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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名全員の出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山下浩平君） 日程第１、一般質問を行います。 

 ここで皆様に御報告をいたします。 

 小椋議員から、質問項目５、各種団体への予算の執行についてにつきましては取り下げる旨

の申し出がございましたので、御報告いたします。 

 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12月第５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、室戸市の固定資産税について。共有林における固定資産税の徴収方法についてお聞きを

いたします。 

 室戸市は海岸線が約53キロメートルと長く、奥地に長く鋭角な三角形をした室戸市の全体面

積は248.3平方キロメートルで、そのうち林野面積は203.3平方キロメートルを有し、山林面積

率は実に81.9％と非常に広く、耕地、田畑を含めた平地の面積は18.1％しかありません。この

山林面積率81.9％の中には個人が単独で所有している山林も多くあると思いますが、二人以上

で共有している山林も非常に多くあると考えております。この山林における筆数は全部で何筆

あるのか、その中で２人以上で共有している山林は何筆あるのか、お聞きをいたします。 

 この室戸市内の共有林には小さな金額から大きな金額までさまざまな固定資産税が課せられ

ていると考えております。平成24年度の決算における室戸市税は11億3,262万5,955円で、その

うち固定資産税の収入済額が５億5,003万4,614円となっており、室戸市税が５項目ある中で

は、１番が固定資産税、２番が市民税、３番が市たばこ税、４番が軽自動車税、５番が特別土

地保有税となっており、室戸市税の中では固定資産税が一番大きな収入の源で非常に大きなウ

エートを占めているところでございます。その中で、平成24年現年の固定資産税の課税額、調

定額は幾らになるのか、収入収納金額は幾らになるのか、またその収納率は幾らになるのか、

お聞きをいたします。 

 次に、地目が山林の平成24年度現年の固定資産税の課税額、調定額は幾らになるのか、収納
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金額は幾らになるのか、またその収納率は幾らになるのか、お聞きをいたします。 

 次に、納税通知書についてお聞きをいたします。 

 納税通知書には土地、家屋、償却資産と区別がありまして、課税標準額、現所有代表、納税

義務者等に区分をされておりますが、納税通知書を発送するのに共有の土地につきましては代

表者に発送しているとお聞きをしておりますが、その発送の相手方の選定はどのようにされて

いるのか。また、代表者が高齢となり、納税の徴収ができなく困っている方も相当数おいでる

とお聞きをいたしておりますが、納税通知書送付の相手方の変更は可能になるのか、お聞きを

いたします。 

 少子・高齢化が続いている中で、共有林につきましては死亡された人の相続登記も余りでき

ていなくて、昔の人の名義でそのまま残っている共有林の筆数も非常に多いとお聞きをいたし

ております。相続登記がなされないまま、現所有者となる山林の共有者が市外や県外に移転を

されて連絡がとれない相続人も増加をしていて、納税集金代表者も住所がわからず連絡がとれ

なくて困っているとお聞きをいたしております。ある町村では相続人の追跡調査も行っている

とお聞きをしておりますが、相続人不詳者がふえる中で、少しずつでも山林の地籍調査も行っ

ていきたいというふうにお話をされておりました。今後、税の平等性を確保していくために共

有林における固定資産税の徴収にどのように取り組まれていくのか、お聞きをいたします。 

 次に、２番、韓国野球キャンプ誘致について。韓国野球キャンプへの支援対策についてお聞

きをいたします。 

 ことしも昨年に引き続き韓国から国立室戸青少年自然の家を利用して室戸マリン球場で平成

26年１月５日から１月28日まで、23泊24日の予定で韓国中学校野球キャンプが決定をいたしま

した。参加校は、韓国の慕加（モガ）中学校27名、祥明（サンミョン）中学校28名、育成シニ

アチーム15名の合計70名の選手団によるキャンプが室戸マリン球場で行われる予定となり、こ

れは本年５月31日から６月３日まで、西森潮三県会議員を団長とする韓国訪問団に谷村教育長

さん、室戸を元気にする会の皆様方や私も同行させていただき、暖かい室戸での中学生の野球

キャンプ誘致活動を行ってきた大きな成果であると考えております。 

 国立室戸青少年自然の家も、韓国野球キャンプ団の1,610泊にも及ぶ宿泊日数カウントは非

常に大きく、0.8ポイント追加となり、今年の宿泊稼働率も辛うじて50.2％に届き、韓国野球

のキャンプがなかったら49.4％で宿泊稼働率は50％を切る、自然の家の存続に向けた明かりが

消える状態となり、このキャンプが微妙な数字の上で大きくクローズアップをされているとお

聞きをいたしております。 

 韓国野球キャンプの件につきましては今年６月議会でも質問をさせていただきましたが、今

回70名にも及ぶ多くの韓国の中学生が室戸市でキャンプをすることについて、市内の中学生と

の意見交流会や市役所の職員やまた一般の方々も参加をしていただく意見交換会、またこれを

機会に韓国のハングル文字の勉強会等も行い、外国からの交流人口の拡大につなげる計画はな
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いか、お聞きをいたします。 

 また、谷村教育長さんは６月議会の答弁で、韓国から野球キャンプが決定をした場合は、宿

泊料金、野球場の使用料、通訳の雇用、キャンプ期間中の移動手段、バスの借り上げ料等々に

つきましては、高知県や室戸市、また国立室戸青少年自然の家とも協議をして、支援方法につ

いて検討をしていくと答弁をされております。今回のキャンプの宿泊日数カウントは室戸青少

年自然の家の存続にも非常に大きく影響しており、支援の内容によっては来年からの野球キャ

ンプ誘致に大きく影響してくると思われるので、支援の方法、対策、内容についてお聞きをい

たします。 

 次に、３番、学校給食について。室戸中学校の早期給食開始への取り組みについてお聞きを

いたします。 

 室戸中学校の早期給食開始への取り組みにつきましては、本年９月議会でも質問をさせてい

ただきました。谷村教育長さんの９月議会での答弁は、給食のある学校と給食のない学校とで

は、給食のある学校では給食の配膳や給食指導に時間を割かれるため、教員の休憩時間が割か

れるので、教職員の休憩時間が減少するなど多様さが増しますと言われております。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をするなど、運営の困難さもあ

りましたと言われておりますけれども、これらの答弁につきましては教職員を擁護する答弁と

なっており、児童・生徒に対する配慮が見えません。 

 東部給食センターでの配膳につきましては、老朽化が激しく、調理時間との制約があり、食

の安全性を保障できるかといえばなかなか難しい問題があると言われておりますけれども、室

戸市教育行政方針には実施施策の中で10番目に食に関する安全・安心の確保及び食育の推進を

うたっております。食育基本法の前文におきましても、抜粋をしてみますと、子供たちが豊か

な人間性を育み、生きる力を身につけていくためには何よりも食が重要である。また、今こ

そ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に国民運動として食育の推進に取り組んでいくことが

我々に課せられている課題ともうたわれており、そして第５条では、子供の食育における保護

者、教育関係者等の役割や、第11条では教育関係者等及び農林漁業者等の責務においても積極

的に子供の食育の推進に関する活動に取り組み、協力をすることが求められております。 

 平成５年度に給食実施を提案したところ、いろいろな反対意見等があり、教職員等の反対意

見等も強くあって合意が得られず計画が頓挫した等々お聞きをいたしておりますが、もう既に

20年も昔の話で、現在は生徒も父兄も給食を待ち望んでおります。室戸中学校の給食は中部給

食センター改築時に給食を開始をすると言われておりますけれども、中部給食センターの改築

が何年度になるのか予定がないと言われております。教育の公平性や平等性の視点に立ち、全

ての生徒が享受できることが学校給食の基本ではないでしょうか。室戸中学校の生徒147名の

みが給食から置き去りにされ、税金は平等でも教育は不平等であると言わざるを得ません。 

 室戸中学校は学校統合による遠距離通学の生徒や共働きの家庭における母親の負担は大き
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く、クラブ活動の早朝練習等もあり、市内でも一番給食が必要な学校ではないでしょうか。給

食を待ち望んでいるのは室戸中学校の父兄だけではありません。これから給食のあった小学校

から一転して給食のない室戸中学校に通学をすることになる各小学校の父兄の方々や生徒たち

も給食を待ち望んでいるところであります。 

 給食を始めると教員の休憩時間が減少をする、給食費の滞納が大きな問題で、東部給食セン

ターは老朽化が激しい等々、室戸中学校給食開始への取り組み姿勢が全然見えてきません。中

部給食センターの建てかえ時期には室戸中学校の生徒数も激減をしてくると思われますので、

早急な給食の開始が望まれております。東部給食センターの昭和60年のピーク時の生徒数は

570人で、現在は96人の生徒数ですので、室戸中学校の147人を合計をしても243人の生徒数と

なり、ピーク時の生徒数からすれば42.6％で半分以下にしかなりませんので、東部給食センタ

ーを修理、修復、改造し、配膳車を購入して取り組んでやろうとすれば十二分に対応ができる

のではないかと私は考えております。また、中部給食センターを改修してでも、ピーク時の生

徒数からすれば対応ができるのではないかと思っておりますが、教育長さんの再検討及び実施

取り組みについてお聞きをいたします。 

 香南市では県内最大の統合給食施設を建設して、小学校、中学校、幼稚園へ１日3,200食を

提供すると言われております。 

 次に、給食のある学校では教員の休憩時間が減少する、給食のない学校では休憩時間が減少

しないということは学校間で教職員の勤務時間中における教育の教材、指導について取り組み

に大きく影響してくると思われますが、学校間格差について教育長さんはどのように指導され

て取り組まれているのでしょうか、お聞きをいたします。 

 尾﨑知事は、平成21年２月の高知県議会で、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答弁をされております。谷村教育長さんの室戸中学校へ早

期給食開始への取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 

 次に、４、芸東沿岸地域の大型定置網被害について。大敷組合への支援対策についてお聞き

をいたします。 

 平成25年10月30日から31日の早朝にかけて、室戸市の芸東沿岸地域の沖合に仕掛けておりま

した各地域の大型定置網、大敷網４基の周辺海域で黒潮の分岐流が紀伊水道に流れ込んで発生

をして急潮流が起きた可能性があると言われており、大きな被害が発生をしております。大敷

組合は各地域の住民が株主となって出資をして設立をされており、被害を受けたのは高岡大敷

組合、株主が91人、三津大敷組合、株主が113人、椎名大敷組合、株主148人、佐喜浜大敷組

合、株主425人の４大敷組合の４基の大敷網が大きく被害を受け、修復が不可能になった組合

もあると言われております。 

 室戸市の第１次産業の基幹産業である芸東沿岸地域の各組合の年間水揚げ高はそれぞれ約３

億円程度ありますので、地域の全体水揚げ高としては年間12億円から13億円程度と言われてお
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りますけれども、今回の被害はその魚の取り扱いにかかわる仲買の行商人や魚の流通関係の運

送業者や各地域の雇用にも大きくかかわり、地域経済に大きな打撃を与えていると言われてお

りますので、早期の復旧、復興が望まれております。その室戸市の基幹産業である芸東沿岸地

域の大型定置網、大敷網が突発的に潮流が速くなる急潮流という急激な潮の流れにより、一晩

にして大敷網全体が流出した組合もあり、ほかには潮の流れにより網が膨らんで破れてしまっ

たり、いかりのロープが切断をされたり、網を張ったワイヤーが切断をされたり、いかりのロ

ープが切れていかりが流出した、残ったいかりの位置がずれる等々の大きな被害を受け、その

被害状況につきましては数千万円から数億円単位の大きな被害額になると言われており、大敷

網を新調して網の新設、架設には１年以上の歳月も必要になると言われている組合もあるとこ

ろでございます。 

 各組合の被害の程度はいろいろと違いますが、今後大敷網の新調や修復、復旧、復興、新調

した網の架設工事等々につきましては多額の設備投資資金が必要になると言われております。

今回のこの大きな被害につきまして、各大敷組合に対して室戸市としてはどのような支援対策

が検討されているのか、また高知県信用漁業協同組合連合会にはどのような支援を要請をして

いるのか、その支援の回答は来ているのか、また高知県にはどのような支援対策を要請してい

るのか、高知県の支援の内容はどのようになっているのか、お聞きをいたします。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、私からは、４点目の御質問に対してお答えをいたします。 

 芸東沿岸地域の大型定置網の被害についてでございます。 

 この件につきましては、開会日に行政報告をさせていただいたところでございますが、議員

さん御案内のとおり、10月30日から31日にかけまして、急潮流によって大型定置網４統に大き

な被害が出ているところでございます。被害額につきましては、佐喜浜大敷組合では１統の破

損と流出で１億7,000万円、椎名大敷組合では１統で一部破損1,000万円、三津大敷組合では１

統破損で5,500万円、高岡大敷組合では１統全流出で３億1,000万円、合計５億4,500万円ぐら

いの被害が出ているとお聞きをしているところでございます。 

 現在の状況といたしましては、佐喜浜大敷組合では11月末に１統の敷き込みが完了し、水揚

げを再開をいたしております。被害のありましたもう一統の大型定置網につきましては、補修

を行った後、来年の３月ごろをめどに敷き込みを行う予定でございます。 

 また、椎名大敷組合につきましては、11月中に自力復旧により操業を再開をいたしておりま

す。 

 三津大敷組合では、小型定置網の敷き込みを11月末に完了し、被害を受けました大型定置網

につきましては、来年１月中をめどに敷き込みの予定でございます。 



－27－ 

 次に、高岡大敷組合につきましては、小型定置網を敷き込み中で、被害を受けました大型定

置網につきましては、事業再開のため、総額４億円以上が必要になるとお聞きをいたしており

ます。現在、当組合では経営体制の見直しを検討いたしておりまして、人件費の削減を行うこ

とや事業の省力化に向けて作業船３隻のところを１隻で操業するための新船を建造するととも

に、組合員からの増資などのことにつきまして組合の中で協議をいたしているところでござい

ます。 

 したがいまして、今のところ事業再開のめどが立っていない状況でございますが、各大敷組

合は、事業再開に向けてこうした努力をしているところでございますし、議員さん御案内のよ

うに、この大敷組合の運営につきましては地域の雇用であるとか経済活動に大きく貢献をいた

だいているところでございますので、市といたしましてもできるだけの支援を行ってまいりた

いと考えているところでございます。 

 なお、県に対しましては、現在の補助事業の融資に対しましては、借入限度額の拡大である

とか貸付期間の延長、そしてまた利子補給の拡大、そして新たに補助事業ができないか、補助

事業を創設をすることができないかなどについて要請を行っているところでございます。ま

た、融資元である高知県信用漁業協同組合連合会など関係団体に対しましても借入限度額の拡

大や貸付期間の延長、利率の引き下げなどにつきまして協力要請を行っている段階でございま

す。今後におきましても、関係機関と連携をするとともに協力を求め、各大敷組合に対して望

ましい支援対策となりますよう取り組んでまいります。 

 私からは以上でございますが、１点目の室戸市の固定資産税について、２点目の韓国野球キ

ャンプ誘致について、３点目の学校給食につきましては、教育長及び税務課長から答弁をいた

させますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 長谷川税務課長。 

○税務課長（長谷川貞彦君） 小椋議員さんに１点目、共有林における固定資産税の徴収方法

についてお答えいたします。 

 まず、市内にある山林の筆数でございますが、総筆数１万1,683筆、うち２名以上の共有筆

数は1,341筆でございます。 

 次に、平成24年度現年の固定資産税の調定額は５億4,030万6,106円、収入済額は５億

2,553万4,553円で収納率は97.27％となっております。 

 なお、山林だけの調定額、収入済額、収納率につきましては、固定資産税の課税の仕組み上

把握できませんので、御理解をお願いします。 

 次に、共有物件に対する納税通知書の発送の件でございますが、共有の所有者全員で協議さ

れ、届け出があった代表者に納税の告知を行い納付書を送付しております。 

 なお、代表者の変更につきましては、代表者変更届の提出により受け付けをいたしておりま

す。 
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 また、今後の共有林の固定資産税徴収につきましても、代表者の高齢化や市外在住者の増加

などさまざまな問題もあろうかと存じますが、地方税法第10条の２により、共有物件に対する

地方公共団体の徴収金は納税者が連帯して納付義務を負うとなっていることから、法の趣旨に

のっとり、届け出のあった代表者に対する代表者課税の方法をとっ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） 小椋議員さんに、２、韓国中学校野球キャンプの支援についてお答

えいたします。 

 韓国中学校野球のキャンプにつきましては、本年、国立室戸青少年自然の家稼働率の向上を

目指して高知県観光コンベンション協会などの協力により取り組んだものであり、１月に70名

の中学生が国立室戸青少年自然の家で宿泊し、室戸マリン球場を利用してもらうことができま

した。そして、市内の中学校と交流試合を行うとともに、室戸中学校で先生とコーチの方々が

授業参観するなどの交流を行ったところでございます。 

 平成26年１月に再度韓国中学校野球チームが室戸においでてくれることになりました。その

ため、市としましても交流を第一と考えて、市内の中学校、高等学校女子硬式野球チームとの

交流試合等を予定しております。また、職員、一般の方々との意見交換会も持ちたいと思って

おり、歓迎会も兼ね、地元の団体に協力をお願いしているところでございます。 

 今後継続していくためには韓国語の学習が必要であると考えますが、地域の中に指導者がい

ない状況でありますので、高知県国際交流協会の異文化出前講座開催事業などにより、一般の

方々を対象に学習会を実施していきたいと考えております。 

 次に、キャンプ支援の対策につきましては、交流試合の審判、アナウンスなどの経費、期間

中の通訳、臨時職員の配置、異動等に伴うバス借り上げ料、歓迎用横断幕等々について今回の

補正予算で計上しているところでございます。 

 続きまして、４の学校給食についてでございます。 

 まず初めに、私の９月議会での答弁について、給食実施校と未実施校の違いについてのお尋

ねがあり、私の校長時代の経験から率直な感想を申し上げたところでございます。学校給食に

つきましては、前回にも申したとおり、子供の健全育成、食育の推進などの観点から非常に大

切な役割を担っていると認識しております。 

 室戸中学校の給食問題につきましては、９月議会でも答弁いたしましたが、室戸市学校給食

検討委員会の答申が昨年提出されました。その答申に基づきまして、現在は西部給食センター

の建設に全力を挙げて取り組んでいるところでございます。室戸中学校については、中部学校

給食センターの改築を待って実施するとの答申を受けておりますので、西部学校給食センター

完成後に早急に中部給食センターの設計施工に移る予定でございます。 
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 なお、議員御提案の他の給食センターを利用できないかについてでありますが、まず中部給

食センターにつきましては、児童・生徒数がピーク時と比較しますと施設の衛生管理基準の見

直し改正により、消毒槽や食器保管庫などを増設したため非常に狭隘なスペースとなり、その

上老朽化が著しい施設、環境の中で調理を行ってというのが現在の状況であります。また、東

部給食センターでも同様に施設の衛生管理基準の改正に伴いスペースが狭隘となり、施設稼働

能力の縮小に至った経過がございます。配送時間につきましても、衛生管理基準の中で調理終

了時から給食完了まで２時間以内という時間的制約がございます。これはサルモネラ菌等によ

る食中毒防止のための時間制限でありまして、東部給食センターから室戸中学校への配送は難

しく、現実的に困難であると考えております。 

 それから、話が前後いたしますが、給食の有無により教員の勤務時間中に教育の教材指導に

関し取り組みが大きく影響してくるのではないかとの御指摘がありましたが、給食実施校では

時間割り編成の工夫、例えば掃除の時間の繰り上げやホームルームの時間編成、クラブ活動な

どの開始時間をやりくりしております。 

 以上でございます。 

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

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。２回目の質問を行います。 

 共有林における固定資産税の徴収方法についてでございますけれども、先ほど税務課長さん

のほうから山林の筆数は１万1,683筆という非常に大きな膨大な数字が言われておりますけれ

ども、これは実際本当にそういう数字の中で共有林については1,341筆であるというふうなお

話があった中で、ある町村でお聞きをいたしますと、共有者が市外や県外に出ているというこ

とについて追跡調査もしなければならないというふうなお話をされておりましたけれども、こ

の追跡調査はされているのか、それからなかなか追跡調査をするのにも難しいということもあ

る中で、山林の国土調査にも取り組んでいかないとなかなか追跡調査も難しいというふうなこ

とも言われておりましたが、室戸市の場合はこの追跡調査等については行っているのかどう

か。 

 それから、韓国野球キャンプの件についてでございますけれども、先ほど教育長さんの答弁

の中では支援は行っていくというふうな答弁がありましたけれども、このマリン球場の使用料

なんかは、県のほうでお聞きをしますと高知県立都市公園条例の中では減免はできないという

ふうに言われておりますけれども、このマリン球場の使用料も相当大きな金額になるわけで、

また韓国からの生徒の旅費とかいろいろなものを含めると、相当大きな金額になってくると思

われますけれども、このマリン球場の使用料なんかは支援をしてやるわけにはいかないかどう

か、これをお聞きをいたします。 

 それから、学校給食についてでございますけれども、これは一応９月議会でも質問をさせて

いただきましたけれども、なかなかやっていただけるというような話が出てきません。その中
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で、学校給食が必要な理由というのがここに給食に関する膨大な資料があるわけです、資料

が。この中の一部分を読んでみますと、学校給食が必要な理由、弁当だけでは家庭では成長期

に必要な栄養がとれない、これは名古屋市の教育委員会が給食のない日の昼食と給食とを比較

検討しております。それによりますと、中学生が必要とする栄養摂取量は、給食であれば可能

だが、家庭ではおおよそ半分に満たないとしています。このような給食が必要な理由が膨大な

この中にあるわけですね。また、これ2008年５月１日付の公立学校都道府県別学校給食実施率

を見てみますと、四国では徳島県は中学校が98.9％、香川県は98.9％、愛媛県は99.3％になっ

ておるところでございます。これは５年昔の資料です、これが一番新しいようですので、これ

から５年たっちゅうきん、恐らくもう皆さん四国の中全部３県とも100％になっちゅうという

ふうに考えておりますけれども、高知県は全国の中でも最低の学校給食の実施率県となっちゅ

うわけですわ。それで室中も早く給食に取り組んであげてほしいという願いのもとで質問をさ

せていただきゆうわけですけれども、谷村教育長さんは20年前に話が頓挫をしたというふうに

言われておりまして、私は30年も前に話があったが、まだまだ給食ができない、小松市長さん

は40年くらい前からの大きな課題で東部の給食がある学校と西部の給食がない学校とでは教育

の中で大きな不公平があるというふうに言われております。実際そのとおりやと私は考えちゅ

うわけです。それで、今回私は40年も経過をした現在、まだ室戸中学校の給食に取り組んでや

れないことについて、本当に一般質問すること自体が非常に恥ずかしくて悲しい思いで質問を

しておりますけれども、まず教育長さんに、40年たっても一中学校に給食の実施ができないよ

うな地方行政の自治体は全国の中にあるのかと、本当に私はこれはもうないんじゃないかとい

うふうに考えちゅうわけですけれども、これらをちょっと調べていただきたいというふうに考

えております。 

 それから、谷村教育長さん、室戸中学校に給食実施の話が出てもう40年が経過をするわけで

ございます。給食がいまだに実施ができない理由というのはどこにあるとお考えでしょうか、

これをお聞きをいたしたいと思います。これはただ予算の問題だけではないと思います。何か

ほかにも原因があるのではないか。 

 それから、平成24年度に給食検討委員会から答申が出されたというふうに言われております

けれども、この検討委員会の委員は何名であるか、その委員の全員の職業はどうなっているの

か、これをお聞きをいたしたいと思います。 

 それから、検討委員会が開かれた日時、それから討議をされた内容、これを教えていただき

たい。これは、内容が開示をされておりますので、教えてください。 

 それから、委員の中でもう室中の給食の話が始まって40年もたった現在でも中部給食センタ

ーを改修をしてでも早く室中の給食に取り組んでやろうという話は一切出なかったのか、これ

はお聞きをいたします。 

 それから、給食がある学校では配膳に時間を割かれ、教員の休憩時間が減少すると言われて
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おりますけれども、教員の方々は一般の公務員よりはあらゆる面においてそのような手当がも

う加算をされて優遇をされているというふうにお聞きをいたしておりますので、その内容がわ

かれば教えてください。 

 それから、給食費の滞納が大きな問題と言われておりますので、今６校で給食が行われてお

ります。その６校につきまして、過去５年間、平成20年度から学校別に年度別に、そして今合

計で滞納金額が幾らあるのか、これを教えていただきたいと思います。 

 それから、中部給食センターを新しく建設した後に室中の給食を始めるというふうに言われ

ておりますけれども、建設年度が示されておりませんので、いつ何年になるかわからん、全

然。谷村教育長さんの今期の任期中の取り組みはできるのかどうか、これらについてお聞きを

いたしたいと思います。 

 それから、芸東沿岸地域の大型定置網被害についてでございますけれども、先ほど市長さん

からの答弁がありましたけれども、まだ今の段階では完全には把握はできていないというふう

に受けとったわけでございますけれども、今の段階では把握ができてない中で、今回の芸東沿

岸地域で起きた急潮流による被害は前代未聞の未曽有の被害で、被害も非常に大きいと、本市

の基幹産業である大敷網漁業を早く修復して復活してやることが一番大きな問題やと。その中

では被害額が非常に大きいので、借入金額も相当大きくなると思います。借入限度額の引き上

げとか償還期限の延長、また高知県と室戸市も全面的に支援をするというふうに言われており

ますけれども、これらについてぜひとも手厚い、心温まる支援をお願いをしたいというふうに

考えているところでございます。これらのことにつきまして、御答弁をお願いをいたします。 

 これで２回目の質問は終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。長谷川税務課長。 

○税務課長（長谷川貞彦君） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 市外、県外在住者の追跡調査はしているのかとの御質問でございますが、課税上で必要な場

合はその都度戸籍附票などを調査し、追跡調査を行っているところでございます。以上です。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 小椋議員さんの２回目の質問について、韓国中学校野球のマリン球

場の件でございますが、マリン球場の使用料につきましては減免の対象とはなっておらないわ

けですが、高知県観光コンベンション協会から使用料に対する助成を受ける者が利用するとき

は減額できるようなことを聞いておりますので、コンベンション協会と協議し、減額できない

かを今現在検討しておるところでございます。 

 それから、給食関係について、今ちょっと課長のほうで検討委員会等は調べておりますの

で、答えれるものから答えさせていただきます。 

 確かに給食そのものはある学校とない学校というのは不公平であることはもう重々承知して

おります。その中で、まず西部給食センターがことし設計で来年施工です。それが済み次第、
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27年度に設計をいたしまして、28年度に施工を行うということの市長部局との話し合いでほぼ

合意に至っているところでございます。 

 それから、40年間室戸中学校の給食ができなかった理由は何なのかということでございます

が、私も室戸中学校へは教師生活のうち20年間勤務しておりました、教諭として教頭として校

長として。そのときに、私が在籍中には給食をやってもらいたいという声は上がっておりませ

んでした。それは、教諭の時代は私たちの関知するところではなかったかもわかりませんが、

私の教頭時代も校長時代についても給食をやってもらいたいという声は、母親大会等での中か

らは出ておりましたが、教育委員会としてその件をどういうふうに扱ったのかということにつ

いてはそれまで私自身も十分把握してない状況でございます。ただ、私が校長時代には、今申

し上げましたとおり、その強い要請というのは受けておりません。 

 それから、教職員、前回、９月議会の答弁を補足するような形になりますが、教員は優遇さ

れているではないかということですが、当然給食がある学校だから教師の給付額がふえるとか

そんなことは一切ありませんので、教師自身は昼休みというのは給食のある学校であろうがな

かろうが、ほとんど休憩する時間というのはございません。それは昼休みも当然学校内で過ご

しますし、もし何かあればということで待機しているという状況がございます。 

 給食検討委員会でございますが、行われた日時でございますが、平成24年７月12日、同じく

10月17日、同じく11月27日に行われました。そのメンバー等につきましてですが、ＰＴＡの連

合会長、室戸中学校ＰＴＡ会長、室戸中学校長、吉良川小学校長、吉良川中学校長、羽根小学

校ＰＴＡ会長、羽根小学校長、羽根中学校長、中川内小学校ＰＴＡ会長、中川内小・中学校

長、室戸市常会長連合会長、室戸市教育研究所所長、以上12名でございます。 

 それから、今現在の、これも９月議会のときに私が感想を述べよと言われたところで述べた

ことですが、今現在20年度収入未収金が17万4,786円ございました。平成21年度は７世帯

10名、25万6,000円、それからそれまでの滞納が２世帯２名で２万7,920円、それから平成22年

ですが、現年の滞納が３世帯５名４万4,661円、それからずっと滞納になりますが、９万

2,000円ということです。それから、23年度につきましてはずっと滞納が１世帯１名で１万

1,410円、それから現年の滞納が２世帯３名で４万円、それから24年度ですが、既にずっと滞

納している世帯が１世帯１名３万3,210円、現年の24年の滞納が３万750円ということです。そ

れで、もちろん公金扱いになりましてからうちの委員会が徴収に参っておりますので、収納率

は随分よくなったということになります。 

 今申しましたように、話が出たのは西部給食センターは吉良川以西ということでこの話し合

いの中で行われました。それで、室戸中学校については中部給食センターを改修した後にやる

ということで、当然室中の給食の必要性も出ております。それで、今申しましたように、市長

部局とのほうのほとんど合意が至っておりますが、27年に設計、28年に施工ということで、一

応給食検討委員会の中ではその年度が明らかになっておりませんでしたが、そういうことでこ
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ちらのほうで中部給食センターの改修を進めておるところでございます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 私からは、固定資産税の共有林の関係で、議員御指摘のように課税で

あるとか徴収に苦慮しているということで担当課長が答弁をしたとおりでございますが、その

中で山林についても境界の確定というものがなかなか難しいというような問題は出てきている

ところでございまして、これについては、町分については佐喜浜のほうから国土調査を実施を

しております。また、山林につきましても、市が直営というわけではないですが、団体の方々

を支援をして、山林の地籍調査事業ということも２年ぐらい前から取り組んでいるところでご

ざいますので、そうしたことをやっぱりしっかりやっていかないといけないという思いでござ

います。 

 それからもう一点、急潮流による大敷定置網の被害についてでございます。先ほど答弁をし

たところでございますが、この大敷組合、皆さん方努力をいたしておりますので、私どもとし

ましても早期に再開ができるように市としても全力で支援をしていきたいというところでござ

いますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 小椋利廣君の３回目の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。３回目の質問をさせていただきます。 

 先ほどの教育長さんの答弁の中では西部給食センターを平成28年度に建設をすると、それか

ら中部給食センターの建設はその後になるというお話でしたので、そういたしますと28年に西

部給食センターの建設をする、そしたら中部給食センターにかかるのは29年から後になるとい

うふうに考えちゅうわけですけれども、ここら辺はどういうふうになるのですかね。例えば、

29年に中部給食センター設計委託発注する、それからそうすると30年の建設になるとかという

ことになってくると今からまだ５年も先やということになってくるわけですわね。そうする

と、生徒もどんどん減ってくるし、それからもう生徒が減ってくるということ自体給食に本当

に取り組んでやらなければならないという気持ちで行政が行われているのかというふうに考え

るわけでございますけれども、今中部給食センターのほうでの昭和60年度のピーク時の生徒数

は今約406人やということで、室中の生徒が147人やと。そういたしますと、これに現在中部給

食センターの260人に147人の室中の生徒を加えても407人になるということになってくると、

ピーク時の生徒の数字とほとんど一緒になるわけですよね。そうすると、私は考えてみると、

ただ狭い何やら言よりますけれども、そのピーク時のときには406人の給食が行われよったわ

けですから、それを行えるように改修、改良して取り組んでやろうと思うたらできるというふ

うに思うがですけれども、どうしてもやろうというふうな話にはつながってこないと考えちゅ

うわけですけれども、それをほんまに生徒も父兄もみんな待ち望んじゅうわけですわ、40年

も。 

 それで、どうしても私は中部給食センターを改修してできると思うけれども、その辺は新年
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度のもう予算も来よりますので、新年度予算で予算編成をして、例えば新年度の26年４月１日

からの実施ができなくても、中途の２学期あたりからの実施やったら、私はやろうと思うたら

できると思うけんど、そこについてもう一度をお聞きをいたしたいと思います。 

 ４番小椋利廣。今期定例会におきます一般質問はこれで終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんの３回目の質問に対して私のほうから答弁をいたさせて

いただきたいと存じます。 

 学校給食問題につきましては、40年も前から西部のほうの学校給食はできてなかった、それ

を何とかしないといけないということから取り組んできた問題でございます。 

 もう一つ、先ほどもありましたように子供たちに対する給食というのがどれほど大事かとい

うようなことは議員さんも御案内のとおり、我々もそのとおりであります。以前はなかなか、

ずっと以前は経済的な問題で朝食や昼食が食べれないという子供たちが多かったというふうに

認識をするわけでありますが、現在では例えば朝食を家でとってこないという子供たちも出て

くる中で、やっぱりお昼の学校給食というのがまた見直されている、必要であるということが

認識をされているというところでございます。 

 そういう中で、40年もやってなかった問題等々のある中で、これまでの経過につきましては

本当に以前にも申し上げましたように一時やろうとした時期があったわけですけれども、それ

は学校に併設をされたものではなかった、共同調理場方式が学校に併設をされてないところで

やるというようなことについては反対も多くて、実施ができなかったという問題もこれまでに

あってます。 

 しかし、先ほども申しますように、我々はこのままに置いておくわけにはいかないというこ

とで、差もあるのではないかと、やっているところとやってないところがある、それではだめ

だということで、とにかくやってないところについて早急に対応していこうということで検討

委員会も立ち上げてやる方向で議論をし、その報告を受けて、私どもも平成25年度、西部給食

センターの設計にかかってきた。平成26年度、来年度には吉良川小学校へ併設をした西部学校

給食センターをつくろうということでございます。そのセンターが、西部が完了した段階で中

部給食センターを建てかえをしようということでございます。年度で追わえていきますと、

27年設計、28年着工ということになるというふうに私どもは今考えているところでございま

す。 

 もう一つ問題点があるのは、中部給食センター、現在のところへ建てるとなりますと、今や

ってるところが１年間は給食をとめないといけない問題、室戸小学校のどこの場所に建てれる

のかという問題も、これから保護者の方々や学校というような中で議論もいただかないと、給

食をとめたままでやれるのかという問題、よそへ別へ持っていくとなると、今ビオトープがあ

る場所であるとか、運動場を潰すのかという問題がございます。それらについても当然議論が
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必要だと思ってますので、西部給食センター完成までにそういうもんも詰めて、その後設計施

工というような段取りで取り組んでいきたいということで、教育長含めてそういう協議をいた

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） これをもって小椋利廣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番上野祥司。2013年12月定例会におきまして一般質問を行います。 

 「広報むろと」の12月号を見ておりますと、ジオパークというまちづくりで必要な考え方と

いう記事で、島根県海士町の総合振興計画が紹介されていました。本市にも立派な総合振興計

画がありますが、私も実は海士町総合振興計画のファンでして、よくできております。計画の

別冊は、１人でできること、10人でできること、100人でできること、1,000人でできることと

なっており、計画の実現に向けての本気度がうかがえますし、コラムでは都会の福祉系大学の

学生さんが何か地域にお世話をしたいという思いで田舎の高齢者の多い地域に入り込んでみま

すと、反対に地域の方のお世話になった、しかしお世話をした高齢者にも意味のあることだっ

たというエピソードが紹介され、本当の福祉とはどういうものかと考えさせられます。今回

「広報むろと」と島根県海士町の総合振興計画をＰＲさせてもらいましたが、興味のある方は

ぜひお読みください。行政目線や議員目線で今後の室戸市のことを考え、人任せにしていると

取り返しのつかないところへいってしまうのではないかと危惧しております。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 大項目の１、社会保障と税の一体改革の影響について。国の社会保障・税一体改革が本市の

市民生活に及ぼす影響についてお伺いします。 

 １、消費増税について（地方消費税交付金の使途について）。 

 景気の回復が増税時期の条件でもあったにもかかわらず、地方では景気がよくなったと実感

できないうちに消費税が増税されます。東京、大阪、名古屋の３都市圏で日本の人口の約半分

が生活している現状では、地方の意見は届きにくいものでしょうか。景気の動向を飛行機の車

輪に例えた人がいまして、前輪は都市部、後輪は地方だそうです。景気が上向きのときは、前

輪が先に離陸、つまり都市部から浮き上がり、景気が下向きのときには後輪が先に着地、つま

り地方が先に影響を受けるのだと言います。仮に国が全体の平均値で物事の判断をするなら

ば、それに届かない地方の住民の暮らしはそれぞれの地方で何とかしなくてはいけなくなりま

す。そして、室戸市１万5,000人が暮らしていける環境を整えることは、公務員及び特別職公

務員に課せられた責務だと思います。 

 現行５％の消費税が2014年４月から８％に、2015年10月から10％になります。５％の消費税

の内訳は、国税部分４％、地方消費税分１％で、その１％が地方消費税交付金として都道府

県、市区町村に配分されるのだと思います。消費税が８％になりますと、国税部分が6.4％、

地方消費税分は1.6％となります。一方で、消費税が引き上げられますと、所得が月20万円の
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世帯で、仮に所得税に関係する支出を15万円としますと月4,500円の負担増、所得25万円世帯

で20万円の消費支出の場合、月6,000円の負担増になります。そのほかにも、円安の影響もあ

り、電気料、ガソリン代、諸物価の値上がりが家計を圧迫しております。せめて市民の世帯所

得を月１万円でも２万円でも上げなければ、本市から笑顔が消えてしまうのではないでしょう

か。 

 そこで、お伺いします。 

 地方消費税交付金は増額されるのでしょうか。その増額分は全額社会保障に使わなければな

らないのでしょうか。できれば予算編成時に市民の世帯所得を上げていく産業振興策等に重点

配分していただきたいのですが、小松市長の御所見をお伺いします。 

 そして、この消費税を財源に社会保障の改革が行われようとしています。改革案の審議が全

て同時進行しておりませんので、決定されたもの、現在審議中のもの、審議されたが早期の実

施は難しいものと判断されたものが混在しております。次の各項目についてわかっている範囲

で御答弁をお願いいたします。 

 国民健康保険の今後について。 

 本市の国民健康保険事業特別会計の決算状況は、平成16年度４億2,000万円、17年度４億

6,000万円、18年度４億6,000万円、19年度４億8,000万円、20年度４億7,000万円、21年度５億

円、22年度５億8,000万円、23年度６億4,000万円、24年度５億2,000万円の累積赤字と推移し

てきました。平成24年度からは思い切った法定外繰り入れを実施し、国保会計の赤字解消へ向

けてかじを切っていただいた小松市長に敬意を表します。国民健康保険の運営は、市町村から

都道府県へ移行すると言われております。統合時に各市町村の赤字まで県が引き受けてくれる

はずもなく、少しずつでも国保会計の赤字を圧縮していく方向は間違っていないと思います。

市町村から都道府県へ移行の実施時期は決まったのでしょうか。本市は、他自治体に比べて医

療費が高いのですが、医療給付の部分で制約とか指導などはかからないのでしょうか、お伺い

いたします。 

 介護保険の今後について。 

 １点目、要支援者を介護保険給付の対象から外して、市町村事業へ移していくと言われてお

ります。これまで介護の世界では、要介護者にならないためにも介護予防こそ大切であると言

われてきたのではないでしょうか。今現在ではなく、将来的にサービスの低下につながらない

か心配するのですが、その実施時期や市町村事業に移管してどこが変わるのかについてお伺い

いたします。 

 ２点目、ケアつき住宅についてお伺いします。 

 政府は高齢者向けの介護サービスを自宅にいたまま世話する在宅型を中心とする仕組みに改

めるため、病院施設から地域在宅へとの方針を打ち出しました。特別養護老人ホームなど施設

介護には給付費がかかり過ぎるので、在宅型の一種であるケアつき住宅を向こう10年で60万戸
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整備する方針という新聞記事を読みました。介護移住が起こるのかもわかりません。転入先の

自治体の給付費が急増しないようにこの住宅に引っ越す人の介護医療費用は転居前の自治体負

担という仕組みもつくるようです。 

 そこで、お伺いします。 

 民営化される丸山長寿園は入所希望者が順番待ちの状態です。ケアつき住宅は特養より入所

費用等は高くなるはずです。今後、国は特養への入所基準を厳しくしてくると思われます。

24時間介護体制や医療体制が十分ではない本市では、このケアつき住宅というものにどのよう

に取り組んでいくのでしょうか。 

 ４点目、高齢者医療の今後について。前期高齢者の窓口負担についてお伺いします。 

 現在、70歳から74歳の前期高齢者が医療窓口で支払う自己負担分は負担割合２割が据え置か

れ、１割となっております。2014年４月から２割負担になるのでしょうか。現在、70歳以上の

方はそのまま１割負担ということでしょうか。新しく70歳になる人の窓口負担を現行の１割か

ら２割にすることを５年間続けて、５年後に70から74歳を全て２割負担にするということでし

ょうか。本市にはこの年齢階層の人が約1,400から1,500人いると思うのですが、１割というの

は１人当たり年間どのくらいの負担増になるのか、試算できるのでしたらお答え願います。 

 ５点目、子ども・子育て支援事業の今後について。 

 社会保障が高齢者等に偏り過ぎということで、消費税を財源に子ども・子育て支援をするよ

うですが、幼稚園、保育園への待機児童の解消のほかに具体的施策が余り見えてきません。待

機児童の解消は本市に直接関係がないのです。本市に関係のある施策にはどのようなものがあ

るのでしょうか。そして、それらはいつから実施されるのでしょうか、お伺いいたします。新

規事業、現在実施されているが、大幅に拡充されるものについてお答え願います。 

 大項目の２点目、室戸ジオパークについて。 

 2014年度末のオープンを目指し、ジオパークの拠点施設が整備されます。同時期に高知県東

部博覧会もあり、本市の観光にとって正念場の年となりそうです。その成果は来年度の準備次

第ではないでしょうか。 

 (1)ジオ関連商品の現状についてお伺いします。 

 室戸ジオパークのロゴマークを使用した商品の数が130を超すと言われておりますが、数字

だけがひとり歩きをして、その内容、詳細がわかりません。ジオ関連商品のリストは誰が持っ

ているのでしょうか。何カ所かで聞いてみましたが、リストは持っていない、そんなものがあ

れば我々も欲しい、商品は知り合いやつてを頼って置いているので、種類も少ないということ

でした。ジオパークのロゴマークの申請窓口はジオパーク推進課かジオパーク推進協議会なの

だろうと思いますが、ジオ関連商品のリストは誰が持っているのでしょうか、活用できている

のでしょうか。宿泊施設が少ない、食事をする場所が少ない、お土産がない、本市を訪れる人

がよく口にされる言葉です。本当にそうなのでしょうか。情報発信がうまくできていないので
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はないでしょうか。人が旅行するときには必要経費以外に余分なお金を持っています。記念に

なるもの、その地を訪れた印を求めるものです。無料のサービスはできるのに、商売が下手と

いうのが実態ではないのでしょうか。 

 そこで、お伺いします。 

 例えば、分野、商品名、値段、製作者及びどこで入手できるか等の一覧表ぐらいは公表でき

ないものでしょうか。例えば、今月の売れ筋ベストテン、今月のお勧め商品、新商品等の生の

情報を定期的に発信することはできないのでしょうか。例えば、関連施設や観光ガイドさんに

リストを渡し、商品を紹介してもらうことはできないのでしょうか。このようなことの積み重

ねが地域の経済発展につながるのではないかと思います。 

 (2)地域限定第３種旅行業の導入について。 

 2013年４月より地域限定旅行業者の制度がスタートしました。旅行者を受け入れる地域の事

業者が、その地域の観光資源を活用した旅行商品を開発して売ることができるというもので

す。よく言われている着地型観光と同じ意味だと思います。実施できる範囲が限られており、

事業所が所在する市町村と隣接した市区町村の中でのツアーやパックが組めるというもので、

本市を例にしますと、室戸市内及び隣接している東洋町、北川村、奈半利町を出発、観光、最

終地点にする小旅行が組めるということだと思います。事業所の登録要件は規模が小さいこと

から、従来の第３種旅行業に比べて引き下げられ、営業保証金は300万円のところ100万円、基

準資産額も300万円のところ100万円と少額で済むという利点があります。 

 室戸ジオパークは、市長、担当課長だけでなく、たくさんの人の力で現在の状況にありま

す。私も観光畑出身ですのでかなり意識してかかわってきたと思っております。そんな中で、

例えば日本ジオパーク全国大会のときのオプションツアー、お散歩ツアーなど単発の企画は魅

力的なものでした。ただ、お話をお伺いしますと、大きなイベントに合わせて企画するものだ

から、毎回最初から話し合いを始めなければならない。企画によってはサービスをし過ぎて赤

字だったなどということがあったようです。室戸へ来て感じたことは、人が明るくて親切でよ

かった、しかし余りこちらの話を聞いてくれない、一方的だという評価もあるようです。人と

人とのかかわりは難しいものです。室戸ジオパークが生まれて成長する中で魅力的な企画もた

くさんできております。これがつくった人の自己満足なのか、地域の経済活動に役に立つの

か、検証することも必要です。 

 本市の現状は１年に１回、２年に１回の500人を一度に集める大きなイベントよりも、

20人、30人を対象にする企画を数多く打ち出すほうが望まれているのではないのでしょうか。

ジオパーク拠点施設整備に合わせて、おくれている持続可能な経済活動の実践を推進してはど

うでしょうか。ジオパーク推進協議会または観光協会が旅行業取扱管理者の免許を取るのか、

旅行業取扱管理者の免許を持つ民間人が事業所を立ち上げるのか、方法論は別にして、今まで

のジオパークの進み方を経済活動に結びつける絶好の機会であると考えます。 
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 そこで、お伺いします。 

 質問はただ１点、ジオパーク拠点施設の中に、またはその敷地内に地域限定旅行業の事業所

を設置して経済活動に結びつけていくというお考えはありませんか。周辺自治体と協議してい

けば、将来的には甲浦駅と奈半利駅をデュアルモード・ビークルでつなぐとか、室戸野根山街

道100キロマラソンなどという可能性も生まれてくるのではないのでしょうか。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の社会保障と税の一体改革の影響について、①地方消費税交付金についてでご

ざいます。 

 地方消費税交付金につきましては、御案内のとおり、地方消費税１％のうち半分が市町村に

案分をして交付をされているところでございます。引き上げに伴う増額につきましては、地方

消費税が１％から1.7％に引き上げられますと、当市の場合、平成24年度決算では１億2,892万

9,000円でありますので、単純に計算をいたしますと9,025万円の増額となることが予想されま

す。しかし、消費税の引き上げから、払い込み、精算、交付となりますので、平成26年度に必

ずしも同額が入ってくることにはならないのではないかと思いますが、一定の増額は見込める

ものと考えております。また、増額分の使途につきましては、社会保障に要する費用に充てる

とする国の考え方を踏まえることは必要であると考えますが、御案内のとおり地方消費税交付

金は一般財源でございますので、使途は特定をされていないと認識をするところでございま

す。 

 なお、当市の場合、地方消費税が引き上げられたといたしましても、社会保障に要する経費

として考えられるのが国民健康保険事業、障害者医療助成事業、公立保育所運営事業等への予

算としましては、これでもまだ不十分であるというふうに考えているところでございます。 

 また、消費税の引き上げにかかわらず、産業振興事業につきましては従前から重要な施策と

考えておりますので、ブランド化事業であるとか、室戸産品販売促進事業、地域商品券発行事

業、工業用地開発事業などに取り組んでいるところでございますが、当初予算編成方針におき

ましても重要事項として位置づけておりまして、農林水産業の後継者支援対策事業や集落維持

再生事業、室戸ジオパーク拠点施設整備事業、環境保全型農業の推進など、産業振興や雇用の

確保事業に取り組むこととしているところでございます。 

 次に、②国民健康保険の今後についてでございます。 

 医療制度改革につきましては、高齢化の進展、高度医療の普及等による医療費の増大が見込

まれる中で、国民皆保険制度を維持するため必要な改革を行うこととされ、大きくは国民健康

保険の運営主体について市町村から都道府県へと移管が予定をされているところでございま

す。このことは、スケールメリットによる保険者間の医療費や保険税、所得格差の平準化、財
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政運営リスクの解消を目的としているものでございます。実施時期につきましては、平成26年

度から平成29年度までをめどに都道府県へ移管されるものと聞いているところでございます。

議員さん御質問の医療費が高い団体への医療給付の制約や特別な指導などにつきましては、今

のところ詳細な内容が明らかにされていないところでございます。 

 なお、県単位化となった後も、保険税の賦課徴収や窓口業務、保健事業などの業務は引き続

き市町村が行うこととされております。いずれにいたしましても、今後の国の動向等に注視を

し、適正な国保事業の運営に努めていかなければならないと考えております。 

 次に、③介護保険の今後についてであります。 

 介護保険制度の見直しに伴う新たな介護予防サービスにつきましては、現在国の社会保障審

議会介護保険部会において検討をされているところでございます。平成29年度までが経過措置

期間とされ、平成30年度より総合事業として開始をするということが議論をされているところ

でございます。 

 その内容としましては、まずサービス供給体制の見直しについてであります。これまで介護

保険サービスとして介護事業所で行っております訪問介護や通所介護事業について、ＮＰＯ法

人や住民ボランティアなどによる生活支援サービスとミニデイ、げんきクラブ等の通いの場づ

くりという新しい総合事業サービスに移行しようというものでございます。 

 次に、保険料と利用料のことについてでございますが、まず保険料につきましては、低所得

の方の保険料軽減対策を実施した上、これまで介護保険に係る国の給付負担が５割であったも

のを別枠で軽減対策を行ったことにより別枠で新たに公費を投入するというものでございま

す。また、利用料につきましては、これまで１割負担であったものが、負担能力によって所得

の高い方には２割負担をしていただくというようなことが検討をされております。こうした改

正につきましては、ＮＰＯ法人やボランティア組織の人的社会資源の少ない自治体や財政力の

乏しい自治体においてはサービス内容や利用量に格差が出るのではないかと心配をしていると

ころでございます。しかし、御案内のように介護保険事業会計はこのままではもたない状況で

ございますので、こうした実情に合った制度改正が望まれるところでございます。いずれにし

ましても、これらの改正はまだ審議中でございますので、国の動向を見きわめた上で適切な対

応に努めなければならないと考えております。 

 次に、ケアつき住宅についてのお尋ねでございます。 

 まず、介護保険制度につきましては、施設介護サービスと在宅介護サービスがあることは御

案内のとおりでございます。その在宅介護サービスにつきましては、訪問介護サービスやデイ

サービス、グループホーム、小規模多機能型居宅介護サービスなどがあるところでございま

す。議員さん御指摘のケアつき住宅につきましては、民間サービスとして行われている高齢者

住宅やケアハウスなどと同じものではないかというふうに考えるところでございますが、これ

らの民間施設では、前段で申し上げました介護保険の在宅介護サービスを使っていただける施
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設でございます。このように、施設は民間で整備をし、サービスは介護保険のサービスを使う

というようなものや、全てを民間サービスでやるという施設もございますので、こうした施設

が多様化をしているのではないかというふうに考えるところでございます。市といたしまして

は、介護保険制度の一層の充実を図りますとともに、民間サービスの導入につきましては民間

活力を生かした対応が望ましいのではないかと考えるところでございます。 

 国の基本的な考えは、御案内のように施設介護サービスから在宅介護サービスへの方向性が

示されておりますので、市といたしましてもそうしたことを踏まえた介護サービスの充実とい

うことには取り組んでいかなければならないと考えております。 

 次に、２点目の(2)の地域限定旅行業についてお答えをいたします。 

 議員さん御案内のとおり、本年４月施行の新制度である地域限定旅行業は、営業所が所在す

る市町村と隣接する市町村を範囲とする区域に限り企画旅行などが事業として実施できるもの

でございます。営業保証金の供託額につきましても、これまでの第３種旅行業が300万円であ

ったのに対し、100万円と低くなったことで事業参入しやすくなったメリットがございます。

着地型観光を促進する上で効果的なことではないかと考えております。 

 室戸ジオパークでは、ジオツーリズムを推進するためにガイド養成やジオパークマスターと

の連携のほか、新たにお散歩ツアー事業として地域産業と食をつなげた商品開発や経済効果を

生む着地型観光メニューの開発などを行っているところでございます。そのためにも、地域限

定旅行業によって事業を進めることが大変効果的であると考えております。平成27年度の開設

に向け準備を進めております室戸ジオパークの拠点施設におきましても、こうした着地型観光

メニューの提供やオープン前のプレイベントの実施、ホームページなどでの情報発信が大事で

あるというふうに思うところでございます。 

 いずれにしましても、周遊性と経済効果を高めるため、旅行業者の育成や事業所の設置、ま

た主要なジオサイトをめぐる観光タクシーやバスツアーの運行などの取り組みが大変大事であ

ると考えているところでございます。関係団体、関係者の御意見もお伺いしながら、そうした

取り組みを進めてまいります。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から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） 和田ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 上野議員さんに大きな２点目、(1)ジオ関連商品の現

状につきましてお答えをいたします。 

 民間事業者の方々などが室戸ジオパークのロゴマークを使用した商品をつくる際には室戸ジ

オパーク推進協議会事務局に使用許可申請書を御提出いただき、承認後、許可証を発行してお

ります。これまでに海洋深層水を使った商品や農林水産物の加工品、キーホルダーなど137商

品について許可をしておりますが、販売実績等の把握ができておりませんので、今後は申請者
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に対し、販売実績等について定期的な報告を求め、状況を把握してまいります。また、商品の

一覧表や販売所、価格等について室戸ジオパーク推進協議会で取りまとめ、公表をすることを

検討してまいります。ジオパークに関する商品開発の例としましては、洞爺湖有珠山ジオパー

クでは地元食材にこだわって溶岩プレートで焼くジオパークピザや、島原半島ジオパークでは

雲仙普賢岳の溶岩を用いた雲仙溶岩焙煎コーヒーといったオリジナルの商品が開発をされてお

ります。ジオパークの発展にはこうした商品が多く出てくることが大切であると考えておりま

すので、室戸ジオパークとしましても新しい商品、お土産を開発して、開発に関して協力をし

ていくとともに、ホームページなどを使って室戸ジオパーク関連商品の情報発信に一層努めて

まいります。 

 議員御提案の室戸ジオパークのロゴマークを使用した商品の売り上げランキングにつきまし

ては、許可した商品が加工品から農林水産物まで多様な種類と単価の違いがある上、ネット販

売から店頭販売、または出荷しているものまでマーケットの広さや販売方法の違いなどもござ

います。取りまとめて総合順位をつけることは大変難しいのではないかというふうには思いま

すが、しかしながら販売店舗ごとであれば可能な範囲もございますので、今後検討してまいり

たいというふうに思います。 

 また、ガイドさんから商品販売促進のパンフレットの配布につきましては、現在そうした取

り組みをしているジオパークはございませんが、ガイド団体の皆さんからも御意見を伺って検

討してまいりたいというふうに思います。以上でございます。 

○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)、④の高齢者医療の今後につ

いて御答弁を申し上げます。 

 現在、70歳から74歳の国保医療費の一部負担金、いわゆる自己負担につきましては、法律上

は２割とされておりますが、現役並み所得者を除きまして、特例措置で１割に抑えられており

ます。これは平成18年度の医療制度改革におきまして、現役世代と高齢者世代との負担の公平

性を確保するために応分の負担を求めるという観点から現役並み所得者を除きます70歳以上の

方々の一部負担金の割合につきまして、平成24年４月１日より法律上は２割に引き上げられま

したが、現下の高齢者の置かれている状況に配慮いたしまして、平成25年度までの間、特例措

置といたしまして２割の増加分につきましては国が負担を行いまして、実質１割負担とされて

いたものであります。今回この特例措置を改め、来年、平成26年４月より、新たに70歳になる

方から法律本則の２割負担となる予定でございます。 

 なお、現在この特例の対象となっております70歳以上の被保険者には、引き続き１割負担で

据え置かれる見込みとなっております。 

 こうした改正の影響額ということでございますが、平成24年度の医療費額などによりまして

推計試算を行いますと、入院の医療費を含め、１人当たりで年間６万7,000円ほどの増加とな
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ります。高額医療費の適用分などもございますので、実質的な負担はもう少し少額になるもの

と考えられます。 

 なお、69歳までは現在３割負担でございますので、70歳になることによりまして３割から２

割へと負担額自体では１割減少いたしますので、被保険者の負担感は少ないものではないかと

思われます。以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 上野議員さんにお答えいたします。 

 １の(1)社会保障と税の一体改革等が本市の市民生活に及ぼす影響について聞くの⑤子ど

も・子育て支援事業の今後について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。 

 子ども・子育て支援法が昨年８月に施行されましたが、これは急速な少子化の進展や家庭、

地域を取り巻く環境の変化に鑑み、子供及び子供を養育している保護者に対し必要な支援を行

い、子供が健やかに成長できる社会の実現を目指すためのものでございます。本市では本年６

月議会におきまして、他市町村よりいち早く室戸市子ども・子育て支援会議設置条例を制定

し、子ども・子育て支援事業計画を策定するための準備作業を始めたところでございます。今

後、子供の保護者へのニーズ調査を行い、その結果を踏まえ、支援会議の委員の御意見をお聞

きしながら計画策定作業を本格化させたいと考えております。現在本市で取り組んでおります

子ども・子育て支援事業につきまして、保育関係事業につきましては延長保育事業、一時預か

り保育事業及び休日保育事業などがございます。放課後児童健全育成事業といたしまして、放

課後児童クラブ、放課後子ども教室の２つがあります。また、旧西庁舎ではふれあい交流ひろ

ばを開設しております。さらに、母子保健関係事業におきましては、妊婦健康診査事業、乳児

家庭全戸訪問事業及び地域子育て支援拠点事業などに取り組んでいるところでございます。 

 次に、この事業の実施時期についてでありますが、先ほど申し上げました室戸市子ども・子

育て支援事業計画の開始年度は、現在のところ平成27年度４月でございます。 

 ３点目の新規事業または現在実施中の事業で大幅に拡充される事業についてお答えいたしま

す。 

 現在、支援者事業計画策定の段階でありますが、主な新規事業として考えられますものとい

たしまして、利用者支援事業や施設実費徴収分の助成事業などがございます。また、現在実施

している事業のうち拡充が予想されます事業につきましては、延長保育事業や一時預かり事

業、放課後児童健全育成事業などが上げられます。 

 いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、今後子ども・子育て支援事業計画

の策定に当たり、保護者のニーズ調査結果や支援会議の御意見をお聞きしながら、子育て環境

に充実した内容と地域の実情に即した計画づくりに努めてまいりたいと思っておるところでご

ざいます。以上でございます。 
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○議長（山下浩平君） これをもって上野祥司君の一般質問を終結します。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午後０時０分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○議長（山下浩平君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。通告に基づき、市民の目線に立って一般質問を行いま

す。 

 まず最初に、過疎対策について。 

 本市の人口は、全国789市の中で785番目、北海道の４市を除くと国内で最も少ない市となっ

て、12月１日現在、人口１万5,347名、高齢者比率42.76％と、今に２人に１人が65歳以上とい

う少子・高齢化加速が進む町です。市としても、高齢者対策として買い物支援や外出支援等行

政としての施策に取り組まれていることは敬意を表します。 

 そこで、過疎地域の飲料水対策についてお伺いいたします。 

 せんだって山間部に住む女性から水が出なくなったとの相談がありました。そこは個人で谷

の水を引き込み、飲料水の確保をしている方です。御主人が健在のころは何とかなっていた

が、１人になると管理をするのが難しいとのことで、大変困っています。本市は旧５カ町村そ

れぞれの中山間地域を抱え、このような状況下で生活されている方も多いと思われます。 

 そこで、本市の水道未給水地域は何カ所で、戸数は何軒かお伺いいたします。 

 水道法第２条には、国及び地方公共団体は水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守る

ために欠くことのできないものであり、かつ水が貴重な資源であることに鑑み、水源及び水道

施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し、必要な施策を講

じなければならないとあります。水は命の源であることは言うまでもありません。それが脅か

される危険と隣り合わせで生活している方々、特に高齢者にとっては重要な問題です。不便で

も住みなれた土地で安心して住み続けることのできるよう、行政の手だてとしてはどのような

ことが考えられるのでしょうか、お伺いいたします。 

 次に、２、子育て支援について。 

 (1)子育て会議の設置について。 

 昨年、社会保障と税の一体改革の中で乳幼児の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援

を総合的に推進する子ども・子育て支援法が制定されました。新制度が本格的に動き出すのは

平成27年度となっていますが、それまでに子ども・子育て支援事業計画を策定することが地方

自治体に求められております。そのためには、子育て家庭のニーズがしっかり反映できるよう

子ども・子育て支援法第77条においては市町村において地方版子ども・子育て会議を設置する

ことを努力義務化としております。本市においても、子ども・子育て会議が設置されるようで
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すが、計画をつくる上で非常に重要な役割を果たす構成メンバーはどのような方々なんでしょ

うか。また、ニーズ調査はされたのでしょうか、お伺いいたします。 

 本市としましても、国の動向を見きわめつつ、できる限り円滑、速やかに新制度を導入でき

るよう万全の準備をしていくべきであると考えます。 

 そこで、本市としてどのような考え方に基づき子育て支援に取り組むのか、スケジュールに

ついてもお伺いいたします。 

 (2)いじめ防止対策推進法の制定を受けて、国がいじめ対策を本格化させてから初となるい

じめ防止の法律、いじめ防止対策推進法がことし９月に施行されました。本法律では、いじめ

の定義を対象にされた児童・生徒が心身の苦痛を感じるもの、インターネットを通じた攻撃も

含むと規定しています。その上で重大ないじめが発生した場合は学校が事実関係を調査し、そ

の内容、いじめを受けた児童・生徒とその保護者、地方自治体に報告することを義務づけてい

ます。また、重大な被害を及ぼすおそれがある場合は、直ちに警察に通報することも明記し、

必要に応じて加害者側の子供に出席停止を命ずることを求めています。地方自治体に対して同

法は、文部科学省が今後法に基づき定めるいじめ防止基本方針を考慮し、地域いじめ防止基本

方針の策定に努めるよう求めています。また、関係機関との連携を強化するために、学校や児

童相談所、警察などの担当者で構成する連絡協議会を置くことができるとされています。地方

自治体の基本方針が地域の学校の基本方針につながることからも、地方自治体としてはより現

場の目線に立った基本方針の策定に努め、関係機関との連携強化を図ることが必要でありま

す。本市においても地域社会が総がかりでいじめ根絶に取り組める現場の体制づくり、協力や

情報共有の仕組みづくりをどのように取り組まれているのか、お伺いいたします。 

 ３番目、図書館について。市民図書館の利活用についてお伺いいたします。 

 総工費5,000万円をかけての市民図書館耐震補強大規模改修工事も終わり、６月末から待望

の改修された新しい図書館が開館しました。市民の評価はどうでしょうか。調べてみますと、

昨年の７月から11月までと比べ本年度の利用者数は、驚いたことに約200人以上減少していま

す。24年度は２月から休館したとはいえ、年間利用者総数１万3,769人で、ちなみにお隣の人

口3,000人足らずの田野町立図書館では、利用者数は２万６人だそうです。この違いは何なん

でしょうか。 

 また、今は閉鎖されている３階の活用はどのように考えていますか。 

 図書館の入り口に中川雨亭書作品展示場の銘板がありますが、市民でも知る人は少ないと思

われます。名誉市民でもあり、高名な書家でもある貴重な作品をそのままにすることはいかが

なものでしょうか。あわせて、以前の鯨資料室、教科書展示室を室戸市ゆかりの芸術家や市民

の作品を展示する美術館的な空間にすることはできないでしょうか。図書館はその町の文化水

準のバロメーターとも言われております。そのためには、蔵書はもちろん、さまざまな工夫に

より市民が満足し、愛される図書館に近づけなければならないと思います。御所見をお伺いい
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たします。 

 最後に、４、地域活性化について。 

 (1)東部地域博覧会についてお伺いいたします。 

 高知県東部の人のおもてなしとジオの恵みに出会う旅のコンセプトで、総額２億円近くの予

算で平成27年４月中旬から12月下旬まで安芸広域エリアで開催され、来年３月にはプレイベン

トを企画されています。本市でも検討委員会が立ち上がって話し合われているようですが、ど

のような企画が検討されているのでしょうか、お伺いいたします。 

 (2)室戸を売り出す「チカラ」について。 

 11月６日から10日まで５日間にわたって開催されたふれあい高新ｉｎ室戸で、高知新聞社に

よる室戸キャンペーンは記憶に新しいところです。この期間、市民の頑張る姿、室戸のさまざ

まな魅力を伝えてくれて、毎日高知新聞に掲載される記事に私たちも室戸の魅力を再認識させ

られました。このようなマスメディアにある発信は常時望むわけにはいきません。どうすれば

私たちが室戸の魅力を発信し、地域の活性化につなげていけるのか、一つの例を御紹介しま

す。 

 この夏、室戸でとれる魚を使って室戸で起業した高知大学の青年がお世話になった室戸を知

ってもらい、室戸の人の力になりたいと、室戸でとれた食材を使った室戸まるごとバーベキュ

ーを企画し、友達だけにネットでお知らせしたところ、口コミで100人余りの人が県外から飛

行機や電車、車で駆けつけて、室戸の味を堪能し、翌日のツアーではバーベキューで食べた食

材の生産者を訪ねるミニツアーで生産者との商談まで進んだチームもありました。参加者は確

実に室戸の応援団となってくれたようです。また、続編で秋も同じ企画で、今度は人数が多い

とコミュニケーションがとりづらいからと少人数を予定していたら、リピーターが友人を連れ

てまた同じぐらいの人数になってしまったようです。これは彼のネットワークがもたらす力は

もちろんですが、日ごろの地道な活動や人柄、何よりも室戸を愛する思いの深さによるものだ

と思います。これからは室戸を売り出すための人材を見つけ、またよそから人材を呼び込む手

段を考えなければ、室戸の活性化はないと思います。そのためにも、行政の惜しみないバック

アップが必要となってまいります。市長の御所見をお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず、私からは、１点目の(1)飲料水対策についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、本市の中山間地域には給水人口の基準などにより上水道や簡易水

道施設の設置が困難な地域が多数点在しているところでございます。こうした水道施設の未整

備地域の対策といたしましては、水道事業では平成21年度から３年間かけまして吉良川西山地

区において簡易水道を設置したところでございます。また、飲料水供給施設では、市の指定管
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理施設の整備のほか、高知県中山間地域生活支援総合補助金や室戸市生活環境整備事業により

整備を行ってまいりました。県の補助事業によりまして、平成20年度から４施設、市の単独事

業では過去５年間で５施設の整備を実施してきたところでございます。 

 なお、市の補助事業につきましては、室戸市生活環境整備事業といたしまして一層の整備促

進を図るため、本年度より補助率を見直し、上限を200万円から300万円に引き上げたこと、ま

た補助率を10分の７から10分の８に引き上げているところでございます。これらの施設は給水

困難地域の方々で水道組合を組織し、共同で管理運営を行うことにより自力での管理ができな

くなった世帯を支えていくといった施設となっているところでございます。 

 次に、水道の未整備な箇所や世帯についてでございますが、詳細な把握ができておりません

けれども、上水道や簡易水道、市の指定管理施設や補助事業により設置した施設を除いてみま

すと、推計で約300世帯の方々が個人や少人数で運営を、給水をしているのではないかと思わ

れます。この件につきましては、今後実態調査をし、状況把握に努めていきたいと考えており

ます。 

 なお、議員さん御指摘のように、このような個人管理の施設につきましては、環境の変化や

高齢化の進展等によって自立での維持が困難な状況が見られるところでございます。その維持

管理などに対しましては、集落での支え合い、助け合いができないか、またボランティアの協

力などを受けることができないかなどにつきまして関係者の方々の御意見もお伺いをし、対応

を考えてまいります。 

 次に、４点目の(2)室戸を売り出す「チカラ」についてでございます。議員さんからもござ

いましたように、ふれあい高新ｉｎ室戸は内外の方々から大きな好評をいただいたところでご

ざいます。また、御案内の室戸まるごとバーベキューにつきましては、私も５月に参加をいた

しました。このような取り組みで市外、県外の方々にたくさん室戸においでていただき、室戸

の魅力を知っていただくことは大変よいことでありよかったことだと思っております。私自身

も案内役として現地をガイドしたところでございますが、こうした企画は事前の準備や計画的

にしっかり対応していくことが大事であると感じたところでございます。私も室戸を活性化さ

せるためには、外からの人材を呼び込み活用することや、室戸の魅力を伝え情報発信すること

が大変重要であると考えているところでございます。これまでの人材活用の取り組みといたし

ましては、高知大学との連携事業で養殖を学んだ専門家とともにアワビやトコブシ、海草など

の養殖研究事業に取り組んでいるところでございます。 

 また、室戸ジオパーク推進協議会におきましては、専門員を配置したことによりその積極的

なかかわりや取り組みなどによって室戸ジオパークが世界認定に結びついたものだというふう

に思っているところでございます。 

 ほかにも、地域おこし協力隊など外部からの視点でお米のブランド化や特産品づくりなども

現在進めているところでございます。これらの取り組みを一層広げていきますとともに、各産
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業部門におきましてもやる気と情熱を持った人材を育て支援していく、バックアップしていく

ことが大切だと考えております。今後におきましても、当市が依頼をいたしておりますふるさ

とアドバイザーの方々の情報や大学との連携事業などによりネットワーク化を図り、人材の発

掘、育成に努めてまいります。 

 次に、室戸の情報発信の取り組みといたしましては、御案内のとおり前段で申し上げました

ふれあい高新ｉｎ室戸の取り組みや、また一昨年から始めておりますが、室戸まるごとＰＲ事

業も行っておりまして、大都市圏でのコマーシャル放映や雑誌への記事の掲載などに取り組ん

でいるところでございます。また、各種イベントのお知らせ等につきましても、折り込みなど

によって市内への周知はできておりますが、市外への周知、県外へのアピールといったものが

まだまだ不足をしているというふうに思っておりますので、こうした取り組みをしっかりやっ

ていかなければならないと考えております。 

 今後におきましても、一層これらの取り組みを充実をさせてまいります。また、民間主導の

イベントにつきましても、できるだけ情報を把握し、市としてもＰＲ活動に協力をしていきた

いというふうに存じます。そのほか、今後予定をされております国定公園50周年記念イベント

や東部博覧会などの行事を活用するなど、情報発信にしっかりと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。 

 私からは以上でございますが、副市長及び教育長から補足答弁をいたさせますので、よろし

くお願いします。以上です。 

○議長（山下浩平君） 久保副市長。 

○副市長（久保信介君） 堺議員さんに大きな４点目の(1)東部地域博覧会につきまして、開

催主体となります推進協議会を立ち上げるまでの準備会のメンバーとして私もかかわってきた

経過がございますので、私のほうから御答弁を申し上げます。 

 議員さん御案内のとおり、高知県東部地域博覧会は、安芸広域市町村圏内の９市町村の首

長、議長及び観光協会や商工会、農漁協、交通旅行業者、各種団体などを構成メンバーといた

しまして、去る11月22日に設立されました高知県東部地域博覧会推進協議会が主体となって開

催を予定をしているものでございます。開催期間は、平成27年４月中旬から12月末までの予定

で、高知県東部の人のおもてなしとジオの恵みに出会う旅をコンセプトに各種イベントや体験

プログラム、キャンペーンなどを実施することとしており、準備期間を含めました総事業費は

約２億円を予定しているところでございます。現在、安芸広域市町村圏事務組合を事務局とす

る基本計画策定検討委員会を設置し、平成26年２月末までに基本計画を策定することとして作

業を進めております。現時点の基本計画案からその概要を幾つか御紹介申し上げます。 

 まず、開催目的といたしましては６点ほど上げておりまして、１、博覧会を通じて来訪者と

地域住民が交流を図り、行ってみたい、また来たいと思ってもらえる取り組みを実施する。

２、東部地域のファンや移住者をふやし、産業振興や地域発展につなげ、将来に向けて持続可
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能な地域づくりを行うこと。３、東部地域の自然や文化、産業や歴史、食などを通じ、新たな

出会いや感動を生み出すこと。４、９市町村が連携して一つの和、これは人と人の和といいま

すか平和の和でありますが、一つの和になり、住民のおもてなしの機運を高めること。５、博

覧会で得られたノウハウによりこれからの地域を担う人材を育てること。６、博覧会を機会に

東部地域全体の観光案内やコーディネートができる組織をつくることなどを目的としてうたっ

ております。 

 また、基本方針といたしましては、まず施設といたしまして、博覧会の情報や特産品などが

入手できて、拠点となりますパビリオン、これを室戸・東洋ブロック、中芸ブロック、安芸・

芸西ブロックの３ブロックにそれぞれ１カ所、その他東部の魅力やイベント、ツアーなどを紹

介するインフォメーションセンターを各地に設けること。イベントといたしましては、開催前

年度の26年度にプレイベント、それから本イベントとして平成27年４月にオープニングイベン

ト、開催期間中に行うコアイベント及び地域イベント、最後にクロージングイベントを開催す

ることとしております。体験プログラムといたしましては、地域資源を生かした新たな体験プ

ログラムの開発及び既存の体験プログラムの活用と磨き上げ、体験プログラム同士の連携など

を図っていくこととしております。キャンペーン等につきましては、生産者や関係団体などの

協力を得て地域の農水産物を売り出す地域売り出しキャンペーンやモニターツアー、東海岸パ

スポート、学生みずから企画する大学生インターンシップ事業などを計画しております。ツア

ーといたしましては、エージェントに対する発地型ツアーの売り込み、地元団体等による魅力

的な体験プログラムを組み込んだオリジナルの着地型ツアーの開発、個人の来訪者に対するモ

デルコースの提案や情報提供などを基本方針として掲げております。 

 室戸市といたしましては、本年８月28日に室戸市観光協会など商工観光農林水産業関係者や

市民団体代表者など21名で構成する東部地域博覧会室戸市推進委員会を設置し、これまでに２

回の委員会を開催して、コアイベントや地域イベントなどについて既存イベントの見直しや充

実等についての協議を行ったところでございます。 

 今後、基本計画が確定していく中で、イベントの内容や採択基準などがより詳しく示されて

まいりますので、それらに沿った取り組みを進めていくこととなりますが、既存イベントをど

のように見直していくかや新しいイベントなどについての議論を深め、地域経済の発展や地域

の活性化につながるものとなるよう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） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） ２の子育て支援について、堺議員さんにお答えいたします。 

 子ども・子育て支援会議につきましては、前段の議員さんにもお答えいたしましたが、子ど

も・子育て支援法の施行及び室戸市子ども・子育て支援会議設置条例の制定を受けまして、先

般、第１回目の支援会議を開催したところでございます。 

 議員お尋ねの室戸市子ども・子育て支援会議の構成メンバーについてでございますが、条例
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では子供の保護者及び学識を有する者の中から市長が委嘱することになっております。委員

10名のうち、保育所、小学校の保護者を３名、保育所園長３名、保育所を経営しております社

会福祉法人の理事長１名、県安芸福祉保健所母子福祉担当者１名、児童心理学が専門の高知学

園短期大学教授１名、室戸市内の医師１名を委嘱したところでございます。 

 次に、ニーズ調査の実施についてでございますが、９月定例議会においてニーズ調査関連予

算を議決していただきましたので、11月にコンサルタント会社と委託業務を契約いたしまして

調査作業を進めているところでございます。室戸市子ども・子育て支援会議でニーズ調査の内

容を検討、了承をいただきましたので、今月中旬に調査表を保護者へ配布し、月末には回収す

る予定となっております。 

 今後のスケジュールにつきましては、このニーズ調査の結果を踏まえ、子ども・子育て支援

会議の中で検討、議論を重ねながら、平成26年度中に事業計画を策定する予定でございます。 

 また、どのような考え方に基づき子育て支援に取り組むのかでありますが、子供は地域の宝

であり、将来室戸市を担う大切な人材でございます。少子化が進展する中で、日本国憲法第

25条の全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すの実現に向けて、室戸市の

子供たちの健全育成、人材育成、幼児期から心身ともに健全に育つ環境整備、子育てしやすい

環境の整備、保護者の経済的負担の軽減等を主な柱に掲げて今後の計画づくりに全力を挙げて

取り組んでまいります。 

 次に、(2)いじめ防止対策推進法の制定を受けてでありますが、議員さん御案内のとおり、

いじめ防止対策推進法が本年９月に施行されまして、今後市町村教委及び各学校におきまして

は、国の定めるいじめ防止基本方針を参酌しつつ市町村及び学校はいじめ防止基本方針を策定

することとなっておりますので、本市におきましても国・県の方針を参酌しながら策定するよ

うに考えております。 

 そこで、いじめ根絶に向けた取り組み体制づくりや情報共有の仕組みづくりにどのように取

り組んでいくのかでありますが、家庭、学校、地域、警察、家庭児童相談室など関係機関が連

携し、風通しのよい関係を築くとともに、人権意識を高めるための集団づくりや仲間づくり、

また情報の共有化、収集化を図り、いつでも誰もが気軽に相談できる体制を構築するよう努め

てまいります。 

 なお、このいじめ防止対策推進法によりますと、地域版いじめ問題対策連絡協議会を設置す

ることになっておりますので、その設置条例案を早急にまとめるよう考えております。 

 次に、３の(1)図書館の利活用についてでございます。 

 私立図書館につきましては、平成24年度繰越事業として図書館耐震補強大規模改修工事を行

い、平成25年６月に完成いたしました。改修内容としましては、段差を解消し、車椅子等に対

応できるスロープを設けたことや靴のままで入館できるための床面の変更、障害者用トイレの

設置など、利用しやすい施設にしたところであります。市民の方々のお声をお聞きしますと、
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明るく広くなり本が見やすくなった、靴のまま入館できる、返却ボックスが新設され便利にな

ったなど、おおむね好評をいただいております。 

 次に、他の施設との利用状況の違いということですが、議員さん御指摘のように利用する市

民が少ないということは確かなことであります。これらの原因といたしまして、１つには蔵書

検索の問題があると思われます。そのため、蔵書検索がパソコンでできるよう改善すべく今現

在取り組んでいるところでございます。また、ホームページや市広報などさまざまな機会を通

じて積極的にＰＲし、来館してもらえるよう努めてまいります。 

 次に、３階の活用についてでございますが、利用が不十分であるとの御指摘でございます。

名誉市民でもあります中川先生の作品を展示しており、その周知にも努めなければならないと

考えております。また、他の部屋が十分活用できていないので、鯨資料室や空き部屋の整理を

行った上、図書館事業として写真展とか市展の優秀作品の展示などを検討していきたいと考え

ております。 

 今後、前段の取り組みに加えまして、読み聞かせなどの事業を図書館の中で定期的に行うこ

とや学校団体貸出事業などに取り組み、図書館の利用者増を図ってまいります。以上でござい

ます。 

○議長（山下浩平君） 堺喜久美君の２回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） 11番堺。２回目の質問を行います。 

 先ほどは大変御丁寧な御答弁ありがとうございました。何点かもう一度御質問させていただ

きますが、最初に過疎地域の飲料水対策についてであります。御答弁のとおり、これから集落

で支え合いの事業を取り組んでいくという話でございますが、どこで暮らそうとも税金を給付

している同じ室戸市民である以上は、どこでも給水施設があって、蛇口をひねれば水道が出て

くるというのが当たり前だと思います。ないのが不思議だなと思うぐらいですが、予算の都合

とかそういうのもあろうかと思いますが、その反面、何かあったときにすぐ来てくれる人、そ

ういう人を皆さんは望んでいます。今ちょうど地域おこし協力隊というのを企画のほうでやら

れていますが、その設置要綱で２条の２項に活動内容として地域の生活支援という項目があり

ますが、これには当たらないのでしょうか。また、何かのときにはシルバー人材センターの協

力ももらうとか、そういうきちっとした手だて、具体的な手だてをもう一度お伺いいたしま

す。 

 それから、図書館についても、田野町立図書館ではやはり電算化が進み、自分で検索できる

というのが大きな利用の中でもウエートを占めています。室戸もいずれ電算化されると思われ

るのですが、いつごろになるのか、そのスケジュールもお聞きします。 

 そして、２階に上がりますと本が頻繁に紛失して大変困っていますという張り紙がありまし

た。以前でも、２階には大事な資料本とか貴重な本が置かれていますので、そこに人がいない

というのもいかがなものかと思われます。また、３階にそういう展示室を設けようとする場
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合、２階にやはり人的配置というものも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 それから、室戸を売り出す「チカラ」、市長から大変御丁寧にお答えいただきましたが、先

ほど紹介しました室戸まるごとバーベキューのようなイベントを行政が主催でするとなると大

変な経費と労力を費やしても、これほどの参加者があるかどうか疑問に思います。その彼は室

戸の生産者と外の事業者を結びつけるコーディネーター役をいとも簡単にやってのけました。

また、生産者の方も自分たちのつくったものが大きな評価を受けたことに自信を持っていま

す。その一方で、ブランド化や商品づくりなど課題も見えてきました。あと一歩の踏み出しを

どうするのか悩むところです。 

 そこで、以前あった室戸人づくりものづくり支援金のような制度があれば、大きく前へ踏み

出せるのではないかと思いますが、こういう制度というのはお考えではないでしょうか。そし

て、室戸は市民の私たちでは当たり前の風景や当たり前の食べ物も、外の人から見ると違った

魅力を感じていることに私たちは驚かされます。今や外部から室戸の情報を得ようとする手段

はネット環境がどうかで決まります。先ほど市長の御答弁がありましたように、単発で発信し

ても情報が欲しい人に届きません。今の室戸市のホームページは満足できる情報が発せられて

いません。これからは東部博を視野に入れて、おのおの行っている情報を丸ごとまとめて発信

するウエブサイトを民間と一緒になって立ち上げ、室戸を売り出す力になるのではないでしょ

うか。御答弁をお願いいたします。 

○議長（山下浩平君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、私のほうからは、飲料水対策についてでございます。 

 前段でも申し上げましたように、やはりどこの地域におってもしっかり飲料水が確保されて

いる、生活ができるという状況をつくり出すことは、私も大変大事なことだというふうに思っ

ているところでございます。そして、いろんな補助事業につきましても県にも要請をし、いろ

んなところにそうした補助事業によって飲料水供給施設が整備されるように取り組んできたと

ころでございますが、なお議員さんが御指摘のような点があるということは承知をするところ

でございます。できるだけそうしたところにも配慮が行き届く対策をということでございま

す。 

 ですから、地域の方々の支え合いや地域の方々の支援を求めることができないか、またボラ

ンティア組織などによってそうした対策ができないか、議員さん御指摘の地域おこし協力隊と

いうのはやはり地域全体のことを支えていこうということでございますから、地域全体のこと

を取り上げて、それに取り組んでいこうということですから、その取り組みの中で前段私が言

いましたようなことをできないかというようなことをぜひ地域の中で考えていくという役割を

地域おこし協力隊には求めていきたいということでございますので、そうしたことに取り組ん

でまいります。 
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 それから、室戸の「チカラ」という中で、私は民間の力を利用するといいますか、民間の

方々にも頑張っていただく、行政は行政で力を入れていくことはしっかりやっていく、両方が

やっぱり両輪のごとく支え合っていく、協力し合っていくという中でいい方向がつくられてく

るのではないかというふうに思うところでございます。ですから、ぜひ協力関係をつくってい

きたいというふうに思っておりますし、議員さん、以前の補助事業の話をされたわけでありま

すが、以前の段階では確かに３年間継続してやったわけでございますけれども、具体的にブラ

ンド化や特産品の開発に直結をしなったという問題もございます。そうしたことも踏まえた中

で、今後ぜひ市として支援をしていけば、ブランド化や商品化、室戸の特産品の商品化が図ら

れるということであれば、当然そうした支援ということも私は考えていきたいと思っておりま

す。 

 それから、市のホームページの不十分さについては私もずうっと考えてまいりました。ぜひ

改善をしていきたいというのが私の願いでもございますし、来年度の予算編成に向けてぜひ、

当然充実をしたホームページになるようにしていきたいというふうに思いますし、議員さんが

言われるのはほかの団体等に対してもそうしたウエブサイトのことについての支援ができない

かというようなことなどもお聞きをするわけでございます。現在、成功事例といいますか、も

う少しお話をさせていただきますと、キラメッセのインターネットの通販事業というのを私ど

もこれまで支援をしてまいりました。その結果、アクセス数が以前は月平均500から600件であ

ったものが、現在１万件のアクセスにつながっております。そして、インターネットを通じた

販売件数でありますが、月に以前は二、三件であった、それが現在二、三十件というふうなこ

とですごく伸びているところでございます。こうした支援というものについては今後もぜひや

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。 

 それから、フェイスブックの利用でございますが、これも他の市町村で利用しているところ

が何市かあるというふうにお伺いをしてます。現在私どもとしてはフェイスブックの利用につ

いては東日本大震災なんかを踏まえる中で防災対策として有効であるというようなお話を聞い

ているところでございまして、職員で組織をして、何とかフェイスブックの利用を職員の組織

で検討をしていきたいというところで、今組織を立ち上げかけているところでございます。そ

うした中で、防災の問題であるとか、また観光などの情報の発信というようなことについても

今後協議をし、効果的なフェイスブックの利用ということにつなげてまいりたいと考えている

ところでございます。以上です。 

○議長（山下浩平君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 堺議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 蔵書のデータベース化でございますが、今現在１万冊を超えたぐらいでございまして、まだ

まだ時間がかかる、二、三年を見込んでおるところでございます。実際に活用できるのはその

後ということに当然なります。ということで、積極的に進めていかなければならないというこ
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とはもう重々承知しておりますので。 

 それから、２階ですが、そういうことがあっては絶対ならないことでございますので、今現

在の人数でどのように配置していくかということについても詳しく検討させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（山下浩平君） 堺喜久美君の３回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１１番（堺 喜久美君） それでは、３回目の質問をさせていただきます。 

 地域の活性化にはよそ者、若者、ばか者という、こういう言葉がありますように、室戸はも

う少しよその人、若い人を受け入れる度量が少ないのではないか、それをお願いをしたいと思

います。そして、いろいろなことを委託をするにしても、一般のところに委託をするのではな

くて、室戸を思う、そういう若者がたくさんいますので、そういう人たちに一緒になってつく

ってもらうという、そういう姿勢で臨んでいただきたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（山下浩平君） これをもって堺喜久美君の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、明日10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１時51分 散会 


