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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。 

 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。久保善則君。 

○１４番（久保善則君） 14番久保。市民を代表いたしまして、市長、教育長、そして関係課

長に一般質問を行います。 

 まず１、市長再選について。 

 (1)人物像等。 

 私思いますに、市長の第１期は第１幕の第一歩ぐらいのもので、答えはそれから出てくるの

でありましょう。市職員出身の小松幹侍さんが把握している市財政状況等々を探る鋭さ、嗅覚

のようなものをどのように市政に反映させているのか。就任以来、刻々と成果が得られており

ましょうが、その反映によって次の結果も違ってくるように思うのであります。私たち市民

は、おのおののマニフェストを持って首長をしっかり見ていきたいと注視しております。そし

て、首長へは政治だけに期待するのではなく、弱い市民、困った人々が手を差し伸べているの

を肌で知り、その手を首長としてどこまで握れるか。端的に言えば、痛みのわかる人、血も涙

もある人、清らかな血の通う人で、思いやりが大事である。その思いやりのある人物と見てい

るのでありますが、市長御自身、首長としてあらねばならぬ人物像をお聞かせ願います。 

 (2)首長の政策プロセス。 

 私たち議員の職責は、主として議案審議のほか、執行機関の監督、批判、そして牽制等をす

る責務があるということで、ともすると執行部に対し一方通行的な言いっ放しの感がなきにし

もあらずですが、首長みずからの言葉、施策にその成果が問われ、責任を負う重責があり、議

員と首長の責務がおのずと異なると私は思うのであります。一議員がまことにおこがましゅう

ございますが、首長が行政をつかさどるに当たっては当人が掲げるマニフェストが一つの基準

になるのであるのは当然ですが、政治は流動的でありますし、ある部分が当初に掲げたマニフ

ェストどおりにいかないからといって、私は市民がそんなに批判や、あるいは頭から湯気を出

して罵倒するほどではないと思うのであります。それを市民に理解してもらうためには、既に

市長御自身が地域住民集会で行っておりますように、その政策をめぐるプロセスをもって見せ
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るべきと思うのであります。何かが思惑どおりにいかなくとも、プロセスを公開していけば、

住民もよしわかった、市長の言うことはもっともだ、もう少し苦しいが踏ん張るぞというふう

に首長の意を酌んでくれると思うのであります。みずから掲げた政策や物事をいつまでに決め

ると時期に固執することはなく、やり方も都度修正し、ある程度変えてもよいと思う。そうそ

う答えが短期間に成就するものではないとも思います。私は現在進行形の首長のプロセスをも

っと知り、市民が首長とともに悩むことこそ大事だと思うのでありますが、小松市長の掲げる

現在、またこれからの政策のプロセスをお聞かせください。 

 (3)次期市長選への意向。 

 既に、３月２日付で新聞紙上で出馬表明をされており、二番せんじで新鮮味はないのです

が、この項目に関しては議長に削除願も提出していないことですので、告知どおり、本年12月

任期満了に伴う次期市長選立候補の正式表明をこの議会でもお示し願いたいと存じます。 

 小松市長誕生以来４年目、施政方針として掲げた公約６項目、そしてまた58施策を私的に表

現しますと、市民密着型、生活密着型をメーンに取り組まれ、加えて新しい施策で目をみはる

事業の数々、市民が待ち望んで久しい室戸－阪神間の高速バス乗り入れも１往復から２往復

へ、ＡＭＡ協定、地質公園ジオパークの認定、そしてブロードバンド事業等々、まさに八面六

臂の大活躍で、頭の下がる思いであります。首長を選ぶ際、私たち有権者一人一人が真に地域

を思う人、信じる人を選べば、自分によい市政として返ってくるし、１票１票がすぐれたトッ

プ、市政を任せられる指導者を生まれさせる。すなわち、私が言いたいのは、自分がこの人を

選んでよかったと思う人であらねばならない。だれがやっても一緒ではいけない。先ほどの

(1)の人物像の項で述べればよかったのですが、市民が望む首長、室戸の行財政を十分把握し

ながら、加えて将来への展望、いわゆるビジョンが操れる、泥をかぶることを平然と受ける人

物であるべきで、逆に市民や職員、議員の顔色をうかがいながら、きれいごとを好み、泥を避

けて通る者は今の室戸には要りません。さもないと、あの夕張市になりかけたころのあの室戸

市に戻りかねないと思うのであります。種々述べてまいりましたが、再選への決意と取り組み

について、二番せんじでもよい、渋みのある市長のお考えをお聞かせください。 

 ２、予算編成について。 

 (1)当初予算編成の基本構想。 

 本年度も当初予算が出されましたが、地方交付税の不安定時代とはいえ、当年度の予算編成

をするための留意事項は長期計画とまではいかなくとも、数年の計画を基調にしたものとすべ

きだと思うのですが、本年度の予算編成はどのようなビジョンであったのか。市長の提案理由

の説明、施政方針にもありましょうが、従来の予算編成があるべき姿に戻ったと言えるかどう

かをお伺いいたします。 

 過去において、ある市長が財政に不案内で無頓着ゆえ、仕事に精通した課長が予算をつく

り、長はさほど検討も加味することもなく、押印だけで議会に提出し、そのあげく、補正補正
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であっぷあっぷ、基金も底をついたのを私は経験しました。現在は行財政改革を積極的に進め

られ、基金も見えてきていますが、当年度の予算編成に当たって基本構想をどのようにとらえ

ていたのか、また編成の手順、過程をお伺いいたします。 

 ただ、10年、５年くらいの構想が基本とは言えましょうが、具体的にとらえる必要もないと

も言えましょうが、いかがでしょうか。 

 (2)自主財源の充当。 

 市税等は自主財源として考えられますが、本年度においては給与費と投資的経費にどのよう

に充当されているかをお伺いいたします。 

 (3)財源の硬直化。 

 自主財源が給与費に食われて硬直化してしまうおそれはないか。すなわち、投資的事業が占

める率と給与費の占める率のどちらが高いのか。人件費は義務費であるため、財源硬直化の原

因となると言われております。既に行っていると思いますが、この解決のための計画的人事管

理を進めておりましょうか、お伺いいたします。 

 (4)財源の留保。 

 当初予算で定めた予算では不足が生じたり、また臨時的な支出もあるので、捻出する財源を

留保しておかねばならない。その方法としては種々ありましょうが、積立金制度、剰余金の財

政調整のための財源としての積み立てなどが考えられますが、いかように行っているか、御所

見を含めてお伺いをいたします。 

 (5)基金。 

 このように予算に不足が生じたり、臨時的支出があるのを想定して、ある程度額のポケット

マネーを持っておくべきだと思うのですが、ちまたで言われておるのは、当初予算金の10％は

最低ラインと聞きますが、どのくらいを設定されておられますか。 

 また、新聞紙上では、その基金で市税の減額、よく減税自治体構想等を言われていますが、

そしてまた保育園児費の減免等が掲載されておりますが、基金の主たる用途をお伺いいたしま

す。 

 また、前市長２期目の４年を順次、そして小松市長就任から直近までの基金をお示し願いま

す。とともに、基金が１億円足らずの時期があったと記憶しておりますが、その時期と、それ

をいかにどのような方策で乗り切ったのか、また何を教訓にしているのかをお伺いいたしま

す。 

 (6)財政力指数。 

 市財政としての自主財源と依存財源で、自主財源の強弱が行政活動の振幅を示すバロメータ

ーとも言えますが、その構成比、財政の指数は端的に言って１に近いほど財政力が強い。当

然、室戸市は１以下でありましょうから、地方交付税が交付されておりますが、当市の直近の

指数、できれば過去５年間の各年度の指数をお示し願います。 
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 また、限りなく指数１に近づく最近の努力の経緯等、ビジョンをお尋ねいたします。 

 (7)地方債。 

 地方債は後年度に継続される借金であり、その償還費は義務費であり、金額が多ければ多い

ほど財政を圧迫し、財政構造を悪化させることは御承知のとおりであります。物の本によりま

すと、公債費が経常一般財源の歳出総額に占める割合は５％が普通と言われ、20ないし30％を

占めると赤信号と言われます。そこでお尋ねをいたします。 

 大別して、一般事業、災害復旧事業、そして教育施設等それぞれへの借金、そしてその総額

と返済の元利金について、過去３年間をお示し願います。 

 また、過去において起債制限比率が過去３年間の平均がある比率、20ないし30％未満、30％

以上があり、公債費の増加にブレーキをかけられたことがあったかどうか。なかったと存じま

すが、お尋ねいたします。 

 次に３、室戸ジオパークについて。 

 私たちは14年前の平成８年、高知大学の岡村眞先生から、新村、領家、室戸岬山上、室戸岬

突端、そして日沖沖周辺をめぐりながら地質の説明を受け、日本列島誕生を学び、身震いをす

るほどの感動を受け、列島誕生が一目でわかるこの一帯は室戸を日本に、世界に売り出し、活

力をつくる千載一遇のチャンスととらえ、私はすぐさま文献を調べ、また岡村先生にも教えを

受け、平成８年、当議会一般質問で観光交流人口の拡大等を計画するよう提案をいたしまし

た。が、我が意に反し、おいしくもないのか、全く取り上げられず、悔しい思いをしたことで

した。その後も当市役所庁舎において、東京大学大学院の平朝彦先生、高橋先生、そして外国

の地質学者の講演も拝聴し、私なりに市側にいろいろ提言しましたが、事が地味だけにか、賛

同を得られず過ぎてしまった経緯もございます。が、私自身からすれば、このように打ち捨て

られていた地質博物館とも言える過去のものが大きく取り上げられ、日の目を見た思いがし、

当市も室戸ジオパークとし取り組み、我が意が復活されたかのように思われ、この事業に賛意

を表するものでございます。 

 日本でジオパークに認定された糸魚川を視察して、規模の違いに差があり過ぎる、また洞爺

湖有珠山、島原半島に比べて見劣りがする等の理由で申請に間を置いてはとの御意見もありま

しょうが、この３地域は火山活動によって生まれた上下動による地質である一方、室戸地帯は

造山帯に見られる複雑な地質構造、すなわちプレートの水平運動による海洋底の沈み込む場

所、海溝で、深海の堆積物や海洋地殻の一部がはぎ取られ、陸側につけ加わる作用、付加作用

で日本列島ができ上がる。まさに、日本列島の成り立ち、日本列島の誕生がわかる、日本で唯

一の地であるのが、さきの３地域や他の地域と本質的に異なった地質であると言われておりま

す。市長は一昨年５月、幕張メッセ国際会議場において、室戸の地質を紹介するなど、積極的

に各地でＰＲに努められております。室戸ジオパークは一昨年12月、国内初の日本ジオパーク

の一つに選ばれ、昨年はジオパークの認証に漏れはしましたが、最近は県から職員の派遣や補
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助も受け、室戸ジオパーク推進室、昨年12月には高知県ジオパーク推進チームを設置し、基本

構想によって果敢に取り組んでおります。せんだっては、モビリティサポートモデル事業によ

るジオパーク情報化として、国土交通省の政策統括官を初めとする多くの国、県からの方々を

お招きしての説明会を開催。また、室戸高校は来年度からジオパーク学を開講する等、積極的

に取り組んでおります。これらを踏まえても、室戸ジオパーク推進協議会の長としても、関係

者を叱咤激励し、落選を恐れず、ジオパーク認証獲得に向け、推し進めていただきたいのであ

ります。この大事業に向け、本年度の予算にも計上せねばなりませんので、さきの総会で説明

を受けましたが、今後の計画、取り組みについて御説明を求めますとともに、世界ジオパーク

認証獲得に向けての市長の御決意と御所見をお伺いいたします。 

 次、４、教育振興について。 

 橋本前高知県知事はもとより、現尾﨑知事も県内の小・中・高校生の学力が他県に比較して

相当落ち込んでいることを重視し、学力向上に重点を置いてきたところですが、今回の２月定

例県議会において、教育振興についても県政課題の一つに挙げ、他の課題とともに実行のスピ

ードは相当程度加速されたと強調し、挑戦の年との決意を示しました。これを踏まえてお伺い

をいたします。 

 (1)市内、小・中学生の学力。 

 10年ぐらい前からでしたか、全国の学力テストの結果、高知県の学生の学力順位はワースト

スリー以内の連続であるとのことで、橋本前知事も教育振興に力を入れてきました。室戸市内

の小・中学生の学力についてお伺いしますが、国が全国に学力テストを促しました時期から直

近までの位置づけとして、どれくらいの位置をたどっているのか。以前に比べて相当上位を推

移しているともお聞きしますが、いかがなものでしょうか。 

 また、学力向上について尾﨑知事の言う挑戦の年をいかに解釈し、いかような施策を重点的

に行っていくかもお伺いいたします。 

 (2)学校保育課創設。 

 現在は小・中学校は教育委員会、そして保育園については福祉事務所の所管で、それぞれの

業務をつかさどっておりますが、これを来年度から学校と保育園を一貫しての業務とするた

め、保育園業務を教育委員会に移設し、学校保育課を創設すると聞きますが、その意義と施策

等について具体的にお聞かせをください。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 久保議員さんにお答えをいたします。 

 まず１点目の市長再選についての(1)人物像等のことについてでございます。私はまず、市

長としてこの自分が生まれ、育ってきた室戸を、またこれからも生活していく室戸を少しでも

よくしていきたいとの思いが強くございます。また、他の市町村に負けない町を目指して、市
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政運営に、住民サービスの向上に、財政の健全化などに取り組んでいるところでございます。

そして、首長の人物像ということでございますが、私はリーダーとして必要なことは、１つに

は勇気はあるか、２つには思いやりはあるか、３つには正義感はあるか、４つには責任感はあ

るか、５つには決断力はあるか、６つには計画性はあるか、７つ目は自己統制力はあるかを大

切なこととして、いつも問いかけながら日々の業務を行っているつもりでございます。これら

のことをすべてクリアすることは大変難しいわけでありますけれども、このことに気をつけ

て、一つの人物像ということで努力をしているところでございます。 

 次に、(2)の首長の政策プロセスについてでございます。私は市民の方々との公約として、

住民主体のまちづくりの推進、財政の健全化、経済力の向上を目指す産業振興対策、心豊かな

子供たちをはぐくむ教育環境の整備、保健、医療、介護など、福祉と高齢者の生きがい対策等

の充実、市民を災害から守る防災対策の推進など、６項目、58施策に取り組んでまいりまし

た。そうした中で、市政懇談会の継続した開催、集中改革プラン推進計画による職員定数の削

減や財政健全化、塩漬け土地の解消と防災公園の整備、小・中学校の耐震化の推進、企業誘致

推進条例の制定と産業者会議提案事項の予算化、水道未整備区域の対策などに突き進めること

ができたと考えております。また、小・中学校及び学校給食施設の統合、高速バスの乗り入

れ、室戸ジオパークの取り組み、ブロードバンド整備、シレストむろとの運営など、新たな課

題や問題にも対応してきたところでございます。さらに、国、県への要望事項である県道の改

良や国道の改修計画が進んでいるところであります。今後とも、住民の方々との信頼関係を築

くとともに、市民ニーズを的確にとらえ、事業の必要性、緊急性等を踏まえ、効果的で市民の

方々から喜ばれる施策の推進と国、県への要望活動に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、(3)次期市長選への意向についてでありますが、これまでの市政運営としまして、大

きく申し上げますと、１年目は体制づくりと集中改革プランの策定、２年目は各種施策の実

行、３年目は少しずつ施策の成果が見え出したという感じを持っております。これまでの総括

をいたしますと、おおむね取り組むことができてきたのではないかと考えております。国にお

きましては新政権が発足したところでございますが、私はこれからの５年間で市町村格差がま

すます増大する時代に入るのではないかと心配をしております。私も知識や能力が十分ではあ

りませんが、市政運営に関係をする多くの方々の御協力や御指導により、今後とも当市の課題

であります、まちづくり条例の策定によるまちづくりの推進、室戸の資源を生かした産業の振

興、心豊かな子供たちをはぐくむ保・小・中の保育教育の推進、平均寿命、健康寿命を延ばす

諸施策の実施、行財政改革の推進、新エネルギーへの取り組み、芸東衛生組合のごみ、し尿処

理場対策、安芸広域事務組合の丸山長寿園の改修計画などについて推進していかなければなら

ないと考えております。そして、この前のチリ地震による津波警報のことを考えますと、実施

計画を策定中の防災行政無線の設置がどうしても必要であると考えるところでございます。こ
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れらの取り組みによりまして、室戸に生まれてよかったと、室戸に住んでよかった、室戸に来

てよかったと言われるまちづくりを目指して、次期につきましても引き続き市政運営を担当さ

せていただきたいと決意しているところでございます。 

 次に、大きな２点目の予算編成についての(1)当初予算編成のビジョン、基本構想について

でございますが、先日の施政方針でも申し上げましたけれども、国においては政権が交代し、

新たな国政運営が進められており、県においては保健医療福祉施策に官民一体となって取り組

む日本一の長寿県づくりなど、５つの基本政策の推進を柱に予算編成方針を立てております。

本市といたしましては、県との連携を密にし、補助事業の有効活用など、県の方針を踏まえ、

次のような基本的な考え方で取り組んでおります。 

 平成22年度に公債費の償還がピークとなり、厳しい財政状況となりますが、県の補助事業を

活用した雇用対策やプレミアム付き地域振興券発行等による地域経済の活性化、防災公園の整

備等の防災対策の推進、災害時の要援護者の個別支援対策の推進等福祉の充実、保育事業を教

育委員会の所管とし、保・小・中の一体的運営の推進等による教育の充実などを推進するとと

もに、急激に変化する社会経済環境を見きわめながら、市の活性化に取り組み、持続可能な地

域経済の発展を目指し、あしたに希望のあるまちづくりとなるよう取り組んでまいりたいと考

えております。 

 なお、予算編成におきましては、９月から10月ごろ、課ごとに班長以上に集まっていただい

て、課の現状と課題について、私、副市長、企画財政課でヒアリングを行い、その内容を次の

年度の予算編成に生かす取り組みを行っているところでございます。 

 次に、財源の硬直化に関して計画的な人事管理についてのお尋ねでございます。職員数の削

減につきましては、これまでも申し上げてまいりましたように、平成16年に策定した財政健全

化計画に続く集中改革プラン推進計画において、平成22年度に250人体制とするという目標を

定め、取り組んでまいりました。その結果、平成16年度には306名であった職員数は平成18年

度には288名、平成21年度には255名と、この５年間で51名の削減に至っているところであり、

平成22年度には目標をほぼ達成できる見込みでございます。今後におきましても、事務事業の

さらなる簡素効率化を進めていくとともに、組織として望ましい体制について随時検証しなが

ら、職員の年齢構成なども総合的に勘案して、適正な人員管理に努めてまいります。 

 次に、(5)基金についてでありますが、室戸市の基金は財政調整積立基金、減債基金、その

ほかふるさと創生基金等のように、特定の目的のために積み立てる基金がございます。このう

ち自由に使える財政調整積立基金、減債基金は、予算編成上、一般財源の財源不足分に取り崩

しておりますので、当初予算編成時には残額が少なくなり、形式上、残高が１億円以下になっ

た時期もございますが、決算額では１億円以下になったことはございません。また、財政健全

化につきましては、室戸市財政健全化計画や室戸市集中改革プラン推進計画を策定し、職員数

の削減や給料のカットによる人件費の削減、課の統廃合による組織、機構の見直し等により、
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歳出削減や各種証明手数料等の受益者負担の見直しなどによる歳入確保を行い、財政健全化を

図ってきたところでございます。 

 次に、(6)財政力指数についてでございます。財政力指数は地方交付税の算定に用いる基準

財政収入額を基準財政需要額で割った数値の過去３カ年の平均値で、地方公共団体の財政力を

示す数値でございます。しかし、基準財政収入額の算定に用いる市税の額には実際の収入額で

はなく、標準税率で算定した調定額を用いることになっております。この数値を高めるには、

分子である歳入の基準財政収入額を多くすることが必要であり、このためには新たな企業誘致

や所得向上に向けた施策の推進等により市税の調定額が多くなるように努めなくてはなりませ

ん。また、分母である歳出の基準財政需要額を少なくするために、新たな起債の借り入れの抑

制等による需要額減に向けた取り組みを推進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３点目の室戸ジオパークについてでございます。室戸にはほかにない魅力とい

たしまして、プレートの沈み込みによる付加作用によって大地が生まれている地域であると言

われております。海と陸が出会い、新しい大地が誕生する最前線を標語としているところでご

ざいます。国内で初めて日本ジオパークに認定された室戸は、したがいまして世界に誇れる地

質遺産であるというふうに私も認識をするところでございます。室戸にはそれだけではなく、

雄大な自然や多くの天然記念物、情緒あふれる古い町並み、海洋深層水、豊富な食材、空海伝

説など、すばらしい地域資源がたくさんございます。こうした貴重な資源に付加価値を与え

て、環境教育の場や観光資源として活用し、地域経済を持続的に発展させていく取り組みがジ

オパークの活動ではないかと考えております。室戸が活気を取り戻し、市民の皆様がこれまで

以上に自信と誇りを持って暮らしていくためにはジオパーク活動をさらに進める必要があると

考えております。室戸を国内外に、また世界にアピールし、多くの観光客にお越しをいただ

き、室戸のファンをふやしていきたいと、その思いでこれまでに案内板や遊歩道などのハード

整備、ガイド養成やホームページなどソフト事業に取り組んでまいりました。また、モビリテ

ィーサポート事業によりＱＲコードを読み取ることによるガイドや、室戸高校において平成

23年度から正式にスタートをするジオパーク学の科目の導入などが進んでいるところでありま

す。今後とも引き続き、ハード、ソフト両面の整備を進めるとともに、地元説明会を随時開催

をして、市民の皆様への普及啓発活動などに取り組んでまいります。 

 また、室戸ジオパーク推進協議会メンバーを初め、大学の先生方や関係機関、関係者の方々

の御支援、御指導を賜りながら、世界ジオパークの認定を目指してまいります。 

 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

しくお願いいたします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） お答えいたします。 

 まず、２点目の予算編成についての中で予算編成手順、過程でございますが、11月中旬に各
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所属長に対し予算編成方針をまず示しまして、12月中旬までに予算見積書、各課からの要求で

ございますが、それを企画財政課に提出されます。提出された要求に基づきまして、12月下旬

から１月上旬にかけて各課から説明を受けまして、ヒアリングを行いまして、その後１月中旬

から下旬にかけまして企画財政課査定、その後２月上旬に市長、副市長による査定を行いまし

て、当初予算案を決定いたしております。 

 次に、(2)の給与費と投資的経費への自主財源の充当でございますが、財源の充当につきま

しては、予算書の財源内訳の中に記載いたしております一般財源という形の充当ということで

お答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 給与費等への人件費への充当につきましては、国・県支出金等を差し引いた残りの額に充当

いたしております。投資的経費への充当につきましても同じく国・県支出金、分担金、起債等

を差し引いた残りの額に対して、先ほど言いました一般財源という形で充当いたしておりま

す。投資的経費に対しまして、人件費のほうは国・県支出金などの補助対象となるものが少の

うございますので、一般財源の充当が人件費は多くなってまいります。それで、20年度の決

算、普通会計ベースでございますが、その数字を申し上げますと、人件費総額は22億7,000万

円に対して一般財源の充当は18億2,500万円でございます。22億円に対して18億円。投資的経

費につきましては８億7,500万円、事業費でございますが、これに対して一般財源の充当は３

億600万円と、投資的経費のほうが低くなってきております。 

 次に、３の財源の硬直化についてでございますが、先ほど市長もちょっと触れましたけれど

も、財政の硬直化をあらわす数値といたしましてですね、議員さん既に御承知のとおり、経常

収支比率というものがございます。この数値は、人件費、扶助費、公債費などの毎年義務的に

支払わなければならない経常的な経費。これがですね、これに対する占める比率、地方税、交

付税などの経常的に入ってくる一般財源に対してどの程度を占めておるか、これが分母。人件

費、扶助費、公債費が分子となってまいりますが、これを示したものでございまして、比率が

低いほど財源に余裕があるという形になってまいります。低いほど普通建設事業などの臨時的

経費に充当できる一般財源があるという形になってまいります。 

 本市の経常収支比率の状況は、平成18年度が99.9、19年度は101.9、20年度が100.6となって

おりまして、100％を超えているということにつきましては経常的な経費、先ほど言いました

人件費とかの義務的経費ですが、これが経常的な収入、市税ですね、そういうもので賄えない

という形が財政上なっております。これは本市の財政状況が非常に硬直化した状態という形に

なっておるということでございます。 

 また、当初予算に占める人件費と投資的経費の構成比でございますが、平成20年度の人件費

が22.3％、投資的経費は8.1％、21年度につきましては人件費が19.8％、投資的経費が

13.5％、平成22年度の人件費は18.7％、投資的経費が12.6％という構成比になっております。

人件費は職員数の減などにより低下してきておりまして、投資的経費のほうにつきましては
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小・中学校の耐震化工事など、いろんな工事の当該年度の大きい、少ないによりまして増減い

たしてきております。 

 次に、(4)の財源の留保でございますが、議員さん御指摘のとおり、地方財政法７条におき

まして、決算上、剰余金につきましてはその２分の１以上の額を積み立てまたは地方債の繰上

償還の財源に充てなければならないと規定されております。予期しない収入の減少や、市税と

かですよね、の減少や不時の支出、これは災害とかというものでございますけれども、それに

備えまして長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために、本市におきましても財政調整

積立基金や減債基金などによる積み立てを行ってきております。 

 次に、(5)の基金の状況ですが、基金の残高の目標設定、用途でございますが、先ほどの財

政調整基金、減債基金につきましては財源の確保、それから先ほど言いました災害、税収減、

それから特別会計が赤字額を抱えておりますので、それも含めまして、めどといたしまして

10億円程度を努力目標という形にいたしております。しかし、決算剰余金の２分の１の積み立

てを行ってまいりますので、財政の収支の状況によりましては積立額が減ってくるということ

になってきます。 

 次に、財政調整基金と減債基金の合計の残高推移でございますが、1,000万円単位で言わせ

ていただきますと、14年度末が８億7,000万円、15年度末が６億9,000万円、16年度末が６億

8,000万円、17年度末が５億7,000万円。現在の市長が就任いたしました後では、平成18年度末

が６億3,000万円、19年度では７億1,000万円、20年度末では８億円、それから21年度末につき

ましては現在予算ベース上では７億円ぐらいの残がございますが、これも決算収支の状況であ

りますとか当初予算への今後の取り崩し額によって影響してきます。ここ18年から20年につき

ましては１億円程度ふえてきておるという形になっております。 

 次に、６の財政力指数でございますが、過去５年間の指数につきましては、16年度が

0.243、平成17年度が0.244、平成18年度が0.248、19年度が0.254、平成20年度が0.251となっ

ております。平成20年度の高知県の各市の平均が0.39、室戸市は低くなっております。それか

ら、全国の市町村の平均も0.56ということになっておりまして、県内各市の中でも一番低い指

数となっております。 

 次に、地方債の中の一般公共事業、災害復旧事業、義務教育施設の事業の地方債の年度別返

済額ということでございますが、それぞれの事業に係る金額をここで申し述べますとすごく多

数になりますので、申しわけございませんが、資料で後ほどお答えさせていただきます。ここ

ではちょっと総額にだけ触れさせていただきます。地方債の普通会計決算ベースでの総額は、

元利償還金については100万円単位で申し上げますと、平成18年度が15億4,100万円、19年度が

15億400万円、20年度が16億600万円。借入金ですが、平成18年度が13億8,000万円、19年度が

７億5,000万円、20年度が７億5,700万円。これは下がってきております。年度末残高ですが、

地方債の、これは平成18年度が141億円、平成19年度が136億円、20年度が130億円と減額して
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きております。 

 次に、起債許可制限比率が20％を超したことがあるかということですが、昭和60年度におき

まして21.1％となって、平成元年度までの５年間20％を超しましてですね、厚生福祉施設と一

般単独事業の起債が許可されない状況となっておりました。この比率は30％を超したことはご

ざいません。ちなみに、平成20年度の起債許可制限比率は12.4となっております。さきに市長

がお答えいたしましたけれども、平成22年度が公債費の償還のピークとなっておりますので、

今後は各施策、事業に取り組みながらも、公債費の適正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。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） 久保議員さんに４の教育振興についてお答えいたします。 

 現在の室戸市の学力状況及びここ２年間の学力の推移についてでありますが、平成20年度、

21年度を比較してみますと、小学校は国数とも県平均を上回り、全国とほぼ同位置にありま

す。中学校も県平均を上回っており、全国平均との差は国数で20年度より21年度のほうが

1.25ポイント上昇しております。全国平均との差はマイナス3.7ポイントとなっており、確実

に向上が見られると考えております。 

 室戸市教育課題検討委員会を立ち上げましたのは平成20年９月のことで、当然その当時から

学力向上へ向けた挑戦が始まっております。学力向上は教師の責務であるとの自覚のもと、室

戸方式として年度当初及び学年末にチェックテストを行い、学力の定着状況を把握し、加力学

習を行っております。そのやり方については、各校独自にモジュール学習を行うなど、工夫を

加えて取り組んでおります。来年度、県教育委員会は教育版アクションプランを策定いたしま

したが、それらを踏まえ、室戸市としましても今申しました室戸方式を第一に掲げ、今後とも

基礎学力の定着・向上を目指してまいりたいと考えております。 

 知事の言われる挑戦の年を県教育長も来年で全国並みにすると表現しておりますが、私も室

戸市の教育行政を預かる者といたしまして、その言葉を真摯に受けとめ、レベルアップを図る

所存でございます。 

 次に、保育園を教育委員会の管轄にした件でありますが、子供たちの健やかな成長は我々に

とっての大きな願いであります。今まで福祉事務所の管轄にありましたが、保小一貫教育を考

えた場合、種々連絡調整等を含め、お互いが保育内容を知り、小学校教育を知る必要がありま

す。また、県も幼・保一元化を指導しており、保育の場合は幼稚園の持つ基礎的な学力づくり

を一層強め、高めていこうとしています。つまり、幼児教育の内容をさらに深め、文字の収得

や数の概念を理解させたいなど、保育内容を広げるということを目的としたものであります。

そのための施策としてでありますが、保・小の発達段階を双方が十分理解するための研修や交

流学習としての乗り入れ、行事等の一元化などを考えているところであります。以上でござい

ます。 
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○議長（林 竹松君） これをもって久保善則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３月議会におきまして、改革を進める鷹山会が市

民を代表いたしまして一般質問を行います。 

 大項目の１、市職員の採用凍結について。 

 この項では、データをもとにして市職員数が本市の人口の変化に順応した適正な人数なのか

をただしたいと思います。 

 総務省の統計に市町村決算ランキング住民1,000人当たりの職員数というのがあります。

19年度のその多い順ランキングを見ますと、１位は北海道の歌志内市の23.8人、２位は佐渡市

の19人、３位が大分県竹田市の17人と続き、16位が土佐清水市の14.9人、25位が室戸市で

13.9人、あと34位が香美市の13.1人と続きます。また、県内の少ない順ランキングを見ます

と、１位が高知市の7.6人、２位が南国市の8.2人、３位が須崎市の9.5人となっていて、高知

市の7.6人は室戸市の約半分の割合の職員で事務を賄っていることがわかります。 

 次に、以上の19年度のデータを現在の本市の人口に当てはめて県内他市と比較をしてみまし

た。まず、現在の本市の人口は約１万5,800人と見ておりますが、とりあえず１万6,000人とし

ます。19年度の南国市の職員数は人口1,000人当たり8.2人ですが、例えばその比率を本市に当

てはめますと職員数は131人となります。また、安芸市の13.1人に倣うと本市の職員数は210人

になります。また、四万十市の11.8人に倣うと本市の適正な職員数は189人ということになり

ます。そして、人口1,000人当たりの職員数が最も多い土佐清水市の14.9人の数字を当てはめ

ても238人となります。これらの点を考えてみましても、本市の今の職員数255人がいかに多い

かがわかると思います。私は18年当時から早く200人にすべきだと考えておりまして、人口１

万6,000人のときに県内他市の比率と比較して、この200人は少な過ぎるかを少し調べてみまし

た。人口1,000人当たりの職員数ですので、人口１万6,000人を16と置きかえますと、職員

200人割る16で12.5になります。この人口1,000人当たり12.5人の数字をもとにして県内の他市

を見ますと、安芸市や江南市などと同じように県内全市のランキングでは真ん中あたりに位置

し、決してこの数字が少な過ぎるとは言えません。また、人口数が本市と同程度の県内の町村

を比べますと、佐川町は人口１万4,714人で職員数は107名、人口1,000人当たりは7.3人です。

春野町は室戸市と近い人口１万6,468人で職員数は148人、人口1,000人当たりは９人しかいま

せん。このことから思いますに、室戸市は長い海岸線に沿って住宅地が広がる地形であり、県

内他市と同じように求めるのは無理があると言われるかもしれませんが、人口1,000人当たり

の職員数を10人に限りなく近づけることは間違った政策ではなく、私は今後３年間、遅くても

５年間で職員数を200人に持っていくべきだと思っております。そのときの室戸市の人口は約

１万3,000人になります。この職員数200人が実現可能か不可能なことか調べましたが、200人

割る13ですので、人口1,000人当たり15.4人。この数字は19年度の14人と比べてもいかにも多
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く、１万3,000人の人口になったときには職員数は200人を切らないと適正とは言えないことが

わかります。よって、今後２年後の人口約１万4,800人のときまでに13.5人に持っていけば適

正に近づくというふうに考えております。 

 以上、とうとうと本市の今の職員数255人が人口に比べて多いことを述べてまいりました。

自治体職員の適正な人員はその市町村の住民数に順応して雇用すべきものであるのは企業の生

産的成果に応じて社員を雇用するのと同じで、疑いようもないと思っております。本市の住民

数は21年度で１万6,000人、22年度で１万5,400人、23年度で１万4,800人と推計していて、こ

れを香美市の13.1人に準ずれば、本市の職員数は21年度で210人、22年度で202人、23年度で

194人となります。これが本市の適正な職員数と私は考えています。 

 市長は今まだ250人体制の方針と申しておりますが、人口比で他市と比較すれば、本市の職

員は明らかに多過ぎです。これを適正な職員数の200人に近づけるためには、職員を勝手気ま

まに切るわけにはいきませんので、市職員の採用を適正な領域と考える住民1,000人当たり

12人から13人になるまで凍結する必要があります。これは市の財政健全化のためにも行うべき

であると考えておりまして、毎年欠員補充が必要な消防分野などを除いて、平成23年度から約

３年間、市職員の新規採用を凍結することについていかがお考えでしょうか、御所見をお伺い

をいたします。 

 大項目の２、市民への市政情報の開示について。 

 北海道のニセコ町は逢坂氏が町長になったときから、毎年度初めに市民に対して予算説明書

という冊子を配布しております。17年に本市もこれと同じようなものをと思いましたが、近年

の経済不況を考えますと無理も言えず、まず議員にと20年度当初予算のときから議会資料とし

て当初予算説明資料を配付していただいております。私は議会後、これを数部、友人に配布し

たところ、大変好評で、ほかの方からもたくさん22年度分が出たら欲しいという声をいただい

ております。そこで提案ですが、市の財政状況やその年の事業内容などについて住民の皆さん

に広く伝え、早く知っていただくことは大事だと思いますので、この当初予算説明資料を22年

度から毎年度初めの広報紙４月号に挟んで、市内全世帯に配布してはいかがでしょうか。今市

政運営に不信感を持っておられる市民が多いことなどを考慮いたしましても、市民に対する情

報開示は特に必要だと思います。この資料の配布についていかがお考えでしょうか、お伺いを

いたします。 

 大項目の３、連続する市関係者の事件、不祥事について。 

                                           

それから

２年８カ月して、また市営住宅入居者選考委員が市営住宅入居者選考に便宜を図った見返りに

現金を受け取ったとして収賄容疑で逮捕されました。この方もさきに逮捕された市会議員と同

じ市の関係者である非常勤特別職公務員であります。私はこの事件に関する原稿を書き上げた
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後の２月10日、また市の関係者、それも今度は市職員同士のもめごとがあったことを聞きまし

た。しかし、それで終わらず、その２日後にも職員が業務上の失態を犯しております。加え

て、市長と市職員との関係においても既に２年も前から信頼関係は崩壊していると思っており

ます。これらを考えますと、一体室戸市はこれからどうなるのかと本当に不安にさせられま

す。さきの市議選に絡む買収と選定委員の収賄の事件は政治と金の問題です。このような行政

と金のうわさはいろいろ聞きますが、市長は市営住宅入居など、市の事業に絡んでこのように

不正な金が動くという出来事をどのように感じておられるのでしょうか、御所見をお伺いをい

たします。 

 次に、１月の市営住宅入居者選定委員の事件ですが、これまでのこの選考審査のどこに不正

やその不正が入り込む問題点があったと考えておられるのでしょうか。 

 次に、起訴猶予となりましたのでＴさんとしますが、新聞記事によりますと、この事件の容

疑者となったＴさんは平成16年から６年間委員を務め、その３年目の18年にこういうあしき取

り計らいを行ったとされていますが、この１回だけでなくて、その後も別の入居希望者にも同

じようなことを行ったのではないでしょうか。この点をお伺いをいたします。 

 また、民主党は自浄能力がないと国民から批判されておりますが、本市も同じことをやって

いては市民から同じように批判されます。市として独自に徹底調査を行う考えはないのでしょ

うか、お聞きします。 

 次に、その調査がなぜ重要かといいますと、もししばらくしてほかの委員がまた同じ容疑で

逮捕されると、市民からの批判はさらに高まるからであります。お聞きをいたします。この入

居者選定に関して、ほかに選定委員と入居希望者がお金のやりとりをしたという事例はないの

でしょうか。本当にもうないと断言できますでしょうか、お聞きをいたします。 

 次に、選考委員は民生委員や学識経験者などから選ばれていると聞きますが、委員選任の基

準を明らかにしてほしいと思います。基準があっても、それを厳格なものにしておかないとな

きに等しいものであります。透明性を持たせ、審査回数も入居希望者からの贈賄が完全にでき

なくなるように何段階かふやして、金を要求し、金を渡すという流れを完全に断ち切る、そん

な制度を導入すべきではないでしょうか。厳格な制度の導入についてお伺いをいたします。 

 次に、今回のような事態を考えますと、不正が入り込む余地を完全になくす方法を見つけ、

それを基準にして、悪事を行う余地を完全に絶たなくてはなりません。市長も記者会見で公平

性を担保した方法を検討すると表明しております。そこで、その選定審査の方法の一つとして

提案をさせていただきます。それは入居希望者名簿に掲載された名前を、例えば本人か別の人

かを全く判別できなくすることであります。名前はアルファベットでＡさんとかＢさんにし、

明らかにするのは市営住宅の設管条例第９条の生活条件等に関することだけで、年齢と性別も

市の担当課が秘匿事項として、どんなに圧力があっても選定委員はもちろんのこと、担当職員

以外の職員にも明らかにしないこと、そんな形で厳正な審査を行うことであります。 
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 お聞きをいたします。今回違法行為があったということは、これまでの選定審査に問題があ

ったことは事実であり、公平・公正な審査方法の構築とその実現が急務であります。そこに不

正が入り込めた原因に注目して、このように人物を特定できない方法を導入することは今後金

品の授受や働きかけによって悪事を働く人が出てくるのを阻止するアイデアとして参考になる

のではないでしょうか。入居希望者が特定できない審査方式の採用についてお伺いをいたしま

す。 

 次に、２月10日の市職員同士の騒動を考えますと、その原因が何であれ、当事者たる職員に

責任があるのはもちろんのことです。加えて、その２日後には職員が税徴収のために出かける

際にボックスに入った書類を国道に散乱させてしまい、市民からの連絡でそれがわかったとい

う出来事も発生をしております。この２つの不祥事について関係する３名の職員の処分と今後

の方針などについて、議会開会の日に市長からも報告がありましたが、もう一度説明を求めま

す。 

 さてそこで、市長就任後の３年余りを総括いたします。これはこれまで続いてきた市長と職

員との信頼関係の崩壊が部下のストレスを膨張させていたこともこれらの一つの遠因と考えら

れ、市長が果たすべき監督責任が既に失墜していたことも一つの原因であります。これまでの

市政混乱のすべてが市長の責任とは申しません。しかし、ミク社支援の件とそれらに関するず

さんな計画書提出の件、公の施設違反の件、民間委託に逆行した会社設立の件、副市長辞職の

件、選定委員逮捕の件、市職員騒動の件、市職員のモラル、労働意欲の低下等々、これまでの

３年余り、これらを指示し、市政に混乱を生んだ政治的責任は市長にあると思っております。 

 そんなとき、市民生活に目を移しますと、会社に勤務している人は経済不況と国の政策転換

の被害をもろに受けて、給料が減ったり、中には職を失って、家族みんながきゅうきゅうとし

ながら生活している人も多くいます。市民はそんな少ない収入の中から多額の住民税や国保

税、年金を支払っておりますが、大混乱している役所内のこれらの実情を見聞きして、余りの

体質の悪さに怒っております。 

 お聞きをいたします。この３年余りで特に問題視するのは、２回の赤字補てん等で約

6,000万円と考えております。バスターミナルの宿泊室部分の建設に値するのは約1,000万円と

考えておりますが、合計これら約7,000万円と考える支出。この約7,000万円を個人市民税に換

算した場合、収入によって決められる現行の課税率に対してこの金額に相当する一律の減税率

を乗じますと平均何％の減税が実現することになるのでしょうか。これは実務にたけた税務課

長にお聞きをいたします。 

 最後に、リーダーにはみずからの失政の責任をとらなくてはならないときがあります。本市

のこれら諸々の状況をかんがみて、市長はこれら市政混乱の責任をどのようにとられるのでし

ょうか、御所見をお伺いをいたします。 

 大項目の４、市政における法令順守について。 
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 (1)２つの違法について。 

 実は、市長が行いました市政運営における幾つかの法的な問題について、高知市の弁護士に

お聞きをしに行ってきました。たくさんある中で２点に違法性があると指摘を受けました。一

つは、20年６月と21年度の当初予算で行ったミクプランニングへの２回の赤字補てんについ

て。毎年巨額の赤字を出していたことを説明し、このミク社への赤字補てんは公募要綱で行わ

ないとしているから、公募違反、条例違反の違反と思っておりますがと私から弁護士に問うた

ところ、別の見方を指摘をされました。すると、既にバーデハウス室戸の経営が破綻し、再建

の見込みがない状態に陥っていたんですね、そんな状態の会社に２回も行った指定管理者への

六、七千万円に上るこの赤字補てんの財政支援は市内の他の民間企業との間に不公平を生じて

いることや最近の経済不況の状況からすれば、市長による不当な公金の支出と言え、明らかに

違法と認められますと教えられました。私はそういう視点を忘れており、目からうろこが落ち

るような思いがいたしました。その点からもあの支援が違法だったと確信しました。このよう

に法律家はミク社への赤字補てんは違法だと指摘をしております。市長はこれが違法な公的支

援になると認識しておりましたでしょうか、御所見をお伺いをいたします。 

 ２点目、この支援を行うと市長が表明された議員総会の場で私は、ここで毅然と対応して、

ミク社からの要求を断り、撤退を促すべきであります、そうしないと禍根を残すことになると

強く求めましたが、結果的にその予想が的中をいたしました。私の指摘を無視して、あのよう

に市民の大事な何千万円という公金を投資したということは罪深い出来事だと思っておりま

す。市長にはその自責の念もありませんが、あのときの判断の誤りによって市民に多大な迷惑

をかけたということは疑いようもなく、市長命令によって行った２度にわたるこの公費支出は

市民への背任行為となります。市長にその認識はありますでしょうか、あるかないかだけをお

聞きをいたします。 

 ３点目、市長はミク社に対して無駄な投資を行った責任をどのようにとられますでしょう

か。小沢さんや鳩山さんと同じように、そこらあたりでごまかして、政治的な責任をとらない

のでしょうか。市民の税金や基金を無駄遣いしたことを市長権限の許容範囲で許されると思っ

ておられるのでしょうか、その点をお伺いをいたします。 

 次に、弁護士から指摘されたもう一つの違法な点は、高速バスターミナルにバス乗務員の宿

泊所を併設して建設した1,444万円の支出であります。これも不当な公金の支出だと指摘を受

けました。これについては昨年11月に住民監査請求を提出しましたが、１月末に棄却をされて

おります。これは予想していたことで、結果には余り驚きもしませんでしたが、監査委員が棄

却したからといっても違法であることには変わりはありません。監査結果報告書には、市長と

関係課長が事情聴取で申し立てた、本市が明治20年の昔から交通事情が悪かったことを前後２

ページにわたって書きつづっておりました。ですが、そんなことはこの地方自治法の公の施設

の法的なあり方云々とは全く関係のないことで、明らかに法に目をつむった不適正な監査と言
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わざるを得ないと考えております。そんな私の思いが通じたのか、法に疎い私の知識だけでは

なくて、法令を熟知し、精通している弁護士からもあの施設は地方自治法違反と断言され、結

論づけられております。そこで、市長にこの問題についてもう一度お伺いいたします。 

 高速バスターミナルの建設に関して、地方自治法第244条の公の施設違反だとして住民監査

請求が提出され、その結果棄却となりましたが、市長はこの結果についてどのように考えてお

られるのでしょうか、御所見をお伺いをいたします。 

 また、施設の半分に公共性と公益性がない、住民の利用に供しない宿泊室を設置したことに

ついて、20年の臨時議会で市長は議員の違法という指摘は正しいと発言しております。つま

り、そのとき違法と認めたのであります。しかし、監査請求の事情聴取ではその一番大事なこ

とを証言しなかったようでございます。違法を認識しながら、それを認めなかったのはなぜで

しょうか、お答えください。 

 ５点目、私はいろいろと改善策を考え、担当課職員にも伝えていますが、一向に改善しよう

とはしません。市長は違法を認識しながら、なぜ適法な形に改善しようと取り組まないのでし

ょうか、お伺いをいたします。 

 そこで、これが順法な形になる改善案かどうかは定かではありませんが、２点だけ私から提

案をいたします。 

 改善策の一つは、あのバスターミナルの待合所と宿泊室との壁の一部に、横50センチ、約縦

30センチぐらいの窓をあけ、その内側の宿泊室側には小さな机を置いて、そこを形ばかりの切

符売り場とします。その後は部屋の中が見えないようについ立てでも置けばよいと思います

が、そうすればその部屋も事務所としてとらえられ、公共性と公益性がその部屋にも醸し出さ

れて、法的に公の施設と認められるようになります。このように改修してはいかがでしょう

か。 

 もう一つの改善策は、違法が問われている宿泊室について、まず徳島バス株式会社から何が

しかの家賃をいただきます。しかし、それでは徳バス側もそんな約束ではなかったと不満を口

にしますので、その家賃分を補てんするために、同額の指定管理料を支出して支援します。そ

の結果、市があの施設を賃貸することから、市営住宅のような位置づけとなり、公共性が生ま

れるのではないかと考えました。例えば、月１万円で賃貸契約をした場合は年間12万円の家賃

をいただいて、そのときは指定管理料として年12万円を市から支援をいたします。これで徳島

バス側の負担も本市の負担もなくなります。この提案への批判として、同額を出して受け取る

だけなら今のままでいいじゃないかという声もあろうとは思いますが、そういうことにはなり

ません。大事なのはお互いの帳簿にその代金の出納が行われた事実が記載されることであり、

お互いの負担責任が全うされたことが公文書で証明される点にあります。ただ、不確かなの

は、この方法で地方自治法第244条に適正になるかどうかは明確ではありません。ですから、

この方法に関しては県などに助言をいただいて、公の施設としてはこの方法がより適正だとな
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れば、ぜひそのように改めていただきたいと思います。この改善策２点について御所見をお伺

いをいたします。 

 (2)高速バスターミナルに関する住民監査報告について。 

 これは短く、代表監査委員にお聞きをいたします。 

 室戸岬高速バスターミナルの施設は地方自治法第244条の公の施設だとして、本市が1,444万

円を投資して建設したもので、議会でも議論を二分して問題視された事業であります。建物の

50％のバス待合所は法が求める公共性、公益性は有しており、適法であります。しかし、残る

50％の徳島バスの乗務員宿泊室は同社からバス運行の条件として要請されて、地方自治法第

244条に違反するのを承知で市が建設したもので、公共性も公益性もゼロであります。だか

ら、市長も違法と認めておられることから、この施設建設に要した費用の1,444万円は不当な

公金の支出となります。 

 代表監査委員にお聞きをいたします。委員は建物の半分は公共性と公益性を有しておらず、

全く住民の利用に供していないことを知りながら、あの施設を地方自治法の公の施設と結論づ

けましたが、その法的根拠をお聞きをいたします。室戸周辺の交通事情など、このことと関係

のない説明は一切不要ですので、この点だけお答えください。 

 大項目の５、ブロードバンド整備事業の運営事業者選定公募について。 

 (1)公募事業への働きかけについて。 

 これまで本市が行ってきた公募事業を７年間見てきて、特に問題をはらんだ公募や事業計画

が多い点には今でも納得しておりません。そこで、その改革を目指す意味から、２つの公募を

振り返ってみたいと思います。 

 19年11月12日のことであります。私は市民の要望を受けまして、独自に作成した室津川左岸

道路の図面を持って市長室を訪ねました。すると、私が始める前に市長から、Ａさんからキラ

メッセの指定管理者にバーデ社を頼むと電話があったと打ち明けられました。もちろん即座

に、それはあしき働きかけですんで絶対にそれを聞き入れたらいけませんよ、選定審査ではそ

れを無視せんと、もしそれを聞き入れて不正な選定をしたら、私は議会で追及しますと念を押

したことはお忘れではないと思います。市長が打ち消しても、これは事実であります。その審

査結果は適切に行われたのか、指定管理者はバーデ社以外に決定しました。そんな出来事があ

りました。 

 もう一つは、それからちょうど２年後の昨年21年11月12日に、超高速インターネット網を整

備する運営事業者の選定審査会が開かれ、公募に参加した３団体の提案を取材をいたしまし

た。そして、１番目のエフビット社の説明が終わり、社長が退室するのを見て、後を追ってコ

メントを求めました。社長とは雑誌出版をしているときに関西高知県県人経済クラブの会合に

出席させていただいて面識がありましたので、応募のきっかけを聞かせてくださいとの私の問

いかけにも気軽に、そして即座に一言こうお答えになりました。Ａさんからよろしく頼みます
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と言われましてねえと。社長ははっきりとその方の名前をおっしゃいました。ここからは推測

です。Ａさんから社長に応募するように頼みますと、当然今度は社長からＡさんに、事業の権

利を得るために当然頼みます。頼まれたＡさんはどこへその依頼を持っていくのか。当然、こ

の事業を仕切る市長のところへ持っていくしかありません。だから、エフビットからＡさん

へ、Ａさんから市長のところへと働きかけは連動し、流れていきます。そして、市長にエフビ

ットをよろしく頼みますと働きかける、そう考えました。ここで働きかけとはどのようなもの

か、前に事前に説明をしておきますが、一言で言いますと、Ａさんのように、あの団体、あの

会社に仕事の権利を与えてやってくれというように、特定の企業や団体から受けた要請を市の

関係者と会って、事業を有利に取り計らってほしいと要望や提案をする、これが働きかけ、口

ききであります。ですが、その領域が明確にわからないという意見もあったことから、高知県

では、働きかけ記録公表制度を制度化するにおいて、不当な圧力的な口きき、働きかけに限定

せず、建設的な要望についても県知事、県職員がどのように対応したのかを記録し、公表する

ことにより、県政の透明性を高め、県民への説明を責任を果たすことをねらいとして制度化さ

れて、この定義を次のように定めております。 

 働きかけとは、職員にその職務上の行為をさせるように、またはさせないようにするため

に、要望、提案、苦情などを伝えたり、あっせん行為を行うものを言う。ただし、公式、公用

の場、書面によりなされたものは除く。これが働きかけ、口ききであります。つまり、圧力の

有無にかかわらず、議員等が記録に残らないように口頭で企業や団体になりふり構わずあっせ

ん行為をすることであります。 

 さて、そこで私が例に挙げました２つを考えますと、キラメッセの件は未遂でしたが間違い

なく不当な口きき行為ですし、後者の事業に関してもあしき口きき行為を疑われても仕方ない

と思っております。さきのキラメッセの公募では口きき行為という問題は残りますが、バーデ

社が指定管理者に選定されなかったから不問といたします。ですが、このブロードバンド運営

事業に関しては、公募参加を特定の人に依頼されたと証言した社長の会社が運営事業者に選定

されている以上、議員という職務上これを黙認しておくわけにはいきません。そこで、市長に

お伺いをいたします。 

 市長は、キラメッセのときと同じように、この運営事業者公募事業に関して、どなたかから

エフビット社を運営事業者に選んでやってほしいと働きかけを受けたと思います。疑う理由

は、この２つの例が同じ人物だからであります。この公募に関する働きかけの有無をお答えい

ただきたいと思います。 

 次に、さきの市長選のときには公約でこの働きかけ記録公表制度の導入を市民に約束をして

おります。しかし、一向に行政で取り組む気配がないまま、残り半年余りとなりました。残り

数カ月での制度化は無理ですが、公約であるこの制度になぜ取り組まなかったのでしょうか。

それと、初議会の所信表明で制度化を言明いたしましたまちづくり基本条例。市長はまちづく
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り条例とおっしゃってますが、これもなぜ忘れてしまったのでしょうか。この２つの公約に取

り組まなかった理由をお伺いをいたします。 

 (2)エフビット社の事業計画書について。 

 エフビット社が本市に提出した運営提案書を情報開示で入手して、計画全体をチェックして

みました。特に、その10年計画を見ますと、通常プラン、低価格プラン、法人プランのそれぞ

れの加入者は１年目の総加入率10％、860件加入を基本にして、年々約１％が新たに加入し、

10年後には20％、1,740件加入と増加していくとされております。しかし、このことはさきの

議会の総務文教委員会で担当課長にも指摘をさせていただきましたが、この計画は実現不可能

で、その責任は本市にあります。本市担当課が当該公募事業を行うに当たり応募した３団体に

本市の人口減少のデータを提供していないことが原因で、それゆえに公募団体が実現不可能な

数字を計画書に書いてきたのであって、責任は室戸の現状を全く知らない運営事業者である京

都の会社側にはなく、本市の側にあります。なぜかを説明しますと、本市の人口減少はここ数

年、16年で426人、17年460人、18年473人、19年526人、20年543人と、減少率は上がりながら

人口は減少し続けているということから、17年の国勢調査のときに５年間で10.2％の減少率は

ことしの国勢調査にはこの数字を上回り、さらに悪化すると考えております。よって、このエ

フビット社の運営収支計画書は16年、17年にミク社が提出した収支計画書と同様に、帳じり合

わせのずさんなものと言え、事業者と本市の責任は重いと考えております。 

 以上のことは委員会で担当課長に、市長にこのことを伝え、運営事業者と協定を締結すると

きに室戸市の人口減少に合致した計画書になるよう訂正してほしいと要請をいたしましたが、

この点を課長から伝え聞いていただけましたでしょうか、お聞きをします。 

 そして、協定締結時の協議で、運営事業者に計画を適正な数字に改めるように求めていただ

けましたでしょうか、この点をお聞きをいたします。 

 室戸市の人口を説明しますと、平成23年度から始まるこの計画の５年目、平成27年の人口は

約１万2,700人、10年目の平成32年には約9,700人になると推計しております。それもわからず

に、事業が開始される23年度の約１万5,000人が５年経過して１万2,700人の人口になったとき

に加入者は23年度から６％増加し、10年たって9,700人の人口になったときには23年度より

10％増加して、総加入率は20％、総加入数は1,740件になるとしております。ですが、こんな

数字、私が考えると、天と地がひっくり返っても実現しやしません。収支計画書の採算性につ

いてお聞きをいたしますが、私はこの計画書を見たとき、ああこれは実現不可能だとすぐわか

りました。逆に、市長がエフビットを運営事業者に選んだということはこの計画は実現可能だ

と判断したことになります。なぜ、このずさんで実現不可能な数字が理解できなかったのでし

ょうか。市長がこれを実現可能とした根拠を収支計画書の数字を一つ一つ上げながら説明して

いただきたいと思います。 

 大項目の６、地質観光の振興と景観保護について。 
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 景観の保全と観光振興について、これはお互いによい影響を及ぼしながら進められている間

は間違いなくその町は安定しながらよくなっていくと考えております。しかしながら、この両

者のうちのどちらかがもう一方をないがしろにして動きを強めようとすると、地域の中に争い

が起こり、町を二分することにもなってしまいます。また、景観の保全と観光振興を一体とな

して事業を進めているときに、地域の利便性を求める公共事業の計画が立てられ、動きを強め

ようとしますと、これも町を二分することになってしまいます。その一つの例として挙げます

が、先ごろ話題になった広島県福山市にある鞆の浦の港に橋をかけようとする計画でございま

す。この鞆の浦の歴史的な町並みの中を通っている道路が狭いため、港の一部を埋め立て、橋

をかけようと県と福山市が計画をしました。しかし、住民の意見が二分し、計画以来25年以上

たちます。近年県が埋め立てに踏み切ることになったため、反対派住民が世界遺産の可能性が

ある歴史的景観が損なわれ、観光振興の妨げになると広島地裁に埋立免許の差しとめ訴訟を起

こしました。原告の住民側は反対理由として、港をまたいで橋ができたときの弊害を訴えまし

た。その一つは道路の騒音や大気汚染のこと、一つは町から沖を見た歴史的景観が損なわれる

こと、一つはその景観破壊によって世界遺産の可能性も失墜すること、一つは以上のことから

観光地鞆の浦で売ってきた観光振興によるまちづくりも妨げられること等々と主張しておりま

す。これに世界遺産の審査に当たっている国際的な団体のＮＧＯ、ＩＣＯＭＯＳ国際記念物遺

跡会議は、鞆の浦に世界遺産の価値があるかまでは言及しておりませんが、この公共工事が実

施されると国際的に重要な歴史遺産が損なわれるとして、４度にわたって事業を中止するよう

異例の勧告を出しています。そして、判決で裁判長は次のように申し渡しました。鞆の浦は原

告の反対住民に法律で保護されるべき利益がある。鞆の浦の景観には文化的、歴史的価値があ

り、国民の財産とも言うべき公益だ。しかし、埋め立てが完成した後で復元するのはほとんど

不可能だとして指摘しております。その上で、道路整備を初め、地域整備のやり方について、

重要な景観を犠牲にして行うだけの効果があるかどうか事前の調査が不十分で、計画は合理性

を欠いており、免許、つまり工事許可をおろすことは行政の裁量権を超えているとして、広島

県知事に埋立免許の差しとめを命じました。この判決は、景観の保護を理由に公共事業が開始

される前に中止を命じた初めての判決であります。これが景観保全、観光振興、公共事業、こ

の３つの兼ね合いで迷ったときに何を優先すればよいのかの判断材料の一つになるのではない

かと私は思っております。 

 以上のことを前置きにして本論に入りますが、室戸市の地質観光の原点は平成３年に室戸市

で行われました世界付加体会議であります。それから約18年を経過して、今ようやくまないた

の上に乗ったという状況にあり、20年度に室戸市において事業化も開始されました。ただ、気

になるのはなぜか少しユネスコの世界ジオパークの認定をもらうことを焦っているように見ら

れます。ですが、室戸岬や新村海岸の岩は逃げやしません。何も慌てる必要はなくて、予定し

ている整備が完了する２年後、３年後に認定されても遅くはないと思っております。じっくり
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と腰を据えて事業に取り組んでいただきたいと思っています。 

 そこで、お聞きをしますが、室戸岬や新村海岸などに遊歩道整備を行うとは別に、最近そこ

にモノレールを整備しようという話があることを知りました。まだ本市の計画になってなく

て、うわさの域を出ない話かもしれませんが、市長はこの情報を知っておられるでしょうか。

御存じならば内容をお聞きをいたします。 

 さて、なぜ私が鞆の浦の差しとめ訴訟の話を出したかは、賢明な皆さんはもうおわかりだと

思います。この情報が事実だとしますと、室戸半島の地質観光、ジオパーク、景観保護・保

全、観光振興等々、ようやく市民の皆さんが地質で少しは飯を食うことができるかというとき

になって、観光客がいすに座ったまま楽に地質が観察できるからという単純な思いつきで、あ

の手つかずの美しい海岸にモノレールを整備しようと考えている人がいることになります。も

ちろん、観光振興には観光客への十分なサービス提供は必要です。しかし、過ぎたるは及ばざ

るがごとしで、短絡的に何かハード的要素をそこに盛り込めば観光客が喜ぶと考える人もいる

かもしれませんが、そんなのはサービスとは言わず、余計なお世話で、物事の本質を見誤って

いるとしか言えません。かえって、観光客から何でこんなもんをここへつくってしまったんだ

ろう、おかしいな、せっかくの室戸岬の美しい自然のよさや価値が台なしじゃないですかと批

判されるのが落ちであります。先ほども裁判例を紹介しましたが、広島地裁の裁判長に倣い言

いますとこうなります。景観が住民のために生み出す利益は法律で保護されている。室戸半島

の地質には文化的、歴史的価値、そして世界に誇れる地質学的価値があり、国民の財産とも言

うべき公益だ。しかし、モノレールが完成した後でその場所を復元するのはほとんど不可能と

なる。そう言ったと等しいと思います。そこでお聞きをいたします。この話は室戸岬や新村海

岸の景観を破壊するものであり、私は事業化には反対であります。もし、このモノレールを整

備しようという計画が外部から本市に提案された場合、市長はどのように対応されるおつもり

でしょうか。事業化の考えがおありかなど、確認のために御見解をお伺いをいたします。 

 以上で私の１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 谷口議員さんにお答えいたします。 

 まず、大きな１点目の市職員の採用についてでございます。職員数の削減への取り組みにつ

きましては、前段の議員さんにも御答弁を申し上げましたように、財政健全化計画に続く集中

改革プラン推進計画において、平成22年度に250人体制とするという目標を定め、平成16年度

の306名から平成21年度には255名と、この５年間で51名の削減に取り組んできたところでござ

います。また、平成22年度にはその目標がほぼ達成できるという見込みでございます。今後に

おきましても、事務事業の簡素効率化や適正な組織機構について継続した検証を行っていかな

ければならないと考えております。しかし一方で、ブロードバンド整備事業や地デジ対策、ジ

オパークの推進、国土調査業務の実施、大学との連携事業の推進など、新たな行政需要への対
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応や債権管理の適正化、電算システムの総合的な見直し、特定健診・保健指導の実施体制及び

受診率の向上などへの課題へ職員の対応が必要でございます。いずれにしましても、財政状況

や市民ニーズ、行政の事務量などを見きわめながら、適正な職員配置あるいは年齢構成という

ものも踏まえた中で適正管理に努めていかなければならないと考えております。250人をこの

ままいつまでも維持するという考えはございません。 

 次に、大きな２点目の当初予算説明資料の全世帯への配布についてでございます。市民の

方々に室戸市の当初予算の財政状況や事業内容について知っていただくための情報提供はぜひ

必要であると考えております。そのため、毎年６月広報に当初予算の内容を、12月には広報に

決算状況を掲載し、市民の方々にもお知らせをしております。また、平成20年度から、当初予

算説明資料を議員さんに配付をさせていただいております。ただ、この内容につきましても私

は今後さらに充実をさせていく必要があると考えております。 

 なお、議員さん御提案の件につきましては、広報への掲載内容の充実や新たに市のホームペ

ージに掲載するなどの対応によって情報提供に努めたいと考えております。 

 次に、大きな３点目の市営住宅入居者選考委員会の件についてでございます。私が委嘱をし

た委員さんが入居者選考をめぐって刑事事件で逮捕されたものでございますので、私としまし

ても大変残念で、遺憾に思っているところでございます。 

 次に、この件に関しまして徹底的な調査をということでございますが、私ども行政機関は任

意の調査によるほかなく、限界がありますので、警察の捜査以上の結果が得られるものではな

いと考えております。 

 次に、反省すべき点についてでありますが、公営住宅の入居につきましては住宅に困窮する

度合いの高い者から順次入居を決定するものとされております。これまでの入居者の選考は、

まず本人からの申し込みにより職員が現在の住家に出向き、実態調査等を行った上で、全地区

委員さん４人と地元地区委員さん４人で選考委員会を開き、住宅困窮度合いを話し合い、判断

をし、選考委員会の結果により入居者を決定をしてまいりました。入居者の選考方法としまし

ては、やはり客観的に住宅困窮度合いが把握できるような判定基準などが必要ではないかと考

えております。いずれにしましても、この件につきましては今後他の自治体の実情も調査を

し、県の指導も仰ぎ、関係者の御意見もお聞きする中で、よりよい入居者の選考方法となるよ

うに取り組んでまいります。 

 次に、職員の処分と今後の方針の中で、市長と職員との関係は崩壊をしているのではないか

というような御指摘があったようでございますが、私はこの件について指導が十分でないとい

う点については反省もするわけでありますけれども、職員との人間関係がすべて崩壊をしてい

るというような感じには受けとめていないところでございます。 

 次に、職員の処分と今後の方針についてでございます。２月10日に庁舎内で起きた職員同士

の暴力行為や２月12日の訪問徴収時に訪問徴収用かばんの一時紛失の件につきましては、職場
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内秩序を乱し、また全体の奉仕者としてふさわしくない行為であり、公共の利益のために職務

に専念しなければならない公務員として決してあってはならない行為でございます。これらの

職員に対する処分につきましては、職員同士の暴力行為の件につきましては両名ともに減給１

カ月、10分の１の懲戒処分、また訪問徴収用かばんの一時紛失の件につきましては戒告の懲戒

処分、さらにこれらの上司については文書による厳重注意処分を行ったところでございます。

このことにつきましては、課長会において服務規律の確保及び綱紀粛正を図るよう指導の徹底

を指示するとともに、全職員に対し文書により重ねて周知をしたところでございます。また、

訪問徴収用かばんをかぎつきショルダーベルト式のものとするなどの改善や個人情報の管理に

ついて取扱方針を定め、徹底することをあわせて通知したところでございます。今後はこうし

た再発防止対策をしっかりと確認していくとともに、職員一人一人が危機管理意識を持って行

動するよう研修などを通じて職員の資質の向上を図り、市民に信頼される市役所づくりに努め

てまいります。 

 次に、数々の件について、私の就任前のことも含めて私の責任を指摘をされておるわけであ

りますけれども、職員同士の暴力行為や訪問徴収用かばんの一時紛失の件につきましては、あ

ってはならない行為でございます。私自身もこのことについては職員の指揮監督権者として責

任を痛感しており、深く反省をするところでございます。開会日における行政報告でも申し上

げましたように、本定例会会期中に私自身の処分につきましても追加提案をさせていただきた

いと考えております。 

 次に、大きな４点目の市政における法令遵守についての(1)のバーデハウス室戸に対する財

政支援ということで、１から３まで質問がございました。関連をいたしますので、あわせて答

弁をさせていただきます。 

 平成20年度、21年度と２回にわたる財政支援につきましては、平成20年４月の議員総会を経

て、５月臨時議会において方向性を示し、市内利用者に対する割引料の差額を指定管理料とし

て、また施設保守点検費用、市民の健康対策ＰＲ費用なども含めて、６月議会で議決もさせて

いただいて、さきに締結をしておりました基本協定書を平成20年７月に変更し、支出をしてき

たものでございます。なお、これらの件につきましては、私どもとしましても顧問弁護士に御

相談をしながら取り組んできた問題でございます。ですので、違法性は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、高速バスターミナルの件についてでございます。この高速バスターミナルは、本市と

関西圏を結ぶ公共交通ルートの拠点施設として利用者の利便性の向上及び交流人口の拡大を図

ることを目的に、平成20年12月に建設をした施設でございます。この施設を利用している高速

バスを室戸市内から利用している方は１年間で3,561名となっております。また、平成21年

11月からは１日２便として増便をされております。このように利用者が増加していることは設

置目的である利用者の利便性や交流人口の拡大につながるものと考えております。 
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 次に、この施設の設置に関しましては、平成20年11月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ております。

このことについて監査委員からも事情を聞かれましたが、私としましてはこれまでの取り組み

状況について説明をし、御理解をいただいたものと考えております。 

 次に、何点か施設の改善について御提案がございましたが、現状の形態で運営してまいる所

存でございます。 

 次に、大きな５点目のブロードバンド整備事業の運営事業者の選定に関してであります。こ

の事業の経過につきましては、これまでにも何度か御説明を申し上げてきましたように、国の

経済危機対策による平成21年度第１次補正として４月末に予算化されたもので、５月になって

県の情報政策課から、こうした有利な財政措置は本年度限りであり、検討してはどうかとの事

業の紹介をいただいたものであります。本市としましては、情報格差の解消や地デジ難視聴対

策として事業の必要性は痛感していたものの、実施するとなると非常に大きな事業費となりま

すので、財源の裏づけなどを十分に見きわめる必要がございました。県や他の団体の状況ある

いは専門家の御意見など、限られた時間の中で情報収集に努めた結果、本市の情報格差の是正

のため本事業に取り組むこととしたものでございます。 

 こうした経過を経て、大変重要となります整備後の運営を行っていただく事業者の選定に当

たりましては、まず公募型プロポーザル方式により広く公募を行い、３社より提案をいただき

ました。その提案書の審査には、商工、農林水産、金融各分野の方々にも参画いただき、室戸

市情報通信基盤整備事業運営事業者選定委員会を設置をして、公開によるヒアリングを行い、

公平、公正に審査をいただいたところでございます。その審査結果として総合得点ですぐれた

ものを優先交渉権者の候補として決定をし、その報告をいただきました。その報告により現在

の優先交渉権者を決定してきたところであります。 

 次に、働きかけ記録公表制度の導入についてでありますが、これまでも御答弁申し上げてき

ましたように、高知県においては平成15年に職務に関する働きかけについての取扱要領を定め

ているところでございますが、制度導入当初はやはりどこまでが働きかけに当たるのかなどの

定義や線引きに、戸惑いやばらつきがあったようであります。その後、要領の改正を検討され

ているというふうにお聞きをしております。本市といたしましても、それらを受け、その動向

を見守ってきたところでありますが、その後においても県の要領は改正されていないところで

ございます。また、県下各市も同様の理由などで、いずれも現在策定には至っておりません。

県におきましても、平成20年度の公表はゼロ件であるというふうに聞いております。こういっ

た状況を踏まえ、本市といたしましても制度のあり方やその必要性についてどうあるべきかを

考えていきたいと存じます。 

 また、ブロードバンド整備の問題について働きかけがあった、あるいは有利な取り扱いをし

たのではないかというような御質問があったようにお聞きをしますが、私は前段でも申し上げ
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ましたように、全く働きかけというようなものは受けておりませんし、その業者に対して有利

に取り扱いを行うというようなことは一度も考えたことはございません。 

 次に、まちづくり条例の制定についてでございます。平成20年４月に室戸市まちづくり条例

策定懇話会設置要綱を策定し、委員の公募も行い、８月に15人の委員に委嘱をいたしておりま

す。これまで条例の策定作業の進め方やスケジュール、まちづくりの理念や基本原則、住民と

の関係などについて検討を重ねております。制定までに確かに時間をかけているというふうに

は私も感じておりますが、私は単に条例をつくることだけを目的とするのではなく、自分たち

の町は自分たちでよくしていこうという考えをもとに、住民の方々とともに考え、住民の皆さ

んとともに策定をしていく方法、そういう方向で進めてまいりたいと考えております。そうし

た中で、住民の方々で組織するまちづくり協議会の設置など、行政との連携や協働をより一層

進めていく形での取り組みをぜひ検討をして、策定に向けて取り組みたいと考えているところ

でございます。また、今回新たに作成をする室戸市総合振興計画ともあわせて、先ほども申し

上げましたが、市民の方々の御意見や御提案をお聞きするとともに、議論を重ねて、よりよい

条例制定に向けたいと考えております。 

 次に、優先交渉権者の提案書についてであります。提案書における事業参入後の収支見通し

では本市の人口減少が加味されていないという御指摘の点であります。担当課長からはブロー

ドバンド整備事業に関し、その進捗状況や優先交渉権者との協議、調整の内容などについて随

時報告あるいは協議をいただいておるところでございます。そうした中で担当課長より、収支

見通しに人口減少が反映されていないので優先交渉権者に対してその旨見直しを求めていると

いう旨の報告も受けているところでございます。 

 次に、この収支計画の実現性についてのお尋ねでございます。さきにも述べましたように、

本事業の運営事業者の選定に当たりましては、公募型プロポーザル方式による公募を行い、選

定委員会によるヒアリングを経て、審査をし、取り組んできたところであります。御指摘の収

支見通しにつきましても当然その審査項目の一つでありますが、サービスの内容や本市の負担

のあり方など、その他の項目とあわせて総合得点ですぐれていたものを優先交渉権者の候補者

として決定してきたところでございます。これらの経過はあくまで公募による提案の審査時に

おける優先交渉権の順位を定めたものでございます。今後の手続といたしましては、優先交渉

権者の提案内容と本市の意向について合意が得られた時点で、サービス提供事業の運営に関す

る基本的事項を定める基本協定を締結をすることとしております。さらに、施設の供用開始に

向け、施設の賃貸借契約であるＩＲＵ契約と保守管理委託契約の締結という手順を踏んで進め

ることとなります。今後、こうした手続の中でサービス内容や利用料金についての協議ととも

に、収支見通しなど必要な資料等の提出を求め、事業の推進に努めてまいります。 

 次に、大きな６点目の地質観光の振興と景観保護についてでございます。この中でジオパー

クの取り組みとして焦ってるんではないかというような御質問もいただきましたけれども、私
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はやはりこのことは室戸の地質遺産、いろんな観光面等々についてこの取り組みは室戸に付加

価値をつける大変大事な取り組みだというふうに考えております。ただ焦ってどんどんやれば

よいというふうには私自身もとらえておりません。 

 まず、御質問の室戸岬や新村海岸などにモノレールを整備するというお話があるかどうかと

いうことでありますが、私としてはそういう話を聞いたことはございません。室戸岬や新村の

海岸には世界に誇れる地質遺産が集中をしておりますし、このような貴重な財産を守っていく

ことが私どもの責務であると考えております。議員さん御指摘のように、観光の振興と景観の

保全、保護につきましては切り離して考えるということではなく、両方とも室戸の将来にとっ

て大変大切であると、非常に大切であると考えております。よって、自然を守りながら地域振

興に生かしていくというジオパークの趣旨や国定公園内であることなどを考えますと、モノレ

ールのような設備を地質遺産の多くあるところに整備をするということにはならないのではな

いかと考えております。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁中ではございますが、昼食のため午後１時10分まで休憩

いたします。 

            午後０時６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。 

 谷口議員の質問に対して執行部の答弁を求めます。松本財産管理課長。 

○財産管理課長（松本大成君） 大きな項目の３に関しまして市長答弁を補足させていただき

ます。 

 市営住宅入居者選考委員の選任基準でございますが、まず選考委員会は、全地区委員としま

して民生委員代表１人、労働者代表１人、学識経験者２人の計４人、さらに６地区のそれぞれ

におきまして、市民館運営審議会委員のうちから３人を選出しまして、市民館長１人を加えて

４人の地区委員で構成されております。委員の選任につきましては、全地区委員はそれぞれの

立場において経験豊かな方にお引き受けをいただいているところでございます。また、市民館

運営審議会委員のうちからの３人の委員の選任方法につきましては、各地区の市民館運営審議

会の委員長からの御推薦をいただき、これを参考に決定しております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 安岡税務課長。 

○税務課長（安岡稔光君） 谷口議員に市長答弁を補足させていただきます。 

 私からは大きな項目の３、連続する市関係者の事件、不祥事についての中で、約7,000万円

を個人市民税に換算した場合、平均何％減税が実現することになるのかにつきまして御答弁を

申し上げます。 
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 通常、住民税の減税は所得割の部分が対象となりますが、住民税につきましては市県民税と

して県分もあわせて課税をいたしておりますし、市民の皆様個々に収入並びに所得の状況によ

りまして均等割のみ課税されておられる方、また均等割と所得割が課税されておられる方がお

ります。したがいまして、個々に減税額を計算し、平均を求めることは大変な作業となります

ので、御理解をお願いいたします。 

 なお、平成22年２月末の個人市民税の調定額は約４億5,400万円でございます。この調定額

に対しまして7,000万円の占める割合は15.4％ということになります。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 竹谷代表監査委員。 

○代表監査委員（竹谷 大君） 高速バスターミナルに関する住民監査報告についてというお

尋ねがございました。この住民監査請求につきましては、地方自治法第242条によるものでご

ざいまして、谷口さんのほうからまず最初、平成21年11月16日に請求がございました。それ

で、私ども２人の監査委員ともどもに内容を精査しましたが、どうも補正の必要があるという

ことで本人に連絡して来ていただいて、補足をしにかかりましたが、本人の申し出により、一

度出されたものを却下してくれと、新たに出すと、こういう話になりまして、それでその前段

の分は請求の特定を欠くものとして却下したものでございます。それが11月26日の時点でござ

いまして、本人さんから翌27日に新たに住民監査請求として提出がございました。私ども内容

につきまして受理するか否か審査しましたが、一応今回は地方自治法第242条第１項に規定に

する要件を備えているものと認め、平成21年11月27日付で受理いたしました。そのとき、それ

からさらに平成21年12月３日に本人の陳述の機会を与えて、陳述をいたしました。その都度都

度、私のほうからはこの住民監査請求242条については監査結果が出たら、そのことについ

て、結果について不平不満、異議の申し立てはできないと、また私どもはそれは受け付けるこ

とはできないということをお話を申し上げて、それから監査に入ったわけでございます。私ど

もは法律で住民監査請求が出たら、一応60日以内に監査をして処理をしなければならないと、

こういうことでございまして、鋭意監査に着手したわけでございます。そうしまして、私ども

は60日以内という期間がございますので、年末年始の休暇もございましたけども、精力的に監

査をした結果、平成22年１月22日をもって報告書を作成して、郵便物等配達証明により谷口さ

んのお手元に送付をさせていただきました。これで一応谷口さんとしては１月23日に受理され

ておるところでございます。先ほども申しましたように、異議の申し立てはできませんので、

それにつきましては242条の２で、住民訴訟がその監査請求を受け取って30日以内に住民訴訟

ができるということになっておりますので、私どもはそういうことを十分谷口さんにはお話を

申し上げたところでございます。先ほどもその中で公の施設と、このことについての法的根拠

をということだったと思いますが、それにつきましては公の施設としての位置づけ等について

244条にまつわる私ども監査委員の意見は克明に網羅をしてございます。一応法的な解釈もさ

ることながら踏まえ、そして判例をそれぞれ併記をして、あなたの手元へ届けてございますの
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で、私どもとしてはもうそれ以上の考えも云々もございません。そのとおりでございます。以

上です。 

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

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。２回目の質問を行います。 

 まず最初に、さきの質問の中で削除していただきたい点がありますので、議長はよろしく取

り計らいをお願いをいたします。「元議長の」から「ときでありました」まで、      

                                          

        この以上の部分を削除させていただきます。 

 質問に入ります。 

 １点目、市長はさきの答弁において、職員との関係について少し言及をいたしました。職員

との関係が崩壊していると思っていないと答弁されましたので、お聞きをいたしますが、市長

は職員を集めての訓示におきまして、私に報告と相談のないことは責任は持てないと語ったそ

うですが、それでさきの議員に答えられた責任感など、思いやりなど、リーダーとして必要な

７つの条件を全うできるのかと思います。部下に責任を持てないなどと言って、職員の人心を

掌握できるとお考えでしょうか、１点お聞きをいたします。 

 ２点目、これ２点で終わりですが、高速バスターミナルについてです。このまま改善せずに

運営していくと答弁されました。もしです、このように県外企業に来ていただくために企業誘

致という題目で来ていただいたんでしょうが、そのバスターミナルについては私は何ら問題は

持っておりません。要するに、施設以外の事業については問題を全く持っておりません。その

施設についてだけ問題を、異議を持っております。その宿泊所を建設してやるという、このよ

うなやり方が通用するならばですね、市内で同じように観光バスを運行しておられる東和観光

さんや吉良川観光さんなどからすれば、うちも建ててほしいと思うのではないでしょうか。も

し、そのような市内のいろんな企業から従業員宿泊所建設の要望などがあれば、市長は建設さ

れますでしょうか、お伺いをいたします。 

 以上、２点についてお伺いして、今議会の私の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。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、私が訓示をしゆうときの話を取り出して、信頼関係が崩壊しちゅうのではないかって

いう話でありますが、私は職員の集めた話の中で、いろんな報告、連絡、相談というものは各

上司にしっかり伝えてほしい、また課長は私にそのことを伝えてほしいということをお話をし

て、そういうことをしっかりやっていこうねという話でございますから、その話を私が知らな

いことをというだけをとらえてですね、信頼関係が崩壊したというような言い方は私は極めて

遺憾、そういうとらえ方はしていただきたくない。職員自体も、その話の中で私が責任は一つ

もとらんというようなことを言うたというふうには私はとらえていないというふうに思うてま
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す。私が最高責任者であって、すべての責任は私にあるということを申し上げた上で、そうし

た関係の中で申し上げたことでありますから、私は一切責任をとらないとか言うたことは全く

ございません。すべての責任は私にあるということはその訓示の席でも申し上げたところでご

ざいます。 

 また、２点目の高速バス問題の施設の件でありますが、これは以前から申し上げております

ように、高速バスを来ていただいて、いろんな観光面あるいは交流人口の拡大につなげていく

ためにはどうしたらいいのかというような中で取り組んできた問題でありますし、公の施設

云々の問題についても、私は以前から答弁を申し上げておりますように、一体的な形として高

速バスターミナルは運営されているんだというようなことで申し上げてきたところでございま

すから、そのことに対しても違法性があるというような認識を持っていないところでございま

す。以上です。 

○議長（林 竹松君） 小松市長。 

○市長（小松幹侍君） お答えをいたします。 

 市内のバス会社が関西とのバスを走らせる場合にどうするかという問題でしょうか。そのと

きには当然そういったことを受けて検討してまいります。以上です。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） お答えをいたします。 

 高速バスターミナルの施設として現在運営をしゆうということでございますから、市内の業

者が施設を建ててくれどうこうというのは別の問題であるというふうに理解をしております。

以上です。 

○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、町田又一君の質問を許可いたします。町田又一君。 

○１５番（町田又一君） 15番町田。通告に従いまして一般質問を行います。 

 １番目といたしまして、市長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

 ①市長就任３年３カ月の総括と今後の市政課題と担当意欲についてお伺いをいたします。 

 市民から市長になって室戸を建て直してほしいとの強い要請を受け、選挙を勝ち抜かれて室

戸市長となられてはや３年３カ月がたちました。振りかえれば、市長にとって物すごい早さで

時が過ぎたのではないかと推察をいたします。しかし、この間にさまざまな取り組みをされ、

数多く山積をしていた市政課題を一つ一つ解消されたと私は思っております。私は昨年の６月

議会の質問の中で、石橋をたたいて渡っている、時には大胆な決断をするのも大事なことでは

ないかと言わせてもらいました。今、議会では、石橋をたたき、壊しても壊す前に渡り切れば

いいのではないかとの声も多くあります。室戸の発展につながる事業があれば、ぜひ勇気を持

って挑戦をしていただきたいと思います。私も仲間とともに大声援を送りたいと存じます。ま

た、安芸広域の首長さんも小松市長の言動や動向には大変注目をしております。今後ますます
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安芸広域での事業取り組みが重要視される中、広域でのリーダーとしても小松市長は期待をさ

れております。市長就任３年３カ月の総括と今後の市政課題と担当意欲についてお伺いをいた

します。 

 ②平成20年、21年度の緊急対策の交付金についてと平成22年度の見込み額はどうかについて

お尋ねをいたします。 

 国は経済対策として平成20年度には緊急安心実現総合対策交付金、生活対策臨時交付金、平

成21年には経済危機対策臨時交付金、公共投資臨時交付金というふうに、なんとか地方を元気

にしようとしてくれております。20年度の２つの交付金合計は２億4,200万円ぐらいだったの

ですが、経済危機対策臨時交付金と公共投資臨時交付金はそれぞれどれだけの交付限度額で、

いつ交付通知を受けたのでしょうか、またその実施計画はいつまでに締め切られたのかお伺い

をいたします。 

 議会を経過しないうちに実施計画を作成されたと思うのですが、その主な事業内容はどんな

ものなのか、またその事業予算額とどういった点に重点を置いて事業実施計画をまとめられた

のか、またその事業結果についてもお聞かせをいただきたいと思います。今、室戸では一番に

雇用や産業興しが重要な問題ですが、生産性につながる事業や雇用拡大につながる事業計画は

あるのでしょうか。雇用も何人かふえる見通しがあるのでしょうか、お伺いをいたします。 

 大きな２、室戸の経済についてでございます。 

 ①といたしまして、ジオパークと観光客についてお伺いをいたします。 

 ジオパーク推進室もスタッフが充実し、頼もしい限りですが、世界ジオパークへの申請を決

意されたのはいつされたのか。世界ジオパークに認定される見通しはどうなのか。世界ジオパ

ークの申請書はいつまでに、どこで作成されるのか。今後の現地調査など、日程見通しはどう

なのか。申請においてその運営母体を明確にすることが世界ジオパークガイドラインに位置づ

けされるということなのですが、どういった組織が運営母体となるのでしょうか、お伺いをい

たします。 

 歩道や看板やホームページなどの整備も大切ですが、多くの市民がジオパークについて知る

ことも大切なことだと思います。市民の参加協力についてどんな計画を予定されているのか、

お伺いをいたします。 

 もっともっと室戸のおいしいものの開発やお土産物、室戸の名物はこれだというものをつく

る必要があると思います。どうされるのか、取り組み姿勢を問います。室戸の観光交流人口が

現在44万人だということです。たくさんの人が室戸市を訪れてくれることは本当にうれしいこ

とです。しかし、通過観光客では室戸にとってメリットは余り期待できません。お金を使って

もらう方策、お金を室戸へ落としてもらう知恵を絞らなければなりません。そんな中、観光振

興として恋人の聖地プロジェクト負担金が予算計上されております。この事業について詳しく

説明をしていただきたいと存じます。そして、その事業はジオパークと一体となって室戸観光
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のイメージアップや話題づくり、そして若者や中年層やシルバー世代の交流人口増大に大いに

役立つのではないかと存じますが、担当課の見解をお聞きいたします。 

 ②室戸市の総生産額と深層水企業についてお伺いをいたします。 

 室戸市の産業別生産額と市民１人当たりの所得は一体幾らになるのかについてお伺いをいた

します。 

 また、県内ではどの位置にいるのかも項目別に教えていただきたいと存じます。 

 そして、この生産額の中で深層水企業の割合は幾らぐらいあるのでしょうか。これについて

も金額をお教えいただきたいと存じます。深層水商品は今や水から食品や生活にまつわるもの

まで、実にさまざまです。しかし、一時の深層水ブームもおさまり、売り上げが頭打ちになっ

ているようです。アクアファームの取水した深層水が企業に分水をしているわけですが、その

分量で企業の景気状態がわかるはずです。昨年と比べて使用量はどうか、過去のデータと照ら

し合わせて量が減っていればすぐ上司に報告する。上司は原因を分析し、市長に報告する。市

長はそれをもとに企業を訪問し、経営について経営者と腹を割って話し合いをする。人間関係

を深める中で企業の経営の中身が見えてくると思います。市のとるべき対応策も出てくるので

はないでしょうか。深層水企業は室戸にとって数少ない貴重な雇用の場であります。市長にと

って働く従業員は大切な子であると言っても過言ではありません。大切な子が企業倒産や企業

の撤退等で職を失うことがあってはなりません。ふだんから情報収集に努めていただきたいと

存じます。そして、最悪の場合でも従業員の雇用は絶対守らないといけません。しっかりした

危機管理と再びの深層水ブームへの取り組み強化を求めますとともに、決意のほどをお聞かせ

ください。 

 ③ブロードバンド整備による効果について。 

 総合的な観点からブロードバンド整備は室戸市を活性化させる大きなチャンスであると思い

ます。それでは、以下のことをお伺いいたします。 

 ブロードバンド事業の交付通知はあったのか。その金額と通知日はいつなのか。21年度事業

なのに年度内入札など、企業決定はできるのか。全体の工期はいつまでか。普及率向上対策に

ついてどのように取り組むのか。当初の契約件数はどのくらい見込んでいるのか。事業運営に

係る経費との採算ベースはどのくらいの契約件数を必要としているのか。市民が契約しやすい

料金設定となっているのか。その事業の具体的サービスの内容はどうかをお伺いいたします。 

 また、公的分野でのブロードバンド利用についてはどんな取り組みを考えておられるのか。

市民にとってメリットは何かお聞かせをいただきたいと思います。 

 そして、整備されれば普及率向上が大切であると思うのですが、市はどう取り組む予定なの

か、お考えをお聞かせください。 

 ④サンパレスのその後についてお伺いをいたします。 

 旧サンパレスの売却するについては、医療法人にまず話を最初に持っていき、その医療法人
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の理事会で何度となく施設の利活用について話し合いがされたようですが、購入については理

事会での合意が得られず、理事長が個人で購入をしてくれたと思います。議会でも売却にはも

ろ手を挙げて賛成をしたものでした。施設の利活用については法人の職員や患者さんの保養施

設にすると聞いておりました。そうすると、少数でも雇用が生まれ、深層水プール等の利用客

もふえるのではないかと期待をしておりました。しかし、売却から２年たった今でも施設は手

つかずで、そのままの状態です。聞くところによりますと、施設の内外を修理すると莫大な金

額になり、手をなかなかよう入れないようです。善意で購入してくれた理事長さん、活用もで

きない施設にまいっているということです。税金もばかにならないと大変困っているようで

す。お荷物の施設がなくなり、やれやれ助かったでは室戸市の信用はがた落ちになると思いま

す。善意の理事長さんに減免等、何らかの方法で助け船を出すべきであると考えますが、取り

組み姿勢を問います。 

 ⑤環境産業の創出と起業について。 

 室戸市は風力発電に適した場所が何カ所かあります。人家が近くになくて、高圧線が近くに

通っていて、道路がある、そして適当な広場がある台地などが適地だと言われております。現

在は風力発電も技術が進み、１基の発電量が大きくなっているようです。しかし、今は風力よ

り太陽光発電と太陽電池等が脚光を浴びています。また、燃料電池等も急成長しております。

環境への配慮が大切だと言われている時代です。個人の家の屋根に太陽光を受けるパネルを置

き、家で使用する電気を起こす。余った電気は電力会社に売電する。これらについては国が補

助金を出し、奨励をしております。地球温暖化が強く言われている現在、風にも日光にも恵ま

れている自然豊かな室戸へ環境産業の会社や研究所の誘致をする。また、深層水による温度差

発電等を研究してる人がいれば、あいている市の施設等を提供して室戸に来てもらう。これか

らの時代、企業誘致だけでなく、優秀な人材を招くのも大切であると思います。新エネルギー

の開発が絶対必要だと考えます。研究結果次第では新たな雇用が多く生まれる可能性がありま

す。これらについての取り組み姿勢をお伺いいたします。 

 大きな３、福祉と健康対策について。 

 ①シレストむろとの有効活用についてお伺いをいたします。 

 バーデハウス室戸からシレストむろとに名称が変わり、経営も民間から市がかかわる運営へ

と変わりました。市外や市内の利用客はどう変わったのでしょうか。総数ではふえましたか、

また反対に減りましたか。運営費の増減はどうなっているのですか。利用客からの声はどのよ

うなものが多く寄せられていますか。従業員の声は経営に反映されていますか。時には経営者

もプールに行き、利用者の生の声を聞いておりますか。営業時間や入館料に対する意見はあり

ませんか。お聞かせをいただきたいと存じます。 

 私もプールの常連客を自認している一人ですが、利用者からよく聞く声に入館料のことがあ

ります。市外の利用客の料金が高いのではないかということです。そういう声がたくさんあり
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ます。プール利用者は市内の常連客がほとんどと言っていいと思います。今以上利用客をふや

すとすれば、市外の常連客をふやさなければなりません。市外といえば高知市もですが、隣の

東洋町や中芸地区も市外です。私も思うのですが、もうそろそろ市外や市内の料金表は改め

て、一律の料金にして、リピーター客をふやすのが得策ではないかと思います。利用料金につ

いて検討されるのかどうかお伺いをいたします。 

 また、プール利用者へのサービスの一つとして回数券の販売復活を望む声も多く聞きます

が、これについても取り組み姿勢を伺います。 

 また、市民を対象にした健康教室や生活習慣病の予防対策等プログラムをたくさんつくり、

プールの利用回数をふやすことはよいことだと思います。その結果、健康保険の使用回数が減

少すれば年間の指定管理料を払ってもまだおつりが来る。市民の健康が大切です。シレストむ

ろとの有効活用策を問います。 

 ②受診率の向上についてお伺いをいたします。 

 いつだったか、高知県下で室戸市の男性と女性の平均寿命が一番短い、男性の場合５歳ぐら

い短いと聞き、ショックを受けたことでした。全国での死亡者数の上位は心筋梗塞、脳梗塞、

がんだそうです。室戸で死亡する男性の上位５つの病名は何か。女性の死亡する上位５つの病

名は何かお聞かせをいただきたいと思います。 

 また、これらの受診については個人が病院に行くのか、また市からお知らせをして受診率向

上をさすのかお尋ねをいたします。 

 また、市民の受診率はどうか、意識はどうか、県下の受診率と比べてどうか。病気では早期

発見が第一だが、担当課は受診率向上に向けてどう工夫や対策を立てておられるのかお伺いを

いたします。 

 大きな４、農業についてお伺いをいたします。 

 まず、①放棄地の解消方策と鳥獣害対策についてお伺いをいたします。 

 10年ぐらい前から、主として中山間地にある水田や畑に荒れ地がふえ始め、最近では平野部

でも便利の悪いところから荒れ地や放棄地がじわじわと増加をしているのではないか思いま

す。原因として考えられるのは、地主の高齢化、後継者の不在、農産物の価格の低迷でなかな

か借り手が見つからない等があります。また、これら遊休地や荒れ地、そして放棄地がイノシ

シやシカ、猿等の隠れ家となり、農産物を食い荒らす基地となっていると言っても言い過ぎで

はないと思います。国や県ではこれらの解決策としてさまざまな事業展開をしているようで

す。担当課はこれらの事業を把握しているのか。把握しているのであれば、事業名を教えてい

ただきたいと思います。その中で、室戸市で取り組み可能な事業はどれか示していただきたい

と思います。放棄地の解消方策と鳥獣害対策について、室戸市の担当課は平成22年度はこれら

のことにどういった解消方策と対策を考えておられるのか、取り組み姿勢を問います。 

 ②米の戸別所得補償制度とは何なのかについてお尋ねをいたします。 
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 農林水産省は平成22年度に全国一律で生産費の赤字補てんをする米の所得補償制度を実施す

るそうなんですが、どうもいま一つ内容がわかりづらい面があります。経営が安定すれば自給

率アップにつながり、農家が努力した分は所得がふえるという意見や、ただ対象を限定せず、

全国一律で巨費を投入する施策にどれほどの効果があるか疑問視する声や、生産コストの高い

小さな兼業農家が温存され、大規模化が停滞するのではないか等の声もあるようです。10アー

ル当たり１万5,000円という金額も示されているようですが、この米の戸別所得補償制度の適

用となる条件等が非常にわかりにくいので、詳しく教えていただきたいと存じます。 

 ③加工食品と新たな特産品について。 

 人口減少の激しい室戸において、羽根、吉良川地区は割合人口の減少が緩やかでした。その

大きな原因に農林業が盛んであることが上げられます。そんな中でも一番に上げられるのがハ

ウス園芸によるナスの栽培です。現在も深層水ナスのブランド化を目指し、日夜頑張っている

方がたくさんおいでます。エコ栽培にも力を入れております。過去には、家を建てるとすれば

幾ら要るから、ナスの経営面積を例えば10アールふやそうとか、子供が進学するから入学から

卒業まで学費は幾らかかるので、経営面積をこれぐらいふやして頑張るといったように、目鼻

がつく時代がありました。そのときの後継者が現在50歳前後になっており、地区の世話人や生

産者のリーダーとして頑張っておられます。しかし、今は国内での競争があり、国外からも野

菜がたくさん輸入されており、価格の安定化が非常に難しい時代となっております。それに加

え、地球温暖化の影響や世界的大不況等が重なり、明るい展望が見つけにくい時代となってお

ります。子供に後継者としてハウス経営をやってくれとなかなか言えない厳しいときを迎えて

います。ハウス経営は自分が動ける間はやるが、動けなくなれば自分の代で終わりという農家

が多くなってきているようです。一生懸命つくった作物が人任せで値段が決まっている、これ

を何とかせんと、農業従事者はふえません。人口減少がますます加速するのではないかと心配

をしております。今こそ、地産地消で産業として足元を固め、地産外商で県外市場に打って出

る必要があります。その一つの方法として加工食品があると思います。例えば、楽市での売れ

筋の野菜や果物は何なのか、季節限定なのか、四季を問わずあるものかどうか、加工品にでき

るものか、加工品として販売可能かどうか検討する。生ものは売れ残れば価値が下がるが、缶

詰や真空パック、冷蔵、冷凍、乾燥等、加工すると日もちがいたします。そして、長く発売で

きるというメリットがあります。まずは楽市で人気の漬物名人を見つけ、ナスや大根、白菜、

キャベツ、キュウリなど、その人に味つけを習い、真空パックに入れて販売、そしてネーム等

もその人の名前をつけるのもおもしろいと思います。漬物はどこの道の駅に寄っても大変人気

があります。豊富な野菜を加工品に、四季折々の果物はカットして冷凍菓子等にして販売する

等、私自身が思ったりも考えたりもするんですが、いざとなればどれからやるのか、どうする

かというようなことで、なかなか迷ってしまい、第一歩を踏み出すのがなかなか難しい状況で

す。せっかく汗水流してつくった農産物に付加価値をつけ、新たな室戸の特産品として売り出
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す方策はどうか、担当課の取り組み姿勢をお伺いいたします。 

 大きな５、教育について。 

 ①小・中学生の学力や体力についてお伺いをいたします。 

 少子化で児童・生徒が激減している現在、室戸小・中学校を除けば、１学年10人前後、中に

は複式学級まであります。早急に学校統合なども検討しないといけない時代がやってきている

と感じます。長い間教師をやられた谷村教育長にお尋ねをいたします。 

 ①教育とは何か。 

 ②学力とは何を指して学力と言うのか教えていただきたいと存じます。 

 ③不登校の生徒に対して、家庭と地域と教職員の連携はうまく機能しておられるのかお尋ね

をいたします。 

 ④いじめはないのか。あった場合はすぐ対応できる体制ができているのか。 

 ⑤各学年の学習の理解度は県下の中でどのくらいなのか。 

 ⑥各学年の体力は県下の中でどのくらいなのか。 

 ⑦室戸の教育目標は何かについてお尋ねをいたします。 

 ⑧番として、保育が加わり、保・小・中が教育委員会の組織というか管轄下になったのです

が、その長所について教育長にお伺いをいたします。 

 ２番目といたしまして、室戸青少年自然の家についてお伺いをいたします。 

 政府・与党の事業仕分けで国の独立行政法人については大変厳しい内容が示されておりま

す。この内容について、室戸青少年自然の家の利用促進協議会会長である谷村教育長はどう受

けとめ、どう感じたのかお聞きをいたします。20年度は廃止基準である50％を超え、宿泊稼働

率は50.5％と廃止統合の基準をクリアいたしました。21年度は廃止基準の宿泊稼働率をクリア

できる見通しなのでしょうか、お聞かせをください。 

 また、日帰りとか１日限りの研修等、施設利用数は平成20年度と比べて増加したのか減少し

たのか、お示しをお願いをいたします。 

 また、その増減した理由についてもお聞かせをください。室戸青少年自然の家が今のままの

状態で存続できるのかどうか。もしできなければ、どうすれば存続できるのかもあわせてお聞

かせをいただきたいと存じます。 

 市長は体験観光を進める室戸市にノウハウを持つ自然の家はなくてはならない施設であると

述べております。室戸青少年自然の家への教育長の思いも述べていただきたいと存じます。 

 これで私の第１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） 町田議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の市長の政治姿勢についての(1)市長就任３年３カ月の総括と今後の市政課題

と担当意欲についてでございます。平成18年12月４日、市長として就任をさせていただいて、
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私自身あっという間の３年３カ月であったと感じております。当市の行政運営は大変困難な問

題が多く、自分の力だけではやれないことばかりでございますが、幸いに議員各位や職員、市

民の方々の多大な御協力と御指導により、行政運営が推進できてきたというふうに感じており

まして、そのことに対し心から感謝を申し上げるところでございます。 

 ３年間の総括につきましては、前段の議員さんにも申し上げてきたところでございますが、

私の公約としましては６項目58施策につきましておおむね取り組むことができたと考えており

ます。主なものを申し上げますと、市政懇談会の継続した開催により、市民の方々との信頼関

係を築くことに努めることができたと考えております。また、集中改革プランの策定による特

別職の給与、退職金の減額、職員数の削減、塩漬け土地対策などを進めることができたとも考

えております。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と改修、防災

公園の設置と消防屯所の新設など、防災拠点づくりにも取り組むことができました。さらに、

産業者会議の提案事項を予算化することにより、市民の方々からの提案を支援するという形で

積極的な活動が生まれてきたのではないかと考えております。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、現在水産加工施設の進出が実現をし、操業が開始をさ

れたところでございます。そのほか、農業の振興対策としましては、安心・安全な野菜づくり

を進めるための天敵農業に対する支援と農産物の直販所の充実に努めることができました。観

光振興では、高速バスの室戸乗り入れや室戸ジオパークの取り組み、またＡＭＡ地域連携協定

の締結などによりまして、交流人口の拡大につながる取り組みができたと考えております。教

育関係では、小・中学校及び学校給食施設の統合に取り組むとともに、保育、小・中学校の一

体的な取り組みによりまして、子供たちの学力の向上と健全育成をこれからも目指してまいり

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地区の簡易水道事業を計画的

に実施をしているところでございます。また、室戸の地域が情報過疎にならないためのブロー

ドバンド整備を行っております。そして、民間企業が撤退した中でシレストむろとの運営は大

変厳しい状況でございますが、運営者として株式会社ＭＵＲＯＴＯが経営をしているところで

ございます。そのほか、国、県への要望としましては、10年近く用地買収が進んでこなかった

県道の用地買収並びに改修工事が完了をいたしました。これは吉良川地区でございます。ま

た、国道では室戸小学校前３差路の国道改修計画が進んでいるところであります。 

 以上、取り組みの概要について申し上げましたけれども、当市にはなお多くの課題がござい

ます。例えば、私はまちづくり条例をつくり、自分たちの町は自分たちでよくしていこうとい

う考えをもとに、まちづくり協議会をつくり、行政との連携や協働を一層進めていかなければ

ならない。そうしたまちづくりに努めなければならないと考えるところであります。また、平

成23年度を初年度とする総合振興計画を市民の方々とともにつくることにより、室戸の未来を

考えてまいらなければなりません。室戸の自然や社会資源を生かした産業の振興も大事であり

ます。また、これまではぐくんでこられた室戸の文化を大切にする教育の振興などにも努めな
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ければならないと考えております。またあわせて、市民の平均寿命、健康寿命を延ばす健康づ

くりとともに、心豊かに暮らせるまちづくりを目指してまいりたいと考えております。そし

て、やはり財政問題でございます。不測の事態に対応できる財政基盤がぜひとも必要であると

考えております。そのほかにも、防災行政無線の整備や私が組合長を務める芸東衛生組合の課

題として、休業中のごみ焼却施設の処分の問題、また老朽化した２カ所のし尿処理場の対策、

そして安芸広域老人ホーム組合の丸山長寿園の平成21年度を初年度とする改修計画などに取り

組んでいかなければならないと考えるところであります。私は今後とも当市の課題や問題に全

力で取り組む覚悟であります。そして、あしたに希望のある室戸のまちづくりを目指して歩ん

でいくことを決意をするところであります。 

 次に、(2)緊急対策交付金についてでございます。平成20年度の緊急安心実現総合対策交付

金の交付決定日は平成20年12月24日、生活対策臨時交付金は平成21年３月11日となっており、

これらの交付金で公民館の耐震事業等を実施をしております。また、交付金決定総額は２億

4,200万6,000円、総事業費は２億9,788万円となっております。 

 次に、平成21年度につきましては、国の第１次補正予算の経済危機対策臨時交付金による安

全・安心の実現対策での市道整備、排水路の整備、新型インフルエンザ予防対策等の住民生活

に密着した事業に取り組んでおり、交付金限度額は２億5,818万4,000円で、国、県の補助金を

含めた総事業費は４億1,707万9,000円となっております。なお、この事業の県への実施計画提

出締め切り日は平成22年２月８日でございました。 

 ２つ目の交付金としましては、公共投資臨時交付金であります。この臨時交付金は地方債の

対象事業であるブロードバンド整備、防災公園整備、小学校の耐震化事業等の防災関係の事業

が主なものとなっております。交付金限度額は14億494万5,000円で、国、県の補助金等を含め

た事業費は28億7,107万4,000円でございます。この交付金の計画締め切り日は平成22年２月

17日でありました。これらの交付金により、防災対策の推進や市道整備による生活環境の改

善、雇用の促進など、地域経済に一定の効果があったものと考えております。 

 また、国の第２次補正予算によるきめ細かな臨時交付金がございます。この交付金はきめ細

かなインフラ整備のための林道、水路、市道や市営住宅の修繕等の事業が主なものとなってお

ります。交付限度額が１億3,530万8,000円と見込まれており、事業費は１億4,890万7,000円で

ございます。この交付金の計画締め切り日は平成22年２月２日であり、これらの身近なインフ

ラ整備事業等を今議会の第10回補正予算に計上しており、平成22年度事業としていたものを前

倒しすることにより、地域経済や雇用対策につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、各臨時交付金の交付決定通知でありますが、いずれの臨時交付金も平成22年３月５日

に内示通知が示されており、３月末までには交付決定される予定とお聞きをしておりますが、

この件につきましては後、担当課長から答弁をいたさせます。 

 次に、雇用対策についてでございますが、平成21年度は高知県緊急雇用創出臨時特例基金事
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業により、委託事業も含め220名、高知県ふるさと雇用再生特別基金事業で４名、合計224名の

新たな雇用となっており、事業費としましては2,607万9,000円でございました。平成22年度に

つきましても、緊急雇用創出臨時特例基金事業で25名、ふるさと雇用再生特別基金事業で

12名、重点分野雇用創造事業で７名、合計44名の雇用で、事業費は8,912万9,000円の予算計上

となっているところでございます。今後とも、より一層の雇用創出に向け取り組んでまいりま

す。 

 次に、大きな２点目の(1)のジオパークと観光客についてでございます。私からは世界ジオ

パークの申請と運営母体につきまして、あわせて御答弁申し上げます。これまでにジオパーク

の事業といたしましては、これまでに案内板や遊歩道などのハード整備、ガイド養成やホーム

ページなどのソフト整備が一定進んでおります。また、室戸市ジオパーク推進室の立ち上げや

県の職員、地質専門員等の配置により推進体制が強化できたと考えております。私は平成22年

２月、東京でジオパーク関係者にお会いをし、取り組んできた現状などについてお話をする中

で、室戸の取り組みを高く評価をしていただいていると感想を持ったところでございます。こ

れらのことを踏まえ、世界申請を目指しており、世界ジオパークに認定される可能性は高くな

っていると認識をしているところでございます。 

 次に、運営母体につきましては、新たなＮＰＯ法人や市が設立しております株式会社ＭＵＲ

ＯＴＯ等も考えられるわけでありますけれども、現時点ではジオパークの活動の初期からかか

わってきております室戸ジオパーク推進協議会により進めていくことが望ましいのではないか

と考えております。今後におきましても、この協議会が中心となって、関係機関や専門家の

方々との連携を深めながらジオパーク活動を展開していきますとともに、市としても全力を挙

げて取り組んでまいります。 

 次に、(2)の室戸市の総生産額と海洋深層水企業についてでございます。 

 産業別生産額と市民１人当たりの生産額につきましては、資料が直近ではありますが、平成

18年度高知県の統計資料で申し上げさせていただきたいと存じますが、本市の農林水産業のう

ち第１次産業が46億800万円、第２次産業が91億4,500万円、第３次産業が334億4,400万円の合

計452億2,100万円となっております。したがいまして、平成18年３月の人口１万8,510人で、

これはあくまでも単純計算でありますが、割ってみますと１人当たりの生産額244万3,000円と

なります。 

 次に、深層水企業についてでございます。本市の深層水企業20社の売上高は、平成18年が

54億8,000万円、平成19年が67億3,000万円、平成20年は52億1,000万円でございまして、数字

から見ましても本市の基幹産業の一角をなしているところでございます。しかし、議員さん御

指摘のように、一時のブームが去り、下降傾向にあることから、県の産業振興計画の中で新た

な需要の創出などとともに、企業単体で研究発表していた、例えば深層水の健康への効能など

の研究成果などでありますが、これらを一元化し、消費者に積極的にアピールする方策など、
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ブーム再来に向け、企業とともに取り組んでまいりたいと考えております。しかし、現状では

世界的な不況のあおりも受けております。本市の深層水企業の経営は大変厳しい状況にござい

ますので、私も企業訪問を行う中で詳細な情報収集に努めるとともに、県とも連携をし、深層

水の利用拡大、企業の安定的な運営について、市といたしましてもできるだけの支援をしてま

いりたいと考えます。 

 次に、(3)ブロードバンド整備による効果についてであります。 

 まず、今回の地域情報基盤整備事業の具体的なサービス内容についてでありますが、大きな

項目といたしまして、１点目には都市及び地域間の情報格差を解消するため、市内全域で超高

速インターネットが利用できる環境を整備すること。２点目には、地上デジタルテレビ放送の

難視聴対策として、市内全域に光ケーブルを使ったケーブルテレビ放送を視聴できる環境を整

備すること。３点目には、告知情報端末を使った緊急通報等要援護者の見守りサービスを実施

すること。この大きな３つのサービスを計画し、現在取り組みを進めているところでございま

す。このうち緊急通報と要援護者見守りサービスにつきましては、市が現在行っております高

齢者等への福祉サービスの拡大を目的として取り組んでいるところでございます。 

 次に、市民にとってのメリットについてでありますが、御案内のように、高速インターネッ

トサービスにつきましては24時間いつでも世界じゅうの情報に接することができること、特産

品等の情報発信により店舗を構えなくてもいわゆるネット販売などが可能となること、ブログ

やホームページで情報発信ができること、遠くにいる家族などとテレビ電話のように顔を見な

がら話ができること、好きな音楽や映画などを短時間でいつでもダウンロードできること、自

宅にいながら自由にショッピングができることなど、多くの利活用の方法が考えられるところ

でございます。また、ケーブルテレビにつきましては、今や家庭に欠かせないテレビ放送の地

上デジタル化に伴う難視聴地域を解消するものであり、要援護者見守りサービスを含め、本市

における情報通信に大きなメリットをもたらすものと確信をしております。 

 次に、普及率の向上に向けた対策としましては、優先交渉権者との共同による地元説明会の

開催。これにつきましては市広報あるいは常会、公民館、市民館等を通じて周知を徹底すると

ともに、高齢者や女性を対象とした各種パソコン教室の開催などに取り組んでまいりたいと考

えております。また、商工、観光、農林水産など、各分野の方々とブロードバンドの利活用に

ついて意見交換の場を設けることとしておりますので、こうした方々や関係機関、団体とも協

力して、より多くの皆さんに利用していただけるよう取り組んでまいります。 

 次に、旧サンパレスむろとの件についてでございますが、この施設は御案内のとおり、高齢

者向け長期滞在型の宿泊施設などに利用するとして平成20年11月13日に内田泰史氏と土地、建

物合わせて4,000万円の売買契約を結び、その支払いを受け、同年11月26日に当該物件の引き

渡しを行っております。この契約を結ぶ際に、内田氏には室戸市企業誘致推進条例もお示しを

して、今後課税される固定資産税の問題等々説明をしてまいりました。また、その後私も何度
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か高知へ足を運び、内田先生ともお会いをして、有効活用についてのお話をしてきたところで

ございます。ぜひとも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

養施設に、また大学生の合宿所として利用していただけるよう、早期に活用していただきたい

ということでお話をしてまいりましたし、またそのことが実現をしますと市にとっても大きな

メリットになるわけでございますから、ぜひそのことを進めてまいりたいと考えているところ

でございます。この件について、せんだって今後の利用について市民の方々にワークショップ

を開いていただいて、議論をしていただきたいというような、提案も受けたいというような情

報も入ってまいりましたので、市としましてもそうした対応をすぐにやりたいということで相

手方にもお話をしたんですが、今のところまだそういう状況にないというようなことでござい

ますが、先ほど申し上げましたように、ぜひ市としてもできるだけの支援をしていきたいと考

えております。 

 次に、(5)環境産業の創出と起業についてでありますが、太陽光や風力など、自然界におい

て繰り返し起こる現象によって得られる再生可能なエネルギーは半永久的に利用可能であると

ともに、ＣＯ２の排出が少ないなど、環境に与える負荷が小さなクリーンエネルギーでもあ

り、地球温暖化防止の取り組みの一つとして注目をされているところであります。本市におき

ましても、平成18年に室戸市地域新エネルギービジョンを策定をし、室戸の豊富な風、太陽の

恵みを生かした新エネルギーの活用を検討してまいりました。これまで民間企業による風況調

査も市内で実施をされており、風力発電に適している場所もあるという報告もいただいており

ます。また、昨年御提案をいただいた企業につきましては、市内での風力発電事業を計画をし

ていたところでございますが、電力会社による売電価格の入札に参加したものの、落札には至

っておりません。風力発電で電気をつくっても電力会社に買い取っていただかなければ事業が

成り立ちませんので、今のところ風力発電事業が実現をしていないというところでございま

す。市としましては、今後とも新エネルギーに関する研究や技術開発などの情報を収集すると

ともに、事業者等の取り組みに対し支援をしていかなければならないと考えます。 

 次に、大きな３点目の福祉と健康対策についての(1)シレストむろとの運営についてでござ

いますが、前指定管理者撤退後、市100％出資の株式会社ＭＵＲＯＴＯを設立し、厳しい状況

の中、電気料の抑制など、経費の節減に取り組むとともに、水中運動プログラム、また広報活

動の充実、他の事業との連携など、そうした施設の目的に沿って、積極的な事業の推進を図っ

ていただいているところでございます。当初計画での入館者数４万人は達成できる見込みとの

報告を受けておりますが、レストラン運営につきましては大変厳しい状況だと聞いてるところ

でございます。ということで、市長としてお答えをいたしておりますので、この辺御理解をい

ただきたいと存じます。 

 次に、利用客からの声、営業時間や入館料についてでございますが、料金が高い、夜10時ま

で営業してほしいなどの要望とともに、大学との連携事業での水中運動を継続してほしい、水
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中運動のおかげで体の調子がよくなったという声や、以前の画面を使っての水中運動からイン

ストラクターの直接指導に変わったことで大変いいというような評価もいただいているところ

でございます。 

 次に、会社において従業員の声や提案について取り上げているかというような御質問でござ

いましたが、社内研修や経営内容の説明会を開催する中で提案された各種イベント事業に取り

組んでいるところでございます。なお、会社の運営実績の検証評価というものを行い、将来的

な健全運営を目指す目的で、施設利用者などで構成するシレストむろと経営改善検討委員会を

立ち上げていただいております。２月15日に第１回の会議を開催をしております。議員さん御

案内の市内、市外料金の一元化や回数券の発行、夜間営業時間の問題などにつきましては、利

益や経費の試算なども行った上、経営改善検討委員会などの意見も参考に改善するよう努めて

いかなければならないと考えております。 

 私からは以上でございますが、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

しくお願いします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保総務課長。 

○総務課長（久保信介君） 町田議員さんにブロードバンド整備に関しまして市長答弁を補足

させていただきます。 

 まず、今回の国の地域情報通信基盤整備推進交付金、これは略称でＩＣＴ交付金と申します

が、この交付金につきましては昨年11月に最終的な正式申請書を総務省のほうに提出している

ところでございます。申請額は全体事業費の３分の１に当たります７億910万円でございま

す。御質問の交付決定通知につきましては、ちょうど本日３月８日午前に総務省四国総合通信

局より、２月26日付で交付決定がなされたとの連絡をいただいたところでございます。まだ交

付決定通知書そのものは手元に届いておりませんが、申請どおりの７億910万円を認めていた

だいた内容となっております。 

 次に、入札など請負事業者の決定についてでございますが、交付金の交付決定をいただきま

したので、既に入札により決定済みの実施設計業者と直ちに実施設計等に関する契約を締結

し、具体的な設計業務にこれから入ります。実施設計そのものは年度内の完了を見込んでおり

ますが、施設整備工事は約20億円もの大規模な工事となりますので、設計完了後その見積もり

積算期間を最低15日以上はとらなくてはならないというきまりになっております。したがいま

して、交付決定の時期から計算しますと年度内の入札実施は厳しい状況でありますが、早くと

も４月中には入札に持っていきたいというふうに考えております。このことにつきましては、

さきの12月定例会で繰越明許費の予算を計上させていただきましたように、平成22年度への明

許繰り越しとなる見込みでございます。 

 また、工期につきましては、平成23年２月末の完成を予定しておりまして、現在のところ全

体の工期には支障がないものと考えております。 
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 次に、当初の加入件数の見込みについてでございますが、優先交渉権者の提案では、初年度

で10％の830世帯と見込んでいるところでございます。また、採算ベースにつきましては、さ

きの議会でも御答弁申し上げましたように、優先交渉権者によりますと、全世帯数の十五、

六％、1,300世帯程度を考えているとのことでございまして、市としても現在の加入率から推

定しますとその程度ではないかというふうに考えているところでございます。提案書では、４

年から５年目におおむねその程度に達するという見通しとなっております。 

 次に、利用料金についてでございますが、一般的な光通信サービスではプロバイダー料金別

でおおむね税抜きで月額5,000円程度。これにプロバイダー料金が月額1,000円程度。合わせ

て、これ合計、税抜きで月額6,000円程度必要と言われております。これに対し、優先交渉権

者との協議の中では、現在のところプロバイダー料金込みの基本料金で月額最大で4,500円、

これも税抜き料金でございますが、最大で4,500円程度とする内容で協議をしておりまして、

さらにこの金額の中にＩＰ電話をセットにすることや初年度早期加入割引などについても調整

を行っているところでございます。いずれにいたしましても、市民の方々ができるだけ加入し

やすい料金設定となるよう協議を重ねてまいります。 

 次に、公的分野での利活用につきましては、市長も御答弁申し上げたとおりですけれども、

緊急通報等要援護者見守りサービスとして現在行っております電話回線を使った緊急通報シス

テムの対象者の拡大などを目的に、現在優先交渉権者と具体的な方法等について協議を進めて

いるところでございます。 

 また、普及率の向上につきましても運営事業者とともに地域へ積極的に出向き、住民説明会

を通じて市民の皆様への周知に努めるとともに、関係課と連携して、高齢者向けなどの各種パ

ソコン教室の開催などに取り組んでまいりたいと考えております。このほかの行政としての利

活用あるいは産業、経済など、どういった分野にどのような利活用ができるのかなどにつきま

して、各分野の方々と意見交換を行う場を設けたいというふうに考えておりますので、こうし

た場での御意見も参考としながら、より多くの皆さんに利用していただけるよう努めてまいり

ます。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） 補足させていただきます。 

 私のほうからは２の１のジオパークと観光客についての中で、世界ジオパーク認定申請書の

作成と日程についてでございます。世界申請書は日本語版と英語版に分かれておりまして、室

戸のジオパーク推進協議会が作成することになっております。日程の見通しでございますが、

日本語版の申請書をことしの４月までに日本ジオパークネットワークに提出いたしますと、６

月から８月の間に国内候補地の現地審査が行われます。昨年は８月下旬でございました。この

結果が、国内候補地の審査結果ですが、それが昨年並みでございますと10月下旬ごろになる予

定です。ここで国内候補地に選定されれば、英語版の申請書を12月までに提出いたしまして、
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平成23年５月から10月、これがちょっと間がありますけれども、その間に世界ジオパークの審

査委員の方による現地調査という流れになってきます。そういう流れでございます。 

 それから、市民参加の協力についてでございますが、世界ジオパークに認定された後も、お

もてなしの心を忘れずに地域が持続的に発展していくことが何よりも大切でございますので、

今後は各地区での説明会を順次開催いたしますとともに、地域で行われますさまざまなイベン

トや会合に対しまして、市、それから推進協議会のメンバーとともにですね参加いたしまし

て、市民への啓発、それからジオパークの浸透に努めてまいりたいと思います。 

 土産品の開発につきましてでございますが、議員が御指摘のとおり、室戸ならではのものを

開発していくことは観光振興やものづくりを進める上でも非常に大切だと考えております。そ

れで、この平成22年度の当初予算の中で新規事業としまして新土産物開発事業という事業ござ

いますが、これでの検討、取り組みでございますとか、あと商工観光関係者の方々等のお知恵

もかったり、連携いたしまして、ジオパークをテーマとした新商品の開発に取り組んでいきた

いと思っております。以上です。 

○議長（林 竹松君） 上山商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（上山精雄君） 町田議員さんにお答えいたします。 

 まず、２の１のジオパークと観光客についての中の恋人の聖地プロジェクトについてでござ

います。この事業につきましては、恋人の聖地にふさわしい公共性を有する観光地、観光施設

を女優の菊川怜さんとか華道家の假屋崎省吾さんなどの委員が選考し、選定されれば運営する

ＮＰＯによる地域紹介ホームページの制作、それから掲載、ロゴマークの使用、マスコミリリ

ース用の資料提供などがなされるもので、その期待される効果といたしまして、各種メディア

による報道機会の増による若い人を中心とした交流人口の増加、それからインターネットなど

ＩＴを活用したリピート交流人口の増加などが期待されるところでございます。現在、全国で

99カ所選定されておりますが、本市におきましてもこの４月初めぐらいには中岡慎太郎銅像上

の展望台も近く完成します。それからまた、ジオパークの整備も進んでくることから、話題性

を提供し、そのことにより観光の振興を図るということで、今回室戸岬周辺を恋人の聖地とし

てＮＰＯ法人地域活性化支援センターに申請を行うものでございます。 

 次に、３の福祉と健康対策の部分について、シレストの関係で市長答弁を補足させていただ

きます。 

 まず、バーデハウスとシレストの数字の比較でございます。市内、市外の利用者の動向、総

数についてでございますが、総数といたしましてはまだ１年が経過をしていないため、推計で

の比較となります。平成20年度、これバーデハウスの時代といいますかときでございますが、

これが約４万人。シレストむろとでも４万人ぐらいが見込まれるということで、支配人といろ

いろ話ししますと、それぐらい1,000人ぐらいは上回るがじゃないのかというようなことでご

ざいます。 
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 それから、市外利用者につきましては、バーデハウスのときが20％、現在のシレストむろと

では18％でございます。ということで約２％、800人ぐらいの減となっております。 

 それから、市内利用者はバーデ室戸が76、シレストが78と、逆にこれは２％増というふうに

なっております。 

 それから次に、経費の増減についてのお尋ねでございますが、バーデハウス室戸における平

成20年度の支出総額、これが9,800万円ぐらいでございます。シレストむろとではこれを参考

に、主に人件費、光熱水費などのその経費の見直しを行いました。ということで、結果約

6,550万円まで縮減できる想定でありますけれども、まだ年度終了がしておらないということ

で、あくまでも想定ということでございます。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） 町田議員さんに４番の農業についてを

私から御答弁をさせていただきます。 

 ４の１、耕作放棄地の解消方策と鳥獣の対策についてでございます。耕作放棄地再生利用対

策といたしましては、国庫事業で耕作放棄地再生利用緊急対策交付金というのがございます。

内容につきましては、耕作放棄地の再生作業、区画整理とか、こういった事業でございます。

それから、土壌改良といったものが一定の補助となります。また、国の補助事業のうちで一部

県事業、自己負担が生じるといった部分を県が補助する事業もございます。しかし、この国の

制度につきましては各種の条件、縛りがございまして、例えば制度を活用した時点から５年間

以上はその土地で耕作をしなければいけませんと。それから、その土地の所有者に賃借料が入

った場合には、この収入を再生作業の経費に充当すること。また、対象農地が農業振興地域の

農用地区域内の農地でなければならない。こういった条件がございます。昨年の12月には農地

法の改正が行われたところでございまして、本市といたしましても今月より農業委員会等の関

係機関と連絡をいたしまして、振興地域内の耕作放棄地の所有者に対しましての保全管理をど

うしていくのか意向調査を行うことといたしております。その調査結果によりまして、企業の

農業への参入でありますとか農地集積の可能性などを検討した上で、所有者の意向を踏まえな

がら制度の活用を検討してまいりたいというふうに考えております。 

 また、これは直接の解消対策ではございませんけれども、現在行われております農地・水・

環境保全対策事業、中山間地域の直接支払制度等によりまして、放棄地の拡大の防止に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 次に、鳥獣被害対策につきましては、本市におきましても猿、シカ、イノシシ、カラス、こ

の報告がたくさん寄せられております。特に、シカにおきましては県内で約４万7,000頭が確

認をされておりまして、県の西南部、東部を中心に、林業でありますとか自然植生被害が深刻

な状況となっているところでございます。本市といたしましては、現在有害鳥獣捕獲対策事

業、それから鳥獣被害防除対策事業を活用いたしまして、銃器、おり、わなによる駆除を行っ
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ております。ちなみに、21年度、現時点での捕獲頭数を申し上げますと、猿32頭、シカが

233頭といった状況でございます。今後につきましても、猟友会の皆さんや関係機関の協力を

いただきながら、継続してその駆除に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、米の戸別所得補償制度についてお答えをいたします。 

 今回の戸別所得補償モデル対策につきましては、自給率向上事業といった事業と米のモデル

事業、この２つの事業から成り立っております。 

 まず、自給率向上事業といった事業につきましては、水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米

などを生産する販売農家、また集落営農をされておる農家の皆さんに主食米と同等の所得を確

保できる水準の支援を行うものでございます。 

 次に、議員お尋ねの米のモデル事業でございます。これは自給率向上のための環境整備を図

るために、米の生産数量目標に従って生産を行う販売農家、集落営農農家に対しまして、主食

用米の作付面積10アール、１反ですね、これに対しまして１万5,000円を定額で交付する。さ

らに、米の価格が下落をした場合には追加の補てんも行う、こういった国の制度でございま

す。これは採択をされた場合には、国から直接農家のほうへ支払いがされるといったことにな

ります。ただし、この事業につきまして交付の対象者は生産数量の目標の範囲内で、主食米の

生産を行った農家、集落営農者でございますが、水稲共済への加入がされておる方に限りま

す。当然、これは加入面積未満の場合には21年度の出荷、販売実績のある方でございますね、

共済に入れない場合の未満の面積といったことでございます。また、交付対象面積を計算をさ

れる場合には、主食用米の作付面積から自家飯米、それから縁故米、親戚に配る分ですね、を

供する分として一律10アールを差し引いた面積で計算をされます。それから、調整水田などの

不作付地を有している場合におきましては、この不作付地となっている水田の地番、面積、改

善計画などを市に提出をいたしまして、認定を受ける必要がございます。 

 次に、(3)加工食品と新たな特産品についてでございます。現在、キラメッセ室戸におきま

しては地元で生産をされました芋、ユズ、ビワ、ヤマモモなどをジェラート、これアイスクリ

ームですね、に、またポン酢じょうゆや芋けんぴなどもオリジナルの商品として製造販売をい

たしております。また、店頭の商品には農家や組織などが、個人や団体が持ち込む切り干し大

根でありますとか漬物でありますとかみそといった一部加工された多数のオリジナルの商品が

ございまして、大変人気を呼んでおるといったところでございます。農作物といたしまして

も、味が同じでも商品価値が通常よりも安く取り扱われるものとしましては、大きさやその形

など、見ばえの問題、それから産地の知名度、こういったさまざまな要因によりまして、いわ

ゆる規格外商品と言われて取り扱われることがございます。その対策といたしましては、芋な

どはけんぴ、それからＪＡ吉良川のほうではペースト状、あんこですね、こういったものにし

て出荷をしております。原形をとどめない形での販売もされているところでございます。 

 議員御案内のように、農作物に付加価値をつけて販売をしていくためには、消費者ニーズに
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合わせた商品の開発あるいは現在加工販売をされている商品を求める大消費地への売り込みを

行うなどの取り組みが必要ではないかと思っております。今後におきましては、関係機関との

連携を図りながら、室戸産品販売促進事業などを活用いたしまして、室戸の特産となる商品の

開発を行ってまいりたいと考えております。よろしくお願いをいたします。以上でございま

す。 

○議長（林 竹松君） 谷村教育長。 

○教育長（谷村幸利君） 町田議員さんに、５、教育について順次お答えいたします。 

 １の教育とは何かとの質問でございますが、教育基本法には教育の目的として、教育は人格

の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた、心身とも

に健康な国民の育成を期して行わなければならないとあります。突き詰めて考えれば、その目

的実現のために、１つ、知識、教養、真理を求め、豊かな情操と道徳心を培うこと及び健やか

な身体を養うこと。２、自主自立の精神と勤労を重んじる態度の育成、個人の価値の尊重。３

つ、正義と責任、男女平等、公共の精神に基づき社会の形成者としてその発展に寄与する態度

の育成。４つ、生命尊重、環境の保全に寄与する態度の育成。５つ、伝統と文化の尊重。郷土

を愛する心とともに他国を尊重し、国際社会の平和に寄与する態度を養うこと等々が含まれる

と考えております。義務教育は教科や特別活動、児童会、生徒会活動、またさまざまな行事を

通してそれらを深めるものであると考えております。 

 ２番の学力とは何を指して学力というのかのお尋ねですが、これは非常に難しい問題です

が、一言で言えば生きていくための力だというふうに考えます。そのためには基礎学力、身体

能力の育成、また生活リズムの育成など、社会性を身につけること等が上げられると考えてお

ります。 

 ３の不登校の生徒に対して家庭と地域と教職員の連携はうまく機能しているのかのお尋ねで

すが、文部科学省は30日以上の欠席者を指して不登校の位置づけをしております。そのため、

室戸市には現在教育研究所の中に適応指導教室が設けられております。室戸市には、今現在で

すが、小学生８名、パーセントに直しますと1.4％、中学生が７名、２％、計15名、全体で

1.6％の不登校生徒がおります。適応指導教室の担当が毎月各学校を訪問し、現状を把握する

とともに、学校、家庭と連携し、家庭訪問を行うなど、適切な対応を行っております。また、

学校に通えない子供であっても適応指導教室への登校が可能な子供たちは研究所での学習を行

うなどの取り組みも行っております。ちなみに、県の出現率は4.5％でありまして、室戸市は

それから比べると低くて、昨年等から比べると減少傾向にあります。 

 ④いじめについての質問でありますが、ある市内の小学校で発生した例があります。逐一報

告するように指示を出してありますので、当然教育委員会が把握した時点では、昨年７月の時

点ですが、もちろんそういう報告だけではなく、子供や生徒の関係も把握、つまり、いじめ防

止についての手だても同様に指導を行っております。ただ、家庭内のネグレクトや虐待に近い
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問題などの報告もありますが、そのことについても関係機関と連携をとりながら対処しており

ます。先ほどの小学校の例でありますが、いじめ防止に向け、学校長、教頭に直接教育委員会

のほうから指導をいたしまして、子供に対する対応等についての文書も出させており、現在改

善されておると聞いております。 

 ⑤の各学年の学習の理解度は県下の中でどのぐらいかにつきましては、全国学力テストの結

果や標準学力テストがその目安になるものでありまして、他の市町村との比較はデータがない

ので分析できません。そのため、全国、高知県との比較になります。小学校までは全国水準を

維持しておりますが、中学校では全国平均よりやや下回るという結果が出ております。 

 次に、⑥の各学年の体力は県下の中でどのぐらいかにつきましては、文科省の調査は１つ目

に握力、２つ目に上体起こし、３つ目に長座体前屈、それから４つ目に反復横跳び、それから

５つ目に持久走、これは中学生のみです。それから、６つ目にシャトルラン、７番目に50メー

トル走、８番目に立ち幅跳び、９番目にボール投げの項目で行われておるものです。室戸市の

傾向としましては、本年度の調査結果として総合評価は小学５年生までは県平均、全国平均を

上回っております。その中でも握力が強いという結果が出ておりまして、小学校３年生の女子

や小学校５年生男子が特によい結果が出ておるということです。ですが、中学校１年生からは

低下傾向にありまして、特に立ち幅跳びについては中学校１年生から３年生まで、男女とも

県、全国よりも低いという結果が出ております。これも学力の項で申しましたように、他の市

町村の資料がありませんので、県、国との比較になります。なぜそういうことになるのかとい

うことにつきましては、各校分析に取り組んでいるところです。 

 ７番目の室戸の教育目標は何かという問いでございますが、教育行政方針として室戸市教育

委員会は子供たちに確かな学力、生きる力の育成を目指し、児童・生徒の健康、体力の増進を

図り、ふるさとを愛し、心豊かでたくましく未来を切り開く人間性をはぐくむ教育を推進する

を基本的理念といたしまして取り組んでいるところであります。これを受けまして、市内各学

校独自に地域性を加味し、学校教育目標を設定しております。 

 次に、⑧の保・小・中が教育委員会の組織となったが、その長所についての問いにつきまし

ては、子供たちの健全な成長はだれもが望むものであります。教育という観点から保育を眺め

た場合、幼・保一元化が言われる中、保育そのものに発達段階に応じた基礎的な能力の育成、

文字や数の概念の習得など、当然行われてしかるべきだと考えます。幼児の持つ能力、記憶力

や習得力は想像以上のものがあります。文字や数に触れることのできる保育所にすること、そ

して興味、関心を抱かせることで小・中学校へ続く学力向上へとつなげていけるものと考えま

す。２点目に保育士と教員との相互理解が生まれる中、５年後、10年後の子供の成長まで見通

せるのではないかということであります。そのための研修なども積極的に取り入れることで室

戸市の学力向上に資するのではないかと考えております。 

 次に、室戸青少年自然の家についての御質問でありますが、政府の行政刷新会議による事業
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仕分けによりまして、室戸青少年自然の家を含む国立青少年教育振興機構と教員研修センター

については地方自治体にも類似施設があり、地方または民間非営利団体ＮＰＯへの移管という

判定結果があり、政府の行政刷新会議ではその判定結果を尊重することが確認されておりま

す。文部科学省もそれを受けまして、４月には国立青少年教育振興機構等の今後のあり方につ

いて検討する委員会が発足すると聞いております。本市としましても、平成20年12月４日に国

立室戸青少年自然の家利用促進協議会を立ち上げ、市内全体で利用促進に努めていたところで

もあり、事業仕分けの判定には大変なショックを受けたものであります。青少年自然の家は、

青少年の健全育成にとっては自然体験のできる実践の場でありまして、非常に教育的価値のあ

る施設と考えております。今の室戸の教育には必要不可欠な施設と考えております。19年度は

42.2％であった稼働率が20年度は50.5％まで上がりましたが、21年度の稼働率は20年度より少

し減少する見込みとのことであります。利用者の減少理由としましては、この夏、春以降です

が、猛威を振るった新型インフルエンザの影響とともに、四国各県での教育予算のカットによ

る減少もあるものと考えております。室戸市にとっても室戸青少年自然の家は教育的視点で考

えてみると、青少年の健全育成のための自然体験の実践及び研修の場でもあり、特に自然体験

のための先導的なプログラムの開発、構築とともに、それに伴う指導者の養成、研修の場でも

あります。今後のとるべき行動といたしましては、現在国の動向が見えてない時期ではありま

すが、存続を含め稼働率の確保のためには今まで以上の利用促進が必要であり、本市のみなら

ず県を含めた関係団体等とも連携を深め、情報収集にも努め、国や県に室戸青少年自然の家の

存続を訴えていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本 勉君） 町田議員にお答えいたします。 

 大きな３点目の福祉と健康対策、(2)の受診率の向上について市長答弁を補足いたします。 

 まず、本市での死亡原因を多い順に申しますと、男女とも一番多いのは悪性新生物、いわゆ

るがんです。次に、急性心筋梗塞などの心疾患、また脳内出血や脳梗塞などの脳血管疾患、肺

炎、それから次は交通事故を含む不慮の事故の順となっております。 

 次に、これからの受診は個人が病院に行くのか、あるいは市からお知らせをして受診をする

のかについてでございますが、各種検診につきましては市のほうから毎年１月に対象者の方に

対する希望調査を行い、希望者に対し最寄りの公民館、学校、保健福祉センター等で検診を実

施しており、今後もこうした地域での検診を続けてまいります。 

 また、40歳から74歳の国保加入者を対象といたしました特定健康診査につきましても同様に

地域での集団健診を継続するとともに、受診率向上対策として若年層や通院中の方などに対

し、医療機関等での個別受診についても積極的に勧奨をしてまいりたいと考えております。 

 次に、受診率について県下の受診率と比較してどうかということでございますが、平成20年

度の実績を比較しますと、大腸がん検診が県平均で12.5％、市で15.5％で上回っております。
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それから、特定健診、県が23.7％、市23.5％と、胃がん検診が県が9.8％、市が9.7％、これは

ほぼ同じでございます。次に、結核、肺がん、これは県平均で25％、市が18.4％、子宮頸が

ん、県平均が13.8％、市が10.4％、それから乳がん、県19.7％で、市が17.6％は、やや県平均

を下回っている状況でございます。 

 次に、受診率向上に向けてどう工夫や対策を立てているのかについてでございますが、先ほ

ど御説明しましたように、平成20年度の特定健診の受診率は県平均の23.7％に対し、市平均

23.5％とやや下回る状況でございましたが、平成21年度につきましては２月時点ではございま

すが、受診率は28.72％と昨年度より５％以上向上しております。同時期の県平均で21.26％を

上回ることができております。このことは今年度の特定健診実施に当たり、地域の健康応援団

の御協力のもと、個別の受診勧奨や当日の広報車での放送の実施、それから地域の郵便局や量

販店への手書きポスターの掲示など、地域での声かけを積極的に行っていただいたことの成果

であると考えております。22年度も引き続きこの取り組みを継続し、さらに充実させるため

に、県の補助事業等を導入し、特定健診受診促進事業として計画しているところでございま

す。 

 また、市といたしましても集団健診への独自検査項目の追加による健診内容の充実や、やす

らぎで健診を行う際に、既に健診を終了した他地区の未受診者に対し、再度通知を行い、拾い

健診に努めるなど、受診率の向上対策を予定しております。 

 あわせまして、保健師による地域での健康教育やＰＴＡ等、各種団体への受診勧奨を積極的

に行い、がん検診などの受診率についても向上を目指してまいります。これらの健診を受ける

ことによりまして病気の早期発見につなげていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（林 竹松君） これをもって町田又一君の質問を終結いたします。 

 健康管理のため３時30分まで休憩いたします。 

            午後３時７分 休憩 

            午後３時30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。３月定例会におきまして一般質問を行います。 

 まず初めに、議長に質問項目の削除を要請いたします。３番の市営住宅に絡む不正事件につ

いてと６番、建設業者への対応については省略させていただきますので、よろしく取り計らい

をお願いしたいと思います。 

 質問に入ります前に、まず今春で退職をされます職員の皆様に長い間のお務め御苦労さまで

したと申し上げます。今後は機会あるたびに室戸市政に対しましての御協力をお願いしたいと

思います。 

 また、小松市長におかれましては先日、高知新聞紙上に市政２期目への意欲を示されまし
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た。早い時期での意思表明は市長としてよかったのではないかと思います。今後の健闘を期待

するとともに、私は是々非々の姿勢で対応させていただきたいと思います。 

 それでは、質問事項に入りたいと思います。 

 まず、１番の国、県の補助事業への対応についてお伺いをいたします。 

 政権交代後初の当初予算審議となった国会のほうも22年度当初予算が３月２日可決、成立さ

れております。各分野ごとにそれぞれ関連事業ごとの類似事業の整理もある一定された事業推

進にさま変わりの状況が整いつつあるように見受けられます。新たな民主党政治が取り組む政

策の中の国の補助事業については、県あるいは各市町村もある意味一喜一憂するような状況も

数多く生まれてこようかと考えます。県の取り組み姿勢が市町村に影響を与えることも当然の

ことでありまして、県の政策方針を積極的に理解する姿勢が市町村に必要であろうと考えま

す。また、市町村が県の姿勢に対してしっかりした基本方針を県に伝えるということも重要で

あろうと考えます。室戸を支える産業構造基盤、現場で動く各事業体へ及ぼす影響も非常に大

きなものがあると考えていただきたいと思います。１次産業に携わる事業体、２次産業に携わ

る事業体、その他の産業におきましてもそれぞれに経営が苦しい中、雇用促進、雇用確保に少

しでも有利な補助事業が存在しないか、それぞれの産業の中に位置する者として考えることは

当然であると思います。国から県へ、県から市町村へ、こういう補助事業がありますと間違い

なくおりてきます。問題なのはそれから先の問題であります。国から県へ、県から市町村にお

りてきて、それから末端まで補助事業が行き届かないというふうな部分が見受けられます。

15年以上も前の話でありますけれども、ある市職員が酒の席で、住民の方にいい補助事業があ

るけれども、応募がいっぱいあったら仕事がふえるので知らん顔をするというふうに申された

ことがあります。立派なことこの上ないと思いますけれども、現在においてはそのようなこと

はまずほとんどないと思いますけれども、やはり感じるところに若干そういう姿勢が存在して

いるのではないかとも感じます。その一因には職員削減の弊害もあろうかと思いますし、兼

務、兼職が多過ぎるということ、それから忙し過ぎて、本来なら市民のための補助事業である

べき大事な取り組みに対してやる気が出ないというのが原因の一つでもあろうし、職員のある

意味本音でもあろうかと思います。多忙なケースワーカーしかり、特に本庁の２階の事業課に

おきましてはその傾向が、忙しいと、なかなか仕事に余裕がないというふうなことが大きく見

受けられるような気がします。集中改革プラン、健全化計画の延長でございますけれども、そ

の中で職員体制250人というふうなことが定義づけられて、市長もそれに向かって進んでいく

ようでございますけれども、現時点においてその削減の弊害が行政サービスあるいは市民サー

ビスの面で影響が出ているんではないかという部分が感じられます。これ以上の削減にはちょ

っと応じられないというふうな、賛成できないというふうな部分もあります。小松市長も一考

されることを望んでおります。 

 さて、その補助事業の活用についてですが、以前にもこの場で指摘をさせていただいた記憶
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がございます。その補助事業そのものが市広報とかで紹介されているということは余り記憶に

ございませんけれども、補助事業を活用して事業を推進するということは雇用対策にもなり、

地域の活性化にもなり、地域の整備が間違いなく進んでいるということであります。一つ気に

なることは、そういった補助事業を効果的に使うという意味の中に、市職員の中で事業の起案

とか立案は自分たちが中心でやるというふうな部分に隠されて、産業を構成する底辺から事業

を吸い上げるという基本的な姿勢が若干ないのではないかという気がしております。何か室戸

市を押していくという意味では、何か勘違いをされているのではないかというような気もしま

す。私が関係する事業所でもです。21年度緊急雇用対策事業、それから22年度のふるさと雇用

対策事業についても、私どもが知ったのはすべて県からのアプローチであります。その県から

のアプローチでその制度を知り、慌てて取り組んだ事業であります。21年度におきましてはこ

の事業が21年度、22年度、23年度の事業ということで県のほうも取り組んでおりますけれど

も、21年度におきましては市のほうからはその事業の存在を知り得ることができなかったとい

うことであります。室戸市には数多くこの制度を利用して21年度当初から取り組んでいる団体

もあるのに、一部団体事業者に行き届かない。どうして行き届かないのかということでありま

す。最近では、21年度補正でありますけれども、きめ細かな臨時交付金という補助制度も、こ

の制度に関しまして県のほうからこういった事業がありますから、制度がありますから市のほ

うから通知があると思いますので申し込んでくださいと言われておりましたけれども、そうい

った動きがないので、どうしたことかと思っておりましたところ、後から県のほうから室戸市

は応募がないがどうしたんですかという連絡があり、室戸市に問い合わせすると、もう既に締

め切ったという返事でありました。市長にお願いをしておきます。今後こういったことのない

ように、補助対象事業に関連する室戸市内各団体には必ず通知をするような関係各課に徹底し

た指示をお願いしたいですけれども、この件に関して御答弁をお願いいたします。 

 また、関連する補助事業を徹底活用することが雇用対策を含め、室戸市の活性化につながる

ということを前提とすれば、またその事業を活用して事業を拡大しようとすれば、当然兼務、

兼職の市職員の業務量も増大ということになるわけで、市民の要望に対応し切れないというこ

ともあり得ますけれども、その辺の対応も含めて御答弁をお願いいたします。 

 またもう一つ、今までに末端まで補助事業が行き届かなかったと、補助事業制度を知らしめ

ることができなかった最大の理由はなんであったのかと、その件に関してどう理解されている

のかお伺いをいたします。 

 それから２番目、市道、林道の無登記地についてということであります。 

 室戸市内は山間地が多く、たくさんの山間地に向けた市道、林道が延びております。その多

くの市道、林道は土地の所有者から提供を受けて、開設をされ、そのほとんどが分筆登記がさ

れないまま放置をされていると思います。しかしながら、最近国の事業によりまして、それか

ら市の事業でもある、市が委託をしておる地籍事業あるいは林野の関係する森林境界明確化事
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業と、そういった中で土地の境界を設置していく事業がだんだんと多くなってきております。

そういった事業実施に伴い、事業の進展に伴い、土地所有者から市道の中に、あるいは林道の

中に、過去のいきさつがどういうことであったかわかりませんけれども、自分の土地を復元し

てくれといったような意見が聞かれました。そういった声に対しましては我々には対応ができ

ないわけですけれども、市当局としても何らかの基準あるいは公文書等で地権者に許可を得る

というような対応が必要ではないかと考えますが、どう対応されるのかお伺いをいたします。 

 次に、３番は省略して、４番、計画的な林道の改良、整備についてお伺いをいたします。 

 昨年９月のこの場でも質問させていただきましたけれども、基幹林道あるいは普通林道以外

の幅員の狭い林道、例えば２メーターとか２メーター20とかという小さい林道が数多くありま

す。そういった林道の奥地には室戸市の公有林を含む広大な面積の人工林が数十年来手入れを

されて、その財産が蓄積をされているところであります。先日、１週間ぐらい前になりますけ

れども、旧浮津の室戸市農協から入った林道西の谷線、それから奈良師の奥の林道奈良師線の

奥にある市有林をちょっと視察に行ってきましたけれども、その道中なんかとても林道とは言

えない状況になっております。当然、その林道の流域には市有林のみならず、市の山ですね、

市有林のみならず民有林も多く含まれているわけで、林道の整備ができないと、せっかく手入

れをして伐期を迎えようとしている人工林、杉、ヒノキがメーンとなりますけれども、搬出で

きないまま放置をされるということになります。現在の森林整備等を担当する公有林の中の担

当の農林水産課の職員あるいは公有林そのものの土地も管理する財産管理課職員も市の所有す

るすべての山林がどこにあるかはだれも知らないのが現状であろうかと思います。室戸市の財

産を担当課が知らないということでは済まされないと思いますけれども、一度足を運んで、林

道あるいは市有林の状況を把握すれば、林道の改良あるいは整備の重要性が必然的に理解でき

ると考えます。現地調査の上、計画的な林道整備計画を立てたらどうかお伺いをいたします。 

 次に、５番目の公有林の整備についてお伺いをいたします。 

 近年の森林に対する評価は世界規模なものとなっております。森林が持っているその公的機

能を含めた環境保全、環境に対する貢献あるいは地球温暖化防止に係るその重要性はだれもが

認めるところであり、民主党政権となった新政策を見ても、森林、林野に対するその重要性に

疑いを挟む余地はないと考えます。森林、林業再生プランとして数々の森林整備計画が立案を

されております。現在の日本の木材自給率は24％というところでございますけれども、2020年

度までに木材自給率を50％まで引き上げようと壮大な計画がなされております。その目的達成

までに、枝葉となる、枝と葉ですね、枝葉となる数多くの森林整備計画を同時に引き連れなが

ら、国、県、市町村、森林所有者、林業事業体が一体となって取り組む重要性が説かれており

ます。森林整備計画は個々の所有山林保護だけでなく、これからの林業政策は基本的には雇用

対策に重点を置きつつ、環境重視の観点と林業生産の観点から、多くのフォローアップ制度の

事業が整っております。小松市長も知らなかったと思いますけれども、室戸市、東洋地区にお
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いて平成の時代に入ってから60億円に余る森林整備投資がなされております。室戸市の費用と

してはわずかなもんでありますけれども、国及び県の事業を含めるとその60億円近い森林整備

費が室戸市の山に投入をされております。それによってもたらされた森林の資源蓄積はこれを

金に換算をすれば室戸市では比類のない額になろうかと思います。一時期、木材不況によりそ

の森林整備投資の金額は減少の時期がありましたけれども、現在では過去の生産中心の整備計

画から、近年では公的機能としての森林整備、環境問題に寄与するための森林整備として、今

までと形を変えた森林整備計画投資が増額をされております。これからの森林生産システムは

ある一定の施業団地、大体１カ所当たり100ヘクタールと、前後の集約化を図り、補助事業を

導入、５カ年計画でその１団地を収入間伐としながら施行し、収量していくという手法が主体

となってきます。施行した収益で所有者に還元をするという形で、基本的には所有者の負担は

０円と、０円で取り組むということになります。こういった事業を今後、室戸市、東洋町で計

画的に施行していくわけですが、室戸市の市有林、室戸市所有の市有林はその室戸市森林整備

計画の中に、保育といいます、育てることと、切り捨ての間伐等は過去に室戸市森林総合整備

計画の中で計画をされておりますけれども、それから後の大事な収入に向けた施行計画が策定

をされておりません。先日、農林水産課の担当職員の方に、そういった今後のことも考えて、

作業の整備計画あるいはその事業展開に備えて先行した作業の整備計画等が大事ではないかと

相談をしました。その話が県のほうにも伝わりまして、安芸林業事務所振興課のほうも積極的

にかかわっていきたいということで、早速安芸林業事務所振興課チーフ以下３名、それからそ

の３名が室戸市に来ていただいて、農林水産課長以下市職員３名、森林組合職員３名、合計９

名で意見交換をしたところであります。室戸市の財産としましては官行造林で141.92ヘクター

ル。その官行造林といいますのは、土地は市の所有ですけれども、その上の木に関しては国、

国有林が植林、手入れをしているという部分であります。それから、市の市有林が872ヘクタ

ール、非常に大規模の所有山林があります。将来、室戸市に大きな収入をもたらすであろうそ

の財産に対して、しっかりとした計画がなされていないということであります。それから、そ

ういった蓄積された財産を将来にわたって収入間伐を計画立てて取り組むということは当然の

ことであろうかと思います。恐らく、これも先ほど述べましたように、補助事業対象で整備を

していくところですから、普通の状態でいけば室戸市に収入をもたらすけれども負担は要らな

いというふうな展開になっていくと思います。 

 その事業展開そのものに関しましては基本計画さえできれば順調な推移は可能だと思いま

す。若干、その中で私が問題提起をしたいのは、計画立案する担当職員の少なさではなかろう

かと思います。この件に関しましては以前も市長にもお願いもしてありましたけれども、なか

なか最低限の人員しか配置をされておらない。今これほど森林整備、林業政策が重要視されて

いる中で、林業に対する意識が、意識というか取り組む姿勢が少し薄いのではないかという懸

念はしております。その林業に対する姿勢というものを県のほうにおきましては安芸林業事務
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所に林業振興課チームとしてチーフ以下８名の職員が安芸以東の林業振興に関する職務に携わ

っております。それから見ましても、広大な面積を有する室戸市の農林水産課の体制がいかに

お粗末かがわかると思います。また、その担当職員を私も以前からずっと見てきておりますけ

れども、特にこの六、七年の室戸市林務担当職員はほとんどがパニック状態で職務をこなして

いたというふうにも思っております。大変な状態で職務をこなしていたことを承知しておりま

す。大事な室戸市の財産の計画というのは、整備計画推進と職員配置はセットにならなければ

なかなか推進できないと思います。この件に関しまして市長のお考え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） 山本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、私も議員さんと同じように、国による木材自給率の向上対策をぜひ当市の森林行政の

発展に生か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。そこで、室戸市政全般に

ついての中の(1)国、県の補助事業への対応についてでございますが、各課が対象となる補助

事業につきましては、現在総括をする課から担当課に連絡を行い、関連する団体等への連絡は

担当課のほうで行っているところでございます。このため、日ごろから各担当課が関連する団

体の実情や意見、要望等を把握することが必要であると考えます。それらのことが十分でない

との御指摘でございます。関係団体等との連携、協力体制をぜひ進めていかなければならない

と考えるところでございます。また、職員は日ごろから補助制度を十分把握するなど、資質の

向上に努めなければならないと考えておりますし、市政業務の一層の改善等にも努めていかな

ければならないと考えます。今後とも行政サービスの低下にならないように対応してまいりま

す。 

 次に、(4)計画的な林道の改良及び整備についてでございます。室戸市の林道は現在32路

線、延長88.7キロメートルでございます。この林道の維持管理につきましては、すべての路線

において十分な管理ができていないことは私としましても承知をしているところでございます

が、一定の路線につきましては定期的な維持補修などの管理にも努めているところでございま

す。また、多面的な機能を有する森林の適切な整備を図るためには林道の維持管理は大変重要

であるというふうに考えております。今後の林道改良整備につきましては、定期的な調査を実

施しますとともに、現状の把握に努め、林道整備計画の策定を検討していくとともに、計画的

な改修となるよう努めなければならないと考えます。また、市有林の所在等につきましては、

市有林看守人にもお願いし、注意を払っていただいておりますが、担当課職員もそれらの把握

に努める必要があると考えます。状況の把握等につきましては、ぜひ今後とも関係機関、関係

団体、関係者の御協力をいただきますようによろしくお願いをいたします。 

 次に、(5)公有林の整備についてでございます。室戸市森林整備計画は森林施業の間伐、保

育等を計画的に実施することにより、水源涵養機能や国土保全機能を十分発揮させることを目
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的とした計画でございます。本市の市有林面積は官行造林を含め1,014ヘクタールでありま

す。市有林の収入間伐につきましては木材価格の低迷により収益を十分確保することが期待で

きないことから、平成14年の計画から、標準伐期30年から40年を長伐期70年から80年施業への

見直しを行い、現在の整備計画に至っているところであります。議員さん御案内のように、室

戸市におきましては、収入間伐の施業は現在行っていませんが、森林による収益の確保の観点

からも再度検討することが必要ではないかと認識をいたしております。また、補助事業を実施

する場合には、当然室戸市森林整備計画と高知県の森林施業計画に位置づけがされていなけれ

ば事業採択とはなりませんので、ぜひ見直しを進めていかなければならないと考えておりま

す。 

 なお、見直しに当たりましては、現地の状況調査であるとか資料の収集、また経費等も必要

でありますので、それらの財源対策も必要となります。また、少ない職員体制の中で大変厳し

い状況にはなりますが、関係機関や関係団体等の協力をいただき、ぜひ事業推進に努めてまい

りたいと考えております。 

 なお、森林整備計画の策定につきまして検討、協議する中でどうしても職員が必要というこ

とになった場合には、その期間だけでも職員を配置するというような対応をしてまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上です。 

○議長（林 竹松君） 久保農林水産課長。 

○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(2)林道の無登記地に

つきまして私のほうからお答えをさせていただきます。 

 議員御存じのように、林道につきましては非公共用の道路といたしまして主に森林の所有者

でありますとか森林施業者が利用しているところでございます。現在施行中であります県営林

道の開設に当たりましては、土地の所有者からの土地の補償提供でありますとか、支障木伐採

等の承諾書をいただいた上で施行を行っておるところであります。また、過去におきまして市

が施行いたしました林道の開設におきましても同様であると承知をいたしております。議員御

案内のように、その登記に関しましては無登記の状態であるといったことでございます。この

分筆登記を行うに当たりましては、山林におきましても一筆地を確定いたしまして分筆を行う

ことでございますから、多額の測量経費、それから相当の日数が必要でございます。そういっ

た意味からも大変対応が難しい、困難であるというふうに考えております。 

 また、今後の対応策といたしましては、議員御案内のように、地籍調査事業でありますとか

森林明確化事業の区域調査の中で森林、林道との境界確定を行っていくことが望ましいのでは

ないかと考えております。 

 ちなみに、測量費につきましては大体試算をしていただきましたら、１ヘクタール、１町
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120万円から140万円の経費が必要だといった試算をいただいております。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） 山本議員さんにお答えします。 

 (2)の市道、林道の無登記地についてであります。国道調査法に基づく地籍調査におきまし

ては、地籍調査事業の入る地域についてはその調査の中で個人敷地と市道との境界を定めてお

ります。調査のときに市道の中に個人の土地がある場合でありますが、その土地が地籍測量図

等により境界の確認ができる場合は市道の中に境界を復元していきますが、地籍測量図もな

く、境界が確認できない土地は現地確認不能として処理がされます。地籍調査を行うに当たっ

ては地籍調査作業規程というものがありまして、その中で個人地の取り扱いについても、先ほ

ど言ったような細かな作業方法が記されております。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） 山本、２回目の質問を行います。きょうの質問の中で今までにない前

向きな市長さんの答弁をいただいたということで、涙が出るぐらいうれしいと思います。 

 まず、その中で２点ほどちょっともう一回聞きたいと思います。 

 最初の補助事業に関する部分で、市長も関係各課に周知徹底して取り組むということでござ

いましたけれども、今までにできなかった理由がはっきりしないと、また同じことを繰り返す

というふうな可能性もあると、その可能性が大だと思います。今後気をつけるということでご

ざいますけれども、市長が把握できてる中でそういったことが、私が関係するところだけでな

く、恐らくかなりな分野にわたってそういったことが徹底されてないという部分があったと思

います。そういった原因は何なのかということをひとつお願いしたいと思います。 

 それからもう一つ、市有林の管理の面でございますけれども、市長がそういった整備計画を

立てていくということでございまして、その中で市有林の管理は現在十三、四名の看守人に依

頼をして森林の管理をお願いしているわけです。その費用としては毎年50万円に足らん費用で

すけれども、私前からこのことを言ってますけれども、私の関係する中で看守人が６人おりま

す。その中で市から委託をされているけれども、市の山を知らんという看守人もおります、正

直なところ。そういった方がちゃんと市の管理をしてきましたという日誌を出して、報酬をも

らえるということにもなりますけれども、そこなところを前、今の企画財政課長にも財産管理

課長時代にそういったことも相談もしてありますので、本当に市の山を管理しようするなら、

そういったところから手をつけるべきではないかとも思います。その件に関して、２つの件に

関して答弁をお願いしたいと思います。 

○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） お答えをいたします。 

 まず、補助事業の実施云々の話でございます。ふるさと雇用の事業を利用してということで

今回お願いも、予算計上もしているところでございますが、以前そのふるさと雇用はですね、
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雇用をして、それが継続される、例えば２カ年が過ぎて、その後も継続をされなければ事業採

択にはなりませんというような方針が国から出されておりました。それが途中でですね、い

や、その２年後引き続いた雇用でなくても、それはその期間だけでも構いませんよというよう

なこともあって、事業が当初からですね、スムーズに運営ができなかった。事業採択をして、

スムーズな形といいますか、雇用の改善につながっていかなかったという面はあります。それ

が今回は引き続かなくてもよいっていうことで、そうしたことによって取り組みが充実をして

きだしたということはあります。 

 それからもう一つ、きめ細かな交付金の事業等については、確かに市としてもいろんな全体

を見きわめた中でどういう事業を採択をしていくか、どういう事業を優先してやっていくかと

いうことを内部におきましても協議をしながらやっているわけでございますので、そうした交

付金を使うてやっていただきたいという要望が各分野から出てきますが、それは取り上げるこ

とができなかった事業もあるということを御理解をいただきたいと思います。 

 それから、市有林の管理につきましてでありますが、看守人のあり方の御指摘でございま

す。これは一定の届け出等によって管理をしていただきゆうっていうことでございますが、そ

うした機能が十分でないという御指摘でございます。これはぜひそうした十分看守人が機能し

て、山の管理をしていただくように今後とも対応してまいりますので、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） これをもって山本賢誓君の質問を終結いたします。 

 会議時間の延長につきましてお諮りをいたします。 

 本日の会議時間は、議事日程が終了するまであらかじめ時間延長いたしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林 竹松君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は、議事日程が終了

するまであらかじめ時間延長することに決しました。 

 次に、山下浩平君の質問を許可いたします。山下浩平君。 

○１１番（山下浩平君） 11番山下浩平君。通告に従い、一般質問を行います。時間の延長も

いただきましたので、ゆっくりとしても構わないと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 市道河内線の改良について、稲石－長野間。 

 市道河内線は室津川に沿った幹線市道であります。市道としての利用度は極めて高く、室津

郷地区の市民の日常生活には欠かせない重要な生活道であります。羽根川、吉良川東の川並び

に西の川、佐喜浜川等、各河川に沿った幹線市道並びに県道に比較してみましても比較になら

ない、一番改良の進んでいない市道であると私は思います。全体的に幅員が狭く、消防車、救

急車等が駆けつけることにも少なからず影響を及ぼしております。特に、稲石－長野間300メ
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ートルは幅員がわずか2.8メートルないし３メートルしかございません。また、路面、路側の

傷みもひどくなってきております。ましてや、車が来ると歩行者、自転車等の通行は大変危険

な状態であります。もちろん、待避所もございません。先般、おのおの地区常会長さん並びに

地元有志の方々において、早期改良のお願いの陳情も提出してございますが、いまだにこれと

いった返答もございません。市長さんの冒頭の施政方針の中でも、市道改良工事につきまして

は市民生活に密着した生活道の整備改良に努めていくと強く述べられているわけでございます

ので、ただいま申し上げました市道河内線、稲石－長野間の改良につきまして、今後の対応に

ついて市長さんの見解を求めます。 

 また、副市長さんはたびたび通られておりますので、特に事情をよく御承知のことと思いま

すので、どのように感じられているのか御答弁をお願いいたします。 

 建設課長さんにお尋ねをいたします。課長さんは陳情を受けてから現場の状況を一度でも視

察されましたか。されたのであれば、どういうふうに感じられているのか、また今後の計画、

取り組み対応について御答弁をお願いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。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。 

 当市の道路整備事業につきましては、平成21年度国庫補助事業で５路線、交付金事業で７路

線、合計12路線、総事業費１億5,750万円の新設及び改良工事を行っております。また、施政

方針でも御説明をいたしましたが、平成22年度におきましても国庫補助事業で７路線、総事業

費１億5,900万円の予算計上をしているところでございます。私も市民生活に密着した道路整

備に努めなければならないと考えるところでございます。 

 議員さん御案内の市道河内線につきましては、市道としての利用度も極めて高く、重要な生

活道であることは私も認識をしているところでございます。この路線は長年改良工事が実施を

されておりません。したがいまして、平成21年度においてどうしても一部改良を実施をしたい

ということで、現在実施を、工事を行っているところでございます。今後におきましても、生

活道の整備改良につきましては順次計画的に進めてまいりたいと存じます。また、道路整備に

つきましては、必要性や緊急性とともに、地域性なども考慮に入れた中で財源対策を行い、推

進に努めてまいりたいと考えております。 

 現在、私のほうへ要望、道路整備の要望として出てきているのが15路線、総額14億円を超え

ます。そうしたものがございますので、地域の方々はそれぞれ要望が強いわけでありますが、

私としてはそうしたものを、先ほど言ったような視点で、なるだけ早い段階で取り組むという

ような考えでございますので、御理解のほどをよろしくお願いを申し上げます。以上です。 

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

すので、よろしくお願いします。以上です。 
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○議長（林 竹松君） 木下副市長。 

○副市長（木下恵介君） 山下議員さんにお答えいたします。 

 御質問の市道河内線の稲石から長野間につきましては、私も時々車で通行しており、状況に

つきましては十分承知しているところでございます。早期の道路の改良が望まれるところであ

りますが、先ほど市長からも答弁がありましたように、市内全域においての改良必要箇所の中

で緊急性や財政状況などを見きわめながら検討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） 川邊建設課長。 

○建設課長（川邊幸雄君） 山下議員さんに、市道河内線の改良について市長答弁の補足をさ

せていただきます。 

 建設課におきましては、現在河内線の郷保育園の近くで、事業費1,300万円、延長40メータ

ーの拡張工事をしております。また、原池地区では事業費1,000万円で延長52メーター、下里

では事業費300万円、延長56メーターと、郷地区で３カ所の道路改良を実施しているところで

あります。地元からの要望のありました稲石から長野間につきましても、保育園の近くの工事

もあり、何回かは現場のほうには行っております。建設課としても、狭いので早く改良ができ

たらと思いますが、市長から答弁いたしましたように対応したいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（林 竹松君） 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） ２回目の質問を行います。 

 ３人の答弁を総合しましても、建設課長さんが現在３カ所ぐらいやっておると。この３カ所

は全く別のところで、これも前からもうずっと言っておるところを40メートル余りを若干やっ

てくれておるわけでございますが、市長さんが15件要望があると、緊急性を考慮してというこ

とでございますが、緊急性についてその15件の中でどこが一番緊急を要するかということをよ

く検討していただいて、私は今ただいま申し上げました長野－稲石間は非常に緊急性を要する

道路と認識をしておりますので、早く実施していただきますように、実施測量設計だけでも早

急に実施していただきたいと思っております。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（林 竹松君） 執行部の答弁を求めます。小松市長。 

○市長（小松幹侍君） お答えをいたします。 

 ぜひ市道河内線についての改良を進めてほしいという御要望でございます。先ほど言います

ように、たくさんの市民の方々の要望はございますが、とにかく少しでも市民の生活の安全向

上ということの視点で、多くの道路整備ができるように今後とも取り組んでまいります。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。 



－95－ 

 次に、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番脇本。平成22年３月定例会において六曜会の一人として一般質問

を行います。 

 まず１つ目、低炭素社会を担う次世代のエネルギーについて質問します。 

 有限である化石燃料の代表、石油があと30年から40年で枯渇するとよく言われてますが、残

っていたとしても希少なものとなり、非常に高価なものとなっていると予想されています。こ

れからの次世代エネルギーとして再生可能エネルギーが注目されてきています。再生可能エネ

ルギーとは、自然エネルギーの利用で、代表なものに風力発電、地熱発電、バイオマス発電、

海洋温度差発電、太陽光発電などがあります。これからはこの自然資源エネルギーの取り組み

に目を向かなくてはいけません。今その中の一つが世界が注目している、ＣＯ２をほとんど排

出せず、地球環境を汚染しない太陽光発電であります。太陽光発電のもととなる太陽電池の生

産量は2001年から2008年度比で17.8倍、そして2007年から2008年比では1.86倍と急成長の分野

であり、またメーカー関係者に聞くと、2009年はさらに技術進歩し、伸びているとのことであ

ります。太陽電池には６タイプの電池が開発され、現在シリコンを使った多結晶シリコン電

池、単結晶シリコン電池が生産量の約80％を占めて、主流であります。この結晶シリコンは価

格が高価で、高温下では性能の低下が大きいというデメリットもありますが、太陽電池の性能

の一つに太陽の光エネルギーを電気に交換することをあらわした変換効率がすぐれているた

め、太陽電池としては世界の主流となっています。世界では近年、欧州勢の太陽光発電産業で

の成長が著しく、2008年スペインでは爆発的な普及を見せています。2000年、日本は太陽電池

導入・生産では世界最大でしたが、ドイツ政府が2004年、ＦＩＴ、フィードインタリフ制度を

スタートさせました。ＦＩＴ制度とは太陽光発電の固定価格買い取り制度であり、このＦＩＴ

制度が太陽光発電の普及を強力に後押しし、普及は技術開発につながり、ドイツが世界一の座

に着きました。そのころ日本では、逆に住宅向け導入補助金を打ち切るということを行い、世

界の太陽光発電システムをめぐる国際競争力の減少が起こり、個別企業のシェアランキングも

後退、メーカートップの座もドイツのメーカーに譲ってしまいました。また、2004年、欧州を

中心に需要が急速に拡大して、供給が追いつかなくなり、シリコンなど原材料の値上がりが起

こりました。日本メーカーは製品競争力ではなく、シリコンなど原材料の確保戦略での失敗が

国際競争力に影響していたようであります。現在の価格はリーマン・ショック後、欧州での需

要が冷え込み、原材料価格は安定供給で落ちつき、日本メーカーも巻き返しを図っています。 

 一方、新エネルギーに対する補助制度が政府、自治体交付で活発に行われています。昨年末

の臨時閣議において、平成22年度政府予算案の中に太陽光発電システム設置補助金予算401億

円が計上されました。また、平成21年11月１日より従来の２倍価格で買い取りの太陽光発電の

余剰電力買取制度も始まりました。 

 以上は新エネルギー利用の一つ、太陽光発電に関することでありますが、京都議定書の削減
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目標にかかわる地球環境に配慮した事業支援が加速化しています。日本国内においては、各省

庁で次世代のエネルギー対策事業支援を行っています。その中に、農水省からも支援事業や対

策事業の制度助成が出ています。最近では、平成22年２月18日、高知県園芸連が国、県の支援

を受けて、発電容量100キロワットの太陽光発電システムを稼働させました。このことは高知

新聞にも記載されていました。一見、農水省の助成制度活用であるかのように思われますが、

これは経済産業省管轄の新エネルギー導入促進協議会の制度、地域新エネルギー等導入促進対

策事業の活用であります。この制度はすそ野が広く、地方公共団体にも大変有利な制度であ

り、多くの団体が活用しているのが現状ですが、残念なことに高知県はこの制度の導入が少な

いようです。そこで、次の点をお聞きします。 

 １、低炭素社会の次世代の自然資源エネルギー活用についてどのように思われますか、お伺

いします。 

 ２、高知県は太陽の平均日射量が都市別１位とランキングされております。梼原町では低炭

素社会の環境モデルとして補助制度も活用し、次世代エネルギーの代表格、風力、バイオマ

ス、そして太陽光発電などを活発に取り組んでいるが、このような国の施策、制度についてど

う思われますか、お伺いします。 

 次に３、地域新エネルギー等導入促進対策事業導入について。 

 ３の１、地域新エネルギー等導入促進対策事業は以前市長が答弁されていたＮＥＤＯから出

ている事業です。シレストむろとになってから現在まで収支目標や実績報告がないが、以前の

バーデハウスと変わらず、光熱費の出資額は多いと思われます。そこで、この地域新エネルギ

ー等導入促進対策事業の制度導入を促すものであります。シレストむろと、この施設で市民に

は健康を、県外の観光客には健康の康の意味で安らかないやしを観光に、そして多くの自治体

の方には低炭素社会の健康観光を参考に、こじつけですが、関連した３つの「こう」を光とい

う文字にかけて、この機会に文字どおり光輝く施設になるようにこの制度を導入してはいかが

でしょうか。健康から環境問題までと広く、これを費用対効果という言葉であらわしてはなり

ません。ジオにもつながります。四国東南部より低炭素社会の先取りを図りませんか。太陽光

発電システムは海面からの反射も利用できます。シレストむろとのあるディープシーワールド

は室戸阿南国定公園で規制があるでしょうが、せっかく室戸市民からの公募で決めたシレスト

むろと、この施設の名前を変えないためにも導入を検討していただきたい。この施設は、健康

増進施設であり、所轄が違っているように思いますが、担当課の商工観光深層水課長にまずお

伺いします。 

 ３の２、前述の事業以外にも利用できる多くの新エネルギー利用制度があるが、室戸市はそ

れらの制度を今後進んで取り入れられそうなものはあるのか。民間への普及に考えているもの

はあるのか。２の質問と重複する部分もあるかと思いますが、企画財政課の企画の面からはい

かがでしょうか。企画財政課長、お伺いします。 
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 公共の施設での制度利用を促しします。光ファイバーに関する施設もできます。文部科学省

のスクール・ニューディール構想の中に太陽光に関することもありました。地域バイオマス利

用交付金でバイオマス利用促進などはどうでしょうか。 

 ４、梼原町や土佐市が行っている太陽光発電システムなどの普及助成制度について、今後室

戸市では検討されますか。 

 次に２つ目、室戸海洋深層水体験交流センターシレストむろとを運営している株式会社ＭＵ

ＲＯＴＯについて質問します。株式会社バーデハウス室戸が室戸海洋深層水体験交流センター

の運営から撤退し、100％室戸市が出資した株式会社ＭＵＲＯＴＯが運営するシレストむろと

がオープンしたのは昨年７月のことです。議会及び議員総会では、あくまでバーデ社の運営と

の兼ね合いで話し合いが進められ、株式会社ＭＵＲＯＴＯが当該センターの設置目的を達成す

るための具体的な運営計画などは示されてないように思います。平成21年度４月から６月の第

１・四半期はバーデハウスとして運営され、７月からはシレストむろととして運営されたわけ

です。遅くても９月の定例会には運営計画書が示され、月別の収支目標とともに７月の実績等

が報告されるものと思っておりました。第２・四半期後に報告か第４・四半期が終わったら報

告があるのか、結局報告はされませんでした。シレストむろとは、レストラン運営に関するこ

とを除けば、利用されている市民からは悪い話は聞こえておりません。レストラン運営はシレ

ストむろとというよりは株式会社ＭＵＲＯＴＯの問題であるのではないかと理解しておりま

す。株式会社ＭＵＲＯＴＯは当該施設の指定管理者が撤退したので緊急避難的に設立された一

面がありますが、室戸市から指定管理料をもらって、シレストむろとの運営をするだけでよい

のでしょうか。そこで、次の点をお聞きします。 

 １、株式会社ＭＵＲＯＴＯの代表取締役小松氏は温浴施設の目的を達成するためにどのよう

な経営理念で、それをどのように実行されようとしているのかお伺いします。 

 ２、株式会社ＭＵＲＯＴＯからの定期報告はあるのでしょうか。また、その内容はどのよう

なものでしょうか。営業数値はいずれ公開されると思いますので、要りません。どのような項

目で報告があるのでしょうか。 

 次に、私は１つ、あの温浴施設は閉鎖するべきではない。２つ、今のところ独自の営業施設

としては成り立たない。３つ、株式会社ＭＵＲＯＴＯが運営する間に営業施設として運営でき

るような条件を整えなければならない。医療費が減った実績や根拠、データ、そして適正な指

定管理料を示さなければならない。太陽光システムを導入すれば電気代も。４つ、いずれ民間

運営させるべきと４つの事柄を感じております。これらのことより次の点を質問させていただ

きます。 

 ３、年度ごとの計画書は何年度まで作成されていますか。 

 ４、温浴施設の営業をできるだけとめないということを最大条件に我々六曜会でも話はさ

れ、賛成した経緯もあります。株式会社ＭＵＲＯＴＯが経営するのがベストであると考えてい
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るのでしょうか。 

 次に、プールでの売り上げ100％が目的ではなく、ほかの事業もやりながらの株式会社の体

力をつけていくことを考えなければならないと思います。プールの運営だけでは室戸市からの

支援がなければ営業が成り立たないというのは一般的な見解であります。次の点をお聞きしま

す。 

 ５、株式会社ＭＵＲＯＴＯはずっとシレストむろとの運営だけをするのでしょうか。 

 次に、当該施設はバーデハウスのころから、市議会でも幾度となく論議されてきた経緯があ

ります。情報の開示がないといつも言われてきました。株式会社ＭＵＲＯＴＯの運営でその点

だけは解決されると期待していましたが、以前と同じであります。これらのことより次の点を

質問させていただきます。 

 ６、いまだに議会への報告はありませんが、それはなぜか、いつ議会に報告があるのでしょ

うか。 

 ７、室戸市が100％出資した株式会社ＭＵＲＯＴＯの代表は小松市長でありますが、ある見

方をすれば、室戸市民すべてに持ち株はないものの株主であるとも考えられます。その点は市

民に対してどのような説明がされたのでしょうか。 

 ８、所管課である商工観光深層水課の位置づけは株式会社ＭＵＲＯＴＯができたことにより

変わったのでしょうか。所轄がえの考えはないのでしょうか。 

 最後に、岐阜県のある施設を視察してきた産業厚生委員会委員の話によると、次の特徴があ

ったそうです。１つ、薬草ぶろ、レストラン、保健センター、デイサービスセンター、在宅介

護支援センター、診療所の複合施設であること。２つ、利用者が商品を置ける直販コーナーが

あること。３つ、ほかに収入を上げるだけの事業を持っていること。４つ、燃料コストだけを

考えれば今のままが安いが、町のイメージ、町の環境保全などを考え合わせて、間伐材や枝打

ち材をチップにして、木質ボイラーの導入を考えていること。これらが大きな特徴であったそ

うです。行政だけではできないことがあります。民間だけでもできないことがあります。それ

ならば、株式会社ＭＵＲＯＴＯに託し、運営がうまくいきだしたら民間にやってもらえればい

いのです。せっかく立ち上げた株式会社ＭＵＲＯＴＯ、新エネルギー制度も取り入れ、環境問

題にも関心の高いまちづくりの中心を担い、積極的に展開していただけることを株式会社ＭＵ

ＲＯＴＯには望みます。 

 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） 脇本議員さんにお答えをいたします。 

 まず、１点目の(1)次世代の自然エネルギー活用についてでございます。現在化石燃料の枯

渇が懸念をされております。エネルギー問題や二酸化炭素等の温室効果ガスの増加がもたらす

地球温暖化などの地球環境問題もだんだんと深刻化をしている状況でございます。これらの解
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決策といたしまして風力発電や太陽光発電などの新エネルギーが注目をされております。新エ

ネルギーは地域に存在するエネルギー資源を地域で利用できるとともに、ＣＯ２の排出量も化

石燃料に比べて少ないことから、エネルギー問題、地球環境問題の両方に貢献できるエネルギ

ーでございます。市としましてもこれらの新エネルギーへの取り組みを産業振興に役立ててい

かなければならないと考えておりますが、太陽光発電につきましてもそれらの検討はしている

ところでございますが、本市では塩害による設備への影響などから、費用対効果などの面で課

題が大きいという点も聞いておるところでございます。 

 次に、(2)次世代のエネルギー対策事業支援等、国の施策制度についてでありますが、エネ

ルギー対策・温暖化対策に関する支援制度は各省庁において実施をされております。経済産業

省におきましては、地域新エネルギー等導入促進事業など新エネルギーへの支援制度がござい

ます。また、環境省におきましても、地球温暖化対策など環境問題への支援制度、また、農林

水産省におきましても、地域バイオマス利活用交付金などバイオマスタウンの実現に向けた取

り組みへの支援があることは承知をするところでございます。県内におきましても梼原町が地

域バイオマス利活用交付金を活用して、間伐材などから木質ペレットと呼ばれる固形燃料の製

造などに取り組んでおり、地球温暖化の防止や地域雇用の創出につなげているところでありま

す。本市としましても、補助制度の把握や他市町村の事例は一定承知をするところでございま

すが、具体的な事業の推進にあっては専門家などの意見や県・資源エネルギー課の考えもお聞

きしながら事業化などについて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、大きな２点目の株式会社ＭＵＲＯＴＯについてのシレストむろとの施設の諸問題につ

いてでございます。 

 まず、当該施設は、議員さん御案内のとおり、海洋深層水を活用した市民の健康づくりと、

あわせて交流人口の拡大による地域の活性化を図ることを目的として運営をされているところ

でございます。目的を達成するためにも効果的な事業運営や経営努力が必要と考えておりま

す。したがいまして、これまで高知県の産業振興計画に位置づけをされましたアドバイザーに

よる経営の見直し、高知大学医学部との連携による水中運動の取り組み、従業員の研修、観光

バス会社訪問による観光バスツアーの誘致といったことに取り組んでおります。 

 次に、株式会社ＭＵＲＯＴＯの設立につきましては、前指定管理者の撤退を受け、長期間閉

鎖をすれば国庫補助金の返還問題や利用者離れ、室戸市全体の海洋深層水に対するイメージダ

ウンにつながるなどのことがございまして、市が100％出資の株式会社を設立をし、平成21年

６月、指定管理者としてシレストむろとを株式会社が運営することとなったものであります。

現在、平成21年度から平成23年度までの指定管理者契約を結び、運営をいただいております。

大変厳しい経営状況ではございますが、経営改善に取り組んでいただいているところでござい

ます。 

 次に、株式会社ＭＵＲＯＴＯの運営事業についてでありますが、これは会社の定款の中でい
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ろんな事業の取り組みが定められておりますので、そうした取り組みによるものと考えており

ます。また、平成22年度におきましては、近くにある海洋深層水公園の管理業務を行うことで

あるとか、ジェラートの製造販売といったことに新たに取り組むこととしております。 

 次に、市民への周知についてでございます。これまでにも「広報むろと」、市政懇談会など

を通じて、設立の趣旨目的、運営方針などについて説明をし、周知を図ってきたところでござ

います。なお、今後ともシレストむろとの経営状況などにつきまして多くの市民の方々に知っ

ていただくよう広報などを通じて周知を図ってまいりたいし、経営の透明性等も図っていかな

ければならないと考えます。 

 次に、シレストむろとを所管する担当課の件でございますが、株式会社ＭＵＲＯＴＯの設立

当初の管理体制について関係課で検討・協議をしてきたところでございます。その結果、現在

の商工観光深層水課が担当しているところでございます。議員さん御指摘のように、市民の健

康増進の側面から見れば、保健介護課など他の担当課も考えられますが、現在商工観光深層水

課だけではなくて、関係課が連携をして市民の健康づくりと交流人口の拡大に取り組んでいる

ところでございます。今後とも継続して担当してまいります。 

 私からは以上でございますが、関係課長から補足説明をいたさせますので、よろしくお願い

します。以上です。 

○議長（林 竹松君） 萩野企画財政課長。 

○企画財政課長（萩野義興君） お答えいたします。 

 大きな１の中の３の２、新エネルギー利用制度とバイオマスなどの利用促進についてでござ

いますが、担当課といたしましてはＣＯ２などの温室効果ガスを極力排出しない、いわゆる低

炭素社会の実現に向けた取り組みにつきましては、太陽光発電やバイオマスなどの活用に取り

組んでいかなければならないと考えております。今後は新エネルギーに関する制度情報をより

一層収集いたしまして、関係機関などの意見も聞きながら、事業化について検討してまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それから、４点目の太陽光発電システムなどの普及助成制度についてでございますが、一般

住宅に太陽光発電システムを設置する場合には設置費用の一部を補助することにより、太陽光

発電の導入量拡大を推進するための制度でございます。議員さんにお示しいただきました土佐

市におきましては、住宅に対し新たな太陽光発電システムを設置する場合は１キロワット当た

り市でつぎ足しによって３万円を補助することとしておりまして、また梼原町についても同じ

く20万円を補助しておると聞いております。本市におきましては、独自の制度は現在取り入れ

ておりませんが、経済産業省が実施しております住宅用太陽光発電への補助制度を活用してい

ただきますと１キロワット当たり７万円の補助を受けることができますので、それの御利用を

いただきたいと考えておるところでございます。この制度につきましては、先ほどの土佐市さ

んのような市の単独でのつぎ足しっていうのはちょっと困難ではございますけれども、国のこ
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の制度につきまして広報等によりましてＰＲなどは行ってまいりますので、よろしくお願いい

たします。以上です。 

○議長（林 竹松君） 上山商工観光深層水課長。 

○商工観光深層水課長（上山精雄君） 脇本議員さんに１の地域新エネルギー等導入促進対策

事業の導入についてお答えをいたします。 

 シレストむろと、議員さん御指摘のように、光熱水費年間2,000万円を超え、支出経費の３

分の１ぐらいを占めています。ということで、当然市としましてもこの施設の健全運営にはこ

の部分の縮減が不可欠としまして、主にこれまで風力発電の導入、排水熱を利用した熱交換、

また電力のディマンド、需要抑制ですね、ディマンド抑制などに取り組んでまいりました。と

いうことで、現在この排水熱を利用した部分とディマンド抑制にはもう工事は完成をしており

ます。ということで、今回議員さん御提案の太陽光発電についてでございます。一般的に太陽

光は１平方メートル当たり１キロワットのエネルギーを地球上に降り注いでいると言われ、そ

の光を太陽電池を使って直接電気にかえるシステムとされ、ＣＯ２も出さないし、今後利用は

拡大すると考えますが、現時点でもモジュールパネル、太陽電池などの製造コストが高く、利

用が限られているのが現状でございます。ということで、一般的には３キロワット、モジュー

ル面積が30平方メートルですが、３キロワットの太陽光発電システムがあれば、一般家庭の１

年間の約80％ぐらいの電気量を賄うというふうに言われております。１年間の発電量としては

３キロワットのシステムで3,200キロワットが得られるというふうに言われております。とい

うことで、仮にシレストの電気をそういうシステムで賄うとして仮に試算をしてみますと、シ

レストむろと１年間に約170万キロワットの電気使用量でございます。ということで、今の計

算をもとに計算をしますと、1,500キロワットの発電システムと１万5,000平方メートルのモジ

ュールパネルが必要となってきます。ということで、このパネルの今の値段がですね、単位の

面積が１つ、これを組み合わせていくわけですけんど、１つ単位の面積が1.43平米がどうも基

本らしいですが、それが今18万円してます。ということで、それを計算をしてみますと、あそ

この170万キロワットの電気を賄うには1,500キロワットのシステムということと１万5,000の

パネルということで、建設費は約20億円となります。20億円。ということで、議員さん、費用

対効果だけにはとらわれずということでございますが、せめて10年間ぐらいで償却できんと市

民には賛同は得れないということで我々は考えておりますので、現段階ではあそこに太陽光発

電はちょっと難しいかなというふうに考えております。 

 次に、２番の株式会社ＭＵＲＯＴＯの件についてでございます。２点目と６点目につきまし

て市長答弁を補足説明させていただきます。 

 この定期報告の関係でございますが、この定期報告の時期といたしましては、この３月末で

年度の決算を行い、６月までに株主総会を経て、直近の議会に報告することとなります。その

報告の内容につきましては、損益計算書等々の会計資料、入館者の利用内訳、取り組みました
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事業内容などになるというふうに考えております。 

 次に、３点目の年度ごとの計算書についてはいろいろ計画を立てているかということでござ

いますが、これは、当初計画をもとに指定期間であります平成23年度までの収支計画は、お示

しをしましたように、作成をしております。ということで、当然その計画どおりにいかないわ

けでありますので、そのいかない部分の計画を見直しながら現在実行してるということでござ

います。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９日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さんでございます。ありがとうございました。 

            午後４時59分 散会 

 


