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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２名、現在12名の出席でございます。 

 欠席議員は、北岡幸男議員、入院のため、林竹松議員、通院のためでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 日程第１、一般質問を行います。 

 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９月第４回室戸市議会定例会におきまして、一心会と市民を代表し

て、通告に基づき一般質問を行います。 

 １、室戸市の税金について。室戸市税の滞納の現状についてお聞きをいたします。 

 室戸市の平成24年度の一般会計における収入済額は106億6,825万4,000円で、100億円を大き

く超えておりますが、室戸市の自主財源は22億9,301万6,000円で21.49％となっておりまし

て、そのうち室戸市の市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有

税を合わせて合計が11億3,262万5,000円で10.62％ですので、自主財源の中で室戸市税も非常

に少なく、財政を担当されている方々は、常日ごろから予算の確保には非常に厳しい状況の中

で御苦労をされていることと思います。 

 さて、平成24年度における滞納整理を要する市税の滞納整理額は、１億9,664万7,583円と大

きく滞納整理額があり、これらの滞納整理を集約的に進めるために、平成19年４月１日から新

しく滞納整理課を新設して、鋭意努力をされた結果、平成24年度の滞納整理金額に対する徴収

額は3,745万5,083円、滞納額収納率は19.05％となっておりますが、まだまだ１億5,919万

2,500円と大きく滞納金未収額が残っているとお聞きをいたしております。平成24年度の室戸

市税は、13億1,423万8,000円に対して、滞納金未収額が１億5,919万2,500円ありますので、室

戸市税に対する滞納金未収額率が12.11％にもなっており、滞納金未収額が非常に多過ぎると

感じておりますが、ほかの市町村の滞納状況はどのようになっているのか、お聞きをいたしま

す。 

 室戸市には、大規模な企業が少なく、過疎化が進む中、税収につながる労働人口も減る一方

で、高知県の市町村は、税金の財源が少なく、歳入全体に占める税金の割合は、２割程度と低

く、税金は市町村の貴重な自主財源であり、市町村自体で可能な限り回収し、確保しなければ
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ならないため、今まで以上に税金の滞納整理が重要視をされております。納税は、憲法で定め

る国民の三大義務の一つであります。１、憲法第26条第２項では教育の義務、２、憲法第27条

第１項では勤労の義務、３、憲法第30条では納税の義務等々が言われており、この義務を果た

さない者に対して、財産を強制的に差し押さえて滞納税を徴収できる法律が整備をされており

ます。高知県内では、広域滞納処理に取り組むために、県内３債権機構が連携協約を結び、県

内市町村18自治体は、広域滞納処理を行い、納税呼びかけに応じなかったり、一度応じておき

ながら放置をしているケースなどについては合同捜索を積極的に行っていくと新聞報道されて

おります。室戸市も市税の滞納整理額１億5,919万2,500円を今後どのような手順と方法で滞納

整理額の減少に取り組まれていくのか、また滞納整理額の年間回収予定金額等を設定して取り

組まれていくのか、お伺いをいたします。 

 次に、２、ふるさと室戸まつりについて。鯨舟競漕大会の今後についてお聞きをいたしま

す。 

 2013年、ふるさと室戸まつりがことしも７月14日日曜日と７月15日月曜日の２日間にわたり

盛大に開催をされました。鯨舟競漕大会は、1988年、昭和63年に開催をされて、ことし７月

14日の大会で26回目となり、厳しい炎天下の中、多くの人々の温かい声援を受け、古式捕鯨の

勢子船による土佐室戸鯨舟競漕大会がことしも盛大に行われました。鯨舟競漕大会は、市民有

志がマリンフェスティバル実行委員会を立ち上げて始まり、江戸時代を中心に使われた勢子

船、全長13.6メートルのＦＲＰ製の立派な舟４隻を使用して、室戸岬漁港内のコースでタイム

を競う大会として人気が高まり、室戸市内や市外から毎年約20チーム前後が参加をし、観衆も

含めて500人ぐらいの多くの人が集まる室戸の夏の一大イベントに発展をしております。勢子

船とは、昔江戸時代に、鯨を網代に追い込んだり、もりを投げてしとめる軽快な舟で、鯨の動

きに即応する必要上、快速かつ回転が速く、船首も鋭く胴長で、トガやモミの木を藩から払い

下げてもらい造船をしたとあります。室戸の発展は、マグロでもカツオでもない、鯨漁である

と大会の立ち上げにかかわった実行委員会のＯＢたちは言っております。土佐室戸鯨舟競漕大

会の開催趣旨は、室戸市の鯨の歴史と鯨の食文化を後世に残すために鯨舟で競漕を行い、広く

人々の親睦と健康と体力づくりを図り、室戸市の活性化と交流人口の一助として、四国高知と

鯨の郷室戸の名前を全国に発信をすると書かれております。しかし、大会前日の７月13日の高

知新聞の記事では、ことしの26回を最後に解散をする方向で協議が進んでいる。実行委員会

は、引き継いでくれる受け皿があれば譲りたいとの声があるが、めどは立っておらず、鯨舟競

漕大会が終了する可能性があると報道をされております。大会当初から20回以上出場している

方は、若いころから準備も手伝ってきた。中止になるなら残念であると言われており、また実

行委員会の委員長は、後継者を育てられなかったのは心残りであると言われております。ま

た、小松市長は、室戸市の最大イベントであり、なくすわけにはいかないと存続を模索する意

向を示しておりますが、まだ何も決まっていないとお聞きをしており、勢子船も昭和63年にＦ
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ＲＰ船として４隻を建造し、ことしで25年が経過をして、舟を格納する艇庫がなく、外で雨ざ

らしのまま老朽化も進んでいて、１隻は使用ができない状況になっているとお聞きをいたして

おります。 

 そこで、ふるさと室戸まつりに鯨舟競漕大会が中止になるようであれば、室戸ジオパークが

平成26年度には日本ジオパークの再認定に向けた審査と平成27年度には世界ジオパークの再認

定に向けた審査等に大きく影響してくると思われるが、今後ふるさと室戸まつりの鯨舟競漕大

会をどのように存続をされて、室戸の夏の一大イベントに計画をしていく予定か、お伺いをい

たします。 

 次に、３、保育行政について。保育園の防災対策としての統合及び高台移転への取り組み計

画についてお聞きをいたします。 

 幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省という所管の違いを乗り越えて、幼・保一元化が

実現され、現在は教育委員会に一本化されて学校保育課に統合をされております。南海トラフ

で起きると言われている地震で、南海・東南海地震の発生確率は、30年以内に60から70％程度

と言われており、50年以内では90％以上の確率で地震が起きる発生可能性を地震調査委員会は

公表をしております。また、津波到達時間は、第１波の１メートルから３メートルの津波が３

分で到達し、第２波の５メートルの津波が４分で到達し、また第３波の10メートルの津波が

19分で到達をすると予測をされております。現状のままで３分や４分、また19分で津波が到達

すると、まだまだ地震の揺れが激しく続いている最中に避難をしなければならなく、非常に厳

しい状況下の中にあると考えられます。室戸市には、幼稚園がなく、保育園だけで行政的にも

非常に運営をしやすく、少子・高齢化が続く中で、保育園児も減少しており、室戸地区の周辺

には、公立、私立を合わせて８カ所の保育園があり、まず公立保育所は大谷保育所の園児は

10人、室戸岬保育所は10人、三高保育所は12人、私立は元保育所が24人、浮津保育園が78人、

室津郷保育園が29人、室津保育園が30人、菜生保育所が24人で８カ所の保育園児は合計で

217人の保育園児が通園をいたしております。また、谷村教育長の次の任期が終了する平成

29年には、この８カ所の保育園の園児数は174人くらいになると予測をされており、現在の

217人の園児から約43人ぐらいも減少をすると予測をされております。高知県では、保育園、

幼稚園、認定こども園が合計314カ所、そのうち122カ所が津波浸水区域内にあると言われてお

り、室戸市でも前述をしました８カ所の保育園の中で、５カ所から６カ所の保育園は、津波浸

水区域の中にあると想定をされております。高知県は、職員給与減額分に尾﨑知事も給料月額

を30％減額して、28億円を活用し、南海トラフ地震の津波対策を推進をする高知県職員等ここ

ろざし特例基金を創設する条例を制定をされたと認識をいたしております。この基金を活用し

て、保育所などの高台移転を支援すると言われており、隣の安芸市では、はやもう既に保育園

の高台移転を決めたと公表をいたしております。保育園には、生後３カ月から６歳児までの幼

い園児がいる中で、日々地震、津波対策に取り組んで地震に備えて避難訓練は徹底して行い、
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防災用具や防災設備など必要物資もそろえて最大限の努力をして逃げる態勢はできていて、避

難路は整備をされていると言われても、歩けない赤ちゃんや泣きじゃくる幼い園児を乗せて移

動する避難車や徒歩による避難で津波が到達する３分から４分では到底避難が難しく、また

10メートルの津波が到達すると言われている19分でも、安全な場所に避難するには多くの園児

を連れて地震による倒壊物を避け、安全箇所を探しながら避難をすることは、大変至難のわざ

で困難であると考えられます。 

 そこで、室戸市としても、この基金に基づく補助金をフルに活用し、園児の児童数も減少し

てくる中で、経費の節減も含めて、抜本的に公立保育園と私立保育園の８カ所を統合して、保

育園の高台移転を図るべきではないかと私は考えるところですが、教育委員会としての方針を

谷村教育長に明快な答弁をお願いをいたします。 

 次に、４、学校給食について。室戸中学校の学校給食早期開始への取り組みについてお聞き

をいたします。 

 学校給食につきましては、学校給食実施率では、高知県は最低クラスであり、高知県は教育

振興計画の中でも、全国に比べ厳しい高知の家庭と暮らしを指摘し、子供の学びをどう保障す

るかが大きな課題であると言われております。平成22年度の児童数の割合で見る高知県の学校

給食普及率を見てみますと、小学校の全国平均普及率は99.5％に対して、高知県は89.4％、ま

た中学校の全国平均普及率は74.6％に対して、高知県は41.2％と大きく差をあけられており、

一部実施の室戸市の平均普及率は68.4％となっております。また、2008年５月１日現在の公立

学校都道府県別学校給食実施率を見てみますと、富山県や愛知県は、小学校、中学校ともに

100％となっており、四国で見てみますと、隣の徳島県は小学校が100％、中学校は98.9％、香

川県は小学校98.9％、中学校97.4％、愛媛県は小学校97.4％、中学校で99.3％となっており、

四国内の３県は、ほとんどが100％に近い取り組みとなっておりますが、高知県は小学校が

76.8％、中学校で58.5％となっておりまして、高知県は、全国でも最低の学校給食実施率とな

っております。高知県は、これらの学校給食実施率を踏まえて、基本方針に基づく今後５年間

の具体的な施策において、給食の普及実施は具体的な目標がなく、市町村の責任と言えばそれ

までだが、子供の貧困問題について、高知県知事は、これは非常に重要な課題であり、教育長

は、貧困の世代間連鎖は、むしろ教育の力で断ち切っていかなければならないと高知県の尾﨑

知事は平成21年２月の高知県議会で答弁をされており、今後においても、対策が求められると

言われております。我が室戸市におきましても、仮称西部学校給食センターが吉良川小学校の

校内に平成26年度に給食棟が建設をされることになり、西部学校給食センターの給食配膳範囲

は、吉良川小学校が62人、吉良川中学校27人、羽根小学校72人、羽根中学校47人、中川内小学

校15人、中川内中学校８人の計６校で合計231人が念願の学校給食が平成27年度から始まる予

定となっております。父兄の皆さんや児童・生徒の皆さんも待ち望みながら、大変うれしく思

っていることと思います。 
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 また、中部には、室戸小学校の校内に中部学校給食センターとして、室戸小学校の児童

200人、元小学校24人、室戸岬小学校36人を対象に、３校で計260人の学校給食が行われており

ます。 

 次に、東部には、佐喜浜小学校の校内に、昭和49年度に建設をされた東部学校給食センター

が存続をしており、佐喜浜小学校41人、佐喜浜中学校37人、三高小学校18人、３校で計96人の

学校給食が行われております。そうなりますと、室戸市内で給食のない学校は、室戸中学校

147人の生徒だけということになります。室戸中学校には、室戸小学校から84人、元小学校か

ら19人、また学校再編計画によって三高小学校から10人、室戸岬小学校から26人の４校の合計

139人の生徒さんたちが、給食のあった小学校から急に給食のない中学校に徒歩や自転車、ま

たスクールバス等々で通学をしているところであります。学校給食については、多くの生徒さ

んたちも給食を希望しているようです。弁当と違い、みんなで同じ物を食べる話題の共通性や

日がわりメニューで栄養のバランスがよく、ボリュームもあり、育ち盛りの生徒さんたちは、

給食を待ち望んでいると言われております。室戸中学校の学校給食につきましては、相当以前

の早くから、学校給食を早く始めてほしいと言われてきておりましたが、まだいまだに学校給

食がありません。私の長男が39歳になりますが、中学校１年生は13歳ですから、既に26年も以

前から、また私の長男の先輩たちの時代から、学校給食を早く始めてほしい話があったとお聞

きをしておりますので、もう既に30年も以前から室戸中学校の学校給食の話は持ち上がり、今

にも給食を始めるかのようなアンケートを何回も何回も行ったとお聞きをしておりますが、

30年を経過した現在も、全く室戸中学校の給食の話はありません。この前、学校保育課長の中

屋課長に、西部給食センターができると、給食のない学校は室戸中学校だけになるが、室戸中

学校の給食はいつごろから始まるようになるかとお聞きをいたしますと、それは中部給食セン

ターを建てかえるときになると言われておりました。そこで、私は、中部給食センターはいつ

ごろ建てかえるようになるかとお聞きをいたしますと、建てかえの時期はわからんと言われて

おります。そんなわからない話をいつまでも待っておれるかと言いたくなってきております。

最近は、食育という言葉をよく耳にしますが、言語は古く、明治29年ごろより体育、知育、才

育はすなわち食育なりと言われ、安心・安全な食事が子供たちにとっていかに大事か、再認識

をする言葉であると私は考えております。室戸中学校の父兄の方々からも、給食が開始をされ

ると、育ち盛りの子供たちにも栄養のバランスがよく、親の負担も少なくて済むなど、経済的

な面からも早期給食の実施への要望が強く求められております。学校給食の話が始まって30年

もたった現在、室戸中学校の給食については、全く取り組むつもりがないと思われても仕方が

ないと思います。谷村教育長さんは、教職員の現役時代は、給食のある室戸岬中学校の校長先

生から、給食のない室戸中学校の校長先生に転勤をされて、室戸中学校で５年間勤務をされて

おります。 

 まず最初に、谷村教育長さんにお聞きをいたします。 
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 学校給食のあった室戸岬中学校の校長先生から、学校給食のない室戸中学校の校長先生とし

て５年間勤務をされ、給食のない学校に勤務をされたことについての感想や体験話をお聞きを

いたします。 

 次に、佐喜浜小学校内に建設をされております東部学校給食センターの昭和60年度のピーク

時の配食、配膳学校数は６校で、生徒数は570人であります。平成25年度の配食、配膳の学校

数は、佐喜浜小学校41人、佐喜浜中学校37人、三高小学校18人の３校で、生徒数は合計96人

で、現在の室戸中学校の生徒数は147人でありますので、合計をしても243人となるわけでござ

います。室戸中学校の学校給食を即開始をしても、東部学校給食センターの昭和60年度のピー

ク時の570人からすると42.6％にしかならないので、半分以下の生徒数であり、配食、配膳

は、十二分に対応ができていける範囲であると考えられております。室戸小学校内にある中部

学校給食センターの建てかえ時期に、室戸中学校の給食を考えるまでもなく、現在の東部学校

給食センターから配食、配膳ができると私は考えておりますが、室戸中学校への学校給食に早

急に取り組むことを要求をしたいと思います。 

 そこで、平成26年度の新学期より、東部給食センターからの配食、配膳で室戸中学校への給

食が可能となるようにお願いをいたします。 

 高知県の尾﨑知事も、市町村の教育長の決断次第であると言われておりますので、室戸中学

校の不公平を打開し、教育者として柔軟な思考力を持って対処してもらいたく、平成26年度の

新学期は室戸中学校に給食ができるように谷村教育長の鋭意決断をお伺いをいたします。 

 次に、５番、佐喜浜港の改修計画について。佐喜浜港に隣接する市道佐喜浜本線及び臨港道

路上での荷さばき作業の解消についてお聞きをいたします。 

 室戸市内には、高知県が管理をする港が７港と室戸市が管理をする港が８港で、合計15港が

建設をされており、その中で佐喜浜港は、室戸市内で室津港とともに２港が商港として位置づ

けられており、残り13港は第１種漁港が10港、第２種漁港が２港、第３種漁港が１港で、高知

県安芸土木事務所、室戸事務所と室戸市が管理をしております。佐喜浜港を利用している高知

県漁業協同組合佐喜浜町支所の漁協に登録をされている登録漁船は60隻、また佐喜浜港に水揚

げをされた平成23年度の漁獲高は1,441.9トン、水揚げ金額は３億937万4,983円、また平成

24年度の漁獲高は1,871.9トン、水揚げ金額は２億9,519万9,864円となっておりまして、大型

定置網、小型定置網、一本釣り漁業、刺し網漁業等々が佐喜浜町の地域の地場産業として大き

く貢献をしております。佐喜浜港に水揚げをされた漁獲物の荷さばきにつきましては、地方卸

売市場、高知県漁協、佐喜浜町魚市場で入札の後、漁協の市場内で荷づくり、荷さばきが行わ

れる一方、水槽タンクに鮮魚を入れた状態の漁獲物を市場の真上を通る市道佐喜浜本線と港に

隣接をする臨港道路上にとめてある大型の保冷車に道路勾配が急な坂道を下の市場からフォー

クリフトで道路まで運搬をして、大型の保冷車に後ろの開口部から積み込む作業と、また市道

や臨港道路の路上を横断して横から積み込む作業など、一般の通行車両や交通をストップして
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非常に危険な状態で保冷車への積み込みが行われております。臨港道路の定義とは、臨港交通

施設の道路で、港湾における交通の特性を考慮した上で、港湾内及び港湾とその背後地との間

における車両などの安全かつ円滑な交通を確保するものとあります。また、市町村道の公の公

共道路におきましては、道路交通法第１条では、道路で発生する交通上の全ての危険及び障害

を防止、除去して安全で円滑な交通を確保することを目的とするとあります。また、道路法第

42条では、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交

通に支障を及ぼさないように努めなければならないとありますので、臨港道路の定義と公共道

路の公の市町村道路の管理は、道路交通法第１条及び道路法第42条では、上記のように規定を

されておりますので、道路上での作業はあってはならないことになります。また、当該関係者

も、公共道路上や臨港道路上に保冷車を駐車しての積み込み作業状態について、保冷車の路上

駐車では、エンジンの騒音や排気ガスによる問題、市場から鮮魚をフォークリフトで上の道路

に運搬をすることに時間がかかり、魚の鮮度の低下につながり、魚の鮮度が落ちると魚価の下

落や作業時間が大幅に増大すること等々が大きく事業者の負担になると言われております。高

知県の調査によりますと、高知県下で商港は19港ある中でも、このような特異性のある商港は

ないと言われております。また、県下で88ある漁港内のうち、公の道路上に保冷車をとめて積

み込みをしている特異性のある漁港はないと言われております。漁協のある全ての港が、港湾

用地内や漁港用地内の中で荷さばき処理ができるようになっており、室戸市内の港湾、漁港の

中でも、道路上で荷さばきが行われている港は佐喜浜港だけしかありません。港湾とは、船を

安全に出入りし、停泊させ、人や貨物などの水陸輸送の転換を行う機能を持つ沿岸域の空間と

なっており、佐喜浜港も高知県が管理をする港湾に位置づけられております。しかし、水陸の

転換を持つと言われておりますが、陸上輸送に関する部分で、現在の佐喜浜港では、港湾用地

としてのスペースが建設をされておりません。佐喜浜の港は、昔、野中兼山が掘削の着工者

で、荒いその続く海岸を人力で岩を砕き、掘り込みでつくった港であり、面積が狭いと文献に

は書かれております。室戸土木事務所が、現在外港に整備をしている佐喜浜港の整備方針は、

地域で生産及び消費をされる物資の流通港として重要な役割を果たしている。そのため、係留

施設の静穏度を高め、港湾としての機能強化を図るため、防波堤の改良を実施中であると言わ

れております。しかし、その年間予算額は、平成21年度が4,630万円、平成22年度が2,500万

円、平成23年度が1,500万円、平成24年度が4,300万円であり、早期整備完成に向けた工事費の

予算額もまだまだ少なく、まだまだ多くの工事が残っており、今のままの予算額では、外港の

工事の完成はいつごろになるのかわかりません。 

 そこで、この件につきましては、本年、７月14日に西森潮三県会議員、武石利彦県会議員、

金子繁昌県会議員の一行に佐喜浜港の現地で現状の姿を陳情したところ、南海トラフで起きる

長期評価で予想したマグニチュード８から９クラスの地震発生確率は30年以内に60から70％と

言われており、また50年以内では90％程度以上にもなると言われている地震を想定すると、佐
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喜浜港の外港の早期完成に取り組んで、市場機能や製氷機能、漁協機能も外港に移すのがよい

のか、また現在の市場機能の修理、補強、強化等を行い、現在使用している市場の横に荷さば

き、積み込みができる大型の保冷車が駐車できるスペースを早期に建設するほうがよいのか、

大きな課題があるとの協議に至りました。また、７月末には、室戸土木事務所と高知県漁業協

同組合の酒井組合長さんにも現状の話をして陳情を行い、室戸市と地元の意見を早急に高知県

に要請をしていただくよう、西森潮三県会議員団の一行にもお願いをしておりますので、室戸

市としてこのような市道及び臨港道路上での危険性を含む作業の解消に今後どのように取り組

むのか、佐喜浜港の現状打開に向けた取り組みについて、地域の住民や高知県漁業協同組合と

佐喜浜町支所、そして佐喜浜町大敷組合、地域の仲買人や行商人、また港を管理する室戸土木

事務所等とも協議の上、室戸市の要望、方針を作成して、佐喜浜港外港の早期整備促進と現在

の荷さばき施設に大型の保冷車が駐車ができるスペースの確保と事業完成に向けた取り組みを

今後どのように行っていくのか、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） 小椋議員、あと残り６分です。 

 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点目の室戸市税の滞納整理の状況についてでございます。 

 議員さん御案内のように、平成19年度より自主財源の確保や税の公平性を確保するため、滞

納整理課を設置をし、徴収率の向上に努めているところでございます。滞納整理課設置後の取

り組みといたしましては、滞納者への訪問や催告により、納税に対する意識を高めていただく

とともに、納付に対する協議を行うことや法律に基づく強制執行による預金や不動産、動産の

差し押さえなどを進めているところでございます。このような取り組みによりまして、平成

23年度には、徴収率が県下の市で18年ぶりに最下位を脱出をしたところでございます。また、

平成24年度におきましては、順位を１つ上げまして、11市中９位となっているところでござい

ます。今後におきましても、適正な滞納整理業務を推進をし、税負担の公平性と自主財源の確

保に努めてまいります。 

 次に、２点目の鯨舟競漕大会の今後ということでございます。 

 室戸市の鯨舟の歴史と鯨の食文化を後世に残し、鯨の郷室戸を発信することで、民間団体で

ありますマリンフェスティバル室戸実行委員会により、鯨舟競漕大会が運営をされているとこ

ろでございます。今回、大会が中止をされるような報道がございましたが、現在、関係者等に

よりまして、存続に向けた話し合いがされているというふうに私はお聞きをしているところで

ございます。これまでに具体的な市に対する要望ということはまだ上がってきておりませんけ

れども、市といたしましても、当然、支援をしていく方向で考えているところでございます。

また、大会で使用されております勢子船の維持管理や保守点検、また船大工技術者不足等がご
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ざいまして大変だというふうにはお聞きをしているところでございます。船の所有者、また所

有団体というところがそうしたことに苦慮しているということはお聞きもしておりますので、

議員さん御案内の艇庫の問題等々も含めまして、私どもも相談があればしっかり対応してまい

りたいと考えているところでございます。 

 次に、保育園の高台移転についてでございます。 

 これは、後ほど教育長のほうから御答弁をさせていただきたいと思いますが、私といたしま

しても、避難訓練や避難路の確保というのは当然やっていかないといけないというふうには思

っておりますけれども、やはり一番大事なのは、保育園の移転というものが、私としても大事

であるというふうに認識をするところであります。議員さん御案内のように、統合等も含めま

して、今後検討していかなければならない私は重要な課題であるというふうに認識をいたして

おります。ぜひ保育園の園長さん、また運営団体の方々、また保護者の方々といった方々とぜ

ひ協議をしながら進めていただきたいというふうに思いますし、今回、その高台移転につきま

しては、調査費も予算計上させていただいてますので、民間の保育園に対して調査費もつけ

て、その中で議論もいただいて、よりよい移転先といいますか、そういうものを検討いただき

たいという思いでございます。そういうものが上がってくる段階で、私としてもしっかり対応

をしてまいります。 

 それから次に、学校給食の問題でございます。 

 この点につきましても、40年ぐらい前からの大きな課題でございまして、東のほうの学校は

給食がなされている、西のほうの学校はなされていない、これがずっと大きな教育の中の不公

平さというものになってきているというふうに私も考えております。これは40年かかっている

課題だというふうに思います。ただ、これまでの間に何もしてこなかったかというとそうでは

なくて、まず市の財政状況が大きな問題になっていた時期というのはあったと思いますし、ま

た給食センター方式でやっていくという方向も示した中で、保護者の方々の意見を聞いたとき

に、その方式としては反対だというような意見もあって、現在まで実現をしていないというと

ころだと思います。ただ、それをそのままにしていくわけにはいきませんので、今回、私ども

が提案をいたしているのが、とにかく西部給食センターをつくりたい。それも学校に併設をす

る形、以前はこれは学校に併設しなかったセンター方式で検討がなされたということは聞いて

おります。ですから、やっぱり私は、一つの学校へでも併設をすること、学校内であることが

一番望ましいというふうに考えております。ですから、今回、今年度吉良川小学校に西部給食

センターという位置づけで設計をお願いをしているところでございますし、設計がことし完了

すれば、来年度建設にかかりたいというところでございます。 

 また、もう一点、中部給食センター１カ所で全部配送できるのではないか、１カ所を充実す

ればええのではないかというような御意見もいただいてもおります。しかし、やっぱり今後の

防災対策とかというようなことを考えると、やっぱり私は分散化をしたほうが望ましいのでは
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ないか、西部にあり、中部にあり、東部にありというような形が今後の防災対策を考えるとや

っぱりその給食施設が使えてくるのではないか、使うことができてくるのではないかというよ

うな中で検討をし進めているところでございます。当然、室戸中学校が１つ残るわけですの

で、順次中部給食センターも今の施設、本当に老朽化をしておりまして、何とかしないといけ

ない状況でございます。西部の給食センターが建設をされ、実施された段階で、次の中部給食

センターは、ぜひ改修をし、取り組まなければならないというように認識をいたしているとこ

ろでございます。 

 なお、細部につきましては、教育長から答弁をいたさせますので、よろしくお願いします。 

 次に、５点目の佐喜浜港に隣接する市道佐喜浜本線及び臨港道路上での荷さばきについてで

ございます。 

 まず、佐喜浜港は、高知県管理の港湾施設でございますので、現在、進められている外港の

整備について、高知県の室戸事務所にお聞きをしたところでございますが、昭和50年から整備

をしてきた中で、係留施設、船揚げ場などが完成をいたしております。荷さばき場を移転する

ための荷さばき用地も、平成３年度に完成をしているとのことでございます。現在は、外郭施

設の沖防波堤250メートルのうち、50メートルが未整備であるとお伺いをいたしております。 

 そこで、現在、荷役を市道上で行っているとのことでありますが、以前は荷さばき場におり

て発泡スチロールに箱詰めしたものを積み込んでいたものが、近年、１トン水槽で積み込むよ

うに変わってきたため、既設の斜路では荷崩れを生じていることから、荷役作業を市道上で行

っているようでございます。しかしながら、市道上での荷役作業につきましては、議員さん御

指摘のとおり、通行の支障となりますので、改善が必要と考えるところでありますが、そこで

その対策、どういう対策ができるかについてでございます。１つには、緩やかな斜路の整備や

保冷車の駐車スペースの確保などが考えられます。しかし、それらを進めるとなりますと、現

在の港湾水域を埋め立てなければなりません。港湾水域を埋め立てることは、泊地面積が減る

ことや航路幅が狭くなるため、漁船の出入港に支障を来すなど、現状では大変困難な問題があ

るというふうにお聞きをするところでございます。 

 また、２つ目の対策といたしましては、外港への荷さばき場の移転も考えられるところであ

りますが、外港に荷さばき場を移すとなりますと、多額の移転費用が漁協負担ということにな

りますので、このことにつきましても、現状では大変困難な問題でございます。現在のとこ

ろ、関係者から直接荷さばき場や駐車スペースについてこうしてほしいというような要望は寄

せられていないところでございますが、この件につきましては、県漁協や地元関係者の方々の

御意見をお伺いするなど、今後とも協議を重ね、必要な要請活動につなげてまいりたいと考え

ております。 

 私からは以上でございますが、教育長及び滞納整理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。 
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○議長（山下浩平君） 西村滞納整理課長。 

○滞納整理課長（西村城人君） 小椋議員さんに大きな１点目の１、室戸市税滞納整理の現状

について市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、他市の滞納状況についてでございますが、本市と人口規模などが近いところで申し上

げますと、平成24年度市税の調定額に対します現年を除く滞納未納額の率は、安芸市3.5％、

須崎市4.2％、土佐市12.8％、土佐清水市12.3％などとなっております。 

 次に、今後の取り組み等についてでありますが、市長も御答弁申し上げましたように、平成

23年度には徴収率が県下の市の中で18年ぶりに最下位を脱したところであります。しかしなが

ら、税負担の公平性確保のため、さらなる徴収率の向上に努めなければなりませんので、滞納

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

納処分を行い、適切な滞納整理を進めてまいります。 

 また、御質問にもございました県内の広域滞納処理を行っている租税債権管理機構への研修

も行い、会社や個人宅への捜索などについても件数をふやしていきたいと考えております。 

 次に、滞納整理の目標額等の設定についてでありますが、収納率の対前年度比増を目標とし

ておりますので、数字的には19.5％以上、額にいたしますと2,600万円以上を目標値としてい

るところでございます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 小椋議員さんに大きな項目３の保育行政についての中で、保育園の

防災対策としての統合及び高台移転への取り組みについてお答えいたします。 

 先ほど市長のほうからも申されましたが、保育所の統合につきましては、平成18年に策定し

ました室戸市保育所統廃合民営化実施計画に基づき、これまでに吉良川保育所の民営化、室津

郷、室津、浮津保育園３法人の経営統合を行ってまいりました。しかし、公立の室戸岬保育所

と私立の菜生保育所の統合につきましては、これまで協議を進めてまいりましたが、いまだ実

現していないのが現状であります。津波浸水区域内にある室戸、室戸岬地区の保育所は、議員

御指摘のように、元、浮津、室津、菜生、室戸岬、三高保育所の６園であると考えておりま

す。防災対策上、園児数が著しく減少している中で、保育所の高台移転及び統合について将来

を見据えた議論をしなければならない時期であると深く認識をしているところであります。今

後、私立保育所を経営している社会福祉法人や保護者、地域の方々の意見をお聞きする場を設

け、検討を早急に進めてまいりたいと考えております。 

 なお、今回、高知県教委では、高台移転に関する用地の調査費などについて、補助事業とし

て津波浸水区域にある保育所の高台移転事業を推進しているところであります。教育委員会と

いたしましては、今後の補正予算へ調査事業費としての私立保育所への補助金を計上しており

ますので、その調査を踏まえ、保育所の高台移転実施に向け支援してまいります。 

 続きまして、４の学校給食についての中で、室戸中学校の早期給食開始への取り組みについ
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て何点かお尋ねがありましたので順次お答えいたします。 

 先ほど市長も申しましたが、学校給食検討委員会の答申が昨年提出されまして、現在、それ

に基づいて西部学校給食センターを平成26年度に新しく建築することに全力を挙げて取り組ん

でいるところでございます。その答申の中で、室戸中学校については、中部学校給食センター

の改築を受けて実施するとの意見が出されましたので、西部給食センター建設後に、財政状況

を勘案しつつ、市長当局とできるだけ早期に中部給食センター改築計画を協議いたします。小

椋議員の御質問の趣旨は、室戸中学校の給食を現在の施設で早急に実施できないかということ

でございます。その前にまず、給食のある学校とない学校についての感想でありますが、給食

のある学校では、配膳など給食指導で時間を割かれるため、教員の休憩時間が少なくなるな

ど、多様さが増してきます。また、給食費の滞納が大きな問題で、教員の給食費を１年分前納

してやりくりするなど、その運営の困難さも実際にありました。ただ、栄養面のバランスを考

えれば、給食が適しているのは当然でございます。 

 一方で、給食のない室戸中学校では、弁当を用意できない生徒が、パンの購入で昼食を済ま

せている実態があることも事実であります。食育という面から見れば、さまざまな家庭の事情

がありますので、食を確保する上で給食はなくてはならないものであると考えております。西

部給食センターも室戸中学校の場合も平成５年度に教育委員会が給食実施を提案したところ、

センターの建設場所が学校敷地外であったことや自校方式での実施を望む声や食材の問題等で

反対の意見が多くあり、合意が得られず、計画が頓挫した経過がございます。結論を申します

と、147名、室戸中学校の生徒数ですが、147名プラス教職員数を現在の東部学校給食センター

で賄えるかという問題であります。御存じのように、東部給食センターにつきましても、老朽

化が激しく、また配送面でも調理時間との制約がございますので、食の安全性を保証できるの

かと言えば、なかなか難しい問題があろうかと存じます。先ほども申し上げましたが、教育委

員会といたしましては、給食検討委員会での答申のとおり、中部学校給食センター改築時に、

室戸中学校の給食を開始したいと考えております。 

 なお、時期につきましては、市長当局と今後早急に協議を進めてまいります。以上でござい

ます。 

○議長（山下浩平君） 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回目の質問をさせていただきます。 

 １番目の室戸市税の滞納整理の現状についてというところで、市長さんは今11市中９市まで

に、最下位を脱出して９位になったというふうに答弁があったわけですけれども、先ほどの滞

納整理課長の話では、他市の状況の中では、我が室戸市においては12.11％か、それからさっ

きの滞納整理課長話では、安芸市は3.4％、須崎市は4.2％という話がありますので、この２市

ぐらいから考えると、滞納整理の室戸市の12.11％というのは、非常にまだ大きいのではない

かというふうに感じておりますので、今後、それらに安芸市や須崎市のような滞納整理徴収率
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に追いついていくような方法は今後どのようなことが考えられるのか、これ１つお聞きをした

いと思います。 

○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） それから、鯨舟競漕大会の今後については、これがなくなると

室戸ジオパークの再認定に向けた取り組みに大きく影響してくるのではないかというふうに市

民からの意見が非常に多いようですので、これは確実に存続がせられるのかどうかというとこ

ろをもう一度お聞きをしたいと思います。 

 それから、保育園の高台についてでありますけれども、先ほどは保育園の統合、高台移転に

ついては、予算も計上をしているので、今後統合も含めて高台移転を検討していくという話で

すので、これは早急な取り組みが要求されると思いますので、谷村教育長さん、次の教育長の

任期内には確実にこういう計画ができていくのかどうかというところをお聞きをしたいと思い

ます。 

 それから、４番目の室戸中学校の学校給食についてでありますけれども……。 

○議長（山下浩平君） あと３分です。 

○４番（小椋利廣君）（続） 学校給食は、さきの私の質問の中にもありましたが、高知県の

尾﨑知事は、教育長は、貧困の世代間連鎖はむしろ教育の力で断ち切っていかなければならな

いというふうに答弁をされちゅうわけですね。それで、これはやはり子供たちのことを考える

と、中部給食センターを建てかえるやなにや言わいでも、できるところから始めたらどうか

と。ということは、今の東部給食センターからももう十二分に配食ができる範囲やないです

か。 

 それと、ほんで昭和60年度のピーク時の生徒数は570人もおったわけよね。それらがちゃん

と給食、配食、配膳ができていきよったのに、全体で200人ぐらいになってどうしてできてい

かんのかと。私はやろうと思うたらすぐできると思う。取り組みの姿勢の問題やないかなあと

いうふうに思うわけですが、この点について教育長の答弁をもう一度お聞きをいたしたいと思

います。 

 これで２回目を終わります。 

○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） 私のほうからは、鯨舟競漕大会の今後ということでございます。 

 鯨舟競漕が直接ジオパークの再認定と直結するのかと言われると、私はそれはそうにはなら

ないというふうには思っていますが、前段でも申し上げましたように、これは当市でふるさと

まつりの夏の最大イベント、ふるさとまつりの中の重要な部分であるわけですから、私として

は、存続を当然していただきたいということで、市としては取り組んでいきたいというふうに

考えておりますので、関係団体とそのことについて十分今後協議をして、存続の方向で取り組

みたいと考えております。私からは以上でございます。 
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○議長（山下浩平君） 西村滞納整理課長。 

○滞納整理課長（西村城人君） 小椋議員さんにお答えします。 

 滞納額が大きいのではないかということなんですが、安芸市さんは、４税を含めまして、今

県下で市の中で１番で、須崎市さんは２番でございます。そういったことから、平成19年度滞

納整理課を立ち上げまして、当時、滞納だけで見ますと9.96％の収納率でした。平成24年度

19.05％まで伸びてきております。これはひとえに滞納に徴収に対する手法等がありまして、

滞納解消に向けての大きなポイントとしましては、現年度、当該年度より繰り越される滞納額

をいかに少なくしていくか、幾ら滞納額だけを向けて徴収しましても、翌年度にこけていくお

金が大きいならば、残っていく額がなかなか減ってきません。ということで、大きなポイント

としては、現年度より繰り越される滞納額をいかに小さくするかが解消につながる重要項目と

して位置づけて今取り組んでいますので、これからもその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） 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。 

 保育の統合、高台への移転等につきましては、私の任期中にということですが、当然、その

つもりで鋭意努力してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、給食の件でございますが、給食の諮問委員会をつくって、その結果を各地域のＰ

ＴＡに配ったわけですが、それに対して、室戸中学校のほうから、もっと早くしてくれという

要求は保護者のほうからも学校のほうからも実は出ていない状況でございます。だから、実際

にそういう意見を当然持っている保護者もたくさんいるかと思いますが、過去に頓挫したこと

がございますので、室戸中学校に限っては、当然、慎重に取り組んでいかなければならない

と。だから、保護者が今現在の意識がどういうものであるのかということについては、当然ア

ンケート等もとる必要があろうか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） 小椋利廣君の３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。３回目の質問をさせていただきます。 

 １番の室戸市税の滞納の現状につきましては、これは納税は憲法30条でも納税の義務がうた

われておりますので、これは納税の不公平が生じないように、今から万全の態勢を整えて取り

組んでいただきたいと、これは希望でございます。 

 それから、室中の学校給食についてですけれども、教育長さんはＰＴＡのほうからも学校の

ほうからも……。 

○議長（山下浩平君） あと１分です。 

○４番（小椋利廣君）（続） 給食についてのその話はないと言われるけんど、私がお聞きし

たところによりますと、生徒たちも、ＰＴＡの方々も早く給食を始めてほしいというふうに言

われておりますので、これは教育長さんあれですかね、まだまだ検討委員会の意見を聞いてと
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言われますが、教育委員さんの中にも早く始めちゃったらどうかと言よりますので、これでき

るところから始めたらどうかというふうに思いますが、その点、もう一度教育長にお聞きをい

たします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 小椋議員さんの３回目の室中の給食の件でございますが、反対があ

るのかないのか、全員賛成なのかという問題が当然生じてくるわけです。だから、慎重に行わ

ないと、また過去のように頓挫するということを一番警戒をしておるわけでございますので、

学校と協議をしまして、そういうふうな方向で、方向はもちろん早く私のほうでもやりたいと

いうふうに考えておりますので、学校ともう一度話し合いを行いまして、それで教育委員会等

も開きまして、果たしてどうすべきかということは当然検討させていただくようにします。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、山本賢誓君の質問を許可いたします。 

 なお、山本賢誓君から質問項目の一部取り下げの申し出がございます。質問事項２、室戸ジ

オパークの理念及び地域の協力体制についてのうち、④ボランティア体制の強化については取

り下げをいたしますので、御報告いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。９月定例議会におきまして、自民クラブの一員として一

般質問を行います。 

 まず、１番目の室戸市勢、この市勢は室戸市の勢いということでございますけれども、その

向上についてお伺いをいたします。 

 まず、１番目のアドバイザー招聘事業の活用についてでございます。 

 室戸市の市政の現状は、今さら語らずとも、近い将来、室戸市が存続するのかというような

心配すら思える状態ではないかと、惨状ではないかと思います。小松市政になってから７年近

くになろうかと思いますが、その間、3,000人、4,000人、4,000人近い人口減となっていると

思います。人口減対策に取り組んでいますということを津々答弁ありますけれども、結果とし

て、こういう人口減に歯どめをかけることができないということは、これからの市政運営の大

きな課題でもあり、また反省点でもあろうかと思います。人口の自然減ということに関しまし

ては、ある意味ではいたし方ない部分がありますけれども、学生を含む若年層の市外流出に関

しましては、中・長期的な計画、対策がしっかりしておればある程度対応できたのではなかっ

たかとの思いがあります。雇用の場におきましても、しっかりした対策がとれてきたかといい

ますと、臨時雇用とか緊急雇用とか、そういった雇用者がカウントされているということで、

先行き安定した雇用ができているかと言えば否であります。既に一般的な判断といたしまし

て、市長以下、室戸市職員の範囲内、範疇におきましては、今後の室戸市の将来像についての

的確な計画作成は限界があると私は思っております。 
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 そこで、総務省の事業で、アドバイザー外部専門家招聘事業というのがあると思います。既

に県下でもこの制度を利活用している自治体もありますが、この制度の趣旨は、市町村からの

依頼を受け、地域独自の魅力や価値を向上させて、地域の課題解決を図ろうということが目的

であります。各自治体、地域住民、地域団体、外部人材が協働して、特産品の視察から市街地

の再生プラン、異業種連携の事業の企画化、これは６次産業化とも呼ばれますけれども、そう

いった取り組みが補助対象となっております。この制度は、平成23年度から実施をされており

まして、平成23年度は国内で８市町村、24年度は９市町村、25年度は７ないし８市町村が計画

をされております。外部専門家活用に対しては、３年間の補助があり、特別交付税措置の対象

経費となります。外部から室戸市を評価していただく、外部からの視点で室戸市を再点検して

いただくということは非常に大事なことではなかろうかと思います。室戸市もこういった制度

を活用して、少しでも室戸市の発展を願いたいと思いますが、市長の御見解をお伺いいたしま

す。 

 次に、２番目の防災集団移転促進事業の活用についてであります。 

 この事業は、災害が発生した地域、または災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと

認められる区域内にある住居の集団移転を促進するため、当該地方公共団体に事業費の補助を

行い、防災のための集団移転の促進を図るものであります。補助の対象となるのは、住宅団地

の用地取得及び造成に要する費用、移転者の住宅建設、土地購入に対する補助に要する費用、

経費、住宅団地に係る道路、飲料水供給施設、集会施設等の公共施設の整備に係る費用、移転

促進区域内の農地及び宅地の取得に要する費用、移転者の住居の移転に関連して必要と認めら

れる作業所等の整備に要する費用、移転者の住居の移転経費に対する補助に要する経費とそう

いったものになります。国の財政措置としましては、国庫補助金が４分の３であります。地方

負担分については、一般補助施設整備事業債の対象となりますので、元利償還金の80％が特別

交付税措置となります。また、一般財源についても、50％が特別交付税措置となる事業であり

ます。この事業は、国土交通省の継続事業でありますから、今後も続いていくのではないかと

も思いますし、室戸市においても、この事業の対象となる集落が海岸線に存在しておりますの

で、近い将来の南海トラフ大地震のことを考えれば、まないたの上にのせてもいい事業ではな

いかと思います。検討してもいいのではないかと思いますが、市長の御見解をお伺いいたしま

す。 

 次に、大きな２番目の室戸ジオパークの理念及び地域協力体制についてであります。 

 １番、地域の環境維持とその取り組みについての中です。これで、観光客を受け入れるの

か、雑草に隠れて歩道がありません。ガードレールがありません。室戸市を多く訪れるお遍路

さんは、車道を歩き、通学の学生も自転車で車道を通っており、市民の方の朝夕の散歩も車道

を通っております。そんな状況が毎年度繰り返される室戸市の現状について、室戸市の国道及

び県道の維持管理体制の構築についてお伺いをいたします。 
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 ジオパークの精神は、言うまでもなく、地域全体が盛り上がり、一体となってこの世界認定

の継続を願っていかなくてはなりません。世界認定から早くも２年を迎えることとなり、各サ

イトのにぎわいも新聞紙上に掲載されており、順調なことではないかとも思いますが、ただ一

つ残念なことは、室戸市内の国道、県道両脇に生い茂った雑草が、長期にわたって放置された

ことであります。昨年度は、もっとひどい状態でありましたけれども、各地域の方々のお世話

になって何とかきれいになったということでした。今回もこのひどい現状を見て、室戸市は何

をしているのかと、ジオパークが聞いてあきれるというような厳しい市民の声が多数ありまし

た。生い茂った現状歩道の状況を、国道の両脇の草の状況を新聞紙上でも取り上げてもらおう

と室戸支局のほうにも相談しましたけれども、残念ながら無視をされております。市長も土佐

国道事務所に何度か声かけしていただいておりますけれども、結局土佐国道事務所が動かない

ままで草も放置されたということになります。しかし、国道事務所が動き出すまで、室戸市と

して室戸ジオパークのための環境維持として、土佐国道事務所がやり出すまで何もしないと、

毎日市長以下職員が、生い茂った雑草を横目に見ながら通勤をしていると、そういったことを

仕方がないと思う姿勢が非常に情けなく思います。土佐国道事務所がやらなくても、自分たち

の力で何とかできないか、室戸市民でやる方法はないかと何かのアクションをと考えは起こせ

たはずだと思います。幸いなことに、室戸市の国道、県道からは、現在は草が消えつつありま

すけれども、何もしなければ来年度以降もまた同じ状況が発生することになります。草ぼうぼ

うの国道で観光客を迎えるのかということになります。私も国土交通省に相談に行きました。

行きますと、その中の話で、各地域でボランティア組織を結成していただいて、土佐国道事務

所に登録をしていただければ、災害保険もそちらのほうに掛けてくれるという答えをいただき

ました。また、草刈りの日を指定していただければ、後日、刈り上げた草の収集もしてくれる

ということであります。草をどうにかしてくれませんかっていう頼み、そういうことだけなら

誰でもできると思いますけれども、どうしたら国道から草がなくなるかともう一歩踏み込んで

相談をすれば、こういった解決策も生まれてくるということになろうかと思います。国道に面

する各常会で結成をするかあるいは旧町単位で結成をするかあるいは室戸市全域で結成をする

か、そうしたボランティア組織をぜひ室戸市主導で結成してほしいと思います。そういったボ

ランティア組織を結成して、国道あるいは県道の管理を通年地域住民にお願いしてはどうかと

いうことであります。それをひとつ市長にお伺いいたします。 

 それから、国土交通省によりますと、他の市町村は、行政職員がよく草刈りをしています。

室戸市の職員は動きませんねということです。これがどういうことかということになろうかと

思いますが、市長もこのことに関して一言答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、草刈りがこれぐらい滞ってきますと、市長もこれは大変な状況であるということ

も常に考えておられたと思いますけれども、市長みずから３日でも１週間でも草刈りをすれ

ば、職員もやり出すんではないかと思いますが、そのような考えはないのかどうか、お伺いい
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たします。 

 それから、草と同時に国道の草の中にはたくさんの空き缶やごみが散乱をしております。そ

ういった中で、学校の先生方は、よく国道脇の空き缶やごみ拾いをしてくれておりますけれど

も、市職員は、そういうことをするのがまずいない。見かけることがありませんけれども、職

員に対してもそういう活動をするように市長のほうから進言していただきたいと思いますが、

その考えもよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それから、２番目、室戸岬及び各ジオサイトの維持管理についてお伺いをいたします。 

 室戸岬を中心とした各ジオサイトの草刈り、これからずっと必要になってくると思いますけ

れども、今後の管理体制をどのように考えているのか、お伺いをいたします。 

 それから、室戸観光の中心である室戸岬周辺の雑草は、いかにもひどい状況でしたけれど

も、ジオパーク推進課長及び観光課長、そういった実態を知っていて何か対策をとろうという

思いはなかったのか、その件に関して御答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、３番目、日沖サイトへの駐車場整備についてでございます。 

 日沖サイトには、国道沿いに駐車場が整備をされてないことから、大型、中型のバス系統は

車道内にハザードランプを点滅させて駐車をしております。非常に危険な状況が生まれており

ますが、このジオパークに関連した観光地がこんな状況ではいけないわけですから、日沖サイ

トおり口の西側の山手に、耕作放棄された土地がありますけれども、ここを駐車場として活用

する考えはないのかどうか、お伺いをいたします。 

 それから、続きまして、農林行政全般についてであります。 

 １、国及び県の補助事業に対する室戸市の取り組みについて。 

 国の補助事業を幾つか挙げてみます。経営体育成支援事業、６次産業化ネットワーク活動交

付金事業、緑と水の環境技術革命プロジェクト事業、農業水利施設保全合理化事業、農山漁村

地域整備交付金事業、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、農業競争力強化基盤整備

事業、地域農業支援組織の連携強化事業、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金事業等まだまだ

ほかにもありますけれども、地域活性化に対する補助事業は至れり尽くせりの事業のオンパレ

ードであります。規模は大きいものがありますけれども、室戸市にもこの中で取り入れたい事

業があるのではないかとも思います。従来の室戸市農林行政のやり方では、これから失速して

いくことはあっても、飛躍的に発展していくことはまずないと思っておりますので、何らかの

アクションが必要なことは当然のことであります。私は何度も農業政策、林業政策について質

問いたしますけれども、とにかく室戸市の農業が競争力をつけ、持続可能な体制に導き、後継

者があふれる元気な姿にしていくのは、私は行政の役目だと考えております。最初に話した事

業については、国・県、市町村、それぞれに役割分担した事業であります。こうした事業の受

け皿になる事業体の育成と事業体に対する支援の中・長期的な計画について室戸市は取り組ん

でいかなくてはならないと思います。第三者からの視点による室戸市の農業の将来像と現在の
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室戸市の農業の置かれた問題点の検証、確認は絶対必要だと思いますが、少しでも解決してい

くために、有識者による抜本的な室戸市農業行政改革の取り組みをするべきだと思いますが、

それについて御答弁をお願いいたしたいと思います。 

 全国各地で農業競争力の強化について取り組みが行われていますけれども、室戸市は、生産

者任せの状態ではないかというふうに思います。市が率先して生産者組織の結成から加工品開

発まで指導していく体制をとらないと、高齢化した農業者の将来はないと思うが、どう考える

のか、御答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、継続事業でやっておりますけれども、農地・水保全事業は、もう２年ぐらいで終

わるかもわかりませんけれども、この事業の継続は見込まれるのかどうか、お伺いをいたしま

す。 

 また、現在、室戸市の農地・水保全管理に取り組んでいる団体数は、何団体なのかもお伺い

をいたします。 

 また、この農地・水保全事業に取り組んでいる団体も、補助に対する規定の取り組みのみ

で、地域保全の将来に関しては、農林水産課が積極的に関与し、一緒に取り組んでいくべきで

はないかと思いますので、御答弁をお願いいたしたいと思います。 

 続きまして、保育所の高台移転についてであります。 

 これは、前段の議員さんも質問の中でありましたので、答弁は同じようになると思いますけ

れども、どうかよろしくお願いいたしたいと思います。 

 地元保育所関係者、室戸福祉協会からの要望の出ている浮津、室津郷保育園の高台移転につ

いてでありますが、東南海大地震が起きる可能性が日増しに現実味を帯びてきております。そ

の地震がどの時間帯に起きてというのは、予測は困難なことではありますが、常に万全を期し

た想定をすることが行政には求められると思います。ゼロ歳児から高齢者の方々まで、あらゆ

る方策を尽くして人命を救うことに、行政として力を尽くすことは当然であります。さきの東

北大震災でたくさんの幼い命が失われ、日本中が涙したあの悲しみを二度と繰り返してはなら

ないというのが全国民の、室戸市民の思いでもあろうかと思います。室戸市の保育園児数も、

減少の一途をたどっておりますけれども、だからこそその幼い命が貴重であり、尊重していか

なくてはならないと思います。願わくば、どの時間帯に災害が起きようとも、津波が起きよう

とも、幼い子供たちの命が全員安全であってほしいと願うのは、市民共通の願いだと思いま

す。そういったことから、現在、津波浸水区域に点在する各保育所の高台移転は、喫緊の課題

として取り組むべきではなかろうかと思います。各園それぞれが避難訓練を行って努力をされ

ておりますが、その避難経路の中に障害物がたくさん発生するような状況が想定されます。そ

ういうことのない安全な高台移転は、関係者一同の切実な願いでもあろうと思います。現在、

室戸福祉協会のほうから、浮津、室津、室津郷保育３園の高台移転に関する要望が届いている

と思いますが、国の補助事業による高台移転事業に関して質問させていただきます。 
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 まず、この事業の要綱、要領の整備状況と事業着手についての現状についてお伺いをいたし

ます。 

 それから、現在、教育委員会として、保育の高台移転に関して協議がなされているのかとい

うことであります。 

 それから、近い将来、さきの３園とは別に大谷、室戸岬、三高、菜生、元も含めた総合的な

保育所統合の取り組みが必要となると思いますけれども、公立、私立のすみ分けがございます

が、その中で協議ができていけるのかということをお伺いいたしたいと思います。 

 それから、最後になりますが、室戸高校女子硬式野球についてお伺いをいたします。 

 ９月14日、15日、16日に、高校女子硬式野球高知大会が室戸、安芸両会場で開催されまし

て、台風による悪天候で全試合消化はできませんでしたが、室戸中央高校連合チームは２試合

を行い、少ない観客ではありましたが、熱心に応援をしていただき、部員たちも大きな経験が

できたと思います。彼女たちを含めた女子野球を育てる会のメンバーも、今後は来年度の選手

勧誘も含めた支援体制に力を注いでいくことになります。高知県初、四国初、中国、四国地方

初、もし来年度室戸高校に女子硬式野球部が正式に発足をすれば、公立高校としては全国初と

いうことでありまして、この取り組みは、室戸市にとって大変大きな発信力のあるものだと思

います。昨夜も深夜ではありましたが、ＮＨＫ放送で、全国版で40分枠の放送がありました。

これはまた後日昼間にも再放送する予定ですけれども、そういった最初は小さかった動きも、

各マスコミの協力によりまして、全国に発信をされて、室戸高校女子硬式野球の広がりは大き

な期待が持てる物語になろうとしております。この物語を力強く発展させていくには、室戸市

民のあるいは行政の後押しが必要ではないかとも思います。今この部員たちにとって、早急に

解決していただきたいことは、秋から冬場の夜間照明のついた練習場の確保であります。今回

の９月議会の予算のほうには間に合いませんでしたけれども、市長及び教育長には以前から御

相談もさせていただいて、今検討していただいているところですけれども、検討の進捗状況と

今後の取り組みについてお伺いをいたします。 

 ２番目、高知大会への室戸市の協力体制と支援活動の動きについてと。 

 どうしても批判的な意見になってしまいますけれども、今大会の主人公は、室戸高校の４人

であります。しかしながら、開会式も閉会式もメーンは安芸会場に持っていかれるなど、これ

にかかわった私たちとしては非常に屈辱的な思いと、そういった感覚となりましたけれども、

どうしてこのような事態となったのかということを検証しなくてはならないと思います。なぜ

かといいますと、この高知大会、次年度以降も継続して開催される可能性があるからでありま

す。７月に兵庫県の丹波市で全国高校女子硬式野球大会が開催されましたけれども、そのとき

には、高知県担当職員３人と今回メーン会場となった安芸市の職員も帯同して、高知県大会に

向けた視察活動をしておりました。その県職員３人と夜丹波のほうで食事をする機会があっ

て、高知大会の話をしましたけれども、県職員いわく、室戸市は動きませんねという言葉があ



－65－ 

りました。真剣味に欠けた室戸市の対応が、今大会のメーンを安芸に持っていかれるという引

き金になったのは否定できないと思います。大会ポスターにしましても、大会前に慌てて作成

をしますから、そのポスターに写っているのは室戸高校の３人だけということで、高知中央高

校との合同チームでありながら、選手の写真は室戸高校３人のみということになっておりま

す。中央高校の監督も、ポスターを見て苦笑いをしておりましたが、結局、事務局がこの大会

が誕生した経緯を十分に理解できていなかったこと、高知県がどうしてこの大会を企画してく

れたのか、またどうして室戸高校に女子硬式野球部が誕生したのかということを担当職員も含

めた全職員が理解すべきだと思います。室戸高校に硬式の女子野球部をということの原点は、

だんだん室戸高校の生徒が減少します。このまま続けば県教育委員による安芸高校との統合と

いうことのまないたにのると、俎上にのるということになること、それだけは何とか阻止をし

よう、それから６年前の男子の甲子園ベスト８ということも含めて、女子野球で地域を盛り上

げようと、室戸高校の存続を基本に取り組んできた経緯があります。そういった思いは、市職

員全体が共有することが大事ではないでしょうか。市長も教育長もそういったことは十分に理

解させていただいて応援しますということでしたけれども、職員隅々に伝達されてないことが

残念であります。大会数日前に、観客数の減少を心配する、余り多くの市民の方が来ないので

はないかということを心配して、担当の職員に庁内のアナウンスで市の職員にも見に来てく

れ、そして広報車を使って市民に対して宣伝活動をお願いしましたけれども、間際で周知され

なかったのか、観客席に市職員の姿は、担当職員以外は３人、４人ということで寂しい思いと

いうことにもなりました。市長、教育長にお願いをいたします。次年度以降もこの大会が開催

ということになれば、室戸高校の女子硬式野球部が中心の大会でありますから、少なくともメ

ーン会場は室戸市とすることに尽力をしていただきたい。町内外の支援及び市民に呼びかける

ことを約束していただきたいと思います。質問としまして、次回は室戸高校の参加での取り組

みとなりますが、室戸市として次回以降の協力体制、支援活動の取り組みについて市長及び教

育長、担当課長にお聞きをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、人口減少対策でございますが、この点については、本当に各市町村、最大の課題とい

うのは皆さん認識をせられておりますし、私もこのことは一番重要であるというのはもう以前

から申し上げてきたところでございます。そのために、企業誘致であるとか、市内企業に発展

をしていただいて、少しでも働く場所を確保する、雇用の機会をしっかり確保するということ

が大事であるということで、いろんな事業に取り組んでいるということでございます。なかな

かそれが成果ということで、大きな成果という形には出ていないかもしれませんが、企業誘致

にしても、一定の企業の発展ということ、また雇用の場の確保ということには私はつながって
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いるというふうに思っております。 

 また、もう一つは、移住促進の事業、よその県外から室戸市に来て住んでいただこうという

ような事業につきましても、相談員をいち早く設置をして、その事業に取り組んだ結果、15人

とかという移住が確定をしているということですから、そういうことにしっかり今後とも取り

組んでいかないといけないという思いでございます。 

 次に、１点目の①アドバイザー招聘事業の活用についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、外部専門家を活用した事業は、市町村が地域力創造を目的とし、

外部の人材を活用するための総務省の支援制度の一つとして、県内他の市町村でもこういった

制度を活用して取り組んでいるということはお聞きをするところでございます。また、本市に

おきましても、これまでに内閣官房の地域活性化伝道師派遣事業や県の産業振興アドバイザー

制度を利用して、農水産物を用いた商品開発及び販路開拓や観光受け入れ体制の整備の促進等

に取り組んできたところでございます。御案内の外部専門家につきましても、登録されている

方を昨年12月に県の中山間地域活性化アドバイザーとして羽根黒見地区において御助言をいた

だいたところでございます。御案内のように、外部からの視点で地域独自の魅力や価値を高め

る取り組みを事業化し、地域を活性化することの重要性は深く認識をしているところでござい

ます。また、持続的で総合的な地域振興のためには、地域の私は方々の熱意とか情熱といった

ものが事業の推進にはなくてはなりません。不可欠だと考えております。行政主導のやり方で

は、うまくいかなかった事例等も多く見られるところでございます。市としましては、生産者

や地域住民、各種団体と連携を密にし、それらの方々の意向を踏まえた事業を立ち上げる必要

があると考えております。また、その事業の立ち上げに対しまして、どのような適切な補助メ

ニューがあるのか、またどんな補助メニューが望ましいのかというようなことにつきまして

は、検討の上、しっかり支援をしていかなければならないと考えております。 

 次に、②の防災集団移転促進事業の活用についてでございます。 

 御案内のとおり、南海地震は、今後30年以内に60％から70％の確率で発生すると言われてお

り、長い海岸線を有する本市におきましては、津波対策が重要な課題でございます。議員さん

御案内の防災集団移転促進事業につきましては、災害が発生した地域、または災害危険区域の

うち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転を促進するため設け

られた国による補助事業であると理解をいたしております。本事業の特徴といたしましては、

県または市が災害危険区域の指定を行い、住宅等の建築制限をした上で、区域内の宅地等の買

い取りを行います。そして、移転先となる高台の用地整備を行い、住宅敷地として移転を希望

する移転者に賃貸をするというものでございます。移転者が住宅を新たに建設、購入する費用

については、補助の対象にはなっておりませんで、この部分は、住宅ローンなど借入金の利子

相当額が補助される仕組みとなっております。このため、移転者が移転先で住居を建設した場

合は、建設費などの個人負担が生じることとなります。また、災害危険区域の指定に当たって
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は、当該区域において建築制限が行われるため、指定後は住宅等の建設ができなくなることが

想定されますので、地域住民の皆さん方の意見集約や合意形成が大変重要なことになってまい

ります。市としましては、この事業につきましては、今年１月に県都市計画課及び土木事務所

の担当者と高台移転に関する勉強会を行っておりまして、制度の内容などについて説明を受け

るとともに、意見交換をしてきたところでございます。本事業を活用した事例といたしまして

は、東日本大震災の被災地で複数の自治体が事業を実施している状況でありますが、被災して

いない地域において、予防的に本事業を活用して、高台移転を行っている事例は、今のところ

ないというふうにお聞きをいたしております。防災集団移転促進事業につきましては、今後の

制度改正なども含め、国・県の動向を注視するとともに、地域の方々の御意見を聞きながら、

検討すべき課題であると考えております。 

 次に、２点目の①国道及び県道の維持管理体制の構築について及び②室戸岬及び各ジオサイ

トの維持管理についてでございます。あわせてお答えをいたします。 

 国道及び県道の清掃につきましては、私も御案内のとおり、大変苦慮している問題でござい

ます。しかし、この国道、県道につきましては、管理者が当然おるわけでございまして、国道

につきましては土佐国道工事事務所でございますし、出先としては奈半利国道出張所がござい

ます。また、高知県安芸土木事務所、室戸事務所におきましては、県道について対応をすべき

問題でございます。市としましても、昨年のジオパーク全国大会の際に、多くの方々の市民の

方々の御協力をいただきまして、国道や県道の清掃活動をお願いをしてきた、実施をしてきた

ところでございます。しかし、また本年度においても、国道等の草刈りや清掃活動が十分でな

いというところは御案内のとおりでございます。ですから、市としましても、国道及び県道の

管理者に対し、どうしても定期的にこれらの清掃活動、除草というようなものは実施をしてい

ただきたいということで、重ねて要望をいたしているところでございます。 

 また一方、民間組織の方が清掃いただいているということは、大変うれしいことでございま

すが、道路管理者といたしましては、その民間の方々がやる場合には、届け出や許可というも

のが必要だと、一定の手続が必要だというふうに言われているところでございます。現在、吉

良川花と緑の会等の団体が、土佐国道事務所にボランティア活動の団体登録を行い、美化活動

に取り組んでいただいておりまして、これはいろんな地域で取り組んでいただいております

が、私もこのことは大変うれしく思っているところであります。市としましては、こうした民

間組織が活動していただくということは大変うれしく思いますし、その活動を市といたしまし

ては、しっかり支えていく、支援していくということが必要だというふうに考えております。

花と緑の会といったところに対しましても、私は直接その方々とお話をし、市としても協力を

していくというお話をさせていただいておりますので、ぜひそうした形が私としては望ましい

というふうに考えているところでございますし、しっかり支援をしていきたいと考えておりま

す。 
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 次に、市職員の参加の問題でございます。 

 これは、ジオサイト等の清掃活動に対しまして、昨年度はジオサイト、日沖や新村の駐車場

周辺清掃や草刈りといったものに約40名、ジオパーク全国大会の前の清掃活動に対しまして

も、多くの職員が参加をいただいております。このほかにも、むろとの日や自然公園における

一斉美化活動等にも多くの職員が参加をしておりまして、私もこうした際に職員とともにでき

る限り参加をしておりますし、副市長も当然参加を、私が出れないときもずっと参加をいただ

いておりまして、私はいろんな面で職員にも協力をいただいているというふうに認識をしてい

るところでございます。ただ、こうした清掃活動やこういう活動に対しては、ぜひ積極的な参

加というものは当然お願いしていきたいというふうには思っております。 

 次に、③の日沖サイトへの駐車場整備についてでございます。 

 日沖丸山海岸サイトにつきましては、平成23年度に駐車場の整備や遊歩道の整備を行ってお

りまして、乗用車等の乗り入れが可能となっているところでございます。今回、近くにジオパ

ーク拠点施設の整備を進めているところでございますので、大型バスもそうなりますと駐車で

きるスペースを計画をしているところでございます。拠点施設が完成をすれば、ここを利用し

ていただいて、自転車や徒歩でジオサイトやその周辺を散策しながら日沖サイトを楽しんでい

ただけるのではないかと考えているところでございます。 

 次に、３点目の①補助事業に対する受け皿の見直しと中・長期的な被支援事業体の構築につ

いてでございます。 

 本市の補助事業につきましては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業では、実施主

体を芸東森林組合として、高性能林業機械の導入事業に取り組んでおります。また、市の事業

といたしまして、農山漁村地域整備交付金を活用して、水路の改修事業など農業用施設の基盤

整備を実施をしております。そのほか農業水利施設保全合理化事業、農業競争力強化基盤整備

事業の実施主体は高知県でございます。６次産業化ネットワーク活動交付金事業、緑と水の環

境技術革命プロジェクト事業の実施団体は民間団体等となっているところでございます。した

がいまして、新たな補助事業につきましては、実施主体がどこになるかが大事な要素となって

まいりますので、事業によってその受け皿となる組織や団体を市としても支援をしてまいりま

す。 

 次に、中・長期的な計画についてでございます。 

 市としましては、現在、室戸市総合振興計画を策定をし、それに沿って農業振興対策を実施

をしているところでございます。その中で、①生産基盤等生活環境の整備といたしましては、

地域ため池総合整備事業や中山間地域等直接支払交付金事業などに取り組んでおります。 

 ②生産、流通、販売体制の強化としましては、環境保全型農業推進事業によりまして、天敵

栽培の推進を図り、施設園芸のほぼ全戸で取り組みが進められているところでございます。ま

た、新規就業者支援事業において、担い手の確保にも努めております。 
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 ③産地化の推進につきましても、特産野菜等のブランド化事業として、深層水ナスのブラン

ド化における販売促進などの取り組みを充実をさせているところでございます。 

 次に、生産組織の結成から加工品開発までの指導体制についてでございます。 

 国におきましても、新たな市場、付加価値を創出するとともに、農山漁村地域の雇用の確保

と農林漁業者の所得の向上を目的に、６次産業化を進めているところでございます。市としま

しても、生産から加工、販売までの事業に取り組んでいかなければならないと考えておりま

す。これらの事業の推進につきましては、先ほども申し上げましたように、やる気と熱意のあ

る生産者が中心となって組織することが私はやっぱり最も望ましいと考えているところでござ

います。行政主導ではなく、関係者団体の連携協力型として、民間主導を進め、行政はそれを

しっかりサポートし、また支援する体制が必要だと考えております。そうした中で、国や県な

どの補助事業を検討するとともに、アドバイザー派遣事業などの導入や活用につなげてまいり

ます。 

 次に、５点目の室戸高校女子硬式野球についてでございます。 

 まず、①の冬期屋外練習場についてでございます。 

 現在、中央公園グラウンドで練習をしているところでございますので、冬期の夜間照明が必

要であるという要請はいただいております。この件につきましては、旧室戸岬中学校グラウン

ドにございます照明器具の修繕をして利用することができないか、また中央公園グラウンドへ

の移設ということを検討してきたところでありますが、当該施設設備は、大変老朽化をしてお

り、コンクリート柱につきましても、移設に耐えない状況でございまして、移設が困難なとこ

ろでございます。そして、新しい設備といたしまして、中央公園グラウンドに新設をするとい

うことを検討をしておりますが、照明設備で約1,000万円を超えます。もう一つ経費が必要と

するのが、防球ネットというものもやはりあのままではどうも不十分であるということで、そ

れにつきましても、見積もりをいただくと1,900万円というような状況でございます。これら

の費用につきましては、どうしても市単独の予算では厳しい状況でございますので、国や県の

補助をいただくことができないかというような財源対策を現在検討をしているところでござい

ます。 

 次に、②高知大会への協力体制と支援活動の動きについてでございます。 

 この件につきましては、教育長や担当課長とも意思統一をしておりますので、私からお答え

をさせていただきたいと思いますが、当該大会は、本県で急遽開催が決まったということで、

市としましても、その点不十分な点あったかもしれませんが、その対応につきましては、市は

補助金で支援をする、また審判員や役員などの確保というようなものにしっかり努めてきたと

ころでございます。また、大会の開会式が安芸市になったということでありますが、これはフ

ァイティングドッグスとの交流ということも考えた中、また遠方から来る学校のこと、地理的

なことというような中から考慮されたものだというふうにお伺いをしているところでございま
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す。今後におきましても、この大会、継続して開催をしていただきたいというふうに思ってお

りますし、その場合には、しっかり日程におきましても余裕を持って開催をいただきたいとい

う思いでございますし、室戸球場を利用した開会式であったり閉会式というようなこともぜひ

そのような内容で私としては要請をしてまいりたいと考えております。 

 また、本大会の支援につきましては、先ほども申し上げましたが、審判員の方々、グラウン

ドの整備員、スコアボード係員など多くの協力をいただきました。大変ありがたく思っている

ところでございます。今後とも大会開催を支援をしてまいります。 

 それと、もう一つ、どうしても申し上げたいことは、やっぱり室戸高等学校というのは、室

戸に本当に一つしかない高等学校であります。ですから、私どもとしては、ぜひ県立学校であ

りますが、ぜひ市としては最大限支援をする、最大限努力をさせていただく、協力をさせてい

ただくというのは、私は以前から申し上げているところでございますし、実際、この大会以外

にも、室戸高校に対する支援というのは、いろんな面でさせていただいているところでござい

ます。ですから、私としては、今後とも高知県としてもあるいは県教委としても、室戸高校に

対してやっぱり一定の支援というものをぜひお願いしていきたいというのが私の偽らざる思い

でございます。例えば、県による財政支援、またいろんな大会に対する協力というものも私ど

もも力いっぱいやっていきますけれども、県立学校でもあるわけですから、そうしたこともぜ

ひお願いをしていきたいというふうに私としては考えておりますので、ぜひそのことの要請や

お願いもしていきたいと考えているところでございます。 

 私からは以上でございますが、そのほかの件につきましては、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） 昼食のため午後１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時16分 休憩 

            午後１時10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。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） 山本議員に大きな３点目の１の２の各

団体との定期的な協議について御質問にお答えします。 

 農地・水保全管理支払事業の第２期対策は、平成24年から28年度までとなっておりまして、

本市においては、現在10活動組織が取り組んでいるところであります。国におきましては、中

山間地域等直接支払事業と類似した事業であることから、事業の一元化を視野に入れ、検討さ

れているとお聞きしております。現時点で具体的な連絡をいただいておりませんので、事業の

継続につきましては、今後の国の動向を注視していかなければならないと考えております。 

 次に、活動組織に対する農林水産課のかかわりについてでございますが、本事業は、組織が

主体となり、地域の実情に応じた地域内での話し合いなどにより、地域協働で農地、農業用水
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等の資源の保全及び質的向上に取り組むことを目的として創設された制度であります。農林水

産課といたしましては、事業実施上、活動組織にかかわることは重要であると考えております

ので、今後とも組織に対する支援や助言などを行うとともに、国・県の新規事業等について、

随時関連組織、各団体等への情報提供に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 山本議員さんに大きな２点目の(1)の②室戸岬及び各

ジオサイトの維持管理についてお答えいたします。 

 室戸岬の国道周辺の雑草につきましては、国道管理者である土佐国道事務所奈半利出張所へ

訪問し、相談したところ、予算が削減されたことにより、維持工事が進んでいないとのことで

ありましたが、室戸岬は、東部地域の代表的な観光地でもあり、早急な対応をお願いしまし

た。また、商工観光深層水課といたしましては、臨時職員による遊歩道や海岸の清掃などを定

期的に行うとともに、職員や市民に呼びかけた「あったか高知。秋のおもてなし一斉清掃」な

どの清掃イベントも実施しているところでありますが、今後も関係課等との連絡を密にし、室

戸岬周辺の景観保全に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 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。 

 大きな項目４の保育所の高台移転についての中で何点かお尋ねがありましたので、順次お答

えいたします。 

 まず、高台移転事業の要綱、要領の整備状況と実行可能状態の期限についてでありますが、

現在の県教育委員会の状況は、12月県議会へ高台移転事業費を補正予算として計上し、その要

綱については、12月議会後に制定の予定であるとお聞きしております。室戸市では、高台移転

の用地調査に係る補助要綱を既に制定しているところでございまして、今般の補正予算へ補助

金を計上しております。 

 なお、県の保育所高台移転事業の実施期間は、平成25年度から29年度までの５年間でありま

す。 

 次に、現在、教育委員会として高台移転に関して協議がなされているのかということについ

てでありますが、室戸地区、岬地区では、津波浸水区域内にある保育所が６園あり、定期的に

高台への避難訓練を実施する旨の指導を行っておりますが、乳幼児を多く預かっている保育所

では、津波到達までの避難が困難であることから、教育委員会といたしましても、高台移転に

ついて既に協議を行っているところでございます。先ほども申し上げましたが、今般の補正予

算案へ高台移転に係る調査費を計上しておりますので、その調査結果を踏まえ、保育所の高台

移転を支援してまいります。 

 次に、近い将来、公立、私立保育所を含め総合的な取り組みが必要であるが、公立、私立の

すみ分けについて協議可能かについてであります。 



－72－ 

 公立、私立保育所を交えた議論はなかなか困難でありますので、私立保育所におきまして

は、経営しております社会福祉法人に対しまして指導、助言を行い、高台移転促進に向けて全

力で支援をしてまいります。 

 公立保育所につきましては、将来的な園児数を見据えた中で民営化もしくは統廃合の方向性

を慎重に検討してまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 山本賢誓君の２回目の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） １回目の質問で答弁漏れもありましたけれども、２回目で含めてや

らさせてもらいたいと思います。 

 まず、１番のアドバイザー招聘事業の活用についてで、市長答弁もございましたけれども、

その中で、企業誘致も含めて、それから移住促進も含めて取り組んでおります。なかなか成果

が上がらないということ、それから補助メニューも事業のメニューも検討するということでし

たけれども、私が問うているのは、このアドバイザー招聘事業についてでありますので、そう

いった第三者の意見を室戸市の将来に対して役立てていくということについての質問でござい

ますので、その点に関しての御答弁、もう一度お願いしたいと思います。 

 それから、ジオパークの関係の草の処理についてのボランティア組織のことで、各常会で結

成するかあるいは旧町単位でということで質問しましたけれども、市長答弁は、花と緑の会の

１団体を指定しというか、名前が出て、そこにお願いもしていくということですけれども、室

戸市の海岸線は47キロ余り、それから県道も含めれば50キロを超えるので、とてもその１つの

団体のボランティア組織にお願いしたところで、室戸市の国道、県道の管理はできないという

ことであります。質問としては、その室戸市全域を含めたボランティア組織を結成してはどう

かということで質問してありますので、その点に関してもう一度答弁をお願いしたいと思いま

す。 

 それから、他の市町村は行政職員がということですけれども、もし先ほどのボランティアを

市全体で結成していただいて、地域の方々に草を刈っていくということで、お願いをするとい

うことですけれども、それって年に２回ということはなかなか頼みにくい部分がありゃせんか

というふうにも思います。 

 それで、一つ提案ですけれども、例えばですね、市長、職員が250名おるとします。そし

て、単純計算ですけれども、男性の職員、女性の職員も含めて、１人が１日に200メートル、

これ１日200メートルですから、女性でも簡単にできるということになります。これが例えば

250人が１回でやるか、２回でやるかですけれども、合計250名やったら50キロの国道のあるい

は県道の草が１日で終わるということにもなりますので、そういったことも年に１回は職員で

やるとか、それから年に１回は地域の方にお願いするとか、そういうふうなことも大事ではな

いかとも思います。そのことについて御答弁と、それから全部の課長に聞くと大変長くなりま

すので、右側の課長全員に、副市長を除いた課長にお聞きしますけれども、雑草が生え茂って
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長期にわたってずっと醜い姿が室戸市の国道でありましたけれども、今は羽根岬を過ぎるのに

室戸市の前の状況と同じような状況が奈半利町の国道、非常に草が生えて醜いというふうなこ

とがあります。室戸がそういった状況にあるときに、あなた方課長はいつもそこを通りながら

どのように思っていたのかということをひとつ全課長に聞いてみたいと思います、こちら側。 

 それから、農業の関係で質問しましたけれども、農業競争力、競争が全国各地で行われてい

って、それにはやっぱり後継者というものが順次育っていって生産意識が高いというふうな部

分がありますけれども、質問の中で、そういった生産者任せの状態じゃなくて、市が率先して

生産者組織の結成から加工品開発まで指導していく体制をとらないとということを質問しまし

た。その中で、特に後継者の問題に関してですけれども、近い将来、後継者が不足してくる、

また室戸市全域の農業者、特に羽根地区とか吉良川地区は今後継者がおって生産意欲も高い中

でやってくれてますけれども、そういう第２世代の後継者の方々が高齢化していったときに、

次の世代っていう部分が後継してくれるかという問題も必ず出てきます。そういうときも含め

て、10年後、15年後の後継者を育てる意識と行政の取り組み方というものを答えてほしいとい

うことの思いの質問でございますので、その件に関してももう一度お答えを願いたいと思いま

す。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） ２回目の質問にお答えいたします。 

 まず、アドバイザーの活用ということですが、前段でも申し上げましたように、アドバイザ

ー制度というようなものは、積極的に取り入れて、地域農業、いろんな企業の発展に向けた取

り組みということは当然やっていかないといけない。で、いろんなアドバイザーがおるわけで

すよね。地域の課題に即したアドバイザーをしっかり導入をしていくというようなことが大事

だということを申し上げたところでございます。 

 それから、ジオパークの関係あるいは雑草の処理、ボランティアの育成というようなことで

ございますが、私は花と緑の会に全てをお願いすると言って申し上げてはおりません。花と緑

の会のように自主的に組織をされて、そういうところが花壇整備ということで、国道の美化活

動に十分取り組んでいただいている。そういう団体は、ぜひ頑張っていただいて、市としても

支援をしますというようなことでございます。だから、そういう除草についてそういう団体を

つくる、ボランティア団体ができるというようなことになりますと、私どもも当然、支援をし

ていきたいというところでございます。ただ、ぜひ考えていただきたいのは、管理者はあくま

でも国道であり県道でございます、県道管理者であり国道管理者でありますので、そうした

方々との意思疎通あるいは許認可というようなものをしっかりやっていただきたい。その上で

そういう団体をこしらえて除草活動をするというのであれば、我々は当然支援をしていくとい

うことでございますし、そうした中に職員が含まれていく、職員がやっていくとかということ
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も当然積極的にその辺は考えていきたいと思うわけでありますが、ただその点についても管理

者である国・県とよく相談をしていかないといけないという思いでございます。 

 それから、農業の問題でありますが、後継者対策というのが大事であるというのは、私も議

員と同様に思っております。これは今後、施設園芸にしても、もう農業者、現在やっている方

が10年しますと本当に若い方がいなくなる。その中でどういう品目を育てていくか、またどう

いう対応をしていくかというのは、本当に大事な問題でありますので、それは生産者の方々と

しっかり私は意思疎通を図って、どうしていくかというのを当然考えていかないといけない

し、今も、僕毎回申し上げてますが、農業の研究団体がありますよね。そうした研究団体の

方々にもう同じもんをこれからずっと続けていくことは、あるところへ来ると限界に来る。だ

から、その前に新しい品目であるとか、新しい作物をやっぱり考えていかないといけないんじ

ゃないか。そのための支援というものは、行政としてもしっかりやっていく必要がある。だか

ら、ぜひ相談をしながら、研究をしながら一緒にやっていこうじゃないかということを申し上

げてきておりますので、私はその姿勢は今後もしっかり持っていきたいし、農業者の生産者の

方々の支援ということに力を入れていきたい。また、新しい農業をやりたい、新規就業者につ

いては、前段でも申し上げましたように、いろんな国・県の補助制度がございますので、それ

らを活用した新規就業者を少しでもふやしていくというような取り組みは私はしっかりやって

いきたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 山本賢誓君に申し上げます。 

 全課長の答弁ということは、通告制に従っての議事運営を行っておりますので、反すると思

いますので、御理解を求めます。 

 山本賢誓君の３回目の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 失礼しました。 

 そのボランティア組織の育成組織ということですけれども、市長、明確に答弁ということに

はならんかったと思います。それはなぜかといいますと、そういう団体ができれば室戸市とし

ても支援したいということではなくて、例えば100人、150人規模のボランティアがいると思い

ます。そういったことを市のほうが各常会とか、そういうところに投げかけていってほしい、

行政主導でやってほしいという意味の質問であります。ほんで、任意の方々に任すとすれば、

それはもうなかなか大変なことで、それほどの組織はできん。羽根から佐喜浜までそういった

統一したボランティア活動はできんと思います。 

 それから、その方々に、イベントのときだけではなくて、それは市長も市の職員もやってま

すと言うけんども、イベントのときだけではなくて、通年、少なくとも年に２回は国道の管理

をしていかんと、ジオパークに訪ねてくる、お遍路さんが室戸を訪れてくれると、そういった

方々に対応できんと思います、国道の維持管理は。それは、管理者が当然国でもあり県でもあ

るわけですけれども、それを協議して市の範囲でできることをやっていってくださいという趣
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旨の質問ですので、そこのところもう一度御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） お答えをいたします。 

 ボランティア組織を市がつくったらどうかという話だというふうにお受けをしましたが、や

っぱり僕が前段からずっと申し上げてきているのは、管理があくまでも国であり県であるとい

うことながです。そこでまずしっかり対応していただきたいというのがあるわけですね。行政

主導でボランティア団体をずっとつくっていくのがいいのか悪いのかという問題もございま

す。ですから、関係者等そうしたことも当然意見交換をする、相手方の意見も聞く、また当然

その辺を我々も何回かは常会長連合会等々の協議もしておりますので、そんな中から意見もお

伺いをするというようなことは当然やっていきたいと思いますが、行政主導で全部つくってい

くということが先ありきということは僕はちょっとおかしいのではないかという思いでござい

ます。だから、その議員さんが言われるそういうようなものをつくってしっかり対応せえやと

いうことはわかりますが、私としては管理者がおるわけでありますから、管理者も含めた中

で、また地域の方々の御意見も聞きながら、そういうものは考えていくべきではないかという

思いでございます。以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 次に、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９月第４回定例会におきまして、市民を代表いた

しまして一般質問を行います。 

 室戸市総合振興計画のページに沿って質問させていただきます。 

 基本構想第２章、大綱４、安心して暮らせるまちづくり、(1)防災対策の充実の中の防災行

政無線などの運用についてお伺いいたします。 

 防災、減災対策として、有事の際の住民サービス設備、防災行政無線、消防組織、国・県と

の情報連絡といろいろありますが、どのように対応しているか、また通信設備の100％稼働は

確信できますかという質問、多分当然ですと答弁されると思いますが、現実は非常に厳しいと

ころがあります。先日の全国一斉の防災行政無線装置試験結果について、全国で約50の市町村

で不備があり、最大の衝撃は２年続きのトラブルがあったのが10の市町村が作動せずという報

道がありました。高知県でも、西部の町では作動しなかったという報道がなされています。室

戸市の放送設備は、まだ稼働を開始していませんが、万全の方法をとられていると思います。

あってはならないことですが、室戸市は緊急通信放送が何らかの事情で使用できない場合を想

定しての対応はなされているか、またどのように計画されているのか、危機意識の欠落する北

海道で事故がありましたけども、そういうのが想定されますので、それらを管理、保全される

方々の20年後、30年後のメンテナンスを含む教育、市職員の住居、市職員全員が設備設置場所

の確認と緊急時の市職員への緊急連絡、市役所、中継基地への到達時間、職員の休祭日の連絡
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の方法、他の組織たちの協議状況はいかがか、お伺いいたします。 

 次に、大きな２番、基本政策の大綱１の(5)観光振興と交流人口の拡大についてお伺いいた

します。 

 過疎と少子・高齢化社会からの脱却は、室戸市の現状を見まして到底不可能ですが、高齢化

率を下げることはできると思います。重要な手段としての交流人口と物流経済の活性化が絶対

必要です。このことが、住民の方々の懐を肥やす、するとさきの議員の質問もありましたけれ

ども、滞納問題の一つの解決の策とはなると思います。そして、若者の観光産業と消費につな

がる他の雇用の場所の提供が必要ですが、３次産業としてのこれまでの観光は物見遊山型、こ

れからの観光はテーマ性の強い参加体験と勉強型、そして物消費観光から経験消費型観光が、

近い将来、観光の主流となるように伺っております。 

 そこで、室戸ジオパーク世界認定の世界の名前と1200年前のパワースポット室戸岬で空と

海、そして宇宙を感じ、命名された空海をまことに失礼な表現ですが最大限活用し、観光施策

をとるべきではないかと考えますが、いかがですか。このことについて、行政が直接タッチ

し、振興できることではありませんが、またこれらを進めるための組織、観光協会等がありま

すが、その活動と振興策の提示はありますか。さきの答弁では、やる気のある、行動するとい

う答弁もありましたけれども、ことしの事業計画も予算措置の中で何らか提案されています

か、来年は四国八十八カ所霊場開祖1200年ですが、この室戸で人生の進路を決め、名前も空海

と命名した室戸の地での記念事業を提案いたします。室戸の観光は、空海からジオ、ジオから

空海へと結ぶべきではないか、その史実に沿った１次産業も含む生活、文化、歴史、地質、地

形と室戸ジオパーク施設はその目的を達する最も有効な手段として、人間の五感に訴える、出

会い、触れ合い、感動、発見など、地域の歴史、生活文化を生かした施設であってほしいと熱

望します。この事業の10年後、30年後を見据えたコンセプトに沿った他に類のない室戸特有の

施設になるべきではないか、交流人口とそれに伴う物流拡大が、新たな６次産業を興し、それ

が室戸東部地区、室戸岬から佐喜浜、東洋町、ずっといきますけども、そういうところの振興

策になるんではないかなというふうに思います。私どももともに推し進めますが、いかがです

か。 

 室戸市が活性化を求めて補助金を出されている団体などにも、強力な指導力と協力で、事業

提案を求められてはいかがか。その目的を達するためにも、予算も組まれ、室戸市という大き

な組織の再活性化を進めてはいかがか。行政だけでは対応できないと言い古されていますが、

官民協調時代です。室戸市は、その事業に大幅に乗りおくれていますが、９月23日、先日です

けども、高知新聞に報道された梼原1200年物語の事業の一環として、グルメフェスタイン梼原

に参加してきました。参加店数が約28店舗参加ありましたけども、販売数は私の推測の域を脱

しませんが、私の感触では１店舗当たり220食、28店舗で6,160食が開店約１時間から１時間半

でほぼ完売され、来訪者は計画した時点では、約4,000人とお聞きしましたが、新聞報道では
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１万5,000人と報道されました。行政がこのフェスタに500万円もの資金を投入し、強力な宣伝

活動を展開、各種団体と梼原町民が一丸と対応されていました。それを見習いそれぞれの組織

を守るために連携し、協力して力を合わせるときです。漫画的とは思いますけれども、ブラッ

クユーモアの要素でありますけども、過疎がその先進むと非常に厳しい状況がなると、さきの

議員さんも指摘されておりました。現在、ただアリバイづくりの事業は見直し、次の時代につ

ながる方法を勉強され、各種団体の方々にも行政の強い指導力が発揮できないか、お伺いいた

します。今現在、市長さんが一生懸命頑張っておられますけども、心意気がまだ他の施設に、

他のまた団体に通じていない部分もやや感じられますので、その点をよろしくお願いいたしま

す。 

 基本施策の大綱６、(1)生活環境の改善の②集落の整備と移住の促進の主要事業に６つの６

事業があります。集落支援設置事業、集落維持再生事業、集落道の維持管理事業、移住促進事

業、移住相談窓口強化事業、移住体験住宅整備事業がありますが、室戸市の高齢化率の改善に

移住促進事業、移住促進窓口事業、現在頑張っておりますけども、移住体験住宅整備事業が記

載されてますが、観光まちづくりのキーワードと重なりますが、住んでよし、訪れてよしの地

域づくり、まさに生活観光は地域のよさを再発見すること、そして行きたくなる町、住んでみ

たくなる町、観光がゆっくりと楽しめる町を目指すことが重要と思います。我が町室戸で生活

の糧を得られている市外居住の市民と市職員の方々にも、室戸居住をお願いしたいと思いま

す。室戸市を衰退から活性化へのステップは、地味でも堅実に、スピードを持って進めるため

には、行政の縦割りではなく、各課横断的に高齢化率対策と交流人口と物流拡大を考えなけれ

ばならないかと思います。65歳以上の高齢者の方々が室戸市で人口の40.7％を占めているとい

うことですけども、これの高齢化率の軽減にも貢献されるんではないかなとあわせてお伺いい

たします。 

 ４番、室戸市制発足後50年を経過しても、未解決、もしくは過去の事業で時代の変化に対応

できず苦慮されている新たな課題はないか、小松市長も我々議員も、時期は違いますが、はや

２期目の仕上げの年を迎えつつありますが、土地開発公社問題の解決、焼かれたくない火葬

場、ワーストワンの室戸火葬場の新築改装、南海トラフ震源の大地震が近い将来発生の確率が

高く、小松市長も減災のための防災行政無線事業ほか、避難タワー、避難道路など全力で粛々

と地震対策事業を推進していますが、まだまだ住民の要望が数多く寄せられていると理解いた

しますが、粘り強くお願いいたします。旧土地開発公社の計画性のない土地の購入の神ノ前土

地問題と吉良川水源地配水施設問題をさきの議会で質問させていただきましたが、そのときの

答弁は、神ノ前の土地については、防災公園として国・県との折衝中で、解決の方向を示唆さ

れ、現在、一応解決済みですが、吉良川配水池問題とそれに伴う決算処置等は解決の見込みは

まだ見当たらずとの答弁をいただきましたが、その後解決策はいかがか。また、同様に、隠れ

た不良債に準ずる案件は、他に存在するかということも重ねてお伺いいたします。 
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 以上で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） 米澤議員さんにお答えをいたします。 

 まず、(1)防災対策の充実や防災行政無線等の運用についてでございます。 

 本市における災害発生時の関係機関との連絡手段につきましては、ＮＴＴ回線が使用できな

くなった場合は、県庁との連絡手段として、高知県防災行政無線の専用電話及びファクスによ

り通信を行います。また、市消防本部との連絡方法につきましては、本市防災行政無線移動系

システム及び衛星携帯電話により通信を行います。さらに、住民の皆さんへの情報伝達手段と

いたしましては、現在、整備を進めております防災行政無線同報系システムを活用できると考

えております。これらの情報通信施設は、日ごろから保守点検をすることが大変重要でござい

ます。特に、防災行政無線につきましては、24時間の保守対応ができる体制をとるとともに、

試験放送を流すなど、日々の動作確認を行いたいと考えております。 

 次に、９月11日に実施されました全国瞬時警報システム、いわゆるＪ－ＡＬＥＲＴの全国一

斉情報伝達訓練についてであります。 

 本システムは、気象庁が発表する緊急地震速報や津波警報などの防災情報や内閣官房が発表

する武力攻撃等の有事関連情報について、人工衛星を介して、迅速に緊急情報を市町村などに

伝達するシステムであります。本市におきましては、先日の訓練において、受信機及び消防無

線スピーカーの正常な起動を確認しておりますが、このシステムを現在整備中の防災行政無線

に連携させ、市内79カ所の屋外スピーカーや戸別受信機から自動的に放送が流れる仕組みをと

ることといたしております。これらの情報伝達手段を補完するものとしましては、携帯電話の

エリアメールや職員参集システム及び衛星携帯電話などがございます。防災行政無線を含め、

これらの情報通信施設の保守管理に努めるとともに、日ごろから職員参集訓練や関係機関との

情報通信訓練を行い、緊急時に対応をしてまいります。 

 次に、(2)観光振興と交流人口の拡大についてでございます。 

 観光の振興につきましては、室戸ジオパークが世界ジオパーク認定を受けたことの影響など

によりまして、平成24年度の観光客入り込み客数は53万1,876名となっております。21年ぶり

となる50万人を突破をしておりまして、交流人口が拡大をしているものと認識をいたしており

ます。今後におきましても、各種イベントや観光施設などの魅力を磨き上げるとともに、新し

い観光資源の掘り起こし等を行い、さらなる交流人口の拡大に努めていかなければならないと

考えております。新しく施設を整備をした室戸ドルフィンセンターや今年度に整備が完了いた

します吉良川まちなみ館、平成27年４月に開館予定でございます室戸ジオパークの拠点施設な

どとの連携により、一層の交流人口の拡大につなげていきたいと考えております。 

 次に、６次化による産業観光についてでございます。 

 そもそも６次産業化とは、第１次産業である農林漁業者が、加工から流通、販売までを行う
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ことで、農林水産業の付加価値を高めることにより、農林漁業従事者の所得向上と雇用の拡大

が図られることなどを目的とした考え方であると認識をするところでございます。それらの手

法が観光行政に生かせるのではないかということでございまして、議員さん御案内のとおりで

ございますが、いずれにしましても、旅のスタイルというのが、団体から個人へ変わり、目的

も名所旧跡、物見遊山型からテーマ性の高い参加体験型へと移行をしているところでございま

す。生活地や人との触れ合い、交流を求める方向になってきているのではないかと考えます。

今後、このような対策や方法について、専門家の方々の御意見もお聞きをして、しっかり観光

振興につなげていかなければならないと考えております。 

 次に、空海名を使った記念事業についてでございます。 

 これまでにもお答えをしてきましたように、高知県や四国４県で関連団体等と連携して、四

国遍路創設1200年の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等を行っている

というふうにお聞きをしているところでございますので、県などの取り組み内容を把握し、ま

たイベント事業や情報の共有など、関係団体等との連携を行いながら、交流人口の拡大に向け

た取り組みになるように努めてまいります。 

 そして、関係団体の指導ということでございますが、私はいつも補助金といいますか、お金

を出させていただいている以上、口も出させていただくということを申し上げているところで

ございます。いろんな団体とはしっかり意見交換をし、今後とも連携をして、しっかりした活

動につなげてまいります。 

 次に、(3)の集落整備と移住の促進についてでございます。 

 移住促進につきましては、人口減少に一定の歯どめをかけるため、これまでにも積極的な取

り組みを進めてきたところでございます。取り組み内容といたしましては、移住相談窓口強化

事業により、平成22年９月から移住相談員１名を雇用しております。また、移住体験住宅整備

事業として、平成20年度に元の体験住宅を、平成23年度に吉良川体験住宅をそれぞれ整備をし

てまいりました。さらに、室戸のよさや空き家に関する情報を発信するため、ホームページの

整備やパンフレットを作成するとともに、都市圏で開催される移住相談フェアなどに参加をし

ているところでございます。これらの取り組みの結果、これまでに移住者は８組、13名、また

２地区居住の方が４組、９名となっているところでございます。高知県の試算によりますと、

60歳の夫婦50組、100名の移住による経済波及効果等は65億円で、若年層が移住してきた場合

は、さらに大きな経済波及効果が期待できるということが想定をされているところでございま

す。したがいまして、移住者が退職者等のリタイアメント層であれば、地域経済の活性化が図

られることに加えて、若年層であれば、さらに高齢化対策や担い手不足解消などの効果につな

がるものと考えています。いずれにしましても、移住促進事業は、人口減少対策や地域経済の

活性化につながる施策でございます。議員さん御指摘のとおり、県や関係機関、関係団体と連

携を図るとともに、市役所内部においても情報共有を図り、空き家の情報収集や雇用の確保な
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ど、移住促進に努めてまいります。 

 次に、懸案事項への取り組みについてでございます。 

 御質問の中にもございましたように、私は平成18年の市長就任以来、本市の長年にわたる懸

案事項について取り組みを進めてまいりました。まず、土地開発公社の所有地であった近隣公

園用地につきましては、平成20年度よりその整備計画を策定の上、平成21年度に市道神ノ前線

及び消防屯所の整備を行うとともに、公園用地を購入し、平成23年度に備蓄倉庫及びヘリポー

トの整備を行い、防災活動拠点として完成をしたところでございます。また、これらの取り組

みによりまして、約13億円の土地開発公社の負債を処理し、清算を完了をしたところでござい

ます。 

 次に、防災対策事業として、市内全域に迅速に情報を伝えるための整備といたしまして、当

初14年前に防災行政無線の整備計画がございましたが、進捗をしておりませんでしたので、平

成21年度に再度計画を見直し、さらに平成23年度に設計を見直すということで実施設計を策定

をし、平成24年度に社会資本整備総合交付金事業において整備を行っております。防災行政無

線につきましては、本年中に完成することとしております。 

 なお、消防屯所の高台移転、避難タワー、避難路及び避難道路の整備等、一層の防災対策は

必要であると考えております。 

 次に、現在の火葬場についてでございます。 

 この点につきましても、昭和56年度に建築をされたもので、大変老朽化が進んでいるという

ことで、住民の方々や県外から帰省された方々から、建てかえの要望が強く出されていた問題

でございます。財政状況が厳しい中ではありますが、一部用地買収の後、平成24年度に計画を

策定、設計の上、本年９月に造成工事を発注し、建築主体工事につきましても、本議会に契約

議案として提案をさせていただいております。平成26年度の完成を目指してまいります。 

 次に、市道愛宕山墓園線についてであります。 

 この市道につきましても、50年来の懸案事項というふうにお聞きをいたしております。昭和

27年度から昭和36年にかけて、また昭和51年度から昭和56年度の２期にかけて、愛宕山に墓地

を移転をしておりますが、住民の方々からは、初期の移転完了後より、市道整備の要望が出さ

れていたところでございます。当該道路の整備は、平成23年度に測量調査を実施するととも

に、用地買収、実施設計を行い、本年９月に工事に着手をしておりまして、計画的な整備に取

り組んでまいります。 

 次に、西山簡易水道施設の問題につきましても、平成17年６月に議会に請願書が提出をさ

れ、同年12月議会で採択をされていた問題でございます。この件につきましても、平成20年度

に水道事業計画を策定の上、平成21年度から平成23年度にかけて整備工事を行い、現在、簡易

水道施設として飲料水を供給をしているところでございます。また、新たな取り組みといたし

まして、平成20年から取り組んでまいりました室戸ジオパークは、市議会の方々や関係者、多
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くの市民の方々の御協力をいただいて、平成23年９月、世界認定を受けたところでございま

す。そして、未解決の大きな問題でございますが、昭和55年度着工の吉良川西の川水源地の問

題がございます。この件につきましては、これまでにも何回かお答えしてまいりましたが、こ

の水源地を使用すると、農業用水等に支障が生じるなどの理由によって、地元の理解が得られ

なくなり、未稼働のまま建設仮勘定に計上をしている問題でございます。これまで本勘定に移

行可能な土地等の措置を行ってきたところでありますが、現在まだ約４億5,000万円が仮勘定

となっているところであります。また、この対策につきましては、公認会計士や専門家の御意

見をお聞きしてまいりましたが、建設仮勘定の処理方法といたしましては、黒字を充てる方法

以外処理方法がなく、それによりますと、10年から20年の歳月を要するということとなります

ので、なかなか処理ができていないところでございます。しかし、平成24年度において、地方

公営企業法が改正をされましたことによりまして、資本金の減少が議会の議決を受けることに

よって認められた場合に、処理ができるのではないかという方法が出てまいりまして、現在、

その内容につきまして、確認や調査というものを行っているところでございます。今後、日本

水道協会や公認会計士さんなどに処理方法について御指導をいただきたいと考えております。 

 いずれにしましても、特別損失の予算計上や資本金の減少などにつきまして、議会の御理解

と御協力をいただかなければなりませんので、処理方法などがまとまり次第、議会にも御相談

をしてまいりたいというふうに考えております。 

 そのほか、未収金や貸付金問題がございますが、これらのことにつきましては、今後とも適

切な収納対策等に努めてまいります。私からは以上です。 

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

○９番（米澤善吾君） ９番米澤。２回目の質問を行います。質問というか確認の部分ありま

すけども、Ｊ－ＡＬＥＲＴというか、防災行政無線については、現在考えられることは全て想

定されているということで一応今の時点では安心しました。より一層危機感はお持ちいただい

て、運用に配慮していただきたいと思います。 

 それと、やっぱり補助金を出している団体ですけども、また同じようなことになるかもわか

りませんけども、これから先は年間予算、また数年も複数年の計画も立たれた上の予算の執行

とか、そういうところでもう少し団体にも緊張感を与えていただくようにお願いしたいと思い

ます。 

 それと、ジオ拠点施設の件ですけども、これ一応今まで五感に訴えるとかなんとかって言っ

てますけども、課長さんにちょっとお伺いしたいんですが、このコンセプトが専門家とか、そ

ういう方のお知恵をかりてやらないと、方向性が定まってこないと。できたら何じゃろ、２億

5,000万円もかけてこんなもんじゃろかというところが想定されて、後の運営のことも非常に

影響されるんですけども、そういう専門家とか、予算の関係もあるとは思いますけども、知恵

をかりる状況にあるのか、またそういう予定があるのかというところです。 
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 それと、防災行政無線のときに質問させてもらいましたけど、避難道路ですけども、それに

対する太陽光発電で今設置されてますね。あれが大体経過年数が大体二、三十年ですね。今奥

尻島でちょっと正確にはよう時間なくてよう調べてないんですけども、奥尻島がその補助金も

らって1993年以降、地震、津波で以後に設置したそうですけども、それの後の処置について

は、非常に向こうが苦慮しているというところがありますき、第２の矢的なことは考えられて

ないかということです。この分わからなかったらまた後でメモで構いません。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 米澤議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の防災行政無線の適正な運用ということでございます。これは、私どもも例え

ば声が出なかったとか、音声が聞こえないというようなことにならないように、しっかり管

理、点検をやって、効果的な情報が伝達できるような取り組みをしっかりやってまいります。 

 それから、補助金団体の問題についてでございますが、やはり議員さんが言われるように、

やっぱり単年度計画ではなしに、複数年の計画を出していただくというようなことも当然今後

考え、関係団体とその辺も含めて適正な補助執行というようなことになるように努めていきた

いと考えております。 

 それから、ジオの拠点施設の問題でありますが、私からお答えさせていただきますけれど

も、現在、旧東中学校の施設をジオパーク拠点施設にしていこうということで、今回改修工事

ということでお願いをしているところでございます。その中身の展示ということであります

が、それは現在、基本設計という形でまとめつつございます。前回しっかりした形で議員の皆

様にはまだお知らせをようしていないところでございますが、ぜひ展示内容というものがしっ

かりわかるような形でお知らせ、見ていただきたいというふうに思いますし、それについて

は、専門家の方々の意見もぜひ聞きながら、やはりインパクトのある、またもう一回見に来た

いというような形のものにしていかないと、十分な施設にはならないというふうに思っており

ますので、ぜひそうしたことをしっかりやっていきたいというふうに思います。 

 それから、太陽光発電の話でございますが、避難路に対して設置をしているという問題につ

いては、既に現在も何カ所かでつけているわけでありますけれども、それも誘導灯の有効に働

く期間というのは、１回つければずっとそれでええというものではございません。設備でござ

いますので、私の記憶では５年ぐらいすればそれはかえていかないといけない、また点検をし

ていかないといけないというところだというふうに認識をいたしておりますので、それらのも

のについてはしっかり点検をしてやりかえていく、あるいは設備の中身の修理とか、そういう

もんはしっかりやっていかないと、大事なときに明かりが灯らないということになってはいけ

ませんので、誘導灯の役割がしっかり果たせるように、日常の点検というものをやっていきた

いというふうに思っております。以上です。 



－83－ 

○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、上野祥司君の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。平成25年９月議会におきまして一般質問を行います。 

 大項目の１、平成24年度の決算について。 

 平成24年度の予算は、６分野26項目を重点項目と位置づけ編成されました。それぞれが市政

にとって重要な項目ばかりで、単年度に完結できる課題ではありません。各分野から１点ず

つ、以下の６項目についてその具体的な実施内容と成果、今後の取り組みについてお伺いいた

します。 

 ①行財政の分野では、国民健康保険事業特別会計の赤字解消対策、②雇用の分野で雇用対策

の推進、③教育の分野で子供の学力、体力向上に向けた取り組みの推進、④福祉の分野で生活

保護の適正な推進、⑤生活環境で情報基盤施設の利用促進、⑥防災の面から備蓄品の確保、主

要施策成果報告書と重なる質問であるかもわかりませんが、現場の生の声をお聞かせくださ

い。 

 大項目の２、市政全般について。 

 (1)ジオパーク拠点施設基本計画。 

 ジオパーク拠点施設の運営という観点からお伺いします。 

 ①議員総会での御説明では、人件費を除いた年間の維持経費が約1,500万円ということでし

たが、その算出根拠をお示し願います。 

 ②この施設の位置づけは、博物館、ミュージアムなのでしょうか。 

 ③市民参加型といいますが、ジオカフェと言われる常設のテナント部分の場所代、ジオ市場

の出店料、施設内をイベントで使用した場合の使用料等はどのように考えているのでしょう

か。 

 ④仮にミュージアムと位置づけするならば、ジオパークの大きな目的の一つである持続可能

な地域の経済活動という部分を市民の目に見える形でいつ、どのように実践するのか、その工

程表もあわせて示すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 ⑤ミュージアムとするならば、当然、人件費のことを考えなくてはなりませんが、この施設

を運営するのに何人のスタッフが必要であると想定しているのでしょうか。 

 ⑥全てのスタッフを雇用できないという意味からも、ジオパーク推進課、ジオパーク推進協

議会、観光協会などが施設に入ることも考えておられるようですが、そのスペースはあるので

しょうか。 

 ⑦新規に何人の雇用が見込めるのでしょうか。 

 ⑧拠点施設の運営主体に対して、年間どのくらいの指定管理料なり補助金なりを想定してい

るのでしょうか。 

 ⑨平成24年度に実施された日本ジオパーク全国大会の折、やすらぎに設置された無線ＬＡＮ
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を大会が終わった後も残す計画でした。ジオパークで国際交流も積極的に推進されている状況

です。施設内に無料の無線ＬＡＮを常設するべきと考えますが、どのようにお考えでしょう

か。 

 ⑩リピーター確保のための展示物の交換と模様がえはどれくらいの頻度で行う予定なのでし

ょうか。 

 以上、10点について現時点での方針をお答え願います。 

 (2)シレストむろとについてお伺いします。 

 海洋深層水体験交流センターシレストむろとの指定管理料は、年度ごとの協定となってお

り、平成24年度の当初予算では、3,700万円の計上がされておりますが、決算では2,920万円余

りとなっております。年間3,700万円の指定管理料は高過ぎる。指定管理料の額を年度ごとに

決めるのは、赤字補塡的意味合いが強くなるので好ましくないというのが私の持論ですが、健

康増進の面からは、何としても継続運営していただきたい施設です。平成24年度のシレストむ

ろとの利用状況と平成25年４分の１期の利用状況をお伺いいたします。 

 相変わらず職員が定着しないという話も聞きます。市が建設し、指定管理料まで出している

施設です。せめて安定した雇用を目指すようにという指導をしていただくよう、要望しておき

ます。 

 (3)あんしん見守りサービスについてお伺いします。 

 光ケーブル市内全域敷設と同時に、独居高齢者等のためにあんしん見守りサービスが開始さ

れました。平成24年度は55件の新規申し込みがあり、その設置工事費350万円が計上されてお

ります。見守りサービスというのは、お守りか保険のような要素があり、ふだんは忘れられて

いても、もしものときに役立てばいいものであると思いますが、どうも余り評判がよくなく、

完全に忘れられているのではないかと心配しております。 

 そこで、お伺いします。 

 ①現在、見守りサービス設備が設置されている件数と設置保守にかかったトータルの経費。 

 ②対象者の死亡、転居等により、器具の撤去ということが起こると思うのですが、その件数

とその手続はどのようにしているのか。 

 ③これはシステム上カウントできないのかもわかりませんが、見守りサービスに加入してお

いてよかったという事例がどのくらいあるのか。 

 以上、３点についてお答え願います。 

 (4)市民満足度調査について。 

 平成24年度に実施されたはずの市民満足度調査の結果が、いまだに公表されておりません。

以前と同じ設問で実施するのかという質問に、市民の意識の変化を知るためにも同じ設問であ

ると答えられたと記憶しております。 

 ①調査はいつ、どのように実施されたのでしょうか。 
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 ②結果の公表は、いつになるのでしょうか。 

 ③前回と比較して、市民の意識はどのような変化があったのでしょうか。 

 ④平成20年に実施された市民満足度調査で、市民の方の不満足な度合いの高かった項目はど

のように改善されてきたのでしょうか。 

 ４点についてお伺いします。 

 (5)冊子の制作と協賛広告について。 

 ある出版会社が、室戸市で生活する上での便利情報をまとめた冊子を制作するという企画を

本市に持ち込みます。室戸市は、本文の原稿と監修、出版会社は印刷と製本を受け持ち、市内

全戸に配布すれば室戸市の費用は無料というものです。室戸市は、配布に関する約束をして、

それを市長名で文書にし、相手方に渡します。偶然に出版社の営業活動現場に行き合わせ、出

版社の営業マンと協賛広告を持ちかけられた市内の法人の方の話を聞きました。室戸市は無料

だが、費用は協賛広告で賄う手法です。昔からある本文記事で紹介するから、その脇に協賛広

告をしてほしいとか。地域の地図看板を作成して、目につくところへ立てるので、協賛広告を

してほしいとかといった類いの手法です。200万円ぐらいの費用がかかるということで、１枠

３万円の広告を70口ぐらい集める予定なのでしょうか。出版社宛に出した室戸市長小松幹侍名

の公印を押した文書を見せながらの広告依頼です。文書の内容は、単につくった冊子は室戸市

が配布しますという内容で、その会社を推薦するとかではありませんが、違和感を覚えまし

た。 

 ①室戸市は取り交わした文書がこのように利用されることを想定していたのでしょうか。出

版会社の営業担当さんには、ルール違反ではないのかということと、今の室戸市の状況では、

市内に対しての宣伝に３万円を出す法人はあまりないだろうということはお話ししました。 

 ②協賛広告が集まらない場合、この企画は没になるのではないかと思われますが、そのボー

ダーラインの金額は聞いていらっしゃるのでしょうか。私がお聞きした市内法人４社は、全て

お断りしたということで、あと家族企業２件は、そんな話は来なかったということです。 

 ③その後、出版社からは連絡があったのでしょうか。その出版社に縁もゆかりも恨みもある

わけではなく、この企画の邪魔をするつもりはありませんが、室戸市の考え方が安易過ぎるの

ではないか、市内の民間事情を正確につかんでいるのだろうかということで３点お伺いいたし

ます。 

 (6)救急車の出動について。 

 職業の中には、一生懸命やっても余り人に喜んでもらえない仕事もあります。その点、医療

環境が整っているとはお世辞にも言えない本市において、もしものときの救急車の存在ほどあ

りがたいものはありません。また、そんな市民の期待に応えようと日々努力している職員の姿

も見ております。しかし、複数回にわたり、救急車がストレートに目的地に着かないという話

を耳にします。原因は何なのでしょうか。 



－86－ 

 もう一つは、消防に救急車の依頼をしても、住所から始まって氏名、関係等を聞かれ、救急

車がすぐに発車してくれないということです。緊急時であり、救急車を呼ぶ人は平常心ではあ

りません。慌てて受け答えが十分でない場合も考えられます。マニュアル等もあり、市民の思

うようにはいかないのかもわかりませんが、少しでも市民の方の不安を和らげるように改善で

きるところは改善していただくということでよろしくお願いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の(1)国民健康保険事業特別会計の赤字解消対策についてでございます。 

 国保財政の赤字解消につきましては、大変重要な課題でございます。そして、これまでの対

策といたしましては、滞納整理課による収納率の向上、そしてジェネリック医薬品の利用促

進、特定健診の受診率向上などとともに、一般会計からの支援につきましても、法定繰り入れ

の完全実施、保険事業費への繰り入れ、医療費助成に対する国のペナルティー分の補塡などに

取り組んでまいりました。また、平成24年度につきましては、後期高齢者支援金の不足分につ

いて、一般会計から法定外繰り入れを行ったところでございます。こうした取り組みの結果、

平成24年度の国民健康保険事業特別会計の決算は、前年度繰上充用金を除いた単年度収支で

は、１億2,078万9,000円の黒字となっております。しかし、累積赤字は約５億2,000万円とな

っているところでございます。今後におきましても、前段で申し上げました取り組みを一層進

めるとともに、国保の累積赤字の解消に努めてまいります。 

 次に、②雇用対策の推進についてでございます。 

 平成24年度の雇用対策といたしましては、国・県が創出したふるさと雇用再生特別基金事業

や産業振興推進ふるさと雇用事業、緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、雇用の創出に努

めてまいりました。これらの事業につきましては、個々の事業によりますけれども、最長26年

度まで延長されるとお聞きをいたしております。今後におきましても、これらの制度を有効に

活用し、雇用の拡大に努めてまいります。 

 なお、具体的な数字等については、担当課長よりお答えをいたさせます。 

 次に、④生活保護の適正な推進についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、リーマン・ショックから長引く世界的な経済不況の影響を受け、

全国的に生活保護受給者は増加の一途をたどっております。現在も過去最高を更新し続けてい

るところでございます。 

 一方、本市の保護人員の推移につきましては、平成24年度は対前年度比21人の減、平成25年

８月末ではさらに37人の減と減少傾向となっております。しかし、分母となる基準人口が減少

しておりますので、保護率といたしましては依然県内でも高い状況でございます。しかし、一

層の適正化の推進が必要であると認識をいたしております。そのため、今議会に提案させてい
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ただいておりますように、今回新しく援助困難ケース対策職員として、警察官ＯＢを雇用し、

援助困難な被保護世帯に対する訪問活動を積極的に実施し、生活実態の把握による適正保護の

推進に努めることといたしております。 

 次に、⑥備蓄品の確保についてでございます。 

 平成24年度に災害用として購入した備蓄品は、保存食4,250食、飲料用保存水5,100リット

ル、また備品としましては、災害時給水対策として、川の水や海水などを飲料水にできる浄水

装置と発電機を各６台及び給水タンク運搬車両１台を購入しているところでございます。今後

の災害用備蓄品の購入予定につきましては、目標数量を定めて計画的に購入していくこととし

ておりますが、本年５月に県から発表されました南海トラフ巨大地震による被害想定により、

想定される避難者数が見直しをされましたので、備蓄品につきましても、数量をふやしていか

なければならない状況でございます。見直しの結果、食料につきましては、１日当たり３万

6,000食、飲料水につきましては２万8,000リットル、毛布につきましては２万1,000枚が必要

であると考えております。これらの備蓄品につきましては、今後とも計画的に購入していくと

ともに、備蓄方法につきましても、各地域の高台に分散をして備蓄していく必要があると考え

ております。また、国からも家庭用の備蓄を１週間分以上確保することなどが示されていると

ころでございます。家庭用の備蓄につきましても、ふやしていただけるよう、住民の方々にも

お願いをしてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の(1)ジオパーク拠点施設基本計画について順次お答えをしてまいります。 

 まず、この室戸ジオパーク拠点施設につきましては、室戸の魅力的な要素を伝えることによ

って、各ジオサイトへ出かけたくなる施設として整備をしてまいりますので、一般的に言われ

るように、博物館ではないと御理解をいただきたいと思います。 

 次に、年間の維持管理費でございますが、概算といたしましては、約1,500万円を考えてい

るところでありますけれども、これも同規模の類似施設などを参考にしたという点もございま

す。今後の展示物や設備の状況によって大きく変わってくる可能性がございますので、今後展

示内容とあわせまして、詰めの作業が必要だと考えております。 

 次に、使用料でございますが、現在のところ、入場料などは無料といたしたいと考えており

ます。そのことで、多くの方に訪れていただきたいと考えております。ただ、施設を部分的に

各種団体などに利用させたいというふうに考えておりますので、その場合には、実費負担も含

めまして、使用料をいただく方向で検討してまいりたいと考えております。 

 次に、経済活動でございます。 

 これまでにも室戸岬サイトを訪れたお客様は、年間２万人を超え、その他にも郷土の森とな

った段ノ谷山へのツアーや各サイトをめぐるジオパークなども実施をされており、それらのお

客様によって、地域の経済活動に一定つながっていると考えております。また、室戸ジオパー

ク推進協議会の実行計画におきましては、ジオツーリズムを推進することや、お散歩ツアー、
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また拠点施設を発着とするジオツアーというようなものも考えているところでございまして、

それらによって、交流人口の拡大や地域の持続的な経済活動というものにつなげていかなけれ

ばならないと考えております。 

 次に、この拠点施設は、地質とか地形の始まり、歴史や人々の暮らしというものまで多岐に

わたり紹介をするだけではなくて、子供から大人、また海外の方々まで視野に入れて運営をし

ていく必要があると考えております。そうした方々への対応につきましては、一定の地質や地

理などの専門知識を持ったスタッフが必要であると考えておりますので、ジオパーク推進課や

室戸ジオパーク推進協議会事務局が拠点施設に移ってそれによって運営をしていくということ

が現在望ましいと考えているところでございます。 

 また、業務の内容によりまして、前段でも申し上げましたが、室戸市観光協会やジオガイド

さんの団体などにもお願いをしていきたいと考えておりますので、その方々が活動できる場所

というのは、しっかり確保していかなければならないと考えております。 

 なお、それぞれの団体や運営内容、また人員配置などにつきましては、急がなければなりま

せんが、今後詰めの検討作業を行っていきたいと考えております。 

 次に、無線ＬＡＮにつきましては、当該施設内におきましても無料で使用できるよう検討し

てまいります。 

 次に、展示物の模様がえについてでございますが、現在、基本設計の中でどういう展示にな

るかなど、その内容の詰めを行っているところでございます。設置後におきましては、議員さ

ん御案内のとおり、来場者の方々の目線も変えていく必要がございますので、必要に応じてそ

うした時期を見ながら、展示内容も変えていく必要があるというふうに考えております。 

 また、当該施設では、四季折々のイベントの開催や運動場に子供たちが遊べるような遊具な

どを設置し、親子連れの方々も気軽に来られる施設となるよう、誘客につなげてまいります。 

 次に、(2)シレストむろとについてでございます。 

 この施設につきましては、これまでにも申し上げてきたところでございますが、地域資源で

ある室戸海洋深層水を活用した市民の健康づくりとともに、交流人口の拡大促進による地域の

活性化を図ることを目的として、平成18年に建設をされたものでございます。議員さんより赤

字補塡という御指摘がございましたが、私としましては、企業に対して赤字補塡をしたという

考え方はしていないというところでございます。当初の指定管理者でありますバーデハウス室

戸につきましては、利用料金などの収入により、施設の運営を行うこととしておりましたが、

入館者数が計画より少なかったことや各種割引による客単価の低下などによって運営が大変厳

しくなったことにより、協議を踏まえた中で、市外と市内利用者の料金の格差などを一定額負

担することもやむを得ないと判断をし、財政支援を行ってきたところでございます。そして、

バーデハウス室戸が平成21年６月30日に撤退したことにより、急遽市が100％出資した株式会

社ＭＵＲＯＴＯにより、平成21年７月１日から平成24年３月31日まで運営を行ってまいりまし
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た。その後、平成24年４月１日より、株式会社創裕に指定管理をお願いをしており、平成24年

度は3,700万円の指定管理料を予算化したところでございます。そして、会社に対しまして

は、高知県産業振興推進ふるさと雇用事業として、２名の人件費等約777万円を支援してまい

りましたので、その額を控除した約2,923万円の指定管理料を支出をしているものでございま

す。 

 なお、指定管理者の管理運営につきましては、人員削減等による経営努力を行っているとお

聞きをしておりますが、サービスの低下につながらないよう、また適正な雇用や運営になるよ

う、協定書に基づいて助言をしてまいります。 

 次に、(4)市民満足度調査についてでございます。 

 調査の時期や方法及び結果の公表時期につきましては、担当課長から答弁をいたさせます。 

 市民満足度調査につきましては、これからも住んでよかったと思える室戸市を目指したまち

づくりを進めていく上で、市民の満足度の向上を基本理念とした今後の施策策定や市政運営の

基礎資料とするため、これまで実施をしているものでございます。 

 次に、前回と比較して、市民の意識にどのような変化があったかについてでございます。 

 前回、平成20年に実施した市民満足度調査には、質問事項の項目などが煩雑でわかりづらい

との御意見もいただいておりましたので、次回からの調査に当たっては、質問の項目や内容を

一定見直したところでございます。そのため、全ての項目で前回と比較することができません

が、例えば室戸市に愛着を感じているかという設問につきまして、感じていると答えた人は、

51.1％から53.7％へ微増しており、室戸市に対する意識は、少しずつ好ましい方向に変わって

いるのではないかと感じております。 

 次に、平成20年に実施された調査回答で、市民の不満足な度合いの高かった項目についてで

あります。 

 先ほども申し上げましたように、単純な比較はできないかもしれませんけれども、前回、不

満足度が高かった項目といたしまして、道路の整備と高齢者福祉の充実がございます。道路の

整備につきましては、不満足度が59.6％から55.1％と4.5ポイント減少をしております。ま

た、高齢者福祉の充実につきましては、不満足が31.3％から24％と7.3ポイント減少をしてい

るところでございます。大きくはございませんが、不満足度が改善をされているのではないか

と考えております。これは、施策といたしまして、市道整備や高齢者福祉につきまして、一定

評価をされてきたのではないかと考えております。 

 また、逆に平成20年の調査回答と比較して不満足度が低かった項目といたしましては、企業

誘致の推進と雇用の確保がございます。不満足度が47.3％から63.4％と不満足度が上がってい

るところでございます。やはり、住んでよかったと思える室戸市、市民の満足度の高いまちづ

くりを進めていくためには、少しでも働く場所をふやすことや雇用機会の確保といったことが

重要な課題であるということが考えられるところでございます。この点につきましては、長引
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く経済的な不況という社会問題もあるのではないかというふうには存じますが、企業誘致に取

り組むことや太陽光発電事業、また羽根小規模工業用地開発事業などによりまして、そうした

雇用の場であるとか、雇用の機会というものを少しでも多くするように取り組んでいかなけれ

ばならないと考えているところでございます。 

 次に、(5)冊子の作成と協賛広告についてでございます。 

 御質問の冊子につきましては、株式会社ゼンリンが発行する地域の活性化を目指した公共性

の高い生活便利マップとして、これまでに県下でも７つの市と２つの町において発行が完了を

しております。そして、配布につきましては、それぞれ自治体が行ったとお聞きをいたしてお

ります。実施している自治体からは、効果的であり、行政経費の節減にもつながることだとお

聞きをいたしましたので、市民の皆様方に役立つ行政情報や地域情報満載の便利帳として活用

できるものと考え、株式会社ゼンリン社から寄贈を受けた後、市において配布することとして

おります。 

 御質問の室戸市が取り交わした文書ということでありますが、市が発行した文書につきまし

ては、作成をされて市に対し寄附をしていただいたものをそれを市は配布をするということ

で、相手方に通知をした文書でございます。 

 また、発行に係る経費についてでございますが、地元企業等の広告協賛金並びに作成主体の

企業の努力と責任において作成をするというふうにお聞きをしたところでございます。現在、

企業からは、協賛金の確保ができたので、何回か内容について校正をした上で、印刷にかかり

たいという報告があったというふうにお聞きをいたしております。 

 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） 上野議員さんに大きな１点目24年度決算についての⑤情報基盤施設

の利用促進につきまして私のほうからお答えをいたします。 

 御案内のとおり、本市の情報通信基盤施設、いわゆるブロードバンド施設は、国の地域情報

通信基盤整備推進交付金を活用いたしまして、平成22年度に市内全域を対象として光ケーブル

網等の整備を行い、平成23年度からインターネット、ケーブルテレビ、それから高齢者等のあ

んしん見守りサービスなどのサービスを開始しているものでございます。 

 平成24年度末のサービスへの加入状況についてでございますが、インターネットサービスが

1,239世帯、15.4％、ケーブルテレビが1,645世帯、20.4％、あんしん見守りサービスは540世

帯で、対象世帯中の25％ちょうどとなっております。 

 平成24年度におきます取り組みといたしまして、まず情報通信基盤施設を常に最良な状態で

かつ円滑に運用するため、運営事業者でありますエフビットコミュニケーションズ株式会社と

の保守運用管理委託契約に基づき、設備の保守、運用管理、障害時等の対応のほか、道路工事
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や四国電力、ＮＴＴなどの電柱立てかえに伴う光ケーブルの支障移転なども随時行うなど、ブ

ロードバンドサービスの安定提供に努めてまいりました。このほか独居高齢者等を対象とした

あんしん見守りサービスは、平成24年度に新たに39世帯への新規設置を行ったところでござい

ます。また、これらの利用促進に関するこれまでの取り組みといたしましては、運営事業者に

よる加入促進キャンペーンやパソコン教室の開催、それからケーブルテレビによる地域の話題

などの自主放送、総務省四国総合通信局主催の映像制作研修会の開催、それから市広報紙等に

よるサービスの周知などの加入促進対策を行ってきたところでございます。また、産業経済団

体など、各分野の方々で組織する室戸市情報通信基盤利用促進協議会を設置し、ブロードバン

ドの有効な利活用方法等についての御意見をいただくとともに、いただいた御提案等の行政施

策への利活用について、情報通信基盤利用促進庁内検討委員会を設置して検討をしてまいりま

した。そこで出された意見や提案等をもとに、実現化に向けて取り組みを進めたものといたし

まして、保健福祉センターやすらぎに無線によりインターネットに接続できるＷｉ－Ｆｉのフ

リースポットを本年７月に設置をいたしました。これにより、やすらぎのロビーでは、誰でも

無料でインターネットにアクセスできるようになりました。このスポットをより多くの方に利

用していただくため、このような無料でインターネットができる場所を紹介しているフリース

ポットホームページに掲載し、周知を行っているところでございます。 

 もう一つ進めておりますのが、議会中継でございます。このことにつきましては、御案内の

とおり、議員各位の御理解、御協力によりまして、今定例会でのテストを経まして、12月定例

会からケーブルテレビによる一般質問の議会中継を予定しているところでございます。 

 このような取り組みを少しずつ広げていくことによりまして、利用者増につながっていくの

ではないかと考えているところでございます。今後におきましても、利用促進協議会でいただ

いた御意見や他市町村の取り組み事例等をもとに、参考にしながら、運営事業者等とも連携

し、ブロードバンドの利用促進に向けた取り組みを進めてまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 山本総務課長。 

○総務課長（山本康二君） 上野議員さんにお答えいたします。 

 大きな２点目の(3)あんしん見守りサービスについてでございます。 

 このサービスにつきましては、ひとり暮らしの高齢者などのお宅に設置した端末のボタンを

押すことにより、あらかじめ登録しました見守る側の方々にメールなどの方法により緊急のお

知らせを通知するものであります。サービス設備の設置件数につきましては、平成25年８月末

時点で、530世帯がこのサービスを御利用いただいており、対象世帯における加入率は22.8％

となっております。 

 次に、設置にかかったトータルの経費でございますが、整備を行った平成22年度から平成

24年度までで、合計5,185万9,881円でございます。また、保守費用につきましては、756万円

となっております。 
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 次に、撤去件数及び手続についてでございますが、サービス当初からの器具撤去件数は、

95件となっております。その理由としましては、死亡、転居及び施設入所等となっておりま

す。撤去の手続に関しましては、利用者の死亡等の理由により、サービスが必要でなくなった

方について、親族等により撤去依頼があり、理由等を確認後、職員がお宅を訪問し、端末の撤

去を行っております。また、それに伴う引き込み線の撤去要望がある場合には、後日委託業者

により配線撤去工事を行っております。 

 次に、あんしん見守りサービスに加入しておいてよかったという事例についてでございます

が、このあんしん見守りサービスは、急速に進展する高齢化社会に対応するため、少数の利用

者に限られていた従来の緊急通報システムから光ケーブル網を活用してより多くの方々に利用

していただくことを目的に取り組んでいるところでございます。サービス開始後、これまで利

用者の方から直接の声は寄せられておりませんが、500以上の高齢者などの世帯が、こうした

ネットワークを通じて、見守る側と結ばれていることは、一定高齢者などの安心・安全につな

がっているのではないかと考えているところでございます。ただ、本システムの性質上、連絡

ボタンを押されたことはデータとして把握はできますが、実際の緊急時にどれだけ役立ってい

るのかなどについては分析できておりませんので、今後、職員等が利用者宅を直接お伺いし、

使用方法の説明とあわせて、利用状況など利用者の声をお聞きすることなどにより、サービス

の有効活用と利用の促進につなげてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 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。 

 私のほうからは、２の４、市民満足度調査についての１点目、調査はいつどのように実施さ

れたかということでございますが、平成24年10月１日から26日までを調査期間としまして、

18歳以上の市民1,500人を対象に、無作為抽出の方法で実施いたしました。回収の方法です

が、郵送、それから出張所への回収箱によって行いました。1,500人中、回収人数は566人、回

収率は37.7％となっております。 

 ２点目の結果公表の時期でございますけれども、本年の10月上旬に市のホームページ、出張

所等の窓口で公表をする予定でございます。 

 調査から公表まで時間を要しましたのは、今回経費節減の面から、職員が手作業で集計とか

分析を行いました。また、市長も先ほどお答えいたしましたように、質問項目とか内容を見直

しておりますので、その分析等に時間を要する結果となっております。今後はこのように公表

がおくれないように、早期に公表できるようには対応してまいります。以上です。 

○議長（山下浩平君） 川上市民課長。 

○市民課長（川上建司君） 上野議員さんに、大きな１点目の①国民健康保険事業特別会計の

赤字解消対策について市長答弁を補足させていただきます。 

 国民健康保険事業特別会計の赤字解消対策につきましては、歳入確保のための財源対策、ま
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た歳出を抑えるための医療費適正化対策について重点的に取り組んでいるところでございま

す。 

 まず、財源確保につきましては、税収を確保するための収納率向上対策として、新規滞納者

の未然防止や悪質滞納者に対する差し押さえなどの滞納処分の実施などにより、平成24年度の

現年収納率は95.59％、対前年度比で0.36％上回り、現年滞納合計の収納率でも80.34％と対前

年度比で0.06％上回る結果となっております。これは、現年の収納率につきましては、県内の

支部では１位でございます。現年滞納合わせました合計では３位の結果となっております。 

 また、国の調整交付金につきましてでございますが、平成24年度に保健事業支援システムを

導入いたしまして、医療費分析などに活用していることなどが評価されまして、特別調整交付

金の特別分、いわゆる特々と言っているものでございますが、これ1,100万円交付をされまし

た。一般会計からの支援につきましても、法定繰り入れの完全実施にあわせ、交付税算入率の

100％の繰り入れを行うとともに、保健事業費や乳幼児等への医療費助成に対する国のペナル

ティー補塡のための繰り入れ、また先ほど市長が申し上げましたが、平成24年度には後期高齢

者支援金につきまして、平成20年度分、平成21年度分の不足分１億2,104万7,000円について一

般会計からの繰り入れを実施をいたしました。 

 次に、医療費適正化対策についてでありますが、糖尿病等の生活習慣病を予防するため、特

定健診の受診率向上対策について重点的に取り組んできたところでございます。平成24年度に

は新たな取り組みといたしまして、特定健診とがん検診を一緒に行うセット健診を実施すると

ともに、地域の健康応援団の方々の協力のもと、啓発活動や受診勧奨を行うなど、受診率向上

への取り組みを行い、特定健診受診率は、これは暫定値ではございますが、37.6％と対前年度

比で0.3％上昇しております。 

 また、保健事業の推進としまして、健康ウオーキング教室やシレストむろとを活用しました

水中運動教室を実施するなど、健康対策への取り組みを行っております。さらに、ジェネリッ

ク医薬品の普及促進につきましても、削減効果が見込まれます被保険者に対して、差額通知を

実施、医療費で1,544万円の削減効果が出ているところでございます。これらの対策などによ

りまして、平成24年度の保険給付費は、前年度比で4,236万5,000円減少いたしました。一般会

計よりも後期高齢者支援金の繰り入れの効果とあわせまして、平成24年度国民健康保険事業特

別会計の累積赤字は、前年度比で１億2,078万9,000円減少し、５億2,177万円となっておりま

す。今後におきましても、これらの対策を一層進め、累積赤字の解消に努めてまいりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

○議長（山下浩平君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 上野議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、大きな１点目の(1)の②雇用対策の推進についてでございますが、平成24年度の国の

特例基金等を使った事業の雇用状況につきましては、国が創出したふるさと雇用再生特別基金
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事業、この事業は継続的な雇用創出事業が対象となりまして、真空凍結乾燥化粧品等新商品の

製造販売事業など、２つの事業で５名の雇用、次に、県が創出した産業振興推進ふるさと雇用

事業、この事業は、地域アクションプランなどの産業振興関連事業で、自立可能と認められる

事業が対象となりまして、スジアオノリ養殖パワーアップ事業など、８つの事業で15名の雇用

が創出されております。 

 次に、緊急雇用創出臨時特例基金事業により、24事業で68名の雇用が創出されており、その

内訳といたしましては、重点分野雇用創出事業、この事業は、介護や医療など重点分野に位置

づけされた12の事業が対象となりまして、子どもの居場所づくり事業など３事業で32名、地域

人材育成事業、この事業は地域のニーズに応じた人材育成を行う事業が対象となりまして、放

課後児童指導者育成事業の１事業で１名、次に、震災対策事業、この事業につきましては、東

日本大震災により被災した失業者や平成23年３月11日以降に失業した失業者を雇用する事業が

対象となり、地域振興券発行事業など20事業で35名の雇用がされております。 

 これらの特例基金事業によりまして、全体で34事業、88名の雇用が創出されております。 

 次に、大きな２点目の(2)シレストむろとについてでございますが、平成24年度の利用状況

でございますが、まず市内会員の方が３万1,231名、そのうち回数券利用者が3,025名おりま

す。市内非会員の方が527名、市外会員の方が977名、そのうち回数券利用者が434名でござい

ます。市外の非会員の方が1,933名、子供が1,478名、大人のお風呂利用者が7,174名、子供の

お風呂利用者が580名、サウナの利用者が529名で、合計４万4,429名の方に利用していただい

ております。 

 次に、平成25年度の４月から６月までの３カ月間の利用状況でございますが、市内会員の方

が7,700名で、平成24年度の同時期に比べ499名の増となっております。 

 なお、市内会員のうち、回数券利用者は679名ございます。 

 次に、市内非会員の方が142名で72名の増、市外会員の方が225名で63名の減となっておりま

す。このうち、市外会員のうち回数券利用者は117名ございます。 

 次に、市外の非会員の方が403名で24名の増、子供が320名で36名の増、大人のお風呂利用者

が1,877名で146名の増、子供のお風呂利用者が129名で12名の減、サウナの利用者が166名で

40名の増となっております。これらの利用者の合計が１万962名で、前年度同時期に比べまし

て742名、7.3％の増となっております。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） 上野議員に大きな１点目の③子供の学力、体力向上に向けた

取り組みの推進についてお答えいたします。 

 学力向上につきましては、市長が行政報告の中で申し上げました。平成24年度中の取り組み

につきましては、保・小・中連携を柱に、教育課題検討委員会を組織し、市独自にむろと計算

検定や百ます計算、小河式チェックテストなどに取り組んでおります。また、県の教育アクシ
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ョンプラン事業を導入し、室戸小学校では算数科の研究事業を推進しております。さらに、外

国語活動推進事業や社会科副読本「ジオガイドブック」を作成し、英語科への親しみ、ふるさ

と室戸を愛する心を育むとともに、基礎学力の定着、向上を目指しておるところでございま

す。また、体力向上につきましても、佐喜浜小学校では、特別非常勤講師派遣事業による相

撲、サッカーの授業を取り入れたほか、他校でも毎週１回の体育朝礼時に持久走や縄跳び、鉄

棒などにより児童・生徒の体力向上に努めております。ちなみに、平成24年度に県教委が実施

いたしました高知県体力・運動能力、運動習慣等の調査では、本市の小学生の平均値は、前年

度より向上いたしております。今後とも県教委の推奨する知・徳・体を連動させて、小学生、

中学生の体力、学力の向上に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 黒岩福祉事務所長。 

○福祉事務所長（黒岩道宏君） 上野議員さんに、大きな１点目の④生活保護の適正な推進に

ついて市長答弁を補足いたします。 

 本市におきましては、生活保護の適正化を図るため、国の補助事業を活用し、収入資産状況

把握事業、体制整備強化事業などの生活保護適正化推進事業に取り組んでおります。具体的実

施内容とその成果についてでありますが、収入資産状況把握事業では、全世帯を対象とした市

税務課等における課税調査、資産調査の実施、南国社会保険事務所への照会による年金受給資

格、年金収入金額の調査などを実施しており、平成24年度には年金の遡及受給等により、保護

脱却に至ったケースもございます。課税調査につきましては、収入申告と課税資料の突合によ

り、申告のない収入の発見を目的として毎年実施しており、24年度には事例はございませんで

したが、過去には不正申告の発見により、保護の停・廃止に至った例もございます。体制整備

強化事業におきましては、社会福祉主事の資格を持つ面接相談員を雇用し、申請時における適

切な対応と助言を行っており、他法他施策活用のアドバイスにより、保護申請に至らなかった

ケースも多数ございます。また、貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯等の中学生の

高校進学を支援するための学習支援教室を実施しており、昨年度は全体で延べ199名が参加

し、被保護世帯２名を含む３年生、16名全員が高校進学を果たしております。今後もこうした

事業の充実強化に努めるとともに、先ほど市長が申し上げましたとおり、本年度において警察

官ＯＢを援助困難ケース対策職員として雇用し、元暴力団員等ケースワーカー単独による援助

が困難な被保護世帯に対する同行訪問などにより、訪問活動を積極的に実施し、生活実態の把

握に努め、適正保護を推進してまいりたいと考えております。今回、関連議案及び予算を計上

させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 久保消防長。 

○消防長（久保重章君） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 大項目２の(6)救急車の出動についての御質問でございます。 

 消防の救急業務につきましては、傷病者の症状の悪化を防止し、生命の危険を回避するとと
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もに、単に搬送行為のみならず、適切な応急処置を必要とする場合がほとんどでございます。

早急に傷病者に接触することが最も重要であると考えております。 

 御質問にございましたスムーズな救急業務ができなかった事例がありましたことにつきまし

ては、まことに遺憾であり、隊員ともども深く反省をいたしておるところでございます。 

 また、現場到着に戸惑った原因としましては、地域における地理的把握が不十分であったこ

と、救急車両の不慮による損傷等によるものでございます。それらの改善を図るために、現

在、図上訓練や休日等を利用しての実際に市内各地を巡回するなどの地理の把握に努める訓練

を徹底し、指導を行っているところでございます。 

 次に、救急出動における出動態勢についてでございます。 

 まず、救急依頼の通報があった時点で、救急入電中、このアナウンスを署内全体に流してお

ります。これによりまして、隊員は出動の態勢を整えまして、受け付けをした内容を十分に把

握した上で、状況に必要な機材等を確認した上で出動をしてまいります。また、通報者からの

聞き取りの内容につきましては、消防法に定められております実施基準に基づきまして、通報

者の氏名、住所、電話番号、負傷者の現在の状況、既往症、またかかりつけの病院、そして位

置確認、年齢、性別などを聴取いたしております。その際には、慌てたり興奮している方など

には、例えば落ちついてくださいとか、大丈夫ですよとかの声かけをしながら聞き取りを行っ

ておりますけれども、事例によりましては、不測の時間を要する場合がございます。その点は

御理解をよろしくお願いをいたします。今後は、日々の対応訓練を重ねるとともに、ＧＰＳ発

信者位置情報システム導入などを検討いたしまして、一層の改善を図りながら、市民の不安払

拭に努めるための円滑な救急業務を推進してまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 上野祥司君の２回目の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野。２回目の質問をさせていただきます。 

 まず、１の２、雇用のところなんですが、これはシレストのところでもちょっと触れさせて

いただきましたが、中には制度的に臨時雇用であったりとかという臨時任用的意味合いが強い

雇用というのもあるんですが、それが今後継続していくような、安定雇用へつながるような形

をできるだけ模索していただきたいということです。 

 それから、１の６、備蓄品の確保というところで、説明の中で家庭用の備蓄っていう話が出

ましたが、津波対策で逃げるときには、もう何もかにもさておいて、まずは身一つで逃げなさ

いっていう言い方もあるんですね。それで、つまり家庭用の備蓄っていうことは確かに言われ

まして、これ家庭用の備蓄をどうするんじゃろうと、自分も疑問に感じてましたところ、けさ

のＮＨＫでしたか、徳島県の美波町の阿部地区で、防災倉庫へ前もって必要最低限の個人の持

ち物を運んでおくじゃというような事例を紹介しておりましたんで、もしその家庭用の備蓄っ

ていうもんが必要であれば、もう今後そういうことも考えていかなければならないのではない

かと思います。 
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 それから、シレストの海洋深層水体験交流センターの件なんですが、どうしても例えば24年

が済んだか、25年の指定管理料っていうのは決まってらっしゃるんですか。つまり、赤字補塡

はしていないというんですが、どうしても決算が出てからの指定管理料の額であれば、赤字補

塡の意味合いというのがどうしても強くなるんではないかと私は考えてしまいます。以上でご

ざいます。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上野議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 まず、雇用の問題でありますが、当然、臨時雇用から安定的な雇用へというのは、我々も考

えておりまして、ただ相手先がそれをしっかり考えて事業を実施していただくということです

から、当然、そのことも含めて考えているところでございます。ですから、臨時雇用から安定

的な雇用へ移っている事例もございますし、臨時から臨時へというものもございますが、議員

さん御案内のとおり、それを安定的な雇用につながるように、我々としてはしっかり取り組ん

でいかないといけないという思いでございます。 

 それから、家庭用の備蓄の話でございますが、これも当然、全ての方々が低いところにおる

というわけではございませんで、高い位置にある家庭の方もおいでるわけですから、そういう

方々は、当然、家庭内で備蓄をいただくということも１つでございますし、浸水域にある家庭

については、議員さん御案内のとおり、避難場所の備蓄倉庫へ一定保管をするということもぜ

ひ必要だというふうに思ってますし、そういうことを既に進められている自主防災組織の方々

もおいでますので、そうしたことをしっかり進めていくということは必要だというふうに思い

ます。 

 それから、シレストむろとの件につきましては、担当課長よりお答えをさせますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（山下浩平君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 上野議員さんにお答えいたします。 

 平成25年度の指定管理料のことについて御質問があったと思いますが、シレストむろとの指

定管理料につきましては、５年間の基本契約とそれと単年度ごとに行います年度契約、年度協

定書がございます。この年度協定書の中で、指定管理料は3,700万円とうたわれてますが、た

だし指定管理料は、平成25年度の高知県産業振興ふるさと雇用事業の委託料から諸経費を差し

引いた額を控除した後の金額を支払うということで、産振ふるさと雇用の額を差し引いた分で

お支払いするということで、議員さんが言われるような赤字補塡という部分にはなってないと

思いますし、平成24年度のシレストむろとの決算状況をお聞きする分では、赤字決算になって

おりますので、うちの指定管理料をお支払いしたけれどもやっぱり赤字であったというような

お話を聞いております。以上でございます。 

（「3,700万円はふるさと雇用の部分があったらその部分を引きま
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すよということ」と呼ぶ者あり） 

○商工観光深層水課長（中西政夫君）（続） 年度協定の中では、その3,700万円から引きま

すよと。 

○議長（山下浩平君） これをもって上野祥司君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため３時50分まで休憩いたします。 

            午後３時25分 休憩 

            午後３時48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、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、室戸岬の整備についてお伺いをいたします。 

 室戸岬の整備につきましては、これまでに２度質問を行い、提案をさせていただきました。

これらの提案につきましては、執行部の努力により、その多くが実現をしております。今回

は、まだ実現をしていないものを含め、気がついたことについて質問をいたします。 

 まず、１点目が、遊歩道の整備についてであります。 

 遊歩道の整備につきましては、昨年、県の事業により整備がされました。この工事により、

大半の部分が整備をされ、歩きやすい安全な遊歩道となりましたが、まだ一部残っておりま

す。残っている部分の整備計画はあるのか、お伺いをいたします。 

 ２点目が、ビジターセンターの建設についてであります。 

 ビジターセンターの建設につきましては、現在のインフォメーションセンターが手狭である

こと、室戸岬には観光客が休憩する場所がないので、観光協会横の駐車場にこれらを備えた建

物の建設を提案を行いました。この提案に対し、市長答弁は、法規制がかかっている場所でも

あるので、私もぜひ必要な施設だと考えておりますので、国会議員さんや県議会議員さんのお

力添えもいただき、施設の内容等も十分に詰める中で、関係機関と協力し、よりよいインフォ

メーションセンターなどが建設できるように取り組んでいきたいと考えているとの答弁があり

ました。この答弁から１年以上が経過をしておりますが、この間、どのような取り組みがされ

たのか、また建設についてのめどは立っているのか、お伺いをいたします。 

 ３点目が、ニューむろと跡地についてであります。 

 このニューむろと跡地につきましては、高知の業者の方が競売で落札をしたと聞いており、

何カ月か前から建物の周りには足場が組まれた状態になっております。この施設の今後の活用

については、市民の皆さんも関心を持っており、私も何人もの方に聞かれました。今後の活用

についてわかる範囲で結構ですので、説明をいただきたいと思います。 

 次に、ニューむろと跡地の駐車場にある公衆トイレについてでありますが、このトイレは、

平成５年に建設がされたものであります。外壁には鯨が描かれており、建設当時は鯨ウオッチ
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ングブームでもあり、元気に泳ぐ鯨の姿が話題にもなりました。しかしながら、建設から20年

が経過をした現在では、外壁の塗料は剥がれ、傷ついた鯨が力なく泳いでいる姿にしか見えま

せん。補修をするか、建て直すかする必要があると思われますが、その計画はあるのか、お伺

いをいたします。 

 ４点目が、駐車場についてであります。 

 室戸岬一体には、駐車場が不足をしております。特に、大型バスの駐車場が少ないように思

います。この大型バスの駐車場の不足は、観光地にとってはある面、致命傷ともなりかねませ

ん。インフォメーションセンターを観光協会横の駐車場に建設計画をするに当たり、駐車場が

ますます少なくなるので、別に駐車場をつくらなければならないということを聞き、私は高巌

より東へ100メートルぐらい行ったところの南側を駐車場にしたらと提案を行いました。この

場所は、木がほとんどなく、ヨシと竹が茂っている場所で、整備をしたほうが景観的によくな

るし、眺望も広がります。海岸には日沖の大礁ほど大きくはありませんが、大きな礁もありま

す。ベンチを設置すれば、夕日を眺めるポイントにもなります。現在、市のほうでこの場所を

駐車場にする計画を進めているようでありますが、見通しについてお聞かせください。 

 また、既設の駐車場の中には、雨が降ると雨水がたまり、何日も水たまりとなっている箇所

が何カ所かあります。雨上がりに行けば、場所はすぐわかります。費用もそれほど要るとも思

えません。整備をされてはいかがでしょうか。 

 ５点目が、句碑等についてであります。 

 ビシャゴ岩の北側の国道より少し山のほうに入った場所に、高浜虚子の「龍巻に添ふて虹立

つ室戸岬」という句碑があります。その句碑の現状は、ヨシに覆われ、全く見えない状況にあ

ります。貴重な観光資源も、人目に触れないようではもったいないような気がいたします。も

う少し国道の近くに出すなりして、人目につきやすい場所に移したらどうかと思いますが、考

えをお聞かせください。 

 また、ニューむろと跡地の池の西側のヤブの中に、奴田原紅雨さんの「泣きに来て室戸の浪

に噛みつかれ」という川柳の碑があります。室戸らしい川柳だと思います。これも遊歩道の近

くの人目につきやすい場所に移されてはと思います。 

 ６点目が御厨人窟と神明窟についてであります。 

 御厨人窟は、平安時代初期、当時青年であった弘法大師が、この洞窟に居住したとして伝え

られております。また、東隣にある神明窟は、弘法大師が難行を積んだ場所として伝えられて

おり、難行の最中に明星が口に飛び込み、このときに悟りが開けたとして伝えられておりま

す。御厨人窟の中で聞こえる豪快な波の音は、室戸岬御厨人窟の波音として環境省の残したい

日本の音風景百選に選定をされております。また、四国有数のパワースポットとしても人気が

あり、多くの観光客が訪れております。しかし、神明窟については、落石の危険があるとのこ

とで、近づかないように立入禁止の措置がとられており、訪れた人々を失望させております。
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この立入禁止の措置がとられてから１年ぐらいがたっていると思われますが、この立入禁止が

解除される見通しについてお伺いをいたします。 

 ７点目が、公衆トイレについてであります。 

 私は、旅行に行ったときに、その地域がどれほど観光に力を入れているかどうかの判断材料

の一つとして、トイレの管理状況を見ております。目的地に行って観光したとき、誰もが一度

はトイレを利用すると思います。清掃が行き届いており、気持ちよく用を足せるトイレもあれ

ば、悪臭や汚れがひどく、急いで用を足し、逃げ出したくなるようなトイレもあります。この

トイレの印象によって、観光地のイメージは随分と左右されます。室戸市内の公衆トイレの中

で、一番清潔に管理をされているのが、キラメッセの楽市の駐車場にあるトイレだと思いま

す。お聞きをしますと、１日に２度清掃をしているようであります。その他の公衆トイレがど

のくらいの頻度で清掃がされているかは知りませんが、決して十分な管理がされているとは思

えません。週末や観光シーズン、イベント時には、清掃の回数をふやす等の工夫も必要ではな

いかと思いますが、トイレの管理の現状と今後の取り組みについてお伺いをいたします。 

 また、最近は、洋式トイレが一般家庭においても随分普及したことに伴い、公衆トイレも洋

式トイレが随分多くなっております。高齢者の方などには、洋式トイレが必要だと思います

が、洋式トイレを設置する計画はあるのかどうか、お伺いをいたします。 

 ８点目が、スカイライン頂上にある展望台についてであります。 

 先日、市民の方から、一度室戸岬山頂の展望台の現状を見てほしいとの話があり、展望台へ

行ってきました。平日の午前中ということもあり、駐車場には車が一台もありませんでした。

急な階段を上り、展望台につくと、太平洋と室戸半島が一望でき、遠くに見える水平線から

は、地球が丸いということが実感でき、しばらくはこの景観に見とれていましたが、このすば

らしい景観とは裏腹に、展望台の実態を見て驚きました。展望台には、恋人の聖地に選定をさ

れたという銘板が設置をされておりますが、展望台自体が老朽化し、危険防止のために展望台

に張りめぐらせている木製のフェンスは腐食がひどく、外れたり、外れてなくてもさわると外

れそうになるなど、危険な場所が多くあります。一部には網で補修したり、近寄らないように

ロープを張ったりしておりますが、このような現状では恋人の聖地が泣きます。この展望台

は、中岡慎太郎上の展望台とともに、本市を代表する景観が臨める場所であります。事故が起

こらないうちに早急に整備をすべきだと思われますが、考えをお聞かせください。 

 最近、室戸岬を歩いていて、随分県外車が減ってきたなと感じております。ジオパークの世

界認定を受けた１年ぐらいは、マスコミ報道が宣伝となり、今まで見たことのないような県外

車が早朝から駐車場にとまっていました。しかし、マスコミ報道が少なくなるのに比例をし

て、県外車も減ってきたように感じております。世界ジオパークや世界文化遺産にしても、毎

年のように新しく世界認定がされております。新しく世界認定を受けたところは、本市がそう

であったように、マスコミも競争するように報道を行います。そして、これらの報道を見た観
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光客の足も新しいところへ向かう、これは当然のことであります。先日、富士山と三保の松原

が世界文化遺産に認定がされました。テレビも各局が毎日のように報道を行っていますし、旅

行会社も競うように富士山へのツアーを企画しております。富士山は、他のものとは格が違う

ということもあり、しばらくは富士山ブームが続くと言われております。人口が減少し、本市

の経済は衰退をしております。経済活性化の手法として、交流人口にその活路を求めるのも施

策の一つだと思います。そのためには、あらゆる機会を捉えて、本市を訪れた観光客にいかに

満足して帰っていただくか、そしてリピーターとしてまた訪れていただく必要があります。来

年は、室戸・阿南海岸国定公園指定50周年であり、関係市町村の方々とも協議をして、イベン

ト等を開催する必要もありますし、再来年は東部博も開催される予定のようであります。ジオ

パークブームも陰りが見え始めた現在、来年、再来年が本市の観光行政にとってはまさに正念

場であると考えます。ぜひ県外から多くの人が集まるような企画を考えていただきたいと思い

ますし、あわせて本市観光の中心地である室戸岬の施設等について再点検を行い、不備なもの

があれば積極的に整備をし、訪れた方々に満足をしていただく必要があります。 

 そこで、お伺いをいたしますが、来年の室戸・阿南海岸国定公園指定50周年と再来年の東部

博への取り組み姿勢について考えをお聞かせください。 

 次に、２の空き家対策についてお伺いをいたします。 

 ライフスタイルの多様化による核家族化や単独世帯の進展などに加え、人口減少に伴う少

子・高齢化が加速したことにより、近年空き家が増加し、老朽危険空き家の倒壊等による住民

への具体的危険が全国的に発生をしております。今後、高齢夫婦のみや高齢者のひとり暮らし

世帯がさらに増加することに相まって、さまざまな問題が数多く発生することが懸念されると

ころであります。行政による空き家対策は、これまで利活用が中心であり、高知県において

も、移住促進等の施策に取り組んでいるところでありますが、家屋の倒壊、景観への障害、防

犯、防災や衛生面など、さまざまな問題をはらむ案件が増加をしており、利活用を超えた対策

が必要となってきております。 

 そこで、所有者による空き家の適正管理が行われ、利活用や危険な空き家の防止を促すこと

により、新たな空き家を抑制し、快適な生活環境の確保が必要であります。平成20年住宅土地

統計調査によると、平成20年10月１日現在での総住宅数は5,759万戸で、そのうち空き家は

757万戸であり、総住宅に占める空き家割合は13.1％であり、この空き家率は、統計データの

ある昭和53年以降、ほぼ一貫して増加をしております。 

 そこで、お伺いをいたしますが、この調査による高知県並びに室戸市における空き家数及び

空き家率はどのようになっているのでしょうか。また、その数は、前回調査と比較してどのよ

うになっているのか、お伺いをいたします。 

 私の住んでいる常会について調査をしてみますと、住宅が60戸ある中で、空き家は25戸あり

ました。空き家率は41.7％となっております。そして、居住している住宅35戸のうち、高齢者
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の単身世帯が12戸あり、この方たちの老人ホームへの入所等により、空き家はさらに増加し、

空き家率が50％を超えるのも時間の問題であります。空き家25戸の中には、倒壊の危険のある

ものや草や木が生い茂り害虫等が発生しているものもあり、環境面にも悪影響を及ぼしており

ます。また、これらの空き家には、猫がすみついており、人間の数が少なくなるのに反比例

し、猫の数がふえており、食べ物を求めて人家に侵入したり、ダニ等が発生するなど問題が生

じております。 

 このように、空き家の増加は、そこに住む人々の生活環境を著しく悪化をさせております。

この生活環境の悪化とともに心配をされるのが防災面についてであります。近い将来、必ず起

こると言われている南海地震、その対策として、本市においても、施設の耐震化や避難道、避

難場所の整備が進められております。また、個人の住宅についても、耐震化も行われておりま

す。しかし、自分の家を幾ら耐震化対策を行っても、隣に倒壊の危険のある空き家があれば、

その効果はなくなってしまいます。また、同時に心配をされるのが、これらの空き家の倒壊に

よって、避難道が塞がれ、せっかく整備をした避難場所へ行き着くことができないのではない

かということであります。１つの例として、私の住んでいる常会を挙げさせていただきました

が、多少の違いはあれ、他の地域においても同じことが言えるのではないのでしょうか。 

 また、岬地区における最大の空き家が、旧室戸岬小学校であります。旧室戸岬小学校には、

校舎と体育館の２つの施設があります。校舎については、昭和31年から48年にかけ整備がされ

ましたが、老朽化がひどく、使用されなくなってから８年以上が経過をしております。体育館

については、昭和48年に建設がされております。この２つの施設については、教育委員会のほ

うで管理がされているようですので、教育長にお聞きをしますが、この施設の取り壊し計画は

されているのでしょうか。計画があれば、いつごろ取り壊しを行う予定なのか、お伺いをいた

します。 

 最近になり、空き家対策のための条例を定めるケースが各地で相次いでおります。例えば、

埼玉県所沢市は、2010年10月に、所沢市空き家等の適正管理に関する条例を制定をしておりま

す。この条例では、所有者に適正な管理を義務づけるとともに、住民から管理不全な空き家に

関する情報提供があれば、市が実態調査を行い、所有者に助言、指導、勧告ができるとしてお

りますし、改善がされない場合は、所有者名を公表し、最終的には警察など関係機関と協議し

て撤去を依頼できるとしております。所沢市では、1960年代から西武線沿線の宅地開発が行わ

れ、人口が急増しましたが、それ以来、40年以上が経過をして、空き家の増加が目立つように

なり、市内に400軒以上の空き家が存在する状態となっておりましたが、条例制定後は、年数

軒だった空き家の自主的な撤去が、10軒を超えるなど、一定の効果を上げているようでありま

す。高知県内におきましても、南国市と香南市が既に条例を制定をしておりますし、高知市も

今年度末までに条例を制定する方針を示すなど、県内におきましても、徐々に条例制定の動き

が広がっております。 
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 そこで、お伺いをいたしますが、このまま放置をすれば、空き家は確実に増加し、市民生活

に支障が出るのは明白であります。倒壊危険家屋と空き家の現状について実態調査を行う必要

があると思いますが、その考えはありませんか。 

 また、本市においても、条例の制定を行うなど、何らかの対策を講ずべき時期に来ていると

思いますが、考えをお聞かせください。 

 次に、空き家を撤去して更地にすると、固定資産税の税額が高くなることが所有者が空き家

を解体せず放置してしまう一つの要因になっていると言われておりますが、空き家を撤去して

更地にすると、固定資産税は何倍になるのか、お伺いをいたします。 

 次に、老朽家屋を民間が取り壊す際に、その費用の一部を国が補助する空き家再生等推進事

業がありますが、この事業の概要と、本市においてこの事業を活用して取り壊しを行った事例

があるのかどうか、お伺いをいたします。 

 この全国で急増する空き家問題について、国においても新しい動きが出ております。前段で

述べましたように、最近になり空き家対策のため条例を定めるケースが各地で相次いでいま

す。しかし、市町村レベルでは、規制も多いことから、国として法律を制定する必要があると

判断をし、自民党は空き家の所有者に対する市町村の権限強化を図る空き家対策特別措置法を

早ければ秋の臨時国会に議員立法で提出する方針のようであります。この法案では、市町村が

実態把握のため、空き家の所有者を調査したり、空き家に立入調査ができる権限を法的に与え

るなどが定められております。そして、周辺に被害を与える可能性のある特定空き家の所有者

に対し、市町村が空き家の除去、修繕などを実施するよう、助言、指導したり、指導に従わな

い場合には、必要な措置を講ずる勧告ができるとしております。また、空き家の適正管理、有

効活用を支援するため、市町村に相談情報提供窓口の設置を求めるほか、議会の代表者、法

務、不動産、医療福祉に関する学識経験者などで構成する空き家対策協議会を設置できるよう

にする等の内容になっているようであります。このように、空き家対策については、法律を整

備し、国策としての対応の方針が示されました。人口の減少に歯どめがかからず、過疎化や少

子・高齢化が進行している本市においては、空き家問題はますます深刻になるものと思われま

す。この国の動きを本市としてはどのように捉え、今後空き家対策を推進されるのか、お伺い

をいたします。 

 以上で私の１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○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点目のビジターセンターの建設についてでございます。 

 これは以前に議員さんからの提案もございまして、施設の整備につきましては私どもも前向

きに検討したいということで検討してきた課題でございます。世界ジオパーク認定後の室戸岬

への観光客の増加に伴い、休憩できる場所、食事や土産物の購入できる場所の提供とあわせて
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手狭になっているインフォメーションセンターを併設した施設整備の必要を感じてまいりまし

た。観光協会横の駐車場への施設整備をすることについて、平成24年７月に議会の協力もいた

だきながら、県に要望を行ってきたところでございます。これまでインフォメーションセンタ

ーを含めた施設の整備に向けて、県や関係者との協議は重ねてきたわけでありますが、自然公

園法や文化財保護法による許認可の問題があること、また県有地の売却や恒久的な施設整備は

大変難しい状況であるという意見、それからそれに加えて、駐車場を少なくすることについて

県側の同意が得られないというような中で、現在、進捗していないというところでございま

す。私としても大変申しわけなく思っているところでございます。今後につきましては、既存

のインフォメーションセンターをどうしていくのか、また室戸ジオパーク拠点施設との連携を

どうしていくのかといったことについて関係者あるいは団体、関係団体と検討をしてまいりま

す。 

 次に、(3)ニュームロト跡地についてでございます。 

 この施設につきましても、多くの方が御心配をいただいているわけでありますが、これは所

有者が税金を滞納をしていたため、当市といたしましては、財産を差し押さえ、滞納処分をし

たものでございます。本年２月７日に差し押さえを行い、換価するため２月20日に公売公告等

を行って、３月４日に入札、３月11日に売却決定をし、高知市内の企業が購入したものでござ

います。今後の利活用につきましては、購入者の方々と話をする中では、軽食や土産物を販売

をしたい。また、地場産品も売っていきたいというような売店等を考えているというようなお

話も聞くところでございますが、現在のところ、民民間で境界の問題が発生をしておりまし

て、その問題がなかなか解決しないというところでございます。私もその解決に向けて関係者

から相談も受け、私としての対応をさせていただいているわけでありますが、なかなか今のと

ころ、解決のめどが立っていないところでございます。今後にしましても、関係者との連絡、

また連携を密にし、情報把握に努めるとともに、民間の方々によるこの施設の有効活用という

ことになるようにぜひ私としてもそうした方向性を願っているところでございます。 

 次に、(4)の駐車場の整備についてでございます。 

 このことにつきましても、以前から議員さんから御提案があった件でございます。室戸岬に

おきまして、市が管理している駐車場は、水かけ地蔵横の駐車場から室戸スカイラインまでの

間に６カ所駐車場がございます。バス３台、乗用車84台の駐車が可能となっております。しか

し、年末年始や連休中、イベント時には満車状態となり、路上駐車等も見られることから、平

成24年７月に高知県へ、また平成25年５月には高知県議会に対し新たな駐車場の整備について

要望を行っているところでございます。こうした要望を行う中で、県のほうからは、市として

駐車場の利用状況の把握を行う必要があるのではないかという指摘もございまして、私どもも

今議会の補正予算で調査費をつけて、そうした調査を行っていきたいと考えております。駐車

場の整備につきましては、今後とも必要と考えておりますので、県の支援もいただきながら、
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ぜひ実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、(5)句碑等の設置についてでございます。 

 この状況につきましては、議員さん御案内のとおりでございます。大変貴重なものでござい

ますから、私ももう少しわかりやすい場所へ、もう少し適正な場所へ移転をしたいと、させた

いという思いで当初これは誰が設置をしたのかというようなことについて確認をしておかない

と、市が勝手に設置した場合、当初の設置した方々からのお叱りもいただくのではないかとい

うことで、その辺の調査をしているところでありますが、これがなかなかわからないというの

が実情でございます。ぜひ、そうした点、市民の皆さん方、また議会の皆さん方からも、その

辺の情報があればぜひ教えていただきたいというふうに思うところでございます。そうした調

査あるいは確認を行った上で、そうした関係者の同意もいただいて、より適切な場所へ移設を

していきたいと考えているところでございます。 

 次に、(6)御厨人窟と神明窟についてでございます。 

 これも現在立入禁止をしている神明窟につきましては、平成24年10月28日に洞窟の出入り口

付近で起きた落石が、見学中の観光客の方に当たったというような事故がございました。観光

客の安全を図るため、地権者の承諾もいただいて、立入禁止にしているところでございます。

落石防止のための対策につきましては、現在、県と協議をしているところでございますが、景

勝地の整備は、自然公園法での対応はなかなか困難である。また、文化財保護法での対応がよ

りよいのではないかということで、文化財保護法での対応をぜひやりたいということで、その

点についての補助事業を考えているところでございます。地域の特性を生かした史跡等総合活

用支援推進事業というものが考えられるところでございます。そして、この補助を受けるため

には、当市において、文化遺産地域活性化推進事業実施計画の作成が必要になることや、また

当該事業は、補助率が50％でございます。あとの50％をどうするのかという問題、事業実施主

体が、史跡等の管理を行う管理団体が行うとかというような問題等もございます。先ほども申

し上げましたように、残りの事業費をどうしていくかとかというクリアしなければならない課

題はたくさん出てまいりますが、しかし、これを進めていくためにも、どうしても文化財の職

員の方の現地確認が私は必要であるということで、これを以前から要請をしてますが、これが

25年１月に室戸市に来ていただけるということになっていたんですが、それが現在延び延びと

なっているということでございます。市としましても、多くの課題、問題がありますけれど

も、とにかく文化財保護法での対応を進めたいと考えておりますので、早期の現地確認を行っ

ていただき、整備を進めていきたいというふうに考えておりますので、そうした対応を進めて

まいります。 

 次に、(7)公衆トイレについてでございます。 

 観光客の方々が、地域のトイレの印象ということを一番大事にする、トイレの印象によって

悪い状況をつくっていくというようなこともあることは御案内のとおりでございます。室戸岬



－106－ 

には、ジオパークインフォメーションセンター横等の公衆トイレが５カ所ございます。２名の

臨時職員がトイレ周辺等の清掃を１カ月、１カ所につき１日から２日に１度というような清掃

になっております。また、観光客の多い１月とか５月、８月には、さらに２名の臨時職員を増

員をして、清掃活動をしているところでございます。今後におきましても、観光客に不快感を

与えないような公衆トイレの清掃に努めていかなければならないと考えております。 

 また、室戸岬周辺の公衆トイレにつきましては、もう少しまとめるなど整理をしていくこと

が必要な段階に来ているのではないかというふうにも考えるわけでございますけれども、まず

は議員さん御指摘のように、洋式トイレの設置であるとか、前段に御質問がございましたニュ

ーむろと横の公衆トイレの改修というようなことについて、今後対策をしていきたいと考えて

おります。 

 次に、(8)スカイライン山頂の展望台についてでございます。 

 この展望台は、平成８年度に高知県が整備した施設でございます。これも御指摘のように、

木製のフェンスや手すりの一部が破損をしておりまして、大変よくない状況でございます。こ

のため、危険防止のため、綱やロープによる応急処置を行うとともに、県の担当課にも連絡を

し、現地確認を行っていただいております。県には、大規模な改修の必要性を認識をいただい

ておりまして、来年度の改修に向け、国庫補助制度の導入なども含めまして、今県で検討をい

ただいているところでございます。少しでも早く改修をし、観光客の方に安心して見ていただ

けるような施設となるように県にも要請をしてまいります。 

 次に、(9)来年、再来年への取り組みについてでございます。 

 昭和39年６月１日、高知県室戸市から徳島県阿南市にかけての２市５町の海岸線が、室戸・

阿南海岸国定公園に指定をされ、来年で50周年となります。このため、関係する県や２市５町

が８月に第１回目の50周年記念事業についての打ち合わせ、意見交換を行ったところでござい

ます。現在のところ、その中で、市町によって大変温度差が大きくあるというふうには感じて

おります。しかし、議員さん御案内のように、観光振興や地域経済の活性化にとって、やはり

この事業は私は有意義なことであると考えておりますので、今後とも関係市町と継続をして、

協議をするとともに、またそれぞれの関係団体等の御意見や連携ということも視野に入れて取

り組んでまいります。 

 次に、平成27年度に開催予定の東部地域博覧会につきましてでありますが、安芸広域市町村

圏事務組合の構成市町村であります２市７町村での開催を予定をいたしているところでござい

ます。現在、博覧会の開催に向けた委員会と準備会を設立をいたしております。各市町村担当

課長、商工会及び観光協会などで構成をされた高知県東部地域博覧会基本計画策定検討委員会

が設立をされておりまして、これまでに６回開催をされております。また、県や各副市町村長

及び観光協会などで構成をされた高知県東部地域博覧会推進協議会準備会は、１回開催をされ

ております。また、室戸市では、８月に住民主体の観光への取り組み等を進めるため、賛同す
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る団体及び企業等で構成をされた東部地域博覧会室戸市推進委員会を設立をし、１回開催をい

たしております。現在のところ、基本計画など具体的なイベント内容はまだ確定をしていない

ところでございますが、博覧会を推進をしていくためには、県を含め行政運営組織への派遣職

員についても今後必要となってまいります。当市としても派遣職員をどうしていくのかという

議論が出てまいりますが、このことにつきましても、積極的に市として対策をしていきたいと

考えております。東部地域博覧会の開催につきましては、御案内のように、交流人口の拡大や

地域経済の活性化にとって大きく貢献するものと考えるところでございますので、先ほども申

し上げておりますように、市としても積極的な推進に努めてまいります。 

 次に、２点目の空き家対策につきましてでございます。 

 まず、空き家の実態調査につきましては、他市で民間企業に業務委託を行ったり、臨時職員

を雇用して調査を行っている事例がございます。この件につきましては、私どもも以前から把

握する必要があるという認識といいますか、考えはありながら、現在までまだやっていないと

ころでございますが、当市といたしましても、これは調査の結果、やはり移住促進事業といっ

たものにも利活用ができるというような利点もあるのではないかというふうに考えますので、

今後、財源対策あるいはどういう調査員をお願いするのかといったことについて、関係課で協

議を行い、調査する方向で対応してまいりたいと考えております。 

 次に、空き家等の適正管理に関する条例の制定についてでございます。 

 この件については、県外での事例、県下での２市１町の制定というところがございます。そ

の紹介もいただいたところでございますが、県内では現在のところ、情報提供というようなこ

とはあるけれども、指導や勧告にはまだ至っていないというような内容もお聞きをいたしてい

るところでございます。また、倒壊危険家屋の調査につきましては、外見、外からの判断が大

変難しいということでございますので、敷地内での調査や建築士等専門家の同行調査などが必

要となると考えます。調査の必要性は感じておりますが、この辺の実態調査は大変難しいので

はないかと思っております。しかし、議員さんも御案内のように、これらの問題は、社会問題

化をしているところでございます。空き家対策や危険家屋の件につきましては、現在、自由民

主党の議員連盟による特別措置法案が検討されているということは私もお聞きをするところで

ございます。それによりますと、１つには、市町村に実態把握のための調査の権限を付与する

こと、２つには、所有者に対し除去、修繕などを実施するよう、助言、指導すること、３つに

は、指導に従わない場合は、必要な措置を講ずるよう、勧告、または行政代執行を実施をする

ことなどにつきまして議論をされているというふうにお聞きをするところでございます。今

後、法律の制定に注目をするとともに、国の動向を見きわめた上で、空き家等の適正管理に関

する条例の制定や倒壊危険家屋の調査などについて対処してまいりたいと考えております。 

 なお、当市といたしましては、さきの報道もいただいたところでありますが、昨年度より県

下で３自治体しか実施をしていない老朽住宅除去に対する補助金交付事業というものに取り組
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んでおりまして、倒壊等危険家屋の除去というようなものには努めているところでございま

す。 

 私からは以上でございますが、教育長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） 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したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山下浩平君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は、議事日程が終了

するまであらかじめ時間延長することと決しました。 

 執行部の答弁を求めます。谷口財産管理課長。 

○財産管理課長（谷口稀稔君） 濱口議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 住宅土地統計調査は、５年ごとの調査でありまして、平成20年では、高知県の住宅の総数は

37万7,700棟、空き家は６万2,600棟、空き家率は16.6％でございます。室戸市では、総数は

9,860棟、空き家は2,180棟、空き家率は22.1％でございます。平成15年では、高知県は、住宅

総数37万3,500棟、空き家は５万2,500棟、空き家率は14.1％、室戸市では、総数は9,210棟、

空き家は1,490棟、空き家率は16.2％でございます。平成20年と15年を比較いたしますと、県

では住宅の総数で4,200棟の増、空き家も１万100棟の増、空き家率も2.5ポイントの増でござ

います。本市におきましても、住宅総数は650棟、空き家は690棟の増、空き家率は5.9ポイン

ト増加をしております。 

 次に、国の空き家再生等推進事業につきましては、老朽化の著しい住宅が存在する地区にお

いて、居住環境の整備改善を図るため、不良住宅や空き家住宅の除去及び空き家住宅や空き家

建築物の活用を行う事業でありまして、国費負担割合は２分の１でございます。本市におきま

しては、この空き家再生等推進事業のうち、不良住宅や空き家住宅を除去して、防災性や防犯

性を向上させる除去事業タイプの老朽住宅除却事業費補助金交付事業を昨年度より実施してお

り、19件の申請があり、３件採択しております。本年度におきましても、８月末の締め切りで

19件の申請があり、現在、審査を行っているところでございます。このほかに、この空き家再

生等推進事業の活用事業タイプの活用事例といたしましては、ジオパーク拠点施設整備事業に

関する条例案を今定例会に提案させていただいているところでございます。以上でございま

す。 

○議長（山下浩平君） 長谷川税務課長。 

○税務課長（長谷川貞彦君） 濱口議員さんに、大きな２点目、空き家対策についての中の空

き家を撤去して更地にした場合の固定資産税についてお答えいたします。 

 居住用住宅を取り壊し、更地にしますと、地方税法による住宅用地としての課税の特例の適
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用がなくなりますので、敷地面積200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合、現在の６倍

となります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 濱口議員さんに、市長答弁を補足させていただきま

す。 

 大きな１点目の(1)遊歩道の整備についてでございますが、室戸岬の乱礁遊歩道につきまし

ては、議員さん御案内のとおり、高知県が整備しており、総延長が約2,600メートルで、一部

の遊歩道は、コンクリート状にだま石を敷いた構造となっており、以前より観光客等から歩き

にくく危険であるとの苦情が寄せられていました。このため、平成24年５月に県に対し遊歩道

の整備要望を行っていたところ、平成24、25年度の２カ年で特に危険度の高いところ、約

780メートルの整備を行っていただいておりますが、未整備の部分につきましても、引き続き

整備していただけるよう、県に要望してまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 濱口議員さんに、大きな項目２の空き家対策についての中で、旧室

戸岬小学校の校舎及び体育館の取り壊し計画についてのお尋ねがございましたので、お答えい

たします。 

 旧室戸岬小学校の校舎及び体育館につきましては、議員御指摘のように、昭和31年から順次

建築され、その後大規模改修を経て、平成17年に現在の校舎へ移転するまでの間、使用されて

おりました。 

 まず、校舎の取り壊しにつきましては、莫大な費用、約8,000万円を要することや、国・県

の補助事業がないことなどから、現在のところ、取り壊しの見通しは立っておりません。しか

しながら、国においては、公共施設等の解体撤去への補助に向けた動きが出てきたようであり

ますので、今後は国や県の動向を注視しつつ、適切に対応してまいります。 

 次に、体育館でございますが、昭和48年に建築され、平成８年度に大規模改修工事を実施い

たしまして、施設の維持管理に努めておるところでございます。現在室戸岬町津呂地域の風水

害時の避難場所に指定されておりますことから、今後防災対策室と連携協議しつつ、適切な対

応に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 濱口太作君の２回目の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ２回目の質問を行います。 

 ２の空き家対策についての中の旧室戸岬小学校の取り壊しについてお伺いをいたします。 

 教育長の答弁では、8,000万円という莫大な経費が校舎についてはかかるから、全く見通し

が立ってないというふうな答弁でございます。一つの何として、きょうの高知新聞に、総務省

の起債がひょっとしたら適用になるかもわからないというふうな記事が載っておりましたが、

この記事を見ますと、全く無条件に公共事業を解体する場合に適用になるというような内容に
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はなっていないように思います。一定の条件が付される、再利用等についての条件が付される

ということでございますので、甘い期待はしないほうがいいかと思います。計画がないという

ことですので、教育長に２回目の質問をいたしたいと思います。 

 １点目が、南海トラフ巨大地震においては、本市では震度７の揺れが予想されております。

まず、校舎については、この地震による倒壊の危険はないのかどうか、お伺いをいたします。 

 また、倒壊した場合、すぐ裏には墓地がたくさんあります。恐らく30から40ぐらいあると思

われますが、これら墓地への影響はどのように考えているのか、お伺いをいたします。 

 そして、校舎の裏山は、地区の避難場所になっております。校庭が避難道路となっておりま

して、避難道路への影響も心配をされておりますが、この倒壊によって避難道路への影響は、

ないものかどうか、お伺いをいたします。 

 次に、体育館についてお伺いをいたしますが、この体育館は、耐震構造にはなってないとい

うふうに思いますが、この地震による倒壊の危険はないのでしょうか。 

 また、この体育館のすぐ下には、民家が密集をしております。この民家への影響について

は、どのように考えておられるのか、お伺いをいたします。 

 この校舎の取り壊しには8,000万円がかかるということで、先送りがされてきておりますけ

れども、先送りすることによって、この費用は安くなりますか。ならないんでしょう。もうこ

れ以上先送りすることなく、取り壊しに着手すべきだと考えます。この小学校の敷地は、建物

敷地として3,950平米、運動場敷地として3,200平米、合計で7,150平米あります。この敷地

は、民有地であるために、１年間に450万円の土地の借り上げ料が支払われております。廃校

の維持費として、１年間に450万円を支払っておる。実にもったいない話だと思いませんか。

いつまで続けるお考えですか。小学校が移転してから９年になります。450万円を９年間払い

続けると幾らになりますか。4,050万円です。費用対効果ということで考えますと、何の効果

も生まない維持費に既に4,050万円が支払われております。そして、まだこれを続けようとし

ております。おかしくはありませんか。4,050万円あれば、校舎の半分は解体できる金額で

す。もういいかげんに先送りはやめたらどうですか。室戸市も財政健全化のために行財政改革

プランを立てて定数の削減や経費削減に努力をしてきましたし、我々議会も定数の削減や報酬

の減額、また毎年行っていた県外研修も２年に１度にするなど、財政健全化のために協力をし

てきました。しかし、一方では、このような無駄な経費が使われておる。恐らく議員の皆さん

も驚いていると思いますし、このことを市民の皆さんがどのように感じられるのか、答えは明

白であります。１年では単年度負担が多ければ、２年、３年に分けて取り壊しを行ってはどう

ですか。幸い校舎については、３回ぐらい増築をしておりますので、分割をして取り壊しする

ことも可能だと考えます。 

 以上につきまして教育長の答弁を求めます。 

 これで２回目の質問を終わります。 
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○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 濱口議員さんにお答えいたします。 

 この件に関しましては、全然討議がされなかったということではございません。さてどうし

たものかということで、教育委員会の中でも市長部局とも話し合いは当然行っておるという状

況であります。 

 なお、契約年数というものが土地の所有者とのございまして、そのあたりも当事者とうちの

市長部局のほうともその件等も含めて、それから賃借料、そんなことも含めて、総合的に考え

ていかなければ、いわゆる早急に考えていかなければというふうに今現在考えておるところで

すので、国のきょう新聞に出ておりましたように、国のものが議員さん御指摘のようなもので

あるのかどうなのかということも当然考えていかなければならないと思いますので、あらゆる

面から総合的に考えてまいります。同じような状況にやっぱり旧水産高校もございますので、

何とかしなければというふうには考えております。以上でございます。 

○８番（濱口太作君） 答弁もれ。 

○議長（山下浩平君） はい。指摘してください。 

○８番（濱口太作君） 私は校舎と体育館の危険性について聞いています。ようは南海トラフ

地震の震度７の揺れの時に倒壊する危険はないのかということを。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） お答えいたします。 

 その安全性の面からいえば、耐震の強度について１次診断とか、そういうものはやっており

ません。だから、震度７であれば、当然、今議員さん御指摘のように、大きな危険性を含むと

思います。だから、その件に関しまして、早急に市長部局と話し合いを行いまして、どうする

かを決めていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（山下浩平君） 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） ３回目の質問を行います。 

 ２回目の教育長の答弁では、早急に市長部局と協議をしたいと、そして結論を出したいとい

うことでございますので、３回目は市長にお伺いをいたします。 

 小松市長には、昨年、室戸岬地区の自主防災の総合訓練時に、この校舎の危険性等につきま

して小学校跡地について見ていただき、取り壊し等の相談をさせていただきました。現場のこ

とはよく市長もわかっておると思います。そのときの話でも、取り壊しに8,000万円ぐらい校

舎はかかると言われておりました。しかし、もう毎年毎年450万円という維持費を無駄な経費

として使っております。もうこれ以上、無駄な経費を使うことはおやめになったらどうです

か。もう早急に私は結論を出すべきだと思います。釈迦に説法だと思いますけれども、行政の

最も大切な、最も基本的な使命は、住民の命と財産を守ることであります。このために、東日

本大震災を教訓として、国を挙げて今地震対策に取り組んでおります。他の公共団体では、人
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命を守るために、民間の施設であっても避難道に影響にあるものは積極的に取り壊しの指導等

を行っておるのに、本市においては、公共施設について、費用が大きいからといってためらっ

ているのはおかしくはありませんか。この問題につきましては、本来は、防災対策として捉え

るべきだったと思いますが、あえて私が今回空き家対策として取り上げたのは、前段でも述べ

ましたように、今全国で空き家が大きな問題となっております。このため先進地では、条例等

をつくって対応しておりますが、その対応にも限界があるということで、国が国策として法律

をつくり、市町村の権限を強化し、空き家対策を推進しようとしております。ですから、法律

ができれば、全ての市町村がこの法律に基づき空き家対策を行うことになります。そして、空

き家の所有者、特に危険度の高い特定空き家の持ち主に対しては、厳しい行政指導を行うこと

になるわけですが、市民に対しそのような厳しい行政指導を行うに当たっては、まずは行政自

身が公共施設についての調査を行い、住民に危害を加えるような施設があれば率先して取り除

く、そのような姿勢でないと住民への行政指導は行えないと思います。人に言う前に自分がち

ゃんとしいや、そういうことになるのではないのでしょうか。考えてみますと、小松市長の任

期も残すところ１年余りになりました。もうこれ以上先送りをして、無駄な維持費を使うこと

のないよう、小松市長の任期中にぜひ取り壊しに着手をして、地域の皆さんを安心をさせてい

ただきたいと思いますので、答弁をよろしくお願いをいたします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 濱口議員さんの３回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、小学校の校舎の件、体育館の件につきましては、前段で教育長の答弁もあったとおり

でございます。我々も危険な校舎であるあるいは撤去したいというのは議員さんにお話をした

とおりでございます。ですが、我々としては、これまでに考えてきたことは、なかなかその財

源がなかった、起債を借るにも借れないという状況でございました。ですから、今回、国策と

して老朽公共施設の実態調査が現在されているところでございます。議員さんは、そうしたこ

とに期待をすなという話もございましたが、私どもとしては、その国の調査、老朽した公共施

設の実態調査というものはぜひやっていただきたい。その中で、やはり起債を借れること、起

債を借りて取り壊すことができるというような方向に私はぜひ学校としてぜひそういう方向で

取りかかれるような対策を国に望んでいるところでございますし、ぜひまた期待をすなという

話でございますが、やはり先ほど議員さんも申し上げておる一定の経費がかかっておるわけで

すから、それがかからない方向に取り壊していくんだとか、また危険箇所、危険な校舎である

からそれを壊して住民の方々が危険でないようにするんだというようなことから考えると、や

っぱり僕は国の取り組んでいこうとする方向性に乗せていけるのではないかということを大変

私としては期待をしているところでございます。そして、教育長も前段で答えましたように、

この施設、何とか我々も以前に国の補助事業で経済対策推進を図ろうと、地域の経済対策の活
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性化を図るために基金事業として国から市町村へ財源を回すというような事業もあったとき

に、当然、この校舎の取り壊しということも検討はさせていただきました。ただそのときも、

それ以外の基金を使った新たな事業というものにどうしても転換せざるを得なかったという事

業もございまして、議員さん御指摘のとおり進んでいないというところでございますが、私ど

ももこうしたことが改善をしたい、国において今検討をされているということでございますか

ら、ぜひそうした事業の適用によって、一日も早くそうした危険校舎をなくしていくという方

向で私としては取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（山下浩平君） これをもって濱口太作君の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結します。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、明日25日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後５時７分 散会 


