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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。 

 執行部から、川邊農林水産課長入院のため、岡本農林水産課長補佐が出席をいたしておりま

す。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。上野祥司君。 

○７番（上野祥司君） ７番、六曜会の上野です。平成23年12月議会におきまして一般質問を

行います。 

 御答弁しにくい質問もあり恐縮ですが、質問箇所は事前通告もしてありますので、ぜひ明快

な御答弁をお願いいたします。 

 大項目の１、ブロードバンド通信網の利活用について。 

 １、室戸市内は高速道路、室戸市から一歩出れば田舎の農道、そのわけは。 

 高知市はコールセンターの誘致に成功しました。地元採用21人を含む23人で事業をスタート

し、今後社員150人規模に拡大したいという11月16日付のニュースがありました。徳島県神山

町では、古民家が都会のＩＴ産業の仕事場として使用されているとお聞きしております。神山

町では、仕事をしている若者たちはブロードバンド環境がすばらしい、東京でもこの速度は体

験できないと言っておりますし、そして夏はきれいな小川に足を突っ込みながら仕事をしてい

るという報道を見ました。 

 ①この徳島県神山町と室戸市の通信速度の差はどこにあるのでしょうか。 

 市内ブロードバンド網整備以来、使い勝手が悪い等のお話を聞き、情報収集しております

と、８月には室戸市－高知市間の高知県情報ハイウェイの使用できる容量を倍にしたので、今

までの使い勝手の悪さは解消されたということですが、今後利活用促進協議会等で提案される

であろう新しい事業への取り組みに対して対応できるのでしょうか。不安のあるインターネッ

ト環境の中では、新事業を展開しようにも、だれからも相手にされないのではないでしょう

か。当初の室戸市の想定が甘かったのか、または運営業者と室戸市の意思の疎通が欠けている

のか、またはお互いにそちらがやるべきことと責任転嫁をしているような印象を受けます。 

 ②今後の利活用において十分な回線の容量確保にどのように取り組むのでしょうか。 
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 以上、２点についてお伺いいたします。 

 ２、利用促進協議会設立等、利活用に向けての取り組みの進捗状況は。 

 ブロードバンドの利活用を促進しなければならないことは共通認識であり、これまでにさま

ざまな提案がありました。インターネット販売の必要性、コールセンターの誘致、庁舎内を横

断しての若い職員によるプロジェクトチーム、民間を巻き込んでの利用促進協議会の設置等々

です。23年６月議会で市長は、施設等の整備はできたが、今後はこれらの設備の有効活用や利

用促進に向けた取り組みを推進していかなければならない、かねてから言っているように、市

民の皆さんや各産業団体等で構成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

をもらいながら、利活用の促進とともに地域の振興につなげていかなければならない、これは

早急な対応が必要だと考えていると御答弁されております。また、９月定例会でも、利活用促

進協議会は議会終了後に立ち上げる、庁舎においても横断的な検討が必要だと考えるので、プ

ロジェクトチームの設置を検討すると御答弁されております。 

 ①早急な対応が必要と認識されている利用促進協議会とプロジェクトチームはできたのでし

ょうか。できているのであれば、構成メンバーと活動内容を、できていなければ、その進捗状

況、今後の工程表をお示し願います。 

 現在までのほとんどの協議会の役員、委員会の委員等市長が委嘱されるメンバーが固定され

ているように感じているのは私一人ではないと思います。金太郎あめと同じで、どこの会を見

てもメンバーが同じような気がします。 

 ②今後の協議会、委員会の委員は、発想力と実行力のある方、例えば若者にお願いすること

はできないのでしょうか。 

 ③ネット販売やコールセンター誘致へ向けて、現在までどのように取り組まれたのでしょう

か。協議会設置の後ということになるのでしょうか。 

 以上、３点についてお伺いいたします。 

 大項目の２、シレストむろとについて。 

 １、指定管理者の公募から選定まで。 

 海洋深層水体験交流センターシレストむろとについては、マイクロバスの運転手さんから始

まって、フロント、プール、レストラン、売店と職員の対応はよいほうであると各方面からお

聞きしております。今回行われた平成24年度からの指定管理者の選定についてお伺いいたしま

す。 

 ①シレストむろと指定管理者の公募において、室戸市側から指定管理料の提示をしたのでし

ょうか、２社それぞれから出たものでしょうか。また、後者であれば、それぞれの金額をお願

いいたします。 

 基本的な目的や事業内容は施設の設置管理条例で定められております。 

 ②その他の部分について市の希望はこうであるという条件を出したのでしょうか、それとも
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２社に自由にプレゼンさせたのでしょうか。 

 ③指定管理料は期間中、毎年一定なのでしょうか、１年ごとに変わるのでしょうか。 

 室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則によりますと、選定

委員会は第６条で、委員長は副市長をもって充て、副委員長は企画財政課長をもって充てる、

委員は総務課長、教育次長、公の施設の所管課長を充て、その他必要と認めるものについては

市長が委嘱するとなっております。しかし、情報を収集しますと、市長、副市長、商工観光深

層水課長の３人が株式会社ＭＵＲＯＴＯの役員であり、選定の公平を期する意味から、企画財

政課長が委員長であったとお聞きしております。 

 以上、３点の御答弁は、選定委員長である企画財政課長にお願いいたします。 

 ２、株式会社ＭＵＲＯＴＯに対する取り組みについて。 

 株式会社ＭＵＲＯＴＯが一般の民間会社なら何も申し上げることはありませんが、この法人

は室戸市が100％出資してできた法人です。いわば、私たち市民が出資してつくった会社で

す。運営の消極性が気になります。指定管理に関して、株式会社ＭＵＲＯＴＯは直近まで競争

相手はいないだろうとたかをくくっていたのか、それともこれまでの経営状況から考えて、運

営権をとる気がなかったのか、株式会社ＭＵＲＯＴＯの公募選定への臨み方に疑問を感じてい

ます。審査結果の中で、運営上の基本方針や事業計画の提案内容のポイントが低いのはなぜな

のか。今まで運営してきた市の執行部が役員の法人であるので、室戸市の望むことはどこより

もわかっているはずではないのでしょうか。株式会社ＭＵＲＯＴＯはなぜ代表権のない支配人

を選定委員会のヒアリングに出席させたのか。それで室戸市側を満足させる十分なプレゼンが

できると考えたのか。また、その権限を出席者に与えたのか。公平性を考えて選定委員から外

れた副市長、商工観光深層水課長が会社側として出席しなかったのはなぜなのか。入院中でな

ければ、社長、つまり市長が出席したのか。株式会社ＭＵＲＯＴＯとしては指定管理の公募は

事前に想定できたのに、なぜ対処しなかったのか。２年９カ月の間に、役員は現場に何度足を

運ばれたのか。現場の問題点を適切に把握していたのか。顧客管理はできていたのか。設備の

メンテナンス等は迅速に行われたのかなど、たくさんの疑問点があります。株式会社ＭＵＲＯ

ＴＯの経営体質の問題点がこの指定管理の選定により浮き彫りにされたのではないでしょう

か。株式会社ＭＵＲＯＴＯの指定管理への取り組み等に関して、小松市長の御見解をお伺いい

たします。 

 私にも経験があることですが、市と何らかの形で契約関係がありますと、そこの職員たちは

身分がたとえアルバイトであっても、たとえパートであっても、いわれのない批判を受けたり

します。特に、赤字施設であれば、あんたらは私たちの税金を食いつぶしよると言われたりし

ます。そんな職員のつらさを役員さんはわかっていたのでしょうか。私は、社長を初めとする

役員の責任は重たいものがあると考えています。 

 ３、今後について。 
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 私たちにはバーデハウスアレルギーとでも言うような思いがあります。ミクプランニングは

どのように提案して、温浴施設の指定管理をかち取ったのか。その後、どのように豹変したの

か。そのときに室戸市はどう対応したのか。ミクプランニングだけが特別な法人で、あんなこ

とは二度と起こらない事例なのか。我々に危機意識が足りないのではないか。株式会社創裕は

大丈夫か。さまざまな思いがあります。この施設の運営がだれのための、何のための事業か基

本に返ることが大切であると考えます。 

 ①健康増進事業いやしの里公園管理等他の補助金が出ている事業は継続するのでしょうか。 

 ②施設整備や設備の修繕等は管理者に負担させるべきではないのでしょうか。 

 ③契約期間中の途中撤退の防止に最大の配慮をしたのでしょうか。どのような予防策を考え

ているのでしょうか。 

 ④株式会社ＭＵＲＯＴＯは存続するのでしょうか、解散するのでしょうか。解散するのであ

れば、実質赤字の責任はだれがとるのでしょうか。 

 ⑤23年度から株式会社ＭＵＲＯＴＯに一括委託した観光トイレの清掃業務は来年度からどう

なるのでしょうか。 

 ⑥指定管理料は幾らぐらいが適切と考えているのでしょうか。 

 ⑦今後の運営が民間の株式会社創裕ということになれば、利益追求に重きが置かれ、室戸市

民の健康増進という部分は室戸市が補助金等を出さない限り推進できなくなるのではないかと

考えられますが、どうなのでしょうか。 

 以上、７点についてお伺いいたします。 

 大項目の３、ジオパークについて。 

 １、ジオパーク推進協議会は今。 

 ９月議会で同僚議員の質問にもありましたように、一般会員を排除したこと、会計報告等説

明がされなかったこと、役員は充て職なのか個人なのか不明確なこと、活動が一部役員だけで

進められた節があることなど、旧推進協議会には反省すべき点が多々あります。 

 ①室戸ジオパークが世界認定されてからのジオパーク推進協議会の存在、行動が不明瞭で

す。現在のジオパーク推進協議会はどのような組織で、どのような活動をしているのかお伺い

いたします。 

 今後も推進協議会の果たすべき役割は大きなものがあります。今までのように推進課が事務

局を引き受けるような体制ではなく、独立した責任ある法人であるべきと考えます。 

 ②今後の推進協議会のあるべき姿について市長の御見解をお伺いいたします。 

 ２、地域振興への取り組み。 

 ①世界認定された後、室戸市への入り込み客がふえているとお聞きしておりますが、どのよ

うな状況でしょうか。宿泊にまで結びついているのでしょうか。 

 ②今後、目に見える形での成果を求められますが、入り込み客数、その消費額等の調査はど
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のように行われるのでしょうか。 

 教育面では、副読本の作成、防災教育への取り組みがされておりますが、それらを活用し

て、修学旅行の誘致、クラス単位の児童と親の一泊旅行などの誘致が考えられます。青少年自

然の家のこれまでの実績にジオパークがプラスされた形となり、積極的に各学校、ＰＴＡ、旅

行会社にアプローチするべきです。 

 ③修学旅行、学Ｐ活動へのアプローチは行われているのでしょうか。どこの部署がやってい

るのでしょうかお伺いいたします。 

 大きな団体は青少年自然の家、ホテルへの宿泊、小さな団体は民宿等で引き受けることがで

きます。そのような取り組みもされないままでの新しい宿泊施設誘致などあり得ないことで

す。ジオパークで地域活性化ではなく、地元を殺してしまうことになります。 

 ④地元観光業者との連携についての御見解と今までの取り組みについてお伺いいたします。 

 観光面だけをとらえてみても、ジオパーク推進課と商工観光深層水課、観光協会と今後のジ

オパーク推進協議会の果たすべき役割が明確ではありません。現実として、商工観光深層水課

と観光協会が情報を共有し切れてないのではないかと思われます。また、室戸市で行われてい

る産業祭、灯台祭り、春の観光開き等のイベントが市内を対象としており、交流人口の拡大に

つながっていないのではないかと危惧しております。 

 ⑤庁舎内で行事、イベント、会議の予定や情報を一括管理しているのはどこでしょうか。今

後、ジオパーク関連だけではなく、防災関係、ブロードバンド関係と、事業やイベント、会議

がふえることが予想されます。ないのであれば、早急につくるべきと考えます。 

 ⑥庁舎内各課及び市と外部団体との役割分担と協力体制、また情報の一元化にどのように取

り組んでいるのか、今後どのように取り組むのかお伺いいたします。 

 目的の３本柱のうち２つ、防災と教育への活用は日本ジオパークであってもできたことで

す。室戸ジオパークに世界の冠がついてもつかなくても、本質には変わりがありません。世界

認定をとるために費用もかけました。これからも継続して整備しなければなりません。今後、

市民の方々は、今まで以上に地域振興策に対して早急に目に見える形での効果を求めてくるこ

とが予想されます。小松市長は余り実施時期を約束されません。しかし、今後の目標として、

いつまでにこれを実現する、そのためにはこのように行動するということを明言されてもよい

のではないでしょうか。 

 ⑦ジオパークで地域の振興を推し進める具体策、ロードマップ、工程表が求められますが、

作成できているのでしょうか。 

 ジオパークで整備した新村の駐車場へ交通違反者を引き込んでいると聞きました。交通違反

はあってはならないことですが、観光にとってはマイナスイメージがつきまといます。 

 ⑧そのような事実があるのでしょうか、市当局は承知しているのでしょうか、もう少し配慮

ができないものかお伺いいたします。 
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 ３、拠点施設について。 

 私は地質については不得意でよくわかりませんが、室戸ジオパークは地質だけで世界認定さ

れたのではなく、特徴のある大地の上にそのまま人が住み、営みを続けている、その身近さが

評価されたのではないかと思っております。人が住み、暮らすことによって産業が興り、持続

することによって文化が生まれます。ある時代に新しい考え方が生まれ、不必要なものは淘汰

され、必要なものまで失われ、そんなことが繰り返されて現在に至ります。室戸の歴史や文化

は今に始まったことではありませんし、今までないがしろにされてきたわけでもありません。

ただ、今までは農業は農業の域を出ず、漁業は漁業の域を出ず、歴史や文化等は生涯学習課が

まとめても、それが経済活動にまで結びつかなかったのだと思います。私にとってのジオパー

クとは、今まで結びつかなかったものを結びつける接着剤であって、ジオパーク推進活動の中

で見えてきたものは今までになかったのに急に生まれてきたものではありません。ところが、

どこかでジオパークが主役になり、農業、漁業、その他の産業、文化や歴史、今まで室戸で培

われてきたものの上位に立とうとしているのではないかと思われます。ジオパークと題目を唱

えればことは進むと勘違いされている方が少数いらっしゃるように感じます。 

 ①このまま進むと、本来の目的からそれて、成果が残せないのではないかと心配するのです

が、市長の御見解をお伺いいたします。 

 室戸東中学校を室戸ジオパークの拠点施設にという動きがあります。拠点施設は学校に例え

ると農業、漁業、人々の暮らし、歴史、伝説、文化、地質等の各教室があり、各教室はそれぞ

れジオから見た農業ではなく、純然たる室戸の農業文化を展示し、教室の出口近くになると、

農業から見たジオを少し説明する。廊下の部分が本来のジオパークで、各教室の展示を関連づ

ける。施設の出口に来るとまとまっているというイメージで、拠点施設を見た人はそれぞれ興

味のあるところへ散らばっていく。５カ町村に小さな空き家を利用したインフォメーションセ

ンターを置く。例えば、羽根はジオパークから見た農業を、吉良川はジオから見た人々の暮ら

しを、佐喜浜はジオから見た伝説など、独自性を見せることができればと考えます。市長が選

任された有力な委員の方がたくさんいらっしゃるのに私が発言しなくてもよいと思いますが、

市内全域への広がりが市内に観光客の足をとどめることになり、消費額もふえていくという観

点から意見を述べさせていただきました。 

 ②どのようなイメージで拠点施設を設備されようとしているのでしょうか、小松市長とジオ

パーク推進課長にお伺いいたします。 

 それらを検討してもらうために検討委員会を設置したのだだけでは寂しい気がします。 

 先週の土曜日に、市民の方20人ぐらいと室戸岬のビシャゴ岩近くでおりますと、１台の車が

来て、ジオパークはどこですかと聞かれました。室戸市すべてを私たちはジオパークと考えて

いるのですが、例えば何をごらんになりたいのですか、シオギクなんかをということでインフ

ォメーションセンターの場所を教えたのですが、私たちは室戸全土をジオパークと考え、来る
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人は小さな公園と考えている。こんな事例はほかにもありまして、シレスト・ウトコ周辺をデ

ィープシーワールドと言いますが、よそから来る人は、例えばディズニーランドの小規模版を

想像していたりしています。このギャップが実は室戸へ行ってきたけれど何もなかったに変わ

るのだと思います。 

 協議会には３名の専門員の方がいて、彼らの存在がなければ今の室戸ジオパークはありませ

ん。今後の室戸ジオパークもありません。活躍してくれた通訳さんがやめたという事例もある

ようです。優秀な人材を室戸市以外に持っていかれないようによろしくお願いいたします。彼

らは室戸ジオパークで生まれた大切な室戸の宝です。 

 大項目の４、ＤＭＶ導入への取り組みについて。 

 11月16日から18日にかけて、宍喰－牟岐間で、デュアル・モード・ビークル、道路と線路の

両方を走ることができる乗り物の夜間走行試験が行われました。そして、19日にＤＭＶが一般

公開されるということで、大雨の中、行ってまいりました。私たちが現地でいた１時間半の間

に、東洋町長初め、三、四人の東洋町議員にお会いしましたが、残念ながら室戸市関係者には

お会いしませんでした。 

 私たち室戸市民は、長い間、室戸市は陸の孤島である、鉄道も高速道路もない市ですと自嘲

ぎみに言い、両方とは言わない、せめてどちらか一つは欲しいよねと話し合ってきました。高

知県東部には、ごめん・なはり線の奈半利駅と阿佐東線の甲浦駅という２つの終着駅が存在し

ます。そして、その間に鉄道空白区の室戸市があります。公共交通を利用して移動するとき、

人は早く着きたい、乗りかえは少ないほうがよい、できるだけ歩きたくない、乗り継ぎはうま

くいくのか等々と考えます。奈半利駅と甲浦駅をつなぐことができたら、県東部への入り込み

客はふえるのではないかと思っております。 

 室戸市は、これまでも地域の足の確保に取り組んできました。しかし、人口減少、利用者の

減少ということで、中山間地域を走る公共の足の確保ができなくなっております。地域の足の

確保に毎年1,000万円を支出しており、これは今後もふえていくと考えられます。一番人口の

多い階層、団塊の世代の自動車免許の返納が10年もすると始まります。地域の足を公共機関に

求めなければなりませんが、そのことだけを単独で考えると、自治体の支出の増加だけが考え

られ、先細り感が否めません。交流人口拡大への交通網整備として、ぜひ近隣町村等との協議

をやっていただきたいと思います。ジオパークでの振興策を具体化するためにも、交通網の整

備は欠かせません。 

 デュアル・モード・ビークルは、ＪＲ北海道が2004年に開発した乗り物で、その後試験的営

業運行や走行実験を繰り返しています。千葉県、静岡県浜松市、岐阜県、広島県安芸高田市、

島根県出雲市、宮崎県高千穂町等で導入を計画または検討中ですが、静岡県富士市は平成20年

４月にＤＭＶ導入基本計画を策定し、積極的に取り組んでいるとお聞きしております。その富

士市では、ＤＭＶ建設に反対する富士市民の会までできており、ネットで検索してみますと、
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ＤＭＶのデメリットより富士市にとって導入が必要かという匿名の書き込みが主でありまし

た。車両はマイクロバスを改良したもので、乗車定員17名ぐらいの小型であり、輸送力は小さ

いが、そこが室戸市に合っているとも言えます。車両価格は2,000万円程度とのことです。Ｄ

ＭＶの導入は、室戸市単独ではできる事業ではありません。また、室戸市単独で導入する車両

でもありません。四国東南部が一本の線でつながる機会ととらえなければなりません。高知・

徳島両県、ＪＲ四国、土佐くろしお鉄道、ごめん・なはり線、阿佐東線等鉄道関係、東部交

通、徳島バス、関係する町村等の合意が必要であります。実現したら相応の分担金を払う覚悟

だけがあれば、交渉にはほとんど費用はかかりません。私個人は、現時点でＤＭＶを魅力的な

素材ととらえておりますし、今後も勉強していきたいと思いますが、室戸市に導入する考えが

ないとなれば個人の趣味ということになってしまいます。新聞報道のＤＭＶに乗ってジオパー

クを見に来てもらいたいなどという消極姿勢ではなく、広域での導入に向けて、関係機関に積

極的に働きかけるべきと考えます。小松市長はＤＭＶをどのようにとらえられているのでしょ

うか。ＤＭＶ導入への市長の御見解とその意欲をお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目のブロードバンド通信網の利活用についてでございます。このことに関

しましては、過疎地域の情報通信基盤整備事業としてこれまで取り組んできたものでございま

す。住民の方々の福祉や地域振興につながる取り組みとして進めているところでございます。

また、利用促進はこれからも進めていかなければならないということで、また当市の課題でも

あるというふうに思っております。 

 利用促進協議会に関する質問の中でお答えをいたしますが、市の各種協議会や委員会のメン

バーがどの会も同じ方々ではないか、もっと発想力と実行力のある若手の方にお願いすること

はできないのかという御質問もございました。私も若い方々にやってほしいという思いは持っ

ております。ぜひ、熱意とやる気のある方々に積極的に参加をしていただきたいというふうに

思っております。そのため、これまでにも一般公募を行うことを取り入れたり、夜間会議を開

催をするなどの方法をとっているところでございます。 

 次に、インターネット販売につきましては、９月議会におきましても御質問がございました

が、単にインターネットに載せたからといって直ちに販売促進につながっていないというケー

スも見られますことから、インターネットへの掲載方法やセット販売など、効果的な販売方法

について専門家を招いて関係者による勉強会を行うなど、アドバイスをいただきながら補助制

度などにつきましても協議、検討を行っているところであります。 

 また、企業誘致の点につきましても、当市の大きな課題であることは御案内のとおりでござ

います。コールセンターのみならず、これまで積極的にこのことについては取り組んできたと
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ころであります。市内外の企業訪問なども行っております。先日も、東京からの帰り、エコビ

レッジ建設事業や新エネルギー関連事業を進めている社長さんがおられるということをお聞き

をして、社長さんを訪ね、お話も聞いてきたところでございます。また、関東、関西室戸会な

どで、本市関係者の方々からも情報提供をいただいているところでございます。私としまして

も、今後とも企業誘致や雇用の場の確保に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。ぜひ、

議員の皆さん方からも情報提供をいただきますようによろしくお願いをいたします。 

 次に、２の(1)指定管理者の公募から選定についてでございます。 

 議員さん御案内のように、当該施設の指定管理者につきましては、当初株式会社バーデハウ

ス室戸を指定し、運営管理に努めてきたところでありますが、経営不振による途中撤退を受

け、今後の運営について大変苦慮をする中で、１つには新たな指定管理の公募となりますと日

時を要すること、２つ目には市が直営する場合は業務内容から職員の勤務時間や身分の問題等

が生じるなどのほか、多額の経費が必要になってくること、３つ目には休止した場合は塩害に

よる機械の点検、交換に多額の経費が必要となることや休館によるマイナスイメージの拡大に

より室戸市の観光など、産業全体に悪影響を及ぼすことなどを総合的に検討した結果、市が

100％出資の株式会社を設立をし、運営することが望ましいとして、株式会社ＭＵＲＯＴＯを

設立し、運営をしてきたところでございます。そして今回、株式会社ＭＵＲＯＴＯの指定管理

期間が今年度末をもって終了しますことから、来年度の指定管理者の選定につきましても協

議、検討をしてきたところであります。そして、１つには広く民間活力の導入を求めることに

より効果的な運営や経費の節減が期待をできること、２つには広く民間事業者の発想を取り入

れることにより利用者の満足度やサービスの向上につながること、３つには一般公募すること

により公平性や競争力が高まることなどの理由から、市において募集要項や仕様書を定めた上

で、プロポーザル方式で公募を行い、選定委員会で審査をしていただいたところでございま

す。 

 次に、(2)株式会社ＭＵＲＯＴＯの取り組みについてでございます。 

 当該施設の運営経過につきましては、前段でも御説明をしたとおりでございます。また、株

式会社ＭＵＲＯＴＯの経営におきましては、会社法にのっとり、役員会及び取締役会などを開

催し、運営を行ってまいりました。会社の状況を把握しながら収支の改善に努めるとともに、

支配人及び社員との協議等を重ね、社員研修を行うなど、資質向上にも取り組んできたところ

でございます。また、業務につきましても、保健介護課と連携をした健康推進事業による市民

の健康づくりや交流人口の拡大に努力をしてきたところであります。その結果といたしまし

て、入館者数におきましては平成20年度の４万508人から平成22年度におきましては４万

2,869人となり、利用者の増につなげてきたところであります。しかし、入館者数や売店売上

高の増加は見られたものの、レストラン部門の不振等の影響により全体として損失が生じた結

果、資本金の取り崩しを行う結果になったことは大変残念に思っておりますし、責任を感じて
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いるところであります。 

 また、選定審査や選定委員会での説明のことにつきましては、今回の提案について協議する

中で、審査の公平公正を期するため私どもは入っていないところであります。説明につきまし

ても、今後のことについて社内において協議をした上で、大きな負担をかけますけれども、現

場の管理運営に携わり、事業を熟知している支配人にお願いをしたところでございます。 

 次に、(3)の今後についてでございます。 

 当該施設につきましては、市民の健康増進と交流人口の拡大促進を図ることを目的とするも

のでございますので、引き続き健康増進事業や公園管理などの事業とともに、交流人口の拡大

につながることを継続して進めていかなければならないと考えております。 

 次に、③の途中撤退に対する対策ということでありますが、これは協定書によりまして、申

し出の期間を６カ月前までというようなことにしていきたいというふうに考えております。 

 次に、④の株式会社ＭＵＲＯＴＯにつきましては、新たな指定管理者に引き継いだ後、会社

法に基づき、株主総会での議決を経て、解散及び清算の手続を進めてまいりたいと考えており

ます。また、前段でも申し上げましたが、赤字の責任というようなことについてであります

が、資本金を取り崩すこととなり、これは大変申しわけなく思っておりますが、会社法では役

員等の損害賠償責任は任務を怠ったときや故意または重大な過失があった場合に大きな責任が

発生をするものと考えております。 

 次に、⑥の指定管理料についてでございます。当該施設は、過去の施設運営の状況を見まし

ても、収支状況は大変厳しい施設でございます。したがいまして、指定管理料なしでは運営は

困難な施設であると考えております。したがいまして、これまでの経過の中から考えまして

も、3,000万円から4,000万円程度の指定管理料が必要になるのではないかと考えております。

いずれにしましても、市といたしましては少しでも市の負担が少なくなるような対応、対処を

していかなければならないと考えております。 

 次に、３の(1)の①室戸ジオパーク推進協議会の組織についてでございます。協議会は、室

戸市を初め、市内外の関係機関や関係団体などの代表者によって組織をされているものでござ

います。そして、世界ジオパークネットワークのガイドラインに沿って、持続可能な地域社会

を形成するといった目的に賛同する団体で構成をされ、現在34団体が加入をしております。 

 次に、活動状況でございますが、これまで関係機関の協力体制の強化を初め、ジオガイドや

ジオマスターの養成、ジオサイトの決定や案内看板、遊歩道などの整備、また地域の懇談会な

ど、世界認定に向けた活動を行ってまいりました。認定後につきましても、実行計画に沿っ

て、ハード、ソフト、両面においてさまざまな活動に取り組んでいるところでございます。 

 次に、②ジオパーク推進協議会の今後につきましては、ＮＰＯ法人化することや公益法人な

どによって運営することが考えられるところでございますが、現状では１つとして収益性のあ

る事業が少ないこと、２、人件費の多くを市の補助金で賄っていること、３、別の組織となっ
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たとき他の多くの団体と連携、調整がとれていくのか、４、組織を構成する人材をどう選任し

ていくのかなど、多くの課題がございます。市との連携も含めまして、まだまだ問題があると

いうふうに認識をしているところでございます。したがいまして、現段階では今の体制で協議

会組織の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、(2)地域振興への取り組みでございます。 

 まず、①世界認定後の入り込み客についてでございますが、各種報道でも取り上げられたこ

ともあり、多くの方が室戸市へ来ていただいております。例えば、室戸岬周辺でガイドさんが

案内をした10月、11月の観光客数は、昨年度と比較して６倍から７倍の伸びを示しておりま

す。宿泊客などにつきましても、一定の効果が出てくるものと考えております。 

 次に、②入り込み客数、経済効果などについてでありますが、従来の調査方法に加え、主要

施設における昨年度との比較調査などを進めております。経済効果につきましても、一定の時

期に手法を検討し、把握をしてまいります。 

 次に、③修学旅行などの誘致につきましても、ぜひ当市が進めていかなければならない課題

であると認識をするところであります。そのためには、見るだけの修学旅行ではなく、体験す

る修学旅行が望まれておりますので、体験メニューや民泊の充実強化が必要となってまいりま

す。これからの誘致につきましては、県のコンベンション協会や安芸広域市町村圏事務組合な

ども力を入れて取り組むこととしておりますので、それらの団体あるいは市内の団体とも連携

するとともに、市といたしましても関係課が力を合わせて、具体的な受け入れにつながるよう

に進めていかなければならないと考えております。 

 次に、④地元観光業者との連携についてでありますが、先ほども申し上げたところでありま

すけれども、これまで以上の取り組みが必要と考えております。まずは、関係者にジオパーク

をよく知ってもらうとともに、これまでの限られたパイをとり合うということではなくて、世

界認定を生かして、室戸の魅力を発信をし、おもてなしの心や細やかなサービスの充実を図っ

ていただくとともに、連携し、協力し合って、観光客の増加に結びつけていかなければならな

いと考えております。 

 次に、⑤、⑥行事や団体の協力のことにつきましてお答えを申し上げます。 

 まず、庁舎内における行事、イベント、会議等の情報は、地域インターネットシステム、庁

内ＬＡＮを介しまして、各種イベント、行事予定や会議室の予約状況などの情報をすべての職

員が共有できることとなっております。また、特に周知等が必要な場合は、掲示板という全庁

向け通知を使って情報共有を図っているところであります。 

 庁内連携につきましても、庁内各課の垣根を低くすることを念頭にこれまでも取り組んでき

ております。その中で、１つには課長会というものにつきましても、一昨年は22回、昨年は

21回開催をしておりまして、そのことによって各課の情報共有を進めているところでありま

す。今後とも、これらの取り組みを充実をさせてまいります。 
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 また、外部団体との協力や情報の共有につきましても、大変重要であると考えておりますの

で、担当課を窓口として、全課体制で情報の共有に努めていかなければならないと考えており

ます。 

 次に、⑦ロードマップについてのお尋ねでございます。室戸ジオパーク推進協議会におい

て、世界申請に合わせて実行計画というものを策定をしているところであります。その中にお

きまして、１、地域遺産の保護、２、教育研究、３、ジオツーリズム、４、産業振興、５、普

及啓発と情報発信、６、推進体制の強化、７、国際貢献などの項目に取り組むことといたして

おります。具体的には、出前授業や各種研修会の実施、遊歩道整備や駐車場整備、ロゴマーク

を活用した商品販売などに取り組むということでございます。今後におきましても、実行計画

を踏まえ、より効果的な事業の推進に向け努力をしてまいります。 

 次に、⑧ジオパークで整備した新村駐車場の件でございますが、他の機関、団体に対して使

用許可をしたことはございませんので、承知はしていないところでございます。 

 次に、(3)拠点施設についてでございます。 

 ジオパークは、御案内のとおり、貴重な地質や文化遺産を守るとともに、これらの地質資源

を活用し、地域の持続的な発展を目指すというものでございます。今回、３年間の活動の結

果、やっと世界認定を受けまして、今からというところでございます。私はこの世界認定とな

った室戸ジオパークを大きな起爆剤として、子供たちの教育活動につなげること、また室戸半

島は地震のたびに隆起をするという歴史があることから、防災のまちづくりにつなげること、

そしてまた交流人口の拡大とともに、ロゴマークを使った販売の拡大、ジオに関連した商品の

開発など、地域の産業振興につなげることにより持続的な地域経済の発展を目指したいと考え

ております。私もジオパークですぐ成果が出る、ジオパークですべてが解決できるというふう

には思っておりません。しかし、室戸はジオで魅力ある町にしたいと、また魅力ある町にでき

るという多くの市民の方々の声もいただいているところでございます。また、実際の行動によ

りまして応援をしていただいているところであります。今後におきましても、市民の方々と連

携、協働をすることによって、室戸の町をいい方向に変えていく、いい町にしていくという取

り組みをぜひ進めていかなければならないと考えております。 

 拠点施設につきましても、何とかこの機会に取り組んでいきたいと思って、検討組織を立ち

上げたばかりでございます。ぜひ、見守っていただくとともに、提言や助言をいただきたいと

いうふうに存じます。拠点施設としましては、ジオパークの理解を深め、歴史や文化などを学

べる、また体験ができる、多目的な魅力ある施設にしていきたいと。また、多くの方々に来て

喜んでいただきたいと、そういう施設を想定をするところであります。そのためには、いろん

な分野において専門家の方々の意見をいただくとともに、市民の方々の御意見も取り入れたも

のに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ＤＭＶ導入への取り組みについてであります。 
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 議員御案内のとおり、デュアル・モード・ビークルは線路と道路を走行することが可能な乗

り物で、乗りかえがわずか15秒ほどの短時間でできることや、既存の線路と道路をそのまま走

行するので、大規模なインフラの整備が必要ではなく、車両の購入費、燃料費、保守費など、

鉄道車両と比べ低コストでの運用が可能であることなどの特徴があるというふうにお聞きをい

たしております。平成16年、ＪＲ北海道が開発に成功し、平成19年より実用化に向けた試験的

営業運行などの取り組みが行われているというふうにお聞きをしておりますが、詳細につきま

しては把握ができていないところでございます。本年11月には北海道の取り組みを受けまし

て、徳島県や高知県東洋町などでつくる阿佐東地域公共交通懇話会が四国初となる走行試験を

ＪＲ牟岐駅から阿佐海岸鉄道宍喰駅車庫の間で行ったというふうにお聞きをいたしておりま

す。その走行試験に合わせて、11月19日、宍喰駅でＤＭＶの一般公開があるということで、私

もぜひ見学に行きたいというふうに思っておりましたが、当日は大雨による通行どめの可能性

があったことや災害のことが心配されたことによりまして、残念ながら私も参加をようしませ

んでした。しかし、ＤＭＶの取り組みは、世界ジオパークの認定を受けた本市の観光振興にと

りましても、交通手段がふえることにより新たな周遊ルートの開発や観光客の誘致、利便性の

向上などにつながるものと考えられます。大きなメリットがあると思いますので、私もこのこ

とについては期待をしているところでございます。関西から交流人口の拡大を目指し誘致をし

てまいりました高速バスの利用促進などとあわせて、今後高知県とも連携をしながら、このＤ

ＭＶのことについてもぜひ必要な対応をしっかりとしていきたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、副市長及び関係課長から補足説明をいたさせますので、よろ

しくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 上野議員さんに大きな１点目の(2)利用促進協議会等、利活用に向

けての取り組みの進捗状況について、市長答弁を補足をさせていただきます。 

 ブロードバンドの有効利用への取り組みに関する庁内組織につきましては、９月議会で市長

が御答弁を申し上げましたように、光ケーブルによる情報通信基盤を行政の各分野においてど

のように活用していくかなど、横断的な検討を行うことが必要であると考えており、現在設置

に向けて要綱の整備などを進めているところでございます。その役割分担といたしましては、

民間の各方面の方々で組織する利用促進協議会でいただいた御提案を具体化させていくための

制度調査や補助制度など財源の検討、行政としての利活用方法、関係機関等との連絡調整など

について協議会の動きに合わせて進めてまいりたいと考えております。 

 委員の構成といたしましては、現在調整中でありますが、事務局となる総務課を初め、企画

財政課、農林水産課、商工観光深層水課、ジオパーク推進課、市民課、保健介護課、福祉事務

所、生涯学習課などを考えているところでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 



－37－ 

○総務課長（久保信介君） 上野議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな１点目のブロードバンド通信網の利活用についての(1)の通信速度に関しまし

ては、関連がございますのであわせて御答弁を申し上げます。 

 御質問にございました徳島県神山町の事例につきましては、先月テレビ番組で放映され、そ

の内容は議員御案内のとおりでございます。神山町は徳島県のほぼ中央の山間部に位置してお

りまして、人口約6,400人、林業やスダチの産地として知られており、65歳以上の高齢化率が

46.4％で、徳島県下で２番目に高い、あるいは高齢者のいる世帯の割合では75.3％と、徳島県

下で一番高いという過疎の町でございます。同町の例は、テレビ放送の地上デジタル化に伴う

対策として、ケーブルテレビ用に全県的に整備された光ケーブル網を活用した、まさしく過疎

を逆手にとった事例であると、興味深く拝見をいたしました。 

 私どもが同町の担当者にお聞きした限りでは、本市とは光ケーブルの配線の形態に違いが見

られるものの、設備上大きな差はないようにお伺いをいたしましたが、今後同町の運営事業者

などにももう少し詳しいお話もお伺いしたいと考えております。 

 本市のサービス開始以後、利用者の皆様から運営事業者に寄せられましたお問い合わせのう

ち、通信環境に関するものに対しましては、運営事業者により一軒一軒戸別訪問の上、それぞ

れ原因調査に当たっております。それらの結果、通信速度に関するお問い合わせの大部分は、

利用者のパソコンを動作させますＯＳと呼ばれるソフトやその設定あるいは無線ＬＡＮと呼ば

れます無線機器を利用している場合のその機器やその設定または人気動画サイトなどへのアク

セス集中によりますサイト側の要因が考えられるものなどなどもあったようでございます。 

 また、御案内のように、８月には運営事業者により一部の機器や設定変更等の対策が行われ

たところでありまして、これらいただいたお問い合わせの大部分についてその後改善された

か、もしくは御納得いただいたというふうに報告を受けております。 

 運営事業者といたしましては、回線の利用状況を日々監視、確認しており、最適な通信環境

となるよう随時改修、改善に向けての検討を行い、計画的にできるところから順次取り組んで

いるという説明を受けており、市といたしましても、通信事業者としての責任において、利用

者の要望にこたえるため、今後とも最大限の企業努力を行うよう要請を行ったところでござい

ます。 

 次に、２点目の利用促進協議会に関してでございます。 

 このことに関しましては、かねてより取り組んでいくと申し上げてきたところでございます

が、９月議会でも御答弁申し上げましたように、取り組みがおくれておりますことは大変申し

わけなく思っております。その利用促進協議会の現在の進捗状況についてでありますが、現在

産業経済や福祉、地域団体、利用者や生産者の方々など、12名の方々に委員をお願いし、年内

に第１回目の会議を持つ予定としております。 

 委員の構成といたしましては、産業経済団体として市、商工会、土佐あき農業協同組合、高
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知県漁業協同組合、金融機関、福祉関係から室戸市民生委員児童委員協議会、社会福祉協議

会、それから地域の代表として室戸市常会長会連合会、利用者や生産者等の代表として室戸海

洋深層水関係企業、農業者グループの代表、林業者グループの代表、民宿グループの代表及び

地域おこし団体の代表などの方々にお願いをしております。 

 活動内容といたしましては、ブロードバンドを活用したサービスの提案、普及に関すること

を中心に、インターネット等の利活用方法について、関連団体との情報交換、連携や調整、そ

の他住民福祉や生活の向上、地域経済や産業振興などへの利活用について多方面から広く御意

見、御提案をいただくこととしております。 

 今後の予定といたしましては、今月行う第１回目の会議では、協議会のこうした趣旨説明と

ともに全国の先進事例を幾つか紹介をさせていただき、それらの実績や長所短所などの情報を

参考に、おのおのの分野における利活用案などを次回までにお持ちよりいただくことなどにつ

いてお話をさせていただき、年明け１月ないし２月をめどに２回目の会議を行い、それぞれの

御提案を検討していただきまして、効果の高いものや実現の可能性などについて意見交換の

上、ある程度の絞り込みを行い、それらについての必要な調査を行った上で、第３回目以降の

会議で財源措置や補助制度の有無、制度上の問題、課題点、役割分担などを順次御協議いただ

き、その結果可能性のあるものについては具体化に向けて取り組んでいきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 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） 上野議員さんに、大きな３点目の(1)の①ジオパーク

推進協議会の認定後の活動について市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、普及啓発につきましては、９月18日以降、キラメッセ鯨館内のビジターセンターにお

きまして、世界認定、約2,500名の方が訪れておりまして、それらの方に専門員が普及活動を

行ってきたところでございます。その他、テレビやラジオなど、マスコミへの取材対応として

20件、行政視察対応で４件、依頼された講演活動が５件、認定記念イベントを含むイベントの

開催や参加が６件、その他にも龍馬空港でのキャンペーンや高松でのＰＲ活動、東京での雑誌

ライターへのＰＲ活動など、報道関係による注目度が高いこの時期を利用し、県内外で普及活

動に力を入れてきました。 

 次に、教育活動としましては、大学の教育旅行や研修会などへの対応が24件、小学校への出

前授業が７件、出版物への投稿が10件などを行っております。 

 そのほかにも、ネットワーク活動としまして、全国的な会議への出席が３件、新しいパンフ

レットの作成のための取材や説明板、案内表示標識等の作成のための調整、ジオサイトのハー

ド整備やコンテンツを充実させるための研究活動など、関係機関や団体との連携をとりながら

推進しているところでございます。 

 次に、(2)の２、入り込み客数につきましては、従来の交通量による入り込み調査のほか、
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新たに室戸を訪れる観光客の嗜好を調査するために、ビジターセンターやインフォメーション

センター、アクアファーム、シレストむろと、また吉良川町並みなど、主要観光拠点９カ所

で、９月より来場もしくは入館者の集計を始めておるところでございます。 

 次に、(3)の２、拠点施設のイメージについてでございますが、市長が申しましたとおり、

多くの方に来ていただける魅力ある拠点施設の整備を進めたいと考えております。具体例とし

ましては、市内情報を紹介する総合案内機能、室戸ジオパーク情報や世界ジオパークの関連情

報、市内の歴史、民俗資料等の紹介、ビデオ、ＤＶＤなどのＡＶコーナー、来館者が体感でき

るような体験学習室、子供たちが楽しんで学習ができる子供学習室、学校や各種団体が利用で

きる研修室、地域住民の交流や集客力向上のための多目的広場や地場産品販売のふるさと市の

ような機能によって市内の関連施設と連携して相互の発展を目指すほか、観光客が訪れたとき

雨天でも楽しめる屋内施設として旅行エージェントへもＰＲできるのではないかというふうに

考えております。いずれにしましても、検討委員会のほうにおいて十分な御協議をいただき、

よそにはない多目的で魅力的な施設の御提言をいただけるように努めてまいりたいと思いま

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） 上野議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 大きな２点目のシレストむろとについての１、指定管理者の公募から選定までについてでご

ざいますが、事務的なことでありますので、庶務を担当しました商工観光深層水課から御答弁

いたします。 

 １点目の指定管理料の提示につきましては、募集要項の中で指定管理者が室戸市に支払う施

設使用料及び室戸市が指定管理者に支払う指定管理料については指定しませんと明記するとと

もに、平成18年度の開館から平成23年度までの施設利用料と施設管理料の額を記載しました。

このため、今回の指定管理料はそれぞれの会社が試算し、提出されたものでございます。 

 また、提案がありました指定管理料の額でございますが、株式会社創裕は、収支計画書で

は、平成24年度から平成28年度まで毎年度3,700万円の指定管理料が必要となっております

が、年度ごとの実績や状況等を踏まえ、年度協定により決定したいとの提案がありました。ま

た、株式会社ＭＵＲＯＴＯにつきましては、平成24年度が3,766万5,600円、最終年度の平成

28年度が3,666万1,800円となっており、毎年度減少する指定管理料となっております。 

 次に、２点目の市からの条件についてですが、室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋

深層水体験施設設置及び管理条例で定めている施設及び附属施設を市民等の利用に供すること

や健康増進、生活習慣病の予防等を助長するための事業の業務などを条件としましたが、その

ほかについては指定せず、応募者からの提案を自由にプレゼンしていただきました。 

 次に、３点目の期間中の指定管理料につきましては、株式会社創裕との協定書の中で記載す

ることとなり、今後の協議となりますが、今のところ施設を適正にかつ円滑に管理するために
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必要な基本事項を定めた基本協定と指定管理料について定めた年度協定を予定しております。

このため、毎年度一定額でなく、年度ごとに協議を行い決定することになるのではないかと考

えております。 

 次に、３の今後について市としての方向性でございますが、１点目の健康増進事業とディー

プシーワールドの管理につきましては、この施設の設置目的や健康増進施設と公園等を一元的

に管理してきたこれまでの経緯も考え、新しい指定管理者に継続しての委託を考えておりま

す。 

 次に、２点目の施設整備等の負担につきましては、この施設だけ特別扱いするのではなく、

市が指定管理で運営している他の施設と同様に、少額の修繕は指定管理者で、大規模な修繕に

ついては市の負担で対応したいと考えております。 

 次に、５点目の観光公衆トイレの管理等の委託事業につきましては、市の負担が少なく、適

正に管理が行えるかを考慮しながら、今後検討してまいります。 

 次に、６点目の指定管理料につきましては、これまで運営を行ってきたバーデハウス室戸か

らの要求指定管理料が4,000万円であったことや平成19年度の赤字額が4,562万円であったこ

と、株式会社ＭＵＲＯＴＯの平成22年度の収支状況、これは指定管理料が2,053万円にふるさ

と雇用による委託料1,084万円と赤字額221万円の合計額が約3,348万円であること、また今回

の公募による提案が3,700万円であることなどを勘案しますと、3,000万円から4,000万円ぐら

いが適当ではないかと考えております。 

 なお、株式会社創裕からは、利益の50％を利益還元金として室戸市へ還元するという提案も

ございました。 

 次に、７点目の今後の市民の健康増進につきましては、この施設の設置目的の一つでもあり

ますので、公募要項でも指定管理者が行う業務の範囲として記載しておりますので、協定書の

中でも不可欠な事業として規定してまいります。 

 次に、大きな３点目のジオパークについての地域振興への取り組みの１点目と２点目の観光

客の入り込み客数等についてで、関連がございますので、あわせて御答弁いたします。 

 室戸市への観光入り込み客数は、議員さん御案内のように、平成３年の56万7,000人をピー

クに減少し、平成17年は17万7,000人となっておりましたが、高速料金のＥＴＣ割引等によ

り、平成22年は46万1,000人まで回復してきております。９月の世界ジオパーク認定後の観光

入り込み客数につきましては、10月が３万5,109人で、前年に比べ１万5,783人、81.7％の増、

11月は３万337人、19.5％の増と推計しております。また、宿泊者数につきましても、前年に

比べ県外観光客数が10月が5,690人、62.6％、11月は746人、4.9％の増となっておりますの

で、宿泊者も増加しているのではないかと思われます。 

 なお、以上の観光入り込み客数、県外観光客数につきましては、毎月１回実施しています交

通量調査をもとに推計したものでございますので、よろしくお願いいたします。 
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 また、今後の入り込み客数、経済効果調査につきましては、過去との対比のためにも、現在

行っている交通量調査を基本に算定してまいりたいと考えております。以上でございます。 

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

○７番（上野祥司君） ７番上野。２回目の質問です。 

 まず、率直に言って、小松市長と私はいつも微妙にすれ違っていると。きっと私の質問の仕

方が悪いのだとは思いますが。その中で少し今回たくさんの質問をしてしまいまして、それぞ

れにもう一度聞きたい部分があるんですが、まずブロードバンド通信網整備について。今まで

の利用者の方向けには業者のほうに依頼もしまして取り組んでいるということでしたが、通信

速度の問題は、急遽出てきたヘビーユーザーの存在を除いて、まず利用者を確保して運営しな

がら、問題が出たらその都度対処するような考え方だったのでしょうか。そのような考え方で

今後新しい事業展開をせにゃあいかんときに対処できるかどうかということを再度お伺いいた

します。 

 それから、大項目の２番目、シレストのことについてですが、まず指定管理料は3,000万円

から4,000万円ぐらい必要であろうというようなことです。それで、シレストの場合は指定管

理料で平成20年に1,430万円、平成21年度、このときには運営者がかわりましたんで、合計

2,177万円、22年度が2,050万円、23年度のこれは当初予算額ですが1,900万円という指定管理

料でありました。その中で、毎年若干の、若干のやない、赤字が出ていることも事実でござい

ますが、そのほかに市の健康増進事業、平成21年度には370万円ぐらい、平成22年には700万円

程度、平成23年の当初予算では900万円程度、健康増進事業としてシレストのほうへ出してお

ります。これについては、利用される方は200円でしたかね、利用される方も負担して、その

差額分を市のほうがということです。それが毎年700万円から900万円。それから、いやしの里

公園の管理料、これが230万円程度、毎年。それから、23年度からですが、観光トイレの清掃

ということで460万円。そのほかに、備品、それから修繕料、10万円以上は市が負担するとい

うようなことになっておりまして、その部分が平成18年度560万円、平成19年度240万円、平成

20年度520万円、平成21年度3,400万円。これは運営者がかわったのでという部分があろうかと

は思います。平成22年1,200万円、平成23年度の当初予算で約900万円。これぐらいのお金を市

はシレストにつぎ込んでおりますが、そこら辺も含めて、やはり3,000万円から4,000万円の指

定管理料が要るのかどうか、もう一度お答えを願います。 

 それから、補助事業については健康増進事業と環境整備事業、その性質が違います。健康増

進事業は市が出す補助金が、営業しておりますので、その上に追加される形となり、運営者の

利益になろうと思いますが、環境整備事業については、自分が想像するのに、市が出した金額

がそのまま人件費に流れていくのではないかと思われます。仮に、新しい運営者がやりたくな

いと言われる可能性が残っている事業ではないかと思いますが、そのときどのように対処する

のかお伺いいたします。 
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 室戸市海洋深層水体験交流センターの目的は２つ、市民の健康増進と交流人口の拡大です。

私は議員になってから、単独営業では黒字は難しいだろう、施設の目的を七、八割は健康増

進、二、三割が交流人口の拡大としたほうがよいのではないか、だから所管課は商工観光深層

水課ではなく、保健介護課のほうがよくないのか、市民の中で利用されている実数はどのぐら

いか、市民の方の利用をふやすためにはどうすればよいかと発言してまいりました。市の持ち

出し部分と国保等への影響部分が比較対照できるようになれば、市民の方もまだ納得してくれ

るのではないかと思っております。 

 地域団体との連携協力とか原則的には現職員の継続雇用、それから地元雇用、その他利益が

出た場合への地元の還元等は市外、県外から進出してくる企業は提案してくるであろうと想定

できる条件提示で、それほど特別なことではないと思っております。特に、現職員の継続雇用

には向こうの提示がどのようであろうと安心しないで、今後も汗をかいていただきたいと思い

ます。一人でも再雇用されなければ、それはそのまま株式会社ＭＵＲＯＴＯの人事採用の甘さ

ということになります。そのお覚悟がなければ、３月末までのシレストむろとの職員のモチベ

ーションが低下するのではないかと思われます。 

 市民の皆様に納得していただける形での指定管理選定であるべきです。ところが、今度の優

先交渉権者の株式会社創裕のことはほとんどわかりません。提案の中で、二、三、これはと思

われる部分はありますが、足摺テルメの指定管理を途中でやめたこと、選定委員会での採点表

ぐらいしか判断材料がありません。ぜひ、株式会社ＭＵＲＯＴＯの小松社長に委員会のほうへ

御出席していただき、今回の指定管理公募への取り組み方、２年９カ月のシレストの運営方針

など、御説明願えたらと思っております。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 上野議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、シレストむろとの運営にかかわって指定管理の問題でありますが、御案内のように、

指定管理料がこれまで株式会社ＭＵＲＯＴＯにおきましても2,000万円、これはその時々の収

支によって若干の違いはありますが、約2,000万円というふうに私はとらえております。そう

した中で、もう一つは国のお金。ふるさと雇用あるいは緊急雇用というような雇用に対する支

援という国の助成っていいますか、国の補助金もいただいて継ぎ足した分が1,000万円を超え

るというふうに先ほど、細かな数字は先ほど担当課長がお答えをしたとおりでございます。で

すから、3,000万円を超える指定管理料がどうしても必要だというふうに私どもは認識をする

ところでございます。そして、あともう一つ健康増進事業というのは、これは市民の方々の健

康を守るっていうことから、深層水プールを使って健康になっていただこうと。ひざ関節症で

あるとかメタボの対策としてプールを使って健康になっていただこうという事業を実施をして

いる、そのための経費ということでありますので、これは余分に追加をしているという考え方
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はできないのではないか。もちろん、その利用によって一定の収益は上げるっていうことにな

りますが、それがそのまま、200万円突っ込んでるから200万円の収益がある、プラス利益にな

るという形ではないというふうに考えます。 

 それから、公園の管理につきましても、管理をしていただくための経費を出しているわけで

すから、管理をするためには当然消耗品費が要りますし、もう一つは人件費が当然要ってくる

わけですから、それもそのまま利益につながるということにはならないというふうに考えてお

ります。 

 そして、公園管理等につきましては、次の業者さんにぜひ継続をしてやっていただきたいと

いうお願いはするということでありますが、それがもしいかなかった場合。例えば、トイレ管

理もあわせていかなかった場合にどうするかっていうことでありますが、それは別の業者さん

あるいはより安い、経費の少ない形でやっていける方法というものを当然考えて進めていかな

ければならないというふうに考えております。 

 それから、現在のシレストむろとに対するいろんな修理修繕の経費、これにつきまして平成

18年からのお話があったというふうに思います。平成22年度では1,100万円の修理がかかって

いるというお話があったと思いますが、御案内のように、こうした施設、ポンプの修理、いろ

んな機械類があります。当然、建設から５年、建築から５年以上になってくるわけですから、

私は今までに修理修繕で突っ込んできた以上の修理修繕費が必要になるのではないかと。この

辺については本当に心配をする。当市の財政負担が伴うということで大変心配をしているとこ

ろでありますが、これはどうしても避けて通れない問題であります。ですから、今後指定管理

なり運営をしていただく業者に対しましても、とにかくこの施設を長もちをさせていただかな

いといかん。メンテナンスをきちっとやって、長もちをさせていただくというようなことにぜ

ひ努力をいただきたいというふうに考えるところでございます。 

 それから、当然この施設に経費ばかりつぎ込んでええのかという御質問であります。これは

やはり少ない経費でやっていただくということが最も我々は考えていかなければならないこと

でございますし、この施設運営をすることによってどんだけ市の経済効果が上がっているの

か、波及をしているのか、経済効果につながっているのかという問題についても、これは以前

にも一定の数字を示して、効果があるというふうにお答えをしたところでございます。今後、

そうした数字をしっかり押さえて、支出をしている以上の効果に私はつなげていかなければな

らないというふうに思っております。 

 それから、現在の株式会社ＭＵＲＯＴＯで働いている方のモチベーションが下がるのではな

いかという問題であります。新しい事業者になるために下がるのではないかというところの問

題でありますが、私はぜひ新しい業者に継続雇用をお願いをしていることも一つございます

し、また人員が欠けた場合には地元での採用というものをぜひやっていただきたいということ

をお願いをしておりますし、もう一つは現在の従業員のモチベーションが下がらないように、
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皆さん方が今後３月まで一生懸命やっていただきたいと。そのことによって、私たちは皆さん

方を次の業者さんに推薦できるんだということをしっかり従業員の方々の集まりの中でも、私

からお話をさせていただいたところでございます。 

 またあと、委員会への出席ということでありますが、委員長等から要請があれば、私は出て

いきたいというふうに思っているところであります。 

 そのほかの質問については補足をさせていただきます。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） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 上野議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、ブロードバンドに関してでございますが、本市の情報通信基盤、ブロードバンドに関

します施設は、当初から通常の企業活動などのインターネットの利用等に関しては支障のない

設計となってございます。ただ、いろいろなお問い合わせをいただいておりますことも事実で

ございますので、先ほども申し上げましたように、運営事業者には今後とも引き続き、利用状

況等の動向を日々確認し、最適な通信環境となるように最大限の努力をしていくよう要請して

まいります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） これをもって上野祥司君の質問を終結いたします。 

 次に、堺喜久美君の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。通告に基づき、一般質問を行います。 

 前段の議員さんと重なる部分もあろうかと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。 

 まず１点目、室戸ジオパークについて。 

 (1)世界認定後の現状と今後についてをお伺いいたします。 

 悲願の室戸を世界に、室戸ジオパークが世界ジオパークネットワークの仲間入りをしてはや

３カ月。世界認定の効果でしょうか、週末には室戸岬を訪れる人々が増し、にぎわいを見せて

おります。このにぎわいがいつまで続くのか、一過性のブームで終わってしまうのか、これか

らが室戸市の知恵と能力が試されるステージとなりました。ジオパークのさまざまな効果につ

いては性急にはあらわれないでしょうが、この３カ月間の現状をお示しください。 

 ①室戸市における観光客の入り込み数、ガイド要請件数と受け入れ人数、室戸岬サイト、吉

良川町並みあわせてお願いいたします。それによる室戸市への経済効果をどのように感じてお

られるのかお伺いいたします。 

 ②ガイドの養成について。物言わぬ岩、難解な地質用語、室戸ジオパークの魅力を伝えるボ

ランティアガイドの質と量は喫緊の課題です。12月号の「広報むろと」に、観光ボランティア

ガイド養成講座の御案内が掲載されておりました。申し込みは12月12日月曜日、本日までとな

っておりますが、定員数に対して何名の方が申し込まれたのでしょうか。果たして、市民に周

知されていると思われますか。養成講座は室戸市観光協会に委託している事業ですが、それと
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は別に推進協議会が主催されたジオパークマスター講座もありました。これが市民にとっては

わかりづらいようで、一貫性を持たすため、観光ボランティアガイド養成講座はジオパークボ

ランティアガイド養成講座として推進協議会に委託するほうがベターではないでしょうか。そ

して、外国の観光客に対応するための外国語ガイド養成講座の開催、また市民と外国の方とコ

ミュニケーションがとれる程度の市民向けの語学教室等は考えていないのでしょうか。 

 ③22サイトをつなぐ商品化について。室戸ジオパークは羽根から佐喜浜まで大小22のサイト

があります。観光客の中には、他のサイトにも行ってみたいとの声が聞かれます。サイトを点

ではなく線で結ぶ、一日丸ごと室戸を満喫する、そんな商品を開発するために、交通会社や宿

泊施設など、関係機関に働きかけて実現させるのが室戸ジオパークの次のステージの一つにな

るのではないでしょうか。 

 ④ブランド化、ロゴマークの使用について。世界認定になったからといって、世界ブランド

がそのまま室戸についたとは思いません。ブランドとは、もともと自分の家畜などに焼き印を

施し、他者の家畜と区別するために行われたもので、競合する他社のものと差別化することを

目的としています。そこには継続的に信頼性やすぐれたサービスが伴うことは言うまでもあり

ません。室戸ジオパークがどこまで世界ブランドにふさわしい存在になるのか、育てられるの

かが問われるところです。ブランドとしての室戸ジオパークのロゴマーク使用について規定は

あるのでしょうか。申請の基準をお示しください。 

 また、どのような形で活用されるのか、望ましいと考えているのかお伺いいたします。 

 (2)拠点施設の整備について。 

 室戸ジオパークの拠点施設として室戸東中学校の廃校利用を候補地とした（仮称）室戸市歴

史資料館の整備についての検討委員会が11月28日に設置され、市長が選任された委員９人で初

会合が開かれたとの新聞報道がなされておりました。今回の補正予算にも報償費15万円、バス

借り上げ料９万6,000円の合計24万6,000円が計上されております。拠点施設の根幹である施設

の方向性を決める検討委員会のメンバーの構成、人選はどのようにされたのかお伺いいたしま

す。 

 また、どれくらいの期間とスケジュールで取り組むのか、事業費の規模など、市長の描く施

設の青写真をお聞かせください。 

 大きな２点目、国立室戸青少年の家について、存続に向けての取り組み。 

 平成21年11月の行政刷新会議事業仕分けにおいて、国立青少年教育振興機構が運営する施設

の運営を地方またはＮＰＯに移管すべき、特に青少年交流の家、自然の家については国の事業

としては廃止すべきとの判定がなされ、平成22年10月には国立青少年教育施設のあり方に関す

る検討会が設置され、平成23年２月には検討委員会の報告を受けて、具体的に検討がされてい

ると聞いております。国立室戸青少年自然の家は、昭和50年10月、全国最初の少年自然の家と

して設置され、これまでに115万人を超える青少年が利用し、青少年教育の振興及び健全な青
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少年の育成に貢献していただいているところであります。宿泊稼働率50％を下回る本施設で

は、現在廃止の危機にさらされております。ジオサイトの拠点の一つにもなっており、宿泊施

設の整っていない本市にとりましては室戸青少年自然の家に頼みとするところが大でありま

す。今までも利用促進協議会等で存続に向けて努力されてきたとは思われますが、なお一層あ

らゆる手だてを施し、存続に向けて一丸となって取り組まなければならないのではないでしょ

うか。御所見をお伺いいたします。 

 過去３年間における本市の保育所、小・中学校の児童・生徒、教職員の利用状況はどうなっ

ているのでしょうか、お伺いいたします。 

 次に、３点目、健康対策についてお伺いいたします。 

 (1)特定健診の受診率向上について。 

 糖尿病、脳卒中、心筋梗塞、高脂血症などの生活習慣病の患者は年々増加し、現在では国民

医療費のおよそ30％を占めていると言われております。メタボリックシンドローム該当者やそ

の予備軍の発見に着目した特定健診もことしで４年目となりました。健診率も20年度23.5％、

21年度28.9％、22年度37.6％と年々受診率アップに取り組まれております。これもひとえに各

地域の健康応援団の方々の御努力のたまものだと感謝いたしております。 

 また、累計赤字が５億8,000万円となっている本市の国保会計では、特定健診の受診率が平

成24年度に65％をクリアしなければ、25年度からの交付金に最大10％のペナルティーが科せら

れるとの厳しい基準が示されております。本年度の受診率の見込みはいかがでしょうか。あわ

せて、65％に向けての取り組みについてお伺いいたします。 

 (2)各種がん検診について。 

 日本は世界一がんが多い国で、日本人の３人に１人、65歳以上の２人に１人ががんで命を落

としているとされている国民病です。それでも欧米に比べ極端に低い受診率となっているの

は、国民のがん予防に対する意識や知識のなさによるものだと言われています。がん検診率

50％に向け、本市でもさまざま工夫をして取り組んでおられますが、各種がん検診の検診率を

お伺いいたします。 

 また、ワクチンの接種と定期検診でほぼ100％予防できると言われております子宮頸がんに

ついては、本市では中学１年生から高校３年生相当年齢の女子に対する接種費用の助成事業が

行われましたが、実施状況はどうだったのでしょうか。接種は３回、３カ月の間隔で接種しな

くては効果がなく、少なくとも９月末に１回目の接種をしていなければ本年度の助成の対象に

ならないことになっています。このことに対して対象者に周知できていたのでしょうか。今後

の子宮頸がん予防ワクチンの助成制度の取り組みについてもお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時52分 休憩 
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            午後１時０分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 午前中の堺喜久美君の質問に対して執行部からの答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の室戸ジオパークについてでございます。 

 (1)世界認定後の現状と今後についての①でありますが、議員さん御案内のとおり、認定さ

れたからといって急に交流人口が増加することにはならないというふうに存じますが、入り込

み客数や室戸岬と吉良川でのガイド数は、この10月、11月に関しましては昨年度と比較をしま

すと大きく増加傾向を示しているところであります。このことは世界ジオパーク認定による経

済効果が出ているものと推測をされます。今後におきましては、経済効果の算定方法などを検

討するとともに、その把握に努めてまいります。 

 次に、②ガイド養成講座などについてでございます。ジオガイドさんの養成につきまして

は、これまで室戸市観光協会に委託をいたしまして、実施をしてまいりました。しかし、世界

認定後はガイドの申込件数がふえてきております。ガイドさんには御活躍をいただいていると

ころでございますが、まだまだ養成をしていかなければならないと思っております。今後の養

成に関しましては、これまでの問題点を把握した上で、より適切な養成となるよう関係団体や

関係者と連携、協議をして、よりよい形となるよう取り組んでまいります。 

 また、ジオパークマスター講座につきましては、一般の方々にジオパークを知ってもらい、

あわせてＰＲ活動をしていただくということを目的に養成をしているものでございます。現在

までに43名の方の養成をしておりますが、ジオガイドさんとともに今後とも養成をしていきた

いというふうに考えております。 

 なお、議員さんから御提案をいただきました外国語のガイド養成講座や市民向けの語学教室

の開催につきましては、関係機関や関係団体とも協議をし、支援を求めるなど、その取り組み

を進めてまいります。 

 次に、③22サイトをつなぐ旅行の商品化についてでございます。議員さん御指摘のとおり、

各サイトを点ではなく線で結ぶ旅行商品の開発は大変大事な取り組みであると考えるところで

ございます。しかし、まずは整備されたジオサイトや代表的な観光資源をつなぐ観光メニュー

づくりを旅行会社や県観光コンベンション協会などと連携をして取り組み、一日室戸で滞在を

する観光として広くアピールすることによって集客の増加につなげていきたいと存じます。 

 次に、④ロゴマークの使用についてでございます。ロゴマークの使用につきましては、販売

促進に有効であると考えております。一定の条件をつけて室戸ジオパーク推進協議会が認可を

しております。現在、ロゴマークのシールを張ったり、パッケージ本体にロゴマークを表示し

ている民間の商品が17種類あります。今後はロゴマーク使用の申請がふえてくることが見込ま

れます。これからは世界認定を受けた室戸ジオパークのブランド力を高めていくためにも、も
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う少し詳細なルール化とともに、使用料などもいただくことについても検討をしていきたいと

考えております。 

 次に、(2)拠点施設の整備についてでございます。 

 室戸ジオパークの理解を深め、歴史、文化、観光等の普及、振興を図る拠点施設の整備に向

けまして、先日検討委員会を立ち上げたところでございます。メンバーは学識経験者、市民の

代表、市の職員で構成をしたものでございます。そうした中で、現委員さんだけで決めるので

はなくて、必要に応じて新たな委員の選任も予定をしていることや各いろんな分野ごとにおき

まして専門部会を立ち上げて、専門家の意見を聞いていくということとしております。いずれ

にしましても、当市の拠点施設として魅力的な施設となりますように、また多くの方々に来て

いただける施設となるように検討をいただきたいと思っております。 

 また、早い段階で基本構想を立てていただきたいというふうに思っておりますが、内容等に

つきましては、詳しい内容というような細部につきましてはかなり時間を要するのではないか

と考えております。そして、事業費はまだ現在想定をしておりませんが、当市の財政状況など

を考えますと、数億円というような高額になりますとなかなかやれないと、実施できないとい

うような点もございます。こうした点も踏まえた中で、ぜひ検討いただきたいというふうに思

っているところであります。 

 次に、大きな２点目の国立室戸青少年自然の家の存続に向けての取り組みについてでござい

ます。 

 議員さん御案内のように、国立青少年自然の家を包括する独立行政法人国立青少年教育振興

機構は、国の行政刷新会議において抜本的な見直しが進められている中で、国立青少年自然の

家については自治体、民間への移管や稼働率の低い施設の廃止に向けた検討がなされていると

ころであります。平成19年12月に閣議決定をされました独立行政法人の整理統合化計画の中に

おきましても、原則宿泊の稼働率が５割を下回り、今後も向上が期待できないものにつきまし

ては、地域の事情を考慮の上、廃止、統合の対象とするという公表もされているところであり

ます。 

 これまでの国立室戸青少年自然の家の稼働率は、平成20年度に50.5％を達成したものの、

21年度は47.9％、22年度42.6％であり、本年度も残念ながら50％を切る状況であり、大変心配

をしているところであります。当該施設は市にとりましても青少年の自然体験活動の拠点とい

たしまして、また世界ジオパーク認定後の、特に教育・研修等の受け入れ施設として必要不可

欠な施設と認識をするところであります。 

 市といたしましても、平成20年12月４日には国立室戸青少年自然の家利用促進協議会を設立

をし、市内各種団体にお願い、協力して稼働率の向上に向けて利用促進に努めているところで

ございます。さらに、平成22年11月には全国に所在する14の市町村で国立青少年自然の家の国

営継続を求める全国関係市町村協議会を組織をし、私もその副代表となっているところであり
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ます。首相官邸をお訪ねをし、当時の小川勝也内閣総理大臣補佐官と面談したほか、文部科学

省や独立行政法人国立青少年教育振興機構への陳情や国会議員の方々にも面会をして、存続に

ついて陳情及び要望活動を行ったところであります。また、本年度におきましても、12月１日

の上京の際に、全国協議会として策定をした要望書を本県選出の国会議員の方々全員にお渡し

をするとともに、再度存続を要請をしてきたところであります。そして、国立室戸青少年自然

の家に対しましても、独自の自主事業等の充実を図っていただき、稼働率向上に努めていただ

きたいという要請もいたしているところであります。 

 今後とも、あらゆる機会をとらえ、存続の要請をするとともに、稼働率の向上に向けて、県

や関係団体等と連携、協力をしてまいります。 

 さらに、今後の国の動向を見きわめながら、必要な対応策に取り組んでまいります。 

 次に、大きな３点目の健康対策についてでございます。 

 まず、特定健診の受診率向上についてでありますが、当市では市民の健康寿命を延ばすた

め、室戸市民が健康で長生きするための行動計画を策定をし、取り組んでおります。その中で

特定健診の受診率向上のため、健康応援団による地域での声かけや医療機関等での個別健診の

自己負担無料化などの事業に取り組んでいるところであります。 

 また、各種がん検診についてでありますが、現在胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、

乳がん検診を実施をしておりまして、早期発見、早期治療に努め、市民の健康増進を図ってい

るところであります。 

 なお、子宮頸がんは20歳から40歳まで、乳がんにつきましては40歳から60歳までであります

が、５歳刻みの節目年齢の方に無料クーポン券を配布をいたしております。また、今年度から

は大腸がんについても40歳から60歳までの５歳刻みの男女に無料クーポン券の配布を開始をし

たところであります。 

 今後におきましても、ペナルティーを受けることのないように受診率の向上に努めてまいり

ます。 

 なお、平成23年１月からスタートいたしました子宮頸がん予防ワクチン助成制度につきまし

ては、平成24年３月末で終了の予定でありますが、国、県の動向を見ながら継続の方向で取り

組んでまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、教育長及び関係課長から補足説明をいたさせますので、よろ

しくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 和田ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（和田庫治君） 大きな１点目の室戸ジオパークについての(1)世界認

定後の現状について市長答弁を補足させていただきます。 

 車の交通量をもとにして推計した観光客の入り込み客数でございますが、10月が対前年度比

にしますと約1.8倍、同様に11月が約1.2倍になっております。 
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 次に、室戸岬でガイドが案内をした観光客数でございますが、９月が17件で76名、10月が

61件で622名、11月が67件で909名になっておりまして、特に10月は対前年度比にしますと約

7.7倍、同様に11月は6.4倍になっております。また、吉良川でガイドが案内をした観光客数

は、９月が２件で49名、10月は４件で68名、11月は８件で169名になっておりまして、特に

11月は対前年比にしますと約1.6倍になっております。 

 このように観光客の入り込み客数やガイドが案内をした観光客数が大きくふえておりますの

で、世界ジオパークの認定による効果があったと推測をするところでございます。今後は、経

済効果の計算方法等を検討しまして、把握に努めてまいりたいというふうに思います。 

 次に、②のガイド養成講座についてでございますが、今年度も室戸市観光協会に委託して、

12月17日から来年の２月にかけて開催をいたします。現在、その概要を広報紙「むろと」12月

号に掲載し、受講者を募集しております。先週金曜日の時点で７名の方から申し込みを受けて

おります。せっかくでございますので、申し込みの締め切り日をもう少し延ばすほうに考えま

して、新聞にも講座の概要を掲載して、広く募っていきたいというふうに考えております。 

 次に、④のロゴマークの使用についてでございますが、ロゴマークを使用する場合には目的

や理由などを記入した使用申請書を提出していただいております。協議会としましては、いた

だいた申請書の内容を判断し、室戸ジオパークのＰＲに有効であるもの、飲食物の場合には原

材料に室戸産のものが使用されているかどうか、それから室戸で生産されているものかという

ような検討要件を踏まえ、許可をいたしております。許可の際には、ロゴマークを加工しない

ことや将来的には有料になる可能性があることの条件をつけて許可しております。現在、29件

に許可し、商品化になったものは17件、その他消防車の車両などのポスターとかに貼付するよ

うな形になっております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 大項目２、国立室戸青少年自然の家の存続に向けての取り組みについての中で、過去３年間

における本市の保育所、小・中学校の児童・生徒、教職員の利用状況についてのお尋ねがあり

ましたので、お答えいたします。 

 教育委員会といたしましては、自然の家の存続問題が浮上した後に、それまで以上に小・中

学生がどのように利用できるのか学校現場と検討、協議を重ねてまいりました。その結果、市

としましても、自然体験学習推進補助金を用意し、また県教育アクションプラン事業補助金を

活用するなどして、小・中学校の宿泊訓練や児童会、生徒会の交流事業として利用していると

ころであります。平成21年度におきましては小・中学校合わせて延べ16日157名、22年度は延

べ14日201名、本年度は延べ22日279名が宿泊利用をしております。今後もこれらの補助金を活

用して、宿泊利用の推進を図ってまいります。 

 また、保育所につきましては、宿泊利用の実績はありませんが、日帰りの形で利用をしてお
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るところでございます。 

 先ほど市長から答弁がありましたが、自然の家は本市教育施設の拠点としての役割を担って

おり、また世界ジオパークに認定された室戸市には将来県外からの修学旅行や一般見学者のた

めにも宿泊施設としてなくてはならない存在であろうかと思っております。今後も稼働率の向

上に向けた取り組みを続けてまいります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 堺議員にお答えいたします。 

 大きな３点目の健康対策について市長答弁を補足いたします。 

 まず、１点目の特定健診の受診率向上につきまして本年度の見通し、今後の取り組みという

ことでございますが、昨年と同様に、各地域の集団健診前に地域の健康応援団に戸別訪問によ

る受診勧奨を行っていただくとともに、常会長等への回覧文書送付や民生委員さんへの協力依

頼などを行い、地域での声かけによる受診意識の高揚に努めてきたところでございます。ま

た、集団健診の最後となります10月の保健福祉センターでの健診を拾い健診として位置づけ、

他地区での未受診者へのはがきによる個別通知や新聞へのチラシの折り込みによるＰＲなどを

行ってまいりました。 

 その結果、集団健診では保健福祉センターと佐喜浜の生活改善センターで増加、そのほかの

地区でほぼ前年並みで推移してきておりましたけれども、９月の台風が岬地区のときにありま

して、受診者が半減しております。その中で、集団健診全体としては若干のマイナスというこ

とになってきております。しかしながら、昨年度の未受診者理由アンケート結果を参考にいた

しまして本年度から実施いたしました医療機関等で受診する個別健診の自己負担無料化、それ

から市民課の実施しております脳ドックの対象年齢拡大などの効果によりまして、個別健診の

受診者数が伸びてきており、全体としては若干ではありますが、前年よりは受診率が向上する

のではないかと期待しておるところでございます。そのためにも、健診期間の終了となります

この12月に入りましても、前月末時点の未受診者全員に個別健診の受診勧奨のはがきを通知す

るなどしまして、最後まで受診率の向上に努めているところでございます。 

 それから、今後の取り組みといたしまして、これまで取り組んできたことはもちろん継続し

てまいりますけれども、来年以降につきましてはほかのがん検診とも同時に、土曜、日曜に実

施することも予定しております。 

 次に、２点目の各種がん検診事業についてでございますが、各種がん検診事業につきまして

も健康応援団による特定健診受診勧奨の際に、がんの検診パンフレットの配布を行っており、

10月には40代、50代の未受診者に対し、11月以降に実施する検診日程を記したチラシを送付

し、受診勧奨に努めているところでございます。11月末時点での各種がん検診の受診率は、肺

がんが18.2％、胃がんが9.7％、大腸がんにつきましては12月９日の日から始まっております

ので、まだちょっと率は出てきておりません。子宮頸がんにつきましては6.4％、乳がんにつ
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きましては8.2％というような状況でなっております。 

 次に、子宮頸がんワクチン接種の実施状況についてでございますが、対象者430名のうち約

60％の255名の方が９月末時点で１回目の接種を済ませておりまして、２回目、３回目を合わ

せまして延べ547人が接種ということになっております。 

 また、９月末に１回目の接種を済ますことに対する周知につきましては、３月より７月まで

供給量の不足によりまして初回接種が差し控えられていたこともございまして、対象者ごとの

接種の一部再開や全面再開となった折に、県のほうから医療機関、医師会など、関係機関に情

報提供を行い、報道等により周知をしていただいております。ただ、任意接種ということもご

ざいまして、改めて対象者個人には周知はしてないところが現状でございます。以上でござい

ます。 

○議長（林 竹松君） 堺喜久美君の２回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。２回目の質問を行います。 

 先ほどは御丁寧な御答弁をありがとうございました。少し何点かもう一度確認のためお伺い

いたします。 

 ガイド養成について協議会のほうに委託するほうがベターではないかという質問をさせてい

ただきましたが、その御答弁がちょっとなかったのではないかと思われます。私もガイドの端

くれとしまして、こういうことを聞くのは心苦しいんですけれども、正直観光協会に委託する

必要があるのかなという疑問もあります。ちなみに、21年度からこれまでの観光協会に対する

委託料、そして講座修了者数とか、実質出動できるガイドさんがどれだけ、成果ですよね、養

成講座の成果っていうのはどのように見られているのか。これからガイドさんというのはもう

いろいろなステージで対応するために、ボランティアガイドはもちろんのことですが、外国語

ガイドさんとか自然案内人と呼ばれていますインタープリターなどの有償ガイドさんの必要性

というのもこれからどんどん用意をしなければならないのではないかと思いますが、そういう

ガイドの養成から、それからガイドデビュー、そしてガイドのスキルアップ、それを一貫して

手助けをしていただくためにも、観光協会よりも協議会のほうが人材もすごくそろっています

し、ベターではないかと私はあえてこのような質問をさせていただきました。 

 そして、ジオパークの推進拠点の件でございますが、お話を聞く限りには、本当に室戸に新

たな未来を感じる、子供たちがそういう喜んで体験できる施設にしたい、そういうお話でござ

いましたが、メンバーは学識経験者と市民、どなたかということはちょっとお伺いできなかっ

たのですが、聞くところによりますと、ジオパーク推進協議会の優秀な専門員さん４名のだれ

ひとりも入ってないような状況で、これで体験型拠点施設の基本計画の策定に取り組んでいる

ので、これがいいのかなということをふと感じました。 

 また、11月30日の高知新聞の後半のほうに載ってましたが、ちょっと読ませていただきま

す。会合を非公開とした理由について坂井委員長は取材に対し、まだ何も決まってない段階、



－53－ 

うちは内密にやらないかんこと、横やりが入ると説明、次回会合も公開しない意向だが、小松

市長は秘密会にするつもりはさらさらない、次回以降は自由に入ってもらっていいとしてお

り、市側と検討委員側の姿勢は食い違っているという記事が載っておりました。次の委員会か

らは非公開にしないのでしょうか。けれども、非公開にするしないは委員会で決めることであ

って、市長がなかなかそれは決めれないのではないかと思いますが、この点はいかがなのでし

ょうか。 

 その次に、青少年自然の家の件なのですが、いろいろ利用についても各支援をして、各学校

でも宿泊訓練などで利用率を上げているという話をお伺いしましたが、自然の家、地元の室戸

の子供たちが果たしてシュノーケリングやオーシャンカヤックのような都会の子供たちが喜ん

でやっているああいう訓練をやらさせてもろうているのかなあというのが一つ疑問になってま

す。せっかく地元にある施設を地元の子供たちが本当に存分に使わせていただく。そのために

は当然行政からの支援が必要だと思いますが、その点全学年、大体が学年で、小学校で１回、

中学校で１回ぐらいしか多分宿泊の体験をしてないんではないかと思いますが、各毎年度にそ

れをやれる、学校側の都合もあろうかと思いますが、そういう方向で何とか存分に使っていく

と。室戸の子供たちはあそこの施設を存分に使いゆうという、そういうことを皆さんにアピー

ルできるように、また実際できるようにしていく方法はないのかどうか、よろしくお願いしま

す。 

 次に、子宮頸がんの予防ワクチンについて、市長は来年度も続けていきたいというお話をし

ていただきましたが、たまたま先日ですかね、埼玉医療センターの子宮頸がん予防ワクチンに

ついての第一人者であります今野先生の講演をお聞きすることができました。そこですごく印

象に残ったのは、12歳の女子全員にワクチンを接種した場合、社会的損失を190億円抑制され

る、そのように言われておりました。また、これだけ公的費用が公的に助成されているのにも

かかわらず受診率が低いというのは、適正な啓蒙活動と自治体の取り組む姿勢が低いのではな

いかということを指摘をされておりました。その点をもう一度お聞きいたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず１点目、ガイド養成でございます。これは先ほどにも申し上げましたように、今は観光

協会にお願いをしてやっているということでありますが、十分でない部分あるいは協議会がや

ったら効果がある部分というようなものを、問題点を把握をした上で、次来年からどうするの

かということについて検討、協議の上、関係団体あるいは関係者と協議の上、進めていきたい

というふうに申し上げたところであります。 

 それから、拠点施設の件についてでありますが、推進協議会の４名が入ってないという話で

ありますけれども、この検討委員会につきましては、これは専門分野というものも設けていか

ないといけないというような話をさせていただいてきたところでございますし、そうした専門
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的な分野に入ってまいりますと、当然その方々の意見もお聞きを僕はしていかないといけない

というふうに思ってますし、室戸ジオパーク推進協議会とジオパーク推進室が同じ位置にござ

いますので、当然この点についても事務局として意見を取り入れていくというようなことをぜ

ひやっていただきたいということで、課長にもお話をしているところでございます。 

 また、高知新聞のことを取り上げて御質問がございましたけれども、１回目の拠点施設の検

討委員会につきましては、役員の選任であるとかおおよそ決まった問題ばかりであるから、き

ょうは余り内容がないのでいいのではないかと、役員さんだけを決めることであるというよう

なことで、委員さんに諮って、きょうは非公開というような形になったというふうに、私も出

席をしておりましたので、理解をしております。次からは、その会でも入っていただいていい

と、議論が深まってくると当然いろんな方を排除する考えはないと、入っていただいて、聞い

ていただいたらいいというようなことで私は聞いておりますし、非公開にするというようなこ

とにはなっていないというように私は理解をしております。ぜひ、それは私の権限の及ばない

ということかもしれませんけれども、委員長さんに対しては私はその辺を再度公開をしていた

だきたいというような形での申し入れというようなことはしていきたいというふうに思ってお

りますし、委員長さん自体もその辺については僕は理解をいただいているというふうに考えて

おります。 

 それから、青少年自然の家の利用につきましても、以前は市から補助金も出さないで使って

ほしい欲しいというような形でありました。ですから、とにかく小・中学校ができるだけ使え

るように、あるいは市からもその必要な経費を助成をしようと、補助していこうという中で、

現在私は利用が進んでいるというふうに思っております。一層、そのことは進めていかないと

いけない。地域みずからが利用促進を図っていかなければならないというような思いでござい

ますので、今後とも利用の促進を頑張っていきたいというふうに思います。 

 それから、子宮頸がんワクチンの予防接種の話であります。御案内のように、受診率が余り

高くないということでございます。ぜひ、今後におきましても受診率を高めていくように、い

ろんな機会をとらえて啓発に努めていくということで取り組んでまいりたいと存じます。以上

です。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 自然の家の活動につきまして、宿泊訓練等につきましては全市内の小学校が行っておりま

す。中学校等については、クラブ活動等での利用が主かというふうに考えております。それ

で、海の活動については、恐れ入ります、全部の学校がやっているかどうか十分に把握してお

りませんが、とにかく何校やって何校がやってないということは申し上げられませんが、ただ

海の体験、シュノーケリングとかシーカヤックとかというものは期間限定でございまして、前

もって予約が必要で、夏休みは自然の家は実はいっぱいなわけです。だから、県外のいわゆる
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子供さん、学校単位での申し込みが多くて、うちの市内の先生方の申し込みがおくれるので、

つい外されてしまうという状況があることは確かです。ほんで、そこらあたりを今申しました

ように、前もって教師に早く予約をとって、市内で活用するということで、それが時期がずれ

ていいものならばそうしますが、そういう状況もありますので、とにかく活用、利用について

は宿泊と同時に進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

以上です。 

○議長（林 竹松君） 堺喜久美君の３回目の質問を許可いたします。堺喜久美君。 

○１２番（堺 喜久美君） 12番堺。３回目の質問をさせていただきます。 

 大体理解をさせていただきました。もう一つだけ、拠点候補地の検討委員会での話なんです

が、これから専門部会を招集していろいろ決めていくという市長さんのお話がございました

が、この現在の委員会で基本計画を策定するとなっておりますので、その時点で専門部会とい

う話ではないかと思います。基本計画がそういう専門的な知識のある、ジオに対する知識のあ

る専門委員さんがいなくて基本計画の策定ができるのかどうか。また、専門部会は、検討委員

会設置要綱によりますと、第７条で専門部会は委員長が指名する委員をもって組織し、必要に

応じて専門委員を置くことができるとなっております。すべてこれはもう委員長権限というこ

とでとらえていいのでしょうか。 

 以上で３回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 これは基本計画そのものの中に、基本計画だけをこの検討委員会が作成するというふうには

私自身はそうとらえておりません。全体的な形としてとらえていただきたいという思いでおり

ますし、委員長さんがその委員を選ぶというようなことについてはそういうふうにしておりま

すけれども、当然私どもも事務局として入っているわけでありますので、ぜひ事務局としての

考えというものをぜひ出していただきたいというふうに思ってます。何といいますか、いろん

な形で、ほかの人を全部排除をして、一部の人だけでこれをつくるっていう考えは僕は自分の

考えとしては毛頭ございません。たくさんの方の知恵や意見を出していかなければ、この施設

えいものにはならないというふうに思ってますので、ぜひ、例えば委員さんの人数にしてもま

だまだ広げたいし、限定的にとらえておりません。そのときの会におきましても、私は専門部

会の話であるとか、この会にもっと委員をふやす問題であるとかというのはぜひ検討いただき

たいというようなこともお話をしているところでございますから、そしてまたその委員会の中

で市長はもうきょうしか出てこんのかという話もございました。いえ、ぜひ、すべての会へは

よう出ないかもしれませんが、積極的に出させていただくというようなことも申し上げてきた

ところでございますので、私はなるだけ幅広く、また専門家の委員を、専門家の方々の御意見

をぜひ入れていきたいというふうに考えております。以上です。 
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○議長（林 竹松君） これをもって堺喜久美君の質問を終結いたします。 

 次に、亀井賢夫君の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番、自民クラブの亀井です。本定例会におきまして、通告に従い一

般質問を行います。 

 １、国道55号線浮津交差点改良工事について。 

 浮津交差点改良工事についてお伺いいたします。 

 この浮津交差点に関しましては、何度も集中豪雨により、周辺一帯が冠水する被害があった

地域でございます。その後、土佐国道事務所により、現地測量が実施され、地元住民への現地

調査についての説明会が開催されたと聞いております。その後、議会の一般質問の市長答弁で

も、平成21年度当初に事業決定がなされ、７月の地元説明会で具体的に事業が進捗していると

の説明がされております。そのときの課長答弁でも、平成19年９月に周辺の聞き取り調査を行

い、これは集中豪雨が18年11月であったことにより開催されたようですが、その後何度か地元

説明会がなされ、最終年度が市長答弁でありました平成22年７月14日の説明会であり、住民一

人一人に対して現地立会の上で道路計画の位置説明がされたようです。その住民説明会では、

同年10月から用地測量と建物補償調査が始まり、翌年の５月ごろには順次用地及び補償交渉に

入るとの答弁がされております。そして、平成23年度事業になりますが、現在用地買収の交渉

が土佐国道事務所で進められているとの説明がされたようで、通勤通学でこの道路を利用して

いる人たちや関係住民の方々も大変喜んでおります。 

 そこでお伺いいたします。 

 現在の進捗率はどのくらい進んでいますか。土地、家屋の買収及び補償件数と契約件数で説

明をお願いします。 

 (2)本工事への着手は何年度の予定で計画を進めておりますか。また、渋滞の解消策として

右折ゾーンの設置の話がありましたが、現在進められている計画はどのようになっています

か。概略設計がわかればお願いします。この２点について、現在わかってる範囲で御答弁をお

願いします。 

 ２、火葬場の改築工事について。 

 火葬場及びアクセス道路についてお伺いいたします。 

 火葬場の改修事業につきましては、市民の方や斎場関係者、バス会社関係者等からも火葬場

の改修はもとより、県道からの進入道路、アクセス道路の改良の声が多く聞かれ、一般質問で

何度も取り上げられております。ことしの議会でも一般質問がなされ、火葬場につきましては

平成26年度までに完成する旨の答弁がなされて、ようやく着工となることに市民の方も安心し

たことと思われます。ただ、アクセス道路となる進入路の整備につきましては交付金事業や補

助事業の活用により道路改良に努めてまいりますと何度か答弁がなされておりますが、この市

道椎名室戸線の道路改良につきましては平成21年の６月議会の課長答弁では、地権者を調査し
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て、前向きに検討していくと答弁されており、また平成22年の６月議会の課長答弁では、また

同じように現地視察や所有者調査を行い、検討しておりますと答弁されております。ただ、こ

のときの答弁では工事内容についても説明がされており、延長20メーターで幅員５メーターの

待避所の設置事業を考えているとのことで、１年の間に検討しますから検討をしております

と、少し前向きに進んだ回答がされております。そして、ちょうど１年後となることしの６月

議会の市長答弁でも、同じように、交付金事業による待避所の設置により利便性の向上を図る

との説明がされております。 

 そこでお伺いいたします。 

 火葬場の建てかえ工事が平成26年度に完成するとなれば、建築材料や資材の搬入が現道のま

までは小型車での運搬となり、事業費に大きく影響すると思われます。火葬場の建屋発注まで

にアクセス道路、進入路の事業着手を行うほうが得策なのではないかと考えられますが、火葬

場の事業計画書を作成するに当たり、アクセス道路、進入路の道路工事についてこれからどの

ように進められていくのかお聞かせください。 

 また、別の道路計画として三津坂トンネル側から市道椎名室戸線へ連絡する道路改良工事も

事業課で検討されていたようですが、火葬場建てかえ事業の建屋の説明は市民課、そして県道

から火葬場への進入道路の事業説明は建設課でされておりますが、建屋と道路の建設は別事業

ということで計画されるのでしょうか。そして、測量設計についても外注になると思われます

が、建築基本設計及び路線計画の打ち合わせや工法協議についても別々に進めていくことにな

るのでしょうか、お聞かせください。 

 ３、台風、地震等の自然災害について。 

 (1)地震対策についてお伺いいたします。 

 平成23年３月11日に発生した東北地方の地震、津波による災害状況をテレビで見ていると、

当市で大きな地震が発生したときの震災対策は大丈夫なのだろうかと心配でなりません。言葉

は悪いですが、この東日本大震災を教訓として、国や県の震災対策の方向性はハード事業での

対策はもとより、まずは逃げることを前提として取り組みを進めております。当市といたしま

しても、ハード事業の取り組みは単独では大変困難と思われますし、逃げることへの対策を主

として市の方向性が進められていくことになると思われます。ただ、テレビ・新聞等の報道機

関によると、他の市町村は災害対策本部の強化や避難訓練の実施、そして避難道路や避難場所

の点検等、防災対策への取り組みが非常に進んでいるように報道されております。当市の地

震、津波対策の取り組みについては、この11月より津波避難計画の策定が始まったところであ

り、この住民ワークショップで避難道路や避難場所の見直しの必要も出てくると思いますが、

確認の意味でお伺いいたします。 

 ①自主防災組織が指定している避難道路の安全確認について議会で再検討すると答弁されて

おりますが、再検討により避難場所や避難道路の安全確認及び道路補修等の工事が必要となっ
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た場合、関係住民に対しての現地の技術指導は何課で対応してくれることになるのでしょう

か。例えば、個人所有のブロック塀等のことになります。 

 ②県や他の市町村では、南海地震対策に対して課の設置等危機管理への取り組みに力を入れ

ておりますが、当市の防災担当職員は他市と比べて少ないと思います。当市の職員体制と近隣

市町村の防災担当職員体制はどのようになっておりますか。また、当市の職員は羽根、佐喜浜

と本部から離れており、地震対策を考えた場合、時間内に集合するのは難しいと考えられる

が、災害対策本部の職員の配置はどのようにされているのでしょうか。 

 以上、２点について御答弁をお願いします。 

 (2)台風６号及び台風12号についてお伺いいたします。 

 ７月18日から20日の台風６号につきましては高知県をかすめて徳島県に上陸というコースで

通過いたしており、９月２日から３日の台風12号につきましては安芸市周辺への上陸というコ

ースになりました。その結果、当市では、一部の防波堤の決壊を除いて、直接大きな被害もな

かったと聞いておりますが、テレビの報道では、高波により小石や流木が打ち上げられて、国

道55号線が通行どめとなっている報道がされておりました。以前にも、越波により羽根岬から

佐喜浜の都呂までの何カ所かが通行規制や通行どめとなり、対応に四苦八苦した経緯がありま

す。この台風６号が当市に接近したときも同じような状況が発生しており、早朝に室戸市内に

入った運送業者が吉良川・羽根岬の国道への越波による通行どめで室戸市内から帰れなくなっ

たことから、やむなく東洋町方面からの東回り経由を利用して本社へ帰る選択をしたようです

が、今度は室戸岬町椎名と夫婦岩間で通行規制がされており、その配達業者さんは室戸市内で

立ち往生となり、配達業務ができず、非常に困っていたと聞いております。 

 次の９月２日から３日の台風12号につきましては、台風６号よりも非常に大きな台風であ

り、高知への上陸が予想されていたにもかかわらず、２日の20時以降に、国道55号線の椎名か

ら佐喜浜都呂間で高潮・高波により小石や流木が道路に打ち上げられている危険な状況の中

で、今度は交通誘導員や交通規制もされていない状態で通行させているという状況がありまし

た。 

 そこでお伺いいたします。 

 市の災害対策本部と土佐国道事務所・室戸土木事務所・警察等との横の連絡はどのようにし

ているのでしょうか。そして、突然通行どめ等の必要が起きた場合、関係機関への連絡など、

情報の共有はできているのでしょうかお聞かせください。 

 (3)自然災害後の対策のあり方についてお伺いいたします。 

 台風災害の復旧対策につきましては、住民及び関係機関からの連絡や報告により担当課の職

員による現地調査を行っておりますが、災害場所により土佐国道事務所、県の土木事務所、林

業事務所、耕地事務所等に被害報告をして、所管別により災害復旧工事を進めていると思われ

ます。市所管の災害箇所につきましては、住民要望も聞き入れながら、査定設計書に取り入れ
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て、少しでも関係者が納得できる災害復旧工事を進めていると思われますが、国・県が所管し

ている復旧工事につきましては市が窓口となって住民の声を要望書にまとめて、国・県に伝え

ることになると思います。前段でも話したように、台風６号及び台風12号で通行どめとなった

区域につきましては、以前も同じように通行どめとなり、何度も土佐国道事務所や四国地方整

備局に出向いて要望を行い、着手に至った経緯があります。 

 そこでお伺いいたします。 

 羽根岬・西灘・元・佐喜浜都呂地区の国道につきましては、土佐国道事務所により越波対策

として防波堤のかさ上げ等、部分的に工事が完成されておりますが、この台風６号及び台風

12号の越波により通行どめとなった国道55号線も以前に被災を受けていた箇所と思いますが、

工事区間として事業計画に入っていなかったのでしょうか。また、この被災箇所についてはこ

としの国・県への要望事項に入っていなかったようですが、事業に着手されるのでしょうか。

当市の道路網は西側の出入り口となる奈半利町、東側の出入り口となる東洋町が市外へつなが

る唯一の幹線道路であり、旧町間のアクセス道路も国道55号線だけとなっております。現状の

国道55号線では室戸市の孤立だけでなく、羽根－吉良川間や室戸岬－佐喜浜間など、旧町間も

孤立状態になってまいります。これらの道路状況を踏まえて、室戸市としてこれからどのよう

な対応をしていく考えなのか御答弁をお願いします。 

 ４、公共事業と基幹産業について。 

 公共事業への取り組みについてお伺いいたします。 

 国の政策方針により、高速道路事業の廃止や脱ダム宣言等によりコンクリートから人への方

向転換が行われ、その影響により地方の自治体も公共事業の予算の削減が徐々に進められてま

いりました。その結果、田舎の基幹産業でもある建設業につきましては、経営の合理化を追求

し、会社組織としての機動力や技術の改善、人員の削減など、経費の節減へと日々努力を重ね

て会社を守っておりましたが、事業量の激減による影響から転職する会社や組織を小さくして

家内だけの兼業会社にして経営している状況になっております。これは社会情勢の変化に即応

して、よりよい利潤の追求を追うためのものであるように思われますが、実情は従業員の生活

を守りたい、仕事を何とか与えたいと考えた会社存続対策の結果と思われます。当市でも、平

成18年度には61社指名願が提出されていた業者も、平成23年度には46社へと大きく減少してお

ります。市内業者の地区別減少幅につきましては、羽根町は７社から４社へ、吉良川町は15社

から13社へ、室戸・室戸岬町は31社から26社へ、佐喜浜町は８社から３社へと大きく減少して

まいりました。 

 そこでお伺いいたします。 

 (1)当市の基幹産業の中心的役割であったと思われる建設業の雇用について10年または５年

前と現在の従業員数について、わかる範囲でお聞かせください。 

 (2)事業課の予算についてお聞きします。 
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 ５年前とことしの工事費、維持工事費の予算の執行状況はどのように変わっておりますか。

道路維持費、道路新設改良費、河川海岸費についてお願いします。 

 そして、現在未着手となっている市民からの要望箇所数とそれに係る事業費はどのくらいに

なっておりますか。 

 (3)財政健全化により年度別事業計画が作成されていると思われますが、作成されている３

カ年計画か５カ年計画について、道路新設改良工事と河川水路整備工事の市単独事業分を除い

た年度別件数とそれに係る予定事業費をお聞かせください。 

 以上、３点について御答弁をお願いします。 

 ５、道路敷地の管理について。 

 市有地及び市道用地についてお伺いいたします。 

 この市有地につきましては、以前より問題となっておりましたが、手つかずの状態で長い間

放置されております。場所は佐喜浜町1600の25番地横の倉庫と1618番地横の災害住宅でござい

ます。現在、この２戸の建物は管理の状態が悪く、シロアリの発生で隣の住民等が非常に迷惑

している状況でございます。市の方にも何度か対策についての申し込みを行ってまいりました

が、ようやく使用者との話し合いも解決されたようで、ことし平成23年度に建物の取り壊しに

着手するとの説明がされておりますが、現状の建物は倒壊寸前の危険な状態となってきており

ます。早急に手を打つべきではないでしょうか。 

 そして、災害住宅が建っている土地につきましては、途中まで未舗装の道路がつくられてお

り、側溝水路の維持管理にも非常に迷惑しております。現在、この２件の物件が普通財産か行

政財産かはわかりませんが、行きどまりの砂利道路が避難道路として利用されており、早急な

対策が必要と考えられます。予算も計上されているとのことですが、これからどのように取り

組まれていくのかお聞かせください。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 亀井議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の国道55号線浮津交差点改良についてでございますが、平成19年８月３日から

国土交通省土佐国道事務所などに対し、旧室戸法務局前交差点拡張整備といたしまして陳情要

望活動を続けてまいりました。その結果、事業採択をされ、地権者の意向調査や住民説明会へ

と進んできたものでございます。関係者の方々の御協力に対し感謝をするところであります。

現在、現地測量が終わり、用地買収が行われているところであります。少しでも早く拡張工事

が進捗するよう、市といたしましても協力をしてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の火葬場の改築工事についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、本市の火葬場は昭和56年度に建設をされたものでございます。建

築後30年を経過し、設備や待合室の老朽化、排煙塔からの煙の問題等がございます。また、市
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道椎名室戸線の改良につきましても改善要望をいただいているところでございます。そうした

状況の中、私といたしましても現在地での建てかえ方針を示し、昨年度用地買収を行ったとこ

ろでございます。今年度は火葬場を建設をするため、市民の方々や有識者、関係機関などの代

表者によります委員会を立ち上げ、検討していくことといたしております。火葬場の建てかえ

工事につきましては、さまざまな課題を解決していかなければならないと考えております。 

 御指摘の道路問題につきましてでありますが、大型車両の通行が困難でございます。その対

策についても必要というふうに考えておりますけれども、現在の道路におきましても資機材の

搬入等については可能であるというふうな御意見もいただいているところであります。また、

現道改良につきましては、今後の利活用も含め、待避所を設置したいというふうに答えてまい

りました。早い段階で整備ができるように努めてまいります。 

 なお、御質問の中の新たな道路計画のお尋ねでございますが、これは県道の三津坂トンネル

改修計画の議論の中で新たな道路計画が出ていたのではないかというふうに想像するわけでご

ざいますが、現在当市では全体的な道路改良の要望としてたくさんの要望が上がっておりま

す。現状の中では財政的な問題もございます。新しい道路整備計画というものにつきましては

検討はしていないところでございます。 

 いずれにいたしましても、火葬場建設につきましては建築問題や道路問題がございます。関

係課で十分議論、検討を行いながら取り組んでいかなければならないと考えております。 

 次に、３の(1)地震対策についての庁内組織体制についてでございます。 

 本市では、防災業務をこれまで総務課総務班で行っておりました。私の就任後、組織の見直

しを行いまして、平成19年度から新たな防災班として独立をさせ、２名の専任職員を配置し

て、南海地震などの防災対策の充実に取り組んできたところであります。さきの東日本大震災

を踏まえ、南海地震などに備えて、防災対策の強化を進めている自治体があることは承知をし

ているところであります。県下におきましても、さきの震災で一番津波の高かったと言われる

須崎市におきましては、今年６月１日付で地震防災課４名体制を新設されたということもお伺

いをするところであります。また、そのほかの市町村におきましても、組織の見直しが行われ

ている事例がございます。本市といたしましては、厳しい財政状況のもと、新室戸市行財政改

革プランに基づき職員数の削減に取り組んでいるところでございまして、現在のところ直ちに

課を設置をするということは大変難しいのではないかと考えております。限られた人員の中で

関係機関や部署間の連携・協力を図り、南海地震を初めとする防災対策の充実・強化に努めて

いかなければならないと考えております。 

 次に、災害対策本部の職員配置についてでございます。 

 本市における災害対策本部の組織体制につきましては、これまで台風などの風水害を想定を

した組織体制が中心でございましたが、今回の東日本大震災を踏まえまして、本年７月にそれ

らの見直しを行ったところでございます。体制といたしましては、市長を本部長として新たに
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水道部を新設するなど、７部18班体制とし、災害の状況に応じて、佐喜浜支部から羽根支部ま

での７つの支部を設置をし、充実をさせていくこととしております。配備体制としましては、

夜間や休日に南海地震などの大規模災害が発生した場合には、職員は住所地に最も近い支部に

参集することといたしております。そのことによりまして、少しでも早い避難所の開設や被害

状況などの情報収集及び伝達、避難誘導や被災者の救出などに迅速に対応ができるのではない

かと考えております。今後におきましても、防災班の組織の問題や災害対策本部の組織体制な

どにつきましては、必要な見直しを行いながら、災害時に迅速な対応ができるように取り組ん

でまいります。 

 次に、３の(3)災害後の対策のあり方についてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、国道55号線は当市にとりまして命の道であり、防災の道であり、

大変大事な基幹道路でございます。しかし、台風や豪雨時には高波の越波や大雨によりたびた

び通行どめになるなど、住民生活に支障を来しております。今年も台風６号では、西灘地区が

４回、羽根地区が２回、台風12号では、西灘地区が１回、越波により通行どめになるなど、市

民生活に大きな影響が出ているところであります。 

 こうした状況を改善をするためにも、防波堤のかさ上げや海岸の越波対策としての人工リー

フの設置工事などを実施をしていただいているところでございます。また、少しでも危険性の

ない安全な国道にしていただくよう、前段で申し上げました浮津交差点改良や国道の歩道整備

などに取り組んでいただいております。さらに、越波対策を含め要望活動といたしましては、

羽根岬や行当岬をトンネルで改良することや佐喜浜から東洋町間のバイパス道路の設置、高規

格道路からのアクセス道路の設置などにつきましても国・県に要望をいたしているところであ

ります。また、一般国道55号、阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会におきましても、高規格

道路の早期完成や国道55号の改良について要望活動を行っております。 

 次に、国道55号線以外で市内をつなぐ幹線道路のことについてでございますが、一つには吉

良川町大平から佐喜浜町舟場を結ぶ林道大平舟場線がございます。また、羽根町東又から佐喜

浜町段を結ぶ林道東又佐喜浜線が平成24年度には開通をする予定となっております。孤立化を

防ぐことにつながるのではないかと考えております。また、この路線、東又線が完了後、羽根

と吉良川を結ぶ林道小川線の完成に向け、両方から工事を進めることなどにつきましても県に

要望をいたしているところであります。 

 そして、もう一つは県道佐喜浜吉良川線のことについてでありますが、停滞をしていた箇所

などの改良が順次進んでまいりました。市といたしましては、現在市道の部分について権原事

業を実施した上で、県道として認可し、整備をいただくように、県道の延長について要望活動

を行っているところでございます。今後とも、国道や県道、市道路線などの整備につき努力を

してまいります。 

 次に、公共事業の取り組みについてでありますが、地域の経済活動に大きく影響がございま
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す。できるだけ公共事業を導入をし、これも余り多い年や少ない年というようなことのないよ

うに、平準化をした公共事業の実施が必要ではないかというふうに考えるところでございま

す。一定、公共事業を確保していかなければならないと考えております。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 亀井議員さんにお答えいたします。 

 大きな３点目の台風、地震等の自然災害についての中の(1)地震対策に関してでございま

す。 

 現在私どもが取り組んでおります津波避難計画の住民ワークショップの中でも、避難路や避

難場所について御検討いただいておりまして、安全性や整備の必要性につきまして多くの御意

見や要望などをいただいているところでございます。それらの見直しや再検討の結果、安全確

認や補修等が必要になった場合の整備方法や工事に関する技術的な指導についてでございます

が、市といたしましては現在のところ総務課が総括的に防災を担当しておりますので、まずは

そういうお問い合わせの窓口としては総務課でお伺い、お話しして、その中で技術的な部分が

ございましたら、市の事業課でございます建設課や農林水産課などの技術職員の協力をいただ

くとともに、県の担当部署の助言等も仰ぎながら、できるだけの協力をさせていただきたいと

考えております。 

 特に、御質問にございましたブロック塀に関しましては、御案内のように、本市は地形的に

風が強く、台風などの強風から家屋等を守るため、古くから石垣やブロック塀などが多く設け

られております。南海地震等の大きな揺れによるブロック塀等の倒壊は津波からの避難の支障

となるおそれがあり、津波避難対策の大きな課題の一つであると考えております。こうしたブ

ロック塀はそのほとんどが個人資産であることから、対策には難しい面がございますけれど

も、国・県におきましてもその対策の必要性を認めており、ブロック塀の撤去や生け垣、フェ

ンスなどへの改修に対する補助制度の検討がなされているというふうに聞いておりますので、

市としてもそれらの情報に留意しながら、所有者に対して情報提供を行っていくとともに、必

要な対策について検討をしてまいります。 

 次に、２点目の台風６号及び台風12号の対応のあり方についての中で、関係機関との連絡や

情報共有についてでございますが、まず気象警報が発令されたときや台風の接近が予想される

ときには、まず総務課職員及び消防連絡員が登庁し、最初に県と県土木事務所、室戸警察署及

び消防本部に配備体制をしいたことの第一報を入れます。その後、警報が解除されるまでの間

待機し、被災状況に応じて関係課職員への連絡を行うとともに、各関係機関との連絡、情報交

換及び市民の方々からの問い合わせ等の対応に当たっております。災害時における国道の通行

どめなどの道路情報につきましては、国道55号につきましては国土交通省土佐国道事務所か
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ら、また迂回路となります国道493号につきましては安芸土木事務所室戸事務所からファクス

や電話等により随時連絡をいただいております。これらの情報につきましては、市民の皆さん

や報道各社から問い合わせがあったときなどにも随時情報を提供しているところでございま

す。 

 なお、国道55号の通行どめなどの情報は国土交通省四国地方整備局のホームページでも閲覧

することができますし、同ホームページから携帯電話などに登録しておきますと、四国内の国

道の通行どめや解除に関する情報がメールで配信されるサービスも行われております。道路の

通行どめなどのこうした情報は市民生活に密着した重要な情報でございますので、今後とも関

係機関と連絡を密にして、正確な情報提供ができるよう対応してまいりますので、よろしくお

願いをいたします。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 松本財産管理課長。 

○財産管理課長（松本大成君） 市長答弁を補足いたします。 

 大きな４点目の公共事業と基幹産業について、(1)建設業の雇用については私のほうから答

えさせていただきます。 

 なお、お答えする数字は、建設工事入札参加資格申請書をもとに積み上げましたので、申請

書の保存年限の関係から平成20年度と平成23年度の比較としましたので、よろしくお願いしま

す。 

 では、平成20年度の建設業者数は53社、平成23年度は46社、従業員数は20年度では323人で

あったものが23年度は295人でございまして、業者数で７社、従業員数で28人の減となってお

ります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 大影建設課長。 

○建設課長（大影伊津夫君） 亀井議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 大きい１点目の(1)進捗率について。本年度より実施しております土地買収、建物補償な

ど、契約件数は全体で28件、現在執行済み件数は14件、進捗率50％と、土佐国道事務所からお

聞きしております。 

 次に、(2)本工事への着工年度について。用地買収が順調に進み、完了すれば、平成26年度

着工、平成27年度が完成であり、また右折レーンの設置につきましては滞留長さ30メーターを

計画しており、あわせて歩道のない区間におきましても歩道を整備するようであります。 

 次に、大きい３番目の(3)災害後の対策のあり方について。議員さんお尋ねの羽根地区、西

灘地区の通行どめとなった区間の工事計画についてでございます。土佐国道事務所におきまし

ては当該箇所の工事の計画はされておらず、越波対策については今後の越波の状況等を踏まえ

ながら検討を行いたいとのことであります。当市としましては、今後におきましても台風で越

波により通行どめになる可能性が非常に大きいので、土佐国道事務所に対し、早急な越波対策

についての要望を行ってまいります。 
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 次に、大きい４番目の(2)建設予算について。御質問の５年前とことしの工事費、維持費の

予算執行状況は、平成18年度の実績と今年度９月補正までを比較してお答えします。 

 道路新設改良工事につきましては、平成18年度が市単独事業も含めて2,970万円、今年度が

9,190万円で3.1倍、道路維持費につきましては、平成18年度が1,680万円、本年度が2,940万円

で1.8倍、河川海岸費につきましては、平成18年度が維持管理及び工事費で1,350万円、本年度

が1,600万円で1.2倍となっており、５年前とでは約2.3倍の事業費になっております。 

 また、現在未着手になっております市民からの要望箇所と事業費はとの質問ですが、議員さ

ん御存じのとおり、市民からの要望はほぼ毎月でございます。道路側溝の破損、道路陥没箇所

の穴埋めなど、すべてに行き届いてないのが現実であると思いますが、その都度要望に沿える

よう努力しております。現在未着手の市民からの要望は、大規模な改良工事と本年度計画して

いるものを除き、件数で15件、事業費で2,700万円となっております。これらの未着手箇所は

単年度単費では難しい箇所もありますので、補助事業での対応などを取り入れまして、要望に

こたえるよう努力してまいります。 

 次に、大きい４番の(3)工事の年度別計画書について。道路整備の年度別事業計画は、室戸

市行財政改革プランで計画しており、現在その計画に沿って実施しているとこでございます。

議員さんお尋ねの整備件数と事業費は、平成23年度10件、事業費１億3,395万円、平成24年度

11件、２億595万円、平成25年度11件、２億1,325万円の３カ年で計画しております。今後も財

政事情を考えながら、計画の達成に努めてまいります。河川及び水路については計画はござい

ません。 

 次に、大きい５番目の(1)市有地の管理について。この件につきましては、以前からの課題

であり、佐喜浜町1618－13番地の建物は昭和34年の伊勢湾台風の被災により市が建てた災害住

宅であります。建物は老朽が激しく、現在は入居者もおりません。この建物は本年度取り壊し

を計画しておりまして、前の使用者より取り壊しについて承諾していただいており、現在設計

書を作成しているところであります。発注時期は12月中を考えており、取り壊した後の道路整

備につきましてはアスファルト舗装と水路工を計画しております。また、行き詰まりにつきま

しては貫通できるよう努めてまいります。 

 もう一件の佐喜浜町1600の25番地横の倉庫につきましても老朽化がひどく、屋根が半分ない

状態であります。この倉庫につきましては、所有者が不明で、いつだれがどのような理由で建

てたか調査しまして、取り除きの方向で取り組んでいきたいと考えております。以上でござい

ます。 

○議長（林 竹松君） 亀井賢夫君の２回目の質問を許可いたします。亀井賢夫君。 

○２番（亀井賢夫君） ２番亀井。２回目の質問をいたします。 

 １点でございます。これは確認の意味でお答えをしていただいて結構です。火葬場のアクセ

ス道路についての質問に対して、道路工事と建築工事は別々の事業との答弁だったと思います
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が、現道を利用して建築工事の発注となれば、今度は建屋の工事期間が長くなると考えられま

す。そして、今の火葬場を取り壊して建てかえるのであれば、なお工事期間は長くなり、火葬

場の休止、休業というか、休止期間がその分長期間になってまいります。道路改良工事を建屋

の発注前に完成させて、少しでも火葬場の休止期間を短くするのが得策と考えられますが、ど

んなお考えでしょうか、再度答弁をお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 亀井議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 火葬場の建設に伴う建築工事と道路改良ということの兼ね合いのお尋ねではないかというふ

うに存じます。そのことにつきましては、当然建築と道路整備につきましては担当課が違いま

すが、先ほども申し上げましたように、連携をとってやっていかないといけないということは

お話をしたとおりでございます。例えば、火葬場はどんだけ休業期間を考えているのかという

ようなことはまだ今のところ想定をようしておりませんが、現在の場所をそのままで建築をす

るとなると、多分１年間火葬場を全部とめていかないといけないという思いがしているところ

でございますので、ぜひ用地造成、あそこの場所の用地を購入したと申し上げましたが、用地

造成を僕は先にやる必要があるのではないかという思いでございます。どれくらいまだ造成を

どれくらいの面積でやるのかとか、どういった形で広げるのかというのは今のところまだ状況

を押さえることができておりません。今後とも、そうした造成の問題、それから道路につきま

しても頻繁に行き交うということでございますから、その待避所などの整備が例えば先に必要

になるというようなことについても今後ぜひそういったことを関係課において議論をして、よ

りスムーズな建築あるいは道路の通行ができるような形を考えていきたいし、もう一つは火葬

場をやっぱりいかにとめる期間を少ない中でやっていくのかということが僕は最大の課題にな

るのではないかという思いがしますので、そういったことも踏まえて、しっかり検討、議論を

行って進めてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって亀井賢夫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13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２時34分 散会 

 


