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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名中、欠員１名、現在15名の出席でございます。 

 また、久保八太雄議員より、午後から所用のため欠席の届けが出ております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（林 竹松君） 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。 

 １点目、市長の政治姿勢について。２期目の市政運営に向けて臨む基本的抱負、決意。 

 ２期目市長選で厳しい選挙戦を大差で制し、再び市長に就任されましたこと、まずもって心

よりお喜びを申し上げます。市民の信頼関係をしっかりと構築し、行政改革をなし遂げ、開か

れた市政実現、行政の推進、企業誘致、雇用促進、産業振興、室戸ジオパーク、世界ジオパー

ク地質遺産認定に向けての挑戦、ブロードバンドによる新たなまちづくり実現等、多くの施策

を訴え、実行に向けて取り組んでこられたことが幅広い支持につながったものと思います。こ

れからも市長さんの卓越したこれまでの行政経験に基づく英知を結集され、心豊かで活気と夢

と希望に満ちた室戸市実現を目指して、市民の幸せ、室戸市発展のため訴えられてこられたこ

とが意気込みだけの言葉に終わらないことを期待いたしまして質問に入ります。 

 ２期目の市政運営に向けて臨む基本的抱負、決意についてお伺いいたします。 

 次に、２点目、防災対策について。低海抜地域避難道路整備計画、浮津下町。 

 市民の生命と財産を地震災害、また台風などから守ることが重要であります。今回の市長選

挙での公約におかれましても、特に防災行政無線の整備など重点項目に上げ、訴えてこられた

わけでございますが、今後30年以内に南海地震、東南海地震が発生する確率は60％程度と高く

なっていると言われており、南海、東南海地震は室戸市にとって避けることのできない地震で

あります。その発生を防ぐことはできません。被害をできる限り少なくする対策を講じなくて

はなりません。南海、東南海地震が発生した場合、広い範囲に甚大な被害が予想され、津波は

揺れ始めてから、早いところは３分、遅いところで30分程度で沿岸部に押し寄せてくると言わ

れております。予想される津波の高さは６メートルから８メートルで、10メートルを超える場

合もあり、６時間以内にわたって繰り返し押し寄せてくると予想されております。 

 浮津下町地域は、最も低い海抜5.9メートルであります。上の東町通りは海抜9.3メートル、
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実に高低差3.4メートルで、その間は距離が短く、急勾配。同地区は消防車、救急車の進入も

ままならず、まして地震発生時、避難する道もなく、両栄橋西から共愛病院通りまでの約

700メートル区間は高いほうへ上がる道は小さい道幅約１メートルぐらいの路地道が３ないし

４カ所しかないわけで、地震、津波が来ても逃げる道のない袋小路であります。 

 また、気象庁はＮＨＫを通じて、震度５弱以上の地震が起きると想定した緊急地震速報をた

びたび出し、地域の実情に沿った避難を心がけるよう、避難を具体的にイメージし、早目に避

難したらよいという緊急地震情報を発信して、国民に注意を呼びかけております。 

 市長さんも現地をよく御承知のことと思いますが、市長さんは防災という言葉の重みをよく

考慮され、人間、人としての優しさ、思いやりを持っている市長であると私は思っておりま

す。地震が起これば津波が来る。人はだれでも少しでも高いところへ逃げるのが人間の本能で

あります。地震の後に津波あり。津波に備えるため、避難道路として、また日常生活道路とし

ての利便性を考慮され、低海抜地域防災避難道路整備として地元の方を交えた下町地域の実情

に沿った検討会を立ち上げ、具体的に取り組んではどうか、市長さんの見解をお伺いいたしま

す。 

 次に３点目、企業誘致について。大規模太陽光発電所、メガソーラー。 

 原油の国際価格が高まり、高どまりする中、自然エネルギーに注目が集まり、最近は風力発

電にかわって大規模太陽光発電所メガソーラーが注目されているわけでございますが、メガソ

ーラーは環境への負荷が少ないとして、環境に優しい自然エネルギーにますます注目が集まっ

ており、メガソーラーは１基で100万キロワット以上を発電する原子力発電に比べると規模は

格段に小さいが、温室効果ガスの削減を迫られる政府の方針に沿って、設置例がふえていると

言われております。電力会社を含めた全国19カ所、計９万キロワット分の設置計画が企業や自

治体が独自に導入する例があると言われております。太陽光の技術が高い日本として政府は電

力供給に占める自然エネルギーの比率を引き上げるため、太陽光からつくった電力をすべて買

い取る制度の導入を検討しており、これらをにらんだ動きも活発になり、関西地方の自治体や

企業が独自に導入、設置する例がふえていると報告されております。地域の活性化につながる

と期待も大きく、風力発電のように騒音、電波障害もなく、建設コストも安く、環境に優しい

施設で、住民の理解も得られると。先般四国では初めての大規模太陽光発電所として、四電松

山発電所が松山市勝岡町とともに松山太陽光発電所を完成し、営業運転を開始しました。年間

発電電力量220万キロワット、一般家庭600世帯の消費電力を供給、また年間700トンの二酸化

炭素の削減効果を期待でき、同社は2020年度までに年間発電電力量を460万キロワット時に引

き上げる計画であると言われております。特に、高知県は全国でも一、二を争う日照時間が長

いとされております。強い直射日光をそのまま資源として有効活用するねらいで、地球環境問

題への対応、電力の安定供給にとどまらず、雇用関連の増、財政難の市にとってもメリットが

あると思います。ぜひ、大規模太陽光発電所メガソーラーの誘致に取り組んでみてはどうかと
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思いますが、室戸市はジオパークとあわせて自然環境の重視のアピールを日本全国、世界に宣

伝できると思いますが、市長さんの見解を求めまして、１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁求めます。小松市長。 

○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、２期目の市政運営と決意についてでございます。 

 今回、多くの市民の方々の御支援によりまして、２期目４年間の市政運営のかじ取りを任せ

ていただいたというふうに思っております。多くの方の御期待に沿うよう、今後においても室

戸市発展のため全力を尽くす覚悟でございます。 

 今後４年間の取り組みや考え方につきましては、さきの所信表明としてお示しをさせていた

だいたところでございますが、要約をして再度申し上げたいと存じます。 

 １つには、市民の方々との信頼関係をつくり、安心して暮らせるまちづくりであります。市

政懇談会や市民ワークショップを開催するなど、地域の課題やニーズについて的確に把握を

し、市政運営に生かしてまいります。そして、防災公園や防災行政無線などの整備に努め、安

全・安心なまちづくりを進めてまいります。 

 ２つには、企業誘致、雇用対策であります。企業誘致推進条例の制定や情報通信基盤整備事

業の推進とともに、全国から注目されている室戸ジオパークの取り組みなどによりまして、企

業誘致の条件整備や可能性が私は大きくなってきたのではないかと考えております。さらに、

誘致活動を一層進めてまいります。 

 あわせて、移住促進など、人口減少対策にも取り組みが必要だと考えております。 

 ３つには、農林水産商工業の振興であります。農林水産業の新規就業者に対する支援、安

心・安全な農作物の栽培、レンタルハウス整備事業による施設園芸の基盤整備、山林境界確定

事業や路網整備、備長炭の生産販売の促進などを進めてまいります。つくり育てる漁業とし

て、スジアオノリ、トコブシ、アワビの養殖、藻場造成事業の推進、新商品の開発支援、プレ

ミアム付きの商品券の発売、商店街活性化事業の推進などに取り組むとともに、あわせて交流

人口拡大のため、各種イベントの開催や吉良川町並みなどの施設整備、室戸ジオパークの取り

組みを一層推進をしてまいります。 

 ４つには、心豊かな子供たちの育成であります。保・小・中の一体的取り組みを進め、学力

の向上や放課後子ども教室の充実など、健全育成に努め、安全な教育施設とするための耐震化

率100％を目指してまいります。歴史、文化を大切にするとともに、生涯学習の推進、体力づ

くりやスポーツの振興を図ります。 

 ５つには、人権を大切にするまちづくりであります。一人一人の人権が尊重される地域社会

を目指して、諸施策の推進に努めてまいります。 

 ６つには、生活環境の改善、福祉、健康対策であります。市民の方々の要望の多い、生活道

路の整備や中山間地域の飲料水の確保が大切であります。また、生活ごみの減量化やし尿処理
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施設、火葬場の改修等が必要であります。そして、高齢者や障害者の福祉サービスの充実とと

もに、特別養護老人ホームの改修、子育て家庭の経済的負担の軽減、市民の方々の健康づくり

に努めてまいります。 

 ７つには、当市の財政の健全化であります。土地開発公社、国保会計、貸付金対策の改善を

行うとともに、総借入額の抑制、市債権の回収、民営化や外部委託など、さらに歳出の見直し

を行ってまいります。また、新行財政改革プランを策定し、一層の改善、改革を進め、職員の

人材育成にも取り組んでまいります。そのほか、国、県への要望として、県立安芸病院の充

実、国道・県道の改修、港湾・海岸の整備など、その実現に取り組んでまいります。 

 目指す室戸像は、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あります。このことを目標に、市民の

方々、市議会議員の皆さん方、職員の方々の御支援、御協力、御指導をいただきながら、市勢

発展に向け、全力で取り組んでまいる決意でございます。 

 次に、大きな２点目の防災対策についてでございます。 

 御案内のとおり、南海地震は今後30年以内に60％程度の確率で起きると言われております。

地震そのものは防ぐことはできませんけれども、被害を少なくするための対策は可能であると

考えております。そのため、これまでにも地域の皆さんの御協力をいただきながら、自主防災

組織の組織率の向上、防災倉庫や一時避難場所の機能などを備えた防災公園の整備あるいは今

後計画しております同報系防災行政無線の整備などに取り組んでいるところであり、所信表明

でも申し上げましたとおり、今後も安全・安心なまちづくりのための防災対策に努めていかな

ければならないと考えております。 

 議員さん御指摘の浮津下町地域につきましては、海抜が一番低いところで4.9メーターでご

ざいます。高知県の津波浸水予想図でも浸水の可能性が示されており、南海地震による津波の

被害が大変心配をされる地域でございます。同地域の道路につきましては、車の通行ができな

い狭い路地が多く、緊急車両の通行にも支障を来す現状から、私としましても生活道路として

はもちろん、津波から避難をするための道路整備の必要性を感じ、道路改良の方法等について

取り組んできたところでございます。道路新設計画につきましては、さきの９月議会において

市道認定の提案を行い、議決をいただいているところでございますが、事業の推進に当たりま

しては新設道路だけではなくて、課題となっております現道の整備の問題もございますので、

これらをあわせて、今後地域の皆さんとの協議の場を持ちながら、取り組みを進めてまいりた

いと考えております。 

 次に、大きな３点目の企業誘致についての大規模太陽光発電所についてでございます。 

 メガソーラーは1,000キロワット以上の太陽光発電設備で、発電時にＣＯ２を発生しない自

然エネルギーの一つとして、全国各地で建設や計画が進んでいるところでございます。太陽光

発電は売電価格の問題やパネルを設置する用地の問題等、幾つかの課題がございますが、環境
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に優しく、無尽蔵な新エネルギーとしてこれからますます普及をするものと思われますので、

設置を希望する民間企業や関係機関である国、四国電力等の動向を把握しながら、企業誘致に

向け取り組んでまいります。 

 御提案にございますように、今室戸ジオパークの取り組みなどによりまして、室戸は全国か

ら注目をされている時期でもございます。これらを活用し、積極的な対応をしてまいります。

以上です。 

○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12月定例会におきまして、改革を進める鷹山会が

市民を代表して一般質問を行います。 

 １、農業及び漁業への戸別所得補償について。 

 民主党のマニフェストでは、水田農家全員に１反300坪当たり１万5,000円差し上げますとい

う戸別所得補償制度がスタートいたしました。対象作物は米と畑作では麦、大豆、てん菜、で

ん粉用バレイショ、そば、菜種の６品目が対象となっていて、作付面積10アール当たり１万

5,000円を支給するというものです。米農家は、生産調整、減反に参加することが所得補償を

受ける条件になっております。また、大豆など６品目に関しては、収穫量が多く、品質の高い

作物を生産した農家ほど数量払いと面積払いの差額が大きくなり、販売数量の判明後に追加支

給金を受けられるようにするとしております。 

 民主党のこの政策は、農業離れを防ぐため一定水準の所得を政府が約束する一方、米から

麦、大豆などに生産をシフトさせ、そうして農家の意欲を引き出すことによって、主要国では

最低水準の食料自給率を高めることが目標とされます。だが、畑作品目では現在の所得安定対

策より支給単価が減少するものもあり、疑問に思う点も多くあります。一言で言いますと、こ

れも困窮した国の財政を顧みないばらまき政策の一つであろうと思います。 

 さて、その戸別所得補償モデル対策のパンフレットには、いかにも加入をしたくなるような

耳ざわりのいい言葉が並んでおります。冒頭に、この制度の実施は農政大転換の歴史的な第一

歩になりますとあります。戸別所得補償モデル対策のねらいとして、自給率向上のポイントと

なる麦、大豆、米粉用米、飼料用米などについてシンプルでわかりやすい助成体系のもとに生

産拡大を促す対策と、水田農業の経営安定を図るために恒常的に赤字に陥っている米に対して

補てんする対策をセットで行いますと書いてあります。 

 申し込みは６月末に締め切られ、７月16日には全国の加入状況が公表されました。支給の必

須条件である全国水稲共済加入者175万5,763戸のうち131万9,277件の申し込みがあり、75.1％

の加入率であります。高知県では、１万7,677戸中9,409件の申し込みがあり、全国平均を22ポ

イント下回る53.2％の加入率でありました。内訳として、米は27.8％、畑作のほうは共済に加

入、不加入の関係で水稲とは一概に比較できませんが、約84％の加入率で、水稲に比べると畑
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作のほうが格段に加入率は多くなっております。また、本市では、水稲共済加入者と畑作農家

を合わせて413戸中231件の申し込みがあり、米は40.2％、全体では56.2％の加入率でありま

す。県内の状況は、１経営体の平均水稲作付面積は60アールと面積も小さく、米の変動を除い

て今回の制度に当てはめますと、１件当たり約12万円の支給見込みで、これは全国都道府県で

は32位にランクされております。 

 高知県の戸別所得補償モデル対策の周知の方法として、国の農政事務所が県内22の地域水田

農業推進協議会と協力してチラシを配ったり、新聞での広報、また戸別補償モデル対策の説明

会を開催して加入を呼びかけていますが、農業従事者の高齢化もあって、農水省や県職員の関

係者が幾ら説明しても制度についてなかなか理解できないという話も聞いております。各地域

により参加状況がまちまちで、高知県の加入率53％が全国平均の84％より低くなった理由とし

て、①米生産に係る経費が全国平均よりも３割高くなるが、交付金が低過ぎること。②耕地面

積が狭いこと。③減反率が高く、減反達成が見込めないこと。④申請手続が複雑なことなどが

上げられております。 

 以上の理由から、高知県は加入率が全国比よりも低くなっております。結論を先に言います

と、もらえる額が少ない、説明が難しい、だから申請者が少ないということになります。 

 そこでお聞きします。 

 本市の戸別所得補償のこの加入者数、加入率について、どのようにお考えでしょうか。ま

ず、御見解をお伺いいたします。 

 一方、他県の状況ですが、今まで生産調整に参加していなかった方が多かった大潟村のある

秋田県では96.1％と参加者が多く、戦略作物などと組み合わせた規模が大きく、支給額がふえ

る農家ほど参加のメリットがあり、そうした農家の数が多いほど比例して参加者、つまり申込

者が多くなるようであります。 

 お聞きします。 

 この制度は米や麦などの戦略作物の支援が主になっていて、園芸作物が主の本県、そして本

市にとっては不適作物ばかりであります。この点は懸念があるのではないでしょうか、お聞き

をいたします。 

 戸別所得補償のパンフレットから思う疑問点ですが、①本当にこの程度の事業で食料自給率

が向上するのか。②この政策で農家の経営が安定するのでしょうか。③農家や農業法人は生産

力や出荷力は向上させられると思いますが、国全体の自給率は向上させられないのではないで

しょうか。④生産拡大による増産で農業経営が安定するのでしょうか。⑤米や麦を消費する仕

組みをつくらないでは自給率の向上は図れませんし、経営も安定しません。あるパンフレット

には、米の増産によって価格が暴落したら国が補てんしますと説明にあります。それでは何の

ための増産なのかとも思います。これら５点の問いのすべてにお答えください。 

 次に、この制度は農家の足腰を弱らせて、今まで進んできた集約化、合理化を阻み、農業の
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未来を閉ざす制度だという厳しい意見を持った専門家もおられます。この点についても御所見

をお伺いをいたします。 

 次に、国債乱発で借金が増大している中、貴重な国の財源を個人に支給し、拡散させるこの

ような制度でどのようなことが起きているのか。県農業政策課や農業基盤課に取材したり、ネ

ット検索などを参考に調べてみました。 

 幾つか上げますと、一つは景気低迷の中、公共事業費の削減が農政でも進んでいて、国はこ

こ10年間で半減、県農業振興部の公共事業費は平成10年度の当初予算額で224億円だったもの

が、ガット、ウルグアイ・ラウンドや国の財政改革、三位一体改革などによって、次々と予算

は削られ、平成21年度予算額は56億円と、４分の１に減少していること。それに伴い、ハード

事業以外の営農指導などのソフト事業も、平成10年度当初予算額で97億円あったものが、平成

21年度当初予算には69億円と減少していること。 

 一つは、本市農林水産課における農業費と農地費を合計した農業関係の公共事業費は平成

10年度の決算額で１億7,790万7,000円でありましたが、平成21年度には8,749万7,000円と半減

しております。しかも、この約8,750万円のうち、大半が償還金補助金などのため、21年度の

本市の実質的なハード事業は県農業振興部の公共事業費が４分の１に減少したのに伴い、約半

分に減少していると言えること。 

 また、これらハード事業以外の営農指導などのソフト事業に人件費も含めますと、平成10年

度は１億3,047万7,000円だったものが、平成21年度決算では１億838万2,000円と、17％減少し

ていること。 

 さらに一つは、民主党政権になって１年たちました今年22年度は、国の農業農村整備事業と

しての公共事業費が63％カットされたこと。その公共事業費の63％分はどこに行ったのかとい

いますと、農家個人に支給されるこの戸別所得補償モデル対策に回されていること。例えるな

らば、これはタコに自分の足を食べさせているようなものと思います。それがこの制度だとい

うことです。農業に係る公共事業費が大きく削られ、それが戸別所得補償に回されることによ

って、高知県と室戸市など市町村の水田農業の未来は閉ざされたと言っても過言ではないでし

ょう。本市にもため池やたくさんの農業施設があります。もし、それらの施設が壊れたらどう

なるのでしょうか。水田農業などに待ったはききません。ポンプが壊れ、田植え直後に水が来

なくなったら、１週間もしない間に水は干上がり、全滅となります。あるいは、植える前に水

が来なくなれば、ことしはやめようかでは農業は進みません。農道についても工事が進まない

道路に、迂回をしてくださいでは済まないのが農業であります。幾ら寂れたといえども、室戸

市では農業と水辺が共存共栄し、水田農業を通して、末端の河川の管理整備が行われてきまし

たが、こんな状況を生んで、これから一体どうするのでしょうか。農家が被害を受けるような

政策を実行して、それによって受ける被害の責任を一体だれがとるのか。どうしても作付した

い場合は、戸別所得補償をしているんだから、耕作農家が自分たちで直すということにも思い



－53－ 

ます。 

 民主党政府はこれからも戸別所得補償制度を続け、さらに他品目まで広げようとしておりま

す。農業に関する公共事業費はさらに削減されかねません。子ども手当と同様に、地域差を考

えず、単純に国民に支給されるばらまきは将来を考慮しない政策としか言いようがありませ

ん。自治体の予算を通し支給し、それぞれの地域が抱える課題に対応可能な財源こそ、政策的

に生きたお金となるのではないでしょうか。この経済状況が非常に厳しい中、限られた予算の

中で最大の効果を出す。そのためには、賢明な取捨選択と集中が必要であるべきと考えます。 

 そこでお聞きします。 

 この戸別所得補償制度は、タコに自分の足を食べさせているようなもので、農業に係る公共

事業費が大きく削られ、それが戸別所得補償に回されることによって、高知県の、そして室戸

市などの水田農業の未来は悲観的な状況を生むとも考えます。この民主党政権の政策について

本市はいかがお考えでしょうか、お聞きします。 

 次に、民主党はこの戸別所得補償制度で農家の収入を安定させ、就農者減に歯どめをかけた

いとの考えのようですが、農業関係者からも若手の新規就農を促す効果は小さいとされ、食料

自給率アップに欠かせない生産効率の向上につながるかどうかも不透明であります。この点に

ついても本市のお考えをお伺いをいたします。 

 次に、本市の56.7％という戸別所得補償制度への加入申請状況と今後さらに農業基盤整備の

ために公共事業費が削減されかねない状況について、農林水産課長の御所見をお伺いをいたし

ます。 

 もう一つ、漁業にも漁業所得補償があり、来年度に実施する予定と８月に新聞報道がありま

した。その内容は、漁業共済の掛金に対する国の補助金を平均で約30％引き上げることが柱

で、対象となるのは沿岸、沖合、遠洋漁業と養殖業だけであります。ただ、畑作や米のように

一律の固定額を支給することはせず、減収分を補てんする形になることと、この事業費は約

400億円で、農家への所得補償の予算額約9,100億円に比べますと４％ほどで、本県の共済加入

者は全体の12.9％と比較になりません。これもまた農業の場合と同じように、計画作成やその

履行状況の確認などと手続が煩雑で難しいという声が上がっております。この漁業への所得補

償に関しても同様に御所見をお伺いをいたします。 

 最後に、１次産業への補償というならば、国は農業を優遇して、林業にはなぜこの戸別所得

補償を行わないのでしょうか。不公平に感じますが、本市担当者はその辺をどのようにお考え

でしょうか。この点もお伺いをいたします。 

 ちょっと小休してくださいよ。 

 ２、土佐備長炭に関する産業振興策について。 

 平成21年３月議会に引き続いて、本市における土佐備長炭製炭産業の活性化についてお尋ね

をいたします。 
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 まず、木炭製造の歴史からであります。歴史書には、日本の炭焼き技術は空海が遣唐使とと

もに中国にわたり、806年に帰国するときに炭焼き技術を持ち帰り、真言宗の布教とともに日

本各地に広めた。そのため、金剛峯寺を創建した高野山からほど近い紀州南部地方が備長炭の

産地として有名であると紹介されております。若い修行僧如空が室戸岬に来たのはその少し前

の延暦16年、西暦797年、24歳のときでありました。室戸岬で修行し、我が地、室戸岬の抜け

るように美しい空と海に感動したことをきっかけに、やがてその若き僧は空海と名を変えま

す。その７年後の804年、空海は遣唐使とともに中国に渡り、806年に帰国するとき、炭焼き職

人とともに技術を持ち帰り、真言宗の布教とともにその技術を西日本に広めます。修行の地、

室戸岬と空海との縁や、四国に空海が開いたとされる寺院が多くあることを考えますと、室戸

を含め、土佐で炭づくりが始まったのは、空海が61歳で亡くなる承和２年、西暦835年までの

間か、あるいは空海没後の西暦1000年前後に、空海の弟子や炭づくりの職人たちが広めたとも

想起されます。そう考えますと、もちろん当時の炭は備長炭と言えるほどまだ技術革新がなさ

れていない木炭でありましたが、土佐での炭づくりは1,000年以上の歴史があるといっても異

論を差し挟む余地はありません。 

 また、別の歴史書には、江戸中期の製炭地としてその名が見えるのは、江戸関係では千葉の

佐倉炭、栃木の野州炭、静岡の天城炭、埼玉の秩父炭、東京の八王子炭、神奈川の相模炭など

がある。大阪関係では、兵庫の池田炭、和歌山の紀州炭、高知の土佐炭、鳥取の因伯州炭、宮

崎の日向炭などがある。京都関係では、滋賀の近江炭、京都は山城炭、小野炭、鞍馬炭などで

あると記されております。もちろん、地名のほうは現在の県名ですが、このことから既に江戸

中期には本県でも白炭や黒炭が土佐炭の名で流通していたと確定されます。江戸時代中期とい

えば、徳川吉宗の享保元年、1816年からで、このことから数えても土佐炭の歴史は198年です

から、その前から生産されていたことを考えますと、少なくても既に200年以上の歴史がある

と証明されました。 

 時代をさらに下って、今から100年余り前の明治末期40年のことです。紀州で備長炭の炭焼

きをしていた植野蔵次が息子の林ノ助を連れ、炭の原料となるウバメガシを求めて、この室戸

にやってきます。安芸郡羽根村に居を構えた蔵次親子は、この室戸で炭を焼いていた炭焼きさ

んたちに紀州炭の焼き方を教え、やがて県内を回って、紀州備長炭の技術を広く伝授して、土

佐の木炭は備長炭として確立していきます。この土佐備長炭発祥の年から数えますと、土佐備

長炭には103年の歴史があるということになります。 

 このように、土佐備長炭発祥の地としての役目を担いながら発展してきました本市の木炭産

業ですが、今や和歌山県の紀州備長炭に次いで、日本を代表する土佐備長炭として育て、その

本場として名をはせております。ですが、余りこの歴史を知らないのか、関心がないのかわか

りませんが、県も本市もこの業界で働く人たちの思いに関心が薄く感じられ、そのことを大変

残念に思っております。近年、市内の製炭業者は室戸市木炭振興会と土佐備長炭技術保存会を
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創設。会員である炭焼きさんたちは、高知県の備長炭産業を発展させ、伝統と技術をさらに将

来に受け継いでいこうと懸命に取り組んでおられます。先進地の和歌山県やともに発展してき

た宮崎県などの炭づくりの現場を訪問して、交流を深めてきたし、室戸においてはその長い歴

史を調査し、その成果を生かし、広めようと努力を重ねております。しかし、汗を流し、仕事

に励む炭焼きさんたちも日ごろ何か物足りなさを感じておられます。 

 そんな最近のことです。ことし８月中旬、備長炭の生産業者で室戸市木炭振興会会長の森本

生長さんが本市、元の奥郷地区から林道を２キロほど山のほうに入った山で原木のカシの木を

伐採中、明治初期から昭和初期にかけての炭焼き窯４基の跡を原形をとどめた形で見つけまし

た。その中で特に注目されますのは、明治初期から中期ごろのものと見られる小窯。これはま

さしく遣唐使に伴った空海が中国から伝えたとされます単純構造の小窯でした。続けて、山の

中腹あたりで、明治中期から後期ごろと見られる大窯を見つけ、山肌の伐採が進みますと、今

度は山すそで、明治後期から昭和初期と見られる大きな紀州型備長炭窯も見つけ、さらにその

横に昭和初期から戦後のころのものと見られる横くべ式備長炭窯を見つけました。このように

４世代にわたる炭焼き窯が１カ所で見つかったことは貴重で、歴史的な発見とも言えます。 

 10月31日に現地でその説明会があり、取材に行きました。それら４つの窯がほんの30メータ

ーぐらいの範囲に点在しているのを見て、江戸時代から明治、大正と継承されてきました本市

における炭づくりの歴史の一端を理解できることができました。本市担当課職員もそのとき取

材陣に同行し、現場で土佐備長炭の生産者から炭づくりの歴史的な流れも聞いて、いろんな思

いを持たれたと思いますので、前向きな御答弁をいただきたいと思います。以上が前置きであ

ります。 

 お聞きします。 

 まず、課長は当日の説明会に多忙ゆえ参加されませんでしたが、現場を視察されましたでし

ょうか。先ごろ、奥郷の山中で発見された４基の古い炭窯について本市担当課はどのようにお

考えでしょうか、農林課長の御所見をお伺いをいたします。 

 さて、１カ所にこれほど炭焼き産業の時代の流れを物語る窯が発見されたことは、本市の林

業政策にとっても大きなニュースでありますし、窯は財産になると考えます。高知県で生産さ

れる土佐備長炭を学術的に高めた一番の功労者であり、この業界の一番の理解者であります宮

川敏彦先生も、この古窯の発見について記者の取材に対して、炭窯は記録が少なく、こうした

形で見つかったのは非常に珍しい、何らかの形で保存したいと、高知県と室戸市の理解に期待

を寄せております。 

 そこで、提案いたしますが、この４つの窯がある場所を奥郷歴史的備長炭窯群保存地として

保存するために整備してはいかがでしょうか。県も産業振興計画を立ち上げ、推進している関

係から、今なら県も無関心ではいられない、市としては物が言いやすい時期にあると思いま

す。ここを保存地として整備するかについてと、県にも協力を仰ぐお考えがおありか、そして
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この場所で４つの窯が発見されたことを県はどのような見解を持たれておられるのか、これら

については市長に御所見をお伺いをいたします。 

 次に、この古窯発見だけでなく、市内の炭焼き職人が行う手仕事は、土佐和紙の手仕事以上

に歴史が長い無形文化であります。土佐備長炭の炭づくり技術は紀州備長炭の炭焼き職人であ

る植野蔵次が明治40年に室戸にやってきて、安芸郡羽根村に住みながら広めたもので、間違い

なく、この室戸市が土佐備長炭発祥の地であります。そんな今、本市の炭焼き職人が夢見続け

ているのは、土佐備長炭づくりの職人芸、技術が高知県の保護無形文化財に指定されることで

あります。今申しましたように、室戸市における炭づくりは、空海が中国から炭づくりの技術

を日本に持ち帰り、紀州など関西周辺や四国に広めたと考えますと、1,000年前という説もあ

ながち誤りではないと考えます。それを除いても、江戸中期には既に四国南部の土佐炭として

確立されていたと歴史的な文献に記載されていることから、200年以上の歴史があることや、

明治40年に紀州備長炭の技術が入ってきて、土佐備長炭と呼べる炭づくりが始まったことなど

を考えますと、私も11月中旬に県林業振興部などに行き、要請してまいりましたが、室戸を中

心とした土佐備長炭の炭づくりを高知県の保護無形文化財に指定していただけるよう本市から

も強く県に働きかけていただきたいと思います。 

 和歌山県の炭づくりに負けたくない、炭焼きさんたちの意欲あふれるこの心情が理解できま

したら、このことに関する理解ももっと深まるはずであります。世の中、困っている人を助け

るときには、もちろんお金で解決できることのほうが多いですが、その人たちの夢や思いを聞

き、心を砕き、気持ちを通わせ、手を差し伸べますと、お金を使わなくても解決できることも

あると信じております。土佐備長炭の炭づくり手仕事を無形文化財に指定するこのことも、室

戸市のためであるし、ひいては高知県の製炭産業発展のためでもあります。この県無形文化財

の指定について賛同し、市から県に対して、指定するよう強く要望してはいかがでしょうか。

指定に賛同されますでしょうか。市長と教育長からも御見解をお伺いをいたします。 

 さて、21年３月議会で、この提案にこう答弁されました。県に申請したが、土佐備長炭技術

が確立されてからの歴史が浅いということで指定には至らなかった、現段階では大変難しい状

況にあるが検討をすると述べられました。歴史が浅いと申しますが、ならば土佐備長炭の歴史

を知っておられるのでしょうか。そして、浅いと言うからには、やはり比較対象物が必要で、

それは土佐和紙のことだと思いますが、ではその土佐和紙の歴史を知っておられるのでしょう

か。私は紀州の炭づくりと同様に、空海の生きてきたころか没後すぐのころから、四国でも炭

焼きが始まったと理解しております。では、本市担当課は高知県及び室戸での炭づくりはいつ

ごろとお考えでしょうか。まさか、県が言っているからと、そのまま歴史が浅いと答弁されて

いるのではないと思いますが、県が言ったとしても、本市で頑張っておられる炭焼き業者の思

いですから、その人たちのためにも、本当に歴史が浅いのかどうか独自に調べ上げて、答弁を

お願いしたいと思います。 
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 お聞きします。 

 21年３月議会で、この提案に県に申請したが、土佐備長炭技術が確立されてからの歴史が浅

いということで指定には至らなかったと答弁がありました。では、その根拠となる時期を明確

にお示し願いたいと思います。県と本市が歴史が浅いとしている根拠だろう土佐和紙技術が確

立した年号と土佐備長炭技術が確立した年号をお答えください。これは県の回答を受けて答弁

されました農林水産課長にお伺いをいたします。 

 次に、製炭業者は、れっきとした土佐の特産品であるのに土佐備長炭の商品に特産品と書き

込めないのはおかしいと考えていて、このことについても21年３月議会に、特産品と書き、販

売できるようにならないかと質問しましたが、土佐備長炭を高知県伝統的特産品に指定してほ

しいと20年４月に県に申請していて、その回答は21年度中になる予定と答弁されました。土佐

備長炭は高知県の特産物と商品の箱に表示してもよいことになったのでしょうか。県の回答

と、それに対する本市の御見解を、これも農林水産課長にお伺いをいたします。 

 大項目の３、市温浴施設の経営と管理運営について。 

 お聞きします。 

 株式会社ムロトの株主総会についてであります。日時、開会時間、総会の開催場所、参加者

名、議長名、決算書についての質疑者の人数と名前、質疑の件数と内容、採決の結果、閉会時

間などについて、総会の流れに沿ってすべてを明らかにしていただきたいと思います。 

 次に、開業９カ月目のことし３月末までの収支は約750万円の赤字で、これは毎月83万円の

赤字になります。支配人が毎月もらっている時間外手当と給与の２倍ぐらいにはなると想像で

きますが、①その赤字に対して株主は質疑を行いましたでしょうか。②赤字決算なのに、その

株主はなぜ承認したのでしょうか。③それとも、以前市長が答弁されましたように、総会出席

は社長である市長１人で、質疑もなく終わらせたのでしょうか。それぞれお伺いをいたしま

す。 

 次に、株主総会に提出されました決算書と事業報告の情報公開は、議事録の公開とともに法

律で義務づけられております。それらの情報開示はいつ行うのでしょうか、お伺いをいたしま

す。 

 次に、シレストむろとを市の予算である基金3,000万円を取り崩して設立し、開業したのは

21年７月でありました。それ以来、市からの財政支援等、市が給与負担する市職員を支配人と

して派遣したことが効果となって、ミクプランニングほどの赤字は出ていませんが、今現在も

赤字経営であることに変わりはありません。 

 それはさておいて、このシレストむろとを経営する株式会社ムロトには３名の取締役がい

て、それは市長が社長で、残る副市長と観光深層水課長が取締役を務めております。この取締

役には４つの義務があることはさきの議会で説明をいたしました。１つ目は、会社に損害を与

えないよう注意深く努力しなければならないとする善管注意義務、２つ目は、常に会社の利益
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が最大になるよう忠実に職務を行わなければならないとする忠実義務、３つ目は、自分や第三

者の利益のために自社と競合する取引を行ってはならないとする競業禁止義務、４つ目は、勝

手に自社からお金を借りたり、自社に物を売ったりしてはならないとする利益相反取引の制限

の４つであります。特に、この４つが取締役に課せられた義務です。 

 さきの議会で、市長は３名の取締役が忙しい本市の業務をしながら、この会社の業務を全う

できると言われました。それは無理な話であります。どなたが考えてもわかるように、お三方

ともスーパーマンではないので、間違いなく２つの仕事の両方を全うするのは無理です。役所

の業務時間は会社の取締役としての職務に課せられた義務を果たせないし、取締役の職務を行

っている時間は役所での職務に課せられた義務を果たせません。特に、課長について申します

と、公務員として地方公務員法第35条の職務に専念する義務を果たしながら、会社法の取締役

の義務である善管注意義務と忠実義務の、この２つの義務を果たすことは絶対に不可能であり

ます。 

 お聞きします。 

 このように、３名の取締役は本市での職務に責任があるだけではなくて、会社に対しても大

きな責任を負っております。だから、市役所の仕事を行いますと、会社の取締役としての４義

務のうち、少なくても２つの義務に違反し、反対にシレストという民間会社の仕事に専念しま

すと、今度は室戸市の長や公務員として行うべき職務専念義務に違反します。幾ら会社のほう

から給料をもらっていないといえども、私は不適切だと思います。市長は室戸市と株式会社ム

ロト、この２つの団体の役職につく３名の職務責任についてどのようにお考えでしょうか、お

聞きをいたします。 

 次に、開業９カ月目のことし３月末までの収支は約750万円の赤字で、これは毎月83万円の

赤字。また、開業から丸１年目となりますことし６月末までの収支は約770万円の赤字となっ

ております。これには支配人の給与が入っていませんから、もし支配人の給与や手当を会社が

負担していたら、年間の赤字額は約1,300万円、これは毎月108万円の赤字という計算になりま

す。財政支援をしながらのこの赤字を見ますと、来年度以降の赤字はさらに増加するのではな

いかとも想起をいたします。その点について市長に御所見をお伺いをいたします。 

 次に、取締役の３名が同社に損害を与えた場合には、その役職を解かれるだけでなく、賠償

責任を負い、なおかつ個人として損害額の負担を求められることになります。つまり、同社の

取締役３名の義務違反によってシレストむろとに損害を与えた場合は、賠償責任が発生しま

す。だから、そのとき取締役となっている本市の３名は給料が入らない上に、損害賠償までし

なくてはならないという損な立場にあります。そんなとき、市長はみずからの経営判断のミス

によって会社に損害を与えたのですから、法律に基づいて粛々と社長として金銭的な責任をと

ればいいのですが、上司である市長の命令で取締役にさせられてしまった課長にすれば、同じ

責任を問われるのは納得できないと思います。 
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 そう考え、私は１年前の議会で、株式会社ムロトの取締役に公務員の課長を縛りつけるのは

少々酷な話で、一日も早くこの職を解いてあげるべきだとただしました。そのとき、市長はそ

の辺が不都合であれば、再度この件について協議し、検討したいと答弁されました。しかし、

前担当課長当時から、ずっと公務員である市職員に精神的に負担となるこの責任を覆いかぶせ

たまま１年が来ますが、不都合でないとお考えなのか、全く改善せず、ほうったままでありま

す。私からいいますと、これこそ不都合なことです。 

 職員に成りかわり申します。市長は就任以来ずっとそうですが、元市職員でありながら、市

の職員に対して少し配慮が足らないと私は思います。このこと一つとっても、もし自分がそん

な目に遭ったらと考えることができたら、観光課長が立場上、理不尽な目に遭っているという

ことも理解できると思います。市長にもっと部下の職員に対する思いやりや愛情があれば、あ

なたによって無理やり取締役にさせられて、嫌とも言えない観光課長の身の痛みもわかるので

はないでしょうか。とにかく、観光課長を早くこの会社の取締役職から解くべきであります。

この点についていかがお考えでしょうか。改めますでしょうか、この点をお伺いをいたしま

す。 

 次に、市職員が支配人として派遣されている件については私もいまだに問題視しています

が、それとは別に、こんな情報を職員から聞きました。公務員として休日は確保すべきなの

に、休日出勤などが多くなっていて、それにつれ時間外手当が多くなっているという話です。

これについて、時間外手当が多いという点は確認をいたしましたが、この伝え聞いた話が本当

ならば、公務員法などもあるのに、なぜ週に２日の休日をちゃんととらないのか。そして、こ

れは労働基準法に違反する事案ではないのかとも思います。これらの状況説明と問題について

の認識など、改善すべき点があるならば、その点もあわせてお伺いをいたします。 

 次に、市長が社長を兼務することによって市長職と社長職の両方を全うできない状況がある

点や、観光深層水課長を重責の取締役に就任させたままになっている件、市職員を研修名目で

支配人として派遣し、時間外手当が問題視されている点など、多くの問題点が解決されないま

まになっている状況と市長や市職員が会社を経営するほどの知識や経験、技能、胆力、そして

時間を持っていないことを考えますと、あの三セク、ソニアの社長に就任しました大石仁淀川

町長が議会で答弁されたと同じように、本来首長が行政関連施設の経営最高責任者になるべき

ではないと痛感いたします。 

 そこでお聞きをいたします。 

 18年７月からこれまでの事業経過を総合的に考えますと、商売の経験がない自治体が会社経

営をするのはやめて、もう一度金もうけにたけた、商売にたけた企業、団体に委託したほうが

より健全ではないでしょうか。今の指定管理者の指定期間は開業３年目の24年６月だと思いま

す。その前の23年度中に財政支援を前提に指定管理者を公募し、この施設の管理運営を市と切

り離し、再度民間委託するよう計画変更してはいかがでしょうか、御所見をお伺いをいたしま
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す。 

 大項目の４、日本年金機構に係る年金事務について。 

 実は、地方自治の月刊誌ガバナンスに、福島大学の今井照教授が書いたこんな記事が掲載さ

れておりました。今回の所在不明高齢者問題では、各地の年金事務所と自治体との間でさまざ

まなやりとりがあったと聞く。年金事務所と自治体との関係もよくわからない。厚生労働省の

一機関であったときは、自治体とは政府間関係になるので、一応のルールが法制上にあった

が、今や日本年金機構という外部団体だ。法律にも自治体の協力のもとに運営するとあるだけ

で、厚生労働省を経ずに年金事務所が自治体の事務に関与する根拠は見当たらない。当然なが

ら、法定受託事務にもならない。国の事務は国自身がちゃんと執行するということが地域主権

ではないかという記事であります。副題には、国の事務は国自身が執行すべきとあります。こ

の記事が意味するところは、日本年金機構ができる前の21年度までは、厚生労働省の一機関で

ある社会保険庁が各都道府県の社会保険事務所を通して、その県内の自治体に業務を一部任せ

ていて、室戸市では市民課が南国社会保険事務所から法定受託事務として年金事務に当たって

いた。そして、その時期には一応のルールが国民年金法の中にあった。しかし、日本年金機構

ができた22年度からは、新たな日本年金機構法にも自治体の協力のもとに運営するとあるだけ

で、国の法定受託事務にはなっていない。よって、国の事務は国自身が執行すべきという内容

であります。 

 そこで、私もこの分野の知識には疎いので、記事にあります、日本年金機構と自治体との関

係は法律で自治体の協力のもとにと書いてあるだけという部分について着目し、調べますと、

日本年金機構法の基本理念を規定する第２条２項に、地方公共団体等の協力のもとに適正に運

営するとあります。記事は、その第２条だけがよりどころであって、それだけでは自治体が行

っている年金事務は法定受託事務ではないと指摘しているのですが、もしこの指摘が正しいと

すれば、厚労省を経ずに年金事務所が本市などの自治体の年金事務に関与する根拠はないので

はないか、そんな疑問がわいてきます。 

 本市など自治体が行っている法定受託事務について法令を調べますと、地方自治法第２条９

項１号において、市町村が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係る

ものが法定受託事務であり、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものである

と規定されております。この点からいって、21年度まで国が市町村に行わせていた業務は適法

であったと言えますが、外郭団体である日本年金機構が業務を所管することになった今、幾ら

日本年金機構が厚労省の親戚筋に当たる団体とはいえ、この事務は国の役割とは言えず、記事

が指摘するように、これは明らかに本市の法定受託事務ではなく、国の事務は国自身が執行す

べきものだと解します。だから、本市の年金事務をやめろということではないし、年金事務の

取り扱いをやめますと市民は南国年金事務所に行かなくてはならなくなり、困るという事情も

よく理解した上で、あえてお聞きをいたします。 
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 １点だけ。年金事務について日本年金機構と自治体との関係は、日本年金機構法で自治体の

協力のもとに適正に運営していくと書いてあるだけで、法定受託事務ではありません。法定受

託事務でもないこの事務を自治体がなぜ行わなくてはならないのか。制度的におかしいのでは

ないか。自治体が行っているこの年金事務は地方自治法第２条のいう国が本来果たすべき役割

に係るものではありません。これら記事が指摘する点について、私の疑問を解いていただきた

く、御見解をお伺いをいたします。 

 以上で今議会の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点目の本市における戸別所得補償への加入者数、加入率についてでございます。交

付金受給の対象者となる要件が事業によって、出荷、販売状況や米の生産数量目標に合致して

いるかなどといった諸事項が定められている中で、今回の加入状況につきましては、実施時期

がおくれたにもかかわらず、交付対象となる加入者が231件でございます。平成17年度調査時

の農家数から見た加入率といたしましては32％程度になるわけでございまして、こうした大変

厳しい条件の中で一定取り組めてきたのではないかと考えております。 

 次に、２点目の米以外の対象作物等についてのことでありますが、本年度の対策では大豆、

麦など、戦略作物以外のその他作物につきましては10アール当たりの単価が低くて、本市の農

業にとっては十分でないと考えております。 

 次に、３点目の①食料自給率が向上するのかにつきましては、出荷量、作付面積の増減の変

化や消費動向などにより、自給率が上がったのか下がっているのかについて一定の見通しは可

能ではないかと思われますが、国におきましてはカロリーベースで算定しているところでござ

いますので、個々の市町村についてのそうした算定は行っていないところでございます。 

 ②の生産拡大による農業経営が安定するのかにつきましては、個々の経営者により生産方式

の合理化や規模拡大など、さまざまな方法で経営安定を目指しているところであり、今回の制

度も一つの経営安定対策となっていると思われますが、この制度だけでは農業経営の安定は大

変難しいと考えるところであります。 

 ③国全体の自給率向上についてでありますが、国のほうから公表をされるまで、どの程度生

産力や出荷量あるいは自給率の向上につながったのかという点につきましては当市としまして

は不透明な状況で、わかっていないところでございます。 

 ④の生産と消費の関係につきましては、国内において生産されるものを消費する仕組みづく

りは大変重要なことであると考えておりまして、議員御指摘のとおりだと考えます。 

 次に、４点目の制度に対する厳しい意見についてでありますが、現在国策として取り組んで

いる事業でございますので、今後戸別所得補償対策等を含めた農業振興対策が効果的なものと

なるよう、市としましても関係機関に要請をしてまいります。 
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 次に、５点目の戸別所得補償制度と農業に係る公共事業費削減の政策についてでございま

す。戸別所得補償制度においては一定の効果があると考えますけれども、なおそのほかの関連

する政策を充実をさせ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、６点目の後継者づくりなどでございますが、現在の新規就農者支援事業などの既存事

業の充実とともに、農業振興対策のかなめは新規就農を促すことや遊休農地、耕作放棄地等の

利用拡大を図り、生産効率の向上を目指すことなどが必要と考えます。そのためにも、農道整

備など、基盤整備が必要不可欠であります。今回の戸別所得補償の関係から予算がカットさ

れ、基盤整備が不十分となることは速やかに改善をされるべき課題ではないかと考えます。 

 次に、大きな３点目の市温浴施設の経営と管理運営について御答弁を申し上げます。 

 １点目と２点目について、あわせて御答弁を申し上げます。 

 まず、会社法第296条による定時株主総会は、平成22年６月24日午前10時30分から、室戸市

役所４階の第１委員会室で開催をしております。総会への出席者は、代表取締役１名、取締役

１名、監査役２名の計４名が出席をし、４議案について審議を行っています。また、この出席

者以外に、支配人と商工観光深層水課長が同席をしております。総会の内容につきましては、

代表取締役が議長を務め、議案の審議を行い、第１号議案の平成21年度事業報告並びに収支決

算報告の承認に関する件では、事業内容等について説明、その後監査役からの監査報告があっ

ております。次に、第２号議案の平成21年度損失金処分承認の件では、749万7,060円の損失金

が計上され、資本金をもって充当することの審議を求めております。次に、第３号議案の平成

22年度事業計画（案）並びに平成22年度収支予算（案）の承認に関する件では、事業内容、収

支予算について説明を行っております。次に、第４号議案の取締役１名の辞任に伴う後任者の

選任の件では、前任者の商工観光深層水課長の辞任により、後任者に新任の商工観光深層水課

長を選任することを提案をし、全議案質疑はなく、承認可決し、午前11時20分に閉会をいたし

ております。 

 次に、３点目の株主総会に提出をされた決算書と事業報告の情報開示についてでございます

が、決算の公表につきましては会社法第440条の規定により、定時株主総会終了後、遅滞な

く、貸借対照表及び損益計算書の公表を行うことが規定をされておりますので、シレストむろ

とのホームページにて公表しております。また、地方自治法第243条の３第２項の規定によ

り、７月臨時議会において報告をさせていただくとともに、平成22年８月24日の議員総会で収

支及び事業内容等について説明をさせていただいたところであります。 

 次に、４点目の職務責任についてでございますが、これは議員さん御案内のとおりでござい

ます。まず、善良な管理者としての注意義務を尽くさなければならないわけでありまして、善

管注意義務がございますし、職務の遂行に当たり、法令・定款や株主総会の決議を遵守する法

令遵法義務、会社が適法な活動をするように会社全体を監督する監督義務、株主総会における

説明義務を負う忠実義務などがあると認識をするところであります。 
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 なお、市長、副市長については特別職であり、地方公務員法の一般職の規定の適用は受けま

せんが、一般職である担当課長は職務に専念する義務があることは御案内のとおりでございま

す。しかし、室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例にありますように、職務に

専念する義務の免除により、業務を行っていただいているところであります。 

 次に、５点目の来年度以降の赤字はさらに増加するのではないかという点についてでありま

すが、４月から９月までの状況としましては、入館者２万3,526人、収支で約200万円の黒字経

営となっております。しかし、これから閑散期を迎え、利用者が減少してまいりますので、

11月から雇用しております営業職員によるＰＲを積極的に行い、誘客に努め、さらなる経営改

善を図っていかなければならないと考えております。 

 次に、６点目の商工観光深層水課長を取締役から除くことについてでございますが、議員さ

ん御案内のように、商工観光深層水課長には負担をかけているというふうに思っております。

ただ、会社法第331条第４項の規定並びに定款により、３人以上の取締役が必要となっている

ところでございます。これまで検討してまいりましたが、担当課の業務との関連性もあり、現

在継続をさせていただいているところであります。 

 次に、７点目の市職員の支配人としての勤務状況についてでございます。業務の多用なこと

や支配人でないと対応できない事柄も多くあるため休日がとれない場合があり、休めない時間

を時間外手当として支給をしているところでございます。労働基準法や室戸市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例等の規定に違反をしない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。 

 なお、業務の負担軽減や経営の改善を図るため、新たにふるさと基金事業により、今年11月

から、前段で申し上げましたように、営業担当職員を雇用して、対応をしようとしているとこ

ろでございます。 

 次に、８点目の次回の指定管理者の公募についてでございます。この施設は、市民の健康づ

くりと交流人口の拡大につながる施設でございます。今後のことにつきましては、まず現在の

会社をどうするのか、また雇用している従業員の問題等踏まえた中で検討していかなければな

らないというふうに考えております。今後のことにつきましては、来年の早い段階で、議員さ

ん御提案の公募等のことも含めて検討していかなければならない課題であるというふうに認識

をいたしております。 

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

しくお願いを申し上げます。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 大きい４点目、日本年金機構に係る年金事務について、谷口議員

さんにお答えいたします。 

 公的年金に対する国民の信頼回復を図るため、本年１月に社会保険庁を廃止し、新たな組織
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として日本年金機構が発足いたしました。日本年金機構は厚生労働大臣の監督のもとに、厚生

労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金事業、国民年金事業に関し、厚

生年金保険法及び国民年金保険法の規定に基づく業務を権限委任され、その業務を運営する民

間法人で、適用、徴収、記録管理等を主な業務としております。 

 社会保険庁廃止後に、市町村が行っている年金事務につきましては、大きく分けて３つに分

かれます。 

 １点目として、法定受託事務に係る各種届け出につきましては、従来と同様、受理及び事実

の審査を行い、当該各種届け出を機構に報告、進達をいたします。内容といたしましては、任

意脱退の承認申請書の受理、任意加入被保険者関係では、資格の取得、喪失の受理及び申し出

に係る事実についての審査や口座振替納付申し出の受理、年金手帳の再交付申請受理、未支給

年金の請求事務などでございます。 

 ２点目としては、協力連携事務。これは、年金機構の出先であります年金事務所と協力連携

し、国民年金の被保険者に対する住民サービスの向上を図ること。具体的には、年金事務所の

職員の室戸市での年金相談の開催や新規施策のための新たな協力などでございます。民間法人

であるので、通常の場合は懸念するところでございますが、これにつきましては国のほうから

協力連携の働きかけもあり、市としても住民の利益のためということで協力連携しているとこ

ろでございます。秘密の保持につきましては、日本年金機構法第25条において、職務上知るこ

とのできた秘密を漏らしてはならない、その職を退いた後も同様とすると規制されています。 

 ３点目として、交付金事務でございます。これは、法定受託事務及び協力連携事務に係る国

民年金等事務取扱交付金の請求決算に係る事務でありまして、これにつきましては直接年金

局、地方厚生局とやりとりを行うこととなっております。なお、広報や窓口の相談業務に要す

る経費につきましては、法定受託事務ではございませんが、協力連携事務としての交付金が交

付されております。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） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 まず、農業及び漁業への戸別所得補償についての７点目でございます。 

 この加入の状況につきましては、１点目で市長がお答えを申し上げましたが、交付金受給の

対象となります要件、それから事業によりまして、出荷販売状況や米の生産数量、目的に合致

しているかなどといったいろんな事項が定められておりまして、加入率32％、この程度の加入

状況となったものと承知をいたしております。 

 また、公共事業費の削減につきましては、これも市長がお答えをいたしましたように、私も

市長と同じ考えでございまして、国におきましてはバランスのとれた農業政策を推進していた

だきたいと、このように考えております。 

 次に、８点目の漁業所得補償についてでございます。 
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 この制度につきましては、適切な資源管理の安定を図り、水産物の安定供給を確保するた

め、計画的に資源管理に取り組む漁業者や団体に対し、漁業共済に加入する場合の共済掛金を

国が補助する制度でございます。対象となります漁業共済には、不漁等によりまして漁業の収

入が減少した場合にその補てんを行います漁獲共済、それから養殖水産動植物の死亡、流出等

による損害を補償する養殖共済、収入が減少した場合、漁業者が拠出をいたしました積立金と

国費によります補てんを行います積み立てプラスといったものがございます。 

 本市におきましては、近海、沖合マグロ漁船15隻、それから椎名、三津、高岡の大敷組合が

漁獲共済に加入をしておりまして、市といたしましてもこの掛金の一部を補助してるところで

ございます。 

 次に、９点目の林業に対する補てんについてでございます。 

 議員御案内のとおり、林業に対しましてはいまだ補償制度が確立されておりません。これ

は、農業や漁業と比較した場合、国内林業の占めるウエートが要因ではないかと一般的に言わ

れておるところであります。しかし昨年、林野庁におきまして、森林林業再生プランを策定さ

れまして、林業に対する戸別所得補償制度の導入についての審議が現在なされているとお聞き

をしておりますので、近い将来、来年度ぐらいには制度化されるんではないかというふうに考

えております。 

 次に、土佐備長炭に関する産業の振興策についてでございます。 

 まず、１点目の今回発見をされました４基の炭窯についてでございます。 

 議員御案内のように、私はこの調査には同行しておりませんでしたが、職員２名を同行させ

ていただきまして、その結果報告を受けております。また、高知新聞でも報道がなされており

ましたので、その点は拝見をしているといったところでございます。 

 そして今回、奥郷で発見されたこの炭窯につきましては、先人の製炭技術の開発苦労といっ

たことがうかがい知ることができる貴重な遺産であると思っております。 

 また、現在取引がされております土佐備長炭は和歌山県の紀州備長炭と比較をいたします

と、単価が二、三割程度安い価格で取引がされている現状でございます。これは今後取引単価

をアップするといったことにつきましては、何らかの付加価値をつけて販売することが必要で

はないかというふうに考えております。そして、今回発見されました炭窯やその他関係する資

料などから、備長炭の単価向上に結びつけるための方策がないか、関係団体とも連携し、協議

をしてまいりたいと考えております。 

 次に、４点目の土佐備長炭発祥の年号についてであります。 

 これは室戸の室津津照寺に記念碑が建立されております植野蔵次さんを大正元年和歌山県田

辺町から本市に招き、備長焼きの伝授を受け、良質の炭が製造されるようになり、木炭の品質

が向上し、市場価値を高めたと、平成元年に発刊されました室戸市史にも記述をされておりま

すので、恐らく大正初期ではないかと推測をいたします。この推測からいたしますと、ことし
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が約100年になるんではないかと思いますが、具体的な年号につきましては解明がまだできて

おりません。御理解をお願いしたいと思います。 

 次に、５点目の特産品の表示についてでございます。 

 平成21年４月14日付で、県のほうに申請をいたしております。県の担当課に問い合わせをい

たしましたところ、高知県伝統的特産品に燃料的なものとして生産されるものを指定すること

について検討をし、現地調査などを行いまして、審査会で審議を行うが、現在結論には至って

いない状況であるとの回答でございます。市といたしましては、県の審査結果を踏まえ、高知

県特用林産協会や室戸市木炭振興会等と連携を図りながら、今後の対応について協議をしてま

いりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 谷口議員にお答えいたします。 

 ２番、土佐備長炭に関する産業振興策についてのうち、土佐備長炭の製炭技術等が県の無形

文化財に指定できないかとの御質問でございますが、この事案につきましては平成19年に県の

文化財保護審議会に審議をお願いしたところでございます。無形民俗文化財の県指定範囲は江

戸時代のものが中心でありまして、近代期のものは指定していない、和歌山から伝承されたも

ので、本県における技術の独自性が脆弱であるとの理由により、文化財指定は難しいとの審議

結果が平成20年９月17日付で出されております。今のところ、県指定は難しいと考えておりま

す。 

 次に、このたび元地区奥郷の山中で明治期の窯跡が発見されたということにつきましては、

本市の製炭業の発展、進化の歴史を知る上での貴重な資料と考えておりますので、市の文化財

保護審議会委員の方々に現地視察の上、今後どのように保護、活用することができるのかにつ

きましても協議、検討していただきたいと考えておるところでございます。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） これをもって谷口總一郎君の質問を終結いたします。 

 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。平成22年12月議会におきまして、通告に従い、一般質問を

行います。前段の山下議員の質問と重複する部分も多数ありますが、切り口を変え、視点を変

えられて、一歩進んだ御答弁をお願いいたします。 

 まず、小松市長さん、11月21日、室戸市民の大多数の支持を受けられての御当選おめでとう

ございます。また、御苦労をおかけします。国際的にも尖閣列島の中国問題、北朝鮮の諸問

題、国内的には普天間の基地問題、政策的には民主党の国民に宣言したマニフェストにかかわ

る財政問題など、国政の不安定要素が多々ある中、簡単には表現できない激動の今後の４年

間、私たちも市政運営に御協力する所存でございますので、室戸市のために頑張っていただく

ようお願いするものです。 
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 では、１問目、市長の政治姿勢、市政運営のあり方について。 

 平成22年11月21日に、大多数の市民の不安を解決し、行動する願いと思いの重大な負託を受

け、再選されたことを市長みずから感じられたと思いますが、小松市政支持者の一人として、

あえて苦言を申し上げれば、今回ほど市民の方が迷われた選挙はないと思います。所信表明の

中にも、今後の市政運営の項目、７点上げられていますが、すべての案件が室戸市が存在価値

を維持する最低限界線と理解するものです。より一層頑張っていただきたいと思い、協力を惜

しまないものです。 

 投票総数ほど絶対に支持されていると勘違いされず、謙虚な気持ちで市民の声、そして周囲

の方々の声にも耳を傾けられて、１人で奮闘するではなく、体の変調時期を迎える市長自身の

体を大事にするとともに、自身の懐の深さをあらわして、今後も人材教育、養成も含め、課長

以下の職員の方々の力を信じ、また市職員の力不足と不安を感じた場合は、相手の意見もよく

聞かれ、そして指導され、ともに室戸市に降りかかる難問を市長を先頭に、市民と議会、市役

所全員の総力を挙げて解決され、安心・安全の市勢発展のために４年間の重責を全うするよう

に願うものですが、決意のほどをお伺いいたします。 

 大項目２、直面する室戸市の課題。 

 室戸市職員の市外在住について。 

 室戸市の現状の深刻な過疎の町を理解されていますか。室戸市職員の中で、現在室戸市に住

民登録されてない職員が存在するとのうわさを聞くが、本当ですか。もしいなければ、答弁の

必要はありませんが、いるとすれば、全職員数のうち何人なのか。職員の人権、職業選択自由

と権利は保障されていますが、行政機関の役割と責務とは何かをよく理解され、常に意識する

ことを願うものです。まして、重大なのは、室戸市民の安全・安心の福祉行政です。市外在住

の市職員が多数存在すると、県市民税、所得税、消費税、自動車税、人口割による地方交付税

等に影響はないのか。近づく南海大震災の災害時の緊急招集に影響がないのか。室戸市に生活

基盤のない職員が本当に地域の問題など解決できるか。長距離通勤は体と地球のエコ対策に逆

行する行為ではないか。また、室戸市が現在抱えている過疎と働く場の問題の解決につながら

ないか。室戸市に住民登録をしていただいて、空き家対策の一助にならないか。市民一人一人

の不満・不安を安心・安全に変えるため、日常的な努力を市政運営に反映させるべきと思いま

すが、くどいですけども、たとえ一人でも多くの人々に生活していただくことは市長みずから

の公約、交流拡大人口はもちろん、一人でも多くの方々が室戸市で生活することは定住人口増

大につながるではないかと思うわけです。室戸市の過疎対策と若い方々の就職がないとの問題

もある程度解決できるではないかと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 大項目、課題の中の２です。子育て支援でお伺いいたします。 

 現在、室戸市市民、特に若い夫婦の子育てが室戸市特有の労働環境の厳しさがあり、日祭日

に勤務等が多く、また高齢者の増加とともに、夏休み、春休みの長期休暇を利用した県外在住
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の子連れ世帯の里帰り介護と休日介護に時間を費やす若い子供連れ家庭が多くなっていると聞

きますが、安心・安全に子供を預かり、教育できる放課後教室、現在２カ所ぐらいあると思い

ますけども、各地区に設置できないか。そのことが家族全体の福祉の向上になるのではないか

と思い、御所見をお伺いいたします。 

 (3)です。国民健康保険事業特別会計累積赤字を問う。 

 平成22年６月議会の一般質問でこの問題を取り上げて、御答弁いただきましたが、その中で

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いたが、昨今の景気低迷による国保会計の赤字解消するた

め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市町村が

繰り入れされ、総額は3,804億円。全国的には経済不況を考え、税率の改正を抑え、医療費等

の削減を図るが、法定外繰入の問題は議会とも相談しながら取り組むとの答弁がありました

が、早急に解決を図らないと、利子等、その他、前段に申し述べました国の財政事情などのさ

らに厳しさを増して、予期しない事態になりかねません。国保税の安易な値上げは極力避けな

がら、いち早く赤字に取り組む現在の方針をお聞かせください。 

 地域振興で２点ほどお伺いいたします。 

 まず１点目、平成22年度９月議会におきまして、ブロードバンド開通後の地域振興策の答弁

の中、この情報基盤を活用することにより、地域振興につなげる思いは当然持ってる、そのた

めに商工会や農協、漁協など、各産業団体や市民の皆様と構成される協議会を設置し、有効活

用に向けての御意見、御協力をいただき、徳島県上勝町のような先進地事例を参考に、官民協

働で情報通信技術を活用した地域づくりを推進するとの答弁をいただきましたが、ブロードバ

ンドが将来室戸市にとってお荷物にならないような施策と、現在の進捗状況をお聞かせくださ

い。 

 ２点目、世界ジオパーク申請状況の進捗率を問う。 

 この質問も平成22年９月議会において、地域振興につながるジオパークにかかわる施策をお

伺いいたしました。次に、世界に向けたジオパークということでお聞きしますが、日本ジオパ

ークよりハードルの高い世界ジオパーク申請に向けたスタッフと人数的に不安を感じますが、

いかがなものかお伺いいたします。 

 市として目標を一度決められましたら、室戸市役所総がかりで取り組む姿勢が必要です。世

界ジオパークの成功次第で室戸市の明暗ができると言っても過言ではありません。戦力がなけ

れば戦いには勝てません。熱意だけでは思いは通じません。行動が伴うことが大事です。平成

22年12月３日金曜日ですけど、高知新聞に報道されてました。阿南市に誕生した野球のまち推

進課はアグリあなんスタジアムという一施設の野球場を売り出し、野球で町を活性化し、元気

にしたいとの思いで行動する課が設置されました。室戸市も世界に羽ばたくジオパークの思い

と行動を室戸市内外に広く知らしめるシステムづくりをされ、熱意の行動をとれる組織ができ
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ないか、室戸市に組織ができないかを問うものです。 

 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、１点目の市長の政治姿勢の決意についてでありますが、御案内のとおり、市長には任

期がございます。任期が終われば、市民の方々の評価を受けるわけであります。これまでやっ

てきた行政運営がどうか、今後の方針はどうなっているかについて多くの方々から指示をされ

るのかどうかが問われるのが選挙であるというふうに考えております。そして、行政を運営す

る上で、これまでにも私が一番であるというような思いはございませんし、１人ですべてやっ

ていくというようなことも考えておりません。私は行政経験は一定あるものの、能力は十分で

ないというふうに思っておりますので、御指摘のように、市民の方々や議員の方々、また市職

員の方々の多くの御意見を聞かせていただいて、また指導を受けることによって、これからも

務めていかなければならないというふうに考えております。 

 今回、多くの方々の御支援により再選をさせていただきました。これからの４年間のかじ取

りを任せていただいたというふうに思っているところでございます。今後の取り組みにつきま

しては、さきに報告をさせていただきました所信表明を基本として進めてまいりたいというふ

うに考えております。そして、この所信表明が私は最低のものというふうには思っていないと

ころでございます。すべての項目について触れることはできておりませんけれども、私の基本

的な考え方としてお示しをしたものでございます。また、具体的な施策といたしましては、毎

年度の施政方針や予算編成において取り組んでおりまして、議会でもそのことを御議論をいた

だいているというふうに理解をするところでございます。そしてまた、新しい課題にも当然対

応をしていかなければならないと考えております。 

 いずれにしましても、あしたに希望のある室戸に、市民の方々が自慢をできるというような

室戸になるように、私は全力で市政運営に努めてまいる決意をしているところでございます。 

 次に、大きな２点目の(1)室戸市職員の市外在住についてでございます。 

 まず、御質問がございました市外在住職員の数でありますが、婚姻によるものなどを含めま

すと、現在16名というふうになっております。これらの職員には、婚姻によるもののほか、そ

れぞれの家庭の事情もあるところでございますが、市外在住というような点については他の市

町村でもこれらが大きな問題、課題になっているところでございまして、これらについては御

案内のとおりでございます。このことにつきましては、市外在住による財政面等への影響であ

るとか、災害対策に対する対応の問題あるいは地域とのかかわりなどの問題等々あろうと考え

ております。やはりできるだけ私は職員には市内在住をしていただくことが一番望ましいとい

う考えでありますし、私からも対象職員に対しましては文書などでも要請を、お願いをしてい

るところでございます。 
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 次に、(3)国民健康保険事業特別会計累積赤字についての点でございます。 

 国保会計の赤字解消につきましては、どうしても進めなければならない最重要課題の一つで

あるというふうに考えております。国保会計の赤字を解消をする方法といたしまして、一つに

はジェネリック医薬品の利用促進や、保健事業、保健指導とかといった保健事業の取り組みに

よる医療費の削減、また財源確保のための収納率の向上対策というものに取り組んでまいりま

した。今後の対策といたしましては、これまでの取り組みをさらに進めていくとともに、一般

会計からの繰り入れについても、どうしても検討をさせていただかなければならないと考えて

おります。これまでは法定外繰入につきましては望ましくないというふうに言われてまいりま

したけれども、低所得者が多いことや景気の低迷などで保険税収入が伸びておりません。法定

外繰入を行っている市町村が全国では７割以上という現状もございます。したがいまして、一

般会計からの繰り入れにつきましては、厚生労働省としても一定やむを得ないのではないかと

いう見解をしているというふうなこともお聞きをするところでございます。 

 当市では、昨今の経済状況の中で、これ以上被保険者の負担を求めることは困難であると考

えて、平成17年度以降、税率の改正は行っていないところでございますが、これも先日の県の

監査であるとか、厚生労働省四国厚生支局の監査におきましては、税率の改正を行うべきでは

ないかという御指摘も受けたところでございます。高知県内におきましては、平成22年度に安

芸市や南国市などにおいて税率改正が行われているところでございます。そうしたことも踏ま

えますと、当市におきましても均等割や平等割について改正をお願いしなければならない状況

となっていると認識をするところでございます。 

 また、こうした改正を行うことによりまして、高知県からの調整交付金の増額も見込めると

いうふうにお聞きをするところであります。こうした税率改正などにつきましては、国民健康

保険運営協議会の御意見をお伺いをするとともに、議会での御議論もいただきまして進めてま

いりたいと考えております。 

 いずれにしましても、これまで申し上げました取り組みによりまして、国保会計の健全化に

努めていかなければならないと考えております。 

 次に、(4)の地域振興策の①ブロードバンド整備事業に関してでございます。 

 現在、整備を進めております光ケーブルによる情報通信基盤の利活用につきましては、市民

の皆さんや各産業団体などで構成をされる利用促進協議会において御意見をいただきながら、

さまざまな分野における地域振興につなげていきたいということはこれまでにも申し上げてま

いったところでございますが、こうした取り組みはもちろん重要であることは承知をするとこ

ろであります。しかし、現在はとにかく来年４月からのサービス開始に向けまして、施設整備

の年度内完成、また企業、団体を含めた加入促進が急務でございまして、これらのことに全力

を挙げているところでございます。今後、各方面の御協力をいただきながら、利活用推進に向

けた取り組みを進めてまいります。 
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 次に、２点目の世界ジオパークへの申請等、進捗状況についてでございます。 

 先日、新聞やテレビでも報道をいただきましたように、世界ジオパークネットワークへの申

請書を提出をいたしました。提出した申請書は英語版でございますが、室戸ジオパーク推進協

議会のホームページに英語版と日本語版の両方を掲示してございますので、ぜひごらんをいた

だきたいと存じます。 

 今後は、書類審査を経て、早ければ来年の８月ごろに現地審査が行われ、秋にはその結果が

発表される予定となっております。 

 また、現地調査までに取り組んでいかなければならない点がたくさんございます。まず、ジ

オガイドの資質を高めることであります。観光施設や宿泊施設が連携をして、観光客にいろい

ろな観光スポットを紹介をする仕組みをつくることも必要であります。地域の皆様の御理解と

御協力を、これもまたこれまで以上にいただくことが大事であると考えております。そして、

案内看板、遊歩道、駐車場などのハード整備を進めることなど大変大事であると考えておりま

すので、これらのことをぜひ進めていかなければならないと考えております。 

 そのことに加えて、世界ジオパークネットワークとの事前の協議や現地審査の準備などもあ

り、今後はさまざまな取り組みを、そういう意味でも加速をさせていかなければならないと考

えております。そのためには、推進体制をさらに強化をしていく必要がございます。昨年度に

企画財政課の中に設置をいたしましたジオパーク推進室をジオパーク推進課に格上げすること

も検討をしなければならないと考えております。また、地質など、学術分野の専門員の強化、

迅速かつ的確な外国語対応などが特に必要であると考えております。現在の専任スタッフは行

政職員、地質専門職員、外国語専門員、臨時職員の合計５名となっているところでございます

が、今後は合計８名から９名にすることも検討をしていかなければならないと考えておりま

す。このことは、先日県の総務部長にも御相談をし、人的支援をぜひお願いをしたいという要

請もしてきたところであります。 

 いずれにしましても、世界ジオパーク認証に向けまして、市役所が総力を挙げて取り組んで

いかなければならないと考えております。また、国の制度をさらに活用することや、高知県や

高知大学などにも一層の協力を求めて、取り組んでまいります。 

 私からは以上でございますが、子育て支援のことにつきまして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） 柳川生涯学習課長。 

○生涯学習課長（柳川明彦君） 米澤議員さんにお答えいたします。 

 ２の直面する室戸市の課題のうち、子育て支援の御質問の中で、放課後子ども教室等を各地

域に設置できないかとの御質問でございますが、本市での開設状況につきましてお答えさせて

いただきます。 

 佐喜浜小学校では、佐喜浜放課後子ども教室として、佐喜浜改善センターで、平成20年11月
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より実施しております。開設日は、土日、祝祭日、年末年始を除く月曜から金曜日であり、宿

題や迎えの待合等は平日毎日、講師がついての教室は週のうちに２ないし３日実施しておりま

す。対象は小学校１年生から６年生の希望者ですが、現在49名が登録されており、下校時か

ら、大体午後３時くらいからですが、午後５時15分までとなっております。 

 室戸岬小学校では、室戸岬放課後児童クラブとして、空き教室を利用して、平成20年７月よ

り実施しており、開設日は平日の月曜日から金曜日を基本として、休会は第２、第４以外の土

曜日、日曜日及び祝祭日、年末年始でございます。登録者は12名です。これも下校時から午後

６時までとなっております。 

 室戸小学校では、室戸放課後児童クラブとして、空き教室で実施しておりますが、校舎の耐

震工事の関係で、現在大谷第二教育集会所となっており、平成14年12月より開所しておりま

す。登録者は29名です。休会は、第３土曜日以外の土曜日、日曜日及び祝祭日、年末年始とな

っており、開設時間は下校時から午後６時までとなっております。 

 吉良川小学校では、放課後子ども教室として本年11月11日に開設いたしました。開催場所

は、吉良川公民館で、下校時から午後５時までとなっております。登録者は32名です。現在、

安全管理者等の都合により週３日ほどの開所となっておりますが、１カ月のスケジュールを保

護者に配布して対応しております。 

 羽根小学校では、羽根放課後子ども教室として、これも12月８日に開所しておりますが、現

在小学校の体育館での開設となっております。これは羽根公民館の耐震工事の関係でございま

して、終了後は公民館で開設することとしております。学校の授業のある、これは水曜日のみ

となっております。登録者は13名であり、午後３時から午後５時までの開設でございます。 

 現在、そのほかの小学校として、元小学校でも本年度内の開設に向けて準備を行っていると

ころであります。ことし吉良川小学校と羽根小学校で放課後子ども教室が新たに開所いたしま

した。今後とも、放課後子ども教室と放課後児童クラブにつきましては、開催日や内容の充実

等、育成に努めてまいります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 米澤善吾君の２回目の質問を許可いたします。米澤善吾君。 

○６番（米澤善吾君） ２回目の質問を行います。 

 １つ目の政治姿勢についてですけども、若い考えの方ですかね、若い職員さんを大量に登用

されて、登用というか活用されて、室戸市の活性化につなげていただきたいなと思いますし、

一つの例え話なんですけども、昔国鉄スワローズにおって、読売巨人軍で投げました金田正一

さん、200勝投手ですけども、その中でちょっと一言、僕いまだにずうっと残ってるのが、人

の使い方のところで、蛇もおだてりゃ手をたたくと、豚もおだてりゃ木に登るという、部下の

やる気をいかに起こさすかということで、それを上手に市長さん、人材活用にお願いしたいな

というふうに思います。 

 それと、室戸市の課題の中で、在住というのが16名の方が市外在住にはおられるというとこ
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ろで、今は市政のそういう緊急時の運営的には軽微な支障だと思いますが、これが30名、

40名、50名になっていくと、室戸市が出稼ぎの場所になるんじゃないかなということと、一つ

のそういう緊急時に対応ができないんで、善処していただきたいなということがあります。 

 それで、結婚されて市外に行かれる場合か、また採用のときに基準に足りないのかというと

ころの学力ですよね。そりゃまあ、教育長さん、どんな何か、室戸中学、室戸高校とか各地に

学校がございますけども、そういうところの教育レベルを向上していただいて、100％自前で

補給していただきたいなということを願います。 

 それと、放課後教室なんですけども、今お聞きすると、各地区に一応ありますけども、日祭

日とかというのが少ないみたいんですんで、その辺もちょっと予算がかかるかもわかりません

けども、また各地区に祭日でも開設していただけるようにお願いしたいなと思います。 

 それと、国民健康保険の赤字の解消についてですけども、法定外繰入の場合は我々市会議員

とか協議しながらでいいですけども、国保税の値上げというのはもう本当に慎重に考えていた

だきたいと思いますし、その辺を安易に転嫁するという形はとってもらいたくないというふう

に思います。 

 それと、診療費の削減というのは、もう少しアピールされたらいかがかなというふうに思い

ます。 

 ブロードバンドの場合、上勝町は、言いました。 

○議長（林 竹松君） うん、はい。 

○６番（米澤善吾君）（続） 言いました、ああそうですか。それは後の動きなんかをお聞き

したいと思います。 

 それと、ジオパークを今推進室から推進課に変更され、８名から９名ということになります

と、私たちとしては非常に力強い、前向きな意見というふうに受け取りましたんで、本当にお

願いします。定員削減ばかりにとらわれず、不要な人員削減は必要ですけども、改革改善、そ

の発展につながる人員配置と意見と議論を採択願うもんです。 

 以上で２回目の質問と要望を終わります。 

○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） 米澤議員さんの２回目の質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の若い職員の登用ということでございますが、私も当然そのことはやっていか

なければならないし、職員のやる気を起こさせるという取り組み、また一生懸命やった職員は

褒めて伸ばしていくということは私も必要であるというふうに考えておりますので、そうした

取り組みをぜひやっていきたいというふうに考えております。 

 また、２つ目の市外在住の問題でありますが、前段で御答弁を申し上げましたとおりでござ

います。やはり、市内在住っていうことに努めていただきたいということで、職員の採用時点

におきましても、とにかく市内で住んでいただきたいということは再三私どもとしては話をし
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ているところでございますので、そうした市内在住に努めていただくようなことはさらに進め

てまいります。 

 また次に、放課後児童クラブの問題でありますが、これにつきましても、できるだけ箇所数

をふやすというような取り組み、あるいは内容の充実というようなことにはぜひ取り組んでい

かなければならないと、子供たちの放課後の過ごし方というものの充実をさせていかなければ

ならないと考えております。 

 また次に、国民健康保険の値上げの問題でありますが、これも前段で申し上げましたよう

に、17年以降、我々としては市民の方々の経済的状況というのは決して改善をされてない、大

変苦しい生活が続いているということで、値上げはしないということで、税率は改正をしない

ということでやってまいりましたが、前段で申し上げました、いろんなところからそうした指

摘もあっているわけでありますので、その点については議員さん御提案の安易にということも

踏まえながら、ぜひ取り組んでいかなければならない課題であるというふうに思っておりま

す。 

 そして、もう一つはジオパークの取り組みでございます。申し上げましたように、これらに

ついては当市の大事な取り組みでございますから、必要な人員もしっかり構えながら、全力を

挙げて取り組んでまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。以上です。 

○議長（林 竹松君） これをもって米澤善吾君の質問を終結いたします。 

 昼食のため午後１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時12分 休憩 

            午後１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。 

 午前中に引き続き一般質問を行います。 

 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、一般質問を行います。 

 全体の室戸市活性化についてであります。 

 まず、１番といたしまして、人口減少についてであります。 

 本市は、年約500人の人口減が続いております。この５年間で約2,500人減になっておりま

す。これは市全体ですので、それで考えますと、空き家がぼつぼつふえてみたりするくらいの

もんですが、昼間行くと空き家ばかりで、ほとんど人はおりません。これを人口で考えると、

吉良川の町がすっぽりのうなったようなもんです。ジオパークは交流人口の増加により、市が

活性化し、人口増加につながる可能性があります。また、企業誘致も人口減に歯どめがかかり

ます。長い目で見れば、本当に大事なことですが、世界ジオパーク認定になっても交流人口が

ふえるのは二、三年先か四、五年先です。企業誘致もいつになることやら。四、五年すると、

今度は羽根の町ぐらいの人口が減ります。本市は、今夕張市のようにならないように、財政再
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建団体にならないよう財政健全化に努めていますが、これが今の市民に間に合うのか。市がこ

の状態になる前に、今室戸市民は夕張市民と同じ状態に置かれていると私は思っております。

人口減による保育、小・中学の統廃合、また各公共事務所の撤退、国保等の高税率等。その証

拠が年約500人の人口減です。今いろいろジオパーク、企業誘致、いろいろ市としても考えて

いるとは思いますが、これが今の室戸市の人口減、室戸市民に間に合うのかどうかを考えても

らいたいと思っております。 

 今、室戸市は再建団体になってないだけで、夕張と同じ状態になっていると私は思っており

ます。そうなると、今の状況を考えると、夕張市が今どのような対策を練っているのか、こん

なことを少し参考にしてみてはどうかと提案します。今、本当に緊急の対策を考えなければ手

おくれになります。市はどのような対策を考えているのかお聞きいたします。生ぬるい対策で

は間に合わないと思います。 

 次に、観光についてであります。 

 室戸ジオパークは世界ジオパーク認定に向けて行動に移っております。地質学的にも世界的

なものだと聞いております。そこで、これを機に、室戸を国立公園に申請することはできない

ものでしょうか。そうすれば、国からの補助金もおりると思うし、またいろいろな相乗効果が

出てくると思います。また、ジオパーク世界認定に向けても有利になるのではないでしょうか

と思います。また、申請すればなる可能性はあるのでしょうか、お聞きいたします。 

 次に、磯焼けについてであります。 

 漁業の活性化のためには、磯焼けを何とかしなければなりません。このことは、もう何年も

前から問題になっております。市は今具体的にどのような対策をやっているのか。ひょっとし

たら、何もやっていないのではないんでしょうか。今後はどのような対策を考えているのか。

このことに関しても急がなければならない問題であります。 

 一つの例といたしまして、東洋町でＥＭ菌を使った石けんで成果が上がりつつあると聞いて

おります。少しでも可能性があるものであれば、試してみるべきではないでしょうか。 

 また前に、このＥＭ菌の石けんをやらせてくれと申請があったと聞きますが、どうして今そ

のようなことに手がついていないのかお聞きいたします。 

 何事も、今何に関しても急がないといけない状況にあると私は思っております。 

 次に、結婚問題についてであります。 

 この件に関しましては６月議会でも聞きましたが、２つのイベントぐらいをこの前はやって

いるようにお聞きいたしました。この件に関しましては、人口減少、また少子化、市の活性

化、また市民が楽しく生活できる意味では、最も重大なことだと私は思いましたので、６月に

続いて一般質問をいたしております。年に１回、２回のイベントではなく、月に定例会みたい

な感じでやってみてはどうでしょうか。経費はそれほどかからないと思います。 

 また、年に１回やるとしても、例えばの話ですが、室戸マラソン規模のイベントをやってみ



－76－ 

てはどうかと思います。交流人口はふえる、また室戸へ行けば結婚ができるなど、うわさが流

れれば、もしこれがうまくいけば、すごいイベントになり、交流人口はふえ、市の活性化につ

ながり、結婚問題の解決につながると思います。 

 この問題を市としては本当に私が思っているほど真剣に考えてくれているのでしょうか。ま

た、何とかいい方法はないものかお聞きいたします。 

 次に、５番シレストむろとについて。 

 室戸市民は、シレストむろとの経営状態を心配しております。現時点での経営状況はどのよ

うになっているのか、また二、三年先の目標、見通しはどのようになっているのか、どのよう

に考えているのかお聞きいたします。 

 ６、次に企業誘致についてであります。 

 市の活性化、人口減、失業対策などには企業誘致は必要不可欠であります。そして、今この

時点で企業が来る予定はあるのか。あるとすれば、いつになるのか。また、企業誘致をするた

めに固定資産税の軽減などだけでなく、ほかのことも考えてみるべきではないかと思うのです

が、どうでしょうか。何か考えていることはあるのでしょうか。 

 次に、６番、企業誘致について。 

 サンパレスのことはどのようになっているのかお聞きいたします。 

 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） 立石議員さんにお答えをいたします。 

 まず、すべてのことについてでありますが、大変急いでいないというような取り組みはな

い、私は急いで取り組んでいるという認識でございますので、御理解をいただきたいし、また

すべてのことにおいて真剣に考え、取り組んでいるということでございます。そしてまた、い

ろんな分野において、他の市町村で先進的に取り組んでおられることについては、ぜひいいこ

とであればそれを取り組んでいきたいということで、職員に対しても私は、そうした先進事例

がある場合には、積極的に他の市町村を訪ねて指導を受けてこいと、受けてくるようにという

ような指導もしていっているところでございますので、あわせて御理解をいただきたいと存じ

ます。 

 まず次に、１点目の人口減少についてでございます。 

 本市は、少子・高齢化、過疎化が進んでおり、大変厳しい状況であるということは認識をい

たしております。人口減少は全国の多くの自治体でも重要、これをなるだけ人口減少にならな

い対策が必要であるということは全国の自治体においても重要な課題であるというふうに思っ

ておりますし、それらは１つのことで対応はなかなか難しい。やはり、いろんな総合的な取り

組み、全体的な取り組みというようなことで、それらの人口減を食いと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。 
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 そして、人口減少対策としましては、まずは私は企業誘致、企業に来ていただきたい。そう

することによって働く場所をふやすと、また所得をふやしていくということが大事だと考えて

おります。そのため、企業誘致推進条例も策定をさせていただいて、地元企業の支援や企業誘

致ということを進めてきたところでございます。 

 さらに、それ以外の対策としましても、子育て支援や保育サービスの充実、小・中学校の教

育の充実、高齢者の生きがいづくりや健康づくり、そうしたものに対しても手を加えることに

よって、やはり室戸で住んでいけるという町をつくっていく、人口減少に歯どめをかけるとい

うことが私は必要であるというふうに考えております。 

 また、ＩターンやＵターンなど、移住者の促進にも努めていかなければならないという思い

であります。 

 そして、もう一つは少子化対策としての未婚、晩婚化への対応などでございます。このこと

も婚活イベントであるとか、出会いの場づくりというようなものを行政としても進めてまいり

ますが、当市の団体にもお願いをして、これらの取り組みも進めているところでございます。 

 いずれにしましても、これらの総合的な取り組みが私は必要であるというふうに考えており

ます。 

 また、人口減少対策とあわせまして、交流人口の拡大というようなことも大変大事な要素で

あると、経済効果につながる重要なことであると考えております。日本商工会議所の調査によ

りますと、40万人の交流人口があれば、１万人の定着人口に匹敵をする経済効果があるという

ふうに言われております。室戸ジオパークの推進であるとかドルフィンセンターなどの施設の

整備、吉良川の町並み、シレストむろと、海の駅とろむ、恋人の聖地というようなものを有効

に活用をし、交流人口の拡大にも努めていかなければならないと考えております。 

 交流人口は、平成17年、当市は17万人まで落ち込んでおりましたが、平成21年の調査では

44万人まで回復をしている。深層水関連事業であるとか、関係者の協力等によって増加をして

いるということでございますが、まだまだ我々はそれの経済効果というものが実感をできるっ

ていう状況にはない。ですから、それらを一層ふやしていかなければならない。取り組みを充

実させることによって交流人口の拡大につなげていかなければならない。高速バスの誘致の問

題においても、これはやはり関西方面からの入り込み客の、私は増加につながっていると。こ

うした取り組みをさらに進めていかなければならない。交流人口の拡大に今後とも努めていき

たいと考えております。 

 また、当市の財政状況でございますが、財政健全化法による健全化団体にはなっておりませ

んけれども、大変厳しい状況にあるということは御案内のとおりでございます。市政運営にお

きまして、夕張市のようなさらに厳しい財政再生団体にはなってはならない。そうなると一番

大変なのが市民の皆さん方の生活であるわけですから、そうしたことにならないように、今全

力で効率的な産業振興を図ることや財政の健全化に一層努めていかなければならないと考えて
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いるところであります。 

 次に、２点目の観光についての室戸を国立公園に申請をしてはどうかということでございま

すが、そうなれば私も大変うれしいわけでありますけれども、御案内のように、国定公園の管

理は都道府県となります。国立公園の管理は国の環境省が行っております。議員さん御案内の

とおり、室戸が国立公園になるっていうことは、先ほども申し上げましたように、大変望まし

いことだと存じますが、これまでに国立公園に格上げをされた事例はほとんどないというふう

に聞いておりますし、世界ジオパークの認定を受けたということだけでの国立公園の昇格とい

うのは大変困難ではないかという思いを持っているところでございます。 

 また、国立公園となった場合でも、市町村に対する補助金等の制度はあるようにはお聞きを

していないところであります。しかし、いずれにしましても、そうした可能性というようなも

のにつきましては、私は調査をする、情報収集をするという必要があるというふうに思ってお

りますので、国や県の情報収集、お尋ね、調査というようなものをやっていきたいというふう

に考えております。 

 次に、５点目のシレストむろとについてでございます。 

 株式会社ＭＵＲＯＴＯの経営状況につきましては、前段の議員さんにも御答弁をいたしまし

たが、平成22年９月末現在では、入館者数もふえ、収支でも約200万円の黒字となっておりま

す。今後の入館者数の状況などを見なければなりませんけれども、昨年に比べますと、収支状

況は改善をされていくのではないかというふうに見ております。 

 二、三年先の目標、見通しでありますが、議員さん御案内のとおり、当該施設は市民の健康

づくりと交流人口の拡大を大きな目的としているものでありますが、まず赤字にならないよう

に施設経営を進めていかなければならないと考えるところであります。そのため、シレストむ

ろと経営改善検討委員会の意見等も踏まえまして、経営の改善に今後とも努力をしていきたい

と考えております。 

 次に、市民の健康にどのように役立っているかという点でございますが、昨年度は高知大学

と連携をし、市民の健康づくり対策としまして健康推進事業に取り組んでおります。メタボ該

当者など、40歳以上の方々23名の方を対象に、生活習慣病予防、改善のための水中運動プログ

ラムを行いまして、参加前との比較をしておりますが、体重、腹囲、内臓脂肪レベルの減少と

いうようなことが見られるという報告を受けているところであります。また、変形性膝関節症

予防、改善のため、31名の方を対象に行った水中運動プログラムでは、筋力の増加が見られ、

症状についても改善をされているという報告をいただいているところであります。 

 なお、これらの事業につきましては、本年も引き続き行っているところでございまして、こ

うした情報を多くの方にお知らせをするとともに、市民の方々の健康づくりに役立っていくよ

うに取り組んでまいります。 

 次に、６点目の企業誘致についてのことでございます。 
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 前段でちょっと触れさせていただきましたけれども、企業誘致につきましては、これまで企

業誘致推進条例を制定し、取り組んできたところであります。議員さん御案内のとおり、これ

までに水産加工業者、情報通信サービス業者の進出に加え、新たな深層水関連企業の業務継承

により雇用の継続が確保されてきたところでございます。また、当市と進出協定を結んでいる

企業につきましても、業績が回復すれば、室戸工場をつくる、進出をするということを言って

いただいているところであります。本市の置かれている地理的条件、それに加え、現在世界的

な景気後退、不況の流れの中で、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

すが、現在進めております情報通信基盤整備事業により、企業誘致の条件整備は整いつつある

というふうに考えております。 

 また、室戸ジオパークの取り組みにより全国から注目をされることによって、いろいろな事

業者からの問い合わせも私のところへ来ているところでございます。それらのことを今後ぜひ

新たな企業の進出ということに結びつけていかなければならないと考えております。 

 いずれにしましても、本市の企業誘致推進条例や国、県の補助制度等を活用し、企業誘致に

全力で取り組んでまいります。 

 次に、旧サンパレスの状況についてでございます。 

 ６月議会でも御答弁をいたしましたが、当該施設を高齢者の長期滞在施設あるいは医療機関

などの職員研修や保養施設、またアトピー治療施設としての利活用に向け、施設の内装工事を

進めるというようなことはお聞きをしているところでございます。そうした取り組みが近々実

施をされるというようなこともお聞きをしておりますので、市としましてはそうした活用によ

り市の経済発展につながるように、さらに状況把握に努め、そうしたものの支援につきまして

も可能な限りの支援をさせていただきたいと考えております。 

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

しくお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 立石議員さんの質問のうち、４点目の結婚問題については私のほう

から御答弁を申し上げます。 

 議員御案内のとおり、人口減少、少子化が顕著であります本市にとりましても若者の結婚問

題は重要であり、この問題に取り組むことが地域の活性化につながることだと認識をしており

ます。若者の未婚化、晩婚化が進行する中で、適当な相手が見つからないことが未婚の理由の

第１位となっております。 

 独身者の出会いのきっかけづくりのための事業は、本市では平成20年から消防団員を対象と

したイベントを始め、実施をしてきたところであります。ことし９月、市が実施した出会いの

きっかけ事業のイベントには、市内外から35名の参加をいただきました。当日は、ことし４月

に恋人の聖地の選定を受けた室戸岬展望台など、室戸岬周辺で交流する中で５組のカップルが



－80－ 

誕生したと聞いております。こうした取り組みを今後は市が主催で実施するだけでなく、ＮＰ

Ｏや各種団体などが企画したものに支援を行うなど、開催内容や時期、回数の見直しを行うと

ともに、単なるイベントや一過性の企画にならないように取り組んでまいります。 

 また、県の少子対策課においても、出会いのイベントに対する補助や婚活サポーター事業な

ど、独身者の出会いのきっかけの応援の取り組みを行っておりますので、そうした中で本市も

連携を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 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） 立石議員さんにお答えをいたします。 

 室戸市活性化について、(3)磯焼けについてでございます。 

 議員御案内のとおり、全国的な磯焼け現象が進む中、国は平成19年に磯焼けガイドラインを

策定いたしまして、全国に示しておるところであります。このガイドラインに基づきまして、

高知県では平成20年、磯焼けの調査研究結果をまとめまして、高知県磯焼け対策指針を作成い

たしました。そして、県下全域においてその対策に努めているところでございます。 

 磯焼けの原因といたしましては、さまざまな要因が考えられておりますが、主に海水温の上

昇により、冬季の低温期には活発に摂食をしない藻食動物の海藻を食する期間が長期化したと

いったことが主に考えられております。また、大型藻類は水温上昇がその年の成熟や翌年に萌

出する若芽の数に大変影響することが知られております。土佐湾におけます磯焼けの対策につ

きましては、現在の水温の環境下を考えますと、これを慎重に考え、対応する必要があると考

えられております。 

 本市におきましては、これまで藻礁ブロックの設置や中間育成したカジメの植えつけなど、

さまざまな対策を講じてまいりました。しかしながら、いずれも藻食性魚類等の食害によりま

して、いまだ効果があらわれていない現状でございます。今後におきましても、室戸地区天然

資源回復協議会が実施をいたしました藻礁の試験結果にも注目いたしまして、また磯焼け対策

等沿岸機能回復支援交付金等の活用も視野に入れながら、崩れた生態系のバランスをもとに戻

さなければならない。そのためには、さらに専門的知識の習得、地域と連携した対策、国、県

の支援をいただきながらの取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、ＥＭ菌に関する御質問でございます。 

 まず、ＥＭ菌は有用微生物群と呼ばれまして、今から28年前に琉球大学で農業分野での土壌

改良用に開発がされた、農業、畜産、水産、環境浄化など、さまざまな分野で利用されておる

ものでございます。その効果につきましては、農業分野におきましては、植物自体が健康で育

つことによりまして、病害を克服する。畜産におきましては、動物の健康状態が改善をされ

る。また、ふん尿の悪臭除去。そして、水産分野におきまして、ヘドロや魚類の病害が抑制さ

れると言われておる菌でございます。 

 それから、石けんの使用についてでございますけれども、この石けんの使用につきましては
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大変よい取り組みであるとは思います。しかし、その真正につきましては、私としてもまだ聞

き及んでないところでございまして、把握ができてないといったところでございます。議員御

案内のように、他の地域でＥＭ菌を利用して磯焼けの対策として効果が既に実証されてるとい

うことでございますので、こういったことであれば、調査等を行った上で、今後活用検討をい

たしたいと考えております。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、徳増寿子君の質問を許可いたします。徳増寿子君。 

○１０番（徳増寿子君） 10番徳増でございます。市民にかわりまして、一般質問をさせてい

ただきます。 

 １、社会的弱者について。 

 (1)子育て白書と貧困調査、所得で格差についてお伺いいたします。 

 政府が少子化の現状と施策をまとめ、2010年版子育て白書を決定しました。少子化対策が

国、自治体、企業の各レベルで講じられるようになりまして久しいものの、国民がその成果を

実感できるまでにはまだ至っておりません。白書は、これまでの政策が不十分だったとの認識

に立ち、当事者である親や子供たちの目線で支援をしていく重要性を強調しております。子育

て世代にとって一番の優先度の高いのが経済的支援です。白書は、国民の子育て施策へのニー

ズを経済的支援の充実、保育所など子供を預ける事業の拡充、育児休業や短時間勤務の見直し

に集約しております。これらが着実に実行され、子育ての負担感が軽減していけば、子育てに

夢を持てる社会が実現するかもしれません。世界でも少子化は日本が一番進んでいる中で、少

子化は長年にわたる日本の課題でもあり、力強い施策が不可欠ですが、本市としてどう市政に

反映させていくのか、市長さんの御所見をお願いいたします。 

 いじめや不登校、ひきこもり、親の仕事の解雇、家庭不和等が原因で、社会のメーンストリ

ームからはじき出された人がふえてきております。先の見えない時代において、将来を担う世

代がどのように生き残りを図っていくのか、どのような教育をするべきか、今必要とされてい

るのは何か。家庭の経済悪化は子供の未来をも閉ざします。格差の問題が叫ばれております

が、本人にどんなに意欲があっても、高校中退や進学断念に追い込まれるケースが多い状況は

深刻さを増してきております。全国学力テストの公立小学校６年生の結果、保護者の所得が高

い世帯ほど子供の学力が高いとする調査結果が出ておりますが、またひとり親家庭の子供の健

康格差もどうでしょうか。本市の状況はどうですか、お伺いいたします。 

 (2)児童虐待防止についてお伺いいたします。 

 急速に悪化する経済環境の変化の中で、親子の悲しいニュースがたくさんあります。全国で

毎日のように起こっている児童虐待。本当に言葉にするのもおぞましく、非道に及んだ大人た

ちには自分自身も似たような境遇で育った人が多いと言われます。このような悲し過ぎる連鎖

を周りのだれもがとめられないのか。一刻も早く、一人でも多くの手を差し伸べ、支援するこ
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とができないのか。不安な気持ちで毎日過ごす子供たちに今こそ気づくべきと思います。近

年、児童虐待及び身近な子育ての相談件数が急増しており、児童相談所だけでなく、市町村を

初め、多様な機関によるきめ細やかな対応が求められております。少子化で子供の数が減って

いるのに虐待がふえている件、市長さんの御所見をお願いいたします。 

 児童福祉法が改正され、一般的な児童家庭相談は市町村を中心に対応することとなりまし

た。法改正された後、市民に対して周知方法はどうしておりますか、どうでしょうか。また、

児童家庭相談の窓口に専門職の配置の状況はどうでしょうか、お伺いいたします。 

 要保護児童対策地域協議会は、平成21年４月１日で97.6％の市町村が設置しているようです

が、本市の状況をお聞かせください。 

 保健、福祉、教育、医療機関など、厚生機関向けの研修の実施状況もあわせてお伺いいたし

ます。 

 児童虐待事例に関し、市町村と児童相談所の役割分担と取り組みはいかがでしょうか。児童

虐待の通告があった場合の児童の安全確認の実施状況と安全確認ができていない事例及びその

対応状況はどうでしょうか。警察への援助要請の状況、件数や事例、平時より情報交換、人事

交流の連携を進めるための取り組みはいかがでございましょうか。通報を受けた後、48時間以

内に子供たちの安否が目視で確認されているでしょうか。夜間、休日の相談体制の有無とその

内容、また一時保護所の対応はいかがでしょうか。弁護士や医師等の外部人材を活用して、助

言を求めるようにしていますか。児童虐待防止の観点から、乳幼児健診未受診者など、すべて

の乳児の状況把握が必要と考えますが、その対応の状況はどうでしょうか。医療機関におい

て、子供の養育について特に支援の必要な妊婦等を発見した際に、市町村、保健センター等へ

情報提供がなされるよう厚生労働省から通知されておりますが、本市の対応状況はどうでござ

いましょうか。こんにちは赤ちゃん事業の実施状況はいかがですか。実施していない場合は実

施しない理由または今後の実施予定はどうですか。養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事

業の実施状況もあわせてお願いいたします。 

 里親制度の広報、普及のための本市としての取り組みはどうでしょうか。児童養護施設等を

退所した児童の職業的自立、虐待や貧困の連鎖を防ぐ観点からも重要な課題でありますが、入

所児童の自立支援のための取り組みはいかがでしょうか。 

 文部科学省と厚生労働省が学校及び保育所から市町村または児童相談所への定期的な情報提

供に関する指針を示しておりますが、本市において福祉部門と教育部門において、この指針の

ような取り決めをしていますでしょうか。また、情報交換がどのくらい行われているでしょう

か。文部科学省では、養護教諭のための児童虐待対応の手引きや教職員用研修教材、児童虐待

防止と学校を作成し、全国の教育委員会に配布しているようですが、本市においてこうした研

修資料を活用し、どのくらい研修を実施していますか、お伺いいたします。 

 (3)長寿社会で高齢ほど幸福度が低下について質問いたします。 
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 安心・安全の言葉はいろんな場面に使われますが、高齢者にとっては住みなれた地域で家族

と暮らし続けられる環境ではないかと思います。長寿社会で100歳を生き抜いた方の現在生存

しているのかどうか調査のことを、私は東京や大阪のような大都会のことで、高知県では関係

ないとよそごとのように思っておりました。ところが、８月30日、高知新聞の朝刊で、所在が

全く不明の110歳以上の人が高知市で397人いると発表されました。私は目を疑い、思わず、え

っ高知県にもと驚いてしまいました。高齢に伴い、放浪癖と外出し、行き先不明、住所も思い

出せない人、だれにも干渉されずに静かにこっそりと生活したい人など、人それぞれにその

方々の理由はあると思いますが、今の長寿社会の陰の死角といいましょうか、現代社会の生活

の困窮と親子のきずな、心の貧しさがあらわれているのではないかと思います。室戸市では、

まさかと思いますが、この点をお尋ねいたします。 

 また、敬老会で報告がありましたが、本市の100歳以上の人数と御本人確認ができているの

かどうか、この点もお伺いいたします。 

 ことし４月発表の国民の幸福度について初めての意識調査で、自分は幸せと感じている人の

割合は、30歳代の61％をピークに、年齢とともに低下、70歳以上では44％となっていると報告

がありました。家族や介護職員に支えられて安心に老後を暮らしたい。だれも望むところです

が、高齢者虐待もふえてきております。介護疲れによるストレス等、ほとんど家族や親族らが

加害者となっております。暴力だけでなく、親の年金を子供、孫が使い込む、経済的虐待もふ

えております。かつて女性が事実上の担い手だった在宅介護で、男性が目立ち始めておりま

す。男性の介護者には、ふなれな家事や介護、仕事との両立など、過剰な責任感から、弱音や

愚痴を言い出せないで精神的に追い込まれた末の悲劇が発生していると思います。戦後、高齢

の親が必死で働いて掛けた年金を、若者の子供、孫に仕事がなく、また収入が少ないため生活

費用に充てなければならない人、十分生活できる人でも、親の年金を取り上げ、ぎりぎりの生

活に追い込んでいる件、このような実態、どのように把握していますか、お尋ねいたします。 

 表に出ないところでＳＯＳを発し続けている高齢者も多いと思います。本市は、民生委員の

方が３名不足と新聞に出ておりましたが、途中でやめたのでしょうか。民生委員になり手がな

いのか、その理由をお聞かせください。 

 責任の重さ、個人情報の壁など、活動に困難な状況が増しているのではないでしょうか。民

生委員さんを支える、各地域で各種団体の会員さん等などがサポートする見守り協定のような

見守る目がふえれば、民生委員の負担感も軽減され、このように支える輪を地域に広げて、心

のバリアフリー、何でも声をかけ合う、また愛の一声運動。おせっかいかもしれませんが、お

せっかい運動を展開することによって、子供の教育、児童虐待予防にもつながると思います。

安心と安全はイコール地域のきずな、住民力ではないでしょうか。御所見をお伺いいたしま

す。 

 社協と民生委員さんの活動は、イベントへの参加等は「広報むろと」ではよく拝見いたしま
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すが、表に出ない日々の地域での活動はどうでしょうか、お聞かせください。 

 次に２番、経済と雇用問題について質問させていただきます。 

 (1)室戸を代表する強い産業は。 

 私は、先日ある会の終了後、雑談の中でいろいろ話しているうちに、市外の方から、今室戸

の強い産業はなんですかと聞かれました。以前は胸張って、室戸は漁業ですと言っていたので

すが、一瞬答えに戸惑ってしまいました。今室戸の代表する強い産業は何でしょうか、お伺い

いたします。 

 次に、本市における労働環境について。 

 昨今の厳しい雇用状況から、本市における労働環境の現状についてお伺いします。 

 １次産業、２次産業、３次産業の割合、また従業員５人以上の事業所と正規雇用とパートタ

イムの数など、お示しください。 

 (3)雇用問題、今後の展望について。 

 この問題は、たくさんの議員さんからも質問があったところでございますけれども、もうど

こへ行っても、人に会えば、何か仕事がないろうか、何かないかね。もうあいさつがわりに声

をかけられます。高校、大学の卒業者の就職状況が大変厳しいですが、本市の雇用問題、今後

の展望はどうでしょうか、お伺いいたします。 

 (4)室戸の中心商店街について。 

 ９月議会に、交通、買い物弱者への支援について質問があったところですが、先月11月に買

い物弱者支援連携事業に補助金を出すと四国経済産業局が発表しておりましたが、集落周辺で

のミニスーパーや宅配、車での移動販売といろんな各種団体や法人格を持つ民間企業等が対象

で、２業者以上の連携が条件で、採択された事業には100万円から１億円の範囲で初期費用の

３分の２を補助するようです。また、商店街の空き店舗活用支援等も取り上げると出ておりま

したが、もう皆さん承知のとおり、室戸のシャッター通りになっているこの中心の商店街。何

とか利用できないでしょうか、御所見をお伺いいたします。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） 徳増議員さんにお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の社会的弱者についての中で、少子化対策を市政にどのように反映させ

るのかということでございますが、子ども・子育て白書につきましては議員さん御案内のとお

りでございます。本市の子育て環境の現状や今後必要なサービス事業量を把握をし、今後の子

育て支援施策推進に生かしていくため、住民のニーズ調査を行い、それを踏まえ、平成17年に

室戸市次世代育成支援対策行動計画を策定をしております。この計画は10年間となっておりま

して、前期５年間の計画でこれまで推進をしてきたところでございます。また、後期計画は現

在策定中でありますが、放課後子ども教室や放課後児童クラブ等、地域における子育て支援サ

ービスの充実、延長保育、休日保育などの特別保育事業のサービスの充実、また多子世帯の保
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育料の軽減、乳幼児医療に対する助成など、子育て世帯に対する経済的負担を軽減する施策が

大事でありますので、今後そうした取り組みを一層推進をしてまいります。 

 次に、(2)の児童虐待につきましては、御案内のとおり、悲惨なニュースが毎日のように新

聞、テレビなどで報道されておりまして、私としましても児童虐待の防止に一層努めていかな

ければならないと考えております。本市では、平成18年に県中央児童相談所、安芸福祉保健

所、室戸警察署、各小・中学校、各公立保育所等の機関と市役所の関係課を構成団体として、

要保護児童対策地域協議会を設置をしております。協議会では、代表者会議を年１回、実務者

会議を年３回程度、個別ケース検討会議を随時開催をしており、必要に応じて強制保護を行う

など、最悪の事態にならないよう対応をしているところでございます。 

 次に、子供の数が減っているにもかかわらず、虐待がふえている要因についてであります

が、核家族化や地域社会における人間関係が希薄化している中で、経済的問題であるとか、夫

婦間での問題等、さまざまなことによりストレスなどが大きな虐待につながっているではない

かと思われます。また、全国的に不況による厳しい経済情勢につきましても、虐待件数が減ら

ない要因であるのではないかと考えます。 

 いずれにしましても、関係機関や関係団体との連携を図るとともに、関係者や市民の方々か

らの通報をいただくと、こういうことも大事でございますので、そうした啓発に努め、児童虐

待防止にさらに取り組んでまいります。 

 次に、(3)長寿社会の中で、民生委員、児童委員が不足をしている理由についてでございま

す。 

 民生委員さんは、市町村の推薦会が推薦をし、厚生労働大臣が委嘱をし、任期は３年となっ

ておりまして、活動費の補助以外は原則無報酬で、社会奉仕の精神を持って、常に住民の相談

に応じ、場合によっては必要な援助を行うなど、社会福祉の増進に努めることを目的として活

動をしていただいているところであります。 

 本年12月１日の一斉改選に当たりましては、80名の定員に対し、77名が委嘱をされ、３名が

欠員となっているところであります。欠員となっている要因でありますが、１つには民生委員

活動に十分な時間がとれない、また２つには地域福祉活動の中で住民の生活状況の証明のこと

など、責任が大変重くなっていること、３つには人間関係が希薄化をしておりまして、地域住

民の生活状況といったものが、その把握が大変困難になってきているというようなことが考え

られるところでございます。 

 いずれにしましても、欠員３名につきましては、少しでも早く補充をすることができるよ

う、常会長さんであるとか、社会福祉協議会さんなどの協力を求めて、補充に努めてまいりま

す。 

 次に、民生委員の負担軽減につきましては、議員さん御案内のとおりであります。安全・安

心な地域づくりは地域での人間関係が大事でありますし、地域での支え合いの仕組みといいま
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すか、支え合いのできる地域づくりということが大変大事であると考えております。 

 また、災害時要援護者の見守りにつきましても、地域での支援体制を検討してもらっており

ますが、このような活動から地域のきずなや住民力の向上を図ることを通じて、安全・安心な

町をつく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、民生委員さんの活動につきましては、独居高齢者や新生児世帯への訪問活動、地域住

民の把握と生活相談、青色回転灯搭載車による見守りパトロール等を行っております。前段で

も触れましたとおり、民生児童委員協議会は地域福祉と子供たちの健全育成を支えていただい

ている最大の当市の福祉団体であると考えております。これらの事業につきましては、民生児

童委員協議会さんの事業の事務局といたしましては社会福祉協議会にお願いをしておるところ

でございますので、社協さんとはそれらのいろんな福祉活動、地域福祉活動に連携を持って取

り組んでいただいているというふうに認識をするものでございますが、行政としてもそれらの

活動を一層支援を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点目の室戸を代表する強い産業についてであります。 

 議員さん御案内のように、室戸の基幹産業は、私はやはり農林水産業であるというふうに認

識をしております。また、深層水関連企業や製造業など商工業も含め、重要な産業であるとい

うことは認識をするところでございます。 

 次に、(4)商店街の活性化でありますが、地域の商店街の活性化は非常に重要なものと考え

ております。今年度から実施をしておりますプレミアム付商品券の継続的な販売や新商品の開

発支援などに加えまして、県の空き店舗対策事業など、国、県の補助制度の活用を含めまし

て、商工会や関係者と協議をしながら、商店街活性化事業に私は取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 私からは以上でございますが、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） 徳増議員さんの質問のうち、大きな１点目の(2)児童虐待防止につ

いて市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、児童虐待防止についての市民への周知についてでありますが、これは国が作成したポ

スターなどにより啓発を行っております。 

 次に、専門職員の配置状況についてでございますが、現在福祉事務所が窓口として２名の家

庭相談員を配置し、担当職員と連携をとりながら対応をしております。 

 次に、構成機関向けの研修につきましては、福祉、教育分野など、それぞれの機関向けの研

修会が行われております。また、個別ケース検討会など、各検討会に高知県中央児童相談所の

職員に参加をいただき、随時アドバイスをいただくことで対応力のレベルアップを図っている

ところでございます。 
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 次に、市と児童相談所の役割分担と取り組みはということでございますが、児童虐待の通告

受理、援助機関として、市と児童相談所はともに子供の安全と福祉を守る責務を負っておりま

す。子供虐待の防止、早期発見、対応、家族関係の調整、自立に向けた切れ目のない支援をす

るために、市は地域に密着した行政機関としてさまざまなサービスを提供する役割を担い、児

童相談所はこれまでの虐待対応の知見や専門的機能を生かした役割を担うなど、それぞれの特

徴を生かした役割分担をし、連携、協力することが必要であります。 

 現在、室戸市で支援しているケースは46ケースあり、そのうち児童相談所に送致しているケ

ースが20ケースあります。 

 次に、警察への援助申請の状況や平常時の情報交換などについてでありますが、要保護児童

対策地域協議会の構成メンバーに室戸警察署も入っておりますので、その中でそれぞれの役割

を果たしていただいております。 

 次に、児童虐待の通告があった場合についての対応でございますが、児童虐待対応マニュア

ルでは、通告を受けてから48時間以内に該当児童の安全確認を行うこととなっております。確

認の際には、警察等関係機関の協力を得て行う場合もありますので、要保護児童対策地域協議

会の中で情報の共有と連携を図っております。 

 なお、安全確認ができていない事例はございません。 

 次に、夜間や休日、また緊急時についての相談体制についてでございますが、市役所に連絡

があった場合、福祉事務所長または補佐を経由する中で、内容を確認した後、家庭相談員へ連

絡し、必要に応じて対応することとしております。また、児童相談所も室戸市と同様、連絡網

を通じての対応を行っております。児童相談所は受け付けだけでなく、一時保護が可能であ

り、市の対応についても随時指導をいただいているところでございます。また、困難ケースに

ついては、必要に応じて中央児童相談所が中心となって、弁護士や医師等に助言を求めており

ます。 

 次に、児童虐待防止の観点から乳幼児への対応ということですが、乳幼児健診未受診者につ

きましては、保健師が家庭や保育所訪問にて全員の状況把握を行っています。保護者と連絡が

とりにくいといった場合は、地域の主任児童委員や保育士を通じて連絡をとり、面接をするな

どし、乳幼児虐待にならないよう子育て支援に関する情報提供や、支援が必要な家庭に対し適

切なサービス提供につなげています。 

 また、受診率向上のために、健診前に電話等での受診勧奨や保育所入所児については保育士

からの受診勧奨を行っていただいております。 

 次に、医療機関から特に支援の必要な妊産婦の情報提供があった場合の対応についてです

が、医療機関から継続看護連絡票の送付や電話連絡にて情報提供があります。それを受けまし

て、訪問対応し、その結果については医療機関への連絡票の返信や電話連絡、継続支援につな

げています。市におきましても、母子手帳交付時に必ず保健師が面談し、ハイリスク妊産婦の



－88－ 

早期発見、支援に努めています。 

 次に、こんにちは赤ちゃん事業の実施状況ですが、全家庭を訪問対応しております。第１子

やハイリスク家庭につきましては保健師、第２子以降につきましては母子保健推進員、さらに

全家庭を民生児童委員が訪問し、一つの家庭に２回訪問を行い、地域で母子を見守る体制を構

築しています。 

 次に、養育支援訪問事業の実施状況ですが、養育支援が特に必要であると判断した家庭につ

いては、保健師が継続的に訪問し、養育に関する指導、助言等を行っております。 

 次に、里親制度の周知についてですが、「広報むろと」に掲載するなど、周知を図ってお

り、現在本市には登録者が少ないため、今後におきましても継続的に普及に努めてまいりま

す。 

 次に、児童養護施設等を退所した児童の自立支援についてですが、現在入所児童が退所の際

には施設内でケース検討会が開催され、市からも担当職員と家庭相談員が出席し、入所児童の

帰宅後の進路や生活支援などの検討を行っております。また、帰宅後の見守りについても引き

続き行っているところでございます。 

 次に、国が示している学校及び保育所から市町村または児童相談所への定期的な情報提供に

関する指針につきましては、現在家庭児童相談室の家庭相談員２名を配置し、各学校や保育所

への定期的な訪問を行い、情報収集に努めていますので、特に取り決めは定めておりません。

情報交換につきましても、個別ケース検討会などで随時行われている状況であります。以上で

ございます。 

○議長（林 竹松君） 中西商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（中西政夫君） 徳増議員さんにお答えいたします。 

 大きな２点目の経済と雇用についての２点目、本市における労働環境の現状についてでござ

いますが、まず産業の割合につきましては、資料が古くなりますが、平成17年の国勢調査によ

りますと、就業者総数7,071人中、１次産業就業者が1,412人で構成比率は20.0％。２次産業就

業者が1,416人で20.0％、３次産業就業者が4,225人で59.8％、分類できない就業者数が18人で

0.2％となっております。 

 次に、従業員５人以上の事業所数についてでございますが、平成18年の事業所企業統計調査

によりますと、全事業所数1,090事業所中、286事業所26.2％が５人以上の事業所でございま

す。 

 次に、正規雇用とパートタイムの数についてでございますが、平成17年の国勢調査によりま

すと、全雇用者数4,615人中、常勤雇用者数が3,620人で78.4％、臨時雇用者数が995人で、

21.6％となっております。 

 次に、３点目の雇用問題の今後の展望につきましては、ことし10月の公共職業安定所による

高知県内の分析によりますと、有効求人倍率は0.57倍で、前月を0.03ポイント、前年同月を
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0.15ポイント上回り、平成６年７月以来の水準となり、改善基調が続いていますが、パート求

人の占める割合が多く、依然として厳しい状況にあります。 

 また、安芸公共職業安定所内では、ことし10月の有効求人者数1,098人に対し、有効求人数

が577人で、有効求人倍率が0.53倍となっており、県平均を0.04ポイント下回っていますが、

前年同月比に比べ0.04ポイント上回っており、改善は見られるものの、今後も厳しい状況が続

くのではないかと思われます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 徳増議員さんに、１の(1)子育て白書と貧困調査及び(2)の児童虐待

防止についてお答えいたします。 

 リーマン・ショック以来という言い方が当たっているかどうかわかりませんが、今日本経済

は大きな打撃を受けており、現在デフレ不況が続いている状況については既に御案内のとおり

でございます。その中で、日本政府は2010年５月、少子化白書を子育て白書と名称を変更し、

子育てを社会全体で支えることで結果的に少子化を克服するということを明確にいたしまし

た。そして、従来の少子化対策を真に子供、若者のニーズや不安、将来への希望にこたえる政

策を生み出すことができなかったと評価し、チルドレンファーストの基本理念のもと、政策の

視点を子供、子育て支援に移していくとしております。 

 また、少子化の大きな原因として未婚化が指摘されていることを受け、未婚者への世論調査

も実施しております。その中で非正規社員や無職の人ほど結婚の意向が低くなるなど、雇用情

勢の厳しさが未婚化に拍車をかけていることも紹介しております。ただ、結婚支援に関する政

府の取り組みについては白書の中ではほとんど記載がございません。現在、１万3,000円の子

ども手当が本来の目的に使われるのではなくして、生活費に充てられているという実態もマス

コミにおいて報告されております。不景気は一般の人々を貧困に陥れます。室戸において、所

得格差による学力の差については確かな調査はしておりませんが、特別に存在するのではない

と考えております。このことについては後で別に申し上げます。 

 憲法第25条では、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとあり

ますが、進学問題について家庭の経済状況をみずから考え、進学をあきらめたりということを

避けるため、室戸市は進学準備金、そして本来の奨学金を援助できるよう二本立てで取り組ん

でおります。本来、教育は夢を実現するためのもので、出口の見えない社会を打破するため、

室戸市としても政府の政策の上に確かな学力、生活向上のため、今まで何度か申しましたが、

室戸方式の中でたくましい子供づくりを進めております。 

 いじめ、不登校についても、上記のような問題の中、全国的に見ても深刻になっていること

は確かであります。室戸市におきましては、教育研究所の適応指導教室等で個々の指導に当た

っており、早期解決を図っております。 

 次に、大項目１、子育て白書と貧困調査の中の全国学力テスト結果で、高所得世帯の子供の
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学力が高い、またひとり親家庭との健康格差について本市の状況はとのお尋ねであります。 

 全国学力テストには、室戸市内のすべての小・中学校が参加しております。学力テストの結

果と保護者の所得との関係及び健康格差の分析調査は、残念ながらまだ実施はしておりませ

ん。一般論として、高所得世帯の子供が高学力、健康優良との傾向が見られると言われており

ますので、今後そのような分析結果に注目してまいりたいと考えております。 

 室戸市では、保護者の所得の高低にかかわらず、すべての児童・生徒の基礎学力の定着、向

上を目指し、先ほど申しましたような施策を講じております。 

 次に、児童虐待防止の中の養護教諭を初め、教職員が児童虐待に関するガイドブックを活用

した研修などの実施をしているかとのお尋ねでありますが、御案内の児童虐待の手引書につき

ましては、文科省から各学校へ配布されております。養護教諭を初め、すべての教職員は児童

虐待に対する認識を深めるため日々研さんに努めておりますが、特に養護教諭部会では、毎月

定期的に会を持ちまして、児童虐待等の事例等について情報交換を行っております。 

 また、学校現場におきましても、虐待発生の場合を想定いたしまして、すべての教職員が児

童虐待防止対策のため、組織の構築や情報の共有化を図る体制を整備しております。 

 また、常に家庭児童相談室や福祉事務所等、関係機関との連携を密にし、児童虐待の早期発

見、防止に努めておるところでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 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） 徳増議員さんに、(2)児童虐待防止についての中

の地域子育て支援拠点事業の実施状況についてお答えいたします。 

 地域子育て支援センターにつきましては、平成17年度から佐喜浜保育所において開設いたし

ております。支援センターは、保育所に入所していない就学前の子供と保護者に利用していた

だくため、毎週月曜日から金曜日まで園内開放しております。 

 センターの活動内容といたしましては、誕生会、七夕、クリスマス等の園内行事への参加、

保育園児との交流、子育て相談や援助、保健師、歯科衛生士、管理栄養士による育児情報の提

供及び相談を行っております。 

 利用者の実績といたしまして、平成21年度で延べ301名、平成22年度11月末で延べ278名とな

っております。今後も支援センターの機能、役割の充実を図り、子育てに対する不安を解消で

きる施設運営に努めてまいります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 徳増議員にお答えいたします。 

 大きな１点目の(3)長寿社会についての中で100歳の方の調査ということでございますが、室

戸市では議員さん御承知のように、各地区で敬老会を実施しております。その際に、住民基本

台帳に基づきまして、75歳以上の方に敬老会の御案内をいたします。その中で、100歳以上の

方につきましては、本年度につきましては９名の方がおりました。その上で、在宅か施設か確
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認の上、本人にお会いしたり、施設を訪問したりするなど、確認はできております。 

 次に、高齢者虐待の実態、どのように把握しているかというところでありますが、地域包括

支援センターのほうへ各地域の民生児童委員の方や介護職員、警察、ケアマネ等の通報連絡に

より把握しているところでございます。平成21年度で申し上げますと、高齢者の虐待といたし

まして、身体的虐待が１件、心理的虐待が１件、経済的虐待が４件、介護放棄が３件、以上９

件ございまして、施設等入所措置したもの４件、現在経過観察中のものが５件あります。この

経過観察中の５件につきましては、自立支援事業の利用やケアマネが入り、ショートステイの

利用など、第三者が今まで以上にかかわりを持ち、見守りを行い、虐待防止に努めているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 答弁漏れにつきまして補足をさせていただきますが、経済と雇用問題

についての中で、いろんな補助金の制度がどうなっているかというような中で、買い物である

とか通院であるとかというような高齢者の外出支援サービスというようなことがどうなってい

るのかということではないかなあという思いでするわけですので、その点でお答えをさせてい

ただきますが、高齢者の外出支援であるとか買い物であるとか通院であるとかというものが大

変困っている。やはりその辺の支援が大事であるというようなことは御案内のとおりでござい

まして、当市としてもそういう対策をしっかり講じていかなければならないという思いでござ

います。 

 ただ１点、買い物サービスなんかにつきましては、前回の９月補正でも予算を計上させてい

ただきましたように、移動サービスですね、買い物につきましては移動販売、そういうような

ものにつきましては、その移動販売をする場合の車の支援というようなものも新たに設けさせ

ていただいて、我々としてもその移動販売車に対する支援によって高齢者の買い物の不便さを

解消していこうというような取り組みをしているところでございますが、前段で申し上げまし

た外出支援サービス等々も含めて、今後そうしたサービスの充実を図っていかなければならな

いと考えているところであります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 徳増寿子君の２回目の質問を許可いたします。徳増寿子君。 

○１０番（徳増寿子君） 徳増でございます。２回目の質問をさせていただきます。 

 大変御丁寧な御答弁、本当にありがとうございました。１つ、今市長さんも具体的に御答弁

いただいたんですが、先月11月に四国経済産業局が発表したばかりですので、まだどうかわか

りませんですけれども、この宅配とか車での移動販売などをいろんな商工会とか農協とか漁協

とか法人格、そして民間でも法人格を持った企業が２業者以上で連携をすれば100万円から１

億円の範囲で初期費用の３分の２を補助するということが出ておりましたので、今一生懸命取

り組んでくださる御答弁いただきましたので、この点もあわせてぜひとも過疎地の方々に不便

のないようにしていただきたいと思います。 
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 それから、社会的弱者について思いついた点ですが、本当にいろんなことをやっていただい

ておりまして、安心をしたところでございますけれども、市長の心豊かな町、あすに希望ある

室戸を目指すためにも、子供の教育を狭い学校の中だけではなく、子供と地域の人たちの接す

る機会をふやして、地域の教育力を重視するようなことが必要ではないかなあと、これからの

高齢者を小学校にルームアシスタントとして導入してみてはいかがでしょうか。１クラスに数

人の、高齢者というてもよぼよぼの介護の要るような人はいけませんですけれども、高齢者を

配属して、子供たちと同じ教室に通い、教え、学び、世代交流する教育システムですが、10年

か、もっと前になると思いますけど、馬路村でやっていたようなのを新聞で見たことがありま

す。先生は本当に大学で勉強してきて、学問はとてもきれいに教えても、人生の知恵とかその

他のこと、経験の足らない不足部分を高齢者に補ってもらって、また孫のいない孤独な高齢者

もどんどんこれからふえていくと思いますので、子供と高齢者との交流によって長年の経験と

知恵と思いやりを世代間交流をやれば、いろんなことにつながっていくんではないかなと思い

ますが、どうでしょうか。 

 それからもう一つ、これは民生委員の方も一生懸命やってくださってることも御答弁いただ

きました。各家族でだれかが、夫婦でおったら、だれかが要介護となった場合、在宅介護の負

担は特定の家族に集中します。日ごろから近所づき合いをしていない人は地域からも孤立しや

すいと思います。困った人は相談をという今の申請主義ではなかなか、もうしょっちゅう役所

へ出てる人とか事務的なことにたけている人はいいですけれども、なかなか自分から出ていっ

て申請をするということは皆不得手でないかなと思います。そういう場合には本当に救えない

ことがあると思いますので、社会から孤立しないように、気楽に悩みを話せる場をつくる等の

支援が必要と思いますが、どの問題もですけれども、犠牲者が発生してから動いていくようで

はいけないと思いますが、その前に手を打っていく必要があると思いますが、その点お考えを

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） 徳増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、１点目の移動販売に関することでありますが、11月に新しい補助制度が発表されたと

いうお話でございます。私もその辺につきましては十分承知をしておりません。議員さんのお

話では、いろんな企業なり団体が取り組むことによって大きな補助が確保されるんだというよ

うなお話でございますですので、なおそうしたことにつきましては、詳細な補助事業につきま

して調査をし、当市で対応できないかどうかを考えていきたいと存じます。 

 それからもう一つ、２つ目でありますが、子供たちの教育についてでございますが、やはり

学校あるいは親だけではなかなか教育の充実が図れない、地域の教育力が大変大事であります

という話は私も当然聞くことでございますので、私どもとしましても、やっぱり地域のいろん
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な団体、民生委員さんであるとか老人クラブの方々の協力もいただきながら、小・中学校の連

携授業というようなものにも現在取り組んでいるところでございますが、なお公民館活動なん

かの中においても、おっしゃっております、御指摘をいただきました世代間交流というものが

私はなお一層必要であるというふうに考えますので、世代間交流であるとか、地域の方々に一

日先生になっていただいて、子供たちにいろんな地域のこと、あるいは自分の経験等を話す機

会というようなことも持っていただきながら、地域の教育力を高めていきたいというふうに考

えております。 

 それから、高齢者の福祉サービスであります。これも本当にいろんな行政あるいはこれも民

生委員さんの見守りサービスであるとか、老人クラブさんの友愛訪問というような形がありま

して、地域で支えていただいてる部分もあるわけでありますが、御案内のとおり、なかなかや

はり十分な形ができていないということも言えるかもしれません。ですから、いろんな相談活

動というものを当然充実をさせていかなければならないし、ミニデイサービスというような取

り組みも、100歳体操というような取り組みもしていただいてますが、私はやっぱりそうした

地域で集える場、集まれる場というものをやっぱり充実をさせていく必要があるというふうに

考えておりますので、それらの取り組みによりまして地域で支え合っていける社会づくりを進

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） これをもって徳増寿子君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため午後３時15分まで休憩いたします。 

            午後２時48分 休憩 

            午後３時15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、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12月議会におきまして一般質問を

行います。 

 ほかの議員さんと質問が重なる項目がありますが、お許し願います。 

 小松市長、市長選お疲れさまでした。そして、再選おめでとうございます。 

 市長選で小松市長は、１期目の４年間、財政再建に取り組んできたと実績を強調され、今後

も取り組んでいくとのことでした。市の財政再建はもちろん重要ですので、市長の実績も今後

の取り組みについても異議を唱えるつもりはありませんが、私は市の財布の中身と同様に、市

民の皆さんの財布の中身をおもんぱかっての政策が必要と考えています。選挙用に実績を強調

されたのでしょうが、本来の実績とは市民生活が豊かになったかどうかであるべきです。一般

会計年間100億円の予算と250人の市職員が頑張っているのに、市民の皆さんの生活は少しでも

よくなっているのでしょうか。法令遵守のもと、もう少し別の見方、考え方をしなければなら

ないのだと思います。もちろん私たち議員にも大きな責任があります。 
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 まず、お伺いします。 

 小松市長、室戸市は暮らしやすいとお考えでしょうか。室戸市は住みよいまちと言えるでし

ょうか。 

 大項目の１、雇用の確保、個人または世帯所得の向上について。 

 高知県の１人当たりの県民所得は全国平均の約70％で、平成20年度の新規高卒者の県外流出

者は50％を超えるという現状です。室戸市民の個人所得は、恐らくもっと低いでしょう。国に

900兆円、県、市に多額の負債がある以上、好む好まざるにかかわりなく、税、医療保険、年

金の掛金、公的サービスの利用料は少しずつ高くなります。せめてそれ以上の個人所得、世帯

所得の増があれば何とか今の生活を維持できますが、仕事がない、給料が上がらない現状では

なかなか希望が持てません。よく自助、共助、公助などと言われますが、平たく言えば、自分

でできることは自分でやってくださいで、自分一人でできない人は家族やコミュニティーで助

け合ってくださいね、それができない人は公的機関がお手伝いしますよということだと思いま

す。働く場の確保、世帯所得の向上は個人やコミュニティーではできにくい部分です。公が積

極的に取り組まなければならない分野です。 

 小松市長は４年前の公約でも、行財政改革とともに、雇用の確保、所得の向上を言われてい

たと記憶しております。世の中の情勢も大きな要因の一つですが、雇用の確保、所得の向上と

いう部分は１期目、ほとんど成果がなかったと思います。今後の４年間、雇用、所得向上にど

のように取り組まれるのでしょうか。地場産業の育成は重要な課題だと思いますが、どのよう

に取り組まれるのでしょうか、具体的にお答え願います。 

 大項目の２、室戸市の未来予想図について。 

 選挙中の高知新聞で気になった記事がありました。11月17日付の候補者の横顔欄で、夢物語

をぎっちり語るのは嫌い、首長とは行政の執行官、俳優みたいな人気取りではなく、過去も見

据えた上で、将来どうなるのか、間違いなく執行していかなくてはいけない、夢ばかり語って

室戸を破綻させれば、だれが責任をとるのかと紹介されていますが、この発言の真意はどうい

うことなのでしょうか、お伺いします。 

 「絵に描いた餅」という言葉があります。絵にかいたもちは食べられません。実際の役に立

たないものの例えとして使われます。しかし、ことしもちを買うお金がなくても、もちなしで

新しい年を迎えるには余りにも寂し過ぎる。せめてもちを絵にかいて飾り、来年はもちが買え

たらいいね、来年は本物のもちを飾れるように頑張ろうねという家族の姿が想像できます。私

の考える市長像は、室戸市をどのように変えたいのかを250人の職員に語り、実現のための協

力を求め、市民に対しては室戸市の未来予想図を示し、定期的にその進捗状況を情報開示する

のが市長の務めだと考えています。市長の公人としての夢は、市長が考える室戸市の未来予想

図は常に発信しなければならないと考えています。小松市長を支持する人の中にも、夢がな

い、事業の全体像がわからないという意見があります。小松市長は４年後の室戸市をどのよう
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に描いているのでしょうか、お伺いいたします。 

 投票率が低かったのは残念ですが、市民は今後の４年間、室戸市のかじ取り役として小松市

長を選びました。選挙結果は最大限尊重されなければなりません。議員の任期はあとわずかで

すが、住みよい室戸市をつくるための協力は惜しみません。以下、何点か個別にお伺いします

ので、２期目４年間の取り組み姿勢について御答弁をお願いします。 

 ①国民健康保険事業。 

 地方自治体の財政状況を連結決算ベースで国に報告しなければならなくなったとき、何人か

の行政マンから、室戸市は市民病院を持っていなくてよかったという話を聞きました。確か

に、他自治体の運営する市民病院のほとんどが赤字経営でしたので、正解なのかもわかりませ

ん。しかし、室戸市民は総合病院のない不安、不便さを感じていました。平成21年度決算で、

国民健康保険事業特別会計は５億円の繰上充用、つまり赤字があります。原因としては、総合

病院がないので、１人の被保険者が同じ病気で幾つもの病院を重複して受診するという実態も

あるようです。結果、国保の医療費が高くなっています。市民病院の赤字イコール国保会計の

赤字プラス市民の不安及び不便さプラスアルファという計算式にでもなるのでしょうか。対策

としては、いずれかの時点で国保税の値上げか一般会計からの繰入処理ということになろうか

と思います。2009年度分の県内11市の保険税及び料を比較してみますと、室戸市の国民健康保

険税は県内トップクラスです。国民皆保険制度はお国の方針ですが、国保加入率が37％では、

市町村が運営する国保会計を健全にするために一般会計から繰り入れすることは適切でない、

また市民の理解が得られないのではないかという意見もあります。小松市長も今後の課題の一

つに上げられています。いつごろ、どのように対処するべきとお考えでしょうか。 

 国保加入率、他会計からの繰入処理のありなし等、県下他市の状況がわかりましたら、あわ

せてお答え願います。 

 ②介護保険。 

 厚生労働省では、2012年度制度改正の検討を始めたという記事を読みました。サービスに必

要な財源確保ができなければ保険料のアップ、サービスの低下と進んでいくのはほかの事例を

見ても明らかです。要支援の家事援助を保険給付から外す判断を市町村にゆだねる仕組みづく

りとか、65歳以上の介護保険料が月額5,000円を超すのではないかなどと報道が続きます。 

 室戸市で要支援と認定されて、家事援助サービスを受けている利用者がどのくらいいらっし

ゃるかはわかりません。仮に、この部分が自己負担になると、そのサービスを受けられない人

が出てきます。家事援助を受けながら何とか在宅で頑張っている方々を見ておりますので、改

正とは名ばかりの改悪になるのではないかと心配しています。ひいては、要介護の高い段階の

人をふやす結果になりはしないかと考えます。本市の介護保険の今後の見通しをお伺いしま

す。 

 ③海洋深層水。 
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 海洋深層水は、室戸市の宝です。しかし、この二、三年、海洋深層水といえば、体験交流セ

ンター、温浴施設のことばかりでした。最近の室戸市はプールとジオパークにばかり予算を使

っていると市民の方が言うように、バーデハウス室戸及びシレストむろとには財政支出もして

きました。その間に、海洋深層水給水事業特別会計が危うくなりつつあります。基本に返っ

て、深層水を使用している製造販売、健康増進、観光の３本柱がしっかりしなければならない

のではないでしょうか。 

 取水施設アクアファームができて10年が経過します。今もう一度、室戸の海洋深層水を日本

全国に発信し直す時期ではないでしょうか。例えば、ミネラルウオーターや塩の部分は競争相

手も多くなりました。市内外の企業が室戸海洋深層水関連商品をたくさんつくっております。

これだけの規模で新しいものを室戸市でつくり出すことは容易ではないと思います。室戸市役

所の伝統とも言える考え方に、事業計画を立て、民間を巻き込み、実際に動き始めると、民間

は民間だからとフォローアップをしなくなる傾向があります。その事業をなし遂げるために

も、地場産業を振興させるためにも、何段階かのステップがあり、その節目での補助は必要で

す。一業者を応援しろというのではありません。もう一度、集中的に海洋深層水自体をＰＲす

る必要があり、市として行動を起こすべきだと考えますが、市長はどのようにお考えでしょう

か。 

 そして、株式会社ＭＵＲＯＴＯは温浴施設の運営を継続するために緊急避難的につくられた

法人ですが、地域の活性化等、行政の考えたことをスムーズに実践できる民間法人であると思

います。株式会社ＭＵＲＯＴＯは今後もシレストの運営にしかかかわらないのでしょうか、市

長の御見解をお伺いします。 

 ④ジオパーク。 

 交流人口が平成17年の17万人から、平成21年度には44万人になった。市長は交流人口の拡大

について数字を上げてよくお話しされますが、交流人口の拡大による経済効果は余りお話しに

なりません。いかにして市内で長く滞在していただくかを考えることは大切です。仮に、昼間

２時間、県外の人が室戸市を訪れて滞在するとします。平均1,000円ほどの昼食の消費ぐらい

にしかなりません。これを宿泊に持っていけば、半日以上市内に滞在することになり、市内で

の消費金額も8,000円から１万円ということになります。例えば、夜のジオ、早朝のジオとい

う観点からジオパークの推進を考えているのでしょうか。灯台祭りの前夜祭の室戸のお客イベ

ントが台風で中止になりました。市外からお客さんを呼べる催しに発展するのだろうかと期待

していただけに残念です。阿南市とＡＭＡ協定を結んで、交流もしております。もう少しＬＥ

Ｄを活用してもいいのではないかと考えております。世界認定された国内のジオパークで爆発

的に観光客がふえたという話はいまだに聞きません。世界認定されれば、一時期観光客はふえ

るでしょう。報道陣も来るでしょう。地域の経済活動にまで発展させるのがジオパークです。

今から、きめ細やかな方針が必要であると考えます。商工会や民間宿泊施設とどのような協議
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が行われているのでしょうか。ジオパークを教育や防災に関連づけてというだけではなく、肝

心の地域の経済活動にどのように結びつけていくのでしょうか、お伺いします。 

 ⑤ブロードバンド整備。 

 今、市内では光ケーブル工事が進んでいます。早期割引申込期間も終わり、利用者実数の集

計もできるころではないかと思いますが、安定運営できる見通しは立ったのでしょうか。今後

の運営に不安がある、バーデハウスのように運営会社が撤退するのではないか、他市町村でブ

ロードバンド整備に絡む事件があったが、室戸市は大丈夫か、こんな声をよく聞きます。今後

の課題は、いかにして市内全体に普及させるか、どうすれば市民生活に利活用できるかを考え

ることだと思います。室戸市全域の光ファイバー網は運営会社のものではなく、室戸市の財産

です。従来の加入促進や運営は運営会社がやるべきだ的発想から、このようになれば市民生活

は豊かになるという提言も必要と考えます。民間ベースでも、インターネットの利活用を模索

する動きがあります。 

 私個人は、今後の利活用に関して、市議会にブロードバンド特別委員会、庁舎内にブロード

バンド推進チームをつくれないか、各学校に最低週１回、子供たちにインターネットの仕組

み、安全な使い方を教えることができる人を配置できないか、各集会所に、パソコンを１台ず

つ置き、高齢者の方に遠く離れた孫とテレビ電話ができるようにならないか、広報を気楽に市

民が閲覧できるようにならないか、ネット販売で室戸の地場産品が売れないか、その仕組みづ

くりができないか、シレストで遠隔健康診断等の健康事業ができないかといろいろ考えます。

ブロードバンドの利活用について、それぞれの課で話し合いも持たれていると思います。今

後、室戸市は整備された光ケーブルをどのように利活用していく方針でしょうか、お伺いしま

す。 

 ⑥集落点検。 

 室戸市民にとって最小の行政は室戸市、最小のコミュニティーは集落です。市民の思い、本

市の問題点は、集落点検をすることによって知ることができます。調査員が各集落を回り、何

人かの代表住民と対面で聞き取り調査をすることが必要と考えます。 

 過去に、市民満足度調査を実施しましたが、２つの欠点がありました。設問が的を射てな

い、アンケートに答えるうちに面倒くさくなる。実は、私の父親にも調査用紙が来て、こんな

もんはわからないから書いちょってやと頼まれましたが、途中で嫌になりました。結果、中途

半端な回答を送付しました。 

 全国790ある市の中で、人口の少なさでは10本の指に入る室戸市です。それならばせめて、

市民の方の思い、願いはみんなで共有できるのではないでしょうか。市長がどなたであろう

と、本市だけでは解決できないこともたくさんあります。しかし、ソフト面の小さなことは一

つ一つ解決できるはずです。漁村と農村の意識の違い、中心地、周辺地、それぞれの問題点も

あります。空き家や独居世帯の状況、世代ごとの人口を調べ、現況と10年後を予測し、比較し
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てみる。日常生活における移動手段、買い物、病院への往復はどのように行われているか、集

落内または周辺で危険だと思われる箇所の有無、日常生活で困っていることや不便に感じてい

ること、集落で行う共同作業等の状況、集落に伝わる祭りや伝統芸能など、調査項目はたくさ

んあります。私の住む佐喜浜町でも、各集落が抱える課題は共通点と独自性があります。室戸

市の抱える諸課題、解決の優先順位を探るためにも集落点検を実施すべきと考えますが、小松

市長の御見解をお伺いします。 

 ⑦里山保全。 

 本市の人口密度は、国勢調査によりますと、合併後の昭和35年では122.7人、平成２年に

100人を切って93.3人に、平成17年に70.5人と推移しております。人口が減っているのですか

ら当然のことなのですが、集落が１つ、２つと消えていき、集落の構成人員が減り、手入れさ

れない荒れた土地がふえてきました。もう一方で、国道以北の市民の方からは、鳥獣被害の話

をよくお聞きします。ずっと私たちは、田舎に住もうが都会に住もうが、都会型生活様式を目

指してきたような気がします。どうせなら都会に住もうと、都市部へ人が流出し、一方で限界

集落が生まれ、一方で人があふれています。そして、Ｉターンと言われる現象が始まりまし

た。田舎型生活に価値を見出す人もふえてきました。 

 地方の抱える課題の一つの象徴として里山の保全が上げられます。本年２月、滋賀県日野町

を行政視察で訪問し、獣害対策は集落単位で行っている、防護柵をつくるだけではなく、見通

しをよくするために、さくの周りを清掃、整備に取り組んでいるというお話をお聞きしまし

た。里山の保全には費用もかかりますが、先人が残してくれた財産を守るのも我々の務めで

す。里山が整備され、そこに訪れる人がふえますと、自分たちの住む集落の全景を眺め、感動

し、ふるさとを守ろうという思いも生まれるはずです。やるべき課題が多い本市において、必

要性を認めながらも、もしかしたら後回しになるのかもしれないという危惧がありまして、質

問させていただきます。山、里山、川、海の環境保全にどのように取り組まれるのでしょう

か。 

 ⑧フレックスタイムの導入。 

 市民に市職員、市議会議員に対する不信感やあきらめがあります。理解されていない部分や

誤解されている部分もありますが、それらを払拭するには目に見える形での変化が必要ではな

いかと思います。市職員が市民のために仕事をしているのだと思い、市民に市職員は我々のた

めに頑張ってくれているのだと思ってもらえる方法、柔軟に素早く市民の要望にこたえる体制

づくりとして、例えば職員の勤務時間にフレックスタイムを導入するという考え方がありま

す。住民人口に比例しての市職員の定数という考え方は正しいのでしょう。しかし、人口は少

ないが、面積が大きい、可住地が点在している本市になどは住民サービスの低下につながるこ

とはないのでしょうか。集中改革プラン等で市職員の定数を少なくしても、市民の行政に対し

ての不満の解消には余り役立たないでしょう。市民の思いは、いかに素早く、親切な対応で職
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員が仕事をしてくれるかではないでしょうか。仕事でなれた人にはわからないでしょうが、行

政書類の記入の難しさを市民は感じています。仮に、窓口業務の時間延長をしても、びっくり

するほど利用がふえるとは思いませんが、今は市役所があいている時間にやらなければならな

いと、役所へ行くことが気持ちの中心になっています。それが解消されます。きょうやらなけ

ればならないことの一つに市役所窓口があれば、仕事を途中で抜けなければなりません。延長

保育を希望するので、近くの公立保育所には行けず、遠くの私立保育所を選ばなければならな

いということもあるようです。市職員を市民の公僕であるとは言いません。しかし、市政の仕

事の本質を考えれば、ちょっとおかしいよねという事例はたくさんあります。今後、市職員の

勤務時間にフレックスタイムの導入等を検討することはありませんか、お伺いします。 

 ⑨議会との関係。 

 約３年半前、初めて一般質問に立ったときに、私は執行部に対して質問しているのに、なぜ

対面していないのだろう、なぜ議員のほうを向いて発言しているのだろうと奇妙な感覚を味わ

いました。そして、地方議会のあり方に疑問を持ち、議会全体として市民の負託にこたえられ

ていないのではないかと思いつつ、任期が終わろうとしています。市民の方に議会が理解され

ないのは、議員個人の活動はさておき、議会全体の活動が見えてこないということがあるよう

です。本市でも、早い時期に議会改革の話し合いが持たれるべきだと考えています。 

 憲法第93条で、議会の設置及び長、議員の選挙についてうたわれております。議会と執行機

関はよく車の両輪に例えられます。一方が突出して、一方が埋没したり、鹿児島県阿久根市の

ように対立するだけでは市民が不幸という結果にしかなりません。市議会での一般質問のあり

方をお伺いします。 

 答弁される側として、事前通告は必要と考えますか。議員側が質問原稿を渡すならば、その

答弁も事前に渡されるべきではないかとの意見もあり、そうなると一般質問は朗読会になって

しまいますが。 

 ２、対面式の議会は実現できないでしょうか。 

 ３、一問一答形式についてどう思われますか。 

 ４、休日の議会開催をどう思われますか。経費が伴うこともありますので、小松市長の御見

解をお伺いします。 

 今後、議会に対して望むことがあれば、あわせてお聞かせください。 

 地方公務員も地方議会の議員も片側に法令があります。しかし、もう片側には常に市民の存

在があります。執行部も議会も思いは一つ。市民生活の向上のために何ができるかを議論し続

けなければ、市民の方は浮かばれないと思います。 

 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） 上野議員さんにお答えをいたします。 
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 まず、前段の部分でありますが、私は一般用としてや選挙用として自分の考え方や実施して

きた政策を色分けをして申し上げたことは一切ございませんので、よろしくお願いします。 

 そして、進めている行政運営は当然に市役所だけのものではなく、市民のための市政運営で

なければなりません。ですから、市民の方々の幸せを願い、全力を挙げて取り組んでいるとこ

ろであります。 

 御案内のように、市民の方々の御要望として多いのが、まず働く場所でございますし、所得

の向上であります。しかし、日本の経済はアメリカ発の経済不況の波が我々の住む地方にも押

し寄せておりまして、いまだ私はそれから脱出ができていない地方の状況だというふうに認識

をするものであります。そうした中で市といたしまして、産業振興や地域経済の活性化などを

図るため、大変厳しい中で私は諸施策の推進に努力をしているところであります。市民の方々

の暮らしはそれだけではなくて、生活環境の改善として、道路や飲料水の確保、高齢者など福

祉の充実、子育て支援など、多くのことがございます。市民の方々が安心して暮らせるまちを

つくることも私の目標であります。さまざまな面で室戸市民の方々の生活は厳しい状況ではあ

りますが、前段申し上げてきましたこと等によりまして、私は少しでも改善につながっている

というふうに考えるところであります。室戸に生まれ、室戸に住み、室戸に来てよかったと言

われるまちづくりを目指して、これからも全力で努力をしてまいります。 

 次に、大きな１点目の雇用の確保、所得の向上についてでございますが、高知県内の雇用状

況につきましては、御案内のように、平成22年10月の有効求人倍率が0.57倍、安芸公共職業安

定所管内はこれより低く、0.53倍となっており、厳しい状況が続いているのが現状でございま

す。また、これまでの企業誘致につきましては、議員御案内のとおり、魚の加工施設の誘致に

よりまして雇用が生まれております。また、情報通信会社の室戸支店ができておりまして、雇

用が生まれております。また、深層水企業、これは17名の深層水企業に撤退をされましたが、

18名の新たな企業に来ていただいて、雇用の確保に努めているところであります。そして、進

出協定を締結している企業があるということは御案内のとおりであります。今後におきまして

も、雇用の拡大や所得向上を図るためには、所信表明でも申し上げましたように、市内企業の

規模拡大や新しい企業の誘致により、雇用の場の確保に努めなければならないと考えておりま

す。企業誘致推進条例の制定や情報通信基盤整備事業により企業誘致の条件整備ができてまい

りましたので、今後は深層水関連企業や観光関係企業など、また新エネルギー関係も含めまし

て、誘致活動に取り組み、一人でも多くの方々の働く場の確保に向けて取り組んでまいりま

す。 

 次に、地場産業の育成のための取り組みについてでございます。 

 農業分野では安全・安心な農作物の栽培やレンタルハウス整備事業の推進、林業分野では協

働の森づくり事業やオフセットクレジット制度の活用、備長炭の生産、販売の促進、水産業分

野では藻場造成事業への取り組みや、つくり育てる漁業の推進、商工業分野ではプレミアム付
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商品券の発売や新商品の開発の支援、商店街の活性化事業などに取り組むとともに、直販所の

販売額を高めることなどにより、所得の向上を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、大きな２点目の新聞記事と４年後についてであります。 

 まず、新聞記事についての御指摘でありますが、私はいつも申し上げていることは、首長が

一番大事に考えなければならないのは、行政の執行官であるということであります。就任した

その日から、重要な案件の決定をみずからが行い、またあわせて市の将来を考えていかなけれ

ばなりません。それらのことに全責任を持ち、正しい判断で進めていくという大変重大な私は

職務であるというふうに認識を持ち、またそうした役割があるというふうに認識をしておりま

す。これまで４年間やってまいりましたが、大変厳しくつらいという仕事だというふうに認識

をしております。しかし、自分の生まれ育った室戸であります。このまちを何とかしたいとい

う信念で取り組んでいるところであります。ですから、実現の乏しい夢ばかり語ったり、芸能

人ではありませんので、一時的な人気を集めるというようなことは私はふさわしくないという

ふうに思っております。 

 そして、室戸をどうしていくのかにつきましては、これまでにも各議員さんの質問として、

次期市長選に向けての決意、次期市長選への意向、今後の市政課題と担当意欲についてという

ような中でお答えもしてまいりました。また、今回は所信表明として、今後４年間の市政運営

の考え方を明らかにしているところであります。その中で、何が問題で、どうしていかなけれ

ばならないかなど、具体的な施策としてお示しをしているところでございます。 

 前段の議員さんにも御答弁をいたしております。また、先ほども前段で御答弁をいたしまし

た。重なるかもしれませんが、再度何点かにつきまして申し上げたいと存じます。 

 まず、室戸の大きな課題は人口減少と働く場所が少ないことでありますので、地域の産業の

育成による所得の向上、地元産品のブランド化や販売拡大、観光関連施設の整備、商店街活性

化事業の推進などを進めてまいります。また、企業誘致の条件整備ができたと考えております

ので、一層の推進を図り、新エネルギーへの取り組みなどとともに、少しでも多くの雇用の場

を設けてまいります。そして、働く親の子育て支援となりますように、保育サービスの充実や

経済的負担の軽減を進め、小・中学校の教育の充実を図ってまいります。 

 次に、財政の健全化であります。これまでにも取り組んでまいりましたが、まだまだやって

いかなければならないということでありますから、いろんなことを申し上げているわけであり

ます。まず一つには、土地開発公社問題でありますし、特別会計の赤字問題、貸付金の未回収

問題ということがございますので、これらについて着実な対策を打っていかなければならな

い。そのことによって、一層の財政健全化を図っていかなければならないということを申し上

げているところであります。 

 次に、交流人口拡大による地域の持続的な経済活動の推進が大事でありますので、室戸ジオ

パークや地元産業との連携、観光ルート、観光メニューなどをつくる、そうした取り組みを事
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業化をしていくということが私は必要であると考えているわけであります。 

 最後に、安全・安心なまちづくりをどうしてもこれも進めていかなければなりません。防災

公園の整備や防災行政無線の設置をしていかなければ、市民の皆さんの生命が守れないという

ことであるわけですから、ぜひこうした取り組みを私は充実をさせていきたい。住みよい室戸

にしていかなければならないというのが私の願いであります。 

 次に、(1)国民健康保険事業についてでありますが、前段の議員さんにもお答えをいたしま

したが、国保事業特別会計の赤字解消は室戸市の最重要課題の一つでございます。赤字解消へ

の取り組みについて、いつごろから取り組むという御質問でありますが、この点につきまして

はこれまでにも、とにかく単年度黒字を実現をしなければならないというような取り組みをこ

れまでにやってきたことは議員さん御案内のとおりだと思っております。今までにも、これま

でにも医療費削減のための保健事業であるとか、ジェネリック医薬品の普及、財源確保のため

の収納率向上対策に取り組んでまいりました。これまで収納率、滞納分については一けた台で

あったんです。それが現在16％以上の収納率に、職員の方に御努力をいただいて、上げている

わけであります。これは僕は本当に職員の方々の御努力のおかげだというふうに思っておりま

す。ただ、こうしたことをまだ行っても赤字はなかなか少なくならないというのが実情であり

ます。ですから、それらのことに引き続き取り組んでいくとともに、今後は一般会計からの法

定外繰入や税率改正などに取り組むことによりまして、国保会計の健全化にさらに努めていく

必要があると考えているところであります。 

 次に、(2)介護保険の今後の見通しについてであります。 

 介護保険制度は平成12年４月から始まり、介護を社会全体で支える制度として定着をし、高

齢者介護の充実が図られてきたところであります。平成18年には地域密着型サービスが創設を

され、地元で住民の方々がサービスを利用できる制度として、認知症など要介護状態になって

も、できるだけ住みなれた地域で生活ができるように当市でもグループホームが開設をされ、

地域のニーズに対応するサービスとして定着をしているところであります。また、地域支援事

業による介護予防事業として、介護予防に効果のあるいきいき100歳体操の実施や海洋深層水

体験施設を活用した健康づくり事業など、介護予防事業を進めているところであります。 

 しかし、当市の介護保険は施設サービスに占める割合が高いことや要介護認定者の増加、介

護サービス給付費の増大などが課題となっているところであります。そのため、要介護状態と

ならない施策にさらに取り組むとともに、要介護状態となってもできるだけ住みなれた地域で

暮らせる環境整備が大事であります。在宅サービスである訪問介護、通所介護に取り組んでい

かなければならないと考えております。 

 現在、国の動向といたしましては、介護職員の処遇改善、保険料の負担のあり方、ケアプラ

ンの利用者負担といったことが検討されているところでございますが、市といたしましては国

の動向を踏まえた中で、次の介護保険計画の中で介護サービスの充実、また介護予防対策の推
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進など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、(3)海洋深層水のＰＲについてでございます。 

 これまで県や深層水企業クラブと連携しながら、県内外の企業や量販店等に海洋深層水の魅

力や特徴、関係者の談話等を掲載した海洋深層水新聞や関連商品を紹介した冊子を配布すると

ともに、各種イベントでのＰＲ活動を行ってまいりましたが、議員さん御指摘のとおり、私も

これは十分でないというふうに考えております。このＰＲ活動につきましては、県費300万

円、市費300万円というお金を使っているわけであります。これはぜひもう少し見直していた

だかないといけない。ＰＲ活動をもっと充実をさせていかなければならないということで、今

回県へ対しても私どもの意向をお話をさせていただいたところであります。今後は、県や深層

水企業クラブと協議しながら、ＰＲ方法を見直し、多くの方々に知っていただけるように、テ

レビやラジオなど、マスコミを使った効果的なＰＲなどに取り組んでいただきたいというよう

なことも申し上げたところであります。 

 次に、株式会社ＭＵＲＯＴＯの運営についてであります。この会社は平成21年７月１日に、

室戸海洋深層水体験交流センターの指定管理者として業務を行っています。会社としましては

大変厳しい経営状況でありますので、施設の経営だけではなくて、平成22年度からは新たにデ

ィープシーワールドの清掃、防風林の管理、ディープシーワールド公園屋外便所の管理など委

託業務を請けていただいて、経営の健全化に向け取り組んでいるところであります。今後と

も、経営の改善につながる業務の拡大等についてぜひ検討をしていかなければならないと考え

ております。 

 次に、(4)室戸ジオパークについてでございます。 

 議員さん御案内のとおり、さまざまな取り組みが一体となってジオパーク活動を推進をし、

交流人口の拡大を図ることは地域経済の発展にとって大変重要であると認識をするところであ

ります。交流人口の拡大に係る関係機関との連携につきましては、商工会や宿泊施設など、地

域の各団体とともに、室戸ジオパーク推進協議会の中で取り組んできたところであります。こ

れまでの取り組みによりまして、本年度は第11回地震火山こどもサマースクールの開催、また

韓日合同地質学会も開催をされたところであります。そして、青森県などの議員団の視察も室

戸ジオパークを目的に来ていただいているところでございまして、これらの交流人口の拡大に

ぜひ努めていかなければならないと考えております。 

 また、室戸岬でのガイドの案内者数、昨年度は563名でございましたが、本年度は既に11月

末現在で674人となっているところでございまして、昨年度を大きく上回るものと考えており

ます。 

 さらに、公共交通機関が安芸駅から室戸岬までのバス往復券と室戸ジオパークガイドをあわ

せたチケットを販売したこともあって、室戸岬を訪れる観光客が増加をしているところであり

ます。そのほか、ジオ関連商品として、ジオパーク弁当やジオパークカレー、携帯ストラッ
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プ、マグネットといった新しい商品も販売をされているところであります。 

 さらに、宿泊施設では、宿泊客にジオパークを散策して、ヨガ体操を体験させることや、ジ

オパークの写真展を宿泊施設で開催をしていただいたり、集客アップを図っていただいている

ところであります。 

 このような交流人口の拡大や新しい経済活動が期待をされるところでございますので、こう

した取り組みをさらに発展をさせていかなければならないと考えております。今後とも、現在

作成をしております実行計画をもとに、ジオパークと農業や水産業との連携による体験型観光

のメニューづくりなども進めてまいります。またあわせて、商工会、宿泊施設、観光協会など

の関係団体や地域住民の方々と力を合わせて、地域経済の持続的な発展につながる取り組みを

一層進めてまいります。 

 次に、(5)ブロードバンドの利活用についてであります。 

 ブロードバンドに関しましては、利用促進協議会などにおいて、多方面から御意見等をいた

だき、地域振興につなげていかなければならないということは前段の議員さんにも御答弁を申

し上げたとおりでございます。施設整備後の利活用につきましては、例えば中山間の高齢者の

方々に対する支援や産業利用あるいは市民生活に役立つ仕組みづくりなど、さまざまな利活用

方法があるところでございますが、ケーブルテレビを使った議会中継なども含め、利活用の方

法について、今後議会や市民の皆さんの御意見をお伺いする中で取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、(6)集落点検の実施についてであります。 

 本市は、多くの集落が点在をしている地域であります。その集落では、若年層の流出や高齢

化、コミュニティー不足によりその機能は年々低下し、集落を維持することが困難になってい

る地域がふえているものと考えております。したがいまして、それぞれの集落の規模や状況に

応じた取り組みを行うことが重要であると考えるところであります。 

 これらのことについての対応といたしましては、来年度、県の事業で集落の現状や課題な

ど、実態調査を予定しているというふうにお聞きをしておりますので、本市としましては今後

その調査を踏まえた中で地域に足を運び、地域住民の方々、集落の方々と集落の今後のあり方

を話し合うなど、集落の維持、再生につながる取り組みをしていかなければならないと考えて

おります。 

 そして、大事なことは地域の方々が自分たちの集落をみずから考え、行動することも私は大

切なことであると考えておりますので、そうした方々と行政が一体となって、私は協働のまち

づくりというものも進めていかなければならないと考えるところであります。 

 次に、(9)議会との関係についてでございます。 

 事前通告、対面式の実現、一問一答形式、議会の休日開催あるいは議会に対して望むことな

どについてお聞きをされておりますが、議会運営につきましては法令や会議規則あるいは議会
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での申し合わせ等の中で取り組まれてきたものと存じます。他市町村では、議会基本条例を制

定をするなど、新たな取り組みが行われていることは御案内のとおりであります。 

 なお、対面方式につきましては、以前私からその辺の御提案をさせていただいた経過もござ

います。 

 いずれにしましても、これらのことにつきましては、どういう方法が一番望ましいのか、市

民の方々の御意見をお伺いするなど、よりよい議会運営になるよう、議会、執行部ともに取り

組んでいかなければならない課題ではないかと考えるところでございます。 

 最後になりますが、市政運営につきましては、各分野で当市は大変な厳しい状況にあるとい

うことは御案内のとおりであります。私はそうした中で、ぜひみんなで前向きに取り組むこと

が必要であるというふうに考えるところでございます。 

 私からは以上でありますが、副市長及び関係課長から補足説明をいたさせますので、よろし

くお願いをいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 上野議員さんの質問のうち、大きな２点目の(8)のフレックスタイ

ムにつきましては私のほうから御答弁を申し上げます。 

 市職員の勤務時間にフレックスタイムを導入して、市の窓口業務の時間を延長してはどうか

との御提案でございます。 

 まず、一般にフレックスタイムとは一定時間の中で労働者が始業及び終業の時刻を自由に決

定できるようにする変形労働時間制をいい、昭和62年の労働基準法の改正により、昭和63年４

月から我が国でも導入をされた経過がございます。 

 しかしながら、一定範囲の労働者について始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねるこ

とを就業規則等で定め、かつ一定事項を労使協定で定めればフレックスタイム制をとることが

できるとした労働基準法第32条の３の規定は、地方公務員法第58条第３項により地方公務員に

は適用しないと規定されているところであります。 

 フレックスタイム制ではありませんが、本市におきましては、住民サービスの観点から、主

要な窓口における昼休み業務を行っているところでございます。ただ、夜間の時間延長につき

ましては、職員数の削減に取り組んでいる現在の状況から、少ない人員の中での勤務体制のや

りくりが必要となることやどれだけの需要が見込まれるのかなども踏まえて考慮すべき問題で

あると考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 久保市民課長。 

○市民課長（久保 正君） 上野議員さんに市長答弁を補足させていただきます。 

 国保の加入率、ほか会計からの繰入処理のありなし等についてお答えいたします。 

 まず、国保の加入率につきましては、20年度の国保連合会が行った実態調査によりますと、

世帯数では室戸市45.2％、安芸市47.4％、南国市36.3％、近隣では奈半利町41.4％、田野町
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45.1％、安田町50.2％、東洋町48.7％などとなっております。 

 次に、一般会計からの繰り入れにつきましては、20年度の実績ですが、単年度決算補てんの

ための繰り入れとして、東洋町2,000万円、田野町1,100万円、芸西村4,000万円、また保険事

業に充てるためとして、四万十市201万円、梼原町108万円、高額医療費共同事業費拠出金とし

て、奈半利町540万5,000円、田野町513万3,000円などの一般会計からの繰り入れが行われてお

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） 上野議員さんにお答えをいたします。 

 室戸市の未来予想図についての(7)里山保全についてでございます。 

 里山は農林業など、人と自然が長年の相互利用を通じてつくられました大切な自然環境であ

りまして、多様な生き物の生息環境としても、また地域特有の景観や文化の基礎としても重要

な地域でございます。しかし、本市におきましても過疎や高齢化などによりまして人為的な働

きかけが減少いたしまして、実情といたしましては景観の荒廃や動植物の衰退などの劣化が進

行いたしております。保全体制が急務であると考えております。 

 現在、国の動向といたしましては、環境省が里地、里山の持続的管理のための枠組みや利活

用方策などの検討を行い、各地の取り組みを支援するための里地里山保全活用検討会議を有識

者10名で組織をしておりまして、現在その検討がなされておるところでございます。間もなく

具体案が示されるものではないかと思っております。 

 次に、里山保全の環境対策でございますが、本市におきましても鳥獣被害、これは年々増加

の傾向にございます。これはこれまでの駆除方法が主に銃器による駆除でありましたことか

ら、十分な効果が上がっておりませんでした。平成20年より捕獲機材を購入いたしまして、被

害報告のありました地域に配布をいたしまして、より効果的な駆除対策の取り組みを現在進め

ておるところでございます。 

 ちなみに、平成21年度の駆除の実績を申し上げますと、シカが335頭、猿32頭、イノシシ

24頭、カラスが８羽といった状況でございます。 

 また、防護柵の設置につきましては、被害の状況やその範囲によりまして、国、県の助成制

度を活用いたしまして、広域的な、議員御案内のような、環境に配慮した被害防止を進めてま

いりたいと思っております。 

 また、森林の環境保全につきましては、室戸市森林整備計画に基づきまして、森林施業を実

施するとともに、国土の保全や水源の涵養、さらに地球温暖化防止対策といたしまして、自然

環境に配慮した森林整備を進め、里山の保全に努めたいと考えております。 

 また、民間活力を導入いたしました協働の森づくり事業についても検討いたしたいと思いま

す。 

 次に、河川、海等の環境保全につきましては、芸東衛生組合の協力のもと、河川管理者や海
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浜管理者、さらに住民団体、各地域の住民参加によります一斉清掃、また環境学習の一環とい

たしまして、市内の小・中学生にも海岸の清掃などにも参加をしていただいておりまして、環

境に対する意識の高揚を図っていただいてるところでございます。今後もこのような活動を皆

さんにお願いし、継続して市全体の環境保全に努めてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いをいたします。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いたします。 

 これにて日程第１、一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、明日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をお願いをいたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさんでございました。 

            午後４時18分 散会 

 


