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            午前10時０分 開議 

○議長（林 竹松君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数14名全員出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 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。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） おはようございます。 

 11番山下浩平。今期定例会におきます一般質問を行います。 

 １、防災対策について。 

 (1)津波避難新交付金の活用について。 

 昨年、３月11日、東日本大震災発生以降いろいろと今後起こり得る巨大地震が数年先、数十

年先に発生するといったような予測が報道されるなど、国民に不安感を抱かすようなニュース

が多いわけでございますが、これも今まで解明できなかったことが観測機器の発達、地震メカ

ニズムの解明や予測精度の向上でより安全な防災対策が構築されていくものと期待をするわけ

でございます。 

 本市でも、地域防災組織も全地域に組織化、それぞれ防災訓練も実施され、また地域へ出向

き懇談会を開催するなど努力されておりますが、しかし実際に地震が起き、津波避難の対応、

避難場所の整備がこれからの重要課題であると思います。当市の市街地・集落、町の形態は、

主に沿岸地域に形成されており、背後には急傾斜の山が迫り、巨大津波が発生時には多くの市

民が避難できる高台、広場もなく、また屋上に避難できる高層ビルもなく、多くの人々が犠牲

になる確率が高いと思われます。 

 尾﨑知事は、南海地震対策を強化、加速するため、2012年度当初予算に2011年度実績を８億

円上回る169億円を計上し、防波堤や学校、病院など地震強化を急ぐ一方、年内に新たな津波

浸水予測図をつくって最大規模の地震に備えると南海地震対策強化の加速を強調され、市町村

に対し使途を防災関連に限定した交付金を、2012年度から２年間南海地震対策を集中的に進め

るために、市町村に向けて独自の新交付金制度を新設することを発表されたわけでございま

す。 

 津波避難対策のハード、ソフト事業について、市町村の負担を実質的にゼロにするという内

容で期間限定の手厚い支援を通じて事業意欲を促し、緊急性の高い逃げる対策を2013年度末ま



－37－ 

でにおおむね完成させたいということでございます。現行補助金で対象にならなかった避難場

所への用地購入も新制度では支援対象になる。使途を防災関連に限定し、避難場所の備品や備

蓄物資の購入、防災関連基金積み立て、同事業債の償還に充てることもできる。ハード、ソフ

ト面に対応。知事も津波から逃げる場所があるという環境を早期に整える必要があり、２年間

でおおむね完成させたい。新制度で市町村にスピード感を持って取り組んでほしいと交付金で

地域特有の課題にきめ細かく対応してもらえばと言明されております。 

 市長さん、望むところではないですか。県の新交付金制度を最大限活用して、津波避難防災

対策に早急に取り組むべきであると思いますが、市長の決意のほどをお尋ねいたします。 

 次に、(2)津波避難タワーの建設。 

 地震の発生を防ぐことはできません。被害をできる限り少なくする対策を講じなくてはなり

ません。津波への完全な備えは難しい。長い海岸線に強固な堤防は不可能であり、だから津波

被害に備える避難タワーの建設整備がかぎを握るわけでございます。 

 最近、多くの市町村の間で津波避難タワーの建設の計画が打ち出されております。東洋町、

田野町、安芸市、南国市など、特に田野町においては２年間で実に６基整備すると言われてお

ります。東洋町も３基、南国市13基、津波は揺れ始めてから早いところで３分、遅いところで

30分程度で沿岸部に押し寄せてくると言われております。 

 室戸岬坂本地区でございますが、南は海に面し、背後は急斜面の山に挟まれ、津波が来ても

逃げる場所のない地域でございます。この地区に県の旧保健所施設が放置されたままになって

おります。この施設跡は海抜11.7メートルです。前の広場は坂本地区の防災避難場所になって

おります。しかし、建物の中へ入ることは禁止されております。地元の方々の強い要望です

が、県より払い下げを受けて津波避難タワーの建設をお願いしたいとの要望でございます。地

元の方々の要望の期待に沿うように、ジオパークにも関連してくると思いますが、室戸市第１

号の津波避難タワーの建設を新交付金制度を活用して取り組む考えはないか、お伺いをいたし

ます。 

 次に、(3)避難道整備。 

 市道下町西線、以前に私が一般質問で申し上げました低海抜地域避難道路整備計画として浮

津下町地区を取り上げ、既に市道認定も議決されております。市道下町西線につきましては、

日常生活道とともに津波避難道としての大きな役割を果たす重要な価値のある道路です。一

応、平成23年から25年度完成という答弁もいただいておりました。本年、当初予算に委託料が

予算計上されておりますけれども、今回市の持ち出しの要らない新交付金制度を活用して早期

完成を目指すことはできないか、お伺いをいたします。 

 次に、(4)ため池の防災対策は万全か。 

 津波の脅威が世界を震撼させた東日本震災、沿岸の惨状や東京電力福島第一原発事故に関心

が向けられている中、福島県内陸部ではもう一つの３・11震災が起きていたということでござ
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います。つまり農業用ため池藤沼湖最大貯水量150万トンが地震の揺れで決壊、流出した水が

集落をのみ込み８人が死亡、行方不明となった。家もろとも流され、奇跡的に助かった方の恐

怖体験の談話が先般新聞紙上に掲載されておりましたので、その一端を申し上げますと、バギ

バギ、ガシャ、ガシャン、突然あたりにとどろき音が響いた。振り向くと黒い水の塊が家に押

し入ってきた。逃げようとしたが、すぐに水に足をとられ、家族ともども濁流にのまれた。余

りの突発的な出来事で、実は流されたときのことをよく覚えていないですと恐怖体験を振りか

える。気がつくと、100メートルぐらい流されていた。津波が来る場所ではなく、雨で川が増

水したわけでもない。全身泥水につかり呆然とする中、知人がかつて口にしていた心配が頭を

よぎった。まさか藤沼湖が決壊とは。濁流にのまれた家は跡形もなくなっていた。父親と長女

は電柱にしがみつくなどして辛うじて助かったが、母親は翌日600メートルほど離れた水田か

ら遺体で発見された。上流の藤沼湖の堤がぽっかりと裂け、まさかの光景が出現していたと言

葉を詰まらせながらやりきれない思いで語られていたということです。 

 今から15年前、平成９年、安芸市内原野弁天池、堤の幅30メートル、高さ８メートル、総貯

水量８万トンが満水時に決壊し、人的被害は幸いなかったが、土石流によって園芸ハウスや民

家が被災されたわけです。私も、すぐに現場視察に行ったいきさつがありますが、決壊の物す

ごさを痛感いたしました。 

 国の農林水産省防災課によりますと、農業用ため池は全国に約21万カ所あり、大半の堤が盛

り土方式で、高知県には431カ所あり、完成時期は古いもので江戸後期で老朽化が懸念されて

いるということでございます。県内で最大の貯水量を誇るため池は、芸西村馬ノ上にある丸塚

池で約30万5,000トン。堤はすべて盛り土方式で築かれているため、芸西村は農業用ため池の

大雨によるはんらん防止のため村役場で水位データを監視し、遠隔操作で放流できる水門を村

内５カ所のため池に設置。2012年度、2013年度に総事業５億5,000万円で国の広域防災ため池

等整備モデル事業を活用。国が５割、県が４割、村が１割の負担で水門建設工事に取りかかっ

ており、水位調整をすることによって堤への水圧負担軽減、決壊防止への大きなポイントにな

るということでございます。 

 本市でも、ため池簡易ハザードマップを作成され、対象のため池洪水流出範囲の地図が配布

されておるわけでございますが、ハザードマップでは中山地区４、傍士・黒耳地区６、崎山地

区４、岩戸地区１、室戸岬地区１、西山・枦山地区には実に36、合計52カ所あるわけでござい

ます。特に、西山地区の真下に当たる地区の方々の心配ですが、県を含め市も津波防災対策ば

かり言われているが、我々の頭上にはいつ決壊するかわからないため池が幾つあるかわからな

い。市はどのような対策を立てているのかわからないと心配をされている方もいるようでござ

います。 

 私は、最近整備された不動３号池と西山ダムについては現場視察も行っておりますが、その

他の多くのため池については現状を詳しく承知していないわけでございます。ハザードマップ
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によりますと、近い将来発生が予想される南海地震によって皆さんが住んでいる地域にある農

業用ため池が大きな被害を受け、万が一ため池堤防が決壊した場合、ため池からのはんらん水

が到達する可能性のある範囲を想定して、地図でよく理解してください。お互いに助け合うよ

う訓練を重ね、災害に強い地域づくりを進めるとあるわけでございますが、農家の方々には必

要不可欠のため池であると思います。特に、西山・枦山地区のため池は36カ所と数多くあり、

一つの谷に複数のため池が階段のように、多いところでは４から５カ所もつくられており、上

流の池が決壊すれば連鎖的に決壊が起き、非常に危険な状況であると思います。地震でため池

が決壊することは、専門家の間でもほとんど想定されていなかったと指摘されております。 

 お尋ねいたします。 

 １点目、ため池の耐震基準が本格的に定められたのは2004年になってから。1995年３月の阪

神大震災で多くのため池に損傷が確認されたのがきっかけということですが、基準の内容につ

いて説明を願います。 

 ２点目、すべてのため池が盛り土式で築かれていると思いますが、耐震調査実施されたこと

がありますか。 

 ３点目、個人所有の管理のため池があると思いますが、何カ所ありますか。 

 ４点目、ため池決壊、山からの津波に対し安全対策として堤の強化やチェック体制の充実、

決壊に市民が察知できるワイヤーセンサーの設置や防災無線の各戸設置など、二重、三重の防

護を備え、ため池の防災対策に万全を期すべきであると思います。市長、関係課長の答弁を求

めます。 

 次に２、経費削減対策について。 

 公共施設の電気料金。 

 電力各社が独占してきた電力の小売が一部自由化されたことで、使用できる最大電力50キロ

ワット以上の大口利用者は、購入先を切りかえることができるようになったわけでございま

す。芸西村では、電力供給先の変更を現電力会社から電力売買事業の新規参入会社エネット本

社東京都港区と契約を締結されたわけでございます。 

 村所有の５施設の電力を購入することで、年間約51万円の電力料金削減効果が生じるという

ことでございます。村長さんは、削減できた経費は住民サービスの向上に充てるなど、村民に

還元していきたいと節約効果を見込んでいるということです。これぞまさに目先のきいた経費

削減、こうした行政運営をすることも一つの行政改革であると思います。芸西村が四国の自治

体では別会社に切りかえたのは初めてということでございます。 

 その他の例といたしまして、東京電力が４月から大口電気料金を平均17％値上げするという

方針に反発して、関東地方の企業並びに自治体の間では東電離れの動きが広がり、東電以外の

割安な電気事業者、複数の特定規模電気事業者ＰＰＳと契約入札制度の導入に切りかえていく

ことを検討していると報道されております。 
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 実際にニュース番組で放送されていましたが、値上げ前安い電力に自治体殺到。特定規模電

気事業者ＰＰＳと入札ということで、東京都世田谷区立川市の結果が放送されました。世田谷

区では、複数の施設を入札、契約を締結。最終的には54施設の入札を実施すると。また、立川

市は競輪場だけをまず入札、契約締結。年間1,700万円の経費節減になるということでした。

東京都には26の市と23の区があるわけでございます。そのうち現在19の自治体が特定規模電気

事業者ＰＰＳと契約されているということでございます。 

 お尋ねします。 

 １点目、本市のすべての公共施設の年間電力消費量は何キロワットか。 

 ２点目、現在の契約電力量は何キロワットか。 

 ３点目、月額基本料金の１キロワット単価は幾らか。 

 ４点目、電気代の総額は幾らか。これは公共施設の１年間の電気代の総額は幾らかというこ

とでございます。 

 以上、４点について担当課長さんにお尋ねをいたします。 

 私は、十分検討の余地はあると思いますので、市長さんの見解も求めます。 

 ３、教育問題について。 

 中学校１、２年生の武道必修化。 

 ４月から中学１、２年生の体育で始まる武道必修化についてお尋ねをいたします。 

 ある新聞社の全国調査では、具体的な指導計画や教員の研修について各学校、市町村で考え

ることとする県教委もあった。しかし、市町村には体制の弱い教委も多く、都道府県教委の支

援が欠かせない。都道府県教委は文部科学省と連携し、市町村、学校現場を適切にリードする

ことが望まれるということですが、私はよく理解できません。文部科学省の方針を詳しく説明

願います。 

 今回の中学校武道必修化は、中学校の保健体育で１、２年生は新年度から男女とも武道を習

う。種目は、柔道、剣道、相撲などから学校や教育委員会が選ぶと理解しておりました。柔道

については中学校で過去28年間に114人が死亡されているということです。保護者から指導体

制に不安の声も出ているということで、教員の指導、教育者の把握はできていますか。武道を

指導する教員をすべて配置できますか。いろいろと問題点もあると思いますので、県教委の指

導方針並びに市教委の決定までの経過の方針について教育長にお尋ねをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山下議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の防災対策についてでございます。 

 施政方針でも申し述べましたように、防災対策は本市の最重要課題の一つだと認識をすると

ころであります。その中で、津波避難対策を初めとする防災対策においては、私はかねてより
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何よりもまず住民の皆さんに一刻も早く、かつ安全に避難をしていただくことが重要であり、

そのためには正確な情報を迅速にお伝えすることが、一番大事であると考えてきたところであ

ります。そのための有効な手段といたしまして、同報系防災行政無線につきまして長年の懸案

事項であり、東日本大震災が発生をする以前よりその設計に着手をしてきたところでございま

す。多額の経費を要するため、財政対策に苦慮しておりましたが、最優先で取り組むべき事業

として平成24年度当初予算に整備費６億5,919万6,000円を計上させていただいたところでござ

います。 

 また、津波から早く安全に避難するための重要な指針となる津波避難計画の策定につきまし

てもいち早く手を挙げさせていただいて、県の補助事業により着手をし、５回の全体会と26カ

所での住民ワークショップを開催をして、地域における問題点や課題などについて御意見をい

ただきながら防災マップの作成などに急ぎ取り組んでいるところでございます。 

 そうした場を通じていただいたさまざまな御意見や御要望をもとに、今後避難路や避難誘導

標識、ソーラー式誘導灯などの整備や海抜表示に取り組んでいくこととしております。平成

24年度当初予算には、先ほどの防災行政無線のほか津波避難路整備事業を初めとする９億

4,000万円余りの防災対策関連予算を計上させていただいているところでございますが、まだ

まだ十分ではないと考えておりまして、当然補正予算による対応も考えていかなければならな

いと思っております。 

 また、組織、役所の組織につきましても４月より新たに防災対策室を設置し、推進体制を強

化することにより津波避難対策を初めとする各種防災対策を加速化させるとともに、県の新交

付金制度を最大限活用し、スピード感を持って防災対策に取り組んでまいります。 

 次に、２点目の津波避難タワーの建設についてでございます。 

 御案内のように、本市はその地形上、前は海、後ろは山に囲まれた狭い平野に多くの集落が

形成をされております。背後の山の多くは傾斜が急で、急傾斜地崩壊危険箇所とされていると

ころも多数ございます。議員さん御指摘のとおり、津波避難計画策定における住民ワークショ

ップの中でも海からの津波だけではなく、山からの土砂崩れを心配する声も多くいただいてい

るところでございます。したがいまして、治山事業につきましてはこれまでも県に要望してお

りますけれども、今後も継続して要望、要請をしていく必要があると考えております。 

 また、住民ワークショップでは地域の高齢化が進み、遠く離れた避難場所まで行くことが難

しいなどといった理由から、津波避難タワーの建設を希望する声も多く寄せられていることは

承知をするところでございます。一定の距離内に避難場所となる高台や避難ビルなど、他に有

効な避難方法がないといった地域にはその地域の地盤の高さや河川の状況など、地形的なデー

タも検証しながら津波避難タワーの必要性について検討しなければならない、検討していかな

ければならないと考えております。 

 津波避難タワーの整備には、その規模にもよりますが、１基当たり数千万円以上の建設費と
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その用地の確保、地権者や隣接地との協議、アクセス路、建設後の管理方法などが課題となっ

てまいります。御質問の旧保健所施設の建物でありますが、これは耐震性がなく、耐震補強工

事が多額になるため県も工事を行っていないところでございますけれども、敷地の利活用等も

含めまして今後検討をしてまいります。いずれにしましても、避難タワーの整備を含め新交付

金制度を活用した防災対策を積極的に進めてまいります。 

 また、ため池に係る防災対策についてでございますが、これも議員御案内のようにこの対策

がどうしてもやっていかなければならない課題だというふうに考えております。ただ、その所

有であるとか管理者がどこかというようなこと等もございまして、今後関係者と協議をしなが

ら適切な防災対策の推進に努めなければならないというふうに考えております。 

 また、電力量の削減でありますが、まだ十分な詳しい状況は私どもも把握し切れていないわ

けでありますけれども、当然当市の電気量の削減につながるというようなことについては積極

的に取り組んでいかなければならないと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 私からは以上でございますが、副市長、教育長及び関係課長から補足答弁をさせていただき

たいと存じますので、よろしくお願いします。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 山下議員さんの大きい２点目、経費削減対策についての公共施設の

電気料金に関する御質問は、私から御答弁をさせていただきます。 

 議員御案内のとおり、電気の小売事業は平成12年から参入規制が順次撤廃され、電気の大口

使用者については経済性や供給サービスの観点で電気の小売事業者を選択できることになりま

した。芸西村が、村の公共施設の一部について電気の購入先を四国電力から電力売買事業を手

がける特定規模電気事業者に切りかえることを表明しております。四国電力から別の会社に切

りかえるのは、四国の自治体で芸西村が初めてと聞いております。また、東京電力管内を初め

とした多数の自治体でもより安い電気を求め、このような検討がされているということでござ

います。 

 さて、本市の公共施設における電気料金等の御質問ですが、平成22年度の数字でお答えさせ

ていただきます。 

 年間使用電力量は約330万キロワット、電気料金の総額は約6,000万円となっております。な

お、御質問の契約電力量及び月額基本料金については契約形態が多様で集計が困難なためお示

しできません。御理解をいただきたいと思います。 

 この電気の小売事業の自由化は、特別高圧または高圧受電で契約電力が原則として50キロワ

ット以上の施設が対象となっておりますので、本市の公共施設でいえば市役所本庁舎、やすら

ぎ、水道水源地など６つの公共施設が対象となると思われます。 

 電気は安価とともに常に安定供給されることが第一の条件でございます。本市の公共施設に
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おいて電気の購入先を変更することにつきましては、送電設備を管理する四国電力と特定規模

電気事業者の間の契約内容がどうなっているのか、災害時の送電設備への対応がどうなるの

か、また現在一部の原子力発電が停止し、電力の不足が言われている中、電気の安定供給の障

害となるものはないのかなどの検討を重ね、他自治体の動向も注視しながら判断していきたい

と考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 山下議員さんに１点目の防災対策につきまして市長答弁を補足さ

せていただきます。 

 県の津波避難新交付金制度の概要についてでございます。 

 御案内のように、高知県におきましては南海地震対策による大津波から多くの人が迅速かつ

安全に避難できるように津波避難施設の整備を加速化するとともに、地域の実情を踏まえたき

め細かな防災対策も促進するため、緊急防災・減災事業債を活用した津波避難対策事業費に対

する交付金制度の創設を明らかにしております。 

 現在のところ、高知県津波避難対策等加速化臨時交付金という名称で現行の津波避難対策推

進事業費補助金の対象事業費のうち避難する対策の補助対象となる事業であって、かつ緊急防

災・減災事業債を充当したものについて対象とすることとされております。 

 具体的な内容といたしましては、対象事業費のうち補助事業ですと国庫補助金等を差し引い

た市町村負担額、単独事業であればその全額を一たん起債で全額借り入れいたします。その借

り入れた緊急防災・減災事業債の元利償還金、返済金でございますが、につきまして補助・直

轄事業の場合には80％、単独事業の場合は70％が後年度において交付税措置されます。その交

付税措置の残りの20％もしくは30％に相当する部分の元金見合いの分を事業を実施した翌年度

に県の交付金として一括交付されるという仕組みとなっております。後年度交付税措置分も含

めますと、現行の３分の２の補助金より全体としては有利なものとなっております。 

 一方で、交付金は元金に当たる部分のみが対象でして、利子相当分は措置されない見込みで

あり、また国庫補助金等以外はその全額を一たん起債として借り入れしなければならないた

め、地方債の残高や起債制限比率への影響も若干ですが、出てまいります。 

 また、新交付金は事業実施年度の翌年度に交付されることになり、その使い道などについて

も県から一定の範囲が示されておりますので、そうしたことにつきまして財政協議を十分行っ

た上で市長も御答弁申し上げましたように、この交付金を最大限に有効活用して津波避難対策

に取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山下議員さんに１、防災対策について

の中の(4)ため池の防災対策は万全かについて市長答弁の補足説明をさせていただきます。 

 ため池の耐震基準の内容についてでありますが、国の定めた土地改良施設耐震設計では、た
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め池は耐用年内、80年ですが、一、二度発生する地震動に対しての基準が定められておりま

す。基準の内容としましては、ため池の諸元、堤体とか余水吐けとかという話ですが、それに

よっていろいろ違いがありまして、盛り土式谷とめ型では1.2割の安全率となっております。

1.2割り増しの安全率となっております。 

 次に、耐震調査をしたことがあるかについてであります。 

 高知県下の431池ありますが、ため池に対しての耐震調査を実施した市町村はありません。

これは調査に要する費用について事業が伴わないことや調査の費用が多額になることから、市

町村ではなかなか実施に至らないものとなっております。 

 次に、個人所有管理のため池の数についてであります。 

 ため池は、ダムを含め室戸市には60池あります。そのうち、室戸市所有の池は９池、個人所

有の池が51池となっております。 

 最後に、ため池の防災対策に万全を期すべきではないかの御質問についてであります。 

 ため池整備については平成10年より県営事業で整備してきておりまして、平成22年までに西

山ダムを含め８池が整備されてきたところです。特に、危険性の高いため池を対象に平成22年

に状況調査を行い、県、市、地元代表者で選定検討会を開いた上で平成24年から28年の第１期

事業で３池、平成29年から33年の第２期事業で３池を整備するようにしております。 

 調査につきましては、年に１回全池に対し防災点検を実施し、ほかの池の管理状況の把握に

努めるとともに震度４以上の地震が発生した場合、堤の高さ、堤高10メーター以上、１万トン

以上のため池についてはこちらで点検を行い、県のほうへ報告するようになっております。以

上です。 

○議長（林 竹松君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 山下議員さんにお答えします。 

 大きい１番目の(3)避難道路整備については私から御答弁させていただきます。 

 市道下町西線についてでございますが、当該地区は家屋が密集し、緊急車両の進入ができ

ず、津波避難路としても利用できない狭隘な市道しかなく、住民の安心・安全を確保できない

状態となっておりますことから、平成23年度より社会資本整備総合交付金事業で平成25年度完

成を目指して取り組んでいるところでございます。 

 平成23年度は路線測量、用地測量を実施しまして、平成24年度は用地買収と建物調査、建物

補償を計画しておるところでございます。 

 議員さん御案内の新交付金制度の活用でございますが、この制度は幅員４メーター未満の道

路整備が採択条件となっております。幅員５メーターで計画実施しております市道下町西線は

対象外と考えますので、従来どおり社会資本整備総合交付金事業で整備していきたいと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 
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○教育長（谷村幸利君） 山下議員さんにお答えいたします。 

 大項目３、教育問題についての中で中学校武道の必修化についてお尋ねがありました。 

 文部科学省では、平成20年３月に中学校学習指導要領を改訂し、新学習指導要領では中学校

の保健体育において１年、２年生を対象に平成24年度から武道が必修化となります。 

 武道は、武技、武術などから発生した我が国固有の文化であり、相手の動きに応じて基本動

作や基本となるわざを身につけ、相手を攻撃したり相手のわざを防御したりすることによって

勝敗を競い合う楽しさや喜びを味わうことのできる運動であります。 

 また、武道に積極的に取り組むことを通して武道の伝統的な考え方を理解し、相手を尊重し

て練習や試合ができるようにする。また、礼に始まり礼に終わる日本独特の文化を重視する運

動として推進しておるものと理解しております。 

 その武道の指導者の育成につきましては、平成22年度から各種実技講習会や研修会を開催

し、教員の指導力向上を図るべく取り組みを行うことの指導・通知がありました。その方針を

受けまして、県教委といたしましても保健体育の教諭を対象とした武道専門家による実技講習

会や研修を平成22年度から実施しております。 

 武道の種目につきましては、柔道、剣道、相撲などから学校や教育委員会が選択することと

なっております。本市におきましては、剣道を武道種目として取り入れることにしましたが、

その決定までの経過について御説明いたします。 

 市教委といたしましては、平成21年度に中学校保健体育の教諭の声や安芸郡中体連の意見を

お聞きした中で、①室戸市内の中学校の体育の授業は生徒数が少ないため、男女合同で行う学

級が多い。そのため、異性同士が同じ競技を行うことになると相撲や柔道は適さない。②相撲

や柔道は体力差によるハンディがあり、また危険を伴い安全面への懸念がある。③剣道は指導

者も多く、指導する立場から最も適合しているのではないか。④柔道は武道場やマット、畳な

どの用具類の整備ができていない学校が多い。剣道は、屋体で対応できる。このことから、室

戸市を含めて安芸郡市町村は武道種目として剣道を選択いたしました。 

 そして、平成22年度、23年度の移行期間中に年間８時間の授業を行ってまいりました。平成

24年度から武道必修化が始まりますが、教員の指導力向上を図るため、県教委の開催する講習

会への参加や室戸市内の剣道連盟の方々の御協力をいただき、専門家の模範実技などの研修を

行い、指導方法や安全確保についてますますレベルアップを図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（林 竹松君） 山下浩平君の２回目の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） ２回目の質問を行います。 

 いろいろ防災対策についてはできるだけ早く、２年間という限られた新交付金の制度でござ

いますので、できるだけ早く住民の意見も聞いて計画を立ててやっていかないと間に合わない

のではないかと思いますので、ぜひ力を入れて取り組んでいただきたいと思います。 
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 それから、経費削減の電気のことですが、非常にこの間もテレビでも放映されておりまし

た、関東地方の状況、入札の。たくさんの企業が取り組んでいくということでもう入札に入っ

ておりますので、ぜひ一遍十分向こうの企業なんかとも話を聞いて、できたら取り組んでいた

だくようにしていただきたいと思います。 

 防災対策で、ため池については非常にもう古いため池が多いと思いますので、十分管理をし

ていただきますように、下流の市民の方々のせつない私にお話がありましたので、安全対策に

努めていただきたいと思います。 

 それから、下町の避難道につきましては、これはもう基準上対象外ということでございます

ので、従来の計画で早く取り組んでいくことをお願いいたします。 

 それと、教育問題の中学校の武道必修化でございますが、今まで年間８時間ですか、それが

今度10時間になるわけですね。年間10時間の体育の関連で剣道を必修にするということです

が、たった10時間ですか、365日で。私もそれは、10時間のその体育の剣道の指導やというて

やね、これは私の考えですけんどよ、年間たった10時間教えるというようなことでこれ、体育

の指導になりますか、これは教育長。言葉は悪いけんど、やらんがましやないですか。文科省

は何を考えちゅうろ思うてこれは思いますが。ほんで、これ何ですか、防具なんかはどんなに

しておりますか。 

（「今お答えしますか」と呼ぶ者あり） 

○１１番（山下浩平君）（続） 後でお答えしてください。 

 そういうようなことで、非常に指導の体制もいろいろと大変やろと思いますけれども、防具

について私はどういうように準備しておるか、ちょっとそのことだけお答えをいただきたいと

思います。以上です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 議員さんにお答えいたします。 

 授業時数の少なさについては私も本当余りにも少な過ぎるという実感を持っております。け

れども、ほかの授業時数とのかかわりがありまして、例えば週1.幾らとかというふうな計算の

仕方でいきますので、もう集中的に11時間剣道をやってしまうというふうな形で取り組んでお

ります。 

 そして、防具のことでございますが、竹刀、それから防具、それから面、その他については

室戸市でもう既に一昨年予算化して昨年購入して、それぞれの授業を計画的に、佐喜浜から羽

根まで計画的に組み立てまして、順番に使っているという状況でございます。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） 山下浩平君の３回目の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） 防具については持ち回りというような形になるわけですね。非常に

不衛生やないですか。剣道は、スポーツそのものは全部汗をかくわけですが、柔道であれば柔
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道着はすぐ洗濯ができる、私も経験がありますけんど。剣道の防具は洗濯ができませんろ。そ

の汗かいたがを持ち回りでするやということは非常に不衛生やと思いますが、私は。これは私

の考えですけんど。そこら辺も考慮してまたやってもらわにゃいかんと思いますけんど。 

 大体答弁もいただきましたので、最後に市長さんに一言。市長さん、知事さんの強調される

津波から逃げる場所があり、さらに環境を早期に整える必要がある。強い県民の訴えを新交付

金制度に対して１つでも２つでも多く活用することによって、逆に室戸市として防災対策への

意気込みを示すことによって、知事にエールを送ることによって知事も室戸市も防災対策に頑

張っているなと市長さんの存在感も高まるのではないかと思いながら、今期定例会の一般質問

を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） お答えいたします。 

 確かに不衛生でありますが、そういうふうにならないように中学校の体育主任会で管理をし

ておりまして、管理場所は今現在室戸東中学校のほうで、あそこは日当たりもよろしいので、

２階にそれを全部乾燥させて使用しているという状況であります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） これをもって山下浩平君の質問を終結いたします。 

 次に、小椋利廣君の質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） ４番小椋利廣。３月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。 

 前段の議員さんと重複をする部分があるかもしれませんが、一般質問をさせていただきます

ので、よろしくお願いをいたします。 

 １、防災対策について。 

 東日本大震災による地震被害の規模がこれまでの想定と大きくかけ離れていたことから、地

震、津波対策を検討する中央防災会議専門調査会は、平成23年９月28日、被害想定や対策など

を抜本的に見直し、自治体の機能喪失や広域避難などに備え、災害対策基本法など関連法案の

見直しをあらゆる可能性を考慮した最大級に引き上げることを求める最終報告を決めて、政府

は東海・東南海・南海の３連動地震について被害想定や対策の再検討に着手し、従来の東海・

東南海・南海地震の想定震源域は約６万平方キロメートルでしたが、今回の有識者会議中間報

告では約11万平方キロメートルにまで広げたと言われております。 

 (1)番、自主防災組織の取り組みについて。 

 室戸市も防災対策には積極的に取り組んできた結果、自主防災組織の組織率も市内一円の各

常会でほぼ100％に達成をしているとお聞きをしているところでございます。自主防災組織は

100％に達成をしていても、その機能を生かす市民一人一人の訓練は末端まで浸透しているの

でしょうか。避難場所や避難経路は十分に確認されて整備が行われているのか。また、地域に

よっては山のふもとにある常会などは高齢者がほとんどであり、高齢者や障害者の避難誘導体
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制をどのように考え、取り組んでいくのでしょうか。避難訓練を行っても大方のお年寄りは道

が悪く、途中までしか上れないとも言われております。これらの避難対策についてお聞きをい

たします。 

 また、各自主防災組織の倉庫の中にはいろいろな器具や機器類が備蓄をされていると思いま

すが、緊急非常事態のときに発電施設のエンジンの取り扱いや各器具類の点検整備はどのよう

にしているのか。聞くところによりますと、器具や機器類を一度も点検使用、整備をされてい

ない自主防災組織があるようにお聞きをいたしております。また、備蓄食料品の賞味期限の点

検や各器具の点検整備などは自主防災組織任せなのでしょうか。常日ごろから点検整備ができ

ていないといざというときに本当にフル活用ができるのか、心配をされるところでございま

す。定期的な点検や整備の指導をどのように伝達して訓練をしているのか、お伺いをいたしま

す。 

 (2)番、防災行政無線について。 

 近い将来、高い確率で起きると予想されている東海・東南海・南海地震や過去にも本市には

大きな被害をもたらした台風災害やいろいろな自然災害への迅速な対応が必要で、防災計画の

見直しや高齢者や障害者など、また屋内や屋外などどこにいても災害発生時には要支援者への

支援や地域住民への適切で正確な伝達をどのように実施をするかが重要な課題であると思いま

す。平成24年度から事業化に向けての防災行政無線について現在どの程度まで取り組みが進ん

でいるのか、お聞きをいたします。 

 防災行政無線の建設に当たり、全体の予算規模はどれぐらいを想定をしているのか。また、

建設をするにおいて何の事業で行うのか。国の補助率、県の補助率は何％ぐらいになるのか。

その場合、室戸市の持ち出し予算はどれぐらいになるのか。完成は何年度を予定しているの

か。また、室戸市全体に防災行政無線が網羅できるのか、お伺いをいたします。 

 (3)室戸市の中心施設である司令塔対策についてお聞きをいたします。 

 東海・東南海・南海地震の３連動地震を想定した防災対策に取り組んでいく中で、やはり一

番重要なのは市民の安心・安全を願う放送施設や機器類の安全確保、また避難の誘導体制をど

のように導いていくのかが重要であり、そのためには室戸市の司令塔であるこの市役所の庁舎

にどの程度の安全性が保たれているかが最も重要なことではないかと思われるところでござい

ます。 

 この市役所の庁舎は、昭和57年２月に定礎をして建設をされた建物で、昭和56年６月１日改

正の新耐震基準で建設をされているとお聞きをしているところでございます。木下副市長は、

さきの９月議会の一般質問での答弁で、昭和21年の南海地震の震度５、関東大震災の震度６を

超える震度６強までは耐えられる構造となっておりますと答弁をされております。この庁舎の

建設位置の地盤は、軟弱地盤の上にくい基礎を打って建設をされているとお聞きをいたしてお

りまして、30年余りを経過した現在、地下１階の機械室と通路の間の遮断壁コンクリートには
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大小無数の亀裂が生じ、また１階や２階部分にも亀裂が生じており、私は非常に危険性を感じ

ております。 

 ３連動地震が起きて、仮に震源域が室戸岬沖であれば震源地からこの市役所の庁舎までは数

キロか、あるいは数十キロの範囲ではないかと想定をされるところでございます。室戸岬沖の

震源域からこの市役所の庁舎がどこの市町村の庁舎よりも震源域に一番近いと想像されるとこ

ろでございます。東日本大震災では震源地のマグニチュードが9.0の海溝型地震で、宮城県栗

原市では震度7.0を記録しており、仮に３連動地震が起きるとマグニチュードは9.0か、もしく

はそれを上回るのではないかと言われております。また、震度にしても7.0か8.0、もしくは

9.0程度の地震が起きる可能性もあると言われている中で、震度６以上の予想外の大きな震度

の地震に見舞われたとき、市民の安心・安全を守って緊急非常事態の発信を行わなければなら

ないこの室戸市の司令塔である市役所の庁舎は本当に大丈夫なのでしょうか。 

 高知県は、県民の安全・安心を伝達する高知県の司令塔として平成21年12月から平成24年３

月まで、約45億円の巨費をかけて高知県本庁舎等耐震改修工事を行っております。ちなみに財

源は起債が９割、うち２分の１は交付税措置、残り１割は基金を充てているとお聞きをいたし

ております。室戸市の司令塔である市役所の庁舎も予想外の震度7.0か8.0、もしくは9.0程度

の大きな地震が起きても市民に安心・安全を守るためには市役所庁舎の耐震改修工事を行わな

ければならないと考えますが、いかがでしょうか。 

 また、庁舎の耐震改修工事を行うとすれば改修工事の予算はどれぐらいになるのか、改修工

事は何年度ぐらいを予定するのか、お伺いをいたします。 

 (4)津波避難タワー建設について。 

 近い将来の発生が予想される南海地震に備え、中央防災会議の政府提言に盛り込まれており

ます避難場所への設定は、徒歩５分で行ける避難場所と言われております。最初の２分間は地

震の揺れが大きく、残りの３分間で避難をしなければいけないと言われており、高齢者もいる

中で避難の走行スピードは１秒間で約１メートルぐらいであると言われております。そうする

と、３分間では180メートルぐらいしか避難ができないと思います。室戸市も自主防災組織が

立ち上げた避難場所や市が指定をする公共施設の避難場所等も含めて避難場所へ到着する時間

を何分程度に想定をしているのか。また、室戸市は海岸線を約50キロメートルと長い距離を有

し、海岸ぶちの人家が密集している地域で移動時間３分、また移動距離180メートルと想定を

して、自主防災組織や市の指定避難場所と重複をしない空白の場所が約何カ所ぐらいできるの

か、お伺いをいたします。 

 その空白の場所には津波避難タワーを建設する必要があると思われますが、いかがでしょう

か。そうすると、市内に何カ所の津波避難タワーの建設が必要か、お伺いをいたします。 

 高知県は、平成24年度から２年間、南海地震を集中的に進めるため市町村向けに独自の交付

金制度を新設して津波の避難対策、ハード事業に取り組むとして市町村の負担を実質的にゼロ
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にする内容となっており、期間限定の手厚い支援をして事業意欲を促し、緊急性が高い逃げる

対策を平成25年度までにおおむね完成をさせると言っております。近隣の市町村の状況を調べ

てみると田野町では既に取り組みを始めており、合計６基の津波避難タワーを建設をするとお

聞きをしております。そして、１基当たりの建設事業費は設計委託料を含めて約5,650万円程

度で、海抜15メートルの位置への避難が可能となるように想定が見直された場合でも継ぎ足し

ができる構造にすると言われております。 

 平成24年度には３基、うち１基は前倒しをして平成23年12月臨時議会で予算化が成立をして

おりまして、あと２基は平成24年度予算で対応する。残り３基は平成25年度に予算化をして、

合計６基の津波避難タワーを建設をすると言われております。室戸市もこの平成24年、そして

平成25年の２年間、スピード感を持って津波避難タワーの建設に取り組まないと高知県の緊急

性が高い逃げる対策事業に乗りおくれてしまうと思いますが、本市においては津波避難タワー

を何基建設する予定か、また建設場所は確保をしているのか、用地の確保はできているのか、

お伺いをいたします。 

 ２番、ＤＭＶ、デュアル・モード・ビークルの導入について。 

 私は、先月２月12日の日曜日に夢の列車バスと言われるＪＲ北海道が開発をした阿佐東地域

の実証運行事業ＤＭＶ、デュアル・モード・ビークルのデモンストレーション走行に、徳島県

の宍喰駅から牟岐駅を経由して室戸岬を往復し、また牟岐駅で汽車に変身をして宍喰駅に帰る

一番長い距離の第１便に試乗をさせていただきました。これも往復はがきで申し込んであった

ところ、幸いにして第１便の乗車定員が21名の抽せんに当たり、試乗ができたところでござい

ます。なお、応募者が多くて競争率は二十数倍だったようでございます。試乗に来られた人々

の中には遠くは東京都、岐阜県、また神戸市や広島県、福岡県など方々からいろいろな方が来

られておりました。 

 道路から線路へモードチェンジをする、また線路から道路へモードチェンジをする時間は、

わずか10秒から15秒間で、チェンジも非常に早く簡単にできておったところでございます。当

日は天気もよく、デモンストレーション走行の沿線や沿道にはカメラを持ったマニアや多数の

住民たちが待ち構えて声援を送ってくれて非常に感激をしたところでございました。小松市長

さんも、当日の第２便に宍喰駅から牟岐駅を経由して宍喰のブルーマリン、東洋町の甲浦海の

駅などを経由して宍喰駅に帰るコースに試乗をされておりました。 

 阿佐海岸鉄道さんにお聞きをするところによりますと、実用化に向けた構想が進んでおり、

ＪＲ北海道さんで営業認可がおりると阿佐海岸鉄道も徳島県や高知県、また近隣の市町村とも

ＤＭＶの導入に向けた協議に入っていきたいと言われております。せっかく宍喰駅から室戸岬

までのデモンストレーション走行をしておりますので、どこよりも先駆けて沿線や沿道の市町

村や徳島県、高知県とも連携をして、世界認定の室戸ジオパークへの集客力の増加にもつなが

るように高知県の阿佐東線地域や高知県の東部観光の目玉商品として、また東部地域の観光の
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起爆剤となるようにＤＭＶ、デュアル・モード・ビークルの導入に取り組んでいくことはいか

がでしょうか。市長の取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 

 ３番、空き家対策について。 

 老朽住宅の取り壊し。 

 少子・高齢化に伴い人口の減少が続いており、最近の３年間でも平成20年度の人口は１万

6,972人、また平成23年度は１月31日までの人口が１万6,050人で、合計922人の減少となって

おります。最近の３年間で約1,000人近くの人口が減少している中で、室戸市内には何戸ぐら

いの空き家があるのか。また、避難路をふさぐような倒壊のおそれのある老朽化した空き家や

住宅密集地域での倒壊のおそれがある空き家などはどの程度あるのか。室戸市内の避難路マッ

プ上に倒壊のおそれのある空き家をマークする必要があるのではないかと思われますが、いか

がでしょうか。 

 また、今後４年や５年くらいの間に倒壊のおそれのある空き家の取り壊し対策を進めていく

必要があると思われるが、今後の取り組みについてお聞きをいたします。 

 隣の東洋町では、密集住宅地の延焼危険性及び倒壊危険性のある地域や生活環境などの安定

向上が阻害をされている地域において老朽住宅除却を行う者に対し、除却工事などに要する経

費の一部を補助することにより、地域の住環境の整備改善及び地域の活性化を促進をするとい

うことで民間の住宅を取り壊すため、国土交通省の社会資本整備総合交付金事業の中で空き家

再生等推進事業を活用して補助額を上限100万円として事業を行っております。平成24年度

は、高知県土木部住宅課にお聞きをいたしますと、室戸市も５件の要望をされておりますが、

当初予算には計上をされておりません。事業が確定すると補正予算で対応する予定があるの

か、お伺いをいたします。 

 今後も１年間に何件ぐらいの事業を計画していく予定か、あわせてお聞きをいたします。担

当課長の明快な答弁をお願いをいたします。 

 ４番、国立室戸青少年自然の家について。 

 国立室戸少年自然の家は昭和48年４月11日に設置が決定をされ、昭和55年５月11日には全国

野鳥保護のつどいが開催をされております。昭和18年４月１日、独立行政法人国立青少年教育

振興機構に移行されて独立行政法人の整理合理化計画では国立青少年教育振興機構が運営をす

る自然の家、全国で27施設のうち宿泊稼働率が低迷をする施設の統廃合が言われております。

平成21年11月11日には、国の行政刷新会議で国立青少年教育施設が事業仕分けで自治体や民間

への移管を打ち出されており、平成21年12月下旬には文部科学省は青少年教育のナショナルセ

ンターへの役割は果たしつつも、青少年交流の家、青少年自然の家について諸条件が整ったと

ころから順次自治体等への移管準備に着手をすると言われております。 

 国立室戸青少年自然の家の稼働率は宿泊部屋の利用割合で算出をされておりまして、全部で

38室、定員400名の平成21年度の稼働率は47.9％、平成22年度は42.6％、３年目の平成23年度



－52－ 

は廃止・統合の目安とされる50％を教育長さんが主催する自然の家利用促進協議会の協力や市

内の小学生の通学合宿などの協力を得て辛うじて50％を超えて、現在までの稼働率は52.1％と

なっております。自然の家が建設をされておりますこの土地は室戸市の所有地で、１年更新の

土地賃貸借契約を結んでおり、土地の総面積は40万3,395平方メートル、賃貸借料は年間484万

745円、室戸市もこのように大きな歳入の恩恵を受けているところでございます。この歳入が

なくなると、室戸市の財政にどのような影響があると考えられるか、お聞きをいたします。 

 また、地域別利用者を見てみますと、やはり一番利用率が高いのは高知県で、平成22年度の

利用者は５万9,038人、次に愛媛県の１万55人、徳島県の2,187人、香川県の1,849人などとな

っておりまして、四国４県から多くの利用者が来ていることは非常にうれしいことだと思いま

して、感謝をしているところでございます。 

 平成24年度も50％を切ると廃止や統合が目安にされておりますので、危機感を持って平成

24年度や25年度に向けた稼働率向上への取り組みを、１年間を通して１カ月単位の行動予定表

を作成していかに取り組んでいくかが必要ではないかと思えるところでございますが、教育長

はどのような構想をお持ちなのか、お伺いをいたします。 

 私は、四国４県から多くの利用者が来ておりますので、四国４県の小学校や中学校、また専

門学校や大学などに世界認定をいただいた室戸ジオパークの魅力を体験していただく修学旅

行、地質の研究や研修の場として利活用していただく集団宿泊活動など、変化に富んだ自然の

中で創造力を養う宿泊研修などの誘致をしていくことが必要だと思いますが、国立室戸青少年

自然の家利用促進協議会の会長である谷村教育長は、今後どのように取り組んでいく考えか、

お伺いをいたします。 

 また、私も微力ではありますが、市議会議員の一員として、一市民として稼働率が少しでも

上昇していくように同僚議員にも協力をお願いをいたして宿泊研修など稼働率の向上につなが

るよう取り組んでいきたいと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

 これで第１回目の質問は終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の防災対策についてでございます。 

 (1)自主防災組織の取り組み姿勢についてでございます。 

 本市における自主防災組織の組織率は、平成24年３月１日現在で98.2％となっております。

沿岸部につきましては100％となっておりまして、現在全域で100％となるように取り組んでい

るところでございます。 

 また、防災訓練が市民一人一人に浸透しているかということについてでございますが、昨年

11月６日に実施をいたしました市内一斉の自主防災訓練におきまして、自主防災組織のアンケ

ートにお答えをいただいたところでありますが、それによりますと参加率が17.2％ということ
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でございまして、まだまだ低い状況でございます。 

 防災対策としましては、避難場所や避難路などのハード整備を進めると同時に防災訓練など

のソフト対策への取り組みが最も重要でございます。特に、ソフト対策におきましては避難訓

練への参加や家具の転倒防止など、自分の命は自分で守るという自助の考え方が大切でありま

すし、そしてまたお互いが地域で助け合うという共助も大事であると考えるところでございま

す。今後とも、防災講演会や各種研修会などを通して住民の皆さん一人一人の防災意識をより

高めていく取り組みを進めていかなければならないと考えております。 

 また、高齢者などの災害時要援護者の避難対策についてでありますが、南海地震などの大規

模な災害が発生した場合には、消防や消防分団がすぐに救助に行くことができないということ

が予想をされます。そのため、津波からの避難については日ごろからの訓練が大変重要である

と考えております。市といたしましては、現在災害時要援護者台帳を作成し、自主防災組織の

リーダーや常会長さん方にお渡しをして情報の共有を図っているところであります。さらに、

地域の民生委員さんや消防団の方々とも連携しながら防災訓練などの際にはこの要援護者台帳

を有効に活用していくことも必要であると考えております。 

 次に、自主防災組織における備蓄品などの点検・整備についてでありますが、これまで自主

防災組織を新たに設立した際には、防災倉庫の設置や防災用資機材などの購入費に対して補助

を行ってきたところでございます。購入後の保管やメンテナンスなどにつきましては、自主防

災組織においてお願いをしております。そして、防災訓練などに合わせて資機材の点検をして

いただいているところでありますけれども、組織によりましてはまだできていないところもあ

るようにお聞きをするところであります。そのため、自主防災組織のリーダーとなる方の育成

も大切であると考えております。今後は自主防災組織同士のネットワーク化を進め、情報共有

や共同訓練、合同訓練などに取り組んでいく中で、資機材や備蓄品の定期的な点検や整備を行

っていただくとともに、少なくなっている備品の買い足しであるとか老朽化した備品の買いか

えなどにつきましても、県の支援も含め助成することを今後検討してまいります。 

 次に、(2)防災行政無線についてであります。 

 気象情報や津波警報などを市内一斉通報できる同報系防災行政無線の設置は当市の重要課題

であり、かねてより懸案事項でございます。平成23年度には県の補助事業を導入をして電波状

況調査や設計に取り組んできたところであり、今回平成24年度当初予算に関係事業費を計上さ

せていただきました。事業費は６億5,919万6,000円で、財源といたしましては国の社会資本整

備総合交付金が補助率２分の１でございます。残りの２分の１は、東日本大震災を機に新設を

されました緊急防災・減災事業債を充当することといたしております。この緊急防災・減災事

業債は、国庫補助事業の場合後年度元利償還金の80％が交付税措置されますので、最終的な市

の負担は事業費の約１割程度となる見込みでございます。 

 以前の計画では、３分の１の補助金と交付税措置が70％である過疎債を組み合わせておりま
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した。しかし、過疎債を充てますと他の事業ができなくなるおそれがあり、心配をしておりま

したが、今回は大変有利な財源対策ができたと考えております。完成予定は、平成25年度末と

なる見込みでありますが、完成したところから部分的にでも運用を開始することなどについて

検討してまいりたいと存じます。 

 また、あわせて放送できるカバーエリアのことについてでありますが、市内全域を対象とし

ており、高さ15メーターの鉄柱にスピーカーを設置し、サイレン音やアナウンスにより防災情

報などをお知らせをする予定でございます。山間部などの電波が届かない地域につきまして

は、光ケーブルを活用した戸別受信機の設置や、沿岸部であってもスピーカーからの声が聞こ

えないと想定される世帯については無線式の戸別受信機を設置していきたいと考えておりま

す。 

 次に、(4)点目の津波避難タワー建設についてであります。 

 高知県が平成17年に作成をした津波浸水予想図によると、本市には３分から５分程度で津波

の第１波が到達すると予測をされております。また、中央防災会議の専門調査会の報告により

ますと、津波到達時間が短い地域ではおおむね５分程度で避難ができるよう、避難場所等の整

備をすべきであるとされております。このことは、本市においては第１波が到達する５分から

揺れの時間２分を差し引きますと３分で避難しなければならないということになりますので、

今後国・県において作業が進められている津波の想定における第１波の高さや地理的、地形的

条件を考慮しながら津波から避難する方策を検討していく必要がございます。 

 また、津波緊急避難場所から180メーター以上離れているところが何カ所ぐらいあるかとい

う御質問でございますが、現在作業中の防災マップをもとに仮定をしてみますと、佐喜浜から

羽根までの沿岸部で該当する箇所が多数出てまいります。このような地域については今後その

地域の地盤の高さや河川の状況など、地形的なことも検証しながら避難方策を検討していく必

要があります。その結果、一定の距離内に避難場所となる高台や避難ビルなど、他に有効な避

難方法がないといった地域におきましては、津波避難タワーの必要性について検討する必要が

ございます。前段の議員さんにもお答えをいたしましたように、津波避難タワーの整備にはそ

の規模によりますが、１基当たり数千万円以上の建設費とその用地の確保、地権者や隣接地と

の協議、アクセス路、建設後の管理方法などクリアすべき課題がたくさんございます。地域の

皆さん方にいただいた御意見や予測される津波の高さ、地理的条件などの検証による必要箇所

の検討を急ぎ行っていくとともに、建設場所や建設個数を定め課題をクリアし、建設に向け取

り組んでいきたいと考えております。また、県の新交付金制度を最大限活用し、進めていかな

ければならないと考えております。 

 次に、２点目のＤＭＶの導入計画についてでございます。 

 さきの議会でもお答えをいたしておりますが、ＤＭＶは平成16年ＪＲ北海道が開発に成功

し、平成19年より実用化に向けた試験的な運行を行っている段階でございます。 
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 そうした中で、昨年の11月、徳島県や高知県、東洋町などでつくる阿佐東地域公共交通懇話

会が夜間走行試験を徳島県の牟岐駅などで行い、議員御案内のように本年２月11日、12日は徳

島県海陽町でＤＭＶわくわくフェスタを開催し、ＤＭＶのパネル展示やビデオ上映などととも

に中四国初となる実証運行を実施したところでございます。 

 実証運行につきましては、私も12日に牟岐駅から東洋町までの間、試乗をさせていただきま

した。そのときの感想を申し上げますと、鉄道のレール走行は従来の電車と変わりはありませ

んが、道路を走行するときの乗り心地は余りよくなかったというふうな感想を持っているとこ

ろであります。 

 その後、私も鉄道関係者や公共交通機関の関係者のお話を聞いてみましたけれども、ＤＭＶ

の導入につきましては今後かなりいろんなハードルをクリアしていかなければならないという

ような御意見が多くございました。しかし、このことは大きな話題性がございますし、当市の

交流人口の拡大にとりましてはメリットも大きいと考えるところでございます。そうした点に

おきまして、今後の導入に期待をしているところでございますが、いずれにしましてもこれか

ら阿佐東地域公共交通懇話会などで協議・検討されていくものと考えておりますので、その推

移や進捗状況を注視しながら高知県とも連携をとり、必要な対応に努めてまいります。 

 私からは以上でございますが、副市長、教育長及び関係課長から補足説明をいたさせますの

で、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 小椋議員さんの大きい１点目の(3)室戸市の中心施設である司令塔

対策については私のほうから御答弁をさせていただきます。 

 市役所本庁舎の耐震改修の予定についてでございます。 

 新設計基準で建設された本庁舎は、震度６強までは倒壊しない設計となっておりますが、経

年劣化によるコンクリートの剥離、ひび割れもあり、定期検査は必要なところであります。こ

の庁舎を設計した設計事務所に依頼して、平成21年度に庁舎の内外の劣化調査を行っておりま

す。その調査によりますと、屋上、外壁、地下通路内部壁などに鉄筋の爆裂によるコンクリー

トの剥離、コールドジョイントと思われるひび割れが見られるとの報告があっております。 

 想定される地震について、国は南海トラフの巨大地震モデル検討会において科学的知見に基

づくあらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震、津波を想定し、地震の規模等の検討

を行い、想定震源域をこれまでの２倍、マグニチュードも東日本大震災と同じ9.0の暫定値と

する中間の取りまとめを昨年12月に発表し、来年春ごろまでに対策の取りまとめを公表すると

しております。国の想定が、市役所本庁舎を初めとした公共施設の設計上の耐震性を上回る値

となった場合、耐震、減災対策の再検討は必要であります。そうした中で、改修時期や費用等

について協議をしていかなければならないと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 松本財産管理課長。 
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○財産管理課長（松本大成君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 空き家対策について、老朽住宅の取り壊しについての御質問でございます。 

 まず、空き家の数でございますが、統計法に基づく住宅・土地統計調査の平成20年度の数字

では、市内の住宅数は9,830棟、そのうち空き家は2,180棟ということになっております。その

ほかに、平成21年度に商工観光深層水課や県でも調査を行っておりますが、部分的な調査で市

全域のものとはなっておりません。さらに、お尋ねの取り壊し対象の老朽住宅数については把

握できておりませんが、避難路マップの掲載とともに老朽度の把握など大変難しい問題もあ

り、困難であると考えております。 

 また、社会資本整備総合交付金の空き家再生等推進事業費が平成24年度当初予算に未計上で

あるということにつきましては、県を通じて国土交通省住宅局へ要望を上げておりますが、東

日本大震災の影響により本市への配分も未定であるとのことで事業採択の見通しが得られてい

ないため、当初予算には計上しておりません。内示があれば補正予算へ予算要求をしたいと考

えております。 

 この空き家再生等推進事業の除却タイプは、住宅地区改良法第２条第５項に規定する不良住

宅が対象でございまして、同法の施行規則に家の基礎が玉石であるもの５点、基礎がないもの

10点とか細部にわたり点数化し、合計が100点以上ないと不良住宅と認められず、補助の採択

にはなりません。 

 補助対象事業費は全体事業費の80％で、残りの20％は事業主体である個人の負担となりま

す。補助対象限度額は100万円、つまり取り壊し費用が125万円を超えると超えた部分は補助対

象とならず、個人負担となります。国庫補助金は補助率２分の１、上限50万円で、市の補助も

２分の１で上限50万円を考えております。年間の計画件数につきましては、前の年度に要望調

査を行い、内容を精査しながら対応していきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 国立室戸青少年自然の家の存続に関する御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、教育委員会としましては４月の校長会で小学校、中学校の児童・生徒の自然体験学習

の場として市内各学校への利用を呼びかけるとともに、安芸郡内の各教育委員会にもその重要

性を認識していただき、利用を呼びかけているところでございます。 

 高知県内におきましては、県教育委員会とともに利用促進をお願いしているところでありま

すが、県外からの体験学習誘致につきましても四国４県教育長会等において県教育長からＰＲ

もしていただいているところであります。 

 利用促進協議会としましては、宿泊稼働率の下がる時期、つまり11月から３月の宿泊利用者

をいかに確保するかということが大きな課題となっております。その課題解消のためにも室戸

青少年自然の家としての自主事業の充実を考えていただくとともに、利用促進協議会も営業活
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動に協力しているところであります。修学旅行等の集団宿泊活動への対処につきましては、議

員御指摘のとおり誘致活動が必要であるとの認識を持っており、ジオの魅力発信を中心に自然

の家とも協議してまいりたいと考えております。 

 先日、商工観光深層水課を事務局とする室戸市教育旅行受入促進協議会が修学旅行受け入れ

の先進地である徳島県三好市池田町に視察を行い、教育委員会からも職員が参加しておりま

す。この地域では、民泊体験が中心となっておりますが、室戸青少年自然の家には多彩な自然

体験メニューがありますので、そのメニューを活用しながら民泊とともに自然の家の利用促進

にもつなげていきたいと考えておるところでございます。室戸青少年自然の家は児童・生徒の

自然体験学習の場であるとともに、今後のジオパークの推進にも必要不可欠な施設と考えてお

ります。存続のためには県等の関係団体とも連携をとりながら、市民及び各団体の御協力もい

ただきながら利用促進に努めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 最後に、国立室戸青少年の家からの土地貸付収入は貴重な財源でありますので、自主財源で

ございますので、存続とともに財源の確保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（林 竹松君） 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） ２回目の質問をさせていただきます。 

 ２点ほど質問をさせていただきます。 

 １番の(4)番、津波避難タワーの建設の中で避難時間にしたら３分、避難距離が180メートル

という距離の中で自主防災組織や市が指定をした避難場所と重ならない、重複をしない空白の

場所が多数あるというふうに答弁がありました。今後、その避難タワーの建設については検討

していくという中で、検討はいつまでにできるのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 次に、３番目の空き家対策事業についてであります。 

 先ほどの答弁では、平成20年度の調査で住宅戸数9,830棟、空き家が2,180棟という答弁があ

りました。これからは、避難路に倒壊をするおそれのある住宅もふえてくる可能性もあると思

いますし、いろいろな状況の変化もできてくると思いますので、さきの新聞報道では南国市で

はこの３月議会で老朽化をした建物や廃屋の適正な管理、維持を所有者に義務づける条例案を

提出をすると報道されておりました。県内では香南市が昨年の６月定例会で廃屋を対象に同様

の条例を制定をしておりますけれども、室戸市においても避難路をふさぐような事態を防ぐほ

か、防火、防犯も目的とする老朽建物適正管理義務化を条例制定をする考えはないのか、お聞

きをしたいと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

 これで２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） ２回目の御質問にお答えをいたしてまいります。 

 まず、１点目の避難タワーの建設でありますが、前段でも御説明をいたしてきましたよう
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に、現在津波避難計画を策定をしてまとめているところでございます。そのまとめによりまし

て、避難路であるとか避難場所の整備をするということを申し上げてきましたし、その中で避

難タワーにつきましても順次整備の必要性について地域の方々との議論を重ね、取り組んでい

きたいという思いでございます。御案内のとおり、県としても２カ年でおおむね達成をしたい

ということでございますから、私どもとしましてもそれに乗りおくれないような対応をしなけ

ればならないというふうに考えております。 

 それから、老朽住宅の問題でありますが、これは議会でも本当に以前から問題が発生をして

おりまして、もう空き家になったところ、所有者に言ってもなかなか壊していただけない。通

学に危険である。防災対策を考える上において危険であるというようなことは、我々としても

たくさん聞かされているところでございまして、一つには先ほど課長答弁でも申し上げました

ように、老朽住宅除去についての補助事業をとにかく考えていこうというのが、まず１点でご

ざいます。それらについて、ぜひいろんな国の採択基準等もありますけれども、ぜひそういう

ものにのせて一定経費も負担しながら、とにかくそうした危険な建物を除去していただくとい

う方向にぜひ取り組んでいきたいという思いでございます。 

 それから、議員さん御指摘の南国市が老朽化した建物や廃屋の適正な管理、維持を所有者に

義務づける条例の制定ということでございますが、やはり所有者がしっかり管理をして除去等

をやっていただくことが一番望ましいわけですので、ぜひそうした他市の条例等の内容もしっ

かり把握をした上で、当市でも必要ということになればそうしたものの条例化の検討も今後い

たしていきたいと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午後０時０分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、脇本健樹君の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。３月定例会において六曜会の一員として一般質問を行いま

す。 

 旧室戸東中学校跡地について。 

 １、室戸岬観光とのつながりについて。 

 室戸ジオパークが世界ジオパーク認定を受けてから多くの観光客が室戸に訪れてきておりま

す。室戸岬を東に回ればシレストむろとやアクアファームといった海洋深層水施設もあり、旧

室戸東中学校跡地には観光に関する施設ができれば今まで点でしかなかった海洋深層水施設が

さらにつながり、室戸岬東側で一つのジオエリアとなることでしょう。旧室戸東中学校跡地か

ら室戸岬まで４キロほどの道のりをウオーキングも楽しめる花街道にしたり、室戸市を代表す
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る産業の海洋深層水関連企業見学もしていただければにぎわうのではとの声も聞こえておりま

す。海洋深層水で育てているスジアオノリの成長過程も見ていただいたらどうでしょうか。 

 このエリアにも休耕田があり、花を育てることが可能であります。もちろん近隣の住民の理

解や深層水企業の協力も必要とはなりますが、ここを訪れた方々には室戸の海洋深層水をいま

一度アピールできるのではないでしょうか。そうなれば、通過する観光客を今より長く室戸に

滞在させることができるはずです。しかし、これくらいの取り組みではすぐに室戸市内や近隣

地域での宿泊にはつながらないとは思います。食事をとってもらうには４時間、宿泊してもら

うには８時間の足どめが必要でありますが、これらの取り組みは室戸市の目指す交流型観光の

一つではないでしょうか。この室戸岬エリアからさらに東にかじを切っていただき、世界遺産

の屋久杉に匹敵するという佐喜浜の段の杉へと案内してもいいのではないでしょうか。室戸岬

の東側、旧室戸東中学校跡地から室戸岬までの間、観光客を足どめするためにはどのようなよ

い考えがあるのか、お伺いします。 

 ２、跡地利用について。 

 旧室戸東中学校は、室戸岬東側に活力を与え、室戸市の未来を担う施設にならなければなり

ません。旧室戸東中学校跡地は、室戸市の観光の拠点となる（仮称）室戸市歴史民俗資料館だ

と聞いております。その名のとおり室戸の歴史の資料館で、ジオも歴史そのものであり、その

施設の中にジオのブースがあるくらいと認識しておりました。ここに来て、地震津波観測監視

システムの陸上局に一部なるや、跡地すべてがジオパークの施設であるなどの話が聞こえてき

ております。地震津波観測システムがジオでくくれば理解できるが、歴史でくくるとおかしな

感じになりはしないかと思うが、さてこの施設の今後は（仮称）歴史民俗資料館と歴史中心で

いくのでしょうか。それとも、ジオパーク中心でいくのか、どのような施設整備構造でいるの

でしょうか、お伺いします。 

 ３、道路整備について。 

 室戸ジオパークが世界認定を受けたことで交流人口の拡大は見られているが、御存じのとお

り室戸市には鉄道がなく、室戸市に来るには車や大型観光バスで訪れています。施設整備と同

時に駐車場などを含む周辺道路の整備も望まれます。そして、この施設へのアクセスの幹線道

として今まで何度も出てきております県道202号椎名室戸線の三津坂トンネルの道路整備も望

まれます。この施設がオープンすると多くの来客が見込まれるため、今後さらに大切なアクセ

ス道となり、国や県へのアプローチがしやすくなってくると思いますが、この点をどのように

推し進めるのか、お伺いします。 

 ４、跡地の管理について。 

 （仮称）室戸市歴史民俗資料館が平成24年４月１日仮オープンと伺っております。施設がで

きる前から管理について首をかしげるような話が聞こえてきております。ジオパーク推進協議

会が移動して施設を管理するのでしょうか。ここの施設はどのように管理するのか、お伺いし
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ます。 

 ジオパークの問い合わせに対しても、現在のジオの案内体制が雑で問い合わせた方々に不愉

快な思いをさせていると認識しております。この問い合わせ体制についてもお伺いします。 

 以上、４点お伺いします。 

 あわせて、市長にこの施設利用に対する意気込みをお伺いします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 旧室戸東中学校跡地などについて幾つかの提案もいただいたところでございますが、まず１

点目の室戸岬観光とのつながりについての中でございますが、休耕田等を活用した花の栽培な

どにつきましては、国・県の補助金等を活用した植栽を検討してまいりましたが、当該地域に

活用できる補助事業がないため、現在地権者の同意と協力が得られる土地について市費で材料

を提供し、植栽などを行っているところでございます。今後におきましても、花の植栽に加え

海洋深層水関連施設であるとか乱礁遊歩道周辺のジオサイトなど既存観光資源の有効活用に取

り組み、周遊性を高めることや季節によって目玉となるものを考えることなど、観光地の磨き

上げに努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の跡地利用についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、旧室戸東中学校は室戸ジオパークの理解を深めるとともに室戸の

歴史や文化、観光等の普及・振興を図る拠点として検討をしているところでございます。 

 また、地震津波観測監視システムについてでございますが、このことはさきの行政報告でも

申し上げましたように、独立行政法人海洋研究開発機構が南海地震の震源域の海底に地震計や

水圧計などを設置し、海面や地殻の変動を観測するものでございます。海底ケーブルを通して

観測データが陸上局に送られる仕組みになっておりまして、平成25年度末の運用開始をめどと

して整備される予定でございます。その陸上局についてこれまで検討をしてきた結果、旧室戸

東中学校の中庭にある技術棟が望ましいので、使用させてほしいとの要請があったものでござ

います。県とも協議を行い、県補助で施設の一部改修を行うなど、技術棟を使用させる方向で

取り組んでおります。地震によって隆起をする室戸ジオパークは防災の研究拠点になり得ると

ころでもありますし、近い将来に南海地震の発生が予測されている中で、このような陸上局が

できることは私は大変有意義であると考えているところであります。また、今後は観測データ

の利用や見学者への見せ方などについて関係者と協議を進めていきたいと考えております。 

 そして、前段でも申し上げましたように、現在この拠点施設の検討委員会におきましては各

ジオサイトの情報を提供するだけではなく、室戸の自然や歴史などを学んだり、訪れた方々の

憩いの場や研修の場として利活用できるような多目的な機能を持つ施設として検討をいただき

たいと思っているところであります。 
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 次に、３点目の周辺の道路整備のことについてであります。 

 議員さん御案内のように、県道椎名室戸線の整備につきましては、三津坂トンネルの改良を

含め新ルートでの整備をしていただくことを県に対して継続して要望をしてきているところで

ございます。これまでの要望の内容としましては、中学校の統合に伴い生徒の通学上の危険防

止につながること、また利便性の向上であるとか地域産業の振興を図ることなどを目的として

改良要望をしてまいったところであります。今後、ジオパークの拠点施設などができることと

なりますと、観光という側面も出てくるわけでございますので、それらを含めて引き続き道路

改良の要望を行ってまいります。 

 また、周辺道路の整備という中で駐車場等のことがございましたが、これらのことにつきま

しては当該敷地内において取り組んでいけるのではないかと考えております。 

 次に、４点目の跡地の管理などについてでございますが、現在拠点施設の検討委員会からは

当該施設については当面は拠点施設を検討する場所として、またガイド養成や各種ボランティ

ア活動の活動基地などとして一時これから使用していくことが望ましいのではないかという御

意見をいただいております。現在の段階でジオパーク推進課であるとかジオパーク推進協議会

を旧室戸東中学校に移すとか、資料館としてスタートさせるというようなことは現在の段階で

はまだ考えておりません。したがいまして、前段でも申し上げておりますようにいろんな検討

の場、あるいはガイドの養成の場というようなことで関係者の方々が集まって使用できるとい

うことにはしていきたいというふうに考えているところであります。 

 次に、ジオパークの案内体制でございますが、現在鯨館内にありますビジターセンターで

は、来訪者にジオパークの全体像であるとか見方、回り方など学習をしていただいているとこ

ろであります。また、室戸岬のインフォメーションセンターでは、観光客の方に室戸岬周辺の

案内やジオガイドさんの予約であるとか手配などをしていただいております。今後とも、引き

続きこうした施設案内所などでのサービスは、しっかりと充実をさせていきたいと考えており

ます。 

 結びになりますが、私としましてはこれからもソフト面ではジオガイドさんなどの養成など

人材育成ということを大事にしていきたいと思っておりますし、ハード面ではジオサイトの整

備、拠点施設の整備というようなことを中心として室戸ジオパーク推進協議会や関係機関、関

係団体、市民の方々と力を合わせて世界ブランドとなった室戸ジオパークの発展に努めてまい

りたいと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 脇本健樹君の２回目の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。２回目の質問をさせていただきます。 

 まず、１番についてです。 

 大体簡単な説明やったと思いますが、その中で私のちょっと問いたいのは農業関係で農地・

水保全管理という補助金があると思いますが、これについてちょっと検討されたかどうか。も
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し検討されておればどのような問題が、問題点があって手が出せないか、ちょっとお聞きした

いと思います。 

 そしたら、１番は済みません、１番は取り消して、２番について質問させていただきます。 

 ２番は、地震津波観測システムでも陸上局を有意義だと言っておりましたが、ここの施設は

歴史というよりはジオ中心で考えてよろしいのでしょうか、それをお聞きしたいです。 

 ３番についてお聞きします。 

 ここを観光拠点施設とか大切な施設と思われていると思います。その全体構想の中で道路整

備はしていかなければならないとお聞きしましたが、この県や国へアプローチする場合の具体

的な体制というか、策はどのように行うか、ちょっとお聞きしたいです。 

 その２点について２回目の質問としてお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、陸上局の話でございますが、これは前段でも申し上げましたように、ジオが中心なの

か、観光が中心なのかというと、その辺のさび分けは大変難しいというふうに思っておりまし

て、それともう一つこの拠点施設は前段にも申し上げてきましたように、ジオの拠点施設とし

たいということとともに、もう一つは室戸の文化や歴史、そういうものも感じられる、体験で

きるような多目的なものにしていきたいということで、まだ全体像は当然決まっていない、現

在検討中ということで、専門家の方あるいはいろんな方々の御意見もいただきながらその全体

像をまとめていこうとしているところでございます。 

 そうした中で、先行してこの場所を陸上局に使いたいという話があったわけですけれども、

我々が全体を考えている中で、私は全く違和感はないというふうに思ってますし、ジオにとり

ましても、観光にとりましても、有意義に生かせるのではないかというふうなとらえ方でござ

います。 

 それからもう一つ、２点目でありますが、ぜひこのことはここをそうした拠点、観光の拠点

にもしていきたいし、多目的な施設として整備をしていきたいという中で、例えば椎名線の道

路整備というようなことについてはそういったことも含めて道路整備の要望をしていくという

ことでやっていかなければならないのではないかということを申し上げてきたところでござい

ますし、この施設整備や関連道路の整備につきましても当然市の全体として観光振興、市の発

展というようなものに視点を当てながら、全体として取り組んでいくというようなことにはぜ

ひ力を入れていかないといけないという思いでございますので、御理解をいただきたいと存じ

ます。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって脇本健樹君の質問を終結いたします。 

 次に、町田又一君の質問を許可いたします。町田又一君。 

○１３番（町田又一君） 13番町田。平成24年３月定例議会において市民クラブを代表いたし



－63－ 

まして一般質問を行います。 

 １、市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 (1)といたしまして、平成24年度一般会計の目玉予算を問う。 

 自主財源の乏しい当市での予算編成には、市長以下執行部の皆さんは大変御苦労をされてい

ると存じます。私も市議会議員をやらせてもらっております関係から、それを承知で市民から

の要望を各課に伝えてまいりました。ふだんから各課に対しては優先順位をつけて市民からの

話をするように心がけております。 

 高知県でも他市町村では24年度の重点予算として防災関係に大変重きを置いております。当

市でも、防災無線の整備や新たに防災対策室が誕生するようです。市民に対して目玉として取

り組んだ予算はこれだというのはたくさんあろうかと思いますし、また大変御苦労をされたの

もあると存じます。この点につきまして、両方を何点かずつ示していただきたいと存じます。 

 (2)番といたしまして、海洋深層水体験交流センターの指定管理料についてお尋ねをいたし

ます。 

 指定管理者として株式会社創裕を選定されました。そして、指定管理料として3,700万円を

４期に分割して支払うとのことであります。私にはこの指定管理料が高いのか安いのか、今の

時点では判断がつきかねるというのが正直なところです。経営者がかわってからの営業見込み

では、休日の前日は営業時間を午後10時までと従来より１時間延長されております。定休日も

第２水曜日だけの月１回、市外の一般の大人の会員が100円値下げ、あとのサービスは調整中

とのことであります。私は、この調整中の中で水中運動、アウフグース、無料送迎バス、特定

健診によるサービスの利用券、ドルフィンセンターの会員割引等のサービスは維持するのが最

低限必要だと思っております。創裕さんへは強く、利用者のそういう強い声があるということ

を伝えていただきたいと存じます。これらのサービスがなくなれば、私自身プールの利用は今

後考えてみよう、そんな思いで質問をさせていただいております。利用者の声に耳を傾けてい

ただきたい。 

 室戸海洋深層水体験交流センターの設置目的は、交流人口の拡大の場所、雇用の場、そして

一番大切な市民の健康と憩いの場として誕生したと言っても過言ではありません。今や、どれ

をとっても室戸市民に愛される大きな場所となっております。プールを利用する市民が健康で

病院へ行く回数を減らしてくれれば、保険の利用額が大きく減額されると思います。利用客か

ら医療費がどう変わったのか、データをとればいいと考えます。だれが経営しても赤字になる

施設とあきらめてはいけないと存じます。打つ手はまだまだあるのではないか、そういうふう

に考えます。 

 プール利用で医療費が１％から２％減少されれば、3,700万円は市民から理解されると存じ

ます。強制できませんが、利用客の増加のためには市の職員が月２回、12カ月利用してくれれ

ば6,000人の利用客増となります。経営安定のために、ぜひ市の職員にも利用の呼びかけをし
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てはどうかと考えます。取り組み姿勢をお伺いいたします。 

 ３、敬老年金についてお尋ねをいたします。 

 私は、過去にこの祝い金を廃止したいとの執行部の案に対して反対をしてきたことがありま

す。反対理由としては、長い間室戸のために頑張ってくれた方々に敬老会においてお礼の意味

を込めて祝い金を渡しておりました。これをやめるのはけしからん。年に一度の楽しみをなく

してはいけないとの思いからでした。その後、対象年齢が80歳が85歳からに、金額も8,000円

から5,000円に、そして3,000円と支給額が下がり、本年度は０円ということになります。ちょ

っと寂しい気がします。そして、何だか悪い気もいたします。 

 この祝い金にしていた金額を高齢者生活支援事業に使うとのこと。75歳以上の高齢者の方が

対象である。対象地区により曜日と時間を決めて利用する。また、日用品等買い物サービスは

電話で注文を受け付け地元の商店で購入し、配送してくれるサービスだとのことです。ずっと

前になりますが、過疎バスが市内各流域を奥地まで走っておりました。その後、利用率が悪い

ということで利用したい日を前日に電話予約するデマンド運行方法に変わりました。そして、

結局利用者がないということで廃止になった経過があります。担当課は、十分に敬老年金を廃

止するに至った経過を高齢者の方に周知徹底をし、外出支援事業や日用品の買い物サービスを

対象地区の人に利用するよう呼びかけなければ祝い金もなくなった、それを活用しようとした

サービスもだめになったでは、市民から大いに信頼を失うことになると存じます。やるからに

は不撤退の決意で取り組むことを望み、答弁を求めます。 

 大きな２点目、ジオパークについてお尋ねをいたします。 

 (1)ジオサイトの避難場所の整備にどう取り組むか。 

 南海地震は、今後30年以内に60％以上の割合で発生するとの予測がされております。また、

一部の学者の意見では、いつ発生してもおかしくない状況にあるとの意見もあります。室戸市

は、世界ジオパークの認定を受け、観光客誘致に最も力を入れなければならないビッグチャン

スのときを得ております。ジオパークボランティアガイドの育成にも力を入れ、ことしは倍増

するとの見込みだと伺っております。そうしたボランティアガイドが室戸岬ジオサイトでジオ

ガイドに立つとき、諸注意事項の１番に地震発生時の避難対策を説明されるように伺っており

ますが、いざというときにどこに避難できるのか、大変心配されております。東日本大震災の

津波を想定すると、国道55号線上ではすべてのみ込まれてしまいます。ついては、海抜30メー

トル以上の山腹に避難場所を整備することは喫緊の課題であると考えますが、市長の取り組み

姿勢をお伺いいたします。 

 (2)佐喜浜の段の谷山天然杉の保護対策についてお伺いをいたします。 

 ゆすはら郷土の森は天然のモミ、ツガを主体として森林で平成６年３月に梼原町と四国森林

管理局との間で保存協定が締結され保存されておりますが、貴重な資源の保護と地域内外の交

流推進につながっているようです。室戸ジオサイトの一つである段の谷山天然杉には大豊町に
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ある日本一の大杉に次いで県下では第２番目に大きな天然杉、樹周が約13メートルぐらいある

と伺っております。見事な天然杉の群生が残されており、貴重な資源と存じます。この資源を

将来にわたって保護することは私たちの使命であると考えます。 

 段の谷山では、世界ジオパークに認定されて以来、既に数千人の観光客が登山をされ、天然

杉とのふれあいを楽しんでいるとお伺いをいたしております。こうした天然杉を保護すること

は、同時にそうした観光客への安全対策や樹木の紹介など室戸ジオサイトとしてより充実した

サイトに発展できるよう、四国森林管理署と協定を結ぶことを提案するものですが、市長の取

り組み姿勢をお伺いいたします。 

 四国森林管理局では、国有林を中心として国民の皆さんとかかわりの深い四国における森林

林業関係のさまざまな取り組みをより広く紹介するため、関係機関等の理解と協力を得て四国

の森八十八箇所マップを作成しているようです。このマップでは、管内の森林の持つ公益的機

能を適切に発揮させるための区域である12の流域ごとに(1)全国的に知名度の高い観光地、文

化財、名所とかかわりの深いレクリエーションの森や保護林、また樹木や巨木など、(2)森林

資源の環境利用やバイオマスエネルギーの利用、木材利用の促進など地球的規模で課題となっ

ている地球温暖化防止や環境型社会実現に向けた各地の取り組み、(3)法人の森材やふれあい

の森などの国民参加の森づくりや民有林と国有林が一体となった取り組みを紹介しておりま

す。既にお世話になっております四国森林管理局となお一層の連携を深めることが室戸ジオパ

ークの発展振興につながる取り組みであると考えます。ぜひとも市長さんの積極的な取り組み

を御要請をいたします。 

 (3)ガイドや室戸の土産はふえたのかについてお伺いをいたします。 

 世界ジオパークに認定されて以後、室戸ジオパークを訪れる観光客が増加。そのガイドさん

は大変大忙しで大変なようです。これを解消するためにガイド養成講座が新たに開かれたよう

ですが、現在戦力となってくれているのでしょうか。また、宿泊所の整備やジオに関する土産

の種類はふえたのでしょうか。飛ぶように売れる商品が生まれれば雇用がふえる楽しみもあり

ます。行く行くはジオ土産ベスト10など発表できるようになれば、お互い競い合い、よりよい

商品開発ができ、皆さん力が入ることだと存じます。現在、ジオガイドさんは間に合っている

のでしょうか。土産はふえているのでしょうか、お伺いをいたします。 

 (4)交流人口50万人の突破はできたのかについてお伺いをいたします。 

 交流人口40万人で１万人の定住人口に匹敵すると言われております。その40万人は超えてい

たと思いますが、室戸ジオパーク世界認定で目標だった交流人口50万人を超えたのではないか

と楽しみにしておりますが、交流人口50万人で室戸にどんな経済効果が生まれるのでしょう

か。わかる範囲で結構ですので、お知らせをお願いいたします。 

 大きく３点目、少子化対策についてお伺いをいたします。 

 どうすれば人口の減少に歯どめがかかるのかと日々思い悩んでおります。仕事がないから若
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者は市外へ出ていく。高齢者が多いから死亡率が高い。結婚を考えても相手がいない。どう考

えても人口がふえる話にはなりません。しかし、仕事があっても結婚相手がいない。結婚して

いてもしばらくは２人で暮らしたい。適当な家が見つからないという人がおります。日々暮ら

しの中で人がいないのが一番寂しいと思います。他市町村ではカップル誕生の祝い金や子育て

支援制度、住宅、家賃援助等々、これでもかというぐらい行政が人口定着に金と知恵を使って

いるようです。働く仕事場から住宅、医療費、学費などまで面倒を見出したというのが周辺市

町村でもあります。小松市長、室戸でもここは一つ新規雇用したところには補助金を出す。起

業をした人にも助成金を出す。結婚をされたカップルには、市内で披露宴をされた場合は祝い

金を出す。新婚さんや子育て世代の人には定住促進住宅を用意する。財源には思い切って基金

を充てる。いざというときの備えのためにまとまったお金は必要であると思いますが、人口定

着と少子化対策として使うには生きたお金になると存じます。もちろん出へのルールはきちん

とするのは基本です。どこまで行政がタッチしていいのか、限界があると存じますが、(1)雇

用の創設について、(2)結婚について、(3)若者の住宅について、今後どういうふうに取り組ん

でいかれるのか、お示しをお願いをいたします。 

 大きく４、農業についてお尋ねをいたします。 

 (1)鳥獣対策についてお伺いをいたします。 

 もう一年じゅうと言っていいほど農作物が猿、シカ、イノシシ等に食い荒らされており、悲

鳴を上げております。つくり手は、被害を最小限に食いとめるようにといろいろ考えられる手

を使って防御をしております。しかし、いかんせん相手の鳥獣の数の多さに全くお手上げとい

う状況であります。稲を例に例えますと、３月中旬になると田の準備が始まり、４月になると

田植えがあります。田植えが終わるとシカが水田を走り回り、せっかく植えた苗を踏み込んだ

り、け散らかしたりとやりたい放題です。稲が分けつをし出したらそれをはみに行きます。花

が終わり、実が入り出したらイノシシがはみに来たり、水田の中をのたくりまわしたりという

ふうに悪さのし放題です。収穫前になるとイノシシ、猿、ハト、スズメ等の攻撃を受け気の休

まるときがありません。今のままの各個人の防御対策ではらちが明きません。他地区での成功

例があれば防御の対策について教えていただきたいですし、捕獲に対する報奨金の見直し等も

検討が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。担当課長の答弁をいただきたいと存

じます。 

 (2)といたしまして、中山間地の有効作物はについてお伺いをいたします。 

 室戸市内でも奥地では限界集落が目立つようになってきました。その結果、耕作放棄地がふ

え、大変な状況になりつつあります。高知県内ではもっと厳しい集落がたくさんあるようで

す。県下では、24年度から中山間地域の集落機能を維持する拠点に集落活動センターを設置す

るとのことです。担当課では、これらの県の取り組みについて把握していると思うのですが、

これらの内容について説明をお願いをいたします。 
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 また、この事業に室戸の中山間は適用になる可能性はあるのでしょうか。教えていただきた

いと存じます。 

 公共事業がたくさんあったときには山の手入れや米や野菜をつくりながら現金収入を公共事

業に求めておりました。公共事業の激減とともに働き手はおうちから去り、過疎地が増加をい

たしました。もうこれ以上地域をさびさすことはできません。米の栽培だけでは生活が成り立

ちません。奥地で栽培できる作物を見つけないといけない。反対に、栽培できる作物が見つか

れば、奥地での生活に明かりが見えてくる可能性が大です。新規就農総合支援事業と新たな農

作物をセットに取り組む方法はないのでしょうか。また、牧野植物園では薬草を研究している

ようですが、室戸に適した種類はないのか、問い合わせてみることも大切であると存じます。

うまくいけば奥地に若者の姿が戻ってくる絶好のチャンスであると強く考えます。取り組み姿

勢をお聞かせください。 

 (3)農産物の加工品についてお伺いをいたします。 

 せっかく一生懸命に育てた農作物、全部が秀品とは限らない。中には変形したりきずがあっ

たりとさまざまです。普通、これらの作物は人にやったり、そのあげく捨てたりしておりま

す。いいものにもすそ物にも同じように手間暇がかかっているのです。捨てるのはもったいな

い。何かいい金もうけの方法はないのか。室戸には果物でも野菜でも、他の町村に負けないぐ

らいの品物がたくさんあります。 

 楽市では、加工品といえば第一に漬物だろうか。各出店者それぞれのこだわりの漬け方や味

つけでお客をつかんでいると思います。味のよいのは買うほうがよく知っております。漬物名

人が楽市の出店者の中にもいるのではないでしょうか。そんな名人を探し、漬物講師になって

もらい、いい方法を伝授してもらう。ナス、白菜、キャベツ、キュウリとほかにも加工に適し

ているものはたくさんあると思うのです。１年間を通じて、あるいは期間限定して、それをジ

オマークの袋に入れて販売できれば室戸土産にもなるのではないかと考えます。冷蔵、冷凍、

真空パック商品、干物など加工方法はいろいろあります。特に、日本人は漬物大好きな人間が

多いのではないかと思うのです。ナスの生産地にナスに関する加工品がないのは大変寂しい限

りです。農林課長さん、一つ地場産品を使った加工品のヒット商品づくりの先頭に立ち、汗を

流してみませんか。取り組み姿勢をお伺いいたします。 

 大きく５点目、教育についてお伺いをいたします。 

 (1)保、小・中学校の避難訓練と避難道の整備について。 

 23年９月、議会定例会の私の一般質問、災害時での避難訓練について教育長さんはこう答え

られております。近い将来、発生する南海地震への備えを万全にするため、保育所、小・中学

校に対し津波避難訓練を初めとする災害を想定した避難訓練を定期的に実施するよう指導して

いる。保育所では、毎月津波避難訓練と火災避難訓練を実施している。避難訓練の方法にして

もマンネリ化しないよう、地震の発生時の時間帯や避難道路の検証も含め、児童・生徒がより
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短時間で安全な高い場所へ避難できるように訓練の実施を今後も指導したいと述べておられま

した。 

 そこで、問うのですが、羽根昭和保育所から佐喜浜中学校までの保、小・中学校から高台へ

の避難場所までの移動はスムーズに行えるのでしょうか。室戸市の場合、地震が起きて早けれ

ば３分で津波が押し寄せてくると予想されております。各地の保、小・中学校では避難場所へ

の移動時間をどのくらい想定して訓練をしているのでしょうか。時間設定は大事なことである

と考えます。また、避難道路が整備をされている施設はどこか、24年度中に避難道が整備され

る学校はどこなのか、25年、26年にはどこが整備対象となっておるのか、教えていただきたい

と存じます。 

 また、逆に全く対象となってないところがあれば、その学校名とその理由についてもお知ら

せをお願いします。 

 人命に重さはないのです。将来を担う貴重な命、私たちが守ってやらなければなりません。

その大きな一つが避難道の整備であると言っても過言ではありません。至急の整備を求めま

す。 

 (2)給食についてお伺いをいたします。 

 この件につきましても、教育長さんの答弁は給食の重要性は十分認識している。教育委員会

としては、給食未実施校への早急な対応を考える。西部、中部、東部３カ所分散型がよいの

か、施設の規模、施設建設費用や補助制度、用地確保、災害時の配給などを総合的に検討す

る。来年度中には学校や地域、保護者との協議、コンセンサスを得ながら一定の方向性を決め

る。給食未実施校への給食は分散型なのか。規模や予算や場所、実施時期等についてお伺いを

いたします。 

 もし、万が一決まっていなければ、その理由についても詳しく説明を求めます。 

 (3)学力と進路保障についてお伺いをいたします。 

 保護者は、保育所や学校の先生を信じて我が子を通所あるいは通学させております。団体生

活を経験させることで優しさや人をいたわる心、競争すること、悔しさや我慢すること、いろ

いろなさまざまな場面に出くわしながら成長していきます。生徒にとってその学校で出会う教

師は両親以上にその後の成長に大きく影響を及ぼすと思います。生徒は、担任の教師を選ぶこ

とができません。採用試験をクリアしただけの教師では教えるというだけで、その生徒に学力

をつけさせるためにはちょっと力不足ではないのでしょうか。 

 教育長は、室戸の教育の最高責任者であると存じます。長い教師生活も経験されておりま

す。テレビ等でよく子供に大きくなったらどんなことをしたいというインタビューをよく見た

り聞いたりするんですが、男の子はサッカーの選手、プロ野球の選手、おもちゃ屋さん、中に

は公務員と答える子もいます。女の子は花屋さん、ケーキ屋さん、タレント等が多いようで

す。これらの夢は成長とともにだんだんと変わっていくのも現実です。親としてせめて人並み
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の学力を身につけてほしい、身につけさせたい、子供の将来に責任を持ちたい、そういう気持

ちで親はおります。このことにつきましては、教育長さんも私が何を言いたいのかは大体おわ

かりのことだと思います。教育長として、室戸の子供の学力と進路保障についてどう取り組ん

でおられるのか、お伺いをいたします。 

 (4)中高連携について。 

 生徒の急激な減少で、県内各高校の定員割れが大きな問題となっております。また、室戸高

校でもこのままいけば24年度の入学定数120人のところ、入学者は約半数の60人をちょっと超

すぐらいの入学者になるようです。今、県教委は高校の再編に取り組んでいます。定数割れが

何年か続けば閉校。その対象となっている、あるいは可能性のある地域では、住民挙げて存続

へ向けた取り組みをしております。室戸高校でも、過去に室戸行きのバスの誘致、吹奏楽の楽

器購入の運動、これにはＰＴＡや教職員、地域の人たちの協力でこれらは実現することができ

ました。そして、これらの取り組みしたことは現在も続いております。 

 しかし、何といっても一番地域が盛り上がったのは室戸高校の甲子園への選抜の初出場、そ

してベスト８。市外からたくさん生徒が来、寮まで建設されました。しかし、今は本当に静か

になっております。あの盛り上がりは夢だったのかと思います。今後の再編で、このままでは

定数80人に減らされる、そんな心配をしております。そしてまた、その先では40人になるので

はないか、そして将来的には私が前段に述べたような、そんな高等学校になっていくのか、そ

んな心配をされます。今、元気なうちにいろんな室戸の子供たちが地元の高校へ魅力を感じる

ような取り組みをすることが望まれます。 

 前に中学校の教師と室高の教師が交流をしていましたが、今も交流が続いているのでしょう

か。地域が室戸高校に大きな声援を送る、生徒の進路に対して責任を持つ、これらのことをこ

つこつやることで生徒が自信を持つようになれば、室高への進学数もふえてくるのではないか

と思います。近い将来、室戸でも中学校１校は考えられます。中高連携のメリットについて教

育長さんにお伺いをいたします。 

 これで私の第１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 町田議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の(1)平成24年度一般会計の目玉予算を問うについてでございます。 

 まず、当市の予算は平成元年度から続いておりました財政調整基金などを取り崩してきた予

算編成から昨年脱却することができました。本年も、そうした予算編成になっているところで

ございます。財政状況の全体としましては、よい方向に進んでいるものと考えております。 

 しかし一方で、国保特別会計の赤字の増加や低い自主財源比率のことなどを考えますと、依

然として厳しい財政状況にあると認識をしております。そうした中で、平成24年度予算は施政

方針にもお示しをいたしましたように、市民の方々の生命と財産を守る防災対策として当初計
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画からいたしますと14年かかってきましたが、やっと防災行政無線の整備予算を計上をしたと

ころでございます。 

 また、あわせて避難場所や避難路の整備、避難タワーの問題等々に取り組んでいかなければ

ならないと考えておりますし、保育所、市民館、図書館の耐震化などの事業を計上させていた

だいたところであります。 

 また、産業振興や雇用対策につきましても、世界認定を受けましたジオパークによる交流人

口の拡大を図ることや、１次産業の生産・販売促進の支援、後継者対策、県の基金事業を活用

した雇用の拡大を図ることといたしております。 

 また、子育て支援対策としましても、子供の医療費や多子世帯の保育料の無料化の拡大、保

育、小・中学校の充実強化対策に取り組んでまいります。そして、市民生活の向上を図るため

の生活道路の整備であるとか市民の健康を守る取り組み、高齢者福祉サービスの充実など、市

民福祉の向上と当市の活性化につながる予算編成としたところでございます。 

 次に、(2)海洋深層水体験交流センターの指定管理料などについてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、室戸海洋深層水体験交流センターの指定管理者につきましては、

株式会社ＭＵＲＯＴＯが平成21年７月から平成24年３月まで指定管理者となり、施設設置目的

に沿った管理運営を行うとともに、指定管理者独自のサービスとして各種割引制度やバスの運

行などを行ってきたところでございます。平成24年４月以降につきましては、株式会社創裕が

指定管理を受け、管理運営を行うこととなっているところでありますが、独自サービスにつき

ましては検討中の部分もございますが、利用者の利便性を維持するためにも現在のサービスの

継続などにつきまして現在協議を行っているところでございます。また、施設の利用促進につ

きましては、これまでにも働きかけをしましたが、なお一層職員を初め市民の方々の利用増進

につながる取り組みを積極的に行ってまいります。 

 次に、(3)敬老年金についてでございます。 

 敬老年金につきましては、長寿を祝福し、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として

85歳以上の方々を対象に支給をしてまいりました。平成16年の室戸市財政健全化計画では、支

給金額8,000円を5,000円に、平成19年の室戸市集中改革プラン推進計画では5,000円を3,000円

にそれぞれ見直しが行われてきたところであります。さらに、平成23年３月策定の新室戸市行

財政改革プランにおきまして廃止が示されているところでございます。個人給付の敬老年金

は、終了をさせていただきたいと考えております。 

 なお、このことにつきましては以前から廃止が議論をされてきたところでございまして、他

の市町村におきましても個人給付の敬老年金は廃止をされているところでございまして、現在

支給されているところはないというふうにお聞きをするところであります。 

 また一方で、当市におきましては高齢者の方々の外出・買い物支援サービスにつきまして

は、これまで議会の中での議論をされてきた問題でございまして、また要望の高い課題である
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というふうに認識をいたしております。本年度におきましては、その課題を解決するため中山

間地域の高齢者を対象とする外出支援サービスに約185万円、買い物支援サービスに約164万円

を計上しているところであります。今後とも、高齢者福祉サービスの充実に取り組んでいかな

ければならないと考えております。 

 なお、御指摘のように敬老年金の廃止につきましてはそのことを周知徹底することが必要で

ありますので、個別文書でお知らせをいたしますとともに、新規事業も含め広報や民生委員、

連絡協議会、常会長会等を通じて周知徹底を図ってまいります。 

 次に、大きな２点目の室戸ジオパークについてでございます。 

 まず、(1)ジオサイトの避難場所の整備にどう取り組むかについてでございます。 

 現在、ジオパークのインフォメーションセンターとビジターセンターでは、観光客に室戸岬

のガイドマップとあわせて津波の説明資料をお渡しをしております。室戸岬のガイドマップに

は海抜が18メーター以上の高台を３カ所表示しておりまして、施設のスタッフやガイドさんが

観光客にこのマップを渡して津波が来たら高台に避難してもらうことを説明をいたしておりま

す。 

 また、津波のメカニズムを知ってもらうだけではなくて、高いところに避難して６時間以上

待つ必要があることなどもあわせて説明をしているところでございます。 

 ほかにも津波の避難対策といたしまして、室戸岬で灯台や中岡慎太郎の展望台への津波避難

路の誘導看板を設置をしております。これからもこのような誘導看板も整備をしていかなけれ

ばならないと考えます。 

 また、今後は市内全域を対象とした防災対策といたしまして、25ブロックごとの室戸市防災

マップの作成、海岸線や山間部への防災行政無線の設置、津波の避難路や避難場所の整備など

も順次進めていくことといたしております。 

 次に、(2)佐喜浜の段の谷山天然杉の保護対策についてでございます。 

 佐喜浜川の上流にある段の谷山は、樹齢が数百年を超える天然杉の群生地として注目を浴び

ております。天然杉の巨木が30本以上あり、議員さん御案内のように幹回りが13メーターもあ

る大杉は、すばらしい財産だと思います。大地がはぐくんだ自然の生命とも言えます。これら

の天然杉を保護するとともに、室戸の貴重な資源としてアピールしていくことが、私たちの使

命であると考えております。 

 このエリアを管理している四国森林管理局の安芸森林管理署の四国の森八十八箇所マップに

も紹介をされておりますように、森林保護や自然とのふれあいを促す目的などで安芸管内にお

きましても千本山に保護林の指定やレクリエーションの森の設定など、目的によって協定など

を結び、森林の保護・活用を図っております。本市におきましても、ジオサイトとして一層の

保護活用が図れますよう、協定の締結などに向けて積極的に取り組んでまいります。 

 また、このエリアはジオサイトでもありますし、地元で天然杉のＰＲに取り組まれている
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方々がおいでます。佐喜浜の源木を育てる会や地元の方々と連携をして天然杉を地域振興に生

かす取り組みを進めてまいります。今後、関係機関や団体など多くの方々と力を合わせて段の

谷山にある天然杉の保護活動と利活用に努めてまいります。 

 次に、(3)ガイドや室戸の土産はふえたのかという点についてでございます。 

 まず、ガイドさんの数につきましては、今年度のガイド養成講座を実施をいたしました結

果、ガイド登録者が新たに23名加わり、現在は43名となっております。これまで頻繁にガイド

をされている方が９名ございました。新しく３名の方が加わり、ガイドをされているとお聞き

をいたしております。こうしたことは大変心強く思っておりますし、今後ともガイドさんをふ

やす取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 また、ジオ関連の土産物としましては、室戸ジオパークのロゴマークを表示した商品がござ

います。このような土産物の数でございますが、世界ジオ認定前までは８社が20商品を販売を

しておりました。世界ジオ認定後は新たに16社が加わり、90商品が誕生しているところであり

ます。ほかにもロゴマークは使用しておりませんが、世界ジオ認定後に新しいジオ関連の和菓

子やどんぶり物などが販売をされております。今後とも、こうした新しい商品の誕生を進めて

地域経済の発展につなげていかなければならないと考えております。 

 次に、(4)交流人口50万人の突破はできたのかという点についてであります。 

 世界ジオ認定の効果につきましては、参考までに申し上げますと昨年の世界ジオ認定後の９

月から今年の１月末までにかけて室戸岬でガイドさんが案内をした観光客は2,468名となって

おりまして、対前年比にしますと約5.2倍になっております。また、同様の期間中に室戸岬に

ございます室戸市観光協会の展望台に上がった観光客は8,599名となっておりまして、対前年

比にしますと約1.5倍となっているところであります。 

 このように観光客は昨年と比較してふえていることがうかがえますし、関係者の方々からも

観光客がふえていることが実感できるといった声をお聞きするところであります。観光入り込

み客数は、まだ50万人には達していないところでありますが、現在観光入り込み客数につきま

しては車の交通量に係数を掛けて推計しているところでございます。今後、これらの実数の把

握にぜひ努めていきたいというふうに考えております。 

 また、これまで申し上げましたように、世界ジオ認定による経済効果でありますが、具体の

数値は把握をできておりませんけれども、ジオ関連商品の誕生であるとか、先ほど来申し上げ

ております観光客の増加といったことを考えていきますと、室戸市の経済にとって一定の効果

があっているというふうに考えるところでございます。 

 次に、大きな３点目の少子化対策についてでございます。 

 さまざまな御提案もあり、私も財政が厳しくても将来につながるもの、また効果が期待され

るものにつきましては積極的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ありま

すが、まず本市では平成17年から10年間の室戸市次世代育成支援対策行動計画を策定をしてお
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りまして、親の育児支援及び経済的負担の軽減策を考えてきたところでありまして、そうした

中で子育て支援センターの取り組み、親子ふれあい広場の開設、延長保育、放課後児童クラブ

及び放課後子ども教室などの子育て支援対策を実施をしてまいりました。また、平成24年度か

らは乳幼児医療費助成対象者の拡大、多子世帯第３子保育料の無料化の拡大など、少しでも少

子化対策に歯どめをかける施策として子育て中の親の経済的負担の軽減に努めようとしている

ところであります。 

 そして、(1)の雇用の創設についてでございます。 

 市民が安心して生活を送っていくためには、やはり働く場所の確保であるとか所得の安定向

上が必要であるということは御案内のとおりでございます。このため、企業誘致推進条例を市

としても制定をし、新規雇用者数が３人以上、投下固定資産の取得金額が2,700万円以上であ

ること等の条件を満たした企業に対し５年間固定資産税相当の範囲内で奨励金を交付すること

としており、現在水産加工業者など４つの企業がその指定を受け、38名の新たな雇用が創出を

されているところでございます。今後におきましても、企業誘致や１次産業である農林水産業

の振興によって新たな雇用の創設に努めていかなければならないと考えております。 

 次に、(2)結婚についてであります。 

 当市では、未婚化、晩婚化対策として平成20年度と平成22年度に県の補助金を活用したイベ

ントを開催し、それぞれ44名と35名の独身男女に対し出会いの場を提供してまいりました。ま

た、市内の消防団や市民団体などの方々も、同様の活動を開催をしていただいているところで

あります。また、平成23年度は新設した出会いのきっかけづくり応援事業費補助金を２団体が

活用し、独身男女に出会いの場を提供するイベントが計４回開催をされております。延べ79名

の方が参加し、室戸市内からは男性41名、女性12名が参加したとお聞きをしておりまして、今

後の交際につながるものと期待をしております。また、これらの取り組みを通して一つのカッ

プルが結婚までに結びついたというふうなことをお聞きをするところであります。私どもとし

ましても、独身男女を対象とした出会いの場の提供は、今後とも必要であると考えております

ので、取り組みを進めてまいります。 

 次に、(3)若者の住宅についてでありますが、他の市町村において若者を対象とした住宅の

整備や住宅建設の補助等を行っていることは御案内のとおりでございますけれども、当市にと

りましては大きな財政負担ともなりますので、現状では大変困難であるというふうに考えてお

りますが、今後ともの検討課題とさせていただきたいと存じます。 

 また、そのほか農業関係の問題でありますが、これも御案内のように耕作放棄地対策を何と

かしなければならないというのが議会内でも、私どもとしましてもこれが重要な課題である

と、対策が必要であるということは御案内のとおりでございます。 

 そこで、高知新聞にも掲載をされておりましたが、牧野植物園で薬用植物の栽培ということ

が新聞へ掲載をされておりました。私もその辺を調査をいたしておりまして、今後中国からの
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薬草が輸入が少なくなるのではないかというのが、大きく皆さんがそういう意見を持っておら

れます。ぜひ私も植物園の方ともお会いをいたしておりますが、当市に適したものがないだろ

うかということで御意見もいただくということを今進めているところでございます。まだ、具

体的などういった作物であるとか、どこの地域で栽培をするというところまでは発展をいたし

ておりませんが、ぜひそうした有効な、当市にとって有効な薬草栽培というようなものも手が

けてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 また、新しい農作物の開発というのは、御案内のように吉良川の西山地区で栽培をされてお

りますセンリョウにつきましても、本当に大きなブランド商品となるためには10年かかるとい

うことがございまして、ぜひ今室戸市の農業研究会のほうに対してもどうか生産者のほうで新

しい取り組みを始めてほしいと。その取り組みについては市としても積極的な支援をしていき

たいというお話もしているところでございまして、今後ともそういった取り組みの充実を図っ

ていきたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足説明をいたさせますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 ４番、農業の(1)鳥獣害対策についてでございます。 

 本市においても議員さん御指摘のように、年々鳥獣被害が増加の傾向にあります。駆除の方

法としては銃器と捕獲機材、囲いおりで捕獲を行っているとこであります。 

 これらを実施する前に、有害鳥獣に強い集落づくりが必要ではないかと思います。まず、耕

作放棄地などを刈り払い、山林との間に緩衝地帯をつくることや、ロケット花火や犬などで追

い払うなどのことにより集落に近づけない環境づくりなどが必要であります。 

 県下では、これはといった防御手段は残念ながら今のところありませんが、環境整備、防

御、捕獲の３本柱で鳥獣害に対応していきたいと考えております。 

 また、お尋ねの駆除の報奨金についてですが、平成23年度に見直しをしてきたばかりであり

ますので、近隣の市町村の動向も見ながら今後は検討していきたいと考えております。 

 次に、(2)中山間の有効作物はについてであります。 

 高知県における集落活動センターについてでありますが、近隣小集落圏域等で廃校施設や集

会所をうまく利用して福祉の機能や一定の所得を生むような機能、また防災もしくは救急医療

の拠点などの機能を持つセンターとして考えられているようです。当市としましても、中山間

地域の活性に向けて企画財政のほうで地域に出向き意見収集を行っているところでもありま

す。 

 農業の面からは、地域産物での特産品づくり等による所得向上を期待しているところであ

り、各地域に合致したセンターが設立できるように平成24年度に設立される中山間地域対策課
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と協議していきたいと考えております。平成24年度には、県内10カ所程度でスタートさせ、行

く行くは旧市町村単位で１カ所ぐらいを考えられているようですので、御理解いただきたいと

思います。 

 栽培品目については地域が主となり考えていくことが必要であり、適地、適作に向けての支

援を担当課としては行っていきたいと考えております。 

 次に、(3)農作物の加工品についてであります。 

 生産地における加工品としては、吉良川町の西山金時芋等を活用したジェラード、けんぴ、

スイートポテトやペースト等が販売されておりますが、今後においてもキンメ丼のように室戸

をアピールできて注目される商品開発による農業所得の向上に努めたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。以上であります。 

○議長（林 竹松君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 町田議員さんに大きな１点目の(2)室戸海洋深層水体

験交流センターの指定管理料について、市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、株式会社創裕の営業内容についてでありますが、以前の御説明で検討中でありました

水中運動、アウフグース、マッサージにつきましては、現状どおりの実施を予定しています。

無料送迎バスについても高知市内の発着場所が高知ぽかぽか温泉に変更となるものの、継続さ

れる見込みであります。 

 レストラン部門は、月曜日から金曜日は現状どおり11時から15時、17時から20時の時間帯で

営業を行いますが、土曜日、祝祭日の前日の終了時間が21時まで１時間延長されますし、休日

については11時から20時までの連続営業に変更を予定しています。 

 次に、フリーパス券につきましては現在のところ検討中とのことであります。 

 マイカップとポイントカード割引につきましては中止しまして、かわりに不定期にサービス

券つきの回数券の販売を予定しているとのことであります。 

 また、保健介護課が実施しています特定健診保健指導事業などの保健事業等につきまして

は、原則現状どおりの実施を予定しているとのことであります。 

 次に、プール利用者の医療費につきましては、平成22年度に６カ月間で20回以上シレストを

利用している国保加入者50人の医療費の伸び率と国保全体の医療費の伸び率を対比したとこ

ろ、シレスト利用者の方は国保全体の伸び率より15.5％低くなっており、一定の効果があるも

のと思われます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 ５点目の教育の中の(1)保、小・中の避難訓練と避難道の整備についてでありますが、羽根

昭和保育所から佐喜浜中学校まで市内の保、小・中学校から高台へ避難移動がスムーズにでき

るか、移動時間をどの程度に設定して訓練しているかでありますが、すべての保育所、小・中
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学校については地震発生後の津波から児童・生徒の命を守るため、近くの高台へ避難すること

としております。津波襲来の時間が地震発生直後、早いところで３分と言われておりますの

で、３分を想定した避難訓練を実施するように指導しております。 

 次に、避難道の整備についてでありますが、平成23年９月補正予算で避難道の全くない保育

所、小・中学校を優先的に検証し、避難道整備費を計上しておりますが、年度内完了のめどが

立たないために申しわけありませんが、繰り越すことになってしまいました。地権者との用地

交渉や設計等に早急に取りかかるように進めております。避難道の整備につきましては、今後

津波避難計画策定の中で検討し、緊急性、必要性、地域連携を考慮し、進めてまいります。 

 次に、給食についてであります。 

 学校給食については、現在東部学校給食センターで佐喜浜小・中学校と三高小学校、中部学

校給食センターでは室戸、室戸岬、元小学校で実施しております。吉良川小学校、羽根小学校

は未実施の中でミルク給食を行って、中川内小・中もそうですが、ミルク給食を行っておりま

す。 

 昨年、室戸市立小・中学校統廃合及び学校給食等検討委員会の中で協議を同時に進めており

ましたが、学校統廃合による校区外通学が増加傾向になってきたため、一たん中止すべきと判

断しました。このため、給食施設設置に向けて保護者や地域での検討ができていない状況であ

りますが、市長部局と協議し、給食の必要性については確認しておりますので、食育や健康、

集団生活など学校給食の果たす役割や必要性を含めて学校給食検討委員会を新年度に早急に立

ち上げることとしております。この検討委員会では、児童・生徒、教職員や保護者からアンケ

ート調査を実施し、また地域の方々の意見をお聞きしながら検討を進めてまいります。 

 次に、学力と進路保障についてでありますが、学力定着・向上対策といたしまして、本市で

は教育版アクションプランの導入と実施、２番目に室戸式チェックテストの実施、３番目に教

員の指導力向上・授業改善プラン、それから家庭学習の習慣化ということに取り組んでおりま

す。平成23年度の全国学力テストの結果では、これは震災を受けられました県を除外して教科

書会社が統計を出した分ですが、小学校６年生は全国平均並みの学力でありますが、中学３年

生は残念ながら全国平均を少し下回る結果でありました。このため、市教委といたしましては

室戸式チェックテストで各学年のつまずきを検証し、その解消に向けた指導の徹底を学校現場

にお願いしております。 

 また、来年度から子供たちの自尊感情や達成感の育成などを考えてむろと検定の導入を実施

していく予定であります。むろと検定の導入を実施することによって子供たちの意欲等を育成

したいと考えております。 

 また、議員さんから御指摘がありました指導を要する教員につきましては、その制度の充実

をさらに県教育委員会に要請してまいりたいというふうに考えております。 

 さて、進路保障についてでありますが、今春室戸市内の中学校から高校へ進学予定の生徒は
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107名、92.2％で、後期選抜入試の受験者は９名という状況であります。教育委員会としまし

ては、すべての生徒が希望する学校、いわゆる高校へ進学できるよう、各段階での学力定着・

保障に努めてまいります。 

 次に、中高連携についてであります。 

 県教育委員会では、県立高等学校再編振興計画を平成26年度に策定するため、平成23年度に

県内各地域で地域懇談会を開催しました。室戸地区は２月２日に市役所で行われまして、学校

関係者や保護者、地域関係者など約80名が参加されて室戸高校に対する意見交換がなされまし

た。室戸高校は、室戸市唯一の県立高校であり、地元といたしましてもどうしてもなくてはな

らない高校と位置づけ、中学生が魅力を感じ、進学を望む学校、またスポーツやジオパーク

学、芸術文化活動など特色ある学校づくりに向けた取り組みを支援しなければならないと認識

しております。 

 平成24年から入試制度が変更されまして、学区の全廃による県内１学区となったことを逆に

市外からの生徒募集のチャンスととらえ、先ほど申し上げました特色ある学校づくりを支援し

てまいりたいと考えております。 

 先ほどもすべての中学生が希望校へ進学できるよう学力保障に努めていくと申し上げました

が、保、小・中高の連携事業につきましては、平成22年度の後半から学期に１回連絡会を開

き、情報の共有、交換を行っており、わかりやすい授業をテーマに活動を始めております。平

成24年度にはさらに連携強化に取り組んでいきたいと考えております。 

 議員さん御指摘のとおり、特に中学校と室戸高校との連携をさらに充実させて、高校教諭が

中学校の授業を行うなど互いの交流などの工夫を凝らした取り組みを進めていかなければなら

ないというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） これをもって町田又一君の一般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。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） ３月定例会におきまして、10番山本、自民クラブの一員として一般

質問を行いたいと思います。 

 質問に先立ちまして、本年度をもって退職されます職員の方々に長い間お疲れさまでしたと

一言申し上げます。退職後も健康に留意をしていただき、室戸市政に対して御協力していただ

きますようお願いをしておきます。 

 まず、それでは質問に入りたいと思います。 

 まず１、市長の政治姿勢についての中で１、雇用政策について。 

 昨年の国勢調査におきまして、５年間で2,000人を超える人口減となった室戸市でありま

す。高知県下でも人口減少率は最高位でありますけれども、高いレベルをひた走る室戸市であ

ります。基幹産業であった水産業の不振から始まった人口減はとどまることを知らず、非常な

危機感を持っているのは市民、行政も共通の認識だと思っております。 



－78－ 

 近年におきましては、室戸市民の発する声も何か今まで打つ手はあったのにとの思いから今

はもうあきらめの境地というのが現状ではないかと思います。私たちも非常に心苦しい思いも

しますし、市政とともに問題解決に努力を怠ってきた責任も感じます。その中で、昨年ジオパ

ークへの取り組みが功を奏し、世界認定されたのが一つの光明ではなかろうかとも思います。

しかしながら、この世界認定と市民の取り組みには室戸市に活気を呼び戻すという面では刺激

はあっても雇用という働く場の提供はわずかなものであり、抜本的な雇用対策解決策には当然

なり得ないということであります。 

 働く場がない、教育レベルにおいても室戸市外に行かなくても十分なレベルの教育が受けれ

るということでもない。中学校卒業後、市外に出ていった若者が、高校、大学卒業後、室戸市

に帰ってくるということにも雇用の場がないということで100％近くあり得ないという状況

は、まさに口悪く言いかえれば行政挙げて人口減を推進すると、その取り組みができていない

ということではないかと思います。 

 小松市長も就任以来雇用対策として企業誘致対策等を取り組んできたところですけれども、

社会的な構造不況も原因もあろうかと思われますが、その取り組み方が企業誘致とかというふ

うな直球一本やりで工夫がなさ過ぎたのではないかとも思われます。逆境を手にとるというよ

うな発想の転換ができるような、また柔軟な雇用対策が検討できるような民間人も含めたチー

ム結成も必要ではなかろうかと思います。小松市政誕生後、これといった雇用政策において評

価に値するような効果も得られていないということは、小松市長自身真摯に反省し、抜本的な

人口減対策、雇用対策を再度一考する必要があるのではないかとも思います。 

 市長の過去の議会における答弁の中に雇用問題にも取り組んでいると、企業誘致各方面で取

り組んでいますという言葉がありましたけれども、実際としてその効果があらわれてないとい

うことを再認識して、役所の中だけの発想ではない幅広く意見集約し、雇用政策に導いていく

制度設計を積極的に取り組むべきではないかと思います。 

 質問事項として、費用はかかりますけれども、専門アドバイザー等に室戸市の置かれる立ち

位置を分析依頼して、抜本的な再生室戸市の青写真を描き、重点的に取り組む姿勢、先送りで

きない課題として有識者による（仮称）室戸市再生会議なるものを構築してはどうかというこ

とです。 

 それから、２つ目としまして室戸市の、もう失業者がかなりおりますけれども、その年代別

失業者数を把握されているのかどうか、お伺いいたします。 

 それから、平成21年度から平成23年度までの３年間、国のふるさと雇用事業対策事業があり

ましたけれども、室戸市でそのふるさと雇用対象者で平成24年度より事業所等に正式採用にな

った人数とその割合をお聞きしたいと思います。 

 そして、その24年度以降の室戸市のふるさと雇用事業を利用されていった事業体等の継続

率、ふるさと雇用継続率はどうなのかということをお伺いします。 
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 それから次に、商工観光深層水課に企業誘致班がありますが、平成23年度の担当職員の活動

内容と結果、そしてそれに対する問題点、今後の課題をどのように設定されているのか、お伺

いいたします。 

 また、平成24年度の活動目標と主たる活動範囲、活動地域についてお伺いをいたします。 

 次に、小松市政５年間の人口減対策、雇用対策の総合的分析と反省点をお伺いしたいと思い

ます。 

 そして最後に、24年度当初予算における雇用対策の中心的な事業とその事業の成果をどのよ

うに求めているのか、お伺いをいたします。 

 済いません、もう一つありました。 

 それから、失業者数、新規雇用者数、学生の市外流出率、事業者の雇用状況、市内労働者の

年間所得の把握、そしてその事業者等の給与状況、職種別雇用状況の変化等々あまたの統計資

料をデータ化して庁内で共有し、雇用政策、人口減対策に生かしていく努力をすべきではない

か。これに対しても御答弁をお願いしたいと思います。 

 そして、今言いました失業者数含めた７つの問題点の中で室戸市として正確に把握している

項目と数字はどうなのかと。 

 以上、市長及び商工観光深層水課長にお聞きいたします。 

 大きい２番目、県議との意思の疎通についてお伺いいたします。 

 この質問につきましては、室戸市政の直接行政事務に関係がないのではないかというふうな

御意見もございましたけれども、室戸市政と高知県政、国政へのつながりということは、過去

を振り返り見て反省すれば室戸市政しかり、高知県東部の過去の政治的力の低さが室戸市の低

迷の根本的原因であるということはだれもが認めるところであり、高知県、国への情報の伝達

は室戸市の行政事務とは切り離すことのできない位置関係でありますから、県議との良好な協

力関係の構築は市の行政事務そのものであると、最たるものであると考え、質問させていただ

きます。 

 昨年、４月に新県議が誕生し、これまで県に対する対応がマンネリ化していたということも

ありましたけれども、その対応が一変してきた感じがあります。その内容は非常にレベルの高

いものもあり、市長自身も肌で感じられていることと思います。こうした状況は、市民挙げて

長い間待ちこがれていたことでもあり、市議会、市政手を取り合って室戸市の置かれた課題解

決に取り組んでいかなくてはならないと思います。 

 新県議は、所属政党が自由民主党でもあり、県議会におきましては過半数超えの第１党であ

ります。そして、県選出衆議院議員も３人ともが自由民主党ということで、室戸市の予算獲得

要望事項実現にはまたとないチャンスで、国政与党とは違うけれども、新県議を通じた活動は

今後高知県、国への要望、翻って国から県、そして室戸市へとその貢献度は非常に大きいもの

があると思います。 
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 室戸市議会におきましても、自由民主党員は３人と少数ではありますけれども、私たちの要

望が既に県議会の一般質問でも、それから予算委員会でも質疑されておりますし、その効果に

期待、室戸市に貢献できればという思いであります。 

 ただ一つの懸念は、過去の室戸市におきまして市長と県議が長期にわたって背中合わせ、相

反すという相反して、その間を私たちは室戸市の失われた８年間というふうな表現で話もして

おります。その間、市長と県議が手を携えて室戸市政の問題点に取り組んでいれば、このよう

な室戸市の状況にはなっていなかったのではないかという思いが市民の中にも根強く残ってお

ります。小松市政誕生にも、新県議誕生にも、そういった政治的な思惑の違いがあり、過去の

室戸市の政治的市民感情からしてまたしても市長、県議が相反し合う同じ状況が発生するので

はないかという危惧はありましたし、二度とそういうことがあってはならないという思いがし

たものであります。新県議誕生時に話し合ったとき、市長との意思の疎通に対しての懸念は、

私は全くそういった意識は持たない。市長、市議会、県議が一体となって話を持っていかない

と県にも笑われるし、事業獲得が難しくなるというようなことでした。幸いにも小松市長も対

立を引きずらない、選挙で対立したということを乗り越えてくれる懐の大きさを持った人物だ

と信じておりますが、当事者同士の実際の会話を聞いたこともなければ市議会議長を含めた

国・県へのまとまりある行動がスムーズにいっているのかもわかりません。そういった懸念に

対して市長、市議会議長、県議、室戸市議会は室戸市を代表する顔でありますから、常に話し

合いを持ち、共同した行動をお願いしたいと思います。 

 質問事項とします。 

 私たちが危惧することのないような室戸市の課題解決に向けた県議との協調関係は十分に構

築されているのか、また意思の疎通は十分にできているのか、お伺いをいたします。 

 今後、県議と課題解決に取り組むに当たり、今までの要望課題、重要課題として県及び国に

陳情してきたこと以外に新たに取り組むべきことについて話し合いはできているのかどうか、

お伺いをいたします。 

 ３番目としまして、市議を含めた市長、県議との定期的な室戸市政の抱える問題点を協議す

る会合を開催するよう市長のほうから提案してはどうか、お伺いをいたします。 

 次に３番、ジオパーク拠点施設についてお伺いをいたします。 

 ジオパーク拠点施設整備は当年度事業ではありませんけれども、今回の当初予算に関連予算

が計上されていることと、本年度中に拠点施設検討委員会の答えが出るだろうということから

検討委員会の対応その他、拠点施設整備も絡めてお伺いをいたします。 

 小松市長は、ジオパーク拠点施設について室戸市歴史民俗資料館、これはあくまでも仮称で

ございますけれども、検討委員会の審議が始まる前の議員総会への、我々の議員総会への説明

の時点から拠点施設場所として旧東中学校ありきと思われるような説明をされておりました。

そのとき私も発言をさせていただき、旧東中学校ありきの姿勢は考え直すべきではないか。位



－81－ 

置的に非常に大きな問題があるし、集客能力に欠ける。でき得れば、他の位置検討をという意

味の発言をしたと思います。例えば拠点施設はジオパーク関連のみならず、他の室戸市の中心

的な施設とともに集中的に配置するような考えが必要ではないか。旧東中学校の位置するその

場所は、室戸市中心部以西の人通りから比べるとはるかにその実態数は少なく、10分の１にも

満たないのではないかというふうな思いはしております。拠点施設の発展維持には絶対数の不

特定多数の人々の集客が見込まれる地理的能力、地理的条件が必須であり、長く将来的に発展

を望む施設となるには室戸市の地理的特性、現実の人の流れと東中学校跡地利用による人の流

れが想定できるようなデータの確実性がない限り、データ確実性の検証ができない限り、また

間違いなく成功するではないだろうかという思いがない限り、ここに位置決定をしてはいけな

いということであります。適当な根拠のない決定では間違いなく失敗すると断言をしておきま

す。 

 市長は、全国津々浦々のこういった箱物の建設状況を知っていると思います。知っているは

ずです。箱物建設には、全国ほとんどの施設が建設時のバラ色の思いとは裏腹の結果となり、

やがては行政のお荷物となり、市民負担を後世に残すという結果が繰り返されております。よ

く考えて取り組まなくてはならないのは当然であり、市長がさきの議員総会で発言されました

余り予算がありませんがという言葉が私の頭の中に、脳裏に焼きついております。余り予算が

ありませんからというような基本姿勢では、いいものもできるはずもなければ成功するはずも

ないと思います。 

 室戸市の人口が毎年度500人以上減少している中で、周遊コースで集客をしようというよう

な、それもいい考えではあると思いますけれども、そういう甘い考えの取り組みは過去の失敗

を繰り返すのみであろうと思います。中心部に集中的に施設を集中して常時の集客を目指すと

いうことが最低限必要であり、その大半の観光客を目的地に誘導する、そういった方法を考え

るということがはるかに効果があると考えます。 

 ジオ関連事業は、施設をつくったからといって継続認定ということにはならないのは当然の

ことで、成功があってこその継続だという考えに立てば拠点施設の整備位置は慎重の上に慎重

を重ねて検討いただきたいと思います。施設の中身が充実したといっても人が来なければ何の

意味も効果もないということです。収益が上がらなければいつまでも税金を投入し続けるとい

うことがどういうことかは目をつぶって想像すればすぐわかると思います。使う金は国民、市

民の血税でありますということを、血税であるということを忘れないでいただきたいと思いま

す。 

 尾﨑県政の24年度予算の中の観光拠点施設関連予算に早く手を挙げることと、観光拠点整備

の基本的な考えは全国に通用する観光地づくりにありますから、国定公園でもあり、ジオ関連

の事業であれば十二分に採択される事業になり得ると思います。施設設置には必要最小限の費

用で最大の効果を上げることができるような十分な検討を加えること、あわせてしっかりとし
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た運営体制を整えることによって将来的にその成果を市民に誇れるようになれば小松市政最大

の成果を後世に誇れるものになるのではないかとも思います。 

 質問事項に移る前に、小松市長には答弁姿勢として委員会、検討委員会の決定待ちという姿

勢ではなく、真摯に本音で御答弁をお願いしたいと思います。 

 まず、質問１、小松市長は拠点施設整備場所の軸足は旧東中学校と考えているのかどうか。 

 ２、それと、そういうふうに考えていなくても、２番として検討委員会の決定に従いますと

いう姿勢かどうか、お伺いします。 

 ３番、検討委員会に対して旧東中学校周辺の人の流れ等を検討材料として提起しているのか

どうかをお伺いいたします。 

 ４、拠点施設基本構想策定委員会においても旧東中学校ありきというのであれば当然その効

果というものも検討されていると思いますが、その効果を出すために室戸市としてどのように

人の流れ、呼び込み客数等の数字を基本構想策定委員会に提出しているのか、するのか、お伺

いをいたします。 

 ５番、基本構想策定委員会の中でも室戸市の考え、方向性は大きな影響を与えると思います

が、その中に教育委員会の廃校利用促進協議会、そういった会の意見も影響を与えるのではな

いか、意見も組み込まれているのかどうか、お伺いをいたします。 

 ６番目としまして、ちょっと質問の順番が遅くなったんですけども、６番目として24年度当

初予算に策定委員会委員報酬が計上されておりますけれども、この基本構想策定委員会におい

て答申を得た後、本年度中に補正予算等で委託料を計上、拠点施設の整備に向け準備後、拠点

施設整備は平成25年ということで理解してよろしいか、お伺いをいたします。 

 ７番目としまして、高知県24年度当初予算観光拠点施設整備事業に早急に手を挙げるべきだ

が、そのスケジュールは検討されているのかどうか、お伺いをいたします。 

 ８番目、ジオパーク推進課としては拠点施設整備についてどのような構想を持ち、市長及び

基本構想策定委員会に意見を具申しているのか、するのか、あるいは既に意見具申を申してい

るのか、もし既に終了しているのであればどのような具申内容なのかをジオパーク推進課長に

お伺いいたします。 

 次に４番目、農地の基盤整備の必要性について。 

 さきの議会でも、この場で農地の基盤整備の必要性について取り組んできましたが、県下で

も最低レベルの基盤整備率であるということは御存じのことであろうと思います。高齢化によ

る農業人口の減少、農産物の生産額の減少は、基盤整備のおくれが大きな影響を与えていると

いうことは否めないと思います。私が常に言いますけれども、室戸市には農業政策そのものが

存在していないと言い切れるほどの状況ではないかと思います。室戸市の農業振興予算にも各

種の補助金は存在しておりますけれども、毎年度同種の予算計上で抜本的な農業振興に対する

取り組みがなされてないというのが現状ではなかろうかと思います。市長及び担当課長は、農
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業振興とは何かということをいま一度勉強すべきではないかと思います。わずかな補助金、助

成金をあてがうこと、これが十分な農業振興だと勘違いしているのではありませんかというこ

とです。 

 高齢化する農業人口、農地の耕作放棄地の増加、高額な農業機械の買いかえ等、零細な農業

者にとっては現実は非常に厳しい状況に立たされているということは、行政側も十分に理解を

されているはずです。なのに、新たな振興策を打ち出そうとしないのは、現場のことに無関心

な行政の姿がここにあろうかと思います。 

 高齢化が進み、耕作放棄地がふえるということは、言いかえれば室戸市の貴重な財産がどん

どん失われていくということにほかならないということであります。そういう状況で農政を任

される農林水産課が中・長期的な計画を立てて室戸市の優良農地を保全すると。農業者にわず

かでもいいから農業収入を得ていただくという取り組みがなされるべきではないかと思いま

す。それにはまず、農地の基盤整備、集団営農への取り組みの積極的な市の関与、高知県も力

を入れている中山間地域の活性化に向けた取り組み等は必要不可欠であり、喫緊の課題であろ

うかと思います。あわせて集落機能維持が危ない。限界集落という呼び方をされております

が、室戸市の現状がその限界集落に向けてまっしぐらに進んでいるということを再認識するべ

きで、そういったことを回避するには小手先の取り組みだけではだめだということを声を大に

して言っておきたいと思います。 

 質問事項として、１、農業行政として農地の基盤整備は必要と感じているのかどうか。 

 ２、農業基盤整備事業に関しては、現在吉良川町で取り組んでおりますが、その進捗状況に

関して情報が入っているのかどうか、お伺いします。 

 ３、室戸市の農地にはまだほかに基盤整備が必要だと思われる地域がありますが、農林水産

課としてそういった必要箇所の把握は資料として作成されているのかどうか、お伺いいたしま

す。 

 ４番、過去において基盤整備事業を行うに当たって室戸市でも１カ所ぐらいか２カ所ぐらい

だと思いますけれども、そういった箇所も含めて事業が成り立たなかったという部分も含めて

行政側から基盤整備事業に取り組んだ実績はあるのかどうか、お伺いします。 

 ５番目としまして、基盤整備が必要と思われる地域、農業活性化のためにも取り組んでいか

なくてはならないような地域に足を向ける（仮称）農業基盤整備地域説明会等行って今後の室

戸市農業行政の発展に向けて取り組む考えはないのかどうか、お伺いをいたします。 

 次に５番、耕作放棄地への対応についてお伺いします。 

 ５、耕作放棄地への対応について。 

 中山間地域の耕作田畑、室戸市内の至るところで山林化あるいは雑種化をして目を覆いたく

なるようなかつての優良農地の姿があります。これらの地域は室戸市の財産として長きにわた

り室戸市の米を含む農産物産出に貢献してくれたわけでありますが、近年見る影もない状況
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は、室戸市の一部地域を除いて今後の室戸市の農地の崩壊が予想されるような気がします。こ

うした状況の変化、推移は歴代室戸市長は当然のことながら、歴代室戸市農政担当課長も見て

きたわけで、何の手だてを講じるわけでもなく、放棄してきた責任は非常に大きなものがある

と感じます。 

 農業用水の不便な箇所、かつて芋、麦をつくっていた畑、これらはもう既に30年以上も以前

から杉、ヒノキ等の植林をしたり、完全な山林化をしております。現地に入ってみますと畦畔

の姿もなく、境界不明確な状況となっております。修復可能な耕作放棄地の現状、修復不可能

な耕作放棄地の現状、こうした耕作放棄地の現状把握は室戸市として当然把握することが必要

ではないかと思います。また、財産後継者のいない農地等の保全には早急に境界明確化の必要

性が生じておりますし、隣接する山林の境界においてもその確認には大変な労力を要する作業

であります。 

 質問内容の耕作放棄地への対応についての意味は、一つは修復再生可能な農用地に対する対

策、もう一つは再生不可能な耕作放棄地についての対応であります。双方について早急な対策

が必要なことは当たり前でありますが、その対応の仕方については大きな違いがありますから

何点か質問させていただきたいと思います。 

 一つ目の再生可能な農用地対策については、高知県が平成24年度から重要課題とする中山間

地域対策の一環事業を取り入れ、食料品の購入から交通手段の確保、農地管理等集落の維持、

再生への取り組みの中で一体となった計画を立てるべきであります。 

 農地の管理とは、営農を営むことが最善の管理でありますから、中山間地域の高齢者の方々

がわずかでもいいから農産物で収入を得ることができる取り組み、少額でもいいから、少ない

額でもいいから種の購入、あるいは肥料購入に対する補助制度、つくった農産物を回収して販

売まで面倒を見てやる方法等を地域と協働してやるべきだろうと思います。こういった手法は

もう既に取り組んでいる市町村も自治体もありますから、その気になれば室戸市も簡単に取り

組めると思います。やる気だけの問題だと思います。わずかばかりの年金で暮らされている高

齢者の方々への収入増の手助けをして喜んでいただければ行政の本望でもあろうかと思いま

す。 

 質問事項としまして、室戸市の企画財政課が限界集落対策として取り組んでいる事業とタイ

アップした中山間地域の再生可能な農地の有効利用対策に取り組む姿勢をお伺いいたします。 

 ２番目としまして、野菜等営農を営む場合、種購入、肥料の購入等の補助金制度、あるいは

生産物の収集から販売までの協力対策、補助対策、事業対策は導入は考えないのかどうか、お

伺いいたします。 

 ３番目、中山間地域での営農形態を個人型から行政主導の集団営農へと導いてやろうという

考えはないのか、お伺いいたします。 

 ４番目、集団営農組織結成の条件及び規制はどうなのか、お伺いします。 
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 ５番目、高知県に中山間地域対策課が設置されているが、どのように期待するのか。また、

室戸市の中山間地域対策の青写真あるいは対策の根拠となる資料は室戸市に蓄積されているの

かどうか、お伺いいたします。 

 ６番目、室戸市の農地の面積に対する耕作放棄地の占める面積率をお願いいたします。 

 ７番目、現時点での耕作放棄地対策は何か検討、計画しているのか、何もしていないという

ことであれば今後対応するということなのか、お伺いをいたします。 

 もう一点の質問事項は、同じく耕作放棄地の山林化あるいは雑種地化した田畑の所有者の確

定と境界の確定作業が急がれます。この取り組みについての方法は、新たに農地としての地籍

事業を発生さすことなく、現在行われている山林地籍事業に取り込んで中山間地域の田畑の筆

界調査を行うことが可能でありますから、早急に事業計画、これは25年度からになろうかとも

思いますが、を策定するべきだと思います。地籍事業の推進については室戸市は高知県でもビ

リから２番目という不名誉な取り組み状況であります。そういったことから、高知県用地対策

課からも室戸市は一層の事業拡大に向けて取り組んでくださいとのメッセージも届いておりま

す。また、先月担当課にこういった意味での耕作放棄地対策が必要ではないかという相談もさ

せていただき、その方向性、必要性については一致をしております。 

 質問事項として１、室戸市内の山林化した地目外の面積は把握されているのかどうか。耕作

放棄地の筆界調査の必要性はどう考えるのか、お伺いいたします。 

 ６番目、県立室戸高校の存続についてであります。 

 高知県の高校再編についての検討委員会が、平成26年度から委員会の検討を受けて高知県下

の高校再編の方向性を出すということになっております。少子・高齢化の直撃を受けている室

戸市唯一の県立室戸高校もその対象として俎上に上がっております。 

 県の基本方針は50キロ圏内というライン引きと、その時点での生徒数が判断の材料となるわ

けですが、このままの状況が進展すると間違いなく消滅となるのではないかと想像します。室

戸市は、小学校の再編から中学校の再編まで取り組み、それに関してはある意味一定の理解を

私も示してきたところでありますし、賛成もしてきましたが、事室戸高校に関してはそんな簡

単に理解をするということにはならないと思います。この思いは、室戸市民全体の共有する思

いでもあろうかと思いますし、室戸高校として長い歴史がはぐくんできたその存在と市民の愛

着は何事にもかえがたいものであり、室戸高校分校としての甲浦分校、吉良川には室戸高校夜

間部とあり、数々の諸先輩を輩出されております。 

 室戸高校存続に向けた取り組みというものは、早いほどいいのではないかと思います。市民

を挙げて署名活動も含めた取り組みをするべき重要課題であると思います。署名活動も必要で

あることは当然ですが、残された期間前半中に室戸高校独自の取り組み、室戸高校がたとえ少

人数でも地域に欠かせない存在感を示す取り組み、特色ある授業あるいはスポーツ、地域と一

体となったボランティア活動等これまで取り組んでくれている部分のさらなる発展と新たな展
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開について模索することも考えないといけないと思います。室戸市の姿勢が高校再編検討委員

会の結果を待つということであれば、それは間違いなくその決定に従う、従わなければならな

い状況を選択するという極めて残念なことになります。また、その時点から反対運動を起こし

ても現場に混乱を起こすだけで賢明な選択とはなり得ないと思います。 

 質問事項として、まず教育長にお尋ねいたします。 

 平成25年度から10年間、35年までの室戸市の中学校卒業生の数はどのようになっているの

か、また東洋町の状況もお伺いします。 

 この過去５年間において、２番目としてこの過去５年間において室戸市内中学校卒業者数と

市外高校への進学者と室戸高校進学者への比較、比率はどうなっているのか、また東洋町の状

況はどうなのかもお伺いします。 

 ３番、先ほど１番、２番で関連して過去の室戸高校進学の比率から平成30年から35年の時点

での室戸高校進学者の推定数はどうなのか、よろしくお願いします。 

 それから４番、早期に存続に向けた取り組みをしていくことが求められるが、教育長及び小

松市長はどのような姿勢で取り組むのか、お伺いをいたします。 

 ５番、室戸高校存続に向けた取り組み組織は市民主導が好ましいと思うのか、行政主導で取

り組むべきか、どのように判断されるのか、お伺いいたします。 

 ６番、また小松市長には市民主導としての室戸高校存続の組織が誕生すればそのトップとし

て取り組む考えはあるのか、お伺いいたします。 

 ７番、室戸市観光客の推移について。 

 平成21年度44万885人、平成22年度46万1,964人、平成23年度48万7,261人、この数字は室戸

市が公的に公表する室戸市観光客の入り込み客数であります。最近になって右肩上がりの数字

が出てきており、傾向としては喜ばしい限りでありますが、この数字が果たして実際に近い数

字かなというのが私の中では常に疑問点として長く残っております。数字を見れば１けた数字

まで、48万7,261人と１けた数字まで出ているので、それなりの信頼のできる出どころの数字

かなとも思ったりもしますが、観光立市を標榜する室戸市ですから、それなりの正確な数字を

把握するということは極めて大事な作業だと思っておりますし、ジオパーク関連の観光客が今

後増大することも含めてインターネットを通じた室戸市へのアクセス件数も多くなって、コメ

ントの中にも観光客数の実態把握についてクエスチョンマークも出ております。室戸市公式ホ

ームページには、常時それぞれの観光スポット別の集計結果を出していくという作業も、ジオ

パーク世界認定を受けたことから日本国内はもとより世界に情報発信する室戸市としてその責

務でもあろうかと思います。 

 室戸市の観光客数把握はその実態を確実に把握するすべがありませんから、あくまで推計数

字になるということはある意味仕方のないところでありますが、でき得る限り実態に近い数字

が出るような調査方法を検討すべきではないかなと思います。例えば高知城なら天守閣入城の
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チケット数、桂浜なら駐車場の駐車券等が、それぞれ核となるスポットではそれなりの数字が

出されていると思います。 

 最初に言いましたが、常に実態数字の違いということに疑問を抱いている大きな原因は、昨

年度のこの議会でも言いましたけれども、眼下に大勢の観光客ブームでにぎわう日曜市を抱え

た高知城は、平年の観光客数が18万人から19万人、近年龍馬ブームで22万人以上ということで

ございました。また、桂浜に関しても25万、30万人前後だという記憶をしております。これは

県観光課に問い合わせた数字であります。 

 その数字から比較をすると、平成23年の室戸市の観光客数が高知城の2.4倍、桂浜の２倍と

いう数字、高知を代表する２大観光地より室戸のほうが２倍以上の観光客を集めちゅうという

ことにどう反応していいか戸惑うところでもあります。室戸市のほうがこの数字で間違いない

と言い切るのであれば、それは間違っていると言いたくなりますので、何点か質問をさせてい

ただいて整理をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。総括では市長、個別

では商工観光深層水課長にお願いいたします。 

 質問事項としまして、高知城、桂浜の観光客数より２倍あるいは４倍以上の観光客が室戸を

訪れているということに違和感はありませんか。 

 ジオパーク関係の入り込み客数も当然増加してきますが、単なる係数を掛けた数字がもう少

し正確になるように検討する考えはありますか。 

 ３番、現在の調査方法の改善と新たな検討が必要と考えないのかどうか。以上です。 

 以上で１回目の質問を終わります。答弁のほうは質問項目ごとに整理をして御答弁をよろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（林 竹松君） 健康管理のため午後３時40分まで休憩いたします。 

            午後３時20分 休憩 

            午後３時42分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 山本議員の質問に対し執行部からの答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの御質問にお答えをいたします。 

 まず、(1)雇用政策についてでございます。 

 １点目、６点目、７点目については関連がございますので、あわせてお答えをいたします。 

 まず、人口減対策といたしましては企業誘致や産業振興などによる雇用の創出、少子化対策

や教育・福祉サービスの充実、移住促進事業など総合的な取り組みが必要であると考えており

ます。私が就任してからの企業誘致や産業振興などによる雇用の創出への取り組みといたしま

しては、まず室戸市企業誘致推進条例の制定がございます。この条例制定によりまして、新た

な企業誘致等に努めてまいりました。その結果、４企業で38名の新たな雇用が創出されたとこ

ろでございます。そのほか、同条例を適用していない企業といたしまして、情報通信サービス
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業者や滞在型宿泊施設業者の進出によりまして、10名の雇用となっているところでございま

す。また、高知県ふるさと雇用再生特別基金事業などの雇用対策事業を積極的に導入すること

によりまして、平成21年度は36事業222人、平成22年度は31事業45人、平成23年度は34事業

73人の雇用につながっているところであります。さらに、平成24年度におきましては29事業で

68人の雇用を計画をしているところでございます。 

 次に、人口減対策につながる少子化対策や福祉・教育のサービスの充実といたしましては、

これまでにも申し上げてきましたように子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、医療費無

料化や第３子の保育料の無料化の拡大を行うとともに、育児支援、小・中学校教育の充実に努

めることとしているところであります。 

 また、移住促進事業としまして移住体験住宅の整備や移住相談員の配置などによりまして、

これまで12名の方々が室戸に家を借りるなど、移住につなげてきたところでございます。議員

さん御提案の今すぐ再生会議を設置するという考えは今のところしておりませんが、有識者に

よる意見なども取り入れながら企業誘致や産業振興などによる雇用の創出、少子化対策、市民

の健康づくりなど、庁内はもとより総合的な取り組みにより人口減対策に努めていかなければ

ならないと考えております。 

 次に、県議との意思の疎通についてに対する質問でございますが、その内容が室戸市議会会

議規則第62条に定める一般質問ができる内容に私はそぐわないのではないかというふうに考え

ます。規則に定める市の一般事務に関するものではないのではないかということで答弁は控え

させていただきますが、なお県議も私も市民の負託を受けて出てきている者でございます。２

人とも市勢の発展のために努力をしていくということは当然であるというふうに認識をすると

ころであります。 

 次に、(3)ジオパーク拠点施設についてでございます。 

 議員さん前段に建物建設はいかんのではないかということがあったり、金額は多くかけなけ

れば効果の上がるものにはならないと言ったり、その点私にはよくわからないところがござい

ますが、御案内のように市民の方々の血税を使うわけでございますから、そのことは私は一番

その使い方を大事にしていかなければならないと認識をするところであります。 

 それでは、順次お答えをいたしていきます。 

 １点目と５点目の拠点施設の設置場所についてでございます。 

 昨年、教育委員会が立ち上げました旧室戸東中学校有効利用検討委員会より当施設はジオパ

ーク活動の拠点施設として利活用することが最善であること、交流人口の拡大や経済の活性化

につながる多目的施設にすること、長期的な視点から市の財政へ大きな負担をかけないことと

いったような内容の報告をいただいたところであります。その後、市長部局においてジオパー

ク拠点施設などを検討する組織として検討委員会を立ち上げて現在議論をいただいているとこ

ろでございます。 
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 何よりも、本市の財政状況を勘案をしますと、新しく土地を購入し、建物を建築し、展示物

の購入をするということ、また展示物の購入をすることは維持管理費なども含めて後年度に多

大な財政負担を残すのではないかというふうに私も心配をするところであります。他の市町村

におきましても、こうした施設が入場料収入や物品の販売収入だけでは運営費を賄うことがで

きず、赤字を出しているという事例も多くあることをお聞きをするところでございます。少し

でも経費を少なくすることをしっかりと考えていく必要があるというふうに私は考えているわ

けであります。世界ジオパークに認定されました室戸ジオパークの価値を高め、交流人口を拡

大する目的のためには新しい拠点施設が今こそ必要であると判断をしておるところであります

けれども、できるだけ財政負担のかからないよう施設内容を工夫して魅力的で効果的な施設を

整備していくことが大事である、必要ではないかと考えているわけであります。 

 私たちにとってこのことは新しい取り組みでございます。ですから、未知の部分も多くあり

ます。したがいまして、単純な思いつきであるとか、一部の人たちの考えにより物事を決める

やり方はしてはいけないというふうに私も認識をするところであります。そのため、検討委員

会の委員といった方々だけではなくて専門家や市民の声も広く取り入れ、運営方法なども十分

検討しつつ多くの方々が訪れたくなるような施設の整備に向けて努力をしてまいります。 

 次に、２点目の検討委員会の決定についてでありますが、私も検討委員会に出席をして検討

していただいておりますので、委員会の総意につきましては尊重していかなければならないと

考えますが、室戸ジオパーク推進協議会であるとか、市議会の皆様方の御意見もお伺いした上

で最終的な判断をしていくべきではないかと考えております。 

 次に、３点目の検討内容についてであります。 

 検討委員会においてはこれから周辺の人の流れを読んでいくことも必要でありますし、あわ

せてどういった内容にするのか、またどんな見せ方をするのかなど、大変いろんな難しい問題

もたくさん出てくると感じております。前段でも申し上げましたように、専門家の方々やコン

サルティングなど御意見をお聞きしながら全体計画としてまとめていきたいと考えておりま

す。 

 次に、４点目も同じく現在さまざまなことについて議論をスタートさせたばかりでございま

して、これまで申し上げてきたとおりでございます。今後よく検討し、まとめていきたいと存

じます。 

 次に、６点目と７点目は事業の実施時期などの問題でありますが、検討委員会におきまして

施設の内部改修や展示内容、周辺整備等の状況、運営母体の検討なども行っていただいた上で

その進捗状況によりますが、本年度中に全体計画としてまとめ、各種関係先の御意見もお伺い

し、修正を加えながら事業規模を確定をさせていきたいと考えます。その後、補助事業の問題

であるとか財源対策なども検討の上、適切な時期に予算計上を行ってまいりたいと考えており

ます。 
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 そして、農業問題でありますが、これまでまず基盤整備ということのお話がございました

が、これは一番大事なのは、これ以前にも申し上げたと思いますけれども、基盤整備だけの問

題ではない。農地を整備をする、曲がった、ゆがんだ農地を正方形にするというような耕地整

理だけの問題ではないということが今大きなことになってくると思います。ということは何か

といいますと、それぞれの個人の営農計画であります。これ農業を進めることによって、その

基盤整備を進めることによってそのことが所得の向上につながっていかなければなりません。

ですから、そういう形、個人の方々の営農を今後どうしていくかが大きな問題になってくるわ

けですから、私としましてはそうしたことについて地域の方々とどういう農業をやっていくの

かということを詰めた中で全体計画としてまとまれば、当然そうした基盤整備の事業にも取り

組んでいかなければならないというふうに思っておりますし、農業振興対策が余りないのでは

ないかというようなお話でありますが、私は安心・安全な農作物をつくるため、天敵栽培の導

入というようなことを平成20年から取り組んでまいりまして、現在も支援を続けてきており、

現在ハウス農家であるとか、その拡大に努めているところで、ぜひ安心・安全な農作物をつく

っていくことが必要だというふうに思っておりますし、農地・水・環境保全向上対策事業の補

助事業の推進、それから中山間地域集落営農等支援事業補助金というようなことで地域の農業

を守るという補助事業も推進をしているところでございます。 

 また、林業対策につきましても山林の国土調査の支援であるとか高性能の機械等の整備につ

いての行政の支援というものをしっかりやって農林業の発展に努めていかなければならないと

考えているところであります。 

 次に、(6)県立室戸高校の存続についてでございます。 

 県教育委員会では、現在平成26年度から始まる県立高等学校再編振興計画の策定作業を進め

ております。そうした中で、平成23年度には県内各地で地域懇談会を開催しておりまして、室

戸地区では学校関係者や保護者、地域の方々など約80名が参加をされて室戸高校に対する意見

交換がされたとお聞きをいたしております。室戸高校は室戸市唯一の県立高校であり、次世代

を担う生徒の人材育成のため、どうしてもなくてはならない県立学校と認識をいたしておりま

す。が、まずは室戸高校といたしまして市内外の多くの中学生が魅力を感じ、進学する学校と

なるため、スポーツ活動やジオパーク学、芸術文化活動など特色ある学校づくりに向けた取り

組みを充実をさせる必要があると、大事であるというふうに考えるところであります。市とい

たしましても、今後とも市民の方々とともに室戸高校の支援を行い、市内の県立高校として育

て、守っていきたいと考えております。 

 次に、(7)室戸市観光客の推移についてでございます。 

 これまで室戸市観光入り込み客数は、定点観測によります交通量調査をもとに係数を乗じて

算出したものであります。平成22年は46万1,964人となっております。また、集計方法は違い

ますが、平成22年の高知県観光入り込み客数は約436万人であり、室戸市の入り込み客数と対
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比をすると約10.6％となりますので、それからすると大きな違和感はないのではないかという

ふうに考えております。 

 一方、高知城の観光客数36万877人は、実利用者数によるものでございます。当市としまし

ても、今後は各施設の実数調査などによる実態把握に努め、観光振興による交流人口の拡大に

つなげてまいります。 

 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説明をいたさせますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（林 竹松君） 和田ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 山本議員さんに(3)ジオパーク拠点施設についての８

点目について市長答弁を補足いたします。 

 先ほど、市長が申し上げました基本的な考えに基づき現在検討しているところでございま

す。今後も、検討委員会委員や専門家の皆さんなど多くの方々と検討を進めてまいります。こ

の室戸ジオパークの拠点施設を整備することによって、室戸ジオパークの魅力をさらに高める

こと、交流人口の拡大や市民の交流の場として多くの方々に来て喜んでいただく施設になるよ

う努めてまいります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんに(4)農地の基盤整備の

必要性について順次お答えしたいと思います。 

 まず最初に、基盤整備を必要と感じているかについてであります。 

 農地基盤整備を実施することによって作業効率の向上、労力の節減、余剰労力による品目拡

大からの所得増、所得増収効果と中核農家の営農意欲増大にもつながっていきます。厳しい農

業情勢の中で就労の場の確保、過疎化の防止にもなることから必要性は認識しているところで

あります。 

 次に、現在吉良川町で取り組んでいる農地基盤整備事業の進捗状況についてであります。 

 平成24年２月末現在で、受益者が118人中了承が得られている方が82人、全体の69.5％と聞

いております。内訳としましては市内在住88人中82人が了承済みで、市外30人についてはこれ

から交渉する予定であるとのことであります。 

 その基盤整備が必要な箇所の把握についてでありますが、室戸市全体の基盤整備の必要な箇

所については圃場の区域としては10カ所を上げております。 

 それから、基盤整備を行政から取り組んだ実績についてであります。 

 室戸市においては基盤整備として吉良川町の西山地区で広域農道整備事業、用水路パイプラ

イン事業、農道整備等を行っております。また、吉良川の中の川地区で圃場整備事業で平成５

年から平成13年、面積としては24.6ヘクタールを実施しております。事業を実施するに当た

り、市と農業従事者が一体となり連携をして実施したと聞いております。 
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 次に、室戸市農業行政発展への取り組みにつきまして、農業行政発展に重要な基盤整備につ

きましては、農業者が主体となって営農計画を立てる必要があります。整備区域では、今以上

の収穫が見込まれなければ実施できないという事業になっております。地区の代表者や農業者

の意見を聞くとともに、市の財政問題も考慮に入れて進めてまいりたいと考えております。 

 次に(5)番、耕作放棄地の対応について。 

 限界集落対策に関する事業と連携等についてでありますが、多種多様な限界集落対策関係事

業の中には農地の有効利用対策が図られる事業も検討されることと思われますので、内容によ

っては地域や関係機関や部署と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、野菜などの営農を営む場合の種の購入、肥料の購入などの補助についてであります

が、高知県の有望品目産地づくり支援事業が制度としてありますが、水稲収穫後から次の次作

水稲の植えつけまでに収穫できる有望１品目をおおむね１ヘクタール以上作付する団体に対し

て１回限りなんですが、60万円を上限に３分の１補助する制度であり、現在は活用できており

ません。しかしながら、室戸市農業研究会に対しましては栽培技術の向上や平準化に向けて現

地検討会や先進視察、市場視察及び地理的条件を生かした有望品目の実証実験、各品目の品

種、種ですね、試験等において実証栽培を行うことなどに要する費用等について補助しており

ます。 

 また、生産物の収集から販売までの方法等につきましては、それぞれの地域ごとに輸送コス

トや方法、また生産品目が異なることが考えられるため、今後において農協支所などの関係機

関と協議しながら考えていきたいと思います。 

 次に、営農形態を個人から行政主導の集落営農へ推進につきましては、年々担い手不足によ

り耕作放棄地も増加しているところであり、集落営農などの組織、団体により生産コストを抑

え耕作を維持していくことは、農地の持つ多面的機能の上でも必要と考えております。 

 集落営農組織等結成の条件及び規制につきましては、任意の組織のほか農事組合法人や株式

会社などいろいろな形態が考えられ、各種制度の活用においては集落営農組織や集落営農組織

に準ずる組織でなければ対象としないものや、受益農家戸数が３戸以上あれば対象となる制度

等があり、個々の団体や地域の状況、活動内容等によって一番似合った組織化がベストである

と考えます。また、組織形態によって条件や規制が変わってきます。ちなみに高知県における

集落営農組織とは、集落内のすべての農家のうちおおむね過半の農家が参加してみんなで話し

合い、組織の形態や農地・農業用機械の利用計画、役員等を定めて総会で収支計画と事業計画

を決め、それに基づいて営農活動を行う組織であります。単に機械の共同所有のみや用水管理

の合意のみの取り決めを行う組織・団体については集落営農組織に含まれておりません。 

 次に、中山間地域の青写真の対策や根拠資料につきましては、室戸市全域ではございません

が、中山間地域等直接支払制度や農地・水・環境保全向上対策の制度を実施している中山間地

域におきましては、体制整備構想の作成や集落マスタープランによって将来像や展望、組織な
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どが示されておるところであります。 

 次、農地の面積に対する耕作放棄地の占める面積はという御質問ですが、農業振興地域に関

する調査によりますと、農用地区域では原野化等を含め9.4％であります。耕作放棄地の対策

としましては、どの地域においても言えることですが、農業委員会と連携し、担い手の農用地

の利用集積を図ることと、中山間地域等直接支払制度や農地・水・環境保全向上対策の制度な

どを活用し、防止対策を今後においても行っていく段取りであります。 

 次に、農地において非農地化、いわゆる山林化等となっている面積ということですが、農業

振興地域の農用地区域内におきましては、56万3,498平方メートルとなっております。 

 筆界調査の必要性についてであります。当市においては、海岸沿いの市街地と山林部分の地

積調査を実施しているところでありますが、耕作放棄地に限らず土地の管理上や災害復旧等を

早期に実施するためや、いろんな事業をスムーズに行う上でも大変重要な調査であると考えて

おります。以上であります。 

○議長（林 竹松君） 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） 山本議員さんにお答えいたします。 

 (1)の雇用政策についての２点目の室戸市の年代別失業率についてでございますが、平成

22年度の国勢調査によりますと、15歳以上の完全失業率は11.0％となっており、年代別では

15歳から19歳が20.8％、20歳から24歳が同じく20.8％、25歳から29歳が15.9％、30歳から34歳

が13.7％、35歳から39歳が8.7％、40歳から44歳が9.9％、45歳から49歳が9.7％、50歳から

54歳が7.8％、55歳から59歳が13.7％、60歳から64歳が11.0％、65歳以上が7.3％となっており

ます。 

 次に、３点目の平成24年度より正規採用になった人数につきましては、ふるさと雇用再生特

別基金事業での雇用者17名のうち２名、率にしますと11.8％が正規採用となります。また、

10月にはもう一名の正規採用が予定されていますので、これを含めますと３名、17.6％が見込

まれております。 

 次に、４点目のふるさと雇用事業の継続率についてでありますが、平成23年度では室戸ジオ

パークを活用した交流人口の拡大事業など９事業を実施しており、平成24年度についても９事

業の実施を予定しておりますので、継続率は100％となります。 

 次に、５点目の企業誘致・雇用促進班の活動状況についてでありますが、現在の職員配置は

班員１名と課長補佐が兼務している班長の２名体制となっており、平成23年度は雇用関係では

高知県ふるさと雇用再生特別基金事業などの雇用対策事業の総括を行っています。 

 企業誘致関係では、県の企業立地課と連携し、市内の企業誘致候補地の選定及び現地確認を

行うとともに、企業誘致を行った企業への対応や企業進出協定を締結した企業の役員との面談

による情報収集等を行いました。また、平成22年度に引き続き新たに１社の企業進出があり、

その対応も行っています。 
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 次に、課題といたしましては誘致に係る用地等が明示できないことなどがございます。 

 次に、平成24年度の活動目標といたしましては、企業進出協定を締結した企業への情報収集

を引き続き行うとともに、県との連携や関東室戸会や関西室戸会を通じ東京や大阪などの企業

等の情報収集に努め、新たな企業誘致につなげてまいりたいと考えています。 

 次に、８点目と９点目の失業者数等につきましては関連がございますので、あわせて御答弁

いたします。 

 平成22年度の数値で申し上げますと、室戸市の完全失業者数につきましては国勢調査では

743名、新規雇用者数につきましては安芸公共職業安定所管内になりますが、職安を通じて就

職された方が1,164名、次に学生の市外流出率につきましては中学校では48.2％、高校では県

外への転出になりますが、83.8％となっております。 

 次に、事業者の雇用状況につきましては、平成21年度の経済センサスでは933事業所で

4,577人が雇用されております。 

 次に、年間所得及び給与状況につきましては、室戸市の課税状況調べでは平成23年度の１人

当たりの平均所得額が190万1,000円、給与所得者１人当たりの平均所得額は236万3,000円とな

っております。 

 次に、職種別雇用状況につきましては国勢調査の産業別就業者ではサービス業等21に分類さ

れており、6,006名の方が雇用されておりますが、そのうち平成17年度の調査に比べ増加して

いるのは情報通信業など４産業で、残りの17産業はいずれも減少しております。また、これら

のデータの活用につきましては議員さん御提案のことも含め、今後利活用ができるよう取り組

んでまいりたいと考えております。 

 次に、(7)の観光客の推移についての２点目と３点目の観光入り込み客数の算出方法の改善

等についてでございますが、議員さん御案内のとおり現在室戸市が行っている観光入り込み客

数の算出につきましては、昭和59年から交通量調査に同じ係数を乗じて算出しているものであ

ります。これらの観光入り込み客数の算定方法については各都道府県でも算出方法が異なって

いたことから、地域間の比較可能な統計とするため平成21年12月に観光庁から観光入り込み客

統計に関する共通基準が示されましたが、現在も高知県の調査は従前の方法で行っているとお

聞きしております。また、県内の各市町村においても算出方法が統一されておりませんが、こ

の基準は都道府県を対象としたものであるため、準用することは難しいと考えられます。この

ため、県内の他市町村の算出方法を調査し、より正確な算出方法となるよう検討を行うととも

に、県に対しても県内市町村の算出方法の共通化に向けた要望を行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（林 竹松君） 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。 

 (6)県立室戸高校の存続につい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。 
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 まず、平成26年から35年までの室戸市の中学校の卒業者数はどのようになっているのか。同

じく東洋町の状況ということでございますが、26年室戸市90名、東洋町14名、このような言い

方で構いませんか。27年室戸市87名、東洋町21名、28年室戸市83名、東洋町21名、29年室戸市

80名、東洋町11名、30年室戸市82名、東洋町15名、31年室戸市78名、東洋町25名、32年室戸市

79名、東洋町10名、33年室戸市71名、東洋町12名、34年室戸市96名、東洋町６名、35年室戸市

69名、東洋町16名という状況になっております。 

 次に、過去５年間における室戸市内の中学校卒業者数と室戸高校と市外高校への進学者の比

較、比率についてでありますが、平成22年度室戸高校へ58人、全体の51％です。室戸高校以外

が54名です。21年度室戸高校42名、35％、室戸高校以外78、20年度室戸高校72、54％、以外

59、19年度81名、56％、室戸高校以外63名、18年度室戸高校88名、65％、室戸高校以外46名と

いうことです。 

 なお、東洋町につきましては甲浦中、野根中含め毎年３ないし４名が室戸高校へ入学してい

るとお聞きしております。 

 次に、過去の進学比率から30年度から35年度時点の室戸高校への進学者数の推定についてで

あります。 

 先ほど申し上げましたデータをもとに30年度から35年度までの進学者数を推定してみます

と、室戸市内の中学生の約55％、東洋町では３名が室戸高校へ進学すると仮定しましたとこ

ろ、平成30年度は48名、31年度46名、32年度46名、33年度42名、34年度56名、35年度41名と推

計しております。ただ、今後市内外の中学生をいかに室戸高校を魅力ある学校と感じて進学し

ていただくのか、その取り組み次第で大きく変わってくるものと考えられますので、室戸高校

に対する支援の必要は、先ほども申しましたように認識しております。 

 次に、存続に向けてどのような姿勢で取り組むのかということでございますが、失礼、取り

組みの組織はどういう形態がいいのかということもあわせてのお尋ねですが、先ほど市長から

答弁もありましたように室戸高校は室戸市唯一の県立高校であり、地元といたしましてもどう

してもなくてはならない高校と位置づけ、中学生が魅力を感じ進学する高校として、またスポ

ーツやジオパーク学、芸術文化活動など特色ある学校づくりに向けた取り組みを支援しなけれ

ばならないと認識しております。 

 また、平成24年度から先ほども申しましたが、入試制度が変更されまして、学区の全廃によ

る県内１学区となったことを逆に市外からの生徒募集のチャンスととらえ、先ほど申し上げま

した特色ある学校づくりを市民、行政協働のもと、危機感を持って支援してまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 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） 10番山本。２回目の質問をいたします。 

 市長以下担当課長にも答えもらいましたけれども、まず雇用問題の中で市長にお聞きします
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が、室戸市再生会議というものを構築してはどうかということで、市長答弁は今すぐというこ

とではないが、総合的に取り組むとの答弁がございました。室戸の再生はもう待ったなし、お

くれにおくれをとっておりますので、ジオパークが世界認定を受けたという今が、今こそが追

い風でもあり、早急に各方面からそういった意見集約した室戸市再生に取り組むというものが

必要と思われます。別に当初は必要以上にお金かけなくても大丈夫ですので、もう一度すぐに

取り組んでいくというような姿勢がないのかということをお伺いいたします。 

 それから、その中での、商工観光課長に伺いますけれども、ふるさと雇用が24年度よりの正

式採用たった２名ということであります。これは低い理由というのは、その場しのぎに今国の

補助事業を活用して雇用して、事業所は給料払わなくても済むからというような甘い考えもあ

ったと思いますけれども、この制度を利用していた事業所に担当課のほうが正規雇用してはど

うかっていうような働きかけはしたのかどうか、これをお伺いします。 

 それから、雇用対策っていう意味では答弁は非常に企業誘致とかという大きな意味での雇用

対策を考えての答えが多いわけですけれども、例えば東洋町のリ・ボルト、これは前沢山町長

がやった事業ですけれども、これはほとんどが町が費用を負担するということで、その中にふ

るさと雇用、緊急雇用も多く含まれて、この事業はちょっと聞いてみますと雇用では50人程

度、それから給料は15万円から17万円というふうな格好で、町の負担はあったけれども、地元

に若い者を定住さすという意味では非常に大きな効果があったというふうに私は思っておりま

す。これはその補助事業、市の持ち出す費用のことなんかも手を加えればもう少し市の持ち出

しの費用を少なくしてこういった雇用の場ができるのではないかと、そういうふうな発想も大

事ではないかと思いますので、もう一度これに対して御答弁をお願いします。 

 それから、観光のほうへちょっと入ってきたその、その前に農地の基盤整備は必要と感じて

いるかという質問の中で、市長答弁は基盤整備だけをやっても営農計画がなければだめ、そん

なことはもうこちらも十分に承知の上で質問しよるわけですから、営農計画も含めたという部

分になります。それと、その中に県の中山間地域に対する重点目標がありますが、限界集落を

とめるというふうな部分、その政策と耕作放棄地への対応、そして集団営農ということも含め

た各課の縦になった事業を展開してほしいから言うわけです。一つの事業、事業そのものにこ

の事業、補助事業はこんなことがなければ補助事業の採択になりませんとかって、そういうふ

うなことを聞きゆうわけやないですので、十分に理解してほしいと思います。この件に関して

もう一度。 

 それから、ジオパーク拠点施設整備の質問の中で、市長が最初答弁の中で質問の意味がわか

らないというようなことがちょっと答弁の中でありました。私は、１回目の質問の中で金額多

くかけなければならないというようなことは一言も言っておりませんので、そこらのところは

間違えないようにしてもらいたいと思います。原稿が変わっておりますので。 

 農林課長にもう一度伺います。 
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 先ほどの基盤整備事業の中で営農計画がなければ事業は申請できない、これはもう当然のこ

とであります。それで、もう一度言いますけれども、県の中山間地域対策も含めたことと、そ

れから限界集落対策も含めたタイアップして事業計画を市の中で計画していくと、企画財政課

とも一緒にしていくというふうな考えがあるのかないかどうかもう一度だけ詳しく、もう一度

だけ答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、入り込み観光客の数字のマジックといいますか、１つ、２つだけ聞きたいと思い

ます。 

 まず、この数字を計測するのは毎月１回土日のどちらかに室戸岬で東西行きの車を目視で調

査するということであります。これは調査場所は、３回目にもう一回やらせて、時間があるか

な。まあ、いいか。この調査場所は室戸岬スカイラインの入り口で１カ所でということでえい

ですかね。 

 それで、東西行きということですけど、東へ向けて行ったやつがまた引き返して返ってきた

ら西向きでカウントするということ。 

○議長（林 竹松君） 山本議員、残り５分です。 

○１０番（山本賢誓君）（続） そこのところを、例えば二重カウントということになってい

るんでないか、もう一度だけお伺いします。 

 それから、23年度の48万7,261人、これは宗教観光も含めた数字なのか、一般観光客の数な

のか、お伺いしたいと思います。 

 それともう一つ、23年度で数値も出ていると思いますが、３月、５月、９月、10月、11月、

12月、これの月別観光客数を教えていただきたいと思います。 

 以上で２回目をひとまず終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんの２回目の質問にお答えをいたしていきます。 

 １点目でありますが、雇用問題というよりは人口減対策をどのようにしていくかという問題

として私はとらえていかないといけないと。そのために、当然いろんな多方面の取り組みが必

要だということを申し上げてまいりました。 

 どのような形で再生会議をつくるのかというようなことでありますが、ぜひ今後とも御提案

もいただいて、具体的な形、どのようなものが一番望ましいのか、どういう形をすれば本当に

効果的な提案がいただけるかというようなことについて、ぜひ私ども内部でも検討してまいり

ますので、今後とも御提案をいただきたいというふうに思っております。 

 それから、農業基盤の整備でありますが、基盤整備につきましては議員さんも御承知だとい

うことであります。営農計画が十分なものとなることが必要だということでありますし、また

農業の課題としては耕作放棄地の問題もあるということでございますし、我々としてもそうし

たものを集落支援事業という一定の地域をとらえて集落を支援をしていこうというのを県とと
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もにやっていこうということでありますから、我々としてもそうしたいろんな要素の課題に対

してしっかりと対応し、その地域が農業で、あるいはいろんな加工品の販売とかというような

もので地域が活性化していくというような方向にぜひ取り組んでいきたいと。農業だけではな

くて、６次産業化というようなものもあるわけですから、ぜひそうした総合的な取り組みを私

もしていかなければならないという思いでございます。 

 それから、ジオパークの拠点施設で議員さんも金をかけるべきではないというようなことだ

ということでございますが、私もそれはそうだというふうに思いますし、ただ大事な、世界認

定を受けた大事な時期であるということは御案内のとおりです。ほんで、そのときにしっかり

お金をかけるということも、それは大事でありましょうし、必要でないお金をかけるというの

は当然そうしたことはやめていかないといけないということでございますから、やっぱりしっ

かり計画を立てて、無駄な経費のかからないような取り組みということは議員さんもそうおっ

しゃっているというふうに思いますので、私も同感でありますので、そのような考えのもとに

ぜひ進めていきたいというふうに思っております。 

 私からは以上でございますが、後担当課長から補足説明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（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さん２回目の質問にお答えい

たします。 

 中山間地域の対策、限界集落の話の中で、市の中の関係課同士での協力をして、縦のライン

をつくっての事業の協議をしたらどうなという話のことです。 

 現在、企画財政課のほうが中山間地域の対策として地域でお話を聞いております。いろいろ

な、農業面だけじゃなくていろんな面に対しての改良とかいろいろ要望でありまして、それを

事業としてしていくという形のことでいろんなことが地域の所得につながっていくというとこ

ろを探しております。それに関してはまたうちのほうにも報告が来て、こういう施策がないか

という形のことで進んでいくと思いますので、その結果を持ってうちのほうで事業にならない

かということを協議してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 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） 山本議員さんにお答えいたします。 

 ふるさと雇用の関係でございますが、まず今まで行ってました高知県ふるさと雇用再生特別

基金事業、これは平成21年度から23年度までの事業の予定でございましたが、一部24年度実施

できる事業項目も現在できております。その中で、当初から担当課としましてはこの基金の終

了後は職員の正規雇用をお願いしてきたとこでございますが、ただ県が24年度から今までのふ

るさと雇用でせっかく培った雇用の形態をもうちょっと延ばしたいということで、県単の事業

で高知県産業振興推進ふるさと雇用事業という、この事業を新たに行ってくれるようになりま
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した。正規雇用にならない方につきましては、この事業を活用しまして引き続き就労するとい

うことになりますので、現在のところ正規採用までには至っておりません。 

 それと、観光入り込み客数の件で、調査のほうで二重カウントになってないかという部分で

ございますが、これにつきましては現実的にはなってる可能性はあると思います。ナンバーな

んかを控えてやってるんじゃなくて車の台数でやってますので、可能性としてはあると思いま

す。 

 それと、月別の入り込み客数の関係でございますが、平成23年の分でいいますと、３月分で

いいますと４万2,694人、５月が４万2,957人、９月が１万7,856人、10月が３万5,109人、11月

が３万338人、12月が１万8,038人、１年間で48万7,261人ということにはなっております。 

 それと、遍路観光といいますか、宗教観光との関係でございますが、うちのほうで推計して

おりますのが、これも一定の数字を掛けた分になりますけど、宗教関係が48万7,261人のうち

13万3,022人、一般の観光客の方が35万4,239人と推計しております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 山本賢誓君の３回目の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 山本。３回目の質問を行います。 

 農林課長も今答えてくれましたけれども、とにかく今企画財政課が地域を回ってそういった

限界集落対策というものをやってくれてます。まず、その対応の仕方が今までの市の取り組み

とは違う、本当に熱意のある課長以下の部署ということで、そういったことがその農地の再生

につながっていくというふうに私も認識しておるわけでございます。それで、その課長がどう

も農林課の中で話ししても、ずうっと話ゆうことがわかってくれてないのは、補助事業という

のは例えば農業のちょっとだけ御老人の方が自分の所得収入にしたいというようなことに関し

て種代とか肥料代とか、市独自の助成事業を行って所得収入を上げてやって、その耕作放棄地

を少しでも減らしていくようなタイアップしたらどうかっていうことを言いゆうわけです。１

ヘクタール以上つくらんと補助事業の対象になりませんとかということを聞きゆうんやないの

で、企画財政課と、それから耕作放棄地も含めたタイアップした取り組みができるかどうか、

もう一回だけ。 

 課長も職員として最終年度ですきね、机の前でいっつも座りよらっと足が治ったら外へでて

から現場の確認もしてもらったらえいと思います。よろしく頼みます。 

 それから、観光課の観光客数の件でちょっと、もうちょっと突っ込みたい部分もあったんで

すけど、とにかく車が行き来を二重カウントしたら、極端に言えば48万人が、極端に言えばで

すよ、48万人が24万人の可能性もあるわけながよ。そういうことを30年も前からの係数をその

まま使うということと、カウントの仕方ということも訂正していかんと、30年前の観光客の移

り数と実態はもうほとんど、すごい変わっちゅうわけですきね。ほんで、本当に室戸市の実態

の観光客数をつかむという方策を一回検討し直さないかんと思います。これは市長にもう一回

答えてもらいましょうかね。以上で終わります。 
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○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） ３回目の質問にお答えをいたします。 

 まず１点目、企画が取り組んでおるその集落支援事業の評価をいただいたわけでございます

ので、私もぜひ集落支援事業で地域の活性化につながるような取り組みにつなげていきたいと

いうことですから、農業分野において独自の支援ができないかということでありますから、そ

うした全体の中でぜひ考えていきたいと、支援方法、内容等についても考えていきたいと存じ

ます。 

 それから、入り込み客数の問題については先ほど担当課長もお答えをいたしておりますよう

に、県下で一本化できないかとか、調査の内容については見直すべきではないかというのを県

段階でも是正といいますか、見直しをしていきたいと、していただきたいということを申し上

げたところでありますし、私どもとしましてもより実態を把握するということは大事なことで

ありますから、今後そうしたどのようにとらえていくかというのを議論をして、実数をとにか

くつかむような形というようなことはぜひ進めていきたいと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんの３回目の質問にお答え

いたします。 

 先ほど市長がおっしゃいましたが、一応市のほうとしては前向きにという形になろうかと思

いますので、あとはもう問題はどういう補償という形ですね、個人になるのか、団体になるの

か、目的をどう定めるのかによって一生懸命考えて補助が出るように対応していきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（林 竹松君） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 お諮りをいたします。 

 本日の会議時間は、議事日程が終了するまであらかじめ時間延長いたしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 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に決しました。 

 次に、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 最後となりました。お疲れでしょうが、もうしばらくおつき合い

ください。 

 12番堺。市民の視点に立って通告に基づき一般質問を行います。 

 １、防災対策について。 

 (1)女性の視点からの防災対策についてお伺いいたします。 

 あの東日本大震災、３・11からはや１年を迎えようとしています。被災地では、本格的な復
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旧復興が急がれる一方、全国各地では今回の震災の教訓を踏まえ、既存の防災対策を見直す動

きが活発化しています。そうした中、女性の視点で既存の防災対策を見直すとともに新たな対

策を検討するため、我が党は昨年８月松あきら副代表を議長とする女性防災会議を立ち上げま

した。我が国の防災対策の根幹をなす防災基本計画には、2005年に女性の参画、男女双方の視

点が初めて盛り込まれ、2008年には政策決定過程における女性の参加が明記されました。しか

し、今回の東日本大震災でも例えば着がえる場所がない、授乳スペースがないなどの声を耳に

しました。また、女性用衛生品や化粧品、乳児のおむつなど支援物資の不足も目立ち、災害時

における女性の視点の大切さが改めて浮き彫りになりました。女性は地域に人脈を築き、地域

のことをよく知っています。介護や子育てといった具体的な経験を通じて子供や高齢者、生活

者の視点を持っています。こうした女性たちが災害時の担い手としてその力が発揮できるよう

な仕組みが必要です。 

 そこで、第一弾として昨年10月、１カ月間被災地３県を除く全国の我が党の女性議員全員

が、女性の視点からの防災行政総点検に取り組みました。本市でも、担当職員の皆様には御協

力をいただき感謝申し上げます。 

 今回の調査により、自治体の現状や課題が浮き彫りとなりました。 

 以下、お伺いいたします。 

 １点目、女性の視点をふだんから防災対策にしっかりと反映できるようにすべきでないか。

そのためには、室戸市防災会議への女性委員の積極登用はどうか。来年度からは防災室となる

予定ですが、男女共同参画を担当している各課との連携強化、その他女性の意見を地域防災計

画に反映させる取り組みについて。 

 ２点目としまして、避難所運営に女性または女性職員を配置するように事前に決めておくべ

きではないか。 

 ３点目、災害時の後方支援や高齢者宅訪問等できめ細やかな支援を実現するため、女性消防

団員を積極的に登用すべきではないか。 

 ４点目、災害時の緊急物資の中に女性や子供、高齢者、障害者に配慮した物資が備蓄されて

いるか。以上、お伺いいたします。 

 (2)避難所運営ゲームＨＵＧについて。 

 東日本大震災以降、各自治体で避難経路や避難場所の見直しが進む中、避難所運営の体験型

訓練ＨＵＧが注目されています。ＨＵＧとは、避難所のＨ、運営のＵ、ゲームのＧの頭文字を

とったもので、英語の抱きしめるというイメージから名づけられたようです。 

 基本的には、１、季節や天候などの条件を設定した上で避難所に見立てた学校の体育館や教

室の平面図を用意する。２、避難者の性別や年齢などさまざまな情報が書かれた避難者カード

を避難者の状況に応じて平面図上の適切な場所に配置していく。３、この中で救援物資が届く

などの事態にも対応していく。このゲームは、六、七人一組で１人が避難者の状況など想定で
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きる避難所の出来事などを読み上げていく役になって、それにあわせてカードを平面上に置い

ていくというもので、制限時間１時間の中で行われます。これは阪神大震災の対応その他を詳

しく調べてできたゲームだそうです。 

 各地で取り組んでいて、参加された方も避難所を運営する立場を経験すれば、自分が避難者

になったときの心構えもできると感想を述べていました。また、事前に危険箇所を書き込むこ

とで適切な避難行動を学ぶＤＩＧなど、災害状況を具体的にイメージし、対応する図上型防災

訓練など有効な訓練法として認識されております。ＨＵＧのこのゲームセットを購入して職員

の皆さんはもちろんのこと、小・中学校の教育現場や自主防災組織等で活用していけば、防災

の意識向上につながるのではないでしょうか、お伺いいたします。 

 (3)地震時自動オープン錠について。 

 大地震が発生した場合に倉庫のかぎが合いかぎを使わず自動的にかぎが開く開錠装置が官民

で開発され、注目されています。震度５強から震度６程度の地震で自動的に開錠され、電気や

電池を一切使用しないので、停電や電池切れの心配がありません。また、小さい地震や外から

のいたずら等で開くことがなく、既存の建物にも取りつけられるそうです。本市でも、防災公

園に整備されます備蓄倉庫や避難所等に活用してみてはいかがでしょうか。また、各地域にあ

る防災倉庫を管理する自主防災組織はかぎをだれとだれが持つかで苦労しています。これなら

ば、複数の合いかぎを用意しなくても解決できるのではないでしょうか、お伺いいたします。 

 次に２、教育行政について。 

 (1)学校図書館における人的、物的整備の推進についてお伺いいたします。 

 学校図書館は、児童・生徒の知的活動を増進し、人間形成や豊かな情操を養う上で極めて重

要な役割を担ってきました。さらに、今年度から言語力の育成をうたった新しい学習指導要領

がスタートしたことにより、学校図書館の役割はこれまで以上に増してきています。 

 しかし、昨年６月１日に文部科学省が発表した平成22年度学校図書館の現状に関する調査の

結果によりますと、学校図書館は人的、物的両面にわたり整備において少なからず課題を抱え

ていることが明らかになりました。一方、物的な面については小・中学校等における図書整備

の目標である学校図書館図書標準を達成した小学校の割合が、平成21年度末現在で５割程度に

とどまっています。また、新学習指導要領に各教科での活用が盛り込まれた新聞の配備状況に

ついても小学校では約６校に１校、中学校では約７校に１校しか配備されていないのが実態で

す。本市の状況はいかがでしょうか。 

 これまでも学校図書館はその本来の役割の大きさ、重要さにもかかわらず、人的、物的な面

での整備が行き届いていないため、必ずしも十分な活用をされていないことがたびたび指摘さ

れてきました。児童・生徒の読書活動を推進し、言語力の育成を図っていくためには児童・生

徒が積極的に活用したくなるような魅力的な学校図書館へと整備する取り組みが求められま

す。 
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 22年度のデータを見ますと、本市では図書標準達成率100％を達成しているのが小学校８校

中４校で50％、中学校は６校中ゼロ校で、ゼロ％となっておりました。学校図書館の図書整備

の財源については、新学校図書館図書整備５カ年計画により地方自治体に対し平成19年度から

平成23年度までの５カ年間で約1,000億円規模の財政措置が行われています。実際には余り活

用されていません。本市では、24年度図書購入費に幾ら予算措置をされているのか、またそれ

で図書整備がなされているとお考えでしょうか、お伺いいたします。 

 (2)実践的防災教育総合支援事業について。 

 東日本大震災を受け、学校や地域での防災教育の重要性が再確認されています。岩手県釜石

市で大震災の発生時に学校の管理下にあった小・中学校生が全員津波から逃げ延びた事例が、

釜石の奇跡として全国から注目されたことは御存じのとおりです。釜石市では、2008年度に文

部科学省の防災教育支援モデル地域事業に指定され、小・中学生に対する防災教育を日ごろか

ら推進しており、こうした取り組みが功を奏したということは言うまでもありません。 

 文科省は、平成24年度予算で新規事業として実践的防災教育総合支援事業を盛り込んでいま

す。同事業は、東日本大震災の教訓を踏まえた新たな防災教育の指導方法や、教育手法の開

発、普及を行うとともに、緊急地震速報等における取り組みへの支援を実施することとしてい

ます。緊急地震速報受信システム等を活用した新たな指導方法等の開発普及のため全国から約

1,000校のモデル校を募り、支援する予定だそうです。本市も、子供たちがみずからの命を守

り抜くため、主体的に行動する態度を育てる、また将来の地域防災リーダーを育てることにつ

ながるこの事業に取り組むお考えはないでしょうか、お伺いいたします。 

 次に、(3)市立図書館について。 

 公立図書館は、赤ちゃんから高齢者に至るあらゆるライフステージにある人々が集い、学

び、心の豊かさや生きがいを得ようとする場所であり、市民の地域の情報拠点として活用され

ている公共施設です。また、図書館はその自治体の文化水準のバロメーターとも言われており

ます。多くの市民に利用されている室戸市民図書館は３階建てで、１階は児童図書、２階が成

人図書、また書家の中川雨亭先生の作品や捕鯨の資料と貴重な展示室のある３階となっていま

す。 

 市民図書館の大きな欠点は、バリアフリーの整備がなされてなく、玄関から３階まですべて

階段だというところです。高齢者や体の不自由な方、とりわけ車いすを利用している方には利

活用は困難な施設でもあります。そこで、本年度は図書館耐震補強大規模改修工事費として

6,200万円の予算が計上されておりますが、どの程度の改修になるのか。開会日に提出されま

した資料を見ますと、玄関はスロープとなっているものの、２階、３階へは階段になっていま

す。エレベーターは考えられなかったのでしょうか、お伺いいたします。 

 あわせて、貴重な蔵書を正確に管理するための事務改善や利用者に対しサービス向上を図る

図書館の電算化がいつごろになるのか、お伺いいたします。 
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 最後に４、男女共同参画プランについて。 

 平成11年６月、男女共同参画社会基本法が成立して間もなく13年目を迎えようとしておりま

す。本市でも、平成20年３月にやっと室戸市男女共同参画プランが策定されました。その中

で、第４章具体的実施の基本目標に男女共同参画の環境づくり、(1)政策方針決定への女性の

参画推進の中に具体的施策として、③市の審議会等における女性委員の登用の拡大を図る、④

企業、各種団体等の方針決定の場における女性委員の登用の拡大を図るとあります。 

 先日発表されました男女共同参画白書によれば、政府は2020年までに社会の指導的地位に占

める女性の割合を30％にするとの目標を掲げています。本市における目標数値はどのように設

定していますか。また、現状はいかがでしょうか。今後、室戸市男女共同参画プランに基づき

男女共同参画社会推進に向けてどのように取り組んでいくのか、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（林 竹松君） 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。 

 大きな１点目の防災対策についてであります。 

 まず、(1)女性の視点からの防災対策についてでありますが、本市の防災会議の委員は気象

台や国道事務所など国の機関、土木事務所や警察署などの県の機関、四国電力や社会福祉協議

会などの関係団体、そして市の職員などとなっておりまして、女性の委員がいないのが現状で

ございます。 

 東日本大震災におきましては、避難所におきまして女性用トイレや着がえる場所がないとい

ったことが問題になっております。そういった女性のニーズにしっかり対応できるよう準備を

していくことが必要であると考えます。今後におきましては、防災会議等への女性委員の登用

を検討するとともに、地域防災計画の見直しの際や避難所の運営などについて女性の意見も十

分反映できるよう、防災担当と関係各課の連携を強めるとともに、男女共同参画社会という視

点も踏まえまして取り組んでまいります。 

 また、御指摘のように災害用備蓄品につきましても、乳児や女性、高齢者などが必要とする

物品を備えておく必要があると考えますので、今後の備蓄品購入の際にそうした配慮を行って

まいります。 

 次に、防災対策に関連して避難所運営ゲームや地震時自動オープン錠などについて御提案を

いただきました。このことにつきましては、教育長及び総務課長から御答弁申し上げますが、

大規模災害への備えとして早く安全に避難するための訓練を重ねることやさまざまな場面を想

定してあらかじめ学習しておくことは、東日本大震災の例を見ましても大変有意義な取り組み

であると考えます。また、自動オープン錠を初め過去の災害を教訓に新たな防災用品が開発さ

れているようでございますので、どういった商品か、またどういう箇所に有効かというような

ことを調査の上、効果があると思われるものにつきましては市の関連施設への導入とともに自
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主防災組織へも提案をしてまいります。 

 次に、大きな３点目の室戸市立図書館についてでございます。 

 現在の室戸市立市民図書館は、昭和47年に現在地に建設されたものであり、議員御案内のと

おり鉄筋コンクリート造３階建て、延べ床面積902平米の建物であります。平成24年度に施設

の耐震化とともに高齢者や障害者の方々が利用しやすい施設とするため、耐震補強大規模改修

工事を行うことといたしております。 

 次に、電算化につきましては県におきまして県立図書館の充実とともに、県下の市町村図書

館等の電算化に対しての支援を行うとの話もお聞きをしているところでございまして、そうし

た内容を十分把握した上で事務改善や利用の増進につながるように取り組んでまいります。今

後とも市民の教養を高め、文化の発展に寄与できる図書館となるよう努力をしてまいります。 

 次に、大きな４点目の室戸市男女共同参画プランについてでございます。 

 まず、日本国憲法には個人の尊重、法のもとの平等等がうたわれているところであります。

また、男女共同参画社会基本法第２条において、男女共同参画社会の形成は、男女が社会の対

等な構成員としてみずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的に利益を享受することがで

き、かつ、ともに責任を担うべき社会を形成することをいうと定められております。しかし、

大事な意思決定の場におきまして女性の参画が少なかったり、男女間の不平等を感じたりする

こともまだまだ多い状況だと存じます。また、少子・高齢化の進行など私たちの生活をめぐる

状況が変化していく中で、男女が男は仕事、女性は家庭といったような性別による固定的な役

割分担にとらわれずに家庭で、学校で、職場で、地域でそれぞれの個性と能力を発揮できるよ

うな社会づくりが必要となっております。 

 議員さん御指摘のとおり、平成23年度国の男女共同参画白書の中におきまして、2020年まで

に指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30％程度になるようにと目標が掲げられており

ます。本市が平成20年に策定をしております室戸市男女共同参画プランの中では特に数値目標

は定められていないところでございますが、現在の審議会、委員会への女性の登用につきまし

ては、平成22年20.0％、平成23年19.2％となっているところでございますので、今後は国も目

標としております30％に向けて努力をしてまいります。 

 また、今後の取り組みにつきましては、まず男女共同参画の意識づくりに努めてまいりま

す。家庭、地域、学校、職場においてのさまざまな場面で男女がお互いの人権を尊重し、一人

一人の個性と能力を発揮できるような教育・啓発活動を推進をするとともに、講演会や研修

会、講座などを開催し、男女平等、人権尊重の意識の高揚を図るため、啓発活動を積極的に行

うなど、あらゆる機会を通じて男女共同参画の意識づくりを推進してまいります。 

 また、男女共同参画の推進として、男女共同参画社会を実現するため男女が等しく働き続け

られる環境の整備を初め男女共同参画の環境づくりに努め、市の審議会、委員会など方針決定
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の場における女性の登用の拡大を図り、あらゆる施策や方針決定過程への女性の参画を進める

とともに、女性リーダーの育成に努めてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 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説明をいたさせますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 堺議員さんに大きな１点目の防災対策につきまして、市長答弁を

補足させていただきます。 

 まず、(2)の避難所運営ゲーム、ＨＵＧ、ＨＵＧについてでありますが、以降「ハグ」と呼

ばせていただきますが、避難所ＨＵＧは避難所運営をみんなで考えるための一つのアプローチ

として静岡県が開発したもので、避難者の年齢や性別、国籍、それぞれが抱える事情が書かれ

たカードを避難所の体育館や教室に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるかとか、避難

所で起こるさまざまな出来事にどう対応していくかを模擬体験するゲームでございます。プレ

ーヤーは、このゲームを通して災害時要援護者への配慮をしながら部屋割りを考え、炊き出し

場や仮設トイレの配置などの生活空間の確保、視察や取材対応といった出来事に対して思いの

ままに意見を出し合ったり、話し合ったりしながらゲーム感覚で避難所の運営を学ぶことがで

きるというものでございます。 

 市長も御答弁申し上げましたように、大規模災害への備えとして避難訓練を重ねることやさ

まざまな場面を想定して模擬体験や学習をしておくことは大変有意義であると思いますので、

今後避難所ＨＵＧにつきましてもう少し調査研究、検証をさせていただいた上で職員の訓練へ

の導入について検討させていただきますとともに、自主防災組織の訓練やリーダー研修などに

取り入れることについて提案をしていきたいと考えております。 

 次に、(3)の地震自動オープン錠についてでありますが、議員さん御指摘のとおり災害など

の非常時には避難場所となる公共施設を開放したり、防災倉庫などのかぎをいち早くあけて資

機材や備蓄品を取り出して救助活動にすぐ当たるという必要が生じてまいります。また、間も

なく神ノ前公園に完成いたします防災倉庫には防災資機材だけではなく、備蓄食料なども保管

していく予定でございますので、発災時の解錠やかぎの管理方法なりについてもこれから検討

が必要であると考えております。 

 そうした中で、御質問の地震自動オープン錠につきましては自治会で防災用具を専用倉庫で

管理しているが、地震のときにすぐかぎがあけられるか心配だなどの声をヒントに民間企業と

大学とで共同開発され、震度５強程度以上の揺れを感知するとばねの力などでかぎのストッパ

ーを外す仕組みということで、市販されている物置の一部のタイプにも取りつけは可能である

ということでございます。避難場所や防災倉庫のかぎをだれが持つのか、いざというときにだ

れがあけるのかということなど、さまざまな問題の解消につながる可能性があると思いますの

で、具体的にどういったタイプの商品があって、どういった場所に取りつけが可能なのか、ま
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たその使い方や設置費用などを研究の上、有効であると思われるものにつきましては市の関連

施設への取りつけを検討するとともに、自主防災組織の方々にも提案してまいりたいと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 １番、防災対策の中の(2)避難所運営ゲームＨＵＧについて。 

 有効な防災訓練として小・中学校で導入する考えはないかとのお尋ねでありましたが、議員

御案内のように阪神大震災を教訓に生まれたゲームであり、市長及び総務課長が申し上げまし

たように避難所を運営する立場からさまざまなことを体験し、実際での現場対応の心構えもで

きるとの効果があるようですので、このゲームを早速研究しながら学校への導入について前向

きに検討していきたいというふうに考えております。 

 それから、教育行政について、(1)学校図書館における人的、物的整備の推進についての中

で、学校図書館図書標準の達成状況と新聞配備状況、平成24年度の図書購入費についてお尋ね

がありました。 

 学校図書館図書標準につきましては、文部科学省が公立義務教育諸学校の学校図書館に整備

すべき蔵書の標準として平成５年に定めたものであります。室戸市の小学校８校では、合計で

平均しますと102.5％、中学校５校で平均56.0％という状況でございます。残念ながら小学校

では３校、中学校はすべての学校が100％に達しておりませんので、今後教育委員会といたし

ましては図書購入費の充実に向けて市長部局と協議してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 なお、県教委では新規事業といたしまして平成24年度から３カ年計画により学校図書館に対

しまして空調設備の整備補助や学校図書館支援員を配置する事業を始めることとしており、室

戸市もこの事業を積極的に導入し、図書館の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 また、新聞を活用したＮＩＥ、ＮＩＥにつきましては、議員御案内のとおり新学習指導要領

に盛り込まれておりまして、各学校では新聞を利用した取り組みを既に実施しておるところで

ございます。 

 次に、平成24年度の学校図書購入費についてでありますが、小学校の振興費といたしまして

は76万円、中学校は55万円を計上させていただいております。 

 (2)の実践的防災教育総合支援事業へ積極的に取り組む考えはないかについてお答えいたし

ます。 

 議員御案内のこの事業は、文部科学省の平成24年度新規事業として予算計上されているもの

であります。東日本大震災を踏まえ、教職員や児童・生徒の防災に対する意識の向上を図り、

安全を確保するための震災の教訓を踏まえた防災に関する指導方法等の開発・普及のための支

援事業として地域の防災関係機関との連携体制を構築・強化するものでありまして、防災教育
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への効果も十分であると考えておりますので、この事業の導入について学校長の意向を聞きた

だしながら積極的に検討いたします。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 栁川教育次長兼生涯学習課長。 

○教育次長兼生涯学習課長（栁川明彦君） ３番目の市立図書館についての御質問のうち、室

戸市立市民図書館の耐震補強大規模改修工事について市長答弁を補足いたします。 

 現在の市民図書館は、建設されまして約40年を経過しており、平成24年度に耐震補強ととも

に老朽化に対する改修も行うこととしております。今回の改修では、入り口に車いすに対応し

たスロープを設けるとともに、玄関部分を両開きのスライドドアとし、現在スリッパに履きか

えて入館しておりますが、靴のまま上がれるように１階と２階の床面を変更いたします。ま

た、１階には障害のある方や子供連れの方が利用しやすいようにおむつ交換台を含む多目的ト

イレを新しく設けるとともに、男性トイレと女性トイレを別々に整備することとしておりま

す。 

 夜間及び休館日に図書を返却したい場合でも、現在は返却することができませんが、返却ボ

ックスも設置して対応することとしております。 

 また、１階の資料室にはスライド式の移動書架を設置し、現在壁面に配置している書架の図

書類を移すこととしております。 

 事務所横に以前の宿直室があり、物置となっておりますので、一部壁を取り除き、事務所を

広げてワンルームとして貸し出しカウンターも位置を変更するとともに、ローカウンターで対

応することとしております。 

 耐震補強として、開口部分である窓部分を一部鉄骨製のブレースや壁の増設により補強する

ことで開口部分が少なくなりますが、利用者がゆったりと読書や調べ物ができるようにできる

限りストレスを与えず、自然光を取り入れられる工法で設計をお願いしております。 

 １階から成人図書のある２階に上がるのにエレベーターの導入も検討いたしましたが、スペ

ース等に制約もあり、実現には至りませんでした。２階に上がれない利用者への貸し出し等に

つきましては、職員が希望の図書を聞いてお渡しするということになりますが、利用者の希望

に沿える図書館になるような改修を心がけております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保消防長。 

○消防長（久保重章君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 大項目１の防災対策についての(1)女性の視点からの防災対策についての女性消防団員を積

極的に登用すべきではないかとの御質問でございます。 

 本市の消防団員数につきましては、人口減少に伴いましてその定数確保が大変厳しい状況で

ございます。本年度につきましては室戸市消防団員定数確保協議会というものを設置いたしま

して、団員の確保に努めているところでございます。 

 本市の女性消防団員につきましては、現在２名の女性団員がおられます。これは高岡分団に
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所属をしておりまして、女性ならではのソフトな対応能力を活用し、工夫をされながら地域住

民の安心・安全を守るために御活躍をされておるところでございます。 

 また、市内には消防団とは異なりますけれども、同じ志を持たれておる女性防火クラブとい

ったのが２組織ございます。御紹介をさせていただきます。 

 まず一つは、吉良川町にございます宮の内女性防火クラブでございます。このクラブ、昭和

37年に結成をされました伝統のあるクラブでございまして、現在34名の会員の方が火災予防志

操のもとに日々活動をされております。 

 もう一つの組織は、佐喜浜町黒潮女性防火クラブでございます。このクラブは昭和59年に結

成をされておりまして、現在の会員数は18名、宮の内女性防火クラブ同様の活動をされており

まして、過去の平成４年には全国消防操法大会にも出場をされたクラブでございます。このよ

うな女性防火クラブの組織につきましては、地域にとってはぜひ必要な組織であるというふう

に認識をいたしておりまして、その活動に対しましての支援が必要であるといったことを考え

ております。 

 議員御案内のように、女性消防団員の登用につきましては大変重要であり、消防団員確保の

取り組みといたしまして今後とも積極に推進をしてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（林 竹松君） 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。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。２回目の質問を行います。 

 それぞれ御説明があり、了解したところでございますが、１点とか２点ほどちょっとお伺い

いたします。 

 女性の視点からの防災対策について、室戸市の防災会議に女性が登用されていない。市長

は、今後とも検討していくという話でございました。13名中、今ゼロというところですが、こ

の条例によりますと市長が指定する各種団体の代表者っていうふうになっております。そうす

ると、なかなか女性が登用される機会がなくなると思いますので、ここの条例を変えないかん

がやないかなと、そのように思いますが、いかがでしょうか。 

 それと、学校図書館の図書整備費、小学校76万円、中学校55万円ということですが、国から

は普通交付税としてしっかりとついてきていますが、市になりますと普通交付税ですので、や

っぱり一番学校図書のほうが削られているという現状です。やっぱり子供たちの未来に光を当

てるという意味でもしっかりとここは物的な整備、そして人的な整備も行っていただきたいと

思います。 

 そして、防災教育総合支援事業、教育長はしっかりと学校長と話し合って取り組んでいきた

いと言われておりましたが、室戸市は防災教育にとってジオパークという格好の教材がありま

す。地震のメカニズムを知る上ではもちろんのこと、歴史などに記述をされていない紀元前か

らの地震による室戸岬の隆起の証拠がタイムレコーダーのごとく私たちに教えてくれていま
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す。このように、本市ではジオパークを活用した特色ある防災教育支援という、そういう形に

も取り組んでいけるのではないかと思いますので、その点よろしくお願いいたします。 

 それから、男女共同参画プランについてで、室戸市の各種、これは地方自治法第202条の３

に基づく審議会等の女性の登用率というので、23年度20.1％ですかね、この資料をいただいた

中では。そのようになっております。大体この202条の３に基づく審議会は室戸市では今現在

30あります。その中で、ゼロっていうのが、幾つでしたかな、30の中で11ですかね、になって

います。ゼロというところも多いですので、その点をしっかりと取り組んでいただきたいと思

います。 

 室戸市もそうですが、どうして女性の登用が少ないのかっていうことは、やっぱり充て職

が、人選する場合やっぱり役職のない人を登用するというのはなかなか難しいかと思われます

が、人類の半分は女性ですので、その点をしっかりと頭に置いていただいて、女性が元気で頑

張るところは輝いているということですので、女性の意見が言える環境づくりをしっかりと支

援していただきたいと思いますし、充て職になってますので、当然男性のみになっている審議

会とか検討委員会、これ以外の検討委員会とか、そういうところでは男性ばかりだと思いま

す。ほんで、市民の皆さんからはいつも顔ぶれが同じなので、室戸市は変わらん、そのように

いつも言われます。どうかしっかりと市民の中で適当な、適当というか、適格な該当する女性

を探していただいて、女性が意見の言えれる、そういう環境づくりにしっかり取り組んでいた

だきたいと思います。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、防災会議の条例の中でも女性がゼロだということでございます。構成を定め、組織を

するという、防災会議の組織の中で市長が指定する各種団体の代表者ということになっており

ますので、やはり代表者の中に女性がいない場合には女性が入らないというようなことにやっ

ぱりなっているというのは、もう御案内のとおりでございます。これは３点目の男女共同参画

の問題も含めまして、今後女性がゼロというようなことにならないようにできるだけ、できる

だけといいますか、条例の中で選び直すといいますか、団体、女性が代表になってる方を選ん

でくることも必要だと思いますし、また代表者、先ほど議員さんも言われましたように充て職

ではない選任の仕方というものもぜひ今後検討し、必要であれば条例の改正等につなげていき

たいと考えております。 

 それから、学校図書の問題でありますが、私もこの辺は先ほど教育長も申し上げましたよう

に、今後図書館の、学校図書館の支援員をしっかり県は置いていくという考えでございます

し、また冷暖房設備をしっかり入れて環境改善に努めるというようなこと、それから図書費に

つきましては交付税算定があるということは私も承知をしておりますし、この部分で学校図書
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費を大きく削減をするという方向に、私はそういう考えは持っておりませんので、ぜひ今後し

っかりと学校図書費もつけていくと、先ほど申し上げました環境改善にも努めるというような

姿勢で取り組んでまいりますので、御理解をいただきますようによろしくお願いをいたしま

す。私からは以上です。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） ２回目の質問にお答えさせていただきます。 

 図書費のことにつきましては、今市長さんがしっかり皆様の前で言うていただきましたの

で、これから積極的にまたふやしていただけますようお願いしていきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、実践的防災教育総合支援事業ですが、実はこれ議員さん御指摘のようにジオの成

り立ちがそのまま防災教育につながっていく、いわゆる土地が上がるということは地震があっ

たということ、だからそれに対してどうしていくかということについては当然将来を見て考え

ていかないかんということになりますので、そういう意味でいわゆる防災教育を日常的なもの

にしていくために校長会その他いろんな教育委員会主催の研修等で校長等に話し合いを行って

いきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 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。 

○１２番（堺 喜久美君） 済いません、市立図書館について先ほど課長さんからスペース等

により断念をしたという、エレベーターですが、断念をしたという話でしたが、今外づけでエ

レベーターをつけている施設もございますし、本を借るのに入れない人には職員が聞いて本を

貸し出す、それはわざわざ来なくても電話でできることですし、インターネットなんかで普及

できればできることですが、図書館へ来るというその人の気持ち、そこら辺を酌み取っていた

だきたい。そしたら、室戸市の市民図書館は車いすの人はシャットアウトですよというイメー

ジにもなりかねません。何とか３階の中川雨亭先生のあの展示物も見たいけれども、よう上が

っていかんていう、そういう高齢者の方もたくさんおります。せっかくの展示物です。市民の

人にしっかりと見ていただくためにも何とかエレベーターの設備はできないものか、もう一度

お伺いいたします。 

○議長（林 竹松君） 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３回目の質問にお答えをいたします。 

 現在の図書館の耐震化と施設内部の改修をするということで、私もエレベーターの設置につ

きましては何とかならないかということで、内部改造ということで検討するように指示をしま

したが、スペースが必要ということで、そのスペースの確保が難しいという話を聞いていると

ころでございます。ただ、議員さんが先ほど言われるように私としましては外づけということ

は余り想定をしておりませんでしたので、再度設計事務所等にも外づけのエレベーター等がど

んだけのお金で設置をできるのか、またあの建物に対して外づけが可能なのかどうかというも
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のを再度問い合わせをし、調査をしてみたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 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６日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集お願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでございました。 

            午後５時46分 散会 


