平成27年３月10日
◎坂本（孝）副委員長

た だいまから、危機 管理文化厚生委員 会を開会します。
（10時０分開会）

◎坂本（孝）副委員長

御 報告します。委員 長から、所用のた めおくれる旨の申 し出があ

りましたので、副委員長の 私が委員長の職務 を行うこととしま す。
本日からの委員会は、付 託事件の審査につ いてであります。 当委員会に付託さ れた事件
は、お手元にお配りしてあ る付託事件一覧表 のとおりでありま す。
日程については、お手元 にお配りしてある 日程案によりたい と思います。
なお委員長報告の取りま とめについては、 ３月17日、11時からの委員会で協議 をしてい
ただきたいと思います。
お諮りします。日程につ いては、お手元に お配りしてある日 程案によりたいと 思います
が、これに御異議ありませ んか。
（異議なし）
◎坂本（孝）副委員長

御 異議なしと認めま す。

それでは日程に従い、付 託事件の審査及び 報告事項を一括議 題とし、各部局の 説明を受
けることにします。
《危機管理部》
◎坂本（孝）副委員長

そ れでは、危機管理 部について行いま す。

最初に、議案について危 機管理部長の総括 説明を求めます。
なお部長に対する質疑は 、各課長に対する 質疑とあわせて行 いたいと思います ので、御
了承願います。
◎野々村危機管理部長

そ れでは今議会に提 出します議案につ いて、その概要を 説明させ

ていただきます。まず、平 成27年度の当初予算について御説明 します。青いイン デックス
危機管理部とあります議案 説明資料によって 御説明します。１ ページをお開きく ださい。
危機管理部は、左上の基 本方針に示してお りますとおり、県 民の皆様が安全安 心に暮ら
せる社会を目指して、地震 や風水害など自然 災害や鳥及び新型 インフルエンザな ど、さま
ざまな危機事象に備えるこ とを予算の基本方 針としております 。
特に、南海トラフ地震に つきましては、本 年度、第２期南海 トラフ地震対策行 動計画に
基づき、地震による揺れや 津波から命を守る 対策に最優先で取 り組むとともに、 助かった
命をつなぐための応急対策 にも取り組んでま いりました。
平成27年度は計画の最終 年度でありますこ とから、計画に掲 げた目標の達成に 向けて、
命を守る対策とつなぐ応急 期の対策を強化し て取り組んでまい ります。そのため 、平成27
年度の予算額は、右上にあ りますように52億4,400万円余、対前年度比132％で、12億7,20
0万円余の増加となっております。
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それでは、予算体系につ いて御説明します 。当部には３課ご ざいますが、それ ぞれの取
り組みごとに三つの柱立て としております。 危機管理部の予算 体系をごらんくだ さい。
一つ目の柱は、総合的な危機管理 防災対策の推進で す。その 下、一つ 目の黒丸印ですが 、
総合防災拠点と災害対策支 部に関して、県内 ８カ所の総合防災 拠点について、来 年度は非
常用電源など必要な整備を 完了することとし ております。また 、発災時に災害対 策支部と
なります、南海トラフ地震 対策推進地域本部 の体制を大幅に充 実させることとし ておりま
す。具体的には専任職員を ８名増員するとと もに、各土木事務 所や福祉保健所の 職員を地
域本部の兼務職員とするこ とで51名体制とし、強化することと しています。二つ 目の黒丸
印、総合防災訓練につきま しては、自衛隊を 初め応急救助機関 などと連携し、よ り実践的
な訓練を行うことで対処能 力の向上を図って まいります。また 、平成22年２月以来となり
ます国民保護訓練を国とも 共同で実施します 。三つ目の黒丸印 です。災害対策本 部につき
ましては、発災時における 職員のスキルアッ プを図るための訓 練を実施し、本部 としての
組織的な災害対応力を強化 してまいります。
次に二つ目の柱、南海ト ラフ地震対策の着 実な実行です。本 年が最終年度とな る第２期
南海トラフ地震行動計画の 目標達成に向けて 、まず一つ目の丸 印ですが、命を守 る対策と
して、津波避難対策は総仕 上げの年と位置づ け、津波避難タワ ーなど避難空間の 整備に引
き続き最優先で取り組むと ともに、市町村の 津波避難計画につ いて現地点検を実 施し、避
難路の安全性の確認を行っ てまいります。
二つ目の丸印です。命を つなぐ対策につき ましては、不足し ております避難所 の確保対
策を引き続き進めるととも に、地域の皆様が 主体となって避難 所を運営するため のマニュ
アルを避難所ごとに作成す ることや、応急期 に必要となる応急 救助機関のベース キャンプ
や遺体安置検案所など諸機 能の配置場所を確 保するための計画 を各市町村で検討 を進める
など、応急期の対策を充実 強化することとし ております。
三つ目の自助・共助の啓 発ですが、命を守 るためには自助・ 共助の取り組みが 最も重要
となりますので、津波から 早期に避難する意 識や家具転倒防止 対策の実施、避難 訓練への
参加など、具体的な行動に つながるようにテ レビやラジオ、新 聞等を活用した啓 発を今ま
で以上に強化して取り組ん でまいります。
そして、三つ目の柱です 。消防力・防災力 の向上です。一つ 目の丸印、消防防 災航空隊
の基地につきましては、現 在、最大クラスの 津波に対してもヘ リの運航が可能と なるよう
に基地のかさ上げ工事を行 っており、平成28年度の完成を目指 して津波浸水対策 を進めて
まいります。
二つ目の丸印ですが、消 防団員の確保に引 き続き努めてまい りますとともに、 団員の生
命、命を守るために必要で ある救命胴衣やト ランシーバーとい った装備の充実や 、機動的
な活動が行える消防活動用 バイクの配備が早 期に図られるよう 、引き続き市町村 への支援
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を継続してまいります。
三つ目の黒丸印です 。木造住宅が密集 する地域における 地震火災対策とし ては、本年度 、
検討会で対策の検討を行っ ておりますが、来 年度これを指針と して取りまとめを 行うとと
もに、市町村において避難 計画などの地震火 災対策を早急に進 めていただくため に、県に
おいて各市街地での地震火 災の延焼シミュレ ーションなどを実 施し市町村へ提供 してまい
ります。
次に、２ページから５ペ ージは、南海トラ フ地震対策行動計 画の四つの視点に 基づき、
来年度実施する当部の主な 事業を載せており ます。そのうち新 規と拡充の取り組 みを中心
に御説明します。２ページ をお開きください 。
一つ目の視点が 、
「地震に強い 人づくりのために 」です。県民の 皆様が正しく恐れ 、適切
な行動ができるようにする ため、情報提供や 広報の推進のほか 、防災機関が行う 訓練に加
え、県民参加の訓練、防災 にかかわる人材の 育成などを実施し てまいります。
まず、左側の上の欄、防 災意識を高める啓 発活動につきまし ては、これまでの 取り組み
に加えましてテレビのミニ 番組を週に１回、 ３分番組を半年間 継続して行うこと を予定し
ております。それにあわせ て、テレビＣＭ、 これは民法３局で ３カ月間、月40回以上、計
360回放送することを予定していま す。放送 することによりま して、早期 避難のほか 、来年
度は、特におくれておりま す家具の固定につ いての意識啓発を 強化していきたい と思って
おります。
次にその下、総合防災訓 練及び地域防災フ ェスティバルにつ きましては毎年６ 月の土砂
災害防止月間に行っており ますが、来年度は 火災救助訓練を実 際に即して拡充し ますとと
もに、地域本部が中心とな り総合防災拠点の 運営訓練もあわせ て実施します。
次に右側の一番上です。 地域の防災対策の 推進につきまして は自助のところに 記載して
おりますが、室内安全対策 について、高齢者 世帯を対象として 実施している家具 転倒防止
器具の設置補助について、 対象世帯を全世帯 へ拡大し取り組み を促進していきた いと考え
ております。
次に二つ下の欄、新規で すが、避難所運営 マニュアル作成の 促進につきまして は、本年
度作成したマニュアル作成 の手引を活用して 、市町村が地域の 住民の方々と一緒 になって
避難所運営マニュアルの策 定を行うこととし ておりますが、そ の支援として、来 年度は、
まず地域本部ごとにモデル 地域を定め、地域 本部と市町村が連 携してモデル地域 での策定
を行い、来年度以降の市町 村主体の取り組み につなげてまいり ます。なお、現在 指定され
ております避難所は906カ所となっています。
次にその下、新たな行動 計画を策定する基 礎調査につきまし ては、来年度が第 ２期南海
トラフ地震行動計画の最終 年度となりますこ とから、避難空間 の整備など、現計 画の達成
状況を反映した被害軽減効 果や次期行動計画 の減災目標を算定 するための平成27年度末時
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点での被害想定をシミュレ ーションするなど 、新たに基礎調査 を実施します。
３ページをお開きくださ い。二つ目の視 点、
「 被害を軽減するた めに」です。発 災時の被
害を最小化するため、津波 避難施設の整備や 避難所の耐震化、 津波火災や地震火 災への対
策など命を守る対策を実施 してまいります。
まず、右側の１番上の欄 です。避難路・避 難場所の整備につ きましては、津波 避難対策
等加速化交付金により市町 村の実質的な負担 をゼロとしていく ことで加速してい きました
ところ、本年度末時点で約 ８割が完成する見 込みですが、来年 度の概成を目指し て、来年
度に限り交付金制度を継続 します。
その下の集会所や公民館 の耐震化の促進に つきましては、地 域集会所の耐震化 のための
補助金を来年度は倍増して 避難所の確保対策 に取り組んでまい ります。
次に、右側の中段の新規 ですが、応急期機 能配置計画策定の 促進につきまして は、応急
期の対策を進めるに当たっ て、遺体安置検案 所や応急救助機関 の活動拠点、災害 廃棄物の
仮置き場など応急期に必要 となるさまざまな 機能を確保するた めに、公共用地や 施設を中
心にどのようにこれら必要 となる機能を配置 するか、市町村が あらかじめ決めて おく必要
があります。その計画の策 定を支援するため の補助制度を新た に設けまして、来 年度から
２カ年で全市町村の策定を 目指してまいりま す。
４ページをお開きくださ い。左側中段の地 震火災対策の推進 につきましては、 現在検討
しております地震火災対策 の指針に基づいて 、来年度は、地震 火災対策を推進す る必要が
ある木造住宅の密集した市 街地での地震火災 の延焼シミュレー ション等を県が実 施し市町
村に提供することで、市町 村の取り組みを加 速化してまいりま す。
三つ目の視点、「応急対策の速や かな実行のために 」です。救助救出 、救護活動を行い 、
被害の拡大を防ぐため 、総合防災拠点の 整備や航空隊基地 の整備、災害 時の燃料確保など 、
命をつなぐ対策について取 りまとめています 。
まず、左側の一番下の段 です。災害対策本 部及び支部の災害 対策訓練につきま しては、
毎年行っております災害対 策本部訓練に加え まして、市町村や 応急救助機関、ラ イフライ
ン事業者を交えて、地域本 部が地域の実情に 応じて企画する訓 練を新たに全地域 本部で実
施しまして、災害対策支部 の災害対処能力の 向上を図ってまい ります。
５ページをお開きくださ い。左側の４項目 は全てヘリコプタ ー関連です。
まず一番上の災害用ヘリコ プター離着陸場の データベース化は 、発災時に応急救 助機関
のヘリが孤立集落などに円 滑かつ安全に離着 陸できるようにす るために、県内全 てのヘリ
ランディングポイントにつ いて新たにデータ ベース化に取り組 みます。
また、その下ですが、道 路啓開計画で示さ れた孤立が想定さ れる地域への対策 ともなり
ます、緊急用ヘリコプター 離着陸場の整備の 補助金を大幅に増 額して整備を加速 します。
またその下の、ヘリによる 応急救助活動を効 率的に行うために ヘリコプター燃料 確保対策
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の検討として県西部にヘリ 燃料を備蓄するん ですけれども 、施設の設計 を新たに行います 。
次に、右側上の段です。 災害時の燃料確保 としましては、地 震による停電時に も確実に
燃料の供給ができるよう、 自家発電設備や緊 急可搬ポンプなど の整備が事業者の 自己負担
なしでできる補助制度を創 設し災害時の多く の給油所で給油が 可能となることで 、緊急車
両のみならず県民生活も含 めた燃料の確保を 図ってまいりたい と考えております 。
最後の四つ目の視点です 。
「着 実な復旧・復興 のために」では 、巨大地震から１ 日も早く
立ち直ることを目指して、 事業者の事業継続 や復興の課題や方 法などについて事 前の準備
などを実施してまいります 。
以上が、来年度実施する 主な事業です。
続きまして、議案の説明書 ④をお開きくださ い。補正予算につ いて御説明します 。
まず33ページをお開きく ださい。
平成26年度２月補正予算と しましては、総額 で３億7,500万円余の減額をお願いするも
のです。これは主に、委託 に係る入札残と補 助金の確定及び工 事の着手が来年度 となった
ための減額によるものです 。
次に35ページをお願いし ます。繰越明許費 としては、災害対 策救助費につきま して、昨
年８月の台風12号、11号で被災された被災者 の住居の再建方法 が未定のため100万円を、3
8ページをお開きください。地震対策推進事業 費と総合防災対策 費及び地域防災対 策事業費
では、それぞれ地元や 町との調整などに 時間を要したため9,200万円余を、41ページをお開
きください。消防防災ヘリ コプターの運航管 理費と地域防災力 向上事業費では、 空港との
計画の調整や地震火災対策 を検討する上で必 要となる家屋の課 税データの収集に 日時を要
したため４億7,000万円余の繰り越しをお願いしてお ります。
以上で私からの説明は終 わります。なお、 詳細はこの後、各 課長から御説明さ せていた
だきます。
〈危機管理・防災課〉
◎坂本（孝）副委員長

続 いて所管課の説明 を求めます。初め に危機管理・防災 課の説明

を求めます。
◎中岡危機管理・防災課長

議案説明書に基 づきまして、来年 度の当課の予算に ついて説

明をします。
まず、資料②の議案説明 書73ページをお開きください。
まず歳入です。７分担金負 担金の節欄にござ います（１）危機 管理防災費負担金 につき
ましては、防災行政無線シ ステムの保守修繕 に係ります各市町 村からの負担金で す。
その下、９の国庫支出金 の節区分（１）危 機管理防災費補助 金です。
毎年11月に実施しておりま す震災対策訓練を 来年度は９月に予 定しています。そ れから
平成21年度に引き続き２回 目となります国民 保護訓練の経費と して防災安全社会 資本整備
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交付金及び国民保護訓練負 担金を受け入れる ものです。
次に、歳出です。75ページをお開きくださ い。
３危機管理費につきまして は８億6,064万6,000円ですけれども、昨年度に比べま して、
１億4,000万円余りの減となってい ます。そ の主な要因につき ましては、今年度、旭の職員
住宅を職員待機宿舎として 整備をしていまし て、それが１億8,400万円余りございました
が、それが今年度で終了す るというものです 。
以下、右の説明欄で主要 なものについて説 明をします。
まず、２番の自衛官募集事 務費です。これは 法定受託事務とし て自衛官募集の事 務の一
部を行うための経費でして 、募集事務に係る 経費40万円は全額国費となっていま す。
次、76ページをお開きく ださい。３危機管 理防災推進費です が、これは危機管 理部共通
の事務経費に加えまして、24時間即応できる よう宿日直体制を しいておりますが 、その体
制をとるための非常勤３名 の人件費のほか、 国民保護や鳥イン フルなど危機管理 に関する
訓練経費を計上しています 。
上から四つ目に国民保護 訓練会場設営委託 料があります。こ れは、先ほど部長 の総括説
明でも触れましたけれども 来年度実施する予 定の国民保護訓練 における会場設営 に要する
経費です。県では国民保護 法に基づきまして 国民保護計画を策 定しております。 これは市
町村も策定しておりますし 、指定地方公共機 関などは業務計画 というものを策定 しており
ます。
県の計画では、他国から 武力攻撃事態を受 けた場合ですとか テロといった緊急 対処事態
が発生した場合の県の体制 、それから市町村 や住民に対する警 報の通知、住民の 避難の指
示、安否確認といった手続 について計画の中 に盛り込んでいま す。警察、消防、 自衛隊と
いった関係機関、市町村と の情報共有ですと か連携といったも のにつきましては 、南海ト
ラフ地震対策を想定した訓 練の中でもできて おりますし、風水 害での実際の対応 において
経験できるものですけれど も、国民保護の中 では国による事態 の認定ですとか市 町村が住
民の避難計画を策定すると いった固有のもの がございますので 、こうした点に重 点を置い
た訓練を、平成21年度に続いて２回目になり ますけれども、国 と連携して実施す ることを
計画しております。ちなみ に、四国各県は徳 島県、愛媛県は今 年度までにこうい った訓練
を７回、香川県は２回、高 知県は１回ですの で、来年度、高知 県は２回目という ことにな
ります。
その三つ下、高病原性鳥 インフルエンザ対 策訓練会場設営委 託料がございます 。これは
２年に１回実施している鳥 インフルエンザの 実働訓練の会場設 営に要する経費で す。
今年度、熊本県、宮崎県 、佐賀県、山口県 、それから岡山県 で鳥インフルエン ザが発生
しております。１度、鳥イ ンフルエンザが発 生しますと、畜産 農家もそうですけ れども、
地域経済への影響が非常に 大きゅうございま すので、まずは鳥 インフルエンザを 発生させ
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ない体制が重要です。それ につきましては、 農業振興部が畜産 農家と連携をして 、しっか
り対応しています。
また、危機管理部では、 仮に県内で発生し た場合に鳥の殺処 分を行いますし、 農場の消
毒、車両の消毒、移動規制 といったことを県 の職員が実施する ことになります。 毎年４月
の段階で動員名簿を作成し て、いざ発生した 場合には、すぐに 防疫措置ができる ように備
えております。ちなみに、20万羽ぐらいの最 大の養鶏場でいき ますと26日間で延べ3,100
人ぐらいの職員が必要とな ります。今回予定 している訓練では 、情報伝達訓練に 加えまし
て、実際に養鶏場と想定し た現地に職員をバ スで派遣する訓練 、防護服の着脱、 殺処分は
実際に鳥を殺すわけにはい きませんので模擬 の殺処分の訓練、 車両の消毒といっ た実践的
な訓練を実施することを考 えています。
危機管理の事務費です 。2,600万円余りございますが 、この中には 、新型インフ ルエンザ
の訓練ですとか、原子力災 害を想定した訓練 経費、市町村職員 の災害対応研修経 費、危機
管理本部や災害対策本部の 運営に必要な経費 を含んでいます。
なお、平成24年度から24時間の宿日直体制 をしいております 。これに加えまし て、今年
度、旭の宿舎が危機管理部 の旭待機宿舎とし て完成しますので 、そこに危機管理 部、総務
部、健康政策部、土木部の 主に課長補佐以上 の管理職員が入居 する予定としてい ます。そ
れぞれの部局で交代制で、 例えば地震発生後30分以内に県庁に 登庁して災害対応 の指揮を
行う体制をとることを計画 しています。
次に４番の防災情報通信 システム管理運営 費です。ここには 災害時の主要な情 報伝達手
段となります防災行政無線 、あと総合防災情 報システムといっ た情報通信システ ムの保守
管理等に必要な経費を計上 しています。
一番上の一つ目の防災行 政無線施設保守業 務等委託料につき ましては、県と市 町村、消
防機関、災害拠点病院など を地上系と衛星系 の２系統で結ぶ通 信システムであり ます防災
行政無線の維持管理を行う ための費用です。
次の総合防災情報システ ム保守管理委託料 につきましては、 災害情報を一元的 に収集し
て市町村や関係機関との間 で共有することで 、災害時の応急対 応を円滑に行うた めの総合
防災情報システム、これは 平成25年度に更新をしておりますけ れども、その保守 管理のた
めの費用です。
76ページの一番下 、中継局の燃料 タンク改修工事請 負費１億5,000万円余りです。これは 、
県内の防災行政無線の中継 所が県内16カ所ございます。通常は 電力によって通信 を確保す
るということでして、現在 のところ、電力が とまった場合の非 常用発電機の燃料 タンクが
３日分となっています。た だ、南海トラフ地 震が発生した場合 には、県内の道路 啓開に非
常に時間を要することも想 定されますし、そ れぞれの中継所が 山の上にございま すので、
そこに行くまでの道路にも 被害が想定されま すので、これまで ３日分ということ でやって
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きましたけれども、一定１ 週間分の燃料確保 が必要ということ で、16カ所のうち14カ所に
ついて、燃料タンクの容量 を増量する工事を 行うものです。
次に77ページをごらんく ださい。
事務費の中に9,200万円余りを載せていますが、老朽 化している防災作 戦室の大型モニ
ターの更新とあわせまして 、応急救助機関が 活動する本庁３階 の会議室、それか ら、自衛
隊が活動する正庁ホールに 、災害対策本部の 情報とかヘリテレ の映像を共有する 大型モニ
ターを設置する経費、それ から、防災行政無 線の修繕費、通信 費などを計上して います。
次に、５番の総合防災対 策費です。ここに は、６月に実施予 定の総合防災訓練 や県内８
カ所の総合防災拠点の施設 整備に関する経費 、地域本部の体制 強化などに要する 経費を計
上しています。
ここで、来年度の南海ト ラフ地震対策地域 本部の取り組みに ついて若干説明し たいと思
います。議案説明資料の危 機管理・防災課の 赤いインデックス の欄をお開きくだ さい。
今年度、県内の五つのブ ロックに南海トラ フ地震対策推進地 域本部を設置して17名の専
任職員を配置しています。 今年度の取り組み としては、地域の 応急活動体制の確 立という
ことで、主に南海トラフ地 震が発生した場合 の災害対策支部の 組織体制づくりを やってお
ります。具体的には、土木 事務所や福祉保健 所、いろんな各出 先機関の職員が支 部の要員
となりますけれども、必要 な人員の割り出し ですとか、実際に 夜間とか休日に発 災した場
合の参集時間を把握調査し た上で、属人の割 り当てをやってい ますし、支部が運 営します
総合防災拠点の運営マニュ アルも今策定中で して、今年度末に は完成する見込み です。あ
わせて支部の訓練も 、
平成26年度は中央西地域本部が 中心でしたけれど も実施しています 。
また、市町村との連携強 化と地域の実情に 即した防災対策の 推進に関しては、 管内の市
町村の防災部局と連携して 、その取り組みを 支援するために担 当者会の開催です とか、市
町村に出向いての補助金な んかの審査を通じ て市町村と顔の見 える関係づくりを 行ってい
ます。加えまして 、自主防 災組織ですとか 、地域の防 災学習会などへの かかわりを通じて 、
地域の課題の把握に努めた というのが今年度 の主な取り組みで す。いわば来年度 以降の取
り組みのための土台づくり を今年度はやって きました。
来年度につきましては、 資料１ページの左 下に記載をしてい ますが、例えば２ ポツ目の
ところにありますような災 害時要配慮者の個 別避難計画、それ からその下にあり ます、そ
れぞれ市町村が作成する避 難所の運営マニュ アルの作成支援、 それから、福祉保 健所が中
心となりまして、地域の医 療機関なんかと連 携してつくる、地 域ごとの医療救護 の行動計
画の検討支援、それから一 番上には、地域で 行う対策の相互連 携の確認（連続性 の確認）
と記載していますが、地域 の津波避難計画の 現地点検ですとか 、応急期の機能配 置計画の
策定支援などを通じて連続 性の確認をするこ とにしています。 こういったさまざ まな取り
組みを、各地域の実情をし っかりと捉えなが ら地域と一体とな って取り組むため の業務が
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来年度非常に多くなります 。このため、その 上に推進体制と記 載しておりますが 、現在は
各地域本部３名から４名の 体制ですが、来年 度は全ての地域本 部を正職員４名と して、加
えて非常勤職員を１名ずつ 配置することで、 ８人ふやして25名体制としたいと考 えており
ます。
加えまして、先ほど説明し ましたそれぞれの 業務が、土木事務 所、福祉保健所と 連携し
て実施する取り組みですの で、土木事務所、 福祉保健所の職員 を兼務職員という 形で、全
部で26名が兼務職員となる 予定ですが、全体 として51名体制という形で進めたい と考えて
います。
地域本部に係る予算とし ては右の上に記載 をしています。ま ず１点目につきま しては、
地域本部の体制に必要な機 材の整備や運営費 用ということで、 例えば可搬型ＶＳ ＡＴとい
いまして衛星系の通信シス テムですが、今年 度は幡多に配備を しましたが、来年 度は安芸
に配備をすることにしてお ります。あとタブ レット端末といっ た通信機器、機動 力の確保
という意味で、軽四自動車 の購入ですとか、 事務室の改修とい ったことで5,000万円余り。
その下の総合防災拠点の関 係につきましては 、パソコン、衛星 携帯電話、航空機 とやりと
りする無線機、機動力を生 かすためのバイク 、備蓄倉庫の整備 といった総合防災 拠点の機
能確保のための経費で5,600万円余り。３点 目には、災 害対策支部訓練の 企画、実 施という
ことで、今年度は先ほど触 れましたように中 央西地域本部だけ で実施をしました が、各地
域本部の中で市町村とも連 携して、それから 各管内の警察や消 防、いろいろな機 関と連携
した訓練を実施することで 対処能力を高めて いくことを考えて います。
以上が、地域本部の取り組 みです。
もう一度、議案説明書77ページに戻ってい ただけますでしょ うか。
最初の災害対策本部震災対 策訓練委託料につ きましては、平成25年度に応急対策 活動要
領、ＢＣＰを作成していま す。これに基づき まして、南海トラ フ地震の発災時の 県の災害
対策本部の運営訓練、図上 訓練になりますけ れども、それを応 急救助機関やライ フライン
事業者、市町村等も参加し て行いたいと考え ておりまして、そ のためのシナリオ 作成や、
訓練運営補助などについて 委託するものです 。
その下の総合防災訓練委 託料と、下から四 つ目に総合防災訓 練工作物等工事請 負費がご
ざいますが、毎年６月に実 施しております県 の総合防災訓練の シナリオの作成で すとか運
営の補助、あと実際に倒壊 家屋の設置を行い ますので、そのた めの工事請負費を 計上して
います。来年度は中央ブロ ック主体で高知新 港をメーン会場に 実施する予定です 。
その下、ヘリコプターの 離着陸場調査等委 託料につきまして は、災害時に応急 救助機関
等のヘリコプターによる救 助、救出、物 資搬送活動などが 、安全、確実 に行えますように 、
災害時に利用可能なヘリコ プターの離着陸場 の調査を委託する ものです。
現在、県ですとか自 衛隊が整備してい る離着陸場が約444カ所ございます。その 個々の箇
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所について、面積ですとか 障害物なんかの状 況を調査しデータ ベース化して、各 応急救助
機関に提供することで、安 全な運行ができる ようにしたいと考 えております。
加えまして、先ほど部長 の総括説明にもあ りましたように、 今後ヘリの離着陸 場は、市
町村で整備をしていくこと になりますので、 そういった新たな 情報についても追 加して、
データに加えていきたいと 考えております。
その下の災害対策地図作 成委託料につきま しては、災害対策 支部が活動すると きに、実
際に、各支部管内ごとの地 図を作成する必要 がございます。現 在は各土木事務所 が作成し
た地図を使用しております が、今回 作成するものにつ いては総合防災拠 点の位置ですとか 、
災害時の主要施設の記載も 行った上で、そう いった地図を訓練 でも使いますし、 実際の発
災後の対応にも使いたいと 考えております。
その下の航空機燃料タン ク設計委託料です が、南海トラフ地 震のときにはヘリ の支援が
不可欠ですが、燃料が足ら ないことが想定さ れておりますので 、孤立が長期化す る東部と
西部に整備したいと考えて おりますが、ふだ ん使いといった課 題もございまして 、来年度
につきましては黒潮消防署 に整備するための 設計を行いたいと 考えております。 容量でい
きますと、約24キロのタンクを整備して、ふ だんの管理につい ては消防にお願い したいと
考えております。
一番下の災害対策支部の 訓練の委託料、そ れから総合防災拠 点の設計等工事な んかにつ
きましては、先ほど地域本 部の資料で説明し たので省略します 。
事務費につきましては先 ほど説明もしまし たが、地域本部で の機動力としての 軽四自動
車の購入費ですとか通信機 器といったものが 含まれています。
それでは続いて、平成26年度の補正予算に ついて説明します 。
資料④の34ページをお開きください。
３危機管理費の１危機管理 防災費につきまし ては、人件費519万3,000円の補正になって
います。これは市町村から の交流職員の人件 費相当額を補正す るものです。
次に、繰越明許費です。35ページです。
部長の総括説明でも触れま したけれども、今 年度の９月補正で 認めていただきま した被
災者生活再建緊急支援事業 費補助金につきま して、支給対象者 において、家屋の 再建方法
がまだ決定していないとい うことで、基 本金の100万円につきましては、既に交付 していま
すけれども、加算 金の200万円につきましては 支給額が確定しな いために繰り越し をお願い
するものです。
以上、危機管理・防災課 の説明です。
◎坂本（孝）副委員長
◎田村委員

質 疑を行います。

この予算に載 っているヘリコプ ターの調査委託は 、次構えたらいい 離着陸場

の調査も入っているんです か。
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◎中岡危機管理・防災課長

今 、データとし て持っていますの が444カ所ですが、消防航空

隊が押さえています八十数 カ所については、 かなり大きいヘリ がおりられること がわかっ
ておりますけれど 、そのほか自衛隊 であるとかドクタ ーヘリが押さえて いる場所について 、
実際に応急救助機関のいろ んなヘリが来ます ので、おりられる かどうかというこ とを事前
に把握できますように 、
今の把握し ている444カ所の現地につい て調査してデータ ベース化
します。加えまして、今後 、市町村が整備す るものについても データに加えてい きたいと
考えています。最終的には 県内で使えるヘリ ポート、緊急用の 着陸場についてデ ータベー
ス化をして、今後ふえてい けば更新していく ことを考えており ます。
◎田村委員

高知市内がア ウトになったとき に、高吾北で燃料 の補給も含めて、 そうした

ところを構えたらいいんじ ゃないかというこ とが、地元から仮 に出れば救い上げ ることは
できるんですか。
◎中岡危機管理・防災課長

広域の部分につ きましては、今、 地域本部が現地に おります

ので、横の連携も含めまし て、そういったこ とも視野に入れて 検討していかなけ ればなら
ないと考えています。
◎川井委員長

444カ所を想定しているというヘリコ プターの離着場で すが、県の 防災ヘリ

あるいは自衛隊のヘリを想 定してという説明 があったんですが 、米軍のオスプレ イの離着
陸は想定されてないですか 。
◎野々村危機管理部長

あ くまでも、我々が 今やっているのは 、現在使用可能な 機種に対

してということで、自衛隊 の持っている双発 の大型のヘリがお りられるヘリポー ト、それ
から一般のヘリ、中型、小 型のヘリは仕分け をしていきたいと 思っております。 オスプレ
イは航空機でしょうけれど も、基本的に大型 のヘリがおりられ る箇所については おりられ
るとは思いますが、オスプ レイの使用目的か ら言いまして、き のう予算委員会の 中でも少
し言わせていただきました けれども、地域の 小学校のグラウン ドがあるから、そ こへオス
プレイをおろすというイメ ージはしてなく、 基本的にはそうい う用途ではなしに 、あれは
プロペラ機に近いものです ので、県内と県外 を結ぶところに使 いたいと思ってお ります。
おりられる場所はあるかも しれませんが、目 的からいっており られる箇所は非常 に限定さ
れると思っております。今 整備しておる箇所 の中で、十分それ は対応できると思 っており
ます。
◎川井委員長

444カ所のうち、オスプレイがお りても可能な地域 としたら、何カ 所ぐらい

あるんですか。
◎野々村危機管理部長

可 能性というよりは 、県内の防災拠点 と県外を結ぶ、も しくは県

内の緊急時の医療搬送拠点 から県外の病院を 結ぶ、という使い 方になりますので 、用途的
には非常に限られる。例え ば、県が今８カ所 構えております総 合防災拠点みたい なところ
には、大型ヘリが全部おり られるようにして いますので、そう いうところが主要 な用途に
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なるのではないかと思って おります。
◎坂本（孝）副委員長

私 から１点。先ほど 部長の説明だった ですか、他国から 侵害を受

けた場合の県の対応につい て具体的に簡単に 話してもらえます か。
◎中岡危機管理・防災課長

先ほど言いまし た国民保護計画で す。計画の中で、 大きく他

国からの武力攻撃とテロと いった緊急対処事 態という二つに分 かれておりまして 、基本的
には同じ対応ですけれども 、あくまでも県の 計画の中でうたっ ていますのは、例 えばそう
いう武力事態があったとき に、災害と同じよ うに、いろんな情 報収集をしますけ れども、
それについて国と連携して 、情報の共有 を行うということ です。実際に 県が行いますのは 、
国が、これはもう武力攻撃 事態だと認定をし たときに、それを 市町村や関係機関 に伝達を
する。市町村においては、 そういう伝達を受 けましたら、実際 にその市町村住民 の避難計
画をつくって、住民に警報 も伝達しますし避 難の指示もする。 そういったことを 国民保護
計画の中に書いています。 実際、武力行為で 制圧するのは、自 衛隊が国民保護出 動という
ことでやられると思います ので、具体に警報 の伝達とか住民の 避難とかそういう 面につい
て、県として対応するとい うことです。
◎坂本（孝）副委員長

そ れともう１点、通 信網の関係ですけ れど。地震、津波 でやられ

るときに、今の危機管理の 体制としては直接 県民の命を守る対 策が重点になって いるわけ
ですけれど、先ほど通信関 係、衛星系の電話 とか、衛星系の携 帯とか、そういう 御説明が
ございましたけれども、従 来のケーブル系の 電話は多分使えな くなる可能性があ るわけで
す。そういったときに、緊 急搬送先の病院と かの手配をする必 要があると思うん ですが、
緊急用の電話とか携帯とか 、そういう通信網 はどれぐらいの整 備率があるんでし ょうか。
それで十分に対応できるん でしょうか。
◎中岡危機管理・防災課長

まず、県が主要 な情報伝達手段と していますのが地 上系と衛

星系の防災情報無線です。 それについては、 各市町村ともつな がっておりますし 、災害の
拠点病院ともつながってい ます。加えまして 、その通信網が途 絶した場合に、例 えば通信
事業者、ＮＴＴドコモとか ａｕと臨時の携帯 の貸し出しについ て協定も結んでお ります。
そういったことで対応する ことを考えており ます。
◎西内（健）委員

地域本 部の増員の件で、 非常勤の方はどれ ぐらいの任用期間 を考えて

らっしゃいますか。
◎中岡危機管理・防災課長

基本的に非常勤 職員については、 県のほかのところ の非常勤

もそうですけれど、大体 １年更新というこ とになっています 。ただ、業務 上、地域の中で 、
いろんな防災対策をやって いく上では、でき るだけ長くいてい ただきたいと考え ておりま
す。今ちょうど募集をして いますので、属人 のいろんなスキル ですとかいうこと も含めて
考えていきたいと思ってい ます。できるだけ 更新して熟練して いただきたいと考 えていま
す。
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◎西内（健）委員

熟練も そうですし、多分 、地域の方を優先 してやられている でしょう

し。
◎中岡危機管理・防災課長
◎中根委員

はい。

関連して。こ れから各市町村と 作成をする、細か な点がものすごく 大変にな

ってくるし、そこに住民参 加の訓練の厚みも 出てくると思うん ですけれど、地域 の診療所
の先生方が、診療所として 我々が何かこうで きることはないの かと、そういう具 体的な計
画を早く知りたいんだみた いな、そんな話も ありまして。みん なが一致団結する 、中身を
つくるという体制は、本当 に大事だと思うん ですけれど、非常 勤の方の募集の仕 方は男性
ばかりなのか。職員体制の 中でも宿直体制の 中に女性も入って いるとかいうこと もあるん
ですけれど、こういう体制 の中にいろんな視 点が入れるような 工夫があるのか。
◎中岡危機管理・防災課長

非常勤職員につ きましては募集を かけておりますけ れども、

男女別は入れておりません し、特に女性とい うことも入れてお りません。結果的 に女性が
来られれば、そういった視 点が生かせるとい うことは考えてい ます。あと、職員 配置につ
きましては、県全 体の配置の中です ので、何 とも言えないとこ ろです。加えて言いますと 、
地域本部に土木事務所や福 祉保健所などの兼 務職員が入ること にしています。福 祉保健所
は今のところ、地域支援室 長とか女性保健師 が兼務になること も予定しています ので、体
制の中には女性の視点が、 今は全然いません けれども、入って くるのかなという 気はして
おります。
◎中根委員

ねばならない 、ということはな いんですけれども 、いろんな視点が 入るよう

な体制をとらないとうまく 回らないことがあ るかなと思います 。ぜひ注意してお 願いしま
す。
◎岡本委員

３点ほどお聞 きしたいんですけ れども、先ほど国 民保護の訓練の会 場設営の

委託料について、他国から 攻撃を受けた場合 の訓練だそうです けれども、他国と は、どこ
のことになるんでしょうか 。私はこんな必要 ないんじゃないか と。そんなことを 考えない
で、友好的に過ごせること を考えるのが大切 だと思っていまし たのでお聞きした わけです
けれども。
◎中岡危機管理・防災課長

県は法に基づい て計画はつくって います。先ほど言 いました

ように武力攻撃と緊急事態 ということでテロ を想定しています 。訓練をやるとき に、武力
攻撃はなかなか想定しがた いということで 、
平成21年度のときにもテロ を想定しています 。
来年度の訓練もテロを想定 した訓練は考えて います。
◎岡本委員

わかりました 。あと二つほど。 黒潮町に航空燃料 タンクの設計委託 料という

ことで、今回予算が出され ていますけれど、 説明で24キロということで、24キロリットル
の備蓄ということでよろし いですか。
◎中岡危機管理・防災課長

そうです。
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◎岡本委員

これは大体何 日分の備蓄量にな るんでしょうか。 大体想定されてい ると思う

んですけれども。
◎中岡危機管理・防災課長

今回のヘリの燃 料の備蓄の前提と なりましたのが、 発災後に

警察のヘリとか消防のヘリ 、それからドクタ ーヘリで３日間活 動するのにどれだ けの燃料
が要るか計算をしたときに 、113キロリットルが、応援 も含めてですけれ ども、必 要になる
という計算になりました。 そういった中で、 現在は高知龍馬空 港に備蓄している ものが、
今後の整備も含めて40キロリットル。それか ら各ドクターヘリ とか、警察のヘリ が若干持
っている分が、十数キロ という中で、そ の113キロリットルから、五、六十キロリ ットルを
引いた残りを確保する必要 があるということ で、基本的には東 部と西部に燃料タ ンクを設
置したいと考えています。 ただ、定期的に使 わないと、航空燃 料は劣化してしま うという
ことがあって、どうしても 二十何キロリット ルが限度というこ とがあります。実 際、発災
後はヘリの活動の状況によ ってどれだけ使え るかということが ありますけれども 、ベース
は３日間で、いろんなヘリ が来たときに、百 十何キロリットル 要るところの不足 分を補お
うということです。
◎岡本委員

発災があった 場合の３日間で使 い切った後の補塡 なんかの体制は、 きちんと

とられるんですか。
◎中岡危機管理・防災課長

発災後４日目以 降については県外 からの陸上搬送が できると

いう想定は持っています。 それがベースにな っています。
◎岡本委員

最後に。先ほ ども質疑があった ところですけれど 、推進地域本部の 体制の中

で兼務が26名としていますね。平成27年度から追加する主な取 り組みが結構ある んですけ
れども、結構ボリュームが あるなと思うんで すけれども。兼務 の方は自分の仕事 もありな
がら、こういう仕事を するということで 、かなり負担 になるんじゃない かと思うんですが 。
そのあたりはどのように判 断していますか。
◎中岡危機管理・防災課長

先ほどの資料に 書いています連続 性の確認ですとか 避難運営

マニュアル、それから応急 期の機能配置計画 は、もともと危機 管理部、南海トラ フ地震対
策課の業務でして、そこに はかかわりをお願 いしたいと考えて おります。一方、 災害時の
要配慮者の個別避難計画の 策定ですとか、地 域ごとの医療救護 計画の検討支援は 、もとも
と福祉保健所サイドでやる べきことでして、 一方的に地域本部 の兼務にしており ますけれ
ども、相互に乗り入れて業 務をやっていくこ とを想定しており ます。ただ、大変 というこ
とは認識しています。
◎桑名委員

関連ですけれ ども、地域本部の 体制強化というと ころで、これまで の17名は

専門で、その地域本部の所 在地に在住してい ると思うんですけ れども、新たに兼 務の人た
ちがふえますよね。この人 たちは、この地域 本部の所在地に住 める住居を用意し ているの
か。
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◎中岡危機管理・防災課長

現在も17名ですけれども、五つの 地域本部の地域本 部長は、

近傍居住をしています。加 えて希望する職員 １名は地域に居住 しています。課題 として、
土日とかに高知市内に帰っ てきたいというこ とがございます。 これは以前にも桑 名委員に
御指摘を受けたところです 。本庁サイドは、 来年度、先ほど言 いましたように、 管理職等
が旭の待機宿舎に入居して 、30分以内に登庁して指揮命令がで きる体制をとりま す。地域
本部につきましては、体制 が非常勤も入れて ５名ですので、地 域本部だけで土日 の対応を
するのはなかなか負担感が 大きゅうございま すので、来年度、 例えば土木事務所 とか福祉
保健所とか、ほかの出先機 関の職員も含めた 形で、その地域の 近傍居住体制を検 討するこ
とにしています。
◎田村委員

関連です。県 の体制は整うと思 いますが、肝心の 市町村ですよね。 今宿直と

かは、シルバー人材センタ ーがやったり、い ろいろあったんで すけれども。そこ のところ
は、一番情報をいただきた いし、そこの指導 、協力はどんな形 。それだけ、かっ ちりとお
願いしたいと思うんですが 。
◎中岡危機管理・防災課長

市町村の体制が 一番厳しいという のは地域本部から もお聞き

をしております。最近は、 危機管理課とかそ ういう組織をつく って対応している 市町村も
ふえてきておりますけれど も、確かに県と同 じように、スリム 化の中で人は減っ てきてい
ますので、今、委員の言わ れましたところの 課題は非常に感じ ております。だか らこそ、
地域本部という組織ができ ましたので、何か 連携してできる体 制を今後も検討し ていく必
要があるのかなという思い はあります。
◎田村委員

ぜひとも、こ の体制が生きるよ うに。例えば、現 地の自治体との交 流をしょ

っちゅうやるとか、ぜひと もそういう形で体 制強化へ御努力を お願いします。
◎川井委員長

ほかに質疑 ございませんか。
（な

◎川井委員長

し）

以上で質疑 を終わります。
〈南海トラフ地震対策課〉

◎川井委員長

続いて、南 海トラフ地震対策 課の説明を求めま す。

◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

それでは、 当課の平成27年度当初予算案につき まして、

議案説明書に基づきまして 御説明をさせてい ただきます。議案 説明資料②、79ページをお
願いします。
まず歳入です。12款繰入金の３目こうちふ るさと寄附金基金 繰入は、自主防災 組織の活
動を支援するためにリーダ ー向けの研修や実 践的な訓練研修に 充当するものです 。
次の15款、県債の２目危 機管理債は、津波 避難シェルターの 整備や市町村が行 う緊急用
ヘリコプター離着陸場整備 事業、地域集会所 耐震化促進事業に 充当するものです 。
続きまして80ページをお願いします。歳出 予算です。
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南海トラフ地震対策課の予 算総額は35億2,148万7,000円です。前年度に比べまし て13億
192万6,000円の増額、対前年度比は158.7％となっています。
増額の主な理由は、市町 村が行う津波から の避難路・避難場 所の整備において 、市町村
の負担を実質的にゼロとす る津波避難対策等 加速化臨時交付金 の増や中山間地域 での孤立
対策としての緊急用ヘリコ プター離着陸場整 備事業費補助金、 地域集会所耐震化 促進事業
費補助金など既存の補助金 の増。また、後ほ ど説明します応急 期機能配置計画策 定事業費
補助金や避難所運営マニュ アル作成委託料の 新設などによるも のです。
それでは、右端の説明欄 に記載しておりま す細目事業に沿い まして、その主な ものを説
明させていただきます。
まず、２の地震対策企画調 整費は関係部局と 連携、広域的な課 題の検討など南海 地震対
策を総合的に推進するため の経費です。
２項目め、震災に強い人 ・地域・ネットワ ークづくり講演会 運営委託料は、南 海トラフ
地震に関する県民向けの普 及啓発のための講 演会の事前準備及 び当日の運営など を委託す
るものです。
次の番組制作放送等委託 料は、県民の皆様 に南海トラフ地震 を正しく恐れ備え ていただ
くためにテレビ、ラジオ等 で啓発活動を行う ものです。これま での取り組みに加 えまして
来年度は県民意識の向上を 目的としたテレビ ＣＭを集中的に放 送するほか、家具 固定の実
施率を高めることを目的と して家庭でできる 対策を紹介するミ ニ番組を半年間放 送するこ
ととしています。
次の地震津波県民意識調 査委託料は、地震 や津波に関する県 民の意識や備えの 状況を経
年的に把握するために２年 に１度の調査を委 託により実施する ものです。
事務費につきましては、 臨時職員の賃金や 国等への政策提言 のための旅費のほ か、南海
トラフ地震による大規模な 被害からの早期復 興を実現するため 、東日本大震災か らの復興
事例等を参考にあらかじめ 復興の基本方針に 関する勉強会を行 うための経費など です。
次の81ページをお願いし ます。
３の地震対策推進事業費は 防災に関する人材 の育成や事業者の 防災力の向上のた めの
支援、また津波避難シェル ターの整備を行う ための経費です。
１項目め、事業者防災ア ンケート実施委託 料は、事業所のＢ ＣＰ策定や防災の 取り組み
につきまして現状と課題を 把握するために行 うもので、平成23年度から隔年で実 施してい
ます。
次の南海トラフ地震対策 優良取組事業所認 定事業委託料は、 事業所が南海トラ フ地震へ
の備えを始めるきっかけと なりますようすぐ れた取り組みを行 っている事業所を 認定する
もので、平成25年度に創設をしたものです。 昨年度は16の事業所、今年度は三つ の事業所
を認定しました。委託業務 は事業者向けの説 明会の開催や審査 会の開催準備等を 行うもの
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です。
一つ飛ばして、第３期の 行動計画基礎調査 委託料です。第２ 期南海トラフ地震 対策行動
計画に基づいて進めてきま した施策の被害軽 減効果と新たな行 動計画の減災目標 を算出す
るものです。津波避難空間 の整備や住宅の耐 震化の進捗状況、 さらには来年度実 施します
地震津波県民意識調査によ る津波避難意識や 家具固定の実施率 を反映して人的、 物的被害
を算定することとしていま す。
次の津波避難シェルター 整備工事施工管理 委託料は、室戸市 佐喜浜町都呂地区 において
本年度整備に着手した津波 避難シェルターの 現場立会などの業 務補助を委託する もので
す。
次の津波避難シェルター 整備工事請負費は 、収容人員71名のシェルターを整備 するため
の工事請負費です。シェル ターの施工におい ては構造や現地条 件等から大きな機 械が使用
できない状況がございます 。債務負担行為を 設定して２カ年で 施工しています。 工事費は
総額２億8,676万2,000円で、そのうち、来年 度は１億7,534万6,000円です。事務費につき
ましては事業者向けの座学 あるいは訓練のた めの講師派遣費、 職員研修等の旅費 や各種会
議のための会場借り上げ費 等です。
次の４番、総合防災対策 費は、地震発生時 に市町村から震度 情報を収集し、防 災無線と
連携して県内各関係機関へ 自動配信するなど 迅速な初動体制の ための経費です。
１項目め、震度情報ネッ トワークシステム 保守管理委託料は 、県内55カ所に設置してい
ます震度計の震度情報ネッ トワークシステム の保守点検を委託 するものです。
一つ飛ばして、事務費に つきましては震度 情報ネットワーク システムの修繕費 や通信回
線の使用料及び高知県で開 催される自治体災 害対策全国会議の 開催費用などです 。
下から２行目になります 。５番、地域防災 対策事業費は、自 助、共助を基軸と した取り
組みを一層進め、震災に強 い人及び地域づく りを支援するとと もに、市町村が実 施する津
波対策や地域住民の安全安 心の確保のための 緊急用ヘリコプタ ー離着陸場の整備 などにつ
いて支援を行うものです。
１項目め、起震車運転業 務等委託料は、起 震車の運行と起震 装置の操作を委託 するもの
です。今年度から２台体制 で運行しています 起震車運転業務の 委託につきまして は、運用
の効率化を図るために昨年 度から行っており 、来年度につきま しても、２台の起 震車にて
県内各地を巡回し啓発活動 を実施することと しています。
次の82ページをお願いし ます。自主防災研 修等実施委託料は 、自主防災組織の 活性化を
図るために、リーダーとし て活動している方 々を対象とした研 修と市町村職員や 自主防災
組織の方々を対象とした災 害図上訓練や避難 所運営訓練といっ た実践的な防災訓 練の実施
の企画運営を委託するもの です。
一つ飛ばして、避難所運 営マニュアル作成 委託料は後ほど議 案説明書に基づき まして詳
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しく説明します。
次の防災士養成研修実施 委託料は、地域で の防災活動の担い 手となります防災 士を養成
するための研修会の運営を 委託するものです 。防災士の養成に は昨年度から取り 組みまし
て、374名の方が県の研修 を受けまして 、その後試験に 合格し防災士にな られています 。来
年度は300名の養成を目標に取り組 んでまいります。
次の地域防災対策総合補 助金、緊急用ヘリ コプター離着陸場 整備事業費補助金 につきま
しては、後ほど資料に基づ きまして説明しま す。
次の地域集会所耐震化促 進事業費補助金は 不足する避難所を 確保する対策の一 環として、
自治会等の地域が所有しま す集会所等を避難 所として活用する ため、地 域が行う耐震改修を
支援するものです。来年度 はこの補助金を活 用して５市町村で 耐震改修を行いま す。
次の津波避難対策等加速 化臨時交付金、応 急期機能配置計画 策定事業費補助金 につきま
しては、後ほど議案説明資 料に基づきまして 説明します。
事務費につきましては、 地域での防災学習 にこうち防災備え ちょき隊等を派遣 する費用
です。
それでは、議案説明資料 に基づきまして平 成27年度の南海トラフ地震対策課の 主要な事
業につきまして御説明しま す。青のインデッ クス、危機管理部 の資料の赤インデ ックス、
南海トラフ地震対策課の１ ページをお開きく ださい。
まず、避難所運営マニュ アルの作成を進め るための取り組み です。
発災当初は、南海トラフ地 震のような大規模 かつ広域的な災害 が発生した場合で も、県
民が安心して避難生活を送 ることができるよ う迅速に避難所を 立ち上げる必要が ございま
す。このためには地域にお ける事前の準備が 特に重要となって まいります。県で は昨年10
月に避難所の開設や運営ル ールを定めた避難 所運営マニュアル 作成のための手引 きを作成
しています。
中段になりますけれど、 今後は全ての避難 所で運営マニュア ルの作成をしてい ただくこ
とが必要となってまいりま す。平成27年度につきましては、県 内10カ所のモデル避難所を
選定して五つの地域本部が 市町村や地域住民 と連携して、資料 中ほど、地域本部 を核とし
た支援と書いてありますけ れども、避難所運 営マニュアルを作 成するとともに、 そこで得
られたノウハウを活用しな がらマニュアルを 作成する取り組み を県内全域に広げ ていきた
いと思っています。
このための予算、避難所 運営マニュアル策 定支援事業として1,490万4,000円によりワー
クショップの開催資料作成 や議事録の取りま とめなどを委託す る予定です。
２ページ目です。地震津 波対策等の災害に 備えるために市町 村が行います防災 対策を支
援する制度の拡充について の資料です。左上 、平成15年から平成24年度の、みんなで備え
る防災総合補助金からの動 きを整理した資料 でして、右上、地 域防災対策総合補 助金につ
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きましては、地域の防災対 策を総合的に推進 し、災害に強い人 づくり、地域づく りを目指
して市町村等が行う事業に 対する経費の２分 の１を補助するも ので、左にござい ます、み
んなで備える防災総合補助 金を平成25年度に見直しをしたもの です。
事業内容のところに記載 がございますけれ ども、補助の対象 となりますものは 、防災学
習会の開催や高齢者世帯等 の室内の安全対策 など自助の取り組 みを進めるもの、 そして、
防災資機材の整備や防災訓 練の実施など自主 防災組織が行う共 助の取り組みを進 めるも
の、そして津波からの避難 場所の環境整備や 市町村ＢＣＰなど 防災計画の策定な ど公助と
して取り組むものです。
事業内容の下に記載して います、平成27年度からの拡充内容 ですが、家具転倒 防止金具
の取りつけ作業にかかる経 費につきまして、 これまで高齢者世 帯に限定しており ましたけ
れども、これを全世帯に拡 充して家具転倒防 止の取り組みを進 めてまいります。 予算額に
つきましては３億7,587万2,000円です。
その下にあります緊急用 ヘリコプター離着 陸場整備事業費補 助金は、中山間地 域の孤立
対策として市町村が行う離 着陸場の整備に要 する経費の一部を 補助するもので、 補助率は
３分の２です。補助の限度 額は１カ所当たり1,000万円です。平成27年度は高知市など15
市町村におきまして36カ所の整備を行う予定 です。これは道路 啓開計画に関連し ます孤立
対策もありまして、予算額 ３億4,177万3,000円、前年度に比べ まして約３倍と大 幅に増加
しています。
次に、右側下段の津波避 難対策等加速化臨 時交付金につきま しては、３ページ の資料で
説明します。この交付金に つきましては、津 波からの避難空間 の整備を加速化す るため交
付金を交付するもので、整 備に必要な市町村 の負担を実質的に ゼロとするととも に、地域
の実情を踏まえたきめ細か な防災対策を推進 するために、市町 村が行った整備に 対して翌
年度交付金を交付すること となっています。
今年度末時点の施設の整 備状況を資料の下 段に書いています 。避難路・避難場 所につき
ましては計画1,445基のうち1,117基が、津波避難タワ ーにつきましては115基の計画のうち
70基が完成する予定です。
津波避難対策の総仕上げ に向けまして残っ た避難空間を着実 に完成させるため に、平成
27年度予算による事業まで さらに１年間延長 して交付対象とす ることとしました 。
また、南海トラフ地震に 係る地域防災対策 の推進に関する特 別措置法を活用し て補助率
のかさ上げを受ける事業に つきましても 、平成27年度予算化した事業は 対象としています 。
こうした措置がございまし て、平成26年度まで取り組みました 津波避難対策推進 事業費補
助金につきましては廃止と いうことです。
予算額につきましては、 市町村の事業計画 も踏まえまして21億6,029万8,000円です。約
７億3,000万円の大幅増額です。
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次のページ、応急期の機 能配置計画の策定 です。資料左上の 計画策定の目標の 欄をごら
んください。地震発生時か ら応急期にかけま して避難所や応急 救助機関の活動拠 点、遺体
安置検案所、災害廃棄物の 仮置き場、応急仮 設住宅などさまざ まな機能が必要と なってま
いります。各市町村におい てあらかじめ必要 となる機能配置を 検討しておくこと で、応急
対策や復旧復興対策を円滑 に進めることがで きることとなりま す。
課題の解決に向けた取り 組みの欄です。下 のほうになります けれども、現在、 中土佐町
をモデルとして応急期機能 配置計画ガイドラ インを策定してい ます。このガイド ラインを
各市町村に提供するととも に、地域本部が支 援を行いながら、 平成27年度、28年度の２カ
年で全市町村の応急期機能 配置計画の策定と ブロック内、ブロ ック間の調整を進 めていき
たいと考えています。平成27年度は沿岸域で 計画ができます中 土佐町を除きまし て、沿岸
域の18市町村を対象とした ３分の２の補助金 で予算額につきま しては8,469万6,000円で
す。
平成27年度当初予算につい ての説明は以上で す。
続きまして、平成26年度補正予算に入りま す。議案説明資料 ④補正予算説明資 料の37ペ
ージをお願いします。
南海トラフ地震対策課の 補正額は２億8,815万9,000円の減額となっています。 右端の説
明欄に記載しております細 目事業に沿いまし て、主なものを説 明させていただき ます。
人件費につきましては、 市町村からの派遣 職員１名の給与を 負担するものです 。
次の２地震対策推進事業 費の南海トラフ地 震対策優良取組事 業所認定事業委託 料、南海
トラフ地震宿毛市長期浸水 対策事業委託料は 入札による減額補 正です。
次の３地域防災対策事業 費の地域防災対策 総合補助金と緊急 ヘリコプター離着 陸場整備
事業費補助金は事業の執行 に関する地元調整 に時間を要したこ とによる整備計画 の変更な
どによる減額補正です。
次の津波避難対策等加速 化臨時交付金は、 算定の対象を、平 成25年度内に完成した事業
と平成26年度に繰り越した 事業にしていまし たが、地権者との 交渉や地元調整に 時間を要
したこと、また工事資材の 入手に時間を要し たことなどにより 、完成した事業が 減ったこ
とに伴いまして交付金を減 額補正するもので す。
以上で、平成26年度一般会計補正予算の説 明を終わります。
続きまして、38ページの繰越明許費につい て御説明します。 地震対策推進事業 は室戸市
佐喜浜町都呂地区の津波避 難シェルター整備 工事において、工 事の施工における 騒音や振
動に係る環境整備計画につ きまして地元の説 明に不測の日数を 要したことによる もので
す。
また、総合防災対策費は 応急期機能配置計 画ガイドラインの 作成委託におきま して、各
機能の要件、これは必要面 積を算出するため の原単位、もとと なる単位、要件の 整理は、
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モデルとして作成している 中土佐町と各機能 の必要量、候補地 などの選定につき まして、
調整に時間を要したことに よるものです。
次の地域防災対策事業費 は、地域集会所耐 震化支援事業補助 金において市町村 が耐震診
断に着手する際、地域住民 との合意に日数を 要したことによる ものです。
以上で南海トラフ地震対 策課の説明を終わ ります。
◎川井委員長
◎溝渕委員

質疑を行い ます。
津波避難対策 の臨時交付金です が、ことしの予算 で21億円余組んでるんです

が、実際にこれが大きな役 目を果たしてきた わけで、先ほどの 説明でも避難路・ 避難場所
が1,445基とか、津波避難タワーが115基の計画ということで相 当積極的にやって きて進ん
できたとは思うんですけれ ど、これからのそ ういう要望は、今 どんな状態ですか 。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

加速化臨時 交付金については 、市町村からは非 常に使い

勝手がよろしい交付金だと いうことで、要望 もありまして１年 間延長することと した経緯
です。津波避難路、避難場 所、津波避難タワ ーについては、今 年度図上の点検作 業をやっ
ていまして、それで確 認したところ 、空白地となると ころはそんなに多 くはない状況です 。
今後は地元の要望に即して 、例えば近くに欲 しいとか、そうい った要望が出てく るかと思
っています。
◎溝渕委員

特に避難タワ ーは、用地の問題 なんかがよく言わ れたりしていて、 本当に空

白があったら大変ですので 、厳しくても、市 町村も用地を含め て努力をしていっ てもらわ
ないといけないですが、部 長、どうですか。 今、見ていて、相 当進んでは来たと 思うんで
すが、空白でこれからまだ まだ気をつけて、 ここの地域はもっ と県の危機管理部 として相
当努力をしていかないとと いう地域もあるん ですか。もちろん 地元がやる気にな ってもら
わないと、用地なんかは特 に難しい面があろ うと思いますが、 その辺ちょっと聞 いておき
たいです。
◎野々村危機管理部長

ま ず総論で言います と、平成26年度末で８割ですから、27年度末

で大体９割を超えるところ まで行き着くと思 っています。
今年度の６月補正でいた だいて避難路の図 上点検をやってい ます。それで白地 が二十数
カ所ぐらい出て、地域 本部にすぐ現地に 行ってもらって確 認していますが 、新たに避難路 、
避難場所が必要というのは １カ所ぐらいでし た。後は、既存に 逃げられるところ があるよ
ねとかいう形で、そこまで 十分時間内に、設 定されている距離 の中にありますと かいうこ
とで、新たに出てくるもの は以外に少ないと いう感覚を持って います。
今年度末で80％でして、例えば黒潮町です とか幾つかの市町 村で、まだ大分残 っておる
ところがございますが、各 市町村長とお話し た中でも、１年間 延期していただく ことで、
とにかくこの１年間で頑張 りたいと。それで 行ったらかなりの 部分は達成できる というお
話も聞いております。
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これは、平成27年度に予算化する事業です ので、28年度に繰り越ししてもそれ はＯＫで
す。そこまでやります と、ほぼ100％近くが加速化交付金の対象 として整備できる んではな
いかと思っております。
◎溝渕委員

本部も立ち上 げてやっています ので、そういう心 配な面があったら 、市町村

にも相当話もされて、心配 な面は伝えるよう なことで要請して おきたいと思いま す。
◎岡本委員

３点ほどまた 聞かせてください 。防災士の養 成、374名の方が県の研修を受け

て防災士になられて、来年度は300名を目指すということですが 、私も代表質問か 何かで防
災士が少ないという指摘を させていただきま した。どういう状 況になっています か。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

高知県の資 格取得者数は、平 成27年２月末現在で1,447

人です。
◎岡本委員

ふえているん でしょうか。そう いう要望に基づい て、きちんとそう いう体制

がとられているのか。その あたりをお聞きし たいんですが。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

確実にふえ ている状況でして 、受験の申し込み の数も

300名の養成目標に対して、見えら れた方も450名ぐらいございますので、結構意 識が高い
ということが言えると思い ます。
◎岡本委員

確か、受講料 が結構高かったで すね。

◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長
◎野々村危機管理部長

受験料が3,000円、登録申請料が5,000円です。

平 成25年度までは大阪へ行って試験を 受けてこなければ ならな

い。だからそういう費用が 発生して、５万円 だったか８万円だ ったか要りました が、平成
25年度から県が主催者とな ってできるように なりましたので、 県内で防災士が養 成できる
ようになりまして、登録費 用と試験代だけの8,000円の負担でできるよ うになっておりま
す。かなり希望が ふえていまして 、もう1,400人ですので、２年 ぐらい前からいう と大幅増
です。
◎岡本委員

わかりました 。それと地域集会 所耐震化促進事業 補助金ですけれど 、５市町

村ということですけれども 、これは５市町村 全ての要望に応え られる事業費にな っている
んでしょうか。それとも振 り分けされたかど うか。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長
◎岡本委員

応えられる 事業費です。

地元からはこ れ以上の要望はな いということでい いですね。全部応 えられて

いるということで。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

避難所の確 保対策として、今 後、市町村から要 請がある

場合も想定しています。そ ういう場合につい ては補正予算等を 確保して対応して まいりた
いと考えております。
◎岡本委員

わかりました 。それで最後に家 具の転倒防止の金 具の経費ですね。 全世帯を

対象とするということで、 ３億円という説明 があったところで すけれども、高知 県は家具
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の転倒防止の実施率が、確 か悪かったですね 。それに対して啓 発なんかも必要だ と。先ほ
どテレビでも放映するとい う説明があったと ころですけれども 。どんな形で全世 帯にやら
せる努力をされるのか 。具体的に 、金具を支 給するのか 、取りつけも含 めてやられるのか 、
そのあたりを説明してもら えますか。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

まず、実施 率ですけれども、 平成25年度に調査した、津

波に対する県民意識調査の 中では30％となっています。行動計 画の平成27年度末の目標値
が60％ですので、今後取り組みを加 速化していかなく てはならないとい うことになります 。
このため、実際に取りつけ をどのようにする かという点につき まして番組をつく りまして
広報することを考えていま す。自主防災組織 が実施する取りつ けに関する費用に ついて補
助をしていく形です。
◎西内（健）委員

そ れと関連して。例えば、番組と いうのは意識調査 としての視聴率は 、

大体捉えているんでしょう か。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

時間帯を指 定して、極力県民 の皆様にごらんい ただける

時間帯にやるように今考え ています。
◎西内（健）委員

本当、 先ほど岡本委員も 言っていたけれど 、やはり効果的に 、どの媒

体で、どう告知をしていく かとか、啓発をし ていくかというの は、番組をつくっ て終わり
ではないと思うので、その 辺は今後一工夫、 二工夫ぐらいお願 いをしたいなと、 これは要
望です。
もう１点、避難所運営マ ニュアルですけれ ども、避難所で実 際マニュアルを運 用する方
というのは誰を想定されて いますか。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

地域の自主 防災組織の活動を されている方とか 、地域で

話し合いをしていただいて 運営をしていくよ うになると思いま す。
◎西内（健）委員

最 近、避難訓練な んかに参加しても 、自主防災会が 逆に脇役というか 、

地元の市町村の行政の方々 、消防団の方々が 主体となって避難 訓練をされるんで す。自主
防災会が、セットしてくれ た避難訓練に乗っ かってやっていく ような。地域ごと に差はあ
るんでしょうけれど、うち なんかはそういう のが多いわけです 。実際に地震が起 こった場
合、行政も消防団も自分た ちの任務について 、いないなら自主 防災会が本当にや らないと
いけないことが多いわけで すけれども、そこ の認識が最近欠け てきているかなと いうのも
あって、どのように自主防 災会に働きかけて いくかというのが 大事だと思うんで すが、そ
の辺は何か。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

モデル避難 所で運営マニュア ルを作成していく 段階で、

そうしたことも含めて、ま ずノウハウをしっ かり検証していこ うと思っています 。また、
自主防災組織の中には防災 士の資格を持って いる方もおられる と思います。こう した方に
も御参加をいただいて、一 緒にやっていこう と考えています。
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◎西内（健）委員

モデル 地域というのは、 非常に意識の高い 自主防災組織だと 思われま

すので、温度差がある中、 意識の低いと言っ ちゃ失礼かもしれ ないですけれど、 そういう
ところへどうやってこれを 活用していくかと いうのは、ぜひ工 夫をお願いしたい と思いま
す。
◎中根委員

関連です。家 具の固定は、やり そうでなかなかや ってなくて、しか も自主防

災組織に任せるといっても 、各お家に入って いける状態と、発 信されてなくて、 なかなか
中に入っていけない状態と 、いろい ろあると思うんで す。この ３億円は 、大体何軒ぐらい 。
各１軒について、家具転倒 防止の器具を幾つ ぐらいと考えてい るんですか。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

個数は想定 していないです 。
固定して いない理由として 、

まず手間がかかる。これが 大体34％ぐらいございました。固定 の方法がわからな い。これ
が大体22％ぐらい、アンケ ート調査の中で出 てきております。 こういったことを 解決する
ために、広報でやり方とか 固定の方法を周知 して広げていきた いと思っています 。
３億円につきましては、 総合補助金全体の 額ですので、誤解 がないようにお願 いしたい
と思います。
◎中根委員

確かにやり方 がわからない。そ れから高齢化もあ って、もう自分で は本当に

ようせんがやという方が随 分多いと思うんで す。だから地域の 防災組織の中で、 いかにそ
ういう方たちの声を拾って もらって、町内会 、自主防単位で具 体化するかを相当 考えない
と、幾ら広報しても、漏れ る人がいるという 状況になると思う ので、その点は自 主防のと
ころに、具体的にいかに声 をかけるかという のが勝負になると 思うんですが。そ の点で工
夫はどうですか。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

自主防災組 織に対しては、ホ ームセンター等が 取り組み

をしている事例もございま して、自主防災組 織とホームセンタ ーが連携してやる ような形
も考えています。そういっ た形で今回対象世 帯の制限を外して 世帯数を増加して いこうと
考えています。
◎中根委員

そうなると、 各自主防災組織の 会議の中で、うち はここまでやろう ねという

具体化の話が、今年度初め からたくさん起こ ることになるんで すよね。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

リーダー研 修等のときにも必 要性を御説明して いますの

で、起こっていただけたら と思っています。
◎野々村危機管理部長

先 ほど、課長からも 、ホームセンター との連携という話 もござい

ました。高齢者だけですと 、なかなかホーム センターが、申請 もしますよ、取り つけもし
ますよと、それは数が限ら れるんで、なかな か取り組みにくか ったんですけれど も、全世
帯ということになりますと 、相談に来られた 全ての方に対して 、うちでもこうい う代行す
る取り組みもしていますよ ということが、ど んどんアピールで きますので、そう いう活用
もぜひ検討してみたいなと 思って、全世帯に 拡充することを今 考えています。
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◎桑名委員

今いろんな防 災グッズとか防災 施設が開発されて るんですね。この 避難シェ

ルターみたいに地面の中を 利用したものがあ るんですけれども 、業者なんかに聞 くと、ど
うしてもそういった空間が できるものは、建 築物として扱われ たら結構ハードル が高くな
って、ちゃんとした物があ るんだけれど困っ ている部分も聞く んです。ほかの県 は大丈夫
だけども、高知県は建築物 ですからというふ うになる。市町村 なんかでも見解が ばらばら
ですけれども。例えば、今 回のシェルターな んていうのは地中 の中でやるんです が、これ
は、建築基準法の中でつく られるものなのか どうなのかという ことなんですけれ ども。
◎野々村危機管理部長

シ ェルターに関して はトンネルと同じ ことでして、土木 構造物と

いうことで、今回のシェル ターは建築基準法 の適用になってお りません。
◎桑名委員

もうちょっと 簡単な下の空間を 利用して、いざ起 こったときには、 その空間

をどう利用するかという商 品って、結構でき ているんですが、 幾つか聞くと、土 木の話に
なるんですけれども、これ は建築基準法の中 でやってください となって、なかな かそれが
できないんですが 、そういった調整 は危機管理部と土 木部の中でしても らえるものなのか 。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

今のところ 、地下に設置する シェルターについ ては、具

体的な話は出てない状況で す。なぜかといい ますと、高知県は 津波によって浸水 する地域
が結構ありますので、こう いったことが原因 でないかと思いま す。もし話が出ま したら、
土木部と協議しなくてはな らないと思ってい ます。
◎桑名委員

それともう１ 点、先ほど西内委 員が言われた避難 所の運営マニュア ルですけ

れども、やはり地元住民を 中心にしてやるの が大事だと思いま す。おととし委員 会で、釜
石か岩手に行ったときに、 現場の役所の人が 言った言葉が頭に 焼きついていまし て。行政
の手が届かなかった避難所 はものすごく運営 がうまくいった 。行政の人 がやったところは 、
もうみんながあれ持ってこ い、あれ持ってこ いということで。 実は、地元住民に 任せたほ
うがいいんですよと。行政 が入り込めば入り 込むほど、その避 難所は運営が困難 になった
ということなんで、そうい ったところも含め て、最後は住民に 任すというところ が大事な
ことだと思いますのでつけ 加えさせていただ きます。
◎川井委員長

ほかにござ いませんか。

ないようでしたら、私か ら１点。室戸市の 避難シェルターの 件ですが、設置場 所につい
て地元住民といろいろな議 論があったと聞く んですが、どのよ うな議論があった のか。ま
た、現在設置箇所を決定し たのに対して、地 域住民の理解、合 意が得られている のか。そ
れについて。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

７月25日に地元の説明会をや りました。その中 で、津波

避難タワーで代替はできま せんかという御意 見も出ておりまし た。この 点につきましては 、
津波の到達時間が非常に短 くて、避難の際の 上下方向の動き、 上に上がる動きは 時間がか
かってしまいます。今回の 津波避難シェルタ ーについては横方 向の33メートルのトンネル
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ですけれど、そこに逃げ込 むだけで二重の止 水の扉が閉まりま して命を守れると いうこと
です。説明会の最後の段階 では御理解をいた だいて、早くつく ってくださいとい う意見が
出たところです。
あと同意につきましては 、対象の所にお住 まいの人口が60人ございます。シェ ルター自
体は71人の収容能力があり ますけれども、地 元の大体55名の方から同意をいただ いていま
す。いただけてない方は、 長期の入院をされ ているとか地元に おられなかった方 です。
◎高橋委員

このシェルタ ーの年間の維持管 理費はどれぐらい かかりますか。そ れと酸素

はどうやって補給するか。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

まず維持管 理費についてはま だ試算をしていな い状況で

す。酸素につきましては、 ダクトがありまし て補給できるよう になっています。
◎高橋委員

上からですか 。

◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長
◎高橋委員

上からです 。

もう１点。費 用対効果も、やは り考えていかなき ゃならないと思う んですけ

れど、総事業費はその設計 も含めて幾らにな るんですか。
◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長

約２億5,000万円以上です。

このシェルターは、モデル 施設として県が全 額負担してやって いるものです。
◎高橋委員

ここに住んで いる方の世帯数と か、それから高齢 化率は。

◎竹﨑南海トラフ地震対策 課長
◎川井委員長

33世帯で60名です。高齢化率 は45％以上です。

それでは、 質疑を終わります 。

それでは暫時の間、休憩 とします。再開は 午後１時とします 。

（昼食のため休憩

◎川井委員長

11時48分～12時59分）

休憩前に引 き続き、委員会を 再開いたします。
〈消防政策課〉

◎川井委員長

次に、消防 政策課の説明を求 めます。

◎市川消防政策課長

平成27年度当初予算案 につきまして御説 明をさせていただ きます。

右上に②と書いた当初予算 の議案説明書の83ページをお願いし ます。
まず歳入です。主なもの につきまして御説 明します。
中ほどの危機管理手数料は 、火薬類や高圧ガ ス施設の設置変更 許可や電気工事士 、消防
設備士などの免状の交付な どに係ります手数 料です。一番下の 危機管理費補助金 は、地震
火災対策事業委託料に充て ます国からの補助 金です。
次のページをお願いしま す。中ほどにござ います危機管理部 収入は、消防防災 ヘリが他
県で発生した山林火災など に応援出動した場 合に、全国市町村 振興協会から交付 されます
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燃料費などの経費となって おります。
県債の危機管理債は、ヘリ 基地の事務所や格 納庫の整備費用と 消防学校の施設整 備に充
てるための起債となってお ります。
続きまして、85ページをお願いします。歳 出です。
消防政策費の予算は13億9,856万9,000円で昨年度に比べ２億3,142万6,000円、約19％の
増となっております。これ は主にヘリ基地の 建設費の増による ものとなっており ます。
主な項目につきまして 、右端の説 明欄の細目事業に 沿って御説明をさ せていただきます 。
まず、２消防指導費は消防 団員職員の表彰や 消防年報の作成、 消防庁の調査など の経費
で、一番下にございます消 防操法大会開催委 託料は２年に一度 開催しております 消防操法
大会を高知県消防協会に委 託して行うもので す。
次のページをお願いしま す。
３予防指導費は、消防設備 士や危険物取扱者 に対します法定講 習の実施や免状の 交付な
どを高知県危険物安全協会 などに委託して行 うものです。
次の４救急救命推進事業 費は、消防署が住 民に対して行う応 急手当て講習への 支援や、
救急救命フェアの開催を高 知県消防協会に委 託して実施する経 費、また救急救命 士の養成
を行っております財団法人 救急振興財団への 負担金などです。
次の５消防防災ヘリコプ ター運航管理費で すが、次の87ページになります。
一番上の資格取得研修委託 料は、操縦士、整 備士、各１名の資 格取得研修に係る もので
す。
次の建築等工事監理委託 料と施設整備工事 請負費は、高知龍 馬空港にあります ヘリ基地
のかさ上げ移転に係るもの です。
危機管理部の議案説明資 料の赤色、消防政 策課と書いたイン デックスの１ペー ジをお願
いします。まず県警と消防 防災ヘリの航空隊 基地移転工事の概 要を御説明させて いただき
ます。津波対策と して現在の基地の 北側、黄 色の部分 、約6,500平米を海抜約12メートルの
高さまでかさ上げし、移転 することとしてお り、現在擁壁が半 分近くでき上がっ ておりま
す。右端にありま す、現在 のおとめの格納庫 はかさ上げ地に移 転し、県 警と消防の事務所 、
くろしお、りょうまの格納 庫は新たに建築す る計画です。また 、ヘリ３機の３日 分の地下
燃料タンクも整備すること としております。
かさ上げ地から南側に向 けまして、黄色の 、一部四角に出て いるところがござ います。
これは、ヘリが離発着する 場所として張り出 し部分を建設する ものです。
次のページをお願いしま す。航空隊基地の 移転整備事業の状 況について御説明 します。
新たな基地でのヘリの運用 時期が、かさ上げ 造成工事がおくれ たことによりまし て、当初
予定しておりました平成27年10月から約11カ月遅れ、平成28年９月となる見込み となりま
した。
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空港内では航空機の安全 な運行のために大 変厳しいチェック と対策を求められ ておりま
す。空港事務所が納得でき る安全対策を示さ なければ土地の使 用許可を得ること もできま
せんし、また着手後の工事 も行うことができ ないため、頻繁に 協議や説明を行い ながら進
めているところです。
工事のおくれた理由です けれども、まず、 かさ上げ地の使用 許可の手続段階で 工事を進
める上での安全対策につい ての協議に時間を 要したことから使 用許可が予定より おくれ、
工事の部分中止をかけたた めに工期が約４カ 月延びました。次 に、工事内容の変 更や追加
工事が発生したためです。
前のページをお願いしま す。かさ上げ造成 工事に伴いまして 、左側の緑色の現 在の道路
が使用できなくなるため、 右側の柿色の所に 道路をつけかえる 計画となっており ます。か
さ上げ造成工事に伴う配水 管のつけかえにつ きまして、空港事 務所との使用許可 段階での
協議の中で、このつけかえ 道路の下に埋設す ることとなりまし て延長が延びまし た。この
変更によりましてつけかえ 配水管が擁壁の近 くを通ること、ま た、この変更に伴 い水色で
書いております迂回道路を 通行する必要があ るために迂回道路 での追加工事が必 要とな
り、これらの工事を行う間 、擁壁の工事に着 手することができ ず、さらに約７カ 月の工期
が延びました。
次のページをお願いしま す。下のスケジュ ールをごらんくだ さい。こうしたこ とから、
かさ上げ造成工事が約11カ月延長となりまし て、新基地での運 用開始は平成28年
10月の予定となっておりま す。なお、ヘリの 運行につきまして は現在の基地が使 用できま
すので支障が生じることは ございません。
２ですけれども、こうし た工事内容のほか 、工事場所への出 入り口においてセ ンサーつ
きフェンスの取りかえ、進 入ゲートの新たな 設置など、工事の 追加に伴いまして 整備事業
費の変更を行っております 。
工事の変更や追加により ます約１億1,500万円を増額する変更契約を 昨年11月に、また、
かさ上げのための土約３万 立米のうち２万5,000立米につきまして 、
予定しており ました国
土交通省の工事残土が10月の台風による災害 復旧工事に流用さ れたため、こちら への搬入
ができなくなりました。ま た、他の公共残土 もないことから、 民間からの土の購 入経費約
9,200万円を増額する第２回目の変 更契約を１月に行 っています。
この増額に必要な予算は 、本年度着工でき なくなりました格 納庫等の建築費で 対応させ
ていただいております。こ のため残額は補正 予算で減額し、来 年度発注すること となりま
す建築費等は当初予算案に 改めて計上してお ります。
議案説明書の87ページへお戻りください。 上から二つ目の建 築等工事管理委託 料の主な
ものとしては、フ ェンスのセンサー を切りかえて工事 をする期間の警備 委託費が2,700万円
余り、事務所等の新築工事 の管理委託が400万円などとなっております 。
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次の施設整備工事請負費 の主なものは、事 務所や格納庫の新 築、移築工事が４ 億1,500
万円、エプロン張り出し部 の工事が9,200万円、地下燃料タンク設置工 事が5,700万円とな
っております。
次、７行目の運航費です 。平成25年度は、ヘリが１機で２億 円余りでしたけれ ども、２
機体制となりましたことか ら、約３億円ほど の経費が必要とな っております。主 なものと
しては、耐空検査を含みま す修繕料が１億300万円余り、燃料費が4,200万円余り、おとめ
の部品が3,900万円余りとなってお ります。
次の６地域防災力向上事 業費です。２行目 の地震火災対策事 業委託料です。現 在、地震
火災対策を推進する木造住 宅が密集した地域 につきまして 、
コンサルに よる評価が終わり 、
当該市町と対象エリアの協 議を進めていると ころです。５月の 連休明けには指針 案にこの
地域も明記して地震火災対 策検討会に諮りた いと考えておりま す。来年度は市町 での地震
火災対策の促進を図るため 、当該地域の延焼 シミュレーション やハザードマップ を県が作
成することとしており、こ の委託料はその経 費となっておりま す。
次の災害対応型給油所整 備促進事業費補助 金ですが、また、 議案説明資料の消 防政策課
のインデックス３ページを お願いします。
東日本大震災の教訓から、 ガソリンスタンド が停電した場合で も人命救助を最優 先とす
べき地震発生後の３日間の 消防や警察の緊急 車両、また、道路 啓開を行う重機な どに燃料
を供給できる体制を整えて おくことが重要と なっております。 このため、昨年度 、国の自
家発電設備の整備に対する 補助金に県、市町 村が継ぎ足し補助 を行い、事業者負 担を６分
の１に軽減する補助制度を 創設しましたが、 本年度、国の補助 金が廃止され、自 家発電設
備の整備は別の補助メニュ ーに組み込まれま した。しかし、地 下タンクの入れか えと同時
に行わなくてはならなくな ったため 、誰もが利用でき る制度ではなくな ってしまいました 。
また、厳しい経営状況のも と、６分の１であ っても自己負担を してまで整備しよ うという
事業者はＪＡや複数の店舗 の経営者などに限 られておりまして 、県内に災害対応 型の給油
所をふやすことは厳しい状 況にございます。
このため、来年度、補助 制度を大幅に見直 して、Ｌ１での浸 水想定地域外にあ りますガ
ソリンスタンドが整備する 自家発電設備と可 搬式ポンプの整備 を対象として、事 業費200
万円までであれば事業者負 担をゼロとする県 単独補助金を創設 することとしまし た。補助
先は市町村で、事業者にも ＰＲしながら、来 年度から３カ年計 画で活動に必要な ３日分の
燃料を確保していきたいと 考えております。
また議案説明資料の87ページをお願いしま す。
消防防災対策総合補助金は 、消防団員の安全 な活動を確保する ための救命胴衣や トラン
シーバー、また赤色の消防 活動用バイクの整 備などに対して補 助をするものです 。
７消防学校運営費は、消防 職員、消防団員の 教育訓練や、自主 防災組織の方々を 対象と
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した１日震災訓練などを行 う経費です。
88ページの３行目、施設 整備工事請負費は 、消防学校の非常 用発電設備の更新 工事費1,
100万円余りなどとなっております 。
８の産業保安指導費は、 高圧ガス保安法、 火薬類取締法、電 気工事事業法に基 づきます
許認可や免状の交付、立入 検査などを行うも のです。
続きまして90ページをお願いします。債務 負担です。
航空隊基地の事務所や格納 庫等の建築工事が 平成28年度にまたがりますため、工 事請負
費３億3,960万8,000円、施工管理費361万8,000円、合計３億4,322万6,000円の債務負担行
為をお願いするものです。
次に、平成26年度補正予算案について御説 明をさせていただ きます。右上に④ と書いて
おります議案説明書の40ページをお願いしま す。
説明欄にございます消防防 災ヘリコプター運 航管理費の施設整 備工事請負費は、 かさ上
げ造成工事の工期延長によ りまして着手が平 成27年度となりましたことによる減 額で、内
訳は、燃料の地下タンクの 新設工事が4,981万5,000円、かさ上げ造成工事に流用 した格納
庫等の新設工事費の残額3,085万1,000円となっております。
次の地域防災力向上事業 費の災害対応型給 油所整備促進事業 費補助金は、国の 補助制度
が廃止されたことから、本 年度に補助制度の 検討を行いまして 、来年度に新たな 補助金を
創設したため全額を減額す るものです。
また、消防防災対策総合補 助金は、救命胴衣 などの装備品の入 札減によるもので す。
41ページをお願いします 。繰越明許費です 。
消防防災ヘリコプター運航 管理費は、空港事 務所との計画の調 整により完了が来 年度に
延びたかさ上げ造成工事費 の工事請負費３億7,636万9,000円とその施工管理費736万1,000
円の合計３億8,373万円の繰り越しをお願いするもの です。
地域防災力向上事業費は 、地震火災対策事 業委託料で地震火 災対策を推進する 地域を抽
出するための評価に必要な 家屋の課税データ の収集に時間を要 したため、繰り越 しをお願
いするものです。
以上で、消防政策課の説 明を終わります。
◎川井委員長
◎溝渕委員

質疑を行い ます。
ヘリのかさ上 げの関係ですが、 安全基準のことも あって使用許可が おくれた

ということですが、これは12メートルかさ上 げするという話し 合いもできている というこ
とで、実際、海面からの高 さはどれくらいに なるのか。
◎市川消防政策課長

海抜12メートルという ことで、あそこの 浸水想定が４メー トルほど

になっております。それを 、場所によっては 変わってくるんで すけれど、５メー トルほど
の高さにかさ上げする計画 にしております。
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◎溝渕委員

実際、かさ上 げする所から北の 道まではどれくら い距離があるのか 。

◎市川消防政策課長

消防 政策課の議案説明 資料の図面のかさ 上げ地という黄色 で囲んで

おります上のほうに、右肩 から直線で横に走 っている道路に突 き当たっておりま す。ここ
が現在インター線になって おりますので 、100メートルかそこら あるんじゃないか と思うん
ですけれど。
◎溝渕委員

これは海抜12メートルまでかさ 上げすることで、 空港との話でも心 配ないと

いうことで決定したという 認識でいいわけで すね。
◎市川消防政策課長
◎溝渕委員

はい 。

その辺は部長 、やはり心配は４ メートルという浸 水想定があるわけ ですが、

そんな心配があっておくれ たかなという。そ んなことでもない ですか。
◎野々村危機管理部長

お くれたのは工事の ステップごとにヘ リを運航する計画 、例えば 、

今だったら下から出します 。それがあの建物 は造成工事をして 、上に上屋を建て たときに
ヘリをどう運用するとか、 ヘリの格納庫を上 に上げたりすると きにどういう運用 の仕方を
するとか、細かい運用の仕 方を協議する部分 でかなり細かく詰 めたところで、そ ういう運
行面での協議に時間がかか ったということで ４カ月ほどおくれ ております。安全 面云々の
話では、全然ございません 。
◎溝渕委員

もちろん、そ の格納庫もその上 の部分でというこ とで、認識してい いんです

ね。
◎野々村危機管理部長
◎西内（健）委員

そ のとおりです。

災害対応型給油 所整備促進事業費 補助金が200万円までということです

けれど、過去の工事等で200万円までで大体間に合う ものでしょうか。
◎市川消防政策課長

ここ にも説明を載せて おりますけれども 、先ほどの３ペー ジに絵を

載せております。一番整備 されております発 電機が５キロボル トアンペアで電気 工事費込
みでも130万円ほどで整備ができて おります。そ れともう一つ、右側の縦型のボッ クスのよ
うなものが緊急可搬式ポン プで、直接これは バッテリーにより まして地下タンク から吸い
上げることができるもので す。これが大体70万円ほどですので 、この二つを同時 に整備し
たとしても事業費負担なし でできるレベルの 金額とさせていた だいております。
◎川井委員長

ほかにござ いませんか。

以上で危機管理部を終わ ります。
《健康政策部》
◎川井委員長

次に、健康 政策部について行 います。

最初に、議案について健 康政策部長の総括 説明を求めます。
なお、部長に対する質疑 は、各課長に対す る質疑とあわせて 行いたいと思いま すので、
御了承願います。
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また、報告事項のうち「 第２期日本一の健 康長寿県構想バー ジョン４について 」は、予
算議案の中であわせて説明 を受けることにし ますので、御了承 を願います。
◎山本健康政策部長

それ では総括説明をさ せていただきます 。

健康政策部の議案ですが、 一般会計の当初予 算及び補正予算と 条例その他議案６ 件とな
っております。
まず、お手元のＡ４判の 資料、平成27年度健康政策部当初予 算のポイントをご らんいた
だきたいと思います。
平成27年度の予算編成に当 たりましては資料 右上の基本的な考 え方にありますよ うに、
生涯を通じた県民の健康づ くりを推進すると ともに、県民が安 心して医療を受け られる環
境づくりに取り組むことで 、健やかで心豊か に暮らせる日本一 の健康長寿県を目 指すこと
として、現構想に掲げる平 成27年度末の目指す姿を達成するた め取り組みのさら なる強化
を図ったところです。
一般会計の予算総額です が、人件費を 除きまして約320億円となっており、平成26年度当
初比で約25億8,000万円、8.8％の増となっております。
増となった主な要因とし ては、医療介護の 総合的な確保、達 成のための事業に 要する経
費を支出するために 、
県が設置する 地域医療介護総合 確保基金の積立金 が約11億8,000万円
あります。それから後期高 齢者医療制度に係 る医療給付費の増 加や国保の制度改 正による
保険者支援制度の拡充に伴 う負担金の増とし て約７億1,000万円、難病法制定によ る対象疾
患の増に伴う医療扶助費の 増として約３億4,000万円などです。
予算体系ですが、日本一 の健康長寿県構想 に即した三つの柱 立てとしておりま す。それ
では２ページをお願いしま す。
２ページからは、この三つ の柱ごとに平成27年度に取り組みま す主な事業を記載 してお
りますが、そのうち、黒の 星印のついた事業 について説明させ ていただきます。
まず、一つ目の柱となり ます、県民みずか らが病気を予防し 、生涯健やかに暮 らせる県
づくりです。左上 の母子保健医療対 策の推進として 、
（ １）母体 管理の徹底の母体 管理支援
事業費では、分娩施設から 遠い地域に居住す る妊婦やその御家 族が分娩施設に近 い所で出
産まで待機できる体制を整 備するため、高知 医療センターに隣 接していますドナ ルド・マ
クドナルド・ハウスこうち と協議をして、常 時居室を提供でき る体制を整えてい ただける
ようになりましたので、そ のための運営費に 対し補助を行い、 安全安心な出産を 支援しま
す。
また、地域の特性に応じ た産前産後ケアサ ービスの提供体制 を構築するために 、産前産
後を支援する人材育成のた めの研修会の開催 や、産前産後ケア 促進のための地域 実践会議
を、アドバイザーを招聘し て圏域単位で実施 していきます。
次に（３）健やかな子供 の成長発達への支 援の②不妊治療費 助成事業費では、 既存の特
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定不妊治療の助成に加え、 男性の不妊治療に 対しても新たに助 成を始めることと しており
ます。
次にその下のがん対策の 推進として 、
（１）がん予防及び早期 発見の推進の①が ん検診受
診促進事業費では、働き盛 り世代や退職直後 の方にがん検診の 意義や重要性、検 診日程な
どの情報を確実に伝えるた め、市町村が行う40歳から62歳への健診の通知のほか 未受診者
への電話や郵送、訪問など による声かけなど の再勧奨の取り組 みの支援をより充 実させま
す。さらに、一度に複数の がん検診が受診で きるセット検診日 を拡大するととも に、乳が
ん、子宮頸がん検診を、土 曜日、日曜日に医 療機関でも実施で きるよう医師や看 護師の人
件費を支援するなど 、受診者の利便 性を高めることで さらなる受診率の 向上を目指します 。
次に右側の県民の健康づ くりの推進として 、
（ １）生活習慣病 予防対策の推進の ①働き盛
りの健康づくり総合啓発事 業費では、特定健 診の受診促進、た ばこ、高血圧対策 などの重
点課題について、啓発事業 を総合的に実施す るとともに生涯を 通じた健康づくり のための
啓発リーフレットを県内全 戸に配布し、特定 健診などの受診率 向上や生活習慣の 改善につ
なげていきたいと考えてい ます。
次に②健康づくり団体連 携促進事業費です 。地域の健康づく り団体の直接の声 かけは各
種検診の受診促進などに効 果的ですが、会員 の減少や高齢化に 伴いマンパワーの 結集が必
要となっていることから、 地域の健康づくり 団体などが連携し て住民の健康づく りのため
の活動などを拡大する取り 組みを行う市町村 に対して支援を行 っていきます。
次に④たばこ対策事業費 では、本県は若い 世代の喫煙率が高 く、禁煙対策が必 要となっ
ていますが、喫煙 期間が短いものや 喫煙本数の少ない ものは医療保険の 適用になりません 。
このため、保険適用要件を 満たさないものに 対して治療に要す る費用が保険適用 の場合と
同等になるように助成する こととし、若い世 代の禁煙治療を促 進していきたいと 考えてい
ます。
次に下の疾病対策の推進 として（２）難病 対策の推進の①難 病患者地域相談支 援事業費
です。難病の患者に対する 医療等に関する法 律がことし１月に 施行され、医療費 助成の対
象疾患が56疾患からこの夏には300疾患程度に拡大し 、
支援の対 象となる患者が大 幅に増加
しますことから、支援体制 の強化が急務とな っています。
このため、新たに難病相 談支援センターを 設置し、患者や御 家族が生活上の悩 みや不安
について気軽に相談できる ようにするととも に、患者同士の交 流や学習会、就労 支援を行
うなど支援体制の強化を図 ります。
続きまして３ページをお 願いします。
二つ目の柱、県民とともに 医療環境を守り育 てる体制づくりで す。左上の地域医 療体制
の確保として、
（３ ）在宅医療の推 進の①訪問看護体制 整備支援事業費で す。これ まで訪問
看護サービスが不足してい る中山間地域など への訪問看護師の 派遣調整や、不採 算となる
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遠隔地への訪問看護に出向 く訪問看護ステー ションに対する財 政支援などを行っ てきまし
たが、中山間地域などで継 続的に在宅医療を 提供するためには 訪問看護の提供体 制のさら
なる充実とともに、安定的 、継続的な訪問看 護師の確保や小児 に対応できる専門 性の高い
訪問看護師の育成が必要で す。
このため、来年度は高知 県立大学に寄附講 座を設置して、新 任訪問看護師等へ の研修に
よる継続的な育成スキーム を構築するととも に、研修期間中の 人件費を助成する ことで特
に中山間地域における訪問 看護を担う人材の 確保育成を図りた いと考えています 。
また、小児に対応可能な 訪問看護ステーシ ョンの数をふやす ため、看護協会か ら訪問看
護師を県外研修に派遣して 高いスキル及び指 導力を身につけさ せ、研修後、小児 の退院調
整から在宅療養までの総合 的なケアのコーデ ィネートを行うと ともに、県内各地 の拠点ス
テーションを訪問し、スキ ルアップを図る取 り組みを支援しま す。
あわせて②地域包括ケア システム構築事業 費では、在宅療養 患者の日々の情報 を医療介
護の関係者間で共有し効率 的なサービス提供 ができるよう、Ｉ ＣＴを利用した情 報共有シ
ステムの整備を支援するな ど、在宅療養がで きる環境整備を推 進していきます。
次に右上の医師等医療従 事者の確保育成と して、
（１）医師の 育成支援人材確保 の推進の
①医師確保対策事業費では 、医師養成奨学貸 付金の貸与を初め 、高知大学医学部 や聖マリ
アンナ医科大学、大阪医科 大学への寄附講座 の設置などにより 若手医師の確保を 図るとと
もに、高知大学医学部附属 病院や地域の中核 的な医療機関が行 う新たな専門医制 度を踏ま
えた研修プログラムの作成 、高知医療再生機 構による若手医師 や中堅医師の資格 取得や留
学などのキャリア形成に関 する支援など、今 後増加が見込まれ る奨学金を受給し た若手医
師の県内定着に引き続き取 り組みます。
次に（３）薬剤師確保対 策の①薬剤師確保 対策事業費です。 郡部を中心に薬剤 師が不足
しており、また県外の薬学 部へ進学した後、 半数以上の学生が 高知に戻っていな い状況が
あることから、来年度は県 内の求人情報を集 約、発信するため 高知県薬剤師会が 行うホー
ムページの整備や県外の大 学訪問、就職説明 会の開催などを支 援し、薬学生への 働きかけ
を強化したいと考えていま す。
次に４ページをお願いし ます。
三つ目の柱となります、県 民の安全と安心の 確保のための体制 づくりです。ペー ジ左上
の南海トラフ地震等災害対 策の推進として 、
（１ ）災害医療救護 体制の整備の①南 海地震関
連災害医療対策費です。災 害時医療救護計画 の見直しを踏まえ 、負傷者に近い場 所で行う
前方展開型の医療救護活動 をより強化するた めに、医療救護計 画の周知活動や地 域ごとの
行動計画の策定、医師向け の災害医療に関す る研修制度の創設 に取り組みます。
次に右上の（４）保健衛 生の体制強化の③ 広域火葬体制整備 事業費では、これ までの広
域火葬訓練の実施や研修会 の開催に加え、新 たに火葬場におけ る非常用自家発電 などの設
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備整備を支援し、災害時の 円滑な広域火葬体 制の整備推進を図 ります。
次に、平成26年度一般会計補正予算につい て御説明をします 。お手元の資料の ④とあり
ます議案説明書、補正予算 の42ページをお願いします。
今回の補正では、国の経済 対策補正予算に対 応してスプリンク ラー等整備事業費 補助金
を計上するほか、医療施設 耐震対策緊急促進 事業費補助金や国 民健康保険調整交 付金が当
初の事業見込みより減額と なった一方で、国 民健康保険保険基 盤安定負担金が増 額となっ
たことなどにより、全体で 約8,000万円の増額補正を お願いするもので す。
次に、条例その他議案に ついて御説明をし ます。お手元の資 料⑤、議案条例そ の他の表
紙をめくっていただいて、 目録をごらんいた だきたいと思いま す。健康政策部で すが、第
45号高知県手数料徴収条例 及び高知県食品衛 生法施行条例の一 部を改正する条例 議案、そ
れから、下がりまして第55号の高知県調理師 法関係手数料徴収 条例の一部を改正 する条例
議案から第58号の議案まで、それから次のペ ージの一番下です けれども、第78号高知県理
学療法士養成奨学金貸与条 例を廃止する条例 議案の６件です。
続きまして、部で所管し ます審議会の開催 状況についてです 。お手元のＡ４横 の平成26
年度各種審議会における審 議経過等一覧表を お願いします。
開催状況の一覧表ですが、 このうち、平成26年度12月定例会開催以降３月９日ま でに開
催された審議会は、それの ２ページの中ほど にありますように 、右端の欄、平成27年３月
と書いて下線を引いていま す高知県災害医療 対策本部会議など ５件です。お手元 の一覧表
に、各審議会の主な審議項 目、決定事項など を記載しています ので、御確認をお 願いしま
す。また各審議会の委員名 簿を資料の後ろに つけています。
最後に報告事項が３件ご ざいます。
まず、第２期日本一の健康 長寿県構想バージ ョン４についてで すが、日本一の健 康長寿
県構想はその実効性を高め るため毎年ＰＤＣ Ａサイクルによる 検証、見直しを行 っている
ところです。先月その検証 結果をもとに構想 の改定を行いバー ジョン４として取 りまとめ
ました。
二つ目が災害時医療救護 計画の改定につい てです。先月16日に開催されました 災害時医
療対策本部会議において、 前方展開型の医療 救護活動の考え方 を盛り込んだ計画 の改定案
を御承認いただきましたの で、その概要につ きまして報告をさ せていただきます 。
最後に国民健康保険の見 直しについてです が、先月12日に国民健康保険制度の 基盤強化
に関する国と地方の協議の 議論が取りまとめ られ、この取りま とめに基づいて関 連法案が
現在開会中の通常国会に提 出されましたので 、その概要につい て御報告をさせて いただき
ます。
それぞれ詳細につきまし ては担当課長から 御説明しますが、 日本一の健康長寿 県構想に
ついては、平成27年度当初予算と関連します ことから、健康長 寿政策課の予算議 案の説明
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に先立ち改定の報告をさせ ていただきますと ともに、各課長か らの説明に当たり まして、
適宜に構想を使って説明を させていただきま す。
説明は以上です。
〈健康長寿政策課〉
◎川井委員長

続いて、所 管課の説明を求め ます。

初めに、健康長寿政策課 の説明を求めます 。
◎植田健康長寿政策課長

それでは提出議案 につきまして御説 明をさせていただ きます。

当課からは平成27年度一般会計当初予算、 平成26年度一般会計補正予算の二つ の予算議
案と第55号議案高知県調理 師法関係手数料徴 収条例の一部を改 正する条例議案を 提出して
おります。
なお、冒頭、委員長から も御承認をいただ きましたので、報 告事項の第２期日 本一の健
康長寿県構想バージョン４ につきましては予 算議案の説明の中 であわせて御報告 をさせて
いただきます。
私からは、まず予算の説 明に先立ちまして 、この第２期構想 のバージョン４の 改定の経
緯とバージョンアップのポ イントを簡単に御 説明させていただ きます。お手元に は白黒の
第２期日本一の健康長寿県 構想バージョン４ の本編と、改定の ポイントを取りま とめまし
たカラー印刷のバージョン ４のポイントの２ 種類をお配りして おります。ここで は、カラ
ー印刷のバージョン４のポ イントを使って説 明をさせていただ き、白黒の印刷の 構想の本
編につきましては議案説明 の中で御説明をさ せていただきます 。
それでは、カラー印刷の バージョン４のポ イントの表紙をご らんください。中 央の白い
枠囲みにありますとおり、 第２期の日本一の 健康長寿県構想で は目指す姿の明確 化や県民
との成功イメージの共有、 県民ニーズへの対 応やＰＤＣＡサイ クルによる検証な ど、六つ
の視点で取り組みを進めて おります。
今回の改定に当たりまし ては、来年度が現 構想の最終年度と なりますことから 、個々の
取り組みの実効性をより高 め目指す姿へ到達 していくために 、もう１段 対策を強化すべく 、
先月、構想推進会議の場で 改定内容を決定し ました。
次に２ページをお開きく ださい。ここから ４ページまで、保 健、医療、福祉の 各分野の
バージョンアップのポイン トを掲載しており ます。２ページの 保健分野では、子 供のころ
からの健康的な生活習慣の 定着の促進やがん 対策の推進など４ 項目を、３ページ の医療分
野では、在宅療養ができる 環境整備の推進や 医師の育成支援、 人材確保の推進な ど４項目
を、また 、４ページの福祉 分野では 、高齢者が安心し て暮らせる支え合 いの地域づくりや 、
障害者が生き生きと暮らせ る地域づくりなど 大きく３項目に整 理しております。
また、５ページから12ページまでが各分野 の目指す姿とこれ までの成果、そし て今後の
取り組みの概要につきまし て掲載しておりま す。
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次に、13ページ以降には表紙にございまし た六つの視点に基 づきまして、地域 で活躍す
る人材の育成確保への取り 組みや、ともに支 え合う中山間対策 の強化に向けた取 り組み、
南海トラフ地震対策の加速 化と強化への取り 組みなどを掲載し ております。
今後はＰＲ用のパンフレ ットを作成して、 市町村や保健、医 療、福祉等の関係 団体の皆
様に配布するとともに、県 民の皆様にも広く 周知を図りながら 、官民協働で構想 の実現に
向けた取り組みを進めてま いります。
以上が、今回の構想の改 定の経緯とバージ ョンアップのポイ ントです。
次に、当課の平成27年度の当初予算につい て御説明をさせて いただきます。
お手元の資料の右肩に②と 書かれました、平 成27年２月議案説明書当初予算の91ページ
をお開きください。
一番上が当課でして 、平成27年度の当初予算額は27億6,400万円余で、対前年比 ７％の増
となっております。
まず、歳入ですが92ページをお開きくださ い。主なものにつ いて御説明をさせ ていただ
きます。
中段の８款使用料及び手数 料は、福祉保健所 等の庁舎におけま す目的外使用に係 る使用
料や、栄養士、調理師の免 許の交付に係る手 数料などです。
次の93ページの一番上の 健康福祉費補助金 とその下の健康福 祉費委託金は、健 康づくり
推進事業や厚生統計調査、 あるいは環境放射 能の水準調査など を実施するための 国からの
補助金と委託金です。
このページの下から二つ 目の２目県有建築 物南海トラフ地震 対策基金繰入や次 の94ペー
ジの一番上の５目グリーン ニューディール基 金繰入、そして一 番下の県債は、後 ほど歳出
で御説明をさせていただき ますが、幡多総合 庁舎の耐震改修工 事や保健衛生総合 庁舎の改
築工事に充当するものです 。
続きまして歳出予算を御 説明させていただ きますので95ページをごらんくださ い。
まず、４款健康福祉費の１ 項１目健康長寿政 策費です。このペ ージの最下段にご ざいま
す人件費は、部長、副部長 、当課の職員、そ して福祉保健所と 衛生研究所の職員 、計239
名分を計上しております。
次に96ページをお開きく ださい。右端の説 明の欄の２健康長 寿政策費には、保 健医療に
関する統計情報を管理し、 広くこうしたデー タを提供するシス テムの運用委託料 や日本一
の健康長寿県構想の印刷経 費などの事務費を 計上しております 。
次の３保健福祉総務費は 、各福祉保健所の 運営事務費や清掃 などの庁舎管理の ための経
費等です。また、この保健 福祉総務費のうち 上から三つ目の設 計等委託料は、幡 多総合庁
舎の車庫改修などに係るも ので、その下の耐 震改修等工事監理 委託料は、本年度 から着手
しております幡多総合庁舎 耐震改修工事につ きまして施工管理 を委託するもので す。
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次の耐震改修等工事請負 費は、幡多総合庁 舎の耐震改修工事 や車庫改修などに 要するも
のです。
続きまして、このページ の最下段から97ページにかけての４ 地域保健推進事業 費は、県
や市町村の保健師を育成し ていくための研修 会の開催等に要す る経費です。
続きまして97ページの２項１目保健衛生費 です。右端の説明 欄の中段、健康づ くり推進
事業費から次のページにか けての歯科保健事 業費につきまして は、別冊の白黒で 印刷をし
ております、日本一の健康 長寿県構想の本編 を用いて説明させ ていただきます。 お手数で
すが白黒の日本一の健康長 寿県構想第２期バ ージョン４、厚い 資料のほうですが 、その26
ページをお開きください。
まず、高血圧対策の推進 です。本県では働 き盛りの男性が、 脳血管疾患や心疾 患などで
死亡する割合が全国と比べ て高く、左上の現 状の欄にございま すように、壮年期 の男性の
死因の第１位は生活習慣病 であり、そのリス ク要因の大きな一 つが高血圧となっ ておりま
す。
また、その右側には、県 民の血圧測定に関 する平成25年度の県民世論調査の結 果を載せ
ておりますが、高血圧の治 療中であるにもか かわらず家庭血圧 を測定していない 人、また
は血圧値を医師に伝えてい ない方が２割もい ました。
こうしたことを踏まえま して、左下の取り 組みの欄のとおり 、今年度から家庭 血圧の測
定頻度を上げることや、血 圧の測定値を医師 に伝える人がふえ るよう、数値目標 を設定し
て取り組みを進めておりま す。
来年度は、さらにこうし た取り組みに加え まして、右下の平 成27年度の取り組み欄の中
に○
新 とございますように、職場に おけます高血圧対 策を進めるため、協会け んぽと連携し
て、事業所への出前講座や 事業所内で健康づ くりの核となる健 康保健委員を対象 とした研
修会などを開催してまいり ます。
また、こうした取り組み とあわせて、働き 盛り世代の健康づ くりに向けて、正 しい生活
習慣を促す特定健診の受診 勧奨も強化してま いります。
次の27ページをごらんく ださい。左上の現 状の欄のグラフの とおり、特定健診 の受診率
は、平成20年から比べますと受診率は向上し 、ほぼ全国平均に 追いついたところ ですが、
ここ２年はやや伸び悩んで おるところです。
このため、右下の平成27年度の取り組みの欄の 中に ○
新 とございますように、がん検診の
個別通知とあわせまして特 定健診の案内も同 封し、がん検診と セットで受診して いただけ
るよう、通知によ る勧奨の工夫をし てまいります 。また 、こうした個別 通知に加えまして 、
地域において周囲からの声 かけも効果的であ ると考えておりま す。
次の28ページをお開きく ださい。現在も特 定健診やがん検診 の受診勧奨、高血 圧やたば
こ対策の啓発などにおきま して、食生活改善 推進員や健康づく り婦人会など、地 域に根ざ
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した健康づくり団体の皆様 から直接の声かけ をしていただいて おりますが、右上 の課題の
欄にもございますように、 会員の減少や高齢 化が進んでおりま すことから、こう したボラ
ンティアの皆様のマンパワ ーの結集が必要と 考えております。
そのため、右下の平成27年度の取り組みの中に ○
新 とございますよう に、健康づくり団体
の活性化に向けた支援とし て、新たに地域内 の各健康づくり団 体が一緒になって 受診勧奨
ための個別訪問や健康づく りのためのイベン ト活動などを行う ことに対して補助 をするこ
とにしております。
次に33ページをお開きく ださい。ここには 、よさこい健康プ ラン21に基づく施策を掲載
しておりますが、左下に掲 載しておりますと おり、重点的な取 り組みとしては、 一つは先
ほど御説明した、壮年期の 生活習慣病による 死亡の減少であり 、もう一つが子供 のころか
らの健康的な生活習慣定着 の推進です。
次の34ページをお開きく ださい。生涯を通 じた県民の健康づ くりを進めるため には、何
よりも子供のころから健康 に関する知識を習 得し実践する力を 身につけてもらう ことが重
要であると考えております 。
このため、今年度からは 小学生から高校生 までの全学年で、 それぞれの発達段 階にあわ
せた副読本等を作成し、全 ての学年で健康教 育を進めておりま す。そして、来年 度からは
さらに、学校における健康 教育を徹底してい くため、左下の今 後の取り組みの欄 の下から
二つ目の黒い四角に記載し ておりますように 、教育委員会とも 連携しながら、全 ての小中
高等学校におきまして健康 教育を学校経営計 画に位置づけた上 で、教員を対象と した研修
を充実するとともに、体育 ・健康アドバイザ ーや指導主事の指 導、助言等を通じ て、各学
校で取り組む健康教育の支 援を行ってまいり ます。
あわせまして、右側の欄の上 から二つ目の ○
拡 と打ってありますよう に、就学前の子供た
ちが基本的な生活習慣を身 につけられるよう 、その保護者等に 対して保育所など で学習会
を行うといった取り組みも 進めてまいります 。
次に35ページをごらんく ださい。壮年期死 亡における大きな リスク要因の一つ であるた
ばこ対策につきましては、 右上の課題の欄に ございますように 、禁煙対策、受動 喫煙防止
対策、そして教育現場にお ける防煙対策の三 つを柱に引き続き 取り組みを進めて まいりま
す。
平成27年度の新たな取り 組みとしては、右 下の欄の中の ○
新 のところにございます よう
に、現在 、医療保険の適用 要件を満たさない 方、1日の喫煙本数 に喫煙年数を乗じ た場合に
200本に満たない方ですが、主にそういった若 い世代の方が保険 の適用となってお りません
が、こうした方々にも若い ときから禁煙して いただけるよう治 療費の一部を助成 してまい
ります。
また、こうした助成制度 の創設とあわせま して、より多くの 喫煙者が禁煙の成 功率の高
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い禁煙治療に取り組んでい ただけるようマス メディア等を活用 しながら、しっか りと啓発
も行ってまいります。
次に、37ページをお開きください。歯科保 健対策の推進では 、現在も左下の取 り組みの
欄に掲載しておりますよう に、
一つ 目がフッ素洗口の 普及等を通じた子 供の虫歯予防対策 、
二つ目が血管病にも深くか かわる歯周病の予 防対策、三つ目が 高齢者の誤嚥性肺 炎の予防
を初め、通院ができない方 への在宅歯科診療 の推進に取り組ん でおります。
そして、平成27年度の取り組みとしては、右側の欄の うち ○
新 と印のついた一番下の項目
のとおり、平成28年度が目標年次となってお ります歯と口の健 康づくり基本計画 の改定に
向けまして、高知県歯科医 師会等の御協力も いただきながら実 態調査を行うこと としてお
ります。
また、新たな取り組みと しては、歯科と医 科との連携を進め 、産科医療機関が 開催する
妊婦教室におきまして歯科 医師による歯周病 予防などに関する 出前講座を開催す るととも
に、がん患者の疼痛緩和に 向けた取り組みや 在宅患者への訪問 歯科診療を進めて いくため
に、医師、歯科医師を初め とする多職種が一 緒になった研修会 の実施、さらには 、在宅歯
科医療を担う歯科衛生士等 の人材育成のため の実技研修などを 行ってまいります 。
次に38ページをお開きく ださい。働き盛り の健康づくりに向 けた総合啓発では 、本年度
に引き続きまして、来年度 もマスメディア等 を活用しながら高 血圧やたばこ対策 、特定健
診の受診勧奨について相乗 効果を発揮できる よう一体的な啓発 を行ってまいりま す。
また、右下の平成27年度の取り組みの欄のうち、一つ 目の ○
新 の印のところにありますよ
うに、来年度は、県民の皆 様に乳幼児期から 高齢期まで、それ ぞれのライフステ ージに応
じて取り組んでいただきた い健康づくりのポ イントをグラフな ども使ってわかり やすくお
示しし、受診行動や生活習 慣の改善につなげ ていただけるよう 、生涯を通じた健 康づくり
のためのリーフレットを作 成し県内の各家庭 に配布する予定で す。
次にお手元の資料の右肩 に②と書かれまし た、議案説明書（ 当初予算）にお戻 りいただ
けますでしょうか。
99ページですが、右側の 説明欄の中段に記 載しております３ の厚生統計費は、 国から委
託されております国民生活 基礎調査などの統 計調査に要する経 費でして、その下 の４衛生
研究所運営費は、衛生研究 所における検査や 研究に要する経費 と保健衛生総合庁 舎の維持
管理に要する経費などとな っております。
最下段から次の100ページにかけての保健衛生総合 庁舎整備事業費は 、本年度の６月と
12月の当委員会におきまし ても改築工事の概 要とスケジュール を御説明したとこ ろです
が、今月20日が工期となっておりま す実施設計等につ きましても完了の めどが立ちまして 、
新年度早々には改築工事の 入札手続を開始し 、次の６月県議会 に契約議案を上程 し本体工
事に着手したいと考えてお るところです。
- 40 -

続いて、101ページの債務負担行為をごらんく ださい。この保 健衛生総合庁舎の 本体工事
につきましては、平成27年度に工事を着手し 、完成が平成30年度末になるスケジ ュールで
して、そのための債務負担 行為をお願いする ものです。なお、 改築工事の本体で は、ここ
に掲載しております債務負 担行為額と 、
100ページに掲載してお りました平成27年度予算額
約３億円を合わせまして約39億円を見込んで おりまして、また 、12月議会で御承認をいた
だき現在入札公告中の既存 駐車場の解体など の準備工事、今後 予定しております 埋蔵文化
財の調査、検査機器等の備 品購入、引っ越し などの経費を含め ますと現時点では 総額45億
円を見込んでおるところで す。
以上が、当課の平成27年度の当初予算案で す。
続きまして、平成26年度の補正予算につい て御説明をさせて いただきます。
お手元の資料のうち右肩に ④と書かれました 、議案説明書（補 正予算）の43ページをお
開きいただけますでしょう か。
まず、歳入予算ですが、 この後御説明しま す歳出予算の減額 等に伴うものでし て、９款
国庫支出金や12款繰入金の減額などです。
続きまして44ページをごらんください。歳 出予算につきまし て右端の説明欄に 従って説
明をさせていただきます。
まず、一番上の１健康長寿 政策費300万円の減額は、各福祉保健所で雇 用しております
障害者雇用の非常勤職員の 報酬単価が当初の 見込みを下回った ために減額するも ので、次
の２保健福祉総務費のうち 測量登記委託料115万9,000円の減額は、安芸市内にあ ります旧
職員住宅の土地の処分に係 る測量経費ですが 、入札不調により12月議会で平成27年度への
繰り越しを御承認いただき ました安芸総合庁 舎の新庁舎北側に 整備します２階建 て駐車場
等の整備工事に係る資材置 き場として使用す る必要がございま すため、当該土地 の処分を
先延ばしにしたことによる ものです。
一つ飛ばして、耐震 改修等工事請負費900万円の減額は、中央 西福祉保健所の空 調改修工
事の入札残で、次の２ 項１目保健衛生費 の１健康づくり推 進事業費900万円の減額は、国庫
補助事業であります健康増 進事業費補助金に ついて、市町村が 実施する肝炎検査 等に要す
る経費におきまして 、
幾つかの市町 村において受診者 の見込み数が過大 となっていたため 、
実績の見込み額にあわせて 減額しようとする ものです。
その下の歯科保健事業費400万円の減額は、在宅歯科診療に取 り組む歯科医院が ポータブ
ルレントゲンなどの機器購 入を行うことに対 して補助する在宅 歯科診療設備整備 事業費補
助金におきまして、各歯科 医院が機器を購入 した際、当初の見 込みよりも安価に 購入でき
たことによるものです。
続きまして、繰越明許費 について御説明を させていただきま すので、46ページをお開き
ください。まず、上の保健 福祉総務費は、幡 多総合庁舎の耐震 等改修工事に係る もので、
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工事着手後、地下 のピット内にたま っておりましたオ イルを除去する必 要が生じたことや 、
地下倉庫の湿気対策のため に高床式にする必 要が生じたため、 その工法の検討に 時間を要
し、主体、電気、機械設備 の各工事の工程に 影響が生じ、本年 度に予定しており ました出
来高まで上がらないことか らその分を繰り越 すものです。なお 、このことにより まして、
当該耐震改修工事の完了を 本年８月に予定し ておりましたが、 現時点で若干工期 の延長が
必要になると考えておると ころです。
次に、衛生研究所運 営費です。12月議会におきまして 、補正予算と繰 り越しの御承認をい
ただきま した保 健衛生 総合庁 舎の 改築に 係る駐 車場等 の解体 等に係 る経費 ２億334万6,000
円に加えまして、万が 一を考え、工 期が３月20日になっております大建 設計と西尾設計のＪ
Ｖに委託 してお ります 実施設 計等5,140万4,000円につ きまし ても追 加で繰 り越し の手続を
お願いするものです。これは先ほど平成27年度の当初予算 でも御説明しまし たとおり、現在
予定どおりに完了するめど が立っておるとこ ろです。
以上が、平成26年度の補正予算についての 御説明です。
続きまして、第55号議案、高知県調理師法 関係手数料徴収条 例の一部を改正す る条例議
案について御説明させてい ただきます。お手 元の資料のうち、 右肩に⑤と書かれ ました議
案（条例その他）の38ページをお開きくださ い。
この条例議案は、昨年５ 月に成立した第４ 次の分権一括法の 施行によりまして 、調理師
養成施設の指定等の権限が 国から都道府県に 移譲されるといっ た調理師法の一部 改正に伴
いまして、高知県調理師法 関係手数料徴収条 例におきまして、 調理師法を引用し ている規
定の条文を整理するもので す。
以上で、健康長寿政策課 の議案説明を終わ ります。
◎川井委員長

質疑を行い ます。
（な

◎川井委員長

し）

質疑を終わ ります。
〈医療政策課〉

◎川井委員長

次に、医療 政策課の説明を求 めます。

◎川内医療政策課長

当課 からは、平成27年度一般会計予算案 と平成26年度一般会計補正

予算案のほか条例議案３本 の御審議をお願い します。
まず、お手元の右肩②の 議案説明書（当初 予算）の102ページをお願いします。
まず、歳入です。健康福祉 負担金ですが、救 急医療広域災害情 報システムの運営 に要す
る市町村負担金と高知県・ 高知市病院企業団 へ派遣している職 員の人件費11名分に対して
病院企業団から負担金とし て受け入れるもの です。
次の健康福祉使用料は幡 多看護専門学校の 授業料や庁舎の使 用料、また、健康 福祉手数
料は准看護師試験や免許登 録に係る手数料や 幡多看護専門学校 の入学手数料とな っており
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ます。
そのほか、次の103ページは国庫補助金や 基金の利子収入 、基金からの 繰入金など 、後ほ
ど御説明します歳出の特定 財源となるもので す。
貸付金元利収入は、看護 師養成奨学金等の 償還金や病院企業 団への貸し付けに 係る元金
及び利子の償還として受け 入れるものです。
次に歳出につい て御説明しま す。１枚おめ くりいただき まして、105ページをお願いしま
す。歳出予算額は50億9,718万8,000円で、平成26年度当初予算と比較 しますと約10億6,000
万円の増額となっておりま す。増額分の主な 内訳は、地域医療 介護総合確保基金 積立金約
11億円、医療介護 連携情報シス テム整備事業 費補助金約7,000万円、看護師 等養成所施設等
整備事業費補助金約6,000万円などです。
減額分の主な内訳は、ま ず、救急医療広域 災害情報システム の改修事業の終了 で約１億
8,000万円、そして、医療施設耐震 対策緊急促進事業 費補助金の減が約 １億2,000万円、高
知県・高知市病院企業団負 担金の減が約２億7,000万円などです。
次に105ページの下段から106ページにかけての説明欄で御説 明します。
まず、人件費は本課及び幡 多看護専門学校の 職員29名の人件費です。
次の医療政策総務費は、本 課の事務費などで す。
その次から107ページにかけての ３保健医療計画推 進事業費ですが 、高知県医療 審議会や
第６期高知県保健医療計画 を推進するための 各疾病別の検討会 議などの開催経費 及び地域
や疾病ごとの医療連携体制 の構築にかかる経 費、さらに在宅医 療等の医療提供体 制の強化
に関する事業に必要な経費 です。
具体的には、日本一の長 寿県構想の本体資 料で御説明をさせ ていただきますの で、長寿
県構想の冊子の52ページをお願いします。
左上に、ア病気に応じた医 療連携体制の構築 と書いてある資料 です。こちらの右 側の下
段にあります平成27年度の取り組みをごらん ください。
まず、医療連携体制の構築 では、医療法の改 正によりまして2025年に向けた医療提供体
制のあるべき姿を示す地域 医療構想を来年度 に策定するための 経費を新たに計上 しており
ます。
また、脳卒中の医療連携 体制における維持 期の関係機関から 回復期の関係機関 への医療
情報をフィードバックする 仕組みづくりにつ いて、対象地域を 拡大します。
また、平成25年度に策定した保健医療計画 の地域アクション プランに基づきま して、各
福祉保健所において課題解 決に向けた取り組 みを行います。
次の53ページをお願いし ます。在宅医療の 推進です。
右下の平成27年度の取り組みですが、まず、 在宅医療について 、県民や医療関係 者の理
解を深めるための取り組み として、医療、介 護、福祉等の関係 者の連携強化と県 民への啓
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発を目的としたフォーラム の開催などを行い ます。
また、在宅医療を選択で きる環境を整える 取り組みとして、 地域の医療、介護 関係者が
在宅療養患者の情報を共有 できるシステムの 整備を支援します とともに、訪問看 護提供体
制の整備を進めてまいりま す。
訪問看護につきましては 、具体的には次の54ページをお願い します。
上段の、本県における訪問 看護の減少、また 右側にございます 課題に掲げてあり ます問
題の解決に向けまして 、右下に掲げてお ります新規事業 、拡充事業を実 施してまいります 。
まず、部長からの総括説 明でも説明したよ うに、中山間地域 における訪問看護 師不足へ
の対応として、県立大学看 護学部に寄附講座 を設置して新任訪 問看護師への研修 を実施す
るとともに、研修期間の人 件費を訪問看護ス テーションに対し て支援します。
次の、小児に対応できる 訪問看護師の指導 者を育成するため の研修費用などに 助成をし
まして、小児訪問看護体制 の強化に向けた取 り組みを支援しま す。
さらに、中山間地域等の 不採算な地域への 訪問看護に対する 助成を、本年度か ら改正を
しましたけれども、来年度 からは対象地域を 拡大するとともに 訪問看護を行う医 療機関も
対象施設に追加をします。
次に、議案説明書②、当 初予算にお戻りい ただきまして107ページをお願いします。
中ほどの４救急医療対策費 です。こちらは、 あわせまして長寿 県構想の57ページをお願
いします。
57ページの右側にござい ます、平成27年度の取り組みですが 、まず、本年度に 引き続き
まして、救急医療機関 の機能維持のため 、休日夜間の 医療提供体制や三 次救急医療の確保 、
救急医療機関の適切な受診 に向けた啓発や小 児救急電話相談な どの県民自身の急 病時の対
応への支援を行ってまいり ます。
続きまして、構想の58ページの右側をお願 いします。
二つ目の、拡充と記載をし ておりますところ ですが、本年度に 救急医療・広域災 害情報
システム、こうち医療ネッ トの改修を行って まいりました。こ の改修では、県内 の全ての
救急車へのタブレット端末 の配置などにより まして、救急車の 搬送実績情報や救 急車内の
傷病者情報を医療機関と救 急隊で情報共有す る仕組みを新たに 取り入れるもので す。
また、現在、高知医療再 生機構が安芸市、 室戸市で運用して おります動画伝送 システム
を全消防本部への拡充など 、４月からこうい った新たな仕組み の運用を開始をし ます。
また、救急医療協議会や 救急医療体制検討 専門委員会等にお いて、二次及び三 次救急医
療機関間の連携体制につい て引き続き検討を 行いますとともに 、
全ての 二次救急医療機関 、
三次救急医療機関が意見交 換を行う場を設け ることにしており ます。
その下段のドクターヘリ です。こちら は議案説明書108ページに移ります。ドク ターヘリ
運航事業費補助金として、 運航に係る経費や 搭乗する医師、看 護師の人件費など を引き続
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き高知医療センターに助成 してまいります。
また、ドクターヘリによ る患者受け入れ病 院に対して、ドク ターヘリとの交信 を行うた
めの必要な無線設備の整備 を支援します。こ れは高知大学医学 部附属病院です。
本年度のドクターヘリの 出動実績ですが 、本年１月 末までの10カ月間で446件となってお
ります。年度末ま では、昨 年と大体同様の水 準ですので 、昨年の年間524件程度になるので
はないかと思われます。
次に、同じく108ページから109ページにかけての６災害医療 救護体制整備事業 費です。
南海トラフ地震等の災害時 に、適切かつ迅速 な医療救護活動を 行うため、必要な 災害医療
救護体制の整備等や病院の 耐震整備等を図る ものです。
長寿県構想につきまして は、118ページをお願いします。頭に 災害時の医療救護 体制の強
化と記載をしているページ です。右側上段に ありますように、 医療機関などの災 害対応力
の向上や迅速で適切な医療 救護活動を行うた めの体制整備など の課題に対応する ため、中
段の右側、新たな 取り組み（対策）などに記載をして おります事業を実 施してまいります 。
具体的には、本年度新た に災害拠点病院の 指定を受けた２施 設に防災行政無線 を整備す
るほか、災害時医 療救護計画の見直 しを踏まえて前方 展開型の医療救護 体制の構築として 、
その考え方の周知活動や地 域ごとの行動計画 の策定、また、災 害医療に関する研 修制度の
創設などを行ってまいりま す。
また、提供できる医療の 充実に向けまして 、高知県総合保健 協会の検診車を医 療救護活
動にも対応できるようにす るための車両等の 整備に対して助成 を行いますほか、 総合防災
拠点での医療救護活動を支 援する資機材を整 備します。
災害医療につきましては 、議案の後に報告 事項で災害時医療 救護計画の見直し について
詳細を御説明させていただ きます。
次に、議案説明書②に戻 っていただきまし て、109ページから110ページにかけての看護
の人づくり事業です。看護 職員の資質向上を 図る事業に係る経 費や准看護師試験 の実施に
要する経費、また、看護職 員確保対策のため の事業費や幡多看 護専門学校の運営 費、看護
師等養成所の運営や施設等 の整備に対する助 成などです。
長寿県構想のほうで具体 を説明させていた だきますので50ページをお願いしま す。
看護職員の確保対策の推進 と冒頭に書いてあ る部分です。右側 の平成27年度の取り組み
として、医療機関での勤務 環境の改善に向け た取り組みを促進 するためにアドバ イザーを
派遣します就業環境改善相 談・指導者派遣事 業や、看護職員等 の離職防止、再就 職の促進
を図るため院内保育所運営 支援事業等に取り 組んでまいります 。
また、看護師等養成 奨学金貸付では 、本年度は新規 の貸与者が67名に増加をしましたが 、
引き続き、
養成所 での事業の説明会 や貸与者に対する フォローアップを 行ってまいります 。
さらに、ナースセンター 事業の強化として 本年10月に法改正によりまして、看 護職員が
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職場を退職した際にナース センターへの届け 出が努力義務化さ れることに伴いま して、従
来から実施をしている潜在 看護職員の復職支 援事業を統合して 、潜在看護職員の 把握から
復職支援までを一本化して 事業効果を高める ことと、現在は中 央部で実施をして いるハロ
ーワークでの臨時相談を安 芸、幡多地域でも 実施をする予定で す。
そのほか、新規事業とし て、周産期医療従 事者の資質向上を 図るために中堅助 産師を対
象とした研修を行いますと ともに、従来の糖 尿病研修を見直し て、血管系疾患を 対象とし
た研修を行う予定です。こ れら新たな研修と ともに、これまで 取り組んできまし た研修も
引き続き実施して看護職員 の資質向上を図っ てまいります。
次に議案説明書の111ページをお願いします。
８の移植医療推進事業費で す。県民の臓器移 植に関する理解を 深めるため高知県 腎バン
ク協会に対して臓器移植コ ーディネーターの 設置及び活動費を 助成するほか、臓 器及び骨
髄移植に関する正しい知識 の普及啓発の活動 経費です。
その下の９地域医療介護 総合確保基金積立 金は、平成27年度の事業で、さきの12月議会
で設置をお認めいただきま した地域医療介護 総合確保基金を財 源として見込んで いる事業
へ充当するため、相当する 額を積み立てるた めの予算です。
平成27年度は、医療分野 に加えまして介護 分野の事業におい ても当該基金が充 当可能と
なることから、地域福祉部 等で実施をする事 業を含めた全ての 事業に充当する基 金額を当
課で取りまとめて積み立て るものです。
続きまして、その下の高 知医療センター運 営支援事業費です 。一般給与費は当 課所属で
病院企業団に派遣されてい る職員11名の給与費です。
企業団負担金は、医療セ ンターの施設設備 整備の起債の償還 及び救命救急セン ターや総
合周産期母子医療センター 等の運営費、医療 センターの職員の 研修経費などに対 する負担
金です。原則として、国が 示す繰出基準に基 づき高知市と２分 の１ずつ負担をし ているも
のです。
次に、債務負担行為をお 願いします。113ページになります。
看護師等養成奨学貸付及び 助産師緊急確保対 策奨学貸付は、そ れぞれ将来指定医 療機関
や県内で勤務する意思のあ る学生への奨学金 です。就学期間に 応じた貸付期間と なります
ので債務負担をお願いする ものです。
次に688ページから689ページまでに、これ までに債務負担行 為の承認をいただ いており
ますものの、これまでの支 出と平成27年度以降の支出予定額を 記載しております 。以上が
平成27年度当初予算です。
続きまして、平成26年度一般会計補正予算 の御説明をさせて いただきます。議 案説明資
料④、（補正予算 ）の47ページをお願いします。
まず歳入ですが、後ほど歳 出において御説明 する諸事業の減額 に伴います国庫補 助金の
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減額です。
医療施設耐震化臨時特例 基金の運用益です が、こちらは会計 管理課で一括運用 しており
ますが増額する見込みとな っております。
地域医療再生臨時特例基 金繰入及び地域医 療介護総合確保基 金繰入の減につき まして
は、それに係る事業の減額 によるものです。
医療施設耐震化臨時特例 基金繰入は、基金 の解散に伴いまし て、国へ返納する ために全
額を取り崩すものです。
次に歳出につきまして、49ページからお願 いします。
まず、説明欄の１医療政策 医師確保総務費で すが、国庫支出金 精算返納金は、平 成25年
度に当課が受け入れた国庫 補助金の受け入れ 超過額を国へ返納 するものです。ま た、医療
施設耐震化臨時特例基金が 解散することに伴 いまして、残額を 国庫へ返納するこ とになっ
たことで、不足する予算を 計上しております 。
次に２保健医療計画推進 事業費です。事務 費の減額は、医療 計画に定める主な 疾病ごと
の医療体制検討会議の開催 回数が見込みより 少なかったため報 償費で不用が発生 したもの
です。
次の救急医療対策費の輪 番制小児救急勤務 医支援事業費補助 金、続きまして50ページの
小児救急トリアージ担当看 護師設置支援事業 費補助金は、当初 の見込みに対して 病院の申
請件数が下回ったためです 。
また、事務費の減は、本 年度、高知医療ネ ットの改修で医療 機械を設置する機 器整備と
して計上していた備品購入 費で、入札残が生 じたものです。
続きまして、４のドクタ ーヘリ運航事業費 ですが、こちらは 国の補助基準額が 上がる見
込みを立てまして予算計上 をしておりました が、最終的に補助 基準額が増額とな らなかっ
たため不用となる額を減額 するものです。
次の災害医療救護体制整 備事業ですが、災 害拠点病院等医療 救護体制強化事業 費補助金
につきましては、国の日本ＤＭＡＴ 隊員養成研修の本 県受講枠が年度後 半に集中したため 、
ＤＭＡＴの資機材整備に対 する申請の時間猶 予がなくなりまし て補助対象件数が 減少した
ためです。
次の診療情報保全基盤整 備事業費補助金に つきましては、シ ステム構築に時間 を要した
ことに伴い運用管理期間が 短くなり 、
そのため保守経 費が減額されたこ とによるものです 。
次の医療機関等災害対策 強化事業費補助金 は、事業を実施す る医療機関が見込 みを下回
ったことによるものです。
次の医療施設耐震診断等 支援事業費補助金 、医療施設耐震化 促進事業費補助金 、医療施
設耐震対策緊急促進事業費 補助金の三つにつ きましては、本年 度予定していた事 業者が事
業の実施を来年度に延期を したこと、また、 経済的な理由など により本年度の事 業実施を
- 47 -

見送ったことなどによるも のです。
次の医療施設耐震整備事 業費補助金は、入 札減による不用で す。
その次のスプリンクラー 等整備事業費補助 金につきましては 、国の本年度補正 予算に対
応して県としても予算化を するものですが、 年度内の執行が見 込めないため、予 算を全額
繰り越して平成27年度に執行する予定です。
次の事務費の減につきま しては、医療機関 の災害対応力の向 上を図るために、 医療機関
が災害対策の検討をするた めの講習会や勉強 会へ専門家を派遣 する事業において 依頼件数
が見込みを下回ったことに よる報償費の減で す。
次の51ページまでにかけ ての看護の人づく り事業ですが、新 人看護職員研修事 業費補助
金は、当初の見込みよりも 研修を実施する病 院が下回ったこと によるものです。
次の看護師等養成所施設 等整備事業費補助 金は、当初の見込 みに比べて対象と なる施設
整備面積が減少したことに よるものです。
事務費の減は、幡多看護 専門学校において 、専任教員養成講 習会に教員を派遣 する際の
代替職員の公募において応 募がなかったため 賃金、共済費を減 額するものです。
次の医療施設耐震化臨時 特例基金積立金は 、利子収入の増と 平成25年度に実施した補助
事業での消費税の仕入れ控 除分の返還の積み 戻しです。
次の医療センター運営支 援事業費ですが、 企業債利息の償還 金や医療センター 本館の耐
震機能を確認するための応 答解析に係る経費 が当初の見込みを 下回ったことによ るもので
す。
次の52ページをお願いし ます。事業費の繰 り越しです。
災害医療救護体制整備事業 費につきましては 、先ほどのスプリ ンクラー等整備事 業費補
助金です。こちらは、国か らの交付決定が翌 年度になる予定で して、本年度の執 行が困難
になったことによるもので す。
以上が、補正予算です。
続きまして、条例議案の 御説明をさせてい ただきます。右肩 ⑥の議案説明書条 例その他
の７ページをお願いします 。第56号議案、高知県看護師等養成 奨学金貸付け及び 高知県助
産師緊急確保対策奨学金貸 付け条例の一部を 改正する条例議案 です。
この条例は、先ほど健康 長寿政策課でも説 明したとおり、地 方分権第４次一括 法の施行
によりまして、保健師助産 師看護師法の一部 改正によって養成 所の指定権限が厚 生労働大
臣から都道府県知事に移譲 されることに伴い 、関係条例につい て必要な改正をす るもので
す。本県において は、保健 師助産師の養成所 はございませんが 、看護師 養成所が現在５校 、
准看護師養成所が２校ござ います。これ までは、准看 護師養成所のみが 知事権限でしたが 、
今後は看護師養成所も知事 権限になることか ら関係する文言の 改正をするもので す。
次に、順序が前後します が、第78号議案の高知県理学療法士 養成奨学金貸与条 例を廃止
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する条例議案です。15ページをお願いします 。
本条例も、先ほどの条例と 同様に根拠法令の 引用規定の整理が 必要となっており ますけ
れども、本条例は、昭和48年に制定後の一時 期を除いて奨学金 の執行がなされて おりませ
ん。また、本県の理学 療法士の状況も 、常勤換算で、平成17年は県内に514人の理学療法士
が従事しておりましたが、 平成25年度には1,073人とほぼ倍増しており ます。
また、人口10万人当たりの理学療法士 の従事者数が全国 で１位、100床当たりの従事者数
も全国１位です。また、本 県内には理学療法 士の養成施設が３ 校ございまして、 毎年100
名ほどが県内の医療機関に 就職しておりまし て、今後も増加す る見通しです。ま た、人口
10万人当たりの養成所の定 員数は全国第４位 という状況です。
こういった状況を勘案し て、理学療法士の 確保を目的とした 本奨学金制度は、 この際廃
止した上で、今後の受給状 況等を把握してい きたいと考えてお りますので、今般 、条例の
廃止条例案を提出させてい ただきました。
最後に第57号議案、高知県医療施設耐震化 臨時特例基金条例 の一部を改正する 条例議案
につきましては、企画監豊 永から説明します 。
◎豊永医療政策課企画監

同じ議案説明資料 の７ページにお戻 りください。

この議案改正につきまして は、条例に基づい て実施してまいり ました基金事業が 平成26
年度をもちまして完了する 見込みとなりまし たため、改めて基 金の解散期日を定 めようと
するものです。
123ページをお開きください。新 旧対照表です。
附則の第２項につきまして 、見出しを残高の 処理からこの条例 の執行等に、また 、本文
の「この条例の廃止の際に 」を、
「 この条例は平成27年度３月31日に限りその効力を失う 」
に改めるものです。
今回、条例の廃止とせず 一部改正としたの は、事業自体が本 年度をもって完了 となり、
基金残額を全額国に返納す ることになります けれども、返納日 が次年度になる見 込みであ
ることから、その根拠とな る条例を残してお く必要があるとの 判断によるもので す。
以上で、医療政策課の説 明を終わります。
◎川井委員長
◎田村委員

質疑を行い ます。
ちょっと教え てもらいたいです が。医師が少ない 、看護師も少ない 、とにか

く在宅に出していくという ことで、その構想 を受けて、長寿県 構想の53ページに在宅医療
の推進とありますね。在宅 医療の推進をして いくのに、地域と か、住民の皆さん はきちん
とそういう在宅医療という システムがあるん ですよということ が、なかなかスト ンと入っ
てこない。悪くなったら病 院というイメージ があるので、訪問 看護も訪問医療も 、まだ理
解してないということがあ る。今後のこの取 り組みの中で、自 分らもちょっと不 勉強でわ
かりませんけれども、看護 師が初診をするこ とも、このシステ ムでいくとできる のか。今
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までは医師の指示を看護師 が受けて治療する というのが普通。 それが、これでい くと、看
護師をこれから、どんどん 世話をしないとい けない、育成もし ないといけないけ れども、
スタートがそこで医療へつ なげるか。あるい は、そこで看護師 が、それぞれのと ころへつ
なぐという形としてはそれ で構わないわけで すか。
◎川内医療政策課長

法律 のたてりからする と、医師の指示に おいて訪問看護を 行います

ので、保険制度上も医師の 指示書で実施をす ることになります 。ただ、在宅で介 護されて
る方が、ケアマネジャーと の相談の中で医療 が必要となった場 合に、まず訪問診 療をして
いただいて、そこから通常 は、訪問看護師に よる訪問を中心に やっていくといっ た流れに
なるんじゃないかなと思い ます。いずれにせ よ、診療というレ ールに乗せないと いけませ
んので、そこは一定必要か なと思います。
◎田村委員

これからのこ とですけれど。同 時に、薬局も介護 から含めて、地域 の中で患

者さんとお話をしてやる。 でも薬局も基本的 には、医者の指示 に基づいてやらな いといけ
ないですね。医療にかかる ほどでないけれど も、病気の人たち に治療する方法を 勧めるこ
とはわかるとしても、独居 老人もおいでるし 、家族もおるけれ ども、そこでもし 、医療上
というか看護の中のアクシ デントが起こった ときなんかに、責 任というものがと りにくい
こともあるんじゃないかと いうこともあって 。何でもかんでも 病院へ行って、医 療費が高
くなるということは、これ はいけませんけれ ども。この構想が 、その人が健康で 安心して
暮らすことができるところ へつながるように 働けばいいんです が、まだ、県民の 皆さんも
わかってないと思うんで、 このフォーラムと か、いろいろある けれども、こうし ていける
んですよという啓蒙啓発を 相当やらないと、 重篤になってから 、救急車で病院へ 行くとい
うこともおさまらないと思 う。患者が、看護 師によってよくな れば、それは問題 がないで
すけれど、そういうほうへ つなげていく。医 療費も何もかもで きるだけ抑制淘汰 していく
ということはわかるけれど も、適切な治療な り、リハビリなり 、いろんなことが できるよ
うに。少しメニューはでき たけれども、十分 県民の皆さんには 、そんなことを計 画されて
いることを、聞くだけでは 、いい方向につな がらないと思うん で。御苦労はもの すごくあ
るとは思うんですけど、も うちょっと県民の 皆さんが理解でき るように、それぞ れの地域
で、県の隅々まで行くよう にやらないと、こ の制度が生きてこ ないと思うので。 ここの中
でも、看護師がスタートに なっているんで、 それはいいとは思 うけれども。やは りそこの
ところは、きちんと整理を されて、適切な指 導をしていかない と、全体の構想が 浸透しな
いというか、前進しないん じゃないかと思う 。そこのところを 総合的に考えてい ただきた
いと思います。つ くる中では 、どういう形の 論議をされたか 、ちょっと お聞きしたいなと 。
◎川内医療政策課長

やは り、多職種がかか わって在宅医療を 進めていかなけれ ばなりま

せん。委員が御指摘のよう に、最初の取っか かりのところでい ろんな職種がかか わってい
くことになると思います。 例えば、地域の薬 局、ケアマネジャ ー、看護師という 方々の気
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づきによって、適切な診療 や適切な介護サー ビスにつなげてい くことが必要です 。そうい
う地域の目や多職種の目が 十分行き届かなけ ればいけないです し、そういった体 制でやっ
ていこうとしていることを 県民の方々に周知 していかなくては いけないというこ とは、在
宅医療の推進会議などでも 重要な論点になっ てきております。 こういったフォー ラムなど
を開催するのも一つの手段 ではありますけれ ども、
こ れだけでは十分で はありませんので 、
まずその市町村での広報活 動や、またそれを 福祉保健所がバッ クアップをしてい くように
重層的にやっていかなけれ ばなりませんし、 各職種の職能団体 の取り組みにも行 政が接着
剤となって推進していけれ ばと思っておりま す。
◎山本健康政策部長

在宅 療養をやる上で、 訪問看護師がいな いと、仮に医療で 言えば、

医師が全てできるわけでは ない。数の問題も あります。ですか ら、やはり在宅の 療養を進
めていく上での基盤のサー ビスが訪問看護だ ろうということで 力を入れてます。
それから、啓発について はフォーラムとか もやっていますし 、引き続き力を入 れていき
ますけれど、言われたよう に、それだけでは なかなか浸透しま せん。一つは、病 院を退院
できるようになったときに 、私は１人だから とか、家庭の看護 力、介護力が弱い から帰れ
ないんじゃないかと最初か ら諦められている 方が結構多いんじ ゃないかと。だか ら、そう
いうときに病院でこういう 介護サービスもあ れば、こういう訪 問看護を含めたサ ービスも
ありますからどうですか、 いろんなケアマネ も入れて、病院の 方も入れて議論を していた
だいた上で、無理だったら 、じゃあ施設を探 さなきゃいけませ んねということに はなると
思うんですが、そこをしっ かり相談、確認も していただいてや る。そのためにも やはりベ
ースとなる訪問看護が要る という考えで力を 入れてやっており ます。
◎田村委員

方向が間違い というんじゃなく て、これが適切な 形で周知をされて いき、体

制が整えば、そんなに医療 も介護も経費は要 らないと思うんで す。その人がその 地域に住
むことができるように適切 に指導していくこ とは、相当力を入 れないと絵に描い たように
はいかないと思う。高知県 にはこの方法がい いとは思うけれど 。ぜひそこのとこ ろを論議
して、前を向いていけるよ うに努力していっ ていただきたい。 あったかふれあい センター
でも、ナースがいたら、大 抵の人はいい方向 に指導ができる。 それをよく知って いるかど
うかということ。それから 、それを患者とか 対象者に、よく理 解をしていただく ことをや
らないと、せっかくのこの 構想が瓦解してし まうといけないの で、ぜひともそこ のところ
は、本当に御苦労とは思い ますけれども、や っていただきたい なと思うんです。
◎中根委員

関連で。これ まで、高知県は自 宅で介護ができな い状況が他県より も大きく

て、在宅で医療を診るとい うことは、看護師 がいても、相当な 家族の負担になる ことは確
かだと思うんです。そんな 中で、ニーズとぴ ったり合っている のかどうか。そう いう分析
は、どんなふうにされてる んでしょうか。
◎川内医療政策課長

県が 行いました県民世 論調査でも、状態 が落ち着いた場合 に在宅で
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療養したいという割合が大 体３割程度ござい まして、これは何 年かおきに、この 設問があ
りますけども、若干ですけ れど増加している 傾向もございます 。なかなか在宅で の介護、
療養は難しいという背景は ありますけれども 、一定のニーズが あるということに 対してサ
ービスを提供できる、また その選択できる体 制をつくっていか なければならない かなとは
考えております。
◎中根委員

医師や看護師 が定期的に訪問し てきてくれること で、最期のみとり まで、本

当に自宅でという意見も確 かにあります。た だ、中には本当に １人なのに、それ でもフル
にそういう制度を利用して 、やはり自宅で医 療を受けたいとい う方もいらして、 そのあた
りとのバランスが一体どう なんだろうと、と ても心配な部分も あって。世論調査 で３割と
いうのが、本当にその流れ でいっていいのか どうか、何か釈然 としないような。 でも、在
宅で療養したい方たちの気 持ちがわからない でもないと思って みたりと 、とても複雑です 。
ですから、これからもいろ んな実態調査をし ながら、ぜひ丁寧 な対応をとっても らいたい
なと思います。
◎山本健康政策部長

先ほ ど課長が言いまし たように、世論調 査をしているんで すけれど

も、その中で、私は医療機 関に入る、施設に 入るという方が全 体で４割おります 。それか
ら、訪問診療なんか受けて 在宅で療養生活と いう方が大体25％。それから、家庭 で支援を
受けながら通院しますとい う方を合わせて、 やはり４割です。 ですから、施設に 入りたい
という方が４割、できれば 自宅にいたいとい う方が４割、わか りませんという方 が２割、
というのが世論調査の結果 です。私どもも、 施設に入りたいと いう方を、いやあ なたは在
宅だと言うつもりはないで す。ただ、いろん な事情で、本来自 分の住みなれた家 で、地域
で住みたいけれどもサービ スがないから住め ない、だから諦め ているという方が かなりお
いでるというのが実態だと 思っています。望 む方が選択できる 関係をできるだけ つくりた
いとやっています。基本的 に、中根委員が言 われたように私は やはり安心できる から病院
がいいという方は、それは 病院に入っていた だいたらいいわけ です。ただし、病 院だとや
はり気兼ねするし、自分ら しい生活ができな いという方もいま すから、そこの選 択肢を広
げるために、そういうサー ビスが受けられる 地域を広げる取り 組みを県としてや り始めて
頑張っているところです。
◎岡本委員

１点。ちょっ と気になることが あったので。理学 療法士の奨学金貸 与条例の

件ですけれども、昭和48年から執行がなかっ たという説明があ ったところですけ れども、
平成17年に514人であったのが、平 成25年に1,073人だったと。この昭和48年から平成17年
の間に執行がなかったとい うことは取り組み に問題があったん じゃないかなと思 うんです
けれど、そのあたりはどん なもんですか。
◎山本健康政策部長

奨学 金制度は二つあっ て、経済的に困難 な方への奨学金制 度は別の

話であって、今回うちが所 管しているのは、 医師とか看護師と かの職種の方が足 りないか
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ら、県として育成 するためにつくる という奨学金です 。理学療 法士については 、基本的に 、
先ほど言いましたように全 国一多いし、数も たくさんいて、高 知県は、黎明期と いうか、
かなり早い段階で養成施設 ができたことにあ わせて制度をつく りましたけれど 、その後は 、
県として奨学金を出してま で育成しなくても 十分育つ環境にな ったんで執行して いないと
いうことです。執行に問題 はなかったと思っ ています。ただし 、そしたらもっと 早く廃止
してたらいいんじゃないか と言われたら、そ のとおりです。
◎岡本委員

そういう意味 で言ったんじゃな くて、昭和48年から執行がなかった というこ

とだったので、こういうも のがありますとい う説明が十分だっ たのかなと疑問を 持ったん
です。
◎山本健康政策部長

です から、周知して、 困っている方、受 けたい方がじゃな くて、そ

ういう資格を取ってもらい たいがために、こ ういうのがあるか らぜひ行って資格 をとって
くださいというための奨学 制度です 。そういう資格を 取ってくれている 方がたくさんいて 、
県が出してまで養成しなく てもいい状況に、 かなり早い時期か らなっていたとい うことで
す。
◎岡本委員

わかりました 。３校あって毎年100名の理学療法士が出て くる、平成25年で

1,073名ということで、これは 、充足率というの は足りていて、今 後、この学校は どうなる
んでしょうね。そこまで言 う必要ないかもし れませんけれど、 どういう見通しを 持ってお
られるんですか。
◎川内医療政策課長

県内 の養成定員が３校 合わせて150名あります。昨年度の卒業者数

135名のうち、県内に104名、約８割近い方が 残っておられます 。おおむね医療機 関におけ
る理学療法士は充足しつつ ある一方で、今後 、恐らく介護サー ビス等、訪問や通 所系のサ
ービスなどでも一定の需要 が出てくると思い ますので、卒業生 がそういった分野 にも拡大
していくのではと思います 。今後も一定の需 要がふえていく中 で、人口に対する 割合から
すると、卒業生もより多目 に出てくる状況で すので、ここの受 給のところは、地 域福祉部
とも連携しながら、十分フ ォローアップして いきたいと思いま す。
◎桑名委員

日本一の健康 長寿県構想の57ページの救急医療機 関の機能維持とい うところ

ですけれども、救急搬送さ れた患者の中で軽 症が44.7％とまだまだ割合が高いん ですが、
これは１期、２期 やってきて 、いろんな対策 は打ってきたと思 うんですけれども 、効果と 、
この44.7％というのは減っ てきているのか。 ここ数年ぐらい、 この数字で維持さ れている
のか。
◎川内医療政策課長

救急 搬送全体の中での 軽症の割合は若干 減っていると思い ますが、

やや横ばいといったところ ではあります。こ れは高齢化も相ま って、高齢者の搬 送が非常
に増加をしてきております 。
その中 での軽症が劇的に は減ってこないと ころはありますが 、
56ページの左側の下のほう にありますけれど も、救命 救急センターへの ウォークイン患者 、
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自分で来られる患者の割合 もあまり減ってい ない実情がありま す。県では数年前 から救急
医療の啓発をしているとこ ろですけれども、 こういったところ で、まだ十分では ないのか
なというところがあります 。
◎桑名委員

それと、この 小児医療の休日夜 間の医療提供の体 制の充実というと ころで、

トリアージ担当の看護師の 設置とか、輪番制 の医師の支援が平 成27年までということで、
後は点線になっているんで すけれども、これ は今後も続けてい くという思いでい いんでし
ょうか。平成27年度が終わったら、１回見直 して考えるという ことなんでしょう か。
◎川内医療政策課長

これ らの助成事業の財 源は地域医療再生 臨時特例基金を使 っており

ます。この終期が平成27年度と定まっており ますので、財源と して確定的なのは 平成27年
度までですが、心としては 平成28年度以降も続けていきたいと 考えております。 新しく設
置をした医療介護総合確保 基金の活用も含め て、執行状況やそ の成果も見ながら 継続する
方向で考えていきたいと思 っています。
◎桑名委員

これは、私が ちょうど平成19年に議員になって、20年だったかな、 それぐら

いから、ずっとやって いると思うんです が、そのとき の小児科医院の輪 番制の先生たちが 、
もう参ったというふうに言 ってたんです。そ れがずっと続いて いますけれども、 その先生
たちは、今どんな状態でし ょうか。
◎川内医療政策課長

平成19年度、20年度あたりの非常に厳し い状況は、脱した とはなか

なか言いがたいですけれど も、少し安定的に 推移してるところ はあります。一つ は、あん
しんセンターの急患センタ ー受診者は増加し ておりますけれど も、やはり、２次 救急の輪
番病院への受診者数はだん だん減少傾向にな ってきております 。輪番病院の負担 が、一定
軽減されつつあるかなと思 います。これには 、電話相談の＃8000での受診抑制が功を奏し
ている可能性もあるかなと 考えております。 あとは今後、小児 科を目指す医師を 育成して
いかなければいけませんの で、そういった医 師確保対策と連動 しながら救急のほ うを頑張
っていきたいと思います。
◎桑名委員

この間、自治 体病院をどう維持 するかというセミ ナーに行ったとき に、ここ

のところすごい問題があっ て、自治体病院と いっても、小さな 病院から大きな病 院がある
と思うんですけども、一つ の成功例では、住 民が、このままど んどんみんなが救 急使った
ら、この病院がなくなっち ゃうよということ で、住民が立ち上 がって、町中で、 ちょっと
のことだったらそういう病 院を使わないよう にという運動をし たら、おさまって 。電話相
談に移行していくというこ とがあるんですけ れど、高知の場合 は高知赤十字病院 とか大手
なんで、住民がどうこうと いうんでは、なか なかおさまらない と思うんですけれ ど、啓発
運動は、ずっと続けていか なくちゃいけない 。要は、かかるほ うがどう考えるか というと
ころだと思いますので、す ぐには解決しない と思いますけれど も、医師が疲弊し て、もう
この病院嫌だとか、人の多 い大病院に行っち ゃうというふうに ならないようにし ていかな
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くちゃいけないのかなと思 います。この事業 は続けていただき たいなと思ってお ります。
◎西内（健）委員

看護師 の研修の件ですけ れども、例えば、 新規で血管系疾患 の看護研

修事業なんかが入ってます けれど、受ける対 象の方はどういっ た看護師になって くるんで
すか。
◎川内医療政策課長

これ は採用されて 、例えば 、循環器系の 病棟だとか 、脳神経科とか 、

また糖尿病看護とかを、一 定、経験してきた 看護師を想定をし ております。そう いった方
にレベルアップしていただ くための研修です 。これまでの経験 からすると、大体 、受講者
の年齢層というのが30代から40代前半というところです。中堅 からこれから指導 者として
育っていくべき年代の人材 を想定してます。
◎西内（健）委員

結構、 うちの地域なんか の病院の看護師と 話していると、中 堅の方々

が専門性を高めたりするた めにセミナーに行 かしたいけれども 、実は現場が手い っぱいで
行かせられない。そうなる と、どうしても病 院内で同じような 形式でやっていて 、マンネ
リ化してしまって、病院の 機能も向上してい かないんで、ます ます悪循環なんで すよって
話があるんです。県外だっ たら、公立病院と 公立病院だったら 、人材の行き来が あって、
専門のスキルを持った看護 師が来て、それに 刺激を受けながら 、また病院内でも 変えてい
こうという気運が盛り上が あるんですけれど も、どうしても県 内、特に須崎市な んかの高
幡ですと、民間病院でなか なかそこの意識が 変わってこないの をどうしたらいい でしょう
かという質問も受けるんで す。その辺何かお 考えというか、対 応はないかと思い まして。
◎川内医療政策課長

看護 師は医師と違って 一つの施設で長く 勤めることが多い ですの

で、人事異動でそこの組織 を活性化すること は、なかなか難し いところがあるか と思いま
す。新人の看護職員に研修 を行うための委員 会を県内６ブロッ クでやっておりま す。そう
いう中で若い看護師をどう やって教育してい くかを、その地域 の施設が集まって 情報交換
をしていただいてます。議 論をすると、新人 だけではなくて中 堅の人たちをどう するかと
いうことにも当然なってき ますので、そうい う中で、情報共有 と他施設での取り 組みを生
かしてもらう機会になれば なと思っています 。
それと、委員が御指 摘になったように 、研修になか なか出せないとい うことがあります 。
県が行う研修につきまして は、一定期間に集 中するとなかなか 出せませんので、 毎週末に
分けて、何カ月間かかけて 数十日をやるとか 、そういった工夫 もさせていただい ておりま
す。
◎西内（健）委員

そうい う現状があって、 地域でどうしても 、おっしゃったよ うに、な

かなか異動がない。医師の ように交流がない となると、本当に 機能が向上してい かないま
ま、じゃあ、若い方がほか の病院、特に中央 圏へ移って、余裕 のある病院でスキ ルアップ
したいという希望を持って 出られる方も多い 。そうなるとまた 、地域医療で看護 師が残ら
ないということになって、 悪循環になりかけ てるんじゃないか というのもあるん で、どう
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いう対応がいいのか。公立 病院から民間病院 に人材交流ができ るのかとか、何か 方法があ
れば、ぜひ検討いただきた いということで、 よろしくお願いし ます。
◎川内医療政策課長

ベテ ランの看護師にお 話を聞きますと、 その組織をどう変 えていく

かということについて、看 護管理者のリーダ ーシップが非常に 重要な役割を占め ていると
お聞きします。50ページの一番上に、就業環 境改善相談・指導 者派遣事業という のがござ
いますけれども、本年度も ６施設に入ってい ただいて。これは 単に、労務対策の 改善だけ
ではなくて、どうやって若 手を育成していく かということも含 めて助言いただい ておりま
す。そういう中で、看護管 理者の思いを改革 していくという取 り組みにもつなが ればいい
かなと考えております。
◎西内（健）委員

今思っ たんですが、相談 であったりスキル アップの事業が、 全体的に

予算が少ないんじゃないか と思うんですが。 全体の制約がある 中、その辺はどう 思われて
いるか。
◎山本健康政策部長

ソフ ト事業ですので、 お金が足りてない んじゃないかとは 思ってな

いんですが、言われたよう に声がたくさん挙 がって、もっとや ってもらいたいと いうこと
で、足らなくなることがあ れば、非常にあり がたいなとは思っ ております。その ときは予
算は当然頑張ります。
◎中根委員

先ほどのお話 の中で小児科医の 問題ですけれど、 ＃8000番は一定の効果はあ

ると思っています。そんな 中で、輪番制の小 児救急の勤務医の 支援事業費補助金 の予算が
60万円減額になっている。 私も、小児科医が とても大変で、何 とか小児科医の先 生方の命
を守らないといけないとい う話があった時代 をよく覚えてるも のですから、なぜ60万円も
減額になってるのか、この 事情がわかれば教 えてください。
◎川内医療政策課長

60万円の減というのは 、医療センターで すが、当初予定し ていた輪

番の回数が減少したので、 その分によるもの と、ＮＩＣＵに勤 務をする小児科医 の補助金
があります。そこは執行段 階で若干重複して る部分がありまし たんで、事務的に 整理をさ
せていただいて60万円の減となっています。 全体には影響はご ざいません。
◎中根委員

事務的整理の 問題ということは 、件数そのものは 特別減ってもいな いし、お

医者さんたちがもうアウト になって輪番制に 入ることができな いということでも ないとい
うことですね。
◎川内医療政策課長

本年 度も365日１日も欠けるこ となく輪番の実施 をしておりますし 、

そこで勤務された小児科医 には適切にこの手 当をお支払いをし ております。
◎川井委員長

ほかにござ いませんか。
（な

◎川井委員長

し）

以上で質疑 を終わります。

ここで暫時休憩といたし ます。再開は15時25分といたします。
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（休憩

◎川井委員長

15時13分～15時26分）

休憩前に引 き続き、委員会を 再開します。
〈医師確保・育成支援課〉

◎川井委員長

次に、医師 確保・育成支援課 の説明を求めます 。

◎家保副部長兼医師確保・ 育成支援課長

当 課が御審議をお願 いする議案は、平 成27年度

当初予算案と平成26年度の補正予算案ですが 、その前に、当課 の主要業務であり ます県内
の医師の状況と人材確保育 成支援策の基本的 な枠組みについて 説明させていただ きたいと
思います。構想の冊子の41ページをお願いし ます。
中ほどの課題の欄に示し ますとおり、若手 医師の減少、それ から地域の偏在、 診療科の
偏在という、私どもとして は三つの偏在と言 っておりますが、 それを改善するた めに平成
19年以降取り組んできまし た結果、三つの偏 在には改善の兆し がやや見受けられ る状況に
なっております。
若手の医師の減少につい て言うと、２年間 で50人ずつぐらい減っていたのが、 減り方が
大分鈍化しておりますし、 地域偏在では、安 芸、高幡、幡多で も一時期よりは少 しふえる
兆しになっておりますので 、引き続きこれま での取り組みに精 力的に取り組んで いきたい
と思っております。
具体的には46ページをお願いします。右上 の課題の欄にあり ますように、中長 期的な視
点に立った安定、継続的な 医師確保と、短期 的な視点に立った 、現に不足してい る診療科
での医師の確保などの課題 を念頭に 、医学生 、研修医 、専攻医 、専門医 、指導医といった 、
医師の各ライフステージに 応じた必要な施策 を、医師の確保、 医師の育成、資質 向上、勤
務環境改善などの観点を踏 まえて抜け落ちる ことがないように 構成しております 。
事業の実施に当たりまし ては、事業目 的と特徴、そ れから対象者の状 況などを踏まえて 、
県が直接実施するものや高 知医療再生機構や 大学などに補助を 委託して実施する ものなど
工夫しておりまして、いず れの事業も、県、 高知医療再生機構 、大学、医師会、 医療機関
が連携して、県全体として 医師の人材確保、 育成支援を実施し ていくように心が けており
ます。
中長期的な視点からは、 県が直接実施して おります医学生に 対する医師養成奨 学貸付金
ですが、平成26年度に奨学金を受け ている医学生は159名になります。こ の春、現 在６年生
の11名が国家試験を受けて 現場に出ることに なります。奨学金 を受けている方の 多くが、
平成27年度に卒業される方 から30名ぐらいになるということで 、もうちょっと時 間かかる
状況になっております。平 成27年度は残りの継続分に加えまし て、高知大学の地 域学部25
名と一般枠10人の新規分として、合わせて185人分を予算計上しており ます。
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また、単に奨学金を貸与 するだけでなく、 医学生の時期から 高知県内の医療機 関で勤務
するイメージを持っていた だくことが重要に なりますので、高 知大学に家庭医療 学講座の
設置を支援し、医学生の県 内定着が一層促進 するよう県と大学 が一体となって取 り組んで
いるところです。
また、医学部の卒業後は 、高知県内で専門 医の資格が順調に 取得できる支援環 境が重要
になりますので、高知大学 に委託しておりま す地域医療支援セ ンターの運営など によりま
して、若手医師のキャリア 形成プログラムを 作成したり、その プログラムに沿っ て県内の
医療機関でキャリアが積め るような体制の構 築に向けて調整な どの事業を実施し ておりま
す。あわせて県内の基幹病 院で総合診療医な どのプログラム作 成を支援してまい ります。
加えて、これまで高知医 療再生機構を通じ て実施してまいり ました専門医や留 学のため
の若手医師レベルアップ支 援事業から、そこ の一つ下の、県内 の医療機関で初期 臨床研修
後、引き続き県内で専門医 のための後期研修 を行う医師に対す る奨励金の支給や 県外の短
期留学に要する費用の支援 など後期研修医確 保及び資質向上支 援事業から、若手 を指導す
る指導医の資格を取ってい ただく指導医資格 取得のための指導 医等支援事業など 、引き続
いて継続実施してまいる予 定にしております 。
加えて、若手医師の育成 、資質向上に向け た取り組みととも に、引き続き県外 から即戦
力となる医師を招聘するた めに、枠組みの上 から二つ目にござ います医師の招聘 ・派遣斡
旋事業を行います。
また、その下の医師確保 対策事業として、 医師の求人情報の 提供や、再生医療 の事業内
容等の広報、それから首都 圏等の医療機関で 活躍されている高 知県にゆかりのあ る著名な
医療関係者に委嘱しており ますこうちの医療 ＲＹＯＭＡ大使の 増員による、高知 県での勤
務を希望する医師に対する 情報の提供や働き かけをより強めて まいりたいと考え ておりま
す。
このほか、勤務環境改善 に向けた取り組み として、下から４ 番目にございます 指定医療
機関等医師住宅整備事業は 、12月補正でお願いした事業を引き 続き行うものです 。
そのほか医療勤務環境改善 支援センターを設 置して、医療従事 者の勤務環境改善 に向け
て取り組んでいる医療機関 を支援してまいり たいと思っており ます。
それでは議案の説明に戻 らせていただきま して、右肩② 、当初予算案 の114ページをお願
いします。
まず、歳入ですが、健康福 祉費負担金は、高 知県・高知市病院 企業団との併任医 師や、
研修医の人件費の一部に対 して企業団から負 担金として受け入 れるものです。
それ以外につきましては 、事業執行に伴う 国庫補助金や基金 の利子収入、基金 繰入金な
どですので、後ほど歳出の 際に説明させてい ただきます。
続きまして、116ページからは歳出です。
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歳出予算は12億6,883万円余となっておりまして、平 成26年度の当初予算と比較します
と１億3,000万円余の増額となって おります。
増額の主な理由は、医師養 成奨学貸付金の増 が大体7,500万円程度、それから県内指定
医療機関等医師住宅整備事 業費補助金4,400万円の計上などです。
次に、当ページの下から ２番目の説明の欄 をごらんください 。
人件費は、本課職員及び高 知医療再生機構へ の派遣職員、高知 県・高知市病院企 業団と
の併任職員、医療センター での初期研修中の 医師を含めました11名の人件費です 。
次の医師確保対策事業費 は、
先ほ ど御説明した医師 の人材確保育成支 援に関する予算で 、
先ほどの説明と重複するも のは省かせていた だき、少しわかり にくい点だけ説明 を補足さ
せていただきたいと思いま す。
117ページの一番上の段、地域医療 再生事業委託料と 、そこから三つ下 の地域医療再生
事業費補助金は、ともに高 知医療再生機構の 事業に要するもの です。若手医師の キャリア
形成支援に関係するものを 補助金に、それか ら、機構が直接行 いますような医師 の招聘に
関するものを委託料に振り 分けております。
それから、下のほうの家 庭医療学講座等開 設寄附金ですが、 これは高知大学の 家庭医療
学講座以外に聖マリアンナ 医科大学、大阪医 科大学など県外大 学との協力連携強 化に要す
るものです。
続きまして117、118ページの、へき地保健 医療対策事業費で す。
へき地医療の維持確保のた めに、へき地診療 所及びへき地医療 拠点病院の運営や 施設整
備への補助金、それから関 係市町村と連携し ての自治医科大学 卒業医師等の研修 支援、ま
たは市町村が行う無医地区 巡回診療などの支 援を引き続き行っ てまいります。
118ページに移っていただきまし て、その４の 地域医療再生臨時 特例基金積立金は 、当該
基金の運用益を積み立てる ものです。
次に119ページをお開きください 。債務負担行為で す。
医師養成奨学貸付金は、先 ほど申しました、 将来、高知県に勤 務する意思のある 医学生
に対する奨学金ですので、 就学期間に応じた 貸付期間となって おりますことから 債務負担
をお願いするものです。
特定科目臨床研修奨励貸 付は、将来、産婦 人科、小児科など 特定科目に従事し 、県内で
勤務する意思のある研修医 に対する貸付金で すが、こちらも研 修期間に応じた貸 付期間と
なりますことから債務負担 をお願いするもの です。
これは説明を省かせてい ただきますが、689ページは、これまでの支 出見込み額と平成
27年度以降の歳出予定を示 すものです。
続きまして、右肩の④、 補正予算につきま して御説明をさせ ていただきたいと 思います
ので53ページをお願いしま す。歳入ですが、 後ほど歳出におい て御説明させてい ただきま
- 59 -

す諸事業の減額に伴い、そ れに係る国庫補助 金が減額になるも のです。
地域医療再生臨時特例基 金の利子収入です が、これは会計管 理課で一括運用し ておりま
すが、運用益が減額になる 見込みです。
歳出については、54ページをお願いします 。
まず、１医師確保対策事業 費の医師養成奨学 貸付金等管理シス テム開発委託料の 減額
は、入札の結果、契約金額 が当初の見込みを 下回ったための減 額です。
特定科目臨床研修奨励貸 付金の減額は、申 請件数が当初の見 込みを下回ったた めで、次
の２へき地保健医療対策事 業費の中のへき地 医療施設整備費補 助金は、一部の補 助事業が
国に採択されなかったこと による減額です。 同じく、へき地医 療施設設備整備補 助金につ
きましても、国の採択補助 が得られなかった ためです。あわせ て、当初見込んで おりまし
た事業者が申請を取り下げ たことによる減額 です。
３地域医療再生臨時特例 基金積立につきま しては、利子収入 が減少したものの 、平成26
年度に繰り越して執行した 医療機関災害対策 強化事業費補助金 等の精算をしたと ころ、取
り崩した額よりも実績額が 下回ったため、そ の差額を基金に積 み戻すものです。
以上で医師確保・育成支 援課の説明を終わ らせていただきま す。
◎川井委員長
◎岡本委員

質疑を行い ます。
医師確保の問 題で直接は関係な いかもしれません けれども、この間 から話題

になっております外科医の 確保と、麻酔科の 不足の問題があり ますよね。具体的 にどのよ
うな取り組みがされている のか、あればお聞 きしたいですけれ ど。
◎家保副部長兼医師確保・ 育成支援課長

や はり若手の医師が 診療科に行っても 、きちん

と専門医をとれるプログラ ムなり支援体制を 、大学、それから 関係病院につくっ ていただ
くということで、再生機構 を通じた事業の中 で、そういうこと に対する支援金の 制度をつ
くっております。大学病院 の外科系の各教室 、それから医療セ ンター等から関連 する補助
が出ておりまして、きちん と支援をしており ます。
もう一つは、そこからき ちんと指導医とか 専門医が出ません と教育関連の病院 になれま
せん。なれないところに若 手を派遣できない というのは、非常 にわかりやすいと ころです
ので、まずは、そこを重点 的にやっていると いうことで、大学 及び関係の外科系 麻酔科の
先生方は、その点をよく意 識して取り組んで いただけていると 思いますし、入局 を勧める
ときにも、高知県ではこう いうことがやれる よということで、 残っていただける ようにお
誘いをしていただいている 状況です。
◎坂本（孝）副委員長

資 料の47ページのＹＭＤＰは、去年、 実は相良先生も話 をされて

おりまして、取り上げよう と思っていたもの ですけれど、これ の現在の位置づけ といいま
すか、今後どんなような。
◎家保副部長兼医師確保・ 育成支援課長

相 良先生からお話が ありましたＹＭＤ Ｐの構想
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自体は、医学部の学生のと きから、初期の研 修医、それから専 門医をとる期間を プログラ
ムのような形で構成をして 、早い段階から情 報提供しながら県 内で残っていただ こうとい
う構想ですので、ビジョン としては非常にわ かりやすい構想だ と思います。ただ 、現実的
には、大学の間は文部科学 省と大学病院、初 期の臨床研修のプ ログラムは厚生労 働省、専
修医は大学病院の各診療科 と学会というふう に、少しずつセク ション、考え方が 、一つの
地域だけで調整できるとこ ろではありません し、それを待って いると、現実問題 としては
どんどん卒業生が出ていく ことになります。 県としては、大学 なりとお話をさせ ていただ
いて、まずは新しい専門医 制度に乗っかるよ うな形で、県内で どういうところで 病院を回
りながら専門医がとれるの かというプログラ ムをはっきりさせ てくださいと。そ れを学生
とか研修医に掲示して、各 医局なり県内に残 ってくださいとい うのを進めること が第一だ
ということで、大学も、平 成27年度の早い段階、できれば年内 ぐらいまでには各 診療科が
出すような形でして、平成28年に選択する方 々に県内に残って もらえるようなア プローチ
をしてるということで、Ｙ ＭＤＰの構想は少 しおくれても、現 実的な対応と理想 的な対応
を、上手に並行をかけなが らやっていくよう な状況になってお ります。
◎坂本（孝）副委員長

高 知県にとって、若 手の医師をとどめ ていく、育ててい くことが

本当に今大事なところであ りまして、ぜひＹ ＭＤＰについても 、いろんな条件を 整えなが
ら、大学とも協議しながら やっていただきた い。相良先生はも のすごくやる気に なってま
すので、よろしくお願いし ます。
◎家保副部長兼医師確保・ 育成支援課長

そ の点、よく理解し て、大学と協議も 進めたい

と思います。医学部の学生 、それから研修医 の方々の意見も聞 きながら進めてい きたいと
思っております。
◎桑名委員

基本的なとこ ろで教えてくださ い。専門医をつく る教育病院ですよ ね。あき

病院とか幡多病院は、その 指定は受けている んですか。
◎家保副部長兼医師確保・ 育成支援課長

診 療科によって違い ます。一応、基本 領域とい

う18領域がございまして 、学会には 、別にサブスペシ ャリティ領域とい うのがありまして 、
そのあたりがわかりにくか ったのが現状です 。それを整理しよ うというのが、今 回、基本
的な各学会の動きになって おります。診療科 によっては、あき 、幡多が入ってい るところ
もあれば入っていないとこ ろもあります。例 えば、麻酔科など で言えば、あきは 入ってな
いですけれど、幡多けんみ んは入っている。 できるだけ県とし ては基幹病院には そういう
指導ができるようなところ 、それから最低、 学会の関連的な施 設で、そこへ行っ ても学会
のキャリアのカウントがで きる施設になって いただくように働 きかけもしたいと 思います
し、各病院の医師確保も手 伝っていただきた いなと思っていま す。
◎桑名委員

内科の専門医 が、認定を受ける のは、結構ハード ルが高いというん ですけれ

ども、その病院なんかは、 この両方に入って るんでしょうか。
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◎家保副部長兼医師確保・ 育成支援課長

現 在、内科が検討さ れているのは、ま だ日本内

科学会などで最終決定がな い段階ですので、 不確定を承知の上 でお聞きいただき たいと思
います。初期臨床研修が終 わった後、３年間 できちんと内科系 を研修すれば専門 医がとれ
るような格好になります。 構想としては、１ 年目は大学病院と か基幹病院。それ から２年
目は、地域の病院に行って 研修をして、３年 目にまた大学病院 とか基幹病院に戻 って、最
後のレポートのまとめとか 、いろいろすると いうところです。 ２年目のところに は行くよ
うな話にはなるかなとは思 いますし、日本専 門医機構も地域の 医療機関が余り混 乱しない
ようにということは基本学 会にはお願いして いるようです。あ る程度配慮はして いただけ
ると思いますけれど、全く 指導医のいないと ころに、１人だけ ぽんと出すという 話にはな
らないと思います。そのあ たり、診療科とか いろんなバランス がありますので、 大学病院
の各先生方とよくお話をし て、できるだけ混 乱がないように、 かつ、若手の方々 が、きち
んとキャリアが積めるよう な形でお願いして いきたいと思って います。
◎川井委員長

以上で質疑 を終わります。
〈医事薬務課〉

◎川井委員長

次に、医事 薬務課の説明を求 めます。

◎西森医事薬務課長

当課 からは第１号議案 、第45号議案及び第58号議案、第２期日本一

の健康長寿県構想バージョ ン４につきまして 、所管分を説明さ せていただきます 。
まず、第１号議案、高知 県一般会計予算及 び日本一の健康長 寿県構想につきま して資料
に基づき御説明をします。 ②議案説明書の当 初予算の120ページをお開きください。
まず歳入ですが、８使用 料及び手数料は、 病院、診療所の許 可など医事関係事 務に関す
る手数料と薬局等の許可、 登録販売者試験や 毒劇物取扱者試験 の受験手数料など 、薬事関
係事務に関する手数料とな っております。
これ以外は、事業執行に 伴う国庫補助金や 委託金、基金から の繰入金など、後 ほど御説
明をします歳出の特定財源 となるものです。
次に歳出につ いて御説 明します。122ページをお 開きくださ い。歳出の 予算額は１ 億4,118
万3,000円となって おり、昨年 度当初比で507万8,000円、率にして約3.5％の減となっ ており
ます。
減少の主な原因は、災害 時輸血用血液の供 給体制整備事業費 について、平成26年度は六
つの災害拠点病院に血液保 冷庫を設置しまし たが、平成27年度は二つの災害拠点 病院への
設置となることや薬剤師等 実態調査委託事業 が終了したことで す。
説明の欄をごらんくださ い。
１人件費は、職員14名の人件費です。
２医事薬務総務費は、当課 の事務費です。
次に３医薬連携推進事業費 につきましては、 日本一の健康長寿 県構想を用いて説 明をさ
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せていただきます。
構想の39ページ、薬局や薬剤師を核とした 健康づくりと適切 な薬物療法の推進 をごらん
ください。ページの右上の 課題にありますよ うに、健康づくり を推進するために は、県民
が身近で気軽に健康に関す る相談と専門的な 支援を受けること ができる総合的な 健康情報
拠点として、薬局が地域の 保健・医療提供体 制の中で機能して いく仕組みづくり が重要と
なります。
また、適切な薬物療法を 推進するためには 、お薬手帳の活用 等による医薬品の 適正使用
の推進、地域の薬局や病院 の薬剤師が医師な どの関係職種と一 体となって、それ ぞれの場
面で職能を発揮していくこ と、健康づくりセ ルフメディケーシ ョン及び在宅医療 などを推
進するための薬剤師の確保 や資質向上を進め る必要がございま す。
平成26年度は、高知 家健康づくり支援 薬局の認定制度を 立ち上げ、一 定の要件を満たし 、
県が進める県民の健康づく りの増進に協力で きる薬局として 、
２月末現 在で158の薬局を支
援薬局に認定をしました。
これらの薬局には、ペー ジ右下にございま すように、薬局の 店頭や健康祭りな どのイベ
ントの場において、高血圧 対策やたばこ対策 への支援、相談、 特定健診等に関す る情報提
供などに積極的にかかわっ ていただいている ところです。
平成27年度は、引き続き 医薬連携・セルフ メディケーション 推進のための協議 の場を設
けますとともに、支援薬局 が適切な支援を行 うための説明会の 開催や、情報提供 、中山間
地域を含めた県民の健康づ くりやセルフメデ ィケーションを推 進するための啓発 、普及、
健康づくり支援の担い手と なる薬剤師を養成 するための研修会 の開催等を進めて まいりま
す。
また、在宅医療を進めて いく上で薬の飲み 残しが課題となっ ています。患者一 人一人の
飲み残しの状況を確認し、 服薬状況の改善と 適切な薬物療法の 推進につなげるた めに、薬
剤師等、関係職種を対象と した研修会の開催 や、薬局と医療機 関、訪問看護ステ ーション
などが連携をした飲み残し 薬対策に関するモ デル的な取り組み などを進めてまい ります。
次に、電子版お薬手帳の 普及啓発活動等を 通して、医薬品の 重複投薬による健 康被害の
防止に効果的であるお薬手 帳の活用等による 医薬品の適正使用 を推進してまいり ます。
このように、薬剤師 への期待が高まる 一方で、薬剤 師が不足する状況 が続いているため 、
その確保に向けて薬剤師確 保対策を進めてま いります。これに つきましては、議 案参考資
料の医事薬務課の赤いイン デックスがついた 資料の１ページを ごらんください。
薬剤師については、地域 偏在、40歳未満の若手薬剤師が少な いなどの課題があ り、医療
現場における薬剤師の業務 が増加をする中 、
昨年12月現在の求人の数が120名以上に上るな
ど、深刻な薬剤師不足の状 況にあります。
平成26年度に実施をした 薬剤師等実態調査 では、
薬 学生の行う就職活 動の情報ソースと 、
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県内の病院、薬局等が行っ ている求人方法の ミスマッチや、高 知県内における求 人情報を
得る機会が少ないなどの課 題が明らかになり ました。
このため、平成27年度は、県内薬局や病院 の求人情報を一元 化して掲載し、薬 学生や未
就業薬剤師、Ｉ、Ｕターン を希望する薬剤師 などに、高知での 就職に関する情報 を積極的
に提供するための求人情報 サイトの整備、薬 系大学、薬学部へ の働きかけを強化 するため
の学校訪問、大学での就職 説明会への参加な どに新たに取り組 んでまいります。
議案説明書の当初予算122ページにお戻りください 。
３医薬連携推進事業費の健 康情報拠点整備事 業委託料は、高知 家健康づくり支援 薬局の
整備や県民への普及啓発、 飲み残し薬対策な どの事業を、高知 県薬剤師会に委託 するため
の経費です。
お薬手帳電子化事業費補 助金は、県内268薬局に整備した電子 版お薬手帳のさら なる普及
啓発に向けて、高知県薬剤 師会が広報などを 行う事業に対し、 薬剤師確保対策事 業費補助
金は、県内の求人情報 を検索できるホー ムページの整備や 、県出身薬学 生の多い薬系大学 、
薬学部を訪問するため 、また 、123ページにございます 薬学生就業促進事 業費補助金は 、同
じく薬系大学、薬学部 で開催されます就 職説明会に、高知県ブースとし て参加するために 、
高知県薬剤師会が行う事業 等に対して補助を するものです。
次に、４医事指導費です 。これは、病院へ の立入検査などの 医事関係業務の経 費や、当
課に設置をしております医 療安全支援センタ ーに関する経費な どです。
このうち、病院への立入 検査では、医療従 事者の適切な配置 や、医療安全対策 の確保に
ついての指導などを通し、 病院を適切な医療 を行う場としてふ さわしいものとす るように
取り組んでまいります。
医療安全支援センターに おきましては、専 門の相談員が県民 から寄せられる医 療に関す
る苦情や相談に対応してお ります患者やその 家族からの苦情や 相談に適切に応じ ることの
できる人材を育成するため の医療従事者を対 象とした研修も引 き続いて実施をし 、患者や
その家族と医療機関や医療 従事者との信頼関 係の構築に向けて 取り組みを進めて まいりま
す。
あわせて、県と医療機関 、医師会等により 構成をします医療 関連感染対策に関 するネッ
トワークを通じて医療従事 者のレベルアップ を図るための研修 や課題解決のため の方策の
検討を進め、感染対策の充 実に向けて努めて まいります。
また、昨年閣議決定をさ れました死因究明 等推進計画。つま り、孤独死とか、 虐待死と
か、不自然な亡くなり方を された方が増加を している一方で、 解剖医の偏在によ ります、
死体解剖率が低下をしてい るといった現状が ございます。こう いったことにつき まして、
警察、医師会、大学病院な どの構成員により ます協議会を設置 し、高知県におけ る死因究
明の実情を把握しますとと もに、検査を初め とする専門的な機 能のあり方などを 検討して
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まいります。
次に、５献血推進事業費 は、医療に必要な 血液製剤を確保す るため、高知県献 血推進計
画を作成し、その計画をも とに県民に対する 献血の普及啓発や 献血ボランティア の養成を
行うとともに、血液製剤の 適正使用の推進を 図るための高知県 合同輸血療法委員 会を開催
します。
また、近年献血者が減少 している若年者層 を対象とした献血 啓発デザインコン テストを
行い、最優秀企画を実現す ることで、若年者 層に対する啓発を さらに推進をして まいりま
す。
次に123ページから124ページにかけて掲載 をしております、 ６薬事指導取締事 業費は、
医薬品等の安全対策を推進 するために、薬局 や医薬品販売業者 、医薬品製造業者 などに対
する許認可や監視指導、末 期医療に不可欠で あります医療用麻 薬等の流通の適正 化を図る
ための指導などを実施しま すとともに、登録 販売者試験や毒劇 物取扱者試験、ジ ェネリッ
ク医薬品の使用促進対策な どを行ってまいり ます。
また、平成25年度末に高知県薬物乱用対策 本部が策定をした 高知県薬物乱用対 策第４次
５カ年戦略に基づきまして 、危険ドラッグを 含めた薬物乱用の 拡大を防止するた めの普及
啓発活動などに積極的に取 り組んでまいりま す。
123ページ一番下の、薬物乱 用防止啓発事業費 補助金は、高知 県薬物乱用防止推 進連合協
議会及び各地区の協議会が 行います、啓発活 動及び協議会の運 営に関する事業に 対して補
助をするものです。
次に、７災害医療救護体 制整備事業費につ いては、日本一の 健康長寿県構想を 使って説
明をさせていただきます 。構想の120ページ、災害時に必要な医 薬品等の確保をご らんくだ
さい。左下の、今後の取り 組みに記載をして おりますように、 南海トラフ地震が 発生した
ときに、必要な医薬品が必 要な場所で使用で きる体制を構築す るためには、地域 に残存す
る医薬品を活用するなど必 要な医薬品を確保 するための対策を 地域ごとに検討し 取り組み
を実施すること、災害薬事 コーディネーター の実践力の向上な どが必要となりま す。
平成27年度は、右側中ほ ど、平成27年度の取り組みにござい ますように急性期 医薬品等
の追加備蓄や更新、災害薬 事コーディネータ ー研修などを行い ますとともに、災 害医療対
策本部会議医薬品部会にお いて、地域ごとの 医薬品確保策等を 検討してまいりま す。
また、災害時の輸血用血 液の供給体制整備 事業は、県外など から輸血用血液を 直接搬送
し、地域で供給できる体制 を拡充するために 二つの災害拠点病 院に血液保冷庫を 設置する
ものです。
なお、ひし形の５点目、 電子版お薬手帳の 普及啓発は、平時 から災害時のお薬 手帳の有
用性について普及啓発を行 うもので、３医薬 連携推進事業費で 説明をしましたお 薬手帳電
子化事業費補助金を再度掲 載したものです。
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議案説明書の当初予算124ページにお戻りください 。災害時医薬 品等備蓄委託料は 、災害
急性期用の医薬品を備蓄す るために、医療機 関に医薬品の購入 や保管管理を委託 するため
の経費。災害時輸血用血液 供給体制整備事業 費補助金は、血液 保冷庫を設置する 災害拠点
病院のうち、民間の病院に 設置のための経費 を補助するもので す。
第１号議案については以 上です。
次に第45号議案、高知県手数料徴収条例及 び高知県食品衛生 法施行条例の一部 を改正す
る条例議案について所管分 を説明します。説 明は、議案参考資 料、医事薬務課の 赤いイン
デックスがついた資料によ りまして行わせて いただきます。
議案参考資料の２ページを ごらんください。
この条例議案は、平成26年６月18日に参議院本会議で可決さ れ、同25日に公布をされま
した、地域における医療及 び介護の総合的な 確保を推進するた めの関係法律の整 備等に関
する法律によりまして、歯 科技工士法が改正 をされ、本年４月 １日から施行され ることに
伴うものです。
１にございますように、 昭和57年の法改正により、歯科技工 士免許が都道府県 知事免許
から大臣免許になりました が、実技試験を実 施する必要性など から、暫定措置と して試験
は歯科技工士養成施設の所 在地の都道府県知 事が行うこととさ れました。
近年は、インプラントや ＣＡＤ／ＣＡＭな どの精密な技術が 必要とされる歯科 技工物の
需要が増加しておりますが 、地域によりまし ては、このような 高度の技術に係る 試験問題
を作成できる試験委員を確 保し、出題するこ とが困難な状況に なっております。
このような状況を踏まえ まして、今回の法 改正により、国が 歯科技工士国家試 験を実施
するように、また、大きな 矢印の二つ目にあ りますように、行 政改革の観点、歯 科衛生士
などの試験の実施や登録に 関する事務の実施 状況を踏まえ、歯 科技工士国家試験 の実施や
登録に関する事務を指定機 関においても実施 できるよう改めら れます。
今回の条例議案は、この 法改正に伴い高知 県手数料徴収条例 のうち歯科技工士 国家試験
手数料を廃止しようとする ものです。
なお、本県におきまして は、平成22年度まで高知県歯科医師 会が設置をする歯 科技工専
門学校があり知事が実施を しておりました。 今後この試験の合 格証明書交付申請 が提出さ
れる可能性がありますので 、指定機関への名 簿の移管などが整 いますまで、従前 どおり歯
科技工士国家試験の合格証 明書交付手数料に 関する規定は、設 けておくこととし ておりま
す。
続きまして、第58号議案です。こちらにつ きましても、議案 参考資料により説 明をさせ
ていただきます。第58号議案、高知県の事務 処理の特例に関す る条例及び高知県 四万十川
の保全及び流域の振興に関 する基本条例の一 部を改正する条例 議案につきまして 、所管分
を説明をします。議案参考 資料の３ページを ごらんください。
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今回、改正の対象になり ますのは、医療機 器です。１、医療 機器について、に ございま
すように、医療機器はふぐ あいが生じた場合 の人体へのリスク に応じて、一般、 管理、高
度管理の三つのクラスに分 類をされ、クラス により販売、貸与 する場合の手続が 異なりま
す。
２、条例改正についての 改正前の項目にあ りますように、旧 薬事法に基づきま して、高
度管理医療機器等販売業・ 貸与業については 知事の許可、管理 医療機器販売業・ 貸与業に
ついては知事への届け出と なっておりますが 、これらにつきま しては、高知県の 事務処理
の特例に関する条例に基づ きまして、平成23年４月１日に高知 市長に権限を移譲 しており
ます。
ところが、第３次一括法 の成立に伴い、改 正後の項目にあり ますように本年４ 月１日か
らは高度管理医療機器及び 管理医療機器の販 売業・貸与業につ いては、営業所の 所在地が
保健所設置市にある場合は 、法に基づく許可 等の権限が市長と なります。
この改正によりまして、 営業所が高知市に ある場合は、許可 等の権限が高知市 長となり
ますことから、事務処理の 特例に関する条例 を改正をして、関 係条項を削除しよ うとする
ものです。
医事薬務課からの説明は 以上です。
◎川井委員長

質疑を行い ます。

◎西内（健）委員

お薬手 帳の電子化という ことで、情報とし ては、お薬に関す る情報し

か載せないということでい いでしょうか。
◎西森医事薬務課長

基本 的には紙版のお薬 手帳に記載をされ ます、ど のような医薬品を 、

どのような飲み方をすると いったものを保存 をするものですが 、ただ、お薬手帳 のアプリ
では、例えばその医薬品が 、どのような種類 のお薬であるかと か、いつ飲むかに ついてア
ラームが鳴るようにすると か関連する機能が 、いろいろ充実を してきております ので適正
な使用には、かなりプラス になるものだと考 えてます。
◎西内（健）委員

これが 適当な話なのかど うかわからないで すけれど、多分、 言われて

るのは、お薬手帳は、患者 さんというか、御 本人だけが見るよ うな形のお薬手帳 だと思う
んです。例えば、そういう 方が事故に遭った りとか、何か急遽 体調を崩されてと いうとき
なんかに、外部の方が見る 方法とか、その方 がお薬手帳という か、そういう電子 版のもの
を持ってるという表示をど うやってできるか とか。また、その 中で既往症であっ たり、担
当医であったり、血液型と か、簡単なデータ が入ってると、す ぐに対応ができた りという
話を、かつて聞いたことが あるんですけれど も、そういった情 報まで載せること は、お考
えではないかということで すね。
◎西森医事薬務課長

この お薬手帳のアプリ につきましては、 高知県が独自に開 発したも

のではなくて、大阪府薬剤 師会が開発したも のを使わせていた だいてるというの が現状で
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す。ただ、今の状況でも、 例えば御本人だけ でなくて、御家族 のスマートフォン に情報を
取ることができますので、 そういった意味で は、随分役に立つ 場面があると思い ます。
また、現在、開発したメ ーカーがバージョ ンアップを行って おりまして、今は スマート
フォンの中でしか情報が保 存できないんです が、別のサーバに も、もちろん患者 の御了解
をいただいてですが、保存 をし、また利用が できるようにとい うことで、今、準 備が進ん
でおります。お話がありま した、ほかの情報 につきましてもま た、今後検討があ るかもし
れませんが、個人情報のこ となどもあります ので制約もあるか と思います。
◎岡本委員

薬剤師の確保 対策事業について 、えらい不足して るという説明があ ったとこ

ろですけども、この対策事 業をやることによ って改善されてき たのかどうなのか 、もうき
ちんとつかんでいますか。
◎西森医事薬務課長

薬剤 師の確保対策の事 業につきましては 、こういった形で 、少しで

も多くの方をということで 取り組むのは来年 度からになります 。したがいまして 、成果が
どれくらいのものになるか はわからないんで すが、アンケート 調査を行う中で、 情報がな
いとか、そういったような ことが明らかにさ れました。
２年に１回、薬剤師の調 査がございまして 、届け出をしてい ない人もいるんで すが、届
け出をしている薬剤師の数 が、県内で1,700名ですので、単純に考える と、あと、その10
分の１ぐらいは必要ではな いかということも あります。事業を 通しての情報提供 以外のこ
とも含めて、関係の方々と 一緒に取り組みを 進めていきたいと 考えてます。
◎岡本委員

わかりました 。それで、部長に 、直接は関係ない んですけども、看 護師や医

師とかね、理学療法士はも うなくなることで すけれども、奨学 金制度について、 そういう
考え方はできないのか 。検討されている のかどうなのか 。そのあたりは どんなもんですか 。
◎山本健康政策部長

奨学 金を出す方法もあ るかなとは思って ます。ただ、６年 後という

長期で考えて、そこま でやるかというの はあるんですが 、一つには薬学 部がかなりふえて 、
実際の定員が1.4倍ぐらいになった にもかかわらず国 家試験の合格者の 数は逆にふえてな
いという現状があります 。本当にこれか ら長期的に見ても 、薬剤師がず っと不足するのか 、
高知県の場合は地元にいな くて、出て行って る方の半数以上は 帰ってきていただ いてませ
ん。ですから調査にも、実 際の今の薬学部の 学生が、就職に当 たっての情報収集 のやり方
と、今の高知県の中は、そ れぞれの薬局なり 病院が、個別にホ ームページに出す ぐらいの
ことしかできてませんので 、まずはその辺の 情報の提供を一元 化してまず出して 、働きか
けも今までできてなかった のかと言われれば 、それまでのとこ ろはありますけど 、そうい
う就職情報を出すことも含 め、薬学部の学生 に直接いろいろ働 きかけをするとか 、その辺
の取り組みを、まずやりま すんで、その辺見 て、また手法とし てはあると思いま すけど、
考えたいと思ってます。
◎岡本委員

この不足の原 因というのは、院 外処方とか、ドラ ッグストアがふえ たとか、
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そういうこともやはり関連 しているんですか 。
◎山本健康政策部長

ドラ ッグストアとか、 その辺がかなり大 きいとは思います 。ただや

はり言いましたように、定 数がふえたのに何 でふえないんだと いうところが、あ らっとい
うところがあるんですが。
◎岡本委員
◎川井委員長

わかりました 。
ほかにござ いませんか。
（な

◎川井委員長

し）

以上で質 疑を終わります。
〈国保指導課〉

◎川井委員長

次に、国保 指導課の説明を求 めます。

◎伊藤国保指導課長

当課 からは当初予算、 補正予算について 御審議をお願いし ておりま

す。まず当初予算ですが、 ②当初予算議案説 明書の125ページをお願いします。
まず歳入ですが、主なも のについて御説明 を差し上げます。 まず７款分担金及 び負担金
の４節国保指導費負担金は 、県から高知県後 期高齢者医療広域 連合に派遣してお ります職
員２名分の人件費に係る広 域連合からの負担 金です。
その下の５節高齢者医療 費負担金は、県に 設置しております 後期高齢者医療財 政安定化
基金の造成に係ります後期 高齢者医療広域連 合の負担金です。 この財政安定化基 金へは、
国、県、広域連合が３分の １ずつ拠出するこ ととされているた め、このページの 下の９款
国庫支出金に同額の３節高 齢者医療費負担金 を計上しておりま す。
次に歳出ですが 、127ページをお願いしま す。主なも のについて 、説明欄に沿っ て御説明
をさせていただきます。
まず、６目国保指導費の１ 人件費ですが、当 課職員16名に係る人件費で、うち２ 名は高
知県後期高齢者医療広域連 合に派遣しており ます。
次の２保健医療機関等指 導監査費は、保険 診療の質的な向上 と保険請求の適正 化を図る
ため、四国厚生支局高知事 務所と共同で実施 をしております保 健医療機関の集団 指導や個
別指導等に要する経費です 。
その下の３国民健康保険 事業費は、国保審 査会委員報酬や事 務費等を除きまし て、ほと
んどの項目が市町村国保に 対する法定の負担 金、交付金です。
次のページをお願いしま す。説明欄の 一番上、国民 健康保険保険基盤 安定負担金ですが 、
所得の低い方の保険料につ きましては、応益 保険料であります 被保険者均等割や 世帯平等
割の７割軽減などを行い、 保険料負担の軽減 を図っております が、この保険料軽 減に要す
る経費を補塡するとともに 、低所得者を多く 抱える保険者にお きましては、総体 的に中間
所得者の負担が重くなると いうことから、中 間所得層の負担軽 減を目的に軽減者 数などに
応じて支援を行うものです 。
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その下の高額医療費共同 事業負担金は、高 額な医療費の発生 による国保財政へ の影響を
緩和するため、市町村から の拠出金を財源に 、レセプト１件当 たり80万円を超える高額な
医療につきまして、県単位 で費用負担を調整 する共同事業に対 する負担金です。
次の特定健康診査・保健 指導負担金は、医 療保険者に義務づ けられております 生活習慣
病の予防のための特定健診 ・特定保健指導に 対する負担金です 。
次の国民健康保険調整交 付金は、国民 健康保険法及び県 の条例に基づきま して、市町村 、
保険者間の財政力の不均衡 等を調整するもの です。
次に７目高齢者医療費で すが、まず、後期 高齢者医療事業費 ですが、審査会委 員報酬と
事務費を除きまして、全て 法定の負担金です 。
３行目の後期高齢者医療 給付費負担金は、 主に75歳以上の方を対象としており ます後期
高齢者医療広域連合が行う 医療給付費に対す る負担金で、医療 給付費の12分の１を県で負
担するものです。
その下の高額医療費負担 金は、レセプト１ 件当たり80万円を超える高額な医療 費の発生
によります、広域連合の保 険財政のリスクを 緩和するための負 担金です。
次の保険基盤安定負担金 は、所得の低い被 保険者などの保険 料負担を軽減する ために行
われております低所得者に 対する保険料の軽 減及び被用者保険 の被扶養者であっ た方に対
する保険料の軽減に対し負 担するものです。
一番下の２後期高齢者医 療財政安定化基金 積立金は、後期高 齢者医療広域連合 の保険財
政の安定化を図るため、医 療給付費の増加や 保険料の収納の減 少による財源不足 及び保険
料の増加抑制に対応するた めの基金への積み 立てです。国、県 、広域連合の三者 が、それ
ぞれ拠出することとされて おりまして、県負 担分を加えた拠出 金合計に利子収入 を含めて
積み立てを行うものです。
以上、国保指導課の 当初予算は220億8,463万円です。前年度の当初予 算と比較して3.6％
増加しておりますが、その 主な要因は、国の 制度改正に伴いま す国民健康保険保 険基盤安
定負担金の増加と、後期高 齢者医療の医療給 付費の増に伴う後 期高齢者医療給付 費負担金
の増加によるものです。
当初予算につきましては 以上です。
続きまして補正予算です が、④補正予算議 案説明書の56ページをお願いします 。５目の
国保指導費で4,752万3,000円の減額、６目の 高齢者医療費で
2,753万9,000円の減額で、計7,506万2,000円の減額補正をお願 いするものです。
主なものにつきまして、 右側の説明欄に沿 って御説明します 。まず５目国保指 導費の２
国民健康保険事業費では、 上から４行目、国 民健康保険保険基 盤安定負担金は、 低所得者
の保険料の軽減を補塡する もので、保険料軽 減額が見込みより 増加したことによ り、増額
補正を行うものです。
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二つ飛びまして、国民健 康保険調整交付金 は、対象事業費か ら控除することと なってい
ます、65歳以上の被保険者 に係る前期高齢者 交付金の額が見込 みより増加したこ となどか
ら、対象事業費が減少した ことに伴い減額補 正を行うものです 。
次に６目の高齢者医療費 です。２行目、後 期高齢者医療給付 費負担金は、高知 県後期高
齢者医療広域連合が行いま す医療給付に対す る負担金でして、 医療給付費の12分の１を県
で負担するものですが、対 象となる医療給付 費が当初見込みを 下回ったため減額 補正を行
うものです。
次の高額医療費負担金は 、負担金の対象と なる高額なレセプ トが増加し、当初 見込みを
上回りましたために増額補 正を行うものです 。
次の保険基盤安定負担金 は、低所得者等の 保険料の軽減を補 塡するもので、対 象となる
軽減見込み額が当初見込み を下回ったため、 減額補正を行うも のです。
補正予算につきましては 以上です。
なお、国と地方とで協議 がされてきました 国保制度の見直し につきましては、 この後の
報告事項で改めて御説明を させていただきま す。
◎川井委員長

質疑を行い ます。
（な

◎川井委員長

し）

質疑を終わ ります。
〈健康対策課〉

◎川井委員長

次に、健康 対策課の説明を求 めます。

◎福永健康対策課長

当課 から御審議をお願 いしておりますの は、一般会計当初 予算議案

と、一般会計補正予算議案 の二つです。
初めに、平成27年度当初予算について御説 明します。項目が 多くありますので 、第２期
日本一の健康長寿県構想に 関連するものや平 成26年度からの変更点など主なもの について
説明します。
お手元の資料②の議案説 明書130ページをお開きく ださい。歳入予算 です。
まず、上から５段目です。 ９款国庫支出金で すが、平成26年度から２億6,000万円ほど
増加しております。
これは、国の難病制度改 革に伴う医療費扶 助費の増加、Ｃ型 慢性肝炎に対する 新たな抗
ウイルス薬が保険適用され たことに伴う医療 扶助費の増加、ま た、国の財源変更 に伴い、
平成26年度は安心こども基 金で対応してきた 事業について、平 成27年度は国庫補助金で対
応することによる増加が主 な要因です。
続きまして131ページをお開きく ださい。
上から２段目の、12款繰入金のうち、二つ下 、４地域医療再生 臨時特例基金繰入 は、平
成26年度まで実施していた 事業が終了しまし たので本年度はな しとなっておりま す。
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６番目の地域医療介護総 合確保基金繰入は 、産科医等の処遇 を改善し、その確 保を図る
ため、分娩手当を支給 する分娩取扱施設 への支援、が ん患者の在宅療養 が円滑に進むよう 、
退院調整を行う専門職を対 象に在宅療養支援 機関などでの実施 研修を実施するも のです。
また、マダニの咬傷、か む傷ですが、など 、新しい皮膚疾患 に対応するため、 開業医師
への研修や、診察現場で参 考となる資料の作 成に要する費用に ついて、地域医療 介護総合
確保基金から繰り入れて行 うものです。
次の丸、安心こども基金 繰り入れは、特定 不妊治療への支援 を行っているもの ですが、
国の財源変更に伴い、先ほ ど国庫支出金のと ころで御説明した とおり、平成27年度は国庫
補助金で対応することとさ れましたので、事 業費がゼロとなっ ております。
以上、平成27年度の歳入予算は、平成26年度より２億3,758万円増の11億1,382万7,000
円となっております。歳入 予算については以 上です。
引き続きまして、133ページをお願いします。歳出 予算です。
上から３段目、健康対策費 、８目健康対策費 です。一番右にあ ります説明のとこ ろ、１
人件費、２健康対策総務費 は、職員給与や管 理運営費など課の 共通経費です。
下から三つ目の国庫支出 金精算返納金につ きましては、平成26年度に受け入れ を行いま
した国費について、その実 績額にあわせて超 過分を国に返還す るものです。
３のがん対策事業費 、一番下になって いますが、そ れから次の134ページの下から２段目
の４肝炎対策事業費につき ましては、日本一 の健康長寿県構想 に関係する事業と なります
ので、お手元の第２期構想 冊子を使って説明 をさせていただき ます。
構想冊子23ページをお開きください。イ、がん検診 の受診促進と書い てあるページです 。
がん検診の受診促進につい ては、全国より死 亡率が高い働き盛 りの世代を対象に 、平成22
年度からがん検診の意義や 重要性、検診日程 などを、40歳代、50歳代の方一人一人にお知
らせしたり、検診を受診し ていない方に対す る受診再勧奨を行 うなど、がん検診 の受診勧
奨に取り組む市町村を支援 し、きめ細やかな 受診勧奨に取り組 んでまいりました 。
また、平成24年度からは事業主と連携した 働きかけ、平成25年度からは市町村 に御協力
いただき、住所地以外の市 町村でもがん検診 が受診できる広域 検診を実施、平成26年度か
らは、大腸がん検査キット の郵送回収を実施 しているところで す。
上段の現状のところに記 載しておりますが 、平成26年度の県民世論調査の結果 による未
受診の理由には、忙しい、 面倒といった回答 が上位を占めてお りますことから、 一層の利
便性向上対策が必要と考え 、平成27年度はさらにがん検診を受 けやすくする対策 に取り組
んでいくこととしておりま す。
続きまして、右下の取り 組み欄をごらんく ださい。一番上の 一つ目の丸のがん 検診市町
村広域実施事業委託料は、 先ほど説明したと おり、平成25年からがん検診を住所 地以外の
市町村でも受診できる広域 検診の取り組みを 行っておりますが 、平成27年度は広域検診を
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ふやして50日とし、より多くの方に 受診していただけ る機会を設けるこ ととしております 。
次の丸のがん検診利便性 向上対策補助金の ところで ○
拡 と記載しておりますが 、市町村か
ら複数の検診を一度に受診 できるセット検診 日を維持推進する には、検診当日の 受け付け
要員や問診ができる保健師 、看護師等の専門 職の人的支援を充 実するように求め られまし
たことから、より充実する 配置とすることと しております。
その下、○
新 と書いてございま すが、県民世論調査に おいて、県民から要望 の多かった土
日検診の実施日をふやすた めに、新たに土日 検診を実施する医 療機関の医師及び 看護師の
人件費を支援したいと考え ております。
三つ目の丸、がん検診受 診促進事業費補助 金は、検診対象者 への個別通知や、 未受診者
への再受診勧奨の対象年齢 を拡大し、より多 くの方にがん検診 の情報を周知し、 受診に結
びつけていく予定です。
このように、これまでの 取り組みのさらな る拡充を行うこと で地域や職域から の受診勧
奨と利便性の向上に努めて いき、がん検診の 受診率向上を図っ てまいります。
続きまして、ウイルス性 肝炎対策です。22ページをお願いし ます。
この事業は、日本一の健康 長寿県構想のがん 予防の推進の中で 、ウイルス性肝炎 対策の
強化として、平成23年度より力を入れて取り 組みを進めている ものです。
右上の課題欄に記載して おりますが、感染 機会の最終年であ る、昭和63年から25年が経
過し、がん化するまでの期 間を超えてきたこ とから、平成26年度から感染を知っ ているに
もかかわらず、医療機関に かかっていない方 への取り組みを強 化しております。
これはウイルス性肝炎の 感染がわかっても10カ月程度から数 年の経過観察を経 て体の中
のウイルス量が一定以上に なってからでない と治療が開始でき ないため、受診意 識が低下
したり、検査費用が負担に なるなどで受診し なくなることが多 くなっている状況 があるか
らです。
具体的には、下の取り組み 欄、○
拡 と書いてあります、肝 炎陽性者フォロー アップ事業に
おいて、受診意識の維持を 図るために、県が 養成しています地 域肝炎治療コーデ ィネータ
ーによる支援を引き続き行 うとともに、新た に平成27年度から検査にかかわる医 療費のう
ち、これまで国が助成対象 としていなかった 職場健診、あるい は医療機関で検査 を受けら
れて陽性と診断された方へ の初回精密検診費 用や、国が助成対 象外としておりま す低所得
世帯への定期検査費用に対 して県単独で支援 することとしてお ります。
これらの取り組みにより 、肝炎陽性者の経 済的負担を少なく することにより、 確実に治
療へつなげることとしてお ります。
また、その他の事業とし ては、引き続き無 関心層への啓発を 行うため、量販店 などでの
啓発イベントやイベント会 場での無料検査の 実施、感染者に着 実に治療を受けて いただく
ためのインターフェロン治 療及びインターフ ェロンフリー治療 、核酸アナログ製 剤による
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医療費の助成を行う医療扶 助費などを計上し ております。
再び、資料②の 議案説明書にお戻 りください 。135ページをお開きくだ さい。ペ ージ中ほ
どに５結核対策事業費がご ざいますが、これ は結核患者の医療 費の公費負担など に要する
経費や患者の早期発見、早 期治療、または再 発防止のための指 導に要する経費、 結核予防
意識の啓発のための経費な どとなっておりま す。
続きまして、一番下にご ざいます６感染症 対策事業費は、平 常時には感染症の 発生動向
の把握を行うとともに、新 型インフルエンザ を含めた各種感染 症患者の発生や、 災害時に
おける迅速かつ的確な防疫 活動に備えるため に要する経費とな っております。
続きまして、136ページをお願いします。上から三つ 目、医療従事者研 修等委託料ですが 、
先ほど歳入でも御説明した とおり、平成27年度からの新たな取 り組みとしてマダ ニ咬傷な
ど新しい皮膚疾患に対応す るため、開業医師 への研修や診察現 場で参考となる資 料の作成
を行います。
続きまして、さらに三つ 下ですが、ＨＩＶ 診療連携体制強化 事業委託料です。 ＨＩＶに
感染された方が、ＨＩＶの 特異的な症状以外 の日常的な疾患の 診療について、身 近な地域
の医療機関で安心して医療 を受けられる体制 を構築するもので す。
続きまして、137ページをお願いします 。上から２段 目の事務費ですが 、新型イ ンフルエ
ンザに備えるために、備蓄 している抗インフ ルエンザウイルス 薬のリレンザ及び タミフル
ドライシロップを購入する ための費用、約2,800万円を盛り込んで計上 しております。
続きましてその下、７の 原爆被爆者対策費 ですが、これは被 爆者の方々に対し ます健康
診断や医療、また各種の手 当の支給などに要 する経費となって おります。
続きまして中ほど、８の 母子保健事業費で す。これは日本一 の健康長寿県構想 の、母体
管理の徹底と健やかな子供 の成長、発達への 支援に関するもの のほか、思春期相 談センタ
ーの運営や先天性代謝異常 検査の委託などに 要する経費となっ ております。取り 組み内容
につきまして、後ほど構想 冊子で御説明させ ていただきます。
138ページをお開きください 。上から四つ 目です。９ の母子医療対策事 業費ですが 、こち
らも日本一の長寿県構想の 周産期医療体制の 確保に関するもの のほか、特定不妊 治療費や
乳幼児医療費の助成に要す る経費などとなっ ております。
ここの二つの取り組みに つきまして、構想冊子を使って 説明しますので 、お手数ですが 、
構想冊子の17ページをお開きください 。ア、母体管理の徹底 、と書かれ ているページです 。
上段の現状欄に記載して おりますとおり、 県内の乳児を持つ お母様方に産後ケ アに関す
るニーズ調査を行った結果 、産後の睡眠不足 や体の疲れなど、 体調不良のお母さ んが３割
いることなど心身にリスク を抱えた産婦が一 定数存在し、ニー ズとして親同士の 仲間づく
りや育児を教わる場などの 利用意向が高いこ とが明らかになり ました。
こういった現状を踏まえ まして、右下、平成27年度の取り組み欄の ○
新 産前・産後ケアの
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充実というところですが、 アドバイザーを招 聘し市町村の実情 にあった産前・産 後ケアサ
ービスの具体化を進めるた め、地域実践会議 を圏域単位で実施 するとともに、人 材育成研
修会や、パートナー、家族 向けのリーフレッ トを作成すること としております。
さらに、分娩施設が中央 保健医療圏に集中 しているため、分 娩施設までが遠く 、時間を
要する所に居住する妊婦に とっては、長時間 の移動により母体 及び胎児への危険 が伴い、
負担も大きくなります。
このため、これまでリス クの高い妊婦など に限って、特例的 に利用を認めてい ただいて
いたドナルド・マクドナル ド・ハウスこうち と協議を行い、平 成27年度からは、待機分娩
などを行う全妊婦に対して 、常時居室を提供 できる体制を整え ていただけるよう になりま
した。そのための運営費に 対して補助を行い 、安全安心な出産 を支援してまいり ます。
続きまして、１ページ飛 ばしまして19ページをお願いします 。健やかな子供の 成長・発
達への支援のページです。 上段の現状欄に記 載しておりますが 、市町村の母子保 健サービ
スの数字に格差が生じてお り、また右上の指 標につきましても 、平成25年度からの取り組
みによりまして、１歳６カ 月児、３歳児健診 の受診率は、少し ずつ改善が見られ ていると
ころですが、全国と比較す るとまだ低い状況 となっております 。
右下の取り組み欄にあり ますように、引き 続き市町村の母子 保健体制の基盤強 化を図る
ため、１歳６カ月児、３歳 児の受診促進や、 未受診児を対象と した広域健診など を市町村
と共同で実施するとともに 、乳幼児健診の標 準化・見直しの検 討会の実施や検診 の手引書
の作成によって検診の充実 を図ります。
それでは、再び資料②の 議案説明書にお戻 りください。138ページをお願いします。
下から四つ目の不妊治療費 給付金は、特定不 妊治療をされてい る夫婦に対して費 用の一
部を助成するものですが、 平成27年度からは既存の特定不妊治 療の助成に加え、 男性不妊
治療に対して治療費の上乗 せ助成を実施する ことで、経済的負 担を軽減し、不妊 治療を受
けやすくします。また不妊 専門相談センター で、泌尿器科医師 による男性専門の 不妊相談
を新たに実施します。
このような取り組みを一 体的に進め、安心 して妊娠出産でき る環境の整備と母 子保健の
基盤強化を行ってまいりま す。
下から２番目の10指定難病等対策事業費で すが、難病の患者 に対する医療費等 に関する
法律が今年１月に施行され 、医療費助成の対 象疾患が、法律施 行前の56疾患から現在110
疾患に拡大しており、さら にこの夏には300疾患程度に拡大する予定と なっております。
こちらでは、法律で指定 された難病の患者 や、小児慢性特定 疾病児童に対する 医療費を
公費負担するための経費な どを計上しており ます。
一番下の指定難病審査会 委員報酬及び139ページ一番上の小児慢性疾 病審査会委員報酬
ですが、今回の法律の施行 に伴い医療費の支 給認定をしないこ ととした場合は、 審査会に
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審査を求めることとされま したので、その審 査委員に対する報 酬を計上していま す。
また、同じく139ページ上から７番目 、真ん中辺にご ざいますが 、特定医療費認 定業務委
託料です。今回の法律の施 行に伴い非常に希 少な疾患が大幅に ふえましたので、 医療費の
支給認定の審査には、より 専門的な知識が必 要とされます。こ のため審査につい ては、不
支給となる場合及び判定が 保留される場合の み、先ほど御説明 した審査会に諮る こととな
っておりますが、審査会に かける認定基準を 満たさない疑い例 を、あらかじめ選 別する必
要があることから、その業 務を高知大学医学 部に委託するもの です。
その三つ下、11の難病患者等支援事業費で すが、難病患者の 皆さんやその御家 族に対す
る相談支援などに要する経 費や、ハンセン病 の元患者に対して の支援に要する経 費、人工
呼吸器や人工透析の患者に 対する南海トラフ 地震対策経費など を計上しておりま す。
その下、難病医療拠点病 院運営委託料です が、今回の法律施 行に伴う国の難病 特別対策
の推進において、都道府県 は広域的な医療資 源の調整、専門的 な立場からの助言 などを行
う難病医療拠点病院を指定 することになって おりますので 、
その運営を 委託するものです 。
続きまして、二つ下の難 病相談支援センタ ー運営委託料です が、お配りしてお ります議
案参考資料で説明します。 お手数ですが、議 案参考資料の赤色 のインデックス、 健康対策
課のページをごらんくださ い。難病相談支援 センターの新たな 設置による難病患 者への相
談支援の充実というページ です。
左上、現状及び課題に記 載しておりますが 、先ほど説明しま したとおり、難病 の患者に
対する医療費等に関する法 律が本年１月に施 行されたことによ り、支援の対象と なる患者
が大幅に増加することから 支援体制の強化が 必要となっており ます。
現在、福祉保健所におい て、難病患者の相 談対応を行ってお りますが、気軽に 行ける相
談場所を望む声も多く、ま た診断直後の不安 な気持ちの受けと めや、医療や介護 、就労な
どの複合的な問題への対応 、
患者同 士のピアサポート の充実などが必要 となっております 。
このため、新たに高知市 内に難病相談支援 センターを設置し 、左下の機能欄に あります
ように、患者の皆さんとそ の御家族が、生活 上の悩みや不安に ついて気軽に相談 でき、患
者同士の交流、学習会や就 労支援を行い、ま た、県内各地に出 張相談に出向くな ど支援体
制の強化を図りたいと考え ております。
それでは、再び資料②の 議案説明書にお戻 りください。140ページをお願いします。
一番上の小児慢性特定疾病 児童等自立支援事 業委託料ですが、 今年１月に児童福 祉法の
一部が改正されましたこと に伴い、都道府県 が慢性の疾病のあ る児童に対し成人 となった
ときに自立した生活を送る ことができるよう 、自立支援員によ る各種支援策など の利用計
画などを作成し、関係機関 の調整を行うこと とされましたので 、その経費を計上 している
ものです。
その下の12障害者自立支援事業費ですが、18歳未満の身体に 障害のある児童の うち、治
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療によって機能の改善が見 込まれる児童を対 象として、市町村 が医療給付を行い ますのが
この負担金となっておりま す。
以上、健康対策課の平成27年度当初予算の 総額は29億5,682万6,000円で、対前年度比で
４億3,617万6,000円の増加となっております 。主な増加の要因 は、歳入予算でも 御説明し
ましたが、国の難病制度改 革などに伴う医療 扶助費の増加やＣ 型慢性肝炎に対す る新たな
抗ウイルス薬が保険適用と されたことに伴う 医療扶助費の増加 などによるもので す。歳出
予算については以上です。
以上で、当初予算につい ての説明を終わり ます。
続きまして、平成26年度補正予算について 説明します。お手 元の④の議案説明 書補正予
算58ページをお開き願いま す。歳入予算です 。
９款国庫支出金及び12款繰入金を合わせま して１億3,102万7,000円を減額する予算を計
上しております。内容につ きましては、これ らの予算を充てる 事業の概要ととも に、歳出
予算で説明します。
続きまして59ページをお願いします。歳出 予算ですが、主な ものを中心に説明 をさせて
いただきます。上から３段 目、７目の健康対 策費です。右側の 説明欄の１の健康 対策総務
費です。こちらの国庫支出 金精算返納金は、 平成25年度に受け入れを行いました 国庫補助
金について、その実績額が 確定したことに伴 い、実績より多く 受け入れた額につ いて国に
返還するものですが、返還 額が見込みを下回 ったことから減額 をお願いするもの です。
それから、一つ飛びまし て、真ん中辺、３ の感染症対策事業 費です。こちらで すが、下
から２番目の高齢者肺炎球 菌ワクチン接種促 進事業費補助金で す。こちらは、高 齢者の肺
炎による死亡を減少するこ とを目的に、肺炎 球菌ワクチン接種 費用の助成事業を 行う市町
村に対し補助を行ったもの ですが、事業費が 当初の見込みを下 回ったことから減 額をお願
いするものです。
なお、こちらにつきまし ては、平成26年10月より法定接種と なり、地方交付税 措置され
市町村事業となりましたの で、当事業は平成26年度をもちまし て廃止となってお ります。
続きまして60ページをお願いします。中ほ どですが、母子医 療対策事業費です 。こちら
の養育医療費負担金につき ましては、未熟児 の医療に対して必 要な医療の給付を 行うもの
ですが、事業費が当初の見 込みを上回るため 増額をお願いをす るものです。
次の乳幼児医療費補助金 は、事業費が当初 の見込みを下回っ たことから減額を お願いす
るものです。
次の特定不妊治療費補助 金は、高知市が行 う特定不妊治療費 助成事業について 、安心こ
ども基金から国の負担額相 当を支出する必要 があることから補 助金として計上し ておるも
のでありまして、次の不妊 治療費給付金は、 高知市を除く特定 不妊治療の助成事 業費です
が、ともに事業費が当初の 見込みを上回るた めに増額をお願い するものです。
- 77 -

その下の７の特定疾患等 治療対策事業費の うち、下から二つ 目、医療扶助費に つきまし
ては、医療費が当初の見込 みを下回ったこと から減額をお願い するものです。
なお減額が大きくなって おりますのは、予 算編成時には対象 となる指定難病が 固まって
いませんでしたので、患者 の大幅な増加を最 大限で見積もって 予算化する必要が あったた
め、実績との差が生じたも のです。
最後、61ページですが、以上によりまして 、健康対 策課の合計で１億1,278万円の減額と
なっております。補正予算 については以上で す。
最後に62ページをお願いします。繰越明許 費です。今回繰り 越しをお願いしま すのは、
エボラ出血熱などの１類感 染症などが発生し た場合に、福祉保 健所職員が対応す るために
着用する防護服を購入する ものです。
国の経済対策による補正 予算を活用するた め、平成27年度当初予算から、今回 の補正予
算に前倒ししたものですが 、平成26年度中の整備が時間制約か ら困難なため、平 成27年度
に繰り越し執行するもので あります。
以上で健康対策課からの 議案説明を終わり ます。
◎川井委員長
◎岡本委員

質疑を行い ます。
１点教えてく ださい。がん検診 利便性向上対策補 助金ということで 、668万

9,000円から990万円とかなりふえています。 それで新規事業の 中で、アンケート に基づい
て、今回新たに土曜日と日 曜日に検診を実施 するということに なっていますけれ ども、こ
の人件費補助の20回分というのは、どういう のか。
◎福永健康対策課長

土日 受診につきまして は、既に 集団検診では年間100回以上実施して

おります。今回は、医療機 関を土日をあけて 、検診のために利 便を図っていただ く分が、
年間20回分という形で組ま せていただいてい るというところで す。
◎岡本委員

具体的に医療 機関というのは、 どういうところが 何カ所、まず医療 機関があ

るのか。
◎福永健康対策課長

現在 まだ調整中ですが 、基本的に女性の 検診、乳がん、子 宮がんに

つきまして計画をしており まして、検診をさ れているところと 、それから乳腺の クリニッ
クあるいは婦人科の診療所 等でお願いをする 予定としておりま す。
◎岡本委員

これは今から だということです けれど、大体は特 定はしているんで すか。

◎福永健康対策課長

既に お願いはしており まして、具体的な ところを調整を図 っていき

ます。時期的には10月が県のがんの月間 です。９月か ら11月の間で実施を考えております 。
◎岡本委員

これは大変い いことですけれど も、どう対象者に 周知していくかが 課題にな

ってこようと思うんです。 その対策なんかに ついては考えてお られるんでしょう か。
◎福永健康対策課長

基本 的にがん検診の周 知につきましては 、市町村経由及び マスコミ

経由、それから広報等で考 えてやってきてお りますが、土日の 検診は、かなり人 気が高う
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ございまして、かなり来て いただけるのでは ないかなと考えて おります。
◎岡本委員

文書を出すと かいうんじゃなく て、広報とか、メ ディアとか大ざっ ぱな募集

の仕方になるんですか。
◎福永健康対策課長

個別 に案内をする経費 として、当県の補 助を使うことがで きますの

で、市町村によっては、そ ういうことも考え ていただけるかと は思います。
◎溝渕委員

難病相談支援 センターが新しく なる。今まででも 、もちろん相談す るところ

はあったと思うんですが 。56疾患が300疾患までふえて 、これは 、やはり今までの 要望もあ
って。国の大きな 動きの中で300疾患ぐらいいったら、相当カバーできる という感じですか 。
まだまだ、いろんな病気の 関係はあるんです か。
◎福永健康対策課長

300疾患というのは、幾つ か国のほうで条件 は設けておりまして 、希

少性といいまして、人数が 少ないとか、それ から治療法が不明 確で必ずしも確実 に治る見
込みが現在のところはわか らない、途上であ るとか、四つぐら いの条件がござい ます。そ
れにあわせて、診断の定義 がきちんとしてい ることです。例え ばある病気でも、 発見した
人が３人おりましたら、Ａ さん病、Ｂさん病 、Ｃさん病とか、 三つぐらい同じ病 気に名前
がついたことがありますが 、これが診断があ る程度確立して、 何とか病ときちん と決まっ
たということになってまい ります。したがっ て、一つの病気で も、例えば10個ぐらい分類
がある、10個の病気とも言えるんですが。そ う数えると、何千 にもなってしまう んですけ
れども、一応の診断基準が あって、病気の概 念が成立している ものとして該当す るのが、
恐らく、おおむね400弱程度あると言われておるんで す。その中で300程度と聞いておりま
す。
◎溝渕委員

もちろんいい ことですので、や っていってもらわ ないといけないで すが、実

際に今までと、新たにこの センターが設置と いうことで、特に どの辺が大きく変 化するの
か。
◎福永健康対策課長

福祉 保健所での相談と 役割分担を図って いくというところ が一つで

す。今までは 、どうしても 医療内容に関する 相談が多かった部 分があります 。ですが今回 、
特にセンターに期待できる ところとしては、 患者同士の相談で あるとか、初期の 対応、そ
れから全国交流を活発にや っていく予定です ので、センターと しての機能、この ようなと
ころ。それから、専門の相 談員を雇用します から、来所しての 相談、それから出 張相談等
でも、質の高い相談も期待 しているところで す。
◎溝渕委員

本当に難病を 持たれた方は大変 ですので、いろん な連携をとる形が できるよ

うになってほしいと思いま す。要請しておき ます。
◎中根委員

周産期の問題 で、マクドナルド ハウスで待機がで きるのは、本当に 画期的だ

と思うんですけれど、そん な中で、産婦だけ が、マクドナルド ハウスにいるよう な形にな
るのか。家族もあと１人く らいいいとか、何 かそういう要件。 それから距離的な ものが、
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ひょっとあるかどうか。そ のあたり教えてく ださい。
◎福永健康対策課長

利用 料が１人当たりと いうことなってお りまして、家族は おること

ができます。所定の利用料 を払えばというこ とになっておりま す。利用条件につ きまして
は、特に距離要件等はあり ません。ですので 。ちょっとお待ち ください。
◎山本健康政策部長

今 、課長が言いま したように１人1,000円です。ですから妊 婦が泊ま

れば、一緒に家族が泊まっ ていただいて構い ません。それから 、距離が何キロと か、何時
間以上かかるとかではなく て、その方が泊っ て、事前にそこか ら行きたいと思え ば全く大
丈夫です。
◎中根委員

例えば、国立 高知病院で出産の 予定であってマク ドナルドハウスに 泊っても

いいわけですよね。
◎福永健康対策課長

差し 支えありません 。ぜひ利用 していただきたい と考えております 。

ちょっと距離がありますの で交通費とかは負 担していただかな ければなりません が、現実
問題として、大学は近いで すから、大学に行 かれる方とかも結 構泊っておられま す。ＪＡ
とか、市中のクリニックで も、分娩のクリニ ックでも構いませ ん。
◎中根委員

これは、お知 らせなんかは、ど んなふうにされる 予定ですか。

◎福永健康対策課長

市町 村にお知らせする 。ほかの広報媒体 を使ってやる、と 同時に、

産科の先生方にお願いして 全妊婦に宣伝をし ていただく。基本 的には、私どもと しては、
距離がありますと、それだ けリスクは高いと 考えておりますし 、特に２度目以降 の分娩の
方は陣痛が来てから産まれ るまでが早いです ので、できるだけ そのあたりの御理 解をいた
だけるように働きかけてい きたいと考えてお ります。
◎田村委員

ちょっと教え てください。構想 の24ページの緩和ケアですね。新し い取り組

みの中で、療養場所の移行 調整職種はどうい うものを考えられ ているか。今まで は病院し
かないかなと思って。
◎福永健康対策課長

主に がん診療で言いま すと、がんの急性 期診療と申します か、入院

治療ですとか、場合によっ ては拠点病院のよ うなところで、特 に通院化学療法と かいうこ
とを行っている方が、地域 の医療機関に移っ ていかれたり、入 院されている方が 家に移っ
ていかれるというところに かかわる意向調整 をする職種に対し ての研修を考えて いるとこ
ろです。
◎田村委員

私は全く別の 、そういう緩和を できるような場所 かと思ったんで、 病院を移

るんですか。
◎福永健康対策課長

基本 的には、病院から 在宅ということで 考えています。在 宅で緩和

ケアに移っていくために必 要な職員を養成す るというふうに考 えています。
◎田村委員

この下の端の 患者満足度の中に ある調査委託は 、そういう 人なんかも対象に 、

場合によったら調査するん ですか。
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◎福永健康対策課長

患者 満足度調査の中に も入っております が、この事業を行 うに当た

りまして、在宅移行さ れた方のケース調 査を行っていると ころです。こ れにつきましては 、
実際に、調査を計画してい るところです。
◎川井委員長

ほかにござ いませんか。
（な

◎川井委員長

し）

以上で質疑 を終わります。

お諮りいたします 。以上をもって 、本日の 委員会は終了とし 、この後 の審査については 、
明日、行いたいと思います が、御異議ござい ませんか。
（異議なし）
◎川井委員長

それでは、 以後の日程につい ては、明日の午前10時から行います ので、よ

ろしくお願いします。
本日の委員会はこれで終 了します。

（17時７分閉会）
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