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  次のとおり 
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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名中欠員１名、現在13名の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。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９月第６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、学校教育について。 

 小・中学校の授業に郷土学を取り入れることはできないか、お聞きをいたします。 

 愛媛県鬼北町では、平成25年度より文部科学省の認定による教育課程特例校制度を活用して

郷土学を導入し、地域とともにある小中一貫教育を柱に、郷土の歴史や文化、産業、生活、自

然など地域素材をもととした体験活動を通して地域社会の形成者としての資質、能力を育てる

教育を取り入れております。私も７月の末に愛媛県鬼北町に行ってお話を聞いてきましたけれ

ども、小・中学校における課題の解決や中学校卒業後の生徒像について、小・中学校の教職員

が共有をしやすいと言われております。愛媛県鬼北町では過疎化が進み、活力が低下している

中、地域の将来を担う人材を育成する機能を有する学校教育に寄せる地区住民の期待は極めて

高く、教育の質の保障と信頼される学校づくりは喫緊の課題であり、家庭、地域、関係機関等

と一体となった取り組みが必要であり、地域とともにやる小中一貫教育に取り組んでおりま

す。 

 郷土学は、郷土の歴史や文化、産業、生活、自然など地域素材をもととした体験活動を通し

て地域社会の形成者としての資質、能力を育てることを目標として実施をすると言われており

ます。小学校６年間、中学校３年間、合わせて９年間郷土学を学ぶことによって、自分の住み

なれた郷土に愛着心が芽生えて、郷土に残りたい、高校や大学を卒業しても郷里に帰りたい気

持ちを持ち、若い世代に郷土愛が生まれて、これらのことが将来よい結果につながると考えら

れております。文部科学省は、小中一貫教育の制度化を諮問して平成27年度には学校教育法の

法律が改正をされ、各自治体での取り組みができるとお聞きをしており、義務教育の９年間、

郷土学を授業に取り入れて郷土に愛着心を抱かせ、郷里のよさを子供や生徒たちに指導するこ
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とにより、地元の室戸高校に進学をする生徒もふえて、ジオパーク学を学ぶことで地元に残る

生徒も出てきて、地域の活性化につながると考えられており、郷土学に取り組んでいく構想は

ないか、お聞きをいたします。 

 次に、２番、保育園の高台移転について。 

 保育園の統合及び高台移転計画についてお聞きをいたします。 

 保育園の統合及び高台移転計画につきましては、平成26年３月議会でも質問をさせていただ

きました。保育園の統廃合につきましては、室戸地区の５保育園、室戸岬地区の２保育園、三

高保育所を含めて８保育園の統廃合の協議がなされたとともに、公立保育園と市立保育園との

統合が可能なのか等も含めて協議がなされてきたと教育長の答弁がありました。保育園の統廃

合につきましては、今後どのような計画で進められていくのか、また何年度をめどに統廃合の

協議が進められていくのか、お聞きをいたします。 

 また、保育園の高台移転計画につきましては、県立室戸高校の第２グラウンドのサッカー場

を除く以外の土地に建設をすることについて、高知県教育委員会も了解をしているとお聞きを

いたしておりまして、現在地質調査のボーリング工事が進められているとお聞きをいたしてお

ります。室戸高校の学校側の話では、第２グラウンドに保育園が移転をしてくると、高校生と

保育園児とのふれあい学習や交流もできると言われており、非常に歓迎であると言われており

ます。 

 高校が現在利用している市道椎名室戸線から分岐をしている通学路は学校内の道路であり、

生徒の往来も多く、危険も伴うので、保育園の利用はできないと言われておりますが、第２グ

ラウンドは位置が非常に高く、第２グラウンドに保育園舎を建設する取りつけ道路の建設計画

はどのような構想が描かれているのか、また道路の建設は何年度を予定しているのか、完成は

何年度になるのか、保育園舎の完成は何年度の予定か、お聞きをいたします。 

 次に、３番、防災対策について。 

 災害対策本部の対応についてお聞きをいたします。 

 ことしの８月には台風11号が本県を直撃し、高知地方気象台は県内の全域に大雨洪水暴風警

報、沿岸全域に波浪警報で、最大級の警戒情報が出されております。８月の豪雨は異常気象に

より30年に一回以下の割合で起きると言われて、長期的には地球温暖化の影響でこの先ますま

す起こるであろうと言われております。広島市の土砂災害で大きな被害が出た地区では、市の

避難勧告、指示を住民に伝達するための防災行政無線が設置をされていなかったと言われ、住

民に防災情報が伝わっていなかったおそれがあり、屋内スピーカーや防災用サイレンについ

て、配置の仕方を検証し、根本的に見直すと言われております。 

 本市も、台風時に災害対策本部の会を何回も開く中で、８月９日23時28分に羽根町大岸地

区、中川内地区、黒見地区の３地区、110世帯、267人に避難勧告が出されております。地域の

方のお話を聞きますと、夜中に避難勧告が出されても、避難が困難で、闇夜の中で外に出るほ
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うがかえって危険が伴うのではないかという意見が出されておりました。また、私がお聞きし

たところによりますと、ある地域では風は強く、雨が降っている中、家の雨戸も閉め切ってい

るときに防災行政無線が放送されても雑音にしか聞こえないと言われている方もおります。今

後、防災対策について、海岸段丘の厳しい本市の状況を考えたときに、海からの波に対する防

災対策、山からの土砂に対する防災対策、川の水害に対する防災対策等々、状況に応じた防災

行政無線の見直しと高齢者には避難準備の通報の段階で自主避難を呼びかける早期予報把握に

より、夜間は避けて明るいうちでの避難勧告、指示を出すなど、室戸市独自の防災対策マニュ

アルを作成して、市民を安全に誘導する計画書を作成することはできないか、お聞きをいたし

ます。 

 次に、４番、ふるさと納税について。 

 ふるさと納税による地域の活性化についてお聞きをいたします。 

 この件につきましては、平成25年３月議会でも質問をさせていただきました。ふるさと納税

について資料を見てみますと、平成20年度から平成25年度までの６年間に237件、995万

9,000円のふるさと納税が行われておりますが、行政の取り組み方によっては、件数や金額を

まだまだ伸ばして室戸市の活性化につなげていく方法はあると私は考えております。 

 ことしの米の生産価格は最低の価格であり、生産者が農協へ供出をする供出米は、２等の

30キログラム１袋が3,700円、１等の30キログラム１袋が4,000円と、これは玄米の状態での金

額であります。隣の奈半利町では、ふるさと納税によるお礼の品のお米につきましては、平地

で生産をされた白米は５キログラムが2,000円と、山間地で生産をされた白米は５キログラム

が3,000円で奈半利町が買い上げており、これは袋米で供出をする供出米の３倍から４倍の価

格であり、奈半利町は平成26年度は30トン、1,000袋を買い上げて、米の生産と地域の活性化

につなげているとお聞きをいたしております。 

 私が知るところでも、百姓の方々は農協への供出米がこれほど安いと、農機具が何か一つで

も壊れると、農機具の修理代が高いので、修理をしてまでも米の生産を続けていくことはでき

ない、百姓をやめざるを得ないという人の声が非常に多く、現実に耕作放棄地もふえてきて、

農業の衰退につながるのではないかと心配をいたしております。 

 また、米や魚、野菜、肉などの主力品を扱っている市町村のふるさと納税のお礼の品々をイ

ンターネットで調べてみますと、各市町村にふるさと納税を３万円すると、確定申告をした場

合には２万8,000円ぐらいの減税になると言われており、納税者は2,000円ぐらいで買い物がで

きたと同じだと言われております。自主財源の少ない本市も、ふるさと納税を活用して、農産

物や魚介類生産者の方々に喜んでいただけるような地域の活性化にどのように取り組んでいく

のか、お聞きをいたします。 

 また、奈半利町では、平成26年度のふるさと納税額は全国で６番目ぐらいに位置すると言わ

れており、平成26年度の納税額も２億円の目標を立てていると言われておりますが、当市はど
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れぐらいの件数と金額を目標にされているのか、お聞きをいたします。 

 次に、５番、国道55号線の通行どめについて。 

 国道55号線東洋町野根から佐喜浜町入木8.9キロメートル間の通行どめについてお聞きをい

たします。 

 国道55号線、室戸市の東側の東洋町野根から佐喜浜町入木間8.9キロメートル間につきまし

ては、国土交通省が設置をした佐喜浜雨量観測所で大雨や台風などで雨量が250ミリに達した

場合は、事前通行規制区間として全面通行どめとなっております。過去10年間の中で、平成

15年度は11月に低気圧による大雨のため連続雨量で743ミリの豪雨があり、最長65時間30分の

全面通行どめとなっております。平成16年度は台風10号や熱帯低気圧による大雨により通行ど

めが３回、１回目は32時間40分、２回目は３時間、３回目は19時間20分と３回もの全面通行ど

めがあり、そのほかの年度につきましても１年に１回は10時間から24時間ぐらいの全面通行ど

めが起きております。 

 これらのように全面通行どめが起きると東西の物流が完全にストップして、迂回路がない国

道55号線では物流の流れが悪く、物価の高騰を招き、製品の現地への到達がおくれて、生産体

制に影響を及ぼすと言われております。 

 国道55号線の完全通行どめの対策として、佐喜浜町根丸から佐喜浜川沿いに県道佐喜浜吉良

川線が佐喜浜町古畑地区まで延びておりますので、またその上流には室戸ジオパークの段ノ谷

山サイトの杉や加奈木のつえサイト等があり、国道55号線のアクセス道路として段地区からト

ンネルを抜いて高速道路網の四国８の字ルートで阿南安芸自動車道の野根－安倉間へのアクセ

ス道路か、もしくは高知県が管理をする国道493号線へのアクセス道路を計画して、国道55号

線の全面通行どめに対応ができる道路網計画を要求して、実現へ向けての取り組みを行ってい

くことはできないか、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） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、３点目の防災対策についてでございます。 

 まず、防災行政無線につきましては、先月の台風11号の際に、防災行政無線は雨や風の影響

により聞きづらくなるということは認識をするところでございます。また、現在通常の場合で

も聞こえづらいという箇所がございますので、その解消に向けて調査をいたしているところで

ございます。その調査結果がまとまり次第、事業予算を計上し、屋外拡声子局の増設や、地域

によっては戸別受信機の増設などを行い、改善をしていきたいというふうに思っているところ

でございます。 

 また、聞こえづらい場合の対策といたしまして、防災行政無線の放送内容が電話で聞ける電

話応答サービスを行っているところでございますので、こうした電話サービスについても御利
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用をいただきたいと思うところでございます。 

 また、この電話応答サービスにつきましても、現在、電話番号が覚えにくいというようなこ

ともございまして、覚えやすい電話番号へと改善をすることといたしております。同時に、聞

ける回線数を多くしなければ、多くの方に対応できないということでございますので、そうし

た電話の回線も増設をするように改善をいたしているところでございます。 

 次に、今回の台風への対応についてでございます。 

 今回台風11号につきましては、早目の避難を促すために、８月９日午後５時に市内全域に避

難準備情報を発令をさせていただいたところでございます。また、情報伝達といたしまして

は、防災行政無線やエリアメール、市ホームページ及びフェイスブックで避難準備情報として

伝達をさせていただきました。住民の方々からは、このことによって台風の備えができた、避

難の準備ができたといった声も聞かれるところでございます。また同時に、市内15カ所の避難

所を開設をしたところでございます。 

 次に、避難勧告の発令ということについてでございます。 

 今回、高知地方気象台から土砂災害警戒情報の発令を受けまして、議員さん御案内のとお

り、８月９日午後11時28分に羽根町大岸、中川内、黒見地区に発令をしたところでございま

す。これは本当に夜間の発令になるわけでございますので、私どもも大変悩んだわけでありま

すけれども、まだ避難ができる状態ではないかという思いの中で発令をさせていただいたとこ

ろでございます。その情報伝達手段といたしましては、防災行政無線を使用するとともに、大

雨が降っておりましたので、電話で自主防災組織のリーダーの方や常会長さんに連絡をさせて

いただいて、避難を呼びかけたところでございます。夜間でございましたが、避難勧告を発令

し、中川内小・中学校には合計で４世帯、６名の方々が避難をされたところでございます。 

 私どもとしましても、できるだけ早い時間帯に、また市民の皆様が避難行動に移れる時間帯

に避難情報を出すべきだとの思いはありますが、先ほども申し上げておりますように、大変こ

の判断が難しい状況でございます。今後におきましても、これらのことについては予報を早く

正確に把握することが大事だというふうに思っておりますので、今後とも気象庁や県など関係

機関との連携に努めるとともに、国・県の指導を受けながら、早い予報から避難情報を発令す

るためのより具体的な判断マニュアルの見直しなどについて検討してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、４点目のふるさと納税についてでございます。 

 この件につきましては、お隣の奈半利町で平成25年度の寄附金額が5,000万円を超えるな

ど、他市町村でもふるさと納税制度を活用し、地域の活性化や地域産品の販売拡大につなげて

いるところでございます。新聞、テレビ等におきましても、たくさんの事例をお聞きをいたし

ております。 

 本市としましても、これまでの取り組みを見直すことといたしておりまして、今回その関連
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予算を計上させていただいたところでございます。他市町村の成功事例を見てみますと、大き

くはインターネット申し込みをできるようにすることや、クレジットカード決済の導入による

寄附手続の簡素化がございます。 

 また一方で、いろんな地場産品を複数のセットとして用意することなどによるお礼品の拡充

が大事なことであるというふうに考えております。当市のお礼品としましては、地域のお米や

深層水、新鮮な野菜、海産物など多くございますので、それらの販売拡大につながるようにし

ていかなければならないと考えるところでございます。 

 お米の生産価格につきましても、議員さん御案内のとおり、農協の供出価格では５キロ当た

り約700円でありますが、奈半利町では５キロ当たり2,000円以上で買い上げるなど、農家の所

得向上につなげているところでございます。本市としましても、今後の取り組みにより、生産

者の所得の向上と地域の活性化につながるよう取り組んでまいります。 

 本市の平成26年度ふるさと納税の目標としましては、見直しを行うことにより、寄附金額を

1,000万円以上としたいというふうに思っているところでございます。 

 なお、次年度以降におきましても、寄附金額の増大と地場産品の販売拡大につながるように

努めてまいります。 

 次に、５点目の国道55号線の通行どめについてでございます。 

 当市と東洋町間をつなぐ国道55号線は、関西や徳島県からの交流人口の拡大や新鮮な魚介類

や野菜などを京阪神方面へ陸送する大変重要な基幹道路でございます。しかし、御案内のとお

り、当該道路は連続雨量が250ミリに達しますと、佐喜浜町から東洋町野根までの区間が通行

どめとなります。迂回するには、北川村を経由する国道493号線を利用する大変不便なルート

となりますが、しかしこの路線においてもたびたび通行どめが発生をしているところでござい

ました。住民の通院医療や地域経済に多大な影響があるばかりでなく、陸の孤島となることが

予想をされるところでございまして、これらの改善はぜひやっていかなければならない課題だ

というふうに思っております。 

 そういう状況の中で、市としましても北川村から東洋町を結ぶ国道493号線へのバイパス道

路や地域高規格道路阿南安芸自動車へのアクセス道路の整備が必要であるというふうに考え、

取り組んでいるところでございます。国道493号線へのバイパス道路の整備につきましては、

県道佐喜浜吉良川線からの接続ということで、平成26年２月と５月に東洋町とともに連名で高

知県や県議会産業振興土木委員会に対してバイパス道路の要望を行ったところでございます。

これらの事業につきましては、多額の予算が必要となりますけれども、そうしたバイパスのま

ずは調査費の計上をお願いをいたしているところでございます。 

 また、現在の国道55号線をさらに災害に強い道路としてしっかり整備をしていただくことも

重要であると、250ミリ降ってすぐとまるということではなくて、もう少し整備をすることに

よってその数値を見直すというような形でございますが、そうした形にならないかというよう
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なことにつきましても、平成26年７月には土佐国道事務所長や四国地方整備局長に対し、弘田

県議さん、山下議長さん、久保副議長さんにも同行をいただいて、そうした要望活動も行って

いるところでございます。今後ともこれらの道路整備につきましては、引き続き強く要望活動

を行ってまいります。 

 私からは以上でございますが、学校教育について、保育所の高台移転についてに関しまして

は教育長から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） 小椋議員さんに、大きな項目の１の郷土学についてお答えいたしま

す。 

 室戸市の小・中学校におきましては、現在文部科学省の示す新学習指導要領・生きる力に基

づきまして、総合的な学習の時間を活用して、各地域の特性に応じた教材、歴史、文化、特産

品、ジオパーク学等により学習を深め、次代を担う人材育成に取り組んでいるところでござい

ます。また、小・中連携教育の中でも、それぞれの地域の特色を生かしながら、歴史、文化、

伝統芸能、自然体験、産業等とのかかわりを持つことが重要であると認識しております。 

 昨年度に小学３、４年生を対象に社会科副読本「室戸のくらし」を作成し、また24年度には

小学４年生から中学校３年生までを対象とした「室戸ジオガイドブック」を発行し、各学校で

地域の特性について学んでいるところでございます。 

 議員さん御案内の愛媛県の先進事例などを十分研究しながら、今後も地域に根差した特色あ

る学校づくり、授業づくりに取り組むよう、学校現場を指導してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、大きな項目の２の保育園統合及び高台移転計画についてお答えいたします。 

 まず、保育所の統合についてでございますが、本年６月に室戸市内の全ての公立、私立の保

育園長にお集まりを願い、保育園の統合や高台移転についての話し合いを持ちました。子供の

数が年々減少する中で、多くの園長が毎年園児を確保することや保育園の経営主体に苦慮して

いる現状がございました。また、津波避難対策につきましても、限られた時間と職員数で乳幼

児を高台へ避難させることの不安の声もお聞きしております。こうした状況を踏まえ、今後早

急に保育園長、理事長、保護者、地域代表者等の方を委員に保育所統合検討委員会を設置し、

統合対象保育所や実施年度など、保育所統合計画策定に向けた議論を深めてまいりたいと考え

ております。 

 なお、計画の策定年度につきましては、現時点では明確な時期は申し上げられませんが、で

きるだけ早く策定するよう全力を挙げて取り組んでまいります。 

 次に、保育園の高台移転計画についてでございますが、むろと福祉協会が経営しております

浮津保育園、室津保育園、室津郷保育園が室戸高校の第２グラウンドへ移転を計画しておりま

して、現在県の補助事業により用地測量や基本設計を行っております。本年度には測量及び設
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計を完了する予定でありますが、保育園舎の建設年度及び改修時期などにつきましては、事業

実施主体であります社会福祉法人むろと福祉協会の意向や室戸高校との詳細にわたるすり合わ

せなど、さらに県補助金申請手続、法人の借入金のめどなど今後の検討課題がたくさんござい

ますので、むろと福祉協会などと協議検討を漸次進めてまいります。 

 次に、室戸高校の第２グラウンドへの取りつけ道路についてでございますが、現在の道路で

待避所を設け通行が可能なのか、あるいは新たに道路を建設する必要があるのかどうか、福祉

協会や室戸高校などと協議したいと考えております。 

 なお、新たに取りつけ道路を建設するとなれば、用地の確保や補助事業の採択など検討すべ

き課題が発生いたします。そのため、今後市長部局と積極的に協議を重ねてまいりたいと考え

ておるところでございます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 小椋利廣君の２回目の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。２回目の質問をさせていただきます。 

 １番の学校教育につきまして、私は愛媛県鬼北町では郷土学をメーンに授業を行う中で郷土

に愛着心が生まれてくる授業が非常に有効的であるというふうに聞きましたので、鬼北町に行

きましていろいろ話を聞いてきたところでございます。そうすると、やっぱりそこには郷土に

愛着心を抱かせる、それから郷土の歴史や文化、また独自の生活体験や自然体験など、そうい

うことが一番必要なことであるというふうに言われておりました。それで、室戸市としても、

先ほどの教育長の話ではいろいろ取り組んでいるということでございますけれども、いま一度

この郷土学授業を取り入れていくということはできないのか、もう一度お聞きをしたいかなと

いうふうに思います。 

 それから、先ほどの保育園の高台移転についてでございますけれども、このことにつきまし

ては今までにも２回ほど質問させていただきましたけれども、高台移転につきましては、津波

対策の関係もあって時間が非常に限られているというふうにも聞いておりますので、むろと福

祉協会、法人ですか、この福祉協会のみならず、行政がやはり先頭切ってこの高台移転につい

ても、統廃合についても、やっぱり行政の力で先導してやっていかないとなかなかこのむろと

福祉協会だけに任せても僕はできないというふうに考えておりますので、今後どのように福祉

協会もサポートしていきながら、行政としてどこまで取り組んでいくのかというところをお聞

きをしたいと思います。 

 それから、防災対策についてでございますけれども、先ほど市長さんのほうから答弁もあり

ましたけれども、今回防災対策につきましては、高知地方気象台も最大級の警戒情報が出され

たということになっております。 

 それで、今回非常に室戸市としては雨も少なかったわけでございますけれども、今後はます

ます長期的なことを考えると、地球温暖化も影響してくるので、こういうゲリラ的集中豪雨が

非常に起きやすいというふうに言われておりますので、室戸市のこの厳しい海岸段丘の状況な
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どを考えてみると、海、山、川、こういうふうに分解をしてみても、私はやはり室戸市の独自

の防災対策マニュアルを作成をしていく必要があるのではないかなというふうに考えておりま

すが、この防災対策マニュアルはどのように考えられているのか、お聞きをしたいと思いま

す。 

 それから、４番目のふるさと納税についてでございますけれども、ふるさと納税で、これ奈

半利町に行っていろいろお聞きをしてきたところでございますけれども、奈半利町におきます

ふるさと納税での地域活性化に努めていく話では、米の話ですけれども、米は供出米が非常に

安いということで、米だけをつくることは農家はもうやめたいというふうに話をされていると

いうことを聞きました。ほんで、奈半利町では、白米をふるさと納税をしてくれた方には贈る

ということで、それが白米の国道縁なんかの平地でとれた部分については５キロが2,000円で

あると、買い上げると、町が、それで米ヶ岡とかあの上のほうで、山地で生産をされた白米は

５キロを3,000円で買い上げるというふうに、町が買い上げて産品として発送するというふう

にお聞きをいたしておりまして、こうなりますと、大体供出米でいきますと４倍前後の単価に

なるというふうになるわけでございますけれども、これらのことについて、来年度からは室戸

市としてはこういう取り組みをしていくということを考えていくのかどうか、この付近をお聞

きをしたいと思います。 

 それから、国道55号線の通行どめの件につきましては、これは私の要望でございますけれど

も、実際１年のうちで１回ぐらいは必ず通行どめが起きております。それで、あそこが通行ど

めになると物流が完全にストップするというふうに言われておりますので、製品の関西付近へ

の到達がおくれるというふうな話もお聞きをしておりますので、これはぜひとも要求をしてい

ただきまして、阿南安芸自動車道の四国８の字ネットワークの東洋安倉線へ接続をするのか、

または高知県が管理をする国道493号線に接続するのか、この付近をぜひとも要望していただ

いて、実現に向けての取り組みをひとつよろしくお願いをしたいと思います。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 郷土学ということでございますが、今私お話ししたように、それぞれの地域で、つまり室戸

市は５カ町村が合併いたしておりますので、それぞれの地域で主に神祭等の伝統行事を含めま

して、そういうことについてそれぞれが学習を行っております。例えば、佐喜浜地区であれば

にわかや獅子舞、そういうことにつきまして、総合学習の中でそれらを中心にして地域の伝統

行事を通してそれぞれが地域が育んできた文化等を十分理解していただいて、議員さんが言わ

れる郷土に対する愛着心等を養っているところでございます。 

 それで、国のそういう指定事業ですか、そういうものがあれば、私自身来年等のことも考え

まして、室戸市の中に一つのモデル校を羽根から、中川内から佐喜浜までの中のどこか１つの
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地域に焦点を当ててモデル校をつくったらというふうに考えております。 

 それから、２つ目の保育園の統合及び高台移転計画についてでございますが、議員さんがお

っしゃるとおり、行政として先頭切ってやれるところは当然やってまいります。と申しますの

も、国の補助制度が27年度までで４分の３ということでございますので、どうしてもそれに乗

りたいという思いがございます。県との折衝とか指針を示していくということなどを含めまし

て、むろと福祉協会と密接な関係を保ちながら、今申しましたようにやれるところは当然先を

切ってやっていくという所存でございます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんの２回目の質問の中の防災対策についてでお答えをさせ

ていただきます。 

 まず、御案内のとおり、我々もいろんな災害防災対策本部を立ち上げていろいろ対策はして

いる中で、やっぱり災害、台風が過ぎた後、いろんな反省点が多々出てまいります。その反省

の中から、先ほども申し上げた十分でない点については改善をしていこうというようなことで

取り組んでいるところでございます。 

 議員さん御案内のように、大雨による水害であるとか、山崩れによる土砂災害と、そういっ

たものに適切に対応をできるように防災対策マニュアルというものをしっかり策定をしていく

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。これらについては、一部判断マニュ

アルとか、伝達マニュアルとか、いろいろ個々にはあるわけですが、やっぱりそれらをしっか

り整理をして、こういう場合にはこうだというのをきちっとやっぱりまだまだ整備をしないと

十分でないという点がございますので、今後ともそれらについてはそうした防災対策マニュア

ルというような形で整備をしていきたいというふうに思っております。 

 それから、国道493号線へのバイパス道路であるとか、地域高規格道路阿南安芸自動車道へ

のアクセス道路ということにつきましては、前段でもこれまでに要望活動を行っているという

ようなお話をさせていただきました。ぜひこうしたことが一歩でも進むように、今後とも関係

先に対して要望活動をしっかり行って、それらの実現に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

 私からは以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 小椋議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 ４のふるさと納税についてでございます。 

 議員さんのほうから、奈半利町の米の買い取り価格のお話がございました。奈半利町では、

現在５キロで2,000円から山間部では3,000円というところでお聞きをしております。本市のほ

うにおきましても、お米もそうでございますが、そのほか野菜や海産物、例えば深層水の商品

等々もございますが、やはり聞くとお米が一番人気があるということでお聞きをしているとこ
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ろでございます。 

 奈半利町の価格は、いわゆる市場価格、実際消費者が購入する価格に近い形で引き取りをし

て、農業者の所得の向上につなげていくということを聞いております。本市におきましても、

消費者が購入する実際の市場価格に可能な限り近づけた形で生産者に還元をしたいと、そうい

うことによりまして所得の向上や地域の活性化、また生きがいづくりなどにつなげていけたら

な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） 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９月第６回室戸市議会定例会に、市民並びに薫風

会にかわりまして一般質問を行います。 

 小松市長さん、任期残りわずかとなり、９月議会が任期最後の議会となりますが、大変御苦

労さまです。室戸市発足以来の課題、問題、神ノ前公園の土地開発公社、大幅に取り崩された

市基金、光ケーブル利用の高速通信網、災害をいち早く知らせる防災行政無線、改善の道半ば

でありますが、市民の生命、財産を守るための室戸市消防団の高台移転、同じく消防通信機器

のデジタル化、津波避難タワー、避難道路の整備、積年の問題でもある火葬場の改築、子供の

命を守る小学校校舎の耐震化、入居者に負担増にならない丸山長寿園の民営化、室戸東中学校

の廃校を利用された室戸ジオパーク拠点施設、室戸マリン球場に東南海地震対策の災害拠点施

設、50メートル四方の野戦病院と前線基地に使用する大きなドームの設置協力、市道の改修並

びに新設など、数々の多くの政策が着実に進められていますが、まだまだ万全ではない進行状

態の部分はありますが、解決、改善の方向に向かわれたことは一市民としまして非常に感謝す

ると同時に、本当に御苦労さまです。３期目として、12月議会に元気に新しい政策と新たな市

民の要望を実行するために再度お会いできることを心からお待ちいたしております。私も応援

させていただきます。 

 ３期目の室戸市の浮揚策を提案し、質問させていただきます。 

 市長就任以来、想定外の事案が日本全国を駆けめぐりました。その一つは、日本全国地方自

治体を震撼させた北海道夕張市の財政破綻問題、現在は鈴木直道市長、昭和56年３月生まれの

若い市長さんが頑張っておられます。夕張市の現状は今も厳しく、人口は１万人割れとお聞き

していますが、室戸市も多くの市民の方々が室戸市も大丈夫かという不安を持たれました。財

政は市長就任以来、市民、市職員の協力を得ながら、まだまだ十分ではないが、改善の方向に

向かってますし、私自身も感じるとこです。 

 私は、現在の基金をため過ぎとの一市民の方の御批判も存在することは承知していますが、

将来想定外の事案に緊急に対処するため、室戸市独自の財源を確保することが室戸市民の生命

と財産を守るのではないかと思うわけです。現在よりも多くの最低50億円の基金が室戸市に必

要と思われます。理由は、大震災、地球温暖化に伴う異常気象から発生するゲリラ的豪雨の大
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災害が突然室戸市を襲った場合、国の予算的措置を待たずに室戸市単独で市民の災害緊急要望

にいち早く対応できるのではないか、そういう財源を持つことが市民が安心できる市政運営と

思うわけです。貯蓄は美徳、しかし未来に室戸市が存続するための宝を生む投資は大胆に、市

民のお金を使うときは慎重であるべきと思います。市民の負担を最小限にしながら基金負担が

できるか、お伺いいたします。 

 繰り返しますけども、2011年３月11日に発生した東日本大震災、東北沿岸に予想をはるかに

超える想定外の津波が襲来し、多くの方々の生命、財産を奪う大きな災害が発生しました。そ

のことにいち早く反応された小松市長は、林前議長の協力を得、時の松本復興大臣に連絡さ

れ、室戸市民にいち早く状況を知らせる防災行政無線の設置に尽力されるとともに、前期にな

りますが、室戸市全域に光ケーブルを敷設され、室戸独自の地域文化の放送と観光、産業等に

非常に貢献されています。現在は、津波避難タワー、津波避難路、消防通信設備の改善など、

その他の防災事業に奔走されています。現在進行中の事業も、将来持続的にスピードを持た

れ、市民をより安全・安心の政策を継続していただきたいと思うわけです。 

 さて、３期目ですけども、現在進行中の政策、事業を強力に推し進めていただくことももち

ろんですが、人口、経済衰退からの脱皮を目指し、若者の働く場を新たに創造しなければなり

ません。経済浮揚は室戸市独自の文化と体験観光が室戸の生きる道と信じています。 

 話は古くなりますが、昭和57年３月５日、当時の室戸市長松下亀弥太、室戸市観光協会長柳

川明滌、室戸市商工会会長米澤善次郎、３氏が室戸市商工観光振興会を立ち上げました。その

時代から室戸市を取り巻く環境は厳しいものがあり、将来の室戸市の状況、つまり衰退を予告

する危機感を持たれていました。それをさかのぼる昭和51年度の産業は、純生産の構成で見る

と、当時は水産都市の面目躍如たるものがありましたが、遠洋漁業は200海里問題、オイルシ

ョックによる原油高騰など根本的な変革があり、市民経済の深刻さは日に日に加えて憂うべき

状態となりました。このような状況下で、水産業以外に見るべき大きな資源が見当たらない当

市にとっては、観光事業に頼らざるを得ない実情であることを昭和57年当時から考えられてい

ました。 

 室戸市を訪れる観光客の多くは、室戸市を訪れるのを目的とするのではなく、他の観光地の

通過点として、最近はジオパークの１時間観光が非常にふえておりますけども、本年は四国霊

場開創1200年記念で室戸三山を訪れる遍路巡礼の方々が室戸観光の交流人口の主流です。もは

や青い空、広い海のキャッチフレーズでは、観光客を誘致し、滞留させることは不可能です。

一般社会情勢が全国共通の問題でもある少子・高齢化と低経済成長時代となり、大都市周辺、

東京ディズニーランド、大阪ユニバーサル・スタジオ・ジャパン等の需要が増大、遠隔地の高

速道路も鉄道もない交通不便な観光地の需要減少と相まって、室戸観光客の激減に拍車をかけ

ています。将来の起死回生の政策であると考えられる重要な世界ジオパークも存在しますが、

まだまだ室戸市の経済を支えるには時間と努力が必要です。 
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 最近の観光は、日常生活との変化を求めて２つの方向の旅を指向している。その一つは海外

旅行であり、もう一つは従来の見る観光から体験旅行として自然同化、地域文化同化、他者同

化です。自然同化とは、自然に身を置いてそこから得るパワーと尊厳に触れ、自己を再発見す

る。地域文化同化とは、観光客の日常生活と異なる地域文化に接触し、室戸では神祭とかいろ

んなことですけども、接触し、その生活体験や地域特産の食べ物、産物や伝統文化の体験で

す。他者文化とは、日常生活の自分と異なるあこがれと崇敬の他者、室戸の場合は空海ですけ

ども、の観光地、修行地において、自分の中に同化させることです。 

 室戸市の観光資源は、言うまでもなく空海と室戸三山、室戸岬、世界ジオパーク、沿岸漁

業、団地農業等、一流観光資源を持っている。室戸のキャッチフレーズは空海と世界ジオパー

クであり、眞魚から空海改名の地、室戸の﨑の特異で異質な、この情報を世界に発信、来るべ

き東京オリンピックまでに環境の整備を終了させ、世界に空海にかかわるお四国を世界遺産と

お接待の心を世界に知らしめるとともに、現在小松市長の努力で室戸市の交流人口と活性化に

向けてさまざまな施設整備と施策が進められています。これら従来別個であった観光資源を相

関連させ、従来通過型であった室戸を旅の拠点観光地室戸とすることで……。 

            （「通告書にあるか」と呼ぶ者あり） 

○９番（米澤善吾君）（続） あります。 

 さきに述べた偉人同化、自然同化及び地域文化、自然同化とは体験です、地域文化とは空海

と神祭、同化の３原則を基本として、特に偉人空海同化を中心として、特に悟りを開かれた室

戸での自然同化と地域文化との両輪として観光事業を進められてはいかがか、このことが不便

なこの土地にわざわざ行きたい、体験したいとの思いが強く来訪者にアピールできるんではな

いかと思いますが、いかがなものか、お伺いいたします。 

 室戸市の活性化は、とりあえず交流人口拡大は地域資源を活用した観光です。室戸市が生き

る道の観光の育成です。 

 (1)衰退の室戸市が今後どのように活性化を図るか、その施策についてお伺いいたします。 

 室戸市を豊かな町にするため、現場の声を聞くためにあえて質問させていただくものです。 

 ①滞納整理課長にお伺いいたします。 

 市民が悩んでいる現状を把握しているのか。どうして滞納整理課が必要か。各納税義務者が

なぜ支払いを滞るか考えられたことがありますか。懐が豊かにならないと納税意識が湧かない

のではないか。生活に追われてということですけども、他の地域の問題ですが、別の意味で

す、誤解しないで聞いていただきたいんですが、ないものはないの標語を見ましたが、それで

は済まされないでしょう。 

 次に、税務課長にお伺いいたします。 

 重要な市の財源である市税全般の今後の課税の見通しは、過疎と少子・高齢化、土地価格の

下落と所得税をいただく働く場所の消失、企業誘致もされておりますけども、室戸市からも離
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れる企業もあります、に対してどのように危機感をお持ちですか。 

 次に、農林水産課長にお伺いいたします。 

 室戸市の基幹産業である農林水産業の今後の見通しは。遠洋漁業衰退から脱却の方法、施策

は。また、ＴＰＰから来る地方零細農業者の生きる道は何かを想像されていますか。 

 ④商工観光深層水課長にお伺いいたします。 

 ７月、８月の台風及び異常気象による大幅な観光入り込み客の現状を把握していますか。ま

た、今後交流人口の拡大はどのように推し進められていますか。余談になりますけども、高知

県旅館生活衛生協同組合の一部ですけども、７月、８月の予約キャンセルは、公式発表ではあ

りませんけども、宿泊料のみで約１億7,000万円とお聞きしております。 

 ⑤企画財政課長にお伺いいたします。 

 室戸市の今後の財政への見通し、全般のことですけれども、企画財政課、特に企画の職務

は、室戸市全体の未来への計画は。 

 私が皆様にお伝えしたいことは、各課が連携して室戸市の課題を協議し、担当課の問題は室

戸市民の問題として協議、討論され、安心・安全な室戸市にするには各課がどのように未来に

向けて活動するか、室戸市民が納税を一番先に考え納付できる豊かな町にするためにどのよう

に行動されるか。現在の室戸市民は余裕がありません。即効的には空海文化を利用してとりあ

えず活性化を図り、30年後の室戸市をイメージしながら方針を決める指標を提示すべきではな

いかと思うわけです。その目標に向かって、行政と議会、市民一丸となって子と孫に伝え残す

豊かな町をつくることが最も大事なことと思いますが、この部分は小松市長さんにお伺いいた

します。 

 (2)室戸市の地名から想像される地域を地震・津波対策に活用できないか、室戸市の文化と

言い伝えから市民を守る情報の収集はできないか。例えば南海大震災勃発前の異常体験と、ま

たこれは別になりますけども、現在の地名、行当、行くに当たると書いてありますが、いつご

ろから行く道、古い言い伝えは行道になっておりますけれども、それがいつごろ変わられたの

か、ひょっとわかりましたらお答え願いたいと思います。 

 (3)四国遍路と各地に伝わる空海伝説とは宗教か文化か慣習かを問うと。 

 全国、いや世界に通じる人間空海を慕われる外国人も四国霊場めぐりと遺跡をめぐる方々も

ふえつつあります。また、経営コンサルタントの方も、空海を勉強され経営理念の基調講演を

される方も、空海の思想を説かれる方もおられ、人間空海の業績、功績をたたえています。各

地の観光振興の切り札として神社仏閣を観光資源と位置づけ、町の振興策に活用してます。室

戸市でも交流の深い湖南市も湖南三山めぐりを推奨されています。東京首都圏も四国八十八カ

所霊場を模した府内八十八カ所、豊島八十八カ所、多摩八十八カ所、千葉柏市では208年続い

ている、毎年1,000人ぐらい参加する霊場めぐりを市長さんみずから文化財に申請される強い

意志を感じたそうです。そのお手伝いをするためとの情報をいただきました。空海思想を我々
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子供時代に学んだヨーロッパを中心に発表された思想哲学とも感じられますが、いかがお考え

ですか、お伺いいたします。 

 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点目の室戸市活性化の施策についての中で、基金の確保についての御質問がござい

ましたので、お答えをいたします。 

 御案内のとおり、不測の事態に対応するためには一定の基金を保有することは必要であると

考えるところでございます。 

 また、どのくらいの額が必要かということについてでありますが、香美市や梼原町、中土佐

町などでは予算総額の３割から５割程度を保有しているという状況でございます。当市の財政

状況から考えますと予算規模の２割程度、約20億円の保有を目標に積み立てていくことが私と

しては望ましいのではないかという一定の数字を持っているところでございます。 

 なお、この件につきましては、いろんな首長さんのお話があるわけでありますけれども、例

えば標準財政規模までを積みたいというような意向を持っておられる市町村長さんもございま

す。ということで、当市の標準財政規模と言いますと53億円でございますから、議員さんの数

字に近いかなという感じはしますが、なかなかそこまでは当市のいろんな課題の事業を推進し

ていく上においては大変難しい数字ではないかというふうに思うところでございます。 

 私どもとしましては、これまでの財政健全化の取り組みなどによりまして、平成25年度末の

財政調整的基金残高は15億円程度となっているところでございます。しかし、これも本年度に

おきましては一定の基金取り崩しが見込まれているところでございますので、今後一定の取り

崩しが見込まれているところでございます。今後におきましても、国の交付税の動向により厳

しい財政状況が見込まれるところでございますので、計画的な事業の推進に取り組むととも

に、財政の健全化に努めていかなければならないと考えております。 

 次に、過去の課題解決と今後の抱負についてでございます。 

 先ほど議員さんからも御紹介いただいた部分がございますけれども、私は就任以来、これま

での課題解決に全力で取り組んできたところでございます。 

 まず、そのことを申し上げますと、当初計画から15年目に完成となりましたのが防災行政無

線の設置でございます。また、民営化の方針が出されたまま、職員は同意をしていなかったと

いう丸山長寿園民営化問題についてでありますが、これも７年かかってまいりましたけれど

も、何とか多くの方々の御協力のもと、本年４月から民営化による運営となったところでござ

います。 

 そのほか、長年にわたり地域から要望のありました吉良川西山台地の簡易水道の設置、塩漬

け土地となっていた土地開発公社の土地の有効利用と借入金処理の終了の問題に取り組みがで
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きたというふうに思っております。また、余り進んでいなかった市道下町線の新設や愛宕山墓

園線の着手といった道路整備にも積極的に取り組んできたところでございます。 

 市の財政状況につきましても、先ほど少し申し上げましたが、私も夕張市と同じようになら

ないようにしてくださいという市民の方々の強いお声は多く聞いてまいりました。ですから、

財政の健全化が一番大事だということで私もこれまで取り組んできたところでございます。 

 そうした中、借金である起債につきましては、141億円あったわけでありますが、現在106億

円まで減らすことができております。何とか100億円を切るように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し、基金につきましては、先ほど申し上げましたようにふやす

ことができているところでございます。財政状況としましてはまだまだ十分ではございません

けれども、今後とも改善をしていくということで取り組まなければならないというふうに思っ

ております。 

 また、新しい課題への対応についてでありますけれども、ブロードバンド整備事業や羽根小

規模工業用地開発事業の完成、室戸ドルフィンセンターや吉良川まちなみ館の整備などを行う

ことができております。さらに、今年度以降の取り組みといたしましては、ジオパーク拠点施

設の整備、新火葬場の建設、芸東衛生組合のし尿処理施設の統合、西部学校給食センターの建

設、水道事業会計の適正化などを進めているところでございます。また、若者の働く場所を少

しでもふやしたいということで今議会に提案もさせていただいておりますが、室戸市コールセ

ンター等誘致促進条例の制定をし、少しでも雇用の改善につながっていくように取り組みたい

という思いでございます。 

 また、今後におきましても、防災対策としての消防屯所の高台移転や避難タワー、避難路な

どの整備、学校施設の耐震化などが重要であると考えているところでございます。そして、空

海や地域の神祭など室戸の文化を観光資源として活用していくことが大変大事なことであると

いうふうに思っているところであります。 

 これまでさまざまな事業の実施に取り組んでまいりましたが、市としましては解決していか

なければならない課題はまだ多くございます。当市には中・長期的な計画であります室戸市総

合振興計画が、平成23年度から平成32年度までとして策定をされているところでございます。

これらの施策を着実に実行していくことによって室戸市の地域振興と地域経済の持続的発展を

目指していかなければならないと考えております。 

 私としましては、大きな柱といたしまして、１つには、市民の方々との信頼関係を大切に協

働によるまちづくりを推進すること、２つには、最大の課題である人口減少に歯どめをかける

産業振興と雇用の確保に努めること、３つには、心身ともに健やかな子供を育成する保育教育

の充実を図ること、４つには、市民の方々の生命と財産を守る防災・減災対策を推進するこ

と、５つには、暮らしやすい生活環境の実現を図ること、６つには、健康で生きがいのある福

祉サービスの充実に努めること、７つ目といたしましては、行財政改革を推進し、健全な財政
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運営に努めること、８つ目として、国・県への要望活動等を積極的に行ってその実現を図るこ

となどに取り組んでいきたいと考えております。目指す目標は室戸市の将来像である室戸の自

然や資源を生かした産業の振興と、これまで育んできた歴史や文化を大切にし、健康で心豊か

に安心して暮らせるまちづくりでございます。希望のある室戸となるよう全力で市勢の発展に

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） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 米澤議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、大きな１点目の(1)⑤の室戸市の今後の財政全般の見通しについてであります。 

 初めに、国におきましては、さきの第２次安倍改造内閣によりまして地域の経済の再生と雇

用の創造を政府一体となって推進をするため、新たにまち・ひと・しごと創生本部が設置をさ

れました。これからの地域活性化や景気回復に期待をしているところでございます。 

 しかしながら、本市の今後の財政見通しにつきましては、歳入の約４割を占めます地方交付

税や約１割を占める市税におきまして、人口減などによる影響が見込まれ、歳入総額について

は減少が予想をされます。一方で、歳出においては、約２割を占める扶助費で高齢化などによ

る増加が見込まれることや、産業振興、地域活性化あるいは防災対策事業などにも取り組んで

いく必要があることから、歳出総額は一定の水準を保っていく必要がございます。 

 したがいまして、企画財政課といたしましては、今後の財政見通しは大変厳しいものになる

と予想をしているところであります。そのため、本年度策定中であります第２期室戸市行財政

改革プランに基づきまして、経常経費の削減等の財政改革に積極的に取り組んでいく必要があ

ります。 

 次に、企画財政課の職務についてでございますが、先に財政班の主な職務といたしまして

は、一般会計などの予算及び決算に関すること、行財政改革プランなどの財政に関する計画の

作成や進行管理などであります。また、企画振興班の職務といたしましては、政策の企画立案

や推進、各課との連携及び調整を行いながら問題や課題の解決に向けて中心的な役割を担って

いくものと考えております。 

 主な業務といたしましては、室戸市総合振興計画や過疎地域自立促進計画の策定や推進、そ

のほか大学連携、国際交流、公共交通など関係機関との連絡、調整などのほか、本市の課題で

あります人口減少対策プロジェクトチームの総括や空き家活用事業などの移住促進事業、その

ほか統計調査や各課の取りまとめなど、広範囲にわたる業務を行っております。 

 当課といたしましては、先ほど市長が御答弁申し上げました目指すべき将来像、未来の実現

に向けて、市長のもと、一丸となって取り組んでまいります。 

 以上でございます。 
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○議長（山下浩平君） 長谷川税務課長。 

○税務課長（長谷川貞彦君） 米澤議員さんに市税全般の見通しについてお答えいたします。 

 市税収入につきましては近年減少傾向が続いておりますが、その要因といたしましては、市

税収入の大部分を占める市民税及び固定資産税において少子・高齢化などにより課税人口及び

新築家屋などの課税客体が減少しているとともに、景気感の改善や背景とした大都市圏での個

人所得の上昇の兆しや地価の上昇への転換が本市では依然として見られていないためであると

考えております。 

 平成27年度には地方税法の改正に伴い軽自動車税の若干の増収が見込まれますが、市税全体

から見れば影響は少ないものであると思われます。このほか、本年度より法人市民税の税率が

引き下げとなっており、また償却資産課税の見直しなどについても論議がされているところで

あります。これらのことから、市税全体の動きにつきましては今後とも同様の傾向が続いてい

くものと予想され、税収面においては大変厳しい見通しとなるものと考えております。以上で

す。 

○議長（山下浩平君） 西村滞納整理課長。 

○滞納整理課長（西村城人君） 米澤議員さんにお答えします。 

 まず、市税等の滞納理由についてでありますが、国保税の滞納状況から見た滞納整理課での

分析では約50％が収入不安定を原因とするもので、いわゆるパートや日雇い仕事などでありま

す。また、負債による担税力低下を原因とするもの、失業等による収入減を原因とするもの、

及び事業の不振を原因とするものがそれぞれ10％から16％程度となっております。 

 議員さん御承知のとおり、産業基盤の脆弱さによる地域経済の不安定などから滞納につなが

るケースもこれらの理由から読み取ることはできるのではないかと考えます。 

 しかしながら、課税は所得や資産などの状況により法令等に基づき算定されることや、納税

は憲法に定める国民の三大義務の一つであります。したがいまして、滞納整理課としまして

は、滞納者に対する実態調査や財産調査を徹底した上で、法律に基づく執行停止や差し押さえ

など滞納処分を行い適切な滞納整理を進めてまいりますので、御理解いただきますようお願い

します。 

 なお、税負担の公平性の確保や徴収率向上の面からはまだまだ滞納整理の取り組み強化は必

要であると考えております。 

 滞納整理課からは以上でございます。 

○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） 米澤議員さんに、(1)の③室戸市の農

林水産業の見通しについてお答えをいたします。 

 御案内のとおり、本市の農林水産業を取り巻く環境については大変厳しい状況にあります。

特に昨今の異常気象や台風による農産物の品質低下、そして生育不足が危惧されております
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し、水産業においても台風や急潮流による漁業被害が発生しております。 

 このような中、本市では災害復旧や利子補給など必要な対策と支援を行っているところでご

ざいます。また、室戸市総合振興計画に基づき各種の基盤整備などに取り組むとともに、毎年

開催しております産業者会議で農林水産業の関係者の御意見をお伺いしながら、具体的な施策

へ反映するよう努めているところでございます。 

 具体的に、まず農業への取り組みについてお答えを申し上げます。 

 消費者のニーズに応え、安全・安心な農産物を栽培するため、減農薬や天敵栽培などの環境

保全型農業について支援を行っております。今後におきましては、レンタルハウスや炭酸ガス

施設及び環境測定装置などの施設整備を図ることで一層の高品質化と生産力の向上につなげて

まいります。 

 次に、林業への取り組みについてでございます。 

 森林施業の効率化と安全性の向上のため、芸東森林組合に対する機械化や森林施業のための

作業道の整備などに対する支援を行っております。 

 また、土佐備長炭につきましては、平成24年度の白炭粗生産が２億円を超えております。平

成19年度比では1.7倍と生産額が大きく伸びておりますことから、現在後継者対策、今後の生

産及び販売拡大を目指して室戸市木炭振興計画を策定中でございますので、策定後はこの計画

に沿って振興策に取り組んでまいります。 

 次に、水産業の取り組みにつきましては、水産基盤整備事業として羽根漁港整備事業を継続

して実施するとともに、沿岸漁業の基幹産業である大敷組合に対する利子補給や定置網経営改

善促進事業により漁獲量の向上とともに経営の安定に向けた支援を行っているところでござい

ます。 

 また、農林水産業の後継者対策といたしましては、昨年度まで新規就業者に対する支援者数

は、農業では平成21年度から市外１名を含む３名、製炭業でも平成22年度から市外１名を含む

３名、水産業では平成12年度から市外３名を含む14名、合計で20名の方が農林水産業の後継者

として新規就業者研修を受けておられます。 

 また、今年度の新規就業者数は、農業１名、製炭業３名、水産業１名を予定しております。

特に製炭業３名、そして水産業１名は県外からのＩターンであり、室戸市への定住に大きく期

待をしているところでございます。 

 次に、遠洋漁業に関しての御質問でございますが、本市の遠洋マグロ漁業は、200海里問題

や燃油の高騰等に加え、平成11年度に国による大幅なマグロ船の減船が行われ、遠洋漁業を中

心として発展してきた本市は大きな打撃を受けることとなりました。この遠洋マグロ漁業に関

する支援策といたしましては、遠洋漁船の安全確保を図るための高知県無線漁業協同組合への

運営補助やマグロ消費拡大のためのＰＲ事業、そしてオトメマグロなどのブランド化の推進と

ともに本市への近海マグロの水揚げに対して奨励制度を設けるなどの支援を行っているところ
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でございます。 

 このほかの水産業の振興策といたしましては、近海・沿岸漁業の振興に取り組むとともに、

海洋深層水を使用したスジアオノリやアワビ、トコブシの養殖などつくり育てる漁業に取り組

んでいるところでございまして、今後もこのような振興策に引き続き取り組んでまいります。 

 次に、ＴＰＰの影響についてでありますが、ＴＰＰの影響につきましては、まだその内容が

不確定な部分が多いところでございますが、本市の農業者への影響は少なからず考えられると

ころであり、交渉経過等を注視しているところでございます。 

 ＴＰＰによる影響への対策としては、先ほど申し上げました内容と重なりますが、後継者対

策にしっかりと取り組み、消費者に喜んでいただける安全・安心でおいしい農産物づくりが最

も大切であると考えておりますので、今後とも付加価値のついた加工品の開発や特色ある品目

の栽培、深層水ナスのようなブランド化などの取り組みを進めていかなければならないと考え

ております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 米澤議員さんに、(1)の④台風等による観光入り込み

客の減少と対策についてお答えいたします。 

 室戸市内の主要施設の７月、８月の２カ月間の利用者数につきましては、前年度に比べ室戸

岬ジオパークガイド関係が236人、25.8％の減、ドルフィンセンターが2,652人、27％の減とな

っておりますが、シレストむろとは720人、7.6％の増、吉良川まちなみ館は22人、7.7％の増

等となっており、施設により増減はあるものの、全体では1,131人、3.4％の減となっておりま

す。また、民宿についても、台風の前後の１週間ぐらいの間についてはキャンセルは多くあっ

たとお聞きしております。 

 この原因としましては、異常気象による天候不順や台風が影響しているものではないかと考

えております。今後の対策といたしましては、本年度に市内で開催されます産業祭や灯台祭

り、ジオパークのお散歩ツアー、室戸岬健康マラソン大会等の各種イベントについて、関係課

と連携しながら積極的なＰＲを行うとともに、東部地域博覧会のプレイベントとの連携も行

い、より多くの人々に来ていただくことにより観光、地域経済の活性化や交流人口の拡大につ

なげ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） 米澤議員さんにお答えいたします。 

 大きな１の(2)現在の地名の行当はいつごろから呼ばれ出したかということでございます

が、古い文献の土佐州郡志、宝永年間、18世紀初頭でございますが、そこで編さんされたと推

定される著書の中で、行く道と書く行道岩屋という記述が出てきます。また、南路志、文化

10年、19世紀初めに編さんされたとされる著書に、行き当たると書く不動堂行當崎という記述

が見られます。行く道は行列で読経しながら道を練り歩く意味があるとされております。ま
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た、行当、行き当たるは行きどまり、難所等の意味があるとされています。しかし、その他資

料の中には地震予兆と地名にかかわる記述はございませんでした。 

 また、室戸市において、地震、津波等に由来すると考えられる地名としては、吉良川町西の

川上流の地震潰、室戸岬町椎名の崩谷川などが考えられますが、地震、津波の予兆があった等

の伝説は確認できませんでした。言い伝えからの情報収集は非常に困難であると考えられま

す。 

 次に、(3)空海伝説についてのお尋ねでございますが、四国遍路にいらっしゃる観光客の皆

さんは、それぞれの立場や考え方をお持ちになってこられていると考えます。お迎えする私た

ち室戸市民もそれぞれの立場や場所においてお迎えをしておるところでございます。 

 空海伝説ですが、宗教だけでなく、文化の範疇で捉えてもよいと考えております。空海伝説

は市内各所にあり、若かりしころの空海が御厨人窟や行当岬においての自分を見詰める修行を

されたことなど、多く残っております。室戸三山は、現在も一定の観光資源として観光客の興

味、関心につながっているものと考えております。四国遍路で室戸市を訪れる方々をお接待す

る気持ちを持っておもてなしをし、交流人口の拡大や経済効果を高められるようにしなければ

ならな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。ちょっと２回目の質問をお聞きします。 

 まず、①からずうっと各課の担当課の悩みとかいろんな実情をお聞きしました。滞納整理課

から企画財政課までですけども、要するに町の発展、税収、全て町が豊かにならないと、町を

維持する財源がないというふうなことを踏まえて、市長さんにお伺いしたいと思います。 

 まず、３期目の重要な課題ですけども、室戸の振興策の中で空海、またそれを利用したいろ

んな事業、また室戸の神祭とか、いろんななにありますけども、そのことを踏まえての振興策

というのはお考えかどうか。 

 以上、簡単でいいですけど、よろしくお願いいたします。 

○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、町が豊かになっていかなければならないというのはおっしゃるとおりだというふうに

思います。私としましても、やっぱり当市の産業を元気にする、豊かにしていくことがまずも

って必要だと。農林水産業でやっぱり食べていけることをしっかりやっていかないといけな

い。また、企業誘致等も当然進めることによって若い人たちの働く場所を構えていく、そのこ

とによって生活ができていく、子育てができるというようなことをしっかり考えながら、いろ

んな諸施策を進めていかなければならないというような思いを持つところでございます。 

 また、空海さんを利用したという、観光につなげてはどうかというようなお話だと思います

が、私はやっぱりそうしたことも大事なことであると。例えば今回計画をしておりますジオパ
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ークの拠点施設においても、室戸の文化とか空海さんの修行の地というようなことをしっかり

明確にして、展示もし、紹介もするというようなことを計画をしているところでございます

し、いろんなイベントであるとかという中で、やっぱり修行の地をめぐるツアーであるとか、

町歩きとかというものは、先ほども申し上げましたけれども、地域の神祭とか、そういったも

のとしっかりつなげて、また我々が取り組んでおりますジオパークのジオツアーというような

ものとの連携というようなこと等合わせて、しっかり観光面においても交流人口の拡大という

ものをまず考えながら、それをしっかり地域の経済につなげていくというような取り組みが私

は必要だというふうに考えておりますので、そうしたことにしっかり頑張っていかなければな

らないと思うところでございます。以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって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48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。庶民の視点に立ち、通告に従い一般質問を行います。 

 まず最初に、１、人口減少について。 

 国勢調査のデータから人口の変化率が一定だと仮定し、将来の人口を推定するコーホート法

によると、11年後の2025年には室戸市の人口は１万人となり、高齢者が占める割合は53.6％と

実に市民の半数以上が高齢者だと推測されています。高齢者人口の増加と相まって、若者人口

の減少が深刻な問題であることを私たちに改めて認識させたのが、皆様も御存じの民間の有識

者でつくる日本創成会議の人口減少問題検討分科会が発表した2040年時点での全国の市町村別

人口の推計結果でした。その概要を改めて申し上げますと、全体の約５割を占める896自治体

で2010年から40年までの間に20歳から39歳の若年女性が半数以下に減少すると試算していま

す。 

 また、将来消滅する可能性があると指摘され、そのうち40年時点で人口１万人を切る523自

治体に関しては消滅の可能性が高いと分析しています。同分科会は、子供を産む中心的な年齢

層である20歳から39歳の女性人口の増減に着目、就業などでこうした年代の女性が地方から大

都市圏へ流出すると、地方では子供も産めないため、人口減少がとまらず、最終的に住民サー

ビスの提供など自治体の機能を維持することが難しくなると予測しています。高知県の大部分

の市町村がこれに該当しますが、特に本市の場合は20歳から39歳女性が2010年では941人であ

ったのが、2040年には156人と実に変化率マイナス83.4％と全国約1,800市町村の中で14位とな

っており、市単位では北海道の夕張市と歌志内市に次ぐ３番目になっていました。 

 このように、本市が全国でトップクラスの将来消滅する可能性が高いとの試算を強い危機感
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を持って受けとめ、またそうならないようにあらゆる手当てを講じなければならないというこ

とは言うまでもありません。市長の御所見をお伺いいたします。 

 (1)若者支援について。 

 せんだって我が党の国会議員が、人口減少対策に挑む中で室戸市での地域おこし、産業おこ

しなどさまざまな取り組みを拝見させていただきたいと視察に来られました。室戸の海と資源

を愛し、ついには、室戸でビジネスを立ち上げた大学生だったうみ路さんと、室戸で若い人の

働く場所をつくりたいと土佐備長炭の窯元の炭玄さんへ伺いました。この室戸で何とか雇用の

場をつくろうと頑張っている若者の姿に頼もしく、胸打たれました。ほんの一部の方々でした

が、まだまだ愛する室戸を何とかしたいと活動している若者がたくさんいます。 

 しかし、反面、働く場所を見出せず、室戸を離れていく若者の数がはるかに多いことが現状

です。その若者たちが室戸で結婚し、家庭を持って、子育てできる環境づくりや支援が行政の

責務だと思います。地域の活力を維持し高めていくには、若者の力が不可欠であることは言う

までもありません。行政としてどのような支援ができるのか、お伺いいたします。 

 (2)Ｕターン、Ｉターンの支援について。 

 地元で生まれ育った子供たちは、高校を卒業すると、進学、就職のため毎年60人余りの高校

卒業生が市外、県外へと出ていってしまいます。一旦は都会に出ていった子供たちもいつかは

やっぱり室戸へ帰りたいとＵターンしてくれるように、またどこから来てもどの交通手段を使

っても一番遠いと言われている室戸にＩターンしてくれる方々を受け入れるため、仕事や住居

の支援などさまざまな施策を考えたまちづくりに取り組まなければならないと思います。お考

えをお聞かせください。 

 (3)プロジェクトチームの設置について。 

 さきの日本創成会議の発表を聞かなくても、毎年400人から500人近い人口減が進む本市の状

況は、市長初め執行部の皆様も十分認識され、行政運営をされていると思います。また、本市

では、副市長を座長とする室戸市人口定着推進委員会も設置されております。委員は課長級と

なっておりますが、しかしここでは女性の管理職は一人も入っていません。これでは真剣に取

り組んでいるのかなと頭をかしげるところです。これから室戸市を背負っていく若い職員や柔

軟な視点で考える女子職員を含む人口問題を考えるプロジェクトチームを立ち上げ、危機感を

持って思い切った施策に取り組まれなければ室戸市の消滅は避けられないでしょう。市長の御

所見をお伺いいたします。 

 次に、２、地域包括ケアシステムについて。 

 戦後のベビーブームに生まれた団塊世代が75歳以上になる2025年には、全世帯に占める高齢

者のみの単身及び夫婦の世帯割合は、2010年の20％から約26％になると予想されています。ま

た、日常的に介護が必要な認知症高齢者も280万人から470万人に達すると見られています。ま

た、2012年には2.4人で高齢者を支えていた時代が、2050年にはほぼ１人に１人の高齢者を支
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える肩車型の超高齢社会へ移行すると予想されている一方で、厚生労働省の調査では、介護を

受けながら自宅で暮らしたいと望む高齢者が74％に達しています。増加する一方の社会保障

費、不足する介護の担い手という超高齢社会にあって、高齢者が安心して暮らせるための新し

いケアシステムの構築が必要となってまいります。 

 地域包括ケアシステムとは、高齢者が住みなれた地域で自分らしい生活を送れるよう、一体

的に医療や介護など支援サービスを受けられるシステムを整備していくことです。そのために

は、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の５つの要素が切れ目なく一体的に提供される

必要があります。この地域包括ケアシステムは、高齢化の速度、家族構成などが地域によって

異なることから、地域の特性に応じて、おおむね2025年をめどに整備されることを目標として

おります。国では、６月には医療介護総合確保推進法が成立し、ガイドラインが示されまし

た。全国では既にたくさんのモデル事例ができております。本市においては、まだまだこれか

らだと思いますが、時代の背景を踏まえ、早急な取り組みが必要だと考えます。 

 そこで、(1)現在までの取り組み状況についてお伺いいたします。 

 ①実態調査、ニーズ調査の実施について。 

 地域に合ったケアシステムを構築していく上では、住民の声を聞き、意見を反映していくた

めに実態調査、ニーズ調査が必要です。本市でも取り組まれたようですが、結果はどうだった

のでしょうか。また、これからの構想やスケジュールについてお伺いいたします。 

 ②認知症対策について。 

 地域で取り組む包括ケアシステムは、認知症対策が大きな柱の一つになります。今後高齢者

が急増する上で、認知症患者、または予備群もふえるものと予想されております。厚生労働省

では、認知症施策推進５カ年計画を2012年９月に公表しております。これまでの基本的な考え

として、認知症の人が行動心理症状等により危機が発生してからの事後的な対応を主眼として

まいりましたが、今後目指すべきケアのあり方として、先日の高知新聞にも掲載されていたと

おり、危機の発生を防ぐ早期事前的な対応に基本を置くとしております。 

 また、各地域では、認知症サポーターキャラバン、いわゆる認知症の人や家族に対してでき

る範囲の手助けをする人のことですが、この推進を図っています。養成講座を受講することで

サポーターになることができます。さらに、その養成講座の講師役をキャラバン・メイトと呼

び、都道府県、市町村職員組合等が実施主体となって行うということであります。 

 認知症施策推進５カ年計画が公表され、認知症患者の危機の発生を防ぐ早期事前的な対応に

基本を置くことや、認知症サポーターの養成について本市ではどのように取り組んでいかれる

のか、お伺いいたします。 

 (2)問題点と課題について。 

 一口に地域包括ケアシステムの構築と言っても、都市部の自治体と本市のように地方の脆弱

な自治体では高齢者を取り巻く環境が大きく違うところから、自治体が自主性や主体性を持っ
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てそれぞれの地域の特性に応じたシステムを構築することが大切であると言われています。本

市にとっての問題点、課題はどのように考え、取り組まれるのでしょうか。また、2025年に向

けて３年ごとに介護保険事業計画を見直すことになっております。市民にとって一番気になる

第６期の介護保険料の設定の見通しについてもお聞かせください。 

 最後に、３、市民図書館についてお伺いいたします。 

 (1)利用状況について。 

 図書館は利用者の知性を支える公的な側面と、一方で集客やまちづくりの拠点として図書館

を考えている自治体もあります。市民図書館はその町の元気を図るバロメーターではないでし

ょうか。室戸市立市民図書館の耐震補強改修工事も終わり、リニューアルされて１年が過ぎま

した。利用状況をお伺いいたします。 

 ①開館時間と休館日について。 

 ことしの４月から開館時間が午前10時から午後６時までと変更されましたが、利用者の反応

はいかがですか。また、休館日は月曜日、祝祭日、月末日となっていますが、他の図書館より

多いように思います。変更は考えられないでしょうか。 

 ②市民参加の図書館について。 

 本市で開催しているおはなしコンサートやおはなし図書館といった取り組みには、読み聞か

せボランティアの存在は欠かせません。また、市民の中には本が大好き、図書館が大好きとい

った方もたくさんいます。そんな方々に市民図書館にかかわっていただく市民図書館ボランテ

ィアをお願いして、蔵書の整理など一部業務を手伝っていただいたり、図書館利活用のアイデ

アを出していただくなりして、市民参加でつくる情報拠点としての図書館を目指していくべき

だと思います。 

 (2)図書館の利活用について。 

 以前、図書館の３階を市民の作品の展示スペースに利用できないか、質問させていただきま

した。先日、３階を拝見させていただきましたが、新たにスペースをつくることは難しい構造

となっていました。しかし、書道家の中川雨亭先生の展示室の整備と再開は早急に取りかかる

べきではないでしょうか。また、クジラ展示室は立派な展示ケースがあり、あのままの状態で

放置しているのはもったいないと思います。貴重な作品もあり、室戸の漁業の歩みといった形

でリニューアルして、雨亭先生の展示室とあわせて市民に開放することも考えてみてはいかが

でしょうか。 

 ともあれ、市民図書館が市民の皆様の集いの場所、行ってみたい図書館と親しまれ、愛され

るように創意工夫をしていただきたいと思います。 

 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） 堺議員さんにお答えをいたします。 
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 まず、人口減少問題についてでございます。 

 御案内のとおり、日本創成会議・人口減少問題検討分科会の予想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おります。大きな衝撃を持って受

けとめたところでございます。したがいまして、人口減少に歯どめをかけていくことが当市の

大きな課題であると認識をいたしております。 

 議員さん御指摘のように、人口減少に歯どめをかけていくためには若者の力が不可欠であ

り、働く場所を確保することや子育て支援を一層充実させることが必要ではないかと考えてお

ります。 

 また、若者支援対策につきましては、市といたしましてもこれまで雇用の場の確保のための

企業誘致や羽根小規模工業用地開発事業の実施、子育て世代への支援策として多子世帯の保育

料の軽減、子供の医療費の助成の拡充、子育て祝い金など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、若い世代が安心して働き、結婚や出産、子育てができる魅力ある室

戸にするため、あらゆる施策を総合的に実施をし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。 

 そして、この発表があって以来、私もとにかく人口の少ない市の行政運営についてどうなの

かというのを以前から大変興味を持っておりましたので、先月でありますが、北海道へ行かせ

ていただきました、行政視察をさせていただきました。訪問したところが赤平市、歌志内市、

三笠市の３市でございます。その近くに御案内のとおり夕張市がございます。いずれも当市よ

り少ない人口の市であります。その４つの上にあるのが我が室戸市であるわけですから、そう

した人口の少ない市がどんな思いでどんなことに取り組んでいるのかというのは、本当に私も

じかに行って聞いてみたいという思いがあって行かせていただいたところでございます。 

 ３市ともいずれも炭鉱の町でございまして、炭鉱の閉山とともに人口減が始まったというよ

うなことでございます。また、ほとんど個人住宅が余りなくて、企業の住宅を引き受けた市営

住宅ばかりの住宅事情の町であったというふうに思っております。 

 そういう中で、特徴的な取り組みとしましては、いずれの３市においても全て市立病院を持

っております。これも今までのいきさつの中でそうした市立病院が建設をされて取り組んでき

たものだというふうには思ってますが、本当に職員数として、一般職の職員数が百数十名なの

に病院の職員が100名というような中で、私どもが考えると、普通財政を圧迫して経営が成り

立たんのではないかという思いはするわけでありますが、そうした病院をしっかり運営をして

いるということであります。これ財政問題にとっては極めて厳しいと思いますけれども、住民

の皆さんの生活の安定という、安心な生活という意味においては大変考えるべきことかなとい

うふうに私も衝撃を受けて聞いてまいったところでございます。 

 それからもう一つ、大きく象徴的といいますか取り組んでいることの中に、三笠市でござい

ますが、道立の高校がもう生徒がいなくなったので廃校するというところの中で取り組んでき
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たのが、高校を市立の高校としようというようなことでございます。どういう高校かと言いま

すと、シェフを育てるという、そうした特徴を持った高校にしていく、要は魅力的な高校とし

て存続をさそうと。全て寄宿舎生活をやっていただこうというような中で、それについても物

すごい財政負担ではないですかというお話をしたんですが、やっぱり寄宿舎におっていただく

ことによって交付税算定の人数にカウントされるということであるとか、当然いろんな方々が

来市をするわけですから、その経済効果がやっぱりあるのではないかということで、市立の高

等学校にしているけれども、そんな大きな財政負担はないというようなお話は、本当に私とし

ては特徴的といいますか、頑張ってるなという感じを受けて帰ってまいりました。 

 また、子育て支援であるとか、高齢者福祉サービスにつきましても、やっぱりそれぞれの地

域で一生懸命考えられて取り組んでいると。いずれも全てが無料化というわけではないですけ

れども、やっぱりしっかりと考えられて取り組んでいるという印象を受けたところでございま

す。 

 また、ある市長さんが申したことの中に、人口減少についてはもがくしかないぜよという話

をお聞きしました。私もやはりその辺は同じ思いを持ったところでございますが、もがいても

がいて、溺れないようにしていくということではないかというふうに私は捉えております。で

すから、人口減少対策、あらゆる施策を打つという思いを持っているところでございますし、

また聞いてきた範囲の中では行政が、議会が、やっぱり市民の方々がしっかり手を携えて、連

携をして、力を合わせて市の発展に取り組んでいこうというような心意気等も感じてきたとこ

ろでございます。私どもとしてもぜひそうした状況をつくっていきたい、力を合わせてやって

いきたいというふうに思っているところでございます。 

 次に、(2)ＵターンやＩターンのことについてでございます。 

 当市としましても、県内でいち早く移住促進の取り組みに努めてきたところでございます。

平成22年からは専門の移住相談員を配置し、県外の移住相談会への積極的な参加や移住相談へ

の細やかな対応、空き家情報の収集、ホームページでの情報発信の充実にも取り組んでいると

ころでございます。議員さん御指摘のように、今後の課題としましては、Ｕターン、Ｉターン

の方々の住むところの問題や働く場所が一番の課題でございます。 

 住む場所の問題としましては、空き家バンクなどの事業を推進し、働く場所の確保につきま

しては企業誘致促進条例や本定例会に御提案をさせていただいておりますコールセンター等誘

致促進条例などを生かすことにより、少しでも雇用の拡大につなげていきたいと考えておりま

す。また、働く場所につきましては、備長炭の生産であるとか、大敷組合での就労、施設園芸

などの農林水産業の６次産業化の取り組みなども進め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、移住者が生活できる対策が必要であると考えております。 

 また、県が設置をしております住む場所や働く場所の支援を行う移住相談サポーターを、当

市は４名の方にお願いをいたしておりますが、市としましては、他市町村に先駆けて独自の室
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戸市移住サポーター制度の導入を図り、移住者の受け入れにつきまして積極的に取り組んでい

くことといたしております。 

 次に、２点目の地域包括ケアシステムについての(2)問題点と課題についてでございます。 

 地域包括支援システムにつきましては、高齢者の方々が可能な限り住みなれた地域で自分ら

しい暮らしを続けることができるように、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提

供されるための仕組みでございます。団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、地域の自

主性や主体性に基づき地域の特性に応じたケアシステムを構築していく必要がございます。当

市としましては、これまで地域包括支援センターを中心に保健・医療・福祉・介護の連携を図

りつつ、高齢者の権利擁護や介護予防ケアマネジメント、総合相談事業等を行ってきたところ

でございます。 

 また、要支援１、２の方に対する介護予防サービスとしましては、訪問介護、通所介護、短

期入所生活介護、グループホームや小規模多機能型居宅介護によるサービス提供をしておりま

す。そして、訪問看護サービスにつきましても、昨年新たな事業所ができたところでありま

す。 

 こうした中、国におきましては、制度改正により平成29年度までに要支援１、２の方が受け

るサービスのうち、訪問介護や通所介護が介護保険給付ではなく、地域支援事業として位置づ

けられることとなりました。これらの事業につきましては、今後新しい総合事業として市がサ

ービスの提供に取り組んでいくことになります。新しい総合事業としましては、既存の介護事

業所によるこれまでの介護保険給付に準じたサービスに加え、住民などが主体となって行う見

守りやごみ出し等の新たな生活支援サービスの創出やシステムの構築をしていく必要がござい

ます。地域包括支援センターにつきましても、ケアプランの作成や相談事業などに加え、生活

支援サービスのコーディネーターの配置を行うなど、機能強化に取り組むことになってまいり

ます。さらには、生活支援サービスの提供を行うボランティア組織やＮＰＯ法人等の民間事業

者の育成が重要であると考えています。今後、これらのリーダー養成やボランティアなど人材

育成に努めていかなければならないと考えております。 

 次に、介護保険料についてのお尋ねでございます。 

 介護保険制度が始まった当初、当市の介護保険事業予算は総額で約11億円でございました。

現在約22億円と倍の予算が必要となっているところでございます。これまでの第１期から第５

期の計画におきましても、介護給付費の増額に伴い介護保険料は毎回改定をしてきたところで

ございます。そして、今回６期の計画を策定しているところでございますが、現在人口推計、

認定者数及び給付費の推移等をもとにサービスの見込み量を算出をしており、保険料を算定す

るための試算を行っているところでございます。 

 また、保険料の決定につきましては、その試算データをもとに高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画策定委員会の御意見をお伺いした上で、来年１月には素案を決定することといたし
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ております。そして、本年６月、国におきましては医療介護総合確保推進法が制定をされ、そ

れに伴い介護保険法等の改正が行われる見込みとなっております。その内容としましては、費

用負担の公平化を図る観点から、保険料の標準段階を６段階から９段階に変更し、さらに消費

税増税対策として低所得者の保険料を引き下げるというものとなっております。こうした点も

踏まえまして、適切な保険料となるように努めてまいります。 

 私からは以上でございますが、関係課長から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） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 堺議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 １、人口減少問題の(3)プロジェクトチームの設置についてでございます。 

 議員さん御質問のございました室戸市人口定着促進委員会は、本年６月に新たに人口減少問

題対策プロジェクトチームとして立ち上げたところでございます。この組織といたしまして

は、企画財政課長を総括者として、以下庁内の課長補佐職が６名、班長職が５名、主任１名の

合計で13人のメンバーで構成をされております。男女の内訳につきましては、男性が８名、女

性５名としております。 

 このプロジェクトチームでは人口減少に関する課題や先進地の政策研究、他市町村との比較

検討、協議などを通じて室戸市の現状に即した政策提案などを行う予定であり、今後定期的に

開催いたしまして、人口減少問題について協議検討を重ねながら課題解決に向けた取り組みを

進めてまいります。 

 また、先ほど市長も申し上げましたが、人口問題の解決のためには、行政だけではなく、市

民や企業の方々にも共通の認識を持っていただき、ともに協力し合って取り組んでいくことが

必要であると考えておりますので、今後そうした場を持っていくことなどにつきましても、検

討をしてみたいと考えております。以上です。 

○議長（山下浩平君） 森岡生涯学習課長。 

○生涯学習課長（森岡 光君） 堺議員さんに大きな３項目めの市民図書館についてお答えい

たします。 

 まず、(1)の利用状況についてでございますが、平成26年度の４月から８月までの利用者数

は6,248人、貸出冊数は１万1,309冊となっております。25年度は耐震化工事により一時休館し

ていましたので、平成24年度の４月から８月までと比較いたしますと、利用者は7,320人、貸

出冊数は１万1,795冊でありました。今年度の貸出冊数は微減となっておりますが、利用者数

では約1,000人の減となっております。 

 利用者数は近年減少傾向にございますが、これは高速インターネットの普及と情報通信環境

の多様化に伴う、いわゆる活字離れや平成25年度に新たに設置いたしました返却ポストの影響

もあるのではないかと考えております。 
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 次に、開館時間と休館日についてございますが、開館時間につきましては、ことしの４月よ

り各曜日とも午前10時から午後６時に統一したことについて、利用者の方から開館時間が一定

し、使いやすくなったとのお声もいただいたところです。また、休館日につきましては、月

曜、祝祭日、月末日で従来と変わらない日数となっており、県内他市町村と比較しても特に多

いということはないと思いますので、今のところ、休館日の変更は予定しておりません。 

 次に、市民参加の図書館についてでございますが、ボランティアの方々との連携は必要であ

ると考えておりますので、御提案いただいた内容に関してどういうふうにすることができる

か、また図書館のスタッフやボランティアの方々と意見交換してまいります。 

 次に、(2)の図書館の利活用についてでございますが、御質問いただきました３階の中川雨

亭先生の展示室及びクジラ資料展示室につきましては、本年10月からの見学再開に向けて現在

作業を進めておるところでございます。 

 また、小学生向けに図書館探検隊と銘打って実施している図書館の利用方法の学習や月２

回、土曜日に実施している読み聞かせの時間、おはなし図書館と言いますが、など子供向けの

取り組みや公民館等への巡回図書などを継続実施しながら、市民が利用したいと思う魅力ある

図書館に近づけるよう努力してまいります。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、２点目の地域包括ケアシステムについての

(1)取り組み状況についてお答えをいたします。 

 まず、ニーズ調査についてでございます。 

 平成27年度からスタートする第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において、今後

の高齢者福祉施策の方向性や介護サービスの必要量を決定するため、課題やニーズなどを把握

することを目的として実施をいたしました。 

 対象者は、平成26年４月１日現在、65歳以上の要介護認定を受けていない方5,034名で、本

年６月から７月にかけ、郵送により調査を行いました。回収件数は3,427件で、回収率は

68.1％となっております。 

 調査の内容としましては、国より示されました基本調査として、身体状況、生活状況及び社

会参加などについて、また本市独自の設問として認知症などの内容を追加したものでございま

す。現在、結果の集計を行っている途中ではありますが、本市の高齢化率は平成25年度末で

42.24％と全国的にも高いレベルにあり、この調査でも高齢者のみの世帯の方が対象者の

63.4％を占めており、将来介護が必要となった場合、介護者も高齢となり、介護者の負担も大

きくなるのではないかと思われます。 

 また、将来の住まいについての設問でも、具体的な希望を回答された方のうち、できる限り

現在の住まいや地域に住み続けたいと答えた方が61.2％と多数を占めており、既存の在宅サー

ビスや生活支援サービスの充実を図るとともに、新たなサービスの提供を行うことで、現在お
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住まいの地域で住み続けることができるのではないかと思われます。今後、室戸市高齢者福祉

計画・介護保険事業計画策定委員会を三、四回開催する予定であります。その中で、ニーズ調

査や介護サービス量の推計をもとに、当市の高齢者福祉及び介護保険事業のあり方について協

議を行い、今年度末までに計画としてまとめていくこととなっております。 

 次に、認知症対策についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、今後の認知症対策につきましては、早期診断、早期対応、また認

知症になってもできる限り住みなれた地域で暮らし続けるための環境づくりが重要であると考

えております。本市の認知症サポーター及びキャラバンメイトの養成状況につきましては、平

成26年６月末現在、サポーター講座受講者数は459名、キャラバンメイト登録者数は32名とな

っております。認知症に対する理解の輪をさらに広げていくため、引き続き県や包括支援セン

ターと連携をとり、サポーター等の養成に取り組んでまいります。認知症初期支援のこれから

の取り組みといたしましては、認知症ケアパスを本年度に作成し、平成27年度から認知症初期

集中支援チームの設置に向けて、医療機関への協力依頼、認知症地域支援推進員の育成に取り

組み、認知症の早期発見や初期支援を包括的に行うことができる体制づくりを進めてまいりま

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回目の質問をさせていただきます。 

 御丁寧な御答弁をいただきまして、大方理解をさせていただきましたが、何点か再質問させ

ていただきます。 

 先ほど企画財政課長のほうからも話がありましたように、政府は今月３日、豊かで明るく元

気な地方をつくっていこうと、安倍首相を本部長とするまち・ひと・しごと創生本部を立ち上

げましたし、厚生労働省は今年度の予算に若者の地方での就職を支援する、仮称でございます

が、地域しごと創生プランにも366億円を予定しているようです。国や県が地域創生に軸足を

置いている今こそ、地方から県や市が言ってきてから企画するということではなくて、本当に

今のうちからしっかりと取り組む姿勢を持っていかなければ変わらないと思います。 

 そのために市長にお願いしたいんですが、今室戸でいる若者が何を考え、何を望んでいるの

か、どうかその若者の声を聞く場所、そういう場所を設置していただき、市長と懇談していく

という、そこで若者の意見を聞き、ボトムアップ方式で施策を実現、考えていくということも

考えられると思います、そのことと。 

 それから、どんな方法で事業を起こしたらいいのか、ベンチャー企業を起こしたらいいのか

とか、地域活性化ができるのか、それを行政のほうで養成講座のような形で、それこそそうい

うカリスマ講師を呼んで養成講座を開く、そういう企画も大事ではないかと思います。 

 それから、地域包括ケアシステムについてでございますが、これは長期で取り組まなければ

ならない事業でございます。準備期間の2017年までが勝負どころで肝です。どうか高齢者お一
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人お一人に寄り添った、そういう施策をしていただきたいと思います。 

 そして、地域ケアシステムと言っても高齢者だけの仕組みではありません。障害者、子育て

など地域で支援が必要な人に総合的にサポートしていく支え合いと共生のまちづくりだと思っ

ています。職員の皆様には大変な御苦労をおかけいたしますが、保健介護課だけでなく全庁で

取り組んでいただきたいと思っております。 

 それから、先ほど市長のほうから介護保険料のこと、６期の保険料のことについて話を伺い

ましたが、何か上がるのか上がらないのかはっきりわかりませんが、１期から５期まで毎回室

戸市は保険料が上がり続けております。国民年金のみで生活をされている高齢者というのは大

変多いわけでございまして、とても大きな負担となっております。預金から引き落とされるの

で、保険料が上がったというよりも年金が下がったという、そういう自覚でありますので、ど

うか市長の思いとして、６期は上げるのか上げないのか、その思いだけでもお聞かせいただき

たいと思います。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 国は地方創生本部を立ち上げたということで、やはり今地方に目が向いているということは

御案内のとおりですし、我々としても地方から声を上げていく、地方の活性化に向けてどうい

うことをやっていただきたいかというのをしっかり声を上げていくことは、私は必要であると

いうふうに思っているところでございます。 

 また、先ほどのプロジェクトチームの話をいろいろ協議していく中でも、いろんな方々の意

見をやっぱり吸い上げていく必要はあると、人口減についても、という思いはあっております

ので、民間の方々が入った組織、内部のプロジェクトチームというものも、女性を含めてしっ

かりどういう施策、取り組みが大事かというのを議論をしていきたいし、そんな中で施策とし

て反映をしていきたいという思いを持っているところでございますし、先ほど申し上げますよ

うに民間の方々がどういう思いを持っておるか、その方々の、民間の方々の御意見もいただき

ながら具体的な施策をつくっていくということも大変大事であるというふうに思っているとこ

ろでございます。私もいろんな場で備長炭をやられている方々の若い人たちとの意見交換会を

計画もしておりますし、また新たな新規就業者といった方々との意見交換もぜひやっていきた

いという思いを持っているところでございます。 

 また、若い起業家を育成するということについてでございますが、これ高知大学とも今連携

をしておりまして、フードビジネスクリエーター支援事業というのを、以前は中央ばっかしで

やってたんですが、それを田野でやっていただくということで、より我々のほうに近い場所で

やっていただこうというような取り組みも行っているところでございます。いろんな取り組み

を進めていくことによって、元気な若者が新たな事業に挑戦をするというようなことにつきま
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しても積極的に支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、介護保険の上げるのか上げないのかはっきり言えという話でございますが、私の

思いとしては、当然上げたくないという思いは十分ございます。やっぱり本当に高齢者の

方々、また現在の経済情勢っていうのは、私は厳しいものがあるというふうに思ってますの

で、できることならば上げたくないという思いの中で取り組んでいることでございますので、

どうか御理解をいただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

○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。 

 先ほどの皆さんとの懇談を持ちたいっていう市長の答弁だったんですが、しっかりと若い人

に今何をしてもらいたいですかって聞いたら、市長と話がしたい、そういうふうに即答してお

りました。ぜひそういう機会を持っていただいて、市長との懇談を持っていただいて、若者が

どんなことを望んでいるのかということをしっかりと掌握していただきたい、そして今後の施

策に反映していただきたいと思います。 

 以上で３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３回目の質問にお答えをいたします。 

 若い人から市長と話がしたいと言うてくれるというのは、私は大変うれしいことでございま

すので、ぜひそうした機会を持っていきたいというふうに思っておりますし、また私も今ミニ

集会等で自分の考えをお話ししているところでございますし、そういう中で若い方々のグルー

プからぜひ来てほしいという依頼はいただいているところでございますので、ぜひそうした機

会に行政の取り組みもお話をしたいし、また相手の方々、若い人たちの方々の要望等もお聞き

をして、そうしたことを行政運営に反映をさせていきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって堺喜久美君の質問を終結いたします。 

 次に、濱口太作君の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。ただいまより一般質問を行います。 

 まず最初に、１の空き家対策についてお伺いをいたします。 

 全国で空き家の増加が目立つようになり、老朽化した空き家の倒壊の危険を防ぐため、各地

で空き家管理条例を制定する動きが活発化しております。また、人口減少に悩む地域では、人

口を少しでも呼び込むため、ウエブ上に空き家バンクをつくり、空き家物件を掲載をしており

ます。こうした施策によって、危険な空き家が撤去されたり、空き家の新たな住民が見つかっ

たりする例は、わずかずつではありますが、ふえてきております。 
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 今後、人口減少が進んでいく中では、問題はより一層深刻化していくことが予測され、管理

を放棄された空き家はますますふえていくと考えられます。また、その一方では、2008年に長

期優良住宅普及促進法が制定されたことに伴い、長期優良住宅として認定される住宅がふえて

おり、今後は長もちすることが普通になっていくと考えられており、危険な空き家を撤去する

のみならず、空き家の活用を促す、より積極的な施策が必要になってくると考えられます。 

 全国の空き家数は、昨年10月１日時点で820万戸となり、住宅総数に占める割合が過去最高

の13.5％となったことが総務省の調査で明らかになりました。空き家数、率ともに過去最高を

更新しており、前回調査に比べ空き家数は63万戸ふえ、空き家率は0.4ポイント上昇をしてお

ります。また、高知県における空き家率は17.8％と全国で４番目の高さであり、５年前の調査

よりも1.0ポイント上昇をしております。本市における空き家率につきましては、昨年行われ

た調査の市町村別の結果はまだ公表されていないのでわかりませんが、平成15年調査の空き家

率が16.2％、平成20年調査が22.1％であったことや人口減少率が高かったことを考慮します

と、30％近くになっているものと思われます。 

 そこで、お伺いをいたしますが、25年調査で全国で４番目に高い高知県の空き家率17.8％

を、５年前の20年調査でも22.1％とはるかに上回っている本市の空き家の現状を行政としてど

のように捉えているのか、空き家が多い要因は何であると考えているのか、また空き家の増加

が市民生活に及ぼす影響をどのように認識をしているのか、所見をお伺いをいたします。 

 この空き家対策につきましては、１年前の昨年９月定例会におきまして一般質問を行い、特

に周辺の住民の生活環境に支障を来している倒壊危険家屋の現状調査と所有者に対し空き家の

適正な管理を義務づける空き家管理条例の制定を提案したところであります。最近私のところ

に空き家管理条例はまだできないのかという問い合わせが多くなっております。これらの方々

の多くは、近隣に老朽化した空き家があり本当に快適な日常生活を阻害されている方々であり

ます。さきの台風12号においても、老朽化した空き家の建築資材が飛散して自分の家の瓦が割

れ雨漏りがあったが、所有者が市外に住んでおり、苦情を言っていく先もわからない、台風が

来るたびに自分の家への被害を心配しなければならないなど、本当に迷惑をしております。テ

レビ報道では、このように近隣に迷惑をかけるような空き家を行政が撤去したというニュース

もやっていたが、室戸市ではなぜやってくれないのか、なぜできないのか、市民が困っている

このようなことを解決してくれるのが行政の仕事であり、市会議員の仕事ではないのかと私も

お叱りを受けているところであります。 

 空き家対策に取り組んでいる自治体では、住民からのこれらの苦情に対し個別的に対応しよ

うとしても条例に基づかない行政指導しかすることができず、それゆえに何の権限があってそ

んな指導をするのかと所有者の反感を買うこともあったことから、法的根拠、つまり空き家管

理条例の必要性を感じ、所有者に対し空き家の適正管理を義務づける法的根拠である空き家管

理条例を制定する動きが全国で急速に広がっており、議会を重ねるたびにその数は増加し、全
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国で350を超える自治体で条例が制定をされております。 

 このように、空き家対策に取り組むためには、法的根拠となる条例の制定は必要不可欠であ

り、条例の制定がなければ空き家対策は推進できないと言っても過言ではないと思います。本

市においても、もうこれ以上危険な空き家を放置することは許されません。 

 そこで、お伺いをいたしますが、本市の空き家の現状、特に倒壊危険家屋等近隣に迷惑をか

ける空き家への対応をどのように考えているのか、お伺いをいたします。 

 また、これらの空き家の実態調査は必要と考えているのかどうか、条例の必要性についても

どのように考えているのか、あわせてお伺いをいたします。 

 次に、空き家の撤去が進まない理由の一つとして考えられているのが、空き家を撤去して更

地にすると土地の固定資産税が高くなるという問題であります。これは地方税法の349条の３

の２で住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例が規定をされており、住宅用地でその面

積が200平方メートル以下のものは６分の１に、200平方メートル以上のものは３分の１に課税

標準額が減額されるというものであり、このために住宅用地でなくなれば、固定資産税が３倍

から６倍高くなるというものであります。この固定資産税の特例に関する規定は、戦後の住宅

政策として住宅不足を解消するために住宅の自力取得や賃貸住宅の新規供給を促す政策として

住宅建設促進を目的として導入されたものでありますが、今後も必要なのかどうかという論議

もされているところであります。現在では住宅が充足しており、中古住宅を安く購入する機会

もふえているということを考えますと、固定資産税の負担を特に低くするという意義は失われ

つつあります。このような施策は、現在のように人口が減少し、住宅が恒常的に余る時代にあ

っては適切な施策とは言えなくなってきております。 

 しかし、一方では住宅の新規供給を政策的に奨励しておきながら、他方では空き家増加への

対応を迫られている状況となっており、この２つは矛盾をしております。空き家問題について

考えるということは、こうした矛盾を解消し、少子・高齢化時代における新たな住宅政策の方

向を考えることにほかならないと思います。利用不可能な空き家は取り除いていく一方で、利

用可能な空き家が最大限に活用されていくことが今後の住宅政策には必要かと思われますが、

今後の住宅政策についての所見をお聞かせください。 

 また、住宅用地特例の適用についてもいろいろと論議がされております。その一つに、老朽

化して危険な状態にあるなど、明らかに住むことができず、住宅の用に供する状態でなくなっ

ている場合には住宅用地特例を適用するのは課税の適正化という観点からもおかしいのではな

いかという考え方から、このような住宅用地については住宅用地特例を解除するという動きで

あります。こうした動きの背景には、あくまでも課税の適正化が目的でありますが、特例を受

け続けるためには一定の回収も必要であることや、更地と同じ税額となるため、解体しての活

用への誘因の期待もあるものと思われます。 

 そこで、お伺いをいたしますが、現在本市においては明らかに住むことが困難な状態にある
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空き家の住宅用地についてはどのような課税をしているのか。また、課税の適正化の動きに対

して本市としてはどのように考えているのか、所見をお伺いをいたします。 

 次に、空き家バンクへの取り組みについてお伺いをいたします。 

 空き家の利活用促進策は、人口減少で悩む地方自治体では早くから空き家バンクの設置を中

心に進めてきております。空き家バンクは自治体が空き家の登録を募り、ウエブ上で物件情報

を公開するなどして購入者や賃借人を探すというものであり、これまで地方自治体が行った空

き家対策のうち一番取り組んでいる割合の高い施策であります。自治体の空き家対策は、最近

は撤去促進策としての空き家管理条例の制定を急いでいますが、それ以前から地方の自治体で

は利用促進策として空き家バンクを設置してきており、空き家バンクを設けている自治体は全

国で500を超していると言われております。 

 そこで、お伺いをいたしますが、本市の空き家バンクへの取り組みの現状と問題点並びに今

後の対策について説明をいただきたいと思います。 

 次に、旧室戸岬小学校の校舎及び体育館の取り壊しについてお伺いをいたします。 

 この件につきましても、１年前の昨年９月定例会におきまして、空き家対策の中で取り上

げ、防災面やいまだに450万円という土地の借り上げ料が支払われている財政面での問題もあ

り、早期の取り壊しを提案をしたところであります。この質問に対する教育長の答弁は、取り

壊しに8,000万円を要することから、取り壊しの見通しは立ってないが、国において公共施設

等の解体撤去の補助に向けた動きが出てきたので、これらの動向に注視しつつ対応したいとの

答弁がありましたが、この１年間、市長部局とも十分な協議が行われたことと思いますが、ど

のような協議を行い、どのような結論に達したのか、お伺いをいたします。 

 また、国における公共施設等の解体撤去の補助の動きというのはどのようになったのか、あ

わせて教育長にお伺いをいたします。 

 次に、２の放課後児童クラブについてお伺いをいたします。 

 放課後児童クラブは、小学校に就学している子供で保護者が就労、病気、介護等により昼間

家庭にいない子供や家庭での養育が困難な子供を対象として、その放課後の時間帯において子

供に適切な遊びや生活の場を提供し、子供の遊びと生活を支援することを通して子供の健全育

成を図ることを目的とした活動であります。歴史的には、昭和30年代初頭から母親の就労の増

加に伴って、いわゆる鍵っ子が社会的問題として取り上げられるようになり、自主運営や市町

村の単独補助により事業が全国的に広がっていきました。昭和41年から留守家庭児童対策や健

全育成対策として厚生省による国庫補助が開始をされ、幾多の曲折を経ながらも年々充実が図

られ、平成10年から施行された改正児童福祉法によって放課後児童健全育成事業として法定化

されています。近年におきましては、全国的に放課後児童クラブに対するニーズの増大や多様

化は著しく、クラブの大規模化や待機児童の存在などのほか、開所日数や時間帯に係る一層の

多様化が進んでいるのが現状であります。 
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 こうした動向の中、自治体によっては独自の放課後児童クラブ運営基準をつくり、その質の

担保向上に取り組み始めているところも出てきております。 

 以下、本市の放課後児童クラブの現状につきまして幾つかの質問をいたします。 

 １点目が、運営主体についてであります。 

 放課後児童クラブの運営は、子供への支援の継続性という観点からも安定した財政基盤等運

営体制を有し、子供の福祉や地域の実情についての理解を十分に有する主体が継続的、安定的

に運営することが望ましいとされております。厚生労働省の調査結果から設置主体を見ます

と、公立公営が40.3％、公立民営が43％、民立民営が16.7％となっておりますが、本市におけ

る運営主体の状況はどのようになっているのか、お伺いをいたします。 

 ２点目が、施設についてであります。 

 放課後児童クラブは、子供が日常生活をする場であるため、食事、休養などの基本的な生活

を保障する機能を満たしながら、安心して過ごせる空間を用意する必要があります。したがっ

て、放課後児童クラブの施設には、生活の場としての安全や衛生面が確保された手洗い場、台

所設置、トイレなどのほかに食事や休養をするための機能とスペース、子供がゆったりと過ご

せる空間と遊べるスペースを確保する必要があります。国が平成13年３月13日の全国児童福祉

主管会議資料で示した全児童を対象とする放課後児童健全育成事業の国庫補助の取り扱いの基

本的な考え方においては、放課後児童健全育成事業の国庫補助事業として認める要件として、

放課後児童対象の専用室またはスペースが確保されていること、おおむね1.65平方メートル掛

ける登録した放課後対象児童の面積を確保すること、または学校の一般的な教室２教室以上で

事業を実施することが求められていました。この考え方は、補助要綱の改訂により効力は失っ

ておりますが、施設のあり方を検討するに当たっては参考になる考え方とされております。 

 なお、平成24年度において、登録児童１人当たりの生活スペースが1.65平方メートル以上あ

るクラブ数は全体の76.3％となっておりますが、本市の場合どの程度のスペースが確保されて

いるのか、お伺いをいたします。 

 ３点目が、職員についてであります。 

 放課後児童クラブには放課後児童指導員を設置する必要があります。この指導員は、放課後

児童クラブ健全育成事業実施要綱において、本事業の実施に当たっては遊びを主として放課後

児童の健全育成を図る者、いわゆる放課後児童指導員を配置し、指導員の選任に当たっては児

童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有

する者が望ましいとされておりますが、本市においては有資格者の配置はどの程度されている

のか、お伺いをいたします。 

 ４点目が、開所日、開所時間についてであります。 

 開所日、開所時間につきましては、子供の放課後の状況や子供の１日の生活、地域の実情や

保護者の就労状況を考慮して設定をする必要がありますが、本市においてはどのように設定を
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されているのか、お伺いをいたします。 

 また、新１年生の年度初めの受け入れについて、国のガイドラインを受けて、平成19年以

降、４月１日から開設しているところがふえておりますが、まだ受け入れ開始を入学式以降と

しているところもあります。この場合、卒園から放課後児童クラブの入室までの空白の期間が

でき、働き続けている保護者が４月１日から入学式までの数日間の対応に苦慮するという、い

わゆる小１の壁と言われる問題がありますが、本市においては小１の壁はあるのかどうか、お

伺いをいたします。 

 ５点目が、障害児の受け入れについてであります。 

 障害児につきましても、希望がある場合は可能な限り受け入れに努める必要があるとされて

おり、厚生労働省の調査では放課後児童クラブに登録する障害児の数は全国で２万3,424人と

されており、年々増加傾向にあります。発達障害者支援法におきましても、第９条で市町村は

放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮を

するものとすると定められておりますが、本市においては障害児の受け入れをどのようにされ

ているのか、お伺いをいたします。 

 ６点目が、待機児童についてであります。 

 厚生労働省の発表によりますと、放課後児童クラブは平成25年５月１日現在で前年同期より

も400カ所増加し、登録している児童数も約３万人増加し、89万人に達しております。一方

で、利用できなかった児童も1,200人ふえて8,700人の児童が希望しても利用できなかったとい

う調査結果が出ております。 

 そこで、お伺いをいたしますが、本市における放課後児童クラブ数と登録している児童は何

人いるのか、また希望しても利用できなかった待機児童はいるのかどうか、説明をいただきた

いと思います。 

 最後が、放課後子ども総合プランについてであります。 

 日本再興戦略改訂2014が６月24日、閣議決定がされました。今回の改訂では、昨年策定した

日本再興戦略の成果指数達成に向けた進捗状況を具体的な数字で明らかにし、達成に向けての

必要な施策も明記をされております。放課後児童クラブの受け皿拡大は、女性の活躍推進のた

めの育児、家事支援環境の拡大策の一貫であり、特に小学校入学後に女性が仕事をやめざるを

得ない状況となる、いわゆる小１の壁を打破するための環境整備となり、具体的には厚生労働

省と文部科学省が共同して放課後子ども総合プランを策定し、放課後児童クラブと放課後子ど

も教室を同じ学校内で開設し、一体的な活動を行う一体型を中心に計画的な整備を進めるもの

であります。 

 また、整備に際しては、余裕教室など学校施設の徹底活用、開設時間の延長、全小学校区で

の放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的または連携した運用が実行されるよう、次世

代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針を改正し、制度的措置を年度内に実施をする
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というものであります。 

 この放課後子ども総合プランにつきましては、策定を終え、８月11日に地方自治体に対する

説明会が実施をされております。そして、市町村が計画的に事業を進めていけるように、本年

秋に策定予定の新たな行動計画指針に記載し、市町村はこの行動計画支援に即し、平成31年度

に達成されるべき目標事業量等を市町村行動計画に盛り込むこととされておりますが、放課後

子ども総合プランへの取り組みについて教育長の所見をお伺いをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 濱口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の(1)空き家の増加が市民生活に及ぼす影響についてでございます。 

 本市の空き家が多くなっている要因につきましては、人口の減少や漁業など地場産業の衰

退、所有者の死亡等により空き家となるケースがございます。また、空き家を相続する場合、

相続人全員の同意が必要なことなど手続の煩雑さから処分が進まないことも要因の一つになっ

ているのではないかと考えております。そして、適切な管理がされずに劣化が進み、そのまま

放置される傾向があるのではないかと考えております。空き家が及ぼす影響につきましては、

御案内のように景観上の問題だけではなく、敷地へのごみの不法投棄や不審者の侵入による火

災などの要因になるほか、災害時に倒壊し、避難や消防活動の妨げになるおそれがございま

す。こうした危険性をはらむ空き家については、速やかに対処する必要性がありますが、あく

までも管理責任は所有者に委ねられているため、対策が思うように進んでいないというのが現

状であると認識をいたしております。 

 次に、(2)空き家の実態調査と管理条例の必要性についてでございます。 

 まず、危険な家屋につきましては、所有者に連絡をし、その対応を求めることや常会長さん

を初め関係者の方々の御協力をお願いをいたしているところでございます。 

 次に、空き家の実態調査につきましては、今年度国の空き家再生等事業を活用いたしまして

調査を実施を行ってまいります。今回の調査によりまして、倒壊のおそれのある危険家屋につ

きましても一定把握できるのではないかと考えております。 

 また、管理条例の制定についてでございますが、御提案をいただいたわけでございますけれ

ども、策定をいたしている市町村の状況も私どもも聞いてまいりました。そうした中で、状

況、情報提供はあるものの、指導や勧告などには至っていない、老朽住宅の除却は余り進んで

いないというようなことはお伺いをしているところでございます。当市といたしましては、御

案内のように平成24年度より国による老朽住宅除却に対する補助金交付事業に取り組み、倒壊

等危険家屋の除却の促進に努めてきたところでございます。ただ、今年度におきましても、予

算額10件に対して申請額33件の申し込みというような状況でございまして、要望に応え切れて

いない状況でございます。この件につきましては、国に対しましても老朽住宅除却事業費の補
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助金の増額について一層の要望を行いたいと考えております。 

 また、昨年より自由民主党の議員連盟が法案をまとめておりました空き家等対策推進に関す

る特別措置法案がこの国会に提出をされているというふうにお伺いをするところであります。

その概要につきましては、１つ、法律で規定する限度において空き家等への立入調査が可能と

なること、２つ目として、空き家等の所有者などを把握するために固定資産税情報の内部利用

が可能となること、３つ目といたしまして、特定空き家等に対しては除却、修繕、立木竹の伐

採等の措置の指導、助言、勧告、命令が可能となり、さらに要件が緩和された行政代執行の方

法により行政執行が可能となるなどが示されているところでございます。今後、この法案の制

定に注目をいたしますとともに、国の動向を見きわめた上、条例の制定などにつきまして対処

してまいりたいと考えております。 

 次に、(3)今後の住宅政策についてでございます。 

 議員さんも御案内のとおり、老朽住宅につきましては、やはり除却をすることが必要である

という思いから、老朽住宅除却補助事業の一層の活用を図ってまいりたいと考えております。 

 また、先ほども申し上げましたように、国において空き家等対策の推進に関する特別措置法

案の制定が予定をされているとお聞きをしますので、それらのことにしっかり注目し、またそ

れらを受けて取り組んでいきたいと考え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ように、利用可能な空き家につきましては各種補助事業を活

用し改修を行うなど、空き家バンクに登録をしていただくことによっての利活用などについて

進めていかなければならないと考えております。 

 さらに、住宅政策としましてはいろんなことが考えられるわけでありますけれども、課税の

問題であるとか、防災対策、また市営住宅の管理運営、道路整備なども重要な住宅政策の一つ

になるのではないかと考えるところでございます。 

 次に、(5)空き家バンクの取り組みについてでございます。 

 空き家バンクとは、空き家を有効活用するための制度でございます。空き家の賃貸や売買を

希望する方から情報を提供していただき、その情報を市のホームページ等に掲載し、移住を希

望する方々への情報提供を行うというものであります。この制度は、県が強く推進している移

住、定住の促進に重要な役割を果たすものであり、今後市といたしましても取り組みを進めて

いかなければならないと考えております。 

 現在、県におきましては、高知県宅地建物取引業協会と全日本不動産協会高知県本部が連携

協力し、県下の空き家等の不動産情報を発信する専用のホームページ「高知で暮らす。お家を

探すねっと」を運営をいたしております。当市におきましても、移住促進ホームページ「室戸

に移住！田舎暮らし情報館」により移住者向けの物件情報を掲載をしているところでございま

す。 

 また、空き家の利用が進まない状況といたしましては、家財道具など荷物がそのままになっ
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ているとか、住むためにはトイレの水洗化や修繕などが必要なことが大きな課題ではないかと

思うところであります。 

 今後は、本年度６月補正予算で計上しております空き家情報の実態把握調査を実施すること

により、空き家情報を把握をしてまいります。また、調査終了後は、家主さんの貸す意思のあ

る家屋で改修や修繕等の必要のある物件につきましては、国や県の空き家再生事業などの活用

もしていただいて、移住者、定住者の空き家の利活用につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

 私からは以上でございますが、教育長及び税務課長から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） 長谷川税務課長。 

○税務課長（長谷川貞彦君） 濱口議員さんに、１、空き家対策についての(4)固定資産税の

住宅用地に係る課税の特例等についてお答えいたします。 

 税務課といたしましては、住宅用家屋の実態について、全棟を把握することが困難なことか

ら、住宅用家屋としての要件を満たす家屋が存在している土地につきましては、現在全てに住

宅用地特例を適用し課税をしております。空き家等の住宅用地に係る課税につきましては、先

ほどの市長答弁の中にもありましたが、今秋の臨時国会に空き家等対策の推進に関する特別措

置法案が提出される見込みであり、その中で空き家等の対策に関する必要な税制上の措置を講

ずるものとされておりますが、この税制上の措置の具体的な内容などはまだ示されておりませ

ん。本市におきまして、これらの国の動向に留意し、今後も適正な課税に努めてまいります。

以上です。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 濱口議員さんに、大きな項目の１の(6)旧室戸岬小学校の取り壊し

についてお答えいたします。 

 まず、国の動向についてでありますが、平成26年４月22日付総務大臣通知「公共施設等の総

合的かつ計画的な管理の推進について」がありました。それによりますと、老朽化した公共施

設等の取り壊しについては、総合管理計画を策定し、それに基づき計画的かつ適正に管理する

ことが求められております。 

 室戸市におきましては、この公共施設等総合管理計画を策定予定でございますので、旧室戸

岬小学校の取り壊しについて検討協議してまいります。 

 また、取り壊しに係る経費につきましては地方債を充当できることになっておりますが、こ

の起債は元利償還分が交付税算入されず、財政的に有利なものではございません。なお、実施

年度につきましても財政状況を勘案の上、計画策定の過程の中で市長部局と協議していきたい

と考えております。 

 ただ、計画策定に当たっては地主や周辺住民の方々の理解、協力も必要でありますので、そ
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ういう点にも十分留意しつつ検討してまいります。 

 大きな２項目め、放課後児童クラブについて順次お答えいたします。 

 (1)運営主体についてでございますが、室戸市において放課後児童クラブの開設は室戸小学

校と室戸岬小学校の２カ所であります。運営主体としては、設置者は室戸市で、運営は室戸小

学校についてはむろと放課後児童クラブ家族会に委託しております。室戸岬小学校について

は、室戸岬放課後児童クラブ運営会に委託となっております。 

 (2)施設についてでございますが、むろと放課後児童クラブは室戸小学校の空き教室を２部

屋利用し、63名の児童が１人当たり1.88平方メートルの面積を確保しております。室戸岬放課

後児童クラブは、空き教室１部屋を利用し、12名の児童が１人当たり5.55平方メートルの面積

を確保しております。 

 (3)職員についてでございますが、むろと放課後児童クラブには、高卒以上、２年以上児童

クラブ、児童福祉事業への勤務経験者が２名おります。室戸岬放課後児童クラブには、幼稚

園、小学校教諭の資格を有する者が１名勤務しております。以上の職員を含めたむろと放課後

児童クラブは５名、室戸岬放課後児童クラブは２名以上の体制で運営しております。 

 (4)開設日、開設時間についてでございますが、むろと放課後児童クラブの開設日は、春、

夏、冬休み期間中も含めた月曜から金曜日までと第１、第３土曜日であります。室戸岬放課後

児童クラブの開設日は、春、夏、冬休み期間中も含めた月曜日から金曜日までと隔週土曜日、

月に２回ということであります。開設時間は、両クラブとも平日は下校時から18時まで、土曜

日は午前８時から午後５時までとなっております。春、夏、冬休み等の期間は、むろと放課後

児童クラブは８時から18時、室戸岬放課後児童クラブは８時30分から18時までとなっておりま

す。 

 小１の壁については、室戸岬放課後児童クラブにはございません、４月１日から新１年生を

受け入れておりました。むろと放課後児童クラブにおいては、本年４月に入所希望者全員を受

け入れできなかった経過もありますが、現在は解消しております。小１の壁解消に向けて今後

も努力してまいりたいと考えております。 

 (5)の障害児の受け入れについてでございますが、現在むろと放課後児童クラブ、室戸岬放

課後児童クラブとも障害児加配が必要な児童の申し込みはございませんが、申請があった場合

には利用機会の確保に向け努力してまいります。 

 (6)待機児童についてでございますが、本市におきましては、放課後児童クラブ数は２カ

所、登録児童数はむろと放課後児童クラブ63名、室戸岬放課後児童クラブ12名です。前段で申

しましたが、むろと放課後児童クラブは本年４月からの利用者が大幅に増加したため、本年初

めて待機児童が発生しましたが、段階的に受け入れを行い、現在は希望者全員を受け入れてお

ります。室戸岬放課後児童クラブには例年待機児童はいない状況でございます。 

 (7)の放課後子ども総合プランへの取り組みについてでございますが、本年８月11日に厚生
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労働省及び文部科学省より示された放課後子ども総合プランにより示された趣旨、目標のとお

り、共働き家庭等の小１の壁を打ち破るとともに、次代を担う人材を育成するため、放課後児

童クラブと放課後子ども教室を地域の実情に合った子供の安心・安全を確保しつつ、異年齢の

つながりを体験させるような環境を提供できるように努力してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 濱口太作君の２回目の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。２回目の質問を行います。 

 まず、空き家対策についてでございますけれども、今現在国会に特別法が提案されておるの

で、それが制定されたらそれに沿って運用していくというふうな答弁でありましたが、これ特

別法ができてもそれを運用していくためには、やはり細部についての条例が必要だと思います

が、その点どう考えておるのか、お伺いをいたします。 

 また、室戸岬小学校の取り壊しについてでありますが、ちょっとよくわからなかったんです

が、国がいわゆる取り壊しの財源措置として起債適用ということで新しくつくったわけです。

後にも先にも国の制度で財源措置がされるのはこの制度のみだというふうに思いますが、この

制度を活用するためには、先ほども説明がありましたように、公共施設等総合管理計画の策定

が求められておるわけですが、これを策定を予定しているということでよろしいですかね。そ

したら、その中に当然旧岬小学校の解体についても位置づけると、そう解釈してよろしいです

か。 

 それでは、この国の調査でやったときに、総務庁の調査ではこの管理計画をつくって、この

制度を利用したいというのが大体回答団体数の74.2％であったというふうな調査結果も出てお

ります。本市においても、計画をつくって解体への作業を始めるということでございますが、

大体この計画はいつごろまでに策定されるのか、お伺いをいたします。 

 次に、空き家対策の中で、固定資産税のことなんですが、これ税務課長の答弁では国のほう

でいろんな税制改革の動きもあるから、それにその結果を見てから対応したいということなん

ですが、国の制度が変われば当然それに対応するのは当たり前のことなんで、私が今回聞きた

いのは、国の制度ができてない今でも、やはり課税の適正化という観点から、要は住宅の用を

してない、そういう人が住めないような住宅については特例を解除するという動きがこれ全国

的に出てきておるわけなんです。 

 よく例に出されるのが、富山県の富山市、これ最近の話で２年前から特例を適用するのはお

かしいということで取り組んでおります。昨年は実績として12の開示を行ったというふうに聞

いております。また、新潟県の見附市では、特例は解除するけれども、撤去を促すために２年

間猶予をすると、この間に撤去をしてくださいと、課税の特例を解除するのは２年後ですよと

いうふうな取り組みも始めておるわけです。 

 それで、現在うちの場合は、室戸市の場合はなかなか調査も困難だから、そのまま減額をし
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ておるということですが、私が聞きたいのは、調査が困難どうやなしに、要はこういうことに

取り組んでおる、ここらやっておるところはこれが適正化なんだと、課税の、適正化なんだと

いう判断で現行法上でも取り組んでおるわけなんで、これについて、どう考えても結構です、

考えをお聞かせくださいと、こういうことをしているところがあるということに対しての考え

をお聞かせくださいということなんで、再度答弁を求めたいと思います。 

 それから、２の放課後児童クラブなんですが、現在本市においては待機児童はいないという

ふうな教育長の答弁でありましたが、御承知のようにことし４月に、教育長も話されておりま

したが、室戸小学校の放課後児童クラブでは、申込者が多くて約10人程度が入ることができな

いということでお母さん方が非常に困って、教育委員会と協議を重ねた結果、何とか全員入る

ことができたということで、現在安心してお母さん方が働いております。 

 この現行の制度では児童クラブの対象児童というのは、御承知のようにおおむね10歳未満で

すよね。ところが、これが来年度から実施をされます子ども・子育て支援制度では対象が拡大

されますよね、小学校の全児童、全学年までが対象ということになります。そうしますと、来

年度は確実に希望者がふえるということが予想されるわけです。この子ども・子育て支援制度

は、市町村の責務として、市町村は地域の需要を把握した上で区域ごとの事業量を見込み、事

業の提供体制を確保する責務が法律で明記をされましたね。このため、先日の新聞記事では、

高知市においては来年度への対応の検討をもう進めておりますよ。ですから、本市において

も、来年度の入所希望者予定者を的確に、なかなか難しいですけど、的確に把握して、その数

に必要な場所と人の確保、これには万全を期していただいて、本市においては絶対に待機児童

はつくらないという覚悟で取り組んでいただきたいと思いますが、教育長の所見をお伺いをい

たします。 

 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） 濱口議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、空き家対策についてでありますが、御案内のように今国が特別法を制定をしていると

いうお話は申し上げたところでございます。そうした中で、その特別措置法が制定をされた

後、具体的な施行になったときに条例が必要か必要でないかという問題は当然出てくるという

ふうに認識をいたしておりますので、それは条例が必要ということになれば当然条例化をさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

 それから、固定資産税の特例についてでございますが、これも現行法でもやれるのではない

かという趣旨については私も御理解をするわけでありますけれども、現在そうした取り組みを

ようしておりません。ですから、住宅の用に供していない場合には特別措置法を適用しないと

いう考え方ですよね、そういうことがしっかりどういうふうにやっていけばそれができるの

か、また条例を改正せないかんのか、また規則でできるのかというようなことについても、今
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後ぜひ検討をさせていただきたいというふうに思いますし、また先ほど事例をお話しいただき

ましたように、一定の期間、猶予を与えて、その間は減免しましょうと、けどそれが過ぎます

と減免はしませんよ、そういう対策によって取り壊しを求めてはどうかというもの、問題につ

きましても、事例等も私も研究をさせていただいて、どうした形で、またどんなやり方ができ

るのかというようなことを今後研究をさせていただきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いします。 

 私からは以上です。 

○議長（山下浩平君） 川上企画財政課長。 

○企画財政課長（川上建司君） 濱口議員さんの御質疑にお答えをいたします。 

 例えば公共施設等総合管理計画の話が出てまいりましたので、私のほうから御答弁を申し上

げます。 

 公共施設等総合管理計画につきましては、この９月補正に関連予算として計画策定費用につ

いて計上をさせているところでございますが、まず本年度、来年度、26年度、27年度とかけま

して市の資産、公共施設、庁舎、学校、保育、それと道路、橋梁などさまざまな施設の調査を

実施をいたしまして、まず固定資産台帳を作成をいたします。それができた後に、28、29とか

けてそういった施設をどういうふうに管理運営維持、例えば取り壊しであるとか、そういった

ことも、それと更新ですね、そういったことも含めた計画を策定すると、そういった流れで現

在動いているところでございます。以上です。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 濱口議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 今現在、もう室戸市の場合は６年生までを許可しておりまして、実態としては、６年生はゼ

ロ、５年生が３名ということで、登録者数は67名ございます。出席率が、今申しましたように

64ということですので84％、それぐらいの率になろうかと思います。 

 それで、来年６年生の希望者は、ことしのようなことがあってはならないということで既に

来年登録する人は何人ぐらいおるのかということで、29年度までに向けて数を大体調査してお

ります。それによりますと、かなりの数になりますが、来年95、その次が124、その次が136と

かというふうな数になりますが、これが丸々来るとは当然考えられませんので、ただ問題は、

それはもちろん前年度に正確な数字は早目早目にとっていくということが大前提になります

が、子供たちの決められたスペースを守っていくために、人数がふえた場合は別の場所を確保

しなければならないという問題が当然生じてまいります。ことしも教育集会所等についても検

討をしておりましたが、今現在はそれでおさまっておりますので、来年３月に策定されます子

ども・子育て支援会議という法の中にこの放課後児童クラブ等も含まれるわけですので、そう

いう面から、これがいかに大切なものであるかということを十分学校、場所を提供する学校は

もちろんですが、そういう面で啓発も行って、先ほど申しましたように健全育成に努めていき
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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） これをもって濱口太作君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため午後３時30分まで休憩いたします。 

            午後２時57分 休憩 

            午後３時27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、上野祥司君の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。一般質問を行います。 

 市政全般についてお伺いします。 

 １、ブロードバンド通信網の利活用について。 

 本市がブロードバンド通信網の整備を行うと決まった平成21年12月議会の一般質問で、人口

減少には定年退職者への帰ってこいよコールでＵターンの促進を、今ある産業で収入をアップ

するにはネット販売、室戸フリーマーケットを、企業誘致には交通の便が悪く運搬コストがか

かり過ぎる室戸市でも他地域と互角の勝負ができるコールセンターの誘致等々を提案させてい

ただきました。その時点では、これで室戸は変われるのではないかと大きな希望がありまし

た。情報の収集については、確かに快適になりました。しかし、情報の発信が不足していると

感じます。15億円という費用に対する効果は微々たるものだと言わざるを得ません。 

 そこで、３項目についてお伺いします。 

 ①室戸市ホームページ。 

 情報発信の先導役はやはり市のホームページだと思います。私は仕事上、何度もアクセスす

るのですが、やはり目新しい情報が少ないホームページはリピーターが減っていくのだと思い

ます。 

 そこで、お伺いします。 

 室戸市ホームページの更新の仕方、その頻度、誰が何人体制で行っているのでしょうか。 

 ②防災情報。 

 昨年10月、伊豆大島で大きな災害が起こりました。テレビ報道の中で地域防災計画に触れて

おりました。本市では、室戸岬町高浜の災害時だったと思いますが、高潮対策に不十分なとこ

ろがあるので見直しをするということを聞いていましたので、本市の地域防災計画を読み返し

てみようとホームページを検索しましたが、出てきません。後日、いわゆる昔の防災対策室で

室戸市地域防災計画は確認しました。避難路整備が続けられており、広報でどこそこに避難路

が完成しましたという情報はあるのですが、総合的な情報を知るすべがありません。避難路の

計画場所、整備済みの場所の一覧表、備蓄情報、地域防災計画等の掲載は必要と考えますが、

御所見をお伺いします。 

 室戸岬を回ると高知県内のラジオ放送が聞こえなくなります。緊急時、災害時に不確かな情
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報ほど怖いものはありません。日本放送協会、ＲＫＣ等への要望はされているのでしょうか。

また、災害時には防災行政無線等で正確な情報を流し続ける予定なのでしょうか、あわせてお

伺いします。 

 ③インターネット販売。 

 本市でも、以前からネット販売にチャレンジしている方はかなりあるものの、アクセス数が

少ないということをお聞きしております。 

 そこで、個人のホームページとのリンクということも含めて、行政主導のネット販売ができ

ないものかと考えておりました。ネット販売の部分はキラメッセ室戸にお願いをするとしてき

たわけですが、売り上げはどのようなものでしょうか、お伺いします。 

 商品を売るだけではなく、市内の個人小規模団体のネット販売の紹介、リンクなど、情報を

提供する必要もあるのですが、それはやらないのでしょうか。もしやるのであれば、どのよう

にやるのか、その方法をお伺いします。 

 ２、市の振興策について。 

 産業振興人口減少対策として企業誘致、移住促進等に取り組んでこられました。私も一つ一

つの議案に対して審議し賛成した経緯があります。その方向性は決して間違っていたとは思っ

ておりません。 

 ①企業誘致と指定管理等。 

 誘致企業に対する５年間の奨励金（固定資産税相当額の免除）制度があります。いわば新し

い企業や人の掘り起こしを目的に優遇措置をしたということです。もともと室戸にある企業や

住んでいる人から新規企業だけが室戸市に貢献しているのではない、我々も室戸市で頑張って

いる、雇用面でも少しは貢献している、同様の支援を求めているわけではないが、我々にもそ

の何分の１かの支援策はないものかという声も聞こえるようになりました。長い間、室戸市で

頑張っていた企業が市外に移転するなどということは絶対に避けなければなりません。 

 指定管理や補助を受けている企業、団体が優遇され過ぎているという指摘があります。行政

の補助を受けている企業が、税金を払いながら独自で頑張っているところを圧迫しているとい

う意見があります。私も指定管理の条件が甘過ぎると発言してまいりました。施策を実行する

にはタイミングと勢いが必要です。施策そのものは間違っていないはずですが、全体的なバラ

ンスから考えると、このままでいいのかという部分もあります。そのバランスについてどう考

えるか、今後その格差をどのように修正していくのか、お伺いします。 

 ２、学校教育。 

 佐喜浜保育所の園児数は最年長２名、４歳児が３名、３歳児が４名ということで、10年後、

佐喜浜中学校の生徒数は全校で９名ということになります。１学年130名の私たちからすれば

考えられないことですが、これが現実です。その佐喜浜中学校の前年度、ことし３月の卒業生

13名中、室戸高校へ進学した生徒が２名ということを聞き、これは大変なことではないのかと
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思い、他の地区の方にも話をお伺いしました。子供にとって未来は360度開けており、親御さ

んのお子さんにできる限りの環境を整えておきたいという思いは尊重すべきです。中学校の先

生が高知市内の高校を勧めたという事例もあったようです。これも決して悪いことではありま

せん。室戸高校にそれだけの魅力がないということでしょう。生徒や保護者のニーズに合って

いないということではないのでしょうか。高知県の公立高校統廃合計画で生き残っても、生徒

がいなくなってしまうのではないかと危惧されます。高校進学時に生徒が市外に流出します

と、例えば生徒と一緒に母親が暮らすという事例もあり、市内の日常の消費が減少します。生

まれた場所以外で暮らす経験も子供の成長にはプラスの部分がありますが、余り長いと室戸市

へ帰ってくる人が減ります。本市でただ一つの高校であり、室戸高校をなくしてはなりませ

ん。 

 そこで、お伺いします。 

 島根県海士町の取り組みなど先進事例もありますが、室戸高校存続のために本市ではどのよ

うに取り組んでいるのでしょうか。内容等も含めて詳しく御答弁願います。 

 また、市内小・中学校の教職員の方々は室戸高校をどのように捉えているのでしょうか。意

識調査などされたことがあるのでしょうか、あわせてお伺いします。 

 ３、地域医療の確保について。 

 ６月定例会で小椋議員が一般質問されておりますが、本市にとって最重要課題の一つである

と認識しておりますので、実例を挙げながら質問させていただきます。 

 ①夜間の救急診療。 

 ６月末におばが倒れて救急車のお世話になりました、午後６時半前のことです。ふだんから

元気な人でしたし、意識もありましたので、大ごとになるとは思っていませんでした。それ

が、元地区を過ぎるころから、まだ着かんかね、しんどいとうわ言のように言い始め、田野病

院に着くとすぐ心臓に異常があると医者から言われました。小一時間救急隊員の方に心臓マッ

サージの処置をしていただきましたが、帰らぬ人になってしまいました。心筋梗塞ということ

でした。現実感が乏しい中で、救急隊員の方への感謝と、ああ、救急車で搬送されても助かる

人ばかりではないのだ、彼らもつらいよねと茫然としながら考えていました。 

 ところが、人間というのはどうしようもないもので、時がたつにつれて、もし仮に室戸病院

で診てもらっていても助からなかったのだろうかという思いが生まれました。そして、その思

いは今も消えてはいません。10分早くお医者さんの処置があればどうなっていたのだろうかと

素人考えで思っております。 

 ②夜間診療。 

 室戸市の東部に暮らす市民からしますと、夜間診療がなくなった不安も大きなものです。７

月以降、たくさんの方から何とかならないかというお話を伺いました。室戸市に夜間診療を受

け入れてくれる医療機関があれば、救急車の要請も少なくなるでしょう。私の子育て時代に
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は、何度か子供の発熱やぜんそくで病院の夜間診療のお世話になっております。自分の子供が

子育てをするときにはその環境がなくなりました。私たちは次の世代に何を残せるのでしょう

か。何を残そうとしているのでしょうか。介護は、施設介護から在宅介護へシフトすると言っ

ているのに、夜間の救急施設や夜間診療がなくなってよいのでしょうか。現状に対して行政が

決して手をこまねいているわけではありません。小松市長初めそれぞれの担当課が最大の対応

策を考え、対処していただいていることは理解しております。室戸市の救急診療、夜間診療は

どのようになるのでしょうか。６月定例会以降、このことに関して進展はあったのでしょう

か、お伺いします。現在住んでいる市民の方が安心して暮らせる環境がなければ、人口減少を

とめることはできません。 

 ４、市が所有する車両について、現在室戸市の所有する車両は財産管理課で一元管理されて

おります。例えば、25人乗り、８人乗りなどのもう少し大きな車両の必要性はないのでしょう

か。議員研修など県下の議員が集まる機会もあり、いつも思うことですが、よその自治体は自

治体名、教育委員会名、社会福祉協議会名を車体に書いた大きな車でみんな一緒に来るのに、

室戸市だけは分乗です。 

 個人的には老人クラブに所属しておりまして、地域の高齢者の方々と認知症予防、交通安

全、振り込め詐欺防止の勉強会を開いたり、みんなで食事をしたり、高知県老連、室戸市老連

の行事に参加し、踊りを踊ったりの活動をしております。室戸市内には現在老人クラブが21ク

ラブあり、980名余りが会員登録をしています。他自治体と比べて会員数が減らないというの

が室戸の特徴だそうで、小松市長、担当課の職員さんの理解と配慮があるおかげだと感謝して

おります。 

 ところが、その老人クラブの活動でいつも頭を悩ますのが足の確保という問題です。単位老

人クラブだけの活動ではなく、他の地区の方々との交流は刺激になりますし、皆さん生き生き

としてきます。高齢の会員さんに車を出してくれ、他の人も積んでいってくれとお願いはでき

ません。 

 質問の１つ目、老人クラブを取り巻く現状について紹介させてもらいましたが、ほかの分

野、団体等から車についての市への要望はないのでしょうか。人口減少とともに組織の構成員

が減少して、それぞれが車を所有することは考えられなくなりました。利用できる組織、団体

の範囲、利用目的の制限、使用料等のルールを整備しなければなりませんし、民間の旅行業者

を過度に圧迫することのないように配慮しなければなりません。 

 質問の２つ目、庁舎内だけでなく、公共性のある団体等の利用も可能な車の購入管理を検討

されたことはあるのでしょうか。行政にお願いするのは無理なのでしょうか。室戸市が主催、

共催、後援する行事、イベント時、少年及び青年のスポーツイベント、議会の視察や研修時の

移送等に利用するだけではコストがかかり過ぎるのでしょうか。 

 質問の３つ目、車両購入管理より効果的な妙案があればお教えください。 
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 以上、３点についてお伺いします。 

 ５、室戸市昭和写真展について。 

 昭和34年に旧５カ町村が合併して室戸市が誕生しました。そして、来年は昭和90年というこ

とになります。以前から感じていたことですが、その時々の市民の暮らしぶりがわかる資料が

少ないような気がします。それは、私が知らないからなのでしょうか。あるのなら、なぜ折に

触れ公開されてこなかったのでしょうか。ジオパークの進め方も違ったものになっていたので

はないかと思います。 

 １つ目の質問、過去の映像、画像、資料等はどのように保存、管理されているのでしょう

か、お伺いします。 

 私の知っているのは松島康顕氏の「撮って置きの写真集、室戸の止まった時間、忘れ物の蔵

出し」という写真集と、都呂地区百年史編集委員会の「もう一つの佐喜浜、佐喜浜町都呂地区

の百年」という２冊ぐらいですが、両方とも楽しくて、本を開くと時のたつのも忘れてしまい

ます。個人所有の貴重な写真が眠っています。市民から写真を募集し、撮影時期と場所の聞き

取り、デジタル保存をし、今後も行政が使用できる許可をとっておくことをやるべきではない

かと考えます。時期を失すれば発足当時の室戸市の状況を知る人がいなくなります。貴重な資

料が失われることになります。 

 ２つ目の質問、四国遍路1200年、国定公園指定50年、ジオパーク拠点施設のオープン、高知

県東部博覧会等の催しがありますが、そのどれかで室戸市昭和写真展というイベントはどうで

しょうか、お伺いします。 

 小松市長の２期目の最後の定例会ということで、繰り返し質問してきたこと、そして実行が

不十分、または方向性が少し違うと感じる事項について質問させていただきました。11月には

市長選挙がありますが、無事当選されての３期目はホップ・ステップ・ジャンプのジャンプに

当たる４年間だと思います。これまで以上に市民サイドに立った施策を期待しておりますし、

全ての市民が室戸で暮らしてよかったと本当に実感できる室戸市づくりを目指していただきた

いと願っております。 

 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） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 まず、(2)の企業誘致と指定管理等についてでございます。 

 まず、企業誘致につきましては、平成19年度に本市における企業誘致を推進するとともに、

雇用機会の拡大を図るため、室戸市企業誘致推進条例を制定をしていただいたところでござい

ます。当該条例では、誘致企業だけではなくて、既存の企業や個人事業者の規模拡大等に対し

ましても新規雇用従業者が３人以上見込めることなどの一定の要件を満たすことにより奨励金

を５年間交付することといたしております。条例の制定後、４社が誘致企業に指定をされてお
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りますが、そのうち１社は既存の地元企業となっているところでございます。 

 そのほか、企業に対する支援といたしましては、平成25年度には室戸市原材料価格高騰対応

等緊急融資保証料補給要綱を制定をし、県の緊急融資制度を受けた事業者に対しまして保証料

の援助を新規事業として行っているところでございます。 

 また、今議会におきまして、コールセンター等誘致促進条例を提案をさせていただいており

ます。コールセンターやシェアオフィスの誘致による雇用の拡大を目指してまいりたいと考え

ております。誘致企業や地元企業を大切に考えた振興対策を進めていかなければならないと考

えております。 

 次に、指定管理者制度につきましては、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、地方

公共団体が法人、その他の団体に公の施設の管理を行わせることができる制度でございます。

現在室戸市では、32の施設について指定管理者制度を導入をいたしておりますが、この指定に

つきましては、施設ごとに公募等を行うとともに、それぞれの実情に合った協定書を締結して

実施をいたしているところでございます。また、施設によりましては、年度ごとの協定書を締

結するなど、市から指定管理料を支出する場合と指定管理者より納付金をいただく場合がござ

います。これらにつきましては、今後ともより適切な指定管理となるように努めてまいりま

す。 

 次に、(3)の救急医療と夜間診療のことについてでございます。 

 まず、救急医療についてでありますが、６月議会でも申し上げましたように、本市に救急告

知病院がなくなったことは大変残念なことだというふうに思っております。救急病院につきま

しては、継続をしていただくようにお願いをしてきたところでございますけれども、看護師が

不足している現状では、入院と救急の両立は困難であり、やむなく救急病院の撤退に至ったと

いうことでございます。 

 私どもとしましても、医療が充実をしていかなければ、地域では生活ができていかないとい

う思いから、あらゆる対策を考えているところでございます。本年６月からむろと健康ダイヤ

ル24を開設をさせていただいたのもそれらに対する思いからでございます。その健康ダイヤル

24によって病状などについても問い合わせができる、問い合わせに応じられるということとな

っておりますので、ぜひこうしたことも御利用いただければというふうに思っているところで

ございます。 

 また、医療の件につきましては、10月に高知県市長会が開催をされますので、今回県への要

望事項としてぜひ申し上げたいというふうに思って掲げているのが、公的医療機関の確保につ

いて、そして看護師確保の助成制度の見直しについてということで、県に対してもしっかり要

望活動を行っていきたい、要請活動を行っていきたいと考えているところでございます。 

 次に、看護師の確保についてでありますが、養成をしていく場合と復職を推進をする場合と

いうことが、２つが重要であるというふうに考えております。養成につきましては、現在県内
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に看護師を養成する施設といたしましては、大学や高校、専門学校など12施設がございます。

平成27年４月からは、さらに加えて高知開成専門学校の看護学科が、近森病院附属看護学校が

それぞれ開校予定となっております。養成機関は充実をしてきたというふうに思っておりま

す。 

 また、将来看護師として従事しようとする学生の修学支援としまして、県が看護師等養成奨

学金制度を設けているところでございます。市といたしましては、その内容の充実や拡大を要

望してまいりたいというふうに思っております。市といたしましても、その奨学金に対し市か

らも上乗せすることができないかというような奨学金制度の充実について検討をいたしている

ところでございます。 

 次に、復職に関しましては、県の潜在看護職員等復職研修事業が県にございます。参加料は

無料でありますが、研修期間が３日と大変短い状況でございます。このことにつきましても、

研修内容の充実や期間の延長、また交通費等参加をするための経費の支援などができないかと

いうことで、これらについても県に改善することを要望してまいりたいと考えております。ま

た、市の独自の支援策といたしまして、復職看護師さんを雇用された医療機関に対しましては

一定期間給与などに対する支援を行うことができないか、こういうことについても検討してま

いりたいと考えております。 

 次に、夜間診療についてでございます。 

 まず、夜間や早朝の診療時間の延長につきましては、現在室戸病院において検討をいただい

ているところでございます。ぜひこれらを実現をしていただきたいと願っているところであり

ます。 

 また、夜間診療につきましては、医療機関が持ち回りで行う夜間当番医制度というものがご

ざいますが、しかしなかなかこれを実施するためには、医師や看護師さんの確保、また薬局の

手配などたくさんの課題がございまして、現在県内での事例はございません。しかし、このこ

とにつきましても、私どもとしましては医師会や関係者の方々の御意見をお伺いをしてまいり

たいと考えております。とにかく地域で安心した生活を送るためには、私はやはり医療機関が

充実をする、医療を充実させなければならないというふうに思っておりますので、今後それら

の対策に全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、副市長、教育長及び関係課長から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） 上野議員さんに、大きな１点目の(4)市が所有する車両について、

私のほうからお答えをいたします。 

 御質問が３点ほどございましたが、あわせて御答弁申し上げますので、よろしくお願いいた

します。 



－97－ 

 最初に、本市が保有しております公用車の状況につきまして申し上げますと、消防車両と原

動機付自転車を除きまして、現在庁内全体で56台ございます。このうち、箱バンなどの軽自動

車が36台、それからクレーンつきのトラックや給食配送車などの貨物用の車両が３台などとな

っておりまして、いわゆる普通車以上の乗用タイプの車は、スクールバスを含めまして17台ご

ざいます。このうちにはスクールバスが６台含まれておりまして、その中には最大26人乗りの

ものなどもございますが、スクールバスを除きますと、あとはほとんどが５人乗り程度の乗用

車で、御質問のような大型の車両は保有してないのが実情でございます。 

 こうした状況に対しましては、御質問にもございましたように、老人クラブや各種の研修、

学校行事あるいはスポーツ大会などの輸送手段として、バスについての御要望を各方面からお

伺いししているところでございます。 

 このようなバスの購入の件につきましては、以前より内部でも議論してきたところでござい

ますが、車両購入費用や年間数十万円と見込まれる維持管理費などの財政負担のほか、車両に

よって大型免許等が必要となる運転手の問題、あるいは損害賠償保険の取り扱いなどのことも

ありまして、これまで実現していないところであります。 

 しかしながら、議員さん御案内のとおり、ことしになりまして市内の民間企業１社がバス事

業から撤退されたことや前述のような御要望もいただいておりますことから、中型程度のバス

につきまして来年度予算で措置することができないかということにつきまして検討することと

しているところでございます。今後、乗車定員や車両の規模によって見込まれる車両購入費や

後年度の維持管理費、あるいは運転手の雇用の問題、保険の取り扱いなどについて調査の上、

協議を進めてまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 上野議員さんに、１の(1)ブロードバンド通信網の利活用につい

ての御質問のうち、まず１点目のホームページの更新等についてお答えします。 

 市ホームページの更新につきましては、基本的には必要に応じ所管各課において随時行って

おりまして、更新件数としましては、平成25年度で146件となっております。 

 また、ホームページの総括的な管理は総務課総務情報班の３名の職員で行っており、掲載情

報の不備やデータの陳腐化などにつきましてチェックを行っているところでございます。御質

問の中で目新しい情報が少ないとの御指摘がございましたが、ホームページ充実のため、市と

しましても新しい取り組みを行っているところでありますので、最近の主な取り組みについて

申し上げたいと思います。 

 １つ目としまして、平成25年度に移住促進のホームページをリニューアルし、本市の魅力を

アピールすることにより交流人口及び定住人口の拡大を図っているところでございます。 

 ２つ目としまして、本年３月に市のフェイスブックを公開し、市の取り組みやイベント等の

行政情報のほか、市内の出来事、観光情報などを積極的に、また災害時におきましては災害に
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関する情報を迅速に発信しているところでございます。また、本年８月には外部講師を招き、

情報の発信力の重要性について研修会を開催し、情報を幾ら発信しても実際に見てもらわなく

ては意味がないこと、また多くの人に見てもらうためには内容を充実させるとともに、その情

報が検索したときに上位に表示させるための対策、いわゆる検索キーワード対策が大事である

ことなどを学んだところであります。この対策につきましては、先ほど申し上げました移住促

進のホームページにも取り入れ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進め、魅力あるホームページの構築に努めてまい

ります。 

 次に、３点目のインターネット販売の御質問のうち、市内の団体等のネット販売の紹介、リ

ンクなどの情報提供につきましては、広告掲載という形で以前から検討をしてきておりまし

て、現在市のホームページにおける広告掲載取扱要綱の制定に向け取り組んでいるところでご

ざいます。市のホームページ上でのネット販売等の広告掲載は、地域経済の健全な発展及び市

民生活の向上のためにも有効であると考えており、掲載の方法としましては、バナー広告とい

うホームページ内に表示される帯状の広告画像をクリックすると、その業者の指定するホーム

ページにリンクする形を考えております。広告掲載は、原則有料とし、他市町村の事例なども

参考に、市内事業者、市外事業者、指定管理者施設等の区分により掲載料を段階的に設ける形

を想定しているところでございます。内容の詳細が固まり次第、年内にも募集を開始したいと

考えております。私からは以上です。 

○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） 上野議員さんにお答えいたします。 

 (1)ブロードバンド通信網の利活用についての２点目の防災情報についてであります。 

 市のホームページへの防災計画及び防災情報等の掲載は、議員さん御指摘のように必要であ

ると認識をしております。そのため、現在ホームページ内に新たに避難場所、避難所及び避難

経路などの情報を盛り込んだ独立の防災情報のページを構築中であり、来月、10月中の公開を

予定をしております。公開後は、防災に関する計画や必要な防災情報を随時掲載してまいりま

すので、御理解をよろしくお願いいたします。 

 次に、ラジオ放送についてでございます。 

 ラジオの難聴対策につきましては、ことし７月に高知県の情報政策課に相談をさせていただ

きました。難聴を解消するためには中継局を設置する必要があり、多額の費用がかかるとお聞

きをしております。中継局の設置費に対しては、総務省において民間事業者等を対象とした民

放ラジオ難聴解消支援事業がありますが、設置には費用がかかり、高知県内での設置計画は現

在のところないとのことでした。ラジオの難聴対策につきましては、日本放送協会が窓口とな

っており、市といたしましても、今後県など関係機関を通じて難聴地域解消について要望して

いきたいと思っております。 
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 なお、日本放送協会では、電波が届きにくい場所の難聴を改善するために、補完的な措置と

してインターネット回線を通じて全国版のＡＭラジオ第１と第２、そしてＦＭ放送を配信をし

ているとのことでございます。この放送は、室戸市内でもインターネットに接続できるパソコ

ンやスマートフォンなどに無料のアプリケーションをインストールすることで聞くことができ

ますが、高知のローカル放送は配信をされていないとのことでございます。 

 また、昨年度整備をいたしました防災行政無線では、災害時における必要な情報を随時放送

してまいりますが、各避難所におけるラジオの受信状況につきましては、今後実地調査の上、

対策を検討してまいります。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） 上野議員さんにお答えします。 

 (1)のブロードバンド通信網の利活用についての３点目、キラメッセ室戸のネット販売につ

いてでございますが、平成26年１月分から７月分まで７カ月分の販売額は68万1,000円でござ

います。１カ月平均では９万7,000円となります。また、注文件数につきましては、この７カ

月で130件、１カ月平均当たり約19件でございます。１件当たりの販売平均額は約5,200円とな

っております。 

 なお、アクセス数につきましては、平成24年度にキラメッセ室戸のホームページにつきまし

て、先ほど総務課長が申し上げました検索キーワード対策などの改良を行った結果、それまで

の１カ月当たり820件から8,500件に飛躍的に増加をいたしております。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） 上野議員さんに、大きな項目１の(2)の中で室戸高校存続のための

取り組み等についてお答えいたします。 

 まず、室戸市内の中学生の室戸高校への進学状況について申し上げますと、平成23年度は

116名中56名、率で示しますと48.3％、24年度は96名中31名、32.3％、25年度は102名中44名、

43.1％ということで進学率が出ております。数年前までは全体の６割が室戸高校へ進学してい

る実績がございましたが、生徒数の減少等により現在は市内の中学生の３ないし４割程度が室

戸高校へ進学ということになっております。 

 議員さん御案内のように、室戸高校は室戸市で唯一の県立高等学校でありますので、生徒数

の減少を起因とする存続問題には地元の教育委員会といたしましても大変心配し、また注目し

ているところでございます。室戸市として、室戸高校が地域に根差した特色ある学校づくりを

支援するため、スポーツ振興補助金として女子硬式野球部の活動や本年８月に高知市で開催さ

れました全国福祉高等学校高知大会及び観光甲子園出場などへの補助を行っているところでご

ざいます。 

 室戸高校自体もジオパーク学の開設やまんが甲子園への出場など特色ある学校経営に努めて

いただいているところでございますので、地元教育委員会といたしましても、室戸市内外への
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就職、進学情報の発信や学校行事やイベントへの協力、クラブ活動の充実など魅力ある、中学

生が進学したくなる学校づくりに積極的に支援をしてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 また、保・小・中・高連絡協議会を学期ごとに開催し、保育園長、校長、教育研究所、市教

委が情報提供、共有を図っております。室戸高校が文部科学省の確かな学力の定着に係る実践

的な研究授業の指定を受けており、室戸中学校教諭と研究授業を行うなど情報共有に努めてお

ります。さらに、昨年度は室戸高校の総合学科発表会時に室戸中学校の２年生が参加しており

ましたが、今年度はさらに大きな理解を得るために、全校生徒の参加について指導を徹底した

いというふうに考えております。 

 繰り返しになりますが、室戸高校存続のため、特色ある魅力あふれる学校づくりに支援を継

続するとともに、室戸高校生と室戸市内の中学生との交流なども積極的に計画を検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、室戸市内の小・中学校の教職員は室戸高校をどのように捉えているかについてでござ

いますが、前段で申し上げましたように、保・小・中・高連絡協議会の中での情報交換、情報

共有の確認及び室戸高校の確かな学力の定着に係る実践的な研究授業において、中学校、高校

の教諭がお互いに授業交換などをいたしておりまして、中高の連携や室戸高校に対する理解は

よい意味で深まっているのではないかと考えております。なお一層の連携を強化して取り組ん

でまいる所存でございます。 

 続きまして、(5)の室戸市昭和写真展についてでございますが、当市保存の映像、画像等で

は、郷土芸能等映像保存事業として、佐喜浜八幡宮大祭、椎名太刀踊りのＤＶＤを完成させ、

本年度には室津八幡宮の馬子唄及び河内太刀踊りを映像保存する取り組みがございます。映

像、画像などの保存は、昨今のデジタル技術の進歩により身近なものになりつつあります。保

存する作業は、専門的な技術が要るのか、どの程度技術的に難易度があるのか等を検討しまし

て、その上で室戸市在籍の学芸員、文化財保護審議委員会、その他関係する方々と協議、精査

し、資料収集をどうしていくのか、検討をしてまいります。 

 次に、室戸市昭和写真展開催についての御提案でございますが、議員さん御案内のとおり、

ジオパーク拠点施設のオープン、高知県東部博等はそれぞれのほうで議論されていると思いま

すので、そうした場で御検討をいただきたい課題であると考えております。その場合には、生

涯学習に関する部分につきましては積極的に協力してまいります。今後完成するジオパーク拠

点施設におきましては、地元の展示コーナーを活用して行うことも考えられると思っておりま

す。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 上野祥司君の２回目の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） 御丁寧な御答弁ありがとうございます。 

 まず１点、ブロードバンド通信網の利活用、市のホームページということですが、その目新
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しい情報という部分では、これは目新しいというのが当たっているのか当たってないかわかり

ませんが、一番えいのは、行政だけじゃなくて、室戸が室戸市でどのようなイベント、行事が

あるかというカレンダーが表示できないかと。これ前にも実は質問させていただきましたが、

庁内では職員さんは理解してるという、それだけの御答弁だったんですね。ところが、イベン

トごととかというものは、市民の方に知っていただいて、佐喜浜町と羽根とが同じ日に同じイ

ベントをやるじゃというようなことをできるだけ避けてのイベントごとやというほうが人も集

まりやすいですし、そういうもん、前面にカレンダーやいうようなところがつくれないものか

というふうに自分は考えております。 

 それから、地域医療につきましては、先ほど堺議員さんの御質問やったのかな、小松市長が

北海道に視察に行って、市民病院というような例のお話がありましたように、小松市長も一生

懸命やっていただいてると思います。 

 ただ、実は室戸市の東部に住む市民にとっては、この室戸病院の救急指定が外れたこと、そ

れから夜間診療がなくなったということは緊急事態だと言ってもそれほど大げさなことではな

いと思っております。気持ち的には結構逼迫しております。看護師が不足しているきにそれを

養成するということも大事なんでしょうけんど、そんな悠長なことではないよという思いの方

もたくさんいらっしゃるだろうと思います。私のほうから御答弁は求めませんが、できるだけ

早く、いや、一日でも早い救急診療、夜間診療が再開できるように最大の努力をお願いすると

いうことで、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。山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 上野議員さんの２回目の御質問にお答えします。 

 年間を通じたその地域の行事とかそういったものがわかるようなカレンダーというのは、や

はり非常に大事なツールではあると考えています。その月間カレンダーにつきましては非常に

有効なツールではあるかと考えております。 

 ただ、そういった情報の把握とか、どういった形でお知らせできるのかっていうのは、ちょ

っと今の時点では構築できておりませんので、一定その形をどういうふうに取り入れていくか

というのはまた今後の検討とさせていただきたいと思います。以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって上野祥司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、24日水曜日の日程は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いいた

します。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後４時23分 散会 


