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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、林竹松議員、病気のためでございます。また、山本議員より、午後１時から所

用のため退席したいとの申し出がございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） おはようございます。 

 ４番小椋利廣。平成25年６月第２回室戸市議会定例会におきまして、一心会と市民を代表し

て通告に基づき一般質問を行います。 

 １番、市長の政治政策について。 

 (1)人口減少対策について。 

 高知県は、全国都道府県の中で秋田県に続いて２番目に人口の減少が激しい県となっており

ます。高知県全体として人口が減少している中でも、高知市や南国市、また香南市など都市部

周辺では部分的にですがわずかに人口が増加をして都市部への人口が集中をしていると言われ

ております。 

 そんな中、中山間地域での人口の衰退が激しく、将来的には集落の小規模化が進んで、10世

帯未満の集落が消滅をするおそれがあるとまで言われております。中山間地域とは、県の集落

調査で、地理的に、経済的に条件的不利地域として特定農山村法や過疎法等々の指定を受けた

地域と規定をされ、我が室戸市も過疎地域として指定をされております。昭和34年の室戸市発

足当時の人口は、３万人を超えておりましたけれども、多くの人々に支えられて、豊かな自然

の中で漁業と農業、そして林業を中心に第１次産業が地域経済の発展を促し、今日の室戸市が

形成をされてきたと考えております。しかし、基幹産業である遠洋マグロ漁業の衰退、近海漁

業や沿岸漁業の不振、後継者不足などによる漁業の低迷、林業や農業などの製品販売の不況や

後継者不足による生産力の減少が続く中で、農林業の衰退や低迷に加えて、若年層の都市圏へ

の流出、少子・高齢化などの進行により人口の減少が進み、平成25年４月１日現在の室戸市の

人口は１万5,521人となっております。平成17年の国勢調査の実績値から推計をした室戸市の

平成27年の人口は１万3,462人となっており、また今から８年後の平成32年の人口は、何と１
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万1,592人になると推計をされており、室戸市の存続さえも危ぶまれている状態であります。 

 そんな中、明るい材料といたしましては、平成23年９月に、室戸ジオパーク大地の公園が全

国で５番目に世界認定を受けております。世界認定を受けた室戸ジオパークは、次の再認定に

向けた取り組みに相当な予算も必要になってくるとのお話も聞いておりますが、今後、室戸市

として経済の活性化、また市外からの外貨の獲得、地域の再浮上にどのような取り組みを行

い、室戸市の経済力の強化や生産年齢者層の定着など、室戸市の人口減少対策についてどのよ

うに描き、室戸市の発展につなげていく構想か、市長さん、副市長、企画財政課長、福祉事務

所長、どのように取り組まれていくのか、お伺いをいたします。これは、各課長も自分なりの

考えで答弁をお願いをいたします。 

 (2)韓国慕加中学校野球部の室戸キャンプ誘致について。 

 私は、去る５月31日から６月３日まで、３泊４日の予定で西森潮三県会議員を団長とする韓

国訪問団に同行させていただき、韓国を訪問し、韓国・全羅南道高知県間友好交流10周年記念

式典に、高知県の尾﨑知事さんや森田議長さん、また西森潮三県会議員さんを初め５名の県会

議員の皆様方や多くの高知県の担当者の職員の方々とともに参加をさせていただきました。全

羅南道の人口は192万人で、非常に人口の多いところでございました。室戸市からは谷村教育

長、ＮＰＯ法人室戸を元気にする会から要請をうけまして私、小椋とＮＰＯ法人室戸を元気に

する会の４名の方々と合計７名で参加をして、５月31日の夜、全羅南道・高知県間友好交流

10周年記念式典に出席をさせていただき、韓国全羅南道側の温かい配慮や優しい応対に本当に

感銘を受けたところでございます。また、６月１日と２日は、2013年韓国順天国際庭園博覧会

も視察訪問をして、この両日はジャパンデー、高知県の日が設定をされておりまして、庭園の

中には高知県ブースもあり、庭園博覧会の大きさや広さには驚き、また高知県の有志が出展を

したすばらしい日本庭園も見学をさせていただきました。そして、６月３日は、室戸マリン球

場でキャンプをしたソウル利川の慕加中学校を訪問し、利川市の人口は20万人、慕加中学校の

生徒は全校で123人の小さな学校でしたが、訪問した際には、校長先生や事務長さん、学校の

関係者の皆さん、また各学年の生徒さんや多くの父兄の皆様方の心温かな歓迎を受けまして、

本当に感銘をしたことでございました。ことし１月８日から１月29日まで、21泊22日間もの長

期間、国立室戸青少年自然の家で宿泊をして、野球のキャンプに室戸マリン球場を利用してい

ただいたお礼と、また昨年に引き続き、ことしも慕加中学校の野球キャンプを室戸球場で続け

てほしい旨お願いをしてきたところでございます。 

 そこで、私たち訪問団が、室戸マリン球場での野球のキャンプ誘致に取り組んできた韓国慕

加中学校に向けて、室戸市としては今後どのような誘致計画を展開をしていくのか、またこと

しも韓国からマリン球場を利用した野球のキャンプが行われるとしたら、長期滞在になると思

われますが、韓国の慕加中学生と市内中学生との意見交換会などは行う予定か、韓国からの交

流人口の拡大につなげる計画は考えていないか、またマリン球場を使用するについて、高知県
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の担当課は、減免措置は受けられないと言われておりますが、自然の家での宿泊代やマリン球

場の使用料など、室戸市としてどのような協力や支援強化を行う予定か、また存続要望をして

いる国立室戸青少年自然の家の存続についても、非常に貴重な宿泊日数のカウントになるので

はないかと期待をしておりますが、市長並びに谷村教育長の取り組み姿勢についてお伺いをい

たします。 

 (3)四国遍路開創1200年を迎えるに当たって、室戸市の取り組みについて。 

 来年、平成26年は、四国八十八カ所霊場開創1200年を迎えます。遍路文化につきましては、

四国八十八カ所めぐりがさまざまな手段を使って行われており、１番札所から88番札所までめ

ぐるコースと４年に１度のうるう年に逆参りをすると弘法大師、空海に会えると言われてい

て、88番札所から１番札所へとお参りをするコースがあり、２つのコースがあります。四国の

住民やまた国内、海外を問わず、数多くの方々のお四国めぐりが行われております。私も３

回、お四国めぐりをいたしましたが、２回は１番札所から88番札所までめぐるコースで、３回

目は逆に88番札所から１番札所へとお四国回りをした後、３回とも最後は和歌山県高野山の奥

の院の弘法大師像にお参りをしたことでございます。最近では、特に、大型バスでの遍路ツア

ーや歩き遍路の団体、また個人や友人同士での歩き遍路めぐりが見受けられて、四国霊場めぐ

りが盛んになってきているのではないかと感じているところでございます。また、今回、四国

霊場開創1200年記念事業団の一行42人が、ことし２月４日に75番札所善通寺を出発し、この６

月７日には安芸郡東洋町から高知県入りし、一行の団体は、６月９日に本市の最御崎寺、津照

寺、金剛頂寺を参拝して、来年５月９日に香川県の75番札所善通寺でゴールを迎える予定であ

ると報道されております。高知県には、16カ所の札所があり、その札所をめぐる遍路道やまた

室戸市には３カ所の札所があり、遍路文化に関するスポットを改めて掘り起こす絶好のチャン

スではないかと私は考えております。例えば、世界認定を受けた室戸ジオパークと岬周辺の弘

法大師ゆかりの地をセットにして売り込んでいくなど、霊場開創1200年の話題性を生かしたプ

ロモーションに全力で取り組むときではないでしょうか。ことしの３月定例高知県議会でも、

霊場開創1200年についての取り組み姿勢を西森潮三県議が質問をされ、尾﨑知事は、このチャ

ンスをフルに活用するため、世界認定を受けた室戸ジオパークと岬周辺のお大師様ゆかりの地

をセットにして売り込むなど、また観光客の誘致に向けて、大手旅行会社へのアピールや官民

一体となった広域観光の推進に取り組んでいくと平成26年３月定例高知県議会で回答をしてお

ります。高知県は、このように、霊場開創1200年を契機として、遍路文化を一層強化充実し、

観光客の誘致や交流人口の拡大に取り組んでいくと言われております。室戸市には、24番札所

最御崎寺、25番札所津照寺、26番札所金剛頂寺の３カ所の札所があり、また室戸岬周辺には、

弘法大師ゆかりの御厨人窟や目洗の池、新村の新村不動の修行場など、弘法大師ゆかりの観光

地が多く存在をしております。室戸市においても、日本で５番目に世界認定をいただいた室戸

ジオパークと室戸岬周辺の弘法大師、空海ゆかりの地をセットにした交流人口の拡大や外貨獲



－36－ 

得に向けての取り組み、また室戸市独自のアクションプランを起こすなど、平成26年四国霊場

開創1200年という記念の年に、高知県と連携をしてどのようなアクションを起こして積極的に

取り組んでいくのか、市長並びに関係課長の答弁を求めます。 

 (4)ジオパーク拠点施設の早期整備完成への取り組みについて。 

 室戸市は、平成23年３月で廃校となった旧室戸東中学校を室戸ジオパークの拠点施設とし

て、交流人口の拡大、地域経済の活性化につながるような施設として検討していくと言われて

おり、また地震、津波観測監視システムの基地局として一部を利用すると言われております。

拠点施設の整備計画に向けては、平成23年11月から、室戸ジオパーク拠点施設検討委員会にお

いて、基本構想の検討委員会を10回、また基本計画の検討委員会が５回開催されて、検討委員

会は既に解散をしているとお聞きをいたしております。室戸ジオパークの拠点施設は、室戸市

のシンボルとなるような多くの機能を持つ、また拠点施設は基礎知識を学ぶ場所であると検討

委員会は基本構想をまとめております。 

 そこで、基本計画でまとめられた拠点施設へ、各地域からのアクセス性の確保はどのように

なっているのか、本体改修工事の測量設計の発注はいつごろになるのか、また拠点施設工事の

着工、施工、完成は何年度を予定しているのか、展示物の構想はどのように描かれているの

か、全体の予算額はどの程度の予算を見込まれているのか、お聞きをいたします。 

 次に、室戸市が主体となって推進する取り組み支援の中で、行当・黒耳サイトの遊歩道、駐

車場の整備、トイレの設置と新村駐車場から新村不動に通じる遊歩道整備が現在途中で切れて

おりますが、遊歩道整備の完成年度はいつになるのか、あわせてお聞きをいたします。 

 (5)市道向江自然ノ家線改良改修工事について。 

 市道向江自然ノ家線は、市道岩戸から元線のうらしま前から分岐をして、当初は農林漁業用

揮発油税財源身替農道整備事業の県営農道新設工事として、道路幅員５メートルで、昭和56年

に工事が着工され、うらしま前から吉良川町の傍士地区に通じる延長8,434メートルの県営農

道新設事業として急峻な山肌の中を厳しいヘアピンカーブも施工され、建設をされた農道で、

この農道の建設に当たりましては、県営工事のため、私も昭和48年６月から昭和62年まで約４

年間、高知県庁に派遣をされまして、断崖絶壁の最後の難工事区間でありました黒耳橋橋長

125メートルの両側の取りつけ道路を含む建設工事にかかわり、昭和63年３月に７年間の歳月

をかけて農道事業として完成をした道路でございます。その後、昭和60年に民宿うらしま前か

ら国立室戸青少年自然の家の入り口まで、市道向江自然ノ家線として市道に編入をされており

まして、本路線の現状は、山腹が急峻で、断崖絶壁が多く、地形の形状からも道路勾配がきつ

く、また急カーブも多く、最近は大型バスの通行が増加をしており、バス同士の対面通行には

非常に支障を来している場所が数多くあると私は感じております。特に、この路線は、山腹の

頂上には国立室戸青少年自然の家があり、また中腹には崎山集落が点在をし、四国26番札所金

剛頂寺もあり、室戸市内の市道路線の中では、大型車、中型車、普通車、軽自動車等の交通量
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が一番多い路線ではないかと考えております。また、国立室戸青少年自然の家の平成23年度の

宿泊利用者数は８万5,418人、稼働率は52.3％で、大型車や中型車の運行状況は、１年間に約

1,292台で、往復をすると2,584台の通行量になります。平成24年度の宿泊利用者数は８万

9,776人、稼働率は52.6％で、大型車、中型車の運行状況は、１年間に約1,205台で、往復をす

ると2,410台ともなり、ほかに普通自動車や軽自動車の交通量も含めると、交通量は非常に多

く、また四国霊場八十八カ所めぐりで26番札所金剛頂寺へ巡礼団の大型バスの通行台数や普通

自動車や軽自動車の交通量も含めると、１年間では相当数の台数になると考えており、常日ご

ろから大型バスの対面通行には非常に支障を来していると考えております。また、室戸市も国

立室戸青少年自然の家の存続を求めて要望を展開している中で、現在の道路幅員では、大型車

や中型車などの交通量の多さに比べて道路幅員が５メートルと狭く、大型バスがスムーズに対

面通行ができる道路に改良する必要があると思うが、道路の改良、改修について今後どのよう

に取り組んでいくのか、お伺いをいたします。 

 次に、平成16年10月20日、台風23号の波浪による高波で、国道55号線の新村から吉良川町の

黒耳間は台風の高波が国道まで上がり、国道55号線は全面通行どめとなっております。 

 そこで、市道向江自然ノ家線は、国道55号線を迂回する物資の輸送や防災用道路として、ま

た緊急避難用道路や地域の代替路線として利用ができると考えますが、道路の改良、改修につ

いてこの点もあわせてお伺いをいたします。 

 ２番、ＴＰＰ、環太平洋連携協定交渉への参加について。本市への農業、漁業政策への影響

について。 

 政府は、７月15日から25日に開かれるＴＰＰ、環太平洋連携協定交渉に参加をすると表明を

されておりますが、交渉での農産品の取り扱いは、米など重要品目の関税を現状のまま無傷で

守り抜くのは困難と言えそうだと報道をされております。また、一部の国が提案をした漁業補

助金の原則禁止に反対を表明する方向で検討に入り、農産物関税の撤廃や引き下げに加え、漁

業補助金もＴＰＰ交渉の大きな焦点になると言われております。特に、農業、漁業につきまし

ては、海外から安い農産品、漁業産品が大量に入り、日本の農林水産業界が深刻な影響を受け

るおそれがあると言われており、高知県は中山間地が多く、室戸市も小規模や零細農家、個人

経営の漁業者が多く、規模の拡大が困難であり、少子・高齢化や後継者対策が非常に厳しく、

海外との価格競争で米や漁業産品の価格が安くなると、米生産者や漁業者の収入が激減するこ

とが考えられることから、多くの農業、漁業離職者が増加をして、耕作放棄地や休耕田などが

増加するのではないかと言われております。農林水産業の壊滅的な状況が起きてくると予想さ

れ、農山漁村の集落が崩壊につながるのではないかとまで言われており、農業団体がＴＰＰ交

渉参加に対して強く反対をしている中、日本の食料自給率は、平成23年度の39％から27％程度

にまで下がるのではないかと言われております。米の生産農家につきましては、私もそうです

が、自給米以外は耕作できなくなるのではないかとまで言われております。ＴＰＰの影響によ
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り、現在、関税率の高いものが特に大きな打撃を受けることが予想され、室戸市の農業におき

ましても、米農家やハウス園芸農家、畜産農家、果樹園芸農家やまた漁業者の近海漁業や定置

網漁業、また一本釣り漁業等々に多大な影響をこうむることが懸念をされております。室戸市

の農業の農家所得や漁業者の漁業所得にどの程度の影響があるとお考えか、現在の状況で試算

をされていたらその試算内容をお聞かせをください。 

 また、本市における農業、漁業経営者は、小規模経営者が多いことから、農業生産力や漁業

生産力の効率化を図ることについてどのように取り組まれていく計画か、お伺いをいたしま

す。ＴＰＰ交渉は、まだまだ未知のところが多いですので、情報のわかる範囲で結構ですの

で、お聞かせをください。 

 ３番、次世代エネルギー資源メタンハイドレートについて。次世代エネルギー資源メタンハ

イドレートに対する室戸市の取り組みについて。 

 メタンハイドレートは、石油や石炭に比べて燃焼時の二酸化炭素排出量が少なく、また日本

の南海トラフ海域に大規模な賦存推定をされている純国産のクリーンエネルギー資源として開

発、商業化が大きく期待をされております。高知県の有志で立ち上げているメタンハイドレー

ト開発研究会は、私も会員の一人ですが、平成23年７月18日の第１回会議からこれまで４回の

会議を開き、この７月には第５回目の会議が予定をされており、理事長には鈴木朝夫高知工科

大学名誉教授、東京工業大学名誉教授が就任をされており、さまざまな方々が役員に就任をさ

れております。現在、調査の探査船は、地球深部調査船の「ちきゅう」という船で、太平洋の

外洋に面する港では、西日本で高知新港だけしか入れないと言われており、高知県にメタンハ

イドレート掘削拠点基地の誘致を呼びかけ、高知県は高知新港を利用して、外洋と往来するの

に非常に便利がよく、高知龍馬空港から高知新港までは交通時間が短く、科学者や研究者が来

航しても非常に便利がよく、メタンハイドレートの調査や掘削をする船、人の往来、高知大学

海洋研究センター等が利用できることで、陸上実験にはふさわしい土地として利便性がよく、

地域活性化につながると期待をされております。ことしの３月、経済産業省の発表として、愛

知県、三重県沖に眠るメタンハイドレートは、メタンガスを分離して採取することに世界で初

めて成功したとニュースで発表がされて、また燃焼実験も行われております。政府の海洋基本

計画は、メタンハイドレートやレアアースの埋蔵量を今後３年程度で調査をして埋蔵量を把握

するとしており、５年後の2018年、平成30年には、商業化への実現に向けて取り組むと言われ

ております。また、高知市の３月定例議会の質問では、メタンハイドレートは、土佐沖に眠る

埋蔵量が日本で一番多いとされており、日本の年間消費量の80年分が土佐沖にあると言われて

おりますので、将来、高知新港を活用したメタンハイドレートの商業化が進んでいくと、優位

性があると回答をされております。室戸市は、土佐沖のメタンハイドレート掘削海域に一番近

く、約282億円もの巨額の投資をしてきた室戸岬新港には、丘側の岸壁に2,000トンの船が接岸

できる長さ100メートル、泊地の水深６メートルの耐震用バースが建設をされておりますの
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で、巨額の投資をして建設をした室戸岬新港は、政府が計画をする国策のメタンハイドレート

掘削事業が展開をしていくと大きく利活用ができる絶好の機会になると私は考えております。 

○議長（山下浩平君） 小椋議員、あと15分です。 

○４番（小椋利廣君）（続） はい。例えば掘削基地への燃料や食料品の補給、採掘社員の交

代や休憩などの宿泊関連施設など、輸送体系の整備やまた産業の振興にはガスタンク整備地の

確保やガス回収システム技術の導入、物流など関連する産業整備など、新エネルギービジョン

の将来像を描いてさまざまな就労場所の確保が必要になってくると考えられますが、鋭意情報

収集に努め、抜かりのないよう取り組んでいただきたいと思います。５年後のメタンハイドレ

ート商業化に向けた2018年はすぐにやってきます。実用化のめどが立ちつつある中、本市とし

て今後高知県や高知市とも連携を図り、積極的に取り組んでいかなければならないと考えます

が、今後の室戸市における取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 

 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１点目の(1)人口減少対策についてでございます。 

 人口減少対策が当市にとりまして最大の課題であるということはしっかり受けとめていると

ころでございます。順次答弁をさせていただきます。 

 まず、人口減少対策への取り組みといたしましては、１つには産業振興と雇用の確保、２つ

には少子化対策の推進、３つには未婚化、晩婚化対策、４つには移住促進への対策など、総合

的な取り組みが必要であると考えております。 

 まず、１点目の産業振興と雇用の確保についてでありますが、産業振興の取り組みといたし

ましては、アワビ等の陸上養殖事業や土佐はちきん地鶏の生産につながる施設整備に対する支

援、後継者対策など、農林水産業の新規就業者支援事業を行うとともに、室戸ジオパークなど

を活用した交流人口の拡大や土産物の商品開発などによる観光産業の振興に取り組んでいると

ころでございます。 

 また、雇用の確保への取り組みといたしましては、企業誘致条例や産業振興ふるさと雇用事

業等の活用に加え、企業の高台移転のための工業用地開発事業などに取り組むことによって、

雇用の確保に取り組んでいるところでございます。 

 ２つ目の少子化対策の推進といたしましては、子育て支援センターや親子ふれあい広場の開

設、延長保育や放課後児童クラブ、放課後子ども教室の実施による子育て支援に取り組むとと

もに、乳幼児医療助成対象者の拡大や多子世帯への保育料軽減事業対象者の拡充など、子育て

世帯の育児や経済的負担の軽減に取り組んでいるところでございます。 

 ３つ目の未婚化、晩婚化対策としましては、独身男女の出会いの場を創出するため、関係機

関、関係団体と連携をするとともに、出会いのきっかけづくり事業を実施をしているところで
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あります。 

 ４点目の移住促進への対策としましては、市内にＩターン、Ｕターンしていただくため、移

住体験住宅の整備や移住相談員の配置、情報発信などに取り組んでいるところでございます。

人口減少対策としましては、これらの取り組みを一層充実発展させていくとともに、福祉サー

ビスや教育の充実、そして安心して暮らせるまちづくりなど、室戸を魅力ある町にしていかな

ければならないと考えております。 

 次に、(3)四国遍路開創1200年を迎えるに当たってについてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、四国八十八カ所霊場は、歴史や文化的な側面もある中で、高知県

におきましては、遍路道の史跡指定に向けた整備計画の策定や四国４県と連携して国内外への

旅行会社に観光商品の提案を行うことで交流人口の拡大に取り組むとともに、開創1200年とい

う話題性を生かしたプロモーションへの取り組みや情報発信を強化することにより、観光客の

誘致につなげる方向だとお聞きをいたしております。当市におきましても、県や関係団体の取

り組み内容を把握するとともに、イベント事業など情報の共有を図り、関係団体と連携しなが

ら、交流人口の拡大に向けた取り組みを進めてまいります。 

 次に、(4)ジオパーク拠点施設の早期整備への取り組みについてでございます。 

 室戸ジオパーク拠点施設につきましては、これまで室戸ジオパーク拠点施設検討委員会にお

いて御意見等をいただきながら基本計画をまとめることができたところでございます。基本計

画では、整備の具体的なイメージや今後必要となる取り組み等についてまとめていただきまし

た。現在は、この基本計画をもとに、建物の外観の改修のほか、施設内部においても、おもて

なしゾーンや展示、体験ゾーン等幾つかの機能をあわせ持つような研修場所を構えるととも

に、トイレの水洗化にも手を加えるよう検討をいたしているところでございます。 

 また、展示につきましては、室戸ジオパークを紹介するジオラマや室戸市周辺にいるお魚等

を水槽あるいは映像で見せるミニ水族館などについて検討を行っております。 

 今後は、市民の方々や関係団体の方々の御意見もお伺いをしながら、基本設計としてまとめ

上げたいと考えております。その後、実施設計の策定から工事着手、完成へとつなげてまいり

ます。現在のところでは、９月に建物の工事費、建物の改修工事費の予算を計上させていただ

きたいと考えております。いずれにしましても、早期完成に向けて、引き続き取り組みを推進

をしてまいります。 

 次に、新村遊歩道及び駐車場についてでございます。 

 この遊歩道及び駐車場につきましては、平成21年度及び平成22年度の２カ年をかけて整備を

したものでございます。行当・黒耳海岸サイトの特徴である砂岩岩脈、漣痕化石や生痕化石な

ど、海底の痕跡を観察することができるジオサイトでございます。この遊歩道を延伸をしても

らいたいという要望はお聞きをしているところでございますけれども、国有地の所管がえや民

有地との境界、また地質遺産への影響を最小限にとどめるべきであるとの日本ジオパーク委員
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会の御意見等を踏まえた中で、現在の形として整備を完了をいたしているところでございま

す。 

 次に、トイレの設置についてでございますが、トイレは、多くあることが望ましいとは考え

ますが、設置及び維持管理に係る費用負担も大きいものがございます。したがいまして、周辺

の状況等も勘案をし、適切な配置にしていくことが必要ではないかと考えております。新村駐

車場につきましては、近くにキラメッセ室戸や行当公園の公衆トイレがございますので、そち

らを利用していただくよう看板等でお知らせをすることで対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、(5)市道向江自然ノ家線の改良、改修工事についてでございます。 

 本路線につきましては、議員さん御案内のとおり、農道事業により開設をされ、その後、市

道に編入をされた路線でございます。急勾配や見通しがきかない急カーブもあることは承知を

しているところでございます。また、近年、室戸青少年自然の家や金剛頂寺への大型バスの運

行もふえているところでございます。 

 そのような状況の中ではございますが、大型バスが対面通行できる道路となりますと、地形

的なものやルート変更となると多額の経費が必要となります。全面的な改良は、現状としては

大変困難であると考えております。 

 また、本線は、国道55号が寸断をされるような場合、農免崎山傍士農道と接続していること

で、緊急の迂回道路として利用することも考えられるところでございます。通行支障箇所など

の部分的な拡幅工事や待避所の設置などにより、少しでもスムーズな通行ができるよう、今後

検討していきたいと考えております。 

 次に、２点目のＴＰＰ、環太平洋連携協定交渉への参加の影響についてでございます。 

 国におきましては、本年３月15日、ＴＰＰ交渉への参加を正式に表明したところでございま

す。海外への輸出がふえることで、国内総生産を引き上げる効果が見込まれる反面、農産物の

関税が撤廃されますと、外国から安い農産物が流入すると言われておりまして、日本の農業が

ダメージを受けるのではないかと心配をするところであります。御案内のように、本市の農業

は、ほとんどが小規模経営で行われており、農業機械の非効率的利用の面などからコスト高と

なっているため、関税率の高いお米や畜産農家にとりましては、特に大きな打撃を受けること

が予想されるところであります。 

 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％であるため、野菜としては

輸入量が急激にふえることはないのではないかと考えております。 

 そして、漁業に対しましては、本県の基幹産業であるカツオ、マグロ、本市の産業でもあり

ますカツオ、マグロ漁業にとって、さらに輸入が増加することにより、魚価の低迷やまた一方

では乱獲による資源悪化が懸念をされるところでございます。 

 そして、関税の撤廃による影響は、流通経路や農業、漁業用資材等にも少なからず影響があ
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るものと予想されるところでございまして、その影響は、各産業に広く及ぶものと考えており

ます。 

 本市といたしましては、今後、国の方針や国・県の情報把握、農業、漁業関係団体と情報共

有を行い、対処していかなければならないと考えております。ＴＰＰによる影響額の試算につ

きましては、高知県が試算をしておりますので、担当課長より補足説明をいたさせます。 

 次に、３点目の次世代エネルギー資源メタンハイドレートに対する取り組みについてでござ

います。 

 御案内のように、高知県メタンハイドレート開発研究会の活動につきましては、私も承知を

しておりまして、自身参加をさせていただいたこともございます。研究調査といった活動の重

要性については、深く認識をしているところでございます。燃える氷とも言われるメタンハイ

ドレートは、次世代のエネルギー資源として期待をされておりまして、本市といたしまして

も、非常に有望なものではないかと注目をしているところでございます。我が国周辺海域にお

いて、膨大な量のメタンハイドレートが存在すると推定をされており、土佐湾沖にも豊富に埋

蔵されていると推定されておりますことから、尾﨑知事も国に対して土佐湾沖の詳細な賦存量

の調査を要望したとお聞きをいたしております。こうしたメタンハイドレートの実用化に向け

ましては、採掘方法や環境負荷についての検証等、さらなる研究が必要とのことでございます

が、本市にとりましても、商業的な採掘が可能となり、事業化されれば、本市の地理的な優位

性を生かして、産業振興に大きく貢献することが期待をされるところでございます。今後にお

きましても、メタンハイドレート計画の進捗状況、動向に注目をし、国や県、関係団体などと

も連携をしながら、正確な情報収集を行って、適切な対応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、副市長、教育長及び関係課長から補足答弁をいたさせますの

で、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 久保副市長。 

○副市長（久保信介君） 小椋議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目の(1)の人口減少対策についてでございます。 

 人口減少対策への取り組みといたしましては、先ほど市長が御答弁申し上げましたように、

産業の振興、雇用の確保、少子化対策、未婚化、晩婚化対策、移住促進などのほか、福祉や教

育、防災対策など広範囲に及びます。当然。これらの施策を担当する部署も複数にまたがって

まいりますので、私といたしましては、個々の施策が有効かつ効率的に機能するよう、庁内各

課における情報共有と連絡調整によりそれぞれ連携を図っていくということに努めてまいりた

いというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 小椋議員さんにお答えいたします。 
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 私のほうからは、大きな１の１点目、人口減少対策についてでございますけれども、企画財

政課といたしましては、まず移住促進の取り組みを進めております。平成21年４月に元、24年

４月には吉良川移住体験住宅を整備しまして、平成24年度までの利用者は63組、142人の方に

利用いただいてます。また、平成22年９月からは企画財政課に移住相談員を設置しまして、移

住相談や移住サポートを行うとともに、都市圏での移住フェア等にも参加いたしております。

あわせまして、23年４月からは、室戸市移住促進ホームページを開設いたしまして、ＰＲも図

っております。平成23年度のアクセス数は、6,733件でございましたが、平成24年度には１万

1,665件と増加してきております。さらに、平成25年度には、アクセスアップ対策等を行いリ

ニューアルする予定でございます。移住の問い合わせや相談は、年間四、五十件ございまし

て、これまで９世帯、18人の方が室戸に移住いただいております。 

 次に、中山間地域の集落維持再生事業の取り組みでございますけれども、市内の中山間集落

４カ所、羽根町黒見、吉良川町中の川、元崎山、佐喜浜町中尾集落をモデルとして、昨年から

地域の方々と話し合いを進めてきておりまして、各集落での農産物の販売促進、特産品の開

発、地域のコミュニティーづくりなどを中心に計画を立てております。本年４月から採用して

おります地域おこし協力隊３名につきましては、この集落支援を中心に活動いただいておりま

す。当初予算におきまして、集落維持再生事業補助金100万円を予算化してございますので、

現在、この事業実施に向けて取り組んでおります。その一環の取り組みの中で、キラメッセ楽

市さんが東京有楽町駅前の「むらから・まちから館」におきまして、室戸の野菜、果物販売が

店舗内での第１位の売り上げとなってきておりまして、月額100万円以上の販売が新たに生ま

れてきております。全国から集まった食材の中で、室戸が高い評価を受けたことに大変うれし

く思っております。室戸の農産物の可能性を感じています。今後も地産外商の取り組みとし

て、都市圏の東京などでの販売促進を今後も拡大してまいります。 

 また、キラメッセ楽市では、リニューアルしたインターネット通信販売も開始されており、

以前よりも販売件数も増加してきております。集落での農産物の販売による所得向上もあわせ

て目指して取り組んでおります。 

 また、出会いのきっかけづくり事業にも取り組んでおりまして、平成23年度から24年度にか

けまして、市の補助金により計５イベント、参加者106名、カップルが12組成立いたしており

ます。平成25年度につきましても、引き続きこの事業を実施してまいります。 

 企画財政課といたしましては、先ほど副市長の答弁にもございましたが、人口減少対策の各

課の調整や連携に努めてまいります。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） 岡本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（岡本秀彦君） 小椋議員に大きい２点目のＴＰＰ、環

太平洋連携協定交渉への参加の影響について市長答弁を補足させていただきます。 

 ＴＰＰによる影響額の試算につきましては、市の独自の試算は行っておりませんが、高知県
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が平成25年３月19日現在での県への影響試算を行っております。この試算は、関税の即時撤廃

で特段の対策を講じない場合で、ＴＰＰ交渉の内容等が反映しないと仮定した場合での影響額

であります。それによりますと、農業では、高知県全体で約129億円、主な品目と減少額は、

米が70億円、畜産の生乳が26億円、牛肉が６億6,000万円、豚肉が17億円、鶏肉が１億4,000万

円、鶏卵が１億9,000万円、かんきつ類で６億円となっております。また、漁業では、約29億

円ありまして、これは政府の試算の水産物13品目のうち、本県に影響のある５品目が対象とな

っております。それは、アジで２億4,000万円、サバで２億4,000万円、イワシで２億7,000万

円、カツオ、マグロ類で21億5,000万円となっております。本市においても、何らかの影響が

あると予想されますので、これから注視していく必要があるものと考えております。以上で

す。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 小椋議員にお答えいたします。 

 韓国慕加中学校野球部の室戸キャンプ誘致について、今後どのような誘致計画を展開してい

くのかということでありますが、５月に国際庭園博覧会出展記念及び全羅南道と高知県交流

10周年記念視察訪問団に同行いたしまして、韓国の野球関係者等にお会いし、室戸でキャンプ

していただいたお礼を申し上げるとともに、引き続き室戸でキャンプをしていただくようお願

いもしてきたところであります。また、高陽ワンダーの旧監督にもお会いし、中学校に限ら

ず、高校生の誘致や韓国プロ野球についても御協力をお願いしてまいりました。今後、野球に

つきましては、高知県や観光コンベンション協会などを通じて、引き続き誘致していく方法で

検討していきたいと考えております。 

 また、将来へ向けて、野球はもちろんでありますが、中央公園グラウンド、体育館、相撲場

などを利活用し、スポーツ合宿の招致も視野に入れて取り組んでいきたいと思っております。

現時点で、韓国中学校のマリン球場での予約が来年１月７日から２月３日まで、100人近くの

人数で入っているとお聞きしておりますので、引き続き来ていただけるものと思っておりま

す。御承知のように、本年１月に慕加中学校39名、祥明中学校31名、合計70名の方が１月８日

から１月29日まで国立室戸青少年自然の家で宿泊され、稼働率のアップに大いに貢献していた

だきました。今後、試合だけではなく、韓国側の指導者と協議し、子供同士が交流する場も設

定していきたいと考えております。 

 次に、自然の家での宿泊代等どのような協力や支援対策ができるかについてでありますが、

室戸市に来られた場合の支援対策につきましては、宿泊料、野球場の使用料、通訳の雇用、期

間中の移動など、相手側の負担として問題があるものも当然ありまして、その点につきまして

は、高知県や国立室戸青少年自然の家などと支援方法について検討してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 黒岩福祉事務所長。 
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○福祉事務所長（黒岩道宏君） 小椋議員さんに大きな１点目の(1)人口減少対策について市

長答弁を補足させていただきます。 

 福祉分野における人口減少対策といたしましては、乳幼児医療費の助成制度がございます。

本制度につきましては、昨年度から助成対象を小学校卒業時までに、本年度からさらに中学校

卒業時までに拡大いたしております。助成内容につきましては、入院医療費は全ての世帯を対

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、２子について１割助成としております。制度の拡充

により、本年度から対象となった中学生の利用状況につきましては、請求の関係で、４月一月

分の実績となりますが、入院はゼロ件、歯科を含む外来通院が93件、調剤が43件の計136件と

なっております。 

 なお、新たに対象となった方のうち、ほとんどの方には既に申請手続をとっていただいてお

りますが、まだ手続をされていない数名の方に対しましても、今後も引き続きあらゆる機会を

通じ周知を図り、必要な人が必要なときに利用していただける制度となるよう努めてまいりた

いと思っております。以上でございます。 

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

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。２回目の質問をさせていただきます。 

 (1)番の人口減少対策につきましては、先ほど市長さんのほうからは、４点ぐらい産業の振

興、雇用の確保、それから少子化対策、移住促進ということで取り組んでいくというふうに答

弁がありましたけれども、人口減少につきましては、どこの市町村で取り組んでもなかなか人

口の減少に歯どめをかけることは難しいというふうに言われておりますけれども、これはある

報道で、ある市町村の取り組みが報道されておりましたけれども、これは個人的なことでもあ

りますけれども、まずは足元からということで、そのある市町村の職員についても、これは個

人的なことにもなりますけれども、結婚に対する意識の向上に取り組んでいる市町村もあると

いうふうに報道もされておりまして、この辺の取り組みは、市長さん、どういうことに取り組

まれていくということになりますかね。 

 それから、先ほどの谷村教育長さんのお話では、来年１月７日から２月３日まで100名ぐら

いの韓国からのキャンプが来られるというふうに答弁があったわけですけれども、ことしのキ

ャンプでのいろいろな経費を若干調べてみますと、マリン球場の使用料が全体で15万

8,660円、それから自然の家での食事代が３万1,327円にプラスシーツ代とかというものがプラ

スされるということで、個人的に言っても、１人当たり自然の家での宿泊料が４万円ぐらい要

るわけよね。これらについてせっかく韓国から来てくれて、キャンプに来てくれて、利用して

くれるわけやきん、これが韓国から来てくれたことによって、この平成24年度の自然の家の稼

働率が52.6％になっちゅうわけですわ。これで、韓国からのキャンプが例えばなかったとする

と、51.9％にまで、0.7％ぐらい稼働率が下がるということになるわけです。 
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○議長（山下浩平君） 小椋議員、あと10分です。 

○４番（小椋利廣君）（続） はい。それで、これらについて、やはり国立室戸青少年自然の

家利用促進協議会会長としてもよね、ある程度、また室戸市としても、韓国からこうやって来

てくれることによって助成もしてやり、また室戸を利用してもらうということにつなげていか

ないかんというふうに考えております。また、これが最終的には、交流人口の拡大につながっ

ていくというふうに考えておりますので、この辺をどういうふうに支援をしていくのか、もう

一度お聞きをしたいと思います。 

 それから、(3)の四国遍路開創1200年を迎えるに当たっての取り組みの中で、市長さんの答

弁もありましたけれども、私は室戸ジオパークが再認定に向けて交流人口の拡大に取り組んで

いくには絶好の機会になるのではないかというふうに考えておりまして、それらに向けての取

り組みを今後どのよう考えていくのか、一言市長さん、お願いをしたいと思います。 

 それから、ジオパーク拠点施設の早期整備への取り組みについての中で、新村の歩道整備に

関しては、国有地とか民有地との境界の確定がまだできていないから、なかなか取り組んでい

くのは難しいというふうに答弁がありましたけれども、これについてはもう完了しているとい

うことですか、まだまだ今からこれらの難題を解決をして遊歩道が新村不動さんまで続いてい

くように検討していくということでしょうか。これもう一つお願いをしたいと思います。 

 それから、市道向江自然ノ家線につきましては、大型バスが対面通行をできるような道路に

はなかなか現状では困難やという話がありましたけれども、これはまあそれはそのとおりであ

るかもわかりません。しかし、この路線は、市外や県外から来る初めてこの道路を通られる大

型、または中型、または普通車、または軽自動車などの自然の家に来る方やそれから26番札所

の金剛頂寺に四国巡礼で来る大型のバスなどは、初めて来るバス、車が多いわけですわね。そ

うすると、これらのことについては、私はまあ金額的なこともあるかもわかりませんが、でき

る範囲、道路の改良については協力的に対応していかないと、後々なかなかあそこは行きにく

いとかというふうになってきたら、評判的にも落ちてくる可能性もあるし、道路の改良につい

ては前向きに検討していただきたいというふうに考えておりますが、これらについての取り組

みはもう一度お聞きをしたいと思います。 

 それから、ＴＰＰの問題につきましては、これはまだまだ未知のところが多いですので、ま

あ当市においても先ほどの答弁のとおり、少なからず影響があるということは、これはもう誰

が考えてもそういうふうに思うところでございますが、国の動向の把握に努めていただいて、

できる範囲、本市への影響が少なくなるような方法も考えて検討していただきたいというふう

に思っております。 

 それから最後に、次世代エネルギー資源のメタンハイドレートについてですけれども……。 

○議長（山下浩平君） 小椋議員、あと５分です。 

○４番（小椋利廣君）（続） はい。これは、５年後の2018年、平成30年にすぐにこのメタン
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ハイドレートの掘削に取り組むと、土佐沖の掘削に取り組むということにはなかなかならんと

思いますけれども、ほかの地域に負けんような取り組みをしていかんと、先ほど市長さんが言

われたように、陸上での施設の整備とかというふうにはなかなかつながっていかんと思います

し、特に先ほども言いました室戸岬新港につきましては、丘側の整備はできちゅうわけです

わ。耐震バースの建設、それから泊地のマイナス６メーターの泊地の建設とかというものはで

きておりますけれど、港の出入り口が非常にまだ不整備やということで、出入りがなかなかし

にくいというふうに言われておりますので、この土佐沖で掘削が始まるまでには、この室戸岬

新港の出入り口を改修して、あそこに2,000トンの船が着けれるように、また災害のときの物

資の搬入なんかにも利用ができるように、出入り口の改修を県に早急にも要望して取り組んで

いかないかんというふうに思いますけれども、その辺の今後に対する市長さんの考えをお聞か

せをいただきたいと思います。 

 これで、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） 小椋議員さんの２回目の御質問に対してお答えをいたします。 

 まず１点目の人口減少対策についてでございます。 

 職員に対してもしっかりそういうことを進めて、出会いのきっかけづくりをということだと

思いますので、その辺でお答えをさせていただきたいと思いますが、当市で補助金を出して民

間の方々にやっていただいている出会いのきっかけづくり事業というのがありますが、それに

対しても職員の方が参加をするよう促している事例は当然ございます。 

 それともう一つ、昨年度だと記憶しておりますが、安芸市さんとうちの職員との間で出会い

の機会をつくろうではないかということで、一度そういう機会を持ったこともございます。い

ずれにしましても、未婚化、晩婚化についての解消につながるよう、職員の皆さんも含めて考

えていきたいというふうに思います。 

 それから、四国遍路開創1200年とジオパークの取り組みとの連携でございますが、これはも

う議員さん御案内のとおり、議員さんがおっしゃられるとおりでございまして、私も四国遍路

の開創1200年に向けた取り組み、記念イベントであるとか、いろんな取り組みをしっかり関係

団体等と連携をして取り組んでいくということも必要でございますし、それらとあわせて、先

ほどから申し上げておりますように、ジオパークの拠点施設も整備をしようというところでご

ざいますから、そうしたものとしっかり連携をさせて、当市の交流人口の拡大、観光振興にし

っかりと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。 

 それから、次でございますが、新村の遊歩道の話でございます。これは、当初、平成21年度

に取り組むときに、先ほど申し上げました国有地の所管がえであるとか、民有地の境界の問

題、そして地質遺産をなるだけ壊さないようにといいますか、影響を与えないようにしたらど

うかというような日本ジオパーク委員会等の御意見もいただく中で、あそこまでの歩道として
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現在完成をしているということを前段で申し上げたところでございます。ただ、議員さんも御

指摘のように、もう少し伸ばしてはどうかというような話もあることは私も十分承知をいたし

ておりますが、先ほど言った問題をクリアしていかないと、それは延長にはつながらなのでは

ないかと考えております。 

 それから次に、市道向江自然ノ家線の改良でございますが、これもとにかくそういうマイナ

スイメージを持たれるということは、我々にとっても大変残念なことでございますので、その

道路改良につきましては、少しでも支障がないような改良にしていかないといけない。また、

待避所というようなところも設置をするというようなことで対応していかなければならないと

いう考えでございます。 

 それから、ＴＰＰの問題につきましても、県が試算をしておりますように、何にも対策を打

たないと、総額129億円の影響が出るということでございますから、これらについては影響が

少しでも出ないような対策というものを今後の国の動向なども見まして、県とも一緒になって

しっかり影響が少ないような取り組みをしていかなければならないというふうに思っておりま

す。 

 それから、メタンハイドレートの取り組みの中で、室戸岬漁港の出入り口の改修の問題を御

指摘でございます。その点につきましては、私どもも高知県等その辺どういう改修が望ましい

のか、また改修の要望が必要なのかというような点、もう少し高知県のほうとも議論をした上

で要請等々に取り組んでまいります。以上です。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 韓国から慕加中学校等室戸にキャンプに来ていただけるということは、交流人口の拡大を初

め、名実ともに室戸ということの大きなＰＲになりますので、できるところから、つまり高知

県で何ができるか、自然の家で何ができるか、我々室戸市として何ができるかということにつ

いて、当然検討をしてまいります。それで、議員さん御指摘のように、0.7％の稼働率の底上

げがありました。だから、今後これが継続されるのかどうかということについては、まだ当然

不明確なところがございますので、そういうことも含めて、利用促進協議会が来月３日に行わ

れます。そういうことも一定皆様に知っていただくとともに、民間ボランティア等の組織、い

わゆる体育会を中心としたそういうものの援助も人的に、物的にできるよう、できることはな

いのかということについて検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございま

す。 

○議長（山下浩平君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 次に、米澤善吾君の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。平成25年６月第２回定例会におきまして、市民を代表いた

しまして質問をさせていただきます。さきの小椋議員と重複する分もありますが、視点を変え
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ての質問でございますんで、その辺御理解いただいて御答弁をよろしくお願いいたします。 

 室戸市総合振興計画に沿った計画の進捗率を問う。 

 平成23年度からスタートした総合振興計画は、２年を経過、３年目に入っています。一日も

早く現状を脱皮すべきと小松市長さん先頭に計画を推進に全力を挙げられていることは理解し

ていますが、市民の方々への情報発信が大幅におくれている部分も感じられますので、確認の

ため質問させていただきます。 

 農業の振興について。 

 地域の実態に合った生産基盤と生活環境の整備は、生産、流通、販売体制の強化を図るとと

もに、地域の特性を生かした生産振興や産地間競争に勝ち抜くための産地づくりを進め、地産

地消の徹底や地産外商の推進に努めブランド化を図りますというふうに書かれていますが、ど

のような政策を実行されているか、また経過途中なんぞを教えていただきたいです。 

 また、政府間交渉の途中ですが、室戸市独自のＴＰＰ対策があるか、またどのように進めて

いるかお伺いいたします。総額129億円とかいろいろインターネット利用でキラメッセさんが

ふえたとかということはいただきましたけれども、もっと前向きな対策をお伺いいたします。

損害額はお聞きしておりませんので、よろしくお願いいたします。 

 林業の振興について。 

 農業同様に、地域の実態に合った生産基盤と生活環境の整備を図るとともに、土佐備長炭の

生産、出荷、販売体制の強化事業を進めますと記載されていますが、具体的にどのように進め

られているか、また山林に大きな問題点でもある杉の間伐に採算性がとれないというふうで苦

労なさっている山林主さんがいられると耳にしますが、この間伐材の資源化にどのような知恵

を出されているか、地元の鉄鋼機械製作所が、間伐材利用のジョイントを生産されていること

は御存じと思いますが、今後室戸市に建てられるドーム型の大屋根方式で耐震構造がすぐれて

いる木造建築を推奨するとともに、歴史が証明する建築、1,000年以上の建物が京都、奈良で

実証されています。木造建築は、地産外商のトップランナーと思われますが、また今後高知県

が室戸市へ建設される大型建造物に室戸市の間伐材、資源化産業としてトップセールスされた

らいかがか、室戸マリン球場のことでございますけども。また、室戸市の山間地域の山林荒廃

の防止と雇用対策にも大いに貢献できると思いますが、いかがかお伺いいたします。 

 ３番、水産業の振興について。 

 遠洋、沖合、沿岸漁業の振興とあわせて、漁業などの施設の整備を進めるとともに、資源管

理型漁業やつくり育てる漁業、新しい流通加工体制の推進により、若者が定着できる活力と魅

力ある漁村社会の形成に取り組みますと期待されています。若者が定着できる活力と魅力ある

漁村社会の形成とは、具体的にどんな施策を実行されているか、お伺いいたします。今現在行

われている事業で結構でございます。 

 ４番、商工業の振興について。 
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 商工会や経営者との連携をさらに強化し、現状把握や要望への対応を的確に行い、補助制度

等の活用を促進し、支援体制を推進しますと書かれていますが、現状はどのように支援されて

いるか、企業訪問はされているか、この室戸が頑張っていられる企業にどのように支援されて

いるか、室戸の企業からどんな支援を求められているかの情報収集は実行されているか、安倍

政権でいろいろな景気浮揚策が推し進められていますが、東京から遠い室戸では、影響もほと

んど少ない状況が現実ではないかと思います。生活基盤が脆弱ゆえに、若者人口減と高齢化に

伴う地域経済の縮小、衰退が続いています。この環境の中で頑張っている室戸の企業ですけど

も、事業継続に取り組むため施策はどのような方向でリードされているか、最近の経済状況の

中で、室戸不況はまだまだ続き、最近の傾向ですけども、競売物件が増加しつつありますが、

落札価格と大きな差があり、ある固定資産の評価額の差と説明をお伺いいたします。 

 それとともに、室戸で頑張っている企業の土地に係る固定資産税の軽減も図っていく計画は

ないのか、お伺いいたします。 

 ５番、観光の振興と交流人口の拡大について。 

 室戸ジオパーク、吉良川の町並みの地質資源を有効に活用し、体験型、滞在型の観光を推進

するとともに、ＡＭＡ地域連携などにより広域観光に取り組み、交流人口の拡大に努めますと

記載されていますが、室戸ジオパークの今後の展望はどうされるのか、さきの小椋議員もござ

いましたけれども、拠点施設をジオパークの中でどのように位置づけされるのか。 

 去る４月30日に高知県の幹部職員と県議団が室戸を訪れ、有意義な意見交換をしましたが、

拠点施設は高知県知事も県議団も大いに力を入れているとの発言がありました。この発言を追

い風として、スピードを持って行動を邁進されるならば、ジオパーク推進協議会など、関係者

は未完成でも現在予定の拠点施設に移転されてはいかがですか。大地の躍動をテーマされ、地

球の営みを世界に発信するには、現在の場所では狭すぎませんか。器は人をつくるとも言いま

す。 

 また、同拠点施設で体験型、体感型、滞在型だけでの観光ではなく、プラス知恵と知識の観

光を推進され、室戸独自の文化として発展されてはいかがか、この室戸で新たな人生の生き方

を悟られ、この地で命名された哲学者空海を新たな支援で加えられてはいかがか、お尋ねいた

します。 

 さきの議員と重複しますけども、来年は四国霊場開創1200年ですが、平成25年３月高知県議

会では、知事の答弁にも、お遍路文化として、国内はもちろん、海外に向けて訴求力のある高

い観光資源だ。札所や遍路道だけではなく、弘法大師ゆかりの地がある室戸岬周辺を初め、お

大師様ゆかりの観光地が多く存在している当地で、四国遍路開創1200年はゆかりの場所に改め

てスポットを当てる絶好のチャンスと考えると答弁されております。また、観光振興部長は、

観光客誘致に向けて、ＪＲ四国など運輸大手旅行会社等で組織する四国ツーリズム創造機構の

もと、官民一体で広域観光の推進に取り組んだ四国八十八カ所めぐりでは、四国特有の文化
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で、海外に向けて発信できる大変貴重な観光資源としてＰＲしていくべき素材と考える。平成

26年度は、四国霊場開創1200年という記念の年。お遍路文化を通じて、四国を最も身近に感じ

てもらう絶好のチャンスだと答弁されています。四国霊場が、仮説でございますけども、万が

一、奈半利、東洋町からの高規格道路に近くに室戸三山が移転ともなれば、ないとは言い切れ

ませんけども、室戸岬には宿泊施設は存在しません。これが現実です。室戸ジオパークだけで

は、日帰り観光客がほとんどです。昭和の時代のマイカーブーム幕あけのときの室戸岬観光

は、ごみ捨て場とトイレの利用のみと言われた時代に逆戻りです。吉良川町の町並みも今後の

展開どうされるか、ＡＭＡ地域連携は実際どのように活動されているか、活動状況をもっと広

く市民にＰＲされたら。また来年、室戸阿南海岸国定公園が50年目を迎えられると思います

が、記念事業など考えられていますか。また、情報発信されていますか。国定公園の全域なこ

とをＡＭＡ地域連携と連携協力をお願いし、室戸市地域の独自の計画を立てるチャンスと捉

え、室戸ジオパーク拠点施設も高知県の強力なバックアップで早期完成を図り、室戸ジオパー

ク世界再認定を受けるべく、強力な武器とされてはいかがか。今後、室戸市を支え、育てる基

幹産業として、外貨を稼ぐ必要な観光資源としての交流人口拡大を図ると位置づけをどうされ

るのかを問います。 

 ６番、海洋深層水の有効活用について。 

 産・学・官の連携を強化し、新製品開発やブランド化を進めるとともに、販路拡大に努め、

さらに有効活用を図りと期待されていますが、今後どのような行動をされているのか、また展

開されるとか、現在までですけども。新製品とは、ブランド化とは、例えばどういうことです

か。医療研究関係者、温度差発電、深海の深層水に含まれる希少物質など、情報収集などされ

ていますか。新たな情報発信されていますか。提案になりますけれども、深海1,200メートル

まで取水パイプの延長なども計画されたらいかがですか。 

 ７番、企業誘致の推進と雇用の促進について。 

 道路、情報通信などの基盤を整備し、企業誘致推進条例を活用して、新規企業の誘致を推進

するとともに、現在立地の企業訪問を定期的に行い、フォローアップを図り、関連企業などの

誘致につなげるように努めます。また、就労の場の少ないことから、産業の振興や企業誘致に

努めるなど、地域雇用開発の施策の導入を進めますと明記、記載されてありますが、現在、立

地の企業訪問を定期的にお伺いし、フォローアップを図るなど、具体的にどのような施策と回

数、訪問企業の数、重点的にどのような分野などか具体的にお答えください。 

 大きな２番です。安心して暮らせるまちづくり。 

 (1)防災対策の充実について。 

 近い将来高い確率で起きると予想されている南海大震災などの災害に備え、避難、防災計画

など防災に関する方針を明確にし、救急、救助、消防技術の高度化に対応するため、消防職員

の訓練、研修による資質の向上を図り、消防救急無線のデジタル化、防災行政無線の早期整備
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に努めるとともに、消防団や自主防災組織の育成と機能強化を図り、市民一人一人の防災意識

の啓発を行います。公共施設などの避難施設は、耐震補強などの整備を進めますと記載されて

いますが、公的施設は、一定の改善、改修が行われていると理解しますが、所期の計画の進捗

率をお伺いするとともに、新たに計画の追加などいかがか、お伺いいたします。 

 設置場所においては、防災行政無線のことですけれども、設置場所においては、地元の関係

者と十分協議されていますか。 

 観光の振興と交流人口の拡大についてですが、(1)室戸市を訪れる観光客の地震、津波対策

について。 

 四国遍路開創1200年、室戸ジオパーク世界認定と数多くの世界に発信できる地域資源が存在

する室戸を訪れる人々が、世界中からこの室戸に来られています。遠くはモスクワ、ヨーロッ

パ、中国、韓国と多くの国々からこの室戸へ霊場参拝、ジオパーク見学、地域の生活、習慣の

見学、室戸マリン球場を利用するスポーツ合宿。これらの方々が利用する大型バスが、安全に

速やかに津波から避難できる対策が必要です。少なくても、羽根、吉良川、室戸町、室戸岬町

津呂地区、椎名町、佐喜浜町、それぞれに必要です。それぞれ大きな道があります。それの再

利用ですけども、高台に大人数収容できる施設がある国立室戸青少年自然の家と金剛頂寺があ

る崎山台地への避難道路、両施設とも事前の協議が必要ですが、道路の耐震化と拡幅も必要で

す。この道の場合は、吉良川と元地区、２本のルートが確保できます。室戸地区では、高知県

東部の重要災害対策拠点施設へ通じる室戸スカイライン、全体の耐震化も必要ですけども、途

中に相撲場、県立体育館、民間施設のニューサンパレスむろと、最御崎寺とがあります。避難

道路として耐震化を含めた道路改修を国と県と協議、申請されたらいかがか。なぜこんな質問

を提案する理由は、ことしの４月、淡路島を震源地とする地震がありました。観光客の避難先

がない。行政指定の公の施設へは地元住民用で、旅行客は避難できないという現実がありま

す。東日本大震災時も同様で、避難場所に旅行客が避難できないという現実がありました。こ

ういう思いを室戸に訪れる観光客にそのようなことがないように、バスごと避難できる公共の

場所、特に大型バス対応の拡幅を含む避難場所と避難道路、また安全な場所を提供できるシス

テムを早急に計画されるかを聞きます。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時46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。 

 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。 

 初めに、総合振興計画の進捗のお尋ねにつきまして順次お答えをいたします。 
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 １の(1)、①農業の振興についてでございます。 

 まず、生産基盤と生活環境の整備におきましては、中山間地域等直接支払制度として６集

落、農地・水保全管理支払い制度として10活動組織が取り組み、優良農地の保全管理や集落内

の生産基盤となる水路、ため池等の施設の機能維持、向上などの活動をお願いをしているとこ

ろでございます。また、生産、流通、販売体制の強化につきましては、天敵製剤、微生物製剤

などの活用により、環境保全型農業を推進し、安心・安全な園芸産地づくりを行う農家の支援

を継続しているところであります。地産地消や地産外商につきましても、学校給食で地元産米

を使用するなど、地産地消の取り組みを進めているところであり、今後拡大をしてまいりま

す。 

 また、地産外商の取り組みといたしましては、平成24年度に室戸海洋深層水ナスの市外、県

外での販売促進やＰＲ活動の取り組みを行い、ブランド化に努めているところであります。ま

た、キラメッセ室戸楽市では、平成18年度１億8,000万円程度であったものが、平成23年度販

売額は約２億5,700万円、平成24年度販売額約２億6,900万円となり、売上高が年々向上をして

いるところであります。また、現在、他の機関や団体が設置をしている東京、大阪のアンテナ

ショップでの販売も拡大をしているところであります。今後、さらなる販売額向上や地産外商

の推進のため、インターネット通信販売の整備充実に努めているところであります。 

 次に、環太平洋連携協定、ＴＰＰについてでありますが、前段の議員さんにもお答えをいた

しましたように、地域経済への影響も大きく予想されるところでございます。農業につきまし

ては、小規模経営をいかに改善をするのか、また農業機械の非効率的な面をいかに効率化を図

るのかといったような対策が今後ぜひ必要だと考えるところでございますが、これは国際的な

問題でもあり、国においてしっかりそのことに私は対応していただきたいと思っております。

市といたしましては、今後関係機関や関係団体としっかり連携をし、対応していかなければな

らない問題だと考えております。 

 次に、②の林業の振興についてでございます。 

 林業の生産基盤といたしまして、県営事業で林道整備に努めているところでございます。平

成24年度には、林道東又佐喜浜線が開通し、佐喜浜町と羽根町がつながり、森林施業など作業

効率の向上が見込まれるところでございます。さらに、吉良川町と羽根町を結ぶ林道小川線に

ついても、現在整備を進めているところであります。本市の重要な特用林産物である土佐備長

炭は、生産者が45人、生産釜29基であります。平成23年度の生産量は、県下１位の454トン

で、県内の約６割を占めているところであります。しかし、生産性の向上と販売体制の強化を

図ることが第一であり、原木の確保や共同出荷が大きな課題となっているところでございま

す。また、所得の向上対策といたしまして、作業道の整備や高知県特用林産協会と連携した販

売活動を支援をしているところであります。 

 次に、間伐材の有効活用でございますが、地元企業が製作している製品を使った木材トラス



－54－ 

構造の施設建設を進めてはどうかということでございますが、現在、利用が考えられるとすれ

ば、高知県が建設予定である総合防災拠点施設などではないかと考えられますので、関係機関

に対し、要請を行ってまいります。 

 また、室戸市に建設される大型木造建築の推奨につきましては、平成22年より公共建築物に

おける木材の利用に関する法律が制定され、本市も市産材利用推進方針を定めておりますの

で、方針に基づく利用推進を図ってまいります。森林整備につきましては、造林や保育間伐、

伐採など森林の施業計画によりまして、しっかりと進めてまいります。 

 次に、③の水産業の振興についてでございます。 

 新たに漁業者を目指す方には、新規漁業就業者支援事業を実施し、生活支援及び技術習得支

援を行っているところでございます。実績といたしましては、平成23年度は８名、平成24年度

４名となっております。また、ブランド化につきましては、室戸沖でとれるキンメダイが、マ

リンエコラベルの認証を取得し、付加価値を高めているところでございます。また、佐喜浜町

の水産加工施設では、現在８名の雇用がございまして、平成23年は約4,700万円、平成24年は

約6,700万円の売り上げとなっているところであります。水産加工を推進することにより、魚

価の安定向上につながっているものと考えております。このほか、魅力ある漁村社会の形成の

取り組みといたしまして、本年４月には室戸ドルフィンセンターに、新たに陸上プールなどを

設置し、リニューアルオープンをいたしたところでございます。本年のゴールデンウイークで

は、前年に対し約２倍の方の来場がございました。イルカとの触れ合い体験が容易に楽しめ、

当市の観光拠点としてさらなる集客、地域活性化につなげていきたいと考えております。 

 次に、④商工業の振興についてと⑦企業誘致の推進と雇用の確保について、まとめてお答え

をさせていただきます。 

 まず、市内企業の状況把握と企業訪問につきましては、平成24年度では、年末年始に挨拶も

兼ねてでありますが、企業訪問を行っております。35社訪問をしております。また、企業誘致

関係では、２社に対しまして20回の訪問実績がございます。これらの訪問により、行政からの

支援施策といたしまして、過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除のことや

室戸市企業誘致条例による奨励金制度などについてお話をさせていただいております。また、

企業から経営状況や景気動向を聞く中で、高卒者を採用することや一人でも多くの雇用につな

げていただきたいということを企業に対し要請活動を行っているところであります。 

 次に、企業へのフォローアップの取り組みにつきましては、前段でも申し上げております

が、平成20年度から５年間、固定資産税相当額の奨励金を交付する室戸市企業誘致条例の奨励

金の活用につきまして、平成23年度では２件で442万8,000円、平成24年度では４件で569万円

となっているところであります。また、平成22年度からは、市内の商工業者の販売拡大のた

め、室戸市商工会を窓口とした室戸市共通プレミアム付商品券事業を実施をしておりまして、

これまでに１億3,200万円の経済効果につながっているものと考えております。さらに、新た
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な取り組みといたしまして、商工業者への経営支援のため、高知県安心実現のための高知県緊

急融資を活用した企業に対して補償料の一部を補給することにより、事業主の経営安定を図る

とともに、商工会や市内の金融機関等へ制度の周知をお願いをしているところであります。 

 次に、競売物件の落札価格と固定資産の評価について及び企業の土地に係る固定資産税の軽

減についてであります。 

 まず、固定資産税の評価額につきましては、現在、道路に路線価を付設し、それにより、各

筆の宅地を評価する市街地宅地評価法と標準宅地から比準して各筆を評価するその他宅地評価

法の２つで行っているところであります。市街地宅地評価方式を順次拡大をいたしているとこ

ろであります。したがって、評価額につきましては、固定資産評価基準より売買実例価格をも

とに算定をした正常売買価格を基礎とした適正な地価とすることとされており、国土交通省が

毎年１月１日時点の価格を調査している地価公示価格等の７割をめどとするよう基準が定めら

れているところであります。 

 一方、競売や公売による落札価格の基準となる価格につきましては、競売では裁判所の調査

員が、公売では自治体により異なりますが、当市では不動産鑑定士が現地に赴き、公売を行う

土地の価格を鑑定をいたしております。鑑定価格の算定には、老朽家屋が建っている場合があ

ることや債権額の確保など、さまざまな要因が加味され、公売価格が決定されることから、実

際落札された価格が、議員さん御指摘のように、固定資産評価額と比較をしますと差が出る場

合があるのではないかと考えております。 

 次に、企業の土地に係る固定資産税の軽減についてでありますが、過疎地域自立促進特別措

置法に基づきまして、平成９年に固定資産税の課税免除に関する条例を制定し、一定の条件を

クリアすれば課税を３カ年分免除することとなっております。商工業者の新たな起業、また規

模拡大を促す制度となっているところであります。その他の軽減対策につきましては、厳しい

財政状況などから、現状では大変困難であると考えております。 

 次に、⑤観光の振興と交流人口の拡大についてでございます。 

 まず、室戸ジオパークの今後の展望についてでございますが、室戸ジオパークの活動は、室

戸ジオパーク推進協議会において、平成25年度から27年度までの新たな実行計画を策定をいた

しました。その計画の重点項目といたしましては、運営、そしてネットワーク、調査研究、教

育、保護、防災及びジオツーリズムの５つに取り組んでいくことといたしております。市とし

ましては、計画が着実に実行できるように、推進協議会とともに取り組みを進めてまいりま

す。 

 次に、ジオパークの中での拠点施設の位置づけについてでございます。 

 現在、ジオパークの関連施設といたしましては、キラメッセ室戸鯨館内のビジターセンター

と室戸岬のインフォメーションセンターがあり、新たに整備する拠点施設につきましては、こ

れら２つの施設との連携が重要であると考えております。また、拠点施設は、ジオパークの中
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心施設であるとともに、室戸市全体の観光振興につながる施設となるものと考えており、観光

情報の提供や地場産品、お土産品の販売、またジオツアーの発着場等の機能を持たせていきた

いと考えております。当該ジオパークの取り組みは、高知県におきましても重要な観光などの

資源として受けとめられていると私は認識をいたしております。 

 次に、拠点施設の運営体制についてでございますが、このことに関しましては、拠点施設の

基本計画を策定する中でも、管理運営につきまして指定管理者が一括で行う案や市が管理を

し、主な事業を民間団体に委託する案などが議論をされてきたところであります。どういった

方法が一番望ましいのか、今後とも議論を重ねた上で、運営体制を決定をしてまいります。 

 次に、空海と四国八十八カ所めぐり及び室戸阿南海岸国定公園指定50周年についてでありま

す。 

 室戸市内には、世界認定を受けた室戸ジオパークや重要伝統的建造物群保存地区に選定をさ

れております吉良川の町並み、また室戸ドルフィンセンターなど、多くの観光資源がございま

す。また、空海に関しましては、御厨人窟やお不動さんなど、空海修行の地がございます。そ

して、四国霊場八十八カ所の中で３つの札所があり、多くのお遍路さんが訪れるなど、交流人

口の拡大のため、これらは大きな柱となっていると考えております。そうした中で、室戸ジオ

パーク拠点施設検討委員会においても、拠点施設の中に空海が位置づけられているところでご

ざいます。前段の議員さんにもお答えをいたしましたように、高知県の四国霊場開創1200年と

いう話題性を生かしたプロモーションへの取り組みなどとあわせて、観光客の誘致にしっかり

とつなげていかなければならないと考えております。 

 次に、室戸阿南海岸国定公園指定50周年の記念行事のことについてであります。 

 国定公園は、自然公園法に基づき、国立公園に準ずるすぐれた自然の景観地を都道府県の申

し出により環境大臣が指定し、都道府県が管理、保護している公園でございます。室戸市阿南

海岸国定公園は、昭和39年６月１日に徳島県阿南市から室戸市までの海岸線約200キロメート

ルが指定されております。このため平成26年度に50周年を迎えることとなりますが、関係する

市町村が徳島県側は阿南市、美波町、牟岐町、海陽町の１市３町、高知県側は東洋町、室戸市

の１市１町で合わせて２市４町となっているところでございます。記念行事につきましては、

高知県や徳島県、関係２市４町及び関係団体と記念イベントの開催などについて意見交換を行

ってまいります。 

 次に、吉良川町並みにつきましては、現在、拠点施設となる吉良川まちなみ館の施設が完成

をし、平成25年度にはいしぐろ等の外構工事を行うことといたしております。当該施設の運営

につきましては、ＮＰＯ法人吉良川町並み保存会にお願いをしているところでありますが、そ

の活動としましては、まちなみ館において観光ガイド事業、地域の情報発信事業などに取り組

むとともに、写真パネルの展示、備長炭の展示販売、ＤＶＤ上映、地域の特産品を使ったお茶

やコーヒーなどの販売を行っているところでございます。今後は、室戸ドルフィンセンターな
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ど、地元の観光施設との連携や各種イベントの共同開催などに取り組み、地域の活性化につな

げていきたいと考えております。 

 次に、ＡＭＡ地域連携についてでございます。 

 平成20年、阿南市、室戸市、安芸市の３つの市が広域観光の戦略的な取り組みを進めるた

め、ＡＭＡ地域連携協定を締結をしたものでございます。活動状況としましては、モニターツ

アーの実施や合同観光キャンペーンの開催、キンメ丼など各市の海の幸を使った御当地丼の開

発やＰＲ、野球や音楽イベントでの市民間交流、観光会議など研修会や勉強会の開催をしてい

るところであります。また、ホームページやブログを使った情報発信等を行っております。３

市が連携をして、四国東南部地域の発展を目指して活動をいたしているところであります。 

 次に、⑥海洋深層水の有効活用についてでございます。 

 本市が取水する海洋深層水は、商品製造などの産業利用を初め、水産業、農業、健康増進、

市民の皆さんの家庭での利用など、幅広く活用していただいているところであります。海洋深

層水のさらなる有効活用としましては、昨年度には新しい商品として、災害時等非常用保存水

などが開発をされ、販売をいたしております。今年度におきましては、高知県がこれまであま

り使用されていない濃縮海洋深層水の有効活用のため、保存安定性試験などを工業技術センタ

ーで行い、企業が利活用しやすいようデータを収集していただいているところであります。ま

た、大学など各専門機関では、高ミネラル水による主要細胞増殖抑制効果などの医療分野での

研究、海洋温度差発電などのエネルギー分野などの研究など、さまざまな分野で研究が行われ

ているところでございます。当市としましては、こういった研究内容や他の取水施設の状況な

どを高知県海洋深層水研究所を初め、海洋深層水利用学会、全国海洋深層水取水地連携協議会

などを通じて情報収集に努めているところであります。 

 また、情報発信といたしましては、高知県とともにＰＲ事業を行っており、その中でパンフ

レットの作成及び企業等への配布や高知海洋深層水企業クラブなど関係団体と連携しながら、

県内はもとより、首都圏など県外での物産イベント等への出店、ＰＲを行い、情報発信に努め

ているところであります。 

 次に、(2)の①防災対策の充実についてでございます。 

 総合振興計画に掲げている防災対策の進捗状況についてでありますが、本市における防災対

策の喫緊の課題といたしましては、今後30年以内に60から70％の確率で発生すると言われてい

る南海トラフ巨大地震への対策であります。総合振興計画におきましても、防災設備の充実や

消防施設の整備、また自主防災活動の推進などが掲げられており、それらの取り組みを進めて

いるところであります。現在取り組んでおります主なハード整備といたしましては、防災行政

無線の整備でありますが、これは本年10月末の完成をめどといたしているところであります。

また、避難道路、避難路の整備、津波避難タワーの整備、消防分団屯所の高台移転を含めた防

災コミュニティーセンターの建設、防災公園、防災倉庫の整備を行ってきたところでございま
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して、当初の計画は、おおむね達成をしているところでございますが、しかしこれでは十分で

あるとは考えておりません。今後とも避難道路や避難路、避難タワーなどの整備を継続してい

くとともに、さらに消防デジタル無線の整備などに取り組んでいく考えであります。また、ソ

フト対策といたしましては、自主防災組織の設立、育成に取り組むとともに、自衛隊や国土交

通省など、国・県の関係機関と連携した防災訓練を実施しているところであり、今後さらに連

携を深めていく必要があると考えております。また、自主防災組織が地域で実施する防災訓練

などを一層進めてまいります。 

 次に、(3)の①室戸市を訪れる観光客の地震対策についてであります。 

 室戸阿南海岸国定公園を初め、本市にはたくさんの観光スポットがあり、年間を通してお遍

路さんや観光客の皆さんが多く訪れており、観光客の津波避難対策も本市における防災対策に

おける重要な課題でございます。観光客の避難対策としては、まずは緊急地震速報や津波警報

などの災害情報をいち早くお知らせをするための屋外拡声器を備えた防災行政無線の整備に取

り組んでいるところでございます。また、避難路の整備や避難誘導標識、ソーラー誘導灯の整

備などのハード整備に加え、観光ガイドの避難誘導訓練などにも取り組んでいかなければなら

ないと考えております。また、避難に伴う道路整備につきましても、力を入れるべきであり、

避難路とあわせ関係機関に要望するとともに、連携して取り組んでまいります。災害時に本市

を訪れた観光客の皆様に、海岸部から安全に高台に避難していただけるよう、今後も避難路や

避難場所などの整備をしっかり考えてまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 米澤善吾君の２回目の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。２回目の質問をさせていただきます。 

 一応、農業振興についてとかというのを一応ＴＰＰ対策、ある程度の一定のわずかかとは思

いますけども、一定のめどを立てられて進められているということで、非常に安心しました。 

 林業につきましても、いろんな方法で考えられているというとこでいいんですけども、水産

業の振興、③なんですかね、についてですが、その中でいろいろ町の観光業者等消費者等も含

めての中で、養殖というか、つくる漁業、育てる漁業というところで等もかかわりますけど

も、この間キンメ丼ですかね、それとオトメマグロ丼とかというので今度新たにアワビの栽培

とかというのをされてますが、これ何か生産計画というか、市が推し進めて前面に出して、食

材の供給に努めていただきたいなというふうに、安定供給です。この間も、四国ツーリズム創

造機構の方が室戸に観光びらきのときですかね、来られて、キンメ丼のキンメを食べたいと言

うたときに、ちょうどサンゴとかほかの事情でキンメがなかったというところで非常に非難さ

れたことがあります。それで、３についてはちょっとある程度のお答えが必要ですけども、

１、２についてはお答えは必要ありません。 

 それと、固定資産税のところですけれども、４ですかね、④になりまして、商工業の振興に

ついての固定資産税のとこになりますけども、一応のその他のところにありますかね、我々が
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要求するのは、既に室戸で頑張っている企業の中で、頑張っているというんで一つの市域振興

策という形で固定資産税の減免なんかをお願いしたいということを何してますけども、ちょっ

と市の財政難かで非常に難しいという御答弁だったと思いますが、私どもの業界も固定資産税

の軽減というのは、国と交渉事業で今重要課題となってやってますけども、そのときは当然、

室戸市さんとか各地方のほうに損害を与えるわけですんで、それを交付税化言いますかね、交

付金という形で今交渉をさせてもらってますけども、そういう方向があれば、また教えていた

だきたいなというふうに思います。 

 それと、⑤観光振興と交流人口の拡大の中で、東中学の活性化というのは一定の方向聞きま

したけども、ただその中で、ちょっと質問の中にも入っていたと思いますが、聞き漏れたらご

めんなさい。ジオパーク推進課協議会などが未完成でも今の東中学へ移転されたらどうか、ト

イレとかいろんな設備の事情があるかと思いますけども、それを促進するために、また県とか

国にアピールするためには、早く移られたらいかがか、その辺はもし移ることが計画であれ

ば、ちょっとお教え願いたいというところです。 

 それと、ちょっとのとこで飛びますが、(2)の①ですけども、一応の観光客避難というとこ

ろで、避難道路という形で各地区につくっていただきたいなということを質問させていただき

ました。ただし、耐震化とか道路の拡幅も必要なんですが、こういうところは市で単独でやる

ということは不可能と思いますんで、これも国とか県とかの力をかりながらよそから来られる

観光客が避難先がないという事態を回避するために進められるどういいますかね、行動計画、

そういう思いがありましたら御返答お願いいたしたいと思います。ごめんなさい、(3)の①で

すね、今の質問、そうです。 

 それと、今(2)の①防災対策の充実ですけども、これも一つの僕がちょっと何年先のことや

と言われる質問かもわかりませんけども、民間の家屋や宿泊施設の耐震化などを早く進める政

策はないかということと、現在計画中の避難タワーですけども、それが耐震構造とかなんとか

すぐれているとは思いますが、老朽化による経年劣化は考えられないか、またそれと同時に、

それの保全作業といいますかね、補修作業なんかの予算化は考えられているか、もういや、建

てっ放しですということになるのか、そういうところも莫大な予算が必要なんで、その辺の見

解、今の見解でよろしいです。後はそれぞれ国の政策なんかが変わっていくと思いますんで、

よろしくお願いします。 

 以上です。２回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 米澤議員さんの２回目の質問に対してお答えをいたします。 

 まず、水産業の振興についての中で、つくり育てる漁業を進めていく必要があるということ

で御質問であったと思います。私どもも当然その方向で取り組んでいるところでございまし

て、現在、例えばスジアオノリの養殖であったり、アワビ、トコブシの養殖を高知大学と連携
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をして現在研究を進めているというところでございますし、そうした中で、一部試験販売に取

りかかろうということで、ことしは市の単独の補助も計上させていただいているところでござ

います。アワビ、トコブシの養殖につきましては、現在のところ、全面的な起業化ということ

には至っておりませんけれども、ぜひそうした研究や取り組みを進めることによって、しっか

り養殖をし、販売をすることまでつなげていけば、それは食材の安定供給にもつながります

し、室戸の特産になるのではないかと考えているところでございます。 

 また、ほかのキンメダイ等の安定供給というようなことでございますが、これらについて

は、関係団体としっかり協議をして、安定的に提供できることを今後しっかり考えていきたい

というふうに思っております。 

 それから、固定資産の軽減対策についてでありますが、現在の軽減内容等につきましては、

前段で報告をさせていただいたとおりでございます。それ以外にどんな軽減対策があるのかと

いうような点でございますが、私どもとしては、今のところ、市単独の軽減対策がどっかでや

られているというのは、余り承知をしておりませんので、その点については県やあるいは関係

市町村等の情報収集に努め、軽減しているということであれば、そうしたことも当然検討課題

にはしていきたいというふうに思っております。 

 それから、交流人口の拡大の中で、ジオパークの拠点施設を今整備をしかかっているところ

であります。現在の整備中のところへ既に行政が先に、例えばジオパーク推進課が移ったらど

うかというような御質問だろうと思いますが、あの施設は、この後、大規模に改修をするとい

うつもりでございますから、移ったわ、仕事ができない、のいちょってもらわないかん、とか

というような状況がございますので、私は現実的に今、役所の課があそこへ移って対応をする

というのは、どうも適切ではないというふうに考えているところでございます。 

 そして次に、観光客の方々の避難についてでありますが、道路整備であったり避難場所の確

保というようなことの要請だと思います。その点については、前段でも申し上げましたよう

に、関係先にしっかり要請するあるいは観光客の避難についての取り組みというものを我々と

してはしっかり考えて対応していかなければならないと考えているところであります。 

 次に、民間施設の耐震化といいますか、各住民の方々の家屋の耐震化のことではないかと、

お尋ねは、ことではないかと存じますが、その民間の住宅なんかの耐震化が進んでいないとい

うことは、御案内のとおりでございます。これは、国・県の補助もあるわけですが、なかなか

その補助だけでは耐震化する経費が補助金だけではなかなかできないというような問題もあっ

て、耐震化が進んでいないということも一つの理由ではないかというふうに思うところでござ

います。できるだけ補助をふやす、市単独でも補助をふやしていく、例えば耐震診断について

は、全額市が見る、これは補助があるわけですが、その補助の上、自己負担分は全額市が見る

とか、いろんな対策を各市町村では検討をされているようでございますので、当市としまして

も、民間の住宅がより耐震化をしていただくためには、どうした支援が必要なかというのをも
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っともっと詰めて、そのこともしっかり考えて支援をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 最後でありますが、避難タワーの保全ということ、保全の経費といいますか、そういうもの

をも当然考えていかないといけないのではないかという御質問の趣旨であったと思います。現

在、まだ避難タワーが全てできていないというところでございますし、そうしたものができ上

がった場合には、そうしたそれらに係る運営費的な経費あるいは補修の必要性というのも出て

まいりますので、そういうことも当然考えていかなければならない課題だというふうに思って

おります。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） ちょっと確認でまた申しわけないんですけども、我々は発言の中では

自然の家とかサンパレスとか県の施設とかというて勝手なこと言うてますけども、現実的に避

難するとなれば、その設備とある程度の取り決めとか、そういうのが必要かとは思いますけど

も、そういうことに検討されているか、また今後どのようにされるのか、民間の施設も含めて

ですけども、例えば金剛頂寺があれば最御崎寺もある、ニューサンパレスもあるというような

施設も山の高台には存在しますけども、それなんかは検討されてますか。 

 これで３回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 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、避難場所の確保という観点から、自然の家であるとか、高台にあるニューサンパレス

などを利用すべきではないかというお尋ねだと思います。当然、私どももそう考えておりまし

て、自然の家等とは協議もいたしているところでございます。また、ほかの高台にある施設と

は、まだしっかりした協定はできておりませんので、そうしたことを今後協議の上で、しっか

り協定にして、安心してそうした場所が使えるように取り組んでいきたいと考えております。

以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって米澤善吾君の質問を終結いたします。 

 次に、亀井賢夫君の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番、自民クラブの亀井です。本定例会におきまして、通告に従い一

般質問を行います。 

 １、南海地震対策について。 

 (1)ライフラインについてお伺いします。 

 太平洋地域が地震活動期に入った今、いつ次の大災害が発生してもおかしくないと言われて

おります。とりわけ東海・東南海・南海地震は、数年から十数年のうちに襲来すると考えられ

ており、さらにそれが連動するケースでは、大惨事になると想定されております。我が高知県

に直接影響するであろう南海地震の発生確率は、10年で20％程度、20年で40ないし50％、30年



－62－ 

以内で60ないし70％、50年以内では90％程度以上と毎年確率は非常に高くなってきておりま

す。その確率の高い南海地震の被害について、特に津波の影響を受ける高知県は、海岸線が約

713キロメートルと非常に長くて、その上、山が海岸にまで迫っている状況であり、切り立っ

た山は開発が難しく、幹線道路はほとんど海沿いにしかつくられてこなかったのが現状です。

そのために地震が起きると、振動と津波により土砂崩れや落石等の災害が発生して、ほとんど

の国道等は寸断され、市町村間のアクセスは途絶されて孤立した状態となります。特に、私た

ちが生活している室戸市がその典型的な集落構成につくられており、海岸線は約50キロメート

ル余りと非常に長く、国道も海岸線と同じく約48キロメートルもあります。この状況は、ほと

んどの国道が海岸線に沿ってつくられていることであり、近隣市町村とつながっている唯一の

アクセス道路である国道55号線が、地震の発生により寸断される確率が非常に高くなると考え

られます。その中でも、国道55号線の一本道路のみで市の中心部と結ばれている椎名地区、そ

して佐喜浜地区は、隣接している集落とつながっている道路が全て海岸線につくられており、

地形的にも孤立状態となる確率の高い地域ということになるのではないでしょうか。 

 そこで、お伺いします。 

 ①電気、ガス、水道等のライフラインについて、地震災害時の防災対策マニュアルは整備さ

れているのでしょうか。そして、ライフラインが切断、寸断、そして断水になったときの対

応、対策について、地区の自主防災組織との意見交換などはされているのでしょうかをお聞か

せください。 

 ②水道施設の耐震調査及び耐震補強工事はどのようになっているのでしょうか。配水池やポ

ンプ室などの施設や水道管の耐震対策は十分されているのでしょうか。上水道、簡易水道に分

けて現状の状況について説明をお願いします。 

 ③上水道、簡易水道、飲料水供給施設で災害対策本部である中心部より孤立になる給水事業

所数は何地域になると想定されているのでしょうか。ライフラインが寸断された場合の飲料水

の供給方法について、対策はどのように考えられているのでしょうか。そして、地震対策につ

いての訓練はできているのでしょうか。中心部から離れている地域の住民は、孤立となった場

合、市がどのように対応してくれるのか、非常に気になっております。市の対応をお聞かせく

ださい。 

 ④水道局が管理している上水道、簡易水道はもとより、常会や組合等で管理している飲料水

供給施設等が破損した場合の修繕はどのようになるのでしょうか。管理している個々の対応に

なるのでしょうか。そして、災害復旧工事に必要な材料や部品等の確保は、十分にできている

のでしょうか、お聞かせください。また、南海地震対策について、水道業者と災害協定を結ぶ

など、地震対策協議はどのようにされているのでしょうか。 

 次に、(2)災害時の避難経路についてお伺いします。 

 この避難経路を指定することについては、まず初めに避難場所を決めなければなりません。
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その避難場所を決めるには、常会や関係住民による意見交換会や住民ワークショップにより海

抜、広さ、位置等を考慮して、安全な場所を選定していると思われます。そして、避難場所が

決まれば、次に避難経路を決めることになります。その避難経路につきましては、避難する地

域の中で一番安全で通りやすい最短となる道路が指定されることになり、津波防災マップに図

面化されて市内及び関係住民や自主防災組織に配布されております。その防災マップに示され

た避難経路をもとにして、常会や地域住民の人たちが参加して防災訓練が実施されていると思

われますが、その中の佐喜浜町の浦地区で指定されている避難経路のことになります。この浦

地区は、佐喜浜川の河口と佐喜浜港湾の間にできた川と海に囲まれた標高の低い低地に町の中

心部が集中して形成されております。その町の中心部である佐喜浜港周辺は、海抜３メーター

から６メーター以下の低地であり、川沿いの旧佐喜浜橋付近は、標高７メーター以下の河川護

岸で、地区内を防護した状態でつくられており、河口から遡上すると考えられる津波の状況に

よっては、浦地区全体が浸水していく確率の高い地域になっております。この浦地区の避難場

所は４カ所が指定されており、その避難場所までは避難経路を利用すれば近いところで約

400メーター、遠いところは１キロも離れております。津波の到達時間を考えた場合、徒歩で

移動するには少し難しい距離ではないかと思われます。その中でも避難場所に近いと思われる

南側地域の道路は、急なスロープになった路地や階段状の狭い道路を通ることになり、高齢者

にとっては避難するのに距離は短いが時間を要するという不便で危険な通路となっておりま

す。こういう土地の形状で、同じように避難路として生活道路を利用している地域はほかの町

にもあると思われます。 

 そこで、お伺いします。 

 ①避難場所への指定道路以外の避難経路について、階段などがある狭い通路であっても、利

用者が多ければ自主防や利用している住民の方より要請すれば市のほうで整備はできるのでし

ょうか。ふだん生活道路として利用している赤線の災害復旧工事や維持補修工事については建

設課で管理ができると説明がありましたが、こんな状況の避難路の道路整備や改良工事につい

て、市はどのように考えているのか、お聞かせください。 

 ②昔は農道として使われていた赤線ですが、今は農地が荒地となり、ほとんど使われていな

い道路となっておりますが、付近の住民が草刈りをして整備しております。関係戸数は一、二

戸ですが、高台への避難路として市が整備するのは可能でしょうか。 

 それと、①でもお聞きしておりますが、採択するには戸数、人数に基準が決められているの

でしょうか。 

 ③自主防災組織が事業主体となり、資機材の購入や避難路の整備に係る補助事業についての

説明会があり、私たちの自主防も避難路の整備事業に要する経費の申請をしておりましたが、

回答が来ておりません。この自主防が事業主体となる補助事業についてお聞きしますが、市内

の自主防からの申込数と市の採択件数、そして補助金は総額でどれぐらい配分されたのかお聞
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かせください。 

 また、本年度の補助事業への申し込みの受け付けは予定されているのでしょうか、お聞かせ

ください。 

 次に、大きな２、公共事業について。 

 (1)公共事業の測量設計委託業務についてお伺いします。 

 測量設計委託業務の外部発注については、何度か議会で質問が出されておりますが、ここ数

年間の予算をチェックしていると、国庫補助事業、交付金事業の全てが測量コンサルタントに

外注されております。これは、市町村の抱える財政難により、人員及び人件費の削減、そして

多くの技術職員の退職等により技術職員が不足していることは要因ではないかと考えられま

す。したがって、今の事業課の体制では、現地測量して図面設計書を作成して事業計画された

全ての工事を発注するには技術職員が不足していることは十分に理解できます。ただ、全ての

事業を外部発注していると、職員の実務経験を要する機会が少なくなり、年々確率が高くなっ

ている南海地震対策や毎年発生している台風被害の対応が素早くできなくなって、被災現場の

復旧に多くの日数を要することになってきます。今の状況を考えると、測量設計の外部発注は

仕方がないかもしれませんが、現地の測量はもとより、関係者への説明など、全てが受注業者

であるコンサルタント会社任せになっているように思えて仕方ありません。当初の打ち合わせ

のときに、現場の意見や土地所有者、関係受益者の要望等について設計事務所と協議がなされ

ているのか、そして住民要望が反映されているのか、疑問に思えてならない現地も出ておりま

す。これは、事業の発注や当初の現地説明に事業主体である担当課の技術者の説明ができてい

ないのか、または受注業者である相手に伝わっていないのかではないでしょうか。課の設置条

例の分掌事務や市職員の配置先の業務については、市の例規集の行政組織規則により決められ

ております。ここでお聞きしたいのは、その中に主に公共事業に携わっている財産管理課、農

林水産課、建設課、そして特に建設課の土木班については、事業課以外の土木、他課を含む事

業の測量設計、施工監督及び500万円未満の工事の検査に関することなど、公共事業に関する

ほとんどの業務の配分が事務分掌で決められております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①測量設計委託業務の設計書の作成についての打ち合わせや成果品の検査、特に教育委員会

や総務課の防災関係の測量設計についてどのように決めているのでしょうか。特に、現地測量

の後の計画図面、そして設計書の内容について、何課の職員が中心になって決めているのでし

ょうか。事務分掌では、委託料の金額で担当課は変わってくるように思うのですが、土木、建

築別に分けて説明をお願いします。 

 ②工事の発注については、市内業者、地元業者を優先にして指名されておりますが、地元で

つくられている土木資材、例えばコンクリート２次製品等については、市内業者の製品が設計

書、そして現場に反映されていないように思えるのですが、設計書の作成時に地元製品の使用
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について、担当課と設計コンサルタントの間で検討がされているのでしょうか。そうして、市

内で製造している建設資材、コンクリート製品にはどのような種類の製品があるのでしょう

か。調査はされているのでしょうか、お聞かせください。 

 次に、(2)年度別事業計画書についてお伺いします。 

 この公共事業の年度別事業計画書につきましては、室戸市行財政改革プランに基づき、事業

計画が進められているとお聞きしております。その事業計画書に基づき進められていると思わ

れる年度別の道路整備計画では、平成23年度事業として実施されたのは10カ所で、１億

3,395万円、平成24年度は11カ所で２億595万円、そして25年度は11カ所で２億1,325万円と３

カ年計画として32カ所の５億5,315万円の総事業費が公表されております。その３カ年計画に

ついて、件数と事業費を調べてみますと、件数については継続路線もあり、年度別の件数と路

線数は少し変わってきますが、単年度の事業費だけについて比較してみますと、平成23年度で

は1,000万円余り、24年度では１億円余り事業費が計画より増額となり、平成25年度の当初予

算としては、計画より１億6,000万円の減額となっております。この予算割を見ると、23年か

ら25年度までの総予算額としては、担当課が計画した事業計画書と余り変わっておりません。

路線数、事業件数は別として、事業計画書どおりに事業が進められているように考えることが

できると思われます。 

 そこで、お伺いします。 

 ①計画書どおり事業が進められているのなら、ことしで３カ年計画が完了することになり、

次の事業計画が検討されていると思われますが、平成26年度以降の年度別事業計画書はできて

いるのでしょうか、お聞かせください。 

 ②測量設計委託業務が３カ年の事業計画と同じように予算化されて、多くの現地が測量され

ておりますが、その全てが平成26年度以降の整備計画の中に計画されて実施されていくのでし

ょうか、お聞かせください。 

 ③他の部局のことになりますが、毎年年度別事業計画をもとにして、実施する工事を審議会

に説明をして承認を得ているようですが、事業課、建設課、農林水産課の年度別計画書はどの

ようにして決めているのでしょうか。また、事業について文書による要望書も何件か出されて

いると聞いておりますが、要望書が出されている事業について、事業計画はされたのでしょう

か。そして、市民からの要望はどれくらい出されているのか、お聞かせください。 

 次に、大きな３、議会答弁後の対応について。 

 (1)議会の質問に対して答弁された事業への取り組みについてお伺いします。 

 まず初めに、室津川の左岸道路の整備についてでございます。 

 この室津川の左岸道路については、室津地区の住民から提出された要望書が発端となり、道

路整備事業への取り組みについて協議が始められたと記憶しております。この左岸道路は、室

津港と国道55号線を結ぶアクセス道路として、また四国八十八カ所の札所めぐりや鮮魚運搬道
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路として大きな役割を担う重要な道路として事業採択に向けての協議が何度となく進められて

きました。そして、その道路整備事業の一部分である室戸大橋のたもとから下流の愛宕橋まで

の工区が施工されて、現在供用開始がされ、住民の生活に大きく貢献した道路になっておりま

す。その後、この終点部となっている愛宕橋から両栄橋までの未整備区間となっている延長約

300メーターぐらいと思われますが、この区間の道路整備について、再び議会の一般質問で取

り上げられて、この左岸道路への取り組みについて、市長と執行部が答弁されております。そ

の執行部の答弁では、この室津川の左岸道路は、市民にとって大変重要な役割を担う道路であ

ることを十分認識されているらしく、県に対して何度も要望書を提出しているゆえの説明がさ

れております。ただ、この要望書に対して、県からの返答は、左岸道路整備については、県事

業での採択は困難であるとの説明が市にされたとお聞きしております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①この左岸道路について、県からの回答が示されたことにより、その後の要望書では道路整

備だけではなく、護岸工事も含めた要望書に変わってきております。そして、議会答弁でも、

室津川の左岸道路は、護岸の改良工事とともに整備することが適正であり、室津川改良事業の

実現に向けて強く要望活動をしていくと答弁されておりますが、要望書が提出されているな

ら、県はこの護岸工事の要望に対してどのような回答がされているのか、そして市は、この護

岸整備、左岸道路に対して、現在どのような協議がされて、どのような取り組みが進められて

いるのか、お聞かせください。 

 ②この左岸道路については、この何年かの市の答弁では、室津港と避難港の作業ヤードとの

連絡道路、作業ヤードと国道55号線とのアクセス道路として整備するゆえの説明がされており

ますが、避難港は国の管理、室津港は県の港湾、室津川護岸工事については県の河川の担当

と、管理がばらばらと思われます。市はこの左岸道路の整備事業をどこに要望されているの

か、また市民の要望は室津大橋から両栄橋までの道路整備であり、市はこの左岸道路整備工事

について市以外での事業採択ができると考えているのか、お聞かせください。 

 (2)市道大谷本線と西大谷の出入り口、急傾斜地崩壊対策事業の担当課のその後の取り組み

についてお伺いします。 

 この大谷地区の２カ所の道路整備と急傾斜地崩壊対策事業については、昨年の６月の議会で

質問した事業ですが、この事業については、議会で質問する以前から住民より市の担当課のほ

うに要望書が提出されております。その要望されている中の県事業である急傾斜地の現地に

は、県の職員と地元議員、そして市の職員も同行して現地調査が行われております。そのとき

に県の担当者の方から、事業採択について関係者に説明されており、市のほうでも事業につい

て説明をされたゆえの答弁がされております。その答弁では、この急傾斜地崩壊対策事業につ

いては、県事業で採択されるように対応していくと説明されておりますが、要望箇所の現地調

査が行われて約５年余りになると思われます。この間に市は県に対してどのような要望や協議
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がされて事業が進められているのか、梅雨時期や台風、そして豪雨となれば浸水する下流民家

の人たちは大変困っております。市の説明では、降水時に被害が発生する水路の流末について

は、県事業の採択も検討しながら、市の事業として対策工事に取り組んでいくゆえの答弁がさ

れており、関係住民はいつ工事をしてくれるのか待っております。そして、大谷本線の２カ所

の道路整備工事については、現在整備計画を策定して、新行財政改革プランに基づき、要望さ

れている多くの事業への取り組みを進めているが、緊急性なども検討しながら、事業計画の見

直しやローリングも行いながら道路整備に努めてまいりますと答弁がされております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①急傾斜地崩壊対策事業への取り組みについて、現在どのように進められているのか、県や

関係部局との協議はされているのか、そして水路の流末処理はどのように取り組まれるのかお

聞かせください。 

 ②道路整備計画の３カ年計画についての市の説明によると、平成25年度が３カ年計画の最終

年度であり、ことしが平成26年度以降からの事業計画を作成する年度になるはずです。前段の

質問でもお聞きしましたが、この市道大谷本線の道路整備事業については、今度の道路整備計

画の中に採択されるのでしょうか。それともどのように取り組んでいく考えなのか、お聞かせ

ください。 

 ４、指名停止について。指名停止の日数、期間についてお伺いします。 

 この指名停止の発端は、国土交通省の四国地方整備局が発注した県内土木工事の入札をめぐ

り、官製談合が発覚したことから、県の発注工事にも公正取引委員会が調査に入り、談合を認

定したことから談合問題に関与したとされる県内の建設業者である37社を６カ月から14カ月の

指名停止の処分にしております。この談合問題や指名停止については、直接室戸市が発注した

事業ではなく、市の関与も、そして工事場所も室戸市内に発注された事業でなかったことや、

室戸市の参加業者が１社であったことから、当市の指名審査委員会も県の決定どおりの指名停

止処分を科したと思われます。この問題になった県の発注工事に入札参加していた室戸市の指

名業者は、県の指名停止要綱により８カ月の指名停止処分を受けております。この処分は、平

成24年９月18日から平成25年５月17日までの８カ月で、この処分の中では一番軽い処分になっ

ております。その後、１カ月の短縮が認められて、平成25年４月16日で県の指名停止処分が解

除されております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①室戸市も県の指名停止により、この業者に対し同じ期間、指名停止をしたようですが、市

の指名停止要綱のどの理由を使って指名停止処分をしたのか、お聞かせください。 

 ②室戸市の指名停止要綱は、何を基準にしてつくられたのか、国や県の要綱を参考にして、

室戸市の指名停止要綱をつくられているのなら、国や県と違った当市の基準として直されてい

るのか、お聞かせください。 
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 ③指名停止をするについては、直接室戸市に関係していない工事や工事場所が室戸市内でな

い場合の工事については、指名停止期間の最後の期日を県と同じ日にするという申し合わせが

あったと思うが、このことについて指名審査委員会では問題にされなかったのか、お聞かせく

ださい。 

 ④県の発注工事の談合問題で、発注元である県が指名停止期間を１カ月短縮して４月17日で

停止処分の解除をしておりますが、この事業に直接関与していない室戸市の処分が、平成25年

６月18日で変わっておりません。指名停止の日数を最初は県と合わせていたのに、県より２カ

月以上も指名停止の解除が遅くなっている理由をお聞かせください。県に準じて指名停止をし

ているのなら、県と同じように短縮するべきではないでしょうか。どうしてしなかったのかお

聞かせください。 

 そして、市内の１社を除いた市外業者も36社います。全ての業者についても県が最初に決め

た停止日数と同じなのでしょうか、説明をお願いします。この指名停止の決定については、指

名審査委員会の規則第２条で審査されて決めていると思うので、答弁については指名審査委員

長のほうでお願いします。 

 大きな５、国・県への要望について。 

 毎年国や県に要望されている事業につきましては、室戸市、そして市民にとって大変重要と

思われる市民要望、市政課題を要望書にして提出されております。この毎年要望されている要

望書について、ここ数年の要望内容と要望事項を調べてみました。項目に書かれている一件一

件の事業について、要望事項と現況と課題、そして効果などが詳しく説明されており、単年度

で完成するような小規模な事業要望ではなくて、室戸市が抱える課題の中の特に重要と思われ

る事業が執行部で協議されてから提出されているように感じられます。その要望事項につきま

しても、毎年要望されている事業、新しく要望されている事業、そして年度の途中に要望され

る事業など、市の重要課題であれば何でも要望書に取り上げられて、担当省庁に要望されてい

るように思われます。ただ、この要望書の要望事項は、大きな事業ばかりであり、単年度で完

成する工事の少ない小さな事業は一カ所も入っていないように感じられました。 

 そこで、お伺いします。 

 国・県の所管であって、道路整備や河川改修事業、そして台風や津波対策と思われる事業要

望については、何課が窓口となって対応してくれるのでしょうか。 

 また、防災関連は、全て防災対策室が対応することになるのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

 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） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目(1)ライフラインについてでございます。 
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 電気、ガス、水道などのライフライン施設が被害を受けますと、災害復旧及び市民生活への

影響は極めて大きく、ライフラインの復旧につきましては、被災後の緊急かつ最重要課題であ

り、しっかり対応していかなければならないと考えております。被災後の応急対策につきまし

ては、水道施設は平成24年10月１日付で室戸市水道事業危機管理マニュアルを作成しており、

災害時にはマニュアルに沿った対応をしてまいります。 

 また、電気施設は四国電力株式会社、ガス施設は社団法人高知県ＬＰガス協会室戸支部とそ

れぞれ災害協定を締結しておりまして、災害時の応急対策について取り決めをしているところ

であります。 

 次に、自主防災組織とはこれまでにも住民ワークショップや避難訓練などを通じて、災害時

の地域課題や避難方法などを協議し、連携を図っているところでございます。ライフラインの

対応につきましても、行政及び民間業者の復旧対応についての情報提供のあり方や避難後の対

応について自主防災組織連絡協議会や各地区の自主防災組織リーダーの皆さんと避難訓練を含

め対策や意見交換をこれからも行ってまいります。 

 次に、②水道施設の耐震調査及び耐震補強工事とその耐震対策についてであります。 

 当市の施設におきましては、配水施設の構造上、また利用上、耐震調査や耐震補強工事を行

うことが大変困難な施設が多くございます。したがいまして、他の市町村の事例を見まして

も、新しい施設の建設に変更する事例が多く見られているところでございます。これまで当市

の耐震対策といたしましては、原池の水源地施設の改修を行うとともに、最大の取り組みとい

たしましては、上水道吉良川東の川水源地の配水施設を笠木山から傍士地区へ移転するよう取

り組んでおりまして、本年度配水池築造工事を行うことといたしております。 

 また、水道管延長は、上水道では140キロメートル、簡易水道では約57キロメートルござい

まして、基幹管路の耐震化率は13.4％と低い状況でございます。これらについても、耐震化に

取り組んでいかなければならない状況でございます。現在、老朽化した水道管から順次布設が

えを進めておりますが、現在、現状では主に国道の改修にあわせた耐震管への布設がえ工事を

行っているところでございます。水道施設の耐震化や災害用の部材の確保につきましては、大

事なことでありますが、水道事業の財政状況を勘案をしますと、大変厳しい状況でもございま

す。つきましては、事業に対する効率補助などについて国・県に対し新しい補助制度の導入な

どについて要請をしてまいります。 

 次に、(2)避難路についてでございます。 

 本市の避難路整備につきましては、住民ワークショップなどを通して、平成23年度に策定し

ました津波避難計画及び津波防災マップに基づいて整備を進めることといたしております。地

元住民や自主防災組織などを中心に協議をしながら取り組んでいるところでございます。その

ような中で、避難路として位置づけられていない経路につきましても、地元の方が避難するた

めに必要であるということであれば、現場確認や調査を行った上、順次整備をしていく必要が
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あると考えております。その場合、例えば生活道として整備をするのか、また避難路として整

備をしていくのかにつきましては、財源的な面も含めて検討をすることは必要であると考えて

おります。 

 また、整備に当たりましては、避難人数や戸数などの採択基準は設けておりませんが、避難

路に隣接する地権者との協議なども必要となりますので、自主防災組織や常会の皆様方におい

て地元対策をしていただくとより円滑に整備が進んでいくのではないかと考えております。 

 次に、３、(1)、①室津川左岸道路についてでございます。 

 室津川左岸道路の整備につきましては、平成19年度から要望活動を続けているところでござ

いますが、以前から申し上げておりますように、護岸改良とあわせて整備することが最善の方

法と考え、高知県や県議会に護岸改良の要望活動をしているところでございます。これは、以

前に県道事業で整備をしていただけないかという要望をしてきた中で、そのことが大変困難で

あるということから、ただいま申し上げた方向へ取り組みを変えてきたという経過があるもの

でございます。この要望につきましては、県議会から室津川大橋から河口までの間は、川幅も

十分あり、近年浸水被害もないため、当面、改良事業を行う予定はないとの回答があっており

ます。しかし、愛宕橋から両栄橋間の室津川護岸は、右岸は個人が設置した敷地の擁壁がある

だけで、河川としての護岸擁壁がなく、無防備な状態であり、また左岸におきましても、災害

復旧で改良した箇所以外は、石積みの護岸となっているところでございます。こうした現状の

ままでは、南海地震時に川を遡上する津波により護岸が崩壊し、住民の生命や財産が危険にさ

らされるおそれがあることから、改良の必要性を強く感じ、県に対して護岸改良を要望を行っ

ているところでございます。 

 次に、市民の要望は、室戸大橋から両栄橋までの左岸道路整備の要望であるということであ

りますが、これだけではなく、室津港から避難港までの臨港道路整備につきましても要望をい

ただいているところでございます。市としましては、この２つの要望を道路のネットワーク化

を図る観点も踏まえて、一つの要望書として護岸改良は県、臨港道路整備は国・県へと陳情を

し、事業採択に向け取り組んでいるところでございます。左岸道路整備につきましては、県道

としての整備は、先ほども申し上げましたように困難であることから、護岸改良を県へ要望

し、それに伴う道路整備を市が整備を行う事業として考えているところでございます。今後の

要望の仕方につきましても、県や国土交通省のみではなく、他省庁の補助事業での採択などに

つきましても検討し、より適切な要望となるよう努めてまいりますとともに、一日も早く市民

の皆様の要望が実現をするよう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市道大谷本線と西大谷の出入り口の道路整備についてでございます。 

 当市の道路整備につきましては、御案内のように、事業計画の見直しやローリングを行いな

がら進めているところでございます。現在、平成26年度以降の３年間の事業計画も策定をして

いるところでございますが、私としましては、以前から申し上げておりますように、道路整備
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事業、年間２億円を目標として、しっかり整備をしていかなければならない、改良を進めたい

という思いから取り組んでいるところでございます。 

 また、私どもが把握している道路改良事業の要望といたしましては、先ほど申し上げました

３年の計画以外にも寄せられている要望は27件、もちろん要望だけではございません。私ども

が改良が必要と、危険な箇所あるいは改修が必要な箇所というふうに見ている箇所も含めて

も、３年間のもの以外に27件ございます。27件の概数でありますが、約15億円でございます。

たくさんの要望が寄せられている中で、私たちもこれを一つでも多く実現をしていかなければ

ならないという思いで取り組んでいるところであります。また、そういった中で、先ほど議員

さんからありました数字とは少し違っておりますが、平成23年度におきましては、11件、１億

1,400万円、平成24年度は、12件、２億3,000万円、平成25年度につきましては、平成24年度補

正事業、これは前倒し事業でありますが、それを含めますと２億1,000万円の予算化をして取

り組んでいるところでございます。 

 また、地区道路の整備についてでございますが、平成13年度事業をもって、御案内のように

地対財特法が終了したことから、地区道路の整備は一旦中断をしておりました。しかし、未整

備道路として改良が必要ということから、大谷地区を最初にスタートさせて、平成20年度から

平成22年度にかけて東大谷山手線の整備に取り組んだところでございます。その後、地区を変

更し、用地の取得が可能ということで、羽根地区の東坂本線の整備に取り組んでまいりました

が、用地買収が困難となっているところであります。現在、その関連道路としての坂本線の改

良を進めているところであります。これらの道路整備につきましては、一般対策事業で取り組

んでいかなければなりませんが、先ほども申し上げましたように、たくさんの要望がある中

で、地区道路におきましても、地域性や事業効果などを考慮しながら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、５点目の(1)市民からの要望の受け付けについてでございます。 

 市民からの各種事業の要望につきましては、その要望内容により関係する所管課が窓口とな

り、対応しております。しかしながら、要望の内容が建設課なのか、農林水産課なのか、また

防災関連要望について総務課なのか、他の課になるのかといったどの課の所管になるか不明な

場合がありますが、速やかな対応がとれていないとなると、行政として不適切な対応であると

考えております。個々の要望内容について関係課が協議し、速やかに担当課を決めて対応して

いくことが大事であると考えております。 

 また、要望内容が、市の管轄でない国・県所管の事業であっても、市民から相談を受けたと

きには関係機関を紹介するなど、国・県へつなげる対応をとるよう指導をしてまいります。 

 そして、市からの要望事項でありますが、いろんな大きな要望事項を各機関に対してやって

いることと、もう一つ、小さな要望事項がないのではないかということが、あるんではないか

と思いますが、私どもとしては、要望書にまとめていないことであっても、国の機関に対し要
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請をし、それらが実現をしていることもございますし、また県の事業でその住民からの要望箇

所がしっかり改善をされるというようなことは当然ございますので、そういったことは、要望

事項として提出を県へはしておりませんけれども、そうした箇所の要望も私は一定実現をして

いる、改善がされているというふうに理解をし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） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 大きな２点目の(1)公共事業の測量設計委託業務につきましては、関係課が複数にまたがり

ますので、私のほうから総括的に御答弁申し上げたいと思います。 

 まず１点目の測量設計委託業務の設計書についてでありますが、測量設計業務の設計書の協

議につきましては、土木、建築ともに予算を計上した各担当課が中心となって、その委託業者

と協議を行いながら進めております。この協議に際しましては、地域の皆さんや地権者あるい

は利用者、学校などの場合は学校側の要望などを踏まえた上で委託業者から工法等についての

提案を受けながら進めていくわけでございますが、その過程におきまして、担当課の職員だけ

では判断が難しい場合や技術的な点などにつきましては、建設課や農林水産課あるいは財産管

理課の技術職員に随時協議、相談をしながら助言を受けつつ進めて煮詰めていっております。 

 それからまた、成果品の検査につきましては、建設課、農林水産課、水道局は、請負対象金

額が500万円未満のものにつきましては、それぞれみずからの課で行っております。また、そ

の他の課及び請負対象金額が500万円以上のものにつきましては、総務課の高台などへの津波

避難路など小規模なものを除きまして財産管理課に依頼をしております。 

 次に、２点目のコンクリート２次製品についてでございます。 

 御質問とちょっと順序が逆になりますけれども、まず市内で製造されておりますコンクリー

ト２次製品の種類についてでございますが、その種類につきましては、間知ブロック、環境ブ

ロック２型、落ちぶた式Ｕ型側溝、これが４種類、上ぶた式Ｕ型側溝、これが３種類、Ｕ型側

溝ぶた３種類、合計12種類あるというふうにお伺いをしております。これらの製品の使用につ

きましては、例えば道路改良事業などの場合、設計委託業者との打ち合わせの際に、道路側溝

などの水路勾配がとれるか、また施工時の通行状況や地域からの要望など、現場条件や施工性

を考慮した上で決定をしております。 

 また、農林土木関係では、設計書作成時に現地での適合性、施工性、経済性などを考慮し

て、カタログなどを参考に担当課で決定をしております。 

 その他の課におきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、設計業者との協議のほ

か、事業課や財産管理課の技術職員に随時協議、相談しながら進めているところでございま

す。 
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 これらの結果、積みブロック類については、地元の間知ブロックを使用するようにしており

ますが、規格等の関係で、市内製造のものでない製品を使用せざるを得ない場合や農業用水路

などにおいて、既設部分と規格の異なる製品を使うと、取り合わせ部分に工夫が必要となると

いった場合などもございます。いずれにいたしましても、設計業者や関係者と協議をしなが

ら、予算や規格等の条件において可能な限り地元製品を使用するように努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、大きな４点目の指名停止についてでございます。 

 まず、御質問のございました指名停止措置につきましては、議員御案内のとおり、国土交通

省四国地方整備局及び県が発注した県内土木工事の入札をめぐる談合問題に関しまして、関与

したとされる県内37業者のうち、本市の指名競争入札参加資格者24社に対して指名停止措置を

行ったものでございます。 

 御質問の１点目の市指名停止措置要綱における該当条項につきましてでございますが、室戸

市建設工事指名停止措置要綱、別表第２の第５号、県内において、業務に関し、独占禁止法第

３条、または第８条第１項第１号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であ

ると認められたときに該当するものとして当該措置を行ったものでございます。 

 次に、２点目の市の要綱についてでございますが、本市の指名停止措置要綱は、県の要綱に

準じて定めておりまして、内容について市独自の改定等は特に行っておりません。 

 ３点目の指名停止期間についてでありますが、前段でお答えいたしましたように、本市の指

名停止措置要綱は、県の要綱に準じて定めておりますことから、直接市発注工事等でない場合

は、議員御案内のように、指名停止期間の周期を県に合わせる形で準じてきたところでござい

ます。今回の措置について、市建設工事指名業者等審査委員会で問題にされなかったのかとい

うお尋ねでございますが、当然、本件の措置につきましては、同委員会において複数回の協議

を重ねてきたところでございます。まず、指名停止期間についてでありますが、今回の件で

は、県の処分の対象となった37社のうち、県発注工事において談合があったと認定されたケー

スとそれ以外のケースとでは措置要綱の該当条項、それから措置期間が異なってまいります。

それぞれの理由によりまして、措置期間を加算あるいは短縮されたものが混在をしておりまし

て、一律に準じるという形がまずとれない点がまず１つございます。 

 もう一点、指名停止期間の始期、始まりの時期ですね、始期が市と県とでは異なっているっ

ていう点でございます。今回の本市と県の指名停止期間の始期についてちょっと少し御説明申

し上げますと、まず本市における指名停止期間の始期は、各社とも平成24年11月12日でござい

ます。ただし、公正取引委員会からの調査結果の公表を受け、市の指名業者等審査委員会での

協議を経て指名回避措置をとった10月19日から先ほどの指名停止期間の始期と申し上げました

11月12日の前日、11月11日までの24日間は、指名停止期間に含むものとして処分期間をカウン

トして終期を定めております。 
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 一方、県の指名停止期間の始期は、平成24年10月26日でありますが、今回の事例に対する特

例措置として、９月18日から指名停止措置までの間を指名停止期間に算入するという実質的な

前倒しを行っております。したがいまして、県においては、９月18日から措置期間をカウント

しておりますので、県と終期だけを合わせると、結果的に本市の処分期間が、例えば先ほどの

例ですと８カ月のところが約７カ月と１カ月余り短くなるという結果になります。今回の問題

は、国・県など行政と建設業界を巻き込んだ大きな問題として取り上げられ、県民の関心も高

く、コンプライアンスが大きく問われた事件であることなど、その重大さ等を勘案し、８カ月

という標準月など処分の期間について県に準じた措置をとったものでございます。 

 ４点目の県より指名停止解除が遅くなっているという点についてでございますが、これにつ

いても２つの理由がございます。１点目には、先ほども申し上げましたように、県の指名停止

期間のカウントが９月18日からであるのに対し、本市においては10月19日からでございますの

で、約１カ月異なっている点でございます。 

 ２点目といたしまして、県においては、県経済への打撃等を理由に、高知県建設工事指名停

止措置要綱第３条第３項情状酌量すべき特別の理由による指名停止期間の短縮を行っているこ

とによるものでございます。このことにつきましては、他市などで同様の措置を行っていると

いうことは承知しておりますけれども、今回の件では、国土交通省四国地方整備局においては

短縮等の措置は行っておりませんし、県議会などでは、県の短縮措置に関しまして、談合は犯

罪であり、相当の処分を行うのが当然であるなど疑問視する声もあったと報道されておりま

す。また、県内他市におきましても、短縮には相当の理由が必要だとして、短縮を行わなかっ

た例もございます。これらの例に加え、本市においても、過去に一旦決定した指名停止措置を

短縮した事例がないことや、本市公共工事の発注に著しい支障を来すということも想定されな

かったことなどを総合的に判断し、同委員会においても、期間の短縮については行わない旨の

確認を行い短縮には至らなかったところでございます。これらのことは、談合を主導したとさ

れる３社や再度の指名停止による加重措置されたものなどを除き、全ての業者について同じ期

間、同じ取り扱いとしているところでございます。 

 なお、加算等をされていない８カ月の標準月の措置となっているものにつきましては、室戸

市内の１社を含めまして、平成25年６月18日、あすをもって措置期間が終了することとなって

おります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 亀井議員さんに大きな１点目の(2)避難経路につきまして、市長

答弁を補足させていただきます。 

 自主防災組織に対する補助制度についてでありますが、本市では、室戸市みんなで備える防

災総合補助事業として、自主防災組織が主体となって行う防災資機材や避難路の整備に対し

て、世帯数により上限額30万円から70万円の範囲で100％の補助をしているところであり、そ
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の財源としましては、県２分の１、市２分の１となっております。昨年度の補助実績としまし

て、県の審査により一部補助対象とならない事例もありますが、資機材整備事業に20組織から

申請のうち７組織に、また避難路整備事業につきましては、22組織からの申請のうち15組織に

補助を行っており、補助金額としましては、総額約600万円となっております。 

 また、本年度の補助事業につきましては、自主防災組織の新規設立に対する支援を含め、当

初予算で950万円を計上し、引き続き自主防災組織への補助事業を実施していくこととしてお

ります。 

 なお、避難路につきましては、現在、自主防災組織が主体となって整備していただいている

ところもございますが、軽微なものを除き、基本的には市が主体となって整備を進め、完成後

の維持管理について自主防災組織にお願いするという形が望ましい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） 岡本農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（岡本秀彦君） 亀井議員に大きな２番の(2)年度別事

業計画書についての３点目の御質問にお答えします。 

 農林水産課におきましては、水産振興で国庫補助事業による羽根漁港の建設を実施しており

ます漁港建設について、５年ごとに計画の見直しをしておりまして、平成24年から28年は、農

山漁村地域自主戦略整備計画に基づき事業を実施しております。計画に関しては、関係機関と

十分に協議をして作成しております。ほかの農林業施設、農道、林道などについては、今のと

ころ国庫補助の事業の計画がされておりませんので、年度別事業計画は作成しておりません

が、要望等があれば、関係機関と協議し、検討してまいります。今のところ、市民からの要望

は、小規模工事が多く、補助事業の要件をクリアできないため、全て市単で対応しているとこ

ろであります。 

 また、市民からの要望書は、この３年間で１件ありました。要望内容は、十分協議し、市で

対応できるものについては計画に上げ、また市で対応できない要望等もありますので、そのと

きは国・県へ要望するなり協議をしてまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 亀井議員さんに市長答弁の補足をさせていただきます。 

 大きな２の(2)年度別事業計画書についての平成26年度以降の事業計画書の作成についてで

ございます。 

 議員さん御案内のとおり、平成25年度事業までは、ほぼ計画どおりに事業が進捗していると

考えております。平成26年度以降の３カ年計画におきましても、年間約２億円程度の事業費と

して年度別計画書を作成しております。平成26年度は13件、事業費２億200万円、平成27年度

14件、事業費１億9,400万円、平成28年度11件、事業費２億600万円であります。 

 次に、２点目の測量設計完了後の工事の計画実施についてでございます。 
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 現在、測量設計を委託しております路線は、全て平成26年度以降の事業計画に位置づけてお

ります。しかし、新設や現道の拡幅など、用地買収を伴う路線におきましては、事業計画どお

りに進捗できない場合もございますが、整備方針としましては、測量設計を行った路線は、継

続して事業を進めているところでございます。 

 ３点目の事業別計画書の決定方法についてでございます。 

 市道整備につきましては、市民の皆様からいただいた要望を取りまとめ、緊急性、重要性、

事業効果等を課内で討議し、その後市長、関係課との協議により決定しております。また、要

望箇所が提出された事業につきましては、市内全域の旧国道の改修や愛宕山墓苑へ通じる道

路、下町地区からの避難道路といった長年要望いただいておりました路線につきましても、計

画的に取り組み、現在整備を進めているところでございます。 

 なお、市民の方からいただいております要望書は、平成21年以降、９件となっております。 

 次に、大きな３、(1)、②急傾斜地崩壊対策事業についてでございます。 

 この地区の高知県直轄工事、急傾斜地崩壊対策事業は、平成23年度に新規事業実施要望箇所

として高知県へ要望しております。安芸土木事務所、室戸事務所は、要望箇所については、緊

急性の高い箇所から順次実施しているとのことであり、本年度は佐喜浜町の中里地区を整備す

ることを確認しております。 

 次に、水路の流末処理につきましては、急傾斜地崩壊対策事業の計画は確定しないと対応で

きないと考えておりますが、有効な措置を講ずるためには、現在の溢水時の状況を把握し、現

地を確認する必要があることから、昨年の梅雨時期や台風襲来時の大雨に現地に行きました

が、排水路から溢水による浸水などは確認できませんでした。ことしも梅雨時期や台風襲来の

大雨時に現地に行き、浸水の状況を把握し、有効な対策を検討してまいりたいと思っておりま

す。以上です。 

○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１点目の(1)ライフラインについて、市長答弁を

補足させていただきます。 

 まず、２点目の水道施設の耐震対策についてでございますが、本年度の耐震管工事としまし

ては、上水道では室戸小学校前線、小学校前交差点付近約300メートル、市道向江自然ノ家線

約330メートルを、簡易水道では、羽根西の浜付近約１キロメートルで実施するなど、耐震化

に努めているところでございます。 

 次に、３点目の孤立が予想される水道施設についてでありますが、当市の水道施設といたし

ましては、上水道は三津から吉良川地区までの１施設、簡易水道では入木、佐喜浜、尾崎、椎

名、崎山・向江、中の川、西山、羽根、中川内の９施設がございます。また、飲料水供給施設

は、珍地、河内、大久保、根丸、小山地区の５施設でございます。大規模災害の発生により、

国道が寸断されますと、これらの施設が孤立することが予想されますので、水源地をしっかり
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守ることが必要だと考えています。そのためには、耐震対策はもちろん、復旧に向けての資材

の確保等に努めなければならないと考えております。 

 また、災害時の飲料水の供給につきましては、市として一定の飲料水を備蓄しているほか、

昨年度川の水などを飲み水にできる浄水装置６台を導入いたしました。室戸地区で２台、その

他の旧町単位に１台ずつ配置し、対応することとしております。しかし、これだけでは十分で

はないと考えますので、専門家の指摘にもありますように、市民の皆様には救援物資が届くま

での間は、少なくとも１日１人当たり３リットルの水を３日分程度備蓄していただくよう呼び

かけていきたいと考えております。 

 次に、地震対策についての訓練につきましては、これまで水道局単独では実施しておりませ

んが、今後、高知県総合防災訓練や市で行う防災訓練等に浄水装置を使った飲料水の製造訓練

や昨年度購入いたしましたクレーン車を使った給水タンクの運搬訓練などに取り組んでいきた

いと考えております。 

 次に、４点目の災害等に伴う上水道、簡易水道及び飲料水供給施設等の修繕につきまして

は、上水道、簡易水道については水道局において行います。また、飲料水供給施設につきまし

ては、指定管理協定書により、軽微な修繕は指定管理者が行うこととなっておりますが、地震

災害などの復旧工事につきましては、市が行うことになるものと考えております。 

 次に、材料や部品等の確保についてでありますが、議員さん御案内とおり、災害復旧に向け

ての資材の確保は大変重要なことであると考えております。現在の資材の確保状況につきまし

ては、ある一定の必要な管や継ぎ手を確保した上で、修繕等で必要な機材を購入している状況

であり、平成24年度末の棚卸し残高は約288万円となっております。主なものといたしまして

は、ＨＩＶＰ管、Ｖ用ドレッサージョイント、メカ形ドレッサー、メカ形曲管などの機材を市

役所倉庫で保管しております。しかしながら、現在の貯蔵品の数量や保管場所についても十分

でないと考えており、今後資材の確保に努めるとともに、保管場所についても検討してまいり

ます。このほか、資材の確保につきましては、水道工事事業者に対しましても確保をお願いし

ているところでありますが、今後とも協力を求めてまいります。 

 また、水道工事事業者との災害時の協定につきましては、室戸市が水道指定給水装置工事事

業者として指定しております７業者で組織している室戸市水道組合と災害時における水道施設

及び飲料水供給施設の復旧に関する協定について合意に達しておりますので、近いうちに協定

を締結する予定となっております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 亀井賢夫君の２回目の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番亀井。２回目の質問を行います。 

 大きな１の南海地震対策の中のライフラインの水道関係について、明確に答弁されました

が、確認の意味で再度お伺いします。 

 市の上水道施設、簡易水道施設が取水している井戸やポンプ室のほとんどが河川の下流とな
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る、海抜の低い河口近くにつくられていると思われます。③でもお聞きいたしましたが、当市

の取水施設は、地震発生後の津波により井戸に海水や濁水が流入する可能性が非常に高いと考

えられ、ほとんどの井戸が使えなくなるのではないかと思われますが、そんな不測の事態を考

えた場合の取水場所を決めるなど、飲料水の供給体制はできているのでしょうか。給水事業所

数を決めているのか、お聞かせください。 

 次に、大きな３の議会答弁後の対応についての室津川左岸道路と大谷本線についてお伺いし

ますが、これらの道路整備事業について、議会後に補助事業のメニューや現地の状況、これは

大谷本線のことですが、どのようにされたのか、緊急車両の通行などの調査などが全く何も進

んでいないように思われます。社会資本整備総合交付金事業や地域再生事業での採択だけの事

業採択のみを検討されているのではないか、それとも別の対策を考えているのか、お聞かせく

ださい。 

 次に、大きな４の指名停止について副市長より答弁がありましたが、指名停止の最終日とい

うか、解除の日を、指名停止をしている国・県と合わすことは今後もしないのか、検討されな

いのかお聞かせください。 

 以上、３点目について再度答弁をお願いします。 

○議長（山下浩平君） 答弁を求めます。久保副市長。 

○副市長（久保信介君） 亀井議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 この指名停止措置に関して、これまで準じてきたという終期を合わせるっていう方法を今後

はとっていかないのかといった御質問だったと思います。今回の措置につきましては、先ほど

答弁申し上げたとおりで、期間を準じた、期間を合わせたという措置をとったわけでございま

すが、この公共工事等に関します法令違反、これに対します指名停止措置については、やはり

個々の事例の対応でありますとか、社会に与える影響あるいは当該事業者の関与のぐあいなど

を総合的に勘案して判断していかなければならないと考えておりますので、それぞれの事例ご

とに考えていかなければならないかと思っております。ただ、今後の取り扱いという御質問で

ございます。これにつきましては、先ほどの事例も踏まえまして、市の指名業者等審査委員会

で協議、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 まず、市道大谷本線と西大谷線の出入り口の道路整備についてでございます。 

 この道路整備については、どちらも整備が必要であるということは私は認識をしているとこ

ろでございます。したがいまして、交通量を調べるとか、そういうことはいたしておりませ

ん。 

 それともう一点、どういう補助事業でやるかっていうようなことでありますが、今我々とし

ましては、道路改良にせよいろんな事業にせよ、とにかく当市の財源、持ち出し分ですね、市
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費がいかに少ない経費で少ない市の予算で大きな事業をやっていくかということをやっぱり最

大限に考えているところでございます。そういうことからしますと、やっぱり大谷本線等の道

路整備につきましても、私はやっぱり事業費は多額になってまいりますし、今のところ、社会

資本整備総合交付金事業が一番市にとっては有利な補助事業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） 久保水道局長。 

○水道局長（久保一彦君） 亀井議員さんの２回目の御質問にお答えします。 

 １の(1)ライフラインの中で、津波により取水施設等が使用できない場合の飲料水の供給体

制についてでありますが、先ほど申し上げましたように、１つ目として、市で備蓄している飲

料水の活用、２つ目として浄水装置を各旧町単位に配置し、飲料水を製造する対策、３つ目と

して、市民の皆様に１日１人当たり３リットルの水を３日分程度備蓄していただけるよう呼び

かけを行うことにより対応してまいります。 

 また、給水場所につきましては、防災公園、学校、公民館等で給水を予定しておりますが、

被害の状況を見ながら対応していきたいと考えております。 

 次に、拠点となる取水場所や給水事業所の決定についてでありますが、津波が襲来します

と、海水が井戸の中に入ることが想定されますので、県が発表しております津波高、浸水深な

どを参考にし、地盤の高さ、給水人口などを考慮して検討してまいりたいと考えております。 

○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。 

 ３時40分まで休憩いたします。 

            午後３時10分 休憩 

            午後３時37分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。通告に基づき一般質問を行います。 

 １、南海トラフ巨大地震対策について。 

 昨年８月、南海トラフ大地震で、最大32万人が死亡すると内閣府の作業部会が発表しまし

た。それに続いて、内閣府は、ことし３月18日、マグニチュード９クラスの南海トラフ巨大地

震が発生した場合の経済被害の推計を公表されました。住宅やオフィスビルなど、建物の倒壊

や企業の生産活動低下により、被害額が最大220兆円に達するとのこと、このうち2003年にま

とめた被害推計は、マグニチュード8.7で81兆円だったのが、東日本大震災を教訓に、最新の

科学的知見に基づく最大クラスの地震を想定したものであり、1,000年に一度あるいはそれよ

りもっと低い頻度で発生する地震であると内閣府より発表されています。衝撃的な被害想定で

すが、その数字にとらわれず、できることから着実に備えを進めていきたい。重要なのは、被

害を少しでも減らすために、国や自治体、企業、そして私たち一人一人ができる限りの対策を
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一つ一つ積み重ねていくことが大切ではないかと考えます。東日本大震災から２年が経過し、

この２年間の取り組みを総括しながら、以下本市の地震対策について伺います。 

 (1)室戸市地域防災計画の見直しと防災会議について。 

 室戸市地域防災計画が、平成18年３月に作成されており、今日まで７年が経過しました。そ

の間、東日本大震災を経験し、内閣府からの想定発表や高知県の浸水予測の公表等により、室

戸市防災計画も大幅な見直しを迫られております。本市としては、現在までどのように取り組

まれ、計画されているのでしょうか、お伺いいたします。 

 また、昨年の３月議会で、女性の視点で防災対策をとお伺いし、防災会議について市長は、

今後におきましては、防災会議等への女性委員の登用を検討するとともに、地域防災計画の見

直しの際や避難所運営などについても女性の意見も十分反映できるよう取り組んでいくとの御

答弁をいただきました。今回の防災計画の見直しには、女性の視点での意見が反映されている

のでしょうか、お伺いいたします。 

 (2)学校施設の防災機能の向上について。 

 大規模災害発生時に、地域の避難所としての役割を担う学校施設については、その建物の耐

震性の確保だけではなく、食料や生活必需品など必要物資の備蓄、またトイレなど衛生面での

問題も含め、十分な防災機能を備えることが求められております。本市におきましても、ほと

んどの学校が地域の避難所となっております。当然ながら、学校施設の根本目的は教育施設で

ありますので、防災機能の整備は必ずしも十分とは言えず、避難所としての使用に際しての不

便やふぐあいが生じることが心配されます。 

 そこで、災害発生時の避難所としての重要な役割を担う学校施設は、ライフラインの確保や

一時的な生活拠点としての整備が求められるわけであります。その観点からお伺いをいたしま

す。 

 ライフラインが途絶えた中、停電時に対応するための自家発電装置、プールの水を飲料水と

して利用するための浄化装置や緊急用の井戸、また通常の電話回線以外の緊急用回線、あわせ

て空き教室を利用した防災用備蓄倉庫の整備等、避難所としての機能強化を図ることについて

御所見をお伺いいたします。 

 (3)保育所、社会福祉施設の高台移転について。 

 高知県では、南海トラフ巨大地震対策の加速化として、災害弱者と言われる幼い子供や高齢

者、障害者の命を守るため、地域の元気臨時交付金を活用して、保育所や社会福祉施設の高台

移転という新たな取り組みを進めています。本市におきましては、浸水予想エリアにある心配

される保育所や社会福祉施設が何カ所あるのか、またそれらの施設に対してどのように説明を

されたのか、本市の取り組まれている現状をお伺いいたします。 

 次に、２、ＩＣＴ情報通信技術自治体の取り組みについて。 

 国において策定されましたｉ－Ｊａｐａｎ戦略2015で見据えた2015年まで残すところあと２
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年となりました。新技術の発展やさまざまなジャンルへの普及により、デジタル技術は空気や

水のように社会に介在するものへと近づきつつあります。今や地方公共団体にとって、地方自

治の情報化は、効率、利便、安心なコミュニティー形成における必須項目として明確に認知さ

れています。 

 以下、お伺いいたします。 

 (1)電算システムの更新について。 

 老朽化が著しい本市の電算システムについては、経済的にも抑えられ、災害時の事業継続を

考慮した自治体クラウド方式を選択し、25年度中の運営開始を目指しているとお聞きしました

が、進捗状況をお伺いいたします。 

 また、災害発生後、情報管理や証明書発行など、行政事務の素早い対応をするため、被災者

支援システムもあわせて導入できないか、お伺いいたします。 

 (2)ウィンドウズＸＰ対策について。 

 国内のパソコンの３分の１に搭載されているアメリカマイクロソフト社ＯＣ基本ソフトウィ

ンドウズＸＰのサポート期限が来年４月９日に切れることになります。これ以降にセキュリテ

ィー上の欠陥が見つかった場合には、修正ソフトが提供される、情報漏れなどの危険性が高ま

ることになります。庁内には、ＸＰよりも古いウィンドウズ2000もあるようですが、本市にお

けるセキュリティー問題でありますウィンドウズＸＰの対策はどのようになっているのか、お

伺いいたします。 

 (3)マイナンバー制度について。 

 国民一人一人に番号を割り当て、納税や年金の情報を一元化するマイナンバー制度が、こと

し５月24日国会で法案が成立しました。税金の徴収や手続業務の効率化が期待される一方で、

情報漏えいや新たな犯罪の発生、個人のプライバシー保護などの問題も懸念されております。 

 そこで、2015年秋には、市民に番号を通知し、16年１月から開始するこの制度により、本市

の行政システムにどのような影響があるのか、またその導入維持に要する費用についてはどの

ように考えているのか、お伺いいたします。 

 最後に、３、観光行政について。 

 人口の急速な減少と基幹産業であった遠洋漁業の衰退等により、税収の落ち込みはとどまる

ところを知りません。自然しかない室戸、自然を誇る室戸、この愛する室戸を救うためには、

これからの観光行政の手腕が問われるところです。 

 (1)取り組みと現状について。 

 ５月８日の高知新聞に、県観光コンベンション協会の集計として、ゴールデンウイーク西高

東低、観光客６％増の24万人とありました。高速道延伸やテレビドラマの効果による県西部の

人気が全体を押し上げた一方で、東部の施設は苦戦したところが多いとの報道がなされており

ました。 
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 そこで、①ことしのゴールデンウイーク、本市の状況はどうだったのでしょうか。 

 ②室戸岬には駐車場が少なく、多くの県外ナンバーの車がそのままＵターンして帰られてい

ました。駐車場の確保、整備をどのように考えられているのか。また、今まで利用させていた

だいた旧ホテルニューむろとの駐車場は、このたびの売却によってことしから利用できない状

況になっています。行政として地権者との話し合いによって利用できないものでしょうか。 

 ③昨年６月議会の一般会計第２回補正予算で、室戸岬灯台の旧官舎と遍路道を243万円で購

入するとの提案がなされ１年がたちました。現状はどうなっているのでしょうか。どのような

活用を考えているのか、お伺いいたします。 

 (2)室戸阿南海岸国定公園指定50周年について。 

 室戸岬から阿南海岸にわたる海岸線一帯が1964年国定公園に指定されて、来年の６月１日で

満50周年になります。最初に琵琶湖国定公園が1950年７月に指定され、近くは2007年８月に丹

後天橋立大江山国定公園が指定を受け、現在56カ所の国定公園が存在しています。その中でも

室戸阿南海岸国定公園は、比較的早い段階ですばらしい場所として評価されたわけでありま

す。３年前からは室戸ジオパークとして国定公園としての真価を発揮していますが、しかしこ

の50年間、私たちはどのようなアクション、付加価値をつけた広報や活動をしていたかという

と、考えさせられます。50周年という節目に、関係団体とタイアップして、晴れやかに祝賀す

るイベントとともに、これを機に室戸を売り出す起爆剤としての構想をしっかりと立てていく

べきではないでしょうか。 

 (3)室戸ジオパークの今後について。 

 室戸ジオパークは、世界認定されてことしで３年目になります。来年は国内の再審査が行わ

れ、再来年には４年に１度の世界認定の再審査が行われる予定です。 

 以下、お伺いいたします。 

 ①再審査の基準では、ＧＧＮ、世界ジオパークネットワークのガイドラインには基準を満た

していないと判断された場合、適切な手段をとるように勧告が行われ、２年以内に基準を満た

すことができなければ、ＧＧＮのリストから外され、メンバーとしての権利を全て剥奪される

となっています。近年のジオパーク審査のハードルが上がっているとお聞きしました。室戸ジ

オパークにとって懸念される課題は何でしょうか。また、対応についてもお伺いいたします。 

 ②室戸ジオパークは、世界的にも一番規模の小さい組織だそうですが、幸いにも室戸阿南海

岸は、ジオパーク的にも貴重な資源の秘められている場所です。今後はこの地域と協力し合

い、室戸ジオパークのさらなる発展の足がかりとしていくべきではないでしょうか。 

 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） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず１点目の(1)室戸市地域防災計画の見直しと防災会議についてでございます。 
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 平成23年３月11日に発生をいたしました東日本大震災による甚大な津波被害を受けまして、

内閣府及び高知県から新たな津波浸水予測などが公表をされ、本市におきましても、平成23年

度に室戸市津波避難計画を策定をし、津波避難対策に取り組んでいるところでございます。 

 議員さん御質問の室戸市地域防災計画につきましても、それらを受けて大幅な見直しが必要

となっているところでございます。今年度におきまして、まず室戸市地域防災計画一般編の見

直しを行いたいと考えております。また、地域防災計画地震災害対策編につきましては、今年

度県において高知県地震防災計画の見直しが行われるとお聞きをしておりますので、その修正

内容を踏まえた上で、当市としても見直しを行ってまいりたいと考えております。 

 次に、地域防災計画は、防災会議の協議により策定をしているものでございます。その防災

会議について、災害対策基本法の一部が改正されたことに伴い、さきの３月議会の条例改正に

より、防災会議の委員といたしまして、自主防災組織を構成する者、または学識経験のある者

の中から登用することができるということになり、委員の範囲が拡大をされているところでご

ざいます。先ほど前回の答弁のことについてのお話がございましたが、今後地域防災計画の見

直しに対しましては、女性の意見を十分反映できるよう、女性委員の登用に取り組んでまいり

ます。 

 次に、(3)の中の社会福祉施設の高台移転についてでございます。 

 県の津波浸水予想では、入所を行っている介護保険施設は、市内に５事業所ございます。そ

のうち、３事業所が浸水すると予想されております。したがいまして、これらの施設につきま

しては、高台移転を含めた避難対策が重要課題であると考えております。現在のところ、高知

県におきましては、社会福祉施設の高台移転の補助金のことにつきまして、要綱等が策定中で

あるとお聞きをいたしていることから、これらの補助の内容がまだ明らかになっておりません

けれども、今後この内容がわかり次第、内容を精査し、各事業所に対し説明を行ってまいりま

す。 

 広域の施設につきましては、これまで屋上への避難スロープの設置、避難路、避難場所の整

備に努めているところでございますが、これだけでは十分でないというふうに考えておりまし

て、そのほかの対策が必要であるということで、この点についても検討をいたしているところ

でございます。 

 民間の施設につきましては、前段で申し上げました高台移転の補助を検討していただくとと

もに、ふだんからの訓練や防災対策が必要であると考えておりますので、通常の訓練などしっ

かり徹底していただくよう指導を行ってまいります。 

 次に、２点目の(1)電算システムの更新についてでございます。 

 議員さん御案内のように、当市の基幹業務システムは、平成元年より稼働しておりまして、

保守及び改修を重ねてきておりますが、稼働後24年が経過をしております。また、財務会計シ

ステムにつきましても、平成14年度より稼働しており、同じように、保守及び改修を重ねて稼
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働後11年を経過をしているところでございます。したがいまして、基幹業務システムの改修が

必要だと考え、平成22年度より室戸市電算処理システム導入検討委員会で検討をしてきたとこ

ろでございます。検討の結果、新システムの導入として、クラウド方式を採用をしているとこ

ろであります。現在、平成26年度からの新システムの稼働に向けて、業者と仕様の最終決定を

行っております。今後の予定としましては、７月に新システムの内容確認、データ移行、10月

に総合及び連携テスト等の作業を経て新システムへ移行することとしております。当該システ

ムは、データセンターに設置されたシステムを利用するクラウド方式となっているため、本市

でのサーバーなどの機器及び業務ソフトの管理が不要であり、もし庁舎が被災した場合でも、

住民データなどは業者が設置をしている安全な耐震性のあるデータセンターで保管をされてお

ります。そのため、システム復旧の期間が短縮をされるものと見込んでいるところでありま

す。また、今回導入しますシステムは、被災者支援システムを導入しており、被災者支援シス

テムには、災害発生時に自治体が担う復旧、復興業務を支援するための機能が搭載をされてお

り、被災者台帳、被災者証明書の発行、義援金の交付、避難所の管理、仮設住宅の管理等にも

役立つものと考えております。 

 次に、(3)マイナンバー制度についてであります。 

 マイナンバー制度につきましては、議員さん御案内のように、国民一人一人に番号を割り当

てて、氏名や住所、生年月日、所得、税金、年金などの個人情報をその番号で一元管理する共

通番号制度のことでございます。この番号制度の実施により、システムに新たに共通番号を設

けるための改修が必要となります。地方自治体において対応が必要と思われる主なシステムと

しましては、住基関連システム、税務関連システム、福祉関連システムなどがございます。こ

の制度の導入に伴う国の財政的支援について、現在明確に示されていないところでございます

が、今回のことは国の制度改正として制度として取り組まれる事業でございますから、市とし

ましては、全額これらの経費につきまして、国庫負担での対応を望むものでございます。 

 次に、３点目の(1)の①今年のゴールデンウイークの状況についてでございます。 

 報道によれば、西高東低との報道がされたわけでありますけれども、当市の３日間の調査に

よりますと、昨年３万5,000人であったものが、ことしは５万人を超えているという状況でご

ざいます。また、室戸ドルフィンセンターでは、ゴールデンウイーク期間中、来場者数は昨年

2,488人であったものが、今年は5,483人となっているところでございます。これらのことか

ら、昨年以上の増加となっておりまして、一定の経済効果があったものと考えております。 

 次に、②の室戸岬の駐車場についてでございます。 

 ゴールデンウイークやイベント時に駐車場が不足していることにつきましては、私どもとい

たしましても認識をいたしているところでございます。新たな駐車場の整備につきましては、

高知県や高知県議会の産業振興土木委員会に対しましても要望活動を行っているところでござ

いますが、市としましても、駐車場の確保に努めてまいります。 
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 また、今年はゴールデンウイーク期間中の駐車場不足に対応するため、３日間室戸岬漁港か

らシャトルバスを運行したところでございます。これらの利用により、一定の効果があったも

のと考えておりますが、周知徹底、ＰＲが十分でないといったお声もいただいているところで

あります。そうしたＰＲ活動もしっかりやっていかないといけないという思いであります。 

 次に、旧のホテルニューむろとの駐車場問題についてでございます。 

 これ御案内のように、このニューむろとにつきましては、当市の税金、債権の回収のために

財産を差し押さえをさせていただいて、それを競売をさせていただいて、民間の落札者の方が

所有をしているというところでございます。したがいまして、民有地となっているところであ

りますが、所有者と協議を行っておりまして、今後私どものいろんなイベント等の利活用につ

いては、協議にのっていただけると、話し合いに応じていただけるというお声もいただいてい

るところでありますので、ぜひ利活用をさせていただきたいというふうに思っております。 

 次に、③室戸岬灯台横の旧官舎についてでございます。 

 この官舎につきましては、歴史的、文化的な価値のある施設でございまして、これは国が競

売をするというような話もございまして、まずは市が確保したほうが望ましいということか

ら、購入をさせていただいたところでございます。今後の利活用につきましては、内部で協議

をしたり、また外部の方の御意見もお聞きをしているわけでありますけれども、そうした中

で、結婚式のメッセージビデオの撮影場所にしたらどうかとかといった提案もいただいており

ますが、施設までの道路の問題など課題も多くございまして、活用ができていないというとこ

ろでございます。しかし、今後、関係団体や専門家の方々の御意見もぜひお伺いをしていきた

いと考えております。いずれにしましても、当市の大切な資源でありますので、観光振興につ

なげるよう、今後検討してまいります。 

 次に、(2)室戸阿南海岸国定公園指定50周年についてでございます。 

 前段の議員さんにもお答えをいたしておりますが、室戸阿南海岸国定公園は、徳島県側を含

めますと、２市４町の海岸線でつながっているものでございます。記念イベントにつきまして

は、これらの関係市町村や高知県、徳島県、関係団体などを交えて意見交換をしてまいりたい

と考えておりますが、国立公園の記念イベントといった例も県内にあるようでございますの

で、そうした記念イベントの開催のあり方等も調査をしていきたいと考えております。市とし

まして、指定50周年を契機に、有効な観光資源としてぜひ観光振興につなげなければならない

と考えております。 

 次に、(3)の室戸ジオパークの今後についてでございます。 

 これまでお答えをいたしてまいりましたように、室戸ジオパーク推進協議会で策定をいたし

ました３カ年の実行計画に基づいて取り組みを進めてまいります。 

 まず、①の課題といたしましては、市民が主体的にジオパーク活動にかかわり、持続的に運

営できる体制づくりや室戸ジオパークの国際的な貢献、そして経済への波及効果を生むジオツ
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ーリズムの開発などが課題となっております。 

 また、平成27年に予定をされております世界ジオパークの再審査につきましては、これまで

取り組んできた地質遺産の保護や学校及び防災教育への活用のほか、さらなるステップアップ

が要求されてまいります。その対策としましては、実行計画でも示しておりますが、市民の皆

さんが情報共有できる場の設定や国内外のジオパークとの姉妹提携、また商品開発や経済への

波及効果を狙ったお散歩ツアーの実施など、実行計画を着実に推進し、これまでに取り組んで

きた教育や保護の推進はもとより、課題とされてきた住民参加の一層の推進を図らなければな

らないと考えております。 

 次に、②の室戸ジオパークのさらなる発展につなげるための他の地域との協力関係について

でありますが、まず日本ジオパークネットワーク間での協力関係をつくっていくことが重要で

はないかと考えております。現在、四国地域において、愛媛県西予市の西予ジオパークが、日

本ジオパークの認定申請を行っております。その決定が９月ごろの予定でございます。同じ四

国内の認定地域として、連携を強化をしていきたいと考えております。 

 また、ジオパークを推進しようとする地域が、お互いに協力し、連携を強めることは、大変

大事なことでございますので、その他の地域におきましても、連携できることがあれば、個別

に検討をしていきたいと考えております。 

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

しくお願いします。 

○議長（山下浩平君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 堺議員さんに大きな２点目の(2)ウィンドウズＸＰ対策につきま

してお答えいたします。 

 本市が現在業務に使用していますパソコンは、主にウィンドウズ７、ＸＰでございます。ま

たＸＰより古いＯＳのパソコンも使用しておりますが、これにつきましては、セキュリティー

の観点から、主に外部に接続できない内部業務のみのネットワークである基幹業務や単独業務

用の端末として使用しているところでございます。平成26年４月９日にウィンドウズＸＰのサ

ポート期限が切れることへの対策につきましては、現在、作業を行っております新システムの

導入にあわせて、サポート期限が来る前の本年度、大体11月ごろからになると思いますが、順

次入れかえを行うことによりまして対応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） 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） 堺議員さんに大きな３点目の(1)取り組みと現状につ

いての①ことしのゴールデンウイークの状況について、市長答弁を補足させていただきます。 

 ことしのゴールデンウイーク期間中における室戸岬での交通量調査によりますと、５月３日

が２万474人、４日が１万5,081人、６日が１万4,971人で、３日間の合計が５万526人となって

おります。対前年度比１万4,682人の増の141％となっております。主要施設別の来場者数で
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は、連休期間中の７日間の合計数となりますが、室戸ジオパークインフォメーションセンター

が682人で、対前年度比22人の減、室戸岬でのガイド数が200人で、対前年度比21人の増、鯨館

の入館者数が733人で、対前年度比78人の減、シレストむろとが2,571人で、対前年度比329人

の増、室戸ドルフィンセンターが5,483人で、対前年度比2,995人の増となっており、これらの

５つの施設での総数が9,669人となっており、対前年度比3,245人の増、150.5％となっており

ます。これらのことから、ゴールデンウイーク期間中は、昨年以上の方が室戸へ訪れたものと

考えております。 

 また、観光客へのおもてなしといたしましては、４月27日から29日までと５月３日から５日

までの６日間、市職員による臨時観光案内所を設置し、パンフレットの配布や問い合わせの対

応を行いました。室戸市観光協会の主催による室戸とんがり市も開催され、ジオパークの散策

やクルージングなどのイベントも行われるなど、多くの方に楽しんでいただいたものと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 １の(2)学校施設の防災機能の向上についてであります。 

 これまで災害発生時の２次避難場所に指定されております学校の中で、高台にある室戸岬小

学校と羽根中学校につきましては、浄水器や発動機などを空き教室で備えてあります。地震、

津波発生後の避難場所につきましては、昨年12月に発表された高知県の津波浸水予測に基づ

き、現在、防災対策室が見直し作業を進めておるところでございます。 

 また、避難場所に指定された学校は、児童・生徒のほか、多くの地域住民も避難するため、

飲料水や乾パン、アルファ米等の非常食、寒さをしのぐ毛布などの生活必需品や議員御指摘の

ように、ライフラインが途絶えた場合を想定して、発電装置、浄化装置などの機材を備えてお

くことが重要であると認識しておりますので、教育委員会といたしましては、学校施設の防災

機能の向上、充実を図るために、今後とも市防災対策室と連携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） 中屋学校保育課長。 

○学校保育課長（中屋秀志君） 堺議員に１の(3)保育所、社会福祉施設の高台移転について

の保育所に関しまして、私のほうから御答弁させていただきます。 

 室戸市内の公立、私立保育所12園の中で、最新の地震、津波浸水予測では、地震発生後、

20分以内に５メートルないし10メートルの浸水区域にある保育所が、室戸岬、菜生、浮津、元

保育所の４施設ございます。各保育所では、津波避難訓練を毎月実施しておりますが、高台ま

での距離が長く、乳幼児を引率する保育士の負担も大きいことから、防災対策上、早く高台へ

避難することが課題となっております。高知県では、本年度から平成29年度までの５カ年間

で、公立、私立保育所の高台移転、津波浸水区域外への移転を推進するための補助事業を実施
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する予定であるとお聞きしております。今後も県の動向を注視しつつ、この補助事業導入に向

けて積極的に努めてまいります。 

 また、この補助事業につきまして、５月に保育所の園長会を開催し説明してきたところでご

ざいますが、私立保育所を経営、運営しております社会福祉法人に対しまして、検討委員会等

を設置し、この補助事業を導入し、園舎の高台移転を検討していただくように指導、助言をし

ていく予定でございます。 

 なお、公立保育所につきましても、９月ごろを目途に、保育所関係者から組織する高台移転

の検討委員会を設置し、検討を進めてまいります。以上でございます。 

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

○１１番（堺 喜久美君） 御丁寧な御答弁ありがとうございました。 

 ２回目の質問をさせていただきます。 

 先ほど市長のほうから御答弁いただきましたが、見直しの際の防災会議の件なんですが、防

災会議を開いて、一遍に見直し計画をするのか、それよりも防災会議を開く前段で課題ごとに

ワーキンググループを設置して、女性はもとより、多くの方々の御意見をいただき作成すると

いう考えはないのか、ワーキンググループの設置というのは考えられないのか、お伺いいたし

ます。 

 それから、公立学校施設の防災機能の整備事業としましては、財源として文科省の補助金の

ほかに、内閣府や国土交通省の制度も活用できるということをしっかりと受けとめていただい

て、早急に対応をしていただきたい、そのように思います。 

 それから、クラウド方式、ちょっと私らもわかりづらいんですが、民間のデータセンターを

どこに置くのかが一番問題だと思うんですが、そのどの辺、どこに置くのかということと、そ

れから行政間でシステムを共有するということですので、素人考えでちょっと間違っているか

もしれませんが、そういう行政間でのシステム共有のときのセキュリティー問題、また例えば

人事給与システムなどではどうなのかっていうこともちょっと心配されるところでございま

す。ちょっともう少し御説明いただけたらと思います。 

 それから、岬の駐車場の件なんですが、先ほどの観光課長から昨年以上の方が室戸に来てい

ただいたという御答弁だったんですが、それが昨年以上に駐車場が少なかったという、そうい

う状況でもありました。また、旅行会社のツアー先を選定するとき、一番重要視されるのが、

大型バスの駐車場であります。また、旅行者は、大部分が高齢者で、なるべく車移動を望まれ

ています。今までもよく大型バスの駐車場のないということを苦情を聞かされましたが、今後

旅行会社への営業にも駐車場の件で差し支えると思われます。そういうことで、しっかりと対

応をしていただきたいなと思います。 

 それから、灯台の旧官舎の件なんですが、駐車場から現在は灯台まで上り坂で、歩いて10分

ほど、若い人ですね、健常者で10分ほどで、高齢者や障害者ではとてもきつい道のりです。せ
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っかくそのれんがづくりの旧官舎を多くの方に来ていただくためには、車で通れるぐらいの道

の拡張工事は無理でしょうか。その点、先ほど市長のほうからも御答弁があったようですが、

再度お願いいたします。 

 それから、室戸阿南国定公園の件なんですが、イベントをやれば終わりでは、今までの50年

と何ら変わらない、今後どうするのかということが課題になると思いますので、しっかりその

点は協議をしていただきたいと思います。 

 それから、その国定公園50周年とジオパークの今後についてあわせて、私は海陽町、牟岐

町、美波町をめぐる室戸発！四国右下ジオツアーに参加させていただきました。その際、関係

者の皆様とのグループワークをした結果、四国の右下は南海地震の歴史、地形、地質、植物分

布や食にわたって大変似通った状況であることを確認しました。竹ヶ島の巨大なリップマー

ク、また室戸は地震によって盛り上がりますが、美波町は地震の後に沈降する場所としてプレ

ートテクノニクスの地質学的証明もなされた牟岐メランジュと室戸ジオパークと結びつくとこ

ろもあります。西予ジオパークとの協力も大変重要だと思いますが、民間レベルでは既に徳島

南部と高知東部のつながり会が発足してます。既に少しずつつながりつつあります。行政とし

て、そういう働きかけはいかがなものなのでしょうか。 

 以上、２回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、防災会議の協議によって、地域防災計画が策定をされるということでございまして、

その策定の手法のことをいろいろ御提案をいただいたというふうに思っております。ワーキン

ググループをつくって先に検討したほうがええのではないかというような御提案であったと存

じますが、そうしたことも含めまして、まず内部でどういうつくり方が望ましいかということ

を協議する中で、議員さんの御提案の部分も含めて検討をさせていただきたいというふうに存

じます。 

 また、クラウドの話でございますが、データセンターについては、前段でも申し上げました

ように、安心な場所、高台の耐震性のある安心ができる場所に保管をされているというふうに

お聞きをしておりますので、その点については問題はないというふうに考えております。 

 また、市町村間での問題が発生するのではないかということでありますが、それらについて

は、今のところ、そうした大きな問題が発生をするというようなこととしては捉えていないと

いうところでございます。 

 そして次に、岬の駐車場対応につきましては、以前から少なかったのが、今回、よけ少なく

なったんではないかというのは御案内のとおりでございます。ですから、それらに対応するた

めのシャトルバスの運行というようなことを対策を考えたわけでありますが、それも言われる

ように、ＰＲ不足等もあって十分ではないというようなことでございます。ぜひ今後におきま



－90－ 

しては、駐車場を整備することとあわせてそうしたシャトルバスでしっかり対応することがで

きないかということで対応をいたしてまいりたいと考えております。 

 それから、旧官舎の利活用についてでございますが、御案内のように、先ほど道の問題等も

あってというのは、私は議員さんと同じ意見でございます。ですから、階段をおりていく方向

じゃなくて、山を通ってお寺のほうから入っていくというようなことも考えていかないといけ

ないといいますか、そういう必要もあるのではないかというような御意見等々は、私どももい

ただいておりまして、それらがうまく短い距離でそうした道路整備が、通路といいますか、行

くことができる道路が整備できれば一番ええということでありますが、現在のところ、それも

かなり難しいというような中で行き詰まっている問題でもございます。なおしかし今後障害者

や高齢者が行けるというようなことも含めて、当然、今後検討していかなければならないと考

えております。 

 次に、最後でございますが、四国東南部地域には、いろんな似通ったジオパークの似通った

視点もあるのではないかというのはもう御案内のとおりでございます。ですから、ぜひ民間主

導でやっていただくことも私は大事だと思っておりますし、また行政がそこにかかわっていく

ことも必要だというふうに考えておりますので、それぞれ個別の対応でしっかり連携を考えて

いかないといけないという思いでございます。以上です。 

○議長（山下浩平君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 堺議員さんの２回目の御質問にお答えします。 

 まず、クラウド方式の民間のデータセンターの位置につきましてですが、先ほど市長が申し

たとおり、沿岸部から８キロ程度離れておりまして、海抜70メートルと。丘陵部分のかたい岩

盤の上に立地されているということで、平成24年５月の県の浸水予測でも、その津波浸水地域

には含まれていない地域にセンターが建っておりますので、災害時にも十分備えができている

というふうに考えております。 

 あとクラウド方式によって、セキュリティーの面が大丈夫かということですけども、その点

については十分な対策がとられております。 

 なお、議員さん御質問のありました人事給与関係につきましては、これについては単独シス

テムというような形になっておりますので、当然、セキュリティー、他市のほうに情報が行く

という形にはならないという形をとっております。 

 一応、クラウド方式になっているんですけども、各自治体ごとでの単独というような形にな

るということで御理解いただけたらと思います。 

○議長（山下浩平君） 堺喜久美君の一般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18日は大綱質疑であります。午前10時にこの場に御参集をお願いいたします。 
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 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後４時34分 散会 


