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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16名中欠員１名、現在15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） お諮りをいたします。 

 ただいま山本賢誓君から、諸般の事情により、今回一般質問の通告をしてございましたが、

取り下げをいたしたいという申し出がありました。これを許可すること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。山本賢誓君の一般質問の取り下げにつきまし

てはすることに決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。2011年３月定例会におきまして、改革を進める鷹山会が

市民を代表し、今任期最後の一般質問を行います。 

 大項目の１、市長の政治姿勢について。 

 (1)子ども手当の自治体負担について。 

 民主党は政権をとって以来、ずっと迷走をしております。政権公約のこの子ども手当も国に

は思ったほどの財源がないとわかったため、衆院選では子供１人に２万6,000円上げますと言

いながら、政権の座についてからは急にトーンダウン。それに充てる予算捻出に窮した政府

も、最近は自民党政権時に自治体が負担していた分は自治体で負担してくださいと、公約違反

を全国の市町村に求めております。さらに、最近の政府見解は、費用の全額を国が負担しなけ

ればならないとは考えていないなどと詭弁を弄しておりますが、とんでもない発言だと思って

おります。民主党政権が言います負担割合は国が81％、都道府県が19％となっており、都道府

県負担の50％に当たる9.5％を県、残る9.5％を市町村が負担せよとなっております。つまり、

民主党は衆院選のとき子ども手当は100％国費で賄うと国民に約束しながら、高知県と県下の

市町村に負担してほしいと言っております。民主党の変説、政策転換に全国の都道府県や市区

町村から批判の声が上がっていることは皆さん御承知のとおりであります。 

 １点目、まずお聞きをいたします。 
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 現在の子ども手当の法律は３月までに切れるため、新年度の予算関連法案が否決され、年度

内に成立しないと、法律上は４月から自公政権時代の児童手当が復活します。そのとき、児童

手当には所得制限があるため、新たに所得確認が必要になります。しかし、このときのシステ

ム移行には３カ月ほどかかり、支給が先延ばしになる可能性もあります。この業務の混乱につ

いていかがお考えでしょうか、お聞きをいたします。 

 ２点目、子ども手当の法的根拠について。 

 まさか新法案を根拠にしていないでしょうが、本議会に提案いたしました子ども手当の自治

体負担分は何法の第何条を根拠にして提案されたのでしょうか、お教えください。 

 ３点目、今議会には子ども手当の予算が計上されておりますが、これは全国の65市町村余り

が行ったと同じように、地方負担分を拒否し、全額国費計上の処理を行い、民主党の公約とし

て国に全額負担させるべきで、子ども手当の本市負担分を拒否すべきではないでしょうか。ま

た、本市が負担した後、訴訟を起こし、市負担分の返還を求めるお考えはないかについてお聞

きをいたします。 

 (2)国の一括交付金について。 

 皆さん御存じのように、現在政府において、かつての地方分権にかわって地域主権に係る制

度として一括交付金の議論が続いております。その中で、国は次のように考えております。国

から各地方公共団体に対して、社会保障、教育、公共事業等、さまざまな行政上の目的をもっ

て国庫補助負担金が交付されているが、地域主権の確立のためには地域の自主性を伸ばし、地

方の自主財源の充実強化に努める必要がある。このため、現在の国から地方へのいわゆるひも

つき補助金を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金をスタートできるように検討を

進め、具体的には平成23年度から段階的に実施するとしております。その実施までの流れは、

21年11月の閣議決定により、内閣府に地域主権戦略会議を設置し、その後発表されました地域

主権戦略の工程表に基づいて、22年６月には戦略大綱が策定されました。その中には、私が一

番関心が深い、今の地方自治法にかわる地方政府基本法の制定や議会改革のほか、地域主権改

革、法令による義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大、基礎自治体への権限移譲、国

の出先機関の原則廃止、ひもつき補助金の一括交付金化、地方税財源の充実・確保、直轄事業

負担金の廃止などで構成されております。ただ、この制度案は中央省庁の関与が深く入り込ん

でおり、地方側から見ますと、大幅に後退したものになっていると言われております。 

 いずれにしても、これは小泉政権時代からの構想ですので、地域主権戦略のもと、地域のこ

とは地域が決めるとする地域主権の確立と地方への権限移譲に向けて動き出していることは変

わりありません。時に、今回地域主権の柱である国庫補助負担金の一括交付金化は、この23年

度から都道府県に、市区町村は24年度からの導入とされております。ひもつき交付金がなくな

り、同時にその補助金事務の経費が削減されて、一括交付金化され、市としてはトータルの使

える財源が大きくなり、地域のニーズに合った税金の使い方ができるようになります。それは
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地方分権を希求している地方自治体としては大いに喜ぶべきことであります。 

 ですが、一方で今後は国にお願いすることは少なくなり、地方自治体の自立と責任がなお一

層に求められることになります。もし、無責任にこの財源を浪費すれば、地域主権を目指し、

一括交付金化したことによって地方自治体が破綻してしまうことも考えられます。危惧するの

は、室戸市などのようにこれまでの歴史において行ってきた地方自治体の無駄遣い。政治家や

企業、団体は、自治体が国からの大金を握ると、決まってすぐそれに群がる習性があります。

その財源に群がり、奪い合って、無駄な投資をし、赤字施設をつくり、闘い済んで日は暮れ

て、その事後処理にみんなが頭を悩ませる。これが常であって、考えてお金を使うことの大事

さからいいますと、私は地方自治体にあり余るほどの財源は渡さないほうが地方のため、だか

らこの一括交付金化は地方の実情を知らない政治家が考える、地方自治体の健全な財政運営に

は向かない制度だなあと考えております。 

 そこで、１点目にお聞きします。 

 まず、一括交付金の一括とは何を一くくりにしたことを指すのかお聞きいたします。 

 そして、民主党政権が平成23年度から廃止するとしているひもつき交付金は、国から地方自

治体などに対し、あらかじめ使途を定められ、地方自治体などの裁量は制限されている特定補

助金のことで、いわゆる国庫支出金のことであります。この国庫支出金である国庫補助負担金

で行われる事業は、23年度当初予算での総予算額は幾らでしょうか、お聞きします。 

 そして、それにはどういう事業が該当するのかを挙げてください。 

 ２点目、その事業にかかわる国費、つまり国庫支出金のうちの国庫負担金、国庫補助金、国

庫委託金は、本市の平成22年度当初予算の一般会計と特別会計の合計で幾らになるのでしょう

か、お聞きします。 

 ３点目、そしてまた民主党の政権公約に書いてありますように、義務教育と社会保障の費用

を除いた場合は、どのくらいの国庫支出金になるのかお教えください。 

 ４点目、さらにその算定基準はまだ決定されていないと思いますが、一括交付金化が進めら

れますと、地方交付税等を除いて、本市にとって必要だと思われる一括交付金の額をお答えく

ださい。 

 そして、現在の補助金制度と同額の財源の保障は見込めるのか。福祉や教育関係や道路整備

などの投資的事業などを実施するに当たり、非常に重要な財源である現在の補助金制度がすべ

て廃止され、24年度当初予算から一括交付金となりましても、これらの事業は続けていく必要

があると考えておりますし、景気悪化により市税が減収していることなどを考えますと、今後

は財政状況は悪化し、さらに厳しい財政運営が強いられると予測をいたします。加えて、一括

交付金がどのように積算され、交付されるのかわかりませんが、あえてこの金額をお伺いをい

たします。 

 ５点目、次に地方自治体の裁量を高めるために導入するものと位置づけられております一括
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交付金ですが、一方で廃止となる国庫補助負担金、いわゆるひもつき補助金の範囲をどこまで

にするのか。また、民主党の選挙公約では、社会保障と義務教育関係の補助負担金は廃止の対

象外としているようでありますが、福祉や教育関係はすべて対象外にするのか。例えば、現金

給付だけを対象外とするのかなどなど、検討すべき課題もまだまだ残されていると言われる

中、一括交付金の制度の概要と制度が実施されますと、本市の財政と事業はどのように変化す

るのかについて御見解をお伺いをいたします。 

 ６点目、22年度に新たに創設されました国交省所管の交付金に社会資本整備総合交付金があ

りますが、これは地方自治体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金とし

て創設されたこの交付金の省庁横断型が23年度から実施されます。市町村については24年度か

らですが、実施されます一括交付金だと聞いておりまして、そう認識しておりますが、そのと

おりでしょうか。 

 次に、これまで多種多様な整備事業に対して、国の各省庁から交付されていた補助金や交付

金が今後は文字どおり一括して各自治体に交付されるということであります。そうなると、一

括で交付される交付金の利活用の仕方が最も重要になってきます。それには財政計画に重点的

に取り組むとともに、そのありようが問われますが、かといって交付金対象外の事業に軽々に

対応していては、国がねらいとする地方の裁量で決定できる自由度を生かせなくなり、せっか

くの一括交付金の効果が薄れてしまうことも懸念されます。 

 一方、一括交付金で自治体の自由度が増しますと、行政は多くの働きかけを受けて、必ず勝

手気ままにすぐ無駄事業を行ったり、赤字施設となる無駄な施設を建設するようになり、国の

地域主権を象徴する負の財産となる事態を私は一番懸念をしております。また、市の総合計

画、数年先を見据えた財政計画を今まで以上に綿密に立てることにより、予算不足になるな

ど、市民にしわ寄せが来ないような対策を必要だと考えます。 

 このように地方の裁量が拡大するということは、同時に自治体の首長の手腕と議会の見識が

問われことになります。 

 そこで、７点目に提案をいたします。現在、縦割りになっている各課の予算や事業を取りま

とめ、統括し、調整する専門スタッフを配置したセクションを設置してはいかがでしょうか。

御所見をお伺いをいたします。 

 次に(3)国保会計の再建と滞納対策について。 

 ①国保税の引き上げについて。 

 本議会に国保税引き上げ案が提案されております。質問では、便宜的に国保料といたしま

す。低所得者の加入が多い国保制度は、財政基盤が脆弱で、平成20年度の医療制度改革以降、

都市部を中心に、前期高齢者交付金が減少したことなどが影響していると見られ、全国の市町

村から国保制度の抜本的な見直しを求める声が相次いでおります。県市町村振興課が21年11月

にホームページで発表しました20年度決算に基づく県内市町村健全化判断比率の確定値を見ま
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すと、高知市と室戸市の２市が16.25％ないし20％の間が健全とされます連結実質赤字比率が

赤字となっていて、本市の場合は19年度決算で8.25％、20年度決算でも6.09％と悪化傾向にあ

ります。そこには要因として、国保事業特別会計４億7,600万円の赤字の影響と明確に示され

ておりました。これを見る限り、国と県が本市の国保会計の赤字解消を支援する条件として、

この赤字を解消するために取り組む、目に見える形の本市独自の施策を行うことを求められた

ものと推察できます。これが１点。 

 それと、担当課は市長就任から、当時は４億8,000万円余り、現在は５億円を超しておりま

すが、この累積及び単年度赤字の赤字削減の方策の一つとして国保料引き上げを提案してきた

ことも知っております。これが１点。 

 そしてまた、高知市などでは少しずつ国保料を引き上げていることも承知しております。こ

れが１点。 

 これら３点から、国保料引き上げもいたし方ないとは思っております。しかし、理解できな

いのは、疑問に思うのは、19年度、20年度、21年度、そしてこの22年度と、市長は18年末に就

任以来、この巨額の赤字をよく認識し、途中高知市などに倣い、少しずつ国保料を引き上げる

必要性も十分認識しておりながら、４年間引き上げをしてこなかったことであります。過去の

国保料引き上げ時期は、11年、15年、17年。この年の３月議会に、国保料値上げが提案され、

決定しております。つまり、この３回は前市長が必要に駆られて、任期８年の間に引き上げた

もので、小松市長の任期４年間には国保会計の赤字が増大していく中、この手だてが行われま

せんでした。私はその理由を次期市長選に影響するから選挙前に値上げしなかったのかなあと

見ております。それが市長選で勝利しますと、再選から２カ月もたたない１月末ごろには、こ

の値上げを協議し、議会提案を決定しております。過去に、上げるべきときに少しずつ上げて

こなかったことも疑問に思いますが、昨年の市長選において、市長選後の新年度から国保料を

値上げさせていただきますなどという公約はなく、市民にその意思を全く示さなかったことを

考えますと、このように唐突に上げることも大いに疑問を持っております。 

 それに加え、担当課に、住民に説明しないまま議決すれば批判の声は高まります、だから議

会前に住民説明会を開いて、市民に向け、周知徹底したほうがいいですよとも要請をいたしま

した。しかし、住民説明会は行われませんでした。それに年収100万円や150万円しかない市民

の身になれば痛みはわかります。他人に重い荷を負わせるときには、その前にその荷を一度は

自分が背負ってみれば、人の身の痛みがわかるものであります。でも、高い給与をもらってお

られる市長や執行部の皆さんには、年収150万円の実体験がないからか、この所得が低い市民

の身の痛みは理解できないと思います。 

 そこで、私からはすべて市長にお伺いをいたします。 

 １点目、このように全国の自治体の国保会計が赤字傾向にあるのは国の社会保障制度が悪い

のが原因です。その制度の欠陥と考える点を列挙し、どんな制度なら自治体の国保会計は健全
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に行えるとお考えかをお聞きをいたします。 

 ２点目、①23年度に市民に負担していただく今回の値上げによる増収予測額は約1,038万円

とお聞きしましたが、市政50年間の経過の中で、この新年度を除いて、これと同額程度を一般

会計から国保会計に法定外繰り入れの支援をしたことはありますでしょうか。あるならば、そ

の年度と金額をお聞きをいたします。 

 ②そして、前市長が国保料引き上げを最後に提案したのは17年３月議会で、それから６年が

経過し、市長就任からも４年が過ぎました。その間、この巨額の赤字を認識していながら、な

ぜその４年間この問題に取り組まなかったのでしょうか。対策として赤字のこの国保事業特別

会計を黒字の一般会計から緊急的に法定外の支援を行うアイデアがあることも知っていたはず

なのに、なぜか行っておりません。18年度以降、一般会計から国保会計に向け、法定外の支援

を行わなかった理由をお聞かせください。 

 ３点目、このように再選された後、すぐに議会で値上げを決めようとするところを見ます

と、昨年の市長選の前から当初予算のときに値上げしようと考えていたのでしょうか、お聞き

をいたします。 

 ４点目、市長選の前には多忙な中、市長は市内各所で市政懇談会を開催しております。だか

ら、この問題も議会開会１カ月前の２月３日に担当課に、住民説明会を開催して、市民に説明

することを提案させていただきました。しかし、説明会は行われておりません。この値上げに

ついてはなぜ一度も市民に情報公開、説明をしなかったのでしょうか、お聞きをいたします。 

 ５点目、今回執行部は国保料値上げに際して、この一般会計から緊急の法定外繰り入れを実

施しますが、これまでそれを行わずに来て、なぜ市民に痛みを強いる国保料値上げのほうにか

じを切ったのかをお聞かせください。 

 次に、国保料引き上げ率についてであります。 

 議員の皆さんには資料を配付してありますので、それを見ていただきたいですが、３人家族

で医療分、支援金分、介護分を合わせた所得別の保険料を見ますと、年収100万円の家族の増

加率は2.03％、それが150万円、200万円、300万円、700万円と所得がふえるごとにこの増加率

は下がり、700万円の家族は0.86％の増加となっております。もう一つ、２人家族の場合の表

を見ますと、100万円の家族の国保料値上げによる増加率は1.92％、そして年収がふえるごと

に増加率は下がり、700万円の家族の場合0.72％となっております。この資料から、低所得者

ほど負担が重くなっていることがわかります。 

 ６点目にお聞きします。 

 なぜ、低所得者の国保料の増加率が高くて、高額所得者になるほど増加率が低いのか、その

理由をお聞きいたします。 

 私たち一般庶民から見れば、高額所得者と言える700万円の家族と150万円の低所得者を比較

すれば、その負担率の格差は２倍以上であります。国はなぜ高額所得者のほうの賦課を重くか
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け、国保料増加率を高くし、低所得者になるに従って国保料増加率を低くしないのでしょう

か。その詳しい理由をお聞きをいたします。 

 ７点目、またこの唐突な国保料引き上げが原因となって国保料の滞納が増加したら、市長は

どのように責任をとられるのか、それともこの引き上げによって国保料の滞納がふえることは

ないとお考えでしょうか、お聞かせください。 

 ②滞納に対する特別措置に関する条例の制定について。 

 滞納金の個別の説明は省略いたしますが、本市の一般会計、特別会計をひっくるめた27項目

の滞納未収金の合計額は、19年度が10億5,600万円、20年度は10億7,200万円、21年度は10億

5,000万円と、約2,200万円ほどが収納されたことになります。これは19年度比マイナス１％、

この六、七年間データを集めてきましたが、27項目全体を見ますと、ふえた滞納もあれば減っ

た滞納もあって、ちまたで耳にします基金がふえて滞納が減ったという情報は事実ではありま

せん。 

 １点目、そこでお聞きしますが、まず本市の滞納未収金の状況を改善、打開、是正するため

に、19年度から本市にも滞納整理課が設置され、２年目あたりからその効果も見えてきたよう

に感じます。その間には失敗もありましたが、職員が努力してきたことは知っております。私

も小学生のときから家業の集金をさせられましたので、じっくりと話し合い、待ってもらって

くる、この苦労はよくわかります。ここで、その３年間の業務効果と成果報告をお伺いをいた

します。 

 次に、滞納に対する特別措置に関する条例の制定についてであります。 

 県下ワースト２位となります市税徴収率80％の本市だけでなく、全国どこの自治体も滞納対

策に苦心しておりまして、悪質滞納者には差し押さえを強化し、より実効性のある処理対策に

本腰を入れております。国税では、財産差し押さえの上、競売になりますが、市町村レベルで

は滞納に対する対応が甘く、それも度が過ぎると職務怠慢に見られてしまいます。このことを

かんがみ、現在県下ではまだどこも制度化されておりませんが、県外の先進的な自治体では滞

納対策の一助とするための条例が制度化されております。それが市税等滞納に対する特別措置

に関する条例であります。10年前の平成12年に小田原市が全国初となる市税に限定したこの条

例を施行、また18年４月施行の赤平市や20年４月施行の加賀市などは、市税のほかに国保税、

保育料、水道会計、住宅使用料等々もあわせた条例を制度化しております。 

 一般的に行われている内容としてはちょっとこれはきついかなあという内容もありますが、

お聞きください。①税金の脱税者・悪質滞納者の住所、氏名、滞納金額、滞納期間等の公表、

②行政サービスの全面停止、③公民権停止等の処分、④財産の差し押さえ、公売などの強制的

徴収への取り組み、⑤勤務先等からの滞納分の直接徴収、⑥年金・各種給付金の支給停止と年

金・各種給付金からの滞納分の回収、⑦滞納加算税の徴収、⑧時効の延長と回収の委託契約、

⑨すべての市職員のうち在職10年以上でプロジェクトチームを編成して、滞納者を戸別訪問す
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る、⑩コンビニでの市税収納の検討と実施などであります。市民の公平、公正を守るために

は、このような対策も検討が必要と考え、正直者がばかを見ている現在の滞納問題の現状には

欠陥があると思います。滞納未収金10億5,000万円の改善への一助になればと検討していただ

きたいと思います。 

 この条例制定に向け考慮すべきことは、①行政サービスの停止を厳しく適用すること、②滞

納者の氏名等の公表を実施すること、そして公表を実施する場合は公正な第三者機関である徴

税等滞納審査会に諮問し、その答申を尊重すること、③徴税等滞納審査会は必要に応じ、滞納

者本人から事情聴取すること、④市長は滞納者本人に対し、弁明の機会を与えること、⑤事実

誤認により滞納者の権利を不当に侵害したときは市長はその損害賠償の責を負うこと、⑥法的

な滞納処分を強化すること等々に留意することが重要であります。さらにもう一点、市税や負

担金、使用料などではそれぞれの法的根拠等が違いますので、すべてを一つにした条例の制定

は困難とお考えかもしれませんが、加賀市や赤平市の条例に見えるように、その点は可能だと

思います。 

 ２点目、以上この条例の内容と条例化に向けての注意点を述べました。本市の滞納対策に効

果的ではないかと考え、提案いたします。内容については条例化に向けてちょっと訂正も必要

かなあというとこもありますが、市長と滞納整理課長から、それぞれこの点について御所見を

お伺いをいたします。 

 大項目の２、生活保護の現状と課題について。 

 室戸市の生活保護の実態はどのようになっているのかについてお聞きをいたします。 

 近年特に、平成20年から21年にかけて発生しましたアメリカ発のリーマン・ショックから、

世界的な経済不況の影響を受けまして、本市における地域経済は漁業の衰退や公共事業の激減

による土木建設関係の不況から、すべての業種に不況が広がって、市内の経済活動は厳しい状

況にさらされております。市民は、この町では暮らしていけないなあとみんな不安を抱えなが

ら生活をしております。そんな市民の中には、収入もなく、家族もなく、１人の力では生活で

きない人もいます。そんな場合のために、憲法第25条に基づく生活保護の制度があります。 

 そこで、本市福祉事務所で取材しました21年度のデータを上げますと、本市の保護世帯数は

649世帯、保護人員は892人でした。ちなみに、県下の福祉事務所の生活保護率は高い順に、１

位が室戸市の51.6パーミル、次いで２位が高知市の33.3パーミル、３位が須崎市30.8パーミ

ル、４位安芸市26.6パーミル、５位南国市20.5パーミルと続きます。また、本市の生活保護者

への支給金額は、医療費を含みますと約14億8,700万円。この支給金額の負担割合は国が４分

の３、市が４分の１といいますので、およそ国が11億1,500万円、市が３億7,000万円の計算に

なります。 

 なお、20年度の保護率は47.4パーミル、21年度は51.6パーミルだったので、１年で生活保護

率が９パーミル上昇したことがわかります。 
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 これらの数字を見ますと、室戸市民の生活がいかにだんだんと厳しいかを如実に物語ってお

ります。その一方では、高い国保税や年金の支払いに市民の行政批判の声も高まっておりま

す。平成21年３月に発行されました週刊ダイヤモンド誌において、19年度の生活保護費の支出

の状況が掲載されておりました。そのワースト20の住民１人当たりの生活保護費では、歌志内

市、大阪市、奄美市、福岡県嘉麻市に次いで、全国ワースト５位に室戸市がおります。住民１

人当たりのその金額は８万4,670円で、生活保護支出が歳出総額に占める生活保護費の割合は

13.8％。本市にとっては非常に不名誉な数字となっております。 

 １点目にお伺いします。 

 この生活保護率が上昇しているということは保護扶助費の増加を意味し、この扶助費につい

て何らかの増加防止策がさらに必要だと考えますが、いかがでしょうか。御所見をお伺いをい

たします。 

 次に、生活保護業務のような法定業務は、事務事業評価として法律で実施することが義務づ

けられております。その業務は地方自治法第２条14項に規定されている、最少の経費で最大の

効果を上げるように実施されているかどうかといった効率性の視点から評価することとなって

おります。具体的な評価方法は、生活保護業務にかかった総経費を算出し、活動指標を設定し

た上で、結果として単にコストを導き出す方法をとっているんだと思います。だから、今さら

の基本的な話ですが、生活保護業務は最低限度の生活を保障するということと、その人の生活

の自立を助長することを目的にしております。よって、事務事業評価で年間延べ保護世帯では

なくて、社会復帰できた人の割合を指標にすべきではないかとも考えましたが、やはり総経費

に対応する事務事業評価の活動指標は年間の延べ保護世帯数として設定することが適切だと感

じております。 

 ２点目にお伺いします。 

 ①社会復帰ができた人の割合を活動指標として設定することはできるかどうか、②それにか

かった総経費を算出することができるかどうか、③その結果、適切な評価ができるかどうか、

この３点について御見解をお伺いをいたします。 

 ３点目、今の生活保護世帯数の増加の影響で、社会福祉法に定めるケースワーカーの標準数

への人員配置は追いつかないのではないかと推察します。 

 そこでお聞きしますが、本市にはケースワーカーは何人おられるのか、そしてその人数は足

りているのでしょうか。それと、その人数が足らなかった場合は本来の法律の意図をきめ細や

かに実施するのは困難ではないかと考えますが、その点はいかがでしょうか。また、退院促進

相談員などの嘱託職員を配置することについてはどのように考えておられるでしょうか、お聞

きします。 

 次に、問題とすべきはこの中に生活保護を受けたくても受けられない人や世帯があるという

現実であります。働けるのに働かずに保護を受けているんじゃないかといううわさはよく聞き
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ます。しかし、それとは反対に、本当に働く意思があるが働けない人もいます。その理由は、

自分が病気とか、親や妻、または夫や子供が重病で、いつも付き添っていないといけないと

か、中には困ったときには生活保護という制度があるということを知らない人もいます。ごく

少数だと思いますが、保護をもらうことを恥だと考えて申請せず、命を失う状態になる人もお

りました。全国的にそういう例があります。週刊ダイヤモンドの特集記事には、生活保護を受

給すべき人たちの10％から20％しか実際にはもらっていないという実態も紹介されておりまし

た。この例に倣うと、本市には現在892人の保護受給者がいますから、本来生活保護を支給さ

れなければならない人がその５倍いることになりますが、支給漏れのいわゆる漏給者がそれほ

どいるとは思っておりません。この漏給者がいる理由は、今申しましたように、生活保護は申

請をもとに事業を行っている関係から、この制度のことを知らない人や世間体を気にして窓口

に行かなかった人などがいるからであります。福祉事務所の資格審査は今までどおり厳格な審

査のもとに業務運営を行っていただきたいですが、生活保護支援が財政を圧迫するからといっ

て、本市に居住する漏給者を見捨てることなく、適正に対応し、弱者という言葉は私は嫌いで

すが、そう呼ばれる人たちを救済していくことも忘れないでいただきたいとお願いしておきま

す。 

 最後、４点目、この漏給者に対して本市の場合はどういう状況にあるのかお教えください。 

 大項目の３、自動二輪ナンバーによる観光ＰＲについて。 

 ナンバーとはナンバープレートのことでありますが、原動機付自転車などの自動二輪の一部

は条例で定める地方税の税務上の標識扱いで、正式名称は課税標識と言います。だから、これ

は市区町村での登録となり、表示される地域名も市区町村単位となっておりますので、ナンバ

ープレートの形状は各自治体に一任されております。というわけで、地域独自のオリジナルの

ナンバープレートが発行できます。形としては長方形、台形、円形のほか、最近では風景や特

産物、歴史にちなむものなど、地域独自のいろんな形やデザインの御当地ナンバープレートが

発行されております。ネット検索しますと写真で見ることができますが、幾つか例を挙げます

と、静岡県御殿場市の富士山、宮城県登米市の米、愛媛県松山市は坂の上の雲のまちづくりに

ちなんだ雲、長野県上田市は真田幸村の真田氏の旗印の六文銭、山形県東根市は生産量日本一

のサクランボ、天童市は将棋のこま、三重県四日市市はユリカモメ、水木しげるさんが住んで

いた東京調布市はゲゲゲの鬼太郎などと、多くの御当地プレートがあります。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 観光ＰＲのために、本市が登録する原動機付自転車にもこの御当地ナンバープレートを発行

してはいかがでしょうか。今の室戸市ならば、室戸半島の地質がことし11月に世界地質遺産に

認定されようとしておりますが、認定されたら、その後それをＰＲするために室戸岬や慎太郎

像の下のダイナミックな岩場などをデザインしたプレートを制作し、24年度から税務課で発行

することを提案いたします。御所見をお伺いいたします。 
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 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の市長の政治姿勢についての中で、(1)子ども手当についてでございま

す。子ども手当につきましては、児童手当にかわり、次世代を担う子供の育ちを社会全体で応

援するという観点から、平成22年度は時限立法として実施をされているところであります。ま

た、平成23年度の予算につきましては関連法案が成立すると想定をした上で試算をし、予算計

上をしているところでございます。現在のところ、法案成立の見込みが立っていない状況であ

ることは御案内のとおりでございます。 

 子ども手当につきましては、全国市長会においても、平成22年度と同様に地方負担が再び継

続されることとなったことはまことに遺憾であります。しかし、一方で保育料、給食費の未納

問題に対する法律上の措置を講じることとしたことや、平成24年度以降の子ども手当の制度設

計に当たっては、地方公共団体の代表による会議の場を設け、国と地方の役割分担及び経費負

担のあり方等について検討することが提案をされており、会議の場を早急に立ち上げるよう要

請をしております。また、法案審議が混沌としている状況にあって、このまま子ども手当の成

案が得られない場合は、支給事務を行う自治体に混乱が生じるとともに、その場合所得制限を

伴う児童手当が復活することとなり、所得調査や電算システムの整備が必要となります。この

ため、６月の定期支給ができない可能性が高いため、このような事態にならないよう国に要請

をしているところでございまして、私も市長会と同様の考えを持っているところであります。

現在のところ、国会の動向に注視している状況でありますが、市民の方々に影響を及ぼさない

ためにも、早急な対応を望むところでございます。 

 次に、(2)国の一括交付金についてでございます。 

 １から３点目の平成23年度当初予算における国庫支出金の総額などについてでありますが、

一般会計では19億1,098万9,000円、特別会計では17億１万7,000円の計36億1,100万6,000円

で、そこから一括交付金化の対象外と言われております民生費、教育費分を除くと１億

4,655万3,000円となります。このうち、現時点では制度内容等が明らかになっていないため想

定が困難でありますが、仮にこれまでの国の情報等から想定をしてみますと、一括交付金化の

対象となるものは今回の予算の中では、歳入としましては社会資本整備総合交付金１億83万

7,000円が考えられ、同交付金に係る歳出の事業としましては市道整備事業１億1,175万円、橋

梁点検事業600万円、救助工作車購入事業4,000万円、個人木造住宅耐震改修事業866万円で、

合計１億6,641万円の事業費となります。 

 次に、４点目、５点目の制度概要についてでありますが、従来のひもつき補助金を一括交付

金化し、各府省の枠にとらわれず、地方の自由裁量を拡大するため、約１兆円を規模とする地

域自主戦略交付金が平成23年度に創設されるとお聞きしており、これまでの補助金と違い、国
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の縛りがなく、地方の自由度が高まり、使い勝手がよくなれば望ましい交付金と考えていま

す。この交付金につきましては、平成23年度は第１段階として、都道府県を対象に国土交通省

の社会資本整備総合交付金など、８省庁９事業の投資補助金5,120億円分が実施されるとお聞

きをしているところであります。また、市町村分については、平成24年度から実施されるとお

聞きしているものの、対象補助金、配分額等、詳細は現時点でわかっていないところでありま

すが、地方の自由裁量が拡大するこの交付金が増額されることが望ましいと考えるところであ

ります。 

 次に、６点目の国土交通省の社会資本整備総合交付金についてでありますが、この交付金は

国土交通省が所管の地方公共団体向け個別補助金を一括し、地方公共団体の自由度が高く、創

意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されたものであります。私としまし

ては、今回の一括交付金化の前段の取り組みであると認識をしております。 

 次に、７点目の専門セクションの設置についてでありますが、一括交付金につきましては地

方の自由度が高まる反面、地方の知恵や創意工夫により真に必要な事業への活用が求められる

ことが想定をされ、事業の選択には十分な検討、協議が必要であるとともに、事業が複数の課

にまたがる中で、事業費の配分などの調整が必要になるものと考えております。このため、新

たなセクションを設置するということではなくて、これまでの予算編成作業をさらに充実させ

るとともに、五役会議や課長会及び10月の施策ヒアリングといった場で段階的に協議をするこ

とにより、この交付金の有効活用につなげていくことが必要であると考えております。 

 次に、(3)国保会計の再建と滞納対策についてであります。 

 先ほどの御質問の中で、御案内のように、国保会計を含めた市町村の連結赤字比率が県下で

出ているのは高知市と当室戸市であります。議員さんの御質問を聞いておりますと、どうして

もっと早くどんどん税率を改正してこなかったのかというような聞こえ方もするわけでありま

すが、私としましては、こうした厳しい経済状況の中で、税率を上げることはとにかくなるだ

けしない、控えたいという中で取り組んできている問題でありますから、その点については御

理解をいただきたいと存じますし、これまでの決算においての赤字幅、黒字幅というものにつ

いて、これは何回も申し上げておることでありますが、年度を追うて申し上げますと、平成９

年度赤字4,763万2,000円、平成10年度１億6,853万2,000円、平成11年度１億4,079万6,000円、

平成12年度、これは黒字9,976万7,000円、13年度8,287万8,000円黒字、平成14年度2,442万

2,000円黒字であります。平成15年2,787万4,000円赤字、平成16年3,306万4,000円の赤字、平

成17年4,177万9,000円の赤字、平成18年666万7,000円の黒字、平成19年2,464万5,000円の赤

字、平成20年900万9,000円の黒字、平成21年2,806万3,000円の赤字、そういうような決算状況

であることは御案内のとおりでございます。 

 国保税の引き上げ等につきまして何点か御質問をいただいておりますが、順番どおりではご

ざいませんが、すべてのことにお答えをしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 
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 まず、議員さん御案内のように、国民皆保険制度の中、市民の方々は被用者保険または国民

健康保険のどちらかの公的保険に加入することとなります。被用者保険の構成員は、主に企業

で勤務している方やその被扶養者であります。一方、国民健康保険の被保険者は、農業者や漁

業者などの自営業者だけではなくて、失業者や退職者、フリーターなども含まれます。すべて

が、そうした方々が国民健康保険の加入者となっているところであります。そのため、国民健

康保険の加入者には低所得者や高齢者が多いという現状であります。また、失業者や退職者は

一般的に低所得者が多いので、保険料を支払うことができず、収納率も下がる傾向にありま

す。また、高齢者は収入が少なく、病院にかかる頻度が高いことから、国民健康保険は被用者

保険である健康保険等の医療保険に比べて財政運営が大変厳しいという状況であります。さら

に、市町村国保は、市町村ごとの特別会計として運営されていることから、市町村の財政状況

やそこに住んでいる方々の医療費の増減によって被保険者が負担する保険料率もそれぞれ異な

ることとなります。基本的に、国民健康保険は支出をした医療費の半分は公費で半分は保険税

で賄うこととなります。また、高齢者が多いとか低所得者が多いなどの特別の事情のある市町

村については特別の負担金収入もございます。さらに、保険料の軽減を行っている市町村につ

いても基盤安定制度が適用され、軽減分について国２分の１、県４分の１、市４分の１の割合

で国保会計に繰り入れられる負担金もございます。これらを踏まえ、国保会計の運営を行って

いるところであります。 

 国などによる公費負担の増額や市町村という小さなエリアではなくて、スケールメリットを

生かした制度のあり方などについても今後考えていかなければならないのではないかというふ

うには考えます。 

 次に、これまで放置していたのかというような点についてでありますが、当市としてはそう

いうことではなくて、市がこれまで取り組んできた国保会計の健全化について、８項目につい

て申し上げたいと存じます。１．健康対策として、糖尿病教室など、各種教室の開催、２．頻

回多受診に対する保健指導、３．ジェネリック医薬品の使用の促進、４．特定健診の受診率の

向上、５．脳ドック受診促進による病気の早期発見・早期治療、６．シレストむろとの活用に

よる健康対策事業の実施、７．滞納整理課の新設による収納率の向上。収納率につきまして

は、現年度分で11市中第１位の94.47％、滞納分は平成18年度で7.5％であったものが現在

24.28％となっております。このように、担当課においても努力をいただいておるわけであり

ますが、率や収納額が上がりましても、全体としての所得が落ちている現状から、総額として

はやはり少なくなる、保険料の入ってくる総額が少なくなるという状況でございます。また、

８としまして一般会計からの法定繰り入れを80％から100％とするなど、その対策に取り組ん

できたところであります。 

 しかしながら、国保会計においては累積赤字のほか、単年度会計においても大変厳しい状況

となっております。したがいまして、平成22年度３月補正におきましても、これまで行ってこ
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なかった保健事業費について法定外繰り入れ1,375万4,000円を初めて予算計上をさせていただ

いているところであります。保健事業につきましては、平成23年度においても繰り入れを計上

をしているところであります。そういった中、市長就任以来、税率の引き上げについては、先

ほども申し上げましたように、なるだけ、できるだけしないという方向で取り組んできたわけ

でありますが、前段で申し上げましたさまざまな取り組みを進めてきたところでありますが、

平成17年度以降上げてこなかった税率を今回年間4,000円引き上げる改正をお願いをしている

ところであります。 

 また、この引き上げ等につきましては、国、県の指導もございまして、さきに実施をされま

した厚生労働省の監査においてもこのことの文書指示があったところであります。 

 現在、他市におきましても保険料率の改正等が話題になってきているところでありますけれ

ども、他市におきましては基金の積み立てがまだあるというような中でやはり将来を見越して

税率改正を行っているというところがございますが、当市におきましては、御案内のように、

平成９年度に国保財政調整基金という基金は０円となっているところであります。そのため、

繰り返しますけれども、法定繰り入れの増額などによってやってまいりましたが、年間やはり

3,000万円程度の不足が生じるため、税率改正による増額と、あわせて健康事業などの法定外

繰り入れによりまして単年度の黒字を目指すというものでございます。この国保会計は、議会

でも申し上げてきましたように、累積赤字の５億円が当市の大きな財政課題であることは議員

さんも御案内のとおりであることから、さらなる行財政改革が必要として、今回新しく行革プ

ランにも取り組んでいるところであります。 

 次に、国保の運営や給付内容等の重要な取り組みにつきましては、まず国民健康保険運営協

議会によって審議をすることが国民健康保険法第11条により定められているところでありま

す。したがいまして、国保の運営状況につきましては、毎年度当運営協議会において議論をい

ただいているところでございます。今回の税率改正におきましても、運営協議会に諮問を行

い、税率改正の答申をいただいているところでございます。委員さん方も苦渋の中でやむを得

ないものと御意見をいただいております。 

 なお、運営協議会は被保険者の代表、医師、歯科医師、薬剤師、公益代表の方々により構成

をされております。 

 今回の改正額につきましては、他市の状況も見ながら、所得割、資産割は据え置きをし、少

し低いところの他市よりも低くなっているところの均等割、平等割について引き上げさせてい

ただくこととしております。 

 また、この国保会計のことは市政懇談会であるとか各種団体との意見交換の場において状況

の説明もしてまいりましたが、さらに情報提供に努めてまいります。 

 なお、今回の引き上げにより収納率の低下にならないよう広報啓発に努め、御理解をいただ

くとともに、引き続き収納対策に取り組んでまいります。 
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 また、行政運営によって起こる諸問題につきましては、私に何らかの責任があることは十分

承知をしているつもりでございます。私が責任をとらないというふうに言ったことは一度もご

ざいませんので、御理解をいただきたいと存じます。 

 次に、②の滞納に対する特別措置に関する条例の制定などについてであります。 

 １点目と２点目についてお答えをいたします。 

 当市では、御案内のように、平成19年４月に滞納整理課を新設し、未収金対策に取り組んで

まいりました。そして、室戸市集中改革プラン推進計画の目標とする平成22年度の滞納収納率

の市税10％、住宅使用料５％、住宅新築資金等貸付金５％についてはほぼ達成しており、滞納

整理課での取り組みは効果的に進んでいるものと考えております。また、担当課では市税等の

公債権について法に基づく調査とともに、差し押さえ等の執行により、平成21年度市税現年度

分の収納率96.38％、平成22年度市税滞納分の現在の収納率は19.57％となっております。そし

て、新しく私債権の管理に関する条例を制定しましたので、今年度は私債権処理審査委員会を

５回開催をし、債務者の死亡、失踪、行方不明、生活保護などの事案につきましては債権放棄

の処理を進めるなど、適正処理に努めているところでございます。また、滞納者に対しては建

設工事指名願や奨学金貸与申請等に納税証明の添付を義務づけるなど、未納とならないような

取り組みも行っているところでございます。 

 議員さん御提案の条例につきましては、全国で約40の市町村において、悪質な特定滞納者に

対し納税を促進するために、氏名の公表などの措置を講じることにより市税等の収納率の向上

を目的として制定をされていると承知をしておりますが、当該条例につきましては特定滞納者

の適用基準の難しさや氏名等の公表、行政サービスの制限などにつき、多くの課題があるので

はないかと考えております。当市といたしましては、今後とも引き続き、財源確保と負担の公

平化のため、未収金対策に全力で取り組んでまいります。 

 次に、大きな２点目の生活保護の現状と課題についてでございます。 

 まず、平成20年のリーマン・ショックの影響により、世界的な不況に陥り、全国的に生活保

護世帯が上昇をしております。そうした中、本市の生活保護につきましては、平成20年度に比

べ、平成22年度当初比較では、保護率が約６パーミルの増加をしており、これに伴い扶助費も

増加をしている状況でございます。 

 次に、１点目の扶助費の増加防止策についてでありますが、現在室戸市生活保護実施方針に

沿って適正運営に努めているところであります。具体的には、生活保護の面接・相談時には、

生活保護制度の内容、資産の活用、扶養による扶助の要請、他法他施策の活用などについて説

明を行っています。また、開始時には生活保護のしおりなどにより、就労できる人には求職活

動の実施、病気などで就労できない人には療養指導、就労収入や年金などがある場合にはおの

おの申告をすることなどについて指導の徹底を行っております。さらに、保護期間中、担当者

の訪問指導として、ハローワークの活用及び市の就労支援員による相談支援、年金などの受給
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に向けた他法他施策の活用、資産の活用、多受診、頻回受診及び長期入院患者の療養指導など

を行っており、自立に向けた取り組みを行う中で、生活保護制度の適正化に努めているところ

であります。 

 なお、扶助費の中で生活、住宅、教育扶助などがございますが、医療扶助が全体の64％であ

ります。平成21年度でも９億5,000万円となっておりますので、先ほども申し上げましたよう

に、多受診であるとか頻回受診等について指導をし、適正化に努めていかなければならないと

考えております。 

 次に、生活保護基準より低い生活者についてでありますが、生活保護制度が最後のセーフテ

ィネットであります。適正な適用が必要であると考えております。そのため、福祉事務所とし

ましても、地域の民生委員、児童委員さんや関係機関・関係団体と連携を密にし、地域生活者

の状況把握に努めていかなければならないと考えておりますし、そうした取り組みを行ってい

るところであります。その中で支援が必要となれば、生活保護の適用や他法他施策などの適用

により救済していくべきではないかと考えております。 

 私からは以上でありますが、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。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 谷口議員さんに、大きな３点目、自動二輪ナンバーによる観光ＰＲ

についてお答えをいたします。 

 原動機付自転車の標識につきましては、議員さん御案内のとおり、それぞれの市町村で形

状、色などを規定し、交付しているところでございます。現在、その地域ならではの風景やシ

ンボルを表現したオリジナルの標識を交付している市町村は全国で18カ所あるようでございま

す。観光ＰＲ、特にジオパークをということでございますが、ジオパークの推進につきまして

は関係機関等との連携を図り、担当課においてロゴマークの商標登録、ごめん・なはり線、東

部交通のバスなどへの車内広告、空港などへのポスター、チラシの配布、また23年度からは室

戸の地域資源を一体的、効果的にＰＲする室戸まるごとＰＲ事業が計画されているところでご

ざいます。オリジナルの標識もＰＲに一定の効果はあるものと考えられますが、新しいデザイ

ンの金型を作成するのに約150万円必要となり、加えて１枚当たりの単価も現在の標識に比べ

て高くなることから、オリジナルの標識の導入につきましては貴重な御提言の一つとして受け

とめさせていただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 日垣滞納整理課長。 

○滞納整理課長（日垣龍二君） 大きい１点目の(3)の②滞納に対する特別措置に関する条例

の制定についての市長答弁を補足説明させていただきます。 

 平成22年度の収納率及び取り組みについて御説明を申し上げます。市税等におきましては、

収納業務を適正に行うために、法に定められている差し押さえ等の強制徴収を適切に実施する
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ことが必要となります。当市の今年度の差し押さえ件数と金額は、２月末現在で232件、

2,969万3,523円となっております。３年前の平成19年度と比べまして、件数で197件、金額で

2,715万2,466円の増となっております。平成22年度現年課税分の２月末市税の収納率は昨年度

の同時期より0.79％の上昇となっており、国保税におきましても昨年度の同時期より0.57％の

上昇となっております。滞納分の収納率につきましては、市税では２月末の収納率は17.91％

と、昨年度の収納率を既に6.27％上回っており、国保税におきましても２月末の収納率は

20.55％、昨年度の収納率を7.18％上回っておりますので、滞納対策について成果は出てきて

いるものと考えておりますが、今後も収納対策に全力で取り組んでまいります。 

○議長（林 竹松君） 久保福祉事務所長。 

○福祉事務所長（久保一彦君） 谷口議員さんに、市長答弁を補足説明させていただきます。 

 まず、大きな１点目の市長の政治姿勢についての中の子ども手当についてでありますが、年

度内に予算関連法案が成立しなかった場合につきましては、議員御案内のとおり、児童手当法

が復活をしまして、所得制限を伴う児童手当を支給することになります。その際には、給付額

が現行の１人当たり月額１万3,000円から１万円もしくは5,000円へと大幅に減額をされるとと

もに、中学生への手当も廃止となります。また、子ども手当の支払い業務を行う際、電算処理

システムを使用しているため、児童手当になるとシステム整備に一定の改修費用と期間が必要

となること、また対象者から現況届を提出してもらう必要もあり、次回の支給月である６月ま

でに間に合わせるためには大変な困難が強いられることになります。しかしながら、児童手当

の支払いができないとなると、市民生活に多大な影響を与えることから、国会の動向を注視し

ながら、迅速な対応をしていかなければならないと考えております。 

 次に、２点目の本議会へ上程した子ども手当の自治体負担についての法的根拠についてであ

りますが、平成23年度におきましても平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の財

源の考え方が継続されると想定しており、同法第17条第１項では、子ども手当の支給に要する

費用について児童手当法負担分以外を国が支給すると規定しておりますし、児童手当法第18条

では、国、県、市町村の負担割合を定めておりますので、これを根拠に予算を計上しておりま

す。 

 次に、大きな２点目の生活保護の現状と課題についての中の２点目の事務事業評価について

関連がございますので、あわせて答弁いたします。 

 まず、社会復帰ができる人の割合を活動指標として設定することができるのかということで

ございますけれども、本市ではこうした評価は行っておりません。効率性を重視した評価はあ

る一定必要だと思いますが、生活保護制度は個人の生活を第一とした適正法が望まれるところ

であります。そうした観点から、福祉部門においては数字だけで効果をあらわすことは困難で

あると考えております。 

 次に、３点目の質問の中での本市のケースワーカーの人数はということでございますが、現
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在８名を配置しております。 

 次に、担当員が不足しているのではないかということでございますけれども、社会福祉法第

16条第１項第２号に定める現業員標準数は８名でありまして、標準数を現在満たしておりま

す。 

 次に、退院促進相談員などの嘱託職員配置についてでありますが、退院促進相談員について

県下でも県を含め配置している事務所はなく、今後におきましても現状人員で医療扶助の適正

実施に努めてまいります。なお、本年度より就労支援員として臨時職員１名を配置済みであ

り、加えて来年度より面接相談員１名を臨時職員として配置し、一層の適正保護に努めてまい

る予定でございます。以上です。 

○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） 答弁漏れということでございますが、今回は定率部分を上げるという

ことですから、所得部分と比較すると定率部分のほうが高くなるということですよね。所得

割、先ほども御説明をしましたように、所得割、資産割というものがあります。それと均等

割、平等割があるわけですので、その率でいきますと所得割、資産割はそのまま据え置いて、

均等割、平等割を上げるわけですから、その部分で高くなる。所得の多い人の部分で考えます

と、定額部分のほうを高くするということですから、そのほうは所得の多い人にとっては余り

影響がないといいますか、どう言うたらええんかな、ちょっと待ってください。 

 全体からすると、やはり分母の多い人が、分母からすると、済いません、次に行きます。 

 ほんで、徴収率の引き下げにつながるのではないかということでありますが、その部分につ

きましてはそうならないように徴収率の確保というものには努めてまいります。 

 今回、所得割、資産割については上げない、均等割、平等割の部分についてだけを上げてい

くということでございますが、その辺については担当課長より答弁をいたさせますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） お答えいたします。 

 所得割保険料の増加率についてであります。今回の改正によります均等割、平等割につきま

しては所得に関係なくかかりますので、低所得者や高所得者にかかわらず、同じ負担増となり

ます。所得に占めると、ウエートということでは、結果として高所得者ほど低くなるというこ

とでございます。同じように上げるということはできません。それは所得割で結局差がついて

いくということでございますので、よろしくお願いします。 

○議長（林 竹松君） 谷口總一郎君の２回目の質問を許可いたします。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口、２回目の質問を行います。 

 国保料の引き上げについてだけ市長にお聞きをいたします。 

 ここに発行日も発行責任者の名前も書かれておらない、小松市長の後援会だより第５号があ
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ります。１ページ目に私が室戸市長に就任させていただいてから早くも３年が経過いたしまし

たとあるところから、平成22年１月ごろに発行されたものだと思います。その２ページ目の中

段に見出しで、徴収率は県下で２番目に最悪、国保の保険料を上げられないから徴収率を上げ

ていきますと書いてあります。そして、問いが財政面ではどうですかとお聞きしており、一般

会計は黒字ですが、特別会計が赤字です、国保会計が５億円の借金、住貸会計が約５億円ぐら

いの借金ですとあって、最後の４行に、もうこれ以上国保料を値上げすることはできませんの

で、徴収率を上げていくしかない、皆さんの御理解、御協力をお願いしますとあります。この

値上げはできんから滞納徴収に力を入れるしかないというふうに書かれておりまして、しかな

いとは手段が１つでほかに方法はないという意味であります。つまり、この文意は国保料の値

上げに御協力ください、御理解くださいではなくて、国保料の値上げはできんと約束をして、

滞納徴収に重点的に取り組むしかない、ほかに方法はないという態度表明であります。市長が

書いて市内に配布されたことから、これは明らかに市民への公約と受け取っております。この

ように、市長は市長選の前の昨年の春、市民に向かいまして、国保料を上げることはできな

い、国保料の滞納徴収に重点的に取り組むと公約をしております。これで新年度に国保料が上

がりましたら、市長を信じて昨年11月に投票いたしました市民の中には市長にだまされたと思

う市民もいるのではないでしょうか。２億円、３億円、４億円と膨れ上がってきて、21年度に

５億円に乗ってしまったあの赤字の国保会計を見ますと、国保税の引き上げもやむを得ないと

は思います。ですが、そうであってもなお私は納得できません。数々の疑問があります。こう

して国保料を値上げするならば、なぜ国保料はこれ以上値上げできんと市長選の前に市民の皆

さんに訴えたのか。また、市長選の前に行いました市政懇談会で市民にこの値上げのことをな

ぜ説明しなかったのか。そして、市長選のとき、なぜ国保料値上げのことを後援会新聞に書い

ていないと思います。演説でも言っていないと思います。なぜ言わなかったのか。それに、議

員にだけお話をして説明をして、なぜ市民に説明をせずに料金を値上げしようとしているの

か。選挙の前には国保料は値上げできんと市民に公約して安心させておいて、選挙が済めば国

保料を上げると言います。だれが信じますか、こんなでたらめな話を。このままでは、市長は

市民をだましたことになってしまいます。ほんの１年前、国保料の値上げはできん、滞納徴収

に重点的に取り組むしかほかに方法はないと、この新聞で市民に約束したことはうそだったの

かについてお聞きをいたします。 

 市民の皆さんに向かって、ちゃんと説明責任を果たしていただきたいと思います。それが市

長に課せられた責務であります。 

 以上、１点だけお伺いをして、私の今任期最後の質問を終わりといたします。 

○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） 谷口議員さんの２回目の質問に対してお答えをいたします。 

 私は何回も申し上げておりますように、国保会計の５億円の赤字、これを何とかしないとい
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けないということはずうっと申し上げてきてる。第一に、徴収率を上げていかなければならな

いっていうことも申し上げてきたところであります。前段でも申し上げましたように、徴収率

を上げてきた、一定私は徴収率今まで滞納分１けた台であった、それが２けたになるまで引き

上げさせていただいた、努力をさせていただいた。これは職員の方々の御努力のおかげであり

ますが、そうした努力を積み上げてきた。しかし、その収入で以前の全体の収入からそれをど

うしても上回ることができない。例えば、滞納額が以前は、滞納の部分の収納額が以前は

1,000万円であった。徴収率を上げたので2,000万円になった。1,000万円プラスになっている

はずだから、それをうまく活用できるというような考えもあったわけでありますが、前段でも

申し上げましたように、所得がこの経済不況でずうっと落ちてきてる。以前６億円、７億円台

あったと。徴収率が前のままでも全体としては国民健康保険税の全体の徴収額が７億円、６億

円というようなところまであった、過去にはそういうことであります。あった年度がありま

す。しかし、それが現在５億円台ということで、幾ら徴収率を上げても、先ほども言いますよ

うに、徴収率を上げて、収納額も1,000万円から2,000万円に引き上げてきた、努力をしてきた

けれども、なおかつそれらの対策では何とも単年度黒字がつくれない、単年度も赤字になって

いくというようなことであります。 

 それと大きくもう一つは、やはり国、県の指導であります。これは昨年も22年11月のことで

あります。これは厚生労働省の指導、監査でありますが、そうした中でも、これはやはり受益

者負担を求めるべきであるというような指導があっているわけであります。私も御案内のとお

り、今の経済状況からすると保険税の改正というのはなるだけ避けないといけないということ

でずうっと思いを持って取り組んできたものでありますが、先ほど来申し上げるような状況、

また国、県の監査、そのことによって県からの特別の特別交付金というようなものもこれまで

は受けられてない。それも指示に従うことによって受けることにつながってくると、そういう

部分もございます。ですから、今回のことについては、私としても当然大変残念なことであり

ますが、そうした取り組みによって少しでも国保会計を何とかしていきたいという思いから取

り組んでいるところでございますので、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） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 答弁漏れということでお答えをいたします。 

 私から出たというような文章の中でそれに反しているのではないかというお答えであります

が、私は反していないように今後とも努力をしていかなければならないというふうに考えてお

ります。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 次に、上野祥司君の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○４番（上野祥司君） ４番、六曜会の上野です。11年３月議会におきまして一般質問を行い

ます。 
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 任期最後の定例会ということで、まずこの４年間、私のような新人素人議員に御指導、激励

を下さったすべての執行部初め市職員の皆様、議員の皆様、そして市民の皆様に感謝申し上げ

ます。本当にありがとうございました。 

 それでは、質問に入ります。 

 １、新室戸市行財政改革プラン案における課・班体制の見直しについてお伺いします。 

 去る２月22日の議員総会におきましていただいた資料の中で何点か気になるところがあるの

ですが、今議会では組織・機構の見直しを中心に質問させていただきます。 

 平成20年12月議会に、農林課と水産課の統合議案が出され、反対もありましたが可決され、

平成21年度より農林水産課となりました。室戸市にとって１次産業は大切で、効率は悪いけれ

ど、今後も振興策を考えなければならないと当時から考えていました。１次産業掛ける２次産

業掛ける３次産業イコール６次産業である、決して足し算ではない。あるときには根本の１次

産業が衰退しては室戸の未来はないと言い、あるときには私の前職が観光業でしたので、３次

産業が６次産業の代表にならなければならないと言っております。しかし、私は課の統合議案

に賛成しました。人口が減り、市職員の定数削減があり、保育所が民営化、小・中学校の統廃

合が進められており、今後市役所の課の統廃合は進んでいくのだろう。１次産業を所管する課

の統合から始めるのはどうかと思うが、やむなしかと考えました。その当時、市職員の方と、

今後課の統合は進むのだろう、いっそ課をなくして部にしたらどうだろう、名称は別にして

も、農林課、水産課、商工観光課あたりは産業部にまとめ、その中に農林班、水産班、商工

班、観光班を置き、市民課、税務課、滞納整理課、保健介護課、建設課は市民生活部に、学校

保育課、生涯学習課、人権啓発課は教育部に、総務課、企画財政課、財産管理課は総務部に、

そして班長である市職員が各事業の中心になるべきだなどと話し合ったことを覚えておりま

す。ただ、私が思って私案を話し合っただけです。執行部に今後の方向の確認をとらなかった

のが悔やまれます。 

 質問の１点目、小松市長が考える基本的な市の組織のあり方はどのようなものでしょうか、

今後どのような方向で進むのが望ましいとお考えでしょうか、お伺いします。 

 次に、今議会の議案にもなっておりますジオパーク推進課についてお尋ねします。 

 新改革プランは今後３年間の基本的な取り組み姿勢であろうと思われますが、組織・機構の

見直しで課題解決への取り組みとして、課・班の見直し、ジオパーク推進課の設置と関係部局

間の調整機能を強化するためのプロジェクトチーム制の導入が上げられております。率直に言

って、何で課の新設なのかと言わざるを得ません。ジオパーク推進課の新設は一つの考え方と

して理解はできます。しかし、それはあくまでもパフォーマンスではないのでしょうか。ジオ

パークへの取り組みを今後も進めていくことに異論はありません。世界認証の前に、他の自治

体にはない室戸市独自の課の新設で、対外的に市としての取り組み姿勢をアピールしたり、話

題性はあるのでしょう。他自治体にも、それぞれの地方独自の産業を独立した課として推進し
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てる例はあります。ジオパークで交流人口の拡大、地場産業の振興を図りたい、教育防災の面

にも活用したい。その目的を達成するためには、今のジオパーク推進室のほうがやりやすいの

ではないでしょうか。課にすると、それぞれに事務分掌が決められ、例えば観光面においては

ジオパーク推進課と商工観光深層水課、教育面においてはジオパーク推進課と生涯学習課・学

校保育課との区分が不明確になり、また協力体制がとりにくいのではないかと思われます。課

同士より、課と室のほうがスムーズではないでしょうか。机の上では明確に区分できても、実

際に仕事をする現場ではうまくいくのでしょうか。現実に縦割り弊害は存在します。もう一つ

の取り組み、関係部局間の調整機能の強化は大いに進めていただきたいのですが、新設する課

を含めるより、ジオパークに関係の少ない、現有する課同士でまず推進するのがよいのではな

いでしょうか。 

 ２点目、ジオパーク推進課の設置で起こるメリット、デメリットをどのように予測されてい

るのでしょうか。 

 ジオパーク推進課が新設されますと、民間のジオパーク推進協議会、庁舎内にジオパーク推

進課、商工観光深層水課が存在するようになります。 

 ３点目、ジオパーク推進協議会は今後どのような位置づけになるのでしょうか、お伺いしま

す。 

 ジオパーク推進課を新設するのであれば、課の数は変わらないのだから、もとの農林課と水

産課に戻して、今ある１次産業の振興を手厚くしてもらいたい。いやいや、新しい可能性を求

めて柔軟に対応すべきだ。考え方はさまざまです。今室戸市が抱える重要課題の一つに雇用の

場づくりがあります。市に雇用の場になれと言っているのではありません。市に人を雇ってく

れと言っているのではありません。雇用の場づくりを最優先に考えて、雇用推進課を新設し

て、民間と協力して真剣に雇用促進を目指す考え方もあります。本来なら、この改革プランに

課の再編成が出てこなければおかしいのではないでしょうか。例えば、海洋深層水は本当に商

工観光深層水課の所管でいいのか、例えば海洋深層水体験交流センターシレストむろとの所管

は保健介護課ではないのか、例えばジオパークは商工観光課ではないのか、雇用促進は企画財

政課でやるべきではないのか等々。仕事は単独ではできません。横とのつながりがあるのが普

通で、その区分を仕事をする側の理屈で決めず、市民サイドに立った課の再編成こそ求められ

ているのだと思います。行政の目的はすべては市民の皆様のためにと、どこかのコマーシャル

のような言い方になるのですが、そのようにあるべきと考えます。市民の方々が市役所を訪れ

たときに、どこに行けばいいのだろうかと迷わない、市民の方々にわかりやすい形での課の再

編は必要だと考えます。 

 ４点目、課の再編成についてどのようにお考えでしょうか、今後３年間は現行のままという

ことでしょうか、お伺いいたします。 

 今、国政では与党民主党のマニフェストをめぐって、両極端とも言える議論があります。マ
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ニフェストは国民との契約だから着実に実行すべきだ、いや実行が難しい場合は柔軟に対応す

るべきだ、どちらがいいのでしょうね。私は４年間議員として、首長である小松市長とおつき

合いさせていただきました。私個人の小松市長に対する印象は、かなり頑固な方だということ

です、よい意味でも、悪い意味でも。財政健全化への取り組みで、計画、実行、検証、改善の

ＰＤＣＡサイクルの確立があります。プラン全体としても毎年度の取り組みの見直しは挙げら

れております。 

 ５点目の質問。行財政全体の３年計画であるから、できるだけプランを忠実に実行していく

のでしょうか、社会情勢等を見ながら柔軟に対応するのでしょうか、お伺いいたします。 

 本来、中期計画等に議会が絡むべきだと考えます。もう少し早い時期に執行部と議会の間で

計画案が議論され、新年度の予算に反映されるべきではないでしょうか。 

 大項目の２、国民健康保険事業特別会計についてお伺いします。 

 前段の議員さんと質問がかぶる部分がありますが、よろしく御答弁をお願いいたします。 

 前略、本市におきましても昨今の経済不況の中、税率改正につきましては平成17年度改正以

降、これ以上の負担を強いるのは困難と考えておりますので、前段で申し上げました対策を進

め、医療費の削減などに一層努力するとともに、法定外繰り入れの問題につきましては今後議

会とも相談をさせていただきたいというふうに考えるところでございます。平成22年６月議会

における米澤議員の国保財政の累積赤字の解決策はという質問に対する小松市長の御答弁で

す。会議録を調べますと、そのほかにも20年12月議会の鈴木議員の一般質問、22年３月議会の

谷口議員の大綱質疑等での御答弁もありますが、これまで小松市長は保険税の改正に余り言及

してこなかった。つまり、保険税の改正には慎重であったと記憶しております。収納率の向

上、医療費の抑制、健康事業や予防対策を推進すると御答弁されております。ところが、平成

22年12月議会では、これも前略ですが、当市におきましても均等割や平等割について改正をお

願いしなければならない状況となっていると認識するところでございますと御答弁されます。

ちなみに、これは市長選後の最初の議会ということになります。会議録を隅から隅まで読んだ

わけではありませんが、唐突だな、手法が少し乱暴だなという印象を受けました。税の改正、

お役所はそう言うのかもわかりませんが、市民サイドから言わせてもらうと税の値上げという

ことです。税の値上げには市民の皆さんに対する丁寧な説明が必要です。 

 質問の第１、市民に対する説明は十分されたとお考えでしょうか。 

 国民皆保険制度の中の医療保険である国保を要らないと思っている市民の方はおりません。

ありがたい制度だと思っております。だから、他の税より収納率もよいのではないでしょう

か。国保税は他の税と違い、直接未納者にペナルティーが科せられます。今の市民生活の中で

一時的にでも病院へ行っての10割負担は大変なことです。国保税に関しては払わない人という

のはほとんどいなくて、払えない人がいるというのが現実ではないでしょうか。21年度決算

で、前年度より1,100万円の減の１億4,000万円の収入未済額があります。このうち、現年課税
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分の未納は、一般被保険者で2,540万円余り、退職被保険者で170万円余りの合計2,720万円余

り、正確に言いますと2,721万6,216円ということになります。不納欠損金は、４年平均で年間

約2,000万円です。このような状況の折、保険税を上げることは幾ら年間世帯割3,000円、１人

割1,000円ですからと言われても、軽減措置がありますと言われても、そうかやむを得ないな

あとはならないのではないでしょうか。 

 ２点目の質問、収納率が現年度分で100％にならないという要因は何なのでしょう。 

 ３点目、今回の国保税改正により発生する未納者、払えない人の人数、未納額をどのくらい

と予測されているのでしょうか。室戸市は県下で一番に医療費が高いようですが、その原因は

どこにあるのでしょう。改善はされたのでしょうが、もらう薬の量を自慢げに話している人、

薬局で市販の薬を買うより病院へ行ったほうが安くつくからという言う人、受診者本人の支払

いのほかに二、三倍の費用がかかることを忘れている人、市民の意識の問題もあるでしょう。

しかし一方で、重複受診に見られるように、総合病院がないから、専門医師がいないから別の

病院へ行かざるを得ない状況もあります。個人個人ではどうにもならない、言うなれば社会的

責任とされるような重複受診もあります。 

 ４点目、医療費が高い原因の分析結果はどのようなものでしょうか、お伺いいたします。数

値的に出すことが難しければ、市長の、担当課長の感想でも構いません。 

 これまで医療費の抑制をするために、健康事業、予防事業、ジェネリック医薬品への変更の

広報活動等々、さまざまな努力をされたと思います。 

 ５点目、医療費の抑制のため実施された施策について、その効果をどのように評価されてい

るのでしょうか、具体的にお答え願います。 

 国民健康保険事業特別会計の累積赤字の解消は行政が取り組む課題です。５億円を超える累

積赤字をこのままにしてはいけないという思いは執行部も議会も共通です。今議会に国民健康

保険税改正の議案が出ておりますが、主たる目的は単年度会計を健全にしたいというもので

す。国保会計の健全化を考える上で、累積赤字と単年度収支を分けて考えることには賛成で

す。すぐにでも市民・市・議会の協議の場をつくり、その中で国保会計が赤字になる原因、国

保事業の検証、市民の負担、新たな市の負担等が話し合われ、国保会計健全化のための総合計

画に沿った税の負担であり、累積赤字の解消であるべきと考えます。 

 ６点目の質問、国保会計に関して協議の場を早急に立ち上げて、集中的に審議するお考えは

ないのでしょうか。議案審議の際に説明される予定の事項については、御答弁はその旨おっし

ゃっていただくだけで構いません。健全な国保会計、大切な国民健康保険制度を維持するため

には、市民の方々の協力と理解が不可欠であることは言うまでもありません。 

 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） 上野議員さんにお答えをいたします。 
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 初めに、行財政改革プランにおける組織体制の見直しについての１点目、組織のあり方につ

いてでありますが、これまでにも財政健全化の観点から、課・班の統廃合を行い、組織の効率

化を図ってきたところであります。今後におきましても、多様化する市民ニーズやジオパーク

などの新たな取り組みに対し、適切に対応できる組織の見直しが必要であると考えておりま

す。また、縦割り行政による非効率化をできる限り少なくするなど、行政需要に適切にこたえ

ることができる組織体制の構築に努めなければならないと考えております。 

 次に、２点目のジオパーク推進課の設置についてでありますが、議員さん御案内のように、

室戸は世界ジオパークの国内候補地に選ばれているところであります。早ければ、８月ごろに

世界ジオパークネットワークによる現地審査が実施されることとなります。本年は、世界ジオ

パーク認定を実現をさせるための勝負の年でございます。そのため、世界ジオパークネットワ

ークとの事前協議を初め、拠点施設の整備計画、ジオサイトや案内看板の充実、パンフレット

の充実などによる広報、ガイドの養成と資質の向上、体験型観光メニューづくりなど、多くの

課題に取り組んでいかなければなりません。また、現地審査終了後も、引き続き地域の持続的

な経済発展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、組織体制を強化するこ

とが私は必要だと考えております。そのため、専任の職員を増強して、ジオパーク推進室を推

進課に格上げすることによって、市民はもとより国内外に対して行政の所管窓口を明確に示す

ことができると考えております。ただ、職員の数を減らす一方で新しい課を設置するわけであ

りますから、市役所全体の事務量の簡素化や縦割り行政の弊害をなくして、関係各課の協力体

制と情報共有の強化に一層努めていかなければならないと考えております。 

 次に、３点目のジオパーク推進協議会の今後の位置づけについてでありますが、私が会長を

務めておりますこの協議会は、官民挙げてジオパーク活動を推進するために設置したものであ

ります。その構成メンバーは行政、研究機関、地元の関係団体、民間事業者などとなっており

ます。今後はこの協議会が核となったジオパーク活動をさらに充実をさせるとともに、将来の

法人化や独自の経営活動など、今後の運営方針を協議会の中で検討をしていかなければならな

いと考えております。 

 ４点目の課の再編についてでありますが、これまで議員さんや市民の皆様方からの御意見を

いただきながら、検討、見直しを行ってきておりまして、現在の体制となっているところであ

ります。例えば、シレストむろとにつきましては、健康増進と交流人口の拡大を大きな目的と

しているところであります。現在は商工観光深層水課の所管としておりますが、健康づくりの

分野では保健介護課と連携を図りながら取り組んでいかなければならないと考えております。

また、ジオパークにつきましても、教育や防災のまちづくり、さらに交流人口の拡大による地

域経済の発展という目的がございます。関係部署との連携が重要であることは御案内のとおり

であります。少しでも効率のよい、わかりやすい組織にしていくことが今後とも必要であると

考えております。 
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 ５点目の行財政改革プランの実行についてでありますが、さきに行政報告でも申し上げまし

たように、これまで集中改革プラン推進計画を策定をし、平成22年度まで職員定数の削減や給

与カット、遊休市有地の売却、未収金対策などによりまして、一定財政の健全化が図られたと

考えております。しかしながら、当市におきましては、国保会計の赤字や土地開発公社の整理

対策など、引き続いて財政上や行政運営における課題がございます。これらの課題に引き続き

取り組んでいくため、平成23年度から平成25年度までの新たな行財政改革プランを策定をし、

一層の健全化に取り組んでいくこととしております。計画では、当然平成23年度予算において

経費の見直しを行っているものもございますし、平成23年度において検討する内容もございま

すが、この新しい行財政改革プランを基本として取り組んでまいりたいと考えております。ま

た、計画の見直しや事業の実施につきましては、ＰＤＣＡサイクルをきちんと実行していかな

ければならないと考えております。 

 なお、この計画につきましては、民間委員による行財政問題審議会において議論をすること

としておりますし、またこの件だけではなく、次の質問においても同じでございますが、いろ

いろな課題や問題において執行部と議会との意見交換や議論の場を持つことについては私は積

極的な対応をしていきたいと思っているものでございますので、議会内におきましてそうした

まとめがしていただければ対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 次に、大きな２点目の国民健康保険特別会計についてでございます。 

 今回の国民健康保険税率の改正につきましては、前段の議員さんにもお答えをいたしており

ますように、国民健康保険運営協議会に諮問をし、答申をいただいて取り組んでいるところで

あります。医療費の動向や財政状況、累積赤字の問題を考えたとき、今回の税率改正はやむを

得ないとの意見をちょうだいをいたしてるところであります。私も就任以来、国保会計の健全

化に向けて取り組んできたところであります。そうした中で滞納整理課の設置による収納対策

やジェネリック医薬品の利用促進、特定健診の推進、医療費の抑制対策などに積極的に取り組

んできたところであります。また、できるだけ国保税の引き上げはしないという考えのもと、

一般会計からの交付税算入を80％から100％へ引き上げることや法定外の健康事業の一般会計

からの繰り入れについても取り組んでいるところでございます。また、昨年11月25日に実施を

されました厚生労働省の監査においても、税率改正を行うよう文書による指導もあったところ

でございまして、前段の議員さんにもお答えをしたとおりであります。 

 次に、収納率が現年度分で100％にどうしてならないのかということでありますが、これは

御案内のとおりだと思いますけれども、被用者保険では給与天引きですので基本的に収納率は

100％となります。一方、国民健康保険の被保険者は農業者や漁業者などの自営業者やフリー

ターさんだけではなくて、失業者や被用者保険を受けていた者が退職をされたという方々もそ

の国民健康保険へ入ってくるわけでございますので、国民健康保険の加入者は低所得者あるい
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は高齢者が多くなっているという構造的な状況があるわけであります。したがって、病気や失

業により支払っていただけない方も多くいる状況でございます。そうした中、現在収納率は

94.7％と、県下の市で第１位の収納率でございます。これからも収納率が低下しないよう努力

をしなければならないと考えております。 

 なお、100％と94.7％の差が未納者ということになります。 

 次に、医療費が高い要因の分析結果についてでありますが、高医療費の要因といたしまして

は、市民の健康管理の意識が薄いことや若年層の罹病率が高いこと、疾病の重症化、長期化の

傾向が見られます。さらに、地元の診療所から設備の整った県中央部への入院や外来などが多

いのも一つの原因ではないかと考えております。 

 次に、医療費抑制のために実施された施策でありますが、これまでにもお答えをいたしてお

りますように、レセプト点検や資格審査による診療費の適正化、頻回、重複受診者への指導、

ジェネリック医薬品の利用促進、特定健康診査、特定保健指導、脳ドックの実施など、医療費

の抑制に向けた取り組みを行ってきたところであります。ジェネリック医薬品の利用につきま

しては、平成22年８月、全国で22.2％、県で20.5％となっております。市においても、平成

22年８月の１カ月ではありますが、37.01％がジェネリックに切りかえを行っていただきまし

た。しかし、依然として全体の医療費総額は減少をしていないところでございます。 

 最後になりますが、今回の保険料率の改正につきましては国保会計の健全化に向けた取り組

みであり、その運営については毎年度国保運営協議会による協議をいただいて取り組んでいる

ところでございます。 

 いずれにしましても、国保会計の実態について被保険者のみならず、広く市民の方々に周

知、広報に努め、御理解をいただくよう取り組んでいかなければならないと考えております。

以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって上野祥司君の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時15分まで休憩いたします。 

            午後０時９分 休憩 

            午後１時15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、町田又一君の質問を許可いたします。町田又一君。 

○１５番（町田又一君） 15番町田です。３月定例議会におきまして、通告に基づいて一般質

問を行います。 

 まず、第１といたしまして、市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 (1)といたしまして、医療と医師の確保についてお尋ねをいたします。 

 １月４日早朝、羽根町民にとって大変大きな、ショックな出来事が起きました。羽根町民の

命を預かってくれておりました医師が突然亡くなりました。ちょうどその日は、室戸市の仕事
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始めの日でもありました。私は市長にこのことについて話をすると、市長も既に耳に入ってい

て、今後の対応について相談をしたことでした。その直後から、市長は関係者を通じ、水面下

で医院の再開の可能性の有無や病棟の有効活用等について打診をされておりました。私も１度

市長と一緒に医院の関係者の方のお話を聞かせていただきました。そのときの話では、遺族と

しては医院の再開は全く考えていないとの話でした。そして、医療施設どうこうについては四

十九日が済んでからでないと何も言えないとのことでありました。夫人からは、このほど四十

九日の法要を済ませたとのごあいさつを書面でいただきました。羽根での話題は専ら医院の再

開を願う声ばかりです。１月４日以降の動きは、医院からは患者さんに対して往診に行ってい

た人から順番に病院の紹介が始まり、現在はそれぞれの病院や医院への転院が進んでいるよう

です。 

 医院が閉鎖されたことによって、いろいろな弊害が起きております。医院近くの店の売り上

げが激少、閉店の心配がされております。また、紹介された病院が遠くなり、病院の治療代よ

りタクシー代が高くなり、高齢者の方が泣いております。現在、羽根町では、市長、また選出

の議員さんはこんなときこそ何とかしてくれたらどうか、そんな声がたくさん私のところにも

届いております。住民が安心して暮らせるためにも、医療に携わる医師は絶対に必要です。今

後の医院再開の見通しの可能性と市長の取り組み姿勢についてお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 現在、室戸市内で診察が受けれない科目や不足している科目が数多くあります。妊婦さんな

どは大変です。遠く、香美市や高知市の病院や医院で出産をしている現実があります。出産に

至るまでの時間とお金は大変なものであると思います。これでは室戸に子供を一人でも多くと

願っても大変無理があると存じます。高知県は、東部の拠点病院として県立安芸病院の建設に

向け、動き始めました。平成25年12月が開業予定だそうです。 

 そこで提案なんですが、東部の拠点病院として新生安芸病院には、産婦人科はもちろんのこ

と、人間がかかり得るすべての病気に対応できる科目と医師の配置を、安芸広域の首長さん、

議長さん、県議さん、各団体長さん等々とスクラムを組んで高知県へ強く要望してほしいと強

く願うものです。すべての病気の治療が安芸市まででできること、このことが市民の安心に結

びつきますし、財政的にも大いに助かります。市長の決意のほどをお聞かせいただきたいと存

じます。 

 (2)高齢者についてお伺いをいたします。 

 町でと言わず、山間部と言わず、室戸市内には高齢者のひとり暮らしの方が何と多いこと

か。若いときから今日まで室戸のために大いに働いてくれたその顔を見れば、頭が下がりま

す。町に住んでいる高齢者の方は、足腰が達者であれば病院や買い物に行けると思うのです

が、山の上や奥地に住んでいる高齢者の方は、車がなければ買い物にも、病院へ通うにしても

不自由をしているという現実があります。近所にだれもいない、いても歩いて行ける距離では
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ない。奥地で暮らしている人の声ですが、週に１度か２度、買い物や病院に行くために安く利

用できる乗り物が欲しい、それが願いだという声がたくさんあります。命をつなぐものは食料

と健康、この人たちの声に何か行政の助けはできないものか、お伺いをいたします。 

 (3)旧サンパレスについてお伺いをいたします。 

 高知市の病院経営者に旧サンパレスを売却して、もう大分年月がたちました。売却時には室

戸の海洋深層水はアトピーや動脈硬化に効果があるとされている、それを生かし、高齢者や患

者の保養施設や観光客の宿泊施設として利用したいと言っておられました。最近、旧サンパレ

スにおいて工事が行われているようですが、市はこれらのことの内容等について知っておられ

るでしょうか。知っておったら、内容等についてお聞かせをいただきたいと思います。 

 また、企業誘致条例は適用されるのかどうかもあわせてお答えをいただきたいと思います。 

 (4)シレストむろとの利活用についてお尋ねいたします。 

 私自身はシレストは室戸を代表する交流の場所であると思っております。第２に、市民の健

康を守る大切な憩いの場であると考えております。そして、数少ない雇用の場であると見てお

ります。しかし、この大切な雇用の場であるはずが、従業員の顔がたびたびかわっているのに

驚いております。かわるにはそれなりの理由があろうかと思うのですが、シレストむろとは料

金を取っているサービス業です。そのサービスを担当する従業員が定着しないとなると、この

施設は余りよい施設とは言えないと思います。お客さんを呼ぶのは環境や設備内容だけではあ

りません。働く従業員にお客さんがつくというのもあるのです。これまでも、私はいい従業員

だなと、将来が楽しみだなと思っていた若者が何人となくやめております。経営内容が悪いか

ら賃金を安くカットする。ただ、賃金カットだけでは経営は安定しません。お客さんに気持ち

よくシレストを利用してもらう。利用者にまたシレストむろとに来よう、そんな気持ちを起こ

させてくれる、そんな従業員を大切にしなければなりません。賃金体系にもめり張りをつける

べきです。新人とベテラン、平日と日曜祭日、夜間等には勤務に応じて賃金を考える必要があ

ると思うのですが、現在の賃金はどのようになっているのかお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 前に、市外と市内の料金の違いをもうそろそろなくしたらどうかと提案をさせてもらったの

ですが、議論をされたのでしょうか。県外のお客さんも、高知市からのお客さんも、奈半利町

からのお客さんも、東洋町からのお客さんも、みんな市外客扱いです。もうそろそろこの辺で

垣根を取り払い、市外も市内も均一料金にして、利用客の増大を目指してはどうかと考えます

が、取り組みについてお答えをいただきたいと存じます。 

 (5)南海地震についてお尋ねをいたします。 

 いつ起こっても不思議ではないと言われている南海地震。日本各地で、また世界の至るとこ

ろで地震による災害が起きている現実があります。最近では、ニュージーランドで地震があ

り、日本人を含む多くのとうとい命が奪われております。歴史的な建物等も崩壊しておりま
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す。今、公共事業が大幅に削減され、その結果、建設会社の数が激減しております。最近聞い

た話ですが、羽根地区でも２社休業するようです。地震ほどの災害でなくても、土砂崩れで市

道が埋まったりとか、大雨で土砂に家が埋まったりというようなときに頼りになったのは地元

の建設会社でありました。不況のため、重機類の維持管理が大変困難なため、手放している会

社もあるようです。市の予算にも限りがあり、公共事業費が組みにくい時代ではありますが、

国や県の事業も取り入れて、ある程度の公共事業をやる必要があると考えます。いざというと

きの災害復旧には重機類は絶対必要であります。市長と担当課長の考えはどうなのかお聞かせ

をいただきたいと存じます。 

 (6)観光についてお尋ねをいたします。 

 土佐清水市と室戸市の人口は、昨年の国勢調査で大体横並びとなっております。６年前には

人口は室戸がかなり多かったのですが、高知県の西の端と東の端、産業も交通網もほぼ同じ、

違うのは観光客の数。昨年は約87万人、宿泊客数は約22万3,500人、室戸とは倍近い差があり

ます。そして、ホテルの数の差、宿泊客の差、そのサービスに従事する仕事の場があること等

で、人口の減少率が室戸より緩やかであります。室戸にとって、ことしはジオパークの世界認

定が成るかどうか。観光客や交流人口にも大きな差が出てくるものだと考えられます。今の観

光客は、見て、触れて、食べて、体験をするのが主流のひとつだと言います。室戸には、泊ま

るところや土産物が不足しているのではないかと思ったりもいたします。室戸にとって観光は

大きな産業へと大化けする可能性を持っております。恋人の聖地も大いにＰＲし、恋人たちの

メッカとなるよう願っています。室戸観光にどう光を当て、観光客を呼び寄せるのか、取り組

みについてお示しをいただきたいと存じます。 

 (7)深層水事業の今後についてお尋ねをいたします。 

 10年前を振り返れば、室戸は深層水の町、深層水関連商品が次から次へと開発され、

1,000億円産業も夢ではない、そんな大きな期待を抱くぐらい活況を浴びていました。現在

は、全国各地で深層水の取水施設ができました。飲料水の都会への出荷では距離的ハンディが

あり、販売価格等で苦戦しているようです。ある企業の社長によると、小売価格で150円の商

品で純利益が１円あれば会社が運営していけるとの話を聞きました。商品の出荷はトラック便

です。燃料が高騰している現在、寒い時期と重なり、販売に再び苦戦しているのではないかと

心配をしております。深層水関連商品販売額が150億円を超えていたときもありました。農産

物から食品会社や飲料水関連企業、高知県などにも呼びかけて、過去にも８月に深層水の祭り

をやっておりましたが、この祭りを復活すべきだと強く思っております。商品を売るためには

宣伝が必要です。それも切れ目のない宣伝が必要だと思います。深層水で再び室戸を元気にと

でも名づけてイベントをやってはいかがでしょうか。取り組み姿勢をお伺いをいたします。 

 (8)雇用対策についてお伺いをいたします。 

 ３月は卒業の季節です。高校を、または大学等を卒業した若者が新たな希望を胸に巣立って
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いきます。その中には、室戸に残って室戸で頑張りたいという若者もたくさんいるのではない

かと思います。事実、私も何人もの人から相談を受けました。がしかし、いい答えが出せませ

んでした。働きたいのに職場がない。仕事をする場がない。残念でたまりません。室戸市の人

口の年齢構成は逆ピラミッド型であります。底辺を少しでも横に広げるためには、若者の雇用

の場が必要です。生活の安定があって初めて結婚、そして子育てができるのです。農林水産

業、製造業、観光サービス業、ブロードバンドが整備されると、今までとまた違った販売の方

法が誕生するかもしれません。また、コールセンター等の新たな企業誘致も可能となってくる

と思います。誘致する条件として、場所等は廃校になった校舎を無料提供することなどが考え

られます。市民が願っている室戸で働きたい、これを実現するため、市長を先頭に、我々もア

ンテナを張りめぐらし、一人でも多く雇用に結びつくよう協力したいと存じます。今後の雇用

対策にどう取り組んでいくのかお伺いをいたします。 

 (9)環太平洋連携協定ＴＰＰについてお伺いをいたします。 

 室戸市議会は、昨年12月22日の定例議会最終日に、全会一致でＴＰＰ交渉に反対する意見書

を決議いたしました。政府は、６月をめどに環太平洋連携協定ＴＰＰに参加するかどうかを判

断するようです。経済界は参加に賛成、全国農業協同組合中央会などは反対の立場だそうで

す。尾﨑知事は反対という立場をとられているようです。確かに、貿易が自由化されると、企

業にとっては大いにメリットがあると思いますが、しかし高知県や、まして室戸のような小規

模農家ではたちまち経営が立ち行かなくなる可能性が大であると言えます。市長や担当課長は

このＴＰＰに日本が参加すれば、室戸の農業はどのような影響を受けると考えておられるの

か、お聞かせをいただきたいと思います。 

 また、ＴＰＰに対する取り組み姿勢についてもお聞かせをいただきたいと存じます。 

 (10)市道の改修についてお伺いをいたします。 

 小松市政が５年目のスタートを切りました。４年間で市道の改修が随分と進みました。市民

からは大変大きな喜びの声が上がっております。23年度当初予算にも多額の市道関係予算が計

上されております。これらへの取り組みについては優先順位に基づいたものであると思いま

す。これからも改修に取り組んでいただくようお願いを申し上げます。 

 市道北生線にも予算が計上されており、大変うれしく思います。この市道北生線なんです

が、国道から市道に入りますと、すぐに両側に人家が並んで建っております。この地から少し

北に入れば、深層水の工場があります。夏場ともなると、大型トレーラーが１日に何十台とな

く通行いたします。市長も担当課長も住民の方の生の声も聞き、また現場の状況もよく知って

おられます。いつ、どのような方法でこの方たちの悩みを解消されるのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。 

 (11)防災道路についてお伺いをいたします。 

 南海地震はいつ起きるかわかりません。朝なのか、昼なのか、夜なのか。しかし、避難場所
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に行くには道、道路が要ります。防災道路と言えるような整備をされているところは、室戸市

では吉良川地区の１カ所だけのように感じます。道路というと、車が通る道だけではありませ

ん。各常会等で避難場所を決めております。しかし、いざ避難というときに、ブロック塀やコ

ンクリート塀、石垣等が崩れていて逃げられない、そんな箇所が市内にはたくさんあると思う

のです。羽根町から佐喜浜町まで市道整備とともに避難道の見直しや整備をすることが防災道

路につながっていくのではないでしょうか。取り組み姿勢をお伺いをいたします。 

 (12)国道での走行速度の見直しについて要望をということでお伺いをいたします。 

 羽根から佐喜浜あるいは佐喜浜から羽根までの国道を車で走っていて感じるのですが、歩道

があるにもかかわらず、また見通しのよいところにもかかわらず、追い越し禁止区間が長かっ

たり、40キロ走行区間が長かったりというところが余りにも多いのではないだろうかと感じて

おります。例えば、佐喜浜であれば、診療所のある区間、菜生の市民館のある区間、主に室戸

署がネズミ取りをしているような、そういう区間が40キロ区間でたくさんあります。実際、車

で40キロ制限区間を40キロ走行していると、時間帯にもよると思うのですが、後続車をぞろぞ

ろ引っ張っているということが多々あります。担当課はぜひ市内の国道を走ってみて、国道の

速度見直しが可能であると判断できるところは関係機関に変更の働きかけをお願いしたいと思

います。どう取り組まれるのか、答弁をしていただきたいと存じます。 

 大きな２点目の農業についてお伺いをいたします。 

 (1)鳥獣害防止対策についてお伺いをいたします。 

 全国至るところで鳥獣害に悩まされております。山林や果樹、野菜や水稲、所構わず物品を

食べたり、傷つけたりと、せっかく努力して育てたものも台なしになってしまっております。

猿にイノシシ、シカにカラス等は一年じゅう休みなしに、すきあらば農産物を食い荒らそうと

ねらっております。作り手も手をこまねいているわけではないのです。網や電気柵を張った

り、あの手この手と考えられる防御策はとっているのですが、イタチごっこになっておりま

す。行政の担当課も、猟期以外でも駆除の期間や予算をつけてくれ、防止対策には一段と配慮

をしてくれておりますが、しかしやっつけてもやっつけても一向に被害は減りません。香美市

のべふ峡温泉では、シカ肉をおいしい商品に開発して売り出しているようです。高知県は、新

年度予算でシカの年間目標捕獲頭数を３万頭とふやしております。シカは高たんぱく質、低カ

ロリー、鉄分が豊富であるとのことであります。室戸は県内でも森林面積が非常に多いところ

です。シカにイノシシ、これらの肉を使って、室戸ならではの特産物をつくってはどうでしょ

うか。災い転じて福となす。室戸は魚だけではない、山の肉もうまい、そんなことを観光客に

ＰＲするのはどうでしょうか。担当課の取り組み姿勢をお伺いをいたします。 

 (2)農業後継者と結婚についてお伺いをいたします。 

 小松市長になって、農業に対する行政の取り組み姿勢が大きく前進しております。レンタル

ハウスへの補助金の積み上げがされております。エコや深層水ナスへの応援や協力等で、ハウ
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ス園芸で頑張る人もたくさんおられます。その中には、独身の20代から50代までの経営者も数

多くおります。日々の仕事に忙しく、出会いの機会が少ないというのが大きな理由の一つだと

思われます。経営に一生懸命になればなるほど、出会いの機会が少なくなる。農家には嫁は来

ない。こんなことが世に広がれば、ますますチャンスがなくなります。本県でも、2009年度か

ら出会いパーティーを主催しているほか、県公認の婚活サポーターの養成、紹介を行っている

ようです。2005年の国勢調査では、30代前半の男性の約47％、女性の約32％が結婚していな

い。生涯未婚率、50歳時点でも、男性15.9％、女性7.2％に上がっているようです。結婚をし

たい、したいけど適当な相手にめぐり会わない、これが最大の理由だとのことであります。こ

こはひとつ市長にも一肌脱いでいただいて、１次産業従事者の強力な婚活サポーターとなって

いただき、１組でも多くの良縁の誕生を後押ししてほしいと念願いたします。これが最大の少

子化対策であると考えますが、市長並びに担当課の取り組み姿勢についてお伺いをいたしま

す。 

 ３の教育についてお伺いをいたします。 

 (1)保・小・中学校の今後についてでお尋ねをいたします。 

 人口の自然減が全国一と言われている高知県。その中でも際立って目立つ中に室戸がありま

す。少子・高齢化が急速に進む中、市内では保・小・中学校の統廃合が進められております。

地域にとって、児童・生徒の集まる場所がなくなるのは心にぽっかりと穴があいた感じである

と思います。出生率がこのまま上がらなければ、ますます保・小・中学校の統廃合は避けて通

れない問題となると思います。市内各地の出生率を受けて、教育長は５年、10年、そして15年

先には室戸市全体の保・小・中学校の数について見通しをされていると思います。児童や生徒

がいい環境で学習やクラブ活動ができる理想の生徒数というのがあると思うのですが、その適

数に照らすと、保・小・中学校は幾つの学校数になるのでしょうか。統廃合については、地元

との話し合いや信頼関係が何といっても大切です。対象地区においては、何年も前から保護者

や地域の人たちと、どうすれば一番子供の学力や体力向上策になるのか、校舎や空き地等の利

活用についても話し合うことも大切であると思います。生徒減の続く中で、室戸の教育をどう

導いていかれるのか、教育長の取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 

 (2)非行防止活動についてお尋ねをいたします。 

 少年の非行は、通年学期末から新学期にかけての時期に多く起きるようです。生活環境の変

化に伴い、子供たちが深夜徘回、喫煙、飲酒等の不良行為や万引き、薬物乱用等の非行が多く

発生しているようです。平成22年度中の高知県の少年非行概況は、非行率全国ワーストワン、

再非行率ワースト10位、刑法犯に占める少年の割合全国ワーストワンという驚くべき結果が出

ております。中でも、入り口型犯罪と言われる万引きが大幅にふえているようです。その半数

以上を中学生が占め、現場はスーパーやコンビニが多いとのこと。昨年に実施した本県の非行

少年に至る背景についての意識調査の結果、万引きの場合、先輩に誘われると断りにくい、自
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分の小遣いを使いたくなかった、換金してお金が欲しかった、恐喝や訪問盗、万引きでは友達

に誘われるままにやった、小遣い以上にお金が欲しくて、ゲーム代が欲しくてやった、お菓子

が欲しくてやった、捕まらない者がいるので自分も捕まらないと思った等の安易な気持ちでの

犯行や、そして悪い仲間意識が目立っているようです。生活リズムの乱れで朝起きれなかった

り、日常生活の決まりを破ったりといったことがいつの間にか非行や犯罪被害に近づいている

とのことです。非行防止は子供のちょっとした変化に周囲が気づき、危険から遠ざけてやるこ

とが大切であると言われております。谷村教育長は、非行防止活動に対して地域や保・小・中

学校の教職員、保護者に対して、日常どのような取り組みをされているのかお伺いをいたしま

す。 

 これで私の１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 町田議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の市長の政治姿勢についての(1)医療と医師の確保についてであります

が、このたびの羽根医院の閉鎖につきましては、御案内のとおり、直後から私も御遺族や関係

者に何度も医院の継続についてお願いをしてきたところでございますが、残念ながら再開の意

思はないという答えでございました。その後、何とか医院を再開できないものかと思い、市内

の医療法人に対しましても診療所の開設を、たとえ隔日であってもということでお願いをして

まいりましたが、医師の確保が難しいということで、現時点のめどは残念ながら立っていない

ところでございます。 

 また、本年１月のことでありますが、高知大医学部を訪問をし、市内の病院への小児科医師

の派遣日数を週１日から２日にふやしていただくよう要請に行ってまいりましたが、大学のほ

うでは検討はしてみるが、医師不足の折、大変困難であるというようなお答えでございまし

た。そうした状況でございますが、今後の地域社会の維持と存続を考えますと、医療の問題は

欠くことのできない大きな課題であるというふうに認識をするところであります。また、この

ような診療所不足は近い将来におきましては他の地域においても大変心配をされるところでご

ざいます。今後、市といたしましても医療の充実に対する公的支援などについても検討が必要

になってくるものと考えております。 

 なお、県の設置しております高知医療再生機構などの情報を収集するとともに、県や大学な

ど、関係機関、団体に対しても、今後とも診療所の開設要望について続けて要請、お願いをし

てまいりたいと考えております。 

 次に、新生安芸病院についてでありますが、前段で申し上げましたように、市民生活や健康

を守る上で大切な東部地域の拠点病院であると考えております。したがいまして、すべての病

気が安芸圏域で、高知に行かなくても完結できるよう、病院の整備充実が必要と考えていると

ころであります。昨年、知事が室戸に来ていただいたときも、一番大事なことはそのことだ
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と、新生安芸病院の充実を我々としては一番望んでいるんだという御要望をさせていただいた

ところであります。特に、産婦人科や小児科等の専門科目を含め、必要な医師が確保されるよ

う、さらに県へ要望活動をしていかなければならないと考えますし、県議さんや市町村の議員

さん、また安芸圏域の市町村長とも連携をして、そのことを強力に要請をしていかなければな

らないと考えております。 

 次に、２点目の高齢者の件についてでありますが、高齢者の方の買い物や通院等の外出支援

につきましては、高齢化が進んでいる当市におきまして大変大事な問題であると認識をしてお

ります。他市町村においては、民間事業者へ委託する元気バスの運用や交通システムを活用し

たオンデマンド交通方式、タクシー券の助成、乗り合いタクシーなどが行われているとお聞き

をしておりまして、当市におきましてもこれまでそのような点について検討を重ねてきたとこ

ろでございますが、多額の経費を要するなど、財政的な負担も大きく、現在実施することがで

きておりません。しかし、できるだけ早い段階で一定の対策をしなければならないと考えると

ころであります。 

 なお、買い物支援につきましては、平成22年度より移動販売用の自動車購入補助制度を導入

したところであり、地域での買い物ができるように取り組んでいるところであります。 

 次に、３点目の旧サンパレスについてでありますが、この施設は市が売却をし、購入をして

いただいたものでございます。相手方において、高齢者の長期滞在施設あるいは医療機関など

の職員研修や保養施設、またアトピー治療施設として利活用をするようにお聞きをしていると

ころでございます。現在、一部内装工事にかかっているものの、完成時期や雇用については、

詳しい状況について私どもも把握するため、何回か相手方の関係者にお会いしたり、先生にも

お会いしたりしているところでありますが、現段階では大変不確定要素が多く、当市も十分な

対応に苦慮をしているところでございます。そのため、企業誘致推進条例の適用についても現

段階では不明確でございますが、なお関係者と連携をとりながら、地元の雇用や経済の活性化

につながるよう取り組んでまいります。 

 ４点目のシレストむろとの利用や雇用についてでございますが、これも御案内のとおり、雇

用の場でありますし、また運営についても効果的な運営になるように一層努めていかなければ

ならないと考えております。 

 次に、(5)の南海地震関連についてであります。 

 御案内のとおり、去る２月22日ニュージーランドで発生した地震では、多くの被害が報告を

されているところであり、改めて南海地震に備えた取り組みが必要であると新たな思いをして

いるところであります。その取り組みといたしましては、まずこれまでにも市内全域における

自主防災組織の立ち上げを目標としてきたところでありまして、平成23年度には組織率100％

を目指して取り組みを進めたいと考えております。また、緊急ヘリポートや防災倉庫を備えた

防災公園の整備、そして地域防災計画の見直しを進め、市内一斉通報ができる防災行政無線の
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整備などの防災対策に取り組んでいかなければならないと考えております。 

 一方、こうした防災対策の一環として、平成21年１月以降、地震、津波、台風、その他の災

害が発生した場合に速やかに災害復旧を図ることを目的として、市内の建設業者等との間に災

害時の応急対策活動協力に関する協定を順次締結をし、土砂崩れなどで道路がふさがれた場合

の土砂の取り除きなど、初期の災害復旧に取り組むこととしております。このような迅速な災

害復旧のためには、質問にございましたように、やはり重機類が必要となってまいります。し

たがいまして、協定締結事業者からは所有重機の種類や台数などの情報についても報告をいた

だき、早期復旧対策のための資料としております。 

 そうした中で、一定の公共事業の必要性についても御質問があったわけでありますが、行政

が実施する普通建設事業につきましては、財政状況や大型事業の実施時期及び事業内容などに

より年度間で大きく増減をすることがございます。しかし、このことは、私は本来余り増減を

することは好ましくないというふうに考えております。財政健全化に向けた取り組みは必要で

ありますが、普通建設事業費につきましては、地域の経済、雇用の面等から地域経済に大変影

響を与えるものでございますので、毎年一定の金額、本市でいえば10億円程度がコンスタント

に予算化されるようにするべきではないかというふうに考えるところであります。厳しい財政

状況ではありますが、今後においてもそうした目標に近づけるように、一定公共事業の維持、

確保、推進等に努めてまいります。 

 次に、６点目の観光についてでございますが、室戸市への観光入り込み客数は平成３年の約

56万7,000人をピークに、平成17年には約17万7,000人まで減少をしておりましたが、高速道路

の1,000円効果やジオパークの取り組みなどにより、平成22年は約46万1,000人まで回復をして

きております。観光客の誘致におきましては、今までの観光資源に加え、記念イベントやジオ

パークなどの新たな観光資源を活用するとともに、室戸まるごとＰＲ事業によるＲＫＣラジオ

などでの観光情報の発信等に一層取り組んでいかなければならないと考えますし、平成23年度

は新たな市内の飲食店等を紹介をしたパンフレットの作成や土産物コンテストによる新たな土

産物の開発、宿泊施設等の需要調査を実施するなど、受け入れ体制の整備等に向け、取り組む

こととしております。 

 なお、室戸市観光情報発信事業やＡＭＡ連携事業などの広域による誘致活動、県内外のイベ

ントへの積極的な参加等により、交流人口の拡大に取り組んでまいります。 

 次に、７点目の深層水事業の今後についてでございますが、御案内のように、室戸海洋深層

水関連商品の売り上げは、平成16年の154億6,400万円をピークに、平成21年には126億4,000万

円まで減少しており、この売り上げの減少要因の特定は困難でありますが、清涼飲料水の減少

が大きく、ピーク時の約77億円から平成21年度は約31億円まで減少しているのが現状でござい

ます。このため、県や海洋深層水企業クラブと連携をし、東京で開催されるスーパーよさこい

などのイベントでのＰＲや、スーパーなど販売企業に深層水商品等を紹介したパンフレットの
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送付等に取り組んでおります。 

 御提案の深層水祭りは、海洋深層水企業クラブが深層水のＰＲと消費者への感謝のために、

高知県や室戸市の後援により、平成14年から19年まで室戸海洋深層水フェスタとして開催をし

ておりました。その後、イベント会場の問題や事業の見直しを行い、平成20年度から、ふるさ

と室戸まつりにおいて深層水コーナーを設置することや歌って走ってキャラバンバンとの共催

によるＰＲ等を行っているところであります。今後、イベントの開催につきましては、深層水

企業クラブや県など、関係機関と協議をし、開催場所や予算の問題などについて協議、検討

し、より効果的なものとなるように努めてまいります。 

 次に、８点目の雇用対策についてでございますが、雇用につきましては、世界的な景気後

退、不況の流れの中で、地元産業の低迷や企業誘致についても非常に厳しい状況であり、雇用

対策が思うように進んでいかないのが現状でございます。そうした状況の中、当市では水産加

工業者の進出により10名の雇用が、情報通信サービス業者の進出により７名の雇用が創出をさ

れ、また新たな深層水関連企業の業務継承による雇用が継続をされているところであります。

今後、海洋深層水を活用した化粧品会社の業務の拡大ということもお聞きをしているところで

ございますので、こうした雇用の創出が期待をされるところでございます。また、国の雇用対

策事業を活用し、平成23年度はふるさと雇用再生特別基金事業で20名、緊急雇用創出臨時特例

基金事業で62名の雇用を予定をいたしております。今後におきましても、国、県の補助事業等

の活用や、現在進めております情報通信基盤整備及び企業誘致推進条例の活用により、市内企

業の規模拡大や企業誘致による雇用の確保に向けて一層取り組んでまいります。 

 なお、さらなる企業誘致につなげるため、議員の皆様を初め、市民の皆様方にも情報提供を

いただき、少しでも雇用の確保ができるよう取り組んでまいります。 

 次に、９点目のＴＰＰ、環太平洋連携協定についてであります。この協定は貿易自由化や関

税の撤廃ということであり、このことが農業にどう影響するのかが心配をされるところでござ

います。今回、農業団体におきましては、ＪＡグループ高知などが主催をいたしまして、ＴＰ

Ｐ交渉参加に反対をする県民集会を開くこととなっており、農業関係団体の動向はおおむねＴ

ＰＰ加盟には反対する方向で進んでいるとお伺いをいたしております。御案内のように、日本

の農業は諸外国と比較してもかなりの小規模経営であり、特に稲作については農業機械の負担

が大きく、また低賃金である国などと比較をするとコスト高となることから、国内と国外の米

の価格差は４倍強であるというふうに言われております。このような価格差など諸条件によ

り、通常に生産される米や原料用作物などは特に大きな打撃を受けることが予想をされます。

本市におきましても農業経営の規模は日本の中でもさらに零細で小規模のため、大きな影響が

あるものと想定をされるところであります。地域農業が衰退をすれば、食料等自給率の低下は

もとより、耕作放棄地による荒廃地の増加、それに伴う病害虫や鳥獣害の発生、水路・ため池

管理が困難となることなど、多種多様な問題があり、農業の果たす役割は単に作物を生産する
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だけではなくて、国土保全や生活環境にまで関連するのではないかと心配をするところであり

ます。したがいまして、ＴＰＰ環太平洋連携協定の取り決めにつきましては、国において関係

機関や団体の意見を聞くなど、慎重に取り組むべき課題であると考えるところであります。 

 次に、10点目の市道の改修についての御質問でございます。市道につきましては、住民生活

に直接かかわることでもあり、多くの要望もいただいていることから、私どもといたしまして

もできるだけ多くの事業を推進をしたいというふうに考えているところであります。市道改修

につきましては、平成23年度におきましても10路線の設計施工について予算化をしているとこ

ろであります。 

 議員さん御指摘の市道北生線の国道入り口付近につきましては、大型車両も多く通行し、路

面に起伏があることや国道とのとり合わせ部分に段差があるとともに、大変出入り口が狭く、

支障があるということは私も承知をするところであります。当該部分の改良事業につきまして

は、道路の拡幅などを考えますと多額の工事費が必要となりますので、入り口の改修とその奥

の路面の改修を別々に行うことができないのか等について検討の上、全体計画の中で位置づけ

を行い、取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、11点目の防災道路についてであります。道路につきましては、市民の皆さんの生活道

路としてはもとより、児童・生徒の通学路あるいは消防車や救急車などの緊急車両の通行のほ

か、災害時の避難道路としても非常に重要な役割を担っていることは御案内のとおりでありま

す。そうしたことで、いろんな新設であったり、改良に取り組んでいるところであります。 

 また、こうした市道とは別に、各地区の自主防災組織が地元の高台等を避難場所として定

め、そこに至る道を避難路としているところがございます。坂道や段差が多く、高齢者の方の

避難には大変厳しい箇所があることは私も承知をするところであります。こうした小規模な避

難路の整備につきましては、県の補助金採択の要件といたしまして、津波避難計画の策定が前

提となっているところであります。先ほど南海地震対策の取り組みの中でも申し上げましたよ

うに、現在地域防災計画の見直し作業に取り組んでいるところでありまして、その見直し作業

に引き続き、津波避難計画の策定を予定をいたしております。南海地震を考えたとき、市民の

皆さんが迅速かつ安全に避難できるよう、津波避難計画の策定を急ぐとともに、それに基づく

避難路あるいは避難場所の整備についても取り組んでいかなければならないと考えておりま

す。 

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

で、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 大きな２点目の(2)農業後継者と結婚についてであります。この御

質問につきましては、市長並びに担当課の取り組み姿勢をということでありますが、私のほう

から御答弁をさせていただきます。 



－100－ 

 未婚化・晩婚化の要因としましては、結婚に対する考え方の変化やライフスタイルの変化な

どが考えられますが、やはり出会いの機会が減っているという意見も多く聞かれるところであ

ります。特に、農業後継者の結婚問題につきましては、全国的にも懸念されており、本市のよ

うに少子化・過疎化が進む地域におきましては大きな課題であると考えております。市としま

しても、独身者の出会いの場づくりやきっかけづくりが必要であると考えており、平成20年度

来、取り組んでいるところでございます。平成22年度は、出会いのきっかけづくりイン室戸と

題しまして、室戸の自然や恋人の聖地を生かしたイベントを実施しており、参加者の中から１

組が結婚するという報告をいただいております。また、昨日も消防団員の出会いのきっかけづ

くりを吉良川で開催し、約60名の参加があっております。平成23年度は出会いのきっかけづく

り事業費補助金を予算に計上させていただき、市内の各種団体が実施する出会いイベントなど

への補助を行い、民間活力による効果的な取り組みを期待するところであります。こうした取

り組みを積み重ねていくことが結婚対策や少子化対策、さらには地域活性化につながるものと

考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 まず、市長の政治姿勢についての５点目、南海地震についての中で、災害時における重機類

の必要性等について担当課長へのお尋ねがございました。南海地震などの災害を想定した防災

対策におきまして、災害発生時の迅速な対応のためにはやはり重機類がどうしても必要となっ

てまいります。そのため、災害時の応急対策活動協力に関する協定なども締結し、所有重機の

報告もさせていただいてるところでございまして、その必要性につきましては、先ほど市長が

御答弁申し上げたとおりでございまして、私も同様の考えでございます。 

 次に、12点目の国道での走行速度の見直しについてでございます。 

 まず、道路の走行速度や追い越し禁止区間などにつきましては、交通量、幅員、歩道の有

無、道の形状、形ですね、形状、交差点の有無、それから通学路であるかどうかなど、さまざ

まな条件を考慮して、都道府県の公安委員会が定めております。これらの制限速度を改正する

場合の手順といたしましては、まず地域の団体とか常会等から所轄警察署に要望いたします。

警察署でその内容を審査して妥当と判断した場合には、次に県警交通規制課による審査を行い

ます。その後、最終的には県の公安委員会で決定するというふうな手順となっております。 

 御質問の制限速度等の見直しにつきましては、地域の皆さんの声や、あるいは交通安全協会

など関係団体の御意見もお伺いして、道路の規格など、見直しが可能かどうかなどの検討の

上、その必要性が高いと判断されるものにつきましては、市といたしましても関係団体と連携

しながら要望を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 大きな１点目の(4)シレストむろとの利活用につい
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て、市長答弁を補足いたします。 

 従業員の賃金体系についてでございますが、議員さん御案内のように、シレストむろとの経

営は非常に厳しい状況でありますが、職員の賃金は安芸公共職業安定所公開求人による他企業

からの求人内容を参考に、年齢や経験を参考に入れながら決定しております。平成23年３月１

日現在、社員５名、臨時社員５名、短時間パート10名の計20名の従業員で運営しており、賃金

については、社員は月額基本給15万円から24万円、臨時社員は日額5,600円、短時間パートは

勤務時間帯等により、時給700円から875円となっております。市といたしましても室戸市内の

雇用の場として重要な役割を果たしていると認識しておりますので、従業員の定着を図り、利

用者の方々に気持ちよく利用していただくためにも、職場環境の整備や従業員の資質向上に今

後も努めていかなければならないと考えております。 

 次に、市内、市外の利用料金の違いについてでありますが、取締役会やシレストむろと経営

改善検討委員会におきましても、統一料金について検討を重ねてまいりましたが、収益の悪化

にもつながり、利用者のニーズに合わせて、リピーターの方にはパスポート券の利用、観光客

の方には市外料金といった現在の利用者負担をお願いしたいと考えております。しかし、料金

等の見直しについては今後も検討していかなければならない問題と考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（林 竹松君） 久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 町田議員さんに、環太平洋連携協定Ｔ

ＰＰについて市長答弁を補足させていただきます。この件につきましては、先ほど市長がお答

えをいたしましたが、私も同様の考えでございますので、御理解をお願いいたしたいと思いま

す。 

 次に、大項目の２、農業について、(1)鳥獣害防止対策についてであります。この件につき

ましては、私のほうからお答えをさせていただきます。 

 鳥獣被害対策につきましては、本市におきましても、猿、シカ、イノシシ、カラスなどによ

る被害報告が年々増加をしております。特に、シカにつきましては特に県の西南部、それから

東部地域で生育の密度が非常に高く、農林業、そして自然食害被害が非常に深刻な状況となっ

ておるところでございます。 

 本市といたしましては、被害の軽減と防止の対策といたしまして、県の個体調整事業や鳥獣

捕獲対策事業、また鳥獣被害防除対策事業の導入によりまして、銃器でありますとか捕獲のお

り、囲いわなによる駆除を行いまして、個体数のコントロールを行っているところでございま

す。また、狩猟期間外におけます被害の多発時には鳥獣の予察の駆除を行っておりまして、よ

り効果的な捕獲の駆除に努めておるところでございます。 

 なお、駆除に対します報奨金の増額見直し、それと年々減少しておりますハンター対策とい

たしまして、狩猟免許取得費用に対します補助金を23年度当初予算に計上させていただいてお



－102－ 

るところでございます。 

 ちなみに、本年度２月末の捕獲駆除の状況について御報告をいたします。猿につきましては

46頭、シカ235頭、イノシシ74頭、カラス33羽、ハト18羽となっております。 

 次に、議員御案内のシカ、イノシシ肉を材料といたしました特産物の商品開発につきまして

は、これまでイノシシ肉と比べますと一般的になじみの薄かったシカの肉が近年ヘルシーな食

材として注目をされ始めております。また、各地で商品化が進められております。特に、都

会、東京ですが、シカの肉のすしネタとして女性層に大変人気があるということで新聞記事が

一昨日掲載をされておりました。本市におきましても、既にシカ肉の事業化支援事業を導入い

たしましたシカの前処理加工施設は設置をされております。将来的には、実績からいいますと

235頭の捕獲がございますので、十分な量が確保可能であるというふうに考えております。こ

れを有効利用図らなければ非常にもったいないと考えてございます。そして、今後につきまし

ては、既に開発が行われまして、商品としてヒットをしている地域へ材料として販売できない

か。そういったことで、その情報収集やルートの確立、また県の補助金の活用も視野に入れな

がら、関係者と商品開発に向けた取り組みについて協議、検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 ３点目の教育について、(1)保・小・中学校の今後についての中の児童・生徒がいい環境で

学習やクラブ活動ができる理想の生徒数があると思うが、その適数に照らすと保・小・中学校

の学級数は幾つになるのかということでありますが、県教委の小・中学校適正規模検討委員会

の平成17年３月の報告によりますと、教育効果の側面から学級の望ましい最小限の人数とは１

学級20名程度かそれ以上、２学級以上が望ましいとされております。本市の小・中学校の生徒

数については、中心校である室戸小、室戸中を除くとすべての学校が20名以下の学年規模であ

ります。規模でいいますと統合すべきと、ほかの学校はすべて統合すべきということになりま

すが、現実にこれ以上の統合を進めることは、本市の地理的状況等を考慮した場合、より慎重

な検討が必要となってまいります。こうした状況を踏まえまして、室戸市内の学校では、教育

内容の充実を図るため、教員の資質向上のための複式教育の研究などの研修、それから特別支

援員を配置するなどして、子供たちのつまずきを克服するよう努めております。また、基礎学

力の定着・向上を目指し、先進地へ視察研修に出向きまして、それらを参考にして、室戸式チ

ェックテストだけでなく、室戸式学力向上プランの作成に取り組んでおるところでございま

す。 

 保育所、小・中学校の統廃合につきましては、先ほど述べましたように、子供の出生数が激

減する中で、将来の児童・生徒数も下降の一途をたどるものと厳しく予測しております。これ

まで中学校の統廃合を進めてきた中で、小学生が校区を飛び越えて転校するという、いわゆる
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区域外就学などの問題が生じてまいりました。このため、平成21年度に諮問機関として発足さ

せました室戸市立小・中学校統廃合及び学校給食等検討委員会での検討を、そうした動きを見

守るために、この２月に一たん中断することにいたしました。教育委員会といたしましては、

今後の児童・生徒数の動向や保育所及び学校施設の整備も含めまして、地元の方の御意見もお

聞きし、統廃合及び存続等につきまして慎重に検討を進めてまいりたいと考えておるところで

ございます。 

 次に、非行防止の活動について、(2)非行防止活動についての御質問でございますが、地域

や保・小・中学校の教職員、保護者に対して日常どのような取り組みをしているかでございま

すが、議員御指摘のとおり、非行防止は子供のちょっとした変化に周囲が気づき、危険から遠

ざけることが肝要であります。教職員の問題を問題として見きわめる目が最も重要ではないか

と考えております。そのため、校長、教頭会においても、教職員の共通認識として、いじめ問

題や非行問題について常に議題として論議、検討しているところであり、子供たちのために学

習や生活の目標など、先々に手を打っていくよう求めております。 

 昨年の少年犯罪の概況によりますと、室戸警察署管内での犯罪、触法少年の検挙数は、県下

815人に対しまして室戸市の場合は４人、万引きなどの窃盗は545人中ゼロ、補導された少年は

6,075人中45人となっており、県内でも事件、検挙等もすべて少ない地域となっております。

それらの問題に対処している本市の補導センターは、保護者を加えた９地区補導委員会、

114名の委員で構成されておりまして、室戸警察署とも連携協力して、市街地放課後合同補導

や夜間特別合同補導等を行っており、昨年平成21年度の実績としましては合計29回の補導を実

施しております。また、非行防止の第一は健全な家庭生活でありますので、毎月第３日曜日は

家庭の日としまして、啓発宣伝に努めているところであります。今後とも、地域、学校、警察

署ともどもに連携・協力して、少年非行の防止に努めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（林 竹松君） これをもって町田又一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。質問に先立ちまして、通告しております大項目の２の

(2)を取り下げさせていただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

 １、過疎対策について。 

 昨年行われました国勢調査の速報によりますと、本市の人口は５年前と比べて2,280人減の

１万5,210人、増減率は11市の中で断トツの－13.04％と、高知県でも最も人口の少ない市とな

ってしまいました。室戸市発足当初は３万人でしたので、実に半数になったことになります。

先日の議会開会時にも市長から御報告がありましたが、改めてこの速報をごらんになっての市

長の御所見をお伺いいたします。 
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 (1)生活交通の確保について。 

 本市では、過疎集落住民の唯一の足であった廃止路線代替バスが平成19年９月末をもって廃

止されており、住民の方々の買い物や通院のための交通手段確保は大変困難となっておりま

す。あるおばあさんは、年金の支給日には、知り合いに頼んで車で町まで乗せていってもらい

ゆう、せめて月に１回でもえいから乗り合いバスを通してもらえんろうか、また高齢者御夫婦

で暮らしている方は、おじいさんがバイクで買い物をしてくれるけんど、おじいさんの目もだ

んだん悪うなってきゆうので、バイクに乗れんようになったらどうしょうなど、悲痛な声が聞

かれています。また、国道沿いであっても量販店のような品ぞろえのある店がない三津、高

岡、椎名地区の方からも、買い物バスのようなものがあればいいのにとの御意見もありまし

た。 

 経済産業省は昨年12月に買い物弱者応援マニュアルを示し、買い物弱者を支えていくため

に、20の実例と７つの工夫が経済産業省のホームページに掲載されておりました。全国各地の

買い物弱者を応援するため、３つの方法として、１、身近な場所に店をつくること、２、家ま

で商品を届けること、そして３、家から人々が出かけやすくすることが必要ですと記されてい

ました。３の家から人々が出かけやすくするの一例として、青森県佐井村では、過疎地有償運

送制度を利用したオンデマンド交通を、社会福祉協議会が村民ボランティアの協力を得て、集

落の足を確保していると、大変喜ばれております。国では、23年度予算に地域公共交通確保維

持改善事業生活交通サバイバル戦略として305億円を計上しております。本市としても、あら

ゆる事業を取り込み、市民の生活交通の確保に取り組まなければならないのではないでしょう

か。高齢者の皆様は、たとえ不便でも、長く住みなれた土地で心豊かに暮らしたいと願ってお

ります。市長の御所見をお伺いいたします。 

 (2)空き家対策について。 

 少子高齢化や人口減少が進む中、全国的にも空き家がふえています。総務省の2008年住宅・

土地統計調査によりますと、空き家は約757万戸で、総住宅数に占める割合は約13％に上って

いると言われております。過疎化が進む本市においては一段と空き家が目立っていることにだ

れもが憂えています。本市における現状はどうなっているでしょうか、お伺いいたします。 

 広島県尾道市では、2002年から住民に提供してもらった空き家物件の情報を公開し、新たな

入居者確保を促す空き家バンクをスタートして、次々と契約されたとのことです。また、ＮＰ

Ｏ法人と連携し、古い民家の再生に取り組み、景観を守る活動も評価されています。本市も空

き家バンク事業に取り組み、市民の住居不足の解消や室戸市の移住促進事業の推進につながる

と思いますが、いかがでしょうか。 

 一方、空き家の老朽化が進むと、地域の住民から災害発生時の倒壊の危険や害虫等の発生に

よる近隣の被害、また不審火により全焼するケースは全国各地で起きています。管理されない

空き家の増加は地域環境の悪化を招くため、一定の条件を満たせば無料で撤去する事業を始め
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た自治体もあるようです。本市においても、危険度に応じて何らかの補助ができる制度を整え

るべきではないでしょうか。そこで、まずは各市民館や公民館、民生委員さんや常会長さんな

ど、地域の協力をいただいて、全市的な空き家調査に取りかかってはいかがでしょう。御所見

をお伺いいたします。 

 次に、２、健康対策について。 

 (1)がん検診受診率向上について。 

 2006年に成立したがん対策基本法と2007年に閣議決定したがん対策推進基本計画によります

と、2017年度までにがん死亡率を20％減らす、また2011年度までに今20％の検診率を50％に上

げるという高い目標を立てています。本市の検診率はどうだったのでしょうか、お示しくださ

い。 

 東大医学部の中川恵一准教授の書かれた「がんのひみつ」によりますと、がんは昭和56年以

降、日本人の死亡の第１位となっています。今や２人に１人ががんになり、３人に１人はがん

で死ぬという、世界一のがん大国です。それなのに、多くの日本人は自分ががんになるとは思

っていません。それはがんが秘密のままだからです。おまけに、65歳以上では２人に１人がが

んで亡くなっています。ちなみに、がんは女性より男性に多い病気ですが、これは男性と女性

の喫煙率の差ですなど、わかりやすい言葉で書かれていました。10年後、死亡率20％減らすに

は検診率を上げるしかありません。どうしたら検診率や受診率を上げられるのか、さきの中川

先生は、がん検診を受けなさいと啓発しても効果は上がりません、がんがどういう病気である

かを知ること、伝えることが大切ですとも言っておられます。学校教育の中で、がんについて

しっかりと学ぶことが自分自身や家族の命を守ることにつながるのではないでしょうか。教育

長の御所見をお伺いいたします。 

 他市でも受診率向上のため、がん検診無料化に取り組まれているところもあります。県下で

男女とも平均寿命のワーストに入っている本市では、どのような検診率アップに取り組まれて

いるのかお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな１点目の過疎対策についてでございます。 

 まず、国勢調査の結果について、どう受けとめているかについてでございます。さきに行政

報告でも触れさせていただいたところでございますが、２月25日に発表されました総務省の速

報結果では、本市の人口は１万5,210人、世帯数6,966となっているところでございまして、議

員さんの御質問の中にもありましたように、この数字は前回の平成17年に比較しますと、人口

で2,280人、13.04％の減少、世帯数で617、8.1％の減少となっているところであります。大変

残念ながら、人口の減少がとまらないという状況でございます。また、これまで土佐清水市と
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比較しますと土佐清水市より多い人口をずうっと抱えてきたわけでありますけれども、御案内

のとおり、一番少ない市ということになったわけでありますので、本市にとって私は衝撃的な

大きな問題というふうに受けとめているところであります。 

 したがいまして、執行部はもとよりでありますが、議会、市民の方々のお力もいただきなが

ら、総力を挙げてこの人口減対策に取り組んでいかなければならないと考えているところであ

ります。行政運営におきましても、これまで以上に産業の振興や企業誘致など、雇用の場の確

保とともに、子育て支援など、働く親の育児と仕事の両立支援、教育の充実、安心して暮らせ

るまちづくりなど、総合的な諸施策を強力に推進していかなければならないと考えるところで

あります。 

 次に、(1)の生活交通の確保についてであります。 

 この点につきましてはさきの議会でも御答弁を申し上げておりますが、本市は少子高齢化・

過疎化が進んでおり、高齢者や中山間地域で生活している方々の通院や買い物など、交通手段

の確保が大きな課題であるということは認識をしているところであります。そのため、９月に

策定をいたしました過疎計画の中におきましてもこれまで位置づけをしておりまして、その中

で移動販売業者に対する車両の購入補助制度の導入であるとかも行い、地域で買い物ができる

というようなサービスの充実などにも取り組むこととしているところであります。 

 また、前段の議員さんにも御答弁申し上げましたように、民間事業者への委託による元気バ

スの運行であるとか、交通システムを活用したオンデマンド交通方式、タクシー乗車券の助

成、乗り合いタクシーなど、他市町村の例なども参考にしながら、早い段階で一定の対策をと

っていかなければならないと考えるところであります。 

 次に、(2)の空き家対策についてであります。 

 本市の空き家の状況につきましては、商工観光深層水課において、平成21年度県の緊急雇用

事業を活用し、釣り客や写真愛好家などからの短期滞在の要望をもとに、地元の方にも御協力

をいただきながら、空き家に関する調査事業を実施をいたしております。この調査は、室戸岬

地区限定であり、持ち主の特定や貸し借りの有無、貸与の条件などの調査となっているところ

で、そんな調査を行っております。また、県においても同様の調査を行っておりますが、元地

区、吉良川地区のみの調査であり、市内全域を対象とした調査は実施できておりませんので、

これまでの調査では不十分であるというふうに思っているところであります。 

 議員さん御案内のように、Ｉターン、Ｕターン、移住促進事業、人口減少対策を進めていく

ためにも、具体的に貸し借りできる田畑の問題であるとか、住家の台帳整備というようなこと

が必要であると考えるところであります。今後、国や県などの制度も活用し、専属の調査員の

配置であるとか、常会長さん、民生委員さんなど、地域の方々の協力を求め、より効果的なも

のとなるよう、それらの調査の実施に向けて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、空き家の活用についてでありますが、来年度より運用予定の県地域づくり支援課が不
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動産協会などとの連携を進めておりまして、移住希望者に空き家などの住宅情報を提供する、

あったか高知暮らし住宅支援システムを立ち上げることになっておりますので、当市において

も参画をし、今後移住希望者や住居を探している方々の要望にこたえていけるように、関係機

関・団体とも連携を強化し、空き家バンクというようなことも検討をし、移住促進などに一層

取り組むよう努めてまいります。 

 最後に、健康対策についてでございますが、がん検診につきましては一層の受診率を高める

とともに、市民の健康づくりに今後とも努めていかなければならない大事な問題だと考えると

ころであります。 

 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。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２、健康対策について、(1)がん検診受診率向上についての中で、がん検診を学校教

育の中で学習することが自分や家族の命を守ることにつながるのではないか、教育長の所見に

ついてということでございます。学校教育の現場では、がんに限らず、保健体育等の授業の中

で、健康の大切さ、命の大切さを学習しております。自分が健康であることが周りの者にとっ

てどれだけ大切なことか、その認識を深めるためにも、学校でがんや難病について正しい知識

と検診の必要性について学習するよう、保健介護課などと協議しながら、学校長や養護教諭な

どと連携をとり合っ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） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 堺議員にお答えいたします。 

 大きな２点目の健康対策についての(1)がん検診受診率向上について、市長答弁を補足いた

します。 

 (1)のがん検診受診率向上についてでございますが、平成22年度のがん検診の受診率は、肺

がん検診が18.4％、胃がん検診が9.9％、大腸がん検診が13.5％、乳がん検診が12.2％、子宮

がん検診が4.2％、昨年と比べましても、大腸がんと子宮がん検診が前年度より低くなってお

るような状況でございます。 

 次の検診受診率アップについてどのように取り組まれるかについてでございますが、現在県

の補助事業によります40代、50代を対象としたがん検診受診促進事業を実施しており、９月に

これからでもまだ受診できるがん検診といった予定表を10月以降のがん検診のスケジュール等

を載せましたチラシの送付や各種団体の会での協力、受診の協力であるとか、医療機関への依

頼、それから健康応援団による地域での呼びかけ、それから各種健康教育などを行っていると

ころでございます。また、１月末に送付いたしました希望調査に、受診勧奨チラシと検診を希

望しない理由を調査するための未受診アンケート調査票を同封し、調査を実施しております。
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この調査結果につきまして現在集計作業中でございますので、作業ができ次第に内容を分析い

たしまして、今年度以降の受診勧奨に活用していきたいと、そして受診率の向上につなげてい

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） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの御質問の中で答弁漏れということでございますので、お

答えをさせていただきます。 

 まず、空き家対策の中で、空き家が老朽化をしていると、危険な状態であるということでご

ざいます。この撤去ができないか、自治体においてということだというふうに考えるわけでご

ざいますが、やはりこの空き家というのは当然所有者がいるわけでありますので、そうした、

基本的には当然所有者が撤去をいただくということをお願いするということであります。た

だ、これは以前にも議員さんからの御質問がありましてお答えをしたところでありますが、基

本的にその住家は個人の方々に取り壊していただくと、危険な状態であるので取り壊していた

だくということでお願いをしているところでございます。なかなかそれを公費でということに

なりますと、強制的に当市がやるということもあるわけですが、そしたら所有者からその経費

を負担をしていただかないといけないという問題が発生してまいりますので、なかなか公費で

撤去したり取り壊したりということが大変難しいっていうことがございまして、何とか関係者

の方と、都会に住んでられる方もおるわけですが、そうした関係者の方に連絡をとって、所有

者のほうで撤去をいただくということでこれまでお願いをしているところでございますので、

そうした取り組みを今後、通学路等の関係もありますが、そうした関係者の方に第一義的には

取り壊していただくというようなことで対応してまいりたいと思いますので、御理解のほどよ

ろしくお願いを申し上げます。以上です。 

○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。 

 御答弁ありがとうございました。１点だけ、空き家対策についての質問なんですが、国土交

通省の空き家再生等推進事業の概要という資料を私いただきました。その中には、活用事業タ

イプというんで、先ほど市長がおっしゃっておりましたように、空き家となっている民家を宿

泊施設やそういういろいろな資料館などに改修していく、廃校舎や空き庁舎など、交流施設等

に改装して活用したりする、地域のニーズにこたえて活用できますという、これ国費２分の

１、地方公共団体２分の１、この事業がありますし、撤去事業タイプというのもありまして、

これは市街地において老朽化して危険な住宅や空き家を１戸から除去し、ポケットパークを整

備したりというふうな、こういう事業も国費２分の１、地方公共団体２分の１という、こうい

う事業もあります。ですから、いろいろな事業を利用して、今空き家で、当然持ち主が撤去す

るのが本当ですけれども、持ち主がもう本当にいなくなったりとか、私はこの前、岬のお宮が

落ちてきゆうところの下の人家の人から言われましたけれど、本当にもう今にも上から落ちて



－109－ 

きそうな、そういう状況で不安に駆られている住民もたくさんおります。そういうところで、

いろいろな事業を取り入れて、それができないかどうか、もう一度お伺いいたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、空き家対策ということで、国土交通省関連の補助金があるのではないかという御質問

であるというふうにお伺いしますが、御案内のように、確かにそうした民家をいろんな形で活

用するという制度がありますし、また取り壊しにつきましてもそうした国土交通省の中にある

というふうなことは私も聞くところでございますが、その計画の実施についてはですね、県の

計画であったり、市のそれらの計画が必要だというようなことも聞いておりまして、例えばう

ちも市の設置をしておりました市営住宅の取り壊しであるとか、また使わなくなった公共施設

の取り壊し、それなんかも今壊すとなりますと満額市費ばかりで壊さなければならない。何と

かいい制度がないのかというところで、国土交通省等の制度等も、現在担当課にも指示をし

て、調べていただくようにしております。その中で、議員さん御質問の民家についてもそうし

た対応ができるのかできないのかということだというふうに認識をするところでございますの

で、そうした制度の内容についてさらに詳しく調査の上、状況によってはその補助制度を活用

して対応するというようなことを検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって堺喜久美君の質問を終結いたします。 

 なお、健康管理のため３時30分まで休憩いたします。 

            午後２時57分 休憩 

            午後３時30分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、脇本健樹君の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○１番（脇本健樹君） １番、六曜会、脇本。平成23年３月定例会において一般質問を行いま

す。 

 まず初めに、訂正をお願いいたします。通告の分の①、②を大きい１、２にしていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 組織、機構の見直しについて問う。 

 新設の課と既存の課の関係について。 

 平成20年12月議会で、水産課と農林課の統合議案には、それぞれの専門性をおのおのの課で

持つという思いが強くあり、この議案には反対をいたしました。私の思いと反対に、議案は採

決の結果、２つの課は統合されました。財政健全化を進めていくのに、課の統廃合は必要なこ

と、いたし方ないこととして今は一定の理解はしております。ただ、私は経費の面だけで正規

職員を減らし、簡単に臨時職員をふやすことは理解をしていません。理由の一つとして、専門
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性の質の低下を招くことが考えられるからであります。実際に、統合された農林水産課では、

職員数は十分なのでしょうか。いま一度、専門性の質を落とさないためにも、確認をお願いし

ます。 

 １、ジオパーク推進課について。 

 室戸市には海岸線も長く、自然が多く、ジオパークにとってすばらしい環境であります。県

も力を入れ、ほかの市町村にないジオパークは重要な課、特異な課であると考えております。

そこで、ジオパークの将来の展望についてお聞きします。 

 ①組織として人員構成はどのようになるのか。市職員だけの構成で行うのか。県からの追加

派遣はあるのか。現在ないなら、県に働きかけるのか。ジオパーク推進協議会からの編成は行

うのか。 

 ②文化・教育分野の活動としてはどのように進めるのか。 

 ③観光分野の中心として経済効果を短・中・長期、どのようにねらうか。100億円産業とし

て考えられるでしょうか。 

 ④ジオパークは広範囲にわたり、各課がかかわることとなりますが、各施設、各観光地での

看板等の扱いは今後財産管理課もかかわると考えられますが、財産管理の面からはどのように

扱いは変わるのでしょうか。 

 次に、企画財政課のジオパーク推進室がジオパーク推進課になることには、新室戸市行財政

改革プランにあるように、組織の専門化を図り、市民のニーズに適切に対応できる組織の見直

しには一定の理解は示しますが、この課の新設を聞いたときに違和感があります。その点を質

問いたします。 

 ⑤新設の課はジオパーク課ではなく、ジオパーク推進課と推進がついているが、これについ

ては期限つきともとれますが、どういう意図があるのでしょうか。 

 次に、２番、商工観光深層水課について。 

 ジオパークは観光分野を大きく支えるととらえております。商工観光深層水課について質問

します。 

 ①海洋深層水体験交流センター・シレストむろと、この施設もジオパークの一部と考えれ

ば、ジオパーク推進課と今後かかわるが、どのように考えるか。 

 ②商工観光深層水課は課の名前のとおり、多くを科されているが、海洋深層水体験交流セン

ター・シレストむろとは観光施設ではなく、健康施設ととらえるが、所管は商工観光深層水課

でなく、保健介護課と考えるのが妥当だと思うが、どうであるか。 

 ③海洋深層水もジオと考えるが、低迷している深層水産業を盛り立てるために、経済の面で

どのようにかかわるのか。 

 ④これからジオパークを中心に観光産業を発展しなければならないと考えるが、室戸市観光

協会との協力関係が少し弱いと感じるが、どのようにかかわっていくのがよいか。また、新設
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の課とはどのようにかかわるか。そして、そのほかの団体と協力が必要不可欠であるが、どの

ように考えるのか。 

 最後に、室戸ジオパークは徐々にメディアにも取り上げられ、学校教育や文化の面でも、岡

田ジオパーク推進室長を中心に頑張っているのもよく見られるようになってきております。先

日、私も小学校であった高学年ジオパーク勉強会に楽しく参加させていただき、ジオパーク推

進室の頑張っているのを見てまいりました。そこでは、小学校児童にも優しく、わかりやすい

と感じ、そしてまた同時に学校教育の難しさも知ってまいりました。まだまだジオパークって

とか、ジオパークじゃとか言われております。学校教育や文化の面でも引き続き頑張って、県

外に出た方々にふるさとを自慢できるぐらい、なお一層頑張っていただきたいと思います。ジ

オパークは室戸にとって大切な資源、財産です。高知県東南部の発展に期待します。 

 以上で１回目の質問を終了いたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、農林水産課についてでありますが、統合いたしまして、少ない人数の中で市民ニーズ

にこたえていけるように頑張っているところでありますので、御理解をいただきたいと存じま

す。 

 次に、ジオパーク推進課についてでございます。 

 １点目の人員構成についてでありますが、臨時を含めた市の職員を現在の２名から４名に、

県の職員を現在の１名から２名に、室戸ジオパーク推進協議会の職員を現在の２名から３名程

度にふやし、合計９名程度の体制にすることを考えているところであります。 

 次に、２点目の文化・教育分野の活動についてでございます。これまでに四国で初めて行わ

れました地震火山こどもサマースクールの開催や学校への出前授業など、ジオパークを絡めた

教育活動に取り組んでまいりました。今後は、これまで以上に、小・中・高の先生方と連携を

密にして、子供目線に立った教育内容にするとともに、捕鯨・伝統的な祭りなどの文化や防災

教育といった分野においてもジオパークとの関連がありますので、室戸ならではの文化・教育

の普及、啓発に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の観光分野を中心とした経済効果のねらいでありますが、そのためにもまずは

世界ジオパークの認定を実現させることが最優先であると考えております。そのため、前段の

議員さんにも御答弁をいたしましたように、拠点施設の整備計画であるとか、ジオサイトや案

内看板の充実、パンフレットの充実による広報活動、ガイドの養成と資質の向上、体験型観光

のメニューづくりなどに取り組んでいく必要がございます。ほかにも、ジオ関連商品の開発や

ジオパークのロゴマークの活用、ジオパークと絡めた農業・漁業・海洋深層水産業の振興に取

り組んでいかなければならないと考えております。また、地域のおもてなしの心を育てること

や観光施設の充実とともに、宿泊施設の受け入れ体制、県東部の広域観光といった課題もござ
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います。そういったことに一つ一つ計画的に取り組むことが大事であります。いずれにしまし

ても、ジオパークを子供たちの教育や防災のまちづくり、持続的な地域経済の発展につなげて

いくことによって、大きな一大産業へと成長させてまいりたいと考えております。 

 次に、５点目の新設の課の名称についてでありますが、前段で申し上げましたように、ジオ

パーク活動は地域の持続的な発展を目指しておりますので、世界ジオパークに認定されたから

といって終わるべきものではないと考えております。また、本年は世界ジオパーク認定を実現

させるための勝負の年でもございます。このことはこうしたことが実現をすれば、室戸の付加

価値を高めることにつながってまいりますので、強力に進めていく必要がございます。そうし

たことから、新しい課の名称はジオパーク推進課としているところであります。 

 次に、大きな２点目の商工観光深層水課についてでございます。 

 １点目のシレストむろとについてと２点目の海洋深層水体験交流センターの所管のことにつ

いて、あわせて御答弁を申し上げます。 

 議員さん御案内のように、海洋深層水体験交流センターで利用している海洋深層水はジオパ

ークの地質や地形と関係をしておりますし、また当該施設では独自にジオパーク関連商品であ

るジオパーク弁当であるとか西山金時を利用した芋ようかんを開発するとともに、ジオパーク

ガイドの研修にも積極的に参加するなど、ジオパーク推進室と連携をしているところでござい

ます。ジオパークと関連をしている施設と考えているところであります。 

 また、所管課のことにつきましては、企画振興課において建設をした後、施設の目的などを

踏まえた結果、現在の商工観光深層水課が担当をしているところでございます。今後につきま

しても、健康増進事業というものを実施していることでもありますし、保健介護課と連携をし

てやっていかなければならないと考えておりますし、もう一つ交流人口の拡大という大きな目

的もありますので、そうした関係課が連絡をとり合って進めていかなければならないというこ

とでありますが、商工観光深層水課において今後とも取り組んでいきたいと考えるところであ

ります。 

 次に、３点目の海洋深層水産業の振興についてでありますが、前段の議員さんにもお答えを

いたしましたとおり、海洋深層水商品の売り上げは減少傾向にあります。今後におきまして

は、養殖などの水産利用やジオのロゴマーク活用による深層水関連商品の販売拡大など、新し

い分野での商品の開発や拡大を図る必要があると考えております。幸いに、今回地元企業によ

る新たな化粧品の製造販売がスタートをすることとなっております。また、海洋深層水企業ク

ラブや県など、関係機関と連携をし、深層水関連商品を広く知ってもらうための各種ＰＲ事業

の推進など、当市の持続的な経済発展につなげていかなくてはならないと考えております。 

 また、最後にジオパークの学習について学校で受けられたというような内容の御紹介がござ

いました。せんだって、日曜日の高知新聞にも掲載をされましたように、三高小学校において

も、私たちの町室戸は自慢のできることが大変多いと、誇りに思うことが大変多いというよう
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な子供たちの御意見がございました。私は、いつも申し上げていることでありますが、いろん

な分野において室戸の自慢できることを一つでも二つでもふやしていきたいというふうに考

え、行政運営に取り組んでいるところでございます。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上です。 

○議長（林 竹松君） 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。 

 大きな１の４点目のジオパークの看板等の管理についてでございますけれども、議員さん御

承知のとおり、市の財産管理としましては、ジオパーク関係の看板等は行政財産として区分さ

れ、それぞれの所管する課が管理することとされておりますので、現在は企画財政課が管理い

たしております。それぞれ所管する課が直接管理いたしますのは財産を目的に沿って適正に管

理を行うための体制でございますので、御理解いただきたいと思います。 

 それから、財産管理課につきましては、全課の公有財産を総括機関といたしまして全体を指

導いたしております。 

 それから、４月からはジオパーク推進課が看板等については管理することとなります。以上

です。 

○議長（林 竹松君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 ２の４点目の室戸市観光協会との協力関係についてでございます。室戸市観光協会は社団法

人として独立した団体で、観光宣伝及び観光客誘致、観光案内所の設置及び運営、観光施設の

受託管理及び設置運営並びに当該施設における物品販売などの活動を行っており、室戸市から

はその運営事業に対し補助金等の財政的支援を行っております。今後につきましても、観光事

業の振興による地域の活性化を図るため、イベントの開催や観光施設の運営など、より一層連

携を深めていかなければならないと考えております。 

 次に、新設されるジオパーク推進課や関係各課との連携あるいは各関係団体との協力につい

てでありますが、交流人口拡大のためには必要不可欠であることと考えておりますので、今後

とも連携を密にし、効果的な事業推進やイベントの開催に努めてまいります。以上でございま

す。 

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

○１番（脇本健樹君） １番脇本。２回目の質問をさせていただきます。 

 確認の点で２点お願いします。 

 さきの答弁に一部ありましたが、確認させていただきたいと思い、質問いたします。ジオパ

ーク、取り組みの多くがここに来て見られますが、私は世界認定されると思いますが、４年ご

との認定も理解しております。もし世界認定されなかった場合、この課はどうなりますか。 
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 もう一点、シレストについては、商工観光深層水課と保健介護課で当分協力していくという

ことでよろしいんでしょうか。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目のジオパーク推進課について、認証されなかった場合には課をどうするのかと

いう御質問であったというふうに理解をしておりますが、これはジオパーク世界認証がなくて

も、ジオパーク推進課というのを設置したわけでありますから、されなくてもそれで事業が終

わりということではございません。たくさんの事業をこれからまだ推進をしていく必要が私は

あるというふうに思ってますので、ジオパーク推進課を認定をされなかったらすぐやめますと

いうことにはならないというふうに私は考えております。 

 それから、２点目のシレストむろとの所管でありますが、現在商工観光深層水課が所管をい

たしております。交流人口の拡大という大きな目的もあるわけですので、現在の所管課を今の

ところ変える考えはございませんで、ほかの保健介護課とともに、その施設が有効に活用され

るように連携をして取り組まなければならないというふうに考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって脇本健樹君の質問を終結いたします。 

 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８日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集願いたいと思います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後３時54分 散会 

 


