当課が今一番力を入れている取り組みと内容につい

てお尋ねをいたします。 

 (4)交流人口の増大についてお尋ねをいたします。 

 県下11市の中で人口が一番少ないのは室戸です。何年か前には、土佐清水より多かったので

すが、非常に残念です。西の土佐清水と東の室戸市、地理的にも似通ったところです。産業も

１次産業が中心であるところ、そういうところも同じであると思います。違うとすれば、加工

して生産、販売をしていること、片や室戸は、野菜にしても、魚にしても、生中心の販売をし

ている。加工販売は、その日の天候や漁に余り影響を受けないので、有利販売ができるという

利点があると思います。その反対に、生の販売は、待ったがきかない。利点というのが割かし

少ないような気がいたします。しかし、加工するには人手が要ります。生販売は、選別には人

手は要るが、一日中の仕事にはなりにくい。土佐清水と室戸市の大きく違う点は、私が思うの

に、宿泊施設の数ではないかと思うのです。何団体も一つのホテルに収容できる。大きければ

大きいほどホテルで働く従業員が要る。正確に何人働いているか確認はしていませんが、多分

何百人という人が働く職場となっているのではないでしょうか。この何百人という雇用の場が

あるとないとの違いが人口にあらわれているのだと私は考えます。室戸の観光は、宗教観光、

ジオパーク、ドルフィンセンター、吉良川のまちなみやキラメッセ、楽市等々楽しめるところ

はたくさんあるのですが、大体が日帰りか旅行会社のツアーの一こまが多いのではと感じてお

ります。室戸に１泊してもらう仕掛けや、もう一度訪れてもらうにはどういう知恵を絞ればい

いのか、今まさに室戸が観光で外貨が稼げるかどうかの勝負どころに来ていると言っても過言

ではないと思います。交流人口増大が、雇用や税収アップにつながるよう、市長を先頭に、関

係課長、そして観光に携わるさまざまな団体が一致団結するよう願っております。小松市長の

大いなるリーダーシップに期待をいたします。 

 大きな２、市政全般についてお尋ねをいたします。 

 (1)市道の危険箇所の解消についてお尋ねをいたします。 

 議員をやらせてもらっていて、市民からの要望が一番多いと言ってもいいのが道路整備だと

思います。道が狭い、穴があいている、側溝にふたがない等々いろいろです。しかし、小松市

長になって以降、市内各所で市道整備が進んでおります。市道整備は、年次計画に基づいてや

っているから、ここの道路は何年度に整備予定だと説明ができ、それまで何とか待ってほしい

と市民に答えられるのは大変私どもも助かっております。市道と言っても、国道から山の上へ
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あるいは奥地へ、また町中を通っているもの等、さまざまでございます。通行の多い市道ある

いは一日中めったに人や車が通らない市道もあります。私が今回危険箇所として取り上げるの

は、市道羽根山線沿いの亀裂であります。数年前にも地元の方から指摘があり、建設課に調査

依頼をした経過がありますが、ナシのつぶてでそのままになつております。現在はといいます

と、前より亀裂の口が大きくなったのではないかと大変心配をしているのです。実は、その亀

裂のある真下は、市道北生線が走っております。市道北生線には、通勤、通学、産業車等が利

用する市内でも有数の交通量の多いところであります。これからは、富士鍛工の工場建設の工

事車両やダイドー・タケナカが夏本番に向けフル操業になるとますます交通量はふえてきま

す。そんな中、万が一市道枦山線の亀裂が大きくなり、真下の市道北生線を塞ぐような大崩落

が起きれば大変なことです。至急どういう手当てができるのか、調査をすべきであると考えま

す。担当課長の取り組み姿勢を伺います。 

 (2)市役所庁舎の耐震対策についてお伺いをいたします。 

 着々と公共施設や保、小・中学校へ対しての耐震化が進んでおります。これらの施設は、市

民や将来の室戸を背負っていく子供たちが、安心して集い、学ぶ場所なのです。また、いざと

いうときの避難場所にもなるところです。数年もたてばこれらの公共施設は、100％耐震対策

が終了すると推察をするのです。残るは室戸市役所庁舎の耐震化であると考えるのです。市役

所の庁舎が建設された当時は、耐震構造では震度６弱であると伺っておりますが、そのとおり

でしょうか。４階の議員の控室のベランダでは、コンクリートに無数の亀裂があるのです。災

害時には、市役所庁舎が災害対策本部となると思うのです。市役所全体を耐震構造にするとな

ると、莫大な予算を必要と考えますが、これまでに庁舎の耐震について議論をしてきたと思う

のですが、その結果はどうなっているのか、お聞かせをください。 

 また、耐震補強するとなると、工事期間や予算はどのくらい見込まれるのかもお知らせをい

ただきたいと存じます。 

 (3)農業後継者についてお尋ねをいたします。 

 人口の減少が続いている中で、羽根町の人口減少は、割と緩やかであると感じております。

その原因は、１次産業従事者が他の町と違って比較的多いからだと思います。そして、農業に

従事している人の割合が多く、専業農家が多いのが特徴です。その主な作物は、ハウスでナス

を栽培しております。少しでも他の産地に負けないよう、付加価値をつけるため、消毒をなる

べく少なくし、天敵農法や深層水を使って深層水ナスというブランド野菜にして、さらなる知

名度アップに向け生産、販売をしております。県や市もこれまでにも随分と予算づけでは大い

に協力をしてくれて今日があるわけです。生産者は、県や市に大変感謝をしております。しか

し、本年度は、県から天敵農法に対して予算が削られているとのことです。天敵利用の栽培も

ようやく軌道に乗りかけて、農薬に頼らない栽培に自信を持てるところまであと一歩のようで

す。市が負担をして続けてきた事業ですので、県がやめたら市も右へ倣えとなる可能性が大で
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あると予測されます。県がだめでも、市としては、あと数年はたとえ予算額は多少減額してで

も、この事業を続けていくべきであると私は考えるのですが、担当課長の取り組み姿勢をお伺

いします。 

 今、若者の間で農業への取り組みや考え方が急速に変化をしてきているようです。他県で

は、農ガールズと呼ばれる女性が農業にトライしている例があるようです。室戸の20代から

30代の農業後継者は、数は少ないのですが、地域や行政も温かい目で育てていかなければなり

ません。農業後継者が今何を思い、何を考え、そして農業にどんな夢を持っているのか、知る

ことが大切ではないでしょうか。室戸の農業は、楽しくてたまらない、そんな声が大きくなる

ような取り組みをぜひ農政の中で実現するよう新課長さんに頑張っていただきたいと思いま

す。決意のほどをお聞かせをお願いします。 

 大きな３、教育についてお尋ねをいたします。その中で給食についてお伺いをいたします。 

 保護者が待望していた西部学校給食センターが建設され、来年４月から給食が開始となりま

す。あとは給食未実施校は、室戸中学校だけとなります。一日も早く給食の提供が実施される

よう念願をしております。私は、議員になったばかりのときに、当時の教育長さんに、一般質

問で、給食は教育の一環かどうかの質問をしたことがあります。答弁は、教育の一環であると

の答えでした。私は、再質問で、同じ室戸市内の学校でありながら、センター方式や自校方式

で給食を実施している学校と未実施の学校があるというのは教育差別ではないかと問うたこと

があります。その結果、吉良川町の家畜市場跡に西部給食センターを建設して、室戸中学校と

吉良川と羽根町内の小・中学校で給食を実施する。方法は、車で配達するとの計画が示されま

した。しかし、実施するに当たり、一つの条件が示されました。それは、各校ＰＴＡに実施に

ついてアンケートをとり、一校でも反対があれば中止をする内容でした。アンケートの結果

は、羽根小・中ＰＴＡ以外は全部反対でありました。その後、給食の話が出ては消え、今日に

至ったということです。当時とは随分生徒数も減少しておりますが、給食実施に当たり賛成者

として感無量といったところでございます。給食の先進地と言えば、県内では南国市が１番で

はないでしょうか。食材は、全て南国市内で調達しているとのこと、そして主食は全て米飯で

あり、各校には炊飯器が備えられており、炊きたてのまま提供されているようです。地産地消

とはまさにこのことだと感心をしております。残飯の量も限りなくゼロに近いようです。南国

市教育委員会では、食育への取り組みや指導が徹底をしているようです。室戸市教育委員会

も、食育について参考になるべき点があれば取り組みをすべきであると存じます。教育長さ

ん、いかがでしょうか、答弁をお願いします。 

 一方、給食の食材に対して、アレルギー反応を示す生徒がいたとすれば、その対応なども必

要となると思いますが、その対応策はどのように考えているのか、お聞かせをください。 

 これで私の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。 
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○市長（小松幹侍君） 町田議員さんにお答えをいたします。 

 まず１点目の(1)企業誘致と民間の起業についてでございます。 

 エフビット株式会社を含めたコールセンター、ＩＴ企業の誘致についてでございますが、高

知県内の市町村では、高知市、四万十市、四万十町がコールセンターの誘致に成功をしている

ところでございます。中でも高知市におきましては、県の補助金とは別に事業所の家賃への助

成なども設け、首都圏のコールセンターの誘致活動を行っておりまして、現在ではエフビット

株式会社を初め７社の誘致に成功し、465名の新たな雇用を創出をしているとお聞きをしてい

るところでございます。当市といたしましても、県や高知市等先進自治体の助成制度を研究す

るとともに、独自の助成制度について現在検討しているところでございます。ぜひこうしたコ

ールセンターの誘致というのは、私どももぜひ進めてまいりたいと考えております。 

 次に、地元企業への訪問についてでございますが、市内企業を大切にすることは、企業誘致

を進めることとあわせて私も大変大事なことだというふうに思っているところでございます。

そして、年末年始であるとか年度当初には、市内の各企業を私も訪問をさせていただいて、経

営状況や雇用の状況、また市に対する要望事項などについてもお聞きをしているところでござ

います。そして、室戸高校の卒業者の方々をぜひ雇っていただきたいということで、地元雇用

をお願いをしているところでございますし、またあわせて当市の支援施策につきましても、話

をさせていただいております。今後におきましても、時間の許す限り、市内の企業訪問等にも

力を入れていきたいし、一人でも多くの雇用につながるよう努めてまいります。 

 次に、(2)結婚についてと(3)少子・高齢化対策についてあわせてお答えをいたします。 

 議員さん御案内のとおり、本市の人口減少につきましては、深刻な状況となっておりまし

て、先月新聞報道にもございましたが、日本創成会議の予想した人口再生産力に着目した市区

町村別将来推計人口では、室戸市は消滅する可能性の高い市として予想されているところでご

ざいます。それらを見ますと、本当に危機感を感じているところでございます。人口減少対策

の取り組みとしましては、これまでにもとにかく一生懸命やっていこうということで歯どめを

かけていく取り組みをしてきたところでございます。１つには、産業振興と雇用の確保という

部分で力を入れていこう、２つには、少子化、未婚化、晩婚化対策の推進に力を入れよう、ま

た３つには、Ｉターン、Ｕターンを含めた移住促進事業をしっかりやっていこう、また４つに

は、子育て支援対策というものを一層進めていかなければならないというような取り組みをし

てきているところでございますけれども、そのほかにも、やはり福祉や教育の充実、防災対策

事業の一層の推進というようなことも求められるところでございまして、あらゆる施策を実施

し、人口減少に歯どめをかけ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。 

 次に、未婚化、晩婚化対策といたしましては、これまで平成20年度と22年度に県の補助金を

活用したイベントを開催をしております。とろむや自然の家で実施をいたしておりまして、

79名の独身男女の方々に出会いの場を提供いたしております。また、市内の消防団や市民団体
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なども同様の活動を行っていただいているところでございます。そして、平成23年度より出会

いのきっかけづくり応援事業費補助金を新たに新設し、平成25年度までの３年間で、独身男女

に出会いの場を提供をすることに取り組んでまいりまして、８回のイベント開催をいただいて

おります。３年間の実績といたしましては、２団体が活用し、男性が104名、女性82名、計

185名の参加をいただいて、そのうち23組のカップルは成立をしたとお伺いをしているわけで

ありますが、追跡調査というものが十分できてないこともあって、これまで２組のカップルが

結婚されたというふうにお聞きをしているところでございます。今後は、情報の提供をより進

めていくために、カップルになった方々には、記念品の贈呈というようなことについても行っ

ていくことによって、結婚されるケースの把握というものにもう少し力を入れていきたいし、

またそうした出会いのきっかけづくり応援事業を今後とも続けていきたいと考えております。 

 次に、議員さん御提案の婚活サポーターの件についてでございます。 

 私も大変よいことであると考えております。現在、県がこうした取り組みを進めているとい

うことをお聞きをするところでございますので、そうした内容を十分に把握するとともに、市

の独自の取り組みについて検討をいたしてまいります。 

 そして、私の思いでありますが、室戸での出会いをきっかけに結婚をされ、室戸で子供を産

み育てる若者がふえていっていただきたい、またふえていただきたい、またそうしたことによ

って、活力のある室戸の町ができるのではないかと、そういうことをぜひ目指していきたいと

考えております。 

 次に、少子化対策についてでございます。 

 少子化対策につきましても、これまで子育て支援センターや親子ふれあい広場の開設、延長

保育や放課後児童クラブ、放課後子ども教室の実施などに取り組むとともに、乳幼児医療費の

助成対象者を中学校卒業まで拡大をすることや多子世帯への保育料の軽減、子育て祝い金の支

給など、子育て世帯の経済的負担の軽減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、子育て中の方々の意見を当然聞いていかなければならないというふうに思いますし、

他の市町村の取り組みもぜひ参考にすることもしていきたい、またより効果的な施策を行って

いくように積極的に取り組んでまいります。 

 なお、高齢者対策につきましては、担当課長より答弁をいたさせますので、よろしくお願い

します。 

 次に、(4)交流人口の拡大についてでございます。 

 議員さん御指摘のとおり、室戸市と土佐清水市を比較をしますと、やはり土佐清水市が企業

数が多いとか雇用者数が当市より大分多いという状況は見られます。宿泊施設につきまして

も、土佐清水市は48件ということでございます。当市の約２倍の件数となっているところでご

ざいます。また、土佐清水市の各ホテルでは、温泉施設があるということでございまして、こ

うしたことが宿泊者の増につながっているのではないかと考えるところでございます。しか
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し、当市にも世界ジオパークに認定をされた室戸ジオパークの自然等もございますし、また吉

良川の町並みなど美しい自然や豊富な室戸の資源というものがございます。室戸ドルフィンセ

ンターの施設であるとか、吉良川まちなみ館等の観光施設等もございますし、また前段の議員

にもお話をしたところでございますけれども、佐喜浜にわかやシットロト踊り等室戸には多く

の歴史や文化といったものがございます。全国的にも誇れる魅力ある地域だというふうに考え

るところでございます。現状では日帰り観光が多い状況でございますが、やはり多くの方々か

ら言われておりますように、これからやはり滞在型観光というものを一層目指していかなけれ

ばならないと考えております。そうしたこともあり、ホテルの誘致が必要と考えておりまし

て、私も県内外のホテル関係者を訪問するなど、ホテル誘致にも努めているところでございま

す。また、先ほども申し上げましたけれども、一層の交流人口拡大のため、室戸ドルフィンセ

ンターの施設や吉良川まちなみ館の施設を整備を行ったということでございますし、今回、ジ

オパーク拠点施設の整備等も行っているところでございます。また、滞在型観光というものを

進めていくためには、市内の周遊観光コースというようなものもしっかりつくっていかなけれ

ばならないということでございます。平成27年、来年度の東部地域博覧会にあわせて、そうい

うものも充実をさせ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。観光関係団体だ

けではなくて、各種産業団体の協力も求め、農業、林業、水産業等の体験型観光の取り組みな

どもぜひ進めていかなければならないと考えております。 

 次に、２点目の(3)農業後継者対策についてでございます。 

 まず、農業生産の安定と価格向上には、健康志向の高まりにあわせた安全・安心な農作物を

求める消費者ニーズに応えることが、販路の拡大や価格の向上につながっていくものと考えて

おります。このため当市の施設園芸では、平成20年度から天敵栽培の導入とともに、農業によ

るＩＳＯの取得、エコファーマーの認定及び深層水ナスのブランド化などに取り組んできたと

ころでございます。議員さん御案内の天敵栽培につきましては、農薬や化学肥料を少なくし

て、天敵の虫や微生物で病虫害を駆除し、自然の力を最大限に生かして栽培を行うものでござ

いまして、安全・安心でおいしい室戸の野菜の生産につながっているところでございます。本

市におきましては、現在60戸の農家が天敵栽培に取り組んでいるところでございます。 

 このような中、県では今回、天敵栽培が一定普及したとして補助の縮小を行うというふうに

お聞きをいたしているところでございますけれども、当市といたしましては、前段でも申し上

げましたように、農作物の品質向上や農業技術の向上のため、今後におきましてもこの支援は

引き続き必要であると考えているところでございます。また、天敵栽培の定着は、農業後継者

の支援にもつながることだと考えておりますので、農業基盤整備としてのレンタルハウス整備

事業や農業技術の取得を支援する新規就業者支援事業などとあわせて、農業後継者の育成に今

後とも努めてまいります。 

 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
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しくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 谷口財産管理課長。 

○財産管理課長（谷口稀稔君） 町田議員さんに大きい２点目の(2)市役所庁舎の耐震対策に

ついてをお答えをいたします。 

 本市の庁舎は、昭和56年に震度６強以上の地震で倒壊しないなどの新耐震基準で設計されて

おりまして、耐震性はあるものと理解をしております。平成21年に庁舎を設計した会社に、本

庁舎内外劣化調査を委託したところ、耐震性につきましては現行の基準に合致しているもの

の、議員さん御指摘のベランダのひび割れや外壁等にも経年劣化によるコンクリートの剥離、

ひび割れなどが見られ、補修の必要性を指摘されております。また、窓ガラスにつきまして

も、建物の変形に耐えられないということで、ガラス飛散防止フィルムや強化ガラスへの交換

を提案されております。この報告を受けまして、平成24年、25年に全館のガラスに飛散防止フ

ィルムを施工したところでございます。今後、順次外壁のひび割れ等の補修や屋上の防水など

をやらなければなりませんが、見積額を申し上げますと、概算で8,000万円程度が見込まれま

すので、財源対策も含め、財政当局と協議しながら取り組んでまいります。以上でございま

す。 

○議長（山下浩平君） 竹本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 町田議員さんに大きな項目２の(3)農

業後継者対策についてお答えいたします。 

 まず、本市の農業に対する課題といたしましては、耕作放棄地の問題、ため池などの防災対

策、レンタルハウスなどの農業基盤整備などがございます。先ほど市長が申し上げました天敵

栽培の導入を初め、新規就農者の支援や鳥獣被害の防止対策など、農業の振興に取り組んでい

るところでございます。 

 このような中、議員御案内のとおり、若い農業者の皆さんのお考えをお聞きすることは、私

といたしましてもとても大切なことだと考えております。また、羽根地区を初め、室戸市の農

家の皆さんは、地域や農業者間の連帯も強く、すぐれた指導者の方もたくさんおられます。農

林水産課といたしましても、そうした方々の声を聞く機会を積極的に持つように努めるととも

に、室戸市農業研究会などでいただいた御意見や御要望を今後の農業行政に生かしてまいりた

いと考えております。また、関係機関である農業改良普及所、農業振興センター、農業協同組

合などとの情報交換や連携強化を進めてまいります。 

 いずれにいたしましても、農業関係者や農業団体のお話をよく聞き、本市農業の発展のため

に全力で取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 岡本建設課長。 

○建設課長（岡本秀彦君） 町田議員さんの大きな２点目の(1)市道の危険箇所の解消につい

てをお答えいたします。 
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 現在、室戸市では、道路を維持管理するに当たり、市道の健全度を把握するため、各種の点

検、調査を実施しております。平成21年度から22年度にかけて、市道にかかる橋梁の点検を行

いました。また、平成25年度には、路面の舗装状態の調査を実施したところであり、今年度に

は国道から山間部へ入る市道を中心に、のり面の危険箇所調査を行う予定となっております。

このような調査の結果をもとに、市道の危険箇所について把握し、経済的かつ効果的な維持修

繕に取り組んでいるところでございます。 

 御質問の市道枦山線につきましては、現地調査を行った結果、議員さん御案内のとおり、山

側の練石積工延長９メーター、高さ２メートルに縦方向にクラック２カ所を確認しておりま

す。原因といたしましては、道路側溝に土砂が埋塞したため、オーバーフローした水による洗

掘と浸透水が原因ではないかと考えられます。地すべりの兆候である山腹などの地割れは、現

在のところは見受けられませんでした。また、道路下部のモルタル吹きつけ工の小さなクラッ

クも見受けられましたが、これは湧水によるものであり、直接的には関係のないものであると

考えられます。今後の対策といたしましては、まず側溝の埋塞土を撤去し、排水処理を行うと

ともに、定期的なパトロールの実施等により、状況の変化を継続的に監視しながら、その結果

により必要な調査を検討していきたいと考えております。 

 なお、御心配をおかけしております地元の方々には、常会を通じて説明し、また今後の情報

についても提供してまいります。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） 町田議員さんに大きな３点目の給食についてお答えいたします。 

 西部学校給食センターにつきましては、平成24年度に設置をいたしました室戸市学校給食検

討委員会の報告をいただきまして、平成25年度に実施設計を完了し、本年度に吉良川小学校の

敷地内へ新たな給食センターとして構築いたします。今後の予定といたしましては、補助金交

付の内示をいただきましたので、入札の手続を初め、８月には着手し、来年２月末の完成、平

成27年度からの給食開始というふうに考えております。 

 また、室戸中学校につきましては、中部学校給食センターは老朽化が著しく、かつ狭隘な施

設でありますので、西部学校給食センター完成後に、なるべく早い時期に新しい給食センター

を建設し、そこから室戸中学校へ配送する計画でございます。 

 議員さんから御提案をいただきました南国市給食の先進事例につきましては、地産地消や米

食炊飯器などのさまざまなことを参考にしつつ、より適切で安全・安心な学校給食の提供を考

えてまいります。 

 また、児童・生徒の健全育成のためには、食育が大変重要であると認識しておりますので、

今後におきましても、学校給食の実施、運営に全力で取り組んでまいります。 

 次に、給食アレルギーへの対応についてでございますが、文部科学省の調査により、アレル

ギー疾患の児童が増加していることが判明し、同省では、学校アレルギー疾患に対する取り組
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みの指導指針が示されております。 

 これを受けまして、本市では、入学時に保護者から提出されます学校生活管理指導表、アレ

ルギー疾患用とのことですが、保護者、児童、校長、養護教諭、栄養教諭、担任を含めた個別

面談をも行い、対象児童の給食アレルギーの把握及び情報共有に努めているところでございま

す。 

 また、原因食物を除去する方法や食材はもちろんですが、調理機器全てを分離して行うよ

う、指導を徹底しております。 

 なお、全国的に給食アレルギーの事故等の発生も報道されておりますので、そのような事例

が発生しないよう、細心の注意を心がけるとともに、給食衛生管理基準を遵守するよう指導し

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） 日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 町田議員さんに大きな１点目の市長の政治姿勢についての

(3)少子・高齢化対策について、市長答弁を補足させていただきます。 

 本市の高齢化率は、平成26年３月末現在で42％を超えており、県内でも高齢化が進んでいる

市の一つとなっており、人口の４割以上を占める高齢者の方への施策は、重要な課題であると

考えております。室戸市独自の高齢者対策としましては、平成25年度より高齢者の外出支援と

しまして、中山間高齢者タクシー利用助成事業を、また高齢者の生活支援としまして、高齢者

等買い物支援事業を開始いたしました。本年度は、新たに６月より高齢者の方を含め、市民の

医療不安の解消のための一つとして、24時間フリーダイヤルで医療相談などができるむろと健

康ダイヤル24を開設いたしました。今後とも高齢者の方が安心して暮らしていただける環境づ

くりのために高齢者対策を進めてまいります。以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって町田又一君の質問を終結いたします。 

 ３時10分まで健康管理のため休憩いたします。 

            午後２時42分 休憩 

            午後３時７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、亀井賢夫君の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番、自民クラブの亀井です。本定例会におきまして、通告に従い一

般質問を行います。 

 １、市政全般について。(1)企業誘致と雇用対策についてお伺いします。 

 市長は、１期目の平成18年12月議会の所信表明で、９項目の取り組みについて基本的な考え

方を公表されております。その中に産業振興と雇用の場の確保について話されており、その内

容としましては、企業誘致条例について市長は条例を制定して市内の企業を支援する取り組み

を進めて雇用の拡大を図ってまいりますと。そして、市の相談窓口を充実させ、安心して企業
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に来ていただけるようにしていきますと説明されております。また、平成22年の12月議会、こ

れは市長の２期目のときの所信表明ですが、このときは７項目について公表されており、その

所信表明でも企業誘致と雇用対策について話されております。このときは、企業誘致推進条例

を制定して、市内企業の規模拡大や市外企業の誘致により雇用の場を確保してまいりましたと

説明がありました。そして、情報通信整備事業により、企業誘致の条件整備が整ってまいりま

したので、今後は太陽光発電、深層水観光産業など、一層の誘致活動に取り組み、雇用の場の

確保に努めてまいりますと実績報告ともとれる企業誘致についての説明がされております。こ

の企業誘致と雇用の場の確保につきましては、人口減の続く本市にとっては非常に重要な問題

ではないかと私たちも大変実感いたしております。 

 そこで、お伺いいたします。 

 ①企業誘致推進条例を制定して、市内企業の規模拡大と市外企業の誘致により雇用の場を確

保してきたと説明がありましたが、条例を制定して市外より誘致された企業はどれぐらいあっ

たのでしょうか、企業名と企業数をお聞かせください。 

 ②企業の支援や誘致、そして雇用拡大を図るために相談窓口を充実させるゆえの説明があり

ましたが、条例が制定された平成20年４月１日以降の相談窓口はどのように強化されたのか、

また相談件数はどれくらいあったのか、そしてその相談についての対応はどのようにされたの

か、お聞かせください。 

 そして次に、(2)として、企業誘致と雇用対策の公表の中で、人口減少、少子・高齢化によ

る過疎化への取り組みについて説明がされております。この人口減少問題に関しては、何度も

議会で質問がされておりますが、本市にとっては大変大きな問題であり、別の観点からお聞き

したいと思います。 

 この人口減少対策への取り組みについて、市長は地域の活性化を図るために、人口定着対策

が喫緊の重要課題であると考えられているようであり、移住促進事業などへの取り組みを強化

してまいりますと話されております。そして、一般質問の答弁でも、人口減少対策への取り組

みについて、１つには産業振興と雇用の確保、２つには少子化対策の推進、３つには未婚化、

晩婚化対策、４つには移住促進対策などへの取り組みが必要であると答弁されておりますが、

現在どのような取り組みや対策が進められているのでしょうか。 

 25年当初からの毎月の人口の動きを見ると、10人前後の人口減少が続いております。本市が

合併した昭和34年当時の人口は約３万3,000人余りであり、その後毎年人口減少が生じ、小松

市長の１期目の平成19年４月の人口は約１万8,000人で、合併当時の人口から約１万5,000人も

減少しております。そして、２期目となる平成23年４月の人口は約１万6,000人と４年間で約

2,000人の減少となり、そして平成26年４月の人口は約１万5,000人余りと毎年500人前後の人

口減少が続いております。私たちの地域でも、ひとり住まいのお年寄りが春になると子供の住

んでいる市外、県外へと毎年のように住居を移して出ていっております。この現象は、企業へ
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の就職や転勤、契約社員の転職、そして企業の少ない本市にとっては、公務員や教職員の異動

等も大きく影響していると考えられます。 

 そこで、お伺いします。 

 ①人口定着対策により、市内への企業へＩターンやＵターン、そして新卒者の人たちが、地

元に毎年何名ぐらい就職されているのでしょうか。わかれば業種と年度別の雇用人数をお聞か

せください。 

 ②本市出身の先生方が、何名か市外の学校で教壇に立っているようにお聞きしております

が、何名ぐらいの先生がいるのでしょうか。そして、その先生方の本市への配置転換について

検討されたことはないのでしょうか。人口減少の歯どめになると思われますので、お聞かせく

ださい。 

 ③人口減少対策については、移住促進事業などへの取り組みを強化して対応していくとのこ

とですが、何名の職員が具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。そして、事

業効果としてどのような結果が出ているのでしょうか、お聞かせください。 

 ２、第１次産業について。(1)農業、畜産業についてお伺いします。 

 我が国の畜産業は、国際化の波に押され、飼料の高騰や長期にわたる乳価の据え置き、肉用

牛の生産となる子牛価格の低迷などの不安要因により、畜産業者にとっては十分な所得の向上

が望まれないことは、農業関係者にとっては周知のとおりであります。しかしながら、畜産業

は、耕種農業と違い、気象の影響が少なく、平成25年のように農業用水が不足となったときで

も、県内の畜産農家は、干ばつによる水の影響をほとんど受けないなど、農作物と違い、外部

の気象の変化を気にしなくてもよい利点を有しております。その畜産農家が飼育している本県

固有の褐毛和牛土佐のあかうしの頭数が、子牛価格や牛肉価格の低迷が長い間続くなど不安定

な要因により飼育農家が減り続けております。当市でも何年か前には農家１戸に１頭の親牛を

飼い、繁殖だけを行う生産農家として生計の一部にしていた兼業農家も多くいたように聞いて

おります。牛１頭が約50万円という時代でもあり、農家の主婦が稲作を手伝いながら、納屋の

一角に仕切りをして、現在の土佐あかうしが飼育され、守られてきたようです。本市でも家畜

市場もあり、私が担当していた平成12年ごろまでは、飼育農家も多くて、年に何度も牛の市が

開催されていたと記憶としております。県のほうでも産業振興計画の一環として、本県固有の

土佐あかうしの流通、販路の開発に非常に力を入れて、県外でのＰＲに熱心に取り組まれてい

るようにお聞きしております。その結果、子牛価格が以前のように安定してきたようで、本市

にとってもこのあかうしの飼育については、農業経営が低迷する中、価格が安定すれば、今後

は畜産業でも雇用を生み出す重要な基幹産業になるのではないかと考えられております。 

 そこで、お伺いします。 

①本市の畜産農家の戸数と従事している人数、そして飼育されている土佐のあかうしの頭数

を、繁殖農家と飼育農家別に分けてお聞かせください。 
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 また、本市で従事されている畜産農家の人たちの平均年齢と平均年収はどれぐらいになって

いるのでしょうか。 

 そして、土佐のあかうしを育てている畜産農家の後継者対策は大丈夫でしょうか、お聞かせ

ください。 

②たしか以前には、土佐あかうしを守るために、県の助成事業等が何事業があったように記

憶しておりますが、土佐あかうしを飼育している農家や新規就業者に対して、近年どのような

支援対策事業があるのでしょうか、お聞かせください。 

 ③嶺北地方、これは土佐町と思いますが、土佐あかうしの飼育農家に対して、町独自で支援

対策をしているようにお聞きしましたが、本市では畜産農家に対して独自の支援対策はされて

いるのでしょうか。飼料の高騰なども畜産農家が減少している要因の一つと思われます。耕作

放棄地や休耕田の活用により、飼育用の牧草を育てるなど、雇用対策を兼ねた手助け等につい

て協議、検討されたことはないのでしょうか、お聞かせください。 

 ３、台風、地震等の防災対策について。(1)台風災害についてお伺いします。 

 平成23年９月の６号台風と12号台風につきましては、以前にも質問してお聞きしております

が、この２度の台風による高波で、石ころや瓦れきが打ち上げられて国道が塞がれたり、海水

により道路が冠水するなど、本市の至るところで国道の通行どめや通行規制がされるなど、輸

送や交通機関に大きな打撃を受けております。特に、東部地域方面では、何時間も国道が通れ

ず、孤立状態となった地域ができたことは周知のとおりであります。この台風被害により通行

規制がされていた西側の国道55号線は、部分的に越波対策はされてはいますが、東側の三津、

椎名、そして佐喜浜地域は未着手の状態になっております。高波によるこのような状況は、今

までの台風時期にも何度も受けており、市も国や県に対して何度も要望書が提出されていると

お聞きしております。その国道55号線が再び昨年の10月24日から25日にかけて襲来した台風

27号の豪雨により、東洋町方面は遮断機で、佐喜浜・椎名間は冠水により再び東西の出入り口

が通行どめの状態となりました。原因としましては、高潮により、河川の流水口となる海岸堤

に土砂が堆積して、海岸への水の流れが塞がれたために、河川水が国道へ氾濫したとのことで

した。この現地につきましては、関係機関の早急な対応により、通行どめの時間としては半日

余りで解除されましたが、この日は人工透析を受ける日と重なったことから、佐喜浜方面から

通院している患者の人たちは、浸水している国道区間については海岸堤の上を歩いて渡り、室

戸方面からの迎えの車で病院に通わなくてはいけない状況になっておりました。 

 そこで、お伺いします。 

 ①国道が河川からの越流により通行どめとなっております。国道の管理は国、河川の施設管

理は県、河川の維持管理は市と思いますが、災害による通行どめの対応はどこが主体となって

行っているのでしょうか。国・県との連絡、情報交換はできているのでしょうか、お聞かせく

ださい。運送業や通勤、通院の方が通行どめの解除の時間がわからずに大変困っておりまし
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た。 

 ②平成23年の台風６号と12号の越波により通行規制された三津の丸山地区や椎名の清水地区

と鹿岡地区、そして佐喜浜の尾崎と都呂間の国道55号線の海岸堤の対策については、いまだに

手つかずの状態です。その鹿岡地区が再び昨年の台風で通行どめとなっております。原因は違

っても、同じ場所で海抜の低い区間です。このような通行どめが何度もされている国道につい

て、国土交通省、そして県への要望はどのような方法で出されているのでしょうか。そして、

要望書に対して、国土交通省及び県からの回答としてどのような説明がされているのでしょう

か、お聞かせください。 

 (2)地震、津波対策についてお伺いします。 

 南海トラフ巨大地震の発生確率が、毎年徐々に高くなってきております。この南海地震が単

体で発生した場合には、最悪の被害を受けると予想されているのは、四国の南端部である土佐

清水市方面となることが想定されており、東南海地震と南海地震が同時に起きた場合は、室

戸、そして幡多地域に大きな津波が到達するという想定結果が出ております。 

 これらのことを踏まえて、本市の防災計画につきましても、避難支援や防災設備、救急体制

の充実、消防施設の整備、自主防災組織への活動の推進等について多くの予算が計上されて、

避難路整備など逃げる対策が急ピッチで進められております。 

 そんな陸上での逃げる対策が進められている中、こんな新聞記事がありました。漁船の船出

しによる漁業者の安全確保と生活に不可欠な財産を守るために、沿岸部の水深マップや避難ル

ールの作成に着手したとの報道がされておりました。 

 そこで、お伺いします。 

 ①漁船で操業中の対応については、県も地震、津波防災マニュアルで漁船の避難行動につい

て標準的な対応を決められているとお聞きしておりますが、本市も漁協や大敷組合、そして小

型船主組合に対して、操業中の避難方法についての研修会や訓練についてどのように指導され

ているのでしょうか。特に、本市は大型定置網漁業が水深50メーター付近に設置されておりま

す。市の考え方をお聞かせください。 

 ②地震により災害被害の規模が大きくなれば、操業中の漁船に対して基地となる漁協からの

漁業無線や携帯電話が届かなくなる可能性が出てきます。50メーター以上の深い海域は、流速

も遅く、操業は可能との試算はされているようですが、近くの海域の水深の浅い沿岸で操業し

ている漁船や遊漁船の釣り人に対して、防災無線を活用して知らせる方法ができないか、また

別の連絡方法や対策が検討されるのでしょうか。風向きにより聞こえるそうです。市の考えを

お聞かせください。 

 ４、緊急車両の通行と市道の現状について。(1)緊急車両の市道通行についてお伺いしま

す。 

 この件につきましては、急病人が発生して救急車に連絡したことで、地域の道路状況に気が
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ついたようです。この地域は、室戸消防署から距離にして約20キロメーター、時間にしても約

20分で着きます。この地域の道路は、標高の高い山側を通る国道55号線と市道佐喜浜本線に囲

まれた斜面に形成されて集落ができております。集落の中の幹線道路は、幅員３メーター弱の

行きどまり状態の道路となっており、その幹線道路を起点として、四方には網の目状になった

狭い生活道路が入り組んでつくられております。この道路は、以前も何回か曲がり角で救急隊

員が救急車を入れることをちゅうちょして時間を要したことがあり、車の通行問題について常

会より道路管理者に何度も道路整備を要望されてきたようにお聞きしておりますが、いまだに

手つかずの状態で残っております。このような袋小路の状態で整備されている道路や都計事業

で区画整備された幅員３メーターの改良済みの道路が、今は大型された緊急車両やお年寄りの

送迎バスがスムーズに通行のできない道路として、市内の中心地域に多く残っているように思

われます。私も何度かこのような状況の未整備区間の道路についてお聞きしてきましたが、市

側の答えは、各地区で多くの要望があり、地域性や事業効果などを考慮して取り組んでいく、

そして平成26年以降の工事について、３カ年の事業策定をしていると答弁されております。本

市の道路状況については、道路管理者である建設課の職員や緊急車両を扱う消防職員の方は、

このような通行に支障がある市道については十分に把握されて通行されていると思われます

が、市民や関係住民の人たちは、消防署や救急車が到達する少しの時間が大変気になります。 

 そこで、お伺いします。 

 ①救急車や消防車の出動命令が出されたとき、現場となる目的地への通行方法、通る道順は

どのように決めているのでしょうか。指示はどのように出されているのでしょうか、お聞かせ

ください。 

 ②救急車や消防車は、現地への到着時間が大事になります。緊急車両の通行できる道路、で

きない道路についての道路調査は把握できているのでしょうか。部分改良により、緊急車両の

通行が可能となる市道が幾つかあるように感じております。緊急車両がスムーズに通行できる

道路整備について、道路管理者と協議されたことはあるのでしょうか、お聞かせください。 

 ③新人職員、特に本市以外の消防職員の方もふえているように聞いておりますが、市内の道

路網についての研修はどのようにされているのでしょうか、お聞かせください。 

 ④平成26年度以降の３カ年計画が策定されているようですが、救急車の通行がスムーズにで

きない浮津地区や大谷地区の人口密集地と言われる道路整備について、事業計画は検討されて

いるのでしょうか。道路を利用している住民の方は、緊急車両がスムーズに通行ができる道路

の完成を待っておりますので、お聞かせください。 

 (2)通学路、避難路についてお伺いします。 

 佐喜浜小学校の通学路として多くの子供たちが利用している市道段線が、小学校と浦地区の

防災避難経路として指定されております。この通学路、避難路となっている市道段線は、路面

の損傷が著しく悪く、路面の補修が何度も繰り返されて、路面は中央部分が少し盛り上がった
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状態の道路となっております。通常の自動車通行には、ほとんど支障は感じられないものの、

道路横の生活用水を兼用してつくられている開渠が、深い水路として未整備の状態のままで部

分的に残っており、車椅子や手押し車の方の通行に対して、路側の傾斜は大きな通行障害とな

っているようです。特に、国道55号線を横断した地点から校門までの市道と学校の正門でつな

がる別の市道は、路面の舗装状態が悪く、側溝も両サイドが深い開渠であることから、豪雨の

ときの子供の徒歩通学や自転車通学、特に対向車を避ける場合は、開渠が深くて下級生にとっ

ては大変危険な通学路になっているのではないでしょうか。通学路の問題は、国や県でも取り

上げられて、安全対策には力を入れているようにお聞きしております。 

 そこで、お伺いします。 

 この市道段線と正門前で接続している道路につきましては、出入り口となる正門の部分だけ

は改良されておりますが、接続している道路については全く未着手のままの状態であります。

学校保育課も道路管理者も現地の状況は十分に把握していると思われます。この道路の整備計

画について担当課はどのように考えられているのか、お聞かせください。 

 ②校門からの避難路になっている市道段線については、道路側溝がなく、豪雨時期には路面

を流れる雨水の流速が物すごくて、子供の通学に支障が出ております。この道路は、地元より

何度も側溝整備の要望が出されているようにお聞きしております。災害避難経路にも指定され

ており、関係住民の方は大変気にしております。担当課は、現地調査をされたのでしょうか、

そして対策は検討されたのでしょうか、お聞かせください。 

 大きな５、公共工事の入札について。(1)公共工事の入札不調についてお伺いします。 

 公共事業は、市民生活に直結する大きな事業であり、田舎の産業としては大変重要であると

認識しております。その建設業者にとっては、公共工事の発注、そして入札への参加が会社の

存続を左右させる大事な一歩であることは、公共事業に携わっている人なら十分に把握できて

いると思われます。会社は仕事を受注して初めて会社、そして従業員の生活を守ることができ

ます。国の政権がかわるまでは、公共事業の発注が少なく、利益を除外した競争入札が行われ

ていたようにお聞きいたしておりますが、政権がかわった今、公共事業の発注が非常に多くな

ってまいりました。その影響か、国・県、市町村の発注工事で入札不調が生じているようにお

聞きしております。入札不調の原因としましては、近年公共事業の縮減により、企業が技術者

や作業員を調整したことにより、県全体で技術者、作業員が大幅に不足しているとのことで

す。コンサル関係も同じと思われます。それに加えて、資材単価の高騰により、企業の実行見

積額と予定価格に差額があることや発注時期が３・四半期、12月末に集中することで、年度内

の完成が非常に難しいのも原因の一つではないかと思われます。 

 そこで、お伺いします。 

 ①23、24、25年度に発注した事業で、入札不調、不落になった工事は何件あったのか、その

工事について現地の対策はどのようにされたのでしょうか。再入札となれば、設計書のやり直
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しや指名業者の入れかえなど、工事がおくれることになると思われます。対応についてお聞か

せください。 

 ②工事の発注について、３・四半期や４・四半期の発注で国・県の発注時期と重なることな

ども入札不調になる原因ではないかと考えられます。市の工事を発注するとき、指名業者の受

注状況などを把握して、工事の発注時期を決められているのでしょうか。入札日を同じ日にあ

わせて発注しているのではないでしょうか、お聞かせください。 

 ③発注者として、入札不調となった工事の原因について調査をされたのでしょうか。県も入

札不調について対応を検討しているようにお聞きしております。本市はどのような対応を検討

されているのでしょうか、お聞かせください。 

 これで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） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 まず１点目の(1)相談件数等についてでございます。 

 企業誘致の担当部署は、商工観光深層水課の企業誘致雇用促進班となっておりまして、平成

20年度は班員１名、兼任の班長１名の２名体制でスタートをしております。平成26年度は、兼

任体制となっているところでございますが、案件により、市長公室やその他の関係部署と連携

を図りながら、企業誘致や雇用の促進に全力で取り組んでいるところでございます。 

 次に、取扱件数につきましては、誘致企業４社ございます。それ以外に情報通信サービス関

係１社、滞在型宿泊施設関係１社の進出をいただいておりまして、合計６社でございます。雇

用者数は47名の雇用となっているところでございます。 

 また、誘致に至らなかった企業件数についてでございますが、海洋深層水製品関連企業１

社、食品関連企業１社、宿泊関連企業２社の計４社ございます。現在も協議中の企業としまし

ては、海洋深層水製品関連企業１社がございます。そのほかにも、企業進出協定を締結をして

いる電子機器関連企業１社へは、定期的に訪問活動を行い、進出を要請をいたしているところ

でございます。これらの企業への訪問時には、行政からの支援対策として、過疎地域自立促進

特別措置法による固定資産税の課税免除や室戸市企業誘致推進条例の奨励金のことであると

か、交流人口の調査では、平成17年年間17万人であったものが、現在50万人以上となっている

こと、また海洋深層水の取り扱い企業数等販売高の状況、そして世界認定となった室戸ジオパ

ークのことなどについて説明もお話もさせ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、企業誘致や雇用の確保について情報把握に努めるとともに、一件でも多く企業に進

出をいただきたい、また市内企業においても、一人でも多く雇用をいただきたいということ

で、それらの取り組みを進めているところでございます。 

 次に、(2)人口減少と少子・高齢化への取り組みでございます。 

 このことにつきましても、前段の議員さんにもお答えをしたところでございますが、本市の
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少子・高齢化に伴う人口減少については、非常に大きな問題であると私も認識をしております

し、危機感を持って取り組んでいかなければならない課題だと。また、あらゆる施策を使って

いかないといけない。それらを総合的に取り組んでいく必要があるということはこれまでにも

申し上げてきたところでございます。いずれにしましても、やはり室戸の町が魅力的な町に変

わっていかなければ、やっぱりこうした歯どめはかかっていかない、全体的な取り組みの中で

そうしたことに一層努めていかなければならないと思うところでございます。議員さん御案内

の移住促進事業につきましても、大きな歯どめの対策だというふうに思っておりまして、重要

な施策として平成22年度から取り組んでいるところでございます。事業の開始当初より、これ

は専任の移住促進相談員を、これは臨時職員ではありますが、配置をして、移住相談や空き

家、仕事情報の収集、移住促進のホームページ、室戸に移住、田舎暮らし情報館というホーム

ページをつくって情報発信に努めているところでございます。また、県が中心となって実施を

いたしております移住相談会、県外で行っております移住相談会へも積極的に参加をしている

ところでございまして、また市内に整備をいたしました移住体験住宅の管理というようなこと

もしっかり行っているところでございます。また、平成24年度から配置をいたしております、

これは当初３名を配置をいたしておりましたが、現段階では２名となって、また追加をしよう

ということで今地域おこし協力隊を増員をしていこうと取り組んでいるところでございますけ

れども、地域おこし協力隊とも連携をして、効果的な移住促進活動を行っているところでござ

います。さらには、県の移住サポーター制度を活用して、農業者１名、製炭業者２名、地域の

情報などに詳しい方１名、合計４名の方に移住希望者の相談や移住後の住居や仕事などについ

て相談や支援活動を行っていただく移住サポーターも４名置いているところでございます。市

の移住相談窓口を通して移住された方は、平成22年度から３年間で２地域、居住も含めますと

14世帯、24人の実績となっているところであります。また、元地区と吉良川町の移住体験住宅

が、利用者に好評であり、利用もふえていることから、地域性も考慮して、本年度もう一カ

所、佐喜浜町に移住体験住宅を整備をすることといたしております。 

 なお、今回の補正予算において、空き家の調査費や空き家の活用などの予算を計上している

ところでございます。その中で空き家の活用として、１つには、民間の空き家を改修し、シェ

アハウスとして整備することで、備長炭の新規就業者の住居の確保に努めることといたしてお

ります。そして、国の補助制度としての空き家等活用事業がございます。この事業は、民間の

空き家を市が借りて改修をし、移住者等に貸していくというものでございまして、県内では四

万十町や田野町が取り組んでいるというふうにお聞きをいたしております。今後、こうした事

業につきましても、当市で導入を検討をしてまいります。 

 いずれにいたしましても、移住促進事業は、人口減少の歯どめとなるものでございますの

で、今後におきましても、仕事や住む場所の確保など、移住希望者の受け入れ体制の整備や地

域の魅力の情報発信に努めるとともに、移住相談会等にも積極的に出ていって、それらを活用
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し、多くの方々に室戸に来て、住んでいただけるよう、先ほども申し上げましたが、魅力ある

室戸づくりにしっかりと取り組んでまいります。 

 次に、３点目の(1)台風災害についてでございます。 

 議員さん御案内の一般国道55号は、当市におきましては、命の道であり、防災の道であり、

大変重要な基幹道路でございます。昨年の10月24日から25日にかけての台風27号の集中豪雨に

より、佐喜浜町と野根間が約40時間、また鹿岡・立岩間が約12時間冠水により通行どめとなり

ました。これは、市民の方々の生活に多大な影響を与えたところでございます。御案内のとお

り、一般国道55号は、土佐国道事務所の所管でございます。災害時などにおきましては、県や

いろんな機関との連携が当然必要になってまいりますが、土佐国道工事事務所において通行規

制や通行どめの対応をいただいているところでございます。また、当市への連絡や情報共有に

つきましては、電話やファクス等により、随時連絡をいただいているところでございます。こ

れらの情報につきましては、市民の皆さんや報道各社からの問い合わせに対応することが大事

でございますし、私どもといたしましても、広報車や有線放送などによって周知を行っている

ところでございますけれども、これまでは大変不十分な状況でございました。今後とも関係機

関とも連携を密にするとともに、４月より運用開始ができております防災行政無線によって、

市民の方々にしっかりと情報提供をしてまいりたいと、そういう状況が整ったというふうに感

じているところでございます。 

 次に、要望活動についてお答えをいたします。 

 高知県や国土交通省四国地方整備局に対しては、これまでにも現場状況を資料として添付を

し、改善要望を行っているところでございます。椎名清水地区の防潮堤につきましては、県に

要望活動を行ったところでございまして、これまでに一定の工事が実施をされたところでござ

いますけれども、まだ全てが完全にでき上がっていないということでございまして、せんだっ

ても室戸の土木にその未整備地区のお願いも、これは口頭でありますが、所長にお願いをした

ところでございます。また、そのほかの未整備地区につきましても、要望活動をこれからも私

はしっかり重ねていくという思いで取り組んでいるところでございまして、要望活動を重ねた

上で、それをしっかり実現をさせていくことが、当然大事であるというふうに思っておりま

す。 

 次に、高知県におきましては、これまでの調査によりまして、昨年の11月に海岸堤の設計津

波の水位というものが設定をされたところでございます。それによりますと、３つの考え方が

示されております。１つ目といたしまして、設計津波より防潮堤が高い場合ということです

が、その場合には、堤防の継続点検により、補修の必要な箇所については工事を行っていくこ

と、２つ目には、沈下を抑制すれば、設計津波より堤防高が高くなる場合というのが２つ目で

ありますが、液状化対策などを検討をすることというふうになっております。そして、３つ目

でありますが、設計津波が堤防高より高い場合、これ今の堤防が低い場合ということになるわ
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けですが、堤防のかさ上げ及び粘り強い行動を検討することとなっているところでございま

す。これらのことを受けまして、今後、堤防整備の方針が県において出されるというふうに

我々はお伺いをいたしているところでございます。いずれにしましても、今後の整備につきま

しては、どこをどのような方法で改良していくか、工事を実施していくかについてこれからの

検討課題であるというふうにお伺いをしているところでございますので、当市としましては、

それらのことを十分把握をするとともに、危険な箇所を重点的に急いでやっていただくなどの

要望活動をしっかり行っていかなければならないと考えております。 

 また、国道55号の改良につきましてでございますが、佐喜浜町・野根間の間につきまして

は、まずはバイパス道路の整備をぜひ考えてほしいということで、国・県に対してお願いをい

たしているところでございます。これは、多額な費用を当然かかるということになってくるわ

けでありますけれども、前段の台風被害の状況から見ますと、とにかく我々もしっかりこのこ

との改善に向けて取り組まなければならないということで、これは東洋町とともに、室戸市と

東洋町と連名でその要望を行っているところでございます。高知県に対しては、とにかくバイ

パスの調査費でも計上していただきたい。そのことから始めていただきたいというお願いを東

洋町長とともにしているところでございます。そして、県議会の自民党道路調査会に対しまし

ても、当市の国道、県道、市道の実情をお話しして、いろんな要望活動を行っているところで

ございます。 

 なお、室戸市・東洋町間の国道、現道であります、現在の道をさらに防災対策としてしっか

り整備をしていただくことも必要でございますので、このことについても、以前からお願いは

しておりますが、この議会が終わりますと７月に土佐国道事務所長や四国地方整備局長に対

し、山下議長さんにも同行いただいて、要望活動を行うことといたしております。 

 そしてまた、本年５月でございますが、県議会産業振興土木委員会に対しまして、河川の河

口部周辺部について、防潮堤の高さより河川の護岸が低いというところが、市内にはやっぱり

河川の周辺、河口部に見られます、そういう箇所が。防潮堤よりまだ護岸が低いというところ

ですね、そういうところでは、津波がより心配をされるわけで、遡上する津波が心配をされる

わけでありますので、この河口部分の護岸のかさ上げにつきましても、県議会に対して要望を

いたしたところでございます。 

 次に、４点目の(1)当市の道路整備についてでございます。 

 このことも以前から申し上げているところでございますが、当市としましては、私どもとし

ましては、年間２億円を目標に３カ年の整備計画を策定し、実施をしているところでございま

す。ただ、現在、道路整備とあわせて、橋梁の整備もどうしてもやっていかないといかないと

いう状況が、やっていく必要があるという状況が出てまいりまして、これは以前のことに対し

て、プラスといいますか、よりやっていかないといけない状況でございます。現在の計画の内

訳を申し上げますと、平成26年度といたしましては、平成25年度３月補正、国の３月補正を受
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けて取り組んでいるものあるいは26年度予算で取り組んでいるもの合わせますと18件、１億

9,240万円、平成27年度は16件、２億1,800万円、平成28年度は15件、２億5,600万円を現在計

画をしているところでございますが、先ほど来申し上げておりますように、橋梁についても一

定含めておりますけれども、もっと橋梁の補強も追加をする必要があ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。 

 また、これら以外に道路整備につきましては、平成26年６月現在におきましても、先ほどの

申し上げた計画以外に29件、約15億円の要望が出てきているところでございまして、毎年毎年

努力はいたしておりますが、要望箇所も増加をしてきているというのが実情でございます。こ

うした要望がたくさんある中で、地域性や事業効果なども考慮し、見直しやローリングを行い

ながら計画的に事業の推進に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、市の事業に道路整備事業に大変協力していただける方、たくさんおるわけであります

けれども、私どもが一番困っていることは、用地関係者の協力がいただけるというふうに取り

組んで事業を進捗をしておっても、なかなか境界が決まらない。どういうことかというと、購

入予定の用地の方のその隣地におる方が、隣地境界をなかなかやってくれないというのが今一

番の問題で、事業の進捗がなかなか進まないというのが本当に悩みの種ということになってい

るところでございます。用地購入が進まないということになってきているところでございます

が、こうしたこともとにかく全力で解決に向けて今取り組んでいるところでございます。 

 そして、議員さんから御指摘のございました救急車の通行がスムーズにできない路線もある

ことは十分承知をしているところでございます。それらのことも踏まえて、今後とも前段で申

し上げました取り組み姿勢でしっかりと道路整備の推進に取り組んでまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございますけれども、畜産業について、それから地震、津波対策について、

それから緊急車両の通行、それから公共工事の入札については副市長及び関係課長から補足答

弁をいたさせますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 久保副市長。 

○副市長（久保信介君） 亀井議員さんに大きな５点目の公共工事の入札につきまして、御質

問内容が複数課に関係いたしますので、私のほうから一括して御答弁を申し上げます。 

 まず最初に、市発注の建設工事等の入札において、入札参加者が一社もなかったりあるいは

指名競争入札において１社のみの参加しかなく、入札が不成立となるなどの入札不調となった

件数でございますが、過去３年間で申し上げますと、平成23年度にはございませんでしたが、

平成24年度に４件、平成25年度には10件ございました。これら入札不調となった工事につきま

しては、地区割りの変更などによる指名業者の入れかえ等を行って、再度入札を実施すること

となりますので、改めて所定の日数を要することとなり、結果的に工事着手がおくれるという

ことにつながってまいります。こうした場合の現地の対策といたしましては、道路工事におき
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ましては、Ｈ鋼や敷き鉄板の設置などによる応急措置や注意看板、トラロープなどによる安全

対策を施し、当面、通行ができるよう対処をしております。また、生活道として利用されてい

る津波避難路や農道工事などでは、現場の状況を随時確認しながら、セーフティーコーンやロ

ープなどによる注意喚起を施した上で、施工までの間も通れるよう、それぞれ対処を行ってい

るところでございます。 

 次に、発注時期や入札日についてでありますが、まず工事の発注時における指名業者の他工

事の受注状況につきましては、特段調査としては行っていない状況であります。この点につき

ましては、今後、県土木事務所などとの情報交換を行うことなどにより、できるだけ把握に努

めてまいりたいと考えております。 

 また、入札日についてでありますが、本市におきましては、かねてより県土木事務所や業界

の方々などとの協議により、毎週火曜日と定め、現在に至っているというふうにお聞きをして

いるところでございます。 

 一方、国・県においては、近年電子入札を導入しており、その電子入札の締め切り日が本市

の入札日である火曜日と重なるということはございますが、電子入札には受け付け開始から締

め切りまで一定の期間が設けられているほか、時間的にも午後８時まで入札が可能でございま

す。また、本市の入札には、委任状による代理人の参加も認められておりますので、入札日が

重なったことによる辞退の例はないというふうに聞いているところでありますが、なお今後と

もそうしたお声があるようであれば、調査をしてまいります。 

 次に、入札不調の原因等についてでありますが、お聞きをいたしましたところ、議員御案内

のように、全国的に言われております国の緊急経済対策による大型補正に伴う公共工事の増加

や前倒しの影響による発注増、集中による工期不足や手持ち不足の増あるいは技術者等の人材

不足、資材の確保難、高騰などが上げられております。こうした入札不調への対応といたしま

して、高知県においては、本年２月に取りまとめた建設業活性化プランの中で、現場実態の積

算への迅速な反映、十分な工期の確保、工事の平準化、技術者等の人材不足への対応の４項目

を取り組みのポイントに掲げ、予算執行方針などで庁内への周知を図るとともに、具体的な取

り組みを進めております。本市といたしましても、こうした県の対応を踏まえ、本年度最初の

定例課長会におきまして、公共工事等の早期発注や課内会などによる進行管理の徹底などにつ

いて指示をいたしました。また、４月16日には、庁内の技術職員や工事担当職員等を対象とし

た研修会を実施し、県の取り組みを周知するとともに、発注時期の早期化による工期の確保、

内部事務の迅速化、繰越制度の活用による工事の平準化などについて確認し、徹底を図ったと

ころでございます。今後におきましても、定期的に課長会などで喚起を行い、これらの取り組

みを徹底していくことで工期の確保、工事の平準化を図り、こうしたことを原因とする入札不

調を生じることのないように努めてまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 川上企画財政課長。 
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○企画財政課長（川上建司君） 亀井議員さんに大きな１点目の(2)人口減少と少子・高齢化

への取り組みについて市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、①の人口定着対策による市内企業へのＩターンやＵターン、新卒者など就職された方

の人数や業種などでございますが、これまでのところ、こうした方々の人数などは把握はでき

ておりません。詳細な状況を把握することは、個人情報などの関係もあり、困難な部分もあり

ますが、転入者の方や市内企業などに対しますアンケートの実施など、他市の状況なども参考

にし、実態の把握に向けて取り組んでまいりたいと考えております。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 次に、③移住促進事業などへの取り組みの体制及び効果についてでございます。 

 先ほど市長のほうより取り組み状況などについて申し上げましたが、私のほうからは、移住

体験住宅の利用状況や移住に対する問い合わせなどの状況について補足をさせていただきま

す。 

 まず、移住体験住宅の活用状況につきましては、平成25年度の実績で申しますと、元体験住

宅が、17世帯、32人、利用日数は158日、延べ人数で申しますと338人、同じく吉良川の体験住

宅でございますが、21世帯、42人、利用日数が171日、延べ人数は421人となっております。遠

くは北海道、宮城、神奈川、熊本、兵庫、それと大阪など多くの地域の方々から利用をいただ

いているところでございます。 

 また、移住への相談や問い合わせでございますが、平成25年度、市役所で受けさせていただ

いたものが59件、それと東京、大阪で実施をいたしました移住促進フェアにおいて問い合わせ

いただいたものが22件、合わせて81件の相談や問い合わせをいただいております。そうしまし

た取り組みの結果、移住につながったものが、平成22年度からこれまでに10世帯、14名、また

都市部と室戸を行き来して生活をされております２地域居住の方を含めますと、合計では14世

帯、24名の方となっております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 竹本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな項目２の(1)畜産業についてでございます。 

 高知県の土佐あかうしの飼育農家数は、昭和58年をピークといたしまして約１割に、また飼

育の頭数は半減いたしております。これは、牛肉の自由化、ＢＳＥの発生及び景気低迷などに

よりまして価格が低迷してきたこと、また後継者不足が原因と言われております。しかしなが

ら、議員御案内のとおり、近年は土佐あかうしのブランド化により、価格が安定傾向にござい

ます。 

 御質問のございました室戸市における土佐あかうしに関する飼育状況についてでございます

が、平成25年度末の飼育頭数は78頭でございます。そして、畜産農家数は５戸で、従事者数は

８人となっております。これらについての繁殖肥育農家ごとの内訳といたしましては、繁殖農
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家が４戸、飼育頭数で55頭でございます。ほかに繁殖と肥育の一貫飼育を行っている複合農家

が１戸ございまして、この複合農家で飼育されている頭数は23頭で、うち繁殖牛が13頭で、残

りの10頭が肥育牛となります。よって、市内の繁殖牛は69頭で、肥育牛は10頭、計78頭となり

ます。そして、畜産農家の平均年齢は、64.4歳でございまして、平成25年度における畜産にお

ける年収の平均は、約218万円となっております。 

 次に、後継者対策及び新規就業者を含む畜産農家への支援につきましては、青年就農給付金

事業やレンタル畜産施設整備事業などの活用が考えられるところでございます。 

 次に、室戸市独自の支援策についてでございますが、議員御案内のとおり、土佐町では、基

金を創設して繁殖牛などの購入資金を貸し付ける町単独の支援を行っている事例がございま

す。室戸市ではこのような支援は行っておりませんが、今後畜産農家や関係団体の御意見をお

聞きしてまいります。 

 次に、耕作放棄地や休耕田を活用した飼育用の牧草栽培などの支援につきましてお答えをい

たします。 

 具体的な支援策といたしましては、経営所得安定対策の水田活用の直接支払交付金や産地交

付金などがございます。これは、稲作にかわりまして飼料用の作物や地力増進作物などを栽培

した場合の交付金の制度でございます。この制度による平成25年度の交付金対象となった飼料

等の栽培面積は925アールで、金額は166万2,000円を交付いたしております。この制度では、

畜産農家がほかの農家の休耕地を借りて牧草等を栽培する場合にも交付金の対象となりますの

で、飼料高騰に苦慮されている畜産農家の方々に周知に努めてまいります。 

 続きまして、大きな項目３の(2)地震、津波対策についてお答えをいたします。 

 まず、操業中の漁船に対する避難の方法についての研修会や訓練等の指導についてでござい

ます。 

 船舶の地震発生時の基本行動について定めている水産庁のガイドラインでは、短時間で津波

の到達が予想される場合、沖合にいる船舶は、おおむね水深50メーター深の海域へ一時避難を

することとなっております。そして、気象庁などから大津波警報が出された場合について、さ

らに水深の深い海域へ２次避難をするということとなります。このガイドラインは、さきの東

日本大震災の教訓をもとに改正されたものでございます。現在、県内漁協及び市町ごとに地震

津波防災マニュアルを作成しております。この避難の方法などの周知については、平成26年２

月14日に高知県定置網漁業協同組合主催の研修会において、高知海上保安部による津波対応へ

の勉強会が開催され、定置網漁業協同組合の組合長さんや船長、船頭さんなどの出席者の方に

説明が行われました。また、本年７月11日の芸東地区沿岸漁業協議会通常総会においても、同

様の勉強会が開催予定であるとお聞きをいたしております。しかしながら、漁業者全体への説

明会の開催には至っていないとのことですので、今後関係団体に開催について求めてまいりま

す。また、室戸市といたしましても、関係各課や関係団体と協議を行い、避難の方法など広報



－103－ 

やホームページの掲載により周知をいたしてまいります。 

 次に、沿岸で操業中の漁船や釣り人に対する避難方法についてでございますが、議員御案内

のとおり、被害規模が大きくなれば、漁業無線や携帯電話の使用が困難になる場合が危惧され

ます。これらの通信機器にかわる連絡手段といたしましては、まず沖合で操業している漁船へ

は、緊急無線波を使った漁業無線局からの情報受信、ラジオ放送による情報の取得、漁船間の

無線交信での情報の共有などが考えられます。また、比較的近い沿岸域の漁船や釣り人に対し

ては、昨年度整備をいたしました防災行政無線による緊急地震速報やサイレン放送とともに、

携帯電話によるエリアメールでお知らせする方法などがございます。特に、防災行政無線の海

岸方面への活用については、防災対策課において鮮明な放送確保のため、マイクの方向や増設

等検討しているとのことでございます。いずれにいたしましては、防災は日ごろの備えが大切

となりますので、今後とも漁業者への啓発と対策について県防災対策課、関係団体とも連携を

し、周知を図ってまいります。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） 亀井議員さんに大きな１点目の(1)の①条例制定後の

誘致企業数等についてお答えいたします。 

 室戸市企業誘致推進条例は、本市における企業誘致を推進するために必要な措置を講じ、雇

用機会の拡大及び産業の振興を図り、活力ある市勢の発展に寄与することを目的に、平成20年

度から施行されております。この条例による誘致企業に指定されるためには、１、投下固定資

産の取得金額が2,700万円を超えると見込まれること、２、新規雇用従業者が３人以上見込ま

れること、３、事業所立地に伴う環境保全について適切な措置を講ずるものと認められるこ

と、４、納付すべき租税及び本市公課の滞納がないこと、以上４点全てに該当するとともに、

審査会での審査を経て指定することとなっております。また、誘致企業に指定を受けた企業に

対し、予算の範囲内で企業誘致推進奨励金を交付することができることとなっております。こ

の条例施行後に指定された企業としましては、平成20年度は市内企業になりますが、海洋深層

水製造関係企業１社、平成22年度は水産加工関係企業１社と海洋深層水製造関係企業１社の計

２社、平成23年度は薬、雑貨販売関連企業１社、合計で４企業、38人の新規雇用となっており

ます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 岡本建設課長。 

○建設課長（岡本秀彦君） 亀井議員さんにお答えします。 

 大きい４点目の(2)の通学路、避難路についてでありますが、御質問の市道段線と市道小学

校線については、それぞれ関連がございますので、あわせて御答弁申し上げます。 

 市道段線と接続しております市道小学校線は、これまでにも部分的に修繕を実施しておりま

して、昨年度も横断水路の改良を行ったところでございます。この路線は、議員さん御案内の

とおり、通学路、避難路、生活道路などに利用されております。また、児童の送迎の際には、
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利用されておりますが、雨天時において対向車を避ける際に側溝にふたがないため、利用者か

ら不安の声も寄せられているところでございます。また、市道段線につきましては、オーバー

レイによる舗装や側溝ぶたの修繕等は随時行っておりまして、当現場の側溝の未整備区間や国

道55号の接合付近の舗装の磨耗やクラックは確認しております。本市におきましても、国・県

と同様、通学路の安全対策は、防災避難路と同様に大変重要であると考えております。前段で

も市長も答弁いたしましたように、現在、３カ年の道路整備計画に基づき、市内各地の通学

路、避難路の整備に順次取り組んでいるところでございます。両路線におきましても、地元の

意見などもお聞きして、緊急性や重要性、また事業効果等を勘案し整備を検討してまいりま

す。 

 なお、部分的な危険箇所につきましては、随時修繕などで対応してまいります。以上でござ

います。 

○議長（山下浩平君） 中屋教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（中屋秀志君） 亀井議員さんに大きな１点目の(2)の②室戸市出

身の教員数や市内への配置がえについてお答えいたします。 

 室戸市出身で、市外の小・中学校及び県教委事務局などで勤務されております教職員数につ

きましては、本年４月１日現在で27名ございます。また、室戸市内の小・中学校への在籍者は

45名となっております。昨年と比較いたしますと、市外勤務の教職員数は３名の減、市内勤務

者数は８名増加しております。県教委の人事異動の基準の中に、同一市町村在籍連続15年、同

一学校在籍連続５年を異動の対象にするという方針がございます。このため、室戸市出身の教

職員を一堂に市内校へ配置することがなかなか困難な状況にございますが、教員の人事異動の

際には、県教委に対しましていつも要望していることでございますが、腰の据わった本気で地

域の教育に根差した教員の配置をしてほしいという考えから、室戸市出身の人材の育成及び人

材登用について積極的に働きかけているところでございます。 

○議長（山下浩平君） 竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 亀井議員さんにお答えします。 

 大きな４点目の(1)緊急車両の市道通行についてでございます。 

 議員さんの御案内のとおり、救急業務におきましては、傷病者の症状の悪化を防止し、命の

危険を回避するために、単に搬送行為のみならず、適切な応急処置を必要とする場合がほとん

どであることから、早急に傷病者に接触することが最も重要であり、年々増加傾向にありま

す。また、消防車両の火災出動におきましても、早期消火活動のために、できるだけ近くへの

進入が必要であります。 

 そこで、救急車、消防車の出動要請通報があった際には、まず出動入電アナウンスを署内全

体に放送いたします。次に、通報者からの通報内容を十分把握した後、必要な機材を確認する

とともに、住所、または目的地へ向けて最短となる経路を確認した上で出動いたします。ま
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た、現場へ向かっている途中でも、第２の通報などで詳細な道路情報について連絡があった場

合は、逐次無線、または携帯電話を使用し、進入路等の再確認指示を出すなど、スムーズな緊

急出動に努めているところでございます。 

 次に、緊急車両の通行道路調査についてでございますが、緊急車両の通行できる道路につき

ましては、一定把握をしておりますが、それぞれ車両の大きさが異なることから、出動車両の

機関員、隊長、また受け付け隊員の判断により進入路を決定し、目的地の直近まで車両を進入

させています。今後におきましても、各車両に対応した道路の把握や住宅地図等を活用した的

確な道路状況の把握に努めてまいります。 

 また、道路管理者との協議についてでございますが、緊急車両の通行困難箇所につきまして

は、各関係課と協議をし、改良していただいているところもございます。今後もそのような箇

所につきましては、道路管理者との協議を行ってまいります。 

 次に、隊員研修についてでございます。 

 議員御案内のとおり、隊員の中には、市外から採用された職員もおり、経験の浅い新入隊員

とともに、地理的知識や道路状況等についての研修が大変重要であると考えております。その

ためには、図上訓練はもとより、休日を利用しての市内各地域を巡回するなど、実践的な地理

の把握に努めるよう指導を行っているところであります。また、職員間で救急事案検討会など

を行い、道路状況などの情報共有を図っているところでございます。今後におきましても、こ

うした取り組みを重ねていくことによって、市民の安心・安全の確保に努めてまいります。以

上でございます。 

○議長（山下浩平君） 亀井賢夫君の２回目の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番亀井。２回目の質問を行います。 

 １の企業誘致と雇用対策の中で、誘致した企業数と雇用人数について答弁がありました。雇

用対策の関連で再度お伺いしますが、地元企業の雇用、漁業、建設業、介護関係などの従業員

募集はどのような方法で出されているのでしょうか。ハローワークに出ているのでしょうか、

相談窓口はどこでしょうか。この件については、地元で働きたいということで、Ｕターンで考

えている方が何名かおります。わかる範囲で結構でございますので、お聞かせください。 

 次に、３の２の地震、津波対策の中の漁船の避難訓練についてお聞きしましたが、漁業関係

の防災対策については、今後何課が担当することになるのでしょうか。大敷組合に従事してい

る人たちが大変気にしております。 

 最後に、４の公共工事の入札不調について再度お伺いします。 

 指名競争入札が不調になった場合、これは入札参加者が１社の場合のときになると思います

が、工事費が少額で130万円以下の場合に、その入札日にその業者と随意契約をすることはで

きないのか、もしできないとしたら、どんなことでできないのか理由をお聞かせください。 

 以上で２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。久保副市長。 

○副市長（久保信介君） 亀井議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 入札の結果、入札不調となった場合には、本市が定めております建設工事競争入札心得に従

いまして、指名競争入札の場合、新たに入札参加者を指名して更改入札、これ字ではさらに改

める入札と書きますが、指名を改めて行う入札という意味でございます。この更改入札を行う

こととなっております。さらに、これによってもなお落札者が得られないときは、地方自治法

施行令第167条の２第１項第８号、これは指名競争に付し入札者がないとき、または再度の入

札に付し落札者がないときという規定でございますが、この規定によります随意契約を行うと

いう手順を踏むことになります。これらの規定によりまして、130万円以下の少額工事につき

ましても、指名競争入札として入札に付した以上、１回目の入札の結果のみをもって、直ちに

随意契約を行うということはできないということになっているものでございます。したがいま

して、今回の入札不調のケースのほとんどは、一旦指名業者を入れかえて行う更改入札を実施

したものでございますので、御理解をいただきますようお願いいたします。以上でございま

す。 

○議長（山下浩平君） 竹本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（竹本俊之君） 亀井議員さんの２回目の質問にお答え

をいたします。 

 ３の台風、地震等の防災対策の中での漁船の避難訓練の行政における担当課ということでご

ざいますが、大敷の方々や漁協との連携、そして漁船、船舶の避難訓練ということとなります

ので、農林水産課の担当でございます。 

○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） 亀井議員さんに１点目の(1)の地元企業の職員募集方

法についてお答えいたします。 

 ６月６日、安芸公共職業安定所発行のハローワーク求人情報誌によりますと、室戸市関係の

募集企業者数は57社、131名となっており、企業規模も従業員数２名の飲食業や３名の運送

業、８名の土木建設業などからの募集もあります。また、平成24年度、25年度に採用されまし

た鉄鋼業関係10名につきましても、ハローワークの募集で応募のあった方からの採用を行った

とお聞きしております。このことから推計しますと、地元企業の多くは、ハローワークによる

募集を行っているのではないかと思われます。 

 なお、この求人情報誌は、毎週１回発行されており、商工観光深層水課や各市民館、各出張

所でも見ることができます。これ以外にも、安芸公共職業安定所の協力により、月１回、巡回

ハローワークが室戸市で開催され、職業相談や職業紹介、事業所等の求人受け付けが可能とな

っております。 

 なお、雇用関係の担当課は、商工観光深層水課となっております。以上でございます。 
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○議長（山下浩平君） これをもって亀井賢夫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17日は大綱質疑であります。午前10時にこの場所に御参集お願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後４時36分 散会 


