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９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（林 竹松君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告を議会事務局長にいたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数16名、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。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。2010年６月議会におきまして、改革を進める鷹山会が市

民を代表いたしまして一般質問を行います。 

 大項目の１、市政における厳格な法令順守について。 

 (1)日本国憲法と地方自治法について。 

 ５月初めの高知新聞に、前鳥取県知事の片山善博氏の地方自治の本旨の現状と題した随筆が

掲載されました。ごらんになった方もおられると思います。記事の要点は次のようなものであ

りました。 

 日本国憲法の中に地方自治を位置づけ、知事、市町村長、議会の議員を住民が選ぶことがで

きる仕組みを規定して、憲法施行と同じ日に地方自治法も施行された。憲法の定める地方自治

について最も重要なのは地方自治の本旨を規定した第92条である。この地方自治の本旨とは、

団体自治と住民自治の２つが満たされること。団体自治とは、国から独立した自治体が権限や

財源を持ち、国の支配を受けることなく、自主的に運営できることを言い、住民自治とはその

自治体内部において主権者である住民の意思に基づいた意思決定がなされることを言う。以上

を踏まえた上で地方自治の現状を検証するとどうなるのか。肝心の住民の意思を十分そんたく

した地域がこれまでどれほどあったのか。そこに住民自治などそっちのけの損得勘定や打算は

なかったか。市民の皆さんは知事や市町村長、地方議会の議員たちにずれや違和感を覚えるこ

とはないか。無駄な施設の建設、倒産寸前の金融機関への過剰なてこ入れ、需要が乏しい不採

算の交通機関への多額の補助金の支援等々、今の自治体にそんな余裕などないはずだし、ほか

にもっと優先度合いの高い施策はメジロ押しだろうなどと、片山氏は世の地方行政の関係者に

求めておりました。 

 さて、この記事を本市の実態に照らして考えてみますと、片山氏の指摘は室戸市における無

駄な施設の建設、倒産寸前の指定管理者への過剰で違法なてこ入れ、需要が乏しい不採算の会

社への数千万円という多額の補助金の支援を指していて、それはこれまでこの議場でずっと指
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摘し続けてきたことであります。 

 憲法と地方自治法が規定するように、地方自治の本旨は、自治体は権限や財源を持ち、国の

支配を受けることなく自主的に運営できますが、その前提として、自治体の主権者である住民

の意思に基づいた意思決定をなす住民自治を全うしてこそ成り立つものであります。つまり、

自治体運営とは、その団体の主権者の意思に基づいて意思決定せよと憲法と地方自治法で規定

されていると理解できます。この主権者とは、その自治体に係る政治を最終的に決定する権力

者で、これは住民のことであります。約２年前の議会で、この点を市民は雇用主だがと問いま

すと、市長は私は市民と行政関係者との関係を雇用主と従業員の関係とは考えていないと反論

されました。ですが、憲法の三大原則で国民主権がうたわれ、自治体の主権も住民の側に存在

することから、市長は議員や市職員と同様に、住民に雇用された従業員の一員にしかすぎませ

ん。重要なのは、日本国憲法第92条において、地方公共団体の組織運営は地方自治の本旨に基

づいて行いなさいと規定し、その条項をもとに法令化した地方自治法第２条には、14項で事務

処理は住民の福祉増進に努めながら、最も小さい経費で最も大きな効果を上げるようにせよと

事務能率化の原則を規定し、16項では自治体の事務処理は法令に違反して行うな、そして県の

条例にも違反するなと規定。17項では16項の規定に違反して行った自治体の行為は無効とする

と、法令等適合性の原則を規定していることであります。市長にとっては、怖くて身震いする

ような法律であると思います。しかし、これらの法律が市政において守られていません。 

 １点目にお聞きをいたします。 

 市長は憲法第92条の規定と地方自治法第２条の14項、16項、17項の規定を市長になられたと

き認識しておられましたでしょうか。また、現在はそれをよく認識していますでしょうか。 

 ２点目、市長はその地方自治法第２条だけでなくて、第244条など、この法令の中の多くの

条項に違反して事業運営を行ったことがあるということを認識していますでしょうか。そし

て、その違法事業を改める考えはないでしょうか。 

 ３点目、片山氏は市町村長が赤字施設の建設、倒産寸前の団体等への過剰なてこ入れ、需要

が乏しい不採算の団体などへの多額の補助金の支援を行っているが、優先度の低い施策への投

資は市民感覚から見ると違和感を覚えると、まるでこの室戸市が行ってきたことを知っている

かのように明確に指摘していて、市長にとっては耳の痛い話だと思いますが、片山氏のこの指

摘についていかがお考えでしょうか、御所見をお伺いをいたします。 

 ４点目、法律は厳格に適用すべきものですが、これまで７年間の市政運営を見ますと、その

一部に、地方自治法なんか法律のうちに入らんとばかりに無視し、事務処理を進めている実態

があります。市長に法令順守を問うても、法律に従い、適正に処理しているとお答えになるか

もしれませんが、お聞きをいたします。市長はどの法律も厳格に適用すべきものだとお考えで

しょうか、それとも罰則や罰金がある刑法や道路交通法と違い、地方自治法などは厳格でなく

てもよい、自治体運営において緩やかに適用すればよいとお考えでしょうか、お伺いをいたし
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ます。 

 次に、(2)地方自治法第244条「公の施設」について。 

 １点目にお聞きします。高速バスターミナルに関して、地方自治法第244条が規定されてい

る意図をお聞きをいたします。第244条１項から、公の施設とは、住民の福祉を増進する目的

を持って、住民の利用に供するために地方公共団体が建設する施設を言います。これまで何度

も指摘してきたことですが、繰り返しますと、公の施設の要件は地方自治体が設置した施設

で、重要なのは第１に住民の利用に供した公共性と公益性を持った建物であり、第２に住民の

福祉を増進する目的を持って設けた建物であります。市長は、市が公費を使って建設するこの

公の施設とは、住民が利用可能で、公共性、公益性を持った施設で、住民の福祉増進に寄与す

る目的も必ず担保しなくてはならないことを知っておられますでしょうか。それとも、これら

の法律とは全く関係なく、地方公共団体が建設する建物は住民が利用できなくても、すべて公

の施設と言えると認識しておられますでしょうか。そして、施設を適正に改めることについて

もお伺いをいたします。 

 ２点目、次に市の業務運営を調査し、監査する立場の、今度就任されました代表監査委員に

もお伺いをいたします。 

 室戸市が地方自治法第244条を根拠に建設した市施設に公共性と公益性がない場合、同条に

違反します。同時に、第２条16項に違反し、17項にも該当するため、市が行ったその施設建設

の行為は無効となり、その建物に投資した公費は不当な公金の支出となって、市長はそれに要

した公金を市に返還しなければなりません。私のこの法令順守の精神に基づいた指摘は正しい

でしょうか、それとも間違っているでしょうか、お伺いをいたします。 

 次に、大項目の２、市政における業務及び体制の改善について。 

 (1)人事考課制度について。 

 本市は18年度から人事考課の制度化に向け取り組み、２年後の20年４月に見直しを行い、現

在に至っております。４年が経過しますが、市職労との協議が継続中という理由などから、い

まだ試行段階にあります。全国の自治体が取り組むこの人事考課制度ですが、単純に考えます

と、この制度は頑張った被考課者が昇給、昇進する信賞必罰、インセンティブを組み込んだ仕

組みづくりが肝要で、若手の抜てきも大いにあってよいと思います。能力考課と業績考課、そ

れに自己考課も加えた人事考課は効果的だと思います。ですが、その反対に、これを査定する

立場の上司に正しい査定を行えるだけの能力、人物を正しく見きわめる能力や資質に欠ける場

合は誤った考課結果を出すおそれがあり、それは法的に不公正といえ、違法人事になってしま

います。人事考課制度とは、目標の管理、自己申告、面接等を構成して、人事上の評価を行う

一連の評価パッケージ、評価を一括して処理することを指します。また、ここで言う人事評価

とは、人事考課制度のほかに、あらゆる評価項目を勘案して行う最終的な総合評価を言いま

す。だから、人事考課よりも人事評価のほうが幅広いということになり、人事考課制度が人事
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評価のすべてであるということにはなりません。そこで、今回私は市当局が行う、目指すべき

職員像として考えられる、責任制、判断力、情報収集能力、経営感覚等々の考課項目には言及

せず、人事考課制度を導入するに当たり、その査定は法律上どのような点に留意しなければな

らないかを定義した上でお聞きをいたします。 

 この人事考課に関してはそのトラブルから訴訟に発展するケースがありますが、これが法的

に公正であるためには、一つは制度手続が公正であることと、もう一点は実際の考課が公正に

行われることが必要であります。そこで、今回違法となる事例を詳しく調査し、それを５つに

分類してみました。本市においては間違いなく起こり得ることだと思いますので、特に次期市

長になろうという方はしっかりとお聞きいただきたいと思います。 

 第１に、人事考課が特に労働基準法第３条の均等待遇の原則、雇用機会均等法第６条の配

置、昇進、教育、訓練に関する男女平等規制、労働組合法第７条の不当労働行為の禁止、これ

は重要であり、人事考課がこれら差別禁止規定に違反すれば、違法となります。 

 第２に、人事考課が直接これら強行法的な差別禁止規定に違反しない場合でも、不成果主義

人事の趣旨によって制約されることがあります。すなわち、それは成果主義の人事で、職務遂

行能力のそのものに対する断定的な性格判断を理由にして低い査定を行うことは人事考課の本

旨に反し、人事権の濫用として不法行為となります。 

 第３に、人事考課は制度手続に従って適正に運用されなければなりません。この人事考課制

度がいかに整備されていても、実際に行われる人事考課が制度に違反、逸脱して行われるなら

ば、不公正な考課となります。上司ら考課者が行う考課が客観的基準を無視した恣意的、感情

的考課である場合や、考課手続が実際には順守されず、形骸化している場合などは人事考課の

公正さが問われます。 

 第４に、目標管理制度、能力開発制度の整備、職務選択の自由の保障等の実行も要点になり

ます。定められた期間の初めの目標設定が高過ぎたり、十分な能力開発を行わないまま低い人

事考課を行っても、それは公正な考課とは認められません。また、職員の職務選択の保障も重

要であって、職員に成果や業績を問う以上、その業務は本人が選択し、その適性やキャリアに

適合するものであることが望ましいと言えます。その点は全く考慮しないまま配置したり、人

事異動を行いながら低い考課を行った場合は公正な考課とは認めがたく、人事考課権の濫用が

成立し得る、つまり違法人事となります。 

 第５に、人事考課に基づく賃金及び昇格等の決定は、人事考課結果に則して実施しなければ

なりません。したがって、人事考課それ自体は公正に行われたとしても、それに基づく賃金等

の決定が著しく均等を失う場合は、人事考課の濫用となります。もし、人事考課が人事権の濫

用と判断され、賃金等が不正に低く決定されたために職員に経済的損害が生じたときは、不法

行為が成立し、使用者、つまり市長は民法上の損害賠償責任を負うことになります。また、人

事考課に基づく低い処遇がいろんな形の強行的な差別禁止規定に違反する場合も同様に損害賠



－55－ 

償責任を負います。 

 長くなりましたが、人事考課が公正に行われなければ、以上のように、人事権などの濫用と

して不法行為が成立し、使用者、考課者は損害賠償責任を負うことになります。このことは忘

れないでいただきたいと思います。 

 さて、現在本市において試行、試して行われている人事考課制度の本格導入までの参考にし

ていただくために、これに関する問題点を幾つか提示をさせていただきましたが、それでは短

くお聞きをしていきます。 

 １点目、本市の人事考課制度についてと、この本格導入はいつごろに行う予定なのかをお聞

きをいたします。 

 ２点目、人事考課は人材育成とリンクして行うべきことかもしれません。この点についても

お伺いをいたします。 

 ３点目、人事考課では、まず査定を行う考課者である課長の資質や人物を見きわめる能力が

問われます。考課者の能力が低いのに、その者より被考課者のほうが人物もすぐれ、能力も高

いという場合も当然あろうと思います。しかし、上司であるその考課者は部下である被考課者

の人物査定を行わなければなりません。この問題を使用者である市長はどのように判断し、ど

のように解決されるのでしょうか。もし、その判断を誤れば、先ほども説明したように、被考

課者である市職員から損害賠償の訴訟を起こされることになります。この考課者の能力と被考

課者の能力のありようについていかがお考えでしょうか、お伺いします。 

 ４点目、人事考課制度における例として、市税増収に資するプランを具体化した市職員がい

た場合、それは当該職員への人事考課に反映されるのでしょうか、それとも反映されないので

しょうか、お伺いをいたします。 

 ５点目、これは前例がありますが、市の事業を進めるに当たって、地方自治法違反を十分に

認識した市職員が市長からの強い指示、命令を受けたことから、地方公務員法第32条をも無視

して、計画を具現化すべく業務を行ってしまった場合、それは人事考課にマイナス点として反

映されるのでしょうか、それともそれは市長が人事考課を受けるべき立場の者であるから、当

該職員へは市長の裁量権を行使し、マイナスにならないようにするのでしょうか、お聞きをい

たします。 

 次に、(2)市幹部職員の再就職について。 

 １点目、まず本市の特別職を含む職員は退職後、市が財政援助を行っている関連団体に今何

名が雇用されているのでしょうか。また、その方々の現在の役職、身分、給与、退職金の額な

どについてもお伺いをいたします。 

 さて、かつて行政の幹部職員だった人の再就職、いわゆる天下りは今全国的に注目を集めて

おりますが、その団体の理事長などの主要ポストは元助役、元部課長等の幹部職員の退職後の

指定席のようになっています。もちろん、それらの団体は市の組織ではないかもしれません。
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ですが、こうしたポストは民間の方も含め、広く公募で選ぶなど、もっと市民目線でいう公平

公正な見地から、適材適所の人事を行うよう市が指導、助言できないものかと思っておりま

す。それに、その人たちは市職員当時、皆年間700万円近い高給取りの上に、二千七、八百万

円という巨額の退職金をもらい退職していて、四、五千万円の貯蓄も想像され、当面生活に困

ることはないお金持ちであります。その一方、市民の中には、市内外の企業で幹部社員として

営業力を発揮し、会社の発展に尽くしてきた有能な人物もいますが、近年の経済不況による会

社倒産や経営縮小のあおりを受け、働く場を失った人もいます。加えて、そんな人には退職金

など一銭もありませんから、毎日ハローワークに通って、賢明に職探しをしているし、中には

国保や年金のお金も払えない人までいます。 

 ２点目にお聞きしますが、市からの補助金で支援されている団体に市職員が再就職している

実態が多く散見されますが、私はお金持ちの市職員ＯＢよりも市民の中の生活に困っている人

たちにこそ目を向け、救い、助けるために仕事を与えるべきではないかと思っております。よ

って、市の関連団体への就職は広く公募するのが適正な方法だと理解しております。この公募

制についていかがお考えでしょうか。 

 また、この点を団体に指摘し、公募制を助言してはいかがでしょうか。 

 次に、(3)文化政策の強化について。 

 毎年度、当初予算書をチェックしていて、本市唯一の文化団体である市文化協会への補助支

援がわずか６万5,000円であることが気になっておりました。その経過をたどりますと、15年

度から22年度当初予算まで、ずっと６万5,000円のままであります。状況を言いますと、御存

じのように、20年度からは世界的な経済不況とあって、国から本市に向けて、名前を変えて、

幾つもの臨時交付金が投下されていて、それを各課が奪い合うように分捕り合戦を行い、中に

はこんなことにもこんなに多くの予算を使うのかと疑問を抱く事例もあります。また、ほかの

団体は何百万円という予算で支援されているのに、組織が小さいからか、ことしもこの本市唯

一の文化団体への支援はわずか６万5,000円のままであります。これでは町の文化度が高まる

わけがありません。文化協会のように、市の関係団体と位置づけ、その団体名に室戸市の名を

冠したとなれば、それ相応の財政的な支援は欠かせないのではないでしょうか。市長も教育長

も昨日の文化祭を見られたことでしょう。あの歌や踊りも室戸の文化にかかわる人たちが１年

間こつこつと、人の見えないところで努力したからこその成果であり、文化協会など、関係者

の苦心のたまものだと思っております。そういう陰で頑張っている人たちをなぜ支援しないの

でしょうか。 

 お聞きしますが、今の本市の芸術文化の水準は決して高いとは言えませんが、それは市の文

化行政に対する認識度と関心の低さに起因しております。ほかの事業への投資額と比較すれ

ば、芸術文化に全く重きを置いておらず、軽視し、ないがしろにしていると言ってもいいと思

います。この不公平な実態を是正するため、市と市教育委員会は文化協会の皆さんと話し合
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い、団体が本市の文化を高めようとする意欲や、新しい文化事業を創案する意欲を持っておら

れるのならば、もっともっと室戸の文化活動を支援すべきではないでしょうか。教育長と市長

にも御所見をお伺いをいたします。 

 次に、(4)小学校の美術教育について。 

 小学校の図画の授業についてお聞きをいたします。図画は時に野外で写生会を行います。私

たちが子供のころも、野外での写生は気分が変わって、結構楽しかった思い出があります。１

回目は鉛筆で下書きをして、２回目からも外に出て、風景を見ながら水彩絵の具で色を塗りま

した。写生はこのように現場で描いてこそであります。問題点とするのは、企業の営業も行政

業務や教育の場でも同じで、現場を調査し、判断すべき職にある人は現場主義を貫いてこそ、

その実態を確実に把握できるものであります。絵画の基本を教えるときも、子供たちが現場で

木を見、山を見、海を見、光と影を見て、その対象物の一つ一つを自分の目でしっかりと確認

しながら描くことを教えてこそ教育であります。それがどうでしょうか。今は、野外で風景を

見ながら写生をしていて、終わりの時間が来ると、先生がその風景をデジカメで撮影し、２回

目からは先生が撮ったその写真を見ながら教室で絵の続きを描くと聞いております。いつごろ

からこんなことになったのかと驚いております。これが事実ならば、私から見れば、とんだ美

術教育です。ほかの算数や国語や社会や理科はどうなの。同じように、いわゆるやっつけ仕事

で、はしょって終わらせますでしょうか。そうはしないでしょう。中学校では、数学と英語に

先生の２人制をしいて、熟度を高めておりました。ということは、極論すれば、学校現場では

教科を差別的に見て、図画は教科の中でも邪魔者扱いになっているとも言えます。長年、絵を

描き続けてきた芸術を達観した画家が一つの技術的な手法としてカメラを使うのならば、基本

の習得を経てたどり着いた技法だと理解もできます。でも、これから子供たちが絵の描き方を

基礎から学ぼうとしている美術教育の場でこのような教え方をしているとならば、即刻改める

べきではないでしょうか。これを改め、風景画は基本どおり、そのたびに続きを現場で描くよ

うに市教育委員会から市内の各学校に指導すべきではないかと思います。 

 １点目にお聞きをいたします。図画の写生でデジカメを使っているのは文部科学省の方針で

しょうか、県教委の方針か、市教育委員会独自の方針か、それとも市内の各学校長の方針でし

ょうか。どなたの方針で始めた手法なのでしょうか、お伺いをいたします。 

 ２点目、小学校の基礎的な絵画授業でデジカメで撮った写真をもとに絵を描かせるのをや

め、基本に立ち返り、写生をした絵は極力現場で絵を仕上げさせる努力をするように求めたい

ですが、この問題点についていかがお考えでしょうか、また中学校の美術の写生のときもデジ

カメを使うことがあるのかについてもお伺いをいたします。 

 次に、(5)ノー残業デーと親子読書の日の制度化について。 

 １点目、人件費削減及び合理化案として提案しますが、現在本市職員の時間外勤務手当額

は、水道事業会計を除いて、毎年度約3,000万円前後の時間外手当が支払われております。そ
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こで考えたのがノー残業デー制度の導入であります。仕事の無駄を省き、業務効率の向上と心

身のリフレッシュを図るため、週に１回程度、特定の曜日を決めて、よほどの理由がない限

り、その日は残業させないで定時で業務を終わらせるという制度であります。これは全国の先

進的な自治体や企業も取り組んでいて、子育て中の職員のためや職員のリフレッシュ効果を生

むとして、男女雇用機会均等法や労働基準法に関連した制度でもあります。ただし、この制度

の本格導入するに当たっては、ノー残業デーを設けた結果、そのしわ寄せでほかの日の残業や

休日労働を発生させては意味がなく、日ごろから業務の合理化に努めていなければなりませ

ん。また、管理職はその日に職員が定時に退庁できるよう、業務運営を工夫し、みずからも進

んで退庁に努め、時間外勤務をせざるを得ない場合でも、部下が退庁しやすい雰囲気づくりを

心がけることが大事であります。また、この制度を導入した場合は、１年ごとに検証すること

も肝要です。本市も毎週曜日を決めて、ノー残業デー制度を導入するお考えはないでしょう

か、御所見をお伺いをいたします。 

 ２点目、教育長にお聞きをいたします。近年、子供たちはだんだん本を読まなくなり、テレ

ビやゲームと遊ぶ傾向が強まって、その影響からか、20歳を超えても本も新聞も読まない社会

人が増加していると聞いております。この傾向が強まると、当然文章を読み解く読解力、文章

を書く作文力、単語の意味を理解する判読力などがますます減退していきます。そもそも、教

育は一に国語で、本を好きにさせることが初等教育の大目的と考えられ、そんな子供たちの読

書力強化のためにと行われているのが小学校でのノー宿題デー。先進校として注目される兵庫

県朝来市の竹田小学校では、毎週水曜日を親子読書の日と決め、その日は家庭でテレビやゲー

ムをするのをやめて、親子で読書をしようという取り組みを推進していて、好評だと伝えられ

ております。本市の小学校もこの親子読書の日の設け、その日はノー宿題デー、ノーゲームデ

ーとしてはいかがでしょうか、お伺いをいたします。 

 次に、(6)議会資料の充実について。 

 国の法律の改正を受けて本議会に条例改正議案が提出されますと、議案書で条文の改正され

た文言や数字などを示し、資料では条例の改正点が新旧対照表で示されて、条文の改正点はわ

かります。ですが、一番重要な条例改正のもとになる国の法律がなぜ一部改正しなくてはなら

なくなったのかの趣旨や原因が議会前に全くわかりません。そこで提案ですが、国の法改正を

受けて市条例を改正する場合は、法改正議案の趣旨を短くまとめ、１枚の資料にするなどの方

法を考えてはいかがでしょうか。法改正の趣旨書添付についてお伺いをいたします。 

 大項目の３、道路整備事業について。 

 (1)（仮称）市道室津港線の新設について。 

 この道路計画は昭和62年２月に室津地区住民から室津川沿いへの道路新設の要望が市に提出

されたことが発端であります。その後のたび重なる地域住民や議員の強い要望にもかかわら

ず、一部地権者の賛同を得ることができず、平成４年ごろに計画は頓挫、それ以来約５年間進
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展がなく、９年には完全に中止されております。だから、土地買収交渉がストップしたときか

ら数えますと18年ぐらいの年月が流れたということになります。 

 さて、長いこのブランクの後、19年12月議会からは、私がそれを引き継いで提案しました。

20年９月議会でも再度、県にやってもらうのではなくて、市の５カ年計画などとして行っては

どうかと、周辺住民の声を届けました。ですが、市長は、市民からほかにも多くの市道整備の

要望があるので、これは市の負担がない方法で計画し、高知県に整備してほしいと要望してき

たと答弁されました。お聞きをいたします。室津川左岸道路整備を提案する理由をもう一度説

明させていただきます。 

 第１に、南海大地震が発生したとき、あの室津川沿いに２車線の市道を設けた避難道路とし

ての効果があります。第２に、消防、救急、防犯道路としての効果。第３に、地震後に大型車

両が通行する復興道路としての効果。第４に、観光バスや自家用車が利用する遍路観光道路と

しての効果。第５に、魚市場へ来る大型車両が利用する産業道路としての効果。第６に、商工

会前の迷惑駐車解消策としての効果。第７に、人と車の動きが活発になり、旧国道沿いの商店

街に活力を呼び戻す経済的な効果。第８に、室津川に堆積した土砂除去に関連する河川管理道

路としての効果等々、幾らでも列挙できます。室津大橋から両栄橋のたもとまで、室津川沿い

への市道整備を市の数カ年整備事業として行う考えについてお伺いをいたします。 

 (2)２つの公園内道路について。 

 ①ディープシーワールドの公園内道路について。 

 １点目、この公園のホテル前の道路が通り抜けできない点を指摘してきました。20年９月議

会では、ホテルの利用者からも通り抜けの要望もある、今後は関係者と協議して、適切な形に

なるように対応すると、市長もそれを認め、改良に前向きでありました。しかし、もう２年が

来ますが、何ら改善されておりません。道路が適切ではないと認めながら改修しない理由と、

今後通り抜け可能な形に改修するのかについてお聞きをいたします。 

 ②防災公園内道路について。 

 １点目にお聞きします。市道整備を行うとき、普通は安全とスムーズな車両の通行を考え

て、直線の道を設計すると思います。本市は車が高速で走りそうな市道はどのような道路も曲

がりくねった道を設計しますでしょうか、まずこの点をお聞きをいたします。 

 さて、防災公園内の曲線になった道路についてであります。市道を蛇行した形に整備したこ

とについて課長にお聞きしますと、あれはスピードを出す車の防止策として設計したと言われ

ました。それ以来、私の疑問は解けません。あの場所を防災公園として整備する理由は、第１

に、やがて発生する南海大地震や大災害に備えて、市民の避難場所として、第２に、市内外か

ら来る自衛隊などの大型トラックや救急車、警察車両など、多くの車両が救援物資などの保管

及び搬入、搬出場所として、第３に、死傷者の一時的な救急処置施設などに使うために整備す

るものであります。また、その公園内道路は本来そんな大地震などの災害発生時に被災地及び
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被災者に対する救護活動、支援物資や食糧等の輸送を迅速にかつ確実にするための緊急道路と

位置づけられる重要な道路であります。たしか、議会でも、広域的な避難場所として公園を整

備すると説明されたのではないでしょうか。なのに、そんな道路を災害時に車がスムーズに出

入りできない道路をつくっております。 

 ２点目にお聞きします。この一番の責任は防災公園内道路の設計計画に最終的な方針決定を

出された市長にあります。もう改修するわけにもいきませんでしょうが、あれでは大災害のと

きにスムーズな救援対策がとれないと思います。直線にせずに、なぜ事故発生確率が高まるよ

うな曲線の道路を意識的に整備されたのでしょうか、お伺いをいたします。 

 次に、(3)火葬場への市道整備について。 

 市の火葬場への道であるこの市道を直線に整備する提案も、いやしの里の公園内道路と同様

に、一度は議会で前向きな答弁をいただきながら、そのまま放置されております。21年６月議

会でこの市道改良についてただしたところ、課長は現場の状況や地権者を調べ、前向きに検討

していくと答えられました。それを聞いて期待をしておりましたが、何も進展はしておりませ

ん。一体、議会答弁にどのくらいの価値があるのでしょうか。非常に疑わしく思っておりま

す。口から出任せと言えば語弊がありますが、やると答弁してもやらないと答弁しても、議会

が終われば、市長や課長が勝手に事業方針を変えたり、放置すれば、議会答弁には確たる意味

もありません。これでは市民の声を議会で代弁している我々議員は議会答弁をどう理解し、解

釈してよいのかわからなくなってしまいます。市民が待ち望んでいるこの市道椎名線改良の重

要性は今さら申すまでもないと思います。この提案を前向きに検討されたのでしょうか、改良

工事を行うおつもりがあるのでしょうか、お伺いをいたします。 

 大項目の４、市有地の管理と売却について。 

 (1)市有地の管理と財産規則の一部改正について。 

 本市吉良川町西灘における、市有地不法占有の実態は、平成17年５月の管内視察で初めて知

りましたが、何よりもまず驚いたのは、本市が長年その実態を知っていながらずっと放置して

きたことであります。そのことを重く見て、独自に調査を行った上で、１カ月後の６月議会で

実態を公表、不法占有の適正化と以後の防止策構築を強く求めてきました。ですが、あれから

５年がたちますが、状況はさほど変わらず、売却と賃貸が１件ずつと聞いております。求めた

いのは、勇気を出して交渉に取り組み、売却交渉が難しければ、せめて残る市有地の賃貸契約

ぐらいはなし遂げていただきたいと思います。この改善に向けた取り組みについて御所見をお

伺いをいたします。 

 次に、18年６月議会では、新たな不法占有事案発生を想定して、財産規則の改正を提案いた

しました。当時は武井市長時代でしたが、答弁は市有財産の不法占有等に対し、規則を改正

し、適正な財産管理に努めるようにとの趣旨であり、その必要性は十分認識いたしています、

今後はお示しいただいた改正案を十分に検討いたしたいと考えていますと、この上ない適切な
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答弁をいただきました。それが小松市長になると途端に一変し、20年12月と21年６月にこの改

正に対し、現行の財産規則で対応できると答弁され、改正に後ろ向きとなっております。 

 ２点目にお聞きします。市有地不法占有を防止するこの改正案の内容は財産規則第24条１項

の中に、２号として公有財産の滅失もしくは損傷または不法占有もしくは不法使用の有無を加

え、２項として公有財産を不法に占有し、使用し、またはこれにより収益した者に対して、当

該公有財産を管理する財産管理者は直ちにその占有または使用を中止させ、その者に対して退

去、原状回復または損害を賠償させなければならないの条文を加えるものであります。財産規

則を改正するお考えについてお伺いをいたします。 

 次に、(2)遊休市有地の売却について。 

 ことし１月、高知市が市有地の売却を進めていることが報じられました。それは実勢価格よ

りも鑑定価格が低いことから、売却予定価格に割高感がある。それを是正するため、売却する

市有地の予定価格を下げて入札を実施することになったとされ、地方自治法に、極端な減額は

公有財産の適正な対価のない譲渡を禁止していることと周辺地域の地価下落を招くため、この

売却は繰り返し入札を行った土地だけを対象としております。 

 １点目、これを念頭に置いてお伺いをいたします。 

 当面、利用見込みのない市有地を売却し、未利用地の有効活用を図るとともに、財源を確保

することも自治体経営においては重要な施策であります。そこで、本市における遊休市有地の

売却状況を事前にお聞きいたしましたが、調査中とのことでありました。入札の実施状況及び

売却物件数とその割合、売却できなかった不落物件数とその割合、応札がなかった物件数とそ

の割合等々をお伺いをいたします。 

 ２点目、市の遊休市有地の売却について、市長の基本的な方針をお伺いをいたします。 

 そして、遊休市有地を適正価格いっぱいまで値下げして売却することをどのようにお考えか

もあわせお聞きをいたします。 

 ３点目、遊休市有地の売却促進のために、他市が行っているように、市のホームページにも

市有地の売却のページを設けてはいかがでしょうか、お伺いをいたします。 

 次に、大項目の５、重要伝統的建造物群保存地区への町並み館整備についてお聞きします。 

 この保存地区の中に町並み保存活動の拠点となる町並み館の建設計画が21年度から始まりま

した。しかし、候補地の地権者との協議は決裂し、いまだ候補地は決まっていないとお聞きを

しております。それらの流れと町並み館となる土地及び建物の候補地のめどなどについてお伺

いをいたします。 

 最後に６、株式会社ムロトの決算と株主総会について。 

 株式会社ムロトの総会はまだ開催されていませんが、同社の決算収支明細と総会をどのよう

に進行させるのかをお聞きします。社長である市長が言われたように、一人芝居のように行う

のでしょうか、株主である本市は会社の赤字経営にだれも異論を唱えないのでしょうか、採決
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はどのように行うのかなどをお伺いをいたします。 

 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） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の市政における厳格な法令遵守についてでありますが、まず憲法と地方自治法

につきましては、憲法第92条は地方公共団体の組織・運営は地方自治の本旨に基づいて法律で

これを定めるとしており、ここでの地方自治の本旨とは、住民自治と団体自治と両方を含む意

味であると認識をしております。住民自治とは、その地域の住民の意思に基づいて地方行政が

行われることで、団体自治とは、国から独立した地域団体である自治体がその運営を住民の意

思を反映して行うことだと理解するところでございます。 

 また、地方自治法第２条の14、16、17項につきましては、地方公共団体は法令に違反するこ

となく、法令を遵守し、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げ

るようにしなければならないとされているところでございますので、いずれにしましても関係

法令の遵守はもとより、できるだけ多くの市民の方々の御意見や御要望をお伺いし、その意思

を尊重しながら日々の市政運営に努めているところでございます。 

 次に、２点目の地方自治法第２条及び第244条につきましては、第２条につきましては前段

で申し上げましたとおりでございます。また、第244条につきましては、公の施設について規

定されておりますが、当然本市の施設も市民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供す

るために設けられたものであり、市民の利用に供する公共性、公益性を持った施設であると考

えております。 

 次に、３点目の片山氏の論評についてのお尋ねでございますが、その中で地方自治の本旨と

現状を述べられておりますが、これあくまでも個人のお考えをあらわしたものだというふうに

存じますので、私はそれに対する意見としては差し控えさせていただきたいと存じます。 

 次に、４点目つきましては、前段でも申し上げましたが、法律、条例、規則など、法令を遵

守しながら、日々の適正な市政運営に努めていかなければならないと考えているところであり

ます。 

 次に、公の施設のお尋ねでありますが、高速バスターミナルにつきましては、さきの議会で

もお答えをしておりますように、市民の強い要望もあり、交流人口の拡大とともに、京阪神地

域への市民の方々の交通アクセス確保のための拠点施設として、行政目的を持って設置をした

ものでございます。したがいまして、地方自治法第244条に規定されているとおり、住民の福

祉を増進をする目的を持って設けた施設であり、当然に住民の利用に供する公共性、公益性を

持った施設であると考えております。今後も本市の公の施設につきましては、地方自治法はも

とより、関係法令を遵守し設置するとともに、適切な管理運営に努めてまいります。 

 次に、大きな２点目の市政における業務及び体制の改善についての(1)人事考課制度につい
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てであります。 

 まず、１点目の本市の人事考課制度でありますが、御質問にもございましたように、本市の

人事考課制度は平成18年11月から班長以上を対象に試行を開始し、平成19年度から対象を全職

員に拡大、その後平成20年度の見直しを経て、現在に至っております。人事考課に当たって

は、職員に共通して求められる能力や担当する業務、職責によって求められる能力に違いがあ

り、客観的で公正性や透明性が高く、実効性のある制度であることが肝要であることとされて

いることから、全職員を対象とした学習会や説明会、班長以上を対象とした目標管理研修や面

談方法研修、課長補佐以上を対象とした考課者研修などを実施してきたところであります。こ

れらの研修を繰り返し実施していくこととあわせて、職種によって異なる評価基準を整理する

ことにより、考課者による評価のばらつきがなく、客観的で公正な評価につながるとともに、

面談や評価を通じて、よりよい職場づくり、人材育成につながっていくものと考えるところで

ございます。こうしたことから、人事考課制度の本格導入のためには全体的なシステムや評価

基準などの総合的な熟度を上げていくことが求められているところであります。県下各市の状

況を見ましても、完全実施には至っていないところでありますことから、これらの動向に留意

しつつ、県の助言もいただきながら、導入に向け、研修等の継続的な実施とともに、制度の成

熟度を高めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の人材育成との関係についてでありますが、申すまでもなく、人事考課制度は室戸市

人材育成基本方針にもありますように、人材育成が大きな目的でありますので、基本方針に定

めているほかの職員研修の充実などとあわせて人材育成に取り組んでいかなければならないと

考えております。 

 ３点目の考課者と被考課者の能力のありようについてでございますが、制度の内容としまし

ては、実績評価のばらつきなどについては考課者による考課がバランスを欠いた評価になって

いないか等の調整を調整者により行った上で、最終考課が行われます。また、能力考課におい

ては、第１次考課、第２次考課の後に、調整者による調整を行った上で最終考課を行うなど、

複数の考課者によって考課をすることとなっておりますので、偏った評価などは一定是正され

るものと考えております。 

 ４点目の市税増収に資するプランを具体化した職員などの人事考課への反映はとの御質問で

ありますが、職員による事務事業の能率向上や改善、経費の節減や収入増加など、組織の活性

化や機能充実によるサービス向上につながるアイデアの提案などはむろと夢設計取扱規程によ

り取り上げることもできますし、新たな提案等として組織目標を設定し、取り組んでいくこと

は人事考課においても評価されるべきものであると認識をするところでございます。 

 ５点目の地方自治法違反の指示を受けた場合に関する御質問についてでございますが、地方

公務員法第32条の法令等及び上司の職務上の命令に従う義務に関する判例をもとにした解説に

よれば、明らかに法令違反であれば上司の命令に従わなくてもよいと理解するところでござい
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ますので、人事考課には直接関係のないものと考えております。 

 次に、文化政策の強化についての御質問でございます。 

 本市の文化活動の中心団体であります文化協会につきましては、上部団体である県文化協会

の名称変更に伴い、本市でも文化推進協議会から文化協会に平成14年４月１日に名称変更を行

っております。文化協会の新しい取り組みといたしまして、先日12日、13日に主催事業を行っ

ていただきましたが、市民祭と芸術祭を統合した第１回室戸市文化・芸術フェスティバルが開

催をされました。多くの方々に御来場をいただいたところでございます。また、同時開催プロ

グラムとして第２回ＡＭＡ芸能交流大会も行われ、阿南市や安芸市の方々にも参加をいただい

て、交流を深めていただいたところでございます。より活動の範囲も広がってきているところ

でございます。文化協会への今後の支援につきましては、団体との協議を進めていく中で、必

要な支援を行ってまいります。 

 次に、大きな３点目の道路整備事業についてでございます。 

 室津川左岸道路の新設についての御質問でございます。私としましても、室津川左岸道路は

ケーソンヤードをつなぐ臨港道路とともに、大変重要な道路計画であると考えるところであり

ます。以前にも御説明をしましたが、左岸道路事業としましては、道路事業が約３億円、護岸

改良が約１億円、合計４億円程度の事業費が必要と見込まれております。この護岸改良工事に

ついて、これまでにも県に要望をしているところでございます。平成19年６月７日に高知県議

会企画建設委員長に対し要望して以降、毎年のように高知県議会と高知県知事に要望を行って

いるところでございます。やはり、道路整備は護岸の改良とともに行わなければ私は効果がな

いというふうに思っておりまして、ぜひ県の護岸改良工事とともにやっていきたいということ

で、このことについては、先ほども申し上げておりますように、県への要請をしているという

ところでございます。当市にとりましても防災面や産業振興等について一層の効果が期待され

るところでございますので、国、県、市の役割分担を明らかにするとともに、事業の実現に向

けて強く要望活動を行ってまいります。 

 次に、ディープシーワールドの公園内道路の通り抜けのことについてでございます。この深

層水公園内道路は公園整備時に、地元の方々や企業の方々と協議の結果、通り抜けができない

公園として整備をされたとお伺いをしております。私も何とかこの通り抜けについてできない

だろうかということで、その後関係者と協議をしてきたわけでありますけれども、通り抜けす

ることにより利便性は向上するものの、いやしや静寂さを求めている宿泊客のニーズにそぐわ

ないということから、現状の姿が望ましいということでございます。 

 また、現在の状況でございますが、通行どめの区間の路面は車の走行を前提とした構造とな

っておりません。そして、車道と公園との段差がないため、車が直接公園の芝生に乗り入れた

り、駐車をするということも想定をされますので、公園で遊ぶ子供たちや高齢者の方々の安全

面においても乗り入れは望ましくないというふうに現在考えているところでございます。 
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 次に、大きな４点目の市有地の管理と売却についてであります。 

 売却が困難であれば賃貸をということでございます。不法占有に関しては売却または賃貸で

対応すべきと私も考えるところでございます。そうした中で、建物が建っている場合などは長

期ということになりますので、賃貸よりむしろ売却という方法が望ましいと考えているところ

でございますけれども、いずれにしましても個々のケースごとによりよい方法によって処理す

るよう取り組んでまいります。 

 次に、室戸市財産規則の件についてでございます。この件につきましても何回かお答えをい

たしておりますが、室戸市の財産規則のうち、公有財産の管理に関する条項は、県内各市ある

いは高知県の規則とほぼ同じでございます。したがいまして、平成21年６月議会でもお答えを

いたしましたように、現行規則で十分対応は可能であると理解をするところでございます。 

 次に、遊休市有地の売却についての基本的な方針についてでございます。市有財産の売却に

関しましては、普通財産一般競争入札事務処理要領を策定をしております。これには、予定価

格は原則として不動産鑑定士による鑑定評価額によるものとし、これによりがたいときは近傍

類似地の固定資産税評価額、相続税による路線価、過去の売買実例などを参考に決定をするこ

ととしております。また、一般競争入札に付し、入札者がないときは先着順随意契約によるこ

とができ、さらにこの先着順売却を３カ月以上行ったにもかかわらず売却に至らなかった場合

には、20％以内の減額により予定価格を設定し、再度一般競争入札ができることといたしてお

ります。 

 次に、室戸市のホームページの情報提供についてでございますが、最近の入札におきまして

はその都度ホームページに入札公告を掲載しております。今後におきましても、ホームページ

を活用した、より効果的な情報提供を行ってまいります。 

 次に、大きな６点目の株式会社ＭＵＲＯＴＯの決算と株主総会についてでありますが、株式

会社ＭＵＲＯＴＯの定款では、事業年度末日の翌日から３カ月以内に招集することとなってお

りますので、株主総会は６月末までには開催することといたしております。また、総会の進行

につきましては、平成21年９月議会でも御答弁申し上げましたように、一人株主であることか

ら、会社法に基づき株主総会を１人で開催をし、議事録を作成することと理解をいたしており

ます。 

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

で、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 谷口議員さんに市長答弁を補足いたします。 

 まず、大きな２点目の(2)市幹部職員の再就職についてでございます。 

 御質問の１点目の市が補助金等を支出している団体等における市職員ＯＢの雇用状況でござ

いますが、私どもが調査した限りでは、４団体、５名でございます。役職につきましては、事
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務局長４名、相談員１名でございます。給与につきましては、月額10万2,000円から25万円と

さまざまでございますが、いずれも退職金の制度はないとお聞きをしております。 

 ２点目の公募制についてでありますが、この中には公募による方も含まれておりますが、ど

の団体におかれてもその職務に関する知識や理解、予算経理や運営管理、法的知識などに加

え、奉仕的精神なども求められるため、人材の確保には苦労され、ようやくお願いをした例も

あるようにお聞きするところでございます。このように、それぞれの団体にはおのおの事情が

ございますが、どのような人材が適任であるかなどは団体ごとのお考えがあるものと考えると

ころでございます。市といたしましては、よりよく開かれた運営となるよう機会あるごとにお

願いもしているところでございますが、今後もなおそうした観点から、より広く人材を求める

ことなどについて提言をしてまいりたいと考えております。 

 次に、(5)のノー残業デーについてでございます。本市の職員数は、御案内のとおり、室戸

市集中改革プラン推進計画などに基づく削減に取り組んできた結果、職員の負担も年々重くな

ってきており、事務事業の一層の効率化が求められているとともに、職員の健康管理も取り組

むべき課題となってきているところであります。そうした観点から、ノー残業デーを設定する

ことも有効な手段の一つであると考えます。しかし一方では、部署によって繁忙期の時期が異

なることや業務の改善なしには結局他の曜日にしわ寄せがいくだけの結果となってしまいます

ので、まずは電算システムの総合的な見直しなど、業務の改善、効率化等による職員の負担軽

減を図りながら、ノー残業デー導入によるメリット、デメリットなどについて検証してまいり

たいと考えております。 

 なお、環境省によるＣＯ２削減ライトダウンキャンペーン2010の最終日である７月７日に

は、七夕ライトダウンとして全国的に午後８時から10時までの２時間ライトダウンが行われま

す。本市においても、当日は庁舎を消灯して、これに取り組むこととしており、これにあわせ

て同日をノー残業デーとして職員に呼びかけを行う予定としているところでございます。 

 次に、(6)議会資料の充実についてでございます。国の法改正に伴う条例改正などの場合は

法改正の趣旨などを短くまとめて、資料や議案に載せてはどうかとの御質問でございます。現

在、条例改正などの場合は改正の趣旨などを要約して、提案理由説明の中で述べさせていただ

いているところでございます。議案説明資料につきましては、これまでも事業などの場合は箇

所図や平面図、内訳表、条例案などは新旧対照表をお示しし、平成20年度からは当初予算の説

明資料を添付するなど、充実に努めてきたところでございます。御案内の国の法律改正の趣旨

や背景はその内容が複雑なものや多岐にわたる場合なども多く、議案説明の中で説明をさせて

いただきたいと考えておりますが、今後資料としてお示しできるものについては担当課とも協

議をしながら、その方法などについて可能なものから順次検討してまいります。 

 私からは以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 松本財産管理課長。 
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○財産管理課長（松本大成君） 遊休市有地の売却について市長答弁を補足させていただきま

す。 

 入札の実施状況でございますが、平成12年度から21年度までの10年間に「広報むろと」ある

いは市のホームページにより８回、物件としましては延べ16件の入札公告を行っております。

このうち売却できたのが３件でございますので、割合は約18.8％、売却に至らなかった件数は

13件の81.2％となります。応札がなかった件数は全体としては不明ですが、最近では佐喜浜小

教員住宅跡地に対して応札がありませんでした。以上です。 

○議長（林 竹松君） 川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 大きい３番の(2)の中の②防災公園内の道路についてでございます。防災公園内の市道神ノ

前線につきましては、御指摘の件はありますが、１つ目に、公園敷地と隣接敷地に出入りが多

く、道路部分の残り地をできるだけ少なくして、補助対象外となる面積を少なくすること。２

つ目に、道路を東側に設置することにより公園部分の敷地面積を多くとること。３つ目は、県

道とやすらぎの敷地の間には４メーターもの高低差があります。通常時にはやすらぎへの通行

と公園と一体として利用される道路でありますので、機能面だけを追及することを避けて、で

きるだけ危険を回避することを考慮したことなどにより今回の道路整備を行っておりますの

で、御理解をお願いします。 

 利用開始につきましては、警察との許認可の関係もあり、関係先とも協議をしまして、先日

の６月10日、室戸の日に合わせて開通しております。 

 次に、３番、火葬場への市道整備についてでございますが、御質問の市道整備については以

前より拡幅要望があることは十分承知しているところであります。前にも議員さんから改良案

を御指摘していただいておりますが、その後において現地視察や所有者調査を行い、検討して

おります。そこで、現在考えられているところでは、市道わきに延長20メーター以上で、現道

を含めて幅員５メーター以上となる待避所を設置していく事業を考えております。道路事業に

つきましては、住民の方々からは大変多くの要望が寄せられておりまして、それらを含めた全

体の中で計画的に検討をしていきたいと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 文化政策の強化につきましては、市長が申しましたけれども、教育長としての所見を言わさ

せていただきます。 

 室戸市文化協会の方々には、例年秋に行われております室戸市美術展覧会や６月12、13に行

われました第１回室戸市文化・芸術フェスティバル等の主催団体として本市の文化、芸術水準

の向上のために御尽力いただいております。市文化協会の定期的な会合には教育委員会の職員

も出席して、情報交換や意見、要望もお伺いしているところでありますが、今後とも連携を密
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にして、文化政策の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 それから、(4)ですが、小学校の美術についての中の、図画の写生でデジカメを使用するの

はだれの方針で始めたのかとの問いでありますが、だれが奨励したものでもなく、個々の教員

が利用し始めたのではないかと考えております。当然、そのよしあしについて協議されたわけ

ではなく、それぞれ疑問に思う教員がいながら、見過ごしにされてきた経過があるのではない

かと思っております。小学校の図工の時間数でありますが、週時間で答えますと、小学校１、

２年生は２時間、小学校３、４年生は1.7時間、５、６年生は1.4時間となっております。主に

デジカメ等を使用することについて各校の状況を調べたところ、デジカメを使用するのは主に

作品展などのときに遠くへ出かけての写生でありまして、作品が仕上がらない場合にその光景

を思い浮かべながら、写真はあくまでも参考とするということであります。つまり、限られた

時数の中で仕上げなければならないので、行き来の時間等を考慮すると、そうせざるを得ない

との答えであります。もちろん、すべての学校がそうしているわけではありませんし、美術教

育の基本的なあり方については当然考えなければならないと思っております。つまり、その正

当性を検証しまして、時間数の効果的運用についても考えたいと思っております。 

 ２点目のその基本に立ち返れとの御指摘でございますが、先ほど申し上げましたように、デ

ッサンは物の形ではない、物の形の見方であるとの言葉にありますように、自分の目にどのよ

うに映るのか、どのように描くかが芸術教育の基本であると私自身も考えております。静止し

た写真の中にはとまった時間があるだけで、風のささやきもなく、陰影もはっきりして描きや

すいということは当然あります。先ほど申し上げましたように、写生の意義をただすために

も、物理的に各校がどのようにその時間をつくり出すかが課題になりますので、今後そのこと

について協議してまいりたいと考えております。 

 また、中学校ではありますが、これも使用している学校とそうでない学校があります。校内

での写生を基本としている学校ではデジカメは使用しておりません。 

 次に、親子読書の日の制度化についてでありますが、御提言いただいた先進事例につきまし

てはすばらしい取り組みであると思っております。読書を通して学力を高め、新しい意欲をは

ぐくんでいく取り組みについて、市内各小・中学校では朝の始業前に読書の時間を設けており

ます。その時間帯にどの学校へ行っても、子供たちがいるのかいないのかわからないほど、静

かに集中して本を読んでいるという実態があります。確実に学力も向上していると考えており

ます。家庭学習については、全国と平均して県内の子供の時間数が３分の１程度であるという

報告が昨年度提出されております。そのため、家庭学習量をふやす必要があり、室戸市内学校

における地域の状況等も踏まえながら、その設定が可能かどうか、校長会、教頭会へ問題提起

をしながら検討を進めてまいりたいと考えております。 

 ことし国民読書年であるということから、教育委員会といたしましても、３学期には親子読

書感想文コンクールを予定しており、読書への興味関心を一層高めたいと考えております。 
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 また、御提案のノーゲームデーにつきましては、生理学的にもその弊害が言われており、生

活指導上の大きな問題として取り上げられております。今後、より一層積極的に指導を行って

まいりたいと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 柳川生涯学習課長。 

○生涯学習課長（柳川明彦君） 大項目５の伝統的建造物群保存地区への拠点施設整備につい

て経過等についてお答えいたします。 

 昨年の５月28日に吉良川町の地域を代表する方々で構成された吉良川町並み館設置促進会が

結成されました。その設立会の中で、東町の柳生邸が拠点施設としてよいのではないかとの提

案が決議され、要望書が市に提出されました。市といたしましても、町並み館の候補場所と位

置づけ、昨年８月には東京で地権者の方と担当班長が、小松市長にも同席していただき、借地

を含めての譲渡の交渉を開始いたしました。その後も電話やメール等での交渉を続けておりま

したが、事業進捗を図るため、本年１月に私と担当班長が上京して、地権者の方と全面取得を

前提に交渉を行いました。最終的な回答として、３月には先祖の土地を売却することは困難で

あるとの連絡を受けました。それを受けまして、借地での確保も検討いたしましたが、今後の

事業展開を考慮しますと、借地となると国からの補助を含めて問題となる事項も多くあり、柳

生邸については全面的に断念という次第となりました。吉良川町並み館設置促進会の方々には

経過を含めて御報告したところでありますが、構成メンバーである町並み保存会会長や地区常

会長の交代もあり、改めて設置促進会の開催を要請しているところであります。その中で、拠

点施設にふさわしい新たな候補箇所等について協議を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） 中岡代表監査委員。 

○代表監査委員（中岡當行君） １の２の地方自治法第244条公の施設についての中で、私の

ほうに質問がありましたので、谷口議員に御答弁申し上げます。 

 公の施設に該当するかどうかにつきましては、地方自治法及びその解説にもその要件が列記

をされているところでございます。各事案の検討につきましては、これらの観点から総合的に

判断をしなければならないと考えておるところでございます。高速バスターミナル施設につき

ましては、法令に反する旨の住民監査請求が提出され、その内容につきましては既に平成22年

１月に監査結果報告も公表されているところでございますので、御理解のほどをよろしくお願

いいたします。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 答弁漏れということでございますが、まず公の施設の位置づけの話に

つきましてもお答えをいたしたところでございますし、あと６点目の株主総会の件につきまし

ては現在のところ株主総会はまだ開催をしていないというようなお話を、御答弁を申し上げた

ところでございますので、御理解をいただきたいというところでございます。以上です。 



－70－ 

○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） 補足をさせていただきます。 

 まず、高速バスターミナルの施設を適正に管理しているかどうかと、適正に管理すべきでは

ないかというお尋ねということでありますが、この件につきましては当然公の施設として位置

づけをし、指定管理者制度を適用をして、議会でも議決をいただいて、指定管理者制度で現在

運営をいただいているところでございますから、それに基づいて指定管理者と協定書も締結を

し、適正な運営に努めているということでございますので、これを現段階で改めるという考え

は持っていないところでございます。 

 それから、株式会社ＭＵＲＯＴＯの株主総会ということでございますが、これは一人株主で

ございますから、議事録を作成をし、株主総会を開くということでありますが、この件につき

ましても決算状況というものにつきましては議会へも御報告をさせていただくということでご

ざいますので、その点においていろんな御意見もお伺いをするということになるのではないか

と理解をいたしております。以上です。 

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

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。２回目の質問を行います。 

 先ほどの大項目の１の(2)の問い１で、高速バスターミナルに関して施設を適正に改めるこ

とについても聞くと問うた点については、公の施設として建設したときに適正ではないから、

これを適正に改めることについてお聞きしますと言うたことについては市長もよく御存じだと

思います。けんど、運営管理についてって、建物を建てて、運営を始めたときからのことにつ

いて私は聞いておりません。建てたときの施設のあり方について、これは正しいかということ

について聞いておりますんで、その点についてもう一度その点だけお聞きします。 

 私は20年12月末に県庁を訪ねました。ある幹部職員にこの事業の違法性を指摘したところ、

それには答えられないし、市町村振興課に聞きに行っても言うなと言うと回答されました。こ

の短いやりとりから、県は本市のこの公の施設の事業に補助金及び借入金を支出する際に、設

計図を見て、当該建物が地方自治法第244条に違反していることを認識していたとわかりまし

た。語るに落ちたとはこのことで、これで県も市も違法であると十分認識しながらこの事業を

進めた証拠がそろい、今まで市長に適正に改めてはどうかと求めてきたということでありま

す。ですが、市長はどうしても改めようとはしません。そこで、市長が認めないとならば、も

う県に改めていただくか、県議会で県の補助金条例の違反を追及してもらうしかないと考えま

した私は、ことしの４月に市町村振興課を尋ねました。２人の職員を前にして、自治法におけ

る公の施設の要件を教えてくださいと当たりさわりのない話から問いかけ始めて、途中でやん

わりとこう切り出しました。20年12月の県幹部職員の発言からいうと、県は室戸市が提出した

要望書が地方自治法違反だと認識しながら補助金を出しております。支援は室戸市にとっては

とてもありがたい話ですが、県補助金条例違反は動かしがたいと私は考えております。このま
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までは間違いなく、この課は県議会で条例違反で追及を受けると思います。私は市議会で市長

に改善策を提案いたしましたが、改めようとはしません。だから、これは皆さんがお考えにな

ることですが、これから部長、副部長、課長らと協議した上で、室戸市長に対して、私の提案

も参考にしながら、改めるように指示されてはいかがでしょうか。でないと、県と室戸市のこ

の一連の違法行為はいつまでたっても改善されないし、市町村振興課も県議会で厳しい指摘を

受けることも考えられますと話し、市町村振興課の職員２名は頭を抱えて、黙り込んでしまい

ました。横では、課長補佐がパソコンを打ちながら、私の話に耳をそばだてていたことも知っ

ております。 

 論語にこんな話があります。子曰く、君子は義に喩り、小人は利に喩る。これは人格者は平

生常に善をなすことを志し、何事においてもそれが果たして道理にかなうものかどうかを判断

し、行動に移す。これに反し、徳のない人は平生常に私利、私の利を計算し、利害を判断し、

その上で行動を開始する。それが成果を広く訴えられ、利益にさえなれば、たとえそれが道義

に反していても頓着しないという二千数百年前の孔子の教えであります。 

 法律を守らないのは道義に反する行為ですが、だれだって間違いはあります。指摘を受け、

その違法に気づいたときには、謙虚に間違いを認め、適正に改めれば許され、問題解決に至る

場合だってあります。 

○議長（林 竹松君） 谷口議員、残り５分です。 

○９番（谷口總一郎君）（続） しかし、違法を認識しながらそれを実行し、さらに道義に反

したその行為を問われ、適正に改善するよう求められても、間違っていないと言い張って、改

めもせずに突き進むと、それでは組織のリーダーは務まらないと思います。 

 さて、政治は批判するときは対案を出せというのが鉄則ですので、私は３月議会に、例えば

月１万円で賃貸契約をした場合は年間12万円の家賃をいただいて、そのときは指定管理料とし

て同額の年12万円を支給します。これで会社側の負担も本市の負担もなくなり、これでより法

的に適正になるのではないかと考えますと、改善案を提案いたしました。 

 ここで、１点だけお伺いをいたします。 

 権力の座にいる者は謙虚でないといけません。県議会でこの問題が紛糾する前に、もうこの

辺で改めてはいかがでしょうか。市民と議会に対し、違法行為を謝罪した上で徳島バス側と施

設賃貸契約と指定管理料契約を結んで、適法になるよう改めますと答弁されてはいかがでしょ

うか。この点をお伺いして、以上で今議会の私の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、これまでにも私も何回もお答えをしております。公の施設になるのかならないのかと

いう。谷口議員さんはならない、私はなるということで、ずうっと平行線をたどっておる問題

だというふうに思っておりますし、これは、例えば私どもも市だけの判断かというと、私はそ
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うでないというふうに理解をしてますし、当然弁護士等々の話もこれまでしてきた経過もござ

います。そうした中で、この施設、高速バスターミナルとしては地方自治法第244条の公の施

設でありますと、公の施設になりますというふうに私どもは理解をしてるわけであります。そ

のことについて、その公の施設であるがゆえに、その管理運営については指定管理者制度で第

244条の２で指定管理者制度として運用をしているということでございますから、私はただ運

用、運用、運用の話をしているというわけではありません。前段に公の施設である、公の施設

であるからこそ、第244条の２の指定管理者制度で運用をしていくと、運営をしていくという

ことにつながっていきゆうわけでありますから、全然そのことを私は御答弁をしていないとい

うことにはならないということでございます。公の施設としての位置づけを私どもとしてはさ

せていただいているということを再度申し上げたいと思います。 

 ただ、議員さん市町村振興課に聞いたという話でございますので、私としてもその辺につい

ては再度市町村振興課の考え方も聞くことはやぶさかではございませんので、今後その辺につ

いては確認をしていきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（林 竹松君） いいですか。 

（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（林 竹松君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

            午前11時37分 休憩 

            午後１時０分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、米澤善吾君の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○６番（米澤善吾君） ６番米澤。平成22年６月議会におきまして、通告内容に従い一般質問

を行います。 

 大項目１の室戸市の役割と行政の責任。 

 (1)危機意識の継続と日常管理についてお伺いいたします。 

 危機意識とは何か。日常生活の中には気づかない危険と事故とミスとはいつも隣り合わせで

す。何も自然災害、台風、地震、津波等だけが危機ではありません。人間生きてる間、どなた

にも降りかかってきます。事故、ミスを起こすと、当事者、関係者の人生設計をも大いに狂わ

し、重大な影響を与えます。責任感がなくなり、注意散漫になると、事故は絶対に起こりま

す。事件、事故、職務ミスを防止すべく、努力し、実行することが肝要と思います。すべての

行動に問題意識を持たれると同時に、次のページと次の課題の展開を創造されることが大事な

ことと思いますが、そこで具体的にお伺いいたします。 

 ２月28日の津波に対してどのように対応されたかお伺いいたします。 

 ２月27日南米チリで発生の津波ですが、対策本部は設置されたか。２月27日は土曜日、28日
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は日曜日と休日でしたが、当然非常事態ですので、関係職員の招集がスムーズにできたか。消

防職員、非常勤の消防分団員だけに頼らず、効率よく一般職員の配置はどのようにされたか。

実際に避難された方は何人なのか。どのように安全確認と避難状況を把握されたかお伺いいた

します。 

 高知県沿岸到達の予想時間と波高の誤差がかなりあり、対応に苦慮されたことは推測できま

すが、近い将来に南海地震が予想されますが、万全の対策をとれるように基本的なお考えを市

長並びに担当課長さんにお伺いいたします。 

 室戸市に影響を及ぼす災害発生時、市会議員にも状況をメール等で情報伝達するシステムは

できないものかもあわせて協議すべきだと思います。 

 ②広報５月号に記載されている市民に伝える文書に間違いが多くあると市民より注意されま

した。あってはならないことと疑いましたが、私もその事実を確認いたしました。広報担当課

はこの事態を把握していますか、御答弁ください。 

 ただ、間違いでは済まされないことがあります。記載のとおり市民が行動すれば、大げさと

思われますが、重大な結果につながると予想されますが、まさに危機意識の継続と日常管理の

怠慢と思います。再度、誤報伝達がないように担当課は慎重に迅速に対応すべきと思うがいか

がか、担当課長様にお伺いいたします。 

 なお、６月号も曜日か日にちかわかりませんが、誤記載がありました。確認されましたか。 

 大項目２、室戸市の財政事情について。 

 (1)室戸市政50年の各事業の累積赤字と不良資産の今後の解決策は。 

 累積赤字と不良資産については歴代の市長、議会にも大きい重い責任があるわけですが、そ

れを受け継いだ現市長さんに責任をとりなさいというのはちょっと酷な話です。小松市長さん

に３年前の議会一般質問で、神ノ前公園の土地問題を質問させていただきました。現在、防災

公園として市民の安全な場所として建設されていますが、事業が完成に向かっていることは年

間数千万円の支払い利息の市民負担が軽減されました。この無駄な支払い利息を今後は室戸市

の活性化、市民のために御活用いただければ幸いと思います。神ノ前を収用されてから、この

土地の処理までに支払われた支払い利息の総額は幾らかもあわせてお伺いいたします。 

 この事態からの脱却は歴代市長が解決できなかったことを一定の方向を示されることは非常

に御苦労されたと思いますが、他にこのような事態はないのか市民は不安に思っております。

私たち市民にとって室戸市の平成21年度の決算は、歳入120億2,000万円、歳出117億1,721万

円、繰越明許を差し引き、実質収支額は２億5,000万円の黒字ということで推移しています

が、市民にとっては天文学的な数字としか受けとめられません。しかし、赤字等の不良資産は

時間が経過すると、今はささいな金額でも、後の時代に室戸市民に重く負担を強いる事態を避

けなければなりません。まさに、土地開発公社時代の悪夢が再発するおそれがあります。この

事態を避けるために、次の質問をさせていただきます。 
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 ①過疎と高齢化が進む室戸市の国民健康保険特別会計平成20年度決算においては、累積赤字

が４億7,600万円、平成21年度は累積赤字が５億424万円と増加の傾向にあります。それととも

に、住宅新築資金は平成20年度の赤字２億137万円、平成21年度の赤字２億3,713万円と、これ

も増加の傾向にありますが、室戸市で解決できる範囲を超えていると思われますが、国の支援

策等はいただけないか、また何らかの解決策は模索できないかを質問させていただきます。 

 行政にとって予算編成のとき、民間では考えられない制度、繰上充用と最も便利な制度が公

認、存在していますが、近い将来この制度を使用しない予算編成を望むものです。 

 また、今後室戸市の財政に重大な影響を与えると危惧する財政運営はあるか、あわせて質問

させていただきます。 

 これからの室戸市の投資は施設、設備をつくるのが目的であってはならない。それらの施設

をいかに活用して、室戸市の活性化につなげるシステムを構築すべきと考えるものです。何も

考えずに設備投資をすれば、お荷物施設になり、市民に新たな負担を強いることになります。

御所見をお伺いいたします。 

 さきの先輩議員も質問ありましたけども、重複する部分ありますが、室戸市出資の株式会社

ＭＵＲＯＴＯの経営状況を問うとともに、佐喜浜芸東ごみ焼却処分場の現在の状況と未償却の

負債は存在するのか。安芸市に設置のごみ焼却場は市の負担の観点から、いかがなものかもあ

わせてお伺いいたします。 

 ③水道事業会計の建設仮勘定の内容を問うとともに、昭和55年着工の吉良川西の川のいまだ

使用されていない施設について、市民に負担をかけない処理方法はあるのか、また当時計画は

どのように立てられたか、またどうして現在使用されていないかを問う。 

 ３、室戸市定住促進事業について。 

 (1)移住促進の課題について、安心の生活空間について御質問させていただきます。 

 先般、５月28日付の高知新聞に興味のある記事が記載されていました。室戸市への移住の希

望は酌み取れますが、直面すると思われる課題が２点ほど指摘されていました。１つの課題、

病気になったら、２つ目、公共交通などと具体的な心配事が提案されています。私の提案です

が、病気の問題は現在の室戸市民を含め、最も重要なことと思います。現在の室戸市に市民総

合病院をと希望される市民は大多数と思いますが、現在の室戸市の人口、財政等を考えると至

難のわざです。新たな負担を市民に与えるだけだと思います。そこで、室戸市に既存する病院

と連携し、医師不足、設備不足を解決するため、診療部門、産婦人科、小児科、眼科、皮膚

等、いろいろありますけども、その中ですべてを設置するのは至難のわざと思われます。ま

ず、１診療科目でも市民の希望の多い診療科からスタートされてはいかがか。現在の病院とよ

く協議され、不足の診療を補うために室戸市が病院に一定の補助金を交付するか、また室戸市

が医師を雇用し、契約の病院に派遣され、病気の早期発見と治療の安心受診システムをつくら

れてはいかがですか。このことが国保財政改善の一手になる可能性があると思われます。新し
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い発想の医療、室戸モデルを考えられたらいかがかお伺いいたします。 

 次に、交通機関の問題ですが、現在の路線とは違う生活路線の考えで、市の公共施設、病

院、ショッピング、商店街、観光地めぐり等、現在高知市で運行のぐるりんバスをヒントに定

額方式で運行できないか。また、それがだめな場合は、室戸市のタクシーを活用できないか。

交通手段があれば経済活動にも効果があるではないか。また、運行試算されたことがあります

かも質問させていただきます。 

 その次に、②としまして、移住促進に沿った空き家はあるのか。室戸市商工会が次世代の湯

治場として内閣府の補助金を受け、シレストむろと、西山台地の農園ほかを中心に体験型長期

滞在の観光開発を実施し、一定の効果は認められました。交流人口の拡大、最終目的は室戸に

定住できないかを具体的に実行しました。長期滞在から移住につながる家を探しました。なか

なか難しいということで、現在は発見されませんでした。室戸市の定住に可能な借家は見つか

りません。室戸市が定住目的の家屋を調査され、確保されているかを問うとともに、現在の移

住促進住宅は何の目的で計画されているのか。原点に返られて、担当課として次の手段をどの

ように考えられているか質問させていただきます。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 米澤議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の室戸市の役割と行政の責任についての①２月28日の津波に関する対応

についてでございます。 

 御案内のとおり、本年２月27日に南米チリ中部沿岸で地震が発生し、日本沿岸にも津波の影

響が予想される状況となったところでございます。２月28日９時33分に津波警報が発令され、

あらかじめ定めております地震、津波発生時の配備基準、動員態勢に従いまして、自主参集や

電話連絡等により、私を含め関係職員が順次参集したところでございます。しかしながら、日

曜日の朝ということもあって出かけていた職員などもおり、全員が迅速に、かつ的確に参集で

きたかといいますと、残念ながら十分でなかったのではないかと反省する点もあるところでご

ざいます。今回の事例を教訓に、緊急時の職員の参集につきましては改めて参集基準などを徹

底するとともに、防災訓練を重ねていかなければならないと考えております。 

 次に、参集後の対応についてでございますが、登庁後、各部署ごとに消防、警察、県、土木

事務所のほか、漁協など関係機関との情報交換等を行いながら、午前10時20分に災害対策本部

を設置したところであります。そして、その後の各地の情報や日本への到達予想時間、県など

の情報提供なども踏まえ、午後１時30分に沿岸部全域に避難勧告を発令をいたしました。今回

の対応における職員の配備体制につきましては、①本部で情報収集や関係機関との連絡調整に

当たる者、②各支隊の配備及び避難場所の開設に当たる者、③広報車両による広報活動に当た

る者、④海岸部の釣り客や観光客などへの呼びかけに当たる者などに分かれて、それぞれ対応
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を行ったところでございます。 

 次に、安全確認と避難状況の把握につきましては、関係課職員による海面監視を継続して行

ったほか、広報車両による沿岸部全域への巡回広報とともに、いそや港で釣りをしている方、

観光客の方に直接避難の呼びかけをして回ったところであります。また、今回は津波に対する

避難であることから、津波による影響が少ないと考えられる市内９カ所の公共施設を避難場所

として市職員を配置し、避難された方々の受け入れに当たったところであります。 

 避難された方々の数につきましては、市の避難場所に避難された方は最大49世帯、73名でご

ざいますが、このほかにも地域の避難場所に独自に避難された方々がいたとお聞きをするとこ

ろでございます。 

 今回の経験と反省を踏まえ南海地震を想定したとき、今回のような時間的余裕はないものと

考えます。現在の情報伝達手段ではとても対応し切れないと考えるところであります。このこ

とにつきましては、昨年度県補助をいただいて、緊急情報などを市内一斉に同時発信するとと

もに、相手側からの情報を受けることができる同報系デジタル防災行政無線の調査及び実施設

計を行ってきたところでありますので、できるだけ早い時期にこの同報系防災行政無線の整備

に取り組んでいかなければならないと考えるところでございます。 

 また、議員の皆さんへの情報伝達につきましては、現在職員間では、あらかじめメールアド

レスを登録し、緊急時にはメールで招集をかけるシステムをとっております。そのシステムを

利用して議員さん方にも情報をお伝えすることができないか、またどういう内容をお知らせす

ればよいのかなどにつきましては、今後議会とも協議をさせていただきたいと存じます。 

 次に、大きな２点目の室戸市の財政事情についてでございます。 

 室戸市の国保財政の赤字につきましては、御案内のとおり、約５億円の累積赤字がございま

す。その中で平成９年度、10年度、11年度の３カ年で合計３億5,700万円の累積赤字となって

おります。この時期の赤字のウエートが大変大きいというふうに思っております。適切な時期

での税率改正が行われなかったのではないか、そのことが大きな原因ではないかと考えるとこ

ろでございます。その他の赤字の原因といたしましては、高齢者の増加にあわせ、稼働年齢層

の人口の減少、経済不況などに加え、医療技術の向上による医療費の増嵩などが考えられま

す。 

 累積赤字解消に向けましては、単年度収支を何とか黒字化するために、これまでにも税率改

正や一般会計から厚生労働省繰入基準額100％の繰り入れ等を行ってきたところであります。

また、滞納整理課を設置し、収納率向上にも努めてまいりました。平成21年度の現年度分収納

率は94.77％、滞納分は平成20年度で15.06％でございまして、平成13年度以降一番の高い収納

率となっているところでございます。さらに、保健事業として、糖尿病教室を初め各種運動教

室など、健康に対する関心を高める研修会の開催なども行うとともに、特定健診や保健指導を

実施をし、病気の早期発見、早期治療による医療費の削減やジェネリック医薬品の利用促進に
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取り組んできたところでございます。その結果といたしまして、最近では平成20年度に単年度

黒字となりましたが、全体としての赤字の解消にはつながっていないところでございます。 

 今後の対策といたしましては、さらなる収納率の向上、医療費の削減のための頻回、重複受

診の是正、現在使用中の薬をジェネリック医薬品に変更した場合の負担軽減額を明らかにした

差額通知というものを送付するなどの対策を行ってまいります。また、特定健診未受診者に対

する受診の勧奨、保健指導について一層推進をしてまいります。 

 次に、国保会計の赤字を解消するために一般会計から繰り入れを行う、いわゆる法定外繰入

は会計独立の原則から好ましくないとされてきたところでございますが、昨今の景気低迷によ

る国保会計の赤字を解消するために法定外繰入を行っている市町村は、平成19年度、1,803市

町村のうち約７割の1,243市町村にも及び、繰入総額は3,804億円に上っております。その他、

全国的には昨今の経済不況を考慮し、税率の改正を抑え、それに見合う分として924億円もの

法定外繰入が行われている事例も見られるところでございます。本市におきましても昨今の経

済不況の中、税率改正につきましては平成17年度改正以降、これ以上の負担を強いるのは困難

と考えておりますので、前段で申し上げました対策を進め、医療費の削減などに一層努力をす

るとともに、法定外繰入の問題につきましては今後議会とも相談をさせていただきたいという

ふうに考えるところでございます。 

 次に、住宅新築資金等の累積赤字の今後の解決策についてでございます。住宅新築資金等貸

付事業特別会計につきましても、御案内のとおり、毎年繰上充用額が増加をしている状況でご

ざいます。そのため、市の集中改革プラン推進計画の中でも、まずは収納率向上が重要だと考

え、取り組みを行ってまいりました。その結果として、収納率では平成17年度と21年度を比較

をいたしますと、現年度分で72.83％が76.99％となり、プラス4.16％、滞納分で1.03％が

7.33％となり、プラス6.3％と収納率が向上をしている状況でございます。今後につきまして

も、一層の収納率向上に努めるとともに、現年度分80％、滞納分10％を目標とすれば、平成

34年度には負担も少なくなるとの試算もしているところでございますが、この点につきまして

はなお精査の上、詳しいシミュレーションを行ってまいりたいと考えております。また、他市

の事例では、貸し付けが終わったことを踏まえて、特別会計から一般会計に移行しているとこ

ろもございます。そのことにつきましても他市の調査を行い、県の御意見などもお伺いした上

で、内部検討を重ね、対応すべき課題であろうというふうに考えております。 

 次に、今後室戸市の財政に重大な影響を与えると危惧する財政運営はあるのかということで

ありますが、当市としましては、先ほども申し上げましたが、これまでに財政健全化に対する

取り組みといたしましては、①起債の発行額をその年の元金償還額を上回らない範囲に抑制

し、市債残高の削減を図ること、②職員数の削減により人件費の抑制を図ること、③公用車の

一元化など、事務事業の見直しにより一層の経費の削減を図ること、④売却可能資産の処分等

により財源の確保を図ることなどに努めてきたところでございます。しかしながら、前段に申
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し上げました国民健康保険事業及び住宅新築資金等貸付事業特別会計の赤字、また土地開発公

社の問題など、財政運営は大変厳しい状況にあると認識をしております。このことから、今後

とも効率的な行財政運営及び無駄な経費の削減に努め、一般会計はもとより、各特別会計を含

めた一層の財政健全化に努めていかなければならないと考えるところでございます。 

 また、議員さん御指摘の箱物施設などの整備につきましては、財政状況、投資効果、運営経

費等を総合的に勘案して、取り組んでいかなければならない問題だと考えております。 

 次に、株式会社ＭＵＲＯＴＯの運営状況についてでございますが、さきの行政報告でも申し

上げましたように、株式会社ＭＵＲＯＴＯの定期総会が、株主総会がまだ開催をされておりま

せんので、詳細につきましては９月議会での報告になりますが、今期の運営につきましては初

期投資等の経費がかさみ、当期純損失金額749万7,060円が生じる見込みとなっております。経

営改善対策としましては、これまで排水熱を利用した熱交換機の設置、ディマンド抑制装置の

設置、ディープシーワールドの管理の受託、利用者の利便性向上のための取りつけ道路の新

設、施設の案内誘導看板の設置などに取り組んできたところでございますが、今後においても

従業員と一体となり、経費の削減や経営改善等に努め、本年度以降、損失を出さないよう全力

で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、４点目の室戸市の水道事業の建設仮勘定についてでございます。 

 この建設仮勘定に計上されております西の川水源は第５次拡張整備事業で、昭和46年に日量

8,000トンで計画を立て、昭和55年度事業で取水井戸及びポンプ室の築造、送配水管の一部布

設工事を実施したものでございます。その供用開始につきましては、笠木山に計画した配水池

が地震等の際に破損した場合、下方の住家に危険性を及ぼすことや計画取水量が多いため農業

用水等に支障が生じること、また地域住民への周知徹底が十分なされていなかったことなどに

より、地元理解が得られず、未稼働のまま現在に至っているものでございます。 

 建設仮勘定に計上されている西の川水源関係の資産につきましては、平成17年度に約５億

1,000万円ありましたが、本勘定に移すのが望ましい土地等を移行した結果、平成21年度末に

は４億5,261万5,089円となっているところでございます。 

 今後の対応としましては、一つには施設を利用する方法がございますが、近年の人口の減少

に伴い、給水需要は減少している中、施設を稼働することはさらに多くの設備費を費やすこと

となりますし、経済効果の面からも非常に困難な状況と考えるところでございます。また、会

計処理の方法につきまして、これまでにもいろんな方々の御意見をお伺いをしてきたところで

ありますけれども、特別損失で処理をするとか、また固定資産と同様に除却する方法など、先

ほども申し上げますように、検討をしてきたところでありますが、いずれもそれらが赤字とい

うところへ位置づけをされるっていうことでございまして、それの解消をするまでには数十年

かかるというような状況でございます。しかし、このことにつきましては水道会計の大きな課

題でございます。今後におきましても、公認会計士や専門家の助言をいただくとともに、また
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水道審議会の御意見もお伺いをする中で具体的な対策をとっていかなければならないと考える

ところであります。 

 次に、大きな３点目の室戸市定住者促進事業についてであります。 

 ①安心の生活空間についての中で、議員さん御案内の医師不足を解決するため、室戸市が病

院へ一定の補助金交付または医師を雇用し、派遣するといった受診システムをつくられてはど

うかということでございますが、私も市民の皆さんが安心して生活していくためには、やはり

医療がいつでも受けられる充実をした医療が最も大切であるというふうに考えるところでござ

います。しかし、御案内のとおり、室戸市内で診療科をふやすことや医師の確保となります

と、民間の医療機関の協力が不可欠となるところでございます。また、高知県内では産婦人科

等の特定の診療科や県中央部以外の地域の医師は不足しているのが現状でもございます。その

ため、現在大学、医師会、医療関係者、県、市町村が連携をして、高知医療再生機構を設立

し、医師確保に取り組んでいるところでございます。そして今、県立安芸病院の改築計画が議

論されているところでございますが、県立安芸病院は東部地域の拠点病院であり、なくてはな

らない施設でございます。しかしながら、現状では大変不十分な状況だというふうに思ってお

ります。したがいまして、今回の改築計画に合わせて、医師の増員、小児科、産科の医療体制

の充実などについて強く県に要請をしているところでございます。東部地域で安心して十分な

医療が受けられるよう県立安芸病院の充実に努めていかなければならないと考えるところであ

ります。 

 次に、公共交通機関の問題についてのぐるりんバスやタクシーなどの活用はできないかとい

うことでございます。私も公共交通として生活路線を確保していくことは、高齢化や過疎化が

進展する中で、住民の生活にとって大変重要であるというふうに認識をするところでございま

す。以前には、廃止路線代替バスとして昭和45年から佐喜浜山口線、長者野線、北生線の３路

線について運行し、平成10年からはディマンド方式に変更となり、運行しておりましたが、利

用者の減少などの理由により、平成19年にそれらも廃止になっているところでございます。 

 次に、ぐるりんバスなどの運行試算についてのお尋ねでございます。私も他の市町村を調査

し、検討をしたことがございますが、市費でバスを購入をするとともに、年間3,000万円以上

の額で観光業者に委託をしたり、対象者限定で社会福祉協議会へ委託をして運行している事例

がございました。しかし、いずれも大きな財政負担が必要であり、現状では大変困難な状況で

ございます。この問題につきましては、多くの市町村が抱える問題でもございますし、中山間

地域等のディマンドバスや乗り合いタクシーなどの利用につきましてはやはり国、県の補助制

度の導入が必要であると考えるところでございまして、私としましては今後とも市長会などを

通じて、こうした補助制度の導入について要望活動を行ってまいりたいと考えているところで

ございます。 

 私からは以上でございますが、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
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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） 米澤議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな１点目の室戸市の役割と行政の責任についての①２月28日の津波に関する対応

についてでございます。一部市長答弁と重複いたしますが、お許しをいただきたいと存じま

す。 

 御案内のとおり、本年２月27日に南米チリ中部沿岸に起きた地震により、翌２月28日午前９

時33分に高知県沿岸に津波警報が発令されました。御質問の職員の対応についてでございます

けれども、当日は日曜日でしたが、前日からの報道等により、私ほか総務課職員が警報発令前

から登庁し、情報収集とともに、消防、警察、県及び県土木事務所などとの連絡調整に当たっ

ておりました。９時33分の津波警報発令と同時に、あらかじめ定めた配備基準、動員態勢に従

い、災害対策本部の部長、副部長、その他関係課の職員に順次参集連絡を行いました。しかし

ながら、日曜日の朝ということもございまして、全体の参集が必ずしも迅速ではなかったので

はないかとの反省点は先ほど市長が申し上げたとおりでございます。 

 そこで、市の災害対策本部でありますが、各部長、副部長がおおむねそろいました午前10時

20分に災害対策本部を立ち上げ、それまでの状況報告や情報の確認などを行い、対応について

協議をいたしました。その結果、引き続き情報収集に努めるとともに、釣り客等に対する各漁

協への注意喚起の要請や水門、陸閘の閉鎖、シレストむろとの閉館、避難場所などの検討等に

ついて協議、確認を行ったところでございます。その後、各機関からの情報などを踏まえ、午

後１時に２回目の災害対策本部を開催し、その後の津波の観測状況、各地の情報や体制、県の

情報などを総合的に検討した結果、午後１時30分に沿岸部全域6,196世帯、１万2,419人を対象

に避難勧告を発令することを決定したものでございます。また、それにあわせまして、市内９

カ所の避難場所の開設、消防無線、有線放送、広報車両などによる避難の呼びかけ、消防、関

係課職員による海面監視などを行うことを確認いたしました。当日は本部長である市長以下、

総勢47名の職員が参集し、それぞれ本部で情報収集や関係機関との連絡調整に当たる者、各支

隊へ配備する者及び避難場所の開設に当たる者、広報車両により広報活動に当たる者、沿岸部

の釣り客や観光客などへの呼びかけに当たる者、港や河口付近での海面監視などのパトロール

を行う者などに分かれて、それぞれ対応を行ったところでございます。災害対策本部会議はそ

の後の状況の推移により計５回開催いたしました。午後６時02分に室戸岬で最大50センチの津

波を観測いたしましたが、幸いその後においても被害の報告もなく、午後９時20分に総務部に

よる情報収集体制を維持しながら、その他の部は常時連絡がとれる連絡体制といたしました。

日付が変わりまして、翌日３月１日午前３時06分にようやく避難警報が解除され、津波注意報

に切りかわりましたので、深夜ではありましたが、消防サイレンにより避難勧告の解除をお知

らせするとともに、午前３時15分をもって災害対策本部を解いたところでございます。なお、
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注意報は継続しておりましたので、総務課職員による市町村配備はその後も継続し、県など関

係機関との連絡体制を維持しておりました。その後、午前10時15分に注意報も解除され、この

時点ですべての配備体制を解いたところでございます。 

 今回の例から今後の災害対策に向けた課題といたしまして、一つには職員の参集について、

どのような時点でだれがどこへ参集すべきなのかなどの参集基準を再徹底し、日ごろから緊急

時における参集についての自覚を強く再度求めるとともに、これまで定期的に行ってきてはお

りますけれども、より実際の場合を想定した参集あるいは訓練ですね、職員の訓練を何度も繰

り返し行って、災害時に備えてまいりたいと考えるところでございます。 

 もう一点は、住民の皆さんへの情報提供、伝達手段でございます。今回は消防無線や公民

館、市民館の有線放送による放送、消防分団や市職員による広報車両での巡回広報、自主防災

組織のリーダーや常会長さんへの電話連絡、市職員による沿岸部の釣り客等への呼びかけなど

の方法により情報伝達に努めたところでございますが、南海地震などの大規模災害時には今回

のような手段ではとても対応できないと思われますので、市長も申し上げましたように、でき

るだけ早い時期に同報系防災行政無線の整備に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、②の広報の誤りに関してでございます。 

 まず、広報紙の誤りについて御指摘をいただきました。「広報むろと」５月号及び６月号に

複数の誤記載がありましたことは担当課としても確認をしたところでございまして、大変申し

わけなく、市民の皆様に深くおわびを申し上げる次第でございます。今回のミスにつきまして

は、箇所ごとに原因を追求して、再発防止に全力を挙げて取り組みたいと考えております。そ

こで、広報発行までの流れを少し御説明させていただきたいと思います。 

 カレンダーの曜日によって多少前後いたしますが、おおむね発行月の前月の月初め、１日ご

ろを締め切りとして、各担当課から提出された原稿を総務課のほうで取りまとめ、約５日間程

度で文章の手直しやおおよそのレイアウトを行います。それができましたら、おおむね毎月７

日ごろに庁内の課長等で構成します広報編集委員会を開催し、掲載項目や大体のレイアウト等

について協議をいたします。その２日後の毎月９日ごろに印刷業者に最初の原稿を提出して、

実際のページ、レイアウトなどを行っていただく、いわゆる初稿の作成を依頼いたします。そ

れから、おおむね１週間後の毎月大体16日ごろに印刷業者から初稿を受け取り、１日もしくは

２日間で原稿の担当課による校正を行います。その校正結果を総務課のほうで取りまとめ、印

刷業者に提出して、大体２日後の毎月20日ごろに印刷業者から校正後の版下を受け取ります。

その版下が各課の行った校正どおりに直っているかを総務課のほうで再チェックいたします。

これが１日程度でございます。その後、印刷、製本に三、四日を要し、毎月おおむね26日に納

品、同日発送といった手順となっております。このように、それぞれ限られた時間での作業で

はありますが、これまでも各作業ごとに間違いのないよう努めてきたところでございます。し
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かしながら、５月号、６月号に何点か誤りがあったことは御指摘のとおりでございます。これ

らのミスは原稿担当課、それを取りまとめる総務課、そして印刷業者の３者それぞれに原因が

あるものと考えております。 

 広報紙の誤りは市民の皆様に御迷惑をおかけするばかりでなく、行政への信頼を損なうこと

にもつながりかねませんので、今回の事例を反省材料として、今回生じたミスごとに発生原因

を追求し、どうしてそのミスにつながったのかを個々に検証していきたいと思っております。

それらを踏まえた上で、各課における校正時には人を変えて、複数の目で必ず元データとの確

認を徹底するよう要請するとともに、私ども総務課においてもチェック体制やスケジュールな

どの見直しを行い、さらに印刷業者にも確認の徹底を求めてまいりたいと考えております。 

 なお、誤りの内容により急を要するようなものにつきましては、直接関係機関や関係者等へ

の連絡を行うほか、ホームページでの訂正などを行い、その他のものにつきましては次号の広

報紙で訂正記事を掲載させていただくなどの対応をとっているところでありますが、今後そう

したことにならないよう確認を徹底してまいりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上

げます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 大きな３の定住者促進事業についての②、何点か御指摘がございましたが、まず元地区の移

住体験住宅の目的でございますけれども、この施設は平成21年４月から設置したものでござい

まして、移住希望者の方に一定期間この施設に宿泊していただき、地域の方との交流や情報交

換を行ってもらいまして、室戸の魅力を感じていただき、移住の促進につなげていくという施

設でございます。この施設の利用者数につきましては、平成21年度で10件、24名の方が、22年

度では２件、４名の方が利用されております。残念ながら、直接この施設を利用された方が移

住につながったということはお聞きをいたしておりません。 

 それから次に、空き家調査の状況でございますが、移住促進を進める上ではやっぱり空き家

を調査いたしまして、生活の拠点となる住宅を供給できる体制を整えておくことは非常に重要

な課題だと考えております。空き家調査の実施の状況でございますが、昨年21年10月に室戸岬

地区について実施いたしまして、貸与等の意思のある方は29件、また本年３月に県におきまし

て、元地区から吉良川地区にかけて調査を行いました結果、同じく貸与等の意思のある方が７

件ございました。 

 今後のこの移住促進に対する取り組みでございますが、今回の議会の補正予算にも計上して

ございます移住の窓口相談員を設置する予定でございまして、受け入れ態勢づくり、それから

情報発信、ＰＲ、それから空き家の利用促進、それから移住促進住宅の活用も含めましてです

ね、県や関係機関とも連携いたしまして、取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。以上です。 
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○議長（林 竹松君） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 米澤議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 大きい２番の室戸市財政事情の中の③ごみ焼却処分場の件についてお答えいたします。 

 芸東衛生組合の未償還負債についてでございます。20年度末起債残額は８億312万3,000円と

なっております。新たに借り入れをしなければ平成27年度をもって起債の残額は０円となりま

す。償還額に対する交付税が合計で７億8,334万7,000円交付されますので、差額の1,977万

6,000円について室戸市と東洋町が８対２の割合で各年度の支払い額に応じて負担することに

なります。室戸市の負担分の合計は1,582万円となります。 

 次に、安芸メルトセンターにつきましては、建設費が約54億円で、平成20年度末の起債残高

が39億1,695万9,000円、その起債残額を安芸広域を組織する９つの市町村で負担するわけで

す。そのうち室戸市の負担分は10億4,438万4,000円、償還額に対する交付税が合計で４億

136万9,000円交付されます。21年度の室戸市の負担分は9,993万1,000円となっています。同額

程度、平成32年度まで償還することとなっております。 

 佐喜浜、芸東ごみ焼却場の運転を再開しますには莫大な費用がかかりますので、現状どお

り、安芸の施設を利用するほうが経済面では有利と考えます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 米澤議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 大きな項目の２の中で、神ノ前公園用地の支払い利息は幾らかということでございますが、

この用地につきましては平成元年度から３年度までの３カ年で室戸市土地開発公社が取得し、

平成20年度、21年度に室戸市が再取得、そして本年度の７月に残り部分を再取得して完了とな

る予定であります。この７月末に市が再取得をすると仮定しまして、平成元年度から平成22年

７月末までの利息は総額３億3,559万2,791円となります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 山本人権啓発課長。 

○人権啓発課長（山本俊男君） 米澤議員さんに市長答弁の補足をさせていただきます。 

 問い大項目２の①のうち、住宅新築資金等の累積赤字に対する国等の支援についてお答えし

ます。累積赤字を少しでも減らす方策の一つとして、国の償還推進助成制度がございます。こ

れは、住宅新築資金等の借り受け人及び連帯保証人において回収が不可能となったもの、また

は法的手段をとってもなお回収の見込みのないものについて残債務の４分の３を国より補助金

として助成していただくものであります。平成21年度に１件、196万9,000円の実績がございま

す。これらは国、県が認めて、助成金の対象となりましたので、滞納整理課とも協議しながら

進めてまいりたいと思っています。いずれにしても、赤字の解消には現年分、滞納分の収納率

を上げる地道な積み重ね、取り組みが欠かせないと考えております。関係課とも連携しながら

努力してまいりますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって米澤善吾君の質問を終結いたします。 
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 次に、立石大輔君の質問を許可いたします。立石大輔君。 

○７番（立石大輔君） ７番立石。室戸市民を代表いたしまして一般質問いたします。 

 初めに、保育園についてであります。 

 今、少子化で保育園児というのは減少の一方です。今の現状として市内の私立の園児の人数

は園別にどのようになっているのかお聞きいたします。 

 またそして、５年後の予想人数はどうなるのか。室戸市立園にすれば７人の園児でもやって

るところがあります。私立にすれば20人を切ると経営が難しくなります。となると、最終的に

は市が見なくてはいけないか、またかなりの補助金が必要になります。５年後のビジョンはあ

るのでしょうか、お聞きいたします。 

 また、今の全私園の、私園の経営状況はどうなっているのかお聞きいたします。現実を考え

てみますと、７人の園児で2,000万円前後の経費を使っている大谷保育所は市の財政上、今後

どのように考えているのでしょうか、お聞きいたします。 

 次に、管轄が福祉事務所より教育委員会に移りました。今までとはどのように方向性が変わ

るのか、また保育園関係について４月より教育委員会として４月より新しく取り組んでいる事

業はあるのかお聞きいたします。 

 次に、第１次産業についてであります。 

 まず、１としてレンタルハウス事業についてであります。この事業は施設農家にとっては非

常に助かっており、規模拡大の大変手助けになっております。そこで市としてレンタルハウス

事業の開始からの総農家戸数及び総面積は把握しているのか、またこの事業をやったのに規模

縮小しているような農家はないのか、また今までにどれくらいの成果が上がっているのかお聞

きいたします。 

 次に、休耕田利用についてであります。本市に休耕田は大分あると思いますが、市は把握し

ているのでしょうか。どれくらいありますか。また、その休耕田の利用として市はどのような

対策をしているのか。何かよい方法はないものでしょうか。 

 これは一つの例ですが、昔大恐慌のときにアメリカで公費をつぎ込んで、大きなダムをつく

り、失業対策、景気対策としました。そこで、市の公費を補助して、ＮＰＯまたは土建会社ま

たは農家の方でも構いませんが、休耕田に農作物をつくらすという案はどうでしょうか。勤労

者には賃金を払うので失業対策にはなるし、生産性があるので、市の投資とすればもしものと

きの赤字分だけでいいのです。10アールで10万円の赤字として100万円の補助で１ヘクタール

の休耕田が使えます。また、作付作物の選択により、市の投資は０円、ＮＰＯ、土建会社の利

益の出る可能性もあります。このような事業を考えてみてはどうでしょうか。 

 次に、室戸産品促進販売事業についてでありますが、ことしはいつどのようにやるのか、ま

た去年はどのようにやったのか。京都でやったと聞いておりますが、その成果はどのようにな

ったのかお聞きいたします。 
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 次に、スジアオノリの養殖ですが、これはもう私が一般質問のたんびに何回も聞いておりま

す。これは漁業養殖として最も可能性の高い、一番手っ取り早いものではないかと思います

が、今どのような状況になっているのか、進捗状況をお聞きいたします。 

 また、当初予算466万円の使い道はどのようになっているのか、今の状況、見通しはどうな

っているのかお聞きいたします。 

 次に、西山台地のため池についてであります。昔、大雨により西山の池が切れ、吉良川で何

人かの死者が出たことを聞いております。最近でも、西山の池が切れて、大水が出ました。そ

のときは雨が降っていなかったので、被害にはならなかったのですが、晴れているのにその下

流の谷はすごい大水でありました。補修のほうは進んでいると思いますが、今どのあたりまで

進んでいるのかお聞きいたします。 

 次に、シレストむろとについてであります。 

 シレストむろとについては、市民の方々いろいろ心配しております。今では市民には必要な

ものとなりつつあり、その分経営について市民は心配しております。 

 そこで、お聞きいたします。今の経営状況は、いろいろ月ごと、いろいろ聞きたかったんで

すが、取締役会がまだということで、お聞かせできる範囲で結構です。 

 次に、キラメッセ室戸について。 

 キラメッセ室戸はことしで15周年になります。今のところ経営状況としては、食堂のほうは

とんとん、楽市が黒字のようです。市に指定管理料を払っていることもあり、去年は従業員に

はボーナスは出せないときもありました。また、役員も報酬をカットしたこともありました

が、契約の切りかえ時に鯨館を青少年育成会がやるようになり、その分キラメッセ室戸の指定

管理料が900万円から750万円に少なくなりました。それは３分の２ということで当たり前のこ

とですが、そうなると便所管理費にしても、同じように考えるべきではないのでしょうか。今

まではすべて便所管理費約350万円はキラメッセ室戸のほうで見ているようです。そこのとこ

ろはどうでしょうか、お聞きいたします。 

 次に、友好都市親善団受入・派遣事業について。 

 この事業は来年で20周年になります。市として今までの成果をどのように評価しているのか

お聞きいたします。 

 また、何か記念事業は考えているのか、またこの事業を今後どのように考えているのかお聞

きいたします。 

 次に、室戸市の活性化についてであります。 

 サンパレスについてですが、滞在型のホテルができると期待しているのですが、まだ来ない

のか、また進捗状況はどのようになっているのか、内田さんのことですが、また市は早く来る

ように持ちかけているのか、働きかけているのかお聞きいたします。 

 次に、企業誘致についてでありますが、これは室戸市活性化には大事なことであります。そ
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こで、新しい企業の来る予定はないのか、また電硝エンジニアリングの室戸市の実現化がおく

れている理由は何なのか、市としては努力しているのでしょうか、お聞きいたします。 

 次に、未婚者の結婚問題についてであります。 

 今室戸市の、室戸市というか、今全国の社会問題でもありますが、室戸市にも多くの未婚者

がおります。この件に関して何とかならないものか。また、市としては本市に20代から50代の

男女でどれくらいの未婚者がいるのか把握していますか。把握していれば教えていただきたい

と思います。また、未婚者の多い理由としてどのようなことが考えられるか、市として分析し

たことがあればお聞きいたします。 

 結婚する者がふえれば、少子化対策または室戸の活性化につながると思うのですが、どうで

しょうか。 

 それと、企業誘致、ジオパーク、シレストなどなど、いろいろ市も事業をやっております

が、これらのような本市の活性化につながるようなことはやっておりますが、結婚問題も種類

は違いますが、これらと同等に考えてやるべきではないかと思うのですが、どうでしょうか。

他の事業に比べれば、この結婚問題については割と手が着けやすく、また企画次第では最も多

く、最も早く少子化対策、室戸市の活性化につながると思うのでしょうが、どうでしょうか。

また、大々的にやれば観光とかにもつながり、本当に活性化につながると思います。 

 また、関連事業の出会いきっかけ事業とはどのような事業なのかお聞きいたします。この未

婚者の結婚問題については必ず何十組ものようなカップルができるというようなすごい事業を

企画してもらいたいのですが、そこのところはどうでしょうか。 

 １回目の一般質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 立石議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の保育所についての件でございます。 

 保育所の５年、10年後ということでありますが、少子化が一段と進行しておりまして、児童

数も年々減少しているところは御案内のとおりでございます。子供の数は10年で半数になって

いるというのが現状でございます。 

 また、そうした中、市の公立保育所の経営状況といたしましては、市の公立保育所全体とし

て、超過負担分が平成19年度、１億2,770万円、平成20年度が１億1,830万円となっているとこ

ろでございまして、市の財政負担も大きくなっているということであります。 

 また、保育所の統廃合につきましては、御案内のように、平成17年３月にいただきました室

戸市保育所統廃合民営化検討委員会の報告をもとに進めてきたものでございまして、平成18年

度には佐喜浜保育所と都呂保育所を統合をしております。また、平成19年度におきましては、

これは民間の保育所でありますが、室津郷、室津保育園、浮津保育園の３つの保育所が経営統

合を行ったところでございます。さらに、平成22年度からは吉良川保育所の民営化へと取り組
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みが進んできたところでございます。 

 次に、私立の保育所の経営のお尋ねでございますが、これも児童数が20名を割りますと大変

経営は苦しくなるということでございます。市といたしましては、民間の保育所に対しても将

来を見据えた経営方針を定めるべきではないかと、市としても情報提供等を行ってきたところ

でございますし、これからも引き続きそうした情報提供は行っていきたいと思っております

し、またそうした助言とか指導とかというものについてはぜひ行っていきたいと、話し合いを

進めていきたいと考えているところでございます。 

 また、大谷保育所の今後についての御指摘でございますが、前段でも申し上げましたが、こ

れは市の超過負担分全体の超過負担分のことを申し上げましたが、やはり児童数が少ないとい

うことはそれだけ超過負担分は大きくなるということでございます。ですから、その点を踏ま

えての対応をしていかなければなりませんし、またここは施設の耐震性、老朽化というような

ものが大きな問題でもございます。今後、地域の方や保護者の方等々、御意見をお伺いしなが

ら、今後のあり方について協議、検討をしてまいります。 

 次に、大きな２点目の第１次産業についてでございます。特に、レンタルハウス整備事業に

つきましては、私も収量や収益の増加のみならず、新規就業者の後継者対策や農地の有効活用

となる規模拡大に大きく寄与しているものでありまして、今後におきましても農業協同組合や

関係機関と連携を図り、本事業の積極的な推進を図ってまいりたいと考えております。 

 また、当市の耕作放棄地は農用地域内に30.5ヘクタールございますが、御案内のとおり、休

耕田や耕作放棄地の利活用につきましては、第１次産業である農業の振興対策として大きな課

題でございます。この問題につきましては、これまでにも農業委員会さんや市農業研究会の

方々と意見交換もし、協議をしてきたところでありますが、具体的な対策につきましては利便

性や収益性などの面で大変難しいということで、具体化が進んでいない状況でございます。し

かし、私としましても何とか前進をさせていきたいというふうに考えておりまして、この問題

につきましては今後関係機関や団体生産者を含めた具体的な協議、検討の場を設けて、作物の

試験導入であるとか、栽培研究等をぜひ進めていきたいというふうに思っておりまして、休耕

田等の利活用の具体的な推進に今後一層努めなければならないと考えるところであります。 

 次に、大きな３点目のシレストむろとについて何点か御質問がございましたが、行政報告や

前段の議員さんにも御答弁申し上げましたように、株式会社ＭＵＲＯＴＯの株主総会がまだ開

催をされていないところでございますので御理解をいただきたいと存じますが、利用者数は７

月から３月までの対前年度比で申し上げますと、平成20年度が２万9,931人、平成21年度、３

万511人で、差し引き580人の増となる見込みでございます。なお、９月議会には貸借対照表、

損益計算書等の決算報告書類等、報告をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 次に、大きな５点目の友好都市親善団の受入・派遣事業についてでございます。この事業に

つきましては、これまでの取り組みによりまして一定の成果が上がっているものと考えており



－88－ 

ますが、今後の事業展開や方向性につきましては、経費の問題であるとか、受け入れ事業の事

務や準備などに大きな負担もあるところでございますので、関係団体や関係者との協議の中

で、派遣と受け入れ事業を別々の年度にすることなども含めて、事業内容の検討をさせていた

だきたいと考えております。 

 次に、大きな６点目の旧サンパレスについてでございますが、この施設につきましては、平

成20年11月に市から売却をしたものでございます。その後、効果的な有効な活用につきまして

お願いをしてきたところでございます。本年の４月30日には室戸市内の有志の方が発起人とな

り、内田脳神経外科の院長や事務長さんなどを交えたワークショップが開催をされ、有効利用

について意見交換がされたところでございます。当市としましては、当該施設を高齢者の長期

滞在型施設であるとか医療機関などの職員の研修や保養施設、またアトピー治療施設、加えて

大学のスポーツ合宿等の施設として利活用していただくように要請もしているところでござい

ます。 

 次に、(2)の企業誘致についてでございます。 

 御案内のとおり、今年３月に高知市の水産卸小売業、タカシン水産がシメサバなどの水産加

工品を製造する工場を佐喜浜町に開設をし、現在パートも含めまして10名の新たな雇用につな

がっているところでございます。また、今年度実施をしておりますブロードバンドの基盤整備

事業が完了いたしますと、新たな企業誘致の可能性も大きくなるものと考えております。 

 次に、進出協定を締結をしております株式会社電硝エンジニアリングにつきましては、室戸

工場開設を前提に、平成20年度から室戸市の方々を雇用し、広島工場等で研修を行うなど、準

備を行ってきたところでございますが、今般の世界的な経済不況の影響を受けて、現在進出が

おくれているところでございます。今後につきましては、室戸工場開設に向けた用地確保や造

成について具体的な位置を決めていただくよう会社側と協議を進めてまいりたいと。早い年度

で操業していただくように市としても積極的な対応に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、大きな７点目の未婚者の結婚問題についてでございます。 

 ３点目から８点目につきまして関連がございますので、あわせてお答えをさせていただきた

いと存じますが、御案内のとおり、人口の減少、少子化が当市は顕著であるわけです。この問

題に取り組むことがやはり地域活性化に大きくつながるということで、私も議員さんと同じ考

えでございます。そうした中で、少子化の要因の一つであります未婚化、晩婚化への対応とし

て、結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女の交流を促進するため、スポーツイベ

ントやパーティー、ツアーなどを企画し、独身者の出会いの場を積極的に創出する出会いのき

っかけ事業にこれまで本市も取り組んできたところでございます。出会いのきっかけ事業を通

して、できるだけ多くのカップルが誕生するように、結婚につながることを私も願っていると

ころでございます。これらは単なるイベントや一過性の企画にならないように、県の少子対策

課などと連携を図り、これからも継続的、効果的な取り組みにしていかなければならないと考
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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） 立石議員さんに市長答弁を補足をいたします。 

 大きな５点目の友好都市親善団受入・派遣事業についてでございます。 

 御質問の１点目のこれまでの事業の成果、評価についてでございますが、議員さん御案内の

とおり、オーストラリアのポートリンカーン市と当市との友好都市の協定は平成３年３月に締

結されました。平成４年８月には友好都市との教育、文化、産業等の交流を通じて、地域を担

う人材の育成などを目的に、室戸市友好交流協会が設立され、その年の10月には第１回目の親

善団を派遣し、その後相互に親善団の受け入れ、派遣事業を継続して、来年20周年を迎えよう

としております。これまで室戸市への受け入れ人数は275人、ポートリンカーン市への派遣人

数は254人の合計529人であり、ホストファミリーや多くの関係者の方々も交流事業に携わって

おられ、有意義な交流となっていると考えています。そして、派遣された本市の子供たちの感

想を聞きますと、英語が好きになった、一生の思い出ができたなど、感動の言葉が多く、また

保護者からは積極的になった、自信が持てるようになったなど、子供の成長が顕著に見られる

との成果が聞かれます。このように、子供にとっての貴重な出会いや体験がその後の人生にす

ばらしい影響を与えるものと感じているところでございます。 

 次に、２点目の20周年の記念事業についてでございますが、本年４月に親善団を受け入れた

際に両市の関係者が集まり、事業についての協議を行ったところであります。それらを踏ま

え、現在室戸市友好交流協会役員企画部会の中で検討を行っております。市としましても今後

友好交流協会と連携し、ポートリンカーン市とも連絡をとり合いながら、有意義な事業になる

よう検討したいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁補足させていただきます。 

 ７の未婚者の結婚問題についてのですね、未婚率でございますが、本市の昭和50年と平成

17年の国勢調査、30年間でございますが、これの20歳から50歳代までの未婚率でございます

が、男性が21.0％から33.7％に、女性が11.9％から20.3％に、合計では16.3％から26.9％にと

高くなってきております。 

 ２点目の未婚理由でございますが、これについてはさまざまな理由があるかとは思われます

が、主なものとして考えられますのは、１点目として女性の経済力の向上や仕事への価値観が

高まってきたこと、２点目としまして男女ともに単身で生活していくのに不自由ではなくなっ

てきたこと、３点目としまして結婚すること自体を選択しない方が少しふえてきたのではない
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かということ、４点目としまして出会いの場が十分でなく、相手を見つけることが難しくなっ

てきたことなどが考えられます。 

 ４点目の出会いのきっかけづくり事業でございますが、男女の出会いの場を提供するイベン

トとしましては、平成20年度に消防分団が消防団合コンと題しまして６月に開催いたしており

ます。それから、室戸を元気にする実行委員会が室戸で会いましょうと題しまして11月に開催

しております。市といたしましては、一期一会ｉｎ室戸と題しまして、20年９月に開催してお

ります。これにつきましては、独身男女が44名参加いたしまして、６組のカップルが成立いた

したようでございます。本年度につきまして、市といたしましては秋ごろにですね、またこの

出会いのきっかけ事業を開催する予定で、まだネーミングも決まっておりませんが、より多く

の方にですね、参加していただきまして、カップルが成立するように取り組んでまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 立石議員さんに市長答弁を補足させて

いただきます。 

 まず、大項目２の１、レンタルハウス整備事業についてでございます。このハウス事業は平

成13年４月に県の補助金交付要綱が施行されまして、当市ではこの事業を活用した農家数は現

在10件、総面積にいたしますと119.78ヘクタールでございます。これらのハウスはなす、シシ

トウ、センリョウ栽培用として利活用をされているところでございます。 

 また、経営規模を縮小した農家でございますが、規模を縮小した農家はございませんので、

生産成果が十分上がっているものと確信をいたしております。 

 次に、追跡調査につきましては、成果の概要といたしまして、事業実施後５年間、販売量と

販売額につきまして調査をいたしておるところでございます。それによりますと、昨年度では

販売量が1,210トン、販売額が2,800万円、いずれも健全な経営がなされておるものと考えてお

ります。なお、施設の耐用年数につきましては14年間、償還回数は15回でございます。 

 次に、(2)の休耕田利用でございます。この件につきましては市長からもお答えをいたしま

したが、一部補足をさせていただきます。平成21年度の調査におきましては、農用地区域内で

約30.5ヘクタール、また山林化等、非農地化した農地が約56ヘクタールもございます。それぞ

れ形態ごとに対応が異なってまいりますが、すぐに耕作が可能で、保全管理されている水田等

につきましては、議員御案内のような赤字補てんをするといった施策等もあろうかと思いま

す。また、本年度におきましては、新たな国策といたしまして、水田に野菜などを栽培し、出

荷をしている場合、10アール当たり１万円が交付される戸別補償モデル対策事業受給率向上事

業が制定をされておりまして、当市におきましても現在その受け付け作業を行っているところ

でございます。 

 次に、(3)室戸産品販売促進事業についてでございます。昨年度は高知県特産野菜等コラボ
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レーション事業費補助金を活用いたしまして、本年２月16、17日に京都市におきまして土佐室

戸フェアを開催いたしました。試食宣伝や観光宣伝、アンケートやパンフレットの配布を行

い、丸ごと室戸といったＰＲを行ってまいりました。また、無償で会場提供をしていただきま

したスーパーの方からも定期的に開催をしてはいかがでしょうかと、こういった御意見もいた

だいておりますので、ある一定の宣伝効果があったものであると確信をしているところでござ

います。本年も昨年同様、１月の下旬から２月上旬に同じフェアを京都方面で開催をいたした

いと考えております。できれば、プレフェアを二、三カ月前に行いたいと考えておりまして、

６月８日に昨年度の事業に携わっていただきました商工会、観光協会、土佐あき農業協同組

合、安芸農業振興センター、そして市の関係課、県職員によりまして、本年度開催に向けての

協議を行ったところでございます。なお、京都の市場関係者やスーパー等の小売関係者とも協

議を重ねまして、開催時期や内容などを今後確定させていきたいと考えておるところでござい

ます。 

 次に、スジアオノリについてでございます。(4)でございます。 

 スジアオノリの養殖事業は地域水産業の振興を図ることを目的に、平成16年から高知県漁協

高岡支所が養殖事業を行っているところでございます。昨年度からは改善計画によりまして生

産量も比較的安定をし、独自の小袋製品の販売、ポスター、レシピなどを作成して、販路の拡

大等に努めた結果、当初26カ所でございました販売先が21年度には、県外を含め45カ所と増加

をしている状況でございます。また、21年度にはふるさと雇用再生特別基金事業によりまして

専門技術員を雇用いたしました。これは種苗から生産、品質確保までの体制がこれによりまし

て確立をされたことから、これまで年間約1.5トンであった生産量が２トン以上にまで増加を

いたしまして、販路も拡大されたことから、20年度までの赤字経営が21年度には黒字経営に転

換をいたしたところでございます。今後におきましても、室戸の特産品として安定した生産量

の増加と品質の確保、またさらなる販路拡大に向け、提言、支援等をしてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、予算の使途についてであります。当初予算で計上しております466万円につきまして

は、高知県ふるさと雇用再生特別基金事業のスジアオノリ養殖アップ事業委託料でございま

す。委託事業の内容といたしましては、生産量増大のための種苗研究開発に係る人件費と県内

外で催されますイベントなどの販売促進、宣伝活動費等でございます。 

 次に、産業として成り立つか、収益性はどうかといった御指摘でございます。前段でもお答

えをいたしましたとおり、改善計画の効果によりまして安定した生産量と品質確保が可能とな

ってきましたことから、今後も活発的な営業活動を行うなど、室戸海洋深層水のスジアオノリ

としてのブランドを多くの方々、消費者に知ってもらうことが販売高のアップにつながること

と確信をいたしております。そのことによりまして、安定した健全経営が図られるものである

と考えております。 
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 次に、５の西山大地のため池の補修についてであります。 

 議員御存じのように、西山大地には西山ダムを含めまして35カ所の池が点在をいたしており

ます。ため池の整備等につきましては、平成９年度から県営事業によりまして整備を進めてま

いりました。21年度までに５カ所のため池改修を行ってきたところでございます。また、本年

度には西地地区に新たに不動３号池が完成をする予定でございます。 

 それから、補修につきましては、小規模な補修等につきましては利用者の方々の協力をいた

だき、必要な原材料等を提供しながら補修を行ってきておるところでございますが、大規模な

補修につきましては県営事業等により対応をしているところでございます。今後、ため池の補

修、改修につきましては、防災対策の観点からも関係機関や利用者との連携を図りながら、随

時に対応していきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 植村教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（植村幸治君） 立石議員さんに市長答弁の補足説明をさせていた

だきます。 

 問い１の保育園についての２点目と３点目をあわせて答弁いたします。 

 現在の公立、私立保育所の園児数についてでございます。平成22年４月１日現在、公立保育

所では、佐喜浜保育所29名、三高保育所13名、室戸岬保育所12名、大谷保育所７名、羽根昭和

保育所56名、計117名でございます。私立保育所では、菜生保育所29名、室津保育園25名、室

津郷保育園18名、浮津保育園78名、元保育所24名、吉良川第一保育所21名、吉良川保育所

24名、計219名で、公立、私立合わせて336名でございます。 

 また、５年後の幼児の予想人員につきましては、ここ数年の出生数を基礎に推計いたしまし

たところ、12％減の合計295名と予想しております。 

 次に、５点目の福祉事務所から教育委員会へ移り、方向性がどう変わるのかと、６点目の４

月から教育委員会として取り組んでいる事業についてあわせて答弁いたします。 

 この移管は保小中高一貫教育の推進を前提としたものであり、幼・保一元化の趣旨のもと、

生活規律の獲得や学習への初発の段階として、数や文字の習得をも取り入れたいと考えている

ところです。つまり、保育士と学校教員が共通認識を持つことにより、保・小の相互の乗り入

れや共同作業による意欲、関心づくりが得られるものと考えております。 

 次に、４月から教育委員会として新しく取り組んでいる事業といたしまして、保・小・中・

高の具体的な連携のあり方について協議を行う保小中高、園長・校長連絡協議会の立ち上げや

私立、公立の保育所に対してＡＬＴを派遣し、園児たちに異文化との交流を図り、国際感覚に

触れさせる取り組みを行っております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 申しわけございません。立石議員さん

にお答えをいたします。 
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 大項目４のキラメッセ室戸についてでございます。キラメッセ室戸のインター販売につきま

しては、本年の３月に事業を開始したこともございまして、現時点では直接ネット上での販売

は、その数が少ないものでございますが、ホームページをごらんになっての電話での問い合わ

せ等もかなり来ております。まだまだ周知が不十分でございますので、まずは新しいホームペ

ージをお客様に知っていただくために、現在いろんなホームページへのリンクやキラメッセの

住所、連絡先等が記載されました自前の配送用段ボール等の活用やパンフレット等の配布を行

って、周知を図っているところでございます。 

 また、施設の利用料につきましては、当初平成20年４月１日からの５カ年間の指定管理者を

公募した時点で設定をいたしました金額でございますので、その点御理解をいただきたいと思

います。 

 なお、このトイレの管理につきましては、市といたしましては法定検査料、これ水洗トイレ

の法定検査料でございます、それからくみ取り料といったもので年間約77万円を負担をしてい

るところでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 立石大輔君の２回目の質問を許可いたします。立石大輔君。 

○７番（立石大輔君） 先ほどの農林課長の答弁で、レンタルハウスの件ですが、10件で

119ヘクタール言いましたけんど、19.1ヘクタールの間違いやないろうか。 

 それとですね、このスジアオノリの養殖、キラメッセのこのインターネット販売についてで

すが、これはもう今産業として一番可能性があると思いますので、市のほうとしては本当にも

う力を入れてもらいたいと思います。 

 それと、このキラメッセの便所管理費のことですが、市は77万円ですかね、出してくれてい

ると言いますけれども、鯨館の分、３分の１とかというような考えはないのでしょうか。ま

た、そのいろいろなことも、それもまたキラメッセ側と話をして、少しでもよい方向に持って

いってもらいたいと思うのですが、どうでしょうか。 

 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） 立石議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、レンタルハウスの関係につきましては担当課長からお答えをさせますので、よろしく

お願いします。 

 まず、スジアオノリの関係でございますが、先ほど担当課長から報告を申し上げましたよう

に、現在の経営状況、何とか今まで赤字であったものが黒字転換になったところでございま

す。深層水で栽培をするスジアオノリということで、漁業のつくり育てる漁業への一つの大き

なステップアップだというふうに考えておりますので、今後ともこれらをブランド化なり充実

をさせて、販売にも力を入れていかなければならないというふうに考えております。 

 そしてまた、キラメッセの楽市の販売でございます。これも昨年といいますか、ことし駐車
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場の整備を行ったところでございますし、以前から施設整備に努めてきたところでございま

す。これまで販売額が２億円を下回っておりましたが、昨年度２億円を突破をいたしました。

これも販売額がふえているということでございますから、インターネット販売も含めて今後販

売に力を入れることによって農業生産者の方々の所得の向上にもつながるということでござい

ますから、ぜひ力を入れてまいりたいと考えております。 

 また、便所の管理につきましては、これは指定管理者制度の中で現在既に５年間の管理期間

が定められて、それぞれの負担が決められているところでございますので、今のところ、先ほ

ど申し上げました市の負担と、あとにつきましては指定管理者の運営の中でやっていただくと

いうことでございますので、御理解いただきますようによろしくお願いします。以上でござい

ます。 

○議長（林 竹松君） 久保農林水産課長。 

○農林水産課長併農業委員会事務局長（久保重章君） 立石議員さんに御指摘をいただきまし

たレンタルハウスの総面積でございます。私「ヘクタール」と申し上げましたけれども、「ア

ール」の間違いですので、簡単に言いますと１町１反といったことでございます。以上でござ

います。 

○議長（林 竹松君） これをもって立石大輔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。 

 まず最初に、１、環境問題について。 

 (1)我がまちのストップ・ザ・温暖化について。 

 去る６月５日は環境の日でした。これは1972年６月５日からストックホルムで開催された国

連人間環境会議を記念して定められたものであります。国連では日本の提案を受けて、６月５

日を世界環境デーと定めており、日本では平成５年環境基本法により６月５日を環境の日と定

めています。また、1991年からは毎年６月の１カ月間を環境月間として全国でさまざまな取り

組みや行事が行われているところです。そして、1997年12月に京都で行われた地球温暖化防止

京都会議、いわゆるＣＯＰ３で議決された京都議定書は2008年から2012年までの期間中に各国

の温室効果ガス６種類の削減目標、1990年に比べて５％削減することを定め、画期的な会議と

なりました。次いで、2008年の洞爺湖サミットを機に７月７日のクールアース・デーイベント

も始まりました。改めて、市長に地方からのストップ・ザ・温暖化に対する決意と取り組みを

お伺いいたします。 

 まず、①2008年６月の地球温暖化対策推進法の改正により、地域のＣＯ２削減計画の策定が

義務づけられましたが、本市の地球温暖化対策地域推進計画は目標をどのように設定し、策定

されているのでしょうか。 

 次に、②ことしの環境月間の我がまちの目玉となる取り組みについて伺います。また、３年



－95－ 

目を迎えることしのクールアース・デーに対する我がまちの取り組みはどのように計画されて

いるのかお伺いいたします。 

 ③ストップ・ザ・温暖化のためには市民の一人一人が身近なことから行動を起こす必要があ

ります。例えば、ＣＯ２削減、ごみ減量化推進のための環境家計簿や家庭版ＩＳＯを取り入れ

るなど、生活に根差したエコ市民、エコライフの取り組みについてお伺いいたします。 

 次に、(2)一斉清掃時の薬剤配布について。 

 ことしも６月６日室戸市の一斉清掃が行われました。私の住んでいる常会では、いつものと

おり、粉の殺虫剤500グラムと約200㏄の乳剤が常会長さん、班長さんのお世話を経て、各家庭

に配布されました。我が家では日ごろ環境に優しく、微生物の食物連鎖により川や海が浄化さ

れると言われています微生物活性酵素・マイエンザ、えひめＡＩを使用していますので、消毒

剤は使いませんでした。改めて配布される消毒剤を考えますと、我が家では昨年の分がそのま

ま無造作に残っていましたし、御近所の方に聞きますと、うちと同じく、使わず残っている人

もいれば、毎年くれるので、残すのも嫌やき、そこらじゅうまきゆう、せっかくやきトイレや

溝に流しゆうとか、配ってくれるものでは足らんので余分に注文して買いゆうと、さまざまで

した。本市は各常会に一斉清掃時の日程とともに消毒剤の注文書を配布し、市が一括購入を

し、３分の１の補助をして常会に販売していると聞いていますが、本年度の薬剤の購入種類と

数量、購入金額と補助金額をお示しください。 

 ちなみに、他の自治体に問い合わせますと、各自治体ともに一斉清掃はしていますが、消毒

剤などは配布していないところがほとんどでした。唯一高知市は５年前までは本市と同様、各

家庭に配布をしていたようですが、残念なことにペットボトルに入っていた乳剤を誤って子供

が飲んでしまったという事件がありました。それ以降は各家庭に配布せず、町内会長保管とい

う形で、２分の１の補助、現物支給で実施をしているようです。 

 本市も各常会対応はさまざま違っているでしょうが、私たちの常会のように、必要、不必要

にかかわらずすべての家庭に親切に配布し、残ったままになっている家庭があるということも

事実です。この事業の発足当時からすると、社会情勢も変化し、環境の整備もされてきていま

す。また、環境保全の立場からも行政として今までと同様の対応でいいのか疑問を感じます。

市長の御所見をお伺いいたします。 

 ２、健康増進事業について。 

 (1)検診率の向上について。 

 室戸市民の平均寿命は男女とも県下最低で、男性は全国ワーストテンと大変残念な順位とな

っております。21年度はキャッチフレーズを健康寿命を延ばせ大作戦と掲げて、検診に臨んで

おりましたが、結果はどうであったか。また、検診率の向上にどのように取り組まれたのかお

伺いいたします。 

 また、がん検診無料クーポン事業についてもお伺いいたします。 
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 日本は世界有数のがん大国である半面、国民の命を守るがん対策ではいまだに後進国です。

そこで、がん対策の柱の一つでもあるがん検診について、がん対策基本計画では2011年度まで

に受診率50％以上という大きな目標を掲げています。その一環として、女性特有の乳がん、子

宮頸がんの検診率を上げるため、一定の年齢の方を対象にがん検診無料クーポンの配布が実現

し、検診率の向上に向けて大きく動き出しました。一方で、政権交代後、無料クーポン事業費

は約３分の１の76億円に減額され、事業の継続には自治体の財政負担が必要となりました。今

年度も何らかの形で事業を継続させる自治体は本市を含め96.7％に上ることが明確になりまし

た。この事業に対する全国自治体の強い意欲であります。改めて、全額国庫負担で事業を継続

すべきであることを国に強く訴えていただくことを望みますとともに、来年度も継続して事業

に取り組んでいただけるでしょうか、お伺いいたします。 

 (2)子宮頸がんワクチン公費助成について。 

 子宮頸がんは20歳代前半から30歳代の若い女性に急増しており、発症のピークは30歳代に移

ってきています。自覚症状は余りないため、発見のおくれなどで年間１万5,000人以上が発症

し、１日に約10人の女性が命を落とし、幸い命を落とさないまでも子宮を失い、出産をあきら

めざるを得ない女性が大勢います。子宮頸がんはごくありふれたヒトパピローマウイルス・Ｈ

ＰＶというウイルスが原因のがんであることがわかっています。昨年10月に厚生労働省が予防

ワクチンを承認し、12月には発売がスタートしました。新年度に入るや、全国各地で子宮頸が

ん予防ワクチンの接種が始まったというニュースも相次いでいます。予防ワクチンの効果の高

い特定年齢12歳女子の集団に予防接種をすると、子宮頸がんは73％減少するそうです。しか

し、経費が５万円から６万円の自己負担がかかります。さいたま医療センターの今野教授は、

予防ワクチンの公費負担がなければ、将来貧富の差によって子宮頸がんにかかる女の子とかか

らない女の子ができる悲しい状態になると言われておりました。５月30日、公明党は費用を全

額国庫補助とすることを盛り込んだ子宮頸がん予防措置の実現の推進に関する法律案を国会に

提出いたしました。検診による早期発見、早期治療と予防ワクチンの接種によれば、ほぼ

100％の予防が可能であると言われています。ことしに入り、自治体単独で公費助成に取り組

んでいる自治体もふえております。どうか一日でも早く、一人でも多くの女性の命と生まれて

くるであろう赤ちゃんのためにも、ぜひ本市でも子宮頸がんワクチンの公費助成ができない

か、市長の英断を期待いたします。 

 ３、国民読書年について。 

 (1)子供読書環境の充実について。 

 読書は言葉を学び、表現力を高め、人の痛みを想像し思いやる力といった豊かな人間性を養

う源泉です。私たち公明党は、子供の幸福を最優先する教育の党として、子供の読書活動を守

り、育てていくため、全力で取り組んでまいりました。去る４月23日は子ども読書の日、良書

に親しみ、読書のすばらしさを子供に伝えるために、全国でさまざまな取り組みがされており
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ました。また、ことしは赤ちゃんと保護者に絵本を贈って、読み聞かせを指導し、コミュニケ

ーションのきっかけにしてもらうブックスタートが日本で始まって10年目を迎えました。絵本

を通じての子育てに魅力を感じ、親子のきずなを深める絶好の機会となっています。2001年に

は子供の読書活動推進法が、2005年には文字・活字文化振興法が制定され、学校図書館などの

整備充実が進んできました。その結果、１人当たりの小学生の本の貸出数が増加し、文部科学

省の調査によれば、1974年の16.5冊から2007年には35.9冊と飛躍的な伸びを示しています。ま

た、朝の10分間読書運動の定着、充実も見逃せません。朝の読書推進協議会によれば、小・

中・高校全体の70％に相当する２万6,000校で実施され、不登校や保健室登校が減った、また

いじめがなくなったなどの効果も報告されています。ことしは国民読書年でもあります。本市

の未来を担う子供たちの豊かな心をはぐくみ、視野を広げる子供読書環境のさらなる充実に期

待し、以下お尋ねいたします。 

 最初に、①学校図書館の充実であります。本市における学校図書館の図書標準の達成率と生

徒へのアドバイス、蔵書の整備など、魅力的な図書館をつくる専任司書の配置状況をお伺いい

たします。 

 ②2002年９月、本市が県下のトップを切って導入していただきましたブックスタートが１歳

９カ月健診時の保健福祉センターで始まり、８年目となります。その取り組みの成果とブック

スタート後への取り組みについてお伺いいたします。 

 ③財政難などの厳しい現実の中でも、子供読書環境のさらなる充実に向けて、本のソムリエ

と呼ばれる読書アドバイザー、読み聞かせボランティアや図書館司書などの人材育成の取り組

みについてお伺いいたします。 

 最後に、(2)20歳の20冊事業の実施について。 

 成人式はその土地に生まれ育った一人一人が次世代の担い手として祝福を受け、エールを送

られる大切な日です。そんな大人へと歩み出す節目の日に、本に触れる機会をつくることで読

書習慣を身につけてほしいとの願いを込めて、自治体から新成人へ本を贈る20歳の20冊という

事業が、財団法人出版文化産業振興財団が2010年国民読書年の記念事業として全国の４市町村

で試験実施され、大変好評だったそうです。モデルの杏さんや俳優の児玉清さんら、各界で活

躍する選者が選んだ20歳に読んでほしい本20冊のリストを成人式の案内書に記載をし、返信は

がきに新成人みずから読みたい本を指定します。そして、成人式の当日、新成人に自治体から

手渡されるというものです。本年度は秋ごろには選者と20冊のリストが発表される予定です。

本市でも、来年の成人式にはお気に入りの本という花を添えていただき、新成人へのエールと

なることを期待いたします。市長の御所見をお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 健康管理のため３時40分まで休憩いたします。 

            午後３時８分 休憩 
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            午後３時40分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの堺喜久美君の質問に対して執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の地球温暖化対策地域推進計画についてでありますが、地球温暖化対策の推進

に関する法律が平成20年６月に改正をされ、都道府県や特例市は地域推進計画の作成が義務づ

けられたところでございますが、中核市町村以外は従来どおりの自治体みずからの事務事業に

伴い発生する温室効果ガスの排出削減等の実行計画の作成となります。さきの議会でも御答弁

いたしましたように、現在平成21年度に現状把握のために行った、本庁及び出先機関のエネル

ギー使用量調査の集計をしているところでございます。そうした結果を踏まえて、実行計画の

策定に取り組むこととしておりますので、よろしくお願いします。 

 次に、２点目の環境月間の目玉となる取り組みにつきましては、当市におきましては６月の

第１日曜日に、市内一斉清掃を各常会、市内建設業者の方々の御協力をいただいて毎年行って

いるところでございます。また、７月７日のクールアース・デーの取り組みにつきましても、

私としても積極的に推進をしてまいります。 

 次に、健康増進事業についてでございます。 

 当市におきましては、平成21年度市民ワークショップなどを開催をいたしまして、市民が健

康で長生きをするための行動計画を策定をしたところでございます。この目的は健康寿命を延

ばすということが大きな目的でございまして、平成22年、平成23年、平成24年度と具体的な事

業に取り組むこととしております。大きな柱といたしましては、健康に関心を持つこと、そし

てもっと体を動かすこと、また食の改善を考えることなど、４つの基本目標を定めているとこ

ろでございまして、そうした中で具体的な目標を個々に定めているところでございます。そう

した中で市民の健康に対する意識が、今までの調査等々の中からどうしてもその意識が低い、

だからそうした意識をぜひ高めていかないといけないというような取り組み。そしてまた、特

定健診率のアップ。これも特定健診をぜひ受けていただきたいということで、一定健康づくり

推進協議会等々の方々の御協力をいただいて、健診率のアップにはつながってきましたけれど

も、まだやっぱりこの健診の内容が簡単過ぎるのではないかというようなお声もございまし

て、そうしたことに対して市としては独自の検査項目も追加をして、特定健診の内容をもっと

充実をさせていこうというような取り組み。そしてまた、健康づくり運動をさらに進めていこ

うというようなことを具体的にこの行動計画に定めているところでございます。市としまして

は、こうした具体的な取り組みを推進することによって、市民の方々の健康を守り、寿命を延

ばしていくことにつなげていきたいと考えているところでございます。 

 次に、大きな２点目の健康増進事業についての中の(2)の子宮頸がんワクチンの公費助成に

ついてのことでございます。議員さん御案内のとおり、子宮頸がんはワクチン接種と検診との
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組み合わせにより予防できる唯一のがんであると言われております。昨年来より、国内医療機

関でのワクチン接種が可能となりましたが、接種費用が５万円前後と高額であることから、全

国的に公費助成の機運が高まっているところでございます。こうした声を背景として、全国で

は市町村独自での公費助成や小学校または中学校での集団接種を行う自治体も出てきているこ

とは御案内のとおりでございます。また、高知県内におきましては、１団体で公費助成が行わ

れているとお聞きをしているところでございます。また、国におきましても、ワクチンの効果

の検証や予算面での対応を現在検討しているようでございますので、そうした状況を把握をす

るとともに、方向性が決まった段階で我々としては速やかに対応できるように、情報収集等に

努めてまいりたいと考えております。 

 それから次に、活字離れが進んでいるということでありますが、やはりこれは本からの、本

を読むことによって知識を深めるというようなことは大変大事なことだというふうに私も考え

るところでございます。議員さんの御提案の20歳の20冊事業につきましてでありますが、この

事業は出版文化産業振興財団の提唱によりまして、読書推進運動、国民読書年の一環として、

本年の成人式に合わせて、千葉県の袖ヶ浦市、茨城県の大子町、島根県東出雲町、鳥取県日吉

津村の４カ所で試験的に実施をされたというふうにお伺いをしております。６人の選者による

20冊の中から自分で選んだ１冊が成人式の記念品として渡されたものでありますが、今後他

市、他の市町村の取り組み状況や経費の状況といったものを調査をさせていただいて、ぜひ当

市でも取り組むことができないかについて今後検討をしてまいりますので、よろしくお願いを

いたします。 

 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） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 堺議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 １、環境問題についての中の環境月間の取り組みについてでございますが、新たな取り組み

といたしまして、民間の方が中心となり実行委員会を立ち上げ、６月10日を室戸の日と定め、

観光地としての室戸らしさを出すために、環境美化活動に取り組むということで、ジオパー

ク、室戸岬周辺の清掃を行いました。 

 次に、クールアース・デーの取り組みにつきましては、環境省が主催で毎年６月20日から７

月７日まで、ＣＯ２削減ライトダウンキャンペーンを実施しておりますが、当市においてもこ

のキャンペーンに参加、登録し、７月７日をノー残業デーとして、夜８時以降の消灯に努めて

いるところでございます。削減消費電力量を計算し、環境省に報告しています。約50キロワッ

トアワーの消費電力量が削減される見込みです。ことしも昨年と同様の取り組みを計画してお

ります。 

 次に、３点目の温暖化防止の取り組みとしては、省エネ対策とも共通しますが、市庁舎の取



－100－ 

り組みとしましては、原則自動ドアやエレベーターを使用しない、空調温度の設定については

冷房28度、暖房20度に温度設定、またクールビズやウオームビズへの取り組み、さらに文具、

紙類は環境に配慮した製品の購入、昼休みの消灯などに取り組んでいるところでございます。 

 ごみ問題につきましては、環境と経済の両立した循環型社会の構築を目指し、定期的に「広

報むろと」でごみの減量方法や分別の方法について周知しているほか、ごみの減量に効果のあ

る生ごみ処理機やコンポスト購入に対する補助も行っているところでございます。また、環境

活動に取り組んでいる市民団体ＢＭＷ五輪の会のマイバッグのつくり方講習会、マイバッグコ

ンテストに後援、共催という形で協力させていただいているところでございます。市民の方に

マイバッグに対する意識を高めていただき、レジ袋の削減につながればと考えております。環

境家計簿や家庭版ＩＳＯにつきましては、現時点では温暖化対策の意識を高めるため、広報等

を通じて周知している段階でございます。 

 次に、一斉清掃時の薬剤散布についてでございますが、本年度の防疫薬剤の購入数量はオル

ソ剤18リットル缶を10缶、スミチオン乳剤18リットル缶を81缶、ノックダウン乳剤1.8リット

ル缶450缶、スミチオンＮＰ油剤18リットル缶１缶、スミチオン粉剤500グラムが4,700袋とな

っています。購入金額は合計で338万7,300円、補助金額はその３分の１で112万9,100円となっ

ています。防疫薬剤を使用することで、ハエ、蚊、ゴキブリ、ダニ等の害虫の発生が抑制さ

れ、日本脳炎等の発生防止及び衛生面の向上につながっていると考えられます。防疫薬剤によ

る消毒は県下では当市ほか６市でも行われており、防疫の面からも直ちに廃止するということ

は難しいと思われます。常会によっては各家庭の必要数を取りまとめて、必要な分だけ注文さ

れているところや必要の有無にかかわらず全世帯分を注文しているところもあるようですの

で、今後は議員さん御指摘のとおり、不必要な場所に薬剤を使用したり、使わない薬剤が家庭

に残らないよう、必要最小限の数量を注文していただくように常会長に協力をお願いしていき

たいと考えています。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 植村教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（植村幸治君） 堺議員さんに３の①についてお答えいたします。 

 本市における学校図書館の図書基準の達成率につきましては、地域の住民や室戸出身者の

方々より図書充実のため多大なる御協力をいただきまして、小学校のトータルでは98.65％、

中学のトータルでは55.91％となっております。中学校での達成率が低いため、教育委員会と

しましては充足率を高めるため、予算要求を今後も行っていきたいと思っております。 

 それとともに、母校に本を贈る運動等の活用ができないか検討し、図書充実のため努力を行

ってまいります。 

 次に、専任司書の配置状況についてですが、国の基準では12学級以上の学校に配置されてお

り、室戸市では専任司書の配置は行われておりませんが、室戸小学校が11学級で室戸市の中心

校という考え方をいただいて、県教育委員会より図書教育推進のため１名の教員加配をいただ
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いております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 柳川生涯学習課長。 

○生涯学習課長（柳川明彦君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 ３の国民読書年について、子供の読書環境の充実について、そのうちのブックスタートの取

り組みの成果と、ブックスタート後の取り組みについてのお答えいたします。 

 本市のブックスタートは、図書館事業として平成14年５月17日より開始をしております。内

容としましては、奇数月に実施されております１歳９カ月健診時にあわせて、親子の触れ合い

を深めるため幼児に読み聞かせを行う絵本を図書館から配布している事業でありますが、平成

14年から21年度の８年間に合計590冊を配布しております。このことは590組の赤ちゃんと保護

者が絵本を介して、ゆっくり心触れ合うひとときを持つきっかけと幼児の読書のスタートのき

っかけづくりに寄与しているものであり、それが家庭での読書週間の定着や保育園、小学校で

の絵本の読み聞かせや朝の読書運動への取り組みの向上につながっているものと考えておりま

す。 

 次に、読書アドバイザーと読み聞かせボランティア等の人材育成につきまして、本年は国民

読書年ということで、この６月補正予算で子供読書推進事業といたしまして、読書好きの子供

を育成するために、読み聞かせ教室等を開催するため、１名分、６カ月分の予算を計上してあ

ります。これは従来からの図書館職員に１名を増加して、主に保育所や小学校に出向き、読み

聞かせ教室等を行う方を雇用するものであります。その間にボランティアの方々とも連携をと

り、現在室戸小学校で昼休み等に行われております保護者の方々による読み聞かせ会等とも協

力ができるものと考えております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 堺議員さんにお答えいたします。 

 大きな２点目の健康対策についての(1)検診率の向上について市長答弁を補足いたします。 

 まず、特定健診につきましては、平成21年度の受診率は28.93％で、平成20年度と比べ５％

以上向上しており、県平均24.07％を上回ることができております。このことは地域の健康応

援団の御協力のもと、地域での声かけを積極的に行っていただいたことの成果であり、感謝し

ているところでございます。 

 本年度につきましては、こうした取り組みをより積極的に行っていただけるよう、健康応援

団に対する予算といたしまして66万円を計上しているところでございます。また、受診券を対

象者に発送する際に、それ自体が受診勧奨につながるよう、発送時期の工夫や封筒の表記を工

夫するとともに、シレストを利用した健康増進事業の申請書を同封し、受診率向上とあわせて

運動のきっかけづくりやその継続の支援を行ってまいります。また、集団健診を昨年より１日

ふやすとともに、健診内容の魅力アップによる受診率の向上及び市民の健康増進を図るため、

先ほど市長答弁にもありましたように、独自の検査項目といたしまして、40歳から65歳の受診
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者に対するクレアニチンや尿酸検査、50代の男性に対する前立腺がん検査など、市独自で追加

しております。また、10月に保健福祉センターで実施する集団健診を拾い健診と位置づけ、室

戸地区以外の未受診者への再通知による受診勧奨を行うとともに、あわせて未受診理由の調査

を行い、回答内容の分析により、理由に応じた受診勧奨方法の工夫を行ってまいります。そし

て、こうした集団健診を受けられない方についても医療機関の協力をいただき、かかりつけの

病院等での個別健診の受診についても積極的に周知を行うこととし、受診券の期限も昨年より

１カ月延長しているところでございます。 

 それから、がん検診無料クーポン事業につきましては、現在国の補助を受けて無料クーポン

券を配布し、受診の促進を図っているところでございますけれども、全額国庫負担の事業とし

てできるように取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 検診無料クーポン事業につきましては、来年度も引き続き継

続してやっていきたいと。 

○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堺。２回目の質問を行います。 

 大体、理解をさせていただきましたが、２点だけ再度お聞きいたします。 

 １の(2)一斉清掃時の薬剤配布についてですけれども、年に１回とはいえ、先ほどお示しし

ていただいた数量の殺虫剤が間違いなく市内中に散布されているということであります。消毒

剤である以上、河川における生態系を脅かすことともなっており、ひいては海の汚染を招く要

因の一つともなりかねないのではないかと危惧をいたします。 

 また、利用されず家庭に置かれたままになっていることも問題です。幸い、今まで事故につ

ながらなかったとはいえ、今後起こらないとは限りません。今のままでは行政の責任は逃れら

れません。現状の市民感覚からいえば、一気に中止とはできないでしょうが、常会長会等でし

っかりと説明をし、薬剤の購入は必要最小限度にとどめるなど、市民に対する意識改革をして

いかなければならないと思います。殺虫剤ではないのですが、市民活動で推進し、市も協力し

て活用しているマイエンザの導入も検討していただけないでしょうか。 

 そして、３、国民読書年についての20歳の20冊事業の実施についてですが、財政的にそれほ

どかかるとは思われませんので、他市等も見回してということではなく、まず我が市から名乗

りを上げて、ブックスタートのときのように、県下のリーダーシップをとって始めていただけ

ればと再度市長にお願いいたします。 

 以上で私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） 堺議員さんの２回目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の一斉清掃時の薬剤の問題でございます。御指摘のように、薬剤によって汚染
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をされているのではないか、また利用されていない薬剤について、それがまた別のことに使わ

れるのではないか、危険ではないかというような御指摘でございます。確かに、この薬剤につ

きましては、ハエとか蚊の発生を予防するということで、一定必要な部分もございますが、確

かに余分にそういうようなことで使われていない薬剤があるとかということはやはり不適切で

あるというふうにも思いますし、このことにつきましては、常会御提案のございましたよう

に、常会長の皆さん方と再度この辺について十分な話し合いをして、必要以上は購入をしない

と。当然、経費もかかるわけでございますので、必要以上の部分については購入をしない、最

小限度の薬剤で散布をするというような形についての協議を重ねてまいりたいと考えておりま

す。 

 それから、２点目の国民読書年に合わせた、成人式に20歳の20冊事業についてぜひ始めては

どうかということでございます。確かに、財政状況もありますが、これは効果的な事業という

ことが我々としても確認できれば、当然今までの形を変えて、成人式に導入をするという考え

は私どももございますので、その辺の調査、検討をさせていただいて、そうした必要性、効果

というものを再確認の上、取り組んでいくという姿勢で調査検討をさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 答弁申し上げます。 

 マイエンザ、えひめＡＩですね。地域でつくっておる、特に環境に関心の高い常会などでも

つくっております。前も１回講習会も行いました。また、以後も普及には努めてまいりたいと

思います。よろしくお願いします。 

（「それを一斉清掃のときにマイエンザもという選択肢はないんで

すか」と呼ぶ者あり） 

○市民課長（久保 正君）（続） 消毒とですね……。 

（「それは違う」と呼ぶ者あり） 

○市民課長（久保 正君）（続） 違いますのでね、検討はしますが、ちょっと難しいと思い

ます。 

○議長（林 竹松君） これをもって堺喜久美君の質問を終結いたします。 

 次に、上野祥司君の質問を許可いたします。上野祥司君。 

○４番（上野祥司君） ４番、六曜会の上野です。平成22年６月議会におきまして一般質問を

行います。 

 他の議員さんと質問がかぶっている部分がありますが、御答弁のほうよろしくお願いいたし

ます。 

 １、防災について。 

 少し時期をずらしてしまいましたが、２月のチリ地震の津波についてお伺いいたします。 
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 ２月27日、チリにおいてマグニチュード8.8の地震が発生。翌28日、気象庁は日本にも津波

の到達する可能性が高いとして、午前９時33分、警報、注意報を発表しました。私の住む集落

では、午後避難勧告の有線放送があり、本来の避難場所ではなく、中学校の校庭に住民が避難

しました。幸いにも、地域内に市職員が数名おり、彼らが情報の収集などに力を発揮してくれ

ました。しかし、平日の昼間なら、その市職員も地域内にはいなくなります。また、市内には

市職員のいない集落も多数あります。特別な情報でなくても情報が届くことの安心感というも

のを体験しました。1960年、昭和35年のチリ地震の津波で三陸海岸を中心に死者142名を出す

被害があったにもかかわらず、今回は私自身に危機感はありませんでした。南海・東南海地震

に備えて、市内全域に自主防災組織をつくり、避難訓練も実施しております。しかし、もし地

震と津波が一緒に起こり、広域に被害が出た場合を想定すると、情報すらなくなります。幸い

なことに、今回室戸市では被害も出なかったようです。被害がなかったので、あらかじめ予定

されていない形での避難訓練だったと思えばよいのです。問題点、反省点等あったと思います

が、少し詳しく報告してください。 

 １、災害対策本部設置までの流れ。室戸市が避難指示、避難勧告を決定するまでの流れ。避

難指示、避難勧告を決定してから情報伝達の方法。各常会へは、職員には、自主防災組織のリ

ーダーには、そしてメールでの一斉送信、伝達等は行われているのでしょうか。市内全域への

防災行政無線整備ができるまでの経過的処置になるのかもわかりませんが、自主防災組織のリ

ーダーだけではなく、議員にも情報提供をして、議員を使うべきと私個人は考えます。 

 ２、非常勤特別職公務員である議員の役割、情報の共有をどのように考えておられるでしょ

うか。 

 ３、今回の避難指示には地域差があったようですが、実際どうだったのでしょうか。 

 ４、反省点、今後の課題等は、これらの点について御答弁をお願いします。 

 後日、他の地区の市民の方から、消防分団員だけが動いて、市職員はどうしていたのかとの

質問がありました。市の職員も本部へ詰めた人、各集落を回る人と役割分担をして動いており

ましたと説明はしましたが、今後のことがありますので、お伺いいたします。 

 大きい２番、恋人の聖地について。 

 まずは、恋人の聖地に選定されたことはよかったと思います。おめでとうございます。ある

ＮＰＯ法人が企画し、これまでに全国で九十数カ所、高知県では西の足 テルメと室戸岬の２

カ所が選ばれたとお聞きしております。カップルが南京錠をつるす場所です。たまたま見たテ

レビのニュースで、足摺テルメの映像があり、早くもかぎがつけられておりました。一体、室

戸市は恋人の聖地をどのように展開していくのでしょう。交流人口の増加につなげていくのだ

と思いますが、今後の計画についてお伺いします。 

 １、観光客の誘致に向けて、今後どのように展開していく計画なのでしょうか。南京錠をつ

けるのはお客さん、利用者のほうで、ある意味自由なのかもわかりませんが、室戸市としてカ
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ップルに南京錠をつけてもらうスポットを提供するために応募したのでしょうか。それでは余

りにも寂し過ぎます。私の知る限りでも、室戸市、特に室戸岬は日本八景、国定公園、日本の

渚100選、日本の音風景100選、日本の灯台50選と、たくさんの冠がついております。それらを

観光客の誘致にどのように結びつけてきたのか。必ずしも満足のいくものではなかったような

気がしております。室戸岬山頂の展望台、室戸岬灯台周辺、中岡慎太郎像の上の展望台の３カ

所を恋人の聖地と位置づけるようですが、いずれもすばらしい場所です。山頂展望台からは地

球の丸いことを体験し、灯台付近では太平洋の大きさ、美しさを見ることができ、慎太郎の上

の展望台からは室戸岬の岩礁と波のすばらしさを見ることができます。その後、海岸線へおり

て、どの岩でも構いません、腰をおろして、時間の許す限り、繰り返し打ち寄せる波のうねり

を眺めてください。光と風と波の音に包まれて、結構ぜいたくな時を過ごせますよと私もお客

さんに紹介してきました。ゴールデンウイークの最後あたりに、新しくできた中岡慎太郎像の

上の展望台を見に行きました。慎太郎像の近くで携帯電話を持った女性とすれ違い、嫌、もう

疲れたと彼女は言っておりました。それをどうも相手が誘ったらしく、私の後を女性は登って

きました。展望台には彼女の連れの男性がおり、その男性に疲れたを連発していた女性は、景

色を見るなり、わあきれいと声を上げました。展望台にはそのカップルと私だけでしたので、

お邪魔かなと思い、早々に引き揚げました。私の中での恋人の聖地、室戸岬へ来られた第１号

のカップルでした。 

 気になったのは、今回行われた県の工事です。削られ、むき出しになったままの赤土、切ら

れた木の枝はそのまま低い場所に投げ捨てられ、角の鋭い階段で、ただ展望台への通路をつけ

ただけの工事に終わっています。環境への配慮も調和も優しさも感じられません。 

 ②工事の完成を市としてどのように見ているのでしょうか。展望台の工事は県がやったこと

だから、このままで終わってしまうのでしょうか。１年もすれば、草も生え、今の印象は変わ

るかもしれませんが、本当にこんなことでいいのだろうかと思います。 

 大きい３番、ジオパークについて。 

 室戸市内で働き、もう少し収入をふやしたい、外貨を稼ぎたい、市民の方の共通の思いで

す。現状はどうでしょうか。市内で稼いだお金を回しているのみ。いや、かなり市外で消費し

ています。だから、室戸市民も室戸市も潤わない。このサイクルの中にどうしても観光客の誘

致を入れて、外貨を稼ぎたいと私は思っております。１次産業掛ける２次産業掛ける３次産業

イコール６次産業という計算式がありまして、６次産業の代表が観光ではないかと思います。

この計算式のすばらしいところは足し算ではなく掛け算になっているところです。つまり、い

ずれかの産業が衰退してゼロになれば、答えがゼロになってしまいます。 

 小松市長が会長を務める室戸ジオパーク推進協議会の設立趣意書には、ジオパークとはユネ

スコの支援のもとに世界ジオパークネットワークが推進している活動で、地質学的に重要な地

層や岩石の露頭や特異な地形などを含む一種の自然公園であり、これらの地質遺産を研究、保
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護することを目的としている。しかし、ジオパークの特徴は保全一辺倒ではなく、活用するこ

とによって地域が経済的に潤うことが重要であることをうたっているところである。また、地

質遺産が重要であることは当然ながら、大地の上に存在する貴重な動植物や人々が営み、はぐ

くんできた歴史、文化などの資源、産業、食文化、暮らし方など、すべてがジオパークの対象

資源としてとらえられていると書かれております。同じユネスコが推進する世界遺産は保護だ

けですよ。しかし、ジオパークは違いますよ。持続可能な地域の経済活動が大切なんですよと

いう趣旨の説明をうけました。庁舎玄関のポスターにもジオパークは世界遺産の経済版と書か

れております。当初予算ベースで平成21年度、ビデオ作成業務委託料他で1,100万円を初め、

その他４項目で合計1,900万円、平成22年度遊歩道整備工事費3,400万円ほか、５項目で合計

7,500万円のジオパーク関連予算が組まれております。21年度には補正もあり、合計で3,300万

円程度の予算計上になっております。21年度、22年度は国から緊急とか臨時とか特例とかの名

前のついた交付金等がおりてきました。ジオパークの詳細については我々も機会があるたびに

勉強させてもらっております。そこで、小松市長の基本的な考え方をお伺いいたします。 

 １、ジオパーク推進はこれらの交付金がなくてもやられたのでしょうか。ジオパークの世界

申請は発展途上でもできる、完成品でなくてもよい、世界認証されても４年ごとに再審査があ

るということは、今後もジオパーク整備に投資するということです。これまでの説明の中で、

年次計画等は示されておりますが、金額がありません。 

 ②今後どのくらいの投資を考えているのでしょうか。世界ジオパークの認証を得られた場

合、得られなかった場合に分けてお答え願います。 

 世界認証されただけで観光客がどっと押しかけるとも思えません。仮に、いいものができた

としても、それに必ずお客さんが飛びつくとは限りません。１日がかりで３軒の本屋を回り、

旅行雑誌を見てきました。ジオパークの紹介がありません、１カ所、雲仙天草を除いて。ジオ

パークがまだ認知されていないので、旅行雑誌が扱わなかったのか、購読者である女性の興味

を引かないと旅行雑誌が判断したのか、それとも日本ジオパーク加盟、世界認証を受けた地域

の行政でもそれほど盛り上がっていないのか、理由はわかりません。入り込み客誘致に今後ど

の分野を対象に、どのような働きかけをしていくのでしょうか。いつごろまでに、どのぐらい

の観光入り込み客を想定し、その経済効果は幾らぐらいと試算されているのでしょうか。 

 ジオパークの理念、進めていくという方向性には賛成ですが、進め方には疑問を持っており

ます。民主党の事業仕分けで、２位じゃあだめなんでしょうか的な質問が話題になったことが

ありましたが、あえてお伺いいたします。 

 ４、なぜ日本ジオパークではいけないのでしょう、なぜ世界ジオパークを目指すのでしょう

か。世界認証されると室戸はどう変わると考えておられるのでしょうか。 

 岡田室長は地元にしがらみのない外部の目からジオパークをどのように進めていくかを仕事

にするのかと思っておりました。室戸市が持っているたくさんの観光アイテムの中から何が観
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光客の目を引くのか、公平な目でさび分けたり、観光客の目で室戸のよさを評価したり。とこ

ろが、室戸市50周年の間に蓄えられた資料が彼の手に渡ったふうでもありません。過去に補助

金を出している観光協会の事務局を商工観光課が引き受けていたことがあり、それは今改善さ

れております。本来、そうあるべきです。ところが、推進室が推進協議会の事務局になるとい

うことです。一体協議会は何をするのでしょう。もう一つわかりにくい図式です。ジオパーク

推進室のあり方、推進協議会との関係についてお伺いいたします。 

 室戸高校にジオパーク学という授業ができるとなると、一番の目的は教育ですと説明があり

ます。教育は大切です。しかし、今一番望まれているのは地域の経済活動です。その道筋がい

つまでたっても明らかにされません。私の大好きな桑の木の三次さんは活躍できるのでしょう

か。少し変わった方らしく、彼の逸話が三次さん話として残っています。かたい地質をやわら

かい三次さん話などで包んで、室戸全体を発信していく。どうも室戸岬のおさごさん伝説は活

躍の場を提供されているようですが、２度目に来ていただいたお客さんに別の室戸を紹介する

意味でも、二の矢、三の矢を用意しておくべきと考えます。総合的な構想はまとまったのでし

ょうか。 

 小松市長はいろいろな場所で、室戸にはよいところがたくさんあります、それらの資源を活

用してと、必ずといっていいほどあいさつされております。室戸のよいところはここですと具

体例を出す時期だと思います。子供が手の中に何かを持って、私ええもんもっちょるぜえ、け

んど見せちゃらんと言っているのと同じです。呼び込もうとしている観光客には室戸の魅力は

伝わりません。わしら難しいことはわからんけんど、岩で飯が食えるかよ。正確に言うと、岩

はかたいぞ、そんなもんで食うていけるかよ。この市民の方の素朴な疑問に答えてはいませ

ん。行政には棚ぼた式にお金がおりてくることはあっても、民間は採算のとれないものには手

を出しません。民間を巻き込むためには、計画性、首長の本気度、情熱が必要ではないでしょ

うか。今のジオパークにはその部分が欠けています。観光客が来るやら来ないやらわからない

段階で、自分で資金を出して、土産物を開発して、だれが待つでしょう。最低でも、ジオパー

クに関して私は市長としてここまではやりますと言わなければならないのではないでしょう

か。ここまでは責任を持ってやりますと言わなければ、民間は動きようがないでしょう。何事

においてもそうですが、当事者の苦労ほどには他人は評価してくれません。当事者は流した汗

の一粒一粒まで評価してもらいたいけれど、他人は完成品を見て価値をつけます。その価値を

高めるためには、たまには熱っぽく語る必要もあるのではないでしょうか。小松市長は情熱が

深く、静かに持続するタイプなのか、余り熱く語る市長の姿を見たことがありません。小松市

長のジオパークへの思いをお伺いいたします。 

 米澤議員と私たちは過去にあむろ計画という、阿南から安芸までを１つの観光圏としてとら

え、交通の不便な四国東南部に観光客の流れをつくれないかと考え、行動し、挫折した経験が

あります。まだ役所がつくった国民宿舎の存在がそれぞれの地域の民業を圧迫しているという
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考え方が根強く残っていたころです。ちなみに、あむろ計画と名づけたのは米澤議員です。今

のＡＭＡ協定の観光版のようなものでしょうか。あむろ計画の時代は、観光先進地では地域の

同業者が協力して、まず地域にお客さんを呼ぼうと模索しているころでしたが、残念ながら室

戸では、旅館同士が商売敵。あそこがつぶれたら、あそこのお客さんがうちに来るのではない

か意識の強いころでした。それから、時代は流れ、808、次世代の湯治場などに見られるよう

に、民間同士の協力体制もできつつあります。 

 ジオパークのねらいは観光業のねらいと一致します。問題は室戸市がそこまで到達している

かです。地質、食材、文化、人情、歴史、それらをどこでどのように結びつけて売り出すの

か。22のジオサイトという単なる羅列ではなく、そこにストーリーが欲しいと思うのは私だけ

ではないはずです。プレゼン用のスライドができたのは一つの前進だと思います。言葉と紙の

資料で説明するよりわかりやすい。あのプレゼン用のスライドは職員の手でつくられたもので

しょうか、外部に委託したものなのでしょうか。 

 次のページがない、計画の全体像が見えない、単発的だ、しょせん縦割りだから。言葉は違

えども、このような評価があることも事実です。私はジオパークを室戸の魅力を具体的に提示

できる絶好の機会かもしれないと位置づけています。しかし、ジオパークは地質だけではない

と言いながら、地質中心に進め過ぎているし、世界認証を得ることを目的に進め過ぎているの

ではないかと危惧しております。市長の明確な御答弁をお願いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） お諮りをいたします。 

 本日の会議につきましては、都合により時間延長いたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議につきましては延長され

ることに決しました。 

 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点目の防災についてであります。 

 前段の議員さんにも申し上げたところでございますが、本年２月27日に南米チリで発生した

地震による津波への対応ということで、２月28日午前９時33分に津波警報が発令され、参集基

準に従い、私や副市長を初め、関係課職員が参集をいたしました。しかしながら、参集が万全

でなかった点もあったことはこれまでも申し上げたところでございます。今後、防災訓練を重

ねていかなければならないと考えております。 

 災害対策本部設置や避難勧告までの流れにつきましては、参集後、午前10時20分に災害対策

本部を設置し、情報収集に努めてまいりました。その後の各地の情報や日本への予想到達時
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間、津波の高さ、県などの情報提供なども踏まえて、午後１時30分に災害対策本部会議におい

て、沿岸部全域への避難勧告の発令を決定をしたところでございます。発令後の情報伝達につ

きましては、消防無線や公民館、市民館の有線放送による放送、消防分団や市職員による広報

車両での巡回広報、自主防災組織のリーダーや常会長への電話連絡、市職員による沿岸部の釣

り客等への呼びかけなどの広報活動を行い、周知に努めたところでございます。 

 次に、議員さんへの情報提供、情報共有についてでありますが、これも前段の議員にお答え

をいたしましたように、現在職員に対して行っておりますメールによる緊急招集システムを利

用して情報をお伝えすることについて今後協議をさせていただきたいと考えております。 

 次に、今回の避難勧告に対して地域差があったようだが、実際どうだったのかについてであ

りますが、今回市の避難場所に避難された方は全体で49世帯、73人で、内訳は佐喜浜町34人、

室戸岬町４人、元33人、羽根町２人となっております。このほかにも、地域の避難場所に独自

に避難された方々もおいでたようでありますが、勧告の対象は沿岸部56地区、6,196世帯、１

万2,419人に比べますと、非常に少ない結果となっており、広報活動のあり方と同時に、市民

の皆さんへの日ごろからの啓発が重要であるとさえ認識をするところでございます。 

 次に、反省点、課題に関する市職員の招集につきましては、お答えしたとおりでございます

が、今後訓練を重ねていかなければならないと考えております。また、職員の役割分担につき

ましては、延べ47名の職員がそれぞれ別れて、本部における情報収集や関係機関との連絡調

整、各支隊の配備や避難場所の開設、広報車両による巡回広報活動、海岸部の釣り客や観光客

などへの呼びかけなどに当たったところでございます。情報伝達に関しましては、南海地震を

想定したときは現在の情報体制ではとても対応できないと考えられますので、早期に同報系防

災行政無線の整備に取り組まなければならないと考えております。 

 次に、大きな２点目の恋人の聖地についてでございます。 

 この恋人の聖地は、ＮＰＯ法人地域活性化支援センターが観光エリアや施設などの既存の観

光資源を活用し、若い方や熟年カップル等に対し、魅力ある観光地としてのＰＲを行うことに

より、交流人口の拡大を図るとともに、地域の振興に役立たせることを目的として、平成18年

度より選定を行っているものでございます。現在、全国で96カ所が選定をされ、室戸市の室戸

岬地域も今年４月に選定をされたところでございます。この室戸岬地域の中でも、室戸岬山頂

の展望台、室戸岬灯台周辺、中岡慎太郎像の上の展望台の３カ所をビューポイントと位置づ

け、選定プレートの設置等の整備を行うため、今議会での補正予算をお願いをするとともに、

関係機関にも協議を行っておりまして、許可がおり次第、設置を予定をしているところでござ

います。 

 また、観光客の誘致に向けての展開につきましては、恋人の聖地としてのストーリーやアイ

デアが必要となってくるため、若い方々を中心として準備委員会を立ち上げておりますので、

今後は内容について提案、検討していただくとともに、ＡＭＡ地域連携協定を締結をしている
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阿南市の恋人の聖地や関係機関と連携し、交流人口の拡大と地域の活性化に向けた取り組みを

進めてまいります。 

 次に、(2)中岡慎太郎像の上の展望台整備工事に伴う環境の問題についてでございます。こ

の展望台は昭和35年に建設をされ、老朽化のため平成８年に閉鎖をされていたところでござい

ますが、市としましても大事な展望台であることから、県に対し要望を重ね、約2,200万円を

かけて今回改修をしていただいたものでございまして、４月28日に完成をしたものでございま

す。完成後、工事に伴う伐採により発生した樹木の処理等については、議員御指摘のとおりで

ございます。市としましても何らかの対策は必要だということで、県に対して改善をしていた

だくよう要望を行ってきたところでございますが、現在改善をされていないところでございま

す。工事完了後でありますが、景観整備が、先ほども申しますように、できていないというふ

うに私も感じておりますので、再度適切な処理がされますように県に対し強く要請をしてまい

ります。 

 次に、大きな３点目の室戸ジオパークについてでございます。 

 私からは予算計上の基本的な考え方、世界ジオパーク認定への効果、ジオパーク推進室と推

進協議会、そしてジオパークへの思いについて御答弁をさせていただきます。 

 まず、予算計上のことでありますが、平成21年度の決算額は3,402万円で、財源の内訳は、

国の緊急雇用を含めた県費が2,091万円、市費が1,311万円であります。また、平成22年度の当

初予算額は7,918万円で、財源の内訳は、国のふるさと雇用と、緊急雇用を含めた県費が

5,359万円、市費が2,559万円となっております。このようなジオパーク活動を充実させるため

の経費はすべて市で負担することは私は大変困難であるというふうに思っておりますので、こ

うした国や県からの財政的支援を多くいただいているところでございます。これからも国や県

の協力をいただきながら、予算編成に取り組んでまいります。 

 また、室戸のジオパーク活動は世界ジオパーク認定をされましても、されなくても、室戸の

貴重な資源に付加価値を与えて、地域の振興につなげていくという大事な取り組みであるとい

うふうに私は考えておりますので、今後とも必要な経費を十分精査した上、予算計上させてい

ただきたいと考えております。 

 次に、世界ジオパーク認定の効果でございますが、世界ジオパーク認定されれば、室戸を国

内外にアピールできることとなりますが、現在室戸ジオパーク基本構想を策定中でございま

す。教育や観光、産業などの分野ごとに、将来のビジョンを定めた上で、観光入り込み客数や

経済波及効果についてさまざまな角度から試算することも検討をしているところであります。 

 また、先ほど申し上げましたように、貴重な資源に付加価値を与えて、地域の振興につなげ

ていくという大事な取り組みでございますので、さらに上のランク、世界ジオパークを目指す

取り組みを現在行っているところでございます。市民の皆様が世界を目指すという一つの目標

に向かって行動をし、そしてそのことが実現をし、世界の室戸を維持していくことができれ
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ば、おもてなしの機運が高まり、必ずや室戸が活気を取り戻せるものと信じております。 

 次に、ジオパーク推進室と推進協議会の関係でございますが、まず昨年市役所に設置したジ

オパーク推進室には、我々が地元のよさを再認識するためにも、外部の人材を登用していると

ころでございます。このジオパーク推進室が事業の遂行や関係者との調整といった行政の役割

を果たしながら、推進協議会の事務局も現在担っております。また、私が会長を務める推進協

議会のメンバーは、さまざまな分野で活躍をされており、ジオパーク活動に大きく貢献をして

いただける方々の集まりでございます。この推進協議会は平成20年に立ち上がったばかりの組

織でございますので、現在行政が事務局を担当をしているところでございます。 

 最後に、ジオパークへの思いでございますが、私としましてはジオパーク活動は室戸を大き

く発展させる要素だと考えておりまして、大学や県、地元の関係団体の皆様方からも多大な御

支援や御協力をいただいているところでございます。また、最近では日本ジオパークネットワ

ークとの交流を一層深めるとともに、国に対してもジオパーク活動への積極的な支援を要請、

要望しているところでございます。今後とも、関係者の皆様のお力添えをいただきながら、室

戸ジオパークの活動に全力で取り組んでまいります。 

 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） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 市長答弁を補足させていただきます。 

 大きな３点目のジオパークについての中で、２点ほどお答えさせていただきます。 

 まず、小さな６点目の総合的な構想でございますけれども、現在策定中でございまして、今

後10年間を見通した基本計画というものと、３年をスパンといたしました実行計画の二段構え

のものを現在予定しております。基本計画の中身は、人づくり、まちづくり、情報発信と交

流、運営母体の推進体制といった項目で検討しておりまして、実行計画のほうは具体的な行動

の計画を示すようにいたしております。これにつきましては、８月の国内候補地の現地審査ま

でには完成させるように取り組んでおります。 

 次に、最後の御質問でございましたプレゼン用のスライドはだれがつくったかということで

ございますが、これは室戸ジオパーク推進協議会の事務局が独自に作成したものでございまし

て、外部に委託してつくったものではございません。地域の盛り上がりを高めていくためにで

すね、ジオパークの概要を市民の皆様にわかりやすく説明するために取り組んできたものでご

ざいまして、今後もより充実した内容にできるように取り組んでまいります。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。 

○４番（上野祥司君） ４番上野。２回目の質問です。 

 恋人の聖地の展望台整備に関連して、県のほうに要望するということでしたら、この間室戸
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の日の室戸岬の掃除のときに、実はほかの方から展望台の位置を聞かれたんです。それで、あ

そこですよ言うて、指さしたんですが、首から上しか出てないんですね、展望台が。もう少し

展望台自身の周りを少し木を低くできるのであれば、それも一緒に要望していただければ、こ

のままやったら、四、五年たったら、展望台からの眺望はかなり悪いもんになるではないかと

思います。 

 もう一点はジオパークのことで、実はジオパークというもん、今のまま地質だけで、今のま

ま言うたらいきません、地質中心に進めよりますと、どうしても来てくれる人が偏ってくると

思うんです。だから、もうそこら辺で、例えばどこら辺を対象に、どういうふうな働きかけを

していくのかというのが、世界ジオパークに認定されればお客さんはふえると信じております

っていう形ではなく、そこら辺の具体策があればちょっとお聞きしたいと思うんですが。以上

です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 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、１点目の中岡慎太郎の上の展望台の件についてでございます。これも先ほどの樹木の

整備と関係をいたしますが、県ではですね、自然公園法の絡みで、樹木の伐採を一定すべて制

限をしております。私もあの整備をするときに、一番先にあの周りをもう少し樹木を低くして

いただけないかというような要望を県に対してはしております。ただ、現状で見ていただいた

ように、それは今のところ実現をしておりませんので、自然公園のほうの絡みもありますが、

県に対しては再度その辺、もう少し眺望が開けるようにですね、樹木を低くすることができな

いかについて県に要請をしていきたいというふうに思っております。 

 それから、２点目の室戸ジオパークについて、地質ばかりが突出をしているのではないかと

いうような御指摘でございますが、このジオパークというのはやはり、先ほど議員さんも御案

内がありましたように、教育であるとか観光であるとか、いろんな分野を元気にさせていく、

いろんな分野と関連をした取り組みによってですね、地域を活性化をさせていく。そのことが

ひいては地域の経済活動、持続的な経済活動につながっていくようにしていくのが私は、室戸

ではなくてもですね、ジオパークの大きな目的であろうというふうに思っておりますので、地

質だけを、地質の専門家の方々が巡検に来るということだけでは、私は数は知れていると、大

きくはならない、パイは大きくならないというふうに思ってますから、地質と教育とをつなげ

る、あるいは地質と農業、水産とつなげていく、あるいは地質と別の観光資源とつなげていく

というようなネットワーク化が私はどうしても必要だということを考えているところでござい

まして、先ほど担当課長から申し上げましたような、室戸ジオパーク基本構想というようなも

のの中で、より具体的な取り組みを計画をしていくというような形で推進をしていきたいと考

えているところでございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって上野祥司君の質問を終結をいたします。 
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 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、明日15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をいたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午後４時53分 散会 

 


