光インターネット回線の
整備は、地域での暮らしや
起業を支えるために極めて
重要なインフラだと思うが、
今後のエリア拡大予定は？
平成 年度～ 年度にＮ
ＴＴ西日本が実施した光ケ
ー ブル事業に対し、市が費
用の一部を補助する形で、
香北町内の各地域や物部町
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24

26

28

が現状です。なお、ＮＴＴ
からは、１㌔あたり ユー
ザー以上の利用が必要との
回答がありました。
移住促進や企業誘致とい
った観点からも、通信手段
の整備は不可欠なため、今
後も引き続き、企業努力に
よる整備地域拡大に向けて
随時要望していきます。

30

の問題点を踏まえた上で、
各地域の実情に沿った運行
形態を模索していく必要が
あると考えています。
香北町における現在の交
通空白地域についても、デ
マンドバスの運行や既存路
線の見直しも含めて、地域
交通対策検討委員会で協議
していきます。

災害時に発令される避難
情報。きめ細かく分かりや
すい情報伝達の工夫を。
高齢者や体の不自由な方
など、避難情報の対象者を
明確にするとともに、対象
者ごとに取るべき避難行動
が分かるよう、伝達内容の
工夫が必要と考えています。
伝達手段として、テレビ
やラジオからの放送のほか、
緊急速報メール、防災行政
無線、登録制メール等を組
み合わせることで多重化を
図り、情報を入手しやすい
環境を整えていきます。
現在整備中の防災行政無
線は、物部町・香北町は全
世帯に、土佐山田町では、
土砂災害警戒区域、物部
川・国分川の浸水想定区域
内の全世帯に、戸別受信機
を無償貸与します。音声情
報の聞き取りが難しい聴覚
問

１月 日の大栃スーパー
閉店、３月 日のユーマー
ト美良布店閉店という現状
を踏まえ、今後予想される
買い物難民への対策を問う。
香北町と物部町における
相次ぐスーパーの閉店によ
り、地域住民の皆さんは大
きな不安を感じていること
と思います。

農業従事者ではなくても、
自家消費の野菜などを栽培
することで、耕作放棄地の
解消につなげることができ
ると思う。農業をしていな
い人が新たに農地を取得す
るにはどうすればよいか。
農業委員会では、農業経
営を図る上で最低限必要な
下限面積を山田 ㌃、香

北・物部 ㌃と設定してい
ます。自給のための農地利
用であっても、この基準を
満たしていないと農地は取
得できません。
ただし、農地を借りて営
農することは可能です（農
業経営基盤強化促進法の利
用権設定等の手続きが必要
です）。

自給のための農地利用で
耕作放棄地の解消を

そうした中で、取り扱う
商品の数や種類を増やすな
ど、既存商店の努力も見ら
れます。市としては、地域
の既存商店への可能な支援
を行うとともに、県とも協
議を進め、地域住民の意見
も聞きながら、買い物困難
地域の解消に最大限努めて
いきます。

地域のスーパーが閉店
買い物難民の救済策は

障害者の方には、文字表示
装置付きの戸別受信機によ
り情報を伝えます。
また、本年度中に、土砂
災害と洪水被害の想定範囲
を示したハザードマップの
最新版を配布します。居住
地にどのようなリスクがあ
るかを把握し、一人ひとり
が適切な避難行動を取るこ
とができるよう、防災情報
を提供します。
なお、避難勧告等は、一
定のまとまりがある範囲に
対して発令するもので、個
別に発令するものではあり
ません。また、その対象区
域外であっても、避難の必
要性が全くないというもの
でもありません。「自分の
命は自分で守る」という意
識を持ち、自発的に行動す
ることが最も重要です。ご
協力をお願いします。

命を守るための避難情報
より明確に、分かりやすく

ー 質疑応答抜粋ー
86

人と、３年間で 人の方が
移住しています。平成 年
度移住者の世帯主の年齢は、
代～ 代が 組、 代～
代が９組と、働き世代の
方が多くを占めています。
このような若い世代にどん
どん移住してもらい、地域
に若い力が注がれ、子ども
たちの声が響くことで、地
域の元気につながればと考
えています。
また、移住を考える上で、
住まいと仕事は重要な要素
です。希望に沿った住まい
を紹介できるよう、空き家
調査の推進により空き家バ
ンクの登録件数を増やして
いきます。仕事については、
ハローワークからの情報収
集に加え、移住相談会に企
業にも参加してもらうなど、
官民協働で取り組んでいき
ます。
50 20

まちづくりの重要課題
移住定住の状況は
香美市の魅力を発信する
ことで、移住希望者を増や
し、定住につなげていくこ
とは大変重要な課題。これ
までの成果と、これからの
取り組みを問う。
都市圏で実施される移住
相談会への参加のほか、高
知市・南国市・香南市と連
携した移住相談会や移住体
験ツアーを実施してきまし
た。また、移住相談窓口や
誘致活動、お試し移住体験
住宅、移住者同士の交流な
ど、さまざまな事業をＮＰ
Ｏ法人『いなかみ』に委託
して行っています。
転入転出者数は、平成
年度の社会増減人口で、転
入者が転出者を 人上回っ
ています。移住者数は年々
増加傾向にあり、平成 年
度 組 人、平成 年度
組 人、平成 年度 組
27

大栃、土佐山田町繁藤など、
市内一部地域の整備が完了
しました。
それ以外の地域でも光ケ
ー ブル整備の要望があるこ
とは承知しており、市から
通信事業者に、再三申し入
れをしているものの、採算
面で折り合いがつかず、現
在も整備が進んでいないの

12

行政連絡会

４月 日と４月 日に、
中央公民館（土佐山田）・
保健福祉センター（香
北）・ふれあいプラザ（物
部）で平成 年度香美市行
政連絡会が開催されました。
（山 田 ・ 香 北 ・ 物
部 ）あ る 自 治 会 の う ち
人の自治会長が出席し、市
から、予算や補助金、移住
定住促進などの説明があり
ました。
その後行われた質疑応答
（抜粋）について報告しま
す。
28

光インターネットが利用できない！
今後のエリア拡大は？

17

交通対策検討委員会で協議
していきたいと考えていま
す。
現在物部町と土佐山田町
の一部地域で運行中のデマ
ンドバスについて、他の交
通空白地域でも運行する計
画があるか。
市営バスの運行計画につ
いては、ニーズ調査や現状

30

38 10

市民の大切な足である市営バスを
さらに利便性の高いものに
市営バスの運行について、
例えば香北町猪野々から、
物部町大栃を結ぶ路線など、
旧町村を越えての運行はで
きないか。
市営バスは現在、旧町村
単位での運行を行っていま
す。旧町村を越えての運行
は、需要等を調査した上で
運行業者とも調整し、地域

31
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☆自治会長の皆さま、長時間にわたるご参加、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
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