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平成 29 年 10 月４日 

◎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。 

（９時 58 分開会） 

 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、10 月６日午後３時からの委員会で協議していきたいと思い

ます。 

 お諮りいたします。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、御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎弘田委員長 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。 

《健康政策部》 

◎弘田委員長 それでは、健康政策部について行います。 

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

各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 

◎山本健康政策部長 それでは、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件です。お手元の資料の②とあります議案

説明書（補正予算）の４ページをお願いします。 

 健康政策部の一般会計補正予算の総括表です。国保指導課で 171 万 4,000 円の増額補正

をお願いするものです。これは来年度からの国民健康保険制度改革に向け、国へ事業報告

を行うシステムを改修するとともに、県内市町村国保の医療費適正化や保健事業の取り組

みへの支援を行うための全国共通の国保統合システムを導入する経費で、全額国費で計上

しています。 

 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す。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。 

 平成 29 年６月定例会開催以降、昨日までに開催されました審議会は、右欄の端に平成

29 年 10 月と書いています高知県医療審議会医療法人部会など 11 件で、主な審議項目、決

定事項などを記載しています。また、各審議会の委員名簿は資料の後ろにつけていますの

で、御確認をお願いします。 

 最後に、報告事項につきましては、新たな専門医制度及び国民健康保険制度改革の２件

です。 
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 新たな専門医制度は来年４月より開始される予定となっており、その概要及び対応状況

について報告をさせていただきます。また、国民健康保険制度改革は、来年度からの国保

財政運営の都道府県化に向けた検討状況や高知県国民健康保険運営方針の原案を策定しま

したので、その概要を報告させていただきます。それぞれ詳細につきましては、担当課長

から御説明します。 

 以上です。 

◎弘田委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈国保指導課〉 

◎弘田委員長 初めに、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、平成 29 年度一般会計補正予算の審議をお願いし

ております。お手元の平成 29 年９月高知県議会定例会議案説明書（補正予算）の５ページ

をお開きください。歳入ですけれど、９款国庫支出金の６節国保指導費補助金は、国保制

度改革に関連しましたシステム整備に必要な費用に対する国の補助金です。 

 次の６ページをお願いします。６目国保指導費で全額、先ほどの国費を財源としました

システムの整備に要する費用 171 万 4,000 円の補正をお願いするものです。 

 事業の概要につきましては別の資料により説明させていただきますので、議案説明資料

の国保指導課の赤いインデックスがついたページをお願いします。今回の補正予算は、来

年度に予定されております国保制度改革に伴い、市町村国保の保健事業の取り組みへの支

援の強化などを図るためにシステムの整備を行うものです。 

 システムの整備の内容は二つあります。 

 一つ目は、現在も市町村で活用されております国保総合システムを県に導入することで、

市町村国保の特定健診結果やレセプトをもとにした医療費、疾病構造などの分析データが

県でも利用可能となります。この分析結果を用いることにより、より市町村の健康課題に

即した保健事業への取り組みへの助言を行い、被保険者の健康づくりや医療費適正化の促

進につなげたいと考えております。 

 また、医療機関からの診療報酬請求書、いわゆるレセプトの検索閲覧が行えることにな

りまして、医療機関の診療報酬請求の適正化や、市町村が実施しておりますレセプト点検

の充実への指導につなげたいと考えております。さらには、来年度以降、県が各市町村の

保険給付費に必要となる財源を支払うことになりますが、市町村を通さず、直接国保連合

会へ支払うことも可能になります。その場合、このシステムで国保連合会が作成します診

療報酬請求明細書等が取得できることから、国保連合会の支払い事務の迅速化を図ること

となります。 

 二つ目は、現在市町村国保等から被保険者数や国保特別会計の収入・支出の状況、医療

費の状況などについて、月ごと、また年度ごとで報告をいただき、県で集計して国に報告
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をしておりますが、平成 30 年度の国保制度改革にあわせて報告様式が変更となることから、

システムの改修を行うものです。 

 補正予算についての説明は以上ですが、国保制度改革につきましては、この後の報告事

項において現在の検討状況などについて説明をさせていただくこととしています。よろし

くお願いします。 

◎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。 

 以上で健康政策部の議案を終わります。 

《報告事項》 

◎弘田委員長 続いて、健康政策部より２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します。 

〈医師確保・育成支援課〉 

◎弘田委員長 それでは、新たな専門医制度について医師確保・育成支援課の説明を求め

ます。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 健康政策部の報告事項の医師確保・育成支援課

のページをお開きいただければと思います。 

 この 10 月 10 日から来年度から予定をしております専門医への募集が始まりますので、

それに先立ちまして、今回、新たな専門医の県での対応状況などについて御説明させてい

ただきたいと思います。１ページをごらんいただければと思います。 

 これまで初期臨床研修２年を修了した方は、希望する診療科の分野に関する知識とか経

験を積むために、３年もしくは５年の各医局なり病院に入って研修をしておりました。そ

の中で例えば循環器の専門医とか糖尿病の専門医ということを目指しておりましたが、こ

れまでの専門医制度では各学会が独自の基準で専門医制度を運営してきたため、領域ごと

の基準が非常に統一されてなく質が一定でないこと、それから学会が非常に多くなりまし

て専門医の資格が 100 を超える形になっております。例えば心身専門医と心療専門医はど

う違うのかなど、国民の皆様方から見て非常にわかりにくいところがございましたので、

この課題を背景にして、平成 25 年４月に国の検討会の報告書が公表されまして、その一定

の方針に基づきまして、中ほどに書いております新たな第三者機関として一般社団法人日

本専門医機構が設立されております。 

 当初、専門医機構は平成 29 年４月から新たな専門医の仕組みを目指して活動を開始され

ておりましたが、当初の執行部自体が専門医の質の向上を非常に重視して、プログラムの

内容も厳しい状況をしております。例えば指導医の数とか、どういうプログラムであるか

という部分をかなり厳密に考えられておりましたので、平成 28 年２月ごろから幾つかの都
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道府県の中核病院などで、新たな専門医制度が始まると医師の偏在が加速するんではない

かという意見が非常に出てまいりまして、そのため開始が１年延期されました。 

 機構のほうも執行部を一新しまして、国の審議会や検討会の意見、また地方の意見など

を踏まえまして、専門医の質の向上を図るとともに制度の柔軟な運用、それから地域医療

への配慮を重視した基本方針に見直し、平成 30 年、来年の４月の開始を目指し現在準備を

しているところです。 

 この専門医といいますのは、一般的に専門医というとスーパードクター的なのを考えら

れるかもしれませんが、これは初期研修を終わって最初の段階で当該分野の勉強をし、標

準的な医療をマスターされる医師という位置づけになっております。平成 30 年４月から養

成開始を予定している専門医は、１ページをめくっていただきますと、そこの基本領域と

書いております 19 の領域になります。従来の 18 領域、内科、小児科、皮膚科など普通の

方がよくイメージしやすい診療科プラス、幅広い診療をカバーできるという意味で新たに

制度化された総合診療科と、これらのところを 19 の領域として、来年４月から養成に着手

しようというものです。 

 専門医機構のほうではプログラム作成の基準を設けて、その上で各学会がその基準に従

って養成プログラムの条件等を作成し、各地の病院がその条件に合ったプログラム内容を

策定して申請しているというものです。高知県内の申請の状況は、Ａ３の資料にございま

す。 

 一番上に各診療科の名称、内科、小児科と書いております。２段目のところに、内科で

あれば、高知大学医学部附属病院、医療センター、近森病院、高知赤十字と書いてありま

すのがプログラムの責任の病院、プログラム病院になります。この中でいうと黒丸のとこ

ろがその病院になります。その下、各医療圏ごとに書いておりますが、丸が従来から教育

関連ということで若手の教育をする病院。それから、二重丸が今回の見直しで新たにプロ

グラムに参加できた病院ということです。県外といいますのは、内科であれば、例えば徳

大病院系とか岡大病院系とか県外病院ございますので、そういうところのプログラムに参

加してる病院ということです。 

 各プログラムごとの定員は、病院の名前のすぐ下の欄にございます。内科で高知大学医

学部であれば 20 人、高知医療センターでは５人という定員を募集し、修業年限はその下、

内科であれば３年、整形外科であれば４年と診療特性に応じて変わってくるものです。こ

れらのプログラムが示されて、やはり地域医療での混乱の程度というのを見ないといけな

いということで、専門医機構のほうには、都道府県に設置されました都道府県協議会と通

称で言いますが、そこでの意見を踏まえて最終決定すると言われております。 

 県では、医療審議会の部会がほぼ同じメンバーでやっておりますので、そこの審議を経

て一定の意見を返すという手続をしまして、本年９月４日の部会で意見を取りまとめまし
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た。県としてその際に重視させていただいたのは、できるだけ中央医療圏だけで終始する

のでなく、幡多、高幡、安芸の病院にもきちっと研修の先として行っていただくのを非常

に重視しております。 

 その結果、幾つかの診療科なりプログラムで郡部のほうに行かないというところがござ

いましたので、そういうところに対しては一定見直しをお願いする意見を出していただき

ました。例えば３ページの整形の近森病院を見ていただきますと、プログラムの機関が近

森病院、それから参加する医療機関が高知医療センター、中ほどにございます近森オルソ

リハビリテーション病院ということで、すべて中央医療圏、高知市のみというところにな

っておりますので、やはり郡部との連携をきちっととって、県内全体の医療の確保という

ことを考えていただきたいという意見を出ささせていただいております。 

 また、３、４ページのところでバツに色塗りのところがございます。従来教育関連の病

院でしたが、今回プログラムに乗ってないところです。おのおのお聞きしますと、県外の

プログラムであったり、それから指導医が足らないとか、合理的な理由で出ております。

そういうことで、行く行くは県内のそういう専門医がふえましたらそういうところに派遣

をしたり、一定将来的には見込みがあるとは思いますけれども、現時点ではやむを得ない

かなという意見でした。 

 ２ページのほうに戻っていただきまして、上の段の「部会では」のところですけれども、

部会のほうでは、県内の専門研修プログラムについては大筋で了承が得られたとともに、

機構からもう一つ、複数の専門プログラムが求められている小児科や産婦人科などに対し

ましては研修施設がほぼ重複するということで、従来からもほとんど高知大で養成をして

おりましたが、全国的な傾向の中でそういうのを求められましたので、そこはさすがに人

口の少ない研修医の限られているところでは、わざわざ二つつくる必要はないかなという

意見を提出してくださいと部会委員から話がございましたので、その旨を都道府県協議会

の意見として、日本専門医機構に伝えるところです。 

 今後、この県の意見を出しましたので、対応といたしましては、募集が本年 10 月 10 日

から始まりますので、県内の初期臨床研修２年目の方に対して県内研修のプログラムにつ

いて周知を図るべく、関連する臨床研修病院と情報提供に取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

 今週の日曜日、10 月１日に大学病院で説明会がございました。複数のプログラムが中心

になるところの総合説明会ですけれど、20 名ぐらい集まってたので、関心はかなりあるの

かなと。多分耳鼻科とか眼科とか高知大でしか研修できないところで、県内に残る方は説

明会へ出ずともその医局のほうにじかに行けますので、実際はそれ以上になるのかなと思

っております。私どもとしてはやはり選ばれる環境整備が大事ですので、プログラムの充

実とあわせて情報提供を適切に行っていきたいと思っております。 
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 あわせて、「また」以下にございますように、中山間地域で非常に大事になってまいりま

すのが総合医のところです。従来の各大学の医局ではなかなか養成しづらい部分ですので、

５ページにございます、県で一つのプログラムをつくって取り組んでいこうと申請をして

おります。５ページ総合診療専門医の養成についてをごらんいただければと思います。 

 プログラムの名称としては「高知家総合診療専門医研修プログラム」としまして、基幹

施設を一応大学には置いておりますが、県内の 31 の連携施設で構成するということです。

研修期間は３年、募集定員は 12 名と結構大きくなっております。中身としては、専門研修

Ⅰとして、医師不足地域にある医療機関 14 病院４診療所で１年、それから専門研修Ⅱとし

て、県立病院、医療センターなど一定規模の病院 10 病院で６カ月研修する。あと、内科１

年以上、小児科３カ月、救急３カ月。それから、マスターしたい整形外科とか産婦人科、

皮膚科など興味のある領域を一定勉強できる形です。 

 県内の状況で言いますと、下の枠囲みに書かれております外側のところが総合診療Ⅰと

いうことで、郡部の基幹的な病院、例えば書いております田野病院とか野市中央、嶺北中

央病院、仁淀病院という形で、そこと連携をとると。高知市内であれば、医療センター、

近森病院、日赤、それから国立病院機構の高知病院等と連携をとって一つでやるというこ

とです。これらの人事統制というんですか、プログラムの運用につきましては、大学病院

の総合診療科の瀬尾教授がプログラム責任者になっておりますので、そことあわせて考え

たいと思います。 

 この特徴としては、専攻医の雇用を高知医療再生機構が行うことです。これだけ勤務先

がころころかわりますと手続するのだけでも非常に面倒くさくなりますし、保険の関係と

か人事調整が複数のプログラムでは難しくなりますことから、雇用については人材派遣業

の許可もきちっと得ております高知医療再生機構が雇用するということになります。 

 あわせて、総合診療Ⅰ・Ⅱ、内科とか長期にわたるところは、病院での勤務になります

し戦力になりますから、一定賃金はきちっと払っていただけるんですが、小児科とか整形

とか、本来その分野にはなかなか進まないところの研修に、その期間給与を払ってくださ

いというのはちょっと言いにくい部分もございますし、実際それだったらお断りだという

部分も考えられますんで、そこの部分の補助というのを一定考えないといけないと思って

おります。 

 そういうことで、従来から高知医療再生機構で若手医師の定着にいろいろ県費も入れな

がら補助金をつくってやっておりますので、そこの部分には、来年度の予算に向けてまた

協議、御相談をさせていただきたいと思いますけれども、まずはこの時点募集をかけます

ので、一たんこのことも委員の皆様方には御説明をさせていただきたいということで、き

ょう報告事項とさせていただきました。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 
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◎黒岩委員 平成 30 年４月から専門医の研修が始まるわけですけれども、その 19 の基本

領域にどれぐらいの人数が参画するんですか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 県内定員としては 140 名ぐらいですが、ことし

の春３年目として県内に残っていただけたのは 40 名ぐらいです。ですので、40 名できれ

ば 50 名いきたいですけれども、それぐらいの方が残っていただけるようには頑張らないと

いけないと思ってます。そのためには 19 のいずれの診療科でも養成できるように、例えば

皮膚科はできませんとか放射線科はできませんということでは困りますので、とにかく県

内 19 の領域については、最低一つプログラムは残る形で大学なり関係機関のほうにお願い

してきたところです。 

◎黒岩委員 この研修の期間は３年間ですか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 診療科によって３年から５年の間になります。 

◎黒岩委員 専門医の研修を受けたことによって、定義として言われている「患者から信

頼される標準的な医療を提供する医師になる」ということを目指してやっていくというこ

とですよね。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 そういうことになります。 

◎黒岩委員 そうなると、今、県下のその診療科の偏在というものをなくしていくという

方向で取り組んでいくと思うんですけれど、個人の気持ちというか、私こういう診療科が

やりたいとかいろいろ、そのあたりの調整はうまくできるんですか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 正直、それは非常に難しいところはございます。

ただ、希望しない診療科に無理やり進めてもやはりきちっとしたその分野の勉強もしませ

んので、あくまでも選択は個人の自由にさせていただきたいなと思ってます。ただ、非常

に不足してくればその分野に対しての一定の支援策、加重、プラスとしての支援策という

のは考えながら対策をとっていくことが必要かなと思います。 

◎黒岩委員 そういうことでいくと、先ほど言ったように偏在してるその診療科が充足を

していける体制が十分できていく方向になるということですか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 あくまでもプログラムとして郡部の医療機関に

も行っていただく期間を設けておりますのは、やはりそこへ行かないとそういう医療機関

に勤務したいという気持ちも起きませんので、そういう機会を提供するという意味合いも

非常に大きゅうございます。ですので、このプログラムの養成を経て行っていただける方

は選択肢がふえると思いますので、行く行くは地域偏在の是正もできますし、かつ雇用さ

れる医療機関のほうも、それを意識した処遇とか病院としての位置づけというのもあわせ

て検討いただかないといけませんので、そういう面でも指導は県のほうから働きかけをし

ていきたいと思っております。 

◎桑名委員 この研修医のプログラムを受けて、これが認められる認められないっていう、
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その試験というかハードルはあるんですか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 プログラム自体は、高知県の出した部分は一応

日本専門医機構のほうから承認いただいております。このプログラムに乗っかって、研修

期間に一定こういうカリキュラムなり、こういう症例を経験しましたというレポートなり、

チェックをする仕組みがありますので、それを最終的にプログラム責任者が承認をして、

日本専門医機構のほうにプログラムはちゃんと修了しましたよという報告をして承認され

るという手続になります。 

◎桑名委員 ということは、しっかりプログラムを受けたら専門医になれるというもので

すね。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 そういうことです。ただ、一方、なかなかプロ

グラム制で期限内でできないケースもございます。例えば女性医師の場合は妊娠とか出

産・産休・育休もございますし、なかなかプログラムどおりでいかない部分もありますの

で、そういう点ではカリキュラム制的な運用も考えれるように聞いておりますんで、そこ

らあたり個別にいろいろ御相談をさせていただきたいなと思ってます。 

◎中根委員 例えばその小児科とか産婦人科になりますということで、上乗せの奨学金を

受け取ってる方なんかが総合医になりたいと思ったときには、その返済とかどんなふうに

なりますか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 基本にプラス加算ということで考えております

ので、加算の部分は返還していただくことになります。県内で残っていただけるというこ

とでしたら基本の部分の要件には合致しますので、15 万円については、総合医になってい

ただければ一定その義務に応じた期間、勤務していただければ免除になります。ただ、当

初の加算で、産婦人科という方がかわられるとやはり条例の加算の趣旨が違いますので、

その部分については返還いただかざるを得ません。 

◎中根委員 もう一つ、給与の補助を行うとありましたけれど、なかなかいろんな対応で

大変だと思うんです、再生機構はこういう経験は十分お持ちなのかっていうのはどうでし

た。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 再生機構は現在でも、機構に採用して複数の病

院に勤務しておられる、そういうシステムをとってますので、人材派遣業の許可もとって

おります。ですので、そういう基準をきちっと決めて、各病院の御協力を得るためには当

然必要だと思いますし、そういう点では問題はないと思ってます。ただ、総合診療Ⅰとか

Ⅱの病院の給与を補助するというよりは、先ほど申しましたように給料が出ない領域がど

うしても出てまいります。整形外科とか皮膚科とかへ行ったときの期間を給与ゼロにする

わけにはさすがにいきませんので、その部分に対しての補てんという意味ですので、ちょ

っと全体としての調整を、これから人数とか、いろんな意味でどういうプログラムをとる
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のか、選ばれるのかによって変わってきますので、詳細はこれから検討していく状況にな

ると思います。 

◎西内委員 例えば今医師になって４年目とか５年目の人の専門性とこの専門医との差は

どうなるんですか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 この対象は現在研修２年目の人、それからこれ

までにそういう専門研修を全く受けられない方はすることになります。今の時点で４年目

５年目で、例えば整形をやってる方はこれもプログラムがきちっとありますので、そのプ

ログラムに乗っかってやっていただくと。旧専門医の時点での旧専門医制度に基づく専門

医になりますが、一定更新したらその方は新しいほうへ見直すという格好になってます。

従来からもいろいろ過渡期の問題で専門医制度がございますので、一たんそのプログラム

に乗っかっている方が不利益にならないように、過去に専門医をとられた方が不利益にな

らないシステム設計はされています。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈国保指導課〉 

◎弘田委員長 次に、国民健康保険制度改革について国保指導課の説明を求めます。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 委員会資料の平成 29 年９月定例報告事項のクリップどめの

平成 30 年度からの国保制度改革に向けての検討状況についての資料をお願いします。 

 来年度から県が国保財政運営の責任主体となり、市町村ともども国保財政を担っていく

こととなることから、ここに書いてあります国保運営方針の策定や右欄の県特別会計の設

置、県全体の保険給付費等の支払いに充てるために、各市町村に負担をお願いする事業費

納付金の算定方法の決定などを行う必要があります。 

 次の２ページをお願いします。この分に関しこれまでの市町村等との協議ですが、県で

は新たな制度が円滑にスタートできるよう、２年前に市町村長の代表者と県などで構成し

ます県・市町村国保事業運営検討協議会を立ち上げた上で、担当課長で構成する幹事会な

どを中心として協議を行ってまいりました。その結果、８月に開催しました第４回協議会

において、それまでの 10 回の幹事会などでの協議をもとに、県に納付していただきます各

市町村の事業費納付金の算定方法や、県が定めます国保運営方針の案について取りまとめ

を行いました。その内容などについて報告をさせていただきます。 

 次の３ページをお願いします。今回の制度改革により、県は国保財政の責任主体となり、

県全体の国保財政を管理することとなります。また、この改革にあわせ、国保財政基盤の

強化を図るため、国は約 3,400 億円の公費の拡充を行うこととされております。 

 国保財政運営の基本的な仕組みですが、左の現行は市町村それぞれで被保険者の医療に

要する費用などを公費や保険料を財源にして支払っております。右の図の平成 30 年度以降

の改革後は、県は医療に要する費用などの支出の本県の総額を公費と市町村から納付して
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いただきます事業費納付金で賄うこととなります。市町村は県へ納付する納付金などを賄

うために保険料を賦課し、また、県が各市町村の保険給付費等を賄うために実績に応じて

交付します保険給付費等交付金を主な財源として、保険医療機関等へ保険給付費などを支

払うこととなります。また、来年度以降も保険料（税）の賦課・徴収の責任は市町村にあ

ります。 

 次の４ページをお願いします。この図は、県が市町村へ負担をお願いします事業費納付

金と各市町村で賦課する保険料（税）との関係をあらわしたものです。上段が県で行う作

業、下段が各市町村で行う作業となります。 

 まず上段、県は、左から県全体で賄うこととなる医療費に要する保険給付費などの総額

から国費や県繰入金など県全体に交付される公費を控除し、市町村に負担していただきま

す国保事業費納付金の総額を算出します。この総額を各市町村の医療費や所得の水準、被

保険者数などにより市町村に配分しますが、この際、今と比べて激変とならないように緩

和措置を講じます。 

 下段の市町村は、左から県から割り当てられました事業費納付金に市町村ごとで賄うこ

ととなっております保健事業費などの費用を加算した上で、個別の市町村の事情等に応じ

交付されます国の保険者努力支援制度分などを控除します。国保は単年度会計で運営を行

う保険であるため、この額が本来の保険料として賦課する総額となります。しかし、現状

は、市町村はこの額から前年度からの繰越金や基金からの繰入金などにより保険料総額の

調整を行った上で、実際賦課する保険料総額を決定しております。このように、県が決め

ます事業費納付金の額と保険料額とは相違をしております。 

 次の５ページをお願いします。左上の市町村への納付金の基本的な配分の方法ですが、

納付金は、医療機関等へ支払う医療費分、75 歳以上の後期高齢者医療制度に係る後期高齢

者支援金分、40 歳から 64 歳の介護保険第２号被保険者が負担します介護納付金に分けて

算定を行います。その下の図ですが、医療費分などの対象費用額から定率の国庫負担金な

どの公費を控除し、事業費納付金の県総額を算出し、各市町村の被保険者数、世帯数、所

得総額により案分して各市町村の事業費納付金額を算出します。その際に、各市町村の医

療費水準や所得水準の違いを反映させることとされております。 

 なお、後期高齢者支援金と介護納付金につきましては、全国一律の金額であることから、

医療費分のような費用額水準の反映は行いません。このため、右側上段の項目欄に整理し

ておりますが、納付金の配分方法につきましては、医療費水準と所得水準の反映の程度と、

現在と保険料総額算出の方法が変わることにより、被保険者に負担していただきます額が

大きく変わらないような激変緩和措置が市町村との主な協議項目となっておりました。 

 まず、医療費水準の反映ですが、どの程度反映させるかをあらわす係数として医療費指

数反映係数αという言葉を使っております。各市町村間の医療費の違いをすべて反映させ
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る場合、例えば高知県の医療費の高いところと低いところの格差が 1.4 倍であれば、納付

金の差は同じく 1.4 倍にする場合はα１、全く反映させない場合、医療費は幾ら違っても

納付金は同じとする場合はα０で、１から０までが可能とされております。医療費水準を

すべて反映させる場合は医療費の高い市町村に納付金が多く配分され、医療費水準が低い

市町村は少なくなりますが、厚生労働省の原則は医療費水準はすべて反映させることとさ

れております。本県では、昨年８月に市町村との協議の結果、医療費水準の格差が大きい

ことから保険料水準の統一はせず、医療費水準を反映させることとし、その後どの程度反

映させるかの協議を行ってまいりました。 

 次に、所得水準の反映の方法ですが、事業費納付金の配分は、各市町村の所得などの負

担能力に応じて配分する応能部分と、受益に応じて配分する応益部分に総額を分けて行う

ことになっておりますので、応能部分を多くするか応益部分を多くするかによって行うこ

ととなります。 

 次の６ページをお願いします。今回、市町村との協議のための納付金の試算に用いまし

た県内市町村の医療費の水準と所得水準の状況です。この図、右に行くに従いまして医療

費が高く、また上に行くほど所得が多くなります。また、医療費は、各市町村の被保険者

の年齢構成が同じとして調整した医療費の平成 25 年度から平成 27 年度の３カ年平均です

が、一番医療費が低い四万十市と一番高い大豊町では 1.43 倍違っております。なお、これ

から行います平成 30 年度の納付金の算定につきましては直近の数値を用いますので、この

数値とは違ってまいります。 

 次の７ページをお願いします。先ほど医療費水準の反映における国の原則はすべて反映

することを言いました。そこに至るまでの国における議論の経緯ですが、国保制度改革に

ついて、国と地方の代表とで協議をしてきました国保基盤強化協議会におきまして、同じ

県内でも市町村によって医療費の水準が違い格差は非常にあるといったことから、保険料

については当面不均一で、医療費水準の格差は絶対考慮してほしいといった意見がござい

ました。 

 この意見を受け、（２）の国保基盤強化協議会での取りまとめにおいて、都道府県は市町

村ごとの納付金の額を決定する際は、市町村の医療費適正化機能が積極的に発揮されるよ

う、市町村ごとに医療費水準を反映させることとされました。この結果、厚生労働省が都

道府県に示しました納付金の算定数に関するガイドラインでは、医療費水準に差異がある

都道府県におきましては、年齢調整後の医療費指数を納付金に反映させることが原則、す

なわちα１ですから医療費水準の違いはすべて反映させることが原則とされております。

ただし、保険料水準を統一する観点から、医療費水準を反映させないことも可能とされて

おりますが、その際、県は市町村の意見を十分反映させることとされております。 

 次の８ページをお願いします。このような国におけます協議の経緯や先ほどの図で示し
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ました県内の医療費の格差の状況を踏まえ、市町村ごとに各市町村の医療費水準を 100％

反映させることが現在の市町村の医療費に見合った保険料になることをポイントとしまし

て、市町村との協議を行ってまいりました。 

 医療費水準を 100％反映する場合のメリットとしましては、自分たちが属する市町村の

医療費に見合った額を負担することとなり公平であると。また、医療費の適正化の取り組

みが促進されること。また、逆にデメリットといたしましては、現在、国保連合会で行っ

ております保険財政共同安定化事業が医療費水準を 50％だけ反映し、均等割を 50％入れた

仕組みになっていることから、このことにより高医療費市町村は保険料負担が増加するこ

ととなります。 

 一方、医療費水準を 50％反映させる場合は保険料水準の平準化が進みますが、市町村の

被保険者に係る医療費に見合わないため、低医療費の市町村の理解が得られにくいことが

挙げられます。また、医療費適正化の取り組みが弱くなることも危惧をされます。 

 また、右の医療費水準と納付金の関係の図ですが、右の図ですが、医療費水準の反映の

程度により、各市町村の納付金への影響のイメージ図で、各市町村に負担をしていただく

納付金の総額は同じであることから、医療費水準の反映の程度を変えた場合、少なくなる

市町村もあれば、その分ふえるところもあることになります。 

 次のページ、９ページをお願いします。この表は、所得水準については国の方式を用い

まして医療費水準の反映の程度を変えた場合、市町村ごとの被保険者一人当たり納付金が

どう変わるかを平成 29 年度の予算ベースで試算したものです。来年度の納付金額は、国の

平成 30 年度予算編成を待って算出しますのでこの額から変わりますし、この額は保険料額

とは違いますので御承知をお願いします。 

 表の左から、試算１では医療費水準の違いをすべて反映する場合、試算２は半分反映す

る場合、試算３はほとんどしない場合となっております。例えば医療費水準が低い７番の

四万十市は左の端のα１が納付金が一番少なく、右に行くほど多くなっております。また、

一番医療費が高い 31 番の大豊町は逆に右に行くほど少なくなっていきます。表の中ごろに

あります香南市や香美市は医療費水準が県平均並みなのでαの値を動かしても増減は余り

なく、各市町村納付金は先ほどのイメージ図のような変化となっています。 

 ８ページへ戻ってください。下の議論の取りまとめにあるように、医療費水準の低い市

町村からは、厚生労働省の原則どおり医療費水準をすべて反映することが、被保険者の理

解が得られるという意見がありました。一方、高い市町村からは、医療費水準をすべて反

映させることはやむを得ないが、激変とならないようにしてほしいという意見がございま

した。このため、医療費水準はすべて反映させることとしたところです。なお、全国の状

況も５月に本県が行いました調査では、α１、すなわち医療費水準をすべて反映させるの

が本県を除き 38 都道府県となっておりました。 
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 10 ページをお願いします。所得水準の反映についてです。保険料負担につきましては、

医療費水準が同じであれば、市町村が違っても保険料負担は同じくすることが国の基本的

な考え方となっております。しかし、各市町村では所得水準が違うことから、同じ医療費

水準であっても所得が低い市町村は保険料負担が高く、所得の高い市町村は低くなります。 

 このため、右の図にあるように国の普通調整交付金、この図では略して国普調としてお

りますが、全国平均は保険給付費等の７％ですが、所得の低い市町村には多く、所得の高

い市町村には少なく交付することにより、負担能力部分の負担額を増減して調整を行って

おります。 

 次に、２の各市町村の所得水準を納付金に反映させる方法ですが、納付金は、医療を受

けることによる受益に関する応益の部分と所得による負担能力に応じた応能部分に分けて

算出をすることから、応能の部分を多くするか少なくするかによって所得水準の反映の程

度を調整します。この割合ですが、国は同じ医療費水準の場合、所得が違っても同じ保険

料となるよう、普通調整交付金を県に交付する際に使用する全国と各都道府県の一人当た

りの平均所得の比較によって求める値、βという値を使用して算出することを原則として

おります。高知県のこのβの値は、平成 20 年度の所得では 0.75 となっております。 

 ３の図を見ていただきたいのですが、本来は応能応益は 25 対 25 で同じですが、高知県

は所得が全国より低いため、普通調整交付金は応能部分を少なくするよう、全国平均であ

る７％より多く交付されます。先ほどのβが 0.75 であれば、応能部分が６％分減少し、応

能応益は 19 対 25 となります。これを合計を 100 に置きかえますと、応能が 43 で応益が

57 となります。この方法による割合を使用することで、各市町村の医療費水準が同じであ

った場合の所得水準の違いによる保険料負担への影響が調整されることや、５月時点の全

国の状況も参考としながら、国と県の所得により算出した割合βを用いて応能応益割合を

決めることとなりました。 

 次の 11 ページをお願いします。納付金の配分で決めましたその他の事項に係る主なもの

といたしましては、納付金の算定方法等として、所得、被保険者数、世帯数の三つを用い

る３方式とすることとしております。また、右側の特別高額医療費の共同負担ですが、医

療費水準はすべて反映するという説明をいたしましたが、本県では小規模な市町村が多い

ため、例えば１件何千万円といった著しく高額なレセプトが発生した場合は保険料が急激

に上昇するリスクがあります。このため、そのような事態を回避し、各市町村の財政運営

を安定化させるために、１件 420 万円を超えるレセプトについて 200 万円以上の部分をす

べての市町村で負担し、医療費水準に反映させない共同負担を行うことといたしました。 

 次の 12 ページをお願いします。国保事業費納付金の激変緩和措置です。まず、必要性で

すが、現在は各市町村がそれぞれ保険給付費等の見込みから国庫負担金等の公費を控除し

て保険料総額を算出しておりますが、来年度以降、県が県全体の費用額から国庫負担金等
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を控除して納付金総額を算出し、各市町村の医療費水準等により配分する方法に変わるた

め、被保険者の保険料負担の総額は医療費等の自然増分を除けば同じなのですが、減少す

る市町村がある一方で増加する市町村が出てきます。このため、制度が変わることを理由

として保険料負担が大きく変わることは被保険者の理解が得られにくいことから、新たな

制度を円滑にスタートするためにも、今回の制度改革に伴い急激に大きく保険料負担が増

加しないよう、保険料（税）の算定に影響します事業費納付金の増加割合の上限を定める

激変緩和措置を適切に講じることとしております。 

 制度改革により激変が生じる理由は幾つかありますが、例えば 65 歳から 74 歳の前期高

齢者が被保険者全体に占める割合によりまして、割合が高い市町村には多く、低い市町村

には少なく交付されていた前期高齢者交付金が県全体の割合で一括して県に交付されるこ

ととなるため、前期高齢者が多い市町村はならされることとなります。また、現在、国保

連合会で行われております県内市町村の過去３年間の保険給付費の水準に応じた拠出金を

もとに、その年度の保険給付費実績に対して交付する保険財政共同安定化事業が今回の改

革で廃止されることとなるため、この事業で国保連合会へ拠出した額より交付される額が

多かった市町村はその財政効果がなくなることが主な理由と考えております。 

 右の図を見てください。激変緩和は平成 28 年度の制度改革前の被保険者一人当たりの納

付金相当額と制度改正後の納付金を比較し、自然増等分を除いて一定割合以上増加してた

場合に行うこととなります。この一定割合をどのように設定するかを決める必要があり、

国は目安としまして 0.5％から２％程度を例示をしておりました。また、下の図は国が示

しました激減緩和の方法で、左から激変となった市町村ごとに一定割合を超える部分、超

える額を激変緩和用の国費や個別の市町村事情により交付している現在の県の２号調整交

付金を入れて納付金を減少する方法。次に、この激変緩和用の額では不足する場合、本来

は県全体で一律に使用し納付金総額を減少させる１号繰入金の部分の一部を激変緩和用に

使用した上で、国費をもとにしました総額で１億 8,000 万円を予定しておりますが、激変

緩和用の基金を活用して１号交付金が減少した分の穴埋めをする方法などが示されており

ます。 

 次の 13 ページをお願いします。激変緩和のイメージ図ですが、医療費等の増減がなけれ

ば納付金総額は制度改革前と変わりませんが、制度改革により増加するところと減少する

ところが出てきます。激変緩和は図の右側の増加する市町村の増加を抑制することですが、

抑制するためにはそのための財源が別途必要となります。そのため、財源が確保できた上

で各市町村が受け入れられる増加割合を定める必要があります。この割合は国は 0.5％か

ら２％でしていますので、この割合や先ほどから説明に出ています国保連合会が行ってま

す保険財政共同安定化事業において、拠出が交付を上回る拠出超過市町村に対して負担が

急激に増加しないよう、拠出超過額が交付額の１％以上となった場合に県の２号調整交付
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金で激変緩和対策として措置していますので、この１％も参考としながら協議を行ってま

いりました。 

 また、財源といたしましては、来年度からの国費の拡充の 1,700 億円の中で激変緩和用

として交付されることになった 300億円のうち、高知県分として 1.5億円プラスアルファ。

現在の県２号調整交付金で激変緩和用として使用可能な額が 4.5 億円、合わせて６億円と

プラスアルファを見込んでおります。先ほどの医療費水準はすべて反映し、応能応益割合

は国の基準であるβを使用して算出した一人当たりの納付金額と制度改革前の相当額と比

較した結果、必要財源はこの表のとおりとなります。 

 市町村との協議の結果といたしましては、財源にはまだ余裕がありますが、今回は試算

であり、平成 30 年度の納付金を算定する際、使用する数値が変わることからどのような結

果となるかわからないため、激変緩和用財源にはある程度の余裕を持っておきたいこと。

また、１％は現在使用されております割合であり理解が得られることから、激変緩和は１％

を基本とすることといたしました。 

 次の 14 ページを見てください。激変緩和の試算の結果です。制度改革前と比較しやすく

するために、被保険者一人当たりの額としております。また、この額は県が市町村にお願

いする納付金の試算額でありまして、各市町村が被保険者に賦課する保険料額とはこれは

違います。左側が激変となったかどうかを比べる、制度改革前の医療分、後期分、介護分、

三つの合計それぞれの納付金相当額です。この額は国のガイドラインでは単年度が基本と

されておりますが、本県の場合、小規模な市町村が多いこともあり医療費分は年度ごとの

ぶれが多いため、その年度がたまたま高かったとか低かったことによる激変緩和への影響

を少なくするために、医療分は２年間平均を用いることといたしました。 

 その次の激変緩和前②が平成 29 年度の国の予算等で推計した激変緩和前のそれぞれ納

付金額、その次の激変緩和後③が先ほどの許容範囲、自然増分プラス１％で計算をしまし

た激変緩和後の額です。なお、この試算での自然増等の割合は平成 27 年度からの２年間分

で 2.7％となっております。この納付金ですが、例えば上から 10 番目にある東洋町は、①

の制度改革前の合計額 10 万 9,000 円が制度改革後の激変緩和前の②の合計額で 15 万円と

約 1.37 倍と大きく増加しますが、激変緩和措置を講じることにより激変緩和後③の合計額

が 11万 3,000円となり、①と比べまして自然増分の 2.7％を含め 3.7％と増加となります。 

 次の 15 ページをお願いします。この表は、前ページの試算では激変緩和用の財源が約１

億 8,000 万円余っておりましたので、その分を使い納付金総額を減額した後の最終的な納

付金の試算になります。その結果、納付金は増加する市町村でも激変緩和後のＨ27 と①と

ありますが、平成 27 年度から平成 29 年度にかけて２年間分の自然増分を含めてもすべて

３％未満となります。 

 13 ページへ戻ってください。この試算結果をもとに市町村と協議を行いまして、１％を
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増加の許容範囲とすることとしていますが、最終的には、来月に予定しています国の平成

30 年度予算を前提とした納付金額の仮算定と比較対照の医療分は平成 27 年度・平成 28 年

度、その他は平成 28 年度に変更した結果により比較を行い、最終決定をすることとしてお

ります。その仮算定の結果１％ではですね財源が足らないとなった場合、右の②にありま

すように、まずは県１号繰入金の一部を激変緩和用へ活用します。その次に、県の激変緩

和用の基金の活用など三つの手段を順次行うこととしております。 

 まずは③ですが、許容範囲は、今年度策定します国保運営方針の期間であります平成 30

年度から３年間は変えないことを考えておりますが、激変緩和用の国費が変わったことで

見直す人が出てきた場合は、その都度、また市町村と協議を行います。また、激変緩和を

行う期間ですが、当面は期間を期限を設けず、被保険者への制度改革の周知状況を見なが

ら今後検討を行っていくこととしております。 

 事業費納付金の算定方法につきましては以上です。 

 次に、運営方針について説明をさせていただきます。Ａ３横長の高知県国民健康保険運

営方針原案等の概要という資料をお願いします。 

 この運営方針は、新制度において、新たに保険者となる県と市町村、国保連合会の三者

が共通認識のもと、国保の安定的な運営を目指し取り組んでいくために作成するもので、

市町村の代表等でつくっております協議会で、国から示されています策定要領も踏まえ議

論を重ねながら作成をいたしました。本文のほうもつけさせていただいておりますが、時

間の都合もありますので概要版で説明をさせていただきます。 

 運営方針は全９章で構成しており、第２章から第９章が国保法により必須と任意があり

ますが記載を求められている項目となります。 

 まず、第１章は作成の目的といたしまして、国民皆保険制度における国保の位置づけや

高齢者の方や低所得者が多いといった構造問題、そして国民皆保険制度の基盤である国保

が将来にわたり安定して運営されるよう、県、市町村、国保連合会が緊密に連携して取り

組むために作成することを記載しております。また、対象期間は平成 30 年度からの３年間

としております。 

 第２章では、１と２で本県の国保の保険者の医療費の状況、また現在の医療費をもとに

した今後の見通しを記載し、右の３におきまして市町村国保の繰上充用や法定外の一般会

計繰入等の財政状況、そして財政運営の基本的な考え方として単年度収支の均衡が重要で

あること。また、４で赤字補てんのための法定外の一般会計繰入金等を計画的・段階的に

解消し、財政健全化に向け単年度収支を均衡させるために、５年間を基本としますが、市

町村の国保財政の実態に応じ、保険料の影響も考慮しながら期間を設定した上で、赤字解

消へ取り組むことを記載しております。次に５といたしまして、保険給付費の見込み違い

や保険料収納不足に対応するために、県に設置しております国保財政安定化基金の貸し付
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けや交付などの運用方法、事業費納付金の激変緩和対策への使用などについて記載をして

おります。 

 次の２ページの第３章ですが、保険料（税）率は、１の現状に記載してますように各市

町村それぞれで算出する方法が違っていることから、被保険者が他市町村の保険料（税）

率と比較しやすいよう、県は標準的な保険料（税）の算定方式を定め、その方式に基づき、

各市町村の標準保険料率を算出することとされております。このため、２に記載してます、

先ほど説明しましたので説明は省略させていただきますが、事業費納付金の算定方法にあ

わせ、右の下側、３の標準的な保険料算定方式のとおり３方式とすることなどの算定方式

を定めております。 

 次の３ページをお願いします。第４章では、保険財政収支の改善に向けた保険料収納率

の向上の取り組みとして、平成 32 年度末の目標収納率を定めるとともに、収納率が低い市

町村は収納対策の実施をすることとしております。 

 第５章は、市町村における保険給付の適正な実施としまして、保険医療機関等からの診

療報酬の請求の適正化を図るためのレセプト点検や柔道整復療養費などの申請書の審査の

充実強化、また、交通事故などの場合に相手方への求償事務の取り組み強化などを記載し

ております。 

 第６章は、医療費の適正化を図るための取り組みとしまして、まず取り組みの方針とし

て、本県の高医療費に触れた上で健康と長寿を確保し生活の質を向上させることで、結果

として、医療費の伸びを抑えることが重要であること。そのためには、本人の希望に沿い

ながら医療から介護に移行する仕組みづくりや、また、本県では壮年期の死亡率の改善が

重要な課題となっていることから、現在、長寿県構想に掲げているさまざまな事業につい

て市町村ともども取り組んでいくことを記載しております。その上で、現在の取り組みの

状況や今後の健康づくりのための個別の取り組みについて記載をしております。 

 ４ページの左下からの第７章ですけれど、市町村事務に関しまして、現在も国保連合会

などにより共同で行われているものありますが、今後も事務の効率化や統一的な運用を取

り組んでいくことにしております。 

 また、第８章では、保健医療サービス、福祉サービス等との連携を記載しております。

まず、今議会でシステム導入の補正予算をお願いしておりますが、国保の健診結果などの

データを活用し、市町村の保健事業が的確に行われるよう助言を行います。次に、先ほど

第６章で述べましたが、医療費適正化のためにも、たとえ病気になっても住みなれた地域

で安心して暮らせるよう地域包括ケアシステムの構築が重要であるため、県は生活の質の

向上に向けた療養環境の整備や中山間地域における医療・介護サービスの確保などに取り

組みます。また、市町村国保は今後も保健・福祉・介護などと連携し、被保険者が住みな

れた地域で暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステム構築に向け取り組んで
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いっていただくこととしております。 

 最後に、第９章としまして、市町村事業のＰＤＣＡサイクルに基づいた実施や、今後と

も県と市町村との緊密な連携を図るための意見交換の実施について記載をしております。

この運営方針につきましては、現在パブリックコメントや市町村への意見照会を行ってい

るところでして、その結果を踏まえ最終案を作成し、来月、県の国保運営協議会へ諮問を

行うこととしております。その上で 12 月議会に事業費納付金の算定方法に関する条例議案

を提出することとしております。 

 説明は以上です。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 本会議でも質問をしましたけれども、国が、県がすべて窓口となるというこ

とがあるわけですが、非常に課題も多いこの国保の問題ですけれども、当然、構造的な問

題があるのでなかなか厳しい運営をせざるを得ないということはよくわかるんですけれど

も、やはりこの医療費に見合った保険料ということは、もう当然低いとこと高いとことの

生活してる市町村からすると非常に平等だということはよくわかりますがね。そのため激

変緩和措置をするということですが、実際当面３年間を見ながらということで、ある程度

それ以降もという考え方もあるようですけれども、将来的にわたって高齢化がますます進

んでいく中でこれを維持させていくためには、将来的に高知県の場合、今までの議論を踏

まえてどういう方向性を考えているのか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 医療費がやっぱり高いということがありますので、なぜ高い

かっていうのは本会議で部長からもありましたけれど、中山間地域が多かったりとか、そ

ういった状況の中で家庭介護力が弱いとかいうことで入院が多いという状況があります。

これについてはすぐにどうのこうのはできないでしょうけれど、それに向けた地域包括ケ

アの推進をしていく。もう一方では健康づくりを長寿県構想などに基づいて市町村にも取

り組みを一生懸命、今以上に取り組んでいただくということで、医療費の伸びをできるだ

け抑えていきたいことが１点。 

 もう１点は、委員の本会議の質問でもありましたけれど、国のほうにこの国保の基盤強

化についてはこれからも話していく必要があるだろうと思っています。今回の国保制度改

革においても、国は平成 30 年度以降の状況を踏まえ検証をしながら、また協議をしていき

ますということを約束していただいております。平成 30 年度以降、今度の国保制度改革が

どうなっていくかによって、それで足らない部分があれば国に対して、知事会を通じてに

なると思いますけれど、話をしていきたいと考えております。 

◎黒岩委員 それで、本会議でも部長に言うたんですけれど、東のほうが医療費が高い、

西のほうが低い傾向性があると。レセプトが来たときに、どういう内容かを国保連合会等

でチェックしていただいてると。そこにどれだけメスが入れられるかということで、先ほ
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どいろいろ今後の対策としての健康対策等々が言われていると思うんですが、具体的に市

町村と連携してどれだけ医療費を下げていくかという市町村の努力等を県がどうサポート

していけるかだと思うんですが、そのあたりは今までと違って新しくこうしていくという

のは、ここで説明している部分がすべてですか。 

◎山本健康政策部長 今言われているように、これまでも県は市町村とともに、健康づく

りとかいろんなことを長寿県構想の中でやってきています。ただ、本会議でもちょっとお

話ししましたけれど、医療費適正化の取り組みそのものというよりは、その健康づくり含

めていろんなそういう取り組みをすることを、国がインセンティブ事業として保険者努力

支援制度というのをつくりました。これは当然その健診の受診率の向上もそうですし、糖

尿病の対策もそうですし、がん検診なんかもそうなんですけれども、それをやることによ

って、結果として住民の健康増進なり医療費が下がる取り組みについて、国がその実施の

状況であるとか成果に応じて交付金を出すという制度が、正式には平成 30 年度からできま

すけれど、もう既に昨年度から試行として始まっています。 

 ですので、それに対して県としては、市町村にやってくださいねって言うだけではなく

て、例えば血管病の重症化予防ということで、これは非常に大きなポイントになっていま

すけれども、先ほど委員も言われたレセプトデータから「あなた、数値悪いけれど病院に

行ってませんね」と、「病院に１回行きだしたけれど、治療やめてますね」と、そういうこ

とをデータから把握をして、それを各市町村の方が使って保健師が受診勧奨をするとか、

そういう仕組みもつくってますし、それからもう一方、力を入れてやってるパスポート事

業もですね、これもインセンティブ事業ということで市町村がやればポイントがついて交

付金もおりるんですけれど、やっぱり運動しなきゃいけないなと思っててもなかなかでき

ない。それを周りが仕組みをつくって運動していただいて、それで健康づくりに役立てて、

すぐではないですけれど、そういう取り組みの積み重ねで医療費を下げていく、こういう

取り組みを県全体でやっていきましょうというのでやっています。 

 それと根本的なところで言うと、やっぱり高知県がなぜ医療費が高いかっていうのは、

昭和 40 年代から全国一病床が多くて、介護の部分も病院が引き受けてきたという長い経緯

があります。その中で、やっぱり療養されている方々の生活の質を考えると、できる方は

やっぱり病院におるよりも介護施設がいいですし、介護施設よりも自宅がいいですし、自

宅までいかなくても介護系の居宅がいいですし、そういうところの受け皿をしっかりつく

っていく。急にはできません。ただ、それは地域医療構想も含めて、新たな受け皿も含め

てそういう環境づくりをやっていって、皆さんの生活の質を上げるとともに医療費を下げ

ていくと、そういう大きな取り組みでいこうと今やっておるところです。 

◎黒岩委員 そのためにも、そういった対策をしていくマンパワーと同時にそういう県民

の意識向上ですね、これをどう図っていくかというのは確かに大事やないかなと思うんで
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すね。私も血圧の薬とかいろいろ飲んでいるんですけれど、高知市から、この錠剤はジェ

ネリックがありますからジェネリックに変えてくださいと連絡が来たんですよ、直接。こ

れはすごいなと思ってね。だから、そういう一人一人に対する具体的な対応が市町村から

来たらやっぱり意識を持つし、そういうことが非常に大事じゃないかなという感じを受け

たもんですから、これからの医療費削減をしていくに当たって、どこまで県民総意で意識

啓発ができるか。そのことが大事じゃないかと思います。よろしくお願いします。 

◎中根委員 所得の低い人たちが多い国保というのは、今でも払えない人が多くて、それ

で病院に行きたくても行けないという状況があることを大前提で頭に置く必要があると思

うんですよね。大変努力をされて、計算式一つとってもいろんな手だてで考えられている

というのはよくわかりますけれども、激変緩和措置がほんとに３年間だけではなくて、さ

らに続かなかったら一体どうなってしまうんだろうと。それから、国自体が 3,400 億円ま

ず出しましたけれども、そこの基盤のところをもっと出す、出さなければ、これからもさ

らに病院にかかれない、払えない人が続きそうだなと。そこのところを国保というのは使

える国保にしなければならないけれども、使えない状態の人はそのまま続いていくという

のを重く感じます。 

 ですから、御苦労されているのはよくわかりますけれども、これまでのお金よりも上が

らなければいいという考え方だけではなくて、もっと国が基盤を持って引き下げるという

ことをやらないと、高知県のような所得が低い中で国保に参加をされている方たちの医療

は、もう病院に行くなというか、やっぱり病院に行けない状態をさらに加速することにつ

ながったら、これは大変なことだと。均一化だけではなくてそれ以前からの問題ですけれ

ど、それを今後もしっかり頭に入れていただきながら、この方向をよりよいものにどうす

るかを一つ考えていただきたいなと。考えられていると思うけれど、やっぱりそこを外す

ことはできないなと思います。 

 もう一つですけれども、各市町村が財源の中でなるだけ国保料を引き下げるために財政

措置をしてましたよね、こういう考え方はもうこれからは引き継げなくなる。そういう点

で、県はどんなに考えられているのか。そこをお聞かせください。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 最初の話は、国保の重要性を考えて、今まで国保制度改革の

議論の中で地方は国にずっと訴えてきました。国保の基盤、財政の基盤強化、絶対要るん

だと。それをしないと国保の非常に安定的な運営できませんと、持続可能な制度にするた

めにやっぱり国費を拡充してほしいという話をしてきました結果、今度の制度改正改革に

おいて 3,400 億円という額が、国から拡充しますという話が出てきた。 

 先ほど黒岩委員の質問に対してお答えしましたけれど、この 3,400 億円が終わりじゃな

くて、やっぱりこれをやる今度の改革において、その改革の検証をしながらまた議論をし

ていきますよということで、この今度の改革の国と地方との協議はそういった約束のもと
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に成り立ってます。やっていく中でやはりこの 3,400 億円では不足するんだ、どうしても

難しいんだとなれば、やはり先ほども言いましたけれど、全国知事会などを通じて、国に

対してはさらなる公費の拡充について、また訴えていく必要があると思っています。 

 ２点目につきましては、先ほどその運営方針の中でも少し触れさせていただきましたけ

れど、一般会計から市町村は国保の赤字補てん的意味合い、赤字補てんをするために保険

料を引き上げられないから、一般会計から法定ではない繰り入れをしている部分が大分あ

ります。ここについては前々から好ましくないという話をさせていただいています。とい

うのも、基本的には国保は決められた公費と保険料で運営するのが基本になっています。

一部その地財措置なんかがあって、繰り入れができる部分もあります。ただ、それ以外に

ついては、一般会計から繰り入れるということは一般会計のお金というか、この市町村に

は国保の被保険者だけじゃなくって被用者保険、協会けんぽの方とか共済の方なんかの被

保険者もいらっしゃいますので、一般会計のお金は市民全部の、市町村民全部のお金であ

ると。それを国保へ入れることはいかがなものかということが一つあります。 

 それともう１点は、市町村の財政に余裕があった場合はできるかもしれませんけれど、

地方が厳しくなったときにじゃあどうなるんですかと、一般会計を入れなくなった場合、

たちまち国保財政というのは非常に厳しくなるんじゃないかということもあって、できる

限り原則に従った国保の運営をしていただきたいということで、法定外の一般会計繰入金

については好ましくないという話をしてきました。 

 今度の制度改革において、先ほど言った公費が 3,400 億円拡充されましたので、そうい

った財源も活用しながらできる限り法定外の、赤字補てん的な意味ですけれど、政策目的

で入れているのは構いません、保健事業に充てるとか、そういったことは言ってませんが、

赤字補てん的な意味合いで保険料の引き上げを抑制するためとか、そういったものについ

ては今後できるだけ実態に応じた期間で解消をしていただきたいという話はしています。

そういったことを運営方針には盛り込んでいます。 

 基本的には期間は５年にしていますが、ただ、市町村の実態に応じて、５年では難しい

というところは、その実態に応じて徐々に解消していける期間を考えて赤字解消計画を策

定していただきたいということで、運営方針には記載をさせていただいています。 

◎中根委員 今でさえ大変なところをどうやってみんなが使える中身にしていくかとか、

払える中身にしていくかというのはこれからも大きな課題だと思いますけれど、ぜひ全体

の意見を集約してもらいながら頑張っていただきたいと思います。 

◎久保委員 私もこのことについてはいろいろ新聞なんかでずっと読んでいて、これは国

保自体の制度をきちっと継続していくには必要なことかなとは思いますけれども、今後そ

の中で説明をきちっとその保険料を払う方にされていくという、現場がすごく大変だと思

うんですよね。そのときは、その市町村の方が今後その保険料を払う方、住民の方と話す
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中において、さっきのお話でしたら大豊町と四万十市それくらい違いがあるのかという中

で、激変緩和で１％ということですけれども、何でこう保険料が変わるんだというところ

について、その市町村の方が住民の方に説明をされるところが、私は理解をいただくとき

の一番のポイントじゃないかなと思うんで、県が市町村と一緒になって住民の方に説明が

できるように心を砕いていかないかんじゃないかなと思います。もちろん、さっき黒岩委

員が言われたように偏在性をなくしていくというのは一番の根本のところですけれども、

その先にある今回の保険料が変わる、何でこれは変わるんだという説明に心を砕いていか

ないかんと思いますけれども、そこのところは課長いかがでしょうか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 おっしゃるとおりだと思っています。激変緩和を１％いう話

をしましたが、その期間をどうするかということで市町村とも協議をしてきました。ただ、

これが保険制度が変わることで急に増加することについては、制度改革の趣旨、目的が理

解されてないと無理だろうということで、そういった制度改革の目的を理解していただく

までは激変緩和対策というのは続けていかなくちゃいけないと。制度改革の目的をきちっ

と理解していただくように、市町村だけに任すんじゃなくて、県も一緒になって取り組ん

でいかないかんと思っています。 

◎久保委員 それと、最後に御説明があったけれど、運用の方針原案でこれからパブリッ

クコメントもやられるということですけれども、最終的にこれって平成 30 年度の予算、市

町村も含めて反映するわけですよね。そこんとこは間に合うんですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 市町村予算に大きく絡んできますのが、先ほどの事業費納付

金になります。事業費納付金については今月から来月にかけて一応仮算定をします。仮算

定の額で市町村には一度お知らせをします。その上で市町村でいろいろの予算について検

討いただく上で、最終的には１月の下旬から２月の上旬、そのあたりになると思うんです

けれど、国から平成 30 年度予算のいろいろ係数が出て、最終的な納付金額を決めた段階で、

またお知らせをすることになりますので、市町村の来年度予算には間に合うように、しか

も、なおかつその保険料率をどうするかもありますので、そういった準備ができる形でこ

れからも県は事務処理をしていきたいと思ってます。 

◎久保委員 最後に、本県は医療費の水準とか所得に即して保険料をそれぞれ市町村によ

って違うことを選択をされた。それが今、参事のお話の中では全国で 30 幾つの県とおっし

ゃいましたけれども、それ以外の 10 幾つの県においては一律でやられている県もあるわけ

ですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 今現在、一番直近の情報では、先ほどのαを１じゃなくても

αを０にするところが４県だと承知しています。ただ、そこもいきなり同じにするという

のではなくって、やっぱり激変緩和の措置なんかを講じた上だとは思っていますが。そこ

は 47 の中で四つですから、43 はαを１か、あと１ではないけれど 0.5 とかというところ
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が幾つかあると。ほとんどがもう１だと承知しています。 

◎久保委員 この３年間やって、その後に、住民の方、保険料を支払う方が納得のいく方

向にぜひ、これほんと大変と思いますけれどもよろしくお願いします。 

◎上田（周）委員 保険料が変わる中での収納対策、課長から説明もあったんですが、最

近の現年・滞繰合わせた、収納率の状況はどんな感じに推移していますか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 最近はちょっとずつ上がってます。 

全国的にはですね、高知県はトップ 10 には入ってませんけれど上位十数番に入ってま

す。平成 28 年度の全体の現年で言いますと、収納率は 94.04％になっています。市町村に

よってばらつきはありますけれど、全体ではそういった数字です。 

◎上田（周）委員 財政的なポイントの一つは、その収納率の問題があろうかと思います。

この表を見ますと、人口によって、規模によって目標率を立てていますよね。この説明資

料を見たら結構 34 市町村ばらつきがあって、特に市部が比較的低いという中で、徴収する

のは市町村になりますが、県としてこれからどんなにそういった取り組みをしていくのか。

払いたくても払えないとかいうお話もあったんですが、そういうことを含めて。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 抜本的にこれをやれば収納率が上がるというのはなかなか、

今までずっと継続的にやっていますので、新たな手段があるわけではないですけれど、地

道に滞納者に対して訪問して納付の相談をしていただく。あとは口座振替なんかをしてい

ただくとか、そういった取り組みを強化していただくことしかないのではないかなと考え

ています。ただ、市町村によっては、同じ規模でも収納率の高いところ、低いところがあ

ります。全体としては、人口が多い、被保険者数規模が多いところはやっぱり低い。被保

険者数が少ないとこは高いという傾向はありますけれど、被保険者規模が同じ中でもやっ

ぱり低いところ高いところがありますから、そういったところはなぜ低いのか。自分とこ

ろの滞納の対策がほかと比べてどうなのかということを、各市町村では比べていただきた

い。そこに対する情報提供はうちのほうでしていって、市町村で取り組みができる形はと

っていきたいと思っています。 

 あわせて、保険者努力支援制度という話が先ほど部長のほうからありましたけれど、国

のほうからもそういった収納対策、収納率を上げた場合は国費が余計にもらえるというこ

ともできますので、収納率を上げるということは保険財政、国保財政にも寄与しますし、

一方、国費もふえますので、安定的な運営にそれで一層つながっていきますから、低い市

町村については、そういった滞納対策については取り組んでいただきたいなと考えていま

す。 

◎上田（周）委員 最後、そういう中でこれからますます高齢化、ひとり暮らしの中で収

入は少なくなる、保険料が高くなるということで、結構大変だと思いますので、そういう

ことを含めて、寄り添った収納対策ということでよろしくお願いします。 
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◎中根委員 区分がありますよね、収入に応じてその保険料支払い区分、それは余り変化

なく考えているんですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 軽減の割合ですかね。７割軽減、５割軽減、２割軽減。それ

については、結局、所得がゼロの方は基本的世帯応益のほうがゼロですよね。あと５割軽

減については。 

◎中根委員 この人は大体幾らくらい払わないかんかと。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 保険料の５割軽減の基準額ですよね。毎年度変わっていると

ころがありますので、また後で構いませんか。 

◎中根委員 はい。これまでの基本と単一化になったときも、そういう考え方は変わらな

いのかどうか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 それは変わりません。あくまでもその所得に応じて、所得が

少ない方については応益の部分、均等割と被保険者平等割の、世帯平等割の部分について

所得が少ない方は７割軽減ですし、５割軽減ですし、２割軽減ということは、これは平成

30 年度以降も変わりません。 

◎西内委員 医療費適正化とかで各市町村がこれまで努力をしてきたんだと思うんですけ

れども、今後その保険者が高知県ということになると、インセンティブ事業なんかをやる

というのはもう高知県だけということで、医療費適正化に関して各自治体というのはどう

いう取り組みをするんですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 国のインセンティブ事業は両方ありまして、市町村ごとで評

価する部分と県で全体として評価する部分の二つに分かれます。県は、そのガバナンスの

部分をどうしていますかと、市町村に対してどうやっていて、全体としてどうやって取り

組みをしているのかということが評価されます。市町村は、それぞれの市町村で例えば特

定健診の受診率が何％かとかいったことで、あと糖尿病の取り組みとか、個別の市町村の

取り組み状況によって評価される方法に変わってきます。 

◎西内委員 その国費の増額分が出てくるというのは、それは保険者ではなく、市町村に

も反映されるということですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 県全体の分は、県全体のその納付金総額、その分を減らすと

いう作用があります。市町村が個別に評価される部分につきましては、市町村の納付金、

個別に納付金は県が計算しますけれど、仮に１億円であればその１億円を納付、１億円を

市町村へ割り当てた後でその国費、個別に入ってくる国費は市町村のほうが歳入として充

てる。 

 先ほどの資料の検討状況についての資料の４ページを見ていただけますか、この図です

けれど。県全体で評価される部分は、この県における作業の歳入の部分、この部分で控除

をします、歳出からですね。市町村が個別で評価される部分につきましては、市町村の欄
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にあります歳入、市町村個別の公費等、ここで引くことになります。市町村はそれぞれ頑

張って保険者努力支援制度などでもらえば、その分保険料の総額が減ってくるということ

になります。 

◎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

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、一般会計補正予算と条例議案１件の２件です。 

 まず、一般会計補正予算について御説明をします。②の番号のある資料をお願いします。 

 ７ページ、地域福祉部の総括表です。 

 今回の補正予算では、介護人材が安定的に確保・定着できる魅力ある職場づくりの強化

に向けました介護事業所認証評価事業のための経費と、もう一つ、県と高知市が共同で整

備しております新図書館等複合施設「オーテピア」内に設置を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」の施設の維持管理に要する経費としまして、総額で 929

万 5,000 円の増額補正をお願いするものです。詳細につきましてはそれぞれの担当課長か

ら御説明します。 

 次に条例議案ですが、当部の所管は、第３号議案「高知県青少年保護育成条例の一部を

改正する条例議案」です。青少年がインターネットを適切に活用する能力を取得できます

よう、保護者や学校関係者などに求められる役割を定めるなど、条例の一部を改正しよう

とするものです。これも詳細につきましては担当課長から御説明します。 

 続いて、審議会の開催状況です。赤ラベル審議会、Ａ４の横の一覧表をごらんいただき

たいと思います。平成 29 年６月定例会以降、昨日までに開催をされました審議会は、右端

の欄に平成 29 年 10 月と書いております７件です。そのうち主なものを説明させていただ

きます。 

 １ページの一番下、高知県高齢者保健福祉推進委員会につきましては８月 29 日に開催を

しまして、今年度策定する予定の第７期介護保険事業支援計画等について御審議をいただ

きました。 

 次のページをお願いします。高知県青少年問題協議会につきましては９月７日に開催を

しまして、先ほど申し上げました高知県青少年保護育成条例の改正の方向性について御審

議をいただきました。 

 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
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すようお願いします。 

 私からの説明は以上です。 

◎弘田委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈地域福祉政策課〉 

◎弘田委員長 初めに、地域福祉政策課の説明を求めます。 

◎山本地域福祉政策課長 地域福祉政策課です。当課からは、補正予算議案１件をお願い

をしております。 

 お手元の資料の②の議案説明書の９ページをごらんください。福祉・介護人材確保事業

費としまして 869 万 6,000 円を計上をしております。 

 事業の詳細な内容につきましては、議案参考資料の地域福祉政策課のインデックスを張

っているページをごらんください。新たに取り組もうとしております介護事業所認証評価

事業について御説明します。 

 まず、左上の現状のところですが、介護職場の離職率は平成 25 年の 14.7％から平成 28

年は 15.8％と上昇をしております。また、平成 28 年の採用者数と離職者数を平成 25 年と

比較しますと、採用人数が落ち込む一方で離職者数が増加しており、近い将来、採用者数

と離職者数が逆転するといった状況が発生する懸念があります。 

 こうした中、右側の課題の欄にありますように、介護の仕事をやめた理由としては、職

場の人間関係や法人の理念や運営への不満、結婚・出産・妊娠・育児のため、将来の見込

みが立たないといったことなどが上位に挙がっています。これらの離職理由から想定され

る離職の要因としては、人材育成、処遇、労働環境の三つの問題であると分析をしており

まして、これらの要因の解消に効果が見込める方策としては、１として段階的かつ適切な

育成体系の構築、２として将来を見通せるキャリアパス等の整備、３として安心して長く

働ける職場づくりの大きく三つだと考えております。こうしたことを踏まえて、左下の３

にありますように、介護事業所の認証評価に新たに取り組みたいと考えております。具体

的には、３の内容欄の①にありますとおり、離職要因の解消に対して直接的に作用すると

考えられる項目について、県が定める認証基準を満たした事業所を認証する制度を導入し

たいと考えております。 

 評価項目と評価基準の案につきましては、次のページをごらんください。１の基本項目

から６の社会貢献とコンプライアンスまでの六つの対応項目に対して、それぞれ右側の欄

の評価基準を定めたいと考えております。 

 まず、１の基本項目では、離職率や初任給などの定量的な指標などの情報を公開するこ

と。２の新規採用者の育成体制では、育成計画の策定・運用や研修等の実施などを。また、

３のキャリアパスと人材育成では、資質向上のための目標及び計画の策定・運用や資格取

得のための支援の実施、給与体系や給与表の導入などを。４の働きやすい職場環境では、
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休暇取得や労働時間の短縮、業務の負担軽減に関する取り組みの実施などを。５の質の高

い介護サービスの提供では、介護福祉士などの専門職を厚く配置していることや重度の方

を多く受け入れていることにより取得できます加算の取得を。また、６の社会貢献とコン

プライアンスでは、地域や学校との交流や関係法令の遵守をそれぞれ評価基準としたいと

考えております。 

 前のページに戻っていただきたいと思います。先ほどの評価基準を達成し多くの事業所

が認証を取得できますよう、スキーム欄の中ほどの認証取得に向けたさまざまなサポート

の実施にありますとおり、課題や規模に応じて認証項目別のセミナーや小規模事業者向け

のセミナーを開催するとともに、集合相談会や訪問による個別のコンサルティングを実施

するなど、きめ細かく支援をしてまいりたいと考えております。 

 あわせまして、認証した事業所の人材育成や働きやすい職場環境づくりに向けた取り組

みなどを広く情報発信することにより、介護職場の理解の促進とネガティブなイメージを

払拭することで、右の事業の効果のところに記載しておりますが、雇用管理の改善による

離職率の低下とイメージアップによる新たな人材の確保につなげ、人材確保の好循環を実

現したいと考えております。目標値としましては、右下にありますとおり、平成 30 年度は

45 法人、平成 31 年度以降は年間 60 法人の認証を目指してまいります。 

 なお、補正予算の内訳としましては、周知用リーフレットを作成するためのリーフレッ

ト作成等委託料と審査基準書やマニュアル、取り組み支援ガイドブックの作成、スタート

アップセミナーや審査者研修の実施といった制度の運用支援をコンサルティング会社に委

託する介護事業所認証評価事業実施委託料及び事務費となっております。国の地域医療介

護総合確保基金を活用して実施をしたいと考えております。 

 説明は以上です。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 介護事業所というのは全事業所になるんですか。どれぐらいの範囲までとい

うことですか。 

◎山本地域福祉政策課長 おおむね全事業所を考えております。事業所の数としては県内

約 1,100 カ所で、法人数は 450 法人です。 

◎黒岩委員 それで、その認証を受けたことによるプラスというか、受けることによるい

いことはどういうことが言えるんですか。 

◎山本地域福祉政策課長 認証を取得するためには体系的な人材育成や処遇改善、それか

ら労働環境の改善というのが必要ですので、取得することによって、良好な労働環境であ

ることを広くアピールできるので、新たな人材の獲得の面でも有利になりますし、働きや

すい職場になることで職員の定着といった効果も生まれてきます。 

それと、まだ、検討段階ではありますけれど、インセンティブのようなものを考えてお
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りまして、優先的な就職のあっせんとか求人票への認証の表示、それから職場体験や実習

先としての推薦であったり、あと、これも予算的なことがあるのでまだ検討段階ですが、

県が実施する研修の受講料の割引といったインセンティブの付与も検討しております。 

◎黒岩委員 確か先行県があって、京都ですかね、そこの実際やっているところの効果は

検証されていますか。 

◎山本地域福祉政策課長 委員からお話ありました京都府、今回導入するに当たって京都

府を参考にさせていただきました。京都府は平成 25 年４月から運用しておりまして、現在、

法人の４分の１ぐらいが取得をしております。それで、離職率につきましては全国の介護

事業所平均値と比較して低い状況、全国が 16.5％に対して京都府の認証所は 10.2％、それ

から採用率についても１年以上経過した事業所の新規採用者数の充足率というのが高い状

況がありまして、認証１年以上経過したところ 85.5％、それ以外のところは 69.3％という

ことで充足率も高くなっております。あと、認証事業所のアンケートの調査では、やはり

職員のモチベーションがアップしたとか、サービスの質の向上が図られた、それから求職

者がふえたといったことをお聞きしております。 

◎黒岩委員 ということは、その職員の働き方が変わったりとか、非常に待遇が改善され

たとか、いろいろそういういい点が他の取得してない法人と比べた場合に積極的に変わっ

てきたと。そのことで定着をしてきているということが単純な結果ですか。 

◎山本地域福祉政策課長 そのとおりです。 

◎黒岩委員 それで、実際その平成 30 年度 45 法人、次年度が 60 法人を認証するという目

標を出しておりますが、この２ページ目のさまざまな評価基準というのは、実際その事業

所の事務負担がふえるとかいうことにつながっていかないんですか。大丈夫ですか。 

◎山本地域福祉政策課長 この事業を導入するに当たって、まず考えたのは、小規模の事

業所が取得できるのかどうか、負担にならないかどうかというところがありました。それ

で、先ほどお話ありました京都なんかの導入に対して一緒に検討していただいたコンサル

なんかの意見もお聞きしましたが、特段の問題のない内容だと、要は低すぎず高すぎずと

いった御意見をいただいております。 

 それと、この事業を導入するに当たって事前に事業所の意見をお伺いをしています。そ

の中でも否定的な意見というのはありませんでしたし、参加いただいた方の約７割の方が

取り組みたいと言っていただいておりますし、また、事前に小規模事業所が関係する通所

サービス事業所の協議会とかホームヘルパーの連絡協議会のほうにも個別に説明にお伺い

して、意見をお伺いしました。それで、比較的好意的な評価でありましたし、達成難易度

について問題のないレベルであるという意見をいただいています。 

◎石井委員 この認証取得に向けたサポートの中で、県と専門家ということですけれど、

どういった専門家の皆さんにサポートしてもらうんでしょうか 
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◎山本地域福祉政策課長 この事業所へのサポートは、この事業を委託しようと思ってい

ます京都のコンサルティング会社の方に、個別に事業所に行っていただいてサポートをし

ていただくと考えております。 

◎石井委員 じゃあ、こういったことを認証することの専門家なんですね。 

◎山本地域福祉政策課長 そのとおりです。 

◎石井委員 仕事をやめた理由はいろいろあると思うんですけれど、この表よりも実感と

してよく聞くのは給与というか賃金面というのが非常に大きいのかなと思って、この中に

も給与体系、特に給与表の導入とかがありますけれども、先ほど言ったその事業所がたく

さん 450 法人とかある中で、給与表を使ってないところがやっぱり多いのか。もし、この

給与表を使うとなったときにはどういった給与表を水準にするのか。例えばこの２表とか、

そういったところが水準なのか。その辺の専門家じゃないかもしれませんけれど、そうい

ったコンサルの専門家は、そういったとこも含めて全部水準なんかを決めてサポートをし

ていくということですか。 

◎山本地域福祉政策課長 サポートはそういうことになります。それで、先ほど給与表と

か導入のないところが多いのかとかいうお話がございましたが、国の調査になりますけれ

ど、介護事業所における定期の昇給の制度とか賃金表の整備状況を見た場合に、やはり事

業所の規模が小さいとなると定期的な昇給制度もないし、昇給した人もいない事業所とい

うのが多いという結果が出ています。 

◎石井委員 ある程度インセンティブ部分を付与していくことで、45 法人とか 60 法人と

いうのはやっぱり大きなとこを目指して、そこである程度終身雇用みたいな形じゃないか

もしれませんけれども昇給もしていくいい事業所を、ある程度中核それから大きい事業所

を、法人を育てていくという感じですか。 

◎山本地域福祉政策課長 大きい法人を育てていくということではなくて、県内のすべて

の事業所に取得していただきたいと思っています。要は、この事業に取り組むということ

は職場環境の改善を図ることなので、あくまでもその格付をするんではなくて、一定の水

準まで職場の環境を整えていただきたいという思いがあります。あと、法人数で言えば、

まず、来年度については 45 法人ぐらい取得を考えておりますが、ここは確かに老人福祉施

設協議会なんかに加入している特別養護老人ホームなどの法人になろうかとは思います。

それで、来年の５月ぐらいには初回の認証をしたいと思っています。その初回の認証を取

得できるのは、そのうちの 15 法人ぐらいではないかなと考えております。 

◎石井委員 ほんとは小さいとこを含めて、その介護人材がちゃんと確保されるいい事業

所が育っていくのがベストなんでしょうけれど、やっぱり賃金も低いとなかなか人も集ま

りにくい。そこが最終的な判断になるというのも大きいと思うんです。事業所も余り高い

給料表を導入できないとかいうこともあると思うんで、それは事業所ごとにそういう表が
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違ったりとか、そのサポートというか、その相談のコンサルティング内容が違ったりとか

いうことになってくるわけです。 

◎山本地域福祉政策課長 まず、支援については当然その事業所ごとに状況なんかも違い

ますので、まず法人みずからチェックシートのようなものでチェックをしていただいて、

この部分が自分とこの法人は足りないとかいうところを個別にサポートをしていきたいと

思っています。それとあと、その個々の事業所というお話でいくと、やはりその一つの法

人で幾つか事業所があるときにその事業所ごとに状況が違うと人事異動とかもありますの

で、そこはその法人単位で認証していただきたいなと思っております。 

◎石井委員 じゃあ、多少細かいあれはあっても、一定の水準があってそれをクリアしな

いと認証にならないわけでしょう。 

◎門田地域福祉部長 例えば給与水準で言えば、やっぱりその事業体の経営状況というの

がありますのでなんですけれど、もう一つ、処遇改善加算とかいう制度をしっかりとって

いるかとっていないとか、そこの部分で見ていきたい。それと昇給の制度があるのかない

のか、そういうところで見ていきたい。水準自体はやはり事業所によって変わってくる場

合は当然ありますので、その水準をすべて一緒の水準に、同じ給料にということにはなら

ないと思っていますので、その中で加算とかいうもののとれるものをしっかりとって処遇

を改善してる、そういうところを評価していきたいと思います。 

◎石井委員 最後に、県内にはそういうコンサルティングできそうなとこはあんまりない

んですか。 

◎山本地域福祉政策課長 先ほども御説明したように京都が平成 25 年から導入してます。

高知県の場合もこういう制度を導入できないかというのを平成 27 年度の後半ぐらいから

検討し始めましたので、まずその京都のコンサルティング会社のほうにいろんな情報をい

ただいておりましたので、そこに今後もお願いするのが適当だろうと考えております。 

◎石井委員 わかりました。県内でもできたらいいと思うし、そういったことで広げてい

けるように、そういう意識持ってやってもらえればと思います。 

◎中根委員 私もそのだれがどんなに指導というか、そういうコンサル的なことをするの

かなというのを考えたときに、京都って随分距離があるなと、それから気質やいろんな条

件も違うだろうと。そのあたりをもうちょっと吟味できないものなんだろうかというのを、

率直にお聞きしたときに感じました。全国的にも京都だけでなく、もう少しこういうこと

をやっているところがないのかどうか。できれば、これ 450 法人 1,100 カ所にずっと入っ

ていくとなると時間もかかるし、いろんな形での機微のところではわかり合ったり、押し

たり引いたりというのはすごくある、必要になると思うんですけれども、そのあたりでそ

のコンサルの専門家が適当であるかというのはどのあたりで判断されるのか、ちょっと教

えてください。 
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◎山本地域福祉政策課長 このような制度を導入している県が全国で 15 府県あります。私

どもが検討するに当たって参考にさせていただいたのが京都と青森です。それとあと、高

知県のように今検討中っていう県が９都県あります。それと県外のコンサルでいいのかと

いうところなんですが、いろんなところのお話をお聞きして、やっぱり京都が一番うまく

いっているというところがありましたので、スタート段階からその京都のコンサルに意見

をお伺いして準備をしてきました。確かに県外ではありますけれど、今年度も何度か協議

もしておりますし、また当然スタートアップセミナーなんかも高知に来ていただいて、高

知の介護事業所の状況というのも十二分に把握していただいてアドバイスをいただきたい

と思っていますので、そこら辺はこちらのほうからも情報をコンサルにも与えながら、そ

こはしっかりやっていきたいと思います。 

◎中根委員 そこはしっかり吟味していただきたいと思うのと、これは何年間の委託をす

ることになりますか。 

◎山本地域福祉政策課長 委託は単年度を考えております。ただ、事業認証は一応３年更

新を考えていますけれど、委託は単年度の委託です。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 昼食のため休憩します。再開は午後１時とします。 

 

（昼食等のため休憩 11 時 58 分〜12 時 58 分） 

 

◎弘田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

〈障害保健福祉課〉 

◎弘田委員長 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 障害保健福祉課です。当課の補正予算議案１件につきまして御

説明をさせていただきます。右肩に②と書かれました議案説明書補正予算の 10 ページをお

願いします。 

 右側の説明欄ですが、１、地域生活支援事業のうち、点字図書館運営費負担金です。補

正予算の内容につきましては、地域福祉部議案参考資料の障害保健福祉課のインデックス

のついた資料で御説明します。 

 来年７月の開館を予定しております新図書館等複合施設オーテピア内の１階に設置され

ます、新点字図書館「オーテピア高知声と展示の図書館」の概要につきましては、６月議

会のこの危機管理文化厚生委員会でも御説明しましたように、下の枠にありますとおり、

県と高知市が協力をして整備運営することにより、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を充実させることとしておりまして、１、諸施設設備の拡充と
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しましては、面積は 955.31 平方メートルで既存施設の 2.7 倍となりまして、書庫の収蔵能

力や各種サービス、図書政策の機能を充実することとしています。 

 ２、サービス内容の拡充と利用者の増加としましては、点字図書のほか、ＣＤなどのデ

ージ図書と言われるデジタル図書の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、来館が困難な人への宅配サービス、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、また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

も配置をします。 

 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

制を整備するとともに、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

養成への活動の支援、充実を図ることなどとしております。 

 上の枠の９月補正予算案の概要としましては、運営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ため、県としては、高知市と協

定書を締結しまして、運営に要する経費につきましても、県市一対一を基本に、応分の負

担を行うこととしております。 

 今後のスケジュールとしましては、12 月にはオーテピアの建築主体等の工事が完成しま

すので、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としており

ます。それに伴いまして、１月から３月までの施設の維持管理費が必要となりますことか

ら、面積案分により算出しました金額を、高知市と折半をいたしました 59 万 9,000 円を負

担しようとするものです。 

 説明は以上です。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 この施設の概要の中、視覚障害者生活訓練指導員を配置して、相談支援を充

実するということで書かれてありますが、訓練指導員というのは職員ですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 高知市の職員です。 

◎黒岩委員 もう１回確認しますが、全体で職員配置は何名ですか。 

◎梅森障害保健福祉課長課 全体で、今現在のところ 12 名を予定しております。まだちょ

っと調整しているところです。 

◎黒岩委員 ６月議会でも言いましたけれども、高知市の職員が主体的に運営をしていく

ということでありますので、一対一の配分で予算を拠出していくわけですから。県として

の意向、考え方をしっかりと運営の中に反映をしていくことは、非常に大切だと思います

ので、今後協議会等で協議されるかと思いますが、今後の流れ、取組状況を再度確認した

いですが。 

◎梅森障害保健福祉課長 今回は、１月から３月までの維持管理費の補正の計上をさせて

いただいておりますが、来年の４月以降の運営費も含めましたことにつきましては、詳細
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を現在高知市と協議をしておりまして、これまで以上に県内にサービスを広げていける方

策につきまして、一つ一つチェックをしながら、十分県として意見も言わしていただきな

がら、協議を深めてまいりたいと考えております。 

 またしかるべき時期には、検討委員会なども設置されることになりますので、そうした

人選も県としても意見を言わしてもらいながら、メンバーに入りながら、適宜意見を述べ

ていきたいと思っております。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈児童家庭課〉 

◎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しまして、高知県青少年保護育成条例

の一部を改正する条例議案をお願いしております。 

 まず初めに、資料④議案説明書条例その他の１ページの上段をお願いします。 

 今回の改正につきましては、スマートフォン等の急速な普及による青少年のインターネ

ット利用環境、こちらの変化を考慮しまして、保護者の責務としてインターネットにおい

て流通する情報を適切に取捨選択して利用し、及び適切にインターネットによる情報発信

を行う能力、条例では、あわせましてインターネットを適切に活用する能力と定義をして

おりますけれど、そうした能力を青少年に習得させること。また、青少年の状況に応じま

して、利用について必要な処置をとることを加えるなどの改正をしようとするものです。 

 詳細につきましては、お手元の議案参考資料、地域福祉部議案参考資料の赤のインデッ 

ックス、児童家庭課のところをお願いしたいと思います。 

 まず、左上のところです。１の現状のところですけれど、こちらのほうでは青少年を取

り巻くインターネットの現状を整理しているところです。まずインターネットの利用率に

つきましては、小学校で既に８割を超え、高等学校の段階ではほぼ 100％に近い状況とな

っております。また、ネットいじめの認知件数、こちらにつきましては、引き続き増加傾

向が続いておるところです。 

 次のインターネットの依存傾向と被害経験の関係につきましては、インターネットへの

依存度が高い児童生徒のほうが、依存度が低い児童生徒に比べますと何らかの被害に遭う

経験が多く、特に多くなっておりますところが、チェーンメールが送られるといったこと

でありますとか、友達とのやりとりを終えることができないといった悩みなどを抱える傾

向が高くなっています。 

 また、最後のところですけれど、被害経験とフィルタリング設定の有無の関係につきま

しては、コミュニティサイト等で被害にあった児童生徒、全体の約９割の児童生徒がフィ

ルタリング設定しなかったというデータもございます。 
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 こうした現状等を踏まえまして、左の１番下のところですけれど、高知県いじめ問題対

策連絡協議会や高知県青少年問題協議会などで協議を重ねてきました結果、インターネッ

トに係る青少年対策を実効ある取り組みとして進めていくために、高知県青少年保護育成

条例を改正しまして、保護者の責務に対する県民意識の高揚を図りますとともに、関連す

る施策等を総合的に推進していくこととしたものです。 

 右上の２には、今回の条例改正案の具体的な内容をまとめております。まず一つ目とし

て、保護者の役割を新設することとしております。保護者が①にありますように、監護す

る青少年が、インターネットを適切に活用する能力を習得するように努めますとともに、

②にありますように、青少年の年齢やインターネットを適切に活用する能力の状況に応じ

て、以下にあります、まず一つ、アのところですが、インターネットの利用時間・利用場

所を制限し、保護者が利用状況をしっかりと把握する、次のインターネットの利用を保護

者が同意した機能に限る。また、フィルタリングソフトウエアの活用等によりまして有害

情報を監護する青少年に見せない、聴かせない、読ませないといった措置をとるよう努め

ることを規定として新たに設けることとしております。 

 あわせまして、下の（２）のところですけれど、二つ目として、学校をはじめとする青

少年の育成にかかわる関係者・関係団体が、青少年がインターネットを適切に活用する能

力を習得できるように努めることも規定することとしております。 

 次の３、条例改正後の県の取組案としては、今の条例第４条に規定されております県の

責務として、こちらに記載しておりますように、地域福祉部、県の教育委員会、県警が密

に連携をして周知啓発活動や情報モラル教育の推進など、関連する取り組みを総合的に推

進してまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、今回の改正では、保護者等の責務を規定しますことから周知期間を

設けることとして、平成 30 年４月１日からの施行としております。それまでに先ほど申し

上げました周知啓発活動にしっかりと取り組み、円滑な施行につなげてまいりたいと考え

ております。以上で説明を終わらせていただきます。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 いじめの認知件数が増加傾向にあるということですけれども、潜在的にどれ

ぐらいあるかということは掌握していないんですか。 

◎山本児童家庭課長 これは個人的なところもありますけれど、その認知というのは、あ

らわれるのは氷山の一角というたらおかしいですけれど、隠れた潜在的なところは、かな

り多いんではないかと考えております。そこはしっかりと表面化する形にしていかなけれ

ばならないと考えております。 
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◎黒岩委員 全国的にこういうネットいじめというのが、大変多くなってきているという

報道もあるわけですし、まずその相談の窓口ですよね。これは、すぐ相談をしたいという

ときには１番どこがいいんですか。 

◎山本児童家庭課長 まずは、小中高校までですけれど、そういったところに担当してい

ただける先生とかもいらっしゃいますので、そちらのほうに相談していただくなり、また

警察とか、いろんなところのセクションがあると思いますので、今回、そちらの周知啓発

のほうもしっかりとさせていただくようにしておりますので、そちらのほうでも、能力を

つけるということとあわせまして、もしそういった被害に遭ったときには、こういったと

ころでありますというところも、しっかりと周知もしたいと思います。 

◎黒岩委員 意外といじめられていることをよう言わないというかね、表明しない子供が

多い中で、親がどう気づいていくかとか、周りがどう気づくかということも非常に大事な

点だと思うんですけれども、そういう運動論というか、気づき感じていける環境をつくっ

ていくというか、そういうのはやっぱり我々大人の責任じゃないかと思うんですけれど、

そういう意味で、しっかりとした周知をしていっていただきたいなと思います。 

◎中根委員 インターネットっていうのは、私なんかもとても不得手ですね、保護者の役

割を新設されて、どう対応するかなと。わからないものを習得するように努めると言われ

ても、いや困ったなと思う方も多いんじゃないかなと思います。 

 それで、全国でこの青少年の条例に、このインターネットの具体的な中身を、取り入れ

ているのは、多くなっているんですか。 

◎山本児童家庭課長 今回の条例の参考にさせていただいたのは鳥取県などです。こちら

のインターネットの分から被害を守るということにつきましては、国のほうでも、法律を

設けておりまして、そちらに基づいて、県の条例に落とし込んでいるという形になってお

ります。 

◎中根委員 国の何の法律ですか。 

◎山本児童家庭課長 国のほうが、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる

環境の整備等に関する法律ということで、こちらにも、保護者の責務でありますとか、各

事業者の責務とか、そういったものは規定されております。 

◎中根委員 青少協の中とか、いろんな団体からも意見を伺っている、議論をされている

というお話でしたが、具体的にどんな形でこの条例改定案になったのかをちょっと教えて

ください。 

◎山本児童家庭課長 この資料に書いております、いじめ問題対策連絡協議会のほうで、

最初にネットいじめの問題について、どういう取り組みをしていくかっていうことで、平

成 26 年の後半ぐらいからこの議論を進めてまいりました。その中で当然そのいじめはそう

ですけれども、これからの時代、インターネット抜きにして、青少年の成長というのもな
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かなか難しいということもございますので、インターネットにしっかりと子供が対応でき

る取り組みをして、その中でネット問題もあわせて考えるということで、ネット問題すべ

てについての対応をすべきではないかということで、議論を進めてまいりました。去年の

最後のいじめ問題協議会で、条例化のほうがいいんではないかという話が出まして、こと

しの第１回目のときに、一定の県の考え方を出したところ、賛同いただけたという形にな

っております。 

 あと、その後を受けまして、青少年問題協議会とか児童福祉審議会の育成部会というの

もございますけれど、そちらのほうでも意見をお伺いして、この方向でいいだろうという

話になりまして、そのときに意見が出たのか、中根委員がおっしゃられたように、保護者

にも、いろんなレベルがございますので、そこについてしっかりと、そのレベルごとに応

じて対応できるよう周知、啓発はしっかりとしていかなければ、実効性がなくなるよとい

うことで、意見もいただいておりますので、しっかりとうちと県教委と警察でどういった

対策をしたのがよりいいかということを検討するように。 

 今度、来週ですけれど、またこの三者が集まりまして、どうやって広報とか啓発とかを

していくかということについても話し合いをします。 

◎中根委員 わかりましたが、事業者の責務というのは、既に記載済みとありますけれど

も、それは条例のどのあたりにありますか。 

◎山本児童家庭課長 新旧対照表が、資料４の議案説明書の 12 ページにあります。左が今

回の新しい改正後で、右が現行の条例になっております。現行のほうで言いますと、この

第 23 条の３の第２項と、今回の対象になっておりませんが、次のページの３項のところで、

インターネットの端末を、公衆の利用に供するものでありますとか、インターネットへの

接続を可能とする電気通信役務を提供する電気通信事業者、等に対して有害情報を見せな

い、聞かせない、そういった取り組みをしっかりするようにということで努力義務を設け

ているところです。 

◎中根委員 わかりました。私もいろんな感覚のある保護者のもとに、罰則規定はないけ

れども、啓発をするというのはわかるんだけれども、実効性のあるものに突き詰めていく

のはとても難しいことだと思います。 

 ですから、全般的に、有害なインターネットの利用方法をなくしていくだとか、安全で

適正な利用方法を、授業がありますよね。メディアリテラシーじゃなくてコンピュータな

んかの、そういう中で身につけていくとか、そういうことがやっぱり基本になるんじゃな

いかなと。ですから罰則はないのですが、啓発をするのはいいんだけれども、どこまでも

その保護者に縛りをかけていくだけではきっとだめなんだろうなという思いを持っていま

す。そういう点ではとても慎重にっていう言い方おかしいけれど、何もかにも、教育の課

程の中とかに手を突っ込むようなやり方ではなくて、基本的な学習をきちんとしていくこ
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とがとても大事なんだろうなと。青少協とかいろんなところでいじめ対策の委員会だとか、

そういうところで議論をされた上であることは承知しましたけれども、なかなか大変な中

身だなっていう実感です。 

 それともう一つは、今後それがどんなに効力を発してきたかっていうのを検証するのに、

高知県の子供のインターネット上のいじめのデータが、ネットいじめのデータはあるけれ

ども、全体的なインターネットを使った上での、いろんな問題点がどうあるのかっていう

データがありませんでしたよね。そういう点ではその検証の種は余りないかもしれないな

と、その点はどんなにこれから考えられるのかなっていうのを、ちょっと疑問に思ってい

るんですけれども。 

◎山本児童家庭課長 まず、保護者だけにという意見ございましたけれど、当然その保護

者だけで、この問題解決するとは思っておりません。そういったこともございまして、今

回はその保護者の責務とあわせまして、学校とか、関係者・関係団体、そちらのほうも、

しっかりとこの取り組みに御協力いただきたいという旨の条項もつけ加えているところで

して、当然、学校での教育、そちらのほうも教育委員会を通じまして、しっかりとその対

応はしていくことになると思います。 

 あと、これからいじめの検証のほうにつきましては、これまで県のほうではデータとか

とってませんでしたし、なかなか悉皆的に全部のデータがとれるかどうかというのは、ま

だ何とも言えないところがございますけれども、どういった形にすれば、これはＰＤＣＡ

で回していけるような体制になるかっていうのは、ちょっと県教委とか県警とか協議をさ

せていただくように、まず来週、会がありますので、そのときに、またテーマとして上げ

て考えていきます。  

◎久保委員 もちろんこれ大事なことだと思います。私も賛同します。一方、山本課長が

先ほど言われましたように、今、これからの時代っていうのは、小学生も中学生も高校生、

小学生からもと私は思いますけれども、このネット環境、これを抜きにしては語れんと思

います。これを使いきることが私は必要だと思っています。 

 そういう意味ではこの保護育成条例で、あんまりネットに対して、子供が萎縮をしない

文言なり、取り組み、そういうことが私は求められると思うんで、そこのところを少し留

意していただきたいと思いますんで、お願いします。そのことについて、ちょっと課長、

所見を。 

◎山本児童家庭課長 当然、自分もインターネット抜きにしては、これからの生活考えら

れないと思っております。あと、萎縮しないようにというのは御指摘いただきましたが、

そちらにつきましても、これからの啓発とかのところで、そこのあたりもしっかりと御説

明もさせていただきたいと思いますし、個人的な考えですけれど、失敗して学ぶというと

ころもございますので、それが重大な失敗にならないように、そういった形でのところま
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で、ちょっと言いづらいところもございますが、どうやったら子供もそうかと思っていた

だけるかというのはちょっと考え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。最初に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 それでは議案の説明に先立ちまして、幹部職員の人事異動

がございましたので御報告をさせていただきます。平成 29 年８月１日付けで、それまで１

名でした副部長が総括として、新たに１名の副部長を配置したので御紹介をさせていただ

きます。 

◎中村文化生活スポーツ部副部長 中村です。よろしくお願いします。 

◎門田文化生活スポーツ部長 それでは９月議会への提案議案につきまして説明をさせて

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件を提出させていただいております。 

 お手元の資料の②の番号がついています議案説明書補正予算の 11 ページをお願いしま

す。文化生活スポーツ部の補正予算総括表です。 

 まず、文化振興課におきまして、さきの６月議会で補正予算の議決を賜り、購入手続を

進めてまいりました坂本龍馬直筆の書簡につきまして、所有者から寄贈を受け、購入に係

る経費が不用となりましたため 1,330 万円の減額補正、また、美術館のつり天井の脱落対

策を行うための改修工事に要する経費として、115 万 1,000 円の増額補正をお願いしてお

ります。 

 また、県民生活男女共同参画課におきましては、消費生活相談窓口の機能強化を図るこ

とを目的として、香南市において新たに消費生活相談員を１名配置することとなりました

ので、その経費を補助するため 93 万 7,000 円の増額補正をお願いしております。 

 私学・大学支援課におきましては、明徳義塾中学校校舎の耐震補強工事に補助しますた

めに、740 万 7,000 円の増額補正をお願いしております。 

 最後にスポーツ課におきましては、老朽化している障害者スポーツセンターの空調設備

の改修等を行う経費として、1,980 万 7,000 円の増額補正。また新たに春野運動総合公園

に設置します屋内飛び込み練習場の管理運営に係る経費といたしまして、96 万 6,000 円の

増額補正をお願いしております。 

 部全体では 1,696 万 8,000 円の増額補正をお願いしております。 
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 次に 13 ページをごらんください。債務負担行為です。先ほど御説明した、美術館のつり

天井の脱落対策を行うための改修工事に要する経費として 8,414 万 8,000 円の追加をお願

いしております。 

 次に 20 ページをお願いします。こちらも、先ほど御説明した新たに春野総合運動公園に

整備します屋内飛び込み練習場の管理運営に係る経費として、161 万 7,000 円の追加をお

願いしております。 

 次に、③の番号がついております条例その他議案をお願いします。表紙をめくっていた

だきますと、最初の議案目録がございますが、このうち文化生活スポーツ部は第４号議案

が該当しております。第４号議案につきましては、新たに春野総合運動公園に設置する屋

内飛び込み練習用の利用に係る料金を定めるなど、必要な改正を行おうとするものです。

なお、議案の詳細につきましては、担当課長からそれぞれ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します。

同じ資料の赤インデックス、審議会等のページをお願いします。 

 平成 29 年度、各種審議会の開催についてですが、２の高知男女共同参画会議につきまし

ては、７月 13 日及び９月６日に開催をしました。主な審議内容などを資料に記載しており

ますので、御確認いただくようお願いを申し上げます。なお委員の名簿を資料の後ろにつ

けていますので、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。 

 私からは以上です。 

◎弘田委員長 続いて所管課の説明を求めます。 

〈文化振興課〉 

◎弘田委員長 まず、文化振興課の説明を求めます。 

◎三木文化振興課長 文化振興課です。当課からは、平成 29 年度補正予算議案について御

説明します。青色のインデックスの資料番号２、議案説明書の 12 ページをお願いします。 

 当課の補正予算の項目としては、美術館改修工事管理委託料で 115 万 1,000 円の増額。

文化基金繰出金で 1,330 万円の減額がございます。 

 次に 13ページをお願いします。債務負担行為として、美術館改修事業費で 8,414万 8,000

円の追加がございます。まず、美術館改修工事監理委託料と債務負担行為の美術館改修事

業費について、別途資料により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、文化振興課の１ページをお願いします。 

 左上の囲み、事業概要です。東日本大震災で大規模建築物におけるつり天井脱落事案が

多数発生したことを受けまして、つり天井脱落対策に係る基準が新たに設けられておりま

す。県ではこの新基準に基づきまして、高さ６メートル超え、水平投影面積が 200 平米超
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えのいずれかに該当するつり天井について、現地調査を実施し、基準に不適合な施設につ

きましては、速やかに天井脱落対策に着手することとしております。 

 当課におきましても、平成 27 年度に所管しております文化施設の調査を行いまして、美

術館、歴史民俗資料館、文学館、県民文化ホール。これら４施設で、基準に不適合である

ということが判明したことから、昨年度から天井脱落対策に着手をしております。 

 右上です。美術館と県民文化ホールにつきましては、音響効果への影響などを考慮しま

して、既存の天井を撤去した上で天井材を新設する全面改修により、またその下、歴史民

俗資料館と文学館につきましては、天井の落下を防止するネットの設置により、対策を講

ずることとしております。 

 中段のスケジュールをごらんください。美術館につきましては、今年度から平成 31 年度

にかけて、改修を行うこととしておりまして、まずは、美術館ホールから着手したいと考

えております。ホールの改修に係る工期は７カ月を見込んでおります。その間、美術館ホ

ールは休館となります。また、その下の方、県民文化ホールは平成 31 年度に、歴史民俗資

料館及び文学館は平成 32 年度に改修を予定しております。このたび、美術館ホールの実施

設計が完了したことから、美術館ホールのつり天井改修工事に要する経費として、工事監

理委託料の予算 115 万 1,000 円と、またこの工事が年度をまたぐこととなりますため、管

理委託料 287 万 8,000 円と、工事請負費 8,127 万円の計 8,414 万 8,000 円の債務負担行為

をお願いするものです。 

 資料番号②の議案説明書 12 ページにお戻りください。次に、文化基金繰出金について御

説明させていただきます。さきの６月議会におきまして、補正予算の議決を賜り、購入手

続を進めてまいりました坂本龍馬直筆の所管につきましては、所有をされておった方から、

公的機関で保管研究し、多くの方に見てほしいので寄贈したいという非常にありがたい申

し出を受けまして、８月 10 日付けて、本県に御寄贈いただいたところです。このため、６

月の補正予算で計上しておりました 1,330 万円につきまして減額するものです。 

 県としては、この御厚意にしっかりと答えていくために、来年４月にリニューアルオー

プンを予定しております坂本龍馬記念館において、この貴重な書簡を大切に保管し、後世

に引き継いでまいりますとともに、調査研究を進め、魅力ある展示を行うことで、多くの

皆様に見ていただくよう努めてまいりたいと考えております。 

 なお、この書簡は、現在、高知城歴史博物館におきまして、今月 10 月の 23 日まで、公

開をしておるところです。 

 説明は以上です。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎上田委員 この天井脱落対策の分で、四つの文化施設が対象、危険であるということで、

国の建築基準法を受けて速やかに、平成 27 年度全部基本設計までやっていますよね。 
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◎三木文化振興課長 はい。 

◎上田委員 スケジュール見たら、歴民館と文学館がこの基本設計を受けて、課長から速

やかにというお話があった中で、５年目に工事ですよね。普通、基本設計受けたら次の年

に実施、工事とこう移るんですが、何か理由があるんですかね、このあたりの県としての

考え方は。 

◎三木文化振興課長 まず、対策のために現地調査、基本設計を行いまして、何が必要で

あるのかという検討を昨年度行ってまいりました。対策を実施するに当たりましては、今

現在、この歴史民俗資料館、文学館、この４施設すべてですが、指定管理によりまして、

業務を委託しておるとこです。その指定管理期間が平成 30 年度までございます。既にいろ

んな企画展とか、そういったものは前段階で計画をしておったところですので、そうした

ところを考慮して、指定管理期間が明けて以降に実施することとしました。 

 なお、美術館ホールも当然指定管理の期間に入っておりますが、この期間はまだ予約を

とっていなかったということがございまして、美術館ホールからまず先に着手しまして、

その後、美術館の展示室、また県民文化ホール、そして歴史民俗資料館と文学館、こうい

ったことでスケジュールを組んだものです。 

◎上田委員 スケジュール見たら今年度それから来年度の幕末維新博ですかね、この期間

に空白にしてということも読み取れますが、実際その基本設計を行って４年目に実施とい

うのは、基本設計は大体概算出ますよね。その辺は課題というか、心配ないんですかね。 

◎三木文化振興課長 確かに基本設計からは期間があいておりますが、まず、基本設計は

この対応を検討するために行ったものです。現地調査を行いまして、ある一定その概算の

費用でありますとか、対策の方法。そういったことも出していただいて、その上で対策の

スケジュールを検討してきたところです。 

 また、ホールにつきましては、展示室よりも一定客席を設けて多くの方が利用されるこ

とが想定されますので、一つ検討に当たっては、まずホール系というものを先にやる。そ

して展示室と言ったことで検討してまいりました。 

 確かに期間はあいてますけれども、こういったことで、順次、進めていきたいと考えて

おります。 

◎上田委員 歴民館と文学館については、先ほどの課長の説明では、落下防止ネットとい

うことは、全面改修やないから割と運営しながらできるんじゃないかなとか、素人考えで

ありましたものですから、というのがこの幕末維新博のこともわかりますが、一方でその

南海トラフとかで速やかにということで、国が建築基準法を早急に見直したとそういう点

でいったら、その４年間のスパンをどうしても、ちょっと不安というか、そのあたり要請

しておきますので、検討していただいて、できるもんやったら前倒しでやっぱりやるべき
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じゃないかと。これ基本ですきね、基本設計、実施設計、工事と、ここのあたりを建築家

とも、話していただきたいと思います。 

◎弘田委員長 要請ですね。 

◎黒岩委員 改修工事の期間ですね。従来の利用の件数だとか、大体で結構ですけれど、

どのぐらいの影響がでてくるのか。館ごとに出していますか。 

◎三木文化振興課長 まず、美術館ホールにつきましては、平成 28 年度の利用実績で約

300 件程度の御利用がございました。年間で 300 件程度です、それを約７カ月ですから、

単純に割りますと 200 件程度と考えております。ただ、昨年の９月の危機管理文化厚生委

員会で、こちらのつり天井脱落対策というものを御説明した後に、美術館のほうでは、昨

年の 12 月にふだん御利用していただいてる方に、こういった期間で休館が見込まれるとい

ったことを、お知らせを早目にしております。美術館ホールにつきましては、約１年前か

ら御利用の予約を受けておりますので、そういった御利用される方に、あらかじめお知ら

せすることで、影響を少なくしてきております。 

 また当然、今後、文化ホールも平成 31 年度には休館ということになりますが、それも合

わせて、早目に御利用されている方々に御連絡をさせていただいて、なるたけ影響の少な

いように取り組んでおるところです。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈県民生活男女共同参画課〉 

◎弘田委員長 次に、県民生活男女共同参画課の説明を求めます。 

◎三觜県民生活男女共同参画課長 県民生活男女共同参画課です、当課からは、補正予算

議案を１件提出させていただいております。資料番号の②議案説明書補正予算の 15 ページ

をごらんください。 

 消費者行政推進交付金事業費の増額です。市町村等の消費生活相談窓口の機能強化等を

図ることを目的とした市町村等消費者行政推進事業費補助金を活用しまして、香南市にお

きまして、消費生活相談員を１名配置するために、補助金の追加決定を行うことによるも

のです。 

 なお今年度は、この当該補助金を活用しまして、既に 16 の市町村と１広域市町村事務組

合が消費生活相談窓口の機能強化や住民への啓発の充実などの事業に取り組んでおりまし

て、この財源は消費者行政の充実、強化に取り組む地方自治体を支援することを目的とし

た国の地方消費者行政推進交付金を活用しております。 

 以上で県民生活男女共同参画課の説明を終わります。 

◎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。 
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〈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 私学・大学支援課です、当課からは補正予算について御説明

させていただきます。資料番号②の議案説明書の 17 ページをお願いします。 

 １目私学支援費です。右端の説明欄をごらんください。私立学校耐震化促進事業費補助

金は、私立学校の耐震化を促進するため、耐震補強等が必要な施設を持つ学校法人が、国

庫補助事業を活用して耐震補強工事を実施する場合に、県が事業費の６分の１以内の範囲

で上乗せ補助するもので、今回計上しております 740 万 7,000 円は、明徳義塾中学校校舎

の耐震補強工事等に要する経費への補助金です。現在、明徳義塾中・高等学校では、生徒

の安全確保を図るため、計画的に施設の耐震化を進めておりますが、本年３月に行いまし

た耐震化に向けた県からの文書での要請などを踏まえまして、当初、平成 30 年度に行う予

定の中学校の校舎の耐震補強工事を、１年前倒しをして実施することとなりました。 

 国庫補助事業につきましては、近々申請どおり採択されることが見込まれておりますこ

とから、本議会において補正予算をお願いし、私立学校の耐震化の促進を支援しようとす

るものです。 

 説明は以上です。 

◎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。 

〈スポーツ課〉 

◎弘田委員長 次にスポーツ課の説明を求めます。 

◎中島スポーツ課長 スポーツ課の平成 29 年度９月補正予算及び条例議案について御説

明させていただきます。お手元の資料番号②議案説明書（補正予算）の 19 ページをお開き

ください。  

 まず補正予算議案ですが、ページ右端の説明欄に記載しております障害者スポーツセン

ター管理運営費の工事監理委託料 31 万円。改修工事請負費 1,949 万 7,000 円。計 1,980

万 7,000 円につきまして別途資料にて御説明をさせていただきます。議案参考資料の赤い

インデックス、スポーツ課の１ページをお開きください。 

 障害者スポーツセンター管理棟空調設備改修についてです。高知県立障害者スポーツセ

ンターは、平成８年度にスポーツを通じた障害者の健康維持・増進や社会参加の促進を目

的として設置されました。ページ下部に施設の平面図を記載していますが、当センターの

管理棟には、トレーニング室を含むプレールームや卓球室、研修室がございまして、日ご

ろから障害のある方が利用されておりますが、設置後 20 年以上経過し、空調設備の老朽化

が進んできております。障害のある方が利用するスポーツ施設におきましては、体温調節
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が難しい方への配慮が特に必要であること、また古い設備のため、部品の取り寄せができ

なくなった場合には、設備改修に半年以上の期間が必要となりますことから、施設の利用

に支障を来すことが想定されますことから、このたび、当該施設の空調設備の改修に取り

組むこととし、その改修に必要な経費を今回お願いしておるとこです。 

 資料②の議案説明資料（補正予算）19 ページの、同じく説明欄に記載しております。そ

の下、生涯スポーツ振興事業費の春野総合運動公園管理運営委託料、96 万 6,000 円と、次

の 20 ページに記載しております、春野総合運動公園管理運営委託料の債務負担行為、161

万 7,000 円につきましては、いずれも春野総合運動公園にこの度整備いたしました屋内飛

び込み練習場に係る経費です。 

 また、これに関連しまして、資料③、条例その他議案の３ページをお開きいただきます

と、高知県立都市公園条例の一部を改正する条例議案についても、あわせて御審議いただ

くこととしております。関連しますので、再び別途資料にてあわせて御説明させていただ

きたいと存じます。 

 議案参考資料のスポーツ課のインデックスの２ページをお開きください。 

 春野総合運動公園屋内飛び込み練習場の新設につきましては、全国トップレベルの競技

成績を有する飛び込み競技の練習拠点として、平成 28 年度から春野総合運動公園に整備し

てまいりました。工事の概要につきましては、工事の概要に記載しております工事費用

9,766 万 9,200 円。本年１月４日から８月末までを工期として、工事もこのたび完了した

ところでして、本年 11 月からの供用開始を目指して現在準備を進めております。 

 当施設の概要につきましては、資料中段ほどに記載しておりますとおり、競泳プールが

ございます敷地の北側に建設してまして、右側には、建物内部等の様子を写真で記載して

おります。当施設の管理運営につきましては、平成 30 年度まで春野総合運動公園の指定管

理団体である高知県スポーツ振興財団に委託する予定でありますことから、その管理運営

に必要な電気や水道代などの費用について、今年度分 96 万 6,000 円、来年度分の 161 万

7,000 円を債務負担行為としてお願いするものです。 

 続きまして、このたびの条例改正の内容です。詳細な記載箇所の説明は省略させていた

だきますけれども、高知県都市公園条例の別表第１春野総合運動公園の項中に、このたび

屋内飛び込み練習場を追加することとし、この施設の利用に係る料金を定める事項等を追

加する内容で、条例改正の提案をさせていただいております。具体的には、１日当たり児

童生徒が税抜きで 140 円、その他のものとして大学生を含む大人では税抜きで 280 円とし

ています。利用料の算定に当たりましては、電気水道料金などの光熱水費や、毎年交換が

必要な消耗品費を利用者の方に負担していただくこととして算定をしております。 

 なお、１番下に書いています許可の条件としては、利用時には飛び込み競技に精通し、

指導資格を持った責任者を配置することを許可の条件としております。 
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 以上で説明を終わります。 

◎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。 

 以上で文化生活スポーツ部を終わります。 

《公営企業局》 

◎弘田委員長 次に公営企業局について行います。公営企業局より２件の報告を行いたい

旨申し出があっておりますので、これを受けることとします。 

〈電気工水課〉 

 それでは土佐町における水源のさと石原「北郷」発電所建設計画について、電気工水課

の説明を求めます。 

◎三本電気工水課長 土佐町におけます水源のさと石原「北郷」発電所建設計画につきま

して御報告させていただきます。お手元の危機管理文化厚生委員会資料報告事項の１ペー

ジ、Ａ４横カラーの資料をごらんください。 

 まず、資料左下の事業概要ですが、高知分水施設の北郷谷注水口の直下流に取水堰を設

け、北郷谷川の水を導水路トンネルに取り込み、約 26.5 メーターの落差を利用して、一般

家庭 980 世帯分に相当する年間 305 万キロワットアワーの発電を行う計画となっておりま

した。 

 次に、資料右側上段のこれまでは経緯についてです。平成 24 年９月議会で基本設計の補

正予算について御承認いただきまして事業に着手し、その後、工事着手に向けた実施測量、

設計を行いますとともに、関係者からの同意取得や関係機関との協議を進めてまいりまし

た。平成 27 年度の当初予算に建設工事費を計上しましたが、事業用地の取得交渉が難航し、

予算を繰り越した上で不執行になった経緯がございます。 

 その後、今年度の９月議会までの予算計上に向けて、土佐町と連携して取り組んでまい

りましたが、結果として、発電所用地の取得には至りませんでした。その下の事業計画の

見直しにもありますように、当該事業につきましては、固定価格買い取り制度を活用して、

発電施設全体の耐用年数である 46 年以内に資金回収する計画ですが、当初計画からの事業

費の増への対応として、建設工事や維持管理に伴うコスト縮減による見直しを行ってもな

お、資金回収に 43 年を要する厳しい計画となっております。  

 予算計上が 12 月議会以降になりますと工事費の再積算や工事遅延による事業費の増加、

さらには改正ＦＩＴ法の制約による電力系統への接続工事費の増加などが見込まれること。

あわせて、電力システム改革等の進展により、卸市場の取り引きが増大し、ＦＩＴ終了後

の売電価格の不確実性が高まっていることなどもあり、計画期間内での資金回収ができな
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くなるリスクが大きいことから、現時点で事業化を断念せざるを得ないと判断し、御報告

させていただくものです。 

 なお 12 月議会には、同発電所設置の断念に伴う設置条例の廃止議案などを提案させてい

ただく予定としております。工事着手に向けて、各段階での必要な手順を踏んで業務を進

めてまいりましたが、今回の事態に至った経緯をしっかりと分析の上、今後の事業に生か

していかなければならないものと考えております。 

 以上です。 

◎黒岩委員  残念な状況にあるんですけれども、地権者の買収の今後の見通しが全く難し

いということですか。 

◎三本電気工水課長 事業化するに当たって、我々としたら、本年の９月いっぱいをめど

にしておりましたので、９月までに用地買収が整わないという結論に至ったということで

す。 

◎黒岩委員 ということは、もう全く話の交渉もつかないし、先々考えても難しいと。 

◎三本電気工水課長 はい。これ以上の事業の遅延は事業収支の悪化にもつながることに

なって、先々、このまま用地交渉を土佐町にお願いしたままにしておくと、将来にわたっ

て、我々がもし事業をやめた場合に対して、土地の購入費の補てんとかという問題も出て

くるもので。 

◎黒岩委員 この段階で、もう事業を中止するということに判断をしたと。 

◎三本電気工水課長 はい。 

◎黒岩委員 そうなると、これまでどの程度、予算をつぎ込んできたということですかね。

◎三本電気工水課長 これまで調査経費としまして、税込みで 8,200 万円余りの費用がか

かっております。内訳としましたら基本設計、測量設計、水質調査費、用地測量調査、積

算委託を計２回。合計で 8,200 万円余りとなっております。 

◎黒岩委員 第１号として期待をしただけに非常に残念でありますが、今後こういった小

水力発電の場所等は検討して、こういう事業自体、ほかの地域でやるとか計画は、今後さ

れるんですか。 

◎三本電気工水課長 現時点でこの土佐町にかわる事業地を想定しているっていうことは 

ございません。ただ今後においては、可能性のある地点について調査は進めていきたいと

考えております。 

◎桑名委員 これ、手順というか、こういう大事業するときの重要な箇所だったと思うん

ですね、この取得できなかったっていうところは。ここのところは、最初からだめなとこ

ろにこんな計画はしてなかったと思うんですけれども、もう少し詳しくここの土地に関す

る取得できなかった経緯というものは、やっぱり説明をしていただきたい。特に 8,000 万
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円というお金がかかっておりますのでね、そこのところは詳しくお聞かせいただきたいと

思います。 

◎井奥公営企業局長 桑名委員の御質問にお答えします。緑の分権改革というのを、平成

23 年ぐらいからスタートしています。県下で一円に自然再生可能エネルギーの保存量がど

れぐらいあるのかという形の調査を受けて、有望地点という形で何カ所かを調査した。そ

この中で採算性のあるということを絞って、そのうちの１カ所がここであったということ

になります。 

 この事業執行に伴う予算化して、それを執行していく過程ですけれども、まず基本設計

というのをやりますけれども、基本設計については、その数量的に事業収支上、本当に採

算があるのかどうかということを事前にやる経費になっています。これも事業化するせん

にかかわらず必要な経費であったと認識しております。そちらの方が約 2,200 万円ほどの

経費なっています。 

 引き続いて事業化の採算性あるなしと、事業収支上もオーケーという結果が出ましたの

で。地権者並びに地元の方に集まっていただいて、基本設計に基づく説明会等を開催した

ところ、町の執行部以下、協力するということ。合わせて、その時点での土地の地権者、

現実的にその土地を管理しておられる方、登記名義人のほうは入院されておりましたんで、

土地の管理者を町のほうから教えていただいて交渉には応じましょうと。ただ金額の話は

別になりますけれども、土地については提供させていただきたいということを、回答いた

だきましたんで、それを前提にして、実施測量を並びに用地測量ということを着手させて

いただきました。 

 その時点で金額について当然、提示しないと用地交渉になりませんので、その実施設計

に基づく用地測量調査の図面で交渉に入ったというとこで、金額について乖離があったと

いうことで、途中段階、役場の方が申し出で主体的に相手方と交渉したいということ。あ

と相手方も地元貢献ということを主体にするんであれば、町の買収交渉ということが、や

らしてもらいたいということもありましたんで、企業局としては側面から協力するという

形で、絶えず、常時連絡をしながらやっておったということになります。 

 その結果、おおむね金額の同意をいただいたんですけれども、登記名義人の方に、不幸

があったということで、改めて相続関係になった経緯がございます。それについても、親

族間では、一応登記名義人の決定と、あと引き続き交渉には応じるということがありまし

たので、今年度の予算計上に向けて２回目の設計歩掛かりの変更に伴う予算額の確定をさ

せていただいたという形の経緯になっております。 

 そうした中で、皆さん御存じのようにＦＩＴについては、みなし事業者という形でＦＩ

Ｔが改正になりましたので、ことしの９月までに、改めて土地の取得のめど等を確定した

上で、一応申請するということになりましたんで、先ほど課長が御説明差し上げましたよ
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うに、前回予算を土地の同意というとこでできなかって不執行にしたという経緯もござい

ましたんで、申請と予算計上するときには、確実に、その担保がされる登記手続を法務局

のほうに提出していただくということを、この９月議会をめどに、早ければ６月議会で間

に合うように、２回目の設計積算もしておったんですけれども、９月には何とか間に合う

ということでしたので、引き続き、町のほうとも連携して規則に向けて下ろしておったと

いうことになったという経緯がございます。この間、役場のほうには非常に協力していた

だいて。 

◎上田（周）委員 先ほど桑名委員から大事業というお話があって、一大プロジェクトで

一般論ですが、こういう大事業の場合、国の補助とかいろいろ導入する中で、いわゆる事

業を進めるにおいて、予期せぬ、あくまで協議点で、用地交渉やりますよね。その時、最

悪というかその事業認定とか、そういう分については最初から視野に入れているとか、そ

うじゃないとか、そこのあたりがルール的なもんがあるんですかね、一般論として。 

◎井奥公営企業局長 公営企業局が主体になっている事業ですので、事業を予想した事業

認定等の手続はいらない。そのかわり、税の特典もないという形になっておりますんで、

我々の事前のリサーチに基づいて、基本設計、実施設計に基づく事業化を図るという形に

なっています。 

 お聞きしますと、今現在はこちらの方、事業認定の対象になって税の控除も働く仕組み

には法改正がなされたとは聞いています。この着手の段階では対象外ということでござい

ました。 

◎中根委員 私もこれ大変期待をしていましたので、残念だなと思っています。やっぱり

土地の取得っていうのは、特にこういう山間地については大変複雑なものがあって、この

土地は私のものだとしっかり認識をしている方と、特に今回の場合は相続になったという

ことで、さらに何か問題が複雑化したのかなとも思います。 

 そんなときに、土佐町には大変協力をしていただいたとおっしゃっていましたけれども、

やっぱり認識が余りない地権者の方たちを相手に、一からしっかり取得をするお話をする

ときには、本当にお任せでいいのかしらと。当然ちゃんとした資格の方にお願いをしてい

たと思うんですけれども、そういう点で県の反省点はないですか。 

◎三本電気工水課長 今回の事業断念につきまして、用地取得に関しましては、早い段階

から相手側に対して、税制上の措置も含めて用地補償費の仕組みについて丁寧な説明に努

めるとともに、土地の権利関係についても詳細な事前調査を行うこととしていきたいと考

えております。 

◎中根委員 やっぱり予期しないこともたくさん重なって、ということになると思うんで

すが、そういった点で、やっぱり 8,200 万円使ったんだなっていう思いもやっぱり残りま

すよね。ですから、小水力発電というのはとても、私は大事なエネルギーの創出の仕方だ
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と思っていますので、今後、こういう特に山間地などの取得についてのノウハウを、県と

しても、しっかり反省をして、同じ轍を踏まない、そういう記録を残しておくことが大事

かなと思いますので、よろしくお願いします。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈県立病院課〉 

◎弘田委員長 次に、県立病院における医療事故の包括及び個別公表について、県立病院

課の説明を求めます。追加資料があります。 

◎猪野県立病院課長 県立病院課です。それでは、先ほどお配りをさせていただきました

医療事故の個別公表という表題の資料をお願いします。 

 今回、御報告します事案は、高知県立病院医療事故公表基準に基づき、患者及び御家族

の方に十分な説明を行い、同意を得た上で行う医療事故に係る個別公表事案です。なお、

個人情報保護の観点から事前に患者と御家族から同意が得られた範囲内での公表となりま

すので、御理解をいただきますようよろしくお願いします。 

 まず、１の事故の概要ですが、患者は、県内在住の 70 歳代の女性で、ことしの４月にあ

き総合病院で受診の際に判明したものです。（４）の状況についてですが、患者は、体調不

良を訴えられ、あき総合病院を受診した際に、尿管ステントが体内に留置されていること。

また膀胱に結石が生成されていることが判明しました。患者は当院への通院歴のある方で

したので、電子カルテを調べましたところ、患者の体内に留置されている尿管ステントは、

平成 27 年１月に当院で留置されたものであり、本来であれば、一月から三月で交換、また

は抜去すべきものが、その後、約２年間にわたって留置されたままとなっていたことが確

認されました。そのことが原因で膀胱結石が生成されたものと推測をされました。 

 直ちに、患者と御家族に説明と謝罪をしますとともに、他の医療機関を紹介の上、膀胱

結石等を取り除くための手術を受けていただくことに御承諾をいただきました。その後６

月の照会先の医療機関において、膀胱結石を取り除くための手術と尿管ステントの抜去が

行われました。患者は既に退院をされ、手術後の経過は順調です。 

 次に（５）の原因ですが、尿管ステントの留置を行った医師が、ステントの抜去または

交換のために必要な再診予約の設定を抜かったことによるものと考えております。 

 続きまして、２の再発防止に向けた取り組みです。３点ございまして、まず１点目は、

電子カルテを改修し尿管ステントの留置を行う際には、抜去や交換に必要な診察予約を行

うよう、画面上で担当医に注意喚起がなされる仕組みといたしました。２点目は、患者ご

とに尿管ステントの留置日や次回診察予定日を記入する記録台帳を整備いたしまして、医

療スタッフ間でもチェックが働くよう改善をいたしました。３点目といたしまして患者に

尿管ステントの抜去または交換のための診察日について、担当医と相互に確認できるカー

ドを新たに交付することといたしました。 



 50 

 今回の事故により、患者と御家族の皆様に多大なる心身の御負担と御迷惑をおかけいた

しましたこと、大変申しわけなく思っております。こうした事故があってはならないこと

でありますので、改めて深くおわび申し上げます。大変申しわけありませんでした。 

 今回の事故は、医療の安全確保に向けた危機管理意識をしっかりと持って対応していれ

ば、防ぐことができた事故だと考えております。先ほども申し上げました再発防止策の徹

底を図るのはもちろんのことですが、研修体制や医療安全管理者等による医療の安全確保

に向けた取り組みの充実などを図るなど、職員の危機管理意識の一層の向上に向けて取り

組みを進めてまいります。 

 あき総合病院における医療事故の個別公表事案につきましては以上です。 

 続きまして、お手元の報告事項と書かれた資料で、赤のインデックスに県立病院課と書

かれたページをお願いします。 

 平成 28 年度の県立病院における医療事故等の包括的公表についてです。今回御報告する

医療事故等は、平成 28 年度１年間にかかるものとなっております。まず１の医療事故等に

対する取り組みですが、医療事故を防止し、安全性を高めるためには病院内で起きたあら

ゆる事例についての情報収集に努め、その原因の究明を図った上で再発防止策を検討する

など、医療従事者間での情報共有と必要な対策の徹底を図ることが重要です。 

 そのため、県立病院では、患者に被害のない事例なども含めまして報告公表するように

しておりまして、こうした院内におけます報告から対策の徹底までの一連の流れを図のほ

うでお示しをしております。 

 次に平成 28 年度の医療事故等の件数です。両病院合わせまして、1,900 件を超える件数

となっておりますが、そのほとんどは患者には実害のなかったレベル１のものや、治療の

必要性がなかったレベル２の事例となっておりまして、この二つで全体の 95.9％を占め、

これに簡単な処置や治療を要したレベル３Ａの事例を含めますと 99.6％を占めておりま

す。最後がレベル３Ｂ以上の事例となっております。国立大学附属病院、医療安全管理協

議会の影響度分類を参考に策定をしました高知県立病院医療事故公表基準におけます、個

別公表事案はレベル３Ｂ、４Ｂ、５に該当し、病院に過失または過失の疑いがある事例と

なっておりまして、平成 28 年度に発生したレベル３Ｂの事例は、いずれもみずからの転倒

により骨折した事例などでして、医療事故対策委員会等において病院に過失はないものと

判断された事案となっております。 

 表の右側には患者の転倒の危険性を医療スタッフ間でしっかり認識した上で、十分な観

察を行うなどの再発防止に向けた改善策を載せておりますが、今後とも、医療事故等が発

生した場合は、その原因究明と改善策の検討を行い、職員間での情報共有と必要な対策の

徹底を図ることによりまして、安全安心な医療の提供確保に努めてまいります。 

 以上です。 
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◎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。 

 以上で公営企業局を終わります。 

 お諮りします。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

２件について、これより採決を行い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 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３号議案、高知県青少年保護育成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３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４号議案、高知県立都市公園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４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。 

 それでは執行部退席を願います。 

 以上で本日の日程はすべて終了いたしましたが、閉会の前に委員の皆さんにお諮りした

いことがあります。まず、書記に資料を配付させます。 

（資料配付） 

◎弘田委員長 よろしいですかね。先月６日から８日に県外調査を行い、お配りしました

調査出張報告書案のように、事務局において概要をまとめておりますが、さらに調査を踏

まえた成果や委員会としての意見、提案なども掲載し、中身を充実させるため、10 月６日

の委員長報告の取りまとめなどを行った後に、県外調査出張報告書に係る意見の取りまと

めを行いたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 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６日金曜日の

午後３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します。 
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 本日の委員会はこれで終了します。       

（14 時 23 分開会） 

 


