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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。 

 次に、会派の結成届について御報告をいたします。 

 ６月17日、小椋利廣議員及び北岡幸男議員から、会派名一心会の結成届が提出されておりま

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。６月定例会におきまして、一心会と市民を代表して一般質問を行います。 

 １番、市長の政治姿勢について。 

 (1)企業誘致の効果と市内企業育成支援について。 

 小松市長さんは平成22年12月定例議会の所信表明で、企業誘致条例を制定し、市内企業の規

模拡大や市外企業の誘致により雇用の場を確保してまいりましたと表明をされております。

今、室戸市では少子・高齢化や厳しい過疎化現象の中で、室戸市の人口も６月の広報では１万

6,270人となっております。室戸市では若い世代の人口の流出が続いていると言われておりま

す。ここで、室戸高校の平成18年度から22年度まで最近５年間の卒業生は574人となっており

ます。その中で室戸市内に何人ぐらいが残っているかと言われますと、それは１年間に約10人

前後ではないかと言われております。５年間で約50人前後の方が室戸市内には残っていること

になりますけれども、一方では５年間で約500人余りの若い人材が市外に流出をしているとい

うのが現状となっておるところでございます。しかし、市外に出ている方々の中には、室戸市

内の企業さんに就職をして室戸で仕事がしたい、また大学を卒業したら、ふるさとの室戸に帰

って、就職をして家から通えるところで仕事がしたいと考えている方々も相当数おいでるとい

うふうにお聞きをしているところでございます。 

 市長さん、この室戸にＵターンをしてこようと考えている若い方々の就職先を確保するため

にも、私はやはりこの室戸市内の企業さんに体力の増強・強化・育成、そして企業支援という

ことが必要ではないかと考えるところでございますが、いかがなものでしょうか。ぜひとも、

若い彼らの希望にこたえてあげるような政策で雇用の拡大につなげてほしいと思いますので、
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御答弁をお願いをいたします。 

 また、市内企業の規模拡大にはどのように取り組み、雇用実績にどのようにつながってきた

のか、また市長さんの１期４年間のうちで市外企業誘致にどのような政策で取り組み、誘致の

件数は何件で、何人ぐらいの雇用につながってきたのかをお聞きをいたします。 

 (2)移住促進事業の取り組みについて。 

 本市は人口減少、少子・高齢化による過疎化が急速に進んでおり、地域の活性化を図るため

に人口定着が喫緊の重要課題であり、移住促進事業の取り組みを強化をしていくと言われてお

ります。室戸市は本年４月27日に、社団法人高知県宅地建物取引業協会及び社団法人全日本不

動産協会高知県本部と定住人口の増加及び中山間地域の活性化を図るため、移住希望者に空き

家などの不動産の情報を提供する移住促進に関する協定を締結をしております。市町村から提

供された空き家などの情報を不動産業者が管理をし、契約などの手続に携わっていくことで移

住希望者に対するスムーズな情報の提供及び契約が期待をされるとしておりますので、今後開

設をする予定の移住希望者向け専用サイトを大いに利用されて、少しでも多くの移住促進につ

ながっていくようお願いをいたします。 

 今、室戸市には空き家も多く、空き家を活用してシレストむろとやジオパーク室戸を体験し

ていただく滞在型観光への取り組みや移住促進住宅として空き家を活用することによりリピー

ターの増加につながるのではないかと考えるところでございます。移住促進事業の取り組み内

容についてお聞きをいたします。 

 その取り組みの結果、どのくらいの人口の定着につながってきたのかをお聞きをいたしま

す。 

 (3)室戸市火葬場の改修計画と取りつけ道路の整備計画についてお伺いをいたします。 

 市長さんは、生活環境の改善、福祉、健康の推進であると言われております。効率的な市道

管理に努めるとともに、老朽化をしている火葬場の改善に取り組んでまいりますと所信表明を

いたしております。市長さんの所信表明のとおり、室戸市の火葬場につきましては今多くの市

民の方々からいろいろな意見が言われております。火葬場では駐車場が狭い、雨降りのときは

足元がぬかるんで非常に危険であると言われております。また、火葬場の施設が古い、待合室

が狭い、焼却炉に着火をすると黒煙が上がり、非常に心苦しいと言われているところでござい

ます。この室戸市の火葬場は昭和56年に施設整備が図られておりまして、現在30年が経過をし

ておるところでございます。焼却炉や建築物の老朽化も著しく進んでいるとお聞きをしており

ますので、市民に支障を来すことのないように改修することはできないかと思うところでござ

います。 

 平成18年度から平成22年度まで過去５年間の火葬場の使用回数はどうなっているのか、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のかをお聞きをいたします。 

 また、火葬場の用地につきましては、平成22年度で購入をしているというふうにお聞きをし
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ております。火葬場用地の確保ができていれば、老朽化をしていて多くの市民の方々からの要

望も強い火葬場の改修工事は何年度に改修を予定をしているのかお聞かせをいただきたいと思

います。 

 また、火葬場までの取りつけ道路についてお伺いをいたします。 

 火葬場までの取りつけ道路は、市道椎名室戸線で道幅も狭く、中型の24人乗りのマイクロバ

スが利用されておりますけれども、バス会社の運転手さんにお聞きをいたしますと、道路の路

肩がはっきりしない場所や急カーブで走行が困難な場所があり、運転者には非常に厳しい道路

状況で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。また、毎年６月に行われてお

ります一斉清掃のときは、火葬場の上にある廃棄物処理場までも道路の道幅が狭く、待避所も

少ないために、ダンプカーの交互交通にトランシーバーなどで室戸高校の下で整理に追われて

いる状況であるとお聞きをしているところでございます。火葬場改修計画にあわせて、改修資

材の搬送やマイクロバスのスムーズな運行のためにも、道路整備事業を行う計画は検討をする

のかお聞きをいたします。 

 ２番、防災対策について。 

 今後30年間で60％程度の発生確率と言われております南海・東南海地震への対策として、予

想の大幅な見直しの記事が毎日のように新聞紙上をにぎわせております。国の政府の中央防災

会議は、被害対策の抜本的な見直しの結論をことしの秋ごろに予定をしておると言われており

ますけれども、室戸市の想定をしている避難場所の高さは十分なのか、避難経路の整備は十分

にできているのか、また急峻な海岸線の多いこの我が室戸市において、滞在をする外国人やジ

オパークの訪問者、市外や県外、また外国人向けにも多国籍語の避難経路や避難場所の案内板

を含めて、独自の避難場所対策が必要ではないのか。 

 また、３月11日に発生をいたしました東日本大震災の津波に対して、我が室戸市でも大津波

警報が発令をされましたけれども、私は自宅にいたが放送が聞こえなかった、私は量販店で買

い物をしていたが津波警報など知らなかったなどと話されている方々が非常に多いのに驚きま

した。防災放送設備の整備など、住民への周知徹底方法は確立をされているのか。 

 今回の東日本大震災では自治体機能が壊滅的状態に陥った市町村もあり、当市のように庁舎

が川のそばにあって、津波による逆流を考えるときに、非常用電源設備や食料品、また医薬品

などの備蓄が地下にあっては浸水により機能が麻痺をする心配はないのか、防災本部の機能は

十分に果たせるのか、早急な防災対策の見直しが必要であることは皆様も御承知のとおりだと

思いますけれども、今後の防災計画の取り組みについてお聞きをいたします。 

 ３番、市民に身近な街灯の設置についてでございます。 

 私は今回、街灯設置の希望をよく聞かされました。中でも、ひとり暮らしの方から涙ぐまし

いお話を聞かされております。夏場は日照時間も長いので不自由を感じませんが、冬場になる

と日照時間が短く、５時ごろが来ると薄暗くて、カーブの多い道路で我が家に自転車でたどり
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着くには、途中で自転車をおりて、押したまま帰らなくてはなりません。私の家は一軒家で、

周囲に余り人家がなく、市役所の担当者に来ていただいて現地を見ていただくと、お宅は一軒

家だから街灯はつけれないと言って、早々と帰られましたと涙ながらに言われておりました。

税の平等性から多数の市民が恩恵を受ける公共性が必要なことは承知はしておりますけれど

も、地震が夜起きたときはどうなるのでしょうか。一軒家であっても市民の生活を守ってあげ

るのが行政の役割ではないでしょうか。ネオンもない田舎での暗い夜道の安全・安心を守って

あげるには行政サービスの点からも街灯を設置してあげるべきだと思いますが、いかがなもの

でしょうか。 

 ほかにも、何年も前から街灯の設置をお願いをしているけれども、一軒家だからつけてもら

うことができないというお話を聞かされております。今、室戸岬町のほうでは、県営工事で国

道55号線へ林地が崩壊してくることへの防止事業として工事が進められております。この工事

の対象物件は国道と人家が対象となっておりますけれども、人家の対象件数は１件となってお

りまして、工事金額も多大な工事を行っているところでございます。私は同じ地域に２軒、３

軒と人家があれば、いずれか先に点灯している明かりを頼りに自転車を踏んで家に帰ることは

可能であっても、一軒家だからこそ街灯の明かりを頼りに暗い夜道を我が家に安心して帰れる

ように、防災上の観点からも市長さん市民の側に立って御答弁をお願いをいたします。 

 また、現在街灯設置の申込件数は何件受け付けをしているのか、そして新規の街灯設置の年

間予算は幾らなのか、街灯設置の希望が多い年度においては補正予算を組む取り組みはしてい

ないのか、１年間に何件ぐらいの新規設置を対応しているのか、また夜間の地震発生時に備え

て、ソーラー発電式の街灯設置の検討はできないのか、あわせてお伺いをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の(1)企業誘致の効果と市内企業育成支援についてでございます。 

 私も市内に働く場所を多くつくることは大事だというふうに思っておりまして、市内の企業

等に対しましては定期的に私自身が訪問をし、企業の御要望等をお聞きをいたしますととも

に、できるだけ地元で雇用をしていただきたいというお願いをしているところでございます。 

 また、企業の育成につきましては、室戸市産業者会議での意見や企業の要望等を参考にいた

しまして、平成22年度におきましては、地元企業での商品開発やＰＲ等を目的とした産品開発

応援事業費補助金によりまして３件、150万円の助成も行ってきたところでございます。ま

た、平成23年度におきましても、商品開発の応援等のためのがんばる産品づくり応援事業費補

助金といたしまして予算計上をし、企業への支援と雇用の拡大に取り組んでいるところでござ

います。 

 次に、市外企業の誘致についてでございますが、平成19年12月、企業誘致推進条例を制定を
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し、その条例を活用することによって誘致に取り組んできたところでございます。条例施行

後、２社24名の新規雇用につながっているところであります。また、誘致指定企業以外でござ

いますが、情報通信サービス事業や滞在型宿泊施設の事業者が進出をいたしております。そし

て、以前進出協定を締結をした企業もございます。さらに、近々１社進出を予定をしていると

ころでございます。 

 今後におきましても、市内企業の発展及び市外企業の誘致活動に積極的に取り組み、少しで

も多くの雇用の場が確保できるように努力をしてまいります。 

 次に、(2)移住促進事業の取り組みについてであります。 

 本市では、急激な人口減少に一定の歯どめをかけるということもあって、移住促進事業を積

極的に推進をしているところであります。これは、市外にお住まいで市内へＵターンを希望さ

れる方や田舎暮らしを考えるＩターンをお考えの方などを対象として、室戸市内に移住をして

いただくように取り組んでいるものでございます。その第一歩といたしまして、平成21年度よ

り、お試し住宅の利用を進めてまいりました。これは住宅の利用を通して、室戸の産業や文化

をまず体験をしていただき、今後の本格的な移住に備えていただくことを目的としているもの

でございます。本年度、もう一カ所、吉良川小学校に隣接をする旧吉良川教員住宅を新たにお

試し住宅として整備をし、多くの方々に室戸のよさを体験をしていただきたいと考えていると

ころであります。 

 また、当該事業につきましては、議員さん御案内のとおり、４月27日には社団法人高知県宅

地建物取引業協会及び社団法人全日本不動産協会高知県本部と移住促進に関する協定を締結

し、７月より高知県の空き室情報ポータルサイト、あったか高知暮らし住宅支援システムで貸

し家、売り家の情報を掲載をして、移住希望者に情報提供を行うことといたしております。昨

年度には、当市のホームページに市内の観光情報やお試し住宅の空き状況などの情報を新たに

掲載したことで、申し込みや問い合わせが増加をしております。また、当市のホームページ以

外にも、移住交流推進機構のニッポン移住・交流ナビや総務省の交流居住のススメのホームペ

ージなどにも情報を掲載をしております。さらに、雑誌へ特集記事を掲載をしたほか、都市部

での移住促進イベント等におきましても積極的に参加をし、ＰＲ活動を行っているところであ

ります。 

 これらの取り組みの結果、これまでに移住者は２組４名、また市外に拠点があり、市内にも

居住をされている方が１組２名となっております。そして、相談者数は昨年度24件に対し、今

年度は大幅に増加をしている状況でございます。今後とも移住促進の取り組みを一層推進をし

て、人口増につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、(3)室戸市火葬場の改修計画と取りつけ道路の整備についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、現在の施設は県内でも安芸市に続いて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、さまざまな御意見をいただいて
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いるところは御案内のとおりで、私としても承知をするところでございます。 

 また、火葬場の使用回数と今後の見込みについてでございますが、平成18年度が278件、

19年度が293件、20年度が317件、21年度293件、22年度が290件という状況であり、年間300件

前後の利用で推移をしているところでございます。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考えております。 

 こうした状況でございますから、私としましても施設改修を進めるべく方針を示し、昨年度

現施設用地の買収を行ったところでございます。本年度におきましては、市民の方々や有識者

などの代表者によります検討委員会を設置をし、施設の規模や内容等について協議をいただ

き、設計業務へと進めてまいりたいと考えております。平成26年度までにはぜひとも完成をさ

せたいと考えております。 

 また、進入路についてでございますが、市道椎名室戸線につきましては、現在路面の維持管

理にあわせて草木の伐採などを行い、通行に支障を来さないように努めているところでありま

すけれども、以前から改良の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

便性の向上を図ってまいります。 

 次に、大きな２点目の防災対策についてでございます。 

 本年３月11日に発生しました東日本大震災は、予想をはるかに超える未曾有の大災害となり

ました。この震災により亡くなられました方々の御冥福を心からお祈り申し上げますととも

に、被災をされました方々に対し心からお見舞いを申し上げたいと存じます。 

 本市におきましても、南海地震は今後30年以内に60％程度の確率で起こるというふうに予想

をされております。また、東海・東南海・南海の３連動、またそれに加えて日向灘を含めた４

連動の地震災害が起きるのではないかというふうにも言われているところであります。その対

策が私も急務であるというふうに考えております。これまでに本市では、平成17年に県がまと

めた津波浸水予測図等をもとに、室戸市地域防災計画地震災害対策編を平成18年３月に策定を

し、各種の取り組みを行ってきたところでありますが、今回の東日本大震災を目の当たりに

し、これまでの想定を大幅に見直す必要があるものと考えております。今後は、国の中央防災

会議の被害想定や県の情報等にも留意しながら、今定例会に予算計上をさせていただいており

ます津波避難計画の策定と津波ハザードマップの作成を早急に進めてまいります。その中で、

市民ワークショップの開催などにより、地域の皆さんの経験談や御意見等もいただきながら、

避難場所や避難経路の見直しを進めてまいります。 

 また、今回の震災では高知県沿岸にも大津波警報が出されましたが、御案内のように、市民

の皆さん方の避難状況は決して高くはございませんでした。その原因の一つには、やはり防災

行政無線などの情報伝達手段の不十分さが挙げられるのではないかと考えております。この点

につきましては、震災前より重要課題として受けとめて位置づけておりまして、来年度からの
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事業化に向けて、補助申請手続などとともに財政面、技術面を含めて現在県と防災行政無線の

設置について協議を行っているところでございます。 

 また、災害対策本部の機能につきましては、この点も御指摘のとおり、市庁舎の非常用発電

機は地下１階にございますので、津波が室津川沿いに遡上してくることを考えますと、浸水に

よる被害を受ける可能性がございます。このことにつきましては、４階ないし屋上など、高い

階へ防災対策本部の必要最小限の機能を発揮できる程度の発電機を設置することについて今後

検討をしてまいります。 

 あわせて、非常食や毛布などの備蓄品につきましてでありますが、現在保健福祉センターの

ほか、市公共施設に一定分散をして保管をしているところでございます。本年度、防災公園の

中に整備を予定をしております防災倉庫につきましても、それらを備蓄をするということで建

設をしているところでございます。津波避難計画の中で、さらにそれらの保管場所等について

再検討をしていきたいと考えております。 

 次に、大きな３点目の市民に身近な街灯の設置についてでございます。 

 御案内のように、市が設置をする防犯灯、街路灯は、その性格から、原則として学校などの

公共施設周辺や通学路、通行量の多い市道の交差点など、公共性、公益性の高いものについて

設置をし、管理を行っているところでございます。防犯灯新設の要望につきましては多く寄せ

られているところでありますけれども、年々財政負担も多くなってきているところでありま

す。したがいまして、公共性、公益性の高いところを優先をせざるを得ない状況となっている

ところであります。御指摘のような件につきまして、個々の事例ごとにその必要性や公益性な

どについて判断をしていかなければならないのではないかと考えるところであります。限られ

た予算ではありますが、そうした判断の結果、その必要性や緊急性が高いというものであれ

ば、補正予算につきましても考えていかなければならないと思います。 

 なお、防災への備えや経費節減に向けた取り組みといたしましては、街灯へのソーラー発電

の利用であるとかＬＥＤ発光ダイオードによる設置等につきましても今後検討を重ねて、経費

の節減を図っていきたいというふうに思っております。 

 私からは以上でございますが、街灯の件につきましては総務課長から補足いたさせますの

で、よろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 小椋議員さんに、大きな３点目の市民に身近な街灯の設置につい

て、市長答弁を補足させていただきます。 

 市長も御答弁申し上げましたように、市の防犯灯、街路灯は主に学校などの公共施設周辺や

通学路、市道の交差点など、公共性、公益性の高い場所に設置し、その管理を行っておりま

す。これら市管理の街灯は市内全域で現在1,638基ございまして、その電気料は若干年度によ

って増減はございますけれども、年間約800万円から900万円。それから、故障や球切れなどの



－61－ 

修繕が年間大体350件ほどございまして、これに約150万円。交換用電球の購入費などを含めま

して、年間約1,000万円程度の管理費を要しているところでございます。 

 こうした中、防犯灯の新設の要望は、年によって増減はございますけれども、年間おおむね

20件程度寄せられております。それに対する予算、新設予算といたしましては、平成20年度が

15万円、21年度は10万5,000円でありましたけれども、平成22年度、23年度は21万円と若干で

はありますが増額いたしております。しかしながら、防犯灯の新規設置には、取りつけ先の電

柱等がない場合、ポールからの新設が必要となり、設置場所にもよりますけれども、１基当た

り６万円から７万円程度かかります。こうしたこともございまして、過去３年間の新規設置実

績は、平成20年度６件、21年度１件、22年度２件となっております。 

 一方で、一たん街灯を設置いたしますと、１基当たり年間約3,100円程度の電気料と修繕や

電球の交換など、全体平均で１基当たり1,000円程度、合わせて１基当たり年間4,000円程度の

維持管理費が以後毎年必要となってまいります。厳しい財政状況の中、こうしたことも踏まえ

た上で、市長も申し上げましたように、できるだけ少ない経費で多くの方々の公共性、公益性

につながりますように、個々の事例に応じてその必要性を検討してまいりたいと考えておりま

すので、御理解のほどを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） 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） 先ほどの市長さんの御答弁の中で、市外企業につきましては現在２社

で24名の新規雇用につなげていると、また今のところ１社が予定をしているというふうにお聞

きをしているところでございますけれども、ぜひとも若い人たちの就労の場の確保をすること

によりまして人口の定着につながっていくように今後とも努力をお願いをいたしたいと思いま

す。 

 続きまして、移住促進事業についてでございますけれども、先ほどは２組４名の移住がある

というふうな御答弁がありました。今私たちのこの田舎におきましては、空気もおいしい、田

舎の素朴な自然も残っていると、室戸に移り住んでもらえるようなアイデアを出していただき

ながら移住促進にもつなげていただけたらと思いますので、今後ともよろしくお願いをいたし

たいと思います。 

 それから、火葬場の改修予定の件でございますけれども、室戸市の今現在の火葬場につきま

しては安芸市に続いて２番目に古いというふうに御答弁があったわけですけれども、その古い

火葬場を今年間300件前後の使用回数になっているというふうに御答弁がありました。今後も

このような使用回数の状況が続いていくのではないかというふうに言われておりますので、使

用回数としては非常に多いほうじゃないかというふうに私は考えておりますので、今後とも施

設改修につきまして、先ほど答弁がありましたけれども、26年度までに完成ができていけるよ

うによろしくお願いをいたしたいと思います。 

 また、取りつけ道路の市道椎名線の改善、改修につきましては、待避所の設置など、新しい
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待避所をつくりながら対応していくというふうなお話がありましたけれども、バスの運転手さ

んのお話などをお伺いをいたしますと、カーブもきついところもあるというふうに言われてお

りますので、それらの箇所につきましても改善ができていけるような方法で取り組みをお願い

をいたしたいと思います。 

 それから、防災対策についてでございますけれども、先ほど市長さんの御答弁の中では、地

下にある発電機能などを屋上等に発電設備などを検討していくというふうな御答弁がありまし

た。今後とも住民の安全・安心を考えたときには、そういうふうな一刻も早い防災対策の見直

しをお願いをいたしたいと思います。 

 それから最後に、身近な街灯の設置についてでございますけれども、今現在1,638基の街灯

がつけられておるというふうにお聞きをいたしたところでございますけれども、１基当たりの

年間予算としては約4,000円程度が必要であるというふうに言われておりますけれども、私は

やはりこの田舎での暗い夜道の安全・安心を守ってあげるには、私は街灯を設置をしてあげる

ことが一番安全な方法ではないかというふうに考えておりますので、どうか御配慮のほどをよ

ろしくお願いをいたします。 

 これで２回目の質問を終わります。もう御答弁はよろしいです。 

○議長（林 竹松君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 次に、上野祥司君の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番、六曜会の上野です。平成23年６月議会におきまして一般質問を

行います。 

 質問に先立ち、６月15日付高知新聞に２つの記事が載っておりました。 

 １つ目は、室戸が大震災で被災された方々、30世帯100人の受け入れ表明したという記事で

す。小松市長、ありがとうございます。ネット検索をいたしますと、被災地の壁新聞に、一つ

のケースだが、農漁業で名高い高知県室戸市が被災地からの家族ぐるみの移住を大いに歓迎

し、農漁業と生活支援の御相談に応じる用意があると小松幹侍室戸市長、林竹松市議会議長さ

んから聞いた。四国八十八カ所めぐりで慰霊の旅もできると菅原文太さんの紹介記事もありま

した。室戸市へ被災者の方が来られたら、ゆっくりと普通の生活ができるような環境で迎えた

いものです。 

 もう一つは、高知県が備蓄していた食料と水をすべて岩手県に提供したという記事。賛否あ

ろうかとは思いますが、高知県よよくやった、久々に高知県人としての血が騒ぎ、興奮いたし

ました。 

 それでは、質問に移らせていただきます。 

 １、集落点検について。 

 室戸市総合振興計画基本構想案によりますと、この計画の最終年度、平成32年、2020年の本

市の人口は１万1,592人と推計されております。現時点より5,000人人口が減った室戸市の姿を
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想像してみてください。仮に、旧５カ町村1,000人ずつ人口が減ったとします。限界集落の数

は大幅にふえるのではないでしょうか。集落が消滅することは少なくても、集落とは名ばか

り、集落の体をなさない集落が数多くできるのではないでしょうか。結果、荒れ果てた山林、

耕作されない田畑、人の住まない空き家がふえ、環境が悪化します。行政効率が悪くなりま

す。10年後の人口１万1,500人はコーホート法による推計ですが、現在150ぐらいある常会の

10年後はどのようになっているのでしょう。集落の維持や環境の保全は人がするものです。地

域の再生をこのようにやろうと計画案ができても、肝心の人がいない状態では何もできませ

ん。周辺部に住んでいるほとんどの方は勤勉ですし、日常生活に不便さを感じていても、その

現状や解決策を声高に行政に要望しません。住みよい室戸市をつくるためには、基本自治体で

ある室戸市全体で対策を考えるのと同時に、最小の共同体である集落から対策を考えなければ

ならないと集落点検を提案いたしましたが、その後の状況をお伺いいたします。 

 ①いつごろからどのような方法で、何年計画で、どの地区から等、具体的計画案ができてい

るのでしたら、お答え願います。 

 ２番目、自然エネルギーについて。 

 従来から自然エネルギーへの取り組みは議論されてきましたが、福島第一原発の事故により

大きくクローズアップされております。自然豊かな本市が自然エネルギーを考えることは当然

のことであると考えます。しかし、今まで自然エネルギーや環境問題への取り組みには費用が

かかるとされてきました。状況は一変しております。ソフトバンクの孫正義氏が提案する自然

エネルギー協議会には、高知県を初め19の自治体が賛同しております。従来の大規模集中型か

ら中・小規模の分散型へシフトして、原子力、火力発電だけに頼らない、地域の特色を生かし

たエネルギーづくりを目指すようです。自然エネルギーへの取り組みで雇用を創出するのは今

しかないのではないでしょうか。市の総合振興計画、室戸市地域新エネルギービジョン等で計

画された施策が結果として出ていない。途中経過の公表がない。だから、市民の目には行政は

仕事が遅い、何もやらない、議員はそんな行政に批判もしないと映ります。18年に策定された

新エネルギービジョンでは、平成24年までを実施可能性調査期間と位置づけしております。 

 ①新しい雇用の創出にもつながる木質バイオマスへの取り組みをどのようにお考えでしょう

か。 

 ＣＯ２の削減目標に達しない企業などとのカーボンクレジット契約で山の環境を守ったり、

交流人口の拡大を図っている事例もあります。 

 ②本市にも公有林、民間林がありますが、オフセットクレジットの検討はされているのでし

ょうか。 

 ③高知県や室戸市のイメージは南国、太陽の国というものだと思うのですが、太陽光、太陽

熱利用についてどのようなことが調査、検討されているのでしょうか。 

 以上、３点についてお伺いいたします。 
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 ３、ブロードバンドについて。 

 市は活用にどう取り組むのか。ブロードバンド整備事業は、市内全域に光ケーブルを張りめ

ぐらせ、ブロードバンド環境を整えることが目的ではなく、いかに活用できるかにかかってい

ます。しかし、１カ月程度の公共事業のおくれから、住民説明会で説明されたことと実際はず

れが生じ、どうなっているのかと質問も受けます。運営会社のエフビット室戸支店、むろと光

サービスにも出向き、説明も受けましたが、市当局にもお伺いいたします。 

 短期間でのブロードバンド事業への取り組みでした。担当された職員さんには御苦労も多か

ったことでしょう。そして、多少の計画変更もいたし方ないことだと感じております。私たち

議員にも何回か説明がありました。 

 ①サービスが開始された今、最初の計画、住民への説明と現状のサービス内容の違いをイン

ターネット、ケーブルテレビ、見守りサービスに分けて、わかりやすく御説明願います。 

 ②市民の方々が抱いている疑問点にどのように答えるのでしょうか。運営会社任せなのでし

ょうか。 

 彩産業で有名な徳島県上勝町の光ファイバー網の利活用、ブロードバンド事業への取り組み

姿勢には見習うべきところがたくさんあります。マイクロソフト社とＩＣＴ情報通信技術を利

活用した地域振興に関する覚書を締結し、人口2,000人、高齢化比率48％の町を活性化させ、

先進地となっております。高齢者も働くことができる環境を整えたことで、１人当たりの75歳

以上の医療費も少なく、高齢者が元気な町と言えるのではないでしょうか。本市でも、だれで

も使える端末に対する情報収集、利活用するための必要最小限のソフトの構築等、取り組まね

ばならない課題は多いと思います。住民への説明会を頻繁に開催しているころ、総務課、企画

財政課だけではなく、説明会は市役所全体で取り組み、今後の利活用をも考えられるような環

境であるべきだと考えておりました。 

 ③ブロードバンドの活用に市としてどのように取り組むのでしょうか。これも運営会社任せ

なのでしょうか。 

 以上、３点についてお伺いいたします。 

 見守りサービス。見守りサービスの部分に不安を感じております。私の周りの少数事例かも

わかりませんが、使い方がわからない、電話の横のチカチカを見ていたら電気代がもったいな

いのでコンセントから抜いている、こんな話を耳にします。 

 ①利用者に対して使用説明は丁寧になされたのでしょうか。 

 ②電源を抜いていたら緊急時に役に立たないのですが、どのように対処するのでしょう。 

 ③最初の説明では、受け手へはメール送信だと言っていたのではないでしょうか。どこでど

う変わったのでしょう。 

 ④利用者が緊急時にボタンを押すだけの現状サービスで見守りサービスと言えるのでしょう

か。今まで行われてきた電話でのサービスより内容が低下したのではないかと感じております
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が、いかがでしょう。 

 ⑤今後も新しい対象者が出てきますが、このようなサービスの内容での公費支出は無駄では

ないでしょうか。 

 ⑥今後の改善点について。 

 以上、６点についてお伺いいたします。 

 ４、ふるさと雇用について。 

 厚生労働省が平成20年に創設したふるさと雇用再生特別基金事業により、本市でもジオパー

クを活用した交流人口の拡大事業やドルフィンセンターパワーアップ事業、森林保全管理推進

事業等で新しい雇用が生まれております。 

 ①ふるさと雇用を利用して生まれた雇用は何名なのでしょうか。各事業、委託先、人数をお

伺いいたします。 

 しかし、これは平成23年度までの事業とお聞きしております。 

 ②現時点で継続雇用が可能と思われる人は何人いるのでしょう。もし、継続雇用が不可能と

いう事例がありましたら、どんな事業で、どのような理由からなのでしょう。 

 高知県ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金交付要綱を見ますと、都道府県が民間企業、

ＮＰＯ法人、その他の法人、団体等に事業を委託する委託事業と事業を行う市町村へ補助金を

交付する、いわゆる市町村補助事業等があり、市町村も法人、団体等に事業を委託できること

から、本市でも積極的にこの事業を活用したのだと思われます。委託先の法人、団体等の事情

もあるかとは思いますが、ふるさと雇用制度を活用した事業はそれぞれに本市の将来にとって

も大切な事業のはずです。ふるさと雇用で働きながら、来年度からどうなるのだろうと自分の

将来に不安を感じている方もおります。 

 ③ふるさと雇用を活用した事業、ふるさと雇用で雇用された人に対して市として今後どのよ

うに対処されるのでしょうか。 

 以上、３点についてお伺いいたします。 

 ５、株式会社ＭＵＲＯＴＯについて。 

 シレストむろとの22年度決算は、利用人員は伸びたが、211万円程度の赤となるようです。

株式会社ＭＵＲＯＴＯは、今まで市内団体がやっていたトイレ清掃を一手に引き受けるような

まねをしてよいのかと疑問を持ちました。結果、市内に点在する観光トイレの維持管理がすば

らしくよくなるのであれば、それはそれでいいのでしょうが、市は株式会社ＭＵＲＯＴＯに対

してそのような姿勢で委託したのでしょうか。株式会社ＭＵＲＯＴＯの収入確保の意味合いが

大きいのではないでしょうか。室戸市長と株式会社ＭＵＲＯＴＯの社長は同じ人、小松幹侍さ

んです。市民の方々にそのような疑惑を持たれないためにも、丁寧な説明を求めます。 

 私は、株式会社ＭＵＲＯＴＯが本市の将来に必要な産業を行政にかわって育てていく、そし

てひとり立ちができるようになれば、かかわった人とともに独立していってもらう、また社員
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の新規雇用をして、新しい試みをする、そんな法人になれば市が100％出資してつくった価値

があると思っております。そのような意味から、ブロードバンド整備ができたら、インターネ

ット販売に取り組みませんかというお話もさせていただきました。 

 ①観光トイレの清掃を株式会社ＭＵＲＯＴＯに一括委託した経緯をお伺いいたします。 

 ②トイレの清掃に関して株式会社ＭＵＲＯＴＯからはどのような提案が出されたのでしょう

か。また、市はどのような条件を提示したのでしょうか。 

 ③将来の室戸市を見据えての新しい事業にチャレンジするお考えはないのでしょうか。 

 以上、３点についてお伺いいたします。 

 行政がやれないことや民間が最初手を出しにくいことを前向きに実践していく法人になれ

ば、補助金なりの形でもう少し支援してもよいのではないかと思っております。 

 ４月の市議会議員選挙で、すべての議案にただ賛成するだけの市長派でも、違法なことばか

りやっているという反市長派でもありません。各議案に対し、自分が正しいと思うことでは批

判もいたしますし、反対もします。議論もします。しかし、投票に出かけた市民の方、３人に

２人が小松市長を選ばれました。これは重たい事実です。尊重もされなければなりません。住

みよい室戸市の実現のために市長と協力もしますし、市長を支えたいと考えておりますと市民

の皆様にお約束をしました。しかし、情報が不足していて、協力したくても協力できないこと

がよくあります。ぜひ、情報の開示を今まで以上にお願いいたします。そして、重要な事業、

大きな事業はまず全体像を市長に語っていただかなければ、私たち議員も市民の方も動きよう

がありません。例えば、ジオパークを例にとりますと、ジオパーク事業を推進したら将来の室

戸市はこのように変わるという全体像を、小松市長の夢を語っていただきたい。世界認証はジ

オパークでできる将来の室戸市像を実現するためのステップであると考えております。今後、

小松市長には市長の夢、室戸市の将来像を熱く語っていただきたいというお願いをして、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。 

 まず、東日本大震災の被災者に対する支援でありますが、当市といたしましてもできるだけ

の応援、支援をしていきたいということで取り組んできたものでございます。また、庁内にお

きましては、避難者受け入れプロジェクトチームの設置、また外部の方々にお願いをして、避

難者受け入れ検討委員会を設置をし、協議をいただくとともに、御意見をいただいているとこ

ろでございます。今後とも、積極的に取り組んでまいります。 

 次に、１点目の集落点検についてでございます。 

 本市は豊かな自然環境や多くの地域資源、伝統文化に恵まれておりますが、若年層の流出や

少子・高齢化の問題、コミュニティー不足により、その地域の持っている機能は年々低下を

し、集落を維持することが困難となっている地域が増加をしてきております。そのことから、
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集落の維持、再生につきましては、昨年９月策定の室戸市過疎地域自立促進計画や本年３月策

定の室戸市総合振興計画におきましても重要課題としてとらえておりまして、集落の日常生活

を支える仕組みづくり、集落をみんなで支え合う仕組みづくり、集落活性化につながる仕組み

づくり、生活環境施設の整備などが大切だと考えているところでございます。これらの具体的

な振興対策につきましては、本年度県とともに現状調査を実施をした上で、その振興対策に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、大きな２点目の自然エネルギーについての太陽光、太陽熱利用についてであります

が、上野議員さん御指摘のとおり、総務省によれば、高知県の年間日照時間は2,183時間と全

国第２位となっております。このため、全国有数の日照時間を利用した太陽光発電や太陽熱利

用は積極的に行うべきであると考えております。特に、太陽光発電については、平成21年11月

より太陽光発電の余剰電力買い取り制度が開始をされております。これは太陽光発電による電

気が自宅等で上回る量の発電をした際、その上回る分の電力を10年間電力会社に販売すること

ができる制度であります。平成23年度から適用される電力の買い取り価格は１キロワットアワ

ー当たり、住宅用42円、非住宅用40円に決定をしているとお聞きをいたしております。この制

度を利用した太陽光発電について今後も電力会社が積極的に支援をしていくことを強く望んで

いるところであります。 

 また、先月フランスで開催をされました主要国首脳会議におきましても、総理大臣から自然

エネルギー利用に関して2020年代の早期に全発電量の20％以上とするとの目標を掲げられたと

ころであります。今後とも、国のエネルギー政策に注視しながら、太陽光や風力など、自然エ

ネルギーの利用につきまして推進をしていかなければならないと考えております。特に、太陽

光発電につきましては、各家庭への普及については国の補助金なども活用しながら、積極的な

取り組みが必要であると考えております。 

 また、公共施設での太陽光発電システムの導入につきましては、これまでにも検討をしてま

いりましたが、売電価格の単価の問題や導入コストなど、費用対効果の面で課題が多く、現在

導入をしていないところでございますが、今後におきましても引き続き国の動向などを見きわ

めながら導入についても検討をしてまいります。 

 次に、大きな３点目のブロードバンドの問題でございます。 

 光ケーブルによる情報通信基盤整備事業につきましては、御案内のとおり、非常に短期間で

の取り組みとなりまして、多くの皆様方に御理解、御協力をいただいたわけでありますが、ま

た御迷惑もおかけしたところでございます。しかし、おかげさまをもちまして、施設等の整備

も何とか終わることが、設置ができたところであります。改めて、関係各位に対しお礼を申し

上げたいと存じます。 

 御質問にございました、今後はこれらの設備の有効活用や利用促進に向けた取り組みをこれ

は推進をしていかなければなりません。このことにつきましては、かねてから申し上げており
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ますように、市民の皆さんや各産業団体等で構成をする利用促進協議会を組織をして、多方面

から御意見やアイデアをいただきながら、利活用の促進とともに地域の振興につなげていかな

ければならないと、これは早急な対応が必要だと考えるところであります。 

 また次に、あんしん見守りサービスのことでありますが、本事業を進めるに当たり、多額の

事業費を要するこの設備をできるだけ有効かつ多くの市民の皆さん方に利用していただきたい

という思いから、光ケーブル網のインターネット以外の利活用方法としてあんしん見守りサー

ビスに取り組んできたところであります。その中で、高齢化が急速に進む、進展をする本市に

あって、安全・安心な生活を守っていくための福祉サービスの充実ということは私は大変大事

な問題であるというふうに考えております。高齢者の孤独死などの問題も言われているわけで

ございますから、ぜひこうした見守りサービスが必要だという観点に立ってサービスの提供を

行っているところであります。このことは民生委員さんや、また常会さん、地域の方々の御協

力もいただきながら取り組みを進めているところであります。それらをぜひ今後とも補完をし

て、効果的に進めていかなければならないというふうに思いますとともに、今まではごく限ら

れた方々に対するサービスから、より多くの方々を対象としたサービスへというふうに私は拡

大をしているという思いで取り組んでいるものであります。 

 今後とも、これらの利用拡大ということにつきましては続けていきたいと考えております

し、そのことが無駄であるというふうにはとらえていないところでございます。 

 次に、大きな４点目のふるさと雇用についての２点目、継続雇用と３点目、今後の市の対応

についてということで、関連がございますので、あわせて御答弁をさせていただきます。 

 このふるさと雇用再生特別基金事業につきましては、御案内のとおり、地域の雇用、失業情

勢が著しい中で、地域の実情や創意工夫に基づいて地域求職者等の雇用機会を創出をする取り

組みとして、国から県に対しふるさと雇用再生特別交付金が交付をされ、それを財源としてい

る事業でございます。市はその基金事業を活用し、委託事業として雇用の拡大につなげている

ところであります。議員さん御案内のとおり、この事業は雇用の創出ということでございまし

て、平成23年度におきましては９事業、20名の雇用につながっているところであります。事業

終了後におきましても継続雇用が求められているところでございます。継続雇用が困難な事業

も考えられますけれども、市としましてはできるだけ雇用の継続につながっていくように関係

機関、関係団体、事業者等と連携をして取り組んでいかなければならないと考えております。 

 ３点目の新しい事業へのチャレンジについてでございますが、議員さん御案内のとおり、株

式会社ＭＵＲＯＴＯにつきましては、平成21年６月、民間業者の撤退を受け、市民の健康増進

と交流人口の拡大を目的として運営を行っているものでございます。そうした中、市民の健康

づくり対策事業などの施設利用者の拡大に向けた取り組みや地元産品の販路拡大等に取り組み

をしてまいりまして、経営の改善を図ってきたところでございます。 

 そうした中で、平成23年度におきましては、公衆トイレ等の管理業務を新たに委託をしてい
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るわけでありますが、このことは市の事務量の削減などにつながるというものから委託をして

いるものでございます。さらに今後、株式会社ＭＵＲＯＴＯの運営につきましては、インター

ネット通販による地元産品の販売や滞在型宿泊施設ニューサンパレスむろととの連携による利

用者拡大に向けた取り組みをさらに進めていかなければならないと考えております。 

 議員さん御質問の今後の取り組みについてでございますが、指定管理者としての期間が来年

３月までとなっております。来年度以降の指定管理をどうしていくのかということも含めまし

て、新たな事業への取り組みについては総合的に考えた上で進めていかなければならない課題

と考えているところであります。 

 最後に、情報不足という問題についてでございますが、市としましても多くの情報提供が必

要であると考えまして、広報やホームページの充実に取り組んできたところでございますし、

さらに昨年から本年にかけては、ラジオやテレビを通じて室戸まるごとＰＲ事業というものに

取り組み、市内のさまざまな活動であるとか行事というものをＰＲを行っているところでござ

います。 

 また、室戸ジオパークの問題につきましても、取り組みにつきましても世界に誇ることので

きる地質や地形遺産を生かすことによって、子供たちの教育や防災活動に、そしてまた地域産

業の振興を図るとともに、持続的経済の発展につなげていかなければならないとして、室戸ジ

オパークにも取り組んでいるところでございます。 

 次に、室戸のこれから将来っていう話でございますが、私はこれまで平成22年12月議会で所

信表明を行うとともに、毎年度年度の初めに、本年は平成23年３月議会におきましても施政方

針としてその取り組みについて報告をさせていただいているところであります。また、このこ

とはホームページにも掲載をさせていただいております。さらに、今回策定をしていただきま

した市総合振興計画におきましても、目指す姿といたしまして、室戸の自然や資源を生かした

産業の振興とこれまではぐくんできた歴史や文化を大切にし、健康で心豊かに安心して暮らせ

るまちづくりを進めることといたしております。それらの実現のため、産業振興と雇用の確保

など、７つの施策の大綱を定めるとともに、具体的な事業の項目を掲げて取り組んでいくとし

ているところでございます。 

 私からは以上でございますが、その他の件につきましては関係課長から補足答弁をさせてい

ただきたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 上野議員さんに、大きな３点目のブロードバンドについてお答え

をいたします。 

 まず、１点目の開始をいたしました現在のサービスの内容について御説明をさせていただき

たいと思います。 

 これまでにも御説明申し上げてきましたように、本事業によるサービスは大きく３つに分か
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れております。 

 まず、１つ目はインターネット接続サービスでございます。100メガｂｐｓのベスト・エフ

ォートタイプという高速で大容量のデータ送受信が可能なものとなっております。 

 ２つ目にはケーブルテレビでございます。地上デジタル放送５チャンネルとＢＳデジタル放

送10チャンネルに加え、運営事業者によります自主放送１チャンネルの計16チャンネルの視聴

が可能となっております。 

 ３つ目にはあんしん見守りサービスでございます。75歳以上の高齢者や身体障害者の方など

のみで構成された世帯を対象として、緊急時等に連絡ボタンを押すことで、あらかじめ登録さ

れた３人までの方に携帯電話等の電子メールなどを使って通報をするといった内容のものでご

ざいます。これらのサービスの内容自体は、計画時あるいは住民説明会の時点と大きく変わっ

てはおりませんが、サービス開始後、市民の皆様からさまざまなお問い合わせや御要望をいた

だき、その都度運営事業者と協議をし、対応を行ってまいりました。その中で、インターネッ

トの通信速度についての御質問を何件かいただきました。このことにつきましては、当初から

100メガｂｐｓのベスト・エフォートタイプということで御説明を申し上げてきたところでご

ざいまして、これは常時100メガを保証するというタイプのものではございませんで、やはり

利用が込み合ったときとか利用環境によりましては、どうしてもそれに応じた速度となってく

ると、そうした御利用になりますという説明をさせていただいているところでございます。 

 ただ、このような通信速度についてのお問い合わせをやはり何件かいただきましたので、今

後市内の何カ所かポイントを変えまして、通信速度の確認作業を行いたいと考えておりまし

て、その結果によりましては、今後の加入促進のためにも上位回線の帯域確保等につきまして

運営事業者と協議を行ってまいりたいと考えております。 

 また、利用料金の開始月に関するお問い合わせもいただいております。御案内のとおり、本

事業は当初本年４月１日のサービス開始を予定し、利用料につきましては４月はいただかず、

５月分からお願いするという予定で進めてまいりました。しかしながら、光ケーブルの共架予

定の電柱の強度不足等の理由によりまして、工期を当初の予定から約１カ月程度延長させてい

ただきました。そのため、運営事業者によります宅内工事もどうしてもずれ込む結果となりま

したので、一部の皆様には４月のサービス開始ができないということとなっております。この

結果、宅内工事がおくれたお客様には宅内工事完了時期に応じて料金の徴収開始月が変更とな

ったということにつきまして運営事業者から報告を受けておるところでございます。 

 今後とも、市民の皆様から寄せられた御意見を踏まえまして、運営事業者とともにサービス

や利便性の向上に市としても取り組んでまいります。 

 次に、３点目の今後の利活用についてでございますが、まず一つの取り組みとして市民の皆

さんに向けたインターネットを使った情報収集や発信などのためのパソコン教室やホームペー

ジ作成支援などの利用促進事業につきまして、これを運営事業者に委託し、実施することとい
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たしております。 

 また、市長も御答弁申し上げましたように、市民の皆さんや産業団体と各方面の方々に御参

画いただいて、多方面からの御意見やアイデアをいただきたいと考えておりまして、組織化に

向けて作業を進めてまいります。そして、いただいた御意見や先進事例などを参考に、高齢者

や保健福祉、教育担当部署などとも連携しながら利活用の拡大に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 次に、見守りサービスについてでございます。 

 見守りサービスの利用方法につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、この

ことにつきましては対象者の方への申請についてのお知らせ時、申請受け付け時あるいは問い

合わせをいただいた際などに詳しく説明をさせていただいております。ただ、対象者のほとん

どが御高齢でありまして、光ケーブルやメールを使ったサービスであるということから、やは

り中にはよく理解をいただけていない方もいらっしゃいましたので、そういう場合には御家族

や周りの方に御説明させていただくなどの対応をしてきたところでございます。 

 それからまた、電源を抜いていらっしゃる利用者がおられるという御指摘でございますが、

これは電気製品ですので、やはり電源を抜くと、もちろん緊急時の通報ができず、意味をなさ

ないということになります。これは電源が抜いているということがわかりました場合には、常

に電源を入れていただいておくよう説明をさせていただいておりますけれども、先ほどの使用

方法の点もあわせまして、近日中にもう少しわかりやすい説明書を作成して、対象者の皆様に

お送りするように計画をしているところでございます。 

 次に、受信の方法につきましてですが、受信方法は基本的に携帯電話もしくはパソコンへの

メールによる通報ということで、計画時からの変更はございません。ただ、見守る側の方が携

帯電話をお持ちでないとか、あるいはお持ちでもメールの契約をされてないという場合は、や

はり見守る側の方が不足する、いないという事態も生じますので、こういう場合には見守る側

のお宅に利用者と同じ機器を取りつけることによって、その機械から音声による通知が受けら

れるということを補完的に実施をいたしております。この部分が少し、ちょっとわかりにくい

点であったかと思っております。 

 本サービスは急速な高齢化が進む本市にありまして、これまでの限られた方に対するサービ

スからより多くの方々の安心見守りのため、自己負担もなく利用していただけるように取り組

みを進めてきたものでございますので、御理解いただけますように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） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁を補足いたします。 

 １点目の集落点検についての具体的な計画でございますが、本県におきまして国勢調査の結

果を受けて、著しい人口の減少や少子・高齢化の進展、過疎化が進行する中で、地域の現状を
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的確に把握するため、本年７月から県内の集落調査を実施いたします。その中で課題の抽出を

行い、来年度以降の中山間地域に対する政策に反映させる仕組みと取り組みを進めてまいりま

す。 

 本市におきましても、本年５月から集落支援員を２名雇用いたしておりまして、今後県の集

落調査にも同行いたしまして、集落の実情や生活支援、産業振興などについて聞き取り調査、

アンケート、地域の方々との話し合いを通じまして、関係各課とともに集落の維持、再生につ

ながる取り組みを検討してまいります。 

 なお、集落調査の対象地区でございますけれども、市内の中山間地区ということで集落35地

区程度を現在予定いたしております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 上野議員さんに市長答弁の補足をさせ

ていただきます。 

 大きい項目２、自然エネルギーについての中での１点目の木質バイオマスへの取り組みにつ

いてお答えいたします。 

 バイオマスの利用形態としましては、発電とか熱利用、燃料製造がありますが、近年におい

ては間伐材やおがくずなどを使った燃料としての木質ペレットの製造等が聞かれるようになっ

てきております。当市の林地残材を活用してとれる期待エネルギー、その量は周辺市町村であ

る北川村とか馬路村、安芸市と比べても少なく、燃料発熱量が室戸市地域新エネルギービジョ

ンでは１年間に原油換算で200リットルのドラム缶約61本分と考えられておりまして、生産拠

点整備については輸送コストなど費用対効果の面からも本市には設置が難しいと言えます。 

 また、木質ペレットの利用についてですが、本市の施設園芸農家について見ますと、新たな

加温施設の設置に費用を要することや加温を必要とする品目、品種は、温暖なこともあり、少

ない地域であります。また、公共施設での利用につきましては、新規設備を設置する、それを

活用するにしても、現時点では費用対効果の面から難しいと考えられております。 

 今後、技術が進み、無理なく生産や利用のできることとなれば、新しい産業として新規雇用

にもつながることとなりますので、検討していきたいと考えております。 

 次に、２点目のオフセットクレジットについてであります。 

 この制度は、平成20年度に環境省が創設しておりまして、高知県の農林関係では間伐材の集

中的な推進を目的とする間伐促進型と継続的な森林施業によるＣＯ２削減を目的にした森林経

営促進型がありますが、その中で間伐促進型クレジットを発行しております。対象となる森林

としましては、市町村有林で平成19年度以降に間伐を行った森林で、10ヘクタール以上となっ

ております。室戸市の市有林は406ヘクタールありますので、今後においては森林整備計画に

基づき、間伐施業を行った対象となる森林について随時クレジット申請を行っていく予定であ

ります。以上であります。 
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○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） 上野議員さんにお答えいたします。 

 大きな４点目のふるさと雇用についての①の雇用者数についてでございますが、平成21年度

は３事業で５名の雇用、平成22年度は７事業で12名の雇用、平成23年度は９事業で20名の雇用

でございます。 

 次に、各事業名と委託先、雇用者数でございますが、平成23年度分におきましては、室戸市

観光推進事業の委託先は室戸市観光協会で１名の雇用、室戸海洋深層水体験交流センターパワ

ーアップ事業の委託先は株式会社ＭＵＲＯＴＯで４名の雇用、室戸ジオパークを活用した交流

人口の拡大事業の委託先は室戸ジオパーク推進協議会で４名の雇用、室戸ドルフィンセンター

パワーアップ事業の委託先は室戸ドルフィンプロジェクトで１名の雇用、重要伝統的建造物群

保存地区町並み保存活用パワーアップ事業の委託先は吉良川町並み保存会で１名の雇用、真空

冷凍乾燥化粧品等新商品の製造販売事業の委託先は株式会社ミューズで４名の雇用、室戸ジオ

パークインフォメーションセンター運営事業の委託先は室戸市観光協会で２名の雇用、スジア

オノリ養殖パワーアップ事業の委託先は高知県漁業協同組合高岡支所で１名の雇用、室戸市森

林保全管理推進事業の委託先は芸東森林組合で２名の雇用となっています。 

 次に、大きな５点目の観光トイレの清掃委託についての①委託した経緯でございますが、平

成22年度までは、商工観光深層水課が管理するトイレのうち、羽根岬公園トイレなど９カ所は

清掃人を直接市が雇用し、トイレの清掃だけでなく、公園や遊歩道の清掃等を含め管理を行っ

てまいりました。しかし、民間活力の導入や職員の事務の軽減等を検討する中で、外部委託が

望ましいとの判断を行ったところであります。また、委託先についても、ディープシーワール

ド公園の管理やトイレの清掃の実績がある株式会社ＭＵＲＯＴＯについて室戸市建設工事指名

業者等審査委員会で審査を行い、決定したところでございます。 

 次に、②の委託の条件でございますが、業務内容としては、公衆トイレは清掃と機能管理及

び消耗品の補充、公園清掃等については清掃と除草、ごみの処理となっていますが、これ以外

にもこれらの施設は観光客へのおもてなし施設であることを念頭に業務を行うことをお願いし

ております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 上野祥司君の２回目の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番上野、２回目の質問を行います。 

 まず１点、３、ブロードバンドの見守りサービスについてですが、私はこのようなサービス

内容での公費支出を無駄ではないかと申し上げたところでございまして、見守りサービス自体

が無駄とは思っておりません。ぜひ、これからも見守りサービスのサービス部分の充実に努め

ていただきたいと思います。 

 それともう一点は、株式会社ＭＵＲＯＴＯについてのトイレ清掃に関して、２番です、トイ

レ清掃に関して株式会社ＭＵＲＯＴＯからはどのような提案がなされ、市はどのような条件を
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提示したのかという部分でありますが、御答弁によりまして市の事務量の軽減等を図るという

ことは実現できるわけですが、そのときに普通で考えますと、一括で委託する場合には委託料

の軽減、減額とかというようなところは考えられなかったのでしょうか、お伺いいたします。 

 それから２点目、そういたしますとシレストむろとは今後、交流人口の拡大、つまり商業施

設というところへ若干シフトしていくのでしょうか。 

 以上、お伺いいたします。 

○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） お答えをいたします。 

 まず、ブロードバンド整備の点につきましては、今後とも我々としてもサービスの充実ある

いは件数をふやすというようなことには当然取り組んでいきたいというふうなことでございま

して、ぜひ充実を図っていきたいというふうに考えております。 

 そして次に、株式会社ＭＵＲＯＴＯの点についてでございますが、事務量の軽減、委託料の

減につきましても当然あわせて検討をしてきたところでございます。その中で、今までの経験

もあって望ましいという観点で株式会社ＭＵＲＯＴＯに委託をしているというところでありま

す。 

 それから、商業施設に変わるのかという点でございますが、これはあくまでも御案内のよう

に、健康づくりっていうことがまず一つでございます。もう一つは、やっぱり地域経済の発展

にも当然つなげていかなければならない。経営としてはやはり市の負担をふやすというわけに

もいきませんので、経営としてはいろんな施策、対策をして、経営を改善をして、収支の上が

る取り組みにしていかなければならないという思いでございますから、今急に商業ベースに乗

せたのかという思いは全然持っていないところでございますので、よろしくお願いします。以

上です。 

○議長（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時まで休憩いたします。 

            午前11時44分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、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。３月11日、人間の想定をはるかに超える自然災害が実際

に起こり得るという現実をまざまざと見せつけられた東日本大震災。あの日から３カ月が過ぎ

た現在でも、行方不明者8,000人、瓦れきの撤去も18％、そして８万人を超える方々が避難生

活をいまだ余儀なくされているといった千年に一度の未曾有の災害となってしまいました。犠

牲となられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様が一日も早くもと

の生活に戻れますよう祈念し、一般質問をさせていただきます。 
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 １、南海地震対策について。 

 (1)地域防災計画の見直しについて。 

 災害対策基本法に基づき、本市でも防災会議を置き、室戸市地域防災計画の作成及び実施の

推進を図っておりますが、今回の東日本大震災を教訓として、災害対策の抜本的見直しに取り

組んでいかなければならないと思います。３月11日後の本市での取り組みをお伺いいたしま

す。 

 ①避難路、避難場所、観光客への対応。 

 ３月11日、本市でも災害対策本部を設置し、津波による避難勧告が第１波を想定し、16時に

発令されました。また、深夜にも避難勧告が出されましたが、市民の避難状況はどうだったの

でしょうか。また、行政の対応はどうされたのかお伺いいたします。 

 今回の大震災を教訓とした避難経路や避難場所の点検、ハザードマップの検討はどうされる

のか、また室戸へ訪れた情報を持たない観光客等への対応をどのように考えているのか、海抜

を示す看板などの設置は考えていないのかお伺いいたします。 

 ②各地域の自主防災組織。 

 本市での自主防災組織の立ち上げは97.5％と聞いております。住民の災害に対する意識改革

はもちろんのこと、地域住民の司令塔となる自主防災組織のリーダーの育成も重要となってま

いります。地域のことは地域に住む住民が一番よく知っています。市民と協働での組織づく

り、マップづくりをすべきではないでしょうか。 

 (2)教育現場での対応について。 

 岩手県釜石市の小・中学生は独自の防災教育が功を奏し、学校管理下にあった約3,000人ほ

ぼ全員を救ったという釜石の奇跡がテレビで報道されていました。釜石教育委員会は、平成

17年度から群馬大学災害社会工学の片田敏孝教授による防災教育を実施してきました。片田教

授が子供たちに常に呼びかけ続けてきた避難３原則は、１、想定にとらわれるな、２、状況下

において最善を尽くせ、３、率先して避難者となれ、これを忠実に実践したことにより釜石の

奇跡が生まれたと言われています。本市の各保育所、小・中学校で決められている避難場所は

今のままでいいのか、また避難訓練や防災教育の現状はどうかお伺いいたします。 

 防災ヘルメットとライフジャケットの配置。 

 また一方では、全校生徒を校庭に集合させ、確認等で逃げおくれ、児童の７割ものとうとい

命が失われた痛ましいニュースもありました。南海地震の津波被害が予想される市内の保育園

児や小・中学校の児童・生徒全員にライフジャケット、防災ヘルメットを保育所や学校に配置

してはどうでしょうか。ライフジャケットを着用すれば、泳げない人の８割近くが救命される

とのデータもあります。ライフジャケットには学校名、生徒名、住所、血液型を記載しておく

ことにより、次代を担う室戸の子供の命をいち早く救うことができるのではないかと考えま

す。市長の御所見をお伺いいたします。 
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 (3)防災行政無線設置について。 

 現在、本市でのアナログによる有線放送は、市民から聞こえにくい、全く聞こえないとの多

くの苦情が寄せられています。私は平成20年６月議会で、防災行政無線の設置を強く要望させ

ていただきました。さきの大震災の後、市のホームページで、室戸市長のあいさつが更新さ

れ、防災対策として防災行政無線の整備計画、24年度、25年度との取り組みが掲載されてお

り、市長の意欲が感じられ、安心したところです。どのような計画をされているのかお伺いい

たします。 

 この防災行政無線も高齢者や場所によっては放送が聞き取れなかった、もう一度聞きたいと

いった場合に、電話で対応する音声自動応答サービスの必要性が高く、多くの自治体で取り組

んでいます。この際、音声自動応答サービスの導入もあわせてお願いいたします。 

 (4)被災者支援システムの導入について。 

 阪神大震災直後に、兵庫県西宮市が開発したコンピューターのプログラム、被災者支援シス

テムは市の職員が地震から10日ほどでつくり、約１カ月後に稼働させたもので、現在では総務

省がＣＤ－Ｒにおさめて、全国の自治体に配布されているものです。災害発生時は、何よりも

人命救助が最優先されることは言うまでもありません。しかし、その後はきめの細かい被災者

支援が求められます。中でも、家を失った住民が生活再建に向けてなくてはならないのが罹災

証明書です。罹災証明を発行するためには、住民基本台帳と家屋台帳、そして被災状況を確認

して新たに作成した調査結果、この３つのデータベースをつき合わせる必要があります。仮

に、このたびのような大きな災害が起きた場合、室戸市においても大量の罹災証明書の発行が

必要となると思われますが、今のままでは確認作業に手間取り、被災者を長時間待たせる等、

負担を強いることになり、職員の労力もはかり知れません。同システムは一度情報登録してし

まえば、一元管理により、罹災証明書だけではなく、義援金、支援金の支給、固定資産税の減

免等においても効果を発揮します。厳しい財政状況の中、なかなか情報システム経費まで手が

回らない、いつ起こるかわからないことにお金も労力もかけられない、システムエンジニアの

ようなコンピューターに精通した職員がいないといった声もありますが、同システムは西宮市

職員が災害の最中、まさに被災した住民のために必要に応じて開発したもので、高いＩＴ能力

のある職員がいなければできないわけではありません。また、職員が立ち上げ運用すればコス

トもかかりませんし、仮に民間企業に委託した場合でも20万円から約50万円弱程度だそうで

す。新たな設備としては特に必要なく、既存のパソコンがあれば十分対応できます。今回の災

害で改めて、平時から災害時に住民本位の行政サービスが提供される体制づくりを進める必要

性が高まっています。そのために、阪神・淡路大震災の教訓と実践に裏打ちされた同システム

を平時に導入、運用していくことは極めて有益だと考えます。市長の御所見をお伺いいたしま

す。 

 また、本市の頭脳をつかさどる情報システム、電算システムのサーバーの設置場所は今のま
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まで安全なのか、あわせてお伺いいたします。 

 ２、ジオパークについて。 

 室戸の名称は、太古の昔の生活形態にその由来がある。室は山の斜面に穴を掘ってつくった

住居、戸は住居の出入り口や扉を意味する。太古の室戸は海の中にあった。海面下で形成され

た洞窟や岩石がたび重なる地震によって隆起し、陸地にあらわれている。この陸地で人々は自

然災害と闘いながら、さまざまな恩恵を受けて暮らしている。この名称の由来が示すとおり、

室戸は海底と陸地の間の扉である。この扉、すなわち室戸ジオパークで人々は海と陸のつなが

り、また大地と人のつながりを実感できる。室戸の名称そのものが本ジオパークのコンセプト

である、海と陸が出会い、新しい大地が誕生する最前線を物語っている。 

 これは世界ジオパーク加盟申請書の冒頭の一節であります。いよいよ世界ジオパークネット

ワークＧＧＮの現地調査が７月12日から15日にかけて実施され、10月までには結果が出るとの

こと。室戸市民の一人として大いに期待をするところです。 

 (1)世界認証に向けての体制について。 

 ジオパーク推進室からジオパーク推進課へと行政の体制は強化されてきており、平成20年度

から22年度までの３カ年間で2,500万円近くの予算を投入し、室戸が世界に少しずつ近づいて

いるように感じます。しかし、全世界からの観光客の受け入れ体制の現状はどうでしょうか。

宿泊施設や外国語によるガイドの養成、お土産品の創出など、課題が山積しているように感じ

ます。これらをクリアするためにどのように取り組むのかお伺いいたします。 

 ①市民への協力。 

 世界ジオへの機運を盛り上げるため、今までさまざまなイベントやオリジナルＴシャツの販

売、桃太郎旗、横断幕の設置など、推進協議会の皆様の御努力には敬意を表します。これから

は市民の総力戦で世界ジオパークに取り組んでいくため、市民の皆様の御協力をお願いしなけ

ればならないのではないかと思います。例えば、我が家の玄関にジオパークの旗を掲げてもら

うとか、常会単位の学習で、だれでも語れるミニジオ知識の普及活動、外国の方にも気おくれ

することなく、あいさつぐらいならできるようになる外国語サークルの開催、もちろんジオガ

イドの養成の継続。特に、職員の皆様、議員の皆様が愛する室戸の誇りを紹介できる室戸のス

ポークスマンとして頑張らなければならないと思いますが、いかがでしょうか。 

 ②室戸ジオパークの将来像。 

 もちろん、室戸ジオパークが世界ジオパークに認定されることが最終目的でないことは理解

いたしますが、室戸が世界ジオパークに認定された場合、室戸の将来像をどのように描かれて

いるのでしょうか、お伺いいたします。 

 (2)雇用の安定について。 

 これは前段の議員とも重なると思いますが、よろしくお願いいたします。 

 離職した失業者の雇用機会を創出するため、各都道府県及び市町村において、平成23年度末
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までの基金を造成し、地域の実情や創意工夫に基づき、雇用の受け皿をつくり出す目的で設置

された高知県緊急雇用創出臨時特例基金事業と高知県ふるさと雇用再生特別基金事業が本年度

で終了することとなっております。23年度では緊急雇用関係では44人、6,161万6,176円、ふる

さと雇用関係では20人、8,845万2,320円、合計64人で１億5,006万8,496円が当初予算に計上さ

れております。64人のうち、雇用先が室戸市31人、それ以外の33人は委託による雇用でありま

す。24年度からの対応はどのように考えておられるのでしょうか。特に、ジオパーク関係のジ

オパーク推進協議会や観光協会などの委託先への配慮はどのようにされるのでしょうかお伺い

いたします。 

 以上で私の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） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の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申し上げましたが、３月11日に発生をいたしました東日本大震災は予想

をはるかに超える未曾有の大災害となったところであります。本市におきましては、これまで

災害対策基本法に基づき、室戸市防災会議を設置をし、室戸市地域防災計画を策定しておりま

すが、地震災害対策編につきましては、平成18年に策定をいたしましてから５年を経過をして

いる上、東日本大震災を踏まえ、大幅な見直しが必要であると考えております。 

 次でありますが、今回の震災発生時の本市の対応について申し上げます。 

 ３月11日午後２時46分に発生したマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震により、午後

２時49分には高知県沿岸域に津波注意報が出され、午後３時30分には津波警報、さらには午後

10時53分には大津波警報として発表をされました。本市におきましては、午後３時に総務課配

備を敷き、サイレンと消防無線により一斉放送を行うとともに、消防本部より各分団に水門、

陸閘の閉鎖を要請いたしました。その後、津波警報に切りかわりましたので、関係者を招集

し、午後４時４分に災害対策本部を設置すると同時に、市内沿岸部全域に避難勧告を発令を

し、直ちに広報車両等による広報活動に全力を挙げてきたところでございます。 

 後日、各自主防災組織などに対し、勧告による避難者数について聞き取り調査を行ったとこ

ろでございます。すべて把握し切れていない部分もございますが、約250人の方々が避難をし

ております。避難した方が大変少ないという理由についてでございますが、津波警報や避難勧

告の情報がやはり十分伝わっていなかったのではないかと考えられるところであります。近い

将来高い確率で起きると予想されております南海地震に一刻も早く備えるため、より迅速かつ

的確な情報伝達ができるよう防災行政無線の整備が急がれる思いでございます。また、急ぐ必

要があると考えるところであります。 

 また、避難場所などの再点検につきましても、前段の議員さんにもお答えをいたしました

が、津波ハザードマップを含めた津波避難計画を策定していく中で、市民ワークショップを通
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じ、住民の皆さんの御意見等もいただきながら、避難場所、避難道路等につきましても再検討

をしていかなければならないと考えております。 

 また、観光客の皆様への防災情報の提供につきましても、ジオパークや観光地を含めた市内

全域をカバーする防災行政無線の整備がまずは必要であるというふうに考えているところであ

ります。そのことに加えて、避難誘導標識や海抜表示なども、議員さん御提案のように、整備

が私は必要であるというふうに考えているところでございますので、前段で申し上げました津

波避難計画や津波ハザードマップの取り組みとあわせて、設置について取り組みを進めてまい

ります。 

 次に、自主防災組織についてでございます。 

 本市における自主防災組織は、平成22年度末現在で88組織、組織率97.5％となっておりま

す。海岸部におきましては100％となっております。残っている地域の組織化を急ぐととも

に、災害時に組織が有効に機能するためには、やはり中心となって牽引していただくリーダー

の方々の育成が重要であると考えております。このことにつきましては、現在阪神・淡路大震

災関連施設視察などのこととあわせてリーダー研修を行っているところでございますが、今後

とも組織間の連携による情報の共有や共同の訓練、自主防災組織のリーダーの方々のネットワ

ークづくりというような点に取り組んでいく必要があると考えております。 

 次に、(2)の防災ヘルメットとライフジャケットの配備についてでございます。 

 室戸市内の全保育所、小・中学校へ配備する必要があるのではないかという御質問でござい

ます。南海地震はここ30年以内に60％程度という高い確率で発生することは御案内のとおりで

ございます。この確率が年々高くなっているわけでありますから、保育、小・中学校の教育現

場におきましても、地震発生を想定した津波避難訓練を行っているところでございますが、３

月11日発生をした東日本大震災を踏まえ、大規模災害が起こった場合の避難場所の確保や避難

経路の検証及び施設落下物への対策等々が緊急の課題であると考えております。 

 現在、市災害対策本部が地域防災計画の見直しを進めております。また、本年度において

は、先ほども申しますように、津波避難計画を策定をすることといたしております。そうした

中で、御提案のありました防災ヘルメットにつきましても、私はやはり施設天井等からの落下

物の防護用具としても有効であるというふうに考えますので、必要と考えるところでございま

す。また、ライフジャケットにつきましても、これは一方で装着に時間がかかる、少し適して

いないのではないかということもお聞きをするわけでございますけれども、そうしたこと等も

踏まえて、今後その設置、配備についてよく検討をしていかなければならない、また早期に整

備をする必要もあるというふうに考えるところであります。 

 いずれにしましても、各保育所、学校現場の防災対策について、財政措置も含めて、教育委

員会とも連携を、協議をして進めてまいります。 

 次に、大きな２点目のジオパークについてでございます。 
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 まず、１点目の世界認証に向けての体制についてでございますが、今年は、御案内のとお

り、７月12日から15日までの４日間にわたって、世界ジオパークの現地審査が行われることと

なっておりまして、世界ジオパークの認証を実現させるための勝負の年ということでございま

す。この現地審査のときには、多くの市民の方々から御協力をいただけることとなっておりま

す。観光施設や飲食店のスタッフ、小・中学生の子供たち、地域で活動をされている方々が力

を合わせて対応をいただけるということとなっております。特に、これまでジオパーク活動の

リーダーを育成するため、一般の方々を対象とした室戸ジオパークマスター講座を開催をして

まいりまして、43名の方がジオパークマスターとして誕生をいたしております。このジオパー

クマスターの方々にも現地審査のときに御協力をいただくこととなっております。 

 今後におきましても、議員さんの御提案も踏まえた中で、市民の方々の協力をいただきなが

ら、これまで以上に地域での説明会の開催や魅力あふれるイベントの開催、ジオガイドの養成

などに取り組みを充実させていかなければならないと考えております。こうした取り組みを通

じて、地域の方々が室戸を誇りに思い、おもてなしの心を持ってお迎えをできるジオパークに

してまいりたいと考えております。 

 次に、室戸ジオパークの将来像でございますが、世界に誇れる室戸の地域資源をしっかりと

守るとともに、その資源を生かしたまちづくりが必要であると、まちづくりにしなければなら

ないと考えております。そのため、海岸清掃や監視活動により環境保全に取り組むこと、ジオ

パークに関する授業を小・中・高校に導入をして、室戸を愛する心を持った子供たちを育てる

こと、ジオパークと絡めた防災活動を進めること、観光を初めとする産業振興に取り組むこ

と、また国際交流を充実させていくことなどの取り組みを一層進めていかなければならないと

考えているところであります。 

 次に、(2)雇用の安定についてでございますが、議員さん御案内のように、市が委託をして

おるという事業が一つは緊急雇用創出臨時特例基金事業でございます。県の補助金を受け、実

施をしておりますが、この補助事業は短期の雇用を目的としておりますので、最長で１年以内

の雇用ができるという内容のものでございます。一方、ふるさと雇用再生特別基金事業につき

ましては、これも前段の議員さんにも御答弁をいたしましたが、平成24年度以降の雇用につき

ましてはどうするのかというところでございます。何とか、私どもとしましては事業者による

継続雇用となるように取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、私が会長を務める室戸ジオパーク推進協議会は、学術専門員と外国語専門員が４名、

室戸市観光協会に運営を委託している室戸ジオパークインフォメーションセンターには職員２

名がおります。こうした合計６名の職員は高知県ふるさと雇用再生特別基金事業によって雇用

をいたしております。平成24年度からはこの制度のままでは雇用ができないということになり

ますが、室戸ジオパーク推進協議会の中におきましても、この組織を将来ＮＰＯの法人化にす

るのか、あるいはどういう体制で経営をやっていくのかというようなことについて今年度にお
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いて検討を進めるということといたしているところでございます。こうした方々につきまして

は、議員さん御案内のとおり、室戸ジオパークのこれまでの発展に大きく貢献をし、今後も必

要な人材でございます。可能な限り雇用の継続となるよう努めていかなければならないと考え

ております。 

 なお現在、国におきましてはこれまでの基金事業の継続につきましても協議をしているとい

うふうにお聞きをするところでございますので、国の動向につきましてもしっかり把握をし、

対応して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、その他の件につきましては副市長及び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。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１点目の(3)防災行政無線設置について及び(4)被災者支援シ

ステムの導入については、私のほうから御答弁を申し上げます。 

 議員さん御指摘のように、現在の本市の有線、無線放送システムは拡声器が十分でないこと

もあり、風向き等により聞こえにくい場合がございます。そうした放送が聞き取りにくいと

き、電話で放送内容の確認をする音声自動応答サービスの導入についての御提案でございま

す。さきに市長から御答弁申し上げましたように、市では地震、津波災害を想定し、放送が聞

こえないといった地域を解消するために、市内全域に同時放送が行われる防災行政無線を早急

に整備すべく準備を進めております。この同報系防災行政無線においても、聞き逃しやもう一

度確認したいということが起こります。そうしたとき、これを補完し、市民の皆様に情報がよ

り確実に伝達されるようにするにはどういったシステムがいいのか、市役所の電話交換機との

連携などを考慮しながら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、(4)の被災者支援システムの導入についてでございます。 

 この被災者支援システムは、汎用システムとして発展し、兵庫県西宮市が被災地ならではの

経験、教訓を生かしたシステムとして、現在は総務省から全国の地方自治体に提供されており

ます。システムの内容は、避難者情報管理や救援物資管理、被災者証明や家屋罹災証明の発行

などの機能を備えております。本市にとりましても、災害発生時には情報の管理や迅速な証明

書の発行のためにぜひとも備えておきたいシステムであります。このシステムを利用するため

には、本市の住基、税等を管理している基幹業務システムとの連携が必要であります。現在、

基幹業務システムについては、急速に進展するＩＴ技術に対応した効率的なシステム構造とな

るよう、また多様化する住民ニーズや電子自治体へ対応できるように新システム導入について

検討を行っており、連携がとれる被災者支援システムの導入についてもあわせて検討してまい

りたいと考えております。 

 また、本市の基幹業務システムのサーバー設置場所についての御質問でございます。大規模

な震災が発生した場合には、現行の２階にある設置場所では安全性の確保はなかなか難しいの
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ではないかと考えておりますので、新システム導入時にサーバー等は耐震が施されたデータセ

ンターなど、より安全な場所への設置も検討してまいります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 堺議員にお答えいたします。 

 大項目の１、(2)教育現場での対応についてであります。 

 各保育所、小・中学校で決められている避難場所は今のままでよいのか、そして避難訓練や

防災教育の現状についてお答えいたします。 

 南海地震の発生率につきましては、先ほど市長から答弁がありましたとおり、30年以内に

60％という高い確率で起こると言われておりますが、室戸市内の保育所、小・中学校の現場に

おいて、津波が襲来した場合の避難場所は現在の場所で十分であるとの認識を変更せざるを得

ず、想定外を想定し、いかに早く高台へ逃げるかを意識した避難場所の確保、避難経路の検証

を再確認するように各保育所、小・中学校へ指示しております。 

 また、４月に県教委から早急に津波避難訓練を実施する旨の連絡があり、各小・中学校にお

いて、４月から５月にかけて訓練を実施してまいりました。避難誘導、指示の方法や徹底、避

難するまでの所要時間の確認や短縮の工夫など、訓練を通して反省点を洗い出し、改善に向け

た検証を行った上で、実践レベルの避難訓練を反復することが大切であると考えております。 

 学校現場において、地震、津波が起きても室戸市内の児童・生徒の命は絶対に守るとの強い

覚悟で取り組んでまいる所存でございます。今後も、避難訓練を定期的に実施するよう教育現

場へ指導いたしてまいります。 

 また、防災教育につきましては、児童・生徒が災害時に的確な判断のもとに、みずからの安

全を確保するための行動がとれるようにするとともに、地域の自然環境、災害や防災について

の基本的事項を理解することが大事であります。そのためには、関係のある教科、道徳、特別

活動などを通じて、児童・生徒の発達段階に応じた防災教育に取り組む必要があります。さら

に、学校だけでなく、家庭や地域と連携、協力しながら、防災教育の推進に努めてまいりたい

と考えているところでございます。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。 

 先ほどの御答弁で一応理解はいたしました。２点ほどちょっとお伺いをいたします。 

 先ほど教育長のほうから、学校現場での災害教育についてお話を伺いましたが、先ほど私が

言いましたように、釜石の奇跡、その中で一番重要なのは、子供たちに知識で教えるのではな

く、姿勢を教えていく、そういうことが一番大事ではないかと思いますし、今の小・中学生が

10年たてば大人になりますし、さらに10年たてば親になります。そういうことで、防災を後世

に伝えていく、防災文化の礎が築かれるというところで大変重要な、学校での防災教育という

のは重要ではないかと私は思います。しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 
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 それからもう一点、雇用関係についての雇用の安定についてのところですが、市長からはな

るべく継続雇用をと言われておりましたが、どの部分まで継続ができるのか。今両方合わせま

すと１億5,000万円の委託料となりますが、これが全部人件費として市費で賄わなければなら

なくなるのか、その点もう一度お伺いいたします。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず、私のほうからは２点目の雇用の問題でございます。 

 緊急雇用創出の短期雇用につきましては、これは必要があればということになってまいりま

すので、その内容はおのずと絞られてくるのではないかというふうに考えております。また、

ふるさと雇用につきましても、これは各種団体相手方との問題もございますので、できるだけ

そちらの、相手方との協議ということも当然必要になってまいります。 

 私どもで今20人の雇用があると申し上げましたが、23年で。それすべて市費で雇用するとい

うのは、現実的には私どもとしては大変困難であるというふうに考えております。ですから、

それらをさらに業務の内容等々も考慮に入れ、また団体との協議の中で、おのずと絞られてく

るのではないかっていうふうに思っておりますが、とにかく国の制度も今流動的でございます

ので、そうした雇用情勢というのは依然として厳しいものがありますので、私どもとしては第

一義的にはこれを継続をいただく、国の事業として継続をいただきたいという御要望を上げて

いるところでございます。そうした中で、これが切れるっていうことになれば、先ほど言った

ような対応をしていかざるを得ない状況ではないかというふうに考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 もうおっしゃるとおりだというふうに認識しております。ただ、その点で避難場所も半分の

学校はもう既に変更もしまして、ただその中で改善等が必要なところも当然あります。それは

室戸市だけの財源でできるものではないというふうなことで、この間県のほうで、そういう改

善が必要なところは予算の要求もしてくださいということでありますので、市長部局のほうと

相談もしながら、確実に安全に避難できる道路等を確保したいというふうに考えております。

教師だけではなくして、この震災において、それぞれの方々、地域の方々、学校の教師はもち

ろんですが、考え方が随分変わったというふうに、私自身も当然変わらざるを得ない。だか

ら、室戸市の子供を何としてでもそういう災害に遭わないように、そういうことが起きた場合

ということで、それぞれが訓練にかけておりますので、そういう点、委員会は学期に何回とか

ということではなくして、それぞれの防災教育を通じて避難訓練もあわせて行っていきたいと

いうふうに考えておりますので、御理解のほどをお願いしたいと思います。 

○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。 
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 次に、山下浩平君の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） 11番山下浩平。今期定例会におきます一般質問を行います。 

 東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、夏場の電力供給が不足なことから、５月

からクールビズが一足早く導入され、入梅も例年より18日も早く入り、木々は潤い、芭蕉の

句、一つ脱いで後に負ひぬ衣がへ、室戸市議会も４月の統一地方選挙で大きく衣がえ、新たな

気持ちで通告に従って質問を行います。 

 １、防災対策について。防災行政無線の取り組み。 

 前段の議員さんともダブる面もございますが、私なりに申し上げます。 

 ３月11日14時46分、多くの人々にとって決して忘れることのできない悲しい日となりまし

た。突然に発生した観測史上最大のマグニチュード9.0という大地震は、約６分間という長時

間にわたり強い揺れが続き、多くの人々は一歩も動けず、恐怖でうずくまることができません

でした。この瞬間に、突然の大津波が襲い、多くのとうとい命が失われ、余りの悲惨さに言葉

もありません。地震発生とともに、速やかに市内全域に精度の高い情報を迅速に発信できる体

制を整えることによって、警戒避難行動が効果的かつ速やかに行えるように防災行政無線の整

備に取りかかるべきであると思います。 

 市長さんは、市民の方々の安心生活を守る防災対策については災害発生時に一斉通報のでき

る防災行政無線の整備に努め、安全・安心なまちづくりを進めると表明されているわけでござ

います。現在設置されております消防用サイレンは一部の地域しか聞こえず、それも風の吹き

回しによって聞こえたり聞こえなかったり、市民から大変不平も多くあるわけでございます。

市民のとうとい命を守るべく、防災行政無線の取り組み計画についてお尋ねをいたします。 

 次に、２、市道新設について。浮津下町地区への取り組みについてでございます。 

 東日本大震災発生から３カ月を経過した６月14日現在、警視庁まとめの震災被害状況は、死

者１万5,429人、行方不明7,781人、避難者８万3,951人と報告をされております。こうした地

震、津波災害から市民の命を守るためには、すぐに避難できる道が最も重要な課題でありま

す。地震が起きれば津波が来る、高いところへ逃げるが合い言葉であります。昨年の一般質問

でも申し上げましたが、地元の方々は地震発生時に逃げる道がないということが、今回の三陸

沖を震源として発生した東北地方太平洋沖地震が想定を超える規模であり、広い地域に甚大な

被害を及ぼしたことを教訓に、特に津波被害の惨状は近い将来必ず起こると予想されておりま

す南海・東南海地震への対策に大きな衝撃を受けております。 

 浮津下町地区への市道の予定路線については、昨年の９月議会におきまして、新しく市道を

つけると、日常生活道としての必要性並びに防災避難道路的な対応を含め、市道として認定も

可決されておりますので、現地の方々は、前段申し上げました防災行政無線が完備され、避難

勧告が出されても逃げる道がない、早急に道路をつくってほしい、市道を整備してほしいと、

一日千秋の思いで待ちわびておりますので、取り組みについてお尋ねを申し上げます。 
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 次に３点目、室津避難港について。今後の対応、整備促進。 

 地元住民で構成いたしておりますみなとまちづくり共同体は、室津避難港完成後の四国東南

部における新しい形態を未来へ向けて活用をどのようにしていくかということで、子の代、孫

の代を見据えた構想を色々と勉強しているわけでございます。平成17年から室津避難港の早期

完成を目指して、予算獲得を含めた陳情活動を行ってきているわけでございます。 

 本年も５月25日に、県とともに高松の国土交通省四国地方整備局へ早期完成へ向けての陳情

に行ってまいりました。執行部にもお願いをいたしましたが、残念ながら同行されなかったわ

けでございます。陳情する話の中で、整備局の港湾空港部長さんは、今回の東日本大震災の津

波による堤防破壊の状況を見て、構造そのものを高さを含めて見直しに入る、単なる避難港で

はなくして、防災を含めた見直しを検討すると、東日本大震災復興の大変な時期であるが、

我々も予算獲得には一生懸命頑張るので、本日は市関係者はおいでにないようでございます

が、市長さん初め地元関係者も東京永田町、霞ヶ関へ強力に陳情してほしいという要請を逆に

受けました。 

 私は、ある記事で陳情とはこういうものかと痛感をいたしましたので、少し時間をいただい

て述べさせていただきます。 

 岩手県普代村、明治の教訓、死者ゼロ、15メートルの堤防、水門、村を救うと出ておりまし

た。津波で壊滅的な被害を受けた三陸海岸の中で、住民の死者は出ていない。びっくりいたし

ました。昭和40年ごろ、当時の村長が、明治に15メートルの高波が押し寄せてきたという言い

伝えがあり、そのことが村長の頭から離れなかったため、県に対して15メートル以上の防潮堤

を建設するよう陳情を繰り返し、県はそんな高い防潮堤はだめだというものを、どうしても

15メートル以上の高さは譲れないと繰り返し繰り返し陳情をいたし、ついに実現させたという

ことでございます。昭和42年に防潮堤工事着手、昭和49年水門工事に着手、その後17年の歳月

をかけて、防潮堤の高さ15.5メートル、全長155メートル、水門の高さ15.5メートル、全長

205メートル、合計360メートルが昭和59年に完成をしたと。昭和60年のチリ地震津波を防ぎ、

万里の長城と呼ばれているそうでございます。当時の村長は高過ぎると非難を浴びたが、これ

がなかったらみんなの命もなかったと、防潮堤を見上げながら、先人の津波にかける熱意が今

回の大災害から村民を救ったと高く評価をされております。当時の県も、五里霧中で陳情に来

る村長に根負けしてオーケーを出したと思います。陳情の重要性が問われた実例であると思い

ます。 

 そこで、室津避難港は国の直轄事業であるけれども、地元発展、また防災対策、地元のため

の直轄事業であります。いっときでも早く完成に向けて整備促進ができますよう、市長、副市

長さんは東京へ行く機会も多いと思います。前段申し上げましたが、岩手県普代村の村長さん

に負けず、何回も行ってもいかんとは申しません。永田町、霞ヶ関へ陳情すべきであると思い

ますが、市長さんの御意見をお聞きいたします。 
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 以上で１回目の一般質問を終わります。 

○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） 山下議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな１点目の防災対策についてでございます。 

 前段の議員さんにも申し上げましたが、このたびの東日本大震災は大変な大災害となり、多

くの方が犠牲となられ、今なお多くの方が避難生活を余儀なくされております。報道等によ

り、現地の状況を見ているわけでありますが、防災対策への取り組みは大変大事なことである

というふうにとらえているところでございます。 

 また、現在の当市の消防からの通報装置だけでは到底不十分であるということは御案内のと

おりでございます。今回の震災の事例を見ましても、大規模災害発生時には、何よりも早く正

確な情報を迅速に住民の方々にお知らせをすることが大変一番大事であると、重要であるとい

うふうに改めて感じているところでございます。 

 また、このことにつきましては、かねてより同報系の防災行政無線が私もどうしても必要で

あるということから、整備を進めるべく取り組んできたところでございます。平成21年度にお

きまして、県の補助を受けて、この防災行政無線の実施設計を策定をしたところでございます

が、今回の東日本の大震災を踏まえて、その防災行政無線の実施設計におきましても、やはり

見直しが必要ではないかというところで、現在技術面、設備面等、県とも協議をし、設計の見

直しを行っているところでございます。 

 また、国の補助事業の採択を受けるべく、要望を上げているところでございまして、平成

24年と25年の２カ年で完成をさせたいと、当市の最重要課題として取り組んでまいる覚悟でご

ざいます。 

 次に、市道の新設についてでございます。 

 御指摘の市道につきましては、御案内のとおり、生活道として、また避難道路として整備を

する必要があるというふうに考え、現在取り組みを進めているところでございます。 

 次に、大きな３点目の室津避難港の今後の対応についてでございます。 

 このことも御案内のとおり、室津避難港の整備費用につきましては、室戸市沖を航行する船

舶の台風時などの一時避難場所として昭和55年から国の直轄事業で工事が着手をされ、延長

2,050メーターの計画のうち、現在600メーターの防波堤が完成をしております。平成18年度に

は作業ヤードが整備をされ、平成35年度の完成を目標に進められているところでございます。

昨年度は４函の新設が終わったところでございますが、進捗状況が遅いという感じは私も以前

から持っているところでございます。今回の東日本大震災では、津波に対しての防波堤が一定

の効果を上げているということも報道をされております。防波堤の設置につきましては将来確

実に起こる南海地震の津波への対策としても整備が必要であると私も認識をするところでござ

います。 
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 また、作業ヤードにおきましても、国道55号線が寸断をされた場合には、緊急物資あるいは

復旧資材の輸送による復興が十分国道だけではとれない。そうした場合に、船舶が接岸をでき

るこの作業ヤードも緊急時の物資の搬入としては効果的なものになるのではないか、また防災

の拠点としての活用ということが考えられるところでございます。 

 そして、室津避難港の早期完成につきましては、民間の方々による団体が組織をされており

まして、この方々と一緒に県や国に要望活動をいたしておりますが、どうしても日程の関係で

同行できないこともございますので、その辺は御理解をいただきたいと存じますが、それとは

別に、避難港21港を持つ関係市町村で構成をする全国避難港活性化協議会というものを全国の

市町村で組織をしておりまして、毎年国交省であるとか国会議員さん方に要望活動をいたして

いるところでございます。避難港の進捗について、とにかく事業量をふやして事業の進捗を進

めていただきたいという思いを持って、陳情活動は進めさせていただいておるところでござい

まして、今後ともさらに充実をした活動あるいはいろんなところへの要望活動というものは力

を入れて取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、避難港早期完成に向けて、市民の方々とともに要望活動につきま

しても一緒に行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 私からは以上でございますが、市道の新設内容につきましては建設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） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 山下議員さんにお答えします。 

 ２番目の市道の新設について補足説明させていただきます。 

 浮津下町地区への新設道路につきましては、平成22年９月議会におきまして、市道下町西線

として認定されております。本路線は浮津下町地区から国道55号に通ずる避難道路として重要

な役割を担うことができると考えております。当該事業は本年度より実施し、内容につきまし

ては延長60メーター、幅員５メーターで、事業期間は３年を計画しており、本年度は測量設計

と建物調査、24年度は用地買収と建物補償、平成25年度に新設工事を行う予定でございます。

以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって山下浩平君の質問を終結いたします。 

 次に、脇本健樹君の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番、六曜会脇本。６月定例会において一般質問を行います。 

 １、直面する室戸市の新課題。 

 ３月中旬、東北地方を襲った未曾有の大災害。高知県も海沿いに多くの町が存在します。室

戸市と隣接する町をつないでいる道は国道55号線１本のみです。救急搬送もこの国道55号線で

西へ向かっています。芸西や安芸では道の整備が進んでおりますが、まだまだ不十分で、これ

らの命の道の早急な改善が望まれます。 
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 また、この国道が寸断されると、室戸市は陸の孤島になります。このことを避けるために

も、室戸市においては国道55号線とリンクする命の道、物資の道を早急に推し進め、そして救

急車など、緊急車両の移動を助ける必要な道の改善や計画も進めなければなりません。県立安

芸病院の早期完成も望まれます。 

 このたび、東北地方太平洋沖地震により、地震対策など、あらゆる想定を覆され、災害対策

の見直しが迫られます。同時に、今回の災害の大きさから、地域での避難路の見直しは避けら

れません。これらを踏まえて、どのように取り組むのかお伺いします。 

 (1)東海・東南海・南海地震対策及び室戸市の防災対策について。 

 前段で出ておりますが、よろしくお願いします。 

 室戸市も防災公園整備など、現在まで主に地震で避難想定をし、災害に備えた対策を行って

きたわけですが、東北地方太平洋沖地震によって今まで以上の対策をとらなければならなくな

ったが、どのように見直していくかお伺いします。 

 ①津波襲来の見直し。津波対策について。 

 集落の多くは海沿い近くにあるが、避難路を含む見直しはどのようなお考えでしょうか。 

 ②災害に対する避難経路の安全性と避難場所の確認。 

 改めて、各地域それぞれに合った避難場所までの避難路を確保しなければならないと考える

が、今後はどのような対策で取り組むのでしょうか。住民説明はどのようにされますか。避難

路には自然エネルギー利用の太陽光発電式ソーラー灯の設置が望ましいが、いかがでしょう

か。 

 ③防災行政無線。 

 全国普及率は平均76％だが、室戸市の取り組みはどのようになっておりますか。 

 ④避難地構造物の耐震状況。 

 公共の施設の耐震化と民間住居の耐震化の実態はどのようでありますか。 

 ⑤耐震水道配管。 

 全国普及率は30.3％であるが、室戸市の現状はどのようになっていますか。深層水関連の配

管の耐震対策はどのように見直しますか。 

 ⑥室戸青少年自然の家の利活用。 

 東日本大震災による被災者の受け入れ体制はどのようにしますか。室戸青少年自然の家の存

続必要性より、今後起こり得る災害に対し、食料や資材など、一定の備蓄を室戸青少年自然の

家に協力願うべきだと思うが、いかがでしょうか。 

 以上、６点についてお伺いします。 

 次に、(2)市民の安全確保と救急医療。 

 室戸市においては、世界認定を目指す室戸ジオパークで交流人口拡大が必須であります。多

くの観光客をもてなすためにも、観光面でのハード、ソフト両面の進捗ぐあいはどうでしょう



－89－ 

か。その中で、観光の裏方になるかもしれない観光客のけが、病気の対応についてであります

が、受け入れ側やもてなす側のある程度の責任も救急体制においても求められてきます。 

 この５月の連休、室戸市に来られた観光客が急な発熱により病院を探していましたが、時間

外であったためか、受け入れてくれる病院がなく、観光を、つまり宿泊を取りやめ、地元に帰

っていったとのことです。この急病人は子供であります。診察科は内科でもよいと思います

が、なぜか対応してくれる病院がなかったようです。その後のことは聞いておりませんが、こ

のことは大変残念なことになりました。私もこの前の行政視察先の糸魚川において、恐らく食

事による食中毒疑いのじんま疹症状があり、救急車も考え、携帯電話で近くの病院を検索しま

した。人口などの違いがありますが、病院の数、内科の数の多さに正直ほっとしておりまし

た。夜中でしたが、どこかは受け入れてくれると考えられたからです。軽症でしたので、病院

にはお世話になりませんでした。先述の件ですが、親御さんのことを思えば、このようなこと

がないように対策をしていただきたいのです。移住促進を進めるにおいても、最低医療問題の

解決が必要な条件となります。 

 そこで、市民の命を預かる救急関連等についてお聞きします。 

 室戸市を含む近郊の急病人受け入れ体制。県立安芸病院の拡充はどのようでありますか。 

 ②国道55号線とリンクする縦貫道整備について。 

 救急搬送、命の道に対する道路整備はもちろん大切であります。東北地方太平洋沖地震で、

より一層災害対策としても室戸市道路整備網及び縦貫道整備が急務になるが、どのようにつな

げていきますか。 

 次に、消防分団についてであります。 

 ③消防分団員の身分と補償はどのようにあるべきか。 

 消防分団活動は、事実上、緊急時に対して国民の命と暮らしと財産を守るためであります。

東北地方太平洋沖地震において、東北地方の多くの消防分団員が24時間拘束の中で懸命にやっ

ております。消防分団は各自治体の所属であり、国からは何も補償されていない。このような

有事の場合、消防分団員の身分や補償は自治体の基本的な責任においてどのように考えます

か。団員自身の生命のこともありますので、よろしくお願いします。 

 次に、救急搬送の件であります。 

 救急搬送の実態について。 

 救急搬送の一例には、救急車が室戸本署を出発、現場で救護者を乗せ、高知医療センターに

到着、救護者を高知医療センターに託し、そして帰路につく。この一連の流れにより、とうと

い命が救われております。御苦労さまです。普通に考えれば、これは当たり前の救急搬送活動

でありますが、これらの中には、連絡をとるもどの病院も受け入れることができず、最後に高

知医療センター等にたどり着く状態やピストン搬送があり、この間救急車が１台少ない体制と

なるのです。このようなことを避けるためには、室戸市民のためにも、訪れた観光客のために
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も、室戸市近郊の救急医療体制の確立や県立安芸病院の早期完成が望まれます。残念ながら、

このようなことがたびたび起こるのであれば、救急隊員の負担軽減も考え、救急体制の充実を

図らなければなりません。消防本部の規模を大きくしなければならないかと考えます。命をつ

なぎとめることができる救急救命士の増員になりますが、いかがでしょうか。 

 ⑤救急搬送隊員の処遇について。 

 関連して、隊員の食事の件ですが、救急搬送隊員はときには乗車が長時間にも及ぶことがあ

ります。食事をとることがままならず、隊員の健康が危ぶまれることがあるようです。食事の

件を含む救急体制についてはどのように対処をしているのでしょうか。 

 以上、５点お聞きします。 

 ２番、地域振興。 

 (1)ジオパーク。 

 室戸ジオパークは地域の発展を担おうと世界認定を目指していますが、一個人として一定の

知識を入れ、理解するも、周囲ではジオパークに対する認識が薄く、ＰＲ不足か、あるいはま

だ経済効果が見えないためか、費用対効果等々の批判も少なくありません。 

 次の点をお聞きします。 

 １、どのようなことをどのように説明すれば効果的でしょうか。 

 ２、世界に向けた道筋及び今後の振興策と経済効果はどのようなものなのでしょうか。 

 以上、２点についてお伺いします。 

 (2)新エネルギー。 

 皮肉にも、東日本大震災より、国においては自然エネルギーの利用論が活発になってきてい

ます。自然エネルギーがさらに注目されてきております。高知県は高知県新エネルギービジョ

ンを策定し、新エネルギー導入に取り組み、産業振興、地域の活性化につなげようと動き出し

ております。自然エネルギー協議会、６月末設立予定なるものに参加表明しております。利用

価値が高い自然エネルギーは、技術開発など進んではいるが、導入となればまだまだコストの

面で合わないのが現状であります。この自然エネルギーの中にバイオマスエネルギーがあり、

高知県木質バイオマスエネルギー利用促進協議会なるものが22年度に設立され、活動している

ようです。このような高知県の動きを見ても、自然エネルギーの中でも木質バイオマスが一番

入門編だとのことがわかります。室戸市は漁業が支えてきた地域でありますが、山が海を育て

るとも言います。海は山より栄養分などの恵みを人工林より雑木林により多くいただいており

ます。時は今、この人工林に注目しております。日本の山は杉、ヒノキなどの人工林が多く植

林されてきました。今現在、人工林の山々の多くは山が荒れてきているとも言われておりま

す。日本全国で山の手入れが悪く、人工林の下のほうでは光合成ができず、雨水の水蒸気化に

よる温度上昇で温暖化を招いているとさえ言われております。また、人工林の手入れの悪さが

花粉症などの症状の多くなった一要因であります。 
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 以上のことを解決するためにも、漁業の豊漁のためにも、不要な木々をバイオマスエネルギ

ーとして、そしてときの流れに乗って、企業の森や温暖化防止などなど、環境に優しい取り組

みにも手始めにしませんか。太陽光、風力、潮力、地熱エネルギーとつなげ、来るべき災害に

耐えるべきにも体力をつけていきませんか。国の施策には乗りおくれないでください。すぐ対

応できるようにお願いします。 

 まずは、避難路で自然エネルギーの一つ太陽光システムを利用しましょう。前段で少し説明

がありましたが、よろしくお願いします。 

 ①室戸市にはどのエネルギーへの取り組みが適していますか。その理由もお聞きします。 

 ②新エネルギーを扱うとしたら、どの課の担当としますか。 

 ③高知県木質バイオマスエネルギー利用促進協議会をどのようにとらえていますか。 

 ④新エネルギーについてどのようにお考えですか。 

 以上、４点について市長の御所見をお伺いします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。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、大きな１点目の(1)東海・東南海・南海地震対策及び室戸市の防災対策についてでご

ざいます。 

 前段の議員さんにもお答えをしてまいりましたように、東日本大震災を踏まえ、本市におけ

るこれまでの想定は大幅に見直す必要があるというふうに考えております。現在は自主防災組

織を中心として、それぞれの地域で避難場所や避難路を定めていただいておりますが、今後策

定をする津波避難計画の中で、市民ワークショップを通じて、地域における地形や地盤の高さ

などを考慮しながら、津波ハザードマップを作成し、さまざまな経験に基づく御意見もいただ

きながら、避難場所や避難路について見直しを進めていきたいと考えております。それらを踏

まえまして、避難場所や避難路の整備に順次取り組むとともに、御提案の避難誘導標識やソー

ラー式の避難誘導灯につきましても設置について検討をしていかなければならないと考えてお

ります。 

 また、防災行政無線につきましても、御答弁をしてきたところでございますが、取り組みを

進めているという中で、市民の皆さんに少しでも早く正確な情報が伝達をできるように早期の

整備を図ってまいります。 

 次に、被災者の方々の受け入れに関してでございますが、このたびの東日本大震災の避難者

の受け入れ支援につきましては、私としましてもできる限りの支援をしていきたいと考えてお

りまして、庁内における避難者受け入れプロジェクトチームを設置をするとともに、農林漁業

団体などの方々に御参加をいただいて、避難者受け入れ検討委員会を立ち上げ、協議をいただ

き、意見を求めているところでございます。 
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 次に、そうした中で室戸青少年自然の家のことでございます。 

 室戸青少年自然の家につきましては、阪神・淡路大震災の際などにおきましても、避難者を

受け入れていただいた経過もございます。今回の受け入れにつきましてもぜひ協力をお願いを

したいということでお話をしているところでございます。 

 また、南海地震などの災害時には避難場所として災害協定の締結や備蓄品の保管などにつき

ましても連携を図るとともに、協力を求めてまいりたいと考えております。 

 次に、耐震水道配管についてでございます。 

 さきの東日本大震災では、地震直後に約160万戸の断水が発生し、水不足が深刻な問題とな

っております。本市におきましても、ライフラインに支障を来さないように、これは取り組ん

でいかなければならないというふうに考えているところでございます。現在、厚生労働省の発

表でございますが、送水管や配水管など、基幹管路と呼ばれる水道管の耐震適合率であります

が、全国平均で、議員さん御指摘のとおり、30.3％。県平均は28.3％。本市は約9.3％という

ことで、大変低い耐震化率ということになっております。そうした中、現在はまず老朽管等の

耐震化への布設がえを最優先に実施をしているところであり、また漏水箇所の多い区間の布設

がえを行っているところでございます。基幹管路の全面的な耐震化につきましては、概算でも

11億円経費が必要ということになります。 

 また、今後の耐震対策を考えますと、基幹管路の耐震化を行うとともに、あわせて水源地の

ポンプ室や自家発電設備の整備や充実なども私は必要であるというふうに考えているところで

ございます。これらの点につきましては、今後におきましても国、県の財政支援を要請をする

とともに、全体的な財政状況を見きわめた中で水道施設の耐震化にも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、深層水関連の配管の耐震対策についてでございます。 

 この件につきましては、海洋深層水取水管の敷設等を行った事業者さんに耐震性などについ

て聞き取り調査を行ったところでありますが、取水管は主に硬質ポリエチレン管、接合部分は

フランジジョイント等を使用しているということでございまして、またこのポリエチレン管の

特性としましては、伸縮性にすぐれていると。同様の配管を上水道に使用をしている神戸市ポ

ートアイランド地区では、平成７年１月17日に発生をした阪神・淡路大震災において、それら

の地震による被害はなかったというふうにお聞きをいたしておりまして、深層水関連の配管に

ついては一定耐震性があるのではないかと考えております。 

 次に、(2)市民の安全確保と救急医療の中の国道55号線についてでございます。 

 国道55号線は、当市唯一の幹線道路であり、生命線でございます。近い将来高い確率で発生

すると予想されている南海地震が発生をいたしますと、国道55号線は津波やがけ崩れ等によっ

て寸断をされ、陸の孤島となることが危惧をされるところでございます。こうした状況を回避

するためにも、議員さん御指摘の北川村から東洋町を結ぶ高規格道路へのアクセス道路や、台
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風などの異常気象時に通行制限を受ける佐喜浜町－東洋町区間もバイパス道路が必要であると

考えておりまして、この２つのことは国、県に対しましても要望活動を行っているところであ

ります。 

 次に、道路網といたしまして、市内の市道及び林道の状況でありますが、羽根町から北川村

への林道羽根線、吉良川町の東の川から西の川への林道日南釣の口線、吉良川町から佐喜浜町

への林道大平舟場線などの道路整備が完了をいたしております。また、国道55号線が寸断され

たときに迂回できるように、佐喜浜町から吉良川町に向けて県道佐喜浜吉良川線として県の直

轄工事により道路整備が進められているところでございます。 

 なお、現在県の直轄工事で整備中の林道東又佐喜浜線が平成24年度で完了をしましたら、羽

根町から佐喜浜町への通行が可能となるところでございます。 

 今後におきましても、道路整備を進めることによりまして、市民の生活の安全と生活環境の

改善に努めてまいります。 

 次に、大きな２点目の地域振興についての中の１点目のジオパークについてでございます。 

 これまでに普及啓発活動には特に力を入れてまいりまして、平成22年度に室戸ジオパーク推

進協議会が取り組んできました内容は、地域での説明会を34回開催をし、参加者延べ1,800人

となっています。また、ゴールデンウイーク中に室戸岬で開催をされました室戸とんがり市や

吉良川ひな祭りなど、22カ所のイベント会場でＰＲも行ってまいりまして、参加者は延べ１万

9,000人となっております。最近では、ジオパーク活動のリーダーを育成するための一般の

方々を対象とした室戸ジオパークマスター講座を今年の１月中旬から３月末にかけて11回開催

をしてまいりました。この講座には83名が参加をし、43名のジオパークマスターが誕生をして

いるところでございます。 

 また、経済効果についてでございますが、一般の方々のみずからの発案によりまして、飲食

店ではジオパーク弁当やジオカレー、地層をイメージしたシフォンケーキといったメニューが

誕生をいたしております。また、ロゴマークを活用したキーホルダーや携帯ストラップ、どら

焼きなどのお菓子類のほか、オリジナルの土産物として室戸旅情という和菓子も開発され、販

売が始まっているところでございます。さらに、ジオパークを応援するための市民の方々の御

協力によるフラフを４カ所設置いただいたり、現在受け付け中のジオパークポロシャツにつき

ましては、現時点で既に700枚を超える注文があるなど、市民のジオパークに対する関心はか

なり高まってきているのではないかと考えております。そして、これらの一連の活動がマスコ

ミに数多く取り上げていただいていることも御案内のとおりでございまして、室戸は現在県内

外から注目を浴びていると認識をするところでございます。そして、７月10日には、市民の

方々の、民間の方々の主催によりまして、私たちの室戸を世界へといった室戸ジオパークの応

援イベントも開催をされることとなっております。市民の方々による盛り上がりが期待をされ

るところであります。 
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 今後は、これまで行ってきた地域での説明会やイベントの開催、市民との協働などをさらに

充実をさせ、進め、ＰＲ活動も強化をしてまいります。 

 私は、ジオパークとは世界に誇れる地形、地質遺産で、雄大な自然、固有の文化を次の世代

に引き継ぎ、地域を誇りに思える、また自慢できるようにしていくための息の長い取り組みだ

というふうに思っております。地域の皆様方には、こうしたジオパーク活動の趣旨を御理解を

いただき、環境保全、教育、防災、産業振興といった課題に取り組み、まちづくりにつなげて

いただきたいと考えております。 

 次に、世界ジオパークに向けた取り組みでございますが、現地審査のときには審査の重点項

目であります運営体制や拠点施設と案内看板の内容、ガイドの育成、学校での教育内容、人々

の暮らしや活動などをしっかりとアピールをしていきたいと考えております。 

 また、振興策と経済効果などにつきましては、前段で御説明してきたとおりでございます

が、これからは多くの方々を受け入れていく必要もございます。地域のおもてなしの心を育て

るとともに、観光施設や宿泊施設の充実といった課題にも取り組み、地域の持続的な経済発展

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、(2)新エネルギーについてであります。 

 新エネルギーの取り扱いは、総括的に企画財政課が担当をいたしております。 

 また、前段の議員さんにもお答えをいたしましたが、自然環境に恵まれた本市では、太陽光

発電や風力発電を初めとする新エネルギーの利用や波力発電や海洋深層水を利用した温度差発

電など、再生可能エネルギーの利用が私は適しているのではないかと考えております。また、

新エネルギーは二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーであり、半永久的に利用するこ

とができるため、非常に大切な資源であるというふうに認識をするところであります。 

 今後におきましても、国の制度などの動向も踏まえながら、市としてしっかり対応していか

なければならない課題だと考えております。 

 私からは以上でございますが、その他の件につきましては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） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 大きい１点目、(1)の中の地震対策で、避難施設に指定している公共施設と民間住宅の耐震

化につきましては、私から御答弁をさせていただきます。 

 耐震化施設の目安となる耐震基準は、昭和53年の宮城県沖地震を受けて、昭和56年に建築基

準法が抜本的に改正され、現行の新耐震設計基準が適用されております。現在、室戸市におき

ましては地域防災計画地震災害対策編において、41の小・中学校の体育館などの公共施設を収

容避難施設として指定しておりますが、この41施設のうち、新耐震基準により建設され、耐震

改修を行う必要のない施設は16施設であります。残りの25施設のうち、平成22年度までに改修
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済みあるいは改修予定の施設は17施設であります。残りの８施設につきましては、廃校となっ

た学校の体育館などで、補助制度もなく、改修が難しい状況にありますが、地域防災計画の見

直しや津波避難計画を策定していく中で、改修や代替施設を検討するなど、市民の安全が確保

できる収容避難施設にしたいと考えております。 

 次に、民間住宅の耐震化についてであります。 

 平成20年度の住宅・土地統計調査によりますと、市内の住宅は店舗、木造、非木造を含めま

して7,650棟。このうち新耐震基準後に建設されたものが3,100棟で、耐震化率は40.5％となっ

ております。なお、木造住宅の耐震化に関する補助制度の活用状況ですが、耐震診断につきま

しては平成16年度から平成22年度までに54件、平成18年度からは耐震設計費として20万円、改

修費用は60万円の補助制度が始まり、平成21年度までに４件の改修が行われております。平成

22年度には単年度措置として改修補助に国費の上乗せが30万円ございまして、４件の申し込み

があっております。この制度を利用した改修件数が伸びないのは、補助枠の低さにも一因があ

ろうかと思います。補助枠の増額を国、県に要望していくとともに、今後もこの制度の周知に

努め、民間住宅の耐震化を促進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） 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） 脇本議員さんに市長答弁の補足をさせ

ていただきます。 

 ２番の地域振興の中の２、新エネルギーの中で高知県木質バイオマスエネルギー利用促進協

議会をどのようにとらえているかについてお答えいたします。 

 全国一の森林率を誇る高知県の地域資源であるバイオマスエネルギーの利用拡大を行うた

め、その課題について関連事業者や自治体がともに協議するために設立されております。木質

バイオマス利用については、林内に利用されずに放置されている林地残材や工場で発生する端

材、樹皮などの未利用の木質資源を有効に使用しようというのが木質バイオマス利用促進協議

会の趣旨であります。安芸地域では、市町村と製材工場、森林組合、木質バイオマス利用施

設、素材生産業者、民間企業の構成で協議がされております。現在、それに関連する安田町バ

イオマス利用促進協議会というのがありまして、室戸市は近隣地域、その他のオブザーバーと

して参加しております。室戸市だけでは生産量が多くなく、また加温をする対象施設も少ない

ことから、単独での取り組みが難しいと考えておりますが、しかしながら近隣市町村を含めた

継続的な取り組みの中で、有効利用につながる方策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） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 脇本議員に市長答弁を補足いたします。 

 大きな１点目の(2)市民の安全確保と救急医療についての中で、急病人受け入れ体制、県立

安芸病院の拡充についてでありますが、安芸圏域の休日、夜間等の救急体制は、手術、入院の
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必要のある患者を受け入れる第２次救急医療体制を室戸病院、田野病院、森澤病院で実施して

いただき、そのほかの医療機関でも比較的軽症な患者の診療を行う初期救急医療体制として在

宅当番医制により診療を行っていただいております。市内の当番医につきましては、毎月の広

報でお知らせをしておりますし、高知医療ネットのホームページで随時確認いただくこともで

きます。また、インターネットが使用できない場合でも、高知県救急医療情報センターに電話

で問い合わせすることもできますし、室戸地域情報センターといたしまして室戸市消防署が指

定されておりますので、そちらで問い合わせいただくことも可能となっております。 

 今後は、こうした情報につきましても広報紙等により市民等に広くお知らせするとともに、

観光協会など関係機関にも周知を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、県立安芸病院の拡充についてでありますが、４月に市長とともに新院長にお会いし、

地域住民の安心・安全な生活を守るため医療の充実が必要でありますので、医師の確保と安芸

地域で医療が完結できるよう、新安芸病院の救急体制を含めました整備充実を要望していると

ころでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保消防長。 

○消防長（久保重章君） 脇本議員さんにお答えいたします。 

 大きな１点目、直面する室戸市の課題の中で、(2)の市民の安全確保と救急医療についての

御質問でございます。 

 まず最初に、③の消防分団員の身分と補償についてでございます。 

 消防団はみずからの地域はみずからで守るという郷土愛護の精神に基づきまして、住民有志

による組織で、市町村の消防機関でございます。現在、全国で２万2,926分団が設置をされて

おりまして、約88万4,000人の方が消防団員として活躍をしていただいておるところでござい

ます。 

 消防団員の身分につきましては、地方公務員法第３条の規定によりまして、公務員法の適用

を受けない特別職の公務員とされております。その他の処遇につきましても消防組織法に基づ

きます市町村の条例で定められまして、室戸市消防団設置条例によりまして、地域の防災力を

支える重要な役割を担っていただくための身分等が保障をされているところでございます。 

 また、公務災害補償につきましては、公務により死亡、負傷、もしくは疾病にかかり、また

は公務による負傷もしくは疾病により死亡もしくは障害の状態となった場合におきましても、

消防団員またはその遺族に対して災害による損害の補償をしなければならないといったことと

されております。 

 また、多年にわたりその職に携わり、退職をされた場合には、在職期間により消防団員に対

する退職の報奨金が支給をされます。この報奨金につきましては、他市に先駆けまして、本年

度より当市では増額をさせていただいたとおりでございます。 

 次に、④救急搬送の実態についてでございます。 
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 議員御案内のとおり、救急の管外搬送は年々増加の傾向にございます。昨年の実績でござい

ますが、840名を搬送した中で管外搬送は529名、約63％を管外の病院に搬送いたしておりま

す。また、本年３月よりドクターヘリが運航を開始したことによりまして、緊急救急体制がさ

らに充実をし、救命率の向上が図られ、管外への搬送につきましてもある一定の軽減がなされ

たところでございます。 

 次に、救急救命士の増員についてでございます。救急救命士と申しますのは、厚生労働大臣

の免許を受けまして、医師の指示のもとに救急救命措置が行うことのできる救命士でございま

す。現在、救急隊４分隊を組織しておりますが、活動は救命士６名が実動をいたしておりま

す。さらに、本年度も10月より、九州にございます救急救命士養成所に隊員１名の派遣を予定

しておりまして、養成を行うことといたしております。今後も救命士につきましては計画的に

養成を行ってまいりまして、救急体制の整備充実を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、⑤救急搬送隊員の処遇についてでございます。 

 前段でもお答えをいたしましたが、管外への搬送件数が非常に多く、深夜、早朝の時間が４

時間を超えるといったケースも多々ございます。救急隊員は相互に協力をし合い、救急患者を

安全により早く病院に搬送することが任務であり、使命でございます。ですから、業務中隊員

の飲食は認めておりません。食事につきましては、任務終了後、速やかに帰署してから行う

旨、指示をいたしておるところでございます。 

 救急の体制についてでございますが、救急体制は救急車３台。これ１台が予備車でございま

す。救急隊２隊を組織した中で、各隊に３名の救急救命士を配置。また、各隊にそれぞれ２隊

を配置いたしまして、４分隊の２交代制で救急業務に当たっているところでございます。以上

です。 

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

○５番（脇本健樹君） 済いません。１番の(2)で、消防長済いません、お願いいたします。

④で私ちょっと済いません、救急救命士の増員と言ってしまいましたが、本体全体で規模を大

きくしてはどうかということも考えておりますので、御答弁お願いしたいと思いますが、お願

いします。 

○議長（林 竹松君） 久保消防長。 

○消防長（久保重章君） 脇本議員の２回目の質問にお答えをいたします。 

 救急隊員の増員という形でお答えをさせていただいてようございますか。 

（「消防署員の増員です」と呼ぶ者あり） 

○消防長（久保重章君）（続） 全体計画になりますと、市長ともまた協議をいたしまして条

例等の見直しも図っていかなければならないと思いますので、その辺また市長とも協議をさせ

ていただきまして、消防の体制の見直しにつきましては今後対応させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 
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○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。 

 お諮りをいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会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、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日はこれにて延会いたします。 

 あすは引き続き一般質問です。午前10時にこの議場に御参集をお願いをいたします。 

 お疲れさんでございました。 

            午後２時57分 延会 

 


