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平成 29 年７月３日 

(９時 59 分開会) 

◎弘田委員長 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。 

 本日からの委員会は、付託事件の審査等についてであります。当委員会に付託された事

件はお手元にお配りしてある付託事件一覧表のとおりであります。 

 日程についてはお手元にお配りしてある日程案によりたいと思います。なお、委員長報

告の取りまとめについては、７月５日の委員会で協議していきたいと思います。 

 お諮りをいたします。日程についてはお手元にお配りしてある日程案によりたいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎弘田委員長 御異議なしと認めます。それでは日程に従い、付託事件の審査及び報告事

項を一括議題とし、各部局の説明を受けることとします。 

《危機管理部》 

◎弘田委員長 それでは、危機管理部について行います。 

最初に議案について危機管理部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は課

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。 

◎酒井危機管理部長 今回提出させていただいております議案につきまして、説明させて

いただきます。 

 危機管理部からは補正予算議案１件でございます。お手元にあります青いインデックス

危機管理部のついた議案説明資料をお願いします。表紙をめくっていただきますと、平成

29 年６月補正予算の概要という資料がございます。危機管理部からは、消防防災ヘリコプ

ター「りょうま」のエンジンを交換する費用として、7,600 万円余の増額をお願いするも

のでございます。 

 この「りょうま」は「おとめ」と２基体制で日々は救急搬送、あと海山川、行方不明者

の捜索とか救助、山林火災、災害時には上空からの偵察、孤立地域の方々の救出及びその

物資の搬送といったことによりまして、県民の皆様の安全・安心を守っておりますが、「り

ょうま」のエンジンの不具合が３月にありまして、３月から運行を休止しております。そ

のためこのエンジン交換に係る費用を計上させていただいております。詳しくは担当課長

から説明をさせていただきます。 

 私からは以上です。 

〈消防政策課〉 

◎弘田委員長 続いて所管課の説明を求めます。 
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◎夕部消防政策課長 消防政策課からは、平成 29 年度高知県一般会計補正予算について御

説明させていただきます。右上に②とございます高知県議会定例会議案説明書（補正予算）

の８ページ、消防政策課の右端説明欄をごらんください。 

 この防災ヘリコプター運航管理費 7,611 万 1,000 円の増額をお願いするもので、中身と

しましては、「りょうま」のエンジンの修理費でございます。詳細につきましては、資料

で説明させていただきますので、議案説明資料の青いインデックス危機管理部の赤色のイ

ンデックス消防政策課のページをごらんください。 

 まず初めに、この補正予算を計上させていただきました、「りょうま」のエンジンの修

繕費につきまして、修繕が必要となった経緯を御説明させていただきたいと思います。昨

年９月に二つあるエンジンのうちの第２エンジンのオイルに金属片の混入が確認をされま

した。エンジンメーカーに状況を説明するとともに、引き続き飛行が可能なことを確認し、

飛行してまいりました。しかし本年１月以降、頻繁に金属片の混入が続きましたことから、

再度エンジンメーカーに報告したところ、今後飛行不能となるリスクが高まるという助言

もいただき、安全運行を最優先に考えまして、３月９日より運航を休止いたしました。 

 今後「りょうま」の運航再開するには、エンジンの処理が必要という状況でございます。

本県では、現在「りょうま」と「おとめ」の２基を保有し、365 日運航を実施しておりま

す。ヘリコプターは車で言うところの車検に当たります耐空検査を毎年、１回受ける必要

がございましてこの検査期間中に、２カ月から４カ月という期間で県外の工場で検査を行

うこととなっております。一方、高齢化によります救急搬送要請の拡大や災害の多い本県

の特徴を考えますと、常時一基が必ず活動できる体制を維持しなければならないと考えて

おります。そのためには、毎年対空検査を考えますと、ヘリコプターは２基保有しておく

ことが必要ですので、今まで通り 365 日運行を維持していくためには「りょうま」のエン

ジンを修理することが必要となります。 

 以上のことを踏まえまして、「りょうま」の修理方法につきまして、資料の中段の表に

ありますとおり三つの方法があり、それぞれについて検討させていただきました。黄色の

段をごらんいただけますでしょうか。現在故障しております第２エンジンの修理方法とし

て、左から一つ目がエンジンそのものを交換する方法、二つ目がエンジンを分解して新品

同様にするために交換が必要な部分は交換し、再度組み立てるというオーバーホール。三

つ目といたしまして、エンジンを分解して不具合がある箇所のみ修理をする方法がござい

ます。 

 この中で三つ目のエンジン修理につきましては、エンジン内の不具合の程度によりまし

ては、さらに費用がかさむ可能性がございます。一方、「りょうま」のエンジンは 4,000

時間を飛行すると安全性の確保のため、オーバーホールをすることが定められております。

「りょうま」には第１、第２の２機のエンジンが登載されておりまして、現在そのエンジ
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ンは残りが 350 時間となっております。今回の故障がなかった場合でも平成 31 年には２基

ともに、エンジンのオーバーホールが必要となっておりました。今回の第２エンジンの修

理で左端、残り時間が 2,500 時間のエンジンと交換する方法と、真ん中の 4,000 時間の飛

行が可能となるオーバーホールをする方法ですと、平成 31 年には第１エンジンのオーバー

ホールだけで済みますが、１番右の不具合部分のみの補修でございますと、第１、第２の

エンジンともにオーバーホールが必要となりますので、費用がかさむこととなってしまい

ます。 

 このことを踏まえますと、表左端の方法であるエンジン交換がトータルで１億 8,811 万

1,000 円と費用が最も安価であることに加えまして、修理期間も２カ月から３カ月と、最

も短くなることから、この方法で修理をお願いするものでございます。 

 スケジュールにつきましては、もう１基の「おとめ」が 10 月から、同じく耐空検査に入

るようになっておりますので、その時期に合わせて、９月中の運航再開に間に合うように

予定をしております。 

 以上、消防政策からの説明を終わります。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 先ほど説明の中で、たびたびの金属片の混入があるというお話がありました

が、どういう現象なんですか。 

◎夕部消防政策課長 エンジンの中に、オイルを流してるんですけども、オイルに、髪の

毛ぐらいの２ミリ程度ですけれども、金属片が入りまして、それが一定量になりますと、

操縦席にランプがつきまして、危ないということで一たん止まることになります。 

 そのあと、中身のオイル交換することによって、その金属片をのけていくんですけれど

も、９月に１回そのランプがつきまして、それで一定落ちついてはいたんですけど１月以

降、頻繁に出てきました。オイルは本来ですと１年に一度、耐空検査のときのみに交換を

するんですけれども、その後は 10 時間ごとにオイルを交換して、中身を確認しながら飛ん

でまいりましたけれども、さらにふえてきたということで、もうこれ以上は飛ぶと飛行に

危険があるということで最終的には３月に停止をしたという状況になります。 

◎黒岩委員 そのふえてくる要因としては、どういうことがありますか。 

◎夕部消防政策課長 こすれからすれた鉄の部分が破片となって出てくるんですけれども、

それが最終的にエンジンの中に、部分的についたところに熱が発生をして、そこから火が

出たり、エンジンが急に止まったりということが可能性としてはあるということでござい

ました。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 以上で危機管理部を終わります。 

《健康政策部》 
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◎弘田委員長 次に、健康政策部について行います。 

 最初に議案について健康政策部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は課

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。 

◎山本健康政策部長 総括の説明をさせていただきます。 

 健康政策部の議案は一般会計補正予算の１件でございます。お手元の資料の②とありま

す議案説明書の補正予算の９ページをお願いいたします。 

 健康政策部の一般会計補正予算の総括表ですが、医事薬務課１件でございますが 403 万

5,000 円の増額補正をお願いするものです。これは全額国費の事業が国の採択となったこ

とによりまして、高知家健康づくり支援薬局における健康相談等の取り組みを周知し、県

民が気軽に健康相談できる環境を整備するとともに、在宅医療への薬局の参画を推進する

ために要する経費を計上しております。 

 続きまして、部で所管します審議会の開催状況についてでございますが、お手元の審議

会等という赤色のインデックスのついた、平成 29 年度各種審議会における審議経過等一覧

表をごらんください。開催状況の一覧表ですが、この一覧表のうち、平成 29 年２月定例会

以降、きのうまでに開催されました審議会については、右端の欄に平成 29 年６月と書いて

います高知県医療審議会など７件でございます。お手元の一覧表に主な審議項目決定事項

などを記載していますので、御確認ください。また各審議会の委員名簿につきましては資

料の後ろにつけています。 

 以上で総括の説明を終わります。 

〈医事薬務課〉 

◎弘田委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

◎浅野医事薬務課長 第１号議案平成 29 年度高知県一般会計補正予算のうち、医事薬務課

所管分について説明をさせていただきます。 

 それでは議案参考資料のうち、赤いインデックスで医事薬務課とあるページをごらんい

ただきたいと思います。 

 健康づくり医薬連携推進事業の拡充についてでございます。本事業でございますが、平

成 27 年に国が策定しました、患者のための薬局ビジョンを推進するための全額国費の事業

でございます。例年、国により採択される事業数に限りがありますことから、当初予算は、

１事業が採択されると仮定して計上しておりましたところ、昨年度に引き続きまして、二 

つの事業が採択され、内示額が増となりましたので、事業を拡充するとともに、速やかな 

事業実施に向け、今回、補正予算として提出させていただきました。 

 それでは、資料の左上、現状と課題のところをごらんください。初めに、高知家健康づ

くり支援薬局の取り組みや活用です。資料では、支援薬局の認定数を 173 と御紹介してご

ざいますが、資料作成後二つふえまして、現在は 175 の薬局を認定し、取り組みを進めて
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いるところでございます。また、平成 27 年度の県民世論調査の結果を受けまして、県民の

認知度を上げるため、昨年度は、電車やバス、映画館での広告や、のぼり旗を支援薬局に

配布するなどの広報をしてまいりましたが、昨年９月からタイアップして取り組んでおり

ます、高知家健康パスポート事業も含め、引き続き支援薬局の機能や活用について、県民

への広報を強化継続する必要がございます。 

 次に、かかりつけ薬剤師・薬局機能の強化でございます。平成 28 年４月から届け出制度

がスタートしました健康サポート薬局については、５月末現在で全国で 350、本県では１

薬局にとどまってございます。24 時間対応や在宅対応といった、かかりつけ薬局機能につ

いて、薬剤師が１人とか２人とかという小規模薬局での対応が課題になってございます。

また、お薬手帳についても、より安全で有効な薬物療法を行うため、引き続き普及啓発す

る必要がございます。 

 平成 29 年度当初予算では、高知家健康づくり支援薬局の整備に向けた、全薬局への事業

説明会の開催、薬局や薬剤師の在宅医療への参画や多職種連携の構築を目的としたお薬プ

ロジェクト事業の実施、リーフレット等による県民へのお薬手帳の普及、高知家健康づく

り支援薬局の活用に係る広報などに必要な予算を計上し、取り組みを進めているところで

ございます。 

 それでは、右側の６月補正予算による事業拡充の概要をごらんください。拡充する事業

について御説明いたします。 

 初めに①高知家健康づくり支援薬局の周知や機能の充実でございます。広報の強化では、

健康情報拠点として多くの県民、特にふだん薬局を利用していない県民層の活用を促すた

めに支援薬局の機能や活用方法について、テレビＣＭにより幅広く県民に周知します。ま

た、薬局内外におけるお薬・健康相談の充実では、あったかふれあいセンターでのお薬や

健康相談を行うなど、薬局内外での活動を充実させ、医療資源の乏しい地域での健康増進

活動を推進いたします。 

 次に、②かかりつけ薬剤師・薬局機能の強化です。在宅医療への薬局・薬剤師の参画の

推進では、お薬プロジェクト事業を昨年度実施しました、南国市、香美市、香南市の３市

に土佐郡、長岡郡を加えました中央東福祉保健所管内全域と県内の約半数の薬局がござい

ます高知市において、新たに実施することとしております。また、薬局間の連携強化では、

24 時間対応や、地域の健康増進活動を推進するため、当初県下３カ所で予定していました

事業説明会を、高知県薬剤師会の六つの支部単位で行い、地域の薬局間の連携による輪番 

制などの体制整備に向けた検討を進めてまいります。 

 次に電子版お薬手帳への対応強化では、県民の利便性を向上させ利用促進を図るため、

全薬局で電子版お薬手帳に対応する取り組みやその下、お薬手帳の機能強化については実

物を用いて説明をさせていただきます。これまでお薬手帳に記載しておりました緊急連絡
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先とかアレルギーの歴、それから副作用歴などの、災害時にも役立つ患者情報を「私の大

切な情報」という、こちらのほうに別冊化いたします。要はそのお薬手帳を更新するたび

にこういった情報を新たに更新してたわけですけども、もう１冊化することによって、ず

っとこれを、こういうケースに入れたままで、あとはお薬手帳を更新するだけということ

で、お薬手帳の１冊化をやっていきたいと考えてございます。そうしたことで服薬情報の

一元化を図りまして、より安全で有効な薬物療法を進めてまいります。 

 以上の取り組みに要する補正予算の見積額は、403 万 5,000 円でございます。 

 私からの説明は以上です。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 支援薬局の周知、機能充実ということですが、私もお薬手帳持ってるんです

けど、大体、病院にかかってない方々が知らないということが多いと思います。だから実

質そういう方にどう周知徹底するかということでしょうけど、この県民意識調査でも、そ

ういう、かかってない方に対する設問があっても、よくわからないということが返ってく

るんじゃないかと思いますが、そのあたりはどんなふうに、周知徹底していこうとされる

んですか。 

◎浅野医事薬務課長 今回テレビＣＭを選びましたのは、委員おっしゃいました、薬局を

ふだん利用してない方にもわかっていただきたいということで、例えば、禁煙指導だった

り栄養面であったり、ふだんの介護とか、在宅でのこととかっていうことを、要は処方せ

んを持って薬局には用事はないんだけども家族の関係だとかということも含めて、薬局は

対応できますよといったところを重点的に周知していきたいと考えています。 

◎黒岩委員 県民の何割ぐらいまで周知徹底をしょうという目標はあるんですか。 

◎浅野医事薬務課長 そこは難しい点がございますけども、健康パスポート事業とコラボ

してやってますので、このＣＭをやった後、年内遅くとも 12 月か年明けぐらいにはアンケ

ート調査を行うことにしておりまして、パスポート事業でポイントを還元するということ

がございますが、ポイントをもらったパーセンテージが前回の調査で 10％いってなかった

ですので、それを何とか 20％とか 30％とかへ引き上げていきたいと思っていますけども、

具体的な数字は今持っていません。 

◎黒岩委員 現状と課題と 10 年先の目標と、冊子もつくられているわけですから、ある程

度目標も設定をして、それに対してやっていくということが大切じゃないかなと思うんで

すけど。 

◎浅野医事薬務課長 そこは重々、考えてまいりたいと思います。 

◎久保委員 私も４月の業務概要委員会でもこの健康支援づくり薬局のことで、やっぱり

周知が大事じゃないですかというお話をさせていただいたことがあるんですけども、実際、

自分もいろんな機会があって、薬局の方にお話をするときに、どうですかねっていう話を
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聞いたら、あんまり利用してくれる人がおらんねとか、正直言いまして、このことについ

てあんまり期待をしてないみたいなお話をいただいたこともあります。 

 やっぱり利用していただくことが薬局の方にとってもやる気が出てくるんじゃないかと

思います。翻って自分のことを考えたときに、じゃあ自分が何かあったときに薬局に相談

するかって言ったら、私は多分、相談する前にネットで調べます。ですから、若い人とい

うのは、自分の健康に少し心配なことがあったりしたら、すぐにネットで 24 時間調べれる

わけですので、いろんな角度から。 

 そういうことを考えたときに、ここにテレビでＰＲをするときに、どういう方に周知を

したいというところを少し絞って、自分の感覚でしたらどっちかと言えばお年を召した方

なんかに、そういう自分の健康について、少し不安な、心配な、そして自分の御家族の方

に心配なことがあったときに、相談に行けるとこはこういうところがありますよ。健康支

援づくり薬局というのがありますよということを少しお年を召した方がターゲットじゃな

いかなと、思うところですけども、御所見はどうでしょうか。 

◎浅野医事薬務課長 例えばお薬プロジェクトがあって、いわゆる飲み残し薬を中心に、

在宅の方へ薬剤師さんが参画するための事業ですが、事例として上がってくるのがほとん

ど 60 歳以上の御家庭で、高齢者単独世帯であるとか高齢者の御夫婦の世帯で、やっぱり飲

み残しが圧倒的に多いということもございますので、そうしたことも含め、比較的高齢層

に向けたメッセージを発していきたいと考えています。 

◎桑名委員 先ほど言った在宅の人のところへ訪問するような薬剤師さんがいるような場

合は、イメージは沸くんですけども、例えば、私自身が何かで病院に行く前に薬局へかか

ってくださいということなんですかね。要は何か調子悪いとか、ちょっと血圧が高いとき

に、病院へ行く前に薬局へ、そこで相談を受けて、そういうイメージなんですかね。 

◎浅野医事薬務課長 いわゆるセルフメディケーションということも言われてございます

ので、いきなり医療機関にかかるのではなくて、一般薬とかも服用しながら、健康管理を

していくっていうところを目指していますので、医療機関へいきなり行くんではなく、身

近な相談場所として、薬局を御利用いただくというところを徹底していきたいと考えてご

ざいます。 

◎桑名委員 それは、普通の町の薬局だったらわかるんですけども、町の薬局はないとこ

ろ、例えば病院のある調剤薬局なんか行ってもそんな指導してくれるんです。逆に調剤薬

局というのは、そのお医者さんの処方せんをもらって出すと私なんか理解してるんですけ

れど。 

◎浅野医事薬務課長 先ほど御説明しました、平成 27 年に厚生労働省のほうで出しました

患者のための薬局ビジョンというのが、いわゆるその門前薬局の調剤だけをするというこ

とではなくて、薬局機能は別に果たしていきましょうということで、いわゆる調剤から量



 8 

的なところから質へ転換しましょうという、将来見込みというか、そういうビジョンを盛

り込んだのが患者のための薬局ビジョンですので、そうした方向へ持っていこうというの

がねらいです。 

◎桑名委員 あともう一つは、これも薬局も地域偏在があると思うんですけど、高知県で、

極端に少ない市町村とか、別の町が対応しなくちゃならないような市町村というのは、ど

れぐらいあるんでしょう。 

◎浅野医事薬務課長 平成 26 年の調査だった思うんですが、薬局のない市町村が五つ県内

にあるというデータだったと思います。そういったところについてどうするかということ

でございますが、説明しましたとおり、今後あったかふれあいセンターとかいろんな場所

で、その地域の薬剤師さんが連携した、薬局が連携した健康増進活動というものをいかに

していくかというところを、今回、薬剤師会の支部を回らせていただいて、真剣に御議論

いただきたいと考えていますので、そうした議論は積み重ねていきたいと考えています。 

◎西内委員 お薬プロジェクトに関して教えていただきたいんですけども、在宅療養可能

とする多職種他機関連携体制の構築ということですけども、これは主にどこが主体という

かリーダーシップをとってやるという考え方になるでしょう。 

◎浅野医事薬務課長 薬剤師会への委託事業ですので、薬剤師会を中心に各支部が中心と

なって、多職種への説明だとか私どもも当然やりますけども、事業をやる前に、多職種と

連携して、例えば、お薬、残薬を見つけた場合はこういう報告書を使って、もよりの薬局

にお知らせくださいとかいう広報、御案内は事前に薬剤師会が中心でやってございます。 

◎西内委員 その場合、薬剤師会とか、例えば、調剤薬局さんなんかも本当にその介護の

方々とのネットワークっていうのがあるのかどうかっていうところが、非常に不安という

か疑問なんですけども。例えば、名前もそうなんですか、高知家お薬プロジェクトだと何

か計画をつくって、はい、そこまでよっていう感じなんですが、地域包括ケアシステムな

んかもシステムっていうとなんか上からつくってきてくれるのかみたいな感じがあって、

何かネットワークを本当につくるんなら、もう少し考え方があるんじゃないか、最近の福

祉のネーミングって、疑問に少し思うところですけど、その辺はどうでしょう。 

◎浅野医事薬務課長 確かに、その多職種連携をした場合に、薬局の顔が見えないという

ことをよく聞かれました。介護の方とかも特に薬局の顔が見えてこないと。いざ集まって

話をすると、結構薬の話があってですね。そういった形でやっぱり在宅介護ということに

ついて、かなり薬に関するニーズはあるんだなというところからこの事業は始まって、そ

れをきっかけとしてということでやっていますけども、ネーミングに関しましては、委員

おっしゃるとおりよく誤解されるんです。このプロジェクトが終わったら、そういう取り

組みって終わるんでしょうみたいな感覚の薬局も実際あって。平成 28 年度事業だと、平成

29 年３月でもう終わってるんでしょうみたいな感覚で、いやこれはもう通年ずっと続くん



 9 

ですというアナウンスはさせていただいてるんですけども、重々そういうところは気をつ

けて今後も進めてまいりたいと思います。 

◎西内委員 今回のお薬プロジェクトに関しては薬剤師さんがリーダーシップをとるべき

だと思うので、その辺どのように、イニシアチブをとっていけるような薬剤師さんを育て

るかっていうのは大事だと思います。ぜひ注力していただきたいと思います。 

◎桑名委員 関連で。こないだ党の本部で、地域包括ケアシステムの意見交換会があって、

横で見てたんですけども医師会から薬剤師会から歯科医師会から全部出てきてたんですけ

ども、薬剤師会が言ってたのが、どうしても、薬っていうのは、医者が先頭切ってその後

ろになるんで、どうしても出にくいっていうことをまさに言ってたんで、このプロジェク

トを、成功させるためには、そこの認識っていうか、薬剤師さんはお医者さんの指示に従

って出すという、そこの意識改革っていうか、また医の方がそれを余り邪魔しないように

しないといけないと思いますし、そこのところをこれからどうつくっていくのかっていう

のはやらないと、まさに薬局の顔が見えないままで終わってしまうのかなと思います。そ

んな感覚はありますかね、薬剤師会のほうには。 

◎浅野医事薬務課長 私も薬剤師の一人ですので、20 年前に私も薬務課におるときは、ま

さにそういう感覚でおりましたけど、今かなり薬局の薬剤師さんも世代交代されて、若手

中心でやられてるとこが多くて、結構、お医者さんに内容の照会をしたりとかっていうこ

ともふえているようには聞いてますので、そういった意味では、だんだん根づいてきてる

のかなとは思います。 

◎弘田委員長 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》 

◎弘田委員長 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。 

◎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。地域福祉部が提出し

ております議案は条例議案２件でございます。議案の右肩に③と書かれております、高知

県県議会定例会議案、条例その他と書かれた資料の表紙を１枚めくっていただきますと、

当部の所管につきましては、第 11 号議案、高知県障害者介護給付費等不服審査会条例の一

部を改正する条例議案と第 12 号議案、高知県児童福祉施設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でございまして、政令や国の定める基準が一部改正

されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。詳細につきましてはそれぞ

れ担当課長から御説明をいたします。 
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 また、報告事項といたしまして、県と高知市が合同で整備をいたします新図書館等複合

施設オーテピアに移転開設をいたします、新点字図書館の概要と現在の検討状況について、

担当課長から御報告をさせていただきます。 

 次に、当部が所管をしております審議会の開催状況でございます。赤ラベル審議会等と

書かれている資料をお願いをいたします。 

 平成 29 年２月定例会開催以降、昨日までに開催されました審議会は右端に平成 29 年７

月と書いております九つの審議会、12 件でございまして、そのうち主なものを説明をさせ

ていただきます。 

 １ページ１番上の高知県社会福祉審議会につきましては、３月 15 日に開催をいたしまし

て、第２期地域福祉支援計画の進捗状況などについて御説明をさせていただきました。 

 次のページをお願いします。１番上の高知県児童福祉審議会につきましては、３月 23

日に開催をいたしまして、「高知家の子どもの貧困対策推進計画」の変更について御審議

いただきますとともに、児童福祉にかかわります平成 29 年度の重点的な取り組みなどにつ

いて報告をいたしました。審議会を構成する委員の名簿は資料の後ろに添付しております

ので御確認いただきますようお願いします。 

 私からの説明は以上でございます。 

◎弘田委員長 続いて所管課の説明を求めます。 

〈障害保健福祉課〉 

◎梅森障害保健福祉課長 障害保健福祉課でございます。 

 当課の条例議案１件につきまして御説明をさせていただきます。右上に④と書かれまし

た議案説明書条例その他の４ページの中段をごらんいただきたいと思います。 

 高知県障害者介護給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例でございます。今回の

改正につきましては、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に

関する政令の施行により、児童福祉法施行令が一部改正されたことに伴うものでございま

す。 

 73 ページをお願いいたします。新旧対照表でございます。この新旧対照表にありますよ

うに施行令を引用する高知県障害者介護給付費等不服審査会条例第１条第２項中の、１番

下段のほうですけれども、第１条第２項中の児童福祉法施行令右側の 44 条の３を左側の

44 条の２に改正しようとするものでございます。 

 障害保健福祉課の説明は以上でございます。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

（な し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈児童家庭課〉 
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◎弘田委員長 次に児童家庭課の説明を求めます。 

◎山本児童家庭課長 児童家庭課からは条例議案といたしまして、高知県児童福祉施設の

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をお願いをしておりま

す。 

 まず初めに、④、議案説明書条例その他の４ページの下段のほうをお願いいたします。 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、この条例につきましては、児

童福祉法第 45 条第１項の規定により設けるものでございます。昨年５月に成立いたしまし

た児童福祉法等の一部を改正する法律のうち、ことしの平成 29 年４月１日施行分にかかり

ます厚生労働省関係省令の整備に関する省令がことしの３月 31 日に交付されまして４月

１日の施行となりました。 

 この省令の施行によりまして、当該条例が従うべきまたは参酌すべき基準となっており

ます国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴いまして、

必要な条例改正を行うものでございます。具体には児童福祉法で規定されております児童

福祉施設のうち、心理的な問題等を抱え、日常生活に支障を来している入所児童等に対し

て心理治療や生活支援を行っております情緒障害児短期治療施設の名称を、新たに児童心

理治療施設に改めるものでございます。 

 続きまして、③議案、条例その他の 18 ページをお願いいたします。 

 こちらの改正の内容につきましては、先ほど御説明した名称の改正のみでございまして、

附則のほうですね、三つほど設けらせていただいております。まず一つ目のところでござ

いますけれど、施行期日等につきましては、交付施行といたしまして、国の基準の施行日

に合わせて、ことしの平成 29 年４月１日からの適用とさせていただいております。 

 また、附則の２と３のところでございますけれど、児童心理治療施設への配置を義務づ

けます家庭支援専門相談員と、あと児童心理治療施設の長の要件につきまして、旧の条例

のほうの情緒障害児短期治療施設での従事期間、または勤務期間を要件となる期間に参入

できるように、みなし規定による経過措置を設けることとしているものでございます。 

 以上でございます。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

（な し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 続いて、地域福祉部より１件の報告を行いたい旨の申し出があっておりますので、これ

を受けることといたします。 

 それでは、新点字図書館の概要について、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 障害保健福祉課でございます。本日、資料を１部、Ａ３サイズ

の資料を追加でお配りをさせていただきます。 
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 来年夏ごろの開館を目指しております、新図書館等複合施設オーテピア内に設置されま

す新点字図書館オーテピア高知声と点字の図書館につきまして、高知市と検討してまいり

ました主な事業内容などにつきまして、御説明させていただきます。報告事項の障害保健

福祉課のインデックスのついたページをお願いをいたします。あわせまして、先ほどお配 

りしましたＡ３サイズが位置図、図面等になってございますのであわせてごらんください。 

 資料の左側の現状のところでございますが、現在の高知点字図書館は高知市が昭和 42

年に設置し運営をしてきております。下のほうの３．利用登録者数にありますように高知

市のみならず、高知市以外の方も利用されているところです。 

 真ん中の課題にありますように、建物の老朽化、書庫スペースの不足に加え、研修室、

対面音訳室、図書政策等の充実が必要であることのほか、視覚に障害がある方以外にも高

齢・病気・その他の障害等で読書が困難な人が県内に多くいること、録音図書など障害者

用の図書や施設の存在が知られていない。多くの人が障害、遠方であるなどにより、来館

が困難さらには、視覚障害者への情報提供及び相談支援機能の充実などが課題となってお

ります。 

 このため、平成 23 年に策定の新点字図書館基本構想及び新図書館等複合施設整備基本計

画における新点字図書館の設置運営主体は高知市とし、県は必要な支援を行うことにより、

県内全域にサービスを提供するとの方向に沿って、県・高知市間で協議を進めながら施設

の建設及び開設準備を進めてきたところです。 

 右側の新施設でございますが、県と高知市が協力して整備運営することによりまして、

機能サービスを充実し、読書や情報へのアクセスに障害のある県民・市民の読書、情報環

境の充実を図ることとしています。１施設設備の拡充としましては、オーテピアの１階に

配置をし、面積は既存施設のおよそ 2.7 倍、書庫の収蔵能力や各種サービス、図書政策等

の機能を充実いたします。 

 ２のサービス内容の拡充と利用者の増加としましては、文字情報の利用が困難な人に点

字図書のほかＣＤなどのデイジー図書と言われるデジタル図書につきまして、最盛期の貸

し出しも大幅にふやしますほか、施設等への出前サービスの充実、来館が困難な人への郵

便宅配サービス、お住まいの近くの市町村図書館への配送による貸し出しなどを行うこと

としています。また、新点字図書館内に視覚障害者用福祉機器等を展示し、視覚障害者生

活訓練指導員を配置して、相談支援を充実させますなど、県内全域のサービスを充実させ

ることとしております。 

 ３．ボランティア活動の推進としましては、ボランティアのフォロー、スキルアップ体

制の整備、新たなボランティア養成の検討や市町村におけるボランティア養成への支援な

ど、ボランティア活動支援の充実も図ることとしています。運営につきましては、新施設

も高知市が行いますが、これまで以上に県内全域に積極的にサービスを展開していくこと
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としており、県としましては、運営に要する経費につきましても応分の負担を行うことと

し、基本的に県市１対１とすることとしております。 

 今後につきましては、12 月にはオーテピアの建築主体等の工事が完成をし、年内に引き

渡しを受けた後、開館のための準備作業に入っていくことを予定しております。それに伴

いまして、今年度１月以降の施設の維持管理費が必要となりますことから、９月定例会に

補正予算案を提出させていただきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 何点かお伺いしたいと思いますが、平成 23 年の３月 11 日の文化厚生委員会

で中間報告が執行部からあってます。この年は、統一地方選挙があって、県議会議員選挙、

市議会議員選挙があって、この市議会の厚生委員会では５月 20 日に同種の内容が、説明さ

れてます。それから、その中間報告書あるいは７月に出された報告書の中身を見てみます

と、先ほど課長説明がありましたように応分の負担を県はするということの内容で、具体

的なものがきょう初めて出てきたわけですね。 

 ですので、平成 23 年以降きょうまでの間ですね、応分の負担というものが１対１という

ことの具体的なものが出てきたわけですから、審議の経過、なぜそういう形になったのか。

そのあたりちょっと教えていただきたいですが。 

◎梅森障害保健福祉課長 まず建設費、イニシャルコストに関しましては、平成 24 年２月

定例会で武石議員の質問に対しまして、教育長が、費用負担につきまして新点字図書館、

それから教育委員会が所管してます科学館はそれぞれ高知市立の施設でありますけれども、

いずれも広く県民に利用される施設であるので、自主的な負担額を県市で折半する旨を答

弁しております。 

 そのことに基づきまして運営費につきましても、話し合いの中では半々ということを基

本としつつ、細々とした部分については協議を重ねてまいっておりまして、今、９月補正

に向けまして最終的な協議を進めているといった現状でございます。 

◎黒岩委員 これまでも、障害者手帳を持ってる方とか、高知市民だけじゃなくて県民全

体の中にも、利用されてる方もいらっしゃるということで、ある程度の県からの負担額を

出してると思うんですけど、今まではどういう内容にどれだけの金額を出してたんですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 高知市への委託事業としまして、点字図書館でやっていただい

ています点訳奉仕員の養成研修、それから朗読奉仕員の養成研修、それと、点字による情

報ネットワーク事業に関しまして、人件費を含めまして、420 万円ほどを高知市に委託を

して、実施をしてきております。それ以外に県が独自で行います事業としましては県立盲

学校内に視覚障害者の日常生活用具の展示の相談を受けるルミエールサロンというものを

設置しておりまして、それに係ります経費を高知県身体障害者連合会に委託をして人件費
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や事業費などを支出をして、高知市以外の視覚障害のある方の訓練事業を、途中までは高

知市内の方も対象としておりましたけれども、高知市との役割分担を明確にするために、

昨年度には高知市以外ということに限定をして、高知市の方は高知市にゆだねましてやっ

ております。ルミエールサロンにつきましては、平成 29 年度の予算は 2,500 万円ほどでご

ざいます。 

 あと、自宅を訪問してパソコンの操作を教えるパソコンボランティアの養成及び派遣事

業につきましては、100 万円ほどかけまして事業をしております。 

 あと、視覚障害者が補助券の給付に関しましては、210 万円ほどの予算を構えまして、

視覚障害のある方への対策は県としてやってきておりまして、図書館の運営は高知市がや

るという役割分担をしてきております。 

◎黒岩委員 今さらのことで、どうということはないんですけども、合築ということで進

んでいる経過から考えると、そちらからいただいた資料で、平成 24 年の全国の施設の、県

立が 32 県あるわけですね。合築なので、県全体がかかわってることやから、県立にしたら

どうかという議論は全くなかったですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 もともと高知市が昭和 40 年に建設をされまして、運営をしてき

ておりまして、いろんなコスト面でありますとか、そういう新図書館そのものが県市合同

でという中で、その機能の中に入らせていただくことで、今までの運営のノウハウは高知

市が持っておられますし、県としても具体的に直接やってきた事業もございますので、運

営そのものは高知市に引き続きお願いすることとしまして、当然その高知市だけではなく

って、来館が困難な遠方の方へのサービスを充実させるといったことも含めまして、県と

して応分の負担をしていくことで。一体としてやっていくという方向性で検討委員会の中

でも縷々議論をされて、こういう経緯に至っております。 

◎黒岩委員 その報告書でも５点の中の１番目に運営主体を高知市ですと。県も応分の負

担をしますということになってるんですけど。今の市のやってるのは、直営ですので高知

市の職員がやってますよね。だから、これは、県が応分の負担をするとした場合に、例え

ばその運営は市がやってるから、お金は県出してくださいよと、県下にかかわることやか

ら。その中で、意見具申ができないんじゃないかという心配をするんですが、そのあたり

はどうですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 今後ですね、当然行います事業につきましては、高知市と十分

綿密に協議をしていきますほか、運営に関するものについても協定を結ぶことといたして

おりまして、協定書の中で、それぞれの年度でどういう部分が県内に広がることを前提と

考えまして、そういった部分盛り込むことにしておりますので、十分に県の意向も反映し

ていただけるような形で、進めさせていただきたいと思っております。 
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◎黒岩委員 ということは、県市で協議した内容が、例えばこの委員会に、報告を必ずす

るということは約束できますか。 

◎梅森障害保健福祉課長 その状況に合わせまして、また予算のことも含めまして、当然

大きな変換点がある場合につきましては、御報告をさせていただきたいと思います。 

◎黒岩委員 それで、先ほど全国の話をしましたけども、全国の 32 県が指定管理者ですよ

ね。その制度を使ってるわけです。だから将来的にそういった指定管理者制度の方向性と

かいうのも議論の余地はあるんですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 あくまで高知市が運営されます点字図書館ということになりま

すので、高知市の御意向等もございます。現時点では指定管理というお話は出てきており

ませんけれども、当然費用対効果なども考え合わせてそういう議論が出てくるかもしれま

せんし、新図書館全体のものもどうなのかとか、あと同じく併設されます、みらい科学館

とかの状況とか、そういったものも十分に横の連携もさせてもらいながら、一体として、

そういう部分については、今後も協議をさせていただきたいと思います。 

◎黒岩委員 基本計画の中に、この運営については運営協議会を設置するということが、

文書の中に出てるんですけど。この運営協議会はどういう人数構成で、どういう立場の人

がかかわって協議するという計画をされてるんですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 まだ具体には決まっておりませんけれども、これまでの検討委

員会の中でも、視覚障害に関係する当事者の方であったりとか、団体の方といった方も含

まれるでしょうし、その詳細は、今後高知市と十分に協議をさせていただきたいと思って

おります。 

◎黒岩委員 気になったことがありましてね。この平成 23 年の３月 11 日の文化厚生委員

会の議事録読みますと、福留課長のときに、要するに高知市が運営主体になっていくとい

うことが適当であるということが、言われておると。県市ということではなくて、高知市

の点字図書館ということでございますという、あくまで高知市の図書館、点字図書館だと

いう言い方になってるんですけど、そのあたりの意識づけが、例えば、高知市の職員が運

営していくわけですから。高知市の職員の感覚からすると、私たちは、県のことを高知市

がやってあげてますよと。だから、応分の負担をするのは当然ですよという意識があった

ら、それはもう県市合同の点字図書館とならんわけですから。 

 というのは、この５月 20 日の、平成 23 年の市議会の厚生委員会でも、そういうやりと

りがされてるわけですよ。市議会議員の意識の中でも。だからそこの意識が変わらない限

り、運営がどうしても市ということになってくると、新しい図書館でも、市の分担と県の

分担と別れるわけですから。だからそういう中に、合同と言っても、市役所の職員が運営

をするということに主体がなってくると、どうしても意識として、そのあたり、県の仕事

をやってあげているということになってくることを恐れるわけですね。 
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 そのあたりきちっとしておかないと、お金は出すけど口出すなということを、先ほど言

ったことになってくれば、何の意味もないので、だからだれのための施設かということを

考えたときに、そういう基本的な考え方のもとで運営をしていただく。そういうことは最

低限のことですから、そこからスタートしていかないといかないんじゃないかと懸念をし

てますので、ちょっとお聞きしたいんですが。 

◎梅森障害保健福祉課長 この３月に高知市のほうで、５カ年のサービス計画もつくって

おりますし、県内全体に広げていくということにつきましては、高知市とも十分に協議を

しております。県としましても、高知市の職員人件費部分の応分の負担をするということ

がございますので、当然計画にのっとって、県内全体にサービスが広がるようなことで、

十分に県としても意見をさせていただきながら進めていきたいと考えております。 

◎黒岩委員 そういう協議の中で進んでいくんでしょうけど、県の職員が、点字図書館に

人事交流でいくということは想定されるんですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 これからの検討でもありますけど、今現段階ではまだ、そうい

う想定はない形でございます。 

◎黒岩委員 わかりました。このあたりで終えますけども、先ほど言いましたように非常

にスタートが大事ですので、基本的な意識づけをしっかり持って、対応していっていただ

くように。協議をしっかりとしていっていただきたいし、その協議についても、きちっと

当委員会に報告をしていただいて、私たちの意見が反映できるように、しっかり対応して

いただくようにお願いをしたいと思います。 

◎中根委員 県も費用をしっかり出していくという方向になったことは、大事なことだろ

うなと。あとは、運営協議会などの中で、先ほど黒岩委員おっしゃったように、市がやっ

てるんだから県はお金だけを出せばいいよという形にはならないだろうと私は思うんです

が、そういう形をね、一緒につくり上げていくという、中身をしっかりとつくっていただ

きたいと思います。それで、先ほど新施設の説明の中でルミエールサロンのことがありま

した。ことしから高知市の方を除くという言われ方を、利用者を限定しているというお話

がありましたが、これはそんな必要があるのかどうか、そのあたりはどんなお考えでしょ

うか。 

◎梅森障害保健福祉課長 これまでルミエールサロンでは、県内全般を見てまいったとこ

ろですけれども、指導員が少し不足がちになってきていること。あと高知市にもそういう

訓練指導員がいらっしゃるということもありまして、これまでの過去の経緯から、県のほ

うで高知市内の方もお世話をさせていただいておりましたけど、なかなか郡部へ手が回ら

なくなってきている現状などもございまして、高知市内の登録の方については、高知市の

職員で担っていただくということで役割分担をさせていただいております。 
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 当然ルミエールサロンは、結構郡部へ行きますと１日がかりになったりしますので、継

続して行いますけれども、今後、新点字図書館の中には新たに訓練指導員を置いてですね、

機器の展示を行ったりとか訓練もするということもございますが、そうしたものは高知市

のほうでやっていただくというところで、少しその辺の役割は、分担をして、今県の訓練

指導員がちょっと不足しておりまして、今養成もあわせてしているところでございまして、

なかなか高知市の方を全部見切れないということで、途中高知市にお願いをして高知市内

の方は高知市の職員で訓練をしていただくということで、昨年少し軌道修正をしておりま

す。 

◎中根委員 それは軌道修正をされた現状というのはあると思うんですが、高知市も含め

て、その対応が役割分担することで十分になっているのか。これから先、臨機応変に、例

えば、高知市内は余裕があればいいんだけれども、高知市内も余裕がない場合、いや高知

市の人は絶対に県のほうには入れてあげませんみたいな、そんなことにならないような柔

軟性があるのか。そのあたりどうですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 当然、新点字図書館に配置をされることで充実もしますし、当

然一緒になってというところもございますので、情報共有しながら、要はサービスが広が

るようなことも話をしつつ進めていきたいと思っております。 

◎中根委員 どうしても人口そのものは高知市が多いので、そのあたりのバランスを、機

械的にならない形をいかにつくるかをぜひ検討していただきたいと思います。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 以上で地域福祉部を終わります。 

《文化生活スポーツ部》 

◎弘田委員長 次に文化生活スポーツ部について行います。 

 まず議案について、文化生活スポーツ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。 

◎門田文化生活スポーツ部長 ６月議会への提出議案につきまして説明させていただきま

す。文化生活スポーツ部からは、平成 29 年度一般会計補正予算案１件と、条例その他議案

１件を提出しております。お手元の資料②の番号がついてます議案説明書の 12 ページをお

願いいたします。 

 文化生活スポーツ部の補正予算総括表でございます。文化振興課におきまして、長幕戦

争など慶応２年の出来事を記した坂本龍馬直筆の書簡を購入するための経費といたしまし

て、1,330 万円の増額補正をお願いしております。 

 次に、③の番号がついてます条例その他議案をお願いいたします。③の表紙をめくって

いただきますと、最初に、議案目録がございます。このうち文化生活スポーツ部は第 13

号議案が該当しております。第 13 号議案につきましては、独立行政法人日本学生支援機構
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法が一部改正され、新たに給付型奨学制度として、学資支援金が創設され、あわせて旧来

の貸与型の学資金が学資貸与金とされたことを考慮して、これに関係します条例について

必要な改正を行おうとするものでございます。 

 続きまして、報告事項が１件ございます。文化生活スポーツ部の資料、報告事項のスポ

ーツ課をお開きください。スポーツ振興に関する政策推進体制についてでございます。御

案内のとおり本年４月から学校体育以外のスポーツに関連する業務を文化生活スポーツ部

に一元化し、取り組みを進めているところでございます。先月 14 日には、産学官民が連携

して、本県のスポーツ振興を強力に推進していくため、高知県スポーツ振興県民会議を立

ち上げ、第１回の会議を開催いたしました。この県民会議の概要や施策の取り組み方針な

ど、今後のスポーツ施策に関する政策推進体制について御報告するものでございます。な

お、議案報告事項の詳細につきましては、担当課長からそれぞれ御説明をさせていただき

ます。 

 最後に文化生活スポーツ部が所管します審議会の開催予定について御報告をいたします。

同じ資料の赤いインデックス、審議会等をごらんください。平成 29 年度、審議会の開催に

ついてでございます。３の高知県私立学校審議会につきましては、５月 31 日に開催いたし

ました。主な審議項目などを資料に記載してございますので、御確認いただきますようお

願いをいたします。なお、委員の名簿を資料の後ろにつけてございますので、御参照いた

だければと思います。このほかの審議会等の開催状況につきましても、随時御報告をさせ

ていただきます。 

 私からは以上でございます。 

〈文化振興課〉 

◎弘田委員長 続いて所管課の説明を求めます。まず、文化振興課の説明を求めます。 

◎三木文化振興課長 当課からは、平成 29 年度補正予算議案につきまして御説明いたしま

す。まず、青色のインデックスの資料番号２、議案説明書補正予算の 13 ページをお開きく

ださい。 

 当課の補正予算といたしましては、文化基金繰出金で 1,330 万円の増額でございます。

詳細につきましては、別途資料で御説明させていただきます。お手元の議案参考資料の赤

いインデックスの文化振興課の１ページをごらんください。 

 坂本龍馬直筆の書簡を購入するため、文化基金へ繰出金の補正予算をお願いするもので

ございます。左の資料の概要欄をごらんください。 

 この書簡は、慶応２年 12 月４日に、家族にあてて書かれました坂本龍馬直筆の書簡でご

ざいます。この書簡の内容は、これまで、写本や文書の記録で知られておりましたが、こ

のたび新たに原本の一部が発見されたものでございます。半紙６枚の表装していない、送

付したままの状態でございまして、文字数から書簡全体の約４割に相当するものと思われ
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ます。この書簡は、龍馬の父、坂本八平の命日に激動の慶応２年の１年を振り返った内容

が書かれておりまして、発見された部分は、伏見寺田屋で襲われた後に、薩摩藩の吉井幸

輔が京都から兵士を連れて、伏見の薩摩屋敷に龍馬を迎えに来る部分から、京都の薩摩屋

敷で、小松帯刀、西郷吉之助と話をした様子。 

 また、自分の手の傷のぐあい、そして慶応２年夏から秋にかけての長幕戦争の様子。ま

た、土佐人、上田宗箇の戦場での活躍。めい、おやべの婿養子清次郎への気遣い、また、

現在の戦争には長い刀は要らないといった話などがありまして、末尾に龍馬の記名がござ

います。なお、購入予定金額につきましては、専門業者３社の鑑定評価額の平均を下回っ

ており、適正な価格と考えております。 

 右上段の資料の重要性をごらんください。県では、所有者の方から調査研究にこの資料

を役立ててほしいということで、公的機関で購入していただきたいという申し出を受けま

して、県の文化資料収集審査会を開催し、真贋の判定や、県に所蔵すべきかどうかを御検

討いただきました。検討の結果、内容や保存状態などの面で学術的に高い価値を有するも

のであり、県に収蔵すべき資料であるという旨の御意見をいただいておるところでござい

ます。 

 その下、購入の必要性の欄をごらんください。県では、郷土の偉人であります坂本龍馬

の貴重な資料を収集し、業績を顕彰した上で、後世にしっかりと引き継いでいくこと、こ

うしたことが使命であると考えております。これまでも、県立坂本龍馬記念館におきまし

て、貴重な資料の収集保存、展示を行ってまいりました。現在、同館に博物館機能を備え

た新館を整備しておるところでございまして、リニューアル後は博物館として、調査研究

もより一層、進めていくこととしております。このたびの資料は貴重な資料の散逸を防止

し、後世に引き継ぐ県の指名に照らし、取得する価値と、必要性を有するものと考えてお

ります。 

 右側下段の資料の活用欄をごらんください。購入後は、ことしの秋の行楽シーズンに合

わせまして、まずは、高知城歴史博物館での展示公開を予定しております。また、現在、

整備をしております坂本龍馬記念館につきましては、来年の４月 21 日に新たにオープンを

したいと考えておりまして、その際の企画展等でも、活用してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で文化振興課の説明を終わります。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 資料にも書いてますが、金額の妥当性ということで、適当という御説

明があったんですが、こういった、歴史的な価値のある文書とか書簡を購入するに当たっ

て、今回３社の鑑定評価ということですが、参考までに３社の業者名と、それぞれの鑑定

評価額は。 
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◎三木文化振興課長 それぞれの業者の鑑定評価額につきましては、申すことができない

ところでございますが、専門業者３社、京都、東京の古美術商から見積もりを徴収してお

ります。見積金額の幅でございますが、１番下のところで 1,000 万円、１番上が 1,800 万

円ということになっております。 

 県としましては、その３社の平均価格を参考にしまして、所有者とのお話をして御理解

をいただいたというところでございます。 

◎上田（周）委員 その 1,000 万円、1,800 万円という中で、その金額の妥当性というこ

とで、県の文化資料収集委員会の専門の先生５名の、この鑑定評価に対する御意見とかは、

お聞きしたというか、そこら辺はどんな協議をされたんですか。 

◎三木文化振興課長 収集審査会におきましては、資料にも書いておりますとおり大学の

教授の方でありますとか、博物館の関係者、そして郷土史に詳しい方にお願いをしており

ました。収集審査会では、この５人の委員さんすべて龍馬の直筆の書簡であるという御意

見をいただいておるところでございます。 

 また、今回見つかった資料につきましては、その存在が写本で内容的には明らかになっ

ておったものですが、その手紙本体の直筆の書簡が初めて見つかったいうことで、これは

今後の龍馬の研究にも、非常に役立つものであるといった御意見などをいただいておりま

す。 

◎上田（周）委員 今後も、こういった歴史的な非常に価値の高い、文書とか物品とかい

ろいろ出てくる可能性もなきにしもあらずとは思いますが、金額の妥当性というのは、な

かなか難しい中やけど、何か基準みたいなもんも、一方で準備しておくとかそういうこと

はどうなんですかね。 

◎三木文化振興課長 基準といったところはなかなか難しいかもしれませんが、これまで

も、県ではこういった資料を購入する際には、複数の専門業者の見積もりを参考にいたし

まして、その時々の価格の妥当性を判断してきたところです。今後におきましても、そう

いった形で、一定価格の妥当性を求めながら、こういった資料が出てくるかどうかまだわ

かりませんけれども、その都度その都度で検討してまいりたいと考えております。 

◎上田（周）委員 最後ですが、これ購入する時期っていうのはすぐなのか。それと予算

上のテクニックですけどね、今回、文化基金に一たん繰り出してそこでということなんで

すが、これ普通考えたらそのままよね。県費で購入すれば済む話やないかなという、単純

にそんなこと思いますけんど、そのあたり含めて。 

◎三木文化振興課長 まず、今後のスケジュールでございますが、今議会で予算をお認め

いただきましたら、所有者の方と今月中には購入契約を結びまして、県のほうに資料を収

蔵するという形になります。もう一つ、文化基金といったことで今回取得をするようにし

ておりますが、資料のほうにもございますように、この文化基金は、芸術上、また学術上、
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歴史上、そういった価値の高い文化財等を取得して、その保存活用を図っていく。これを

もって、県民の皆様の文化的向上に資するため設置した基金でございます。 

 これまでも県ではこういった美術品であるとか、歴史的な資料でありますとか、そうい

ったものにつきましては、一たん文化基金のほうに繰り出しを行いまして、その文化基金

で、資料を購入してきたという経緯がございますので、今回の資料についても、そういっ

た形で取得をさせていただきたいと考えております。 

◎中根委員 その価格、また前段のお話でちょっと心配だなとよくわからないもんですか

ら。高知新聞に、６月８日、９日と松岡司さんの本物だろうかという、文が載っています。

本当に難しくて私たち素人には十分わかりませんけれども、こういう疑義が出た時点で、

県が何か対応とられているのか。その信憑性というのは本当に心配ないのか、そのあたり

いかがでしょう。 

◎三木文化振興課長 資料の真贋というところかと思います。私ども、この資料の購入に

当たりましてはですね、まず、５名の専門家からなる、資料の収集審査会を開催しており

ます。先ほども申しましたが、その専門家の複数の目でもってですね、その真贋であった

り、資料の価値であったり、また内容であったり、そうしたところを十分に審査をしてい

ただいたところでございます。 

 その上で、５人の委員の皆様がすべてこの書簡は、龍馬の直筆であるといった御意見を

いただいて、最終的に審査会の委員長から県に対しまして、この資料は間違いないといっ

た御意見もいただいて、今回、補正予算のお願いをしておるとこでございますので、そこ

は十分に県としまして、御安心くださいというか、そういった手続をきちんと踏んでおる

ところでございます。 

◎中根委員 そうだろうとは思うんですけれども、大変本当かどうかっていうその疑義を

持たれている部分が大変具体的なので、今の時点で検討してくださった方たちに、いやこ

ういう疑義が出ていますというお話は、県としてされたことはないですか。 

◎三木文化振興課長 その疑義の、高知新聞の記事につきましては、今回の資料について

の内容を指しておるわけではございません。ただそういった高知新聞に出ておるといった

お話につきましては、各委員さんも当然御承知の上で、今回の手紙を審査をしていただい

ておると承知しております。 

◎久保委員 私はちょっと別の観点から、慶応２年といったら本当に龍馬のいろんな動き

があったときで、寺田屋があったり、その前に薩長同盟があったり、新婚旅行へ行ったり

して、龍馬の動きがわかりやすいとこなんで、この右下に今後のその活用のスケジュール

というのが出ております。 

 もちろん、この書状を展示することによって、高知城歴史博物館ですとか、来年オープ

ンする坂本龍馬記念館、そういう観光客の方においでいただくことはもちろんですけども、
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私は冒頭申しましたように、慶応２年というのは大変わかりやすい動きのときなんで、ぜ

ひ県内の子供さんにこの書状なんかを直接見ていただく。そのことによって、自分たちの

先輩、郷土の先輩がこうやって、あっ薩長同盟やったんだ。寺田屋で手に傷を受けたんだ

とか、それをいやすために新婚旅行に行ったんだとかいう、何か歴史を体感できる実感で

きるというか、そういうのをより一層、子供さんなんかがこの書状に触れる機会を多くし

ていただきたい。 

 それには、当然教育委員会なんかと一緒に取り組むことが必要だと思いますけども、課

長のお考えをお願いいたします。 

◎三木文化振興課長 この書簡につきましては、先ほどお話のありましたとおり、慶応２

年という、非常に龍馬の亡くなる前年の総まとめみたいな内容が書かれておりまして、こ

れにつきましては、展示公開をするに当たりましては、そういった全体像もわかるように

しながら、今回の６枚の手紙、そういう実物を見ていただく。そういった工夫につきまし

ては、今後やっていきたいと考えております。 

 また、この内容につきまして高知の多くの子供たちに見てもらいたいという気持ちはご

ざいますので、教育委員会とも連携を図りながら、ぜひ、高知県内の小中高校生、多くの

方に、博物館に来ていただけるように取り組んでまいりたいと考えております。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈私学・大学支援課〉 

◎弘田委員長 次に、私学・大学支援課の説明を求めます。 

◎井澤私学・大学支援課長 当課からは、高知県産業人材定着支援基金条例等の一部を改

正する条例議案について御説明させていただきます。お手元の資料、右肩に③が番号がつ

いております条例その他、議案の 19 ページをお開きください。 

 第 13 号高知県産業人材定着支援基金条例等の一部を改正する条例でございます。この条

例は、独立行政法人日本学生支援機構法が一部改正され、新たに給付型奨学金制度として

学資支給金が創設されるとともに、あわせて旧来の貸与型の学資金が学資貸与金とされた

ことを考慮し、これに関係します条例について、必要な改正を行うとするものでございま

す。関係する県条例は三つございまして、当課が所管するのは第１条の高知県産業人材定

着支援基金条例の一部改正でございます。 

 今回の条例改正の内容を御説明する前に、まず、条例改正の要因となりました法改正の

概要について簡単に御説明いたします。お手元にございます議案参考資料の赤のインデッ

クスの私学・大学支援課のページをごらんください。 

 上段の趣旨に記載しておりますとおり、今回の法改正は、意欲と能力があるにもかかわ

らず、経済的事情により高等教育への進学を断念せざるを得ない者の進学を後押しするた

め、従来の貸与型の奨学金制度に加え、給付型奨学金制度を創設したもので、その下の概
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要に記載しておりますとおり給付型奨学金の支給等に関する事項、そして、支給の原資と

なる基金の創設などが改正の主な内容となっております。施行期日は平成 29 年４月１日で

ございます。 

 給付型奨学金制度の対象者や支給額等については、１番下の枠囲みに参考として記載し

ておりまして、まず支給対象者としましては、住民税非課税世帯に属し、一定の学力や資

質を要している大学等への進学者ということになります。支給額は、進学先や通学方法に

よって違いはありますが、点線から下段に記載しております、例えば私立大学に自宅外か

ら通学する者には月額４万円が、また、児童養護施設の退所者等については、それぞれの

進学の区分に応じた月額が、本年度から先行的に支給をされることになっております。 

 これに加え、児童養護施設の退所者等については、入学時に一時金として 24 万円が別途

支給されます。 

 本格実施となる平成 30 年度以降は、１学年当たりおよそ２万人が見込まれております。

なお、今回の法改正により、給付型奨学金が新たに創設されたことに伴いまして、従来の

貸与型の奨学金の名称が学資金から、学資貸与基金に変更されております。 

 以上が独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正の主な内容でございます。 

 それでは③の番号がついております条例その他議案の 19 ページに戻りまして、第１章を

御説明させていただきます。今回の高知県産業人材定着支援基金条例の一部改正の内容で

ございますが、この条例は先ほど御説明しましたように、独立行政法人日本学生支援機構

法の一部改正により、新たに給付型奨学金として学資支給金が創設され、あわせて旧来の

貸与型の学資金が学資貸与金とされたことを考慮しまして、当該条例で定めております支

援金の給付要件や額、支援候補者の選考方法等に規定しております学資金の名称を学資貸

与金に変更するなど、ここに記載しておりますとおり改正しようとするものでございます。  

 説明は以上でございます。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 業務概要委員会で、それぞれ奨学金を受けてる方々の人数を大学ごとに出し

ていただきました。それだけ各家庭においては大変ありがたい、そういう制度だと思いま

す。そういうことで、非常に申し込みをされる人数も多く出てくるんじゃないかと思うん

ですけど、実際これは各学校現場で人選するんですかね。 

◎井澤私学・大学支援課長 日本学生支援機構から学校のほうに手続、それから周知等に

ついて、直接文書が行っておりまして、そこで生徒・学生の皆さんにそういう情報が伝わ

るようになっております。 

◎黒岩委員 ちなみに、平成 29 年度は先行的ということですけど、実際、高知県にどれぐ

らいいらっしゃるんですか。 
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◎井澤私学・大学支援課長 資料の中に書いておりました約 2,800 人を当初見込んでおっ

たということで、現在 2,800 人のうち全国で 1,578 人から応募申請があったと。で、定員

に満たしていないということで日本学生支援機構のほうでは、手続期間を５月 25 日から８

月４日まで延長しております。 

 高知県内の状況を確認しましたところ、私学ということで専門学校がございますが、６

校から７人の方、申請もしくは今、申請の手続中というようなことで話をお聞きしており

ます。 

◎黒岩委員 ということは、全国の申請もまだ十分定数までたりずに、さらに応募を広げ

てると。県内的にも非常に人数少ないということで、これは周知がされてないのか、その

あたりの実態としてどうなんですかね。 

◎井澤私学・大学支援課長 新しい仕組みということで、新聞等でも報道はされておりま

すし、支援機構も各学校に周知をしておるということで、そこが漏れないようにという、

そういうことはされておるんだろうと承知しております。 

◎西内委員 支給対象となる学校種が四つ掲げられている中で、特にすぐれた学生に学費

を支給するということですけども、特にすぐれたっていうのはどういった基準で選ばれる

んでしょうか。 

◎井澤私学・大学支援課長 これは、それぞれの学校に任されていると聞いております。 

◎西内委員 学校が判断するんですか、機構が判断するんですか。学校から上げられてき

たものを機構が判断するという認識なんですか。 

◎井澤私学・大学支援課長 目安というのは、学生支援機構の方が持っておると思うんで

すけれど、ここで言っております優秀者っていうのは、それぞれの学校が、判断されると

いうことです。 

◎西内委員 先ほど、答弁の中に高知県内で６校で７人でしたかね。ということは学校側

が判断して、その辺を１人とか２人という判断の中で上げてきてるということで構いませ

んでしょうか。 

◎井澤私学・大学支援課長 もちろんそういうことになろうと思いますが、成績の部分と

いうよりも経済的な部分が、一定この申請にかかわってくる部分でいうとウエイトが大き

いのかなとは思っております。 

◎中根委員 非課税世帯で進学をして、４月の時点で支援機構なんかの申し込みをします

よね、その時点では、この貸与金っていうのは、十分説明をされていないんじゃないかと

思うんですが、支援機構からお金を借りるようにしている、それに加えてこういう申し込

みもできるような形になってるのかどうか。重複できるんでしょうか。 
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◎井澤私学・大学支援課長 重複支給というか、貸与というのはできるような仕組みにな

っております。ですので、まずその貸与型の奨学金の手続をされた方、その方が新たにこ

ういう制度を聞いてそれで申し込むということも可能ということになっております。 

◎中根委員 そのあたりは、各大学や専門学校なんかも周知するような、何か仕組みはち

ゃんととってるんでしょうかね。 

◎井澤私学・大学支援課長 学校にはそれぞれにそういう部署というのがございます。そ

こを窓口にして周知をするということになろうと思いますが、今回は平成 29 年度からの分

でいうと私立の学校になりますので、県立大学であるとか、それから高知大学、そういっ

たところは来年度からで、それぞれの学校で周知をしていくということになると思います。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。再開は午後１時といたします。 

 

（昼食等のため休憩 11 時 39 分～12 時 59 分） 

 

◎弘田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

〈スポーツ課〉 

◎弘田委員長 それではスポーツ振興に関する政策推進体制について、スポーツ課の説明

を求めます。 

◎中島スポーツ課長 スポーツ振興に関する政策推進体制について御報告させていただき

ます。スポーツ振興に関する施策推進体制につきましては、さきの業務概要委員会の際に

も御説明させていただいておりますが、先月２日に高知県スポーツ振興推進本部を、また、

冒頭に部長から説明のありましたとおり、先月 14 日には高知県スポーツ振興県民会議を設

置いたしましたので、その概要について御説明させていただきます。 

 お手元の委員会資料、報告事項、表紙に平成 29 年６月高知県議会定例会報告事項と書い

ております書類の赤のインデックス、スポーツ課の１ページをお開きください。 

 資料１、平成 29 年度スポーツ振興施策の概要でございます。左上から横にかけまして、

今年度は、競技力の向上、生涯スポーツの推進、スポーツツーリズムの振興の３本の施策

を柱に立て、この３本の柱に横断的にかかわる重要な視点としまして、中段より下にあり

ます障害者スポーツの充実、オリンピック・パラリンピックを通じたスポーツ振興、スポ

ーツ推進のための環境整備の三つの項目を加えました六つの取り組みの相乗効果を図りな

がら、ＰＤＣＡサイクルを徹底することによりまして、スピード感を持って推進していく

こととしております。 

 枠の中には、それぞれ中目標と具体的な取り組み内容を記載してございます。なお、こ

の資料につきましては、さきの業務概要委員会においても御説明させていただいておりま
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すが、例えば、スポーツツーリズムの振興の右端の上から四つ目に赤字で記載しておりま

すアマチュアスポーツの誘致など、新たに中目標として追加するなど、内容を若干一部修

正してございます。 

 続いて２ページをお開きください。資料２スポーツの振興に関する政策推進体制につい

てでございます。資料に向かって右側は高知県スポーツ振興推進本部でございます。本県

のスポーツ振興施策を組織横断的に一体となって推進してことを目的として、下にござい

ますとおり知事を本部長、庁内でスポーツ振興に関係する部長を本部員として立ち上げた

ところでありまして、上のほうにあります役割に記載してありますとおり、高知県スポー

ツ推進計画の着実な実行とＰＤＣＡサイクルの徹底。また、新たなスポーツ振興に係る推

進計画の立案を役割としております。６月２日に開催いたしました第１回会議では、本県

のスポーツの現状や課題を共有し、今後のさらなる強化策などについて協議を行ったとこ

ろでございます。 

 続いて資料の左側、高知県スポーツ振興県民会議は、県内の産学官民が連携協力して本

県のスポーツ振興をより強力に推進していくことを目的としておりまして、新たなスポー

ツ振興に係る推進計画の策定や施策の検証、評価、提案に加えて、委員みずからがプレイ

ヤーとなっていただき、スポーツ振興に協力支援していただくことを期待してございます。

６月 14 日に開催いたしました第１回会議では、各委員の皆様方から多分野にわたる新たな

提案をいただくなど、広い視点で貴重な御意見をいただいたところでございます。 

 また、今月中旬には高知県スポーツ振興県民会議、中段より下に専門部会と書いており

ますが、三つの専門部会がございまして、競技力向上部会、生涯スポーツ推進部会、スポ

ーツツーリズム振興部会をおのおの開催する予定でございまして、それぞれの分野でさら

に掘り下げていただき、専門的な見地から御意見をちょうだいいたしたいと考えておりま

す。 

 なお、高知県スポーツ振興県民会議の委員の皆様の名簿につきましては、次の３ページ

以降に資料３で掲載しております。県内のスポーツ関係者をはじめ、産業、福祉、教育な

ど多分野にわたる関係者の皆様で構成しておりまして、３ページは県民会議、次の４ペー

ジは競技力向上部会、５ページが生涯スポーツ推進部会、６ページがスポーツツーリズム

振興部会のおのおのの委員名簿となってございます。 

 また、この高知県スポーツ振興県民会議には、全国区の視点でさまざまなアドバイスを

いただけるよう、我が国のスポーツ分野の第一線で活躍されておられる有識者の方々にア

ドバイザーとして就任いただいております。お手数ですが、７ページの資料４をお開きく

ださい。高知県スポーツ振興県民会議アドバイザーの資料でございます。左上から下に順

番で御紹介させていただきます。独立行政法人日本スポーツ振興センターのハイパフォー

マンスセンター長でもあります勝田隆氏です。スポーツ医科学の活用にも知見をお持ちで
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あり、高知県スポーツ推進プロジェクトのアドバイザーとしても、本県に御協力をいただ

いております。 

 次に、地域のスポーツ振興を支える総合型地域スポーツクラブの全国協議会幹事長も務 

められております桑田健秀氏です。企業のスポーツクラブでも指導に携わっており、元モ

ントリオールオリンピックのバスケットボール選手でございます。 

 次に、日本財団パラリンピックサポートセンターで御勤務されているマセソン美季氏で

ございます。アイススレッジスピードの競技におきまして、長野冬季パラリンピックで金

メダル３個、銀メダル１個を獲得され、国際パラリンピック委員会公認のパラリンピック

教育教材づくりでは中心的な役割も担われております。現在、障害者のスポーツ参加機会

の拡充に向けた取り組みなどで御意見をいただいております。 

 右上に移っていただきまして、早稲田大学スポーツ科学学術院教授で、スポーツ政策が

御専門であります間野善之氏でございます。2019 年ラグビーワールドカップや 2020 年東

京オリンピック・パラリンピック競技大会、関西ワールドマスターズゲームズなどのビッ

クイベントにおけるレガシーの創造や、スポーツの成長産業化、地域活性化などで御活躍

されております。 

 最後に、スポーツに関する各種調査や刊行物の編集などに従事されております、笹川ス

ポーツ財団の澁谷茂樹氏でございます。渋谷氏も高知県スポーツ推進プロジェクトのアド

バイザーなどで本県に御協力いただいております。 

 以上、アドバイザーの方々には、高知県スポーツ振興県民会議や専門部会での助言のみ

ならず、県が抱えるスポーツ振興の課題などにつきましても御意見をいただくよう考えて

おります。 

 続きまして、資料の８ページの資料５から資料の６、資料７、Ａ３の資料でございます

が、いずれも高知県スポーツ振興県民会議におきまして使用した資料でございます。スポ

ーツ振興の三つの柱であります競技力の向上、生涯スポーツの推進、スポーツツーリズム

の進行ごとに現状、見えてきた課題、さらなる強化策の方向性につきまして、おのおの左

側から順序に整理してございます。 

 今後、各委員の皆様には、本県が抱える課題や新たに見えてきた課題につきまして、幅

広い視点で御意見をちょうだいし、本県のスポーツ振興策の抜本強化に向けて検討を重ね

ていきたいと考えております。 

 最後になりますが、資料 11 ページでございます。資料８でございます。平成 29 年度ス

ポーツ振興政策推進体制のスケジュール案でございます。真ん中中段に先ほど御説明いた

しました庁内で組織します高知県スポーツ振興推進本部を記載しておりまして、本年度５

回、その下に産学官民で連携して推進いたします高知県スポーツ振興県民会議は、本年度

４回の開催を予定しております。加えまして、三つの専門部会でも随時、御意見をちょう
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だいしながら、既存施策の進捗管理をしっかり行い、新たなスポーツ振興に係る推進計画

の策定に向けても進めてまいります。 

 中段のスポーツ振興推進本部の右側に記載されます、破線で掲載しておりますけれども、

年明けの時期には、新たな計画にかかりますパブリックコメントも実施することとしてお

りまして、計画の内容や方向性が固まりましたら、当委員会におきましても、随時御報告

させていただきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 これから取り組んでやっていくわけですが、１番基本的な、低学年の子供さ

んたちの日常的な、学校におけるそういうスポーツの中で育成をしていく中で、子供さん

がやりたいこと、得意とすること。そういうことも指導者が将来性を見て引っ張り上げて

いくだけの能力のあるか、そういう体制ができるかどうかということと同時に、学校以外

でのそういった推進ですね。やっぱり両面が非常に大事だと思いますし、早い段階からそ

の素質を見込んで、その一人一人に対するアプローチをどうしていくかが非常に大事にな

っていくと思うんですけど、今の学校レベルでいくと、得意とすることが課外授業で、そ

れが一概にできてないという問題もあるでしょうし、そういう一貫体制の中でどういう流

れをつくって、ジュニアからのそういう指導体制というか、環境をつくっていくのか、そ

のあたりどんなふうな展開になります。 

◎中島スポーツ課長 お尋ねのありましたことにつきましては、いの一番で競技力の向上

の中でも、系統立てた育成強化体制の確立の中でも、ジュニアからの育成プログラムとい

う形でも位置づけておりまして、先般、開催いたしました６月 14 日の県民会議におきまし

ても、委員の皆様方から、このことについてのたくさんの質問とか、幅広い御意見ちょう

だいいたしました。 

 その中で、県内の子供さんの競技力の向上を見出すための取り組みとしては、御存じだ

と思いますけど、くろしおキッズという取り組みもしてはおりますが、学校とか地域なん

かでその指導者、特にその競技団体なんかを通じて、特に体力の秀でたお子さんなんかを

ピックアップするような仕組みが、今現在走っておるところです。とは言いながらも、実

際そのスポーツ自体に参加できない、いろいろ家庭の事情とかも含めてですね。いろいろ

意見が出たんですけれども、特にその中山間とかの家庭の事情で、なかなか参加できない

お子さんなんかをいかに見出すことができるのかっていうなことの意見の中で、一つは競

技団体がございまして、各競技団体が把握しておる各市町村とか地域ごとの競技者人口、

特に学校での、特に得意な競技であるとか、そういったものをとりあえず調査してみるべ

きではというような意見がございましたので、まずは、早々にスポーツ課から各競技団体

にその実態調査をして、競技団体の方の把握してるデータもつかみながら、また競技団体



 29 

とも一緒にですね、そういった子供さん、特に才能がありながらも、見出せなかったとい

うお子さんについては、引き上げていくということをまず考えていきたい。 

 またもう一つは、学校の関係につきましても、学校だけでは不十分なところもございま

すので、総合型の地域のスポーツクラブであるとか、そういう地域でのスポーツ活動なん

かも、いろいろ意見聞きながら、具体的にそういうお子さんがおれば、１番どういった競

技に向いているのかとかいう意見なんかも参考にさせていただきながら進めていきたいと

考えております。 

◎黒岩委員 これは少子化の中で、どういう流れをつくっていくかというのは、大変難し

いとは思いますけども、やはり、いかにそういう特性を生かした環境をつくってあげれる

かということは大切かと思いますので、いろいろ協議しながらまた試行錯誤しながらやっ

ていくと思いますが、よろしくお願いします。 

◎桑名委員 競技力向上についてでございますけども、なかなかスポーツ課ができてこの

体制が組めたと言っても結果ってのはすぐ出てこないと思うんですが、ただ、目標とする

ものですよね、何年以内にどうするのかということがないと、漠然として、どう取り組ん

でいったらいいのかがわからなくなるんですが、その目標とするものは、具体的なイメー

ジはされてるんでしょうか。 

◎中島スポーツ課長 まず、競技力の向上の一つの課題としまして、よさこい高知国体の

際にですね、天皇杯の順位、10 位でございまして、ただその前年と翌年の順位が全国で 30

位という順位でございました。まずは、国体の競技成績という形であればですね、今後、

新たな抜本的な計画を策定する中で、一つは約 30 位という位置づけのところまでは何とか

競技力の向上をさせていきたいということと、あとやはり来る 2020 年の東京オリンピッ

ク・パラリンピックにですね、前回のリオのオリンピックでは本県の代表選手というのが

パラリンピックのみで、池選手だけでございましたですけれども、本県の出身の方々を、

今トップクラスの方をできるだけ、代表選手で送り込むということが当面の目標ととらえ

ております。 

◎桑名委員 例えば産業振興計画もですよ、何年後、５年 10 年というものを立ててやって

るんですけれども、その時期的なものはあるんですか。 

◎中島スポーツ課長 今の高知県のスポーツ推進計画というものがございまして、その後、

2020 年の東京オリンピックの開催決定もございましたので、プロジェクトの推進計画とい

うのは二つございますけれども、今考えておるのはいずれもちょうど、本年度が二つの計

画の見直し時期でございまして、新たに体制も一元化になりましたので、抜本的な骨太の

対策というのを、今年度中に、先ほど説明したような形で１年間かけてつくり上げたいと

思っております。それで、ほかの計画でもございますとおり、10 年後のあるべき姿でどう

いう位置におるべきなのか、短期的に 2020 年という一つの節目がございますので、その時
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期にはどういったような形で到達していかなければならないのかという形で考えていきた

いと考えておるんですが、具体的な施策というのは、これから各県民会議等の意見もいた

だきながら、設定していきたいと考えております。 

◎桑名委員 国体のときにそういう成績を残した。それは全競技出れるというところもあ

るんですけども、ただ、あれで競技力というのは相当上がったと思うんですけども、大体

何年ぐらいかけて強化対策を打ってたんですかね。 

◎楠目振興監 その前後に、例えばインターハイであったり全中があったりしましたので、

その都度、段階的にやっておりました。本格的になったのがですね、例えば強化費を特別

に競技団体にやりだしたというのが、平成に入って数年たってからでございました。まず

スタートとすると、そのあたり確実に強化費が上がったというところになります。 

 それまでにも、金額としては少なかったですけど、各競技団体の国体育成費というのは

あったんですけども、歴史で見るとそのようなところが１番の転換期だと思います。そし

てそれに伴って施設ができてきたり、指導者の考えというようなことが育ってきたように、

当時のことを記憶しております。 

◎桑名委員 そしたら、そこで実績は出してるんで、その経験を踏まえて、またこれから

もプログラムを組んでいく形になるんですか。 

◎楠目振興監 例えば、よさこい高知国体も指導者ということがまずありました。そのと

きにアドバイザー招聘事業という非常にいい事業がございまして、それ今でも続いており

ます。それを特化したのが定着して、移住して高知県に住みつくような指導者にかわって

いくとかいうのが進化型でございますし、競技団体を特別強化したというのは、特別強化

で重点強化、今でございましたら、例えば鍋島さんが世界陸上の切符をとったんですけど

も、優秀な選手については、特別な強化費用をやっていくとかいうことで、ＳＡＢとか分

けてやったりしているというのが、今までの策が進化していくというような形やと思いま

す。 

◎久保委員 中島課長から御説明があったこの２ページの、本部会議と県民会議ですね、

ここに書かれてるこの右側の推進本部の役割の②のほうですね。まさに先ほどからお話が

出てますように、新たなスポーツ振興に係る推進計画、これが私はキーやと思います。ほ

んで、平成 27 年３月にできた今の実際の計画、これがちょうど今年度見直しの時期ですん

で、先ほど、言われたように。ここできっちり、つくっていく。ミッションとしては、競

技力の向上と生涯スポーツとあとスポーツツーリズム、この三つの柱になろうかと思いま

す。 

 11 ページに今後のスケジュールが出ておるわけですけども、さっき言った三つのミッシ

ョンのうち、三つをパラレルで動かしていくんじゃなくて、専門部会で三つに分かれてい

るわけですよね。そういうときに先ほど課長からも御説明があったように、例えば、競技
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力の向上でしたら、長期、中期、特に、今回の場合 2020 年の東京オリンピック・パラリン

ピック、一つのどうしても区切られたターゲットがありますよね。そういうことを考え、

このスケジュールを見たときに、三つパラレルに動いて、上段にありますように１月下旬

から３月上旬に、これは、意見公募、パブリックコメントを設けて、最終的につくるとい

うことですけども、その競技力の向上については、少し早目に早目に動かしてったらどう

かなと。 

 もちろんスポーツツーリズムですとか、あと生涯スポーツ、これはこれできっちりやっ

たらいいと思いますけども、ちょっと競技力の向上というのは、ほかの外的な要因がある

んで、少し先に動かしてもいいんじゃないかなとも思いますし、それを受けて先に動かし

とって、来年度予算にそれを反映さすみたいなところも、一つ先んじて動かすこともあり

かなと思いますけども、課長の御所見をお願いします。 

◎中島スポーツ課長 競技力の向上につきましては、まさしく委員が言われたとおり自分

も考えておりまして、近いうちに 2020 年の代表選手が決まるということも加えて、今各競

技の種目で頑張っておられる選手の方をいかに引き出して、そういったステージに立って

いただくかという形になると、悠長にしておくべきではなく、当然、先ほど言われたよう

な視点で、例えば、今回の県民会議の中でも、いろいろ競技力の向上を図るために、先ほ

ど言いました競技団体であるとか、県の体育協会の強化も今年度図りました。そういう中

で今できること、特にオリンピック・パラリンピックの関係になりますけれども、せんだ

ってのジャパンライジングスターといったことなんかでも、ソフトボールの女子になりま

すけど、本県が特定の強化指定県にもなりました。 

 そういった国の後押しもございますので、もう今、既に取り組みを図るようにしており

ますし、何といいましてもその計画をつくるだけではなくて、既存の施策をがっちり強化

しながら、今の施策にとどまることなく、徐々に検討しながら、やれるところはやる、予

算の範囲の中で強化策を図っていきたいなとは考えております。 

◎久保委員 実際のとこはそうやと思うがですね。私が言わんとするところは三つの専門

部会つくって、三つが横並びで同じ時期に、横を見ながらやっていくということもありか

とは思いますけども、今回の場合は、ちょっと競技力向上については外的な要因があるん

で、これについては、少し計画策定を早めにやってもいいんじゃないかな、その方が実際

に効果があるんじゃないかなと思いますんで、本部会議でも県民会議の中でもちょっと御

議論を、本当に時間はないんで、あんまり拙速にもなってもいかんのですけども、ぜひ御

検討お願いします。 

◎中島スポーツ課長 専門部会にも県民会議のほうにも、本県の競技団体の代表の方も含

めてですね、いろんな方がおられます。計画だけじゃなくて、現在の計画の進捗管理を図
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る中でも、具体的な意見についてはいろいろと聞いてみたいなと考えております。反映し

ていきたいと思います。 

◎桑名委員 生涯スポーツの推進のところを今読んでたんですけども、僕もレクリエーシ

ョンのいろんな協会の役もやってるんですが、来年、全国の大会があって、実はこれが１

番好機であるし、そろそろプレ大会が始まって来年に向かうんですけども、一切、全国レ

クリエーション大会のこと書かれてないんで、競技力向上になるとなかなかそれまで時間

かかるけど、レクリエーションというのは参加してもらうということなんで、やっぱりも

う今からですね、入れていかないといけない。この好機を逃したら、今度はレクリエーシ

ョンスポーツというものの普及がなされなくなっていくと思うんで、読んでもなかったん

で、どのようなことで入ってないのかなと思いまして。 

◎中島スポーツ課長 スポーツ運動に比べてレクリエーション競技もレクリエーション大

会というイベントを通じて、広く県民の方が参加する意識といいますか、一歩踏み出して

いただける非常に有意義な機会と自分もとらえてまして、せんだって来年のレクリエーシ

ョン大会に向けまして、ちょうど事務局のほうとも、具体的に今から動き出そうと、まず

はその会場の確保から入ろうということで、先般も県立大学とか工科大学のほうにも行っ

たりしてはおりまして、動いてはおるんですけれども、この計画の中にはきれいに落とし

込みしてないですけど、具体的にそういった、生涯スポーツのためのきっかけというのは

位置づけで、広く前面に出せれるように工夫していきたいと思います。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 以上で文化生活・スポーツ部を終わります。           

お諮りいたします。 

 執行部より説明を受け審査いたしました予算議案１件、条例その他議案３件についてこ

れより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎弘田委員長 それではこれより採決を行います。 

 第１号議案、平成 29 年度高知県一般会計補正予算を原案どおり可決することに賛成の委

員の挙手を求めます。  

（全員挙手） 

◎弘田委員長 全員挙手であります。よって第１号議案は全会一致をもって原案どおり可

決することに決しました。 

 次に、第 11 号議案、高知県障害者介護給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例議

案を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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◎弘田委員長 全員挙手であります。よって第 11 号議案は全会一致をもって原案どおり可

決することに決しました。 

 次に、第 12 号議案、高知県児童福祉施設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を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

◎弘田委員長 全員挙手であります。よって第 12 号議案は全会一致をもって、原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第 13 号議案、高知県産業人材定着支援基金条例の条例等の一部を改正する条例議

案を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

◎弘田委員長 全員挙手であります。よって第 13 号議案は全会一致をもって、原案 

どおり可決することに決しました。 

 それでは、執行部は退席をお願いいたします。 

 次に意見書を議題といたします。意見書案２件が提出されております。 

 まず、ビキニ核被災事件について日本政府は保管していた資料に基づき、全国の元乗組

員の実態調査を行い、必要な救済措置を講ずることを求める意見書案が日本共産党、県民

の会から提出されておりますので、お手元に配付してあります。 

 意見書案の朗読は省略したいと思いますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 それでは、御意見をどうぞ、小休にします。 

（小休） 

◎ 不一致でお願いいたします。 

 

◎弘田委員長 正場に復します。 

 意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

 次に、ギャンブルと依存症対策の抜本的強化を求める意見書案が、公明党、まほろばの

会から提出されておりますので、お手元に配付してあります。 

 意見書案の朗読は省略したいと思いますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 それでは御意見をどうぞ。小休にいたします。 

（小休） 

◎ オーケーで、我々は。 

◎ これ、市議会でも同じ文面が提出をされて、修正されて全会一致になってるんですね。

で、カジノ法案が通ったんだけれど、それを行うための意見書ではなくって、従来あるギ
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ャンブル依存症対策の意見書にするならば、私たちもオーケーなんです。ですから、ちょ

っと最初のですね、昨年末に成立した特定のあたりから、５行を削って、ギャンブル等依

存症により自己破産のあたりから、６行目あたりから入って、記の部分の２の３月の論点

整理等を踏まえ、というカジノ法案が通過したことを含まない、そういうことではなくて、

ギャンブル依存症そのものに対応するような文面になれば、私たちもオーケー。文言修正

いかがでしょうか。 

◎ 依存症対策ということで、主体的な形で残れば。 

◎ じゃぁ、文章的におかしくないような形で、依存症対策をしっかりやるということで、

かまいませんですかね。 

 

◎弘田委員長 正場に復します。 

 この意見書は、当委員会の委員全員をもって提出することとし、細部の文案の調整は正

副委員長に一任ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎弘田委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決定いたしました。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。それでは、あすは休会とし、５日水曜

日の午後１時から委員長報告の取りまとめ等を行いたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎弘田委員長 御異議なしと認めます。それでは５日午後１時から委員長報告の取りまと

めなどを行いますのでよろしくお願いいたします。なお、その際に取りまとめ委員会の日

程及び県外調査の候補地及び日程を決定したいと思いますので、日程を確認できるよう、

手帳等よろしくお願いいたします。 

 本日の委員会はこれにて終了いたします。 

（13 時 33 分閉会） 

 


