
－107－ 

令和３年１２月第８回室戸市議会定例会会議録（第３号） 
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            午前10時０分 開議 

○議長（亀井賢夫君） 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。谷村議会事務局長。 

○議会事務局長（谷村直人君） 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12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（亀井賢夫君） ここで、小椋利廣議員から、昨日の一般質問における発言について、

会議規則第65条の規定により、発言を取り消したい旨の申出があります。 

 この際、小椋利廣議員の発言を許可いたします。小椋利廣議員。 

○５番（小椋利廣君） ５番小椋利廣。議長の許可を得ましたので、発言をさせていただきま

す。 

 昨日の一般質問におきまして、佐喜浜診療所の件で、━━━━━━、それから━━━━━━

━━という言葉を発言をしておりました。これらの発言は適切ではないと判断をいたしました

ので、削除をお願いをするものであります。以上です。 

○議長（亀井賢夫君） お諮りいたします。 

 小椋利廣議員より申出のありました発言の取消しの件につきましては、━━━━━━及び

━━━━━━━━の部分を削除することに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、小椋利廣議員の申出のとおり削除す

ることに御異議なしと認めます。よって、小椋利廣議員の申出のとおり削除することにいたし

ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井賢夫君） 続いて、日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。町田又一議員。 

○１１番（町田又一君） 11番町田。令和３年12月第８回室戸市議会定例会において一般質問

を行います。 

 １、市長の政治姿勢について。 

 (1)新型コロナウイルスに対する接種の実績と３回目の接種への取組について、そして新種

変異株、オミクロン株に対するこれまでの情報収集と今後の対応策についてお尋ねをします。 

 ９月議会で、６月１日から接種可能な年齢の下限が16歳から12歳に引き下げられ、市民の希

望する予防接種が一通り終わる９月末には一定めどがつく見込みだとの答弁がありました。

10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代以上の２回目の接種率は、12月10日現在でどうな
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っているのか、お示しをいただきたいと思います。 

 それから、１回目、２回目も接種しなかった人たちへの聞き取りはされたのか。されたので

あれば、その理由についてお聞きをします。 

 また、接種済証はどんな手続をすれば個人の手に渡るのかも教えていただきたいと思いま

す。 

 12月13日時点で、高知県内の新型コロナウイルス感染者は4,167人で、ここ１か月間感染者

はゼロの日が続いております。県民一人一人のその日々の暮らしの中での予防対策のおかげだ

と思っております。 

 しかし、国内での新型コロナウイルス感染者は、北海道、関東、関西、九州等で、人数は減

ったのですが、現在でもまだ出ております。第５波のピーク時から比べると、今日、感染状況

は下火が続いているといっても安心はできません。新たに新型コロナウイルスの変異株、オミ

クロン株への危機感が日本でも急拡大をしているのです。オミクロン株への感染報告が11月下

旬以降海外で相次ぎ、日本でも同30日に初確認されたことで状況は大きく変わったのです。 

 厚生労働省は、８日、西アフリカのナイジェリアに滞在した後に日本に到着した50歳代の男

性が、新型コロナウイルスの変異株、オミクロン株に感染していると発表いたしました。国内

で感染確認されたのはこれで４例目でした。しかし、11日には、新型コロナウイルスの新たな

変異株、オミクロン株の確認は13例目となっております。 

 国立感染症研究所のまとめによると、オミクロン株は50か国以上で報告されておりますが、

今のところ、死亡例はないとのことでしたが、しかし昨日、事態は急変をしております。死亡

者がイギリスで出たとの報告がありました。政府はこれまでの追加接種の対象を２回完了から

原則８か月経過した人としておりましたが、最悪の場合、オミクロン株による第６波を想定し

なければいけないとのことで、接種の前倒しを検討しているとのことであります。オミクロン

株の影響で室戸市民に対する３回目のワクチン接種へのスケジュールに変更はないか、お伺い

をします。 

 また、新型変異株、オミクロン株に対するこれまでの情報収集と今後の対応策について、市

長及び担当課長にお伺いをします。 

 (2)各選挙での投票率アップへの取組強化についてお聞きをします。 

 令和３年10月30日に行われた衆議院選挙での県内投票率小選挙区は、高知県選挙管理委員会

のまとめによりますと57.34％で戦後２番目の低さだった前回2017年51.87％から5.47ポイント

上昇いたしました。過去最低だった14年50.9％から数えて２回連続アップしたのですが、60％

台には届かなかったとのことであります。県内２選挙区市町村別投票率によりますと、室戸市

は前回46.24％、今回は49.70％でした。前回より3.46％アップしておりますが、しかし実際は

県下最低の49.70％となり、安芸市が50.59％と２番目に低かったのです。 

 今回の選挙で室戸市の選挙管理委員会は投票率アップにどう取り組まれたのか、お聞きをし
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ます。 

 令和４年には参議院選挙、秋には市長選挙が予定されているのですが、今のままの取組では

投票率アップは期待薄と言えます。最近の選挙で注目されるのは期日前投票で、県内の選挙人

名簿登録者59万9,481人に占める割合は21.04％ともなるようです。 

 室戸市選挙管理委員会も期日前投票所を、市役所だけでなく、羽根、吉良川、室戸岬、佐喜

浜と臨時期日前投票所を開設しておりますが、私はそれプラス、高齢者の方で投票はしたいけ

れど、投票所へ行く便がないという方もたくさんいるのではないかと思います。いの町などで

は、出前といって投票箱を持って地域へ出向いているようです。他の自治体でやれて、室戸市

でやれないことはないでしょう。ただ、型どおりの取組では駄目だと思います。他の自治体の

取組を参考にすれば、いいところがたくさんあると考えます。今後、どう投票率アップに向

け、取り組まれるのか、取組姿勢を示していただきたいと存じます。 

 また、市内の投票所で投票率の低いところがあると思うのですが、これらの投票所の底上げ

が投票率アップの鍵を握っていると言っても過言ではないと思うのです。どう取り組まれるの

か、お聞きをします。 

 市長と担当課長にお願いをいたします。令和４年こそ、県内で投票率最下位という不名誉だ

けは避けていただきたいと存じます。室戸市選挙管理委員会の今後の取組に期待をいたしま

す。 

 (3)共創の場形成支援プログラム事業に関することについてお伺いします。 

 このプロジェクトの概要は、50％を超える高齢化率と人口の急減に直面する高知県室戸市を

舞台に、デジタル治療薬開発を突破口にした新しい産学官共創システムＳＡＷＡＣＨＩパーク

を展開する高知大学を中心とした地域アカデミアの知とＨｅｌｔｈＴｅｃｈ系スタートアップ

など失敗を恐れない挑戦者が、皿鉢の大皿に盛られた料理のごとくＳＡＷＡＣＨＩパークに会

し、地域の健康生活の実現とＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ産業の集積による地域の活性化の両立を目

指す。 

 この実現に向け、以下の３点を産学官共創による研究開発をターゲットに設定し、社会実装

に向けた研究開発を実施する。(1)地域のプライマリケア・エコシステムの構築、(2)新しいヘ

ルスケア・低侵襲検診システムの実現、(3)流行の兆しをつかむ感染症警戒システムの構築。

本拠点の取組を通じて、世界一健康づくりの楽しいまちとなる室戸市にＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ

企業を集積するなど、学び続け、働き続けられる地域の形成を目指す。また、豊かな観光資源

などと連携したヘルスケア・ツーリズムにより、交流人口や関係人口を増加させ、定住人口の

増加につなげるとあります。そして、現在、ＳＡＷＡＣＨＩ型健康社会共創拠点づくりのプロ

ジェクトが高知大学を代表機関として、医学部長をプロジェクトリーダーとし、幹事自治体と

して室戸市と高知県、幹事機関として高知大学、高知県立大学や株式会社Ｐｓｙｃｈｉｃ Ｖ

Ｒ Ｌａｂ、参画機関として８つの大学、10社余りのＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ関係企業が参画メ
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ンバーとなって、ＪＳＴ国立研究開発法人科学技術振興機構の支援事業である育成型に採択さ

れ、11月には、高知大学医学部長等関係者による市職員や議員に向けての説明会が行われてお

ります。 

 今回採択された育成型は、令和３年、令和４年度事業として取り組み、その取組が審査をさ

れて、評価されると、10か年事業の本格型事業に採択される旨の説明があったと聞きました。

ＪＳＴ支援事業について何点かお伺いをいたします。 

 まず、１点目として、ＪＳＴ事業申請に至るまでの経過や申請を決意された市長の思いはど

うであったのか、お聞きをします。 

 ２点目として、申請はいつだったのか、採択が決定した日はいつだったのか、また申請内容

にどのような評価を受けたのか、お聞きをします。 

 ３点目、市長は本格型採択を目指す方針であると聞いておりますが、この２年間でどのよう

な取組をされるのか、また本格型採択に向けての重要な取組は一体どういうことなのか、お伺

いをいたします。 

 ４点目、今回採択をされたＳＡＷＡＣＨＩ型健康社会共創拠点プロジェクトに取り組むこと

でどのようなメリットがあるのか、詳しく説明を求めます。また、室戸市がどのように振興さ

れるのか、お伺いをします。 

 ５点目、当プロジェクトが本格型採択に決定したら、その10年後の室戸市はどのようなまち

になっていると想像されるのか、見通せる範囲で結構ですので、植田市長の見解についてお聞

きをいたします。 

 ２、教育について。 

 (1)不登校を生まない学校づくりについてお尋ねをいたします。 

 文部科学省が実施する不登校等に関する調査では、室戸市内の令和２年度の小・中学校の

1,000人当たりの不登校児童・生徒数は、小学校で29.9人、中学校では37.2人となっておりま

す。この数値は、令和元年度の全国と比較して、小学校で3.6倍、中学校で0.94倍である。特

に小学校で多くなっていると教育長より伺っております。また、急激に少子化が進んでいる中

で、例えば12のクラスで１人休めば１割、10％であります、２人休めば２割、20％というふう

に割合が大きくなります。 

 (1)不登校を生まない学校づくりについてと、(2)少子化の続く中での本市の学校教育につい

ては、教育長の長年にわたる教育者としての経験を通して、義務教育はなぜ大切であるのか、

教育はどうあるべきか、お示しをいただきたいと存じます。 

 (3)保・小・中学校の再編についてお聞きをします。 

 私は９月定例会の一般質問で小・中学校の統合や高台移転について質問をいたしました。教

育長の答弁では、小・中学校適正規模・適正配置検討委員会にて検討を進めているところです

とありました。そして、今年度中には一定の方向を決定するとの答弁がありました。方向は決
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まったのか、あるいは12月、１月、２月、３月とまだ令和３年度は４か月あるので、そのうち

に決めるのか保・小・中学校の再編についてお聞きをいたします。 

 (4)室戸高校への今後の支援策についてお尋ねをいたします。 

 近年、室戸高校への入学者の減少で存亡の危機と言っても過言ではない状態であります。毎

年入学者は20人くらいのようです。室戸市もあの手この手で室戸高校への支援を続けておりま

す。また、指導に当たる先生方も大変熱心に生徒に接してくれております。進学にしても、就

職にしても、他校に負けない実績を上げております。それなのになぜ生徒が集まらないのだろ

うかと思っております。 

 15歳で室戸を離れるのと18歳まで室戸で暮らすのとでは室戸に対する郷土愛は全く違ってく

ると思うのです。生徒数の少なさは、団体でやるクラブ活動がまずできません。だから、他校

と連合チームをつくって活動しているのが実情であります。単独で出場できるだけの生徒が欲

しい、何とか入学者が増えてほしい、そう強く願っております。 

 教育長も、市長も、室戸市でただ１校の高等学校に対して熱い思いを持っておられます。植

田市長にはその思いを、百田教育長には室戸高校への今後の支援策についてと生徒増への取組

についてお尋ねをいたします。 

 植田市長の１期４年の任期もこの12月で残り１年となりました。取り組みたい施策はたくさ

んあると存じます。そのためには、まず市民を大切にする、職員を育てる、議会には詳しく丁

寧に説明をする、これらのことを肝に銘じ、一生懸命市政運営をされることを期待いたしまし

て、私の１回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 町田議員にお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目、市長の政治姿勢についての(1)新型コロナウイルスに関する幾つかの

質問のうち、私のほうからはオミクロン株への対応についてお答えをいたします。 

 オミクロン株は、新型コロナウイルスの変異株の一つで、本年11月に南アフリカで最初の症

例が報告され、国内では11月28日に国立感染症研究所が懸念される変異株と位置づけ、警戒を

高めているところであります。 

 オミクロン株につきましては、現時点では十分な疫学情報がない状況で、重症化への影響な

ど未解明な点が多いとされておりますが、国立感染症研究所の報告では、ウイルスの特徴とし

て、従来型のウイルスから変異箇所が多く、高い感染力やワクチン効果の低下、再感染リスク

の増加などの可能性が指摘されているところであります。 

 今後の対策としましては、現在、国、都道府県レベルでは水際対策や検疫の強化、検査体制

の拡充等に取り組んでいるところであり、本市におきましても、これまで同様、マスクの着

用、３密の回避といった基本的な感染予防対策の徹底を市民の方に呼びかけるとともに、ワク

チン接種を適切に実施してまいります。 
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 次に、(2)選挙での投票率アップへの取組についての今後、どう投票率アップに向け取り組

まれるのかについてでありますが、議員御案内のとおり、本市の衆議院議員総選挙の投票率は

49.7％であり、県内では最も低い投票率であったという現状は認識しております。選挙におけ

る投票率の向上は、市政発展のためにも大変重要なことであると認識をしておりまして、今回

の結果を重く受け止め、投票率アップに向けた対策強化が必要であると強く感じております。 

 議員御質問の投票率向上のための取組としましては、投票意識の向上のためにどのような啓

発活動が効果的か、また市の施設を利用した期日前投票所の増設の効果などについて、設備面

や人的資源の現状とこれまでの経過を踏まえ検討を行うよう要請をしてまいります。 

 なお、取組内容など具体的内容につきましては担当局長に答弁をさせますので、よろしくお

願いをいたします。 

 次に、(3)共創の場形成支援プログラム事業に関する事業についてであります。 

 まず、１点目のＪＳＴ事業申請に至るまでの経過や申請を決意した私の思いについてであり

ます。 

 経過といたしましては、本年３月に、室戸市診療所整備に伴い締結した高知大学医学部との

覚書協定書により、本市の地域医療における対策について協議を進めていたところ、高知大学

医学部長から、こういった事業があるとの提案を受けたのがそのきっかけであります。 

 本市の社会課題の解決に向け、産学官の共創により取り組んでいただけることは、人口減少

や少子・高齢化対策、また新たな産業振興への糸口となり、さらには世界一健康づくりが楽し

いまち室戸の実現にもつながるものと考え、幹事自治体として一緒にこの事業を進めていこう

と決意をしたものであります。 

 次に、２点目の申請日につきましては、令和３年７月６日、また採択を受けましたのは10月

15日であります。 

 次に、申請内容に対する評価でありますが、ＪＳＴの評価としては、地域の医療資源の不足

や少子・高齢化という課題に正面から向き合いつつ、室戸をＨｅａｌｔｈＴｅｃｈの世界拠点

にしていこうという構想が評価を受け、採用されたということでありますが、この事業におい

て重要なのは、地域の課題、ニーズを地域住民、自治体、大学や参画企業の連携により解決す

るとともに、より魅力的な事業となるようブラッシュアップしていくことだと考えておりま

す。既にＪＳＴからは、この事業に対し研究開発体制や拠点全体のマネジメント体制の強化や

人材育成における課題、いかに地域住民の意見やニーズを適切に収集していくかなどの指摘、

助言もいただいており、今後、産学官の共創により、これらの指摘事項の解決に取り組み、本

格型へ移行ができるよう全力で取り組んでまいります。 

 次に、３点目の育成型の期間における取組の内容についてでありますが、まず地域レジリエ

ントな医療、ヘルスケア情報基盤の構築につきましては、カルテや地域住民が自ら提供する健

康情報を参照、分析するシステム等の構築など、健康社会の実現に向けた基本的な仕組みづく
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りを行うことが予定をされております。 

 また、ＶＲデジタル治療薬の創成につきましては、プロトタイプの開発や市場性の検証が、

光線治療技術を用いたスクリーニング・診断・治療のシステム開発においては、研究的な検

診、治療を行うことが予定されているとのことであります。これらの取組は、限られた医療資

源でも充実した医療を提供し、地域住民の健康維持に貢献するものと考えております。 

 これら３つのほかにも、ウイズコロナ・ポストコロナ時代を安全・安心して生活できるため

の研究開発課題が３つ設定されております。 

 次に、本格型への昇格に向けた重要な取組についてであります。 

 来年の秋頃には本格型への移行に係る審査が始まることから、それに向け、現在、大学側と

も協議を行っておりますが、やはり真に地域住民の課題、ニーズに応える研究開発課題の設定

が行われる体制を整備できているのか、設定された研究開発課題が社会的課題の解決に向かっ

ているのかが重要になってくると考えております。今後、地域住民との協働関係を構築しつ

つ、大学、室戸市や高知県、民間企業が一体となって取り組んでいくこととなっております。 

 次に、４点目の事業に参加するメリットについてでありますが、この事業はありたい地域の

社会像を目標に産学官共創により地域の社会課題を解決するものであります。本市の目指すべ

き社会像としては、まず１つ目として、限られた医療資源でもいつまでも健康に過ごせるまち

となること、２つ目として、子育て支援が充実し、子供の声があふれているまちとなること、

３つ目として、世界の知を結集して高齢化先進地の課題解決に貢献するまちとなることの３項

目を設定しております。 

 市といたしましては、この３つの目標の達成とともに、世界一健康づくりが楽しいまち室戸

の取組への貢献やＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ関係企業の本市への参入等による人口の増加や個人所

得及び税収の増などがメリットとして期待されるとともに、本市の振興にもつながるものと考

えております。 

 最後に、５点目の10年後に室戸市はどのようなまちとなっているかという点についてであり

ます。 

 本格型採択につきましては大変ハードルが高く、厳しいと受け止めておりますが、もしとい

ったことで大変恐縮でありますけれども、本格型に採択をされて10年取り組んだ後の10年後と

いうことになります。正直申し上げまして、今の時点では見通せないところであります。理想

的な私の思いとして答弁をさせていただきますと、室戸ユネスコ世界ジオパークである室戸市

全域が、高知大学のキャンパスに位置づけられて、室戸市に起業家を目指す大学生や若者が集

い、ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ企業のエンジニアと連携をした技術開発や起業家への支援が普通に

行われる町になっており、全国に先駆ける高齢化社会であっても、生き生きとわくわくする活

気にあふれた健康と幸せと豊かさを実感できる室戸を創造したいと考えております。 

 プロジェクトリーダーの医学部長は、「成功者をいかに出すかが重要、空海が悟りを開いた
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地が起業に向けたアントレ修行、アントレとはフランス語で入り口という意味ですが、アント

レ修行の世界的な聖地になる、そのスタートとなる場所は、何と廃校から開始し、そこから巣

立っていった若者たちが大きくなって室戸市に資金的にも還元するようになるでしょう。ま

た、紺碧の空と海の室戸でこそ限界を打破した自由な発想で、製品、サービスの開発が可能に

なる。この取組は、高知大学医学部をはじめ高知県内の国公立大学との全面的な協力体制の

下、高知県の産業振興の成功事例を先駆けてつくるべく、産学官民一体となって産業創出を共

創してまいります」との大変夢のある力強い御意見をいただいております。 

 私としましても、この事業は室戸市政の歴史にない大きなチャンスであると受け止めており

まして、全力を挙げて取り組んでまいります。そのためにも、まずはＪＳＴ支援プログラムの

育成型事業から本格型事業への昇格は不可欠であります。今後、広く市民の御協力、御支援を

いただけるよう、地域にも説明に入るなどその体制づくりを強化してまいりますので、議員各

位、皆様方におかれましても、御協力、御支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

 次に、大きな２点目、教育についての(4)室戸高校への今後の支援についてであります。 

 室戸高校は、本市唯一の高等学校でありますので、本市のまちづくりの観点からも、その支

援は必要不可欠であると考えております。特に、室戸高校に全国からの志望者が増え、倍率の

高い高校になり、室戸市内に高校生があふれる状態を想像しますと、活気のみなぎる室戸が感

じられます。 

 既に室戸高校では生徒たちの希望する進路に進むことができる力を持ち、将来的には帰って

きて室戸を担う人材として活躍できる生徒を育成するという指導力と魅力のある高校として頑

張っていただいており、こうした室戸高校の実態や魅力を全国の皆さんに知っていただくこと

が大事であると考えております。室戸高校への支援は、将来の室戸市への投資と支援であると

考え、室戸高校の魅力化は市全体で取り組み、今後の室戸市のまちづくりにつなげてまいりた

いと考えております。 

 私からは以上でありますが、教育長及び関係課長から補足答弁をさせますので、よろしくお

願いをいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 町田議員に、１の(1)新型コロナウイルスに対する接種実績

及び３回目の接種への取組について、市長答弁を補足させていただきます。 

 まず、１点目の接種実績についてですが、本市における令和３年12月10日時点で２回目の接

種を終えられた方は全体で１万24名、接種率は83.5％となっております。この数値につきまし

ては、高知県が直近に発表した12月５日時点の県全体の数値と比べますと0.3ポイント低い水

準となっております。 

 次に、同じく12月10日時点の２回目の年代別の接種率でございますが、12歳から19歳が
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70.0％、20歳代が70.2％、30歳代が68.9％、40歳代が72.8％、50歳代が81.4％、60歳代が

80.5％、70歳代以上が93.2％となっており、若年層の接種率が高年層に比べ低い傾向となって

いるところでございます。 

 次に、未接種の方への聞き取りをしたのかについてでございますが、今回の新型コロナワク

チン接種につきましては、感染症の緊急の蔓延予防の観点から実施するものであり、接種に御

協力をいただきたいという趣旨で、接種を受けるよう努めなければならないという予防接種法

第９条の規定が適用されているものでございます。この規定は努力義務と呼ばれており、義務

とは異なるもので、接種は強制ではなく、最終的にはあくまでも御本人が納得した上で接種を

判断していただくことになります。 

 こうしたことから、未接種の方については、持病や副反応への不安等何らかの理由で接種し

ていないものであると考えておりますが、その理由を行政が聞くことにより、人によっては接

種しなければならないのかという強制にもつながる可能性は否定できないため、本市では未接

種者への聞き取り調査は行っていないところでございます。 

 なお、本年４月から開始しましたワクチン接種も９か月が経過し、この間、全体で約84％の

方が接種をされていることから、一定希望された方についてはおおむね接種が完了していると

考えているところでございます。 

 12月以降につきましても、１回目、２回目の初回接種を希望される方に対しましては、引き

続き接種の機会を提供してまいります。 

 次に、接種済証はどのような手続が必要かということでございますが、接種済証としまして

は、１回目、２回目の接種時に医療機関または集団接種会場で接種後にお渡ししました接種済

証のシールを貼った接種券がそのまま接種済証として使用できることとなっております。ま

た、12月20日からはワクチン接種証明書がデジタル化され、国内用、海外用の接種証明書の発

行が可能となります。 

 新たなワクチン接種証明書は紙によるものと電子版があり、手続としまして、紙の証明書は

本市では保健介護課等の窓口、または郵送での申請となります。また、電子版に関しまして

は、紙の証明書と同様の内容がスマートフォンの画面で確認できるもので、スマートフォン上

の専用アプリから申請し、スマートフォン上で証明書が取得できる仕組みとなっております。 

 なお、電子版の申請に当たりましては、マイナンバーカードによる本人確認が必要となりま

すので、マイナンバーカードをお持ちでない方はまずは同カードの申請が必要となります。 

 これら新たな接種証明書の発行手続等に関しましては、今後、市のホームページ、広報等に

より、市民の方には分かりやすく周知してまいります。 

 次に、２点目のオミクロン株の影響による３回目の接種スケジュールの変更はないのかにつ

いてでございますが、本市では、３回目の接種を、２回目の接種を終えた18歳以上で原則８か

月以上経過した方を対象に、まずは医療従事者から順次開始していくこととしております。現
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時点では、医療従事者が令和４年１月から、高齢者入所施設入所者及び同施設従事者が２月か

ら、高齢者をはじめその他の方には２回目の接種完了時期に区分して２月から順次接種券を発

送し、３月以降接種を開始していく計画となっております。 

 しかしながら、新たな変異株オミクロン株の感染が世界的に懸念されている中、接種時期の

前倒しが国のほうで検討されており、今後、前倒しの対象となる方の範囲やワクチンの供給計

画などが国のほうから示されると思いますので、前倒しした場合でも対応できる体制を現在協

議しているところでございます。 

 また、接種体制につきましては、これまでと同様、市内医療機関の御協力をいただき、巡回

接種、集団接種及び個別接種により実施していく計画で、市民の方々には、接種時期、接種場

所、予約方法等についてお知らせの文書、広報、ホームページ等を通じて分かりやすく周知し

てまいります。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 和田選挙管理委員会事務局長。 

○総務課長併選挙管理委員会事務局長（和田庫治君） 町田議員に、各選挙での投票率アップ

への取組についてお答えいたします。 

 まず、今回の衆議院総選挙での取組につきましては、大きいところでは臨時の期日前投票所

をこれまでの４か所から比較的投票率が低かった箇所２か所を増やして計６か所として、投票

率の向上に向けた取組を図りました。 

 ただ、結果としましては、増設による効果は数値として明確に上がらなかったことから、今

後、臨時の期日前投票所の在り方や効果的な運営について検討する必要があると考えておりま

す。 

 その他の取組としましては、市内中学校、高等学校と協力して、主権者教育授業を実施した

ほか、啓発用ポケットティッシュや啓発物の配布、市のホームページへの記事の掲載、さらに

市防災行政無線や公用車を使用しての投票の呼びかけなどを行ったところでございます。 

 今後の取組についてでありますが、今回の総選挙においては臨時の期日前投票所を増設いた

しましたが、結果的には投票率向上につながる数値を得ることができなかったことから、今

後、投票意識の向上に向けた啓発活動を同時に取り組んでいく必要があると考えております。 

 特に、投票率が低い若年層に対しては、現在も投票率向上を図るために、市内小・中学校及

び室戸高校の協力の下、出前授業や模擬投票などの主権者教育授業を実施し、若い頃から政治

や選挙に関する関心を高める取組を行っておりまして、今回の総選挙においては、前回の総選

挙と比較をしまして、22.7％から37.0％と14.3ポイント向上する成果が出ていることから、今

後もこうした取組を継続することが重要ではないかというように考えております。 

 また、市民の方に向けての取組においては、現在、市内約150か所へポスター掲示板の設置

や入場券を選挙人全員に送付することによる選挙の全戸通知、市内防災行政無線と広報車を利

用した投票の呼びかけなど、従来から行ってきた啓発活動も継続していくとともに、他市町村
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の例も検討するなどして、市民の選挙に対する周知、関心を高め、投票率の向上につなげてい

きたいと考えております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 町田議員に、２、教育について御答弁申し上げます。 

 まず、(1)不登校を生まない学校づくりと(2)少子化の続く中での本市の学校教育について、

併せてお答えいたします。 

 義務教育である学校は、知識や技能を習得する場であるとともに、集団の中で多様な考えに

触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通して、思考力や表現力、判断力などを育

み、社会性や規範意識を身につける場です。 

 また、室戸市においては、将来のまちづくりの担い手である子供たちに対し、少子化、人口

減少社会に対応した教育の推進を通して、ふるさとを愛し、心豊かでたくましく、生きる力を

育む教育を将来にわたって保障しなくてはならないと考えています。 

 そのためには、一定規模の児童・生徒の集団の確保や教職員が経験年数や専門性などについ

てバランスよく配置されることが望まれます。 

 次に、不登校を生まない学校づくりについてでございます。 

 不登校を生まないためには、まず全ての基礎となる幼児教育・保育の質の向上が不可欠であ

ると考えています。保育所で信頼できる大人とのコミュニケーションや触れ合いを通して得ら

れる心の安定が、その後の子供たちの育ちや、特に社会性の発達に大きく影響しますので、現

在、保育所での取組を重点的に進めています。 

 まず、本年度から、他市町村に先駆けて、保育カウンセリングを実施しています。令和３年

９月から、毎月１回、鳴門教育大学大学院特命教授であり小児科専門医や臨床心理士である粟

飯原先生にお願いしてカウンセリングを行っていただき、子供に対する支援の方法や保育士の

児童理解を進めています。 

 また、若年保育士アドバイザーを新設し、若手保育士の支援に加え、研修会の充実など保育

士の資質向上に努めるとともに、家庭支援保育士や親育ち支援保育士の配置などにより、家庭

への子育て支援の充実を図っています。このような幼児期の子供たちやその家庭を支援するこ

とにより、小・中学校での安定した学校生活を送ることができるものと考えています。 

 小・中学校では、支援会においてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、保

健師、医師など、専門職種の助言を受け、様々な視点から児童・生徒の見立てを行い、多様な

支援方法を検討、決定し、不登校の要因の解消などの取組を組織的に進めています。 

 また、令和４年度から、新たな不登校を生まないための事業を市内の１中学校区で行い、順

次全ての学校へ拡大していくこととしています。この事業は、全ての児童・生徒を対象とし

て、一人一人に活躍の場を設定し、主体的に意欲を持って学習などに取り組むことができる授

業づくりや集団づくりを進めるものです。 
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 このような一人一人の児童・生徒が安心して学校に通い、自尊感情や自己有用感を育むこと

ができる取組を進めることで、新たな不登校を生まない学校づくりにつながるものと考えてい

ます。 

 次に、(3)保・小・中学校の再編についてでございます。 

 保・小・中学校の再編につきましては、室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置等検討委

員会を設置し、検討を進めてきました。 

 検討委員会では、児童・生徒数の減少による適正な規模について、また南海トラフ地震など

の災害に対する適正な配置について、保育所から中学校までそれぞれに検討を行い、先日、報

告書が出されたところでございます。 

 報告書では、適正規模については、いかによりよい教育環境を整備し、教育力を高めていく

のか、室戸市全体で総合的に検討していく必要がある。適正配置については、津波浸水区域外

への高台移転や統廃合についても早急に検討していくべきとの意見があり、その上で、保育所

については、家庭や地域と連携しながら子育ての支援を行う役割を担っていることから各地に

必要である。小学校は、当面統廃合については検討課題とするが、将来的には１校に統合する

こともやむを得ない。中学校は、学級数や教職員数が少なくなることによる課題が顕著に見ら

れるため、室戸中学校の高台移転の後、段階的に１校に統合を行うべきであるという旨の報告

でございました。 

 今後は、市の教育委員会を経て、１月に開催予定の総合教育会議にて市長と協議を行い、適

正規模・適正配置の案を決定いたします。その後、学校や保護者、地域の皆さんの御意見をお

伺いすることにしています。 

 なお、室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置等検討委員会の報告書は、教育委員会のホ

ームページや室戸市広報にてお知らせすることを予定しています。 

 次に、室戸高校への今後の支援策についてでございます。 

 室戸高校への支援としては、室戸高校スポーツ振興支援事業補助金や室戸高校入学祝金な

ど、学校の活動や保護者に対して支援を行ってきました。そして、本年９月からは、室戸高校

公設塾を開設し、子供たちに対する支援も始めているところです。 

 令和４年度からは、入学祝金の支給対象者を室戸市内に住民票を有する生徒から、室戸高校

に入学する生徒全員を対象に変更することに、そしていさな寮生応援補助金については、２万

円の定額補助から、寮費に変動があった場合でも半額補助ができるように変更する予定として

います。また、既に通学費の補助も行っており、経済的支援は一定整備できているものではな

いかと考えています。 

 今後の支援として、室戸高校に入学したいと希望する生徒を増やすためには、子供たちの視

点に立った支援が必要です。今年度、高知県教育委員会では、中山間地域の高等学校の魅力化

に向けた取組の中で、外部コンサルタントによる取組の検証を行い、地元中学生や高校生に対
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し魅力ある高校についてのニーズ調査を実施しました。室戸市でも調査が行われましたので、

その結果により、室戸高校に入学を希望する生徒を増やすためにはどのような支援が必要か、

高知県教育委員会や室戸高校、室戸高校魅力化の会などと協議検討を行い、新しい魅力化に向

けた支援を行っていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって町田又一議員の質問を終結いたします。 

 健康管理のため11時10分まで休憩いたします。 

            午前10時55分 休憩 

            午前11時８分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、山本賢誓議員の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○９番（山本賢誓君） ９番山本。令和３年12月議会において一般質問を行いたいと思いま

す。 

 その質問に先立ちまして、質問項目３の産業振興課の役割の中の２番目の質問は取り下げた

いと思います。これは執行部にも通知はしてあります。 

 質問に先立ちまして、少し意見を述べたいと思います。 

 まず初めに、１か月前から一連のコロナ騒動も一段落した状況であります。高知県も感染者

ゼロという期間が続いておりますが、それぞれがコロナ禍の時期と同じようにマスク着用をは

じめとする感染対策に取り組んでおられます。これは日本人の国民性によるすばらしい社会生

活の仕組みの一部だと思います。 

 最近、新たな感染体が発見されて、早くも世界で50か国に近い国と地域で感染が確認をされ

ております。国のほうも今までの対策の反省点も踏まえて、感染拡大防止に取り組んでおりま

す。私たちもワクチン接種を早く３回目も受けて、今までと同じような取組をしていかなくて

はならないということだろうと思います。 

 室戸市政におきましては、植田市長就任から３年が過ぎております。その間、何の成果が上

がって、何の成果をなし得ることができなかったということは、市長自身自らが一番よく分か

っていると思います。事業推進の選択方法、事業推進の手法、庁内における職員に対する意思

表示の提示方法、職員への意識管理、全ての行動が行政のルールに基づいた上での行動である

かどうかをしっかり考えながらやるべきであろうと思います。この３年間を見ていますと、庁

内一体となって市勢発展に取り組んでいこうとする機運、一体感があまり醸造されてはいない

ような気がします。人口減少対策、産業振興対策、少子化対策においても抜本的な対策があま

り講じられず、掛け声とパフォーマンスで行政運営は結果が出ないことを理解しなければなら

ないと思います。 

 私たち議員も提案することはできます。これまでも室戸市の将来を案じて多くの発言もさせ

ていただきましたけれども、最終的には大きな権限と予算を握る市長の姿勢と一致しなけれ
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ば、提案は常に水泡と帰すばかりであります。植田市長はいま一度衰えていくばかりの室戸市

の……。 

            （11番町田又一君「議長、━━」と呼ぶ） 

○議長（亀井賢夫君） はい。 

            （発言する者あり） 

○９番（山本賢誓君）（続） 町田さん、前段で述べる時間を決められちゅうがですか。前段

で自分の意見を述べるがどこに決められちゅう。 

            （発言する者あり） 

○９番（山本賢誓君）（続） 続けさせていただきます。 

 これからも事業推奨には予算配分、事業選択においてあれもこれもではない、核となる部分

の選択をしっかり見極め、各分野において集中的に取り組むべきだと思います。植田市長は、

過去の答弁、あるいは職員指導において、他の市町村と同じことをしていては室戸市の発展は

ないと豪語しておりますから、その言葉が無駄にならないように取り組んでいただきたいと思

います。 

 それでは、質問事項に入ります。 

 １、室戸市活性化への取組について（観光資源の有効活用）であります。 

 室戸市には、観光資源と目されるものがありますが、旧態依然とした施設や運営に対して新

たな取組として、最近はマスコミやインターネットを活用して集客力アップを目指しておりま

すが、やはり既存の施設に新たな付加価値をつける創造の取組が必要ではなかろうかと思いま

す。そうしたことによって、伸びしろのある戦略的な取組を継続していく体制を整えることが

非常に大事だと思います。 

 その中の一つとして、室戸市の核となる海洋深層水関連事業を中心とした取組、これが非常

に大事だろうと思います。過去において、私もよく覚えておりますけれども、海洋深層水事業

導入時の室戸市には非常に大きな大変な盛り上がりがありました。しかしながら、近年は社会

情勢の変化とともに、深層水利用のＰＲもしたと思いますが、利用状況は伸び悩み、毎年度赤

字決算を強いられております。こうした状況を考えると、いま一度原点に立ち返り、深層水事

業を考え直すとともに、深海からの生物や多様な深海生態を世界に発信して、付加価値をつけ

た事業導入が唯一生き残る道ではないかと思います。深層水販売だけでは昨今の社会経済状況

の中では当然行き詰まると想像できます。深層水関連事業の将来的な、中・長期的に安定した

観光資源としての利活用の構築はもう待ったのない状況に置かれていると思います。 

 植田市長は自ら、室戸市は危機的な状況であると発言もしていますから、市長自ら室戸市の

窮状を理解していると私も過去の答弁から読み取ることはできます。物事の実行には時期とい

うものがあります。時期を逸せば、結局いいアイデアでも何もできないということになります

から、市長の決断力が試される時期が来ていると確信をします。 
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 決断が試される、それは何かと言うと、室戸市に海洋深層水に特化した観光複合施設の建設

であります。６月議会でも質問しましたが、海洋深層水を利用した観光複合施設、これは民間

の方々からの発案でもありますが、環境に優しい施設をテーマに、釣堀、熱帯植物園、魚と泳

げる深層水プール、グランピング施設等を組み合わせた計画であります。もう一点は、深層生

物に特化した小さな深海水族館構想であります。 

 これらの構想に絡んでは、ポイントとして、アクア・ファームの経営改善、海洋深層水ＰＲ

事業及び新商品開発、企業クラブ運営体制の活動体制の見直し、観光施設事業が構想実現に向

けた問題解決に必要と挙げられております。 

 深海生物関連につきましては、もう既に多くのマスコミでも取り上げられ、その期間は３年

以上になりますけれども、広報効果の試算として、メディアへの露出を広告換算した結果は、

３年間で２億9,000万円以上の広告換算結果が出されており、これらを経済活動に乗せると

10億円以上の経済効果があると試算もされております。 

 その中でも、特に希少な深海生物に関連しては、茨城県のアクアワールド茨城県大洗水族館

では、室戸の４水槽を常設して展示がされております。また、大阪の海遊館でもパネルで室戸

の紹介がなされているし、他の類似施設でもメディアを使って室戸市のＰＲも取り組んでいた

だいております。また、この件に関して共同研究をしている数館の施設が室戸の当事業に交代

でスタッフも派遣してくれて、事業のサポートをしていただいております。 

 こうした経過から、もう既に全国版の取組であり、室戸の深海は未開拓で様々な研究者が注

目し、テレビ等で活躍している研究者と大学とが共同調査も行い、世界で２個体目となる生物

の発見や日本初の深海生物が相次いで発見され、注目度は非常に大きなものがあります。 

 こうして世界に誇れる資源の発掘と研究者たちの受入れ、世界ジオパーク活動につながるネ

ットワークの構築、同時に観光関連施設の開設とを組み合わせれば、世界に誇れる室戸市の理

想とするテーマパークになり得ると考えます。 

 これらの構想については、既に費用対効果、あるいは経営に関する試算、観光客の流れにつ

いて経済効果も試算をされており、かつてない規模の数字が効果として期待されるということ

であります。その資料を読む限り、私の中では非常に期待できる試算結果だと思います。こう

した発想は、既に国レベルに力を発揮できる複数の方々にも話が通じていますことから、市長

が決断をすればスムーズな事業展開が望める可能性があります。こういった思い切った事業構

想がないと、室戸市の浮揚はないと考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

 質問項目２番目、まちづくり推進課の役割についてであります。 

 今春、まちづくり推進課が誕生しましたが、基本的には前企画財政課の中の企画部門が独立

し、それにＳＤＧｓ取組関連の取組が付随したということだろうと思います。このような課は

多くの自治体に存在し、各自治体でも重要な役割をもって貢献していると思います。 

 しかしながら、私には、企画の時代から思っておりましたが、企画部門、まちづくり部門が
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何かつかみどころのない大きな施策推進、大きな予算をつけてということがあまりなかったよ

うな気がします。この課の役割の中に、中山間地の集落維持、限界集落対策と言ってもいいと

思いますが、中山間地の集落維持のための問題点も含めた総合的に室戸市全体を考えて取り組

むものと理解をします。市政の中の企画立案部門は非常に重要な役割を果たさなければならな

い部門であるということは当然です。裏を返せば、室戸市に今どんな問題点が生じて、市民が

どういうことを欲しているのかという市民の声を素早く先取り情報として共有されていない部

分がありますから、市民の情報収集には力を入れて、即対応するという組織になっていただき

たいと思います。庁内で情報を共有し、単独の課で処理する手法ではなく、協力し合える部分

の共同作業はこれから住民ニーズが多様化する中で絶対必要になってくると思います。 

 質問事項として、１、産業の衰退、人口減少が進む中で、具体的にどういう目線を持ってま

ちづくりに取り組むのか、お伺いをいたします。 

 ２番目、中山間地を含めて、集落活動において現状維持さえ困難な状況があるが、どういう

ふうに対処するのか、お伺いをいたします。 

 ３番目、新たな施策を推進することも大事ですけれども、現状維持をすることがもっと重要

な取組だと思いますが、どう考えるのか、お伺いをいたします。 

 ４番目、まちづくり推進課が発足して10か月が過ぎようとして、ますます従来のような各課

の役割区別ではなく、庁内横断的な考えが必要だと思うが、そういった取組は前向きにやって

いるのかどうか、お伺いをいたします。 

 ３番目、産業振興課の役割についてであります。 

 前市長時代に産業振興課が発足して６年、７年になろうかと思います。産業振興課が発足し

たときに大きな期待を感じ、当時の小松市長に、私もこれからはこの課が室戸市の花形として

産業振興の中心として取り組んでいってくださいとお願いした記憶があります。 

 しかしながら、発足当時から４人目の課長となりますけれども、さてその成果はどんなもの

でしょうか。人員削減の影響や既存の事業の忙しさ、継続事業がメインでありますが、一部施

設園芸農家では成果も発揮できているとは思います。市長の幅広い産業振興への取組への指示

と課長の新たな取組への提案が手を結ばなければ、衰退する室戸市の産業振興が発展すること

は望むことができないと思います。 

 例えば、幡多地域の三原村では、現田野村長が産業振興に力を入れております。田野村長は

私も一緒に林業関係の仕事した仲間であり、常に前向きな方でありました。その現職の村長が

産業振興に力を入れ、ユズ農家育成に村の公社を立ち上げ、ほとんどゼロの状態から、現在は

52ヘクタールまで栽培面積を拡大し、後継農業者の育成にも力を入れ、成果を上げているとこ

ろであります。 

 室戸市においても、何度も私も遊休農地を活用したユズ栽培組織を立ち上げる手伝いをして

はどうか、あるいは遊休農地を活用して、新たな特産品づくりを計画してはどうかとの提案も
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させていただきましたが、何の反応もなく、そのままになっております。産業振興の取組が今

後の室戸市の存続に大きな役割を果たさなくてはならないことは市長も分かっていると思いま

すから、コンサルタントも入れて、中・長期的な取組を構築すべきであると提案したいと思い

ます。 

 こんな批判があります。一般農家の方々から、室戸市はナス農家にしか援助をしない、我々

は見捨てられているとの厳しい意見もありますから、そういった補助を受けるところ、受けな

いところ、双方が後継者問題を解決しながら、外部から農業者を受け入れるような体制もつく

ったりの取組をして、農業発展対策を推進すべきだと思います。 

 質問事項として、市長は今後、産業振興に関してどのように取り組むのか、お伺いいたしま

す。 

 ４番目の質問事項です。ＪＡ羽根スーパー閉店の取組について。 

 確定ではないと思いますけれども、来年３月末日をもってＪＡ羽根スーパーが閉店になると

いうことであります。この件に関しては、既に市長も情報は入っていると思いますが、何らか

の対応をしていただかないと、羽根町の住民が大変な状況に置かれるということであります。

地区住民の存亡に関わるような重大案件であります。御存じのとおり、羽根地区には、この店

舗以外に生活を支える商店がないわけで、高齢者の方々を含め、店舗に依存している方々が途

方に暮れるということであります。死活問題であります。高齢者の方々や車のない方々が吉良

川町や奈半利町へ日常生活用品を求めるということにはならないと思いますから、こうした状

況を何とか阻止するためにとの対応が室戸市にも求められると思います。 

 早急にＪＡとの協議や羽根地区で対策協議会を立ち上げ、どんな方法でも現在のレベルの店

舗存続に向けた取組をしていただきたいと思いますが、市長にお伺いをいたします。 

 ５番目、吉良川町にガソリンスタンドを建設についてであります。 

 吉良川町にガソリンスタンドがなくなってはや４年近くになろうかと思います。吉良川町の

住民の方々も最初は大変な不便を感じていたと思いますが、４年近くなればこんなものかとい

う気持ちに、慣れも加わって、仕方なく現状そうしていると思われます。しかしながら、何と

かしてほしいという声は収まらないということで、私も直接ＪＡあき支所に出向いて、ＪＡ給

油カードが使える公設民営のスタンド経営はどうかという提案もさせていただきましたが、端

末処理の関係もあって、非常に難しいとのお話でありました。 

 吉良川町へガソリンスタンド建設、この件に関しては今回で恐らく３度目の質問となると思

いますが、一番最初の質問に対する答弁は、執行部から、吉良川町にガソリンスタンドは必要

であるとの答弁もいただいておりますが、担当が替わっていくたびにこの話は消滅していって

おります。今回、再提案をさせていただきますから、検討していただくようお願いをいたしま

す。 

 さきの質問の羽根のスーパーの存続、不便を我慢する吉良川町のガソリンスタンドの件、市
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長、お分かりでしょうか。これらはＳＤＧｓの構成要件にある住み続けたいまちづくりを持続

可能にする最低限のインフラ整備でありますから、これができないようであったらＳＤＧｓの

旗は降ろしてください。市民生活は理想よりも現実直視であります。どう取り組むのか、御答

弁をお願いいたします。 

 ６番、防災対策について。 

 東南海、連動した南海地域の巨大地震が発生するまで、刻々とその時間が短縮されておりま

す。私も月に六、七回、七、八回高知のほうへ向かいますが、今地震が起きたらどこへ逃げよ

うかとの思いを常に持って車の運転もしております。津波対策として多くの予算が執行され、

避難タワーであったり、避難路の整備だったり、室戸市も取り組んできたところであります

が、避難路近隣の高齢者の方々は、あんな坂道は避難できない、私らに死ねということか、あ

るいはもう死んでもえいわなどといろんな意見があります。行政が幾ら努力をしても、市民全

員の命を守るということは至難の業ということになります。想定範囲内の津波が室戸市を襲え

ば、想定で市民の３人に１人、4,000人近い犠牲者が出るとも言われてますから、大変な状況

が予想されます。それでも、行政は一人でも多くの犠牲者を出さないような想定で防災対策に

取り組んできたと思います。現段階において基本となる防災対策についてお聞きをいたしま

す。 

 １、避難路の整備は、住民要望に沿って十分にできたのかどうか。 

 ２番、避難路の安全性について十分に検討がされているのか。 

 ３番、食糧備蓄は全市民の何日分が備蓄対策としているのか。 

 ４番目、中山間地への食糧備蓄体制は十分であるのか。 

 ５番目、停電等の早期復旧について、電力会社と、あるいはまた道路の欠落、崩壊等につい

ては、建築・建設業者との間で重機の使用等の協定は結ばれているのか、お伺いをいたしま

す。 

 ６番、山間地は道路の路側決壊、山腹崩壊で長期に孤立することが確実だが、その間の支援

対策は検討されているのかどうか。 

 ７番、山間地の方々は食糧備蓄場所まで到達困難となります。食糧の各戸配布も検討すべき

ではないか、お伺いをいたします。 

 大きな７番、議会答弁その後についてであります。 

 ①９月議会で、生涯学習課元職員不祥事の件で、室戸市体育会への損害賠償の件についての

答弁では、庁内でもう一度協議をして、体育会関係者と協議をするとの答弁でしたが、その

後、協議はしたのかどうか、お伺いいたします。 

 ②海洋堂関係の市長の大阪出張について。 

 海洋堂と関係を結ぶことは室戸市を元気にする重要な物事であり、出張が批判を受けること

は承知しているが、それでも室戸市が異常で危機的な状況から必要なことだったと答弁してい
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ますが、それから想像してみますと、室戸市に海洋堂施設を誘致するつもりがあるのか、腹積

もりがあるのかお聞きをします。 

 ③大阪において、交流人口拡大のためのイベントを開催して、2025年大阪万博を機に、交流

人口の拡大を目指すとの答弁がありましたが、室戸市に受皿づくりが全くできていないように

見受けられますが、どう対応するのか、お伺いをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 山本議員にお答えをいたします。 

 まず１点目、(1)室戸市活性化への取組についてであります。 

 海洋深層水を利用した観光複合施設の計画につきましては、６月議会でも答弁をさせていた

だきましたように、魅力的な提案でありますので、民間主導での事業形態の見通しが立ちます

と、市としましても可能な補助金などを検討していくといった姿勢は変えておりませんので、

御了承賜りたいと思います。 

 今回、深層生物に特化した新たな取組として海洋深層水の小さな深海水族館構想がマスコミ

にも大きく取り上げられ、広報活動や経済効果も試算されているといったことなどで推進につ

いての御意見、御質問がありました。 

 この深海の水族館構想は、室戸に移住してこられた深海漁師の大きな夢であると受け止めて

おりまして、今後、その夢の実現に向けて頑張っていかれるものと期待をしているところであ

りまして、私も一緒になってその夢を追いたいと思っております。 

 昨年度に作成されました室戸市海洋深層水推進構想におきまして、まず取り組むべき事業は

アクア・ファームの経営改善であり、併せて海洋深層水ＰＲ、すなわちプロモーション事業を

早期に着手して、海洋深層水関連商品の売上向上対策につなげることを進めるという方向が取

りまとめられております。 

 そうしたことから、まずはアクア・ファームの老朽化問題や保守費等の見直しとプロモーシ

ョン事業の具現化に取り組むための調査計画策定費を予算計上することを検討しております。 

 その中で、深海生物が海洋深層水を用いた蓄養施設で生き長らえる効能が明確化されつつあ

ることから、深層水のプロモーション事業の一つとして、深海生物の研究や蓄養事業を海洋深

層水企業クラブや高知大学、民間企業等の連携をもって取り組むことで、観光客にも見て楽し

んでもらうことのできる海洋生物の研究蓄養施設等を整備することができないか、検討を進め

ております。 

 いずれにしましても、室戸海洋深層水事業の振興対策には、新たな取水管設置が必要不可欠

な状況に置かれていますので、効果的なプロモーション事業の展開とアクア・ファームの安

全・安心な給水体制の確立を併せて優先的に検討を重ねてまいります。 

 次に、(2)まちづくり推進課の役割についてであります。 
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 議員御案内のとおり、まちづくり推進課は、企画立案や政策推進、将来的なまちづくり、市

民の参画・協働によるまちづくりの推進等に重点的に取り組み、本市の課題解決、地方創生に

向け、総合的な企画調整を行う部署として令和３年度から新たに設置し、その取組を進めてい

るところであります。 

 議員御質問の１点目、産業の衰退、人口減少が進む中で、どういう目線を持ってまちづくり

に取り組むのかについての御質問にお答えいたします。 

 私は長く政治に携わり、市長に就任して３年を経過しましたが、その間、室戸市の産業振

興、人口の減少は大変重要な政策課題だと受け止め、取り組んでまいりました。従来の取組方

は、１次産業の振興策を例にしましても、県や国の補助金を導入して基盤整備に取り組み、農

業、林業、水産業の底上げ対策を講じるなど、現場の声を尊重しつつ、公平性に重きを置いて

推進しておりますが、私はこうした長年取り組んできた方法では危急存亡となっても過言では

ない、本市の課題克服には対処し切れないと認識をしております。 

 こうした中、私は室戸海洋深層水事業に特化した振興対策に踏み込み、昨年度に県の支援も

得て、海洋深層水構想を取りまとめ、プロモーション事業など先行して取り組める事業に着手

しつつ、アクア・ファームなどの老朽化点検や新たな取水管整備に向けた計画づくりなど、ス

テップアップ事業の具現化に向けた取組をスタートさせたいと考えております。 

 海洋深層水事業を一つの突破口にして、他の産業にも結びつける対策を講じることで、本市

の課題となっている人口減少対策や少子・高齢化対策に効果的な若者に魅力のある職場づくり

や起業家の育成、関連企業の育成や誘致も視野に入れて取り組むことで、本市の厳しい状況に

歯止めをかけ、活力をよみがえらせることのできるよう、全力で取り組む覚悟であります。 

 また、こうしたときに、さきに答弁しましたＪＳＴの共創の場形成支援プログラムに採択さ

れましたことは、大変大きなチャンスを得たと受け止めております。ＳＡＷＡＣＨＩ型健康社

会共創拠点プロジェクトは、高知大学医学部長がプロジェクトリーダーとなり、県内外の大学

やＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ企業が参画して、室戸市の超高齢化社会を克服するための研究や開発

に取り組む事業であります。 

 この事業は、本市の重要課題であります人口減少対策や少子・高齢化対策、また新たな産業

振興対策等に大変期待のできるものであると受け止めておりまして、プロジェクトに室戸市が

参画できるチャンスを生かして、医療や健康づくりはもとより、新たな産業の振興や起業家育

成などにもつなげられるよう、高知大学や参画企業と連携して、全力で取り組んでまいりま

す。 

 次に、人口減少対策は流出を防ぎ、流入を増やす、延命対策と出生者を増やすことにほかあ

りません。子育て世代に魅力のある室戸づくりを急ぎ、室戸市で子育てをしたいと言われる基

盤整備に取り組むことが基本的には大事であると考えております。移住者対策を強化して、今

までにない実績も上げておりますが、激減し続ける現状には追いつけないのが現状でありま



－128－ 

す。 

 また、移住者対策に併せて、効果的な施策として、地域おこし協力隊の採用は国の支援も得

られて財政的にも効率的であり、各課で積極的に推進するよう指示を出しております。協力隊

の迎え方や活用の在り方、さらには定住への支援策など、まだまだ学ぶべきことの多い課題も

ありますが、職員研修の開催も併せ、積極的に取り組んでまいります。 

 次に、２点目の中山間地を含めて、集落活動において現状維持さえ困難な状況にどう対応す

るのかについてであります。 

 議員御案内のとおり、人口の減少、少子・高齢化などにより伝統的な行事等の消滅など、地

域の活力が低下することが懸念されているところであります。 

 本市では、これまで高知県が中山間地域等の維持、創生に向けて進める集落活動センターや

あったかふれあいセンターの整備等により、地域住民が主体的に取り組むコミュニティー活動

の充実を図ることや、室戸市地域公共交通計画に基づき、山間部を中心とした公共交通空白地

区に乗合輸送によるコミュニティーバス路線の運行を実施し、高齢者等の買物や通院等の日常

生活における移動手段の確保などに取り組んでおります。 

 しかしながら、本市において、防犯、防災、環境、福祉、健康づくり、青少年の健全育成、

高齢者・障害者福祉など、地域を取り巻く課題は多様化しており、特に中山間地域においては

待ったなしの状況であると私も認識をしております。 

 これらの課題を解決するためには、行政の各施策はもとより、住民の支え合いによる地域コ

ミュニティーが地域の課題解決に果たす役割は重要であると考えております。 

 今後につきましても、地域の皆さんの御意見や御協力をいただきながら、地域おこし協力隊

や集落支援員の活用や移住者の受入れを行っていただくことなどにより、地域の魅力化を図る

ことや加速化する高齢化社会に対応した生活環境づくり、地域住民の健康と生命を守るための

イノベーションの創出、医療・福祉の充実を推進するとともに、様々な自然災害などから地域

を守る組織や人材の育成など、誰もが互いに助け合う活動の強化、自治意識の向上に努め、市

民が安心して住み慣れた地域で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。 

 次に、３点目の新たな施策を推進することも大事だが、現状維持もまちづくりの大事な要素

だと思うが、どう考えるのかについてでありますが、私も全くそのとおりであると考えており

ます。本市の強みである豊かな地場産業や室戸海洋深層水、室戸ユネスコ世界ジオパークをは

じめ、自然、歴史、文化、食などの地域資源を維持するため、産業、観光などの各分野の施策

をＳＤＧｓの理念に沿って進めることにより、持続的に成長していける力を確保しつつ、誰も

が安心して生活ができる持続可能なまちづくりや地域活性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。 

 同時に、人口減少の克服と将来にわたっての活力ある地域社会の実現に向けては、室戸市に

新しい人の流れをつくり、交流人口の拡大、関係人口の創出、拡大、及び移住者の促進を図る



－129－ 

ことや、本市の次代を担う若者らが安心して働ける室戸をつくること、また１点目で申しまし

た高知大学医学部との連携事業であります共創の場形成支援プログラムＳＡＷＡＣＨＩ型健康

社会共創拠点事業の取組など、新たな施策を推進していかなければ、消滅可能性都市と言われ

ていることからの脱却を図ることはできないと考えております。 

 今後につきましても、既存事業の効果の検証をしっかりと行い、事業の取捨選択やスクラッ

プ・アンド・ビルドを徹底するなど、事業内容の見直しをするとともに、市民の声を反映させ

ながら、即効性のある施策の具現化により一層力を入れて積極的に取り組んでまいります。 

 次に、４点目の課が発足し10か月が過ぎるが、各課での役割区別ではなく、庁内横断的な取

組はできているのかについてであります。 

 まちづくり推進課の主な業務といたしましては、本市の行政の総合的な計画の策定及び進捗

管理や公共交通に関すること、地域おこし協力隊に関すること、室戸応援隊等との交流促進、

ＳＤＧｓの推進、集落活動センター事業、統計調査業務、移住・定住促進などの事業に取り組

んでおります。 

 また、他課の事業であっても、本市の重要施策や新たな事業などに係る検討を行う際には、

まちづくり推進課を同席させ、他自治体の先進事例や国・県の地方創生に係る方向性、事業の

実効性などについての調査研究を行い、関係部署と情報を共有し協議検討を行うなど、庁内連

携を図っているところであります。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、人口減少や少子・高齢化などの課題に歯止めがかかっ

ていない状況であります。そのため、教育や雇用対策、少子化対策などの様々な分野の施策が

連携した取組が重要であると認識をしております。 

 今後につきましては、室戸市総合振興計画及び室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略等の

ＰＤＣＡサイクルなどによる進捗管理を徹底し、総合振興計画に掲げております市の将来像で

あるみんなが生き生きと活躍し、健康と幸せと豊かさを実感できるまちの実現に向けて、ＳＤ

Ｇｓの理念を踏まえ、各分野の施策を着実に推進し、市民参画と協働によるまちづくりを進め

てまいります。 

 次に、(3)産業振興の役割についてであります。 

 議員御案内のとおり、本市の農林業の振興に関しましては、国及び県の補助事業の活用と併

せて、市独自のメニューを作成し、新規就農者や作付面積の確保により、生産品目及び生産量

の増を図っているところであります。 

 また、遊休農地や耕作放棄地対策として、果樹の作付に対しまして補助事業を平成28年度よ

り行っており、約13ヘクタールの面積にユズを中心とした果樹の作付が進んできたところであ

ります。また、吉良川町庄毛地区の圃場整備も行われておりますので、今後、農地面積の確保

により生産品目及び生産量が増えることにより、研修生の受入れや雇用の場の創出になると考

えているところであります。 
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 それらをモデルとして、佐喜浜町から羽根町まで他の地域でも、農業の担い手の確保と併せ

て、それぞれの地域の特性を生かした新たな産品づくりについて、集落営農法人等と連携した

取組を進めてまいります。 

 また、本市は土佐備長炭におきましても全国有数の産地でありますので、生産者と連携し、

新たな加工品の開発や流通の拡大などに取り組み、所得の向上に努めてまいります。 

 また、前段でも御説明いたしましたが、本市の重要産業の一つであります海洋深層水事業に

つきまして、新たな取水管の設置や効果的なプロモーション事業の展開とアクア・ファームの

安全・安心な給水体制の確立を併せて優先的に検討を重ねてまいります。 

 今後、本市の産業の振興に関しましては、地域再生マネージャー事業を活用するなど、本市

の特性を十二分に生かし、生産や加工及び販路の拡大などに努め、安定的な事業者の所得の向

上を図ってまいります。 

 次に、(4)ＪＡ羽根スーパー閉店への対応についてであります。 

 ＪＡ羽根スーパーにつきましては、近隣に病院があった頃は黒字経営であったようですが、

病院廃止後は赤字となっている状況であり、これまでにも人員削減などの経費節減等に努めて

きたとのことでありますが、赤字解消には至らなかったと聞いております。 

 また、市への相談などもありましたが、ＪＡとしては令和４年３月末をもって店舗廃止が決

定されたとお聞きしております。 

 しかしながら、地域では店舗がなくなり買物ができないとなれば、これまでとは異なった不

便な生活環境におかれることになります。 

 そこで、本市における買物支援対策としましては、高齢者等の買物弱者を対象として、利用

者宅まで物資の配達を行う室戸市高齢者等買物支援事業を市商工会に委託しておりますので、

活用していただければと考えております。 

 また、民間による買物支援対策としましては、株式会社室戸ショッピングセンターが行って

おります移動スーパーとくし丸等があり、とくし丸は現在、市内では３台による移動販売が行

われているところであります。 

 先日、市の担当と株式会社室戸ショッピングセンターのとくし丸担当の方とＪＡ羽根スーパ

ー閉店に関した協議をする機会を持たせていただき、羽根町における今後のとくし丸の計画に

ついて、今月の中旬頃より一部の地域で週２日程度新たに移動販売を行っていただけるようお

聞きをしております。 

 また、新たに店舗経営に意欲のある民間企業等に対しましては、各種補助制度もありますの

で、検討、活用いただければと考えております。 

 いずれにいたしましても、地域の住民の方が安心して暮らし続けることができる生活環境を

築くためには、買物弱者への支援は必要不可欠であると考えておりますので、今後も民間と連

携するなど、取り組んでまいります。 
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 次に、(5)吉良川町ガソリンスタンド建設についてであります。 

 議員御案内のとおり、ガソリン販売量が少子・高齢化や自動車の燃費向上など構造的な要因

により減少したこと、さらには価格競争が激化したことによる収益率が低下したこと、また消

防法の改正により40年以上前に埋められた燃料用地下タンクの改修が義務づけられ、改修には

数百万円から数千万円かかる費用を負担できず廃業となったことなどにより、全国的に給油所

数が減少し、問題となっております。 

 さらに、資源エネルギー庁では、市町村の給油所が３か所以下の自治体を給油所過疎地と定

義づけ、給油所過疎地対策協議会でも市町村の給油所が３か所以下、または最寄りの給油所ま

での距離が15キロメートル以上ある自治体においては、持続可能な地域づくりを進める上で、

地域住民への安定したエネルギー供給網の整備維持が不可欠と言われているところでありま

す。 

 この対策として、廃業したガソリンスタンドを自治体が買い取ったり、住民が出資した法人

がガソリンスタンドを運営したりする例なども全国的にはありますが、現在のところ、本市に

は給油所が９か所で、吉良川町の生活圏内から15キロメートル以内には給油所もあり、給油所

過疎地ではないと受け止めているところであります。 

 しかしながら、この先、後継者不足や施設維持のために各施設が維持できなくなることも懸

念されることから、本市全域における他の重要インフラである医療施設や教育施設、郵便局、

金融機関、商業施設などの整備や維持と並行して整理検討を行い、持続可能な地域づくりを進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、(6)防災対策についてであります。 

 国の地震調査研究推進本部によりますと、南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率は70か

ら80％と発表されており、本市では強い揺れの後に津波が襲来することが予測されておりま

す。 

 本市の沿岸地域においては津波による甚大な被害が想定されており、現在、高台へ避難する

ための避難路や避難タワーなどの整備に取り組んでいるところであります。 

 一方で、中山間地域においては、議員御指摘のとおり、土砂災害等により道路が寸断され孤

立するおそれがあるため、通信手段の確保や負傷者の搬送、資機材等の備蓄などへの対策が必

要であります。 

 また、長期間の孤立を想定した場合には、集落の方々が自立して生活できるような備えが重

要となるため、市として食糧や飲料水、発電機などの防災資機材の備蓄を進めていく中で、各

地域の集会所等に飲料水等の防災備品を保管できるよう、保管できる常会には希望を募り分散

させるなどの対策を講じるとともに、自主防災組織や常会を中心とした防災訓練にも、そうし

た備品を生かした訓練を実施することは実践に役立ち、地域の防災力を高める対策として重要

であると考えております。 



－132－ 

 なお、避難路の整備状況及び食糧の備蓄等につきましては、担当課長から説明をさせますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 次に、(7)議会答弁その後についての９月議会で山本議員の質問に対し私が答弁しました体

育会の損害賠償への対応について、庁内でもう一度協議をし、また体育会関係者等と協議する

必要があればもう一回意見を聞いて対応していきたいについてであります。 

 ９月議会閉会後、庁内で室戸市体育会による元職員への損害賠償の件について再度協議を行

い、弁護士にも相談した上で、改めて体育会会長に御意向をお伺いしましたところ、これまで

どおり、元職員に対しこれ以上の損害賠償は考えていないとお聞きしましたので、そのような

体育会の考え方を尊重することといたしております。 

 次に、海洋堂誘致における腹積もりについての御質問にお答えをいたします。 

 海洋堂とは、令和２年11月に、国会議員より宮脇館長御夫妻等を御紹介いただき、親交を深

めさせていただいております。その後、宮脇専務や社員関係者に市長室に御訪問もいただいて

おります。また、大阪門真市にオープンしました海洋堂ホビーランドオープニング式典に参加

させていただきましたときには、宮脇専務より海洋堂の佐藤社長を御紹介をいただきました

が、佐藤社長にもぜひ室戸市のほうにもお越しくださいとアピールをしますと、一度お伺いを

しますといったお返事をいただいたことであります。 

 ホビーランドオープニングへの御案内は、93歳になる館長御夫妻がわざわざ室戸までお越し

になって御案内をいただきましたが、大変光栄であると同時に、今後の誘致に向けても大変あ

りがたいチャンスであると受け止めて、式典に参加をさせていただいた次第であります。 

 御案内のとおり、子供たちに大人気の海洋堂フィギュアは、現代の子供たちだけでなく、昔

の子供たちまでもわくわくさせてくれる魅力的な人気キャラクターがたくさんございます。室

戸市の魅力が海洋堂にアピールしていただける仕組みをつくることは、子育て世代の御家族は

もとより、観光客やインバウンド誘致にも大変効果的な対策になるものと期待ができます。ユ

ネスコ世界ジオパークに認定された室戸市に世界初のＤＭＶの運行が始まりますが、ジオパー

クを走るＤＭＶは世界中で室戸ジオパークだけであります。こうした世界に売り出せるイベン

トや事業は積極的に推進すべきであると考えておりますが、海洋堂とコラボすることで一層の

波及効果も期待できます。私は室戸市への海洋堂進出を長年夢見てきましたが、今後も誠意を

持って積極的に誘致に取り組みたいと考えております。 

 次に、一昨年の質問への答弁における2025年大阪万博を機に交流人口の拡大を目指すための

受皿づくりについてであります。 

 一昨年の質問に対する答弁では、2025年の大阪万博を見据え、100万人観光を目指すため、

令和２年１月に観光関係事業者の方などを中心に、関西圏における室戸応援隊を結成し、モニ

ターツアーの実施、意見聴取などを行いたいと申し上げたと記憶をしております。 

 その後の新型コロナウイルス感染症の拡大によりモニターツアー等を行うことができており
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ませんが、新型コロナウイルスの影響等により観光の形も変わってきておりますので、今後の

観光に求められるニーズを把握した対応が必要になってくるのではないかと考えております。 

 一方で、議員御指摘の受皿づくりも必要と考えております。これは、既存の観光施設の魅力

向上、周遊や体験メニューの開発、磨き上げ、宿泊施設の魅力化などが該当すると思います

が、既存の観光施設におきましては、これまでもむろと廃校水族館やＭＵＲＯＴＯ ｂａｓｅ

55、室戸ドルフィンセンター、シレストむろと、夕陽ケ丘キャンプ場、室戸世界ジオパークセ

ンター等の魅力向上のための改修工事や備品購入を行っております。 

 また、現在、活用できていない室戸岬漁港施設用地や旧灯台官舎、旧椎名小学校体育館につ

いて、検討委員会による議論を重ねているところであります。 

 体験メニューにつきましては、新たなメニューづくりや磨き上げ等を支援する補助事業を今

年度からスタートさせているほか、釣りを活用した観光推進計画策定についても進めていると

ころであります。 

 また、閉店となっております海の駅とろむについては、市が購入し、教育旅行をはじめとし

た団体客の受入れができるよう、指定管理者の公募等を進めております。 

 宿泊施設につきましては、コロナ以降、大変厳しい状態が続いておりますので、無料宿泊券

事業や事業継続のための支援金の給付なども行っているところであります。 

 また、撤退、休業のあった室戸岬の２軒のホテルについても、再開につなげるための協議を

行っております。 

 本市単独だけでなく、広域での受入れも重要であると考えており、ＡＭＡ地域広域連携、高

知県東部観光協議会との連携事業の取組も進めているところであります。 

 12月25日に世界初の本格営業運行が始まりますＤＭＶについて、徳島方面からの入り込み増

にも大きな期待を寄せており、終着駅となる海の駅とろむを拠点とした交流人口拡大に向けた

基盤整備やイベント等も検討しているところです。 

 その他、観光事業者の連携による周遊観光の促進や恋人の聖地事業を活用した効果的な情報

発信を進め、誘客、プロモーションと受皿づくりの両輪で100万人観光を目指してまいりま

す。 

 私からは以上でありますが、防災対策課長から補足答弁をさせますので、よろしくお願いい

たします。答弁が大変ボリュームが多いことから早口になりましたこと、おわびを申し上げま

す。 

○議長（亀井賢夫君） 答弁の途中ですが、昼食のため、午後１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時４分 休憩 

            午後１時10分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。山崎防災対策課長。 
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○防災対策課長（山崎 桂君） 山本賢誓議員に、大きな１点目の市政運営全般についての

(6)防災対策について市長答弁を補足させていただきます。 

 １点目の避難路の整備状況についてでありますが、本市における津波避難対策としまして

は、津波避難施設の建設や高台への避難路の整備に取り組んでいるところであります。 

 現在、市内における津波緊急避難場所は約220か所となっており、そこに避難するための避

難路は約270路線となっております。このうち、整備が必要な178路線につきましては順次整備

を行っているところであり、現在、137路線の整備が完了しており、進捗率は約77％となって

おります。 

 主な整備内容としましては、路面の舗装やスロープ、階段の整備、また手すりやソーラー誘

導灯の設置などであります。 

 未整備箇所につきましては、地元自主防災組織との協議や土地所有者への協力依頼などを適

宜行いながら、今後も整備に取り組んでまいります。 

 次に、２点目の避難路の安全性についてでありますが、津波から迅速かつ安全に避難するた

めに、避難路の安全性を確保することは大変重要であります。これまでに一旦整備を終えてい

る避難路であっても、地元の自主防災組織などから要望があった際には、現地確認を行い、手

すりやソーラー誘導灯の設置、また傾斜がきつい場所ではスロープから階段への再整備などを

行っているところであります。 

 今後におきましても、避難路の安全性の確保に努めてまいります。 

 次に、３点目の食糧備蓄は全市民に行き届き、何日分の対策が取られているかについてであ

りますが、食糧や飲料水等の備蓄につきましては、国などの外部からの支援が発災後４日目以

降となることを踏まえ、最低３日間については自らの身の安全は自らで守るという防災の基本

から、個人備蓄での対応を原則としているところであり、この方針につきましては、本年６月

に県が策定した高知県備蓄方針にも示されているところでございます。 

 しかしながら、家屋の流出などのやむを得ない事情により物資が不足する方に対しては、市

の備蓄により対応するものであります。 

 本市における食糧の備蓄目標は、想定されている避難者等の３日分の食糧で６万5,340食と

しており、現在の充足率は100％となっております。 

 次に、４点目の中山間地域への食糧備蓄についてでありますが、食糧備蓄については現在、

市内の避難所等への分散備蓄を進めているところであります。議員御質問の中山間地域につき

ましては、羽根町大岸地区の防災倉庫、福祉避難所となっているむろと・はまゆう園、また指

定避難所となっている旧中川内小・中学校、室戸青少年自然の家への分散備蓄を行っています

が、まだ十分と言える状況ではありませんので、今後、中山間地域における備蓄場所の確保等

について検討してまいります。 

 次に、５点目の電力会社及び建設業者との協定についてでありますが、災害発生に伴い大規
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模な停電等が発生した場合に、電力設備の迅速かつ円滑な復旧を図ることを目的として、平成

24年に四国電力株式会社高知支店と災害時の協力に関する協定書を締結しております。大規模

停電時には、本協定に基づき相互に災害情報を共有するとともに、優先順位を見極めながら、

電力供給設備の復旧を実施することといたしております。 

 また、建設業者との協定につきましては、地震・津波、台風、その他の災害が発生した場合

に速やかな災害復旧を図ることを目的として、市内の建設業者26社と災害時の応急対策活動協

力に関する協定を締結しているところでございます。 

 次に、６点目の山間地における孤立対策についてでありますが、集落が孤立した場合には、

負傷者の有無などの被害状況を外部に伝えるための通信手段の確保が重要となります。 

 本市では、固定電話や携帯電話が使用できない場合の代替手段の一つとして、防災行政無線

の通話機能を活用することとしており、いざというときには市内97か所に整備している屋外拡

声子局から防災対策課と直接無線通話することが可能となっておりますので、今後、自主防災

組織リーダーなどに使用方法の説明を行うなど有効活用を図るとともに、衛星携帯電話の配備

などについても検討してまいります。 

 また、負傷者の搬送などにはヘリコプターで行うことが想定されますので、離着陸に適した

場所のリストアップや土地所有者等と事前に協議しておくなどの対策が必要であると考えてお

ります。 

 次に、７点目の山間地における食糧の各家庭への配布についてでありますが、前段の答弁に

もございますが、分散備蓄を進めていく中で備蓄場所を確保することが重要でありますので、

例えば地域の集会所などへの備蓄についても、今後、地元の自主防災組織などと協議しながら

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（亀井賢夫君） 山本賢誓議員の２回目の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○９番（山本賢誓君） 山本賢誓。２回目の質問を行いますが、その前に町田議員の問題発言

であろうことに関しては、議事進行の観点から、私の質問が終わってから後で対応するように

いたしたいと思います。 

 それでは、２回目の質問を始めます。 

 まず、最後からですけれども、今答弁をいただいた防災対策課のほうからやっていきたいと

思いますけれども、食糧もそれなりに備蓄もされていると思いますけれども、停電等の早期復

旧についての建設会社とか電力会社との協定は結ばれているのかという質問で、26社程度と建

設・建築のほうは結ばれるているということでしたけれども、これなんかもその問題点という

のは、例えば建設会社、建築会社の重機が中山間地より海岸沿い全部にあった場合には、被害

を受けるかも分からんし、現場まで行けないというような懸念も生じるわけですよね。 

 １つ提案事項ですけれども、例えば羽根地区でしたら中川内とか、それから吉良川やったら

中の川地区とか、そういったところへ、建築・建設業者の持っている重機が共同で置けるよう
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な場所を、そんなに広い面積は要らんと思いますけれども、共同に置くところの設置場所を行

政のほうで構えてあげたら、その中間地点から上流側、下流側へ機械が迅速に動けるのではな

いかという思いがあります。そういったことも、災害後の迅速な救助活動に向けて一つの対応

策として考えてもいいと思いますけれども、それについてお答えを願いたいと思います。 

 それからもう一つ、食糧備蓄ですけれども、中山間地への食糧備蓄をお願いしますって言っ

たのはもう３年も４年も前で、それから核となるべき集落には全部置かれているかと思うたら

置かれてない。今答弁の中にあったように、各地区に、例えば羽根やったら大岸とか中川内と

か、ほかのところ、六、七か所言っておりましたけれども、それではもう全く不十分だと思い

ますので、そういうところの強化と。それから、答弁してくれよりましたけど、中川内にあっ

て、今度黒見集落へっていうことも答弁してくれましたけども、そこへ置いて、それから３キ

ロにまだぽつんと一軒家がありますね。そういうところはどうするかという話も、検討せない

かんがですよ。例えば、ぽつんと一軒家じゃなくても、ぽつんと二軒家、ぽつんと三軒家とい

うものは室戸市内にたくさんありますから、地域の集会所へ備蓄しておいても、そこまで取り

にいけない、持っていけないという状況ができるだけ生じないような取組も検討してもらいた

い。それには、私は同じ備蓄ですから、各戸にそういうふうに配布したらどうかっていう提案

をしゆうがですよ、それも考えてもらいたいと思います。 

 それから、最初へ戻っていきますが、私は大きな室戸市の活性化への取組について、観光資

源の有効活用で市長にお聞きをしました。市長もそういう海洋深層水推進事業会議の中で、ど

ういう成果品というか、コンサルタントにつくってもらった成果品も見てると思いますけれど

も、これらを全部が全部、スジアオノリの場合は規模が小さかったら恐らく採算が取れんでし

ょうというコンサルティングの意見ですけれども、その他の分に関しては、複合的に組み合わ

せれば経済波及効果はすごいものがあるというような成果報告も出てますよね。 

 それと併せて、こういうことに取り組まないと、もう恐らく最後のチャンスですよ。まちづ

くりの中でも言いましたけれども、人が来る、大阪から2025年の万博の影響も受けて人に来て

もらう、そういったことも含めて、受皿つくりの中に観光資源の再開発はこれはもうどうして

も欠かすことのできない最後の事業やと思います。市長は深海の小さな水族館の分に関しまし

ては、私も夢としてっていうような発言がありましたけど、夢じゃ駄目。具体的に小さな深海

生物の部分だけではあまりにも規模が小さ過ぎる。それと、最初に民間のほうから提案のあっ

たグランピング施設も含めた複合的なものを造って、それらを廃校水族館とか、ジオパークの

施設とか、そういったもんと組み合わせて、年間何十万人もの人が確実に足を運んでくれるよ

うな施設を造らんと駄目ですよ。もう決断するときが来ているというふうに思います。 

 それから、廃校水族館にしても、当初16万人、20万人という人が来ましたけれども、恐らく

５年も６年もしたら３万人程度のそういうレベルに落ちてきますから、観光客は。そういった

ものをもう一回再生するには、大きな構想を描かないと、室戸市の発展はないと思いますの
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で、これはもうぜひ市長にもう一度検討していただいて、役所と一体となって、それから民間

活力も利用して、一緒になって取り組んでいただきたいと思いますが、夢を現実に変える努力

をするのかしないのか、もう一回答弁願いたいと思います。 

 それから、羽根地区のスーパーの問題についてですけれども、市長は今の答弁で、とくし丸

さんとか、買物支援事業で対応したいとか、そんなものじゃあ全然対応できんでしょう。とく

し丸さんが軽四のトラックで羽根のスーパーの代わりできます、できませんよね。ほんで、ど

れぐらいの人があそこを利用してるかということは、確かに病院がなくなって、病院に行った

人が帰りにっていうがは、その分は減ってますけれども、質問でも言うたように、羽根のスー

パーがなくなるということは、足の便の不自由な人、それからお年寄りの方々には完全な死活

問題ですから、買物を頼む人がいないような人だっていますからね。そういうことも考えて、

買物支援事業で対応するなんてことは全く効き目がないというふうに私は思います。 

 それから、ほかの事業者がっていうことになれば、それはそれで対応してもらってもええが

ですけれども、少なくとも今のレベル、今の範囲内の店舗構えをしてもらわないと、羽根町民

のためには役に立たないということですよ。一説ではコンビニ程度がっていう話もありますけ

れども、コンビニ程度やったら生活用品はないですからね。そういったことも含めて、地元の

方も集めて、協議会みたいものを開いて、対策を、もう時間がないですから早くやってもらい

たい。 

 それから、次のガソリンスタンドの件ですけれども、これも吉良川町にガソリンスタンドが

なくなってもう４年ということになりますけれども、補助というか、対策には近隣まで十何キ

ロとか、１つの自治体に３つ以上あったらって、そういうことを言よったら、室戸市みたいに

海岸から海岸まで五十数キロ超えて、元は言えば吉良川町は１つの単独町であったわけで、そ

こにゼロという状態ながですから、特異な地域形態であるということをはっきり分かって、何

とかしてやらねばならんというような思いはもう市長にも持ってもらいたいと思います。 

 提案ですけれども、提案というか、この羽根のスーパーの件と、それからガソリンスタンド

の経営、ガソリンスタンドは新規っていう感覚にもなってもいいと思いますけれども、羽根の

スーパーは事業継承になるか、一旦廃止したものをもう一度やるということになれば、市長、

室戸市企業立地促進事業費補助金というものがありますよね。それから、もう一つは室戸市創

業・事業承継支援事業補助金、これもありますよね、２分の１補助で上限が3,000万円、従業

員１人雇うたら1,000万円の物すごい手厚い補助事業ですよ。実際に、最近では室戸市でもそ

れを活用して、6,000万円の事業で上限の２分の１の3,000万円を使うてレストランもできちゅ

うやないですか。そういう事業を使って、羽根のスーパーの場合が創業になるか、事業承継に

なるか、それから吉良川町のガソリンスタンドが新たな創業ということになるのか、その商売

形態によって違うと思いますけれども、そういったことを検討して、例えば先ほどの２分の

１、3,000万円っていう部分を使えれば、ガソリンスタンドのタンクの設置替えというものは



－138－ 

その中でもできるじゃないですか。そういうことを行政が積極的に市民に知らせてやって、そ

ういうことを住民の生活を守るために、インフラ整備するために、行政のほうがどんどんどん

どん発信せないかんでしょと思いますが、どうですかね、市長もう一回答えてください。その

事業を使えばできる可能性が非常に高いですよ。それには、どういうふうにしたらいいかとい

うことを担当課、恐らく市長が答弁でもしましたけれども、担当課は産業振興課になると思い

ますけれども、検討してもらいたいが、答弁を願います。 

 それからもう一つ、一番最後に質問した交流人口を増やすためのということですけれども、

市長、受皿づくりっていうがを僕提案したがですけど、例えば最初に廃校水族館に20万人来

た、そのうちの１万人が室戸市で、１万人じゃないわ、半分、１万人でも構んですけれども、

10％、10万人来たら10％で１万人ですよね、それが例えば１万円の金を室戸市に落としてくれ

たら１億5,000万円ですよ。これが、例えば先ほど僕が言うたように海洋深層水関連事業の施

設を造って、年間40万人、50万人という方が訪れたら、10万人が１万円ほどしてくれたら15億

円、20億円の世界になってきますよ、経済効果が。これは、例えば足摺海洋館ＳＡＴＯＵＭＩ

とか、このコロナ禍でも10万人を超える人が訪れてますよ。そういう複合施設があるから、こ

こ見ても次行けるとか、そういうふうなことで集客能力があるわけですよ。客を呼べるがです

よ。室戸は、今度海洋深層水関連のそういった施設を造る以外に、もう客を呼べる対策できん

でしょうが。庁舎の建設は５年ぐらい先延ばししたらええですよ。財政がどれぐらいやれるか

ということも含めて、まず大阪からも人を呼びたい、１人１万円、10万人が使うてくれたら

15億円、そういったことも念頭に入れて、室戸の観光業界から経済の立て直しを図っていかん

と、それは室戸市の浮揚はないですよ、今のまま夢や夢やって言よったら。そういったことも

含めて、答弁をお願いします。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 山本議員の２回目の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。補足があったらまた課長のほうからも答弁させますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 まず１点目に、防災対策に関して、中山間における災害時には重機なんかの移動もなくなる

ので、一定の山間部にそれぞれの連携を持って、協定結んでるところの重機なんかを集めて置

くことのできる場所を市が造ったらどうかという御提案だったと思います。 

 考え方としては非常に面白いなというふうに受け止めますけれども、それを運営することだ

とか、倉庫にするのか、広場でいいのか、そんなことなんかも考えていくことにすると、その

ための土地を買うといったような問題がどう判断されるのかといったこともあると思いますの

で、提案は中山間の今後の防災対策にはどうしても重機が不可欠ですので、それぞれの建設業

なんかでも持っていただけるような、今はレンタルで重機なんかの対応をするところも少なく

ないようでありますけれども、そんなことを思うと、より一層そうした重機が行きにくいよう
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なところには確保しておくことが大事ではないかなということは私も認識しておりますので、

そんなことも併わせながら検討していけたらなというふうに思います。 

 ２点目ですが、食糧の備蓄、これも１回目の答弁でさせていただきましたように、私も各地

域地域にあります集会所なんかに、地域の方々の要望があれば、やっぱり一番近くにある公共

の施設ですので、そんなところに食糧なんかを分散させて置くことが大事じゃないかというこ

との答弁をさせてもらいました。そうしたことじゃないかなというふうに受け止めましたの

で、できるだけ地域の声を聞きながら、分散をして、その地域の方々の生活、安全が守れるよ

うな対策は早急に進めていかないかんのじゃないかと思いますので、できるところから始めて

いきたいと思います。 

 ３点目でございます。 

 私の最初の答弁で、深海生物における小さな水族館という御提案をいただいたときに、深海

魚の水族館構想は移住をしてくれた深海の漁師をやってくれている青年の夢であるということ

で、その夢を私も一緒になって追っていきたいということで、水族館ということになります

と、今既に室戸は廃校水族館がありますので、それに合わせてまた水族館を整備するというこ

とにはならないので、今の段階ではならないというふうに私は判断をします。 

 ということで、ただ深海生物のこれから生態だとか、調査だとか、いろんな物事が進んでく

ると思いますので、そんな観点なんかで、将来の夢として水族館というのが室戸であったらい

いなあという思いはありますけれども、今の時点では難しいと。 

 それで、１度目の答弁でも申し上げましたように、今深海漁師が取り組んでおります、深海

魚を蓄養して水族館等に販売をしていくというようなことを、アクア・ファームでも協力でき

るところはさせてもらって、対応しております。それを海洋深層水の魅力として、そうした深

海の魚でも海洋深層水は生かすほどの力がある資源なんですよということなんかを上手にアピ

ールできるような観点から、その蓄養する事業と併せて、何かプロモーション事業にならない

かなみたいなことは今検討しておりまして、今後、どういうふうに発展していくのかは、まだ

今のところでは正確な答えが言えませんけれども、企業クラブの皆さん方とも一緒になって協

議を進めていっておりますので、検討させていただきたいなという状況です。 

 最後に、夢じゃいかんぜよということでしたけれども、次の質問の中に、交流人口拡大に向

けて客を呼べる施設は造らないかんと、お話では庁舎も５年ぐらい先延ばしてということもあ

りましたけれども、庁舎のこともさることながら、防災対策で最も重要なポジションになるこ

の庁舎の安全というのは最優先せないかん一つの課題ではないかなという思いもありまして、

非常に私も悩みながらですけれども、できるだけの早期な対策をというふうに考えて今進めて

いたさせております。 

 それに併せて、また新たな集客を呼ぶための観光集客施設の箱物を建てるというのは、私は

今の段階ではかなりハードルが高いと。今後、また新年度に海洋深層水の総合的な実施計画を
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立てる準備を進めていかなければならんということで、方向をきちっと説明もしながら取り組

もうとしておりましたけれども、まずは若者たちの魅力のある働く場所だとか、あるいはまた

生産性の上がることだとかという、やっぱり市に財力をつけるようなところに先行して投資を

しながら、一定の財のめどが立った段階でそういった物事に取り組めるようにもしていかなけ

ればならんというふうに思っております。既に室戸市を御覧のとおり、随分ほかの市町村に負

けないような観光集客施設がありますので、そういったことのブラッシュアップは既に取り組

んでおりますけれども、これからも力を入れて取り組みながら、より魅力のあるものにしてい

かなければならないと考えております。 

 質問をちょっと戻しますが、４点目に羽根のスーパー、５点目に吉良川のガソリンスタンド

の御質問がありました。 

 この羽根スーパーにつきましては、私も地元の方何人からも御要望を受けたり、相談を受け

たりしてきた課題でした。できるだけスーパーが残るようにするために、まずやっぱり羽根で

食品の買物するのに困られる方々と、今車も使われてる方が多いですので、近隣の中芸地区だ

とか、安芸、高知のほうにも買物に出る方なんかも少なくないと思います。そうした方々も一

緒になって、羽根に食品販売店を残すとしたら、そこが赤字にならない程度の需要を見いださ

ないと、これ農協でなくても、民間企業でスーパーマーケットやってもなかなか成り立たない

ということであると、継続が難しいわけですので、まずは羽根地区の方々が協力し合うて、今

のいわゆるＪＡのスーパーが存続できるぐらいの黒字になるような協力はしたというようなこ

とができんでしょうかねというお話なんかも議論をして、結果的にはもうやむないという判断

がされてしまいましたけれども、今後、新たな民間企業等でそうした食品販売店を始めようと

したときには、市の補助事業もありますし、それと一方では既に高齢者が対象でありますけれ

ども、配達をする補助事業、とくし丸さんも室戸岬の一帯だとか、ほかの地域でも地域の方々

には大変喜ばれておる事業ですので、そうしたとくし丸なんかの協力も得て、その対策につな

げていきながら、今後の対策にしていかなければならないのではないかなというふうに思いま

す。 

 ガソリンスタンドの整備につけても、市やいろんな企業立地なんかの支援事業等もあるの

で、そうしたものを持ち出して、情報発信をして取り組むことによってやれるのではないかと

いうことで、これスーパーもスタンドも同じですけど、今の室戸市だけでありませんけれど

も、人口の減少が見通される社会の中で、新たなこうしたものをつくるということについては

非常にハードルが重いと、そのことによって、じゃあその不便性はどうするのかということに

ついては、さきに申し上げましたとおり、一定のガソリン給油所の過疎地でないといった国の

基準のルールの中にまだ室戸がありますので、その室戸市全体の域の中でいろんなインフラ整

備と併せ、今後、市民の利便性向上のためにどう取り組むのかといったことはしっかり地域住

民の方々の声もいただきながら、検討してまいりたいということでございます。私からは以上
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でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 西村産業振興課長併農業委員会事務局長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君） 山本議員の２回目の質問の市長答弁を

補足させていただきます。 

 室戸市企業立地促進事業費補助金があります。それは要件が３年以上事業を展開している方

の新規事業というようなこととか、あと創業支援補助金のほうは、新たに事業をやられる方が

対象となって、要件の内容が若干違うことと、補助金のその金額も違いますので、相談いただ

ければいろいろなこうやってやったらいいよというアドバイスなり周知はできます。また、こ

ちらのほうからもホームページとかを通じまして、いろいろと周知をしていきたいと思います

ので、またよろしくお願いします。 

○議長（亀井賢夫君） 山本賢誓議員の３回目の質問を許可いたします。山本賢誓議員。 

○９番（山本賢誓君） ３回目の質問を行います。 

 先ほど市長答弁にあった重機の仮置場とかというような話ですけれども、言うたら土地を買

わないかんとかなんとか、そんなできにくいようなことを先々先々言うがですけど、中山間地

へ行ったら、耕作放棄地もたくさんあります。重機を置くところは整備なんかせんでもそのま

ま田んぼへ置けれるわけですからね。別に市が土地買い上げて、維持管理費が要るとか、そう

いうふうな対策をせえでも、地元の方みんな無償で貸し付けてくれますよ、そういうちゃんと

した目的があれば。すぐ土地買わないかんとかなんとか、問題点があります、そういう答弁は

もうやめてもらいたいがです。そういうなことができるかどうかの検討も防災対策課が中心に

なってから検討してください。 

 それから、今西村課長にも答弁いただいた２つの補助金を何とかその吉良川のガソリンスタ

ンドと羽根のスーパーに適用できないものかと。３年以上の蓄積がなければっていうこともあ

りますけれども、それがそれだったら、例えばＪＡがずうっとやってますから、３年遡ってか

ら、そのＪＡがいっとき入ってもらって、そういう経営指導をしてくれれば、そういう条件も

クリアできるんじゃないかと思いますがね。 

 西村課長と辻課長、市役所でも３本の指に入る優秀な課長ですので、この２人がそろうて、

そういった羽根、吉良川のインフラ整備に対して努力してもらいたいですけど、よろしくお願

いをします。 

 市長、重機の件に関してそういう発案です、無償で借りるっていう、整地なんかする必要な

いですき、それについてちょっと。ええか。答弁は要りませんけれども。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部、答弁できますか。 

 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 山本議員の３回目の質問で、中山間部に協定を結んでいる各組織、

団体等の皆さん方の協力を得て、重機なんかの確保ができて、一堂に集めて置けるような場
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所、地元の方々の土地なんかも無償で貸してくれるところもあるんじゃないかという御意見で

ございますので、そんなことも併せながら、関係者と協議しながら検討してまいりたいと思い

ます。 

○議長（亀井賢夫君） 山本議員。 

○９番（山本賢誓君） 最初に私が壇上で一般質問をしているときに、私の質問の前段が長い

ということで━━という言葉が出ました。その━━っていうのは、本人も当然意識しての発言

だと思いますが、━━はすごい重みのある発言であります。そして、それが一般質問に対する

反論というか、そういうものにふさわしいものかどうかを含めるがですけれども、この━━と

いう発言が、議事進行発言ではなく━━ですから、これは私の一般質問に対して意味が分かり

ません。その━━っていう発言が、私にしたら不穏当な発言ではなかろうかという思いがして

おりますので、━━発言するには、必ず誰か１人の賛同者を準備してからの発言なのかどうか

も真意が分かりませんので、すぐに議会運営委員会を開いて、町田議員の発言が一般質問に対

してそんな━━発言ができるかということも検討していただきたいというふうに思います。そ

して、私は謝罪を求めたいというふうに思っておりますので、御検討を願います。 

○議長（亀井賢夫君） ただいま山本賢誓議員の一般質問の途中で不適切な発言があるとのこ

とですが、この取扱いについて久保議会運営委員会委員長にお願いします。 

 取扱いについて議運を開会していただきたいと思います。 

 議運開会のため、その間休憩いたします。 

            午後１時48分 休憩 

            午後２時32分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会委員長の報告を求めます。久保議会運営委員会委員長。 

            （議会運営委員会委員長報告） 

○議会運営委員会委員長（久保八太雄君） 議会運営委員会委員長の報告を行います。 

 先ほど来、長時間にわたり貴重な時間をいただき、ありがとうございました。 

 議会運営委員会委員長の報告を行います。 

 先ほど山本議員の議事進行発言にございました山本議員の一般質問に対しての町田議員の━

━発言についてを協議いたしました。 

 当委員会で協議をした結果、発言は好ましくないという結論に達し、町田又一議員に取消し

の要請をいたしました。この結論につきまして、当人も適当ではなかったということで取り消

すように決定をいたしました。 

 その取消しの件につきましては、本人から当議会の演壇より議会に対して報告するようでご

ざいます。 

 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 
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○議長（亀井賢夫君） 議事進行に対する処置につきましては、議会運営委員会委員長の報告

のとおり、町田議員から本日の一般質問における発言について、会議規則第65条の規定により

取消しをしたい旨の申出があります。 

 町田又一議員の発言を許可いたします。 

○１１番（町田又一君） 11番町田又一。議長の許可をいただきましたので、発言をさせてい

ただきます。 

 山本議員の一般質問の発言中、━━という発言を行い、議会の進行を妨げてしまいました。

この発言につきましては取消しをしていただき、またそれにより議会運営を遅滞させたことに

ついて謝罪をさせていただきます。どうもすみませんでした。 

○議長（亀井賢夫君） お諮りいたします。 

 ただいま町田議員から申出のありました発言の取消しについて、━━という発言を削除する

ことで御異議ございません。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井賢夫君） 御異議なしと認めます。よって、町田又一議員の申出どおり取り扱う

ことといたします。 

 これをもって山本賢誓議員の質問を終結いたします。 

 次に、堺喜久美議員の質問を許可いたします。堺喜久美議員。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。市民の目線に立って一般質問を行います。 

 まず、最初に１、健康政策について。 

 (1)むろと健康づくりとことこ事業についてお伺いいたします。 

 昨年度より、室戸市世界一健康づくりが楽しめるまちづくりプロジェクトの一環として、ウ

オーキング、健康教室の参加、各種検診やタニタ監修の食事等を利用した人がポイントをため

て賞品と交換するむろと健康づくりとことこ事業が開催されています。 

 そこで、実施内容と今までの成果をお伺いいたします。 

 ①何人の方が登録され、現時点での健康測定コーナー、送信スポットを利用している人は何

人か。 

 ②タニタ監修メニューの提供状況、並びに提供店やお客様の反応は。 

 ③データ利用について、対象者の歩数データ及び測定によるデータはどのように活用される

のでしょうか。 

 そのほか、とことこ事業とは別に、シレストむろとでの水中運動のパスポート券利用者に体

力測定記録の提出をお願いしていますが、そのデータは併せてどのように活用されているの

か、お伺いいたします。 

 (2)ＪＳＴ共創の場形成支援プログラムについて。 

 これは、前段の議員とも重なりますが、よろしくお願いいたします。 
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 新しい室戸診療所の建設工事も進み、本年度末の完成が待たれる状況ですが、今年３月、室

戸市は、高知大学医学部と医学体制の充実や地域包括ケアシステムの構築に資すことを目的と

して、連携事業に関する覚書を締結されました。 

 さらに、本年度からは、高知大学医学部長をプロジェクトリーダーとして、１、地域レジリ

エントなプライマリケア・エコシステムの構築、２、新しいヘルスケア・低侵襲検診システム

の実現、３、流行の兆しをつかむ感染症警戒システムの構築の３点を研究開発ターゲットとし

て提案したＳＡＷＡＣＨＩ型健康社会共創拠点、「室戸をＨｅａｌｔｈＴｅｃｈの世界拠点

に」が、ＪＳＴ――国立研究開発法人科学技術振興機構の支援事業共創の場形成支援プログラ

ム地域共創分野（育成型）に採択され、始動しているようです。本市は高知県と共に幹事自治

体となっておりますが、まず本市が担う役割と本市にとってどのようなことが期待されるの

か、お伺いいたします。 

 次に、本事業は育成型となっていますので、本年度と来年度の２年間のうちに次のステッ

プ、本格型に行くためには、市民が喜んで参加していただくことが不可欠だと思います。 

 室戸をＨｅａｌｔｈＴｅｃｈの世界拠拠点に、また室戸市を世界一健康づくりの楽しい室戸

と掲げている以上、テクノロジーを活用したウェアラブルデバイス――腕時計のように手首等

に装着し、自分の健康管理が様々な形で表示されるスマートウオッチのようなものを市民に提

供して、多くの市民が喜んで楽しく参加していただく手だてを考えていかなければならないの

ではないでしょうか、お伺いいたします。 

 ③佐喜浜診療所閉院に伴う医療体制についてお伺いいたします。 

 これも前段の議員と重なりますが、よろしくお願いします。 

 室戸市の東の端佐喜浜町で地域住民の安心・安全な暮らしを担ってくれていた佐喜浜診療所

が12月から閉院となりました。このことは、通院されていた患者さんにとっては大変ショッキ

ングな出来事です。中には、持薬などいつも処方してもらっている方は、薬だけでも改善セン

ターに届けてもらえんろうか、遠隔診療ができんろうかなど、切実な声が聞かれました。先月

末までに患者さんは紹介状を作成していただいていますが、特に交通手段を持たない高齢者に

とっては日々不安を抱えての生活を送っています。 

 佐喜浜診療所にとどまらず、本市の脆弱な医療体制は、新診療所建設とはいえ、住民の皆さ

んにその地域で住み続けていただけるのかとても心配でなりません。人口が減少し、高齢化が

進む本市にとっての喫緊の対応と今後の医療体制についてどのようにお考えになっているの

か、お伺いいたします。 

 (4)ＨＰＶワクチン定期接種についてお伺いいたします。 

 子宮頸がんは、子宮の入り口部分である子宮頸部にできるがんで、今も年間約１万人近くの

女性が子宮頸がんにかかり、約2,800人もの女性が亡くなっています。子宮頸がんの原因であ

るＨＰＶの感染を防ぐＨＰＶワクチンが、国の2011年度からの基金事業を経て、2013年に定期
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接種となり、小学６年生から高校１年生相当の女子は希望すれば無料で接種が可能となってい

ます。一方で、2013年６月より、国は積極的勧奨を差し控えるとしたため、多くの自治体が対

象者への通知をやめてしまい、基金事業の際に７割近くあった接種率が１％未満にまで激減し

ておりました。国は昨年10月と今年１月の２度にわたり、ヒトパピローマウイルス感染症に係

る定期接種の対応及び対象者等への周知について通知を発出し、市町村にＨＰＶ定期接種対象

者へ情報提供の徹底を求めました。 

 そこでまず、昨年10月の国からの通知を受けての本市の対応とその結果についてお伺いいた

します。 

 ①昨年10月の国からの指示に対する本市の対応と今後の予定をお伺いいたします。 

 ②本市の通知実施世代における令和２年度の接種率及び通知未実施であった令和元年度の同

対象者数と接種者数及び接種率はどうだったのでしょうか。 

 現在に至るまで、産婦人科学会や小児科学会などの専門家、国会議員連盟や医療者有志の団

体からの要望や接種機会を逃した市民らの署名など、ＨＰＶワクチンの積極的勧奨再開を求め

る動きが非常に大きくなってきておりました。 

 そして、10月１日に開催された厚生労働省の専門部会では、ＨＰＶワクチンの安全性や効果

などを検討し、勧奨を妨げる要素はないと結論づけ、11月12日に再度開催された同部会では、

開催に向けた課題について対応を整理し、11月26日に厚生労働省から都道府県庁宛てに積極的

勧奨を再開することが正式に通知されました。 

 今後、ＨＰＶワクチンの積極的勧奨が再開された際には、この制度の趣旨を踏まえ、これま

で個別通知をしていた世代も含めた全対象者に対し、国の方針が変わったこと及び積極的に接

種をお勧めする旨の分かりやすい訂正案内を速やかに郵送通知でお届けするべきではないかと

考えます。 

 そこで、③積極的勧奨が再開された場合の本市での情報提供の方法についてどのような周知

を予定していますか。周知対象、周知方法について伺います。 

 本年11月15日の厚生労働省の専門家による分科会では、積極的勧奨差し控えにより接種機会

を逃した方への対応として、キャッチアップ接種について議論され、定期接種年齢を過ぎた高

校生や大学生相当の女子も時限的に追加で公費での接種対象にする方向で一致しました。今

後、救済する対象年齢等について議論され、来年度から接種が始まる見通しと報道されていま

す。今後、国のキャッチアップ制度が導入された際には、十分な周知を受けることもないま

ま、接種機会を逃してしまった全ての対象者に、国の方針変更と新たに接種機会が確保された

ことを速やかに郵送通知で確実にお届けするべきだと考えます。 

 ④今後、定期接種対象年齢以外の救済制度が導入された場合、本市での情報提供の方法につ

いてどのような周知を予定していますでしょうか、周知対象、周知方法についてお伺いいたし

ます。 



－146－ 

 次に、２、室戸高校魅力化支援について。 

 (1)公設塾についてお伺いいたします。 

 県立室戸高校の振興発展の支援策を検討するとともに、入学生確保を目的として、教育長を

座長とした室戸高校魅力化の会が設立され、３年目となりました。その間、入学祝金など様々

な支援策を検討していただきました。その一つに、室戸高校の魅力及び活性化を目的に、生徒

一人一人の希望進路を実現するため、学力の向上を図る環境づくりの一環として、高校内に公

設塾を開設し、この９月よりスタートされておりますが、現状をお伺いいたします。 

 私は、以前、議会の行政視察で、廃校の危機にありながらたった８年で全生徒数が２倍へと

増加した島根県隠岐の島にある隠岐島前高校の公立塾隠岐國学習センターでお話を伺いまし

た。幅広い学力層の生徒の学習をサポートしながら、一人一人の進度に合わせたカリキュラム

を作成し、今では３年生合わせて、有料でありながら約130名が通っているそうです。高校と

連携して、生徒や教員を支援する地域と高校の連携型公立塾でした。 

 室戸高校の公設塾も大事なことは、高校の教員と塾の先生がしっかりと話し合い、一人一人

の状況を把握しながら学習ができるよう行政がサポートするべきではないでしょうか、お伺い

いたします。 

 (2)室戸高校への給食導入についてお伺いいたします。 

 数年前、ひとり親家庭のお父さんが子供を地元の高校に行かせたいが、室高は食堂がないの

で安芸高に通わすことにしたと言われたことがありました。 

 そこで、室戸高校の魅力化の一つに給食の導入を検討されてはいかがでしょうか。県内で

も、四万十町が四万十高校と窪川高校の２校に今年の４月から給食の導入を始めました。窪川

の給食センターから配送され、１食牛乳なしで300円だそうです。四万十高校は、生徒数61名

で給食利用者53名、87％、窪川高校は、生徒数64名で利用者数47名、73％、両校とも先生も利

用されているようです。 

 本市の新設された中部給食センターでの調理の容量、キャパが可能ならば、室戸高校と協議

の上、給食の導入を検討していただけないでしょうか、お伺いいたします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 堺議員にお答えをいたします。 

 まず、大きな１点目の健康政策についての(2)ＪＳＴ共創の場形成支援プログラムについて

であります。 

 議員御案内のとおり、このたび高知大学を代表機関、高知大学医学部長をプロジェクトリー

ダーとして、高知県と室戸市が幹事自治体、また高知県立大学、高知工科大学、デジタル治療

薬開発企業等も参画し共同提案をしたＳＡＷＡＣＨＩ型健康社会共創拠点が、ＪＳＴ――国立

研究開発法人科学技術振興機構の共創の場形成支援プログラム地域共創分野（育成型）に採択
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をされました。事業期間は、令和３年11月１日から令和５年３月31日までとなっており、現

在、その取組がスタートしたところであります。 

 まず、議員御質問の幹事自治体として本市が担う役割、またこの事業による本市への効果に

ついてであります。 

 この事業は、地域大学等を中心とし、地方自治体、企業等とのパートナーシップによる地域

の社会課題の解決や地域経済の発展を目的としております。本市の社会課題といたしまして

は、高齢化率が51.2％と全国と比較して数十年早く進行していることや、人口の減少、またこ

れらによる産業の停滞等により、将来自治体としての持続可能性が損なわれるのではないかと

いう問題が顕在化しております。このことについて、高知大学医学部との覚書に基づき、これ

まで議論を重ねてきた結果、これらの社会課題を解決する手段として、高知大学を代表機関

に、ＪＳＴ地域共創の場形成支援プログラムに応募したのが事業の発端であります。 

 幹事自治体として求められる役割としては、市民の生活習慣などの実態調査や予防に関する

取組への協力、ＩＣＴを活用した情報連携に対する取組、また大学や企業が活用できるサテラ

イトオフィスの設置、また将来的には、創業初期段階の起業家を支援するインキュベーション

施設の整備等が考えられますが、現在、協議を進めているところであります。 

 次に、本市にとってどのようなことが期待されるのかという点についてでありますが、この

事業において、本市の10年後の未来のありたい地域の社会像として３つの目標を設定しており

ます。１つ目として、限られた医療資源でも、いつまでも健康に過ごせるまちとなること、２

つ目として、子育て支援が充実し、子供の声があふれているまちとなること、３つ目として、

世界の知を結集して、高齢化先進地の課題解決に貢献するまちとなることを目標として取り組

むこととしております。 

 市といたしましては、これらの３つの目標の達成とともに、世界一健康づくりが楽しいまち

室戸の取組への貢献や、ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ関係企業等の本市への参入等による人口の増加

や個人所得及び税収の増等も期待されるなど、社会課題の解決につながるものと考えておりま

す。 

 この事業は、現在のところ、育成型となっており、２年間の事業でありますが、来年度本格

型への移行申請が承認されれば、10年間毎年上限２億円の支援が受けられる事業になるとのこ

とであります。 

 市といたしましては、高知大学、また参画企業等への協力、支援により達成できるよう全力

で取り組んでまいりたいと考えております。そのためには、市内の関係団体や医療機関、市民

の御協力を得なければ達成できないと考えておりますので、今後、具体的な取組について、決

まり次第広報等で周知し、お願いをしてまいりたいと考えております。 

 次に、スマートウオッチ等のウエアラブルデバイスを用いた健康管理についてであります。 

 今回の事業においては、ヘルスケア、ＰＨＲ、ＰＬＲ基盤の構築が目標の一つとなっており
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ます。この事業においては、市民が日頃から自身の健康に関心を持つことが重要であり、持続

的なセルフヘルスケアを促すためには、個人の医療情報、いわゆるパーソナル・ヘルス・レコ

ード――ＰＨＲとともに、日常的なライフレコード、いわゆるパーソナル・ライフ・レコード

――ＰＬＲを含めて総合的に蓄積、分析し、各自にフィードバックする仕組みが必要であると

の考えによるものであります。 

 また、こういった蓄積した医療情報等を地震などの大規模災害時に参照できる仕組みとする

ことも予定されております。 

 この事業を実施するには、医療やヘルスケアデータを効果的に利活用するため、それを可能

とする電子情報の蓄積が必要となってまいります。現在のところ、スマートフォンに対応する

アプリの開発等が想定をされておりますが、議員御提案のスマートウオッチの活用についても

検討していただけるよう提案をしてまいります。 

 次に、(3)佐喜浜診療所閉院に係る医療体制についてであります。 

 前段の議員にも御説明したとおり、非常に残念でありますが、佐喜浜診療所は11月末をもっ

て診療を終了したとの報告を受けております。 

 佐喜浜地区は近隣に医療機関がないことから、早急に医療提供体制の構築を図る必要がある

と強く認識をし、どのような形が望ましいかなど、県や安芸福祉保健所に相談するとともに、

他の市立診療所との調整等も勘案をしながら、現在、慎重に協議を重ねているところでありま

す。 

 仮に、佐喜浜地区に新しい医療機関を設置する場合においても、医療法に基づく各種手続や

議会での議決事項に加え、医師確保等の課題もあることから、一定の期間を要しますので、そ

れまでの間は巡回診療で対応するなど、住民の不安を少しでも軽減できるよう努めてまいりま

す。 

 次に、議員御質問の今後の医療体制でありますが、来年６月の開所を目指しております室戸

診療所は、災害時に避難所機能を有し、一般病床19床を備え、診療時間内の軽症救急患者の受

入れを行います。 

 また、地域包括ケアシステムの構築に資する医療拠点として、急性期から在宅への移行サポ

ート、在宅の延長としての一時的な入院治療を実施するとともに、他の急性期病院の一般病棟

からの受入れや急変時の入院患者の受入れ等を行うことを想定しております。 

 本年３月に提携した高知大学医学部との覚書では、室戸診療所に係る連携事業として、ＩＣ

Ｔを活用した医療介護連携ネットワークの構築やオンライン治療等のシステムの構築、また住

民の生活習慣病、認知症に対する予防的介入事業など、地域の医療を支える包括的、持続的な

仕組みづくりを進めていくこととしております。 

 いずれにいたしましても、新設の室戸診療所を拠点に、新たな医療提供体制の構築を行い、

市民の命を守り、健康で安心して暮らすことのできるまちづくりの達成に向け、全力で取り組
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んでまいります。 

 次に(4)ＨＰＶワクチンの定期接種についてであります。 

 まず、ＨＰＶ、いわゆる子宮頸がん予防のワクチン接種は、平成25年４月１日より、予防接

種法に基づく定期接種として、小学校６年から高校１年相当の女子を対象として実施されてい

るものであります。 

 しかしながら、接種後に疼痛や運動障害を中心とした多様な症状の報告が相次いだことか

ら、同年６月14日に厚生労働省から副反応の発生頻度がより明らかになり、適切な情報提供が

できるまでの間、積極的な接種の勧奨を差し控えるとの通知が出され、本市においても、それ

以降、接種の積極的な勧奨を控えてきた経緯があります。 

 こうした中、令和２年10月９日に、厚生労働省からワクチン接種を判断するためのワクチン

の有効性、安全性に関する情報や円滑な接種のために必要な情報等を対象者等に提供するよう

通知があったところであります。 

 御質問の１点目、令和２年10月の国の通知後の本市の対応でありますが、本市においては、

同年11月に対象者及びその保護者全員に、また令和３年４月には、標準的な接種期間に当たる

中学１年生に相当する女子及びその保護者に文書及び接種に係るリーフレットを個別送付し、

情報提供を行ってきたところであります。 

 次に、２点目の令和２年度及び令和元年度の接種率等についてでありますが、まずは接種の

積極的な勧奨を控えていました令和元年度は対象者数が155人で、接種者はおりませんでし

た。また、情報提供を再開した令和２年度の対象者数は155人、うち１回目の接種者は13人

で、接種率は8.4％となっております。 

 次に、３点目の積極的勧奨が再開された場合の情報提供の方法についてでありますが、本年

11月26日に、厚生労働省からＨＰＶワクチンの安全性について特段の懸念が認められないこと

や接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回るとして、平成25年通知を廃止し、勧奨

を行うよう各自治体に通知が出されました。これを受け、本市としましても、今後の周知方法

として広報及びホームページによる情報提供に加え、標準的な接種期間に当たる中学１年生に

相当する女子には予診票の個別送付を行うとともに、これまで個別勧奨を受けていない令和４

年度に14歳から16歳になる女子についても、お知らせ文書や接種に係るリーフレット等を個別

送付し、勧奨を行っていくことを考えております。 

 また、個別勧奨再開時期につきましては、11月の国通知に示されています令和４年４月を想

定しているところであります。 

 次に、４点目の定期接種対象年齢以外への救済制度が導入された場合の情報提供の方法につ

いてでありますが、平成25年通知が廃止されるまでの間、積極的な勧奨の差し控えにより接種

機会を逃された方につきましては、現在、国のほうでその対象者の範囲について接種機会の公

平性や接種による安全性と有効性とのバランスなどの観点から議論が開始されたところであり
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ます。 

 今後、国の方針が決定次第、対象者には予診票の個別送付を行うとともに、広報及びホーム

ページにより情報提供を行い、勧奨を行ってまいります。 

 また、必要経費につきましては、令和４年度当初予算に計上し、対応してまいります。 

 私からは以上でありますが、関係課長から補足答弁をさせますので、よろしくお願いをいた

します。 

○議長（亀井賢夫君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 堺議員に、１の(1)むろと健康づくりとことこ事業について

お答えします。 

 本市では、急速に進む高齢化や疾病全体に占める生活習慣病の割合の増加及び特定健診など

の受診率の低さなどの課題に対し、まず市民の方々が住み慣れた室戸で健康で生き生きと生活

できる環境をつくるため、令和２年度から世界一健康づくりが楽しめるまちづくりプロジェク

トに取り組んでいるところであります。 

 まず、１点目のむろと健康づくりとことこ事業の登録者数と健康測定コーナー、送信スポッ

トの利用者数についてでございますが、登録者数は令和２年度が195名、令和３年度は263名と

なっております。また、健康測定コーナー及び送信スポットの利用者数は、体組成計で測定さ

れた方が令和２年度は月平均101名、令和３年度は月平均123名、また活動量計のデータ送信は

令和２年度は月平均150名、令和３年度は月平均194名となっております。 

 次に、２点目のタニタ監修メニューの提供状況並びにお客様等の反応でございますが、タニ

タ監修メニューは、令和３年４月に３店舗でスタートし、料亭花月さんがからだを想う金目鯛

煮つけ定食を限定なしで、シレストむろとがカツオのタタキサラダ定食をランチ限定10食で、

喫茶うみがめさんがとりの照り焼き定食を毎週金曜日、ランチ限定５食で提供していただいて

いるところでございます。どのメニューもカロリーと塩分を控え野菜をたっぷり使い、食材の

切り方を工夫することで食べごたえがあるおいしくヘルシーな店舗オリジナルのメニューとな

っており、本年４月から11月末までの３店舗が提供した合計食数は322食となっております。 

 次に、お客様の反応についてですが、各店舗にお伺いしますと、質素なものを想像していた

が、見た目もきれいでおいしかった、カロリー控え目であるが、満腹になった、野菜をたくさ

ん食べられて、塩分控え目なので、罪悪感なく食べられたという声を聞く一方、値段が高い、

曜日限定のため、わざわざ行ったのに食べられなかった等の御意見もあるとのことでございま

した。 

 また、店舗様の感想としましては、常連さん以外のお客様が増えた、厳密な計量や切り方等

他のメニューよりは時間や手間もかかり大変だと感じることもあるが、お客様の満足感があ

る、想像とは違ってとてもおいしかった、また来ます等、うれしいお声をいただくと今後の励

みとなっている、注文が一度にたくさん入った場合、作業工程が多く対応に苦慮しているなど
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の御意見を伺っております。 

 タニタ監修メニューにつきましては、厳格なレシピの下での提供となるため、食数等につい

ては店舗の負担を考慮する必要がありますので、お客様から寄せられた御意見等に対してどの

ような形が構築できるかは、提供店舗と今後も協議をしてまいります。 

 ３点目のデータ利用に関してでございますが、毎年度事業に係る報告書の提出を求めること

としており、令和２年度の報告書では、例えば参加者の平均歩数が参加時に比べ全体で１日当

たり349歩、特に男性では1,136歩増加しているとか、ＢＭＩの変化で肥満区分が３％減少した

とか、体脂肪率の変化が男性1.2％、女性が0.6％減少したなど、参加者全体の成果の確認にデ

ータが活用されているところでございます。 

 また、今回の事業により蓄積されるデータは、本市の医療費適正化に向けて活用することと

しており、事業を委託しております株式会社タニタヘルスリンク様と連携し、筑波大学で行わ

れた歩数増加による医療費抑制効果等の研究結果等を用いて、事業終了年度の令和５年度に医

療費分析を実施する予定となっております。 

 次に、とことこ事業とは別に、シレストでの水中運動パスポート参加者には、現在、血圧、

体重等を測定した結果を自ら紙媒体に記載していただいております。こちらは、健康状態を見

える化することで、自身の気づきや個々の健康管理のための記録として活用いただいていると

ころでございます。 

 なお、この取組につきましては、来年度から現在の紙媒体ではなく、電子データとして蓄積

できる仕組みづくりができないか、株式会社タニタヘルスリンク様と協議検討を行っていると

ころでございます。 

 具体的には、現在、とことこ事業で使用している体組成計等に加え、データ送信に対応でき

る血圧計をシレストに設置し、水中運動前後の測定データを基に、とことこ事業のからだカル

テでグラフに可視化したものを利用者が閲覧することで、水中運動の効果を実感でき、また蓄

積データを活用して医療費の分析にもつなげられる仕組みの構築を考えているところでござい

ます。 

 こうした新たな取組により、水中運動パスポート参加者もとことこ事業に参加していただく

など、このとことこ事業への参加者を増やしていく取組っていうのには取り組んでまいりま

す。こうした取組で日々成果を確認し、楽しみながら継続的な健康づくりに市民の方々が取り

組んでいただけたらと考えているところでございます。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 堺議員に、２、室戸高校魅力化支援について、私

のほうから御答弁申し上げます。 

 まず、(1)公設塾についてでございます。 

 室戸高校公設塾は、幅広い学力層の生徒たちの基礎学力の底上げを行うことにより、どのよ



－152－ 

うな選択肢も選ぶことができるような学力と応用力などをつけることを目的に、本年９月から

開始いたしております。 

 株式会社土佐塾に講師の派遣をお願いし、場所は室戸高校の教室、２教室をお借りしており

ます。科目は数学と英語、開催日は水曜日と土曜日の週２回開催し、受講料は無料としており

ます。対象学年は１年生と２年生で、現在は１年生が４名、２年生が２名の合計６名が学習に

励んでおります。少人数で個別に応じた指導を受けることができ、生徒それぞれの基礎的な学

力の土台が培われると考えております。 

 室戸高校公設塾の実施に当たっては、土佐塾の講師の方、室戸高校の公設塾担当の先生と教

育委員会が集まり、月に一、二回連絡会を行っております。12月までに７回開催をいたしてお

ります。 

 連絡会の中では、生徒一人一人の学習状況や高校での授業の進み具合などの情報交換を行

い、それぞれの生徒に合った、より効果的な学習内容などについての協議を行っております。 

 また、学校のテストにも対応してほしいという要望もありまして、テスト範囲で分からない

ところがあれば塾の先生にも質問ができるような体制も取っているとお聞きをしております。 

 この室戸高校公設塾につきましては、３年間を一つのめどとして取組の成果の検証を行うこ

ととしておりますが、塾と室戸高校、教育委員会をつなぎ、公設塾の運営などを行うコーディ

ネーターを配置することが、よりよい公設塾につながるのではないかと考えているところでご

ざいます。 

 次に、(2)室戸高校への給食導入についてでございます。 

 学校給食につきましては、小・中学校が学校給食法、夜間課程を置く定時制高校につきまし

ては夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律により給食の提供が努力義務とさ

れております。全日制の高等学校につきましてはその対象外となっておりますが、堺議員の御

質問にもありますように、四万十町の給食センターにおいて、四万十高校及び窪川高校への給

食提供を開始したとお聞きしております。高校への給食提供を担当しております四万十町企画

課人材育成推進センターの担当者の方にお話をお伺いしたところ、保護者の負担軽減や周辺高

校との差別化を図るために給食を提供しているとのことでございました。また、四万十高校周

辺にはコンビニエンスストアなどがないことも理由の一つであると伺っております。 

 室戸高校の全日制で学ぶ生徒たちの昼食につきましては、食堂は現在廃止をされております

けれども、お弁当を持参したり、現在、毎日販売に来る地元業者のお弁当やパックのおかずな

どを購入したりしているということでございます。この毎日販売に来ていただいてます業者の

お弁当の価格は380円と、高校生向けに低価格で販売されているということもお聞きしており

ます。また、教職員の先生方につきましても、市内の配達のお弁当を利用していただいている

ようでございます。 

 令和元年度から稼働しています中部学校給食センターにつきましては、提供可能食数が
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600食であり、現在は450食程度を提供しておりますので、室戸高校への給食の提供につきまし

ては食数から見ると可能ではないかと考えております。 

 実際に給食の提供を行う場合を想定してみますと、室戸高校での給食受入れ施設の整備や配

送車やコンテナ、高校生の食器などの購入費が必要となり、また給食センターの調理員や配送

する職員の増員など、人的な整備も必要となります。 

 また、給食に異物が混入した場合や食中毒、アレルギー反応への対応などのほか、給食費に

ついても、滞納時には室戸高校の教職員の先生方に対応していただかなくてはならないなど、

室戸高校側の負担も考えられます。 

 実際に、給食を提供する場合には、様々なクリアしなければならない課題がございますが、

室戸高校の魅力化の一つとして給食という御提案をいただきました。この室戸高校への魅力化

への今後の支援につきましては、中学生が入学したくなる、通いたくなる学校にするための支

援である子供たちの視点に立った支援が必要であると考えており、高知県教育委員会が取り組

んでいる外部コンサルタントによる取組の検証結果から、どのような支援を行うことが最適な

のか、高知県教育委員会、室戸高校、室戸高校魅力化の会などと協議を行うこととしておりま

すので、給食につきましてもその中で検討できればと考えているところでございます。以上で

ございます。 

○議長（亀井賢夫君） 堺喜久美議員の２回目の質問を許可いたします。堺喜久美議員。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。２回目の質問をさせていただきます。 

 先ほどは御丁寧な御答弁ありがとうございました。 

 何点か再度お伺いいたします。 

 まず、とことこ事業についてでありますが、タニタ監修メニュー、私も始まってすぐにシレ

ストのタタキ定食をいただきましたが、野菜たっぷりで薄味、確かに体にはいいだろうなとは

思いましたが、再度注文しようとは思いませんでした。他のお店でも食べてみたかったのです

が、週１回５食のみのお店、また団体客がいるのでとお断りされたり、とにかく３店ともメニ

ューは１品のみなので、食べて健康になるところまではいかないだろうなと感じました。 

 せっかくタニタのコラボ事業で健康な食の提供を考えているのなら、室戸のどこどこへ行っ

たら体によい、おいしい食事ができると言われるように、例えばシレストなどで水中運動とタ

ニタの食事をセットにして、お店全体で健康をアピールするほうが、市長の言う世界一の健康

づくりが楽しめるまちづくりにも説得力が出てくるのではないかと思います。 

 シレストのデータを今まで活用をされてなかったということを私も聞きまして、せっかく

100人余りの人が、自分の体重を測り、血圧を測り、記入して、それが自分のためだけとは思

わずに、市で何とか活用していただけるのだろうなと思って一生懸命協力をしてきたんですけ

ど、これからデータ化されて、それも活用していくということをお聞きしましたので、よかっ

たなと思っております。 
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 それから、共創の場形成支援プログラムについてお伺いいたします。 

 市長は、育成型から本格型に移行することはハードルが高いが不可欠であると前段の議員さ

んにお答えをしていましたが、来年の秋には、また申請され、審査が行われるようですけれど

も、まずこの１年間、どの分野の課題のクリアが必要なのか、再度お伺いいたします。研究開

発ロードマップで示されておりますが、１年間、2021年から2022年までのロードマップを見ま

すと、素人考えですけれども、これは可能なのか、よくよく見ますと、これは育成型期間中に

社会実装の可能性を検討、検討だけでこの２年間の事業が終わるのかなと思います。 

 それで、もしこの２年間で構想だけではなくて、何か形となってできるものがあるのか。そ

れは、私も１つ提案させていただきましたパーソナル・ライフ・レコードのデータを取るスマ

ートウオッチの提案をさせていただいたんですけども、大学のほうでアプリの開発をされてい

るというのは、この２年間で開発可能なのか。それを開発というのは難しいと思うので、私は

スマートフォンの企業さんと連結というか共同してアプリを使用するというような、そういう

のがどうかということで提案をさせていただきました。 

 この事業は私たちには、特に私らのような高齢者には理解し難い、しにくい用語などが出て

きますけれども、この１年間、育成型から本格型に移行するためには、この２年間本市は何を

したらいいのか、改めてお聞きをいたします。 

 そのためには、人的配置、予算、これほど多岐にわたる専門的なプログラムに私たちはただ

大学の研究待ちでおっていいのか、室戸市は何かをせないかんのではないかということで、財

政的、また人的配置の予定はないのかということをお聞きいたします。 

 そして、佐喜浜診療所、巡回診療をしていただくということで少しは安心かなとは思ったん

ですが、せっかく高知大学医学部との連携事業に関する覚書を交わされているのですから、無

医村地域の過疎地、これはどこでもあると思うんですけど、オンライン診察を行っていただく

ような方法を早く考えてほしいと思います。 

 ＨＰＶワクチンにつきましては、国から急な指示だったにもかかわらず、市民に不利益が生

じないよう迅速に御対応いただきまして、ありがとうございます。 

 今回の通知は、積極的勧奨として接種をお勧めする内容ではなかったため、通知を受け取っ

た人の多くが迷ってしまったのも、少なかったということは一因ではないかと思います。 

 昨年10月、大阪大学の研究チームが発表した積極勧奨差し控えによる影響に関する推計によ

ると、2000年から2003年度生まれの女子のほとんどが接種しないまま定期接種対象年齢を過ぎ

ており、これらの世代がこのまま接種機会を失ったままでは、子宮頸がんの患者は約１万

7,000人、死亡者は約4,000人増加する可能性が危惧されております。積極的に勧奨を差し控え

ることによって影響を受けてしまっている世代、本人たちは何の過失もないのに不利益を被っ

ています。その責任の一端は、個別通知を実施してこなかった市町村にも当然あると考えま

す。ですから、これからも丁寧な通知で、大きな国の方針転換による対象も多く、大変な対応
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かと思いますが、キャッチアップ接種も含め、定期接種も制度の対象となり次第、対象者全員

に速やかに郵送通知を実施するよう要望しておきます。 

○議長（亀井賢夫君） 堺議員、質問に変えてください。ほとんどが要望になってます。 

○１０番（堺 喜久美君） 要望にしてます。 

 先ほども数字的なことは質問したのですけど、市長のほうからは大体の対応数しか聞かれま

せんでしたので、こういう２回目の質問になりました。 

 次は、室戸高校魅力化のほうですが、室戸高校は、教育長、前段の議員さんにはコンサルに

よる生徒の目線から考えて支援をするというふうに言われました。どうして市外の高校へ室戸

の中学生が出ていってしまうのか。保護者の目線では、室高を選択しない大きな原因は教育の

レベルを心配していることだと考えられます。せっかく設置していただいた公設塾ですので、

せっかく塾の先生が２人来ていただいているのに６名というのは残念だなというふうに思って

おります。どういう形でやればこの塾が生かされるのか。そこはコーディネーターで進めてい

くというお話でしたけど、どういう形で公設塾が、そして学校の先生からの意見、それから塾

の先生の御意見、どういうものが課題になるのか、もう一度お伺いいたします。 

 給食の点では、室戸高校に対してのクリアしなければいけない課題が多いというふうに言わ

れました。やっぱり近くの安芸高校との差別化、そういうところを見て、生徒さんにアンケー

トを取っていただいたりしながら、給食の導入というのを入れていただきたいと思います。 

 ２回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 堺議員の２回目の質問にお答えをさせていただきます。 

 まず１点目に、タニタ健康食の取組について御質問をいただきました。 

 何かあと補足がありましたら、また課長のほうから答弁をしていただきたいと思いますが、

私もこのタニタの健康食は非常に興味がありまして、何度か食したものですけれども、私自身

は大変健康的ないいメニューだなというふうに受け取っておりまして、こうしたことがもっと

定着できるようなところにこれから運んでいくことが大事ではないかなということを思ってお

ります。 

 それと、シレストで運動と健康食とのコラボしたプログラムなんかの提供の御提案をいただ

きましたけれども、非常にいい提案じゃないかなというふうにお伺いをしておりますので、ま

た今後、現場とも協議をしながら、取り組めるようなことには推進をしていけたらなというふ

うに今は感じております。 

 ２点目ですが、このＪＳＴの共創の場形成支援プログラムについて御質問をいただきまし

た。 

 基本的に室戸市がこの育成型の２年間で本格型に採択されるようにするためには何をしたら

いいのかということが質問の趣旨じゃないかというふうに受け取りました。何とか答弁も前段



－156－ 

もさせていただきましたが、実は最初の育成型の審査に向けて、ＪＳＴの事業を審査する先生

方とウェブ会議をしたことがあります。そうした先生方の御意見を聞いておりますと、この事

業を採択されて、大学や企業、あるいはまた室戸市、それぞれの立場でこの１年余りの間は本

当に地域の課題に向けてどれだけやる気があるのかということを見せていただきたいというの

がその答えになってまして、多分アプリの開発も２年ではできませんし、ＪＳＴの審査員の

方々もそんなことは望んでいない課題であろうと思います。 

 具体的には、じゃあ大学が室戸に乗り込んでいって、室戸の地域を知って、室戸市と一体と

なってどれだけやるのかと、室戸市のほうは大学や企業をどういった形でどれだけ本腰で迎え

て、市民参加をさすような腰構えができたのかということが見られると思いますので、答弁も

しましたように、私自身できるだけ地域に入って、こうした取組を協力してもらえれるよう

な、歓迎してもらえれるような体制をつくっていきたいなと。 

 それと、堺議員も御指摘がありましたけど、やっぱりこういった取組をするのにはわくわく

感が要る、楽しくなかったら続かないといったこともありますので、もう既にそうしたわくわ

くしながら参加をしたくなるような取組を申請をしている関係の皆さんでも知恵を出してもら

いたいということの協議を深めておりまして、取りあえずこの１年余りはそうした10年間本格

型に向けた目標設定とやる気度をきちっと示していける形を取れるように頑張っていきたいと

いうことでございます。 

 それと、佐喜浜診療所について、いろんな問題がありますけれども、せっかく医学部との覚

書もありますので、オンライン診療なんかの対応を急がれたらどうかという御提案ですけど、

本当にそういうことができると理想的ですけれども、そういったことを実社会で実現するため

に今回のこの共創の事業が進められるということでありまして、新しく室戸に整備される診療

所でも、いきなり遠隔医療ができるような体制にはなかなかなりません。それは設備の問題も

ありますけれども、そうしたことを受けてくれる先生の確保といったことも必要になってきま

すので、今のところ、高知大学の医学部はまだ遠隔医療、オンライン医療の体制が整ってませ

ん。そんなことも併せながら、今後、整備を進めていく中で検討していけたらなあというよう

な状況でありますことを答えにさせていただきたいと思います。 

 それと、ＨＰＶの関係は、要請ということでありましたので、要望ということで受け止めさ

せていただきたいと思います。 

 それと、室戸高校の魅力化についても御質問をいただきました。 

 実は私も今年になって海士町の島前高校のほうにお伺いをさせていただきまして、どういっ

た取組をしているのか、公立塾の先生方にもいろいろな角度からお話を伺ってきまして、本当

にしっかりした体制を持たれて、魅力のある取組方をされてるなということで、私の立場から

すると非常に財政的な問題も気になるところでしたけど、島前高校のほうは町が年間5,000万

円を出して組織に委託をして、その事業運営を任せているということで、非常に大きな額をも
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って子供たちを育てられてるんだなということを思い知りましたけれども、取組としては非常

にしっかりしたそうしたモデルがありますので、今後、そうした成果を上げている島前高校の

ような取組なんかも参考にしながら、できるだけ私の立場としては室戸高校に生徒たちを迎え

ることのできるような、そんな効果の上がる取組に、今後、しっかりと改善をしながら、より

魅力化につなげていき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。私のほうか

らは以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 山本保健介護課長。 

○保健介護課長（山本康二君） 堺議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、１の(1)のとことこ事業についてですけれども、タニタメニューについてですが、こ

のタニタメニューにつきましてはかなり厳格なレシピの管理の下で行うということで、各店舗

の皆様方には大変頑張っていただいてるというふうに考えております。せっかくここまで頑張

っていただいているこのタニタメニューについて、やはり周知して広めていくということはす

ごく大事なことでありますし、議員が御指摘ありましたシレストでの水中運動とのタイアップ

で広めていくっていうのはすごくいい考え方で、課内のほうでも、例えばシレストでレディー

スデーとかをつくって、そこで水中運動とその日にこのタニタメニューを出すとかといった、

そういったこともできないのかなというような意見も出ておりまして、ここにつきましては指

定管理者のほうともまた協議はしていきたいなというふうに考えております。 

 それともう一点、シレストのデータ活用についてですが、この水中運動パスポートの参加者

につきましては、令和３年11月末時点で124名となっております。ただ、現時点ではこの参加

者のデータにつきましては個人へのフィードバックというような形のみで終わっておりますの

で、先ほど申しましたが、現在のとことこ事業との連携で、この124名の方のデータっていう

のは参加者がその場で確認できて、水中運動の効果というのを実感できるとか、そういったデ

ータを蓄積して、本市の医療費の分析等にもつなげていけれるような取組ができたらなという

ふうに考えておりますので、これにつきましては令和４年度にどういった形で可能なのかって

いうことにつきましては、株式会社タニタヘルスリンク様とまた協議は続けていきたいと考え

ております。 

 次に、ＨＰＶの件ですけれども、積極的な勧奨を控えておって、接種機会を逃された方って

いうのはかなり多くいると考えております。制度の対象外となってしまっている方について

は、現在、国の予防接種ワクチン分科会のほうで対象者を、接種勧奨を差し控えていた期間中

の全学年に相当する平成９年度生まれから17年度生まれの９学年を対象にするのかとか、あと

期間中に標準的な対象年齢であった平成12年度から17年度生まれの６学年を対象にするとか、

幾つかの案で今議論をされているというところです。一番人数の多くなる平成９年度から17年

度までの９学年を対象とした場合に、本市の場合は、令和４年度には対象者は211名というこ

とになります。もし国の方針でどの年度を対象にするかっていうのが決まり次第、その対象と
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なった年度の方には十分個別勧奨を行うということで進めていきたいと思います。以上でござ

います。 

○議長（亀井賢夫君） 百田教育長。 

○教育長（百田貴昌君） 堺議員の２度目の質問にお答えいたします。 

 室戸高校の魅力化につきましては、魅力化の会員の中で様々なお立場の委員さんからアドバ

イスをいただきまして、室戸市、それから室戸高校、高知県教育委員会、それぞれ協議をして

支援を進めております。 

 それで、今年度、外部コンサルタントによる取組の検証と、これをしておりますけれども、

これは島根県隠岐島前高校のプロジェクトの中心になった先生、それから広島県の大崎海星高

校の魅力化プロジェクトに関わった先生、この２名をお招きをしまして、本当にこの室戸高校

の支援が成果が上がっておるのかというところを、現在、分析、検証を、ちょうど３年目でご

ざいますので、しております。 

 その中で、主な取組として、地域課題探究学習、これはジオ学でございます、それから地域

みらい留学フェスタによる県外募集、これは高知県教育委員会と室戸市がそれぞれ40万円ずつ

負担をしまして、全国からの募集の活動をしております。それから、先ほど説明させていただ

きました公設塾、それから教育センターと結んだオンラインの授業等をしております。 

 その結果、子供たちの学校生活への満足度は非常に高い、それから生徒の希望に添った進路

実現につながっておる、それと地域外からの入学者の確保に一定つながっておる。けれども、

地元中学校からの入学者数が増えてないという非常にここに難しいところがございまして、そ

の要因としては、室戸高校のその取組が地元の中学生や保護者に十分知られていないのではな

いかということ、それから今の支援が本当に中学生にとって魅力のあるものになっておるのか

どうか、それから中学校と高校の連携が進んでおるのかどうか、高等学校の振興に向けた取組

が中学校の先生方に十分意識されておるのかとか、そういったところが主な課題として上げら

れておりまして、その点を中心に具体的にどうするのかということを今検討しておるところで

す。 

 それで、10月１日に室戸高校の体験入学がございまして、私も行っておりましたが、今年度

室戸市内から40名、市外から９名、合計49名の体験入学の志望がございました。市外につきま

しては、私ども教育委員会が室戸高校のパンフレットとか、市の支援を記入しました資料等を

持って直接お伺いした学校が全てでございます。ですから、高知市であるとか、土佐市である

とか、あるいは今までほとんど進学のなかった東洋町、そういったとこからも来てくれており

ますが、実際どれくらいの人数の子供たちが進学してくれるかどうか分かりませんけれども、

どこの地域の方も様々な形で支援をしていただいて、進学のほうを進めてくれておりますの

で、この検証結果を受けまして、より子供たちの目線に立った支援をして、地元の中学生でな

く、それぞれの市町村、そして全国から来ていただく高校にしたいと思っております。以上で
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ございます。 

○議長（亀井賢夫君） 武井教育次長兼学校保育課長。 

○教育次長兼学校保育課長（武井知香君） 堺議員さんの２回目の御質問に補足説明させてい

ただきます。 

 公設塾の参加人数が少ないということでございますが、この募集に関しましては常時いつで

も募集をしています。生徒さんたちへの周知につきましては、各学期ごとにしようということ

で、３学期に入りましたら全生徒さんにお配りをして、募集案内をかけようと考えているとこ

ろです。 

 それと、室戸高校では、３学期末に全生徒さんへのアンケートを実施するということもお伺

いしています。来ていただいている生徒も、まだ参加していない生徒に関しても、公設塾につ

いてのアンケートを取って、どういうふうにすることが参加しやすい塾になるのかというアン

ケートも取っていただけるということで聞いております。 

 それと、今公設塾の先生方が約３か月が過ぎましたので、話を聞きますと、先生方と、少人

数でもありますので、子供たちとの信頼関係が大分できてきているということでした。ですの

で、学校の先生以外でも頼りにできる大人がそばにいるということで、生徒たちも安心してい

るのではないかと、教育委員会としては考えております。 

 それから、公設塾の成果につきましては、やはり室戸高校全体の中ということではなく、参

加していただいてる子供さんのそれぞれの成績がどのように変化したかということを見なくて

はいけませんので、もう少し長いスパンでなければ成果が現れにくいのではないかと考えてい

るところです。 

 実はこの公設塾の参加人数につきましては、２月に保護者のアンケートを行いました。その

ときにお答えいただいた保護者の方の半数ぐらいが公設塾に通わせたいと、参加させたいとい

うお答えをいただいていたんですが、実際に子供さんが参加するとなれば、現状の６名という

ような形でした。 

 ですので、先ほども１回目にも御答弁させていただきましたし、教育長からも御答弁いたし

ましたように、これからはやはり子供さんたちの視点に立った支援、子供が来たいなとか、参

加したいなと思えるような支援が必要ではないかと考えているところです。以上でございま

す。 

○議長（亀井賢夫君） 健康管理のため、４時まで休憩いたします。 

            午後３時50分 休憩 

            午後３時58分 再開 

○議長（亀井賢夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 堺喜久美議員の３回目の質問を許可いたします。堺喜久美議員。 

○１０番（堺 喜久美君） 10番堺。３度目の質問をさせていただきます。 



－160－ 

 答弁漏れが１つあったので、併せて質問いたします。 

 育成型では国からの補助金というのは5,000万円あるということですが、これは到底研究費

に使われるのであろうと思いますが、室戸市には入ってこないと思いますが、室戸市での人的

配置、その予算っていうのは組まれないのでしょうか。とにかくＪＳＴ、産官学の事業という

のは補助金が終わると事業継続も終わりっていうケースが多いんですが、もしこの２年間で終

わるとしたら、どういうことが考えられるでしょうか、どういう形が室戸市には残るのでしょ

うか、その１点をお伺いいたします。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 堺議員の３回目の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 ＪＳＴ共創の場形成支援事業についてのことで、１回目の答弁漏れということで、育成型に

5,000万円の予算ということで、これは国でなくして、ＪＳＴという機構からの補助金を単年

度2,500万円、今年度と来年度ということで5,000万円もらいます。 

 それで、もし本格型に採用されなかった場合の先というのは、私自身も今どうなるか分かり

ませんけど、この本格型に向けてもう一定プログラム構想というものを関係者で持ってますの

で、先生方や企業の方々は、もし本格型が落ちても、資金を集めて取り組んでいきたいなあと

いうことをおっしゃってくれてますので、市も連携して動けていたら一番いいかなという思い

で今はおります。 

 それと、２点目の市の人的配置という御提案をいただきました。 

 事業のやる気を見せるっていうのは、人事の配置というのは非常に大きく評価をされるもの

でありまして、予算のこともありますけれども、国の、例えば協力隊なんかの人事配置だとか

ということも踏まえながら、本当に室戸市もやるんだという姿勢を見せるのには非常に大事な

観点だと思いますので、そのこともしっかり検討して対処していきたいなと。 

 それともう一つ、大学の先生なんかによく言われるのは、室戸に行って何か協議なんかをす

るときに、みんな先生方は講義を持ってますので、室戸のその場所で大学生と講義のできるよ

うな、そんな施設の整備なんかもぜひ検討していただきたいというような御提案もいただいて

いるので、そんなことも併せて協議しながら、しっかりと室戸のほうのやる気度ということが

評価していただけるように頑張って取り組んでいく所存でございますので、御支援のほどよろ

しくお願い申し上げたいと思います。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって堺喜久美議員の質問を終結いたします。 

 次に、竹中多津美議員の質問を許可いたします。竹中多津美議員。 

○４番（竹中多津美君） ４番竹中多津美。室戸市民の目線に立って一般質問をさせていただ

きます。 

 ふるさと納税についてお聞きをいたします。 

 ふるさと納税制度は、生まれ育ったふるさとに貢献できる制度、自分の意思で応援したい自
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治体を選ぶことができる制度として創設されたと聞いております。室戸市の令和２年度決算で

は約15億円のふるさと納税がされており、室戸市の貴重な収入となっております。 

 そこで、お聞きします。 

 ふるさと納税に携わる業者との連携を強化し、地元活性化につながる対策が必要と思いま

す。しかし、最近、業者と担当課とのコミュニケーションがあまりうまく取れていないとの話

を一部の業者から耳にしました。片聞きではございますが、実際どのように情報共有を図って

いるのか、お聞きをいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。植田市長。 

○市長（植田壯一郎君） 竹中多津美議員にお答えをいたします。 

 ふるさと納税につきましては、議員御案内のとおり、全国の皆様から御寄附をいただくこと

で、寄附金を市の貴重な財源として活用できることはもとより、返礼品の開発や制度を通じ

て、地域資源の発掘や雇用の創出が推進されるなど、産業の振興において大変有効な制度であ

ると認識をしております。 

 ふるさと納税の取組を進める上で、返礼品提供事業者の皆様の協力は不可欠なものであり、

担当課におきましては、昨年からコロナ禍の状況が続いておりますが、日々の業務の中で、電

話や訪問によりコミュニケーションを取ることに加え、年間10回程度発行している室戸市ふる

さと納税新聞において、寄附の状況、トレンド、寄附者の年齢等の傾向及び新たに参画された

事業者の紹介などの情報提供、同じく室戸市ふるさと納税新聞に毎回アンケートを同封し、取

り上げてほしい情報や相談事などの意見の聴取、さらには平成30年にふるさとチョイスを運営

するトラストバンクから講師を招いてセミナーを開催し、15事業者の24名の参加、コロナ禍に

対応して、本年度２回開催されたウェブセミナーへの参加案内などによりまして、返礼品提供

事業者の皆様と情報共有してきたところであります。 

 今後におきましても、さらなる魅力的な返礼品の提案に取り組むことで、室戸の魅力を発信

し、産業の振興につなげていけるように、地方公務員としてのモラルも徹底しつつ返礼品提供

事業者の皆様と十分連携の取れるよう取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） 竹中多津美議員の２回目の質問を許可いたします。竹中多津美議員。 

○４番（竹中多津美君） ４番竹中多津美。２回目の質問をさせていただきます。 

 丁重な御答弁ありがとうございました。 

 令和３年度は16億円が目標だと伺っていますが、12月14日現在、ふるさと納税額は幾らにな

っていますか。昨年度と比べて納税額は増えていますか、お聞きをいたします。 

 参加業者が増えることによって納税額も増額すると思いますが、その努力はしているのか、

お聞かせください。 

 ふるさと納税は今後、どのように推移すると予測されるのか、市長、担当課長にお伺いいた
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します。 

○議長（亀井賢夫君） 執行部の答弁を求めます。西村産業振興課長。 

○産業振興課長併農業委員会事務局長（西村城人君） 竹中議員さんにお答えします。 

 あしたの大綱の中でも説明させてもらおうと思っておりましたが、質問が出ましたので、

12月２日現在で11月までの累計を見ますと１億8,000万円ほど増額の寄附が集まっておりま

す。見込みとしましては、またあしたも説明させていただきますけれども、16億5,000万円に

対する経費等、補正予算計上もさせていただいておりますので、またよろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 

○議長（亀井賢夫君） これをもって竹中多津美議員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15日は大綱質疑であります。午前10時にこの議場に御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

            午後４時10分 散会 


