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平成３０年土佐清水市議会第２回定例会９月第２回会議会議録 

第１３日（平成３０年１０月１０日 水曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 一般質問 

      （委員会付託） 

 日程第２ 議員派遣の件 

              ～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第２まで 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １２人 

現在員数 １２人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １２人 

   １番  谷 口 佳 保 君           ２番  弘 田   条 君 

   ３番  武 政 健 三 君           ４番  山 崎 誠 一 君 

   ５番  吉 村 政 朗 君           ６番  作 田 喜 秋 君 

   ７番  岡 本   詠 君           ８番  甲 藤   眞 君 

   ９番  細 川 博 史 君          １０番  前 田   晃 君 

  １１番  浅 尾 公 厚 君          １２番  永 野 裕 夫 君 

              ～～～～・～～～～・～～～～ 

欠席議員  

   な  し 

              ～～～～・～～～～・～～～～ 

事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長          窪内 研介 君    局 長 補 佐          中嶋 由美 君 

  議 事 係 長          前田 利実 君    主 幹  津野 綾子 君 

  主 幹  中山  剛 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 
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市 長 泥谷 光信 君 副 市 長 磯脇 堂三 君 

会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 
横山 周次 君 

税 務 課 長 兼 

固定資産評価員 
沖 比呂志 君 

企 画 財 政 課 長 横山 英幸 君 総 務 課 長 野村 仁美 君 

危 機 管 理 課 長 岡田 敦浩 君 消 防 長 上原 由隆 君 

消 防 次 長 兼 

消 防 署 長 
宮上 眞澄 君 健 康 推 進 課 長 戎井 大城 君 

福 祉 事 務 所 長 吉永 敏之 君 市 民 課 長 中津 恵子 君 

環 境 課 長 兼 

清掃管理事務所長 
田村 善和 君 まちづくり対策課長 早川  聡 君 

観 光 商 工 課 長 倉松 克臣 君 
農林水産課長兼 

農業委員会事務局長 
二宮 眞弓 君 

水 道 課 長 谷崎  清 君 じ ん け ん 課 長 小松 高志 君 

特別養護老人ホーム 

し お さ い 園 長 
岡田 旭生 君 収 納 推 進 課 長 西原 貴樹 君 

教 育 長 弘田 浩三 君 学 校 教 育 課 長 中津 健一 君 

生 涯 学 習 課 長 伊藤 牧子 君 
教育センター所長兼 

少年補導センター所長 
亀谷 幸則 君 

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 井上 美樹 君 監査委員事務局長 文野 喜文 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

          午前１０時００分   開  議 

○議長（永野裕夫君） 皆さん、おはようございます。定刻でございます。 

 まずもって、傍聴者の皆様にお願いいたします。 

 携帯電話をお持ちの方は電源をオフにするかマナーモードに切りかえていただきますようお

願いをいたします。 

 それでは、ただいまから平成３０年土佐清水市議会第２回定例会９月第２回会議第１３日目

の会議を開きます。 

 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 ７番 岡本詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） おはようございます。一般質問に際しまして、さきだって一言述べさ

せていただきます。 
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 昨年の平成２９年３月会議、私がこの場所に登壇したとき、執行部より議員に対して反問権

の行使の扱い方、これを間違って使用するという行為がありました。議会として、本当にあり

得ないことが起きたわけですが、その結果、全国の皆様に反問権の使い方、その悪い例として

役に立っているということは、一定よかった部分もあるのかなと思っています。しかしながら、

今後二度とこういうことが起きることのないよう、議長にはしっかりと進行をお願いいたしま

す。あと議長、ちょっとのどが調子が悪くて、今、旬ののどあめはだめですよね。 

○議長（永野裕夫君） のどあめは本来ならば許可をいたしませんが、病気ということになれ

ば、それは答弁、質疑に差しさわりがなければ許可します。 

○７番（岡本 詠君） ありがとうございます。わかりました。気持ちはありがたいのですが、

あめが口に入っていればしゃべれませんので、のどあめなしで頑張りたいと思います。ちょっ

とお聞き苦しい点があるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

 ということで、約１年半ぶりの登壇ですが、引き続き市民の代表として市民の声をダイレク

トに届ける議員として、これからも曲がることなくやっていきたいと思っています。これまで

同様、市民生活の向上と住みよいまちづくりに、その一助となれますよう、その思いを込めて

一般質問をいたしますので、執行部の皆様には市民に対してわかりやすい答弁をいただければ

ありがたく思います。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、通告に基づき一般質問を行います。 

 まず１つ目の歳出予算の抑制についてですが、これは現在の本市の逼迫した財政状況の中で、

どういうふうな対策を持って取り組んでいくのか。既に財源不足となっている今、市民生活の

影響は本当にないのか。このあたり、とても重要な課題だと思っております。また昨日、吉村

議員が質問した中で、実質公債費比率については少し触れていましたので一部重複する点もあ

るかと思いますが、私はもう少し踏み込んだところを聞きたいと思っていますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 さきの９月会議初日の市長の提案理由説明の中で、本市の実質公債費比率が前年度より１ポ

イント悪化し、１８.９％になったとありました。１８％を超えたということは、起債許可団

体となってしまったということです。実質公債費比率というのは、その自治体の財政状況を示

す重要な指標で、簡単に言うとその自治体の収入に対する借金の返済額、支払いの割合を示し

たものです。この割合が高くなってくると自由に使えるお金がなくなってくるわけですので、

市民生活に必要な事業に使う予算が減ってくるということです。 

 先日、１０月５日の高知新聞にも、高知県の県内３４市町村の２０１７年度決算について、

自治体財政健全化法に基づく財政診断４指標（速報値）を公表したということで、同じ内容の

記事が掲載されていました。その中で実質公債費比率について、県下全体的には改善傾向が続
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いているが、土佐清水市（１８.９％）は、地方債の発行に県の許可が必要な許可団体となっ

たとあります。先ほど挙げました１８.９％というのが、これのことでございます。 

 平成２８年度より続いている財源不足とこれからの収支の見通しにより、今後は歳出予算を

抑制していく必要があるわけですが、今年度予算の状況についても確認をしていきたいと思い

ます。 

 まず、企画財政課長にお伺いをいたします。実質公債費比率１８.９％について、所管課長

としてどのように考えていますか。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） おはようございます。お答えをいたします。 

 この実質公債費比率の悪化につきましては、繰り返しになりますが、市民の命を守るための

ハード整備を短期間で集中的に実施してきたことに伴い、起債の償還金が増大したことが主な

要因であります。これは南海トラフ地震・津波対策において必要不可欠な事業、やらざるを得

ない事業を、ほかの市町村が事業実施に足踏みをする中、本市は補助制度があるうちに積極的

に行ってきた結果で、数値の悪化につきましては以前から一定予測をしており、やむを得ない

結果であるというふうには思っております。 

 ただ、この実質公債費比率については、１８％超えとなっても地方債の借り入れに際し制限

がかかるものではありませんが、普通交付税の増減が数値に大きく影響を及ぼすことから、今

後の普通交付税の動向によっては地方債の借り入れに制限がかかる２５％を超えることも危惧

しているところでございます。 

 現時点で、実質公債費比率が１８％を超えているのは県内では本市のみの状況でございます

ので、今後におきましは早期に１８％未満に抑えることができるような財政運営を行っていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） まあいつも聞いているような内容で、ほいで理由は大体わかりました。

早期に１８％を切るようにしたいということですけど、きのう吉村議員の質問のやりとりの中

で、たしか公債費負担適正化計画を作成しなければならなくなったというような話があったよ

うに思うのですが、そのあたり作成して１８％を切るというふうな目標を立ててやっていると

思うんですね。いつぐらいを予定しているか。１８％を切る目標といいますか、期間というか、
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そのあたりわかりますか。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） 現在の予定では、まだ県とのヒアリングもありますけれども、

今の予測としては、平成３９年度ごろ１８％を切る予定でございます。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） ３９年だから９年後ですよね。わかりました。結構先なんですね、や

っぱり。 

 そしたら、この実質公債費比率の数値について、全国的にはどうなのかと思い、総務省のホ

ームページを調べてみますと、総務省が発表している報道資料の中で、平成２９年度決算に基

づく健全化判断比率、資金不足比率の概要（速報）というのがありまして、その中の実質公債

費比率が１８％以上である団体の状況というところに、我が土佐清水市が載っていました。昨

日の吉村議員の一般質問のやりとりの中で、実質公債費比率が１８％を超えるということは、

それほど珍しいことではないと吉村議員からの発言があったと思うのですが、この総務省の資

料によると、現在実質公債費比率が１８％を超えて許可団体となっているのは、全国の

1,７１８ある市町村の中でも、たったの１３団体しかありませんでした。その中でも下から 

７番目に土佐清水市が入っています。つまり、全国の市町村の中でワースト７番目ということ

ですね。また、全国７９１ある市に絞って見てみますと、その中では下から北海道夕張市、次

に京都府宮津市、そして青森県黒石市、兵庫県篠山市に続いて、５番目に土佐清水市となって

います。これまた全国の市の中でもワースト５位に土佐清水が入っているということです。現

状で、そのような位置にあるということですが、このような資料を見ても全国の1,７１８ある

自治体の中でもほんの一握りしか１８％を超えていないということですが、これ珍しいことで

はないと言えますでしょうか。 

 引き続き、企画財政課長にお伺いをいたします。平成２７年度末から２８、２９年度末の財

政調整基金の残高は幾らになっていますか。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） お答えします。 

 財政調整基金の残高は、平成２７年度末で１３億2,２０１万1,０００円、平成２８年度末で 

１２億6,５７１万円、平成２９年度末では１０億1,７３７万6,０００円となっております。 

 以上です。 
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○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） 了解です。やっぱり確実に減ってきていますね。 

 それでは、今年度、当初予算では組まずに補正対応として先送りしている１億2,０００万円。

この内容について、どういったものなのか教えてください。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） お答えします。 

 補正対応としているものは、一般財源ベースでお答えをいたしますが、企画財政課所管の生

活バス路線運行維持費補助金が約2,０００万円、市民課所管の後期高齢者医療給付費負担金約

6,９００万円、福祉事務所所管の医療扶助に係る生活保護費約1,５００万円、同じく福祉事務

所所管の障害者福祉サービス費約８００万円、まちづくり対策課所管の道路及び急傾斜地崩壊

対策の県工事負担金約８００万円の５事業の計１億2,０００万円であります。 

 いずれも金額の確定、あるいは決算見込みを待って補正計上しても差し支えがないものでご

ざいますので、例年補正対応としているものであります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本  詠君）  了解です。ちょっと早かったので書き切れない。合計で１億

2,０００万円と。失礼しました。７番。合計で１億2,０００万円ということで。この先送りに

しているということについてなんですけど、今言われた５項目でしたよね。今ね、５つ。５項

目の以外でも、予算、当初組む段階で、予算ですから大体の目星というか、はっきりした金額

が確定してないですので、そこら辺を予測して組んでいくと思うんですけど、実際そういった

ものがたくさんあると思うんですね。今、言われた５項目、１億2,０００万円の補正対応して

いる部分も当初で組むべきというか、組めたはずなんじゃないかというのがあるんですけど、

このあたり、当初で組まずに先送りにしている理由というのはあるのでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） お答えいたします。 

 当初で組むのが一番それはいいと思います。ただ、その不確定要素が多いこれらの経費につ

いては、確定してより正確なといいますか、そういう段階で予算を組んだほうが私はいいと思

いますので、そういう方法をとっております。 
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○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） 了解です。わかりましたけど、そこら辺が、その今言われた、より確

定してというところが、ほかの予算もそれはそうだと思うんですよ。５項目以外も。この５項

目に関しては特別なんですか。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） 特別と言えば特別です。例えばですよ、例えば福祉事務所に

係る生活保護費の関係なんですけれども、それで言いますと医療扶助に係る部分を補正対応と

しております。この医療扶助に係る生活保護費というのは、例えば冬が寒かったときにインフ

ルエンザが大流行したら、医療扶助というのは数千万単位で増額してきますので、そういう要

素とかも考えながら補正対応と今しているという現状がございます。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） わかりました。そういういろいろと言いますか、そういった理由があ

るということで。何でこんなことを聞くのかといいますと、これまで財源不足となってからは、

基金を取り崩して繰り入れして予算を組んでいると思います。当初予算では、今年度は１億

1,０００万円の基金繰り入れかと思っていたのですが、今回先送りしているものは１億

2,０００万円あるということでわかったわけですけど、本来ならさっき言った当初の段階で組

めばいいのになと思ったんですけどね。ただまあ、ちょっとこう感覚的にね、やっぱり見てい

く中で大きい金額ですので、何かこう後出しみたいな感じがして、何か理由があるのかなと思

って聞いただけなんですけど、わかりました。ありがとうございます。 

 そしたら次に、今年度の早期退職者の人数と退職金について、幾ら見込んでいるのかをお願

いします。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） 今年度の早期退職者数は７名でございます。７名で、この

７名の退職金総額というのは約9,０００万円でございます。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） ７人で約9,０００万円見込んでいるということで、この9,０００万円
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は当初では組んでいるものですか。当初予算では組んでいますか。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） 当初では組んでないです。今後の補正の対応の予定です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） 組んでないということで、補正の対応ということだったんですけど、

財源不足なので、また基金取り崩してそれに充てるということ。わかりました。 

 そうしたら次に、留保財源について、９月の補正後で幾らになるかお願いします。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） お答えいたします。 

 本年度の留保財源につきましては、現在、前年度からの繰越金のみでありまして、９月補正

後の残額は8,８５４万7,０００円となる見込みであります。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） 了解です。ありがとうございます。 

 次に、特別交付税についてですが、ことし平成３０年度の特別交付税が仮に１０％減となっ

た場合、幾らの予算割れが見込まれるか。このあたりをお願いします。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君自席） 

○企画財政課長（横山英幸君） お答えいたします。 

 昨年、平成２９年度の特別交付税の額は、６億6,４６５万8,０００円でありますので、仮に

１０％減となれば、対前年度比約6,６５０万円減の５億9,８００万円となります。本年度の当

初予算で特別交付税を６億 3,０００万円を計上しておりますので、差し引きしますと

3,２００万円の予算割れというふうになります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） ありがとうございます。3,２００万円の予算割れということで。 

 本年、平成３０年度の当初予算では、財政調整基金の繰入金として１億1,０００万円が組ま

れています。これまでの課長の答弁からすると、今年度の決算でも、ちょっとまだ先であるの
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でわからないですけど、少なく見積もっても２億円は財政調整基金から繰り入れして、取り崩

して減るようになるのではないかと考えています。そうなると、さっき１０億円ちょっとやっ

たと思うんですけど、１０億円引く２億円で８億円ぐらいになるのかなって考えてます。毎年

ずっと見てると２億円ぐらい減っているような状況ですね。前回の国勢調査の次の年、平成

２８年度には普通交付税と臨時財政対策債を合わせた金額が対前年度比で約３億5,０００万円

も減っていますね。次の国勢調査の次の年、平成３３年度からは、またさらに大幅に減る見通

しがなされているわけですが、そうなると、このままいけば、もう財源不足、回避できないん

じゃないかと思うんですけど、基金が枯渇して財政破綻して市民の生活にも影響が出てくるの

ではないか非常に心配しているところでございます。 

 市長にお聞きいたします。ただいま質問で聞きましたけど、このような財政状況について、

市長としてどのように考えているか、お答えお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 本市の財政状況につきましては、これまでも何度も説明してまいりま

したが、平成２７年度国勢調査による人口減に伴う普通交付税の大幅減や市民の命を守ること

を第一に考え、短期間で集中的に実施した大型事業に係る起債の償還が数年にわたり続くこと

から、義務的経費が増大し、財政の硬直化が進み、大変厳しい状況にあると認識しております。 

 過去にも平成１７年、１８年、当時、小泉内閣の三位一体改革によりまして、この実質公債

費比率が１８％を超え、基金も２億円を切るという大変厳しい状況のときにも、やはり職員が

知恵を出し合いながら、これを乗り越えてきた、そういう経過があります。 

 そういう中で、１０月１日の庁議の中でも全職員に対し、現在の財政状況について説明を行

い、厳しい財政運営について認識をしてもらい、そして歳出抑制をお願いしたところでありま

す。その内部資料について、内部のそのやりとりについては全職員に対してメールで周知をし、

注意喚起を促しているところであります。今後も職員一人一人が、歳出抑制・経費節減に努め、

既存事業に係る費用対効果を十分に検証し、知恵を出し合い、市民に新たな負担を求めず、さ

らに市民サービスを低下させることのないよう、限られた財源の中で最大限の努力をしてまい

りたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） １０月１日に全職員に対してメールと言いましたかね、その通達とい

うようなことがあったと今言われましたけど、その内容ということでしたが、内容を教えても

らっていいですか、市長。 
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○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 通告にございませんので、そのメールの中身については今書類として

持っておりませんので、かまわなければ後で報告させていただきたいと思いますが、よろしい

ですか。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） 今、通告にございませんという話がありましたけど、これ一問一答方

式でやっていますよね。僕、議員のほうは、答弁事前にいただいてないじゃないですか。今、

市長の答弁いただいて、それで初めて市長の考えがわかったわけなんですよ。それでその市長

の言葉の中にメールの内容ということがあったので、そこら辺を教えていただけないかなと思

ったんですけど、通告外というのはちょっと違うんじゃないかと思いますけど、議長どうです

か。 

○議長（永野裕夫君） 通告は、基本的にはしていただかないと十分な答弁ができないという

ことでございます。ですから、できる限り通告をしていただいたほうが十分な答弁をとれると

いうことで通告制をとっております。 

 ７番。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） そのあたりもちろんそうなんですけど、だから通告した上で答弁がき

て初めて僕たちはわかるんですね。市長の考えが。その考えに対して議論していくのがやっぱ

り議会だと思うんですけど、質問であり。そこら辺だと思うんですけど、とりあえずそのあた

りわかりました。 

 じゃあ、お願いします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） この通告制というのはルールですのでね。そこら辺は議運でもきっち

りと話し合っていただいてやっていただきたいと思います。 

 歳出抑制の中身ということですか、全部読みますか。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） よかったら全部お願いします。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 多分、岡本議員はこれを知っていると、内容を知っていると思います
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し、私も隠し立てすることはありませんので言わせていただきます。 

 平成３０年１０月１日。副市長名で所属長に出しております。歳出予算の抑制について。

９月第２回会議初日の市長提案理由説明及び監査委員報告で話があったように、平成２９年度

決算において、財政健全化指標の一つでもある実質公債費比率が１８％を超え、地方債の発行

がこれまでの協議制から許可制に移行されます。本年度予算については、当初で財政調整基金、

１.１億円を取り崩し、また歳出予算も一般財源ベースで約１.２億円を先送りし、補正対応と

している上で、早期退職者の退職金等を含めると留保財源を差し引いても現在で約１.３億円

が不足している状況です。 

 さらに本年度は大阪北部地震、７月豪雨、台風２０号及び２１号、北海道地震などの発生に

より、被災地が全国的に広範囲に広がっており、幸いにも本市は被害がほとんどなかったこと

から、例年並みの地方特別交付税は期待できず、仮に前年度比１０％減となれば数千万円の予

算割れを生じる状況にあり、最終的に本年度の財政調整基金の取り崩し額は、最悪の場合で

３億円近くにまでふえる見込みで、財政調整基金残額が本年度末で約７億円まで減少すること

となります。 

 これまでは今のやりとりと同じことですので、多分これを見ながらの質問だったと思うので

すが。以上のことから、例年は年明けに歳出予算の執行停止をお願いしているところですが、

本年度の予算執行について、１０月１日より下記のとおり歳出抑制を行いますので、御理解と

御協力をお願いします。職員一人一人がこのような財政状況について共通認識し、危機感を持

って今後の職務に励むよう、重ねてお願いいたします。それが最終項目として５項目挙げてい

るところです。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） ありがとうございます。お手数かけまして。 

 今、言われた内容は、今、私が質問していきながらひもといていくというか伺って教えてい

ただいた金額がずっと入ってたわけですけど、予算の状態ですので、僕は少なく見積もって

２億円ぐらいと思ってたんですけど、最悪３億円の取り崩しになるかもわからないということ

で。 

 例年、年明けに歳出予算の執行停止をお願いしているということだったんですけど、今年度

は１０月１日でしたっけ。１日よりそれを行いますということなので、例年よりちょっとこの、

何て言うかな、１８.９％実質公債費比率が超えたことによっての影響といいますか、その状

況が大分変わってきたんじゃないかなって思ったんですね。先ほどから課長なり市長の答弁の
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中で、１８％を超えたとしてもとか、そういうふうな余りこう気にしなくても、これまでと変

わりませんよみたいなニュアンスにとれたような、そういう答弁があったと思うんですけど、

ちょっとこの辺を見たとしても、やっぱり状況は変わってきていて影響はあるんじゃないかと

考えてはいます。 

 そしたら次にですけど、この項目は最後ですね。市長にお伺いいたします。実質公債費比率

１８.９％と、１８％を超えているわけですが、この１８％を切るために、どういった方策を

とっていくのかお尋ねいたします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 大変厳しい状況ですので、職員全体で共有するという意味で、より厳

しい内容で、この内部の文書を送っているわけであります。 

 １８％未満に抑えるためには、どういう方策を考えているかという質問でありますが、本会

議の提案理由の中でも触れましたが、防災対策加速化基金を防災対策の公債費の特定財源とし

て充当し、実質公債費を抑えることとしておりました。これは実際、この方法でやっている市

もありますので、その市も何らかの今後影響が出てくると思いますが、８月になって総務省か

ら公債費の特定財源として基金を充当することができないとの新たな見解が示されたことによ

り、今年度も１８％以内でいけるという予測をしてたんですが、予定外の数字の悪化となった

ところであります。実質公債費比率の増減に大きく影響を及ぼす普通交付税の動向、元利償還

金の推移等も注視しながら、交付税措置のない、あるいは少ない地方債の発行は極力抑え、ま

た過去にも実施してまいりましたが、新規の地方債の借り入れに際し、償還期限を繰り延べし、

単年度の償還額の軽減化を図ることなどによりまして実質公債費比率の抑制に努めてまいりた

いと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） 済みません。ちょっとその方策のところだけもう一回教えてもらいた

いんですけど、交付税措置の少ない地方債の発行というところはわかったんですけど、その後、

何個かあったと思うんですけど、もう一回ちょっとゆっくり教えてください。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 過去にも実施してきましたが、新規の地方債の借り入れに際し、償還

期間を繰り延べし、単年度の償還額の軽減化を図ることなどによりまして、実質公債費比率の

抑制に努めてまいりたいと思います。このほかにも歳出抑制について、職員の知恵を出し合い
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ながら、この厳しい状況を乗り切っていきたいというふうに考えております。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） わかりました。今、最初僕が言ったの以外で、償還期間の繰り延べと

職員の一人一人が知恵を出し合い、これを乗り切っていきたいというところが方策として答弁

いただいたと思うんですけど、今言われたような、そういったことで本当に１８％切るように

なるのでしょうか。確かにやらないよりはやったほうがましなわけですが、全国の市で５番目

に財政状況が悪い現実の中で、また安定した財政運営等、両立を図る必要があると新聞の記事

の中でも県が指摘していましたが、市長としても、もっと大きい部分で政策的な決断、判断が

今必要となっているのではないでしょうか。課長、どう思いますか。通告してないけど。多分、

私が言ってること間違ってないですよね。政策的な決断。もっと大きい。今、市長が言った

３つじゃあ、僕きかないと思うんですよ。焼け石に水じゃないけど。そのあたりで１８％切る

のはできるのかなと僕は思っているので、もっともっと大きな決断が要るんじゃないかって言

ったんですよ。でもいいですよ。企画財政課長として、今の僕の意見に対してどう思うかとい

うのを聞いたんですけど。何かあれば。ほないいです。はい。 

 財政つかさどってますので、このあたり僕よりも詳しいはずだと思うんです。もっともっと

今の現状であったり見通し、政策的なものを考えておられると思ったので、このあたり考えど

うなのかなと思って今述べたとこなんですけどね。 

 今言った政策的な大きな決断というところなんですけど、一般論としては長期的な財源不足

に対しては、事業の見直しを含めた歳出の抑制がセオリーと言われていますので、その辺を市

長がスピード感を持ってやるべきではないかと私は思うわけですけど、このあたり市長どうで

しょうか。 

○議長（永野裕夫君） 市長、答弁できますか。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 質問の内容が、余りにもこう何と言いますか、私の能力では整理でき

ないと言いますか、当然事業の見直しは随時、毎年やっております。その中で費用対効果も考

えながら事業の優先順位をつけて、市民生活の一番大事なものは何かということで、優先順位

もつけながらやっているところでございます。また、県も土佐清水市の財政状況については非

常に心配していただいておりますし、ことしの４月から市町村振興課という全市の財政を持つ

市町村振興課にも職員を派遣して、県と絶えず連絡をとりながら、国の動向も見ながら、この

財政運営、財政再建に向けて県と市が協力して連携して、今、計画も立てながらやっていると

ころであります。 
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○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） 執行部なりにやっているというところですかね。 

 本市の財政がさらに悪化していかないか非常に心配することでございますが、また新しい長

期財政見通しもことしできるかと思いますので、また議会にも報告していただく機会があると

思います。そのときにまたいろいろ確認させていただきたいと思います。 

 それでは、この項目については以上で終わります。 

 次の質問に移ります。 

 ２番目の市道下ノ加江布線についての質問ですが、これは下ノ加江から布・立石方面へ行く

ときに、通常通って行く海岸線のメーンで使っている道路ではなくて、その山手ですね。山の

上を抜けていく一車線ぐらいの幅の市道のことです。今、ふだん使っている海岸を通る道は県

道となっておりまして、片側が海、反対側が切り立った崖の部分があったりと、私もちょこち

ょこ通るんですけど、結構やっぱりいつ崩れるのかなと。崩れたら嫌だなと思いながら通って

まして、そういった状況です。たびたび、やっぱり崖ですので落石とか崖崩れが起きていまし

て、最近では、昨年の平成２９年６月２７日に１回崖崩れがあって、ことしに入ってからも本

当最近ですけど、先月の１３日と３０日に崖崩れがあって通行どめとなっていました。そのた

びに、地域の皆様、心配したり生活に支障が出てたりと思うんです。その崖崩れがあって通行

どめになったときによく通ってた道なんですけど、その山の上を抜ける市道というのは。途中

で一部深い谷があったりとか、あと、道幅が狭かったりしてタイヤをよく落とされるという、

困っているという話もよく聞いたりするんですね。なかなか安心してですね、そこを生活道と

して利用できている状況ではないということなんです。 

 そのようなことから、この路線を利用している地域の住民からは、何とかこの道を安全に通

ることができるよう改良してほしいとの声が絶えず聞こえてくるわけでございます。これまで

もなかなか改良工事に至らない状況があったと思うわけですが、そのあたり伺っていけたらと

思ってまして。 

 それでは、まちづくり対策課長にお伺いをいたします。地域住民からの声ややりとりなど、

これまでの経緯をわかる範囲で構いませんので教えてください。 

○議長（永野裕夫君） まちづくり対策課長。 

          （まちづくり対策課長 早川 聡君自席） 

○まちづくり対策課長（早川 聡君） お答えいたします。 

 当路線につきましては、下ノ加江地区区長会におきまして、道路整備及び維持管理の要望が

平成１６年度から平成３０年度までに１２回出されております。地元の重要な路線と認識して
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おります。 

 平成１５年度以降でありますが、これまでの当路線における事業経過を申しますと、一般起

債事業で、平成１６年度に実施をしました待避所設置工事、平成２９年度及び現在施工中であ

ります落石対策工事の３件の事業費約2,６７０万円、災害復旧事業では平成１５年度から平成

２９年度にかけまして１０件の事業費約3,０６０万円、社会資本整備総合交付金事業では、平

成２７年度から２８年度にかけて実施をしました落石対策工事２件の事業費約3,７５０万円、

市単独維持修繕工事では、平成２４年度及び平成２５年度に路面補修工事等２件で事業費約

５４０万円の合計１７件、事業費約１億円余りの事業を行っています。 

 ただし、先ほど議員も申しましたように、地元要望が強い深谷周辺の道路幅が狭い箇所につ

きましては、道路改良工事に向けて平成２１年度から２２年度に取り組んでおりましたが、土

地の地権者と現地切図との違いなどがあり地権者を特定できず、改良工事実施が不可能な状況

となっております。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） ありがとうございます。詳しく教えていただいて。 

 市のほうとしても、精いっぱいやってきたというふうに印象を受けました。最後に言われた、

深谷の道の件なんですけど、地権者がわからないということで、そのあたりなんですけど、本

当にやっぱ法的な壁とかいろいろあって難しいかなと私も思っています。現状、今課長言われ

たかもわかんないですけど、担当課長として、この状況をどのように思っているのかお伺いし

ます。 

○議長（永野裕夫君） まちづくり対策課長。 

          （まちづくり対策課長 早川 聡君自席） 

○まちづくり対策課長（早川 聡君） 先ほども申しましたように、深谷周辺の改良工事は困

難な状況となっておりますが、カルト谷周辺では平成２７年度から落石対策工事を行っており、

本年度完了する見込みであります。 

 また、草刈り作業につきましては、平成２３年度から年３回を基本に実施しており、それ以

外でも、山側の土砂が通行に支障を来すようであれば、都度、土砂撤去を実施し、できるだけ

通行の安全を確保している状況であります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 
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○７番（岡本 詠君） ありがとうございます。住民のことを考えて精いっぱい努めていると

いうふうに思いました。 

 このような状況なんですけど、市長としての見解をお聞きいたします。  

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 課長が詳しく答弁をいたしましたが、当路線は、これまでも下ノ加江

区長会の御協力を得ながら、改良工事実施に向けて取り組んでまいりました。先ほど、課長が

答弁したとおりです。ただし、用地の問題が解決しない限り、実施は困難でありますので、道

路の維持管理はしっかり行って安全対策に努めたいと思っております。 

 現在というか、国の動向についても少し触れたいと思いますが、今、全国各地でも所有者不

明土地というのが、日本でも九州の大きさぐらいの所有者不明土地があるとのことで、大変国

のほうも危機感を持って、この社会経済情勢の変化による所有者不明土地の増加、これは公共

事業の推進等にもさまざまな場面において円滑な事業実施に支障が生じております。ここだけ

ではありません。市内でもあります。 

 そういうことを踏まえまして、国では所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法が

国会で成立し、所有者がわからない土地を地域に役立つもの、例えば公共事業における収用手

続ですね。こういったものの合理性や円滑化、所有権の取得、こういったことができるような

法整備が行われると今後聞いておりますので、今後の動向に注視をしていきたいと思っており

ます。ただ、議員も指摘したように、県道の通行どめによって迂回路的な役割を担っているの

が、この市道であります。ただ、この重要なのは主要道路である県道間崎布堂ケ谷線の抜本的

な改良による災害に強い道にするということが一番大事なのではないかと思っておりますので、

引き続き、高知県に対して、この路線を災害に強い道路にするように県に対して要望してまい

りたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ７番 岡本 詠君。 

          （７番 岡本 詠君発言席） 

○７番（岡本 詠君） わかりました。国とか県に連携していただいて、やっていきたいと思

います。私もですね、本当に今、市長が最後のほうに言われた、要は県道が安全に通れればい

いわけですから、そこら辺をですね、何とかできないかと思ってたんですけど、結構結構頻繁

に崩れたりですね、地形といいますか、切り立って直角ぐらいに崖がそびえ立っているところ

なんか、本当にいつ崩れるかわからない状況で命がけで通っているわけですけど、今まで不幸

中の幸いといいますかね、崩れはしていますけど被害者が出ていないのかなと思いまして、そ

こら辺は、今のとこ本当によかったなと思うんですけど。それこそですね、県道の、あの崖を
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崩す予算と、例えば地権者の問題があるんですけど、今言った市道を改良して、そこに県道を

移設してもらうとか、そういうふうな発想とかですね。これからもいろいろあの手この手いろ

んな状況を見ながら考えていただいて、要望していただきたいと思います。まず、道について

は安全に住民が通ることが、皆さんの何よりの願いでございますので、一日も早い改善策をお

願いいたしまして、以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（永野裕夫君） この際、暫時休憩をいたします。 

          午前１０時５０分   休  憩 

          午前１１時００分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 引き続き一般質問を行います。 

 ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 皆さん、こんにちは。新風会の細川博史でございます。８月の市議会

議員選挙におきまして、市民の皆様方の御支持をいただき、再び市政に送り出していただきま

した。２期目を迎えますが、いま一度初心に返り、市民の目線で市民の皆様方の意見に耳を傾

け、一歩一歩しっかりと歩んでまいりたいと思っております。そして近ごろ、すぐ忘れがちで

ございます。私の戒めの言葉「あおいくま」をいま一度を肝に銘じながら、２期目となります

４年間を一生懸命市民の皆様方のために働いてまいる覚悟でございます。今後ともよろしくお

願いいたします。焦らず、おごらず、威張らず、腐らず、負けるな。 

 それでは通告書に従いまして、一般質問に入りたいと思います。 

 その前に、お断りを申し上げておきます。学校給食に関しまして、農林水産課長への質問を

通告しておりましたが、学校給食が始まったばかりでありますし、学校教育課と重なるため、

今回は差し控えさせていただきます。まことに失礼の段、おわび申し上げます。今後は農林水

産課長に失礼のないよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 平成１８年から食の大切さをうたっていた、早寝早起き朝御飯の運動が始まり、学校給食へ

の機運が高まり、食の大切さがささやかれ始めました。私も当時、市Ｐ連会長として微力なが

らＰＴＡ活動にかかわってまいりました。そうした中、保護者を初め、教育現場の先生方と一

緒に給食への重要性を訴えながら、各地域のＰＴＡの役員の方々と意見交換をしながら、その

ころは子供たちのために保護者の皆様方といろいろな知恵を出し合い、料理レシピを考え、い

ろいろ工夫と努力をしてまいりました。そうした願いもあり、早く給食へとの思いをいだいた

ことを思い出したところでございます。 

 まず、教育長にお伺いいたします。食育という言葉をよく聞きますが、どのようなことを目
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的とする教育なのですか。教育長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 教育長。 

          （教育長 弘田浩三君自席） 

○教育長（弘田浩三君） お答えいたします。 

 食は、健全な心身を培う豊かな人間形成につながる命の源であり、基本的な食習慣を身につ

けることは、健康でいつまでも元気に生活する上で、とても重要なことであります。 

 平成１７年に成立いたしました「食育基本法」の中では、食育を生きる上での基本であって、

知育・徳育・体育の基礎となるものであり、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選

択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てることなどと位置づけら

れております。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 教育長が答弁したように、生活習慣、強いては健康で元気に生活する

ことが最も重要であると。人間形成が命の源であると、必要であるという思いが伝わってまい

りました。 

 次に、学校において、食育はどのように進めるべきとお考えですか。教育長にお伺いいたし

ます。 

○議長（永野裕夫君） 教育長。 

          （教育長 弘田浩三君自席） 

○教育長（弘田浩三君） お答えいたします。 

 近年、偏った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満・痩身傾向など、子供たちの健康

を取り巻く問題が深刻化していると言われ、学校・家庭・地域などが連携して子供たちへの食

育を推進することが必要となっております。 

 成長期の子供たちに対する食育は、子供たちが一生涯にわたって健やかに生きていくことが

できるよう、その基礎をつくるために行われるものであります。そのため、学校教育において

食育を推進するために、栄養に関する専門性と教育に関する資質をあわせ持つ栄養教諭が中心

となり、学校給食等を活用して、継続的かつ効果的に食に関する指導を行うことが大切である

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 
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○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。 

 学校教育課長にお伺いいたします。先ほども教育長から述べられましたが、栄養教諭という

のはどのような資格なのですか。学校栄養職員とはどのようなのですか。学校教育課長にお伺

いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 学校栄養職員は、栄養士または管理栄養士の資格を有している職員であります。学校給食の 

献立をつくることはできますが、教員免許がないことから、児童生徒に対して直接、食の指導

等を行うことができません。 

 一方、栄養教諭は、栄養教諭普通免許状と栄養士または管理栄養士の免許を取得した者で、

学校給食の管理・運営とあわせて、児童生徒に対して、直接、食の指導を行うことができるも

のであります。 

  以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） それでは、栄養教諭の活動内容はどのようになっていますか。学校教

育課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 栄養教諭の主な仕事といたしましては、学校給食の献立作成、栄養管理、衛生管理、食材管

理などの学校給食センターでの業務と小中学校で栄養に関する授業を行うことであります。 

 栄養教諭の配置校は清水小学校となっておりますが、基本的な勤務実態としては、午前中は

学校給食センターで調理の指示や試食などを行っており、その後、１２時から１３時の間は各

校を回り、給食指導を行うとともに、児童・生徒と給食をとりながら意見や感想を聞き、今後

の献立に生かしております。 

 午後につきましては、学校給食センターにおいて、学校から帰ってきた給食日誌の確認を初

めとした給食用務や調理委託業者との打ち合わせ、また清水小学校での用務等を行っていると

ころであります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 
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          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、課長のほうから報告を受けましたが、清水小においでということ

で、かなり大変ではないかと推察されますが、栄養教諭は今の現在の清水小のたった一人で足

りていますか。学校教育課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 高知県栄養教諭配置基準では、一つの共同調理場に対して栄養教諭の基本的な配置は１名と

なっているところです。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。今、課長のほうから高知県の基準とい

うことで１人ということになっておりますが、複数の学校を担当して御苦労もあるかと思いま

すが、子供たちのために頑張っていただきたいと思っております。私も陰ながら応援してまい

りたいと思います。 

 義務教育である小中学校の計９年間、子供たちは弁当を持参するのではなく、学校で出され

る給食を食べて成長する時代となりました。お昼時間になりますと、いただきますと大きな声

で挨拶をして、今ではクラス全員で昼食をとる。日常よく見られる光景となりました。 

 そこで、給食センターについてお伺いいたします。市長の公約の中で、子供は宝で食育の推

進、学校給食の充実、食育基本法の理念に基づく家庭内の食育の推進、学校や保育所等の食育

の推進、地域内の食生活改善の取り組みの中で、保護者の皆様方から大変要望の高かった学校

給食が平成３０年６月からいよいよスタートを切ったわけでございます。土佐清水市立小中学

校給食検討委員会に携われた皆様方に、心より感謝を申し上げます。 

 現在、給食センターの従業員の雇用状況、ローテーション等につきまして、学校教育課長に

お尋ねいたします。まず、委託先の従業員数はどのようになっていますか。学校教育課長にお

伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 学校給食センターにおいて、委託業者が雇用している職員は、休日要員１名を含め１３名で、

そのうち１２名が毎日給食の調理・配送等を行っております。 
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 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。従業員１３名のうち１２名が毎日来て

いるということがよくわかりました。 

 それでは、ローテーションはどのように組まれていますか。学校教育課長にお伺いいたしま

す。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 基本的なローテーションといたしましては、１３名の職員のうち１２名が交代で勤務をして

おり、勤務時間といたしましては７時３０分から１６時３０分までが４名、７時３０分から

１５時３０分までが２名、８時から１７時までが２名、８時から１６時までが１名、８時から

１４時３０分までが２名、８時３０分から１５時までが１名となっております。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、１２名の交代ということで、しっかりしたローテーションが組ま

れていることがよくわかりました。 

 大変なのは献立ではないかと思います。毎日のことで、家の賄いでもお母さん方が大変苦労

されておりますが、給食の献立はどのように決められていますか。学校教育課長にお伺いいた

します。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 献立につきましては、栄養教諭が栄養バランスやカロリー計算、旬のものや季節の行事、高

知の食べ物いっぱい献立、歯ごたえのある食材を使用したかみかみ献立など、いろいろと考え

て作成しております。 

 また、月１回となりますが、各学校からのリクエストメニューの実施を初め、先般、清水小

学校５年生を対象に、一日を元気に過ごすための朝御飯をテーマとして実施した食育の授業の

中で、児童から朝御飯献立が提案されたことを受け、１０月には麦御飯、サケの塩焼き、ツナ

サラダ、豚汁、味つけのり、牛乳を提供したところであります。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 
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          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、課長のほうから栄養教諭が１人で考えていると。また、５年生の

リクエストにより、朝御飯の献立等も考えられている。朝御飯に関しましては、大変重要なこ

とは、前から早寝早起き朝御飯のところで、やはり重要なことはわかっております。 

 続きまして、給食も毎日のことでありますが、あってはならないことですが、今の時代、何

が起こるかわかりません。食中毒や異物混入など、さまざまなことが考えられると思います。

しかし、チェック体制がしっかりしていれば未然に防ぐことができますし、万一の場合も最小

限にとどめることができると思います。そのためにも重要なのが検食ではないかと思います。

そこで、その対応方法はどのようにされておりますか。学校教育課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 検食につきましては、文部科学省からの通知、学校給食衛生管理の基準の中で、検食は児童

生徒の摂食開始時間の３０分前までに行い、異常があった場合には給食を中止するとともに、

共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡することとなっており、本市では、

管理基準に基づき３０分前までに各学校の校長と学校給食係長が行っております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、３０分前にしっかりと検食をして、もし、いからった場合は中止

をすると。また校長と給食係長がちゃんと毒味ではございませんが検食するということで、大

変安全なシステムができていると思っております。 

 それでは、給食の食材についてお伺いいたします。食の安全・安心の確保はもちろんのこと、

できるだけ地元の食材を利用すること。つまりは地産地消を進めることで１次産業の下支えに

なると思っております。地場産品の使用率はどのようになっていますか。学校教育課長にお伺

いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 本市学校給食において６月からの県内産品の使用率は、米を含む野菜で４２％、その他の食

材で５９.５％、全体で４６.５％となっており、市内産品に限定して申し上げますと使用率は

１８.８％となっております。 
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 なお、市内産として使用している食材は、米、トマト、キュウリ、ブリ、宗田節などであり

ます。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） まだ市内のほうでは１８.８％と、まだまだ低いようでございます。 

 それでは、地産地消のお考えはどのように捉えていますか。学校教育課長にお伺いいたしま

す。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 学校給食への地元産食材の導入は、安定確保はもちろんのこと、文部科学大臣が定めた「学

校給食衛生管理基準」に準拠した運用など、多くの課題はありますが、食育の推進や地場産品

を学ぶことによる郷土愛の醸成、地場産業の振興などにつながる非常に大切な事項であると認

識をしております。 

 学校給食を開始して５カ月を迎え、使用食材の品目や量などのデータも出てきているところ

であり、今後は、これまでの実績をもとに市長部局や市内各関係団体と連携を図りながら、市

内産食材の導入に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） まだまだ課題もありますし、まだまだ大切な事項があるということで

ございます。 

 以前、農林水産課長が、給食に必要な農産物の種類や量など情報提供や、ＪＡや農業振興セ

ンターにも相談しながら積極的にかかわっていきたい。水産物でも具体的な作業計画を示して

いき、１次産業の底上げとなる地産地消をよりよい形で進められるよう、しっかり取り組んで

いきたいと答弁されておりました。学校教育課長からも答弁をいただいたように、昔からの伝

統産業であります宗田節など、市内産食材の導入を学校教育課と農林水産課と連携を図りなが

ら、地場産業の振興につなげていただきたいと切に願っております。 

 食材の管理方法はどのようにされていますか。管理方法を教えてください。学校教育課長に

お伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 
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 食材の管理方法については、米は米庫で保管し、気温の高い時期には冷蔵庫に入れておりま

す。 

 野菜等についても、同様に冷蔵庫に入れ保管し、魚は前日に冷凍で届くため冷蔵庫で解凍、

また、精肉は当日の朝に届くため、検品後、直ちに調理しており、開封した調味料等も冷蔵庫

で保管しているところであります。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、課長から答弁がありましたように、やはり冷蔵庫でしっかりと保

存をされ、野菜等はその日のうちに、朝届くというような答弁をいただきました。 

 続きまして、給食が始まってまだ月日は余りたっていませんが、給食を食べている子供たち

の評判はどうですか。また、アンケートなどはとられていますか。学校教育課長にお伺いいた

します。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 子供たちの給食に対する評判につきましては、給食が始まって１カ月たった７月に、初めて

給食を体験する小中学生がどのように感じているかなどを把握するため、全小中学生を対象に

アンケート調査を実施いたしました。 

 給食がおいしいですかとの問いに、小学生では、とてもおいしい・おいしいの肯定的評価が

７６％、普通１９％、おいしくない・余りおいしくないの否定的評価が５％であり、同じ問い

に、中学生では、肯定的評価が４２％、普通３７％、否定的評価が２１％の結果でありました。 

 また、おいしい給食をありがとう。給食が楽しみといった好評的な意見を小学生１９８名、

中学生７２名が記述しており、他の市町村で給食を食べた経験のある教職員からも、他の市町

村と比べておいしいとの意見をいただいているところであります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、７月初めに小学校ではおいしいが７６％、中学校では４２％でご

ざいますが、普通も入れましたら７４％ぐらいいくのではないかと思っておりますし、評判が

大変いいということで、やはり給食の評価はかなり高いと思っております。 

 続きまして、特にアレルギーに関しましては、命にかかわる危険性をはらんでおりますし、

子供たちはもちろんのことでございますが、保護者の方々は特に注意してほしいと願っている
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と思っております。アレルギー体質がある児童をお持ちの御家庭で懸念されていた、アレルギ

ー対策はどうされていますか。学校教育課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 現在、何らかのアレルギー対応を要する児童生徒は１７名おりますが、アレルギー対応につ

きましては、一人一人除去する食材が異なることから、献立ごとに除去するものや代替食材等

を栄養教諭が徹底管理しております。 

 食材の搬入時からアレルゲンとなる食材を一緒にしないことを初め、専任の調理員による調

理や調理場所、調理器具、食器、トレイ、配送時の容器の完全分離、複数人による確認などの

配慮も行っております。 

 また、万一の場合に備え、全小中学校教職員を対象として、エピペンとＡＥＤ講習を行うと

ともに、アナフィラキシーショックを起こす恐れのある子供が在籍する学校では、エピペンも

備えているところであります。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、答弁いただきました。１７名の方がおられるということですが、

一人一人しっかりと献立を徹底し管理しておりますので、その心配はないと思います。 

 続きまして、偏食やアレルギー対策などの問題等もあり、御苦労が多々ある中、残渣など問

題でしたが、残食率はどのようになっていますか。学校教育課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 

○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 残食率につきましては、６月が０.１％、７月が０.１４％、９月が０.１５％となっており、

これは近隣市町村と比較しても極めて低い数値であります。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） すばらしい結果でございます。あってはならないことですが、万一、

食中毒が発生した場合の対応は、どのようにされておりますか。学校教育課長にお伺いいたし

ます。 

○議長（永野裕夫君） 学校教育課長。 

          （学校教育課長 中津健一君自席） 
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○学校教育課長（中津健一君） お答えいたします。 

 学校給食による食中毒の未然防止に向け、日ごろより調理場における衛生管理を初め、委託

業者においては、調理にかかわる者の健康管理はもとより、その家族内に体調不良者が発生し

た場合の勤務停止などを行っているところであります。 

 このような配慮を行う中、万一、食中毒等が発生した場合に備え、全国市長会が保険契約者

となり、保険加入希望自治体の取りまとめを行っております、全国市長会学校災害賠償補償保

険に加入をしております。 

 補償内容といたしましては、支払い限度額を身体賠償１名につき１億円、１事故当たり

１０億円などとなっております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 課長から答弁がありましたが、徹底した衛生管理に努めていただいて

おりますし、保険にもしっかりと入っていただいております。病院等とも連絡を密にとりなが

ら、想定外のことが起きた場合は迅速な対応をお願いしたいと思います。 

 最後に、教育長にお伺いいたします。本当に給食を始めるに当たり、いろいろ御苦労されて

きたと思いますが、今までの話を聞きますと、もっと早くやっておけばよかったと思うのでは

ないかと考えられますが、どのように思いますか。教育長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 教育長。 

          （教育長 弘田浩三君自席） 

○教育長（弘田浩三君） お答えいたします。 

 本市において、学校給食の議論は１０年以上前から行われ、私も校長という立場で学校給食

検討委員会に参加したことがあります。そのころ、保護者のほうは賛成、子供たちは反対とい

う意見が多かったように思います。 

 教育長に就任後、食育の推進や女性の社会進出を初めとする社会情勢の変化などを受け、実

施に向け、平成２６年度に土佐清水市立小中学校給食検討委員会を設置し、協議を重ねたとこ

ろであります。 

 給食が開始され、５カ月を迎えましたが、この間、大きなトラブルもなく順調なスタートを

切ることができたものと認識をしております。 

 私もこれまでに何度か試食をするとともに、給食の時間に学校を訪問し、子供たちが白衣を

着けて配膳する姿やうれしそうに給食をほおばる様子や、子供からおいしい、汁が温かいので

気持ちがえい、との意見などを見聞きしているところであります。 
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 こうした子供たちの姿や声、また、先ほど学校教育課長から答弁のありました残食率の驚異

的な低さやアンケート調査の結果等から、学校給食について小中学生に受け入れられたものと

判断しておりますが、まだまだ改善点はあると認識しており、安心・安全で栄養バランスが取

れ、子供たちからおいしいと喜んでもらえるような給食の提供に向け、引き続き取り組んでま

いりたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。確かに教育長が言われましたように、

私がＰＴＡや市Ｐ連会長のときにも、やはり保護者が大変賛成しておりましたが、子供はやっ

ぱりお母さんのお弁当を食べたいという意見がございましたが、今お聞きしたとおり、子供た

ちが大変喜んで食べているということは、大変給食がよかったということでありますし、給食

がやっぱりおいしいというような認識をされたと思います。 

 私も、つい最近給食センターにお邪魔させていただきました。建物は言うに及ばず、室内も

最新の完備が行き届き、清潔感がいっぱいですばらしかったことを思い出します。しかし職員

がすばらしい。職員一人一人の挨拶。ただいま、おかえり、真心こもった愛情あふれる挨拶。

こんにちはの一言。本当に子供たちに愛情あふれる給食を届けたいとの思いが心に響きました。

職員がきびきびしながら清潔感があり、躍動しておりました。これなら子供たちが給食を残さ

ないはずだと確信いたしましたし、いい光景を見せていただきまして安心しております。 

 そこで、教育長。できるなら全国給食甲子園目指してはいかがでしょうか。郷土食、バイキ

ング食、セレクト食、行事食、こうしたバラエティーある学校給食の中から日本一を選ぶ。学

校給食が始まったばかりですので答弁は求めませんが、日本一の給食、土佐清水にありを目指

して頑張っていただきたいと思っております。 

 最後に、日本の学校給食は実に多くの関係者によって支えられております。食材を提供する

生産者を初め、献立を考える栄養教諭や学校栄養職員や調理員、さらに学級担任や校長先生、

地方自治体の教育委員会、地域住民や保護者、国の給食食育担当官など、さまざまな人たちが

一丸となって子供たちの成長を担う学校給食に取り組んでいただけるように切に願ってやみま

せん。 

 続きまして、土佐清水市に次ぐ本市の特産品として取り組みをしている、あしずりキングに

ついて、農林水産課長にお尋ねいたします。 

 まず初めに、このあしずりキングの名づけ親は泥谷市長とお伺いいたしております。この名

前に秘めた思いを、泥谷市長、お聞かせください。 
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○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 細川議員におかれましては、初心である、あおいくまを忘れないとい

う決意表明もありましたが、すぐ忘れる癖がありますので、ぜひ気をつけておいてください。 

 あしずりキングの秘める思いということですが、このあしずりキングというのは、これから

課長から、その概要について説明がありますが、大変大きな鳥でありまして、普通のブロイラ

ーの３倍ぐらいある大きな鳥でありまして、本当に姿も堂々として非常に精悍な顔つきをして

おります。そこで一番感じたのが、この王様というイメージでありましたので、あしずりキン

グという名前をつけさせていただきました。この名前については、知事が大変気に入って、市

長、しかし雌の鳥はあしずりクイーンやないといかんがやないかというふうな、そういうやり

とりもありましたが、雌の鳥、雄の鳥と思って食べる人は余りいないと思いますので、通称、

雄も雌もあしずりキングということでやっております。ただし、雄より雌が、脂が乗っておい

しいというのは、一言つけ加えておきたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） ありがとうございます。確かに雌がおいしいと思います。 

 それでは、このあしずりキングについて、市民の皆様にもっと広く認識してもらいたいと思

い、期待を持ちながら質問させていただきます。 

 肥育の仕方に特色があるようにお聞きしておりますが、ほかの鳥肉と比べてどのような違い

があるのですか。農林水産課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 二宮眞弓君自席） 

○農林水産課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 先ほど市長も少し触れられましたが、市場に出回る鳥肉のうち、約９割は短期間で出荷でき

るよう改良された肉用鳥の総称であるブロイラーと言われるもので、通常ひなから４５日程度

の肥育で３キロ程度の大きさで出荷されるものですが、このあしずりキングは肥育期間が

１２０日から１５０日で、最大で８キロから９キロと大きな鳥となります。この肥育方法によ

り、肉に歯ごたえと旨みがあることが特徴です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、課長から答弁をいただきました。１２０日から１５０日、８キロ

ほど、かなり大きな商品だと思います。このあしずりキングは、いつごろから肥育されている
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のでしょうか。既に商品として販売されているのですか。農林水産課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 二宮眞弓君自席） 

○農林水産課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 生産者である、株式会社足摺農園では、平成２８年から断続的に試験肥育を行い、その間、

肥育方法や加工処理方法については、姉妹ブランドとなります薩摩極鶏・大魔桜の生産者であ

る鹿児島県知覧農場での研修も重ねてきております。本格的には昨年１２月から第１期のひな

を導入、肥育が開始されているところです。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 続いて、農林水産課長にお伺いします。どのような経路で販売されて

いますか。私たち個人の消費者が購入できるのでしょうか。できるのであれば、その購入方法

を教えてください。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 二宮眞弓君自席） 

○農林水産課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 このあしずりキングは外食産業専用として取り組んでおりますので、個人への販売は行って

おりません。 

 唯一、個人向けとしては、ふるさと納税の返礼品には入れたいと思っておりまして、現在、

生産者、ふるさと納税担当の企画財政課と協議、作業を進めているところです。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） なかなか消費者には届きにくいということですが、ふるさと納税で販

売を拡販するというような趣旨の答弁がございました。 

 続きまして、市内の飲食店でも徐々に扱っていながらも、まだ市内全体に普及されていない

状況のようですが、今後、どのように販路の開拓に取り組んでいく計画ですか。農林水産課長

にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 二宮眞弓君自席） 

○農林水産課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 平成２８年に試験飼育したものを当時市内の飲食店に試食していただきましたが、取り扱い
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方法やおすすめの調理方法などをお示しできないままであったためか、中には高評価をいただ

いたものもありましたが、皆さんの評価はさまざまでありました。それでも正式な出荷が始ま

るに当たり、高評価をいただいた飲食店にサンプルを持ち込み再度検討していただき、現在市

内３店舗で取り扱いをしていただいております。 

 地道ではありますが、この鳥の素材を十分に理解していただいた上で、取り扱いを開始して

いただけるよう説明しながら、販路の開拓に取り組んでまいります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） ２８年からいろいろな取り扱い、調理方法をやられておりますが、そ

れぞれ大変難しいというような中で、今現在３店舗ということでございます。あしずりキング

推進協議会を立ち上げて取り組みをされているということですが、現在、具体的に進めている

取り組み、計画はありますか。農林水産課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 二宮眞弓君自席） 

○農林水産課長（二宮眞弓君） 協議会は立ち上げたばかりですが、推進協議会といたしまし

ては、今後、市内でのあしずりキング取扱店の増加に向けた試食会等を飲食店や宿泊施設を対

象として計画していきたいと考えております。このあしずりキングの食材としての最大の売り

は、鹿児島県の生食用の食鳥処理基準で処理した肉です。生食文化のない土佐清水市では、ま

ず実際に食べ、直にそのうまさを感じてもらうことから始めなければならないと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、課長から市内の取り扱いをふやして店舗をふやしていきたいとい

う答弁がございました。関係者が一丸となって取り組みをされることは大事なことだと思いま

す。この鳥肉の場合、清水さばのように天候に左右されずに供給できることが強みだと思いま

すが、一方で、先ほども課長の答弁がございましたように、１２０日から１５０日、長期間の

肥育の必要は、生産者にとっては大変な作業ではないかと思います。まだスタートしたばかり

ではございますが、生産体制、経営計画などは不安はないのでしょうか。農林水産課長にお伺

いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 
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          （農林水産課長 二宮眞弓君自席） 

○農林水産課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 長期肥育につきましては、鳥の成長速度や気候にあわせた長期間にわたる管理が必要になり

ますので、一歩間違えば導入した鳥が全滅してしまう可能性もあり、リスクは否めませんし、

鳥インフルエンザの脅威にさらされる期間が長いことも事実です。 

 経営計画におきましては、今回の取り組みにおいて全面的な支援をいただいております、大

阪市内に本社を置く、岡山フードサービス株式会社が、関西圏を中心として出荷販売を行って

くれておりますが、市内販路も含めて独自のルートを確保し、リスク管理する必要もあると考

えております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。気候とかリスク、大変厳しいと思いま

すし、また鳥インフルエンザになれば全部が消滅するという、なかなか怖い事態もあると思い

ます。まだまだ多くの課題があるようでございますが、この特産品の肥育に取り組む生産者が

ふえるには、現在の生産者、先ほども課長のほうから答弁いただきました、足摺農園におきま

して販路が広がり、経営が一定安定するという実績をつくっていかなければならないと思いま

す。 

 さきの、先月の２日ごろ、市長みずからが、あしずりキングの営業のために大阪市内に出向

いて行ったというようなこともお聞きいたしました。担当課も同行していたようでございます

が、営業の手応えはありましたか。どのような内容で、営業先の反応はどうだったのか。それ

をどう生かすつもりなのか。農林水産課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 二宮眞弓君自席） 

○農林水産課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 先ほど申しました岡山フードサービス株式会社が定期的に外食産業繁盛塾というものを開催

されておりまして、参加させていただきました。ここでは足摺農園社長が生産者の思いを、泥

谷市長が新たな特産品づくりに臨む市の姿勢を、それぞれの立場で御挨拶する時間をいただき

ました。今回の繁盛塾には１００名を超える外食産業界の方々の参加があり、その中で、肥育

方法などで連携もしております、先ほど触れましたが姉妹ブランドである薩摩極鶏・大摩桜と

合わせて、主催者側からさまざまなメニュー提案がなされました。 

 参加されておりました外食産業界の皆さんの反応は非常によかったと感じております。それ
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以降、新たな商談が成立したとのお話もお聞きしておりますが、まだまだ販路を開拓する必要

があると認識はしております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。答弁いただきましたように、足摺農園

から生産者の立場で、市長が市の姿勢の立場で答弁されて、また１００名の方が産業界から参

加され評判がよかったということでございます。課長の答弁の中にあった、岡山フードサービ

ス株式会社のさらなる御協力もいただきながら、市や協議会でのより強力な支援体制が必要と

改めて感じておりますが、今後、具体的な戦略はありますか。農林水産課長にお伺いいたしま

す。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 二宮眞弓君自席） 

○農林水産課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 先ほども申し上げましたが、協議会を立ち上げたばかりで具体的なことは今からですが、実

は、きのうもその協議会をしたところです。市内の飲食店等には、飼育から処理にまでこだわ

ったという、この銘柄鳥であることや、天候に左右されない地元の食材としての認知度向上を

図るためにも、まずは食べていただくためのＰＲ活動を始めたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今、課長が言われたように、食べて初めてわかります。青年会議所だ

ったと思いますが、宗田節を使ったメニューが市内の飲食店をつなぐ宗田節ロードをつくって

いたと思います。節だけをＰＲするのではなく、節を使った料理が食べられるお店のＰＲにも

っていったことは、とてもいいアイデアだと感じております。 

 そこで提案でございますが、まずは市内の飲食店にあしずりキングを使った料理を定番メニ

ューとしてもらうよう働きかけていき、店舗数がふえたらその飲食店をＰＲしていってはどう

でしょうか。土佐清水市にはおいしいものはたくさんあります。土佐の清水さば、宗田節、そ

してこのあしずりキングが食べられる飲食店を全て集めたマップをつくり、情報発信してみて

はどうかと思います。本市に観光で訪れたとき、たまたま清水さばがとれないような天候に当

たれば、あしずりキングのメニューがあるお店も探すことができます。観光客はおいしいもの、

御当地のものを食べてみたいと思うはずでございます。ぜひ、本市のおいしいもの、御当地も

のを一つにまとめて紹介できるパンフレットをつくってみていただきたいと思います。そのた
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めの取り組みとして、市内の飲食店で本市の特産品をもっと扱ってもらえるような環境整備や

あしずりキングを初めとした調理方法の講習会の開催など、市や協議会で積極的に支援できる

のではないでしょうか。農林水産課長にお考えをお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 二宮眞弓君自席） 

○農林水産課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 おっしゃるとおり積極的に支援してまいりたいと思っております。御提案いただきましたマ

ップの事業につきましても、協議会として今後どのような形で計画、実施できるのかも協議を

進めてまいります。御提案ありがとうございました。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） ぜひ協議していただいて、前向きに検討していただきたいと思ってお

ります。 

 さきの９月の連休には、レスト竜串におきまして、ワールドワンの総料理長が監修されまし

た、あしずりキングの洋定食が期間限定で販売され、大変好評だったとお聞きしております。

飲食店がそれぞれあしずりキングのよさを生かした料理を考案していただき、提供していただ

けるような店舗をふやすことを切に願うところでございます。 

 一方で、全国的に飲食店などにおいては人手不足が問題になっているとの報道も耳にしてい

るところでございます。そこでもう一つ提案でございます。このあしずりキングの加工品をつ

くってみてはどうでしょうか。現在は生産者が６次産業化に取り組んでの成功例が多くなって

きておりますが、本市には既に元気プロジェクトという食品加工のノウハウがある、第三セク

ターの会社がございます。この工房であしずりキングの加工製品を開発してもらってはいかが

でしょうか。調理に余り手間をかけられない飲食店や忙しい家庭においても使ってもらえるよ

うな加工製品を開発し、生肉と加工品の両方で販売できる体制ができれば、販路ももっと広が

るのではないかと考えます。以前、この元気プロジェクトに籍を置いておりました、商品開発

から販売まで取り組みを経験されました、泥谷市長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 今、課長から答弁がありましたが、この土佐極鶏・あしずりキング、

これは外食産業専用として売り出しておるところであります。将来的には、細川議員の言った

ような可能性も十分考えられる食材ではありますが、今は生産管理、加工処理の衛生管理を含
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め小ロットによる希少化、これで勝負をするブランド鳥でありますので、大量生産には向かな

い。そして生産者としては、今は安定出荷に注力していただきたいと思っております。将来的

にと言いますか、今後の取り組みとしては十分検討してまいりたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。今は生産管理、なかなか大変でござい

ますし、希少価値で販路拡販を狙っているということがよくわかりました。 

 それでは最後に、先ほども言いましたように清水さばの鮮魚は天候や漁の模様の影響を多く

受けます。注文があり漁に行こうとしても自然に左右され、サバが確保できずに欠品が続くこ

とで大きな市場となる販売先から取引を断られた経緯もお聞きしております。 

 しかし、このあしずりキングの場合は、販売相手が先に決まっていれば生産者はその注文に

あわせてひなを購入、肥育から取りかかることができ、管理作業には無論苦労され、多少の事

故があると思いますが、注文数に応じた出荷体制は一定確保できると思います。生産者、関係

者が自信を持っているあしずりキングでございます。その生産者が安定した経営を確立するた

めには、定期的に購入してくれる相手先をふやすことが大事だと思っております。加工製品を

開発する苦労話も先ほどお聞きしたところでございますが、最後に、今後、本市の特産物とし

てしっかり位置づけていくために、行政としてどのような事業展開をするつもりなのか、泥谷

市長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 今回のブランド化の最大の強みというのは、あしずりキングの商品価

値を認めてくれている岡山フードサービス株式会社、この社長の岡山克巳さん。この方は、み

ずからこの鳥を開発した経緯もございますので、もうこのあしずりキングの販売面での責任を

持つと断言していただいておるところでありますが、そこに頼りきるのではなくて、やはり地

道な活動になるとは思いますが、土佐清水市の特産品としての市民の認知度、理解度を高め、

鳥肉といえば清水ではあしずりキングとなるように定着させていきたいと思っております。 

 細川議員、食べたことはありますか。ぜひ、本議会の上げには、皆さんこのあしずりキング

で乾杯をしていただきたいと思いますが、なお、土佐清水ワールドの新橋店がこの前オープン

をしたのですが、既に、このあしずりキング、メニュー化をされておりまして、今後の土佐清

水ワールド全体の店舗での、今後の展開に期待をしているところであります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番 細川博史君。 
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          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。地道な活動で理解を求め、周知に努め

ていただきたいと思います。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（永野裕夫君） この際、午食のため、午後１時まで休憩をいたします。 

          午前１１時５３分   休  憩 

          午後 １時００分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 午前に引き続き、一般質問を行います。 

 ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） 皆さん、こんにちは。清友会の新人、武政健三でございます。８月の

市会議員選挙では、市民の皆様のあたたかい御支援をいただき、こうして市民の皆様の代表と

して、この壇上で一般質問ができることを本当にうれしく、またとても光栄に思います。 

 私は３４歳のときに、高知市の民間のブライダルの会社に就職いたしまして、２５年と６カ

月、営業と配達で毎月１０回以上も幡多と高知の往復をし続けてまいりました。生まれ育った

大好きなこの土佐清水市が徐々に人口が少なくなり、変化していくのを客観的に外から見てま

いりました。２５年前の活気にあふれていた土佐清水市を取り戻すのは非常に難しいことかも

しれません。しかしながら、私たちの次の世代の方々がやっぱり清水に生まれてよかった、や

っぱり清水で暮らすのが一番、そんな土佐清水にせんといかん。そういう思いで微力ではござ

いますが、長年営業マンとしてお客様がもっと喜んでいただけるためには何をしたらいいのだ

ろう、もっと感動してもらうには何をしたらいいのだろう、そればかりを考えて仕事をしてお

りましたが、今度は清水の市民の皆様のために、こてこての営業マン魂で頑張って仕事に励み

たい。そういうふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いします。 

 質問に入る前に報告とお願いがあります。私は４２歳のときに音楽をやっておりまして、大

きな音で耳を壊してしまいました。右耳が健常者の方々の約２割、そして左耳が健常者の半分

くらいしか音が聞こえません。ゆえ、ふだん私は補聴器をつけております。会議中もこれを使

って、これはボリュームです。ちっちゃいときは、ちょっとこれを上げたりとかしております。

あやしいものではございません。ボリュームでございます。しかしながら、補聴器をつけた状

態でも小さい声は非常に聞こえづらく、特に雑音の中では非常に話が聞き取りにくいのが現状

であります。先日終了いたしました、ＮＨＫの朝の人気ドラマ、「半分、青い」の主人公とほ

とんど同じ状態であります。非常に不自由を感じております。しかしながら、こんな障害を持
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った私でも、皆様のあたたかいフォロー、そして一生懸命工夫をして頑張れば、普通に議員と

しての仕事は全うできることとかたく信じております。そして私以外のあらゆる障害を持って

いらっしゃる方々に希望を持っていただくためにも、私は頑張っていかんといかん、そういう

ふうに使命感を持っております。そこで一つ、私からのお願いになりますが、この議場も含め

まして、発言するときはもっとマイクに近づけていただいて、聞こえやすい声でしゃべるとい

うことを心がけていただければ非常にありがたいです。小さい声の方がマイクから離れてしゃ

べりますと、非常に聞きづらい場面がありますので、私のように耳が遠い方もたくさんいらっ

しゃいます。あらゆる障害を持っている方々にも、誰もが同じ目線になって行動ができる、そ

んな優しい土佐清水市になっていただきたい。それが私の願いです。 

 非常に長い前振りでしたが、通告に従いまして質問に入らせていただきます。 

 議員になり初めての質問は、一番大事な人の命にかかわる重大なこと。南海トラフ地震対策

についての質問をさせていただきます。思い起こせば２０１１年３月１１日、いつものように

私は仕事で営業に出ておりました。夕方、会社に帰ると社員が大騒ぎでテレビを見ておりまし

た。あり得ないような大きな地震、そして信じられない大きな津波による被害の画像が映し出

されておりました。２万人近くの方々が亡くなり、また2,５００人以上の方々が不明になった

東日本大震災の日でした。その数年後、衝撃の記事を目にいたしました。南海トラフ地震、土

佐清水市で最大３４メートルの津波。自分が生まれ育った大好きな清水にこんな津波が来る。

大きなショックを受けたのを覚えております。そして２０１６年４月１４日、熊本地震。最近

では、ことしの９月６日に起きました、北海道胆振東部地震と次々と大きな地震が発生してた

くさんの方々の命が失われております。 

 この南海トラフ地震対策につきましては、泥谷市長以下、執行部の皆さん、そして先輩諸氏

が幾度も議論をされ、県下でも本当にすばらしい取り組み及び対策を実行されているのが非常

にうれしく思っております。しかしながら、それでも多数の死傷者が出ることが予想されてお

ります。私の思いは犠牲者を限りなくゼロに近づけるためには何をするべきかというシンプル

なことです。これまでの質問と重複する内容が多々あることとは思いますが、今回はこれまで

の確認を含め、地震・津波から命を守るという１点に焦点を当て、一からの基本的な質問をさ

せていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 大変長らくお待たせいたしました。危機管理課長にお聞きいたします。南海トラフ地震の発

生確率及び発生時期についての認識をお聞きいたします。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 
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○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 地震の発生確率・時期はとのことでございますが、政府の地震調査委員会が毎年、全国地震

動予測地図で、今後３０年間で地震による震度６弱以上の揺れに見舞われる確率を発表してお

ります。１月１日を基準日といたしまして、全国の県庁所在地の発生率で発表しており、本県

の場合は高知市となりますので、その数値で答弁いたします。 

 平成２７年７０％、２８年７３％、２９年７４％、３０年７５％と確実に上昇してきており

ます。発生時期の予測は困難ですが、発生に向かって確実にカウントダウンが進んでいると認

識しております。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） ありがとうございます。怖いですよね。今後３０年以内に起こる確率

が、平成２７年には７０％だったのが７５％、ことしでは７５％という確実に上がっておりま

す。この７５％という数字は、ひょっとしたら来るかもしれないというレベルではないと思い

ます。私は非常に高い確率で近々起こるという認識でおりますが、危機管理課長はどのような

認識でありますか。お聞かせください。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 ３０年以内の発生確率７５％、これをどう認識しているかとのことですが、個々の感じ方も

ありますし、日本語の表現は多様で曖昧であります。政府機関やマスコミなども明確に言葉で

あらわしておりません。私個人的な認識で申しますと、かなり高い確率で、それほど遠くない

時期に必ず発生すると考えております。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） ありがとうございます。答弁いただいたように、かなり高い確率で、

それほど遠くない時期に必ず発生するという認識のもとで質問を進めていきたいと思います。 

 次に、地震・津波による家屋被害数及び死傷者数の被害想定をお願いします。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 高知県の第３期南海トラフ地震対策行動計画（２９年３月改訂版）で示された、土佐清水市

の想定でお答えします。 
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 まず建物被害、これは住家以外の建物も含んでおります。地震による倒壊と津波による流出

を合わせ、全壊9,２００棟、半壊3,６００棟となっております。 

 次に人的被害です。地震・津波を合わせて死者が1,１００人、負傷者が2,１９０人となって

おります。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） すごい数字ですよね。答弁いただきました、死者1,１００名の内訳で

家屋の倒壊による死者数をお聞かせもらいますでしょうか。お願いします。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 建物倒壊で３１０人となっております。ほかは津波で６８０人、急傾斜地崩壊で１０人、火

災で６０人で計1,０６０人となっております。なお端数調整の関係で合計は1,１００人となっ

ておりますので御了承お願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） ありがとうございます。 

 津波で６８０人、そして気になる建物倒壊で３１０人もの方が亡くなる想定。本当に心が締

めつけらるような数字ですが、この家屋倒壊を防ぐための耐震化の取り組みについてなんです

が、公共施設については消防庁舎、清水小学校、各保育園、中央公民館などの高台移転。そし

て市役所本庁舎の耐震化などが進められ、一定対策が進められていますが、一番気になる住民

の地震・津波対策はどう進んでいるのでしょうか。本市の各家庭の耐震化及び室内の安全対策

について、まずは各家庭の耐震化の進捗状況からお聞きいたします。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 住宅耐震の目安は上部構造評点１.０、専門用語になりますが、とされております。これは

震度６強の揺れで、即座に建物が崩壊しない強度とされておりますが、昭和５６年６月の建築

基準法改正以前の建物は耐震性が極めて低いため、これらの建物の耐震化を推進し、地震の揺

れによります家屋倒壊被害を防ぐことにより、倒壊で下敷きになるとか避難経路の閉塞による

逃げおくれなどの問題を解消し、人命の確保、避難経路や消防・救急活動経路の確保といった

リスクを軽減する効果が増大することになりますので、住宅耐震化は地震対策の一丁目一番地
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の施策と位置づけ、国・県・市による補助金を活用した耐震化の推進を行っております。 

 本市の住宅耐震化の状況であります。この住宅耐震化は、耐震診断、耐震設計、耐震改修工

事という順序で進みます。木造住宅耐震改修補助金を平成２２年度より交付しておりますので、

その件数で答弁いたしますと、２２年２件、２３年２件、２４年６件、２５年１１件、２６年

１０件、２７年２１件、２８年２１件、２９年２０件で、計９３件となっています。なお今年

度は９月末時点で２５件の申し込みの受け付けを行っております。また自己負担金が必要であ

る部分がネックとなる点を解消するために、２９年度から耐震設計で６万円、改修工事で

２０万円を上乗せしております。ちなみに補助金額等についてでありますが、耐震診断は費用

３万3,９４３円で全額助成しており自己負担はゼロ、改修設計は費用約３０万円、補助上限は

２６万5,０００円で自己負担は３万5,０００円、改修工事は直近３カ年の費用平均は約

１３７万円、補助上限が１１２万5,０００円で自己負担は２４万5,０００円となっております。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） 年々施工数が上がってはおりますが、７年で９３件の施工は少し物足

りなくも感じますが、改修工事の平均費用が１３７万円で補助金がふえまして、自己負担金が

２４万5,０００円でできるんですね。命を守るための問題ですので実費は必要ですが、できる

だけ耐震化の施工をしていただき、犠牲者を１人でも少なくしていたいと思います。 

 次は、住宅室内の安全対策についてお聞きいたします。お願いします。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 地震の強い揺れにより室内の家具の転倒や落下によるけが等を防止するために、平成２６年

度より家具転倒防止対策事業費補助金を交付し、室内の安全確保を行っております。この補助

金は、転倒防止金具の購入と取りつけに対して補助を行っております。これまでの実績は、平

成２６年３件、２７年９件、２８年１件、２９年１件、計１４件となっております。なお、今

年度は９月末で４件の受け付けをしております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） ありがとうございます。家具の転倒防止金具の購入と取りつけに対し

ても補助金が出るんですね。 

 私も、数年前に阪神大震災を体験した２名の方から個々にお話をお伺いすることができまし
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た。寝ていたら、突然の地震で布団の中で動くこともできず、タンス、テレビが倒れてくるで

はなく、横からすごい勢いで飛んできたという貴重なお話をお伺いいたしました。特に寝室に

は凶器に変わるタンス、棚類、テレビとかは絶対置かないほうがいいですよ。仮に置くとした

ら安全な方向で考えて置くようにと貴重なアドバイスをいただきました。家の補強もそうなん

ですが、家具の転倒防止の整備も命を守る上で非常に大事という認識と、家具の転倒防止器具

購入と取りつけに対しての補助の実績が４年で１４件というのも少し少ないような気もします

が、これも両方市民全員が周知できているのでしょうか。危機管理課長、お願いします。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 まず、住宅耐震化の住民周知についてでございます。住民周知は市広報紙、同じく市ホーム

ページを主体に、補助制度が創設された平成２２年度当初から継続して行っております。また

平成２６年２月から７月にかけ、市内全域で地区別防災懇談会を４５回開催し、地震の被害想

定や防災対策の説明・周知を行いました。住民参加者数1,１０３名、市職員も地元担当としま

して２１７名が出席しております。加えまして平成２７年から２９年の３カ年で、高知県建築

士会土佐清水支部に委託し、市内全域で3,６１１軒の個別訪問を行い、住宅耐震化の説明を行

っております。そのほかにも防災研修会や各種会合などの機会を捉え、パンフレットの配布や

呼びかけを行っており、一定の認識は深まっているのとは考えますが、まだまだ耐震の必要な

木造住宅は多数ありますので、今後も引き続き住民周知を図り、住宅耐震化の推進に取り組ん

でまいります。 

 続いて、家具固定の住民周知でございます。こちらも市広報紙、ホームページを主体に、防

災研修会や各種会合などの機会を捉え、行っております。家具転倒防止金具の取りつけはそん

なに難しくありませんので、補助を使わずに御自身で行っているケースもあると聞いておりま

すが、４年間で１９件、確かに低い数字であると認識しております。自分で取りつけができな

い高齢者等に利用してもらえるように、社会福祉協議会の高齢者サロンなどと連携強化を図り、

引き続き周知を行ってまいります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） ありがとうございます。お聞きしましたところ、市広報紙、ホームペ

ージ、地区別防災懇談会を４５回開催、また１軒１軒の個別訪問による説明と、本当に頭が下

がるほど丁寧、親切に告知及び説明をされております。 
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 しかしながら、私はここが一番重要なことだと思います。特に私の周りには残念ながら無関

心の方が多いのか、何かもろうちょったけど、ように読んでないけん、ようわからん。まあ地

震も来たら来たときよ、とこんな方がたまたまかもしれませんが、私の周りには多いです。ま

た、知っていてもややこしいけん、せんでもかまんという方も多いです。 

 ここで、私の提案なんですが、こういう少数派の方々にも告知内容を把握してもらい、施工

していただく方法の一つとして、これまでのあらゆる告知方法に加えて、ソフトの部分、人間

力の部分で情報を広げていく方法を試してみませんでしょうか。こてこての営業マンの考え方

かもしれません。名づけて、そりゃあみんなに言うちゃらないかん作戦です。それは、命を守

るためには改修工事もせないかんで。費用は平均１３７万円もするけど、補助金が出て平均

２４万5,０００円ぐらいで済むがやと。それと家具の転倒防止器具も補助が出るけん、ちゃん

とつけないかんがで。わからんことは市役所に聞きや。と今ここにいらっしゃる、それぞれの

方々が大事な親戚、大事な友達に伝えていただき、その伝えた方にもほかに伝えていただくと

いう、口づてで広げる簡単な方法です。きょう、この議場に仮に８０人の方がいらっしゃいま

したら、全員の方がそれぞれの大切な方１０名に伝えていただいただけで、あっという間に

８００人に伝わります。おせっかいやきで思いやりの強い人が多い清水だからこそ、人を助け

ちゃらないかんという内容の情報はすぐに伝わりやすいのではないかと思います。いかがでし

ょうか。そりゃあみんなに言うちゃらないかん作戦、お金が要らない、こんな簡単な方法で

１人でも命が助かるなら、こんなうれしいことはございません。私は、きょうからこれを実行

してみたいと思います。 

 次に、津波の各地区の想定についてお聞きいたします。お願いします。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） そりゃあみんなに言うちゃらないかん作戦、ぜひよろしくお

願いいたします。 

 さて、津波の想定でございます。平成２５年１２月に発表された県の被害想定に基づきお答

えいたします。本市に最も影響を及ぼすとされている南海トラフ海域の西側、高知県沖が震源

となるケースです。数値は海抜表示です。最大津波高は３４メートルとなっておりますが、こ

れは三崎の千尋岬先端部で一時的に想定されるものです。市内平均は１７メートルで、市東部

より市西部が高くなる傾向が示されています。市の施設で申しますと、下ノ加江市民センター

で１４.４メートル、市役所本庁舎で１６.９メートル、三崎市民センターで２１.２メートル、

下川口市民センターで１５.３メートルとなっております。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 
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          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） 市内平均が１７メートルということは、市内がほとんど水没というこ

とですね。また、三崎市民センターが２１.２メートルというのも本当にすさまじい数字です。

そうなると、やはり大事なことは地震がおさまり次第、津波から逃げるために一刻も早く避難

場所に逃げることが大事になることと思いますが、次に、津波からの避難対策についてお聞き

します。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 津波避難空間の確保の第一弾といたしまして、平成２４年度にワークショップ等で地元の希

望をもとに、１次避難場所２５０カ所を設定し、既設道路等が利用できない避難場所について

は避難路を整備する取り組みを推進してまいりました。当初、地元よりは１４４カ所の要望が

ありましたが、用地が確保できないとか工事が技術的に困難であるとかの案件を精査し、

９６カ所の整備を平成２５度から計画的・集中的に行ってまいり、本年度中に計画をした

９６路線は完成いたします。なお平成２４年度以前に整備を行っている箇所が７６カ所ござい

ますので、避難路は合計１８０カ所となります。 

 また、太陽光式誘導灯は１７６カ所、避難誘導看板は３３２カ所の整備を行っております。 

以上です。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） ありがとうございます。避難路も、ことし中に全部で１８０カ所が完

成するということですね。しかしながら、まだまだ地域の住民の方々の声をもっと聞いて精査

をしないといけないと思いますが、津波想定及び避難対策の周知は、どのように行っているの

かお聞きいたします。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 市民周知のために平成２５年１２月に津波浸水域と避難場所・避難所を示したハザードマッ

プ、これは市内を地域別に２４分割したＡ１サイズのものですが、それを作成し、市ホ－ムペ

ージに掲載するとともに全戸配布を行い周知を図っております。また、先ほどの住宅耐震化の

部分で答弁しました、平成２６年度実施の地区別防災懇談会でも、このハザードマップをもと

に地区ごとの津波浸水域や避難場所等の説明を行っております。 
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 そして今年度、平成２６年度以降追加や変更となった避難場所･避難所等もありますし、自

分の居住地域以外の地域の避難場所等も知っておきたい等の市民の意見もございましたので、

市内全域をＡ１サイズの１枚に取りまとめたハザ－ドマップを作成中で、間もなく完成いたし

ますが、完成いたしましたら今年度中に全戸配布を行い、再度周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） ありがとうございます。その市内全域のハザードマップ、一刻も早く

欲しいですよね。例えば、逃げようと思っていた場所が地震で崩れているという可能性もあり

ますので、複数以上の避難場所が把握できていないといけないと思いますし、また居住地以外

の地域の避難場所も把握しておきたいと思いますよね。 

 次に、各地区の防災力の強化についてお聞きいたします。お願いします。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 岡田敦浩君自席） 

○危機管理課長（岡田敦浩君） お答えいたします。 

 本年６月会議で浅尾議員より同様の質問があり、その答弁と重複しますが御了承をお願いい

たします。 

 災害時の対応の基本は自助・共助・公助と言われております。災害時は自治体職員やその他

救助関係機関職員も被災者となることより、発災初動期は公助の支援が行き届かない部分を、

地域住民が協力・支えあう共助で大規模災害を乗り越えていただくことが必要となります。 

 この共助の部分を各地域の自主防災組織が担っていただかねばならないことより、市として

も育成強化に努めているところです。市内で５６の自主防災組織が結成され、それぞれの地域

の実情に合わせた活動を行っており、市も平成２５年度より２分の１の県補助を活用した自主

防災組織育成強化事業費補助金を交付し、防災訓練や防災対応用資機材の購入、また自主防み

ずからが行う避難道等の避難空間の整備の支援を行っているところです。年々この補助を活用

する組織がふえてきており、自主防活動は相対的には活性化していると考えます。 

 しかし、まだ活発的な活動が行われていない自主防災組織もありますので、昨年度よりそれ

らの組織に個別にアプローチを行い、育成強化に努め全体の活性化につながるよう取り組んで

おります。 

 また、自主防災組織とは別に、県内で高知市、南国市、四万十市でＮＰＯ法人日本防災士機

構が認証する防災士資格を有した方が、自己の防災スキルの向上や地域防災の一助となること
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を目的として、協議会を結成し活動を行っております。本市においても、このような取り組み

を行いたいとの声が防災士の一部の方より上がってきたことより、２９年の１１月に有志によ

って土佐清水市防災士連絡協議会が設立をされました。当初１２名でございましたが、現在は

会員もふえまして２３名となっております。これまでに学んできた地震・津波の仕組みや救命

法などを市民に伝える方法を模索しながら、防災リーダーとなる人材育成を図るための活動が

始まっております。 

 市と自主防と防災士の連携につきましては、平成３０年１月の市の自主防連絡協議会総会の

際に、防災士会の発足を報告の上、名簿を配布し、それぞれの地域で防災士の活用、連携を図

っていただくようにお願いをいたしました。今後は地区の防災訓練等への参加、助言はもちろ

んのこと、当年度、当課の重要施策の一つであります避難所運営マニュアル作成の地元協議に

も参加していただくなど、自主防災組織と防災士が相互に連携し、これまで以上に地域の防災

力を高めていただけるよう、ソフト面の強化を図ってまいりたいと考えます。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） ありがとうございます。やはり、おっしゃるように災害時は自治体職

員や救助関係機関職員も被災者になる可能性がありますので、特に隣近所、地域住民による自

主防災組織と、先ほどおっしゃっておりました防災士との連携が一番重要な役割になることと

思います。余り活動的でない組織もあるそうですが、何度も言いますように命にかかわること

ですので、ふだんから定期的な自主防災訓練を通じて、隣近所、地域住民の方々に少しでも多

く参加していただき、いろいろな問題点を探し出し、一つ一つを解決していくことが大事だと

思います。 

 最後に、南海トラフ地震対策に対しまして、市長の所見をお願いします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） これまでの５年半の、市長に就任して５年半になるんですが、これま

での取り組みを振り返りながら、本当に感慨深く課長とのやりとりを聞かせていただいて、本

当に大変財政状況が厳しい中でありましたが、防災・減災特別措置法という法律が平成２５年

にできまして、４年間の時限立法でした。この間に、スピード感を持って集中的に命を守るた

めの対策を実施していこうということで進んでまいりました。平成２５年６月に市長に就任し

て、公約でありました危機管理課というのを、その年の１２月に設置いたしました。初代の課

長は、県から知事にお願いしまして横畠課長をお招きいたしまして、１２月からでしたので、
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２年と何カ月、横畠課長を中心として取り組んでまいりました。今、横畠課長は須崎市の副市

長に就任を４月からしておりますが、まずは、課長からも答弁がありましたが、自主防災組織、

住民の皆さんの意見をもう一回聞こうということで、翌年の２月から６カ月をかけて市内

４５カ所、自主防災組織のないところも行きましたので、５０カ所近い地域に赴きまして、お

話を直接向き合って話を聞きながら、まずはハード面での整備を行うということで、本当に取

り組んできたところであります。一次避難場所を、そこでもう一回洗い出して設定し、避難路

の整備・太陽光式誘導灯・誘導看板の整備、それからやはり土佐清水市は昭和２９年８月に、

４町が合併して土佐清水市ができましたので、旧町単位で防災コミュニティーセンターを整備

したいという思いもございまして、ことしの３月の下ノ加江地区の防災コミュニティーセンタ

ーをもって、４カ所全ての旧町単位での整備を行っております。また、避難困難区域の大岐に

はタワーを建設するなど、ハード整備をスピード感を持って行った結果、一定ハード面につい

てはめどがついたというふうに考えております。また、ソフト面での強化・充実、これも課長

から今答弁がありましたが、自主防災組織・防災士協議会の連携強化、地域防災力の向上につ

なげてまいりました。また、防災教育、これにも力を入れようということで、慶應大学の大木

准教授と連携し、継続してきた清水中学校の防災教育。これはすばらしい成果を上げてきたと

思っております。生徒が家庭や地域の防災リーダーとして活躍できるように、この取り組みを

また継続していきたいと思っております。公共機関の高台移転、これも一定めどがつきました。

消防庁舎、中学校、それから本庁舎の耐震化、きらら清水保育園の統合による高台移転、中央

公民館、下川口保育園、清水小学校の改築、三崎保育園もこの１２月に完成する予定となって

おります。そのように高知県では約５万人の死者、土佐清水市においては1,１００人の死者を

想定している中で、一人も犠牲者を出さない。そういう気概を持ってこの５年半取り組んでま

いりました。しかしながら、議員が御指摘をしたように、市役所だけで、また自主防災組織だ

けで命を守ることはできません。やはり大切なのは、自分の命は自分で守る、隣近所で助け合

う、そして地域で支え合う、この自助・共助、互助。この精神こそが命を守る一番大切な部分

だと思いますので、今後とも引き続き一人も犠牲者を出さないという気概をもって、この防災

対策に取り組んでまいります。 

○議長（永野裕夫君） ３番 武政健三君。 

          （３番 武政健三君発言席） 

○３番（武政健三君） 市長、答弁本当にありがとうございます。お聞きいたしますと、やっ

ぱりハード面はどこよりも早い取り組みで整備がなされておりますね。これからは、ソフト面

の強化充実とのことですが、ここで一番重要で難しいところだと思いますが、やはり定期的な

自主防災訓練を通じて、隣近所、地域住民の交流を深め、災害時の対応の基本であります、先
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ほど市長もおっしゃっていただきました、自助・共助・公助の意味をしっかりとみんなで認識

した上で、自分の命を守るためには自分が何をしないといけないのかということを、上からの

情報だけではなく、先ほどお話をいたしました、口づてで横に広げるための方法、そりゃあみ

んなに言うちゃらないかんで作戦も活用していただきながら、重要な情報を市民全体に行き渡

るように伝え、死者ゼロを目指した取り組みを常に言い続ける。常に伝え続けるということが

一番大事ではないか、そういうふうに思います。私もきょう答弁いただいた内容を１人でも多

くの市民の方々にあすからお伝えして周っていきたい。そういうふうに思います。 

 これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（永野裕夫君） この際、暫時休憩をいたします。 

          午後 １時４４分   休  憩 

          午後 １時５５分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 まずもって、傍聴者の皆様にお願いをいたします。携帯電話をお持ちの方は、電源をオフに

するかマナーモードに切りかえていただきますようお願いをいたします。 

 それでは、引き続き一般質問を行います。 

 １番 谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君発言席） 

○１番（谷口佳保君） 皆さん、こんにちは。清友会の谷口佳保でございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、通告順に従いまして、一問一答にて一般質問をさせて

いただきます。人生初の一般質問ということで、また一般質問最終日の一番最終ということで、

かなり緊張しております。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、最後までよろしくお願いし

ます。 

 私の前職は、高知の実情にあった高知型地域福祉の拠点の一つに勤めておりました。高知型

福祉とは、現行の国の制度では、サービスの分野ごとに一律の人員配置や定員基準などが定め

られており、高知県のように中山間地域が多く、小さな単位ごとに多種多様なニーズがある地

域でのサービス提供はなかなか進みにくい。そうした状況を踏まえ、これまでの公的制度の概

念や仕組みを超え、住みなれた地域で住民の一人一人が必要なサービスが利用でき、地域の支

え合いの仕組みを大切にしながら、地域の中でいつまでも安心して暮らしていけるよう、高知

県独自の仕組みづくりです。その拠点の一つで経験してきたことや現場で感じてきたこと。高

齢者、子供の思い、制度のはざまで苦しんでいる方の思い、声にならない声、声と思いを市政

へ届けてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 本市でも進む高齢化・過疎化に不安を感じている方が現場には多くいらっしゃいました。今
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回の一般質問は、これに関連したことについて質問してまいりたいと思います。昨日からの一

般質問の中でも何度か出てきましたが、本市の高齢化は国よりもさらに２０年先行している超

高齢社会の先進地域ということですが、まず健康推進課長にお伺いいたします。少子高齢化が

進み、超高齢社会に突入している現在、１９４７年から４９年の第１次ベビーブームで生まれ

た団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年問題。医療や介護など社会保障問題を目前に、土

佐清水市の高齢化の状況、また今後予測される推移についてお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 健康推進課長。 

          （健康推進課長 戎井大城君自席） 

○健康推進課長（戎井大城君） お答えいたします。 

 高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画による高齢化の推計では、本市の平成２９年９月

末の人口は１万4,０８６人で高齢者数は6,４９３人、高齢化率４６.１％とすでに高齢化率が

４５％を超えています。平成３２年９月末には高齢化率４８％、平成３７年９月末には高齢化

率４９.７％まで増加し、人口は１万2,０９３人、高齢者数は6,０８５人と推計されます。 

 また、平成３０年以降の高齢者の状況については、６５歳以上の高齢者数は減少傾向にあり、

６５歳から７４歳、７５歳から８４歳の高齢者数も減少傾向になることが推計されます。 

一方、８５歳以上の高齢者数は増加すると見込まれます。 

○議長（永野裕夫君） １番 谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君発言席） 

○１番（谷口佳保君） ありがとうございます。これから７年後、平成３７年９月末には高齢

化率が４９.７％、人口の２人に１人が高齢者になるということがわかりました。本市におき

ましても、超高齢化の高齢社会の先進地域と言われるだけあって、少子高齢化問題は深刻な問

題ということがわかりました。昨日の吉村議員、弘田議員への答弁の中にもありましたように、

今後、ますます地域の支え合いが重要になってくることと思われます。昔は近所の人と顔を合

わせて立ち話をしたり、生活の中で自然と生まれていた住民同士の何げない集いも最近は減少

してきたように感じております。本市におきましても、さらに高齢化が進む中で、高齢者の

方々が住みなれた地域でいつまでもいきいきと暮らしていけるよう、何点か質問させていただ

きたいと思います。 

 高齢者の中でも在宅高齢者の方々の求めるニーズについて、健康推進課長にお伺いいたしま

す。 

○議長（永野裕夫君） 健康推進課長。 

          （健康推進課長 戎井大城君自席） 
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○健康推進課長（戎井大城君） 高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定に当たり、

平成２８年１２月に要介護認定を受けていない６５歳以上の高齢者を対象として実施した、介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査における在宅生活に関する主な結果に基づきお答えします。 

 週に１回以上は外出していますかという問いについては、約９割の方が週に１回以上の外出

をしていますが、ほとんど外出しないと回答された方も約１割となっています。 

 どなたかと食事をともにする機会はありますかという問いについては、毎日あると回答され

た方が約４割。ほとんどないと回答された方は約１割となっています。 

 物忘れが多いと感じますかという問いには、物忘れが多いと回答された方は全体の約４割と

なっています。 

 自分で食品・日用品の買い物をしていますかという問いには、できるし、していると回答さ

れた方が全体の約８割となっていますが、できるけどしていないと回答された方が約１割とな

っています。 

 グループ等の集まりにどのくらいの頻度で参加していますかという問いには、参加されてい

る方の割合が最も高いのは、地区での集まりで１９.８％。次いで、趣味関係のグループの割

合が１６％と高くなっています。 

 あなたは、将来的にどこで介護を受けるのが理想ですか。寝たきり等になったと仮定してお

答えくださいという問いには、現在の住まいで介護を受けたいと回答された方は全体の３２％、

介護保険施設等が２１.３％、病院に入院して療養したいが１５.７％となっています。 

 こうした結果から、高齢者の方は外出の機会をできるだけ持ち、自分で食品・日用品の買い

物や地域の集まり、趣味などのグループ活動へ参加するニーズが高いといえます。 

 一方で、物忘れが多いと回答された方は約４割と多く、高齢による物忘れへの意識が高くな

っていると考えられます。 

 また、将来的にどこで介護を受けるのが理想かとの問いへの回答が、在宅だけでなく介護施

設、医療機関等に選択が分かれていることが見てとれます。 

○議長（永野裕夫君） １番 谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君発言席） 

○１番（谷口佳保君） ありがとうございます。ニーズ調査やニーズ集計というのは、具体案

を深めるのにとても重要な活動だと思われます。外出の機会をできるだけ持ちたい、自分で食

品等の買い物をしたい、地域の集まりなどに参加されたいなど、在宅高齢者の方々のニーズを

しっかりと把握していただいているようですが、このようなニーズに対し、どのような施策で

対応されているのか。健康推進課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 健康推進課長。 
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          （健康推進課長 戎井大城君自席） 

○健康推進課長（戎井大城君） お答えいたします。 

 高齢者への施策として、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の

３つの事業で構成される地域支援事業の推進に取り組んでいます。 

 まず、介護予防・日常生活支援総合事業ですが、要支援１、２の認定者及び２５項目の基本

チェックリストでリスクがあると判定された高齢者を対象とするサービスです。 

 訪問型サービスとして、介護予防訪問介護事業、介護予防・生活支援員派遣事業、養成研修

を修了し、市の認定を受けた生活支援サポーターによる要支援者在宅生活サポート事業、地域

住民による買い物支援や見守り支援等を行う、いきいきボランティア地域支え合い活動事業 

などを実施しています。 

 また、通所型サービスとして、介護予防通所介護事業、高齢者デイサービスの場を活用して、

生活機能の向上に取り組む生活支援運動教室・栄養改善事業、地区集会所等で、運動や栄養改

善等を実施する要支援者運動教室・栄養改善教室事業などを実施しています。 

 次に、一般介護予防事業です。介護予防の普及を図るため、パンフレットの作成・配布や介

護予防講演会を行うとともに、住民主体の運動教室等の介護予防教室により、運動や食生活の

重要性について普及・啓発を行う介護予防普及啓発事業。いきいきサロンなど地域住民が主体

的に取り組む介護予防や地域支え合い活動の取り組みを推進する地域介護予防活動支援事業、

リハビリ専門職が住民主体の通いの場において指導を行い、介護予防の取り組みを総合的に支

援する地域リハビリテーション活動支援事業などを実施しています。 

 次に、包括的支援事業では、地域包括支援センターによる認知症の方、そしてその家族を支

援するため、認知症初期の支援を集中的に行い、サポートする認知症初期集中支援事業や巡回

実態把握・相談事業、総合相談支援事業などを実施しています。 

 次に、任意事業として、認知症により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対する支援と

して、見守り支援等を行う認知症見守り支援員を養成し、対象となる高齢者を支援する認知症

高齢者見守り支援事業を実施しています。このほか、認知症高齢者等徘回情報システム、ＳＯ

Ｓネットワークの推進、認知症サポーター研修会の開催、配食サービス、見守りネットワーク

事業などを実施しております。 

○議長（永野裕夫君） １番 谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君発言席） 

○１番（谷口佳保君） ありがとうございます。市としても、訪問型・通所型・一般介護事業

など、さまざまな角度で高齢者の方々のニーズに応えるために地域支援事業を推進しながら対

応されているということがわかりました。中でも、先ほどお答えいただきました、いきいきサ
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ロンなどの地域介護予防活動事業につきましては、昨日も弘田議員の質問の中にも出てきまし

たが、サロンでモーニングをしたり、立石では祭り、大浜では花いっぱい、下ノ段ではめだか

ハウス、貝ノ川のヘイチャン踊り。少子高齢化が進み、超高齢社会を迎える超高齢社会の先進

地域である本市にとって、高齢者の方々が住みなれた地域でいつまでもいきいきと元気で暮ら

していくためには大変重要な施策だと感じております。今後、ますますの発展を期待しており

ます。 

 さまざまな角度で在宅高齢者、元気高齢者の事業を展開されておりますが、冒頭でも申しま

したように、公的制度の概念や仕組みを超え、住みなれた地域で必要なサービスが利用でき、

地域の支え合いを大切にしながら地域の中でいつまでも安心して暮らしていけるよう、高知の

実情にあった取り組み、高知型福祉、その拠点の一つ、あったかふれあいセンターについてお

伺いいたします。 

 在宅高齢者、元気高齢者の利用について、福祉事務所長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 福祉事務所長。 

          （福祉事務所長 吉永敏之君自席） 

○福祉事務所長（吉永敏之君） あったかふれあいセンターは、誰もが住みなれた地域で安心

して暮らし続けることができる地域づくりを目的に、高知県が日本一の健康長寿県構想の中で、 

その取り組みを推進しているもので、本市では子供から障害者、高齢者を初め、地域住民の誰

もが自由に交流できる場所として中央町商店街の空き店舗に拠点を置き、３市民センターをサ

テライトとして、あったかふれあいセンターきずなの家を平成２４年度から開設しております。 

 あったかふれあいセンターでは、地域住民の誰もが自由に交流できる場所としての集いの機

能によって多くの地域住民が利用をしていますが、そのほかにも、相談、訪問、つなぎ、生活

支援などの機能も有しております。 

 質問にありました高齢者の利用に関して、直近２年の年間延べ利用者数を見てみますと、平

成２８年度利用者数は全体で２万８人、うち高齢者は１万1,２９６人で、全体の５６％。平成

２９年度利用者数は全体で２万７５６人、うち高齢者は１万1,００５人で、全体の５３％とな

っており、利用者数の約半数以上が高齢者となっています。  

○議長（永野裕夫君） １番 谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君発言席） 

○１番（谷口佳保君） ありがとうございます。先ほど健康推進課長の答弁の中で、平成

２９年９月、土佐清水市の高齢者が6,４９３人なのに対して、延べ人数でありますが１万

1,０００人を超える在宅高齢者・元気高齢者の方が利用されているということがわかりました。

この１万1,０００人を超える在宅高齢者・元気高齢者の方の利用は、どのような内容のものが
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あるのか、福祉事務所長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 福祉事務所長。 

          （福祉事務所長 吉永敏之君自席） 

○福祉事務所長（吉永敏之君） あったかふれあいセンターで高齢者の方が利用している主な

活動としては、介護予防体操やクラフト教室、絵手紙教室、グラウンドゴルフなどがあります。

これらの活動では、高齢者だけではなく、時には子供も一緒に参加をしています。その際には、

高齢者が先生となり、子供に教えるなどの光景も見られ、世代の枠を超えた交流も行われてお

ります。 

 また、あったかふれあいセンターでは、高齢者宅への見守り訪問活動も行っておりますが、

高齢化率が５０％近い本市では、ＮＰＯ職員の訪問だけではなかなか追いつかない部分がある

ため、地域の利用者である元気高齢者が、ボランティアでＮＰＯ職員のかわりに見守り訪問を

行うなど、地域の支え合い活動も行われています。 

○議長（永野裕夫君） １番 谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君発言席） 

○１番（谷口佳保君） ありがとうございます。元気な高齢者の方がボランティアで見守りを

されているということは、ボランティア活動をされる高齢者側にとっても生きがいとなって、

高齢者が高齢者を支えるという、今後迎える超高齢社会にとても重要な役割だと思います。 

 先ほど健康推進課長にお答えいただいた、いきいきサロンなどの地域介護予防活動事業やあ

ったかふれあいセンター事業など、元気な高齢者の方が、これまでの豊かな知識や経験を生か

して地域の担い手として既に活躍されているということは、とてもすばらしいことだと思いま

す。 

 今後、超高齢社会を迎える本市にとって高知型福祉の拠点でもあります、あったかふれあい

センターとはどのような役割を担っていくとお考えですか。福祉事務所長にお伺いいたします。  

○議長（永野裕夫君） 福祉事務所長。 

          （福祉事務所長 吉永敏之君自席） 

○福祉事務所長（吉永敏之君） あったかふれあいセンターは、市の高齢者福祉計画と高知県

の日本一の健康長寿県構想に沿って地域住民の誰もが自由に交流できる場所として、また、地

域の見守りや生活課題に対応した支え合い活動などを行う地域福祉の拠点として市の委託事業

で実施しております。 

 平成２９年度事業費は、2,１６６万2,６１２円で、その財源内訳は、県の補助金1,０８３万

1,０００円と、市の負担金1,０８３万1,６１２円となっています。さきにも答弁しましたとお

り、高齢者の利用者数だけ見ても、あったかふれあいセンターきずなの家の活動は市内の高齢
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者のニーズに合致していると思われ、高齢者の健康づくり、生きがいづくりの拠点の一つとし

ての役割を果たしていると思われます。ただ、自主財源の乏しい本市におきましては県補助金

に頼らざるを得ない側面が非常に大きいことから、県の補助要綱や市の仕様書に沿った事業内

容となるよう協議しながら事業を継続していきたいと考えています。 

○議長（永野裕夫君） １番 谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君発言席） 

○１番（谷口佳保君） ありがとうございます。 

 最終一般質問者ということで、きのうから何度も何度も耳にしておりますが、自主財源の乏

しい本市の状況で、平成２９年度2,１６６万円の事業費、県の補助金が２分の１、本市は２分

の１の負担金1,０８３万円の持ち出し金というのは、大変本市にとってなかなか厳しい金額だ

と思います。ですが、高知型福祉、高齢者の健康づくり、生きがいづくりの必要性の理解、ま

た先ほども出ておりましたが費用対効果、また地域福祉にかける市長の思いのあらわれだと感

じております。清水のために、地域のために、また人のために、ボランティアで現場の最前線

で地域福祉に貢献されている方々の励みになると思われます。今後も現場の声と協議していた

だきながら継続していただきたいと思います。 

 きのうからの一般質問で、執行部の方の答弁の中で健康推進課で取り組む地域福祉総合計画

の点、福祉事務所で取り組む高知型福祉の点、観光商工課で取り組むジオパーク構想、地域を

支える人づくりの点、それぞれの点と点がつながって一つの線になり、これからさらに進む超

高齢社会に立ち向かっていけると、また乗り越えられると感じております。進む高齢化・過疎

化に対する不安も解消されたのではないかと思っております。  

 最後になりましたが、市長の福祉にかける思いについてお伺いいたしたいと思います。  

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 谷口議員におかれましては、これまで福祉現場の最前線で活躍してお

られましたので、一番現状というのは把握をしていると思います。また市の事業といたしまし

ても、健康推進課長並びに福祉事務所長が答弁をいたしておりますので重複を避けながら思い

を伝えたいと思います。 

 本当に高齢化が進んでおります。２０年先を行っているという話もありますが、そのとおり

だと思います。だからこそ、この日本でも一番進んだこの高齢化の土佐清水市で、お手本とな

るような、そういう事業を展開する、そういう意気込みで職員は頑張っているところでありま

す。その一つが、前段でいろいろ出ておりますが、いきいきサロンの事業であります。ことし

で今４９サロンあるんですが、１つふえて５０サロンになるということをお聞きしております。
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平成２６年、２７年、２８年、３年間で介護予防拠点施設、これを３年かけて１０カ所ずつ、

３０カ所整備いたしました。その中の一つに、きずなの家もこの事業で整備したわけでありま

すが、この事業についても健康推進課の職員が財源が要らずに整備する方法はないのかといろ

いろ勉強いたしまして、国の基金事業、県の補助金で、この事業は１カ所８５０万円で改築す

る、３０カ所でありますので、２億何千万円のお金を、これは市のお金を１円も使わず、地域

の皆さんのお金も１円も使わず、国・県の補助金、交付金で賄いながら、この３０カ所整備し

たわけであります。今はこのいきいきサロンというのが、本当に元気なお年寄りがお年寄りを

支える仕組み、また元気なお年寄りが地域を支える仕組み、そういった健康づくりであったり、

生きがいづくりであったり、そういうですね、本当に拠点施設として各地域でボランティアス

タッフの方々に支えられながら効果を上げていると考えております。きのうは弘田議員から、

おのづみ元気村の取り組みも報告がありました。そのように市内各地域で着実に、この取り組

みが広がっていると思っておりますし、あったかふれあいセンターについても高齢者の健康づ

くり・生きがいづくりの拠点施設、また地域の支え合い活動につながっていると高く評価して

おるところであります。あわせてこれまで土佐清水市版地域包括ケアシステムの構築を進めて

まいりましたが、さらにこの地域包括ケアの深化が求められていることから、本年度からスタ

ートした高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画に基づき、在宅医療・介護連携や認知症施

策の推進強化と地域活動に熱心な地域性を生かし、地域と医療・介護・福祉が一体となった連

携と調和のとれた協働体制の整備を推進するとともに、高知県が目指す日本一の長寿県構想、

この取り組みと連動いたしまして、引き続き誰もが安心して暮らしていける、そういう土佐清

水市を目指して頑張っていきたいと思っております。御協力をお願いします。 

○議長（永野裕夫君） １番 谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君発言席） 

○１番（谷口佳保君） ありがとうございます。本当に市長の熱い思いと、昨日から何回も何

回も耳にしておりますが、税源が乏しい土佐清水市の中で、この地域の支え合いの仕組みづく

りというのは大変重要になってくると思われます。 

 今回、人生初の一般質問で最終日の最後の質問ということでしたが、新人の、１２名の議員

の中で、また多くの新人がいる議員の中で最年少で若輩者ではありますが、人生経験の豊富な

先輩方とともに、今後も女性目線で福祉のことを中心に一般質問させていただきますのでよろ

しくお願いします。ありがとうございました。これで一般質問を終わらせていただきます。  

○議長（永野裕夫君） 以上で、通告による一般質問は全て終わりました。 

 一般質問を終わります。 

 ただいま議題となっております、議案第４５号「平成３０年度土佐清水市一般会計補正予算
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（第３号）について」から、「議案第６２号土佐清水市爪白キャンプ場の指定管理者の指定に

ついて」までの議案１８件につきましては、お手元に配付をしております議案付託表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託をいたします。  

 なお、各委員会の開催は、総務文教常任委員会は１０月１１日午前１０時から。産業厚生常

任委員会は同日午後１時３０分から。予算決算常任委員会は１０月１２日、１７日及び１８日

の午前９時から開催をいたします。各委員会は１０月２２日までに各案件の審査を終わります

よう、特に御配慮をお願いをいたします。 

 日程第２、議員派遣の件を議題といたします。  

 お諮りいたします。 

 地方自治法第１００条第１３項及び土佐清水市議会規則第１６７条の規定に基づき、お手元

に配付のとおり関係議員を派遣いたしたいと思います。  

 これに御異議の方はございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣については、そのとおり決しました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 次の本会議は１０月２２日午前１０時に再開をいたします。 

 本日の会議は、これをもって散会いたします。お疲れさまでございました。 

          午後 ２時２５分   散  会 


