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平成２２年９月第５回室戸市議会定例会会議録（第２号） 

 

１．日 時  平成２２年９月１３日（月） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 脇 本 健 樹    ２番 久 保 八太雄    ３番 久 保 正 則 

  ４番 上 野 祥 司    ５番 濱 口 太 作    ６番 米 澤 善 吾 

  ７番 立 石 大 輔    ８番 山 本 賢 誓    ９番 谷 口 總一郎 

  10番 徳 増 寿 子    11番 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美 

  13番 鈴 木 彬 夫    14番 久 保 善 則    15番 町 田 又 一 
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  議 事 班 主 任  大 西 あゆみ 

  議事班主事補  馬 誥 英 憲 

６．説明のため出席した者の職氏名 
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  福祉事務所長  久 保 一 彦     教  育  長  谷 村 幸 利 

  教育次長兼学校保育課長  植 村 幸 治     生涯学習課長  柳 川 明 彦 
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  監査委員事務局長  長谷川 貞 彦 

７．議事日程        

  日程第１ 一般質問 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１ 

９．議事の経過 
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  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（林 竹松君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたさせます。谷口議会事務局長。 

○議会事務局長（谷口稀稔君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数16名、全員出席でございます。 

 また、午後欠席議員は、久保正則議員、所用のためでございます。 

 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。山下浩平君。 

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

 開会日には、皆さんおそろいのジオパークロゴマーク入りポロシャツで出席、今期定例会は

まさにジオパーク議会と銘打ってもよいと思います。世界ジオパーク地質遺産公園の国内候補

地に選定されるかどうか、いよいよ明日発表されるということで、心がわくわくいたしており

ます。 

 それでは、質問の内容に入ります。 

 市長の政治姿勢について、１、１期目４年間の総括、２、次期市長選へ向けての決意。 

 皆さんも御承知のとおり、小松市長は、就任１期目の最後の議会となったわけでございま

す。みずからの施政方針として６項目58公約を掲げ、就任以来、山積する課題に一歩一歩着実

に取り組み、市政のかじ取りを行ってきた中で、大小の台風にも遭遇されたと思いますが、無

難に乗り切ってこられたと思います。 

 １点目、１期目４年間を振り返って、公約としてあなたが市民に訴えたみずから描いた選挙

公約、政策公約についての取り組みをどのように総括されているか、お尋ねをいたします。 

 ２点目、次期市長選へ向けての決意についてでございますが、２期目に向けての出馬表明も

され、今後は少し夢の語れる室戸になるのではないかということでございますので、再び市民

のために賢明な市政運営を期待するわけでございます。 

 さて、為政者として、政治をする者として、みずから固有施策名を上げて公約は、完結して

こそ、選挙を戦った者の義務と責任ではないでしょうか。実現させなければならない市長の責

務であり、責任であります。そうでなければ、市民は納得しないと思います。 

 ２期目に向けての公約、室戸のグランドデザイン、みずからのシナリオをどのように描かれ

ているのか、決意のほどをお尋ねをいたしまして、１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 
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○市長（小松幹侍君） 山下議員さんにお答えをいたします。 

 まず、当市の行政運営は大変困難な問題が多く、自分だけの力だけではやれないことばかり

でありますが、幸いに議員各位や職員、市民の方々の大きな御協力と御指導により、行政運営

が推進できてきたことを心から感謝をしているところでございます。 

 ４年間の総括につきましては、私の公約といたしました６項目58施策につき、おおむね取り

組むことができたと考えております。主なものといたしましては、市政懇談会を４年間継続を

して開催をしてまいりましたが、そのことにより、市民の方々と一定信頼関係をつくることが

できたのではないかと思っております。 

 次に、財政の健全化につきましては、集中改革プラン推進計画を策定をし、その取り組みに

より、特別職の給与や退職金の減額、職員給与の見直し、職員数の削減、公用車の一括管理、

塩漬け土地対策、未収金の収納率の向上などを進めることができました。 

 また、小・中学校の耐震改修とともに、公共施設の耐震診断の実施や改修、消防屯所の新設

や防災公園の設置などを進めることができました。 

 生活環境改善のため、市道整備につきましても、５カ所以上、事業費２億円を目標としてき

たところでございます。 

 さらに、産業者会議の提案事項として、稚魚や稚貝の放流事業、おさかな料理教室、新規就

業者生活支援事業、室戸市ものづくり、元気づくり推進事業、環境保全型農業推進事業として

天敵栽培など生産者の方々からの意見を事業化することができました。 

 また、企業誘致推進条例の制定とともに、県外企業との進出協定を締結、現在、魚の加工施

設やインターネット接続業者の進出が実現をしております。 

 そのほか、農業者などの所得向上対策として、直販所の施設や駐車場の整備など充実を図る

ことができております。 

 次に、観光振興対策としましては、高速バスの室戸乗り入れや室戸ジオパークの取り組み、

ＡＭＡ地域連携協定の締結などにより、交流人口は平成17年17万人であったものが平成21年

44万人と拡大をしているところであります。 

 保育、教育関係では、小・中学校の耐震化の推進や学校の統合、給食施設の統合に取り組む

とともに、保育、小・中学校の一体的取り組みにより、子供たちの学力の向上と健全育成に努

めております。 

 水道関係では、中山間地域の生活用水の確保事業や吉良川西山地区の簡易水道事業を計画を

し、順次実施をしているところでございます。 

 その他、室戸市の地域が情報過疎にならないためのブロードバンド整備事業を導入し、市内

どこでもインターネットが使えるように、またテレビの難視聴対策としてケーブルテレビ放送

や高齢者の見守りサービスの提供に取り組んでおります。 

 そして、本年初めて商工会と連携をし、プレミアム付商品券2,000万円の発行を行い、地域
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経済の活性化に努めてきたところでございます。 

 そして、市民の健康づくり、行動計画を策定をしましたので、健康寿命を延ばすなど、市民

の方々の健康づくりを進めてまいります。 

 次に、国、県への要望活動の推進としましては、10年近く進まなかった県道佐喜浜吉良川線

の用地買収と改修工事が完了をしております。国道では、歩道の整備や室戸小学校前３差路の

改修計画が進み、用地測量や買収交渉が進んでいるところでございます。 

 前段でも申し上げましたが、財政健全化の取り組みとしましては、土地開発公社の財政改

革、遊休資産、旧サンパレスなどの売却、職員数などの減による人件費の削減、平成18年

141億円あった普通会計の地方債残高を124億円とし、17億円の減となっております。 

 また、産業振興や教育、福祉、防災などにおいても、一定改善や取り組みが進んできたので

はないかと総括をいたしているところでございます。 

 次に、今後に向けての考え方でございます。 

 御案内のように、本市にはまだまだ多くの行政課題がございます。そうした中で、すべての

ことに触れることはできませんけれども、何点かのことについて申し上げます。 

 まず、１つには、市民の方々に広く意見を聞くことが大事だと思っています。これまで進め

てきた市政懇談会を引き続き実施していくことや市民ワークショップなどを開催をすることに

より、市民の方々と協働によるまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

 次に、行財政改革でございます。 

 これまでにも取り組んできたところでございますが、当市の最大の問題は財政の健全化でご

ざいます。未収金の回収とともに、土地開発公社の課題を解決し、解散させること、遊休資産

の貸し付けや売却処分などを一層進めていかなければなりません。さらに、人件費の削減、民

営化や外部委託を進め、行政効率や経費の削減を図ってまいります。 

 次に、産業振興についてでありますが、室戸の資源を大切にした産業の振興を図るととも

に、室戸ジオパークや吉良川町並み、ドルフィンセンターなど観光資源を生かした交流人口の

拡大を図り、持続的な地域経済の発展を目指すことや県産業振興計画の活用による商品のブラ

ンド化や特産品の開発を推進します。また、企業誘致や新エネルギー事業の導入を進め、雇用

の拡大を図ってまいります。 

 そして、つくり育てる漁業の推進を図り、スジアオノリ、トコブシ、アワビの養殖事業や藻

場造成事業に取り組んでまいります。さらに、室戸岬漁港の背後地の有効活用が必要であると

考えております。 

 農業では、レンタルハウス事業を導入することによる基盤整備や安心・安全な農作物の栽培

の推進などのほか、農林水産業の後継者対策事業として生活支援を一層推進をしてまいりま

す。また、林業につきましても、関係団体と連携をし、振興対策を進めていかなければならな

いと考えております。 



－44－ 

 商業におきましても、プレミアム付の商品券の継続した販売やむろと黒潮市場のような買い

物の拠点場所をつくることも必要ではないかと考えております。 

 次に、福祉、教育についてでありますが、高齢者や障害者の福祉サービスの充実とともに、

多子世帯の保育料や乳幼児医療費の助成について、市費の継ぎ足しにより段階的な保護者負担

の軽減に努めてまいります。また、保・小・中学校施設の耐震化率は、100％を目指すととも

に、放課後子ども教室の充実など、子供たちの健全育成に努めてまいります。 

 そして、総合型地域スポーツクラブの活動を支援をし、市民の方々の体力づくりやスポーツ

環境の改善を図ってまいります。室戸の歴史、文化を大切にした学校教育、生涯学習の推進や

人権施策の取り組みに努めていかなければならないと考えております。 

 次に、生活環境と健康についてでありますが、市道整備や生活用水の確保とともに、健康で

長生きするための行動計画を策定をしておりますので、一層の推進に努めてまいります。 

 次に、防災については、消防資機材の充実など、これまでの取り組みをさらに推進するとと

もに、防災倉庫、防災ヘリ発着場、一時避難場所の機能を備えた防災公園の完成を目指してま

いります。また、災害発生時、一斉通報ができる防災行政無線の整備を進めなければならない

と考えております。 

 そのほか、丸山長寿園の改修工事の完成や、国、県への道路、港湾、河川、海岸など改修整

備の要望活動を進め、着実な推進を図る必要がございます。私の目指す室戸のキャッチフレー

ズは、室戸の自然や社会資源を生かした産業の振興と、これまではぐくんできた歴史や文化を

大切にし、心豊かに暮らせるまちづくりでございます。 

 いずれにしましても、現在策定中の総合振興計画にしっかりと位置づけ、将来を見据え、希

望のあるまちとして発展するよう全力で取り組んでいく決意でございます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 山下浩平君の２回目の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） 次期市長選へ向けての決意もしっかりと賜りました。もし再選の暁

には、市民の生活を守るために明るく健康で住みよいまちづくりを目指して大いなる使命感を

抱き、力の及ぶ限り引き続いてその任に当たっていただきますことを念じて、以上で一般質問

を終わります。 

○議長（林 竹松君） これをもって山下浩平君の質問を終結いたします。 

 次に、谷口總一郎君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。2010年９月定例会におきまして、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。 

 １、高速バスターミナルに見られる地方自治法違反について。 

 室戸岬高速バスターミナルに係る違法問題についてお聞きをいたします。 

 なお、今回は、この事件の全貌を振り返るため、前置きが少し長くなります。質問は最後に

固めて行いますので、その点はお許しいただきたいと思います。 
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 (1)高速バスターミナル整備事業の経過について。 

 では、まずこれまでの流れを調査した範囲内で追ってみたいと思います。 

 この事件は、私が行いました住民監査請求に対する報告書によりますと、20年８月19日、徳

島バス株式会社から、うちの社員宿泊所と待合所などの施設を整備し、12月初旬の運行開始に

間に合わせてくれたら室戸まで行ってもいいよという趣旨の回答をもらったのが事の発端であ

ります。それを受けまして、市長は、これで企業誘致が成功したと喜びまして、大慌てで、そ

の日からバスが運行を始めます12月初めまでの三月十日事業を進めていくことになります。同

じ20年９月３日には、予備費41万円を委託料に事務処理し、２つの業者に見積もりを作成を依

頼、９月８日に入札してそのうちの１社と設計委託契約をいたします。 

 この事業予算1,441万1,000円が計上されました補正予算書を９月議会告示日の12日に議員に

配付している流れから推察しますと、市から県への補助金等の申請は９月９日前後に行われた

と見ております。こうして本市は、この施設が地方自治法第244条におきまして公益性と公共

性を担保しなくてはならないとされていることをよく認識しながら、高知県市町村振興課に提

出した補助金等申請書には違法な形状をした施設設計図を添付して申請します。 

 一方、県の幹部職員等担当課職員も、特定企業の社員宿舎が内包するその設計図を見て、即

座に地方自治法に違反しているとわかったが、改善策を講じるよう指示するでもなく、ここで

も企業誘致だからいいじゃないかと思ったのか、法令を無視し、最終的には県補助金元気の出

る市町村総合補助金として764万1,000円、そして15年償還の県貸付金680万円の合計1,441万

1,000円の財政支援を決定します。その決定は、本市の９月定例会告示日直前の９月８日から

11日までの間と見ております。 

 そして、本市は９月17日に徳島バスと協定を締結、12日告示、19日開会の９月議会での補正

予算は、24日の大綱質疑を経て、10月２日の閉会日に、賛成10人、反対３で可決され、当該予

算は議会を通過、同月20日にバスターミナル施設の工事等の契約を行い、工事に着工いたしま

す。 

 続いて、11月13日の臨時会におきまして、同施設の設置及び管理条例の議案が審議されまし

た。そこで、５番議員は、徳島バスの乗務員が占用して利用する宿泊所が公の施設か、その根

拠はと問いますと、市長は、あの施設の２つの部屋を別々に考えると議員の指摘は正しい、だ

がこの施設は公の施設に位置づけた方が望ましいと、既にここで遺漏を認めておりました。そ

れなのに、議案は賛成10、反対３で可決をいたします。 

 そこで、これは違法疑いなしと確信した私は、その臨時会翌日の11月14日、県庁に行きまし

てある幹部職員を訪ねて、この事業は地方自治法違反だと思いますがと問いかけました。する

と、某幹部職員は即座に、私はそれについて言わないし市町村振興課に聞きに行っても言うな

と言うと答えました。この短い一言を聞いて、余りの意外さに一瞬戸惑いましたが、即座にぴ

んときました。物事は、もし自分ならと相手の身になって考えれば実態は見えてくるものであ
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りまして、語るに落ちるとはこのことをいうと思います。もし室戸市が補助申請した事業が法

令を順守した適正なものだったら、県のその幹部職員は私に、これはこうこうだから地方自治

法にかなっていると、すぐ詳しく説明できたはずであります。それを私にも正直に説明できな

いし、部下の職員への口どめをも示唆するということは、裏でよほどのことがあったあかし

で、室戸の議員に室戸市への支援事業の実態がわかってしまうと、自分たちの違法行為もばれ

て不利になると考えた場合しかあり得ません。 

 その発言から、20年９月に室戸市が地方自治法違反になる事業を計画したと同時に、県もそ

の違反を認識して補助金等を出したことが明確になりました。その後も事業は進められ、20年

12月初めに施設は完成します。 

 12月議会開会日の12日には、徳島バスを同施設の指定管理者に指定する議案が急遽審議され

まして、この表決に議会は賛成７、反対７の同数で二分するも議長が採決権を行使して賛成、

最後は賛成８名、反対７名で可決したといういわくつきの結果となりました。 

 ただ、私は、地方自治法に係る公の施設が違法な状態のまま長く存在することは、業務上、

公正なことではないので、どこかで問題提起しなくてはならないなと考えました。さらに、い

ろいろと法的なことも調べた後、この指定管理者の議案審議からおよそ１年が経過しようとす

る21年11月、市監査委員に住民監査請求を提出いたしました。 

 その監査結果報告書は、年を越えた今年１月22日に送られてきました。それにはこう結論づ

けられていました。本件監査請求は、いずれにおいても請求人の主張は認められず、これを棄

却するものである。これを見て結論が予想どおりだったので驚きもしませんでしたが、疑問に

思ったのは、１点あります。一例です。室戸市は、明治時代からこんなにも交通事情が悪かっ

たからなどと、施設設計上に違法な問題があるこの一件とは全く関係のない室戸の百数十年も

昔からの交通事情を重点的にしんしゃくする文章を長々と書き連ねた後、最後に、この監査請

求を棄却しております。もしこれと同じように、この人は昔生活苦だった人で、かわいそうだ

からこの違法は許してあげましょうなどという話が展開して認められ、無罪になったとした

ら、法の秩序は守られますでしょうか。 

 もう一つ挙げますと、20年９月の事件発端のころの流れについて、監査委員はこう記述して

おります。９月17日に協定契約を交わしたことを受けて、９月３日に設計委託のための予備費

41万円をとり、９月８日に入札した結果、約38万円の設計委託契約を行った。つまり、17日に

協定契約を交わすという結論を得て、その14日前の３日に予備費を確保し、９日前の８日に設

計委託契約を行うことができたと書いているのであります。矛盾しております。この点も本市

の財政監査のずさんさを象徴していると考えております。 

 皆さんに考えてほしいのは、県も違法を知った上で言わないと発言したが、先ほども説明し

ましたように、20年11月の臨時会において、市長もこの違法な事業について議員の質疑に答

え、違法を認めております。そのように、県も市長も認識している不当な公金の支出に関する
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住民監査請求を監査委員２名が棄却してしまいましたが、あの施設を現場にまで行き、かぎの

かかったあの社員宿舎を見て、請求人の主張は認められずなどと、結論しか出せなかった監査

委員を私はむしろかわいそうに思っております。 

 市民が利用することはもちろんのこと、だれもあの宿舎の中に立ち入ることができない、そ

んな公共性も公益性もない施設を市が建設し、それを監査委員までもが公の施設だと結論づけ

て、改善勧告も出せなかったことは、残念というよりも本当にかわいそうであります。監査委

員が下した今回の請求棄却の判断は、市長と県が行った行為とともに、あの建物がある限り、

50年たっても100年たっても歴史に刻まれ、語り継がれていくと思っております。 

 さて、私はそんな仕打ちにもくじけず、さらに続けて活動してまいりました。22年３月議会

では、100歩も200歩も譲りまして、この事業を健全化のために改善策を提案します。 

 １つは、社員宿舎と待合室の壁の一部に窓をあけて切符売り場をつくること、宿舎のほうに

は小さな机といす、その後ろには室内を見通せないように目隠しのつい立てを立てる。そうす

れば、完全な形ではないですが、その宿舎の室内に公共性と公益性を醸し出すことができます

よと提案いたしました。 

 もう一つは、この社員宿舎部分を市営住宅と同じ位置づけに取り扱い、例えば月１万円なら

ば年間12万円の賃貸料を徳島バスからいただく。それでは、徳バス側から最初の約束と違うと

の異論も出ますので、それと同額の年間12万円の指定管理料を徳島バスに支援します。これで

どちらも金銭的な負担は発生せず、それでいて両者の帳簿には金額が記載され、地方自治法に

かなった適法な形になるのではないですかという提案でありました。 

 しかし、市長はこの２つの助け船まで、何点か施設のことで提案がありましたが、現状の形

態のままで運営してまいりますと簡単に切り捨ててしまいます。 

 こうなったら、市長を相手にしてもこの違法問題は解決しないと考えた私は、この４月下

旬、本市の違法事業をわかっていながら補助金を出した県市町村振興課に行き、説明を求めま

した。私は、職員２名を前に、最初は公の施設について教えてくださいと、当たりさわりのな

いところから聞き始めて、やがてこの施設が違法であること、市長が改めないことなどを明ら

かにしました。途中、事件の核心に差しかかったところで、これは違法になると考えた県職員

から、もしやその室戸市の施設建設には県から補助金が出ているんですかと聞いてきましたの

で、待ってましたとばかりに、はいと答え、洗いざらいすべてを詳細に説明いたしました。 

 県の幹部職員が本市に補助金と貸付金で支援したことが違法であることを示唆する発言があ

ったこと、市監査委員がこの監査請求を棄却してしまったこと、さきの３月議会では当方から

改善策まで提案したが、市長はそれに耳をかしてくれなかったことなどを説明した後、県議会

で問題化する前に改善するよう助言をしてはいかがでしょうか。そのほうが、県の違法業務の

問題も適正に解決するのではないですかと御提案いたしました。職員は黙り込んでしまい、何

も言えなくなってしまいました。私は、よくお考えくださいとだけ伝えて帰ってきます。 
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 そんな６月議会の一般質問直前です。県市町村振興課の職員から私に電話がかかります。県

は、まだこれについて結論を出していませんと連絡がありました。 

○議長（林 竹松君） 谷口議員、もう少し簡明にお願いします。 

○９番（谷口總一郎君）（続） はい。県は、補助金で本市を支援した立場でありながら、な

ぜ市長に改善を指示できないのか。私はその理由もすべてわかっております。 

 市長はその６月議会でこう答弁されました。あの施設は、当然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いる。今後も本市の公の施設とは地方自治法はもとより、

関係する法令を遵守し設置するとともに、適正管理に努めます。これも監査請求と同じように

おかしいと思いました。市民が立ち入ることができないその部屋のかぎは、特定企業の社員が

持って管理をしております。そんな宿舎を市長は住民の利用に供する公共性、公益性を持った

施設の部屋であると答弁したことになります。 

 そして、今議会前の８月31日、本市の企画財政課と私に対し、県市町村振興課からこの違法

についての回答書が送られてきました。内容は、違法性は認められないというものでありま

す。これもおかしく思います。市長は、これで喜んだかもしれませんが、何も違法である事実

に変わりはないと思っております。 

 少し説明しますと、私が県に行って違法を指摘したのは４月26日、それから６月７日にも確

認に行きました。そして、６月14日の一般質問当日の９時半に私に電話がかかり、県担当課

は、まだ判断は決まっていないということでありました。つまり、４月26日に県と本市の違法

を指摘して１カ月半もたった６月14日が来ても、まだ県は判断できなかったことになります。

もし244条に違反してなかったら、４月26日に私が行ったときに、地方自治法に詳しい担当課

職員が頭を抱えることもなく、その場で即座に違法ではないと結論づけ、私に粛々と法律の説

明を重ねていたと思います。ゆえに、県は違法を認識して本市に補助金を出したことになりま

す。 

 また、県担当課は、この程度の判断をするのに、なぜこれほど、４カ月間もかかったのかで

あります。 

 その一つは、違法については、市町村振興課、総務部は十分認識して補助金を出しておりま

す。でも、谷口に、これについては言わない、市町村振興課に聞きに行っても言うなと言う

と、県の違法を案に認める発言をしてしまった県幹部職員はだれなのか。その犯人捜しをする

必要があったのです。 

 もう一つは、６月議会に小松市長が改善策に従って改めてくれれば解決するがなとずっと様

子をうかがっていたのであります。かといって、県のほうから市長に、谷口が言うように改め

なさいと指示するとなると、行った補助金支援が地方自治法に違反していることを認めた上で

指示したことになります。それでは困る。 

 そこで、６月議会の後の県の総務部の部長、副部長、担当課課長など多くの職員などが頭を
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突き合わせてバスターミナルに違法性は認められないという回答にしたということになりま

す。両者はこれで私をうまくだませたと考えたのでしょうが、今日の市長の答弁書にも県の回

答書をもとに文言を書き連ねてあると思いますが、県にこのような苦渋に満ちた回答書をつく

らせた責任は市長にあります。市長は、今度の件で県に迷惑をかけております。 

 以上がこれまでの流れであります。市長の選挙事務所にも、正しい判断でと書いてあります

が、こういう計画書などを見ますと、私は、あなたは重要事業の発端や分岐点で大きく判断を

誤る人だと思っております。 

 (2)地方自治法に係る公共性と公益性について。 

 次に、法的な説明をいたします。 

 市長が非常に軽々に取り扱ってきました地方自治法ですが、その地方自治法第244条公の施

設には、次のように規定されております。１項、「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進す

る目的をもってその利用に供するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとす

る」、２項「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを

拒んではならない」、３項「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、

不当な差別的取扱いをしてはならない」。これを見ても休憩室などと称するはおかしくて、あ

れがたとえ公の目的のために設けられたバスターミナルであっても、住民が全く利用できない

あの特定企業の社員宿舎は公の施設ではないことは明らかであります。 

 地方自治法の公の施設が必ず担保しなければならない公共性と公益性の用語について、続け

て説明をいたします。 

 日本語辞典の「大辞林」で、公共性の意味を調べましたところ、「広く社会一般に利害、影

響を持つ性質、特定の集団に限られることなく、社会全体に開かれていること」とされており

ます。車が道路を利用できることも公共性という便益の実現であるし、地域の人情や親切を観

光客に与えるのも公共性が存在してこそ。このバスターミナルの乗務員宿舎のように、住民に

開かれておらず、その恩恵を受けるのは一特定企業の社員だけという場合は、住民への公共性

と公益性は皆無であると言えます。こんな単純明快なことを、事業発端から丸２年になります

が改めないということは、いまだに市長と市職員はこの法律について認識がないということに

なります。 

 今申しましたように、公共性とは住民みんなの便益を実現することであります。ゆえに、公

の施設、つまり公共性ある施設とは市民みんなのことを考えて、みんなが利用できる施設をい

い、施設の中に市民みんなが自由に出入りできない場合、それは公共性がないとされ、公の施

設とは言えません。さらに、県からの補助金に絡めていいますと、県民から強制的に徴収した

税金を原資とする施設建設に関し、その補助金投資という利益が主として特定企業のみに帰属

してはならず、公共に寄与するものでなくてはいけないのであります。 

 次に、公益性を見ますと、ＮＰＯ法の第２条に見えますが、「不特定かつ多数の者の利益の
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増進に寄与すること」、これが公益性であります。逆に言いますと、これは特定の者の利益や

少数の市民のための利益は公益とみなされないということになります。あの施設に当てはめま

すと、徳島バス社員宿舎には、不特定多数の市民の利益、これが担保されておりません。よっ

て、あの施設は公の施設とは言えず、同時にこれまでの市長の答弁も虚偽の答弁となります。 

 (3)地方自治法違反と県の補助金交付について。 

 次に、補助金の交付についてですが、特に国や県、自治体の補助金は、無償の譲渡、給付を

自由に行った立場にはなく、公益性がある場合に限られることは当然であります。そして、そ

の趣旨から、地方自治法第232条の２では、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場

合においては、寄附又は補助をすることができる」と規定をしております。この規定は、公益

上の必要といった不確定な概念を用いてはいますが、これは補助金交付の公益性を統制する法

的な規範とされており、それは裁量的に判断し得るものであります。 

 また、その際には、必要性、有効性、公平性、相当性なども補助金の適法性と妥当性を考え

る上で重要な要素や原則となります。 

 さらに、補助金の交付については、憲法第14条の平等の原則等に反してはならないほか、公

金その他の公の財産の支出と利用を制限する憲法第89条に反することにならないよう留意する

ことが必要で、もしこれに違反する者は憲法違反となります。 

 そこで、市長が計画決定し、行いましたこの事業がどの法律に違反するのか、ここで整理を

しておきたいと思います。 

 まず、室戸市の違反についてであります。 

 １つ目に、地方自治法第２条２項の「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の

事務で法律又はこれに基づく制令により処理することとされるものを処理する」の規定、わか

りにくいですが、つまり自治体業務は法律または制令によって処理せよと規定されておりま

す。これは自治体が行う事務は、法律を厳しく守り処理せよという意味で、法令に違反すれば

即この２条違反となります。 

 ２つ目に、同じ２条の14項に規定された事務能率化の原則、「地方公共団体は、その事務を

処理するに当たっては、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挙げ

るようにしなければならない」、あの施設の社員宿舎は住民の福祉増進に寄与しておらず、こ

の条項に違反します。 

 ３つ目に、16項の法令等適合性の原則、「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理

してはならない。なお、市町村は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはなら

ない」の規定。これだけでも、市長が行いました地方自治法違反はアウトです。後段の意味

は、室戸市は高知県の補助金条例に違反して事務処理をしてはならないとする規定で、これに

関しては県と市はともにアウトであります。 

 ４つ目に、17項では、16項の「規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効と
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する」と厳しく規定しております。この条項をもって違法な形で高速バスターミナルを建てた

室戸市の行為は無効となります。 

 ５つ目、もちろん地方自治法第244条の公の施設に関する条項、１項「普通地方公共団体

は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を設けるものとする」の

規定。そして、２項「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用す

ることを拒んではならない」の規定。これは、自治体が建設した公の施設は住民が利用できて

こそで、住民の利用を拒むような形状であってはならないと規定されたものであります。つま

り、公の施設は、住民の利用に供される施設であって、あの施設のように公の目的のために設

置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設の概念に含

まれません。この244条の注意書きにはこう書いてあります。「公の施設は、住民の福祉を増

進する施設でなければならないから、庁舎のように公の目的のために設けられたものであって

も、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設ではない」、こう書いてありま

す。 

 ６つ目に、以上のように地方自治法等に違反し、公共性と公益性が欠落し、住民に対する公

平性、公正性もないこの市施設建設に係る事件は、日本国憲法第14条の「すべて国民は、法の

下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会

的関係において、差別されない」の規定に違反します。市が行いました業務は、この条項のど

の部分に違反するかですが、それは市長が行った公共性と公益性のない施設建設というこの違

法な政治的行為によって、本市の公と言える以外の県外特定企業が優遇されている一方、すべ

ての住民はこの施設の社員宿舎部分を全く利用できません。これは、法のもとに平等の条項に

反することから、公平、平等ではないと言え、自治体業務において住民は差別を受けていると

理解できます。 

 次に、事業の財源的な観点から、高知県の法令違反についても示さなくてはなりません。 

 １つは、室戸市が行いました補助申請が地方自治法第244条に違反していることを十分認識

しながら、補助金と貸付金を支出したことは、同法同条の注意書きにあります「公の目的のた

めに設けられたものであっても、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設では

ない」の規定に反することから、本市とともに、この244条に違反し、県補助金条例にも違反

します。 

 思うのは、県は本市が補助申請したとき、申請書に添付した設計図に公共性のない違法な点

を発見しておりながら、なぜそのときに私が行ったような順法な改善策を想起し、提案できな

かったのかであります。市長の責任も重いですが、それをなし崩しに放置して補助金を出した

県の責任も非常に重いものがあると思っております。 

 ただし、市長は、さきの議会で、これは私一人で決めたことではないと暗に県にも責任があ

るように言われましたが、それもおかしいと思います。この問題発生の責任は、すべて小松市
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長にあり、市長には、あなたを助けてくれた県を責める立場にはないと思います。 

 ２つ目は、先ほども指摘しましたように、国や自治体は無償の譲渡、給付を自由に行う立場

にはなく、補助金の交付は公益性がある場合に限られることは当然で、その趣旨から、地方自

治法第232条の２で「普通地方公共団体は、その公益上の必要がある場合においては、寄附又

は補助することができる」と規定しております。この規定は、補助金交付の公益性を統制する

法的規範と解されており、その裁量的な判断に逸脱、乱用があった場合には、裁判所はそれに

基づいてその違法性を判断しますが、その際には必要性、有効性、公平性、相当性なども補助

金が適法か妥当かを考える上で重要な要素となります。 

 ゆえに、本市のこの事件の場合、県が、公益性も公共性もない施設の建設に対して行った補

助金支援であることから、裁量的な判断に逸脱、乱用があったと判断され、違法となると考え

ております。 

 あの施設の宿舎についても、住民が立ち入れず、公共性も公益性もないため、この232条の

２に規定されている公益上の必要がある場合に該当せず、県が本市に行った補助金と貸付金の

財政支援は、その裁量的判断に法を逸脱、乱用したというよりも、さらに悪質な法を無視した

違法行為があったと考えております。 

 また、この条項から、補助金については、法律や条例により公布されるものと予算により交

付されるものとがありますが、その交付に関しては交付対象、交付基準、交付申請手続、公正

な指標を確保するための監督責任、違法や不正があったときの交付停止、返還などについて規

定しておくべきであります。 

 つまり、県が本市に交付したバスターミナル建設のための補助金等には違法な取り扱いがあ

るため、県は室戸市に対して公正に改めるよう監督措置を講ずべきであるし、私が提案した改

善策など適法な方法に改めないとならば、当然県は市長に向けて補助金の返還を求めなくては

ならないのであります。 

 それでは、お待たせをいたしました。以上が前置きであります。 

 あの市施設を一つ建設しただけで、室戸市と高知県はこれほど多くの法律に違反しておりま

す。これから公の施設に関して幾つか質問をさせていただきます。 

 １点目、公の施設は公共性と公益性が担保された住民が利用できる施設をいいますが、徳島

バスが占用しているあの乗務員宿舎は公共性と公益性がありますでしょうか。あるかないかを

はっきりとお答えください。あるとならば、どこに公共性があると言えるのかをお伺いをいた

します。 

 ２点目、行政財産には、市庁舎や支所などの公用財産と市道、学校、公園などの公共用財産

に分かれます。このバスターミナルは公共用財産であると市長と担当課長は答弁されておりま

す。道路や公園などは、市民が自由に出入りしてもよい場所だから公共用財産だと位置づけら

れているものであります。となりますと、あの特定企業の社宅である宿舎にも、室戸市民が自
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由に出入りしてもよい場所でなければならないと思います。地方自治法第244条にも、定義と

して「正当な理由がない限り、住民の利用を拒むことはできない」とあります。あのバス乗務

員宿舎は市民が自由に出入りしてもよい場所でしょうか、お聞きします。 

 ３点目、６月議会で、これは私だけの判断ではないと市長は答弁されております。というこ

とは、室戸市の長である市長、御自分とほかにだれの判断かわかっているということになりま

す。言ったからには明確にお答えできると思います。だれの判断なのかをお答えください。 

 ４点目、市長は、県の考え方を聞き、確認するとも、６月議会に言われました。この高速バ

スターミナル整備事業に合計1,441万1,000円を支出してくださった県市町村振興課に行って、

総務部長や担当課長などから、この室戸市の違法事務について何を確認されたのでしょうか、

どのような話し合いをされたのかをお伺いをいたします。 

 ５点目、違法なあの施設の形態を適法な形に改める改善策をもう一度ここで御提案いたしま

す。違法が問われているバスターミナルの徳島バス社員宿舎について、まずあの部屋を市営住

宅と同じ位置づけにして、徳島バス側から毎月何がしかの家賃をいただきます。しかし、それ

では徳島バス側も当初の約束と違うと不満を口にしますので、その家賃分を補てんするために

本市から同額の指定管理料を支出して支援します。その結果、あの特定企業の社員宿舎にも公

共性が生まれるのではないでしょうか。例えば月１万円で賃貸契約した場合は年間12万円の家

賃をいただいて、そのときは本市から年間12万円の指定管理料を支出して支援いたします。こ

の方法をとれば両者の負担はないし、帳簿にも家賃と管理料の出納が適正に記載されておりま

す。提案は以上です。この改善策を参考にするなどして、適法に改めるお考えはおありでしょ

うか、お伺いをいたします。 

 ６点目、最後です。倒産寸前にありました指定管理者バーデ社への数千万円にも上る違法な

巨額の赤字補てんについても、市長は顧問弁護士が適法だと言ったと答弁されておりました。

このバスターミナル施設が地方自治法違反だと指摘したさきの議会での私の質問にも、同じよ

うに、これは私だけの判断ではない、弁護士も公の施設になりますと認めていると答弁された

ように思います。違法行為をなぜ適法だと市長に教えたのか、確認したいので、その弁護士の

名前と弁護士事務所の名前をお教えください。 

 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、前段のことについて何点かお答えをいたします。 

 高速バスに来ていただくことに当たって、相手方から何か条件があったというようなとらえ

方をしているようでございますが、そうしたことは全くございません。私としましては、少し

でも早く市民の方々の関西との交通アクセスを確保をしたい、また関西方面からの交流人口の

拡大を少しでも早くやっていきたいということで、早期事業の推進に取り組んできた問題でご
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ざいます。 

 そして次には、県の市町村振興課に何か補助申請をしたというような御質問があったようで

ございますが、これは全く違っておりますので、その点よく御理解をいただきたいと存じま

す。 

 また、私が違法性を認めたというようなことを再三申しておりますが、全く違法性を認めた

ことはございませんので、このことも御理解をいただきたい。 

 それから、何がぴんときたか知りませんが、裏で何かあったのではないかというようなこと

を再三申しているようでございますが、私には何も裏に隠すものはありませんので、その点も

よく御理解をいただきたい。 

 また、漢字の解釈ということではございません。これらはすべて法律用語で解釈をすること

でございますし、そのことは十分承知をしていることだと思いますが、漢字の解釈をずっとさ

れていることもございますので、その辺は違うのではないか。 

 また、県が法令を解釈をしたことまで私に責任があるというような言い方をされましたが、

それも違うのではないかと考えるところでございます。 

 そして、監査請求でございますが、監査請求の結果は十分御案内のとおりだと思いますけれ

ども、高速バスターミナルは公の施設として整備されたものであり、市長が一体的施設として

位置づけ決定したもので、そのことに対し、裁量権の逸脱もしくは乱用したとは言えない。ま

た、違法もしくは不当な公金の支出に当たらないというような趣旨で監査請求は棄却されたも

のと私は理解をしているところでございます。 

 次に、１点目の高速バスターミナル整備事業の経過についてでございますが、高速バスター

ミナルの施設につきましては、先ほども申し上げましたけれども、これまで運行されていた県

内バス会社による週末運行や季節運行が中止される中で、何とか地域住民と関西を結ぶ交通ア

クセスの確保と利便性の向上を図ること、また関西方面からの交流人口の拡大を図り、地域経

済の発展に資することを大きな行政目的として取り組み、設置をしてきたところでございま

す。したがいまして、当該施設は、地方自治法第244条に規定をされているとおり、住民の福

祉を増進する目的をもって設けた施設であり、当然に住民の利益に供する公共性、公益性は持

った施設であるというふうに考えております。 

 次に、２点目の施設の内部のことについての御指摘でございますが、この施設は待合所と休

憩室から構成されたものでありますが、それらは高速バスターミナル施設として一体としてそ

の機能を発揮をするものでございます。公の施設の範囲は、財産管理の見地ではなく、専ら行

政管理の見地から考えられたものであり、その施設の目的から見て一体のものであれば、一つ

の公の施設とする場合もあり、設置目的、機能、管理の観点から、設置者が判断するものと理

解をするところでございます。 

 次に、３点目の私だけの判断ではないと言ったという点でありますが、施設の設置に関しま
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しては、私はいろんな方々の御意見を参考にしているということを申し上げたところでござい

ます。おれだけが悪いんじゃない、ほかにも責任があるんだというような考え方を私自身が持

つということは全くございませんし、私は今後とも内部の課長会の意見や多くの関係機関や関

係者の意見を参考に聞くことは大事であるというふうに思っております。したがいまして、自

分の責任をだれかに転嫁をするというようなことは全く考えておりません。 

 次に４点目、何を確認に行ったのかというような点についてでございます。平成22年６月議

会で、高速バスターミナルの施設の位置づけについて、谷口議員の質問を受け、私は市町村振

興課の考え方を聞くことはやぶさかではございませんと答弁をしたところでございます。です

から、そのことについて、平成22年７月６日、企画財政課長とともに県市町村振興課へ参りま

して、課長、課長補佐、チーフに私どもの考え方を述べさせていただいたところでございま

す。そのときには、谷口議員さんの問い合わせにつきましても、県からの回答をしていないと

いうことでございましたので、そうした県の見解が出された場合には、私どもにも連絡をして

いただけるようにお願いをしてきたところでございます。現在、その見解、県の考え方をいた

だいておりますけれども、私どもの考え方と違っていないというふうに理解をしているところ

でございます。したがいまして、地域づくり支援課への補助金申請でございますが、それらの

申請や交付決定、実績報告についても適正に処理をされていると認識をするものでございま

す。 

 次に、５点目の違法な施設の改善ということでございますが、これまでにも申し上げてまい

りましたように、この施設に関しましては、平成20年11月の臨時議会で、高速バスターミナル

施設設置及び管理条例を制定をし、12月議会で指定管理者の指定について議決をいただいたも

のでございます。そして、その指定管理者との基本協定書に基づき、管理運営を行っているも

のでございます。基本協定書では、光熱水費や浄化槽の法定検査料など施設の維持及び管理に

ついての支払い等はすべて指定管理者にお願いをしております。市からは、指定管理料は一切

支払っていないところでございます。したがいまして、当該施設は指定管理者による管理とし

ておりまして、市としましても、事務の簡素、効率化につながっているものと考えております

ので、現状の形態で運営してまいる所存でございます。 

 次に、６点目の私が聞いた弁護士に確認をしたいということでございますが、市の運営に関

しましては、高速バスターミナルのほか各種行政課題につきましては、関係機関や顧問弁護士

の意見を聞いて参考にしているということは、これまでにも述べさせていただいたところでご

ざいます。 

 前段でも申し上げましたが、私の責任を弁護士に転嫁をするというような考え方は一切持っ

ておりませんし、御案内のとおり、本市の顧問弁護士は何年も変わっておりません。その顧問

料は予算にも計上されております。高知市本町５丁目２番18号、下元敏晴弁護士が当市の顧問

弁護士でありますので、報告をしておきます。以上です。 
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○議長（林 竹松君） 谷口議員よろしゅうございますか。 

（「はい」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をいたします。 

 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番米澤善吾。平成22年９月議会定例会におきまして、通告に従い、

一般質問を行います。 

 質問に先立ちまして、昭和34年３月１日、羽根村、吉良川町、室戸町、室戸岬町、佐喜浜町

の５カ町村が合併し、室戸市が誕生、はや50年を経過しました。人間ならば人生の中で一番力

を発揮する年代ですが、衰退の一途です。経営理論のゆでガエルの状態は合併した誕生の年か

ら始まっていました。少子・高齢化は、まだ認識されていませんでしたが、過疎は発足当時か

らささやかれていました。初期のころ余り問題にされなく、漫然と時が経過しました。現在に

至っては大きな問題になり、合併以来、人口減の下降線はとまりません。マグロ漁業全盛の時

代にも、人口減はとまりませんでした。歴代の市長さん、いろいろな施策を、市議会のいろん

な対策もとられたと思いますが、改善の兆しが見えません。これからは、現在室戸市に存在す

るすべての国の施設、県の施設、また民間の企業等の存続に向けて、行政として何ができる

か、振興施策を室戸市としてとらなければならないと思います。市長の政策と議会の判断の結

果は、５年後、10年後、20年後に大きな結果としてあらわれます。 

 以上の考えをもとに次の質問を行います。 

 直面する室戸市の課題、(1)国立室戸青少年自然の家の今後の展開に対する室戸市の基本的

な方向性をお尋ねいたします。 

 当施設は、近い将来、二、三年後になるかと思いますけども、何らかの変化が室戸市に降り

注がれるのは確実です。国、県に対して、室戸市の基本方針を明確に意思表示され、事前の予

備調査をされたらいかがか。結果が発表された後では、手おくれになり、結果次第では室戸市

のお荷物施設になります。情報を先取りして室戸市活性化の礎になる努力を図るべきと思いま

すが、市長さんの基本的なお考えをお聞かせください。 

 (2)地域振興策として、①ブロードバンド、光高速通信ネットワークが平成23年３月末開通

後の地域振興策をお聞きします。 

 高速光通信システムを構築されると、さまざまな使用方法が存在すると思います。例えば室

戸岬の風光明媚な風景を全国にＰＲするお天気カメラの設置を各放送局に要望、いろんな計画

が推測されますが、まず最初は行政が中心になり、担当部署を確定後、各関係団体との協議機

関をつくられ、ばらばらの推進ではなく、市民がわかりやすい無駄のない行動をとられるよう

な心構えをお聞きします。 

 なお、定かではございませんけども、平成７年になるかと思いますけども、マイクロソフト

は徳島県上勝町と情報技術ＩＴを活用した過疎地の振興に関する覚書を結んでます。過疎地の
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ＩＴ利用を広めるため、高齢者への指導方法などのモデルづくりを他の過疎地にも展開を図

り、その他農林業の効率化や販売、行政サービスの面でも町とＩＴの活用方法を模索すると報

じられていますので、念のため、室戸市の施策に参考にされたらいかがかと思います。 

 ②室戸市ジオパークの地域振興につながる施策。 

 今、世界ジオパークに申請され、結果発表は間近に迫ってます。結果がどうあれ、室戸地域

の特異な地層と岩礁は、沿岸漁業の発展に、地形と気候は農業、林業に大きく影響を与えると

ともに、室戸市の歴史の中でも重要な位置を占めています。ただ、名所旧跡、乱礁歩道はあり

ますではなく、地域の子供たちにも理解でき、興味の持てるジオパーク推進と希望と夢の持て

る計画、そして室戸市にあります他の文化の地域財産と連結できるシステムづくりと振興策を

お聞きします。 

 ③７月29日に市長御英断で地域内流通の商品券を室戸市商工会中心になり、受け入れ店舗数

136店舗、販売金額はプレミアム加算金額2,200万円で、お一人様２万円を上限に延べ1,100人

の方々に７月29日に販売し、９日目で完売という結果が出ました。８月31日の商品回収金額は

約406万5,000円ほど、９月21日交換予定が620万ほどで合計1,026万5,000円ほどになります

が、経済効果はどのように判断されているか、また今回室戸市全域の広報不足の部分もあり、

室戸市の自動車、理美容、散髪屋等のサービス業が144店舗、物販の卸小売業371店舗、飲食、

旅館、民宿等のサービス業が197店舗、合計712店舗ありますが、受け入れ率は19.2％と室戸市

民と小規模の商店には効果が薄く、届いていませんので、広く反映されるよう、再度の地域振

興策を新たに考えてはいかがですか、お考えをお聞きします。 

 次に、固定資産税の減税ですけども、室戸市民全員が働く場が欲しいという強い要望があり

ます。しかし、企業誘致と新地域産業の起業と簡単に発言される方がおりますが、円高から来

る世界の政治経済情勢、日本の経済情勢、室戸の地域経済力、地形と地理的環境の厳しさの中

で、企業誘致は至難のわざと思います。 

 そこで、切り口は違いますけども、地域振興策をとられてはいかがですか。現在、室戸市で

操業し、企業、営業活動されて、なお一定の雇用をされている企業に対し、企業は室戸市から

撤退などがないように、わずかな支援策とは思われますが、非常に室戸市の財政事情は厳しい

と思いますが、室戸市の固定資産税を、例えば0.1％でも減免できないか、市として企業存続

の大事な思いが伝わるではないか、企業誘致も非常に大事なことですが、今この室戸で頑張っ

ている企業を大事に育て、室戸市とともに頑張っていかなくてはなりません。前例はないこと

かもしれませんが、地域振興のため、政治的判断を求めるものです。 

 この企業が室戸から撤退となれば、雇用もなくなれば、損失もはかり知れないと思いますの

で、その基本的なお考えをお聞かせください。 

 (3)、山下議員もちょっと、市長の答弁の中、一部ありましたけども、高知県産業振興計画

と室戸市産業者会議の連携と効果。 
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 高知県産業振興計画地域アクションプランは、全高知県で220事業計画されています。安芸

地区では、芸西から東洋町ですけども、34件の企画があります。うち、室戸市がかかわる主な

事業は、まとまりのあるナスの産地づくり、備長炭販売促進事業、キンメダイのブランド化、

海洋深層水の利用拡大、地域資源を生かした交流人口の拡大、今最も話題の中であります世界

ジオパークの認証に向けての、ありますが、産業者会議の連携はされてますか。また、その効

果をお聞きいたしたいと思います。 

 次、(4)になります。東京銀座に８月オープンの高知県のアンテナショップと室戸市という

ことで、先月、東京銀座に高知県アンテナショップがグランドオープンし、多くの買い物客の

状況がテレビ報道されましたが、室戸市の地場産品が販売されているか、現在の状況をお聞か

せください。 

 大項目の２です。室戸市の財政と今後の展開。 

 赤字国債900兆円を超える国の財政事情の中、平成23年度、来年度ですが、室戸市の地方交

付税、特別地方交付税の見通しが室戸市に与えると思われることが想定されるとしたら、どの

ようなことか。室戸市で起債されている、前は141億円ありましたけども、頑張られて今124億

5,000万円ということですけども、返済計画などに影響があるのか。今後計画されている新た

な事業等に影響があるのか。また、仮に10％の一律カットがあると想定した場合、新たな財政

健全化を求められると思うが、どのように対処されるか、市長の御所見をお伺いいたしたいと

思います。 

 今議会に提出されている財政健全化判断報告書にありますが、ちょっと古い資料なんですけ

ども、平成18年度10月の資料では、地方債現在高比率264.5、判断としましては警戒エリアで

す。積立金現在高比率17.9、危険エリア、実質公債費比率18.6、危険エリアと判断されていま

すが、ちょっと重複する部分もありますけども、現在の状況を質問させていただきます。 

 (3)国道55号線教育研究所前交差点の改良事業につきまして。 

 道路拡張改良計画が、先ほど市長さんも報告がありましたけども、実施計画が秒読みとなっ

ております。地元住民への説明が十分になされているか、計画そのものの協力は惜しまないけ

ども、住民一人一人の方々の改良工事についての悩みが存在してます。例えば、今さえ生活さ

れている居宅が一部分もしくは半分立ち退きと計画されているが、残された居宅と土地はどの

ように扱われるのか、また大きな不安を持っています。住民との、国との間に立たされて、よ

い仲立ちを願うところですが、お考えをお聞かせください。 

 大項目の４になります。 

 市職員の定数削減と事務の効率化、財政健全化計画の推進により、一定の効果があらわれて

いますが、定数削減ばかりに目が行き、職員の事務量が増大していると思われます。ある課に

住民の要望事項の問い合わせに行くと、職員が手書きで幾つもの書類の下書きをされていまし

た。職員に、あなた、パソコンが使えんのという無粋な質問をしましたけども、いや、パソコ
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ンがないので、設置されている職員に入力してもらっているとの返事が返ってきました。結果

的には、一仕事に２人が従事してます。それで、朝８時半ですかね、８時半のところに、担当

者に資料の提出を求めた、住民の要求でです。そしたら、パソコンのスイッチを入れました、

立ち上がりに８分と30秒、データ呼び出しに１分30秒、合計10分の時間がかかりました。 

 すべての課の状況は把握できませんが、14課３局ほか４つですか、合計21の部署があるよう

ですけども、もし仮に10分かかるとすれば計算できないぐらい時間かかります。そういうこと

は、すべて事務効率とか他の人件費とか、いろんなところに影響すると思いますので、よろし

くお願いするか、事務の効率化、簡素化、スピードも必要ですので、使いやすいパソコンの導

入をいち早く考えられ、いかに早く市民サービスに徹するか、お考えをお示しください。室戸

市には、光通信が導入されます。時代に逆行しないようにお願いいたしたいと思います。 

 ５番、急速な変化に対応する情報収集と高速広報のネットワーク。 

 室戸市が直面するさまざまな課題が山積しています。課題の解決、また室戸市が今後進むべ

き方向、今回の質問に大項目４点がありますが、すべて情報収集と活用と行動の世の中です。

国、県、行政、予算の動向、また方向性をいち早く把握され、市政運営に役立てて、市民が安

心・安全の室戸市を築くよう、来年接続の高速通信ネットワークも最大限活用され、一番大事

なのは政治の空気を早く読み取ることと思われます。東京在住の政治の空気をいち早く読まれ

る方の提言です。今がチャンスですよと強い口調で、まことに失礼な発言かもわかりませんけ

ども、室戸はこの政治の混乱期を最大限利用すべきですというアドバイスがありました。 

 ただ、思いつきの計画性、採算性のない後年度市民に負担の重くのしかかる事業は夕張の二

の舞になりますので御注意くださいとのことです。室戸市の方向を見据え、それに沿った継続

的な安心できる市政運営を目指した国の政策、予算の情報収集に最大限活用され、室戸の行政

施策に反映されたらいかがか。安心・安全の室戸市をつくるための情報収集と室戸市に対する

事業広報の人材ネットワークを県内外の人にも大きくお願いし、発展に活用されれば、そして

室戸市民に対して市の政策、計画、実施事業をいち早く市民に正確に告知するための人材ネッ

トワークも考えられたらいかがか、御所見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） 米澤議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の直面する室戸市の課題の(1)国立室戸青少年自然の家の今後についてでござ

います。 

 御案内のように、昨年７月の政権交代により、民主党政権となり、その目玉政策である行政

刷新会議による昨年11月の事業仕分け作業では、青少年自然の家等を運営をする国立青少年教

育振興機構と教員研修センターにつきましては、地方または民間非営利団体への移管との評価

結果が出されているところでございます。しかし、青少年自然の家の設立目的は、集団宿泊活
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動の中でお互いの触れ合いを深め、規律、協働、友愛、奉仕の精神を培っていくこと、自然観

察や海や山での活動により、自然の仕組みに関心を持ち、自然に親しむ心や敬けんの念を養っ

ていくこと、そして変化に富んだ自然の中で思い切り体を動かし、心を鍛え、自分で実践し、

創造する力や友達と助け合う態度を育てていくこととなっているところでございまして、青少

年の健全育成にとって大切な施設であると認識をするところでございます。 

 また、国立少年自然の家の誘致、設立に当たりましては、諸先輩方の大変な御努力と御尽力

によって誘致が実現をしたものと考えております。また、その後の運営につきましても、地域

が一体となり、積極的な利用促進と支援を行ってきたものでございます。そうした中にありま

して、現在施設の年間運営費をお聞きをしますと、人件費が約１億2,000万円、営業費は約

9,000万円の計２億1,000万が必要だということでございます。また、当該施設は昭和51年に建

設をされたものでございまして、老朽化が大変進んでいるという状況でございます。今後の改

修を含めた維持管理というようなことを考えますと、財政の厳しい地方自治体であるとか民間

にこれらが移管をされますと、基金であるとかの財政的措置がない場合には、経営が大変困難

ではないかと予想をされるところでございます。 

 今般、国立青少年教育施設が所在をしている市町村が連携をして、今後もこれらの施設の存

続につきまして協議会を設立をし、要請をしていくこととなっているところでございます。今

後とも、全国の関係市町村と連携をし、情報収集に努めるとともに、この件につきましては県

とも意見交換をするなど適切な対応が必要であると考えております。 

 いずれにしましても、議員さん御指摘のとおり、我々市政にとりまして、効果的なものとな

るように今後も努めていかなければならないと考えているところでございます。 

 次に、(2)の地域振興対策の①ブロードバンドの開通後の地域振興策についてでございま

す。 

 現在進めております光ケーブルによる高度情報通信基盤が整備をされますと、御案内のよう

に、さまざまな分野での利活用ができる環境が整うことになります。この情報基盤を有効活用

することにより、地域振興につなげていかなければならないという思いは私も当然持っている

ところでございます。そのため、商工会や農協、漁協など、各産業団体や市民の皆さんで構成

される協議会を設置をし、有効活用に向けての御意見や御協力をいただきたいと考えておりま

す。 

 そうした中で、上勝町のような先進事例を参考に、皆様方からのアイデアもいただきなが

ら、関係先への必要な要望等も行い、官民協働での情報通信技術を活用した地域づくりを推進

していきたいと考えております。 

 そうした取り組みを進めながら、市民の皆様方にブロードバンドについての知識をより深め

ていただくため、運営事業者等と連携をして、高齢者の方などを対象としたインターネットが

気軽に体験できるパソコン教室の開催など、利用促進に向けた取り組みを進めてまいります。 
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 次に、②室戸ジオパークの地域振興につながる施策についてでございます。 

 まず、子供たちへの普及啓発についてでございますが、私も、子供たちがジオパークにもっ

と興味を持ち、理解していただける取り組みが必要だと考えます。これまでにも、小・中・高

に室戸ジオパークのＤＶＤを配付をしたり、室戸高校では平成23年度からジオパーク学として

単位の導入が決定をされたところでございます。 

 また、皆さんも御案内のとおり、８月７日から８日の２日間にわたりまして、四国で初めて

第11回地震火山こどもサマースクールが開催をされ、多くの子供たちが一流の研究者と一緒に

なって実験やクイズに参加をし、室戸ジオパークの魅力についても発表をしていただきまし

た。このサマースクールに参加された小学生から高校生までの29名の皆さんは、室戸こどもジ

オパークアドバイザーとなっていただいております。 

 今後は、このこどもアドバイザーの意見やアイデアを取り入れたり、子供たちが室戸の地形

や地質を見に行きたくなるようなおもしろい企画を打ち出すなど、子供目線に立った取り組み

を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、室戸ならではの文化と地域財産をつなげる振興策についてでございます。 

 室戸には、だれもが興味を引く空海伝説、県内外から訪れた方々に絶賛される魚介類や農作

物などの食文化、全国に先駆けて活用した海洋深層水の恩恵、土佐備長炭で栄えた吉良川の情

緒あふれる町並みなど、他の地域からはうらやましがられるほどの文化と財産がございます。

これらはすべて大地の恵みを受けて成り立っているものでございまして、室戸は大地と人のつ

ながりが実感できるジオパークということで、今まで以上に市民の皆様に浸透をさせていきた

いと考えております。 

 例えば文化や歴史と地域財産をつなげる取り組みといたしましては、各地域にございます地

名の由来やことわざ、伝説などをジオパークに絡めて多くの方々に知っていただくことも検討

をしております。また、経済の発展につなげる取り組みも必要でございます。今後、さまざま

な分野における方向性を室戸ジオパークの基本構想や実行計画に盛り込んでまいりたいと考え

ているところでございます。 

 いずれにしましても、ジオパークを地域の文化や産業とつなげることにより、持続的な経済

活動を目指していかなければならないと考えております。 

 次に、③の商品券についてでございます。 

 米澤議員さん御案内のとおり、室戸市内の景気対策や市外へ流出していた購買力の歯どめ、

また消費の活性化を図るため、室戸市商工会と連携をし、プレミアム付商品券を2,200万円分

販売したところでございます。このうち、プレミアム分の200万円を市と室戸市商工会が負担

をしておりますが、販売後９日間で完売をしたというふうにお聞きをしております。また、販

売による経済効果につきましては、申し上げましたように、2,000万円程度ということでござ

いますけれども、室戸市内だけしか使用できないものでございますので、地域の消費の拡大等
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につながると、大きなきっかけづくりになるものと考えております。 

 商品券の件につきましては、より効果が高まりますように、今年度中の追加販売であると

か、来年度の継続販売などにつきまして、今後、室戸市商工会と協議をし、地域経済の活性化

を目指し、前向きに取り組んでまいります。 

 次に、④企業の固定資産税の減免についてでございます。 

 本市の商工業者の企業運営につきましては、御案内のとおり世界経済や日本経済の長引く景

気低迷の影響や本市の地理的環境の厳しさもあり、昨年以上に大変厳しい状況であるというふ

うに思います。このため、商工業者の支援対策の一つとしましては、平成19年度に制定をした

企業誘致推進条例の活用による本市での雇用機会の拡大がございます。この企業誘致推進条例

につきましては、県外、市外から市内に企業誘致する場合、また市内の企業を大きくする場合

というような場合につきましても、この企業誘致推進条例を適用できることとなっておるとこ

ろでございますので、ぜひこうしたものの活用をいただくとともに、先ほど申し上げましたプ

レミアム付商品券の販売など地域の産業の振興を推進をしていかなければならないと考えると

ころでございます。 

 議員さん御案内の一律での商工業者の固定資産税の減免ということでございますが、現在の

本市の財政状況から、今後の財政運営に御提案のとおりの減額をいたしますと、今後の財政運

営に大きな影響も出てくるところでございまして、現在のところ、そうした減免措置は困難で

あると考えるところでございます。 

 次に、大きな２点目の室戸市の財政と今後の展望についてお答えをいたします。 

 国は、７月27日、国債費を除く一般会計歳出の上限を前年度並みとし、経済成長の実現に向

けた特別枠の設定、各省庁に一律１割の経費削減を求めるなどを内容とする平成23年度予算の

概算要求基準を閣議決定をしております。また、８月末の各省庁への概算要求時点では、前年

度当初予算を大幅に上回り、要求ベースでは、過去最大となっており、今後の査定等の動向が

注目をされるところであります。このような中、本市の重要な財源であります地方交付税につ

きましては、総務省の概算要求時におきまして、対前年度比0.2％減の約16兆9,000億円でほぼ

前年度並みとなっております。 

 しかしながら、議員さん御質問の特別交付税につきましては、災害や伝染病の発生など、各

自治体の特殊事情が反映されるものであります。私ども、この特別交付税の確保には毎年全力

で取り組んでいるところでございますけれども、今のところ、特別交付税の見通し等は不透明

でございます。 

 次に、起債の返済計画への影響でありますが、元利償還金のピークは平成21年度でございま

して、今後は減少していく見込みとなっております。しかしながら、償還財源につきまして

は、地方交付税などの影響を大きく受けますので、今後、国の動向に留意した財政運営が必要

と考えています。 
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 次に、今後計画されている新たな事業等への影響ですが、現時点では、各省庁の概算要求の

段階であることや、ひも付き補助金の一括交付金化など不透明な部分もあることから、今後の

これからの国の動向によるものと考えております。 

 次に、平成17年度決算と21年度決算見込みにおける各比率の比較についてお答えをいたしま

す。 

 地方債現在高比率は、平成17年度が264.3、平成21年度が219.1で、45.2の減少でございま

す。積立金現在高比率は、平成17年度が17.9、平成21年度が19.6で、1.7の増となっておりま

す。実質公債費比率は、平成17年度が18.7、平成21年度が18.6で、0.1の減となっております

が、今後、防災行政無線の整備及び学校耐震化事業などの実施や国勢調査の影響による普通交

付税の減少などを考えますと、比率の増加も考えられるところでございますので、比率の推移

に留意をして適正な財政運営が必要であると考えております。 

 次に、新たな財政健全化の取り組みについてでありますが、現行の室戸市集中改革プラン推

進計画が今年度で終了することから、新たな財政健全化計画の策定が必要であると考えており

ます。そうした中、歳入にあっては、国に対する地方交付税の増額要望、市税等の収納率向上

及び未収金の徴収強化、遊休財産の売却などにより、確保を図るとともに、歳出では人件費の

削減、事務事業の見直しによる物件費の削減、計画的な普通建設事業の実施など、引き続き財

政健全化に取り組んでいかなければならないと考えております。 

 次に、大きな３点目の国道55号線浮津交差点改良事業についてでございます。 

 この交差点改良につきましては、平成18年11月に起きた集中豪雨により周辺一帯が冠水し、

被害が発生をしていたところでございます。その後、当市としましても、平成19年７月以降、

四国地方整備局と土佐国道工事事務所に、国道の改良要望を重ねてきたところでございます。

その結果、国においては、平成21年度当初において改良工事の決定がなされ、平成21年７月に

は地元説明会が私も出席をした中で開催をされ、具体的に事業が進捗をしているところであり

ます。 

 私としましても、浮津交差点改良事業が一日も早く完了し、国道利用者が安全に通行でき、

また地域住民の方々が安心して生活できることを強く望んでいるところでございます。 

 次に、大きな５点目の急速な変化に対応した情報収集と広報のネットワークについてであり

ますが、国の施策や制度などを上手に活用して本市の行政運営や地域の活性化を図っていくと

いうことは大変重要なことであると思っておりまして、議員さんと同じ思いでございます。私

も、首都圏などに出張したときには、各方面の方々からアドバイスをいただくなど、情報交換

をさせていただいているところでございます。 

 今後、ますます情報化社会が進展をしてまいりますので、国や県の関係機関との連携を図る

とともに、関係団体との交流や情報を少しでも多く取り入れていくと、また交流を深めること

によって、そうした情報をいち早くキャッチをしていくということは大変必要なことであると
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いうふうに存じますので、一層の情報収集に努めてまいる覚悟でございます。 

 私からは、以上でございますが、後、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） 米澤議員の御質問の中で、３点ほど私のほうから御答弁を申し上げ

ます。 

 初めに、大きな１点目の(3)高知県産業振興計画と室戸市産業者会議との連携と効果であり

ますが、産業者会議につきましては、本市における各種産業の振興と従事者の所得向上及び就

労の拡大を図るため、関係機関を初め関係者とともにそれぞれの産業についての活性化策を検

討することを目的として、平成19年度より開催しております。 

 これまで産業者会議において提案、検討され、高知県産業振興計画と連携して取り組んでき

た主な事業としましては、農林水産業における後継者新規就業者の育成支援事業、スジアオノ

リの養殖支援事業、土佐備長炭生産販売体制の強化事業などがございます。これらの事業を地

域アクションプランに位置づけるとともに、県からの補助金などを活用させていただきなが

ら、本市の産業振興について具体的な取り組みを行っているところでございます。 

 特に、スジアオノリの養殖事業につきましては、平成21年度には単年度黒字に転換するな

ど、徐々に効果があらわれております。その他の事業につきましても、それぞれの目的に沿っ

た効果が今後出てくるものと考えております。 

 次に、(4)高知県のアンテナショップについてでございますが、この施設は、高知県が地産

外商を首都圏において進めるための拠点として整備し、高知県地産外商公社が運営し、８月

21日、銀座にオープンしたもので、１階は食品を中心とした県産品、地下１階は酒や土佐和紙

などの工芸品の販売、２階はレストランとなっております。室戸の地場産品の出展につきまし

ては、市内の数社が申し込みを行い、塩、飲料水、スジアオノリ、化粧品などの深層水関連商

品とウツボの干物の販売が行われております。 

 また、新たな商品の出展につきましても、衛生管理や食品表示などの一定の基準を満たして

いるものであれば、県内のどの事業者、生産者の方の商品でも取り扱いの対象となりますの

で、今後、市としましても積極的に支援を行い、首都圏での室戸産品のＰＲや販路拡大につな

げてまいりたいと考えております。 

 次に、大きな４点目の市職員の定数削減と事務効率化についてでございます。 

 まず、本市の職員数については、室戸市集中改革プラン推進計画に基づき、250名体制に向

け取り組んできたことは御案内のとおりでございます。そうした中、事務の簡素化、業務の効

率化を図るために、各種業務システム等を導入してまいりました。現在、業務システム用のパ

ソコンは庁内をオンラインで結ぶ地域インターネット端末を含め216台ございますが、１人１

台というにはまだまだ不足している状況でございます。 
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 システムの導入により、一定業務の効率化が図られましたが、耐用年数を経過した機器もあ

り、また国の法改正や業務の多様化などに伴い、各種業務システム等の見直しが必要となって

おり、運営経費の見直しなどもあわせて検討するために、最近事例が報告されておりますシス

テムの共同利用やクラウドなどの導入も視野に入れ、庁内の検討会にて協議を行っておりま

す。 

 さらに、機器性能の向上だけでなく、それを扱う職員につきましても、能力向上のための研

修等も実施していきながら、事務のさらなる効率化を図り、市民サービスの向上に努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 米澤議員さんに、大きな項目の３、国道55号線浮津交差点改良に

ついて、市長答弁を補足させていただきます。 

 浮津交差点改良の経過につきましては、平成19年９月に、建設課において、国道周辺への聞

き取り調査を行っております。平成21年７月16日は、市長も出席した中で、土佐国道事務所か

ら地元へ最初の事業説明が行われております。事業の説明会は、合計で５回行われております

が、平成22年７月14日の５回目の説明会においては、一人一人に対し現地立会の上で計画道路

の位置についての説明がされたところであります。 

 今後の予定としましては、ことし10月より用地測量、建物補償調査が行われ、来年５月ごろ

より順次用地及び補償交渉が行われるものと聞いております。 

 議員さん御懸念の協力者一人一人の悩みについてでありますが、道路などの用地買収につい

ては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要領、要綱がありまして、それに基づいて算出され

ます。建物移転補償の算出方法については、建物の平面や構造等の調査を行わないと全面移転

や部分補償などの結論が出ません。いずれにしましても、建物調査がされないとわからないと

いうことになります。 

 国と個人との契約時には、協力者の皆さんから心配な事項もあると思われますが、その中で

も、市として対応ができるものについては行ってまいりたいと考えているところであります。

以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって米澤善吾君の質問を終結をいたします。 

 昼食のため午後１時20分まで休憩いたします。 

            午後０時10分 休憩 

            午後１時20分 再開 

○議長（林 竹松君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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） 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名中、欠席届が２名、現在14名の出席でございます。 
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 鈴木彬夫議員より、通院のため午後から欠席届が出ております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（林 竹松君） 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。通告に基づきまして一般質問を行います。 

 まず最初に、ジオパークについて。 

 (1)国内審査の現地調査での評価と課題についてお伺いいたします。 

 海と陸が出会い、新しい大地が生まれる最前線との室戸ジオパークのテーマを掲げ、ジオ関

係予算7,900万円、県の担当職員並びに地質専門員や語学専門員を配置してのジオパーク推進

室、室戸を世界への合い言葉で小松市長をトップとする一大プロジェクトが動き始めました。

そして、世界ジオパーク認定に向けての登竜門である日本ジオパーク委員会の現地審査が８月

17、18日の２日間で行われ、いよいよあす９月14日に審査結果の発表を迎えることとなりまし

た。 

 10日の議会開会時において市長より報告がなされ、重複する点もあろうかと思いますが、改

めて２日間の審査では、前回と比べ、審査員の評価はどうだったのでしょうか。また、これか

らの課題や対策をどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。 

 (2)ジオと学校教育について。 

 室戸ジオパークを推進する上で大きなウエートを占めております、学ぶについてお伺いいた

します。 

 基本構想には、ジオパークの授業を学校に導入したり、子供たちの意見を取り入れていきま

しょう、大学や研究者が室戸に興味を持つよう、関係者が力を合わせて売り込んでいきましょ

うとあります。ことしの夏、四国で初めて第11回地震火山こどもサマースクールが室戸で行わ

れました。小学生から高校生までの29名の生徒が、室戸市を初め全国から参加し、クイズや実

験、高名な学者の先生による小学生でも理解できる講義、そして室戸岬の乱礁遊歩道で地震に

よる隆起の証拠探しなど、１泊２日で室戸ジオパークを学びました。私も、チームサポーター

として参加させていただきましたが、子供たちが自分で何かを発見し、一生懸命想像力やイメ

ージを働かせて答えを導き、自分たちの言葉で発表する姿に、室戸ジオパークは子供たちにと

っても格好の教材であると確信いたしました。 

 室戸高校では、平成23年度から、室戸の自然や歴史、文化などを学習し、生徒の主体的な観

察、実験や実習により、科学的に探求する能力や態度を育てるなどのジオパーク学が開校しま

す。 

 そこで、市内の小・中学校でも授業の一環として何らかの形でジオパーク学を取り入れ、自

分たちの暮らす室戸にもたらすジオの恵みを知り、自信と誇りを持って次の世代へとつないで

いけるような取り組みをすべきではないでしょうか。教育長の御所見をお伺いいたします。 

 実行計画では、平成22年度、23年度で、小・中・高ごとの指導案作成とありますが、それら
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の進捗状況もお聞かせください。 

 また、室戸の地形やさまざまな岩石をより一層知るためには、ジオパーク・ジオラマを子供

たちの手で作成していただくことはいかがでしょうか。 

 次に、２、ブロードバンドについて。 

 (1)住民への周知についてお伺いいたします。 

 伝送路整備工事とセンター施設等整備工事の請負契約の締結とブロードバンドサービスの運

営に関する基本協定の締結も終え、サービスの内容も明確になってきました。いよいよ事業が

本格的にスタートし、市民の皆様への説明会が７月、８月と２カ月間かけて、市内41カ所で開

催されました。担当職員の皆様、猛暑の中、連日大変御苦労さまでした。 

 そこで、説明会における参加状況や申し込み状況についてお伺いいたします。広報やホーム

ページで日時や会場のお知らせをしていましたが、市民の中には知らなかったという人も多く

いました。また、申し込みの回覧板も各家庭へ回ってきましたが、どういうことなのか意味が

わからんといって聞きに来られた方もいます。初期費用が無料となる９月30日の申込期間もあ

と20日を切りました。これからどのような周知徹底をされるのか、特にデジタル放送の難視聴

地域と思われる地域やインターネット環境の整備ができていない地域の方々、また寝たきり等

の高齢者に対する手だてはどのように考えられておられるのでしょうか、お伺いいたします。 

 (2)緊急通信システムと見守りサービスの違いについて。 

 現在、保健介護課の高齢者介護でひとり暮らしの高齢者のための緊急通報システムを有限会

社マツダ興産に管理運営等業務委託をし、事業を行っております。この事業がこのたびの光サ

ービスによる要介護者見守りサービスへと移行するわけですが、既存の緊急通報システムとこ

れから行われます見守りサービスとの違いを、利用者数、サービスの内容、個人と行政の負担

についてお伺いいたします。 

 (3)ケーブルテレビと地域情報チャンネルの開局について。 

 むろと光サービス説明会資料に、ファイバーテレビの基本サービスの中に自主放送チャンネ

ルでファイバーテレビ独自の情報チャンネル（予定）とありました。このチャンネルで、他市

でも行っておりますように、ケーブルテレビで議会中継や録画放送を送信することは可能では

ないでしょうか、お伺いいたします。 

 そうすることによって、ファイバーテレビの申し込みも増加するのではないかと考えます。 

 次に、３、過疎地域自立促進計画についてお伺いいたします。 

 (1)ソフト面のプランについて。 

 過疎地域自立推進特別措置法の一部を改正する法律、平成22年法律第３号の施行により、過

疎対策事業債の対象としてソフト対策が追加されることになりました。本市でも、本議会中に

追加議案として提案されるようですが、本市におけるソフト分の限度額と重立った計画をお示

しください。 
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 (2)交通・買い物弱者の支援について。 

 さきの５月に経済産業省は、近隣の商店街の衰退や交通手段の不足によって日常の買い物が

不自由になっている高齢者の買い物難民と呼ばれる買い物弱者が、全国で約600万人に上ると

推計した報告書を発表しました。公共交通網がバスしかない本市では、車に乗れない高齢者に

とっての買い物は大変で、近所の人に乗せてもらうかタクシーしかありません。限界集落を抱

える本市においても、食料品などの移動販売の車も、人口の減少により回数も減り、生活に必

要な食料品や生活用品の入手が困難になったと聞いております。 

 買い物の不便は、イコール暮らしにくさに直結します。そして、生活を脅かすと言っても過

言ではないと思います。 

 そこでお伺いする１点目は、市内にこのような買い物弱者と呼ばれる市民がふえている現状

をどのように認識されているのか、お伺いいたします。 

 ２点目として、この買い物弱者の増加に対して、早急な対策が必要だと思います。国の報告

書では、全国の事例を挙げています。例えば買い物弱者解消策として、移動販売や宅配サービ

ス、スーパーへの住民送迎、そして自治体運営の移動販売や住民出資ＮＰＯによる協働売店開

設、自治会による共同購入、スーパーがインターネットで注文を受け、食品や日常品を宅配す

るネットサービスなどを挙げています。 

 そして、報告書は、買い物弱者支援に取り組む多くの事業者が、採算が厳しく、事業の継続

や発展が難しくなっているとも指摘しており、車両購入などの費用に対する補助の実施や販売

拠点としての公民館の活用など、自治体と事業者の連携強化も求めています。 

 そこで、本市として、交通弱者、買い物弱者と呼ばれる方を減らして、安心して生活できる

まちづくりを築くためにどのような方策が考えられるのか、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） 堺議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目のジオパークについてでございますが、私のほうからは、世界ジオパー

ク国内候補地の現地審査での評価と課題につきまして御答弁を申し上げます。 

 今年度の日本ジオパーク委員会による現地審査につきましては、８月17日と18日に行われま

した。２名の審査員には、高知コアセンターで概要説明をさせていただいた後、２日間にわた

って、鯨館、新村海岸、深層水関連施設、インフォメーションセンター、室戸岬の乱礁遊歩

道、吉良川の町並みなど、９カ所のジオサイトで現地審査をしていただきました。 

 この２日間は、高知県知事を初め、親善大使のスーパーバンドのお二人、室戸こどもジオパ

ークアドバイザー、関係施設担当者、ガイドスタッフ、推進協議会のメンバーなど、多くの

方々に参加をしていただきまして、無事に全行程を終了することができました。関係者の皆様

方には、心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。 
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 さて、現地審査の最後に２名の審査員の方から講評をいただいたところでございます。主な

内容を御説明を申し上げます。 

 まず、評価していただいた点は、ジオパークを住民のものとしてきている。住民から真剣な

言葉が聞けて、これほど世界ジオパークになりたいと思っているところはないのではないか。

住民と行政のトップが一体となってジオパークを推進しようとしているといった内容でござい

ます。 

 このような評価をいただいた要因としましては、ジオパーク推進室を立ち上げてスタッフも

増員するなど、運営体制を強化したこと。ホームページ、案内看板、遊歩道、ギャラリー、イ

ンフォメーションセンターといったソフト、ハード両面の整備が進んでいることなどが挙げら

れるところでございますが、何よりも関係者や市民の皆様方の御理解と御協力によるものと考

えております。 

 次に、審査員から御指摘をいただいた点でございますが、ガイドがジオパークとの結びつき

をもっと解説するなど、ジオパークにこだわったガイドが必要。ジオサイト間のストーリー性

を高めて、観光客が他のジオサイトにも行きたくなるようなＰＲが必要。インフォメーション

センターや鯨館内のギャラリーを充実させること。案内看板や遊歩道沿いの説明板をもっとわ

かりやすい内容とすること。海と陸が出会い、新しい大地が誕生する最前線という全体のコン

セプトをもっと浸透させることといった内容でございます。 

 以上が今回の現地審査の概要でございますが、前回と比較しますと、何よりも地元の盛り上

がりが欠けているといった御指摘を克服できたことが大変よかったのではないかと思っており

ます。 

 また、今回、御指摘をいただいた内容は、かなり具体的なものでございまして、まずはもう

一度原点に立ち返ってガイドの養成やジオサイト間のストーリー性の再構築、全体のコンセプ

トの周知に努めてまいります。 

 加えて、現在策定中の室戸ジオパークの基本構想と実行計画に基づいて地域遺産の保護や

小・中・高へのジオパーク学の導入、観光客へのおもてなしなどを高めるジオツーリズム、既

存商品の付加価値の向上や新商品開発を目指した産業振興といった取り組みを進めてまいりま

す。 

 なお、今年度に世界ジオパークの申請を行っているのは、室戸と熊本の阿蘇の２カ所となっ

ております。国内候補地の審査結果は９月14日の５時に経済産業省で発表され、こちらにはジ

オパーク推進室へ５時半ごろまでに電話連絡が入ることとなっております。 

 いずれにしましても、関係機関、関係団体、市民の方々とともにジオパーク活動を充実をさ

せ、市民の方々が室戸を自慢できるように、誇りを持てるような取り組みにしていかなければ

ならないと考えております。 

 次に、大きな２点目のブロードバンドにつきましてお答えをいたします。 
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 最初に、本事業は、高度情報化が進む中にあって、室戸市が情報過疎にならないよう、都市

及び地域間の情報格差を解消することを目的に取り組んできたものでございます。超高速イン

ターネット環境、ケーブルテレビ放送、高齢者等の見守りサービスの３つのサービスを予定を

しているところでございます。このうちケーブルテレビにつきましては、来年７月からの地上

デジタル化に向けた難視聴対策、また見守りサービスは、高齢者や体の不自由な方々を対象

に、現行の緊急通報システムから対象範囲を大幅に拡大をすることを主な目的としているとこ

ろでございます。 

 また、１点目の住民への周知についてでございます。 

 市民の皆様方には、これまで広報やホームページのほか、市内各地での住民説明会、常会の

回覧などを通じて、周知に努めてまいりました。中でも、テレビの難視聴が見込まれる地域に

つきましては、昨年度から継続をして共聴施設のデジタル改修あるいはケーブルテレビへの加

入などについて、説明会等を行ってきたところでございます。 

 今後、さらなる周知のため、郵便による市内全戸へのお知らせを行うほか、広報車両や有線

放送による呼びかけ、運営事業者による各戸訪問、新聞折り込み、スーパー、コンビニなどで

の相談コーナー設置など、できる限りの手段を用いて皆さんにお知らせをすることとしている

ところでございます。 

 特に、高齢者や体が不自由な方々などに関しましては、社会福祉協議会、包括支援センタ

ー、民生児童委員、保健師などにも周知への協力をお願いをしているところでございます。 

 今後も、残された時間を使って、できる限り周知の徹底に努めてまいります。 

 次に、(3)のケーブルテレビと地域情報チャンネルの開局についてでございます。 

 御案内のとおり、運営事業者においては、自主放送として独自の放送チャンネルの開局を予

定をしております。番組制作は、運営事業者で行い、現在のところ、地域の行事や祭り、イベ

ント等の情報を配信していく予定であるとお聞きをしております。 

 市といたしましても、今後、情報提供や利用拡大などについて住民サービスの向上に努めて

まいります。 

 なお、御指摘の議会中継につきましては、放送の方法や撮影機器、スタッフ等の経費負担の

問題なども出てまいります。利用者をふやすメリットがあることも踏まえまして、今後運営事

業者とも協議し、議会にも相談させていただきながら検討してまいります。 

 次に、大きな３点目の過疎地域自立促進計画の(1)ソフト面のプランについてでございま

す。 

 今回の過疎計画は、平成22年度から27年度までの６年間の計画となっているところでござい

ます。過疎債ソフト分の事業につきましては、約７億6,000万円分を計画をいたしておりま

す。また、平成22年度ソフト分の過疎債の発行限度額につきましては約１億800万円でござい

まして、全額活用するよう事業を計画をいたしております。そして、６年間の過疎計画の中で
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の主な事業といたしましては、農業、林業、水産業の推進事業として、担い手の確保、育成を

図るための新規就業者支援や各産物の販路開拓、販売促進を図ること、室戸海洋深層水体験交

流センター推進事業として、シレストむろとの指定管理料や水中運動プログラムの参加者の利

用の補助を行うこと、産品開発推進事業として地域の農産物などを生かした産品の開発や販

売、販路開拓の推進、観光交流人口拡大推進事業として、恋人の聖地やＡＭＡ地域連携などを

活用した観光客の増加を図る取り組み、ジオパーク推進事業として小・中・高生の体験学習の

充実、ガイド養成、各サイト解説書の作成、要援護者見守りサービス事業としてブロードバン

ドを活用し、高齢者や障害者世帯を対象とした見守りサービスの実施、移住促進事業として移

住相談員や移住促進協議会の設置、集落維持・再生支援事業として集落に集落支援員を配置し

て集落の現状課題、今後のあり方の取り組みなどでございます。 

 このように、集落の維持及び活性化など、住民の安全・安心な暮らしの確保を図るためのソ

フト事業を計画をしているところでございます。 

 次に、(2)買い物等の支援についてでございます。 

 高齢者や中山間地域で生活をしている方々の通院や買い物など、交通手段の確保が大きな課

題であるということは、私も認識をしているところでございます。 

 そのため、今回の過疎計画におきましても、移動販売業者が継続して移動販売が実施できる

よう、車両の購入補助制度の導入や、また光ケーブル網を生かした高齢者の見守りサービスを

実施するとともに、買い物サービスや生活情報提供等のサービスについて検討していきたいと

考えております。今後、より一層内容の充実に努めていかなければならないと考えておりま

す。 

 議員さん御指摘のとおり、全国ではいろいろなサービスが行われております。各地の事業も

参考にいたしまして、室戸で暮らす住民の方々が安心して生活ができる取り組みが必要だと考

えております。 

 私からは、以上でございますが、副市長、教育長、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） 堺議員さんの御質問の大きな１点目の(2)ジオと学校教育について

の中で、私のほうからは指導案作成の進捗状況とジオラマの作成について御答弁を申し上げま

す。 

 室戸ジオパークを教材にして、小学生から高校生の各レベルに合わせた授業の導入は大変重

要であり、各学校に室戸ジオパークのＤＶＤを配付するなど普及啓発に取り組んでまいりまし

た。現在策定中の室戸ジオパーク実行計画には、今後３年間の取り組むべき項目を盛り込んで

いますが、その中では、平成22年度から23年度にかけて小・中・高ごとの指導案を作成する計

画となっております。この指導案は市内の小・中・高の教員とジオパーク関係者が作成してい
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きますが、地学教育研究会を立ち上げて指導案作成のサポートを行うこととしております。現

在は、地学教育研究会の設立に向けた準備を進めており、研究会の構成メンバーや学校への出

前授業の内容などを協議しているところでございます。 

 次に、子供たちによるジオパーク・ジオラマの作成についてでございます。 

 第11回地震火山こどもサマースクールでは、参加した小・中・高の生徒29名が室戸こどもジ

オパークアドバイザーとして認定されました。地元の室戸市からは、小学生11名、中学生４

名、高校生２名の合計17名に参加をしていただきましたが、こういったこどもアドバイザーを

中心として、市内全域を活動範囲とした研究会や意見交換会などを行う中で、室戸の地形や地

質の立体的な模型であるジオラマあるいは室戸探検地図などを子供たちが作成し、多くの方々

の目に触れる環境づくりに取り組みたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 堺議員さんに大きな２点目のブロードバンドに関しまして市長答

弁を補足させていただきます。 

 まず、(1)の住民への周知についての中で、まず住民説明会への参加者についてでございま

すが、御案内のように、７月以降、私どもは市職員向けの説明会などを含めまして市内36カ

所、計44回の説明会を開催してまいりました。この説明会の開催は、広報紙やホームページ、

常会の回覧、有線放送あるいは運営事業者の事前訪問による呼びかけなどでお知らせをしてま

いりました。その結果、説明会への参加者は合計約800名でございました。 

 また、申し込み状況につきましては、先週末までの段階で、申し込み総数817となってお

り、内訳といたしましては、インターネット441件、ケーブルテレビのみの申し込みが376件な

どとなっており、なおケーブルテレビにつきましてはセット加入がございまして、セット加入

を含めますと総数639件となっております。また、地域別では、羽根町280件、吉良川町72件、

室戸175件、室戸岬179件、佐喜浜111件となっております。 

 市長も答弁申し上げましたように、残された時間もわずかとなってきておりますことから、

全力を挙げて事業の周知に努めてまいりたいと考えております。 

 市といたしましては、これから先、市内全戸への郵便によるお知らせ、広報車両及び有線放

送による呼びかけ、それから市内12カ所での追加説明会などを計画しております。また、運営

事業者におきましては、各戸訪問、それから法人訪問、電話による勧誘、それから市とはまた

別の全戸配布郵便、新聞折り込み、スーパー、コンビニなどでの相談コーナー設置、それから

農協、漁協、婦人会、ＰＴＡなどを通じたアプローチなどを計画しておりまして、できる限り

の手段を用いて皆さんにお知らせすることとしているところでございます。 

 それから、市長も申し上げましたように、高齢者や体が不自由な方などに関しましては、市

のほうから、社会福祉協議会、包括支援センター、民生児童委員さんにも協力のお願いに上が

りますとともに、市の保健師、福祉事務所職員などにも協力を求めているところでございま
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す。 

 今後も、残された９月末までの間、精いっぱい周知に努めてまいりますので、御理解と御協

力をお願いいたします。 

 次に、緊急通報システムと見守りサービスの違いについてでございます。 

 まず、現在、有限会社マツダ興産に業務委託しております緊急通報システムにつきまして

は、おおむね65歳以上の独居世帯及び高齢者のみの世帯や重度身体障害者のみの世帯などを対

象としており、利用者は現在30名でございます。 

 サービス内容といたしましては、利用者からの通報を24時間体制で有人対応し、通報があり

ますとセンターから通報者に安否確認をいたします。通報者の状況に応じまして、センターか

ら事前に登録をしていただいている３人の協力員に順次連絡をとり、対応を要請いたします。

万一これによりどうしても連絡がとれない場合には、緊急車両の手配まですることもあるよう

にお聞きしております。このほか、月に２回、利用者に体調等を電話で尋ねる安心コールや年

に１回の訪問による機器の保守点検なども行っております。 

 設置費用につきましては、利用者の方に通報装置の購入取りつけ費約６万6,000円を一たん

御負担いただき、利用者の所得階層によりまして個人負担額を決定し、差額について市が扶助

する形をとっております。また、利用料につきましては、お一人月額2,100円、年額で２万

5,200円となっておりまして、これは全額市が負担をしております。 

 一方、本市が計画をしております見守りサービスは、対象を75歳以上の方、身体障害者手帳

１級、２級の方、要介護３以上の認定を受けた方、これらの方のみで構成された世帯を対象と

しておりまして、その対象世帯数は現時点で約1,850世帯でございます。 

 設置費用といたしましては、光ケーブルの引き込み工事、装置代等全部で約15万円程度でご

ざいますが、これは今回の交付金事業の対象となっているところでございます。 

 利用料につきましては、月額315円でありますが、これは市が負担することとしております

ので、個人負担は生じません。 

 サービスの内容といたしましては、あらかじめ緊急通報先として御家族や親類の方など最大

３件まで事前登録をしていただきます。そして、利用者の方が装置のボタンを押しますと、そ

の登録された方たちにボタンを押したことが一斉に電子メールの方法により通報されます。そ

れで、その通報を受けた方たちが直接見に行ってあげるなり電話なりなどによって安否の確認

をしていただくという内容になっております。 

 市長も申し上げましたとおり、この見守りサービスは、急速に進んでおります高齢化社会に

対応するため、現行の緊急通報システムから光ケーブル網を活用して対象者を大幅に拡大し、

より多くの方々に利用していただくことを目的に取り組んでいるものでございますので、御理

解をお願いいたします。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 
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○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１、ジオパークについての２点目の学校教育とジオについての小・中学校でも授業の

一環としてジオパーク学に取り組むべきではないかについてであります。 

 先ほど副市長からも答弁がありましたが、教育委員会といたしましては、まず市内小・中学

校の全教職員にジオパークを知っていただくために、平成21、22年度に研修会を開催いたして

おります。また、児童・生徒には本年度、小学校では総合学習の時間に、また中学校では理科

や社会科の時間に、ジオパークに関する授業を行っており、文化祭において壁新聞などで発表

する学校もあると聞いております。 

 次に、実行計画の中の小・中・高ごとの指導案作成につきましては、室戸高校では平成23年

度からジオパーク学が開講される予定でありますが、小・中学校におきましては、ジオパーク

推進室との連携を深めながら、授業案づくりを進めてまいりたいと考えております。つまり

は、ジオパーク推進室と協議しながら、ジオパーク学を積極的に取り入れ、子供たちが室戸の

地質のすばらしさを発見し、そこから生まれた文化など、自信と誇りを持って発表できる人材

の育成に努めてまいりたいと考えております。例えばこどもジオガイドの育成などもその一つ

であります。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。 

 あす、発表は５時半ということで、この議場で万歳ができるのが楽しみだったのに、ちょっ

と無理かなと、時間的にそう思いました。 

 何点か、お伺いいたします。 

 教育とジオについて、地震火山こどもサマースクールに参加して感じたことは、よその子に

比べ室戸の子供はナイーブなのか、自分の意見をはっきりと言えない子供が多いと感じまし

た。知らない子がいると、気おくれするのか、疑問に思っていても、口に出して聞けない、そ

れは現在の教育の現場で討論やディベートをする訓練や機会がないことが大きな原因だと思い

ます。特に、高校を卒業し、県外へ就職しても順応できずに帰ってくる子供が多い原因の一つ

ではないかと考えます。 

 自分の意見を話せる能力、相手の言葉を聞き取る能力、それに対して素早く対応できる能

力、大人の私たちでも難しいことですが、教育の現場でしっかりと取り組んでいただきたい。

これもジオパーク学の中に取り入れてほしい一つです。子供たちが自信を持ってしっかりと発

言できる機会をより多く設けていただきたいことをお願いいたします。教育長、もう一度御答

弁をお願いいたします。 

 次に、ブロードバンドについてですが、高齢者や寝たきりの方などには手厚くこれから対応

していくというお話を聞かせていただきましたが、とにかく市民の方が知らなくてサービスや

特典が受けられなかったということのないよう、きめ細やかな配慮をお願いいたします。 
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 次に、緊急通信システムについて、何点かお伺いいたします。 

 先ほどお聞きいたしましたが、一番の違いはサービス面だと思います。これはサービス面の

低下ではないかと思います。緊急通信のほうは、利用者が押すと安心センターのオペレーター

が生の声で対応してくれ、状況によってその場で救急車の出動を要請してくれたり協力者に確

認要請をしてくれる。また、ペンダントをつけて、装置の置かれていない場所からでも通報が

できる。そして、救急以外の相談にも、押すと答えてくれる。その上、月２回のお元気コール

で様子を聞いてくれる。そういうサービスが今のところなされております。 

 一方、見守りサービスは、事前に登録された方の告知端末機に機械音声で、何々さんが押し

ましたという機械音の発信でパソコンや携帯電話にはＥメールで自動通信されると言われてお

りますが、問題点は、もし誤作動してもそのまま発信され、遠くにいる家族が慌てて駆け込ん

できても、ちょっと間違っちょったということになるわけです。それは緊急通信の場合は、ど

うされましたかというオペレーターの声とともに、間違いましたで、それで一件落着という形

になるわけですけれども、緊急の場合でも登録される人が家にいなかったりメールに気がつか

なかったらどうなるのか、とても心配です。 

 次に、負担の問題ですが、１カ月の委託料は、緊急通信では保守料と合わせて１世帯

2,000円、現在30世帯ですから消費税と合わせて６万3,000円、見守りのほうは１世帯300円で

すが、対象世帯が1,000世帯ですので31万5,000円になります。対象者の拡大で多くの方がサー

ビスを受けられることは大変ありがたいことですが、サービスの内容と比べてどうお考えにな

るのでしょうか。 

 見守りサービスの経費で現在の通信システムが５倍できるのでは、150人の方がサービスの

よいほうに受けられるということになるのではないでしょうか。 

 そして、２点お伺いいたしますが、１つは、現在サービスを受けられている30人の方の了解

はとっているのでしょうか。また、現行のままがいいと言われる方にはどうするのでしょう

か。 

 そしてもう一つは、保健介護課長にお伺いいたしますが、現行の通報システムの利用者状況

はどうなっているのか。サービスを受けたくても受けられない、待っているという状況なので

しょうか、推移はどうなっているのか、お伺いいたします。 

 次に、ケーブルテレビと地域情報チャンネルの開局です。 

 やはり、地デジは、今のままでも、ケーブルにならなくても見える世帯がたくさん室戸市に

はあります。わざわざお金を払ってケーブルに加入しなくてもという方もいますが、そういう

地域の情報を流す、ニュースを流す、それから災害時のテロップを流すとか、そういうことの

チャンネルを設けていただいたらいいのではないかと思います。 

 そこで、議会中継をやったらどうかということですが、市議会をより広く、また多くの情報

を発信し、多くの皆様に市議会を理解していただくため、本議会のインターネット中継の画面



－76－ 

配信をするのですが、ある市の議員さんの意見では、インターネット放送されているところの

議員さんですが、公開することによって、市民は見なくてもいい議会のありよう、また聞かな

くてもいい議会論議を見聞きすることになり、市民から、もっと議員は勉強せよ、あんな中身

のない議論を10時から５時までやっていて恥ずかしくないのかというおしかりの反応が多いと

聞かされました。だからといって、市民に知らせないことは開かれた議会ではありません。イ

ンターネット配信をすることによって、私たち議員も執行部もある種の緊張感を持って議会に

臨み、市民の負託に沿うことになるのではないでしょうか。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 堺議員さんの２回目の質問につきまして、私のほうからは、ブロード

バンド整備事業とケーブルテレビのことについてお答えをさせていただきます。こどもサマー

スクールのことにつきましては、教育長答弁でお願いをいたしたいと存じます。 

 まず、ブロードバンド整備事業の中の高齢者見守りサービスでございますが、御指摘の点、

私どもも十分承知をいたしているところでございます。現在、緊急通報という形で30世帯を対

象に、現在対象であるということでございまして、その対象範囲をやはり広げていかなけれ

ば、独居の方々の高齢者の孤独死の問題であるとかということが最近大きな話題にもなってい

るところでございますので、できるだけ多くの高齢者の方あるいは障害者の方、独居の方とい

うことを広げていきたいというのが大きな目的でございます。 

 登録者をふやしていく、あるいは対象者に知らなかったというようなことがないように、こ

うした制度を通知をしていくというのは、先ほど来説明をさせていただいておりますように、

関係機関、関係団体の協力も求めながら周知を図りたいということでございます。 

 また、現在の緊急通信で行っている方の御理解は当然必要であるということで、理解をいた

だくよう取り組んでいるところでございます。 

 なお、現在緊急通報の利用状況というものにつきましては、担当課長のほうから答弁をいた

させますが、とにかく対象範囲を広げていきたいと、見守りサービスの範囲を広げていきたい

し、可能な限りそうした議員さんが心配されるようなことのないような対応というものも、当

然今後においては考えていかないといけない。ただ、間違いで押したというようなことへの対

応とか、そういうのを今後詰めていきたいというふうに考えております。 

 それから、ケーブルテレビの議会中継の問題でございますが、これは議員さん方の問題でも

あり、また執行部の私たちもしっかり答弁をする、しっかり説明をしていくという姿勢が必要

であって、開かれた議会運営となることは、私は、当然そういう取り組みに向かっていかなけ

ればならないということでございます。そういう思いは持っておりますので、今後、先ほども

申し上げましたような課題や問題点を１つずつ点検をし、また議会の皆さん方の意見の一致も

いただきながら、執行部もそうした方向に取り組んでいきたいというふうに考えるところでご
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ざいます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 堺議員さんの２回目の質問にお答えいたします。 

 室戸の子がナイーブで、自分の意見をよく言えないんではないかという御指摘ですが、確か

に私もそのとおり、そういう傾向があろうかと思います。それで、そういう問題を克服するた

めに、実は本年度、小学校、佐小から中川内まで８校、それから佐中から中川内中学校まで６

校ですが、その児童会、生徒会の子供たちのいわゆる発表力をつける、それから自主性を持た

せる、それから自治能力をよく身につけるということを目的にいたしまして、県の教育アクシ

ョンプランの中へそれを申し込みましたところ、採用されましたので、８月７、８と少年自然

の家で、アクションプランとしてそういう活動を義務づけて行いました。来年度からも、そう

いう形で行う予定でございます。 

 つまり、ジオの関係で申しますと、先ほど申しましたように、こどもジオガイドの育成とい

うことになりますと、まずはジオのことをよく知らなければならない、そのためには知識と、

それが自信となる、つまり発表できるということにならなければならないと思います。それ

で、室戸を自慢できる、そのためには室戸を十分知る、ジオに加え、吉良川の町並み等も含め

てですが、そういうことを十分理解した子供たちの育成がすなわち学力をつけることになるで

あろうし、ジオパークを知ることにも連なっていくと思います。そういう子供をもちろん目指

しているということでございますので、御理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 堺議員さんに２回目の質問についてお答えいたします。 

 現在、緊急通報システムで待機者というような方はおりません。それで、現在42人の契約を

しておりますけんど、施設に入所しておるとか病院へ入っておる、それから親戚の家にしばら

くの間おるので休止してほしいということで、現在30人ということの経過になっております。 

 30人の対応につきましては、先ほど市長も言いましたように、皆さんに理解をしていただき

引き続き新しいシステムのほうへいきたいというふうに考えております。以上でございます。 

（「待機している人はいないということ」と呼ぶ者あり） 

○保健介護課長（山本 勉君）（続） いや、おりません、はい。以上でございます。 

○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、脇本健樹君の一般質問でありますが、通告書では、②その他となっておりますが、②

をその他の企業誘致に訂正をし、おわびをいたします。 

 脇本健樹君の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○１番（脇本健樹君） １番、六曜会、脇本。９月定例会において、一般質問を行います。 

 雇用について、市長に問う。 

 室戸市の企業誘致のあり方、１、電硝エンジニアリング。 



－78－ 

 平成20年２月、尾﨑高知県知事立ち会いで、電硝エンジニアリング住毋家社長と小松市長が

進出協定を締結されましたが、これは市長になられて最初の本格的な企業誘致であり、雇用が

ふえるという大変ありがたいお話であります。電硝エンジニアリングも、山崎機械製作所や富

士鍛工株式会社のように、若者を一度県外へ、そしてそこの違う環境で学ばせ、経験と知恵を

つけさせて室戸市のために力をかしていただいていると思っております。このようなことは、

個人の視野が広がり、大変いい、企業の意味深い考えであると理解しております。 

 ところが、操業開始がおくれているようですと、さきの議会でも答弁があったように、議員

にさえ、室戸市のどのあたりでの操業か、聞くのはタブーなのか、そんな雰囲気が漂うところ

であります。電硝エンジニアリングは、ホームページから察するに、室戸に進出する意欲は失

ってないと見ますが、室戸工場操業開始に皆目見当がつかなく、室戸市民や勤めている家族に

は不安であると聞かされています。 

 そこで、次の点をお聞きします。 

 １、ここまでおくれたのには、室戸市の企業誘致のあり方や対応に不備があったのではと考

えられるが、どうなのか。なかったのであれば、選ばれた最大の理由は何か。電硝エンジニア

リングに対しては、室戸市として考えられる範囲で協力は十分できたのか。 

 ２番、雇用されている室戸市出身者は、どの地区の工場に、どのくらい人数が勤めている

か、その年齢層はどのようでありますか。室戸工場で働こうと考えて入社した室戸市近隣の町

の人はいるか。やめられた方の中には、工場の操業開始にならないと判断してやめたとも聞く

が、この件についてはどのように思うか。 

 ３番、多くの若者は、室戸で勤められているということにより入社しております。帰れない

状況についてはどう思うか。特に、既婚者は、今のままでは二重生活が長く続くということに

より負担や不安がふえております。室戸市として、今後このようなことにならないようにする

には、どのような対策をとるのか、最善の方法は。この点をどのようにとらえていますか。 

 ４番、当初、平成23年操業開始予定の50人、室戸工場にとあるようだが、さきの事業計画は

どのようにとお聞きしているか。障害者雇用に前向きな企業であるが、室戸工場での採用の有

無、その条件はどのようなものか。 

 ５番、今回雇用された室戸市民またはふるさと室戸へ帰ろうとの思いで入社した方、就職探

しに大変な時期に仕事があるのは喜ばしいことではあります。仕事には、長期出張や出向と思

っていただければ何でもないが、室戸に帰ることをあきらめて離職されるのは、室戸市にとっ

て市民が減るのと同等と考えられます。電硝エンジニアリングに限ったことでないが、進出の

おくれは現役の新卒者にも影響します。選択肢がふえるためにも、室戸市が、企業進出に対し

て十分でなかった、まだ何かできたことがあったとすれば、同じことを繰り返さないように体

制をとり、企業進出にできる限りのサポートをしていただきたいと考えるが、この点はいかが

でしょうか。 
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 続きまして、２番、その他の企業誘致の件です。 

 現在、室戸ジオパークは少しずつ進んでいる感があります。室戸ジオパークは観光分野を中

心に多く可能性を秘めていますが、残念ながら現時点での地質見学地などと宿泊所、食事どこ

ろが十分連携されておりません。光ファイバーも引かれることとなり、光ファイバー関係のエ

フビット社の室戸進出でも地元採用がなされているように、今後の室戸ジオパークには多くの

雇用に関する期待や希望を持っております。 

 そこで、次の点をお聞きします。 

 １番、地元雇用拡大をするためにも、自然の家との関連に取り組めそうな地元業者はありそ

うでしょうか。現時点ではまだ早いと思うが、今現在の企業進出の感触はどうでありますか。

ジオに関するふるさと雇用再生特別基金事業制度は、十分理解し、有効に利用されているの

か。 

 ２番、現在、徳島バスが室戸岬のとろむに高速バスの運行で、関西方面のお客様を連れてき

ております。これも一つの企業誘致であるととらえています。バスターミナルの横にはあいて

いる土地もあるようですが、このとろむの有効利用などはどう考えていますか。 

 以上、１回目の質問です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の電硝エンジニアリングについてでございます。 

 株式会社電硝エンジニアリングは、本社は埼玉県に置き、半導体や液晶表示装置などの洗浄

やメンテナンス、携帯電話や液晶テレビディスプレーの薄型加工などを行っている会社でござ

います。議員さん御案内のとおり、平成20年２月25日に当市と進出協定を締結をし、当時の予

定では平成23年５月までに室戸工場を建設をし、50人の雇用を計画をしていたものでございま

す。 

 １点目の進出がおくれている最大の理由等でございますが、今般の世界的な経済不況の影響

を受けて受注が落ち込み、今後の需要予測も厳しく、回復にはなお時間を要するため、当初計

画の操業予定から二、三年ほど延期をしていただきたいということで、会社から通知を受けて

いるところでございます。 

 また、本市からの協力につきましては、これまで従業員の募集に対する協力や工場建設予定

地の紹介などを行ってきたところでございます。 

 ２点目の雇用されている方の状況についてでございますが、平成20年３月以降の採用者につ

きましては、室戸市出身者が14名、近隣市町村の方が５名の19名を採用しておりました。平成

22年８月末現在の勤務されている方は、室戸市出身者が９名、近隣市町村の方が２名の11名で

ございます。 

 勤務場所でありますが、埼玉本社勤務が５名、広島工場勤務が６名でございます。 
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 年齢層別では、20代が３名、30代が６名、40代が２名で、既婚者は４名との報告を受けてお

ります。また、退職された方は８名ということで、まことに残念に思っているところでござい

ます。 

 次に、３点目の室戸工場での勤務を希望して就職をされている方々のことについてでありま

すが、御心配のように、その方々にとっては不安を抱いていることと存じますが、本市といた

しましては、会社の現状を把握をするとともに、少しでも早い操業開始に向けた用地の決定、

用地の造成、工場の建設となるよう、会社に要請をするとともに、関係機関等と連携をしなが

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、４点目の今後の事業計画についてでございますが、先ほども申し上げておりますよう

に、当初計画は用地の選定、造成というのが、平成21年12月、操業開始は平成23年５月として

おりましたが、この計画が二、三年おくれているところでございます。しかし、経済情勢の好

転等周囲の環境変化次第では、着手を早めるとのこともお聞きをしているところでございます

ので、一日も早い工場進出を望んでいるところでございます。 

 また、障害者の雇用につきましては、前段で申し上げました状況でございますので、現時点

では未定ということでございます。 

 次に、５点目の今後の企業進出へのサポート体制についてでございますが、高知県や関係機

関と連携協力しながら、会社との連携を密にして、企業誘致の推進に取り組んでまいります。 

 次に、大きな２点目のその他の企業誘致でございます。 

 まず最初に、ジオパークに関した企業誘致等についての御質問でございますが、まず現在の

企業進出の感触についてでございます。ジオパーク活動は、地域経済の持続的な発展を目指し

ておりますので、観光を初めとする産業振興の面で大きな可能性を秘めているものと考えてお

ります。これまでにも、ホテルの誘致活動などに取り組んでまいりましたけれども、今のとこ

ろ具体的な話が上がってはきておりません。 

 がしかし、現在、地元の宿泊施設からは、お客様に対して現地でガイドをするなど、ジオパ

ークのすばらしさをアピールをしているといったいいお話も聞いております。また、農林水産

物の直販所で関連商品が販売されております。最近では、複数の飲食店でジオパークを売りに

したケーキやお弁当、カレーなどを提供し始めておりまして、今後も新しい商品が開発をされ

ていくことが期待もされるところでございます。 

 次に、ふるさと雇用再生特別基金事業制度を十分理解して有効に利用されているかについて

でございます。 

 私が会長を務める室戸ジオパーク推進協議会でも、ふるさと雇用の制度を活用いたしまし

て、地質専門員とか外国語専門員を雇用をいたしておりまして、室戸ジオパークの発展に大き

く貢献をいただいているところでございます。 

 次に、国立室戸青少年自然の家の件についてでございます。 
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 青少年自然の家につきましては、青少年の体験学習の拠点でもあります。ジオパーク活動を

進めていくためには、大変大事な施設でございます。前段の議員さんにもお答えをいたしまし

たが、青少年自然の家の今後につきましては、国の考え方に大きく左右されるところでござい

ますが、全国の関係市町村と連携をしながら、県との意見交換も行うなど、室戸の教育や経済

発展にとって効果的なものとなるように取り組んでいかなければならないと考えております。 

 そのほか、企業誘致の取り組みにつきましては、私は、県出身者や室戸市出身者が社長や就

職をしている企業を訪問し、誘致活動を行ってきたところでございますけれども、最近の世界

的な景気後退、不況の流れが続いていることや本市の置かれている地理的条件などを考えます

と、企業誘致は非常に厳しいものと認識をするところでございます。 

 そういうことから、地縁や血縁に私が頼らなくてはならないということで、これまでもそう

した地縁や血縁を頼っていきたいということを申し上げてまいりましたし、また市民の皆様方

や議員の皆さん、また関係者の方々の情報提供もぜひお願いをしたいと考えておるところでご

ざいます。 

 また、いろんな市の場所につきまして、そうした企業誘致に有利な場所というようなこと

も、当然そうした考えも踏まえていかなければならないというふうには思っているところでご

ざいます。 

 企業誘致推進条例も、制定をしているところでございますので、そうしたことも積極的なＰ

Ｒをしながら、今後も誘致活動に努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） 脇本健樹君の２回目の質問を許可いたします。脇本健樹君。 

○１番（脇本健樹君） １番脇本。２回目の質問を行います。 

 済いません、市長さん、確認の意味でお願いいたします。 

 電硝さんは、二、三年以内に来るというお返事でございましたが、早くするために、ぜひ室

戸市として協力できること、お願いしたいと思いまして、２回目の質問です。そのようによろ

しくお願いいたします。 

○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） 脇本議員さんの２回目の御質問に対してお答えをいたします。 

 前段でのお答えをいたしましたように、電硝エンジニアリングさんとしましては、進出をし

ない、もうやめたというようなことは全く言ってきておりません。現在の世界的な不況、それ

が大きいということで、会社の受注関係がまだ軌道に乗らないということでございますから、

ぜひ軌道に乗った段階ということを思っておるわけでありますし、景気が回復をすればという

ことを我々も思っているわけでありますし、また会社も二、三年先へ延ばしたいということの

中で、経済活動等が好転すればというようなことも言っていただいておるところでございま

す。 

 私どもも、可能な限り、用地の交渉であるとか用地の選定というようなことに、今後とも力
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を入れて会社側とも交渉をしていきたいというふうに思っているところでございますので、御

理解のほどよろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって脇本健樹君の質問を終結をいたします。 

 健康管理のため３時10分まで休憩いたします。 

            午後２時39分 休憩 

            午後３時10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、山本賢誓君の質問を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。９月定例会におきまして一般質問を行います。 

 市長におかれましても、この４年間、堅実な市政運営に臨まれ、その効果については自身そ

れなりの手ごたえも感じておられると思います。市の行政は多岐にわたるということから、行

政運営におきましてなかなか効果の上がらないものがあろうかと思いますけども、今後も将来

を見据えた中・長期の行政施策効果を考えて腰を据えた取り組みを引き続きお願いしたいと思

うものであります。 

 もうすぐ市長選挙が控えておりますが、選挙公約に向けた、ついては堅実さに加えて斬新な

アイデアを含めた取り組みも計画をされ、市民の福祉向上に向けた方向で取り組んでいただき

たいというふうに思います。市長自身が、今まで４年間の自身の施策に対する成果の自己満足

度と市民の評価、市民の満足度とは必ずしも一致をしないというふうに思いますので、そのギ

ャップを埋めるためにも、多くの意見を集約した取り組みをお願いしたいというふうに思って

おります。 

 それでは、質問事項に入ります。 

 前段の議員も質問がありましたけれども、市長の政治姿勢についての中で、２期目に向けた

基本姿勢についてを若干伺いたいと思います。 

 この11月の市長選挙におきましては、私も現職の小松市長を応援させていただくというふう

な姿勢でおりますけれども、小松市長の１期目の市政運営そのものについて、その評価につい

て、一般市民からは、ある意味賛否半ばするような意見も数多くあります。そのような評価が

あります。そうしたことについて、市長自身がどのように分析をされているかということにも

なろうかと、私には、どのように分析しているか、受けとめているかについては私にもわかり

ませんけれども、市長としてどうして評価されない部分が出てくるかということに関しても、

謙虚な気持ちで聞く耳を持ち、問題性を解決をしていくことが大事ではなかろうかと思いま

す。 

 市長に対する協力、応援姿勢につきましては、何があっても賛成というグループとか、それ

から何があっても反対と、それから政策については是々非々で評価するというようなグループ

と、大きく分けてそのような３つあると思いますけれども、基本としまして、室戸市民は是々
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非々で行政に対して対応すると、そういうふうな姿勢がちょっと薄いような気もします。高い

位置での政治評価をし合う地域性という、そういうふうなものが室戸市民にはちょっと欠けて

いるのではないかというふうな思いもします。 

 そういった中で、理解を求めるには、地道な時間を費やした取り組みが必要であろうと思い

ます。 

 そういったことが解決できれば、小松市長としても、歴代市長と比べて高い評価が得られる

のではないかというふうな思いもしております。 

 そこで、２期目の出馬に当たり、室戸市の市勢浮揚に向けた基本姿勢についてを要約して、

細部については結構でございますので、要約してお伺いいたしたいと思います。 

 それから次に、国政におきましては、非常に現在の日本政治が混乱状態にあるということは

昨今の状況からも皆さんもよくおわかりのことだと思います。さきの民主党が敗北した参議院

選挙におきましても、その応援姿勢というものは、産業界におきましても、あるいは各種業界

団体においても、どの政党を支持するかということで迷いに迷い、最終判断は中立ということ

から、それから自主性に任すというふうな態度をとった、そういう社会団体も多かったわけで

ありますけれども、彼らは、選挙結果において、自分の会社の今後の事業運営あるいは企業運

営に選挙結果が直接かかわるというふうなことも意識をして、はっきりとした態度表明をでき

なかったという部分があるのではないかと思います。 

 そういったはっきりした態度表明をすることができない最大の理由におきましては、大なり

小なりこれからの事業運営に影響があるというふうな判断が動いているということにもなろう

と思います。それは産業界のみならず、行政運営においても同じことではないかというふうに

思います。 

 小松市長におかれましては、今回７月の参議院選挙におきましては、はっきりと民主党に軸

足を置いたと市民の評価が出ております。私は、基本的に行政の長は政治的に中立が好ましい

というふうに考えております。国政が長期的に安定政権が続くというふうな場合を除けば、そ

ういう状況が続くと完全に判断をされる場合においては、そういう姿勢を示すこともやぶさか

ではないというふうには思いますけれども、現状としては、この民主党の党首選挙が終わった

後に、すぐ考えられることの中では、分裂もあり得るというふうな状況の中で、その態度にお

いては、非常に慎重性が必要ではなかったかと思っております。ましてや、高知県におきまし

ては、衆議院議員の選挙区におきましては、自民党が議席を独占しているということもありま

すので、室戸市政運営に関しても少なからず影響がありはしないかというふうに考えもしま

す。 

 さきの参議院選挙中に、参議院の選挙中、またその選挙後に県選出の国会議員とも会いまし

たけれども、そうした室戸市の姿勢に対して、現職国会議員も少なからず不快を表明しており

ましたので、影響がなければと思っております。 
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 そこで１つお聞きしておきます。 

 行政の長は、政治的中立が好ましいと思いますけれども、今後どういうふうなスタンスを貫

くのか、お伺いをいたします。 

 それから、２番目のブロードバンド事業への取り組み姿勢についてお伺いいたします。 

 この質問も前段の議員さんの中でありましたけれども、もう一度御確認をしたいと思いま

す。 

 この事業は、室戸市にとって非常に重要な事業であります。情報の利便性あるいは室戸市民

のレベルアップが期待される大きな仕事であると思います。室戸市も、市内各地で説明会を開

き、事業の周知、加入促進に取り組んできたところだと思っております。しかし、大事な事業

であるからこそ、幅広く説明に努め、室戸市挙げて浸透に向けて汗をかくべきであろうはず

が、実際その結果については、非常に現時点では効果の薄い地元説明会というふうなものでは

なかったかと思っております。 

 現時点では、契約者が、先ほどの質問、答弁の中にありましたけれども、予定にははるかに

遠い数字ということになっております。地区説明会におきましても、総務課の説明では、市内

36カ所で行ったと。一応胸を張っているというふうな形にも見えますけれども、例えば羽根地

区では３カ所、それから佐喜浜地区でも３カ所、それから室戸岬地区でも、三津、椎名、高岡

を除けば２カ所と、とてもこのような回数で室戸市の全戸に周知ができたというふうなことに

はならないというふうに思っております。 

 また、羽根地区のある地区で開いた集会では、世帯数は50世帯ぐらいありますけれども、集

まったのはわずか３世帯というふうな状況でもあります。 

 総務課というよりも、市の姿勢としては、予定説明会に来れなかった方は次の会場を追わえ

てきてくだされば結構ですというふうな姿勢です。しかし、よく考えてみますと、高齢者また

は車のない方と、そういう方が１カ所見逃せば、次の会場まで行くとなれば隣町まで行かにゃ

いかんというふうなことにもなりますので、そういった行動がとれないということを事前に承

知をするという姿勢が市側にあったのかということにもなると思います。 

 この事業の重要性はということで、このような方法でやれば、36カ所ぐらいの地区説明会で

やれば、こういった結果しか生まれないのではないかというふうな予想をした上で周知をさせ

るような行動をとると。そういった慎重な配慮をする姿勢が、本当に市側にあったのかという

ふうに疑問を持っておるわけで、こういう質問になっておるわけでございます。 

 実際は、担当職員が連日連夜ああして地区説明会に回ったということになっておりまして、

その苦労には敬意を表しますけれども、本来ならば、そういった全戸に周知をするのであれ

ば、文書とか広報でやりましたからということではなくて、各地区にいる職員、そういった職

員に、250名程度以上おるわけですから、そういった職員を利用して協力依頼をして全戸確認

をとるというふうな姿勢が、どうして当初からとれなかったのかというふうに思っておりま
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す。 

 また、この事業の申し込み終了が今月いっぱいでということです。これは補助事業でありま

すので、この契約期間の延長は難しいというふうな部分がありますので、問題は、本日以降残

された時間で、全庁全職員を挙げて取り組む方向でいくのか、それとも仕方がないと、私たち

は一生懸命やったということで終わらすかということにもなろうかと思います。 

 この事業そのものの前段になる加入の促進がどれぐらいいくかということは、室戸市の職員

レベルが試される問題でもあると思います。８月中旬に高知でお会いしたときに、副市長のほ

うも非常に今の現在の進捗状況に懸念を抱いているという考えでありました。懸念を抱いてい

れば、その懸念解消に向けて、その時点からどのように努力をしたかということが大事だろう

と思います。この事業推進に向けて、何点かお伺いをいたします。 

 まず、当初から全庁挙げての取り組み姿勢が構築されていたかどうか。 

 それから、現在の加入者状況は、目標設定に比べてどのような状況になっているのかと。 

 それから、説明会への参加状況。これは、室戸市の世帯数比率で単純にということにはなり

ませんけれども、先ほどの説明で800人とかというふうな話もありましたけれども、比べれ

る、地デジを必要としないというような家庭でもありますので、単純に比較はできないと思い

ますけれども、世帯数比率ということで、わかればひとつよろしくお願いをいたします。 

 それから、各地区でその加入促進に向けて、この事業の効果の説明、そのようなものも含め

て説明会に参加した方からお話を聞きましたけれども、なかなかそのエフビット社の職員にお

いても、本当に力いっぱい加入促進しようかと、そして他社比較も含めてこういうふうな利点

がありますよと、そういうふうな説明不足が非常に強く感じられたというふうな意見がありま

した。 

 そういうことも含めて、十分な説明が地区説明会の中でできてきたのかどうかもお伺いをい

たします。 

 それから、大事なのは、きょうから16日間ぐらいですけれども、その残された時間をどのよ

うに取り組みをするのかと。これは、先ほどもありましたけれども、果たして、先ほど郵送と

か文書でとかというふうな話もありましたが、それらが果たしてこれから残された時間の中で

有効な手段となり得るかということも含めて、御答弁をお願いしたいと思います。 

 次に、３番目の室戸市の廃屋処理についてお伺いをいたします。 

 室戸市も人口減少、そして転居、転出に係って非常に町場に空き家が目立っております。ま

た国道沿いも含めて廃屋が非常に多く、観光に力を入れる室戸の町としましては、非常に醜い

状況にあるというふうに思います。 

 こういった景色そのものが室戸市の力そのものをあらわしていると。自治体としての評価が

そういうふうに、その景色によって外から入ってきた人にもそういうふうに受けとめられると

いうふうな部分にもなろうかと思います。これは、市長以下職員の方の心の中にもとどめおい
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ていただきたいと思いますけれども、そういう室戸市の力を上げるには、景色からやっていく

ということも大事ではなかろうかというふうに思います。 

 また、廃屋に関して、住居に関しては個人の所有の財産でありますので、行政がその処分に

かかわるということにはならないと思います。しかしながら、１週間ぐらい前の新聞報道の中

にありましたけれども、全国にもこういうふうな状況が数々生まれ、それでそうした問題解決

するために、廃屋の処理については１件当たり30万円を上限として補助制度を設定するという

ふうな内容でございました。 

 そういうことも、30万という金額は一軒の家の処理をするにははるかに及ばない金額ではあ

りますけれども、こういった制度を呼び水に、室戸市も廃屋処理が進むような呼びかけ、取り

組みを室戸市もとるべきではないかと。廃屋処理が進むような呼びかけを市民にする必要性が

ありはしないかという思いで、質問事項となります。 

 まず、室戸市の現在の廃屋の状況、概算してどれぐらいの数があるのかということ、それか

ら補助制度を活用して基金、廃屋処理に導くために行政として取り組む考えはないのかという

ことをお伺いしたいと思います。 

 次に、４番目の質問です。室戸地域天然資源回復協議会への協力姿勢についてお伺いをいた

します。 

 室戸地域天然資源回復協議会と名づけられたこの取り組みですけれども、室戸地域の沿岸漁

業の不振回復や建設業の元気回復のために取り組む新たな観点での事業創出、雇用創出が期待

できる内容になっております。メンバーとしましては、高知県建設業協会、室戸市、高知大

学、高知県漁業協同組合、みなとまちづくり共同体等が構成メンバーとなり、国土交通省、高

知県も協力体制を組んでいただいて、官民一体となった取り組みで大きく飛躍をさせたい事業

であります。 

 国土交通省直轄事業の中で、２年度で2,000万円というふうな予算措置を受けての取り組み

であると思っております。事業内容、事業予定内容も、６点ほど挙げてみます。 

 まず第１に、リサイクル材料の安全な利用方法、藻場設置箇所の調査、設置後の追跡調査、

環境に配慮した藻場造成の試行的実施、藻場造成海域に流入する河川の健全度調査、海洋資源

を活用した教育観光ツアーの試み、地元の子供たちを交えた地域ビジョンの策定と、非常に夢

のある取り組みとなっております。国土交通省、高知県もメンバーに加わっていることから、

室戸市におきましては、この機を逃すなという姿勢で取り組み、職員の張りつけとか予算措置

を講ずる室戸市の沿岸漁業の起死回生事業として取り組むような積極的な姿勢が欲しいと思っ

ております。 

 この事業が２年間の試行的錯誤を繰り返して事業に乗れば、ジオパーク事業等も含めて、ま

たある意味ジオパーク事業をはるかに超える効果が望まれることになろうかとも思います。 

 沿岸の磯焼け現象についても、流入する河川の状況、水源林の状況等、山、川、海一体とな
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った取り組みが必要とされていることから、私の所属する森林組合のほうにも幾度となく協力

依頼があり、できる範囲では協力はさせていただいております。 

 昨日の日曜日にも、室津川流域で森林散策と称しまして水源林の状況を見てまいりました。

手入れができた森林、そして手入れがされてない未整備林の森林等もあわせて一緒に見学をし

て、そういった森林等を状況を比較し、水源林として、または保安林としての機能が十分に発

揮されているのかというふうなことも勉強会としてやりました。 

 そういった森林の機能評価がなされ、今後の取り組みに役立つ一日となりまして、参加者も

山から海への関連ということに関しては再発見をしていただいたところです。 

 そういったことから、今後に積極的に生かしていきたい事業の足がかりでありますので、室

戸市からの多くの参加もおられるのではないかという思いもありましたけれども、きのう参加

していただいたのは、室戸市農林水産課の一人だけということで若干寂しい思いがしたところ

であります。 

 市長も、この事業を進めるに当たって、この取り組みに対するコメントが市長も発生されて

おります。コメントの中で、大変いい取り組みだと思う、ぜひ成功させたい、市としても必要

な限り協力をしたいと言われておりますから、今後の取り組み方についてお伺いをするもので

あります。 

 そこで質問事項に入りますけれども、私も一歩離れたところでおりましたから、わからない

ところもありますけれども、周辺から見て室戸市のほうに非常にこの事業を積極的に取り組む

という姿勢が感じられないという部分があります。室戸市としまして、この協議会に対してど

ういうふうに位置づけ、23年度においては予算づけも考えられているのか、予算措置等も発生

させる考えがあるのかどうかをお伺いしたいと思います。 

 それから、今後この協議会の取り組みに、室戸市としてどういうふうな肉づけをしていくの

かと、そしてこの一執行機関を発展させて、全国に発信できる取り組みをお願いしたいと思い

ますが、そのことに関して御答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、最後になります。５番目、教育委員等公職につく者の姿勢についてということで

あります。これは、質問内容を見られた方は教育委員を指しているんじゃないかと誤解をされ

た方もおられると思いますけれども、そういうことではありません。まず、教育委員を含め、

民生委員とか、それから市が委嘱する公職につく職業の方のことを指しております。 

 私も、市政にかかわらせていただいて８年目となっておりますけれども、この間、国政選

挙、それから知事選挙、そして県議選と、そういった大きな選挙が幾度もありました。その中

で見聞きすることは、そういった市から委嘱された公職につく方々が選挙運動に携わっている

ということをよく聞きます。直接的であろうと間接的であろうと、そういったものには一切か

かわってはいけないというふうな立場の方々でありますけれども、ビラ配りをしたり候補者本

人と同行して歩いてみたり、自宅を集会の場に提供してみたり、あるいはポスターを張ったり
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というふうなことが数々実際に現場として起きております。 

 こういった方々におかれましては、そういった室戸市から委嘱をしていただくというとき

に、事前に当然説明もされておる、こういった活動は禁止されていますよというふうなことは

言われていると思いますけれども、そういったことを知っておりながら、こういうことをする

ということは、これは確信犯であります。 

 それから、そういった事例は当然室戸市側にも情報として入っていると思いますけれども、

それに対応しない室戸市側にも任命責任としてそういったものがあろうと思います。 

 直近の７月参議院議員選挙でありましたけれども、これも市の委嘱された要職を務める委員

さんが、自宅、自分所有の倉庫に参議院の候補者のポスターを堂々と張っておりました。それ

は、私も気がついて電話で指摘をさせていただいたところですけれども、すぐそれはのけてく

れましたけども、それはある議員さんからそんなことはかまんと言われたから張ったというふ

うなことでありました。それもびっくりしたわけでありますけども、このような状況でありま

すから、室戸市の政治的なレベルとか、それから市民の政治的なレベル、ある意味何でも許さ

れるんじゃないかというふうな姿勢がある。そういったことも原因だと思われます。 

 これを是正するためには、行政側が徹底したモラル、そういった方々のモラルの指導をする

ことしかないと思います。 

 そこでお伺いをいたします。 

 市として、委嘱時あるいは選挙の時期を含め、文書等でそういった違反行動をしないという

ふうに指導を徹底すべきではないかということだけです、質問事項は。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の(1)政治姿勢についてでございます。 

 今後に向けた基本姿勢ということでございますが、前段の議員さんにもお答えをしたところ

でございます。６項目にまとめて申し上げたいと存じますので、御了解をいただきたいと存じ

ます。 

 御案内のように、当市には多くの行政課題がございます。その中で、それらのことを解決を

していくためには、１つには、市民の皆さん方の協力と理解が必要であると考えております。

そのため、市民ワークショップや市政懇談会の開催が必要であると思っております。 

 ２つには、行財政改革であります。特別会計の赤字や公社の負債を解決をしていかなければ

なりません。そのため、国の地方交付税交付金の確保や未収金対策を行うとともに、これから

も引き続き歳出の見直しを進め、財政の健全化に努めていかなければならないと考えておりま

す。 

 ３つには、産業の振興であります。企業誘致や新エネルギー事業の導入による雇用の拡大を
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図ることや室戸の資源を生かした農林水産業の発展に取り組んでまいります。 

 ４つ目は、生活環境の改善や市民の方々の健康問題でございます。中山間地域の生活用水の

確保や市道整備を行うとともに、健康で長生きするための行動計画を策定をしておりますの

で、その推進に努めてまいります。 

 ５つ目は、福祉教育の充実であります。高齢者や障害者、子育て支援サービスの向上と保・

小・中の一体的な取り組みによる教育を進めることにより、子供たちの健全育成に努めてまい

ります。 

 最後に、市民の方々の安全を守る防災対策や国、県への要望活動を着実に進めていく必要が

あります。そして、市民の方々から評価をいただく市政運営でなければならないと考えており

ます。 

 いずれにしましても、室戸の自然や社会資源を生かした産業の振興とこれまではぐくんでき

た歴史や文化を大切に、心豊かに暮らせるまちづくりを将来像といたしまして、希望のある町

室戸として発展するよう、全力で努めていく決意であります。 

 次に、政治的中立の件についてでございます。 

 私も、御案内のとおり、政治活動は行っておりますが、一度も政党に所属したことはござい

ません。私を支援してくれている方々は、いろいろな政党の方々や個人の方々がございます。

これからも、政党に所属することは考えておりません。しかし、私が市長として市政運営を行

うためには、多くの方々の協力が必要でありますし、政治活動はどうしてもしていかなければ

市民の幸せにはつながらないというふうに考えております。 

 そこで、これまでにも国会議員の先生方や政党の方々にも室戸市発展に対する協力要請をお

願いをしてきたところでございます。したがいまして、市勢の発展や市政運営について、お世

話になった先生方の要請があった場合、政治活動や認められている運動の中でマイクを握りあ

いさつを申し上げるときがございます。しかし、私が市政運営を進める中で、お世話になった

人であるかどうかを大きな基本として私は考えているところでございます。 

 そこで、そのことが一方の方のみに偏っているとか一政党だけに偏っているということに

は、現在までなっていないというふうに私は認識をするところでございます。 

 次に、(2)のブロードバンド事業の取り組みについてでございます。 

 前段の議員さんにも申し上げましたように、本事業につきましては、高度情報化が進む中、

室戸市が情報過疎にならないように、国の有利な交付金制度を活用して都市及び地域間の情報

格差を解消することを目的に取り組みを進めてきた事業でございます。したがいまして、国に

おきましても、大変少ない時間の中で取り組んでおりますし、我々としても、本当に少ない限

られた時間の中でこの事業を進めているところでございますので、その辺は、どうぞ御理解も

いただきたいというふうに存じます。 

 その事業として公募型プロポーザル方式による運営事業者の選定を経て、本年３月には国の
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交付決定をいただき、実施設計、工事請負契約、６月の運営に関する基本協定締結、その後の

住民説明会などと大変短い期間の中で全力で取り組んでまいったところでございます。 

 また、国の交付決定につきましても、大変遅いということで、このことに対しても国の国会

議員の先生方や国の機関へ、とにかく早くしていただけないとこの事業は進捗をしないんだ

と、大変地元としては困るんだという話を申し上げてきて、きての結果が現在の進捗になって

いるというような状況でございます。 

 これまでの中で、したがいまして十分な点ではないこともあったかというふうには私も感じ

ておりますけれども、残された時間、関係団体、関係機関などの協力もいただきながら、運営

事業者とともに全力を挙げて市民の皆様方への周知徹底と加入の促進に取り組んでまいりま

す。 

 次に、(4)室戸地区天然資源回復協議会への協力姿勢についてでございます。 

 室戸地区天然資源回復協議会は、建設業のリサイクル材料による近場漁業復活に関する事業

として、昨年５月に国土交通省より事業選定を受け、事業の採択を受け、異分野連携による新

たな価値創造が期待される事業であり、組織としては協議会が発足をしているということでご

ざいます。 

 この事業の実施期間は２年と定められておりますので、本年度が最終年度となっているとこ

ろでございます。これまでの協議会の活動内容につきましては、藻場基質の実証実験としてコ

ンクリート廃材を利用した魚礁、藻礁の製作、設置、また海域に注ぐ河川の健全度調査や児

童・生徒による室戸市の未来想像図模型づくりなどを行ってきたところでございます。 

 議員さん御指摘の協議会への協力体制についてでありますが、これからはますますとる漁業

からつくり育てる漁業への転換が必要であるというふうに考えておりますし、さらに海の環境

をよくしていくことが大切であるということから、当市といたしましても、この協議会が行う

藻場造成事業に取り組んでいるというところでございますし、市としましては、これまでこの

事業に対しては積極的に取り組んできたと私は認識をするところでございます。 

 ただ、この事業は国が採択する事業ということでありまして、今後その形がどのように変わ

っていくかということは注目をしていかなければなりません。しかし、前段で申し上げますよ

うに、当市にとっては大きな課題のあるいい事業が数々展開をできるというふうに思っており

ますから、今後もこうした事業をぜひ我々としては続けていただきたいし、市の負担の要らな

い形の、例えば藻場造成というような事業が多く実施ができる、展開ができるというような形

になれば、私としても大変ありがたいというふうに思ってますので、今後もこうした取り組み

について国の情報や県の情報等を踏まえて、ぜひ前向きに取り組んでいきたいと考えていると

ころでございます。 

 次に、(5)の教育委員等公職につく者の姿勢についてでございます。 

 最初に、公職選挙法第136条の２では、国若しくは地方公共団体の公務員は、その地位を利
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用して選挙運動することができないと規定をされております。この公務員とは、一般職と特別

職あるいは常勤、非常勤とを問わないとされており、地方自治法第203条の２に規定する委員

会の委員など非常勤の特別職の職員や臨時職員等についても、その公務員の立場を利用して選

挙運動をすることは禁止をされているところでございます。 

 ここで言う選挙運動とは、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として選挙人に働

きかける行為というふうに私は理解をするところでございます。 

 また一方で、政治活動とは、政治上の主義、施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対

し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う一

切の行為ということであって、政治活動と選挙運動とは区別をされているところでございま

す。このことは、議員さんも御了承の、御案内のとおりというふうに存じます。 

 また、教育委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第５項に

おいて、委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、または積極的に政治活動をしてはな

らないと規定をされております。 

 そして、民生委員及び主任児童委員につきましては、厚生労働大臣の委嘱でございまして、

都道府県知事の指揮監督を受けるものですが、民生委員法第16条では、民生委員は、その職務

上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない規定をされております。 

 このように、それぞれの法律などで規定をされているところでございますが、いずれにいた

しましても、公職選挙法において、前段で申し上げました公務員はその地位を利用した選挙運

動などについては禁止をされているわけでありますので、そういうことのないように自覚を持

ってそれぞれの業務に当たっていただきたいと考え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

いを申し上げます。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） 山本議員さんに、大きな１点目の(2)ブロードバンド事業への取

り組み姿勢について、市長答弁を補足させていただきます。 

 市長も申し上げましたとおり、本事業につきましては、本年３月の国の交付決定以降、私ど

もといたしましても全力を挙げて精いっぱい取り組んでまいったところでございます。プロポ

ーザルによる選定時には、副市長、関係課長とともに、商工会や農協、漁協、金融機関などの

委員さんにも御参加いただき、また事業の進捗等につきましては、課長会でも随時報告をし、

職員に対しても説明会を行うなどして、事業の周知及び協力を求めてまいりました。 

 特に、テレビに関しましては、昨年のうちから企画財政課と連携をいたしまして、難視聴が

予想される地域へ出向きまして説明会等を行ってきたほか、見守りサービスに関しましては、

福祉事務所や保健介護課とも協議を重ねてまいりました。 

 それから、周知に関しましても、福祉事務所、ケースワーカーや保健師などに訪問時の協力
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を求めてまいったところでございます。 

 しかしながら、市長も申し上げましたように、大変少ない時間の中でしたので十分でなかっ

た点もあったかもしれませんけれども、時間も限られておりますことから、残された時間を運

営事業者とともに周知に努めてまいりますので、御理解をお願いいたします。 

 次に、申し込み状況でございますが、これも先ほど前段の議員さんにもお答えいたしました

が、先週末までの段階で申込総数は817件となっておりまして、内訳といたしましては、イン

ターネットが441件、これは市内約8,300世帯の5.3％に当たります。また、ケーブルテレビは

インターネット等のセット加入を含めまして639件で、同じく世帯比率といたしましては7.7％

となっておりまして、テレビに関しましては、目標であります７％に達しているところでござ

いますが。 

（「目標７％」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（久保信介君）（続） はい。テレビに関しては目標である７％に。 

（発言する者あり） 

○総務課長（久保信介君）（続） テレビ、はい。 

（「テレビだけ、目標に」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（久保信介君）（続） ですが、インターネットに関しましては、目標といたして

おります十五、六％にはちょっとまだ開きがある状況でございまして、残された時間に全力を

挙げて取り組まなければならないというふうに考えております。 

 次に、住民説明会につきましては、これも職員向けを含めまして36カ所、計44回の説明会を

開催し、参加者は全体で約800名ということで、これも世帯数約8,300世帯に対しまして、全体

では9.6％の参加率になっております。これにつきましては、地区別で申し上げますと、羽根

14.1％、吉良川15.3％、室戸が6.2％、室戸岬が6.5％、佐喜浜が15.6％などとなっておりま

す。 

 説明会の開催につきましては、広報紙やホームページ、常会の回覧、有線放送あるいは運営

事業者によります事前訪問などでお知らせに努めてまいりましたが、対象世帯に比べてやっぱ

り少ない数となっておりまして、都合で来られなかった方などのために、今月あと12回の追加

説明会を予定しているところでございます。 

 これまでの説明会では、まず市から事業導入の経過や事業概要、早期加入申し込みについて

のお願い、また運営事業者からは具体的なサービスの内容や既存サービスとの比較、利用料

金、セット割引や早期加入割引キャンペーンなどにつきまして、他社との比較も交えた説明を

行った後、個別の質問にお答えする形で進めてまいりました。 

 このほか、運営事業者におきましては、小・中学校の校長会や消防分団での集まりあるいは

戸別訪問などにより、こうしたお話を個々にして回るなど、周知と説明に努めてまいったとこ

ろでございます。 
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 残された時間はわずかでありますが、市といたしましては、これらのほか、社会福祉協議

会、包括支援センター、民生児童委員さんにも協力をお願いしたほか、これから先市内全戸へ

の郵便によるお知らせ、広報車両と有線放送による呼びかけ、先ほど申しました市内12カ所で

の追加説明などを行う予定でございます。 

 また、運営事業者におきましては、市とは別に全戸配布郵便、新聞折り込み、それから全戸

訪問、これは現在も行っておりますが、全戸訪問と法人訪問、それから電話による勧誘、スー

パー、コンビニなどでの相談コーナーの設置、農協、漁協、婦人会、ＰＴＡなどを通じたアプ

ローチなどを予定しておりまして、できる限りの手段を用いて加入促進に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 残された９月末までの間、運営事業者とともに全力を挙げて取り組んでまいりますので、御

理解と御協力をお願いいたします。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） 山本議員さんの御質問のうち、(3)室戸市の廃屋処理の取り

組みについては、私から答弁させていただきます。 

 廃屋の状況につきましては、たまに帰ってくるような空き家なのか、あるいは住むことがで

きないいわゆる廃屋なのかの判断も難しく、今のところ市内の廃屋の件数は把握できておりま

せんが、議員御指摘のように、人口減少とともに、人が住まなくなって崩れかけている家屋な

どが以前にも増して目立ってきているところでございます。これらは、景観を損ねるだけでな

く、火災や地震などへの防災上の障害となることも懸念されているところであります。 

 御質問の国の補助制度を活用しての家屋の撤去費用の補助でございますが、来年度から重点

密集市街地を中心に地方自治体の補助に加えて国が１件当たり30万円の上乗せ補助を行い、民

間の老朽住宅撤去の促進を図るという施策でございます。 

 現段階では、県のほうにも要綱とかの詳しい内容が示されてきておりませんが、いずれ近い

うちに詳細が示されるとお聞きをしておりますので、老朽住宅を個人が撤去する際には、少し

でも撤去がしやすくなるよう、こういった制度が使えないかどうか、制度の把握などに努めて

まいります。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） 山本議員さんに、(4)室戸地区天然資

源回復協議会への協力姿勢について、市長答弁を補足させていただきます。 

 この協議会への協力につきましては、円滑な事業推進を図るための事前作業、準備といたし

まして、関係漁協との、まず実証試験、基質の設置場所の調整、また海上保安部への魚礁の沈

設の許可申請、これは市長とともに海上保安部のほうへも要請に参りました。それから、県へ

の占用作業許可申請、そのほかワーキングに必要な地元資料の収集でありますとか、魚を利用

しました料理の体験教室、それから昨日一昨日行われました室津港周辺、それから室津川流域
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の体験観光ツアーといったツアーへの参加など、構成のメンバーといたしまして、また行政と

いたしまして、果たすべき役割につきましてはある一定果たすことができているというふうに

思っております。 

 また、さきの７月７日に協議会が行いました先進地の視察でございます。市長と担当課の職

員１名が参加をいたしまして、徳島県海陽町と美波町におきまして、海の環境対策、それから

貝の生態についての研修を行ってきたところでございます。 

 次に、市としての協議会に対する予算の措置についてでございます。これは、協議会規約に

よりまして、運営に関するすべての経費は、国からの建設業等地域の回復助成金で充てるとい

うことになっておりますので、本市といたしまして、22年度は予算措置は行っておりません。 

 それから、今後の取り組みでございますが、本年度限りでこの事業が終了いたします。しか

し、終了期間までこれから行うアクションにつきましては、積極的に参加をさせていただき、

協力をしてまいりたいというふうに考えております。 

 また、市としましては、これまでに行ってまいりました実証実験その他の知識、経験を活用

しながら、その追跡調査の結果等を踏まえながら、安心で安全藻場造成事業や地域の環境学習

などに取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、室戸地区天然資源回復協議会は、事業が本年度で終了するわけでございますが、次の

ステージといたしましては、漁業の資源の回復と森林荒廃の解消という効果的課題に対しまし

て、新しい事業が水産庁のほうで制定をされたようでございます。地域で産出される木材を活

用した増殖礁の実証事業といった事業が新しく打ち出されたというふうに聞いております。そ

ういった情報をいただいておりますので、次のステージとしましては、その事業への応募等に

対しましても継続した取り組みを行いまして、その支援をしていきたいというふうに考えてお

ります。以上です。 

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

○８番（山本賢誓君） ８番山本。２回目の質問を行います。 

 先ほど時間を割いていただいて、答弁をいただいたブロードバンド事業の件について、まず

ちょっと言わさせてもらいます。 

 この中で、実際の加入状況、申し込み状況が数字的に言われましたけれども、まず最初に、

地区説明会を１カ月以上にわたって取り組んできたところだと思います。その時点で、１カ

所、２カ所、３カ所やるたびに、どこも10％かそれ以下のところが多かった。これじゃあこの

ままいったらとてもじゃないけんど目標に達せんぜというふうな意見がその前半の段階でどう

して出なかったかということですわね。それを同じような状況をずっと１カ月36回とかという

回数を重ねてきて、今この場でどたばた慌てると。そういう考え方が、私前にも言いましたけ

れども、公務員が公務員的な発想しよったら、プラスの思想は生まれませんですよということ

をいつも言うわけですけんど、そういうことを途中で変えていく姿勢というものはないと、な
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けりゃいかんというふうに思うわけです。 

 そういったことが、いつも公務員の仕事というものが効果が薄いとか、そういうような指摘

をされる部分でありますので、これは市長以下副市長も一緒になって、どうしていつもそうい

う評価を受けるかという、すれば、こういうことがまず底地としてあるわけです。そういうこ

とを民間の意見も含めた、民間の意見も集約して大事な事業には取り組んでいくというふうな

姿勢を構築してもらいたいということです。そういうことも含めてお願いをしておきます。 

 それから、残された時間はわずかですけれども、郵送とかも含めてあらゆる方法でやるそう

ですので、とにかく頑張っていただきたいと。 

 その中で一つだけ、市民の方が非常に心配しておられる方は、これぐらい加入者が少なかっ

たら利用料そのものの料金が引き上げられるのではないかというふうな心配を非常にしており

ます。 

 私どもはそういうふうなことも聞いて、そういうことはないということで聞いておりますけ

れども、そこなところを広報の中でも伝えてあげたいというふうな部分がありますので、改め

てお答えをいただきたいと思います。 

 それから、廃屋状況について、当然そういった数字は出てないとも思っておりました。け

ど、しかしながらこれからこういった事例はどんどんどんどんふえてくるということは間違い

のないわけです。そして、農業にしても林業にしてもそうですけれども、こういった廃屋がふ

えているというふうなことを行政の基礎的数値として把握しておくということは、これからの

市政運営には絶対大事ではないかというふうに思います。 

 例えば私がこの質問出したときに、質問書を出したときに、おお、羽根の職員にちょっと聞

いてみよう、どれぐらいあるでよと、ほいで吉良川の職員にちょっと聞いてみるとか、そうい

った、資料はないから答弁のときに資料がございませんということじゃなくて、少しでもいい

から数字をはじき出す努力というものをしていただきたいというふうに思います。 

 それから、行政の基礎的数字というものは、こういった廃屋にかかわらず、いろんな方面

で、統計に出ない部分もこれからの行政の中では絶対必要な数字としてから累積させていかに

ゃいかんもんもあると思います。そういったことも含めて、この１年間あたりにこの廃屋の状

況を把握していただきたいと思いますが、そういうことをもう一度御答弁をお願いしたいと思

います。 

 それから、天然資源回復協議会の中で、ことしでこの事業は終わるということです。これ

は、そういう国の事業ですから、それをどうやって後につなげていくかということが大事な部

分でありますので、それをどうするかということを積極的に取り組んでいくというふうな答え

しかいただけないということはわかりますけれども、具体的に、例えばこの水産の部分では、

室津川の河口へ今沈めてますと。岬の周辺でも今魚礁を沈めてますと。その魚礁の中身を何に

しますかというふうな相談も実際自分たちも受けてから、廃材を使おうというふうな形でして
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おるんですけども、そういったことを実証ができれば、23年度に向けてはこういうふうな要望

を上げていくというふうな、一つでもいいですから、こういうふうに取り組んでいきたいとい

うふうな部分を教えていただきたいと思います。以上です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 山本議員さんにお答えをいたします。２回目の質問に対してお答えを

いたします。 

 まず、ブロードバンド整備事業でございますが、公務員の発想で取り組んではだめだという

ことでありますが、それはいろんなことに対して言えるというふうに私も思っております。そ

れは経済的効果を高める問題であるとか、時間を余りかけないでやっていくというような姿

勢、民間の考え方を取り入れて対応していかなければならないというのは当然でございます。 

 これは、以前からしますとだんだんとそういう民間的な手法を取り入れた考え方に、取り組

みに変わってきているというふうに認識をしておりますが、なおそうした点についても再度点

検をして、取り組み方につきましてはぜひ検討をし、効果的なものにしていきたいというふう

に考えております。 

 それから、こう加入者が低率でありますと、当然利用者負担がふえるというようなことにな

るのではないかという御心配でございます。我々もその点につきましては心配をするというと

ころでございますから、そうした形にならないような対応というのを今後ぜひ進めていかなけ

ればならないと考えております。 

 それから、次の点でありますが、廃屋がふえているということは私も実感として感じるとこ

ろでございます。また、移住促進事業などで、これまでに貸せる住宅はないのかというような

ことも一定調査はしております。そういうものと兼ね合わせて考えていくと、廃屋がどれくら

いあるのかということは、確実ということではないけれども把握は可能だというふうに思って

おりますので、そうしたことの把握につきましては、今後進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 それから、天然資源回復事業に伴う藻場造成といったような事業につきましては、以前から

私もこの事業、沿岸漁業の振興対策にも大きくつながることでございますから、この天然資源

回復事業だけではなくて、県とともにほかの事業の導入も考えて、藻場造成というようなこと

には積極的に取り組みたいというふうに考えておりますので、いろんな事業の可能性を押さえ

て効果的な事業の推進に今後とも努めていきますので、よろしくお願いをいたします。以上で

す。 

○議長（林 竹松君） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、あす14日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集お願いをいたします。 
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 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14分 散会 

 


