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平成29年３月９日 

◎加藤委員長 おはようございます。 

 ただいまから、危機管理文化厚生委員会を開会いたします。 

                                （９時59分開会） 

 本日の委員会は、昨日に引き続き「付託事件の審査等について」であります。 

 地域福祉部から報告事項に関する資料が提出されましたので、お手元にお配りしていま

す。 

〈医事薬務課〉 

◎加藤委員長 それでは、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号議案平成29年度高知県一般会計予算及び第３期

日本一の健康長寿県構想バージョン２について、所管分を説明させていただきます。 

 お手元の②とあります議案説明書、当初予算の115ページをお開きください。 

 まず、歳入でございます。 

 歳入のうち、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物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、後ほど説明

をいたします歳出の特定財源となるものでございます。 

 117ページをお開きください。 

 次に、歳出について説明をいたします。 

 歳出予算額は１億3,218万4,000円となっており、昨年度当初比で11万5,000円、率にし

まして約0.1％の減となっております。 

 続きまして、説明の欄をごらんください。 

 １人件費は、職員14名の人件費でございます。 

 ２医事薬務総務費は、当課の事務費でございます。 

 ３医薬連携推進事業費のうち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

局を活用した県民の健康づくりの推進と、在宅医療への薬局・薬剤師の参画の推進の２つ

の取り組みで構成されています。それぞれ日本一の健康長寿県構想を用いて説明させてい

ただきます。 

 長寿県構想の24ページをお開きください。 

 現状の１点目にありますように、県では県民が身近で気軽に健康に関する専門的な支

援、相談を受けられる場所として、平成26年９月より高知家健康づくり支援薬局の整備を

行っており、29年１月現在で163の薬局を認定しています。 

 ３、今後の取り組みをごらんください。 
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 壮年期の死亡率の改善と、地域地域で安心して住み続けられる県づくりを進めるために

は、規模、立地条件などが異なるさまざまな薬局が、全体として健康づくりや地域包括ケ

アに貢献していくことが重要となります。このうち健康づくりに関しては、高知家健康づ

くり支援薬局の取り組みを推進すること、地域包括ケアに関しては、かかりつけ薬局を持

つ薬局を増加させること、具体的にはこの後説明をいたします在宅医療への薬局、薬剤師

の参画の推進の事業により取り組みを進めてまいります。また、これにより平成28年４月

から届け出制度が始まりました健康サポート薬局の整備につながるものと考えています。 

 支援薬局を活用した県民の健康づくりを推進するための課題としては、活動体制の整備

強化、県民等への周知啓発がございます。これらの課題に対応するため、平成29年度は体

制整備のために全薬局を対象とした事業説明会や、健康相談応需のスキルアップのための

研修会の実施、支援薬局に対する健康づくり関連情報の定期的な提供など、取り組み内容

の充実に向けては、健康まつり等での栄養士など多職種と合同での健康サポート活動、健

康相談から関係機関へつなぐ連携体制の構築などを進めるとともに、健康まつりなどでア

ンケートを実施し事業効果の検証を行います。また、健康まつり、県や市町村の広報紙な

どさまざまな機会を捉えて広報を強化してまいります。 

 続きまして、同じく長寿県構想の42ページ、在宅医療への薬局・薬剤師の参画の推進を

ごらんください。 

 在宅医療を推進する上で、在宅で療養する患者さんが行き届いた薬学的な管理が受けら

れることが重要となりますが、患者さんの飲み残しの原因に応じた服薬支援などが十分に

は行われていない現状にあります。在宅訪問を実施したいと考えている薬局は多く存在し

ていますが、小規模薬局の場合は人的、時間的な余裕がないため参入が進んでいないな

ど、実際に在宅訪問を行い、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している薬局は県内

400薬局のうち95薬局にとどまっています。 

 団塊の世代が全て後期高齢者になる平成37年には、全ての薬局がかかりつけ薬局として

の機能を持ち、地域包括ケアの一翼を担う存在となることが求められています。また、そ

のためには在宅医療関係者と地域の薬局、薬剤師が連携する体制や、小規模薬局が在宅医

療に参画できる体制を整備していく必要があります。 

 平成28年度には南国市、香美市、香南市をモデル地区として高知家お薬プロジェクトを

開始しました。このプロジェクトは、お薬の飲み残しなどをきっかけに地域の薬局が多職

種と連携し患者さんの状態に応じて在宅訪問などの対応を行っていくもので、プロジェク

トを通して患者さんの薬の飲み残しなどについて、医療・介護関係者が薬剤師へ相談しや

すい環境を整備する効果も期待されます。 

 ページ右側にありますように、平成29年度は在宅医療に取り組む薬剤師の養成と資質の

向上を図るための研修を継続して実施するとともに、高知家お薬プロジェクトを実施する



- 3 - 

地域を拡大し、地域全体のかかりつけ薬局機能を強化する取り組みを進めてまいります。 

 また、患者さんが病院から在宅に移行する際に、より適切な服薬支援を受けることがで

きるよう、薬局薬剤師と病院薬剤師が患者さんの服薬状況などに関する状況を共有する体

制の整備に努めてまいります。 

 次に、構想の48ページ、薬剤師確保対策の支援をごらんください。 

 現状のほうに記載しておりますように、薬剤師には従来からの調剤業務に加えてチーム

医療の推進、在宅医療への参画、かかりつけ薬局機能の充実などが求められていますが、

実際には薬剤師不足のため十分な対応をすることが難しい病院や薬局が多く存在をしてい

ます。県内出身薬学生のうち、大学卒業後すぐに県内で就職する方は半数以下であると推

測をされ、一方で県内の薬剤師は50歳以上が約半数を占めるなどの状況にあり、かかりつ

け薬局機能、健康サポート機能を強化するためにも薬剤師の確保対策を推進していく必要

があります。 

 薬剤師確保のためには、ステージに応じた取り組みが重要であると考えており、平成

29年度は薬系大学への進学志望者の増加に向けて高校生を集めたセミナーの開催、薬学生

を対象とした就職説明会の開催や参加、薬系大学訪問による高知県内への就職に向けた働

きかけ、薬剤師会ホームページの求人情報の内容の充実と周知などを行いますとともに、

移住促進の取り組みなどと連携をして職能のＰＲや情報提供を行ってまいります。 

 議案説明書の117ページにお戻りください。 

３医薬連携推進事業費の薬剤師確保対策事業費補助金は、長寿県構想を用いて説明しま

した取り組みを進めるために、高知県薬剤師会が行う事業に対し補助をするものでござい

ます。 

 118ページの４医事指導費は、病院への立入検査などの医事関係業務の経費や、当課に

設置しております医療安全支援センターに要する経費などでございます。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

じ、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取り組んでまいります。

また、医療安全支援センターには専門の相談員を配置し、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す

る医療関連感染対策に関する地域支援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医療機関における感染対策に関する相談対応、支援を行い、地域全体

の感染対策の充実に向けて努めてまいります。また、全国的に高齢者の孤独死や虐待死な

どの不自然な死が増加する一方で、解剖医の偏在により死体解剖率が低下するといった状

況にありますことから、警察、医師会、大学病院等を構成員とする死因究明等推進協議会

を通じて、高知県における死因究明の実情の把握を行いますとともに、薬物毒物検査、死

亡時画像診断、解剖などの専門的な機能のあり方などを検討してまいります。 
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 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。 

 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、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

物劇物取扱者試験、後発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推進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、薬物乱用対策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。 

 下から２番目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する

ものでございます。 

 次に、119ページにございます災害医療救護体制整備事業費は、南海トラフ地震が発生

をした際に必要な医薬品を必要な場所で使用できる体制を構築するために、災害医療対策

本部会議医薬品部会において医薬品確保策等を検討し、必要な対策を実施しますととも

に、急性期医薬品などの追加備蓄や更新、地域の薬剤師を総動員した活動体制を構築して

いくため、災害薬事コーディネーターや地域のリーダー薬剤師の実践力を維持・向上する

ための研修などを行ってまいります。 

 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

薬品の保管管理を委託するための経費でございます。 

 医事薬務課からの説明は以上でございます。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

◎土居委員 地域包括ケアを完成させていくということで、在宅医療への薬局、薬剤師の

参画の推進に力を入れておるということですが、ずっと課題になっておりました在宅指導

をやりたい薬局が342あるうちで実際やられているのが平成28年まで95ということで、こ

の差をどう埋めていくかが大きな課題で、お薬プロジェクトをやられていろんな成果があ

らわれたと思うんですけれど、このモデル地区においてこの１年間、実際在宅でやられた

薬局の数はどのぐらい増加しているんですか。 

◎西森医事薬務課長 南国市、香美市、香南市には薬局が51ございます。実際この中で在

宅訪問をしている薬局はそんなには多くございませんが、このお薬プロジェクトといいま

すのは、例えばケアマネジャーとか訪問看護師などが患者さんのお宅を訪問したときに、

たくさんのお薬が残っているといったときに、そのお薬を調剤した薬局に連絡をして連携
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をとりながら対応していくものでございます。事業の開始に当たりましては、この３市の

全ての薬局、また関係の方々に事業の説明をいたしました。調整などに時間がかかりまし

たので、実際に開始をしたのが昨年12月19日からでございますが、それからの２カ月間

で、実際に明らかに多目の残薬があるということで、19件についてそれぞれの薬局に相談

がございました。滑り出しとしては割といい数字ではないかとは考えておりますが、その

19事例のうちで９件が、患者さんに対する服薬の支援が十分ではなかったということが理

由でございました。必要な支援を行った結果、その９名全てかどうかまだ確認ができてお

りませんが、９名の方は飲み残しのお薬が減少した、あるいはほか５名の方も支援をした

結果を待っている状況にございます。 

 このプロジェクトの結果につきましては、引き続き結果を確認中でございますが、こう

いった取り組みを続けていくことで、実際に在宅への薬剤師のかかわりがふえていくので

はないかと期待をしております。 

◎土居委員 成果も徐々に上がってこられると思うんですけれど、国が平成37年に全ての

薬局をかかりつけ薬局にしていくという方向性を打ち出しているんです。かかりつけ薬局

が持つべき３つの機能というところで、24時間対応というところが出てくるんですけれ

ど、なかなか厳しい課題もあるんじゃないかと思うんですが、どんなふうに取り組んでお

られるか、また24時間対応というのはどんな現状にあるのか、お聞きしたいです。 

◎西森医事薬務課長 現在、訪問薬剤管理指導料を算定している薬局などにつきまして

は、24時間対応などができる体制と一定整備しているのではないかと思いますが、まず考

えられますのが緊急の場合の連絡先、電話番号などを患者さんにお知らせをして、そちら

に電話がかかってきた場合に対応するといったようなことがあるかと思います。また、日

常からかかわっておりますと、そろそろお薬が足りなくなるのではないかとかといったよ

うな状況が把握できますので、真夜中に動かなくても対応できるケースも多いかと思いま

す。ただ、そうはいっても夜中とかに電話対応だけではできない多様なケースもあると思

いますので、１つはそれぞれの薬局での対応にはなりますが、地域の薬局が協力をし合っ

て、どうしても調剤をした薬局で対応できないときは、患者さんの御了解をいただいた上

で近隣の薬局が対応するといった方法を考えていく必要があるかと思います。 

 こういったことにつきましても、お薬プロジェクトを進めていく中で、薬剤師会の支部

あるいは地域の薬局の中で協力体制をつくるということで、難しい問題ではありますが、

対応していくことができるものと考えております。また、そのことも含めてかかわってい

きたいと考えております。 

◎土居委員 課題もたくさんあるかと思いますけれど、頑張ってやっていってください。 

◎浜田（英）委員 調剤薬局へ行くと、その場で食後の血糖値をはかってくれるところと

はかってくれないところがあります。ヘモグロビンＡ１ｃというのは時間をかけてやらな
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いかんからそんなことはできんでしょうけれども、食後の血糖値をはかるのは、医療行為

じゃなくてできるわけですか。 

◎西森医事薬務課長 そこで測定をして何らかのコメントといいますか、この値であれば

ということは薬剤師は説明することはできません。そういったこともございますので、薬

局の店頭で血糖値を測定することができるようにするためには、やはり地域の医師の御理

解もいただき、また必要なときには相談していける体制をつくる必要があるかと思います

ので、なかなか全ての薬局がそれを置くとかといったところは難しいですし、高知県内に

はまだございませんが、県外では医師会などとの連携のもとで、より多くの薬局で測定が

できる機器を備えるといったような対応をしているところもございます。 

◎浜田（英）委員 僕は高知県内の薬局で一度やってもろうたことがあって、自分は血糖

値が高いという意識はなかったんですが、あなたちょっと高いですよと言われて、それで

病院へ行ってヘモグロビンＡ１ｃをはかったら８ぐらいあって。これはいかんなというこ

とで治療して、今平常に戻っちゅうがですけれども、やっぱり健康サポート薬局やったら

高知は特に飲む機会が多い方が多いですので、血糖値がすぐはかれるような装置を健康サ

ポート薬局みんなに配布してやると、高知県民の健康状態がもっと早く糖尿病やなんかわ

かるんじゃないかなと思うんですけれど、それはもうできんですか。 

◎家保健康政策部副部長兼医師確保・育成支援課長 あくまでも御本人以外の方が採血

し、かつそれを判断するのは医業になりますので、薬剤師もそこはできないと思います。

ただ、機器を使って自分で採血をされて、それを簡易型の血糖値をはかる機械ではかりを

して、標準的な判断基準で自分で判断されるということであれば、辛うじて医業とは言わ

ないということで、医師法等には抵触しない話になっていますので、都会もそのあたりは

きちっと制限をつけてやっていると思います。当然食後時間によって血糖値は大きく変わ

りますので、そのあたりはきちっと説明もして、それと検査結果は自己判断し、高けれ

ば、そういう値を相談されれば、薬剤師としてはかかりつけ医なり医療機関で精査をして

くださいよというのはあり得ると思いますけれど、あくまでも薬剤師が採血をする等々は

問題があると思います。 

◎塚地委員 かかりつけ薬局のことなんですけれども、県民の皆さんへの意識の定着とい

うか、どうしてもかかったお医者さんのすぐ近くにある薬局に行くというパターンのほう

が多いんじゃないかなという気はするんですけれど、そこらあたりは何かデータみたいな

ものはあるんですか。 

◎西森医事薬務課長 御指摘のことについて、データが把握できたものはないですが、少

し別のデータにはなりますが、国が調べた調査の中で約７割の薬局が主に特定の医療機関

の処方箋を応需しているというデータがございます。やはり患者さんにとりましては、病

院、診療所にかかったら近くで薬をもらいたいということは当然お考えになることだと思
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いますので、ここを変えていくのはなかなか難しいとは思います。ただ、啓発は続けてし

ないといけないですし、何よりもかかりつけ薬局を持つことが皆さんのためですというこ

とを実感していただくような取り組みが必要かと思います。 

 2025年には病院のすぐ前にある薬局も含めて全ての薬局をかかりつけ薬局に、そのまた

10年後には建てかえの機会などを活用して、その病院の前じゃなくて町の中、地域の中に

薬局が存在するようにという方針を国が出しておりますので、私どもも一緒になって特に

かかりつけ薬局を持つ意識、そこは啓発していかないといけないと思います。 

◎塚地委員 私もいただいた処方箋を持って別の地域の薬局に行ったら、それはないので

とりますという、郡部の小さい薬局とかになると何でも持てませんということはあるん

で、全県的に郡部も含めてかかりつけ薬局でしていくのは困難じゃないかなというのはあ

って、それがないと在宅の医療ができないという状況になると、そこを進めていくのは困

難な課題かなという感じを持っております。 

◎土森委員 お薬手帳ってあるでしょう。私持っていますけれど、実は南海地震対策特別

委員会で調査に入ったときに、石巻市の日赤に行きました。それで、お薬手帳というのは

随分役に立つらしいね。しかし、持っていない、災害受けちょるわけですから。どんどん

被災者が来る、病気持っていますよね。最初から診察をして、そしてどういうお薬を投与

していったらいいのか、これをやらないかんということで、そういう話を聞いたことがあ

るんです。平時の場合には持っていますけれど、災害時にどうして持てるかということを

感じたんです。例えば病院に保管するのか、それとも薬局に保管するのか、両方に持たす

のか。これ考えんと、いざというときに通用しません、お薬手帳。そんなお考えはないで

すか。大事なことだと思いますよ。 

◎西森医事薬務課長 お薬手帳の有用性のこと、また特に災害時のことなども御指摘いた

だいたのでございますが、やはりいろんな医療機関を受けるときも同じお薬手帳を使って

いただく、そうでないと医療機関ごとに別のお薬手帳があれば結局はチェックができませ

ん。１冊のお薬手帳でという啓発もしておりますし、小さな工夫にはなりますが、お薬手

帳が新しくなったときに次の手帳に引き継いでいきやすいような冊子をつくることもやっ

ております。 

 また、電子お薬手帳、これスマートフォンの中にお薬の情報を保管できるものになりま

す。スマホになりますと、皆さんいつも持ち歩きますので、特に災害時もスマホは持って

いくと、片方で、そうはいっても電気がなくなって使えなくなるということもございます

が、いろんな手を使って少しでも必要な情報を共有していけるようにしないといけないで

すし、それは薬局の中でもらった薬だけでなくて、病院の中にいるときにもらった、ある

いは院外処方箋を出していない医療機関、病院でもらったお薬の情報もあわせて考えない

といけないことですので、今こんなにうまくできているというところまでは来ていないで
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すが、意識をして取り組んではきております。 

◎山本健康政策部長 薬局サイドとかお薬手帳サイドの話は、今課長が言ったような話で

す。ただ、病院のカルテ、今電子カルテになっていますので、できるだけ電子カルテの保

存、バックアップとあわせて、災害が起こったときに患者さん情報をいろんな病院から見

れるようなシステム設計が必要だということで、始まっているところです。まだできてい

ませんが、そういうことをやろうということで、病院の皆さんと話をしながら今始めてい

るところですんで、それができれば、ただ病院にカルテがないとだめですけれど、一定災

害時にも活用できるようなことは考えて取り組みを始めております。 

◎土森委員 非常にいいことだと思いますね。開業医の先生方に聞くと、うちに来ている

患者ならデータが残っていますが、ほかの病院にかかっている人は、うちの病院に来ても

わからんと。だから医療機関が今言ったような方向で情報を共有できるようなことにせん

と、いざというときに大変困る場合がある。せっかく災害から命を守った、しかしけがし

て病院に行く、お薬がない、どういうお薬を飲みよるか病院のほうはわからん、これは非

常に命について重要なデータとして持っておく必要がある。病院、医療機関、薬屋、薬

局、ぜひ医療機関同士が連携をとって、いつでもどこの病院に行っても見れるように。 

◎山本健康政策部長 ただ、設置とか維持経費が結構かかって、当初は大きな主な病院か

ら始まって、見ることはできるけれども、データ自体は言われたように全部の病院の電子

カルテがもしあれば、それを全て集められれば理想だとは思いますが、経費とか病院側の

負担もありますんで、当初は大きいところからということにはなりますが、ただそういう

形での取り組みを、少なくともデータは見れるような形をとりたいなと思ってやっており

ますので。 

◎土森委員 ちょっと心配になるけれど、それは個人情報の関係はないのか。 

◎家保健康政策部副部長兼医師確保・育成支援課長 医療情報については電子化が進んで

おりますので、個人情報の保護に関してはきちっと規定を厚生労働省も設けております。

全てそれに準拠するような形でシステムもつくっておりますし、それが確保されない限り

非常に問題になりますので、そのあたりは十分留意して取り組んでいただいております。 

◎土森委員 もう一点別の話、献血ですね。これも災害時に非常に重要なことなんです

が、高知県は献血は随分進んでいますか。県内で充当できるか。 

◎西森医事薬務課長 平成27年度は３万人以上の方に献血に御協力をいただきました。今

は血液製剤は中四国ブロックの全体で調整をしておりまして、高知で採血したものも広島

に送って、そこで製造、検査をした後で高知にまた戻ってくるというシステムにしており

ますので、必要な医療機関に必要な血液製剤を供給するということはできております。 

◎土森委員 対象者なんですけれども、高齢になったら献血できませんよね。若い人が少

なくなっていますよね。今どうなんですかね、高校生は献血に協力してくれていますか。
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私学は昔やっていましたがね。 

◎西森医事薬務課長 10代、20代の献血者の数は、この10年間で45％減少しております。

これは若い世代の人口が減ったということと、献血離れと、両方の理由によるものではな

いかと考えています。高校献血、学校の中に献血バスが入っての献血は、御指摘にありま

したように２校で実施しているだけなんですが、そのほかに献血ルームのやまももに行っ

て献血している高校生もいまして、平成27年度は432名の高校生が献血をしてくださって

います。それとあわせて、例えば血液センターが中学校、高校などに行って血液の話であ

りますとか献血の重要性というような講習をしたりと、そのほか私どもが行いますいろん

なイベントなどを通しまして啓発には努めているところでございます。 

◎土森委員 できるだけ若い人に献血に協力してもらわんことには、不足してきますよ

ね。ぜひそういうことも考えた上で取り組んでいただきたいと思います。 

◎野町副委員長 48ページの薬剤師確保対策のところで、在宅医療への参画とか、あるい

はかかりつけ薬局への参画とか、いろいろニーズが高まってきていて、高知県では

1,700名ぐらいおって減少傾向だと、全国は逆にふえているということなんですけれど、

あと県内は高齢化しているという話なんですけれど、実際看護師も医者もそうですが、こ

れからニーズが高まって不足するというお話で、薬剤師は結局どれぐらい養成をしないと

いけないのかというのが、ここのデータではわからないものですから、それを教えていた

だきたいのと。 

 もう一つは、今後の対応ということでいろいろ取り組みを書かれていますけれども、失

礼な言い方になるかもしれませんけれど、医師あるいは看護師、助産師等々との確保対策

と比べるとトーンがぐっと低いように思うんですが、薬学系の大学とかが県内にないこと

もあるのかなと思うんですけれど、こういう対策で十分確保できるぐらいの目標値という

ことなのか。 

◎西森医事薬務課長 まず、薬剤師の必要な人数でございますが、何人いれば充足できる

といったようなことは把握ができておりません。ただ、例えば私どもが行っています医療

機関への立入調査などの中で必要な人数の薬剤師が配置されているかを確認して、不足が

あれば指導させていただいていますが、その中では余り不足を指摘する事例はございませ

ん。ただ、これは今の多様な業務に対応してではなくて、根本的な調剤とか、そういった

ところから決まった人数でございますので、薬剤師不足で指導することがほとんどないこ

とで充足しているということでもないと思います。 

 確かに医師や看護師と比べまして確保対策は十分なものではありません。特に何が違う

かといいますと、奨学金があるかないか。ただ薬剤師につきましては、薬学部が６年制に

なって、その後合格率が非常に下がりまして、全国的に新たに出る薬剤師の数が減少した

ことがございました。その後、また恐らくこれから新たに生まれる薬剤師の数は以前と同
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じ１万人を超える水準が続いていくかと思います。片方では薬局のあり方が変わったり、

また地域医療が再編されていく中で、奨学金の制度を創設するところまではまだ判断がで

きていません。市町村の中では３カ所ほど奨学金制度を設けているところがあるとお伺い

しています。 

 今問題であると考えていますのが、50歳以上の薬剤師が多い、やがて高齢になって引退

をしていきます。中でも中小病院、小さな病院で薬剤師が退職されるときに、なかなか後

の方が見つからないという現状があります。例えば、平成28年度の春もそうだったんです

が、大きな病院、基幹病院などでは必要な数の薬剤師を採用することができました。た

だ、どうしても新卒の方はある程度大きな病院から行かれますし、育成のことから考えて

も、いきなり１人、２人の薬剤師しかいない病院に勤務するのも十分ではないということ

で、特に中小病院の確保対策につきましては、病院薬剤師会などと一緒に、まず目先の問

題としてＰＲ、啓発などとか情報提供することと、将来的に中小病院も含めて必要な薬剤

師が確保されていく、必要な育成もできる、そういったやり方が何かないものかという検

討は行っております。これも大きな問題で、すぐにいい方向が出せているわけではないで

すが、以上が薬剤師確保の現状でございます。 

◎野町副委員長 私の友人も比較的若いんですが、薬剤師をやっていまして、県で何か役

員もやっているみたいなんですけれど、ニーズが非常に多岐にわたってきて、会合も、あ

るいは防災の関係も含めていろいろ仕事がふえる、夜中まで調剤をしたりとか結構忙しく

やっていまして、必要な人数の確保が、今後ふえていくであろう業務に対してどれぐらい

の方を最低確保しなければならないとかは、ある時点では目標として持つべきところじゃ

ないかなと思うところがありますので、その点も含めましてよろしくお願いしたいと思い

ます。 

◎西森医事薬務課長 各病院や薬局に対しまして、こういった業務を行う上でどれくらい

の薬剤師が必要であると考えますかといったような調査は過去にさせていただいたことが

あります。その結果で見ますと、本当に何十人とか、それ以上の数が不足をしているのは

現状かと思います。例えば、病院においてこれだけの人数の薬剤師が必要であるというこ

とも、それぞれの勤務先にも御理解いただく必要もあると思いますし、病院薬剤師会とも

協力をして、私どもとしてできる取り組みは進めていきたいと思います。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

〈国保指導課〉 

◎加藤委員長 次に、国保指導課の説明を求めます。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 当課からは、当初予算、補正予算と条例議案について御審議

をお願いしております。 

 まず、当初予算ですが、予算議案のドッチファイルにとじられております右肩に②と書
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いた資料、当初予算議案説明書の120ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものについて御説明をさせていただきます。 

 ７款分担金及び負担金の５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

合に派遣をしております職員２名分の人件費に係る広域連合からの負担金でございます。

その下の６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

金の造成に係る後期高齢者医療広域連合の負担金でございます。この財政安定化基金は、

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、このページの下のほ

う、９款国庫支出金の３節高齢者医療費負担金に同額を計上しております。 

 同じく９款国庫支出金の６節国保指導費補助金は、平成30年度の国保制度改革におい

て、国保の財政運営の安定化を図るため、平成27年度に県に設置しました国民健康保険財

政安定化基金の造成に係る国の補助金でございます。 

 次に、歳出でございますが、122ページをお願いいたします。 

 主なものについて説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、６目、国保指導費の１人件費でございますが、当課職員19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をしております。 

 次の２保険医療機関等指導監査費は、保険診療の質的向上と保険請求の適正化を図るた

め国と共同で実施しております保険医療機関の集団指導や個別指導に要する経費でござい

ます。 

 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、交付金でございます。 

 123ページをお願いいたします。 

 説明欄の上から２行目、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、応益保険料である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いては相対的に中間所得者の負担が重くなることか

ら、中間所得者層の負担軽減を目的に支援を行うものでございます。 

 その下の高額医療費共同事業負担金は、高額な医療給付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

な医療費につい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ございます。 

 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ございます。 

 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ございます。 

 ５の国民健康保険財政安定化基金積立金は、平成30年度以降の国保の財政運営の安定化
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を図るため、昨年度、平成27年度に設置しました基金への積み立てで、平成27年度から全

額国の負担により造成することとなっており、平成29年度の造成分に利子収入を含めて積

み立てを行うものでございます。この基金は、当初平成30年度以降の制度改革に合わせ財

源不足となった際に貸し付け、交付を行うことを目的として、全国で総額2,000億円を

29年度までに積み立てることとされ、来年度は全国で1,400億円が予定されておりまし

た。しかし、ことし４月に予定されておりました消費税の10％の引き上げが延期されたこ

とに伴い、来年度の積み立て予定分は全国で300億円減額されまして、1,100億円となりま

したが、この減額分につきましては32年度末までに積み立てることとされております。 

 また、この2,000億円とは別に、制度改革に伴う被保険者の保険料負担の激変緩和用と

して活用する分として全国枠で平成30年度以降300億円と、平成30年度以降、国保財政の

安定化のために拡充されます公費1,700億円の前倒し分として、全国枠で500億円分がそれ

ぞれ29年度に措置されることとなったことから、これらを合わせて基金への積み立てを行

うものでございます。県予算の内訳は、当初から予定されております保険給付費が想定外

に増加した場合の貸し付けなどに充てる分として６億7,177万円、保険料負担の激変緩和

分としまして１億8,321万円、30年度以降の財政支援分として３億535万円となっておりま

す。 

 次の７目、高齢者医療費です。 

 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

の負担金でございます。 

 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

療広域連合が行います医療給付に対する負担金で、医療給付費の12分の１を県で負担する

ものでございます。 

 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

による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ございます。 

 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ございます。 

 ２の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ございます。国、県、広域連合の３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ございます。 

 以上、国保指導課の当初予算は241億8,762万6,000円となっております。前年度当初予

算と比較しまして約5.5％増加しておりますが、その主な要因としましては、国民健康保
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険財政安定化基金への積立金と、高額な医療給付費の増加見込みによる高額医療費共同事

業負担金の増加によるものでございます。 

 当初予算については以上でございます。 

 続きまして、補正予算の説明を行わせていただきます。 

 右肩に④と書いた資料、補正予算、議案説明書の60ページのほうをお願いいたします。 

 まず、歳入ですが、14款諸収入の５節国保指導課収入は、平成28年度に確定しました過

年度分の後期高齢者医療給付費負担金の精算による返還金でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 61ページをお願いいたします。 

 ６目国保指導費で１億2,657万9,000円の増額、７目高齢者医療費で２億5,007万2,000円

の減額で、合わせて１億2,349万3,000円の減額補正をお願いするものでございます。主な

ものにつきまして、右側の説明欄に沿って御説明いたします。 

 ６目国保指導費の国民健康保険事業費では、上から４行目、国民健康保険基盤安定負担

金は、保険料軽減対象者数の減少に伴い対象事業費が見込みを下回ったため、減額補正を

行うものでございます。 

 次の高額医療費共同事業負担金は、対象となる80万円を超えるレセプトが見込みを上回

ったことから事業費が増加したため、増額補正をお願いするものでございます。 

 次の国民健康保険調整交付金は、対象となる医療費等が見込みを上回ったことから対象

事業費が増加したため、増額補正を行うものでございます。 

 次に、７目高齢者医療費です。 

 ２行目の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、医療給付費の12分の１を県で負担するものでございますが、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ございます。 

 次の保険基盤安定負担金は、低所得者など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ございます。 

 以上で補正予算については終わらせていただきまして、続きまして条例議案の説明をさ

せていただきますが、審議をお願いしております国民健康保険運営協議会条例は、平成

30年度からの国保制度改革に関連しておりますので、まずこの制度改革について御説明さ

せていただきます。 

 平成29年２月定例会の委員会資料、議案参考資料をお願いできますでしょうか。 

 国保指導課の赤いインデックスがついた１ページをお願いいたします。 

 今回の国保制度改革につきましては、国民皆保険制度を支える重要な基盤であります国

保が安定的に運営できるよう行われるもので、財政基盤の脆弱な国保財政の基盤強化とし

て約3,400億円の公費の拡充と、都道府県が財政運営の責任主体となり保険者機能の拡充
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を行うことが改革の大きな柱となっております。 

 県の役割としましては、市町村が必要とします保険給付費を賄うための保険給付費等交

付金の市町村への交付、この市町村への交付金を賄うため、市町村ごとの国保事業費納付

金の額を決定し請求を行うこと、国保を安定的に運営していくための国保運営方針の策定

や、各市町村が参考とする標準保険料率の算定などを行うこととなります。 

 一方、市町村は県から納付を求められました事業費納付金を賄うために、被保険者に保

険料を賦課徴収するとともに、被保険者に身近な存在であることから現在と同様、被保険

者の資格管理、保険給付等を行うこととなります。 

 次のページをお願いいたします。 

 この制度改革に向けた対応ですが、昨年度の８月に県・市町村国民健康保険事業運営検

討協議会を立ち上げ、今までも市町村と協議、検討を行ってきております。来年度も主に

この協議会におきまして市町村と協議、検討を行い、国保運営方針の策定や各市町村にお

願いいたします事業費納付金の算定方法などについて決定をした上で、今回条例議案の審

議をお願いいたします国保運営協議会での審議を経まして、県議会へ必要な条例議案等を

提出し、審議をしていただくこととなります。 

 来年度のスケジュールですが、今説明しました事業費納付金等の算定方法などは県条例

で定める必要がございますので、市町村に平成30年度の納付金を示すための根拠となるこ

とから、来年度の12月議会のほうに議案を提出させていただきたいと考えております。こ

のため、そこに向けまして市町村との協議を来年度積極的に進めていくこととしておりま

す。 

 現在の市町村との協議、検討の状況ですが、３ページのほうをお願いいたします。 

 まず、国保の運営方針でございますが、第１章の運営方針の基本的な事項から、第２章

の医療に要する費用及び財政の見通しなど９章により構成することとしております。 

 第１章につきましては、策定の目的としまして、国保の構造的な問題を踏まえて被保険

者が安心して医療を受けるために安定的な運営に努めていくことや、策定の根拠、計画期

間を記載いたします。 

 第２章につきましては、国保の医療に要する費用及び財政の見通しとしまして、各市町

村の被保険者数や医療費の動向、今後の医療費の推計、右側の第２で、市町村ごとの現在

の国保の財政運営の状況、基本的な国保運営の財政運営の考え方、国保財政の赤字とはど

ういったものかといった定義、また第３におきましては、赤字解消計画を策定する必要が

ある市町村、赤字の解消・削減のために取り組む内容などについて記載することとしてお

ります。 

 次のページをお願いいたします。 

 第３章では、市町村が定めます国保の保険料率の参考とするために、県下統一の算定方
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法により県が示します各市町村の標準保険料率の算定方法について記載をすることとして

おります。第２におきまして、標準保険料率を定めるための保険料率の算定方式は、これ

まで市町村との協議で現在は所得割、資産割、均等割、平等割の４方式を採用している市

町村が多くなっておりますが、この中の資産割には課題が多いということから、運営方針

におけます算定方式は資産割を使用しない３方式とすることとしております。また、第３

におきまして、県全体の保険給付費を賄うために市町村に納付をお願いします事業費納付

金の算定方法について記載をすることとしております。 

 資料６ページのほうを見ていただけますでしょうか。 

 事業費納付金についてでございますが、事業費納付金は、各市町村が支払います保険給

付費等の財源に充てるため、各市町村に割り当てを行いますが、県全体の保険給付費など

から国や県などの公費を除外しまして、県全体の事業費納付金総額を算出した後、市町村

ごとの被保険者数や世帯数、また医療費の高低の水準、所得の水準に応じて配分を行うこ

ととなります。 

 この配分に当たりまして検討を要する事項について右のほうに簡単にまとめています

が、まず１点目といたしまして、市町村ごとに違います医療費水準や所得水準の格差をど

の程度まで反映させるのかといったこと、２点目といたしまして、高額な医療費の発生に

よる保険料の負担増のリスクを緩和するために高額な医療費を全市町村で共同負担するか

どうかといったこと、３点目といたしましては、今回の制度改革の影響によりまして被保

険者の保険料負担が大きく変わらないような激変緩和策をどうするかといったことがあり

ます。 

 まず、医療費水準等の反映でございますが、事業費納付金は医療費水準が高い市町村は

多くし、低い市町村には少なくすることが原則となっておりますが、国のガイドラインの

ほうでは都道府県内の保険料率を統一するために、この医療費水準の反映を行わないとい

うことも可能だというふうにされております。しかし、現在までの市町村との協議では、

本県は医療費水準の格差が非常に大きいということから、保険料水準の統一は行わず、医

療費水準を反映させることとしておりますが、今後はこの医療費水準の反映をどの程度ま

でさせていくのかについて協議することとしております。 

 また、所得水準の反映につきましては、事業費納付金を配分する際の応益部分と応能部

分のほうへ分けますが、この割合、分け方によって所得の反映方法が違ってきますので、

この割合について協議する必要がございます。 

 次に、高額な医療費の共同負担ですが、小規模な保険者にとりまして非常に高額な医療

費が発生した場合、保険財政が悪化したり翌年度以降の保険料が急激に上昇したりするリ

スクがあることから、高額な医療費分、例えばこの図では80万円としておりますが、この

額を超える額を全市町村で均等に負担するという方法も可能とされております。 
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 また、３点目としまして、制度が変わることによりまして、これまで市町村ごとに医療

費から公費を控除して保険料を決めていたものが、事業費納付金制度に変わることから、

市町村によっては被保険者の保険料負担が大幅に上昇する可能性がございます。このた

め、被保険者の負担が大きく変わらないよう激変緩和措置を講じることとしております

が、どの程度まで激変緩和を行うかなどについて決定する必要がございます。今後はこれ

らのことについて市町村と十分協議を行っていくこととしております。 

 資料、前のページへ戻っていただけますでしょうか。 

 運営方針の第５章でございますが、保険給付を適正に行うために医療機関からの請求書

であるレセプト点検の強化などについて、第６章では、特定健診などの受診率の向上や高

知家健康パスポート事業などによる被保険者の健康づくりなどの医療費の適正化に関する

取り組みの促進について、また第７章から第９章にかけましては、市町村事務の効率化や

保健・医療・福祉との連携、また県と市町村の連携等について記載をすることとしており

ます。この運営方針につきましても、実効性のあるものとするため、市町村と連携して策

定を行っていきたいと考えております。 

 制度改正につきましては以上で終わらせていただきまして、条例議案の説明をさせてい

ただきます。 

 条例その他議案がとじられておりますドッチファイルの、右肩に⑤と書かれております

資料の６ページをお願いいたします。 

 第40号議案高知県国民健康保険運営協議会条例を新たに定める議案でございます。 

 この条例は今さっき説明をいたしました平成30年度以降の国保の運営に関する重要事項

を審議するために設置します国民健康保険運営協議会に関する条例でございます。先ほど

の委員会参考資料の国保指導課のインデックスのつきました７ページをもう一度お願いで

きますでしょうか。 

 国保運営協議会の目的は、資料右側のほうに記載をしておりますが、先ほど説明いたし

ました県で策定することとなっております国保運営方針や国保財政の運営に関する国保特

別会計の予算編成、市町村に負担していただきます事業費納付金の配分方法などの重要事

項の審議でございます。 

 次、この協議会の設置時期は条例制定後のことしの４月を予定しております。また、委

員の任期でございますが、この協議会の根拠となります改正後の国民健康保険法が現在の

ところ未施行でございまして、この条例は、資料右側の下のほうに書いていますが、持続

可能な医療保険制度を構築するための国保法等の一部を改正する法律で、法律の施行前で

も条例等の制定など必要な準備行為ができることとなっている規定を根拠として制定する

ことから、この条例の有効期間が来年度中としております。このため、委員任期は平成

30年３月31日までとしております。 
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 また、委員の構成につきましては、平成30年度から施行されます国の政令のほうで被保

険者代表、保険医または保険薬剤師代表、公益代表、そして被用者保険の代表で構成し、

委員数についてはこの表の右の備考欄に記載しています考え方とすることが予定されてい

ることから、これに合わせることとしまして、保険医等の代表が医師、歯科医師、薬剤師

のそれぞれ１名の計３名とする予定であることから、委員数はこのような人数としており

ます。 

 先ほどの条例その他議案⑤の資料６ページのほうへお戻りいただけますでしょうか。 

 条例にはその他、第４条以降、協議会におけます会長の選任方法、会議の運営方法など

を規定しております。 

 なお、現在未施行となっております国民健康保険法が平成30年４月１日から施行される

ことに合わせまして、この条例も改定する必要があることから、条例の附則の３で、この

条例は、先ほど申しましたように来年度限りその効力を失うという規定を設けさせていた

だいております。 

 私からの説明は以上でございます。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 市町村議会が開かれて、来年度の国保税、国保料の引き上げというのが結構

な自治体から出ていたように見受けられますが、まだ採決がされていないところもあろう

かと思うんですけれど、引き上げる自治体数がどれぐらいあるのか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 今現在、新聞の報道なんかも含めまして把握していますの

が、既に決まっています土佐市、安芸市。土佐市は９月議会で、安芸市は12月議会で決め

ております。また今、市町村議会へ提案していますのが、いの町、南国市、須崎市、仁淀

川町、合わせて６市町が上げると聞いております。 

◎塚地委員 国保料が暮らしに重荷になっているという実態は数多くいろいろ出されてい

まして、大きな問題にもなっていて、国保会計そのものを今回改定する目的の中にも、財

政基盤が弱い保険制度なんだということは明記をされているとおりです。全国知事会もそ

のことでは国費を基本的に積極的にもっと投入すべきと、多分知事会は１兆円規模ぐらい

で要望されていたと思うんですけれども、今回の改定の中で公費を入れるといっても、全

国知事会が要望した金額にもほど遠い公費負担になっていて、保険料の引き上げが県民の

暮らしに及ぼす影響というのが私は懸念をされる最大じゃないかと思うんです。今回県１

に向かうに先立って引き上げた自治体が、今後県１になったときに安くなるのか高くなる

のか、そんなことはまだわからないかもしれないですけれど、今の厳しさの表明やとは思

うんですよね、今回保険料を引き上げた。それが、県が保険者になることによって改善す

るのかしないのか、そこは一番大きなポイントじゃないかと思うんですけれど、どうです

か。 
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◎伊藤参事兼国保指導課長 先ほども国保制度改革の中で説明させていただきましたけれ

ど、県が財政責任の責任主体になりますけれど、それだけではなかなか国保財政の健全化

は難しいと思っています。先ほど委員からありましたように、全国知事会は国保の財政基

盤が非常に弱いと。高齢者の方が多い、低所得者の方が多いということもあって財政基盤

が弱いんで、どうしても公費の拡充がないと国保の財政基盤の強化というのはなりません

よということをずっと国には要請をしてきました。その結果、平成30年度以降3,400億円

の公費の拡充が行われることとなっております。既に1,700億円の公費の拡充は行われて

いますが、平成30年度と合わせてあと追加で1,700億円出ますので、3,400億円の公費の拡

充がされることになっています。この3,400億円の根拠につきましては、26年度に知事

会、地方と国の協議の中で、25年度の決算で市町村が一般会計からの赤字補塡的な意味合

いの法定外の繰り入れが大体同額ぐらいあるということで、その市町村からの繰り入れが

やめられるような額をということで3,400億円が決まったと承知をしております。 

 ただ、平成25年度決算をもとに当時検討していますので、その後の医療費の伸びという

のは当然あります。１人当たり医療費が伸びていますので、3,400億円でいいかどうかと

いうのは、その後の医療費の伸びを見ながら判断をしていく必要があるんじゃないかとい

うことは知事会もずっと言っています。そういった話の中で、じゃあ平成30年度に入れて

その効果測定をして、再度改めて国と地方で3,400億円でいいのかどうかという協議はす

るということで、これは地方と国の間の約束事項になっています。 

◎塚地委員 3,400億円公費を入れたんだけれど、先ほど言った６市町では保険料は値上

げせざるを得ないというのが今の保険者の実態だと思うんですよね。それで、しかも

3,400億円入れたんだけれど、その総額は今まで保険料を安くするため、引き下げるため

に赤字補塡という言い方もあるかもしれないんですけれど、法定外の繰り入れをしていた

分が公費補塡されたということで、被保険者にとっては相殺されちゃったら余り変わった

ことにはなりませんよという結果で、被保険者自身が受ける今の高過ぎる保険料を安くし

てほしいという願いには、到底届かないというのを改めて感じているんです。 

 それで、今度県が保険者になることによって、県が算定した保険の全体の金額、給付額

を各市町村に割り当てるじゃないですか。その国保の運営に関する方針の中でそれが議論

をされるんだと思うんですけれど、それ自身が何と連動しているかというと、法的に言う

と医療費の適正化法に掲げる目標、それは県のこれから進む方向として、きょう地元紙に

１面で大きく出ていましたけれども、地域医療構想の関係、大体その３つが連動してい

て、全体としては医療費を抑制する計画に、県がその元締めになってしまうというのが今

回の国保の都道府県化の最大の狙いやと私は思うんで、医療費の削減方向が進むことで、

高知県民にとって今回の都道府県化というのが何がよくなるのかというのが全く見えてこ

ないなと私は思うんです。 
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 この間、前田委員の質問に、メリットはあるがデメリットは余り見えないという部長の

御答弁があったように思うんですけれど、その御答弁には余り納得していないんですけれ

ど。 

◎山本健康政策部長 国保の都道府県化でということを考えたときに、今と比べてどうか

ということですんで、先ほど国保料の値上げの話も出ましたけれど、本来医療費を各市町

村が保険で賄うためには、取らなきゃいけない保険料を取っていなかったから赤字だった

んです。それを一般財源で埋めていたんで、今回は国保の都道府県化に合わせて上げたん

ではなくて、都道府県化に合わせて本来取らなければ回らない保険料になったということ

です。それが高いかどうかというのは当然ありますけれど、ただ保険制度の中では医療費

を賄うための制度なんで、それをやめるためには公費をもっと入れなきゃいけない、これ

は3,400億円で一応決着しました。だから、その前提での全ての制度設計になっていま

す。 

 それともう一つは、保険制度を保つためには医療費の適正化を考えなきゃ、どんどん医

療費が高くなって、全部公費をどんどん出しますかというのが大前提ですので、当然適正

化の働きはします。ただ、適正化をしたからってすぐに医療費がどんと落ちるわけでもな

いですので、今回の保険料の設定には医療費がまず前提があります。ですから、医療費の

推計がまずあって、その医療費を全体でどう賄っていきますかというのを議論するわけで

す。ですから、要る総額は決まっています。その総額を先ほど言ったように医療費を多く

使っている市町村、少ない市町村、所得の高い市町村、低い市町村、そこをどういう考え

方で案分するかという議論であって、要る総額は変わりませんので、そこが減るわけでは

ないです。ふえるわけでもないです。 

◎塚地委員 それはよくわかる話なんですけれど、先ほど言った要するに取らなければな

らない保険料を取らなかった分を今回取ってもらうようにしますというお話は、私は決定

的やと思うんですよ。今、市町村が本当に大変な被保険者の皆さんにどうやったら暮らし

を圧迫せずに制度を保てるかということで、各市町村も努力をしてきた、その努力の部分

を取っ払って、被保険者から取るんですよという。最終的な考え方がそうなると、住民の

皆さんにとってはこれほどしんどい話にはなってこないわけですし、医療費の総額問題は

この間自然増の数千億円をずっと削ってきたじゃないですか。その結果どうなっているか

というと、医療にかかりたくてもかかれない、きのうの御説明の中でもありましたけれど

も、医療費負担を心配して糖尿病の治療をやめるという人も出てくるという、そういうと

ころにつながっているわけなんです。全体から見て医療費抑制につながっていくというこ

とで、この方向には納得できないということを私の意見として申し上げておきたいと思い

ます。 

◎前田委員 僕も質問で取り上げましたが、ジェネリックの関係ですけれど、これはやっ
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ぱり使用割合、市町村でかなり差があるはずです。ただ、県がそれをしっかり把握をして

いくことは、部長のお話にもありましたけれども、ソフトがどうのとかあると思うんで

す。確かに難しいと思うんですけれど、これは把握しないとかなりまずいと思います。そ

れだけ濃淡が出ていると思いますけれども、その点は。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 ジェネリックにつきましても、医療費適正化というのは大事

だと思っています。部長の議会での答弁にもありましたように、全ての医療費の中でジェ

ネリックにかえた場合どうなるかというのは、今あるシステムではなかなか難しいですの

で、市町村ごとに把握をできるだけして、これだけありますということを市町村にはお渡

しするなりして努力をしていただきたいと思っています。 

 なお、今現在も市町村国保では、被保険者が使ったお薬につきましてジェネリックにか

えた場合これだけの差額がありますよ、お安くなりますよという通知はさせていただいて

います。ただ、その中でも効果なんかを見て全員に出しているわけじゃないですので、差

額の上位２％ぐらいしか出していません。そこを少し多くできないかとか、あと対象年

齢、市町村によっては40歳以上の方に出しているとかもあります。そこを全員出せません

かといったことで今協議を進めていまして、ジェネリックの一層の推進につなげていきた

いなと思っています。 

◎前田委員 そこは必要なことだと思います。それと送付料以下の部分とかもいろいろ出

てくると思うんですけれども、把握するためにはそれは確かに取り組んでいくべきことの

一つだと思うんですけれど、一方でそれって後追いなんですよね。実際にジェネリックじ

ゃない人にジェネリックにしたらこうですよというところですから、本来は出すときにジ

ェネリックがより推進されていくべきところもあると思いますんで、その辺のバランスも

含めてまず把握して、強い弱いが出てくると思うんで、それをぜひ進めていただきたいと

思います。 

◎加藤委員長 以上で質疑を終わります。 

〈健康対策課〉 

◎加藤委員長 それでは次に、健康対策課の説明を求めます。 

◎清水健康対策課長 健康対策課の清水でございます。 

 当課から御審議をお願いしているのは、当初予算議案と補正予算議案と条例議案の３つ

となっております。順次御説明させていただきます。 

 初めに、平成29年度当初予算について説明いたします。 

 項目が多くありますので、第３期日本一の健康長寿県構想に関連するもの及び平成28年

度からの変更点等、主なものについて説明いたします。 

 お手元のドッチファイル、当初予算及び補正予算の②と書かれたインデックス、議案説

明書の125ページをお開きください。 
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 歳入予算です。 

 まず、上から５段目、９款国庫支出金は、平成28年度から2,700万円ほど増額しており

ます。これは、国の難病制度改革に伴う医療扶助費の増加が主な原因です。 

 続きまして、126ページをお願いいたします。 

 上から２段目、12款繰入金の６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や、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、在宅療養支援医療機関等での実

地研修に要する費用などについて、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。 

 以上、平成29年度の歳入予算は、平成28年度より2,300万9,000円増の８億7,376万

1,000円となっております。 

 歳入予算につきましては以上となっております。 

 続きまして、127ページをお願いいたします。 

 歳出予算となっております。 

 上から３段目、８目健康対策費となっております。 

 一番右側にあります説明欄の１人件費及び２健康対策総務費は、職員給与及び管理運営

費等、課の共通経費となっております。 

 下から３段目の国庫支出金精算返納金につきましては、平成28年度に受け入れを行いま

した国費について、その実績額に合わせて超過分を国に返還するものです。 

 続きまして、一番下の３がん対策事業費は、日本一の健康長寿県構想に関連する事業と

なりますので、お手元の第３期構想冊子を使って説明いたします。 

 お手数ですが、構想冊子の26ページをお開きください。 

 大目標Ⅰのがん検診の受診促進です。 

 現在の受診率は資料左上１番の現状の欄を御確認ください。健康長寿県構想策定前の平

成21年度と直近の27年度の40歳代、50歳代の受診率の状況を掲載しております。肺がん検

診は目標の受診率50％を平成25年度から３年連続で維持しております。肺がん以外の検診

も全て40％台まで上昇してきております。 

 課題としましては、資料右上２番の課題の欄に記入しておりますが、目標の受診率50％

に到達しているのは肺がん検診のみとなっておりますので、ほかの検診も50％に達するよ

う継続した取り組みが必要と考えております。 

 また、本年度実施しました県民世論調査の結果で、未受診理由として、がん検診を受診

できることをまだ知らない方がいらっしゃったり、無症状のときに受診する必要性がまだ

十分届いていないことが判明しております。また、未受診理由の忙しい、面倒は上位のま

まの状態となっております。 
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 そこで、資料右下４番の平成29年度の取り組みの欄ですが、１つ目の星印、検診の意

義、重要性の周知の取り組みとしまして、１つ目の丸のがん検診受診促進事業費補助金

は、市町村が行う検診対象者への個別通知や未受診者への再勧奨、またがん検診を受診し

要精密検査と診断されたにもかかわらず、その後精密検査を受診していない方への受診勧

奨などに係る費用について支援することで、がんの早期発見、早期治療につなげたいと思

っております。 

 続きまして、２つ目の丸のがん検診受診率向上キャンペーン事業は、県民世論調査で検

診年齢にもかかわらず検診を受診できることを知らない方がまだいらっしゃったことか

ら、テレビ、ラジオを通じた広報を強化する予定となっております。 

 次に、星印の２つ目、利便性を考慮した検診体制の構築としましては、ひし形の１つ

目、市町村がん検診の広域検診による受診率の向上策として、居住地以外の市町村でもが

ん検診が受診できる広域検診を継続するとともに、近隣市町村間でがん検診が受診できる

相互乗り入れ体制を構築すべき市町村と検討してまいりたいと考えております。 

 ひし形の２つ目、市町村検診のセット化の促進として、検診当日の運営補助員の配置を

ふやすこととしております。 

 続きまして、次のページ、肝炎対策事業費になります。 

 こちらも長寿県構想の冊子のほうで説明させていただきます。 

 ウイルス性肝炎対策となっております。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推進として平成23年度より取り組みを進めているも

のです。 

 右上の課題欄ですが、職域の集団検診での肝炎ウイルス検査の受診機会の提供や、感染

を知っているにもかかわらず医療機関への継続的な受診につながっていない方への取り組

みの強化が必要です。 

 これを踏まえまして、右下の平成29年度の取り組み欄をごらんください。啓発による受

検促進の取り組みといたしましては、無関心層への啓発やイベント会場での無料検査の実

施を引き続き行うとともに、28年度に引き続き、これまで無料の肝炎ウイルス検査の受診

機会がなかった職域の集団検診について、無料での検査受診の機会を確保いたします。 

 続いて、治療につなぐための取り組みとしまして、拠点病院である高知大学医学部附属

病院に肝疾患診療地域連携体制強化事業を委託しておりまして、拠点病院を中心とした専

門医療機関、かかりつけ医及び県、市町村が共同する地域連携体制の強化、患者や家族に

対する相談支援など、地域における肝炎診療の質の向上と均てん化を推進し、肝炎患者が

地域で安心して適切な肝炎治療を受けられる環境を整備してまいります。 

 また、陽性者フォローアップ事業については、肝炎陽性者の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います。
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また、その他の事業としましては、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、核酸アナログ製剤治療による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。 

 それでは、お手元のドッチファイル、当初予算及び補正予算の②と書かれたインデック

ス、議案説明書にお戻りください。 

 こちらの129ページをお願いいたします。 

 ページの下から５段目の５結核対策事業費を説明させていただきたいと思います。これ

は結核患者の医療の公費負担などに関する経費や、患者の早期発見、早期治療、また再発

防止のための指導に関する経費、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、130ページをお願いいたします。 

 ページの上から５段目の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の経費となっております。 

 次に、131ページをお願いいたします。 

 １段目の感染症指定医療機関運営費補助金は、第１種及び第２種感染症指定医療機関で

ある高知医療センターの病床を維持するための経費となっております。 

 その下の新型インフルエンザ患者入院医療機関整備事業費補助金及びその下の新型イン

フルエンザ患者外来協力医療機関設備整備事業費補助は、医療従事者が着用する個人防護

具や患者対応を行うために必要な機器整備に要する経費となっております。 

 その２段下の事務費については、新型インフルエンザの発生に備えるために備蓄する抗

インフルエンザウイルス薬を購入するための費用約3,834万円を盛り込み計上しておりま

す。 

 続いて、７原爆被爆者対策費は、被爆者の方々に対して行っております健康診断、また

医療、各種手当の支給などに関する経費となっております。 

 続いて、下から５行目の８母子保健事業費は、日本一の健康長寿県構想に関連する事業

や先天性代謝異常検査の委託などに関する経費となっております。 

 長寿県構想に関連する事業については構想冊子を使って説明いたしますので、お手数で

すが、お手元の構想冊子の69ページをお願いいたします。 

 まず、母体管理の徹底と切れ目のない妊産婦ケアの充実です。 

 上段の２、課題の一番下の黒い四角となっておりますが、分娩施設が高知市とその周辺

に集中しておりますので、離れた地域に居住している妊婦さんにとっては出産に伴う母児

のリスクがどうしても存在しております。 

 そこで、右下の平成29年度の取り組み欄をごらんください。中ほどにマル新、妊産婦救
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急救命基礎研修の実施とありますが、これは自宅や病院到着までの救急車内等で陣痛、出

血、破水等をした妊産婦へ対応するため、救急救命士等への研修を実施するものです。災

害時の妊婦への産科救急的な対応も含め、分娩施設のない地域等における陣痛発来や車中

分娩、病院外での妊産婦救急に突然遭遇する可能性がある救急救命士等を対象に研修を行

いまして、より安全・安心な出産環境づくりを進めてまいります。 

 続いて、一番下のひし形の地域子育て支援拠点等運営事業費補助金は、母子保健コーデ

ィネーターを配置して妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援を提供する子

育て世代包括支援センターを設置する市町村に対して助成を行うものです。 

 左上の、１現状の下のところに記載しておりますように、現在この子育て世代包括支援

センターは５つの市町で実施されております。来年度は10カ所を超える見込みで市町村が

取り組みを進めておりますが、この取り組みが県内で広がり、またさらに充実してまいり

ますよう支援を継続していきたいと考えております。 

 続きまして、70ページにお移りください。 

 健やかな子供の成長・発達への支援です。 

 上段の現状欄の折れ線グラフですが、１歳６カ月児、３歳児健診の受診率は受診促進等

の取り組みによりまして年々上昇し、両健診とも90％を超えておりますが、まだ全国平均

には届いておりません。 

 そこで、右下の平成29年度の取り組み欄をごらんください。引き続き健診の受診促進や

保護者を含め広く県民への正しい情報の提供と意識啓発を行うとともに、市町村の母子保

健指導者の資質向上のための研修などに取り組んでまいります。 

 また、一番下のマル新、新生児聴覚検査に対する理解の促進ですが、新生児聴覚検査に

対する市町村の公費助成が昨年５月から開始され、来年度は全ての市町村で実施が検討さ

れております。そこで、県としましては研修会の開催、受診啓発を行い、市町村職員や医

療従事者等の新生児聴覚検査の理解をさらに深めてまいりたいと思っております。 

 それでは、当初予算及び補正予算②と書かれたインデックスの議案説明書の132ページ

にお移りください。 

 中ほどの９母子医療対策事業費です。総合周産期母子医療センターへの運営費補助、産

科医・小児科医確保のための手当を支給する医療機関への助成、未熟児養育医療費や乳幼

児医療の助成に関する経費などとなっております。 

 次の133ページをお願いします。 

 一番上の一般不妊治療助成事業費補助金は、保険適用外の人工授精に関する費用の助成

を行う市町村に対して補助を行うものです。 

 その下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。 
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 続いて、10指定難病等対策事業費です。難病の患者に対する医療等に関する法律に定め

られた306の指定難病及び児童福祉法で定められました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。 

 下から７段目にあります特定医療費等受給者証更新事務等委託料は、医療費助成に係る

受給者証の更新事務を外部に委託するもので、平成28年度から３年間で契約を締結してお

ります。平成29年度は難病法施行後の経過措置の終了に伴い、更新受け付け期間を延長す

ることに伴う経費や、これまで会場としておりました保健衛生総合庁舎の建てかえ工事に

伴い外部に会場を確保するための費用を含めて計上しております。 

 続いて、11難病患者等支援事業費です。難病患者の皆さんやその家族に対する相談支援

などに要する経費として、高知難病相談支援センターの運営委託料やハンセン病の元患者

さんに対しての支援に関する経費、人工呼吸器や人工透析の患者さん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。 

 以上で健康対策課の平成29年度当初予算案の総額は24億3,669万3,000円で、対28年度比

3,059万7,000円の増額となっております。 

 歳出予算につきましては以上です。 

 続きまして、平成28年の補正予算について説明させていただきます。 

 お手元の④と書かれております議案説明書（補正予算）の62ページをお開きください。 

 歳入予算です。 

 ９款国庫支出金及び12款繰入金などを合わせまして688万1,000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

のほうで説明させていただきたいと思います。 

 上から３段目、８目の健康対策費です。 

 ２のがん対策事業費の２つ目、前立腺特異抗原検査委託料は、前立腺がんについてもっ

と県民の皆さんに知っていただくための普及啓発を主眼として行っております。罹患率が

高くなる55歳の男性を対象として、当該検査を無料で体験していただくための経費です。

これにつきましては、事業導入に時間を要し年度途中からの実施になったことから、減額

をお願いしております。 

 さらに、がん検診受診促進事業費補助金及びその下のがん検診利便性向上対策事業費補

助金は、事業費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。 

 続いて、３の感染症対策事業費の２つ目、感染症指定医療機関運営費補助金は、第１種

及び第２種感染症指定医療機関である高知医療センターの病床を維持するための経費に要

する補助を行うものですが、いずれも事業費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。 

 続きまして、64ページをお願いいたします。 



- 26 - 

 上から１段目とその下の新型インフルエンザ患者入院医療機関整備事業費補助金及び新

型インフルエンザ患者外来協力医療機関整備事業費補助金は、新型インフルエンザ発生時

に患者の受け入れをする医療機関に必要な医療器材の整備に対する補助を行うものです

が、いずれも事業費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。 

 続いて、４原爆被爆者対策費は、被爆者の方々に対します健康管理などの各種手当の支

給に要する経費で、手当など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。 

 続いて、５母子保健事業費の３つ目、母子保健支援事業費補助金は、乳幼児健診未受診

児の保護者への受診勧奨や産前・産後サービスケアに取り組む市町村の助成ですが、未受

診児訪問件数など当初の見込みを下回ったため、減額をお願いするものです。 

 その下の地域子ども・子育て支援事業費補助金は、子育て世代包括支援センターを設置

する市町村に対し助成するものですが、設置する市町村の準備が年度末になり、当初予算

では補助基準どおりの積算としていたものですが、実際には見込みを下回ったため減額を

お願いするものです。 

 続いて、６母子医療対策事業費です。 

 養育医療費負担金、産科医等確保支援事業費補助金、一般不妊治療助成事業費補助金に

つきましては、事業費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。 

 次に、65ページをお願いします。 

 ７指定難病等対策事業費の１つ目の医療扶助費は、医療費支払い額の高い患者の増加等

により医療費が見込みを上回ったことから増額をお願いするものです。 

 その下の事務費は、医療扶助費を支給する際に審査支払基金へ支払う手数料及び受給者

への通信料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。 

 以上によりまして、健康対策課の合計で4,081万6,000円の減額となっております。 

 補正予算につきましては以上です。 

 続きまして、条例議案について説明させていただきます。 

 条例その他議案がとじられておりますドッチファイル、右肩に⑤と記載されております

資料の25ページになります。 

 説明は、議案参考資料でさせていただきます。健康対策課のインデックスの１ページを

お願いいたします。 

 高知県がん対策推進条例の一部改正です。 

 それでは、このＡ４の１枚紙、１ページ目を使って説明させていただきます。 

 今回の改正は、がん対策基本法の改正に伴って条例を改正するものです。 

 ２番に改正分を載せております。現行の第７条には、がん対策基本法第11条第１項に規

定する都道府県がん対策推進計画とありますが、改正後は法のほうが条ずれしております

ので、それに合わせてがん対策基本法第12条第１項となります。 
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 これは３番に概要を載せておりますが、昨年12月に基本法が改正され、新たに事業主の

責務等が追加されたことにより、これまで11条に規定されていた都道府県がん対策推進計

画が第12条に改正されたことによるものです。 

 以上で健康対策課の議案説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 当初予算の中の指定難病対策事業費、12億円余りの、三百余りの指定難病に

対する事業なんですが、これだけの規模の予算の医療費のデータ作成委託料が67万円で、

余り作業的には多くない、さらにその下の特定医療費等受給者証更新事務等委託料、受給

者証の更新といえば、逆にそんなにかからないような雰囲気を受けるのは1,900万円余

り、この辺もうちょっと詳しく説明していただけますか。 

◎清水健康対策課長 特定医療費等受給者証更新事務委託料と医療扶助費などがここにあ

りますが、まずこの委託料につきましては経過措置の方々や現在認定されている方々に書

類を持ってきていただいて、その書類をこちらでチェックするとともに、医師の申請書自

体も間違っていることも時々ありまして、それを高知大学に委託して先生方に当然お金を

払わなければいけません。そういった経費ですとか、また今年度は保健衛生総合庁舎が使

えませんので、別の場所を借りさせていただく予定です。それがこの費用に含まれている

という整理となっております。 

◎梶原委員 医療費データ作成等委託料の量と内容はどんな感じですか。 

◎清水健康対策課長 これは、申請者が大体7,000人近くになるんですが、そのデータを

整理していくものになっておりますので、そのためにかかる費用となっております。 

◎梶原委員 7,000人のデータの作成が67万1,000円の金額の作業量でできるんですか。 

◎清水健康対策課長 医療費の請求データを整理するために打ち込む費用になっておりま

す。 

◎梶原委員 基本的には入力作業の委託ということでよろしいんですかね。 

◎清水健康対策課長 そのとおりです。 

◎梶原委員 それと、その下の特定医療費認定業務、この認定というのは何を認定するん

でしょうか。 

◎清水健康対策課長 特定医療費、この指定難病につきましては、医療機関からこの方が

難病だと思われるといったことで申請が上がってきます。ただし、実際には基準に該当し

なかったりといったことがありますので、認定というのはその方が本当に法律に基づいて

給付対象になるかどうかを認定する法律的な行為になります。 

◎梶原委員 どういうところが委託を受けられるんでしょうか。 

◎清水健康対策課長 まず、予備審査としましては、高知大学の各専門の先生方に委託し

て内容を整理させていただいて、おかしなところはおかしいですと、確認したいところは
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確認する、ここは画像が足りないので画像を出してもらうといったことをさせていただい

て、さらに事務局でも事務的な部分を詰めさせていただいて、最終的にはこちらで委任し

ております審査の先生方、専門の先生方に御確認していただくというプロセスを経ており

ます。 

◎梶原委員 そういった特定の部分で言えばかなり高度な医療が要るようなところもあっ

て、県内で言えば医療センターもそうですし日赤もそうですし、高知大学の実際自分たち

を診察する先生が認定するということですか。 

◎清水健康対策課長 高知大学の先生はあくまでも予備審査でありまして、高知大学の先

生が認定と言ったから直ちに認定となるものでないものもあります。私たちのほうでも当

然内容を把握させていただいて、大学の先生方に見ていただいたものをさらにこちらで見

させていただいて、おかしいところがないかは確認させていただいておりますので、高知

大学の審査イコールそのまま認定という形にはなっておりません。 

◎家保健康政策部副部長兼医師確保・育成支援課長 審査につきましては、主治医の意見

書を書かれた方は基本的に審査には入らないということでやっておりますので、そういう

意味での審査の公平性というのはシステムとしては担保しております。 

◎梶原委員 がん検診を含めさまざまな健診の受診促進の事業が日本一の健康長寿県構想

の中でも大変大きなウエートを占めているわけですが、そのために市町村の健診の受診促

進、広域化、相互乗り入れ、いろんなことにこれまでずっと重きを置いて事業に取り組ん

でいただいたわけですけれども、その中で一例ですけれども、私昨年、日赤で人間ドック

を受けるのに、市町村から、人間ドックを受けるんであれば、それに対する市町村からの

補助がありますよということで、せっかくですから利用させていただいたんですが、日赤

で人間ドックを受けた領収書はもちろんですけれども、後日領収書と健診結果を持ってい

って初めて市町村からのお金が振り込まれるということです。何げなく行ったんですけれ

ど、健診結果は個人名が入っていて、私の体の全ての情報をコピーして渡さんといかんの

ですよね。ちょっとこれはどうなのかなと、職業柄市役所の職員なんかもほとんど知り合

いの方ですから、そういった方に、どこが特段悪いというところはなかったんで、はいコ

ピーというてやったんですけれど、どっかの数値が噴き上がっていたりとか、例えばγＧ

ＴＰがあり得ん数値であったりとか、そういうような結果が出たときに個人名、名前の入

ったそういう数値のデータをはいと渡してそれをやる、こちらでコピーして保管しますね

って、全体的に把握してどういう傾向かというのもわかることも大事ですけれども、ある

意味究極の個人情報ですから、その辺が何か一瞬あれっと思ったところがあるんですけれ

ど、どうでしょうか。 

◎清水健康対策課長 まず、委員から御指摘のありました内容は、γＧＴＰはちょっとが

ん検診とは違うのかなと思っていて、別の健診かなというのをまず……。 
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◎梶原委員 がん検診じゃないけれど、いろんな健診を促進する中で、人間ドックを受け

たらどういうような効果があるんで、それに対して市町村からの補助がこれだけあります

ということです。 

◎清水健康対策課長 市町村からの補助は物によって変わってきまして、例えば具体例を

言いますと、がん検診ですと、例えば今５つのがん検診が、40歳以上、子宮がん20歳以上

からになっていますけれど、市町村においては各市で……。 

◎梶原委員 私の言っている趣旨は、そういった健診を促進するために市町村がいろいろ

やる事業に対して県もそれを支援していると。その健診を促進することは大事だけれど、

先ほど言ったように、私が受けた市町村の補助は人間ドックで、結果の全てを提出しなけ

ればその補助が受けられないと。このことが悪いとも思いませんけれど、逆にそれを出し

たくないから受けないという方もおいでになると思いますけれどね。 

◎家保健康政策部副部長兼医師確保・育成支援課長 委員の懸念されていることはよく理

解はできます。ただ、特定健診なり公が補助をする範囲については、やはりその結果をき

ちっと把握し、必要に応じてフォローが必要な場合もありますので、結果としては把握は

することが望まれると思います。ただ、範囲については人間ドックの全部が必要かどうか

というと、そのあたりはちょっと疑問がありますので、例えば胸部とかがん検診の補助を

受けているところであればその部分だけとか、特定健診に該当する部分であればそういう

部分だけはやはり出していただき、あとは少し必要なところは考えるべきかなと思いま

す。ただ、一方で公務員でございますんで、きちっと守秘義務は守られる前提でいろいろ

仕組みも考えていますし、そこはそういうふうに答えさせていただきたいと思います。 

◎梶原委員 性善説で言えばそれが前提ですし、やはりそこからしっかりフォローすると

いうことが大事というのも理解できますし、必要な部分を抜き取ってといったら、またそ

こで仕事もふえますし、いろんな状況、わかりますけれど、何か一瞬コピーして出してく

ださいと言われたとき、丸裸にされたような気になって、結構小規模の市町村では、役場

の職員とはほとんど知り合いのような人もおりますので、何かちょっと気になったんで、

それがええとか悪いとか、そこまで余りはっきりとあれですけれど、どっちにしても健診

の受診向上はぜひ進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎家保健康政策部副部長兼医師確保・育成支援課長 御指摘のところは十分留意しない

と、健康情報、疾病情報は個人にとっては非常に重要な情報ですので、その取り扱いには

関係者がきちんと留意する、懸念を持たれないようなことはやっていかないといけません

ので、関係機関ともいろいろお話のときにはぜひお願いしていきたいと思います。 

◎塚地委員 母体管理のところで69ページで御説明いただいた分で、産後ケアニーズの調

査結果、これ以前も出ていた数字だと思うんですけれども、ミドルとハイとの両方のリス

クを抱えた産婦が一定数、62.9％というのは結構すごい数字やなと思いまして。後追いを
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一生懸命支援センターとかがやってくださっていて、ただ現場では保健師さんのお仕事が

すごくふえて、不足しているところもあって、現場の困難性も聞くんですけれど、そこら

あたりがどういう状況で推移していて、課題的なものがあったら言うちょってもらいたい

なと思います。 

◎田村健康対策課企画監 今現在、この69ページの中ごろに書いてあります子育て世代包

括支援センターの設置状況で、実際市町村のほうの設置推進を進めているところです。

今、委員がおっしゃったように、市町村ではなかなか保健師のマンパワーが少ないという

課題もあります。ただ、今回平成32年度まで全国展開をするということで、国もかなりま

ち・ひと・しごと創生の交付金を使って市町村で子育て世代が推進できるような仕組みづ

くりに取り組んでくださっていますので、国から交付金がおりてくるようになっていま

す。その中で、市町村は母子保健コーディネーターを新たに採用して、それでコーディネ

ーターを中心として母子保健の対策を強化すると、産前・産後のサービスを強化するとい

うことについては補助金なり交付金がありますので、実際設置をしている市町村について

は、そういった保健師を新たに採用するということで、今の現場の忙しい状況をコーディ

ネーターがプラス１人ふえますので、コーディネーターを核とした動きにしていくという

ようなところで、今少しずつ市町村で子育て世代包括支援センターが拡大をしているとこ

ろです。 

◎塚地委員 そのコーディネーターという方には何か資格が必要なんですか。 

◎田村健康対策課企画監 資格は必要ではありませんけれども、コーディネーター業務と

してどういったことをしていただくのかということと、国ではある一定必須事業として全

妊婦さんを把握するだとか、必要な人には支援プランを立てる、それから市町村では産

前・産後のサービスを新たにつくるだとか関係機関との連携という項目がありますので、

研修を受けていただいてコーディネーター業務を遂行していただくというようなことで、

今県が３年前からコーディネーターの研修をしております。市町村にはできるだけそれを

受講していただいて、コーディネーターではない人も含めて、母子保健の、主には保健師

ですけれども、保健師、助産師等に受講していただいている状況になっております。 

◎塚地委員 個人の方との面談とか、専門的なところがすごく大事になってくるので、本

来でしたら不足している保健師をどう確保するのかというのが一番大事な課題だと思いま

すので、また頑張っていただきたいと思います。 

◎加藤委員長 以上で質疑を終わります。 

 以上で健康対策課を終わります。 

 それでは、暫時昼食のため休憩といたします。再開は13時といたします。 

 

（昼食のため休憩 12時１分～12時59分） 
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◎加藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 昨日の委員会で中内委員から要請のありました医療政策課の歳入に関する資料が執行部

から提出されましたので、お手元にお配りしております。 

◎中内委員 僕が頼んでいたのは歳入はもとより、歳出をどうしちゅうかということや

き、前年でも返さないかんもんがあってやね、また似たようなものをつけてきちゅうがや

ね、そういうことのをお願いしちゃったがやき。 

◎山本健康政策部長 事業費の支出に一般財源も入れていると思います。ただ、今の委員

のお話については、県の事業そのものが国の補助金を財源に全額国費もしくは２分の１の

一財で予算を組んでいまして、基本的に国に補助申請をするということもあって、前年度

に各医療機関なり関係者から希望を募ります。その希望額を減額して国に申請するという

ことにはなりませんので、予算上は希望額、例えば病院を耐震化したいというのが５病院

来れば５病院全額で予算は組んでいます。ただ、結果としてそれが国の予算で６割に減額

されることもあれば、病院の都合でやりたかったけれど経済的に苦しいとか、代替の土地

とかいろんな問題があってできませんでしたということで、結構やめたりということが多

くあります。 

◎中内委員 その辺が甘いわね。 

◎山本健康政策部長 ただ、それは国費をとる前提で県の額が問題ない場合は、予算とし

ては目いっぱい組まさせていただかないと、例えばそこでじゃあ６掛けしますとか７掛け

しますということであれば、確かに減額補正の必要はなくなるわけなんですが、ついたと

きにはじゃあどうなんだということと、国に申請するのに予算を組んでいませんというこ

とにもなりませんので、制度として当初は組まさせていただいているということです。 

◎中内委員 それは同じような理屈をあるところでもきょう言いよったと、指摘をした

ら。だから、似たようなものじゃき、もうちょっと先を読んじょかんといかんということ

よ。 

〈食品・衛生課〉 

◎加藤委員長 それでは次に、食品・衛生課の説明を求めます。 

◎安藤食品・衛生課長 食品・衛生課所管事業の平成29年度当初予算案について御説明い

たします。 

 お手元の当初予算及び補正予算ファイル②とあります議案説明書、当初予算の135ペー

ジをごらんください。 

 まず、歳入予算の第７款分担金及び負担金について御説明いたします。 

 第２項の負担金は、高知市と共同で管理運営を行っております小動物管理センターの管

理運営に必要な経費の高知市負担分でございます。 
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 次に、第８款使用料及び手数料の２項手数料について御説明いたします。 

 手数料の主なものは、食品の営業許可に係る手数料と、四万十市にあります食肉衛生検

査所で取り扱う牛豚などの屠畜検査手数料でございます。 

 次に、136ページをお開きください。 

 第９款国庫支出金の２項国庫補助金は、公益財団法人高知県生活衛生営業指導センター

が実施する生活衛生関係営業対策事業への国庫補助金や、市町村が行う水道施設整備事業

についての国からの交付金でございます。 

 次に、第15款の県債は、広域火葬設備整備事業に充当するものです。 

 以上が食品・衛生課の主な歳入でございます。 

 続きまして、歳出予算の説明をさせていただきます。 

 137ページをお開きください。 

 一番下の９目の食品・衛生費ですが、右側の説明欄をごらんください。 

 １人件費は、食品・衛生課の職員13名、食肉衛生検査所８名及び福祉保健所26名、合計

47名の人件費でございます。 

 ２食品保健衛生費は、食品関係施設について、食品衛生法に基づき各福祉保健所が実施

している営業許可や監視指導、収去した食品などの検査の実施、健康増進法に基づく給食

施設の栄養指導や食品表示法に基づく栄養成分表示の普及などを図るための経費でござい

ます。 

 138ページの中ごろにございます事務費の主な内容は、福祉保健所や衛生研究所が実施

している残留農薬などの試験検査のための医薬材料費、福祉保健所に設置している検査機

器の更新費用などとなっております。 

 次の３食品衛生管理指導費では、昨年度新たな高知県食品総合衛生管理認証制度を創設

しましたが、産業振興部と連携して食品取扱施設がＨＡＣＣＰに基づく衛生管理に段階的

に取り組めるようアドバイスを行い、基準を満たした施設を認証して衛生管理の高度化を

図っていこうとするものです。 

 次の４生活衛生対策費は、各福祉保健所において墓地等の許可や監視指導を行う経費

や、建築物の衛生確保などにより建築物による健康被害を防止するための経費、理容所、

美容所、旅館などの生活衛生関係営業や温泉の掘削などに対しての許可や監視指導を行う

経費でございます。 

 この生活衛生対策費の中の一番下の広域火葬設備整備事業費補助金でございますが、発

生が危惧される南海トラフ地震に備え、効率的な広域火葬体制の整備促進を図るため、火

葬場の非常用自家発電設備や予備燃料タンクの設備費を補助しようとするものです。この

ほか、市町村支援として、広域火葬訓練や研修会の開催、地域モデル事業の実施などに取

り組んでいくこととしております。 
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 次に、139ページの５生活衛生指導育成費でございますが、上から３つ目の生活衛生関

係営業対策事業費補助金は、公益財団法人高知県生活衛生営業指導センターが行う理容

所、美容所、旅館などの生活衛生営業の経営安定化を推進する事業への補助でございま

す。 

 ６動物愛護推進事業費ですが、一番上の小動物管理センター管理運営委託料は、中央及

び中村の小動物管理センターで行う犬の保護、犬猫の引き取り、収容後の譲渡、処分など

のアウトソーシングに要する委託料でございます。 

 その２つ下にございます雌猫不妊手術推進事業委託料ですが、望まれない子猫の出産を

抑制するため、飼い猫や飼い主のいない雌猫の不妊手術費用の一部を県が負担して適切な

繁殖制限を推進する事業を、公益社団法人高知県獣医師会へ委託して実施する経費でござ

います。これまでキャンセル待ちの方も多いため、来年度は1.5倍の予算を計上していま

す。平成29年度で３年目となりますが、今年の２月末の猫の殺処分頭数857頭、昨年度同

時期は1,672頭でしたので、約２分の１まで減少してきております。 

 このほかに、野犬対策を目的に昭和56年に建設された小動物管理センターは、犬猫の譲

渡を進めるための収容スペースや負傷動物の治療施設、県民が愛護について学んだり動物

と触れ合う、いわゆる愛護機能が不足しています。このため、動物愛護センター設立に向

け有識者などによる動物愛護センター整備基本構想検討会を立ち上げ、求められる機能な

どについて議論していただくこととしており、この検討会に必要な経費を事務費に計上し

ております。 

 一番下の７食肉衛生検査事業費は、四万十市の屠畜場において屠殺された豚や牛などに

ついて、県の食肉衛生検査所で人畜共通感染症、抗生物質の検査などの屠畜検査を実施す

るほか、食肉処理場や食鳥処理場の衛生指導に要する経費でございます。国の規則改正に

伴いまして、平成29年４月１日から健康牛のＢＳＥ検査を全国一斉にとめることとしてお

ります。改正の趣旨としましては、肉骨粉飼料の完全禁止や異常プリオンの蓄積する脊髄

や扁桃などの特定危険部位の除去を行うなど、国内のＢＳＥ対策を開始して15年以上が経

過し、国内外のリスクが大きく低下したこと、また内閣府食品安全委員会の食品健康影響

評価の結果を踏まえたものでございます。 

 なお、25カ月齢以上の牛のうち生体検査でＢＳＥの症状のあるものはこれまでどおり検

査を継続してまいります。 

 140ページの上から２つ目の事務費でございますが、主なものは検査に必要な医薬材料

費や備品購入費などですが、そのほか県職員の獣医師不足を改善し、採用試験への応募者

数の増加を図るため、学生を対象に行政獣医師職場を理解してもらうためのインターンシ

ップ事業に必要な経費を計上しています。 

 ８水道対策事業費は、水道普及率向上のため市町村が行う簡易水道等の施設整備に対す
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る県費の補助及び安全な飲料水を供給するための水道関係施設の監視や指導に要する経費

でございます。 

 下から４つ目の水道施設耐震化推進交付金は、上水道の配水池の耐震化を促進するため

昨年度制度を創設したものです。交付金の対象は市町村の一般会計から水道事業会計に繰

り出したものを支援の対象としており、今年度に耐震化を行った３市に対して交付金を交

付するものです。この３市というのは、高知市、土佐市、須崎市となっています。市町村

一般会計の負担軽減を図ることで配水池の耐震化を推進してまいります。 

 次の生活基盤施設耐震化等交付金は、大規模災害時でも安定的に水を供給できるよう、

財源を全て国費とする交付金制度を活用して、市町村が行う水道施設整備事業に助成し、

水道施設の耐震化等を促進するための事業費です。 

 以上、これらの事業を行うために課合計16億6,137万4,000円で、人件費を除きますと、

平成28年度と比較して４億4,152万7,000円の増となっております。これは、生活基盤施設

耐震化等交付金の増額等によるものです。 

 以上で食品・衛生課の当初予算の説明を終わります。 

 続きまして、平成28年度の２月補正予算について御説明いたします。 

 当初予算及び補正予算ファイル④とあります議案説明書、補正予算の67ページをお開き

ください。 

 今回の補正予算の歳出予算につきまして、右端の説明欄で説明させていただきます。 

 水道対策事業費の減額ですが、生活基盤施設耐震化等交付金につきましては、市町村工

事の入札残等の不用額の減額と、国の平成28年度２次補正による追加交付による増額を合

わせまして550万5,000円の減額をお願いするものです。 

 補正予算についての説明は以上でございます。 

 最後に、次の68ページをお願いします。繰越明許費です。 

 今回お願いしますのは、先ほど御説明いたしました水道対策事業費の生活基盤施設耐震

化等交付金におきまして、市町村工事の遅延により平成28年度中の工事完了が困難なた

め、29年度に繰り越し執行するものです。 

 以上で食品・衛生課からの議案説明を終わります。よろしくお願いします。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

◎浜田（英）委員 ＤＭＡＴじゃなくてＶＭＡＴ、人の命が一番大事なんだと、犬猫なん

かほっといて早く逃げろと、こういうふうに言いますけれども、やっぱり家族同然なんで

すよね、皆さん。うちでペットを飼っている人なんか。だから、日ごろから早くケージへ

入れて一緒に避難をするという訓練とかも犬猫にしとかないかんのですけれど、なかなか

言うこと聞いてくれませんね、あの狭いところへ入るのは。東日本大震災のときもそうで

すし、この間熊本地震のときも質問しましたけれども、だんだん日本各地もＶＭＡＴの獣
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医師たちが災害地に派遣されて、そういうお世話をするという組織もできつつあるんです

が、高知県の場合はどうなんですか、立ち上がる雰囲気ですか。 

◎安藤食品・衛生課長 平成25年に福岡県の獣医師会が組織した福岡ＶＭＡＴというのが

初だそうでございまして、獣医師が31名、動物看護師22名がこの組織に参加しておりま

す。その次は、昨年群馬県で２例目のＶＭＡＴが発足したと聞いております。 

 高知県は、獣医師会長とも災害に関しては時々お話をするんですが、まず高知県の獣医

師が浸水地域に多く開業しておると、そこのところで震災に遭ったときにその獣医師たち

の生存確認から始めなきゃならんだろうなというお話を伺っています。獣医師会とは平成

23年に災害時における動物の救護活動に関する協定書を結んでおりまして、今後も獣医師

会長とは詰めていきたいとは考えておりますが、現段階ではまだＶＭＡＴというお話は行

っておりません。あした実は動物愛護推進協議会で獣医師会長と会うことになっておりま

すので、委員からお話があったことをお伝えしようと思っております。 

◎浜田（英）委員 せんだって熊本に行ったときにも質問させていただいたんですが、熊

本では熊本市内の動物病院の先生が進んで皆さんの手当てとかしたそうですけれども、や

はり動物を抱えて避難する人はどうしても車中泊なんか多くなると、避難所ももちろん足

らんのでしょうけれども、そういう動物を連れて避難ができるようなスペースも必要じゃ

ないかという議論にもだんだんなってきつつあるということですので、高知県の場合も避

難所、特にペットを連れて、キャンキャン鳴いたりするとほかの人に迷惑をかけますの

で、そういうのも一定必要じゃないかなということを南海地震対策の中で考えておく必要

があるのかなと思ったので、質問させていただいた次第です。獣医師会の中でそういう話

をぜひ盛り上げていただきたいということをお願いしてください。 

◎安藤食品・衛生課長 高知県としても高知県災害動物救護マニュアルを用意しておりま

す。また、市町村に対しては計画の中に動物を連れてくる方たちの避難所と、それから動

物を連れている方たちの避難所をきちんと用意しておくようにというような指導をしてい

るところです。 

◎浜田（英）委員 ぜひそういうのも情報公開をして、県のホームページとかさんＳＵＮ

高知などに載せていただくと結構じゃないかと思いますが。 

 それともう一点、獣医師不足でございますが、新居浜か今治かに獣医師学校ができると

いう話を聞いたんですが、情報をつかんでないですか。 

◎安藤食品・衛生課長 先月、愛媛県今治市、それからその学校の方がおいでて説明をし

ていただきました。来年の４月には開校予定ということで、まだ更地のようですけれど

も、これから大変な作業が始まるとおっしゃっていました。高知県のほうにもその大学に

対する学生の奨学金を構えられないか、それから私たち健康政策部に対しては研修の場、

インターンシップ的なものですが、そういったものを用意できないかという要望がござい
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ましたので、一定構えられますよということはお答えしています。 

◎浜田（英）委員 また新しい情報があったら逐次教えてください。 

◎塚地委員 貯水池の耐震化の関係なんですけれども、水道事業者の規模も小さくて大変

なのかなとも思うんですけれど、今災害時にどうしても残しておかなくてはならないとこ

ろの耐震診断全体は終了しているんでしょうか。 

◎安藤食品・衛生課長 まだ全部完了しているとは聞いておりません。 

◎塚地委員 数字で言うとどうなるんですかね。必要性のある箇所数、耐震診断終了、耐

震化終了、何かそんな数字みたいなのはわかります。 

◎安藤食品・衛生課長 また用意させていただきます。 

◎塚地委員 どうやったら促進できるかという市町村の意向が大きいとは思うんで、県と

しては交付金出しますよっていう制度は構えてくださっちゅうがやと思うんですけれど、

加速化させるのに何が一番ネックなのか。 

◎安藤食品・衛生課長 何といっても耐震化には莫大なお金がかかります。その中で、人

口減少というところで歳入が減っておると。市町村によってはこのところ歳入を上げるべ

く基本料金とか水道料金を上げておりますが、まだそこのところが全体には行き渡ってお

りません。総務省から広域化をすべしという方向づけも考えられておりまして、うちとし

ても市町村振興課と一緒に昨年その検討会を立ち上げたところですし、水道法の改正も今

後広域化に向けて法改正がされていくということで、耐震化、それから広域化という２つ

の方向でこれから進んでいくものと思います。 

◎山本健康政策部長 まず、先ほどの耐震化の云々のところですけれど、調べられるだけ

は調べますけれども、市町村事業で市町村の財産ですので、市町村がどこまで把握してい

るかによっては不明かもしれませんので、そこは御容赦いただきたいということと、それ

からもともと県が支援をすることについては私どもは必要だということで今年度予算、要

は昨年度の27年度に議論して交付金の制度をつくらさせていただきましたけれど、御存じ

のように事業会計で独立採算で市町村事業が原則だという大原則の中での制度ですので、

つくるに当たってはかなりの議論をしました。ただ、その中でも私どもとしては断水にな

ったときに給水車が来て水を配る、そのときに配水池が壊れていたら水がくめませんよね

と。ですので、本来配管から含めて全部の耐震化っていうのは当然頑張ってやっていく必

要があるんですが、その中でも配水池が最重要だろうということで、そこに絞って、なお

かつ先ほど言われたように、災害が起こったとき100％全部やらなくても７割、大事なと

ころさえ配水池が耐震化できていたら大丈夫だろうという設定のスキームをつくって制度

をつくったというところです。ですから、配管とか全部をやると本当何百億円オーダーの

事業になりますので、要はお金がなかなかなくて、先ほど課長が言ったように収入も上が

らない中で年々の事業だけでも何とかとんとんのところに、投資を新たにするというのが
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非常に厳しいというのが現実です。 

◎塚地委員 私が今伺ったのは、配水池の耐震診断率とかというところ。 

◎山本健康政策部長 今は35.9％です。 

◎塚地委員 耐震化率ですね。耐震診断が済んでいるところはどれぐらいあってというと

ころまでわかんないですか。 

◎安藤食品・衛生課長 そこまでは承知しておりませんが、現在耐震化が必要な箇所数は

調べておりまして、上水道では22カ所と聞いています。 

◎塚地委員 35.何％が耐震化が済んでいるという数字ですか。 

◎山本健康政策部長 全体の耐震化率が35.9％です。 

◎加藤委員長 以上で質疑を終わります。 

 以上で健康政策部を終わります。 

《地域福祉部》 

◎加藤委員長 それでは次に、地域福祉部について行います。 

 最初に、議案について地域福祉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。 

 また、報告事項の「第３期日本一の健康長寿県構想バージョン２について」は予算議案

とあわせて説明を受けることといたしますので、御了承願います。 

◎門田地域福祉部長 それでは、総括の御説明をさせていただきます。 

 地域福祉部がお願いをしております議案は、一般会計及び特別会計の当初予算と補正予

算、条例議案が４件でございます。平成29年度の一般会計当初予算から御説明をさせてい

ただきます。 

 お手元に平成29年度地域福祉部当初予算案の概要というＡ４横の資料がございます。 

左上にございます平成29年度当初予算の基本的な考え方でございます。 

 平成28年度からスタートしました第３期日本一の健康長寿県構想におきまして重点化し

た５つの柱に沿って各施策をさらにバージョンアップをすることで、県民の誰もが住みな

れた地域で安心して暮らし続けることのできる高知県の実現を目指してまいります。 

 また、南海トラフ地震への備えといたしまして、昨年４月に発生をいたしました熊本地

震などの教訓も生かしながら、福祉避難所の指定促進や社会福祉施設等の防災対策への支

援などを推進してまいります。 

 右にありますように、人件費を除きます一般会計予算総額は348億1,200万円余りでござ

いまして、平成28年度比97.0％となっております。後ほど御説明いたします新たな取り組

みに係る事業費を計上する一方、社会福祉施設の整備事業費や昨年の国への基金の返納金

がございまして、それらの減により総額で10億7,000万円余りの減となっております。 
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 次のページから大項目ごとに主要な事業を整理しております。 

 ２ページの、地域地域で安心して住み続けられる県づくりをごらんください。 

 まず、左上にございます、あったかふれあいセンターの整備と機能強化でございます。

介護予防サービスの充実に向けまして派遣いたします専門職種の拡充を図りますととも

に、子ども食堂など集いの場を活用した子育て支援サービスの実施や、配慮の必要な高齢

者や障害者などのショートステイの充実に取り組んでまいります。 

 続いて、その２つ下にございます認知症対策につきましては、認知症高齢者の見守り体

制の整備に取り組む市町村を支援してまいりますとともに、その下にありますように若年

性認知症の方への支援にも取り組んでまいります。 

 次に、右の中段にあります障害児を社会全体で見守り育てる地域づくりにつきまして

は、発達障害への支援を担う専門的な体制整備に向けまして、民間事業所の新規開設、機

能強化の促進や人材育成のほか、家族への支援のためのペアレントプログラムの導入など

に取り組んでまいります。 

 その下の高知県自殺対策行動計画の推進でございます。昨年の法改正を踏まえまして新

たに義務づけをされました市町村計画の策定を支援するとともに、自殺との関連性が高い

と言われておりますアルコール健康障害への対策推進計画の来年度中の策定を目指してま

いります。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 円滑な在宅生活への移行に向けた医療と介護の連携では、退院調整ルールの策定を安芸

福祉保健所以外の福祉保健所管内に広めるよう取り組んでまいります。 

 続きまして、医療的ケアの必要な子供等とその家族への支援の強化では、現在の制度で

は診療報酬の対象となっておりません保育所等での医療的ケア児に対応するための看護師

の訪問や、医療機関への受診時の訪問看護師の付き添い等に係る経費について支援制度を

新設いたしますとともに、重度障害児・者の御家族を対象としましたピアカウンセラーの

養成研修なども実施をしてまいります。 

 続きまして、４ページをごらんください。 

 厳しい環境にある子供たちへの支援でございます。 

 まず、子ども食堂等への支援でございます。食事の提供を通じて子供や保護者の居場所

となり、地域の見守りなどにもつながります子ども食堂の取り組みが県内各地で広がって

まいりました。これらの取り組みを県内全域へ普及するとともに、また活動を充実するた

めに子ども食堂の開設や運営拡充に関します経費の助成、開設準備講座の開催や開催団体

によるネットワークづくりなどを支援してまいります。 

 なお、助成に当たりましては、子ども食堂の取り組みを支援するための基金を創設いた

しまして、趣旨に賛同いただける個人や法人の皆様から御寄附を募り、財源の一部に充て
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させていただきますことで、子供たちを社会全体で支えるという機運の醸成もしてまいり

たいと考えております。 

 次に、右上段の保護者等への支援策の抜本強化のうち、ひとり親家庭への支援の充実で

は、一定の資格を取得するための教育訓練講座受講料への支援を拡充しますほか、養育費

の取り決めなど専門的な相談に対応できますよう弁護士の専門家による個別相談を実施し

てまいります。 

 その下の妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援、高知版ネウボラの推進

では、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援がそれぞれの地域の実情に応じて展開さ

れますよう、健康政策部の所管いたします子育て世代包括支援センターの設置、推進に加

えまして、地域子育て支援センターの新設と機能拡充への支援などにより高知版ネウボラ

の推進に取り組んでまいります。 

 また、一番下にあります市町村の要保護児童対策地域協議会への積極的な支援といたし

まして、市町村における児童家庭相談支援体制の強化を図りますため、県内各市町村の対

策地域協議会への積極的な支援を引き続き行ってまいります。 

 次のページをお願いいたします。 

 少子化対策の抜本強化でございます。 

 まず、左の２つ目、高知家の出会い・結婚・子育て応援団の取り組みの推進でございま

す。昨年３月に創設をいたしました応援団につきましては、今後も民間団体のネットワー

クを生かした登録の勧誘など、登録数をさらにふやしていくための取り組みを行ってまい

りますとともに、応援団同士が情報を共有する場を設けることなどによりまして、取り組

み内容の充実に向けた支援も図ってまいりたいと考えております。 

 続いて、右上段、切れ目のない子育て支援への推進では、新たな取り組みといたしまし

て、父親や祖父母世代の育児への参加の啓発を行いますため、ここの欄の一番下にありま

す新と書いておりますが、父子手帳の配布や育児の知識をまとめた祖父母世代向けのリー

フレットの作成、配布に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、総合的な結婚支援策の推進といたしまして、本年度から本格稼働させております

マッチングシステムの拡充などにより、出会いや結婚への支援を希望する独身者への出会

いの機会の充実を図ってまいります。 

 次に、６ページでございます。 

 医療や介護などのサービス提供を担う人材の安定確保と産業化でございます。 

 まず、職場環境の改善による魅力ある職場づくりに向けまして、新たな取り組みといた

しまして、現在働いている介護職員の悩みを解消して離職防止を図るための相談窓口を設

置することとしております。 

 続いて、処遇改善につながるキャリアアップの支援では、一番下にあります処遇改善加
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算取得特別支援事業ですけれども、この４月から導入されます新しい処遇改善加算の取得

を通じて介護職員の処遇を改善するため、各事業所の加算取得を支援してまいります。 

 次に、右上段の新たな人材の参入促進策の充実といたしまして、福祉人材センターにお

きまして、新で書いております業務の切り出し、再編成を通じまして日中に決まった時間

帯での勤務などを希望する中高年の年齢層や主婦などが介護職場で働ける環境づくりを促

進することで、新たな人材の参入につなげてまいります。 

 また、右下段にあります人材確保の好循環の強化に向けた検討といたしまして、介護サ

ービスへのニーズが高まり続ける中、より安定的に介護人材を確保していくための方策に

ついて検討してまいります。 

 次に、７ページでございます。 

 県民の安全・安心の確保のための体制づくりといたしまして、南海トラフ地震対策の取

り組みを記載させていただいております。 

 右側上段、平成29年度の取り組みでございますが、要配慮者避難支援対策や福祉避難所

の指定促進、機能強化などについて加速化を図ってまいりますほか、下のほうにあります

社会福祉施設の地震防災対策といたしまして、社会福祉施設等の施設改修等の支援などに

取り組んでまいります。 

 当初予算の説明は以上でございまして、ここで平成29年度の組織改正について、口頭で

はございますが、御説明させていただきます。 

 まず、障害保健福祉課の所管しております障害者スポーツ関係業務につきましては、ス

ポーツ関連施策を総合的、一体的に推進するため新たに設置されます文化生活スポーツ部

スポーツ課へ移管をいたします。また、現在少子対策課が所管しております子育て支援関

係業務を児童家庭課へまとめますことで、地域における見守り体制をさらに強化していき

たいと考えております。 

 続きまして、平成28年度２月補正予算議案でございます。 

 右肩④の補正予算の説明書の69ページが地域福祉部になっております。 

 今回の補正予算では、先ほど御説明いたしました子ども食堂を支援するための基金への

積立金のほか、市町村への介護給付費や障害児通所等の給付費の負担金の実績を上回った

ことによる増額の一方で、社会福祉施設整備事業費や社会保障給付費が当初の見込みを下

回ったことによりまして、約７億7,152万円の減額補正をお願いするものでございます。 

 詳細につきましては後ほど担当課より御説明をさせていただきます。 

 次に、条例議案としては４件ございます。 

 第41号高知県子ども食堂支援基金条例議案につきましては、先ほど説明しました給付金

を受けるための基金条例でございます。 

 第48号高知県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例につきましては、市
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町村広域連合が処理をしております業務のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく一部の事務を市町村に特例で委任するものでございます。 

 第49号、条例名が非常に長いですけれども、高知県指定障害児通所支援事業者等が行う

障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例議案及び第50号高知県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例及び高知県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例議案の２議案につきましては、国の基準省令の改正に伴

うものでございます。 

 また、報告事項といたしましては３件ございます。 

 先ほど委員長からおっしゃっていただきましたように、第３期日本一の健康長寿県構想

バージョン２につきましては、予算の説明の中で説明をさせていただきます。 

 あと第２期高知県自殺対策行動計画、第３次高知県ひとり親家庭等自立促進計画につい

て御報告をさせていただきます。 

 続きまして、審議会の開催状況でございます。 

 赤ラベルの審議会等と書かれましたＡ４横の表でございます。 

 平成28年12月定例会開催以降、昨日までに開催されました審議会について、右端欄に平

成29年３月と書かせていただいております。主なものを御説明いたします。２ページをお

願いします。 

 １つ目にございます高知県児童福祉審議会ひとり親家庭部会につきましては、本日御報

告をさせていただきます第３次高知県ひとり親家庭等自立促進計画について説明し、御審

議をいただきました。 

 次に、一番ページの下にあります社会福祉法人来島会南海学園が設置をしております身

体拘束ゼロ推進委員会でございます。 

 南海学園では平成27年４月から15回当委員会を開催いたしまして、身体拘束解消に向け

たガイドラインの改定や支援方法の改善、根本的原因の検証作業を進めてまいりました。

先月２月21日に行われました委員会では、委員から改善状況に関して委員会の設置目的は

おおむね達成できたとの意見をいただきましたことから、今回をもって当委員会は終了す

ることとなりました。県といたしましては、今後も施設への指導・助言を通じまして、身

体拘束などに伴います人権擁護上の問題が生じないよう努めてまいります。 

 それぞれの審議会などを構成する委員の名簿は資料の後ろに添付をしておりますので、

御確認いただきますようお願いいたします。 

 私からの説明は以上でございます。議案の詳細につきましては担当課長から順次御説明

させていただきます。 

◎加藤委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 
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〈地域福祉政策課〉 

◎加藤委員長 初めに、地域福祉政策課の説明を求めます。 

◎神田地域福祉政策課長 私からは、平成29年度当初予算及び平成28年度補正予算のうち

当課関連部分につきまして御説明をいたします。また、日本一の健康長寿県構想につきま

しても関連いたしますので、あわせて御説明をいたします。 

 まず、一般会計当初予算でございます。 

 右肩②と書かれております議案説明書、当初予算の143ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますけれども、９款国庫支出金の２国庫補助金の健康福祉費補助金

が3,000万円余りの減となっております。主な増減といたしましては、あったかふれあい

センター事業費に係る地方創生推進交付金につきまして今年度、平成28年度分は平成27年

度２月補正予算に前倒し計上しておりましたが、来年度事業に関しては当初予算で計上す

ることとしましたことから１億1,000万円余りの増となっている一方、介護福祉士等修学

資金貸付事業に係る国庫補助金につきまして、今年度当初予算で３カ年分、１億7,000万

円ほどを一括して計上しておりましたものが、来年度予算では皆減となっているものなど

がございます。 

 このほか、次の144ページ、12款繰入金、２基金繰入金といたしまして、介護人材の確

保等に資するための事業等の実施に当たり、地域医療介護総合確保基金からの繰入金が約

1,300万円の増となっていることなどを合わせまして、ページ一番下の歳入予算の計とい

たしましては４億4,000万円余り、前年度と比べて3,700万円余りの減となっております。 

 次に、歳出でございます。 

 次の145ページからの１地域福祉政策費につきまして、主要事業を中心に御説明をいた

します。 

 まず、その次の146ページでございますけれども、右側説明欄の中ほどにございます３

番、地域福祉事業費でございます。こちらは高知県社会福祉協議会に対し職員の人件費の

補助のほか、生活福祉資金貸付事業の実施に要する経費への助成などを行うものでござい

ます。 

 次のページの４番、民生委員・児童委員活動事業費につきまして、こちらは民生委員・

児童委員の活動経費に対する補助や研修の実施など活動促進を図るための経費でございま

す。 

 続きましてページ下段、６番、あったかふれあいセンター事業費ですが、こちらは次の

ページの７番、福祉・介護人材確保事業とあわせまして、お手元の日本一の健康長寿県構

想で御説明をさせていただきます。 

 構想の32ページをごらんください。 

 あったかふれあいセンターの整備と機能強化でございます。 
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 高知型福祉の拠点となるあったかふれあいセンターは、現在29市町村、サテライトを含

めると県内250カ所に広がり、定着をしてまいりました。並行して県民の皆様の在宅生活

を支えるための機能強化も進めており、高齢者の運動機能を維持、向上させるための介護

予防の取り組みは、29カ所において専門職がかかわった形で実施されており、また認知症

の方とその家族を地域で支える認知症カフェにつきましても、12カ所においてあったかふ

れあいセンターと連携して実施されているというところでございます。 

 今後も地域福祉の中核を担う拠点としまして、市町村におけるあったかふれあいセンタ

ーの整備、運営をあったかふれあいセンター事業費補助金などにより支援をしていくとと

もに、残された地域課題に対応していくため、さらなる機能強化を図ってまいりたいと考

えております。 

 その機能強化の具体的内容につきましては、右下の４番、平成29年度の取り組みの項目

にもございますとおり、①介護予防や認知症カフェの取り組みのさらなる拡大としまし

て、２つ目の中点ですが、これまでの運動機能の維持、向上などを目的としたリハビリテ

ーション専門職の派遣に加えまして、さらに口腔ケアや高齢者の低栄養といった課題にも

対応していくため、派遣する職種を歯科衛生士や栄養士にも拡大して実施してまいりま

す。 

 次の②福祉サービスの提供機能の充実としましては、福祉ニーズが多様化、複雑化する

中、高齢者を初め子供や障害者なども地域で安心して暮らし続けられるよう、集いの場を

活用した子育て中の親子の集いや子ども食堂などの子育て支援サービス、あるいは障害の

ある方の地域生活支援やショートステイサービスなど、地域ニーズに応じたサービス提供

機能の充実に取り組んでまいります。 

 また、③集落活動センターとの連携の充実強化に向けた取り組みとしまして、同一地域

に両センターが設置されているまたは設置見込みとなっている地域を対象に、効果的、効

率的な生活支援サービスの提供に向けた検討の実施を支援してまいります。 

 次に、７福祉・介護人材確保事業費について御説明いたします。 

 構想の、少し戻りまして６ページをごらんください。 

 厚生労働省の介護人材需給推計によりますと、本県では団塊の世代が75歳以上となる平

成37年の時点で約900人の介護人材の不足が見込まれており、今後質・量ともに増大する

介護サービスの需要を十分に賄えるだけの人材を安定的に確保していくことが課題となっ

ております。このため、この第３期日本一の健康長寿県構想のもと、人材の定着促進、離

職防止対策の充実と新たな人材の参入促進策の充実の２つを軸に取り組みを進めてきたと

ころですが、平成29年度におきましてもこうした取り組みを一層充実させ、人材の安定確

保につなげてまいりたいと考えております。 

 また、下段ですが、こうした取り組みの実施と並行しまして、介護の仕事の魅力の向上
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と利用者のＱＯＬの向上の好循環をより強力に機能させるための新たな仕組みについても

検討を進めてまいります。 

 具体的な取り組みにつきましては、この構想の72ページをごらんください。 

 まず、人材の定着促進・離職防止対策としましては、左上の現状にございますとおり、

離職率が上昇しておりまして、その要因としまして右側の課題にありますように、離職理

由の上位にある職場の人間関係や法人への不満、収入が少ない、将来の見込みが立たな

い、結婚、出産、妊娠、育児などが考えられますことから、これまでの取り組みに加えま

して、中段の平成29年度の取り組みにあるとおり、職場環境の改善による魅力ある職場づ

くりとしまして、現任介護職員を対象とした相談窓口を新たに設置することで、介護職員

の働く上での悩みを解消し、離職防止を図りますとともに、育児休業を取得した後の子育

て支援制度の活用や、有給休暇の取得促進のための代替職員の派遣事業を行ってまいりま

す。 

 また、処遇改善につながるキャリアアップ支援としましては、加算の取得を通じた介護

職員の処遇の改善を図るため、平成29年度の介護報酬改定において新たに設けられたキャ

リアパスの形成に応じた月額平均１万円相当の処遇改善加算の取得が進むよう、説明会の

開催や就業規則の見直し等に係る経費への補助を行ってまいります。 

 続きまして、次のページ、新たな人材の参入促進策の充実といたしましては、左上の現

状にもございますとおり、介護分野の新規求職者が減少しているということが課題となっ

ておりますことから、これまで介護現場で働くことが難しかった中高年齢者や主婦等の方

も介護現場で働ける環境をつくっていく取り組みとしまして、各事業所において業務の切

り出し、再編成を行うことで、各人の状況に応じた多様な働き方を可能としていく取り組

みを新たに行ってまいります。 

 また、資格取得支援としましては、引き続き人材の不足感がより強い中山間地域等の方

や進路選択を考える高校生を対象としまして、介護職員初任者研修の実施、支援を行って

まいります。 

 次に、予算の説明に戻りまして、災害救助費について御説明をいたします。 

 151ページをごらんください。 

 上から２つ目の福祉避難所指定促進等事業費補助金でございます。福祉避難所は、昨年

９月末現在で県内全市町村で185施設、8,705人分が指定されるというところまでになって

まいりましたけれども、まだまだ不足が見込まれる状況でございますので、福祉避難所に

必要となる物資等の購入や備蓄倉庫の購入、設置、運営訓練等に必要な経費を助成してい

くものでございます。 

 続きまして、その次の要配慮者避難支援対策事業費補助金でございます。要配慮者の避

難対策の推進につきましては、全市町村で避難行動要支援者名簿の作成は完了しておりま
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すが、大規模災害時の迅速、確実な避難を可能とするためには、その先の個別の避難計画

の策定に向けた取り組みを行っていく必要がありますので、名簿情報を地域の避難支援者

に提供するための作業を行う非常勤職員の雇用に係る経費やシステム化に要する経費、個

別計画に基づいた訓練に要する経費などを助成していくものでございます。 

 以上、地域福祉政策課の平成29年度の一般会計予算は、総額で12億2,600万円余りとな

っております。前年度当初からの主な増減要因といたしましては、あったかふれあいセン

ター事業費につきまして、前年度は補正予算に前倒し計上していたものを今回は当初に計

上しておりますので、約２億3,000万円の増、新規事業でございます処遇改善加算取得促

進特別事業が約1,000万円の増となっているのに対しまして、減額要因といたしまして

は、前年度に３カ年分を一括で計上しておりました介護福祉士等修学資金貸付事業費補助

金を計上しないことにより約１億6,000万円の減、前年度限りの事業でございました更生

保護施設整備事業費の1,300万円の減などとなっており、総額では約3,900万円の増となっ

ております。 

 続きまして、特別会計の御説明をいたします。 

 議案説明書780ページをお願いいたします。 

 当課が所管しております災害救助基金特別会計でございます。 

 右側の説明欄の１災害救助費7,800万円余りのうち、応急救助委託料は市町村における

救助の実施に要する委託経費でございまして、下の事務費の一部と合わせまして6,000万

円を大規模災害に備えてあらかじめ計上しているものでございます。 

 それ以外の約1,800万円につきましては、県で備蓄しております水と食料の更新のほ

か、総合防災拠点に新たに整備する備蓄物資の購入経費でございまして、この総合防災拠

点の備蓄物資に関しては、平成28年度当初予算に計上していたものでございますけれど

も、総合防災拠点の備蓄倉庫の完成が当初の見込みよりおくれたものがございましたた

め、その一部を平成29年度予算に改めて計上するものでございます。 

 続きまして、平成28年度２月補正予算について御説明をいたします。 

 右肩に④と書かれました議案説明書、補正予算の資料に沿って主なものを御説明いたし

ます。 

 71ページをお願いいたします。 

 ３番、地域福祉事業費の生活福祉資金貸付事業費補助金につきましては、県社協の生活

福祉資金担当者に欠員が出て職員の兼務で対応したことなどによる減となっております。 

 ページ一番下のあったかふれあいセンター事業費につきましては、黒潮町が行うあった

かふれあいセンターの機能強化に要する施設整備費について補助を行うものでございます

が、国の地方創生拠点整備交付金を活用して行う関係上、平成28年度の補正予算で計上さ

せていただくものでございます。 
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 続きまして、72ページの６番、福祉・介護人材確保事業費のうち、上から３つ目の中山

間地域等ホームヘルパー養成事業費補助金につきまして、こちらは中山間地域における介

護人材確保のため、介護職員初任者研修を実施する市町村に対して補助を行うものでござ

いますが、隣接する複数の市町村による合同開催による事業費が圧縮されたため、当初の

見込みを下回ったことによる減となっております。 

 また、その下の介護福祉士等修学資金貸付事業費補助金につきましては、国から３カ年

分の補助金を受け事業を実施する県社協に交付するものでございますが、国からの補助金

額が見込みを上回ったため、増額補正をするものでございます。 

 次に、災害救助費の福祉避難所指定促進事業費補助金につきましては、順調に各市町村

に活用していただいてはいるものの、結果として申請額が当初予算計上時の見込みを下回

ったことにより、減額をお願いするものでございます。 

 また、応急救助等負担金でございますが、こちらは平成28年４月に発生した熊本地震、

また同年10月の鳥取県中部地震の際に被災県からの救助応援要請により市町村等が行った

救助に要した経費を、災害救助法に基づきまして県がまとめて市町村分を求償し、被災県

から受け入れた金額を市町村に交付する経費を計上したものでございます。 

 以上、一般会計の総額で823万円余りの増額補正となっております。 

 続きまして、74ページの繰越明許費につきまして御説明いたします。 

 こちらは、今年度更生保護法人高坂寮の施設の老朽化に伴う建てかえに対して補助を行

いましたけれども、工事が遅延し年度内の完成が見込めなくなったことから、事業費の全

額を翌年度に繰り越ししようとするものでございます。 

 また、その下のあったかふれあいセンター事業費は、今回平成28年度２月補正予算とし

て追加計上いたしました黒潮町のあったかふれあいセンターの施設整備につきまして、繰

り越しをお認めいただこうとするものでございます。 

 続きまして、360ページをお願いいたします。 

 災害救助基金特別会計の補正予算の歳出でございます。 

 災害救助費につきましては、先ほど御説明したとおり、総合防災拠点に整備する備蓄物

資の購入経費につきまして一部を平成29年度予算に計上することとしたことに伴い、平成

28年度予算としては減額するものでございます。 

 以上で、地域福祉政策課の説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎中内委員 あったかふれあいセンターよね、これはここへお金を出すだけか。 

◎神田地域福祉政策課長 予算としては補助金を交付するという形で計上しておりますけ

れども、当然さまざま先方の担当者と協議をするなり研修会を開催するなりして、補助金

以外の形での支援も行っているところです。 
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◎中内委員 決算書はもらわんか。 

◎神田地域福祉政策課長 決算書という形ではないんですけれども、補助金の交付をして

おりますので、実績報告という形で年間かかった経費、事業費……。 

◎中内委員 それはもろうたら委員会へ回してください。今まで総額でどれぐらい出して

おりますか。 

◎神田地域福祉政策課長 今までというのは。 

◎中内委員 スタートからこれまで。 

◎神田地域福祉政策課長 それについては今この場でこれまでの合計という数字は出てき

ませんので、資料を用意いたします。 

◎中内委員 あわせて集落センターの分も一緒に。それはもう何千万円もそこに出してや

ね、一つも説明も何もないというのはおかしいからね。それはやっぱりけじめはつけない

かん。向こうの言い分だけ金を出して、何千万円も出しちゅうところがあるでしょう。そ

れはやりっ放しということになるき、よう注意してやってください。 

◎加藤委員長 では、あったかふれあいセンターについて資料の提出をいただくようにお

願いしていいですかね。集落活動センターについては所管外になりますので。 

◎塚地委員 あったかふれあいセンターに関係して、それぞれ機能を充実させるというこ

とで、いろんな支援が深まっているんだと思うんですけれど、リハビリの専門家を派遣し

てやるとか。先ほどの御説明の中では、何らかの形でかかわって週１回という数字が出さ

れていたと思うんですけれど、そのかかわり方ですよね、それは具体的に言うとどういう

形になりますか。 

◎神田地域福祉政策課長 具体的に言えば介護予防のための体操などを実施するというこ

とに関しましては、当然運動することで介護予防につながっていく効果があるものをやっ

ていただくことになりますので、どういった運動をするかということに関して専門的な知

見を持った方の助言をいただいてプログラムをつくったりとか、またはやった後に実際ど

れだけ効果が出ているかといった効果検証といった形で専門職の方に見ていただいて、よ

りこうしたほうがいいといった改善に対する助言をいただいたりという形でかかわってい

ただくことが多いです。そういったものをカウントして今御説明申し上げたところです。 

◎塚地委員 では、追加された栄養士とか歯科衛生士もいわゆる職員への研修的な中身が

多いということですか。 

◎神田地域福祉政策課長 研修的な側面もあると思いますし、一部は利用者の方から健康

相談といった相談に乗っていただく形でかかわってもらうこともあろうかと思います。 

◎塚地委員 すごく間口が広がってきて、現場は結構大変になっていて、先ほど中内委員

からのお話もあったんですけれど、そこで働いている方々の労働条件が結構きつい状態の

ところも出てきているというお話も伺って、半分ボランティア、半分職員みたいな形の
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方々でないとなかなか経営は回っていかない状態になっていて、そこにいろんなことを積

み上げ過ぎてもちょっと心配だなという声も聞こえるんですけれど、働いている方々の労

働実態も、先ほど実績報告の話がありましたけれど、大体そこの賃金とかともつかまれて

いるような状態なんですか。 

◎神田地域福祉政策課長 当然、人件費としてどれだけ払っているかとかも含めて把握は

しております。そういった問題意識ですね、１年とか２年でやめていく方もいらっしゃい

ます。実際、給与がほかの仕事と比べすごく高いかと言われると、そうでない実態もござ

いますので、その処遇を改善して、県として先ほど申し上げたとおり研修なども行ってい

ますけれど、すぐやめられてしまったら効果がなくなってしまいますので、なるべく長く

続けてもらえるように働きかけなども行っているんですけれども。半分は市町村が出すも

ので、市町村の非常勤職員の単価と合わせてこれ以上上がらないんですとかいろんな事情

もありまして、なかなかうまくはいっていないのが今の状況です。そこは引き続き課題と

は認識をして、何がしかの対応を考えていきたいと思っております。 

◎土居委員 関連ですけれど、高知型福祉のかなめとしてあったかふれあいセンターがあ

るわけで、特に中山間地域等の多い高知県にとりましては、さまざまな福祉資源がなかな

か行き届きにくい部分を支えていくという面で大変重要で、かつ行政の流れとして県民の

健康維持、機能回復といったところがすごく大事にされてきていると。かといって人材も

相当不足している中で県が補助をして、今回派遣する専門職員の拡大という流れにあるん

ですけれど、こういう人材が不足していく中で、今回歯科衛生士、栄養士を拡大するんで

すけれど、将来的にさらに拡大していくということまで視野に入れているのかどうか、考

え方をお聞きしたいと思います。 

◎神田地域福祉政策課長 あったかふれあいセンターで提供できるサービスが、だんだん

専門的なものも含めて求められるようになってきているという状況から、今回専門職の方

を派遣する事業を考えたものですけれども、そういったものを活用して定着をしてきた中

で、さらに上を目指す必要があって、そこに人をやはり一定確保していく必要があるんだ

という課題が見えてきましたら、当然それはやっていくことになろうかと思います。まだ

今目の前にある課題に対して今回こういった拡大をしたところでございますので、直ちに

次、２年後、３年後にやることを決めているといったことは今の段階ではないです。 

◎土居委員 県民のニーズともどんどん多岐化、多様化している中で、歯科衛生士にして

も栄養士にしても、またさまざまなリハビリの専門家にしても育成していくことに加え

て、地域にもっともっといる人材、例えば柔道整復師であるとかあん摩マッサージ指圧

師、これら国家資格の所有者ですので、こういったところにまで視野も広めて、まさに地

域の資源のフル活用という感じで、地域の健康維持とか機能回復をさせていくという体制

がこれから求められてくるんじゃないかと自分は考えております。意見として。何かあり
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ましたら言ってもらえたらいいですけれど。 

◎神田地域福祉政策課長 もともとあったかふれあいセンターは地域のニーズを拾い上げ

る拠点でもありますので、事業の実施を通じまして、我々も現場の委託先、それから市町

村担当者などとも密にコミュニケーションはとっておりますので、そういったところから

こういうのがあったかふれあいセンターにできるといいよねといったニーズを拾い上げて

いきまして、今後も必要なサービスの拡充を図ってまいりたいと思いますので、そういう

声があればぜひ考えていきたいと思います。 

◎梶原委員 関連で、あったかふれあいセンター、実施箇所数は順調に伸びてきています

が、平成27年、28年と29市町村ということで、平成29年度、新たな市町村に開設はないが

ですかね。 

◎神田地域福祉政策課長 市町村の単位で言えば平成29年度は今のところないというのが

状況としてございます。ただ、検討している市町村は一部ございますので、29年度からと

いうわけではないですけれども、早期の設置に向けて県としても検討を支援していきたい

と考えております。 

◎梶原委員 検討されているということですけれど、逆になぜこれまでは実施に取り組ん

でこれなかった市町村がそれだけあるのか、その辺の要因はどこにあるか、どういう分析

をされていますか。 

◎神田地域福祉政策課長 市町村に話を聞く限りは、地域にある民間主体のサービスだと

か行政の別のサービスだとかで一応足りていたんだというのが、やっていないところの方

がよく言う話です。ただ、特に中山間地域などではだんだん地域のつながりも弱体化して

きていますので、そういったこれまでの取り組みが立ち行かなくなりつつある中で、今回

検討を始めてきたという話も聞いております。そういった事情ですんで、我々としては基

本的にあったかふれあいセンターはぜひお勧めなんですけれども、本当に地域であったか

ふれあいセンター以外で必要なサービスを受けられるんであればそれはそれでもいいんで

すけれども、なかなかそうもいかない地域もふえてきていますので、できる限りの設置を

お勧めしてまいりたいと考えております。 

◎梶原委員 わかりました。現時点でも特にうちには必要ないと、はっきり検討していな

いよというところもあるんですか。それも踏まえて、これ後ほどでいいんで、今実施箇所

数を市町村別の一覧、後で資料をいただけますかね。 

◎神田地域福祉政策課長 承知しました。資料として用意をさせていただきます。 

◎梶原委員 それと、今、実施の予定が全くないですよっていうところがどれぐらいある

んですか。 

◎神田地域福祉政策課長 具体的にやらないとはっきり言っているのは、端的に言うと高

知市ですね。そこは民間のサロンなども現状たくさんありますのでという話は聞いており
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ます。ほかには梼原町の場合、集落活動センターを設置しておりますけれども、集落活動

センターであったかふれあいセンター的な機能を全て担っているので、設置するつもりは

今のところないという話は聞いています。そちらについては、本当にそういうことであれ

ば全く問題ないだろうと考えております。 

◎梶原委員 そしたら、また一覧をよろしくお願いします。 

◎加藤委員長 それでは、資料の提出を求めます。 

◎土居委員 別の問題ですけれど、福祉・介護人材の確保策のところで新たに調査事業が

来ていますね。介護事業所職場環境分析というのが新規事業として出されているんですけ

れど、ここで介護の仕事の魅力の向上と利用者のＱＯＬの向上の好循環を生み出してい

く、検討するということですけれど、反対じゃないんですけれど、ちょっと疑問として、

これまでも当然、第１期は僕は知らないですけれど、第２期の健康長寿県構想なりも人材

確保の抜本改革ということをうたっていろんな取り組みをしてきたと。ここの72ページ等

でもこの課題も出されて、それで職場環境の改善による魅力ある職場づくりというのはこ

れまでもずっと取り組んできたんだと思うんですけれど、その中で一定、当然仕事の魅力

の向上とか利用者のＱＯＬについての課題認識と、それについての取り組みをしてきた中

で、わざわざまた新たにこうした検討が必要なのかなと。わざわざ新たにする意義を説明

していただけたらと思うんですけれど。 

◎神田地域福祉政策課長 端的に申し上げますと、一定これまでの取り組みも数字の上で

は成果が上がってきているところがございますけれども、依然として介護人材の離職率は

高い状況にあると、また介護の仕事を希望してくる新規求職者、また専門学校の入学者も

そうですけれども、減少傾向にあるというところがございます。その原因をいろいろ分析

する中で、結局介護の仕事がなかなか仕事として魅力的でないんではないかという声も聞

かれますので、やはりここを根本的に高めていくための取り組みを何か打たなければなら

ないのではないかという問題意識で、これまでの取り組みでも当然一定の効果があるはず

なんですけれども、それで何が足りなかったかも含めて分析をする必要があるということ

で、その検討をしていきたいと考えています。 

◎土居委員 例えば、今年度事業でも介護事業所実態調査委託料があって、300万円もか

けた委託もしているんですけれど、わざわざ今回100万円でまた委託に出すというか、そ

れぐらいの状況認識は当然わかる中で、言うたらその辺でできることなんじゃないかなと

いう。わざわざ委託ということなんですけれど、どこに委託する予定でおられますか。 

◎神田地域福祉政策課長 その委託先は確定しているわけではないんですけれど、庁内

で、具体的にどういう対応をとっていくのかという検討は進めていくわけですけれども、

当然その結果として取り組みの対象となる各事業所の意見も広く聞いて、大きなところ、

小さなところ、いろいろありますので、各事業所にとって一番うまくいくような施策を検
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討していく必要があるだろうと思います。その、各事業所に対して意見を聞くための経費

ということで、今回計上させていただいているものでございます。 

◎土居委員 各事業所に対して意見を聞く、ことしやった介護事業所実態調査等の委託、

300万円の事業、ここでそんな実態調査の中で意見とかは収集しないんですかね。 

◎神田地域福祉政策課長 ことしの調査に関しては、実際のデータ、具体的な数字、まさ

に離職率がどういう数字になっているかとかを調査したものでございますので、具体的に

状況、課題に対してこういう施策をと提示して、それに対してどう思うかという意見を求

める内容ではございませんので、来年度そういったことを実施していくということです。 

◎土居委員 わかりました。好循環をより強力に機能させるということですので、期待を

しております。 

◎塚地委員 今の関連ですけれど、現場の声を生できちんと県の職員が聞くのは基本だと

私も思うんで、先ほどのいろんな意見を聞くシステムで拾ってくるというのも大事かもし

れませんけれど、意見を聞くときにどういう項目で聞くのかという問題意識から県の皆さ

んがかかわってちゃんと聞いていただくことは、ぜひしていただきたいなということでお

願いしておきたいと思うんです。 

 それで、72ページ、新しく今度処遇の改善加算の取得を通じた介護職員の処遇改善を、

さらに強固にしていくということやと思うんですけれど、今やっている事業所、やってい

ない事業所、それ今数字的に大体どういう状況かはわかりますか。 

◎神田地域福祉政策課長 まず、今回の補助金で基本的に想定していますのは、来年度か

ら新たにできる部分ですので、制度上今ないというところです。現行ある処遇改善加算は

何段か段があるんですけれども、何がしかとっているというところで言えば、約８割とっ

ています。ただ、一番上までとっているのは今６割、大体の数字ですけれども、そういっ

た形になっています。今回さらにその上ができますので、そこもしっかりとってもらえる

ように支援をしていきたいということで事業としては計上しているものです。 

◎塚地委員 最大の部分をとっているところが今まで60％しかなかったというところをど

うするかもすごく大きい課題なわけですよね。今回それを説明会の開催とかでぜひやって

くださいねということをやっていただくのと、就業規則の見直し等に係る経費は実質どこ

にどう支払われる経費か。 

◎神田地域福祉政策課長 今回新たに追加される一番上の加算の部分については、一定の

要件は課されると、詳細はわかんないですけれども、その中身が具体的に経験だとか、場

合によっては資格によって簡単に言えば昇進をして、それに応じて給与が上がっていくよ

うな一定のキャリアパスを設けているのが要件に課される見通しとなっています。その場

合には、当然就業規則だとか給与規程なども事業所によって見直さなきゃいけないので、

それに当たっては社労士などに相談をしてやっていただくことが多くなると思います。そ
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ういった相談、社労士等に頼む経費が発生していくことが見込まれますので、その経費を

県から補助金という形で支出をして負担を軽くしていくということを考えております。 

◎塚地委員 それをすることによって、やっていただく事業所をふやしていくということ

だと思うんですけれど、実際働いている人たちに届くことが一番大事なことで、その確認

はできるのかどうなのか、そこはどうなんですか。 

◎神田地域福祉政策課長 これまでの処遇改善加算も含めまして、当然その処遇改善加算

でついた部分については実際の処遇に、給与に充てることが必要になってきます。それ

は、これまでのやり方で言えば、監査のときに事業所できちんと充てられるかどうかは確

認をしておりますので、今後もそういった形で確認をしていく形になると思います。 

◎塚地委員 全部の事業所の監査というのはなかなか大変なことで、一定監査期間があく

んで、そこのシステムみたいなことが、加算と、そちらになる……。 

◎中村高齢者福祉課長 高齢者福祉課です。処遇改善加算につきましては、事業者から当

初申請をいただいておりまして、そして実績報告のときに実際どういう内訳で各職員にそ

の分の加算が払われたかをいただくようになっておりますので、個々の個人に幾らという

ところまでは把握はなかなか難しいんですけれども、処遇改善加算として支払った分につ

いては、職員に還元がされていることを確認した後に補助金としてお支払いしている、確

定していることになっています。 

◎塚地委員 ある意味、書面上のやりとりなんですね。そこの部分がやっぱり現場の皆さ

んの中で、うちはとっているらしいという声も聞こえてくるんですよ。 

◎中村高齢者福祉課長 まず最初の処遇改善加算の申請の時点で、全ての職員に周知をす

ることが要件になっておりますので、各事業所に徹底していただけるものと思っておりま

す。 

◎塚地委員 多分、行政としてはそのたてりでないとお金が出せないんで、そういうこと

だと思うんですけれど、今回相談窓口もちゃんと整えてくださることになっているんで、

ルート化していくのが大事だと思います。実効あるものにするという点では大事なので、

職員が徹底したときに相談窓口もありますよということを、ぜひ職員の皆さんに届く形で

お願いしたいということです。 

◎土居委員 介護福祉士の修学資金の貸付事業ですけれど、去年の予算より１桁ぐらい多

かったと思うんですけれど、理由を。 

◎神田地域福祉政策課長 去年、国からの補助金を３年分まとめて県にいただいておりま

して、それをまとめて予算に計上していたという形になっていますので。 

◎加藤委員長 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩をさせていただきます。再開時刻は14時45分といたします。 
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（休憩 14時24分～14時45分） 

 

◎加藤委員長 定刻になりましたので、会議を再開いたします。 

〈高齢者福祉課〉 

◎加藤委員長 高齢者福祉課の説明を求めます。 

◎中村高齢者福祉課長 当課からは、平成29年度当初予算と平成28年度補正予算につきま

して、報告事項の第３期日本一の健康長寿県構想とあわせて御説明させていただきます。 

 資料番号②の議案説明書、当初予算の152ページをお願いいたします。 

 まず、歳入につきましては金額が大きいものについて御説明させていただきます。 

 一番下の12繰入金の約５億2,300万円ですが、主に地域密着型の介護サービス事業所の

施設整備等の事業に対して充当するものでございます。 

 153ページをお願いいたします。 

 15県債の１億3,900万円は、老人福祉施設等の整備や高齢者向け住まいの整備に充当す

るものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 155ページをお願いいたします。 

 主なものについて御説明させていただきます。 

 ３介護保険費でございます。介護保険制度の運営上、県として負担すべき経費等につい

て計上しているものでございます。 

 中ほどの介護給付費負担金は市町村が行う介護給付、予防給付に要する経費について、

介護保険法に基づき県が一定割合を負担するものとなっており、約105億4,000万円を計上

しております。 

 次の低所得者保険料軽減負担金は、低所得の高齢者の介護保険料の負担を軽減するた

め、国、県、市町村が一定割合で負担するものでございます。 

 次の156ページの地域支援事業交付金は、市町村が行う要支援者への通所、訪問型サー

ビスや認知症施策などに要する経費の一定割合を県が負担するものでございます。 

 次に、４地域包括ケア推進事業費と５認知症高齢者支援事業費については、長寿県構想

の冊子で御説明をさせていただきます。 

 長寿県構想の33ページをお願いいたします。 

 介護予防と生活支援サービスの充実でございます。 

 左下の課題にありますように、高齢者が地域で元気に住み続けられるよう、地域の実情

に応じた介護予防の仕組みづくりが必要となっております。こうしたことから平成29年度

の取り組みにつきましては、リハビリテーション専門職に加えて高知県栄養士会や高知県

歯科衛生士会と連携し、市町村やあったかふれあいセンターが実施します介護予防事業な
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どにリハビリテーション専門職等の派遣が可能となるよう体制を整備してまいります。 

 また、生活支援コーディネーターの養成やフォローアップ研修の実施、市町村での生活

支援体制の充実が図られるようアドバイザーを派遣するなど、地域の実情に応じた多様な

サービスの提供が可能となるよう支援をしてまいります。 

 次に、34ページをお願いいたします。 

 認知症の早期の発見・診断・対応につながる体制の整備でございます。 

 平成29年度の取り組みといたしまして、認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チ

ーム員を対象としました意見交換会等の実施や認知症高齢者の捜索活動を行う徘回模擬訓

練など、認知症高齢者やその家族が安心して暮らすための体制整備に取り組む市町村を支

援してまいります。 

 また、権利擁護に関する相談体制につきましては、弁護士会と社会福祉士会による専門

家チームと連携し、困難事例など専門的な助言が必要な場合の市町村への支援体制の充実

を図ってまいります。 

 次に、49ページをお願いいたします。 

 円滑な在宅生活への移行に向けた医療と介護の連携でございます。 

 左の現状、課題にありますように、入院時に在宅における高齢者の情報が提供できてい

なかったり、また退院時にケアマネジャーへの引き継ぎのルールが徹底しておらず、円滑

な在宅生活に移行できないケースがございます。このため、平成29年度の取り組みとし

て、病院やケアマネジャーに引き継ぐべき情報などを定めた退院調整ルールを福祉保健所

圏域ごとに策定し、医療と介護の連携を推進してまいります。 

 次に、50ページをお願いいたします。 

 地域ニーズに応じた介護サービス提供の体制づくりでございます。 

 左の現状及び課題の中ほどにあります円グラフの特別養護老人ホーム入所待機者数をご

らんください。平成28年４月１日現在の入所待機者数は2,584人となっております。在宅

で待機されておられる方は494人で、そのうち緊急性の高い方は116人となっております。

平成29年度は、広域型の特別養護老人ホームや認知症グループホームなどの地域密着型サ

ービス等の施設整備などに対し助成を行ってまいります。 

 また、中山間地域の介護サービスの充実を図るため、事業所から一定以上時間がかかる

利用者に介護サービスを提供した場合に、介護報酬に上乗せ補助を行い、必要な在宅サー

ビスが適切に提供されるよう市町村とともに取り組んでまいります。 

 多様なニーズに対応可能な福祉サービスを提供する施設整備に取り組む市町村を引き続

き支援するとともに、新たに複合型サービスの実施に必要な経営者のノウハウや従業者の

サービス提供に関するスキルアップのため、先進地で開催される講座等への事業者の参加

を支援いたします。 
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 以上で長寿県構想での説明を終わらせていただきます。 

 ②の議案説明書、当初予算にお戻りいただき、157ページをお願いいたします。 

 ６高齢者生きがい対策費でございます。オールドパワー文化展、シニアスポーツ交流大

会などの実施に対する高知県社会福祉協議会への補助や、各地域の老人クラブが行う生き

がい健康づくりの活動や美化活動などの地域社会との交流活動などへの助成と、高知県老

人クラブ連合会の活動への助成を行うものでございます。 

 次に、158ページをお願いいたします。 

 ７老人福祉施設支援費でございます。軽費老人ホームの入所者の負担軽減を図るため、

入所者の所得に応じて減免した経費に対する助成や、先ほど長寿県構想でも御説明いたし

ました広域型の特別養護老人ホーム等の施設整備などに係る経費の助成を行うものでござ

います。 

 次に、８社会福祉施設等地震防災対策事業費でございます。社会福祉施設等の緊急避難

用施設改修事業や救助用品、避難器具等の装備確保を支援してまいります。また、ＢＣＰ

策定への支援やこうち防災備えちょき隊の派遣による各事業所の防災対策の支援を進めて

まいります。 

 以上、当課の平成29年度歳出予算の合計でございますが、159ページにございますよう

に、124億4,200万円余りとなっており、28年度当初予算に比べて約４億7,500万円の減額

となっております。主な原因といたしましては、特別養護老人ホーム等の施設整備への補

助金の減となっております。 

 次に、160ページをお願いいたします。 

 債務負担行為につきまして、高齢者向け住まい確保対策モデル事業費補助金は低所得者

等の配慮が必要な高齢者が暮らせる住まいの整備について、多機能型福祉サービスモデル

事業費補助金は多様な福祉サービスを提供する施設整備について、老人福祉施設等整備事

業費補助金、介護基盤整備等事業費補助金は広域型の特別養護老人ホームや地域密着型サ

ービスの施設整備について、それぞれ年度をまたがることが想定されますので、債務負担

をお願いするものでございます。 

 続きまして、補正予算について御説明をいたします。 

 資料番号④議案説明書、補正予算の75ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 歳出予算の補正に伴うもので、76ページにございますように、合計で３億6,200万円余

りの減額補正となっております。 

 77ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、合計で約３億8,800万円の減額となっております。 

 右の説明欄に沿って主なものを御説明いたします。 
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 ３介護保険費でございます。 

 事業所台帳管理システム改修委託料につきましては、平成29年４月から介護報酬が改定

されることに伴い、必要となるシステム改修に要する経費の増額をお願いするものでござ

います。 

 介護給付費負担金につきましては、市町村の介護給付費が見込みを上回ったことによる

ものでございます。 

 78ページをお願いいたします。 

 ４地域包括ケア推進事業費でございます。 

 病床転換助成事業費補助金と老人福祉施設等整備事業費補助金については介護療養病床

の転換対象施設がなかったため、また高齢者向け住まい確保対策モデル事業費補助金につ

いては事業を実施する市町村がなかったため減額を行うものでございます。 

 次に、６老人福祉施設支援費でございます。 

 79ページに移りまして、老人福祉施設等整備事業費補助金は施設内容の変更等によるた

め、また介護基盤緊急整備等事業費補助金につきましては介護サービス事業者の公募に応

募がなかったことなどによるため、減額を行うものでございます。 

 ７介護保険財政安定化基金事業費の介護保険財政安定化基金事業貸付金につきまして

は、第６期介護保険事業支援計画期間中の介護給付費の実績額が計画額を上回る見込みの

市町村に対し、貸し付けをしようとするものでございます。 

 以上で、高齢者福祉課の説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎浜田（英）委員 今議会に県産木材の供給あるいはその関連の条例を提出しておりま

す。いわゆる高齢者のサ高住とかも含めて高齢者の福祉施設の木造化という視点で、この

14条に、あえてどうしてもコンクリートじゃないとだめだと知事が認める以外は原則木造

でやろうということをうたってありますので、非住宅のこういった部門に対しても高知県

産の木材をふんだんに使っていただくような施設、内田脳神経外科の先生も非常に気を使

っていただいて、お手伝いしてくれますし、それから木育の面でも木で小学校を建てろう

という動きもしてくれていますし、ぜひともそんな面で設置者を御指導いただきたいと思

います。 

◎中村高齢者福祉課長 従来から県産材の使用につきましては要綱等にもお願いをしてい

るところなんですけれども、施設規模によりましてやはり全て木材でというのがなかなか

難しい施設もございます。できる限り県産材が使われるように、また話もさせていただき

たいと思います。 

◎浜田（英）委員 長いはりが必要とかそういうのも、今度大断面集成材の加工場が南国

の風良里の上にできましたので、そういう非住宅の部分で例えば梼原の庁舎の横の長いは
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りは、今まで高知県から県外へ持っていって加工して、また高知県へ持って帰っていたん

ですが、そんなことしなくても直径が30センチ掛ける30センチのこんな大きなはりもでき

るようになりましたので、そんなことも教えていただきたいと思います。 

◎土森委員 認知症の相談支援事業というのがありますよね。年がいくとどうしてもこの

辺が気になってきてね、どういうシステムでどこの場所でどういうふうに相談を受けるよ

うにしているわけですか。 

◎中村高齢者福祉課長 認知症の相談に関しましては、市町村にございます地域包括支援

センター等でお話をお伺いしますし、そして認知症と家族の会というのがございますけれ

ども、県から委託をしまして、そちらにも相談窓口ということでお願いをしております。

家族の会で設置しております相談窓口につきましては、人権センターのほうにございま

す。 

◎土森委員 予算的に見ると391万4,000円ですよね。恐らく医療機関でもこういう医療的

な認知症と判断するところもあると思いますね。それ以外に、医療機関に行けない人たち

のためにこれつくっちょると思うんですよね。これぐらいの予算でいいんですかね、委託

料。 

◎門田地域福祉部長 先ほどの課長の説明に補足させていただきまして、一義的には市町

村の包括支援センターが御相談を受けます。うちのほうの分はそれに加えて認知症と家族

の会ということで、同じような立場にいらっしゃる方が相談を受けるという面で特色がご

ざいまして、そういう部分で家族の会の方の委託料という形で県としてはさせていただい

ているという部分がございます。 

◎土森委員 とにかく認知症にかかっている人たちの家族の会とかもあると思うんですよ

ね。そこを通じて、うちの家族の中に認知症に近い人がおるなということになってきた場

合に、医療機関に紹介するとか、そういうこともやっているわけよね。 

◎中村高齢者福祉課長 必要に応じまして地域包括支援センターであるとか医療機関の御

紹介をしております。 

◎土森委員 それと、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金が4,300万円ぐら

い、それから老人クラブ対象の活動補助金と団体補助の２つで4,800万円ぐらいあるがで

すけれど、今老人クラブの加入率はどれぐらいか。 

◎中村高齢者福祉課長 60歳以上での加入率になりますと10％程度、それから65歳以上に

なりますと12％程度の加入率になっております。 

◎土森委員 前にも言うたことありますけれど、加入率が余りにも低過ぎるわけね。それ

で、以前黒潮町の金子議員がおられまして、この数字を聞いてびっくりしていましたね。

こんな低い状態で、高齢者の生きがいだとか健康づくりだとかという県の政策の中に予算

をつけて、もっと会員をふやした上で政策的なものに生かしていくということにする必要
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があるんじゃないかなと。10％と12％やからね、高齢者の中で一部ですよ。中内委員と私

はもう高齢者の部分ですからね。とにかくこれもう少し何とかなりませんかね。 

◎中村高齢者福祉課長 県の老人クラブ連合会などでは、加入の促進のためにいろいろな

活動をしているクラブの取り組み状況を紹介するようなことも行っておりますし、また会

員を増強したクラブに対して報酬もお支払いもして、いろいろな取り組みの中で会員増強

をしようということで、ずっと取り組んではきているんですけれども、実態としてさまざ

まな取り組みが今地域にあります。そこを老人クラブだけというのがなかなか難しい状況

もありますけれども、また引き続き県の老人クラブ連合会と連携しながら、何とか増強に

努めてまいりたいと思っております。 

◎土森委員 クラブに入っちょう人は、この老人クラブ活動が楽しゅうてたまらんです。

家におるよりも出ていって、やっぱりこういう人たちと一緒に何かをやるというのは本当

に楽しみですよという話を聞くんですよね。それが加入率がわずか10％、これもったいな

いと思うんですね。 

 それと、特に健康づくり、僕朝体操に行きますが、その人なんかは大体入っています

ね。仲間づくり、人と話せる、そういうことで非常にこの人らも健康ですわ。歩いてラジ

オ体操して、そういうことを考えるともう少し努力してメンバーをふやす、私も入ってい

ませんけれどね。いや、入ろうと思うてもどこへ申し込んでいったらいいかわからん、本

当。 

◎中村高齢者福祉課長 また高知県老人クラブ連合会などと協議しながら対策を考えてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎土森委員 頑張ってください。高齢者のために県行政の中でしっかりこの政策を生かし

てやっていただきますようによろしくお願いします。 

◎土居委員 高齢者向けの住まい確保対策のモデル事業ですけれど、これは窪川でやって

いた事業だと思うんですけれど、低所得者向けのサ高住、モデル事業としてやって、その

評価がどうなのか、また他の市町村等への広がりの見通しを教えていただきたいと思いま

す。 

◎中村高齢者福祉課長 本年度、全ての市町村を回りまして、この事業についてＰＲをさ

せていただいたところです。その中でお伺いしているのは、既に市町村として高齢者向け

の住宅を用意しているといった声がかなりございました。 

 それともう一つは、高齢者に限らず、障害者であったりとか災害時に活用したいと、短

期的に、そういったフレキシブルな住まいへのニーズ等がございました。来年度につきま

しては、１カ所予算を計上しておりますので、また引き続きいろいろなＰＲに努めてまい

りたいと思っております。 

◎土居委員 市町村のそういう多様なニーズに応えれるような整備ということは可能な制



- 59 - 

度になっているんですか。 

◎中村高齢者福祉課長 あくまでも私どもの補助金としましては、高齢者向けということ

で限定しておりますけれども、あったかふれあいセンターの泊まり機能等も活用しなが

ら、そういうフレキシブルな住まいというか利用も検討していただけると思っておりま

す。 

◎土居委員 まさに地域の実情に応じたやり方が求められてくると思いますので、その辺

の対応をするべきだということと、あと、どうして聞いたかというたら、ことしの予算で

1,100万円の予算があって、そのまま皆減になっていると、また来年度予算で5,500万円と

出てきているんで、気になったんですけれど、それはやろうとしてやらんかったというだ

けですか。事情を説明してください。 

◎中村高齢者福祉課長 ２カ所計上しておりましたけれども、地元協議に時間を要しまし

て、計画の見直しが必要になったというところと、それから先ほど申し上げましたよう

に、実際に計画する中でもう少し多機能な住まいにしたいという御要望がございまして、

今回減額をさせていただいています。 

◎塚地委員 先ほど50ページで御説明いただいたいわゆる入所待ちというところで、緊急

性が高いという方が116人いると、その緊急性が高いという基準みたいなものは。 

◎中村高齢者福祉課長 この調査のときに各施設で緊急性の高さを判断していただいたん

ですけれども、その根拠としましては、例えば家族の状況とか、それから御本人の状態と

いったものを考慮して、緊急性の高さを判断していただいたということです。 

◎塚地委員 漠としちゅう感じはしますんですけれど、切実な老老介護の実態とかあっ

て、なかなか入れないんですよという話は結構聞いていて、軽費の老人ホームも重度化が

割と進んでいて、要介護３以上の方も一定の割合でおいでるという状態になっていると思

うんで、やっぱり特別養護老人ホームの増設というのは、まだまだニーズとしては大きい

と思うんですけれども、今回この計画的な介護サービスの確保が必要ということで、来年

度の予算で出ているのがこの広域の84床、これは可能性として確実にいけそうな状態なん

ですか。 

◎中村高齢者福祉課長 この84床については確実に整備がなされるものです。 

◎塚地委員 介護保険の介護報酬の見直しとかが今回始まって、利用料負担の所得も変わ

って、２割負担の方も出てくるという状況で、利用料が２割になるとちょっと使えないと

いう声も聞こえてくるんですけれど、そういう利用者の皆さんからの声は県には直接余り

入ってこないもんなんですか。 

◎中村高齢者福祉課長 幾つかの特別養護老人ホームの施設長さんにはお伺いしたことが

あるんですけれども、お伺いした中では、経済的な困難さにより特別養護老人ホームを退

所せざるを得なくなったという方はいらっしゃらなかったです。 
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◎塚地委員 経済的理由で退所するというのは無理なんですよ。何としても置くしかない

という状態の方々なんで、そこも入所のサービスもありますし、居宅のサービスの部分と

かも、一番多く聞くのは多分介護療養型の病床に入院されている方々の負担が大幅に上が

っている状況もあって、その後の利用状況、アンケート的にこれまでもとってこられたこ

とがあるじゃないですか。利用率、要するに介護認定を受けているけれども、介護サービ

スはこの程度しか受けませんでしたとかという調査は今までもしてきてくださったことが

あると思うんですけれど、ないですかね。 

◎中村高齢者福祉課長 ちょっと今把握できていないのですが。 

◎塚地委員 行政としてやったことはないですかね、私が見たのは保険医協会のデータや

ったろうか。 

 なかったらないなりに、実態をつかんだほうがいいと思うんですよ。介護保険の認定は

受けた、受けたけれどもサービスの利用は限度まで使っていなくてこういう状態というよ

うな、利用者の皆さんにとってどういう実態が生まれたかという部分は見ていかないと、

制度全体を見ていくときに大事な指標になると思うんで、ぜひそういうこともとっていた

だきたいと思うんですけれど。 

◎中村高齢者福祉課長 またそういったことも勉強させていただきたいと思います。 

◎塚地委員 そういう調査、私数字を見たことがあると思うんで、またぜひ検討をお願い

しておきます。 

◎中村高齢者福祉課長 ちょっと調べてみます。 

◎浜田（英）委員 胃ろうをしている方で特養へ入りたいという方が待っている場合が結

構多いんですよね。でも特養の中でも胃ろうの処置ができるベッド数少ないんですよね。

これは、賛成派も反対派もおりますけれど、胃ろうをした人はずっとせないかんので、胃

ろう対応できる特養というのをもう少しふやすべきじゃないかなということをお願いして

おきたいと思います。 

◎中村高齢者福祉課長 そういう医療的ケアが可能な介護職員は毎年養成をしてきており

ます。大体毎年50人から60人ぐらいは研修を受けているわけですけれども、実態として胃

ろうのケアとかをしているかどうかはまた別になりますので、特別養護老人ホーム等にも

お話をお伺いしたいと思います。 

◎浜田（英）委員 それともう一点、特養待機者がもちろん多いことはわかっていますけ

れども、今は緊急性のある人は順番を飛び越してでも入れるということになりつつあるん

だけれど、まだ150人も200人もおるというのが実態じゃないかと思うんですよね。施設長

なんかに聞いても、これはどうしても緊急性を要するというのは入れゆうよと言うけれど

も実際はどうなんですか。 

◎中村高齢者福祉課長 中山間地域にあります特別養護老人ホームの施設長にお話をお伺
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いしますと、以前よりは待機の期間は短くなっていると。待っている期間についても半年

程度は待たないといけないけれども、それで入れるということ、それから１人の入所の候

補者を探すのに、何軒か電話をしないと候補者自体が出てこなくなったと、以前はそんな

ことはなかったというお話も聞いております。実態としましても、今回待機者数が減って

おります。地域にもよりますけれども、今後中山間地域では待機者もそんなにはいない状

況が生まれてくるのかなと思っております。 

◎野町副委員長 長寿県構想の34ページで御説明いただいた認知症の件なんですけれど、

新しい取り組みということで右下の平成29年度の取り組みのところに、認知症高齢者の見

守り活動の支援ということを書いてありました。これまでの取り組みによっても左肩のほ

うにある約４万8,000人ぐらいの認知症サポーターであるとかキャラバン・メイトである

とか、いろんな方を養成をされてやっておられる、また相談コーナーなんかもやっておら

れるということなんですけれど、実際私の身近でも大変残念な話なんですけれど、ごく近

所の方が去年お二人どっか行かれて山で亡くなっておられたり、消防団なんかも１週間や

２週間ずっと捜したりとか、いろんなこともありまして、そんなことを含めて非常に大事

な取り組みだと思うんですけれど、150万円でモデル事業をやるということになっている

みたいですが、今までもそういうことをやってこられたんだろうと思うんですけれど、実

際これぐらいサポーターの方々がふえて、認知症で徘回して保護されるケースとか、いろ

んなことで不幸な状態にならないように、実際効果が出ているのかどうか。 

◎中村高齢者福祉課長 議会でも答弁をさせていただいたんですけれども、やはり市町村

によって取り組みの状況が異なるということがございます。先進的にシステム化して消防

とか警察とも連携を図る中で、行方不明になった方を発見するようなシステムをつくられ

ている市もございますけれども、一方でまだそういう体制がとれていない市町村もござい

ますので、そういったところに対しまして、来年度はモデル的にこういうふうにすれば具

体的な仕組みができますよというところをつくっていきたいと思っています。 

◎野町副委員長 やはり効果が上がったところをベンチマーキングして、最初はまねして

独特のシステムをつくっていただけるように、ぜひお願いしたい。それと、産業振興計画

の中でもＩｏＴの活用とか云々ということで、福祉の部分でもいろんなところでＩｏＴと

いう形でやっておられると思うんですけれど、例えばプライバシーのこともあるんですけ

れど、認知症の方々の靴に発信機をつけて、発見しやすくするとか、要するに徘回されて

おらんなったら大変なことになるわけですから、その点家族の方にも御理解はいただける

んだろうと思うんですけれども、靴とかバッジとか服とかそういうものに発信機をつけ

て、どこにおるかがわかるシステムなんかも積極的に普及させていくのもいいんじゃない

かというところまで来ているんじゃないかなと、私の周りでさえそんなお二人かわいそう

なことになっていますので、どんどんふえてくるんだろうと思います。こういう取り組み
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も大事ですけれども、そういう取り組みは現状どうなのかということ、あるいは今後何か

検討されるのかとを聞かせていただきたいと思います。 

◎中村高齢者福祉課長 県として統一的にこの方式でやりましょうというのを示すのはや

はり難しいかなと思いますけれども、来年度のモデル的な取り組みの中で地域での話し合

いが進むと思いますので、その地域での合意形成等ができれば、ＩＣＴ等の活用も検討さ

れるのではないかと思います。 

◎野町副委員長 ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

◎加藤委員長 以上で質疑を終わります。 

〈障害保健福祉課〉 

◎加藤委員長 次に障害保健福祉課の説明を求めます。 

◎梅森障害保健福祉課長 当課の平成29年度当初予算と平成28年度補正予算、また条例議

案３件につきまして、なお報告事項の日本一の健康長寿県構想につきましては、予算議案

とあわせて御説明をさせていただきます。 

 まず、平成29年度の当初予算ですが、当課の事業は多岐にわたっておりますので、主な

事業に絞って御説明をさせていただきます。 

 右上に②と書かれました当初予算議案説明書の162ページをお願いいたします。 

 まず、歳入予算につきまして、12繰入金が約１億4,700万円減となっております。これ

は次のページの社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金による事業が平成27年度末に終了し

たことに伴うものでございます。 

 次に、県債につきましては、療育福祉センター及び中央児童相談所の改築工事に充当す

るためのものでございます。 

 次に、歳出予算でございます。 

 166ページをお願いいたします。 

 重度心身障害児・者保健医療対策費でございます。 

 次のページの重度心身障害児・者歯科診療事業費補助金は、患者の増加に伴う診療時間

の延長等による増額を行っております。 

 障害者自立支援事業費は、障害福祉サービスの給付費負担金や人工透析などの医療費の

負担金を初めサービスの確保対策などに必要な経費でございます。 

 この中で次の168ページの障害福祉サービス等確保支援事業費補助金のほか、その下、

地域生活支援事業費の中の在宅障害者支援事業費補助金、また170ページの中ほど、自殺

対策費など、健康長寿県構想に位置づけております事業につきましては、一括して構想の

資料で御説明をさせていただきます。 

 構想冊子の35ページをお願いいたします。 

 まず、若年性認知症に対する支援体制の整備でございます。 



- 63 - 

 現状のところですが、県内の若年性認知症の患者は、全国推計から推計した人数は

206人となっています。平成24年度に実施した実態調査では、様子がおかしいと気づく年

代としては30から50代の働き盛り世代が約７割、介護サービスを利用していない方が約３

割などとなっております。 

 課題としましては、気づきから受診までに時間を要する、診断後に福祉サービスや就労

支援機関につながっていないことなどが挙げられます。 

 こうした課題を踏まえ、平成29年度の取り組みとしましては、若年性認知症の方のニー

ズに応じたさまざまな支援制度をアドバイスし、支える体制の整備や相談窓口の開設、周

知を進めます。さらには、医療・福祉・就労ネットワーク会議による連携強化などに取り

組んでいきます。 

 次に、36ページをお願いいたします。 

 障害の特性等に応じて安心して働ける体制の整備でございます。 

 現状でございますが、本県の障害者の平成27年度の就職者数は503人と過去最高とな

り、このうち精神障害者は全体の約４割を占めていますが、法定雇用義務のある県内企業

における精神障害者の雇用は、雇用されている全障害者のうち12％にとどまっている状況

です。 

 課題としましては、精神障害者の特性に配慮した職域の開拓や定着支援の強化、コミュ

ニケーション力に課題があって就職できていない若者に対する就労準備訓練や、外出が困

難な障害者に対する在宅就労の機会などが必要な状況です。 

 平成29年度の取り組みとしましては、新たに就職活動等が難しい卒業後３年以内の若者

に対し、コミュニケーション訓練や企業実習等による就労準備訓練を実施するなど、一般

就労への踏み出しを支援することとしております。また、業界団体との協働により、清掃

技術を習得するクリーンクルーマイスター取得訓練コースを創設することとしています。 

 37ページをお願いいたします。 

 障害児を社会全体で見守り育てる地域づくりでございます。 

 現状ですが、高知ギルバーグ発達神経精神医学センターが安芸市、香美市で実施してい

る疫学研究の暫定値では、乳幼児健診を受診した子供のうち約40％が何らかのフォローが

必要であることがわかってきましたが、この40％全てを医療の面でフォローすることは困

難な状況です。本県では児童発達支援センターとの並行通園児の割合が全国と比べて高

く、保育所等での障害児の受け入れが進んでいますが、もともと障害児の通所施設がなか

ったこともあり、未就学児向けの児童発達支援事業や保育所等訪問支援事業の新たな参入

が進んでいない現状でございます。 

 課題としましては、医療以外のフォローの場である障害児福祉サービス事業所の確保や

保育所における障害児の加配保育士の増員や保育士等の障害児への対応力向上が必要な状
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況です。 

 平成29年度の取り組みとしまして、発達障害児の支援に携わる人材の育成のため、新た

に専門性を高めていくための体系的かつ継続的な研修事業を実施することといたしており

ます。また、民間事業所の新規開設、機能強化促進に向け、児童発達支援センターに加え

地域支援機能等を有する児童発達支援事業所を新規開設する際の必要経費を助成すること

としております。さらに、悩みを抱える家族への支援を地域の支援者が効果的にできるよ

うにするため、ペアレント・プログラムの導入のための研修も実施したいと考えておりま

す。 

 次に、38ページをお願いいたします。 

 高知県自殺対策行動計画の推進でございます。 

 現状ですが、県内の自殺者数は平成22年に200人を下回って以降、平成27年は114人にま

で減少しました。こうした中、現在第２期高知県自殺対策行動計画の策定作業を進めてい

るところであり、本県の現状や課題、自殺状況分析の結果や国の自殺対策基本法改正を盛

り込んだ計画として策定し、その計画に沿って29年度の取り組みを進めていきたいと考え

ております。 

 １の地域の特性に応じた取り組みの推進としまして、昨年の法改正により義務づけられ

た市町村における計画策定の支援をしていきます。 

 ３の鬱病・アルコール健康問題への対策の強化としまして、アルコール健康障害対策基

本法に基づき策定することとされているアルコール健康障害対策推進計画を関係機関の協

力のもと、平成29年度中の策定を目指し作業を進めていくことといたしております。 

 ４の自殺未遂者、自死遺族への支援では、自殺未遂者支援にかかわる関係機関がモデル

圏域の安芸市での支援体制を検討、構築を進め、その仕組みを安芸圏域全体へと拡大して

いくことといたしております。 

 52ページをお願いいたします。 

 医療的ケアの必要な子供等とその家族への支援の強化でございます。 

 現状ですが、県内の医療的ケアが必要な在宅の重度障害児・者の状況は、18歳未満の重

度障害児は73名で、全体213名の約３割、うち超・準超重症児と言われるお子さんは約２

割となっております。 

 課題としましては、１の保育所等の受け入れや２の人材育成、３の家族支援などがござ

います。 

 平成29年度の取り組みですが、２におきまして医療的ケア児が保育所等を利用するため

に必要な看護師の配置について、新たに訪問看護師が保育所等で医療的ケアを行う場合や

保育所等に配置された看護師への技術支援を行う場合、医療的ケア児が医療機関を定期受

診する際に看護師の付き添いが必要である場合の補助などを行うこととしております。あ
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わせまして、家族の精神面への支援としましてピアカウンセラー養成研修を実施していき

たいと考えております。 

 それでは、②の予算議案説明書のほうにお戻りいただきたいと思います。 

 169ページをお願いいたします。 

 相談支援事業費でございます。 

 高齢者・障害者権利擁護センター事業委託料は、障害者や高齢者の権利擁護、虐待防止

に向けた取り組みを行う組織として、当事者や市町村等からの相談窓口機能を担うととも

に、使用者虐待の通報受理を行う高知県高齢者・障害者権利擁護センターを新たに設置し

ようとするものでございます。 

 173ページをお願いいたします。 

 療育福祉センター費から175ページの発達障害者支援センター費までは、療育福祉セン

ターの運営に要する経費でございます。 

 175ページの療育福祉センター・中央児童相談所施設整備費は、療育福祉センターと中

央児童相談所の一体的整備に関する経費でございます。新しい施設は北棟と南棟の２つの

建物で構成することとしており、南棟につきましては昨年11月に完成し、年末に療育福祉

センターの機能を南棟に移しております。現在は既存の建物の解体と北棟の建設に着手し

たところで、新しい施設の完成は平成30年の秋ごろを見込んでおります。 

 次に、176ページをお願いいたします。 

 高知医療センター精神科病棟運営支援事業費は、高知医療センターのこころのサポート

センターの運営支援の経費でございます。高知医療センターこころのサポートセンターで

は、平成25年１月から成人の入院の受け入れを停止し、現在は児童思春期の外来、入院及

び成人分野の外来診療を行っております。今後も医療センターとともに全力で成人病棟の

再開に取り組んでまいります。 

 以上、当課の歳出予算の合計は約125億3,000万円となっており、平成28年度と比べまし

て7,300万円余り、0.6％の減となっております。 

 続きまして、178ページをお願いいたします。 

 債務負担行為でございます。 

 療育福祉センターの給食業務、北棟建築に伴う移転及び廃棄物処理に関する委託料でご

ざいます。業務の効率化と事務処理の軽減を図るため、２年の複数年契約を行いたいと考

えております。 

 続きまして、補正予算でございます。 

 右上に④と書かれました補正予算議案説明書の83ページをお願いいたします。 

 重度心身障害児・者保健医療対策費、障害者自立支援事業費、84ページの医療対策費、

障害児・者施設整備事業費、85ページの障害児施設支援等事業費は、医療費や障害福祉サ
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ービス、精神通院医療、障害児入所施設等への措置委託料や障害児入所施設等の利用に係

る給付費が当初の見込みに変更が生じましたため、増額または減額をお願いするものでご

ざいます。 

 86ページをお願いいたします。 

 療育福祉センター・中央児童相談所施設整備費の建築等工事請負費につきましては、建

築主体工事等の入札の結果によるものでございます。 

 高知医療センター精神科病棟運営支援事業費は、入院患者数の減少に伴う入院収益の減

少などにより、平成27年度の精神科病棟負担金の実績額が当初の見込みを上回って確定し

たことにより増額をお願いするものでございます。 

 続きまして、87ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 療育福祉センター・中央児童相談所施設整備費では、北棟の建設工事に当たり、療育福

祉センターの利用者等の動線の確保など計画の調整が必要となったことなどによるもので

ございます。 

 また、障害児・者施設整備事業費は、国の補正予算に対応して障害者のグループホーム

を１カ所整備するためのものでございます。 

 次に、条例議案でございます。 

 右上に⑥と書かれました議案説明書、条例その他の４ページをお願いいたします。 

 中段の高知県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議案と、その下、５

ページの３件の条例議案でございます。 

 改正内容につきましては、議案参考資料により御説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 文化厚生委員会資料、議案参考資料、障害保健福祉課インデックスの１ページ目をお開

きいただきたいと思います。 

 高知県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 １の条例に定める事務の内容ですが、今回の条例改正で新たに定める事務の内容につき

ましては、精神通院医療の支給認定及び支給認定の変更審査に係る事務のうち所得の状況

の確認に関する事務です。精神通院医療とは、中ほどの枠囲みの１のところに書いてござ

いますが、統合失調症や急性中毒、鬱病などの精神疾患を有する方で、通院による精神医

療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る医療費の一部を負担する制

度です。 

 次に、２の目的及び３の条例で定める理由ですが、県が行っております精神通院医療の

支給認定事務につきましては、市町村経由で申請することとされておりますが、市町村が

厚生労働省の精神通院医療支給認定実施要綱に基づいて行っております所得の状況の確認
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について、マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムを利用して他の市町村と情

報連携が行えるように、事務処理特例条例に市町村が行っております所得の確認に係る事

務を定めることにより、市町村及び中芸広域連合において当該情報連携の事務処理ができ

るようにしようとするものでございます。 

 ４の事務の流れについてですが、左側の現状のところで、申請を受けた市町村では申請

書、添付書類等を確認の上、市町村内に住所を有する方については本人の同意に基づいて

課税台帳システムを利用して確認、転入されてこられた方については本人の同意に基づい

て転入前の市町村へ文書で照会の上、所得情報を取得し、該当する所得区分等を記入して

いたところを、右側の今後のところでは、各市町村では市町村内に住所を有する方につい

ては本人の同意に基づいてマイナンバーの宛名システムを利用して確認、転入者について

は本人の同意に基づいて情報提供ネットワークシステムを利用して転入前の市町村から所

得情報を取得し、該当する所得区分等を記入して県に進達していただく流れに変更となり

ます。 

 ５の情報提供ネットワークシステムの利用開始時期は平成29年７月を予定いたしており

ます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 高知県指定障害児通所支援事業者等が行う障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例でございます。 

 この改正につきましては、条例が準拠をしています国の基準省令の一部がことし２月に

改正されたことに伴い、放課後等デイサービス事業者に係る基準を改正しようとするもの

でございます。 

 放課後等デイサービスとは、ちょっと色塗りのところにございますように、小学生から

高校生までの障害児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において生活能力向上の

ための訓練等を継続的に提供する通所型のサービスになります。 

 改正の内容は２つございまして、まず１つ目としまして、職員の配置基準の見直しで

す。現行では資格要件に特に定めはなく、指導員または保育士を配置することとなってい

ますが、改正後は児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者を配置し、また配置総数

のうち半数以上は児童指導員または保育士を配置しなければならないこととするもので

す。 

 ２つ目としましては、サービスの事業評価及び改善並びにその公表が放課後等デイサー

ビス事業者に対して義務づけられることとなっております。これは利用者に事業者の状況

を確認した上で選んでいただくことで競争を促し、質の向上を図るようにすることを目的

としております。 

 施行日は平成29年４月１日ですが、１つ目の職員の配置基準につきましては、施行日、
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平成29年４月１日の時点で既に指定を受けている放課後等デイサービス事業者につきまし

ては、平成30年３月31日までは従前の例により１年間の経過措置の規定が設けられており

ます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 高知県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例及び高知県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例でございます。 

 この条例につきましても、条例が準拠しています国の基準省令の一部が２月に改正され

たことに伴い、当該条例の一部を改正しようとするものでございます。 

 就労継続支援Ａ型事業者につきましての改正でございまして、企業等に就労することが

困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の

ために必要な訓練を行い、一般就労を目指す通所型のサービスになります。生産活動の内

容の例としましては、事業者ごとにさまざまですが、クリーニング業務や弁当・菓子製造

業務、農作業などがあります。 

 改正の内容としましては３つございます。１つ目は、就労の機会の提供に当たっては、

利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めること及び利用者の希望を踏まえること

が義務づけられることとなります。 

 次に、２つ目としまして、就労の質の向上を図ることを目的として、生産活動に係る収

入から必要経費を控除した額が利用者に支払う賃金総額以上となるようにし、賃金を国、

県、市町村から事業者に支払われる給付費から支払うことは、やむを得ない場合を除き禁

止されることとなります。具体的には、参考資料の中ほどの表にありますように、事業者

の会計は生産活動に係る会計について、生産活動による売り上げ①より生産活動に係る経

費②と利用者賃金③のほうが大きいため、給付費の一部を福祉活動に係る会計から生産活

動に係る会計に繰り入れて、利用者賃金に充てている傾向があるところですが、改正後は

右側のように給付費を利用者賃金に充てることは原則禁止をされます。 

 ３つ目としまして、事業所内に掲示義務のある運営規程について、従来の内容に加えて

新たに生産活動の内容、利用者の労働時間及び賃金についても規定を追加することが義務

づけられることとなります。 

 施行日は平成29年４月１日となります。 

 障害保健福祉課の説明は以上でございます。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎浜田（英）委員 医療センターの精神病床の予算ですが、去年よりちょっと下がりまし

たか。額は一緒ですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 昨年が２億5,000万円余でございます。 
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◎浜田（英）委員 ということは、ことしも精神病床の開業は無理という判断でこれぐら

い減したわけですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 見込みは、一応フル稼働することを前提といたしておりますけ

れども、これまでの経緯とか医療センター等からの聞き取りも含めて見積もりは計上いた

しているところでございます。 

◎浜田（英）委員 これは当然、児・者も含めての運営費ですよね。 

◎梅森障害保健福祉課長 はい、そうです。 

◎浜田（英）委員 例の聖マリアンナ医科大学の免許の取り消しがあって、全国的にかな

り影響しているんじゃないかと思いますが、医療センターのような状況に陥っている病院

はほかにもあるんですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 他県の状況については余り詳細には承知いたしておりませんけ

れども、やはり影響が少なからずあるということをお聞きいたしておりまして、国からも

影響についてどうかということは定期的に聞かれておりまして、そういった部分について

は医療センターのような県の部分で非常に厳しい状況にあるということは国へも回答いた

しております。 

◎浜田（英）委員 医療センターの病院企業団議会の中でもこの問題はいつも上がってく

るわけで、この間も上がったわけなんですが、一方で民間病院には結構先生方どこでもお

るんですけれども、何でこういう公営の病院は集まりにくいのか、お医者さんを集める先

生のルートがうんと狭いんじゃないかなという、そんな思いもしているけれども、そこら

辺はどうなんですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 高知大学などに聞きますと、精神科を希望してくれる若いお医

者様も少しずつふえてきていまして、医局に入って精神科を希望される方も少しずつです

がふえてきているとは聞いていますけれども、総じて公的病院、特に高知県は厳しい状況

には変わりはございません。 

◎浜田（英）委員 今後どういうふうに、これをやっていくか、どうなんですか。どんな

に努力してこれをオープンにこぎつけるか。これは部長に。 

◎門田地域福祉部長 今年度もぜひこの４月からという思いで高知大学等の関係者とは話

をしてまいりましたけれども、委員御指摘のようなこともございまして、ことしはなかな

か難しいということになりましたけれども、再来年度になりますが、それに向けては高知

大学等の関係者ともそこは必ずということでお話をさせていただいておりますので、そう

いう方向でしっかりやっていきたいと思っております。 

◎浜田（英）委員 今度がんサポートセンターもできて、一方では、鳴り物入りで精神病

床もつくったわけですので、遊ばすのはどうかなと思います。ぜひ皆さんと一体となって

努力をいただきたい。 
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◎土居委員 障害保健福祉課として障害の種類にかかわらず就労支援をしていくことは大

事な事業だと思います。この障害者就労支援対策事業費も去年と比べても増加しています

し、そういったことから就職件数も増加しているということで、成果も上げてこられてい

るんだろうと思います。 

 １つ、新たな事業としてクリーンクルーマイスター取得訓練、ビルメンテナンス協会と

の協働だと思うんですけれど、ちょっと詳しくこの事業について。 

◎小松障害保健福祉課企画監 クリーンクルーマイスターは、まずふくし交流プラザのほ

うでビルメンテナンス協会にお願いしまして、障害者のＢ型事業所、就労移行支援事業所

を利用している方の清掃技術訓練というのを平日９時から４時まで１年を通じてやってお

ります。今は実技ばかりをしておるんですけれども、来年度はそこに座学を入れていただ

いて、清掃とは、ビルメンテナンスとはといった講義を入れていただくことによって、一

つのクリーンクルーマイスターというプログラムをつくっていただいて、そこを修了され

た方をクリーンクルーマイスターとして認定していこうと。もう一つは、ハローワークを

通じて知識・技能習得訓練コースという職業訓練をやっておりますけれども、そういった

ときに訓練していただいた方にも、クリーンクルーマイスターという認定を協会のほうか

らしていただこうということで、取り組みをさせていただこうと思います。 

◎土居委員 ビルメンテナンス協会の方からいろいろお話も聞くんですけれど、本当に真

面目で評価が高いですね、ここで頑張っておられる方。ぜひ本当の就労のほうに結びつけ

ていただきたいと思いますし、またこの障害者の就労促進の上でこういった個々の企業と

のやりとりも大事ですけれど、業界との協働がこれから本当に有効になってくるんじゃな

いかなと。そういう意味でもひとつこういう事例をモデルに、他の業界等にもアプローチ

なり理解を深めていただく取り組みをしていかないかんと思うんですけれど、その辺のほ

かへの取り組み、進みぐあいはどんな感じでしょうか。 

◎小松障害保健福祉課企画監 まず、ビルメンテナンス協会さんと連携させていただくこ

とで、清掃技術について一定技術習得ができてき、障害がある方も知的とか精神とか関係

なく働けるんだねということをまず業界の方にかなり御理解いただけた１年間ではなかっ

たかと思います。そういった技術を習得した方を清掃会社だけではなくて、今高齢者施設

の清掃、それから介護補助といったところへの訓練あるいは雇用のお願いということも団

体を通じてさせていただいておりますので、来年度も引き続きそういった形で広げていき

たいと考えています。 

◎土居委員 これまでやってきた個々の受け入れ企業の開拓、これはどうですか。 

◎小松障害保健福祉課企画監 法定雇用義務があります企業が労働者50人以上のところ

で、去年の段階ですと479社が高知県内の場合対象になります。平成25年度から県が直

接、毎年全企業を訪問させていただいて、障害者の雇用の理解のお願いとか、今働いてお
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られる方の状況の聞き取りをさせていただきました。最初のころは、また来たかと、ハロ

ーワークも来た、労働局も来た、県庁も来るかという企業も実は少なくはなかったんです

けれども、去年ぐらいから雇ってみようと、考えていますよというようなお話も出てきま

して、いろんな業種に最近は広がってきています。そういう実感をいただいています。 

◎土居委員 あと一つ、今議会で質問させてもらったんですけれど、ハローワークの調査

で、障害者の就労先として農業分野への就労が相当拡大しているということですね。一般

の分野に比べてその倍ぐらい、５年前からいうたら2.5倍以上の就労が拡大しているとい

うことで、農福連携について農業振興部長にお聞きしたんですけれど、これは当然福祉と

の連携が非常に大事になってくるんですけれど、障害保健福祉課としてそういったことに

はどんなふうに取り組んでおられるのか。 

◎小松障害保健福祉課企画監 高知県でのハローワークを通じた農業への就職というの

は、残念ながらそれほど進んでおりません。ただ、最近障害者施設が例えばトマトハウス

にグループでお仕事に行かせていただくことを通じて、実際ことし１人就職され、そうい

ったことが近くのまた同じような農家のほうに水平展開されていくような形で、施設にい

らっしゃる利用者が実際農家に行って、１年とか２年お仕事をする中で就職ができるよう

な例が少しずつ広がってまいりました。 

 今後もそういった形で広がっていただければと思いますし、それから高知は夏が暑いの

で、夏の間の仕事の確保が農業の場合非常に難しいということがございます。できれば経

営規模の大きいところで障害者の雇用を地域でやっていただければ、高知の農家でも雇用

していただける可能性が広がるんではないかと障害保健福祉課としては考えています。 

◎土居委員 農業サイドは本当に労働力不足で困っていまして、１つモデルというか、い

い例をつくって、個々の農家というよりか、向こうに打診をしているわけじゃないけれ

ど、農協であるとかさまざまな農業団体等との協働も視野に入れた取り組みもやったらど

うかなと思います。 

◎小松障害保健福祉課企画監 優良事例につきまして、私どもから積極的に農業振興部に

御提案もさせていただいて、一緒に取り組ませていただきたいと思います。 

◎梶原委員 関連ですが、施設から現地へ行って作業をする場合もあれば、逆に、例えば

私の地元はニラが盛んですから、そのニラの結束を施設でずっとやったりしている。現地

へ行かなくても実際労働力、作業をする人手が要るところへすごくうまくマッチングして

いる事例もあるんですけれど、それは県下的にはどうですか、農地へ行くというより施設

で受けるというところは。 

◎小松障害保健福祉課企画監 農業者、産地のほうから一番要望がありますのは、やっぱ

り委員がおっしゃったようなニラの結束、これが非常に要望があります。ただ、非常にす

ごい量でして、なかなかお金にならないという側面もございます。ただ、佐川町でずっと
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そういったことに取り組んでいる施設もございまして、実績が認められ、今度地元のＪＡ

がニラのそぐりの機械を導入されて、そこへグループ就労で来てくださいねというお話

が、来年度途中からスタートすると伺っております。 

◎梶原委員 また土居委員の関連ですが、先ほど企業の法定雇用率の達成状況、私も五、

六年前に聞いたんですけれど、市町村の役場のほうはどうですか。 

◎小松障害保健福祉課企画監 市町村のほうは、６月１日時点の国の調査によりますと、

５カ所が足らないという状況でございました。その中でどの団体も労働局が秋に雇用要請

に伺ったりしたことで、募集をされている状況です。ただ、募集をしてもちょうど応募が

ないということが起こっていますので、県としましては例えば非常勤職員という形で、も

う少し対象者を広げていただけないかというお話もさせていただいているところではあり

ます。 

◎塚地委員 条例ので御説明をいただいた通所支援の事業の人員のところなんですけれ

ど、質を充実していただくということはすごい大事なことなんで、ぜひそういう方向で。

県としても丁寧に１年間指導員さんの質の向上と充実という点で努力していただいて、丁

寧な対応をしていただきたいと、これは意見です。 

 もう一つの条例の障害者福祉サービス事業のところで、もうちょっと詳しく説明してい

ただきたいのは、改正の内容として、生産活動にかかわる会計を、要するに独自に黒字化

しなさいということですよね。独自に黒字化するとなったら、生産性を向上させるか、賃

金を下げるかのどっちかしかないと思うんですけれど、そんなことが今の事業所で可能な

のか、そこをどんなふうに考えているか。 

◎小松障害保健福祉課企画監 県の条例が対象になりますところが12事業所、高知市の条

例が適用になりますところがちょうど12例の半分ずつでございます。この２月に全ての事

業所の管理者等々と面談をしてまいりました。その中で御指摘のようにやはりなかなか生

産活動の売り上げだけでは厳しいという事業所もございましたけれども、直ちに利用者の

賃金を下げたり、利用者を解雇したりとかはせずに、何とか頑張っていこうということで

改善計画をそれぞれ今立ててくださっているところです。 

 中には少し収支が均衡するまで時間を要する事業所もございますけれども、ほとんどの

事業所は何とか基準に沿った形で運用ができる見込みかなと、高知市ともお話をしている

ところです。 

◎塚地委員 今まで繰り入れてきた分が何に使われたかまではわかんないわけですよね。

例えば利用者の賃金に使われているとか、そういうものは。 

◎小松障害保健福祉課企画監 決算書等も拝見をさせていただきましたが、実際繰り入れ

た分はそれこそ利用者の賃金と、それから社会保険料、年金等も掛けておりますので、そ

ういったところに補塡されているケースがほとんどです。あとは国の雇用調整金とかがご
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ざいますので、そういうものを充てられている事業者もございます。 

◎塚地委員 ということは、不当に使ってきたわけじゃなくて、利用者の皆さんに働く意

欲も持ってもらいたい、せめてこれぐらいの賃金は出したいという部分で出してきたもの

を禁止した後の影響を私は心配を。今でも一生懸命やっていないわけじゃないんで、何と

かもうかるようにしようと思ってやっていてももうかんないからそういう状況なわけで、

そこにこれを導入したときに、本当に利用者へのしわ寄せとか、生産性の効率のいい利用

者しか利用ができなくなるとか、いろんな課題が出てくるんじゃないかが不安なわけで

す。でも、国がそう決めたき、県がこの条例に変えないかんということですわね。それは

それで、そういう条例なんだなということだと思いますんで、これは私は納得いかないな

ということを申し上げておきたいと思います。 

 それと、長寿県構想の52ページの医療的ケアの必要な子供の家族への支援について、い

ろんな意味で努力していただいて、予算も大幅にふやしていただいたんですけれど、使い

勝手のいいものにしていただくということをぜひ要望でお願いしたいですけれど、この間

何件かから来たお話で、ひとり親家庭で子供を在宅で見ていて、重度の子供を入院させた

場合に、看護師もずっと一緒におれるわけじゃないんで、ほとんど24時間病院に保護者の

方が一緒についておられる状況なんですけれど、この方がちょっと帰りたいと、お風呂に

も入りたいし、買い物にも行きたいので半日ぐらい離れたいと思うときに、ヘルパーを頼

むんですよね。ヘルパーを頼んだときに、結構高いらしくて、安くても大体1,100円ぐら

い時間当たりすると言われて、大分安くしてもらってそんな感じと言われたんですけれ

ど、それで５時間だと5,000円幾らぐらい要っちゃって、その負担がしんどいというお話

を数件聞いたんです。 

 限定的なケースやとは思うんですけれど、そういうあたりにきめ細かくサービスができ

るというところをぜひ検討していただきたいと思っていまして。また実態も詳しくお伝え

しますけれども。 

◎梅森障害保健福祉課長 入院されている間のということでございますね。また勉強させ

ていただきたいと思います。 

◎塚地委員 これ一生懸命在宅で頑張っている御家庭なんで、そこを支えるという部分は

すごい大事じゃないかなと思うんで、よろしくお願いします。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

〈児童家庭課〉 

◎加藤委員長 それでは次に、児童家庭課の説明を求めます。 

◎山本児童家庭課長 児童家庭課の議案といたしましては、平成29年度当初予算、平成

28年度補正予算、あと条例議案、この３つの議案をお願いしております。 

 報告事項でございます日本一の健康長寿県構想につきましては、予算議案とあわせまし
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て説明をさせていただきます。 

 それでは、議案の当初予算の一般会計から説明させていただきます。 

 お手元の右肩の番号②議案説明書当初予算の179ページ、こちらをお開きいただきま

す。 

 一般会計の歳入について主なものを説明させていただきます。 

 まず、９国庫支出金でございます。こちらは児童養護施設等に入所している児童に係る

経費や児童扶養手当、児童家庭相談体制の整備やひとり親家庭の自立支援、子供の貧困対

策に係る経費などについて国費を受け入れるものでございます。 

 続きまして、12繰入金の区分欄のうち、今年度新たに計上しております子ども食堂支援

基金繰入につきましては、民間団体等が行います子ども食堂の開設、運営に要する経費に

対して補助するため、平成29年度に新たに設けます子ども食堂支援事業費補助金、こちら

の財源に充てるものでございます。 

 180ページをお願いいたします。 

 歳入総額で対前年度比約8.3％の減額となっておりまして、14億6,550万円余りを計上し

ております。減額の主な要因といたしましては、ひとり親家庭への就労促進のための貸付

金及び児童養護施設退所等への自立支援を目的とした貸付金、こちらの２つの国の補助金

の減額によるものでございます。 

 続きまして、一般会計の歳出について御説明させていただきます。 

 主なものは長寿県構想に位置づけをしておりますので、まず構想で説明をさせていただ

きます。 

 長寿県構想の56ページをお願いいたします。 

 子ども食堂への支援でございます。 

 食事の提供を通じて子供や保護者の居場所となります子ども食堂の取り組みが県内に広

がっております。子ども食堂では保護者の孤立感や負担感を軽減する場、また地域におけ

る見守りの場としての機能が期待されておりますことから、県としましても積極的に支援

をし、県内の公立小学校区、全ての校区において設置、運営を目指してまいりたいと考え

ております。 

 子ども食堂の立ち上げ、運営に当たりましては、こちらの中ほどにあります現状と課題

のところでございますけれど、県内全域への広がりや回数の増などの活動の充実、これを

図っていくためには、ノウハウの不足とか場所の問題、あとイニシャルコストの面での不

安とか、そういったいわゆる人、物、金の問題もございますし、あと居場所を必要とされ

ている親子をいかにしてこの子ども食堂のほうにつなげていくかという課題もございま

す。 

 こうしたことから、平成29年度におきましては子ども食堂の立ち上げや継続などへの支
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援を行うため、高知県社会福祉協議会に職員２名を配置いたしまして、下のほうにござい

ます、（１）のところの中身でございますけれど、開設募集のチラシや子ども食堂開催案

内のポスター、開設・運営手引書の作成、また県内３会場で開設準備講座を開催する、あ

と子ども食堂の実施団体同士及び関係機関が情報交換し、交流を深めるための子どもの居

場所づくりネットワーク会議の開催、また真に支援が必要な子供たちが子ども食堂につな

がるよう子供の居場所利用促進研修会の開催、こういった支援を行いますとともに、子ど

も食堂支援事業費補助金を創設いたしまして、開設、運営に意欲のある民間団体等に対し

まして運営費の助成を行いますなど、総合的な取り組みを進めてまいります。 

 この取り組みの中では、一番下の下段にありますように、子ども食堂の登録制度を県の

ほうへ設けまして、子ども食堂の紹介と広報を行いますし、それ以外のさまざまな支援に

ついても行っていきたいと考えております。 

 また、こうした民間団体での開設、運営に加えまして、あったかふれあいセンターや地

域子育て支援センター等での子ども食堂もふやしていくこととしております。 

 また、後ほど条例議案のほうで御説明をさせていただきますが、高知県子ども食堂支援

基金を創設いたしまして、子供たちを社会全体で支える仕組みを構築いたしまして、社会

全体で支える機運の醸成も図ってまいりたいと考えております。 

 次に、58ページと59ページ、こちらのほうを見開きでお願いいたします。 

 高知家の子ども見守りプランの推進にかかわります具体的な取り組みを２ページでまと

めております。 

 平成29年度の主な取り組みといたしまして、まず58ページの課題１の真ん中にあります

万引き及び深夜徘回防止のための一声運動につきましては、現在県内で500を超える店舗

で実施をしていただいておりますが、定着、普及に向けまして各市町村の少年補導育成セ

ンターや日本フランチャイズチェーン協会などと連携をいたしまして、取り組みを強化し

てまいります。 

 次に、59ページ右下の課題７にあります無職少年の自立と就労支援に向けた取り組みの

強化につきましては、無職少年の職場適性を見きわめるための見守りしごと体験講習の利

用促進に向けまして、学校現場への周知徹底と生活困窮家庭を支援している各市町村の自

立相談支援機関や少年補導育成センターなどとの連携を強化してまいります。 

 この58ページと59ページでお示ししております知事部局、県警、県教委が実施しており

ます取り組みを通じまして、関係部局が力を合わせて少年非行の防止対策に取り組んでま

いります。 

 続きまして、60ページをお願いいたします。 

 社会的擁護の充実、ひとり親家庭への支援の充実でございます。 

 まず、左側の社会的擁護の充実でございますが、平成29年度の主な取り組みにつきまし
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ては、（１）里親委託や養子縁組の推進として、児童がより家庭的な環境で養育されるよ

う、里親制度の普及啓発のさらなる充実と里親支援体制の充実に取り組んでまいります。 

 また、（２）の児童養護施設等における家庭的養護の推進では、児童養護施設等の人材

の確保と育成を図るため、職員の処遇改善への支援を拡充いたします。 

 （３）の自立相談支援体制の強化といたしましては、児童養護施設等が入所児童の学習

自立支援や退所児童の自立相談支援を行うための職員を雇用した場合の助成や、就職また

は進学した児童に有利な条件での家賃や生活費の貸し付けを行いますとともに、従前20歳

まででありました児童養護施設等で生活する子供たちへの支援を22歳の年度末まで支援を

継続するとともに、退所後に就職または進学する子供たちへの支援を強化してまいりま

す。 

 続きまして、右側のひとり親家庭への支援の充実でございます。 

 平成29年度の主な取り組みといたしまして、情報提供・相談支援体制の強化につきまし

ては、昨年度実施いたしましたひとり親家庭実態調査によりますと、５年前の平成22年の

実態調査のときに比べまして認知度が低下している制度がありますなど、周知が十分にで

きていなかったことから、情報提供の強化を図ってまいります。 

 また、就業支援の強化につきましては、ひとり親家庭の親が就業に効果的な資格を取得

する際の講座受講料の負担を軽減します自立支援教育訓練給付金の対象者を拡充してまい

ります。 

 続きまして、62ページをお願いいたします。 

 妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援、高知版ネウボラの推進でござい

ます。 

 下のイメージ図をごらんください。 

 妊婦健診や乳幼児健診などを通じて把握いたしました支援等が必要な家庭の情報を、母

子保健部門から児童福祉部門につなげる仕組みにつきましては、市町村とともにこれまで

取り組んでまいりまして、この仕組みも整ってきたところでございます。来年度はこの仕

組みを土台といたしまして、切れ目ない支援がそれぞれの地域の実情に応じて展開されま

すよう、子育て世代包括支援センターや地域子育て支援センターなど、支援に取り組む場

を包括して高知版ネウボラと位置づけ、それらを県内各地に展開していくための取り組み

を推進してまいります。 

 具体的には、子育て世代包括支援センターの設置をさらに進めますとともに、全ての妊

婦の方や親子に、イメージ図の上のほうにございます地域子育て支援センターなどで実施

する地域の子育てサービスを紹介し利用を促すなど、その取り組みを強化してまいりま

す。 

 あわせまして、主にゼロ歳から２歳の子供のいる子育て家庭を対象としました見守り活
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動を充実させていくため、地域の親子が集います地域子育て支援センターの新設や機能の

拡充、保育所などで園児以外の親子が集う場を設けます多機能型保育事業所の拡充、あっ

たかふれあいセンターの機能の充実、こういったものを図ってまいります。 

 次に、63ページをお願いいたします。 

 児童虐待防止対策の推進でございます。 

 これは、虐待死亡事例検証委員会からの提言や、ふえ続けます児童虐待相談等に適切に

対応しますため、弁護士への相談体制や研修を拡充するなど、職員の法的な対応力や専門

性の強化を図りますとともに、一時保護件数の増加に対応いたしますため、児童養護施設

に一時保護児童専任の職員を配置するなど、一時保護機能の充実強化を図ってまいりま

す。 

 また、市町村への支援といたしまして、児童福祉法の改正に伴いまして市町村の要保護

児童対策調整機関に配置が義務づけられました専門職への研修を新たに実施いたしますな

ど、市町村の相談体制の強化に向けて引き続き取り組んでまいります。 

 以上で構想を使いましての説明を終わらせていただきまして、構想で御説明していない

部分につきまして、再び②の議案説明書で御説明をさせていただきます。 

 議案説明書の182ページの右の説明欄をごらんください。 

 まず、４児童養護施設等児童措置費でございますが、こちらにつきましては、保護者の

いない児童や虐待などの理由で親と一緒に生活させることができない児童などの措置委託

に要する経費などでございます。 

 次に、184ページをお願いいたします。 

 ９児童虐待防止対策事業費のうち、地域子ども・子育て支援事業費補助金は、市町村が

行います乳児のいる全ての家庭や養育支援が必要な家庭への訪問事業などに要する経費を

助成するものでございます。 

 そこから１つ飛びまして、一番最後にございます子どもの見守り体制推進交付金は、母

子保健や児童福祉を担う各部署と地域の住民等が連携した地域での見守り体制の整備を行

います市町村を支援するものでございます。 

 続きまして、10希望が丘学園費のうち、185ページに移りますけれど、設計委託料がご

ざいます。こちらの設計委託料につきましては、学園敷地内の電柱、電線が老朽化してお

りましたため、改修に要する設計を行うものでございます。 

 次に、186ページをお願いいたします。 

 15青少年対策推進費は、万引き及び深夜徘回防止のための一声運動の啓発ＣＭの放送

や、小中学校と保護者向けの万引き防止リーフレットを学校を通じて配布し啓発していく

ための経費のほか、無職の非行少年等の自立と就労支援に向けた取り組みに伴う経費、少

年補導育成センターの活動経費などに助成するものでございます。 
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 次、187ページでございますけれど、16の子どもの未来応援事業費のうち生活実態調査

分析委託料は、本年度実施しております子供の生活実態調査につきましてさらに来年度詳

細に分析をしようとするものでございます。 

 予算総額につきましては56億8,100万円余り、前年度と比べまして１億6,600万円余りの

減額となっておりまして、減額の主な理由は、歳入のところでも御説明させていただきま

したけれど、ひとり親家庭への就労促進のための貸付金、あと児童養護施設対象者等への

自立支援を目的とした貸付金こちらの補助金の減額が主なものとなっております。 

 次に、188ページをお願いいたします。 

 一般会計の債務負担行為についてでございます。 

 中央児童相談所の一時保護所及び希望が丘学園における調理業務のアウトソーシングに

係る委託業務について複数年契約を行うこととし、債務負担行為をお願いするものでござ

います。 

 続きまして、母子父子寡婦福祉資金特別会計について御説明をさせていただきます。 

 782ページをお願いいたします。 

 まず、歳入についてでございます。 

 この特別会計の歳入は、一般会計からの繰入金と前年度からの繰越金、あと貸し付けの

奨学金であります諸収入が内訳となっております。 

 783ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。右の説明欄をお願いいたします。 

 １貸付事業費は、母子父子及び寡婦の家庭へ修学資金、技能習得資金など各種の貸し付

けを行うためのもので、福祉貸付金として5,750万円を計上しております。 

 ２償還金は、貸し付けの財源といたしまして国から借り入れた金額の総額の一部を母子

父子寡婦福祉法の規定に基づきまして、決算上の剰余金の額が政令で定める額を超えまし

たため、その超えた額を国へ償還するもので、4,900万円余りを計上しております。 

 ３一般会計繰出金は、２償還金と連動する形で一般会計のほうに5,900万円余りを繰り

出すものでございます。 

 続きまして、785ページをお願いいたします。 

 債務負担行為でございます。 

 母子父子寡婦福祉資金貸し付けのうち、子供たちが進学するために必要な修学資金など

は修学期間が２年から６年と複数年になりますことから、入学時等の新規貸し付けのとき

に卒業までの貸付決定を行うため、債務負担行為をお願いするものでございます。 

 続きまして、平成28年度の補正予算について御説明させていただきます。 

 お手元の右肩番号④とあります議案説明書、補正予算の88ページをお願いいたします。 

 まず、歳入につきましてはいずれも歳出予算の補正に連動したものでございます。 
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 続きまして、歳出でございます。 

 90ページをお願いいたします。 

 ５中央児童相談所費及び７希望が丘学園費にあります施設整備工事請負費と６児童虐待

防止等対策事業費の児童養護施設等整備事業費補助金につきましては、中央児童相談所及

び希望が丘学園において防犯カメラの設置工事を行いますとともに、同様の施設整備を行

います児童養護施設等に対してその費用の一部を助成するものでございます。 

 続きまして、91ページをお願いいたします。 

 12子ども食堂支援基金積立金でございます。こちらは子ども食堂支援事業費補助金の原

資を後ほど条例議案で御説明させていただきます高知県子ども食堂支援基金のほうへ積み

立てるもので、県分として1,000万円のほか、今年度子ども食堂に役立てていただきたい

ということでいただいております寄附金が100万円ございますので、それを合わせまして

1,100万円を積み立てさせていただきたいというものでございます。 

 92ページをお願いします。 

 繰越明許費でございます。 

 先ほど御説明いたしました中央児童相談所費、児童虐待防止等対策事業費、希望が丘学

園費で防犯カメラの設置工事等の経費を積んでおりますけれど、こちらが国の補正予算に

対応して実施いたしますため、繰り越しをお願いするものでございます。 

 その他の２月補正の中身につきましては、いずれも事業費が年度当初の見込みと異なり

ましたため、減額または増額をさせていただくものでございます。 

 最後に、母子父子寡婦福祉資金特別会計の補正予算を説明させていただきますので、

363ページをお願いいたします。 

 こちらはひとり親家庭等に対する貸付金の実績が見込みを下回りましたため、減額の補

正をお願いするものでございます。 

 続きまして、条例議案をお願いいたします。 

 高知県子ども食堂支援基金条例議案について説明いたします。 

 お手元の右肩番号⑥とあります議案説明書、条例その他の１ページの一番下のほうをお

開きください。こちらに条例議案の説明を記載しております。 

 この子ども食堂支援基金条例は、子供たちが家庭や学校以外で安心して過ごせる居場所

となり、親や子供たちが地域とつながる場所としての機能を有する子ども食堂の活動を県

内全域に広めるとともに、運営の継続を支援していくため、趣旨に賛同いただける個人、

企業の寄附を募りまして、集まった寄附金を財源とする高知県子ども食堂支援基金を創設

し、子供たちを社会全体で支える機運の醸成を図ろうとするものでございます。 

 以上で、児童家庭課の説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 
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◎中内委員 予算の中で母子父子というのがあるでしょう。国費が入っちゅうでしょう、

その内訳はどうなっちゅうのか。 

◎山本児童家庭課長 国庫支出金で児童扶養手当給付金等の負担金が１億9,557万5,000円

ございます。あと母子家庭等対策費補助金がひとり親のさまざまな支援に使っているもの

でございますけれど1,238万6,000円、こちらがひとり親の部分についての国費という形に

なっています。 

◎中内委員 179ページの5,900万円が入っちゅうろうがね。 

◎山本児童家庭課長 179ページの母子父子寡婦福祉資金特別会計繰入金は、先ほど御説

明させていただきました母子寡婦特別会計で貸し付けの実績が最近ちょっと下がってきて

おりまして、その分を国に返す分と一般会計へ返す分ということで、特別会計から県の一

般会計に返していただく分が5,900万円ということでございます。 

◎中内委員 ほんで185ページに歳出があらあね。母子父子自立支援員報酬２人、これは

全部男の人かね、女の人かね。 

◎山本児童家庭課長 女性です。うちの課に配置しております。 

◎中内委員 この父子というのには、男の役割というのはこれへ頭へ入れて予算をつくっ

ちゅうがかね。母子を大事にして予算をつくっちゅうがかね、どっちぞね。 

◎山本児童家庭課長 決して父子をないがしろにとか、そういったのは全然ありません。

当然、父子がこの制度に入ってきたときからしっかりと父子世帯のほうも支援をしていく

ということで、同じ目線でやっております。 

◎中内委員 よしわかった。それと、786ページの貸付金じゃけんど、このがの割合はど

うなっちゅう、今、どれぐらい借りちゅうかわからんかね。 

◎山本児童家庭課長 これは、先ほどの御説明させていただきました実績が減っておると

いうこともございまして、その分、起債で国から受け入れておりますので。 

この貸付金の原資をこちらの786ページ、区分のところにございますけれど、いわゆる

地方債、起債として受け入れておりまして、そちらを国に償還する形になります。 

◎中内委員 ほしたら、今この現在残高何ぼあるのか。貸し付けた人の金額は。 

◎山本児童家庭課長 後ほど調べます。 

◎塚地委員 子ども食堂の支援はありがとうございます。私がありがとうございますと言

うのも変やけれど、地域ですごくいい役割を果たしてくださっているなというのは、私も

幾つか見させていただいて思ったことですけれど、それで多様性が多分魅力なんだと思う

んですよね。子ども食堂の補助先というので、要綱で細かく決まっちゅうと思うんですけ

れど、例えば運営に関する経費で月何回とか最低何時間とか、そういうのも決まっている

んですか。 

◎山本児童家庭課長 今考えておりますところは、定期開催では月１回以上はお願いした
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いと。また、１回の開催のときに御飯だけぱっと食べてすぐ帰られるというのもどうかと

いうところもございます。しっかりとした居場所になっていただきたいというのもござい

まして、一応３時間以上は開設していただいてというものを考えております。 

 あと月１回以上でございまして、週１回とかも当然オーケーにしておるんですけれど、

うちの制度上は補助として見るのは月４回、基本的に週１回分までは支援させていただき

たいと考えております。 

◎塚地委員 今、御飯食べてすっと帰っていかがなものかという話もあったんですけれ

ど、例えばお昼だけやりゆうところは、お昼御飯ですので、11時半ぐらいから１時半ぐら

いまでという時間帯の開設が結構あったりするわけで、そこは対象にならないわけですよ

ね。それで今後現場の人たちの声も聞いていただいて、実態に見合ったものにしていただ

くことは大事じゃないかなと思うんです。 

 それはそれで、子どもの居場所づくりネットワーク会議にはこの補助を受けている人た

ちじゃないと出られないとか、そういうことにはならないんですか。 

◎山本児童家庭課長 このネットワーク会議につきましては、ことし２回、児童家庭課で

開催させていただいております。今は補助がないんであれなんですけれど、新聞なりで情

報をいただいたりとか、いろんなところで子ども食堂をやられている方には、こちらから

お声かけをさせていただいて、広く参加していただけるようにしております。そのとき

に、その子ども食堂に関係したり、これから関係をお願いしたい市町村の社会福祉協議会

にも声かけさせていただいて、そこでどうしていくかということを検討していく、それを

来年度からは県社協の委託事業のほうで引き継いで、県も当然連携してやりますけれど、

引き続き続けていくということでございます。 

◎塚地委員 そしたら、ネットワーク会議の開催とかは、これからは県社協が委託事業と

して受けてやるということになると。 

◎山本児童家庭課長 そうなります。 

◎塚地委員 この補助金の受け付けとかの作業はどこがやりますか。 

◎山本児童家庭課長 この子ども食堂の補助金につきましては、県から民間団体への直接

の補助という形にさせてもらっておりますので、民間団体から県に申請していただくとい

う形になりますけれど、その前に各市町村、市町村社協には市町村として子ども食堂をど

う考えるかというのも含めて連携というか、関与していただきたいと思っておりますの

で、そこのあたりでまずは申請書の書き方なり御助言もさせていただいて、あと県社協も

そういった御助言もさせていただいて、最終の仕上がりの分が県に来るという形になると

思います。 

◎塚地委員 結局、書類申請は一旦社協に出すということか。 

◎山本児童家庭課長 県です。 
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◎門田地域福祉部長 開設支援という形で、県社協に一度は見ていただいたものを県に申

請をしていただこうと考えています。 

◎塚地委員 そしたら、開設にかかわる分を受けないと運営に関する費用は受けられない

んですかね。 

◎山本児童家庭課長 既に開設されている食堂もいっぱいいらっしゃいますので、そちら

につきましては開設を通らず、そのまま運営のほうでしっかりと支援をしていきたいと思

っております。 

◎門田地域福祉部長 少し説明が悪かったです。開設、運営の補助の役割を県社協に持た

せたいと思っていますので、補助申請もその一環で見ていただこうと思っています。開

設、運営、両方。 

◎塚地委員 結局、書類は社協に、各市町村社協に出すのか。 

◎山本児童家庭課長 県社協で最終、こういった形の申請でいいかというところまで事前

に見ていただいて、それで県社協もこれやったらいいでしょうというのを県にいただくと

いう形です。 

◎塚地委員 結局、県社協に出して、それから県社協から県に来るということか。 

◎山本児童家庭課長 県社協で見ていただいて、それが正式に県社協が書類を受理すると

か、そういったイメージではなくて、そこで見ていただいて、ある程度中身がこういった

ことが抜け落ちているとか、そういったところをチェックしていただいて、そういったア

ドバイスを団体さんにして、それで団体がそれを持ち帰って。直接県社協からいただいて

もいいんですけれど、民間団体から県にアドバイスを受けた内容で直して出していただく

という、二通り考えられます。 

◎塚地委員 子どもの居場所づくりネットワーク会議への参加ですよね。補助を受けない

と参加できないということではないということは確認させていただいて。やっぱり多様な

人たちがつながるということが大事だと思うんで、それでよろしいですか。 

◎山本児童家庭課長 そういった形で広くみんなで子供の問題を考えていきたいと思って

おりますので、またそういった方がいらっしゃれば教えていただきましたら、お声もかけ

らせていただきます。 

◎塚地委員 最後に、希望が丘学園の防犯カメラは今までも設置していて、それをかえる

んじゃなくて、新たに設置するのか。 

◎山本児童家庭課長 新たな場所に設置するようにしています。 

◎塚地委員 今までも何カ所かしていて、新しくつくるんですか。 

◎山本児童家庭課長 今回初めてです。 

◎塚地委員 どういう理由でそういうことになったのかということなんですけれど、子供

たちも心の傷も負って入る施設なんですね。監視のカメラを、どういう場所に何のために
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つけるのかは、変に子供たちに伝わると、それは絶対いい影響にはならないと思うんで、

どういうことかと。 

◎山本児童家庭課長 これは防犯カメラということで、決して中におられる子供さんらを

監視するというイメージじゃなくて、不審者とかをチェックするということでございま

す。委員のお話にありましたような、あらぬ誤解といいますか、変なことがないように、

それは子供さんらにしっかりとお伝えするようにします。 

◎土居委員 大目標Ⅲの社会的擁護の充実のところですけれど、かなめとなるところが里

親とファミリーホームということだと思うんですけれど、これまでも取り組みを進められ

て、少しずつではありますけれど委託率が上がっていると、ただ全国的のレベルにはまだ

行かないけれども、努力をされてこられているということだと思うんですけれど、平成

29年度の取り組みに里親支援体制の充実、拡充ということで、括弧して里親からのニーズ

の聞き取りと関係機関による情報共有とありますけれど、これも自分から見たらある意味

当たり前のことであって、何をどう拡充するのかがわからないということで、組織体制と

してどう拡充するのかをお聞きしたいです。 

 あるいは里親からのニーズの聞き取りと関係機関による情報共有が今までできていなか

ったから拡充するのか、それどっちなのか。 

◎山本児童家庭課長 里親とは、里親の会もございまして、連携はさせてもらっておりま

す。今回、国も里親の関係の事業費をふやして、今まで以上に連携体制をとっていこうと

いう話になりましたので、国の事業費を受けまして、県でも里親の支援制度を拡充させて

いただいたところでございます。 

◎土居委員 そのネットワークというか支援体制、ぜひ整備をしていただきたいと思いま

す。 

◎浜田（英）委員 今地元紙で連載されている青少年育成高知県民会議、あなた方の大先

輩が会長でやりゆうわけですけれども、まだ連載途中ですが、何か県が尻を拭いちゃらな

いかんのやないかという思いもしよりますけれど、そんなところはどうですか。 

◎山本児童家庭課長 その記事にもありましたけれど、県民会議から、来年度から県で事

務局の業務を担ってほしいという御要望がございまして、来年度から児童家庭課で事務局

を当面の間担わせていただいて、その中でこれから県民会議は民間と県と両輪と思ってお

りますので、しっかりと自立して県と連携してやっていけるような体制を考えていきたい

と思っております。 

◎浜田（英）委員 塩見文庫は、ＮＰＯ法人たびびとが比島の運動公園と一緒にやりよっ

たところ、青少年育成県民会議の事務局もたびびとがやりゆうがやないが。また別です

か。 

◎山本児童家庭課長 事務局は全く別だと認識しています。 
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◎浜田（英）委員 その事務局長だけの給料でほとんどが消えてしまうわけよね。これが

県も連携してやっていくと、局長の給料も十分に与えながら、十分な活動ができる。もう

一つ疑問なのは、国のほうは解散しゆうわけよね。どこの県もやめたところないわけです

か。それだけ重要やということで。じゃあことしの予算ではなくて来年度のということ

か。 

◎山本児童家庭課長 来年度から県で事務局を担うことにしております。 

それで県民会議への人件費、事務局長の人件費に消えているんじゃないかという話も新

聞に出ておりましたけれど、その補助金は平成29年度は廃止しております。 

◎梶原委員 先ほどの子ども食堂なんですが、塚地委員とのやりとりも聞いていまして、

せっかく始められる大事な事業だと思いますので、新年度の本庁業務概要のときにでも、

フローチャートみたいな、新たに開設する場合はこういう流れですよと、現在既存のして

いるところが助成、補助を受ける場合はこういうことで適用になりますよというのを、委

員会にわかるように、ぜひお示しいただきたいと思います。 

 大変大切なことだと思いますので。ただ、いろんなところと連携して、社協なんかも含

めてやっていくというんですけれど、実際子ども食堂に本当に来ることが必要な子供をど

う把握していくのか、学校現場であれ社協であれ、なかなかそういう行政のほうからいろ

んな手を出すことができないところに、保護者がそういう意識がないからこういうところ

へ来なくちゃいけないようになっている子が多いと思うんで、そこをぜひいろんなやり方

を考えていただきたいですし、実際子ども食堂へ来た子供が今後そこの対応だけでは足ら

ないような、下手したら児相なんかにつながないけない場合も出てくると思うんで、その

後のこともぜひやり出しながら、少しでもいいものにしていただきたいと思います。 

 それともう一つ、ひとり親家庭への支援を充実させる中で、養育費の取り決め等、専門

的な相談体制の充実を拡充されるということですけれど、近年見たら５年で母子家庭で受

け取っている割合が16.8％から22.1％へ上がっているとはいえ、まだ４人に１人も受け取

れていないのが現状ということで、この相談体制の充実はどれぐらい、養育費を取り決め

ると。ただ、取り決めても現実に払ってくれていないということですよね。払ってくれて

いないのも離婚に至った原因がなかなか働かない、収入がない、またＤＶであるとか、顔

を見ることすらというところで、なかなか取り決めたところでもらえないという現状もあ

ると思うんで、そういうところは法的に、ほかの債務でもそうですけれど、養育費でもそ

れを支払うべき者が、もらう給料の分から生きるのに必要な分を除いて天引きされるとい

う形もあるんですけれど、そこまでの対応もしてもらえるということですか。 

◎山本児童家庭課長 来年度から弁護士の定期相談を構えるようにしております。そちら

で、養育料もそうですけれど、個別に本当の困り事を弁護士に相談していただいて、先ほ

ど委員がおっしゃられました法的な手段とか、そこのあたりのところまでを、県でお金を
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出すとういったイメージではなく、まずは入り口のところでしっかりといった形と当面は

しております。 

◎梶原委員 そこで、法的な措置までを県の費用でというわけではないですけれど、そこ

の入り口でそういうこともできるということがわかって、それを引き受けてくれる弁護士

ということでよろしいですか。 

◎山本児童家庭課長 それは県で頼みます弁護士の判断、そこまでは県では受けたからや

ってよとまでは言えないけれど、そこは弁護士なりのネットワークとかもありますので、

そこのところで対応していただけるんではないかと思っております。法律相談をお願いし

ます弁護士につきましては、弁護士会に来ていただける方をお願いしておりますので、一

応弁護士会も関与していただいているということで、また対応できるんではないかと思い

ます。 

◎土森委員 ちょっと関連しちょうけれど、教えてくれますか。ひとり親よね。いろいろ

細かい支援事業とか補助制度があって、これは絶対必要なことだと思いますが、対象者は

何名ぐらいおるが、県内に、ひとり親。 

◎山本児童家庭課長 平成27年度の国勢調査のときのベースでございますけれど、母子の

ほうが7,942世帯、あと父子のほうが1,505世帯。 

◎加藤委員長 以上で質疑を終わります。 

 それでは、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、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎加藤委員長 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

しくお願いいたします。 

 本日の委員会はこれで終了いたします。             （16時58分閉会） 

 


