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            午前10時０分 開議 

○議長（林 竹松君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数14名全員出席でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。小椋利廣君。 

○４番（小椋利廣君） おはようございます。 

 ４番小椋利廣。９月定例会におきまして、一心会と市民を代表して一般質問を行います。 

 まず最初に、室戸ジオパーク世界認定、日本で５番目の認定、本当にどうもおめでとうござ

います。 

 それでは、一般質問を行います。 

 １番、室戸ジオパーク世界認定について。 

 室戸市では室戸ジオパークが昨年９月に３度目の挑戦で国内候補地に選ばれ、今回世界ジオ

パークネットワーク本部の現地審査が本年８月12日から15日までの４日間の日程で行われまし

た。世界認定を受けることができたことでございます。審査の内容は多種多様にわたり厳し

く、持続性の可能性や案内板などハード面の整備だけではなく、説明をするガイドの充実や室

戸ジオパーク推進協議会の運営体制を質問され、審査員は過去１億年にわたって岩盤のプレー

ト運動や隆起で海底からもたらされた地質の調査を初め室戸岬の海洋深層水関連施設や吉良川

の町並み、また土佐備長炭の生産現場など数多くの施設を視察されて、市民とジオパークのか

かわり合いや未来を担う子供たちが環境について楽しく学んでいる、それがジオパークの目指

すものだと評価をしていただいたとお聞きをしております。過去に海外の研究者が長期に滞在

をして世界で唯一地殻変動が間近に見られるという室戸岬の地質や地層を研究して博士号を取

得した方たちがいることも認定の大きな要因になっているのではないかと思われるところでご

ざいます。 

 今後は持続的開発や教育などへの活用が重要であると言われており、室戸ジオパークが世界

認定になったことを機会に今後は市内の小・中学校にも室戸ジオパークの授業を取り入れ、勉

強をしていくことにより室戸の地質や地層について関心を持って取り組んでいく子供たちが増

加をしていくのではないかと思うところでございます。 

 また、少子化に伴い県立高等学校再編振興検討委員会が設置をされております。９月５日に
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は初会合が開かれておりますが、初会合を含めて６回の会合を重ね、来年７月の報告をめどに

地域にとっての高校の必要性、産業振興に寄与できる高校の姿など、生徒数だけではない視点

から高校のあり方や適正配置を議論すると言われております。室戸高校が統廃合の対象になら

ないためにも、ジオパーク学も開講しているとのことですので、県教育委員会に要請をして、

室戸高校に地質学科を創設し、未来の地質学者を育成支援をしていくことはできないか。ま

た、室戸高校には幸いにして定員38名が入所できる学生寮も完備をされておりますので、生徒

を全国から募集し、地質や地層の研究をしていく中で、最終的には未来の地質学博士を育成支

援をすることはできないのか、私はそのことが今後４年後を目指した再認定の取得に、また継

続的な利活用につながっていくのではないかと考えるところでありますが、いかがでしょう

か。 

 今日本では、北海道の洞爺湖有珠山、新潟県の糸魚川、鳥取県、兵庫県、京都府の山陰海

岸、長崎県の島原半島の４地域が世界ジオパークの認定を受けておりますけれども、室戸のジ

オパークもこの９月18日にノルウェーで開かれた審査結果で認定をされました。日本で５番目

の認定地域となるわけでございます。認定を観光につなげるということも必要で、私は商工会

に勤務をしていたときに、県外から来たお客さんを案内して室戸岬一周のクルージングにも同

行いたしましたが、沖から室戸岬を展望したとき、あの雄大な景色には大変感動をされており

ました。今後はそのようなことも取り入れて観光開発を行うことも大事ではないかと思うとこ

ろでございます。今後における高知県や室戸市における経済効果や活性化についてお聞きをい

たします。 

 (1)室戸ジオパークが世界認定を受けたことにより、室戸市の経済浮上の切り札として今後

経済の活性化にどのようにつなげていくのか。 

 (2)入り込み客の増加が期待をされると思いますが、滞在観光につなげていく取り組みはど

のように考えていくのか。 

 (3)室戸ジオパーク関連商品の開発への取り組みはどうするのか。 

 (4)貴重な地質や地形と生態系と未来を担う子供たちへの伝承や教育のあり方にどのように

取り組んでいくのか。 

 (5)室戸高校に地質学科を創設し、全国から生徒を募集する要請、陳情の心づもりはないの

か。 

 (6)市民の理解と協力や支援要請はどのように取り組んでいくのか。 

 (7)まだまだ不足をしていると言われております地元ガイドの育成にどのように取り組んで

いくのか。 

 この７点についてお聞きをいたします。 

 ２番、室津避難港について。 

 室津避難港は高知と京阪神との海運上の要衝に当たるとともに、この沿岸一体は風波が荒
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く、航行の難所であり、避難港としても重要な役割を果たしております。室津避難港は昭和

55年から船舶の大型化に対応するため、室戸沖を航行する船舶の台風時などの一時避難場所と

して安全な水域を確保するため防波堤整備工事が行われております。現在室津港沖に整備をさ

れております離岸堤は、徐々にではありますが、丘側に向けて延伸をしており、今後の整備状

況について国土交通省四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所にお聞きをいたしますと、平

成22年度にはケーソンブロックを３函設置をして延長87メーターの下部工事が行われておりま

す。また、平成23年度の工事につきましては、平成22年度工事の上に延長87メーターの上部コ

ンクリートを建設して87メーター間の離岸堤が丘側に向けて完成をする予定とのことでありま

す。 

 一方、元海岸におきましては、離岸堤の延長により過去に３回も大きな災害を受けておりま

して、第１回目は平成16年10月19日から10月20日の台風23号で、元海岸の堤防が延長299.4メ

ーターにわたり前面地盤が侵食をされて堤体に亀裂が入り空洞化をして、被害額は査定金額で

３億7,772万6,000円の被害を受けております。第２回目は平成17年９月４日から９月７日の台

風14号で、元海岸の堤防が延長311.6メートルにわたり前面地盤が侵食をされて堤防背後地の

土砂が吸い出しを受け堤体に亀裂が生じて、被害額は査定金額で３億2,944万8,000円の被害を

受けまして、国道55号線も一時は通行どめとなっております。また、第３回目は平成19年７月

12日から７月15日の台風４号では、元海岸の緩い傾斜堤護岸が崩壊をして延長23メーターにわ

たり被害を受け、被害額は査定金額で858万1,000円の大きな災害を３回も受けております。 

 これらのことから、平成23年度に87メーター間の離岸堤が完成をすると、元海岸は前回被害

を受けていない箇所に新たな被害を及ぼすのではないかと危惧をされております。離岸堤の延

伸による新たな沖波の波長や波高、また離岸堤に新たな沿い波が発生した場合、離岸堤の段階

的整備がどの海岸にどのような被害を及ぼす可能性があるのか、また被害は発生をしないの

か、想定被害の波のシミュレーションと元海岸や岩戸海岸などに残存している砂の移動方向や

漂砂の動きを国土交通省とともに室戸市も把握をしていく必要があると思うが、どのように考

えているか、お伺いをいたします。 

 ３番、教育についてお聞きをいたします。 

 高知県は全国で人口の自然減少が一番多い県と言われております。その中で、室戸市は人口

減少が際立って多い市となっており、少子・高齢化が急速に進む中、学校の統廃合を含めた室

戸市の学校再編には憂慮されていることと思いますが、今後どのように考えて取り組んでいく

のか。 

 また、市内各地の出生状況や現在の園児や児童・生徒数を見てみますと、５年後の平成27年

度では保育園児が公立、私立を合わせて70名、小学校の生徒数が市内８校を合わせて90名、ま

た中学校の生徒数も平成26年度には市内５校で86名となる予定となっております。教育長は５

年後、また10年後の小学校、中学校の統廃合についてどのように考えているのか。児童や生徒
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たちがよき環境で学習やクラブ活動ができる理想の生徒数があると思うのですが、その理想数

を考えていくと、統廃合が進んだ場合、10年後には市内で小・中学校はそれぞれ何校ぐらいに

なるとお考えでしょうか。 

 また、子供は地域の宝でありますので、統廃合については父兄や地域の人たちとの信頼関係

や理解と協力がなければ進まないと思いますが、人口の減少に伴い児童・生徒数が減少してい

く中で、室戸の教育再編についての教育長の取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 

 ４番、高齢者対策について。 

 室戸市では町や山間部を問わず高齢者の夫婦やひとり暮らしの方が非常に多いことに驚いて

おります。室戸市内には各河川を利用した流域に生活基盤が設けられており、佐喜浜川の流

域、室津川の流域、元川の流域、吉良川東の川、吉良川西の川、また羽根川の流域など６つの

各河川の流域で集落を築き、生活が営まれております。中でも吉良川西の川の流域は長く、市

道畑古矢線は途中中の川から上流は道路事情も悪く、国道55号線の分岐から畑古矢の集落最終

地点までは延長が15.5キロにも及んでおります。また、畑古矢線の起点から釣の口の集落まで

は8.5キロメートル、長者野までは11キロメートル、集落最終地点の畑古矢までは15.5キロメ

ートルで、この流域には合計で52人が生活をされております。また、この中で20代が１人、

30代はおりません、40代が１人、50代が５人、60代が７人、70代が13人、80代が21人、そして

90代が４人で合計52人となっておりまして、高齢者が多数を占めております。また、畑古矢線

の起点から釣の口の集落まではタクシー代は片道が2,500円、長者野までは3,000円、集落最終

地点の畑古矢までは3,500円となっておりまして、畑古矢までタクシーで往復をすると１回に

7,000円かかることになります。 

 各地域に住んでいる住民の方は、１週間に１回もしくは２回ぐらいは病院や食料品の買い出

しに町に出ていかなければならないと話されております。車に乗らない高齢者にとっては、隣

近所の人に便乗をするか、タクシーで往復をするしかありません。年金生活者が町までタクシ

ーで往復をすることは非常に厳しいと言われており、どこの流域で生活をされている高齢者の

方々も同じだと思いますが、それぞれの流域の起点側にはタクシー会社もありますので、何歳

以上の方には何割補助をするとか、この人たちの声に何か行政として助けてあげることはでき

ないか、お伺いをいたします。 

 ５番、ＮＨＫの気象報道の映像について。 

 さきの大型の台風12号が９月３日午前10時ごろ安芸市付近に上陸をしましたが、そのときの

気象報道の映像に違和感を覚えたのは私一人かと思っていたところ、市民の方たちも同じ思い

だったらしく、ＮＨＫの気象報道は今まで室戸岬の映像を全国版で放送をしていたのに、今回

の台風12号では気象報道の映像が隣の奈半利町の港の映像に変わっておりましたので、室戸岬

の映像に戻していただきたいと要望をされております。昔ほど台風銀座室戸ではなくなりまし

たが、全国放送で室戸岬の名前を何回も何回も放送していただくことが全国に室戸の名前を大
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きくアピールできることと思うところでございます。また、今回世界ジオパークに認定をされ

た今、これは大きなことではないかと考えているところでございます。 

 ＮＨＫの関係者の方にお聞きをいたしましたところ、室戸市内の定置カメラが室戸岬から別

の箇所に移動しているとのことでした。この前の台風15号のときは移動中継車により室戸から

台風情報の中継をしますと連絡をいただきましたが、最近のように国道55号線の通行どめが多

い状態ではいつも中継車が来てくれるとは考えられません。室戸岬のインパクトを与える場所

に定置カメラの設置をお願いをするとか、今後台風時期の気象映像を奈半利港の映像ではなく

室戸岬の映像にしていただくように行政としてＮＨＫ高知放送にお願いをしていくことは考え

ないか、お伺いをいたします。 

 以上、５点につきましてお伺いをいたします。これで第１回目の質問は終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 小椋議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の室戸ジオパーク世界認定についてでございます。 

 御質問のありました４点目の未来を担う子供たちへの伝承や教育のあり方につきましては、

後ほど教育長から御答弁をさせていただきたいと存じます。私のほうからは、それ以外の６つ

の内容につきまして順次御答弁を申し上げます。 

 まず、１点目の今後経済の活性化に室戸ジオパークをどうつなげていくかという問題につい

てでございます。 

 これまで多くの皆様方の取り組みが評価をされ世界ジオパークの認定を受けることができま

したが、今後はこの世界に通用するブランド力を生かして地域経済の活性化につなげていく必

要がございます。経済の活性化策といたしましては、１つには体験型観光のメニューの開発、

ジオパークの拠点施設の充実による集客、また旅行会社のツアーの誘致、ガイド養成などによ

りまして魅力ある室戸の情報発信をする必要があるというふうに考えております。さらに、ジ

オ関連商品の開発であるとか宿泊施設の充実や誘致などに取り組んでまいりたいと考えており

ます。また、観光施設への入り込み客の状況や観光客のニーズなど、室戸をさらに売り込んで

いくための調査研究あるいは分析といったことにぜひ取り組んでまいります。 

 いずれにいたしましても、今後は行政だけではなくて、関係団体や市民の方々とともに取り

組みを一つ一つ積み重ねて、持続的な地域経済の発展につなげていかなければならないと考え

ております。 

 次に、２点目の滞在型観光につなげる取り組みと７点目の地元ガイドの養成のことについ

て、あわせてお答えをいたします。 

 これからは観光客が室戸に少しでも長く滞在し、また宿泊をしていただける取り組み、仕組

みをつくっていく必要がございます。そのためには、体験型観光のメニューを充実させること

が大事でございまして、例えばクルージングや大敷網漁、西山大地での農作業、備長炭の炭焼
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き体験といった既存の取り組みに加えて、新しいメニューの開発をしていかなければならない

と考えております。また、長年の課題であります宿泊施設の充実と誘致、室戸の魅力満載の多

目的な拠点施設の整備が前段でも申し上げましたように必要であると考えております。 

 続いて、ガイドの養成でございますが、現在ガイドの登録者数は20名となっているものの、

常時ガイド対応ができる方は10名に満たない状況でございます。また、ガイドができる場所も

室戸岬と吉良川の町並みに限定をされております。ガイドを要望される観光客はこれからもま

すますふえてくることが予想されますので、今後は観光協会やジオパークマスターの方々の御

協力を一層いただきながらガイド養成に取り組んでまいります。 

 なお、ガイド養成の具体的内容としましては、ガイドができる人数をふやすこと、観光客に

わかりやすく説明できるガイドを育てること、複数のジオサイトの案内ができるガイドを育て

ることが大事ではないかと考えております。 

 次に、３点目の室戸ジオパーク関連商品の開発への取り組みでございます。 

 現在のところ、市民の方々の発案により、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新しく誕生をしております。また、ロゴマー

クを活用した既存商品の販売の拡大とともに、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、オリジナル土産物として室戸旅情という和菓子も開発をされ、販売が始ま

っております。さらに、ジオパークポロシャツにつきましてはこれまで約2,500枚の注文があ

るなど、市民のジオパークに対する関心も高まっているところであります。このように、今後

ともジオ関連商品の誕生が期待をできますので、こうした動きを支援をして経済の持続的発展

につなげていく考えであります。 

 次に、５点目の室戸高校に地質学科を創設する要望についてでございます。 

 御案内のとおり、室戸高校では今年度から全国的に見ましても画期的なジオパーク学が開講

されております。授業の内容は、地歴公民科の教員が室戸の歴史について、理科の教員が室戸

の地質について、商業科の教員が室戸の観光や産業振興について講義をされております。ま

た、外部の専門家による講話やフィールド学習も行われることとなっております。室戸高校と

しましては、ジオパーク学を通して３つの項目が期待できるというふうにお聞きをしておりま

す。１つには体験的な学習を通して科学的な思考能力が身につくこと、２つには地震がどのよ

うな仕組みで起こりどのような被害が起こる可能性があるかを学習することによって防災意識

が高まること、３つにはガイドの実践をすることによって観光客とのコミュニケーション能力

が高まることとなっているところであります。 

 議員さんお尋ねの地質学科の創設でございますが、室戸高校は総合学科を導入した学校でご

ざいますので、新たな学科を別につくるということについては大変困難ではないかということ

をお聞きをするところでございますが、しかしながら総合学科の中に取り入れたばかりのジオ

パーク学は大変魅力的な授業だと考えております。今後は、室戸高校と連携をいたしまして、
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室戸市内外はもとより、県外においても広くこのことをアピールするなど生徒の確保に向けた

支援に取り組んでまいります。 

 次に、６点目の市民の理解と協力や支援要請の取り組みについてでございます。 

 これまでにも多くの市民の方々から世界ジオパーク認定に向けた協力をいただきました。室

戸ジオパークを盛り上げるために応援イベントの開催をしていただいたり、フラフの設置や世

界ジオパーク認定を祈念した千羽鶴の作成などをしていただきました。また、７月に行われた

世界ジオパークネットワークによる現地審査のときには、ジオパークマスターを初めとする約

50人の市民の方々にジオパークに取り組むことによって室戸を元気にしたいという熱い思いを

語っていただいたところでございます。こうした市民の方々の思いは大変うれしく、また心強

く思っているところであります。今後は地域の方々が主体となったイベントを充実させていく

ことが大事でございますし、ジオパークマスター同士の横のつながりを深めていけるようにジ

オパークマスター連絡会などの組織を立ち上げていくことも必要ではないかと考えておりま

す。 

 私としましては、今後は教育、防災、産業振興を大きな３本柱にして室戸ジオパークを生か

したまちづくりを進めていきたいと考えております。そのためには、市民の方々とともに自分

たちの町は自分たちでよくしていくという意識を持っていただき、行政と市民が一体となった

取り組みをしていくことが何よりも大事ではないかと考えるところであります。 

 次に、大きな２点目の室津避難港についてでございます。 

 室津避難港の整備につきましては、これまでにも早期完成を要望をしてまいりました。本年

９月７日におきましても、議長、副議長、各委員長さんとともに高知港湾・空港整備事務所及

び四国整備局に早期整備について要請をしてきたところでございます。また、元海岸におきま

しても海岸侵食対策事業により人工リーフ工事が進んでいるところでありまして、これらの整

備につきましても、前段で申し上げましたように議長さん以下同行いただきまして、知事にも

早期完成を要請をしているところでございます。 

 議員さん御質問の調査の件についてでございます。 

 高知港湾・空港整備事務所では毎年防波堤の事業進捗に伴う近隣海岸の地形変化を把握する

目的で室津地区から行当地区の区間で汀線測量と深浅測量を行い、漂砂や地形変化状況を確認

をしているということはお伺いをしております。また、今年度におきましては、これらのデー

タ等の結果をまとめた漂砂モデルを作成をし、地形変化予測シミュレーションを実施をして、

海岸護岸からの越波量などを検討するということもお聞きをしているところでございます。当

市としましても、それらの情報を把握をいたしますとともに、海岸に大きな影響や被災を起こ

すことのないよう必要な要請等を国、県に行ってまいります。 

 次に、大きな４点目の高齢者対策についてでございます。 

 室戸市の高齢化率は現在37.2％となっておりまして、高齢の夫婦、単身世帯の方が多く、買
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い物や通院等外出するのが困難であるということは高齢化が進む中で大変大きな問題、課題で

あると認識をしております。これまで外出支援の方法につきまして他市町村の取り組み状況を

調査をしてまいりました。その中では、民間事業者へ委託をする元気バス方式、交通システム

を活用したオンデマンド交通方式、タクシー券の助成、乗り合いタクシーなどが行われており

ます。当市におきましても、これらの点について検討をしてきたところでございますが、財政

的負担や運営体制等について課題が多く、実施に至っていないのが現状でございます。 

 がしかし、現在国におきましては第５期の高齢者福祉計画、介護保険事業計画の策定に係る

基本方針を立てているところでありますが、そうした中で高齢者介護予防、日常生活支援総合

事業というものが検討されておりまして、その中に外出支援などについても事業が新設をされ

るというようなことも議論をされ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、

当市におきましてもその事業内容を十分把握をするとともに、その事業の活用ができないかに

ついて検討をしていきたいというふうに考えております。 

 なお、平成22年度には買い物支援として移動販売を行っている事業者に自動車購入費を助成

する制度を立ち上げ、地域における買い物ができるような支援は行っているところでございま

す。 

 次に、大きな５点目のＮＨＫの気象報道の映像についてでございます。 

 御案内のとおり、今年は例年に比べ台風の接近が多く、７月18日から19日にかけての台風６

号、９月２日から３日にかけての台風12号、９月20日から21日にかけての台風15号等相次いで

本市に接近し、各方面に影響を及ぼしているところであります。これらの台風接近に伴い本県

からのテレビ中継も多くなされたところであります。そして、これらの中継場所の選定につい

てでございますが、台風の進路予想などに基づき各放送局で判断をされているものと思われま

すが、御質問にございましたように本市はかつて台風銀座と呼ばれ、こうした中継ポイントと

してよく利用されていたことは御案内のとおりでございます。また、中継場所のことにつきま

しては放送局側の事情もあることと思いますが、こうした報道の中継映像としてさまざまな方

面に広く室戸の情報が発信されることは大事なことであると考えております。 

 また、ＮＨＫ高知放送局では、各地に設置をしている定点カメラ、いわゆるお天気カメラの

うち、本市においては以前は室戸岬町、旧室戸岬水産会館に設置をされておりましたが、昨年

11月に行当岬山頂に移設をされております。今後新たな設置のことにつきましてはぜひＮＨＫ

にもお尋ねをしていきたいというふうに考えておりますが、現在別の民間放送局からもお天気

カメラの設置や室戸のＰＲにつながる取り組みに関するお話もいただいているところでござい

ます。これらのことを含めまして、本市のことを少しでも知っていただくような映像による情

報発信等につきまして取り組み、努力をしていきたいというふうに考えております。 

 私からは以上でございます。後、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。 



－34－ 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 室戸ジオパーク世界認定について、(4)貴重な地質や地形と生態系

と未来を担う子供たちへの伝承や教育のあり方に対してどのように取り組んでいくのかという

ことにつきまして小椋議員さんにお答えいたします。 

 大項目１、室戸ジオパーク世界認定の(4)貴重な地質や地形と生態系と未来を担う子供たち

への伝承や教育のあり方について。 

 教育委員会としましては、平成23年度に室戸市内小学校３、４年生を対象に社会科の補助教

材として副読本「室戸のくらし」を作成する作業を進めております。室戸市の自然地形、それ

らを含めた歴史文化、芸能などを掲載し、小学生が地元室戸を丸ごと理解できるよう工夫して

作成いたします。また、これとは別に本年度ジオガイドブックも作成する予定であります。こ

のガイドブックは、ジオパークに関する基本的な知識の養成からガイドができるまでの応用編

を兼ね備えたものにしたいと考えております。これらを利用することにより、室戸ジオパーク

を長く伝承できるよう、そしてふるさと室戸を愛し、誇りに思い、自慢のまちづくりにつなが

るよう将来の室戸を担う人材の育成に取り組まなければいけないと考えております。 

 続きまして、教育について、室戸の教育再編について教育長の取り組み姿勢についてでござ

います。何点か御質問がございましたが、これら関連がございますので、一括して答弁いたし

ます。 

 室戸市教育委員会は、平成18年３月の室戸市立小・中学校統廃合検討委員会からの報告書に

基づきまして、平成18年度に椎名小学校が三高小学校へ統合、19年度日南小学校を吉良川小学

校へ統合、平成20年度佐喜浜小学校入木分校が佐喜浜小学校へ統合、22年度は室戸岬中学校が

室戸中学校へ統合、23年度は室戸東中学校を室戸中学校へ統合いたしました。現在、小学校８

校、中学校５校でございます。 

 これまでの小・中学校統廃合計画につきましては、室戸市立小・中学校統廃合検討委員会で

検討協議を進めてまいりましたが、昨今の児童・生徒のいわゆる校区外通学が増加傾向にあり

まして、校区の枠組みを見直すかの新たな課題や地域から学校がなくなることへの不安の声も

出てきたことから、一たんこの検討会での議論を終了せざるを得ない状況下となりました。こ

れからの通学動向を注視しながら学校再編等を検討していかなければならないと考えて現在に

至っております。 

 議員御案内のとおり、子供の出生率低下に伴い年々児童・生徒数も減少傾向にあり、室戸市

内の学校は小規模校が増加しております。言うまでもなく、小・中学校は地域の学校としてそ

の歴史と伝統を築き、現在も地域社会への大切な拠点として存在しております。地域の学校の

あり方は、その設置者である市がそれぞれの地域の実情を踏まえ主体的に判断すべきことであ

りますが、室戸の将来を担う子供たちが教育効果が十分上がるような望ましい教育環境で学び

はぐくむために、小規模校のデメリット解消を図るべく取り組みを進める必要がありはしない
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かとも考えております。 

 いずれにしましても、１つ、小・中の一貫校、２つ、地域間での学校の統廃合、３つ、適正

規模としての再編計画、つまり適正規模でいいますと室戸市では小学校１校、中学校１校とい

う意味でございます、などの選択肢があるわけであります。南海大震災対策などとともに検討

する課題でありまして、新しい検討委員会の中で地域の皆さんやＰＴＡの方々、保護者と一緒

に議論を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 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） 小椋利廣。２回目の質問をさせていただきます。 

 １番の室戸ジオパーク世界認定について、(7)でまだまだ不足をしていると言われておりま

す地元ガイドの育成にどのように取り組んでいくのかというところの答弁の中で、今現在登録

者は20名で、常時は10名ぐらいしか動く人がおらないということの答弁がありましたけれど

も、今からはまだまだこの世界認定になったことを受けて観光客の増加が見込まれると思いま

すので、これらでは全然まだまだ今から足らないというふうに考えるところでございますけれ

ども、今から新たにガイドの養成をしていく中で何人ぐらいを養成して新たな対応をしていく

のかというところをお聞きをしたいと思います。 

 それから、高齢者対策についてお話がありましたけれども、室戸市では今現在高齢化率が

37.2％というふうなお答えがありました。この中で、いろいろデマンドタクシーとかというふ

うな話がありましたけれども、新しく外出支援事業へ取り組んでいくというふうなお答えがあ

りましたけれども、この外出支援事業への取り組みはいつごろから取り組んでいくのかという

ところがお聞きをしたいと思います。 

 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） 小椋議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 まず、ガイドの養成でございます。 

 御指摘のように今10名ぐらい程度しか動かないということでございますから、これはそれで

は十分ではないということは御案内のとおりでございます。ぜひまだまだふやしていかなけれ

ばならない。第１段階として僕はやっぱり30人ぐらいはしっかり対応できる方をふやしていき

たいということで、あわせてジオパークだけではなくて室戸の観光ガイドというような視点で

もぜひガイドができる方ということでございますから、人数もでございますが、私はよりガイ

ドさんの質というものもしっかり高めていく取り組みをしていかないといけないのではないか

というふうに考えるところでございます。 

 それから、高齢者の問題であります。 

 買い物や外出支援につきましては、本当に多くの市民の方の要望もございます、議員さん方

の御指摘もございます。私どもとしましても何らかの対応をしたいということでこれまで取り
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組んでまいりました。先ほども申し上げますように、国のほうにおきましても新たな外出支援

という事業を創設をするというようなこともお聞きをするわけでございますので、私としまし

ては何らかの外出支援の対策について来年度事業にのせていくように今後ぜひ努力をしていき

たいというふうに考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 小椋利廣君の３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） 小椋利廣。３回目の質問をさせていただきます、１点抜かっておりま

したので。 

 その室戸高校に地質学科を創設したらどうかという話をさせていただきましたけれども、総

合学科で対応しているので非常に困難であるというふうに言われております。その中で、室戸

高校ではジオパーク学を授業に取り入れているということの中で、ジオパーク学があるという

ことの中で、生徒も全国から募集をするという考えはないのかどうか、お聞きをいたします。

以上です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） お答えをいたします。 

 まず、室戸高校に地質学科を創設ということでありますが、それは大変難しいのではないか

というお答えをしましたけれども、現在ジオパーク学ということで本当に全国的にも珍しい取

り組みというものをしているところでございますから、私としましてもこうしたことを市内外

あるいは県外等々に広くお知らせすることによって室戸高校の生徒の確保というようなものに

つなげていけれたらという御答弁をさせていただきました。ぜひ県教委にもそうした実情を話

し、県と一緒になってとにかく室戸高校に生徒が集まるというような取り組み、あるいは室戸

の自然やジオパークをしっかり知っていただくというような取り組みをぜひしていきたいとい

うふうに考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって小椋利廣君の質問を終結いたします。 

 次に、町田又一君の質問を許可いたします。町田又一君。 

○１３番（町田又一君） 13番町田。平成23年９月定例議会において、市民クラブを代表いた

しまして一般質問を行います。 

 まず、室戸ジオパーク世界認定本当におめでとうございます。市長初め関係各位の御苦労に

対しまして本当に心より御苦労さまと申し上げたいと存じます。市長を初めなかなかこの取り

組みに対しては胃がうずくようなそんな多くの経験をされたと思います。９月18日早朝より市

役所に、市議会議員はもとより多くの関係者や市民が集まり、インターネットでの吉報に大声

で万歳をし、喜びを分かち合ったことでしょう。これから小松市長、今こそあなたの強力なリ

ーダーシップが必要です。どうか頑張っていただきたいと存じます。 

 それでは、通告に従いまして質問に入らせていただきます。 

 まず、大きな１番、世界認定室戸ジオパークについてお尋ねをいたします。 
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 昨年2010年、高知新聞の支社局が選ぶ重大ニュースを読み返してみました。内容は、2010年

もあとわずか、皆さんの地域ではどんなニュースがありましたか、県内支社、総支局が管内の

１年間を振り返り重大ニュースを厳選しましたとありました。その内容は、室戸支局内では１

番として室戸支局の室戸ジオ世界へ、室戸ジオパークが９月、世界ジオ加盟への国内候補地に

とあり、11月末に申請を提出とございました。２番目として小松市長再選、11月の室戸市長選

挙で現職の小松幹侍氏が新人に圧勝とありました。ことし、まだ早いかもわかりませんが、私

はまた、推測でありますが、世界認定室戸ジオパークがこの室戸支局管内の重大ニュースの第

１番目に来るのではないか、そんなふうに思ったりもしております。また、高知県内の10大ニ

ュースの９月分は世界認定室戸ジオパークが最有力ではないか、そんな思いをしながら楽しみ

にしております。 

 2008年６月に室戸ジオパーク推進協議会が発足いたしました。その当時と現在ではジオに取

り組む姿勢が天と地ほどの違いがある。私は小松市長さん、本当に今一生懸命このジオに対し

て室戸市の活性化のために努力をされている、そういうふうに存じます。今やミスタージオパ

ークと言っても決して過言ではない、そんなふうに私は小松市長さんを感じております。 

 質問といたしまして、①拠点施設の整備について、②観光を産業にする戦略は、③市民のジ

オへの参加をどう呼びかけるか、そして見る、学習する、体験する、食べる、泊まる、触れ

る、交流する、そして土産物等ジオを中心にした新たな室戸市づくりへの決意と取り組み姿勢

についてお伺いをいたします。 

 大きな２点目として、南海地震対策についてをお尋ねいたします。 

 この先30年の間に南海地震が起きる確率は60％と言われており、地震大国日本ではきょう起

きても不思議ではありません。現在市では公共施設の耐震対策に全力を挙げております。保・

小・中学校はもとより、市公民館等公共施設全般に至っております。これらの施設はいざとい

うときの市民の大切な避難場所となるところです。ぜひとも抜かりのない耐震対策をお願いい

たします。 

 また、大変心配されることに、災害対策本部が置かれるであろう市役所庁舎の耐震は大丈夫

だろうかということも心配になっております。庁舎は一体どれくらいの耐震があるのか、それ

を教えていただきたいと存じます。 

 また、それぞれ公共施設には毛布や水や食料品の備蓄は、本当に避難された方が大丈夫とい

うような、そういう数を確保されているのでしょうか、あわせてお教えをいただきたいと存じ

ます。 

 次に、中山間地や台地へヘリポートの設置をについてお尋ねをいたします。 

 防災ヘリやドクターヘリの離着陸できるヘリポートが整備されておりますが、これは中心地

に集中しているのではないでしょうか。いざ災害が起こり、重症者が出てヘリコプターの救助

を求めても、その場所に移動できなければ何にもなりません。中山間地や台地等にもそれに適
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するような土地があれば早急に分散整備をしていくべきであると考えますが、取り組み姿勢に

ついてお伺いをいたします。 

 次に、避難道路の整備についてお伺いをいたします。 

 自主防災組織が立ち上がり、市内全体を網羅していると思います。避難場所への道程、石垣

やブロック塀など、それが崩れて避難道路をふさぐところもたくさん出てくると思います。ま

た、草ぼうぼうで道がわからなくなっているところもたくさんあるのではないでしょうか。年

に何回かは避難訓練や草刈り等も市民と一緒にやってはいかがでしょうか。この取り組みの繰

り返しが行政と住民との間に深い信頼関係をつくるのではないか、そんなふうに確信をいたし

ます。 

 小松市長は市内各地で一番要望の多い市道の改良についても優先順位をつけ、それに基づい

て整備をだんだんと行っております。市民から大変感謝をされていると存じます。５年前にな

りますが、羽根町で市民の方々から羽根小学校から国道へ通じる避難道路の建設の相談を受け

たことがありますが、その後担当課職員や知り合いの人を通じて地権者に土地の相談を投げか

けておられると伺っておりましたが、最近になり、その地権者の方から話を受け入れても構わ

ない旨の返答があったやに聞きました。今後の取り組み姿勢をお尋ねいたします。 

 津波避難タワーの設置についてと主要各所への海抜表示板の設置についてをあわせてお伺い

いたします。 

 海岸線に沿って民家が建っております。ふだんは大変景色がいいのですが、台風や地震のと

きには大変危険な場所へと急変いたします。海があり、堤防があり、その横を寄り添うように

国道55号線が通っております。地震が起きた、津波が襲ってきた、国道を波が越えれば市内至

るところで東日本大震災の再現というふうになりかねません。中央防災会議の専門調査会が津

波発生のおそれがある地震が発生した場合、５分以内を目安に住民らが安全な場所への避難を

完了できる新たな目標を設けて政府に提言する方針のようです。室戸の場合、南海地震が起き

た場合、５分と言わず一分一秒でも早く避難することが大切です。これにすぐ対応できる策は

日ごろの防災訓練と避難場所への夜間対応ができる案内板、そして各所への海抜表示板やパネ

ルの設置、避難道路の整備、そして津波避難タワーの設置がぜひ必要であると考えます。市民

の大切な命を守るための設置に全力を注いでいただきたいと存じます。取り組み姿勢の決意の

ほどをお伺いいたします。 

 大きな３、農業についてお尋ねをいたします。 

 １番といたしまして、イノシシ、猿、シカ等の食害対策について。 

 年々野生の鳥獣による農作物被害が増大しており、大変困っております。イノシシはタケノ

コや水稲を食い荒らし、猿はミカン、クリ、水稲、芋等、シカは山林や果樹の木の皮や水稲に

被害を及ぼします。市内全体での被害額は相当の金額に上るものと予想します。予防対策とし

ては、電気柵、防御ネット、鉄砲や捕獲箱、わさ等、被害に遭わないためにあの手この手で農
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作物の被害を最小限に食いとどめようと各農家は努力をしております。農林課も猿、シカ等の

駆除には予算をつけてくれております。しかし、他市町村と比べると１頭当たりの駆除費はか

なり安いようです。食害を少なくする方法は鉄砲による駆除が一番の方法です。本山町では猿

１頭５万円の駆除費がついているようです。それだけ食害の被害額も大きいと言えるのではな

いでしょうか。室戸市でも鉄砲の免許を持っている人がだんだんと減少しております。忙しい

中、駆除に参加しやすくするために猿やシカの１頭当たりの単価を上げることも検討されるべ

きではないかと考えるのですが、担当課はどう取り組む予定なのか、お考えをお示ししていた

だきたいと思います。 

 ２番目といたしまして、後継者育成についてお伺いをいたします。 

 人口減少に歯どめがかからない室戸市にあって、羽根の人口減少は大変緩やかです。その原

因の第１は、深層水ナスやエコナスを栽培している中堅農業家が頑張ってくれている結果で

す。羽根小学校の生徒数は室戸小学校に次いで２番目に多いそうです。しかし、将来はどうか

というと、後継者がいないので自分の代で終わりという農家もたくさんおられます。市長もレ

ンタルハウスへの希望があれば全部予算化に応じる、そういう気でいてくれております。やる

気のある後継者には力強いことだと思います。現在は農家に生まれたから後継者に絶対ならな

ければならないという、そんな時代ではありません。サラリーマン家庭や都会で生まれ育った

人でも農業をやりたいと思っている人がたくさんいるのではないでしょうか。ハウス農家をや

める人の機材一式を安くレンタルしてやる、その仲介役を地域のリーダーやＪＡや市の農林課

や農業委員会等の方々がその担い手を全国から求める、そういう方法もあるのではないでしょ

うか。そんな取り組みをしているところが全国至るところにあるのではないかと思います。先

進地を参考に学ぶということで、担当課は後継者育成についてどう考えているのか、お示しを

していただきたいと思います。 

 また、最近なんですが、政府において来年度より新規に農業に取り組む青年に対し栽培技術

会得費として７年間毎年150万円の補助をしてくれる予算を組む予定だというふうに伺いまし

た。もしこれが本当に行われるのなら、中山間地でもその150万円を基礎金として、水稲と野

菜、山菜等と組み合わせた複合経営が成り立つと存じます。Ｕターンの呼びかけの目玉になる

こと間違いありません。どうか担当課はアンテナを張りめぐらせ、情報収集に全力を挙げてい

ただきたいと思います。この予算が実現すれば、荒れている奥地に光が差し込んでくると存じ

ます。この事業の正式名称がわかればお知らせをいただきたいと存じます。 

 ３番として、結婚についてでございます。 

 少子化の原因として未婚、晩婚化があります。2005年の国勢調査によりますと、30代前半の

男性の約47％、女性の約32％が結婚していない。生涯未婚率が50歳時点で男性15.9％、女性

7.2％にあるようです。決して非婚主義ではない、いずれは結婚するつもりという人が大多数

だと思います。未婚の理由は適当な相手にめぐり会わないというのが最多である。結婚を取り
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巻く社会構造の変化も大きく、親世代のように見合いや知人による縁談など周囲のおせっかい

が減ったのが痛いとのことです。高知県でも結婚支援策をということでいろいろと考え、助成

をしてくれております。市でもこれらの助成を受け、イベントや出会いの場の提供、また県ホ

ームページ内には出会いのきっかけ応援サイトというのがあり情報提供をしてくれておりま

す。農業をやってるから結婚相手が見つからないということは絶対ないと思います。現在は行

政が縁を結ぶ時代になっているのかもわかりません。一組でも多くのカップルの誕生を楽しみ

に、市長さんを先頭に婚活支援に全力で取り組んでいただきたいと存じます。決意のほどをお

聞かせください。 

 大きな４番、株式会社ＭＵＲＯＴＯについてお尋ねをいたします。 

 １番として、市外利用者料金の見直しについてでお伺いをいたします。 

 前回、３月だったと思うんですが、そのときも質問をさせていただきました。市外の利用者

の利用料金が割高であるということです。オープン当初は市の税金をつぎ込んだ施設だから市

民と市外の利用者の料金に差をつけるのは当たり前かなと思っておりましたが、現在はもうそ

ろそろこの壁は取っ払ってもよい時期ではないかと考えます。県外の人も、奈半利町の人も、

東洋町の人も皆市外扱いです。シレストむろとのプールやサウナをこよなく愛する市民の声が

あります。例えば、市外の利用者には全員に1,000円で会員になってもらい、利用料金は一律

にしたらよい、そうしたほうがリピーターがふえるんじゃないか、そんな声が多くなっており

ます。時代とともに人の流れも利用者の意識も変化をしています。シレストむろとはその流れ

に沿って利用料金も改めていく、利用者が多くっても少なくても運営経費は変わらないと存じ

ます。それなら、利用しやすい料金設定を考えればいいのではないでしょうか。利用者増が経

営の安定につながってくるものと信じます。市外利用者料金の見直しを検討される考えはない

のか、またないとすれば他に名案があるのかどうか、お伺いをいたします。 

 ２番目といたしまして、回数券の発行についてでお尋ねをいたします。 

 シレストを利用する方法として、現金あるいはパスポートがあります。利用料金はまちまち

で、例えばドルフィンセンターの会員には10％オフ、特定健診受診者は300円で５回利用で

き、その後パスポートを格安で購入できます。また、老人クラブの会員には格安で利用できる

メリットがあるそうです。しかし、幾ら安くパスポートを購入できても、忙しくて利用できな

ければ何にもなりません。顔見知りの人に最近はどうという問いかけをすると、パスポートを

持っているんだけど、利用しなければもったいない、次は買わないというような答えが返って

まいりました。その人いわく、回数券があればいいのにとの声です。この声は利用者の間で結

構多い声なのです。100枚券とは言いませんが、せめて10枚のつづりの回数券、これにはもち

ろんサービスとしてプラス１回分をつける。ただし、利用期間は半年というような期限をつけ

る、そんな取り組みはいかがでしょうか。シレスト利用者の声を聞き、実現可能なことは取り

組んでいくことが大切であると考えるのですが、取り組み姿勢についてお伺いをいたします。 
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 ３番目といたしまして、従業員の定着についてでお尋ねをいたします。 

 シレスト利用者の一人として大いに感じることがあります。従業員の入れかわりが非常に激

しいということです。施設の設置目的には、市民の健康への寄与、交流人口の増大の場、そし

て雇用の場であることなどが上げられます。しかし、一部の従業員以外は本当にころころとい

うふうな表現が適当かどうかは別にして、働く人がかわっております。老人介護の世界でも働

く人の定着率が悪いと聞きますが、原因があると思うのですが、究明をされているのでしょう

か。シレストむろとは働きにくい職場と市民から思われても仕方のないところがあろうかと思

います。経営上赤字経営にならないよう細心の注意を払うことは最も大事なことですが、シレ

ストむろとは人を相手のサービス業です。人が人を相手にする仕事をする、従業員が生きがい

を持って働くことができる職場にしなければ、幾らそろばんをはじいても安定経営は無理だと

思うのです。今後従業員の定着についてどう取り組んでいくのか、お伺いをいたします。 

 大きな５番目、教育についてをお伺いいたします。 

 １番目として、給食センター設置についてでございます。 

 これまでも定例議会の場でたびたび学校給食の是非について議論をされてきました。同じ市

内の生徒でありながら、学校給食の恩恵を受ける者と受けない者がいるというのはいかがなも

のでしょうか。私は20年ぐらい前に議会の一般質問で当時の教育長さんに給食について質問を

したことがあります。答弁は、給食は教育の一環ですとの答弁がありました。そして、給食が

教育の一環であれば、センター方式や自校方式で実施されている学校と実施されてない学校が

あるのは教育差別ではないか、これを解消するにはどんなことが考えられるのかと問いまし

た。答弁は、西部地区にセンター方式でなら実施が可能ではないか。しかし、これにはただし

がついておりました、未実施校区のすべてのＰＴＡの賛同が必要であると。それを受けてアン

ケートを実施したのですが、羽根小・中学校ＰＴＡ以外、センター方式の給食については反対

の結果が出てしまいました。その後は、話題になっても学校給食完全実施には現在まで至って

おりません。 

 しかし、つい最近聞くところによりますと、センター方式で学校給食を実施できないものか

という検討が始まったようにお伺いをしております。建設時期、場所、対象人数、予算額等に

ついて、構わない範囲でお示しをいただきたいと存じます。 

 ２番目といたしまして、小・中学校併設についてお伺いをいたします。 

 小・中学校の運動会、体育大会に案内をもらい、見学に行ってきました。羽根中学校の体育

大会では全校生徒が40人を切っている中で行われました。全員全力プレーで頑張っているのを

見て大変感動を受けたことでした。羽根小学校では、６学年ですので、大変中学校と比べ生徒

が多くいるなあというふうに強く感じたものです。しかし、私たちのころの１学年が今の小学

校の全校生徒数、１クラスが今の中学校の全校生徒数です。人口減、少子化をもろに実感いた

します。何とかせんといかん、そう強く思いました。このままでは必ず近い将来室戸市内で小



－42－ 

学校１校、中学校１校の時代がやってくる、その可能性が大であります。市内の保・小・中学

校の大部分が海抜が低いところに建っております。各保育園は災害が起きた場合、現在地で本

当に大丈夫なのでしょうか、大変心配をいたします。それとともに、保護者や地域の人の声と

して羽根小学校を羽根中学校と併設、吉良川中学校を吉良川小学校へ併設という、そんな声が

聞こえてまいります。どちらも海抜の低いところから高いところへ南海地震での津波対策や、

生徒減への対応等がその大きな理由のようです。少子化で生活が激減している、あいた教室を

利用する、それで足らなければ近くの適当なところに教室を併設する。増設にはお金がかかり

ますが、これからの室戸を、日本を背負って立つ人材を育てる、そして人命は何より優先され

るべきだと考えます。あいた学校は別に有効活用を探す道があると思います。 

 もう一つは、吉良川中学校と羽根中学校を合併する、羽根小学校と吉良川小学校を合併す

る、そういう案です。地域や保護者の理解を得なければなりませんが、これが実現すればその

まま校舎を使え、金の心配はスクールバス等最小限であると思います。生徒減少がとまらない

保・小・中学校の運営にどう取り組んでいくのか、教育長さんのお考えをお示しいただきたい

と存じます。 

 ３番目といたしまして、避難訓練についてお尋ねをいたします。 

 ３月11日の東日本大震災では、約２万人に及ぶ犠牲者と行方不明者が出ました。昼間の明る

いときでこうですので、夜間であったらもっともっと被害は大きくなっていたと思います。本

当にぞっとするような思いでございます。想定をはるかに超える大津波、自然災害の猛威を目

の当たりにし、人間の弱さを痛感いたしました。この震災で多くの児童・生徒も犠牲になりま

した。室戸市内での保・小・中学校の災害に対し避難訓練はこれまでどう取り組んでこられた

のでしょうか。東日本大震災は想定外の地震だということです。これまでの想定基準を見直

し、新たな避難訓練が必要であると考えます。また、避難をより早く安全にするためには、人

命第一の観点からの取り組みが必要となります。いざ地震となった場合の危機管理はどうなっ

ているのかもあわせてお伺いをいたします。 

 これで私の第１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 町田議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の室戸ジオパーク世界認定についてでございます。 

 ①の拠点施設の整備についてでございますが、御案内のとおり、世界ジオパーク認定はこれ

までの３年間、関係機関や関係団体、市民の皆さんの方々の御協力によって一つずつ積みあげ

てきたことが成果であり、結果であるというふうに本当に感謝を申し上げるところでございま

す。また、その間、拠点施設の整備といたしましては、平成22年６月に室戸ジオパークの重要

なポイントである室戸岬にインフォメーションセンターを設置をし、訪れる観光客へガイドな

どのサービスを提供をする活動をしてきたところであります。そして、室戸岬を訪れる方に限
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らず、室戸に来られた方々に室戸ジオパークの魅力を知っていただき、その見どころなどをよ

り案内ができるようにということで、平成23年７月、鯨館内にビジターセンターを設置をした

ところでございます。今後につきましては、室戸の自然や文化、産業や人物など、室戸ジオパ

ークの魅力を丸ごと体験できるような多目的な拠点施設を整備をし、多くの方がいつでも楽し

める施設の整備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、②観光を産業にする戦略についてでありますが、観光における経済効果に関しまして

は、１つには室戸を訪れた方にできるだけ長く滞在をしていただく、また宿泊をしていただく

ということが多くの経済効果を生み出すのではないかと考えております。そのためには、観光

ガイドの育成であるとか体験型観光メニューの開発、先ほど申しました拠点施設の充実、地域

の食材を利用した食事メニューの工夫やジオ関連商品の開発などを行い、多様な受け皿を設け

る必要があるのではないかと考えております。そしてまた、宿泊施設に関しましても、宿泊施

設の充実やサービスの向上、施設の誘致や民泊の推進など総合的な取り組みによって観光やそ

の他の産業の発展につなげていくことが必要でございます。また、観光客へのニーズ調査も行

い、産業振興に生かせるよう努めてまいります。そして、これらのことを市民の皆さんと協働

で取り組むことによって持続的な経済発展につながっていく、つなげていく必要があると考え

ております。 

 次に、③市民のジオへの参加をどう呼びかけるかについてでありますが、このことにつきま

しても、ジオパークに関する取り組みの中でさまざまな市民の方々にこれまでも協力をいただ

いてまいりました。観光ガイドやジオパークマスターの方々、各施設の関係職員の方々、応援

イベントや祈願の折り鶴に協力をいただきました皆さん、サイトの清掃などに協力をいただき

ましたシルバー人材センターや民生委員さん方など応援をしてくださる方々がございます。こ

の方々の御努力によるところが私は大きいというふうに思ってますので、今後につきましても

こうした市民の皆さんの御協力をいただきながらこれまで以上に地域での懇談会やイベントの

開催、ガイドの養成というようなことに取り組むことによって多くの方が参加をいただけるよ

うな取り組みをぜひ進めなければならないと考えております。そして、こうした取り組みを推

進することによって、今後とも子供たちへの教育、防災の対策、交流人口の拡大による産業振

興といった３本柱について、行政と市民が一体となった新たな室戸のまちづくりということを

推進をするということで進めていきたいと考えております。 

 次に、大きな２点目の南海地震対策についてでございます。 

 このたびの東日本大震災では、死者、行方不明者合わせて２万人を超えるという甚大な被害

をもたらし、６カ月以上がたった現在においても多くの方が避難所や仮設住宅での生活を余儀

なくされております。被災地の皆さんの一日も早い復興を心よりお祈りを申し上げる次第でご

ざいます。御質問にございました南海地震は、今後30年以内に60％程度の確率で発生をすると

言われておりまして、本市におきましてもこの対策が最重要課題ということを認識をするとこ
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ろであります。このため、小・中学校を初め各公共施設の耐震化に積極的に取り組むととも

に、津波避難計画の策定に着手をしているところでございます。 

 公共施設の耐震化や備蓄品の状況につきましては後ほど御答弁をさせていただきますので、

よろしくお願いをいたします。 

 御質問のございました(1)中山間地や台地へのヘリポートの設置についてでございます。 

 現在本市に設置されておりますヘリポートといたしましては、御案内のように室戸消防署及

び室戸岬町高岡のふれあい公園の２カ所でございます。これに現在整備を進めております防災

公園内のヘリポートを加えて、本年度末には３カ所となる予定でございます。室戸消防署にご

ざいますヘリポートの発着状況について申し上げますと、平成22年度が25件、平成23年９月ま

でで34件と増加傾向にございます。１カ月平均では3.8件ということであります。大規模な災

害やそれに伴う陸路の途絶等を考えたとき、防災ヘリやドクターヘリの果たす役割は非常に大

きな支えになるというふうに思っております。したがいまして、離発着が可能な場所を複数確

保しておくことは大変重要であると考えております。中山間地域や台地等における離発着場の

確保について県や関係機関とも協議をいたしまして、箇所数をふやしていくことに今後とも取

り組んでまいります。 

 次に、(2)の避難道路の整備についてでございます。 

 議員さん御指摘の羽根小学校から国道へ通ずる道路整備につきましては、１つには幅1.5メ

ーター程度の避難路を整備するか、また避難道路を整備をするのかという２つの考え方がある

のではないかと存じます。この点につきまして、内部におきましてもこれまで検討してきたと

ころでございますが、避難路につきましては事業費は少なくて済むものの、やはり用地測量や

土地の用地の買収ということが必要となります。また避難道路につきましては、事業費が多く

かかりますが、先ほどの条件等々含めて総合的に検討する中で、やはり事業費は多くかかるも

のの、避難道路の整備が適当であるというふうに現在判断をいたしているところでございま

す。 

 また、地権者の方々のことについてでありますが、用地買収に応じていただけるとのお話も

私も聞いているところでございます。市といたしましては、室戸市過疎地域自立促進計画の中

に位置づけているところでございますけれども、できるだけ早い時期に避難道路が整備できる

よう今後とも努力をしてまいります。 

 次に、(3)(4)の津波避難タワー及び主要各所への海抜表示板の設置についてでございます。 

 これまでにも申し上げてきたとおりでございますが、東日本大震災を踏まえ南海地震対策を

考えたとき、何よりも津波による避難対策が重要でございます。そのため、本年度におきまし

て津波避難計画の策定に取り組んでいるところであり、本市沿岸部を25地区程度に分けてそれ

ぞれの地区ごとに津波避難計画を策定する予定としております。計画策定に当たっては津波浸

水予想エリアや地盤の高さを記載した津波ハザードマップをもとに住民ワークショップ形式に
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より避難場所や避難経路の見直しを行っていきたいと考えております。津波避難対策において

は、いかに早く高いところに逃げることができるかというのが重要で、そういうことが一番重

要でありますので、まずは高台に避難するための避難路の整備が必要であると考えておりまし

て、今回補正予算におきまして、保育や小・中学校におけるこうした避難路などの整備に要す

る経費を計上させていただいたところでございます。 

 さらに、津波避難計画策定作業の過程において、避難場所までの距離や高低差、避難に係る

時間などを検証しながら避難場所の見直しを進めた上で、どうしても有効な避難場所がないと

いう地域、地区については津波避難タワーなどの建設について検討していかなければならない

と考えております。 

 また、海抜表示板につきましては、南海地震による津波などを考えたとき、自分たちが暮ら

している地域の地盤の高さなどを日ごろから知っておくということはとても大切なことである

と考えます。これまでにもガソリンスタンドにおける表示や、最近では国道などにおける国土

交通省の取り組みも進められておりますので、こうした取り組みと連携をしながら、必要な調

査を行い海抜表示に取り組んでまいります。 

 また、避難場所への避難誘導表示板につきましても、現在一部で設置しておりますソーラー

式避難誘導灯の増設など夜間の避難に対応できるような取り組みを進めなければならないと考

えております。こうした取り組みに加え、避難訓練や自主防災組織の充実強化など、市民の皆

様とともに全力で防災対策、津波避難対策に取り組んでまいります。 

 次に、農業に対する鳥獣被害の防止と農家の後継者対策、結婚問題につきましては大変大事

なことで、ぜひとも進めていかなければならないと考えておりますが、この点については担当

課長からお答えをさせていただきたいと存じます。 

 次に、大きな４点目の株式会社ＭＵＲＯＴＯについて、(1)市外利用者料金の見直しについ

てでございます。 

 市民以外の利用者につきましては、平成21年が6,176人、平成22年度2,758人と減少している

ところでございますが、仮に市民と同額の会費700円、会員外900円と料金をしますと、平成

21年度では281万100円、平成22年度では130万2,400円の利用料金が減少するということになり

ます。利用料金の見直しにつきましてはさまざまな御意見をいただいていることは私も承知を

するところでございますが、現在の経営状況が赤字ということの中で利用料金を減額をすると

なりますと、その分利用者の増加を図ることが当然必要でございますし、そうしたことによっ

て新たな収入の確保が必要となりますので、全体の経営状況も考慮をしながら経営の改善や料

金の見直しについても検討をしてまいります。 

 次に、(2)の回数券の発行についてでございます。 

 議員さん御指摘のとおり、これまで他の観光スポットやイベントと連携した各種割引によっ

て利用促進などを図ってきたところでございます。御提案の回数券の発行につきましても、こ
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れは利用促進につながることであるというふうに考えますので、利用券の準備や有効期間の設

定などについて詰めを行った上で、できるだけ早い段階で回数券の発行ができるよう取り組ん

でいきたいと考えております。 

 次に、(3)従業員の定着についてでございますが、現在の従業員は正社員５名、パート社員

21名の計26名で運営を行っているところであります。このうち、これまでの途中退職者は14名

でございます。退職理由はいずれも自己都合によるものでありますが、その理由といたしまし

ては、職場になじめない、転居が必要になったこと、職務に対応できないことなどによるとい

うふうに認識をしているわけでありますけれども、こうした早期退職というようなことが起こ

らないようにしていかなければならないというのは当然そういう思いでございます。私どもと

いたしましては、今後とも利用者の方々に気持ちよく利用していただくことが大事であります

ので、今後とも従業員の資質を高めることが必要であります。そうした従業員の資質を高める

取り組みであるとか研修、そして職場の環境の整備をするということに一層力を入れて進めて

まいります。そうしたことによって、従業員の質を高め、しっかり定着ができるようにしてい

きたいというふうに考えております。 

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

で、よろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 町田議員さんに大きい２点目、南海地震対策について市長答弁を補

足させていただきます。 

 宮城県沖地震での建物被害を受けて昭和56年に建築基準法が改正となり、それ以降に建設さ

れた建物はより耐震性の高い新耐震基準を適用されることとなっております。しかしながら、

それ以前の建物については耐震化が必要となっているところでございます。本市の公共施設の

耐震化実施状況でございますが、耐震補強が必要な小・中学校の校舎、体育館合わせて20棟の

うち、平成22年度までに８棟が完了し、本年度中にはさらに２棟完了の予定となっておりま

す。市民館は５館中１館が改修済み、１館は現在改修工事中でございます。公民館につきまし

ては改修が完了し、３館すべて耐震基準を満たしております。このように、市の公共施設につ

きましては鋭意耐震化に取り組んでいるところであります。 

 議員お尋ねの市役所本庁舎の耐震性でございますが、本庁舎は建築基準法の改正後の昭和

58年に新耐震基準により構造設計を行い建設されており、昭和21年の南海地震の震度５、関東

大震災の震度６を超える震度６強までは耐えられる構造となっております。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 町田議員さんに、大きな２点目の南海地震対策について、市長答

弁を補足させていただきます。 
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 公共施設における毛布、水、食料品等の備蓄についてでございます。 

 本市が備蓄しておりますこれらの備蓄品の一部は、市長が以前御報告申し上げましたとお

り、今回の東日本大震災の救援物資として一部被災地に送らせていただきました。したがいま

して、支援後の現時点におきます備蓄品の数量について申し上げます。 

 まず、市保健福祉センターに、非常食でありますアルファ米1,692食、長期保存水792リット

ル、毛布50枚、それから市役所本庁西庁舎に毛布208枚。各出張所でありますが、４出張所合

計でアルファ米が2,050食、長期保存水288リットル、毛布320枚。各市民館につきましては、

６館でアルファ米600食、長期保存水432リットル、毛布125枚。このほか、元小学校、三高小

学校など学校施設に毛布67枚などとなっておりまして、市全体ではアルファ米4,342食、長期

保存水1,512リットル、毛布770枚となっております。市の公共施設には、このほかに発電機や

ライトなどの各種防災用資機材の配備も行っておりますが、食料品や水、毛布などの備蓄量は

まだまだ十分ではないというふうに考えておりまして、津波避難計画や地域防災計画の策定作

業の中で避難者の数や避難日数等の想定により必要量を検証しながら継続的な確保に努めてま

いりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 川邊農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（川邊幸雄君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 大きい３番、農業についての(1)イノシシ、猿、シカ等の食害についてであります。 

 本市での捕獲実績では、平成21年度におきましてはイノシシ24頭、シカ335頭、猿32頭、カ

ラス８羽で、平成22年度につきましてはイノシシが73頭、シカ332頭、猿50頭、カラス33羽の

駆除となっております。狩猟者や民家付近での目撃情報においても御指摘のように年々鳥獣被

害が増加の傾向にあると思われます。 

 お尋ねの駆除の報奨金についてですが、近年市町村の報奨金を参考に平成23年度からシカの

猟期外駆除を１頭につき5,000円を8,000円として、猿についても7,500円を１万円に増額した

ところであります。また、カラスやハクビシンの駆除につきましても、カラス1,000円、ハク

ビシン2,000円を新たに設定しているところであります。これらの報奨金として本議会にも追

加でシカ20頭分、16万円の補正予算を計上させていただいているところであります。 

 これまでの駆除の方法としましては、主に銃器による捕獲であることから十分な効果が得ら

れず、平成20年度より捕獲機材、囲いおり等ですが、11基を被害報告のあった地域へ設置をお

願いし、より効果的な駆除体制の取り組みを行っております。 

 また、今は農家が独自で電気柵、ネット柵、トタン柵などを設置しておりますが、各個人が

実施する防護柵は部分的な対策であって、隣地が被害を受けることも多く、国、県の補助を活

用した広域的な被害の防止が必要と考えております。本市においても、捕獲従事者も高齢によ

り減少していることもあり、広報による狩猟試験の周知をするとともに、予備講習会受講料の

補助も本年度より実施しているところであります。今後においても、後継者の育成や担い手不



－48－ 

足の解消を図りつつ、迅速で効果的な捕獲を実施し、報奨金についても今後の鳥獣被害状況を

見ながら検討したいと考えております。 

 次に、(2)後継者育成についてであります。 

 2010年の世界農林業センサスでは、市内の販売農家の47％が後継者不足となっており、本市

にとっても大きな課題となっております。現在新しく農家を始める方とその人を指導する農家

に対して研修費用や生活費用等を支援する新規就農研修支援事業費補助を行い、後継者対策と

して取り組んでおりますが、議員さん御指摘のようなハウスや機材一式のレンタルやあっせん

については現在のところ行っておりません。新たな後継者が農業用機械等を一式そろえるには

高額な費用負担が必要となりますので、今後において制度資金の活用等を含めそのような仕組

みなど先進地等を参考に関係機関と協議連携しながら検討いたします。 

 なお、御質問の事業につきましては、農林水産省の2012年度政府予算の概算要求の中での事

業の一つであると思います。現在の新規就農研修支援事業に加えて、新たに新規就農総合支援

事業として45歳未満の新規就農者に年間150万円を最長７年間給付することになれば、新規就

農者の増に大きくつながるものと考えるところでありますので、今後において国の情報収集を

努めるとともに、国、県の動向を把握してまいりたいと考えております。 

 次に、(3)結婚についてであります。 

 当市ではこれまでに平成20年度と22年度に県の補助金を活用したイベントを開催しまして、

独身男女に出会いの場を提供いたしております。参加者はそれぞれ44名と35名となっておりま

す。また、市内の消防団や市民団体なども同様のイベントを開催したものとお聞きしておりま

す。本年度におきましては、本市の室戸市出会いのきっかけづくり応援事業補助金を活用し、

10月１日に民間団体が主催のハンバーグ合コンが開催されました。20名の参加があったと聞い

ております。このほかにも本年度中に複数回イベントが開催される予定であります。 

 また、議員御指摘の県の事業として、こうち出会いのきっかけ応援サイト内で紹介されてい

る高知県出会いのきっかけ応援事業費補助金や婚活サポーター制度などがあるようです。これ

らの情報については、「広報むろと」や市のホームページなどを通じて広く情報発信しており

ますので、農業者だけじゃなく市民の方々にも積極的に参加していただければと考えておりま

す。本市としましても、出会いの場を多く提供することによる未婚化、晩婚化の対策につなが

るように努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 教育についての(1)給食センター設置についてであります。 

 学校給食につきましては、現在東部給食センターでは佐喜浜小学校、中学校、三高小学校で

約150食分、中部給食センターでは室戸小学校、室戸岬小学校、元小学校で約320食分を実施し

ております。学校給食におきましては、学校生活での仲間集団での食生活や食育の推進など、
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その必要性、重要性は十分認識しております。給食未実施校への早急な対応について、教育委

員会といたしましても、市の中央部へ一括集中型にするのか、西部給食センターを設置して東

部、中部、西部の３カ所分散型がよいのかを、施設の規模、建設費用や補助制度、用地確保、

災害時の配給などを総合的に検討しておりまして、本年度中には学校や地域、保護者との協

議、コンセンサスを得ながら一定の方向性を示したいと考えております。 

 次に、(2)小・中学校併設についてであります。 

 津波襲来時において羽根小学校や吉良川中学校は海抜標高が余りなく、早急に高台へ避難す

るための道路の整備が喫緊の課題であります。また、議員御指摘のとおり、小・中学校の運動

会、体育大会など児童・生徒数の減少から大会規模や競技運営の状況などから開催に支障を来

しているのではないかと感じておるところでございまして、こういう行事ごとからも小・中合

同開催が可能かどうか、学校長とも連携しながら改善してまいりたいというふうに思っており

ます。 

 さて、小・中学校併設につきましては、昨今の津波被害から大切な児童・生徒の命を守らな

ければいけないという地域の方々や保護者の皆様の意識が高まっていることから、小学校と中

学校をどうするのか議論を深めてまいります。また、前段の議員さんに御答弁いたしましたよ

うに、学校の統廃合や併設につきましては地域の実情を踏まえ、室戸の将来を担う子供たちの

教育効果が十分上がるような望ましい教育環境を整備する必要があります。その中で、先ほど

も申しましたように小・中一貫校、つまり併設、それから地域間での学校統廃合、適正規模等

としての再編、今言いました中学校１校、小学校１校ということです、の３つの選択肢があり

ますが、地震対策などともあわせて検討する課題でありまして、今後地域、保護者、学校関係

者と議論を進めてまいりたいと考えております。 

 なお、議員御提案の吉良川小・中学校及び羽根小・中学校の併設につきましては、学校施設

が十分機能するのか、移転の際の基準面積の確保や周辺の状況等を勘案するなど検討している

ところでございます。 

 次に、(3)避難訓練についてであります。 

 本年３月11日の東日本大震災を教訓にし、近い将来発生する南海地震への備えを万全にする

ため、保育所、小・中学校に対し津波避難訓練を初めとする災害を想定した避難訓練を定期的

に実施するよう指導しております。これまでに保育所では毎月津波避難訓練と火災避難訓練を

実施しております。また、避難訓練の方法についてもマンネリ化しないように地震の発生の時

間帯や避難道路の検証をも含め、児童・生徒がより短期間で安全な高い場所へ避難ができるよ

うに訓練の実施を今後も指導したいと考えております。 

 次に、地震発生時の危機管理でございますが、保育所や小・中学校、園長も含めまして、学

校長の管理職が先頭に立ちまして災害に対する認識を深め、また情報の共有、役割分担の確

認、徹底等について万全を期するよう指導してまいります。以上でございます。 
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○議長（林 竹松君） これをもって町田又一君の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時15分まで休憩いたします。 

            午後０時９分 休憩 

            午後１時13分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 午前中の一般質問を引き続き行います。 

 次に、久保八太雄君の質問を許可いたします。久保八太雄君。 

○６番（久保八太雄君） ６番久保。吉良川の保・小・中の保護者並びに事業者の方々、地域

の住民の皆様から依頼されまして質問させていただきます。 

 ９月は皆執行部も忙しいので12月にしたらどうなという声もありましたので、３つほどでご

ざいますので、そんな手間とらせません。それに、先ほど先輩議員も質問しておりますので、

再度答えていただいたらと思いますので、取り下げはいたしません。 

 東日本の大震災の惨状を目の当たりにすれば、巨大地震や大津波に警戒が高まるのは当然で

あろうと思います。天災は忘れたころにやってくるだけではなくて、我々人間の盲点、弱点を

ついてくるということはもうこれで明らかになりました。先日ですか、自治体災害対策全国会

議というのがあったようですが、それで指摘されたのは、日本の災害、脆弱性が進行しておる

ということが言われたようです。地方の過疎化や都市の過密度、それと少子・高齢化、そして

建物の老朽化に、これらが災害への抵抗力を弱めておるということになっております。また、

自治体等の財政の悪化によって防災の基盤整備のおくれも心配の一つであろうと思うていま

す。こういった避難防災活動等が過疎の高齢化社会の防災力が追いついていないといったこと

が中山間部にあるようでございます。 

 そういった脆弱さから放置された状態で自然の脅威にさらされれば、災害は大規模になりま

す。これは行政や専門機関で手をこまねいて見ておるということは、それで減災、すなわち防

災をきちっとしていかなければ、これは災害、天災ではなくて人災になろうかと存じておりま

す。また、ハード面でいろいろと行っても限界があろうと思います。ソフト対策も重要であっ

て、また脆弱性を地域ごとに具体的に把握して災害の芽を摘んでおくことが理想であります

が、その地域の特性を生かして、その地域地域においてのバックアップすること、それを踏ま

えながらバックアップしておくことこそが人災を免れる、災害も少なくなっていくのではない

かと、脆弱性の進行を食いとめ、人災的な側面を防がなければ大変なことになってしまうとい

うことでございます。 

 そこで、小学校、私のいる吉良川というのは一番問題にされておりますのが小・中でござい

ます。先ほどの町田先輩議員のほうからも質問がありましたですけれども、再度これをピンポ

イントで、特にこれを質問させていただきたいと思います。といいますのも、これ私平成21年

度に小・中学校の併設はどうかということを質問させていただいております。再度質問になろ
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うかと思いますけども、当時高知大学の先生が講演中の中で、一番よいところは吉良川小学校

であると、海抜14.7メートルですか、吉良川で一番危険な場所は吉良川中学校であろうと、そ

して小学校へは住民もあれを目標にして駆け上がってくるべきであるというと。それで、私は

そのときに、昔三十五、六年前に、小学校、中学校、今の子供よりはるかに子供が多いにかか

わらず小・中学校一緒であったやないかと、地元の人もそういうふうに言ゆうと、戻してもら

えないかというふうに質問させていただきました。そのときの答弁というのが、災害時に子供

の安全に逃げる場所確保と安心して学べることが最優先だとの質問だと思うから、ついては耐

震設備について平成22年度耐震補強工事を行い、災害対策にしても一時避難できる場所を確保

する、生徒が安心して学べる場所を提供すると答えていただいております。それは、現に今中

学校の屋上を整備して、避難場所に整備し確保したということで理解しておりますが。 

 しかし、平成23年３月11日、東日本の災害後、高知大のその例の先生いわく、想定は20メー

トルあるというふうにちょっと変わってきました。といわれますのは、吉良川中学校、あそこ

の前の道路を県土木が整備しておりますが、そのときに見ましたら海抜９メートルだそうで

す。そして、それへ屋上をつけて、それこそ14メートル弱、とてもじゃないけど間に合わな

い。そこで、吉良川中学校の14メーター７、そして３階でございます、吉良川小学校が、そこ

の３階までに至っては24メーター前後だそうです、海抜。 

 そこで、小学校を逃げていくということになりますが、吉良川小学校でもそこではまだ不安

であるということで、その裏っ側にあります笠木山公園のほうへ避難訓練を数回しておりま

す。そこは海抜50メートルだそうです。避難するのにも資料をずうっと時間的なものとメータ

ーを学校の先生方が調べておりますが、表のその校門から子供を連れてざっと逃げるときにメ

ーターと時間をはかると、その校門の裏っ側から笠木山へ逃げるのと時間的にもメーターにも

少し裏っ側のほうが時間が早くて距離が短いということで早いうちに笠木山公園に到達でき

る。そして、小学校へ中学校を併設すれば一緒に逃げることができる。そうすれば、東日本の

ほうでも中学生が小学生を連れて逃げる、助かったということなんかもあるので一緒にできる

んではないか。そして、教室については小学校の３階部分においては十分中学生36名ですか、

39名ですか、これが一緒に勉強できることができると。小学生は１年が６名、２年が13名、３

年生が13名、４年生が９名、５年生が８名、６年生が13名の計62名、これが１、２階で足りる

のではないか。中学生は１年生が９名、２年生が15名、３年生が15名、39名、小学校の３階空

き教室で足りるのではないか、十分足りると。そこで、併設を中学校を小学校へ移転すること

はないかっていうことでこれを尋ねてもらいたいということで質問をいたします。 

 ２つ目の吉良川保育所周辺の避難道の整備についてでございますが、実はこれは第一保育所

の問題もかかわっております。吉良川の灘にあります第一保育所は旧道を越えて真っすぐいく

とお寺がございます。お寺へ逃げましょうということになってるらしいんですが、とてもじゃ

ないけども、そらお寺ごし流されていってしまうだろう、その山のすそまで波が行くので、恐
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らく十分行ってしまうだろうということだそうですが。そこで、これは第一保育所と吉良川保

育所とは民間委託して統合したはずでございます。それであるならば、いっそのこと吉良川保

育所のほうへ本格的に移動してきてはどうかという、それを市のほうから指導してはいかがか

ということです。場所は吉良川小学校の裏手のほうになりまして、保育所が小学校と十数メー

トルぐらいしか違いません。避難するときは小学校の裏手から小学生が出れば、ときを同じく

して保育所と一緒に避難してくるようになります。そうすると、中・小・保これで一緒に避難

できることができるんじゃないか。それを一緒に笠木山公園を目指せば一石三鳥ぐらいにはな

るのではないかと。そのために保育所へ通園さす道がないがなあということになりまして、避

難する笠木山公園の道は大体４メーターぐらいで、車も小さな軽四が上がれるぐらいの道はあ

りますけれども、全然整備されておりません。こういったことにおいて十分な整備をしてほし

いということと、これは要望ですけども、小学校の北側に雑草があって湿地帯があって放棄地

がございます、何もつくっておりません。市の土地もそこには多々、ぼつぼつとあるはずでご

ざいます。そこに新しく道をつくっていただけないか。つくって、そして今小学校の校門のと

ころまでに大きな避難道ができておるけれども、それを少し迂回して、吉良川小学校の山っ側

のその湿地帯、雑草がたくさん生えている道をずうっと整備すれば、突き当たりが保育所に突

き当たっていく、そしてそこにちょっと広い畑がございますので、そこで十分車も回せるし、

そして通園なんかも可能になる、小学校のほうも便利になる。そして、その学校の縁の石ぐろ

なんかもきれいに整備ができるんではないか。そういったことを考えて、あの小学校を中心に

して中・保すべてを教育エリアにできないか、そういった構築する考えはないかどうかという

ことをお聞きいたしたいと存じます。 

 次に、西の川流域の事業所移転についてでございますが、先ほど中学校の話が出ましたけれ

ども、その周辺には中学校だけではなくて大変な事業所がたくさんございます。中学校より下

流には生コンが１社、土建会社が３社、福祉関係の会社が１社、中学校より上流には重機のリ

ース会社が１つ、そして例の言う富士鍛工があり、山崎機械製作所があります。もちろんその

中では新興住宅もありますけれども、これらの逃げ地はあの道の富士鍛工の前の道の広場が広

いところへ皆集まりなさいっていうことだそうです。それで、海抜幾らぐらいですかと聞け

ば、あそこの富士鍛工のそのところで海抜約11メーターだとか言ってましたけれども、これは

全部合わせたら、もしこれがパアになってしまうとどれぐらいにかかるかということ、幾ら幾

らとは言っておりましたけんど、すべてパアになると数千億円いくのではないか。それと、従

業員もかなりの人数になります。一番多くて富士鍛が47名、山崎機械が56名ですか、これで優

に100名は超します。あと、ほかの事業所においては、もちろんそこの場所で働いている人も

おれば事業で外へ出ていっている人もおりますけれども、約200人は優に超しております。事

業主の方は少しでもこういった安全な場所を、もちろん市外へ移転する気持ちというのは当然

出てくるはずです。言葉は少し乱暴かもしれませんけれども、幾ら避難計画をして津波タワー
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をつくって一時避難をして助かるとしても、いざ南海地震が起きれば市街地、またこのような

事務所は全部水浸しになります。長期浸水状態になればこれはもう確実でございまして、地域

全体が長期浸水状態のこれは生活も仕事もできなくなるということです。 

 津波と長期浸水の解決策は津波が襲来しない高台に移転するということは、これはもう至極

当然でございますが、そこで市長さんにお尋ねしたいと思いますが、こういった高台を開発し

て新工業団地といいますか、またそういった場所をつくって企業誘致だとか住民の移転だとか

という開発をお考えはないかどうか、これについて質問しておきたいと思います。以上でござ

います。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 久保議員さんにお答えをいたします。 

 まず、防災対策の充実についての２点目の吉良川保育所周辺の避難道の整備についてでござ

います。 

 この件につきましては、以前から吉良川保育所と吉良川第一保育所との統合に合わせて吉良

川保育所周辺の道路整備について要望が出されていた問題だというふうに受けとめておりま

す。現在吉良川保育所につきましては、平成22年度から民営化をされ、社会福祉法人吉良川保

育協会に運営をいただいているところでございますが、前段で申し上げましたように道路問題

につきましては吉良川保育所と吉良川第一保育所の統合問題の際に地元協議の場で道路整備の

要望が出されていたというふうに認識をするところでございます。この件につきましては、市

といたしましても将来吉良川保育所と吉良川第一保育所が一つに統合されるということになれ

ば道路整備についても考えていくということでお話をしてきた問題だというふうに考えており

まして、現在２園でそのまま運営をされていると、ぜひ我々としては環境整備も含めて統合し

てほしいということで将来児童数の減少もございますので一本化してほしいということのお願

いもしてきたところでございます。そうした中で道路整備も出てきた問題だというふうに考え

ておりまして、現段階ではそうしたことが進んでいないということは御案内のとおりでござい

ます。 

 今後におきましても、吉良川第一保育所を吉良川保育所へ統合することとなりますと、当然

通園する児童が全体が少なくなるというものの、１カ所になりますと当然１カ所に通園する子

供というのは今の数よりふえるということがございますので、交通量も増加をすると。また、

御案内の防災面におきましても現在の道路では十分かという問題がございます。不十分ではな

いかというふうに我々も考えるところでございますので、そうした点を踏まえて保育所の統合

問題も含めてぜひ新たな道路整備につきましては地域の方々とともに協議をし、いい方向でま

とめていきたいという思いがございますので、どうぞ今後とも御協力をいただきたいと存じま

す。 

 次に、３点目の西の川流域の事業所の移転等の問題についてでございます。 
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 西の川流域の事業所につきましては、これまで企業訪問をする中で現在地での津波対策の御

要望もお聞きをし、一部のことについては県の土木事務所のほうへ連絡をしてあげてその津波

対策というものもやったと、企業独自でやったということもございます。そのつなぎ役を私も

務めさせていただいたということもございますが、議員さん御提案の高台への移転や新たな工

業用地を台地に開発するということは、このことは本当に必要という思いはするわけでありま

すけれども、そうした場合にやはり工業用水の確保とか大型トレーラーが進入できる道路が要

る、また特別高圧受電設備等の整備などなどが必要であると、多くの課題があるわけでありま

す。また、当然大規模な土地が必要ということになってまいります。現在のところ、そうした

適地というのは開発が困難ではないかというふうに考えるわけでありますけれども、今後にお

きましても企業の要望というようなものについてぜひ十分把握をしていかないといけないとい

う思いを持っておりますし、また工業団地等のことにつきましても県など関係機関のお話を聞

き、また必要な補助メニューがあるのかどうなのかというようなことも内部では一定協議もし

ておりますけれども、なおそうした可能性について十分調査検討をこれからもしていきたいと

いうふうに考えております。 

 いずれにしましても、企業の関係をする防災対策、津波対策というようなものにつきまして

は、先ほども申しましたが、企業の要望を十分聞くとともに、また一部企業では従業員の避難

路を確保してほしいというような要望もお聞きをしておるところでございますので、そうした

こともしっかり踏まえていかなければならない要望を解決をするという方向に取り組んでいか

なければならないというふうに思っているところでございまして、市としましてはできるだけ

の企業に対する支援というものも行わ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、教育長から補足答弁をいたさせますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 久保議員さんにお答えいたします。 

 １、防災対策の充実についての(1)吉良川中学校の移転についてであります。前段の議員さ

んへの答弁と重複する点があろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 吉良川中学校は津波が襲来した際に標高がなく、津波避難道路の整備を早急に実施する必要

があると考えております。現在中学校裏山から西山地区へ上がる経路を避難道路として整備す

る方向で総務課と協議しているところであります。 

 議員御指摘の吉良川中学校を小学校への移転と保育所、小・中学校合わせた教育エリアの構

築につきましては、例えば運動会などの学校行事が児童・生徒数の減少に伴い開催規模や運営

方法がそろそろ限界に来ているのではないかと考えられることもあり、現場の学校長や保護者

などと協議をしてまいりたいというふうに考えております。 

 また、津波から大切な子供の命を守るという津波避難への機運が高まっていることから、教
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育委員会といたしましては、何度も申しますが、小・中一貫校、地域間での学校の統廃合、適

正規模数での学校再編など、そのような選択肢の中から地域の方々や保護者、学校関係者など

と検討委員会を立ち上げて論議してまいります。 

 それから、これは要望ということでございましたが、学校の窓ガラスへ飛散防止フィルムを

張ったらどうかについてでありますが、大地震の際には大きな揺れで窓ガラスが割れて生徒が

足をけがして逃げおくれるということも十分考えられますことから、市内の全保育所及び小・

中学校の窓ガラスの問題につきまして適切な対応に努めてまいりたいというふうに考えるとこ

ろであります。 

 防災教育の(2)吉良川保育所周辺の避難道の整備についてであります。 

 吉良川保育所につきましては、平成22年度から民営化されて、現在社会福祉法人吉良川保育

協会が運営しているところでありますが、道路問題につきましては吉良川保育所と第一保育所

の統合問題の際に地元協議の場で議員御指摘の避難道路整備の要望が出されておりました。市

長答弁と重複いたしますが、市といたしましても、将来吉良川保育所と第一保育所が一つに統

合されるのであれば道路整備を検討していく考えをお示ししていたところであります。 

 今後におきまして、社会福祉法人吉良川保育協会が第一保育所を吉良川保育所へ一カ所に統

合する計画があれば、通園する児童数が多くなり、交通量の増加も考えられますし、また防災

面からも現在の道路では通行に支障を来すなど不十分なところがあることから新たな道路整備

が必要であると考えますので、そういう状況を踏まえた中で地元関係者と協議を深めてまいり

たいと思っておるところでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） これをもって久保八太雄君の質問を終結いたします。 

 次に、濱口太作君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。六曜会の一員として、本定例会におきます一般質問を行い

ます。 

 まず最初に、南海地震対策についてお伺いをいたします。 

 前段の議員さんと重複する質問もありますが、よろしくお願いをいたします。 

 政府の中央防災会議の東南海・南海地震に関する専門調査会は、平成15年９月17日、東海・

東南海・南海の３地震が同時発生した場合の被害想定を公表しております。発生時刻などで被

害状況は変わるものの、最悪の場合、死者は２万4,000人、震度７の激しい揺れや10メートル

を超える津波で約96万棟の住宅などが全壊、経済被害は約81兆円に達するとしております。ま

た、平成22年４月21日には都道府県別の被害想定を発表しております。これによりますと、死

者は21府県合計で２万5,000人となり、高知県においては死者数が4,900人、全壊棟数は５万

5,000棟と推定されております。しかし、本年３月11日、マグニチュード9.0の地震と巨大津波

によって２万人を超える死者を出した東日本大震災を受けて、政府や地方自治体は防災対策の

抜本的な見直しを迫られ、政府の中央防災会議では来年夏ごろをめどに東海・東南海・南海の
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３連動地震の被害想定を見直すことにしており、高知県においても2012年度中には南海地震対

策行動計画の抜本強化を終了させたいとしております。東日本大震災の予想をはるかに上回る

大津波によって一瞬にして町が破壊され多くの人命が奪われる様子をテレビで見て、津波の恐

ろしさを実感しました。また、この震災から６カ月を経過をしても遅々として進まない災害復

旧に被災地の方々のみならず全国の多くの皆さんがいら立ちを感じているのが現状でありま

す。今後30年以内に60％程度の確率で発生すると言われる南海地震対策にこの東日本大震災の

経験を教訓として生かす必要があると考えますが、この東日本大震災の教訓をどのようにとら

え、現在策定中の本市の津波避難計画に生かされるのか、お伺いをいたします。 

 東日本大震災の巨大地震のメカニズムの調査結果を反映して、東海・東南海・南海の３連動

に加え、これまで想定していなかった沖合の震源域も合わせて動く４連動が起きる可能性があ

るという東大地震研究所の古村教授の研究結果が発表されました。この研究結果では、津波の

高さはこれまでの想定の1.5から２倍程度まで高くなる可能性があると試算されており、高知

県における津波の高さは20メートルに達するとも言われております。これほどの巨大津波が発

生しますと現在の防潮堤では津波を防ぐことができず、浸水を前提とした避難対策が必要とな

ります。 

 そこで、お伺いをしますが、現在策定中の津波避難計画では最大何メートルの津波を想定し

た避難計画となりますか。私の住んでいる室戸岬地区は、人口の高齢化が進んでおります本市

の中にあっても最も高齢化が進んでいる地域であります。自主防災組織の年齢構成を見まして

も、60歳以下の年齢層が少なく、70歳以上が大半を占めているのが現状であります。あと５

年、10年たてば本当に高齢者ばかりとなり、自主防災組織は名ばかりのものになるのではない

か懸念されるところであります。現在選定をされている避難場所は海抜が10メートル程度の場

所にあり、比較的住んでいるところから近い場所にあります。しかし、今回予定されている見

直しにおいてはより安全な海抜の高い場所への選定となり、避難場所が自宅より遠くなること

が想定をされますし、南海地震では強い揺れによって家屋の倒壊も想定をされており、高齢者

等の弱者の方々が避難場所まで逃げることができるのか心配もされるところでございます。ま

た、先日中央防災会議の専門調査会は、南海地震などでは沿岸部に約５分程度で津波が襲来す

る可能性があるため、津波発生のおそれがある地震が発生した場合、５分以内を目安に住民ら

が安全な場所へ避難を完了できる新たな目標を設けることを政府に提言する方針を確認をして

おります。 

 このことから考えますと、近くに安全な避難場所がなく避難に時間を要する地域や高齢者等

の弱者の多い地域にあっては、避難タワーの建設も考慮すべきではないかと思います。この避

難タワーの建設につきましては６月定例会において同僚議員よりの提案もありました、また前

段の議員よりの提案もありました。現在県内の多くの市町村におきましても建設計画が明らか

にされているところであります。本市におきましても、現在策定中の津波避難計画の中に避難
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場所の見直しと合わせて避難タワーの建設も位置づけ、整備を進めるべきだと考えますが、所

見をお伺いをいたします。 

 次に、海抜表示についてお伺いをいたします。 

 最近、他の市町村を通りますと時々海抜表示を目にするようになりました。香南市では現在

表示をしているものの、数が少なく目立っていないとの理由で新たに175カ所設置をするため

の予算が９月議会に提案をされております。この海抜表示は、その場所の海抜を周知するとと

もに、南海地震に対する啓発としても有効であり、それほど経費のかかるものではないと思い

ますが、本市においても海抜表示をされてはいかがでしょうか。避けることのできない南海地

震より市民の命を守るために、東日本大震災の教訓を生かし、その対策には万全を期していた

だきたいと思います。 

 次に、ブロードバンドの利活用についてお伺いをいたします。 

 市内全域に光ファイバー網を整備し、市内どこでも超高速インターネットサービス等を受け

られ、都市との情報格差を是正するために平成21年、22年度の２カ年にわたり総事業費15億円

で実施をした情報通信基盤整備事業も完成をいたしました。この事業は、単に住民サービスの

向上のみならず、現在低迷を続けている本市経済の浮揚策の一環としても大きな期待のもとに

整備をされたものであると私は理解をしているところであります。当初計画では総事業費は

21億円が予定されておりましたが、加入者の減少等で最終的には10億円余りの事業となってお

ります。１つの事業の事業費が当初計画で21億円という本市においては今まで例のない多額の

事業費であり、それだけに市民の皆さん方の期待も大きいものがあると思われます。このブロ

ードバンドの利活用につきましては、これまでに多くの同僚議員より一般質問があり、利活用

についての提言等もありました。その答弁として、市民や各産業団体で構成する利活用促進協

議会において御意見をいただきながら、さまざまな分野における地域振興につなげていきたい

という答弁が繰り返されてきました。 

 そこで、お伺いをしますが、この協議会は現在設置をされているのでしょうか。設置をされ

ておればどのようなメンバーで構成をされているのか、お伺いをいたします。まだであれば、

いつごろまでに設置をされるのでしょうか。 

 しかし、これほど多額の事業費をかけて行った事業であります。市民の皆さん方の意見を聞

く、これも確かに必要だと思いますが、それだけでは他人任せで行政の主体性に欠けると思い

ます。庁内においても何らかの組織を立ち上げ検討する必要があると考えますが、現在庁内に

検討組織はあるのか、お伺いをいたします。なければ、今後つくる考えはありますか。最近で

は、振興計画を初めいろいろの計画を策定するのに外部発注をする機会が多いように感じま

す。他人任せでない職員の英知を結集した手づくりの計画づくりも必要だと考えます。そのこ

とが職員の企画力や資質の向上にもつながるものと思います。 

 福島第一原発事故を契機に食の安全性が再認識をされるようになりました。特に子育て中の
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若いお母さん方にその傾向が強いようであります。室戸の安心・安全な水産物や農産物を全国

に発信する一つのチャンスではないのでしょうか。現在本市においてもインターネット販売を

している企業や個人もあると思いますが、全国のインターネット市場で売り出すためにはいま

一つ工夫をし、魅力あるものにする必要があるのではないのでしょうか。インターネット販売

についても、頑張る産品づくり応援事業補助金のような助成を考え促進するのも一つの方法だ

と考えますが、所見をお伺いをいたします。 

 次に、国民健康保険事業特別会計についてお伺いをいたします。 

 平成22年度の決算においては、単年度赤字が7,615万9,000円で累積赤字が５億8,040万円と

なっております。21年度と比較をしますと、歳入では交付金が減少し、歳出では保険給付費が

増加したことによって単年度赤字も4,809万6,000円増加をしております。執行部においてもそ

れぞれの取り組みにおいて努力はしているものの、結果としては赤字となっているのが現状で

あります。その一例が国民健康保険税であります。22年度の徴収率と21年度を比較しますと、

徴収率は全体で1.7％伸びております。特に滞納分の徴収率は、滞納整理課の努力によって

21.37％とこれまでにない高い収納率となっており、対前年度比でも８％伸びております。し

かし、現年分の調定額が減少したため、収納額は666万2,000円減少するという残念な結果にな

っております。この国民健康保険税の調定額は、景気の低迷や高齢化の進行により年々減少を

しております。一方、医療費については高齢化によって受診率が高くなり、それに伴って医療

費が高くなるという人口高齢化の弊害が顕著にあらわれているのがこの会計であります。 

 しかし、人口の高齢化は今後も確実に進行をしていきます。国保会計を取り巻く環境はます

ます悪化することが予想され、抜本的な制度改正が行われない限り、市町村が単独で経営する

ことはますます困難になってくると考えられます。執行部が立てております平成23年度、24年

度の決算見込みを見てみましても、今後の改善策を踏まえても１億円を超す単年度赤字となっ

ておりますし、この結果24年度決算においては累積赤字が８億3,544万9,000円になると推計を

されております。この累積赤字は今後もますます増加することが予想されます。一般会計より

の法定外繰り入れについて決断をする時期に来ているのではないのでしょうか。もうそれ以外

に方法はないと考えます。この法定外繰り入れを一年でも早くしなければ累積赤字額が大きく

なり、解消までの年数もかかるし、単年度の繰入額も多くなり、一般会計への影響も懸念され

ます。法定外繰り入れについて市長の考えをお聞かせください。 

 次に、税率改正についてお伺いをいたします。 

 今後も１億円を超す単年度赤字が出ますと、県からは当然のように税率を上げて国保税の増

収を図るように、そうしなければ特別調整交付金の特別分の交付はありませんよという指導が

あると思われますが、今後の税率改正についての市長の考えをお聞かせください。 

 最後に、国保事業についても、後期高齢者医療と同様広域的な取り組みが検討されていると

以前にお伺いをしましたが、このことについては現在どのような検討がされているのか、お伺
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いをいたします。 

 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） 濱口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。 

 議員さん御指摘のとおり、本県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

発生すると言われておりまして、揺れ対策、津波対策が喫緊の課題となっております。このた

びの東日本大震災では強い揺れとその後襲った想定を上回る大津波により沿岸地域に甚大な被

害を及ぼしております。また、スーパー堤防と呼ばれる大きな堤防は津波を防ぎ切れませんで

したが、津波の到達時間を一定おくらせる効果があったと言われております。また一方で、三

陸地方には津波てんでんこという言い伝えがあり、津波に対する住民意識は日ごろから高かっ

たのではないかと考えるところであります。しかし、今回の大震災を教訓にして、私たちはこ

れまで以上に津波から避難するという防災意識を高めていく必要があると考えております。今

後の防災訓練におきましても、住民の方々一人一人の防災意識を高めていくことができるよう

な効果的な避難訓練を官民一体となって実施していくことが大事であると考えております。ま

た、地震の発生や津波の来襲などの情報を一刻も早く住民の皆さんにお知らせをする情報伝達

が重要でありますので、気象庁から発表される緊急地震速報や津波警報などの防災情報をいち

早くお知らせをする手段として防災行政無線の整備を早急に進めなければならないと考えてお

りまして、本年度その実施設計に取り組んでいるところであります。 

 また、被災地における災害対処などを学ぶために、今回防災担当職員や消防署、消防分団な

ど関係者が現地を視察研修をすることとしているところであります。現在策定中であります津

波避難計画につきましては、前段の議員さんにもお答えをいたしましたとおり、南海地震にお

ける津波対策における重要な取り組みであると考えておりまして、したがいまして策定に当た

っては津波浸水予想エリアや地盤の高さを記載した津波ハザードマップをもとに、住民ワーク

ショップ形式により避難場所や避難経路の見直しを行ってまいりたいと考えております。 

 そこで、想定する津波の高さについてでありますが、これまでの南海地震につきましては、

本市においては昭和南海地震で約２メーター、安政南海地震で約3.3メーター、宝永南海地震

で約7.5メーターの津波が襲来したと言われております。また、平成17年に県が作成をした津

波浸水予想図では、約２メーターから７メーター、平均しますと約４メーターの津波が襲来す

ると予測をされております。しかしながら、東日本大震災のような想定を超える大津波を見ま

すと、御案内のとおりこれまでの想定は当然見直しが必要であると考えております。南海地震

におきましては、中央防災会議より発表をされております東海・東南海・南海の３つの地震が

同時に起こるいわゆる３連動や、これに日向灘における震源域を含めた４連動のことが心配を

されるところでございます。予想される津波の高さでありますが、議員御案内のとおり、東京
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大学地震研究所の古村孝志教授の研究では、４連動地震の場合、これまでの予想の1.5倍から

２倍程度になると試算をされております。また、別の専門家によっては４連動地震の場合には

20メートル級の津波の可能性があるということも予想をされているところであります。そうし

た点などを踏まえまして、津波避難計画の策定や津波避難対策というものに取り組んでいかな

ければならないと考えております。 

 また、今後国の中央防災会議により詳細な報告がなされるものと考えておりますが、国や県

の見直し動向など情報の把握に努めていかなければならないと考えます。そして、大事なこと

は、一たん想定を定めたからといって、それにいつまでもとらわれているのではなくて、新し

い研究結果や情報によって常に必要な見直しを住民の方々とともに重ねていくことが私は最も

大事なことであると考えるところであります。また、高齢者など要援護者の避難対策につきま

しては、現在災害時要援護者避難支援プランに基づく要援護者台帳の作成に取り組んでおりま

す。地域の自主防災組織や民生委員さん、地域消防団の方々、また関係者の皆さんと連携をし

ながらこの要援護者対策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、津波避難タワーについてでありますが、前段の議員さんにもお答えをいたしましたよ

うに、現在策定中の津波避難計画の中で、津波ハザードマップをもとにした地域の皆さんとの

ワークショップを通じて、避難所までの距離や高低差、予想される津波の高さ、所要時間など

を考慮しながら避難場所の見直しを行ってまいります。そうした検証作業の中で、どうしても

避難に適した高台やビルがない、避難場所まで時間がかかり過ぎるなどといった箇所につきま

しては避難タワーなどの設置についても検討をする必要があると考えております。 

 また、海抜表示につきましても、前段の議員さんにも申し上げましたが、ガソリンスタンド

における表示のほか、国土交通省の取り組みも進められておりますが、それと連携をしながら

表示箇所をふやしていくという取り組みを市独自でもやっ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、東日本大震災の教訓を踏まえ、市民の皆さんの生命と財産を守る防災

対策に全力を挙げて取り組んでまいります。 

 次に、大きな２点目のブロードバンドの利活用についてでございます。 

 市内全域に光ケーブルを張りめぐらせ情報格差の解消を図ることを目的としたこのブロード

バンドの利活用につきましては、御質問のございました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して、多方面から意見やアイデアをいただきながら利活用の

促進とともに地域振興につなげていきたいということはこれまでも申し上げてきたとおりでご

ざいます。当然早い段階で取り組みを進めていかなければならないことは御案内のとおりでご

ざいますが、サービス開始後におきましてもインターネットに関しましては帯域確保に関する

協議検討、ケーブルテレビにつきましては難視聴地域の方の新規加入に対する補助事業の推

進、あんしん見守りサービスにおきましては利用の仕方や機器の取り扱い方法の周知徹底、あ
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るいはうまくメールが届かないといった方々への対応などがございまして、諸問題の解決に時

間を要しているところでございます。また、構成メンバーにつきましては、これまでも申し上

げてきたとおりでございますが、商工会や農協、漁協などの産業経済団体、老人会、婦人会や

常会長、民生委員の方々、また利用者であるとか地域づくり団体の方々などに参画をいただき

たいと考えております。 

 なお、民間有志の方々によるブロードバンドの有効活用や利用促進に関する団体の組織化の

取り組みについてもお聞きをしているところでございますが、今のところそうした方々からの

御意見としてはまだいただいていないところでございます。 

 いずれにしましても、行政としましてインターネット、ケーブルテレビ、見守りサービスの

３つのサービスの充実と利用促進に努め、議会終了後組織を立ち上げていきたいと考えており

ます。また、先ほどの民間の団体等も含めまして、ブロードバンドなどの利活用につきまして

各方面からの御意見をいただきながら改善や推進に努めてまいります。 

 次に、御質問の庁内におけるブロードバンドなどの利活用についての検討組織についてのお

尋ねでございますが、これも現在設置をいたしておりませんが、これらの情報通信環境を教育

や福祉、高齢者施策、商工観光、農林水産業など行政の各分野においてどのように利活用して

いくかについては、議員御提案のとおり私も必要ではないかというふうに考えますので、横断

的な検討を行うものとして関係各課と調整の上、プロジェクトチームなどの設置について検討

をしてまいります。 

 次に、インターネット販売についてでございます。 

 本市のような地理的条件の不利な地域にとりましては、やはり地産外商を進めるためにも非

常に有効な手段であると認識をしております。室戸の安心・安全で魅力ある資源や特産物など

をインターネットを通して広く販売展開することによって、市内の個人や法人などの商品販売

の拡大や経済活動につながっていく取り組みが必要であると考えております。しかし、これま

で取り組んでまいりました事例では、インターネットに載せたからといって販売促進につなが

っていないケースも見られるところでございます。そのため、インターネットへの掲載の方法

であるとか商品のセット販売など効果的な販売方法の研究が必要であるというふうにお聞きを

するところでございますので、それらのことについて専門家の方々のアドバイスもいただきな

がら、議員御提案のインターネット販売の補助制度などについて、さらに関係機関や関係団体

などとも連携をし、適切な方法や内容など支援をしてまいりたいと考えております。 

 次に、大きな３点目の国民健康保険事業特別会計についてであります。 

 １点目の一般会計からの繰り入れにつきましては、現在法定内繰り入れの完全実施に合わ

せ、交付税算入分についても100％の繰り入れを行っております。また、法定外の部分につき

ましても乳幼児の医療費助成などに対する国のペナルティーへの補てん分1,700万円や、平成

22年度よりは特定健診等の保健事業費に対する繰り入れ1,100万円を実施しているところであ
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ります。国保の特別会計につきましては、これまでにも申し上げてまいりましたが、平成20年

度に施行されました後期高齢者医療など医療制度改正の影響が大きく、非常に厳しい財政状況

となっているところであります。そうしたことから、当市といたしましても健全化に向け、滞

納整理課による差し押さえの実施などによる収納対策の強化や特別調整交付金の要望などの財

源対策、ジェネリック医薬品の差額通知や特定健診の受診率向上など保健事業等に積極的に取

り組み、収納率の向上など一定の成果はございましたが、そうした対策の中でも医療費の増加

に歯どめがかからず、単年度収支において赤字という結果となっております。赤字の解消は国

保の重要な課題でございます。累積赤字をこれ以上ふやさない、単年度赤字を何とかしないと

いけないというふうに思うところであります。 

 そこで、これまでの対策を一層強化をするとともに、収支の状況や受益者負担をどこまで求

めていくかなどについて見きわめをしながら、御指摘の法定外繰り入れにつきましての決断を

する時期に来ていると考えております。国保会計の重要事項でもございますので、国民健康保

険運営協議会においても協議をいただくというようなことも踏まえた中で決断をしていきたい

と考えております。 

 次に、２点目の税率改正についてでございます。 

 制度改正や市民所得の減少の結果、平成19年度までは７億円程度あった税収も、平成22年度

には５億円にまで減少をいたしております。平成23年度に税率改正を実施をしていただきまし

た。その結果、現在調定額で1,600万円程度増加をしておりますが、収支状況の改善には残念

ながら至っておりません。議員御指摘のとおり、国の特別調整交付金の特別分についても税率

改正を評価をされ、平成22年度においても1,200万円の配分を受けているところであります。

今後におきましても、国、県からさらなる税率の引き上げの指導も予想をされるところでござ

います。こういった状況を考えたとき、前段でも申し上げましたが、一般会計からの繰り入れ

だけではなくて、受益者負担の観点からも税率の改正については今後においてもさらなる負担

を求めざるを得ないのではないかと考えるところでございます。 

 次に、３点目の国保の広域的な取り組みでございます。 

 国保の広域化に対する国の考え方としましては、第１段階として平成25年度に後期高齢者医

療制度を廃止をし、75歳以上の被保険者は市町村国保に加入するという方向が示されておりま

す。そして、窓口などの事務事業は市町村で行うことになりますが、財政運営については県単

位の広域で実施するというものでございます。そして、次の段階で平成30年をめどに全年齢を

対象とした県単位での国保の広域化を図るといった内容が示されているところでございます。

そうした流れの中で、平成22年12月に、県より高知県国民健康保険広域化等支援方針が作成を

されておりますが、県におきましてはジェネリック医薬品の差額通知、レセプト点検など事務

事業の共同化など制度改正を待たずに取り組める部分について現在これまで検討を行ってきた

ところでございます。また、国からのことでありますが、国からは第１段階の後期高齢者医療
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にかわる新制度につきましては、いまだ具体的な指導や方向がまだ示されていないという状況

でございます。 

 いずれにいたしましても、現行制度での市町村国保の運営は限界に来ているというふうに考

えるところであります。また、岡崎高知市長は国民健康保険中央会会長でございます。また、

松本安芸市長は高知県国保連合会理事長でもあります。市長さん方とも協議をさせていただい

ているところでございますが、市町村国保の運営につきまして、国、県に対し国庫負担割合の

引き上げや財政支援、制度の改正などについて改善を求めていくとともに、広域化の推進に合

わせて国保会計精算時における特例債の創設といった支援対策などにつきましても、各市町村

と連携をして積極的に要望を行っていきたいということでお話をさせていただいているところ

でございます。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、脇本健樹君の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。六曜会の一員として９月定例会において一般質問を行いま

す。 

 １番、ジオパーク。 

 ノルウェーでのジオパークネットワーク国際会議お疲れさまでした。そして、世界ジオパー

クネットワーク加盟認定おめでとうございます。 

 ジオパーク推進課を設置したことや多くの方々の協力、昨年からソフト、ハード多くの課題

をジオパーク推進協議会スタッフのスピードあるすぐれた対策でクリアされたことで今回の認

定に至ったことでしょう。御苦労さまでした。室戸ジオパークも認定発表の日、朝早くにもか

かわらず多くの市民に集まっていただいたことなどにより浸透されてきているのが見えるので

はないでしょうか。雨模様でイベントが１つできなかったのは残念です。20年６月にジオパー

ク推進協議会を設立してから３度目のチャレンジで世界認定、これから歴史、文化、教育を含

む地域活性に大いに期待するところであります。再審査は近隣地域を巻き込み頑張ってまいり

ましょう。 

 それでは、質問させていただきます。 

 (1)交流人口対策について。 

 高知県知事にも強く後押しされますように、室戸市及び県東部の発展がジオパークの世界認

定により期待されます。今後の拠点となる未来図、人口交流拡大策について具体的にお伺いい

たします。 

 ①室戸市はジオパーク世界認定を受けたことにより高知県東部の観光人口の拠点となり、さ

らに関西方面よりの観光客受け入れに期待をするが、関西方面に対する宣伝及び関西よりの観

光客の受け入れ方はどのように進めますか。室戸市とＡＭＡ協定を結んだ阿南市、安芸市には

何を望みますか。 
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 ②大河ドラマ「龍馬伝」の恩恵もあり、高知には多くの観光客が高速道路の利用により訪れ

てはいるが、高知市内に入り多くが西に訪れるのが実情です。実際県東部の室戸の観光は、

「龍馬伝」の恩恵はなく寂しいものでした。 

 さて、ジオパークに望んでいた世界の冠がつきました。西に流れる観光を東へどのように導

くか、観光においても西高東低の現状、観光客を中央より県東部へ引き入れる策はどのように

お考えでしょうか。 

 ③外国観光客に対しガイド養成などの体制はできつつありますが、これから先多くの外国の

方々を迎えるに当たり宿泊施設等々での対応を準備しなければならないと思うが、室戸市全体

での外国人受け入れの体制はどのように推し進めていきますか。 

 ④ジオパークはまだ市民には正確に理解されておらず、各地域のよいところに気づいていな

い面もあります。 

 さて、多くの観光客を室戸市及び県東部で足どめすることにより多くの経済効果をねらいた

いが、どのように進めますか。 

 以上、４点についてお伺いします。 

 次に、これまで室戸ジオパーク事業には全体で１億円少々のお金が使われており、そしてジ

オパーク推進協議会には全体投資額のおおよそ２割が事業収入となっております。本年度ジオ

パーク推進課ができたことによりジオパーク推進協議会の立ち位置がわかりづらくなった感が

否めません。世界認定され、さらにこれから費用がかかると思うが、ジオパーク推進協議会の

歩む道を会長の市長に説明していただきたいので、よろしくお願いします。 

 (2)ジオパーク推進協議会について。 

 ①ジオパーク推進協議会においては世界認定３度目のチャレンジの今回、ジオパーク推進課

ができたことにより、今年度より一般会員を排除して会員以下役員だけで進んでいるのではな

いかと思われております。会計報告等々も一般会員に対しジオパーク推進協議会はしていない

ようでありますが、一般会員を除き行ったのでしょうか。行っていたのであれば、一般会員に

対して何もなしでは不明瞭過ぎではありませんか。少ない額ではありますが、設立から22年度

まで会費を納めている一般会員に対してどうしてこのような経緯に至ったのかなど、今後の対

応などの件は残念ながら説明がなされてないようです。今後どのように報告を行うのでしょう

か、この点をお伺いします。 

 次に、２番ふるさと雇用再生特別基金事業。 

 この事業は地元雇用の機会を創出する大変ありがたい制度の一つであるが、平成23年度で終

了と期限が設けられており、一般的に臨時社員等の扱いで、各事業所で働く者は１年ほどの短

期約束であり、したがって企業側の業績によっては再雇用がないことも考えられます。この事

業での雇用も期限が残すところ半年となり、各自自分の雇用状況が知りたいところではないで

しょうか。このたびのジオパーク世界認定で雇用の拡大につなげる光も見え、これからが期待
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できそうであります。室戸市ではこのふるさと雇用再生特別基金を比較的将来性がある観光事

業に対して実施しておりますので、続けて雇用を願いたいものです。そこで、継続雇用の現状

はどのようであるか、お伺いします。 

 (1)継続雇用について。 

 ふるさと雇用再生特別基金事業を平成23年度は９事業で20人雇用しているが、その中には世

界認定で世界の注目の室戸ジオパークの関連事業、そしてブランド化の確立で販売金額アップ

のすじあおのり養殖パワーアップ事業、このような事業は今後も採算がとれ、これらの事業継

続は室戸にとっては財産となり得ることでしょう。室戸のブランド及び世間に知られる機会を

得た事業は今後継続して雇用していただきたい、そして行うべきだと思うが、どうでしょう

か。 

 そこで、次の点をお伺いします。 

 ①継続雇用がなければこれまで頑張ってきた優秀な人材の転出は免れず、室戸市にとって未

来の財産喪失になるが、この点をどのようにお考えでしょうか。 

 ②雇用された方の今後について、各企業に声かけなど市の対応は行っているのでしょうか。 

 ③各事業での来期からの継続雇用はあるのか。雇用継続の状況はどのようになっているか。

未継続の場合、室戸市における損失等の影響の分析をしたのでしょうか。 

 以上、３点についてお伺いします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 ジオパークについてでございます。 

 世界認定につきましては、議員の皆様また職員の方々、市民の方々の御支援、御協力により

まして認定をされたということで大変感謝をしているところでございます。 

 それでは、順次お答えをしてまいります。 

 まず、１点目の交流人口対策についてでございます。 

 室戸市が高知県東部における観光拠点として期待をされていることは、議員さん御案内のと

おりでございます。関西方面でのＰＲについてでございますが、県や県の観光コンベンション

協会の活動に加えまして、ＡＭＡ連携による全国ふるさと観光物産展や京都市内のスーパーで

の地元産品の販売、東京スーパーよさこい、また団体によるＪＲ高松でのＰＲなどに取り組む

とともに、本年度は大阪モーターショーや大阪事務所直販店などでも商品の販売や室戸の観光

ＰＲを行うことといたしております。今後とも他市町村と連携をするとともに、効果的な誘客

となるように努めてまいります。 

 さらに、来年度は日本ジオパークの全国大会が室戸で開催をされることが決定をいただきま

した。このイベントの充実をぜひやっていきたいと、全国から誘客にも取り組んでいくという
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ことにつながっていくのではないかと考えております。 

 次に、ＡＭＡ地域連携協定におきましては、四国東南部地域の資源を広域的な観光振興につ

なげるため、ホームページやパンフレットなどによってＡＭＡ地域の観光情報を全国的に発信

をし、また関西の人をターゲットにしたモニターツアーであるとか、大阪での観光キャンペー

ンなど、関西方面からの誘客を促す事業をＡＭＡ地域連携協定においても取り組んでいるとこ

ろであります。今回室戸が世界ジオパークの認定を受けたことによって県内外からの注目が高

まっている時期に、ＡＭＡの取り組みと連携をし旅行商品につなげていくことが重要ではない

かと考えます。現在フジトラベルサービスや土佐電トラベルのツアーが室戸岬の観光実績とし

てございますが、今後におきましてもジオパークとつなげた旅行商品を観光協会などとも協力

をしてふやしていきたいと考えております。そして、旅行会社のエージェントに対するモニタ

ーツアーも継続をして実施をし、室戸ジオパークに関する理解を深めていただくとともに関西

圏からの観光客誘致に、具体的な誘致につなげていくように取り組んでまいります。 

 次に、２点目の高知市から東方面へ観光客をどうやって導くのかという質問でございます

が、前段の広域観光としての取り組みを踏まえるとともに、高知県中心部において開催をされ

ている各種イベントやてんこすなどでＰＲを行い、室戸ジオパークの特徴、室戸の文化や自然

といったものをアピールをしていくことによって誘客につなげてまいりたいと考えておりま

す。また、地元におきましても、室戸の自然、文化、産業や人物など室戸ジオパークの魅力を

丸ごと体感できる多目的な拠点施設を整備をすることによって、多くの方がいつでも楽しめる

施設の整備を、観光資源の整備を進め、多くの方がいつでも楽しめる施設の整備を進めていく

ことによって観光資源の充実につなげていきたいと考えております。 

 また、各ジオサイトにおける説明板などの充実、そして大地の成り立ちや歴史や文化を紹介

をできるジオガイドさんの養成、育成なども大事な誘客につながるのではないかと考えており

ますので、そうした方々の養成にも取り組んでまいります。 

 次に、３点目の外国の方への対応につきましては、現在英語版のみであるパンフレットや看

板の多言語化を図ること、またガイドへの語学研修などを実施をして国際的な対応力を強化を

していかなければならないと考えております。 

 次に、４点目の室戸市での滞在時間を延ばし経済効果をねらうことに対する考え方でありま

すが、これも前段の議員さんにも申し上げてきたところでございますけれども、観光産業の活

性化やジオパークを含めた拠点施設の整備、滞在型観光につなげる取り組み、観光ガイドの養

成などによって滞在時間の延長と宿泊の充実などにより経済波及効果の向上を図ってまいりま

す。そして、こうした一連の取り組みに関しましては、何よりも関係団体や関係者などと連携

をし、推進をしていかなければならないと考えております。 

 次に、(2)のジオパーク推進協議会のことについてでございます。 

 室戸ジオパーク推進協議会に対する質問でありますが、この協議会の会長を私が務めている
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ところでございますけれども、市長ということでお答えをさせていただきたいと思います。会

長ではなくて市長でお答えをさせていただきたいと思いますが、御案内のように室戸ジオパー

ク推進協議会は平成20年６月に設立をされまして、高知大学などの研究機関、商工会や観光協

会など地元の関係団体、室戸市や高知県などの行政機関が主なメンバーになっているところで

あります。また、推進協議会の事務局は室戸市役所に設置をしておりまして、現在はジオパー

ク推進課がその役割を担っているところであります。平成20年度からこれまでの室戸ジオパー

クに関する総事業費は約１億9,000万円でございます。このうち推進協議会関連といたしまし

ては、事業費が約4,700万円となっております。 

 なお、推進協議会の財源は、市費だけではなくて、産業振興のための補助金であるとかふる

さと雇用再生特別基金事業といった高知県からの支援をいただいているところであります。私

としましては、これからも各ジオサイトのハード整備などにつきましては室戸市が行っていき

たいと、また学術専門員による普及啓発活動などソフト部分については推進協議会が担ってい

くべきではないかと考えるところであります。今後ともジオパークに関する事業費につきまし

ては県の支援を求めるとともに、必要な経費を十分精査をした上でより効果的な事業の執行に

努めてまいります。 

 次に、推進協議会の個人会員についてでございます。 

 これまでの個人会員の経緯でありますが、平成20年度が47名、21年が37名、22年度が15名と

なっておりまして、会費は年間1,000円でございます。このように個人会員がだんだんと少な

くなってきている原因は、１つには金銭的な負担があるのではないかというふうに考えており

まして、今回個人会員の制度を廃止をしたところでございます。 

 議員さんの御指摘の点につきましては、個人会員の皆様方への周知が不十分ではないかとい

う点につきましては、今後そうした方々に対して周知を十分行う、また廃止に至る経緯や最終

の決算状況等についても当然お知らせをしていくべきであるというふうに考えておりますの

で、適切な指示を出していきたいと考えております。また、これまで個人会員として御協力を

いただいた方々には、金銭的な負担は求めない形で、例えば室戸ジオパーク応援団といったよ

うな組織をぜひ立ち上げさせていただいて、今後とも室戸ジオパークの支援をお願いをしてま

いりたいというふうに考えているところであります。 

 次に、ふるさと雇用再生特別基金事業についてでございます。 

 このふるさと雇用再生特別基金事業は、御案内のとおり、地域の雇用、失業情勢が厳しい中

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、それを財源として運用をしている事業

でございます。この事業によりまして、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名の雇用につながっているところであります。 

 １点目の人材の喪失による影響についてでありますが、この事業で雇用されている方々はそ



－68－ 

れぞれの分野で活躍をされており、市としましても地域振興のため、地域経済の発展のために

も今後必要な人材の方々が多くいるというふうに認識をいたしております。今後につきまして

は、人材の喪失による影響が生じないように努めなければならないと考えております。 

 次に、２点目の企業への対応につきましては、継続雇用が見込めない委託先もあるとお聞き

をしておりますが、市としましては可能な限り継続雇用をお願いをいたしているところであり

ます。 

 次に、３点目についてでありますが、事業終了後の雇用につきまして委託先への調査を行っ

たところ、３事業７名につきましては委託先において雇用が継続できるとの回答をいただいて

おります。残り６事業13名につきましては、単独での取り組みが困難なため、市に対しても継

続支援をお願いをしたいということでございます。 

 次に、現在継続されない場合の損失の影響や分析ということでありますが、それらについて

は今のところまだ詳しい分析等は行っておりませんが、当然に一つ一つの事業について費用対

効果などを今後検証をし、必要な支援をするということが大事であるというふうに考えるとこ

ろであります。そうしたことをもとに、市としてはマイナスにならないような対策ということ

をぜひやっていかなければならないと考えます。市としましても県に対しこれらの事業の継続

をこれまで要望を、要請をしてきたところであります。今回県といたしましても県の独自財源

によって支援を検討しているということもお聞きをしているところでございますので、今後県

の動向を把握しながら、市としても一定の負担をするなど事業の継続について努力をしてまい

ります。以上です。 

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

○５番（脇本健樹君） ５番、六曜会、脇本。２回目の質問を行います。 

 ジオパークの交流人口対策についてお聞きしましたが、世界認定はあくまで通過点のはずで

す。室戸ジオパークがほかの地域と違い、じかに地質に触れられるという点が強みでありま

す。来年には日本ジオパーク全国大会も室戸で開催されることとなり、県東部道路の改善やア

クセスに対しても強力に推し進めるチャンスが訪れました。逆に言えば駐車場の整備をしなけ

ればなりません。過疎化対策においても起爆剤として期待を込めます。 

 そこで、室戸ジオパークは多岐にわたってかかわっておりますので、室戸市においては各課

のつながりはこれから今まで以上に必要かと考えられますので、世界認定を受けた今、各課に

おいてどのようにかかわっていけばよい方向に行くか、また向かっていけるのかを関連する次

の課にお聞きします。企画財政課、農林水産課、ジオパーク推進課、建設課、学校保育課、生

涯学習課、保健介護課、各課長一言思いで結構なので、よろしくお願いします。 

○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） 脇本議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 まず、１点目でありますが、交流人口対策の中で、やはり室戸の魅力を発信すべきではない
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かというお尋ね、御質問であったというふうに思います。私といたしましても、この世界認定

になった室戸ジオパーク、どこがよそのジオパークと違う魅力が、どこにそういう魅力がある

のかということでありますが、１つにはプレートの動きや地震によって大地が新しくつくられ

てきているのが室戸の大きな魅力であるというふうに我々は専門家の方々からお聞きをしま

す。それがよその火山地帯といったところとは大きく違う、それが大きな室戸の魅力ではない

かと。もう一つは、現地審査のときに審査員の先生方の評価にもありましたように、室戸ジオ

パークについてはジオガイドさんであるとか市民の方々が本当に室戸ジオパークを生かすこと

によってこれから室戸の町をよくしていくんだというような熱い思い、それが大きくよそのジ

オパークとは違うというふうに感じたということで、審査の発表のときもそうした御意見で室

戸ジオパークを褒めていただいたというふうに私は認識をしております。ですから、そういう

魅力の部分っていうのをしっかりつくっていく、しっかりＰＲをしていくということが大事で

あるというふうに思いますし、この世界認定になった室戸ジオパークによってあらゆるまちづ

くりに生かすというのが私の考えであります。 

 議員さん御指摘のようにこれは今後の道路整備にも生かしていかないといきませんし、まだ

まだジオサイトにつきましても案内板の整備であるとか、そこへ行くまでの道路整備であると

かということもまだまだたくさんやっていかなければならないというふうに考えておりますの

で、いろんな部分、過疎対策であるとか道路整備にも今後ぜひ生かしていきたいというふうに

考えております。 

 それから、庁内におきましては、そのことをあらゆる課において生かしていくというのは当

然でございます。ぜひ連携をしてやっていきたいというふうに考えるところでありますが、後

担当課長から補足をいたさせますので、よろしくお願いします。 

○議長（林 竹松君） 和田ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 脇本議員さんにお答えいたします。 

 ジオパーク推進課としましては、やはりジオパーク、世界ジオパークネットワークの１つは

理念でございます教育、そして防災、それから地域経済の活性化につきまして推進していかな

ければならないだろうと思っております。そういったことを地域全体で取り組むことによって

室戸ジオパークがまちづくりに生かせていくのではないかというふうに考えております。御指

摘のとおり、市長の答弁もありましたとおり、各課との関連性、連携が非常に重要になる事業

でございますので、今まで以上に横のつながりっていうものを大事にして推進していくつもり

でございますので、どうか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） 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） 脇本議員さんにお答えいたします。前段の御答弁と重

複する部分もありますので、御了承いただきたいと思います。 

 観光課といたしましては、現在今までにある吉良川の町並み、それとかドルフィンの体験セ
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ンター、それから海洋深層水の体験交流センターとか、既存のいろんな今までの施設がござい

ます。その中に今度新たにジオパークという大きな柱が加わってきたという部分でございます

ので、今後各種イベントなどで積極的なこれらのＰＲを行う中で、各課と連携しながら今後も

交流人口の拡大や地域経済の活性化に向けて取り組んでいきたいと思っております。以上でご

ざいます。 

○議長（林 竹松君） 脇本健樹君の３回目の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○５番（脇本健樹君） ５番脇本。済みません、先ほど一言忘れておりました。２番の(1)継

続雇用についての３番の分析のことについてちょっとお願いいたします。確かにふるさと雇用

基金は大変出すのも難しい流れになってきておったと思います。判断するのも大変難しいんで

ございますが、これからも市の対応がよいものであるようにお願いしたいんで、市長、よろし

くお願いします。 

○議長（林 竹松君） これをもって脇本健樹君の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、あす４日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集願います。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後３時２分 散会 

 


