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  平成 28 年 12 月 16 日   

  ◎加藤委員長 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。  

（10 時５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、20 日火曜日の委員会で協議していただきた

いと思います。 

お諮りいたします。日程については、先ほどの説明のとおり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） 

◎加藤委員長 御異議なしと認めます。 

それでは日程に従い、付託事件の審査及び報告事項を一括議題とし、各部局の説明を受

けることにします。 

なお、補正予算のうち人件費の説明は、部局長の総括説明のみとし、各課長の説明は省

略したいと思いますので、御了承願います。 

《危機管理部》 

◎加藤委員長 まず、危機管理部について行います。 

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

各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので御了承願います。 

◎酒井危機管理部長 それでは、今回提出している補正予算議案について、概要を説明さ

せていただきます。お手元にある青いインデックス、議案説明資料、危機管理部の１ペー

ジをお開きください。 

危機管理部からは、南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化として、債務負担１件を含

んだ総額 8,900 万円余をお願いするものです。 

一つ目は、起震車による防災啓発の強化です。起震車については、平成 26 年度から２

台体制として、県民の皆様への啓発を強化してきております。 

また、昨年度からは、少しでも多くの皆様に御利用いただけるように、年度当初のサー

ビスを提供できない時期をなくして１年を通じた運行期間を確保するために必要となる

起震車の運転業務の委託を、債務負担により実施しております。本年度も債務負担 6,300

万円余をお願いするものです。 

二つ目は、部内３課、危機管理防災課、南海トラフ地震対策課、消防政策課の人件費に

ついてです。 
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総額 2,600 万円余の増額をお願いするものです。人件費の補正の主な理由としては、今

議会に上程している、職員の給与に関する条例改正案に係る勤勉手当の改定を反映させて

計上したことによるもの及び人員の増減、職員の新陳代謝、共済費負担金率の変更等によ

るものです。 

   次に、審議会の経過報告をさせていただきます。赤いインデックス、審議会等Ａ４横の

平成 28 年度各種審議会における審議経過等一覧表を配付させていただいております。 

９月の定例会以降に開催された審議会としては、高知県救急医療協議会を 11 月 28 日に

開催し、保健医療計画の評価や指導救命士認定要領の決定などを行いました。 

最後に、世界津波の日高校生サミットについて、資料はありませんし知事の提案説明や

答弁の繰り返しにはなりますが、委員の皆様に簡単に御報告させていただきたいと思いま

す。 

先月の 25 日から２日間、黒潮町で世界津波の日高校生サミットを県と黒潮町の共催で

開催させていただきました。委員の皆様にも御出席いただき、感謝しております。 

世界 30 カ国から約 370 名の高校生を初め、各国の大使や政府要人など総勢約 740 名に

参加していただき、高校生には自然災害を知る、備える、復興の三つの分野に分かれて各

地域の取り組みを発表していただき、活発な意見交換を行いました。また、実際に高台へ

の津波の避難の訓練や津波避難タワーの見学などを実施していただきました。サミットの

最後には黒潮宣言を採択しました。 

サミットに参加した高校生たちが今後それぞれの国や地域において、若き津波防災大使

として活躍されることを期待しております。 

このように、世界各国から集まっていただいたことは防災教育の観点はもちろんですが、

地域の方々への啓発や本県の魅力ある自然や文化のＰＲなど、多方面で非常に有意義であ

ったと思っております。 

サミットは終わりましたが、あらゆる機会を捉えてこの黒潮宣言を活用させていただき、

さらに多くの皆様方の防災意識の高揚につなげていこうと思っております。宣言の学ぶ、

行動する、つくるという三つの柱の実現に向け、県として具体的な取り組みを検討してい

きます。 

今回のサミットの取り組みを生かし、まずは教育委員会が主体となって高知県版の高校

生サミットを開催するなど、高校生の学習や交流の機会を設ける予定です。危機管理部と

しては、高校生の活動と地域をつなぐ取り組み、世代を越えた交流を進めていきたいと思

っています。 

私は２日間、高校生が活発に議論するのを見て、非常に希望を感じました。大人たちが

乗り越えられない壁を、若い方たちはたやすく乗り越えるんじゃないかという希望です。 

今後、黒潮宣言の実現に向けた取り組みを進めるとともに、多くの県民の皆様の防災意
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識のさらなる高揚を図るため、この宣言をしっかり活用してまいりたいと思っております。 

私からは、以上です。 

◎加藤委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈南海トラフ地震対策課〉 

◎加藤委員長 初めに、南海トラフ地震対策課の説明を求めます。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 南海トラフ地震対策課の平成 28 年度 12 月補正予算につ

いて、説明させていただきます。 

資料②、議案説明書（補正予算）の 26 ページをお願いします。 

債務負担行為の追加として、起震車運転業務等委託料を平成 28 年度から平成 31 年度の

期間、金額 6,337 万円を計上しております。 

内容については、議案説明資料により説明させていただきます。赤いインデックス、南

海トラフ地震対策課の資料をお願いします。 

資料の左上にあるように、起震車の運転業務は、多くの県民の皆様に地震の揺れを疑似

体験していただき防災意識や地域の防災力の向上を図ることを目的としております。 

委託する業務の内容は、大きく分けると受付業務と運行業務の二つになります。 

受付業務は、利用団体からの申込書を受理し、内容の確認を行い、起震車を運行するた

めの日程調整や巡回計画を作成する事務的な業務で、運行業務は、起震車を配車し、地震

発生時にとるべき行動などの基本知識を説明しながら地震体験を行うことや、清掃、点検

といった実際に起震車を運行する業務です。 

資料下段の運行実績に記載しているように、起震車は平成 25 年度より外部委託を開始

して、平成 26 年度からは２台体制で運行しております。また、平成 27 年度からは、職員

研修などの事前準備のため運行の開始が４月中旬であった委託の形態を、12 月補正で債務

負担行為の議決をいただき、３月上旬までに業者と契約して、事前準備を終了させて年度

当初の４月１日から運行ができるように改善しました。 

資料の右上にあるように、平成 29 年度も本年度と同様、多くの県民の皆様に体験して

いただくために債務負担行為により年度内に契約を終え、切れ目のない運行ができるよう

にしていきたいと考えております。 

さらに、これまで１年間としていた委託期間を３年間に延長することで、利用者の年度

を越えた対応も可能となる利用者の利便性の向上や、受託事業者が操作になれた職員を安

定的に確保ができる操作技術の向上、また長期的な管理を行うことで、故障箇所の特定や

修理の迅速な対応が可能となる維持管理の向上を図っていきたいと考えております。 

以上で、南海トラフ地震対策課の説明を終わらせていただきます。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 今、課長がおっしゃったように、３年に延長することで、いろいろな利便性
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の向上などが図れることは理解できます。であるならば、これまでずっとトラック協会に

委託してきていますが、ほかの県でもそういう業界団体に対して委託をしているものもあ

れば、１企業が受けている場合もあります。３年契約になれば、まさに課長がおっしゃっ

たとおり、人の安定的雇用も見込めるし、そういったところを民間の事業者にも門戸を広

げることもさらに可能になってくると思うんですけれど、そういったことに対する検討は

されたのか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 当然、競争は必要だと思います。 

実際、まだこういう債務負担をやっていないときですけれど、平成 25 年度には応札者

は５者ありました。内容は、バスの運行業者やタクシーなどが入っていました。結果的に、

今はトラック協会になっておりますけれど、３年間に延長をすることでの魅力が応札者に

もあると思いますので、そういう点は考えております。 

◎梶原委員 現在は、トラック協会が専属の方を雇用されている形でしょうか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 協会ですので、いろいろなメンバーの職員がおりますの

で、それを配置しています。 

◎梶原委員 課長がおっしゃったように、結局その協会からいろいろなメンバーや事業者

に頼んでいるんであれば、一つの事業者が受け取っても特段問題ないと思います。業務内

容としては、委託金額を安くというよりは、やはり大事な事業なんで、長期契約になれば

その質を高める意味でいろいろ可能になってくると思います。その辺の検討を今後もまた

よろしくお願いします。 

◎塚地委員 以前は主催者側が起震車をとりに行かんといかんかったのが随分改善されて、

使い勝手のいいものになって喜んでいただいているんですけれど、先ほどのお話で、実際

に操作に当たる方が、何名ぐらい研修を受けるのか。一番関心のある層に直接接触できる

のはすごく大事なこと。私も何回か乗せていただいたことがあるんですけれど、そこに操

作に来てくださった方の対応で全然後に残るものが違います。それはすごく大きいんで、

その質をきちんと高めていくことが起震車の効果を高める上ではすごく大事だと思います。

そこらあたりのことを具体的に教えていただけますか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 操作する方に対する研修は、県の職員が立ち会って、啓

発もできるようにお願いしています。それから仕様書にもそういう啓発も一緒にやること

でお願いしていますし、今回３年になることで、なれた方を継続して雇用できるので、ま

すます質が向上するのではないか、しゃべり方や中身の充実なども図れるんじゃないかと

期待もしております。 

◎塚地委員 雇用形態をどうするかにはなろうかと思うんですけれど、基本的には専門性

が大事だと思うし、行ったときにこういう補助メニューがありますとちゃんと説明してい

ただくと、すぐ行動に移せることもあります。市町村のこういう補助制度がありますとパ
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ッケージできちんと説明できる内容を充実していただくと、さらに有効になると思うんで、

ぜひその点も重視して、よろしくお願いします。 

◎梶原委員 大変細かい話になりますが、まさにそういった県民との触れ合いの接点を大

事にしていただくという質の向上をしていただきたいということですけれど、事業名は運

転業務となっています。一応その後に等と入っていますけれど、そこもひっくるめてもう

少ししっかりやってもらいたいと相手方に理解していただくために、事業名もちょっと御

検討いただけたらと思いますが、どうですか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 委託の業務名もできる範囲内で検討させていただきます。 

◎浜田（英）委員 この議案とは直接関係ないことで、車両には関することですが、土木

部が担当していますけれど、建設業者と一定の協定を結んで、震災が起きた後の道路啓開

等ができるようになっていますよね。実際に建設機械を一番持っているのは、リースやレ

ンタルをやっている、高知だったら四国建設センターあたりですか。そことの協定も当然

結んでいますよね。 

◎堀田危機管理部副部長 危機管理部では、重機関係の協定は基本的に結んでいないです。

土木部のほうで担当していただいていると思います。 

◎浜田（英）委員 危機管理部としてもこれは重要なことで、やっぱり建設機械を一番持

っているのは建設機械関係のレンタルをしている事業者で、高知だと四国建設センターな

どが一番よく持っていて、東部にも中央にもありますけれど、大体、長期浸水などの浸水

エリアにあるんです。実は四国建設センターの代表取締役だった方と非常に懇意にしてお

りまして、この間も、うちの会社はたくさん建設機械を持っているけれど、いざというと

きには使ってもらわないといかんから、ＢＣＰを今真剣に考えていると。その方は山が好

きで山をどっさり持っていて、そんな関係で私とつき合いがあるんですが、平地に土地は

ないので、あちこちつからんところを物色しているけれども、真剣にＢＣＰを考えたとき、

県は当然応援してくれるだろうね、そのときは浜田さん、ちょっと世話をしてくれよとい

う話がありました。建設機械をたくさん持っているこの会社がＢＣＰを考える中で、そう

いうことは県も助けてあげないといかんと思うんです。その議論を土木部と一緒にやって

いただきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

多分、危機管理部へも相談に行くと思います。よろしくお願いします。 

◎土森委員 この起震車は、小学校や中学校などにも行っていると思いますけれど、どれ

ぐらい行っていますか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 平成 27 年度の数字で言いますと、小学校の体験者が２台

合計で１万 2,579 名、中学校の体験者が 3,970 名で、全体が３万 5,417 名ですので、３分

の１強ぐらいが小中学生です。小中学生については、小学校や中学校に事前に日を調整し

て、３年間で皆さんが１回は体験できるようにしています。 
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  ◎土森委員 子供たちにこういう経験をさせるのは非常に重要なことですから、ぜひきめ

細かい対応をしていただきたいと思います。 

◎加藤委員長 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》 

◎加藤委員長 次に、健康政策部について行います。 

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

各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので御了承願います。 

◎山本健康政策部長 それでは、早速説明させていただきます。 

健康政策部の議案ですが、一般会計の補正予算と報告事項が２件となっております。 

お手元の資料②、議案説明書（補正予算）の 28 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が、総額でその中段の計にあるように１億

623 万 9,000 円の増額補正をお願いするものです。 

人件費については、一括して私から説明させていただきます。 

人件費補正の主な理由は、今議会に上程している職員の給与に関する条例改正案に係る

勤勉手当の改定を反映させて計上したことによるもの及び人員の増減、職員の新陳代謝、

共済費負担率の変更等によるものです。 

次に、事業予算に係る補正予算を御説明します。 

まず、健康長寿政策課ですが、本年９月からスタートした高知家健康パスポートの取り

組みのさらなる周知と促進を図るため、啓発資材の作成や広報を強化するとともに、来年

度４月からランクアップの仕組みを導入し、高知家健康パスポートⅡを展開するための経

費を債務負担行為とあわせて計上しています。 

次に、健康対策課ですが、厚生労働省が指定した難病の認定患者に対する医療費の公費

負担について、当初予算を上回る見込みのため増額に係る経費を計上しているほか、国庫

支出金の精算返納に要する経費を計上しています。 

続きまして、部で所管する審議会の開催状況についてです。 

お手元の資料の最後にあるかと思いますが、Ａ４横の資料、平成 28 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、このうち、平成 28

年９月定例会開催以降 12 月 15 日までに開催された審議会は、右端の欄に平成 28 年 12 月

と書いています。高知県医療審議会医療法人部会など７件あります。 

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おりますので、御確認ください。 

また、各審議会の委員名簿については、資料の後ろにつけてあります。 

最後に、報告事項ですが、９月議会でも報告させていただいた高知赤十字病院の新病院

整備に関する県の支援と、第３次高知県食の安全・安心推進計画の骨子（案）を報告させ
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ていただきます。 

それぞれ詳細については、担当課長から御説明します。 

以上で、総括説明を終わります。 

◎加藤委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈健康長寿政策課〉 

◎加藤委員長 初めに、健康長寿政策課の説明を求めます。 

◎中島長寿政策課長 それでは、提出議案について御説明させていただきます。 

当課からは、平成 28 年度一般会計補正予算の１件の議案を提出しております。 

まず、歳入について御説明させていただきますので、資料②、議案説明書（補正予算）

の 29 ページをお開きください。 

７款分担金及び負担金と 14 款諸収入については、人件費の増額に伴うものです。 

続きまして、30 ページをお開きください。 

歳出予算について、右端の説明欄に従って説明させていただきます。 

まず、一番上の人件費については、部長から先ほど一括で説明させていただきましたの

で省略させていただきます。 

次の２項１目保健衛生費の１健康づくり推進事業費の健康づくり推進キャンペーン委

託料 570 万 9,000 円の増額については、本年９月にスタートして３カ月余りで 7,000 冊を

発行している高知家健康パスポート事業の取り組みをさらに充実するため、キャンペーン

の強化などに係る経費を次の 31 ページに記載している債務負担行為とあわせて計上して

おります。 

詳細については議案参考資料で説明させていただきたいと思いますので、健康長寿政策

課の赤いインデックスがついたページをお開きください。 

本年９月からスタートした高知家健康パスポート事業は、上段にある「目的」のとおり、

壮年期の死亡率の改善を図るため、市町村やその他の保険者が実施する予防・健康づくり

事業のプラットホームとして高知家健康パスポートを発行し、県民の健康意識のさらなる

醸成と健康的な保健行動の定着化を目指し取り組んでいるところです。 

パスポートは、「目的」の下の「仕組み」にあるように、健康づくりの取り組みにより

交付されるシールを集めて取得することができ、そのパスポートを参加施設で提示するこ

とで割引などの特典が得られ、さらにシールを集めるとプレゼントキャンペーンにも参加

できる仕組みとなっております。パスポートの取得者数は、その横の「交付実績」にある

とおり、先月末までに 6,512 人、昨日時点では 7,000 人を超えており、日本一の健康長寿

県構想の柱の壮年期の死亡率の改善のターゲットである 40 歳代から 50 歳代の方が、取得

者の約４割を占めておるところです。 

また、市町村や事業所ではパスポートの活用とあわせた健康づくりイベントが企画され
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るなど、健康増進に向けた取り組みへの関心が高まりつつありますので、今後は新たにラ

ンクアップの仕組みを導入し、それを呼び水としてパスポートへの関心を高めるとともに、

健康行動の継続につなげたいと考えております。 

具体的には、下段にある「今後の展開」をごらんいただきたいと思います。 

まず、「考え方」にあるとおりパスポートⅠからⅡ、Ⅲのランクアップに伴い、必要な

シールの枚数をふやすとともに特典の充実を図ります。現在、発行しているパスポートⅠ

は健康づくりに一歩踏み出していただくため、３色のシールのうち２色以上、３枚を集め

て申請することで交付されます。 

平成 29 年４月からは、健康づくりに一歩踏み出した方が引き続き健康行動を継続し、

健診の定期受診や運動習慣など健康的な生活習慣を定着していただくための動機づけと

して、パスポートに新たな上位ステージ、パスポートⅡを設けることとし、そのランクア

ップにはピンクシールを必須として２色以上 40 枚集めていただくことを要件とします。

要件の考え方としては、健診受診を最重視し、重みづけを図るため、ピンクシール１枚を

５枚換算することとし、例えば職場健診や人間ドックを受診すれば２枚が付与されますの

で、ランクアップの計算上 10 枚に換算します。運動の習慣づけや健康イベントへの参加

等によるブルーシール、グリーンシールの 30 枚については、週１回の運動や健康イベン

トへの参加等が６カ月、26 週程度継続されることを目途としており、合わせて 40 枚のシ

ールを取得すればランクアップする想定としております。 

さらに、平成 30 年４月からは、パスポートⅢを設けて積極的な健康づくり活動を持続

していただけるよう、取得にはシール３色必須で 60 枚を要件にする予定です。 

次に、表の右側、「ランクアップのイメージ」ですが、先ほど御説明したとおり、年度

ごとにランクアップの仕組みを導入しております。これは、パスポート事業が市町村のイ

ンセンティブ事業のプラットホームであること、また健診等の事業は年度単位で実施され

ていることから、年度ごとにランクアップすることが効果的だと考えて制度設計をしたも

のです。 

最後に、右下の今回の補正予算案ですが、本年９月からスタートした高知家健康パスポ

ートの取り組みのさらなる周知と促進を図るため、啓発資材の作成や広報を強化するとと

もに、平成 29 年４月からパスポートにランクアップの仕組みを導入し、高知家健康パス

ポートⅡを展開するための経費を計上しております。 

パスポートのランクアップの仕組みは、パスポートⅠを取得していない県民にとっても、

龍馬パスポートで実証されているとおり魅力を感じていただける制度設計であり、取得へ

の呼び水として関心を高めるとともに、パスポートⅠの取得者にとっては健康づくり活動

の継続につながるものと考えております。 

引き続き、パスポートⅠの取得者のさらなる拡大を図り、健康づくりの県民運動として、
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市町村や関係機関と連携した取り組みを進めてまいります。 

私からの説明は、以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 先日も医療生協の健康まつりへおいでていただいて大変好評で、皆さんが列

になって申請されていたんですけれども、この制度は、例えば健診を受けに行ったときに

必ずそこで説明してくださるシステムには今の段階ではなっていないですか。 

 私もこの間健診に行ったんですけれど、そこでこれをしませんかみたいな話はなくて、

医療機関との連携はどんな感じになっていますか。 

◎中島健康長寿政策課長 特定健診の受診機関がありますけれども、大方のところは健診

結果の通知とあわせてパスポートのポイントシールを貼付した形で送られてくる形にはな

っておるんですが、一部の健診機関、医療機関については、どうしてもそれに従事する職

員の手間もあり、私個人もそうですけれども、受診した健診機関では受付の横にポイント

シールを貼った申し込み用紙を積んで、ご自由にお取りくださいという形になっておりま

した。できれば、健診受診者にポイントシールがここに置いておることを周知し、取って

いっていただける仕組みなどを表示していただく形は、改めて健診機関にお願いしてまい

りたいと考えております。 

◎塚地委員 ぜひお願いします。それで、男女差みたいなもの、結構女性は一生懸命にな

るけれども、一番広がっていってもらいたい男性へのインパクトが、効果的にどうなのか

なというあたりは工夫としてはどういう状況ですか。 

◎中島健康長寿政策課長 今のところ塚地委員がおっしゃるとおり、女性と男性を比べる

と２対１か３対１ぐらいの割合で申請の登録があっています。 

今年９月にこの事業が始まり、市町村の特定健診の７割ぐらいが年間の上半期に集中し

ていることもあり、平成 29 年度については市町村の特定健診の展開に合わせて、パスポ

ートを広く男女問わず取得していただける機会は確保できることと、あともう一つは、や

はり運動施設を利用されている方が容易に取得できることもありますので、これについて

も、次年度からは、運動施設を利用しない方、例えば日ごろからランニングやウォーキン

グをされている方などが市町村のインセンティブ事業に申請することによってポイント

をまとめて取得する仕組みとかは、先般市町村の説明会なども通じて、市町村に積極的に

導入していただく形で図っていきたいとは考えております。 

◎土居委員 交付実績のところで、取得者の年齢構成が 40 歳代から 50 歳代と一つにまと

められて４割ですけれど、ちなみに 40 歳代と 50 歳代でどう違いますか。ついでに 30 歳

代からのデータがあれば教えてください。 

◎谷健康長寿政策課企画監 11 月末現在の数字ですが、20 歳代が５％、30 歳代が 9.8％、

40 歳代が 19.3％、50 歳代が 22％、60 歳代が 26％、70 歳代が 14.1％、80 歳代が 3.7％で、
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年齢不詳、届け出がなかった方が 0.1％おられます。 

◎土居委員 30 歳代が 9.8％、40 歳代が 19.3％、50 歳代が 22％と、おおむね県の狙いど

おりのところへの交付になっている認識ですか。 

◎谷健康長寿政策課企画監 はい。 

◎土居委員 こういった事業は、当然継続していくと、年齢が高まるとともに病気等の確

率が上がるということで、若年層への普及も考えていかないかんと思うんですけれども、

今の結果を踏まえて、県として何か取り組んでいこうということはありますか。 

◎中島健康長寿政策課長 まずは、ことし９月に始まり、ちょっとスタートのところで事

業所や職場単位での取り組みなどの連携が不十分だったところもありますので、年齢を問

わず職場での健康づくりの取り組みなどを関係団体、健保組合、協会健保などと連携して

これまでも呼びかけをしてきておりますし、そちらのほうで若年層も取り込んでいきたい

ということと、あとはホームページの充実などで、若い方は特に、パンフレットを見るよ

りホームページにすぐアクセスして、特典の充実ぶりやどういうふうに取得できるのかを

知ることにつながりますし、今後の展開にはなりますけれども、でき得ればスマホなどの

端末などでの今後の利用促進も視野には入れております。 

しかし、まず今の形でどれくらい普及していって、どう改善していくかを検討していき

たいとは考えております。 

◎梶原委員 そういったことを今後充実していただいて、この事業を積極的に進めていた

だきたいんですが、パンフレットを見させていただきましたが、やはり特典ですよね。龍

馬パスポートがあれだけのものになったのは、最初ちょっとやり過ぎ感がありましたけれ

ど、やっぱり特典だと思います。その特典の部分をいかに充実させていくかが普及のきっ

かけにつながってくると思うんですけれど、いろいろな協力店の参加状況というか、数が

どのようにふえているのか、特典内容を今後どのように充実させていくのか、少し御説明

いただけますでしょうか。 

◎中島健康長寿政策課長 まず事業をスタートするに当たり、県が市町村のインセンティ

ブ事業のプラットホームという形で最初に導入した関係がありまして、県が、どちらかと

いうと県内あまねく特典が受けられるようなスーパーマーケットやコンビニエンスストア

などを中心に営業してまいりました。 

現在、いろんな形で特典協力店舗はあるんですけれども、これまで県民の方から苦情が

特に多かったのが、特典施設がお住まいの近くにないということもありましたし、もう一

つは努力の見合いに相当するインセンティブがないというところもありましたので、そう

いったことを含めて、市町村の説明会でも市町村のインセンティブ事業の展開だけではな

くて、市町村にもっと主体になって管内の事業所や店舗の開拓はしていていただきたいと

お願いしています。 
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 もう一つは、市町村によって特典で格差があります。先ほど言ったような魅力的なもの

なのか、相応のものなのかということもありますので、先般市町村の説明会でも、余り強

引な形でのお願いまでははばかられましたけれども、一つのポイントの基準、特典の基準

としてこういった形では考えられませんかと説明しまして、その内容についての整合性と

いいますか、比較であまり温度差がない形で取り組んでいただくようお願いはしておりま

す。 

議決いただければ、県もいろいろな形で、引き続き、店舗の拡充も含めて、営業は拡大

して努力していきたいとい考えています。 

◎梶原委員 努力に見合うというか、別に他人のためにやっているわけじゃないんですけ

れどね。普及に関しては、またいろいろな取り組みを工夫していただいたらいいと思いま

す。 

あと、シールを付与する対象施設、県の施設は対象になっていないんですか。 

◎中島健康長寿政策課長 ポイントの付与施設は、今 1,177 店舗あります。 

◎梶原委員 県のいろいろな施設も対象になっていますか。 

◎中島健康長寿政策課長、はい。県立の施設も当然対象にしておりましたけれども、野市

の青少年センターのトレーニングジムは教育委員会の所管だったもので、正直ちょっと抜

かっていまして、すぐ営業に行きまして、今はポイントを付与できる形になっています。 

◎梶原委員 課長がおっしゃったように、青少年センターのジムを使ったら対象じゃない

けれど野市総合体育館のジムを使ったら対象になると。ちょっと前にあれ、この違いはと

いうのがあったんで。またそちらのほうもね。 

◎中島健康長寿政策課長 また声がありましたら、すぐ営業に入っていくようにしており

ます。 

◎梶原委員 またよろしくお願いします。 

◎土森委員 これも非常にいいことで、私も健診を受けてポイントシールを２枚いただい

たんですけれど、シールをいただける場所。コンビニでももらえるところがあるじゃない

ですか。シールを出してくれるところ。健康食品を買うとか、そういうところはどこへ行

っていいかわからんところがあって、塚地委員も少し説明不足だと言われましたけれど、

どういうところに行ったらこのシールをもらえるか、そこがわかりづらい。 

◎中島健康長寿政策課長 先ほど申しましたように、まず健診機関での受診については、

受診された方が漏れなく取得していただける形で、そこは周知徹底していきたいと思って

おります。あと、それと同じような形なのかもしれませんけれども、県内の公的な運動施

設についても、個人の利用で、例えば週末テニスコートを使う場合には、代表の方が申し

込みをした場合には漏れなく交付していただきたいと、そこの事務局にはお願いはしてお

ります。 



12 

 

ただ、聞くところによると、利用者への周知の面がなかなかわかりにくいという声はあ

ります。いろいろなボウリング場やゴルフ場なども参加施設にはなっておるんですけれど

も、実際に料金を支払うときに周知をしていただくだけで、利用者にとってポイントを取

得できる機会を逃してしまうという声もありましたので、改めて私のほうも協会などにも

連絡はしてお願いしておるんですけれども、なかなか徹底していないような声も引き続き

ありますので、利用者側にわかりやすい形で説明できる掲示板といった表示などができな

いものかとは考えておりますんで、できるだけ工夫はしていきたいと考えています。 

◎土森委員 病院あたりへ行ったら小さいのぼり旗があるわね。今、課長が言われたよう

に、もっとわかりやすくしたほうがいいと思います。 

◎中内委員 交付実績は 6,512 人と載っていますけれど、郡部と都市部での比較はどうな

っておりますか。 

◎中島健康長寿政策課長 郡部と都市部という分け方では把握しておりませんけれども、

11 月末現在で各市町村の取得者を台帳登録で見てみますと、全体の登録者のうち、高知市

が約 49％になっております。 

運動施設を利用することや、人間ドックを受診するなど個人で取得の努力をして申請は

がきを郵送する場合は県が直接交付しておるんですけれど、ただ、都市部で見ますと、市

町村によってはものすごく積極的にイベントなどを企画して交付する場合もあります。そ

の差が結構市部でも濃淡がありまして、積極的に交付しておるのは香南市です。11 月末で、

県が把握している分の 5,300 件のうち、香南市は 230 件ぐらい発行しているんですけれど、

少ないところですと土佐清水市は 16 件、あと安芸郡の少ないところは１桁という実績は

あります。 

どうしても市町村の取得促進のイベントを企画したところや健康まつりなどのいろい

ろな行事に健康パスポートの交付を合わせてやったところは、結構発行部数はさばけてい

るんですけれど、その差が出ているかと分析しています。 

◎中内委員 濃淡があるとか、積極性がないとか、地方の行政に言うけれど、やっぱりそ

れは県の責任で、高知市は多くてほかは少ないとかいうバランスをもっとちゃんと考えた

運動で対応しちゃらんと、差はもっと出てくると思いますが、それはどうですか。 

◎中島健康長寿政策課長 まずスタートして３カ月ぐらいたったところで、各市町村は横

にらみのところがあったかと思いますけれど、パスポートを取得する目的も含めて、市町

村には重ねてこれまでも説明会で積極的に説明してまいりましたし、ただ単に発行するだ

けでなくて、結局市町村が主体的にそういったイベントも実施していただけるような形で、

例えば、先週説明会を行いましたけれど、先に成功した市町村の取り組み事例などを説明

することや、県が作成した資料などを市町村に提供して臨んでいただくこともしています。

積極的に市町村に取得促進に取り組んでいただくように、まずは、連携していきたいと考
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えています。 

◎中内委員 それで、6,500 件という実績ができて、それに上積みをしようとしゆうがで

しょう。そのバランスをよく考えて、やっぱり高知市中心ではなしに、田舎へ行けば行く

ほど低いのだから、それを上げる努力をお願いしたいと思います。 

◎山本健康政策部長 おっしゃるとおりのところが大いにあると思いますので、頑張って

いきたいと思います。 

ただ、このパスポート事業をそもそも考えたのは、国保制度が平成 30 年に都道府県化

されるときに、国が保険者努力支援制度という制度を始めました。これは、市町村等の保

険者で頑張っているところには、より重点的に国の交付金を配分しますと。その評価項目

の一つにこのインセンティブ事業が入っていますので、本来それぞれの市町村がやってい

ただければいいんですけれども、それぞれの市町村でこういう仕組みをつくるのはなかな

か大変なんで、県としてベースを一括してつくろうと。こういうものを県がつくるんで、

各市町村もこれを使ってぜひやってくださいということで、県も頑張るけれど市町村も頑

張ってくださいということです。 

県も頑張ってやりますけれど、どうしても日々の健康づくりのウォーキング大会や、ラ

ンニングもそうですし、そういう健康づくりは県と市町村が一緒にやらないと、なかなか

浸透が不十分です。中内委員がおっしゃるように、県も当然頑張りますけれども、そこは

市町村にもお願いし、今も説明会もやっておりますし、私も市町村を回って首長にお話も

させていただいていますけれども、こういう制度になっているんでぜひ一緒にやってくだ

さいということで、頑張っていきます。 

◎中内委員 うるさいけれど、やっぱりそういう努力をしてください。お願いします。 

◎加藤委員長 以上で、質疑を終わります。 

〈健康対策課〉 

◎加藤委員長 次に、健康対策課の説明を求めます。 

◎清水健康対策課長 当課から審議をお願いしておりますのは、一般会計補正予算議案で

す。 

お手元の資料②、議案説明書の 39 ページをお開きください。 

まず、歳入予算からとなります。39 ページの９款国庫支出金ですが、上から３段目の欄、

１健康福祉費負担金を 5,436 万 1,000 円増額する予算を計上しております。一番右側にあ

る説明欄の難病医療費等負担金ですが、特定医療費支給認定者に対し医療費の一部を助成

しているものですが、助成医療費が見込みを上回ることから、増額補正をお願いするもの

で、ここでは増額分のうち、国が負担する額を受け入れているものです。この詳細につい

ては歳出予算で説明しますので、次の 40 ページをお願いします。 

３段目の欄の８目健康対策費となります。１番右側にある説明欄の１、人件費について
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は、先ほど部長からの総括説明で御説明したとおりですので、こちらでは説明を省略させ

ていただきます。 

次に、２、健康対策総務費の国庫支出金精算返納金ですが、平成 27 年度に受け入れを

行っていた国庫補助金について、その実績額が確定したことに伴って増額補正をお願いす

るものです。 

次に３指定難病等対策事業費の医療扶助費ですが、これは難病の患者に対する医療等に

関する法律に基づき 306 の指定難病に対し医療費の一部を助成しているものですが、医療

費が見込みを上回ることから増額補正をお願いするものです。 

増額の要因としては、平成 27 年７月に対象疾病が 110 疾病から 306 疾病に拡大し、新

規申請者が毎月 90 名を超えて推移し、受給者が増加していることに加え、主に生活保護

者は、医療費総額を本法律に基づいて助成していることで、その生活保護者の対象者数が

ふえたことによるものです。 

以上で、健康対策課の議案説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎中内委員 その指定難病は、特殊なものとして幾つかありますか。 

◎清水健康対策課長 特殊なものという定義がなかなか難しいんですが、306 の指定難病

がありまして、その指定難病にはそれぞれ幾つかの要件があります。 

具体的に言いますと、診断基準が確立していることや治療法があるかどうか、患者数が

人口の 0.1％程度に達してないものといったさまざまな要件を踏まえて、指定難病になる

かどうかを国のほうで決めていただいております。 

◎中内委員 そういう言い分けはなかなか難しいと思いますけれど、病名のついたもので

三つぐらい挙げられませんか。 

◎清水健康対策課長 病名数については 306 と申し上げましたが、例えば多いものから申

し上げますと、パーキンソン病、潰瘍性大腸炎、クローン病、ＳＬＥ、そのほかに少ない

ものとしては、網膜色素変性症といったものが多々あります。 

◎加藤委員長 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。 

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

を受けることにいたします。 

〈医療政策課〉 

◎加藤委員長 それでは、高知赤十字病院の新病院整備に関する県の支援について、医療

政策課の説明を求めます。 

◎川内医療政策課長 当課からは報告事項を１件お願いしています。 

委員会の資料、報告事項の健康政策部の青色のインデックス、最初の赤のインデックス
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の医療政策課をお開きいただければと思います。 

高知赤十字病院の新病院整備に関する県の支援についてです。 

この件については、９月定例会のこの委員会においても御説明させていただいたところ

ですが、その後、庁内や高知市との協議を踏まえて、現時点での検討状況について御報告

させていただきます。 

それと、参考までに９月議会で御報告した資料もお配りしております。後でお配りして

食品・衛生課のインデックスの次にとじ込んでおりますので、適宜取り外していただき、

あわせて御参照いただければと思います。 

それでは今回の資料の１ページをお願いします。 

まず、１、支援の概要の①補助の考え方です。前回の委員会で御説明したとおり、高知

赤十字病院の新病院の整備により、県内の災害医療、救急医療に大きな効果をもたらすこ

とから、これに着目して補助を行うものです。また県の支援策としては、国の補助制度を

持つことから、国庫補助対象経費を基本とした補助を行いたいと考えております。 

次の②補助方式としては、国庫補助は本年度から３カ年の執行の見込みです。県におい

ては、財政負担の軽減と、病院が整備されることによる県民の受益が長期間に及ぶことも

考慮して、一定期間にわたり、おおむね 10 年以上を想定しておりますが、高知赤十字病

院が新病院建築のために借り入れた資金の償還費、すなわち元本及び利息の一部を補助す

る形式としたいと考えております。 

次の③と④の補助率ないしは補助上限額ですが、補助に当たっては、国庫補助対象経費

を基本に補助を行うものとして、県の補助率も国と同率の３分の１としております。 

また、別途高知市においても、連携中枢都市圏ビジョンに基づく連携事業を活用して、

県の半額程度の支援を検討していただいているところです。 

以上の考え方に基づき、県の補助額は国庫補助申請額と同額の約 9.6 億円が上限となり

ます。高知市においてはその半分の 4.8 億円になります。 

ただし、赤十字病院への支援が過大にならないよう、総事業費約 206 億円から自己資金

や日赤本社、また市中の金融機関等の借入金などで賄える額、約 189 億円を除いた 16.8

億円について、まずは国の補助金を充てた上で、県市はその残りについて補助を行うこと

を考えております。 

この補助のスキームによると、県と市の補助金額の見込みですが、国庫補助金の内示率

がこの下の括弧に記載しているように毎年変動していることから、県市の補助額は現時点

では明確にすることはできません。今後、市との協議が整って、仮に市の補助率を６分の

１と仮定しますと、国の補助金の内示率が 100％の場合は 7.2 億円プラス利息、50％の場

合は 12.0 億円、25％の場合は 14.4 億円で、ここが大体上限額に相当し、プラス利息にな

ります。 



16 

 

続きまして、⑤と⑥の補助期間とその開始時期です。 

補助期間については、補助の方式のところでもお話ししましたけれども、赤十字病院の

資金の借り入れの償還期間なども考慮して、おおむね 10 年以上の期間にわたって補助を

行っていくことを検討しております。 

また、補助の開始に当たっては、国庫補助が確定する平成 30 年度に県・市の補助に必

要な債務負担行為について議会にお諮りするものとして、平成 31 年度から補助を開始し

たいと考えております。 

最後に２、今後の大まかなスケジュールです。 

新病院整備のスケジュールについては、来年２月には一般競争入札を行い、３月に着工

の予定と日赤から聞いております。したがって、平成 30 年度までは国庫補助を活用して、

その額が確定後に県・市の補助に関する議案を提出させていただき、平成 31 年度から補

助をスタートするというスケジュールを考えております。 

県・市のこの補助事業に関する制度設計については、引き続き高知市と協議を行いなが

ら熟度を高めてまいりますとともに、高知赤十字病院が円滑に新病院整備事業を遂行でき

るよう、必要な助言をあわせて行ってまいります。 

説明は、以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 国庫補助の満額確保といいますか、それを頑張っていただくのが基本なんで、

そこはぜひ頑張っていただきたいと思っておりますが、高知市はどんな状況ですか。 

◎川内医療政策課長 今、高知市の担当部局と実務的な話を率直にさせていただいており

ます。説明の中で少し申し上げましたように、連携中枢都市圏の交付金などを活用した事

業に位置づけることなども検討されているようです。 

例えば、県と半額程度であるかとか、それとこの補助の期間等についても、実務レベル

では今のところ県と同じ歩調でいけるんじゃないかとのお話を伺っております。 

◎塚地委員 高知市にだけある意味負担を求めるというのは、日赤が高知市にあるからと

いうのは基本だと思いますけれども、患者ベースみたいなことで、例えばほかの近隣の市

や町の負担についての検討はなかったんですか。 

◎山本健康政策部長 前回もちょっとお話ししましたけれど、もともと三次救急や災害拠

点病院の整備に対しては、県がおおむね責任を持つという前提がまずあります。 

ただ、今回の日赤については、消防との連携や救急の充実であるとか、当然、高知市に

とっても非常に有効なものでありますし、今回はその連携中枢都市圏というのが県下全域

を想定した構想でもありますんで、その辺も含めて、県と高知市という整理です。例えば、

所在が一つの市にあっても、その病院に対する周辺の位置づけがあって全体で支援しまし

ょうという病院であれば可能性はありましたけれど、県があってプラス所在市というとこ
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ろが基本かと思っています。 

◎浜田（英）委員 医療センターと日赤とを比較すると、ごめんなはり線やＪＲを使って

高知駅で降りて、歩いて日赤まで行けたことは非常にメリットだったんですね。ところが、

今度は久万川を越して環状線へ移るわけですので、高齢者などが環状線の一番北まで歩く

のは大変だと思うんです。前に高知駅からのシャトルバスなどの議論もありましたけれど

も、この予算の中にそういうものまで入っているんですか。 

◎山本健康政策部長 バスについては、日赤が交通会社などと話をしてシャトルバスを想

定しているということはお聞きしています。県が予算を組んでどうこうというところは、

私どもとしてはそこまでは考えていません。仮に何らかの支援が要るんであれば、わかり

ませんけれど、もしあるとしたら産業振興推進部からになるのかなと思います。 

◎浜田（英）委員 とさでん交通と相談して、イオンモールのほうへ行く便をふやしても

らうとか、そういうのでいけるんじゃないかと思うんですが、そこら辺も十分に配慮して

やらんと、せっかくいい病院ができたけれど、患者が遠いきいやだとなってくるとまずい

ので、よろしくお願いします。 

◎山本健康政策部長 そのように聞いておりますので、またお話もしておきます。 

◎土森委員 いい病院をつくってもらわないといきませんのでね。現在は病床数が 468 床

で、それが 402 床になると説明資料に書いています。減るのですか。 

◎川内医療政策課長 現在この 468 床のうち、結核病床が 12 床で一般病床が 456 床です。

このうち 40 床ほど減ずることで計画しています。これについては、現在の病床利用率と今

後の人口動向などを見据えた患者数の見込み、それと平均在院日数が徐々に短縮傾向です

ので、そのことも加味して総じて 402 床で対応可能だろうという判断のもとで病床を減少

しています。 

 それと国庫補助事業を活用しますが、高知県は病床過剰地域ですので、病床の約 10％を

削減しなければならないという補助要件もあり、そのことも含めて対応していただいてい

るということです。 

◎土森委員 現在、空き病床がある状態ではないんでしょうか。 

◎川内医療政策課長 詳しい病床利用率は手元にありませんが、病棟ごとあいているとい

うことではありませんけれども、一定の空床はあると聞いております。 

◎土森委員 私も日赤によく行きますけれど、あいているところがある。国の制度はこう

いうところにも影響してきているがやね。 

けれど、いい病院をつくって、救急救命センターの機能を充実させるということですか

らね。この辺、力を入れてやっていただくと同時に、402 床でいいのかなという思いもあ

りますので、その辺もまだ検討できる道はありませんか。 

◎山本健康政策部長 高知県自体が病床過剰地域であるので、こうしないと国の補助が入
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らないという大前提があります。それから、地域医療構想全体の話もある中で、どうして

も新設するときには、ちょっとこういうところが出てきます。 

地域医療構想は直接は関係ないんですけれど、どうしても高知県は全体が過剰という前

提があります。 

◎浜田（英）委員 これは仄聞した話ですけれども、高知駅北口への都計道路の買収がか

なりおくれているということです。日赤の病院が完成するまでにはできるでしょうし、ま

た完成させないかんでしょうけれども、現実的に大分おくれていると聞いていますが、ど

うですか。 

◎山本健康政策部長 いつごろになっているかとかについては、ちょっと私のほうからは。 

◎浜田（英）委員 所管が違いますか。失礼しました。  

◎塚地委員 最後に確認ですけれど、④の米印の２で総事業費の 206 億円のうち、病院施

設というたら全部入ってしまうのであれですけれど、例えばこの補助金をつぎ込むことに

よって、何か協定みたいなものを病院側と結ぶ形になるのかどうか。 

◎川内医療政策課長 ここは病院施設と漠と書いてありますが、今回、活用する補助事業

が近代化と救命救急センターと災害拠点病院で、救命と災害については一定限定されてお

ります。あと近代化の補助金については、おおむね 30 年以上経過している建物が対象です

ので、北側の本館が補助の対象となっております。これも基準面積の上限もありますので、

その丸々が対象になっているわけでありません。 

この補助に当たっては病院側と協定のようなものを締結するということにはならない

とは思いますが、いずれにしろ交付要綱を策定して、それに対応する範囲内で日赤から交

付申請を出していただきますので、その過程においてきっちりとやっていきたいと思いま

す。 

◎加藤委員長 それでは私から、国の補助制度の活用が基本になると思いますんで、その

決意を最後にお聞かせいただきますでしょうか。 

◎川内医療政策課長 ⑤の一行上の括弧内に国庫補助の内示率を記載しておりますけれど

も、年によってこのように乱高下しており、非常に予測不可能なところがあります。前回

の委員会でも御指摘があり答弁させていただきましたけれども、この国の補助金がなかな

か満額交付されないということについては、本県のみならず全国の都道府県で非常に大き

な課題となっております。 

 これについては、全国知事会ないしは全国衛生部長会などにおける年次の要望事項の中

でも非常に優先順位が高いものになっております。 

こういった枠組みの中で、引き続き国に対して必要な要望、提言などをしていきながら、

満額の交付の確保に向けて頑張りたいと思います。また、個別に厚労省にもこの赤十字病

院の事業の重要性などもお話しして、理解をいただけるように努力していきたいと考えて
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おります。 

◎山本健康政策部長 今課長が言ったように、国にはお話もさせていただきたいと思いま

す。ただ、正直なところは、熊本地震も起きて、結構全国で耐震化の要望が多く寄せられ

ています。その中で、国としても必要性はお話をさせていただけることになっていますが、

どうしても社会保障の予算全体の枠の中で、厚労省の予算というのが、自然増がどんどん

ふえていく中で、それを抑制しろという全体の流れがありますんで、なかなか病院の耐震

化に使える関連予算の総枠がふえていかない現実がありますので、当然引き続き要望もし

ていきますし、こういう大事な病院なんで重点配分をというお話もさせていただきますが、

なかなか 100％は厳しいかなというところが本音としてはありますが、頑張るということ

はお話をさせていただきたいと思います。 

◎土森委員 そんな弱いことじゃいかんぜよ。 

◎山本健康政策部長 国の、財務省を含めた予算のそもそもの考え方のところがないと、

厚労省は行けば当然話は聞いていただけて、そうだねとは言っていただけるんですが、自

然増も満額はだめだよという、今の中では非常に厳しいというのもあります。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

〈食品・衛生課〉 

◎加藤委員長 次に、第３次高知県食の安全・安心推進計画の骨子（案）について、食品・

衛生課の説明を求めます。 

◎安藤食品・衛生課長 お手元の危機管理文化厚生委員会資料、報告事項の青いインデッ

クスがついた健康政策部、赤いインデックスの食品・衛生課をお開きください。 

第３次高知県食の安全・安心推進計画骨子（案）をごらんください。 

平成 15 年に食品安全基本法が制定され、高知県では平成 17 年 10 月に議員提案により

成立した高知県食の安全・安心推進条例が施行されました。この条例に基づき、平成 19

年に第１次、その後、平成 24 年から 28 年までの第２次計画が策定され、本年度が最終年

度となります。次期３次計画を立てる必要がありますので、その骨子（案）について御説

明します。なお、基本的に盛り込むべき項目が条例の中に規定されております。 

左上の黄色の囲みをごらんください。 

この計画の基本的な考え方は、食の安全・安心を確保するため、県民の健康の保護が最

も重要であるという視点に立つこと、生産者から消費者まで一貫したものであること、行

政、食品関連事業者、消費者など全ての関係者の相互理解と協働によることが基本となっ

ています。 

その下、青い囲みの、第２次計画の平成 24 年度から平成 28 年度の施策体系をごらんく

ださい。 

これまでの計画は、食の安全・安心確保のための基盤づくり、対策の推進、生産及び供
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給の支援、相互理解と協働の推進の四つの柱から成っています。それぞれに県における食

にかかわる施策を進めてまいりましたが、成果が出るとともに、新たな課題が明確となっ

てまいりました。 

中央左側の「取組の主な成果と課題」をごらんください。 

基盤づくりの成果としては、現在問題となっている鳥インフルエンザに関する訓練実施

やＩＰＭ技術の試験研究による復旧などの成果があります。 

課題として、ＩＰＭ技術はこれまで害虫を対象としてまいりましたが、カビウイルスな

どの病害を対象とした新たな技術の開発が必要になっております。また、現在、地産地消・

外商課と製造業者に対するＨＡＣＣＰ推進に力を入れておりますが、指導する側の県の食

品衛生監視員の指導技術の習得があります。 

二つ目の安全・安心対策の推進では、ゼロではありませんが、農薬事故の発生はほとん

どなくなってきております。 

１段下になりますが、漁業関係では全国で 13 認定されている施設のうち、宿毛、清水、

室戸の三つの市場が優良衛生品質管理市場に認定されています。また、食品全体の加工業

者に対する県版ＨＡＣＣＰ認証制度が本年６月からスタートしております。 

課題としては、キュウリ、かんきつへのＩＰＭ技術の普及や、農業生産工程管理をする

ＧＡＰ導入の推進、改正が続く食品表示法の制度啓発、国ではオリンピックに向け義務化

も検討されているＨＡＣＣＰの製造加工段階における導入推進などがあります。 

三つ目の生産及び供給の支援では、官民協働による食育の推進や、イベント実施による

本県園芸品の知名度向上と、水産物のスラリーアイスなどの鮮度管理技術の普及による魚

の品質向上などがあります。 

課題としては、朝食を食べる児童生徒の割合が目標値を下回っていること、伝承人の人

材の発掘、育成などがありますし、さらなる漁業者による自主的な鮮度管理の実践を啓発

する必要があります。 

四つ目の相互理解と協働の推進では、講習会やリスクコミュニケーションによる情報提

供や意見交換は行われていますが、いまだに放射能や農薬、添加物の食品リスクに対する

情報不足や誤解があります。 

 これらの課題を次の計画に盛り込んでまいります。左下の白抜きの部分をごらんくださ

い。 

この５年間の食品を取り巻く状況の変化に目を向けると、福島第１原発事故による食品

の放射性物質汚染やユッケ、キュウリなどによる腸管出血性大腸菌の重篤な食中毒の発生、

冷凍食品への農薬混入などがありました。また社会情勢の変化では、先ほど申し上げまし

たが、ＨＡＣＣＰの制度化に向けた動き、新たな食品表示法のスタートや食品流通のグロ

ーバル化、そのほか今後の動向にもよりますけれども、ＴＰＰの問題などがあります。 
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 これらを踏まえた上で、平成 29年から平成 33年の５年間の計画の見直しを行いました。 

右側の第３次計画の施策体系をごらんください。 

これまで第１の柱の基盤づくりは、１期、２期と 10 年行い、一定の成果が見えました

ので柱から外し、施策を再整理した上で、１、生産から消費に至る食の安全・安心の確保、

２、食品に関する正確な情報の提供、３、相互理解と信頼関係の確立という３本の柱とし

ました。 

１、生産から消費に至る食の安全・安心の確保の柱では、生産段階、製造、加工、販売、

消費、それぞれの段階での食の安全・安心の確保を図ることとして、項目を整理しました。

また、立入調査、認証制度、調査研究の推進を項目としました。 

２、食品に関する正確な情報提供では、適正表示やトレーサビリティーの推進、情報の

収集・提供を項目としています。 

３、相互理解と信頼関係の確立では、危機管理体制の強化、食育の推進、食の安全・安

心に取り組む農林水産物のＰＲと支援のほか、関係者による情報・意見交換、関係団体と

の連携及び協働といった項目としました。 

右側に各取り組みを書き出しています。 

引き続きの項目もありますが、先ほど申しました、黄色で数字を囲ったこれまでの課題

を加えて網羅しております。また、赤い星がついた項目は、体系の中で特に重点的に推進

していく項目となっています。 

先日、骨子（案）及び計画素案について、食の安全・安心推進審議会で御審議いただき

ました。 

今後、いただいた御意見をもとに計画案の作成やパブリックコメントを実施した上で、

審議会で審議いただき、年度内には第３次計画として策定する予定です。 

以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 食の安全・安心を守っていただくことが大前提として、やはり高知県の経営

企業体の規模がすごく小さいんでなかなかこういったことに取り組む経営体力がないとこ

ろも多々ある中で、制度は機能性表示なども目まぐるしく変わったりしていく中で、この

高知県版ＨＡＣＣＰ認証などが実際のＨＡＣＣＰ対応につながるであるとか、さらには高

知県版ＨＡＣＣＰが消費者にとってしっかり安心できるものになるよう、これまで以上に

取り組んでいただきたいと思います。 

 ただ、機能性表示は、以前に少しお聞きしたところによると、特定の成分が体のどこの

部位に効くかをきちんと立証しないといけない。ひいて言うたら何年もかかるし、結局は

大手メーカーが飲料などで取られていますけれど、生鮮食品などではなかなか進んでいな

い現状があると思うんですが、この制度自体、機能性表示ができるようになるまでの簡素
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化などの国の動きは全くないんですか。 

◎安藤食品・衛生課長 昨年の４月から制度は始まっております。この制度自体は、企業

がみずから資料提出あるいは研究して、それをもとに表示を行う制度で、基本的には以前

の表示法からかなり簡素化されていることにはなっています。 

ただ、そうはいっても、なかなかその情報を集める、研究する力がないのは事実ですの

で、工技センターなども一緒にやっているとは聞いておりますけれども、うちのほうから

も支援はしていきたいとは思います。ただ、うちは表示の仕方を指示する課ですので、な

お、工技センターや商工労働部とも連携はしてまいりたいと思います。 

◎梶原委員 もちろん安全・安心は大事ですけれど、消費者の方が過敏な反応というか、

やはりこういうものを表示していなければ購入しないというか、ＨＡＣＣＰなども対応し

てなければという、結局は小さい地方のいろいろな食品などが消費者に選ばれなくなるよ

うなことがないように、できるだけいろいろな対応をとっていただきたいと思いますので、

またよろしくお願いします。 

◎野町副委員長 私は県の職員時代にユズの関係でＨＡＣＣＰの取得を進めてまいりまし

て、２年前だったかに、主なユズの工場では県版ＨＡＣＣＰが取得できたということで、

大変お世話になりました。資料の左隅に書いてありますように、国際衛生管理法、いわゆ

る国際的なＨＡＣＣＰの制度の取得の流れができてきて、かつ知事の提案説明を含めて、

議会の中でもありましたけれども、輸出もふえてきて、これを求められる業種、業態、あ

るいは企業もふえてきているんではないかと思います。経験上、県版ＨＡＣＣＰではある

程度施設整備費も含めて緩いところがあるんですが、国際的なＨＡＣＣＰになるとハード

ルが一つ上がって、きっちりした施設の整備や何やらが必要になってくると思います。 

私も農業だけではなくていろいろ小さな製造業者を回るんですけれど、資金的な面も含

めて、そういうところをクリアするのは非常に厳しいところが多いのかなと思います。先

ほど梶原委員も言われたとおりですが、そういう部分で、これをクリアしていくために、

補助制度といったメニューも含めて考えておられるのか。あるいは、それをこれから充実

していくところがあるのかをお聞かせいただきたいです。 

◎安藤食品・衛生課長 実は、うちはＨＡＣＣＰ認証に当たって審査をする立場ですので、

そこへの補助となると、恐らく商工労働部が動くのではないかと思います。 

ただ、うちは、今回６月に新たな認証制度をつくりましたけれども、それは、三つのス

テップを踏むことになっています。従来の認証制度は一定の施設整備が必要という認証制

度でしたけれども、今回の県版ＨＡＣＣＰでは、その 12 手順を踏めば、施設基準につい

ては余り重点を置かない。ただ、星三つになると、ここは重点も含めて、ある程度の施設

をつくってくださいという制度になっていますので、星三つになると国際的なＨＡＣＣＰ

は十分とれる状況にはあります。星二つであれば、施設基準はなしでうちのは通せますの
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で、そこでＰＲもできるのかなとは考えています。 

ただ、施設基準と申しましても、それがないからすごく衛生的でないかというとそうで

はありませんので、そこはソフト部門でかっちりやっていただくことになります。 

◎野町副委員長 審査するところとＨＡＣＣＰを推進するところと、それぞれ違うわけで

すけれど、同じ県の組織ですので、そこら辺は要するに衛生的に商品がつくっていけるよ

うに、それぞれの施策を調整をしながら、皆さん方からも御指導いただきたいと思います。 

◎安藤食品・衛生課長 現在、地産地消・外商課が予算をとって、ＨＡＣＣＰ導入に向け

ての講習会をどんどんやってくれています。東京からも先生を呼んで、直接施設にも行っ

てＨＡＣＣＰの仕方、指導していただいておりますし、私たち保健所の職員も一緒に行っ

て指導させていただいていますので、今後どんどんふえるように目標も持っておりますか

ら、さっき申しました指導員の数がちょっとどうかということもありますので、保健所と

ともに県職員も能力を上げて指導していきたいと思っています。 

◎土居委員 先ほどの話に関連するんですが、高知県版ＨＡＣＣＰ認証制度の推進に大き

く寄与すると思われる工技センターに新たな食品の研究機関を建築するということで、先

日の高知新聞にも記事が載っていたんですけれども、もちろん工技センターと食品・衛生

課が連携した上での推進になると思うんですけれど、目指している施設というのは、ＨＡ

ＣＣＰでいったらどのレベルのものにまで対応できるのか、また、指導できる内容になる

のか。食品・衛生課としてはどう認識して、どこを目指しておられるのかをお聞きしたい

と思います。 

◎安藤食品・衛生課長 その施設の詳細についてはまだ報告いただいていませんので、ど

のレベルかははっきりとは申せませんけれども、少なくとも、今地産外商を進めようとし

ている県ですので、コンビニや大手に対応できる施設基準は一定満たすべきと考えていま

すので、そこはまた話をしていきたいと思っています。 

また、工技センターもそれは十分承知しているはずですので、それを盛り込んだ形での

施設はつくっていくと思われます。 

◎土居委員 これまで県内では座学中心の研修などがメーンになっていたと思うので、そ

ういう施設ができたら大きく前進するものと期待しております。食品衛生の側面はかなり

重要なポイントになると思いますので、ぜひ連携を深めて進めていっていただきたいと思

います。 

◎中内委員 これは大変よくできていると思いますが、字句で文句言うわけじゃないけれ

ど、食の安全・安心という、この安全と安心というのは立場が違うわけですが、どう思い

ますか。 

◎安藤食品・衛生課長 安全については、科学的評価により決定されるものであり、安心

については消費者の心理的な判断に主観的に応えるものだと規定されているようです。 
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◎中内委員 一般的にいうたら、安全は住民の力、住民が本当に行政から提供されたもの

に安全を保っていけるかどうかということ。安心は行政力をいうわけですから、そこら辺

の違いは科学分析じゃ何じゃいうことはないがですが、ただ一般的にいうのは、安全と安

心はそこに大きな違いがあるので、細かいことで申しわけないけんど、安全・安心て書い

ていたら、住民サイドのような受け取り方もあると思います。 

◎安藤食品・衛生課長 私たちも収去検査であったり、それから農業現場、漁業現場の残

留農薬、残留抗菌剤というような、もともとの生産現場や加工現場での指導は当然してま

いりますし、収去して違反食品があれば、それは措置命令を出したり、販売禁止といった

措置もとっていきますので、行政も決して安全に対して手を抜くことはありません。 

◎塚地委員 監視体制や指導体制の部分で、こういう仕事をするに当たって、現状からこ

ういう体制の強化が必要ですという人的な中身は、何か具体的な手法としてこれに出てく

るんですか。 

◎安藤食品・衛生課長 実際に行政の職員の人数というのは、先ほど申した食品衛生監視

員であったり、それから、人の数でいえば伝承人の数とか、数だけでいうとそうですけれ

ども、行政的な人の計画は若干足りないところがあります。 

なお、そこはまた、数として挙げられるところは挙げていくつもりです。 

◎塚地委員 すごく膨大な輸入食品もあって、食の安全に対して、やっぱり消費者の皆さ

んにはもっと多数のサンプルで、みたいな思いもあるんで、そこに応えていただける体制

の充実の方向も、ぜひお願いしておきたいと思います。 

◎安藤食品・衛生課長 確かにおっしゃるとおりで、食品の収去はごく一部の検査で、抜

き打ちで全てを検査することはできませんので、県職員の検査も三つの保健所と衛生研究

所で行っていますけれども、そこでできない部分は国の指定検査機関として登録されてい

る食品衛生協会の検査センターに委託して、一定補っていただくことにしています。 

◎梶原委員 最初のくだりから少し話がそれますが、今、日本全体で出来事やニュースが

インターネットやＳＮＳを通して世の中に一気に拡散するんで、世の中自体がちょっとク

レーム社会になっていて、そのクレームに対する過敏な反応がある。最近はニュースでも

よく聞くんですが、例えば、秋田では、子供がなまはげを怖がるから来るなと言われて、

怖くないなまはげになったそうです。また、この年末に向けて、日本全国でお餅つきを取

りやめることがかなりふえているというニュースに接する中で、先ほど伝承人の育成につ

いても言われましたけれど、やはり食文化を守る観点もすごく大事な中で、いかにその安

全・安心を守っていくか、本当に両立させないといけないところはあります。 

以前から、高知県でもお餅を屋外で炊飯して餅つきをすると保健所に届け出をしたらな

かなか許可をしてくれないので、結局、届け出をしないままされる事例などもあったり、

お餅つき自体はするけれど、販売はできないことがあるとよく聞きます。日本人のお餅と
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いう食文化をいかに次の世代へつないでいくかは、許可を出す保健所としては大変だと思

うんですけれど、お餅やお餅つきに対する高知県としての考え方、衛生的なことをしっか

り守った上でぜひにと言えるのかどうかは難しいところですけれど、どんな感じですか。 

◎山本健康政策部長 お餅つきのお話が出ましたけれど、食文化とししっかり受け継いで

いくものと、家庭も含めてやっていただくのは大事だと思いますし、その取り組みもある

と思いますけれど、一方で食品として販売する部分についての衛生管理をしっかりすると

いうところとのせめぎ合いの部分だと思います。なかなか明確にお話しできませんけれど

も、今委員が言われたことは職員も一定は認識していきながら、やはり、行政としての守

るべきところで対応せざるを得ないのかなと思います。 

◎梶原委員 本当に理解できますけれど、実際そういう機会が少なくなっているのは現実

で、その数少ない機会を子供たちが見たら本当に喜ぶんです。お餅つきを一緒にやる機会

はなかなかないんで、やってみると言って一緒にやったら本当にすごく喜ぶし、多分つき

たてのお餅を食べたことが余りないんだろうと思います。初めて食べたみたいな感覚の子

供たちが本当に年々多くなっている現状ですんで、そのことも少し頭に入れていただきた

いと思います。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

以上で、健康政策部を終わります。 

暫時、休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

 

（昼食のため休憩 11 時 47 分から 13 時０分） 

 

◎加藤委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

《地域福祉部》 

◎加藤委員長 それでは、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 説明に入らせていただく前に、副部長の井上は所用で欠席させてい

ただいております。お許しいただくよう、よろしくお願いします。 

 それでは、総括説明をさせていただきます。地域福祉部が提出している議案は、一般会

計補正予算とその他議案１件の２件です。 

 まず、補正予算です。一般会計補正予算のうち、人件費の補正について一括して御説明

します。資料②、高知県補正予算の議案説明書をお願いします。41 ページです。一般会計

予算の総括表です。 

 左から３列目の補正額 760 万 3,000 円の人件費の増額補正をお願いしております。主な
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理由としては、今議会に上程している職員の給与に関する条例改正案に係る勤勉手当の改

定を反映させて計上させていただいたことと、人員の増減、職員の新陳代謝、共済負担金

の変更などによるものです。 

 そのほか、予算としては、刑務所等の矯正施設退所者等を支援するために設置している

地域生活定着支援センターの委託に係る経費として１件の債務負担行為の追加と、介護保

険サービスの施設と一体でサービスを提供する障害福祉施設及び児童発達支援センターの

建設への補助金の３件の繰越明許費の追加をお願いしております。 

 また、その他議案として、第 21 号議案、療育福祉センター・中央児童相談所改築北棟建

築主体工事請負契約の締結に関する議案をお願いしております。詳細については、それぞ

れ担当課長から説明させていただきます。 

 次に、部で所管している審議会の開催状況です。お手元の審議会の赤ラベルの部分をお

願いします。平成 28 年９月定例会以降、きのうまでに開催された審議会について、右端欄

に平成 28 年 12 月と記載しております。主なものを御説明します。 

 １ページ上から三つ目にある高知県社会福祉審議会民生委員審査専門分科会については、

平成 28 年 12 月１日に一斉改選を行った民生委員・児童委員の候補者の審査などについて

御審議いただきました。 

 次のページの下から二つ目、高知県子ども・子育て支援会議については、高知県子ども・

子育て支援事業支援計画の平成 27年度の実績及び平成 28年の状況について報告しました。 

 それぞれの審議会などを構成する委員の名簿は、その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、以上です。議案の詳細については、担当課長から順次御説明させてい

ただきます。 

◎加藤委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈地域福祉政策課〉 

◎加藤委員長 初めに、地域福祉政策課の説明を求めます。 

◎神田地域福祉政策課長 当課からは、補正予算議案をお願いしております。 

 お手元の資料②、高知県議会定例会議案説明書（補正予算）の 44 ページ、地域生活定着

促進事業委託料の債務負担行為です。詳細については、別に資料を用意していますので、

そちらで御説明します。 

 地域福祉政策課のインデックスがあるページをごらんください。 

 まず、地域生活定着促進事業について御説明します。この事業は、都道府県が地域生活

定着支援センターを設置して、高齢または障害を有することにより福祉的な支援を必要と

する矯正施設の退所者等に対して、関係機関と連携しながら福祉サービスの利用に係る相

談支援や帰住地調整支援などを実施するものです。こうした支援により、退所者等の社会
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復帰及び地域生活への定着を支援するとともに、再犯防止にもつなげることを目的として

おります。 

 国の実施要領によれば、民間団体等への委託が可能とされていることから、本県では、

平成 23 年の事業開始以降、一般社団法人高知県社会福祉士会に委託して実施してまいりま

した。しかしながら、本年９月に社会福祉会から組織体制上継続して受託していくことが

困難となったため、平成 29 年度以降、受託意思がない旨の申し入れがあったところです。 

 こうした状況を受けて、来年度の本事業の実施に当たっては、社会福祉士会にかわる新

たな委託先を選定するため、広く応募者を募る公募型プロポーザルを実施したいと考えて

おります。その上で、委託に当たっては、今支援を行っている方への支援を途切れさせな

いためにも、新たな委託先に対して、来年４月１日から円滑に委託を行うことが重要にな

ってまいりますので、プロポーザルの実施に要する日数や新たな委託先の事業開始に向け

ての準備期間等を考慮して、可能な限り早期にプロポーザルを実施し、委託を決定してい

く必要があると考えております。 

 こうしたことから、本年中に手続に着手することが可能となるよう、債務負担行為の設

定をお願いするものです。 

 説明は、以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 大事な事業ですけれども、社会福祉士会から受託ができないと言われた主な

理由はどういうものですか。 

◎神田地域福祉政策課長 社会福祉士会の中で決めた話なので、我々としてもその話を聞

いた内容からうかがい知ることしかなかなかできない面はありますけれども、伺っている

限りですと、社会福祉士会の人の問題、社会福祉士会ではどこかの社協などに勤めている

方が多いので、この委託事業を専任で受けられる方が非常に少ない状況もあり、そういっ

た方を確保していくことが今後なかなか難しくなってきたと理解しております。 

◎塚地委員 やっぱり大変な事業なわけですよね。専門性も相当必要になりますし、時間

にいろいろ制限されずに仕事もせんといかん、緊急対応も結構出てくる仕事で、それにふ

さわしい人件費もある意味必要です。本来だったら行政が責任を持って対応するのがベス

トな姿じゃないかと思うんですけれど、社会福祉士会が受けられなくなって、今それを上

回って受けられる組織が県内にあるのか。これからプロポーザルするんでしょうけれども、

そこらあたりの見通しはどうですか。 

◎神田地域福祉政策課長 確かに非常に重要な事業でして、それなりのスキルも必要であ

ることは我々としても認識しておりますので、そういう意味でも早いうちにその手続に着

手したかったと。本県では社会福祉士会しか事業を実施しておりませんので、まさに人の

そういったスキル、経験、またはそれに近いスキルを持った方を新たに雇う等の対応が恐
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らく必要になってくると思います。そういったことを前提に、必要な経費、人件費等につ

いては、当初予算で計上させていただきたいと考えておりますけれども、人を雇うことな

どによって必要な体制をしくことができる十分な準備期間を確保することが、県としてで

きる非常に重要なことだと思っておりますので、そういう意味でも早目の手続の着手に動

きたいと考えておるとところです。 

基本的には、県内の障害者や高齢者の方に対応している社会福祉法人で、しかも比較的

力のあるところに受けていただくことになろうかとは思っております。今のところ、まだ

手続に入っているわけではないんですけれども、社会福祉士会がそういった状況にあるこ

とをどこからか聞いたのか、実際に複数の社会福祉法人からこの事業に関する問い合わせ

をいただいておりますので、関心を持っていただいているところは既にあると見ています。 

最終的にはこれから公募をしてからになってきますけれども、どこかしらには受けてい

ただけると考えているところです。 

◎塚地委員 この事業そのものの対象が高齢または障害ということになっています。そこ

自体も大変ですけれども、それ以外の部分も退所されてきた方々の対応は結構大変な状況

があります。この際、例えば今の対象者以外も対応していただけるようなものにならない

のかと思うんですけれど、そこらあたりどうですか。 

◎門田地域福祉部長 こういう矯正施設から出られた方の支援については、主は保護観察

所や保護司の皆さんにやっていただいております。福祉とのつなぎの部分についてもう少

ししっかりということで、県の事業としてその部分を請け負っておりますので、例えば障

害者の方がうまく施設につながるようにといったつなぎの部分をさせていただいておりま

すので、対象としてはそういう高齢・障害の方という形になります。ちょっと言い方は適

切ではないかもしれませんけれど、出所された一般の方などの更生については、保護観察

所や保護司の皆さんにお願いしています。 

◎塚地委員 確かにそういうシステムはあるんですけれど、実際に、例えばお住まいを探

して、そういう方々には保証人もいなくて、なかなかおうちも借りづらい。まずは住まい

を構えることがスタートだと思うんですけれど、そういう部分もフォローしていけるきめ

細やかさでいうと、保護観察所や保護司の皆さんの忙しさの中では十分かどうか。今はそ

れをフォローする民間団体もあって、そういう方々の仕事はなかなか重要です。今回、で

きたらそういうところにも目配りもしていただくことが大事なんじゃないかと思うので、

この事業にとどまることなく、退所された方々へのフォローの必要な部分をもう少し洗い

出してもらうことも大事じゃないかと思うんです。 

 それで、そういうきめ細やかな対応ができるようにしていただかないと、現場は保護司

の皆さんだけで回っていく状況にはなかなかないと思うんで、そこらあたりは実際に声も

聞いていただいて対応してもらいたいと思います。 
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◎門田地域福祉部長 主は国の仕事になろうかと思いますので、先ほどの委員の御指摘な

どは、保護観察所にきちんとお伝えします。うちとしても、福祉的な支援でできる範囲の

ことはしっかりやっていきたいと思っております。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

〈高齢者福祉課〉 

◎加藤委員長 次に、高齢者福祉課の説明を求めます。 

◎中村高齢者福祉課長 高齢者福祉課からは、一般会計補正予算について御説明させてい

ただきます。資料②、議案説明書（補正予算）の 46 ページをお願いします。 

 繰越明許費です。事業名、地域包括ケア推進事業費と老人福祉施設支援費については、

四万十町で整備を計画している介護保険のサービスである小規模多機能型居宅介護と、障

害福祉サービスである基準該当生活介護を一体的に整備する施設に対して助成を行うもの

です。入札不落により設計の見直しが必要となったため建設工事の着手におくれが生じ、

年度内の完成が見込めないことから繰り越しをお願いしようとするものです。来年７月末

の竣工予定となっており、完成後は、高齢者とともに障害者がともに地域で安心して暮ら

せる共生型の福祉サービスが提供できる予定となっております。 

 説明は、以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

（な し） 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

〈障害保健福祉課〉 

◎加藤委員長 次に、障害保健福祉課の説明を求めます。 

◎梅森障害保健福祉課長 当課からは、補正予算と第 21 号、療育福祉センター・中央児童

相談所改築北棟建築主体工事請負契約の締結に関する議案の審議をお願いします。 

 まず、資料②、議案説明書（補正予算）の 49 ページをお願いします。繰越明許費です。

障害児・者施設整備事業費では、障害福祉サービスを提供する障害福祉施設の施設整備と

して、今年度高知市内において児童発達支援センターの創設に取り組んでいるところです

が、建設用地の確保などに不測の日数を要したことにより年度内の完成が見込めないこと

から、事業費の全額を繰り越ししようとするものです。なお、変更後の完成予定は平成 30

年１月末を見込んでおります。 

 なお、関連として、ここに記載はありませんが、この障害児・者施設整備事業費の既計

上予算の範囲内において、神奈川県相模原市の障害者支援施設における事件を受け、国の

第２次補正予算で創設された国補助金を活用し、県内３カ所の障害者支援施設などにおけ

る防犯カメラの設置などを支援することとしております。 

 次に、資料③、条例その他議案の 76 ページをお願いします。第 21 号議案、療育福祉セ
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ンター・中央児童相談所改築北棟建築主体工事請負契約の締結に関する議案です。契約の

概要については、一般競争入札の結果、契約金額 18 億 6,300 万円で関西新洋西山・開洋特

定建設工事共同企業体と契約を締結しようとするものです。完成期限は平成 30 年８月 26

日としております。 

 改築工事の概要については、議案参考資料で御説明させていただきます。地域福祉部の

議案説明書の障害保健福祉課のインデックスがついた資料をごらんください。 

 今回の北棟の工事は、昨年 10 月からことしの 11 月にかけて建設した南棟に続いて実施

するものです。なお、完成した南棟については、現在、医療部門などの引っ越しを順次行

っているところです。 

 １ページの中段が新施設全体の概要です。うち北棟についてですが、１階に中央児童相

談所のほか、現在の療育福祉センターの相談部門などが入る事務スペース、災害時に避難

スペースとして活用する大会議室などを整備することとしております。２階には療育福祉

センターの理学療法室、作業療法室、障害児通所部門などを整備することとしております。

３階は一時保護所を整備することとしており、保護児童の生活環境の改善とプライバシー

の保護などに配慮して、男女別・保護目的別に居室を分けられるユニット構成としてまい

りたいと考えております。 

 工事費の総額としては、南棟と北棟を合わせて消費税を含めておよそ 40 億円を見込んで

おり、うち北棟については、主体工事のほか、電気・機械設備工事を合わせて約 24 億 5,800

万円となる見込みです。工事期間については、今回の北棟の建設は平成 30 年８月下旬まで

の予定としております。平成 30 年８月から９月にかけて中央児童相談所などの引っ越しを

行い、９月下旬には全館供用開始とする予定です。 

 裏面の２ページ目は、外観のイメージ図です。 

 以上で、障害保健福祉課の説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎土居委員 工事についてじゃないんですけれど、新しい建物で当然中身も充実させてい

かないかんということで、発達障害等の早期発見・早期療育を頑張っていただきたいと思

うんですけれど、５月に業務概要調査を行った際に、精神発達障害の受診待ちの問題につ

いていろいろ指摘があって、当時は 11 カ月という受診待ち状態ということで、その後、委

員会等でそれに対する対応などの御説明がるるあったわけです。 

 そこで、１センターだけに頼らず地域で何とか判断していくと。そして、ギルバーグセ

ンターにおける専門職の育成等で、平成 28 年に県内医師 12 名、県外医師３名を含む 24

名体制で、その受診待ちの期間を短くしていく体制についての説明もありました。 

先日ちょっと相談を受けたときに、その方は、まず高知大学医学部附属病院で診療を受

けて、そこで専門的な診断が必要ではないかということで紹介されてこちらのほうに来た
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わけですけれども、今度は２年待ちだったということで、途方に暮れているわけです。 

 県としても、そういった環境整備、人材育成等も頑張っておられると思うんですけれど

も実際にそういう状況ですので、やっぱりどこか機能し切れていない、また改善するべき

余地があるんではないかと思うんですけれども、この状況についてどう認識されているの

か、お聞きしたいと思います。 

◎梅森障害保健福祉課長 ５月の療育福祉センターの業務概要のときにも委員の皆様方に

御議論いただいたところですが、療育福祉センターの医師の退職に伴い、そのかわりの医

師を順次調整してきております。精神科２名の医師が退職することになっておりますけれ

ども、そのかわりとして、精神科の医師１名と小児科の医師１名を正規の常勤職員として

採用できるように調整しているところです。 

 また、非常勤で嘱託として来ていただいている３人の発達障害を診られる医師には、半

月に１回、半日でやっていただいていたものを、それぞれ１日診察していただくことも考

えているところで、そういう部分で診療の量が落ちないように努力もしてきているところ

です。 

 また、受診待ちが１年１カ月だったものが約２年になっている部分については、若干新

患の受け付けをとめたりしたことがありますが、４月以降については、療育福祉センター

に加えてそれ以外の病院でもだんだんに診られるようにはなってきていますので、そうい

う部分のことも含めて、全体として医師だけでは追いつかない部分は、ほかの専門職など

の部分の充実も含めて総合的に対応していきたいと考えております。 

◎土居委員 療育福祉センターでの受診が必要な方々はいると思うんですけれど、そこへ

至るまでの事前の段階で、本当に療育福祉センターでの受診が必要かどうかの判断を一定

して、それで地域で見られるものは見ていただくと。事前の段階のスクリーニング的なも

のをもっと充実させていく必要があるじゃないかと思うんですけれど、その辺はきっちり

やられているんですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 １歳６カ月健診や３歳児健診でちょっと気になる子供について

は、市町村や福祉保健所などでも一定発達相談会などを行ってそういう部分の中で見てい

ただき、例えば安芸であればあき総合病院でも一定発達障害を診られるようにはなってき

ておりますし、そういうこともだんだんにふえてはきております。 

◎門田地域福祉部長 加えて、市町村の保健師のスキルアップ研修もしっかりさせていた

だいて、そこでのケアが何もないことのない形でしていきたいと考えております。今は、

全てが医療のほうへ来るととても対応できない状況ですので、そこの部分については一定

の見きわめ、見立てが必要になってまいりますので、そこの部分のスキルも、例えば健診

をされている市町村のスキルの向上のための研修もさせていただいているところです。 

◎土居委員 詳しくは聞いてないんですけれど、僕が相談を受けたケースは、高知大学医
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学部附属病院で診てもらって、専門的な診断が必要ではないかということで紹介されたと

いうことなんです。そういった場合、一定のスクリーニングはした上で必要だということ

で申し込みをしているんじゃないかと推測するんですけれど、２年待ちになると、当然そ

の受診の結果、何も必要ないのであれば別にいいんですけれど、その子の療育といったこ

とが必要であるケースやった場合には相当リスクを負うことにもなるので、この辺はやは

り迅速な何かしらの対処が必要ではないかと思うんですけれど。 

◎門田地域福祉部長 もう１点は、診断前にそういう一定のケアが必要な場合は、やはり

療育福祉センターの診断ではなくて、児童発達支援の事業所なりでのケアも大事になって

くると思いますので、今おっしゃった方のお子さんが何のケアもなく２年間をそのままと

いうことではなくて、御相談いただいて、事業所なりのできる児童発達支援のケアを受け

ていただくこともしていきたいと考えています。 

◎土居委員 わかりました。その辺の対応をしっかりしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

◎塚地委員 関連ですけれど、２年待ちと言われて途方に暮れる、途方に暮れないように

することが大事なわけですよね。それでどうやったら途方に暮れずに済むかが、そのお母

さんにつながっていないんですよね。どこで詰まってしまってつながってないかですが、

電話で予約して２年待ちですと言われた段階でとどまらないようにする。そこを療育福祉

センターからほかの病院を紹介するのはなかなかできないと思います。そこを、例えば療

育福祉センターに電話相談が来たときに、ワンクッション置いてそこからどこかを紹介し

てもらうようなシステムはできていないんですか。 

◎梅森障害保健福祉課長 先ほどの土居委員が言われたケースがどのようなものか、詳し

い状況はちょっとわかりませんけれども、一定その診断に行くまでには、市町村の健診を

経て市町村の保健師や福祉保健所レベルでの相談会なども各地域地域で行っておりまして、

その中で専門機関が必要だというところでつながっていく形の仕組みは一定ありますけれ

ども、その仕組みを経ずに、ちょっと気になるということでいきなり行かれた場合に、さ

っき言われたような２年待ちというところでとどまってしまうことがあろうかと思います。 

 こちらのアナウンスがまだまだというところはあろうかと思いますけれども、また市町

村の窓口や障害保健福祉課に御相談いただければ、御事情をお伺いして、そういう方がど

ういう方向を向くのがいいのかを一緒に考えさせていただければと思っております。 

◎塚地委員 多分一旦療育福祉センターに電話すると思うんです。その後のつなぎをうま

くしていただく、そこの窓口で整理していただくなり、もしくは申しわけないけれど高知

市の保健所に相談してくれませんかというアドバイス的なことができるようになると大分

違うと思うんですけれど。 

◎門田地域福祉部長 その部分は私どもも考えておりまして、療育福祉センターで、電話
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がかかってきたときに、医療の予約のことだけじゃなくて、そのほかの御相談にしっかり

応じられる形で考えていきたいと思っています。そのことはこちらでも検討しております

ので、手は足していきたいと考えております。 

◎浜田（英）委員 議案以外ですけれども構いませんか。もう耳にたこができると怒られ

るかもわからんけれども、高知県は県民からお金をもらえない、いわゆる税外未収金が 53

億円あるんですよね。その中でも、結構この地域福祉部はウエートが高い。今回、総務委

員会の案件で税外未収金対策の債権管理条例が出ていますけれども、これは僕も本会議で

質問させてもらったし、県民の会の橋本議員もそれぞれの立場で質問させていただいて、

この条例はやるべきだという方向で行っています。時効が来ている、来ていないはありま

すけれども、500 万円を限度に小さい額については議会の承認を得ることなく不納欠損を

していいことになっています。 

 この地域福祉部で言うたら、特に児童家庭課の措置児童の親御さんの負担金は、たしか

200 人から 220 人ぐらいおったと思うけれども、１件当たりにすると 15 万円ちょっとで、

これは不納欠損に値する額ですけれども、まとまったら結構大きい額になって、児童家庭

課だけでも全部で 8,000 万円ぐらいあるんです。障害保健福祉課もまとまったら結構大き

いし、高齢者福祉課もありますけれども、これについては、やっぱり引き続いて各課で回

収する努力をしてもらわないかん。 

 それをしたあげく、やっぱり不納欠損処理をするのであればわかるけれども、たかが 15

万円といっても 200 人もおったらすごい額になるんで、そこをやっぱりもう１回考えても

らいたい。こういう条例ができるからもうやらんでもいい、どうせ不納欠損になるという

つもりやったら、払っている県民がおるわけですから、払うと払わんとでは不公平感があ

るわけです。 

 だから、まじめに払いゆう人がばかを見るんで、そこはやっぱり各課も怠ることのない

ように進んで取り立てに行っちゃらないかんと思います。それはやっぱり県民に対して失

礼にならんようにしっかりやることを各課で確認してください。特に地域福祉部は税外未

収金が多いですので。障害などを抱えていたらこっちも言いづらいですけれども、まじめ

に払っている人がいる。そういう不公平感がないようにという意味に立ったら、こういう

条例ができることにあぐらをかくんじゃなくて、やっぱり引き続き努力はしていただきた

いとお願いしておきたいと思います。 

◎門田地域福祉部長 税外未収金については、総務部にできているチームと一緒にやらせ

ていただいております。払えるのに払わない方に対してはかなり厳しい対応をしておりま

すし、少額の訴訟に持っていった例もありますので、そうした手だてはきちんと尽くして

最大限の努力をしたいと思っております。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 
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以上で、地域福祉部を終わります。 

《文化生活部》 

◎加藤委員長 次に、文化生活部について行います。 

 最初に、議案について、文化生活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。 

◎岡﨑文化生活部長 それでは、12 月議会への提出議案について説明させていただきます。

文化生活部からは、平成 28 年度一般会計補正予算議案と条例その他議案２件を提出してお

ります。 

 お手元の資料②、議案説明書（補正予算）の 54 ページをお開きいただきたいと思います。

文化生活部の補正予算総括表です。 

 文化生活部では部内７課全てにおいて、一般職員の給与費にかかわる増額及び減額の補

正があり、部全体では計の欄にありますが、3,268 万 5,000 円の増額補正予算をお願いし

ております。人件費補正の主な理由としては、今議会に上程されている職員の給与に関す

る条例改正案に係る勤勉手当の改定を反映させて計上したことによるもの及び人員の増減、

職員の新陳代謝、共済費負担金率の変更等によるものです。 

 次に、同じ資料の 60 ページをお開きいただきたいと思います。債務負担行為です。こう

ち男女共同参画センターの管理運営を委託するために必要な管理代行料として３億 6,483

万 9,000 円を計上し、債務負担行為をお願いしております。 

 次に、資料③、条例その他議案をごらんいただきたいと思います。表紙をめくっていた

だきますと、最初に議案の目録があります。このうち、文化生活部は第 18 号議案及び第

23 号議案が該当しております。 

 第 18 号議案については、先ほど申し上げました、こうち男女共同参画センターの指定管

理者の指定に関する議案で、地方自治法の規定により県議会の議決を求めるものです。 

 次に、第 23 号議案については、平成 23 年度に公立大学法人化した高知県公立大学法人

の第１期中期目標期間が今年度末で終了することに伴い、来年度から始まる第２期の中期

目標を定めるもので、地方独立行政法人法の規定により県議会の議決を求めるものです。 

 続きまして、報告事項が３件あります。 

 文化生活部の資料、報告事項の資料の赤のインデックス、文化推進課をお開きいただき

たいと思います。文化推進課からは、高知県文化芸術振興ビジョンの策定について御報告

させていただきます。 

 県民一人一人が主体的に取り組む芸術文化活動の促進や芸術文化の総合的な振興を図る

ため、平成 18 年度に高知県芸術文化振興ビジョンを策定し取り組みを進めてまいりました

が、本県の文化芸術を取り巻く環境の変化等を踏まえ、そのさらなる振興を図ることを目

的として高知県文化芸術振興ビジョンを新たに策定しようとするもので、その概要を御報
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告するものです。 

 次に、同じ資料、赤のインデックス、県民生活・男女共同参画課の１ページをお開きく

ださい。高知県消費者教育推進計画の策定についてです。 

 平成 24 年 12 月に施行された消費者教育の推進に関する法律に基づき、消費者教育を総

合的・体系的に推進していくことを目的として新たに計画を策定しようとするもので、そ

の概要を報告するものです。 

 次に、１ページめくっていただき、高知県ＤＶ被害者支援計画の改定についてです。 

 県では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるＤＶ防止

法に基づき、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のため、計画を策定し取り組み

を進めてまいりました。現行の第２次計画が本年度をもって計画期間の終期を迎えること

から、来年度からの５年間を計画期間として第３期計画を策定しようとするもので、その

概要を御報告申し上げるものです。 

 なお、議案、報告事項の詳細については、担当課長からそれぞれ御説明させていただき

ます。 

 最後に、文化生活部が所管する審議会の開催予定について御報告します。 

 同じ資料、赤のインデックスの審議会等をごらんください。平成 28 年度各種審議会の開

催についてです。１の高知県消費生活審議会については、10 月 27 日に開催しました。主

な審議項目などを資料に記載しておりますので、御確認いただきますようお願いします。 

なお、委員の名簿を資料の後ろにつけてありますので、御参照いただければと存じます。 

 このほかの審議会等の開催についても、随時御報告させていただきます。 

 私からは、以上です。 

◎加藤委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈県民生活・男女共同参画課〉 

◎加藤委員長 初めに、県民生活・男女共同参画課の説明を求めます。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 当課からは、補正予算議案とこうち男女共同参画セ

ンターの指定管理者の指定に関する議案について、あわせて議案参考資料で説明させてい

ただきます。 

 議案参考資料のうち、県民生活・男女共同参画課とある赤いインデックスのページをお

開きください。 

 こうち男女共同参画センターは、高知県男女共同参画社会づくり条例に基づき、女性と

男性が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野における活動にともに参画する男女

共同参画社会を実現するための活動の拠点となる総合的な施設として、高知市旭町に設置

しております。講演会や研修、県民の理解を深めるための広報・啓発、また、年間 2,000

件を超える相談活動等を行っております。 
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 当センターは、民間の能力やノウハウを活用することにより県民サービスの向上及び経

費の縮減等を目的として、平成 18 年４月から指定管理者制度を導入しておりますが、本年

度をもって現在の３期目の指定期間が満了することから、新たに平成 29 年４月１日から５

年間の指定管理者を指定し、債務負担行為に係る補正をお願いするものです。 

 指定管理者制度導入によるこれまでの効果としては、まず経費縮減については、導入前

と導入後とでは県からの支出は約 1,700 万円減少しており、大きな効果が認められます。 

また、次のページに記載しているように、施設の利用状況については、導入前後で利用

件数が約５％の増、当センターで行う相談事業については、相談件数が３倍以上と増加し

ております。なお、これまでの利用者サービス向上の取り組みとしては、導入後、開館日

を増加したほか、駐車スペースの確保など利用者拡大に向けた取り組みがされております。 

 今回の指定管理者候補者の選定に当たっては、これまでと同様に公募とし、公募期間は

平成 28 年９月９日から 10 月 24 日までの 46 日間として、県のホームページや新聞での広

報などにより周知を図りましたが、結果として、応募は現在の指定管理者である公益財団

法人こうち男女共同参画社会づくり財団のみでした。その後、10 月 31 日に外部の委員で

構成する選定委員会を開催し審査を行った結果、指定管理者の候補者として選定すること

に決定したものです。指定管理者に当センターの管理運営を委託するために必要な管理代

行料として３億 6,483 万 9,000 円の予算を計上し、５年間の債務負担行為を行おうとする

ものです。 

 以上で、県民生活男女共同参画課の説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 審査委員会の審査内容の中で、ＩＴ関係に強い職員の配置が必要じゃないか

との御意見が出されていたと思うんですけれど、それは財団の御努力になろうかと思うん

ですけれど、こちら側から何か要望や要請をして、それに伴って費用負担を生じるなどの

ことはあるんでしょうか。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 評価委員会等でそういった御意見がありまして、今

回仕様書の中にも、そういった若者への啓発などのいろいろなイベントの周知などもあり

ますので、ＳＮＳを活用した周知などをやっていただきたいという要望を出しまして、今

回の計画でもそういったことに力を入れていくという計画が出てきております。 

ただ、そういった研修に財団の職員を参加させることなどで対応し、特に大きな費用が

発生するものではありません。 

◎加藤委員長 以上で、質疑を終わります。 

〈私学・大学支援課〉 

◎加藤委員長 次に、私学・大学支援課の説明を求めます。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 それでは、高知県公立大学法人に係る中期目標の制定に関す
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る議案について御説明させていただきます。お手元の資料③、議案（条例その他）の 78

ページをお願いします。 

 この議案は、平成 23 年度に公立大学法人化した高知県公立大学法人の第１期中期目標期

間が今年度末で終了することに伴い、来年度から始まる第２期の中期目標を定めるもので

す。 

恐れ入りますが、議案参考資料の赤いインデックス、私学・大学支援課の１枚目をお願

いします。中期目標の説明に入る前に、地方独立行政法人法に基づく公立大学法人の制度

の概要について簡単に御説明させていただきます。資料の左側半分をごらんください。 

 大学法人の業務運営に関するＰＤＣＡについて御説明します。 

 まず、一番上が中期目標です。点線で囲まれた部分に、地方独立行政法人法の抜粋を載

せておりますが、公立大学法人の設立団体の長、すなわち県は教育研究に関する６年間の

中期目標を定め、これを大学法人に指示し公表しなければならないとされております。そ

の策定に当たっては、評価委員会の意見を聞くとともに、議会の議決を経なければならな

いとされております。 

 次に、中段に記載しておりますように、大学法人は設立団体の長、すなわち県からの指

示を受けた中期目標に基づき当該中期目標を達成するための中期計画を作成し、県が認可

することになります。一番下の段になりますが、認可された中期計画を達成するべく、大

学法人が毎年度、年度計画を作成し、県に届け出ることとされております。 

 このように、中期目標、中期計画、年度計画の三つの過程を経て、大学法人から年度ご

とに実績報告が提出され、それについて評価委員会で評価が行われます。また、目標期間

が満了すると６年間全体についての実績報告も提出され、同様に評価委員会で評価が行わ

れることになります。 

 なお、評価委員会については、資料の右下にありますが、一番下に記載している５名の

方々に委員をお願いしております。 

 資料の右上の段は、第２期中期目標の制定のスケジュールです。８月には中期目標案に

対する評価委員会の意見を聴取し、評価委員会からは、異存はありませんとの御意見をい

ただいております。 

また、10 月には大学法人から意見を聴取し、学生への健康への配慮などについて意見が

あったため、中期目標案に反映させております。今議会で議決をいただけましたら、大学

法人に対して中期目標を指示し、先ほど御説明した手続により進めていくことになります。 

 次のページをお願いします。第２期中期目標の概要について御説明します。 

 このたび制定する第２期中期目標については、平成 27 年度の公立大学法人高知工科大学

との法人統合後初めて制定する目標であり、制定に当たっては全体の構成を見直し両大学

のバランスや統一感にも留意するとともに、この機会に表現を全面的に見直しております。 
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 まず、教育分野では、高知県立大学については、地域と大学が協働して地域の活性化に

取り組む域学共生を初めとする地域志向の教育を推進するとともに、国際化を進めるため

に留学生の受け入れを推進します。また、研究分野については、国内外に高い水準の研究

成果を発信するとともに研究機能を向上させるため、組織的に教員を支援する体制を構築

します。 

 高知工科大学については、教育分野では、時代や社会が変わる中でも対応できるようベ

ーシックな能力の育成に主眼を置き、卒業後広く活躍できる人材を育成します。また、研

究分野については、世界に通用する研究成果を上げるとともに、地域課題に対応する研究

を推進します。 

 社会貢献については、県として大学には大いに期待したいところですので、地域課題の

解決につながる教育研究活動の推進、社会人教育の充実・強化、産学官民連携の推進、若

者の地方定着の促進について、これまで以上に厚く記載しております。 

 そのほか、法人統合の効果が十分に発揮されるよう、高知県立大学と高知工科大学との

教育分野における連携の推進、事務の効率化について記載しております。 

 次に、第１期との比較を３ページからの比較表で御説明します。Ａ３の資料をお開きく

ださい。 

 左側が平成 23 年から平成 28 年までの第１期、右側が平成 29 年から平成 34 年までの第

２期、右端に考え方を書いた備考欄を設けております。上側３分の１ほどにある前書き部

分については、社会の変化や県民のニーズへの対応、法人統合の効果の発揮について追記

しております。 

 次に、中段少し上の区切りからの第１、中期目標の期間及び教育研究所の基本組織につ

いては、組織の見直しに伴い必要な整理をしております。 

 次の４ページをお願いします。第２、大学の教育研究の質の向上に関する目標について

は、ここから６ページにかけて、県立大、工科大、高知短大の順で記載しております。 

 最初の県立大のア、教育の内容及び養成する人材に関する目標についてですが、県立大

は国際化と地域志向の両方を進めておりますので、それに沿った書き方としております。

このページの下のほうのイ、教育の実施体制に関する目標については、卒業認定、学位授

与の方針や教育課程編成・実施の方針といった大学の大きな方針に基づき、教育の実施体

制の充実を図ることを書いております。 

 次の５ページをお願いします。ウ、教育の国際化に関する目標について、第２期では新

たに項目立てをしています。県立大は、留学生との交流を活発にするための方策を検討す

るようにとの内容にしております。その下のエ、学生支援に関する目標、オ、学生の受け

入れに関する目標については、これまでの考え方を変えるものではありませんが、第１期

では中期計画に書くような具体の内容も含まれておりましたので、見直しをしております。 
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 カ、社会人教育の強化に関する目標及びキ、大学間連携に関する目標については、学び

直しの場としての機能を明確にすることと、法人統合のもと事務的な統合だけでなく教育

の分野でも連携を進めるとの考えから、新たに項目を立てて書き起こしたものです。これ

らは工科大にも同様に記載しております。 

 次の６ページをお願いします。（２）高知工科大学について御説明します。 

 ア、教育の内容及び養成する人材に関する目標について、工科大の教育は、時代や社会

が変わる中でも対応できるようベーシックな能力を伸ばすことを主眼に置いており、それ

を踏まえたものとしております。イについては、県立大と同様ですので説明を割愛させて

いただきます。ウ、教育の国際化に関する目標については、学生が卒業後、世界で活躍す

ることを念頭に、必要な教育を実施することを記載しております。次からのエ、オ、カ、

キについても、県立大と同様ですので説明を割愛させていただきます。 

 このページの一番下、最後に、（３）高知短大について触れております。 

 高知短大は、平成 27 年度から入学生の募集を停止しております。現在も若干の学生が在

学しておりますので、在学する学生が全員卒業するまで必要な教育を実施することを記載

しております。 

 次の７ページをお願いします。２、研究の質の向上に関する目標については、両大学と

もに第１期と比較して大きく変更しておりません。なお、工科大については、産業界との

連携や地域課題への対応についてこれまでも実施してきておりますが、第２期の中期目標

では改めて明記しております。 

 続きまして、８ページをお願いします。次に、３、社会貢献の質の向上に関する目標に

ついてです。 

 （１）地域社会との連携に関する目標については、大学の専門性に基づいた社会貢献を

推進することとし、特に県立大においては、健康長寿県づくり、中山間対策など、保健・

医療・福祉の分野を生かした活動を推進することとし、工科大においては、工学分野や経

済・マネジメント分野など多彩な研究内容をもって、地域の活性化につなげる活動を推進

することとしております。 

 次に、（２）産学官民連携に関する目標については、従前の記載より詳しく記載すること

とし、特に県立大においては、県内医療・福祉産業と連携した人材育成面での支援、工科

大においては、技術開発など研究面での支援を中心に実施することとしております。 

 一つ飛ばして、（４）県内の大学及び高等学校等との連携に関する目標については、従前

と大きく変更はしておりません。また、高校生だけでなく、大学として広く児童生徒の関

心を呼び起こす取り組みを実施することについても記載しております。 

 次に、（５）南海トラフ地震対策等災害対策に関する目標については、今回新たに設けた

項目です。南海トラフ地震対策については、県が力を注いでいる分野であり、それぞれの
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大学の強みを生かした取り組みにより貢献することとしております。 

 次に、（６）国際交流に関する目標については、県内の国際交流への助力を想定して記載

しております。 

 次の９ページをお願いします。ここから先は、法人の業務運営に関する部分です。第３、

業務運営の改善及び効率化に関する目標については、変更点のみの説明とさせていただき

ます。 

 まず、２、法人統合の効果に関する目標については、内容的には第１期の中段の４、事

務等の効率化・合理化に関する目標に近いものですが、法人統合の効果を明確に打ち出す

ために、この場所に取り出して整理をしております。また、第１期にあった２、教育研究

組織の見直しについては、先に出てきた教育研究の項目と重複するため、削除しておりま

す。 

 次の 10 ページをお願いします。第６、その他業務運営に関する重要事項については、情

報管理の重要性に鑑み、３、情報管理に関する目標を新規項目として追加しております。

また、第１期にあった５、法人のあり方に関する目標については法人統合が終了している

ことから、第２期目標では削除しております。 

 説明は、以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎野町副委員長 中期目標を詳しく御説明いただきましたけれども、５ページあるいは６

ページにそれぞれの大学の目標があって、学生の支援に関する目標で、県内での就職を希

望する学生を支援するため、以前の目標では県内の産業界等との連携を強化するとありま

したが、今回新しくなった部分については、県内企業への就職を促進するとなっています。

意味は同じだと思うんですが、一つは少し後退した印象がある感じを受けます。 

 それと、工科大については、特に工科系の大学ということでなかなか県内に就職先が少

ないこともあるんですけれど、目標のところにもあったように、高知大学もそうですけれ

ども、域学共生というか、地域の課題を解決する研究や活動に力を入れていくことがしっ

かりうたわれています。そこら辺、現在の県立大学の卒業生の県内就職がどれぐらいあっ

て、県内への就職率をどれぐらいに持っていくかの話も何かできていて、目標値があるん

でしょうか。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 まず、県内での就職について、若干後退した文面に見えると

いうお話がありました。これについては、中期目標で指示したことに対して大学側が中期

計画をつくるわけですけれども、この第１期中期目標では若干詳しすぎて、本来ならば大

学側の中期計画で書かれるようなことが中期目標で書かれていたということで、今回は見

直して、中期目標としての記載は若干簡略化したことが一つです。 

 それから、県内の就職状況について御説明します。平成 27 年度の高知工科大学の就職状



41 

 

況ですけれども、県内就職者は全体の 15％です。その目標設定に関しては、現在、高知大

学と高知県立大学、高知工科大学を含めて話し合いの場を持っておりまして、国の補助金

ももらいつつ、県内就職増加に向けて取り組んでいるところで、３大学で話し合っている

目標はあるようですけれども、現在手元に持っておりません。 

◎野町副委員長 先ほどの説明では工科大は 15％ですが、県立大学は。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 県立大学は 37.2％です。 

◎野町副委員長 目標値については、こういう形で学生に対する支援で、就職については

県内でもという目標があるわけですから、やっぱり高知大とも話をしていただいて、数字

としてはあるべきじゃないかと思います。それから、きのう土森議員から本会議で御質問

もありましたけれど、働き方改革、これから遠距離でも情報をいただいてしっかり働ける

世界になってくるでしょうから、当然世界的な研究をやって、その成果も非常に大事です

けれども、やっぱり県内にとどまってそういうことも含めて研究していく、あるいは企業

にとどまることも非常に大事なことじゃないかと思うんで。せっかくの県立の大学ですの

で、そこら辺の就職についても、そういう方向性での指導、あるいは目標をできるだけお

願いしたいと思うんですけれど。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 県内企業への就職を促進する、そして高知県内にとどまって

いただいて地域を振興することが、県立大学としての本来の目標にも関することですので、

その方向で大学と話し合っていきたいと考えております。 

◎野町副委員長 目標値があるようでしたら、また後で結構ですが、お知らせいただけた

らと思います。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 先ほどの件について申し上げます。現在、地（知）の拠点大

学による地方創生推進事業、いわゆるＣＯＣ＋事業をしております。これで、平成 26 年度

時点で県内３大学の県内就職率が 26％でした。それを平成 31 年度には 36％にしようとい

う計画で、この事業を進めているところです。 

◎土森委員 今、国の政策である一億総活躍社会の実現の中でも、やっぱり遠隔地勤務、

遠隔地雇用に相当力を入れやっています。そういう意味で質問に取り上げたんですが、就

職時に企業側にこういう働きかけをしていく必要があるんです。そこが一つの高知で育っ

た大学生が県外企業に就職するときに、高知県はこういう制度も検討していますとか、そ

ういうことをやっていかんとなかなか地方創生だとか言うけれど難しいところがあります。

県立大学というのは一番大事なんです。ぜひそういう方向でも力を入れてやっていく。窓

口で人材を外に出さないことをやっていく方針を立てる必要があると思うんで、これはぜ

ひやってほしいと思います。企業側もトヨタ自動車などでは在宅勤務をやっているけれど、

営業は別として、今は事務系の仕事はＩＴを使って地方でもできます。そういう方向で大

学側にもしっかりした方針を立ててやっていただくようにお願いしたいと思います。 
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◎尾﨑私学・大学支援課長 受けとめて、前向きに検討してまいりたいと思います。 

◎塚地委員 ５ページで説明していただいた学生支援に関する目標で、多様なニーズに対

応した学生支援を行うとともに学生の生活拠点のあり方について検討を行うとありますが、

生活拠点のあり方とは具体的にどういう意味、寮という意味ですか。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 住居に困窮している学生もおりますので、寮も想定して、そ

ういうことも検討していくということで、生活拠点のあり方について検討を行うとしまし

た。 

◎塚地委員 現状で大学側に何か課題意識があったから、こういうものを入れたというこ

とですよね。それは何だったんですか。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 現在、老朽化している寮もありますので、これについての今

後の検討という意味もあって、ここに書いてあります。大学との話し合いの中で、そうい

う意見が出てきたというところです。 

◎塚地委員 それともう１点、その下のカですけれど、短期大学の募集を中止している状

況になっているんですが、ここの文面を読むと、働きながら学ぶことができる環境を整備

し、大学の専門分野を生かした学び直しの場を提供するとなっています。今は夜間主コー

スでちゃんと学士も取れる状態のものをつくっていると思うんですけれど、これを見ると

何か学び直しという表現で、いわゆる大学のしっかりした位置づけではなくて、講座的な

ものを開く方向に変わっていくのかなという読み取りができます。そこはこれまでもずっ

と夜間主コースでちゃんと４年制大学の卒業が取得できるコースを持っていることに意味

があるんで、ちょっとこの表現はそういう誤解を招く表現じゃないかなと思います。 

そこの真意を明らかにしていただいて、夜間主コースで卒業できることなのかどうかと

いうあたりを明確にお伺いしておきたいですけれど。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 単位取得に至らないいわゆる講座的なものについては、先ほ

ど説明を割愛させていただきましたが、８ページのちょうど中段に（３）があります。生

涯学習の充実に関する目標があり、単位取得に至らないものはこちらを想定して書いてい

ます。社会人教育というと、社会貢献と教育研究のどちらに属するのかという議論があり、

単位取得というところで一旦線引きしております。それで、単位取得に至らないものはこ

ちらの社会貢献のほうに書いて、５ページのほうは実際に単位を取って学習していただく

ものです。 

 学び直しは大きな課題で、これは夜間主コースもありますし、また一旦働いた上で大学

に戻ってきていただくときに社会人入試制度という形で一定配慮した入試制度も要るだろ

うという文脈で、ここを御理解いただければと思います。 

◎塚地委員 今の御説明を聞いても、単位取得というのは、ある意味ぽろっぽろっと取っ

ていくというか、そういうイメージで、だから夜間主コースを残すつもりなのか残さない
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つもりなのかを明確にして、そこはやっぱり残しておかないと短大を廃止した歴史を引き

継ぐことにならないんじゃないかということがあって、夜間主コースというのは学び直し

じゃないんですよね。夜間で働きながら学んで大学を卒業できるコースがあるかないかは

やっぱり大きいわけで、この表現ではそこにあいまいさが残るんじゃないかと思うんで、

大学側の意思はどうなのかも含めてちょっとそこは。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 ここは、社会のニーズに対応するため社会人入試を継続する

ということで、社会人を想定したところです。 

夜間主コースはあくまでも一般入試として入ってきていただくということです。ただ、

夜間主コースに社会人枠のコースはあります。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

《請願》 

◎加藤委員長 次に、請願について行います。 

 文化生活部に関する請願は、「すべての子どもにゆきとどいた教育をすすめるための請願

について」及び「教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求

める私学助成の請願について」の２件であります。 

 執行部の参考説明を求めたいと思いますが、２件とも私学・大学支援課が所管する内容

でありますので、あわせて説明いただき、その後一括して質疑を行いますので、御了承願

います。 

 それでは、内容を書記に朗読させます。 

◎書記 請第１－２号、すべての子どもにゆきとどいた教育をすすめるための請願につい

て。私学・大学支援課。 

 要旨。高知県の次代を担う子供たちを育てるため、県独自の措置による「小学校１・

２年生と中学校１年生の30人以下学級、小学校３・４年生の35人以下学級」の継続や「複

式学級の定数改善」などを求める声は、学校現場のみならず、多くの保護者からも聞かれ

る。学校予算の増額や給付制奨学金制度の創設など、小学校から大学に至るまでの保護者

負担のより一層の軽減は、「貧困の連鎖」を断ち切り、お金の心配なく安心して充実した教

育を受ける権利を保障するためにも重要かつ急務の課題である。 

また、高知県では１カ月以上もかわりの先生が来ない「先生のいない教室」が2014年度

は51件、2015年度は82件ある。こうしたことは、二度と起こしてはならない。 

 学校統廃合が進んでいる高知県では、「地域文化の中心」たる学校を守っていかなければ

ならない。 

また、子供たち一人一人の教育を受ける権利の保障と、子供たちの豊かな人間性と可能

性を育む教育を進めることも必要である。 

日本国憲法や子どもの権利条約を生かした理想の教育を実現することは、子供たちはも
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ちろん、保護者・県民の心からの願いである。 

ついては、次の事項の実現が図られるよう請願する。 

１、２（１）、２（５）及び４から７までの項目は、総務委員会の所管分となります。 

 ２、全ての子供が安心して教育を受けられる支援制度を実現すること。 

 （２）高知県独自の給付型奨学金制度を拡充すること。 

 （３）県立大授業料の引き下げを行うこと。 

（４）「給付制奨学金」制度の創設や大学授業料の引き下げを国に対して働きかけること。 

３、私学助成を一層拡充し、保護者負担を軽減すること。 

 請願者、高知市丸ノ内２丁目１－10、子どもと教育を守る高知県連絡会、代表世話人、

大西朋枝ほか 7,817 人。 

 紹介議員、塚地佐智、中根佐知、吉良富彦、米田稔。 

 受理年月日、平成 28 年 12 月 13 日。 

 請第２－２号、教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求

める私学助成の請願について。私学・大学支援課。 

要旨。私立幼稚園、私立小・中・高等学校は公教育の一翼を担い、県民の教育に大きな

役割を果たしている。しかし、学費の公私間格差は大きく、無償化された公立高校に比べ

て、高知県内の私立高校では、支援金を引いても平均で年間約33万円の学費負担（授業料・

施設費等）が残っており、私学の父母負担は限界に近づいている。授業料軽減補助の拡大

は、保護者の切実な要求となっている。 

ついては、次の事項が実現されるよう請願する。 

 １、保護者の教育費負担の公私間格差を是正すること。 

 ２、経常費助成補助の県加算を高校だけでなく、幼稚園・小学校・中学校にも拡充する

こと。 

 ３、私立小・中学生に対しても、就学支援金が支給されるよう、国に働きかけること。 

 ４、教育予算を増額すること。 

 請願者、高知市丸ノ内２丁目１－10、高知私学助成をすすめる会、会長、平野由朗ほか

３万 9,497 人。 

 紹介議員、塚地佐智、中根佐知、吉良富彦、米田稔。 

 受理年月日、平成 28 年 12 月 13 日。 

◎加藤委員長 次に、私学・大学支援課の参考説明を求めます。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 それでは、説明させていただきます。請第１－２号の項目番

号２の高知県独自の給付型奨学金制度の拡充、県立大授業料の引き下げ、国への給付制奨

学金制度の創設等の働きかけについて御説明します。 

 まず、県独自の給付型奨学金制度の拡充について御説明します。 
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 昨年度、篤志家からの寄附を財源として夢・志チャレンジ育英資金制度を創設しており

ます。この制度は、返還の必要のないいわゆる給付型の奨学金制度ですが、あくまでも篤

志家の寄附に基づき制度化したものであり、県としては特例的な制度と考えております。

また、給付型奨学金については、対象者の選定や同世代内での公平性などさまざまな課題

のある制度であり、その創設の是非は国において議論されるべきものと考えております。 

 なお、給付型奨学金制度については、政府が平成 30 年度から本格導入することを既に決

定したとの報道がなされており、対象者は１学年当たり２万人規模とし、月額３万円を基

準に私立大学の下宿生などの場合は上乗せする方針で、児童養護施設出身など経済的に特

に厳しい学生については、来年度から先行実施することとされております。先行実施分の

規模や給付額、平成 30 年度からの本格実施分については、これから制度設計をしていく方

針とされており、県としてもこうした国の方針、国の動向を注視していきたいと考えてお

ります。 

 次に、県立大の授業料の引き下げについて御説明します。 

 県立大の授業料は、国立大学と同額の年 53 万 5,800 円となっておりますが、経済的に困

窮している学生で一定の成績要件を満たすものに対しては、授業料の免除制度があります。

この免除制度については、平成 23 年度までは授業料総収入の約４％を免除額としておりま

したが、平成 24 年度から要件を満たす全ての学生に対して免除を行うよう免除枠を撤廃し、

昨年度からは全額免除の収入要件を緩和するなど、改善を図っております。 

 また、昨年度から文化学部に新たに設置されている夜間主コースでは、授業料を半額に

するなど、学びの機会の保障拡大に向けた取り組みを進めております。 

 次に、国への給付制奨学金制度の創設や大学授業料の引き下げの働きかけについて御説

明します。 

 まず、給付制奨学金とのことですが、一般には給付型奨学金と呼ばれておりますので給

付型として御説明します。給付型奨学金制度の創設については、これまでも全国知事会を

通じて要望を続けてまいりました。今年度に入っても、７月及び 11 月の２回の決議を行い、

国に対して要望してきたところです。また、大学の授業料の引き下げについては、国の財

源措置や大学運営にもかかわってくる問題であり、給付型奨学金などと合わせ、国におい

て総合的に検討されるべきものと考えております。 

 続いて、項目番号３の私学助成の拡充と保護者負担の軽減について御説明します。 

 まず、国の動きですが、文部科学省は、私立の小・中・高等学校等の教育条件の維持向

上、保護者の教育費負担の軽減などを目的に、都道府県が行う私立高校などへの助成に対

する私立高等学校等経常費助成費補助金を設けており、平成 29 年度の文部科学省の概算要

求額は、本年度予算に比べおよそ 35 億円増の 1,059 億円となっております。 

 また、県は、国の私立高等学校等経常費助成費補助金に地方交付税と県費を加えた１人



46 

 

当たりの単価に児童生徒数を掛けたものを私立学校運営費補助金として予算計上しており、

平成 29 年度は 1,600 万円増の約 32 億 5,000 万円を予算計上しております。 

 なお、児童生徒１人当たりの補助単価については、国庫補助単価と地方交付税単価の伸

びに応じて毎年増額しております。高校については、これに加えて、生徒１人当たり１万

2,000 円の県費での継ぎ足し補助をしており、全日・定時制については平成 22 年度から、

通信課程については今年度から継ぎ足し補助を開始しております。 

 さらに、学力向上対策や進路指導の充実など、私立高校の特色を生かした教育力向上の

取り組みを支援するため、平成 22 年度から予算化しております教育力強化推進事業費補助

金については、平成 25 年度から補助金の上限を高校１校当たり 600 万円から、中高併設校

については 900 万円に引き上げております。 

 一方、保護者の経済的負担の軽減として、公立高校の授業料無償化に合わせて平成 22

年４月から実施しております高等学校等就学支援金については、平成 26 年度の入学者から

世帯当たりの所得制限を導入し、それにより捻出した財源により、公私間格差の是正を図

るため支援金の加算に係る対象者及び加算額を拡充しております。 

 また、教科書費、教材費など授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成 26 年度に創

設された奨学のための給付金制度については、国は非課税世帯の給付額の増額や多子世帯

の給付要件緩和などにより、平成 29 年度は 31 億 4,000 万円増の 162 億 7,000 万円を予算

計上しており、国においても、これに応じて 960 万円増の 7,500 万円の予算を計上してお

ります。 

 続きまして、請第２－２号の請願項目１の保護者の教育費負担の公私間格差の是正につ

いて御説明します。 

 教育費負担を軽減するための国や県の対応については、先ほど御説明した就学支援金、

奨学のための給付金のほかに授業料の減免制度があります。 

 これは、児童生徒等に授業料の減免を行った私立学校に対し、高等学校については 10

分の 10、また、小中学校については３分の２の経費について、私立学校授業料減免補助金

を交付しております。補助の対象は、生活保護世帯、家計急変世帯及び市町村民税非課税

世帯とし、高校生については平成 25年度から年収 350万円程度世帯も対象とするとともに、

補助率も３分の２から学校負担のない 10 分の 10 とし、制度を拡充しております。これに

より、年収 350 万円未満程度世帯においては、事実上、授業料の負担はない状態となって

おります。現在では、全ての学校において授業料減免制度が実施され、平成 27 年度におい

ては 1,465 人の児童生徒分の補助をしております。 

 続いて、項目番号２の経常費助成の県加算額の拡充について御説明します。 

 先ほど御説明したように、高校については全ての生徒を対象に国庫補助単価と地方交付

税単価に県費１万 2,000 円を継ぎ足しており、１人当たりの単価は全国で 25 位となってお
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りますが、さらに県単独事業の私立学校教育力強化推進事業費補助金を加算することで、

実質的には全国で 17 位相当の水準となっております。また、小学校と中学校についても、

毎年引き上げがなされている国庫補助単価と地方交付税単価を県の補助単価とすることで、

中学校においては全国 10 位、小学校においては国庫補助単価と地方交付税単価を補助単価

とすることで全国６位を確保することができております。 

 次に、請願項目３の教育予算の増額について御説明します。 

 私立中学校生徒等への公的支援制度の創設については、平成 28 年３月に日本私立中学高

等学校連合会長から国に対し要望がなされております。これを受けて、文部科学省ではこ

とし８月、私立の小中学校に来春入学する児童生徒がいる年収 590 万円未満程度の世帯に

対し、授業料の一部を支援する制度導入の方針を固めたことが発表されております。平成

29 年度の同省の概算要求資料を見ますと、私立中学校等に通う児童生徒が安心して教育を

受けられるよう、低所得者世帯を中心とした授業料の支援について約 12 億 8,000 万円を要

望しています。この国の動きを受けて、県においても、平成 29 年度予算において約 5,000

万円の予算を要求しております。 

 最後に、請願項目４の教育予算の総額について御説明します。 

 今年度の私学等振興費予算は、当課の人件費や育英事業を除くと 46 億 9,000 万円となっ

ており、就学支援金交付金や教育力強化推進事業費補助金が始まる前の平成 21 年度と比較

して、金額で約 13 億円、率で約 28％の増額となっております。 

 この間、国の制度である就学支援金や奨学のための給付金の支給の開始に加え、県事業

としても運営費補助金への県費１万 2,000 円の継ぎ足しの固定化、教育力強化推進事業費

補助金の創設や拡充、授業料減免補助制度の拡充など、私学助成や保護者の経済的負担の

軽減措置を拡充してきております。また、平成 29 年度予算要求額についても、運営費単価

の増額、奨学のための給付金の多子世帯への給付要件緩和などにより、平成 28 年度予算と

比較して 8,100 万円余りの増額要求を行っております。 

 文化生活部としては、私立学校に対する助成は、人材の育成が県勢発展の重要な基盤づ

くりであるとの考えのもと、厳しい財政事情の中でも必要な予算の確保に努めてまいりま

す。 

以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 さまざまな御努力で年々前進させていただいて大変ありがたく思っておりま

すけれど、２点だけ、一つは県立大学の奨学金の利用者の数です。それがわかったら教え

ていただきたいのと、もう１点が、先ほどの経常費の助成のことで、今回も幼稚園の先生

方から結構充実してほしいという声を伺ったんですけれど、その実態がどういう状況かを

教えてもらえませんか。 
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◎尾﨑私学・大学支援課長 奨学金の貸与者数ですけれども、県立大学においては、第一

種が 31.4％、第二種が 24.9％の貸与率となっております。全体で 56.3％でして、半数よ

り少し上の方々が貸与を受けている状況です。工科大については、第一種が 26.4％、第二

種が 31.0％、合計で 57.4％の方が貸与を受けております。 

第２点目の幼稚園の経常費助成については、幼保支援課の所管でして、私どもでは把握

しておりません。 

◎浜田（英）委員 私立学校へお勤めになっている先生方の生涯給与は公立の先生方と比

べて低いという人と高いという人がいて、学校によって違うんでしょうけれども、そこら

辺は押しなべてわからんですか。毎年、退職金社団の支援の要請が来ますよね。そんなこ

とでちょっと気になって聞いてみたんですけれど。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 私立学校の教職員の給与の実態は把握できておりませんけれ

ども、県では、高知県私学退職金社団に対する補助金、それから日本私立学校振興・共済

事業団に対する補助金、この二つで教職員の福利厚生を支援しております。 

◎浜田（英）委員 その退職金社団の増額の要請もいつも来ていますけれど、最近の伸び

はどうですか。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 私学退職金社団に対する補助は、補助率 1,000分の 20.8です。

この額は平成 12 年度から据え置きの状況です。 

◎浜田（英）委員 実際、我々もそこら辺まで応援することまで気が向いていないんです

けれども、確かに要請はあっておりますので、何とかしてやらないかんとは思っておりま

す。とにかく子供のほうばかりに目が行って、そんなことから私立学校の先生方が非常に

薄給で仕事をしているんじゃないかと思ったんですが、逆に土佐高校なんか非常に高いと

いう情報も聞きます。これは個人情報にも触れることだから余り。けれど、公立の先生と

比べて大体どんなものかだけ、わかったらでいいですので、また調べていただいたら。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

 以上で、文化生活部の議案を終わります。 

引き続きまして、文化生活部より３件の報告を行いたい旨の申し出があっておりますの

で、これを受けることにいたします。 

〈文化推進課〉 

◎加藤委員長 それでは、高知県文化芸術振興ビジョンの策定について、文化推進課の説

明を求めます。 

◎三木文化推進課長 当課からは報告事項が１件、高知県文化芸術振興ビジョンの策定に

ついてです。お手元の報告事項の赤いインデックスの文化推進課をごらんください。 

 本案については、有識者による高知県文化芸術振興ビジョン審議委員会を設置して、こ

れまで６回にわたり検討を重ね、取りまとめたものです。 
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 まず、資料の左上、策定に当たっての基本的な考え方です。県では、平成 18 年に、県民

一人一人が主体的に取り組む芸術文化活動の促進や芸術文化の総合的な振興を図るため、

高知県芸術文化振興ビジョンを策定し、これまで取り組みを進めてまいりました。この間、

我が国及び本県における文化芸術を取り巻く環境の変化や、県民の文化芸術活動の推進の

必要性も高まってきているところです。 

 こうしたことから、本県の文化芸術のさらなる振興を図ることを目的として、各主体の

役割、そして県が取り組む施策の基本方針や方向性を定め、具体的に施策を推進するため、

新たに高知県文化芸術振興ビジョンを策定しようとするものです。なお、本ビジョンの計

画期間は来年度から 10 年間としております。 

 次に、資料の左下、文化芸術を取り巻く現状です。まず、我が国全体の状況としては、

人口減少が進み、地域コミュニティーの衰退や文化芸術の担い手不足が課題となっている

一方で、オリンピック・パラリンピック東京大会での文化プログラムの全国展開などによ

り、地域の文化や歴史などを地域の活性化に活用することが求められるといった新たな動

きが出てきております。 

 本県の状況としては、豊かな自然や歴史、風土から育まれてきたおきゃく文化やよさこ

い祭り、また漫画文化など、本県には数多くの魅力的な文化資源があります。また、県内

各地では、各種の展覧会や演奏会などが開催されているほか、県芸術祭の開催も本年度で

66 回を数えるなど、文化芸術に触れる機会を長年にわたり創出しているところです。近年

では、地域で行われる文化芸術活動を支援する高知アートプロジェクト事業の実施や、高

知城歴史博物館、坂本龍馬記念館のリニューアルなどの文化施設の整備など、文化芸術活

動を鑑賞できる機会の充実を図ってきているところです。 

 さらに、本年度の県民世論調査において、県民の文化芸術に関するニーズ等の調査を行

った結果、日ごろ約６割の方が文化芸術活動に取り組んでいないことや、県に期待する文

化芸術振興施策としては、文化芸術を鑑賞等をする機会の充実が最も多い割合であること

が明らかとなっております。 

 こうした状況を踏まえ、右の囲みで、県が取り組んでいく基本方針や施策の方向性、具

体的な施策を取りまとめておるところです。 

 本ビジョンの基本理念として、「文化芸術の力で心豊かに暮らせる高知県」を掲げ、その

実現を図るために四つの大きな基本方針のもと、施策の方向性と具体的な施策を盛り込ん

でおります。 

 まず、基本方針１の「文化芸術を通じた県民の心の豊かさの向上」は、文化芸術を通じ

て、県民が心豊かで充実した生活を送ることができるよう、文化芸術活動に親しむことの

できる環境づくりに努め、県民の自主的な文化芸術活動が促進されるよう取り組むもので

す。 
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 その中で、「文化芸術活動の創造と発信」では、芸術祭のさらなる充実や県立文化施設に

おける魅力的な展覧会等の開催、高知の文化を広く発信するための文化広報誌の発行やホ

ームページの充実などを行ってまいります。「民間団体主体の文化芸術活動への支援」では、

地域の文化芸術活動を振興するために、文化芸術団体等への支援の拡充や文化振興に関す

る功績の顕彰、団体や個人の発表機会のさらなる創出のためのイベントの開催等を行って

まいります。 

 次に、基本方針２の「高知の固有の文化の継承及び活用」は、本県の貴重な文化財等の

価値の維持と向上に努め、後世に伝えるとともに、その活用を図ることにより、地域にに

ぎわいを生み出し郷土への誇りと愛着を育むよう取り組むものです。 

 その中で、「地域に伝わる文化財の保護と継承」では、文化財の保存及び活用を図るため

に、調査、記録等を推進する体制の整備や高知の食文化の伝承などに取り組んでまいりま

す。「地域固有の文化資源の活用」では、郷土芸能の伝承や土佐和紙などの伝統産業の振興、

また、遍路文化の保存と継承などに取り組んでまいります。 

 次に、基本方針３の「県民一人ひとりの文化芸術への参加意識の向上」は、文化芸術へ

の参加意識の醸成を図るため、文化芸術に関する関心や理解をさらに深める取り組みを進

めるとともに、2020 年東京大会を契機とした文化プログラムの推進にも取り組むものです。 

 その中で、「県民の参加意欲の促進」では、幼少時から文化芸術に触れる機会の充実を図

るために、県立文化施設の出前講座の開催やオリンピック・パラリンピック文化プログラ

ムの推進などを行ってまいります。「生涯にわたり楽しむことのできる環境づくり」では、

文化芸術の学びの場を拡充するために市町村の講座等への学芸員派遣や、より多くの方の

文化芸術の創作活動を促進するために高齢者、障害者の創作活動を発表する機会を設けて

まいります。 

 基本方針４の「文化芸術を活用した地域の振興」は、県内のさまざまな文化芸術や歴史

的な遺産など、貴重な文化資源を活用して、観光振興や地域の活性化につながる取り組み

を進めるものです。「観光や産業等の振興につながる文化芸術の活用」では、来年３月に開

幕する志国高知幕末維新博の開催などによる観光振興や、本年から実施している高知の魅

力を伝える番組制作・放映などによる国内外への情報発信、また、まんが王国・土佐の推

進などを行ってまいります。「文化芸術の振興を担う人材の育成と連携」では、各地域で文

化芸術を担う人材育成のためのアートマネジメント講座等の開催や、文化芸術にかかわる

団体や個人と大学等との連携などによるネットワークの構築などを行ってまいります。 

 次に、その下の「文化芸術振興の推進体制」です。これまで御説明してきたさまざまな

施策を効果的に実施、実行していくためには、文化芸術に関する専門性を持った人材を有

し、文化活動に対する助成機能を持った専門機関、いわゆるアーツカウンシルとしての機

能の充実が必要となることから、県内の文化芸術団体等への効果的な支援、また人材の育
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成、新たな文化プログラムの創造などができるよう、高知版のアーツカウンシルの導入に

向けて検討を進めていくこととしております。 

 また、これらの施策を着実に推進していくためには、別に定める行動計画により進捗管

理を図るとともに、外部の有識者による評価を行うなどＰＤＣＡサイクルを着実に回して、

毎年度施策の見直し等を行ってまいります。本ビジョンに基づく取り組みを推進すること

で、基本理念である「文化芸術の力で心豊かに暮らせる高知県」の実現を図っていきたい

と考えております。 

 なお、本案については、報告資料の最後に別冊でお配りしております。この後、パブリ

ックコメントを実施して、県民の皆様の御意見を反映させた上で、本年度中に策定してい

きたいと考えております。 

 説明は、以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎前田委員 この振興ビジョンの中で、国が定める文化芸術振興基本法で対象とする文化

芸術に含まれるところ、３ページにある第８条に音楽が入っていると思うんですけれども、

今回の県版の基本方針１、２、３、４の中に音楽が余り含まれていないような気がするん

ですが、その点はいかがでしょうか。 

◎三木文化推進課長 文化芸術の中には当然音楽や美術が含まれております。個別の表現

としては音楽ということが少ないかもしれませんが、文化芸術ということで、その中に音

楽は当然入っております。先ほども施策のところで触れましたが、演奏会などはまさに音

楽にかかわることではないかと考えております。 

◎前田委員 その場合、先ほどお話になられた出前講座の件で、幼少期から文化技術の関

心を醸成するということなんですが、その幼少期の文化芸術にも音楽は当然含まれる解釈

になると思いますけれども、出前講座によって、その音楽等に触れることができる教育普

及活動の充実はできるんでしょうか。 

◎三木文化推進課長 記載している出前講座は、県立文化施設の職員が地域に出向いて文

化芸術にかかわる講座を開催するものです。県立の文化施設については、御承知のとおり、

美術館や歴史の施設、あるいは文学館といった施設があります。先ほど前田委員がおっし

ゃった音楽に関しては、直接的に演奏をするなどの出前講座はなかなか難しいと考えてお

りますが、例えば県立文学館では読み聞かせの講座などもやっております。直接的に音楽

ということにはならないかもしれませんが、そういったいろいろな講座を通じて、幼少期

から文化芸術に触れる機会を充実していきたいと考えておるところです。 

◎前田委員 高知大学にはもともと音楽の学部があったと思うんですがそれがなくなって、

かつ高知県内の公立高校には音楽を勉強する科がある。音楽、特にクラシック音楽を目指

している人、学生でいえばそんなに多くはないかもしれませんけれど、目指す方はもう県
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外に出るしかない状況が今生まれています。 

しかし、そういう方々、特に県内の公立学校の高校で音楽を学ばれている方の中には、

保育士さんになりたい方も結構多いんです。だから、そういう方々の数が減っていくと、

今度は先ほどの話ですけれど、幼稚園や保育園などの幼少期に音楽に触れる機会がどんど

ん減っていく状況がさらに起きてしまうことが、１点大きな問題になるんじゃないかと思

っています。かつ小学校や幼稚園・保育園、中学校もそうなんですけれども、可能であれ

ば外部の講師、特に音楽を専門にやられている外部の講師も視野に入れることが、こうい

う美術芸術系のところには必要じゃないかと思います。 

最後に１点だけ、実は今回の振興ビジョンの中に、いわゆる海外との交流という観点が

ちょっとないと思っていまして、海外のさまざまな団体やアーティストなどがいらっしゃ

るんですけれども、例えばそういう方々が高知に来て何かを開くとか、地元の高校生と交

流を持つといったことは含まれているんでしょうか。 

◎三木文化推進課長 海外のアーティストなどの公演、演奏会は当然含まれております。

先ほど、音楽の関係でちょっと申し抜かっておりましたが、県民文化ホールでは県内の学

生の方が中心でやっておられるジュニアオーケストラの育成もやっております。前田委員

がおっしゃっているような幼稚園・保育園からジュニアオーケストラというのはなかなか

難しいかと思いますが、中・高生といったところでの支援はこれまでも行っておりますし、

継続していきたいと考えております。 

◎浜田（英）委員 ＳＭＡＰがいよいよなくなりますけれども、高知県では１回もＳＭＡ

Ｐのコンサートを見んままに終わってしまいます。ＳＭＡＰを呼ぶには箱物がありません。

やっぱりうまいのは香川県で、瀬戸内芸術祭として、ああいうフィールド、島々の中でい

ろいろなスポット的にやっていく、あれで全国から人を呼ぶわけです。うちの息子も音楽

をやっていまして、満濃池でコンサートをやるのでお父さんも来てと言われたので、１回

行ってみようかと行ってから、もう３回ぐらい行っているんですけれど、モンスターバッ

シュという音楽イベントで４万人もいてびっくりしました。こんなに４万人もおる前で演

説してみたいと言うたぐらい、それはすごいです。 

 やっぱり高知も豊かな自然、フィールドはありますから、箱物がなかったらそういうと

ころを利用して、高知や東京で活躍している音楽家や芸術家はたくさんおりますので、そ

んな人を一遍呼んできて、東京でこんなに活躍している人がいるとして盛大にプロモーシ

ョンをうまいことやって人を呼ぶ。今はスポーツツーリズムが、うんと盛んになってきま

したけれども、この文化のツーリズムもやったらできると思うんです。そこら辺をこのア

ーツカウンシルや県内のＤＵＫＥといったチケット会社などと協力してイベントを打って

いくことも非常に大事かなと。文化施設や歴史の施設もいろいろありますから、合わせて

いくとか、いろいろな仕掛けが必要だと思います。 
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それで、仕掛けを上手にやっていくことを、うんと考えていただきたいと思います。箱

物がないので箱物以外で勝負せないかんというのは、やっぱりイベント、仕掛けをやって、

よそから人を呼ぶ、ツーリズムをやる、交流人口を拡大する、そういうことやないかと思

います。 

◎土居委員 世論調査のところで、県が進めるべき文化芸術振興の施策として、文化芸術

を鑑賞等する機会の充実が第一に挙げられている一方で、６割の方が日ごろ文化芸術活動

に取り組んでいないという結果になっています。推測ですけれど、県民としてはやはり文

化芸術を鑑賞する、あるいは何かしらの文化芸術活動に参加したい思いがあるけれども、

なかなかそういったことに参加していく状況にないというところで、日ごろ文化芸術活動

に取り組んでいないという結果になっているんじゃないかと見ました。 

その原因として、その土台となる地域地域にある民間芸術団体、文化団体の活動が、脆

弱になってきている実態があるんじゃないかと思います。 

 これには一つ高齢化など地域の社会的な問題もあるんですけれど、これをもう一度活性

化させていくためにこのビジョンにも盛り込まれたと思うんですけれど、これはあくまで

ビジョンであって、これを実効性あるものにしていくために、文化芸術団体等への本当に

効果的な支援は何なのかをしっかり考えていっていただきたいと思います。 

 この高知版アーツカウンシルの導入をもとにさまざまな検討もされると思うんですけれ

ども、文化推進課としてせっかくこの新しい文化ビジョンをつくったと。従来の支援のあ

り方をこう変えていくんだという思いがあれば、ぜひお聞かせいただきたい。 

◎三木文化推進課長 さまざまな地域で文化芸術活動をされている方の活動を、いま一度

活性化、活発化していくことは非常に大事なことであると思っております。そうした視点

から、今回のビジョンでは文化芸術活動を行っている人の発表する機会をどんどんふやし

ていきたいと考えております。そうすることにより、その活動がまた観覧者をふやすこと

や、結果的に交流人口がふえる、観光振興につながるといったことになるんじゃないかと

も期待しております。そうした意味で、いろいろなアイデア、仕掛けをしながら取り組ん

でいかないかんと。 

 こちらに書いているこのアーツカウンシル、今議論をしておるところですが、こういっ

たところが中心となってコーディネートできていったらと考えておるところです。当然県

としては、そうしたところの取り組みについて十分な支援もしていきたいと考えておりま

すし、また地域地域で文化芸術活動を引っ張っていける人材を育成していくことも、これ

から重要になると考えておるところです。 

◎土居委員 こういう問題ですので、当然市町村との連携の強化も大事ですし、県が進め

ている中山間地域の集落拠点の整備などにもやはりこの文化の力、芸術の力は大事だろう

と思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 
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◎梶原委員 これは文科省からの指示などで、特段策定が義務づけられているものではな

いですか。 

◎三木文化推進課長 これは義務づけではありません。 

◎梶原委員 そうしたら、多分どこの都道府県でも、内容は別にして、こういった文化芸

術を振興するビジョンや行動計画などの似たものはあると思うんですけれども、文化芸術

の振興ですから、もちろん連続性があり、伝統芸能、また産業の振興、保存と伝承といえ

ば、やはりずっとやり続けないといけない、短期で急に成果が出ないものもあります。 

ただ、この期間が 10 年というところですが、10 年前というと本当に一昔前にもなりま

すし、今回の場合はビジョンの基本理念などの考え方にもかなり 2020 年のオリンピック・

パラリンピックの東京大会が入っていてそれを挟んだ 10 年になっていますけれど、オリン

ピック・パラリンピックが終わった後の期間のほうが長いんで、そこは別に行動計画も定

めるしっかりＰＤＣＡ回していくという中で、この基本方針の１、２は時代によって余り

変わるものでもないんですけれども、基本方針の３、４あたりが東京オリンピックのこと

や、言葉でいえばＩＣＴやメディアの効果的な活用、今は直近でもＩＴがＩＣＴになり、

ＩＯＴ、ＩＣＴとＩＯＴの中身は違いますけれども、10 年の終わりの期間になったときに、

多分その時代で見たら内容自体が陳腐化しているんじゃないかというところが目にとまる

んです。 

 10 年後には多分いろいろな医療やコミュニケーションなど何にしても、インフラ自体が

今でいうＩＣＴなどを有効活用して当たり前の社会基盤になっていると思うんで、その時

代に効果的な活用といってもという予測ができることが数点あるんで、その 10 年という期

間がいいのか。これが例えば５年であれば、東京オリンピック・パラリンピックが終わっ

た後の１年にしっかりそのことを総括する期間ともいえるし、この 10 年という期間がいい

のかどうか、その点についてはどうでしょうか。例えば５年でもとも思いますし、文化芸

術の振興ですから、しっかり長期間やらなければならないという意味の 10 年なのか、そこ

をお願いします。 

◎三木文化推進課長 10 年という期間が適当かどうかということですが、やはり文化芸術

は非常に継続して時間がかかるところもあります。そういう意味で、期間としては 10 年と

しておりますが、先ほど御説明したように別途行動計画を定めて、毎年度見直しを行って

いくことにしております。当然行動計画を見直して、その具体的な施策や新たな施策が出

てくる場合もあるかと思います。そうした場合には、このビジョンの内容についても見直

しの対象としたいと考えておりますので、その時々に対応でき、いつもフレッシュな状態

のビジョンにしていきたいと考えておるところです。 

◎塚地委員 文化芸術は一番の人間の自由の発露のようなものなんで、行政がどうかかわ

るかはある意味難しいところがある。行政がかかわるとしたら、それは先ほど発表の機会
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をどうするかとかいうことがありましたけれど、やっぱり条件整備だと思います。だから

そこでは、一定こうやって打ち出すと財政的な裏づけみたいなものが伴っていくことが大

事じゃないかと思うんですけれど、そういうあたりの議論はされているんですか。 

◎三木文化推進課長 財政の裏づけというお話がありました。今回このビジョンの策定作

業をしていく中で、例えばアーツカウンシルの導入など、いろいろと新たに財政負担が必

要なものが出てきております。そうしたことについては、来年度の当初予算で要求もして

おるところです。まだ、総務部と協議をしておるところですので、今直ちにこれといった

ことはなかなか申せませんけれども、そうした意気込みで取り組んでおりますので、御理

解いただきたいと思っております。 

◎塚地委員 日本ほど芸術文化に予算をつぎ込んでいない国はないと言われているぐらい

の状況で、やっぱり演劇や映画を見るにしても高いです。だから、県民の皆さんが文化芸

術を鑑賞する等の機会の充実をとおっしゃるのは、やっぱり高くてなかなか行けないのも

あって、そういう部分でぜひ大いに県としても頑張ってもらいたいところはあると思いま

す。  

また、発表会をするのもすごくお金かかっちゃうんで、一生懸命音楽をやっている人た

ちも一生懸命バイトして会場費を稼いでいて、そういう場当たりのところまでを行政が支

える、建物や伝統芸能を保存するにしても結構お金の心構えが要ると思います。そういう

ところをぜひ、これをつくったら絵に描いた餅にならないように頑張っていただきたいと

思います。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

 ここで休憩をとりたいと思います。再開は３時 30 分といたします。 

 

（休憩 15 時 15 分から 15 時 30 分） 

 

◎加藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

〈県民生活・男女共同参画課〉 

◎加藤委員長 次に、高知県消費者教育推進計画の策定について、県民生活・男女共同参

画課の説明を求めます。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 それでは、報告事項の一つ目の本年度中に策定を予

定している高知県消費者教育推進計画について御報告させていただきます。お手元の委員

会資料の報告事項の県民生活・男女共同参画課という赤のインデックスのある１ページを

ごらんください。 

 最初に、この高知県消費者教育推進計画の位置づけについて御説明します。 

 消費者教育の推進に関する法律が平成 24年８月に成立し、同年 12月に施行されました。
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この法律において、県は国の基本方針を踏まえ、消費者教育推進計画を策定するよう努め

なければならないこととなっていることから、本県においてもこの計画を策定することと

しました。 

 計画期間を右上に記載しておりますが、平成 29 年度から平成 34 年度までの６年間と考

えております。これは国の基本方針が平成 29 年度までとなっており、平成 30 年度には改

定される見込みのため、その終期となる平成 34 年度末に県の計画の終期を合わせることと

したいと考えております。なお、次回以降は国の基本方針の改定に合わせて、５年ごとの

改定を考えております。 

 この資料は、左側に計画の策定に向けた現状と課題の整理を記載し、右側に重点的に取

り組む施策と消費者教育推進の基本的な方向と内容をまとめたものとなっております。 

 まず左側、「第２章 消費者を取り巻く現状と課題」の欄をごらんください。 

 一つ目は、「消費生活相談の状況等」です。平成 27 年度に県立消費生活センターまたは

市町村の相談窓口に寄せられた消費生活相談は、いずれも 60 歳以上の高齢者からの相談が

３割を占めていることや幅広い年代でインターネットの利用に伴う相談が多いことから、

高齢者の消費者被害を防止する取り組みをより一層充実させることや、インターネットに

関する消費者被害の防止の取り組みを強化する必要があります。 

 二つ目は、「高齢者の独居化と特殊詐欺被害の増加」です。本県においては 65 歳以上の

単身高齢者が増加している中で、振り込め詐欺などの特殊詐欺による被害も深刻化してい

ることから、ひとり暮らしの単身高齢者等が被害に遭わないよう高齢者の見守りが必要で

す。 

 三つ目は、「大学生等の若者の状況」です。平成 24 年度に県内の小・中・高、特別支援

学校の児童生徒を対象に行った携帯電話等利用実態調査の結果から、児童や生徒がスマー

トフォン等を利用したトラブルに遭っていることや、本県では就職や進学等を機に県外へ

転出し、ひとり暮らしをする若者も少なくないため、自分ひとりで判断せざるを得ない状

況でさまざまなトラブルや被害に遭う可能性も大きくなることから、若者への消費者教育

を充実させることが必要です。 

 四つ目は、「消費生活に関する県民意識」です。平成 26 年８月に実施した県民世論調査

の結果から、消費者トラブルや被害を防ぎ、潜在化させないために、トラブルの事例等の

情報提供や相談窓口の周知が必要です。 

 次の五つ目は、「大規模災害時等の消費行動」です。東日本大震災や熊本地震などの震災

直後には、被災地以外でのミネラルウオーターや乾電池等の買いだめによって品不足が生

じたり、震災後はさまざまな消費者トラブルに関する相談が寄せられております。近い将

来起こる南海トラフ地震等大規模災害時に消費者トラブルに遭わないよう、また非常時で

も適切な消費行動をとれるような消費者教育も必要となります。 
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 次に、「第３章 消費者教育の現状と課題」をごらんください。 

 一つ目は、「学校教育の現状と課題」です。小学校、中学校、高等学校等では、学習指導

要領に基づき消費者教育を実施しており、関係機関と連携しながら、各講師において児童

生徒の特性や発達段階に応じた消費者教育の充実を図っていく必要があります。 

 また、大学生等への実態調査で消費者教育を受けたことがないと答えた人が２割もいた

ことからも、大学等での消費者教育の普及を図るとともに、ＳＮＳ等のツールを活用し、

消費者教育や啓発の機会を拡大することが必要であると考えております。 

 二つ目は、「県・市町村の現状と課題」です。県では、県立消費生活センターを設置し消

費生活相談に応じるとともに、消費生活に関する知識の普及や情報の収集・提供、学校や

地域における相談員による出前講座を実施しております。今後、民法改正により成人年齢

を 18 歳に引き下げる動きがあります。成人になると親の同意なしに契約ができるようにな

ることから、新たに 18 歳や 19 歳の若者が消費者トラブルに巻き込まれることが懸念され

ます。したがって、学校と連携した消費者教育がますます重要となってまいります。 

 また、市町村でも消費生活相談窓口が設置され、啓発物の配布や広報誌での啓発等を行

っておりますが、担当者が複数の業務を兼務している市町村も多く、消費者教育を含め消

費者行政に関する市町村の専門性が維持されにくい状況になっております。そのため、県

では消費者教育を推進するに当たり、人材育成や情報提供等を通じて市町村の支援をして

いくことが必要です。 

 次の三つ目として、高知県金融広報委員会などさまざまな団体等と互いに連携して、消

費者教育を推進する必要もあります。 

 これら第２章と第３章の現状と課題から、右側、第４章で県が重点的に取り組む施策と

して、一つ目が「高齢者の消費者被害の防止」、二つ目が「消費者被害・トラブルを潜在化

させない取り組みの推進」、三つ目が「若者に対する消費者教育の推進」、四つ目が「イン

ターネット利用に伴うトラブルへの対応強化」の四つの項目に重点的に取り組むこととし

ております。 

 次の「第５章 消費者教育推進の基本的な方向と内容」では、国の基本方針に基づき、「ラ

イフステージや消費者の特性・場の特性に応じた切れ目のない対応」、「消費者教育の人材

の育成・活用」、「各主体との連携・協働」、「他の消費生活に関連する教育との連携」の四

つの基本的な方向で実際どのようなことを行っていくのか、具体的な取り組み項目を示し

ております。 

 これまでの取り組みの中で、計画策定に合わせて拡充したものを中心に御説明します。 

 まず、一つ目の「ライフステージや消費者の特性・場の特性に応じた切れ目のない対応」

では、幼児期から高齢期までのそれぞれのライフステージや消費者の特性及び学校、地域、

家庭、職域などさまざまな場の特性に応じた消費者教育を推進していきたいと考えており
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ます。 

 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等においては、若年者向け消費生活講座の実

施や、未成年から成年になる若者が自立した消費生活を営むために必要な知識をまとめた

若者向け啓発冊子の作成・配布、大学・専門学校等においては、ＳＮＳ等のツールが消費

者教育や啓発の機会を拡大することに有効な手段と考えられることからメール配信やＳＮ

Ｓを活用した啓発・情報提供を、また地域においては、高齢者向け等消費生活講座の実施、

地域の見守り情報の発信などを拡充して取り組んでまいります。 

 二つ目の「消費者教育の人材の育成・活用」では、ライフステージに応じて多彩な消費

者教育を推進していくための担い手となる人材を育成することが必要であると考えており

ますので、消費者問題に関する知識を有し、地域に密着して活動を行うくらしのサポータ

ーの育成・支援や、学校や教育委員会など消費者教育を担当する多様な関係者をつなぐコ

ーディネーターの役割を担う消費者教育の調整役の育成に取り組んでまいります。 

 そのほか、消費者教育を効果的に推進するために、市町村を初め、学校教育や消費者団

体、事業者、事業者団体との連携・協働、また、その他の消費生活に関連する教育を所管

する庁内の関係部局とも互いに連携し、効果的に消費者教育を推進していきたいと考えて

おります。 

 以上、高知県消費者教育推進計画の策定について御説明させていただきました。 

 なお、本日の御報告の後、今月下旬ごろからパブリックコメントを実施します。その後、

いただいた御意見を反映させた計画案を作成し、高知県消費生活審議会での御議論を経て、

本年度中に計画を策定したいと考えております。 

 説明は、以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

（な し） 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

 引き続き、高知県ＤＶ被害者支援計画の改定について、県民生活・男女共同参画課の説

明を求めます。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 続きまして、高知県ＤＶ被害者支援計画の改定につ

いて説明させていただきます。資料は、同じく委員会資料、報告事項の２ページになりま

す。 

 まず、資料の左上の部分をごらんください。 

 この計画の位置づけですが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、

いわゆるＤＶ防止法に基づき、平成 18 年度に策定しております。以降、５年ごとに改定を

行っており、今回は平成 29 年４月から平成 34 年３月末までを計画期間とする第３次の計

画となります。改定に当たっては、ＤＶ被害者の支援等を行っている団体の代表者や有識
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者などから構成する策定委員会を立ち上げて内容を検討しており、今回、計画の素案を取

りまとめたところです。 

 資料左側に、高知県内におけるＤＶに関する現状と課題をまとめております。 

 一番上の「県民の意識」ですが、これは平成 26 年度に実施した男女共同参画社会に関す

る県民意識調査の結果を抜粋したものです。前回、平成 21 年度に行った調査結果と比較す

ると、全体として県民のＤＶに関する認識は高まってきていますが、身体的暴力に比べて

精神的暴力に対する認識がまだ低く、ＤＶの理解に向けたさらなる啓発が必要な状況と受

けとめております。 

 また、ＤＶを直接経験したことがあると回答された方のうち、約４割が、どこにも相談

しなかったと回答されていることや、ＤＶをなくすために必要なこととして、相談窓口の

周知や学校での教育を求める声があること等から、相談しやすい体制づくりや若年層への

予防教育、啓発意識に取り組む必要があると考えております。 

 次に、「県内のＤＶの状況」として、配偶者暴力相談支援センターに寄せられる相談や一

時保護の件数、県警における認知件数のグラフを載せております。配偶者暴力相談支援セ

ンターの相談件数や一時保護件数ともに増加傾向にはありませんが、小さな子供連れや精

神的なケアを必要な方など、多様な事情を抱えた被害者が多くなっており、関係機関が連

携して支援を行うことが求められております。一方で、県警でのＤＶ認知件数は近年増加

しており、県内におけるＤＶが減少しているとはいえない状況にあります。 

 また、件数は多くありませんが、ソーレの男性対象相談には男性からのＤＶ相談が寄せ

られており、相談対応者のスキルアップが求められています。 

 これらの現状と課題を踏まえて、現計画の総括として計画に基づき着実に取り組みを進

めてきましたが、なお課題が残されており、第３次の計画では、現計画の基本の柱を継続

しつつ、取り組みをさらに強化・充実することとしております。 

 資料の右側に、次期計画の全体の体系を記載しております。 

 基本の柱としては、ここにあるように１から５を現在の計画から継続した上で、重点目

標、取り組み項目、計画の流れを記載しております。 

 資料の右端の計画の流れについて御説明します。 

 最初に、関係機関が連携して、まずは予防に取り組み、次に早期発見・通報と相談の充

実で早目の手だてを講じます。三つ目に、被害者等に安全・安心な場を提供し、そこで被

害者や同伴児童などの心身の回復を図ります。そして、一時保護所を退所した後は、被害

者の生活の再建と自立に向けたさまざまな支援を行ってまいります。最後は、地域で被害

者や被害者の子供を継続的に見守り、支援を行っていこうとするものです。 

 この五つの柱のもと、この流れにのっとり被害者支援に向けたさまざまな取り組みを行

ってまいります。 
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 次に、取り組み項目を御説明します。 

 次の３ページに別途整理をしておりますので、そちらをごらんください。 

 赤で□拡 とあるのは、現状と課題を踏まえて、第３次計画で拡充しようと考えている取り

組みです。拡充する取り組み項目については、青色でお示ししておりますので、上から順

に概要を御説明します。 

 まず、一番上の「①生涯にわたる人権教育の推進」では、職場におけるＤＶ防止を初め

とする人権教育の研修の実施として、経済団体等と連携しソーレの出前講座を活用いただ

くなど、企業の社内研修でＤＶを取り上げていただくよう働きかけてまいります。 

 次に、１（３）の「①若い世代におけるデートＤＶ等防止に向けた教育・啓発の実施」

では、ＤＶ防止における予防教育の重要性から中高生や大学生等に対する予防教育や啓発

の取り組みを充実させてまいります。 

 次に、上から三つ目と四つ目の□拡 の部分ですが、「①配偶者暴力相談支援センターの周

知」及び「②ＤＶ被害者の早期発見・通報及び相談につなげる体制整備」については、先

ほど御説明した一つ目の項目同様、経済団体等と連携し、企業の社内報や団体の会報等に

ＤＶ防止に向けた啓発や相談窓口の情報を掲載していただくなど、職場を通じた相談窓口

の周知に取り組んでまいります。 

 その下、２の（４）の「④若者や男性等、誰もが相談しやすい環境づくり」では、配偶

者暴力相談支援センターやこうち男女共同参画センターソーレなど、男性や性的少数者、

同性カップルのＤＶ被害者からの相談に対応できる相談窓口の周知を図るとともに、対応

できる人材の育成、スキルアップの取り組みを充実していこうとするものです。 

 続きまして、基本の柱の四つ目になりますが、「４ ＤＶ被害者の自立に向けた支援」の

箇所をごらんください。（１）の「①一時保護所入所時からの継続した自立支援」と、「④

就労に向けた支援」では、一時保護所退所者のうち、就労が可能な方を自立支援に向けて

支援する自立支援施設について、入所要件を見直すなど積極的な活用を進めるとともに、

入所者に対してハローワークや高知家の女性しごと応援室、ひとり親家庭等就業・自立支

援センターと連携して、よりきめ細かい就労支援を行っていこうとするものです。 

 以上、御説明した、拡充する取り組みやその他の継続する取り組みを含めて、資料１枚

目の右下に記載しているとおり、関係機関と連携してＤＶの予防から被害者の自立支援ま

で切れ目のないサポートを行い、ＤＶ被害者の支援を進めてまいります。 

 なお、計画改定の今後の予定としては、今月末から約１カ月間パブリックコメントを行

い、県民の皆様からの御意見をお伺いして、３月末の完成を目指しております。 

 説明は、以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 それぞれ具体的な課題の解決に向かっていく計画でありがたく思っておりま
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すけれど、３ページ目の１の「（４）加害者への対応」が実はある意味大きなポイントでも

あり、なかなか人権の問題もあって、相談機関に強制的に加害者を連れていくのは難しい

状況はあろうかと思うんですけれど、そういうＤＶの加害者への専門のカウンセラーや医

師などは高知県内ではどういう状況ですか。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 県外では加害者プログラムを使って加害者に対する

支援をやっていますが、高知県ではまだそういう状況にはなっておりません。ただ、関係

者が集まって、去年、ことしと加害者プログラムについて勉強をしてきておりますが、先

ほど言われたように、医師や医療機関との関係などもあるので、加害者プログラムのすぐ

の実施はなかなか難しいかと思いますが、少しずつ県外の取り組みも勉強していきたいと

思っております。 

◎塚地委員 ぜひそこの部分を諦めずに強化してもらいたいというか、やっぱり発生源を

断つことが大事なんで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

◎中内委員 ２ページの上から二つ目の欄に、「相談しても解決しないので無駄だと思っ

た」とありますけれど、これは公務員の悪いところです。ああじゃこうじゃないと言って、

ずっとお茶を濁すような話ですから、そういう経験があるでしょう。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 この相談しても解決しないというところですが、夫

婦間の問題ということで、被害を受けた方がどこかに相談してもなかなか解決が難しいと

いう認識でおられることだと思っています。 

◎中内委員 そういうことはこれに値するようなことだけれど、やっぱり担当される方は

それ相当に口もきけて利口さもないと対応できんと思います。だから、よう注意してやっ

てもらったらいいと思います。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 被害を受けられた方、そういう認識の方もおられる

かと思いますけれど、女性相談支援センター等で専門の相談員が継続して支援もしており

ますので、解決できる方向へ少しでも前進していくように取り組んでいきたいと思います。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

 以上で、文化生活部を終わります。 

《公営企業局》 

◎加藤委員長 次に、公営企業局について行います。 

 最初に、議案について公営企業局長の総括説明を求めます。なお、局長に対する質疑は、

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。 

◎井奥公営企業局長 それでは、総括説明をさせていただきます。公営企業局からの提出

議案は、電気事業、工業用水道事業、病院事業会計に係る補正予算３件と条例議案１件で

す。 

 まず、補正予算ですが、資料①の高知県議会定例会議案（補正予算）の 21 ページをお願
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いします。 

 第６号議案、平成 28 年度高知県電気事業会計補正予算、次の 22 ページ、第７号議案の

工業用水道事業会計補正予算、次の 23 ページ、第８号議案の病院事業会計補正予算の各事

業会計について、人件費に係る補正をお願いしておりまして、私のほうから一括して御説

明申し上げます。 

 主な内容としては、いずれも今議会に上程している職員の給与に関する条例等の改正案

に係る期末・勤勉手当の改定や共済費に係る負担金率の変更などを適正に反映させるとと

もに、職員の増減や新陳代謝に伴う所要額等について必要となる額を計上したものとなっ

ております。 

 また、第８号議案の病院事業会計補正予算において、人件費を除く補正予算として債務

負担行為の追加をお願いしております。後ほど課長から御説明します。 

 次に、条例議案としては、資料③、高知県議会定例会議案（条例その他）の３ページに

なりますが、第 10 号議案の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案をお願い

しております。 

 改正条例議案のうち、公営企業局が所管しているのは、５ページの第７条、企業局職員

の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正となっております。 

 報告事項については、吉野ダム・杉田ダム関連構造物耐震補強検討委託業務について御

報告させていただきたいと考えております。 

 私からの説明は以上ですが、先ほど申し上げた第８号議案の病院事業会計補正予算のう

ち債務負担行為の追加並びに第 10 号議案の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例議案、並びに報告事項の詳細について、それぞれ担当課長から御説明させていただき

ますので、よろしくお願いします。 

◎加藤委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈県立病院課〉 

◎加藤委員長 県立病院課の説明を求めます。 

◎安岡県立病院課長 まず、第８号議案、平成 28 年度高知県病院事業会計補正予算につい

て御説明させていただきます。人権費に係るものについては、先ほど局長から説明させて

いただきましたので省略させていただき、人件費以外の補正予算について説明させていた

だきます。 

 資料②、高知県議会定例会議案説明書（補正予算）の 275 ページをお願いします。 

 補正予算の内容は、来年度の幡多けんみん病院の電力供給契約に係る債務負担行為の追

加です。幡多けんみん病院の電力については、現在、随意契約により、四国電力株式会社

と長期契約を結び供給を受けておりますが、来年度末で契約期間が満了します。その後の

電力供給については、県内でもいわゆる新電力会社による電力の供給がふえていること。
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また、年間支払い予定額がＷＴＯ政府調達協定の適用基準額である 3,300 万円を上回るこ

とから、一般競争入札により契約したいと考えております。 

 一般競争入札の場合、入札公告の期間や四国電力株式会社以外の会社が落札した場合は

機械設備等を交換するための期間を設ける必要があるなど、入札公告から契約を締結し、

電力供給を受けるまでに一定の期間を要することから、今議会において債務負担行為の議

決をお願いするものです。 

 契約期間については、現在のエネルギー事情から、今後の電力価格の動向が見通せない

ことや、近年、新電力会社の応札もふえてきており、さらなる競争も期待できることから

１年間として、過去の電力消費量をもとに算出した１億 2,800 万円余りの債務負担行為を

お願いするものです。 

 資料の右端のその他の欄にある預かり金は、院内の食堂や売店などの電気代を預かり金

として預かり一括して支払いをしているため、内訳として記載しているものです。 

なお、あき総合病院については、現在随意契約により四国電力株式会社と平成 30 年度末

までの契約を結んでおりますので、契約満了に合わせて一般競争入札による電力調達を行

いたいと考えております。 

 補正予算の説明については、以上です。 

 続きまして、第 10 号議案、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案につい

て、所管分の説明をさせていただきます。 

 資料④の高知県議会定例会議案説明書（条例その他）の 14 ページをお願いしたいと思い

ます。 

 まず、今回の条例改正は、資料の上の「１ 条例改正の目的」にあるように、平成 28 年

10 月 19 日付の高知県人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告、いわゆる人

事委員会勧告の趣旨を踏まえて、職員に対して支給する諸手当の改定をしようとするもの

です。 

 公営企業局の職員の給与については、これまでも知事部局の職員との均衡を考慮して、

知事部局に準じた給与制度としてきていることから、今回も、知事部局所管の職員の給与

に関する条例の改正に合わせて、公営企業局が所管している企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例の改正を行うものです。 

 次に「２ 主要な内容」をごらんいただきたいと思います。改正内容は３点です。 

 一つ目は、期末手当及び勤勉手当の改定で、職員の年間支給月数を、3.95 月から 4.05

月へと 0.10 月引き上げるものです。 

 二つ目の改定は隣の 15 ページの表の下になりますけれども、初任給調整手当の改定です。

医師等の採用が困難である職に対して、一定の期間支給している初任給調整手当の上限額

を、国家公務員の改定に準じて 41 万 3,300 円から 41 万 3,800 円に引き上げるものです。 
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 三つ目は、扶養手当の改定です。16 ページをお開きいただきたいと思います。表にある

ように、配偶者に対する支給額を引き下げるとともに子に対する支給額を引き上げる内容

となっております。また、一定の給与水準にある行政職給料表７級以上に相当する職員に

ついては、子に対する扶養手当を除いて当該手当の支給を廃止することとしております。

なお、今回の改定では減額となる職員がいることも考慮して、平成 32 年度までの４年間で

段階的に改定する経過措置を設けているところです。 

 次に、施行期日ですが、17 ページにお示ししているとおり平成 29 年４月１日からです

が、期末手当及び勤勉手当に係るものは公布の日から施行し、平成 28 年 12 月１日から適

用することとしております。 

 最後に、37 ページをお開きください。こちらが、所管している企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の新旧対照表です。今、御説明した三つの手当の額については一般職

の例によることとしておりますので、当該条例を改正する必要はありませんが、扶養手当

については支給対象者などの見直しがありますので、知事部局の職員の給与に関する条例

の改正内容に準じて改正するものです。 

 説明は、以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 先ほどの電力供給契約の入札の御説明の中で、四国電力以外がとった場合に

は設備等の交換作業が要るとお聞きしたんですけれど、今回は契約期間が１年ですが、次

回もまた別の事業者がとったら、毎回そういうことがあるのか、そのことに対するコスト

がどうなるのかも教えていただけますか。 

◎安岡県立病院課長 そこも含めて入札する会社は応札してくると思いますので、契約会

社がかわるとそういう作業等が必要になってくる状況はあります。 

◎梶原委員 そこも含めて応札してくる金額ということであれば、１年という契約期間の

場合、結局はその分の単価が乗ってくるので適当なのかどうか、その辺の協議はどうされ

たのか。 

◎安岡県立病院課長 ９月議会において、本庁の電力供給の調達についても一般競争入札

をするということで債務負担をお願いしているとお聞きしています。その際、１年９カ月

の債務負担行為で契約を行うことになっております。 

確かに１年間という短い期間で最初にそういうコストがかかることについての懸念はあ

りますけれども、最近は新電力会社の応札が非常にふえてきております。実際に会計管理

課が実施している件数を見ましたが、平成 28 年度の実績で見ると、入札件数 50 件のうち

新電力会社から 50 件の応札があり、落札が 49 件で 98％が新電力会社という状況がありま

す。そういう状況も踏まえて、今後ますますふえてくることを考慮して、１年間にさせて

いただいています。 
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◎梶原委員 今回の幡多けんみん病院の場合に、実際に四国電力以外がとったときの初期

投資のコストのは大体幾らぐらいですか。 

◎安岡県立病院課長 これから予定価格調書を作成するときに、その価格等について考慮

して入札等に入りたいと考えております。 

◎梶原委員 大体わかったからでいいんで、そのときにまた教えていただければと思いま

す。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

 以上で、公営企業局の議案を終わります。 

 続いて、公営企業局より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。 

〈電気工水課〉 

◎加藤委員長 それでは、吉野ダム・杉田ダム関連構造物耐震補強検討委託業務について、

電気工水課の説明を求めます。 

◎右城電気工水課長 ９月議会の補正予算の御承認をいただいた吉野ダム・杉田ダム関連

構造物耐震補強検討委託業務について実施設計書の作成に当たり、委員会での御意見も踏

まえ、見積もりを徴取した５者からさらに詳しくヒアリングを行いました。その内容と検

討結果について御報告させていただきます。 

 委員会資料の報告事項の赤ラベル、電気工水課のカラーの資料を御参照ください。要点

をまとめたものになっています。 

 委託業務の作業手順やその際の重要なポイント、補強工事に係る制約条件、履行に当た

っての体制確保などを中心に聞き取りを行い、各社からは業務の進め方や補強工法の選定

に至るまでの解析作業等の具体的な内容についての説明を受けるとともに、業務の履行に

当たってダムの設計監理に精通する技術者や解析の経験者を配置するなど、その体制につ

いても確認ができました。 

 耐震補強の検討については、過去の補強の事例に関する知見の聞き取りから、ダム関連

構造物補強工事の事例は全国的にも少なく、また耐震診断の結果を踏まえた実際の補強工

事に至るまでの標準的な手法がないことも伺いました。 

 その結果、特に吉野ダムの門柱補強対策に関して、各社で異なるアプローチの手法をと

ろうとしているため、必要な人員、人役の算定などで大きなばらつきが生じたことが考え

られます。実施設計書への見積もり内容を反映するに当たって、見積もり内容を比較検討

する条件として、まず、一般管理費等は率計算で一律に計算するため、直接人件費で比較

することとしました。 

 次に、表の①の「業務計画・現地踏査・検討条件の整理」は一連の準備作業となります

ので、合算して比較することとしました。また、②の吉野ダムの門柱補強対策は、補強工
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法を立案し、ゲートの変形量を精査の上、経済性や施工性の観点から最適な補強工法の選

定に向け、繰り返し検討を重ねるものとなっており、③の杉田ダムのゲート補強対策も同

様であることから、相互に関連した項目として、それぞれ合算して比較しました。 

 その結果、①の業務計画などと④の資料の作成から⑦の照査までの項目については、い

ずれも定型的な業務であり、見積額の開きも少ないこと。また、ヒアリングの結果から、

③の杉田ダムのゲート補強対策に関しては、補強工法が比較的容易に想定でき工法も限定

されることから、見積額の開きも２倍以下となっていること。こういったことから、見積

額の最高と最低の開きが２倍以上であり、金額の開きが大きい②の吉野ダム門柱補強対策

を抽出しました。 

 次に、見積額の開きが大きい②の吉野ダム門柱補強対策について、見積もり内容を実施

設計書へどのように反映するのかを検討しました。まず、比較対照を行う際の基準にする

事業者に関して、ヒアリングの中で、各社とも補強工法や工事の制約条件の絞り込みの見

通しは立てにくい中、文献や過去の工事事例等から考えられる工法を広範囲に抽出し、価

格を安全側に想定している傾向が伺えました。他社においても、昨年度の成果品を活用す

ることなどにより、少ない人役での検討が可能なものと考えられますので、昨年度の耐震

性能照査を実施した業者を基準にすることが適当と判断しました。 

 以上の条件で比較を行った結果、吉野ダムの門柱補強対策について、基準に設定した業

者の見積額と２倍以上の開きがある他社の見積もりを除いて、各項目ごとの平均値を積算

することとしました。その他の①と③から⑦については、平均直近下位の業者の計上人役

を基準として積算することとしました。 

 以上により、実施設計書を作成することとしたいと考えておりますので、御報告させて

いただきます。 

 以上です。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎土森委員 こういう説明をしてくれたらね。よくわかりました。 

◎梶原委員 アプローチの手法がそれぞれ違うこともあったり、そういうことを検討しな

がらということが一連の理由であったわけですが、実際に施工した後にその工法で強度が

確保されていることについて、今後の状況だと思うんですけれど、現時点ではどう調べる

おつもりですか。 

◎右城電気工水課長 今回、吉野ダムの耐震対策方針について御説明しますと、各社とも

同じですけれど、昨年度実施した耐震性能照査で作成した門柱の解析モデルを活用します。

門柱に管理橋や操作橋が乗っていますけれど、それをモデルの中で連接させて、耐震補強

案を加えた新たな補強解析モデルを作成して、計算結果がひずみや変形量の規定内におさ

まるまで繰り返し耐震補強案の入力データをかえて計算していくことになります。最終的
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にでき上がった最適な案は、耐震対策としてしっかりできているものになります。 

 実際の工事になりましたら、それが確実にできるような発注をして、監督していくこと

になろうかと考えております。 

◎梶原委員 結局、前回の委員会からヒアリングしていただいた結果、項目的には金額の

下がった面などもありますんで、これからも適宜そういう精査をしていただけるように、

よろしくお願いします。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

 以上で、公営企業局を終わります。 

 それではお諮りいたします。執行部より説明を受け、審査いたしました予算議案４件、

条例その他議案４件について、これより採決を行いたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

（異議なし） 

◎加藤委員長 それではこれより採決を行います。 

 第１号議案「平成 28 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。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 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６号議案「平成 28 年度高知県電気事業会計補正予算」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。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第６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７号議案「平成 28 年度高知県工業用水道事業会計補正予算」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。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第７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８号議案「平成 28 年度高知県病院事業会計補正予算」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。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第８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 10 号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案」を原案どお
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り可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第 10 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 18 号議案「こうち男女共同参画センターの指定管理者の指定に関する議案」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。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第 18 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 21 号議案「療育福祉センター・中央児童相談所改築北棟建築主体工事請負契約

の締結に関する議案」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。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第 21 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 23 号議案「高知県公立大学法人に係る中期目標の制定に関する議案」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。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第 23 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、執行部は退席願います。 

（執行部退席） 

◎加藤委員長 次に、請願について審査を行います。 

 最初に、請第１－２号「すべての子どもにゆきとどいた教育をすすめるための請願につ

いて」を議題とし、審査いたします。 

御意見をどうぞ。小休にいたします。 

 

（小 休） 

 

◎ 先ほど、執行部からるる御説明をいただいた中で、県立大学も工科大学もまだ約６割

近い学生が奨学金を受けて学ばなくてはならない状況があって、その方々は数百万円の借

金を背負って卒業する形になる状況を改善することは、すごく大事な課題だと思いますの

で、ぜひ御賛同いただければありがたいと思っております。 

◎ 我々は賛成できない。 
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◎加藤委員長 正場に復します。 

 ほかに御意見がなければ、これより採決を行います。 

 請第１－２号の請願を採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 挙手少数であります。よって、本請願は不採択とすることに決しました。 

 次に、請第２－２号「教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教

育を求める私学助成の請願について」を議題とし、審査いたします。 

 御意見をどうぞ。小休にいたします。 

 

（小 休） 

 

◎ 先ほど、来年度の予算の中で国も増額予算を組みつつあって、県としてもその方向で

行きましょうということで、ある意味実現可能な請願内容だと思います。今、実際に予算

が組まれようとしているときですので、その方向を裏づけるという意味でも採択していた

だけたらと思っております。 

◎ 請願を出さなくても、相当国に働きかけているし、今説明を聞いたように、本当によ

く頑張っていると思うし、我々は賛成できません。 

 

◎加藤委員長 正場に復します。 

 ほかに御意見がなければ、これより採決を行います。 

 請第２－２号の請願を採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 挙手少数であります。よって、本請願は不採択とすることに決しました。 

 次に、意見書を議題といたします。意見書案４件が提出されております。 

 初めに、「米軍機の相次ぐ墜落、重大事故発生に抗議し、低空飛行訓練の中止、訓練区域

の撤去を求める意見書（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） 

◎加藤委員長 御意見をどうぞ。小休にします。 

 

（小 休） 

 

◎ 県民の皆さんの中でも、大変不安が広がっていると同時に、知事自身も、早速翌々日
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には防衛大臣にも会われて要望もしています。 

 その点でいうと１、２の部分は御賛同いただけることではないかと思いますが、さらに

やっぱり今問題になっているのは、先日オスプレイの不時着、大破という、ある意味、墜

落だと思いますけれども、その日、同時に普天間基地にはもう１機が胴体着陸しているこ

とも明らかになってまいりまして、オスプレイは高知県内の上空も飛んで、目撃情報もた

くさんもありますので、この配備の撤回も含めてお願いしたいですし、リマ海域の撤去は、

これまでも漁業組合の皆さんも一貫して、あの優良な海域をぜひ漁業の場に解放してほし

いという要望も持っておられますんで、ぜひそれも含めて、県議会の意思として意見書を

上げさせていただきたいと思います。 

 

◎加藤委員長 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、「受動喫煙防止対策の強化に関する意見書（案）」が自由民主党、日本共産党、公

明党、新風くろしおの会、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） 

◎加藤委員長 御意見をどうぞ。小休にします。 

 

（小 休） 

 

◎ 全会一致です。 

 

◎加藤委員長 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

ととしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎加藤委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決定いたしました。 

 次に、「高齢者の医療・介護保険の負担増に反対する意見書（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） 

◎加藤委員長 御意見をどうぞ。小休にいたします。 

 

（小 休） 
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◎ 大変深刻な事態だと思います。きょうの高知新聞で政府案が多少、例えばこの中で言

うと、非課税世帯の現在 8,000 円は据え置くという部分修正はなされていますけれども、

高齢者の部分の負担増という基本ラインは変わっておりませんので、ぜひこの意見書は、

皆さんの賛同をいただいて上げさせていただきたいと思っております。 

◎ 新聞に載っていたように、政府も当然そういう方向ではいっていますけれど、これ全

体、医療保険そのものが将来的に危なくなってくるという状況がありまして、やっぱり我々

はこれに賛同できません。 

 

◎加藤委員長 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、「ヒートポンプ給湯機の低周波音による健康被害の対策向上に係る意見書（案）」

が公明党、自由民主党、県民の会、新風くろしおの会、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） 

◎加藤委員長 御意見をどうぞ。小休にいたします。 

 

（小 休） 

 

◎ 私どもも賛成ですので、全会一致で。 

 

◎加藤委員長 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

としてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎加藤委員長 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、本日の委員会は全て終了いたしました。 

 それでは 20 日、午後１時から委員長報告の取りまとめ等を行いますので、よろしくお願

いします。 

 本日の委員会は、これで終了いたします。            （16 時 29 分閉会） 

 


