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  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○副議長（米澤善吾君） 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。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数14名中欠席届１名、現在13名の出席でございます。 

 欠席議員は、林竹松議長、病気のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） ここで皆様方にお願いがございます。 

 本日３月11日は、東日本大震災が発生した日でございます。震災でお亡くなりになられた多

くの方々の御冥福をお祈りするため、発生時刻の午後２時46分に１分間の黙祷をささげたいと

思います。御協力をよろしくお願いいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（米澤善吾君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） おはようございます。 

 ４番小椋利廣。平成25年３月第１回定例会におきまして、一心会と市民を代表して通告に基

づき一般質問を行います。 

 まず最初に、きょう３月11日で東日本大震災から２年になりました。復旧、復興もまだまだ

道半ばでございますけれども、東北の皆様方には、希望を持って頑張ってほしいと思います。 

 次に、傍聴席の皆さん、また１階のロビーで傍聴をされている皆さん、きょうは朝早くから

傍聴に来ていただきましてまことにありがとうございます。頑張ってやりますので、最後まで

の傍聴をよろしくお願いをいたします。 

 それでは、一般質問を行います。 

 １番、市長の政治姿勢について。平成25年度一般会計予算の最重要政策予算は。 

 平成25年度の一般会計予算は、105億9,123万4,000円が計上されております。自主財源が非

常に乏しい当市の予算編成には、市長さん以下、執行部の皆さん方は大変御苦労をされている

ことと思います。国の政権もかわった中、日本経済再生に向けた緊急経済対策を柱とする平成

24年度の大型補正予算も成立をし、また平成25年度の予算編成もされているところですが、経

済の活性化につなげるため、防災対策が急がれる道路や堤防の補強といった社会インフラ整備

を加速をさせ、公共投資に重点を置き、大幅に公共事業を増加をさせていくと公表しておりま

す。また、高知県の予算も、５年連続で増加をし、津波避難対策を加速をさせて、防災関係の

予算や中山間地域対策の抜本的強化等に重点を置き、公共事業投資にも積極的に取り組んでい
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くと言われております。我が室戸市におきましても、南海トラフ巨大地震への対策や昨年から

取り組んでおります開発面積約４万5,000平方メートルにも及ぶ羽根小規模工業団地の開発や

また公共事業の社会インフラ整備による住環境整備対策や中山間地域への支援対策、少子・高

齢化への取り組み等々が緊急、急務であり、住民の方々からも、生活環境整備への取り組みを

早くしてほしい、市道路線の改良工事や生活排水路の改良工事等々に非常に多くの要望が寄せ

られているところでございます。国の平成24年度の大型補正予算と平成25年度の予算編成を組

み合わせて、室戸市においても、これらの課題解決に向けた取り組みをどのように行うのか、

お伺いをいたします。 

 また、予算編成には、厳しい財政状況の中、常日ごろ大変御苦労されていると思いますが、

市民に対して平成25年度の重点的政策予算を何点かお示しをしていただきたいと思います。 

 ２番、防災対策について。南海トラフ巨大地震の対応について。 

 防災対策につきましては、今までにも何回か質問をさせていただきました。政府の地震調査

委員会は、平成24年12月21日、今後30年以内に震度６弱以上の揺れに見舞われる地震の発生確

率を、全国地震動予測地図調査の2012年度版を発表いたしました。その中で、南海トラフ沿い

の西日本でも、わずかに地震発生確率が上昇し、全国都道府県庁所在地の中では、静岡市が

89.7％の確率で最大であり、高知市は66.9％の確率で全国都道府県庁所在地の中では６番目に

地震発生確率が高く、室戸市も高知市とともに、地震発生予測の確率がだんだんと高くなって

おります。また、高知県は、南海トラフ巨大地震について、平成24年12月10日、各地形を10メ

ートルごとの詳細なメッシュを切った地形図に、高知県独自の津波予測等震度分布図を公表

し、最悪の場合、海岸線のある19の市町村で、10メートル以上の浸水に見舞われ、高知県人口

の半数近い約36万人が住む土地の１万9,260ヘクタールが浸水をし、内閣府の想定では、高知

県内の死者数は、最悪４万9,000人に達すると予測をしており、高知県の尾﨑知事は、平成

25年県庁での新年の挨拶で、南海トラフ巨大地震の新想定を踏まえて、人類史上最大級の災害

にも備えなければならない。高知県を取り巻く客観的情勢は非常に厳しいと訓示をされており

ます。室戸市におきましても、室戸岬沖の南海トラフで地震が起きると、最短３分で津波が到

達をすると言われており、足元をすくわれて避難が困難となる避難のタイムリミットの30セン

チの浸水まではわずか30分以内、またこの市役所付近は、地震発生後約33分ぐらいで最大

4.5メートルの津波が来ると予測をされております。これらのことから、私は、最近、よく聞

かれることがあります。それは、津波避難タワーの建設について、奈半利町の国道55号線沿い

に奈半利２号津波避難タワーが完成したことで、市民の多くの方々から、小椋さん、室戸市の

津波避難タワーはいつごろ何基ぐらいできるかよく聞かれるようになって私は困っておりま

す。私は、さきの12月議会でも津波避難タワーの建設について質問をさせていただきました

が、隣の東洋町では、既に４基が完成をしております。奈半利町は２基、田野町は１基、安田

町は１基、芸西村は平成24年度の繰越事業で２基発注する予定であると言われております。ま
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た、香南市は、国の大型補正予算を活用して、19基に増設をし、平成25年度中に15基の完成を

目指し、南国市は14基のうち７基を平成25年度の防災・減災予算で発注する予定であると言わ

れております。また、安芸市は、８基の建設の予定で、２基は安芸市が、残り６基は県営事業

で建設をする予定であると言われており、これらのように、近隣の市町村では、津波避難タワ

ーの建設計画が着々と進んでおります。室戸市におきましては、私の12月議会の２回目の質問

で、執行部の答弁は、津波避難タワーの整備は、８地域から要望があり、平成25年度は２カ所

ほど事業化をしたいと答弁をされておりますが、その２カ所の建設につきましては、この３月

議会で測量設計委託料2,200万円が計上されております。また、高知県は、平成24年度と25年

度の２カ年間で、地震対策を集中的に進めるため、市町村の負担をゼロにする期間限定の逃げ

る対策を平成25年度末までに完了をさせると言っているではありませんか。 

 そこで、室戸市の津波避難タワーの建設は、平成25年度に２基分建設の予算が計上されてお

りますが、何地区と何地区に建設をする予定か、また津波避難タワーの高さはどれぐらいにな

るのか、収容人員は何人ぐらいか、滞在用の資機材は備蓄をする予定か、津波避難タワーの建

設計画をお聞かせをください。 

 次に、室戸中学校は、平成18年度と19年度の２カ年にわたり建設をされ、隣の浮津三番町東

常会の世帯数は53世帯、また西常会の世帯数は75世帯で、合計128世帯の方々と室戸中学校の

生徒さん、また隣には浮津保育園の園児さん等がともに津波避難場所として利用ができる施設

として、震度６強に耐えられる室戸市で一番新しい最新型の耐震校舎として建設をされており

ます。津波避難ビルとしても、外づけのスロープも３階の屋上まで完備をされて避難ができる

設計となっております。この室戸中学校の地盤の高さが6.3メートルですから、中学校の３階

の屋上の高さが11.7メートルですので、合計プラス18メートルになりますけれども、室戸市の

最大津波避難高さは、プラス21メートルからプラス24メートルであり、３階の屋上の高さでは

高さが不足しておりまして、室戸中学校の屋上にプラス３メートル以上の津波避難棟を増設を

することが有効であるとお聞きをいたしております。室戸中学校周辺地域の住民の方々は、国

道55号線を横切って、山側の避難路に到達するには、距離が大変遠くて時間がかかり、高齢者

や保育園の園児さんには、余りにも遠過ぎて非常に危険であると言われております。また、室

戸中学校の前の海には、現在、国土交通省が建設を進めております沖の離岸堤と丘側の製作ヤ

ードの堤防で津波を分散をさせることができるため、新しく津波避難タワーを建設するより

も、学校の中学校の屋上に津波避難タワーとして増設をすると経費も安く、中学校の生徒さん

や隣にある浮津保育園の園児さん、また地域住民の方々等の避難タワーとして利用ができ、津

波の終息後も学校の校舎全体が避難場所として利用ができると考えられております。 

 そこで、室戸中学校周辺地域の方々からの強い要望もありまして、室戸中学校の屋上に、津

波避難タワーの増設を検討して計画をしていただくことはできないか、お伺いをいたします。 

 ３番、職員の資質向上について。庁内の危機管理体制について。 
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 平成25年１月31日現在の室戸市の人口は１万5,713人でありまして、65歳以上の高齢者は

6,202人となっており、高齢化率は39.5％であり、昨年度よりは高齢化率が1.7％進んでおりま

す。現在、室戸市役所に勤務をしている職員総数は360人で、そのうち正職員が244人、臨時的

任用の職員が116名であるとお聞きをいたしております。また、室戸市外からの通勤者も十数

人いると言われている中、遠くは高知市から通勤をされている方もいるとお聞きをいたしてお

ります。憲法第22条第１項では、居住の自由が保障されておりますが、職員が生活根拠を市外

に置くと、税金は住民票を置く自治体に落ちるのが決まりですから、住民票を市外に移してい

たら、室戸市職員の給料は、室戸市が払わなければなりませんが、市町村固有の住民税や固定

資産税、軽自動車税等々の税金は、勤務先の室戸市には落ちないのが現状であります。仮に職

員１人が年額50万円ぐらいの税金を40年間、居住先の市町村に納めるとしたら、その居住先の

市町村には、約2,000万円前後の税収が入ることになり、５人いると１億円ぐらいの税金とな

り、10人いると２億円ぐらいになると言われております。そして、市町村財政は、人口が主要

な算定基準となっているため、居住地の地方交付税もふえてくるということになるわけでござ

います。 

 そこで、室戸市のように、市外から通勤をしてくる職員の割合がふえてくると、そこの自治

体の行政はどのようになっていくのでしょうか、まずこの点についてお聞きをいたします。 

 平成23年３月11日に起きたあの東日本大震災に直面した公務員の人たちは、人の命や財産を

守るには、自分の命や財産を犠牲にする場合があると言われており、東日本大震災の現場で

は、そこにいて当然のことをしたまでと言われております。今、非常に大きく報道されており

ます南海トラフ巨大地震の発生や台風銀座室戸に大型の台風の襲来や最近非常に多いゲリラ的

集中豪雨等の大きな災害が起こり、国道55号線が寸断された場合、陸路は交通不能となり、各

漁港も津波で被災をし、長期間孤立をした場合、市外からの通勤者や市内在住の職員も含め

て、非常事態時の職員の危機管理意識の向上や危機管理体制をどのように把握し、緊急非常の

事態を想定してどのように対応していくのか、お聞きをいたします。 

 次に、最近は室戸市外や県外からの就職者も多く、遠くは神奈川県や鹿児島県、福岡県や大

阪府、また岡山県等々のあらゆる地域からの就職者もふえてきております。市外や県外から室

戸市へ夢と希望を持って就職されてきた前途有望で優秀な若い人たちが、室戸市の将来像を思

い描いて室戸市の職員となった今、室戸市の文化や風土、郷土の伝統芸能、室戸市を郷土と決

めた郷土愛、そして今後厳しい状況が続いていくであろう少子・高齢化社会に向けた取り組

み、また公務員は市民の公僕である意識の向上をこの庁内の職員全体が認識をしていただく教

育の充実、職員の資質の向上と非常時の管理体制をどのように構築をされていくのか、お伺い

をいたします。 

 ４番、ふるさと納税対策について。ふるさと納税を全国から募る方法、インターネットでの

ＰＲについて。 
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 室戸市でもふるさと納税につきましては、募集をしており、過去５年間のふるさと納税の件

数や金額を調べてみますと、平成24年度、本年度のふるさと納税の件数は24件で38万

8,000円、平成22年度の件数は39件で357万5,000円の寄附金があり、過去５年間の合計件数

は、177件、ふるさと納税金額は合計で749万4,000円であるとお聞きをいたしております。高

知県のとある町のふるさと納税制度の取り組みが新聞紙上で紹介をされておりました。その内

容は、１万円以上の寄附者に対しては、町の特産品を送る取り組みをインターネットサイトで

ＰＲしたところ、その町は出身者以外の人からの寄附が続々と集まり、平成24年度は14件、

36万円であった寄附金が、平成24年度は何と584件、800万円以上にも上り、町は採算を度外視

して、町の魅力をＰＲしようとして町の特産品の贈呈を始めたと言われております。町の新鮮

な魚や各季節ごとの新鮮な野菜セットなどの詰め合わせで、１万円以上のふるさと納税者には

6,000円から7,000円程度、また２万円以上では１万5,000円程度送り、非常に好評を得ている

と言われております。その町は、平成23年10月に、全国200以上の自治体が加盟をする特産品

情報のネットサイトに登録をしたところ、一気に納税者がふえて、ふるさと納税の寄附が相次

いでいる。そして、インターネットを通じた寄附者の多くは、町出身者以外が多く、毎年寄附

をするリピーターも多くなり、特産品が届くのが楽しみであり、いつか町を訪れたい等々の声

が全国から多く寄せられていると言われております。 

 そこで、我が室戸市においても、ほかの市町村には負けない安全で安心な地元の鮮魚類や室

戸でしか生産をしていない室戸海洋深層水関連食品や新鮮な野菜、各季節ごとのかんきつ類

等々、室戸市絶品の特産品がたくさんありますので、ふるさと納税者に特産品を贈呈をしては

どうでしょうか。１万円以上のふるさと納税の寄附者には、室戸市がジオパークのロゴマーク

を入れた絶品の新鮮な地場産品を購入し発送をすると、生産力がふえて、消費が大幅に拡大

し、経済力の強化につながり、個人の収入も増加をするし、また発送元は地元の有限会社協同

キラメッセ室戸の利用やほかの方法等も検討するなどして発送委託をすると、自然と室戸の特

産品の販売が大幅に増加、拡大するとともに、収益の増収につながり、新しい特産品の開発に

も夢と希望が湧いて、地域の活性化とともに、大きな宣伝効果を生み出し、室戸市には大きな

外貨獲得の仕組みができてきて、室戸の起爆剤になると考えているところでございます。 

 そこで、ふるさと納税者に特産品を贈呈し、室戸市の地場産品の宣伝と観光を誘致する計画

は検討していくのか、お聞きをいたします。 

 次に、ふるさと納税のインターネットＰＲでの取り組みに、全国で５番目に世界認定をいた

だいた室戸ジオパーク大地の公園を宣伝することにより、全国の津々浦々にまで宣伝効果が届

くと思いますし、ふるさと納税のインターネットサイトでのＰＲを、室戸市としてどのように

取り組んでいくのか、市長さん、副市長、総務課長、企画財政課長、ジオパーク推進課長さん

のそれぞれの取り組み姿勢についてお聞きをいたします。 

 ５番、デュアル・モード・ビークル、汽車とバスについて。デュアル・モード・ビークルの
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室戸延伸への取り組みについて。 

 このデュアル・モード・ビークルにつきましては、私は平成24年３月議会でも一般質問をさ

せていただきました。平成24年２月12日日曜日に、ＪＲ北海道が開発をした夢の列車、バスと

言われるデュアル・モード・ビークルの試験走行に牟岐駅から宍喰駅までは汽車で、宍喰駅か

ら室戸岬まではバス仕様で室戸岬を往復をするコースに試験乗車をさせていただきました。市

長さんもこの日はちょうど別のコースに試験乗車をするため宍喰駅に来ていたときに、私もち

ょうど一緒になったことでございました。そのとき、私が国土交通省の担当官に、夢の列車、

バスと言われるデュアル・モード・ビークルの実用化について尋ねると、汽車の問題、バスの

問題、汽車の機関士、バスの運転手、汽車の線路とバス路線の問題等々、クリアをしなければ

問題が多いので、まだまだ先のことであり、ここで実用化に向けての話はできないと言われて

おりました。しかし、平成25年２月７日の高知新聞の報道では、既に導入に向けた調査を徳島

県と高知県が共同で平成25年度に実施をすると言われ、既に実証運行は済んでおり、高知県

は、「室戸までの延伸」効果も期待をし、ＪＲ北海道の実用化のタイミングを見きわめつつ、

導入時期を探っていくと言われております。高知県の交通政策課は、平成25年度に高架、駅舎

等の改修費用の見積額が1,500万円であることから、高知県側が県と東洋町が150万円ずつの

300万円で、徳島県側が南部３町で1,200万円を負担する予定であると言われております。国土

交通省は、鉄道よりは低コストの運行が期待ができ、観光の新たな魅力として活用ができる、

また高知県の運輸担当官は、バスとして室戸まで延伸をし、東部観光の起爆剤にしたいととも

に、地域の公共交通のあり方とも絡めながら、導入に向けて検討すると公表をされております

が、室戸市には負担金拠出の要請はなかったか、お聞きをいたします。 

 また、ここで負担金を拠出して、ともに競合していかないと、バスとして室戸までの延伸は

難しいのではないか、あわせてお聞きをいたします。 

 また、今後、デュアル・モード・ビークルの実用化に向けて、室戸市としてどのように取り

組んでいくのか、お聞きをいたします。 

 ６番、高齢者生活支援対策について。中山間地域の生活支援や高齢者外出支援の実現への取

り組みについて。 

 高齢者生活支援対策につきましては、さきの12月議会でも一般質問をさせていただきまし

た。今回、その後の経過はどのようになったのか、もう一度お聞きをしたいと思います。 

 平成24年３月議会で、室戸市敬老年金が廃止をされるに当たり、ほかの市町村は既に廃止を

し、高知県では室戸市だけが支給をしていると説明があり、私は、胸も胃も心も痛む中、断腸

の思いで敬老年金の廃止に賛成をした一人でございます。そして、高齢者の方々が、唯一楽し

みにしていた敬老年金の支給が廃止をされました。平成24年３月31日現在の室戸市の人口は、

１万5,889人、そのうち高齢者生活支援対策の65歳以上の対象人口は6,091人で、高齢化率は

38.3％になっております。そして、敬老年金受給資格者の85歳以上のお年寄りは1,001人で、
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室戸市人口の6.3％になり、敬老年金は１人3,000円ですから、全体金額では300万3,000円の敬

老年金が廃止をされました。しかし、敬老年金を廃止をするかわりに、平成24年３月議会の答

弁では、中山間地域の高齢者外出支援サービスに185万円、買い物支援サービスに164万円で、

合計349万円予算計上をしていると答弁があった中、さきの12月議会の私の質問では、中山間

地域の高齢者生活支援サービスについては、当初から計画が十分ではないと説明がありまし

た。高齢者生活支援サービスという言葉だけで349万円もの巨額の予算を組んだにもかかわら

ず、何もしないで平成24年度は終わろうとしております。349万円の巨額の予算を組んだま

ま、高齢者生活支援対策に一円も使うことがなく、平成24年度が終わってしまうことは、支援

の手を待ち望んでいる高齢者の側に立って本当に考えてきたのか疑問であり、私は非常に残念

に思えてなりません。せっかく予算を組んでおきながら何もしない、こんな行政があってよい

のか、担当の保健介護課は１年間一体何をしてきたのか、市長さんは常々室戸市に住んでよか

った、室戸で生活をしてよかったと言われる行政をしていきたいと言っているではありません

か。市長さん、保健介護課長、考えてみてください。高齢者の方々の日常の生活状況は、私も

そうですが、目もかすんできてだんだん見えにくくなり、耳もどんどん遠くなり聞こえにくく

なってくる。体もあちらこちらにいろいろと痛いところができてくる。また、外出もままなら

ないため、外部への頼み話もできない。こんな状態のお年寄りを助けてやるために、室戸市は

高齢者生活支援対策予算349万円を組んでおきながら、何の援助の手も差し伸べてやらない室

戸市の行政は、本当にこれでよいのか、私はそう思って悲しくてなりません。市長さん、保健

介護課長、これらのことをどのように感じておりますか、まずこの点について市長並びに保健

介護課長の答弁を求めるものであります。 

 次に、保健介護課長は、12月議会の高齢者生活支援対策の質問で、羽根、吉良川、佐喜浜の

中山間４カ所の常会を訪ね意見を聞いた結果、バス１日１台で週１回の運行では使い勝手が悪

いので見直しをすると答弁をしておりますが、結論はどうなったのか、これに対する答弁を求

めるものであります。 

 高齢者生活支援対策は、室戸市だけの問題ではありません。この前、平成24年３月には、梼

原町の住民タクシーやこの１月にはいの町のデマンドタクシー、また２月には安芸市の商店街

が中山間地域へ出張販売をすると新聞に掲載をされておりました。また、テレビ報道では、郵

便局が日用品を配達する様子を放映をされておりますので、参考にする自治体はほかにもたく

さんあるはずでございます。この前、私が中山間地域へ訪問をすると、小椋さん、新聞を見た

かね。デマンドタクシーはええね。室戸もあったらええにねと話をされておりました。高齢者

生活支援の話は、１回常会に話が来ていたが、その後話が消えてしまって、今はどうなってい

るのかわかりませんという話を言われておりました。また、私が椎名方面へ行くと、椎名はス

ーパーがありませんので、高齢者の方々は、移動販売車が来ても、ここへ着くころには、きょ

うはもう何も買うおかずが全然残っていなかった、食事に困る等々の話をよく聞かされており
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ます。外出支援の必要な高齢者や買い物難民の方たちの意見も拾い上げてください。高齢者の

皆さんは、毎日困っているんです。のんびり検討しているうちに、高齢者が命の危機にさらさ

れてしまいます。１年は12カ月あります。そのうち４カ所の常会を何回訪問したのか知りませ

んが、せっかく高齢者生活支援対策に組んだ予算を、バスがだめなら、バスに限らないほかの

方法で高齢者生活支援対策は検討してきたのか、検討したのであれば、その検討内容はどのよ

うなものか、買い物支援サービスについてもどこまで提案が進んで、実施の方向が見えてきた

のか、新年度からは確実に執行ができるのか、保健介護課長に細かく説明を求めるものであり

ます。物事は、検討を尽くして万全と思われても、机上の策では不都合が生じることはよくあ

ることです。高齢者のためには、まず早く見切り発車でも何らかの打つ手があったのではない

か、取り組みながらよい方向を模索し、改善する方法もあったのではないか、せっかく組んだ

予算を１年間使わず、不用額として落としてしまうことは、高齢者を切り捨てているようで非

常に残念でなりません。室戸市の消防署によりますと、平成24年４月１日から平成25年２月

28日まで、つまりこの11カ月間の救急車の出動回数は764回、そのうち65歳以上の高齢者救急

搬送が377回、そして年金受給資格者の85歳以上の救急搬送が127回あり、またヘリコプターに

よる高知市内の病院への救急搬送は38回、また独居老人の孤独死もあったかもしれません。せ

っかく組まれた予算349万円の予算が、１万円でも10万円でも100万円でも使われて、温かい行

政の手が差し伸べられていたら、高齢者救急搬送の回数も減っていたかもしれません。また、

ヘリコプターによる高知市内の病院への救急搬送も減っていたかもしれません。これらのこと

を総合すると、平成24年度の349万円の予算が、一円も執行されなかったことは、前代未聞の

不祥事ではないかと思うところでございます。どうですか。 

 次に、平成25年度の高齢者生活支援対策は、270万3,000円が予算化をされております。１年

間じっくり検討をされたと思いますので、新年度の４月１日からどのような事業サービスで運

営をしていくのか、また昨年度よりも大幅な減額となった理由を細かく説明を求めるものであ

ります。 

 最後に、高齢者の方々は、年金は廃止をされ、平成24年度の予算は一円も執行されなかっ

た。また、平成25年度も予算は組まれているが、本当に高齢者生活支援対策予算は執行される

のか、また平成26年度からはどうなっていくのか、今非常に不安になっていると言われており

ます。市長さん、保健介護課長、市民に優しく、高齢者には温かい行政の手を差し伸べてほし

いものだと切に願ってやみません。 

 これで私の第１回目の質問は終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 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１点目の平成25年度一般会計予算の重要施策についてでございます。 

 大きく３つのことでまとめて申し上げますと、東日本大震災の状況や今後確実に来ると言わ
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れる南海地震のことを考えますと、まずは防災対策の推進事業が大変重要であると考えており

ます。現在、防災行政無線の設置を急いでいるところでございますが、津波避難タワー整備事

業や津波避難路整備事業、保育所の耐震補強改修事業、消防タンク車の購入事業、老朽住宅の

除却事業など、補正予算と当初予算を合わせまして４億8,823万9,000円を予算計上いたしてい

るところでございます。また、市民の生活・環境を守るまちづくり事業といたしましては、市

道整備事業や火葬場新設事業、移動通信用施設整備事業、飲料水供給施設整備補助事業など、

10億1,565万6,000円を計上しているところでございます。そして、産業振興等雇用を守る事業

といたしましては、羽根小規模工業用地開発事業やジオパーク拠点施設整備事業、レンタル畜

産施設整備補助事業、ふるさと雇用・緊急雇用事業など５億1,701万4,000円を計上をいたして

いるところでございます。前段で申し上げました事業を除きますと、平成25年度当初予算に組

まれております主な事業といたしましては、室戸小学校プール新設事業や西部学校給食センタ

ー整備事業、多子世帯保育料軽減事業、乳幼児等医療費助成事業、ねんりんピック開催補助事

業、地域おこし協力隊事業など、新規事業を計上をしております。継続事業とあわせまして、

住民のニーズを踏まえた効果的な市政運営となるよう取り組んでいるところでございます。 

 次に、２点目の防災対策についてでございます。 

 国の中央防災会議や県による新たな津波想定では、本市には最大で24メーター、到達時間

は、海岸部で３分という大変厳しい想定がなされているところでございますが、１つだけ申し

上げたいことは、全ての地域において24メーターの津波が来るということではない、地域ごと

にその高さが違うということだけは御理解をいただきたいというふうに存じます。ただ、また

議員さん御指摘のとおり、地震の発生予測確率も、徐々に高くなってきているところでござい

ますので、本市にとりまして、津波避難対策、揺れ対策は、最も重要な課題であると私も認識

をするところでございます。本市における津波から逃げる対策といたしましては、これまでに

も申し上げてきましたように、平野部が少なく、背後にすぐに山が迫っている本市の地形的条

件から、最寄りの高台への避難が最も有効であると考えております。現在、それらの避難路整

備を急ぎ進めているところであります。避難タワーは、その高さに限界があるため、一旦避難

するとそれ以上高いところに避難することができないなどの問題もございます。このことか

ら、本市のように、近くに山がある場合は、できるだけ高台、山に避難することで、いざとい

うときには、さらに高い場所に逃げるということも可能となりますので、専門家の方々の御意

見をお伺いをした場合にも、そうした避難路の整備が有効であるというような御意見もいただ

いているところでございます。しかしながら、避難場所までの距離が遠いなど、地理的条件に

より、避難対策が十分でないと考えられる地域につきましては、昨年度に行いました住民ワー

クショップでの御意見等も踏まえ、津波避難タワーの建設を計画をしているところでございま

す。現在、室津地区と羽根地区において２カ所予定し、関係予算を計上させていただいている

ところでございます。避難タワーの概要等につきましては、総務課長のほうから答弁をいたさ
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せます。 

 次に、室戸中学校の屋上への津波避難タワーの増設についてでございます。 

 室戸中学校の校舎につきましては、平成18年から19年度にかけて新設をした、新築したもの

でございます。室戸中学校のある場所は、御案内のように、海抜約６メーターであり、立地図

面では、校舎屋上までの高さが約12メーターですので、屋上で約18メーターの高さになるとこ

ろであります。 

 一方、昨年12月に県が示しました津波浸水予想によりますと、室戸中学校周辺の最大浸水深

は５メートルから10メーターということが想定をされております。また、津波到達予測時間

は、20分から30分程度と言われております。先ほども申し上げましたように、本市におきまし

て、その地形的条件から、最寄りの山などへの避難が最も有効であると考えられますので、各

地において避難路の整備を進めているところでございます。当地区におきましても、市の工事

によりまして、サンシャイン浮津裏の避難路のほか、近くで自主防災組織による津波避難路の

整備も進められているところでございます。学校や周辺地域の方々には、津波が来る前に素早

く高台へ逃げるための避難訓練が大切であることから、こうした避難路への訓練を繰り返し実

施していただくようお願いもしているところであります。校舎の高さに対する不安や屋上への

タワー増設の要望が強いということでありますので、室戸中学校の屋上にさらに構造物を設置

することが耐震性や荷重計算上可能なのかどうかというような点につきましても調査をし、専

門家の御意見も踏まえる中で検討していきたいと考えております。 

 次に、３点目の職員の資質向上についてでございます。 

 まず、本市における市外からの通勤職員は、現時点で19名であります。職員全体の約８％と

なっております。それぞれ結婚や配偶者の仕事など、家庭の事情があるようでございますが、

その傾向は少しずつ増加をしているところでございます。地方公共団体の職員は、災害等の発

生時には、直ちに災害対策本部や所定の支隊などに参集をし、避難場所の開設や情報収集、応

急、復旧などに当たらなければならず、市内に居住することが最も望ましいと考えておりま

す。また、人口の流出や過疎化が進む中、地域社会の一員として、伝統文化の継承や自治会活

動など、地域の担い手となっていただくことも期待をされているところであります。さらに、

長引く経済不況や人口減により、市税収入や地方交付税も減少するなど、大変厳しい財政状況

にある中、財政面への影響もあることは御案内のとおりでございます。こうしたこともあわせ

まして、職員には地域の歴史や文化を知ることや危機管理についての認識を深め、市内に居住

していただくことについて理解と協力を求めているところでございます。 

 また、職員の資質向上、研修の充実についてでございますが、少ない職員でより効率的な行

政運営を進めていくためには、職員一人一人の資質向上が何よりも大切でございます。そのた

めには、職員研修の充実強化が必要であり、各種の職員研修に取り組んでいるところでござい

ます。その一部を申し上げますと、庁内研修の主なものとしましては、外部講師による講師派



－57－ 

遣研修、新採職員宿泊研修、課長宿泊研修、新採用から採用３年目までの職員に対する職場内

講師研修等を実施しており、職場内講師研修においては、防災に関する研修や救命講習を取り

入れているところでございます。また、こうち人づくり広域連合で開催をされております研修

につきましても参加をさせておりまして、階層別研修として、新採用、採用３年目、５年目、

10年目、新任班長、課長補佐、課長研修などがございまして、それにも参加をさせておりま

す。そのほか、能力向上開発研修及び研修機関への派遣研修等を積極的に行っているところで

ございます。 

 また、災害時等を想定した職員の参集体制につきましては、とにかくまずは参集情報の伝達

が重要でありますので、通常の電話連絡に加え、Ｊ－ＡＬＥＲＴと呼ばれる全国瞬時警報シス

テムや職員参集メールシステムなど複数の手段が利用できる体制をとっているところでござい

ます。職員の参集訓練につきましては、日曜日などの休日に、道路や橋の被災を想定して、自

動車を使わない参集訓練を実施し、災害対策本部や各支隊への配備、避難場所の開設、情報伝

達などの初動訓練を行っているところでございます。今後もこうした訓練をさらに充実強化を

させ、危機管理体制の確保に努めていかなければならないと考えております。 

 次に、４点目のふるさと納税対策についてでございます。 

 ふるさと納税につきましては、制度の開始以来、室戸市にもたくさんの方々から御寄附をい

ただいております。御寄附をいただいたものを、室戸ジオパーク事業や伝統芸能の支援などに

大切に使わせていただいているところでございます。今後におきましても、室戸市を思う皆様

方の志を大切にするとともに、贈答品を通じて室戸の魅力や特産品のＰＲなど、ふるさと納税

対策の拡充を図ってまいります。 

 次に、５点目のデュアル・モード・ビークルの室戸延伸への取り組みについてでございま

す。 

 ＧＭＶとは、平成16年にＪＲ北海道が開発に成功し、平成19年より実用化に向けた試験運行

を行っている道路とレールの両方を走行可能な新しい形態の交通機関であります。昨年２月に

実証運行が開催をされ、牟岐駅から東洋町までの間、私も試乗させていただきましたが、交通

の利便性より、むしろ観光面へのメリットが大きいのではないかと感じたところでございま

す。また、平成25年度に県が徳島県などと実施する導入調査につきましての負担金拠出要請に

つきましては、要請はあっておりませんけれども、今後におきましても、県の動向に注目を

し、関係機関などとも連携をしながら、積極的な情報収集を行い、その可能性を求めてまいり

ます。 

 次に、６点目の高齢者生活についてでございます。 

 まず、申し上げたいのは、敬老年金というものは、御案内のように、廃止はされましたが、

平成24年から敬老祝い金という形で支給されていることは御理解をいただきたいと存じます。 

 そうした中、高齢者福祉サービスの重要性は、我々も認識をするところでございまして、取
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り組んできた中に、高齢者の外出支援サービスというものがあるということでございます。こ

のサービスにつきましては、平成24年度実施に向け、検討をしてきたところでありますが、地

域を限定していることやバス１台での運行では効果的でないなどの御意見があり、他の市町村

の事例も踏まえた中で、再検討が必要となったところでございます。そうした検討を行ってき

たということでございます。現在、担当課におきまして、中山間高齢者生活支援事業対策委員

会を設置をし、協議をしているところでございます。その中で、外出支援サービスにつきまし

ては、４月よりタクシー利用助成事業の実施を予定をいたしております。また、買い物支援サ

ービスにつきましても、商工会や地元業者の方々の協力をいただく方向で、早い段階での実施

に努めているところでございますので、御理解いただきますようにお願いを申し上げます。 

 私からは以上でございますが、２点目の防災対策について、４点目のふるさと納税対策につ

いて、６点目の高齢者生活支援については、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。 

○副議長（米澤善吾君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 大きな４点目のふるさと納税対策について、市長答弁を補足をさせ

ていただきます。 

 このことにつきましては、各所管課長の取り組み姿勢をということでございますが、私のほ

うからまとめてお答えをさせていただきます。 

 平成20年度にふるさと納税制度が始まって以来、室戸市に貢献したい、室戸市を応援したい

という方々の御協力によりまして、ことし２月末現在で、延べ183名の方々から826万9,000円

の御寄附をいただいております。いただきました御寄附は、これまで室戸ジオパーク事業や鯨

舟唄、佐喜浜にわかの取り組みに対する経費などに大切に使わせていただいているところでご

ざいます。ふるさと応援寄附金の周知の方法といたしましては、室戸市ホームページ上での広

報に加え、関東室戸会、関西室戸会、各種イベントの会場などでＰＲを行ってまいりました。

また、寄附者に対する贈呈品は、現在、キラメッセ室戸などから西山金時芋や小夏などの季節

の農作物や海洋深層水商品など、室戸市の特産品を贈呈しておりますが、他の市町村の状況を

参考にするとともに、室戸の地場産品の宣伝や室戸の魅力を発信する贈呈品とすることなどに

ついて、さらに工夫し、充実を図ってまいります。今後におきましては、室戸ジオパークホー

ムページ上で広報を行うことや、継続した寄附の依頼、各種産業団体への協力依頼など、より

積極的な取り組みを行っていきたいと考えております。以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 小椋議員さんに大きな２点目の防災対策につきまして私のほうか

ら市長答弁を補足させていただきます。 

 津波避難タワーの概要についてでございます。 

 現在、本市が計画をしております津波避難タワーにつきましては、先ほど市長が御答弁申し
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上げましたように、室津地区の旧市川病院跡と羽根町の戎町周辺の２基でございまして、関連

予算を本定例会に上程をさせていただいておるところでございます。計画しておりますタワー

のまず高さにつきましてですが、室津地区の場合、県の津波浸水予想におきまして５メートル

から10メートルの浸水が想定されておりますので、これからしますと少なくとも10メートル以

上の高さが必要ではないかと考えております。また、羽根町の戎町周辺につきましても、浸水

予想では高いところで５メートルから10メートル、計画をしております国道55号近辺では３メ

ートルから５メートル浸水が予想されておりますので、これもおおむね10メートルクラスのタ

ワーが必要ではないかというふうに考えております。この高さでございますが、イメージとい

たしましては、先ほど御質問にもございましたように、お隣の奈半利町の国道沿いにタワー建

設されておりますが、お聞きをいたしますと、あれで地盤から10.5メートルというふうにお聞

きしておりますので、高さのイメージとしては大体あの程度のものになろうかというふうに考

えております。 

 それから、タワーの構造につきましてですが、タワーの構造につきましては、現在、鉄骨式

や鉄筋コンクリート製あるいは壁などの構造物に囲われた建物形式などさまざまなタイプのも

のが提案されております。その中で、津波に対する強度や耐久性、それから塩害、もちろん建

設費用などを考えますと、今のところ鉄筋コンクリート製のものを中心に検討していきたいと

考えておりますが、これらにつきましては、地形などの地域の特徴を踏まえながら、専門家の

アドバイスもいただいて決めていきたいと考えております。 

 次に、収容人数につきましてですが、これにつきましては、おおむね１平方メートル当たり

１人というふうに言われておりますけれども、先ほどの奈半利町の例でございますと、100平

方メートルであるとお聞きしております。これに対して収容人数は150人と奈半利町ではお聞

きしておりますので、大体基準としては１平方メートル１人ということですが、詰めればとい

うか、収容人数としては1.5倍程度は可能というふうに言われておるようでございます。た

だ、やはり建てる土地の面積にも一定の制約を受けることとなりますので、当該地域の避難対

象者数を基礎として、今回の場所ですとおおむね150平方メートルから200平方メートルの間

で、程度のもので検討をしていきたいと考えております。 

 次に、装備や資機材等についてでありますが、まず地震発生時に予想される停電のことを考

えますと、避難タワーにはやはりソーラー式の照明が必要ではないかというふうに考えており

ます。それから、必要に応じて、雨や日よけのためのテントを張れるような構造にしておくこ

とが望ましいと考えております。さらに、防寒対策用品や機材等を保管できる簡易な倉庫ある

いは後に簡易トイレなどが増設をできるような構造にしておくというふうなことが望ましいの

ではないかということなどにつきまして検討を行っておりまして、今後地域の皆さんとも協議

しながら、可能なものは設計に反映させていきたいと考えております。以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 日垣保健介護課長。 
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○保健介護課長（日垣龍二君） 小椋議員さんに大きな６点目の高齢者生活支援について、市

長答弁を補足させていただきます。 

 中山間高齢者の支援については、再検討の必要があるとのことから見直しを行ってまいりま

した。平成24年度の実施につきましては、12月議会で御説明をしたところでありますが、実施

に至らずまことに申しわけなく思っております。これまで外出支援サービスにつきましては、

中山間高齢者生活支援事業対策委員会において、タクシー助成の方法を検討してきたところで

ございます。その中で、対象地域をバス路線より１キロメートル以上離れた地域とし、また対

象者を満75歳以上の独居もしくは高齢者のみの世帯、運転免許証を返納している65歳以上の高

齢者とするなど、詳細について協議していただき、対象者数として237名を一定見込んでお

り、平成25年度当初予算に高齢者外出支援事業費補助金として172万8,000円を計上しておりま

す。また、買い物支援サービスにつきましては、商品の配達による支援がよいという方向性を

いただきましたので、２月に室戸市商工会理事会において、協力のお願いをいたしましたとこ

ろ、地域の事業者の代表による委員会を立ち上げ、事業の実施に向け取り組んでいただけると

のことになっております。現在、その委員会と商品配送等の方法について具体的な協議をして

おり、議員さん御提案のとおり、県内の先進地視察も必要と考えております。平成25年度当初

予算に、高齢者生活買い物支援サービス事業費委託料などとして305万1,000円を計上し、中山

間高齢者支援対策といたしましては、合計477万9,000円を計上しております。 

 なお、これらの事業につきましては、実施をしていく中で問題点が出てくる可能性があるこ

とは認識をしております。そうした場合には、中山間高齢者生活支援事業対策委員会に報告を

し、協議をしていただきながら、よりよい支援となるよう改善に努めてまいります。 

○副議長（米澤善吾君） 小椋利廣君の２回目の質問を許可いたします。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。２回目の質問を行います。 

 まず、１番目の市長の政治姿勢についてのところで、平成25年度の一般会計予算の最重要政

策予算はというところの中で、国の平成24年度の大型補正予算というところも加味いたしまし

て、これ２月26日に国の大型補正予算13兆円余りがもう予算化をされたということで、今室戸

市の、うちの平成24年度の一般会計の補正予算が２億7,906万8,000円と。それから、累計で

119億591万4,000円という平成24年度の予算になっておりますけれども、この国のほうでは、

国土交通省四国地方整備局は、はや既にもう高知県には546億円を回すというふうに新聞紙上

にも載っちゅうわけやけんど、これらについてどこまでが室戸市としても対応ができていける

か、細かい数字は別にしても、恐らくこれ大きくまだまだついてくると思いますので、その付

近、今の体制がどこまで、例えば基金を取り崩して対応せないかんかとかあると思いますが、

どういうふうなお考えをお持ちか、その辺をお聞きをしたいと思います。 

 それから、防災対策についてでありますけれども、先ほど室戸中学校の屋上は、約18メート

ルであるという私と同じようなお答えをいただいたところでございますけれども、中学校の屋
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上には、避難棟を検討はするというふうにお答えをいただいたところですが、ぜひともこの件

は検討よろしくお願いをしたいと思うところでございます。 

 それから、４番目のふるさと納税につきましては、全国からふるさと納税を募るということ

についてはよね、室戸市外からの外貨獲得に大きく貢献ができていける方法やないかというふ

うに私は考えちゅうわけやけんど、この辺、インターネットをどういうふうに活用していくの

か、取り組みを今後検討していただいて、ふるさと納税が全国から集まる方法を検討をお願い

したいというふうに思います。 

 それから、この５番目のデュアル・モード・ビークル、汽車とバスについてでございますけ

れども、これはもうはや既に国土交通省のほうでは……。 

○副議長（米澤善吾君） 小椋議員、残り４分となっております。 

○４番（小椋利廣君）（続） ４分。国土交通省のほうでは、25年２月６日に国土交通省のほ

うでもう既に検討会議を立ち上げて検討しておりますので、これらについては高知県も徳島県

も青森県とか熊本県とかここらあたりも参加をして導入に取り組んでいく姿勢でもう検討を始

めちゅうわけですね。それで、国土交通省としては、平成25年度末を最終の取りまとめとして

取り組んでいくというふうに言われておりますので、我が室戸市もこのことについて早目に手

を打ってやはり取り組んでいかんと乗りおくれてしまうんじゃないかというふうに考えており

ますので、もう一度その取り組み姿勢についてお聞きをしたいと思います。 

 それから、６番目の高齢者生活支援についてでありますけれども、外出支援についてはタク

シーを利用するというふうに答弁がありましたけれども、それと買い物支援は商工会や地元の

商店からの発送をお願いをするということですけれども、この外出支援のタクシーというの

は、これはもう既に吾川郡の仁淀川町では、初乗り運賃の530円を助成をすると。それで、本

人の申請を受け付けて、１人当たり年間最大12枚を交付をするというふうにもうこの新聞記事

に載っちゅうわけですね。ほんで、もう仁淀川町ははや既にもう議会終わっちゅうわけです

わ。それで、これらについてタクシーは外出支援、タクシーを利用するとは言よるけんど、ど

こまでどのように対応していくのか、その付近を細かく答弁をお願いをしたいと思います。仁

淀川町は、はや既にもうここでは890万円の予算を計上しちゅうということになっております

ので、ほんでことし、平成24年度で349万円の高齢者生活支援対策費が全然使われてないが、

これらは後ほどどのように対応していくのか、例えば後々補正で対応するのか、ことし全然使

うてないやん。後々補正で対応するのか、その付近も答弁をお願いをいたします。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 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させていただきます。 

 まず、１点目の国の大型補正予算への対応ということでございますが、当市としては、その

ことにつきましては、３月補正予算で対応をさせていただいているということでございます。



－62－ 

３月補正予算の中にどんなものがあるかといいますと、先ほども申し上げておりますけれど

も、防災対策の推進といたしまして２億2,339万6,000円、それから市民の生活、環境を守るま

ちづくりとしては１億3,003万円、それからその他として１億3,641万円ということで、補正予

算でそのことを組み入れているということですが、前段で申し上げました防災対策の推進とい

うのは、３月補正とそれから当初予算と合わせたもんで私は答えているということですから、

御理解をいただきたいというふうに存じます。当然、国のそうした経済対策に係る予算につき

ましては、市としても積極的にそれらを導入をする、財源をしっかり国の財源、県の財源を確

保して、市の持ち出し、市の予算を持ち出しを少なくして、いろんな市民の要望を満たすため

の施策を実施をしていくという、そういう姿勢で取り組んでいるところでございます。 

 それから、２点目の室戸中学校の屋上への構造物の問題でありますが、前段でお答えをいた

しておりますように、その耐震性の問題で、その上に構造物をつくることが可能であるのかど

うなのか、またその重量が今の構造物にその上へ乗せたときに耐えられるのかというようなこ

とがございますので、当然、調査を行って、専門家の御意見もお伺いする中で、オーケーだ

と、できるというようなことになれば、当然、積極的に構造物を検討していきたいということ

でございますが、その調査結果によってはそうでない場合もできますので、その点については

御理解もいただきたいということでございます。 

 それから、もう一点、次に、デュアル・モード・ビークル、ＤＭＶの問題でございますが、

当然私どもとしましても、しっかりこの情報を捉えて、当市の利益につながるという考えのも

とに絶対に取り組んでいく課題であるというふうに感じております。ですから、絶対に乗りお

くれてはならない、先に手を打つ場合には手を打たないといけない、そういう思いはしっかり

持って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。 

 それから、高齢者の福祉サービスでございますが、外出支援サービスと買い物支援サービス

をしっかり充実をさせていきたい、何とか取り組んでいきたいという中で、議員さん御指摘の

ように、よその市町村でもやっている事例があることは承知をしております。仁淀川町でタク

シーの初乗りの部分を行政が見るんだというようなことをやっているということも承知をして

おりますが、私どもとしても、そのタクシー利用という形で、何とか高齢者の外出支援をして

いこうという思いでございます。全体としては、僕は仁淀川町に負けない額、福祉サービスに

なるように持っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。以上で

す。 

○副議長（米澤善吾君） 日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 外出支援サービスにつきましては、先ほど対象者等は御説明をいたしましたが、その対象者

に申請をしていただき、その地域から最寄りのバス停までのタクシー料金の２分の１をチケッ

トとして助成するということで、月に２往復分を考えております。 
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 それと、平成24年度の349万円につきましては、不用額としてこの議会に出させてもらって

おります。それと、25年度の予算につきましては、当然、利用者の頻度とか状況によりまし

て、補正が必要となれば補正対応もさせていただきたいと考えております。以上です。 

○副議長（米澤善吾君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 御苦労さまです。 

 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。自民クラブの一員としまして、３月定例議会において一

般質問を行います。 

 まず、質問に先立ちまして、今春退職されます職員の皆様方には、長い間の公務員生活お疲

れさまでした。退職後も市職員時代の経験を生かされまして、これからの室戸市政に御協力を

お願いしたいと思います。本当にお疲れさんでございました。 

 さて、国のほうも、民主党政権から自民党政権へと移行しまして、日本の政治経済あるいは

その他の分野においても国民から好意的な方向へと移行されつつあります。大型補正予算によ

る地域経済活性化に大きな期待をするものであり、地方の活性化に向けた取り組みを室戸市と

しても見逃すことなく取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、質問事項に入ります。 

 まず、市長の政治姿勢についての中で、１、職員との意思の疎通についてお伺いをいたしま

す。 

 室戸市政運営におきましては、小松市政となって以来、堅実な市政運営と室戸市が長年課題

としてきた諸問題の根本的な改革に対しては積極的に取り組まれ、成果を果たしてきたと思い

ます。その中で、多くの行政事業をこなしていくには、各担当職員の資質及び行政能力の向上

は欠かせないものであろうと思います。大きな行政組織の中の大勢の職員の能力を最大限に引

き出し、市民サービスに努めなくてはならないのは当然であります。組織は人なりと言われま

すから、まさに人材育成の大切さが求められているのだと思います。市長から各管理職に、管

理職から職員へと行政課題が伝達され、また市民と接触する多い機会の職員からの提案を市政

に反映していくためにはどうすればいいのかということになろうかと思います。職員との意思

の疎通について、退職職員あるいは現職職員から多くの情報が入ってきますけれども、私の取

り越し苦労であればいいですが、意思の疎通についてが気にかかります。大事な市民との相互

的な関係で行政運営は成り立つわけですから、職員の中に諦めあるいはやる気のなさが生じて

くると、室戸市政の大きな損失でありますから、スムーズな意思疎通は非常に大切なものであ

ります。そういったことが実際に起こるとすればあるいは起きているとすれば、大変だと心配

するところですから、市長にお伺いいたします。 

 質問事項です。 

 職員との間の意思疎通及びコミュニケーションの醸成について、市長の取り組み方をお伺い
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いたします。 

 次に、農林行政全般についてであります。 

 まず、農産品の産地化への取り組みについて質問させていただきます。 

 この問題につきましては、何度も質問をさせていただいておりますが、何度言っても理解し

てもらえないばかりか、検討しますの答弁から一向に進展したことがありません。確かに農政

に対する補助事業は存在しておりますが、既存の農家、農業者に対する補助事業ではなくて、

新しく農業参入を促すあるいは産地化を目指した総合的な取り組みを行政主導で喚起するとい

う姿勢を持っていただきたいということであります。県内各地あるいは日本全国で、行政主導

の特産品化に向けた動きがあまたあります。最初は小さなことからでも、時間をかけて産地化

形成を行っていくという地道な行政能力が継続した力を発揮するような、また発揮できるよう

な取り組みができないから、室戸市に本当の農業行政が存在しないのではないかと指摘をさせ

ていただいたところであります。高齢化が進む中山間地域の元気な姿を取り戻すには、農業振

興しか方策はありません。高知県が中山間地域の活性化に乗り出した今こそ、新たな室戸市の

農政のスタート元年として取り組むべきではないでしょうか。 

 そこで、質問事項に入ります。 

 何度も何度も質問しますが、答弁がその場限りで、実際に動こうとしないという部分に対し

て、何か原因があろうかと思います。取り組めない問題点は何か、お伺いをいたします。 

 次に、産地化に向けて情報収集と市場動向調査も含めた専従職員、これは正職員でなくても

いいですが、専従職員を配置して、農業振興を図っていく気持ちはないのか、お伺いをいたし

ます。 

 ２番目としまして、薬用植物の産地化への取り組みについて。 

 中山間地域の活性化として、この薬用植物の生産に向けて、企画財政課の積極的な取り組み

によって、羽根、吉良川地区で半年以上の検討を重ねてきました。大手製薬会社の担当員も現

地に来ていただいて、説明も受け、またその製薬会社と幅広く契約栽培を行う越知町の農業法

人の方々も幾度となく足を運んでいただき、羽根町あるいは吉良川町で産地化に向けた前向き

な姿勢も見せていただきました。しかしながら、一部産品を除き大きな動きとならなかったの

は、生産に参加しようと方々が幾ばくかの不安を感じていたこともあるでしょうが、その不安

解消に向けた室戸市の前向きな協力姿勢がある意味感じられなかったのではないか、そういう

ことも一因ではなかろうかと思います。非常に積極的に素地をつくってくれた企画財政課と農

林水産課の意思疎通が十分に醸成されていないのではないかとも思います。１次産業の中で

も、特に再生可能なのが農業であります。先ほどの質問でもいたしましたが、中・長期的な対

策として、他市で取り組んでいる農業公社のような組織づくりあるいは専従職員の配置は、農

業振興に必要不可欠な要素であるとも思います。積極的な取り組みをお願いすることとして質

問いたします。 
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 まず１点目、羽根、吉良川地区において、中山間対策で取り組もうとしているが、実際とし

て大きな動きにならないのはどうしてだろうかと、どのような理由があると推察するのか、お

伺いをいたします。 

 次、大きな動きとならない原因には、行政側の熱意が生産者に伝わってないことも考えられ

ないかということであります。 

 ３番目としまして、医薬品メーカーとの契約栽培は、大きなメリットを室戸市にもたらすと

思いますが、課長及び担当職員はどう考えられるのか、お伺いします。 

 次に、林産材増産に対する室戸市の対応についてお伺いをいたします。 

 本年度より大豊町に岡山県の大手業者が製材工場を稼働させます。また、高知市と幡多地域

に林産材を使用するバイオマス発電事業がスタートいたします。高知市に設立のバイオマス発

電事業は、出光興産、土佐電気鉄道、高知県森林組合連合会３社による合同出資会社で、

2015年がスタートであります。こうしたことから、昨年度、早い時期から高知県の木材増産に

向けての動きが加速をされております。大豊製材の稼働、バイオマス発電事業の稼働は、全国

のモデルとなる取り組みでもあり、尾﨑高知県知事も積極的な支援策を講じていることは新聞

紙上で御存じであると思います。この動きには、県内各地の木材事業者が、木材搬出の従来計

画の策定から実質的な増産取り組み策にシフト、計画変更をしております。室戸市は、県内屈

指の森林を所有する地域でありますので、こうした取り組みに乗りおくれないような体制を整

える必要性があります。こうした動きが加速し、木材流通が活性化すれば、その波及効果は当

然室戸市にも及んできます。 

 質問事項として、具体的にどうというわけではないですけれども、室戸市の林業、林政担当

者が、高知県のこうした動きをどう捉え、今後どのような対策を検討していかなければならな

いのか、御見識を伺いたいと思います。 

 質問事項です。 

 室戸市において、県産材増産体制がスタートすることによって、どのような波及効果が急降

下、好影響が室戸市にあると考えるのか、お伺いをいたします。 

 木材搬出がふえるということは、今までの搬出間伐事業プラス皆伐の事業もふえてくると予

想されます。その後の対策としてどのような手を打たなくてはならないのか、お伺いをいたし

ます。 

 次、３番、雇用政策についてお伺いをいたします。 

 １、緊急雇用の問題点とその対応についてであります。 

 室戸市に望まれることは、雇用の場の確保であります。少子・高齢化による人口減少は、室

戸市の存在そのものを失わしめる大きな問題点であります。市内中学生の市外流出は、歯どめ

のきかない状態となり、将来の室戸市を背負う青少年の減少は危機的なものであろうとも思い

ます。過去の質問におきまして、雇用対策に対する室戸市の答弁は、ふるさと雇用制度あるい



－66－ 

は緊急雇用制度において多数の雇用が発生しておりますという答弁であります。しかし、よく

考えていただきたいと思います。ふるさと雇用制度を活用はしたけれども、３年間の助成から

県による追加助成へと制度がかわり、その助成額も減額をされながら、26年度には終了予定で

あります。室戸市において、ふるさと雇用制度を利用しながら、原則雇用という方向性である

にもかかわらず、実際に雇用につながったのは制度利用者のわずか20％足らず、２人、３人の

わずかな人員であります。また、緊急雇用対策事業においては、原則１年間の雇用計画、雇用

期間で、継続して雇用するということはできません。緊急雇用された方々の心情を察してみま

すと、緊急雇用事業の対象となった時点では、１年間は収入が保証されたとして、家族で笑顔

も広がり、明るい雰囲気になったことだろうとも思います。しかしながら、半年が過ぎ、１年

が近づいてくると、あと少しすればまた仕事がなくなる。収入がなくなるということで家族の

雰囲気も暗く寂しいものになろうかと思います。各事業所等に緊急雇用されても、わずか１年

では技術を習得することも難しく、結局事業終了と一緒に悪く言えば使い捨てということにな

ります。本来、雇用のための補助は、正規雇用につながって初めてその存在というものが評価

されるものだと思います。室戸市にとって雇用の場の確保は、相当の覚悟で、相当の費用を費

やしてでも取り組んでいかなければならない重要課題だと思います。 

 質問事項に入ります。 

 緊急雇用対策対象者に、事業終了後、雇用事業主と協議し、行政側がある一定期間給与の一

部を助成するなどして継続雇用ができる制度設計ができないか、お伺いをいたします。 

 ２つ目として、人口減少対策、少子・高齢化対策、雇用対策は３点セットで取り組むことが

大事で、その取り組みに室戸市の対応は十分でないような気がします。何らかの思い切った対

策を打つことが必要だと考えるが、市長の御答弁をお願いいたします。 

 ４番目、国・県への室戸市の要望事項について。 

 １、要望書提出後の取り組みについてお伺いをいたします。 

 室戸市も今後の震災対応も含めた地域の安全あるいは生活基盤の充実といった面で多くの重

要課題があり、それぞれに国・県に対して室戸市の重要課題として要望書を提出されておりま

す。議長、市長ともども、適宜において要望の実現に向けて取り組まれているとは思います

が、高知県土木部、四国地方整備局に提出したそれぞれ５項目あるいは６項目について、個別

に進展ぐあいをお聞きいたします。 

 まず、高知県土木部に提出の６項目について、それぞれ個別の感触と今後の見通しについて

お伺いをいたします。 

 次に、四国地方整備局提出の要望５項目についても同様にお伺いいたします。 

 次に、それぞれの要望事項とともに、追加として、地震、津波対策も優先条件として入れる

のであれば、今までの要望項目の見直しあるいは実現まで長期の見通しが立たないような要望

項目の代替えとして、震災時、命の道を確保する方策を優先すべきだと思われますが、その命
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の道となるべき対策について室戸市のほうは具体案はお持ちになられているのかどうか、お伺

いをいたします。 

 続きまして、５番、室戸高校志願者増への対応についてであります。 

 室戸高校進学希望者の現状と対応について。 

 今春の室戸高校進学希望者は、定員にはるかに及ばないわずか四十数名と聞きますけれど

も、これは大変憂慮すべきことであろうかと思います。室戸高校に地元中学生が進学してくれ

ないという現状は、当然何らかの理由があるわけで、その対応には市長以下、行政職員あるい

は教育委員会が先頭に立って問題解決に取り組むかあるいは困った困ったと言って過ごすの

か、力量が試される試練の時期だと思います。生徒数確保の具体的な動きを加速しなければな

らないことは、十分に理解をされているはずであろうかと思います。このままいきますと、室

戸市は高齢者だけの町となり、室戸市沈没の最大の要因となろうかと思います。果たして室戸

市教育委員会は、この問題に積極的に取り組んできたのかあるいは問題先送りしてきたのでは

ないかと気にかかるところであります。こういった現状を何とかしようということで、室戸高

校に少しでも活気をということで、室戸高校に女子の硬式野球部をつくり、室戸市内、高知県

内あるいは中国、四国から将来の野球少女を集めようという動きであります。私もスカウト活

動に協力させていただいて、広島県、島根県等数回足を運んでまいりました。その結果、本年

度受験者に４名の女子野球部希望者がいると聞いております。25年度は同好会としてスタート

し、正式な女子野球部としては26年度からということになりますけれども、26年度に野球部創

設がかなうと、公立高校では全国初、また私立高校も含めて女子野球部の創設は、中国、四国

では初となります。議会開会日に市長からも協力は惜しまないとのありがたいお言葉もいただ

いておりますので、こういった動きが室戸高校存続に向けた序章になればとの思いは非常に強

くあります。官民挙げた取り組みで、室戸高校の活性化に取り組んでいきたいと思いますの

で、議会を含めた御協力をぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 質問事項に入ります。 

 本年度の室戸市内各中学校からの室戸高校への進学者数、進学率について、各学校ごとにお

願いをいたします。 

 それから、中学生の市外高校へ流出の大きな理由は何か、何点かあろうかと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

 それから、室戸市教育委員会として、市内中学生の卒業者の市外流出が多くなってきた時

点、定員割れが生じてきた時点で危機感を持ち、それぞれの問題点も教育委員会内部で教育委

員ともども検討されたと思います。教育委員による検討された回数、議事録の内容、議事等に

ついてお伺いをいたします。 

 それから、そういった検討委員会が教育委員会による検討の結果、高知県教育委員会へも伝

達されたと思いますが、その回数と中身についてお伺いをいたします。 
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 早急に対応しないと大変なことになりますが、不誠実な対応で済ますと室戸市の存続、本来

なら室戸市内の将来を担う人材を育む責務のある教育行政が、責任放棄と言われても仕方がな

いという状況になります。人口減対策、少子化対策の基本が、教育委員会、市内小・中学校、

室戸高校に託されていると思いますが、どう考えるのでしょうか、お伺いいたします。 

 それともう一つ最後に、県の今後の高校再編計画に向けて、どのような対策を打っていくの

か、お伺いをいたします。 

 ６番目、地籍調査事業について。 

 地籍調査事業の進捗と調査面積加速に向けた対応についてであります。 

 現在、室戸市の地籍事業は、市街地、山間地と両面で調査事業を行っておりますが、その進

捗率は牛歩のごとく遅いものであります。山間地におきましては、３カ年で認証ということ

で、現在地籍簿及び簿冊が公告をされておりますので、これらが加算されてくると、室戸市の

進捗率も飛躍的に伸びてくると思います。しかしながら、市街地と違って山間地の境界画定、

地籍事業は、想像をはるかに超える人的苦労と物理的苦労が重なって大変な状況であります。

遅くなれば遅くなるほど境界画定が難しくなるということであります。現在の室戸市の山林地

籍事業は、全国に先駆けて取り組んだ地籍事業であり、県内各地から事業についての視察が来

ている状況であります。事業のノウハウについては、他に指導もできるレベルであるというこ

とから、単年度単位の事業地の拡大に取り組むいい機会でもあると思います。現在の地籍調査

事業地は、室戸市の最深部の山間地から行っていますが、海岸線が近づくにつれ、所有者及び

筆数が多くなり、非常に困難な境界画定作業となることが容易に想像できます。御高齢となら

れている山林所有者への早期の働きかけは、猶予のない状況であると御認識をいただきたいと

思います。 

 質問事項としまして、室戸市として少しでも早く室戸市の財産確定のために進捗率及び調査

面積の拡大に努める必要があると考えます。そのために国土交通省、高知県用地対策課に事業

拡大の要望をする必要があると考えますが、どう対応するのか、お伺いをいたします。 

 それと次に、調査確定後の成果品の取り扱いについてはどのように対応しているのか、お伺

いいたします。 

 次、７番目、市道、林道の現状について。市道、林道の存在意識と意義と効果について。 

 室戸市の山間地に延びる市道、林道については、それぞれに役割分担をされ、それぞれの存

在意識と存在効果があると思います。現状を見てみると、十分に整備、維持管理ができていな

いのが現状でありますので、何点か御答弁をお願いしたいと思います。 

 建設課、農林水産課長にお伺いします。 

 これらが本当に住民の生活道としての市道管理あるいは室戸市の林業政策の基本道としての

林道管理について十分な認識がされているのか、見識を伺いたいと思います。 

 次に、市道については、生活道としてその機能は安全性を優先することが基本と感じます
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が、現状が十分ではありませんので、今後の対応についてお伺いをいたします。 

 それから次に、林道を起点として、室戸市には多くの林内作業道が開設をされておりまし

て、その延長は50キロメートルは超えているのではないかとも思われます。古くに開設された

作業道は、幅員３メートル前後での開設でありますが、現在の作業道は幅員が４メートルから

５メートル、５メートル以上の道もあります。そういった広い幅で開設をされており、その機

能は室戸市管理の林道と変わらぬものであり、こうした作業道を林道として認定することがで

きれば、室戸市の森林の維持管理及び防災対策に大きな成果を上げることができるのではなか

ろうかとも思います。また、林道延長が大きく延びることによって、国からの交付金措置にも

好影響を与えるかとも思います。作業道の林道編入は、現時点では大きな問題を抱えると思い

ますけれども、時間をかけてでも取り組んでいくことではないかと思いますので、質問事項に

入ります。 

 作業道の状況を調査する考えはないのかどうか、もし林内作業道を林道認定するとすれば、

どのような問題点があるのか、問題点があるとすれば、その問題点をクリアするためにはどう

いうふうなことをすればいいのかをお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時55分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○副議長（米澤善吾君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで再度お願いいたします。 

 東日本大震災の発生時刻２時46分が参りますと、黙祷をささげたいと思いますので、御協力

のほどよろしくお願いいたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 次に、山本賢誓君の一般質問に対する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、１点目の(1)職員との意思疎通についてでございます。 

 私も職員と意思疎通を図ることが最も大事なことだというふうに思っております。ですか

ら、就任以来、まず課長会の回数をふやすことによりまして、庁内において新規事業に対する

意見を求めることや、情報共有、意思統一に努めてきたところでございます。以前は年数回で

あった課長会が、平成21年度21回、平成22年度21回、平成23年度には18回ということで開催を

しているところでございます。そしてまた、臨時会や定例会ということで開催をいたしており

ます。さらに、昨年度より、市内外の諸先輩方を講師に招いて、年２回から３回の課長研修も

行っているところであります。自然の家の利用促進も兼ねた宿泊研修も行っております。この

ほか、毎年、新採用職員との宿泊研修も行い、直接対話に努めているところであります。そし
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てまた、今年度から、平成24年度からでありますが、新しい取り組みといたしまして、庁内シ

ステムである職員の広場に市長のメッセージといたしまして、気のついたことや改善をしてほ

しい点などにつきまして随時掲載をしてお願いをしているところであります。また、市の公共

事業において、一定設計ができ上がった段階で、担当課や設計業者を含めて事前協議を行うと

ともに、工事が完成する前には、担当職員と現場に出て、でき上がりの確認であるとか、注意

事項について指示をするなど、意思疎通に努めているところでございます。今後におきまして

も、このような取り組みを一層進めることによりまして、職員との意思疎通に努めてまいりま

す。 

 次に、３点目の雇用対策についての(1)緊急雇用の問題点と対応についてでございます。 

 初めに、当市の雇用政策について御説明を申し上げますと、まず国が創出をしたふるさと雇

用再生特別基金事業につきましては、平成21年度から平成24年９月まで活用し、延べ42名の雇

用を創出をしております。その後、県が創出をした産業振興推進ふるさと雇用事業を平成24年

度から活用することにより、これは市の負担が増加をしているわけでありますけれども、15人

の雇用創出につなげているところでございます。 

 次に、離職を余儀なくされた失業者の方々を対象として、次の雇用までの間、最長１年の雇

用等を創出、提供する事業として、緊急雇用創出臨時特例基金事業がございます。事業内容と

しましては、平成21年度は緊急雇用事業、平成22年、23年度は緊急雇用事業に加え、重点分野

雇用創出事業、地域人材育成事業、平成24年度には、震災対応事業などを活用し、延べ421人

の雇用を創出してまいりましたので、一定雇用が創出できたものと考えております。平成25年

度当初予算におきましては、産業振興推進ふるさと雇用事業で７事業、13名、緊急雇用創出臨

時特例基金事業で15事業、27名の予算を計上しているところでございます。これらの事業につ

きましては、個々の事業にもよりますが、平成26年度まで延長されるものとお聞きをしており

ます。当市といたしましても、財政状況の厳しい中で、市単独による雇用の継続は大変困難で

ありますが、これまでにも雇用情勢等により、新規事業や延長拡大がなされてきた経過もござ

いますので、今後におきましても、国や県などに対し、制度の延長などにつきまして要望を行

ってまいります。 

 次に、(2)雇用定着に向けた室戸市の対応についてでございます。 

 まず、人口減少対策としましては、働く場所を確保することが第一でございます。企業誘致

や市内企業への支援に取り組むことが必要でございますし、そのことによって雇用の創出が図

られるものと考えております。また、人口減少対策といたしましては、移住促進や少子化対策

がございます。当市におきましては、乳幼児医療助成対象者や多子世帯への保育料軽減事業の

対象者の拡大によって、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る対策を行うとともに、独身男女

の出会いのきっかけづくり応援事業などを行い、未婚化や晩婚化の解消に取り組んでいるとこ

ろでございます。移住促進事業につきましても、平成22年度から相談員を設置し取り組んでい
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るところでございまして、現在、２地区居住の方々を含めますと、14人の転入者となっている

ところでございます。今後におきましても、これらのことにつき総合的に取り組むことによっ

て、人口減少や雇用の確保ということにつなげてまいりたいと考えております。 

 次に、４点目の国・県への室戸市の要望事項についてでございます。 

 議員さん御案内のように、国・県への要望といたしましては、高知県知事や土木部へ平成

23年８月に９項目の要望事項を、また平成23年９月には、四国地方整備局に５項目の要望事項

を提出をいたしております。その後におきましても、平成24年７月に高知県知事へ、平成24年

６月には県議会建設委員会などへ要望活動を行っております。全て同じ要望ということではご

ざいません。その時々の重要課題を踏まえた要望を行っているところであります。そして、各

関係機関への要望事項のうち、国道55号線室戸－東洋町間のバイパス道路整備について、地域

高規格道路阿南安芸自動車道からのアクセス道路整備について、室津川左岸道路及び室津避難

港をつなぐ道路新設事業について、室津避難港の早期完成についての４項目について国・県へ

同様の要望をしているところでございます。 

 そこでまず、国道55号線室戸－東洋町間のバイパス道路整備についてでございますが、国道

55号線は、台風や異常気象の高潮による越波で時々通行どめとなり、地域経済や市民生活に大

きな影響を及ぼしているところでございますから、佐喜浜町から東洋町野根へ通じるバイパス

整備としてお願いを要望をしているところでございます。 

 次に、地域高規格道路阿南安芸自動車道からのアクセス道路整備でございますが、当市の交

通事情は、鉄道の未整備や高規格道路の開通によってもなお空白地帯となることから、高規格

道路からのアクセス道路の整備を要望しているところであります。 

 次に、室津川左岸道路及び室津避難港をつなぐ道路新設事業でございますが、現在、室津港

を利用する大型運搬車や四国霊場25番札所津照寺を訪れる観光バスに対する利便性はもとよ

り、震災時の避難道路としてもその効果が期待できることから、これらの要望を行っていると

ころであります。 

 ４点目は、室津避難港の早期完成でございます。現在、整備中の防波堤が、南海地震の津波

対策として期待できることや、陸路による緊急物資や復旧資材の搬送が困難な場合、重要な海

上輸送の拠点として考えられることから、早期完成を要望しているところでございます。 

 現在の要望事項につきまして、関係機関から時期的なものや方向性はいついつやるというよ

うなことについてはまだお伺いをすることはできておりませんけれども、浮津交差点改良や吉

良川の歩道整備などに見られますように、要望をしっかりと行うこと、進めることによって、

事業化がなされている箇所もあるところでございます。今後とも地震や津波対策としても大事

であると、そういう観点も踏まえた中で、各関係機関への要望活動を継続してまいります。 

 また、そのほか国に対しましては、国道55号線羽根岬と行当岬の箇所について、トンネルで

整備をすることができないかというような点、また高知県に対しましては、近年、大型化して
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きた車両の通行に対応した県道椎名室戸線三津坂トンネル改良事業についても要望をしている

ところであります。また、県道佐喜浜吉良川線の改良につきましては、平成23年度に当市が佐

喜浜側の国道55号線出入り口から若宮橋までの約2.2キロ間の権原を完了したことにより、平

成24年度は、県事業により約600メーターの区間において用地測量設計が実施をされていると

ころでございます。平成25年度の改良工事に向けて取り組んでいただいております。また、吉

良川町の国道出入り口につきましても、平成25年度完成に向け、現在改良工事が進捗をしてい

るところでございます。吉良川側につきましても、吉良川町中の川から釣の口までの４キロメ

ーター及び佐喜浜側におきましても、中里から山口までの２キロメートルにつき、現在、当市

が権原を行っておりますので、終了次第、県道としての位置づけをしていただいて、改良事業

に取り組んでいただきたいと考えているところでございます。 

 以上申し上げましたこれらの要望活動につきましては、議長さん、副議長さん、各常任委員

長さん方の御協力を得て陳情活動にも同行をいただいているところでございます。 

 次に、命の道の確保についてでございますが、これは８の字ネットワークの整備促進を図る

ことが重要であると考えております。現在の８の字ネットワーク東部地区の進捗状況は、高知

東部自動車道南国安芸道路におきまして、平成22年度に芸西インターチェンジから香南やすイ

ンターチェンジ間が、平成24年度には香南かがみインターチェンジまで開通をいたしました。

平成25年度には、香南のいちインターチェンジまで開通予定であり、今後順次供用開始がなさ

れるものと考えております。 

 また、地域高規格道路阿南安芸自動車道におきましては、北川奈半利道路と平成23年度に日

和佐道路が供用を開始されております。しかし、このルートは、いまだ調査区間の指定がなさ

れていない箇所が多くございます。今後の要望活動が大事であると考えております。 

 これらの自動車道の整備促進につきましては、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及び国道493号整備促進期成同盟会とともに、

国や県に対し引き続き要望活動を行ってまいります。 

 次に、６点目の地籍調査事業についてでございます。 

 (1)地籍調査事業の進捗と調査加速に向けた対応についてでございます。 

 国土調査は、国土調査法及び国土調査促進特別措置法等に基づき、国土の実態を科学的かつ

総合的に調査することにより、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するととも

に、あわせて地籍の明確化を図ることを目的として実施しているところでございます。室戸市

では、国土調査の一つである地籍調査事業を、平成18年度より佐喜浜町根丸から開始し、７年

間で主に海岸沿いを中心に室戸岬町鹿岡・清水地区までの1.46平方キロメーターを実施をして

まいりました。山間地の調査につきましては、平成21年度に山村境界保全事業で予備調査を羽

根地区において市が芸東森林組合に委託をして実施をしております。この事業では、地権者の

調査、現地調査、測量等を行いましたが、測量については、当時の成果は現在の地籍調査には
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活用できないものとなっております。平成22年度からは、山村境界基本調査となり、測量成果

が地籍調査に活用できるものとなりました。当調査は、羽根地区において平成22年度に8.6平

方キロ、平成23年度に5.4平方キロ、平成24年度に6.5平方キロが市からの要望により国直轄で

実施されているところであります。また、平成23年度からは、芸東森林組合が実施主体で、地

籍調査事業として市からも事業費の６分の１を補助し実施しているところでございます。地籍

調査は、財産の保護はもちろん、災害対策につきましても大きな効果があり、地籍調査を実施

済みの地域とそうでない地域では、災害復旧の速度が随分違うと言われております。海岸沿

い、山間地ともに事業拡大の必要性は十分に感じておりますので、今後とも事業枠の拡大に向

けて取り組んでまいります。 

 なお、進捗率は、国直轄の調査面積を含めて申し上げますと、15.14％となっているところ

でございます。 

 また、調査確定後の成果品の取り扱いについてでございますが、１年目は現地調査、三角点

の設置等を行い、２年目は面積の算出、地籍図、地籍簿の作成とその閲覧など、３年目に成果

の認証を受け、成果の写しを法務局に送付するという流れで進めております。森林組合の調査

におきましても、その流れで進めていくこととしております。現在、市が行っている調査後の

成果品は、紙ベースで保管をしておりますが、今後は電子化してコンピューターによる管理が

できるよう、地籍調査成果維持管理システムの導入などにつきまして検討をしてまいります。 

 私からは以上でございますが、２点目の農林業行政全般について、５点目の室戸高校志願者

増への対応について、７点目の市道、林道の現状につきましては、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。 

○副議長（米澤善吾君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんに、２の農林業行政全般

についての１、農産品の産地化への取り組みについてからお答えいたします。 

 本市におきましては、栽培されている深層水ナス、西山金時、千両などについて関西方面の

市場や量販店などでの知名度が高く、一定産地化が図られてきたところではありますが、さら

にＰＲ事業や販売事業を行い、生産性と市場性の高い品目の振興を図っているところでありま

す。今後におきましても、品質の向上に重点を置いた産地育成を強化していきたいと考えてお

ります。 

 また、室戸市農業研究会に対しまして、栽培技術の向上や高位平準化に向けての現地検討

会、先進地視察、市場視察及び地理的条件を生かした有望品目の実証実験や各品目の品種試験

等において実証栽培を行うことなどに要する費用等について補助しているところであり、本市

の農業環境に合った生産性と市場性の高い有望品目などについて、安芸農業振興センター等関

係機関と連携して、産地の育成、さらには維持拡大を図りたいと考えております。 

 専従職員につきましては、配置は困難と思われますので、情報収集や市場動向の把握などに
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ついて同じく関係機関と連携を密にすることにより補っていきたいと考えております。 

 次に、薬用植物の産地化への取り組みについてでありますが、医療品の製造販売会社である

株式会社ツムラと薬草の取引関係にある越知町のヒューマンライフ土佐と初めてミシマサイコ

という解熱や鎮痛などに用いられる薬草の栽培契約が平成25年度吉良川町で１件の締結がされ

たところであります。山本議員御指摘のように、羽根、吉良川地区の集落とともに検討を重ね

つつ、ヒューマンライフ土佐の作業場や栽培現地にも視察研修をしてきましたが、実際、室戸

で行う場合の作業量や収穫量、さらに地形的、自然的条件などで、今後に対する収益不安や栽

培の失敗などを意識して本格的な取り組みに至っていないと思われます。今後、契約されたこ

の１件が室戸で最初の実証結果をもたらし、それをもとに集落等において大きな動きとなるこ

とを期待しているところであります。製薬品の製造販売会社などとの契約栽培は、長年契約栽

培を行ってきた越知町のヒューマンライフ土佐を見れば、高齢者でも栽培が可能、収穫がしや

すい、収益が安定しているなどのメリットがあるものと考えております。 

 次に、林産材増産体制に対する室戸市の取り組みについてであります。 

 議員御案内のとおり、高知県において、高知おおとよ製材が2013年５月、また木質バイオマ

ス発電事業を行う土佐グリーンパワーは2015年４月、木製ペレット制度と木質バイオマス発電

事業をグリーンエネルギー研究所が2014年中に稼働の予定であります。木質バイオマス発電に

ついては、年間送電量が約１万5,800キロ計画しており、その原木消費量は31万立米となって

おります。林業現場等への雇用効果については、150人程度が必要であると推測されておりま

す。室戸市においても、今までの切り捨て間伐が搬出間伐となることから、収益増につなが

り、所得の向上が見込まれること、また搬出間伐では、原木供給が不足するため、皆伐も実施

されることから、林業現場での労働力の増加による雇用の場の確保ができるとなります。そし

て、林業施業により、山林の荒廃の減少、保水能力低下による乾期の渇水の防止、河川の生態

系の悪影響などの防止、地球温暖化防止のためのＣＯ２の吸収などの効果が考えられます。 

 次に、搬出間伐、皆伐後の対策についてでありますが、森林資源を再生するためには、伐採

跡地の再造林が必要不可欠となってきます。平成24年度からの国の新規事業の中に、森林資源

再生支援事業ができております。この事業は、伐採跡地の再造林と附帯設備等整備、例えばシ

カネットなんかですが、に対し補助をする造林事業でありまして、補助率が国・県を合わせて

標準経費１ヘクタール当たり80万円の90％となっております。事業の実施につきましては、今

後県や他の関係機関とも協議しながら検討していきたいと考えております。 

 次に、大きい７の市道、林道の現状についての市道、林道の存在意義と効果についての御質

問にお答えします。 

 林道は、植林、下刈り、間伐などの山の手入れをする人や作業するための機械を運搬するた

めに森林内につくった道のことであり、本市には32路線、総延長91キロの林道があります。林

道がなければ、当然、作業用のトラックが機械が入れず、森林の手入れや木材の伐採、運搬等
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が全て人力で行わなければならず、作業効率が悪く、適正な森林整備が進めることができなく

なります。森林の果たす役割については、議員も御承知のとおり、水源の確保や自然災害の防

止、身近な山里では安らぎや潤いを与えて、また地域規模で言えば、温暖化の原因である二酸

化炭素を吸収して地球温暖化を防止するためのものなど、多目的な機能を持っております。こ

れらのことからも、森林整備の推進を進めるにも、林道の存在意義と効果については十分認識

しているところであります。その認識のもと、林道の管理につきましては、室戸市林道管理規

定により、草刈りや路面補修、排水溝の清掃等の維持管理を行い、林道の使用、占用の許可申

請等などにも適切に対応しているところでございます。 

 次に、作業道の林道編入への取り組みと作業道の状況の調査についてであります。 

 作業道の中に林道としての機能は変わらないものがあります。林内作業道の幅員が1.5メー

ターから５メーターくらいまであり、民有林、市有林だけでなく、官行造林、県行造林、県有

林などの中にもあり、その路線数と延長については、現在把握できておりません。これらの調

査をするには、時間と労力や財政的な問題などがあることから、今後につきましては、特に重

要な作業道において、県関係機関と協議し、検討していきたいと考えております。以上であり

ます。 

○副議長（米澤善吾君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 山本議員さんに大きな７、(1)の市道、林道の存在意義と効果

についてお答えします。 

 市道管理につきましては、市道として台帳管理している総延長は215キロメーター、路線数

535路線、未舗装区間32キロメーターでございます。市道は、地域住民と密着した生活道路で

あり、不特定多数の方が通行するため、安全・安心な道でなければならないと認識しておりま

す。建設課は、生活道としての機能の安全性を高めるため、水路、路面の改良工事及び拡幅工

事等を国庫補助事業により平成24年度は11路線を実施し、平成25年におきましては、14路線の

計画を予定しております。また、県の補助事業により、交通安全対策として、平成25年度も継

続してガードレールやカーブミラーの設置を計画しているところでございます。維持管理につ

きましては、予算の範囲内で、地元常会の協力をいただき、除草作業、また建設課職員による

除草、穴埋め作業を行っております。また、危険な箇所は、早急に対応しているところでござ

います。また、平成25年度事業として、市道の老朽化による健全度を把握するため、舗装点

検、道路付属物点検を行い、地域住民と密着した生活道の整備、維持管理に取り組んでまいり

ます。以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 本年度の室戸市内の中学校別の室戸高校への進学者数と進学率についてでありますが、佐喜

浜中学校は12名中４名、室戸中学校は53名中22名、吉良川中学校は15名中２名、羽根中学校は
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12名中３名、中川内中学校は４名中ゼロ、合計96名中31名で、室戸高校への進学率は32.3％と

なっております。 

 ②次に、市外高校への流出の原因は何かというお尋ねでございますが、少子化が大きく影響

していることは確かでありますが、室戸高校は、総合学科であり、他校への進学者の状況を見

ますと、普通科高校や産業系専門学科を志望、受験しており、各中学生が多様な選択肢の中か

ら、将来の自分像を描き進学しているのではないかと考えられます。また、大学への進学を見

据え、高知市内の私立高校や県立高校への進学者も多くなっております。 

 ③市教育委員による検討した回数及び議事内容についてと④の県教育委員会と協議した回数

とその内容についてを一括してお答えいたします。 

 市教委といたしましては、日ごろから室戸高校の生徒減少対策や進路の状況、スポーツ活動

など室戸高校に関するいろいろな情報収集を行い、常時話し合いを行い、入学希望者を事前に

把握し、進路相談等につきましても、各中学校長と連携を取り合っております。また、中澤県

教育長を毎年６月に室戸市へお迎えし、貴重な教育課題の提言や講演をお願いしております

が、そういった機会を捉え、県教委に対し、室戸高校の存続問題についても、地元市教委の立

場からしっかり意見を申し上げております。さらに、県市町村教育長連絡会議におきまして

も、県の高等学校課より、高校再編振興計画の策定進捗状況の説明を逐次受けておりますの

で、その中でもはっきりと室戸市教委の意見、要望を申し上げており、今後ともそうした活動

を続けてまいりたいと思っております。 

 ⑥次に、人口減対策、少子化対策の機運が小・中学校、室戸高校に託されているがどう考え

るのかについてであります。 

 近年の子供の出生数を見ますと、市全体でわずか50ないし60人程度になっており、将来の室

戸市を担う人材の数が少なく、大変憂慮すべき事態であります。このため市では、少子化対策

及び子育ての支援対策といたしまして、医療費の中学生までの無料化や多子世帯保育料軽減事

業を推進し、子供を産み育てやすい環境づくりを整えているところであります。子供は、次代

の室戸を担ってもらえる貴重な宝物でありますので、各世帯において子供が授かり、子育てが

円滑にできるよう継続した取り組みを進めてまいります。 

 県教委の県立高校再編振興計画に向けて、どのような対策を考えているのかということにつ

いてでございますが、この県立高校再編振興計画については、１つとして、次代を担う人材を

育てる教育環境の整備、２つ目に生徒、保護者の期待に応える高等学校教育の質の保証、３つ

目に地域社会や産業とつながる高等学校教育の実践であります。 

 以上３つの基本的な考え方に立って、再編振興計画の策定を進めているとお聞きしておりま

すが、これまで室戸高校自身が、主体的に特色ある学校づくりに取り組み、活性化が図られて

きておると考えております。今後さらに生徒数の減少が進むことを考えると、室戸高校自体も

今まで以上に地域の力や資源などを有効に活用し、市内外の多くの方々から、学校の取り組み
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が認められる、魅力を感じる学校へ変わる必要があり、室戸ジオパークや文化歴史の有効活用

や女子野球などのスポーツ活動に特色を持つ学校づくりを市教委といたしましても支援いたし

たいと考えております。 

 また、平成24年度に室戸高等学校が文部科学省から確かな学力の育成に係る実践的な調査研

究校の指定を受け、数学、理科、英語のわかる楽しい授業への改善や工夫、中学校教諭との総

合授業、出前授業などを実践しておりまして、学力向上の観点からも、積極的に連携を図って

おり、室戸高校を志願する生徒の増加につながるよう、市教委といたしましても支援してまい

りたいと考えております。以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 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、農林行政全般についての中で、川邊課長に答弁をいただいたんですが、今後産地育成

に向けて取り組んでいくというふうな言葉がありましたが、この産地育成というやつは、先ほ

ど上げた品目以外にということですかね、それとも先ほど上げた品目だけを産地形成化してい

くということなんか、もう一度お願いしたいと思います。 

 それから、専従職員という話ですけれども、各課とも情報連携をとりながらやっていくとい

うことで、今までずっとそれをやってきてそれができてないということなんです。だから、こ

の農業っていう部分を１次産業のメーンとしてやっていくのであれば、そういった職員を置い

て、専従職員を置いて徐々に広げていくというふうな体制をとらなかったら、農業の産地化っ

ていうものは進んでいかないと思いますけれども、そこら辺のところもう一度検討するのか、

しないのかをお願いします。 

 それから、林業の関係で、増産体制に入ったときに、皆伐、間伐事業がふえていけば、

150人ぐらいの雇用が発生するというふうな数字が出てましたが、これはよく意味がわかりま

せん。というのは、単年度でこれぐらいになって継続した部分が出てくるのか、県の増産体

制、何十万立方するために室戸市だけでこんだけの雇用が発生するのかということで、意味が

わかりませんので、もう一度お願いします。 

 それから、国・県への室戸市の要望事項の中で、市長答弁の中で、まだ具体的に今進展して

いる分はないというふうな話がありました。とにかくこれはいかにして県のお答えを引き出す

かということが非常に重要になってくると思います。ただその中で、市長の心の隅にとめてお

いてもらいたいのは、今国の政権も高知県議会も自民党が多数を占めるということで、国・県

で政策、政治、それから仕事の面に関しても、非常にシビアなところがあります。というの

は、民主党時代には自民党の関係が仕事を持っていっても仕事をくれないというふうな部分が

ありますので、冷や飯を食うことのないように、政権与党にあるいい意味ですり寄っていくと

いうふうな姿勢も行政のトップとしては必要になると思いますので、そこのところをよろしく

お願いしたいと思います。 
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 以上で２回目を。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、要望事項についてでございますが、要望事項の実現につきましては、これはこれが実

現をしますと、市民にとりましても本当にいいことにつながっていくわけでございますから、

私はその実現に向けて、いずれの政権になっても全力を挙げているというのが私の思いでござ

います。ですから、今自民党政権であるわけですので、当然、力があるということにもつなが

っていくわけですから、そういう方の力をぜひいただいて、全力を挙げてその要望事項の実現

に努めてまいりたいというふうに思っております。 

 それから、もう一点の林行政の中で、ぜひ専従職員を置けという話でございます。それは私

も本当にその点、置けば全ての問題が解決するということであれば、本当に置きたいというの

が実情、本音の話でございます。しかし、今いろんなところの情勢を見てみましても、高知県

の例えば実情、我々に一番近いところでは安芸農業振興センターというものがございます。そ

れをぜひ活用して地域農業の発展につなげたいということで、そのセンターは専門職員ばっか

しですよね、はっきり言って。ですから、その方々の力をいただいて、室戸の農業の発展につ

なげたいということでやっているんですが、なかなかその辺がつながらないという問題もござ

います。だから、専門職を置いたからすっとうまくいくということにはなかなかならないとい

うような問題もあって、我々としても大変悩ましい問題。しかし、やっぱりこの農林行政を進

めていく中で、本当にそうした形が必要だという時期になればですね、そうした負担があって

でも職員が１名増、２名増ということになっても、それをやっていく時期とか内容とか、そう

いうところで決断しないといけないときは来るのではないかというふうに思いますが、議員さ

んも前段でも申し上げております農業公社なんかも同じ考えだと思いますね。公社をつくった

ので全てうまくいくかというと、なかなかそのことも大変な問題になってきます。公社つくっ

てもその財源は全て市町村負担が出てくるわけですので、やっぱり投資効果といいますか、費

用対効果というようなものもやっぱり考えながら、そうした事業を取り組みとか専門職という

部分についてもぜひ今後ともそれは考えていきたいというふうに思っております。全然考えな

いというつもりはありません。ですので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上

です。 

○副議長（米澤善吾君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんの２回目の質問にお答え

いたします。 

 まず、産地化についてのその産品以外がどうかという話のことなんですが、今産地化の何に

ついては、今の産品のさらなる販売を目標とするとともに、新しい産品についても考えていっ

ております。その中でミシマサイコ、先ほど言ったのが結局将来有望なものになっていくんじ
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ゃないかということで応援しているところであります。 

 それと、林業の150人ということですが、これは林産材の増産体制の中での全体の数字でご

ざいます。はい、そうです。高知県の林産材の全体の数字です。以上です。 

○副議長（米澤善吾君） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 次に、町田又一君の質問を許可いたします。町田又一君。 

○１３番（町田又一君） 13番町田。一般質問を行います。 

 まず、大きな１番といたしまして、市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 (1)といたしまして、25年度の予算についてお伺いをいたします。 

 施政方針で、本年度の当初予算が示されております。(1)行財政の健全化から(6)防災対策の

推進までを重要事項としております。自主財源の乏しい当市での予算編成には、市長以下執行

部の皆さんは大変御苦労をされたと存じます。１から６までどれをとっても大変重要でありま

す。これを実行するに当たり、担当課は具体的にどんな案を計画し、効果的、効率的な行政運

営に取り組むのか、もう少し詳しく、大枠は市長から、細部については担当課長より説明をお

願いをいたします。 

 (2)番といたしまして、羽根小規模工業用地についてお伺いをいたします。 

 24年の春だったか、同僚議員と３人で市長室へお邪魔をいたしました。そのときに、帰り

際、実は富士鍛工が地震の津波対策で高台への移転を考えている。これは取締役会で検討さ

れ、その結果、移転を決めた。市長は、津波の心配のない土地を至急探すよう要請を受けたと

のことでありました。土地がなければ市外へ移転をすると言われている。市内の心当たりの土

地を見て回ったが適地がない。移転されると大多数の雇用と市の税収に大きなマイナスにな

る。室戸が生きていけなくなるほど影響が大きい。この移転の話は、他の市町村も知っている

ところであり、水面下では強力な誘致合戦が始まっている。何とかせんといかん。小松市長の

本音の声が３人の心に大きく響いてまいりました。土地の適地は、津波の心配のない高台、道

路がある程度整備されている、面積は1.5ヘクタールは要る、高圧線に近いところ、そして水

も少しは要る、そんな土地が100％とは言えませんが何とか見つかり、そして現在の羽根小規

模工業用地にたどり着いたのであります。２月22日には富士鍛工株式会社と新工場建設に関し

ての覚書を締結されております。企業から移転の話があり、覚書を交わすまでは大変な道のり

であったと思います。私が知っている限りでも、何度ともなく話が暗礁へ乗り上げ、消えそう

になりました。しかし、その都度、難問を解きほぐし、前へ進めて小松市長はまいりました。

小松市長の強いリーダーシップとその行動を昼夜を問わず支える担当職員もおりました。郷土

を愛してやまない企業人とその相談者、この方は室戸の本当に救い神で、そういうふうに言っ

ても過言ではありません。この取り組みの中で、市長は、いろんな思うことがあろうかと思い

ます。それを幾つかお聞かせをいただきたいと存じます。 

 また、この羽根小規模工業用地の造成完了日と企業の創業の工程予定を、わかる範囲で結構
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ですので、担当課長より示していただきたいと存じます。 

 市道北生線の出入り口拡張については、以前より住民の念願でありました。市道北生線は、

通勤、通学、産業道として、また生活道として市内でも大変利用度の高い市道であります。今

でも出入り口両側には民家が10軒ぐらい軒を連ねております。特に、春から秋にかけては、大

型トレーラーがたくさん走り、振動等の苦情が絶えません。市長もこのことは御存じだと思い

ます。加えて、これから工事車両の通行が加われば、用地住民の苦情等がふえる可能性があり

ます。工業用地の造成が始まる前、そして出入り口の拡張工事前には、周辺住民の方への事前

通知をお願いをいたします。また、工事内容についても説明が必要であります。担当課長に取

り組み姿勢についてお伺いをいたします。 

 (3)結婚についてお尋ねをいたします。 

 国道の脇に葬儀案内板が毎日といっていいほど目につきます。その反面、月に１度、高知新

聞に赤ちゃん誕生が市町村別に掲載をされております。自己申告とはいえ、室戸市がない月が

多々あります。この欄を楽しみにしている室戸市民は、私一人ではないと思います。誕生の名

前がないとがっかりしたという声が聞こえてまいります。人口減少が続く中で、少子化がこの

まま続けば、高齢化率はますます高くなります。未婚者が多い、結婚したくても相手がいな

い、相手をよう探さないなど、結婚問題で悩んでいる人がたくさんおいでます。今や結婚につ

いては、行政の一大課題となっていると言っても過言ではありません。奈良県では、知事が先

頭に立って婚活を進めております。高知県でも、地域福祉部少子対策課を立ち上げ、婚活に力

を入れております。四万十町では、商工会や観光協会など10団体で、四万十町婚活対策連絡協

議会を設置しております。町職員が事務局員と県公認の婚活サポーターを兼務したり、町は婚

活動には予算もつけ、事業展開をしているようです。近隣市町村でも、あの手この手のアイデ

アを出し、出会いの場を設定しております。室戸でも、有志が室戸の出会いのきっかけづくり

補助金を利用して婚活をしております。私も妻とボランティアでお手伝いをしておりますが、

悩みは婚活の募集をすると、男性は定数の２倍ぐらいはすぐ集まるのですが、女性に参加して

もらうのに大変頭を痛めているのが現状であります。しかし、今後、ジオパークや四季折々の

おいしいもの、また恋人の聖地を舞台にした合コンなど、切れ目のない取り組みをしていけ

ば、カップル誕生の夢も大きく膨らみます。高齢化率をこれ以上上げないためにも、結婚は市

の重要課題であると考えます。結婚推進の重大性について、専門家は、地域活性化のさまざま

な方法の中で、一番は結婚推進であり、確実、有効な景気対策になる。子供が１人生まれるご

とに、継続した３億円の経済効果がある。少子・高齢化、人口減少により、全ての分野に悪影

響が広がる。年金、保険システム、地域経済の縮小、財政、教育、食料の国内自給率など、全

ての分野に影響を与え続けて国力の低下となる。少子・高齢化対策は、重要である。しかし、

10年後を考えると、それ以上にその根元である結婚推進事業は、投資効果の高い事業であると

専門家は述べております。 
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 それでは、質問に入ります。 

 市長、教育長を初め、それぞれの立場で人口減少問題の課題、解消に日々取り組んでおられ

ることと存じます。また、市の将来を語るには、どうしても少子化防止対策は絶対必要であり

ます。市長、教育長には、カップル誕生への応援メッセージを述べていただきたいと存じま

す。そして、少子化の影響があると思える企画財政、商工観光深層水、農林水産、そして平均

年齢を下げるという意味合いでは保健介護課も関係するのではないでしょうか。各課長に少子

化防止対策案と結婚率向上への取り組み姿勢をお伺いをいたします。 

 (4)といたしまして、高齢者の支援についてお伺いをいたします。 

 長い間、室戸で頑張ってくれた高齢者の方が、山奥や山の上あるいはまち部でも高齢者の方

が体が不自由になり不便を感じている方が大勢おられると思います。買い物に行くのも大変、

病院へ行くのも大変、こんな不自由な生活をしている方に、行政はどんな手助けができるので

しょうか。この１年間、高齢者の方への手助けについてみっちりと計画を練ったと思います

が、その内容や方法について担当課長にお聞きをいたします。 

 (5)環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）についてお伺いをいたします。 

 ５日、参議院の代表質問で、環太平洋連携協定交渉参加問題の取り組み状況と農業などの国

内対策はどうなっているのかとの質問があり、安倍首相は、環太平洋連携協定、ＴＰＰは、国

益にかなう最善の道を求める。国内農業は、生産額の減少、担い手の高齢化など課題がある。

攻めの農業に力を入れると答弁されております。ＴＰＰ交渉は、関税の撤廃を原則としてお

り、これに参加することに前向きなのは、自動車を中心とする輸出産業だといいます。農業へ

の打撃を心配している農業団体などには、反対論が根強いのです。現在、日本は、米、小麦、

粗糖、乳製品などに高い関税をかけ、国内農業を保護しております。これらの農産物の関税が

撤廃されれば、安価な海外産品が国内市場に流入して、農家の経営ができなくなると主張して

おります。そういう中で、安倍首相は、日米事前協議の進展を受け、17日にも記者会見し、交

渉参加を正式表明することで調整中とのことであります。ＴＰＰ参加が、日本の農業や室戸の

農業経営にどんな影響を受けるのかという大変心配されることが予想されているのです。これ

に対しまして、市長と担当課の課長さんの御所見をお伺いをいたします。 

 大きな２といたしまして、教育についてお伺いをいたします。 

 (1)室戸高校の今後についてであります。 

 高知新聞の２月12日付社説によりますと、規模緩和を含め、広い視野で県立高の再編がある

とあります。過疎と少子化が進む中、生徒数が減っている県立高校のあり方を考える上で、大

きな問題提起だと感じます。県立高の再編、振興策を話し合ってきた有識者らの検討委員会

が、生徒数の最低規模の緩和や高校廃合の柔軟な運営を県教委に求める報告書をまとめておら

れます。少子化の進行で、公立高校の入学者は今後10年間で1,000人以上減るということで

す。それが、本校の最低規模を１学年20人以上とする緩和案につながっているようです。しか
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し、小規模校で、生徒や保護者の望む教育ができるのか、規模が小さければ教員定数の関係で

開設できない科目が生じ、進路面で影響が出る。少人数だからこそできる教育は当然あるので

すが、特色のある学校づくりは大切であると存じます。県教委は、報告書を踏まえ、年内に新

たな再編振興計画をまとめる予定のようです。少子化時代の県立高のあり方は、本県の将来を

支える人材育成に直結するのです。県民も差し迫った問題として考える必要があります。最近

の室高の定数は120名で、実際は３分の１強の現在は入学者であります。将来が大変不安視さ

れます。現在は、総合学科の学校なのですが、生徒数の減少は、学校運営に大きく影響するの

ではないかと心配をいたします。このまま総合学科でいくのか、普通高校で存続を図るのか、

県教委に今後の室戸高校はどうなるのか、早急に県教委と議論をすべきであると考えます。教

育長の取り組み姿勢をお伺いをいたします。 

 (2)いじめや体罰についてでお伺いをいたします。 

 いじめや体罰による子供の自殺者が後を絶ちません。その理由として上がっているのは、父

母の叱責、進路問題、いじめやそして原因不明等があるとのことであります。少子化で子供全

体の数が減っているだけに、非常事態であると言えます。最近のいじめは、いじめとみなされ

ないよう、けんかや遊びを装ったり、携帯電話やインターネットを使い、悪口や個人攻撃を拡

散させるなど、手口はますます陰湿かつ巧妙になっているようです。対策としては、いじめの

早期発見や子供のあらゆるＳＯＳに敏感に反応することが望ましいとのことであります。そし

て、子供の世界の実態を知る努力が大人に求められております。体罰についても、今までは子

供が成長するためには必要と考える人が多かったようなんですが、今は全く逆で、褒めて育て

ることが教育者の必須条件の一つだそうでございます。いじめや体罰について、文科省や県教

委より何か通達等は来ておりませんでしょうか。また、市教委独自のマニュアルがあれば示し

ていただきたいと存じます。 

 (3)児童・生徒減少の中、保・小・中学校の今後の再編についてでお伺いをいたします。 

 急激に進む少子化で、今までに決めている保・小・中学校の再編の見直しを早急にしなけれ

ばならないのではないかと心配をしておりますが、大丈夫でしょうか。ちなみに、24年度に誕

生した子供は、地域の各小学校へ入学した場合、各小学校の入学者は、本当に数える程度しか

ないと思います。各学校で何名入学予定するのか、お聞かせをいただきたいと存じます。 

 また、このまま少子化が進めば、近い将来、保・小・中学校が１つという信じられないこと

が実現する可能性が大きいと思います。少子化で児童・生徒減少の中、保・小・中学校の今後

の見通しについてお尋ねをいたします。 

 これで私の１回目の質問を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 町田議員さんにお答えをいたします。 

 まず１点目の(1)平成25年度予算についてでございます。 
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 施政方針でも述べさせていただきましたが、平成25年度当初予算につきましては、６点の重

要事項を掲げ予算編成を行ってきたところでございます。 

 まず、１点目としまして、行財政の健全化でございます。 

 このことは、引き続き国民健康保険事業特別会計の赤字解消対策や市税等の収納率向上対策

に取り組むとともに、クラウド化する基幹業務システムの導入等により、行政サービスの向上

に努めてまいります。 

 ２、産業の振興としましては、新たに羽根小規模工業用地開発事業の進入路整備及び用地造

成、海洋深層水を利用した陸上養殖や集落が生産に携わる畜産施設に対する補助、市内の特定

中小企業者が受ける融資に係る補償料への補填事業を実施するとともに、プレミア付地域振興

券発行事業などの継続事業により、産業の振興や雇用の創出を図ってまいります。 

 ３、保育・教育の充実といたしましては、新たに室戸小学校プール新設工事や西部学校給食

センター実施設計などの施設整備、対象者を拡大する多子世帯保育料軽減事業に取り組むとと

もに、放課後子ども教室推進事業などの継続事業により、心身とも健やかな子供たちの健全育

成を図ってまいります。 

 ４、保健・福祉サービスの充実としましては、新たにねんりんピック開催補助事業や中山間

高齢者福祉サービスとしての外出支援や買い物支援、対象者を拡大する乳幼児等医療費助成事

業に取り組むとともに、障害者支援事業などの継続事業により、健康で心豊かに暮らせるまち

づくりに努めてまいります。 

 ５、市民の生活・環境を守るまちづくりといたしましては、新たに携帯電話不感地解消対策

事業や火葬場建設事業に取り組むとともに、市道整備事業などの継続事業により、住民生活の

基盤整備に取り組んでまいります。 

 ６、防災対策の推進としましては、津波避難タワーや津波避難路、津波避難道路やソーラー

式避難誘導灯、消防タンク車の購入、保育所耐震改造事業などの施設整備に取り組むととも

に、老朽住宅の除却や住宅耐震化への補助を行い、安全なまちづくりに努めてまいります。 

 以上が重点項目の主なものとなりますが、具体的な内容につきましては、担当課長より補足

いたさせますので、よろしくお願いします。 

 次に、(2)の羽根小規模工業用地開発事業についてでございます。 

 この事業は、３・11の東日本大震災を受け、国におきましては、南海トラフを震源とする巨

大地震の被害想定を発表する中で、企業の工場が浸水地区域にあることから、市外を含め、高

台に移転したいとの情報があり、取り組んできた事業でございます。当市としましては、50人

規模の企業が市外に転出することとなれば、地域経済に与える影響ははかり知れないものがご

ざいます。市外転出をされないように、移転先を何カ所も検討してきたところでありますが、

企業にも意向確認をしながら、最終的に羽根地区を候補として選定をし、取り組んできたとこ

ろでございます。したがいまして、この事業は、市としましても、重要な取り組み課題だと考
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え、担当課の職員を増員するとともに、各課横断的にかかわる問題であることから、プロジェ

クトチームを設立し取り組んできたところであります。これまで地元との協議につきまして

も、８回開催をしております。地権者の方々を初め、地元の方々、そしてまた議員各位の方々

に御協力をいただいておりまして、大変感謝をしているところでございます。企業とは施政方

針でも申し上げましたように、本年２月22日に新工場建設に関しての覚書を締結をさせていた

だいたところでございます。今後につきましては、開発許可の問題や電気の特別高圧の引き込

みなど、多くの課題がありますが、少しでも早く企業に対し引き渡しを行い、工場の高台移転

が完了いたしますように、私どもとしても全力で取り組んでまいります。 

 次に、(3)結婚についてでございます。 

 カップル誕生への応援メッセージということでございます。 

 まず、晩婚化、未婚化が大変進んでいるという中で、私は何よりも出会いのきっかけをつく

ることが大変大事であるというふうに思っております。そういう観点から、市といたしまして

も、そうしたきっかけづくりの事業に対し支援をしてきている、予算化をしているところでご

ざいます。そして、私はやはり室戸の歴史や文化をしっかり知っていただく、お知らせをする

こと、そうしたことが大事であるというふうに思いますし、私は室戸では東側でだるま朝日

が、西側でだるま夕陽が眺められる町だということを就任以来アピールをさせていただいてき

ているわけでありますが、だんだんとそんなことも多くの方に知っていただけるようになって

きたところでございます。また、当市には、３つの札所がございます。やはり、私は、これら

を考えますと、室戸は癒しのある地域ではないかというふうにも考えるところでございます。

そして、海洋深層水の取水がされて、いろんな商品化、またブランド化や商品の深層水関連商

品の拡大につながっているところでございます。そして、世界に認定をされました室戸ジオパ

ーク、地球のプレートの動きや地震の隆起によって新しい大地が生まれてくる最前線であると

いうふうに言われているところであります。そしてまた、御案内の豊富な食材、新鮮な魚介類

であるとか、おいしい農産物が室戸にはございます。こうしたたくさんの魅力というものを私

はみんなで情報発信をしてまいりたいというふうに考えております。そうすることが、室戸を

よく知っていただいて、室戸で住んでいただく、また室戸で生活をするということにぜひつな

がっていけばというふうに考えるところでございます。そしてまた、私は室戸の自慢できるこ

と、先ほど言ったようなこと以外にも、室戸の自慢できることを１つでも２つでもふやしてい

きたいということで、行政運営に取り組んでいるところでございます。 

 次に、(4)の高齢者の支援についてでございます。 

 前段の議員さんにも御答弁をいたしましたが、高齢者の外出支援及び買い物支援サービスに

つきましては、民生児童委員協議会会長や常会長連合会会長などで組織をする中山間高齢者対

策委員会において協議をいただいておりまして、どういう形で外出支援サービスをしたほうが

望ましいのか、どういう内容にすべきかというのを議論していただいておりまして、外出支援
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としましては、タクシー料金の助成の方法や買い物支援につきましては商品の配送の方法等に

ついて地域の商工会であるとか商業者の方々の御協力をいただけるよう取り組みを進めている

ところでございます。今後におきましても、高齢者の方々の外出や買い物支援サービスについ

てのサービス充実に努めてまいります。 

 次に、(5)の環太平洋連携協定についてでございます。 

 国会等において、環太平洋連携協定、ＴＰＰへの参加に向けた動きが活発化をしているとこ

ろでございます。本市における農業へのＴＰＰの影響につきましては、当市は小規模経営で行

われている農業であることから、農業機械の効率的利用の面から考えますと、コスト高となっ

ているため、現在、関税率の高い稲作や畜産農家にとっては、特に大きな打撃を受けるのでは

ないかと心配をするところでございます。また、野菜におきましては、ほとんどの品目の関税

率が、現在３％程度のため、輸入量が急激にふえることはないと思われますが、加工調製品の

輸入増加やその他流通経路や農業用資材等にも少なからず影響があるものと予想をされます。

関税の撤廃による影響は、各産業方面に及ぶのではないかと考えます。それゆえＴＰＰ交渉

は、農業にとどまらず、住民生活全般に影響を及ぼすものと考えます。慎重な姿勢が必要では

ないかと存じます。 

 私からは以上でございますが、１点目の市長の政治姿勢について、それから２点目の教育に

ついては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。 

○副議長（米澤善吾君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 町田議員さんに１点目の(1)25年度の予算につきまして市長答弁

を補足させていただきます。 

 私のほうからは、施政方針の重要事項６項目のうちの(6)防災対策の推進に関する予算等に

つきまして御説明を申し上げます。 

 まず、平成25年度の防災関係事業の中で、新しく取り組むものといたしまして、前段の議員

さんの御質問にもお答えいたしましたように、津波避難タワーの建設事業がございます。本

来、当初予算におきまして、２基分の予算計上を予定しておりましたけれども、国の補正予算

による前倒しの結果、24年度３月補正で２基分の調査設計費と１基分の工事費、それから25年

度当初予算でもう一基分の工事費を計上させていただいております。事業費は、用地や設計関

係経費などを含めますと、24年度３月補正で１億1,250万円、25年度当初予算で9,379万

1,000円、２基分合計で２億629万1,000円の事業費となっております。 

 以下、国の補正予算による前倒し分を含めましたいわゆる15カ月予算としての取り組みにつ

いて御説明を申し上げます。 

 25年度には、23年度、昨年度に作成しました津波防災マップの見直しに取り組むほか、避難

路整備事業に7,380万円、ソーラー式避難誘導灯、海抜表示、避難誘導標識の設置などに合わ

せて2,000万円などを計上しており、順次これらに取り組んでまいります。 
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 また、もう一つの新規事業といたしまして、国土交通省が、国道や海岸沿いに設置をしてお

ります監視カメラ、この映像を光ケーブルを通じまして市の災害対策本部などで視聴できるよ

うにする自治体情報共有ネットワーク整備事業にも取り組むこととしております。事業費は

780万円でございます。 

 さらに、災害時の情報伝達機能の向上のために、衛星携帯電話10台の配備、毛布や備蓄食

料、備蓄飲料水などの備蓄を進めてまいります。 

 最後に、繰越事業ではありますけれども、25年度には防災行政無線の完成を予定しておりま

すので、早期完成、早期運用開始に向けて、事業の進捗を図ってまいります。以上でございま

す。 

○副議長（米澤善吾君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 １点目の平成25年度予算についての市長答弁を補足いたします。 

 行財政の健全化でございますが、まず特別会計の健全化として、国民健康保険事業の累積赤

字解消のため、平成24年度一般会計第８回補正予算で、追加で後期高齢者支援繰出金として１

億2,104万7,000円を計上いたしております。平成25年度以後におきましても、繰り出しを引き

続き行いまして、赤字解消に向けて努力いたしてまいります。 

 なお、国民健康保険事業特別会計の赤字の影響します連結赤字比率でございますが、これは

平成23年度で1.63でございまして、財政再建が必要となる早期健全化基準は下回っておりま

す。また、市役所の組織につきましては、行政サービスの向上、それから事務事業の効率化を

図るために、この４月から市長公室、それから保健介護課に障害福祉班を新たに設置する予定

でございまして、今後におきましても、行財政経営改革プロジェクトチームによる検討を重ね

て、効率的な事務事業の推進を図ってまいります。 

 そのほか、新たな基幹システムの構築、市税等の収納率向上対策の推進、各種委員報酬等の

見直し、人事給与制度の適正化、市債の管理など各経費の見直しを引き続き取り組んでまいり

ます。 

 それから次に、３、結婚についてでございますが、企画財政課の取り組みといたしまして

は、出会いのきっかけづくり応援事業を実施いたしております。独身男女に出会いの場を提供

しまして、結婚のきっかけをつくるとともに、地域全体で結婚を応援する機運を高めるための

補助金でございます。この補助金を活用しまして、平成23年度には、２団体が独身男女に出会

いの場を提供するイベントを計４回開催しまして、男性が48名、女性が31名、延べ79名の方が

参加されて、カップルも数組誕生したと報告を受けております。本年度、24年度におきまして

も、１団体が今月の３月９日から10日にかけまして、国立室戸青少年自然の家において、みん

なで自然の家に泊まろうと題しまして、定員30名で開催をいたしております。担当課といたし

ましても、今後も参加者の意見も取り入れまして、出会いの場を提供してまいりたいと考えて
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います。以上です。 

○副議長（米澤善吾君） 川上市民課長。 

○市民課長（川上建司君） 町田議員さんに、大きな１点目の(1)25年度予算につきまして市

長答弁を補足させていただきます。 

 私のほうからは、25年度予算の重要事項の(5)市民の生活・環境を守るまちづくりにつきま

して、主なものといたしまして、火葬場の建設事業でございます。 

 施設の老朽化などによりまして、建てかえを計画をしておりました火葬場につきましては、

平成24年度に設計、25年度は建てかえの予算として、工事費と管理費を含めまして２億

4,843万円を計上させていただきました。25年度に入り次第、都市計画審議会、建築確認申請

などの手続にかかりまして、夏ごろには工事に着工、翌26年度夏には新施設を稼働、旧施設の

取り壊し、駐車場整備などを行いまして、秋には全ての工事を完了させたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 町田議員さんに、市長答弁の補足説明

させていただきます。 

 まず１の市長の政治姿勢の中の(1)25年度の予算についてであります。 

 農林水産課の主な新規事業につきましては、産業の振興の中で、まず青年就農（経営開始

型）納付金事業費補助金については、新たな事業を開始しようとする青年就農の方への補助で

あります。 

 次に、レンタル畜舎施設等整備事業費補助金は、高知の地鶏、畜産を担う６次産業化事業に

よる土佐はちきん地鶏施設について、平成25年度に補助で整備を行い、将来平成26年度から１

万2,000羽を生産し、将来施設をふやしまして、５万羽生産を計画しております。 

 次に、陸上養殖による海草、アワビなどの実験販売により、市場の調査を行い、将来事業化

資料にするため、高岡漁港の敷地の一部を借用して、養殖水槽などの移転やそれに伴う配管工

事について補助をすることとしております。 

 また、その他の中で、リマ海域周辺事業用施設設置事業費補助金につきましては、椎名支所

で計画しているジブクレーン設置に対する補助であります。 

 次に、種子島周辺漁業対策事業費補助金につきましては、室戸支所で漁具に設置するＧＰＳ

装置と室戸岬支所が購入するフォークリフトへの補助となっております。 

 次に、３の結婚についての補足説明をさせていただきます。 

 農林水産課に関しましては、少子化の原因が、未婚や晩婚化の方面からというよりは、産業

方面からとして、就労者が一定の所得を上げ、子供を育てられる環境にある家庭を築けるほど

の所得向上に向けた深層水ナスや西山キントキなどの農業産品の販売促進、ＰＲ事業などを行

っております。今後におきましても、事業の充実を図っていく予定でおります。 
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 また、農業や漁業の高齢化、後継者不足の問題に対しましては、国の青年就農給付金の活用

や新規漁業就業者支援事業費補助などにより、若者の農林水産業への就労を図っているところ

であります。以上であります。 

○副議長（米澤善吾君） 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） 町田議員さんに、大きな１点目の(2)羽根小規模工業

用地について、市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、造成の完成日についてでございますが、造成工事に必要な農地除外につきましては、

既に完了しており、農地転用許可と開発許可については４月末を予定しております。これらの

許可後の５月から６月ごろに造成工事の発注を行い、平成26年３月に用地造成を完了させ、３

月末に企業への引き渡しを行うことを目標に取り組んでおります。 

 次に、企業側といたしましては、用地購入後に新規の製造ライン１組と吉良川工場にある５

組の製造ラインのうち、２組を移設し、合わせて３組のラインで製造を始めますが、最終的に

は残りのラインも移設し、６ラインでの製造を行うとお聞きしております。 

 次に、(3)結婚についての恋人の聖地についてでございますが、議員さん御案内のとおり、

恋人の聖地は、ＮＰＯ法人地域活性化支援センターが、少子化対策と地域の活性化を目的に、

プロポーズにふさわしいロマンチックなスポットとして現在116カ所を認定しております。恋

人の聖地室戸岬は、平成22年４月１日に選定を受け、カップルフォトコンテストやクリスマス

イベントなどを行うことにより、若年層の交流の場づくり等交流人口の拡大につなげることを

目的とした事業を行ってまいりました。こうしたイベントを行うことにより、一つの出会いの

きっかけづくりにもなり、また結婚に結びついたカップルもいるとお聞きしております。今後

におきましても、この事業を進めることにより、結婚率の向上につながるのではないかと考え

ております。以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 町田議員さんに大きな１、(2)の羽根小規模工業用地について

補足説明させていただきます。 

 国道からの北生線入り口の工事につきましては、平成25年度に国庫補助により用地買収、拡

幅工事を着手する予定であります。常会へとは用地買収契約のめどが立てば周知の徹底を行い

ます。また、工事用車両がふえることが予想されることから、家屋に与える影響の程度を把握

するために、振動調査を４地点で行いました。その結果、北生線入り口地点が、最大62デシベ

ルであり、全ての地点で物的被害が生じ始める70デシベル未満でありました。これは、気象庁

の……。 

○副議長（米澤善吾君） 済みません、休憩いたします。 

            午後２時46分 休憩 

            午後２時46分 再開 
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○副議長（米澤善吾君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 引き続き、執行部の答弁を求めます。大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 振動調査を４地点で行いました。その結果、北生線入り口地点

が、最大42デシベルであり、全ての地点で物的被害が生じ始める70デシベル未満でありまし

た。これは、気象庁の震度階に対応しますと、震度ゼロ無感から震度１微震に該当します。ま

た、この調査で出入り口の車両よりも国道を通行する車両のほうが振動レベルが高いことがわ

かりました。 

 以上の調査により、市道沿いの家屋に対する車両通行による振動の影響は、軽微であると考

えられますが、工事車両がふえることによって被害が出ないように、人家のあるところでは最

徐行で通行するように指導してまいります。以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 市長の政治姿勢についての(3)結婚についてで、カップル誕生への応援等々でございます

が、結婚はお互いの意思決定で行われるものですが、近年の少子化現象へ歯どめがかからず、

平成24年度の出生者数は、室戸市において53名という将来を展望したとき、大変憂慮すべき事

態になっております。 

 そこで、人口減少問題、少子化対策としての結婚を考えたときの重要性ということから考え

ますと、いわゆる教育委員会の立場で考えたときに何ができるか、１つは、出会いの機会を創

出する、平凡ではありますがそういうふうに考えます。それから、一人でも多くの方が室戸に

住んで働いてもらえる魅力ある地域づくりの実践、例えばジオ活動の活性化によるもの、それ

からストーリーのある夢の町、歴史の町としての室戸市のまちづくり、それから学力向上地域

としての取り組み、それから子供が安心して子育てのできる町とかというふうに、そういうも

ろもろのことを考えながら取り組んでいく必要があるのではないかと思っております。教育委

員会主催行事のスポーツや文化交流も、視点を変えれば一つの出会いの機会になるのではない

かと考えております。ぜひ室戸に魅力を感じて、婚活に専念していただけるような環境を整え

る必要があると思っております。 

 それから、教育についてでございますが、(1)室戸高校の今後について。 

 近年の少子化が引き起こす生徒数の減少から、室戸高校の存続を憂慮する声が高まっている

ことは、市教育委員会といたしましても十分認識しております。前段の議員さんにお答えしま

したように、室戸高校は、市内で唯一の県立高校であり、室戸市にはどうしてもなくてはなら

ない高校と位置づけ、特色のある魅力を感じる学校づくりを積極的に支援してまいりたいと考

えております。 

 また、保・小・中・高の連携強化を図り、生徒の情報共有化や授業の相互研究などに努めな

がら、生徒が室戸高校で学びたいと思う学校づくりを支援してまいります。 
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 市内の保・小・中・高連絡会議を学期ごとに開催し、地域の学校としての一貫教育の必要性

をそれぞれの教師たちが学んでいるということを申し添えます。 

 (2)次に、いじめ、体罰についてでありますが、いじめの認知件数ですが、平成23年度は小

学校ゼロ、中学校５件、平成24年度は、小学校７件、中学校４という数字が出ております。い

じめへの対応につきましては、学校、家庭、地域の連携と信頼関係のもと、事実把握と確認を

行い、当事者間の話し合いやきめ細かな指導体制を築くことが大切で、各学校現場へは、風通

しのよい職場集団、問題を問題として見きわめる力の育成等慎重かつ冷静で適切な指導を心が

けるよう指示しております。 

 次に、体罰についてでありますが、先般、文部科学省から、体罰に関する実態把握調査を実

施するよう依頼があり、市教育委員会では２月下旬から３月初めにかけて、小・中学校の児

童・生徒及び保護者、教員を対象に、この１年間体罰があったのかどうかのアンケート調査を

実施してまいりました。現在のところ、各小・中学校から深刻な報告はありません。体罰は、

心身ともに成長段階である子供を肉体的にも精神的にも傷つけ、いわゆる力で押しつける教育

であり、心と心でわかり合う信頼の教育へ今後変えていく必要を感じております。私も教員経

験の中で、体罰についての是非をたびたび論議してまいりました。マスコミで取り沙汰されて

いる問題は、体罰ではなく、無抵抗の生徒に対する一方的な暴力であると認識しております。

何はともあれ、教育はお互いの信頼なくしては存在しないものでありますので、学校教育を預

かる責任者といたしまして、現場の教職員に強い理解を求めているところであります。 

 このいじめ、体罰、不登校など生徒指導上の対応につきましては、平成25年度に小・中学校

の管理職及び全教諭を対象とした研修を実施するように考えておりまして、教職員のまずは資

質向上に努めていかなければならないと考えております。 

 次に、児童・生徒数が減少する中で、保・小・中学校の今後の再編についてでありますが、

まず平成24年度に誕生した子供が７年後に小学校へ入学するとき、各学校の人数はとのお尋ね

でございますが、平成24年度には53人が出生しておりますが、７年後の平成31年度の各地域の

入学者数は、佐喜浜地区が２名、室戸岬地区が14名、室戸地区が21名、吉良川地区が４名、羽

根地区が12名となります。 

 次に、保・小・中の今後の再編についてでありますが、保育所につきましては、地域性や保

護者の送迎、津波対策としての高台移転、公立、私立の役割分担など、総合的に考慮しなが

ら、慎重に検討していきます。 

 小・中の再編につきましては、学校の一定の適正規模を考慮しつつ、地域性や交通手段、防

災対策などを関連させて検討していきます。ただ、少子化が進展している中で、児童・生徒数

や経済面の効率性のみを優先させた統合手法では、地域住民が納得いたしませんので、これま

での統廃合の経過を検証しつつ、現在の各小・中学校では、区域外就学が増加傾向にあります

ので、そうした動きを注視しながら、慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。以上
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でございます。 

 お答えいたします。 

 室戸高校の存続につきましては、議員さん御指摘のとおり、平均20人規模であれば存続も可

能であるという柔軟な考えを県教委は示しております。だから、そうならないために、努力は

もちろんいたします。つまり、特色ある学校づくりということでまずは進んでいかなければな

らないと考えております。けれども、将来、どういうふうな経過を踏んで、いわゆる室戸が変

わっていくのかということを考慮した場合、当然、普通高校ということも考えなければならな

いときが来るのではないかと予想はしております。だから、どちらにせよ、存続が第一という

ふうに考えて進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（米澤善吾君） 中屋学校保育課長。 

○学校保育課長（中屋秀志君） 町田議員にお答えいたします。 

 大きな１点目の(1)25年度予算について、保育・教育の充実につきましては私のほうから市

長答弁を補足させていただきます。 

 25年度予算案に計上いたしております重点事業のうち、学校、保育関係の学力、体力向上、

防災対策、子育て支援対策の３項目につきまして御説明をさせていただきます。 

 まず、１点目の学力、体力向上対策につきましては、室戸市の小・中学生は全国学力テスト

の結果は全国平均並み、それからことしから高知県独自で県版学テも行っておりますが、それ

におきましても、県平均を上回っております。しかしながら、得点の高低差、いわゆる二極化

現象が顕著にあらわれておりまして、さらなる全体の底上げが必要となっておりますので、平

成25年度も引き続きまして県教育アクションプラン事業を導入して、学力向上対策に取り組ん

でまいります。事業費は500万円でございます。あわせて、体力向上、施設整備といたしまし

て、室戸小学校のプール新設工事を行います。事業費が１億7,700万円。それから、学校給食

未実施校の解消を図るため、西部学校給食センターの設計委託料を計上いたしております。事

業費が815万7,000円でございます。 

 ２点目の防災対策につきまして、保育所や学校施設の耐震化に引き続き取り組んでまいりま

す。大谷保育所の耐震補強工事5,555万円、元小学校の校舎耐震設計633万円、中川内小学校の

耐震診断委託186万円を計上いたしております。また、市内の中学生全員に防災ヘルメットの

購入、配布をいたします。事業費が86万3,000円でございます。 

 それから、３点目の子育て支援対策につきましては、佐喜浜保育所で実施しております子育

て支援センターでの子育ての実践や悩み事への相談事業を充実させまして、子育てへの負担や

不安を解消できるように取り組んでまいります。 

 また、多子世帯保育料軽減事業での対象年齢を５歳児まで拡充し、子育て中の保護者の経済

的負担を少しでも軽減するようにいたしました。事業費が439万5,000円でございます。以上で

す。 
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○副議長（米澤善吾君） 黒岩福祉事務所長。 

○福祉事務所長（黒岩道宏君） 町田議員さんに大きな１点目の(1)25年度予算について、市

長答弁を補足させていただきます。 

 ４、保健・福祉サービスの充実の重点事業といたしまして、平成25年４月１日から乳幼児医

療費の助成対象者の中学生への拡大を予定しており、必要経費について今回当初予算に計上さ

せていただいているところでございます。 

 助成内容につきましては、入院医療費は全ての世帯の方を対象に、自己負担分を全額助成、

通院医療費につきましては、非課税世帯及び課税世帯の第３子以降について全額助成、課税世

帯の第１子及び２子について１割助成としております。 

 また、制度の周知につきましては、広報の折り込み等により行っており、現時点で対象者の

95％以上の方に手続をいただいております。現時点で手続が完了していない約10名の方につき

ましては、今月に入り郵便で直接通知をしており、全ての対象の方に４月から制度の活用が可

能となるよう努めているところでございます。以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 町田議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、大きな１の市長の政治姿勢についての(3)結婚についてでありますが、保健介護課の

事業といたしましては、無料で受けることのできる妊婦一般健診の回数を国からの通知の受診

することが望ましい健診回数と同じ14回を設けております。また、県外での里帰り出産をされ

る方を対象に、県外の医療機関で受診した妊婦健診や生まれた赤ちゃんの乳児健診の費用を助

成する制度を平成20年８月より導入し、母体や胎児の健康確保に努めております。 

 乳児につきましては、乳児家庭全戸訪問事業を行っており、保健師や母子推進員などが、生

後４カ月までの乳児のいる御家庭へ訪問し、育児相談等を行っております。また、乳児健診に

つきましても、１歳まで２回行うこととされている国の基準より１回多い３回の集団健診を実

施し、乳児の健やかな成長と育児支援に取り組んでおります。今後も引き続き妊産婦及び乳幼

児等市民の健康の推進と安心して子供を産み育てることのできる環境づくりに取り組んでまい

ります。 

 次に、(4)の高齢者の支援についてでございます。 

 前段の議員さんにお答えをいたしましたが、外出支援サービスにつきましては、対象者は

75歳以上の独居及び高齢者のみの世帯の方、もしくは運転免許証を返納された65歳以上の方、

対象地域は、バス路線より１キロメートル以上離れた地域とし、その地域よりのタクシー料金

の２分の１を助成する事業を平成25年度当初予算に計上しており、４月よりの実施を考えてお

ります。また、買い物支援サービスにつきましては、室戸市商工会の理事会におきまして、各

地域の代表により構成された委員会を立ち上げていただき、現在その委員会におきまして、配

達による支援と見守り活動を行う業務方法について検討をしていただいております。買い物支
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援サービスにつきましても、早い時期の事業の実施となるよう努めてまいります。以上です。 

○副議長（米澤善吾君） これをもって町田又一君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため、午後３時30分まで休憩いたします。 

            午後３時５分 休憩 

            午後３時28分 再開 

○副議長（米澤善吾君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、濱口太作君の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。ただいまより一般質問を行います。 

 まず最初に、国の予算への対応についてお伺いいたします。 

 昨年12月26日、第２次安倍内閣が発足をいたしました。この安倍内閣においては、デフレ経

済を克服するために、インフレターゲットを設定、これが達成するまで、日本銀行法の改正も

視野に、大胆な金融政策、いわゆるアベノミクスにより日本の再生を図るとしております。こ

のアベノミクスは、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を活気する成長戦略の３つ

を基本方針としており、安倍総理は、これを３本の矢と表現をしております。個別の政策とし

ては、２％のインフレ目標、円高の是正、政策金利のマイナス化、無制限の量的緩和、大規模

な公共投資、日本銀行の買いオペレーションによる建設国債の引き取り、日本銀行法の改正な

どが上げられております。この安倍総理の経済政策への期待も高まっており、株価も高揚し、

東京株式市場においては、日経平均株価が2010年４月につけたリーマン・ショック後の最高値

も更新をしております。また、円安の進行により、輸出産業においては、収益が大幅に押し上

げられ、自動車産業を中心に、業績見通しを上方修正する企業も出ている一方で、輸入産業に

おいては、円安により、原油等の価格が高騰し、国民生活を直撃しております。 

 こうした中で、政府は、緊急経済政策を盛り込み、国の支出額を13兆1,054億円とした

2012年度の補正予算を国会に提案し、２月26日、可決成立いたしました。この補正予算には、

安倍政権がデフレ脱却に向けて掲げた機能的な財政政策の第一弾で、補正予算としては過去２

番目の規模となっており、切れ目のない経済政策を講ずるため、2013年度予算と一体の15カ月

予算として編成をされたものであります。国の支出額のうち、経済政策に10兆2,815億円を投

じることとなっており、東日本大震災からの復興や防災、減災などの公共事業を柱に据えた地

方や民間の負担を含めた事業規模は約20兆円、雇用は60万人を超えることが見込まれておりま

す。また、この補正予算には、５兆円規模の公共事業や地方負担分の８割から９割を国が肩が

わりする臨時交付金1.4兆円も盛り込まれており、この補正予算に対しては、県内の首長さん

も歓迎ムードであり、黒潮町においては、10億円規模の防災事業を予定、また須崎市にあって

は、今回の補正は、本市のための補正予算と言いたいぐらいだと積極的な活用を予定している

ようであります。 

 そこで、お伺いをいたしますが、本市としては、今回の補正予算をどのように評価し、どの
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ような取り組みをされるのでしょうか。また、24年度の室戸市関係の県発注の土木工事におい

て、落札業者がなくて、施工できない工事もあったと聞いておりますが、市発注工事において

は、このようなことはなかったかどうか、そして今回の国の補正予算を受けて、県や市も工事

がふえるわけですが、せっかく予算を組んでも、落札業者がなくて、施工できない工事ができ

る心配はないのかどうか、お伺いをいたします。 

 次に、過疎集落等再生緊急対策事業についてお伺いをいたします。 

 今回の国の補正予算には、地域の活性化や福祉活動を支援する過疎集落等自立再生緊急対策

事業に15億円が計上をされております。この事業は、高知県が取り組む集落活動センターも参

考にした総務省の新規事業で、地域資源を活用した商品づくりや高齢者向けの配給サービス、

日用品の買い物支援など、地域経済や生活機能の維持につながる幅広い活動を想定、拠点とな

る廃校の改修など、ハード整備やスタッフの人件費を含め、5,000万円を上限に事業費全額を

支援するものであります。県は、25年度に新たに15カ所程度の集落活動センターの立ち上げを

見込んでおり、新制度を使わない手はない。各地の計画策定をできるだけ前倒しして活用した

いとしております。先日、開かれた中山間総合対策本部会議において、24年度の集落活動セン

ターの設置が、目標の11カ所に対し、６カ所のとどまったことから、尾﨑知事は、センターを

設置したくても、県の補助金が切れる３年後に自立する自信がないと逡巡している住民が多

い。その背中を一押しできるように、支援分をわかりやすく示す必要があると強調し、３月に

改正する集落活動センター支援ハンドブックでは、成功事例等も例示し、内容の充実を図るこ

とが決められております。また、このセンターの活動に参加する高知ふるさと応援隊について

も、支援を現行の３年から準備期間１年を加えた４年に延長、ハードの整備の補助上限額も、

1,000万円から3,000万円に拡大する方針も決められております。 

 そこで、お伺いをいたしますが、県は10年間で130カ所のセンターの設置を目標としており

ますが、本市においては、この事業の導入の可能性はどうなのか、また現在、この事業の導入

を検討している地区はあるのかどうか、お伺いをいたします。 

 次に、地方公務員の給与削減についてお伺いをいたします。 

 １月29日、閣議決定をされた2013年度の国の予算案において、地方交付税の削減が示されま

した。2012年の地方公務員の給与水準は、国家公務員より高い自治体が、全都道府県と市区町

村の約９割に上り、国家公務員を100とし、地方公務員の給与水準をあらわすラスパイレス指

数についても、全自治体の87.5％に当たる1,566団体が100を超えており、前年の288団体から

1,278団体ふえております。全自治体平均の指数は、前年比8.1ポイント増の107.0％であり、

これは国は東日本大震災の復興財源に充てるため、昨年４月から２年間、国家公務員について

平均7.8％の給与削減を行ったため、相対的に地方が高くなったものであります。これを受け

て、総務省は、13年度地方交付税を削減する方針を決定済みであり、７月から来年３月まで、

地方公務員の給与水準を国家公務員並みに引き下げることを要請をしております。これに対
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し、全国知事会など地方六団体は、十分な協議をせず、一方的に交付税を減らすのは極めて遺

憾であると抗議をする声明を出すなど反発を強めております。また、県や市町村の給与は、そ

れぞれの条例で決めるルールであり、国に強制されないはずだ。曲りなりにも進んできた地方

分権の流れに逆行しないかなどの問題提起もされているところであります。2012年の地方全体

の人件費は約21兆円。政府は、給与カットすれば8,500億円程度の財源が不要となり、これを

地域元気づくり事業に充て、緊急防災、減災事業なども積み増し、元気づくり事業について

は、給与を下げない自治体には、配分しないなどのペナルティーも考えているようでありま

す。先日、県が発表しました県内34市町村の職員給与水準では、30市町村が国を上回ってお

り、本市においても、4.5ポイント上回っております。県の市町村振興課は、県内の市町村

は、これまで国の水準を下回る運営をしてきた。国の急な要請であり、自治体ごとの状況を踏

まえ、適切に対応してもらえるよう助言をしていくとしておりますが、本市は政府の給与削減

要請をどのように受けとめ、どう対応されるのか、お伺いをいたします。また、今回の交付税

削減に伴い、本市の交付税は幾ら削減されるのでしょうか。 

 次に、今回の国の補正予算の中に、地域経済の活性化と雇用の創出を図る地域の元気臨時交

付金１兆3,980億円の交付が見込まれておりますが、この交付金の概要と本市においてはどの

ような事業に活用されるのか、お伺いをいたします。 

 次に、２の退職手当の削減についてお伺いをいたします。 

 全国に広がった教員など地方公務員による駆け込み退職問題が、波紋を広げており、担任の

先生が生徒を捨てるような行為に怒りの声が上がる一方、突然の制度変更に翻弄された公務員

に同情する向きもあります。この波紋の原因は、総務省が昨年11月、人事院調査による退職手

当の官民格差402万円を解消するとして行った国家公務員退職手当法の改正が行われたことに

伴い、地方自治体も国に準ずるよう通知したことであります。今回の改正により、国家公務員

は、ことし１月と10月にそれぞれ140万円、来年の７月に120万円と３段階での退職手当の引き

下げが決まりましたが、その実施時期については、地方自治体に任せたことにあります。３月

５日に2012年度中に退職手当の引き下げを決めた84自治体での調査結果を総務省が公表をして

おります。それによりますと、定年退職を迎える職員２万5,165人のうち、75％に当たる

1,880人が引き下げ前に退職をしたか、退職する見通しとなっており、そのうち教職員が949人

と約半数となっております。駆け込み退職者数では、愛知県510人、京都府466人、兵庫県

341人、埼玉県153人と４府県で全体の８割を占めております。部門別では、教職員が949人と

最も多く、警察官等警察職員が567人、一般行政職が268人となっています。条例の改正につき

ましては、１月に改正条例を施行したのが38自治体、２月１日から３月末までは46自治体とな

っており、施行を４月１日以降としたのが1,437自治体、改正時期が未定の自治体は268となっ

ております。高知県においては、昨年12月定例会に改正条例を提案し、可決され、３月１日か

ら施行となっておりますが、定年退職予定者320人のうち、駆け込み退職者は82人となってお
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ります。部門別では、警察関係が35人、一般行政職が27人、教育関係が11人、公営企業関係が

７人となっております。このような全国的な動きの中で、本市においては、今議会に条例改正

案が提案をされており、施行日が４月１日となっておりますが、私はこれは賢明な選択だと思

います。 

 そこで、お伺いをいたしますが、職員組合との合意はできているのでしょうか。 

 今回の職員の給与や退職手当の減額に伴い、福岡市の高島市長は、自分の給与はそのまま

で、職員に対し厳しいお願いをすることはできないとみずからの給与と退職手当を削減する条

例案を提出すると発表しております。また、高知県においても、尾﨑知事は、特別職の退職手

当について、高知県特別職報酬等審議会に諮問をし、答申を得ております。それによります

と、知事については585万円、副知事については315万9,000円引き下げる内容となっており、

この答申に対し尾﨑知事は、一般職も引き下げており、腹に入る結論だとコメントをしてお

り、４月から施行する条例案を３月定例会に提案をしておりますし、四万十市の田中市長も、

特別職の退職手当を職員の退職手当の削減と同率の15％削減する条例案を３月定例会に提案を

しております。県の調べでは、昨年12月以降、職員の退職手当引き下げなどを背景に、既に島

根県、大分県、京都府の３府県が特別職の退職手当を引き下げを決定、２月１日現在では、

24都道府県が検討中のようでありますが、本市においては、特別職の退職金についてはどのよ

うに考えているのか、お伺いをいたします。 

 最後に、３の総合防災拠点施設についてお伺いをいたします。 

 南海地震などの大規模災害時に、全国からの応援部隊による救援、救出活動や支援物資等の

集積、荷さばきなどの支援活動を円滑に行えるような総合防災拠点を整備するために設置をさ

れた高知県総合防災拠点基本構想策定委員会において、本市の県立室戸広域公園、県立春野総

合運動公園、県立青少年センター、宿毛市総合運動公園の４カ所を中核的な広域拠点に、高知

大医学部、四万十緑林公園、安芸市総合運動場、土佐清水総合公園の４カ所を広域拠点の活動

を補う地域拠点として選定がされました。これを受けて、県は、これらの総合防災拠点施設の

整備に着手するため、24年度の補正予算案において、実施設計予算を計上しております。室戸

広域公園にあっては、屋内のスペースが不足していることから、屋内運動施設の整備が計画を

されております。この施設は、日常的には、スポーツ施設としての利用が可能とされており、

天候に左右されないことから、さまざまなスポーツやイベントへの市民活用が可能となるとと

もに、雨天時の練習も可能となることから、本市のキャンプ地としてのグレードも高まり、今

以上のキャンプ等の誘致が可能であると思われ、この施設に対する市民の期待も大きく、完成

が待たれているところでございます。 

 そこで、お伺いをいたしますが、この施設の総事業費、完成年度、施設の概要、地元負担金

等につきまして、現在わかっている範囲で結構ですので、説明をお願いをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 
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○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 濱口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の国の予算への対応についての(1)大型補正予算への対応について今回の補正

予算の評価を尋ねられております。 

 議員さん御案内のとおり、政府より大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起す

る成長戦略を一体的に実行する緊急経済対策として大型補正予算が示されたところでございま

す。このことを受け、過度な円高傾向が是正されつつあり、株価も回復し始めておりますの

で、国や地方自治体にとりましても、財政状況の好転につながるものと期待をしているところ

でございまして、一定評価できるものと考えております。また、どのような取り組みをしてい

くのかという点についてでございますが、国におきましては、平成24年度補正予算と平成25年

度当初予算を合わせたいわゆる15カ月予算により、切れ目のない経済対策を実施するものとさ

れております。当市におきましても、国の経済対策に呼応し、津波避難タワー整備事業、津波

避難路整備事業や市道整備事業、また羽根漁港の整備事業、農業基盤整備事業などを前倒しを

して実施するなど、住民のニーズに沿った施策の推進に向けて積極的に予算編成を行っている

ところでございます。今後とも地域の経済情勢や市の財政状況を見ながら、適正な予算運営と

なるよう努めてまいります。 

 次に、今回の国の補正による工事の入札への影響についてでございます。 

 まず、当市におきましては、平成24年度発注工事におきまして、入札参加者がなかったた

め、不調となった入札が１件ございます。これは、発注時期が１月下旬であり、工期が短過ぎ

たために入札参加を辞退したものと考えております。当該工事につきましては、工期を見直

し、繰越事業として再入札を行うこととしております。通常の補助事業の決定時期は、６月か

ら７月ごろであり、これを受けての工事の発注は９月から10月ぐらいとなっております。今回

の補正に係る事業は、公共工事の発注が少ない時期であり、業者サイドとしましては、むしろ

受注しやすくなるのではないかというふうに考えております。今回の国の補正予算で、工事の

発注が平準化されるのではないか、確かに国・県・市の事業が重なるという部分もあるかと思

いますけれども、入札をしても落札者がないというような状況にはならないのではないかとい

うふうに思っております。市内業者の経済活動にとっても、よい結果、よい方向になるのでは

ないかと考えております。 

 次に、(2)過疎集落等再生緊急対策事業についてであります。 

 過疎集落等再生緊急対策事業につきましては、地域資源や地場産業を積極的に活用して、地

域経済の活性化を図るとともに、日用品の買い物支援といった日常生活機能の確保などの課題

に総合的に取り組むための事業でございます。主な取り組み事例といたしましては、地元産品

直販所の設置、コミュニティービジネスの振興、間伐作業の実施、地元産品を活用した新商品

の開発、廃校の改修による拠点の整備、日用品の買い物支援、空き家の除去による景観保全等
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が想定をされているところでございます。当市としましても、これまで担当課を含め、地元の

方々と事業の導入につきまして検討をしてまいりました。これまで平成23年度より市内６集落

をモデル集落に指定をし、地元住民の方々から直接要望等をお聞きし、集落の活性化に向け農

産物生産や果樹などの地場産品を使った特産品の開発など、事業化に向けて取り組んでいると

ころでございます。現在、羽根町黒見地区において要望のありました土佐はちきん地鶏鶏舎整

備関連予算を当初予算に計上させていただいております。集落活動センターにつきましては、

その運営方法や収益性などにつきまして大変たくさんの課題も多くございます。今後とも引き

続き住民の方々と対話を重ね、特産品の開発など集落の活性化に向けて取り組んでまいりま

す。 

 次に、(3)の地方公務員の給与削減についてでございます。 

 このことにつきましては、議員さん御案内のように、地方公務員の給与を給与減額支給措置

を行った国家公務員並みに削減するよう総務大臣から所管により要請をされている問題でござ

います。職員の給与削減につきましては、当市ではこれまで財政健全化計画や集中改革プラン

等によりまして、平成17年１月から平成18年３月まで全員一律５％、平成18年４月から平成

19年３月まで全員一律４％、平成20年１月から平成22年３月まで１、２級２％、３級以上

３％、平成22年４月から平成23年３月まで３級以上1.5％などの給与カットに取り組んできた

ところでございます。今回の削減要請は、国が給与削減支給措置を行ったことにより、当該減

額後の比較において、ラスパイレス指数が100を超えたというものでございますが、地方公務

員の給与は、地方が自主的に決定すべきものであり、地方交付税を国の政策目的達成のための

手段とて用いることにつきましては、大変遺憾に思うところでございます。しかしながら、本

市の置かれている大変厳しい財政状況を考えた場合、大きく依存をしております地方交付税

が、給与削減を前提としている以上、これを受け入れざるを得ないのではないかと考えている

ところであります。 

 なお、引き下げの率や実施時期などにつきましては、県や他市の動向に留意しながら、今後

職員組合と交渉の場を持ってまいります。 

 次に、２点目の退職手当の削減についてであります。 

 このことにつきましては、昨年11月16日に、国家公務員退職手当法が改正され、地方公務員

に対しても同様の対応が求められていることは御案内のとおりでございます。このことを受

け、本市におきましても、国に準じた引き下げについて、職員組合に提示を行い、年度ごとに

３カ年での段階的引き下げなどについて随時情報提供等を行ってきたところでございまして、

一定御理解をいただいているものと考えております。 

 次に、特別職の退職手当についてでございます。 

 本市の特別職の退職手当支給率につきましては、室戸市財政健全化計画により、平成16年度

に10％、室戸市集中改革プラン推進計画により、平成19年度に平均16.7％の削減を行ってきた
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ところでございます。その結果、本市の特別職の退職手当支給率は、市では市長、教育長とも

県内で一番低く、副市長におきましても、下から２番目に低い水準となっております。議員さ

ん御案内のとおり、他市において引き下げの動きがあることは私も承知をしているところでご

ざいます。今後他市の動向などを把握をしてまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、１点目の国の予算への対応について、３点目の総合防災拠点

施設については、担当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。 

○副議長（米澤善吾君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 私のほうから１の３の地方公務員の給与削減についての中で、交付税の影響する額でござい

ますが、国から示されております普通交付税の基準財政需要額の影響額を試算いたしますと、

平成25年度の影響額は、交付税の算定の基礎となる総需要額の1.2％、6,295万4,000円が減額

される見込みであります。御存じのとおり、平成24年度は、その前年度と比較しますと２億円

の減額となっており、また今回このような減額が出ますと、25年度の一般財源の確保に大変影

響してまいると思っております。 

 次に、４点目の地域の元気臨時交付金の概要とどのような事業に活用されるのかということ

でございますが、議員さん御案内のとおり、この交付金は、国の平成24年度補正予算により経

済対策として追加される公共投資の地方負担額が多額となりますので、地方負担に考慮いたし

まして、特別措置として交付されるものです。交付額は、公共事業に対する地方負担額、これ

が一般財源でございますが、これの原則８割程度となっておりますが、室戸市は財政力が弱い

ということで、９割が交付されてくる予定でございます。内容につきましては、議案資料の

58ページに事業内容等が入っておりますが、32件、総事業費は４億6,012万円、交付金の見込

み額は１億9,974万円となっております。内容といたしましては、主なものは津波避難路整備

事業、それから避難タワー整備事業、市道整備事業、羽根漁港整備事業などでございます。以

上です。 

○副議長（米澤善吾君） 山本教育次長兼生涯学習課長。 

○教育次長兼生涯学習課長（山本 勉君） 濱口議員にお答えします。 

 大きな３点目の総合防災拠点施設でありますが、災害時以外は屋内運動場としての利用が多

くなりますので、スポーツということで私のほうから答弁させていただきます。 

 この施設の事業費等につきましては、不確定な要素はありますが、現時点で総事業費は10億

3,152万9,000円を見込み、県におきましては、平成24年度補正予算で測量及び試験費等

5,460万円を計上しております。平成25年度に調査、測量設計し、平成26年度から建築工事を

始め、本体工事の完成目標は、平成27年度内の予定でございます。それから、周辺整備工事等

もございますので、それを含んだ全体工事の完成は、平成28年度内完成を目指しております。

この中で地元負担金につきましては、現時点では6,636万円が見込まれております。 
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 それから、屋内運動場の施設の概要につきましては、室戸マリン球場に併設され、野球での

利用を想定し、雨天時も大人数での練習、連係プレーの練習等が可能となる規格といたしまし

て、50メートル、50メートル掛ける高さが20メートルの規模で、運動スペースは人工芝を予定

しておるとのことです。 

 また、大規模な広域災害時は、総合防災拠点として利用しますが、支援物資の受け入れや搬

出が容易な構造とし、保管スペースの確保、非常用電源設備なども整備するようですが、関係

機関や住民の方々の意見なども聞くなどして、有効活用できるように要請をしてまいりたいと

考えております。以上でございます。 

○副議長（米澤善吾君） 濱口太作君の２回目の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ２回目の質問を行います。 

 大型補正予算への対応についてお伺いをいたします。 

 今回の本市の補正予算は２億7,606万8,000円であります。この中には、２億円余りの減額補

正もありますので、配付をいただいた資料によりますと、４億6,000万円の地方の元気交付金

の対象事業が計上をされているようであります。今回の国の大型補正予算には、先ほど課長か

ら説明をいただいたように、地方負担分の８割から９割、財政力の弱い本市の場合は、９割が

該当になるようですが、地方の元気交付金として交付を受けることができるという手厚い財源

措置がされており、その交付金措置も、今回の補正予算限りということでありまして、県内の

各市においても、この交付金を活用して、防災対策事業などを前倒しして整備を進めようとし

ております。各市の補正予算額を見ましても、安芸市10億9,700万円、香南市19億3,100万円、

南国市12億6,200万円、土佐市12億8,400万円、須崎市９億9,900万円、四万十市28億3,600万円

と各市とも10億円を超える補正を行い、防災対策などを一気に進めようとしております。特

に、香南市にありましては、これまで避難タワーの設置計画は８基でありましたが、これを

19基に増設し、24年度予算で５基、今回の補正予算と25年度当初予算で10基分を計上するな

ど、積極的な姿勢で取り組みをしております。これに比べまして、本市の事業費は、他市の半

分にも満たない額となっておりまして、せっかくの交付金を活用し切れてない感もするわけで

すが、他市に比べ本市の補正予算額が少ない理由につきまして、何かありましたら説明をいた

だきたいと思います。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 濱口議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、他市と比較して防災対策事業が少ないのではないかということの御指摘をいただきま

した。我々としても、可能な限り、24年度事業あるいは25年度事業で取り組もうということで

取り組んでまいりまして、防災関係事業といたしましては、補正額でいろいろ各課にまたがっ

ておりますけれども３億1,880万円、それから当初で２億8,806万円ということでございます。 
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（「私が言いゆうのは補正予算」と呼ぶ者あり） 

○市長（小松幹侍君）（続） そうですか。先ほども申し上げますように３億1,889万円とい

うことで、補正対応が少ないのではないかということでありますが、私どもとしては、精いっ

ぱい対策をするということで取り組んできたものでございますし、避難タワーが少ないという

ような御指摘もあることは承知をしてますが、２基を目指してとにかく取り組んでいくという

ことと、もう一つは避難路整備ということが当市は一番大きな課題であって、それを進めるこ

とがよりよい避難の方法ではないかというような御意見もある中で進めているところでござい

ます。確かに、御指摘の部門、我々も感じる部分はございます。ただ、職員も現体制ではなか

なかやっていけないという部分もございまして、新たな年度については、それも何とか正職や

なくてもふやして、事業の進捗を図っていきたいというような思いも持っているところでござ

いまして、御指摘の部分あろうかと思いますけれども、我々も力いっぱい防災対策としても取

り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○副議長（米澤善吾君） 濱口太作君の３回目の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） 数字だけ見ますと、確かに本市の取り組みというものは金額が少ない

ようです。市長も言いましたように、職員、私よく防災対策室に行きますけども、皆さん一生

懸命やっております。ただ、皆さん、議員の皆さんも感じられておるのは、よそと比べたら確

かにおくれておるんやないかというのは皆さん感じておると思います。どうか先ほど市長も言

いましたように、異動時期でございますので、体制についてはやはり強化をしてあげていただ

きたいと思います。これは要望ですので、答弁は要りません。以上です。 

○副議長（米澤善吾君） これをもって濱口太作君の質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事日程が終了するまで、あらかじめ時間延長いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（米澤善吾君） 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。 

 次に、脇本健樹君の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。３月定例会議において一般質問を行います。 

 １、防災、減災対策。 

 室戸市民の関心度の高い一つ、防災についてお聞きします。 

 未曽有の大災害、東北地方太平洋沖地震から２年が過ぎようとしております。高知県もさき

の大震災以降、地震対策、津波対策は大きく修正しなければならなくなりました。室戸市にお

いては、高知県の南海トラフ巨大地震対策の一つとして、新聞報道等で室戸市佐喜浜地区の津

波避難シェルターが取り上げられるなどしております。室戸市の防災、減災対策の中で、避難
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地及び避難経路については、自主防災組織として常会を中心に避難対策は練っているはずであ

り、避難地及び避難経路については、各地区でのワークショップにより室戸市は把握済みと思

われます。 

 そこで、次の点をお聞きします。 

 (1)避難地、避難経路確保の進捗状況についてお聞きします。 

 ①各地区での対策はどのようでありますか。 

 ②対策のとれてない地区やおくれている地区はどのような地区で、どのような理由からか、

何か妨げがあるのか、地理的など特徴がありますか。 

 ③いま一つ、防災、減災について全体的に広報活動が見えないようだが、少しおくれている

のではないでしょうか。室戸市としては、対策のおくれはないのか、室戸市の各地区へのこれ

らにかかわる提案は十分であるか、室戸市民への広報活動はどのように行っているか。 

 ④各地区において、避難地、避難経路について市民周知はどのように行われましたか。 

 (2)各状況下での市職員の対応について。 

 これから起こり得るとされている南海トラフ巨大地震は、誰もが望まない予想事であります

が、防災、減災対策の中で、避難地、避難経路については、市民の関心の高い一つであり、こ

の人命にかかわることは、室戸市消防職員任せでなく、一般職員も住居のある各常会等におい

て、避難策定は率先し行わなければならないことの一つであると考え、次の点をお聞きしま

す。 

 ①避難地、避難経路の策定について、消防職員及び一般職員はどのようにかかわってきたの

か。 

 ②避難地、避難経路が確定後、住居地や近隣区域の情報共有は職員間ではどのようになされ

ているのか。室戸市においても、南海トラフ巨大地震を想定し、避難訓練等シミュレーション

は行われており、非常時対応は勤務中、勤務時間外ともに指示されていると思われますので、

次の点をお聞きします。 

 ③職員の災害時の役割など、各課での対策はどのようでしょうか。 

 ④臨時職員にはどのような指示をされておりますか。 

 (3)被災後の対策について。 

 ①防災、減災だけでなく、最悪災害を受けた場合の対策の進捗ぐあいはどのようなことでし

ょうか。 

 (4)広報活動について。 

 ①防災、減災対策において、市民に一番願いたいことは何でしょうか。 

 次に、２番、人事について。 

 (1)緊急時対策と職員の採用について。 

 室戸市において、多くの集落は、佐喜浜町から羽根町まで海岸線に沿ってあり、住民にとっ
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て本庁舎までの距離は、比較的遠い自治体の一つではないでしょうか。室戸市は、山から海が

近く、主要道路は国道55号一本で迂回路も少なく、非常時には職員は居住地からの距離や時間

ではなく、道路への越波など災害により本庁舎に直ちに行けない状況になります。そして、同

時に、災害状況によっては、住まいのある地域での住民に対しての協力が不可欠になります。

災害時に多くの住民は、そこにいる人に頼ってしまいます。住まいが市をまたいで住むとどう

なってしまうのでしょうか。どちらも協力となってしまうことでしょう。室戸市職員の採用試

験を受ける個人にもそれぞれ思いはあります。無事採用試験を受かり、室戸市の仕事をするわ

けでありますが、東北地方太平洋沖地震を機会に、今まで以上緊急時の対策としてすぐに駆け

つけることも重要視されます。職員採用については、自治体のそのときの抱える悩みや状況で

採用していると思われます。室戸市も過去５年において、室戸市民人口約１万8,000人から１

万5,500人と年間500人毎年人口が減少しております。職員数も過去の採用の仕方の影響もある

と思うが、その間の職員数は約280人から230人と減少しております。職員の居住地について

は、各自治体でさまざまですが、市外からの通勤はだめだとか、交通費は管内範囲相当分に限

るなどや、さりげにほのめかすなどの少し緩やかな対策などが聞こえています。職員採用は、

市民感情からかけ離れたらだめです。室戸市のための採用です。この点を踏まえお聞きしま

す。 

 ①現在の室戸市外からの職員人数と居住地はどのようでありますか。 

 ②非常時の観点から見ても、これからの採用は室戸市内に住居を構えることが前提での採用

などと考えるが、今後の採用はどのようでしょうか。 

 (2)各課の存在意義、職務分担について。 

 経費削減等の影響もあり、過去５年、職員数は毎年約10人減少しております。事行政におい

てもさまざまなルールができ、それに伴った処理の多さや内容の変化など、これからは多岐に

わたり専門性が高く望まれてくると思います。それぞれの部署において、時間がかかることや

市民に知らせておかなければならないことなどふえることでしょう。前段でお話ししています

が、市職員の責務のあり方は、さらに多様化してくることでしょう。課同士のさらなる情報の

共有が不可欠になってくることでしょう。今回の議会資料提出が報道よりおくれるとのことが

あるなどは、担当職員の少なさでしょう。 

 そこで、次の点をお聞きします。 

 ①各課専門的な知識が多く求められますが、職員配置は適切でありますか。 

 室戸市民の人口減も関係なく、業務内容や年間扱う件数に変化がないので、職員数減により

負担がかかっている部署はございませんか。逆に、多く配置されている部署はありませんか。

それぞれあれば今後の対策はどのようにとられますか。 

 ②課の統合には一定理解を示していますが、今後専門部署としてジオパーク推進課や防災対

策室ができたように、必要であればより専門性を持たすように課の分割等の考えはないのか。 
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 ③今後職員数の推移はどのようになりますか。 

 ④臨時職員の現状と今後の推移はどのようでしょうか。 

 ⑤臨時職員の専門性や役割はどのようなものになりますか。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 １点目の(1)避難地、避難経路確保の進捗状況についてであります。 

 最初に、①各地区での対策についてでありますが、南海地震対策への取り組みといたしまし

ては、昨年度行いました市内25カ所、31回の住民ワークショップでいただいた御意見などをも

とに、沿岸部全域の津波避難マップを作成し、各地で避難場所や避難路、ソーラー式避難誘導

灯、海抜表示などの整備に取り組んでいるところでございます。 

 その中で、②対策のとれていない地区やおくれている地区はということでございますが、こ

れらの取り組みを進めていく上で、大変重要となるのが、整備箇所の地権者の方々の御協力を

いただくことでございます。地権者の方の御理解をいただくということや土地の境界のことな

どにつきまして、その調整が日時を要するケースが多くございます。この点につきまして、地

元の自主防災組織や常会など、地域の方々の御協力が不可欠であると考えております。御理解

と御協力をお願いをいたしているところでございます。また、本市の地形的な特徴といたしま

して、海と山に囲まれた少ない平野部に住宅が密集しているという現状がございます。津波の

被害から逃れるためには、裏山の高台にいち早く避難する必要がありますが、急峻な山が多

く、地震の揺れによる崩れるおそれがあるため、複数の避難ルートを確保しておくことも重要

でございます。治山対策や急傾斜地対策につきましては、県などの関係機関とも連携をしなが

ら取り組んでいく必要がございます。いずれにしましても、津波避難対策は、本市における重

要課題でございますので、今後とも避難路などの整備対策を急ぎ進めてまいります。 

 次に、③及び④の市民への広報、周知等についてでございます。 

 南海地震などの防災対策に関する広報といたしましては、「広報むろと」を通じて、シリー

ズ南海地震に備えようや避難路の整備状況などを毎月掲載をしているところでございますが、

まだまだ十分とは言えないというふうに思っております。さきの議会でも御意見のありました

市ホームページへの情報提供などもぜひ進めていかなければならないと考えております。ま

た、現在行っている防災訓練や防災講演会などを通して、住民の皆さんの防災意識を高めてい

くことが重要であると考えております。また、自主防災組織リーダー研修や現在室戸岬地区と

吉良川地区では設立をされましたけれども、自主防災組織連絡協議会というものをぜひ全市で

設立をいただいて、そのネットワーク化を進めていきたいと考えております。さらに、平成

25年度に見直しを予定をしております津波防災マップを市民の方々に配布することによって、

避難場所や避難経路などの周知も図ってまいりたいと考えております。 
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 次に、(2)各状況下での市職員への対応についてでございます。 

 ①、②の避難場所や避難路などについてでありますが、各地域における津波緊急避難場所及

び避難経路につきましては、前段で申し上げました住民ワークショップを踏まえ、地区ごとの

津波避難計画として取りまとめを行ったところでございます。住民ワークショップは、防災担

当職員が中心となり進めてまいりました。消防職員や他の一般職員については、地域住民とし

ての参加ということになっておりますが、当然、組織としまして横の連携は必要でございま

す。災害対策本部におきましても、消防本部や各課が横断的に連携しなければならないと考え

ております。今後、津波防災マップの見直しや作成後の地域における周知対策について、積極

的にかかわっていただくよう求めてまいります。 

 次に、③の災害時における職員の役割などについてでありますが、室戸市地域防災計画など

では、職員の配備基準や動員体制を定めており、災害の程度に応じて、段階的に職員を招集す

ることといたしております。例えば、地震の場合は、震度５弱以上で全職員が招集されること

となっております。さらに、それぞれの課の役割につきましては、災害対策本部の組織図に基

づき、所属部署を基本に、職員を配置し、それぞれの任務に当たることとなっております。 

 次に、④の臨時職員への指示についてでございますが、臨時的任用は、通常の事務事業にお

ける緊急及び臨時の職に関して行っているものでございまして、現在、臨時職員の方々に対し

ては、今のところ災害時等において特別な指示等はしていないところでございますが、災害発

生時等には、大きな戦力となるものと考えております。それぞれの居住地域において、避難の

呼びかけや情報伝達なども率先した活動をとっていただくよう、情報提供などに努めてまいり

ます。 

 次に、(3)被災後の対策についてでありますが、南海地震などの大規模災害が発生した場

合、迅速に応急対策を実施するためには、行政機能の早期復旧が重要でございます。そのため

新たに導入を進めております基幹業務システムでは、サーバーを遠隔地に設ける共同利用型と

するなど、行政機能の維持対策にも取り組んでいるところでございます。また、発災時に備え

て、物資の供給などに関する災害協定や他市町村との災害時応援協定の締結などを進めている

ほか、先日は国土交通省との救援物資輸送合同訓練なども行ったところでございます。さら

に、本年度事業として、飲料水確保のための浄水装置の購入やそれらの運搬車両の購入など整

備を行ったところでございます。食料や毛布などの備蓄につきましても、順次進めているとこ

ろでございます。今後ともこうした対策を進めてまいります。 

 次に、(4)防災、減災対策について市民の皆さんにお願いしたいことについてでございます

が、災害対応につきましては、やはり自助・共助・公助ということが大事だというふうに言わ

れております。まず、自助につきましては、自分の命は自分で守るという意識を持っていただ

くことが大事でございます。揺れから身を守り、揺れがおさまったら直ちに避難をする、とに

かく早く少しでも高いところに避難をして、警報が解除されるまでは絶対に戻らないというこ
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とでございます。こうした意識を日ごろから強く持っていただくとともに、家具の転倒防止な

ど、自分でできる防災、減災対策に積極的に取り組んでいただきたいと思っております。 

 また、防災訓練などは、避難場所や避難経路を再確認し、体で覚えるよい機会でございま

す。御近所同士で声をかけ合いながら、ぜひ皆さんで参加をいただきたいというふうに思って

おりますし、日ごろから災害弱者への対応や協力につきましても、共助の考え方を持ってほし

いと思っているところでございます。市といたしましては、公助の立場から、これまで申し上

げてまいりました防災対策のハード面、ソフト面両面のさらなる充実強化に取り組んでいかな

ければならないと考えております。 

 次に、２点目の(1)採用についてであります。 

 まず、①の市外から通勤している職員数と居住地についてでございます。 

 現在、室戸市外から通勤している職員は19名で、その居住地は高知市、香南市、安芸市、安

田町、奈半利町などでございます。 

 次に、②の今後の採用についてでございますが、消防職員については、市内に住居を構える

ことを前提としておりますが、その他の職につきましては、前提にすることは難しいというふ

うに考えております。前段の議員さんにもお答えいたしましたように、災害時の参集など、公

務員として地域に果たす役割を考えますと、やはりできるだけ室戸市内に住んでいただきたい

と考えております。こうした思いから、市外在住職員に対し、文書などにより要請もいたして

おります。また、私が個人的に職員に話をすることもございます。この４月からは、安芸市に

住んでいた方が、室戸で生活をするということを職員のほうからお聞きをしているケースもご

ざいます。決してさりげなく市内に住んでいただきたいということをほのめかしているわけで

はございません。しっかり市内に住んでいただきたいというふうに私は願って職員の方々にお

話をしているつもりでございます。 

 次に、(2)職務分担についてのことでありますが、５点につきましてあわせてお答えをいた

します。 

 本市の職員数につきましては、これまで集中改革プランや新室戸市行財政改革プランによ

り、削減に取り組んできたところでございます。ここ10年で約80名の削減を行いました。新室

戸市行財政改革プランの目標では、平成25年４月１日の職員数は246名でしたが、実際の職員

数はそれをさらに５名少ない241名になる見込みでございます。こうした職員数の減少に伴

い、どこの部署においても職員一人一人の業務は年々増加傾向にあります。私がいつも言って

いることでございますが、職員が仕事がないというようなことで、遊んでいる職員があれば、

それは引き揚げますよ、少ないところへ配置をしていきたいという話は課長会でもいつも申し

上げているところでございます。また、保健師や技術職員、専門的な知識や技術を必要とする

職員の確保も取り組んでおりますが、なかなか応募がないといった問題点もございます。そし

てまた、保健師さんが早い段階でやめられるというような点、そんな点にも大変苦慮をしてい
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るところでございますが、いずれにしましても、大変な業務量であるわけでございまして、少

数精鋭で効率的な行政運営をぜひやっていかなければならない。そのためには、職員の資質の

向上や意識改革も進めていかなければならないというふうに思っております。そのため、人材

育成としまして、職員研修の充実を図っているところでございまして、特に新採用から採用３

年目までの職員には、少しでも早く戦力となっていただくため、庁内各課による市の施策や各

課の業務について庁内の講師研修を年10回行うなどの取り組みも行っているところでございま

す。今後におきましても、職員研修の充実に努めてまいります。 

 また、年々職員数を削減していく中で、臨時職員数は若干増加傾向でございますが、これは

単に正職員の補充ということだけではなくて、国の緊急雇用創出臨時特例基金事業によって、

放課後児童教室の指導者や災害時要援護者リスト作成のための調査員等の雇用であるとか、障

害程度区分認定調査員など、一定の資格や専門性を必要とする職種の方々がふえているという

ことなども御理解をいただきたいというふうに存じます。 

 職員数の今後につきましては、さきに申し上げましたように、これまでの削減により、１人

当たりの負担は増大をしてきております。数的にも一定私は限界に近づきつつあるのではない

かと考えておりますけれども、本市の大変厳しい財政状況を考えますと、正職員や臨時職員を

さらに少なくする必要性があると考えております。したがいまして、より一層の事務事業の見

直しや行政組織の簡素効率化、業務のできる業務は民間委託というようなことをぜひ進めてい

かなければならない、取り組んでいかなければならない課題であると考えております。 

 次に、課の分割等についての考えでありますが、これまでにも新たな課題に対応するため、

平成23年度にジオパーク推進課を新設をするとともに、平成24年度には防災対策室を新設した

ところでございます。また、平成25年度におきましても、行政サービスの向上と事務事業の効

率化を図るため、障害者福祉サービスを高齢者や介護サービスと同じ部署で行うとともに、新

たな課題に素早く対応することができるよう、市長公室を設置することといたしております。

行政組織や職務分担の見直しにつきましては、継続して取り組むとともに、定員管理や財政状

況の観点も踏まえ、社会情勢や市民要望に応じたものとなるよう、取り組んでまいります。 

 私からは以上でございますが、１点目の防災、減災対策につきましては総務課長から補足答

弁をいたさせますので、よろしくお願いします。以上です。 

○副議長（米澤善吾君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 脇本議員さんに、１点目の(1)避難地、避難経路確保の進捗状況

につきまして市長答弁を補足させていただきます。 

 平成23年度に行いました住民ワークショップでの協議や御意見をもとに策定しました地域津

波避難計画において、市内全体で220カ所の避難場所が設定され、それらへ通ずる避難路とい

たしましては、255本程度ということになっておりますが、そのうちの115の避難路について、

何らかの手を加える、整備を要するのではないかと考えております。そのうち比較的工事が大
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がかりな工事を要するものにつきましては、市の公共工事によりこれまで13路線の整備を行い

ました。整備の内容といたしましては、手すり、階段、スロープの設置や避難場所のコンクリ

ート舗装、転落防止柵の設置などであります。場所によりましては、地形が許せば、避難路の

傾斜を緩くする対策なども行っております。また、市の工事とは別に、各地区の自主防災組織

による自主的な避難路の整備、これに対する補助につきましては、本年度15組織から補助の申

請があり、避難路31カ所について整備を行っていただいております。さらに、別事業とはなり

ますが、ソーラー誘導灯の設置、これを24年度には60カ所、それから電柱への海抜表示、本年

度は115カ所、避難誘導標識の設置等の事業にも取り組んでいるところでございます。 

 来年度の計画といたしましては、市の公共工事による避難路整備事業として24路線を計画し

ております。ソーラー式誘導灯も50カ所、それから海抜表示も100カ所、避難誘導標識、これ

にも50カ所設置を継続して行ってまいります。さらに、自主防災組織に実施していただきます

避難路の整備に対する補助事業も継続して行うことにより、地域の皆さんの御協力もいただき

ながら、少しでも早くこうした津波避難対策が進んでいくよう努力をしてまいります。以上で

ございます。 

○副議長（米澤善吾君） 脇本健樹君の２回目の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ２回目の質問に入ります。 

 まず、防災の面から。 

 防災、減災の(3)の中で、いろいろ答えてもらえてますが、例えばこれからのことですが、

室戸広域公園グラウンド使用や医療関係などの具体的各団体と災害を受けた場合の協力などの

話し合いをしているかというのをちょっと１点お聞きしたいということです。 

 あとは人事のことですが、市長さん答弁の中でいろいろと苦労なされると思っています。私

は、少なかったら大変だろうと思うところもありまして、ただただ減しているんではないかと

いうところもありまして、ぜひ市長さんの思いどおりならないかもしれませんが、できたら市

内で住ませてもらうようにぜひお願いしたいと思います。済みません、その１点だけお願いし

ます。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、防災、減災のことにつきまして、各種団体等との連携はということでございますが、

まず自衛隊との連携協力、また警察の機関との連携、それから各地の消防団ですね、消防団、

消防分団との連携、そして各種災害弱者の問題等については、民生児童委員さん方の団体との

協議と、そういうものがぜひ必要でございますし、そうした方々とともに訓練をしていくと、

防災訓練等をしていって、減災につなげていかなければならないというふうに考えておりま

す。今後ともそうした団体との協力関係はしっかり持っていかなければならないというふうに

考えております。 
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 それから次に、人事面のことでございます。大変心配をいただいているということでござい

ます。私としても、少なくして少なくして市の行政が回らなくなるということはあってはなら

ないわけでございますから、財政的から考えると少ないほうがいいということはあるわけでご

ざいますけれども、その辺はしっかり職員の業務と財政面等々とも関連をさせながら考えてい

きたいし、適正な業務というものについて、簡素効率化をできるものについてはやっぱりそれ

はしっかりしていかないと、今の職員数を減していけないということでございますから、やは

り職務の見直し、業務の見直し、それをいかに効率的にやっていくかというようなこともあわ

せて考えていきたいというふうに思います。また、職員が市内で生活をしていただくというよ

うなことについては、今後ともしっかり要請をしてまいりますので、よろしくお願いします。

以上です。 

○副議長（米澤善吾君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 済みません、防災、減災対策のことについてお答えをいたします。 

 １点、医療関係者等とどう連携をしていくかという点でありますが、当然、市内の医師会で

あるとか、一番近いのが、私がいつも申し上げているのが県立安芸病院でございます。安芸病

院でしっかり完結をする医療体制を構築をしていただきたいということで県には要請をし、現

在、県立安芸病院も改築の方向で取り組んでいただいておりますので、そうした医療関係機関

等ともしっかり連携をして対応をしてまいりたいと考えております。以上です。 

○副議長（米澤善吾君） これをもって脇本健樹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、あす12日は大綱質疑であります。午前10時にはこの議場に御参集をお願いいたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後５時６分 散会 


