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  次のとおり 
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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。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） おはようございます。 

 ４番小椋利廣。９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。 

 １番、室戸５つの自然遺産について。 

 今室戸市では急激に進む人口の減少、少子・高齢化と過疎化が進み、基幹産業である漁業の

低迷や若年層の都市圏への流出等が進む中で、将来の室戸市のあるべき姿を見据えたまちづく

り構想として、室戸の自然や資源を生かした産業の振興と歴史や文化を大切にする室戸自然遺

産構想にどのように取り組んでいくかが大切であると思います。 

 自信を持って言えることは、室戸の資源は何があるかを考えてみると、まず弘法大師、空海

が残してくれた足跡、初々しいほどに赤いだるま朝日、そしてだるま夕日、一番に澄み切った

青い「空」、２番に風力発電にも利用ができる室戸特有の強烈な「風」、３番目に日本でも有

数の生産量を誇る土佐備長炭の「火」、４番目に平成元年から取水が始まった湧昇流を利用し

た室戸海洋深層水の「水」、５番目に昨年平成23年９月に世界認定を受けた室戸ジオパークの

「地」等の貴重な自然の要素を表現できる、１、空、２、風、３、火、４、水、５、地の全て

がそろったわけでございます。これは昨年10月の新聞記事にも掲載をされておりましたが、仏

教の世界では五重塔の屋根がこれら自然の要素を上から順番に表現をしているとのことであり

ます。室戸の象徴として五重塔をブランドマークにしてはという記事でした。私も賛同して、

室戸自然遺産五重塔と呼ばせていただきたいと思います。 

 空については無限大に広がり、太陽光発電に適した青い空、そして無尽蔵に吹いてくる風力

発電に最適な、台風時には強烈な風、良質な土佐備長炭の生産は和歌山県に続いて高知県が２

番目の生産県であり、特に室戸市は土佐備長炭の窯数は40基、平成21年度の生産トン数は

384トンとなり、生産額は12億8,000万円で全国でも第３位となっております。また、海洋深層

水の水は平成12年４月から日本で初めての商業用陸上施設としてオープンし、平成23年度の総
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取水量は152万4,432立方メートルであり、関連企業者数は122件あり、年間総売上高は136億

1,800万円とまだまだ多くの可能性を秘めた海洋深層水の利活用が期待をされております。そ

して、平成23年９月に全国で５番目、また四国では初めての室戸ジオパークが世界認定を受け

て、貴重な地質や文化遺産の保護と地域振興を図る事業化を中心にして、美しい景観を保護し

ていきながらも、教育や観光に生かし、住民参加によるまちづくりへの展開、官民協働による

今回の成果を室戸の地域再生への道づくりとして室戸市の経済の活性化に大いに期待ができる

可能性が無限大にあると言われており、今後に対する取り組みが期待をされているところであ

ります。 

 原子力発電の廃止が叫ばれ、企業や個人の家庭でも節電を余儀なくされる時代が来ておりま

す。室戸の自然を生かした太陽光発電や風力発電の企業誘致に取り組むとともに、自然を大切

に人と人とのつながりを楽しむことのできる室戸を目指して、今後これらの室戸自然遺産五重

塔に対する取り組みと利活用について、また室戸市の経済力の強化にどのように取り組んでい

くのか、お伺いをいたします。 

 ２番、防災対策について。 

 内閣府は、平成24年８月29日、南海トラフの巨大地震が四国沖で起きた場合、高知県内の死

者数が４万9,000人、建物の全壊が23万9,000棟に上るとの被害想定を公表されました。地震規

模は南海トラフで最大級のマグニチュード９の地震新想定で、室戸市への津波到達時間は３分

であると言われております。また、津波断層のケースを４段階に想定し、１番、四国沖断層ケ

ース、２番、四国沖から九州沖ケース、３番、室戸岬沖と日向灘ケース、４番、紀伊半島沖と

四国沖ケースの４ケースに分類をされておりますが、室戸市は全てのケースで５分以内に５メ

ートルの津波が到達し、20分以内に10メートルの津波が到達すると言われており、本市も最大

24メートルの津波が押し寄せてくると言われております。これら地震新想定を受けて今後どの

ように防災対策に取り組んでいく計画であるか、お聞きをいたします。 

 私はことしの３月議会で老朽化住宅の取り壊しについて質問をさせていただきました。防災

対策上の関連もあり、その中で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、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ので、今後の取り組みの質問をさせていた

だきました。 

 そのときの答弁の１点目として、空き家の数は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、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いるが、部分的な調査で市内全域のもの

にはなっていないという答弁をいただいております。私は商工観光深層水課や県を対象とした

調査を待たなくても、担当課あるいは市内在住職員で調査をして、市内全域の詳細な空き家の

調査、また室戸市独自で空き家の老朽度ランクをつけた空き家調査表をつくる必要があると思
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うが、いかがでしょうか。早急に調査をして作成をする計画があるのか、まずお聞きをいたし

ます。 

 次に、２点目の答弁では、取り壊し対象の老朽住宅数については把握ができていないという

答弁がありました。この答弁で取り壊し対象の住宅数について把握ができていないということ

は、市内全域の調査が不十分であり、どこの避難路にどのような危険性を及ぼす住宅がどれぐ

らいあるのかわかっていないということで、今後把握をする必要があると思うが、早急に調査

をする計画があるのか、また前述いたしました南海地震新想定では３分で津波が到達すると言

われており、一分一秒を競うときの避難に今後どのように取り組んでいくのか、お聞きをいた

します。 

 次に、３点目の答弁では、避難路マップへの搭載とともに老朽度の把握など大変難しい問題

もあり、困難と答弁をされております。私は、老朽度の把握など難しい問題もあり困難という

答弁は余りにもやる気のない答弁であると感じております。避難路マップへ搭載をする老朽度

調査としては国や県の老朽度分類表にこだわるのではなくて、室戸市独自の老朽度分類表、例

えばＡＢＣＤＥとかというランクを作成して調査をした結果を記入すると自然と老朽度のあり

方がわかると思いますが、いかがでしょうか。この件について、空き家の詳細な老朽度調査を

して室戸市独自の老朽度分類表を作成する計画があるのか、お聞きをいたします。 

 上記３点について担当課長の明快な答弁をお願いをいたします。 

 また、副市長はこの６月議会の答弁で、緊急避難場所は市内全域で220カ所を考えていると

答弁をされておりますので、１カ所への避難ルートが３本と仮に仮定をすると、全体では

660本から700本くらいの避難ルートが想定をされますけれども、避難路マップ上へどこに倒壊

のおそれのある空き家があるのか、またどこにどのような危険性があるのか、どこにどのよう

な家の塀が倒壊をしてくるのか、調査は簡単にできていくと思いますが、いかがでしょうか。 

 新聞報道によりますと、高知市では市内約27万カ所を測定した標高マップを発表し、土地１

筆ごとの標高がわかる詳細な地図で個人宅地の敷地の高さも把握ができるのが特徴であると言

われております。また、香南市では市内の緊急避難場所だけでなく、８万8,000カ所の高さが

わかる土地１筆ごとまでに標高を記した地図を作成したと報道をされております。当市におい

ては緊急避難場所は220カ所、避難ルートにしても660から700ぐらいであり、標高についても

高知市や香南市が発表しているような数多くの箇所数にはならないと思いますし、そういう詳

細な避難路マップができることで室戸市避難路全体図を作成し、この庁内のどこの課でも、ま

た住民に対しても共通した説明ができると思いますが、避難路全体図を作成する計画はあるの

か、お聞きをいたします。 

 ３番、室戸市火葬場の進捗状況について。 

 室戸市の火葬場の改修計画と取りつけ道路の整備計画につきまして、平成23年６月議会で一

般質問をさせていただきました。室戸市の火葬場の使用回数は、平成21年度が293回、平成
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22年度が290回、そして平成23年度の使用回数は305回となっており、１年間の使用回数は約

300回前後の使用回数となっております。また、今後の火葬場の使用回数についてどのように

見込まれているかをお聞きいたしましたところ、今後もこのような状況が続いていくものと思

いますし、まだ増加をしていくのではないかというふうに答弁をされております。 

 次に、火葬場の改修計画についてお聞きをいたしましたところ、室戸市の火葬場は高知県内

では安芸市に続いて２番目に古い施設となり、施設の老朽化に対する苦情や駐車場、待合室の

狭いことなどさまざまな意見をいただいておりますので、平成26年度までにはぜひとも完成を

させたいと言われております。また、進入路の椎名室戸線は現在路面の維持管理や草木の伐採

など通行に支障を来さないように努めておりますけれども、以前から改良の要望があることか

ら、国の社会資本整備総合交付金事業や狭隘道路整備等促進事業などの活用により待避所を数

カ所設置するなど道路改良に努め、利便性を図ると答弁をいただいております。 

 そこで、市長及び担当課長さんにお聞きをいたします。 

 まず最初に、市民課長さんにお聞きをいたします。 

 前回での市長答弁では平成26年度までにはぜひとも完成をさせたいと言っておりますが、平

成26年度までに完成をさせる今後の工程計画はどのようになっているのか。また、火葬炉は何

基を設置する計画か。私もこの前、中芸連合で奈半利町に建設をしている火葬場を見学をして

きましたけれども、火葬してお骨拾いまでは一度も帰らなくても、和室と洋室の広い待合室が

３部屋あり、ゆったりと待機ができるようになっておりました。施設の内容としても、広くて

ゆったりしていて大変充実をしており、感銘をして帰ってきたことでありました。施設の規模

や内容について、設計内容はどのようになっているのか。敷地の造成工事は何年度の予定か。

また、本体の建築工事は何年度に着工する予定か。火葬場本体は平成26年度に完成をする工程

で進められているのか。また、考えられている範囲で結構ですけれども、平成何年何月には新

火葬場が稼働する予定であるか、お聞きをいたします。 

 次に、取りつけ道路についてであります。 

 この取りつけ道路は、県道椎名室戸線として建設をされており、昭和46年９月に室戸市に市

道として移管をされております。県道としては昭和の早い時期に建設をされており、道幅も狭

く、移管後も道路改良工事は余り行われておらず、特に火葬場の手前の普通河川ミヨラ谷川に

かかる橋梁は幅員が狭く、カーブの中に橋梁があって、マイクロバスが通行するには非常に厳

しい状況であると言われております。まず、この橋梁はかけかえる計画があるのか。かけかえ

の計画がない場合、下流側に橋梁部分を継ぎ足して橋梁の幅員を広げる計画はあるのか、お聞

きをいたします。 

 次に、道路改良工事については以前から要望がありますことから、国の社会資本整備総合交

付金事業や狭隘道路整備等促進事業などの活用により待避所を数カ所設置するなど道路改良に

努め、利便性を図ると答弁をされております。 
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 そこで、待避所は何カ所整備をする計画か。待避所の用地の確保はできているのか。事業費

は確定をしているのか。また、火葬場本体の敷地造成工事や火葬場の建築本体工事にかかるま

でには道路改良工事は先行して着手する必要があると思いますが、いかがでしょうか。建設課

長の明快な答弁をお願いをいたします。 

 ４番、磯焼け対策について。 

 藻場は沿岸域で太陽の光が届く浅い海に海藻や海草が群がる場所が藻場と呼ばれており、全

国的に近年磯焼けが激しくなり、海藻が生育している海底の岩場には岩礁性藻場のガラモ生育

場所やテングサ生育場所が著しく減少をしております。藻場は生物の生息場や海草自体が多く

の生物の餌になり、光合成により二酸化炭素を吸収して酸素を供給し、富栄養化の原因となる

窒素やリンを吸収し、沿岸域の生態系や環境に重要であると言われております。また、磯焼け

は浅い岩場の転石域で海草の群落が増減をし、経年変化の範囲を超えて衰退をするか、または

なくなってしまうことと言われており、磯焼けの発生と継続の原因としては冬場と夏場の水温

の変化の問題で、特に夏場は貧栄養が伴い、淡水流入の影響も大きく、山林伐採や原野の開

拓、豪雨や長雨による河川の氾濫等も指摘をされており、昔から海を見るには山を見よという

言葉がありますように、山が広葉樹林で豊かであれば、落ち葉による腐葉土が栄養素となり、

流れ出る土砂も少なく、海も豊かになり、緑豊かな山影によって藻場も育成をされて、魚の繁

殖につながると言われております。また、草食動物の食害等があり、ウニやサザエ、アメフラ

シなど藻食性魚類による食害や、沿岸部においてはいろいろな構造物の増加により静穏化や浮

泥の堆積進化が進んでおり、公害化が進んでいると言われております。高知県海域では、これ

までにもカジメを中心とした藻場造成試験が繰り返し行われてきたと聞いておりますけれど

も、失敗に終わった事例が多いとお聞きをいたしております。磯焼けが継続している海域で

は、草食動物が海藻を食べてしまう量が海藻の成長する量よりも大きく、生態系のバランスが

大きく崩れていると言われております。 

 これらのことから、漁場の生育には磯焼けの回復が大きな要因になると思われますし、藻場

の生育情勢が大きく変化をしてくる状況にあると考えられますけれども、今後磯焼けの回復、

藻場の造成にどのように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。 

 これで第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） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、室戸の資源を生かすことによって市勢発展につなげていかなければならないという議

員さんのお考えでございますが、それにつきましては私も同意見でございます。お答えをいた

します。 

 １点目の中の太陽光発電と風力発電の自然エネルギーの利活用についてでございます。 

 太陽光発電や風力発電を初めとする自然エネルギーの利用につきましては、環境保全などの
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観点から大変重要であると考えております。太陽光発電につきましては、民間事業者が適地を

調査していると、物色をしているというお話もお聞きをするわけでありますけれども、現在具

体的なお話はお伺いをしていないところでございます。また、風力発電につきましても、民間

事業者による風力調査などが行われているところでございますけれども、その点につきまして

も具体的にはまだなっていないという状況でございます。 

 これらの施設が新たに設置をされますと、御案内のように雇用の創出や固定資産税など税収

の増額につながるものと考えているところでございます。しかし一方で、風力発電の場合、風

車が発する騒音や低周波の影響などの課題もあるというふうにお聞きをしているところでござ

いますので、行政、私どもといたしましてもそうしたことに企業と一緒になって課題の解決や

住民説明会へと進んでいきたい、対応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、具体的な状況が出てきた場合にですね、はい。今後におきましても、太陽光や風力など自

然エネルギーの利活用につきましては積極的に情報収集を行いながら、県や関連機関とも連携

をし、関連企業の誘致に向けた取り組みを進めてまいります。 

 次に、土佐備長炭の生産販売に向けての取り組みについてでございますが、備長炭市場では

需要が供給を上回っており、生産が追いついていないという状況が見られます。しかし、土佐

備長炭は和歌山県の紀州備長炭より単価が二、三割安い取引がされているということもお聞き

をするところであります。本市としましては、単価向上を図るため、特産品化を目指し、問屋

を通じ土佐備長炭使用店と表記した木製看板の配付や、高知県特用林産協会や生産者などとと

もに消費地での市場動向調査も行うということとしているところでございます。 

 また、伝統的産業を守るため、後継者育成につきましては、特用林産業新規就業者支援事業

を平成22年度より開始し、現在２名が研修中でございます。また、研修窯につきましても、高

知県産業振興計画の補助によりまして３基設置し、研修生以外の方々にも技術の取得や向上の

ため、活用をしていただいております。さらに、東洋町に見られる共同窯設置による生産拡大

についても今後検討してまいります。 

 いずれにしましても、生産者の所得の向上を図るとともに、地域の伝統的な産業の育成に努

めてまいります。 

 次に、海洋深層水の利活用でございますが、表層の海水と違い海洋深層水は水温が低く安定

していること、環境汚染物質や細菌類が少なく清浄性にすぐれていること、リンやケイ素とい

った無機栄養塩類等のミネラルを豊富に含むことなど、すぐれた特性を持っていることは御案

内のとおりでございます。このため、高知県における海洋深層水関連企業等におきましては、

これらの特性を生かした清涼飲料水やお豆腐や調味料といった加工食品、スジアオノリや深層

水ナスといった農水産物の生産等を行っているところでございます。 

 議員さん御案内のとおり、関連企業等の事業者数や商品の売上高は近年少しずつ増加をして

いるところでございます。今後におきましても海洋深層水の安定供給に努めるとともに、企業
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等による新商品の開発や農水産物等へのさらなる利活用の拡大を進めてまいります。 

 次に、ジオパークの今後の取り組みと事業効果についてでございます。 

 室戸ジオパークは、昨年９月に世界ジオパークの認定をいただいて１年となります。その

間、室戸岬のガイド観光を受けられたお客様は、認定前の１年間と比較をしますと約6.5倍の

増加となっており、その他の関連施設におきましても約1.3倍の来場者の伸びとなっておりま

す。こうした状況を踏まえ、観光ガイドの育成につきましても室戸市観光協会に委託し養成に

努めてきたところでございます。その結果、現在45名の方にガイドとして登録をいただいてお

ります。また、ロゴマークを活用したジオ関連商品につきましても、認定前までは20点であっ

たものが、現在は122点の商品が生まれているところであります。 

 そして、本年11月には、世界ジオパーク認定後１周年を記念する行事として日本ジオパーク

の全国大会を開催をすることといたしております。大会は４日間開催をし、全国38カ所の日本

ジオパークネットワーク会員及び準会員を初め協賛会員、一般参加者等の参加が見込まれてお

ります。これにより市内での宿泊や会場及びその周辺での飲食、物販によりまして一定の経済

効果にもつながるものと考えております。 

 今後とも、地質遺産の保護と持続可能な社会経済発展のためにより普及啓発と情報発信に努

め、交流人口の拡大を図るとともに、ガイド養成や新たな観光メニューの開発などによるジオ

ツーリズムの振興、教育活動や防災意識の向上、地域経済の発展を目指してまいります。 

 次に、大きな２点目の防災対策についてでございます。 

 議員さん御案内のように８月29日に発表されました内閣府の検討会による今回の想定は、平

成23年に発生した東北地方太平洋沖地震で得られたデータを含め現時点の最新の科学的知見に

基づき発生し得る最大クラスの地震、津波を推計したものであります。この最大クラスの地

震、津波は、その発生時期を予測することはできないが、発生頻度は極めて低いものであると

されているところであります。 

 中でも、津波の本市への到達時間につきましては、３メーターの津波が３分、５メーターの

津波が４分、10メーターの津波が19分で海岸線に到達するという本市にとって大変厳しい内容

となっております。しかし、これまでにも申し上げておりますように、防災対策において大事

なことは正しい情報のいち早い伝達だと存じます。その点で、一番急がれている防災行政無線

の整備に現在全力を挙げて取り組んでいるところでございます。 

 また、昨年度全体会を含め31回の住民ワークショップにより住民の皆さんの御意見や御要望

をいただき、津波避難計画及び津波防災マップを作成したところでございます。今回の新たな

想定では、津波高に加え津波到達時間や被害想定などが示されたわけでありますが、津波避難

対策の方向性といたしましては、これまで行っている伝える対策と逃げる対策への取り組みは

大きく変わることなく、今後さらにスピード感を持って一層推進していく必要があると考えて

おります。そうした取り組みの中で、今回公表された想定の内容をしっかり住民の方々にお伝
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えしていくことや、その対策についても住民の皆さんや自主防災組織の方々と協議を重ね、一

緒に考えていくことが大事だと思っております。また、策定しております避難計画や防災マッ

プにつきましても、当然今後見直していかなければならないと考えております。 

 次に、大きな３点目の室戸市火葬場の進捗状況についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、本市の火葬場は昭和56年に建設されたもので、建築後30年余り経

過をし、施設、設備の老朽化、排煙の問題や市道の改良等さまざまな御意見をいただいている

ことは十分承知をいたしているところでございます。そうした状況の中、私としましても建て

かえの方針を示し、昨年６月議会において建てかえ工事や待避所の整備などについて取り組み

を進めていくとお答えをしたところでございました。 

 現在、室戸市新火葬場整備促進委員会を立ち上げまして、委員の皆様に施設の内容等につい

て協議をいただくとともに、中芸広域や安芸市、香南斎場や高知市の火葬場についても視察を

実施するなど、施設建設について取り組みを進めるとともに、道路改良につきましても待避所

等改良について検討作業を行っているところでございます。また、今年度当初予算で議決をい

ただきました隣接地の用地取得につきましては、地権者の同意をいただき、取得を完了してお

ります。 

 なお、この件につきましては、本議会におきまして施設の設計費用を計上させていただいて

いるところでございます。本年度中に実施設計を行い、来年度には造成、本体工事の一部着

工、平成26年度中には新しい施設を稼働させたいと考えているところでございます。 

 次に、４点目の磯焼け対策と藻場造成についてでございます。 

 これまで当市におきましては何回か藻場造成試験を行っておりますが、当市の海域はほかの

海域と違って魚による食害が大きいということでございます。したがいまして、藻類を大きく

育て移植する方法などにつきまして、県に対し事業化を要望をしているところでございます。

沿岸漁業の振興対策にはどうしてもこの藻場造成というのは私も必要だと考えております。県

とともにこうした事業化に向けて今後とも取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 私からは以上でございますが、副市長及び関係課長から補足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） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 大きい２点目の防災対策についての空き家、老朽家屋対策及び避難

路全体図につきまして、私のほうから御答弁をさせていただきます。 

 空き家、老朽家屋対策につきましては、防災上大きな課題であり、その把握に努める必要が

あることは理解するところでございますが、個人の資産であることから、立入調査など大変難

しい面があります。本市では関連対策といたしまして、６月補正予算において老朽住宅除却事

業補助金の予算化を行ったところであります。 

 次に、市の避難路全体図についてのお尋ねであります。 
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 本市が昨年度に作成いたしました津波防災マップは、避難場所や避難経路、消火栓や防火水

槽、目印となる主要施設などのほか、地点ごとの海抜も掲載したものとなっております。県に

おいては、今回の想定を受けて詳細な浸水予測図を年内に公表することとしておりますので、

その内容を踏まえ、見直しを行うことでより精緻な防災マップになるものと考えております。

以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 松本財産管理課長。 

○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。 

 大きい２項目めの防災対策についての中で、室戸市独自の老朽度分類表を作成し、その上で

空き家の老朽度調査を行う計画があるかとの御質問でございます。 

 まず、老朽住宅除却事業につきましては、住宅地区改良法で規定する不良住宅が対象でござ

いまして、同法の施行規則に不良度の測定基準が規定されております。これには、建物の構

造、外壁や屋根の状態など建物の外観で判断できる基準に加えまして、建物内部に入らないと

判断できない項目もございます。そして、これらの各項目の合計点が100点以上でないと補助

対象と認められないこととなっております。 

 以上のことから、室戸市独自の老朽度分類表を作成して調査を実施しても、その結果は老朽

住宅除却事業の判定には使用できないということになってしまいます。また、この国の示した

不良度の測定基準の項目から外観で判断できる項目のみを抜粋した簡易の測定基準もございま

す。しかし、これを使って判定を行うとしても、敷地内へ立ち入らなくては各項目の判断がで

きませんので、持ち主に無断で敷地内に立ち入ることもできません。調査は困難であろうと考

えているところでございます。 

 なお、８月にこの老朽住宅除却事業補助金の申し込みを募集しましたが、19件の申請があっ

ており、この19件につきましては空き家の持ち主、その位置、老朽度などが把握できておりま

す。今後の募集によりさらに多くの件数が明らかになってこようと思います。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） 川上市民課長。 

○市民課長（川上建司君） 小椋議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 大きい３点目の室戸市火葬場の進捗状況についての中の新たな火葬場の火葬炉の数や建設の

規模や内容、稼働の年月日はとの御質問でございます。 

 本市の火葬場につきましては、御案内のとおり県内で２番目に古い施設となりまして、火葬

炉や施設の部分補修を行いながら使用している状況でございますが、老朽化に対する苦情や駐

車場や待合室の狭いことなどさまざまな御意見をいただき、これらの改善に向け現在建てかえ

作業に取り組んでいるところでございます。 

 まず、火葬炉は何基かとの御質問でございますが、議員さんからもございましたが、現在の

稼働状況につきまして過去５年間での使用回数について申し上げますと、平成19年度が
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293件、20年度が317件、21年度は293件、22年度が290件、そして23年度は305件となっており

ます。５年間平均しますと299.6件、年間300件前後で推移をしておりまして、ほぼ横ばいの状

況が続いてございます。本市の人口年齢構成で言いますと、最も多いのが60歳代で3,300人、

20.5％、２番目が70歳で2,600人、16.2％、３番目が50歳代で2,300人、14.12％となっており

まして、先ほど申しました50歳代、60歳代、70歳代と人口構成に極端な差がございませんの

で、一番多い60歳代が平均寿命を迎えます約20年後までは若干の増加も予想されるところでご

ざいますが、その後は緩やかに減少していくものではないかと考えております。火葬場の休業

日であります元旦と２日、そして通常葬儀をいたしません友引を除きますと、年間の開業日が

約300日、310日ぐらいでしょうか、単純計算では１日１件の稼働となっております。こうした

状況でございますので、火葬炉につきましては現行と同じく２炉で十分対応できるのではない

かと考えています。 

 また、施設の内容につきましては、現行施設への苦情や改善要望、新火葬場整備促進委員会

の御意見などを反映いたしまして、新しい火葬場につきましては火葬機能、待合機能、管理機

能の３つの機能を整備拡張することとし、火葬炉前や待合ホールを広く設けまして、待合室や

管理事務所、そして手狭でありました駐車場もマイクロバスを２台程度、普通乗用車で10台か

ら15台程度の駐車スペースを確保したいと思っております。 

 なお、敷地造成や本体工事の着工と新設の稼働予定はとのお尋ねでございますが、建物と敷

地造成の設計費用を今議会に計上させていただいた段階でございまして、具体的な工程や完成

年月日について現在申し上げる材料はございませんが、来年度には造成工事を、そして本体の

一部着工を行い、平成26年度中には旧施設の取り壊しまで全ての工事を完成させたいと考えて

いるところでございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（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） 小椋議員さんに、４の磯焼け現象の復

旧対策について市長答弁の補足説明をさせていただきます。 

 日本では日本海側、太平洋側とも磯焼けが進んでいて、食害や水温上昇等が要因とされてお

ります。従来から磯焼け現象の報告はありますが、決定的な打開策がなく、日本全国の海岸地

域で試行錯誤が続けられているところであります。水産庁では2004年から緊急磯焼け対策モデ

ル事業をスタートさせておりますが、全国で実施されてきた藻場造成について成功しているも

のとしてウニの除去があります。高知県においては、香南市、須崎市、土佐清水市、中土佐

町、四万十町、黒潮町で実施しており、オニヒトデの駆除については宿毛と大月で実施してお

り、一定効果があると聞いております。 

 一方、室戸においては、平成13年度以降を見てましても、佐喜浜、高岡、羽根海岸にポーラ

スコンクリートの投入、高岡で深層水の放水、高岡、室戸岬で母藻、藻の種ですね、投入、室

戸岬、高岡、羽根海岸でウニの駆除、岩戸海岸で海藻の混植などが県、市、ＮＰＯなどにより
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実施されてきておりますが、しかしながら磯魚による食害や波の影響などによりいずれも効果

が見られない状況であります。現在は環境に配慮したリサイクル材を利用した漁場創出を研究

している室戸地区天然資源回復協議会により浮津西町の海岸、高浜の海岸にサイコロタイプや

再生資源利用の魚礁を沈め、その後の追跡調査がされているところであります。 

 今後においても、磯焼け対策に有効な方法の情報収集に努めるとともに、国・県の情報に注

意しながら取り組みを検討していきたいと考えております。以上であります。 

○議長（林 竹松君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 大きな３番目の室戸市火葬場の進捗状況について、市長答弁を

補足させていただきます。 

 ミヨラ谷にかかっておりますミヨラ橋についてでございます。 

 この橋は延長2.6メーター、幅員4.3メーターの鉄筋コンクリート床版橋であります。平成

21年度に緊急雇用創出臨時特例基金事業で橋梁点検をしまして、橋台にコンクリート打ち継ぎ

目に軽微な欠損がありましたが、特に問題はないとの結果でありますので、現時点でのかけか

え建設はしておりませんが、24人乗りの小型マイクロバスではカーブのため幅員いっぱいの通

行となっておりますので、橋梁前後のすりつけ部分の改良は検討が必要であると考えておりま

す。 

 次に、待避所の建設についてであります。 

 現在切図をとって路線沿いの地権者の確認をしているところでございます。火葬場の資機材

搬入等につきましては現道で可能との御意見をいただいておりますので、待避所の設置につき

ましては地権者の協力が得られる可能な場所ができ次第事業計画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） 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） 先ほどの建設課長さんの待避所は地権者の協力が得られるところから

着工していくという話ですけんど、待避所を何カ所設置するかということはどうなっちゅうの

か、お聞きをしたいと思います。 

 それから、ジオパークのことでジオガイドさんが45名を今登録しちゅうけんど、実質は何人

ぐらいが行動されているのかということでお聞きをしたいと思います。 

 これで２回目を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 小椋議員さんにお答えします。 

 県道から火葬場までの延長は約750メーターです。道路構造令で待避所は相互間の距離が

300以内に設置ということから、１カ所もしくは２カ所が考えられます。以上でございます。 

○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） 小椋議員さんにお答えいたします。 
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 ジオガイドさんにつきましては現在45名の登録ということですが、その何名ぐらいがという

ことでございますけれども、やはりその回数によって幅がありますけれども、以前お聞きした

段階では10人くらいの方が主に動いてらっしゃるということを聞いております。 

 ただ、現在もジオガイドさんのほうは独自で研修を踏まえてやっておりますので、順次ふえ

ていってるというふうには認識をしております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 次に、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 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・減災対策について。 

 (1)南海トラフ地震の被害想定について。 

 想定死者最大32万人、８月30日の新聞報道です。駿河湾から四国沖に伸びる浅い海溝のこと

を南海トラフと呼び、この海溝沿いで東日本大震災と同じマグニチュード９クラスの地震が発

生した場合、30都道府県で最大の32万人を超す犠牲者が出るという被害想定を内閣府中央防災

会議が発表しました。同会議が2003年にも３連動地震の被害想定を出していますが、被害者数

は最大で約２万5,000人だっただけに、今回の推計値はその13倍以上にもはね上がったことに

なり、最悪で東日本大震災の17倍の32万人が命を落とすとの被害想定は想像を絶しています。

高知県でも大きく被災するケースだと、冬の深夜に毎秒８メートルの風が吹いていると最悪４

万9,000人の死者が出るとの想定結果が報道されました。また、室戸市、３分で津波到達、室

戸悲鳴、この記事にも震撼させられました。ただ、これはあくまで1,000年に一度の地震と津

波が起きたらという最悪の想定に基づくものであり、数字だけを見てとても逃げられないと諦

めるのはそれこそ最悪です。むしろ注目すべきは速やかな避難を徹底すれば津波による死者を

最大で８ないし９割減らせるという指摘です。今回の内閣府の南海トラフ付近で起きる最大級

の巨大地震の被害想定についてどのように認識し、取り組まれるのか、市長の御所見をお伺い

いたします。 

 (2)インフラの老朽化について。 

 また、防災力の強化には自助、共助、公助の取り組みが重要ですが、公助の基盤となってい

る橋や道路などの社会資本、インフラの多くは今後急速に老朽化し、防災力の低下が心配され

ます。1950年から60年代の高度成長期に橋などのインフラを集中的に整備されましたが、コン

クリートの寿命は早くて50年と言われ、全国各地で更新時期に差しかかっていると言われてお

ります。そこで、本市における生活の橋、橋梁についてお伺いいたします。 

 ①室戸市のホームページは橋梁長寿命化修繕計画策定に伴う橋梁点検の結果を公表していま

す。管理橋梁数の38のうち、平成21年度点検済みが21橋で、残りの17橋については平成22年度

に点検予定とされております。全体の点検は終わったのでしょうか。その結果、修繕計画は策

定されたのでしょうか。 
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 ②この点検は橋の長さ15メートル以上に限定されておりますが、それ以下の橋梁についての

安全性はどのように認識しているのでしょうか。点検の予定があるのでしょうか、お伺いしま

す。 

 ③橋梁以外でのインフラの老朽化点検と対応はされているのでしょうか。 

 次に、(3)防災力アップについて。 

 週刊ダイヤモンド５月14日号に「あなたの町は安全か、防災に強い町特集」が掲載されてお

りました。その中で、安全・安心の町の指標として４つの指標を上げています。１、防災拠点

や水道管などの耐震率をはかるハード力、２、防災に予算を組む財政余裕度があるかどうかを

はかる財政力、３、住民による防災組織などの充実度をはかる人的ソフト力、４、災害の被害

想定エリア別危険度リストを作成し、住民と情報共有しているかをはかる情報ソフト力を上げ

てランクインづけされていました。こうした指標から考えても、３つ目の人的ソフト力、４つ

目の情報ソフト力は、財政力やそれに伴うハード力に余り影響を受けないで取り組め、住民と

の協働で築き上げることができるものです。自主防災組織の強化とともにお互いを思いやる地

域コミュニティーの復活が重要なポイントを占めていると思います。どのような取り組みをさ

れているのか、お伺いいたします。 

 本市では、要援護者が平成21年10月現在で2,349人います。地震や津波が起これば、誰かが

その方たちを避難所に連れていかなければなりません。その役割は自主防災組織に委ねられて

います。個人情報保護法の問題もあり、本市では援護が必要な人に対して郵送で要援護者とし

て自主防災組織に登録を申し出るようにした結果、９月19日現在では約48％の1,125人の方が

登録できているようですが、助ける側の自主防災組織も高齢化し、またどこまで避難支援がで

きるのかが大きな課題となっております。今後助けが必要な要援護者の実態の把握はどうされ

るのか、本市の実態と対策についてお伺いいたします。 

 (4)学校施設の整備について。 

 東日本大震災を受けて、ことしの６月に文部科学省は全国の学校施設を地域の防災拠点とし

て整備していく方針を打ち出しました。こうした教訓を踏まえて文科省は震災後防災や建築の

専門家らによる検討会議を立ち上げ、震災に対応できる学校施設のあり方を議論、今後の整備

に当たって緊急提言が取りまとめられました。緊急提言のポイントは、１、学校施設の安全性

の確保、２、地域の拠点としての学校施設の機能の確保、３、電力供給力の減少などに対応す

るための学校施設の省エネルギー対策の３点です。本市においても大部分の小・中学校が第２

指定避難所に指定されており、今回の震災で地域における学校の重要性が再認識されたことか

ら、以下お伺いいたします。 

 ①何よりも学校施設の耐震化の推進の一層の加速が必要であり、構造体の耐震化だけでなく

多くの学校施設において非構造部材、天井材や照明器具などの落下防止対策が要請されていま

す。これらの取り組みについてお伺いいたします。 
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 ②提言では学校には震災発生時の被災者の緊急避難や数日間の生命、安全の確保、数週間の

生活のための機能が求められるとして、数日分の食材や飲料水、燃料、毛布、ストーブなどの

備蓄とそのための倉庫の整備を求めています。現在の小・中学校の備蓄状況を踏まえた改善策

についてお伺いいたします。 

 ２、教育行政について。 

 (1)通学路の安全対策について。 

 本年４月、京都府亀岡市で軽自動車が集団登校中の児童と保護者の列に突っ込み、３人が死

亡、７人が重軽傷という痛ましい事故が発生し、その後も各地で登下校時の児童が死傷する事

故が立て続けに発生しました。我が党は、亀岡市の事故などを受け、本年４月26日、党政務調

査会に新たに通学路の安全対策プロジェクトチームを設置、同プロジェクトチームは５月

16日、文部科学大臣に対して通学路の安全対策についての緊急提言を行いました。その結果、

５月30日には文部科学省、国土交通省及び警察庁から全国に通知が発せられ、全ての公立小学

校で緊急合同総点検が実施されることとなり、６月には通学路の安全対策のための有識者によ

る懇談会も設置されました。本市においても、緊急合同総点検が実施されたと伺いました。ま

ず、その総点検、結果をお伺いいたします。 

 次に、緊急合同総点検の結果を、点検のための点検に終わらせないために、目に見える諸対

策の迅速かつ計画的な実施を図るべきではないかと考えます。そこで、今回の点検結果に基づ

き、通学路の安全確保に特化した整備計画の策定に取り組まれてはいかがでしょうか、お伺い

いたします。 

 (2)学校給食について。 

 ①学校給食の実施についてお伺いいたします。 

 私は、平成20年12月定例議会で本市における給食未実施校の対応について質問をさせていた

だきました。市長、教育長ともに早期に検討委員会を立ち上げ検討に入るとの御答弁でござい

ましたが、その後の経過と今後の取り組みについてお伺いいたします。 

 ②学校給食の向上についてお伺いいたします。 

 近年、生徒数の減少や食材の高騰により全国では給食費が値上がりしています。本市でも食

材の調達に苦慮されているのではと推測されます。そんな中、昨年４月、栃木県足利市は市が

積極的に衛生面に取り組むことを前提として、県の財団法人学校給食会を通さず地元のＪＡか

ら直接精米を供給してもらうなどの見直しを行い、給食費を月額100円値下げすることができ

たそうです。本市におきましても、食材等の購入経路の見直し等、子供たちの食の安全・安

心、保護者の負担軽減など学校給食の向上のため、積極的な取り組みをお願いいたします。 

 ３、ジオパークについて。 

 (1)認定１年を迎え、課題と今後の展望について。 

 昨年９月18日の早朝、遠くノルウェーからスクリーンに映し出された市長の満面の笑顔と待
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ちわびた多くの市民が喜びの万歳をしてから１年がたちました。この１年間マスコミへの露出

度も高く注目されてきた室戸でありますが、本市にとってあらゆる面でのジオ効果をどのよう

に捉えているのでしょうか。また、さまざまな課題も抱えております。この１年間の総括と今

後室戸ジオパークの進むべき方向、理想とする姿に向かってどのように取り組んでいかれるの

か、お伺いいたします。 

 (2)ジオパーク拠点施設について。 

 昨年11月に発足したジオパーク拠点施設の検討委員会による検討を重ねられてきたことと思

われます。この10カ月間、どこまで検討されたのか、以下のとおりお伺いいたします。 

 ①検討委員会の回数と検討内容についてお伺いいたします。 

 ②いろいろな分野ごとの専門部会を立ち上げ専門家の意見を聞くと言われておりますが、専

門部会は立ち上げ、開かれたのでしょうか。 

 ③基本計画の策定をコンサルタント業者に委託することとなっておりますが、どのような構

想、コンセプトで委託をされるのか。 

 ④拠点施設完成までのスケジュールをお示しください。 

 (3)各サイトのユニバーサルデザインについて。 

 車椅子に乗った方の視線や気持ちを知って安全なガイドをしようと、先日観光ガイドさんた

ちの仲間で福祉住環境コーディネーターの方と一緒に車椅子を使って体験しました。実際に体

験してみると、気づかなかったことやふぐあいがわかりました。また、新たな発見もありまし

た。 

 ユニバーサルデザインとは、御存じのとおり全ての人のためのデザインを意味し、年齢や障

害の有無にかかわらず最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること

で、障害者や高齢者を対象とした障壁、バリアとなるものを除くバリアフリーと異なるもので

す。全ての方が利用しやすく、安心してジオパークを楽しんでもらうためには、遊歩道の整備

はもちろんのこと、案内板の表示の仕方などユニバーサルデザインに配慮した整備を進めるこ

とが室戸ジオパークの品質、クオリティーを損ねないこととなるのではないでしょうか。ちな

みに、岬サイトでは観光協会の前のスロープとアコウの木までのスロープはユニバーサルデザ

インに合ったものでした。その他のサイトはまだまだ安全対策が行き届いていないのではと心

配しています。市長の御所見をお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（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。 

 まず、大きな１点目の防災・減災対策についての(1)南海トラフ地震の被害想定についてで

ございます。 

 この件につきましては、前段の議員さんにもお答えをいたしましたように、今回の内閣府に
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よる想定は本市にとりましても大変厳しい内容となっているというふうに承知をいたしており

ます。市としましては、昨年度各地域で住民ワークショップを開催をし、津波避難計画の策定

及び津波防災マップの作成に取り組む中で避難路の整備などについての計画のまとめも行い、

その対策に取り組んでいるところでございます。 

 しかし、今回の想定や県における浸水予測の公表がこの後11月以降に予定をされているとい

うこともお聞きをするわけでございますので、そうしたものを受けて今後避難計画や防災マッ

プの見直しが必要と考えているところでございます。そして、何よりも情報伝達ということが

大事でございますので、そのための防災行政無線の整備を急いで進めているところでございま

す。 

 今後におきましても、避難場所の見直しや避難道路、避難路の整備、津波避難タワーなどハ

ード整備とともに避難訓練の充実強化やリーダーの養成、さらに防災意識の高揚に向けた啓発

などソフト対策の取り組みが大変重要になってくるものと考えております。特に自主防災組織

のネットワーク化を図ることや旧町単位の地区連絡協議会の設立、さらには室戸市全体の自主

防災組織連絡協議会の組織化を図っていかなければならないと考えております。今後とも、住

民の皆さんや自主防災組織の方々とともに一緒に考える防災、減災対策の推進に努めてまいり

ます。 

 次に、防災力アップについてでございます。 

 この点につきましても、お答えをいたしておりますように防災対策におきましては自主防災

組織の育成・強化が大変重要でございます。そのため、今後リーダーの育成や連絡協議会の設

立などに取り組んでいかなければならないと考えているところでございます。昨年の室戸岬町

に続きまして、吉良川町で自主防災組織連絡協議会が設立をされたところでございます。この

ように、地域が一体となった防災活動への取り組みは、地域のコミュニティーづくりにも生か

されるものと考えております。 

 いずれにしましても、御案内のように自主防災組織の強化と地域コミュニティーづくりによ

りまして防災力を高めていかなければならないと考えております。 

 次に、災害時要援護者対策の実態と対応についてでございます。 

 災害時要援護者の把握につきましては、平成21年11月に75歳以上の高齢者世帯、身体障害者

１級、２級で支援を要する方、そして介護保険の要介護３以上の方など、合計2,349名の方々

に対し災害時要援護者名簿登録申請書を送りますとともに、未回答の方への訪問調査を実施を

いたしまして、平成22年７月末で1,158名の登録をいただいております。また、登録いただい

た方につきましては、個人ごとの避難支援者や避難経路を各自主防災組織で記入していただく

など個人台帳整備を行い、平成23年12月から順次完成した地区の自主防災組織のリーダーさん

などに配布をし、情報の提供をしてきたところでございます。また、平成24年３月からは災害

時要援護者台帳システムを導入をし、個人台帳のデータベース化を図っているところでござい
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まして、間もなく入力が完了する見込みとなっております。 

 今後の取り組みといたしましては、システムに入力した台帳を順次各地区の自主防災組織等

に提供をし、避難経路や支援者について再度御確認をいただくことや変更が必要な場合は順次

修正をし、最新の情報として更新をしてまいります。また、前回の調査以降新たに対象となっ

た方や前回未登録であった方に対しましても再度登録申請書を送付するなど、民生児童委員さ

んなどの協力をいただきまして、要援護者の把握に努めてまいります。 

 いずれにいたしましても、このデータを自主防災組織や消防分団、民生児童委員さんなど地

域の関係者と情報共有を図り、災害時要援護者の支援に有効に活用をしていかなければならな

いと考えております。 

 次に、(4)学校施設の整備についての②小・中学校の備蓄状態を踏まえた改善についてでご

ざいます。 

 小・中学校における備蓄品の状況につきましては、一部の学校に毛布や資機材を配備してお

りますが、まだまだ不十分でございます。学校で資機材や水、食料の備蓄はできていないのが

現状でございます。今後は、高台にある学校の空き教室などを利用して資機材や食料、毛布な

どの備蓄を進めていくことにより効果的な防災対策となるように努めてまいります。 

 次に、３の(1)認定１年を迎え、ジオパークの課題と今後の展望についてでございます。 

 この件につきましても一部前段の議員にもお答えをいたしておりますけれども、世界ジオパ

ーク認定後はテレビや新聞、雑誌などさまざまな報道において室戸ジオパークを取り上げてい

ただきました。そのことによりまして大きなＰＲ効果につながってきたと考えております。そ

のことに、また室戸岬のインフォメーションセンターなど主要施設における来場者数の増加や

他の地域からの視察が増加をしているという現状を見ますと、ジオ効果があらわれてきている

と思っております。中でも室戸岬におけるガイド実績は、認定後の１年を見てみますと、前年

度と比べ約6.5倍、認定前からの全体としましても１万人を突破をしているという状況でござ

います。 

 こうした実績に加え、11月には日本ジオパーク全国大会が開催をされます。全国大会が開催

をされますことは、室戸ジオパークの今後の活動に大きく役立つものでございます。また、財

産になるものと考えております。室戸ジオパークの今後につきましては、これまで取り組んで

まいりましたガイドの養成やジオサイトの整備等をまだまだ進めていかなければならないと考

えておりますし、またガイドさんの質を高めることや室戸市内のガイド組織のネットワーク

化、佐喜浜、段ノ谷山のサイト整備など新たな魅力づくりに向けて取り組んでいかなければな

らないと考えております。市といたしましては、これまで室戸ジオパーク推進協議会の実行計

画を支援をしてまいりました。今後、平成25年度からの新たな実行計画の策定の議論もいただ

くということになっておりますので、そうした取り組みを今後とも支援をしていきたいと考え

ております。室戸ジオパークの取り組みは、以前から申し上げておりますように教育や防災に
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生かす、また地域経済の発展につなげていくことが必要だと考えております。 

 次に、(2)ジオパーク拠点施設に関する経過についてでございます。 

 旧室戸東中学校に関しましては、校舎の有効活用を図るということから、教育委員会に旧室

戸東中学校有効利用検討委員会を立ち上げまして御検討をいただいたところでございます。そ

の報告を受けまして、昨年11月、室戸ジオパーク拠点施設検討委員会を設置し、これまで７回

の会議を開催をしてまいりました。どういう方向にするのかというようなことにつきまして

は、一定文書化をしておりますけれども、今後はコンサルを入れまして具体的な形の施設整備

計画をまとめていきたいというところでございます。施設の整備スケジュールといたしまして

は、来年度を目指しておりますが、計画策定の進捗状況やそれに伴う財源対策などが課題でご

ざいますので、これらの解決が必要であると考えております。 

 次に、(3)各サイトのユニバーサルデザインについてでございます。 

 御質問にございましたように、年齢や障害の有無にかかわらず最初からできるだけ多くの人

たちが利用可能なデザインにすることは私も大変大事な視点だというふうに思っております。

建物などのハード面から説明板などの見やすさなど利用する立場に立って配慮していくこと

は、室戸ジオパークの品質を高めることにつながるものと考えております。 

 これまでの整備の中で、新村遊歩道につきましては駐車場からスロープを使って遊歩道へお

りられるようにしたり、説明板の高さを低くするなど地理的な条件や自然公園法の適用の範囲

の中で一定考えてきたところでございます。また、室戸岬の遊歩道の整備につきましても、以

前から改善要望が出されているところでございまして、玉石を並べた歩道をフラット化するこ

とについても要望を重ね、本年度は県において200メーターの改善をしていただくということ

をお聞きをしているところでございます。 

 そのほか、手すりなどの改善要望が私のところへも何点か上がってきております。国や県と

この点につきましては協議の上、市の単独事業で実施をすることができないかということにつ

いても現在検討をいたしているところでございます。 

 今後につきましても、障害者や多くの見学者の方々に来ていただいて、楽しんでいただける

サイトとなりますように、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえ整備に努めてまいります。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足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） 堺議員さんに大きな３点目の(2)ジオパーク拠点施設

について、市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、①の検討委員会の回数と検討内容でございますが、これまでに検討委員会を７回開催

をしております。 

 第１回は、平成23年11月28日に開催し、委員長、副委員長の選任、今後の検討方針について
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の話し合い、検討を行いました。 

 第２回は、平成23年12月20日に旧室戸東中学校で開催いたしまして、現地視察と専門部会に

ついての御説明をいたしました。 

 第３回につきましては、平成24年２月９日に視察研修を行いまして、香川県立ミュージアム

及び高知県立歴史民俗資料館での視察を行いました。 

 第４回は、平成24年３月14日に開催し、視察研修の報告と研修から得られた感想などをいた

だき、今後の拠点施設のあり方の検討を行いました。 

 第５回は、平成24年６月21日に開催し、これまでの検討内容を踏まえ意見集約、一定の文書

化を行いました。また、基本計画の策定に向けてスケジュールなどの検討もいたしました。 

 第６回は、平成24年８月３日に開催し、整備に向けての大まかなスケジュールと旧東中学校

での現状での利活用について検討をしました。 

 第７回につきましては、平成24年９月20日に開催し、施設整備を行うまでの当面の活用につ

いて検討を行ったところです。 

 次に、②の専門部会及び専門員につきましてですが、検討委員会において、これは必要であ

れば設置及び指名するということになっておりまして、現在のところは設置及び指名はされて

おりません。 

 次に、③のどのような構想、コンセプトで委託するかについてですが、検討委員会の意見集

約によってまとめられた項目をさらに５項目に整理し、基本的な考え方として進めてまいりま

す。その内容につきましては、１、観光客が室戸ジオパークを楽しめるように、大地の成り立

ちや人と自然とのかかわり、歴史や歴史上の人物、動植物などについてストーリー化して容易

に理解できるような展示計画、２、インフォメーションセンターやビジターセンターと機能分

担しながら、室戸ジオパークの中心的な拠点施設として滞在時間の拡大や周遊性を高める観光

拠点づくり、３、ジオツアーの発着場、ジオパークガイドの拠点としての機能を果たすととも

に、地域の交流拠点として地場産品販売やイベントなどが実施することができるスペースなど

の整備、４、地域住民が企画・運営に参加できたり、気軽に語り合うことのできるくつろぎと

コミュニケーションの場の施設整備と運用、５、持続可能な形での施設の管理・運営ができる

ような収益性が期待できる機能と管理・運営のあり方などを基本計画の柱として今後検討して

まいります。 

 次に、４の完成までのスケジュールですが、完成時期につきましては、市長も申し上げまし

たとおり、来年度に向けての取り組みとしておりますけれども、計画がまとまった時点での補

助制度や財源対策などの検討も必要となってきますので、今後の進捗状況によるものと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 堺議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 
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 大きい１番目の(2)インフラの老朽化についてであります。 

 平成24年度４月現在、橋長15メーター以上の橋梁は、平成22年度の調査で元橋の歩道が１橋

カウントされ39橋であります。平成21年度、22年度の２カ年で国土技術政策総合研究所の橋梁

点検マニュアルに従って点検実施しました。また、橋長15メーター未満の橋梁は187橋ありま

して、これらの橋梁点検は高知県職員橋梁点検マニュアルに基づき平成21年度に完了しており

ます。 

 修繕計画につきましては、橋長15メーター以上の橋梁は平成23年度に作成しまして、15メー

ター未満の橋梁は平成22年度に57橋作成、残り130橋は今年度作成する予定でございます。修

繕につきましては、全ての修繕計画の作成が完了した後に計画的に実施していきたいと考えて

おります。また、道路につきましては、市道全域の点検は行っておりませんが、室戸市行財政

改革プランで計画的に整備しているところでございます。以上です。 

○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。 

 大項目の２、教育行政の(2)学校給食について、学校給食未実施校の対応についてですが、

平成20年12月議会での答弁以降どのような取り組みがなされたのかということでありますが、

本年５月に室戸市学校給食検討委員会を設置し、給食未実施校における給食の実施について検

討しております。教育委員会といたしましては、給食が児童・生徒の健全育成の助長となるこ

とや食育の推進、地域経済への波及効果などを考慮し、できるだけ早期に給食センターを設置

する方針を固めたところであります。今後につきましては、検討委員会で給食センターの設置

場所や運搬方法など実施に向けた具体的事項の検討、協議までに至っておりますので、本年度

中に報告をいただく予定でございます。 

 次に、学校給食の向上についてで、食材の購入経路の見直しなど子供たちの食の安全・安

心、保護者の負担軽減など学校給食の向上のための取り組みについてお答えいたします。 

 食材の調達につきましては、各学校の給食メニューの要望に対応するため、東部、中部の各

学校給食センターにおいて食材を一括に調達しております。生鮮野菜や鮮魚、精肉などは地産

地消の観点から地元商品を地元業者から調達し、米、パン、牛乳、乾物や調味料につきまして

は安価で安定的に食材の供給可能な学校給食会を通じて調達しており、保護者の負担の範囲内

で効率的に安全な給食食材の購入に努めております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 中屋学校保育課長。 

○学校保育課長（中屋秀志君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 大項目の１、防災・減災対策についての(4)学校施設の整備についてでありますが、まず学

校施設の耐震化の進捗状況につきまして、地震防災対策特別措置法に基づき平成20年度から順

次施工しており、平成23年度末現在で耐震化率は約80％でございます。今後は平成28年度を目

途に100％を目指し引き続き取り組んでまいります。 
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 議員お尋ねの非構造部材の落下防止対策につきましては、これまで耐震化工事を優先させて

おりましたので、現在のところ着手はできておりません。今後は、非構造部材の落下から児

童・生徒のとうとい命を守り、安全で安心できる学校環境を整えてまいりたいと考えておりま

して、具体的には他市の実施状況を参考にしながら、全ての学校施設を点検、調査を行いまし

て、また財政的に有利な補助事業の導入なども検討し、計画的な施工に向けて進めてまいりた

いと思います。 

 ちなみに、本年度は天井から落下の際の児童の安全確保のため、全ての小学生へ防災ヘルメ

ットを購入することにしております。 

 次に、大項目の２、教育行政についての(1)通学路の安全対策についてでありますが、議員

さん御案内のとおり、本年４月以降、登下校中の児童等の列へ自動車が突っ込み、死傷者が発

生する痛ましい事故が相次いでおります。これを受けまして、文部科学省や県教委から学校の

通学路の安全確保についての通知があり、各地域の学校、警察、道路管理者等が連携し、通学

路の安全点検を実施し、危険箇所については改善に向け通学路の安全確保を図ることとなって

おります。 

 本市におきましては、８月21、24日の両日に教育委員会、学校、警察署及び市道の担当課で

あります建設課と関係機関が合同で緊急の点検を実施いたしました。その結果、５つの小学校

管内で合計10カ所の危険箇所が指摘されました。カーブミラーや外灯の設置、ガードレールの

整備、スクールゾーンのカラー舗装化などの対策が検討されております。教育委員会といたし

まして、道路管理者等に対しまして通学路の危険箇所解消のために早急な対策を講じるように

要望してまいります。 

 次に、通学路の安全確保に特化した整備計画の策定に取り組むのかとのお尋ねがございまし

た。先般の新聞報道によりますと、文部科学省では全国の公立小学校が実施した通学路の緊急

点検結果をもとに今後11月を目途に具体的対策を検討し、報告を求めることとしておるようで

ございますので、教育委員会といたしましては、先ほど申し上げました10の危険箇所につい

て、危険解消に向けた計画を早急に策定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） 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。 

 インフラの老朽化についてでありますが、橋の橋梁部分の点検の件で、市民の方からうちの

裏のあの橋は大丈夫なのということをよく聞かれます。避難するときに、もしそこの橋が落ち

ていたらどうなるのかとか、そういうことがとても心配だということです。やはりそういうと

ころもしっかりと市民にわかるように説明をしていただきたいと思います。 

 それでは、御丁寧な御答弁で大体理解をいたしましたが、１点ジオパークの件について、拠

点施設についてお伺いをいたします。 
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 先ほど課長さんから専門部会は必要ないというふうに検討委員会のほうで言われたというこ

となんですが、その件についてどうして必要なかったのかということを説明をいただきたいと

思います。 

 また、ことし世界ジオパークの加盟を申請していた島根県の隠岐ジオパークの加盟が認めら

れなかったとＪＧＮのホームページに載っておりました。ことし申請した８地域のうち隠岐を

含め５地域が認定されず、また４年ごとに行われる再審査の結果、２地区が継続認定されなか

った厳しい結果に、３年後の室戸ジオパークは大丈夫なのか、それがとても心配になってまい

りました。 

 確認をさせていただきたいと思いますが、この検討委員会の名称なんですが、室戸市歴史民

俗資料館（仮称）となっておりますが、これは名称は変わったのでしょうか。それと、場所と

か規模、博物館になるのか、どんな建物になるのかという、そういうところの検討のまとめは

この検討委員会でどうなったのかということをお聞きしたいと思います。 

 先ほども言われた専門部会は必要ないということでございますが、私はこの平成23年の12月

議会でこの大事な施設、これを検討委員会のメンバーだけでいいのかということを御質問させ

ていただきましたが、市長から、専門員さんを入れて専門的な助言をいただくのがいいのでは

ないかということを話させていただきましたが、市長は一部の人だけでこれをつくるという考

えは、僕は自分の考えとしては毛頭ございません、たくさんの方の知恵や意見を出していかな

ければ、この施設はいいものにはならないというふうに思っておりますのでという御答弁があ

りました。本当にえいもんをつくってもらいたい、それはもう市民の皆さんが一様に思ってい

ることでございます。やっぱりこのジオパークの精神からすれば、市民の皆さんの声を吸い上

げて、そして形にしていくという、そのボトムアップの形というのがジオの精神じゃないかと

思われます。ですので、これから利用するであろう子供たちの視線とか発想、それもしっかり

と受けとめていかなければ、検討していかなければいけない材料ではないかと思います。 

 何か先ほどの課長さんの検討の内容を聞いていますと、その中で決めたことがそのままコン

サルへ持っていくという、そのような方向になるようでございますが、それでは本当に市民皆

さんが望んでいるような施設になるのか、そのことを一番危惧するわけです。今さらですが、

どんな施設にするのか、どこにするのかも含め、市民の声を聞く、そういうことが大事ではな

いかと思いますが、一遍リセットしてもう一度そういうワークショップで市民の声を聞くとい

うことは考えられないのでしょうか。 

 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回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、橋梁の点検等の結果をしっかり知らす必要がある。その辺につきましては、今後そう

した対応をしてまいりたいと考えております。 
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 また、ジオパーク拠点施設の取り組みでございますが、これは以前にも申し上げましたよう

に、検討委員会の名称につきましてはいろんな方々の御意見があって方向性がまとまりにく

い、１回目の名称についてはなかなかまとまりにくいというようなことがあって名称も変えて

きた経過はございます。 

 もう一つ、当然次期認定についての取り組みというものがいかに大事かというのは私自身も

認識をするところでございますし、現在取り組んでいること、例えば島原半島で開催をされま

した国際的な大会でプレゼンを行うこと、そういうことも大事でありますし、今回11月に開催

をされる全国大会を室戸でやること、そうしたことをしっかり私は積み上げていくということ

がジオパークの再認定に僕はつながっていくことになるのではないかというふうに考えており

ます。ですから、拠点施設がないと次の認定にはならないとかという考えを私も持っているも

のではございません。ですから、以前から申し上げておりますように、拠点施設というのがと

にかく今の段階で何とか必要ではないかと、急いで必要ではないか、休むところもない、物の

物販も当然ない、それらについても室戸岬の先端で何とかならないだろうかというようなこと

はずうっと考えているわけでありますし、またその関連としまして、イルカの拠点施設である

とか、また吉良川の町並みというものもやはりしっかり整備をするということで盛り上げてい

かないといけないということで現在取り組んでいるという点もどうか御理解をいただきたい。 

 そして、その拠点施設の進め方につきましても、専門部会の立ち上げや専門家の意見を聞く

ことが必要だというような状況が出てきた場合には、当然そうしたことのやっていきたいとい

うお話をさせていただいたと思います。ただ、そういう状況に今までの経過の中ではなってい

ないということであります。そして、先ほど課長からも申し上げましたように、基本的な考え

方というのは５項目示させていただきました。考え方を示させていただいて、次にコンサルを

入れて具体的な形をつくっていこうとしているところでございます。それがまだまだまとめ切

れていないということでございます。これらがまとまった段階で、私はジオパーク推進協議会

の御意見を聞いたり、市民の方々に対しましても意見を聞く場を設けていきたいと、そのこと

によってよりよい施設にしていきたいという思いをお話をさせていただいているところでござ

います。 

 確かに一手法としてはボトムアップが大事である、一手法としてはワークショップが大事で

あるというようなことは私も理解をします。しかし、行政運営の中において何でもかんでもワ

ークショップが必要かということはどうでしょうか。私はぜひその点を考えていく必要がある

というふうに思ってます。例えば防災対策の避難道をみんなで考えていこう、また津波避難タ

ワーを考えろうというときには、私は地域の方々と一緒になってワークショップも当然開い

て、みんなが認知をされた方向でまずは進まないといけないということはよくわかります。し

かし、あらゆることがそういう方策がとれるのかという問題です。 

 だから、私は拠点施設をとにかくどういうものにするかというまとめをしていただいた上
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で、先ほど言うようにいろんな方からも御意見をいただいた中で、当然僕は議員の皆さんから

も全く声を聞いてないわけですから、今の段階では、ですからそうした声も聞かないと、検討

委員会から出たので、それを私はすぐ全部やりますというようなことではないというふうに考

えておりますので、どうか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） 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） 堺議員さんに、２回目の御質問について市長答弁を補

足させていただきます。 

 検討委員会の名称につきましては、平成24年６月にやはりこのジオパークの拠点であるとい

うことを打ち出すために要綱の名称を変更いたしました。 

 もう一点、審査については確かに隠岐のほうで見送りということが発生しましたが、これは

我々室戸ジオパークの物事だけではなく、日本ジオパーク全体のことだというふうに認識して

おりますので、日本ジオパークネットワーク及び日本ジオパーク委員会のほうと協議をして、

この世界的なジオパークの認定の流れっていうのは今後再審査の時期が参りますので、じっく

りとこの日本ジオパーク委員会、そしてジオパークネットワークの中で検討していって、地域

に反映していきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（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） 12番。３回目の質問を行います。 

 先ほど課長さんから名称を変更して要綱を変えたという話がございました。名前は何という

名前なのか。 

 それと、これ要綱でいいのかどうか、条例にするべきではないかと。委員会は次に上げる事

項について協議検討し、その結果を市長に報告するとありますよね、こういうことはしっかり

と条例で取り組むべきではないかというふうに思われます。 

 それから、市長さんの行政手腕として何でもかんでもボトムアップがいいのかという話、よ

くわかります。首長としての御意見だと思います。けれども、この拠点施設というのは市民み

んなが利用する、みんなの待ち望む場所です。それで、それはやっぱり、先ほども言いました

ように子供たちの意見とか、若者の意見とか、これから室戸を担っていく人たちのこんなもん

があったらいいねという、そういう意見をしっかりと踏まえた上での私はお話であればそれは

いいかと思いますが、この前の去年の世界審査に向けて市民が本当に一丸となって協力してき

ました。審査に来られたマッキーバーさんが室戸は人が資源だの言葉に室戸に対する最大級の

評価だと私は捉えて、室戸市民としてとても誇りに思いました。こういう室戸は人が資源とい

う、この人々の総意でできたということが本当にジオパークの精神にのっとった施設になるの

ではないかと思われます。どうかその点もう一度お話をお伺いしたいと思います。 

○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） ３回目の御質問にお答えをいたします。 
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 まず、ジオパーク拠点施設のことについての中で、室戸市のジオパーク認定についてはやっ

ぱり市民の方々と一緒になって取り組んできたという、マッキーバーさんの御意見があったと

いうことは私も重々承知をしております。市民の方々の協力をいただいて取り組んできたとい

うことは、私もいろんなところで一緒になってやってまいりましたから、そういうことは否定

するつもりはさらさらございません。一緒になってやっていかないといけない。 

 ただ、先ほども言う拠点施設についてはやっぱり全体をまとめたようなものが原案という

か、そういうものがあるべきではないかと。その中に、やっぱり学校の廃校になったものの有

効利用についてはどうかというような会も立ち上げてやってきた。その会の一定の報告も受け

た。次に、その報告だけではいけないということで我々が市としてそうした検討委員会から意

見をいただきたいということで立ち上げているものでございますし、それぞれそうした中に市

民の方々が当然含まれております。これ職員ばっかしで、前の教育委員会の会も職員ばっかし

でやった、今度の拠点施設検討委員会も職員ばっかしでやっているということであれば、私は

本当に市民の方々の意見をくみ上げてないなというふうに言われてもそれは仕方ないですが、

そうじゃなくて、市民の方々がたくさんその中には入っていただいてます。今回東中学校が正

式な施設になるまでの間についてはもう少し緩やかな形であそこも使っていこう、見ていただ

こうということの中で、またそこでも市民の皆さんやガイドさんからこうしたことの御意見も

いただきたいという話を僕はずっとさせていただいているわけでございまして、なるだけ多く

の方の意見を聞いてやりなさいというのは僕も当然のこととして受けとめて、そのようにして

いきたいという思いでずうっとお答えをさせていただいておりますので、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） 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） 堺議員さんの３回目の質問にお答えします。 

 失礼いたしました。委員会の名称は室戸ジオパーク拠点施設検討委員会というふうに名称を

変更いたしました。 

 それと、その条例関係につきましては、先ほど市長が申し上げましたとおり皆さんの意見を

聞く会として、聞いて参考にしていこうという会ですので、要綱で設置をして開催をしておる

ところです。以上でございます。 

○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。 

 昼食のため午後１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時６分 休憩 

            午後１時８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、久保八太雄君の質問を許可いたします。久保八太雄君。 

○６番（久保八太雄君） ６番久保。地元ＰＴＡ、住民からの要望がありましたので、早速質
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問をさせていただきたいと存じます。 

 朝のほうのさきの議員さんからたくさん質問がありまして、同じようなものがありましたの

で、ジオパークについてのジオパーク全国大会の準備、進捗状況と室戸ジオパーク拠点施設に

おいては、ジオパーク全国大会の準備状況については取り下げをさせていただきたいんです。

室戸ジオパーク拠点施設については１点だけちょっと聞きたいので、これを質問させていただ

きたいと思います。 

 ジオパーク全国大会の準備、進捗状況におきましても、先ほど来聞かせていただいておりま

すのは、なるべく新聞紙上でいろいろと皆さんにぎわせていただいております。そしてまた、

市民の方もちゃんと見ておりまして、これは不安になって皆質問をしてくれということになっ

ちゅうと思います。といいますのは、さぼっちゅうわけじゃないですけども、執行部のほうか

らのＰＲ不足でいろいろとハッパをかけて本当に成功するかどうか心配で言ってくれておると

思いますので、執行部の方々も頑張ってこれからあと一カ月進めていただきたいと思います。 

 ほんで、ジオパーク拠点施設検討委員会におきましては、先ほど来堺議員さんがいろいろと

質問しておりますが、建物の規模を生かした多彩な展示物の検討、憩いの場所、グッズ販売、

滞在時間の拡大等々室戸のシンボルとなるように魅力的な創造的な内外の観をするとか、文化

的な企画を展示しても欲しいとか、いろいろありましたけれども、最初私は民俗資料館という

内容が最初打ち出されました。といいますのは、私以前新人のときに民俗資料館が欲しい、設

置してくれということを一度一般質問させていただきました。今回出たときには大変喜んでお

りましたが、いまだ紛糾ということで書かれて、行方不透明である、今後どう進んでいくのか

もわからないということがありまして、どうも民俗資料館、そういったものが立ち消えていく

んじゃないかという不安も私あります。そういったことにおいて、もう一度この内容について

は再度内容についてちょっとお伺いしたい。また、そういった民俗資料館のほうの内容も考え

てくれておるのかどうか、少しその点をもう一度お聞きしたいと思います。ジオパークのこと

はそれで終わりたいと思います。 

 南海地震対策についてでございますが、これも地震対策につきましては毎回質問されており

まして、申しわけございませんが、かく言う私も以前富士鍛工の場合とかに質問させていただ

いております。今回は東海・東南海・南海同時発生するマグニチュード９クラスの巨大地震に

ついて、被害や津波の想定を公表されております。これについても、冬の深夜、避難率が低い

ときに32万3,000人ですか、と言われております。これ津波によるものが23万人と言われてお

りますが、建物崩壊では８万2,000人ですか、地震による火災、先ほど来ちょっと質問のあっ

たようですが、風速毎秒８メートルぐらいで約１万人が亡くなるだろうと、急傾斜地の崩壊で

600人ぐらい、計32万3,000人だそうですが、負傷者に関しましてはこれをはるかに超えて62万

3,000人ぐらいが負傷を負うことになるだろうと。高知県におきましても、最悪の場合県内の

死者は約４万9,000人、従来の想定の約５倍ぐらいに上がっておるそうですが、今後そういっ
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た被害者想定を踏まえて犠牲者数を減らすためにも対策を強化し、見直しをせねばならないと

思います。 

 ところが、少し気になる数字がありまして、それは津波の場合、皆津波で亡くなった場合と

か津波が多ございますが、急傾斜地の崩壊と死者数が算定されておりました。中にはこの３連

動のうちで高知県が一番数が多ございました。1,100カ所、死者は80名と想定されておるよう

です。我が室戸市は津波、津波いうて、確かに津波も前ですが、すぐ後ろに山があります。山

裾によりまして、人の話では津波の前に山が崩れて、先山崩れの山津波で潰れはせんかなあと

不安がっておる人も多いようです。地震で深層崩壊が起こる危険性がある高いこの高知県、特

に室戸市、この深層崩壊は大体厚さ0.5からまず２メートルばあの上が流れる表層崩壊に対し

て、その下の地盤からごっそりと崩れていく現象があると。東海・東南海・南海３連動地震で

あった宝永の大地震、1707年では、これは四国地区が一番多く発生しておるという記録があり

ます。この現場は傾斜の岩盤が多数の割れ目ができて細い板で粉砕されていくような、ドミノ

倒しのような格好で根こそぎばたばたと倒れていくと。これを調査するには地盤の深くまで掘

削して調査をしなければわからなかったんですが、最近は上空から電磁波で当てて予測地図が

できると。これは香川大学ですか、地質工学を研究されておる教授が開発したものだと。ヘリ

コプターでこの棒状の大きな機械をぶら下げて電磁波を出す。そして、それを危険性の高いと

ころをずっと見ていくと赤く染まっていくところが危ないところであると。こういったことが

出ておりましたけれども、この研究チームが高知県室戸の山地で調査を行ったことがあると、

こういったことが出ておりましたので、これについて恐らく室戸なんかはどこそこが大方崩れ

ていくんじゃないか、危険性があるのではないかということがおわかりではないか。まして

や、そういったところを調査しておるのかどうか、これを少しお聞きしたいと思います。 

 次に、物資輸送体制の構築でございますが、この地震発生直後の交通、物流体制や公共交通

のあり方を考えなければならないのですが、これは６月に一度他の議員さんが一般質問でされ

ております。道路の交通、要するに国道からのアクセス、いろいろと質問されておりますが、

ですから多くは言うつもりはありませんけれども、市長はこのときの答弁で道路事業は社会資

本整備総合交付金事業において整備を行っていると。ここでその道路に関しては一応それに進

めていっておるという想定のもとで一応控えておきますが、ただしこれにおいて地震が起きま

すと市の職員というものが不眠不休で努力しても物資が届かない、避難所もそういった物資の

届かない避難所が出てくるのではないかと思いますが、震災直後の輸送、補給実態はどうか。

東日本の震災では多くの物資が拠点まで届きながら、在庫等々いろんな管理があって、仕分け

が効率的にできなかったと、そういったこともたくさん聞いております。もちろん避難直後は

市の職員等々が物流に対応しなければならない、こういったノウハウというものがマニュアル

化して、訓練も必要ではないか、しておるのかどうか。そして、避難地に午前中にも他の議員

さんが質問がありましたように、避難地にもスペースがあり、非常用の電池や食料、電信器
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具、そういった備蓄のもの、衛生面等も準備しておかなければならないのではないか、またそ

れに対してもそういった備えも一応計画の中にちゃんと組み込まれておるのかどうか、それを

現状ではどうかお聞きします。 

 次に、再生可能エネルギーの検討についてでございますが、これも６月の議員さんの質問に

もあったようでございますが、脱原発の調査におきまして、高新のアンケートの調査の中に伊

方原発再稼働の手続については市町村がかかわらなくてもよいのかという答えで、この市長さ

んの答弁の中に、県としての多くの専門家の方々の意見を聞くとともに、広域的な問題である

から市町村の意見を総括していただき、対応していくべき問題であるから、別に特に市長さん

としてはということでありましたが、そこでたしか市長さんの答えの中には原発の考え方は段

階的に廃止である、伊方の原発の再稼働については条件つきで再稼働である、伊方原発の再稼

働手続に加わるべきかについては、県が加わるべきで市町村まで必要ないということであった

と思いますが、この調査を見まして私なりに推測した話ですが、まず今すぐに再生可能エネル

ギーが十分に普及していないので、条件つきで稼働である、しかし将来は段階を踏んで廃止す

る、そのように理解してよろしいでしょうか、市長、これはひとつ聞いておきます。 

 時に、政府は2030年に原発稼働ゼロを目指すというのが出ました。原発の新増設は認めず、

運転開始から40年での廃炉を厳格に適用していくと言っております。そして、革新的エネルギ

ー環境戦略をまとめると新聞に出ておりました。僕はこれを見てさすが市長と思いました。将

来を見込んでさすがに将来原発ゼロに向いて考えておられると、そういうふうに感心しまし

て、約20年先の原発ゼロを視野に入れておるのではないかと考えております。再生エネルギー

の導入を目指していくものと、そうなれば現在当市でも太陽光発電のシステム設置の補助金を

出しておりますが、本県は再生エネルギーを生み出す資源が大変多ございます。森林資源を生

かした計画、木質バイオマス発電、それから燃料製造事業、こういったものが本県は大変全国

で２番であると。また、日照時間も水源にも恵まれておる、こういったことも触れておりま

す。御多分に漏れず我が室戸市もこれに十分できておるのではないか。 

 そこで、１つお伺いしたいんですが、この市もメガソーラーなるものが山の上に台地にいろ

いろとできるのではないか、そして風力はもちろん岬の上にも１つありますが、ほかにも可能

なところがあるのではないか。また、羽根から含めていろいろと川も豊富で海の水も豊富で、

小水力発電が十分にできるのではないか。こういった森林資源の環境に貢献できれば、地域資

源もそういう二重の効果を生むことができるのではないかと思いまして、こういったことにつ

いてまず脱原発依存へ進むためにも、豊富な資源を生かして木質の発電、風力発電、小水力発

電、太陽光発電、こういったことについて20年先のこと、30年先のことを考えて進めていくお

考えはないかどうか、お伺いしておきます。 

 教育行政についてでございます。 

 浸水予測図のうちに、そういった区域の中にある保・小・中の件でございますが、南海トラ
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フの起きた最大級の地震で予測時間が室戸市役所で大体31分ですか、元保育所で12メーターの

やつが23分ですか、とありましたが、沿岸公立の学校で43％に当たる128校が浸水区域に含ま

れておるという、2005年には20％でしたからかなり大幅にふえております、新想定から。沿岸

19市町村に限ると半数近く、43％が浸水するという。室戸市においても、2005年のときには大

体２校ぐらいが上がったようです。今は８校にふえておるようです。 

 そこで、再度お尋ねしたいんですが、これも私何回も質問させていただいておりますので、

再度お尋ねしたいと思いますが、安全であろうと思われる高、小・中学校のほうへ統合するお

考えはないかということです。もう一度検討願いたいと思うんですが、例えば羽根小学校を羽

根中学校のほうへ、吉良川中学校を吉良川小学校のほうへ、こういったとこへ移動すれば、教

育の理想とされる保・小・中・高一貫のそういった教育もなれると思われますし、一石二鳥の

ように思いますが、こういったことを再度調査し、検討していただくようにお願いしてます。

これを答弁願いたいと思いますが、どうかお答え願いたいと思います。 

 ちょっとちなみに、きのう羽根小学校の近くで用事がありまして行きましたところ、運動会

の日だったそうですが、それが早朝６時か５時ごろちょっと１時間ぐらい雨が降ったところ

が、後は天気でしゆうけども、ぐちゃぐちゃで使えなくて、きょう運動会やってます。それ

で、父兄の方と先生方が一生懸命水はけをやっておりまして、私通りかかったところが呼びと

められて言われました。ここな水はけも悪い、こんなとこへ行ってまたこれ整備して耐震もす

る、もうそんなことせんち、羽根中学校へ行かして向こうを整備したらどうな、これをうんと

言うてくれと。ほんで、羽根小学校のグラウンドの中に大きな土管があって、向こうの海岸場

の堤防のとこまで続いちゅうと、波がどんと来たら子供が逃げる前のほうで潮がぱあっと噴き

出るようになっちゅうと、これはこんなとこではおれん、何とかしてくれ、これは余談でござ

いますが、強く言われておりましたので、一応伝えておきます。 

 次に、全国で深刻化するいじめの問題についてでございますが、これは文科省は全国の小・

中・高を対象に2011年の調査でございますけど、問題行動の調査でございますが、認知件数が

７万2,311件だそうです。依然高水準であり、でも前年度の2010年と比べれば7,399件減少して

おるようですが、そうはいえ深刻な状況であると。いじめを把握している学校は38％で、小学

校３万3,241件、中学校は３万749件、高校が6,020件、特別支援学校は338件である。でも、文

科省はこれは不十分ではないのか、まだ地域において十分な調査はされておらんのではない

か、それへ上がってきていないのではないか、もっとふえる可能性があると言われておりま

す。その中で、小・中・高のそういったいじめの中で自殺者が44人ふえて200人に達した。こ

れは25年ぶりのことだそうです。今や少子化問題で子供全体が減っちゅうというのに、200人

も全国的に減っていけば、もうこれは非常事態と言うべきであると、子供の世界に何が起きて

いるのか、大人はもっと研究すべきであるということを言われておるようです。自殺の内容は

いじめによるものが４件、父母の叱責が24件、進路問題が20件、あと残りの115件は不明とさ
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れております。果たしてこれが不明なのか、それともいじめによるものなのかというものがあ

るようです。 

 それで、本県も300件ほどあったように言われております。小学校90件、中学校157件、高校

が34件、特別支援１件、私立学校が18件、要はいじめと自殺の因果関係であろうと思うけど

も、もちろん慎重な分析等の必要があります。 

 そこで、お聞きいたしておきます。室戸市ではこういう報告を受けておりますかどうか。ま

た、アンケートをしたのかどうか。アンケートをした場合には、これは記名か無記名か。また

は、記名、無記名でまた人数が差ができると思います。それに対して、教員は足りておるのか

どうか、またそういったことに対しての研修等はやられておるか、また学校の相談機能は十分

足りておるか、またスクールカウンセリングからソーシャルワーカー等が大幅に人員がおるか

どうか等です。また、外部のそういった専門家を雇うていろいろと相談しておるのか、起きた

後では間に合わないと思いますので、その点について聞いておきます。 

 以上で１回目の質問を終わらせていただきます。 

○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） 久保議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の室戸ジオパークにつきましては、１点だけ御質問がございました。 

 室戸ジオパーク拠点施設のお尋ねでございますが、前段でもずっとお答えをしてきたところ

でございますので、途中からになりますが、昨年11月に室戸ジオパーク拠点施設検討委員会を

設置し、これまで７回の会議を開催する中で郷土の地質や地形、これは大変欲張りかもしれま

せんが、歴史や文化なども踏まえて室戸ジオパークの魅力を効果的に発信していけるような施

設となるように一定の文書化もしたということでございまして、それを受けて今後コンサルも

入れて具体的な計画を策定することとしております。また、そうした中で、今後大事になって

くるのは、僕はもう一点運営方法、どうやって運営していくかというようなことも大変大事に

なってくるというふうに思ってまして、そうしたことも踏まえて検討をいただきたいというふ

うに思っているところでございますし、これも繰り返しておりますけれども、計画がまとまっ

た段階で室戸ジオパーク推進協議会や市民の皆さんの意見を聞く場も設定するなど、よりよい

施設となるように努めていきたいと考えております。 

 次に、２点目の南海地震対策についての(1)地震での深層崩壊対策についてでございます。 

 今回の内閣府からの発表では、議員さん御案内のとおり急傾斜地の崩壊による各県における

建物被害の状況が示されておりますが、市町村ごとの被害想定は出ていないところでございま

す。本市におきまして、急傾斜地崩壊危険箇所が大変多くあるということは承知をしていると

ころでございまして、今後国や県からの情報収集に努めるとともに、急傾斜地対策における要

望や陳情活動というものも積極的に行っていかなければならないと考えております。 

 また、深層崩壊につきましては、山地の斜面崩壊のうち表面が崩壊をする表層崩壊に対し



－59－ 

て、その下の数メートルから数十メートルの深さの岩盤が崩れ落ちる現象を指しておるもので

ございます。発生した場合は規模が大きく、土石流による家屋の流失や洪水などによる大きな

災害となることから、現在国においても調査研究が進められているというところでございま

す。 

 そして、香川大学の教授による電磁波を使った深層崩壊危険箇所の予測につきましては、議

員さん御案内のように1707年の宝永地震で崩壊をした佐喜浜町の加奈木のつえ周辺について調

査を行ったとお聞きをしているところでありますが、しかしこのことについて国や県から特に

報告などは受けていないところでございます。しかし、こうした方法で調査ができるというこ

とになれば、本市の防災対策に生かせることとなりますので、大学の研究結果や国による調査

結果など関連情報の収集に努めてまいります。 

 次に、被災後の物流についてでございます。 

 南海地震などの大規模災害が発生した場合には災害対策本部を立ち上げ対応を進めていくこ

とになりますが、限られた人数で対応に当たらなければならない状況が想定をされるところで

ございます。議員さん御指摘のように、被災後の物資輸送、物流体制は大変重要なポイントに

なるものと考えております。東日本大震災の例を見ましても、物資管理、物流に関するマニュ

アルの作成、訓練は行っておく必要がございます。このことにつきましては、災害ボランティ

アセンターを設置することでボランティアの受け入れや配備など物資を効率よく配送すること

ができるのではないかと考えております。ボランティアセンターの立ち上げや運営に関するノ

ウハウは全国社会福祉協議会が持っておりますので、当市におきましても市社会福祉協議会に

研修の実施やボランティアセンターの立ち上げについてお願いをしてきたところでございま

す。現在、社会福祉協議会におきましては、設置に向けて研修に取り組んでいただいていると

お聞きをしておりますが、今後早急にこれらのことを進めていかなければならないと考えてお

ります。 

 また、食料品や避難所において必要となる資機材、生活用品などにつきましては、災害発生

時における物資等の調達に関する協定等を複数の業者さんと締結をしているところでございま

す。現在の締結状況を申し上げますと、食料品、生活用品関係では９件、飲料水関係では８

件、土木関係では37件、その他８件となっております。今後、このような協定を医薬品などさ

らに幅広い分野に広げていくとともに、備蓄品につきましては浸水のおそれのない高台に分散

をして備蓄していくように取り組んでまいります。 

 次に、大きな３点目の(1)自然エネルギーの件についてでございます。原子力発電所の動向

につきましてお尋ねがございましたが、この点については現在全国的に議論がなされていると

ころであります。私は将来的には廃止の方向に進んでいくのではないかと考えております。 

 次に、議員御指摘の太陽光発電を初めといたします自然エネルギーの利活用につきまして

は、全国各地で導入が検討もされ、取り組まれているところでございます。地球温暖化など環
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境の保全や雇用の創出、地域経済に好影響をもたらすということは御案内のとおりでありま

す。前段の議員さんにもお答えをいたしてまいりましたが、自然エネルギーは環境保全や経済

効果がございますし、自前のエネルギー確保という点においても大変重要な問題だと考えてお

ります。今のところ、具体的な話はございませんけれども、メガソーラーにいたしましても高

台で大規模な平地があれば確保できる、実施に向けて取り組めるということはございますし、

また風力発電につきましても当市におきましては大変いい条件下になるのではないかというふ

うに考えております。 

 いずれにしましても、自然エネルギーにつきまして関連企業から相談がございましたら、ぜ

ひ積極的に協力をし、自然エネルギーの利用促進に努め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） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 久保議員さんにお答えいたします。 

 大項目の４、教育行政についての(1)浸水予想区域にある小・中学校の統合はについてであ

りますが、８月に内閣府が発表した南海トラフの巨大地震による津波高、浸水域等及び被害想

定によりますと、市内の25の保育所、小・中学校のうち64％に当たる16の施設が浸水予想区域

に含まれております。津波対策といたしまして避難道を早急に整備し、一刻も早く高台へ避難

するよう各園長、校長に対しまして指導をしてきたところであります。 

 議員御提案の保・小・中・高の高台への併設につきましては、現在のところ財政的に有利な

補助事業がまだございません。そのことや、用地の確保の困難さなどから急な実現はなかなか

難しいというふうに判断しております。 

 しかしながら、将来的に児童・生徒数の減少等を踏まえた中で一貫校を検討課題としていか

なければならないというふうに認識はしております。 

 それから次に、(2)番の全国で深刻化するいじめの問題についてであります。 

 いじめ問題につきましては、滋賀県大津市の中学生が自殺したことを受け、連日のようにテ

レビや新聞などで報道されており、その連鎖は全国各地で広がり、今や大きな教育的課題に発

展し、教育に携わる者として心を痛めるところであります。 

 いじめの定義は、①当該児童・生徒が一定の人間関係のある者から心理的、物理的な攻撃を

受けたことにより精神的な苦痛を感じているもの、②いじめか否かの判断は表面的、形式的に

行うことなく、いじめられた子供の立場に立って行うもの、③といたしまして、いじめの起こ

った場所は学校の内外を問わないと文科省は定めております。いじめは人権侵害はもとより、

人の命を奪うという最も重い犯罪行為であるとの認識を持って、いかなるいじめの行為もしな

い、させない、許さないを徹底させて学校現場に対して指導しております。学校も当然そのよ

うに理解して子供たちを健全育成に向けて頑張っているところだと考えております。 
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 室戸市の小・中学校における平成24年度のいじめの件数ですが、９月時点におきまして、小

学校で６件、中学校２件と把握しております。この８件です。全て児童・生徒、学校、保護者

などと話し合いの場を設定しまして、それぞれの事情を考慮しながら適切に対応しておること

を御報告させていただきます。 

 また、必要に応じて随時アンケートを行い、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーなど専門的知識を有している方へ相談するなど、そのケースケースに応じた対応を行っ

ております。指導に当たる教員の資質向上のために研修等を行っているかでありますが、県の

教育委員会ではいじめ対応マニュアルを作成し、定期的に研修を実施しております。また、私

のほうからも毎月の校長会を通じまして現状報告を求め、指導をしております。市の教育委員

会へ直接相談に来られた保護者もあり、その解決策について適切かつ慎重に指導を重ねており

ます。先般、文部科学省からいじめ問題への対策を強化する総合的な取り組み方針が示されて

おります。その中には、議員御提案のスクールカウンセラーやソーシャルワーカーの活用、増

員等も含まれておりますので、来年度以降のいじめ予防対策に有効に活用したいと考えており

ます。 

 いずれにしましても、学校からいじめをなくして全ての児童・生徒が明るく元気で学校へ行

けるような環境をつくりたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保八太雄君の２回目の質問を許可いたします。久保八太雄君。 

○６番（久保八太雄君） 済みません、１つだけ聞かせていただきたいと思います、そのジオ

パーク拠点施設で１つ。 

 午前中の質問の中でも専門員さんっていうのがまだ選んで依頼することができると、専門員

はまだしてないんではないかと思うんですけども、その民俗資料の関係のほうとかそういった

ことで専門員さん等の相談をしたことがあるか、また専門員さんを置いてないのかな、まだ相

談してないのかな、そういったことについてをもう一度深くどこまで進んでおるのかちょっと

聞きたいんですが、構いませんか。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。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） 久保議員さんにお答えいたします。 

 専門員の中につきましては、検討委員会のほうで具体的に専門的な要素を検討する段階で発

生する状態になってくると想像します。ですので、現段階では施設の性格とか大きな方向を位

置づける時点でございますので、専門員を指定する段階ではなかったというふうな判断をして

おります。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって久保八太雄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。９月定例議会において市民クラブと市民を代表いたしま

して一般質問を行います。今回の質問は、私が日常活動の中で感じたこと、また市民の方など
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から意見として聞いたことなどが中心でございます。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

 大きな１として市長の政治姿勢についてお尋ねをいたします。 

 (1)南海地震対策について。 

 南海トラフ地震県内沿岸部津波浸水予測図によりますと、20から25メートルは元海岸西端付

近、15から20メートルは室戸岬周辺、室戸岬町、室津、10から15メートルは佐喜浜町の一部海

岸部、室戸岬町の岬から耳崎にかけて、国道55号線海側、浮津、奈良師、元、５から10メート

ルは佐喜浜町、室戸岬町の椎名、三津、国道55号線の東側、室津中町、浮津周辺、元、行当、

新村、吉良川町、羽根町、２から４メートルは室津、市役所、室戸小学校周辺となっておりま

す。９月２日に午前９時に市内全域で防災訓練が行われました。そのときの訓練内容について

アンケート調査を行っていると思うのですが、どのような結果が出たのか、教えてほしいと存

じます。 

 防災訓練をやることは、いざというときに備えるための意識を高めるとても大事なことで

す。しかし、いつ起こるかもしれない。夜間や雨天時でも訓練は必要なことだと感じます。内

閣府の有識者検討会が示した新想定で、県内各自治体で避難タワーを建設済みあるいは建設予

定だったところは大幅な計画変更を余儀なくされているようです。室戸市では、保・小・中学

校、公共施設等への耐震工事も着々と進んでおります。しかし、今また建物補強はしたが、窓

ガラスや天井板などはどうするのかという落下物対策等も問題になってきているようです。今

後これらに対する取り組みはどうするのか、お聞きをいたします。 

 避難場所として避難タワーも選択肢の大切な一つであることに間違いはないと思います。し

かし、多くの市民が避難するには非常にたくさんのタワーが必要になってきます。地域に即し

た建設が望まれます。避難場所を整備し、高台に避難場所を設置してほしいという声がありま

す。佐喜浜から羽根まで適地を探せばきっとふさわしい土地はあると考えます。被害が多大で

あった場合、避難日数が長期化することも考えておかなければなりません。学校施設やグラウ

ンドへ仮設住宅の建設、公共施設への仮移住等利用すれば最大どのくらいの人数を受け入れら

れるのか、水や食料はどう確保していくのか、奥地では山崩れにより道路が寸断された場合、

どう命をつなぐのか、行政無線をどう有効活用するのか、病院や老人ホームで寝たきりになっ

ている方をどう助けるのか、想定でき得る手だてをしっかりしておかなければなりません。地

域対策として25年度はどんな事業を計画し、予算はどのくらいの見積もりを考えているのか、

示していただきたいと存じます。 

 (2)中山間応援対策についてお尋ねをいたします。 

 昔のことを言うと年をとったなと思うかもしれませんが、20年から30年ぐらい前には奥地で

も収入は少なくても農業は好きだからという人が羽根や吉良川、佐喜浜などにおりました。農

協や県の改良普及所、市の農林課の職員などの応援を受け、４Ｈクラブ活動や稲にかわる新た
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な作物栽培に取り組んだりと大変にぎやかなときがありました。そのころ生まれた子供は、残

念ながら生まれ育った土地で現在は暮らしておりません。親たちもだんだんと年をとり、自分

が食べるだけの作物しかつくらなくなって現在は来ております。放棄地がだんだんと目立つよ

うになってきている中で、一人の若者が荒れた田畑を耕して一生懸命稲をつくって頑張ってお

ります。現在３ヘクタールほどの経営なのですが、家はもともとからの農家ではないため、機

械は自前で購入をしております。農業では無理なので、外での収入で何とかやっているのが現

状です。地域では青年団のリーダーや保全会の会長などもやり、地域の希望の星と言っても過

言ではありません。市内全体を見渡せばこんな青年はほかにも何人かいるのではないかと思い

ます。そんな若者が少しでも安心して農業経営に取り組めるよう、市独自の応援対策がとれな

いものか、お伺いをいたします。 

 (3)少子・高齢化への対応についてお伺いをします。 

 平成24年２月29日現在、佐喜浜で867世帯、男性776人、女性893人、計1,669人、室戸岬では

1,844世帯、男性1,579人、女性1,851人、計3,430人、室戸では3,216世帯、男性3,024人、女性

3,255人、計6,279人、吉良川、1,141世帯、男性1,101人、女性1,261人、計2,362人、羽根、

1,121世帯、男性1,087人、女性1,185人、計2,272人、平均いたしますと65歳以上の人口が

6,079人、高齢化率37.9％と現在なっております。そのうち、介護認定者数が1,280人、サービ

ス利用者数972人となっております。児童・生徒数は、平成23年９月１日現在で、佐喜浜小

50人、三高小23人、室戸岬小40人、室戸小201人、元小30人、吉良川小62人、羽根小92人、中

川内14人、計512人、佐喜浜中38人、室戸中193人、吉良川中39人、羽根中39人、中川内７人、

計316人、平成24年９月現在では今よりもっと生徒が減っていると思われます。 

 最近のことなんですが、中学校の体育大会を見学いたしました。そして、思ったことなんで

すが、40人足らずの生徒がよう頑張ってやりゆう、大したものです。少子化の続く中、子育て

支援策もだんだんと充実をしてまいりました。あと可能であれば、所得制限などの枠がなくな

ればもっとよくなると存じます。 

 高齢者に現在の悩みは何かと聞くと、大部分の方が病院や買い物へ行くのに不便を感じてい

るのです。大変困っております。私は３月議会で敬老年金を廃止し、そのかわりにその予算を

生活支援に振り向け、病院や買い物に行けない人のためのサービスに使うのであればというこ

とで賛成をいたしました。しかし、その後においてもこのサービスが開始され出したとの話は

一向に聞こえてまいりません。一体どうなっているのか、そんな思いでございます。この半年

間、一体担当課は何をしていたのか。そして、今後どういうサービスを実施するのか、ぜひ担

当課長さんに詳しく説明を求めたいと存じます。 

 (4)世界認定、室戸ジオパークの今後についてお尋ねをいたします。 

 室戸ジオパークの推進協議会では、最初は四国（室戸地域）として活動していたのですが、

エリアが四国全体ではわかりにくい、室戸だけでも十分価値があるとの専門家の意見などがあ
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り、室戸ジオパークとしてまず日本ジオパークネットワーク加盟を申請、そして世界認定を目

指してきました。世界ジオパークに認定されるまでに、小松市長自身もさまざまな経験をされ

たと存じます。世界認定をされてもこれで終わりではない、これからが大変で、取り組みいか

んでは次の現地審査で取り消しになる可能性もある。せっかく手に入れた世界認定、市民の一

人として大切にしたいと思うし、またどんな形で参加できるのかを真剣に考えたいと思うので

す。室戸に生まれて、室戸で育って、室戸で生活して、室戸で一生を終える、室戸を誇りとし

ている人はたくさんいるはずです。世界遺産は保護が目的だという、ジオパークは地質遺産を

活用する、つまりジオパークを売り物にする商売に利用しても構わない。室戸でもたくさんの

お祭り大好きな人物がいるはずです。その人たちにジオパークを舞台に得意なパフォーマンス

を定期的にやっても構わない、そんなスペースを提供する。市外の人も御自由に楽しんでくだ

さい、青空舞台が定着できればすばらしいと思います。そうなれば、私も１品売れそうなもの

で一商売、そんな考えもしております。祭りはにぎやかなことにこしたことはありません。何

事にも言えると思いますが、住んでいる者が住んでいるところの悪口を言っては誰もいい気は

しない。人に対して説得力もありません。できること、できないことをきちっとさび分けて前

に進んでいくこともリーダーとして大切なことだと思います。世界認定室戸ジオパークの今後

について、市長と担当課長にお伺いをいたします。 

 (5)番、医療施設と医師の確保についてお聞きをします。 

 昨年は正月早々地元の医院の先生が急死をされ、かかりつけの患者はパニックに陥りまし

た。現在は落ちついていますが、当時は本当に大変でした。室戸市内で開業している病院、医

院の先生の年齢はどうでしょうか。５年先、10年先も元気でおられるのでしょうか。もしかか

りつけの先生に何かのことがあれば、休診、閉鎖となり、市民の命が守れません。室戸市出身

で他の病院で医者をしている人をピックアップして、退職後は室戸に帰ってきてくださいと働

きかけを行ってはどうかと心の底から思います。また、産婦人科が遠いため、病院等にかなり

の時間と経費をかけているのが現状のようでございます。県立あき総合病院への産婦人科のさ

らなる充実強化を東部の首長さんとともに強く求めてください。取り組み姿勢についてお聞き

をいたします。 

 大きな２、教育についてお尋ねをいたします。 

 (1)いじめと不登校についてお尋ねをいたします。 

 テレビや新聞等で各地の学校で起きているいじめやそれによる不登校、そのあげくみずから

命を絶つという悲しい事件が毎日のように報道されております。その事件が明るみに出て初め

ていじめの内容についてがわかってくる。いじめられている子供は何がしかのサインを出して

いるという、しかしそのサインを見逃しているから悲劇が起きてしまう。友達やクラスメー

ト、担任教師、校長先生、ＰＴＡ、そして一番大切なはずの親兄弟が子供の異変に早く気がつ

けば重大なことになる前に助ける可能性が生まれてくると存じます。こんなときこそきずなが
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必要だと思います。いじめられるのはその子にとって最大の苦痛であるはずです。いじめを学

校で受けているのであれば、学校に行きたくない、それで不登校の道を選んだりもするんだろ

うと考えます。学校へ行きたくない、このことは子供から大人への助けての最大のサインだと

思います。学校が子供のよりどころになっていない現実があるのではないだろうかと思いま

す。文部科学省がいじめ問題に対する総合支援策をまとめて公表したとのことですが、これに

対して谷村教育長として考えがあれば、お聞かせをください。 

 また、現在市内の小・中学校でいじめと不登校はあるのでしょうか。あれば、その実情につ

いて、またその問題解決にどう取り組んでいくのか、お示しをいただきたいと存じます。 

 (2)守れ若い命についてお尋ねをいたします。 

 現在ほど命が軽く扱われたり思われたりしている時代はないと存じます。すれ違いざまに目

が合ったから、肩がぶつかったからとか、ほんの小さなことですぐかっとなってナイフで人を

刺す、あるいは自分のエゴのために物を奪う、そのときに抵抗されたので恨みはないが人を傷

つける、こんな事件が何と多いことか。これらの行為は必ずと言ってもいいほど重大事件へと

結びついています。また、親が子供に対して虐待をする、度が過ぎて死に至らしめる、きっと

このような行動をとる親は命の大切さを誰からも教えてもらわずに大人になったと思う。かっ

となって前後の見境もなしに事に及ぶ、後悔先に立たずとはこのことだと思います。そして、

毎日と言っていいほどいじめによる生徒の自殺事件がマスコミ報道されております。自殺する

子供が遺書を残す、死を選ぶ、子供は本当に不幸でかわいそうです。また、子供の身近にいた

者は一生この悲しみを忘れないだろうし、引こずっていくことになろうかと思います。いじめ

はなくならないかもしれません。しかし、せめて室戸の子供たちの命は室戸の力で守りたいも

のです。谷村教育長、守れ若い命、命のとうとさを教育の柱とされるよう決意のほどをお聞か

せください。また、その先頭に立たれるよう求めます。 

 (3)スポーツと学習についてお聞きをします。 

 谷村教育長が現役の教師のころは生徒数も今の倍以上おり、生徒はクラブ活動をするにも選

択肢がたくさんあったように思います。日ごろの成果を発揮する市体や郡体、そして県の大

会、勝って喜び負けて泣き、生徒だけでなく地域全体が一つとなって応援をしたものです。試

合に行くのに費用が足らないと言えば、体育後援会が費用を集めてくれました。また、指導に

熱心な教師がいれば、以上に生徒も保護者も地域も力が入ったものです。クラブ活動が活発だ

と不思議なことに学習面でもいい結果が出ていたのではないかと思います。熱血指導教師と生

徒、勉強が得意な子はそれ以上に、また得意でない子もそれなりにと、極端に落ちこぼれた生

徒もいなかったのではないかと思います。また、今のようないじめや不登校の生徒はごくまれ

だったのではないかと感じます。現在は生徒数の激減で、希望者の多い野球部にしても羽根、

吉良川合同でチームをつくったりしている状態のようです。少数でもチームができる、個人で

も試合ができる、そんな競技を指導できる教師をぜひ室戸へ招いていただきたいと思います。
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クラブ活動の活発化が生徒のやる気や保護者の学校への協力体制、地域の人の学校への応援が

ふえると思います。地域力が増すとも考えます。学校の生徒の学力向上は、まず体を動かす、

クラブ活動から一人でも多くの熱血指導教師の市内校への配置を強く求めます。決意のほどを

伺います。 

 以上で私の第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、(1)南海地震対策についてでございます。 

 前段の議員さんにもお答えをいたしましたように、今回発表されました内閣府の検討会によ

る想定は津波高や津波到達時間、被害想定などいずれも大変厳しい状況でございます。そんな

中、９月２日には県下一斉避難訓練が行われたわけでありますが、こうした訓練は繰り返して

行うことが大事でございます。今後も自主防災組織の方々と訓練の方法や夜間の実施などにつ

いて一緒に考え、効果的なものとなるよう進めてまいります。また、訓練に当たって各地域か

ら御要望や御意見をいただいておりますので、担当課長から説明をいたさせます。 

 次に、保・小・中学校及び公共施設等の対策についてでございます。 

 学校施設の耐震化の取り組みにつきましては、前段の議員さんに担当課長からお答えをいた

しておりますように、平成23年度末の耐震化率が80％でございます。平成28年度100を目指し

て取り組んでいるところであります。これまで学校施設を初め公共施設につきましては耐震化

工事を優先して行ってまいりました。それ以外の非構造部材であります窓ガラスや落下物対策

につきましてはまだ進んでない点がございます。今後実態把握や点検作業を行いまして、子供

たちが安全で安心して学習できる学校環境の整備に取り組んでまいります。 

 次に、避難場所及び避難道路の整備についてでありますが、この点につきましても、現在地

域ごとに策定をしております津波避難計画をもとに避難場所の見直しや避難路の整備などに取

り組んでいるところでございます。整備に当たりましては、市が公共工事として発注をしてい

く比較的大きな整備を要する箇所と市から補助事業によって自主防災組織などにお願いをして

いく比較的軽微な箇所とを整理をしながら地域の実情に合った形で進捗を図っていきたいと考

えております。 

 次に、避難所の受け入れ人数についてでございますが、高台にある公共施設などの避難所は

全体で15カ所、収容人数は約5,400人となっております。また、仮設住宅などの建設につきま

しては、室戸中央公園などの高台にあります広場などを利用しますと約1,000棟を建設するこ

とが可能であると考えております。 

 また、水や食料の確保につきましては、物資調達等の協定を今後とも広げていくとともに、

高台にあります公共施設などに分散をして計画し、計画的に備蓄をしてまいります。 

 次に、道路の寸断による孤立対策についてでございますが、人命救助や物資の輸送などには
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県や自衛隊などのヘリコプターによる活動が主になるものと考えております。しかし、ヘリの

離発着につきましては一定の広さなどが必要となってまいります。県など関係機関と協議を行

っていくとともに、地域の皆さんからの御意見や情報をいただきながら離発着できる場所の確

保に取り組んでまいります。 

 次に、防災行政無線の活用についてでございます。 

 これから整備をしてまいります防災行政無線につきましては、市内各地の屋外拡声子局を通

じて災害情報を一斉に放送できる設備となっております。また、双方向通話機能によりまして

屋外拡声子局から災害対策本部と直接通話することも可能でございますので、孤立地域などに

おける有効な情報伝達手段となるものと期待をいたしております。 

 次に、病院や老人ホームにおける対策についてでございます。 

 高齢者福祉施設につきましては、本年３月に高知県が策定をした高知県社会福祉施設防災対

策指針をもとにいたしまして安全対策シートによります調査が行われております。県としまし

ては、この結果を分析をし防災対策に生かすということでございますので、その動向をしっか

り把握をするとともに、市といたしましても関連施設などと連携を図りながらそれらの対策を

進めてまいります。 

 次に、来年度における地震対策についてでございますが、現在計画している主な事業といた

しましては、避難道路や避難路の整備、避難タワー、分団屯所の高台移転などがございます。

特に避難タワーの整備につきましては、住民ワークショップにおいて８つの地域から要望等が

出されているところでございます。整備には１基当たり5,000万円以上の経費を要するととも

に、設置に適した土地の有無や用地確保の問題、周辺住民の合意など幾つかの課題がございま

すので、調査検討を進めるとともに住民の方々との話し合いを行い、条件が整ったところから

取り組んでまいりたいと考えております。そのほか、避難誘導標識、ソーラー式避難誘導灯の

設置、海抜表示などにつきましても引き続き取り組んでまいります。 

 次に、(4)室戸ジオパークの今後についてでございます。 

 御案内のように室戸ジオパークは、平成20年６月、室戸ジオパーク推進協議会を設立し、世

界認定を目指して活動を進めてまいりました。その間、住民の方々に対しましては講演会や勉

強会などによるジオパークを理解していただくための活動やジオサイトの整備など一歩一歩取

り組みを進めてきたところでございます。平成23年９月18日には世界ジオパークの認定をいた

だいたところであります。このことは、多くの市民の方々や関係機関、関係団体の御支援、御

協力によるものと思っております。今後におきましては、保護に関しましては自然公園法や文

化財保護法の遵守と監視体制の強化、教育に関しましては室戸高校のジオパーク学への支援、

小・中学校では室戸ジオパークの副読本の活用と出前授業の実施、防災に関しては室戸の大地

の成り立ちを知ることなどが防災教育につながるものと考えております。そして、地域経済の

発展につなげるためのガイド養成やジオサイトの整備はもとより、直販所やお土産品開発の推
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進、旅行プランの提案や新たな体験メニューの開発などにも取り組むことが必要であると考え

ております。議員さんの御意見にもありましたように、市民の方々が使用できるスペースやそ

うした舞台が私もあればよいというふうに思うところでございます。そのためにも、私は拠点

となるべき施設が必要であると考えるところであります。 

 いずれにいたしましても、この世界ブランドを生かして、以前から申し上げております教育

や防災や交流人口拡大による地域経済の活性化などによりまして室戸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、(5)医療施設と医師の確保についてでございます。 

 医師の配置状況につきましては、都市部に集中をし、過疎地域では医師が不足をしている状

況となっております。高知県内におきましても、高知市など県中部に８割以上が集中をしてお

り、室戸市を含む郡部では医療施設や医師が不足しているのが現状でございます。 

 当市におきましても、昨年は羽根医院、島田医院と相次ぎ閉鎖されたことから、私も医師不

足を非常に心配をしているところでございます。また、室戸市内の医師の年齢は50歳代から

70歳代が半数を占めております。すぐに市内の医療機関が休診や閉鎖ということにはならない

というふうには思っておりますが、将来的な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。 

 こうした医療のことにつきましては、高知大学医学部を訪問し、当時の医学部長、現在では

高知大学長になられました脇口先生にお会いをし、地域の診療所や小児科医師の派遣日数の増

加など医師確保について要望を行ってまいりました。また、高知県に設置をされております高

知医療再生機構へも出向き、医師の確保のお願いを行っております。高知医療再生機構では、

医学生、研修医の県内臨床研修支援の実施や医師の県外からのＩターン、Ｕターンを支援をし

ているところでございます。 

 さらに、昨年４月には県立安芸病院を訪問をし、産婦人科、小児科について医師の確保を行

うことや東部地域の拠点となる施設整備の充実についてお願いをしたところでございます。本

年７月には新しい名称となりました県立あき総合病院の前田院長が来庁をされまして、８月に

精神病棟が完成することや平成26年度の完成に向けて取り組んでいること、また県東部出身の

医師をリストアップすることにより医師確保や看護師の質の向上にも努めているというお話を

聞いたところでございます。私も県立あき総合病院は東部地域の拠点病院であり、室戸市民の

生命と健康を守る上で大切な施設であるということを伝えますとともに、拠点病院として産婦

人科や小児科等の専門科に対し必要な医師数の確保や救急体制の充実について重ねて要望した

ところでございます。このことにつきましては、今後におきましても近隣市町村長とも連携を

して要望をしてまいります。そして、高知大学や高知医療再生機構と連携を密にして地域医療

を守る取り組みを進めていく必要があるというふうに思っております。 

 また一方で、市独自の公的支援というようなものにつきましてもどのような方法があるの
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か、また他市はどうしているのかというようなことについても調査検討を行っているところで

ございます。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足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） 町田議員さんに、大きな１点目の中の(1)南海地震対策につきま

して市長答弁を補足させていただきます。 

 ９月２日に実施いたしました避難訓練は、高知県下一斉避難訓練として午前９時より市内全

域を対象に行われたところでございます。各地区では、避難訓練に合わせまして資機材の点

検、確認や機械類のエンジンがけ、あるいは避難路の草刈りなどさまざまな取り組みを行って

いただいたところでございます。各自主防災組織のリーダーの方にはあらかじめ参加人数や避

難に要した時間などのほか、気がついた点などについてアンケートをお願いしておりました。

これまでに約90％の自主防災組織から回答をいただいており、いただいたアンケートから主な

ものを御紹介申し上げますと、避難路を通りやすく整備してほしい、手すりをつけてほしい、

ソーラー誘導灯が欲しいなどといった避難路整備に対する内容が多ございました。そのほか、

山崩れが心配である、ブロック塀などの倒壊が懸念される、サイレンや放送が聞こえにくい、

避難場所や倉庫の位置の見直しが必要ではないか、橋の落下などに対する懸念などの声が寄せ

られております。これらいただいた御要望等につきましては、避難路や防災行政無線の整備な

ど既に取り組みを進めているものもございますけれども、そのほかのものにつきましても今後

の防災対策におきましてしっかりと反映をさせていきたいと考えております。 

 また、今回の避難訓練への参加人数につきましては、まだ回答をいただいてない組織もござ

いますけれども、いただいた分だけの集計をいたしましたところ、合計で3,613人で、市の人

口に対して約23％という結果となっております。 

 今回の内閣府の検討会によります被害想定によりますと、早期避難率が高く効果的な呼びか

けなどがある場合では、そうでない場合と比べ被害は大きく減少すると推計されており、早期

かつ効果的な避難が大変重要であるということを改めて示唆しております。 

 今回の訓練の結果を受けまして、今後より実効ある避難訓練に向けて参加率の向上とともに

訓練内容や回数、夜間の訓練などの実施について自主防災組織や住民の皆さんと一緒に取り組

んで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） 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） 町田議員さんに大きな１点目の４、室戸ジオパークの

今後について市長答弁を補足させていただきます。 

 室戸ジオパークは、市長よりお答えしましたとおり、多くの市民の方々や関係団体、関係機

関の御協力、御努力等により世界ジオパークの認定をいただいたものと思っております。世界
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ジオパークの現地審査でもこの市民の熱意が高く評価されたことを忘れてはいけないというふ

うに考えております。そして、この世界ブランドを維持・発展していくためには、そうした熱

意あふれる方々と協力し、国内外へアピールしていくという必要があると思っております。

11月２日から４日間にわたり日本ジオパークの全国大会を開催いたしますが、こうした大会の

開催がジオパークの理解を深め、活動のきっかけになっていただけるような働きかけをしてい

きたいというふうに考えております。 

 今後におきましては、世界ジオパークのガイドラインに沿って室戸ジオパークの運営をして

いくことはもちろんでございますが、その中にいかに室戸らしさをアピールしていけるかにつ

いて、室戸ジオパーク推進協議会や市民の皆さんと一緒に考えてまいりたいというふうに思っ

ております。よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（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、１の(2)中山間応援

対策については私のほうから答弁させていただきます。 

 平成24年度より国の青年就農給付金制度によって就農に向けた研修支援と経営開始に伴う負

担を軽減するための支援などがつくられてきましたが、作業日数や年齢などといった補助要件

が多くありますが、対象となり得る方につきましては積極的に活用していただきたいと考えて

おります。ほかに個人の農業経営の応援制度としまして、市費を活用しての制度は農協を通じ

ての各種借入資金への利子補給制度があります。御指摘の市独自での応援対策についてであり

ますが、今のところ、利子補給制度以外では個人経営への補助は他の産業との兼ね合いや行政

の立場上難しいものと考えております。 

 しかしながら、地域での組織や集落営農に対しての補助は共同利用機械などに対してありま

すので、地域で力を合わせ支え合える仕組みづくりの推進を図っていきたいと考えておりま

す。以上です。 

○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。 

 大項目の２、教育についての(1)いじめと不登校についてでありますが、議員御案内のとお

り、先般文部科学省からいじめ問題への対策を強化する総合的な取り組み指針が示されまし

た。その内容につきましては、１、全国200の地域でいじめ問題に精通する弁護士や元警察官

など外部人材を活用した学校サポート支援チームや第三者機関の設置、２番目といたしまし

て、大学教授など専門家をいじめ問題アドバイザーとして委嘱し、助言を求め、重大事案につ

いては現地へ派遣する、３番目として、スクールカウンセラーを増員し、公立中学校は全ての

学校へ、公立小学校は65％へ配置する、４番目としまして、スクールソーシャルワーカーも約

2,200人に倍増させるの４項目であります。 

 これに対する教育長としての考えをとのお尋ねでありますが、私自身教師そのものの力量を
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高める管理職の姿勢などソフト面での問題をもう少し強調すべきではないかと考えておりま

す。子供は教師によって変わります。問題は教師の力量だと考えるところであります。そのた

め、私は校長会などでは教師自身の集団の確かさを築き、いじめ問題を含めあらゆる問題を問

題として見きわめる力を持てるよう指導しておるところでございます。それによって、より子

供たちの集団を高め、正義の通用する学級づくりを実践することでいかなる事象にも対応可能

な個人の育成をと考えているところであります。 

 次に、市内小・中学校でいじめや不登校はあるのか、その実情と解決への取り組みについて

でありますが、いじめの認知件数につきましては平成23年度では小学校はゼロ、中学校は５件

であります。また、不登校については、不登校は年間30日以上の欠席を指すわけでございます

が、平成23年度は小学校が２名、中学校22名、少し多いですが、となっております。その中、

22名の中には病気欠席、家庭内でのネグレクト等いろいろな問題が含まれております。 

 いじめの対応につきましては、学校、家庭、地域の連携と信頼関係のもと事実の把握を行

い、当事者間の話し合いやきめ細かな指導体制を築くことが大切で、各学校現場へはそうした

慎重かつ冷静で適切な指導を心がけるよう指示しておるところでございます。 

 また、不登校児童・生徒への対応ですが、具体的に担任が家庭訪問を行い子供の実態把握に

努めるとともに、学習指導や心理面でのケアに努めるなどしております。その未然防止策とい

たしまして、Ｑ－Ｕアンケート、これは中身は後でこの文書の続きへ出てきますが、Ｑ－Ｕア

ンケートを実施し、児童・生徒が学校生活に満足しているか、友人から認知されているのかな

どの満足度の心理テストを行い、子供の動向を的確に把握して不登校問題が一刻も早く解決で

きるよう積極的に取り組んでおります。不登校になったきっかけと考えられる状況といたしま

して、小学校では１番目に友人関係をめぐる問題、２つ目に家庭環境の急激な変化などが挙げ

られております。一方、中学校では友人関係をめぐる問題が最も多く、続きまして２番目に本

人の病気による欠席、それから編・転入学時や進級時の不適応、４番目にいじめ、それから５

番目に学業不振などが挙げられております。 

 次に、(2)守れ若い命についてであります。 

 命のとうとさを教育の柱とされるよう教育長の決意を示せとのことでありますが、いじめに

ついて言えば大きな人権問題であり、同和教育や道徳教育など教える側も教わる側も人間性を

土台にして真剣に対峙すべきものであります。理屈でいじめや差別を説いても子供たちはなか

なか理解できません。したがいまして、いじめは人の命を危険にさらす、つまりいじめられた

人が自殺すればいじめた人はその人を追い詰めたことになる、それほど恐ろしいことだと私は

常々校長会等で言っております。いじめはお互い不幸であることに変わりはないと思います、

加害者も含めて、被害者は当然ですが。正しい識見で指導できる教師の育成や夢を育むことの

できる教師への信頼など、そのあるべき姿を追求してまいりたいと考えております。 

 次に、(3)スポーツと学習についてであります。 
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 学力向上はまず体を動かすクラブ活動の充実である、一人でも多くの熱血指導教諭の配置に

ついて教育長の決意をとのことでありますが、確かに一昔前と比較しますと個性のない画一的

な教師が多くなったように感じております。そのため、県の採用制度、昇任制度等に関しまし

て地域を熟知した教育事務所単位で制度化できないか等を県教委に対して提言しているところ

であります。子供の数が少なくなれば問題も少なくなると考えがちでありますが、それは全く

逆でありまして、私の経験上から申し上げるならば問題はふえております。 

 クラブ活動のことをちょっと言い忘れました。クラブ活動は学校を活性化するものでありま

す。だから、学校全体を明るくするには非常にクラブ活動の有効性というものを、生徒数が少

なくなればなるほど感じております。教師自身、その資質はオールマイティーでなければなり

ません。つまりオールマイティーということは、人の情のわかる知恵のある感性豊かな人間、

そうして室戸に腰を据えることのできる人物、そういう人材でなければならないと考えており

ます。そのため、その発掘、育成に全力を挙げるとともに、教育長としての情報をフルに活用

しながら適材適所を基本に教職員の人事に対応してまいります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 町田議員さんに、大きな１点目の(3)少子・高齢化への対応

については私のほうから御答弁を申し上げます。 

 中山間地域の高齢者生活支援については、平成24年度の事業として実施していくよう関係先

等とも協議をしていたところでございますが、外出支援サービスにつきましては、バス１台の

運用が考えられていたこと、また地域を限定して試行的に行うなどの点において課題があり、

もう少し地域の実態を把握する必要があると判断をしたところでございます。そして、羽根、

吉良川、佐喜浜の中山間地域４カ所の常会を訪ね、御意見をお聞きしたところ、通院時の帰宅

時間が個々に違う点などさまざまな御意見が出ました。このような業務を推進することは大変

難しい状況であると改めて認識をさせられました。 

 こうしたことも踏まえて、市としましては新たに地域の方や福祉サービスの関係団体の方々

の御意見を求めた上で実施の必要があると考え、室戸市中山間高齢者生活支援事業対策委員会

を組織したところでございます。今後、この委員会でそれらの課題について十分議論を行い、

より効果の高い利用者の望むサービス提供となるよう実施に向けて取り組んでまいります。以

上でございます。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。日垣保健介護課長。 

○保健介護課長（日垣龍二君） 済みません。町田議員さんの答弁漏れについてお答えしま

す。 

 先ほども申しましたような室戸市におきましては地形的な問題もございまして、海岸線が

40キロ以上ございまして、その各場所に河川に伴って地域があります。そこを結ぶことを考え

たときに、１つのバスで１日１回ずつ１週間に１回程度の通院、買い物のバスを出しても、先
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ほども言いましたが、帰りの時間等々なかなか合う時間がなく、待ち時間がすごく長いという

ことで、各地域に入って、まだ、済みません、４カ所なんですが、お聞きしたところ、４カ所

とも使い勝手が悪いということで、ちょっと問題があるということをお聞きしました。 

 それとあと、買い物支援につきましても、各地域によりまして４カ所とも違っておりまし

て、現状が、全く通信販売が来ない地域、まだ商店がある地域、魚の行商がある地域、それか

ら地域のお店が週に１回やっておる地域などもございます。その中でお聞きしたところ、どう

も要望が全部各戸で違っておりまして、担当課としてもその実情の認識不足ということがあり

まして、取り組みが遅くなっていることは大変申しわけないと思っておりますが、議員さんが

おっしゃられるとおり、僕も敬老会を何会場かでやりましたが、やはり楽しみにしていたお年

寄りもたくさん多かったと思いますので、何とか早い時期に、先ほども言いましたが、ただ効

果が上がることをやりたいと考えておりますので、ひとつその辺のことを御理解のほどよろし

くお願いします。 

○議長（林 竹松君） これをもって町田又一君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため午後３時30分まで休憩いたします。 

            午後２時50分 休憩 

            午後３時26分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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、山本賢誓君の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

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

また市民を代表して一般質問を行います。 

 室戸市におきましては、11月には第３回日本ジオパーク全国大会開催ということで国内約

50地域からジオパーク関係者約450人余が室戸に集うという運びとなっております。その大会

の成功を願うところですが、新聞紙上によると準備が順調に進んでいない、間に合うのか、あ

るいは現時点、これは私の質問……。 

○議長（林 竹松君） 山本議員、通告に従ってやってくれますか。 

○１０番（山本賢誓君）（続） まだ前段ですき。で、ボランティア希望者がたったの３人と

いう状態で準備万端整えるという言葉がむなしくなるような情けなさを感じます。市長以下行

政側、ジオパーク推進課、推進協議会は何をしているんだと市民は憤慨していると思います。
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原因は、市民がジオパーク活動に対してわずか１年で急速に関心が薄れたというよりは、行政

の取り組み姿勢にも批判があり、拠点施設整備について推進協議会の一連のごたごた、そうい

ったことも何回会合を開いても成果が出ないなどということも含めた検討委員の人選も含め行

政側のリーダーシップの欠如ではないかとも思います。この人たちがこういう事業に取り組む

なら助けてやろうと、人と心が集まってくれない魅力にも欠けているのではないかとも思いま

す。また、あるいは行政側も含めた推進協議会……。 

○議長（林 竹松君） 山本議員、通告に従って質問をしてください。 

○１０番（山本賢誓君）（続） まだ質問に入っていません。 

 こういう状態が続けば、遠くから来てくれている専門員の皆様にも申しわけないと思うし、

このような状態が続けば専門員さんも室戸から離れていくんではないかと、そういうふうな危

惧もございます。 

 まして、先日18日の高知新聞ですけれども、足の引っ張り合いという室戸の悪い面が出てき

ているという市長のコメントが掲載されておりましたが、その発言は大変気になるということ

であります。本人が意図をしたわけではないと思いますけれども、その発言を悪く解釈すれ

ば、責任は室戸市民にあるというふうにもとれます。本来なら足を引っ張り合う前に、足を引

っ張られる原因が自分たちにあるのではないかという反省がなくてはならんはずであります。

新聞記事に書かれるより先にそういう反省が必要ではなかったかと思います。 

○議長（林 竹松君） 山本賢誓君、通告に従って質問してください。 

○１０番（山本賢誓君）（続） 新聞記事の連載にも室戸の関心事でありますので、最近何回

もジオパークの関連記事は載りましたけれども、室戸市民の気質をよく理解を願いながら新聞

報道はしてもらいたいと思います。 

 それでは、質問事項に入ります。 

 まず、行財政改革への取り組みについてお伺いいたします。 

 昭和60年代から室戸市行政改革大綱の策定から平成16年４月、室戸市財政健全化計画が策定

され、後に改正をした後、平成19年11月、室戸市集中改革プラン推進計画策定、平成23年度よ

り新・室戸市行財政改革プランにより平成25年度までの３カ年間実施ということであります。

思い起こせば、平成16年から17年にかけて室戸市議会のほうで、室戸市議会始まって以来の行

財政改革特別委員会を立ち上げ、室戸市が課題とする諸問題について深夜まで何回も議論を重

ね、数十ページにわたる改革案を作成し、当時の武井市長に提言をした思い出があります。当

時作成にかかわった議員は現在私と堺議員の２名だけとなり、懐かしい思い出でもあります。

当時の財政状況から変化、比較すると、小松市政になってはるかに財政状況は改善ということ

になっておりますが、それでもまだまだ努力が必要ということで、その取り組み状況について

お伺いをいたします。 

 市長も財政健全化に向けて知恵を絞っておられるようですが、例えば大阪維新の会の橋下氏
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ばりの勇気があれば一気に財政難を解決する方法があります。それは、職員給与を30％カット

するということであります。そうすれば、時間をかけずに５億円以上に上がる、達する効果額

が発生します。30％カットしても室戸市民の民間事業者の給与よりはかなり高いはずですし、

公務員が民間の給与よりも多くなければならない理由は何もありません。地方自治法では地方

公務員の給料は漫然と国に準ずることなく地方の実情に合わせた給与体系にしなさいと明記さ

れていますから、市長はぜひ勇気を出して取り組んでいただきたいと思います。 

 まず、民間活力の導入、活用について。 

 室戸市の各産業が元気を失っていく中で少子・高齢化による人口減少対策が叫ばれています

が、現状、課題についてどのように認識し、その民間活力を生かした対策について具体的な取

り組み及びその手順は検討されているのか、お伺いいたします。 

 次に、改革プランが始まってから民間活力を導入した事例はどうなのか、お伺いします。導

入してからの実績とその経済効果についてお伺いします。雇用の拡大、雇用がどれぐらい定着

しているのかについてもお伺いします。それから、市民満足度調査実施後の結果と対策につい

てお伺いいたします。 

 次に、環境保全に向けた協働の推進の実施状況と具体的効果についてお伺いします。 

 まちづくり条例制定後の室戸市民の変化と市政への波及効果についてお伺いいたします。 

 続きまして、２番目、市有財産の処分及び有効活用についてお伺いをいたします。 

 市有財産処理については室戸市も以前から取り組んできていますが、今後も積極的に取り組

んでいただきたいと思います。その中で、質問項目としまして売却可能地については売却可能

資産一覧に載った以外にまだ多くの対象地があるのではないか、対象地に考えてもいい場所の

再検討が必要ではないか、お伺いいたします。 

 次に、公有林、官行造林、市有林ですけれども、成長した立木等はどういうふうな考えを持

っているのか、お伺いいたします。 

 次に、市有財産売却可能地については、現在室戸市ホームページ、インターネット公売の利

用で行っておりますけれども、売却可能箇所の一覧表を作成して室戸市広報に掲載してはどう

か、お伺いいたします。 

 次に、財源確保に向けた要望活動及び国・県等補助制度の有効活用についてお伺いいたしま

す。 

 国・県への要望活動については非常にたくさんの事業がありますけれども、市長、議会、そ

れから県議との足並みがそろっているのかどうか、お伺いいたします。 

 次に、市長と議会、これは全議員ということではありませんけれども、県議が要望活動につ

いて対策会議とか打ち合わせは行っているのかどうか、お伺いをいたします。 

 国・県の補助事業について、県からの説明会が毎事業年度には必ずありますけれども、出席

するのは担当職員だけか、課長も出席すべきではないかと思いますが、それはどうでしょう。 
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 次に、課長会を通じて各課に周知徹底をしますというふうにありますけれども、どういう補

助事業があるのかさえ把握していない課長がいますが、これはどういうことなのかと。 

 次に、室戸市に有利な補助事業に関して各担当課から室戸市の補助事業に該当する事業者に

対して十分な説明ができていないということで、せっかくの補助事業が実施されずに積み残さ

れている事例があるが、どういうふうに考えるのかと。 

 それから、要望、陳情について、県の産業建設委員会が室戸市のほうへ現地調査等に毎年来

ていると思いますが、ある年によっては室戸市側は市長も副市長も担当者も誰も出席しない

と、そういうふうな状況があると聞きましたけれども、当時出席しなかった理由と小松市長就

任後の出席状況はどうなのか、お伺いいたします。 

 それからもう一つ、非常に重要なことで残念なことでありますけれども、これは県議を通じ

て直接聞いた話ですけれども、高知県の土木部、四国地方整備局の幹部から室戸市は汗をかか

ないという言葉がありましたが、そのように指摘される根本的な室戸市の姿勢に問題があると

思いますが、今後どう対処していくのか、お伺いいたします。 

 それから、４番目としまして、各課経費の見直しについてであります。 

 現状、課題の中でプロジェクトチームによる検討が必要とあるが、解決への取り組み、タイ

ムスケジュールの中にプロジェクトチームの設置がないが、現在設置されているのかどうか、

お伺いいたします。 

 ５番目としまして、ＰＤＣＡサイクルの確立についてであります。 

 組織を運営していくためには非常に大事な取り組みではありますが、管理責任者がしっかり

していないとＰＤＣＡサイクル計画は間違いなく絵に描いた餅になります。組織がうまく運営

される基本原則は共通の目標、共同の体制、日々のコミュニケーションの３つだと言われてお

ります。共通の目標とは財政健全化に向けた経営目標であり、共同の体制は各課連携して働く

仕組み、最も大事なのは日々のコミュニケーションで、これが崩れると意思疎通が崩れ、建設

的少数意見が排除され、偏重した人員配置という現象が発生し、共同の体制も崩れるというこ

ととなります。 

 質問です。 

 現状、課題でＰＤＣＡサイクルの確立が十分でないということですが、十分でないというこ

とがもう既に検証されていますから、解決策はおのずと限定されますが、確立できていない基

本的な問題は何だと思いますか。 

 次に、市長、副市長レベルが十分な指導をしても、実行部隊の各課長がしっかりしないとな

かなか成果は出ないと思いますが、課題解決に向けて現状でどのような取り組み、指導をされ

ているのか、お伺いいたします。 

 ６、組織、人材の改革について。 

 組織は人なりと言います。通常組織の中には優秀な人材は20％、普通の人材が60％、普通以
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下の人材は20％とそれぞれ混在して組織として成り立っていると言われます。公務員だからと

いって全て優秀な人材ばかりではありませんから、通常で言えば20％はできの悪い職員がいる

ということになります。そういう気もしますが、市長の方針に沿った人材育成は大事だと思い

ます。しかしながら有能でないからといって即入れかえということにはなりませんので、現有

戦力をいかにアップさせるか、そういうことが非常に大事だと思います。 

 質問です。 

 職員の意識改革については職場外研修、職場内研修がありますが、特に職場外研修について

研修参加者が研修内容について復命書を作成していると思いますが、復命書の意見と職場での

行動が一致しているのかとの検証も必要になりますが、そういった検証確認をされているのか

どうか、お伺いいたします。行政運営は高度な行政サービスということになりますが、課長会

等で話し合われたことが確実に各課職員に伝わっているかどうかの確認は行っているのか、お

伺いします。各課において毎朝の朝礼等の取り組みが必要でないか、お伺いいたします。 

 次に、適材適所の人事というのが、現在の室戸市の人員の状況として果たしてできるのかど

うか、お伺いをいたします。職員減少のあおりで、職場によっては１年で課長補佐以下担当職

員全員が異動という事例もありましたが、今後もそういった事例が起きる可能性もあり心配す

るところですが、そういうことは市民サービス低下の観点から慎むべきではないかとも思いま

す。それにお答えを願います。 

 次に、専門を要する部署においては仕事のできる専任職員を途切れさすことなく配置する十

分に配慮した人事が必要でないか、お伺いをいたします。 

 次に、人事考課については、平成19年度より取り組み、平成20年度に制度の見直しをして現

在に至っておりますが、この間、４年、５年という取り組み時期がありながら基本となる考課

者の資質、評価基準の不透明さが問題ということが室戸市の中で分析されております。その資

質、評価基準の不透明さが問題ということは非常に困ったことですが、23年度に考課制度の新

たな見直しがされてからは23年度以降は厳密に職員考課がされているということなのかどう

か、お伺いをいたします。今までの考課において減給とか降格の事例はあるのでしょうか、お

伺いします。 

 次に、考課制度を厳密に取り組めば、減給、降格がかなり出て大きな経費削減及び行政の活

性化につながると思いますが、市長の取り組みに対する決意をお伺いいたします。 

 中山間地域への対応についてであります。 

 去る４月17日に高知県が公表してきた中山間地域の集落調査で、高知県の中山間地域の厳し

い現状が浮き彫りにされました。昭和35年当時と比較すると、中山間人口は高知県全体で22万

人もの減少となり、特に大川村では90％の減、北川村が77.2％の減、大豊町が74.1％の減、馬

路村が70.4％の減とあり、また人口が半分以下になった町村が14町村にも上っております。現

在将来的に消滅するおそれがある10世帯未満の集落が全体の10％以上と集落の小規模化が着実
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に進んでおります。人口減の最大の原因は、かつて中山間地域の主要産業だった林業と建設業

の不振が最大の原因とされております。そして、高齢化をした集落では通院、買い物といった

移動手段にも困る厳しい生活実態の現状があります。 

 高知県の実施したアンケート調査では、75％の方々が今後10年で集落が消滅すると答える一

方、70.9％の方々が集落に住み続けたいと答え、中山間集落に対する深い愛着心や誇りが今も

生き続けていることにほかならないとうかがえます。こうした思いを支えるには、中山間地域

に対する行政の支援が待ったなしの状況であると考えます。高知県も事の重大さから、県庁内

に本年度から中山間地域対策課が設置され、高知県の中山間地域の再生保護に向けて動き出し

ております。尾﨑知事が対話と実行行脚ということで高知県で最初に室戸市に入り、羽根町黒

見地区で地区住民と懇談会を開催いたしました。知事からは地域の維持にはここしかないとい

うものを生かして取り組みを行ってくれれば、県として支援は惜しまないという旨の発言もい

ただきました。集落の火を消さないように後継者の方々頑張ってほしいと言われました。地域

の維持にはとにかく地域住民の自治意識と睦みと、またしっかりした集落維持に向けた計画が

必要になります。 

 現在、室戸市企画財政課のほうで室戸市の中山間地域５カ所を地域指定いただき、元気な集

落再生に向けた取り組みがスタートされています。企画財政課だけでなく保健介護課のほうも

集落に入っていただき、買い物支援、移動手段支援に取り組んでくれております。毎回夜の会

合でありながら、何度も担当職員を全員引き連れて足を運んでくれる姿、姿勢には頭が下がり

ます。両課の課長の中山間地域の現状を心得た心構えもさることながら、私の今までの経験の

中でこれほど真剣に取り組んでくれる担当課はなかったと感謝をしております。また、本当に

ありがたいことだと地域の老人たちも喜んでおりました。この取り組みが軌道に乗るまでは、

たとえ人事異動があったとしても継続した支援をお願いしたいと思います。 

 こうして真剣に中山間地域の再生に向けて取り組んでいる中でありますが、なぜか中心とな

る農林課の動きが鈍いので、課題があると思います。当地域では集落再生に向けて各農産物の

生産に取り組むべき品目ごとの部会を立ち上げて取り組もうとしております。また、高知県の

産業振興計画で重要と位置する事業についても高知県からの依頼で当地域で取り組むべき検討

もされております。農林水産課の積極的な関与は欠かすことができませんので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 室戸市においては、羽根川、吉良川両河川、室津川、佐喜浜川と各河川流域に数多くの集落

があります。そのいずれも高齢化した御老人たちが細々と集落維持のために中心となって頑張

ってくれております。室戸市はそういった地域の再生維持に向けた取り組みに対して、高知県

の施策と連携して、今後十分に配慮しながらやっていかなくちゃならないと思います。そうい

ったことから、室戸市の中山間地域の詳細な現状を把握することが重要になります。中山間地

域の農業振興には、地域集団営農への取り組みから基盤整備事業も欠かせません。これからは
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受け身の農業行政から攻めの農業行政へと転換していただかなければなりませんので、前向き

な姿勢が見える御答弁をお願いいたします。また、農林水産課長に御答弁を願いますが、中山

間地域の現状については担当課のほうでお願いいたしたいと思います。 

 現状と課題について質問事項であります。 

 室戸市の中山間地域の現状把握についてですが、今後10年を経過すれば限界集落となり得る

地域は何カ所あるのか。 

 次に、室戸市の中山間地域と思われる人口とその平均年齢はどうなのか。 

 次に、その地域の年齢構成と労働年齢と高齢者の比較割合はどうなのか。 

 次に、後継者の実存状況はどうなのか。 

 現在、非農地化区域、耕作放棄地で中山間地域で再生可能な田畑の面積は推定どれぐらいな

のか、お伺いします。 

 次に、取り組み姿勢の確立についてでありますが、農林水産課は現在室戸市が取り組んでい

る集落再生事業対象地域に出向き、集落営農ができるのか、あるいは集落営農組織に準ずる組

織として集落再生事業が取り組めるのか、住民の意見を聞き、今後の対策について話し合いを

持とうとは考えないのか、お伺いをいたします。 

 ３月議会での答弁で、限界集落対策に関する事業との連携について、農地の有効利用対策が

図られる事業も検討されると思われるので、地域や関係機関、市の関係部署と連携しながら取

り組んでまいりたいとありますが、何か具体的な方策があるのか、お伺いをいたします。 

 次に、農業生産物が生じた場合、今後において輸送の方法からコストまで農協支所等の関係

機関と協議しながら考えていきたいとありますけれども、まだ事業が実施されていませんけれ

ども、そういう取り組み方向に向けた下ごしらえの資料は作成する気持ちはあるのでしょう

か、お伺いいたします。 

 集落再生事業は、一部を除けば平成25年度から実質スタートということにもなろうと思いま

すが、農林水産課には本年度からもう青写真を描いていただきたいが、そのような気持ちはお

持ちなのかどうか、お伺いいたします。 

 ３番目、南海地震対策、命の道の確保について。 

 想定されます地震対策につきましては、室戸市もその対策に大きな懸念も抱かれ、大変な努

力もされていると思います。大事な市民の命と財産を守る大きな使命がありますから、気を抜

くことなく取り組んでいただきたいと思います。 

 まず、想定津波高の中で、室戸市は長い海岸線と室戸岬を分岐とした東西でかなりの浸水高

の想定差があります。近いうちに高知県のほうから10メートルメッシュの津波浸水区域マップ

が出るようですけれども、室戸市のような海岸線に平地の少ない地域では10メートルメッシュ

であろうが、50メートルメッシュであろうが、関係ない、大した差異はないと思います。問題

なのは、室戸市は海岸線から各河川下流域以外はほとんどが海岸線即台地ということでありま
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す。津波が来れば数秒で台地に当たりはね返り、後から後から津波が押し寄せるわけですか

ら、その繰り返しで想像できない波の高さ、状況になるのではないかと思います。避難施設は

想定浸水区域に示された高さよりもはるかに高い地域に設定することが望ましいと思われます

し、当然そうしなくてはならないと思います。そういうような今のような話は既に市民の間で

は誰もが交わしていることであり、室戸市においていま一度想定の基準からレベルを上げた対

応策をとっていただきたいと思います。 

 ６月議会におきまして、羽根公民館屋上、吉良川中学校屋上、佐喜浜中学校の屋上と避難所

を設置し、住民に避難のバリエーションをということでしたが、吉良川中学校屋上の避難場所

設置の件は保護者との話し合いの中で避難路優先というふうになっているようです。当然の選

択なんだろうと思います。残る羽根、佐喜浜も再検討する必要がありはしないかと考えます。

室戸市のほうも両施設屋上が絶対安全だとは認識をしていないと思いますし、周辺住民に絶対

安全だとは言えないだろうと思います。中途半端な対応は悲劇の始まりであろうと思います。

近くに高台がないからここでという発想は行政としては決してしてはならない判断であり、県

下被害想定区域では高台がはるかに遠い区域はたくさんあります。室戸市もそうですが、羽

根、佐喜浜というところであれば、そういう地域から比べたらはるかに対策しやすい地域であ

ると思います。室戸市では、避難するとすれば、まず集落後背地の高台に避難するというのが

最善の策でありますから、高知県下でも避難場所の多さ、近さでは津波避難に最も適した地域

でもあろうと思います。この好条件を生かして、いかに被害者を県下自治体の中でも最小限に

とどめられるかが室戸市の防災力だと思います。 

 集落避難路についてお伺いします。 

 高台への避難路の本年度の計画状況、また次年度以降の避難路設置計画状況についてお伺い

いたします。 

 津波避難タワー計画の進捗状況についてお伺いします。よければタワーまでの避難路につい

ての状況も、計画も含めて御答弁願いたいと思います。 

 津波発生が昼と夜では被害状況がはるかに違ってくると思いますが、地震発生時あるいは地

震発生後の昼夜の被害の違いのシミュレーションあるいは避難誘導の違いのシミュレーション

は描かれているのかどうか、お伺いいたします。 

 次に、国道経由の避難道と生活物資輸送道計画についてですが、室戸市は地震により海岸線

を走る国道55号線が壊滅的な被害を受けると想像されます。救援物資あるいは生活物資搬送の

ルートが完全に途絶え、その代替ルートが命の道と言われるゆえんであります。現在室戸市内

において国道回避ルートとしては、椎名－室戸間は旧市道椎名三津坂線ですかね、がありま

す。同じく森林作業道で椎名－河内間、これは自動車学校の奥へ出ます。それから、市道、林

道、また森林作業道では佐喜浜町から、あるいは尾崎から吉良川町へと通じております。同じ

く、佐喜浜から羽根林道経由では奈半利町へとルートがありますけれども、これは室戸市内だ
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けの話でありまして、災害時の、あるいは被災地の大事な命の道とはなり得ません。 

 命の道確保には室戸市として最重要課題として取り組まなくてはならないと思いますが、巨

費の投資が必要な事業ですから、早急に命の道確保の青写真を描いて、国・県の補助事業に採

択要望をしなくてはならないと思います。室戸市として本年度県に対する要望書にはこの件に

関して、あるいは地震対策の目玉事業が記載されておりませんけれども、これは別事業で取り

組むということであろうと思いますが、別事業で取り組むのであっても、別記として、あるい

は特記事項として高知県にこういう構想を持っていますと示すべきではないかと思います。国

道55号から山の上に隣接する農道、林道にできるだけ多くの場所から退避できるルートの選定

が必要になります。 

 質問です。 

 国道55号線が被害を受けると想定した代替え道路網の確保についてはどのように考えている

のか、お伺いいたします。でき得る限り早急に取り組める方法はあるのか、お伺いいたしま

す。室戸市は、重要事項解決に汗をかかないと批判されておりますが、名誉挽回の取り組みで

はないかと思います。 

 次に、いじめ問題についてお伺いいたします。 

 滋賀県の大津中学校で発生したいじめの問題で最近また大きくクローズアップされたいじめ

問題ですが、昨年度の全国のいじめと認定された件数は７万2,004件ぐらいと大変な数字に上

っています。いじめの性質はまだ人格形成が十分でない年齢層が集う集団の中では必然的に起

こり得る社会現象でもあり、その行為の撲滅は非常に難しいことだと思います。しかしなが

ら、撲滅はできないまでも、事態が重症化する以前に発見し、未然防止するという集団的な取

り組み行動はたやすくできる行動でもあります。保護者、教員、周辺社会が連携すれば大きな

効果も期待できるところだと思います。大事なことは、そういった現象が発生する以前に必ず

何か兆候があるはずで、その兆候を見落とさない体制づくりが非常に大切になってくるだろう

と思います。 

 九州のある県では、いじめ発生件数が全国で飛び抜けて多い件数でありながら、いじめ解決

件数もまた全国で最多であります。これは何を意味するかといえば、いかにいじめ問題に総力

を挙げて取り組んでいる証だろうと思いますし、全国の教育関係者の大きな生きた教材ではな

いかと思います。発生したいじめへの対応は、保護者はもちろんのことですが、現場で一番多

く一緒の時間を過ごす教員の姿勢の重要性が要求されると思います。先ほどの教育長の答弁の

中でもありましたけれども、わずかな芽でも摘み取っていこうとする保護者と一体となった学

校側の体制づくりが非常に大事になってくると思います。教員を管理する校長、教頭の管理能

力がとても大事で、事態を大げさにしたくない隠蔽体質が教育界に存在していることが問題を

大きくする潜在的な要素だと国の教育専門部会から指摘もされておりますが、それに負けない

その体質を打ち破る勇気のある校長と管理職教員が現場に必要だろうと思います。 
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 いじめる子、いじめられる子双方にそれなりの原因があるとは言われておりますが、いじめ

られる子供の精神的苦痛は大人の常識でははかれない苦痛があり、人生の限界を情緒的に早め

る行動を精神的な幼稚さが原因となって自殺といった最終判断に動きます。また、最終的に命

を絶つということではなくても、いじめによる精神的苦痛を引きずったまま社会人となれば憂

鬱な人生となり、社会になじめない存在となります。深刻ないじめ問題解決のための室戸市

小・中学校の現状と教育委員会の取り組みについてお伺いをいたします。 

 認知したいじめ件数というのは、前段の議員が質問しましたので省略させていただいて、室

戸市で発生したいじめは全て解決されたのかどうか、解決策のうち最も有効だと感じた解決

策、取り組み内容はどうなのか、お伺いをいたします。現在、市内公立小・中学校でいじめ対

策に取り組んでいる体制についてお伺いをいたします。 

 それから次に、取り組んでいる解決策に満足せずにすぐれた取り組み事例を参考にするた

め、先進地視察とかの情報収集はどのようにされているのか、お伺いいたします。 

 次に、５番目の小・中学校併設につきましては、前段の議員が行いましたので、省略させて

いただきます。 

 ６番目、室戸高校女子野球部創設についてお伺いをいたします。 

 室戸高校は室戸市にとって唯一の県立高校でありますが、年々生徒数が減少しております。

市内中学校からの室戸高校への進学率は、平成22年度58％、平成21年度に至ってはわずか35％

という結果が残っております。平成26年度から平成30年度までの推定市内中学校卒業者は平均

約80名ぐらいですから、そのうち卒業者の50％が室戸高校に進学したとしても１学年40名程度

を確保するのがやっとということになります。こういう状況が続けば、平成26年度から始まる

高知県の県立高等学校再編振興計画のまないたにのるのは避けて通れない状況ということにな

ろうと思います。 

 そういったことから、それはまずいということで有志が立ち上がり、スポーツの面から室戸

高校を活性化させ生徒数の確保につなげようと、室戸高校に女子野球部創設に向けて奔走をし

ております。東洋町から幡多地域、広島県、愛媛県と女子中学校野球部、また男子チームにま

じってプレーする女子生徒を訪ね、室戸高校へと勧誘を重ねております。私も８月に広島県の

女子中学校の女子野球部を訪ね練習風景も眺めてきましたが、非常にレベルが高いチームで驚

きました。同行者の感想では、室戸市内中学校の男子チームよりレベルが高いのではという感

想でした。練習終了後、監督、保護者と会合を持ち、この中から２名は室戸高校志望であり、

ひょっとすればあと何名か考える可能性もあるということです。それから、高知新聞にも載り

ましたが、佐賀中学校のピッチャーをしております女性、県内の有力高校へっていうことがあ

りましたが、最終的には室戸へ来ていただけるんではないかというふうなことになっておりま

す。その岡山、広島の女子中学校のメンバーと話した後で、このメンバー全員が室戸高校へ来

ていただければ、即全国大会出場になりますと冗談を話してきたところです。先月、室戸高校
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のほうへ岡山から視察に来ていただいて、好印象を持っていただいたと聞いております。現

在、室戸高校女子野球部入部希望者が約６ないし７名ということで、非常に感触のいい状況で

もあります。 

 また、室戸高校校長との協議の中でも、野球部寮の待遇改善等について話し合いもして、前

向きな姿勢の校長先生であります。たとえ９名そろわなくても、最初は同好会スタートで、２

年目から野球部昇格というような話し合いもできております。次年度入学者、26年になります

が、既に室戸高校に野球部ができれば入学するというふうな形の内定というか、そういうふう

な希望者もおります。 

 室戸高校にそういった女子野球部をつくるということでインパクトを与え、生徒数をふやす

ということでありまして、そういう動きがある中で、この機会を逃さないように、室戸市挙げ

ての応援体制を組みたいものだと思います。室戸高校活性化のために市民有志が頑張ってくれ

ていますが、県立高校のことですから、市として応援できる範囲はおのずと限定されますが、

できる範囲の支援をお願いしたいと思います。 

 ３月議会におきまして、市長は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

を育て守っていきたいと、教育長は特色ある学校づくりを市民、行政協働のもと、危機感を持

って支援していきたいと答弁があります。具体的に費用がかかるというようなことを、25年度

からになろうと思いますが、今ここでどういう支援をということでありませんが、室戸高校存

続に向けて女子野球部創設を目指す有志の熱意とそれに向けた側面からの支援に向けて市長、

教育長からの答弁をよろしくお願いいたします。 

○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） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の室戸市行財政改革への取り組みの中の(1)民間活力の導入、活用についてで

ございます。 

 人口減少対策といたしましては、これまでにも多くの議員さんから御質問があり、お答えを

してきたところでございます。まず、少子化対策への取り組み、そして生産年齢層への対策、

高齢者層への対策を推進するとともに、そのほか未婚化対策、移住促進事業などに取り組んで

いかなければならないと考えております。子育てから高齢者支援に至るまでの世代ごとの具体

的な施策の取り組みを初め、総合的な対策の実施により人口減少に歯どめをかけることが必要

であると考えております。また、民間活力の導入により経済効果や雇用の創出などのメリット

があることは議員さん御案内のとおりでございます。 

 次に、民間活力の導入事例や実績、経済効果についてお答えをいたします。 

 議員さん御案内のとおり、これまで民間委託への取り組みといたしましては、平成20年度か

ら地域包括支援センター業務を室戸市社会福祉協議会に、平成22年度から吉良川保育所を社会

福祉法人吉良川保育協会に委託をしております。また、指定管理者制度により平成20年度から
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室戸岬高速バスターミナルを徳島バス株式会社に管理運営をお願いをいたしているところでご

ざいます。 

 次に、新・室戸市行財政改革プランにおいての取り組みといたしましては、平成23年度から

障害者相談支援事業を室戸はまゆう会に、平成24年度から障害者の居場所づくり推進事業をＮ

ＰＯ法人むろとうみがめの会に委託をしております。また、指定管理者制度によりまして、平

成23年度から室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場を室戸市観光協会に、室戸勤労者体育センターをＮＰ

Ｏ法人むろとスポーツクラブに、平成24年度から室戸海洋深層水体験交流センターを株式会社

創裕に管理運営をお願いをしているところでございます。これらのことによりまして、一定予

算節減や雇用の確保、行政事務の簡素、効率化、市民サービスの向上につながっているものと

考えております。今後とも、民間活力の導入につきましては積極的に取り組んでまいります。 

 次に、市民満足度調査の結果とその対策についてでありますが、市民満足度調査はこれまで

平成19年度、平成21年度の２回にわたりそれぞれ住民基本台帳より無作為に抽出をした18歳以

上の市民3,000人を対象に調査を行ってまいりました。結果につきましては、防災分野、生活

環境分野、教育文化分野において比較的満足度の高い結果となりましたが、一方で産業分野、

生活基盤分野、保健・医療・福祉分野において満足度の低い結果となっております。これらの

調査結果につきましては、平成22年度策定をいたしました室戸市総合振興計画などに反映を

し、住民サービスの向上などに努めることにより満足度の高い行政運営となるよう努めている

ところでございます。 

 次に、まちづくり条例の制定についてでございます。 

 県内では現在須崎市と四万十市が同様の条例を策定をいたしております。本市におきまして

も住民一人一人がお互いを尊重し、協力し合いながら主体的に行動する住民参加型のまちづく

りを進めていく上でまちづくり条例の策定は重要であると考えておりますが、住民参加のルー

ルづくりや現在の常会など地域コミュニティーとのかかわり方など課題も多く、計画どおり進

捗をしていない状況でございます。 

 いずれにしましても、自分たちの町を自分たちでよくしていくという考え方や市民の皆さん

が主役となるまちづくりを推進するためには、まちづくり条例の制定が必要であると考えてお

ります。 

 次に、環境保全についてであります。 

 環境保全につきましては、環境基本条例により、現在及び将来にわたり市民が健全で恵み豊

かな環境の恵沢を享受するとともに、将来にわたり良好な状態で維持されるよう定められてお

ります。市民の参加と協働により快適な環境を守り育て、恵み豊かな環境を保全していくこと

が大事であると認識をするところであります。市といたしましては、６月の環境月間に合わせ

て市内一斉清掃を実施しております。毎年多くの市民の方々や市内建設業者さんなどの参加を

いただき地域の美観や環境の改善を図るとともに、市民の皆様と行政や各種団体による協働の
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活動として効果を上げていると考えております。また、地域住民の美化活動への取り組みにつ

きましては、室戸市地域環境美観活動補助金による花壇などの整備や花と緑のまちづくり運動

推進協議会補助金による植栽、三津、高岡地区では菜の花植栽管理委託事業などに取り組んで

おり、生活環境の改善や美化につながっているものと考えております。 

 次に、(2)市有財産の処分及び有効活用についてでございます。 

 議員さんの御質問にございましたように、市有財産の売却につきましては新行財政改革プラ

ンの財源確保の重要な項目として掲げ売却に取り組んできたところでございます。しかしなが

ら、売却可能資産について何度か広報、ホームページで売却の入札公告を行ったものの、売却

に至っていないのが現状でございます。その理由としましては、売却予定地の面積が狭い、進

入路幅が狭い、予定価格が高いなどの個別の理由に加え、リーマン・ショック後の不景気が大

きく影響しているものと思われます。いずれにしましても、市有財産の売却は貴重な財源確保

の手段でございますので、売却可能資産の再検討を行うとともに、隣接者しか有効活用ができ

ないような土地はその方との交渉や予定価格を見直すなど対応してまいります。また、移住促

進事業の推進によりまして、現在２世帯６人の方が本市に移り住んでおられます。この方たち

が土地の購入を希望すれば、市有財産を紹介をするなど各課で情報共有を行って売却機会の提

供に努めてまいります。今後とも売却に向けて工夫、改善をして進めてまいります。 

 次に、立木の売却の件でございます。 

 平成16年度に５林班の官行造林を3,900万円で売却をいたしております。官行造林と申しま

すのは、市の土地に国が植林をし、管理育成し、立木を販売して代金を国と市が契約した割合

で分配するという制度でございます。現在佐喜浜地区の官行造林で残っているのは６林班、７

林班ですが、両林班とも契約期間が平成29年３月31日となっております。この契約期間中に契

約延長か主伐かを決定しなければなりませんので、木材価格の推移を勘案するとともに、伐採

後の利用方法などを含めまして安芸森林管理署とも協議をしてまいります。 

 次に、(3)財源確保に向けた要望活動及び国・県等補助制度の有効活用についてでございま

す。 

 要望活動についての対策会議につきましては定期的な会議は行っておりませんが、必要に応

じ関係者とともに適宜協議を行っております。 

 次に、補助事業の把握や説明が十分でないなど何点か質問がございますので、まとめてお答

えをいたします。 

 本市の財政状況から、財源確保のため補助制度を積極的に活用することは重要であると認識

をしております。各課長には日ごろ課長会を通じて各種補助制度の情報収集の重要性とその把

握について指示いたしております。また、職員のひろばなどを活用して周知徹底や関係各課の

情報提供を行っているところであります。 

 次に、補助事業の説明会につきましては、説明会の内容に応じ課長や担当者が出席をいたし
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ております。また、事業者に対する補助事業の説明は市民や関係団体にも情報をお知らせを

し、説明を十分に行うよう指導しておりますが、なお一層周知徹底を図ってまいります。 

 次に、高知県議会の産業建設委員会などへの出席についてでございますが、これは県議会の

管内視察であり、市への出席要請や要望を聞いていただける時間などについて正確に示されて

いない状況でございます。市としましても、その対応に困っているところであります。また、

それぞれの委員会が独自に予定をされておりますので、日程によりまして出席ができたりでき

なかったりの状況でございます。本年度は企画建設委員会に出席をし、１つ、元、岩戸海岸侵

食対策の早期完成について、２、県道佐喜浜吉良川線整備について要望をしたところでござい

ます。 

 次に、高知県土木部、四国地方整備局に対する姿勢についてでございますが、四国地方整備

局、土佐国道工事事務所に対しましては、平成23年度においても東部自動車道や国道の整備な

どについて積極的に要望活動を行っております。また、高知県土木部に対しましても県道改

良、社会資本整備総合交付金の配分額の確保や道路改良の要望などについて行っているところ

でございますし、さらに安芸土木事務所、室戸事務所とは毎年度行政連絡会を開催をし、効果

的な事業の推進に努めているところでございます。 

 次に、(4)各課経費の見直しについてでございます。 

 これまで議員さん御案内のとおり旅費、日当の見直し、公用車や封筒の一元管理を初め当初

予算編成時における物件費などの一律カット等経費削減に努めてきたところでございます。ま

た、新・室戸市行財政改革プランに基づき県外日当の廃止や本庁舎に設置しましたデマンド警

報装置による電気料金の削減にも取り組んできたところでございます。今後におきましても、

各公共施設の維持管理の削減等につきましては、行政経営改革プロジェクトチームなどによる

検討を重ね、経費の削減に取り組んでまいります。 

 次に、(5)ＰＤＣＡサイクルの確立についてでございます。 

 ＰＤＣＡサイクルとは、計画、実行、検証、改善のプロセスを継続することにより経費節減

や計画の質向上につなげるためのサイクルでございます。例えば当初予算におきましては、計

画としまして当初予算編成方針に基づく当初予算案を財政査定、市長査定を経て作成をいたし

ます。次に、実行といたしまして、４月から担当課において各計画等に基づき事業を実施をい

たします。次に、検証といたしまして、10月には私と担当課によるヒアリングを実施し、各事

業の検証を行っております。そして、改善としまして、11月に検証結果を反映をした当初予算

の編成方針を決定をするとともに、各課においては次年度の当初予算案を作成をしているとこ

ろでございます。 

 このように、当初予算につきましては一定ＰＤＣＡサイクルの確立はできていると考えてお

りますが、各課においても事業の推進や課題の解決にその手法を適用し、行政サービスの向

上、行財政の効率化、効果的な事業の推進につなげていく必要があると考えております。 
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 次に、(6)組織人材の改革についてお答えをいたします。 

 組織として人材育成は大事であり、組織の担い手である職員の意識改革、能力開発を効果的

に推進をしていく必要があると考えております。その一つの方法として職員研修を実施してい

るところであります。その中で職場外研修といたしましては、こうち人づくり広域連合で行っ

ております新採用職員研修、採用３年目、５年目、10年目職員研修、新任班長、課長補佐、課

長研修、能力向上開発研修、その他研修機関への派遣研修などがあり、それに参加をさせてお

ります。そのほか、職員の資質向上のため、外部から講師を招き庁内で実施する研修として接

遇研修、メンタルヘルス研修、ハラスメント研修、人事評価・評価者研修、人権研修を行って

おります。また、平成23年度からは、室戸市出身で各方面において御活躍をされている方を講

師に迎え、課長研修を実施をしているところでございます。さらに、平成22年度からは、職場

内講師研修として新採用から３年目までの職員を対象とした庁内研修を行っており、新採用職

員には国立室戸青少年自然の家における宿泊研修についても毎年度実施をいたしております。

今後とも、研修事業の内容の充実を図り、職員のスキルアップに努めてまいります。 

 次に、出張復命書は出張の目的や成果等について文書により上司に報告するものであり、以

後の業務に生かしていかなければならないと考えております。これまでの先進地視察の実施に

よる事例といたしましては、メタボや生活習慣病のリスクの高い方を対象とした海洋深層水体

験施設での水中運動プログラム事業による健康づくりへの取り組みや私債権の管理に関する条

例の制定、住宅新築資金等貸付事業特別会計の対策などに先進地視察によって効果につながっ

ていると考えているところであります。 

 次に、課長会と朝礼の取り組みについてであります。 

 まず、課長会につきましては、毎月の定例課長会を実施するとともに、随時の課長会を含め

平成22年度は21回、平成23年度は18回開催をいたしております。また、朝礼につきましても、

当日の予定、業務内容を確認、徹底することにより効率のよい事務処理や行政運営の効率化を

目指すこと、事務連絡等により職員間の情報共有、意思疎通を図るとともに住民サービスの向

上に役立てること、職務の充実と職員の資質向上を図ることなどを目的といたしまして、平成

23年１月から毎朝各課において実施をしているところでございます。ただ、課長会の内容等が

全職員に完全に伝わっていないと思われる部分もございますので、そうしたことも踏まえまし

て、本年度から庁内システムである職員のひろばへ市長のメッセージとして気のついたことな

どを掲載する取り組みを行っております。 

 次に、人事異動等に関してでございます。 

 課長職については、前段でも申し上げましたように研修や課長会等を通じて指導に努めると

ともに、毎年各所属長からは人事に関するヒアリング等を実施し、適材適所の人事異動に努め

ているところでございます。配置がえは在職３年から４年を一定の目安にしておりますが、一

方で職員数はこの10年間で約80名を削減をいたしておるため、少人数の中での配置がえの結
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果、短期間での異動となる場合なども生じているところであります。ただ、専門職を要する部

署等もございますので、そうした部署につきましては市民サービスの低下につながらないよう

配慮していかなければならないと考えております。 

 次に、人事考課についてでありますが、人事考課制度の目的は人材育成が基本でございま

す。これまで試行を重ねてまいりましたが、評価制度が複雑、煩雑で十分に機能していない状

況にあることから、新行財政改革プランに定めております評価制度の見直しと勤勉手当への反

映を進めるため、県内で実際に評価を給与面への処遇に反映をさせている高知県や高知市など

５つの町の実態調査を行ったところでございます。しかしながら、現在のところ、それぞれの

モデルとしては十分でないという状況でございますので、今後さらなる調査・検討を行ってま

いります。当市では、御案内のように職員の能力や資質を高める取り組みをしっかり進めるた

め、平成20年３月に人材育成基本方針を定め取り組んでいるところでございますので、今後と

もこうした方針に沿って人材育成に努めてまいります。 

 次に、大きな２点目の中山間地域への対応についてでございます。 

 中山間地域は自然条件や交通の便に恵まれておらず、その他の地域に比べ高齢化、過疎化が

進行しており、集落機能の維持が難しくなってきております。本市は面積の87％が山林であ

り、中山間対策は重要施策の一つであると認識をしております。今後も地域の農産物の販売促

進や高齢者の買い物や外出支援、地域のコミュニティーづくりなど中山間地域の振興に積極的

に取り組んでいかなければならないと考えております。 

 次に、大きな３点目の地震対策、命の道確保について、(1)集落避難路についてでありま

す。 

 南海地震による津波から身を守るためには、揺れた後少しでも早く高台に避難するというこ

とが最も重要でございます。地震はいつどんな状況下で起きるかわかりませんので、避難の方

法は１つではなく複数の対策を講じておくことが望ましいと考えております。そのため市とし

ましては、避難路の整備に加え、公共施設の屋上への外づけ階段などについても検討をしてい

るところでございます。６月補正予算において計上させていただきました外づけ階段や屋上フ

ェンスの整備につきましては、それぞれ保護者や学校、近隣住民と整備に向けた協議を行って

おります。その結果、吉良川中学校におきましては現在学校からすぐ近くに西山台地まで上が

っていける避難路の整備を進めているということでありますので、屋上フェンスは必要でない

との結論に至っております。また、佐喜浜中学校につきましては、学校より海、海岸側の住民

の方が避難する可能性があり必要であるとの御意見をいただきましたので、整備に向けて取り

組んでまいります。羽根公民館屋上への避難階段につきましては、不必要との御意見はござい

ませんでしたが、避難タワーを整備してほしい、可能であれば避難階段と避難タワーの両方を

整備してほしいなどの声をいただいているところであります。 

 次に、本年度の避難道路及び避難路の整備計画につきましては、避難道路を６路線、避難路
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14路線の整備を計画しており、地元や地権者、関係機関との協議が調ったところから順次整備

に取り組んでおります。また、来年度の計画につきましては、避難道路を６路線、避難路20路

線を目標に整備をしていきたいと考えております。また、これに加えて、自主防災組織が行う

避難路整備についても補助を行っていくこととしております。 

 次に、避難タワーの整備計画についてでございますが、前段の議員さんにもお答えをいたし

ましたように、昨年の住民ワークショップにおいて８つの地域から避難タワーの整備に関する

要望等をいただいております。今後県により発表される予定の詳細な浸水予測なども踏まえま

して、予想される浸水深や地盤の高さ、最寄りの高台までの距離などとともに設置に適した場

所の確保、用地交渉、周辺住民の合意などの条件が整ったところから整備に向けて取り組みた

いと考えております。 

 また、南海地震が夜間に発生した場合の対策についてでありますが、夜間の地震発生に対す

る備えや対策は当然考えていかなければなりません。今回の内閣府の想定でも深夜に発生した

場合は多くの自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による人的被害の危険性が高く、津波か

らの避難がおくれることにもなるとしております。市といたしましては、避難路の整備と並行

して今年度はソーラー式避難誘導灯50基程度の整備を計画しており、来年度以降も継続をして

取り組んでまいります。 

 また、自主防災組織が行うソーラー誘導灯設置につきましても市補助金の対象としているほ

か、木造住宅の耐震改修に対する補助や家具転倒防止金具等取りつけ事業なども行っていると

ころでございます。今後、自主防災組織のネットワーク化を進めるとともに、全市的な連絡協

議会を立ち上げていくことによって情報交換や共同訓練の実施など活動の活性化に取り組むと

ともに、夜間の避難訓練を含めたあらゆる状況を想定した対策について一緒に考えて取り組ん

でまいります。 

 また、私は７月７日、みなと防災シンポジウムに参加をいたしておりました。そこで、東日

本大震災により被災を受けた宮古市長のお話をお伺いをいたしました。また、そのときに防災

対策については何が一番大事なのかという質問が出ました。そして、その同じく出席をしてい

た東北大学の教授から、何が一番大事かというときに協力と教育であるというお話をお伺い

し、大変印象に残ったところでございます。やはり行政や団体、市民が協力していくこと、ま

た地震や津波のことをみんなで学習することが大変大事であるということを痛感をしたところ

でございます。 

 次に、(2)国道経由の避難道と生活物資輸送道路計画についてお答えをいたします。 

 まず、東日本大震災では、高速道路が救援・復旧活動に重要な役割を果たし、災害時におけ

る重要性が認識をされたところでございます。そこで、高知県の状況につきましては、高知－

安芸間の高知東部自動車道、安芸－阿南間の地域高規格道路、阿南安芸自動車道が計画をさ

れ、現在整備が進められているところでございます。今後予想される南海地震対策には重要な
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役割を果たすものと考えております。 

 また、地震、津波により国道55号が被災を受けた場合の代替え道路につきましては、１つに

はこれまで要請をいたしてきましたように、地域高規格道路から室戸市内へのアクセス道路の

整備が必要であると考えております。また、国道55号東洋町－佐喜浜間が寸断をされたときの

道路としましては、佐喜浜町から東洋町までのバイパス道路についても整備が必要でありま

す。さらに、国道55号線の改良として、台風や高波で越波による通行どめなどを回避すること

や時間短縮ができるように羽根岬と行当岬をトンネル化することなどが考えられるところでご

ざいます。これらの要望や要請につきましては、高知東部自動車道整備促進期成同盟会や一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会の活動とともに、市単独で四国地方整備局、

土佐国道事務所や高知県に要望をいたしているところでございます。 

 また、前段で申し上げましたように、高知東部自動車道整備促進期成同盟会や一般国道

55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会と連携をするとともに、四国の道を考える会や室

戸道路整備促進期成同盟会など民間団体の方々との連携を強化をし、事業の進捗が図られるよ

う努めていくことも大事であると考えております。また、国・県への対策につきましては、情

報収集に努めますとともに、継続した要望活動を行っていくことが必要であると考えておりま

す。 

 それから最後に、室戸高校の女子野球部創設の話でございますが、これは私も市としてでき

るだけのことをいたしたいという思いでお話をさせていただいておりますので、今後そうした

具体的な話が出た場合にはしっかりお聞きをし、できるだけの支援に努め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） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 ２点目の中山間地域への対応についてのうち、１、中山間地域の現状把握から３点目のその

地域の年齢構成等についてをまとめて私のほうから説明させていただきます。 

 現在室戸市内には128の集落がございます。国道、県道に面していない中山間地域は35集落

ございます。その人口は、今年４月１日の住民基本台帳では2,032人、人口の12.8％、65歳以

上の高齢化率は39.2％、それで市全体はちなみに38.3％でございます。この35集落のうちで高

齢化率が50％以上の集落は10集落、194世帯、378人、またそのうち10世帯以下の集落を限界集

落としますと、３集落、25世帯、41人でございます。 

 なお、その平均年齢、集落の年齢構成につきましては、現時点ではその全集落の調査はして

おりませんけれども、集落との話し合いを進めていく段階では、地域の皆さんにその内容を示

しまして、話し合い、取り組みを進めておりますので、御了解いただきたいと思います。市長



－91－ 

も答弁いたしましたけれども、担当課といたしましても、各課、県、関係機関と連携いたしま

して集落の維持再生に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、御理

解と御協力をよろしくお願いいたします。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） 山本議員さんに、２の中山間地域の対

応について市長答弁の補足をさせていただきます。 

 １番の室戸市の現状と課題の中で、まず後継者の状況についてであります。 

 2010年、世界農林業センサス農林業経営体調査によりますと、室戸市における販売農家戸数

は403、その中で、同居後継者がいる農家が103戸、同居ではないが、後継者がいる農家は

110戸、合計213戸で53％ほどとなっております。 

 次に、非農地化区域で中山間地域での再生可能な田畑の面積の推定についてであります。 

 平成23年10月に室戸市が行った耕作放棄地全体調査によりますと、農業振興地域の農用地区

域においての再生可能農地は33ヘクタールとなっております。 

 次に、取り組み姿勢の確立についてであります。 

 集落再生の取り組みと今後の対策についての検討でありますが、農林水産課としましては、

住民から出された意見について、集落再生事業として可能性がある農業部門について調査をし

ております。その中で、地域会合において意気込みが見られた漢方薬の薬草栽培について、日

南、中の川、黒耳地区の代表者の方々や農業振興センター室戸の所長さん、地域支援企画員の

方々とともに越知町で運営されている組合に出向き具体的な話もお聞きしたところでありまし

て、実施に向けての動きをしているところであります。 

 次に、限界集落対策についてでありますが、市としても室戸市の限界集落や中山間地域の

方々にとって有効な農作物があるのではと市長とともに牧野植物園にも出向き意見もお聞きし

ますと、漢方薬に使用する中国原産のソトバオゲラの名前の薬芋が上がり、栽培に手間なく、

収益もあり、中山間に適しているとの話をお聞きしました。話の中で提案された薬芋について

県とも協議を行いましたが、現在研究段階であり、一部に葉が枯れたり、芋が腐ったり、鳥獣

の害に遭ったりで、その対策方法についてのノウハウが確立されていなかったことから、残念

ながら実施まで至らなかった例もあります。 

 今後におきましても、地域に合った収益性がよく栽培に手間の要らない等有効な農作物の情

報がありましたら、関係部署とも協議、調査を行い、積極的に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、輸送の方法からコストについてでありますが、共同出荷となる作物で一部のＪＡの支

所では適正な料金を検討し、キログラム当たり20円で集荷しているケースもありますが、基本

的には個人が出荷することとなっております。また、他の支所ではどうしても都合がつかない

場合などは集荷しているとのことでありますが、定期便等については今のところ考えていない
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状況であります。今後においては、各支所とも状況によっては輸送等に検討の余地はあるとし

ていますので、必要に応じて協議を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、青写真についてであります。 

 地域の方々にとって目標となる有効な集落再生事業が決まれば、地域の産業となるように補

助事業の採択に向けての青写真を描いていきたいと考えております。以上、よろしくお願いし

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。 

 いじめ問題について解決したケースということでございますが、平成22年度は中学校５件の

うち３件、23年度は同じく５分の３、24年度、小・中８件のうちまだ完全な解決までは至って

実はおりません。解決策の最も有効な手段は何かという問いでございますが、やはり家庭、学

校、地域が一丸となって子供の命を守ると、連携、協働した体制づくりが大切であると認識し

ております。 

 いじめへの取り組み体制につきましては、先ほど申し上げましたように学校、家庭、地域の

連携強化に加えまして、学校現場におけるいじめの問題に対応する教員の力量アップ、研修の

充実、先ほども述べましたが、問題を問題として見きわめる教職員集団、専門的知識を有する

スクールソーシャルワーカーやカウンセラーの活用を推進したいと考えております。また、い

じめは人の命を危険にさらす犯罪行為であるとの認識に立ち、学校や教育委員会の能力を超え

ると認められる事案につきましては、早急に警察に相談して連携し対応する体制づくりも大切

であると考えております。 

 いずれにいたしましても、いじめをしない、させない、許さないの認識を深め、いろいろな

ケースに対応可能な万全の態勢を構築するようさらに努めてまいります。 

 すぐれた先進事例への視察などの情報収集についてでございますが、これにつきましては、

先ほど申されました鹿児島とかそういうところへ許される限り教育委員会といたしましても視

察を予定して、ぜひ研さんに努めたいというふうに考えております。 

 それから、市長が述べました室戸高校の女子野球部創設の件でございますが、御承知のとお

り、室戸高校は室戸市唯一の県立高校でなくてはならない存在でございます。生徒数の減少が

続き、厳しい状況となっているのは皆様御存じのとおりでございます。そのため、中学生が魅

力を感じて進学したいという特色ある学校づくりをしなければなりません。そうした中で、女

子野球部創設も一つの有効な方法であると考えます。野球部創設のためにそれぞれの関係者の

方が県内外からの生徒の確保のための勧誘活動をされているとお聞きしております。そうなる

と、まずは同好会からスタートし、徐々に入部者をふやし進めていくことになれば、市として

も当然相応の取り組みや練習場の確保なども含めまして支援と協力を行っていきたいと考えて

おります。以上でございます。 
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○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） 時間どれぐらいありますか。 

○議長（林 竹松君） あと10分です。 

○１０番（山本賢誓君）（続） 行ったり来たり、ロスタイムがあるんじゃないですかね。ロ

スタイムはない。山本。２回目を行います。 

 １回目の質問のときに議長のほうに断りなく６番の生活保護事業に係る遺留金問題について

を飛ばしましたので、申しわけない、よろしく計らっていただきたいと思います。 

 ２回目の質問を行います。 

 まず、質問１の民間活力の導入、活用についての部分で、現在も取り組んでいる部分が４点

と５点とか市長も上げておられましたが、今後その行政の施設運営とかそういう部分ではなく

て、産業面で民間活力を導入してから取り組んでいけれる、商業も含めてですけんど、漁業も

含めて、そういうふうなことに関しては構想は描いてないのか、ひとつお伺いいたします。 

 それから、高知県土木部及び四国地方整備局云々の中で汗をかいてないという部分があっ

て、市長とすれば腹も立つかもわかりませんけれども、実際にそういう、これ高松のほうから

のお話でしたけれども、そういうふうな評価があるということは、まだやっぱりうちの努力が

足らんというふうな部分もありますので、陳情行動しゆうからといって自己満足せずにこれか

らも積極的に取り組んでいただきたいが、もう一回その件に関してお願いします。 

 それから、命の道の件で市長答弁は基本避難道別経由道路として高規格道路からアクセス道

路という話でしたが、もう既にそういう要望活動を行っているのかどうかです。これ高規格道

路からアクセス道路というのはもう大変な事業になりますので、そういう事業が可能かどうか

ということを、これは前の橋本大二郎知事のときからそういうふうな陳情も知事室で行ったこ

とがありますが、なかなか可能性は難しいんじゃないかという話もありましたが、そういう要

望活動はもう既に行っているのでしょうか。 

 それともう一つ、防災の関係で、命の道の関係で羽根岬から行当岬までをトンネルで抜くと

いうふうな話ですよね。それはまた物すごい巨費を投じるということと、長い年月がかかると

いうことと、羽根川、吉良川、西の川、東の川、そういったところでトンネルの出口ができま

す。そういうところに津波が押し寄せたときに、果たしてそれが安全かと、かえって危険では

ないかというような意識もしますが、そういう危険的な思いと、それから巨費を投じるという

こと、それから長い年月かかるということで、果たしてそれがベストの選択かどうかというこ

とを市長にもう一回お聞きしたいと思います。 

 それから、ＰＤＣＡサイクルの件ですけれども、各課長が上に上げてくるということ、それ

をトップのほうで検証するということですが、基本的にはアクションプラン、そしてこれはも

う職員全員に自分の担当する事業のアクションプランを書かせて、アクションプランレビュー

というのがありますが、その中で月々の目標を達成していく、できた、できない、できなかっ
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た理由は何かというやつを課長に上げると、課長がその中を統括して市長に上げるというふう

な格好で、課の課長だけが掌握するんじゃなくって、職員全部がアクションプランレビューシ

ートをつくっていくという形にしないと……。 

○議長（林 竹松君） 山本議員、残り５分です。 

○１０番（山本賢誓君）（続） しないと、なかなか中身の濃いＰＤＣＡサイクルにはならん

と思いますので、そういうアクションプランレビューってわかりますかね、総務課長、企画課

長。そういう体制をつくっていかないかんと思いますが、それに対する取り組みをどういうふ

うに考えているのか、お伺いします。 

 それから、それができたら執行部のほうで仕事の合間に検証するということはなかなか難し

いと思いますので、それなりの検証チームみたいなものをつくってやっていかないと、本当の

ＰＤＣＡサイクルというものは確立されないと思いますので、そこのところも検討していただ

きたいと思いますが、それに対して答え。 

 それから、最後になりますが、人事考課の件です。 

 これは、日本の企業では1,000人以上の会社では97％、500人から1,000人は90％近い考課の

制度を行っておりますけれども、とにかくその中で一番大事なことは職員の意見を聞くという

ことになります。この人事考課の中で職員とのコミュニケーションが一番大事ということも話

しましたけれども、通説でコミュニケーションで最も必要な技術的な部分は部下の話を聞くと

いうことであります。その中で、反射という判断、自分の考えに合わない、聞くに足らないと

思うことには全くとりあわないという姿勢、これしてはいけないということで、それから選択

という判断、自分の興味がある話は聞くが、その他は聞かないとか、そういうふうな部分があ

りますので、人事考課の中にはそういうふうな基本的な考えを取り入れた取り組み体制ができ

ているのかどうか、お伺いします。 

 ２回目以上で。 

○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） 山本議員さんにお答えいたします。 

 まず、四国整備局への陳情に対して四国整備局から汗をかいてないという話があったという

御指摘でございますが、前段お答えをしましたように、私どもといたしましては、高速道の問

題あるいは国道55号線の改良というものに土佐国道工事事務所も通じますし、四国地方整備局

へもしっかり陳情をしている。どんな部分が欠けているのかというのは、四国整備局がそうい

うことを言っているということであれば、私自身もぜひお聞かせをいただきたいなという思い

でございます。当然いろんな議長さん方も通じて議員の皆さん、委員長さん方と一緒に土佐国

道工事事務所へ行っていただいたり、高知県庁へ行っていただいたりというのは当然やってき

ている問題でございます。そして、具体的なアクセス道路であるとかバイパス道路の問題、そ

して岬をトンネルで抜く問題、そんなものも陳情書としてしっかり関係先へ届けていることは
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事実でございます。 

 ただ、御指摘のように羽根岬を抜くとなりますとそれは確かに大きな大規模な事業費がかか

るというふうには思いますが、もちろん抜き方によって、海岸線を通るんではなくて山に近い

ほうを通れば、やっぱりそれは津波対策にもつながるのではないかという思いはあります。た

だ、御指摘のようにかなりの事業費、大規模な事業費がかかりますので、それをすっと整備局

が構えるのかと言われますと、それは大変時間がかかるのではないかというふうには思います

が、そうしたことをしっかり陳情は文書にして上げているということは事実でございます。 

 それから、民間活力の導入につきましては、今御指摘のように行政がかかわっている施設で

あるとか、行政の業務が主になって進めていることは事実でございますが、産業振興におきま

してもそうした中で効果的に民間の方にお願いすれば効果が上がるというようなもの、そうい

う事業ということについては当然その効果、事業費というようなものも踏まえて今後考えてい

きたいというふうに思っております。 

 なお、ＰＤＣＡサイクルの話、人事考課の話につきましては、担当課長からお答えをいたさ

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） 山本議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 人事考課に関しまして、大事なことは部下や職員の話を聞くこと、コミュニケーションとい

うものが一番大事であるという御指摘でございまして、おっしゃるとおりでございます。室戸

市が平成20年３月に策定いたしました室戸市人材育成基本方針におきましても、課内会、班会

などの職場会や上司と部下との面談などを積極的に開催し、職場内のコミュニケーションを充

実させて、仕事を通じて人を育てる職場づくりを推進していくという理念を持たれております

ので、当然のことですけれども、聞きたくないことを聞くとかということではあってはいけな

いというふうに考えておりますので、コミュニケーション、職場の意思疎通ということにつき

ましては今後とも重要なポイントとして進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） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 ＰＤＣＡサイクルについて、県のアクションプランの手法を取り入れてはどうかというお話

だったと思いますが、先ほど市長が１回目でお答えしましたのは、室戸市の大きなＰＤＣＡサ

イクルの取り組みということで、その後段で、各課においても事業の推進や課題解決のために

その手法を適用して効果的な事業推進につなげていくという中で、議員さんがおっしゃるよう

なアクションプランの手法というがを今後検討したいと思いますけれども、その事務量ってい

うのはかなりふえていきますので、今後市長とちょっと協議しながらまた検討させていただき

ます。 
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○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回目を行います。 

 先ほど市長が一番先に答弁していただいた四国地方整備局とかという話です。これはあくま

でも総体的というか、話でありまして、というのは、あそこなんか高知県中、四国中を当然相

手にしゆうわけで、はっきり言ったらその政治力のことなんですよ。室戸市は汗をかかないっ

ていうのは、室戸市長だけとかその議会とかという部分ではなくて、室戸市が政治力を使って

国会議員とか、その関連する徳島阿南のほうであれば徳島のほうの国会議員も使ってと、そう

いうふうな大きな動きができるかという部分が影響するわけです、そういうところは一番。そ

ういうふうな部分で汗のかきようが少ないという部分だと思います。特に幡多地域なんかはそ

ういうふうな政治力がすごいっていう部分もありますので、そういうところから比較すればと

いう話になります。 

 それから、先ほど萩野課長が答弁のあったアクションプランレビューは個人個人、職員一人

一人がすることですので、事務量というものはそれほど多くはなりません。ただ、課長がその

職員の毎月毎月のアクションレビューシートを確認する作業はふえますけれども、それが一番

基本になるわけですから、それを抜いて執行部だけの、各課だけの、トップだけのアクション

プランレビューの確認ということでは、それはほんまのＰＤＣＡサイクルじゃないということ

をわかっちょってもらいたいと思います。 

 それから、最後になりますが、私はずっと小松市長を支えていくという姿勢の中で、室戸に

関しては是々非々でいくというふうな姿勢は貫いているつもりです。その中で、市長にはいつ

も怒られて非常につらい思いもしておりますけれども、そんなに簡単に怒らんようにしてもら

いたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で終わります。 

○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） 山本議員さんの３回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、要望要請活動に政治力が欠けているのではないかという御指摘でございます。 

 その点につきましては、私も再度その辺皆さん方に御相談をし、また議長さんにも御指導を

いただきながら、政治力をとにかく力いっぱい使ってそれぞれ私どもの市の要望が実現をする

という方向にはぜひ努力をしていきたい。これまでにも使わなかったという認識はありません

が、よりそうした力を使っていきなさいというふうに私は受けとめておりますので、ぜひ今後

とも努力をしていきたいという思いでございます。 

 それから、その他の件については、御指導という形でお受けをいたしておりますし、私もお

答えがすぐ怒るようなお答えになるかもしれませんが、それについてはぜひ反省もして、ただ

怒って答えゆうというわけではないと思っております。ただ、しっかりお答えをしたいという

思いが強く出ているのかなというふうに思っておりますが、ぜひそういう私の思いも受けとめ

いただきたいと思いますし、議員さんのおっしゃったこともしっかり受けとめて市勢の発展に
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努めてまいります。以上です。 

○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。 

 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25日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いをいたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後５時15分 散会 


