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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。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） 13番。平成26年12月定例会におきまして、市民と一心会を代表いた

しまして一般質問を行います。 

 また、せんだっては、小松市長の３期目の当選、本当におめでとうございました。これから

も４年間、室戸市民の父となり母となり、そして市民生活の向上に頑張っていただきたいと思

います。 

 それでは、通告に従いまして質問を続けてまいりたいと思います。 

 市長の政治姿勢を問う。１、同和人権対策についてであります。 

 昭和40年の同対審答申には、部落差別をなくすることは行政の責務と国民的課題とうたわれ

ておりますが、そのようになっていない、その原因は何か。 

 次に、行政の責務として、同和対策事業が実施され、一定の成果は上がっているものの、今

なお多くの課題が残されております。何が原因なのか、お聞きをいたします。 

 次に、国民的課題と言われても決してそうでない、幾ら問題提起しても知らぬ顔をしてい

る、その原因は何なのか。 

 次に、同和対策事業にしても、決して同和地区だけをよくするものではなく、周辺地域の環

境対策もやってきております。同和対策事業のおかげをもって、例えば雇用の創出、地域経済

の活性化などがなされております。これほど室戸市の活性化に役立ってきた事業はないと思い

ます。しかし、逆差別などという者がいると聞きます。逆差別とは何なのか、その原因は何な

のか、お聞きをいたします。 

 次に、市民の中には、私は同和対策事業は関係ないという者がおりますが、これまで同和対

策特別交付金にしても、一般対策事業の実施に大きく役立っていると思います。交付金の仕組

みについて説明をしてほしいと思います。法制定後、幾ら特別交付金がおりてきているのか、

あわせて説明を求めるものであります。 

 次に、学校教育にしても、人権問題が言われているが、同和問題が埋没している。その原因
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は何なのか。 

 同和対策特別措置法が失効して、平成12年には人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が

施行されましたが、この法律を学校教育の中にどう生かされているのか、お聞きをいたしま

す。 

 次に、人権問題と同和問題の違いについて説明をされたいのであります。 

 次に、部落差別とは何か、問題が多くあるのに、そのことにどう取り組んできたのか、お聞

きをいたします。 

 次に、基本的人権は、憲法第11条、14条で保障されているのに、憲法を守られていないいろ

いろな差別が生まれる。差別を見抜く目をどう養っているのか、また差別はいかんと言われな

がらも、部落差別は解決されていない、部落差別は現存している、なぜなのか、あわせてお聞

きをするものであります。 

 行政の責務として、憲法や室戸市人権尊重の社会づくり条例に基づき、どのように啓発をし

ているのか、市民館だよりや広報以外の方法等についての説明を求めるものであります。 

 また、同和白書の制作についてはどうなっているのか、事業に取り組む前と取り組んだ後に

ついてのお聞きをするものであります。 

 また、これからも時間をかけ調査されたいし、市長は難しいとか言われておりますが、行政

の責務だと思い、そしてこれらの差別がどう明らかにされるのか、お聞きをするものでありま

す。 

 次に、同和対策事業新築資金貸付事業のその後についてお聞きをいたします。 

 私は、これまで同和問題のために取り組んできましたが、目に見えた効果がありませんでし

た。新築資金については、同和地区の低所得者に貸し付けるとしてきましたが、そのようにな

っていない、その理由はどこにあるのか、お聞きをいたします。 

 次に、新築資金の貸し付けを受けたが、償還できない人たちがおります。その人たちの滞納

理由について把握しているのか、また家屋を競売にかけた件数と金額についてはどのくらいな

のか、お聞きをするものであります。 

 次に、保証人については現況を把握しているのか、生存している者は何名か、年金を受給し

ている者は何名か、また生活保護家庭になっている方は何名か、また死亡している者は何名な

のか。 

 家屋を競売にかけられた人たちのその後の生活実態はどうなっているのか把握しているの

か。昭和40年同対審答申、平成８年の地対協意見具申の趣旨がどう生かされているのか、お聞

きをいたします。 

 室戸市私債権の管理に関する条例によって、関係者の人たちも大いに助けられました。小松

市長に対して、市民を代表して心から厚くお礼を申し上げます。この貸付事業が、持ち家対策

について効果が少なくなかった最大の原因は何であったのか、お聞きをするものであります。 
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 次に、特定秘密保護法についてお聞きをいたします。 

 昨年12月13日公布された特定秘密保護法案が、この12月10日に施行されましたが、室戸市に

とってどういったことが特定秘密になるのか、お聞きをいたします。 

 また、室戸市は、情報公開条例を制定していますが、関係はどうなるのか、整合性について

お聞きをするものであります。 

 また、この法律は、国民の知る権利、また憲法を抹殺してしまう危険性のある法律だと考え

ますので、特にあわせて答弁を求めるものであります。 

 次に、市営住宅の防災対策についてお聞きをいたします。 

 室戸市のブロック建ての住宅は何戸あるのか、また何世帯入居されているのか。 

 次に、南海トラフ巨大地震は、近く必ず起きると言われておりますが、ブロック建て住宅は

どれだけの地震に耐えることができるのか。 

 以前、住宅の建てかえ計画があったわけですが、このブロック建て住宅はいつ建てかえされ

るのか、お聞きをいたします。 

 建てかえが実施された後、空き家になっている住宅がそのまま放置されている。これをいつ

取り壊しをするのか、計画について明らかにされたいのであります。 

 また、この空き家住宅に危険度はないのか、あわせて説明を求めるものであります。 

 次に、深層水事業の改善についてお聞きをいたします。 

 室戸市が深層水事業に取り組んで20年が過ぎました。深層水の取水地も今や全国に広がり、

水深350メートルの海底からくみ上げている状況でありますが、室戸市では御多分に漏れず、

付加価値をつけることもできずに、基金は減少を続けております。この頭打ちの状況を打破す

るために、この辺で付加価値をつけるために、水深1,200メートルの海底から取水することを

してはどうかと考えますが、あわせて答弁を求めるものであります。 

 次に、地元企業も深層水関連商品の売れ行きが伸びず苦慮しております。この際、地元企業

を法人化すれば、雇用される市民も安定した生活が送れるのではないか。現在の雇用形態は、

安定した生活が送れない雇用形態であります。市長に決意をしていただき、深層水事業の改善

に取り組んでいただきたいのでありますが、これに答弁を求めるものであります。 

 次に、磯焼け対策についてであります。 

 小松市長は、平成22年12月定例会において、２期目の所信表明の中で、藻場対策事業に取り

組み、沿岸漁業の振興を図りますと言っておりますが、藻場造成事業、磯焼け対策に取り組ん

だのかどうか、取り組んだとするならば、効果はどうであったのか、お聞きをいたします。 

 次に、旧ヒラメ事業についてお聞きをいたします。 

 この旧ヒラメの養殖場については、国・県へ対しての廃止をするという申請もされておりま

す。私は、これまで組合長として事業に取り組んできました。その中におきまして、８年ぐら

いですか、８年ぐらいは事業に取り組んできましたが、Ｏ157の病原菌やそして台風被害、ま
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た資金繰りなどによって閉鎖するに至りました。そういう経過がございまして、私はこの養殖

場の前を通るたびに、申しわけない気持ちでいっぱいであります。いまだに借入金も支払って

いる状況であります。市長は２期目の所信表明の中で、つくり育てる漁業として、スジアオノ

リの経営改善、トコブシ、アワビの養殖研究や事業化を進め、稚貝の放流とともに、生産、販

売事業を進めますと言っているが、ヒラメ養殖場はつくり育てる漁業への取り組み計画に含ま

れていないのか、その理由はどうであるのか、お聞きをするものであります。 

 この旧ヒラメ養殖場の施設の一部が、民間に払い下げられております。一部といえども、公

共施設を払い下げできるのかどうか、説明をされたいのであります。 

 また、できるのであれば、いわゆる払い下げた根拠と理由について説明をされたいのであり

ます。 

 室戸市には、羽根町から佐喜浜町まで大敷組合が多数存在しております。施設の一部を払い

下げするとき、公平に払い下げ先を募集したのか、説明をされたいのであります。 

 また、どういう経緯で払い下げたのか、どういう事務手続の上、払い下げたのか、詳細に説

明をされたいのであります。 

 また、この施設の当初の建設費は幾らであったのか、その金額についてお聞きをいたしま

す。 

 次に、旧ヒラメ養殖場は、同和対策事業で開設されたものであります。どのように時代が変

わろうとも、法律がなくなろうとも、同和対策事業の趣旨は変わるものではありません。この

施設、閉鎖されたままの施設のどこに同和対策としての趣旨が生かされているのか、お聞きを

するものであります。 

 次に、同和対策事業の趣旨を生かし、この施設を利用する方策は考えていないのか、取水施

設を整備すれば、まだまだ活用できるはずであります。取水施設を整備し、この施設を活用す

る考えはないのか、あわせてお聞きをするものであります。 

 次に、活用の方法としては、民間に指定管理するという方法も考えられます。指定管理者を

募集して施設を活用する考えはないのか、あわせてお聞きをするものであります。 

 次に、つくり育てる漁業への取り組みについて。 

 高知県漁協高岡支所が、スジアオノリ養殖事業を10年来やっておりますが、経営状況が悪い

とか、漁協が経営をやめるなどと聞きますが、県、市からのこれまで補助金が幾ら支出してい

るのか、お聞きをいたします。 

 また、経営状況について、これまでどのような指導をしているのか、お聞きをいたします。 

 また、せんだっての議員総会で説明がありました。これまでの累積赤字が5,000万円以上も

あるとしておりますが、この施設を室戸市が引き取って民間委託しても、いわゆる成功すると

は考えられないわけでありますが、もう少し詳しく検討を加えるべきじゃないのか、あわせて

お聞きをいたします。 
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 次に、少子・高齢化対策についてお聞きをいたします。 

 まず、少子化対策については、子供たちの親に対する仕事保障が一番だと考えるが、その対

策はこれまでどうされてきたかの、お聞きをいたします。 

 次に、医療面での対策も重要であります。市内の個人病院の充実が必要ではないのか、小児

科や産婦人科などの診療科目の開設でありますが、このことについて個人病院へ働きかけをし

たことがあるのか、あわせてお聞きをするものであります。 

 人口減少で市内の個人病院も経営に余裕がないと思いますが、思い切って個人病院への補助

金を考えてはどうかと思うが、その考えはあるのかどうか、あわせて答弁を求めるものであり

ます。 

 次に、少子化のため、市内の保育所は児童数10人前後、小学校は各学年、学級、または複式

学級という状況でありますが、今後ふえる要素はありません。このような実情で十分な教育が

できるのか、どのように教育を充実させているのか、市外の大規模校と比較して、十分な教育

がなされているのか、あわせて答弁を求めるものであります。 

 また、市内の小・中学校の統廃合についてどのように検討されているのか、お聞きをするも

のであります。 

 また、全国の学力テストの結果について、市内児童・生徒は、他市町村と比較してどうなの

か、説明をされたいのであります。 

 次に、高齢化対策については、近年、高齢者は物価の上昇、消費税の増税などにより、年金

だけでは生活できない状況にあります。かといって生活保護を受けたくないと頑張っている高

齢者がおります。そのような高齢者が、老後破産者となる事実があります。年金だけでは生活

できないし、医療費が足りない、このような高齢者の生活を守ることはできないのか、どのよ

うな対策ができるのか、あわせて説明を求めるものであります。 

 次に、高齢者は、人生の大先輩であり、知恵袋でもあります。我々後輩にとっては、人生の

指導者でもあります。そういった尊敬すべき方々を大事にする施策は、高齢者が生き生きと生

活する生きがい対策はどうされているのか、充実をしているのか、あわせて説明を求めるもの

であります。 

 次に、各地区には老人憩の家がありますが、利活用されているのか、利用状況はどうなの

か、数を多くしただけで中身がない状況と思うが、今後どのように利用を拡大していく考えな

のか、あわせてお聞きをいたします。 

 次に、室戸市の環境基本条例について何点かお聞きをいたします。 

 環境基本条例第７条では、室戸市の環境白書を定期的に作成をし、公表しなければならない

とうたわれておりますが、作成をし、公表したのか、また作成するための調査などはどのよう

に行っているのか、説明をされたいのであります。 

 また、市長は、この環境白書については、後回しにしたいという報告もありましたが、もう
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ぼちぼちと白書を作成すべきと考えるが、あわせて説明を求めるものであります。 

 次に、基本条例の第20条では、ごみの投棄及び散乱の防止、廃船及び屋外における廃自動車

等の保管方法の規制について必要な措置を講ずるものとするとうたわれておりますが、市内の

市管理漁港における廃船状況について調査をしたのか、どのように必要な措置を講じたのか、

説明をされたいのであります。 

 次に、中身はくどくどと申しませんが、市長の公約実行についてであります。 

 小松市長は、市長選挙のときにも８項目にわたる公約を掲げておりますが、その公約の実効

性について決意を述べられたいのであります。 

 次に、赤木山養豚団地の改修についてであります。 

 同和対策事業で建設された同団地について、老朽化が進む中で、危険箇所が多く見られま

す。よって、肥育頭数も限られており、関係者が生活できるような状態ではなく、何とか生活

のできるようにされたいのでありますが、あわせて答弁を求めるものであります。 

 近く必ず起きると言われる南海地震に耐える施設になるように、耐震化及び増設の要望が聞

こえておりますが、この件についてどのようにされるのか、答弁を求めるものであります。 

 また、この施設については、今回67万円の予算が組まれておりますが、それだけの予算では

なかなか肥育頭数をふやすことはできないと考えておりますので、あわせてこれにつけ加えて

の予算措置をどうされるのか、答弁を求めたいと思います。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 林議員さんにお答えをいたします。 

 まず、多くの質問項目でございます。答弁が前後する点もあろうと存じますけれども、御理

解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、大きな１の同和人権対策についての同和対策審議会答申において、部落差別をな

くすることは行政の責務であることや今なお多くの課題が残されていることなどについてでご

ざいます。 

 まず、昭和40年の同和対策審議会答申では、同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由

と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる重要な課題

である。そして、その早急な解決は国の責務であり、同時に国民的課題であるとされていると

ころでございます。本市におきましても、こうした認識のもとで、これまでの同和対策事業特

別措置法を初めとする一連の特別措置法により、住環境整備や地区住民の自立促進を図るため

の各種施策を積極的に推進をしてきたところでございます。こうした取り組みによりまして、

生活環境の改善を中心とした物的事業につきましては一定の成果をおさめることができました

が、教育、就労、産業の面での格差の是正が期待どおり進んでいないことや、今なお誤った知

識や偏見に起因した結婚差別や差別落書きなどの人権侵害事象が問題となるなど、心理的差別
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の解消には至っていないのが現状でございます。同和問題の解決は、市の重要な課題の一つで

あり、今後ともその解決に向けて人権教育や人権啓発に一層の努力をしていかなければならな

いと考えております。 

 次に、逆差別とは何かという点でございますが、昭和44年の同和対策特別措置法からの一連

の特別措置により、地区内の生活環境の向上などの物的事業が進むにつれ、特別措置の対象外

の人たちの一部に、残念なことでございますが、ねたみ意識が生まれ、そのことが逆差別とな

っているのではないかと考えております。このことは、啓発活動が十分でなかったことを反省

し、今後の取り組みに生かしていかなければならないと考えております。 

 次に、地方交付税の仕組みについてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、地方交付税につきましては、普通交付税と特別交付税の２つがご

ざいます。普通交付税の算定には、これまで同和対策事業として行った公共事業につき、市の

負担分である事業費の３分の１を同和対策事業債として借り入れを行っておりますが、この借

入金の後年度における毎年度の元利償還金の80％を普通交付税の基準財政需要額に算定をし、

普通交付税として交付されているところでございまして、これらは過疎債とともに、当市の有

利な財源となっているところでございます。また、特別交付税につきましては、普通交付税の

対象外である公営住宅建設に係る元利償還金や市民館、児童館の運営に要する経費のうち、補

助対象外経費などを特別交付税の算定基礎に含めて要望をいたしているところでございます。

また、それ以外にも、国への要請の中で、市営住宅の修繕費などが老朽化に伴ってだんだん大

きくなっていることなど、特別交付税の増額についてあわせて要望を行っているところでござ

います。しかし、要望額がそのまま特別交付税の額として反映されるというようなことにはな

っていないわけでありますけれども、私どもといたしましては、普通交付税、特別交付税とも

に地方交付税は当市の一般財源として大きく予算編成に貢献をいただいている、役立っている

というふうに認識をいたしているところでございます。 

 次に、人権問題と同和問題の違いについてということでございます。 

 これも繰り返しになりますけれども、昭和40年の同和対策審議会答申では、同和問題は、人

類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基

本的人権にかかわる問題であるとし、さらに平成８年の地域改善対策協議会意見具申では、同

和問題を人権問題の重要な柱と位置づけておりまして、一般対策への移行が同和問題の早期解

決を目指す取り組みの放棄を意味するものではないとしているところでございます。本市とい

たしましても、同和問題を人権問題の重要な柱として他の人権問題とともにその解決に向けて

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、部落差別とは何か、どう取り組んできたのか、行政の責務としてどのように啓発をし

ているのかについてお答えをいたします。 

 部落差別とは、日本社会の歴史的経過において形成された身分階級構造に基づく差別である



－60－ 

と言われており、同じ人間なのにただそこに生まれたというだけで差別をされ、社会的不利益

を受け、人間としての誇りを傷つけられるなど、決してあってはならないことでございます。

さきに述べましたように、本市においては、行政の責務として、同和対策特別措置法に続く一

連の特別措置法により、市営住宅の整備や地区道路、排水路の整備、農林漁業の生産基盤の整

備などの物的事業の整備を行い、地区住民の経済力の向上や住環境の改善を行うとともに、同

和教育啓発などにより、心理的差別の解消に取り組んできたところでございます。法失効後の

一般対策への移行後におきましても、物的事業である市営住宅の整備や積み残した地区道路の

整備を行い、さらなる住環境や生活環境の向上を進めていかなければならないと考えておりま

す。また、市民館事業におきましては、地域の方々の悩みの相談やその解決、地域内あるいは

周辺地域の人たちとの相互の理解を深める事業、部落差別を初めとする人権問題や啓発事業に

一層力を入れてまいります。 

 また、部落差別をなくする運動強調旬間及び人権週間における街頭啓発パレード、記念講演

会の実施や人権の花運動、各地域に出向いての人権出前講座など、教育啓発活動に取り組んで

まいります。前段で申し上げましたように、差別意識が現存する限り、この取り組みがまだま

だ足りないと言わざるを得ない状況でございます。市民館事業のさらなる充実や本年８月に作

成をいたしました平成26年度から平成28年度までの３年間の室戸市人権施策推進計画に掲げて

いる施策の推進にしっかりと取り組み、同和問題を初めとする人権問題の解決に一層努力をし

てまいります。 

 なお、推進計画策定に当たりましては、人権尊重の社会づくり協議会の方々の御意見もお伺

いをし、策定をしたところでございます。 

 次に、差別を見抜く目につきましては、人権の意義やその重要性について正しい知識や人を

思いやる心を身につけることなどで培われるものと考えております。子供たちの人権標語や人

権作文の発表は、いい取り組みではないかと考えますので、今後これらのことにつきまして

も、一層充実を図ってまいります。 

 次に、同和白書実態調査についてでございます。 

 私は、以前に実態調査は法失効後の人権行政を確立していく上で大変有効ではありますが、

当市レベルでの実施は大変困難ではないかとお答えをしたところでございますが、その後、平

成23年度に、社会福祉法人大阪府総合福祉協会による今後隣保館が取り組むべき地域福祉課題

を明らかにする実態調査や高知県の人権に関する県民意識調査などが行われております。高知

県の調査は、５年度ごとに行われ、県のホームページ等で公表されているところでありますの

で、前段で申し上げましたこうした取り組みやデータを参考とし、県の指導も受けながら、現

在策定をしております室戸市人権施策推進計画に反映をさせながら、効果的な人権施策を実施

してまいります。 

 なお、同和問題を初めとする人権問題につきまして、こうして答弁をさせていただきました
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が、いずれにいたしましても、人権が何よりも尊重される社会づくりを進めることが大切でご

ざいます。あらゆる場や機会を通して、人権教育や人権啓発の事業を一層推進するよう、努め

てまいります。 

 次に、４点目の市営住宅の防災対策についてでございます。 

 ブロック建ての住宅は、８団地、96戸あり、現在73世帯が入居いたしております。当該住宅

は、昭和45年から昭和52年に建設をされたものでございます。この住宅の耐震問題につきまし

ては、法的機関などで認定をされた耐震基準や指針等がなく、運営方法も定められていないの

が現状でございます。したがいまして、耐震性の判断は、困難な状況でございます。耐震補強

の対策ができないということでございますので、新しく建てかえ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。現在、ブロック建て住宅の建てかえにつきましては、具体的な

計画がないところでございます。今後、用地確保から取り組んでいく必要がございますので、

南海地震の浸水区域外での用地の選定であるとか、住宅の構造、そして規模などについて検討

を加え、計画を策定をしていきたいと考えるところでございます。 

 なお、策定に当たりましては、入居者の方々の御意見をお聞きをするとともに、建設に係る

財源対策についても検討を加えてまいります。 

 また、取り壊しができていない住宅の件につきましても、年々危険度が増しているところで

ございますので、厳しい財政状況ではございますが、取り壊しの財源措置が可能となる公共施

設等総合管理計画の中でこれらのことにも取り組んでまいります。 

 次に、５点目の深層水事業の改善についてでございます。 

 当市では、議員さん御案内のとおり、総事業費約17億円で室戸海洋深層水アクア・ファーム

を整備し、平成12年４月より日量4,000立米の海洋深層水を取水をいたしております。その取

水深度は、水深374メートルの位置からの取水ではありますが、室戸岬沖には湧昇流という地

形的な特性から生み出される流れがあるため、水深700メーターから1,000メーターの海洋深層

水を取水をしていることと言われております。平成25年度の年間利用実績といたしましては、

企業利用が延べ848件、水産利用が延べ48件、個人利用が延べ4,287件、合計延べ5,183件、年

間で68万8,723立方メートルの取水の利用の状況でございます。 

 議員さん御案内のように、現在の水深374メーターからの取水を1,200メーターまで深くした

取水になりますと、水温がさらに低くなることや栄養塩類の含有量などが増加をするというこ

とが言われておりまして、一定効果があるというふうにも考えられているところでございます

が、この取水事業を考えた場合、概算事業費で約37億円という多額の事業費がかかるというこ

とでございます。これらの財源対策が大きな問題になってくるものと考えておりますので、こ

のことにつきましては今後研究を重ねてまいります。現在、深層水の付加価値を高める取り組

みといたしましては、企業において、災害時の長期保存水の生産販売や平成26年度から３カ年

の事業計画で、高知大学医学部などと連携をし、医療分野における各種臨床試験の実施によ
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り、海洋深層水の機能性や効能を実証する取り組みを行うことといたしております。また、高

知県や高知海洋深層水企業クラブと連携するとともに、イベントなどでの関連商品のＰＲ活動

などその利活用の促進に努めているところでございます。 

 次に、地元企業による法人化についてでございます。 

 高知県における海洋深層水関連商品の平成25年度の売上実績といたしましては、企業数

119社で約142億円となっております。室戸市内では、平成26年４月１日現在、関連企業８社で

97名の雇用にもつながっているところでございます。議員さん御提案の企業同士の合併につき

ましては、経営方針や会社の理念などがあり、難しい問題であると考えるわけでございますけ

れども、深層水関連企業で組織をされた高知県海洋深層水企業クラブなどの取り組みが進んで

いるところでございまして、こうした取り組みを一層市としても支援をしてまいりたいと考え

ております。そうした中で、新しい商品開発や企業同士の合併や法人化ということにつながっ

ていくように、雇用の拡大につながるようにできていけばというふうに思っているところでご

ざいます。 

 次に、６点目の磯焼け対策についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、藻場が大規模に消失をする磯焼けと呼ばれる現象によって、水産

業に多大な影響を及ぼしております。この対策に私どもとしても大変苦慮しているわけであり

ますが、取り組みといたしましては、平成23年度からの事業といたしまして、アオリイカの産

卵場造成事業による魚場のモニタリングを行うとともに、高知県漁業協同組合等の関係団体を

通して、磯焼けの現状把握にも努めているところでございます。今後は、産卵礁に藻の育成に

効果のあるアミノ酸を混和したコンクリートパネルを用いることなども考えているところでご

ざいます。また、市と民間との協働による取り組みといたしましては、室戸地区天然自然回復

協議会を設置し、建設関係の方々の御協力のもと、建設リサイクル材料を利用した近場魚礁造

成事業などの取り組みを行っておりまして、現在、藻場の生育が確認をされているところでご

ざいます。こうした取り組みを広げていく、事業化をしていく必要があると考えております。

また、今後におきましては、官民協働の磯焼け対策事業といたしまして、環境対策に積極的な

企業の協力を求め、その協賛金をもとにした協働の海づくり事業の取り組みにつきましても進

めたいとして県とも協議を行っているところでございます。 

 次に、７点目の旧ヒラメ養殖場についてでございます。 

 ヒラメ養殖施設は、平成３年度につくり育てる漁業への道を開き、漁家経営の安定と生活の

向上のために、水産業地域改善対策事業によって、総事業費２億9,780万円で整備をし、12年

間にわたり地域水産業の振興に寄与してきたところでございます。この間、平成４年５月から

平成11年10月までの間、室戸市水産業羽根養殖組合が運営をし、その後市の直営となり、平成

12年３月から水産中間種苗育成施設として、ヒラメ、アワビの放流用種苗の育成施設として運

営をしてきたところでございます。しかしながら、平成16年10月、台風23号災害において、大
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きく取水施設や施設本体が損壊し、復旧には多額の費用が必要となるため、天災等による補助

施設の機能喪失ということで、国の財産処分の承認手続を受け、施設運営を断念をしてきてい

るところでございます。また、当該施設の借入金につきましては、平成24年度で完了をいたし

ているところであります。 

 議員さん御案内の施設の再整備や養殖施設としての再開につきましては、海からの取水が大

変困難なことや多額の経費が必要なことなどにより、大変難しい問題であると考えているとこ

ろでございます。したがいまして、施設を別の用途に使うなど利活用につきましては、指定管

理者制度等も含めまして、今後とも検討を加えてまいります。 

 また、本施設にありました生けす５基の備品についてのことでございますが、使用していな

いということやまた耐用年数を経過をした備品であるということから、水産業関係者に水産利

用を目的として利活用をするということで無償の申請を受け、室戸市有財産の交換、譲与、無

償貸与等に関する条例第６条の規定によりまして譲渡をしたものでございます。 

 なお、当該施設には、まだ水産業関係者が利用可能な備品もあると思われますので、水産事

業として使うことであれば、そうした対応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、８点目のつくり育てる漁業への取り組みについてでございます。 

 スジアオノリ養殖施設につきましては、平成15年度に高岡漁協が整備し、翌16年度より運営

を開始をしております。その後、室戸岬東漁協となり、また平成20年４月には、合併により高

知県漁協に運営主体がかわってきたところでございます。その中で、経営が厳しいことから、

本市といたしましても、経営改善を図るため、ふるさと雇用事業を活用し、専門職である指導

者の方に対する人件費の補助や深層水の利用料の減免措置を行うなど経営を支援してきたとこ

ろでございます。また、漁業指導所、深層水研究所、漁協、市の関係者で支援チームをつくり

まして、平成19年度には改善計画を策定し、経営改善などにも取り組んできたところでござい

ます。その結果もあって、栽培方法や適正水温の確保によりまして、平成20年度に経営改善に

向かい、平成21年度から黒字に転換をしてきたところでございます。 

 このような中、平成24年度当初に、民間企業より施設の買収の申し出があったところでござ

います。また、漁協としましては、専門職員が退職をすることから、今後の専門性の必要性な

どから、養殖施設を経営することが難しいということでございます。その後、そうしたことか

ら、施設売却につきまして県、市、漁協で協議を行い、施設整備の補助金の返還なども視野に

入れ、民間企業への売却に向けて取り組みを進めてきたところでございます。しかしながら、

平成25年８月にこれまで協議してきた中で出てこなかった問題でございますけれども、高知県

漁港漁場課より施設が漁港区域内にあることから、民間企業が直営で事業を行うことはできな

いとの指摘があり、民間企業への売却ができなくなったところでございます。その後の対策に

つきまして、以後、県も交えて対策協議を重ねてきたところでございますが、県漁協は、事業
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継続が困難と判断し、市へ施設を有償で譲渡をしたいというような提案も出されたわけであり

ますけれども、市といたしましては、これらを有償で引き受けることは、多くの方々の理解が

得られないとしてお断りをしていたところでございます。その後、県漁協といたしましては、

無償譲渡という申し出もあったところでございまして、当市としましては、今後施設整備の必

要があることやまた運営につきましてもリスクがあるということで苦慮をしてきたところであ

りますが、これらの施設が廃止となりますと、当然、補助金返還の問題であるとか、水産業の

発展を大きく阻害をする、また地域の雇用であるとか、深層水の利活用についても大変支障が

大きいと、与える影響が大きいということから、施設の継続を第一に考えたところでございま

す。今後につきましては、指定管理者制度による運営によって、地域の雇用の拡大、深層水の

利用拡大、またつくり育てる漁業として発展をさせていきたいと考えているところでありま

す。 

 また、経営の見込み等についてのお尋ねでございますが、これまでの経営改善によりまし

て、平成20年からスジアオノリの生産高は1.5トンから平成25年度には2.6トンへと生産量が増

加をしているところでございます。また、販売方法や販売先の見直しなどによりまして、販売

金額は平成20年度1,356万5,000円から平成25年度には2,394万8,000円と増加をしてきた経過も

あるところでございます。そうしたことを受けて、今回の指定管理者制度の導入により、専門

的な養殖技術者の確保による生産量の拡大とともに、企業の持つ販路の拡大やブランド化の取

り組みが大きく期待できるのではないかと考えております。現在、スジアオノリ等養殖施設に

つきましては、指定管理者の公募を行っているところでございまして、12月５日の公募説明会

には、５社の参加があったところでございます。これらの取り組みを順次進めてまいります。 

 次に、９点目の少子化対策の仕事保障についてでございます。 

 少子化の要因といたしましては、未婚化、晩婚化などが原因であると考えられているわけで

ありますが、それ以外におきましても、やはり安心して働き、安定した生活を送れることが子

育てには大変大事なことであると考えております。当市の雇用対策といたしましては、国・県

が創出をしたふるさと雇用再生特別基金事業や産業振興推進ふるさと雇用事業、緊急雇用創出

臨時特例基金事業などを導入をし、雇用の創出に努めてきたところでございます。また、就職

等の支援といたしまして、安芸公共職業安定所の御協力により、当市で月１回の巡回ハローワ

ークを実施するなど、雇用の機会を広げているところでございます。また、室戸市企業誘致推

進条例や９月議会で制定をいただきました室戸市コールセンター等誘致促進条例などを活用し

て、新たな分野での企業誘致に取り組んでいるところでございます。コールセンター等の誘致

につきましては、２つの企業に手を挙げていただいているところでございますので、それらの

実現に努めてまいります。今後におきましても、子育て世代の生活の安定に向けた雇用の確

保、拡大に努めてまいります。 

 次に、医療施設についてでございます。 
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 これまで小児科、産婦人科などの取り組みにつきましては、充実につきましては、市民の

方々から設置や充実をさせてほしいという旨の要望を多くいただいてきたところでございまし

て、以前から高知県や高知大学医学部、高知医療再生機構に対して医師の派遣などについて要

望、要請を行ってきたところでございます。しかしながら、現状におきましては、医師の死亡

などによる診療所の閉鎖や看護師不足による救急告示病院の取り下げなど、大変厳しい医療環

境の状況でございます。地域で安心した生活を送るためには、医療が必要不可欠であると考え

ておりまして、これを何とかしなければならないという思いから、以前知事にもお願いをし

て、県立あき総合病院の充実についても充実をしていただくように要請、お願いもしてきた経

過もあるところでございます。そして、せんだっても室戸岬の診療所の閉鎖がございました。

このことにつきましても、あき総合病院や田野病院、内田脳神経外科、高知高須病院、また郡

下の病院であるとか、そうした施設を訪ね、院長や理事長にお会いをして、医師の派遣につい

てお願いをしているところでございます。また、高知県医療政策部副部長や高知医療再生機構

の専務理事にもお会いをして、本市の医療の状況についてお話をし、ぜひとも医師の派遣等に

ついてお願いをしたいと、派遣についての要請をしてきたところでございます。そうしたこと

を考えたときに、やはり議員さん御案内のように、今後診療所等を守っていく対策ということ

もぜひ私どもも必要であると考えるところでございます。また、看護師の確保という面では、

再度復帰する場合の研修である高知県潜在看護職員等復職研修事業に対し、研修内容の充実や

期間の延長など、制度の充実を県へ要望をいたしているところでございます。また、市といた

しましても、これらの研修への参加に対し、交通費などの支援ができないかという点について

も検討をいたしているところでございます。また、安芸郡医師会が現在進めているのが、看護

師養成学校の設立についてでございます。このことに対しても、ぜひ支援をしてまいりたいと

考えておりますし、市内の医療機関が新しく看護師さんを雇用した場合に、一定の助成ができ

ないか、また診療所等を新設した場合に対する補助制度などについても検討をしてまいりたい

と考えております。 

 次に、高齢者の支援対策についてでございますが、高齢者の生活実態につきましては、議員

さん御案内のとおり、近年の物価の上昇、消費税増税などにより、大変厳しい状況にあると認

識をいたしております。経済的に困窮している方々への支援対策といたしましては、社会福祉

協議会が行っている生活福祉資金貸付制度や不動産を担保に金融機関から年金形式で貸し付け

を受けるリバースモーゲージ等がございます。また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険

料、介護保険料等の賦課におきましては、低所得者への軽減措置や所得に応じた段階的保険料

の設定を行っているところでございます。そして、例えば後期高齢者医療費の自己負担につき

ましては、通常１割負担となっておりますが、高額となった場合、負担限度額は１カ月課税世

帯の方で４万4,400円、非課税世帯の方では２万4,600円、非課税世帯のうち、世帯の所得がな

い方では１万5,000円となっておりまして、所得に応じて負担額が減額をされているところで
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ございます。低所得者の方々には、こうした軽減措置などの制度を適用しているところでござ

います。 

 なお、公的セーフティーネットといたしましては、生活保護制度があることは御案内のとお

りでございます。 

 次に、高齢者の生きがい対策についてでございますが、高齢になっても一人一人がこれまで

培ってきた知識や技術、趣味などを生かし、地域社会の中で活躍の場を持つことがやりがいや

生きがいにつながるものと考えております。当市における高齢者の生きがいづくりといたしま

しては、老人クラブ活動や100歳体操、元気クラブと言われる健康づくり活動やシルバー人材

センターへの支援等を行っているところでございます。地域社会の中で、人間関係が希薄化し

つつある昨今において、このような地域で集まれる交流の場や交流の機会をしっかり確保して

いくことは重要であると考えております。今後ともこれまでの活動を充実させていくととも

に、市内各地域で活動の場を広げてまいりたいと考えております。また、活動の支援をするリ

ーダーを育成をしていくことが大事でございますので、これらの人材育成にも取り組んでまい

ります。 

 次に、老人憩の家の利用状況についてでございます。 

 現在、室戸市内には、12カ所の老人憩の家が設置をされ、地元の老人クラブ活動を中心に利

用をされているところであります。利用頻度は、多いところではほぼ毎日、少ないところでは

月一、二回程度で、定例会であるとか健康体操、レクリエーション等に利用をされているとこ

ろでございます。高齢者の健康づくり、生きがい対策を進めていく上において、活動拠点とし

て老人憩の家の果たす役割は大きいものと考えております。現在、地域により利用頻度にばら

つきがありますが、今後とも関係者の方々と協議をしながら、生きがいづくりにつながる講習

会の開催であるとか世代間交流事業などに取り組み、利活用を進めてまいります。 

 次に、10点目の室戸市環境基本条例の室戸市環境白書についてでございます。 

 議員さん御指摘のとおり、室戸市環境基本条例の第７条に、定期的に作成、公表しなければ

ならないと定めております。環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明

らかにすることとなっております。現在、策定をしております室戸市環境基本計画につきまし

ては、平成19年度から平成27年度までのものが策定をされているところでございます。策定に

当たりましては、18歳以上の方々を対象に、無作為抽出でアンケート調査などを行い、基本計

画として策定をしているところでございます。この基本計画につきましては、室戸市のホーム

ページでも公表をしているところでございます。そして、室戸市環境基本計画の中に、参考資

料として策定をされているものが、室戸市の環境の現状、環境の保全と創造に関する施策の実

施状況等を記載しているものがございます。この参考資料として添付をしているものが、いわ

ゆる室戸市環境白書に相当する内容となっているところでございます。当該資料を毎年見直し

て、環境白書とすべきであったと考えるわけでありますが、策定ができていない点につきまし
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ては、大変申しわけなく思っているところでございます。今後につきましては、現在の室戸市

環境基本計画の計画期間が平成27年度までとなっておりますので、次期計画策定を進めてまい

ります。つきましては、それにあわせて室戸市環境白書をしっかり整備するよう、今後とも取

り組んでまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に、廃船対策についてでございます。 

 本市管理漁港内での放置漁船と考えられる漁船は、これまでの調査結果で79隻であります。

このうち所有者の把握ができているものが63隻、所有者の把握ができないものが16隻ございま

す。これらの船につきましては、地震、津波発生時におきましては、漂流船となり、二次災害

の発生が危惧されるところでございます。 

 このような中、まずは所有者において廃船処理をしていただくことが重要であると考えてお

ります。本年他の自治体で廃船処理に対して補助制度を新たに設けたというお話も聞くところ

でございますので、こうした補助の内容を十分調査するとともに、高知県の支援対策などにつ

いてもお聞きする中で、廃船処理の対策に取り組んでまいります。 

 次に、11点目の公約についてのことでございます。 

 今後、４年間の取り組みや考え方につきましては、さきの所信表明としてお示しをさせてい

ただいたところでございますけれども、私はまず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していきたいと考えております。そのためには、市政懇談会や各種団体と

の意見交換などを実施をするとともに、満足度の高い市政運営に努めてまいります。また、人

口減少に歯どめをかける産業振興と雇用の拡大が必要でございます。農林水産、商工業、観光

業の各分野において、その発展に努めてまいります。あわせて、移住、定住対策の推進、企業

誘致による雇用の拡大、室戸世界ジオパークセンターの整備や東部地域博覧会の開催などによ

る交流人口の拡大と地域経済の発展に取り組んでまいります。 

 次に、心身ともに健やかな子供を育成する保育、教育の充実につきましては、保・小・中学

校を教育委員会で一体的に取り組むことによる効果的な教育活動を行うとともに、西部及び中

部学校給食センターの整備により、全校で学校給食を実施をしてまいります。また、人権施策

推進計画に基づく人権教育啓発事業の一層の推進や女性の意見を反映した行政運営を進めてま

いります。 

 次に、市民の方々の生命と財産を守る防災対策事業を強力に推進をするとともに、消防屯所

の高台移転や民間保育所の高台移転の支援対策などに取り組んでまいります。 

 また、暮らしよい生活環境の改善のためには、老朽化したし尿処理施設の統合とともに、市

道改良事業や橋梁の長寿命化、中山間地域の飲料水確保事業を進めてまいります。 

 次に、健康で生きがいのある福祉サービスの充実を図るため、市民の方々の健康対策事業を

進めるとともに、地域医療を守ることや看護師の確保などに取り組んでまいります。 

 そして、行財政改革を推進し、健全な行政運営を行うため、本年度策定をする第２期新室戸
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市行財政改革プランを進めるとともに、職員の人材育成などに取り組んでまいります。 

 また、国・県への要望活動についても、国道、県道の改良、県による防災対策事業などの一

層の推進について要請をし、実現をしてまいります。 

 いずれにしましても、当市の課題や問題の解決に全力で取り組む決意でございますので、一

層の御指導を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。 

 次に、12点目の赤木山の養豚団地の件についてでございます。 

 まず、赤木山養豚団地につきましては、本年、台風による被害を受けたところであります

が、指定管理者との協議の結果、みずからが施工することとなり、今議会に補修のための原材

料費を計上しているところでございます。また、本市の養豚業を取り巻く環境は、大変厳しい

ものがあり、養豚の卸売価格は、この５年間にキロ当たり約20円値下がりするといった価格の

低迷に加え、配合飼料が４年間でトン当たり1,600円近く高騰するなど、多くの課題を抱えて

いるところでございます。これらの課題を踏まえまして、今後の施設整備や支援対策につきま

しては、国や県の指導も受けながら、関係者とも協議をしてまいりたいと考えるところでござ

います。 

 私からは以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 林議員さんに大きな１の３点目、特定秘密保護法についてお答え

します。 

 本年12月10日に施行されました特定秘密の保護に関する法律は、我が国の安全保障に関する

情報のうち、特に秘匿することが必要であるものについて、その漏えいの防止を図り、もって

我が国及び国民の安全の確保に資することを目的としております。この法律によります特定秘

密の指定事項としましては、防衛に関する事項、外交に関する事項、特定有害活動の防止に関

する事項、テロリズムの防止に関する事項の４点が示されているところでございます。また、

特定秘密を指定する権限を有するのは、国家安全保障会議、内閣官房、内閣府、国家公安委員

会など19の行政機関の長に限られているところであります。これらのことから、特定秘密の保

護に関する法律に定められます特定秘密は、国の行政機関が指定及び保有する情報であり、御

質問の室戸市にとっての特定秘密につきましては、現在のところ、本市が扱う情報の中に該当

するものはないと考えております。 

 次に、本市の情報公開条例との整合性についてでございますが、国の特定秘密保護法の運用

基準におきましては、情報公開請求がなされた場合に、特定秘密に係る部分について、開示、

不開示の決定を行う際は、情報公開法上の不開示情報に該当するか否かを厳格に判断すること

とされております。このことから、今後、国から特定秘密が本市に提供され、その特定秘密に

ついて情報公開請求があった場合には、本市の情報公開条例上の要件に基づき開示、不開示の

判断をすることになると考えております。しかしながら、この法の施行により、議員さんも御
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懸念をされておりましたが、国民の知る権利や報道の自由が損なわれるなどの懸念が現在論議

されているところでございます。また、地方公共団体にとりましても、どのような場合にどの

ような特定秘密が提供されるかにつきましては、現時点で不明確でありまして、今後ともこの

法の運用につきましては、注意深く見守っていくことが必要であると考えております。以上で

ございます。 

○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） 林議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目の２、同和対策新築資金等貸付事業のその後につきまして私のほうから答弁さ

せていただきます。 

 住宅新築資金等貸付金制度は、議員さんも御承知のとおり、本市では昭和47年度から平成８

年度まで実施され、当時住宅の新築、不良住宅の改修、または住宅の用に供する土地を取得す

る方に対しまして、必要な資金の貸し付けを行うことにより、当該地域の居住環境の整備改善

を図り、公共の福祉に寄与することを目的といたしまして、他の方法では必要な資金の貸し付

けを受けることができない方などを対象としてスタートした事業であります。しかしながら、

あくまで貸付金であり、当然返済を要しますことから、元利金の償還が確実であり、かつ元利

金の償還について確実な連帯保証人のある者などが貸付条件とされたものと認識しておりま

す。 

 次に、２点目の滞納理由の主なものにつきましては、転職、退職による所得の減少が26％、

主債務者死亡が18％、返済意思の欠如が15％、生活保護受給が11％などとなっております。ま

た、住宅新築資金等貸付金の債権回収として、本市が行った抵当権の実行は11件で、うち売却

となったのは４件、金額といたしましては、328万9,300円であります。 

 次に、３点目の保証人についてでありますが、現在、滞納整理課で把握している保証人は

288人で、そのうち年金受給者と考えられる61歳以上が138人、生活保護受給者７人、死亡51人

などとなっております。 

 次に、４点目の競売後の状況についてでありますが、民間による強制競売も含み、競売申し

立ての対象となられた方の生活実態につきましては、私どもが把握しているところでは、完納

された方８件や亡くなられた方を除いてはその多くが低所得者であると認識しております。こ

の新築資金等貸付金制度の取り扱いは、平成14年３月、室戸市議会定例会において議決されま

した地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効に伴う関係条例の

整備等に関する条例、附則第３項において、この条例の施行前にした室戸市住宅新築資金等貸

付条例により貸し付けられた住宅新築資金等は、償還が完了していないものについては、なお

従前の例によるとされており、引き続き制度に沿った取り扱いをすることとなっております。

その中で、滞納となってしまった借り受け人につきましては、納付相談の中で分割納付や支払

いやすい方法などについても個々に相談に応じていきたいと考えております。 
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 また、５点目のこの貸付制度の効果に関してでありますが、本制度が他の方法では貸し付け

を受けることができない方々を対象としたものであったことと、制度全体で総貸付件数729件

と多くの方々に利用いただいたことが理由として挙げられるのではないかと考えております。

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） 林議員さんに市長答弁を補足させてい

ただきます。 

 ７点目の旧ヒラメ養殖場につきましての養殖生けすの事業費でございますが、この養殖生け

すにつきましては、平成７年度に県の漁村振興特別対策事業で整備をいたしました。屋外に養

殖場の設置をしたものでございまして、事業費は3,161万4,000円でございます。この建設当時

の生けす１基当たりの設計金額は106万6,000円となっております。 

 次に、８点目のスジアオノリ養殖施設への市からの補助金額につきましては、開設当時、国

庫補助でございます漁業構造改善事業におきまして、市のほうからは3,020万2,000円、平成

19年度並びに平成22年、23年度に県単事業で水産事業総合支援事業等を行っておりまして、こ

れにおいて344万2,000円でございます。合計いたしますと3,364万4,000円となっております。

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） 林議員さんに大きな項目の１点目(1)の中で、学校教育に関しての

お尋ねが何点かございましたが、関連いたしますので、まとめてお答えいたします。 

 議員さん御存じのとおり、平成14年３月末をもって地域改善対策特定事業に係る国の財政上

の特別措置に関する法律が失効し、人権教育全般の中に同和教育も位置づけされるようになり

ました。それまでは、各校特設のカリキュラムを組み、歴史学習の中で、また総合的な学習の

時間の中でその問題に取り組んでおりましたが、今現在、高知県では、10の人権問題も同時に

取り扱わざるを得ず、限られた時間数の中でのやりくりに十分な時間確保がなされていないの

が現状でございます。人権教育の推進に当たりましては、当然のことながら、人権教育及び人

権啓発の推進に関する法律の目的、基本理念等を踏まえまして取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。特に、室戸市人権施策推進計画に基づき、次代を担う子供たちが心

身ともに健やかに成長できるように、学校や家庭、地域と密接連携した活動を引き続き推進し

てまいります。また、いじめや差別の根幹の問題を重要視すべきだとの考えのもと、県教育ア

クションプラン事業を活用し、市の人権教育推進指定校といたしまして、学校単位で同和問題

に取り組んでいるところでございます。佐喜浜小学校では平成24、25年度の２カ年間、佐喜浜

中学校では25、26年度の２カ年間の研究を実施しているところでございまして、さらに来年度

は吉良川中学校を推進校として指定する予定でおります。 

 また、誰が何のためにこのような差別をつくり、なぜ今なお差別が残っているのかという差
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別構造を理解させること、そして人権を考えるということは、相手の人権を尊重するという自

覚を持つこと、そして集団づくりや仲間づくりを中心にいたしまして、今後室戸市内の全ての

小・中学校で研究指定を行ってまいる所存でございます。 

 続きまして、(9)の少子・高齢化対策の中で、教育をどのように充実させていくのか、そし

て全国学力テストの結果についてお尋ねがございました。 

 本年11月末に室戸市小・中学校統廃合検討委員会の報告書をいただきましたので、今後教育

委員会といたしましては、学校適正規模等総合的に検討しつつ、統合計画を策定したいと考え

ているところであります。 

 また、小規模校ならではの教育特性、具体的には室戸岬小、三高小、元小の３校が複式教育

の指定校として平成24、25年度に研究実践したところでございまして、その本質的な学習内容

を共有したところでございます。 

 いずれにいたしましても、室戸市内の児童・生徒たちの知・徳・体を柱といたしまして、今

後とも一層の教育力向上に努めてまいる所存でございます。 

 次に、全国学力・学習状況調査についてでございますが、本年４月22日に実施されました

が、その結果、本市の小学校６年生は、国語、算数ともに高知県平均と比較いたしますと、わ

ずかながら下回っている状況でございますが、高知県そのものが全国上位でございます。さら

に、小学生の学力向上を図りまして上位を目指す所存でございます。 

 また、中学校３年生につきましてでありますが、県平均を上回っております。これからさら

に全国平均に近づけるよう、一段と学力向上に努め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） 林竹松君の２回目の質問を許可いたします。林竹松君。 

○１３番（林 竹松君） ２回目の質問を行いたいと思います。 

 まず、貴重な時間をいただきまして申しわけなく思っておりますが、２回目の質問といたし

ましては、これまであるＮＰＯの団体がイベントを実施したときに、いわゆる人権の講演、の

ぼり旗の掲揚等に協力してもらっています。このことは、人権啓発課を中心に、行政が人権や

差別について少しでも市民に浸透している事実があらわれていると思います。各団体のイベン

トにも人権についての差別について講演ができるように、また実施してもらえれば幸いであり

ます。このことについては、特に補助金を支出しておる団体についても強力に指導していただ

き、今後必ずこの補助団体がイベントを開くときには、人権問題やそして同和問題についての

講演をしていただけるように、強力な指導をしていただきたいと思います。 

 また、ＮＰＯの今後育てるためにも、育成のためにも、事業補助金が組める方向で検討をし

ていただきたいと思いますので、市長に答弁を求めるものであります。 

 次に、人権問題の中で私は以前にもお聞きいたしましたが、この我々の知らないところで人

権が侵害をされております。そのことは、何かといいますと、興信所や探偵社、そして弁護
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士、そういうところが本人に何も言わずに住民票や謄本をとっておる状況があります。そうい

うことを防止するために、市民の方々に登録をしていただいて、その方の住民票なり謄本をと

りに来た場合には、その本人に連絡をして確認をするとかというようなことについて前にも検

討を加えておるという答弁をいただいておりますが、あわせて答弁を求めるものであります。 

 次に、少子化の問題でありますけども、私は少子化の問題については、これいわゆる児童館

の果たす役割が非常に大きいんではないかというふうに思う一人であります。児童憲章の中に

は、健全な遊びを通じて、健全な児童を育成するという項目がございますので、ぜひこの少子

化対策にもあわせて、健全な遊び、健全な児童が育っていただけますようにひとつ担当福祉事

務所になるのかどうかわかりませんけども、取り組んでいただきたいと思います。答弁を求め

るものであります。 

 そして、高齢化の問題についてでありますが、市長にも詳しく答弁をいただきましたが、

75歳以上でひとり暮らしの方が市営住宅に入居されていると思いますが、市内で何名の方が入

居されているのか、お聞きをいたします。 

 そういった高齢者の方の多くは少額の年金暮らしでありますが、住宅の家賃を払うにも苦労

している状況があります。そういった方たちに住宅の使用料を無料化にするとか免除にすると

かというような方法はとれないのか、あわせて答弁を求めるものであります。 

 それともう一点、高齢化対策の中で、最近の新聞紙上によっては、独居高齢者の公営住宅入

居が24％、孤独死が1,300人を超えているということを聞きます。その対策として、住宅など

の１室を高齢者の見守りとして保健師や看護師を配置すべきと考えますので、ぜひ市長の決断

をされ、取り組みをされたいのでありますが、あわせて答弁を求めるものであります。このこ

とは、たしか住宅法が改正されたときに、そういった項目があったように思いますので、ぜひ

答弁をしていただきたいと思います。 

 そして、もう一点は、今旧ヒラメ養殖場の施設の払い下げということで、私はどういう経過

で、どういう方法で払い下げをしたということを聞きました。その中には、公平に募集をした

のかということも聞いてあります。果たしてそういった募集をされたのかどうか、そして経過

として高岡大敷組合に決定になったいきさつ、これらが抜かっていると思いますので、ぜひ答

弁をいただきたいと思います。 

 そしてもう一点は、これまでの担当課長は、あのヒラメの養殖場の生けすですね、池です

ね、は施設の一部であるということが言われてきました。払い下げた許可条件の中に、申請の

あった物品と、こう書かれております。物品と施設とは違うと思うんですが、どちらが本当な

のか、ひとつ答弁を求めておきたいと思います。 

 そして、市長が耐用年数も過ぎておるというふうに言われましたが、耐用年数が果たして何

年なのか、あわせて答弁を求めたいと思います。 

 そして、市長にもう一点、最後にお聞きをしておきたいことは、赤木山養豚団地の増改修の
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問題とか、そして深層水の事業の改修の問題、そしてもう一点は、旧ヒラメ養殖場の利活用の

関係について、県とか国等への補助金を申請をし、なるかならないか取り組んでいただきたい

ので、あわせてそのことも聞いておきたいと思います。 

 そして、最後に室戸市の環境基本条例のことについてお聞きをいたしました。その中では、

十分に市長の答弁で説明はわかりましたけども、担当課長として、こういった条例に定められ

ていることについて、いつでも答弁ができるような、そういうふだんからの取り組みが大事だ

と思いますので、ひとつ担当課長さん、そのことに取り組んでいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で今期定例会におきますところの私の一般質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（山下浩平君） ５分間休憩いたします。 

            午前11時47分 休憩 

            午前11時49分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 林議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目でございますが、１つ目でございますが、補助金を出している団体に対して、

強力に取り組みを進めるという問題でございます。人権関係といいますか、人権問題に関する

団体といたしましては、例えば室戸市人権教育研究協議会や民生委員、児童委員協議会、そし

て芸東更生保護女性会、老人クラブ、室戸市身体障害者連盟などがあるということは御案内の

とおりでございます。こうした団体の方々に、ぜひとも人権問題の学習会であるとか研修会で

あるとかということは取り入れていただくように私どもとしても要請をしてまいりたいと考え

ております。 

 そして、各種団体が人権講演会であるとか学習会に取り組んでいるというお話がございまし

た。私どもとしても、そうしたＮＰＯであるとか各種団体が人権問題に対する学習会や講演会

をやっていただくということは大変ありがたい、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。そうした取り組みに対して、しっかり補助もしていく必要があるのではないか

というお尋ねだろうというふうに思いますが、ぜひそうした取り組みの内容であるとか、また

そうした経費というようなものも十分状況をお聞きし、調査、判断をする中で、ぜひそうした

経費とか実施時期とか内容とかというものをしっかり相談もさせていただいた中で、事業補助

というようなことについても検討をさせていただきたいと思いますで、よろしくお願いしま

す。 

 それから次に、少子化に対する取り組みの中で、やっぱり児童館を生かしていくべきではな

いかというのは御案内のとおりでございます。私は、今、子供たちの健全育成のために、やは

り学校が終わった後、どう子供たちを守っていくかという中で、教育委員会において放課後児
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童クラブであったり、放課後児童教室というようなものも取り組んでいるところでございます

が、これらの取り組みは、やはり児童館の取り組みとほとんど内容的には目指すところは僕は

同じだというふうに思っておりますので、そうした取り組みとともに、児童館を子供たちの健

全育成、健やかな育成のために充実をさせていくということは必要であるというふうに考える

ところでございます。 

 そして次に、ヒラメ養殖の問題で、一部払い下げた問題でありますが、私どもといたしまし

ては、機能をなくなった施設の一物品という捉え方をしておりまして、そういう前段で申し上

げました取り扱いをしてきたというふうにお答えをしているところでございますので、その辺

については前段で申し上げましたように、施設そのものはもう廃止ということになっていると

いう中での物品という位置づけで処理をさせていただいたというところでございますので、御

理解をいただきたいと存じます。 

 それから、それぞれ深層水の取り組み、それから赤木山の養豚団地の問題、そして先ほどの

ヒラメの養殖施設の今後の利活用の問題というものにつきましては、関係者ともしっかり御相

談もさせていただいて、室戸市の産業振興にとって有効であるというような取り組みをしっか

りやら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） 萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 林議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 先ほど人権問題の中で、住民票、戸籍関係で人権侵害がされているんじゃないかというよう

なところの対策でございますけれども、先ほど１回目の答弁の中で、市長が、室戸市人権施策

推進計画を26年度から28年度まで策定したと申し上げましたけれども、その中に、本人通知制

度というものを今後取り組んでいくこととして、平成28年から取り組んでいくということにな

っておりますので、その中で対応させていただきます。 

 それから、最後におっしゃいました環境基本計画、それに伴う白書の件なんですけれども、

この条例、計画策定の時点で、こういうことも私十分把握いたしまして、今度からこういうこ

とが漏れがないようにしていきますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○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） 林議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、市営住宅の入居されております75歳以上の方は59名おいでになります。 

 次に、住宅の使用料の無料化という、減免ということでございますけんど、そうした収入が

少ない世帯の方につきましては、室戸市市営住宅設置及び管理に関する条例の中で、家賃の減

免規定がございますので、それを適用いたしまして、対象となる場合には減免措置をしてまい

ります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 小松市長。 
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○市長（小松幹侍君） 答弁漏れを補足をさせていただきます。 

 高齢者の方々の見守り介護というような問題でございますが、高齢者の居住の安定確保に関

する法律によりまして、高齢者が安心して生活をできる居住環境を実現をするということで、

制定をされている法律がございます。それらを受けて、高齢者向けの賃貸住宅を整備をすると

いうような中で、議員さん御案内のそうした高齢者のお部屋を訪ねて見守りサービスもするん

だというようなお話があるのではないかというふうに思いますが、私どももこの高齢者向け賃

貸住宅というものが現在まだ当市では整備をされていないという点もございますので、議員さ

んのお尋ねの件につきましては、今後ともそうした研究、検討をさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって林竹松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59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、小椋利廣君の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。平成26年12月第８回室戸市議会定例会におきまして、

市民を代表して通告に基づき一般質問を行います。 

 前段の林先生と重複をする部分があると思いますが、私なりの思いで質問をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 １番、市長の政治姿勢について。(1)市長３期目の構想についてお聞きをいたします。 

 市長さん、11月23日投開票の市長選挙で、厳しい７日間の選挙戦を戦い抜いて、見事に３回

目の当選を果たされました。本当にどうもおめでとうございます。厳しい選挙戦の中で、２期

８年間の取り組みと実績が、市民の多くの皆様方に大きく評価をされた結果であると思いま

す。市長さんは、選挙期間中、財政健全化に取り組み、起債残高の減少や室戸市土地開発公社

の借金の処理、一斉に通報ができる防災行政無線の整備、市道路線の改修工事による整備計画

や市内どこでもインターネットが使えるブロードバンド整備、羽根工業用地開発事業の促進や

室戸ジオパーク世界認定等々実績を大きくアピールし、室戸の発展が私の使命であると言われ

てきました。今回の選挙で、有権者にこれまでの実績を評価をしていただき、理解をしてもら

えた。しかし、まだまだ室戸市の行政課題は山積をしており、市民との信頼関係を大切に行政

運営に当たるが、日々厳しい批判もあったと言われております。室戸市の厳しい財政状況の中

で、３期目の４年間、室戸市の山積する課題の解決に向けての取り組みと人口減少問題や少

子・高齢化の問題、福祉や医療の問題等々、また今後も人口が減少していくと予想される室戸

市のまちづくりについてどのような構想をお持ちかお伺いをいたします。 

 (2)公約について。 
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 小松市長さんは、今回の選挙において、任期中に実現を目指すいろいろな公約をされており

ます。防災対策では、消防屯所の高台移転、津波避難タワーの建設、民間保育園の高台移転、

保育園や小・中学校の耐震化の完成、子育て支援の２人目の保育料無料化や全小・中学校で学

校給食の実施と遊休施設を水産研究所やミニ水族館に活用する等々の公約を掲げられて選挙戦

を戦ってこられました。これらの公約の実現に向けて、今後の４年間、どのように取り組まれ

ていくのか、お伺いをいたします。 

 (3)奈半利から室戸岬まで高速道路の延長への取り組みについてお聞きをいたします。 

 ことしの８月26日に四国霊場開創1200年を記念して、ＮＰＯ法人室戸を元気にする会の主催

で、室戸の空海と文化を語ろうという記念イベントが行われました。その中で、国土交通省出

身で衆議院議員の福井照先生の講演があり、高速道路網の四国８の字ルートが計画されている

高速道路や高規格道路の阿南安芸自動車道のルートが設定をされている中で、日本八景の室戸

岬を抱える高知県の東部地区においては、高速道路網から切り離されて、高規格道路も奈半利

町から東洋町に抜けるルートが設定をされているという講演がありました。福井照先生の講演

の中で、室戸岬までは高速道路が絶対に必要であるというお話があり、また室戸岬まで高速道

路の実現に向けて、室戸市を挙げた取り組みをしていくと、奈半利町から分岐をして室戸岬ま

で高速道路として地域高規格道路が将来的には実現をする可能性があると話されており、私は

このときに非常に勇気づけられたことでありました。高規格道路延長の話が出てくると、話題

性も大きく、日本で５番目の世界認定をいただいた室戸ジオパークも大きく浮上してくるので

はないかとまで言われております。また、県会議員の西森潮三先生の話では、室戸岬まで足を

運んで、いろいろな地形や地質や環境や文化等々、室戸ジオパーク世界認定の今後の環境条件

を考えたときに、奈半利町から分岐をして室戸岬まで高速道路の地域高規格道路が延長してこ

ないと室戸市は消えてしまうのではないかという危機感を持っているとまで言われておりま

す。 

 このような講演やお話を聞く中で、今後室戸岬まで高規格道路の延長の実現に向けて、室戸

市を挙げて草の根的に取り組むとともに、室戸市議会としても大きくクローズアップして取り

組んでいくべきではないかと考えるところですが、市長の政治的取り組み姿勢についてお伺い

をいたします。 

 次に、２番、国土調査による地籍の更正について。 

 国土調査で地籍が更正をされた土地の課税についてお聞きをいたします。 

 室戸市におきましては、従来から使用されてきました土地の切り図を訂正する国土調査によ

る地籍の更正事業が、平成18年度から佐喜浜町根丸地区より事業が開始をされており、平成

26年度は、三津地区で地権者の立ち会いを求めて境界を確定する測量が進められております。

平成18年度に国土調査の測量を開始した佐喜浜町根丸地区から、平成22年度に地籍更正の測量

を実施した佐喜浜町浦地区と都呂地区の測量済み分までが法務局の登記が完成をいたしており
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ます。平成26年度は、佐喜浜町の尾崎地区が法務局の登記が完了する予定であるとお聞きをし

ており、これらのように、毎年順次法務局の地籍更正の登記が完了してきておりますが、境界

の確定が行われて、新たな土地の地籍が更正された土地に対して、室戸市が土地の固定資産税

にかける税金は、いずれの時点で地籍更正をされた面積で固定資産税を課せられるのか、お聞

きをいたします。 

 ３番、防災対策について。 

 タイムラインの設定についてお聞きをいたします。 

 大豊町は、台風の接近が予想される場合の事前対応を細かく定めた事前防災行動計画、タイ

ムラインを四国の自治体では初めて策定をすると言われております。ことし８月の台風に伴う

豪雨で、土砂崩れや地すべりの被害が出たことにより策定をすると報道をされております。一

般的な防災行動計画は、主に災害発生後にどのような対応をとるかを決めておりますが、タイ

ムラインは、河川の見守りや避難場所開設準備など、事前対応を決めるのが特徴であり、台風

は発生後、接近から上陸までの進路や時間が予想可能であり、先を見越した対応をすること

で、減災を目指し、現在の計画にもマニュアルはあるが、住民のさらなる安全性を高めるた

め、職員の行動計画をより明確にするために作成をすると報道をされております。我が室戸市

におきましても、過去には台風銀座室戸と言われてきましたように、ことしの台風11号は、本

県を直撃しており、高知地方気象台は、県内のほぼ全域に大雨、土砂災害、浸水被害、また洪

水や暴風警報、沿岸全域に波浪警報を出して、最大級の警戒を呼びかけており、市民は台風の

接近には非常に敏感に感じていると思いますので、早期に避難体制が確保できるようにタイム

ラインの策定を計画することは考えていないか、お聞きをいたします。 

 ４番、学校教育について。 

 土曜授業の開催についてお聞きをいたします。 

 私は、郷土学を導入し、地域とともにある小中一貫教育を柱に、地域の素材を生かした体験

活動を通して、地域社会の形成者としての資質や能力を育てる教育を取り入れることについて

９月議会で質問をさせていただきました。谷村教育長さんは、小・中連携教育の中で、歴史や

文化、伝統芸能、自然体験、産業などとのかかわりを持つことが重要であり、今後は地域に根

差した特色のある学校づくり、授業づくりに取り組むよう学校現場を指導していくと９月議会

では答弁をされております。隣の奈半利町では、高知県教育委員会と連携をして、県内で初め

て土曜授業を実施して、小・中学校で月１回、土曜授業を始めて１年がたち、以前は平日に行

っていた行事を土曜日に移して、外部から講師を招いてキャリア教育や防災教育、またマラソ

ン大会や授業参観等々の時間に充てて保護者や地域の人々にも積極的に学校へ来校を呼びかけ

てきたことから、保護者からは歓迎をする声が多いと言われており、これらのことも郷土学の

一環としての取り組みにつながっていくのではないかと考えるところですが、いかがでしょう

か。 
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 奈半利中学校では、ふえた授業時間を使って、国語や社会、数学など５教科の復習にも力を

入れて、平日だった学校行事を土曜日に回すことで授業時間に余裕ができ、外部から講師を招

いたキャリア教育にも力を入れて、勉強をする意味と学力向上の両輪でやっていきたいと言わ

れております。保護者に対して行ったアンケート調査によりますと、どちらかといえばも含め

て、９割以上が土曜授業はあったほうがよいという回答が多く、土曜日に家にいてもゲームを

するだけで、授業でわからないところを補習できる時間をつくってもらって、土曜日に学校授

業を充てて平日に余裕を持って授業をしてほしいと言われております。 

 そこで、①高知県の中学生の学力は、全国平均より上位にあるのか下位にあるのか、また室

戸市の中学生の学力は、高知県ではどのようなレベルにあるのか、またどのような位置にある

のか、お聞きをいたします。 

 ②現在、高知県教育委員会は、中学生の学力向上に取り組んでいく中で、どうしたらレベル

アップにつながるのか悲壮感を持って協議を行っております。土曜授業の開催は、保護者から

は非常に歓迎をすると言われておりますので、室戸市の学校教育現場で、中学生の学力向上に

向けて高知県教育委員会とも連携をして、土曜授業の開催について教育長さんは今後どのよう

に取り組まれていくのか、お聞きをいたします。 

 ５番、国立室戸青少年自然の家について。 

 国立室戸青少年自然の家の存続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24年３月議会で、自然の家存続に向けて一般質問をさせていた

だきました。今回は、青少年自然の家が、稼働率達成に向けて、また存続に向けても非常に厳

しい状況に追い込まれておりますので、皆様方の御協力もお願いをして一般質問をさせていた

だきます。 

 国立室戸青少年自然の家は、国立青少年教育振興機構に移行されて、独立行政法人の整理、

合理化計画の中で、国立青少年教育振興機構が運営をする自然の家が全国で28施設のうち、稼

働率が低迷する施設の統廃合が言われております。平成19年12月、独立行政法人整理合理化計

画が出されまして、文部科学省は、各独立行政法人について講ずべき措置として、国立青少年

教育振興機構の組織の見直しとその際、原則として稼働率が５割を下回り、今後もその向上が

期待できないものについては、他の施設による代替え可能性など、地域の実情を考慮の上、廃

止、統合の対象とすると文書化をされております。国立室戸青少年自然の家の稼働率は、宿泊

部屋の利用率で算出されておりまして、全部で38室、定員400名の平成25年度の稼働率は

51.5％であり、辛うじて50％を超えておりますが、ことしは７月、８月の豪雨や日照時間が少

なかった異常気象により、特に８月は台風の影響により施設の一部が破損をするなどキャンセ

ルが相次ぎ、９月、10月も台風の影響でキャンセルが続き、延べ人員で約2,700人ぐらいのキ

ャンセルが出たと言われております。自然の家としては、お客様が予約をした宿泊予定人数と

自然の家が利用促進させる教育事業の増加や四国の各県にも広く広報にも取り組んでいる中
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で、自然の家の事業計画に載せた宿泊予定人数を加えると、現在予定をしている平成26年度の

稼働率は50.3％を想定をしていると言われております。ことしの12月から平成27年３月までの

宿泊予定人数は、未知数であり、何らかの自然現象によるキャンセルが起きるなり、また申込

者から少しでもキャンセルが起きると直ちに50％を切る可能性が高く、稼働率を上げるために

は、平成27年１月から３月までの間、宿泊人数を増員して取り組んでいかなければ平成26年度

の稼働率50％達成は非常に厳しい状況であると自然の家は分析をいたしております。室戸市の

取り組みは、昨年度よりは大きく協力をしてくれていると言われておりますが、自然の家も地

域の文化や環境や経済状況にも大きく貢献をしていると言われており、自然の家の存続に向け

て、市民を挙げて取り組む状況が見えてこないと言われております。私たち議員も、存続に向

けて同僚議員にもお願いをして、できる限り稼働率の向上に協力をしていきたいと考えており

ます。 

 そこで、①市長さん、自然の家からは毎年480万円余りの借地料の収入もあり、厳しい室戸

市の財政状況の中では、大きな収入源ではないかと思いますし、室戸市としても国立室戸青少

年自然の家の存続に向けて、また自然の家は防災対策上の宿泊先等を考えると、宿泊棟や体育

館棟も考慮すると500人から600人ぐらいの多い人数の避難場所としての宿泊が可能ではないか

と思いますが、市民にとっても存在するメリットは非常に大きいと考えるところですが、自然

の家存続に向けてどのような取り組みを考えられていくのか、お聞きをいたします。 

 ②国立室戸青少年自然の家利用促進協議会会長の谷村教育長さんにお聞きをいたします。 

 ことしは、自然現象によるキャンセルが非常に多く、稼働率が50％割れの厳しい状況にある

自然の家の宿泊日数増加に向けて、また稼働率50％以上の達成に向けて、平成26年度の残され

た少ない日数の中でどのように取り組まれていくのか、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） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の市長３期目の構想についてと２点目の公約について、それぞれ関連が

ございますので、あわせてお答えを申し上げます。 

 まず、これまでの２期８年の市政運営の取り組みによりまして、一定の評価をいただき、そ

れを受けて３期目の市政運営のかじ取りを任せていただいたというふうに思っているところで

ございます。次期につきましても、しっかり対応していかないといけないと考えております。 

 次に、室戸市のまちづくりの構想についてでございますが、まずは市民の方々との信頼関係

をつくることが大事であります。市民の方々と一緒になって、自分たちの町は自分たちでよく

するという協働のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。そのためには、旧町村単

位にコミュニティーセンターを位置づけることや地域の課題は地域で解決をしていくという仕

組みづくりなどが必要ではないかと考えているところでございます。 
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 次に、公約の実現に向けての取り組みでございます。 

 さきの所信表明や前段の議員さんにもお答えをいたしたところでございますが、まず人口減

少に歯どめをかける各種産業の振興を図り、雇用や交流人口を拡大することにより、持続的な

地域経済の発展に取り組んでまいります。 

 また、大変少なくなっている子供たちを健やかに育てるため、学校施設の耐震化率100％を

目指すことや全校での学校給食の実施などに努めてまいります。 

 次に、市民の方々の生命と財産を守る消防屯所の高台移転や民間保育所の高台移転の支援な

ど、防災対策事業の力強い推進に取り組んでまいります。 

 また、暮らしよい生活環境の改善を図るため、一層の市道整備や中山間地域の飲料水確保事

業などを進めてまいります。 

 次に、健康づくりにつきましては、県下で最下位であった平均寿命が、改善をされつつござ

います。今後におきましても、地域医療を守り、市民の方々の健康対策に取り組んでまいりま

す。 

 また、国保会計の赤字対策など、財政健全化を進めるとともに、国・県へはしっかり要望活

動を行い、事業の実現に努めてまいります。 

 いずれにしましても、前段に申し上げました事項を１つずつ着実に実行し、希望のある室戸

市づくりを目指して頑張る決意でございます。一層の御指導賜りますようにお願いを申し上げ

ます。 

 次に、１の３点目、高速道路の延長についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、阿南安芸自動車道は、徳島県阿南市を起点として安芸市を終点と

する延長110キロの地域高規格道路で、平成６年12月16日に計画路線として指定をされており

ます。当該路線は、命の道として、また防災面においても、特に南海地震対策における避難

路、物資輸送路の役割を果たすものと考えております。そしてまた、四国横断自動車道と高知

東部自動車道がつながることにより、高速道路の空白地帯を補完した四国８の字ネットワーク

を形成する重要な道路計画となっているところでございます。そして、当該路線は、北側奈半

利道路、日和佐道路が供用を開始をされておりまして、平成26年度には、大山道路が開通予定

となっているところでございます。また、これらの整備促進につきましては、現在、高知東部

自動車道整備促進期成同盟会、一般国道55号阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、国道

493号整備促進期成同盟会とともに、国や県に要望活動を行っているところでございます。 

 また、以前には、室戸市経由のルートにつきましても検討されていたということはお聞きを

するところでありますが、地形の問題や整備費用などの理由から、現在の計画路線となってい

るというところでございます。そして、この路線へのアクセス道路につきましては、このこと

につきましても、毎年国や県に対してアクセス道路の設置についての要望活動を行ってきたと

ころでございます。 
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 議員さん御提案の奈半利から室戸岬のルートの新設につきましては、地域にとって観光事業

などの経済効果につながるものと認識をするところでございますけれども、前段で申し上げま

したように、これまでの経過もございますので、それらの取り組みの可能性や要望活動の進め

方などにつきまして、国や県など関係機関や関係者、関係団体、国会議員の先生方などの御意

見もお聞きをしながら、取り組むべき大きな課題であると認識をするところでございます。 

 次に、国土調査後の土地の課税についてお答えをいたします。 

 国土調査の完了による新地籍での評価につきましては、調査により多くの場合、調査前の地

籍より大きく変化をする傾向がございます。したがいまして、近隣地域での不公平感を招かな

いよう、一定区域の登記が完了するまでは、新地籍での評価を実施していないところでござい

ます。しかし、平成27年度課税の賦課期日である平成27年１月１日までに、平成18年度より開

始した佐喜浜町の調査区域の登記が完了することから、当該区域につきましては、平成27年度

課税分より更正のあった新地籍による評価を実施をしてまいりたいと考えております。 

 また、今後におきましても、一定の区域を定め、国土調査が行われていることから、その区

域の調査が終了し、登記が完了した段階において、新地籍による評価を実施してまいりたいと

考えております。 

 次に、大きな３の防災対策についてでございます。 

 議員さん御案内の事前防災行動計画、タイムラインにつきましては、大豊町で危険箇所の洗

い出しや地域住民への聞き取り等を行い、今後気象庁や警察、マスコミなどを含めた関係委員

で検討会を開催し、台風による大雨災害を前提とした事前防災行動計画の策定に取り組んでい

るとお聞きをいたしております。本市での事前の取り組みといたしましては、開設予定避難所

については、人員配置などの開設準備態勢を整えるとともに、各課や出先機関に対しまして

は、全施設及び工事中の現場の見回り、点検を行い、のぼり旗や看板、掲示物など飛散のおそ

れのある物のの固定や撤去、雨戸やサッシの施錠確認などの対策を指示をいたしているところ

でございます。また、消防本部及び消防分団に対しましては、波浪対策として、河川の見回り

や水門、陸こうの閉鎖など、それぞれの部署で事前準備態勢をとっているところでございま

す。そして、地域住民に対しましては、防災行政無線を使用して、台風接近情報などの周知や

避難準備情報とともに、避難所の開設をお知らせをしているところでございます。今後におき

ましては、これまでの取り組みを一層充実させるとともに、先進地で取り組んでいる事前防災

行動計画などにつきましても研究を進めてまいります。 

 次に、室戸青少年自然の家の利活用についてでございます。 

 当市につきましては、これまで室戸青少年自然の家利用促進協議会を設置をさせていただい

て、自然の家の利活用に努めてきたところでございます。多くの方々の御協力もいただきなが

ら、韓国の中学生野球を来ていただいたり、また市内の企業が研修に使っていただく、そして

いろんな関係団体が研修に使おうということで呼びかけているところでございます。そうした
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こともあって、一定の利用促進にはつながっているところでございますが、今年度におきまし

ては、特に８月の期間、いつもですと８月は満杯であるというような状況の中で、台風が３つ

も来るということもあって、利用が低くなっているところでございます。その分、何とか回復

をさせたいということで、先ほど言いましたいろんな対策に今後とも全力を挙げて努めてまい

りたいと考えているところでございます。 

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

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） 小椋議員さんに大きな項目４の土曜授業の開催についての中で何点

かお尋ねがございましたので、順次お答えいたします。 

 先ほど林議員さんにお答えしましたように、室戸市の中学生の学力は、本年度の調査結果、

県平均よりは上位にありますが、全国平均よりは下位になっております。当然、学力アップに

臨んでまいります。 

 現在、学力向上のため、県の指定をいろいろいただいておりますが、室戸中学校では、高知

夢いっぱいプロジェクト推進事業、それをいただいて学校活性化を図っているところでござい

ます。それから、羽根小・中学校では外国語教育実践研究事業の指定を受けまして、学力向上

に取り組んでおります。さらに、保小中一貫教育を推進することで、小１プロブレム、中１ギ

ャップの解消はもちろん、学力向上や地域の歴史、文化、自然体験、産業等のかかわりを深め

ているところでございます。そして、平成27年度には、キャリア教育を柱とした保小中一貫教

育への取り組みを強化していきたいと考えておりまして、先般の校長会でその旨を説明いたし

まして、準備をしておくよう指示したところでございます。 

 ９月議会で郷土学の導入について御質問をいただきまして、教育委員会といたしましては、

来年１月に愛媛県鬼北町の取り組みについて視察研修を予定しております。 

 次に、何のための土曜授業なのかということでございますが、平成25年11月29日、土曜授業

の実施に係る学校教育法施行規則が改正され、子供たちに土曜授業を実施することが可能とな

りました。その趣旨は、これまで以上に豊かな教育環境を提供し、その成長を支えることが重

要であり、学校、家庭、地域が連携し役割を分担しながら多様な学習文化、スポーツ、体験活

動等の機会の充実に取り組むことが重要であると言われているところでございます。つまり、

全国的に統一されたカリキュラムがあるのではなく、地域に応じた学習、教育支援体制の構築

を図りながら土曜授業を推進していくということになります。ここ数十年の学習指導要領の変

化を見ますと、詰め込み教育からゆとり教育へと変わってまいりました。しかし、今度は日本

の子供の学力が他国と比較して低くなったということで、土曜授業の実施を可能とするという

文科省の方針が示されたところであります。議員さんから紹介のありました奈半利町実践は、

県のモデル校として行っておりますが、その成果について関心を持って注視しているところで
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ございます。室戸市といたしましては、この土曜授業の指定事業は、本年度から始まったばか

りでございますので、中学校のクラブ活動や児童クラブとの関係などを考慮しながら、モデル

校、先進校の実践を研究し、教職員の理解、地域の実情及び保護者の意向等を総合的に考慮

し、判断したいと考えているところでございます。そのため、今後も国や県下の動向に注目し

てまいります。 

 次に、国立室戸青少年自然の家の存続についてお答えいたします。 

 小椋議員さん御案内のとおり、独立行政法人合理化計画等の中で、青少年自然の家の稼働率

は５割を下回り、今後もその向上が期待できないものについては、他の施設による代替可能性

など地域の実情を考慮の上、廃止、統合の対象とすることが示されております。 

 そうした中、施設存続の危機感を認識し、自然の家と室戸市等が取り組んできたことは、国

立室戸青少年自然の家利用促進協議会の立ち上げと協議でございます。協議会の中で利用率の

現状を市内の民間行政組織等に知っていただき、組織を構成する方々に宿泊利用をしていただ

くことや、組織外にもお声がけをいただいたことで、稼働率の推移は平成23年度52.3％、24年

度52.6％、25年度51.6％となっており、一定効果が上がっているものと考えております。室戸

市としましては、市役所の研修の実施を１月、２月に行う予定となっております。室戸市教育

委員会としましては、高知県教育委員会への教職員の宿泊研修の企画依頼をしております。ま

た、校長会は、既に自然の家で実施済みですが、教頭会、教育委員会定例会等も宿泊しての実

施の予定を立てております。また、例年実施しております小学生の通学合宿につきましても、

２月に室戸市内の小学生50人が５日間の規模で通学合宿を行うよう予定しておるところでござ

います。来年１月で３回目を迎えます韓国中学野球チーム約60人の合宿が１月６日から30日ま

で予定されております。この韓国からの合宿を継続していただけるよう、また野球以外のスポ

ーツへの拡大が図れるよう、自然の家や高知県観光コンベンション協会等と協力していきたい

と考えておるところでございます。今後とも室戸市としましては、自然の家の利活用に取り組

み、施設の存続への努力を継続してまいりたいと思っております。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たいと思います。 

 先ほどの市長さんの３期目の構想についてということでお聞きをいたしましたところ、市長

さんは、市民との信頼関係を大事にして、協働のまちづくり事業をお互いにやっていくという

ふうに答弁をされておりました。今後はまだまだ人口も減少してくると想定をされる中で、ぜ

ひともこの協働のまちづくりの中身がひょっとわかれば、どういうふうなことに取り組んでい

くのかということで少し答弁をいただけたらと思います。 

 それから、(3)番の奈半利から室戸岬まで高速道路の延長への取り組みについてという中

で、阿南安芸自動車道は110キロを計画された中で、室戸の高速道路については、今までの事

情もいろいろあるというふうなことで、室戸岬を回る高速道路としては今のところ今までの事
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情もありながら取り組みをされてないという話がありましたけれども、この前の講演の中で、

国会議員の先生方や県会議員の先生方のお話にも、室戸岬まではどうしても高速道路が必要じ

ゃないかと、そうすることによって室戸岬が生きてくるというふうに力強く言われております

ので、計画づくりについて要望、陳情などをしていくことによって、実現可能な方向に向かっ

ていくというふうに言われておりますので、もう一度これの奈半利から室戸岬までの地域高規

格道路の延長について御答弁をいただきたいと思います。 

 それから、防災対策のタイムラインの設定についてでございますけれども、これはまあ大豊

町がそういう防災対策については台風の予測については台風の接近から上陸までのこの時間帯

やルートは予測が可能であるというふうに言われる中で減災を目指してタイムラインを設定を

するというふうに報道されております。それで、我が室戸市におきましても、非常に台風の襲

来につきましても、ことしは特に８月には台風が、８月、９月含めて３個あるいは４個に近い

台風の上陸があったわけでございますので、そういうことを加味した上で、この減災も含め

た、また市の職員の対応の細かい計画も含めた中でどのようにタイムラインを設定されていく

のか、もう一度できたら御答弁をいただきたいと思います。 

 それから、学校教育の土曜授業の開催についてでございますけれども、これ教育長は土曜授

業は取り組んでいくというふうな話ではなかったように考えております。ちょうどこれ田野町

もそれと同じことが載っちゅうわけですよ。田野町も現在は国の動向を見守りたいと考えてい

るが、小・中学校に新たな負担をかける取り組みを始める必要性は低いというふうに考えちゅ

うということを田野町もこういうふうに新聞に載っちゅうわけですけれども、先ほどの教育長

さんのお話を聞くと、高知県の中では室戸市の中学生は高知県レベルでは平均より上であると

いうふうなお話がありましたけれども、全国平均よりは下位にあるというふうな答弁もありま

したので、国の動向の中でもやはり高知県の教育委員会も非常に中学生の学力向上については

厳しい状況で今後も取り組んでいくというふうに言われておりますので、土曜授業の開催以外

にも、学力の向上に取り組んでいける方法がありましたらひとつ教えていただきたいかなとい

うふうに思うところでございます。 

 それから、自然の家についてでございますけれども、自然の家は今までの答弁の中では、今

後もいろいろな取り組みをしていく中で対応していくという話がありましたけれども、この先

ほど教育長さんのほうでは、平成23年度からの稼働率についてお話があったわけでございま

す。平成23年度は52.3％。この資料によりますと、平成18年度からでいきますと、平成18年度

の稼働率は43.7％、19年度が42.2、20年が50.5、21年が47.9％、22年が42.6％、ここらあたり

がずっと低いわけです。先ほど教育長のお話では、平成23年度が52.3％、24年が52.6％、去年

が51.5％ということで辛うじて50％は超えているという話がありましたけれども、自然の家の

話によりますと、ことし例えば50％の稼働率を切るということになってきた場合には、もう当

然、統合か廃止がお墨つきをいただいたというようなことに非常に近いというふうに言われて
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おりますので、これらのことについて今後自然の家ではことしの非常に厳しい夏場の状況の中

で、今回復をしていかないと、自然の家は50.3％しか考えておりませんので、何かの自然災害

なんかが起きて、契約がクリアせられない状況になってくると50％を切ってしまう可能性が非

常に大きいというふうに言われておりますので、これらについてもう一度御答弁をいただきた

いと思います。 

 これで、４番小椋利廣、２回目の質問をさせていただきまして、今期定例会におきます御質

問は終わりたいと思います。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、３期目の取り組みの中で、まちづくりの構想ということで、具体的なということでご

ざいますが、前段で申し上げましたように、私としては、旧町村単位でコミュニティーセンタ

ーのような位置づけをする場所をしっかりつくって、そこで地域の方々とともに課題や問題を

解決していきたいというのが一つあるわけでございます。当然、これらを進めていく上におい

ては、常会長さんであるとか関係者、当然また方向性がしっかり煮詰まった段階では議会の皆

様方にもしっかりお話をし、取り組んでいくということとなると思っておりますが、まだ具体

的にこれをこうする、ああするというのはまだまだ整理をして皆様にお話をできる段階ではご

ざいませんので、そうしたことをしっかり１つずつ積み重ね、また常会長さん方との協議も一

定行った上で、固まった段階で議員の皆様にもお話をしたいという思いでございますので、御

理解をいただきたいと存じます。 

 それから次に、奈半利町から室戸岬までの高規格道路の新設ルートの話でございます。この

ことにつきましても、前段で申し上げましたとおりでありますが、やはりそういうルートが確

保されますと、当市にとりましては、本当に経済的あるいはいろんな産業においても私は効果

は大きいというふうに思うところでございます。これらは一定の方々がそういう意見を言われ

ているというのは私も承知をするところでございますので、ただやみくもに要請活動を行うと

いうことではなくて、先ほども申し上げておりますように、一定の方々の御意見もお伺いしな

がら、そうした見通しがあると、希望があるというような状況になって、私は要請や陳情活動

を強力に進め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。 

 そして次に、防災対策の問題でございます。このことも前段で御答弁を申し上げたとおりで

ございますけれども、地震災害と違って、やはり台風災害とか大雨による災害というのは、一

定事前に予測ができるわけでございますから、そうしたことにやっぱりしっかり対応していか

なければならないという思いは同じでございます。そういう中で、取り組みの中で、職員に対

する取り組みあるいは住民に対する避難の呼びかけ、またいろんな団体や消防などいろんな団

体に対する呼びかけや取り組みというようなことがしっかり大事になってくるというふうに思

いますので、そうした事前防災行動計画というようなものの取り組みについてもぜひ積極的に
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進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 そして、最後に、自然の家の稼働率の問題でございます。以前に稼働率が低かったというと

きの問題については、我々も承知をしております。そこの問題がどこにあるかというのもある

わけでありますが、そうしたことを受けて、先ほど申し上げました室戸青少年自然の家利用促

進協議会をしっかり立ち上げて、これらの利活用の推進のために一層取り組もうという姿勢で

進めてきたところでございます。これは低かったときの理由は、当市としても支援が少なかっ

たということもあると思いますけれども、自然の家さん自体もその取り組みが十分であったの

かというのは私としても疑問を持っているところでございますので、そうした点も御理解をい

ただきたいというふうに存じます。いずれにしましても、自然の家の利活用、50％を切らない

ように全力で取り組む覚悟でございますので、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） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 土曜授業についてでございますが、ことし始まったばかりということの事業でございますの

で、まず県は国からの依頼を受けてモデル校として奈半利町を指定しているということでござ

います。だから、それを立ち上げるには十分な計画性が必要であろうということで注視したい

というふうに考えておるところです。それで、今現在、室戸市として学力向上のためには、

20年９月に学力問題検討委員会を発足させまして、学期ごとにその成果を出し合いながら、市

内一体としてそれぞれのモデルを出し合い、検討しているところです。例えば、チェックテス

ト、それから小野市の検定、いわゆる算数、それから国語というふうに級を設けまして、検定

テストをやっていって、９級から始まって、１級へ行ってというふうな形で子供たちに自分の

学力が上がっているということの自信をつけさせて、保護者にも納得していただくという、そ

ういう具体的な取り組みも当然やっておるわけです。だから、土曜授業と学力向上がそのまま

結びつくのかどうかということについては私も一切わかりません。だから、今申しましたよう

に、モデル校でことしモデル校に指定されました奈半利中学校の研究に注目して考えていきた

いということでございます。 

 それから、自然の家の件ですが、主体性を持って７つの事業を自然の家は50.3％の中に取り

組んでおります。それから、宿泊学習も、今私室戸市だけの宿泊学習の数を申し上げました

が、この間自然の家の所長、次長を含めて話し合いの中では中芸地区もそれへ呼びかけをしよ

うかというふうな動きをしております。当然、我々としては、50.3％の見通しを超えるよう

に、アップするように利用促進協議会として取り組んでいるところでございますので、皆様方

の当然御協力を仰がなければならないわけです。だから、議員さんが言われましたように、そ

れぞれの関係部署で、よろしく御協力をお願いしたいということでございます。以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 次に、米澤善吾君の質問を許可いたします。米澤善吾君。 
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○９番（米澤善吾君） ９番米澤。平成26年12月第８回室戸市市議会定例会において、市民と

薫風会を代表いたしまして通告に従いまして一般質問を行います。 

 まず、質問の前に、小松市長、３期目の御就任、まさに火中のクリを拾うがごとく、男気を

発揮されたこと、ありがとうございます。まことに御苦労さまですが、よろしくお願いいたし

ます。これからの４年間、まだまだ課題山積の状況は続きますが、解決に全力を投入されるこ

とを期待しています。過去２期８年間は、全て過去の精算と新たな緊急課題解決に全精力を傾

注され、そのことが市民に御理解された結果と理解しております。この３期目は、室戸市が存

続するための最大の課題である少子・高齢化と働く場の創造で、地域経済の再構築に再度全力

に当たり、住みよい、安全・安心、心豊かなよき室戸市の再構築を願うわけです。 

 さて、本題に入りますが、３期目の地域振興策について御提案させていただきます。平成

26年12月第８回室戸市議会定例会所信表明演説の２点目とは一部重なりますが、よろしくお願

いいたします。 

 交流人口拡大の地域経済振興策について。 

 観光産業に取り入れるテーマについて。 

 ①室戸市の文化と歴史と教育とスポーツと簡単に列記しましたが、平成26年12月８日、高知

新聞に俳人編集者の四季に、室戸市出身の東京在住の谷村和典さんの紀行文が掲載されていま

した。東京都多摩市にあります多摩美術大学美術館で開催中の祈りの道へ、四国遍路と土佐の

ほとけ展覧会が、四国開創1200年記念事業として開催されています。私自身も、青木准教授と

も御縁があり、多摩美術大学美術館にお招きをいただき、拝観させていただきました。学校教

育では郷土学ということで、さきの小椋議員から答えをいただいておりますが、あえて質問さ

せていただきます。交流人口の拡大の観点からの提案でございます。一例ですが、展示場の

数々の仏像の中に、椎名観音堂に伝わる木造十一面観音菩薩立像の前に立ったときに、はかり

知れない感動を得ました。高知のしかも室戸の東部椎名に現存されていることの歴史と文化を

学び、このことを次世代に伝える教育が大事ではないかと痛感いたしました。ほかに数々のそ

ういう歴史と文化の価値のあるものが室戸に多く現存されていると思いますが、調査されてい

るか、また調査されているならば、調査の一覧はあるのか、あるならば、どのように世間に室

戸の文化と歴史を公開するのか、それらの宝を交流人口拡大の武器にできないのか、それらに

威厳と崇高さを持たせ、活用される手段をお考えならば、どのように行うかお伺いいたしま

す。 

 次に、スポーツと教育については、室戸にはさまざまな施設と１年を通じすばらしい自然環

境が存在します。ジオパーク拠点施設の活用、教育課程のカリキュラムの整備充実、修学旅行

など交流人口の拡大も図っていただきたいと思いますが、市内外の子供たちにジオから学ぶ災

害学習のメッカにされたらいかがか、室戸マリン球場、室戸市勤労者体育館、テニス場、高知

県立体育館、室戸市立相撲場、マリンダイビング、室戸の遺跡と段の谷の大杉散策ウオーキン
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グなど数多く存在します。それらの環境と施設を理解され、活用されている担当課、生涯学習

課、商工観光深層水課、ジオパーク推進課は、交流人口拡大に活用される妙案はお持ちではな

いか、お伺いいたします。 

 ②１次産業、漁業、農業、林業、考え方を変えれば、ジオパークそのものも１次産業と思い

ますけども、を活用した交流人口拡大策は起案されているか。安倍内閣の目玉でもある地方創

生の政策を活用された新たな交流人口拡大をお持ちか、お伺いいたします。 

 夢の最終目標は、自分たちの地域で生産される産品を、知恵と付加価値をつけて自分たちで

価格を決められることを目指すべきだと思いますが。平成26年８月第６回定例会の質問には、

内部の強化策については一部お伺いしました。生産すれば当然消費者につなげるという政策目

標をされているかお伺いをいたします。 

 次に、２、観光客の安全についてお伺いいたします。 

 御厨人窟前の落石対策についてお伺いいたします。 

 日本ジオパーク再審査の時期になりました。12月初旬に審査がありました。結果はどうなの

か、また来年は世界ジオパークの再審査ですけど、自信みなぎる思いではないかと想像してお

ります。しかし、約３年前に室戸で開催された日本ジオパーク全国大会の約１週間前に御厨人

窟前で落石があり、たまたま御厨人窟前でジオパークガイドを受けていた観光客に落石が当た

りました。運よく頭部への直撃は免れ、側頭部をかすめ、女性の方はその場に倒れ、救急搬送

されました。幸いにも軽症で大事に至らず、大変安堵いたしましたが、落石問題はいまだ解決

されていません。今後どのように対策を練られるのか、また大崩落の危険を回避しないまま放

置され、現在立ち入りされている御厨人窟前に危険はないのか、お伺いいたします。過去に大

崩落がありました危険地帯です。本年は四国開創1200年の記念の年です。聖地とされている多

くの四国巡礼の方々からお叱りの言葉をいただいております。このままの放置は、室戸で大事

な振興策、四国遍路に絡む交流人口拡大の目的に逆行するのではないですか。過疎、少子・高

齢化の地域で、これらの方々と触れ合いをなりわいとしている観光業者にも重大で深刻な事態

になっていると思われます。一日も早い対策をとられることをお聞きします。 

 次に、３、市の施設における展示物の管理について。民俗資料、文化財の管理についてお伺

いいたします。 

 キラメッセ鯨館展示物の預託管理について。 

 現在、鯨館の管理、もしくはかかわりのある農林水産課、教育委員会、ジオパーク推進課の

３課がかかわっていると思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 まず、農林水産課にお伺いいたしますが、農林水産課はどのように他の課と話し合いをさ

れ、管理契約を結ばれていますか。教育委員会、ジオパーク推進課との契約は存在しますか。

それらを含めて、指定管理をされていますか。当然、他の担当課の諸経費、電気代もそうです

けども、どのようにお取り扱いされていますか。 
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 次に、教育委員会にお伺いいたします。 

 鯨館に数多くの展示物が存在しますが、個々の展示物を一覧で瞬時に調査できる基本台帳は

ありますか。それらの品々の借用、預託等などの契約書は厳重に保管されていますか。 

 次に、ジオパーク推進課にお伺いいたします。 

 キラメッセ鯨館にコアとジオ関係のさまざまな展示物がありますが、これらの展示物はどな

たの所有物ですか、所有者との契約と管理契約はどなたとどなたが結ばれていますか。また、

指定管理者とのどのような契約が結ばれていますか。事故等が生じた場合、発生した場合の責

任の所在はどなたが持たれますか。 

 (2)室戸世界ジオパーク拠点施設に展示予定されている数々の品々があるのではないかと思

われます。乃村工芸、また市民の有志の方々のモニュメント、映像、レプリカ等複製品の展示

物が掲示されると思いますが、所有権、著作権、肖像権が発生すると思われますが、それらの

品々と将来トラブルが発生しないよう、各種許諾契約書、運用契約書が必要と思われますが、

そのようなお考えはありますか、お伺いいたします。こういうものは、100年、1000年の話な

ので、慎重にお取り扱いをお願いします。 

 提案ですが、これらの複数の課がかかわる事業管理契約等がこれから多発すると思われます

が、文書管理を行う係を設置されたらいかがか。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 米澤議員さんにお答えをいたします。 

 まず、私からは大きな１の(1)②１次産業を活用した交流人口の拡大策についてでございま

す。 

 これまで室戸ドルフィンセンターの施設整備や吉良川まちなみ館の整備、今回の室戸世界ジ

オパークセンターの整備などによりまして、交流人口の拡大に取り組んでいるところでござい

ます。また、観光振興の大きな位置づけといたしましては、体験をしていただくことが一番大

事でございますので、１次産業である農林水産業から、野菜や果樹の収穫体験や土佐備長炭づ

くり、魚の干物づくりなどの体験メニューをつくり、体験観光を進めていきたいというふうに

考えております。また、これまでにも一定取り組んできたところでございます。そして、来年

度開催の東部地域博覧会につきましては、室戸世界ジオパークセンターのオープンと同時に、

博覧会が開催をされ、そのオープニングセレモニーを皮切りに、各地域でさまざまなイベント

が実施をされる予定でございます。東部地域博覧会の当地域の取り組みといたしましては、産

業祭や灯台まつりなど既存イベントを合同で開催をする室戸まるごと祭りやトライアスロン大

会など各種イベントや体験プログラムを実施をする予定といたしております。これらのことを

交流人口の拡大や地域経済の活力につなげていかなければならないと考えております。 

 また、地方創生のことにつきましては、国において、まち、ひと、しごと創生本部を立ち上
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げて、地方の活性化を推進していこうとしていただいているところでございます。市といたし

ましても、国の動向をしっかり見きわめるとともに、地域の活力につながるような事業提案を

できるよう、積極的な対応を行ってまいります。 

 次に、新たな特産品の開発についてでございます。 

 本市の豊かな自然や大地が育んだ資源や素材をより競争力のある魅力的なものとしたり、地

域の特性を生かしたブランド化を進めるなど、付加価値を高める取り組みが重要であると考え

ております。市といたしましても、生産者や地域の方々の御意見をいただきながら、地域おこ

し協力隊とも連携をし、県の補助事業や本年度通して制定をしております室戸市特産品商品化

販売等支援事業費補助金等の活用によりまして、積極的に支援も行ってまいります。 

 次に、大きな２点目の御厨人窟前の落石対策についてでございます。 

 当市といたしましても、この対策につきましても、大変苦慮いたしているところでございま

す。現在、立入禁止にしている神明窟につきましては、平成24年10月28日に見学中の観光客の

方が、洞窟の出入り口付近で落石によりけがをしたことにより、地権者の承諾をいただき、立

入禁止にしているところでございます。落石防止の対策につきましては、県の担当課である環

境共生課、また文化財課に協議を行う中で、自然公園法での対応は困難であり、文化財保護法

での対応がよいのではないか、また整備を行うためには、文化庁の調査官による現地確認や室

戸岬の保存管理を個々で申請するのではなく、室戸岬全体の保存管理計画を策定し、その中で

整備を行うことが望ましいのではないかという意見もいただいているところであります。そし

て、これまで現地確認につきましては、文化庁の都合により、平成25年12月26日に実施をいた

しております。そのときの調査官の方からは、落石は自然現象なので、そういったものも含

め、景観として洞窟へ入るのを制限し、参拝者のための拝殿的なものは手前に持ってきたらど

うか、またどうしてもというのであれば、景観に配慮したネット等で防護をする方法もあるの

ではないかというような意見もいただきましたけれども、いずれもしっかりそのことに取り組

んだらいいというふうな明確なお答えは示されなかったところでございます。市といたしまし

ては、この問題について、本当に前段で申し上げましたように、大変苦慮しているところでご

ざいますけれども、まずその後、平成26年７月にコンサルを入れて現地調査を行った結果、工

法等を検討するためには、やはりクライミング調査やボーリング調査などが必要であること

や、約20メーター上にある既存のコンクリート製の落石防護柵３カ所の堆積土砂の撤去が必要

であることが明らかになったところでございます。 

 そこで、この堆積土砂につきましては、設置者である安芸林業事務所にその撤去について要

望をいたしているところでございます。また、当面の対策として、御厨人窟と神明窟の中間に

ある落石土砂の除去につきましては、自然公園法と文化財保護法の許可がおり次第、撤去を行

うことといたしているところでございます。いずれにしましても、本格的な今後の対策といた

しましては、前段で申し上げました保存管理計画を策定する必要があるものと考えておりま
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す。この保存管理計画の策定及び工事の実施につきましては、この財源対策も含めまして、県

や関係機関とも協議をしているところでございまして、それらを受けて、しっかり対策を進め

なければならないと考えているところでございます。 

 私からは以上でございますが、副市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） 米澤議員さんに大きな３点目の(2)の中の複数課がかかわる事業等

の文書管理につきまして私のほうからお答えをいたします。 

 市の事務事業に関する文書の管理につきましては、複数課が関係するものを含み、基本的に

は例えば補助事業であれば国・県に対する補助申請事務等を担当した課など、一定中心となる

課が整備し、管理しているものがほとんどではないかと考えておりますが、業務の性質により

ましては、それぞれの担当業務に関する部分について、おのおの別に保管している例もあるの

ではないかと思われます。そうした場合も含めてではありますが、年月の経過や課や班などの

組織の再編、統廃合を重ねてまいりますと、人の記憶も薄れ、また引っ越しにより書類が散逸

したり管理が曖昧になってしまう場合も生じかねませんので、やはり引き継ぎ等をしっかりと

行っていくことが大事であると考えております。特に、これからのジオパークや観光、教育、

文化、スポーツなどの連携による交流人口の拡大への取り組みなどを考えたとき、複数の課が

関係することも多くなることが予想されます。そのような場合も含めた今後の文書管理につい

てでありますが、現在策定中の第２期新行財政改革プランの案におきまして、事務事業の改善

の項目の中で、文書管理業務の見直しといたしまして、文書管理システムによる文書管理を平

成28年度から行うことと計画しているところでございます。この文書管理システムの導入に向

けたシステム構築協議等の中で、この協議は総務課が中心となって行うことになろうかと思い

ますが、この構築協議等の中でこうした複数課にまたがる事業の文書など、重要書類の管理に

ついて、先進事例等も参考にしながら、より適切な方法を検討して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。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 和田ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 米澤議員さんに大きな１点目の(1)の①についてお答

えいたします。 

 室戸の文化と歴史、教育とスポーツなどの分野における交流人口の拡大策についてでござい

ますが、議員御案内のとおり、教育活動やスポーツをジオと結びつけて交流人口の拡大につな

げることは大変重要であると考えます。これまで室戸ジオパークでは、児童・生徒を主な対象

としてサマースクールやまがりラボなどの教育活動の実施や室戸高校のジオパーク学への支援

を行い、市内外からの参加者の受け入れと市外での発表などを行ってまいりました。また、市

外の小・中・高校及び大学のフィールドワークの受け入れに関しましては、平成25年度では、
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高知市内から４校のほか、広島、鳥取、大阪、奈良、茨城などから計６校、699名の学生に来

ていただいております。近年、中学校や高校では、環境学習や防災教育へのニーズが全国的に

も高まりつつあると聞いております。現在行われている室戸岬サイトでの隆起の痕跡と大地の

成り立ちの学習や段の谷山サイトの天然杉群の保護や生息している動植物から環境についての

学習を発展させ、新たに設置します室戸世界ジオパークセンターを拠点とした児童・生徒向け

の教育プログラムを開発し、教育旅行の誘致に努めてまいります。 

 次に、大きな３点目の(1)キラメッセ鯨館展示物の管理についてでございます。 

 現在、キラメッセ室戸鯨館にあるビジターセンターは、平成23年度に世界ジオパークの現地

審査にあわせて設置させていただいております。ビジターセンター内に展示してあります海底

掘削コアにつきましては、独立行政法人海洋研究開発機構から室戸ジオパーク推進協議会がお

借りしたもので、協議会からは月に１回、保管庫内の温度管理などについて定期報告を行って

おるところでございます。そのほかのパネル、地図などの展示物は、ジオパーク推進課の所管

に属する備品でございまして、鯨館の指定管理者である財団法人室戸青少年育成会との間で、

備品管理に関する協議書を作成し、備品の異常報告や事故発生の責任の所在など、一定の取り

決めをしているところでございます。 

 次に、(2)室戸世界ジオパークセンターの展示物の権利関係についてでございますが、セン

ターでお預かりする展示物及び著作物、また肖像権などの取り扱いについては、所有者などと

の契約書や許可書、借用書など必要と思われるものは可能な限り書面による取り交わしを行

い、将来トラブルが発生しないよう、厳格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） 米澤議員さんに大きな３点目の(1)キ

ラメッセ室戸鯨館展示物の預託契約についてお答えをいたします。 

 まず、現在の鯨館につきましては、施設や設備の維持管理につきましては農林水産課が、そ

して文化財の展示につきましては生涯学習課、ビジターセンターの展示につきましてはジオパ

ーク推進課のほうがそれぞれかかわっております。これらの関係各課におけるところの管理契

約についてでございますが、平成20年７月の協議によりまして、文化財の展示や市民への普及

啓発について生涯学習課が取り扱っていくこととして取り決めを行っております。また、先ほ

どジオパーク推進課長からお答えいたしましたとおり、ビジターセンターのジオに関連する備

品の管理につきましては、市並びにジオパーク推進協議会と指定管理者の青少年育成会さんと

で協議の上、管理責任や内容について協議書を交わしているところでございます。 

 展示品に係る光熱水費などの費用区分につきましては、鯨館の資料の展示や説明、管理に関

する業務及びジオパーク情報案内業務等も含めまして、施設の管理に関する協定書を締結して

おりますので、年間の指定管理料で含めて算定しているところでございます。 

 なお、施設管理と展示物管理等が３課にまたがっておりますので、農林水産課を中心に、一
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層の情報の共有化、効率的な管理運営体制の構築を進めてまいりたいと思っております。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） 米澤議員さんに大きな１点目の(1)の①室戸の文化、

歴史、教育、スポーツについてお答えいたします。 

 議員さん御案内のように、室戸市内の施設や自然を活用した教育等については、それぞれの

担当課において、四十寺山ハイキングやスポーツ合宿の誘致、また室戸岬からスカイライン、

吉良川まちなみ、室津港などをめぐるジオパークモデルコースを設定するなどの取り組みを行

っております。商工観光深層水課といたしましては、関係課と協議し、これらの取り組みにつ

いても観光イベントや観光関係雑誌、マスコミ等に積極的なＰＲ等を行うとともに、例えば文

化、歴史、スポーツ、ジオパーク、観光、それぞれ個別の目的で来られた方に、目的以外であ

る地元の観光地めぐりやジオに関する学習、サツマイモの収穫等の体験観光を体験していただ

くなど、連携した取り組みを行うことにより、少しでも長く本市に滞在していただき、交流人

口の拡大や地域の活性化につながるよう努め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） 森岡生涯学習課長。 

○生涯学習課長（森岡 光君） 米澤議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな１点目の(1)の①室戸市の文化、歴史、教育、スポーツについてでございま

す。 

 本市の文化財や史跡などを取りまとめたものといたしまして、これまでも幾つかございまし

たが、最近、作成したものといたしましては、平成24年度に室戸市の文化財として、小冊子に

まとめたものがございます。この小冊子につきましては、1,000部ほど作成し、図書館や公民

館、市内の小・中学校など主要な施設や関係団体機関に配布させていただいております。 

 次に、スポーツと教育に関連する交流人口の拡大への取り組みについてでありますが、御案

内のとおり、室戸マリン球場では、近畿や中国地方の大学野球や韓国中学校の合宿、四国アイ

ランドリーグの公式戦や高等学校女子硬式野球高知大会、高知県少年野球春季選手権大会が開

催されるなど、ほぼ一年中活用されております。それらの大会や昨年行われましたねんりんピ

ックよさこい高知大会、ペタンク大会などでは、試合終了後に室戸ジオパークや室戸岬などに

足を延ばしていただいた例などもございます。スポーツを通じた交流人口の拡大につながって

いるものと考えております。 

 また、室戸市中央公園のグラウンドや県立体育館などの施設におきましても、土佐中・高の

卓球部や明徳義塾高校のマーチングバンド等に合宿に来ていただいているところでございま

す。今後とも近隣にありますニューサンパレスむろとや国立青少年自然の家等との連携を図る

とともに、室戸ジオパークなど室戸の魅力を積極的に情報発信し、スポーツや文化を通じた交
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流人口の拡大につながるよう、合宿やキャンプの誘致に取り組んでまいります。 

 次に、大きな３点目の(1)キラメッセ鯨館展示物の預託管理についてでございますが、鯨館

の個々の展示物の基本となる台帳はございます。また、借用しております展示物につきまして

は、毎年度借用承諾書を更新し、生涯学習課において適切に管理をしております。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、簡単にお伺いいたします。 

 まず、観光産業に取り入れるテーマについてということで、一応いろいろな書類があると

か、何があるとか、考えがそれぞれ万全じゃないんですけどもお伺いしました。ただ、気にな

る観光客の安全についてのところで、いろんな文化財保護法とかいろんな問題があるというこ

とで、計画の策定ということで向こうから要望されているということですけども、この計画の

策定というんは大体どのくらい、何年ぐらいかかるのか、また今置いてあるのが何年ぐらいそ

のまま、現状のままで放置されるのか、一つの目安ですかね、そういうのをお伺いしたいと思

います。 

 それと、キラメッセの中の展示物で、今各課からは返事いただきましたけども、一括管理、

何があっても連絡する窓口というのは、文化財にしろ、ジオパークはまあ移転するとは思いま

すけども、どの窓口が一番適切なのか、それの課を訪ねていくと、各課に連絡しなくても一括

返事がいただけるのか、回答がいただけるのかというところをちょっとはっきりしていただき

たいなと思います。これは、ジオパークの拠点施設についてもそうですけども、一つのそうい

う、このことはジオパーク課、この課は文化財、教育委員会とかというのは、第三者から見て

みれば同じ市役所という立場でいくと思いますんで、これなんかも責任ある回答できる部署は

何課なのか、企画なのか、総務なのか、また副市長なんかというところで御返事いただけたら

なと思います。 

 それで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、保存管理計画ということでございます。 

 保存管理計画にどこまでの時間を要するかということは、実際我々としてもなかなか想定が

つかないわけでありますけれども、よその事例、これは私の手元にあるのが糸魚川市、それと

佐渡市でありますが、やはり一、二年かかる、２年ぐらいかかっているということでございま

す。やっぱりこの内容によってということにもなろうと思いますので、そうした点を今県のほ

うとも詰めているというところでございます。そして、計画に対する財源の問題ともう一つは

その計画によって事業実施をした場合の事業の補助あたりもどうなるのか、そういったことも

含めて考えていかないといけないというところでございますが、今のところ計画にはよその事
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例では２年ぐらい、１年かかるということでございます。 

 それから次に、展示物の窓口でありますが、それも前段でずっと申し上げたとおり、各課に

おいてはしっかりその辺の取り組みは現在できているということでございますが、議員さん御

案内のように、あの施設はやっぱり農林水産の関連施設ということでございますから、農林水

産課を中心に、先ほど言ったいろんな課と連携をするように私はやっていくべきではないかと

いうふうに考えているところでございます。 

 そしてもう一点、ジオパークの拠点施設につきましては、これは指定管理という方法ではご

ざいませんで、ジオパーク推進課がその施設へ直接入るというようなことを今計画をしている

ところでございますので、ジオパーク推進課が窓口となって対応できるのではないかと考えて

おります。以上です。 

○議長（山下浩平君） 米澤善吾君の３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） 米澤。３回目の質問をさせていただきます。 

 ちょっと契約書類のことで生涯学習のほうは大体１年というところになっておりますけど

も、今度新しくできる施設についての契約年数というのは、大体文化財関係のやつがあると思

いますけども、そういうのの契約年数はどのくらい、永久なのか、いや１年ごとなのか、２年

なのか、時代が変わればあやふやになることを防止するための再確認の意味で問い合わせして

おります。以上です。 

○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３回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、ジオパークの拠点施設の展示品に対する所有者の方々との契約関係をどうするかとい

うことで、期間でありますが、これはまだ相手方としっかりした期間の定めを今のところして

おりません。ただ、余り長期になると、その所在や責任関係が不明確になるというような点も

ございますので、やはり私は短い期間で契約をし、またその状況をしっかりお互いに確認をし

ていくということが一番望ましい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。

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。 

 午後３時10分まで休憩いたします。 

            午後２時51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、山本賢誓君の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。平成26年度の12月議会におきまして、自民クラブの一員

として一般質問を行います。 

 まず、質問に先立ちまして、小松市長におかれましては、さきの市長選におきまして大差で
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の御当選おめでとうございます。室戸市民の賢明な判断により、引き続き市政の運営を負託さ

れたわけですから、なお一層の御活躍をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、質問事項に入りたいと思います。 

 まず、１番目の林道及び森林整備計画についてであります。 

 室戸市の山林も、昭和30年以降から人工林植樹が盛んに行われ、ほとんどの山林が現在伐期

適齢期を迎えており、室戸市も市有林を含めた材の蓄積量は膨大な数量となってきておりま

す。室戸市の山林は、国有林は少ないんですけれども、県有林あるいは県行造林、公社造林、

旧公団造林の造林地面積では高知県でもトップクラスの面積となっております。個人所有の民

有林面積が少ないということは、各所有機関の手によってそれなりの森林整備がなされてきた

ということであり、またそれらは分収造林地がほとんどあり、その分収造林地のほとんどが、

ここ数年で契約満了期間を迎えます。その契約満了になりますと、所有者が契約更改を望まな

い場合は、契約終了と同時に皆伐、木を全て切るということになります。その皆伐ということ

が、その割合が近年急速にふえております。その理由としましては、大豊町に国内集成材大手

メーカーによる製材工場ができ、稼働を始めたことによって、木材の流通が活発になり、低迷

していた木材価格も上昇の兆しを見せております。また、高知市に高知県森林組合連合会、出

光興産等による共同出資のバイオマス発電工場が来年度から稼働するということで、木材需要

は急速な伸びが期待ができる状況が整いつつあります。特に、バイオマス発電事業にかかわる

木材につきましては、高知県の供給体制の状況から、高知県東部、特に室戸市の木材が中心に

なるのではないかと言われております。室戸市の林業を担当する農林水産課も、今後は森林組

合及び高知県、高知県森林組合連合会等と林業事業全般について協議をして、中・長期的な計

画を立てなくてはならないと思います。 

 本題に入りますけれども、皆伐事業の木材搬出は、基本的には河川集材が一般的であります

が、河川距離が1,500メートルを超すと集材効率が落ちてきます。また、植林地の奥行きが長

いと、河川の２段集材ということになり、極端に集材効率が悪くなり、入札価格の下落と、低

下ということにもなります。そういったことから、人工林の有効的活用には、林内路網整備が

欠かせないということでありますので、それは市長も十分に理解のできることだろうと思いま

す。ことしの当初には、安芸林業事務所のほうから、室戸市で県営林道の開設を検討してみた

いから候補地はないかというような相談もあり、前農林水産課長にも具体的に候補地を上げて

取り組んでほしいと相談をしてあります。室戸市も５年ぐらい前までは林道開設が３本行われ

ておりましたが、２本は完成して、現在は林道小川線のみとなっております。前農林水産課長

に相談したことは、高知県にも相談をし、高知県にもこの場所にと要望したのは、羽根町の県

行造林地内で、その対象面積は1,000ヘクタールを超える分収造林地であります。優に林道開

設の要件を満たす面積であり、室戸市としても積極的な取り組みが必要ではないかと思いま

す。その他室戸市の山林を見渡しても、県営林道を開設できる候補地は見当たらないわけであ
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りまして、またこの地は高知県も直接かかわっている県行造林地内であることから、まないた

の上にのれば話は順調に進む可能性が大きいと推察もできます。この件について御答弁をお願

いいたします。 

 次に、最初に述べた室戸市市有林等の多くの山林が幹線林道あるいは市道に直接面していな

いことから、山林売買がされたとしても、狭い林道では当然、小型トラックでの搬出というこ

とになり、生産効果の減少ということが想定できます。室戸市の基幹林道以外の林道では、直

線区間は幅員が十分であっても、曲線部においては林産用のトラックが回り切れないというよ

うな箇所がたくさんあると思います。今後の木材搬出においてスムーズな通行ができるよう

に、林道調査を行い、計画的に局部改良などの取り組みが必要だと思いますが、この件につい

て御答弁をお願いいたします。 

 また、室戸市所有の市有林の森林整備についてお伺いいたします。 

 室戸市所有の森林は、人工林も雑木も含めて約1,000ヘクタールに近い所有森林がありま

す。これらの森林整備計画はどうなっているのか、森林整備は基本的に森林経営計画を立てな

いと事業ができないということになりますが、室戸市市有林の経営計画の進捗状況と経営計画

作成は、農林水産課の職員でやっているのかどうか、お伺いをいたします。 

 次に、２番目の室戸ジオパーク整備事業についてお伺いをいたします。 

 ジオパーク拠点施設も完成に近づき、これで大体の施設整備が整ったことだと思います。ま

た、先日からの再認定に係る事前調査というようなことが報道でありました。再認定に向けて

のいいスタートであればいいなと願うものであります。ただ、このジオパーク事業の推進に当

たって、当初から根強い批判も市民の中にはたくさんあるということは、市長も耳にすること

だと思います。批判の裏を返せば、この事業推進が市民一体となった取り組みになり得ていな

いということだと思います。いまだにこの事業は、室戸岬周辺の岩のことだけというような認

識を持った市民が多いので、説明するのに苦労をすることがあります。この事業の大切さは、

かかわっている方々は当然理解し、献身的な努力をいただいていると思いますが、旧５カ町村

合併前の５カ町村によって認識の温度差が余りにも大き過ぎるのではないかと思います。施設

整備があら方整ってきた今こそ、ジオパーク精神の原点を再認識して、ハードだけではない、

室戸市全体にソフト面の充実をいま一度整えていく必要がありはしないかと考えます。多額の

費用を投入しての事業でありますから、再度室戸市民にジオパークとは何ぞやと説明をし、市

内各地で早急に温度差のない取り組みを構築していくことが再認定に向けて大事ではないかと

思います。 

 それから、三津坂トンネルの向こうに拠点施設がもうすぐ稼働するということになりますけ

れども、私は当初から場所的に問題ありとして、三津地区建設に反対をしてきましたけれど

も、できた限りは協力をしなくてはなりません。協議の中でこの場所では集客に問題がありは

しないかという意見を申し上げましたが、執行部のほうはこの地に建設をするのは、室戸岬周
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遊コースとして岬地区全体に集客効果があるというような説明がありました。この施設見学が

目標の県外の方々でしたら、観光バスなり団体で来ていただきますから、周遊としては問題は

ないとは思いますけれども、施設を運営していく上には、市民の方々、不特定多数の方々に再

度あるいは再々度訪れていただくような運営体制を築いていかないとだめであると思います。

施設はできても魂が入っていないようでは、負の遺産として市民の批判を浴びるようになると

思います。基本展示物は別として、一般展示物等の定期的な入れかえあるいは市民を対象にし

たジオ関連の催しといったようなことを常に行うとかあるいはジオパーク関連商品の加工場を

併設し、関連商品として産業として育てていくというようなことも取り組みが必要ではないか

と思います。とにかくこのジオパーク事業に取り組んで以来、多くの資金投入をしてきたわけ

ですから、室戸市民が納得のできるような取り組みを説明、取り組みをする必要がありはしな

いかと思います。この件について今後の取り組み方法をお伺いいたします。 

 まず、質問事項としまして、１、ジオパーク事業に取り組んでから拠点施設完成に至るまで

の投資額の総額、これはジオパーク推進課を立ち上げて、職員の人件費も含めて大体幾らぐら

いか、大まかで結構です。これから国費、県費、市費の合計をお願いしたいと思います。 

 ２番目、ジオパーク関連商品の品目数と関連商品作成業者数と合計売上高はわかっていれば

単年度単位で教えていただきたいと思います。 

 それから、３番目、ジオパーク関連商品の開発を産業としての位置づけにしたらどうかとい

うことであります。 

 ４番目、室戸ジオパーク事業について、市民の批判と意識の温度差解消にどのように取り組

むのか、御答弁をお願いいたしたいと思います。 

 次に、３番目、ふるさと納税制度のさらなる拡充についてお伺いをいたします。 

 室戸市がこのふるさと納税制度に新しく取り組んだわけで、室戸市に対する納税額が飛躍的

に伸びてきたことは非常に喜ぶべきだと思います。隣の奈半利町では、納税額が２億円、３億

円にもなろうかという勢いだと聞きました。これは、町職員等の努力の結果だと思います。室

戸市も追いつけ、追い越せの精神で頑張っていただきたいと思います。 

 また、ふるさと納税の返品、礼品として、室戸市の特産品を送ることは、遠くあるいは長く

室戸市を離れて暮らす方々にとって、ふるさと室戸を思い浮かべ、その思いをはせ喜んでいる

のではないかと想像もできます。ふるさと室戸を思い浮かべていただくことによって、老後は

室戸の地で生活してみたいと望む方もいるやもしれないかと思うと期待感も湧いてきます。ふ

るさと産品の贈呈は、室戸市の米を含む農林水産物の新たな需要につながり、生産者の方々の

生活の一助となりますから、これほどすばらしいことはないと思います。ただ、産品で一つ気

になることは、季節あるいは天候に左右されて品物が途切れるということがあります。これ

は、ある一定仕方のないことではあろうかと思いますが、そういったリスクの少ない産品の開

発からバリエーションに富んだ品目の組み合わせ、品ぞろえを考えていく必要があるのではな
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いかとも思います。こういった動きが、室戸市の特産品の開発から生産者の所得への向上と導

いていく室戸市の新たな取り組みとして行政側が骨を折る、汗をかくいい機会になるのではな

いかと思います。担当者だけが頑張るのか、横のつながりをもって役所全体で頑張るのか、市

長以下の積極姿勢が問われるのではないかと思います。室戸市が新しいこの取り組みに積極的

に関与していただきたいと思います。室戸市の産品生産者等生産に関して、えてして今までは

生産者任せにしてきたということが多かったわけですけれども、そういったものを見直せれ

ば、室戸市行政と生産者と、また室戸市と納税者と、また納税者と生産者との心温まる交流が

生まれるのではないのだろうかと思います。ぜひそういうことが発展していくように、市長に

は積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 提案です。市長に、全国初のふるさと納税推進課を立ち上げていただいて、弱りかけている

室戸市を再生していく一歩としての取り組みに発展させていただきたいと強く思います。 

 質問事項として、１、ふるさと納税制度の現在の取り組み手法と納税額の現状は。 

 ２番、ふるさと納税制度と納税方法及び礼品一覧を室戸市民等に配布し、県外在住の親族等

にこの制度の活用を呼びかけていただいてはどうか、お伺いいたします。 

 ３番目としまして、ふるさと納税礼品の新たな開発に向けた考えはないのか、お伺いをいた

します。 

 ４番目、ふるさと納税推進課あるいはふるさと納税推進班を単独で設置し、通年で努力すれ

ば納税額も含めて３億円あるいは５億円、産業とか事業とか呼べる立ち上げのもんではないと

思いますけれども、そういった金額になるのではないか、この件に関してどう考えるのか、お

伺いをいたします。 

 それから、礼品の中にジオパーク関連の案内書及びパンフレット等を礼品と同時に送付して

はどうかということも提案させていただきます。 

 次に、４番目、山間地域の水道水確保問題についてということですが、これは３月議会で堺

議員も一緒に質問、堺議員は12月でしたけど、３月議会でも質問させていただきましたので、

その後の制度の進捗状況はどうなっているのか、お伺いをいたしたいと思います。 

 次に、５番目、山村留学制度への協力姿勢についてお伺いをいたします。 

 中川内小・中学校では、平成19年度より山村留学制度を開始をしておりますが、残念なが

ら、まだ実績というところまでは至っておりません。しかし、地域、保護者、教職員が一体と

なって、小規模ながら地域で頑張る学校を目指して頑張っております。この間、県外からの問

い合わせ、家族で学校に来ていただいて餅つき等のイベントにも参加をしていただきました

が、せっかく興味を持っていただいて来ていただいたのに、その家族の条件に合う環境を整え

ることができずに実現には至っておりません。中川内小・中学校山村留学制度立ち上げ時よ

り、学校、保護者が主体となって活動、運営を行うこととなっておりましたけれども、正直申

し上げますと、保護者、教職員だけでは取り組みに限界があるということであります。よりよ
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い住居の問題、雇用の場の問題等を一組織ではなかなか対応できない問題があり、それが最大

の悩みでもあります。この取り組みは、高知県の中山間地域の活性化への取り組みの一環でも

ありますし、また地域の学校が廃れていくということは、そのまま地域の衰退へとつながって

いくということになります。中川内校区の住民は、それだけは何とか阻止をしようということ

で、平成に入ったころから校区外から生徒数を受け入れ、ほかの小・中学校が生徒数が激減す

る中、この20年間、ほとんど生徒数は減っておりません。この努力は、室戸市教育委員会にも

認めていただいていると思っております。今室戸市は言うに及ばず、高知県、国が地域再生あ

るいは再生の手段として移住促進ということに積極的に取り組んでおります。室戸市では、人

口流出が進み、児童・生徒数の激減という事態の中で統合ということが現実として浮かんでき

ております。中川内小・中学校の父兄が頑張ってきたことが無になることが近い将来起こり得

るかもわかりません。しかしながら、いつになるかわからない統廃合に向けて今何の努力もし

ないということにはなりません。１人でも、２人でも生徒数を確保して、地域の元気を続けて

いこうとするこの取り組みに対して、行政側も積極的な姿勢を持っていただきたいと思いま

す。 

 今議会の質問は、父兄のほうから相談があったものであります。質問原稿を作成するから、

父兄の思いを文書で欲しいと言うと、１枚の文書が届きました。ここで原文をそのまま読みま

すからお聞きをお願いいたしたいと思います。 

 中川内の山村留学制度への取り組みについては、この制度を始めるに当たり、教育委員会の

承認を得て一緒にやるということだったと思います。しかし、この７年間、教育委員会として

何をしてくれたのでしょう。室戸市教育委員会のホームページには、中川内小・中学校山村留

学募集中とありますが、このホームページは７年間全く更新されておりません。これでは興味

を持ってくれる方がいるはずがありません。保護者、中川内教職員よりホームページの更新、

その他協力依頼が再三にわたってあったと思いますが、教育委員会は何もしてくれません。重

ねて申し上げますが、この問題は人口流出、児童・生徒の減少という問題にどう向き合ってい

くか、教育委員会の姿勢の問題ではないでしょうか。中川内小・中学校の山村留学制度につい

てどうお考えか聞いてくださいというのが保護者の切実な声であります。 

 この制度は、基本的には、保護者、学校が取り組むべきであろうと思いますけれども、保護

者の中でホームページを作成できるような技術を持った者もいませんし、学校現場は忙しくて

なかなか思うような状況にはなりません。そういったことから、教育委員会は何をしてくれた

のでしょうというような言葉になったのではないかと思います。この制度を有効にする手だて

は、学校単位、教育委員会だけではなく、行政も絡んだ取り組みがないと成功することにはな

らないと思います。また、山村留学制度にとって住宅問題解決は大きな課題であり、その解決

策の一つとして、スクールバスの運行も一つの鍵となってきます。３月議会でこの件に関して

問題提起してありますが、具体的な答えをもう一度お願いしたいと思います。 
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 質問事項としまして、山村留学制度には取り組み、頑張っているということに対して、教育

委員会としていろんな協力できることがあると思いますけれども、定期的なホームページの更

新も含めた対応ができないのかどうか、お伺いをいたします。 

 それから、２番目としまして、中川内あるいは黒見地区に移住促進住宅の整備はできないの

か、古民家とか不要となる集会所等がありますので、そういったものを利用した対応はできな

いのか、御答弁をお伺いいたしたい思います。 

 それから、山村留学希望者にスクールバスの運行もあるよというような情報が与えることが

できれば、近隣集落、例えば羽根町とか吉良川町に移住希望者が訪れる可能性もあると思いま

すので、重ねてスクールバスの導入ができないのか、お伺いいたしたい、お願いをしたいと思

います。 

 次に、最後に、６番目、市道、林道の維持管理について、この件につきましては、私も常に

農林水産課、建設課に行って話もしておりますし、この場でも何回か質問させていただきまし

た。幹線市道と言われるところ、幹線林道と言われるところは、落石、崩土、舗装の損傷がひ

どくてそういった損傷が常時発生をしております。ひどくなればその都度通報もしております

が、修理が遅くて通行に支障を来しております。少なくとも生活道である市道に関しては、定

期的な見回りや修繕するという取り組みが必要ではないかと思います。以前の答弁では、見回

りをしてやりますというようなことでしたが、どうなっているのか、お伺いいたします。 

 また、林道につきましても、最近木材搬出の機会が非常にふえたことから、重量車両の通行

により路側の膨らみあるいは路面の沈下等が多く見られております。非常に危険を伴う現状で

ありますから、早急に危険箇所の調査をすべきだと思いますが、どう考えるのか、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） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、私からは、大きな１の１点目、林道及び森林整備計画についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、羽根町には1,000ヘクタールを超える分収造林がございます。こ

れらの森林資源を有効に利用するとともに、森林施業の効率化のためにも、路網整備につきま

しては、重要な基盤整備であると考えております。 

 そうした中で、県営林道の開設につきましては、御案内のように、採択要件といたしまし

て、利用区域面積のほかに、費用対効果の算定、傾斜等の自然条件の問題、利用区域が森林施

業を効果的に実施できる区域であるかなど事業認定には多くの条件があるところでございま

す。市としましても、これらの事項を踏まえた中で、関係機関や関係団体との協議をするとと

もに、意見交換も行わせていただいて、積極的な対応をしてまいります。 

 次に、２点目の室戸ジオパーク整備事業についてでございます。 
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 ジオパーク事業への投資額についてでありますが、まずジオパーク活動につきましては、御

案内のように、地質や文化遺産、生態系の多様性など貴重な資源の保護と活用に取り組むこと

により、地域の魅力を再発見し、交流人口の拡大等による地域経済の持続的な発展につなげる

ことを目的として始めたものでございます。室戸での活動を始める当初におきましては、多額

の市費をつぎ込んででもやるべきだというような意見もございました。しかし、私は、ジオパ

ークが何であるかも明確にわからない時期から、そうした市費を多額に使うことはできないと

いうことで、慎重に進める必要があると考え、経費はできるだけ抑制をしながら、また多くの

取り組みをすることによって、市民の方々の理解も深めていただきながらという事業の推進に

努めてきたところであります。また、事業推進をしていく中で、他市の、県外の他市でありま

すが、他市の状況を見ていくうちに、世界ジオパークの認定を受けるためには、どうしても室

戸ジオパーク推進協議会に専門員を配置するなど、体制強化が必要であるというような判断に

立ったのが平成21年度からでございます。そのときに、地質の専門員を１名雇用したところで

ございます。現在は、地質のほかに外国語など専門員は３名ということになっております。そ

の人件費及び活動費につきましては、ふるさと雇用事業などを活用をいたしておりまして、平

成22年度から平成25年度までで申し上げますと、約6,870万円となっておりますが、国や県の

補助という中で、536万円の国や県から補助をいただいているというところでございます。ま

た、ジオパーク活動が進む中で、案内看板や説明板、遊歩道、トイレ等のハード整備が必要と

して着手をしてきたところでございます。このことにつきましても、平成21年度から平成25年

度までの取り組み実績としましては、ハード整備で約8,700万円となっておりますが、そのう

ち5,500万円については、県からの補助金をいただいているところでございます。そして、ジ

オガイドやジオマスターなどの人材育成にも努め、世界ジオパークの現地審査におきまして

は、審査員から室戸ジオパークの魅力は人であるという高い評価もいただいて、世界ジオパー

ク認定を受けることができたものと考えております。現在は、さらなる交流人口の拡大による

持続的な発展を目指して、室戸世界ジオパークセンターを整備をいたしているところでござい

ます。整備に係るこれまでの事業費といたしましては、約５億8,000万円となっているところ

でございます。そのうち国からは約１億3,000万円、県から約２億円の補助をいただいてお

り、補助率としましては約60％となっているところでございまして、これらの補助をいただき

整備を進めているところでございます。また、ジオパーク推進課の発足が平成23年であります

が、25年までの人件費といたしましては、決算額として4,918万2,000円となっているところで

ございます。そして、当市の交流人口は、平成17年には17万7,000人まで落ちていたものが、

平成24年には53万人まで回復をいたしており、ジオパーク活動が交流人口の拡大につながって

いるものと考えております。 

 次に、ジオパーク関連商品についてでございます。 

 これまでに民間事業者によりまして、ジオクッキーやジオカリー、付加体ケーキなどジオパ
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ークに関連する商品やメニューが誕生をいたしております。このようなジオパーク関連商品

は、観光客の食事や土産物の目玉商品として必要であると考えております。これからも民間事

業者による商品開発などについて県の事業や市による支援対策を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、室戸ジオパークに対する市民の意識についてでございますが、活動当初は、御案内の

ように、ジオパークとは何かが十分理解をされない中で、岩で飯が食えるかといった声もお聞

きをしたところでございます。しかし、その後の日本ジオパーク認定や世界ジオパーク認定、

またさまざまなマスコミによる紹介や執筆に加え、各地域での説明会やイベントでのＰＲ、ジ

オガイドの育成、ジオマスター講座などの取り組みを通して、少しずつ好意的な意識に変わっ

てきたのではないかと思っております。また、世界認定の現地審査の際には、先ほども申し上

げましたが、審査員から室戸は人が資源だと評価を受け、認定につながったところでございま

すし、このことは観光や教育、商品開発など各方面において地域が一丸となってジオパーク活

動に取り組むことができた一つの成果ではないかと思うところでございます。また、ジオパー

ク活動をもっともっと知ってもらうために、現在、「広報むろと」の「知ってる？ジオパー

ク」の連載や室戸ジオパーク推進協議会の発行する「ジオパークだより」とともに、ジオマス

ター講座や各種イベントなどの機会を通して、継続的に活動内容もお知らせをしているところ

でございます。また、現在、室戸ジオパーク推進協議会では、ジオツーリズム推進チームを立

ち上げ、協議会メンバーのほか、地域の方々にも参加をいただきまして、一緒になってお散歩

ツアーやナイトツアー、冬のジオツアーなどを企画、実施をいたしているところでございま

す。新たに整備をいたしております室戸世界ジオパークセンターを地域の活動拠点として効果

的に活用することにより、ジオパークの活動をもっともっと知ってもらうとともに、交流人口

の拡大と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。 

 次に、３点目のふるさと納税のさらなる拡大についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、ふるさと納税につきましては、当初の予想をはるかに上回る成果

が出ているところでございます。さきの臨時議会に続きまして、今回の補正におきましても、

予算計上をさせていただいております。今年度は、予算ベースで１億1,000万円の見込みとな

り、私自身も大変驚いているところでございます。今後におきましても、寄附金額の増大と地

域産物の販売拡大につなげていかなければならないと考えております。 

 御質問をいただきました体制についてでございます。現在、申込件数の増加やお礼品の支払

いの増加といった事務量が増大をしているところでございますが、当然、そうした中で体制の

ことなども考えていかなければなりませんけれども、現在のところでは、臨時職員の雇用とい

うような現体制でしっかり対応していきたいと考えているところでございます。 

 次に、５点目の山村留学制度への協力体制についての中の移住促進住宅についてでございま

す。 
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 移住促進住宅につきましては、移住促進のための体験住宅であるというふうに私どもは理解

をいたしておりまして、本市では県内でも早くから体験住宅の整備に取り組んでいるところで

ございます。御案内のように、平成21年度には元地区、平成23年度には吉良川地区、本年、平

成26年度には佐喜浜地区ということで１戸ずつ整備をしてきたところでございます。一人でも

多くの方に本市に来ていただいて、移住体験住宅を利用することによって地域の就労状況や生

活環境などを実地にしっかり見ていただいて移住促進につなげていきたいと考えて設置をいた

しているものでございます。現在のところ、山村留学を目的とした移住促進住宅といたしまし

ては、現在のところ計画をしていないところでございます。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から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） (3)ふるさと納税につきまして市長答弁を補足させていただ

きます。 

 まず、ふるさと応援寄附金、いわゆるふるさと納税の本市の取り組みと納税額についてでご

ざいます。 

 ふるさと納税は、平成20年度から制度が始まっておりまして、これまでの本市への納税額に

つきましては、平成25年度までの５年間で合計で237件、金額で995万9,000円でございまし

た。平成26年度、本年度におきまして、お礼品の充実や申込方法の変更など取り組みについて

一層の拡充を図るため、本年９月に予算を追加計上させていただいたところでございまして、

生産者や各種団体、関係団体の協力をいただきまして、お米や野菜、鮮魚などのセット商品を

企画をいたしました。それを10月６日よりインターネットサイトへ掲載をしましたところ、想

定をはるかに上回る反響をいただき、また12月からはクレジットカード決済を導入をいたしま

した。そういうことで、より気軽に申し込みから支払い、納税までができるようになったこと

もありまして、寄附の件数、金額ともに急増しておりまして、12月11日現在の数字でございま

すが、申込件数で5,487件でございます。申込金額は5,436万8,000円となっております。 

 次に、県外在住者の方々への呼びかけにつきましては、関東室戸会や関西室戸会においてそ

れぞれ総会などに出席をさせていただき、直接ＰＲや寄附のお願いをさせていただいていると

ころでございます。なお一層の拡大を図るため、議員さん御提案の内容につきましても、広報

などを通じ市民の皆さんへの周知やお願いに努めてまいりたいと考えております。 

 次に、お礼品についてでございます。 

 ふるさと納税をいただいた方へのお礼品につきましては、地どれの鮮魚や干物などの水産

品、はちきん地鶏などの畜産品、かまぼこや地元の果物を使いましたジャムといった加工品な

ど、通年提供できるものを一定柱としまして、お米や季節ごとの野菜、またかんきつ類、それ

と定置網のブリなど季節の産品を織りまぜて室戸産品のアピールにつなげているところでござ
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います。今後は、生産者や関係団体、地域の方々と連携をいたしまして、室戸市特産品商品

化・販売等支援事業や地域づくり支援事業等の補助金なども積極的に活用をいただきまして、

室戸の豊富な素材を使った新たな特産品などの開発にも取り組んでいきたいと考えておりま

す。このふるさと納税の取り組みにつきましては、室戸の地場産品の生産や販売の拡大につな

がり、地域産業の振興や生産意欲の向上にもつながる大きな可能性を持つものではないかと考

えております。また、室戸の魅力を情報発信するための大きなツールの一つでもあると考えて

おります。御礼品の発送を貴重なチャンスと捉えまして、パンフレットなど一緒に送ることな

どによりまして、室戸世界ジオパークを初めとする室戸の魅力を広く発信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） 和田ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 山本議員さんに大きな１点目の(2)の２点目のジオパ

ーク関連商品の品目数と関連商品作成業者数、合計売上額についてお答えをいたします。 

 ジオパーク関連商品につきましては、現在、室戸ジオパーク推進協議会におきまして、民間

企業や生産者などから商品への室戸ジオパークのロゴマーク使用について申請があった場合

に、地元の資源を使った商品や地元で加工している商品など、室戸ジオパークのＰＲに有効と

認められるものにつきましてはロゴマークの使用を許可しております。その許可件数と販売実

績について申し上げます。ロゴマークの使用許可につきましては、平成22年度から始まってお

りまして、初年度は４社から申請のあった８件の商品について許可しております。以降、平成

23年度は25社から107商品、平成24年度は15社から23商品、平成25年度は５社から６商品、本

年度につきましては11月末現在で３社から６商品について許可しており、これまでの合計は、

52社、150商品となっております。また、売上高につきましては、平成23年度分からではござ

いますが、実績の報告をお願いしております。事業者からの実績報告のあった商品についての

みの数値となりますが、平成23年度が約326万円、平成24年度が約641万円、平成25年度は約

1,960万円となっており、３年間合計で約2,927万円の売り上げとなっております。地域の特産

品に室戸ジオパークのロゴマークを使用することにつきましては、室戸のダイナミックな大地

で育ったジオの恵みを全国に向けて発信することになり、販売促進による地域経済への波及効

果や生産意欲の向上などとともに、室戸への誘客による交流人口の拡大につながるものである

と考えており、今後もロゴマークの使用を推奨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） 萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 ４点目の山間地域の飲料水確保についての進捗状況でございますが、中山間地域は、大雨、

台風時に飲料水が濁るなど大変困られておるということで、その対策は大変重要だと考えてお

ります。飲料水供給施設の整備が必要な地域につきましては、安心・安全な飲料水の確保を図
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るために、市単独事業、県の補助事業も活用しながら既存施設の改修、新設を進めておりま

す。これまでの過去５年間の取り組みといたしましては、市単独事業の室戸市生活環境整備事

業によりまして、平成22年度、２施設５戸、23年度、２施設11戸、24年度、１施設２戸、25年

度、１施設３戸、計６施設21戸、県補助事業の室戸市中山間地域生活支援総合事業によりまし

て平成21年度、１施設18戸、23年度１施設17戸、24年度１施設31戸、計３施設66戸、合計で９

施設87戸の整備を実施してまいりました。26年度の取り組みといたしましてでございますが、

地域の実態を把握するとともに、地域の実情を勘案いたしまして、市単独事業の生活環境施設

整備事業費補助金交付要綱を、これまで受益が２戸以上が対象であったものを１戸でも事業が

実施できるように改正いたしまして、またその１戸当たりの自己負担額、これまで上限額はな

かったんですけれども、20万円を設定いたしまして、個人の負担の軽減も図りました。これに

よりまして、本年度は３施設６戸について事業を実施予定でございます。また、これにあわせ

て、県補助事業の室戸市中山間地域生活支援総合事業費補助金要綱につきましても、１戸当た

りの上限額を同様の改正を行いました。 

 なお、来年度につきましては、本事業の当初予算額の増を検討していきたいと考えておりま

す。以上です。 

○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） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 １点目、林道及び森林整備計画についての中の林道の局部改良についてと６点目、市林道の

維持管理については、ともに林道の調査にかかわる事項でございますので、関連がございます

のであわせて御答弁をさせていただきます。 

 本市の管理する林道の中で、自動車道路３級及び軽車道の幅員は、林道開設当時の基準で整

備されたものでございまして、幅員2.8メートル以下の非常に狭い幅員で整備をされておりま

す。議員さん御案内のとおり、大型化が進む森林施業機器や木材運搬車両の通行等に支障が出

ているとのお話につきましては、10月の産業者会議農林部門においてもお聞きをしているとこ

ろでございまして、安全通行のためのカーブ部分の局部改良、局部改良を前提とした調査並び

に路側崩壊などの危険箇所の調査、把握につきましては、芸東森林組合等関係団体や森林施業

の皆さんの御意見をお聞きしながら取り組んでまいります。 

 次に、市有林の整備計画についてでございます。 

 市有林の整備につきましては、現在、室戸市森林整備計画、これは平成25年度から平成34年

度まで10年間の計画期間といたしております。また、適時必要に応じまして修正を加え、伐

採、造林、間伐、保育などの森林の整備に係る事項を計画いたしております。本市の市有林

は、官行造林を含めまして1,014ヘクタールを有しておりますが、この市有林に関する整備に

つきましては、平成14年度に標準伐期の30年から40年を長伐期70年から80年へ施業を変更して

おります。このため現在、市有林における森林施業といたしましては、緊急間伐総合支援事業
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による切り捨て間伐でございます。これらの間伐事業につきましては、森林整備計画上では森

林経営計画の策定の必要はございませんので、市有林の森林経営計画を策定しておりません。

今後、市有林におきまして、経営計画によって補助対象となる施業を行っていく際には、経営

計画の整備が必要となってまいりますので、森林の有効な活用に向けるとともに検討してまい

ります。また、農林水産課では、市有林以外の民有林に対する森林経営計画につきましては、

当該計画が適正であるかどうかの認定を行っておるところでございます。26年12月現在の認定

状況は、16カ所でございまして、森林整備公社７、高知県４、芸東森林組合３というふうなと

ころになっております。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） 山本議員さんに大きな１点目の(6)の市道の維持管理についてお

答えします。 

 室戸市の市道路線数は、平成26年３月31日現在、547路線、総延長で209.98キロメートルで

ございます。市道の維持管理業務といたしましては、議員さん御案内のとおり、落石除去、崩

土撤去、舗装修繕、高木伐採及び除草等があり、年間を通じて維持管理に努めているところで

ございます。過去３年の道路維持管理及び修繕の実績といたしましては、平成24年度は57件、

1,873万円、平成25年度は72件、1,875万円、本年度におきましても、11月末で35件、925万円

の維持管理修繕を実施しております。このうち除草作業につきましては、本年度も各地区の常

会、12常会、50.2キロメートル、シルバー人材センターで２路線、７キロメートルの委託契約

を結び、維持管理をしていただいております。市道のパトロールにつきましては、建設課の担

当職員においても、台風や梅雨前線、秋雨前線などの降雨時の通過後はもちろんのこと、月に

２回主要幹線道路の道路パトロールを実施し、調査を行っております。全路線について行き届

かない部分もあることから、本年度６月、７月、10月におきまして、市道北生線のほか、主要

路線11路線、46.9キロメートルにつきましてシルバー人材センターへの道路パトロールの外部

委託を行ったところでございます。その業務内容といたしましては、目視点検によるパトロー

ルを行い、小規模な落石の除去や舗装面の陥没等は、現地にて修繕を行っていただき、比較的

規模の大きなものにつきましては、建設課において現地を確認し、建設業者等に依頼して対応

しているところでございます。本年度は、現在まで市道上で発生した自動車損傷事故や人身事

故などの報告は起きておりませんので、一定の効果は得られているものと考えております。今

後におきましても、職員による主要路線のパトロールとともに、外部委託につきましても、通

学路、また避難路等を含めた路線数の拡大を図り、迅速な対応により、市民の安全・安心を確

保する市道の維持管理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） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 山本議員さんに大きな項目１の⑤山村留学についてお答えいたしま

す。 
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 中川内小・中学校につきましては、平成15年度から特認校制度の認定を、また平成19年度か

ら山村留学制度を導入し、２つの制度を活用して学校運営がなされているところでございま

す。 

 まず、山村留学制度につきましては、目的といたしまして、地域住民の協力を得ながら、山

村への留学を希望する児童・生徒を受け入れることにより、地域の児童・生徒とともに、恵ま

れた自然環境の中で体験学習等を通じ、個性豊かな子供たちの育成を図るものです。また、居

住形態としまして、家庭留学方式は、家族等の一部、または家族全員が校区内へ転入し、家族

で生活しながら学校へ通学する方法であります。 

 また、特認校制度でありますが、この目的としましては、現行の通学区域枠を維持しつつ、

地域の自然環境や文化、特色ある教育活動の中で、心身の健やかな成長を促し、豊かな人間性

を培い、明るく伸び伸びとした教育を希望する児童・生徒及び保護者に一定の条件を付して通

学区域外からの入学や転校を認めるものでございます。山村留学制度におきましては、市外か

ら中川内小・中学校の校区内へ居住、つまり移住してみずから通学するということで運用され

ているところでございます。 

 一方、現在、スクールバスを運行している学校につきましては、教育委員会が学校統廃合を

進めた結果、遠距離通学になり、児童・生徒の登下校の安全性を確保する観点から運行してい

るということでございますので、一定御理解をいただけますようお願いいたします。 

 次に、山村留学に関する中川内小・中学校のホームページの更新につきましては、前校長の

時代に何回か更新された経過がございます。子供の数が減少している中で、いかに特色ある学

校づくりに取り組んでいくのか重要な課題でありますので、山村留学制度や特認校制度につき

ましては、市教委及び学校のホームページ等を活用しつつ、積極的にＰＲに努めてまいりたい

と考えておるところでございます。以上でございます。 

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

○１０番（山本賢誓君） ２回目の質問を行います。 

 まず、市民課長のほうから答弁のありました生活環境整備事業補助金交付要綱についてお伺

いします。 

 これ自己負担額が20万円っていうことがありましたけれども、上限300万円の中で満タン１

戸だけで300万円の事業をしても20万円という解釈でええがですかね。１戸でね。ということ

は、そりゃすばらしいことだと思いますが、この20万円っていう算出額の根拠というのをちょ

っと教えてもらいたいと思います。 

 それから、教育委員会の教育長から今答弁いただきましたけれども、山村留学の中で家族が

引っ越してきて地域に居住して生活してから学校へという部分で、体験移住ということもその

前提として当然あることだと思います。その山村留学制度の中に体験留学、移住体験とかそう

いったものもセットで取り組んでいくという取り組みも必要ではないかと思うわけです。ほん
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でそれと移住促進、体験住宅がほとんどが町で、羽根とか吉良川とか佐喜浜とか、人口の多い

ところへやっていくというんが基本になっているようですけれども、中山間地域対策というの

は、そういうことを乗り越えた部分もなけりゃいかんと思うがです。例えば、少なくとも学校

のある地域とか、そういったところにはそういったセットの取り組みというものも検討してみ

る必要がありはしないかと思いますので、もう一回市長に御答弁をお願いしたいと思います。 

 その２点についてお願いします。 

○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） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 移住体験住宅につきましては、やっぱり今のところ需要があるというところを重視をしてい

るということでございます。ただ、議員さんは山村留学というようなことも視野に入れたらど

うかという思いはよくわかりますけれども、今のところ、私どもが取り上げている移住体験住

宅につきましては、前段で御答弁をさせていただいたとおりでございます。また、そのほか、

空き家バンクのお話とか、老朽住宅の再生事業といいますか、老朽住宅を市が借り上げてそこ

を使わせていくというような制度もあるわけですね。そういうようなことにつきましても、今

来年度予算に向けて検討はしているところでございます。ただ、それにつきましても、一定の

需要といいますか、そういうものがあるというような中で進めていかないと、家を整備しまし

た、借れるようにしました、借ってくれる人がおりませんということになると、投資額が無駄

になるというようなこともございますので、そうした中で取り組んでいる問題でございますの

で、なるだけ借りてくれる人たちがいる地域へということで現在のところは考えて、いろんな

取り組みを行っているところでございますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 山本議員さんにお答えします。 

 生活環境整備事業の300万円の事業の自己負担額20万円の根拠でございますけれども、まず

300万円の事業費なんですけれども、大体１戸の場合は既に今やっておりますけれども、大体

150万円から百五、六十万円ぐらいでできますんで、それでいくと自己負担額が２割ですの

で、30万円ちょっとということで、それが20万円になっていくということになります。 

 それと、根拠なんですけれども、水道局の上水・簡水事業の自己負担額を基準とさせていた

だきまして、新設分担金というものが水道局のほうはまず払わなければならないと。それか

ら、水道管の引き込み工事というのもありまして、それが足しますと大体10万円から20万円ぐ

らいかかるということでしたので、均衡も考えまして、バランスをとりましてこの金額を設定

させていただきました。以上です。 

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

○１０番（山本賢誓君） ３回目の質問をします。 

 別にもがりたくてもがるわけじゃないですけれども、水道局の新設分担金というのは、電話
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で言えば債権みたいな格好で、先に払うて水道とめたら返ってくる、新設分担金。返ってこ

ん。メーターとか、メーターなんか貸し付けのあれやない。誰かにちょっと間違うて聞きまし

たけど。それでも例えば13ミリとかやったら４万円とか８万円とかという、そんな高い金額で

ないと思うがよ。結局、20万円工事費が思わず要ったという部分で、谷の状況とかによって工

事費がどれぐらい多く要るか要らんかということが出てくるわけですけど、例えば山間地域の

老人のひとり暮らしとかっていう方やったら、上限20万円という額は結局重荷になってなかな

かようせんというんもありゃあせんかと思うがです。できたらもうちょっと、例えば対象によ

ってという部分を減免措置みたい分、税のほうにもあるがですけど、そういった就労して働い

て収入のある方とがはこういうやつ、それから全く収入もない、本当に水だけっていうやって

もらいたいという方はちょっと減免措置をするとかっていうような、そういう考え方をちょっ

と持ってもらいたいがですけど、そこらのところはどうでしょう。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。萩野市民課長。 

○市民課長（萩野義興君） 上限額20万円の関係のことでお答えいたします。 

 減免措置のことなんですけれども、減免措置につきましては、今のところ、この制度が始ま

ったばかりですので、これでスタートさせていただいて、山本議員さんがおっしゃるようなと

ころもわかりますけれども、先ほど私ちょっと申しぬかりましたけれども、本来でしたら例え

ば２割でしたら30万円、40万円払わんといかんことによって、本来でしたらこの事業ができ

ん、負担が大きくなるので、山間集落の方はできないというのが普通だったんですが、これを

下げたことによって何とか20万円だったらやりましょうということで、今回も事業ができてい

ってますので、これで少し、今のところはこれで進めていきたいなと。あとはおっしゃったよ

うに、状況によってまた検討していきますけれども、今のところはこの制度のままで進めてい

きたいと考えております。 

○議長（山下浩平君） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 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。 

 まず初めに、小松市長、当選おめでとうございます。市長の今後４年間の取り組みの重要課

題の一つになると思われる防災関係を主として質問に入らせていただきます。 

 大きな１として、南海トラフ巨大地震について。 

 (1)地震、津波対策、インフラ、ライフライン等についてお伺いします。 

 私たちが生活している四国東南部、高知県東部においては、市町村間を結ぶ広域的な幹線道

路が国道55号線の１路線しかなく、その命の道である国道が慢性的な交通渋滞や集中豪雨な

ど、特に波台風が襲来となれば、沿岸沿いにつくられた集落にとっては交通途絶が余儀なくさ

れることは周知のとおりであります。交通事故やけが人、そして急病人の救急搬送など、特に
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人命にかかわる救急時を初め、地域住民の経済活動や通勤、通学、通院などの日常生活にも幹

線道路が国道の１本だけでは、市民にとっては大きな支障となってくることは十分承知されて

いると思われます。そして、近い将来確実に起きると予想される東南海・南海地震が発生すれ

ば、本市と隣接している西の奈半利町、そして東の東洋町を結ぶ国道55号線の崩壊はもとよ

り、市内の羽根町から佐喜浜町までの集落間の国道も寸断されることになり、旧５カ町村が陸

の孤島になるのではないかと市民の方は危惧しております。本市への直接的な被害はもちろん

のことですが、交通網が破壊、そして電気、水道、ガスなどのライフラインが寸断されるな

ど、地域の孤立化が起こり、建設機械や建設資材等の移動輸送ができず、救助や復旧作業に思

わぬ日時を要することになります。このライフラインの問題については、平成25年６月議会で

も質問しておりますが、このような状況が起これば、地震や津波の被害を免れた地域であって

も、道路網や港湾施設などの崩壊により、孤立化している地域と同じ事態が起きているという

状況になっております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①５カ町村を結ぶ国道55号線が、地震や津波により寸断された場合、通行どめが解除になる

数日間は避難所で多くの住民が生活することになります。特に、ライフラインが長い間使用で

きなければ、住民はパニックになります。飲料水は浄水装置の配置で対応する計画になってい

るようですが、数量の不足が考えられます。１日１人当たり３リッターの水を３日分備蓄する

ように呼びかけると答弁がされておりますが、十分に伝わっているとは言えません。最低限の

生活ができるように、飲料水をためる貯水槽、電気製品が使用できる太陽光発電を設置する考

えはないのでしょうか、お聞かせください。 

 ②国道の寸断や港湾施設の崩壊により孤立すると想定される中心地より離れている地域にヘ

リポートの発着場をつくる計画はないのでしょうか。食料物資の輸送やけが人や急病人の救

出、救助がスムーズにできると思われます。市の考えをお聞かせください。 

 ③地域の自主防が備蓄していると思われる食料、保存食や寝具などの日常生活用品につい

て、数量等の把握はされているのでしょうか。防災対策の準備として、自主防や個々の家庭に

対して、避難生活に必要な生活必需品の備蓄について指導はされているのでしょうか。市の備

蓄、主に食料と寝具類になると思うのですが、何名分の何日分が確保されているのでしょう

か。そして、備蓄されている場所と施設名についてお聞かせください。 

 ④たしか本市も建設協会と災害協定が結ばれたようにお聞きしておりますが、東南海・南海

地震により道路の崩壊や家屋の倒壊が市内の各地で起きることがないかと予想されておりま

す。そんな現地の復旧作業に重要な役割をする重機械を所有している建設業者の動向が気にな

ります。業者の役割についてどのような協定内容がされているのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

 次に、(2)災害関係の基金についてお伺いします。 
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 国の方針により、自然災害に対しての予防対策として、防災行政の整備及び推進を図る目的

から、災害対策基本法に規定する異常な自然現象による災害の予防対策や災害復旧及び復興事

業に備えるために、災害対策基金の積み立てを行うように国から全国の自治体に通告が出され

たように聞いております。その通達により、本市も平成17年に室戸市災害対策基金の設置、管

理及び処分に関する条例が制定されて基金の積み立てが始められているようです。そして、平

成25年にも、室戸市防災対策加速化基金の設置、管理及び処分に関する条例が制定されており

ます。この室戸市防災対策加速化基金条例の目的は、地域の課題や特性に応じた優先的に取り

組むべき防災対策をきめ細かに進め、災害に強い地域社会の実現の加速化を図るために基金と

して積み立てることになっているようですが、この２つの基金につきましては、平成26年度当

初予算では、災害対策基金が約1,300万円で、加速化基金につきましては、本年度に約1,600万

円が取り崩されて、残高が1,400万円になっているようにお聞きしております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①この２つの基金について積み立てる目的、そして使用する目的が違うので、別々の基金と

して積み立てられていると思うのですが、その基金の使用目的、使い方の大きな違いについて

お聞かせください。 

 ②として、この平成17年と平成25年に施行された２つの基金について、今までにどのような

災害対策事業に使われているのでしょうか。使われた主な事業についてお聞かせください。 

 (3)消防団員の活動マニュアルについてお伺いします。 

 東日本大震災の発生による津波が原因で、多くの消防団員が犠牲になっております。そのこ

とを受けて、団員の命を最優先に考えた団員自身に速やかな避難行動を促す活動マニュアルの

策定に取りかかるように総務省・消防庁から各自治体に通知が出されているようです。その通

知を受けて、県内の各自治体もこの活動マニュアルの策定には早くから取り組まれているよう

にお聞きいたしております。このマニュアルは、消防団員だけではなく、本部の消防署員の行

動についても団員同様に避難を優先し、揺れに対する初動活動も実施しないなど、署員や団員

が命を守りつつ救助活動ができる基準が示されているようです。１つの例として、海岸堤につ

くられている陸こうについては、地震、津波が発生してからではなくて、常時閉鎖を原則とす

るなど、着々と東南海・南海地震対策の取り組みが進められているように感じております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①陸こうの閉鎖工事が毎年県により進められております。昨年度と比較して、平成26年度に

県から管理委託されている陸こうと水門は何カ所になっているのでしょうか。これは土木部と

農林部が対象になると思います。そして、県は、陸こうの常時閉鎖を原則にしているようです

が、常時閉鎖ができない陸こうについては、台風や通常の管理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。 

 ②消防庁から通知、通達があった活動マニュアルについて、本市の取り組みはどうなってい
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るのか、策定はされているのでしょうか、お聞かせください。 

 そして、県内の沿岸の市町村で関係している消防団が19団体あるように聞いておりますが、

活動マニュアルが作成されている市町村はどれぐらいあるのでしょうか。団体数と策定率につ

いてお聞かせください。 

 ③活動マニュアルの内容について、消防署員や消防団員への防災訓練等の周知はどのような

方法でされているのでしょうか。本市の分団については、羽根分団から佐喜浜分団まで約

300人近くの団員がいると思います、お聞かせください。 

 大きな２、大型台風等の自然災害について。 

 (1)平成26年７月30日から10月13日までに襲来した４個の台風被害についてお伺いします。 

 平成26年７月29日に発生した台風11号と７月30日に発生した台風12号が、強い勢力を保った

ままゆっくりと九州の西側を北上したことから、県内各地に観測史上最多という激しい雨を降

らせております。その影響を受けて、県西部の市町村では、公共災害はもとより、家屋の浸水

387棟など県全体で1,911棟が家屋浸水の被害を受けております。そして、台風11号に関して

は、12号よりおくれて８月10日早朝６時過ぎ、県東部の安芸市付近に上陸という最悪の結果と

なり、このために西日本から北日本の広い範囲で大雨となり、特に高知県では７日から11日ま

での総降雨量が1,000ミリを超えるなど、８月の月降雨量の２倍から４倍という雨を降らせて

おります。この台風の特徴は、局部的に豪雨や突風が発生しており、室戸岬では、最大風速

42.1メートルが記録されるなど、県内全域に人的被害や物的被害、そして地すべりや崖崩れ、

山腹ののり面崩壊、橋梁の落下や流出による道路の通行どめなど、県内全域に多くの被害が発

生したと報道されております。また、本市のライフラインでは、山腹の崩壊や倒木により、電

柱の破損、電線の断混線が原因で停電となり、羽根から佐喜浜間の上水道１カ所と簡易水道７

カ所、そして飲料水供給施設のポンプ等が停止したことにより、市内各地で一時的に断水が起

きていたようです。この台風11号と12号では、幹線道路である国道55号線が通行できたことか

ら、ライフラインの復旧については早急に着手することができたようにお聞きしております。

その台風11号と12号災害の後始末が完全に終わらないうちに、再び10月５日の未明から６日に

かけて台風18号が四国沖を通過し、室戸岬では最大瞬間風速40.6メートルを観測、１時間雨量

は48.5ミリメートルの激しい雨を降らせております。本市への直接的な被害としては、高波に

よる越波や倒木により、吉良川町の国道55号線が一時通行どめになっていたようです。その１

週間後の10月13日には、スーパー台風と騒がれた台風19号が高知県を直撃しております。通過

速度が速かったことから、大きな災害にはならなかったようですが、県下全域に暴風雨による

避難勧告が出されるなど、本市も535世帯、1,056人に避難勧告が出されたと報道がありまし

た。 

 そこで、お伺いします。 

 ①台風11号と12号被害については、９月議会で市道３路線の５カ所、林道５路線で９カ所、
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河川については１カ所で総額１億9,200万円以上と被害報告がされておりますが、台風18号、

19号を含めたことしの本市の被害額はどれぐらいになっているのでしょうか。農作物や農業ハ

ウス、家屋の被害なども多くあるように聞いております。県管理分と市管理分の被害額、被害

件数とこれからの事業の発注予定についてお聞かせください。 

 ②国道はもとより、市が管理している道路もこの台風により通行規制、通行どめがされてい

たようにお聞きしております。道路災害の復旧及び通行規制の解除はされたのでしょうか、お

聞かせください。 

 ③台風により、海岸、砂浜に打ち上げられた大量の流木や瓦れき類について、長い間放置さ

れていたことで関係住民、特に漁業関係者が大変困っておりました。この瓦れき類が再び流出

すると、定置網やエビ網に被害が出ることになります。海岸を管理している県と瓦れき類の処

分について話し合いはされたのでしょうか。ジオへの観光客も大変気にしていました。海岸や

砂浜に打ち上げられた流木や瓦れき類の除去対策については、市はどのように考えられている

のか、お聞かせください。 

 ④停電が原因で飲供施設の水が約６時間から８時間断水になっておりました。今回は昼間で

あったことや、復旧工事への取り組みが早かったことで、断水が昼間の時間帯で済んでおりま

すが、災害により幹線道路が寸断された場合には、被害現場に業者が入れなくなります。その

ような災害や事故を想定したライフラインの復旧について、市の議会答弁では、室戸市水道事

業危機管理マニュアルに沿って対応してまいりますと説明がされておりますが、この台風被害

によるライフラインの復旧、そして飲料水の供給までに長時間かかっており、貯水のない住民

の方は不安になっておりました。今後このような状況が再び起これば、市の防災対策への取り

組み方法が問題視されることになります。南海地震対策のほうでも、避難所への貯水について

質問いたしておりますが、市のライフライン、電気、上水道、簡易水道、飲供施設への取り組

みについて個々にお聞かせください。 

 ⑤地震、津波対策の避難方法については何度も答弁されていると思いますが、この台風で避

難勧告が夜中の23時28分に出されたように報道がされております。夜中の遅い時間帯での避難

勧告になっておりますが、住民の避難状況についてスムーズにできたのでしょうか。そして、

市からの避難情報をどのように知ったのか、機械がわからない、使えないお年寄りの方は大変

気にしていました、お聞かせください。 

 ⑥浮津下町から浮津三番町の年配者の方や車の運転ができない方より、台風の避難場所が遠

くて避難することが大変になりますと何度も耳にしております。台風については、襲来する日

や大きさ、風雨の状況も事前にわかります。台風の種類を見きわめて、近くにある学校等の公

共施設を開放して、避難場所として使うことができないのでしょうか。避難する住民の方も多

くなると思います。災害対策本部の見解をお聞かせください。 

 そして、この浮津地区の避難場所はどこの施設が指定されているのでしょうか、お聞かせく
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ださい。 

 大きな３、道路管理について。 

 (1)古くなった橋梁の維持管理についてお伺いします。 

 つくることから今度は維持管理へと国土交通省が道路を管理する全国全ての地方自治体に橋

とトンネルの定期点検を義務づけたことにより、本市もたしか平成23年度に橋長が15メーター

以上の橋梁について、橋梁修繕計画策定委託業務の調査設計を発注して、市内全域の橋梁の調

査を始めております。初年度は39橋を調査、そして２年目は130橋の調査をしておるようで

す。これは、あくまで主要施策成果報告書を参考にして橋梁数を出しております。この橋梁調

査に至る大きなきっかけは、中央自動車道の笹子トンネルの天井板崩落事故であり、橋とトン

ネルについて車検と同じように５年に１度の定期点検を義務化、そして手法についても遠望か

ら近接目視に変更してコンクリート等の状況を４段階にして診断を行い、記録に残すというこ

とになっているように聞いております。本市の橋梁も全ての調査点検が完了したようで、橋梁

の調査についての委託料は計上されておりません。 

 そこで、お伺いします。 

 本市が管理している橋梁台帳で登録されている橋梁数は何橋か、そして15メーター以上の橋

が何橋あるのか、お聞かせください。 

 ②169橋の調査が完了しておりますが、調査対象はこれで全てでしょうか。このうち補強や

補修、かけかえが必要と診断されている橋梁は何橋あったのか、お聞かせください。 

 ③東南海・南海地震の発生が近づいております。落橋等の診断が出されて、かけかえや補強

が必要と判断されている橋梁が、地域の防災避難路にかかっていないのでしょうか。古くなっ

た橋梁は、耐用年数が大変気になります。特に、橋梁工事は経費が多額になります。橋梁工事

の整備計画の作成、そして事業着手について検討はされているのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

 次に、(2)未整備道路の維持管理についてお伺いします。 

 室戸市総合振興計画によって本市が管理している市内の全ての市道や生活道路については、

道路整備計画に基づき、既設道路の改良拡幅、そして新設工事などを進めるとともに、反射

鏡、防護柵の交通安全施設などの多くの道路事業に着手され、市民のニーズに応じた道路環境

の整備が着実に進められていることは承知のとおりであります。道路整備計画により、奥地の

集落間をつないでいた曲がりくねった狭い道路が、バイパス道路として集落の外につくられた

ことから、未整備の旧道については、そこで生活する居住者だけの生活道路として残されてお

ります。そんな形で残された未改良の道路は、交通量も少なく、落石や草木が生い茂り、ワン

ボックスカーや乗用車がスムーズに通行できない危険な道路となっております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①道路の維持管理は、道路管理者がすることになっていると思います。道路整備計画の計画
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外となった未改良の市道について、巡回など通常の管理はどのようにされているのでしょう

か。通行量の少ない道路は、枯れ木や落石がよく散乱して維持管理が十分にされていないよう

に感じられます。前段の議員にも答弁されていると思いますが、通常の管理や豪雨の後の道路

管理の方法について説明をお願いします。特に、市道段線の舟場から立花、遅越区間と保能母

から中尾区間が風雨の後に落石や枯れ木が多く散乱しているようです。 

 ②道路法か道路交通法と思うのですが、たしか路面より上空の障害物について記憶では高さ

4.6メーターと思うのですが、道路管理者が管理することになっていると記憶しております。

山の木々や竹などが雨天時には垂れ下がり、車の屋根に当たって通行に支障が出ております。

たしか所有者に切除させることができると思うのですが、維持管理の方法についてどのように

考えられているのか、お聞かせください。 

 大きな４、老朽住宅除却事業について。 

 (1)老朽住宅除却事業への取り組みについてお伺いします。 

 本市も毎年人口減少が続き、年間約500人前後の人口減少になっております。この人口減少

問題に関しては、国・県はもとより、本市にとっても大変重要な問題であることは皆さんも周

知のとおりであります。市長も企業誘致や移住促進事業などを市の重要課題として取り上げ、

人口減少対策の問題には大変な努力をして取り組まれていると思います。この人口減少の影響

が、ひとり住まいのお年寄りの家庭の減少となって、世帯数の数字にもあらわれております。

その世帯数の減少が、今度は老朽住宅、そして不良住宅の空き家となって毎年徐々に市内の各

地、特に市街地から離れた地域にふえているように感じております。住む人、そして管理する

人がいなくなった住宅は、風通しのない閉め切ったまま状態で放置されて残されております。

家は人が住んでこそ管理されて長もちします。長い間このような状態が続けば、屋内は湿気が

多く立ちこもり、シロアリが発生するなどして、家の倒壊が起きる原因となるなど、近所の住

民は大変困っております。人の住まない空き家は、無施錠の壊れかけた状態で置かれ、野良犬

や野良猫、そして野生動物のすみかになることとなり、地域の生活環境にも大きな問題が生じ

てきているようです。地域の自主防や常会等も協力して、古い危険な住宅に対しては、家主、

所有者に取り壊しの協力をお願いしておりますが、生活の拠点が県外であり、取り壊しの申請

や個人負担が多額になることなどが障害となり進まないのが現実となっております。この事業

の目的は、老朽化した住宅や不良住宅を取り壊すことによって、防災性や防犯性を向上させる

ことや、隣近所の住民が今後起こり得る地震、津波の災害時に避難することの障害とならない

ようにすることが、老朽住宅除却事業の第一の目的ではないかと思っております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①老朽住宅の取り壊しを申請するに当たり、採択の条件、採択基準はどのようになっている

のでしょうか。基準に古くて危険な住宅、市税を滞納していない方などがありますが、基準を

満たしていると思われる住宅が、評価点が満たされなかったのか、申請者が多かったのか、２
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年間不採択となり、実費で取り壊しをしております。この例のように、何度も採択されないこ

とがあるのでしょうか。そして、不採択になった家屋を何度も申請されている人はいるのでし

ょうか、お聞かせください。 

 ②老朽住宅の取り壊しについて、年間の申込件数に対して採択件数は何％の採択率になって

いるのでしょうか。そして、予算はどのように決めているのでしょうか、お聞かせください。 

 ③避難路や狭い生活道路沿いに建てられている老朽住宅で、特に危険と思われる住宅や自然

災害が原因で破損した住宅については、家屋の取り壊しの個人負担分を免除することはできな

いのでしょうか。地震、津波災害の避難路の障害となっている家屋の取り壊し、撤去工事が進

むと思われます。市の考えをお聞かせください。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事の日程が終了するまであらかじめ時間延長したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は、議事日程が終了

するまであらかじめ時間延長することと決しました。 

 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、避難所と言ったり避難場所と言ったりする場合がございますが、同じ意味合いでござ

いますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 それでは、私からは大きな１の１点目、地震、津波対策等についての避難所での貯水槽及び

太陽光発電の設置についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、避難所として使用する学校施設や公民館などには、多くの避難者

の方が数日、または数十日生活することが考えられます。したがいまして、飲料水や電源の確

保などが大変重要な問題であると考えております。避難所には、これまでに避難者用毛布や保

存食料、保存水の備蓄に取り組んでおりまして、平成24年度には海水や川の水をろ過すること

により、飲料水が確保できる浄水器を６台整備をし、発電機とあわせて高台の避難所へ分散配

置をいたしているところでございます。また、避難所においては、携帯電話の充電などが求め

られるところでございまして、太陽光発電などの活用も検討をしていかなければならないとい

うことで検討もいたしているところでございます。いずれにしましても、災害時における飲料

水や電源の確保は、重要課題でございますので、今後におきましても、備蓄品の整備等ととも

に、これらをしっかり整備をすることにより、避難所の機能強化に取り組んでまいります。 

 次に、ヘリポートの整備についてでございます。 

 本市では、現在、消防署、高岡ふれあい公園及び神ノ前公園の３カ所に、神ノ前公園という
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のは防災公園でありますが、３カ所にヘリポートがございます。また、緊急時の発着場所とい

たしましては、室戸市中央公園や行当の運動公園などが利用されているところでございます。

御案内のとおり、いろんなところにおりられる施設が必要であるということは私どもも考えて

いるところでございます。現在、吉良川でありますが、西山地区や佐喜浜地区においてヘリポ

ートの整備を検討をいたしているところでございます。 

 次に、２点目の災害関係の基金についてでございます。 

 まず、室戸市災害対策基金は、復旧及び復興事業等に充てるための基金であり、一般財源か

ら一定の額を毎年積み立てているものでございます。この基金につきましては、基金を設置を

いたしてからこれまでの間、取り崩しは行っていないところでございます。そして、もう一

つ、室戸市防災対策加速化基金がございます。これにつきましては、災害に強い地域社会の実

現のため、資機材や備蓄品の購入事業などに充てることを目的としているものでございます。

その財源といたしましては、高知県津波避難対策等加速化臨時交付金や平成25年度に実施をい

たしました東日本大震災に対処するため行った国家公務員の給与減額措置を踏まえた市職員給

与カット分を積み立てているものであります。現在、備蓄用品、保存水、防災用の毛布、ＬＥ

Ｄランタン等の購入に充てているところでございまして、平成25年におきましては、574万

3,000円、26年度におきましては、1,794万4,000円を充てることといたしております。 

 次に、大きな２の大型台風等の自然災害についてでございます。 

 この件につきましては、９月議会でも御答弁をさせていただきましたが、本年の台風11号の

接近に伴い、高知地方気象台から土砂災害警戒情報の発令を受け、８月９日午後11時28分に羽

根町、大岸、中川内、黒見地区に避難勧告を発令をいたしました。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、大雨が降っていましたので、電話で自主防災組

織のリーダーや常会長に連絡をさせていただいたところでございます。避難勧告を発令しまし

たのが夜間ということもございまして、御案内のように、スムーズな避難とはなりませんでし

たが、避難所である中川内小・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。私どもといたしましても、できるだけ予報を早く、正確に把握をし、住民の

方々へ迅速に情報提供することが大事だと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、少しでも早く避難情報が発令をできるように取り組んでまいります。 

 次に、浮津地区の避難場所の指定についてでございます。 

 地域防災計画には、風水害、火災時と地震、津波時の避難場所を位置づけておりまして、風

水害、火災時の避難場所は46カ所、地震、津波時の避難場所は16カ所ございます。風水害時の

対策につきましては、危険が予想される状況になったときに、避難場所を開設をして、事前の

避難をお願いいたしているところでございます。今年の台風では、各地域に最大16カ所の避難

場所を開設したところでございますが、浮津下町や浮津三番町地域の風水害時におけることと

いたしましては、最寄りの避難場所は室戸中学校になっているところでございます。今後、台
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風などの危険が予想される場合、室戸中学校の開設につきましても、状況に応じまして、人員

を配置し、開設を行ってまいります。 

 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） 上松防災対策課長。 

○防災対策課長（上松富士樹君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目の(1)の備蓄品についてでございます。 

 まず、自主防災組織の備蓄状況についてでございますが、本市では、現在、101の自主防災

組織が設立されており、県補助事業である室戸市防災総合補助金を活用しながら、防災用資機

材等の整備を行っていただいているところでございます。この補助事業の対象となっておりま

すのは、テントやランタン、発電機などの防災用資機材が中心であり、これらの配備状況につ

きましては、市のほうでも把握をしております。 

 一方で、食料や飲料水、毛布などは、補助の対象となっていないため、その数量等について

は、現在のところ、把握し切れていないのが実情でございます。飲料水や食料の備蓄は、保管

場所の問題もございますが、毛布や紙おむつなどが長期保存が可能な日常生活用品につきまし

ては、自主防災組織に対し備蓄について呼びかけてまいりたいと考えております。 

 また、各家庭におきましても、飲料水や食料を家族の３日分以上備蓄していただくことにつ

いて、県作成の「南海トラフ地震に備えちょき」や広報、市ホームページなどにより周知に努

めているところでありますが、今後も防災訓練や防災学習会など機会あるごとに呼びかけてま

いります。 

 次に、市の備蓄状況についてでありますが、現在、本市が備蓄しておりますのは、食料が１

万7,242食、5,747名、１日分、飲料水が１万3,572リットルで4,524名、１日分、毛布が

2,299枚で1,149名分となっております。 

 また、これらの保管場所につきましては、市役所本庁のほか、避難所である各公民館、各市

民館、小・中学校５校、佐喜浜出張所、室戸市中央公園相撲場、室戸市保健福祉センター、防

災公園など19カ所に分けて保管をしております。これらの備蓄品につきましては、今後もさら

なる確保が必要でありますので、追加配備に努めていくとともに、高台等への分散備蓄を進め

てまいります。 

 次に、④の市内の建設業者等との災害協定の締結状況についてでございます。 

 現在、本市では、地震、津波、台風などによる災害が発生した場合に、速やかな復旧を図る

ことを目的として、高知県建設業協会室戸支部所属の業者を含め、35の建設業者と災害時の応

急対策活動協力に関する協定書を締結をしております。その内容といたしましては、災害発生

時における応急対策活動として、応急、復旧並びに災害廃棄物の除去及び搬送、応急対策、活

動に付随して発生する資機材及び物資の搬送などとなっております。これまでも台風などの災
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害時にこの協定に基づき応急、復旧作業等を行っていただいているところでございます。 

 次に、大きな２点目の④ライフラインへの取り組みについてでございます。 

 いわゆるライフラインと呼ばれるもののうち、電気に関しましては、平成24年に四国電力高

知支店と災害時の協力に関する協定を締結し、災害による大規模停電等が発生した場合には、

医療機関、避難所等への電力の復旧を可能な限り優先して実施していただくこととなっており

ます。また、電気は、市民生活の上では非常に大事なライフラインでありますので、さきの台

風11号のときも、四国電力より情報をいただき、停電に関する情報を防災行政無線を通じて随

時情報提供をさせていただいたところであります。 

 なお、防災行政無線の親局等は、停電時には自動で自家発電などに切りかわり、約３日間は

燃料の補給なしで稼働できるようになっております。また、難聴エリア等の家庭に設置をして

おります戸別受信機につきましては、乾電池に切りかわることにより、防災行政無線を聞ける

ようになっております。今後は、その停電時や夜間の避難の呼びかけなどに対応するため、避

難の要配慮者など必要な方々に対しまして戸別受信機の設置など、対策を検討してまいりたい

と思っております。いずれにしましても、電気は非常に重要でありますので、今後につきまし

ても、災害時の電力復旧につきましては、四国電力と連絡を密にして、さきの協定に基づき、

迅速な復旧について要請してまいります。以上でございます。 

○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） 亀井議員さんに４点目の老朽住宅除去事業についてお答えを

いたします。 

 まず、１点目の採択の条件といたしましては、室戸市内に老朽住宅の所有者であること、市

税を滞納していない者、また採択の基準等につきましては、国が示した住宅の不良度の測定基

準のうち、外見目視により簡易に判定することができる、１としまして構造一般の程度、これ

は基礎と外壁の判定をいたします。２番としまして、構造のふぐあい、または破損の程度、こ

れは基礎、外壁、屋根、３点目としまして、防火上、または避難上の構造の程度、これは外壁

と屋根とでございます。４点目、排水施設、これ雨水、といでございます。この４つの評定区

分と８つの評定項目によりまして不良度を評定し、合算した評定が100点以上のものが対象と

なります。その対象となった老朽住宅につきましては、崩壊の危険度などを審査の上、危険度

の高い順に予算の範囲内で採択をしております。そのため、何度か申請されても不採択になっ

た方もございます。 

 次に、２点目の申込件数等につきまして、この事業は、平成24年からのものでして、平成

24年度は19件の申し込みに対して、採択３件、採択率は15.8％、平成25年度は申し込み19件、

採択11件、採択率は57.9％、平成26年度は申し込み33件、採択13件、採択率は29.4％でござい

ます。この事業は、国の交付金事業を活用しておりますので、国費の配分によって予算を決め

ております。 
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 次に、３点目の個人負担の免除のことにつきましては、先ほど申し上げましたように、現在

でも予算枠の関係で採択から漏れた方々は多数いらっしゃいますので、限られた予算の中でで

きるだけ多くの方に利用していただけるような方法で取り組んでいきたいと考えております。

今後、国に対し、交付金の増額要望を行いまして、採択の件数の増加に努めてまいります。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） 亀井議員さんに大きな１点目の(3)消

防団員の活動マニュアルについての中の①陸こうの管理についてお答えいたします。 

 安芸林業事務所が所管する防潮林関係の陸こうにつきましては、吉良川黒耳海岸に９カ所、

立石から平田岩海岸に２カ所、羽根船場海岸に１カ所の計12カ所でございます。現在、黒耳海

岸４カ所と立石・平田海岸の１カ所につきましては、安芸林業事務所が閉鎖工事を完了いたし

ております。また、残る黒耳海岸５カ所につきましても、来年２月完成の予定でございます。

これらの閉鎖工事が完了していない陸こうの管理につきましては、台風接近前に地元の常会長

さんに連絡をいたしまして、閉鎖をしていただいております。その後、農林水産課職員が見回

りに行きまして、閉鎖の確認を行っているところでございます。 

 次に、大きな２の②道路災害の復旧及び通行解除に関しまして、農林水産課の所管しており

ます林道分につきましてお答えをいたします。 

 ８月の台風11号災害による被災によりまして、林道大平舟場線の佐喜浜側と林道東又佐喜浜

線の佐喜浜側で現在も通行どめとなっております。大平舟場線は、来年１月に復旧工事の発注

を予定しておりますので、５月には通行が可能となる予定でございます。東又佐喜浜線は３カ

所の復旧工事を来年１月から３月にかけて順次発注することと予定しております。この林道

は、被災箇所の延長が長く、要望によりまして、大規模な復旧工事となることから、通行規制

の解除は９月以降になる見込みでございます。森林施業を初め関係の皆様方に大変御迷惑をお

かけいたしております。安全な通行の確保に向け、早期復旧に努めてまいります。 

 次に、③海岸漂着ごみについてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、今回の台風の高潮によりまして、大量の流木、瓦れき類が東洋町

から芸西村までの海岸に漂着いたしました。この海岸漂着物の処理におきましては、実施自治

体といたしましては、平成21年７月に施行されました美しく豊かな自然を保護するための海岸

における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に係る法律、いわゆる

海岸漂着物処理推進法によりまして、海岸管理者であるところの高知県において、必要な措置

を講ずることとされております。このため平成26年９月４日に海岸管理者である県の安芸土木

室戸事務所と市の関係する建設課、ジオパーク推進課、商工観光深層水課、市民課、農林水産

課で漂着ごみの対策について協議を行いました。まず、大量に漂着しております吉良川海岸

は、10月24日に県が市を初め、吉良川小・中学校、保育所、保護者、地域の方々などの協力を
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いただきまして焼却等の清掃作業を行ったものでございます。また、ジオパーク室戸岬サイト

の漂着物につきましては、ジオパーク推進課が良好な景観の観光地や環境保全に深刻な影響を

及ぼす地域を対象とした高知県の高知県海岸漂着物処理推進事業費補助金を活用いたしまし

て、11月11日から28日までに回収処分いたしました。他の海岸漂着ごみにつきましても、県が

行う除去、処分等の対策につきましては、市といたしましても、地域住民やボランティアの

方々等の御協力をいただきながら、協力して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） 亀井議員さんに大きな２点目の(1)台風の被害状況については、

農林水産課も関連しますのであわせてお答えします。 

 まず、本年の台風11号、12号、18号及び19号までの４個の台風による被害状況についてであ

りますが、市管理分の被害件数と被害額の総数は、27件、２億5,142万円で、うち市道６件、

6,100万円、河川１件、800万円、林道10件、１億4,000万円、農地農業用施設５件、1,800万

円、水産施設５件、2,442万円となっております。また、県管理分の被害件数と被害額の総数

は、32件、６億258万円で、うち河川29件、３億7,374万円、砂防２件、4,862万円、海岸１

件、１億8,020万円となっております。これらの災害復旧事業につきましては、一部を除き、

11月に災害査定を受けましたので、今後は割り当て内示があり次第に発注の手続をとっていく

こととなります。 

 なお、発注につきましては、安芸土木室戸土木事務所、室戸市建設業協会と随時情報交換を

行い、入札不調などに至らないよう配慮してまいります。 

 次に、道路災害における復旧や通行規制についてでございます。 

 市道については、８月８日から10日の台風11号の豪雨により、吉良川町東の川沿いを走る市

道大平線について路側が決壊し、幅員が狭小となり、大型車両の通行に支障を来す状態となり

ました。そのため通行制限を行いましたが、その後の応急仮工事で９月15日に復旧し、同日解

除いたしました。また、10月12日から13日の台風19号の豪雨により、佐喜浜川右岸の仮設の大

型土のうが流出したことにより、背後にある佐喜浜橋の橋脚に影響が出るおそれがあることか

ら、佐喜浜橋間の通行を10月13日の午後２時から一時通行どめを行いましたが、翌日14日に水

位が低下したため、12時に通行どめを解除いたしました。 

 なお、県による当該箇所の河川災害復旧工事につきましては、平成27年１月中旬ごろに発注

予定であるとお聞きしております。 

 次に、大きな３点目の(1)の古くなった橋梁の維持管理についてでございます。 

 本市が現在管理している市道の橋梁数につきましては、平成26年３月31日現在、248橋でご

ざいます。そのうち15メートル以上の橋梁につきましては47橋でございます。 

 議員さん御案内の長寿命化修繕計画策定事業による橋梁点検につきましては、平成21年度に

２メートル以上15メートル未満を186橋、15メートル以上21橋、平成22年度に15メートル以上
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18橋、合計225橋について実施しております。管理橋数と点検橋数との差異につきましては、

点検実施後に移管されたことなどによるものでございます。これらの点検は、橋梁の長寿命化

を目的としたもので、遠望目視による橋梁の損傷度の点検を行い、その点検の結果をもとに修

繕計画を策定するためのものであり、耐震性については調査の対象とはなっておりません。今

後は２メーター以上の管理橋梁248橋全てにおいて、平成26年７月から５年に１度の点検が義

務づけられており、近接目視を原則とする定期点検を実施し、その点検結果により、修繕やか

けかえを計画的に実施していかなければならないと考えております。 

 地域の避難路におけるかけかえや補強が必要な橋梁がないかという御質問につきましては、

先ほど申し上げましたように、今回行いました点検は、長寿命化を目的とした点検であること

から、かけかえや補強が必要かどうかは詳細な調査を行う必要があります。橋梁整備計画及び

事業化につきましては、議員さん御案内のとおり、橋梁工事には多額の予算が必要であります

ので、国の社会資本整備総合交付金事業などを活用して、計画的に取り組んでいかなければな

らないと考えております。その中で、危険性、緊急性の高いものから順次取り組んでいきたい

と考えており、今年度におきましては、両栄橋の調査測量、設計に取り組んでいるところでご

ざいます。この橋梁の調査及び予備検討を行ったところ、修繕補強を行うよりもかけかえをし

たほうが望ましいとの結果が出ましたので、かけかえに向けての設計を行うこととしておりま

す。その上で、来年度に近接の建物補償や工損事前調査などを行い、再来年には着工したいと

考えております。次の予定としては、来年度は東の川橋の調査測量設計を計画しているところ

でございます。市道の橋梁につきましては、架設から相当の年数が経過しており、老朽化も進

んでいるところでございますので、効率的な効果的な計画により整備に努めていかなければな

らないと考えております。 

 なお、部分的な小規模な修繕については、随時対応してまいります。 

 次に、(2)の未整備道路の維持管理についてでございます。 

 市道の維持管理につきましては、前段の議員さんにお答えしましたとおりの建設課職員によ

る定期的な道路パトロールや豪雨、台風の後の見回りのほか、シルバー人材センターへの委託

などにより管理を行っているところでございます。道路整備計画の計画外の未改良の市道につ

きましては、現在、明確に整備計画へは計上されているのは３カ年計画でございますが、それ

以外の路線についてもたくさんの御要望をいただいております。それらについても、危険なと

ころは随時補修しつつ、管理も適切に行っていかなければならないと考えておりますし、整備

についても地域の皆さんの声を聞きながら、順次計画的に行うように努めてまいります。 

 また、道路の上空の障害物につきましては、道路構造令で定められている建築限界で路面か

ら高さ4.5メートルまでは通行に支障を来さないよう、構造物などの設置はしてはならないと

規定されておりますので、高木などの通行に支障を来すところにつきましては、まず所有者に

お願いをいたしますが、それによることができない場合などは、道路管理者のほうで対応をし
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てまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 久保水道局長。 

○水道局長（久保一彦君） 亀井議員さんに大きな２点目の④ライフラインである水道施設等

の防災対策の取り組みについてお答えします。 

 議員さん御案内のように、本年８月10日に襲来した台風11号により、佐喜浜町、吉良川町、

羽根町で長時間の断水となり、市民の皆様に御迷惑をおかけしました。今回の断水の理由につ

きましては、台風による停電により、水道ポンプが作動しなくなり、配水池に水をくみ上げる

ことができなくなったためでございます。そのため水道局としましては、すぐに四国電力室戸

お客様センターへ出向き、水道施設の停電について優先的に復旧するよう要請を行ったところ

でございます。 

 また、その後の対応といたしまして、一段落ついた８月18日に再び四国電力へ防災対策課長

とともに出向き、水道施設の箇所図、規模などの一覧表をお渡しして、今後の災害時において

早期対応していただくよう要請してまいりました。また、停電が復旧しても、配水池に水がた

まるまでに数時間かかるということもあわせて説明したところ、四国電力からは、できるだけ

早急な対応に努めますという回答をいただきました。 

 また、停電時にも断水にならないように、自動でポンプを作動することができる自家発電装

置は、現在、３カ所の水源地に設置しておりますが、今回のように数時間断水したことを考え

ますと、未設置箇所への設置の必要性を感じております。しかしながら、整備には多額の費用

を要しますので、今後いつ、どこに設置するのかということなどについて水道審議会の御意見

もいただきながら取り組んでまいります。 

 断水時の市民の皆様への給水につきましては、水道事業危機管理対策マニュアルに沿って対

応しておりますが、幹線道路が寸断されるような災害の場合には、市民の皆様に給水すること

ができなくなることも想定されます。そのような場合の対策といたしまして、平成24年度に浄

水装置６台を購入し、市内旧町単位ごとに配備して断水時に備えているとこでございます。ま

た、台風18号の際には、台風11号の教訓を踏まえ、台風襲来前に防災行政無線により市内全域

に水の確保についてお願いしたところでありますが、今後とも防災対策課と連携の上、ふだん

からの家庭における水の備蓄について広報やホームページあるいは自主防災組織を通じて呼び

かけ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） 竹谷消防長。 

○消防長（竹谷昭一君） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の(3)消防団員の活動マニュアルについての１点目、陸こう、水門につ

いてでございます。 

 本年度県から消防団に管理委託されております陸こうは、昨年度より８カ所減の22カ所、水

門につきましては、昨年と変わりなく12カ所となっております。また、本年度は、現在までに
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陸こう１カ所の閉鎖工事が終了し、今後も閉鎖工事は継続していきますと伺っております。陸

こうの管理につきましては、議員さん御案内のとおり、陸こうは常時閉鎖が原則でございま

す。津波警報はもとより、台風の接近、高潮警報、津波警報発令とともに、その都度消防団員

により閉鎖されているかの確認、または閉鎖を行っております。しかしながら、一部には、企

業活動に伴う車両等の通行のため、常時閉鎖ができない陸こうもございます。こういった陸こ

うにつきましては、警報発令時に団員が閉鎖に行き、警報解除や事業所の要請に応じ再び扉を

開放しております。 

 次に、２点目の津波発生時の消防団活動マニュアルの取り組みについてでございます。 

 室戸市消防本部は、昨年度に消防団活動安全管理マニュアルを作成いたしまして、本年度よ

り運用いたしております。また、南海トラフ大地震による津波被害を危惧されておりますの

は、本市を初め県内沿岸の19市町村でございます。その中で、活動マニュアルを策定しており

ますのは15市町村であり、策定率は約79％でございます。 

 次に、３点目の活動マニュアルの内容の周知についてでございます。 

 活動マニュアルは、東日本大震災の津波により、活動中の団員が多数犠牲になったことを教

訓に、消防庁の指導により作成したもので、津波警報発令時には、自己及び家族の安全を確保

した後参集すること、津波災害時において、活動可能時間を確立し、災害に巻き込まれずに継

続する消防活動ができることなどが定められております。この活動マニュアルにつきまして

は、本年４月の全分団長、副分団長参加の分団会議におきまして、室戸市津波防災マップとと

もに全分団に配布し、全団員及び職員に対し周知徹底を図るよう指示したところでございま

す。また、活動マニュアル、津波防災マップは、防災訓練時の非浸水地域、避難場所への住民

の参集、誘導にも活用しております。今後におきましても、活動マニュアルの継続的な周知に

努めるとともに、こうした訓練を重ねまして、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） 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16日は大綱質疑であります。午前10時にこの場所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５時28分 散会 

 

 


