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令和２年土佐清水市議会定例会３月会議会議録 

第８日（令和２年３月９日 月曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 市長提出、報告第１号「専決処分した事件の報告について（土佐清水市水道事業  

      の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について）」及び報告第２号  

      「専決処分した事件の報告について（訴えの提起について）」並びに議案第４号  

      「令和元年度土佐清水市一般会計補正予算（第６号）について」から議案第２９ 

      号「高知県市町村総合事務組合から高幡西部特別養護老人ホーム組合が脱退する 

      ことに伴う財産処分について」までの議案２６件、計２８件を一括議題  

      （質疑） 

 日程第２ 一般質問 

              ～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第２ 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １２人 

現在員数 １２人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １１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           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 １人 

   ８番  甲 藤   眞 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

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 
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  庶 務 係 主 事  佐野  舞 君    主 幹  津野 綾子 君 

  主 幹  SARDINHA JASON 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 

市 長 泥谷 光信 君 副 市 長 磯脇 堂三 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 中津 健一 君 市 民 課 長 中津 恵子 君 

まちづくり対策課長 中尾 吉宏 君 
農林水産課長兼 

農業委員会事務局長 
和泉 政彦 君 

収 納 推 進 課 長 西原 貴樹 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。 

 ただいまから、令和２年土佐清水市議会定例会３月会議、第８日目の会議を開きます。 

 会議に先立ちまして皆様にお断りとお願いを申し上げます。 

 本日から３日間の一般質問は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を推進する観点か

ら、執行部の議会出席者につきましては、答弁の通告のある課長等、必要最小限の出席を求め

ることといたしました。 

 本来なら、議員の質問に関しまして、質問内容を共有することが原則でありますが、感染リ

スクを最小限に抑えることが重要との判断に至ったものであります。 

 なお、各課長には、インターネット中継等の方法で議員の質問内容を共有するよう要請して

おります。どうか、市民の皆様の御理解をお願いいたします。 

 この際、本日の遅刻・欠席者について御報告いたします。８番甲藤眞君が所用のため、欠席

する旨、届け出がありましたので御報告いたします。 

 日程第１、市長提出、報告第１号「専決処分した事件の報告について（土佐清水市水道事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について）」及び報告第２号「専決処分し

た事件の報告について（訴えの提起について）」並びに議案第４号「令和元年度土佐清水市一

般会計補正予算（第６号）について」から議案第２９号「高知県市町村総合事務組合から高幡

西部特別養護老人ホーム組合が脱退することに伴う財産処分について」までの議案２６件、計

２８件を一括議題といたします。 

 ただいまから質疑に入ります。 
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 ただいまのところ通告による質疑はございません。質疑の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 日程第２、ただいまから一般質問を行います。 

 発言通告順に質問を許します。 

 ２番 弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） おはようございます。新風会の弘田条でございます。 

 本日は、議会初日に議長からマスク着用について許可をいただいておりますので、マスクを

着用したまま質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 新型コロナウイルスの関係でイベントの中止とか自粛が相次いでおりまして、私の周りでも

中央公民館の発表会であったりとか、それから斧積では高知県の社会福祉協議会の研修会が開

催される予定でありましたけれども、それも中止になったり、それから浦尻で私もやっており

ますシニアソフトボールの練習も自粛というようなことで、私の周りでもたくさん中止とか自

粛になっていますが、皆さんの周りもたくさんそういった自粛があるのではないかと思ってい

ます。何といっても、この土佐清水市から新型コロナウイルスの感染者が出ないことをお祈り

しまして、質問に移らせてもらいますのでよろしくお願いいたします。 

 今回は３つ質問させていただきます。１つ目が会計年度任用職員について。そして２つ目は

作業機つきトラクターの公道走行について。３点目が有害鳥獣被害対策についてであります。

それぞれの担当課長にお聞きしてまいりますので、担当の課長、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１点目の会計年度任用職員についてから質問させていただきます。中津課長、よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、導入された経過についてなんですが、この経緯についてお伺いするところであります。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 総務課長。 

          （総務課長 中津健一君自席） 

○総務課長（中津健一君） おはようございます。お答えいたします。 

 現在、地方自治体における臨時・非常勤職員は、多岐分野において任用されており、本市に

おいても市政の重要な担い手となっておりますが、手当や休暇などの待遇面において、正規職

員と比較して差があることなどが全国的な課題となっておりました。 

 このような課題解消を目的として、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平

成２９年５月１７日に公布され、本年４月１日より会計年度任用職員制度が開始されます。 
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 主な改正内容といたしましては、特別職非常勤職員及び臨時職員の任用要件の厳格化を行い、

会計年度任用職員制度への必要な移行を図るもので、本市においても、さきの１２月会議にお

いて土佐清水市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例など、関係条例の制定をさせ

ていただいたところであります。 

 以上であります。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） 次に２点目ですが、会計年度任用職員の処遇についてであります。 

 現在、在職している臨時・非常勤職員と給与や休暇制度などの処遇はどうなりますでしょう

か。総務課長、よろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 総務課長。 

          （総務課長 中津健一君自席） 

○総務課長（中津健一君） お答えいたします。 

 先ほども御答弁いたしましたとおり、会計年度任用職員制度は、現行の臨時・非常勤職員の

処遇改善などを目的に、服務規律等の整備を図るとともに任用要件の厳格化を行うものであり

ます。 

 主な変更点を申し上げますと、職種や勤務形態等によって違いはありますが、基本的に日給

制で算定しておりました賃金の月給制への移行と期末手当の支給などであります。 

 また、福利厚生面で申し上げますと、新たに忌引、結婚休暇、夏季休暇等の有給休暇や無給

ではありますが、産前・産後休暇や育児休業などを創設したところであります。 

 以上であります。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） ありがとうございます。 

 続きまして、勤務時間についてであります。市の広報を見てみますと、フルタイムとパート

タイムの職員をそれぞれ募集しておりましたが、そのフルタイムとパートタイムの何が違うの

でしょうか。総務課長、よろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 総務課長。 

          （総務課長 中津健一君自席） 

○総務課長（中津健一君） お答えいたします。 

 常勤職員の１週間当たりの勤務は週５日、８時３０分から１７時１５分までの７時間４５分、

合計３８時間４５分となっております。 
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 会計年度任用職員制度においては、１週間当たりの勤務時間が常勤職員と同一である者をフ

ルタイムの会計年度任用職員とし、これよりも短い時間である者をパートタイムの会計年度任

用職員と定められており、本市のパートタイムの会計年度任用職員の基本的な勤務時間は週

５日、９時から１７時までの７時間勤務を想定しております。 

 以上であります。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） 次に、市民サービスの低下、職員の負担増についてであります。 

 勤務時間が短い部分も出てくるということもありますので、この件につきまして、市民サー

ビスの低下とか職員の負担増につながる恐れはないのかについて、お伺いしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 総務課長。 

          （総務課長 中津健一君自席） 

○総務課長（中津健一君） お答えいたします。 

 会計年度任用職員の任用には、先ほど御答弁いたしましたとおり、フルタイムとパートタイ

ムがあり、保育士や介護員など、直接園児や入所者に対応する職員や病休・産休・育休などの

代替職員はフルタイム、その他の職員はパートタイムを基本としております。 

 フルタイムとパートタイムの設定に当たっては、市民サービスの低下や職員の負担増にはつ

ながらないよう、各所属長の意見などをもとに判断したものであります。 

 以上であります。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） ありがとうございます。担当の課長さんにも聞いたということでもあ

りますので。ただ、これやっぱりやってみないとわからないという部分も出てくると思います

ので、今の時点では事前にしっかりと計画もしていただいてはいると思いますけれども、やは

りやってみてから、やっぱり職種によったり、職場によったりは、そういった市民サービスの

低下であったり、それから職員もそういう負担増になるかもしれないというところもあるかも

しれませんので、そういうときは、またチェックを入れて、ヒアリングなども行いながら、ぜ

ひそういったことは今後の課題ということでお願いしておきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、制度設計の経過についてでありますが、立場の弱い会計年度任用職員の賃金や

処遇を決めるに当たっては、職員団体と協議するなど労働者側の意見も取り入れて制度設計を

行いましたか。総務課長にお聞きいたします。 
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○議長（永野裕夫君） 総務課長。 

          （総務課長 中津健一君自席） 

○総務課長（中津健一君） お答えいたします。 

 このたびの会計年度任用職員制度導入に当たっては、委員長を副市長、副委員長を教育長、

委員に会計管理者、消防長、職員組合委員長、書記長など８名で組織した土佐清水市人事・給

与検討委員会において、総務省自治行政局公務員部長から発令された、会計年度任用職員制度

の導入等に向けた事務行政マニュアルを参考に作成した素案をもとに、８回にわたり検討を重

ねたところであります。 

 また、市職員団体との交渉においても意見交換を行ったところであります。 

 以上であります。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） 続きまして、応募の状況についての質問であります。 

 今、世の中自体も労働者不足という中でありまして、応募の状態はいかがだったでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 総務課長。 

          （総務課長 中津健一君自席） 

○総務課長（中津健一君） お答えいたします。 

 令和２年度に向けた会計年度任用職員の登録につきましては、現在、市において臨時職員や

非常勤職員として任用しております一般事務や保育士、介護員などに対し、本制度の説明会を

５回開催するとともに、市広報２月号及び市ホームページに掲載し、２月２０日を締め切りと

して募集を行ったところであり、締め切り日現在の応募状況は１２５名となっております。 

 以上であります。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） わかりました。なかなか人集めも大変ですけれども、また総務課長さ

んには頑張ってもらいたいと思っています。 

 次の、不利益な扱いはないかについてであります。例えば、任用から一定年数がたったら雇

用どめするなどといった、そういった不利益な扱いなどはないのか心配していますが、いかが

でしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 総務課長。 

          （総務課長 中津健一君自席） 

○総務課長（中津健一君） お答えいたします。 
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 現在、臨時職員等につきましては、地方公務員法第２２条において６カ月を超えない期間で

臨時的任用を行うことができ、６カ月を超えない期間で更新することができると規定されてお

りますが、このたびの会計年度任用職員制度の導入により、任用期間が一会計年度を基本とし

て、人事評価の結果により任期ごとに２回の更新が明確化されたところであります。 

 以上であります。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） ２回の更新が許されたということは、３年間は評価もして、よければ

行けると。さらに、その後も引き続き可能というようなこともちょっとお聞きしたこともあり

ますので、ぜひやっぱり会計年度任用職員が働きやすい環境というところは、ぜひお願いした

いと思っております。 

 最後になります。ちょっと先ほどとダブりますけれども、今後の人員確保についてでありま

す。新たな制度導入となりますが、市民のサービス低下につながらないよう、必要な人員確保

に努めてもらいたいというのは、先ほどとダブってますけれども、やはり今日本の国自体が人

員不足もあって、なかなか大変なことだと思うんですが、ぜひ各職場においても不足しないよ

うな形で、そういった取り組みをお願いしたいと思っていますが、いかがでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 総務課長。 

          （総務課長 中津健一君自席） 

○総務課長（中津健一君） お答えいたします。 

 先ほども御答弁いたしましたとおり、広報等により令和２年度に向けた会計年度任用職員の

登録の募集を実施したところであり、大部分の職種においては充足していると認識しており、

今後も必要に応じて広報等により募集してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） ありがとうございました。何遍も何遍も繰り返しになりますが、ぜひ

新しい制度でありますので、やはりよく見直しをしたり職場を見回ったり、いろいろと担当課

長にも聞いたり、ぜひそういったことをすることで繰り返しになりますけれども、市民サービ

スの低下になったりとか、それから職員が荷重にならないような形で、ぜひ運営をお願いした

いと思っています。ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上で、会計年度任用職員についての質問を終わります。ありがとうございました。 

 続きまして、作業機つきトラクターの公道走行について、和泉農林水産課長にお聞きしてま
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いります。和泉課長、よろしくお願いいたします。 

 まず、１点目の制度についてであります。去年の平成３１年４月、規制緩和によりまして農

作業機を直接装置した農耕トラクターの公道走行が可能になったのですが、これにかかわり農

業現場では、これまで黙認されてきたトラクターの公道走行が規制緩和の中であるのに、逆に

厳しく運用されることになり、農家は戸惑っています。 

 この制度の内容について、農林水産課長にお聞きします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 和泉政彦君自席） 

○農林水産課長（和泉政彦君） お答えします。 

 作業機つきトラクターの公道走行は、これまで車体の重心が変わることや方向指示器が見え

づらいなどの理由から、道路運送車両法により法律違反とされてきました。 

 しかしながら、議員御案内のとおり、昨年４月に農業生産の向上を図る観点から、緩和措置

が取られ、条件つきで公道走行が可能になっております。 

 その条件ですが、主なところで、まずは方向指示器など灯火器類を確認しやすく、見えやす

くすること。次に、車両幅が１.７メートルを超えないこと。超える場合は大型特殊免許が必

要になります。次に、走行時の安定性を図るために、時速１５キロ以下で走行すること。 

 さらに、運転免許が必要です。先ほども触れましたが、車両幅が１.７メートルを超える場

合は大型特殊免許が必要になります。なお、インターネットで「農林水産省・トラクター」と

検索していただけましたら、写真つきで掲載しておりますので詳細が確認できます。これらの

要件を満たす場合に、合法的に公道走行が可能になっております。 

 今回の基準緩和の趣旨は、これまでトラクターに作業機をつけたまま公道を走行できなかっ

たものを、条件つきではありますが可能にしたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） 続きまして、所有者の把握についてです。 

 土佐清水市にどれだけ対象者がいるか把握していますか。農林水産課長にお聞きいたします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 和泉政彦君自席） 

○農林水産課長（和泉政彦君） お答えします。 

 ＪＡや関係機関に問い合わせしましたが、把握する方法がなく、正確な台数は把握できてお

りませんが、市内の水稲農家の戸数などから対象となるトラクターは１５０台程度ではないか



－ 55 － 

と想定しております。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） 次に、周知についてであります。 

 今回の改正によりまして、無免許で公道走行した場合、警察に捕まり、一時、自動車も運転

できなくなるケースもあったとお聞きします。 

 市としての周知は行っていますか。私は、「こうぐり」というＪＡ高知が発表する機関紙で

先月初めて知りました。周知をしていなければ、市の広報やホームページで周知をぜひお願い

したいと思いますが、農林水産課長、いかがでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 和泉政彦君自席） 

○農林水産課長（和泉政彦君） お答えします。 

 これまで地域農業の振興にかかわってこられました市の農業委員会への情報提供や、またＪ

Ａも各種部会や広報紙などで周知してきたところでありますが、今回このような要望をいただ

きましたので、今後、この制度を知らないために違反を犯してしまうことも懸念されることか

ら、市の広報紙やホームページ、農業委員会の広報紙などへの掲載・周知したいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） ありがとうございます。市民に周知していただけるということで、本

当にこれ知らない人もおるかもしれませんので、知らんずつ、また運転しよって捕まるいうこ

ともある可能性も出てきますので、市としての周知は大事だと思っていますので、ぜひよろし

くお願いいたします。 

 最後に、支援についてであります。 

 昨年４月から既に制度は始まっていますが、高齢の農業者は大型特殊免許を取得しようと自

動車学校に問い合わせしたそうですが、５月までいっぱいで早急の対応はできない。しかも免

許を取るには１０万円ぐらいの費用がかかると言われたそうです。しかも聞くところによりま

すと、試験も難しいということで、なかなか通らないというようなことのようです。 

 とはいっても、作付は待ってはくれず、すぐに田んぼをたたかないといけない状態で、これ

を機会に田も畑も放置せざるを得ないかもという農業者の声もあるそうです。 
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 農地中間管理機構では、集積して担い手をふやしていく取り組みを推進していますが、これ

とは逆に農業ができなくなる状態にもなっているのではないでしょうか。 

 最後に、少しでも大型特殊免許取得が可能となるよう支援も考えていただきたいと考えます

が、この件について農林水産課長にお聞きいたします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 和泉政彦君自席） 

○農林水産課長（和泉政彦君） お答えします。 

 大型特殊免許の取得は、議員御案内のとおり、自動車学校の受け入れ態勢の不足もあり取得

しづらい状況にあるとお聞きしております。 

 現在、県では農機メーカーの協力を得て、トラクターを免許センターに貸し出しするなどで

試験の回数をふやすなどの対策を講じているところと聞いております。 

 大型特殊免許取得は、県下市町村の共通の課題になっていると思いますので、本市としまし

ては適切な情報提供を行うとともに、近隣市町村や関係機関と情報交換しながら何らかの対策

が講じられないか検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） ぜひ、支援についてはよろしくお願いしたいと思います。 

 先ほどの無免許で公道走行して捕まったという事例が宿毛であったので、少し紹介もさせて

いただきたいと思います。トラクターを運転していて、それで公道を走っていました。宿毛市

のほうで。一旦停止をしなかったそうです。それを警察が見て、道路交通法違反でしょうかね、

警察がちょっと捕まえました。そしたら、その乗っていたトラクターは１.７メートルを超し

ていたので、それでもう大型特殊免許は持っていなくて無免許ということになりました。その

結果、マイナスが加算されて結果的には２カ月も免許がなくなったと、運転ができなくなった

ということで、トラクターだけでなくて、軽トラックも運転できなくなったということで、そ

の人は何ちゃできんみたいな状況になったいうことでしたので、ですから先ほども言いました

けどね、これが清水でもう起こりかねないということでありますので、本当に心配をしている

ところです。それで１.７メートル以下やったらええということですので、ある人に聞くと、

もう免許を取らずに１メートル６７センチのやつにつけかえたそうです。そうしたら２８万円

要ったいうことで、農機具も高いということもあります。 

 いろいろあって、なかなか今大変な状況なんですが、斧積で若い子らと話しよったら、田ん

ぼは待ってくれないねみたいな話もしようことでして、本当に今は３月の終わりから４月の初
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めにかけては田植えになって、実際トラクターも運転できんというような状態の方がおって、

農業も準備もできんというような状況にもなっているような、そういう現場もあると思います

のでね、ぜひ農林水産課長にも実態を把握していただいて、そういったことについては取り組

みをしていただきたいと思っています。農林水産課長、よろしくお願いします。 

 続きまして、有害鳥獣対策について、同じく和泉課長にお聞きいたします。 

 捕獲の実績について、お聞きします。 

 ある市民の方から相談を受けました。せっかく大切に育てていた大根がイノシシに荒らされ

てしまったとのこと。また、ある農家ではブロッコリーをつくっているのですが、イノシシが

来て苗を食べられるので、周りを全て柵で囲わないといけない。二反の田であれば、周りを一

周すると約２００メートル。網や支柱の購入が必要で経費がかかったり、柵をつくる作業も大

変な作業であります。 

 以前から有害鳥獣対策を行っていただいておりますが、近年５年間のイノシシ、鹿の捕獲実

績について、農林水産課長にお聞きするところです。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 和泉政彦君自席） 

○農林水産課長（和泉政彦君） お答えします。 

 最近の５年間のイノシシ、鹿の捕獲実績ですが、平成２７年度、イノシシ５６４頭、鹿

1,２４３頭、合わせて約1,８００頭でございます。平成２８年度、イノシシ５７５頭、鹿

1,１３７頭、約1,７００頭でございます。平成２９年度、イノシシ５８８頭、鹿1,２０９頭、

約1,８００頭でございます。平成３０年度、イノシシ４５０頭、鹿９１１頭、合わせて約

1,４００頭でございます。令和元年度は、現在１月末までの数字しかありませんが、イノシシ

が６３１頭、鹿６０４頭、実績見込みで1,５００頭ぐらいを見込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） 毎年1,６００頭から1,７００頭はとってますかね。けんど、なかなか

減らんですね。引き続き、またお願いしたいと思います。 

 次に、土佐清水市の取り組みというところの質問なんですが、先ほど紹介しましたＪＡ高知

県の機関紙こうぐりの中で、守りと攻めで立ち向かう鳥獣被害対策の今と題して、その取り組

みが紹介されていましたので抜粋して紹介させていただきます。 

 守りと攻めの両面からの対策が必要。近年、生息範囲が広がってきて、人が山に入らなくな

ったことや耕作放棄地増加などで、人里へも出没するようになり、被害が目に見えてわかるよ
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うになってきました。高知県は鳥獣被害対策を平成２４年度から強化し、防護柵設置による守

りと捕獲による攻めの両面からの対策を進めています。守りでは、平成２４年度からモデル集

落の育成、平成２７年度からは５００集落の支援を実施。平成３１年度からは、新たに

５００集落へ支援を行っています。また、ＪＡに鳥獣被害対策専門委員を配置し、県との連携

を図っています。攻めの捕獲につきましては、鹿の年間捕獲目標３万頭の達成に向けて、狩猟

者の確保と育成、くくりわなの無償配布や捕獲報奨金の支援などで対策を強化。狩猟フォーラ

ムや狩猟体験ツアー、農業大学、高校での出前授業などを通して、狩猟免許の取得を呼びかけ

ています。集落全体で取り組み、専門員と相談しながら対策に当たっていただきたいです、と

書かれています。 

 土佐清水市の取り組みについて、農林水産課長にお聞きするところです。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 和泉政彦君自席） 

○農林水産課長（和泉政彦君） お答えします。 

 有害鳥獣対策は、本市でも守りの防護と攻めの捕獲の両面を行っています。 

 守りでは、これまで国や県の補助事業を導入して、また市の単独事業により、防護柵の設置

やわなの購入を計画的に進めてまいりました。また、鳥獣被害対策専門員、これは県の非常勤

職員で土佐清水市地区は宿毛市に配置された職員が担当しておりますが、この方に対策方法や

設置方法を相談するなど、守りの対策を講じてきたところでございます。 

 攻めとしては、猟友会の協力のもと、有害鳥獣の捕獲を行っており、猿、カラスを含めると

多い年には2,０００頭近く捕獲していただいておりますが、近年、狩猟者の高齢化などにより

登録者が減少をしており、本市としましては、新たに狩猟免許を取得する方には、その取得費

用を補助するなど、狩猟者の確保を図っているところでございます。 

 また、平成２６年度からは、鳥獣対策を任務とする地域おこし協力隊を配置して、鳥獣対策

全般に取り組んでいるとことであり、引き続き、耕作意欲の低下防止や耕作放棄地の抑制につ

ながるよう、また、市民が安心して生活できるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） ありがとうございます。 

 これからの取り組みについてですが、今のこととダブることがたくさんあると思いますが、

最後に、これからさらにどう取り組んでいくか。また、再度農林水産課長にお聞きしたいと思

います。 
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○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 和泉政彦君自席） 

○農林水産課長（和泉政彦君） お答えします。 

 この鳥獣被害対策は全国的なものであり、特効薬がなく、各自治体の課題になっております。 

 鳥獣被害対策には、議員が言われます、攻めの捕獲、個体数の調整と守りの防護、被害の防

除でございます。さらに、生息環境の管理の取り組み、これが重要と考えております。 

 本市のこれからの取り組みは、攻めの捕獲と守りの防護の継続はもとより、さらに放任果樹

の除去や耕作放棄地の抑制などにも取り組んでいこうと考えているところでございます。 

 先ほどの答弁と重なりますが、関係機関と連携を図り、市民の生活を守るよう、被害の減少

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ２番、弘田 条君。 

          （２番 弘田 条君発言席） 

○２番（弘田 条君） ありがとうございました。 

 今の農林水産課長の決意表明を聞かせてもらいましたけれども、ぜひ、これからも本当に現

場のほうは農業しよる人もおるけんど、ほんまに楽しみにつくりようね、おばちゃんの人らも

おってですね、ほんまにせっかくつくった農作物が荒らされたり、それで実際農業している人

も大変負担がかかりようということもあって、現状も農林水産課長がしっかりと御存じだと思

いますけどね、ぜひ、そういったことにもますます力を入れて取り組んでもらいたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（永野裕夫君） この際、暫時休憩いたします。 

          午前１０時３７分   休  憩 

          午前１０時５１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。 

 ４番、山崎誠一君。 

          （４番 山崎誠一君発言席） 

○４番（山崎誠一君） 皆さん、こんにちは。会派みらいの山崎誠一です。 

 新型コロナウイルスによる感染症の拡大防止に向けて、関係部署は無論、土佐清水市、高知

県、国が全力で取り組んでいると承知しています。どんな経路で土佐清水市にコロナウイルス

が入ってくるかわかりません。最悪の場合を想定し、対処していかないと大変なことになると
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思います。みんなで感染拡大防止に向かって協力していかなければなりません。同じ感染症の

１つであるインフルエンザは、その予防や対処になれているせいか、今のところ、それほど危

ないと感じていないのではないでしょうか。 

 しかし、油断は禁物です。そして今回の新型コロナウイルスは、世界的に広がっており、予

防接種や特効薬もないわけで、不安や恐怖をみんなが感じていると思います。身近な観光施設、

宴会場、イベントなどが自粛、閉鎖、中止、それに工場、会社の休業や学校の休校など、さま

ざまなところで日常生活や行動が制限され、世界中が深刻な影響を受けております。痛手とな

っているのです。 

 そういった中で、これまで補正予算で感染症対策費としてインフルエンザ予防接種の予算も

計上していましたが、今年度は当初予算となっております。このことは、先々を見据えての大

変よい予算措置ではなかったかと思っております。また、そういったことからコロナ対策とし

ての感染症対策費も差し迫って必要になってきているのではないかと感じています。 

 それでは、通告による質問に移ります。 

 市税の現年調定額について触れます。 

 過去の決算書からということで、市税現年調定額の推移ということで、そちらのほうから数

字をいただきました。平成２０年度の市税の現年調定額は約１３億5,８５１万円で、そして平

成２５年度は約１２億５１５万円でした。そして平成３０年度は約１２億４３２万円に減って

います。このことは、市税収入が年々穏やかながら減少傾向であり、平成２０年度対３０年度

では約１１.３％減少したことになります。そして、その内訳科目に固定資産税があるのです

が、その固定資産の課税対象は土地、家屋、償却資産に分かれています。そして、その固定資

産税の現年調定額は平成２０年度が約６億1,９１０万円、平成２５年度が約５億3,３１９万円

です。そして平成３０年度で約５億5,９４３万円になっています。こちらも平成２０年度対

３０年度では１０％程度少なくなりました。毎年、１％ずつ減った計算になるわけです。緩や

かに減少したことになると思うのです。この間、土地や家屋の評価替えの影響で少し減少して

きたように思う一方、償却資産では太陽光発電など課税対象がふえたものの、固定資産税とし

て全体的に緩やかに減っている状況だと思うのです。これまでもふえたり減ったり繰り返しを

してきたと思いますが、固定資産税がなくなることは決してありません。そして、市税の約

５０％程度は固定資産税であり、従来からの土地の利用価値を突然上げることもできず、家屋

の新築も伸びず、太陽光発電など大きな設備投資も限界にきていると感じています。今のとこ

ろ、課税額がふえる要因がないにしても、少しでも減少率をなだらかにすべきと考えるのです。 

 先ほど出た土地や家屋については空き家が目立つようになったし、解体される家もふえたよ

うに思います。また、津波の心配からか高台への新築移転が少しずつ見られ、そういった状況
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から全体的に土地の評価が下がってきているのではないかと思っています。心配しています。 

 そこで、土地家屋の評価替えについてと償却資産への課税状態はどのような状況なのか、税

務課長にお聞きします。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 税務課長。 

          （税務課長兼固定資産評価員 沖 比呂志君自席） 

○税務課長兼固定資産評価員（沖 比呂志君） お答えします。 

 土地と家屋の評価替えは、３年に１度行われています。直近では平成３０年度、次回は令和

３年度が評価替えとなります。固定資産税は固定資産の価格、すなわち適正な時価を課税標準

額として課税されるものですが、膨大な量の土地や家屋について毎年度評価を見直すことは事

実上不可能であることや課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあること

などから、原則として３年間価格を据え置く制度、言いかえれば３年ごとに価格を見直す評価

替えの制度がとられています。 

 土地の評価替えについては、公的土地評価の均衡を図るため、平成６年度から不動産鑑定士

による鑑定評価が導入され、適正な時価を求め、固定資産税は、その鑑定価格や地価公示価格

等の７割をめどにする評価替えが行われています。 

 平成３０年度の宅地の評価替えでは、市内各所に１２５地点の標準宅地を設け、そのうち地

価公示・地価調査地点を除く１１４地点を不動産鑑定士に委託し鑑定価格を求め、それを全宅

地に比準し適正な時価を求めています。平成３０年度の評価替えでは、前回と比べ標準宅地の

下落率は７.７２％の減となっており、バブル経済がはじけて以降、下落傾向から抜け出せて

いない状況が続いています。 

 家屋の評価替えは、既存家屋についてはまず再建築価格を求めます。これは同じ家を今建て

るとしたら幾らになるか、３年ごとに３年間の資材費や労賃等の物価上昇率が加味され算出さ

れます。この再建築価格に各既存家屋の種類別で経過年数ごとに決められた経年減点補正率に

より評価額を求め、前回よりも下がった場合は、その価格を評価額とし、前回よりも上がった

場合は前回の評価額を据え置く措置が取られています。 

 以前は、物価上昇が激しく、評価額が据え置かれ、古くなっても家屋の評価が下がらないと

いう現象がありましたが、平成９年度から平成１８年度までの評価替えでは、３年間の物価上

昇が１.０を下回り、評価替えのたびに評価が下がる現象もみられました。いずれにしても既

存家屋については、評価替えで下がることはあっても上がることはありませんので、いかに新

築家屋が建てられるかが重要となってきます。しかし近年では年間の新築件数も５０件を下回

る厳しい状況となっています。 
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 次に、償却資産は市内で事業を行っている方で、その事業の用に供している１月１日現在の

構築物や機械・装置等の償却資産を申告していただき、個別の資産ごとの耐用年数により減価

償却を行い課税標準額を求めて課税させていただいています。 

 償却資産も下落傾向にありましたが、平成２７年度の調定額は、前年と比べ約2,０００万円

の増額となりました。この大きな要因は議員の御指摘にもあるように、市内で太陽光発電設備

の投資がなされたことによるものです。その太陽光発電への設備投資者の件数は、平成２７年

１５件、平成２８年２５件、平成２９年２１件、平成３０年１２件、令和元年が３件と近年で

は減ってきており、家屋同様、新規の設備投資が見込めないと厳しい状況となります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ４番、山崎誠一君。 

          （４番 山崎誠一君発言席） 

○４番（山崎誠一君） 詳細な説明ありがとうございました。土地家屋の評価替えにつきまし

ては、経済状況の回復、新規の設備投資が見込めないと厳しいということのようであり、人口

減少問題とも関連しているように感じました。大変重大な問題と受けとめました。また、償却

資産については、次の質問とあわせて考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

 それでは、少し横道にそれますが、新聞報道に気になる記事を見つけました。償却資産とい

うことでは関連すると思います。 

 それは、昨年３月１８日の高知新聞に、県内の風力発電量５年で２.４倍という記事が載っ

ており、６月６日には今ノ山に大規模風力発電、土佐清水市と三原村の境界に国内最大級の計

画という記事が載り、この内容は昨年９月議会で弘田議員の質問に対する市民課長の答弁で、

事業規模は風力発電機３６基、全体の最大出力１９８メガワットなど、詳細に説明されており

ます。ちなみに、インターネットなどで調べると、建設費は１０メガワット当たり３０億円と

いう見解もあるようです。報道にあった風力発電は再生可能エネルギーであり、風力発電のほ

かに水力、太陽光、木質バイオマス、地熱などなどがあります。 

 今なぜ再生可能エネルギーかというと、地球温暖化問題があるからです。電力をつくるため

の施設はさまざまであり、その中で石炭火力発電所が多い日本は二酸化炭素の排出削減に向け

て取り組みを強化するよう、国連気候変動枠組条約第２５回締約国会議、通称ＣＯＰ２５から

非難されているのです。 

 昨年１２月にはスウェーデン王国のグレタさんという少女が未来を守れと発言し、大きな反

響がありました。これは地球温暖化をとめろ、何とかしろという発言であり、二酸化炭素を多

く排出する石炭火力発電所はなくすべきという国際的な意見でもあり、同じく１２月１２日に、

石炭火力への批判認識、環境大臣取り組み強化示さず、という記事もありました。 



－ 63 － 

 また、同じ月の１６日には、若者の訴えに応えられず、ＣＯＰ２５、石炭を利用する日本を

批判という記事が見られ、風当たりが強くなっています。 

 電力をつくるための天然ガスや石油は地理的、価格的に供給が不安定で、原子力発電は地震

の多い日本では安全性が問題視されており、水力のためのダム建設は限界にきているように思

われます。太陽光発電も電力買い取り価格の値下がりで、設備投資にブレーキがかかっている

ようであり、そして設置が自然環境に手を加えるということで、景観が悪くなることもあり、

伸びていない状況かと思われます。 

 今や電気がないと生活ができず、一番大事な基盤であり、そのためのエネルギー源をどう確

保するのか。方法は違っても、とても大切な問題ではないかと思います。 

 今ノ山の風力発電に戻りますが、決して自然エネルギーだったら全てよいとは言えないと思

います。事業者が言うところの配慮書では、周辺住宅への騒音や超低周波の音などの影響は回

避、低減できる可能性が高いと指摘しておりますが、あくまでも持論であり、どこまで可能な

のか今のところ不透明であり、今後の環境への影響評価が必要と思うのです。巨大なプロペラ

が回ることで、騒音や超低周波の音が周辺住民へ与える健康への影響、景観が悪くなるのでは

ないかという思いなどや、自然環境や動植物への被害の影響を十分検討して対策を立てる必要

があるのではないかと思うのです。 

 どうすれば市民にとって一番よいのかという判断をしなければならない時期は必ず来ると思

うのです。石炭、石油といった化石燃料はだめで、原子力もだめなら、そうしたら自然が生み

出すエネルギーなのか、どうすべきか問われているのではないでしょうか。そして、そのこと

は電力は生活の基盤であり、電力をつくるには何らかのエネルギーが必要であるという事実を

忘れてはならないと思います。風力発電は再生可能エネルギーであり、地球温暖化をすぐに防

ぐには有効であるということを認識する必要もあると思うのです。くどいようですが、どうす

れば市民にとって一番よいのかという判断をしなければならない時期は必ず来ます。そして、

先ほど来から言っている風力発電施設は償却資産であり、固定資産税の課税対象となることか

ら、決して風力発電ありきではありませんが、税収についても考えておかないといけないと思

うのです。 

 そこで、税務課長にお聞きします。風力発電は税収としてどのような影響があると考えられ

るか、所見をお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 税務課長。 

          （税務課長兼固定資産評価員 沖 比呂志君自席） 

○税務課長兼固定資産評価員（沖 比呂志君） お答えいたします。 

 風力発電の施設は、議員が申し上げられたとおり、固定資産税の土地や償却資産の課税客体
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となります。太陽光発電施設では、３年間は３分の１の課税標準額が減額となっていますが、

同様に風力発電等の施設でも特例措置が設けられています。また、設置者が法人として市内に

事務所を構え、収益があれば法人市民税が、また個人として収益があれば個人市民税にも影響

してきます。 

 議員が申し上げられた大規模風力発電施設が仮に本市に設置された場合は、特に大きく税収

の期待ができるのが償却資産に係る固定資産税になると思われます。インターネットで検索し

てみますと、大規模風力発電機の一基当たりの設置コストは、定格出力の規模にもよりますが、

数億円からあるいはそれ以上かかるようです。それが本市に複数基設置となれば多大な資産と

なります。単純に申しますと、課税標準額１億円当たり固定資産税は１４０万円が課税されま

すので、その影響の度合いが推察できるものと思われます。また、大規模風力発電機の耐用年

数は１７年と思われますが、その間、毎年減価償却され税額は減少していきます。ただ、固定

資産税の償却資産の場合、減価償却されるのは残存価額が取得価額の５％までとなっています

ので、施設が存続し事業が継続される限り税収への影響は多大にあるものと考えられます。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ４番、山崎誠一君。 

          （４番 山崎誠一君発言席） 

○４番（山崎誠一君） ありがとうございました。再度言いますが、税収が必要だから風力発

電施設ありきではありません。地球温暖化をとめるということ、また、電力をつくるエネルギ

ーの確保、これらを皆さんで考えるときが来ていると思います。ありがとうございました。次

の質問に移ります。 

 次は、市税の収納率についてです。市税の収納率について、お伺いします。 

 昨年１２月１２日の高知新聞に、県内市町村税徴収率９７.１％という見出しで、平成

３０年度の徴収率についての記事が載りました。そこで、本市のところを見たわけですが、こ

れは県下市町村別の縦長の一覧表でしたが、本市は平成３０年度の徴収実績で９４％となって

いました。県下の市町村の平均が９７.１％でしたので、気になって過去の本市の収納率を調

べました。そうすると、収納率の推移は平成２６年度が９１.０６％、平成２７年度が

９１.１９％、平成２８年度が９１.７３％、平成２９年度が９２.６７％、先ほどの新聞報道

の平成３０年度が９４.０４％でした。だんだんと収納率は上昇しておりました。確かに今回

の報道では、県下の平均を下回ってはいますが、収納率は確実に上昇しています。 

 そこで、これまでの収納率向上への取り組みと要因について、収納推進課長にお聞きします。 

○議長（永野裕夫君） 収納推進課長。 

          （収納推進課長 西原貴樹君自席） 
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○収納推進課長（西原貴樹君） 最初に、収納率の向上の主な要因についてお答えします。 

 第一に、滞納処分の実施に努めていることが挙げられ、適切な差し押さえの執行のために行

う、預貯金・保険・給与・年金・土地・家屋等の財産調査についての対象範囲の拡大に加え、

勤務先やその給与収入等を含めた実態調査を入念に行うことで、差し押さえの対象が拡充され

るなど、適切な差し押さえの執行と税負担の公平性確保に努めているところです。 

 第二に、平成２９年度から取り組みを始めた、既に廃業している観光ホテル等、高額な滞納

案件に対しての納付勧奨や滞納処分の取り組みにより、その効果が一定あらわれてきていると

判断しております。 

 また、これらの取り組みに加え、第三に幡多債権管理機構への移管を行った滞納者・法人か

らの徴収が、特に平成３０年度収納率の向上に大きく貢献するとともに、幡多債権管理機構の

知識、ノウハウ及び専門的な技術、情報の共有を進めたことで、収納推進課職員の滞納処分の

技術も図られております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ４番、山崎誠一君。 

          （４番 山崎誠一君発言席） 

○４番（山崎誠一君） わかりました。今後も財産・収入といった調査を適切に行うことは無

論のこと、税負担の公平性に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 続いて、関連した質問になりますが、収納率をどう上げていくか。また、滞納処理などにつ

いてお聞きします。 

 これも新聞報道からですが、平成３０年度の収納率の高かったのは、馬路村が９９.６％、

いの町は９９.５％、大川村は９９.２％でした。ちなみに、隣の四万十市が９７.９％で宿毛

市は９５.７％となっています。県下での収納率の順位をとやかく言っているのはありません

が、市町村によっては９７、９８、９９％とかなり高い市町村もあり、本市の収納率の向上、

滞納処理などを今後どう進めていくのか。また、どう対処しているのかを収納推進課長にお聞

きします。 

○議長（永野裕夫君） 収納推進課長。 

          （収納推進課長 西原貴樹君自席） 

○収納推進課長（西原貴樹君） 先ほども申し上げましたとおり、収納率の向上には税負担の

公平性という観点も踏まえ、適切な滞納処分の執行が第一と考えております。 

 令和２年度、正式にスタートとなる県内はもとより、全国の主要な金融機関における口座の

有無及び取引の流れが迅速に確認できるオンライン照会サービスを活用して、これまで困難だ

った県外滞納者の預貯金や実態調査の徹底による保険・給与等の把握に加え、滞納者宅を訪ね
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ての捜索による動産等の差し押さえを執行することで、さらなる収納率の上昇に取り組んでま

いります。 

 また、本市が県内市町村収納率で最下位となっている要因には、これまで市の債権放棄とい

う観点から執行停止や即時欠損処理をちゅうちょしていたこともあり、実態調査や場合によっ

ては訪宅等も含めて、正確に把握した滞納者の状況によっては、地方税法・国税徴収法に基づ

き、適切に執行停止や即時欠損処理を行うことで、収納率の分母の適正化も図っていかなけれ

ばならないと考えており、平成３０年度には、昨年の決算委員会でも御報告のとおり、地方税

法第１５条の７第５項に基づく会社の倒産・破産等により、1,６７４万1,１５１円を即時欠損

として処理を行っております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ４番、山崎誠一君。 

          （４番 山崎誠一君発言席） 

○４番（山崎誠一君） わかりました。よろしくお願いします。 

 収納率のことばかり触れましたが、このことは先ほど税務課長へ質問したことと合わせて、

市税等の収入を確保していくためであり、長期財政見通しでは財源不足が懸念されております。

その対応策として、市税など債権の収納率の向上がうたわれているわけです。これを着実に実

行しないと財源不足になる要因の１つということでありますので、どうかよろしくお願いいた

します。次の質問に移ります。 

 次は、河川のしゅんせつ維持管理について伺います。 

 昨年は豪雨で東日本を中心に堤防の決壊が相次ぎ、住宅地や農地への浸水で甚大な被害が発

生したことは忘れてはならない教訓と思っています。自然の猛威で河川が氾濫して浸水被害が

相次いだわけですが、これは全国的な話であり、本市では厚生町の川の護岸が崩れるなど被害

が発生したものの、河川から水があふれ出し、周りの田んぼや畑、住宅地がつかるという甚大

な被害は発生しませんでした。危なかったなという思いがしています。 

 しかし、川の現状はその後の管理工事などが進み、随分よくなってきているとは思いますが、

台風や豪雨のシーズンを前にして河川にアシが群生し、砂利などが堆積していないか。大雨で

川の水が堤防を越えるのではないかと心配しています。くどいようですが、そういったことで

国もかなり深刻に受けとめていたようで、さまざまな対策を検討し、河川管理の予算措置をし

ていると報道などで知りました。河川の氾濫防止策と取り組みについて、どのような事業を推

進しようとしているのか、まちづくり対策課長にお伺いします。 

○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 中尾吉宏君自席） 
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○まちづくり対策課長（中尾吉宏君） お答えいたします。 

 昨年１０月の台風１９号では、河川水位が異常に上昇して各地の河川が氾濫いたしました。

この河川水位の異常上昇は雨量が多かったことだけではなく、河床のしゅんせつがきちんと行

われず、河床が上昇していたことによる影響も少なからずあったようです。 

 この対策として、地方自治体が河川、ダム、砂防、治山に係るたまった土砂の除去・処分、

樹木伐採等を行い、氾濫しにくくする事業として、緊急浚渫推進事業を総務省が令和２年度よ

り５年間の予定で創設するとのことです。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ４番、山崎誠一君。 

          （４番 山崎誠一君発言席） 

○４番（山崎誠一君） ありがとうございました。わかりました。 

 緊急浚渫推進事業ということですが、本市には普通河川という、いわゆる市が管理する河川

と県が管理する２級河川がありますが、市の管理河川については、この事業は使えるのでしょ

うか。そのあたりも含めて、緊急浚渫推進事業について、まちづくり対策課長にお伺いします。 

○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 中尾吉宏君自席） 

○まちづくり対策課長（中尾吉宏君） お答えいたします。 

 緊急浚渫推進事業とは、地方自治体が単独事業として緊急的に河川、ダム、砂防、治山のし

ゅんせつを実施できるように地方財政法を一部改正し、緊急的な河川などのしゅんせつに充て

る地方債を発行できるようにし、令和２年度から令和６年度までの事業費として4,９００億円

を計画しているようであります。 

 創設する同事業の対象は、河川維持管理計画など個別計画に位置づけた河川、ダム、砂防、

治山に係るしゅんせつで、土佐清水市が管理する普通河川についても対象になります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ４番、山崎誠一君。 

          （４番 山崎誠一君発言席） 

○４番（山崎誠一君） わかりました。ありがとうございました。 

 私は河川のしゅんせつ事業としかわかりませんでしたが、市内には大きなダムや貯水、治水、

砂防を目的とする堰堤もあるわけで、それらを含めた事業として捉えるなら、高知県の河川管

理として役立ててもらう一方、土佐清水市の河川管理としても災害を未然に防ぐという意味で

緊急浚渫推進事業を積極的に活用するようお願いして、次の質問に移ります。 

 災害が発生してからの災害復旧工事が対処療法なら、緊急浚渫推進事業は予防措置だと思う
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のです。この事業により、前もって河川管理、しゅんせつを進めていくことができるのであれ

ば、今年度以降も見据えて、しゅんせつなど河川管理について計画的に行っていただきたいと

思います。また、本年度予算案の土木費の河川費管理に係る予算措置についても、あわせてま

ちづくり対策課長にお伺いします。 

○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 中尾吉宏君自席） 

○まちづくり対策課長（中尾吉宏君） お答えいたします。 

 新年度予算においては、土木費の河川費に重機等借り上げ料として４５万円を計上させてい

ただいております。河川の指定はしておりませんが、台風や豪雨により河床掘削が必要となっ

た際には重機等により河床掘削を行うための予算であります。 

 緊急浚渫推進事業は令和２年度より創設される事業ですので、国、高知県とも情報共有しな

がら防災・減災を総合的に判断し、必要に応じて計画的に同事業を活用していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ４番、山崎誠一君。 

          （４番 山崎誠一君発言席） 

○４番（山崎誠一君） わかりました。厳しい土木費の予算ではありますが、災害の発生を未

然に防ぐため、財源不足を補う意味でも有効で効率的な国の補助事業を積極的に取り入れて、

河川管理に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 全ての質問を終わります。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時まで休憩いたします。 

          午前 １１時２５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。 

 １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 市民のこえの前田晃です。 

 きょうは目の前の執行部席ががらあきで寂しい限りですけれども、通告に従いまして３点の

質問をいたしたいと思います。 

 まず初めに、新型コロナウイルスの対策についてお尋ねいたします。 

 新型コロナウイルスの感染は日々拡大しまして、県内でも今朝の段階で１２名の感染が確認
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されております。先の見えない不安が高まって、暮らしや経済でもかつて経験したことのない

深刻な影響が出ております。そんな中での安倍首相の突然の小中高校の休校要請に現場は大混

乱となりましたけれども、本市においても教育委員会や学校現場の皆さんの大奮闘によりまし

て、子供たちや保護者に支障が生じないような対応策が取られました。この新型コロナウイル

ス対策に真摯に奮闘されております市の職員の皆さん、そして教職員の皆さんに心より敬意を

表したいと思います。 

 そこで市長にお尋ねいたします。 

 学校現場については、この間の教育委員会や学校を通して一定の対応は見えたように思うわ

けですけれども、市全体としては、どのような対応や対策が取られているのか、市民の皆さん

にはいま一つ伝わっていないように思われます。市としての新型コロナウイルスの対応、対策

はどうなっているのか、市長にお伺いしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） まず、基本的なことでありますが、予防対策といたしましては、これ

までも市役所の正面玄関や窓口などにアルコール消毒液を設置するほか、窓口担当職員へのマ

スクの着用、ホームページや広報への掲載を初め、公共施設での手洗いやせきエチケットなど

感染症対策について注意喚起を呼びかけながら、市民の皆様へ情報提供を行ってまいりました。 

 具体的な対応といたしましては、２月２７日朝８時３０分、副市長を初め、危機管理課長、

健康推進課長、総務課長と新型コロナウイルス予防対策について協議した後、午後４時に緊急

課長会を招集。危機管理課長より、政府の発表した、「新型コロナウイルス感染症対策の基本

方針」、健康推進課長からは、相談窓口である新型コロナウイルス相談センターについて、ま

たこども未来課からは、教育現場での未然防止対策などについて報告を受け、本市でも感染者

が確認されたことを想定して、「土佐清水市新型インフルエンザ等対策本部条例」、これは平

成２５年３月２７日に施行しておるわけでありますが、この条例並びに平成２７年２月に制定

している「土佐清水市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、感染拡大を可能な限り

抑制し、住民の生命及び健康を保護すること、住民の生活及び地域経済に及ぼす影響が最小と

なるようにすることを達成するための対策として、①実施体制、②情報提供・共有、③蔓延防

止に関する措置、④予防接種、⑤医療等、⑥住民生活・地域経済の安定確保に関する措置の各

項目における庁内体制を確認したところです。 

 翌２月２８日には、政府より「新型コロナウイルス感染症対策」として、３月２日から春休

みに入るまで、全国の小中学校・高校などを一斉に臨時休校するよう要請されたことを受け、
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教育長と対応について早朝から終日にわたり断続的に協議。教育委員会の対応としては、急遽

開催した臨時教育委員会や緊急校長会において、政府見解や文科省からの通達を初め、高知県

教育委員会の方針などの情報を多角的に分析しながら、土佐清水市としては３月３日まで体制

を整えた上で、３月４日から２４日の期間を臨時休校することに決定。これを受け、１５時に

臨時課長会を招集して、市内で子供を受け入れている関連施設の対応について協議。臨時休校

の対策として、放課後児童クラブ（学童保育）については、引き続き開所し、長期休校期間と

同様の体制で朝から預かりを行う。あわせて学童保育所に登録していない子供については、改

めて確認をとり可能な限り対応する。保育園・幼稚園については、通常どおり開所。スポーツ

少年団へは活動自粛を依頼、文化会館・公民館行事は中止及び活動自粛を要請。放課後子ども

教室については、この時点では実施の方向で県の回答待ちとし、休校中の市民図書館、これも

この時点では図書館の利用は、児童生徒については図書の貸し出し・返却のみ、あったかふれ

あいセンターは通常の時間帯で開所。以上の方針を決定したところです。 

 しかしながら、２月２９日、高知県内で新型コロナ感染者が確認されたとの一報を受け、そ

の後の対策としては、各種講演会やイベントの中止を初め、公共施設では３月４日から１５日

までの期間を３市民センター、中央公民館、市民文化会館、市民体育館の貸し館業務の休止、

市民図書館については休館としておるところであります。あわせて市民税・県民税の申告時期

の変更や教育委員会では保護者が仕事などにより家庭で対応できない児童については、各小学

校の教室を開放し、生徒の受け入れを行い、子供が安全に過ごせる場所を提供しているところ

です。 

 今後においても、刻一刻と変化する最新の情報に注視しながら、国・県と連携しながら感染

予防を徹底したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 大変詳しい答弁をいただきました。ありがとうございました。 

 打ち合わせのときには、市内で感染者が発生した前と後とでちょっと体制違いますよという

お話でしたけれども、今市長のお話の中で、感染者がまだ出ておりませんので、いろんな形で

啓発・啓蒙を中心にした取り組み、それから市の施設のね、衛生環境を整えるという取り組み

をされているということがよくわかりました。 

 学校関係については、総務文教委員会のほうで一定お話を受けていますので、状況は把握で

きているというふうに思っています。 

 感染者が出た後、対策本部を立ち上げて対応するという話を聞いております。やっぱり条例
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に基づいて、そういった体制が組まれるということですけれども、ゆめゆめそういうことがな

いような状況が一番いいと思いますので、何とか事前に防げたらというふうに思います。 

 それで、そんな中で市民のほうから感染予防にかかわって、市民の皆さんからマスクが全く

手に入らないと。市として何か対応ができないかという声が上がっております。 

 その点、市長にお尋ねしたいわけですけれども、マスクの確保に困っておられる市民が多い

わけですから、何らかの方法で市がマスクを確保して、そして市民に配布するというようなこ

とはできないものかどうかですね。その点について、お伺いしたいと思います。 

○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） マスクの確保につきましては、市が集めて配布というのは大変難しい

と考えているところでありますが、現在、南海トラフ地震の災害対策といたしまして、備蓄用

のマスクを１万枚用意しております。しかし１万枚ということは、市民全員には行き届きませ

んので、緊急の場合におきまして、例えば公共性の高い施設などを中心にして、そういうこと

も考えて検討していかなければならないと思っておりますが、そういうときが来ましたら、可

及的速やかに備蓄しているマスクを配布したいと考えております。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） このマスクの感染予防効果につきましては疑問の声もあるわけです

けれども、終息が見えてないだけに市民の皆さんの中には、このマスクがないことに不安を思

う方もおられます。また、今花粉の飛散の時期ですので、花粉症の方がマスクが手に入らない

ということで大変困っているというお話もよく聞きます。 

 市役所に南海トラフ用の備蓄が１万枚ほどあるということですけれども、これをすぐにとい

うことにはならないと思いますね。状況によって可及的速やかに対応したいということでした

ので、それでお願いしたいと思うんですけれども、今朝、テレビで韓国が誕生月にあわせて配

布するというので、国がそういう政策でやっているというお話も聞きました。やっぱり市がど

うこうというよりも、国の施策、対応がね、大事かなというふうに思うわけですけれども、そ

ういう点でいうと、市長にはこの現状を国や県へ訴えていただき、できる手だてを尽くしてマ

スクの確保に頑張っていただけたらというふうに思います。ちなみにマスクの生産は国産が

２割で８割は輸入だと。その大半は中国だという話を聞いています。マスクが安いからといっ

て外国産に頼っていると、いざというときに窮地に陥るということが、今実際に起きているの

ではないかなというふうに思います。 

 翻って、日本の食料自給率、今４割を切っていることが、いかに危険なことで、国民の命を
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脅かすことになるのか。私たちは、この今回のマスクの件からしっかりと学ぶべきではないか

というふうに私は思います。執行部の皆さんには、引き続きこの感染防止に向けた取り組みに

奮起して、奮闘していただくことをお願いしまして、次の質問に移りたいと思います。 

 ちょっと時間をとり過ぎたように思いますけれども、２つ目は地域を支える行政のあり方に

ついての質問です。今、集落の維持が難しくなっています。周辺地域に対して、市はもっと支

援を強化すべきではないかという問題意識から質問させていただきます。 

 本市では、人口減少と少子高齢化が進みまして、この１月末現在で広報によりますと人口は

１万3,３２６人、高齢化率がおおよそ４８％で、２人に１人が６５歳以上の高齢者と。私もそ

のうちの１人なのですけれども、そういうことのようであります。 

 この少子高齢化におきましては、高知県も本市も全国のトップを走っているということは皆

さん御承知のとおりです。高齢化が進むことで、ひとり暮らしの高齢者や認知症の方もふえて

おりまして、その見守りや支援が必要になってきています。また、周辺地域では、いわゆる限

界集落と呼ばれる集落としての維持が困難になりつつある地区もふえています。 

 企画財政課長にお尋ねいたします。この限界集落の定義ですけれども、６５歳以上の高齢者

が人口の５０％以上の集落ということのようですけれども、これは定まったものではないとい

うことですが、便宜上わかりやすいので使わせてもらいたいんですけれども、本市には集落が

おおよそ７０地区ほどあるわけですが、この中でこの限界集落に該当する集落というのは何カ

所ぐらいあるのでしょうか、お伺いいたします。 

○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。 

 健康推進課で集計しております平成３１年４月１日現在の数値で答弁させていただきます。

６５歳以上の高齢者が住民の半数を超える、いわゆる限界集落は、本市の全７４集落のうち、

３８集落となっております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 本市では、限界集落に該当する集落が７４地区中、３８地区という

ことです。集落数では限界集落がもう既に過半数を越えているということになります。 

 続けて、企画財政課長にもう少しまとまった単位で高齢化率の推移をお伺いしたいと思いま

す。 

 市全体及び４つの地区のブロック、下ノ加江、市街地、三崎、下川口別に１０年前と現在の
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高齢化率をお伺いしたいと思います。 

○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。 

 本市全体の高齢化率は平成２１年４月１日時点で３７.５％、直近の令和２年２月末現在で

は、４８.６％となっております。 

 また、旧町単位の地区別で申しますと、下ノ加江地区が平成２１年４月１日時点で

４３.２％、令和２年２月末で５６.３％、また、市街地清水地区では、平成２１年４月１日で

３４.７％、令和２年２月末が４６.８％、三崎地区では平成２１年４月１日で４０.４％、令

和２年２月末が４９.１％、下川口地区では平成２１年４月１日で４７.０％、令和２年２月末

で５２.７％となっております。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） ありがとうございます。 

 ただいまの課長の答弁によりますと、この１０年間で特に下ノ加江地区がおおよそ５６％、

それから下川口地区が５３％と変化が著しくて、高齢化率が１０年前の４０％台から５０％台

に入ったということになるようです。 

 また、市街地と三崎地区は、もう５０％超えが目前に迫っていて、本市全体の高齢化率も

４８.６％になっているということであります。 

 これを見ますと、本市ではこの１０年間に高齢化率が急速に進んで、いわば本市全体が限界

集落になると、これは変な表現ですが、そういうところに入りかけているということだと思い

ます。この先どうなるか大変気になるところであります。 

 しかし、この住民の高齢化が進むと、そして限界集落がふえたとしても、必ずしもその集落

が消滅するというわけではありません。後継者がいなければその可能性があるということだろ

うというふうに思います。 

 あえて高齢者の１人として言わせてもらえれば、これまで地域活動の中心になってこの集落

を支えてきたのは、それこそ６５歳を過ぎた高齢者の皆さんではなかったかなと思います。問

題は、その地域や集落に住む人、後継者を確保できるかどうか、これが課題ではないかなとい

うふうに私は思っています。 

 皆さん御承知のように、この人口減少と少子高齢化というのは清水だけの問題ではありませ

ん。全国的な問題でありまして、数年前には、かの地方消滅論が話題になり、本市もその消滅

自治体の中に入っておりました。消滅自治体も限界集落も必ず消滅するのではなくて、さきに
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も触れましたように、その地域や自治体の取り組み次第ということだろうと思います。限界集

落といえば集落機能を維持するために、その地域や集落に住む人をどう確保するのか。そして、

その課題に行政がどう応えるのか。そこが問われているのだというふうに思います。 

 ちょっとくどくなって申しわけないですが、国の対策として東京への一極集中解消と地方の

活性化を目指す地方創生が進められまして、本市でもこの地方版総合戦略、土佐清水市まち・

ひと・しごと創生総合戦略の取り組みがこの５年間行われてきました。そして３月末でこの取

り組みが完了するということになるわけですけれども、そこで企画財政課長にお尋ねします。 

 近いうちに本市の総合戦略の総括の報告があると思うわけですけれども、とりあえずこの地

域支援にかかわる部分についての総括をお聞かせいただきたいと思います。具体的に言います

と、本市の総合戦略の基本目標の４の中の施策１、集落のにぎわいと集落活動センターの推進

及び施策３、中山間地域の生活支援の部分ですが、この５年間の取り組みの総括をお伺いした

いと思います。 

○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。 

 土佐清水市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中の、基本目標４の施策１につきましては、

集落のにぎわいと集落活動センターの推進についてということで、中山間地域が抱えるさまざ

まな課題を解決するため、地域住民が主体となって生活、福祉、産業、防災などの分野につい

て総合的な取り組みを行う活動拠点である集落活動センターの仕組みづくり、開設、運営に取

り組んでまいりました。この間、下川口、三崎、下ノ加江の各地区に地区振興担当の地域おこ

し協力隊を配置し、地域でのさまざまな催しや、いきいきサロン等にも参加し、地域ごとの課

題について協議を重ね、５年間の目標値として市内に４カ所の集落活動センターの設立を目指

して取り組んでまいりましたが、実績といたしましては下川口地区の１カ所にとどまっており

ます。市全域における中山間地域の維持、活性化を図るには至らなかったところでございます。

ただ、今後におきましても新たな設立に向けて各地区での協議を継続していきたいと考えてお

ります。 

 また、施策３につきましては、中山間地域の生活支援として、買い物支援の必要な高齢者や

自分で買い物に行けない障害者等の買い物弱者に向け、宅配及び配達、移動販売を行う、がん

ばろう屋の取り組みを推進することとしておりましたが、平成２８年度末で事業が廃止されま

したので、平成２９年度に総合戦略を改訂した際に、この施策のほうは廃止しております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 
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          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 施策１の地域おこし協力隊の隊員数、７名のところ１５名というの

もあるんですが、これはどうなりましたか。 

○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） そちらのほうはクリアしております。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） わかりました。 

 本市の総合戦略、今３点について私お尋ねしましたけれども、実はこの集落活動センターの

設立とかいったふうに、全体で１００を超える具体的な目標を決めて、その目標値を掲げて検

討しながらこの間取り組んできています。この総括が出ると思うんですけれども、ただいまの

課長の答弁から、地域支援にかかわる目標値の達成については、どうも途中で事業の変更もあ

ったりして余り芳しくないなというような印象を私は持ちました。 

 実は、全国的にも東京や首都圏への一極集中というのは改善されませんで、この地方創生が

成功していないという評価が聞かれておるわけですけれども、本市の総合戦略が一体どういう

総括をされるのか。近いうち、それが出ると思いますので、それを待ちたいというふうに思っ

ています。 

 ところで、私は４年前に岡本議員と一緒に人口減少と少子高齢化に対応しています、コンパ

クトシティの取り組みで有名な富山市の行政視察をさせていただきました。富山市のコンパク

トシティの取り組みは、一言で言いますと公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまち

づくりということで、産業や交通、医療や福祉、教育、文化などの施策と関連させて総合的な

まちづくりを進めていました。その点は大いに評価でき、参考になったわけですけれども、し

かし私は選択と集中によって、都市部、中心部を手厚く援助する一方で、周辺地域が切り捨て

られている印象は否めないと感じました。全体としては、この取り組みが地域間格差を拡大し

ているようにも見えまして、行政のあり方としては大変疑問を感じたことでありました。 

 このコンパクトシティは地方の中核都市に対応する取り組みだと思いますけれども、本市の

ような僻地中山間地域には、より地域の範囲を狭めた小さな拠点づくりが国の施策として進め

られているようです。 

 企画財政課長にお尋ねいたします。本市の第７次土佐清水市総合振興計画、これ１０年間の

ものです。今ちょうど中間点ですけれども、この中にも小さな拠点づくりが掲げられています

けれども、この総合計画の中でいう小さな拠点とはどのようなものなのか。その規模や機能な
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どとともに、その地域づくりの構想についてお伺いしたいと思います。 

○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。 

 御質問の小さな拠点とは、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局や内閣府地方創生推

進室が進めている施策であり、高知県では集落活動センターの取り組みが、これに該当すると

認識しており、第７次土佐清水市総合振興計画における小さな拠点の規模は旧町単位（市内

４地区）で１カ所ずつ拠点をつくることを想定しておりまして、旧小学校や旧保育園などの利

用していない行政施設などを活用して、地域の課題やニーズに応じて地域住民が主体となって、

生活、福祉、産業、防災といったさまざまな活動を総合的に取り組める仕組みづくりを目指す

ものであります。 

 先ほどの質問にもありましたが、現在本市では、集楽活動センター下川口家が設立されまし

て、直販所の運営や休耕田再生事業など地区住民が考えた取り組みを行っております。引き続

き下川口地区以外でも設立ができるよう、各地区での協議を継続していきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） ありがとうございます。 

 この小さな拠点といいますのは、まず日常生活に必要な機能、例えばお店、ガソリンスタン

ド、小学校、郵便局などと、コミュニティ機能を持った施設、集会所などを集めた地区のこと

で、この小さな拠点と、そしてその周辺集落を公共交通で結んで地域全体の日常生活を維持し

ようという構想なんですよね。それを清水で当てはめると集落活動センターだと、高知県はそ

うだという、今答弁がありました。 

 いわば、私はコンパクトシティの縮小版かな、ミニ版かなというような印象も持つわけです

けれども、ただいまの答弁では旧町単位の規模で下川口の集落活動センターのような、福祉、

仕事、防災、交流、そういった機能を持った組織を市のほうは構想すると。そういうお話であ

りました。 

 ちょっとまたくどくなりますけど、この小さな拠点を機能させるために、国は地域のコミュ

ニティ組織、自治会とかですね、そういった組織の再編を３つの分野から進めているというふ

うに言われています。 

 １つはですね、これはよく聞きますけれども、高齢社会を地域で支える地域包括ケアの取り
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組みで、これ厚労省が進めています。２つ目は民間が撤退しますから、お店がね、そういう行

政のサービス提供を補う地域運営組織づくり、これは自分らで組織をつくってやりましょうと

いうね、これは総務省が進めているということです。そして３つ目は住民や企業などが共同で

地域や施設の管理を行うエリアマネジメント。これは国交省が進めている。国は、こういった

地域のコミュニティによる支え合いこそが今後の地域づくりの鍵になるというふうに考えてい

ます。 

 さきの課長の答弁から推察しますと、本市では集落活動センターがこの３分野の役割を担う、

いわばコミュニティ組織として位置づけられているように私には思えました。 

 しかし、地域の課題に応えるためには、確かに地域おこし協力隊を派遣して取り組んでこら

れましたけれども、もっと行政が住民に近いところで、より日常的、継続的に周辺地域を支え

るような体制が要るのではないかなというふうに思います。 

 現在、本市では旧町単位で設置しています３つの市民センターには２名の職員、臨時職も入

っていますけれども、配置していますけれども、そこに１名職員を増員するということを提案

したいというふうに思います。周辺地域の課題に応えて、住民が安心して暮らすことができる

地域づくりを進めるための人員配置ということです。周辺地域の課題は、高齢者介護と見守り、

防犯、防災、子育て支援、地域づくりなど多岐にわたっています。配置された職員は地域を回

って住民の困り事や要望などを拾い上げ、区長や地区の民生委員とともに連携して対応します。

また、自治会など地域のコミュニティ組織と連携して、地域の取り組みや地域づくりを進める

組織担当として活動します。 

 さきの課長答弁でいえば、ミニ集落活動センターづくり担当といってもいいかもしれません。

地域に足を運ぶ職員の活動に触れることで住民の市政への信頼も高まるというふうに思います。 

 市長にお尋ねいたします。できれば、高齢者介護、見守り、防犯、防災、子育て支援など、

それぞれの課題のエキスパートを各市民センターに数名配置して、市民センターを拠点にして

地域の諸課題の解決に取り組む体制ができれば言うことはないと思いますけれども、しかしそ

れは財政上からも非常に難しいと私も思いますので、当面は防災と地域づくりを任務にする職

員１名、センターが３つありますから３名の増員ができないか。その提案をしたいと思います

が、市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○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） 市民センターにつきましては、以前は支所として、正職員３名と地区

公民館の職員、合わせますと４名を配置いたしまして、窓口というよりも総合的な業務を行っ

ておりました。 
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 しかしながら、平成１７年の国の指針に基づきまして、行政改革にかかわる集中改革プラン

を策定して業務の見直しを行う中で、定員管理の適正化を図るため、職員数の削減を行ってい

ます。一時は支所廃止の議論も行った経過もありますが、地域住民にとって支所の果たす必要

性、役割が大きいと判断したことから、平成１９年度から現在の市民センターとして、正職員

のセンター長と非常勤職員の２名体制で業務を行っているところであります。御承知のとおり、

市役所のどの職場も必要最小限の人数で業務に当たっておりますので、現段階で、今の職員体

制で業務を継続していきたいと考えておりますが、この市民センターと地域おこし協力隊、そ

れから集落活動センター、こういった連携も密にしながら、今後もやっていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 以前は４名の配置ということで、これ行政改革の国の指導があって

減らしてきたという経過があるというのは私も十分了解しますけれども、これほど地域が衰退

しているときに、公務が、行政が人を減らして手を引くということが、ますます衰退の加速が

進むことになるというふうに思います。ここはやっぱり確かに財政的には厳しいでしょうけれ

ども、もう一回原点に立ち返って、地域をどう守り立てていくかと。そのためには正職を配置

することが必要だという観点で、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 ちなみに四万十市ですけれども、前の田中市長時代に職員２０名ほどを地域支援員として各

地区に、これは兼務なんですけれども派遣して、地域づくりの相談に乗って住民から高い評価

を得ていたという話を聞きました。 

 本市では、今私が提案いたしましたのは、防災と地域づくり担当の職員専属で配置するとい

うことですので、防災とともに地域のコミュニティ組織との連携体制をつくっていきますから、

これは小さな拠点づくりにもつながっていくと思います。 

 また、高齢者介護の見守りや生活支援などの課題については、ＮＰＯ法人ＣｏＣｏテラスと

か包括支援センターが取り組みを進めていますので、その連携で週に何日か常駐してもらって

市民センターを拠点に地域で取り組みを進めていくということも今後の課題としては可能では

ないかなというふうに考えています。 

 防災と地域づくりを任務とする職員を市民センターに配置すること。これさきにも触れまし

たけれども、第７次の本市の総合振興計画にも掲げられております、小さな拠点づくりにつな

がるものですので、ぜひ前向きに検討していただきたいというふうに思います。 

 ところで、もう１点ですけれども、地域のコミュニティ組織の中でも自治会の果たす役割が
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これからますます重要になってくるのではないかなというふうに思っています。 

 副市長にお尋ねします。生活の全般にわたって地域住民とつながっています自治会は、住民

の高齢化のもとで、これまで以上に高齢者の見守り、そして生活支援にかかわることが私は要

請されてくるように思われるわけですけれども、そういったものは地域包括ケアということで、

いわば公的な条件整備に当たる仕事になろうかと思います。ですからボランティアではなくて、

市が自治会との間に業務委託契約を結ぶとか、あるいは財政支援をして取り組みをお願いする

とか、そういう必要があると思うんですけれども、それらについては副市長どのようにお考え

か、御所見をお伺いします。 

○議長（永野裕夫君） 副市長。 

          （副市長 磯脇堂三君自席） 

○副市長（磯脇堂三君） お答えします。 

 議員の御質問は、地域包括ケア取り組みの中の地域の支え合いのことだというふうに思われ

ますので、そのことについてお答えします。 

 誰もが住みなれた場所で安心して自分らしい生活を送るためには、公的なサービスだけでは

限界がありますので、本市ではこれまで区長を初め、ボランティアや地域での見守り活動等に

取り組む民生委員や福祉協力員のほか、生活支援サポーターや認知症見守り支援員など、有償

無償にかかわらず、さまざまな方がさまざまな方法で地域での見守りや支え合いを行ってくれ

ております。 

 今後につきましても、現在の取り組みを継続して行政と地域が連携して、地域での住民力の

支援、住民主体の高齢者を地域で見守る支援を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 高齢者の支援などについては自治会だけじゃなくて、いろんなＮＰ

Ｏ法人やボランティアがかかわっているのは十分承知しておりますけれども、特にその中でも

自治会がやっぱり地縁的な組織ですので、その部分がこれから役割大きくなるのではないかと

いうふうに思います。ただ、今言いました地縁的な組織は、自治会独自のルールがありますの

で、市がどうこう決めても、それがすんなりいくとは限りません。 

 しかし、地域で高齢者支援が私は自治会抜きでは語れなくなっているところに来ているので

はないかなというふうに思いますので、この地域包括的な活動を要請する場合はボランティア

ではなくて、財政的な保証をして連携を進めると。行政との連携と先ほど言いましたけれども、

その連携の中に財政的な支援が含まれるように取り組みをお願いしたいというふうに思います。 
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 続けて、もう１つ、自治会への財政的な支援にかかわって具体的なことで副市長にお尋ねし

ます。 

 それは、住みよいまちづくり事業についてですけれども、本市の住みよいまちづくり事業で

は、平成３０年度の決算によりますと、１９地区から申請がありまして、工事補助金としてお

およそ６００万円が支出されています。 

 御承知のように、どの自治会も会員の減少で財政的に大変厳しい状況にあるために、この補

助事業を利用したくても地元負担がネックになって申請を控えている地区があるというふうに

聞いています。この補助率を引き上げて地元負担を減らすこと。これはできないものかどうか、

副市長の御所見をお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 副市長。 

          （副市長 磯脇堂三君自席） 

○副市長（磯脇堂三君） お答えします。 

 まちづくり対策課で実施しています、住みよいまちづくり事業は、部落道や集会所、地区で

の有線放送施設の改修に対する補助金で、通常は補助率５０％でありますが、部落道につきま

しては平成２２年度より補助率を８０％に引き上げております。これは大変地区から好評を得

ているところでございます。 

 所管課に伺いますと、現在のところ補助率アップの要望等も来ていないことのようでありま

すので、地区が所有、管理する施設に対する市単独補助事業であり、受益者負担の原則からし

ても現行の補助率で当面行っていきたいというふうに思っております。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） なかなか補助率を変えるというのも難しいんですよね。 

 部落道については、何年でしたかね、２２年から８０％ということになったということです。

通常は５０％ということですけど。これがなかなか大変だということでお願いをしているわけ

ですので、地元負担が極力１割ぐらい、１０％ぐらいになればね、これは大いに皆さん活用す

ると思いますよ。そのお願いをね、ぜひしたいと思います。小さな拠点を生かしたまちづくり

を進めるという上でも、この自治会などへの財政面での援助が私は必要だというふうに思いま

す。 

 実は、国は少子高齢化が進む自治体を対象にしまして、地域社会再生事業費というのを、御

存じですよね。令和２年度の地方交付税の中に算入しております。少子高齢化が進む自治体を

対象にして、国が予算組んでるんですよ。この交付金はね、まさに地域を支える自治会の活動

にも使えるし、還元すべき財源だというふうに思います。ぜひ、前向きの検討をお願いしたい
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と思います。 

 それでは市長に、市が小さな拠点に位置づけています集落活動センターについて、お尋ねし

ます。 

 下川口家の集落活動センターは、本市の小さな拠点づくりのモデルケースに位置づけられて

おるようですので、この取り組みから教訓を引き出して、今後の本市での小さな拠点づくりに

生かしていくということが求められているというふうに思います。 

 そこで、この下川口家。私も十分全体は了解していないんですけれども、疑問に思うところ

がありますので、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、小さな拠点という点でいえば、下川

口家の守備範囲ですね。下川口、宗呂、貝ノ川、大津では、余りにも広過ぎるのではないか、

小さな拠点としてはですね、ということです。地域の守備範囲の範囲はもっと狭めて、旧小学

校区単位、大津、貝ノ川、宗呂、下川口というふうに対応するほうが、より住民に近くて取り

組みも具体化しやすいのではないかというふうに思うんですけれども、この小さな拠点の範囲

について、市長の御所見をお伺いいたします。 

○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） 集楽活動センター下川口家は、御指摘のとおり下川口地区全体で組織

化しております。県内の集落活動センターの中でも、構成集落の人口や世帯数は大きいほうに

なります。これにつきましては、下川口家が創立するときに、時間をかけ、地域で組織するの

か、あるいは細分化するのかという議論があったとお聞きしておりますが、協議を重ねた結果

が今の形、地区全体での組織化に至っておるところであります。 

 現在、県内には５８カ所の集落活動センターが設立されていますが、多くの集落活動センタ

ーが抱えている課題の一つ、これは下川口家にも言えることなんですが、担い手、後継者不足

でありまして、組織を細分化すれば多くの担い手が必要となりますので、そういったことも考

慮しながら、現在進めている場所の、地域の実情とか状況を見きわめながら事業を進めていき

たいと考えております。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 立ち上げに至ってはですね、地域の皆さんとの協議を重ねて対応し

たということも承知しております。問題としては、担い手、後継者の問題だと。余り小さくす

ると、それが難しいというお話でした。そういう事情がね、確かにあると私も思います。 

 ただ、下川口家というのは立ち上げの一つの典型として、モデルケースとして立ち上げてい

るわけですから、その点いろんな取り組みの集約、総括をして、今後にぜひ生かしてもらいた
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いというふうに思います。 

 私はこの日常の生活圏といいますのは、基本的には歩いていける旧小学校単位の範囲ではな

いかと思います。そんな日常の生活圏というのが小さな拠点として整備されるということが、

高齢者などにとっても最も望ましいのではないかなというふうに思っています。小さな拠点、

集落活動センターも、その規模で、そういった旧小学校区単位でできるだけ追求するようなこ

とが必要ではないかなというふうに私は考えています。 

 続けて市長にお尋ねします。下川口家は今、県の補助金のもとに運営されているわけですけ

れども、この補助が終了した後、下川口家が自立できればそれはそれでいいと思いますけれど

も、もし努力をしても運営が困難になった場合、市としてはどのような対応、対策を講ずるお

つもりなのか、市長の御所見をお伺いしておきたいと思います。 

○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） この集落活動センターの取り組みにつきましては、高知県、そして土

佐清水市行政主導で始まった事業であります。県の補助制度が終了しても、継続した行政支援

は必要であると思っておるところです。 

 しかしながら、現在、下川口家では収益増に向け、農林水産課と連携し、休耕田を活用した

農産物の栽培や新たな特産品づくりのほか、今後は加工品の開発にも取り組むとしておりまし

て、今年度も予算を組んでおります。そうやって精力的に今下川口家頑張って活動されており

ますので、まずは自立していけるように側面から協力し、来年度の活動を見守りながら、必要

であれば具体的な支援策を検討してまいりたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 本市の地域づくりのモデルケースとして立ち上げました、集楽活動

センター下川口家が、継続して安定的に運営できることは下川口地区の存続にとっても大きな

意味を持っているというふうに私も思っています。運営が困難になった場合、私は市が責任を

持って支えるべきだと、運営を支えるべきだと考えています。もちろん改善すべき点は改善を

して、可能な限り財政支援をして、地域集落の維持存続に向けて行政としての責任を果たすべ

きだと思います。この点は、今市長の答弁と同じ立場でないかなというふうに思いました。地

産外商とか観光の華々しさからいいますと、自治会などの地域活動というのは地味で目立ちま

せんけれども、市民の日常の暮らしの土台の部分を支える大切な役割を担っていると思います。

地に足つけて頑張る自治会などの地域のコミュニティ組織への必要な人的支援、そして財政支

援をお願いしまして、次の質問に移りたいと思います。 
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 ３つ目は、今ノ山の大型風力発電についての質問です。 

 この問題につきましては、昨年の９月会議で弘田議員が一般質問で取り上げて、建設計画な

どが明らかになっております。その後、事業者ジャパンウインドエンジニアリングによる地域

住民への説明会が行われまして、アセス法に基づく方法書の手続が終了し、風力発電建設に

１歩近づいた形になっています。 

 また、この間ですね、休眠中といったら何ですけれども、配慮書を出したままだった別の事

業者日立サステナブルエナジーも、この方法書の手続に入って住民説明会を行って、今ノ山で

２社が競合するということになっています。 

 しかし、なぜ今、清水に風力発電なのか。風力発電が地域に必要なのか。そんな疑問がやっ

ぱりありますので、この問題を取り上げて質問させていただきたいと思います。 

 なお、今触れましたように、今ノ山の風力発電の計画は２社ありますが、より大規模で方法

書手続も完了しています、このＪＷＥの計画書をもとに質問したいと思います。 

 まず、市民課長にお尋ねします。今回の今ノ山の大型風力発電の計画、建設計画の概要、昨

年の９月以降の経過についてお伺いします。市も市民課長も事業の当事者ではありませんので、

知り得ている範囲で構いませんのでお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市民課長。 

          （市民課長 中津恵子君自席） 

○市民課長（中津恵子君） お答えいたします。 

 議員御質問の事業所はジャパンウインドエンジニアリングということですので、その事業所

から提出されております資料に基づき説明いたします。 

 まず、設置場所につきましては、今ノ山近辺の土佐清水市と三原村の行政界周辺と今ノ山か

ら木の辻に向けての尾根伝いとなっており、規模としましては１基当たりの最大出力が

5,５００キロワットの風力発電機３６基、全体の最大出力が１９万8,０００キロワットとなっ

ております。 

 現在も環境アセスメントを実施中であり、今後、国に対して準備書、次に評価書と２段階の

届け出をし、審査を受け、評価書の確定の後、工事計画の申請をして認可を受ければ工事等に

着手となり、全ての工事が終了し発電事業が開始されるのが令和７年２月の予定となっており

ます。 

 昨年９月以降の経過としましては、１２月１０日にＦＩＴ（固定価格買取制度）の事業計画

認定申請をし、令和２年１月１４日に県の環境影響審査会、２月１３日に経済産業省の環境影

響審査会が終了、３月末までには事業計画認定がおりる予定であると聞いております。議員仰

せのとおり、そのほかにも日立サステナブルエナジーという事業所も計画があり、方法書の縦
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覧、昨年１２月２０日には住民説明会も実施されております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 丁寧な説明ありがとうございました。大体、９月以降の経過もよく

わかりました。１基当たり5,５００キロワットの風車、３６基を三原村と土佐清水市の尾根に

設置するということです。実は、この３６基、5,５００キロワットというのは、当初の計画を

変更しておりまして、風車の総基数は当初４６基だったものを３６基に減らしているんですが、

その分、風車を大型化して最大の発電量、先ほどありました１９万8,０００キロワットにした

ということであります。このプロペラの直径が１５８メートル、風車の高さは実に２００メー

トルということで、これは国内では導入実績がない超大型の風車になるということであります。

これは事業者も認めております。国内にはありませんというふうに。 

 先ほど課長の答弁にありました、１月１４日に県の高知県環境影響評価技術審査会、これは

事業者、今ノ山の方法書の審査をしているんですけれども、この中では国内では例のないこの

巨大風車建設の計画に対して、委員の中から未知の領域で予測できないことが起こる可能性が

あるというような意見が相次いで出たとされています。実は、これ私、県のホームページでこ

の評価審査会の議事録がありますので取ってみました。十四、五ページのものですが、これ読

んでみますとね、事業者と、それから各界の専門家の皆さんが来て、環境影響について質問す

るわけですね。その答えを見ますと、やっぱり今言いましたように巨大な風車だということで、

懸念する声が大半なんですよね。これぜひごらんになってみてください。読まれてますか、市

長、これ。見てないですね。ぜひごらんになってみてください。こういう形の審査会の話がな

されています。 

 続けて市民課長にお尋ねいたします。この事業者ですけれども、方法書の縦覧にあわせて説

明会を２回、９月にあって参加者が少なかったために、１０月再度説明会を開いています。私

は両日の説明会に参加しましたけれども、いずれの会でも説明の後の質疑では、県の先ほどの

審査会と同様です。参加者から建設に対する自然破壊や生活環境への影響を懸念する声が多く

聞かれたというふうに私は思っています。市民課長は環境室長とともに、この２回の説明会に

参加されていたというふうに思いますけれども、説明会で出された参加者の声を、環境問題を

所管する課として、どのように受けとめておられるかお伺いしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市民課長。 

          （市民課長 中津恵子君自席） 

○市民課長（中津恵子君） お答えいたします。 
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 議員のおっしゃるとおり、私も室長とともに２回の住民説明会に参加いたしました。 

 住民説明会では、自然環境や生活環境への影響を懸念する声が多く聞かれ、建設に対して反

対される方、また、環境への十分な配慮を要望した上で賛成される方、それぞれの意見があり

ました。いずれにしましても、市民課としましては、環境の保全に努めるべき立場であるとの

認識のもと、対応をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） ありがとうございます。市民課としては環境を守るために対応して

いきたいということになろうかと思います。 

 ところで、この１９年度、４月からこの３月までですけれども、高知県下では風力発電の建

設計画が相次いでおります。今ノ山以外にも大藤、これは四万十市と四万十町の間ですけれど

も、大藤に１つ。それから檮原町と西予市の間に西予檮原という風力発電が１つ。それから香

美市と大豊町、幾つか重なっているようですけど、国見山にも計画があるということで、今ノ

山以外に３カ所での建設計画がありまして、いずれも方法書の手続を終了しています。さきの

課長の答弁でいえば、今後、準備書、それから評価書というふうな形で進んでいくと思います

が、一応方法書まで行ったということですから、ことしの３月末には計画が了承されるという

流れになるのかもしれません。 

 このように、県下では風力発電建設ラッシュの状態なんですけれども、この背景には、先ほ

ど課長がちょっと触れましたが、固定価格買取制度（ＦＩＴ）の動向が大きく影響しているよ

うに思います。 

 そこで市民課長にお尋ねします。この固定価格買取制度（ＦＩＴ）の現状、とりわけ風力発

電についてお伺いしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市民課長。 

          （市民課長 中津恵子君自席） 

○市民課長（中津恵子君） お答えいたします。 

 現在、経済産業省が決定しております風力発電の買い取り価格について、陸上風力発電と、

洋上風力発電着床式と浮体式でお答えします。 

 まず、陸上風力発電、令和元年度、１９円プラス税、令和２年度、１８円プラス税。 

 次に、洋上風力発電（着床式）、令和元年度、３６円プラス税、洋上風力発電（浮体式）、

令和元年度、令和２年度、ともに３６円プラス税となっており、それぞれ今お答えした以降の

年度は決定していません。 
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 今回、御質問の事業者は令和元年度に事業計画認定申請をしていますので、予定どおり認定

がおりれば、買い取り価格は１９円プラス税となります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） ありがとうございます。もう時間がないなりよりますので、申しわ

けないです。 

 今、課長のほうから答弁ありました。事業用の大型風力発電の主流というのは洋上に移って

いまして、陸上風力の買い取り価格というのは下がっているんですよね。１９年が１９円キロ

ワット時。２０年が１８円。来年になると１円下がるんです。２１年は決まっていないという

ことなんですけれども、この年度内に方法書手続を終了して用地確保ができれば買い取り価格

が決まるということだったので、１円でも価格の高い１９年度中に方法書手続に入っておきた

いというのが事業者の思惑であったというふうに思います。今ノ山の風力発電は、その駆け込

みの流れの１つだということを認識しておく必要があるかなというふうに私は思っています。 

 住民説明会でもそうですけれども、参加者から出ていた不安というのは建設工事、稼働期間、

そして施設廃止後の長期間にわたるもので、端的に言えば今ノ山の斜面、山頂を広範囲に削り

取る工事が自然環境を破壊すること。それに山に生息する動植物へ影響が及ぶことが心配だと。

それから濁水、土砂災害などで下流域の住民への影響が及ぶことを心配する声、それから発電

稼働時の騒音、低周波音を心配する声、倒壊を心配する声、２０年後の施設の撤去や自然環境

の修復を心配する声など、多々、孫子の代までの心配にも及んでおります。 

 こういった住民の声を、時間なくなりましたね、ぜひ、市長にはくみ上げていただきたいと

思うんですけれども、知事のほうに一定声を上げているというふうにも聞いておりますので、

どういうふうな声を知事のほうに上げられたか、あわせてもう時間がありませんので、市長は

今ノ山の風力発電にかかわる問題について、どのような立ち位置で対応されようとしているの

か。その辺を最後に御答弁いただきたいというふうに思います。ちょっと時間がなくなって申

しわけないですけれども、はしょって質問いたします。 

○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） 今ノ山風力発電事業につきましては、担当課からの住民説明の報告、

またホームページを通じまして市民の方からの直接の問い合わせなど、工事中や稼働時の騒音

や超低周波音、動植物の生態系など環境への影響を懸念されていることは承知しております。 

 昨年１１月１８日付で、県より市に対して、今ノ山風力発電事業に係る意見書の提出を求め
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られましたので、市民の方々の御意見等を踏まえ、１１月２２日付で、騒音・超低周波音など

環境への影響の回避を最優先にしていただくよう、また、地域住民とのコミュニケーションを

大切にし、理解を得られるよう努め、意見を十分配慮していただきたいとの意見書を提出した

ところであります。 

 先ほど、市民課長が答弁いたしましたように、現在、ジャパンウインドエンジニアリング、

それと日立サステナブルエナジーも今ノ山に風力発電を計画しております。隣接する三原村と

も情報を共有しながら、土佐清水市の将来にとってよりよい方向性を見出していきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○１０番（前田 晃君） 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（永野裕夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会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、本日の会議は、これをもって延会することに決しました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 明３月１０日午前１０時に再開いたします。お疲れさまでございました。 

          午後 ２時０２分   延  会 

 

 


