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  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（林 竹松君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数14名全員出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。六曜会の一員として、本定例会におきまして一般質問を行

います。少しのどを痛めておりまして、お聞き苦しい点多々あろうかと思いますが、御了承い

ただきたいと思います。 

 まず最初に、国勢調査の結果についてお伺いをいたします。 

 昨年行われました国勢調査の速報値が公表されまして、高知県の人口は平成17年の79万

6,292人から３万1,696人減少し、76万4,596人となり、率にしますと４％の減少となっており

ます。この予想を上回りますペースで進む人口減少に対しまして、県の政策企画課長さんは、

高知新聞の取材に対し、県内の市場縮小を見据えた産業振興計画、高齢化に対応する健康長寿

県構想を策定をした。しかし、人口減のペースが速い、取り組みのペースも急がなければと事

業加速化の必要性を強調をしております。また、少子化対策を担う地域福祉部長さんは、急激

に少子化が改善する見込みは乏しいとしながら、子育て支援を含め、できる施策を着実に打っ

ていくしかないとコメントをしております。 

 次に、県下各市のこの５年間の人口を見てみますと、市部全体では2.9％の減少であり、

個々には高知市がマイナス1.6％、安芸市がマイナス3.9％、南国市がマイナス2.5％、土佐市

がマイナス4.4％、須崎市がマイナス5.1％、宿毛市がマイナス7.3％、土佐清水市がマイナス

7.3％、四万十市がマイナス5.2％、香南市がプラス0.9％、香美市がマイナス4.9％、室戸市が

マイナス13％となっております。今回の本市の減少率13％というのは、本市の過去の人口減少

率と比べてみましても最も大きな減少率であり、他市と比べても異常に高い数値となっており

ます。 

 この結果、本市の人口は、平成17年の１万7,490人から2,280人減少し、１万5,210人とな

り、県下11市の中で最も少ない人口となりました。なぜ本市だけがこのように人口減少率が高

くなったのか、このことについて十分に精査をし、対策を打つ必要があると考えます。 

 そこでお伺いをいたします。 
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 １、今回の速報値の結果をどのようにとらえているのか。 

 ２、減少率が他市よりも異常に高くなっている原因は何であると考えるのか。 

 ３、今後の対策として行わなければならない施策は何であると考えるのか。また、その具体

策について。 

 以上３点についてお伺いをいたします。 

 次に、出生率の低下についてお伺いをいたします。 

 先日発表されました本県の出生率は、過去最低であった昨年より0.03ポイント改善され、出

生数も5,518人となり、対前年比で103人増加をしております。本市の過去10年間の出生数を見

てみますと、平成14年度の144人が最高であります。最近の３年間につきましては、平成20年

度が79人、21年度が73人、22年度が54人と減少を続けており、本市におきましては減少傾向に

歯どめがかかっていないのが現状であります。 

 これに対しまして、死亡者数は、平成20年度が305人、21年度が295人、22年度が287人で、

自然減だけでも毎年220人程度人口が減少をしております。 

 なぜこのように生まれてくる子供の数が少なくなったのか。いろいろの要因があると思いま

すが、最大の理由は、若者が少なくなったからでございます。毎年毎年、仕事を求めて市外へ

出ていっている若者がたくさんいます。この若者の皆さんに室戸にとどまっていただく。その

ためには、室戸に働く場をつくる必要があります。この働く場、雇用の場の創出を市政の最重

要課題としてとらえ、内部的には、担当課だけではなくプロジェクトチーム等を立ち上げて、

市の組織を挙げて取り組む必要があると思いますが、考えをお聞かせください。 

 また、この内部組織とあわせて、地域が一体となって取り組む組織づくりも必要ではないの

でしょうか。南国市では、農業経営と農工商連携を通じて、南国市に新たな雇用の場を創出す

るために、平成21年に、南国市商工会、農協等８団体で構成する南国市地域雇用創出推進協議

会を設立、南国市長が会長となり、さまざまな事業展開を実施し、将来に向けてのスキルアッ

プ、人材育成、雇用の創出のために取り組みを行っております。 

 人口が４万9,497人、人口減少率が2.5％の南国市でも、雇用の場の創出を重要な課題として

とらえ、行政がリーダーシップを発揮し、地域ぐるみでの取り組みを２年前より行っておりま

す。人口１万5,210人、人口減少率13％の本市にあっては、南国市以上にこの問題を深刻に受

けとめ、その対策を講ずる必要があると思いますが、考えをお聞かせください。 

 この若者の減少とともに、考えられる要因の一つに、室戸市の子育て環境の悪さがあるので

はないかと考えられます。 

 その１点目が、病院の問題であります。本市には、産婦人科の病院がありません。妊婦の皆

さん方は、時間とお金をかけて遠く高知市や南国市の病院まで通院をしているのが現状であり

ます。小児科につきましても、市内の病院では週に一日しか診療がされてないのが現状であり

ます。このような現状の中で、本当に安心して子育てができるのでしょうか。 
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 これだけ人口が減少してきますと、新しい産婦人科や小児科の病院を誘致することは困難で

あります。誘致が困難であれば、せめて高知市や南国市まで行かなくても、安芸市で安心して

治療が受けられるようにしなければなりません。 

 現在、県におきましては、60億円の予算をかけて、県立安芸病院を名実ともに県東部の中核

病院とすべく整備が進められております。この安芸病院は、２年後の平成25年12月には新安芸

病院として出発する予定になっていましたが、先日の新聞報道では、津波対策として非常用電

源などを現行計画よりも高い場所に整備する必要性から、４カ月程度、開院におくれが生じる

ようであります。 

 この安芸病院につきましては、３月定例会で同僚議員の一般質問に対する答弁の中でも、特

に産婦人科や小児科等を含め、必要な医師が確保されるよう、さらに県への要望活動につきま

しては県議さんや市町村議員さん、安芸圏域の市町村長とも連携し、協力して要請を行ってま

いりたいと考えていますと答えられており、私も心強く思っているところでありますが、３月

定例会以降、県への要請は行ってきたかどうか、また、まだであれば具体的にいつごろ、どの

ような形で行う予定なのか、お伺いをいたします。 

 新しい院長さんも決まったようですし、産婦人科の医師の不足は全国的にも問題となってお

ります。できるだけ早い時期に行ってはいかがかと思います。 

 次に、子育て環境の悪さの２点目に挙げられるのが、子育て支援についてであります。 

 現在、国におきましては、少子・高齢化社会への対応として、次代を担う子供一人一人の育

ちを社会全体で応援することや、子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子供が育て

られる社会をつくることを政策目標とした子ども手当を支給をしていることは御承知のとおり

でございます。 

 この国の子ども手当のほかに、市町村におきましても、子育て支援の一つとして医療費の助

成を行っております。現在、室戸市が行っている医療費の助成の対象は、６歳までの子供であ

ります。しかし、近隣の市町村、室戸市を除く安芸郡下のすべての市町村におきましては、

15歳までの子供に対する医療費の助成を既に実施をしております。このことが、今、室戸市で

子育て中のお母さん方の間でも話題になっておりますし、現に室戸市の若者が家を建てるのに

子育て支援が充実しているという理由で奈半利町や田野町も視野に入れて検討しているという

話も聞いております。 

 本市におきましても、医療費助成の対象を近隣市町村同様15歳まで引き上げる、このことは

すぐにでも実施をすべきであると考えます。そうしなければ、現在室戸市で子育て中の若者

が、子育て支援が充実している近隣の市町村へ出ていき、室戸市には子供や若者がますます少

なくなってしまうのではないかと心配をするところでありますが、市長の考えをお聞かせくだ

さい。 

 次に、高齢者対策についてお伺いをいたします。 
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 室戸市総合振興計画が３月議会に提案をされ、可決をされました。 

 この中の室戸市の現状と課題の中で、人口についての記述があり、人口推計結果として、平

成32年の人口を１万1,592人、そして65歳以上の老齢人口を5,571人、パーセントにして48.1％

と推計をしております。しかし、平成22年の国勢調査の速報値の結果、そして今後発表がされ

るであろう５歳階級別人口を使ってこの推計をすれば、現在の推計人口以上の人口減少になる

ことは明白であり、私は、人口は１万1,000人、２人に１人は65歳以上の高齢者という超高齢

化社会を迎えることになると考えます。 

 そして、市政運営も大きく変わらざるを得ませんし、さまざまな問題点も出てこようかと思

いますが、確実にやってくる10年後の姿への対応も着実に進めていかなければなりません。 

 そこで、今後ますます重要度が増すと思われます高齢者対策の中の老人福祉施設についてお

伺いをいたします。 

 現在、室戸市には1,200人余りの独居老人の方々がいます。この方々が一番心配をしている

のが老人入所施設の問題であります。体が元気なうちは自宅でのひとり暮らしも可能ですが、

体が不自由になれば老人入所施設のお世話にならなくてはならない。それも、できれば国民年

金の受給者でも入所できるような施設に入所したいという希望を持った方がたくさんおいでま

す。 

 そこでお伺いをいたします。 

 市内の老人入所施設の現状はどうなっていますか、希望者は入所できているのでしょうか。

核家族化や高齢化社会の進行により、ひとり暮らしの高齢者の方は今後も増加することが予想

され、老人入所施設の需要度というものはますます高くなるものと思われます。 

 国におきましても、これらの施設に対するニーズが非常に高まっているとの判断のもとに、

地方自治体が自由度を持った一定の判断ができるようにするために、今まで介護保険３施設の

利用者を、要介護２から５の高齢者の37％以下とすることとしていた参酌標準を撤廃し、地域

の実情に応じて入所定員を決めることができるようになりました。 

 今後においては、新しい施設の建設や誘致、既存施設の増改築等による入所定員の増加も考

えなくてはならないのではないかと思われますが、今後、老人入所施設の整備について、どの

ように進める考えなのか、お伺いをいたします。 

 最後に、住民要望についてお伺いをいたします。 

 一口に住民要望といいましても、多岐にわたっているわけでございますが、今回は住民生活

に密着した道路整備について取り上げてみたいと思います。 

 私どもが住民の皆さんから聞く市政への要望事項の中で、一番多いのが道路の維持補修や排

水路等の生活環境の整備についてであります。 

 私は、道路整備につきましては、小松市長は国の補助事業や過疎債を活用して積極的に取り

組んでいると評価もしているところでございます。しかし、この国の補助事業の適用にならな
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いような小規模な維持補修に対する要望というものも数多くあるのも現実であります。 

 現在、担当課に上がっている道路補修の要望が40件余りあります。担当課のほうでも補修の

必要性は認められても、予算がないので要望にこたえることができないという、そういうこと

で積み上がってきた件数であります。しかし、住民の皆さんから見れば、これくらいのことも

やってもらえないのかと不満に思う、これが現実ではないかと思います。 

 財政事情の厳しい中にあっては、市民の皆さん方にも我慢をしていただくことも必要でござ

います。しかし、財政事情が少しでも好転をすれば、思い切って住民要望にこたえる、このよ

うなめり張りのある市政運営も必要だと思います。 

 そこで、現在の市の財政事情はどうなのか、私なりに考えてみますと、平成23年度の当初予

算を見ていましても、平成元年以来となる財政調整基金や減債基金の取り崩しを行わない予算

編成となっていることや、昨年度より住宅新築等貸付事業特別会計の累積赤字解消のために億

単位の一般財源を投入していることや、22年度の出納閉鎖の結果、一般会計で実質収支が３億

円余りとなり、この結果、財政調整基金と減債基金の残高が合計で11億8,000万円となり、直

近の５年間では最高の基金残高となっていること等から考慮しましても、今まで十分にこたえ

ることができなかった住民要望にこたえる余裕はできたのではないかと考えられます。 

 本年度の当初予算に計上している市道維持補修工事費は400万円しかありません。９月には

補正予算を計上し、少しでも多くの住民要望にこたえるべきであると考えますが、市長の考え

をお聞かせください。 

 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） 濱口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の国勢調査の結果についてでございますが、御案内のとおり、本年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、6,966世帯となっておりま

す。この数値は、前回の平成17年と比較しますと、人口で2,280人、13.04％の減少、世帯数で

617世帯、8.1％の減少となっております。大変残念ながら、人口の減少がとまらないという状

況であり、本市にとって大変大きな問題と受けとめておりまして、これらの解決が大きな課題

であるというふうに考えております。 

 次に、２点目の人口減少率が他市よりも高くなっている原因についてでありますが、住民基

本台帳の人口の異動状況から見てみますと、平成12年度から16年度までの５年間、そして平成

17年度から21年度までの５年間を比較をいたしてみますと、まず出生者数が46人の減少に対

し、死亡者数が26人増加をしているということで、死亡者数が出生数を上回る人口の自然減が

続いているところであります。 

 一方で、転出者数は304人ふえておりまして、転入者数が663人減っているというようなこと

で、合計967人の減少となっております。これらは、転出が増加をし、転入が減少するという
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社会減の状況が見られるところであります。 

 そして、社会減の要因といたしましては、国や県の組織の再編・縮小によるもの、学校の統

廃合などによるものが大きいのではないかと考えております。さらに、景気の低迷などによ

り、雇用状況が悪化をし、就業者数も減少しているところであります。 

 次に、３点目の人口減少への今後の対策といたしましては、多くの対策を打たなければなら

ないという思いでございますが、まず１つには、産業振興や企業誘致などによる雇用の場の確

保ではないかというふうに考えておりますし、２点目には、教育・福祉の充実を一層進めなけ

ればならないと考えております。また、３点目といたしまして、仕事と育児の両立支援や子育

て家庭の経済的負担の軽減、子供を産み育てる環境の整備ということが、議員さん御指摘のよ

うに大事であるという思いでございます。そして、４点目としまして、これまでにも取り組ん

でいるところでありますけれども、移住促進事業の推進など、これまで以上の取り組みを強力

に進めていかなければならないと考えるところであります。また、国策といたしましても、少

子化の原因と言われる女性の晩婚化、未婚化の対策なども大事なことではないかと存じます。 

 当市としましては、ふるさとに住み、働くことができるように、そして安心して暮らせるよ

うに、総合的な施策の推進によって人口の減少に対応をしていかなければならないと考えてお

ります。 

 いずれにしましても、この人口減少問題は、当市の最大の課題であり、我々行政執行者はも

とより、議会、市民の方々にもお力添えをいただいて、総力を挙げて取り組んでいかなければ

ならないと考えております。 

 次に、大きな２点目の出生率の低下についてでございます。 

 まず、雇用につきましては、前段でもお答えをいたしましたが、産業振興や企業誘致による

雇用の場の確保が重要な課題であると考えております。こうしたことに対して、現在、市内の

企業訪問を行うとともに、企業誘致の取り組みや室戸市産業者会議の農林部門、水産部門、商

工観光部門の各部門会議であるとか、全体会議の開催、そして商工会との意見交換など、外部

や内部におきましても雇用対策についてさまざまな取り組みや会議等を行って、意見も求めて

きたところであります。 

 また、議員さん御案内の事業内容をお伺いをいたしますと、これは国の雇用拡大を目指すパ

ッケージ事業の推進の内容ではないかというふうに思うわけであります。このパッケージ事業

につきましても、当市におきまして、内部で労働局等々と、県あるいは労働局等ともパッケー

ジ事業の導入等についてもこれまで検討してきた経過もございますが、なかなか当市の実情に

合わない面もあるということで、現在、よう取り組みをしていないところでございます。 

 しかし、議員さん御提案の地域が一体となった雇用の場の創出につながるような組織づくり

というものが大変大事なことであるというふうに考えますので、今後、より効果的なものとな

るように組織づくりについても検討してまいります。 



－109－ 

 次に、病院の問題についてでございます。 

 市民の方々の安心・安全な生活を守ることや安心して子育てをする環境づくりということを

考えますと、議員御案内のように、医療の充実が大きな課題である、充実をさせなければなら

ないというのは私も同意見でございます。 

 そして、県立安芸病院への要請でございますが、前段の議員さんに担当課長からもお答えを

しておりますように、平成23年４月、新しく就任をいたしました県立安芸病院の前田病院長に

対し、安芸病院で完結をする医療体制の必要性を訴えてまいりました。また、小児科や産婦人

科の充実と医師確保について、ぜひ取り組んでほしい、また室戸市内の病院、医院、診療所と

連携をした医療ネットワークの構築がどうしても必要であるということなどについて、お話を

し、要請をしてきたところでございます。 

 御案内のとおり、県立安芸病院につきましては、市民生活や健康を守る上で大切な東部地域

の拠点病院だと私も考えております。先ほども申しますように、特に産婦人科と小児科の充実

につきましては、安心して出産・育児のできる態勢につながるものでございますから、ぜひそ

れらの充実が必要であると考えるところであります。 

 また、すべての病気が安芸圏域で、高知に行かなくても完結をできるように、病院の整備充

実が必要と考えるところでございまして、今後とも、関係機関や関係団体とともに、あらゆる

機会を通して県立安芸病院の充実について要請活動を続けてまいります。 

 次に、子育て支援としての医療費助成についてでございます。 

 議員さん御案内のように、乳幼児医療費助成制度は、次代を担う子供を健やかに産み育てる

環境づくりの一環として、また乳幼児の健康の保持増進を図ることを目的として、創設をされ

ている制度でございます。当市におきましては、福祉医療費助成に関する条例及び施行規則に

基づき、就学前までの乳幼児に対して所得等の制限を設けて医療費の助成を行っているところ

でございます。 

 平成22年度の実績では、対象人員488名、対象医療費総額約1,500万円で、そのうち市費負担

額は約900万円でございます。乳幼児医療費の助成につきましては、子育て支援として、対象

年齢を就学前から市町村独自サービスとして小学校や中学校まで拡大をしていることについて

は承知をしておりますし、そうした中で、所得等の制限もなくして、完全無償化を実施してい

る市町村もあることは私としても承知をするところでございます。 

 当市といたしましても、経済的負担の大きい子育て世代の支援を充実させたいという思いか

ら、制度の充実に取り組んでいるところでございます。 

 平成24年度からの実施について、対象年齢を小学校卒業まで引き上げることを検討をしてお

ります。現在、対象年齢引き上げに対応するため、乳幼児医療費助成制度システムの改修を本

年度予算化をして進めているところであります。 

 なお、システムの改修にあわせて、所得制限の問題についても撤廃をする方向で現在検討を
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重ねているところであります。 

 対象年齢の引き上げに伴う市負担額は、現行制度のままの引き上げを行いますと、小学校卒

業までが年間約800万円の増、中学校卒業までですと約1,200万円の増が見込まれるところでご

ざいます。 

 さらに、先ほど申し上げました所得等の制限を撤廃をし、無償化を実施した場合では、小学

校卒業までが約1,400万円、中学校卒業までが約2,000万円となります。加えて、現行乳幼児の

負担分約600万円が増加をする見込みでございます。 

 そしてもう一方で、医療費助成を拡大をいたしますと、国民健康保険制度上でのペナルティ

ーが発生をしてまいります。国民健康保険療養給付金等国庫負担金や調整交付金が減額となっ

てまいります。 

 したがいまして、乳幼児医療費助成制度での市費の増加分とあわせて、国民健康保険制度で

の歳入の減額という二重の負担が生じてまいりますので、私どももその軽減対策についてなか

なか一足飛びに進めることができないというのが実情でございます。 

 御案内のとおり、本市の大変厳しい国保会計などの財政状況から考えますと、対象年齢を中

学校まで拡大するのは困難と考えて、先ほども申しますように、小学校までとして、私は段階

的に進めさせていただきたいと考えているところでございます。 

 次に、大きな３点目の高齢者対策についてでございます。 

 老人福祉施設の今後の整備計画についての御質問でございますが、まず室戸市の高齢化率は

平成12年に27.1％であったものが、平成23年には37.2％となっております。今後におきまして

も、高齢化が進み、平成26年度には高齢化率42.7％となり、超高齢社会となることが予想をさ

れております。 

 次に、介護保険施設の現状についてでありますが、現在、当市の介護保険施設は、老人福祉

施設丸山長寿園定員100名、老人保健施設あさひ定員70名、療養型医療施設２カ所、定員

45名、合わせて215名で介護保険施設サービスを提供をしているところであります。そのほ

か、在宅サービスの位置づけでございますが、グループホームが２カ所、定員36名がございま

す。 

 現在、国の基準としている人口に対する施設整備は、安芸圏域では一定充足をされていると

されておりますので、現段階では老人福祉施設や老人保健施設の新設は困難な状況であると考

えておりますが、また療養型医療施設の廃止方針につきましても、これは国において６年間延

長をされているところでございます。 

 こうした中、前段の施設サービスの状況は入所待機者がやはり多く出ておりますので、希望

どおりの入所ができないこともございます。そのため、市といたしましては、施設サービスと

あわせて在宅サービスを組み合わせたサービスの提供を考えていかなければならないとしてお

ります。例えば施設のショートステイと訪問介護などの居宅サービスの利用をあわせて行うこ
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とや、グループホームや、また新設が予定をされております小規模多機能型居宅介護事業所な

どの利活用についても考えていく必要があるというふうに思うところであります。 

 なお、国におきましては、現在、介護予防・日常生活支援総合事業の創設であるとか、施設

サービスなどの基準などの見直しにつきましても、議員さん御指摘のように、現在、議論をさ

れているようでございますので、国の動向をしっかり把握をし、高齢者福祉サービスの向上に

努めていかなければならないと考えております。 

 次に、大きな４点目の住民要望に対する道路整備についてでございます。 

 毎年、たくさんの要望が市民の方々から出されております。要望箇所につきましては、順次

現地調査を行い、危険箇所は早期に対応をしなければならないと考えております。また、簡易

な補修につきましては、担当課で対応し、市道の草刈りなどの管理につきましては、できるだ

け地域の常会であるとかシルバー人材センターに委託するなど、経費のかからない方法、効果

的な方法等で維持管理に努めているところでございます。 

 議員さん御指摘の工事費とは別に、こうした委託料で対応している部分もありますので、御

理解をいただきたいと存じますが、現在要望されている箇所につきましても現地調査を行い、

緊急性の高い箇所から順次補修をしていかなければならないと考えております。 

 今後につきましても、そうしたことを行うことによって、必要な箇所の修繕であるとか、予

算の増額が必要であれば、補正対応をぜひし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。以上です。 

○議長（林 竹松君） 濱口太作君の２回目の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。２回目の質問を行います。 

 まず、人口問題についてでありますけれども、昨年の国勢調査の結果、本市の人口は県下

11市の中で一番人口の少ない市となりました。この結果に対しまして、私も行政に携わってき

た者の一人として、一抹の寂しさを感じているところでございます。人口は、その地方公共団

体の元気度をあらわすバロメーターの一つでもございます。結果は結果として真摯に受けと

め、執行部の皆さんには、今後、この問題について全力で取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 人口減の原因とその対策について答弁がありましたが、これらの原因を徹底的に分析をし、

その対策を実行をしていただきたいと思います。 

 次に、子育て支援についてでございます。 

 現行の６歳までの医療費助成を12歳までに来年度から引き上げるということについて、検討

していただけるとの答弁がありました。現在から比べますと、一歩前進ということになります

けれども、もう一度お伺いをいたしますが、15歳までの医療費助成を思い切って来年度から実

施をされてはいかがですか。 

 安芸郡下の本市を除く市町村では、15歳までの医療費助成を既に実施をしておりますし、



－112－ 

12歳まで引き上げても安芸郡下で子育て支援が一番低いということには変わりはありません。

何年先になるかわかりませんが、15歳まで引き上げる間に、このことが理由で転出される方が

あれば本当に残念な結果になります。 

 ３月に議決をされました室戸市総合振興計画の17ページ、これは基本構想の一番最初のペー

ジになりますが、第１章室戸市のこれからの基本的な考え方の中で、２つの基本的な考え方が

示されております。お手元にお持ちでない方がいると思いますので、私が少し読んでみたいと

思います。 

 第１章、室戸市のこれから。(1)基本的な考え方。本市は、豊かな自然や歴史、文化を有し

ており、これら地域の資源を守りながら、産業振興を図り、ふるさとに住み、働くことができ

るように地域の発展を図ります。次世代を担うにふさわしい心身ともに健全な生きる力を身に

つけた子供たちの育成と子育て支援の充実を図ります。 

 このように、基本構想の基本的な考え方の一つとして、１つが、ふるさとに住む、働くこと

ができるよう地域の発展を図ります、２つ目として、次世代を担うにふさわしい子供の育成と

子育て支援の充実を図りますというふうに掲げており、この２つが基本構想の柱となっており

ます。 

 このように、現在、室戸市で子育てをするためには、産婦人科の病院がない、遠いというハ

ンディキャップを背負って皆さん子育てをしております。この病院のハンディキャップを埋め

るのが子育て支援の充実ではないのでしょうか。病院は遠いけれども、他の市町村より室戸市

は子育て支援が充実をしているから、室戸で子育てをしてみよう、そういう気持ちになるので

はないのでしょうか。しかし、現実は、病院も遠い、子育て支援も低いというのが現実でござ

います。これで、室戸で子育てをしてくださいということになるのでしょうか。 

 このことがすべてではないと思いますが、出生率が低下をしている原因の一つではないかと

考えます。 

 病院の問題は、他力本願的なところがあり、本市だけの力ではどうにもなる問題ではござい

ません。しかし、子育て支援は本市の考え方一つで実現をする問題であります。次世代を担う

にふさわしい子供の育成と子育て支援の充実を図りますという基本構想の理念を実現するため

にも、近隣の市町村並みの医療費助成は最低限の私はスタートラインだと考えます。 

 昨年度の１年間の出生者数54人という現実を真摯に受けとめ、この問題に取り組んでいただ

きたいと思います。 

 本当に、人口問題、出生率低下対策を行うためには、少々の経費負担は当然必要であります

し、この子育て支援、他の市町村でもやっていることでございます。来年度から、15歳までの

医療費助成を実施することについて、再度検討していただきたいと思いますが、市長の答弁を

お願いをいたします。 

 最後に、住民要望についてでございます。 
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 生活環境というのは住民の皆さん方が生活をする中で最も身近な問題であります。そのた

め、担当課には40件以上の住民要望が出ております。雨が降れば水がたまる道路、悪臭の漂う

水路、水路のふたの騒音などにより日々の生活の中でストレスを感じられております。一日で

も早くこれらの問題が解決をされ、快適な日常生活が送れるよう、御配慮をお願いをいたしま

して、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） お答えをいたします。 

 まず１点目でありますが、人口問題について、11市の中で一番少ない人口になったというこ

とで、私としても、以前から自分も職員として、例えば土佐清水市さんとの人口比率というの

をずっと見てまいりましたし、そうしたことからいきますと、同じように、私も大変寂しい思

いがするところでございます。 

 したがいまして、人口減対策をしっかり充実をしていかなければならないと考えるところで

あります。 

 それから、次でありますが、総合振興計画の中でのお尋ねといいますか、お話でございま

す。御案内のとおり、将来像といたしましては、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

していきましょうというのが、総合振興計画の大きな室戸の将来像であることは御案内のとお

りでございます。 

 そして、基本的な考え方といたしまして、ふるさとに住み、働くことができるよう、地域の

発展を図ること、また次世代を担うにふさわしい子供たちを育成支援をするということは、御

指摘をいただいたとおりでございますし、私どももそうしたことに取り組むということで総合

振興計画を定めさせていただいたところでございます。 

 そして続いて、こうしたことに総合振興計画をしっかり目標として定め、具体的なことに精

いっぱい取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 次に、住民要望につきましては、先ほども答弁をいたしましたように、いろんな形での対

応、対策に取り組んできたところでございますが、なお十分でないというものにつきまして

は、当然補正予算も組みながらしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。 

 そして、最後でありますが、その乳幼児助成の問題でございます。 

 これは、郡下では当市というお話でございますが、11市の中でもこの問題については多くの

市の首長の中で議論もございまして、やれているところ、やれていないところがございます。

私も、少子化への対応として子育て家庭の経済的支援がどうしても必要だということで現在取

り組みを進めておりますし、小学校まで、とにかく第１段階として小学校までをやらせていた

だきたい。また、先ほど来申し上げますように、一方では国民健康保険会計が大変厳しい状況

である。そうしたところで、歳入不足も生んでくるわけでございますから、その辺のことがど
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うしても二重の状況、市の財政へ与える影響があるということで、私どももやりたいというの

はやまやまでございますが、大変苦慮をいたしているというところでございます。 

 またもう一つ、全国市長会の中でもそうでありますが、これはやはり国の大きな政策として

少子化対策、子育て支援というものは国の大きな制度の対策が必要ではないかということで、

今も国で議論もされておるわけでありますけれども、そうした県や市町村で取り組んでいるそ

の乳幼児助成等についての財源対策については、ぜひ国のほうでも拡充をしていただきたいと

いうような要望も行っているところでございますので、そうした要望も重ねながら、当市とし

ては段階的に乳幼児助成についても私は推進をしていきたいという思いでございますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 濱口太作君の３回目の質問を許可いたします。濱口太作君。 

○８番（濱口太作君） ８番濱口。３回目の質問を行います。 

 子育て支援についてお伺いをいたします。 

 ２回目の市長答弁がございました。私も、他市においても、まだ15歳までの医療費助成やっ

てないところもあるというのは承知をしております。しかし、この近隣の市町村、安芸郡下の

市町村がもう既に実施をしておるんです。このことが、現実に今子育て中のお母さん方の間で

話題になっておるし、新しく家を建てるということについて、このことが原因で、室戸市では

なく近隣の市町村へ建てるということも検討をされておる若者がいることも事実なんです。 

 昨年度の出生数54人、実際私はこの数字を見たときにびっくりしましたよ。室戸市全体で

54人しかいないんです、子供が。クラスでいうと、今30人学級でしたら２クラスですか。この

ことを本当に真摯に受けとめて、この人口問題、出生率、この室戸の将来を背負っていく若者

が少なくなっている。生まれる時点から、もう少なくなっておる。この現実を本当に真剣に受

けとめたら、少々の経費は要っても、私は本当に重点的に取り組む問題であって、うちだけが

特別やれというんじゃないんですよ。安芸郡下のすべての市町村、室戸市を除いたところはや

っておるんですよ。皆さん国保も苦しいんです。その中でも、この問題を重要だということで

取り組んでおるんです。段階的とは言わずですね、やはり来年から一気に安芸郡下の市町村に

追いつくような15歳までの医療費助成実施をされては、市長さん、いかがですか。 

 ぜひ、私は、来年までの間にこのことについて検討していただきたいと思います。再度答弁

をお願いします。 

○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） お答えをいたします。 

 子育て支援の乳幼児医療につきましては、私どももこれまで大事だということで取り組んで

きたということはぜひ受けとめていただきたい。この問題を重要だとして取り組んでいるとこ

ろでございますので、その点はぜひ御理解もいただきたい。 

 そして、議員さんおっしゃるように、少子化、だんだん進んでいるということも我々として
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も身に感じているというところは大きく受けとめていかなければならないと思いますし、また

そうした中で市の全体の状況も見きわめながら対応しなければならないということでございま

す。 

 現在、そうしたことで、小学校までの医療費の無料化について検討しているということを申

し上げました。さらに、その上を目指せということでございますので、そうしたことについて

は検討してまいりますが、現在ここで15歳まで引き上げるということは申し上げられませんの

で、御理解をいただきたいと存じます。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって濱口太作君の質問を終結いたします。 

 次に、山本賢誓君の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。６月定例会におきまして、自民クラブの一員として一般

質問を行います。 

 まず、質問に先立ちまして、２番の議会への対応についてでありますが、これは省略させて

いただきたいと思いますので、議長、事務局、よろしく取り計らいをお願いいたします。 

 それではまず、第１番の東日本大震災への対応と教訓についてから質問を行いたいと思いま

す。 

 本年３月11日には、関東、東北地方に、死者行方不明２万3,000人余りと、２万3,000人余と

いう未曾有の大災害が起きましたことは皆さんも記憶に新しいことであります。テレビから流

れる目を疑うような地をはう巨大な津波が、市街地や、また田園地帯をなめるように襲うその

リアルな状況に大変な驚きとなりました。 

 そして、今後、間違いなく起こるであろう東海・東南海地震に対してどう対応するべきかと

思うと同時に、ハード面でとても大丈夫だとは言えない室戸市の海岸線の施設の状況に、どう

しようもない無力感と抜本的な地震津波災害対策の見直しの緊急性、重要性を痛感させられた

のは皆さんも一緒だと思います。 

 今までの地震、津波の常識を覆す想定をはるかに超えた今回の東日本大震災と命名された大

災害は、国を含む各地方自治体も防災対策に関しては新たな見直しを求められるということ

で、被災地の方々には大変申しわけなく思いますけれども、申しわけない言い方でありますけ

れども、今回の災害がある意味多くの教訓材料を与えてくれたという思いでもあります。 

 ３カ月が経過した今でも、被災地の現状は目に見えた復興がなされず、多くの被災住民の

方々の心労、御苦労に対して胸が痛む思いでいっぱいでありますし、いずれは我が身かと思う

と、災害発生時の市民の命を守る、災害発生後の市民の生活、財産を守る、長期にわたる避難

生活への対応、水、食料の確保、生活物資運搬路の確保等、いろいろな状況を想定すれば、到

底室戸市だけで対応できるものではなく、関係機関との早急な協議も求められると思います。 

 今回、６月補正予算には、避難計画策定ほか委託料として1,759万4,000円という予算が計上

されておりますけれども、同時並行して室戸市も行政と市民と一体となった早急な災害対策、
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避難場所、避難経路の見直し、いろんな状況を想定する協議会等も早急に取り組むべきではな

いかと思います。 

 現地の状況は、現地の地域に住んでいる人々が、市民が一番よく知っております。安易に計

画委託するのではなく、十分に地域住民の声を聞いて取りまとめたものを生かしていくことが

大事だと思います。室戸市市議会、県議を含めて意見の取りまとめを行い、高知県知事に対す

る要望書の取りまとめ等も行うべきだろうと思います。 

 被災地の現状は、瓦れきの撤去も進まず、家族、親族の遺体さえいまだわからず、涙してい

る方々の心情を察すると、室戸市のほうも義援金を送るだけでなく、何とか手助けの方法はな

いのか、いや、手助けをしなくてはならんと考えるのが同じ自治体に携わる者として当然では

ないかとも思います。 

 質問事項としまして、被災地への官民の人材支援についてから、まず災害発生時から後で、

当初室戸市も、現地のほうへ保健師が１名支援に行ってきたと聞いておりますが、その期間と

現地の状況報告はいかがだったのか、お伺いいたします。 

 ２番目としまして、室戸市として、被災地に対して他市と横並びということではなく、独自

の支援策ということは考えていないのか、お伺いをいたします。 

 ３番目、被災地の復興支援のための職員派遣を、また職員派遣が無理なら職員にかわる身分

を保障した者を派遣できる方法は考えられないものか、お伺いをいたします。 

 ４番目といたしまして、室戸市民の中にも、条件が整えば支援に行きたいという声を聞きま

す。そういった声も少なくないとは思いますけれども、市内各事業所等に市のほうが意見も聞

いて、ボランティアを募ってやるという役割を室戸市が背負ってはどうかとお伺いいたしま

す。 

 次に２番目、室戸市の避難対策についてですが、これも前段の議員さんが何人も取り上げて

おられましたけれども、同じ質問内容かとも思われますけども、質問させていただきます。 

 室戸市も、自主防災組織が市内全域で組織もされております。それなりの周知徹底、訓練も

されているところですが、恐らく市当局も今回の大震災のような状況を見れば、今までに指定

してきた避難所、避難経路等もこれで十分だとは認識していないはずで、当然見直しの方向だ

と思いますが、その具体的な対応策はどのように計画されているのか、お伺いいたします。 

 ２番目としまして、東洋町の白浜海水浴場に設置されている緊急避難施設は皆様も御存じだ

ろうと思いますけれども、津波緊急避難対策の重要性を理解をしておられます東洋町では他市

に先駆けて取り組んでおります。 

 平成22年度も、昨年度ですけれども、旧国道沿いに同様の施設を１基設置しております。そ

れから、今後も毎年順次建設していくという計画も聞いておりました。昨日の新聞、議会の報

告の中で、東洋町の新町長は、国の指針が出るのを待っていては遅いというふうな感覚で２カ

所の防災タワーの建設をするというふうに表明をしておりました。また、お隣の奈半利町で
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も、150人規模が避難できる津波避難タワーの設置を計画しているというふうなものが掲載さ

れておりました。 

 また、本日の高知新聞にも、現在、４市町、計６カ所がこの避難タワーが整備をされており

ます。それから、本年度も４市町７カ所、新たに整備等されていくというふうに掲載もされて

おりました。 

 この避難施設は、国の補助事業での設置でありますから、当然市の持ち出しも要るわけです

けれども、非常に取り組みやすいし、今後、全国各地にこのような施設の設置はどんどん急激

にふえていくものと考えます。最近の同施設は、平常時は常会活動やレクリエーション施設、

集会所としての機能を備え、緊急時にはサイレン及び誘導灯が点滅する、また避難時には宿泊

ができる条件も整えというような多機能型の緊急避難施設が提案もされていることでありま

す。 

 室戸市も、こうした施設を順次建設していく必要があると思います。室戸市は、西は羽根町

から東は佐喜浜町まで約47キロメートルに及ぶ海岸線があり、地域によっては海抜より低いの

ではないかと思われる地域もあります。室戸市では、旧５カ町村すべてが大きな津波に耐え得

るべき海岸堤、防潮堤はなく、またすべての海岸堤の整備は到底無理な話でありますから、そ

れにかわるべきは、御老人を含めた社会的弱者を最優先した避難対策を講じるべきであろうと

思います。 

 少しでも多くの人命を守る。それには、緊急避難施設の設置しか方法はないのではないかと

考えます。市長において、早急にそういった建設計画を立てる必要があると思われますが、ど

のように考えるのか、お伺いをいたします。 

 それから、３番目といたしまして、市内の公立小・中学校のうち、津波被害に対して一番危

険だと思われるのが羽根町の羽根小学校ではないかと思います。羽根小学校は、その立地が海

岸線に非常に近く、また避難場所となる高台までは避難経路も複雑であり、集団で避難となれ

ば海岸線と並行してしばらくの間逃げなくてはならないという非常に危険な避難行動をしなく

てはなりません。 

 以前、小松市長には、この議会の場でも御提案もさせていただき、その必要性は共有をでき

ているものと思っておりますが、羽根小学校から国道まで直線で結ぶ緊急避難道路の計画は、

保護者はもとより地域の切実な要望であるというふうに思っております。 

 この緊急避難道路設置計画について、市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、３番目の吉良川町圃場整備計画についてお伺いいたします。 

 吉良川町の西の川沿いに広がる北村、庄毛地区に約30ヘクタールに及ぶ農地の整備計画につ

いて、その必要性、地元の要望があります。私も、高知県下一円、仕事上よく訪問しますけれ

ども、他の市町村はどの地域も整然と区画整理された農地が広がっております。他市町村から

比べれば、室戸市の農地を見るたびに室戸市の農業政策の貧しさが如実にあらわれているとい
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う思いがします。 

 農業の振興に当たりましては、基盤整備は欠かすことのできない事業であり、その重要性に

ついては小松市長も十分に御理解されていることだと思います。市長の足元の施設園芸の盛ん

な羽根町においても、狭い農道を利用し、小さなハウス群が形成をされ、非常に効率の悪い生

産活動が営まれております。室戸市において区画整理された地域は、吉良川町の中の川地区に

一部周辺に見られるだけで、室戸市の立地状況として平地が少ないところだからこそ、基盤整

備を進める必要があったのではないか。後継者対策も含めた中・長期的な計画方針を進めてこ

なかったことが、結果的に室戸市の基幹産業である１次産業の衰退につながっているというこ

とであろうと思います。農業政策に対する先見性がなかったことは室戸市としても大きな反省

をしなければならないと思います。 

 漁業においては、漁業政策全般に精通した職員を、林業においては林業政策全般に精通した

職員を、農業においても農業政策全般に精通した職員を配備して、室戸市の１次産業を支える

体制を整えなくてはならんと思います。室戸市の基幹産業である農林水産業が凋落の一途であ

ることは現実でありますから、早急な対策を講じていただきたいと思います。 

 特に、農、林に関しましては、振興にかかわる整備計画が絵にかいたもちになっておりま

す。現場のことは現場に任せきりとなり、担当職員は仕事を覚える間もなく異動してしまう

と。育った技術職員は事務職員へ異動というようなことがこれまでの状況であります。このこ

とに関しまして、前副市長にも問い合わせをしましたけども、前副市長いわく、職員交流の一

環ですからということで、農政、林政への危機感というものが当然感じられなかったという思

いがしております。 

 そういった課長を含むトップの姿勢が積極的でなければ、担当課の職員が自分の仕事に力を

入れるはずがないとの思いはいつまでたっても消えません。職員自身が担当する分野におい

て、常に市民のため、ひいては室戸市のための事業に取り組むと、少なくとも自分が担当する

であろうその期間にこの事業の道筋だけはつけたいというような熱心な職員を市長以下の管理

職は育ててもらいたいと、頭を下げてお願いしたいと思います。 

 機構改革で職員削減の弊害が、１次産業に従事する市民関係者、農業従事者の方々に迷惑を

かけているということに早く気づくべきであろうと思います。室戸市の農林業の後継者不足を

考えてみれば、基盤整備のおくれが大きな要因となっていることは自明の理であります。それ

とあわせて、１次産業の発展、向上に対する行政の積極性のなさが原因であろうと。そういっ

たことがこれ以上続けば、御高齢で腰の曲がった方々が頑張ってくれております施設園芸にお

きましても、それから室戸市で一番農業生産の盛んな西山地区の農業者においても、後継者不

足となり、室戸市の農業生産が早晩行き詰まることは目に見えております。 

 今回質問の吉良川町の基盤整備においても、事業が整えば、農業に新たに取り組みたい新規

参入者の増加、米にかわる新たな農業生産活動が活発になれば、若者が定住する元気な吉良川
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町、ひいては室戸市の元気につながるということになります。 

 事業推進に当たっては、いろんな制約があることは私も十分に承知をしております。事業と

して、中山間地域総合整備事業の中から農業生産基盤整備事業というのがありまして、これは

県営事業で取り組めるはずであります。そういったこと等、地元協議は当然市のほう、室戸市

のほうも力を入れていただいて、積極的に、説得してでも取り組んでいきたいと、いくという

ふうな姿勢で臨んでいただきたいと思います。 

 この事業推進に関しまして、市長はどういうお考えなのかをお伺いいたします。 

 ４番目、佐喜浜町民家火災についてお伺いをいたします。 

 去る５月27日深夜、佐喜浜町尾崎地区の民家火災がありました。原因は漏電だということで

すけども、火事の状況を聞いてみると、通りがかりの方が早期に民家に通報していただいたと

いうことで、すぐに消防にも通報、民家の方が家庭の水道で消火しているときにもう既に消防

車が到着し、民家の方も軽微な被害で済むのではないかというような判断もされたそうです。 

 時間の経過とともに、地元の方も駆けつけ、消防のほうもタンク車による初期消火はしたそ

うですけども、それからなかなか本格放水に至らなかったと。開始されない、その間火の勢い

は増すばかりで、結局、地元の方々の話では、通常の放水が始まったのは消防車到達から30分

か40分ぐらいかかったのではないかという証言があります。消火活動中、余りにも本格放水が

できないということに対しまして、地元の方も声を荒げたということもお聞きをしました。す

ぐに消火できていれば、これほど大きな被害にならなくて済んだのではないかというような意

見もありました。 

 私も、一生懸命頑張ってくれている消防職員を責めるわけではないですけれども、地元の

方々の声を聞いた範囲内では、残念なことに初期消火から本格放水までの万全な態勢が迅速に

とれていなかった懸念があるというふうなことが想像されます。もしそういうことが事実であ

るとすれば、市民の生命と財産を守る消防職として大きな反省点でもあるし、そのおくれに何

か原因があるとすれば今後の消防活動の教訓として生かし、反省点を検証する必要があろうか

と思います。 

 何点かお聞きをして、事実確認をしておきたいと思います。 

 今回の民家火災について、消防本部に来た通報時間、現場到達は本署、分団、どちらが早か

ったのか。現場へ向かった本部の態勢はどうだったのか。本部消防車到達時間、分団現場到達

時間。最初に火災現場を見たときの事故報告書はどのように書かれているのか。現場到着後、

まず水源をどこに求めたのか。初期放水は現場到着後何分ぐらいたっていたのか。初期放水水

源は十分であったのか。本格放水として消火栓を開栓した時間。当初は消火栓を利用しなかっ

たと聞くが、その理由。 

 以上のようなことを総合して、今回の民家火災対応がもし後手に回ったとの懸念がある場

合、室戸市消防本部としてどのようにとらえ、問題点として何か検証することがあるのか、お
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伺いをいたします。 

 次、５番目、市道河内線への待避所設置についてお伺いいたします。 

 室戸市室津ＪＡ土佐あき支所、下里地区から上里地区、稲石地区、長野地区、大久保地区に

至るまでの市道河内線、ここは山間地に延びる室戸市の市道といたしましては室戸市内でも一

番通行量の多い路線ではないかとも思います。私も、仕事上でこの路線はよく利用するところ

ですけども、通行量が多いにもかかわらず、非常に今待避所が少ない。場所によっては二、三

百メートル先の車をとまって待ったり、狭いところでは民家の庭先を利用させていただいたり

と、非常に利便性の悪い、利用ぐあいの悪い市道であります。 

 室戸市の山間に延びる市道の中では最低の市道レベルではないかとも思います。私も、以

前、まだ室戸自動車学校があったころですけども、狭いところですれ違いをしようとしていた

自動車学校の車と民家の車の中で対向車が田んぼに落ちるというようなことも目の前で目撃を

しております。狭くて待避所がないところを無理やり通行しようとしたということが原因であ

ります。 

 狭くて窮屈で危険、このような状態そのものにつきましては、市長以下歴代の建設課長、建

設課職員も当然以前から把握もされているところであろうと思います。市の職員がここを通る

たびに待避所が必要だと考えるはずだと思いますけれども、一向に改善されないのはどうして

だろうかとも思います。 

 この河内線の幅員拡幅を含めた改良計画もされているそうですけども、その計画も定かでは

ない、いつからということもはっきりわからんがですけども、市民から要望があれば何とか対

応するという職員の姿勢ではなく、常に市道管理者として、ここは危険だから早急に何らかの

改善策を講じてやれ、市民の安全を守ってやると考えるのが職員としての使命であるべきだと

考えます。 

 この市道路線の待避所設置ですけども、知恵を使えば簡単な工法で少ない費用で十分対応で

きる待避所設置ができるとも思います。 

 お伺いをいたします。 

 この市道河内線において将来改良計画もあるようですけども、その改良計画年度とその改良

区間はどの位置なのか、それから待避所の設置については、改良計画区間も含めて下里地区か

ら大久保地区まで早急に取り組んでいただきたいがどう考えるのか、お伺いをいたします。 

 ６番目、夢工房ひまわり新事業体系移行への問題点について。 

 ＮＰＯ法人むろとうみがめの会、夢工房ひまわりは、平成17年度に、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律に基づいて建設された施設であることは御存じであると思います。運営に

関しましては、ＮＰＯ法人むろとうみがめの会に管理運営を室戸市が委託して現在に至ってお

ります。 

 国の制度として、平成18年に、障害者自立支援法が制定され、全国の類似施設が段階を踏ん
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で平成24年３月までに新事業体系へ移行するということで、夢工房ひまわりも、本年10月、新

事業体系へ移行ということになっているとお聞きをしております。 

 障害者自立支援法は、障害者施策の一元化、施設利用者の利便性の向上、就労支援の強化

等、障害者の方々が地域で安心して暮らせる社会を実現するためにできたわけですが、新事業

体系に移行すると大きく変わることは、今までは必要な経費を国が補助をするという仕組みで

ありましたけれども、新事業体系では、福祉サービスを提供した利用者の人数に応じて報酬、

報償費を支払うということですから、今までの経営感覚では相当の努力をしないと運営そのも

のが危うくなるという状況も生まれると、スタッフのほうからお聞きをしております。 

 この施設は、開設以来、多くの市民の皆様にもお世話になってきており、その活動において

は通所者の方々を含むスタッフの努力により広く市民の知るところでもあり、今後の支援につ

いては室戸市挙げて取り組んでいく必要があろうかと思います。 

 通所者の増員確保、個人、団体会員の確保等、市民が、室戸市ができる方策はたくさんあろ

うかと思います。室戸市の担当課のほうも、会員確保については汗をかくという姿勢が必要で

はないかと思います。 

 いずれにせよ、新事業体系移行に関する問題点に関しては、室戸市の協力体制が必要不可欠

ということですから、積極的な関与をお願いいたしたいと思います。 

 問いといたしまして、新事業体系移行に関して、市のほうで今考えられる問題点としてどの

ようなことが考えられるのかと、その対応策として当面どのような対応策をとるのか、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） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、(1)の①被災地への官民の人材支援についてでございます。 

 前段の議員さんにも申し上げてまいりましたが、今回の震災につきましては、本市といたし

ましても、被災地や避難をされている方々に対し、できるだけの支援をしていきたいと考えて

おりまして、さきに行いました義援金や支援物資のほか、行政報告でも申し上げましたよう

に、被災者の方々の受け入れについても積極的に取り組んでいくこととしております。 

 そうした支援の一環といたしまして、人材派遣でありますが、４月15日から21日までの７日

間、宮城県南三陸町に保健師１名を派遣をしたところであります。御案内のように、南三陸町

は、この時点で約１万7,000人の人口の半数以上の安否が不明で、町の庁舎も失われるなど壊

滅的な被害を受け、町職員230人のうち36人が死亡または行方不明となり、その中には最後ま

で防災行政無線で避難を呼びかけ続けた女子職員も含まれているところであります。 

 帰庁後、保健師からは、被災以前の姿が想像すらできない悲惨な町の姿や津波の恐怖を体験

した人の声は自分の脳裏から消えることがないだろうと、近い将来予想される南海地震に置き
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かえて考える上で大変意義があったと。ぜひ他の保健師や職員にも経験をしてもらいたいとの

報告を受けたところでございます。 

 このほかに、５月21日から28日には、一般職の職員が岩手県陸前高田市に職員組合からボラ

ンティアとして行ってまいりました。その職員からは、陸前高田市も240名の職員の３割に当

たる約80名の職員が亡くなるか行方不明となっております。本市の職員も、いつ災害が起こっ

ても適切な対応がとれるよう、災害時の行動について、行政機能の維持の観点からも、もう一

度考え直す必要があるのではないかという報告も受けているところであります。 

 本市といたしましても、被災地への支援とともに、現地での経験を今後の防災対策に生か

し、職員の防災意識の高揚を図る観点からも、引き続き派遣を行いたいと考えており、今定例

会に２名分の派遣旅費を計上させていただいたところであります。 

 御提案の民間ボランティアの呼びかけにつきましては、ボランティアの取りまとめなどにつ

きましては、社会福祉協議会がボランティアセンターの立ち上げを計画をしているというふう

にお聞きをいたしておりますので、今後、社会福祉協議会とも協議をしてまいります。 

 次に、②の室戸市の避難対策についてであります。 

 まず、１点目の避難場所、避難経路についてでございます。 

 これも前段の議員さんにお答えをしてきたところでありますが、本市では、これまで平成

17年に県が取りまとめた津波浸水予測図及びそれをもとにした地域防災計画に基づき、取り組

みを進めてきたところであります。 

 しかしながら、東日本大震災では想定を超える津波が押し寄せ、多くの方が犠牲になったわ

けであります。リアス式海岸と呼ばれる地形の影響もあったものと思われますが、約50キロの

海岸線を有する本市といたしましても、やはり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国、県の情報提供などに留意をしながら、今定例会

に予算計上させていただいております津波避難計画策定と津波ハザードマップの作成を早急に

進め、その中で避難場所や避難路の見直しについても進めてまいります。 

 また、御提案の津波避難タワーや多機能型緊急避難施設につきましては、長い海岸線を有し

ている本市において、そうした施設の整備も必要であると考えるところでありますが、一方

で、避難場所の確保や避難経路の整備も急がなければならないと考えるところであります。 

 これらの整備につきましては、多額の事業費を要しますので、国、県に対し防災対策関連予

算の支援を要望するとともに、防災対策の取り組みを強力に進めてまいります。 

 次に、羽根小学校からの避難道路の件でありますが、将来確実に起こる南海地震の津波対策

としての必要性につきましては、議員さんも御案内のとおりでありますが、私も必要であると

いうふうに認識をするところでございます。 

 現在、市道の新設や改良につきましては、多くの要望がございます。そうした中で、計画的
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に進めているところでございまして、昨年策定をしました平成22年度から27年度までの室戸市

過疎地域自立促進計画においても位置づけを行っているところであります。 

 当該道路につきましても、過疎計画の中でも取り組むこととしておりますし、防災面の必要

性もございます。市道整備の進捗状況であるとか財政状況を見きわめながら、少しでも早い段

階で取り組んでいきたいと考えるところであります。 

 なお、道路整備事業につきましては、これも御案内のように、市単独事業では大変困難な面

がございますので、国からの社会資本整備総合交付金事業の配分をふやしていただきたいと、

ことしも平成22年度においてこの交付金が当市の要望どおりには位置づけをされておりませ

ん。このことは、県に対しても、ぜひこの交付金の配分の要望を続けているところであります

し、議会終了後においても、ぜひ県にそのことをお願いに行きたいと考えているところであり

ます。 

 次に、(3)吉良川町圃場整備計画についてでございます。 

 圃場整備により区画整理を行い、利便性のよい田畑を確保することは、農業生産者が望まれ

ていることでございますし、そうした取り組みが必要であるということは、私も認識をすると

ころでございます。 

 そうした中、御案内のように、圃場整備事業につきましては、まず農業所得の向上、後継者

の育成、収益性の向上、そういったものにつながらなければならないとともに、労力の軽減等

を大きな事業の目的としているところでございます。 

 さらに、事業を進めるためには、土地所有者や小作人を含めた全員の同意が必要であり、一

人でも反対者がおれば、事業を推進することは困難となることは御案内のとおりでございま

す。 

 また、負担金の問題でありますが、県営事業としましては、国が50％、県が35％、残りの

15％を市と地元でそれぞれ7.5％を負担をするということとなります。したがいまして、取り

つけ道路や水路の整備内容にもよりますけれども、庄毛、北村地区の場合、概算事業費で約６

億円が見込まれるところでございます。負担割合を考えますと、国が３億円、県２億1,000万

円、市4,500万円、地元4,500万円の負担が必要となるところであります。 

 事業の採択につきましては、事業計画を作成することとなりますが、前段でも申し上げまし

たように、大事なことは個々の営農計画でございます。農地を利用してつくる作物は、水稲の

みでは収益性が乏しいということとなりますので、費用対効果を上げるためには、やはり施設

園芸などの収益性の高いものに一層取り組む、導入をする、またそれらによって農業所得の向

上に向けた営農計画が必要となるものと認識をするところであります。 

 当該事業の推進に当たりましては、段々申し上げましたさまざまな課題や問題を一つずつク

リアしていかなければならないと考えるものであります。それらを一つ一つ解決をするととも

に、あわせて国、県などの関係機関とも十分協議をしながら取り組むべき事業ではないかと考
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えます。 

 なお、事業に精通した職員を育てなければならないということは私も御案内のとおりだと思

います。職員の資質の向上につきましては、今後とも努力をしてまいります。 

 次に、(5)市道河内線待避所設置についての御質問でございます。 

 議員さん御案内の市道河内線につきましては、市道としての利用頻度も極めて高く重要な生

活道であると認識をしております。この路線は、平成21年度に郷保育園の近くで延長40メータ

ーの拡幅工事をいたしましたが、いまだ複数の箇所で拡幅工事や待避所などの設置が必要であ

ると地元からの要望が出されているところでございます。 

 施工方法としまして、路側ののり面を垂直壁にすることで用地買収の要らない工法で取り組

むことや、開渠となっている水路にふたをかけて幅員を広げることで待避所を設置することな

ど、少ない経費で実施できることにつきましては、ぜひ取り組んでいきたいと。狭隘道路整備

等促進事業などの活用によって対応してまいりたいと考えております。 

 また、本路線の改修につきましては、室戸市過疎計画の中でも位置づけをされておりますの

で、必要性や緊急性を考慮し、箇所づけを行い、計画的に推進をしていきたいと考えておりま

す。 

 私からは以上ですが、その他の件につきましては関係課長から補足説明をいたさせますの

で、よろしくお願いをいたします。以上です。 

○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） 山本議員さんに、(6)の夢工房ひまわりの新体系移行につい

てお答えいたします。 

 この施設は、平成17年に、回復途上にある在宅の精神障害者の方々が作業に通所し、障害者

の個性に応じた適切な生活及び職業指導を受けながら軽作業に従事することで、その自立と社

会復帰を促進することができることを目的として建設いたしました。 

 現在、市は、この施設をＮＰＯむろとうみがめの会に指定管理事業者として管理運営をして

いただいております。 

 平成18年度施行の障害者自立支援法に基づく新しい運営方式では、ＮＰＯ事業所等がみずか

ら管理運営を行うことができるようになり、これらの団体が運営を行った場合には、市が運営

するより有利な率で報酬が算定されること、施設改修費及び施行事務などの県補助金が活用で

きること、支援の実績やこれまでのノウハウを生かし、利用者のニーズを直接的に把握して、

利用者の視点に立った柔軟な対応ができることなど、有利な制度となっておりますので、ＮＰ

Ｏむろとうみがめの会がこの制度を活用し、本年10月からの自立を目指しているところでござ

います。 

 この制度では、市のかかわりといたしましては、利用者の人数に応じて国保連合会に負担金

を支払うこととなります。 
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 新しい運営方式に移行した場合の今考えられる問題点とその対応策はということでございま

すが、大きな問題点といたしましては、施設の管理運営費の捻出についてでございます。新方

式では、新たにサービス管理責任者を配置することが義務づけられておりますので、人件費の

増加が見込まれます。また、利用者の人数に応じて、国保連合会から報酬をもらうこととなり

ますので、安定した管理運営を行うためには利用者を確保しなければなりません。その対応策

といたしましては、障害者の方にこの施設の存在をもっと知ってもらい、利用につなげること

になりますが、そのためにもＮＰＯむろとうみがめの会、市福祉事務所及び保健介護課など関

係団体が連携をとることにより、情報を共有し利用者の拡大につながるよう協力してまいりま

す。 

 そのほかにも、利用者がふえた場合のスペース確保、屋外での新規作業の確保、利用者の工

賃のアップなどが課題として考えられますので、関係機関と連携をとりながら問題解決に向け

て協力してまいります。 

 いずれにしましても、市といたしましては、障害者の方々の自立につながることやＮＰＯむ

ろとうみがめの会が健全な運営ができるような取り組みに対しまして、最大限の努力をしてま

いります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保消防長。 

○消防長（久保重章君） 山本議員さんに、(4)佐喜浜町の民家火災について、私のほうから

お答えをさせていただきます。 

 議員御案内のように、この火災は５月27日の午後11時５分ごろ、佐喜浜町の尾崎で発生をい

たしまして、民家が全焼した火災でございます。被災をされました御家族の皆様には衷心より

お見舞いを申し上げる次第でございます。 

 それでは、御質問に順次お答えをいたします。 

 まず、１点目の消防本部への通報の時間でございます。消防本部への入電時間は、５月27日

の午後11時11分でございました。 

 次に、２点目の現場への到着時間等につきましては、４点目、５点目と関連がございますの

で、あわせてお答えをいたします。 

 11時13分に、佐喜浜分団、椎名分団、三津分団の各３分団に出動の要請をいたしました。佐

喜浜分団が11時20分に現場に到着、11時13分に消防本部を出動いたしました本部車は９分後の

11時22分に現場に到着いたしております。残りの椎名、三津分団の到着時間につきましては、

正確に把握ができておりませんが、消防本部到着以降であったという報告を受けております。 

 次に、３点目の消防本部の出動の態勢でございます。消防当番隊６名とタンク車１台、水槽

車１台で出動をいたしました。なお、非番隊を招集いたしまして、非番隊５名が合流をして消

火活動に当たりました。 

 次に、６点目の報告書についてでございます。現場到着時の検分状況につきましては、木造
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平家建ての民家は、国道側からの正面、煙しか確認できず、非番先着隊員が家屋の裏側に炎が

出ているのを確認し、ホースを延長し消火に当たる。火元は家屋裏の北西の部屋で窓ガラス破

損。最盛期に移る火勢であった。 

 以上が内容でございます。 

 次に、７点目の到着後の水源をどこに求めたかということにつきまして、消防本部は初期消

火を行うため、まずタンク車と水槽車の積載水７トンで放水を開始いたしました。分団は現場

から約300メートルの距離に設置をしてあります消火栓、さらにその消火栓から200メートル先

の防火水槽からホースを連結をいたしまして消火に努めたところでございます。また、海水に

よる消火を検討いたしましたが、波が高かったために断念をいたしております。 

 次に、８点目の初期放水につきましては、消防本部は現場到着後、現場状況を判断した上で

３分で放水を開始いたしました。 

 ９点目の水源は十分であったかということでございます。このたびの現場におきましては、

水利までの距離が相当ございまして、今後は、施設整備の見直しが必要ではないかというふう

に認識をいたしておるところでございます。 

 10点目の消火栓の開栓時間についてでございます。開栓につきましては、佐喜浜分団に行っ

ていただきましたが、開栓の正確な時間等は確認ができておりませんので御理解をお願いいた

します。 

 次、11点目、当初の消火栓利用につきましては、先ほど申し上げましたように水利までの距

離があったこと、現場での作業態勢が人員不足のため一斉に整わなかったということによるも

のであると承知をいたしております。 

 また、このたびの火災を教訓といたしまして、今後につきましても、各種の災害に迅速に的

確に対応できる警防及び資機材の高度化の整備、また消防分団との連携強化を図り、消火訓練

の充実、必要性をさらに徹底し、地域に即した消防体制の整備を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 山本賢誓君の２回目の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○１０番（山本賢誓君） 10番山本。２回目の質問を行います。 

 まず、被災地支援のボランティア派遣はどうですかということで、市長にお聞きしましたけ

ども、答弁の中で、福祉協議会と言いましたかね、そこなボランティアとも連携をとって計画

しているということでしたけども、それは大体いつごろまでに結論を出していただくのか、そ

れとどれぐらいの規模で計画をされるのかというふうなことをもう一度お伺いしたいと思いま

す。 

 それから、吉良川町の圃場整備計画についていろいろ質問の中で、答弁もありましたけど、

これぐらいの大きな事業を計画してやっていくには非常に大きな制約があるということも私も

十分に承知をしております。その中で、今後、吉良川地区の30ヘクタールに及ぶ圃場整備をす
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ることによって定着人口をふやすということも非常に大事な作業であるとも思います。 

 それで、その計画を進めていくに当たって、地権者との協議も含めたことに関してどのよう

な手順でやっていくのか。ロードマップといいますかね、そういったものをどういうふうにや

っていくのかというものをちょっと担当課の課長にお聞きをしたいとも思います。 

 まず、地元対応から始まって、どういうふうに計画書をつくっていくかということに関して

は、行政の知識が地元の方々にも非常に大事になると思いますので、そこのところをちょっ

と、課長、ということであります。 

 それから、消防の関係で質問もさせていただきましたけども、当然消火活動は終えたという

ことでありますけども、その中で、消防長もちょっと施設の整備については検討もしていきた

いということであります。といいますのは、その尾崎の町のところに消火栓が、防火水槽があ

ります。それからちょっと西に消火栓がある。それまでは、100ミリが消火栓が行っておるわ

けで、そこからは正規の消防のホースが使えるということです。それから、西へ向けてサーフ

ィンをやるあたりで75ミリに落として、それから徳増、名前出してしまいましたけども、焼け

たところの前にも50ミリの消火栓というか、あるわけです。それは当然小さいから使えないと

いうことですけども、今後、民家のあるところを、どこで火事が起こるかわかりませんから、

そういった消火栓から遠く離れている地区に関しては、順次消防100ミリのホースが使えると

いうふうな消火栓の設置も大事じゃないかということで、そういうものを見直していただきた

いという思いがあります。 

 それから、常に火事、火災になれば、町の条件によっては普通五、六十人で足るというとこ

ろ、また20人かかるというふうな地域の状況にもなろうと思いますので、常に人員体制につい

ては万全な態勢をとっていただきたいということで、その消火栓の見直しについてもう一度消

防長からお聞きしたいと思います。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目のボランティアの派遣の問題でありますが、これはボランティアセンターの設

置について社会福祉協議会で取り組んでいただきゆうということがまず１つあります。そうし

た中で、今回の被災地に対することというのは大変難しいというふうにはお聞きをしているわ

けでありますが、再度、財源の問題であるとか募集内容等について協議をして話し合いをして

いきたいということでございまして、現在、いつ実施ができるのかというようなことについて

はまだ未定ということでありますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 それから、圃場整備につきましてと消防につきましては、それぞれの担当課長からお答えを

させていただきますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 
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○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 山本議員さんにお答えいたします。 

 まず、地権者の利便性、それが大事ということで事業は進めておりますが、まず地権者は営

農計画を立てたなり、そういうことが行われないと事業となっていきません。それについて

は、地元からの必要性をみんなが認識をして協議会なりをつくるなり、いろんな中で地元で協

議をして、うちのほうへ上げてくると。それへうちがおいをかけて力を入れていくと、事業が

できるようにという形になっていきます。 

 そのときは、負担金もかかっていきますので、その点は皆さんも十分に認識してほしいと思

います。 

 ただ、この地域に関しては所有者が数が多いです。それと、市外におる方がたくさんおりま

す。そういう方々を連絡とって納得していってもらうと。ただ、その方にも負担金はかかって

きますので、その点も認識してもらうという形のことで事業が進んでいくと思われます。以上

です。 

○議長（林 竹松君） 久保消防長。 

○消防長（久保重章君） 山本議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 消火栓等の見直しについてでございます。この消火栓等の見直しにつきましては、消防庁か

らの告示も出ております消防力の整備指針に基づきまして、消防水利の配置を見直すと、今後

ともそういった見直しを図りながら整備を進めていきたいというふうに考えております。よろ

しくお願いをいたします。 

○議長（林 竹松君） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 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22日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いをいたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後０時４分 散会 

 


