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平成29年３月10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。 

（９時59分開会） 

 本日の委員会は、昨日に引き続き「付託事件の審査等について」であります。 

 御報告いたします。 

 一昨日の委員会で梶原委員から要請のありましたヘリの操縦士の資格取得に関する資料

が執行部から提出されましたので、お手元にお配りしております。 

 また、昨日の委員会で中内委員と梶原委員から要請のありましたあったかふれあいセン

ターに関する資料と、中内委員から要請がありました母子父子寡婦福祉資金貸付金に関す

る資料、梶原委員から要請のありました子ども食堂に関する資料が執行部から提出されま

したので、お手元にお配りしております。 

 なお、母子父子寡婦福祉資金貸付金と子ども食堂に関する資料については、児童家庭課

の報告事項にあわせて説明を行いたい旨の申し出があっております。 

〈少子対策課〉 

◎加藤委員長 それでは、少子対策課の説明を求めます。 

◎猪野少子対策課長 当課からは、平成29年度の当初予算と28年度の補正予算をお願いし

ております。報告事項の日本一の健康長寿県構想につきましても、あわせて御説明させて

いただきます。 

 まず、当初予算の説明をさせていただきます。 

 お手元の右肩の番号②議案説明書、当初予算の189ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、９款国庫支出金の（13）少子対策費補助金の右側の説明欄をお願

いいたします。 

 地域少子化対策重点推進交付金を初めとする５本の補助金は、国交付金や補助金を受け

入れ、当課の事業に充当するものでございます。 

 また、10款財産収入の（14）安心こども基金利子収入は、当課が管理しております高知

県安心こども基金の利子を計上しております。 

 次の12款繰入金の（１）地域福祉基金繰入は、市町村などが行う子育て支援の取り組み

に対して県単で補助をします安心子育て応援事業費補助金の財源として、地域福祉基金か

ら繰り入れるものでございます。 

 なお、歳入全体では昨年度と比べまして2,414万2,000円の増となっておりますが、これ

は安心子育て応援事業費補助金の財源として地域福祉基金から繰り入れることなどによる

ものでございます。 

 次に、歳出でございます。190ページをお願いいたします。 

 説明欄の２少子化対策推進費でございます。 
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 一番下の子ども条例フォーラム開催委託料でございますが、子ども条例の目的や理念を

周知啓発するため、子供たちが主体的に考え発表するフォーラムを開催するものでござい

まして、その２つ上にあります子どもの環境づくり推進委員会にてその内容などについて

御審議いただいております。 

 次に、191ページをお願いいたします。 

 地域少子化対策重点推進補助金は、結婚に対する取り組みや子育てに温かい社会づくり

などに向けた機運の醸成など、市町村が実施する取り組みを国の交付金により支援するも

のでございます。 

 ３少子化対策県民運動推進事業費ですが、長寿県構想の５ページをごらんいただきたい

と思います。 

 長寿県構想の４つ目の柱といたしまして、少子化対策の抜本強化を掲げております。 

 まず、１、ライフステージの各段階に応じた取り組みの推進の部分ですが、支援を望む

より多くの方の出会い、結婚、出産、子育ての希望をより早くかなえるとともに、理想と

する子供の人数をかなえるため、総合的な結婚支援策や子育て支援策などライフステージ

の各段階に応じた取り組みを推進してまいります。 

 次に、２、「官民協働の県民運動」として展開！の部分ですが、これらの一連の少子化

対策を昨年３月に創設いたしました高知家の出会い・結婚・子育て応援団と協働して取り

組みを進めてまいりたいと考えております。 

 一番下の部分になりますが、こうした一連の取り組みにつきまして、高知県少子化対策

推進県民会議の４つの部会におきましてＰＤＣＡサイクルを通じた進捗管理を図りなが

ら、県全体で少子化対策を推進してまいります。 

 続いて、長寿県構想の66ページをお願いいたします。 

 こちら「高知家の出会い・結婚・子育て応援団」の取り組みの推進という表題の部分で

ございます。 

 現状欄ですが、応援団の登録数は１月末現在で225団体と、平成31年度の目標数値180団

体を既に上回っております。とはいいましても、右側の課題欄にございますように、県民

運動へと展開していくためには、まだまだ登録数の増加に向けた取り組みを拡大するとと

もに、応援団と協働した取り組みの充実を図っていく必要があると考えております。 

 こうした課題を踏まえ、下段の平成29年度の取り組みですが、応援団の登録数の増加に

向けまして、民間団体とのネットワークを生かした応援団への登録依頼などに取り組んで

まいります。また、応援団と協働した取り組みの充実といたしまして、応援団の窓口担当

者の方にお集まりいただきまして研修会を実施した後に情報交換会を行うなど、情報共有

の場づくりをしてまいります。 

 議案説明書の191ページにお戻りいただきたいと思います。 
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 県民意識調査委託料、こちらは本年度実施しています少子化に関する意識調査に加えま

して、若年層等に対象年齢を限定し、市町村ごとの地域特性や傾向を分析いたします結婚

等に係る県民意識調査を実施するものでございます。 

 少子化対策県民運動推進事業実施委託料は、県民会議の構成団体や民間企業の皆様と連

携いたしまして、ワーク・ライフ・バランスの推進などをテーマといたしましたフォーラ

ムを開催するなど、少子化対策についての啓発と機運の醸成に取り組むものでございま

す。 

 次の高知家の出会い・結婚・子育て応援団連携強化事業委託料は、応援団の皆様に対し

まして応援団通信を通じて県から情報を提供いたしますほか、応援団の取り組み情報を収

集いたしまして、事例紹介冊子を作成するなどの取り組みを行うものでございます。 

 続きまして、４地域子育て推進事業費でございます。 

 子育て応援広報紙作成等委託料をごらんください。子育て応援情報誌「大きくなあれ」

などに加えまして、県民会議の部会からいただきました御意見を受けまして、新たに祖父

母世代に現代の子育ての知識や子供を預かる際の注意点をまとめたリーフレットを作成い

たしまして、市町村窓口や応援団などを通じまして祖父母世代に配布してまいります。ま

た、同じく県民会議の部会から御意見をいただいて市販の父子手帳を購入いたしまして、

市町村の母子手帳交付時に配布することとしております。 

 なお、父子手帳につきましては、次の192ページの事務費のほうに予算を計上しており

ます。 

 子育て応援の店事例集作成委託料でございます。妊娠中や子育て中の方が買い物などで

外出される際に、粉ミルクのお湯やおむつがえのスペースの提供など、店舗ごとに独自の

サービスを行っていただいております子育て応援の店につきまして、利用する子育て家庭

のニーズとサービスを提供する店舗側の御意見などをお聞きした上で、子育て応援の店と

してどのような子育て支援ができるのかといったモデル事例集を作成するものでございま

す。 

 議案説明書192ページをお願いいたします。 

 １つ目の地域子育て支援拠点等運営事業費補助金は、地域子育て支援センターの運営費

や利用者支援事業に対する補助で、市町村に交付するものでございます。来年度は高知市

及び室戸市にて子育て支援センターが各１カ所ずつ新たに開設される予定となっておりま

す。 

 次の安心子育て応援事業費補助金ですが、長寿県構想の68ページをあわせてごらんいた

だきたいと思います。 

 こちら、右側の平成29年度の取り組みの中ほどに、④地域子育て支援拠点事業の拡充と

いたしまして、中点で安心子育て応援事業費補助金の拡充と記載しております。この補助
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金は市町村や団体、企業、子育てサークルなどが行う子育て支援の取り組みに対しまし

て、県単独で補助を行うものでございまして、来年度からは国の要件を満たさない出張広

場の開設のほか、子育て支援センターでの子ども食堂の実施や応援団による地域向けの子

育て講座の実施などに要する経費に対しまして支援する補助メニューを創設し、拡充を図

ってまいります。 

 なお、来年度は中芸広域連合がこの補助金を活用いたしまして、小規模な子育て支援セ

ンターを新たに開設する予定となっております。 

 続きまして、長寿県構想の67ページをごらんいただきたいと思います。 

 総合的な結婚支援策の推進についてでございます。 

 左上の現状欄にもございますように、本年度の取り組みといたしまして、出会いや結婚

への支援を希望する独身者に対しまして、出会いの機会の拡充ときめ細かな支援の充実な

どに取り組んできたところでございます。 

 右側の課題欄ですが、これまでの取り組みによりまして出会いの機会はふえてまいりま

したものの、マッチングシステムの会員数や応援団による出会い交流会の数が平成31年度

の目標数値にはまだ届いておりませんし、今後登録者数の増などに対応するためサポータ

ーの養成も図る必要があります。このため、引き続き出会いや結婚への支援を希望する独

身者への出会いの機会の拡充ときめ細かな支援の充実が必要だと考えております。 

 その下の平成29年度の取り組みですが、出会いの機会の拡充といたしまして、高知駅前

のこうち出会いサポートセンターの登録閲覧ブースを現在の３から４に増設するととも

に、個々の会員が実際にお相手を選んだ条件を統計化いたしまして、その分析結果を活用

してお勧めのお相手をシステム側から紹介いたします、いわゆるビッグデータを導入して

まいります。 

 議案説明書の192ページにお戻りいただきたいと思います。 

 出会い・結婚・子育て応援窓口運営業務等委託料は、マッチングシステムの窓口であり

ますこうち出会いサポートセンターなどの運営経費でございます。来年度は、新たに応援

団の窓口担当者等に向けたハラスメント研修などを実施いたしますほか、センターに応援

団等を訪問し相談に応じる訪問相談員などを配置いたします。また、職員数やブースの増

により手狭となりますセンターを同じビルの２階に移設したいと考えております。 

 次のインターネットホームページ再構築等委託料は、マッチングシステムやイベント情

報を提供します「高知で恋しよ！！応援サイト」の運用、保守に加えまして、いわゆる先

ほど説明いたしましたビッグデータを導入するものでございます。 

 次の出会いのきっかけ応援事業費補助金は、市町村や非営利団体、応援団が行います出

会い交流会や多様なロールモデルを提示いたしますライフプラン講座に要する経費に対し

て定額の助成を行うものでございます。来年度は、より多くの応援団に出会いの機会など
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を提供いただくきっかけづくりを目的に、複数の応援団が共同して開催する従業員向けの

ライフプラン講座や、ワーク・ライフ・バランスの推進等に資する異業種交流会などのほ

か、応援団がＣＳＶ、ＣＳＲ活動として開催いたします地域の出会いや結婚への支援を希

望する独身者向けの出会い交流会、さらには自社の強みを生かして地域向けに開催するラ

イフプラン講座の経費の一部を補助するメニューを新たに創設いたします。 

 続きまして、６安心こども基金積立金でございます。こちらは基金の運用利息分の積み

立てを行うものでございます。 

 以上、少子対策課の平成29年度当初予算額は３億9,437万9,000円でございまして、前年

度と比べまして2,093万円余りの増となっております。その要因は、こうち出会いサポー

トセンターの機能拡充などでございます。 

 当初予算につきましては以上でございます。 

 次に、補正予算の御説明をさせていただきます。 

 お手元の右肩の番号④議案説明書、補正予算の93ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、９款国庫支出金の（13）少子対策費補助金は、地域少子化

対策重点推進交付金などで、実績見込み額との差額により減額するものでございます。 

 94ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、説明欄の２少子化対策推進費の地域少子化対策重点推進補助金

は、市町村における事業費が見込みを下回ったことから減額をするものでございます。 

 ３少子化対策県民運動推進事業費のうち、次の95ページの一番上にございます県民意識

調査委託料及びその下の高知家の出会い・結婚・子育て応援団連携強化事業委託料は、契

約差額について減額を行うものでございます。 

 次に、４地域子育て推進事業費の３つの補助金につきましては、いずれも市町村におき

ます事業費が見込みを下回ったことによる減額でございます。 

 次に、５出会い結婚支援事業費ですが、出会い・結婚・子育て応援窓口運営業務等委託

料は、事業費が見込みを下回ったことによる減額でございます。 

 その下の結婚支援サポーター等応援事業委託料は、国主催の結婚の希望をかなえる環境

整備に向けた企業、団体等の取り組みに関する検討会が昨年12月に取りまとめいたしまし

た提言に沿った内容とするため、本年度の実施を取りやめることとしたことによる減額で

ございます。 

 次の６安心こども基金積立金は、基金を充当しておりました事業の執行額が当初予定よ

りも増額となったため、基金への返還額が減額となったものなどでございます。 

 補正予算につきましては以上でございます。 

 これで少子対策課の説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 
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◎前田委員 長寿県構想の67ページの１の現状のところのマッチングシステムでございま

すけれども、会員登録数750人というようないろんな報告がございますが、これは例えば

実際に結婚に至った数は書かれていませんが、何組か。 

◎猪野少子対策課長 成婚の報告も受けておりまして、今現在ですが、５組になっており

ます。 

◎前田委員 このマッチングシステムの会員登録をするときに、たしか手数料が１万円か

かると思うんですけれど、仮に会員登録数が750人ということは、この750万円はどういう

ふうになったんでしょうか。 

◎猪野少子対策課長 ２年間有効で１万円ですが、それはサポートセンターの運営費に充

当をさせていただいております。 

◎前田委員 サポートセンターの運営費ということは、750万円プラス県からも補助金が

あって、それを合わせた形でそこのサポートセンターは運営されているということか。 

◎猪野少子対策課長 補助金ではなくて委託料という形で。 

◎前田委員 １年間当たり5,000円ですよね。２年間たってもまだ成婚等に行っていない

場合は、もう一回更新という形で１万円お支払いしなきゃいけないということですか。 

◎猪野少子対策課長 ２年間有効ですので、それが過ぎましてまた入会ということになり

ますと、１万円をということになってきます。 

◎前田委員 これは昨年からでしたか。 

◎猪野少子対策課長 平成28年度から本格稼働でございます。 

◎前田委員 そしたらちょうど２年たった後ですよね。もう一回入会という形になった場

合、そのときも当然この１万円プラスまた役所に行って独身証明書をもらってきて、もう

一回、要するに新規入会の手続と同じことを再入会する方はやらなきゃいけないというこ

とですか。 

◎猪野少子対策課長 基本は同じ形になっています。 

◎塚地委員 68ページのところで現状の分析がなされていまして、それでこれを見るとす

ごく具体的に解決していかなくてはいけないことが少子化の原因になっているというのは

よく見えてまいりますんで、そこの部分に対応することで、右側に今年度の取り組みが書

かれてあると思うんですけれど、本当に大きな柱でどう打ち出すかというのが、前に１度

どなたかが日本一の子育て応援県みたいにやっぱり打ち出し方を検討したらどうかという

本会議での御質問もあったと思うんですけれど、群馬県とかいろんなところでそういう打

ち出し方を県としてしていますよね。 

 知事は、自分自身がプロジェクトチームのチーム長なんで、自分が一番みたいなことは

なかなか言いたくないというお話を本会議ではされよったがですけれど、そこが何かちょ

っと弱くないですかというのが県民の皆さんからも結構聞かれて、保育料の３人目の無料
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化とか、全体として少子化対策の県単でやりゆう具体的な項目は、全国的に見ても結構進

んだものはやっているとは思うんですね。でも外から見たときにも、何かそういうことが

よく見えないという、キャッチフレーズ的にももっと何か打ち出してもらいたいなという

のと、子供の医療費の問題もですけれど、県としての具体的に困っている状況の解決のた

めのもっと大きなもの、県として中学校の卒業までの医療費を無料化にするとか、そうい

う検討はされていないですか。 

◎猪野少子対策課長 実際、保育料云々になりますと、教育委員会の幼保支援課の担当業

務にはなりますけれども、やはり結婚、妊娠、出産、子育てそれぞれのライフステージに

応じた支援が大事だと考えております。その一つの前提といいますか、国が働き方改革を

進めておりまして、それによるワーク・ライフ・バランスの推進、そういったものが基本

になってくると考えております。ただ、私どもとしまして、全く子育て支援に力を入れて

いないということではなく、それぞれ実情に応じた形での支援を考えております。 

◎塚地委員 見えてこないですよね。これ加藤委員長の御質問やったがですかね。そこは

もう少し工夫してアピールするものをやっぱりつくったほうがいいなと思うんです。それ

は、知事がそんなに遠慮する必要はないんで、日本一の長寿県構想を打ち出したら日本一

の子育て応援県みたいなので打ち出して、具体化を進めていくとしたらいいなと改めて意

見として申し上げておきたいと思います。 

 それで、少子化の中で何が一番大変かというと、お金がかかることで、お金がかかると

同時に収入が物すごい少ないのが高知県の実態でもあって、結局所得200万円以下の世帯

って子育て世帯の50％ぐらいあるという状況ですよね。そこにどう手当てするか、例えば

最低賃金をどう引き上げるかという本気の条件整備をせんと、なかなか県民運動だけでは

前に進まないよということは申し上げておきたいと思います。 

 それで、「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」

というのが国で開かれて、その提言が去年の年末に出されております。この検討会の検討

で一番最後のところに、どうセクハラにならないかとか、結婚を希望していない人たちの

人権をどう守るかとかが結構具体的に示されています。なので、これに基づいて運動をす

るということが大事で、これの徹底をどうされるかというあたりを教えてくれますか。 

◎猪野少子対策課長 昨年12月27日に提言は出されまして、まずは結婚支援に関する環境

整備につきましては、国も働き方改革が基本であるということをまず前提で述べられて、

取り組みに当たっての留意点ということで、例えば個人の決定に特定の価値観を押しつけ

たりプレッシャーを与えたりすることがあってはならないということなど、あと結婚につ

ながる活動に対する支援を苦痛と捉える方もいらっしゃることに留意が必要といった内容

が盛り込まれておりました。私どもとしてその12月の提言が出ました後、少子対策課のホ

ームページに、いわゆる多様性に配慮もしていくことが非常に重要だということで、長寿
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県構想の５ページに、少子化対策の一番表題の部分ですが、高知県は一人一人の生き方を

尊重しながらそれぞれの希望に応じて自分らしく活躍することを応援しています、結婚な

どは個人の自由であり、そのほかにもさまざま生き方があるものと私たちは考えておりま

す、高知県はそれぞれの意思に基づいた生き方を応援するとともに、その一環として出会

いや結婚への支援を希望する方々の応援をしていますということを、すぐに表示いたしま

した。あと、ポスター、チラシを応援団にお配りしているんですが、この文言につきまし

てポスターに加えて張るようにシールをつくり、応援団にも配布いたしまして、対応をし

ているところです。 

 それから、12月以来なんですけれども、検討会の委員をやられておりました労働法の専

門家の方でありますとか高知県内の県立大学の教授にも御意見とかを常にお伺いをしなが

ら、こういう表現はどうかというところについて助言をいただきながら、現在事業を進め

ているところでございます。 

◎塚地委員 現場でサポーターをされる方々が頑張ってくださっているんだと思うんです

けれど、企業体として取り組んだりするときは、十分そこは本当に気をつけておかないと

いけないことなので、この提言の中身をきちんと徹底することが大事やと思うんですよ。

常にそこはいろんな会のときに欠かさないようにしてもらいたいし、いろんな取り組みの

ときに男女共同参画課などときちんと協議をして相談しながら進めるということも書かれ

てあるんで、ぜひそこのところを留意して取り組んでいただきたいなと。あなたは近々結

婚する予定ですかみたいなことも書かれてあるアンケートが回ってきて、それでその後職

場の上司と面接みたいになって、自分自身もちょっとプレッシャーがありましたという声

も現場からは聞こえているんで、アンケートの実施というときも、そこらあたりは大いに

留意もして取り組んでいただきたいと思います。 

◎猪野少子対策課長 これまでも応援団の企業訪問とかのときに、ハラスメントと捉えら

れないように注意することが必要だということは、企業のほうからもちょっとそこについ

てはなかなかとかという話がある中で、こちらも注意して説明を行ってきております。 

 応援団の皆様に対しては、この提言について既にお送りしておりまして、また送り文書

のほうに、提言の中を見なくても提言の内容がわかるようにしっかりとこういう留意事項

について書かせていただいております。 

◎中内委員 この予算書を見よったら、あんたらが本当に動きゆうかどうかちょっと疑問

に思うね。委託料が１億円、補助金も１億5,000万円ぐらいはいっちゅう。実際に自分ら

が動いてこの助けをしゆうがかね。向こうからの報告で何組にとどまりますとか、そうい

うことだけの評価じゃないかね。部長、どうぞね。 

◎門田地域福祉部長 私どもの人的なものもありますので、委託という手法はとらせてい

ただいておりますけれど、当然委託に際してはその仕様書の中でしっかり私どもの考え方
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も示しておりますし、執行の段階で私たちの考え方もしっかりと向こうに伝わるように、

一緒にやっているという意識ではございます。ただ、県庁内の人的な資源も限られており

ますので、委託とか他の団体の動きを助成することで動かしていくという補助金などの活

用はさせていただいております。 

◎中内委員 そういうことがいかんがや。この仕事はね、僕も皆さん方に負けんぐらいや

ってもおるけれどね、仲人というのは。これは至れり尽くせりを持たんと、帳面だけめく

ってやね、ああじゃこうじゃ言うてもだめです。部長が率先して現場へも行って話をじか

に聞かんといかんですよ。そりゃ人数が足らんからというようなやったらやめといたほう

がまし。これはなかなか成立は難しいと思うんですよ。知事らもこういうような表現しゆ

うけんど、誰が書いた表現か知らけんど。こういうのは僕は今のあんたらに任すにはきつ

いと思う。うるそうてもあなた方が現場へも出ていって生の話を聞いて、それで対応せん

とやね、それはなかなか僕は難しいと思う評価をしちょきますけんどね。まあ頑張ってや

ってください。 

◎土森委員 随分行政的に取り組んでいただいて、全て言ってはいただいていまして、少

子化問題ということになったら私も一言言うちょかないかん。その応援団の登録が225団

体、本当にまだまだできてもええと思うけんどね。こういう団体ができてき始めたという

ことは、それだけ力が入っちゅうということやね。それでまだまだ拡大していきたいとい

う方向でありますけれど、こういう団体が必要な社会になってきたんでね、昔はとにかく

結婚はするもんだという男女の考えがあって、そして恋愛的なものにつながっていく人と

そうでない人は仲人さんがいたり、それからお世話やきおばさんがいたり、見合いをさせ

たりだとか、昔はそういう仕組みじゃったけれど、それはもうないなって、仲人なんて私

も今まで500組ぐらいやっているけれど、実際に自分が手がけたのは100足らずぐらいでし

た。これ非常に難しいわけね、お世話して見合いをさせて結婚さすということは。だから

こういう団体が必要になってきたわけで、今大変な問題、少子化、結婚せん男女がふえて

いっている。そこの問題をどう解決するかというのが県の取り組み、県だけではなしに市

町村の取り組みでもあるし、団体の協力を得てこういう政策を打ち出していっておると思

う。 

 その辺で、団体数をふやすという、それも必要ですが、団体の中身だと思いますよ。お

世話をする団体が、どういうお世話をしているのかが問われている。広げていくというこ

とも大事ですけれど、質の問題をもう少しチェックしてやっていく必要があるのではない

かなと。一生懸命やってくれている、団体の皆さんも。塚地委員みたいな意見もあるけん

どやね、相当強引とは言わんが、積極的に結婚というものは本当にいいものですよと、子

育てをするということは希望につながることですよ、そういう中で家庭の平和、幸せがそ

こに生まれてくる。そういうことにつなげていかんといかんわけで、そこまで行くという
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ことは、それは相当な努力だと。結婚せんでもええという人がふえちょうわけやきね。そ

れをつなげるわけですから、何とかその辺、その団体の支援の構造、中身ね、これをもう

ちょっと精査するというか、審査するというか、補助金を出しているわけですから、それ

をしっかりやっていく必要があると思いますが、どうでしょうかね。 

◎猪野少子対策課長 応援団につきまして、先ほども申し上げました留意事項というとこ

ろは徹底した上で、そういった少子化対策の必要性もしっかりと説明していく形をとらな

いといけないと考えております。 

◎土森委員 僕も議会で何回も取り上げてやったりしゆうけれど、出会いの場に行くまで

にまず男女の男塾、女塾ということで質問させてもらって、研修をしていくシステムとい

うのはこれは非常によかったなと思いますよ。受けた人たちがいざ出会いの場で会場で会

う、非常にいい環境であったと聞いていました。成果もあったという、そういうことを今

もやっているか。 

◎猪野少子対策課長 法人会連合会に委託している中でやっております。 

◎土森委員 それをもう少し力を入れてやったほうがええと思うね。冒頭言ったように、

結婚というものは義務と言うたら怒られるけん、言わんけんど、やっぱり結婚してみたい

なという雰囲気というか、そういうものをつくっていくためにこういう団体があるわけ

で、出会いの場に行くまでに研修をしてしっかり、何のためにそこに行くんだというこの

辺をしっかりやっていく必要があると思いますけれどね。これも力を入れてやってくださ

い。やりよるということですから、成果が上がるから。余りにも成婚したという数が少な

いけんね、一生懸命やりよるのにね、お金も入れて。まず成婚をさすということ、そのた

めにどういう努力をしていくか、それを考えないかん。 

◎浜田（英）委員 いつも言うんですけれども、高知県で一番大きい企業の県庁の内部は

どうなんでしょうか。女性、男性、独身も結構多いんですが、何件か成約はあったんです

か。 

◎猪野少子対策課長 そちらのほうは私どもで把握をできておりませんが、今年度です

が、知事部局、行政と教員の皆さん、警察の皆さんとでのいわゆる交流会をやったという

ことはお聞きしております。 

◎浜田（英）委員 県庁内の出会いきっかけの責任者は部長ですかね。 

◎門田地域福祉部長 総務部になります。職員厚生課長が応援団の連絡窓口という形にな

っております。 

◎浜田（英）委員 計画担当になったらなかなか忙しくて、男女の出会いのきっかけもな

いという声も聞こえてきていますけれども、警察、教育公務員合わせたら１万四、五千人

はおるんじゃないかと思いますので、どこかにきっかけがあると思うので、県庁の中もま

ずは隗から始めよじゃないですけれども、お願いしたいと思います。 
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◎加藤委員長 質疑を終わります。 

〈福祉指導課〉 

◎加藤委員長 それでは次に、福祉指導課の説明を求めます。 

◎矢野福祉指導課長 当課からは、平成29年度当初予算と平成28年度補正予算について御

説明いたします。 

 まず、平成29年度当初予算を御説明いたします。 

 お手元の右肩の番号②と書かれました議案説明書の193ページをお開きください。 

 最初に、歳入について御説明いたします。 

 ９款国庫支出金につきましては、右端の説明欄をごらんください。 

 生活扶助費等負担金は、福祉保健所所管の生活保護費に対する国の負担金となっており

ます。 

 次の生活困窮者自立相談支援事業費等負担金は、生活困窮者自立支援事業のうち必須事

業である自立相談支援事業などと、生活保護制度での必須事業である被保護者就労支援事

業に対する国庫負担金となっています。ここでは、生活扶助費等負担金のうち医療扶助費

等の減少に伴い、対前年度比較では１億4,900万円余りの減となっております。 

 その次の生活困窮者就労準備支援事業費等補助金は、生活困窮者自立支援事業のうち任

意事業として県が実施する就労準備支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業等に対す

る国庫補助金となっております。 

 次の生活保護指導監査委託金は、生活保護実施機関に対する指導監査の実施に伴う人件

費、事務費に対して交付されるものです。 

 14款諸収入は、生活保護費の返還金収入等となっております。 

 続きまして、歳出予算を御説明いたします。 

 194ページをごらんください。 

 主なものについて、右端の説明欄を御説明いたします。 

 １社会福祉施設等指導監査費は、当課職員の人件費のほか、社会福祉法人、社会福祉施

設、介護保険事業所等の指導監査に要する経費です。 

 ２行旅病人死亡人取扱費は、身元のわからない病人、死亡人などのいわゆる行き倒れに

なった方の救護や葬祭を行った、高知市を除く市町村に対して交付金を交付するもので

す。 

 ３生活保護費のうち生活保護費負担金については、高知市を除く10市において居住地が

ない、あるいは居住地が明らかでない方にその市が生活保護を適用した場合に、その費用

を県が負担するもので、借家住まいの方が長期入院等により居住地を失った場合などに該

当いたします。 

 生活扶助費以下の生活保護費につきましては、各扶助費の合計額は約39億6,200万円



- 12 - 

で、生活扶助費と医療扶助費の２つの扶助費で９割を超える状況です。 

 本県の生活保護の動向ですが、長引く不況の影響により平成10年から受給者の増加が見

られたものの、最近は増加傾向に歯どめがかかってきており、一部の市を除き微減傾向に

あります。本県の場合、高齢化や脆弱な産業基盤といった社会経済情勢から受ける影響が

非常に大きいため、今後とも雇用情勢の動向などを注視しながら、保護の必要な方には保

護を適用するという保護の適正実施に努めてまいります。 

 195ページをごらんください。 

 ４生活保護事務費は、生活保護関係非常勤職員の人件費、県内16の福祉事務所への指導

監査、指定医療機関に対する個別指導などに要する経費ですが、そのうち生活保護電算シ

ステム保守等委託料は、福祉保健所において保護費支給や統計処理を行う生活保護電算シ

ステム等の保守管理に要する経費です。 

 事務費は、生活保護関係業務の非常勤職員人件費が主なものです。 

 ５生活困窮者自立支援事業費のうち生活困窮者自立支援事業委託料は、町村社会福祉協

議会に委託する自立相談支援事業のほか就労準備支援事業、家計相談支援事業の委託料と

なっています。また、生活保護被保護者就労準備支援事業についても、この委託料に含め

て予算化しております。 

 生活困窮者就労訓練事業所支援委託料は、高知県社会福祉協議会に委託して生活困窮者

就労訓練事業所育成員を配置し、県と共同で認定就労訓練事業所の新規開拓を行うほか、

認定就労訓練事業所などで生活困窮者の就労支援を行う就労支援者に対して就労支援を行

う上で必要なノウハウ獲得のための助言・指導を行うものです。 

 事務費については、当課及び福祉保健所が生活困窮者自立支援事業を遂行する経費とな

っております。放課後等の学習支援をここに含んでおり、今年度行いました夏休みに子供

の居場所づくりを兼ねた学習支援を行う子供の居場所づくり支援事業の取り組みを通常期

にまで拡大し、１町で学習支援に子ども食堂を組み込んだ子供の居場所づくり学習支援を

月２回の土曜日に行うこととしております。 

 以上、平成29年度の当初予算総額は43億7,800万円余りで、対前年２億3,000万円余りの

減となっております。これは生活保護医療扶助費の減少と生活保護システム更新が完了し

たことなどによるものです。 

 続きまして、平成28年度補正予算について御説明いたします。 

 お手元の右肩の番号④と書かれました議案説明書の97ページをお開きください。 

 まず、歳入予算の主な補正について右端の説明欄を御説明いたします。 

 生活扶助費等負担金の減額は、医療扶助費等の減額に伴うものです。 

 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金の増額は、生活困窮者自立相談支援事業につい

て、当初予算策定時には国の負担金基準額の定め方に不確定要素が多かったため、国庫負
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担金の額を少な目に算定していたものが、結果的に想定を上回る額となることが確定した

ものです。 

 次に、歳出予算の主な補正を御説明いたします。 

 98ページをごらんください。右端の説明欄に沿って御説明いたします。 

 ２生活保護費については、医療扶助費等の所要額が当初見込み額を下回るため減額補正

をお願いするものです。 

 国庫支出金精算返納金の増額は、確定した平成27年度生活保護費国庫精算返納額による

ものです。 

 ３生活困窮者自立支援事業費の減額については、生活困窮者自立相談支援事業委託料な

どについて、所要見込み額が当初見込みを下回るためです。 

 以上、平成28年度補正予算は9,900万円余りの減額となります。 

 以上で福祉指導課の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

◎土居委員 生活困窮者自立支援事業ですけれど、ことしで２年になると思う。最終的な

目標が生活困窮からの脱却にあるかと思うけれど、２年間の手応えといいますか、成果と

いいますか、そういうことについてはどう判断をされていますか。 

◎矢野福祉指導課長 委員御指摘のとおり、確かに一番大事なのは生活困窮の状態から自

立させるというところで、そのためには安定した収入が不可欠であり、それを実現してい

くためにも就労支援が欠かせないと認識しております。 

 就労支援という部分につきましては、これまでこの事業を委託しております町村の社会

福祉協議会自身の役割として余り就労支援というものがなかったこともありまして、ノウ

ハウも非常になくて、なかなか取っかかりが難しく、それぞれ差異はありますけれども、

十分進んでいないという認識は持っております。 

 今後、就労支援に力を入れてやるように、今年度も自立相談支援機関、市町村社協に対

する就労支援に関する研修も強化してやっておりますし、そういったことで今後引き続き

取り組んでいきたいと考えております。 

◎土居委員 窓口自体は全市町村にあると。その辺の各市町村におられる困窮者の思いと

いうか意見とかを聞く体制はあるけれども、それを就労に結びつけていく上でのサポート

が県として必要やということでやられているんですかね。 

◎矢野福祉指導課長 ちょっと実情が違っておりまして、正直申し上げて、我々県が所管

しておりますのは町村部、町村の自立相談支援機関、社会福祉協議会になるんですが、一

番相談が多いのがいわゆる高齢者の方々からの相談という形になってきます。そういった

御相談につきましては、当然相談を受けてこの自立相談支援事業の中でプランを策定して

御支援することもありますし、ほかのそれぞれの既存の支援策につないでやっていく場合
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もあります。したがって、我々の課題としては、いわゆる就労支援が本当に必要な方、仕

事を探したいけれどもなかなか仕事を自分ではよう見つけん、あるいはこれまで仕事をし

た経験がないとか、しばらく仕事をしていないのでいきなり就労するのは難しい、そうい

った方々に対するアウトリーチを強化することによって、そういった方々の掘り起こしか

らまず必要なんじゃないかと考えております。 

◎土居委員 その就労支援に行くといたしまして、一番大事なのは受け入れ企業というか

事業所の確保になるかと思うんですけれど、その辺についてはどうですかね、この２年間

で進んでいるんですか。 

◎矢野福祉指導課長 例えば、高知市のような都市部でしたら非常に会社も大きいです

し、ハローワークへ行って比較的容易に就労先も見つけられるというのがあるんですけれ

ども、我々が所管しております町村部では、中山間部が大半ですし、そうなってくるとな

かなか地元で仕事を探したいと思っても、仕事そのものがないというのが一番大きな課題

としてあります。そういったこともありますので、とりあえず拾い仕事的なことからも仕

事を探していく必要があるということで、地元の商工会とかＪＡのほうに県も一緒に行っ

てお願いをして、そういったあっせんをするということには一応努めております。 

◎土居委員 高知市以外はなかなか厳しいと思うけれど、例えば周辺部でしたら高知市の

事業所に行くとか、そういう高知市とそれ以外との連携、広域での取り組みはやられてい

ないんですか。 

◎矢野福祉指導課長 確かに一つの課題としてはあろうかと思いますけれども、残念なが

ら現時点ではそこまでまだよう取り組んでないというか、我々が持っている町村部がそも

そも高知市から離れているというのが一番大きな課題にはなってきます。例えば比較的近

い、いの町でしたらつなぎやすいというところもあるんですが、これが例えば安芸郡にな

ってきますと、基本的に安芸市からまだ東になってくるので、確かに公共交通機関がない

わけではないですけれども、毎日高知市まで通うのも大変だという形になりますので、今

の段階では、とりあえず県としては、それぞれの地元でまず就労先を探していこうと考え

ております。 

◎土居委員 あと、就労にまで行く手前の段階の訓練ですよね。そういう方も多いと思う

んですけれど、そこを今、認定事業所じゃないとそういう中間就労訓練はできないように

なっちゅうんですかね。 

◎矢野福祉指導課長 国が制度として定めていて中間就労と言われる部分につきまして

は、認定就労訓練事業所として、高知市の場合は高知市が事業所を認定しますし、県内の

高知市以外の市町村でしたら県が認定し、そこでないとできないという形にはなっており

ますけれども、それ以外に先ほども予算の中で御説明しました就労準備支援事業というの

がありまして、こちらのほうでも職業訓練的なことを会社にお願いできるという部分があ
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ります。そこでは認定を受けないかんという要件も全くございませんので、認定就労訓練

事業所は数も限られているということもありますし、それ以外のところは県としては就労

準備支援事業を活用することによって同様の効果をと考えております。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

 以上で、地域福祉部の議案は終わります。 

《報告事項》 

◎加藤委員長 続いて、地域福祉部より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。 

 このうち「第３期日本一の健康長寿県構想バージョン２について」は予算議案とあわせ

て説明がありましたので、ここでは残り２件の報告を受けることといたします。 

 それでは、「第２期高知県自殺対策行動計画案について」障害保健福祉課の説明を求め

ます。 

◎梅森障害保健福祉課長 第２期高知県自殺対策行動計画案の概要につきまして御説明を

させていただきます。 

 地域福祉部の報告事項の障害保健福祉課のインデックスのページをお開きください。 

 左上の、これまでの本県の自殺対策の取り組みでございますが、平成18年の自殺対策基

本法、19年の自殺総合対策大綱を受けまして、平成21年に高知県自殺対策行動計画を策定

し、本県における自殺対策を総合的に推進してまいりました。平成24年の大綱の改正を受

けまして、平成26年に計画を改定し、関係機関の連携、中山間地域への取り組みの強化、

相談体制の充実、鬱病・アルコール健康問題への対策の強化の大きく３つの重点課題に沿

って取り組みを進めてきておりまして、この３月で計画が満了することとなっておりま

す。 

 なお、自殺者数は右のグラフにありますように、平成16年の256人をピークに長期的に

は減少をしてきております。今回関係機関の連携強化、市町村自殺対策計画策定の義務化

などを含んだ平成28年の自殺対策基本法の改正を受けまして、計画の改定作業を進めてま

いったところでございます。 

 下の現状にありますように、高齢者層の男性自殺者数が多い、地域によりばらつきがあ

り、依然として中山間地域の自殺死亡率が高くなっている中、右側の課題としましては、

中山間地域における関係機関の連携の強化、地域の特性に応じた市町村レベルでの対策の

推進などが必要な状況です。 

 なお、高知大学に委託して実施してきました自殺状況分析では、自殺者減少の背景とし

ては高知いのちの電話等の相談機関での対応の効果などを挙げていただいております。 

 ２ページをお開きください。 

 この計画の計画期間でございますが、平成29年度から34年度の６年間とし、国の自殺総
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合対策大綱が改正される来年度29年度及び３年後、31年度に見直しをする予定としており

ます。 

 計画目標は自殺者数をゼロとすることを目指しまして、自殺に追い込まれる人をなくす

取り組みを進めてまいりますが、目標設定は必要でありますため、この計画期間、平成

34年までに自殺死亡者を100人未満を目指したいと考えております。 

 具体的取り組みとしましては、６つの項目に沿ってさまざまな取り組みを進めていきた

いと考えております。 

 １番目としまして「自殺予防に向けた普及啓発の充実」では、分析・自殺に関する情報

の提供、自殺予防週間、これは９月10日からの１週間でございます。自殺対策強化月間、

この３月でございますが、などを通じまして啓発活動を推進してまいります。次の「自殺

予防のための相談・支援の充実」では、各分野における相談・支援体制の充実、民間団体

への支援及び連携、相談従事者等の資質向上、「地域の特性に応じた取り組みの推進」で

は、福祉保健所圏域における関係機関のネットワークのこれまで以上の強化、市町村にお

ける自殺対策の推進、「心の健康づくりと鬱病等の早期発見・治療の促進」では、職場、

地域、学校における心の健康づくりの推進、自殺との関係性が高い鬱病の早期発見・早期

治療体制の充実とともに、鬱病との関連が深いアルコール健康問題への取り組みの強化、

「自殺未遂者へのケアと再発防止対策の構築」では、自殺未遂者に対応する機会の多い救

急医療機関や警察、消防等を通じまして、相談窓口のリーフレットやカードを配布するな

どの情報提供、地域での継続的な支援につなげるため救急医療機関や警察、消防、行政機

関等の関係機関が情報を共有して、連携して支援する体制づくり、最後６点目の「遺族等

へのケアと支援施策の充実」では、遺族同士が安心して胸に抱える苦しみや悩みを分かち

合い、互いに支え合えるような自死遺族の集いを継続して開催してまいります。などの取

り組みを実施していくことといたしております。 

 現在、パブリックコメントを実施しているところでありまして、意見等を計画に反映を

させまして、冊子として取りまとめますほか、ホームページにも公開をし、県や市町村、

関係機関を初め広く県民の皆様とともに、自殺に追い込まれる人をなくす取り組みを進め

てまいりたいと考えております。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 いのちの電話の皆さんの御活躍を評価もしていただいたということで、あり

がたいなと思うんですけれど、相談数も結構ふえてきて、対応をしていただく方々にも御

苦労がかかっているというお話も聞いていまして、一定の改善の方向も出してくださるよ

うなんですけれど、具体的に何か来年度の予算も含めて充実の方向がありましたら。 

◎梅森障害保健福祉課長 相談員になってくださる方が減少してきておりますので、そう

いう方の募集の呼びかけの広告を県としてさせていただいたりですとか、現在の相談員の
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スキルアップのための研修会への助成であるとか、そういった部分について引き続き応援

していきたいと考えております。 

◎塚地委員 その相談員の処遇というか身分は非常勤か、ボランティアか。 

◎梅森障害保健福祉課長 いのちの電話で１年間の研修を経て、ボランティアという形で

対応していただいております。いのちの電話としましても、研修を受講する受講料が一定

かかるけれども、それも御本人が負担をして、１年間毎週土曜日に研修に来ていただくこ

とが条件で、そういう高い意識を持って来ていただける方ということで募集しておりまし

て、過去にはその研修費用を何がしか助成をさせていただけないかという申し出もしたこ

ともございましたけれど、そこはそれでは相談員として成り立たないということで、協会

のほうからも言われておりまして、実際いろんな悩ましい自殺の問題もありますけれど、

リピーターからの電話も少し入ってきたりということもありまして、御苦労はありながら

も高い意識を持ってやっていただいているとお聞きしております。 

◎塚地委員 その相談員の方々自身も結構悩みを引き取って、精神的にもなかなかきつく

もなりますんで、そこらあたりのフォローも、向こうの皆さんのほうが専門家ですからあ

れなんですけれど、スキルアップをするためのいろんな支援はぜひ充実させていただいた

らと思います。 

◎土森委員 これよく頑張ったね。これは平成16年からというたらもう半分以下やけん

ね。人の命を救うということは大変重要なことでね、よく頑張ってこられたと思います。

その中で、男性の自殺者が多いということよね。それは何か理由があるか。 

◎梅森障害保健福祉課長 分析がいろいろございますけれども、経済的な状況の問題であ

ったり健康問題の悩みという部分、高知の場合男性、女性のそれぞれの関係性はあろうか

と思いますけれども、全国的な傾向としましても、いろんな悩みの中で最後そういうこと

を思う方が男性に多い、特に高齢の60歳代以上の方が全体の半数ございまして、そういう

部分でいろいろ悩みを抱える中で、女性よりも男性の方が高知県の場合多いという状況で

ございます。 

◎土森委員 あったかふれあいセンターとか集落活動センターね、出てくる人が女性が多

い、そして集落の高齢者の集まりだとか、そういうところに男性は余り出てこないけれ

ど、女性が多い、結果として中山間に多いのは家からよう出ん、人と接しない、そういう

人に男性が多いんじゃないかなという気がします。人の話を聞いても、やっぱりそういう

ことで生活に寂しい。生きている価値がなくなったという、そういう人が多いですよとい

う話を聞いたことがあるので、結局その人たちが何をしよるか、お酒を飲んでテレビと友

達、テレビを見る人たちはまだいいけれど、お酒に溺れるとか、アルコール依存症とか、

そういう人が自分から命を絶っていく、そういうところもあるんじゃないかなと思いま

す。それをゼロにするという目標を立てて、とりあえず100人以下ということですから、
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ぜひ頑張ってやっていただきたいと思いますね。頑張って頑張って生きてきて、60歳過ぎ

て命を絶たないかんという状況をつくったらだめですね。本当に頑張ってやってもらいた

いと思います。 

◎加藤委員長 以上で、質疑を終わります。 

 次に、第３次高知県ひとり親家庭等自立促進計画案について児童家庭課の説明を求めま

す。 

◎山本児童家庭課長 高知県児童福祉審議会ひとり親家庭部会で御審議をいただきまし

て、第３次高知県ひとり親家庭等自立促進計画案を取りまとめましたので、その概要を説

明させていただきます。 

 お手元の報告事項の資料、児童家庭課のインデックスをお開きください。Ａ３になって

おります。 

 この計画は、左上と右上のほうに記載しております、ひとり親家庭等の生活の安定と向

上を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法の第12条の規定に基づきまして定める計画

でございまして、第３次の計画期間は平成29年度から33年度までの５年間となります。 

 計画の対象となりますひとり親家庭の世帯数は、左上上段にありますように平成27年度

に実施されました国勢調査によりますと、県内母子世帯が7,942世帯、父子世帯が1,505世

帯の合計9,447世帯となっておりまして、10年前と比較しますと合計で1,208世帯の減少と

なっております。 

 計画の構成といたしましては、現状と課題を左半分にありますように、（１）情報提

供、相談支援、（２）就業支援、（３）経済的支援、（４）日常生活支援の４つのテーマ

ごとに整理、分析をいたしまして、それぞれについて右半分の上段にあります基本理念、

「ひとり親家庭等が自立し、安心して暮らし、子供たちが夢と希望を持って育つことので

きる環境づくり」、この基本理念のもとに４つの項目ごとに数値目標を設定いたしまし

て、充実強化に向けての取り組みを進めることとしております。それぞれの項目ごとに現

状・課題と今後の取り組みをあわせて御説明させていただきます。 

 なお、右の取り組みの下線を引いている箇所は、３次計画で新たに取り組む内容となっ

ております。 

 まず、（１）情報提供、相談支援につきましては、前回調査より認知度が低下している

制度があるなど、情報の提供が十分にできていないことから、情報を確実に届けていくた

めに、取り組みのほうにありますが、「ひとり親家庭等福祉のしおり」を作成し、児童扶

養手当の現況届提出時にとどまらず、離婚届や転入届提出時、また保育所の手続時、児童

扶養手当の受給資格認定時などさまざまな機会を通じて配布をしますとともに、ひとり親

家庭等就業・自立支援センターのホームページを通じた制度、窓口等の情報提供、さらに

は広報誌や制度等をＰＲするための手にとりやすい名刺型のカード的なものを活用した周
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知など、積極的な情報発信を工夫して情報提供を強化してまいります。 

 また、相談支援体制につきましては、ひとり親家庭等就業・自立支援センターでの総合

的な相談支援体制の充実強化が必要と考えておりまして、弁護士等専門家による相談体制

の強化を図りますとともに、センターの利用者へのアンケートを実施いたしまして、利用

者のニーズ把握に努め、相談体制の充実につなげてまいりたいと考えております。 

 数値目標といたしましては、制度の認知度の向上、またセンターへの相談件数の増加を

挙げております。 

 次に、（２）就業支援につきましては、ひとり親家庭の自立のためには、まずは安定し

た収入が確保できる職業につくことが重要でございます。このため、ひとり親家庭等就

業・自立支援センター、ハローワーク、高知家の女性しごと応援室、この３者で新たに連

絡会を設置いたしまして連携をさらに強化し、就業相談や就業情報の提供、就業のあっせ

んなど、相談者のニーズに応じたきめ細かな支援を行っていくこととしております。あわ

せまして、市町村には臨時的任用職員の求人情報をセンターに提供いただけるようお願い

し、事業主には助成金制度の周知などを行ってまいります。 

 また、母子家庭の正規雇用率はまだまだ低く、この要因といたしまして、就業経験の不

足や十分な技能を有していないことなどが考えられますことから、就職に結びつきやすい

資格や技能の取得を促進していくため、自立支援教育訓練給付金の対象者の拡大や高等職

業訓練促進給付金の支給など、資格や技能の取得への支援を充実してまいります。 

 数値目標といたしましては、センター、女性しごと応援室における就職率の向上等を挙

げております。 

 次に、（３）経済的支援についてです。こちらにつきまして、ひとり親自身の年間就労

収入が200万円未満の世帯につきましては母子家庭、父子家庭とも前回の調査時点よりは

減少はしておりますが、母子家庭では依然として過半数を超えております。また、家計が

苦しいと感じている世帯は７割を超えておりますことから、経済的支援を確実に届ける必

要がございます。このため、各種支援制度の周知と児童扶養手当や各種貸し付け等の適正

な支給、貸し付けの実施に取り組んでまいります。 

 また、養育費を受けている世帯はふえてはおりますものの、その割合はまだまだ少ない

ことから、養育費の取り決め等専門的な相談に対応するため、弁護士等の専門家による個

別相談を実施いたしまして、経済的支援の充実を図ってまいります。 

 数値目標といたしましては、法律相談の利用者数の増加を挙げております。 

 次に、（４）日常生活支援についてでございます。こちらにつきましては、親の帰宅時

間が午後６時から８時までの方が最も多くなっていること、また子供が病気のときの世話

は父または母自身が行う世帯が最も多いことから、保護者のニーズに合ったきめ細かな支

援が必要と考えておりまして、延長保育や病児保育、ファミリー・サポート・センターな
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ど多様な保育、子育て支援サービスの充実を図っていくこととしております。また、親が

帰宅するまで１人で過ごす時間が多い子供に対しての居場所づくりも必要でございます。

家庭や学校以外で安心して過ごせる居場所として、子ども食堂が県内全域に広がるよう取

り組みを進めてまいります。 

 数値目標といたしましては、延長保育等の各種保育、子育てサービスの充実や子ども食

堂の設置目標などを挙げております。 

 以上が、第３次高知県ひとり親家庭等自立促進計画の概要でございます。 

 続きまして、昨日の委員会で資料の提出要請がありました母子父子寡婦福祉資金貸付金

の残高と子ども食堂支援事業費補助金の申請からの一連の流れ、こちらの２点につきまし

て御説明をさせていただきます。 

 まず、母子父子寡婦福祉資金貸付金の残高でございますけれど、お手元にまとめたもの

をお配りさせていただいております。Ａ４の横のものでございます。平成29年１月末現在

の貸付残高は、右端にありますように母子福祉資金で４億5,310万円余り、寡婦福祉資金

で970万円余り、父子福祉資金は平成26年10月に制度化はしておりますけれど、これまで

貸付実績はございません。そして、この３つの資金、合計で現在高といたしましては４億

6,280万円余りとなっております。 

 続きまして、子ども食堂支援事業費補助金の申請からの一連の流れを整理しましたもの

をお手元にお配りさせていただいております。こちらのほうもこれに基づきまして改めて

御説明をさせていただきます。 

 県、県社協、実施団体ということで番号を振って矢印で整理させていただいておりま

す。 

 まず、実施団体が補助金の活用を希望される場合には、実施団体と県社協のところにご

ざいますが、①にありますように、県社協が事業内容をお聞きしまして、交付申請書の書

き方や添付書類などについて支援をいたします。その後、交付申請書を実施団体のほうで

完成をさせ、②の交付申請となります。この際に、県社協の③のところにありますよう

に、県社協に提出いただいて、県社協で最終チェックの上、県に送付していただくこと、

こちらを基本としたいと考えております。ただ、②’点線のほうでございますけれど、直

接県のほうに交付申請を提出していただくパターン、こちらの想定もしております。その

後、④で県が交付申請書の審査を行い、⑤の交付決定をいたしまして、交付決定後、当面

の運営資金が必要な場合には下のほうにございます⑥の概算払い請求をしていただき、県

のほうで⑦で概算払いをする、実施団体は交付決定後、⑧のとおり事業を実施するという

流れになります。事業が終了後の実績報告につきましても、⑨にありますように、県社協

が支援を行い、その後実績報告書を完成させ、⑩の実績報告となります。この場合も交付

申請のときと同様に、⑪のとおり県社協に提出していただくことを基本といたしますが、
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点線のところでございますが、⑩’のように直接県に提出していただくこともできるよう

にしたいと考えております。その後、⑫にありますように、県で実績報告書を審査いたし

まして、⑬の精算払いという流れになっております。 

 以上が、現在考えております一連の流れでございまして、下に記載しておりますとお

り、開設等に要する経費への補助の場合も運営に要する経費の補助の場合も、同じフロー

を考えております。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

◎土居委員 ひとり親家庭の自立促進計画ですけれど、特に日常生活支援の充実というと

ころで、公営住宅にひとり親家庭の枠というか、それを拡充していくということはすごく

有効ではないかと思うけれど、ここで書かれている優遇措置の実施は、それも含めて具体

的にどんなことを想定されているのかお聞きします。 

◎山本児童家庭課長 今現在も県営住宅とかは、くじを普通よりも、３回やったと思いま

すけれど、余分に引けるという形になっております。母子家庭もそうですけれど、高齢者

とか、ほかの福祉的に支援が必要な方についても同じように優遇措置がございます。くじ

ということもございますので、なかなか必ずというところには至っていないところがござ

います。 

◎土居委員 それは現状なんですけれど、この計画も立ててさらに推進していこうという

中で、それ以外に何か具体的に考えられておるのかなと思ったけれど。 

◎山本児童家庭課長 今のところ、住宅確保については現状を引き続き行っていくという

ことで、また要望とか、都市部であれば別途取り組みますし、あと民間の賃貸住宅への入

居支援、こちらのほうはいろんな空き家対策とかもありますけれど、国でも進めておりま

すので、そちらの活用も考えていきたいと思っております。 

◎梶原委員 この自立促進計画、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、その中で高

知県のひとり親家庭の現状ですね。10年前に比べて平成27年の国勢調査では1,200世帯減

少している、全国でも減少傾向であるというたてりから入っているけれど、高知県自体が

10年前からいうたら毎年7,000人とか人口が減っていますし、その大もとになる、離婚す

る前の前提の結婚する数も減っていますんで、あたかも離婚は数が減少傾向にあるという

ところから入っているけれど、実質離婚率でいえば、離婚率って多分上がってきていると

思うけれど、そこについては全く触れられていないけれど、そこはどういう解釈でいいん

ですか。 

◎山本児童家庭課長 本体の２ページのほうに推移は書かせていただいておりますけれ

ど、離婚件数自体は減っております。離婚率は今手元に持っておりません。 

◎竹﨑地域福祉部副部長 離婚率につきまして、2015年で1.87になっております。2000年

あたりのピーク時の2.29から、離婚率についても若干減少傾向であろうと捉えています。 
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◎梶原委員 少し前の話ですが、報道とかで、離婚率が上がっているような感覚があった

んですけれど、それ自体も減っているという認識でよろしいですかね。 

◎竹﨑地域福祉部副部長 傾向といたしましては、例えば1990年ぐらいになりますと

1.52とかかなり低い離婚率でございましたけれども、先ほど申し上げましたように、

2000年あたりには2.29のピークに達して、2015年の段階では1.87ということで、千単位の

率でございますけれども、一旦ピークが来て、今減少傾向にあるという形ではないのかな

と思っています。 

◎梶原委員 わかりました。それで、３ページの就業支援のところなんですが、第２次計

画の進捗状況の課題として挙げられているように、自立支援プログラムの利用希望者が少

なく、平成23年度の実績が26人だったのが27年度は２人、ここまで減った主な要因は何で

すかね。 

◎山本児童家庭課長 この自立支援プログラムは、計画をつくりまして、その後ハローワ

ークと連携して、伴走型でやっていくという制度でございますけれど、センターに来られ

る最近のお母さん方とかはすぐの仕事を求められているとか、直接自分のほうで見つけて

いくというパターンの方が多くなっておりまして、伴走型を望んでいない親御さんがふえ

てきており、伴走型という方の数は減ってきております。 

◎梶原委員 まだ詳しく全てを読んでいるわけじゃないですけれど、そういった課題に対

して今後新しい計画では、一緒になって取り組んでいくのは今は余り望まれていない状況

であれば、どういう形で改定して、ここの部分は取り組んでいくようになるんですかね。 

◎山本児童家庭課長 制度的な部分は先ほどの自立支援プログラムという形で、相談者の

時間帯に応じてお会いしに行きますとか、まずは関係性をつくりまして、その上で支援を

していくと、県独自の寄り添い型といいますか、そういった形での支援をしていきたいと

思っております。 

◎門田地域福祉部長 補足で、相手の思いもそうですけれど、やはり周知不足もかなりご

ざいますので、伴走型に相手方から来ないという部分については、市町村で児童扶養手当

などが支給される際にはこういう支援もありますよと、困っている方はこういう支援もあ

りますよという周知にはさらに努めていきたいと思っております。 

◎梶原委員 部長の言われたように、本当に望まれていないかといったら、自分たちが大

変な状況の中で就業したいと、そういうところで一緒になってやりましょうという伴走型

を全く要りませんと、本当に望んでいない人って多分少ないと思います。中にはおると思

いますけれど。いろんな状況とか制約とかがあって、大変だからそれならいいということ

であると思うし、周知が足りないから知らないという方もおいでになると思いますんで、

そこはぜひ努めていただきたいと思います。 

 それともう一点、昨日の続きなんですが、法律の専門家に相談する件数も今後、年間
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68人を120人にふやすという目標も掲げられていますが、先ほど言ったように法律相談し

た後の対応ですよね。ひとり親家庭に対して支援をしっかりしていくと同時に、やはり離

婚したからといって親の義務が消えるわけではないですから、そういうところを高知県は

しっかり毅然と取り組むということで。養育費を支払っていない方にはしっかり天引きと

か、そういう形をできるような、それを個々の場合に応じて弁護士であれ法律の専門家に

個々の家庭が頼むというたら、そこの金額の負担もまた莫大になりますし、そこを県とし

てある程度傾向を取りまとめて、大体年間何件ぐらいなのか、頼むにしても弁護士会と話

して費用が余りかからないような方法を模索するということにもぜひしっかり取り組んで

いただきたいと思いますが、どうですかね。 

◎山本児童家庭課長 昨日も御説明させていただきましたように、今回の分については最

初の導入部分のところで御支援させていただく形になっておりますけれど、先ほど委員か

らお話しいただきました視点もすごい大事でございますので、状況は把握しながら、弁護

士会もそうですけれど、法テラスもございますので、そのあたりでどうやって次の支援が

できるかといったことも検討させていただきます。 

◎土居委員 先ほど、ひとり親家庭の住宅確保のための支援のところで、公営住宅以外に

も民間住宅活用型の国の支援策的なところもあるということをお話しされたと思うけれ

ど、そもそも基本的な支援策に対する認知度が低い状況ですので、国の新たな支援策とか

についても、積極的な情報提供であるとか、受け身ではなくて、そういう姿勢が必要だと

思いますので、その辺もしっかりお願いしたいと思います。 

◎塚地委員 ひとり親家庭の自立促進の計画を持って社会的に支援して、子育てもしてい

ただくって大事な計画ができたと思いますんで、ぜひここに書かれてあることを充実させ

ていってほしいなというのがまずあります。 

 それで、24ページの母子生活の支援施設なんですけれども、これが高知市内でもなかな

か充足している状況ではなくて、入所される方と使い勝手といいますか、うまくマッチン

グしないという声も聞こえていたんですけれど、現状で言うとこの施設は県内でどれぐら

いありますか。 

◎山本児童家庭課長 安芸市と高知市に、２カ所ございます。 

◎塚地委員 入所状況みたいな細かいことまでわかりますか。 

◎山本児童家庭課長 今ちょっと手元にございません。また後ほど。 

◎塚地委員 高知市と安芸市にしかない、逆に言うとそういう状況でして、それでしかも

なかなか入所されるお母さんの支援もやりづらい。なので、私は１つ施設的にふやさない

といけないんじゃないかと思っています。西部のほうにもふやしていく、先ほど土居委員

から住宅のお話もあったんですけれど、離婚したすっと後にまず入っていて、支援も受け

られるという施設にしていくことが大事なので、そこはスタート段階で支える事業として
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は基本的な施設になろうかと思うので、緊急対応も含めてやっていただける施設にぜひし

ていただきたいということはお願いしておきます。 

◎加藤委員長 以上で、質疑を終わります。 

 以上で、地域福祉部を終わります。 

 それでは、ここで一旦休憩といたします。再開は午後１時にいたします。 

 

（昼食のため休憩 11時36分～12時59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。 

 御報告をいたします。 

 昨日の委員会で塚地委員から要請のありました配水池の耐震診断等に関する資料が執行

部から提出されましたので、お手元にお配りしています。 

《文化生活部》 

◎加藤委員長 それでは、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、２月議会への提出議案について御説明をさせていただき

ます。 

 文化生活部からは、予算議案といたしまして平成29年度一般会計予算、平成28年度一般

会計補正予算の２件と条例その他議案３件でございます。 

 まず、平成29年度当初予算議案につきまして御説明をさせていただきます。 

 お手元の資料の②の番号がつきました当初予算議案説明書の197ページをごらんくださ

い。 

 文化生活部の予算の総括表でございます。 

 平成29年度の当部の一般会計の当初予算額は下の端の合計欄にございますように約

159億4,600万円で、平成28年度の当初予算額と比べまして約13億800万円、率にして約

7.6％の減となっております。 

 主な増減の要因といたしましては、坂本龍馬記念館の新館の建築及び既存館の改修工事

の実施などによります予算増の一方で、永国寺キャンパスの図書館及び体育館の建築工事

の終了により、全体といたしまして予算減となったものでございます。 

 続きまして、お手元に別にお配りしております文化生活部の見出しがつきました議案参

考資料をごらんください。 

 表紙をめくっていただきますと、平成29年度の当部の施策体系と主な事業の説明の資料
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をつけてございます。この資料に沿いまして主な事業を説明させていただきます。 

 それでは、まず左側の一番上の「県民の文化的な感性を育む社会づくり」では、今年度

新たに高知県文化芸術振興ビジョンを策定することとし、最終案を取りまとめたところで

ございます。来年度はこのビジョンに基づきます取り組みを効果的に推進するため、県の

文化財団の運営体制を強化し、文化芸術振興組織、いわゆるアーツカウンシルとしての機

能を拡充し、県と文化財団とが連携して取り組んでまいります。 

 また、坂本龍馬記念館につきましては、平成30年春のリニューアルオープンに向け、新

館の建築及び既存館の改修工事などの整備に取り組んでまいります。 

 さらに、先週３月４日に開幕いたしました「志国高知 幕末維新博」のメーン会場であ

る高知城歴史博物館などの県立文化施設におきまして、幕末維新に関する展覧会を行っ

て、博覧会の受け入れ促進と観光客の満足度の向上を図ってまいります。 

 次の「産学官民連携によるイノベーションの創出」でございますが、産学官民連携セン

ターココプラにおきまして、事業化支援を強化し起業を促進するため、来年度もビジネス

プランコンテストの開催や、ビジネスプランをさらに磨き上げる支援プログラムなどを実

施してまいります。 

 また、６年目を迎えます土佐まるごとビジネスアカデミー、土佐ＭＢＡでございます

が、このカリキュラム構成を見直しまして、経営戦略コースを充実させるなど、本県産業

の基盤となる人材を育成する取り組みをさらに充実させてまいります。 

 次の「国際交流の総合的な推進」では、地域の国際化の推進としまして英語圏の国際交

流員を増員し、産業交流や2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた支援の充実

強化を図ってまいります。 

 また、国際友好交流の推進として、昨年姉妹交流協定を締結しました韓国・全羅南道と

の具体的な交流に取り組みます。 

 次の「まんが文化の推進・コンテンツ産業の振興」では、まんが甲子園や全国漫画家大

会議の開催を通じまして、漫画文化の情報発信や人材育成などを推進しますとともに、電

停に漫画による観光案内板を設置することにより、本県を訪れた方々などへのおもてなし

の充実を図ります。 

 また、コンテンツ産業の振興につきましては、今年度人工知能、ＡＩの研究開発企業の

子会社を初め企業の立地が進み、新規雇用も拡大してまいりました。こうした動きをさら

に加速化しますため、企業立地助成制度や人材確保・育成などをパッケージにした支援を

生かして誘致活動を推進してまいります。特に、人材の確保・育成に関しましては、アプ

リ開発人材育成講座を拡充し開催しますとともに、首都圏の人材や企業とのネットワーク

を構築し、Ｕ・Ｉターン等につなげる取り組みも新たに推進してまいります。 

 続きまして、右側の一番上「男女がともに支え、安全で安心して暮らせる社会づくり」
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では、男女共同参画の推進として、子育てしながら働く女性を地域の支えによって支援す

る仕組みでございますファミリー・サポート・センターについて、専任職員の配置に対す

る補助枠の増額やＰＲの取り組みの強化など、開設に向けた支援を拡充し、県内全域での

普及に取り組んでまいります。 

 また、高知家の女性しごと応援室においては、多様な相談にしっかり対応できるよう相

談ブースを増設するなど、相談体制を充実させてまいります。 

 次の「私学の振興・大学への支援」では、私立学校の振興として、本県の学校教育の中

で重要な役割を果たしていただいています私立学校に対しまして、学校への運営費補助を

引き続き行うとともに、私立小中学校の授業料負担を軽減する制度を新たに創設するな

ど、保護者の経済的負担等の軽減を目的とした支援を行ってまいります。 

 また、公立大学法人への支援として、高知県公立大学法人の運営に対する支援や、永国

寺キャンパス新学生会館の改修などに取り組んでまいります。 

 さらに、育英事業の推進として、奨学金の返還に対して支援することで産業人材の確

保、定着の促進と、返還義務を負わない育英資金の給付による人材の育成を進めてまいり

ます。 

 次の「人権尊重の社会づくり」では、人権啓発の推進として人権施策基本方針に基づ

き、さまざまな課題に対する県民お一人お一人の正しい理解と認識が深まるよう、啓発や

研修に取り組んでまいります。来年度は、５年に１度行うこととしております人権施策の

基礎とするための県民意識調査を実施いたします。 

 また、人権のまちづくりの推進として、市町村の隣保館の運営などを引き続き支援して

まいります。 

 最後の「情報化の推進」では、行政情報化と地域情報化を推進するとともに、情報セキ

ュリティー対策として今年度構築しました市町村と県が共同で利用します情報セキュリテ

ィークラウドの適正な運用に取り組んでまいります。 

 また、情報通信格差の是正として、超高速ブロードバンドの整備が進んでいない中山間

地域の拠点施設の整備に補助するとともに、新たに集落や市町村全域に整備をしようとす

る市町村への補助を行い、地域間の情報通信格差の是正に取り組んでまいります。 

 続きまして、文化生活部に関係いたします機構改革につきまして、資料はございません

が一言御説明を申し上げます。 

 まず、スポーツに関しまして、競技力の向上、生涯スポーツの推進、スポーツツーリズ

ムの振興などの関係施策を総合的かつ一体的に進めていくとともに、文化生活部の名称を

文化生活スポーツ部に変更するとともに、スポーツ課を新設し、当部におきまして学校体

育以外のスポーツ全般を所管することといたします。 

 加えて、本県の文化芸術のさらなる振興を図るため、文化推進課の名称を文化振興課に
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変更いたします。 

 また、経済の活性化に関しまして、産学官民連携を部局横断的に推進するため、産学官

民連携センターを産業振興推進部に移管するとともに、ＩｏＴ活用とコンテンツ産業育成

などの一元化を図るため、まんが・コンテンツ課のコンテンツ産業の振興に係る業務を商

工労働部に移管し、あわせてまんが・コンテンツ課の名称をまんが王国土佐推進課と変更

いたします。 

 さらに、県庁の仕事の効率化、セキュリティー対策等を推進するため、情報基盤整備等

を所管する情報政策課を総務部に移管することといたします。これによりまして平成29年

度の文化生活スポーツ部の体制は、７課と２出先機関となります。 

 続きまして、平成28年度の補正予算議案につきまして説明をさせていただきます。 

 お手元で資料番号④の補正予算、議案説明書の100ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 補正予算の総括表でございます。部内６課合計で約７億6,500万円の減額の補正予算を

お願いしてあります。金額の大きいものとしましては、県立大学等の支援費や県立大学の

整備費、私学支援費などの減額がございます。 

 続きまして、⑤条例その他議案をお開きください。 

 表紙をめくっていただきましたら、最初に目録がございますので、目録のほうをごらん

いただきたいと思います。 

 このうち文化生活部は、第44号議案、第51号議案及び第52号議案の３件が該当しており

ます。 

 まず、第44号議案につきましては、主な改正といたしまして、総務委員会に付託されて

おります総務部所管の高知県部設置条例の一部を改正する条例により、文化生活部の名前

が文化生活スポーツ部に改められることに従いまして、当部所管の高知県公立大学法人に

係る評価委員会及び重要な財産に関する条例及び高知県いじめ防止対策推進法施行条例に

文化生活部という文言がございますことから、高知県部設置条例等の一部を改正する条例

議案の附則によりまして、これを改正するものでございます。 

 次に、第51号議案につきましては、高知県立坂本龍馬記念館の新館増築及び既存館改修

事業に伴いまして施設の機能が拡充されるため、設置目的を追加するとともに、利用料金

を改定し、新たに整備するホールの使用料を定める等、必要な改正をしようとするもので

ございます。 

 最後に、第52号議案につきましては、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施

行に伴いまして、必要な改正をしようとするものでございます。 

 続きまして、報告事項が１件ございます。お手元にお配りをしております文化生活部の

資料（報告事項）の赤のインデックスの県民生活・男女共同参画課をお開きください。 
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 「第３次高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の改定について」であります。

詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 最後に、文化生活部が所管します審議会の審議経過等について、12月議会以降の状況を

報告いたします。 

 同じ資料の赤のインデックス、審議会等をお開きください。 

 １の高知県消費生活審議会、２のこうち男女共同参画会議、３の高知県私立学校審議

会、４の高知県人権尊重の社会づくり協議会につきまして、それぞれ１回開催をしており

ます。主な審議項目、決定事項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

ようお願いいたします。 

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

す。 

◎加藤委員長 それでは、続いて所管課の説明を求めます。 

〈文化推進課〉 

◎加藤委員長 初めに、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、平成29年度当初予算議案、そして平成28年度補正予算

議案、高知県立坂本龍馬記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案に

つきまして御説明いたします。 

 まず、資料№②の当初予算、議案説明書の198ページをお開きください。 

 主な歳入につきまして御説明をさせていただきます。 

 ９款国庫支出金は、右の説明欄に記載してありますとおり、地方創生推進交付金を産学

官民連携推進費に活用するためのものでございます。 

 また、12款繰入金、こうちふるさと寄附金基金繰入につきましては、後ほど歳出で御説

明いたしますが、土佐藩主山内家墓所を管理するための補助金に充てるものでございま

す。 

 次の199ページをお願いします。 

 県債につきましては、これも後ほど歳出で御説明いたしますが、歴史民俗資料館、美術

館、坂本龍馬記念館の整備等を行うための起債でございます。 

 次に、200ページをお願いします。 

 歳出につきまして、説明欄の項目に沿いまして主な内容を御説明させていただきます。 

 ２の文化推進費でございます。次の201ページをお願いします。 

 一番上の芸術祭開催事務委託料は、県民の皆様が文化芸術に触れる機会を拡充すること

などを目指して開催しております高知県芸術祭の事務を高知県文化財団に委託する経費で

ございます。 

 次の広報誌制作等委託料は、高知県の文化を広く県内外に発信するため、文化広報誌
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「とさぶし」を引き続き発行するための経費でございます。 

 その下、文化芸術振興ビジョン推進事業委託料は、高知県文化芸術振興ビジョンを効果

的に推進していくための事業を高知県文化財団に委託する経費でございます。 

 詳細につきましては、お手元の議案参考資料の赤いインデックス、文化推進課の１ペー

ジをお願いします。 

 本ビジョンの案につきましては、昨年12月の委員会で御報告させていただきましたが、

その後パブリックコメントを実施し、県民の皆様からいただきました御意見を踏まえまし

て、ビジョンの最終案を取りまとめたところでございます。 

 この資料の下段の「29年度以降の取り組み」をごらんください。文化芸術振興組織、い

わゆるアーツカウンシルとしての機能を充実させるために、県の文化財団に専任職員１名

を配置しまして、アドバイザーの助言も得ながら、観光イベントや文化施設における発表

機会の創出などの文化芸術活動への支援、そして地域で文化芸術活動を牽引する人材の育

成、また県内文化芸術の情報発信などに取り組んでまいります。 

 その下の芸術祭につきましても、一流の文化芸術に触れるオープニングイベントの開催

や効果的な広報等によりまして、さらなる充実強化を図ってまいります。 

 そして、今後ビジョンに掲げる事業を実施するに当たりましては、外部有識者によりま

す評価委員会で進捗管理を行うなど、ＰＤＣＡサイクルをしっかりと回しながら、一番下

に書いております「文化芸術の力で心豊かに暮らせる高知県の実現」を目指して取り組ん

でまいります。 

 なお、最終案につきましては、お手元に別冊でお配りをしております。３月中には冊子

ができ上がる予定となっております。 

 当初予算議案説明書の201ページにお戻りください。 

 次の地域創造負担金は、県内の市町村や文化団体の実施事業に対する支援などを行って

おります一般財団法人地域創造に対する負担金でございます。 

 次に３の山内家資料保存事業費でございます。 

 土佐藩主山内家墓所管理費等補助金につきましては、昨年国の史跡指定を受けました土

佐藩主山内家墓所を適切に保存、活用するため、管理団体である公益財団法人土佐山内記

念財団に対しまして、保存活用計画の策定や支障木等の伐採等に要する経費を助成するも

のでございます。 

 次に、４の文化施設管理運営費でございます。 

 高知城歴史博物館管理運営委託料から次の202ページの一番上、県民文化ホール管理運

営委託料までは、６つの県立文化施設の指定管理に係る代行料でございます。このうち高

知城歴史博物館と歴史民俗資料館につきましては、「志国高知 幕末維新博」に関する取

り組みにつきまして御説明をさせていただきます。 
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 お手元の議案参考資料の２ページをごらんください。 

 まず、高知城歴史博物館におきましては、幕末維新に関する展覧会を通年で開催し、学

芸員や受付職員、館内ガイド、また駐車場の安全対策や来館者の整理、誘導を行う警備員

を拡充配置することで受け入れ体制の強化を図りまして、お客様満足度の向上を図ってま

いります。 

 なお、高知城歴史博物館につきましては、３月４日に開館しまして、昨日までの６日間

で３階の観覧者数が7,000人を超えております。順調な滑り出しではないかと考えており

ます。 

 次に、その下の歴史民俗資料館におきましては、長宗我部元親の居城、国史跡岡豊城の

立地を生かしました望みやぐらの設置に加えまして、秋の行楽シーズンに魅力ある展覧会

を行うことにより、一層の集客増につなげるため、国宝や重要文化財など多くの四国初公

開の作品を含む特別展「今を生きる禅文化－伝播から維新を越えて－」を開催することと

しております。今後、観光振興部とも十分に連携して取り組み、博覧会を盛り上げていき

たいと考えております。 

 当初予算、議案説明書の202ページにお戻りいただくようお願いいたします。 

 県民文化ホール業務システム更新等委託料は、県民文化ホールの受け付け管理などを行

うシステムの保守管理の経費でございます。 

 次の著作権管理委託料は、県に寄贈されております石元泰博氏の写真作品の著作権の利

用許諾に関する事務処理の一部を、高知県文化財団に委託して実施するものでございま

す。 

 次の事務費につきましては、県立文化施設の維持修繕に係る経費などでございます。 

 次に、５の文化施設改修事業費でございます。 

 美術館改修設計委託料は、つり天井の脱落対策としまして、美術館の改修設計を行う経

費でございます。 

 歴史民俗資料館改修工事監理委託料とその下の歴史民俗資料館改修工事請負費は、歴史

民俗資料館の老朽化しました冷暖房設備、空気熱源スクリューヒートポンプ機器の改修に

係る経費でございます。 

 次の６の坂本龍馬記念館整備事業費でございます。 

 建築工事監理等委託料と３つ目の建築等工事請負費は、新館の建築及び既存館の改修工

事並びに既存館の南側の広場の地盤改良工事に係る経費でございます。 

 展示ケース製作等委託料は、展示製作業務の委託に係る経費でございます。 

 次の203ページをお願いします。 

 ７の産学官民連携推進費は、産学官民連携センター、通称ココプラの事業運営に係る経

費でございます。 
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 ホームページ運用保守委託料は、ココプラのホームページの運用保守業務の委託に係る

経費でございます。 

 ビジネスプランコンテスト開催等委託料は、起業や新たな事業展開の取り組みを促進す

るためのビジネスプランコンテスト開催業務の委託に係る経費でございます。 

 その下のビジネスプランコンテスト企画事業化支援業務委託料は、平成28年度、今年度

のビジネスプランコンテストの受賞者等に対しますプランの磨き上げを行いますアクセラ

レーションプログラムの運営委託に係る経費でございます。 

 その下の産業人材育成研修等委託料は、土佐まるごとビジネスアカデミー、通称土佐Ｍ

ＢＡの開催に係る委託経費でございます。 

 詳細につきましては、お手元の議案参考資料の３ページをお願いします。 

 この土佐ＭＢＡは、平成24年度から内容の充実強化を図りながら開催してきておりまし

て、左上の囲みにありますとおり、平成27年度までの４年間で延べ約7,000人の方々に受

講いただきまして、ビジネスの知識習得とスキルの向上、また新商品開発と販路開拓によ

る事業規模の拡大などにつながっております。 

 一方、課題としましては、事業環境や受講者のニーズに合わせたカリキュラムの再編

や、さらなる受講者の掘り起こし、そして県内各地域での学びの場の拡大といったことが

見えてきております。来年度はそうした課題に対応し、より総合的な産業人材育成研修へ

進化させるために、研修内容の充実強化等を図ることとしております。 

 具体的には、本科から実科、専科と大きく３つに分けまして、学びのステージからアイ

デアを磨き上げてビジネスプランにつなげるようバージョンアップを図っております。 

 まず、本科では８つのコースを設けておりまして、特に①の経営戦略では戦略の基本的

な考え方や策定プロセスを学び、また実際の演習を実施するなど、内容を充実させること

としております。資料中ほど下にありますマル新のついておりますビジネストレンドセミ

ナーでは、世界経済情勢やＩｏＴ、ＡＩなどをテーマにビジネスの最前線で活躍する著名

講師を招いて講義を開催します。 

 さらに、実科では県外のシンクタンク等と連携しまして、地域ビジネスや地域課題の解

決などをテーマとしたココプラ連続講座等を開催いたします。 

 また、これらの科目以外にも資料囲みの右に記載しておりますとおり、受講データの分

析を行いまして、今後のカリキュラム再編や受講者の掘り起こしに活用しますとともに、

今年度から実施しております、地域にいながら受講できるサテライトプラットホームの配

信状況の安定化やネット受講の通年化などにも取り組んでまいります。 

 それでは、資料№②の当初予算、議案説明書の203ページにお戻りください。 

 高知県大学等連携協議会負担金は、ココプラが県内５つの高等教育機関と連携して事業

を行うための協議会への負担金でございます。先ほど御説明いたしましたココプラ連続講
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座や、県内中小企業の技術と大企業の開放特許をマッチングするいわゆる知財マッチング

などの事業を実施することとしております。 

 管理費負担金は、永国寺キャンパス内にありますココプラの光熱水費などについて、高

知県公立大学法人に対して負担金を支出するものでございます。 

 ビジネスチャレンジ支援補助金は、ココプラにおいてサポート対象となった事業計画の

磨き上げに向けて、各種調査や検証等を行うための経費を助成する補助金でございます。 

 ビジネスプランコンテスト企画事業化推進事業費補助金は、平成28年度のビジネスプラ

ンコンテストで入賞した企画の事業を推進するために必要な経費を助成するものでござい

ます。 

 土佐フードビジネスクリエイター人材創出講座開設寄附金は、産業振興計画の柱の一

つ、食品加工の推進を図るため、高知大学が実施する土佐ＦＢＣの講座開設に対する寄附

金でございます。 

 事務費は、産業振興などに取り組むため、市町村職員と県職員が学び合う研修、土佐ま

るごと立志塾の講師や、ココプラが企業等への事業支援を行う際に助言をいただくアドバ

イザー等に対する報償費などの経費でございます。 

 以上、文化推進課の当初予算の総額は36億4,582万1,000円で、坂本龍馬記念館の建築工

事などによりまして、前年度と比べ約25％の増となっております。 

 次に、205ページをお願いします。 

 債務負担行為でございます。 

 まず、県民文化ホール改修設計委託料は、つり天井の脱落対策として、県民文化ホール

の実施設計業務を委託する経費でございます。 

 ビジネスプランコンテスト企画事業化支援業務委託料及びビジネスプランコンテスト企

画事業化推進事業費補助金については、こちら企画の事業化が年度をまたぐことが想定さ

れますので、債務負担行為に計上させていただいております。 

 続きまして、平成28年度の補正予算議案について御説明いたします。 

 資料№④補正予算、議案説明書の101ページをお願いします。 

 まず、歳入でございます。 

 国庫支出金は、地方創生推進交付金の交付決定額が見込みを下回ったことによる減額

と、文化芸術振興費補助金を高知家まるごと海外情報発信業務委託料に充当したことによ

る増加、これらを合わせまして、国庫支出金が全体で減少したものでございます。 

 12繰入金は、土佐藩主山内家墓所管理費等補助金の事業費の減によりまして繰入額が減

少したものでございます。 

 次に、102ページをお開きください。歳出でございます。 

 まず、１つ目の人件費の市町村派遣職員費負担金につきましては、県に派遣されており
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ます市町村交流職員の給与額を負担するため増額するものでございます。 

 ２の山内家資料保存事業費の土佐藩主山内家墓所管理費等補助金は、入札残等によりま

して墓域の調査費用に不用が生じたことにより減額するものでございます。 

 ３の文化施設管理運営費の美術館管理運営委託料、そして歴史民俗資料館管理運営委託

料、文学館管理運営委託料は、人件費に不用が生じたものでございます。 

 坂本龍馬記念館管理運営委託料は、休館時期の変更に伴いまして入館料収入が見込める

こととなったこと、また当初予定しておりました引っ越し等に要する経費が今年度は不用

となりましたことから減額するものでございます。 

 県民文化ホール管理運営委託料は、事業所税が非課税となりましたため、減額するもの

でございます。 

 ４の産学官民連携推進費でございます。 

 103ページをお開きいただきまして、産業人材育成研修等委託料は、「目指せ！弥太郎

 商人塾」の一部を２クラス合同開催したことにより、講師謝金が減額となったものなど

でございます。 

 高知県・大学等連携協議会負担金は、協議会が実施するイベント等におきまして、県外

在住者から県内在住者あるいは行政機関の職員に変更したことなどによりまして、謝礼金

が減となったものでございます。 

 管理費負担金は、ココプラの電気料金等が当初の見込みよりも減となったものでござい

ます。 

 ビジネスチャレンジ支援補助金は、補助金を活用した事業件数が当初の想定を下回った

ため、減となったものでございます。 

 104ページをお開きください。繰越明許費明細書でございます。 

 坂本龍馬記念館整備事業は、工事中、想定外の地中障害物によりまして土工事に時間を

要したため繰り越しを行うものでございます。ただ、この繰り越しを行いましても、現在

のところ全体スケジュールに影響が及ぶものではございません。 

 債務負担行為について御説明いたします。 

 高知城歴史博物館管理運営委託料につきましては、債務負担行為の補正をお願いしてい

るものでございます。先ほど御説明させていただきました「志国高知 幕末維新博」対応

等の受け入れ体制の拡充について、これら学芸員や受付職員、館内ガイド等の配置のほ

か、博覧会終了後も適切な案内警備等の管理体制を確保するために必要な経費としまし

て、指定管理期間に必要な額を追加するものでございます。 

 以上が平成28年度補正予算議案の内容でございます。 

 続きまして、資料の⑥議案説明書の５ページをお願いします。 

 高知県立坂本龍馬記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案でござ
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います。 

 この条例議案は、高知県立坂本龍馬記念館の新館増築及び既存館改修事業に伴い、施設

の機能が拡充されるため、設置目的を追加するとともに、利用料金を改定し新たに整備す

るホールの使用料を定める等、必要な改正をしようとするものでございます。詳細につき

ましては、別途資料で御説明させていただきます。 

 お手元の議案参考資料の４ページをお願いします。 

 この資料の左下の枠、改正条例のポイントをごらんください。 

 まず、第１条では、設置目的に、博物館としての機能である資料の収集、保存、調査研

究などを明記するとともに、県民文化の振興及び観光振興への寄与を追加しております。 

 その下の次に第５条は、新館に設置するホール及び企画展示室の利用許可に関する規定

を新たに定めております。 

 第12条及び第15条につきましては、観覧料やホール等の使用料を定めておりまして、常

設展の観覧料は既存の県立文化施設や他県の歴史系博物館等を参考に、税抜きで460円と

しております。 

 なお、これまでと同様、高校生以下、高知県長寿手帳所持者などの方は無料としており

ます。 

 また、企画展開催期間中の観覧料については、博物館機能を持った施設として充実した

展覧会を開催することができるようになりますことから、他の歴史系博物館も参考にし

て、税込みで700円を想定しております。 

 施設の使用料のうちホールについては、主に館が実施する教育普及や講座等の事業に利

用することとしておりますが、館が使用していないときに貸し出す運用としまして、他の

施設、また近隣の状況も踏まえて、１時間当たり税抜き3,000円の料金を設定しておりま

す。 

 また、新館の企画展示室につきましても、企画展の合間に貸し出すことを想定しまし

て、時間当たり税抜き2,360円の料金を設定しております。 

 その他、これらの改正に伴いまして条ずれや関係条項の改正が必要となりましたことか

ら、直近の設管条例を参考に文言を修正するなどの整理をしております。 

 この条例の施行日につきましては、リニューアルオープンの日が決まりましたら別途規

則を制定し、その日をもって条例の施行日といたします。 

 また、利用料金のうち知事の承認が必要な企画展の利用料金などにつきましては、開館

前に準備をしておく必要がありますので、附則におきまして公布の日から施行としており

ます。 

 右下のスケジュールをごらんください。 

 現在、新館の建築を行っておりますが、この４月からは既存館の改修に取りかかること



- 35 - 

となっております。それぞれの館の整備が終わりましたら、引き続き展示工事を行いまし

て、平成30年春のリニューアルオープンに向けてしっかり取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

 以上で、文化推進課の説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎前田委員 資料の２ページ、やぐらを設営するのに403万円ということなんですが、こ

れは建物代、材料費とかもひっくるめて403万円ということですか。 

◎三木文化推進課長 設置は、今年度中に完成する予定となっております。来年度この望

みやぐらを開設する人員もつけておりますので、それらの経費をこの403万円で見るとい

うものでございます。 

◎前田委員 これは今つくっている段階だと思うけれど、設営委託ということであれば、

つくるお金という意味なんでしょうかね。材料費はどうなっているのかなとか思っている

んです。 

◎三木文化推進課長 設営委託となっておりますが、今年度予算でつくる経費を支払うこ

ととなっております。９月補正のときに２年間の管理も含めて予算をお願いしておりまし

て、この403万2,000円は平成29年度の管理に要する経費でございます。 

◎前田委員 そしたら、これは終わった後、平成31年２月に当然解体をしなきゃいけない

と思うけれど、その解体費用はまたそのときに計上されるんでしょうか。 

◎三木文化推進課長 解体費用につきましてもこの２年間の中で見ておりますので、新た

に予算をお願いするものではございません。 

◎前田委員 金額もあわせて教えていただけますか。 

 費用は調べていただいたらと思うんですけれど、解体した後ですよね。高知県産の木材

を使ったそれなりの建物だと思うんですけれども、解体費用が幾らなのかももちろんあり

ますが、ただ解体して捨ててしまうのはもったいない気がして。以前に申し上げたよう

に、もし誰か欲しい人がいたら、その方に何らかのいい形でお渡しできないものかなと単

純に思ったわけでございまして、２階建ての木造の立派な建物ですので、用が済んだから

といって全部焼却処分とかもったいないなと思ったんですが、いかがでしょうか。 

◎三木文化推進課長 基本的には解体撤去をする予定でございますが、２年間設置して、

その間活用しますので、今後どういったお声が出てくるのか、そういったことにも耳を傾

けながら勉強していきたいと考えております。 

◎前田委員 費用はわかりますか。後で構いません。 

◎三木文化推進課長 費用につきましては、後でお回しするようにさせていただきます。 

◎前田委員 前にも申し上げたけれど、幕末維新博の公式ガイドブック、片岡健吉像の説

明のところは初代立志社の社長とプラス初代衆議院議長の２行で終わっているけれど、何
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のために県議会の真ん前にあるんだと、本来であれば、空白欄もありますんで、初代県議

会議長と書いていなきゃいけないものがぽっこり抜けているというところは、一県会議員

としてはどうしたんだろうという思いがあったんですが。 

◎三木文化推進課長 今回のそのパンフレットにつきましては、博物館のミュージアムネ

ットワークというところで一定原稿等は策定しております。探訪図会のことでしょうか。 

◎前田委員 高知県のガイドブックが出ましたよね。 

◎三木文化推進課長 そちらは観光振興部で策定しておりますので、こういった御意見が

あったことを担当課にお伝えしておきます。 

◎梶原委員 部長の説明の中にもあった組織の改編ですよね。組織の改編自体は総務委員

会の所管ではありますが、当部が一番かかわるというか、スポーツの分野が来るし、当部

からまた所管がえになる分もあるんで、事前の説明資料でもろうたですけれど、改編にか

かわる、どれが出ていってどれが来るという参考説明資料があったほうがいいと思うんで

すが、特にないですか。 

◎岡﨑文化生活部長 理屈を言いますと、組織図は全て総務委員会のものなので。 

◎梶原委員 ただ、文化生活部自体の平成29年度の総合的な審議もしないといけないし、

新たに来る部分、例えばスポーツの分をここで審議しようというわけじゃないですけれ

ど、それも踏まえて、先ほど文化推進課が文化振興課に。 

◎岡﨑文化生活部長 文化振興課になります。 

◎梶原委員 理由は何ですか。 

◎岡﨑文化生活部長 より強力に文化の発展を推進していくということで、推進よりも振

興が勢いがあるんではないかということでございます。 

◎梶原委員 ここの委員会だったかどうか忘れましたけれど、高知県の組織が産業振興計

画ができて、ありとあらゆる課で何とか振興課、何とか推進課ができて、結局何を振興し

て何を推進するのかがいまいち県民側からわかりづらいと。言葉で言えば、振興といえば

大きく物事を盛んにすること、推進というのは物事を前に進めること、そういうたてりが

あるんですけれど、例えば農業なんかは環境農業推進課、地域農業推進課、畜産振興課、

林業にしても森づくり推進課、木材増産推進課、木材産業振興課、これ推進、振興させる

ために仕事をしているわけで、それぞれ産業を振興させるのは当たり前のことなので、推

進、振興、全てにそれつけたら結局意味がなくなってくるんじゃないですかと。じゃあそ

の課の役割を端的に言って、土木部の課が一番わかりやすいですよねという話も前にした

ことがあるんですけれど。今回、より強力に推進すると言われたように、今の推進課をよ

り強力に推進するために振興課に名前を変えるのかといえば、ちょっとそこでまたわかり

にくいですし、大きく捉えて振興課という名前にするんであれば、今回10年スパンで文化

芸術振興ビジョンをつくるんですから、じゃあ文化芸術振興課でいいんじゃないのかと、
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そういうことにもなりますし、振興と推進をつけたらつながりもいいのもわかりますけれ

ど、これは課長が別に課の名前を決めるわけでもないし、部長単独で決めるわけでもな

い、それは知事を初めいろんなところの庁議なり政策調整会議なりいろんな方の思いも乗

っての部の名称やと思いますけれど、その辺についてどう思いますか、部長。 

◎岡﨑文化生活部長 今のお話を聞きましても、名前というのは非常に難しいということ

で、勢いをと言いましたけれど、委員おっしゃるように文化芸術振興ビジョンができたの

で、それを長い期間、しっかりそれをもとに文化行政を進めていくということで、振興と

いうことになったということでございます。確かに言葉がどう違うのかと言われると、私

も正確に御説明申し上げるのは難しいんですけれど、そういったイメージでこのような形

になったのではないかと思っております。 

◎梶原委員 イメージも大事ですけれど、名前のわかりやすさというのも大事ですから、

これから10年間、しっかり文化芸術を振興していこうよというところに、じゃあ何で文化

芸術振興課じゃないのという逆の疑問もすごく出てくるんで、その辺をまた今後いろいろ

な検討材料にしていただいたらいいと思います。 

◎浜田（英）委員 龍馬記念館の資料の出張展示が始まりますよね。新館ができるまでの

間、例えば目黒の雅叙園で７月にあるので、ただ龍馬の資料を展示するだけじゃもったい

ないと、たくさんの人が来るんだから、幕末維新博を２年やるんだからその宣伝もするた

めに各地域の食材を集めてそこで土佐の食材フェア、パーティーも開いて、東京、関東近

辺500人ぐらいの方々をそこへ集めて高知への誘客を図ろうということで、何か民間が動

くようなことを言っていましたけれども、各市町村が食材の提供がなかなか難しいか知ら

ん、頓挫しちゅうような話も聞きますけれども、そちらのほうへはお話は来ていないです

か。 

◎三木文化推進課長 そういったお話は当課には来ておりません。 

◎浜田（英）委員 観光振興部か産業振興部かどっちかやっているよね。わかりました。

結構です。 

◎土居委員 土佐ＭＢＡのことでお聞きしたいんですけれど、私はこの議会で科学技術イ

ノベーションのことについて質問させていただいたんです。人材育成ということで、この

ココプラの中のＭＢＡの事業に大変期待をしているけれど、技術系、コンテンツ系の特に

近年第４次産業革命ということで、ＡＩとかＩｏＴとかＩＣＴについて大変技術が進歩し

ているという中で、ＩｏＴについてはプラットホームをつくって技術研究、また実用化に

向けた取り組みも随分進んでおられると。ＡＩについて特にこの2012年のディープラーニ

ングですかね、その登場でこれからの爆発的な進歩が想定されているところで、その辺に

ついての対策というか人材育成ですね、ＡＩにかかわる、その辺も大事だと思うんです。

例えばＭＢＡでＩｏＴ技術の人材講座が新規の専科の事業として入れられているけれど、
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このＡＩについては人材育成という点からどんなふうに取り組んでおられるのか。 

◎三木文化推進課長 先ほどの説明でも少し触れましたが、来年度、土佐ＭＢＡの充実強

化を図ることとしまして、本科のカリキュラムを見直ししております。その一つとしてビ

ジネストレンドセミナーということを今回やろうとしております。その中のテーマとして

ＩｏＴ、ＡＩといった講座を開催いたします。そのほかにも世界経済情勢ですとかいろん

なテーマがございますけれども、先ほど土居委員のおっしゃったＡＩについてはここで専

門の方に講義をいただきまして、そこから勉強していこうということにしております。 

◎土居委員 今コンテンツ産業のところで、ＡＩを使った事業化に高知に来てくれたコン

テンツ企業が取り組もうとしているわけですよね。事業だけでなく生活の場面とか文化の

場面でもいろんなところで活用できると思いますので、ぜひそういった流れをより実用的

にしていくことが必要じゃないかと思うけれど。ここではあくまで本科の中のトレンドセ

ミナーということなんで、どれくらいのことをやるのかわからないけれど、ぜひこの専科

のところでＩｏＴ技術の人材育成まで踏み込んで。ＩｏＴのほうが行っているということ

ですので、ＡＩのほうもこれから視野に入れていくべきじゃないかなと。なかなかＡＩそ

のものの開発というところはいかんでしょうけれど、少なくともＡＩについての知見とか

情報を持って、高知県の何かしらビジネス事業に生かせていけるようなアイデアを生み出

す、そういう人材育成もこれから必要なんじゃないかと思っております。 

◎三木文化推進課長 土居委員がおっしゃったＡＩというのは、これから実用性ですとか

非常に発展する可能性のある分野やと思っておりますので、そういった視点を持って今後

も取り組んでいきたいと考えております。 

◎塚地委員 最初の文化芸術振興ビジョンの推進のところで御説明をいただきましたアー

ツカウンシルの体制なんですけれど、組織立ったものになるのか、専任職員が集中的に対

応することになるのか、どういう状況ですか。 

◎三木文化推進課長 今回、核となる職員を配置することにしておりますが、当然文化財

団で組織立った体制の充実を図っていかないかんと思っております。現在も芸術祭の事務

ですとか文化財団の自主財源で行っております文化振興事業の職員もおりますので、そう

したところが連携をして組織立った取り組みとしていきたいと考えております。 

◎塚地委員 文化芸術といっても、物すごく広いですもんね。それで、主に何をなさる人

なんかなというのを見ると、事業の企画運営をされるのが主たる仕事になっている。 

◎三木文化推進課長 当然、企画運営が非常に大きいところではないかと考えておりま

す。 

◎塚地委員 県民の皆さんの意識調査をビジョンのほうでしていただいて、文化芸術に取

り組んでいない方が多い、ある意味ここをどうするかというのは結構大きいわけですよ

ね。企画をして機会をふやすということはあるかもしれないけれど、実質携わっていただ
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くというと、時間的余裕とか金銭的余裕とかが伴わないと、なかなか前に向いて進まない

と思うけれど、来年度予算に向けて一定接していただく方々をふやす上で、県民の皆さん

にそういう金銭的余裕がない中で接していただくということに着目した事業は何か考えら

れたものがありますか。 

◎三木文化推進課長 直接的に金銭的な余裕がない人にということではございませんが、

来年度は、例えば今、クルーズ船とかが高知に多く来ております。そうした人が多く集ま

る場所で、文化芸術を発表する場を創出していきたいと考えております。 

 一例でクルーズ船と申しましたが、例えば高知城のお城まつりであったり、そういった

人が集まる場というのは多くございます。そうした場と文化芸術活動をしている人のマッ

チングを、こちらのアーツカウンシルが中心となって県も当然連携して行っていきたいと

考えております。 

◎塚地委員 発表の場を広げるということが結構多いなと思って、発表の場はやっている

人が発表するわけなんで、やっていない人がどうやってやれるようになるかという施策が

大事じゃないかなと思うんですよね。そういう意味では、公民館でいろんな地域の皆さん

が本当に低料金でやっていただけるようになるものとかへの具体的な支援も考えていかな

いといけないんじゃないかなと思うんで、これからこのビジョンを振興する上での一つの

柱、どうかかわる人をどうふやすかを具体的に考えていただくのもぜひお願いしておきた

いなと思います。 

 それで、情報発信事業なんですけれど、文化芸術の情報の一元化ということでホームペ

ージで出してくださるのはすごくいいと思いますけれど、どれだけ情報を集めるかという

集め方がなかなか至難のわざかなと、ライブハウスとかも含めていろんな発表の場を多様

に持っておられると思うんですけれど、そこをどこらあたりまでどういう充実の仕方をし

ていくのかなと。 

◎三木文化推進課長 確かに、いろんな文化芸術団体あるいは文化芸術を発表している機

会、そうしたところは民間主体でこれまでもやってきておったと思いますし、それらを今

全て網羅しておるかと言われましたら、なかなかそこまではいっていない状況やと思いま

す。そうしたことも鑑みまして、今回文化財団の体制を強化して、より文化芸術団体に近

い立場からそうしたリアルタイムな情報を集めていただく、また県としては例えば市町村

でやっておる団体、イベントの情報を収集していく、そうしたものをあわせまして文化芸

術情報を一元化していきたいなと考えております。 

 ただ、これはしたから終わりじゃなくて、どんどんこれは変わっていくことやと思いま

すので、そこはしっかりと、よりリアルな情報を掲載するように取り組んでいきたいと考

えております。 

◎塚地委員 この情報発信事業もアーツカウンシルの方がおやりになるんですか。 
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◎三木文化推進課長 当然県のホームページともリンクをしていくと思いますが、文化財

団のほうでそうしたホームページををつくっていきたいと考えております。 

◎塚地委員 今もそれこそ民間の方なんかでそういう小さ目の発表の場みたいなのをペー

パーにして、一生懸命個人で配っておられる方もいて、そういう方々の情報がこういうと

ころに載るとすごくいいと思うんで、自分たちが計画したらここにアクセスして載せても

らえるような感じ、広く情報を集める努力をしていただいたらなと思いますので、よろし

くお願いします。 

◎三木文化推進課長 先ほど望みやぐらの撤去費用についてお尋ねがありました。これ平

成28年度、29年度、30年度の３カ年の債務負担をとっております。平成30年度はその撤去

費用としまして、約150万円を見込んでおるところでございます。 

◎加藤委員長 以上で、文化推進課を終わります。 

〈国際交流課〉 

◎加藤委員長 それでは次に、国際交流課の説明を求めます。 

◎夕部国際交流課長 国際交流課の平成29年度の当初予算案について御説明をさせていた

だきます。 

 お手元の資料№②議案説明書、当初予算案の206ページをお開きください。 

 まず、歳入でございます。 

 当課で所管しております旅券発給業務につきまして、パスポート交付時にお支払いいた

だく手数料のうち、高知県分の手数料といたしまして2,012万円を見込んでおります。 

 なお、パスポートの発行件数につきましては、平成18年に導入したＩＣ旅券の切りかえ

時期を迎えましたことで、県内の昨年１月から12月までの１年間の発行件数は対前年比で

18.6％増の１万686件となっております。 

 次に、207ページの歳出でございます。 

 説明欄の項目に沿いまして、その内容を順次御説明をさせていただきます。 

 １の人件費5,320万5,000円は、国際交流課８名、派遣職員１名、合わせて９名分の職員

給与でございます。 

 ２の地域国際化推進事業費6,232万3,000円は、地域における県民参加の国際交流を推進

するものでございます。 

 その中の外国青年傷害保険等負担金75万7,000円は、現在国際交流課に配置しておりま

す３名の国際交流員に加えまして、オリンピック・パラリンピック関連事業等をサポート

するため、英語圏の１名増員を予定している国際交流員の傷害保険や新規招致に係る旅費

などの負担金でございます。 

 次の自治体国際化協会等負担金1,088万8,000円は、国際交流員や外国語指導助手の募

集、あっせん、あるいは海外事務所の運営等を通じて地域の国際化を進めるために設立を
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されております地方自治体の共同組織であります一般財団法人自治体国際化協会への分担

金や、国際交流員等の招致事業に係る負担金でございます。国際交流員、外国語指導助手

は、市町村への配置を含めまして平成29年度は110名を予定しております。 

 次の高知県国際交流協会運営費補助金3,133万7,000円は、地域における県民参加の国際

交流を推進するため、公益財団法人高知県国際交流協会の運営及び事業に要する経費に対

しまして助成を行うものでございます。協会では民間国際交流団体を育成するための活動

への助成や在住外国人の方々を対象としました日本語講座の実施、高知県で生活するため

の情報の提供、日本人の語学ボランティアを対象とした通訳・翻訳講座の開催、国際ふれ

あい広場や親子で学ぶ国際理解講座などの県民参加のイベントなどを実施しております。 

 次の事務費1,934万1,000円につきましては、国際交流課に配置します英語圏２名、中

国、韓国の全４名の国際交流員の人件費と活動費及び受け入れ準備や受け入れ後の全体研

修等に要する経費、さらに外務省を初めとする関係省庁との連携を深め、本県における国

際交流を推進するための経費となっております。 

 ３の国際交流推進事業費714万9,000円は、中国・安徽省や韓国・全羅南道、フィリピ

ン・ベンゲット州といった海外の自治体との交流を深めますとともに、各部局が進めてお

ります海外展開事業の支援を行うものでございます。韓国・全羅南道に関しましては、こ

としが田内千鶴子生誕の地の石碑建立20周年の記念の年でもございますし、10月には姉妹

交流協定を締結して１周年を迎えますことから、訪問団の受け入れなどを予定しておりま

す。加えて、全羅南道で開催されます国際農業博覧会への県産品の出展に合わせて訪問団

を派遣するための事務費並びに中国・安徽省やフィリピン・ベンゲット州との交流に係る

事務費などが主なものとなっております。 

 ４の国際協力推進事業費1,066万3,000円は、本県と交流のございます海外の自治体や中

南米移住地から研修生を受け入れ、その研修成果を母国の発展に生かしていただくこと

で、地域に根差した国際協力活動を推進するとともに、県民との交流などを通じて相互理

解の促進や国際意識の向上を図るものでございます。 

 その中の海外技術協力推進事業委託1,011万1,000円は、高知県人が多数移住しておりま

すブラジル、パラグアイ、アルゼンチンから３名、また交流提携自治体のフィリピン・ベ

ンゲット州から１名を県内の試験研究機関や民間企業に受け入れることに伴い、研修員の

受け入れや来日後の生活面を含めたさまざまな支援を公益財団法人高知県国際交流協会に

委託するものでございます。 

 ５の渡航事務費1,827万1,000円は、旅券法に基づくパスポートの発給に要する経費でご

ざいます。 

 その中の旅券発給業務委託料1,641万1,000円は、債務負担行為の決議をいただいており

ますが、平成26年から平成31年３月までの５年間について、旅券発給に係る窓口業務を民
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間企業に業務委託しているもので、委託先はとさでん交通株式会社でございます。 

 以上が国際交流課の29年度の当初予算案ですが、総額は１億5,161万1,000円、対前年度

当初比で約2.7％の397万3,000円の増となっております。主な要因といたしましては、英

語圏の国際交流員の１名増員や韓国・全羅南道への訪問事業が予定されていることなどに

よるものでございます。 

 以上で国際交流課の説明を終わります。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

（な  し） 

◎加藤委員長 以上で、国際交流課を終わります。 

〈まんが・コンテンツ課〉 

◎加藤委員長 次に、まんが・コンテンツ課の説明を求めます。 

◎有澤まんが・コンテンツ課長 お手元の資料№②高知県議会定例会議案説明書、当初予

算によりまして御説明をさせていただきます。 

 209ページをお願いいたします。まず、歳入でございます。 

 ９国庫支出金の3,040万1,000円のうち、２国庫補助金の2,000万円につきましては文化

庁の補助金に、３委託金1,040万1,000円につきましては厚生労働省の人材育成事業に、そ

れぞれ申請を行っているものでございます。 

 210ページをお願いいたします。 

 歳出の説明欄の２まんが王国・土佐推進費8,201万1,000円につきましては、その内容に

ついて別添の資料により説明をさせていただきます。 

 文化生活部議案参考資料のまんが・コンテンツ課の赤のインデックスのついた１ページ

をお願いいたします。 

 左からこれまでの取り組み、成果、課題、平成29年度の取り組みの３つに区分して記載

をさせていただいております。本日は、29年度の取り組みを中心に御説明をさせていただ

きます。 

 まず、一番上の欄、まんが甲子園についてでございます。 

 来年度26回大会となります。８月の本選出場校につきましては、国内の30校に加えまし

て、昨年に引き続き韓国、台湾から１チームずつ、そして来年は新たにシンガポールから

１チームの参加を募りたいということでございます。国内応募校のさらなる増加を目指し

まして、昨年応募がなかった県に加えて、学校数の多い近畿地方の高等学校文化連盟の訪

問ＰＲも行ってまいります。 

 また、本選大会のインターネットを活用した生中継につきましては、２日間で延べ約８

万5,000人の方に視聴いただくことができました。これも継続していきたいということで

ございます。 
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 また、韓国、台湾、シンガポールにつきましては、現地のメディアを招聘し記事を書い

ていただくことなどにより、まんが甲子園や高知県の認知度の向上を図ってまいります。 

 次の全国漫画家大会議につきましては、今年度の第３回大会議をあす、あさって、11日

及び12日に開催をいたします。第３回目を迎え一定定着が図られたことなどから、過去最

多となる28名の漫画家にお越しいただくとともに、新たな取り組みといたしまして、坂本

龍馬が準主人公として登場する歴史医療漫画「ＪＩＮ－仁－」の原画展を約１カ月間開催

するなど、２日間だけにとどまらないイベントとして実施しております。 

 来年度に向けましても漫画家の先生方とのネットワークをさらに拡大をしますととも

に、県内外の観光客の増加を目指しまして、漫画家や出版社などと連携をしながら、さら

に充実した大会議になるよう取り組んでまいります。 

 続きまして、情報発信・おもてなし機能整備についてでございます。 

 情報発信につきましては、首都圏で開催されますワンダーフェスティバルやニコニコ超

会議といったイベントへの出展、ポータルサイトやＳＮＳを活用いたしました情報発信に

引き続き取り組んでまいります。 

 おもてなし機能の整備ということでは、高知市内の主な電停に電停最寄りの観光地、観

光施設にちなんだ漫画を著名な漫画家の先生に書いていただき掲示をしようとするもので

ございます。これによりまして中心市街地の魅力の向上を図りますとともに、県民や高知

県を訪れる方々へのまんが王国・土佐を生かした案内機能を充実強化してまいります。 

 続きまして、まんが教室・人材育成でございます。 

 県内のプロ及びセミプロの漫画家に小中学校に出向いて子供たちに指導を行っていただ

いておりますまんが教室につきましては、来年度も継続してまいります。 

 また、漫画を生かしたコンテンツ創造教育につきましては、高知県の強みである漫画を

生かし、児童生徒の発達段階に合わせた教材及び指導案を作成し、小中学校で実践をしよ

うとするものでございます。今年度作成いたしました教材の試行版を来年度県内の小中学

校で試行いただき、子供たちの反応や教員の意見を吸い上げて改良し、完成をさせたいと

考えてございます。その上で、平成30年度以降ホームページで公開するなど、県内の小中

学校への普及を図ってまいります。 

 当初予算説明資料の210ページにお戻りいただきたいと思います。 

 まんが王国・土佐推進協議会負担金につきましては、同協議会が主催しますまんが甲子

園や全国漫画家大会議の開催経費などを協議会への負担金として支出しようとするもので

ございます。 

 なお、この協議会の会長は知事でございまして、知事が代表である団体への負担金であ

り、双方代理による契約を有効なものとするため、議会から事前許諾をいただこうとする

ものでございます。 
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 事務費につきましては、首都圏のイベントへの出展経費、まんが教室やコンテンツ創造

教育に関する経費などでございます。 

 続きまして、３コンテンツ産業振興費の内容につきましては、同じく先ほどの文化生活

部議案参考資料のまんが・コンテンツ課の赤のインデックスの２ページをごらんいただき

たいと思います。 

 コンテンツ産業の振興を目指しまして、４つの戦略の柱に基づいて取り組みを進めてま

いります。 

 戦略の柱１、企業間の連携支援に関しましては、引き続きコンテンツビジネス企業研究

会において、企業間の事業連携の促進や企業が持っております商品やサービス等の相互取

引を推進するビジネスマッチング、こういったことに取り組んでまいります。 

 戦略の柱２、外商の推進に関しましては、引き続き外商につながる有望なビジネスの事

業化を支援いたしますため、専門家や金融機関への個別相談会を通じて事業計画の磨き上

げを支援しますとともに、事業化に要する経費への助成を行ってまいります。 

 また、首都圏の見本市に出展する高知県ブースの小間数を拡大いたしまして、首都圏で

の外商を支援してまいります。 

 戦略の柱３、コンテンツ関連企業の立地に関しましては、企業立地助成制度を初め人材

育成確保などの立地後のアフターケアを含めたきめ細やかな支援策を生かしながら、引き

続き積極的に誘致活動を行ってまいります。今年度は人工知能の研究開発企業の子会社の

立地など３件の立地につながり、雇用の拡大にもつながっております。既に立地された企

業の人材採用意欲も高く、また今後立地したいという企業も幾つかございます。人材をい

かに確保できるかが重要な鍵となっておりますので、来年度は戦略の柱４、人材の確保、

育成支援を充実強化してまいります。 

 首都圏の人材・企業とのネットワークの構築につきましては、首都圏に在住しておりま

すＩＴ技術者やクリエーター、コンテンツ関連企業とのネットワークを構築いたしまし

て、交流会の開催などを通じて交流を深めること、こういったことを通じまして人材の

Ｕ・Ｉターンや企業同士の事業連携、さらには本県への企業立地にもつなげてまいりたい

と考えております。 

 また、人材育成支援といたしましては、青い丸で拡充の拡とつけておりますが、土佐Ｍ

ＢＡのアプリ開発人材育成講座の充実強化を図ってまいります。具体的には、基礎技術編

においてｅ－ラーニングと集合学習を組み合わせた講座を開催いたしまして、アプリ開発

の基礎技術を持った人材を育成しますとともに、４カ月の期間で実際に動作するアプリケ

ーションを開発していただく応用編の講座を開催することにより、企業のニーズに応えら

れる人材の育成を図ってまいります。 

 それでは、当初予算説明資料の210ページにお戻りをいただきたいと思います。 
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 説明欄の３コンテンツ産業振興費の立地意向アンケート調査委託料、企業信用調査委託

料、リーフレット等デザイン委託料につきましては、企業誘致活動を円滑に推進しますた

め、企業情報の収集や本県の企業立地支援策等を周知するためのリーフレット、こういっ

たものを作成する経費でございます。 

 211ページをごらんいただきたいと思います。 

 アプリ開発人材育成講座実施委託料につきましては、先ほどの土佐ＭＢＡ講座の運営業

務を委託するものでございます。 

 首都圏人材ネットワーク構築事業委託料は、先ほど申し上げた首都圏の人材や企業との

ネットワーク構築に係る業務を委託しようとするものでございます。 

 研究会発事業化支援等事業費補助金につきましては、新たなビジネスプランの事業化な

どを支援するための補助金でございます。 

 コンテンツ企業立地促進事業費補助金は、立地企業の初期投資を軽減しますため、事業

所の運営経費や雇用奨励金などを助成しようとするものでございます。今年度立地した３

社及び来年度新たに立地を見込んでおります３社への補助金を計上させていただいており

ます。 

 事務費につきましては、土佐ＭＢＡ講座の講師やコンテンツビジネスの専門家の報償費

等でございます。 

 以上、まんが・コンテンツ課の平成29年度当初予算総額は２億1,075万6,000円で、28年

度に比べまして1,079万7,000円、率で約4.5％の増ということでございます。 

 続きまして、債務負担行為について御説明させていただきます。 

 212ページをお願いいたします。 

 企業立地促進のための補助金につきましては、３年間交付するということになってござ

いますので、29年度予算で新たにお願いする補助金の債務負担行為として、来年度立地が

見込まれる３社分の4,660万8,000円をお願いするものでございます。 

 続きまして、補正予算の説明をさせていただきます。 

 お手元の資料№④高知県議会定例会議案説明書、補正予算によりまして補正予算の概要

を御説明させていただきます。 

 まず、105ページ、歳入でございます。 

 文化庁から交付されます補助金の額が交付見込み額を上回ったことによりまして、

800万円の増額補正を行おうとするものでございます。 

 また、歳出につきましては106ページの説明欄をごらんいただきたいと思います。 

 １コンテンツ産業振興費の委託料につきましては、いずれも執行残による減額でござい

ます。 

 研究会発の事業化支援と人材育成研修の補助金につきましては、補助金の交付対象とな
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ります事業化プランの認定件数等が見込みを下回ったことによるものでございます。 

 また、コンテンツ企業立地促進事業費補助金につきましては、立地が年度の後半にずれ

込んだことなどによりまして、今年度の補助金が予定を下回ったということでございまし

て、減額をお願いするものでございます。 

 事業費の減額につきましては、事業化プラン認定に係る審査会の回数が減ったこと、想

定を下回ったことなどによるものでございます。 

 当課の合計では、2,350万9,000円の減額補正をお願いするものでございます。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 以前に電車を漫画にしたらどうですかみたいなお話を夢のように見させてい

ただいて、お金がかかりますという話があって、今回、電停に漫画を掲載してくださると

いうことになったらしいんで、おもしろくていいんじゃないかなと思っているんですけれ

ど、これはお一人の漫画家の方に委託するんですか。 

◎有澤まんが・コンテンツ課長 高知県にゆかりのある漫画家で、一定知名度のある漫画

家にお願いをしたいと思っております。 

 今、西原先生を想定しております。交渉中でございまして、これからオーケーをいただ

けるのかどうかということで交渉を続けてまいりますけれども、西原先生に一連書いてい

ただきたいと考えてございます。 

◎塚地委員 電車も走っていますので、コラボでおもしろいかなとも思うんですけれど、

それを別のものに使ったりはできるんですかね。例えばそこの施設のパンフレットみたい

なものに使えるとか、それはちょっと無理なんですか。 

◎有澤まんが・コンテンツ課長 二次利用という形でさせていただけるかどうかというの

は、少し先生と御相談ということで、これから交渉させていただければなと思っておりま

す。 

◎土居委員 漫画を生かしたコンテンツ創造教育の推進というところで、これすごくいい

なと思ったんですけれど、よく見たら、小学校の低学年から中学校までの特に美術とか図

工とかの教材として漫画を活用するということですかね。 

◎有澤まんが・コンテンツ課長 コンテンツ創造教育につきましては国語と図画工作、美

術で、教材としては小学校の低学年向けと高学年向け、それから中学校向けに漫画を生か

して国語の学習ができる、今そういう教材の試行版をつくっているということでございま

す。 

◎土居委員 コンテンツ創造というところに結びつくということで理解はできますが、１

つ漫画もそうかもしれませんけれど、コンテンツ、アプリとかソーシャルゲームとか、特

に若者の就職希望が多い産業でありながら、なかなか県内にそういう企業が少ないから県

外に出ているということで、人材確保に大変苦労しているということがあるんですけれ
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ど、そういう意味からいえば特に高校生の段階で一定ここのコンテンツ創造教育とはちょ

っと違うのかもしれませんけれど、県がこういうコンテンツ産業クラスターの形成に力を

入れているということを、高校生ぐらいの早い段階で知ってもらうと。中身は例えばコン

テンツ関連企業の立地も促進していますよ、また人材の確保の育成策もこんな支援をして

おりますよみたいなところを、一定早い段階で知ることで随分若者の心構えというか、将

来の考え方も変わってくるんじゃないかと思うけれど、高校生ぐらいの段階でのアプロー

チ、あるいは周知の取り組みとかはやられていないんですかね。 

◎有澤まんが・コンテンツ課長 教育委員会とも少し連携をさせていただきまして、今年

度の土佐ＭＢＡで座学でアプリ開発の講座をやったんですけれど、私も高等学校を訪問し

まして、そういう学科のある先生、校長先生を通じてお願いし、実際に生徒に話もしてい

ただきまして、人数の詳細は記憶が今ないんですけれども、高校生にも参加をいただいた

と。来年度もｅ－ラーニングも入れて少しアプリケーション開発の人材も育てていきた

い、そこにも高校生に参加をいただければなと思っていますし、ここは教育委員会との連

携ということで産学情報交換会もやっております。そこに教育委員会の高等学校課にも入

っていただきまして、いろいろな情報交換も行っているところでございます。そういった

ことを通じて、高校生にもぜひコンテンツ産業の振興をやっているんだということを知っ

ていただけるような取り組みを続けてまいりたいと考えております。 

◎土居委員 専門科がある高校ということですけれど、高校生段階だったら、その高校を

卒業した先にもこっち方面へ普通科のほうから希望している方もたくさんいるんじゃない

か。間口も広げながら、専門的じゃなくても、こういうコンテンツ産業というものを教え

ていくという面でも情報を周知していくことが大変有効ではないかと自分も考えますの

で、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

◎有澤まんが・コンテンツ課長 少し教育委員会とも話もさせていただきまして、どうい

う形でやれば効果があるのかも含めて検討させていただければなと思います。 

◎野町副委員長 コンテンツ産業の振興について、土居委員が先ほど言われましたよう

に、希望があるのにもかかわらず県内に余りそういう企業がなかったんで、若者が県外に

出ていたというところの歯どめをという話ですけれど、先ほど御説明あったように本年３

件を含めて９件の企業立地があって、101人が新規雇用になっているという話ですけれ

ど、１つは高知県のどこに立地がされたのかということと、それともう一つは、新規雇用

としては若者が相当多いのかを確認したいんですけれど。 

◎有澤まんが・コンテンツ課長 立地場所につきましては、高知市でありますとか南国市

とか、高知市近辺が多いのが実態でございます。今年度の立地の３件で言いますと南国市

が２件、高知市が１件でございます。 

 今までの雇用を見ますと、年度の途中で立地をされるケースが多うございます。その主
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な人材の採用ということに関して言いますと、中途採用が多いのが実態でございます。た

だ、企業も何年かたちますと一定新卒採用ということで、例えば県内の専門学校でありま

すとか大学とか、そういうところへの働きかけも、私どもも支援させていただいていると

ころでございます。 

◎野町副委員長 ちょっとセンセーショナルに大分前に報道もされた徳島県のもみじを売

っているところ、ああいういわゆる田舎にネットがしっかりしていれば可能性はあるんだ

よというイメージがあったものですから、現実的には高知市とか南国市あたりの都市部に

多いということですよね。今後そういう部分への可能性というのはどんなもんかなと思い

ます。 

◎有澤まんが・コンテンツ課長 私どもの所管ではございませんけれども、インターネッ

ト環境が整った例えばシェアハウス、こういったものも補助金も出しながら、中山間地域

でのコンテンツビジネスの誘致も進めているところでございますので、当然高知市近辺だ

けでいいということではなくて、インターネット環境があればどこでもできるというのが

コンテンツビジネスかと考えておりますので、どこに立地したいかというお話も企業誘致

の段階ではさまざまさせていただきながら進めているところでございます。 

◎野町副委員長 移住促進課に前にお聞きをしたんですけれど、県外の大学生に対して県

内に戻ってくるようにということで、いろいろアプローチをしているんだというお話もし

ていました。そのことも含めて、土居委員が言った高校もそうですけれど、やっぱり県立

の工科大とか、あるいは高専とか、あるいは龍馬学園等を含めた専門学校とか、そういっ

たところへの企業のＰＲとか、あるいはそういう取り組みを県がやっているんだという部

分、それから県外の大学生に対してのアプローチもやっておられるのかどうかというのは

どうでしょうか。 

◎有澤まんが・コンテンツ課長 県内の大学とか専門学校に関しましては、立地企業の人

材採用のニーズがございますから、実際に企業と一緒に専門学校であったり大学を回った

りということを、私ども人材の確保策を支援するという意味で取り組みはさせていただい

ております。 

 一方、県外の大学にいらっしゃる方へは、商工労働部で県内の企業の情報を保護者の方

にお送りをするとか、そういったことをされているということで、私どものほうでは直接

的には事業は所管をしていないんですけれども、来年度少し首都圏のＩＴ人材を確保する

ために、既に働いていらっしゃる方が中心になりますけれども、事情等によってＵターン

をされたい方もいらっしゃるということも考えて、そういった方とネットワークをつくる

事業を、来年度新規で考えているところでございます。 

◎野町副委員長 そういうところとぜひ連携をしていただいて、高知にもそういうＩＴを

含めた企業が結構来ているんであれば、興味があるんだよというところを連携してアピー
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ルをしてもらいたいなということです。 

◎加藤委員長 以上で、質疑を終わります。 

 ここで15分ほど休憩をしたいと思います。再開は３時にいたします。 

 

（休憩 14時42分～15時０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、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 県民生活・男女共同参画課の提出議案につきまして

は、平成29年度当初予算と平成28年度補正予算、また条例議案がございます。 

 まず、平成29年度当初予算について説明をさせていただきます。 

 資料②当初予算の議案説明書の213ページをお願いいたします。 

 まず、歳入のうち主なものにつきましては、後ほど関連します歳出のところで御説明を

させていただきます。 

 次に、歳出でございますが、215ページからになります。 

 右の説明欄に沿って主なものを説明させていただきます。 

 次の216ページをごらんください。 

 ２の交通安全対策推進費です。 

 高知県交通安全指導員協議会補助金と３つ目の交通安全運動推進事業費補助金は、それ

ぞれ交通安全活動を行うボランティア団体であります高知県交通安全指導員協議会と高知

県交通安全母の会連合会の活動に要する経費を助成するものです。 

 ３の交通事故被害者救済対策費は、交通事故相談所において事故相談に対応する非常勤

相談員２名の人件費などです。 

 ４交通安全こどもセンター運営費は、高知市比島の交通安全こどもセンターの管理運営

に係る経費です。センターの管理運営は指定管理者でありますＮＰＯ法人たびびとに委託

をしております。 

 ５消費者行政推進事業費は、県民の皆様の消費生活の安定と向上を図るため、市町村や

関係機関との連携による多重債務者対策や、関係法令に基づく事業者への指導、消費者へ

の情報提供を行うための経費です。 

 217ページをごらんください。 

 ６消費生活センター費は、県立消費生活センターの運営に要する経費です。消費生活セ

ンターでは、県民の皆様からのさまざまな相談に対応し助言やあっせんを行うとともに、

消費者への啓発や市町村の相談窓口への助言などを行っております。 
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 ７消費者行政活性化基金事業費です。 

 消費生活相談員研修実施委託料は、消費者行政の充実強化のために造成した基金を活用

し、市町村の相談員や担当職員を対象に相談窓口の対応力の向上のための研修を実施する

もので、全額基金からの繰入金で賄っております。 

 ８の消費者行政推進交付金事業費は、国の地方消費者行政推進交付金を活用しまして、

県や市町村の消費生活相談窓口の機能強化や啓発の充実などに取り組むための経費です。 

 関連しますので、本年度中に策定を予定しております高知県消費者教育推進計画につき

まして御説明をさせていただきます。 

 さきの12月議会におきまして、平成29年度から平成34年度までを計画期間とする高知県

消費者教育推進計画の素案について御報告をさせていただきました。その後、パブリック

コメントや高知県消費生活審議会における委員の意見を踏まえ、最終の取りまとめを行い

ました。本日、参考に計画の概要と本文のほうをお配りしておりますが、計画の内容に大

きな変更はございませんでしたので、内容の説明は省略させていただきます。 

 資料に戻りまして、２つ目の啓発冊子作成委託料は、消費者教育推進計画の中に重点施

策として挙げております若者に対する消費者教育の推進のため、新たに家計管理の方法や

契約の知識など消費者トラブルの防止のための新成人向けの啓発冊子を作成するもので

す。 

 市町村等消費者行政推進事業費補助金は、市町村が取り組む相談窓口体制の強化や住民

啓発などの事業、また消費者団体等が自主的に行う普及啓発活動などに対し助成をするも

のです。 

 また、事務費の中には今回新たに学校現場での消費者教育を推進するため、消費生活セ

ンターに消費者教育専任の非常勤職員を１名配置するための経費を計上しております。具

体的には、県や市町村の教育委員会などとの連携を強化し、学校での模擬授業の実施や教

材の作成などを行いたいと考えております。 

 ９安全安心まちづくり推進事業費は、高知県安全安心まちづくり推進会議を中心に事業

者団体や地域のボランティア、市町村などと連携・協力して、防犯に関する啓発活動や情

報提供などに取り組む経費です。 

 １つ目の性暴力被害者支援補助金は、性暴力被害者の負担軽減を図るため、認定特定非

営利活動法人こうち被害者支援センターが行う性暴力被害者に対する医療費の助成事業に

対し補助をするものです。 

 218ページをごらんください。10の男女共同参画推進事業費です。 

 女性就労支援事業委託料は、平成26年６月に開室しました高知家の女性しごと応援室の

運営に要する経費です。この応援室につきましては、本年１月末現在の累計で延べ相談件

数が2,916件、新規相談者が1,044人、就職者数が333人と成果があらわれております。相



- 51 - 

談者の増加に伴いまして、なかなか就職に結びつかない困難なケースや、中長期的な支援

が必要な方などもふえてきていることから、来年度は相談ブースの増設などにより相談体

制を充実させるとともに、より安定的にきめ細かな支援を提供できるよう、委託期間を３

年間に延長し、必要な経費について債務負担行為をお願いしております。 

 女性登用等促進事業委託料は、国の地域女性活躍推進交付金を活用しまして、県内企業

における女性の継続就業や登用のさらなる促進に向け、管理職や働いている女性を対象に

したセミナーや、女性活躍推進法に定める事業主行動計画の策定支援を経済団体に委託し

て実施するものです。 

 番組制作放送委託料と、１つ飛ばしましてファミリー・サポート・センター運営費補助

金、またその下の高知版ファミリー・サポート・センター運営費補助金につきましては、

議案参考資料で説明をさせていただきます。 

 議案参考資料のうち、県民生活・男女共同参画課と赤いインデックスのあるページの１

ページをお開きください。 

 高知版ファミリー・サポート・センターの推進と表題のある資料の左下、Ｈ28の取り組

みをごらんください。 

 ファミリー・サポート・センターにつきましては、本年度国の補助要件を満たさない会

員数50人未満の小規模なセンターを高知版ファミリー・サポート・センターとして県独自

に支援する補助制度を創設しておりまして、昨年11月には香南市にこの制度を活用した第

１号となるセンターが開設したところです。来年度は県内全域での普及をさらに加速させ

るため、市町村に行った意向調査の結果なども踏まえまして、この高知版ファミリー・サ

ポート・センター運営費補助金による財政支援を拡充することとしております。 

 具体的には、資料の右側、Ｈ29の取り組みの１、高知版ファミリー・サポート・センタ

ー設置への支援のところになりますが、市町村においてセンターを運営するために必要な

職員を確保できるよう、センター業務の専任職員を配置した場合の加算メニューを創設し

ております。あわせて、その下、２、会員の増に向けたセンターのＰＲでは、本年度行い

ましたリーフレットや県の広報媒体によるＰＲに加えまして、ファミリー・サポート・セ

ンターによる地域の支え合い活動をより身近に感じていただくため、県内の３カ所のセン

ターの活動事例をテレビ放映するとともに、ＤＶＤ化し、地域のイベントや子育て支援セ

ンターなど、市町村の子育て関連施設で出前上映する取り組みを行いたいと考えておりま

す。こうした取り組みを通じまして、平成31年度末までに13カ所の開設を目指してまいり

ます。 

 それでは、資料２に戻っていただきまして、218ページになりますが、11こうち男女共

同参画センター管理運営費は、県と高知市が共同で設置していますこうち男女共同参画セ

ンターソーレの管理運営に要する経費です。当センターは平成18年４月から指定管理者制
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度を導入しておりまして、本年度をもって現在の３期目の指定期間が満了しますことか

ら、昨年の12月議会におきまして、平成29年４月１日から５年間の指定管理者として、公

益財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団を指定するとともに、債務負担行為に係る

予算を承認いただいたところです。 

 管理運営等委託料は、ソーレの指定管理に要する経費と消費生活センターなど他の機関

が入居している県有施設部分の管理を委託する経費です。 

 なお、指定管理に要する経費は、人件費を除き設置者であります県と高知市が折半する

こととなっておりまして、高知市分を負担金として歳入に計上しております。 

 219ページをごらんください。 

 12の女性相談支援センター費は、女性からのさまざまな相談や一時保護、自立支援を一

体的に行う女性相談支援センターの運営に要する経費です。これらの経費の一部について

は、国の婦人保護事業費負担金や婦人相談所運営費負担金、児童福祉事業対策費等補助金

を活用することとしております。 

 女性の自立支援促進事業委託料は、ＤＶ被害者などの早期の自立を促すため、入所者の

生活への支援事業と一時保護所の調理業務、施設の宿直業務などを一括してＮＰＯ法人大

地の会に委託する経費です。 

 13のＤＶ被害者支援事業費でございます。 

 １つ目は、ＤＶ被害者等の一時保護について、一時保護所が満床の場合や中学生以上の

男児を同伴している場合、また男性のＤＶ被害者など女性相談支援センターで受け付ける

ことができないケースについて、民間シェルターや社会福祉施設等に委託をしているもの

です。 

 なお、今後はこれらのケースに加えまして、仕事を持っており外出を希望する人や、一

時保護所での共同生活になじめないため入所を希望されない方で危険性の低い方について

も、一時保護の委託の対象として拡大していくことを考えております。 

 ＤＶ防止啓発委託料は、県民の皆様のＤＶ問題への関心を高めていただくため、民間か

らの寄附金も活用しまして、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにち

なんで、毎年11月の女性に対する暴力をなくす運動期間に、高知城を紫色にライトアップ

しようとするものです。 

 民間シェルター運営費補助金は、民間支援団体がＤＶ被害者の安全を確保するために設

置するシェルターの運営に対して助成をするものです。 

 なお、ＤＶ被害者支援につきましては、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防止法に基づきまして、高知県ＤＶ被害者支援計画を策定して

おります。本年度で第２次計画の計画期間が満了することから、さきの12月議会におきま

して平成29年４月から平成34年３月までを計画期間とする第３次の計画の素案を御報告さ



- 53 - 

せていただきました。その後、パブリックコメントや被害者支援団体や有識者などから構

成する策定委員会における議論を踏まえ、最終の取りまとめを行いました。本日、参考に

計画の概要と本文をお配りしておりますが、計画の内容に大きな変更はございませんでし

たので、説明は省略をさせていただきます。 

 次は、14の社会貢献活動推進事業費でございます。 

 219ページの一番下、ＮＰＯ法人設立支援等業務委託料は、ＮＰＯ法人の設立認証・認

定について、法人化の検討から申請手続までの事前相談への対応を包括的に高知県ボラン

ティアＮＰＯセンターに委託する経費です。 

 220ページの、高知県社会貢献活動拠点センター運営費補助金は、県が社会貢献活動の

拠点センターとして位置づけております高知県ボランティアＮＰＯセンターが行いますＮ

ＰＯ活動の活性化のための研修や情報提供、ネットワークづくりなどの取り組みに対して

助成をするものです。 

 15消費者行政活性化基金積立金は、消費者行政活性化基金の残額に対する平成29年度の

運用益を基金に積み立てるものです。 

 以上、平成29年度の県民生活・男女共同参画課の予算額は４億9,558万6,000円で、前年

度予算より592万3,000円の増額となっております。その主な要因は、ファミリー・サポー

ト・センター事業の推進に要する経費の増などによるものです。 

 続きまして、平成28年度補正予算の歳出について説明をさせていただきます。 

 資料④の108ページをごらんください。 

 科目４県民生活・男女共同参画費では、全体で1,355万6,000円の減額補正をお願いして

おります。 

 まず、１の消費者行政推進交付金事業費の減額は、市町村等消費者行政推進事業費補助

金におきまして、市町村の事業で入札残などが生じましたため、不用が見込まれることに

よるものです。 

 ２の男女共同参画推進事業費の減額は、女性就労支援事業委託料について、高知家の女

性しごと応援室のスタッフの人件費が見込みを下回ったため、また高知版ファミリー・サ

ポート・センター運営費補助金について、開所箇所数が見込みを下回ったため、それぞれ

減額するものでございます。 

 ３の女性相談支援センター費の減額は、ＤＶ被害など緊急に保護する必要のある女性を

一時的に保護する一時保護所や、一時保護後の自立を支援する自立支援施設の入所者が見

込みを下回ったため、それぞれ減額するものです。 

 以上が補正予算案の説明です。 

 続きまして、条例議案について説明をさせていただきます。 

 資料⑥条例その他議案説明書の６ページをごらんください。 
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 高知県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例議案を１件提出させていた

だいております。 

 今回の改正は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴いまして必要な

改正をしようとするものです。内容につきましては、議案参考資料で説明をさせていただ

きたいと思います。 

 別とじの議案参考資料の赤のインデックスの県民生活・男女共同参画課の２ページをお

開きください。 

 資料の上半分、左側は法の改正の概要について、右側は施行条例の改正の概要について

記載をしております。左側枠の中、下の部分に記載をしておりますが、矢印の次に①から

⑤の記載のあるところが条例改正が必要となるため、右側に①から⑤として記載をしてお

ります。法改正点のうち①から⑤以外は法において条例委任を受けていないため、条例に

その部分の規定がないことから、条例改正の必要はありません。 

 まず、左側の特定非営利活動促進法の一部を改正する法律をごらんください。 

 Ⅰの認証申請の縦覧期間の短縮等の部分ですが、認証申請時等の添付書類の縦覧期間が

２カ月から１カ月に、縦覧期間中の書類の補正可能期間が認証申請の受理日から１カ月か

ら２週間に短縮され、より迅速な手続が可能となります。これに関しては条例改正の必要

はありません。 

 次に、認証申請における公表について、現行の公告に加えてインターネットによる公告

も可能とされましたことから、高知県においてもインターネットの利用による公表を考え

ておりますので、条例を「公告は、高知県公報に登載してこれを行う」から「公告または

インターネットの利用による公表は、高知県のホームページにより公表する」に改正する

こととしています。これが右の条例の改正の①でございます。 

 Ⅱの事業報告書等の備置期間等の延長の部分です。 

 まず、ＮＰＯ法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間が翌々事業年度の末日までの

間、約３年間から、作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの

間、約５年間に延長をされます。これは条例改正の②でございます。 

 また、ＮＰＯ法人から提出された事業報告書等を所轄庁であります県において閲覧、謄

写できる期間も過去３年間から過去５年間に延長されます。これは条例改正の③でござい

ます。 

 法改正のⅢですが、認定ＮＰＯ法人等の海外への送金または金銭の持ち出しについて、

所轄庁であります県への事前報告等が廃止となりますことから、条例のその規定を削除す

ることとしています。これは条例改正では④になります。 

 法改正のⅣですが、設立後１年を超える期間が経過し、かつ設立後５年以内のＮＰＯ法

人が一定の要件を満たすことにより、税制優遇措置を受けることができる仮認定ＮＰＯ法
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人について、名称が特例認定ＮＰＯ法人に変更されますことから、条例においても名称を

変更しようとするものです。これは条例改正の⑤になります。 

 法改正の５及び６ですが、ＮＰＯ法人は前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく定款

で定める方法により報告することが必要となります。また、ＮＰＯ法人や所轄庁は内閣府

ＮＰＯ法人ポータルサイトにおいて、ＮＰＯ法人の活動の状況に関する情報を積極的に公

表することが努力義務とされました。これに関しては条例の改正の必要はございません。 

 なお、資料下の部分に参考として、大まかな事務の流れについて現行と改正後を図で記

載させていただいております。 

 以上が、特定非営利活動促進法の改正と、そのうち条例の改正が必要となる５点の改正

の概要となります。 

 これで県民生活・男女共同参画課の説明を終わります。 

◎加藤委員長 質疑に入る前に、浜田委員と土森委員から所用のため少しおくれる旨の連

絡があっておりますので、御報告をしておきます。 

 それでは、質疑を行います。 

◎梶原委員 ファミリー・サポート・センターが香南市にできまして、地元で話を聞いて

みますと、やはり提供会員の方の顔がいかに見えるかというところがかかわってくると思

いますし、それが会員の確保にもつながっていく、そういった中でスタートしたわけです

が、これは結局高知版でスタートして50人を超えたら国の補助基準になるということです

ね。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 会員数が50人を超えましたら、国庫補助のほうを受

けることができますので、まず国庫補助を受けていただいて、あと高知県版で継ぎ足しで

補助をしていたものは継続していく形になります。 

◎梶原委員 市町村の意向調査の結果から、書かれている課題の分析で、17市町村がニー

ズがない、または不明というところ、そこは行政としてなかなか捉えにくいと思っている

のか、よほど小規模自治体で地域の集落の顔が見えて気軽に預かってくれるというところ

でなければ、ニーズ自体がないわけはないんで、それを行政にいかに取り組んでいただく

かというところが課題になると思いますけれど、どうでしょうか。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 高知県の場合、ファミリー・サポート・センターが

高知市にまずあって、昨年佐川町にできた、本当にファミリー・サポート・センター自体

が知られていないので、各市町村を回ったときも住民の方からファミリー・サポート・セ

ンターをつくってほしいという声をまだ聞かれないというようなことをお聞きしておりま

した。そういった関係で、ニーズがないと市町村が回答されていると思います。 

 そういうこともありますので、来年度、先ほど説明させていただきましたが、既存の今

の３つのセンターの取り組み状況をＤＶＤ化して、各市町村とのいろんなイベントとか子
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育て関連施設等でも上映をして、自分の市町村にも欲しいといった声を上げていただきた

いと思っております。 

◎梶原委員 一遍ちょっとお聞きしたんですけれども、提供会員になるためには研修を受

けなければならないと、その研修が土日丸々時間がかかって拘束されるという状況の中

で、意外と提供会員になられる方のお話を聞いたら、することがなくて預かろうかという

ことではなくて、積極的に預かろうとされる方はふだんから結構いろんなことも忙しくさ

れている方、忙しいけれどもこれは大事なことだからやろうと思ったと、そういうときに

今の香南市の場合は研修が土日丸々時間がとられるので、例えばそれを何回かに分けれる

とか、子供を預かるのでしっかり研修はしていただかなければならないですけれども、も

うちょっと時間の幅というか、余裕を持たせてできるように取り組んでいったらなと思う

んですけれど、高知県版を実施する市町村がふえる場合のその研修ですよね。それは、市

町村が実施する研修に対する支援、独自の研修なのか、ある程度県として必要や安全性を

認めてこういう研修というのか、その辺はどうなんですか。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 県の子育て支援事業の研修、これは30時間なんです

が、ファミリー・サポート・センターコースを開催して、まずそれを受けていただく取り

組みをしています。あと開設を予定しております市町村において独自に市町村が実施主体

で現在は、国は24時間ですが、なかなかその時間が長いという話もあって、高知市が12時

間の研修を今までやってきておりまして、それに倣って12時間の研修を実施主体のほうが

やっております。そういったところには県も支援をして、講師の紹介であったりとかとい

うことで一緒に取り組むようにしております。 

◎梶原委員 研修自体はしっかり受けていただくように取り組んでいただかなければ、曲

がりなりにもアクシデントとか事故があったら、ニーズのほうもやっぱり不安だというこ

とで一気に減ってくる可能性があるので、そういったことが起きないように、研修自体は

しっかりしていただきたいと思います。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 この研修は本当に大事ですので、しっかりやってい

きたいと思いますし、ただ先ほど言われましたように、土日丸々という声があるというこ

とですので、そういったところはもう少し声もお聞きして、実施市町村と協議もしていけ

たらと思っています。 

◎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 それでは次に、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、当初予算から説明をさせていただきます。 

 資料番号②当初予算、議案説明書の222ページをお願いいたします。 

 主な歳入を御説明いたします。 
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 ９国庫支出金のうち２国庫補助金、12教育費補助金の14億8,900万円余りは、私学助成

や私立学校の耐震診断、高校生の留学支援、小中学生の授業料負担の軽減についての実証

事業、就学支援金、奨学給付金などに係る国からの補助金でございます。 

 ３委託金313万円は、専修学校の授業料減免等の実証事業についての国からの委託金で

ございます。 

 10財産収入につきましては、次の223ページをごらんいただきたいと思います。こちら

は工科大学学術研究等支援基金など、ここに書いてございます３つの基金の運用益でござ

います。 

 12繰入金のうち１つ目の工科大学学術研究等支援基金繰入は、高知工科大学の経済系の

研究施設の改装費に充てるため、基金からの繰り入れを行うものでございます。 

 夢・志チャレンジ基金繰入は、返還の必要がない給付型の奨学金のために、篤志家から

の寄附金を原資として基金を積み立てており、そこから平成29年度に給付する奨学金を繰

り入れるものでございます。 

 14諸収入の中の９文化生活部収入は、永国寺キャンパスに置いてあります自動販売機の

設置に係る貸付料などでございます。 

 15県債の２億8,700万円は、永国寺キャンパス整備の財源に充てる起債でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 224ページをお願いいたします。 

 科目の１大学支援費から、主なものについて説明させていただきます。 

 １県立大学等支援費、公立大学法人評価委員会委員報酬は、高知県公立大学法人の年度

実績評価などを行っていただく評価委員会の委員報酬でございます。 

 高知県公立大学法人職員共済組合負担金は、法人の教職員の共済費に係る県の負担金で

ございます。地方公務員等共済組合法の規定により県が負担義務を負うものでございま

す。 

 225ページをお願いいたします。 

 高知県公立大学法人運営費交付金は、法人の運営財源として交付するもので、法人運営

に必要な経費から授業料等の自己収入を差し引いたものでございます。 

 ２県立大学整備費は、永国寺キャンパスの整備のための経費でございまして、工事監理

等委託料と工事請負費などで３億8,600万円余りを計上しております。平成29年度におき

ましては、第３期工事として学生会館の改修工事と旧体育館の解体を含めた地域交流広場

の整備を行ってまいります。 

 なお、いずれの工事も平成29年度中に完成予定であり、その後は南側の敷地にあります

旧学生会館を取り壊して駐車場の整備を行い、平成30年度中には永国寺キャンパスの全て

の工事が完了することとなります。 
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 ３工科大学学術研究等支援基金積立金は、歳入で御説明いたしました基金の運用益の積

み立てでございます。 

 １私学支援費でございます。 

 １人件費につきましては、私学・大学支援課の職員の人件費と、高知県公立大学法人に

派遣している県職員の共済費に係る県負担分でございます。 

 ２私学支援費でございます。私立学校審議会委員報酬は、私立学校の設置認可等につい

て審議していただく私立学校審議会の委員報酬でございます。 

 226ページをお願いいたします。 

 私立学校人権教育指導委託料は、人権教育を促進するための研修や学校訪問を人権啓発

センターに委託して実施するものでございます。 

 私立高等学校等就学支援金事務委託料は、就学支援金認定申請書の生徒への交付や取り

まとめ、請求等の事務を私立学校の設置者に委託する経費でございます。 

 私立学校運営費補助金は、私立小・中・高等学校の運営費に対して助成するもので、１

人当たりの補助単価に児童生徒数を掛けて予算化をしております。 

 なお、生徒１人当たりの補助単価は、28年度に比べ、小・中・高ともそれぞれ3,700円

余り高くなっております。 

 このほかの私立学校への運営費補助金といたしまして、光の村養護学校に対する私立特

別支援学校運営費補助金と、専修学校高等課程の運営費などに対する専修学校運営費等補

助金がございます。 

 私立学校授業料減免補助金は、授業料減免を行う学校に対し補助するものでございまし

て、小中学校においては生活保護世帯、家計急変世帯、市町村民税非課税世帯について補

助率３分の２、高等学校においてはさらに年収350万円程度未満の世帯まで対象を広げて

おりまして、家庭における授業料負担が実質的に無償となるよう学校への補助率を10分の

10としております。 

 私立学校教育力強化推進事業費補助金は２つの事業で構成されておりまして、国庫補助

事業の教育改革推進事業約4,700万円と、各私立高校の特色を生かした取り組みに対する

県単独補助の教育力強化推進事業7,500万円がその内訳となっております。 

 なお、県単独の教育力強化推進事業につきましては、高等学校のみ設置法人は600万円

を、中高併設法人は900万円を上限額として補助するものでございます。 

 私立学校教職員の退職金制度や共済年金制度の安定を図るため、高知県私学退職金社団

や日本私立学校振興・共済事業団に対して補助するものでございます。 

 私立学校施設耐震対策支援事業費補助金及び私立学校耐震化促進事業費補助金は、学校

施設の耐震診断及び非構造部材の耐震点検に要する経費に対する補助でございます。国庫

補助に加えて県が継ぎ足し補助をすることで、私立学校施設の耐震化を促進しようとする
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ものでございます。平成29年度は、明徳義塾の寄宿舎や中央高校の体育館の耐震診断、高

知小学校の非構造部材の耐震点検への補助を予定しております。 

 私立高校生国際交流促進費補助金は、２週間以上１年未満の海外留学を行う県内の私立

高校生に対して、１人６万円を上限として留学経費を補助するものでございます。 

 227ページをお願いいたします。 

 専修学校生修学支援補助金は、文部科学省から委託を受けて行う事業でございまして、

意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により修学を断念することがないよう、授業料

の一部減免を受けた生徒について、残りの授業料の本人負担分について経済的支援を行う

ものでございます。 

 私立中学校等修学支援実証事業費補助金は、平成29年度から国において創設される小中

学生の授業料負担の軽減制度でございます。私立の小中学校に通う児童生徒で年収400万

円未満程度世帯の生徒１人につきまして年額10万円を支給するとともに、私立学校を選択

している理由や家庭の経済状況などの実態調査を予定しております。 

 私立高等学校等就学支援金交付金は、平成22年度からの公立高校の授業料無償化の動き

と連動して始まった事業でございます。公立高校の授業料相当額を支援するもので、平成

26年度からは所得制限が導入されております。年収910万円未満程度の世帯について、所

得に応じて月額9,900円から２万4,750円までの額を支給するものでございます。 

 私立高等学校等再就学支援金交付金は、高等学校などを中途退学した方が再度高等学校

等で学び直すことを支援するものでございます。 

 私立高校生等奨学給付金扶助費は、低所得世帯の授業料以外の教育費、すなわち教科

書、教材費、学用品等の負担を軽減するため定額を支給するものでございます。国庫補助

事業でございまして、29年度からは非課税世帯における第１子の給付額が28年度より１万

6,800円増額となり、８万4,000円となっております。 

 ２育英事業推進費でございます。 

 リーフレット作成等委託料は、奨学金の返還を支援する産業人材定着支援事業と給付型

奨学金である夢・志チャレンジ育英資金制度という２つの奨学金制度の周知のために、リ

ーフレット作成などを委託するものでございます。 

 土佐育英協会補助金は、公益財団法人土佐育英協会が県内出身者に対して行っておりま

す奨学金貸与事業の支援のため必要な経費を補助するものでございます。 

 夢・志チャレンジ育英資金給付金は、歳入のところでも御説明いたしましたが、篤志家

からの寄附金を原資として、返還の必要がない給付型の奨学金を給付するものでございま

す。給付対象者は10名で、大学入試センター試験の結果と国公立大学の在学を確認の上、

５月に対象者を決定する運びとなっております。１年目は入学一時金を含め１人当たり

102万円を給付することになっておりまして、ここではその10人分の1,020万円を予算化し
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ております。 

 なお、後ほど御説明いたしますが、対象者が決定することによりまして、大学２年次か

ら４年次までの奨学金も自動的に決まりますので、その分を債務負担として計上しており

ます。 

 ２産業人材定着支援基金積立金及び３夢・志チャレンジ基金積立金は、歳入で御説明し

ました基金の運用益の積み立てでございます。 

 以上、私学・大学支援課の平成29年度予算は総額98億8,194万6,000円で、前年度に比べ

20億2,868万2,000円の減となっております。率にして17％の減となっておりますが、平成

28年度は永国寺キャンパス図書館及び体育館の建築工事があり、これが終了しますことか

ら大幅減となるものでございます。 

 続きまして、229ページをお願いいたします。債務負担行為でございます。 

 夢・志チャレンジ育英資金給付は、先ほど御説明しました返還の必要がない給付型の奨

学金の債務負担分でございます。大学２年次から４年次まで１人当たり216万円の給付

で、その10人分の債務負担として2,160万円を計上しております。 

 次に、補正予算について御説明させていただきます。 

 資料番号④の補正予算、議案説明書の110ページをお願いいたします。 

 １県立大学等支援費でございます。 

 高知県公立大学法人職員共済組合負担金は、地方公共団体の負担率が当初の見込みを下

回ったことなどによるものでございます。 

 高知県公立大学法人運営費交付金については、平成27年度の教職員の退職金について精

算を行うものでございます。 

 ２県立大学整備費でございます。 

 建築等工事請負費は、図書館、体育館の建築工事の入札残によるものでございます。 

 次に、私学支援費でございます。 

 私立学校運営費補助金、私立特別支援学校運営費補助金につきましては、生徒数が当初

の見込みを下回ったことによるものでございます。 

 専修学校運営費等補助金につきましては、高等課程の生徒数や各種学校の授業料減免の

申請額が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。 

 私立学校授業料減免補助金は、補助対象者数が当初の見込みを下回ったことによるもの

でございます。 

 私立学校教育力強化推進事業費補助金につきましては、国の補助事業分について事業実

績が当初の見込みを下回る見込みとなったことから、減額するものでございます。 

 111ページをお願いします。 

 私立学校施設耐震対策支援事業費補助金につきましては、明徳義塾高等学校の寄宿舎２
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棟の耐震診断への補助でございますが、実事業費が当初の見込みを下回ったことから減額

するものでございます。 

 私立高校生国際交流促進費補助金は、全額国費の事業でございますが、国において長期

留学への補助制度が廃止されたことや、短期留学においても国の選考に漏れたことから、

全額を減額するものでございます。 

 私立高等学校等就学支援金交付金、私立高等学校等再就学支援金交付金及び私立高校生

等奨学給付金扶助費は、いずれも対象者が当初の見込みを下回ったことにより減額するも

のでございます。 

 112ページをお願いいたします。繰越明許費明細書でございます。 

 県立大学整備費につきましては、10億2,231万2,000円を繰越予定額としております。永

国寺キャンパス図書館及び体育館建築主体工事並びに同工事監理委託業務においては、排

水計画の変更に伴う外構工事の調整及び施工に日数を要したため、全体工程を見直して対

応しようとするものでございます。 

 以上が当課の補正予算でございます。 

 説明は以上でございます。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

◎塚地委員 私立の中学校等修学支援実証事業費なんですけれど、実証ということはモデ

ルケース的に国が行う事業ということですか。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 実証という意味は、低所得であるにもかかわらず、なぜ無償

である公立中学校に行かずに私立に行ったかとか、そういったさまざまな事情、そして家

庭の事情をあわせて調査していくという意味でございまして、手を挙げる県、挙げない県

という意味ではあるんでしょうけれども、モデル的にというんではなく、例えば本県では

手を挙げる学校全てに補助をするという考えでおります。 

◎塚地委員 手を挙げるところは全部というのは、全部の私学に手を挙げてくれませんか

と言うわけじゃなくてということですか。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 全ての私学からの応募を予定してこの予算を組んでおりま

す。 

◎塚地委員 所得400万円以下というのは、大体その人数をカバーできる金額になってい

るということですか。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 これにつきましては、小中学校のそういったデータがござい

ません。ですから、積算に当たりましては現在の高校生の就学支援金におきまして一定の

データがございますので、それをもとに推計をしております。 

◎塚地委員 それを受ける方は先ほどのアンケート調査みたいなものを、学校の調査じゃ

なくて、その方々が御自分で書くということですか。 
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◎尾﨑私学・大学支援課長 そのとおりで、現在まだ国において制度設計をしているとこ

ろですけれども、今までそういう趣旨の説明を受けております。 

◎梶原委員 夢・志チャレンジ育英資金、これはたしか篤志家の方が生活費であるとか大

学で勉強する費用、そういったことにとらわれることなく、思い切り伸び伸びと勉強して

いただきたいということでいただいた寄附ですよね。高額なその篤志家の方の意向があっ

たと思うんですが、先ほど言われたようにセンター試験の成績等を考慮して、今後５月

に、成績以外に、こういうことで10人を選定するという何かあるんですか。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 国公立大学への入学が条件となります。それで、センター試

験の３教科、外国語、数学、国語になりますけれども、この３教科の点数割合、点数で上

位から10人を決定するということになっております。 

◎梶原委員 家庭の所得の状況だとか、そういったことは関係なく、上位から10名という

ことでよろしいですかね。 

◎尾﨑私学・大学支援課長 世帯収入が590万円未満のものが応募する条件となっており

ます。 

◎加藤委員長 質疑を終わります。 

〈人権課〉 

◎加藤委員長 それでは次に、人権課の説明を求めます。 

◎中野人権課長 それでは、人権課の平成29年度当初予算議案、それから平成28年度補正

予算議案について御説明いたします。 

 まず、資料№②の議案説明書、当初予算の230ページをお開きください。 

 平成29年度当初予算案の主な歳入について御説明いたします。 

 まず、８使用料及び手数料は、人権啓発センター使用料でございまして、県立人権啓発

センターの６階ホールの使用料及び行政財産の目的外使用許可に係ります収入でございま

す。 

 ９国庫支出金の人件費補助金と委託金の人件費委託金につきましては、歳出におきまし

て御説明いたしますので、省略させていただきます。 

 10財産収入は、人権啓発センター土地貸付料でございまして、人権啓発センターの建物

を区分所有いたします社会福祉法人高知県社会福祉協議会から、建物の占有割合に応じま

して県有地の土地貸付料を収納しているものでございます。 

 課全体の歳入予算計上額は１億7,000万円弱でございまして、対前年比で言いますと

67.3％、8,200万円余りの減となっておりますが、主な要因は隣保館の施設整備に係りま

す国庫補助及び県債の減によるものでございます。 

 次に、平成29年度当初予算案の歳出について御説明いたします。232ページをお開きく

ださい。 
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 ５目人件費の主なものにつきまして、右の説明欄により御説明いたします。 

 まず、２の人権企画費のうち人権尊重の社会づくり協議会委員報酬は、高知県人権尊重

の社会づくり条例に基づき設置しております協議会の委員19名分の報酬でございます。 

 次の人権意識調査委託料は、高知県人権施策基本方針第１次改訂版におきまして５年に

１度実施することとしております人権に対する県民の意識を調査しようとするものでござ

います。 

 233ページに移りまして、３の人権啓発事業費のうち１つ目の人権啓発活動市町村委託

料は、県が国から受託します人権啓発活動地方委託事業を市町村に再委託するものでござ

いまして、全市町村において人権に関する講演会や研修会等の啓発事業を行うものでござ

います。 

 人権啓発研修事業委託料は、公益財団法人高知県人権啓発センターにさまざまな人権に

係る啓発、研修等の事業を委託して、県民の人権に関する理解の促進や人権意識の高揚を

図ろうとするものでございます。具体的な取り組みといたしましては、県民や企業を対象

としました人権講座の開催や、新聞、テレビなどのマスメディアを活用した県民啓発、さ

らには研修講師の派遣などでございます。 

 人権啓発センター管理運営委託料は、県立人権啓発センター施設、建物ですが、この管

理運営を指定管理者に委託するものでございます。 

 人権擁護啓発事業補助金は、県内の人権擁護委員で組織されております高知県人権擁護

委員連合会が実施します人権擁護啓発事業に対して定額の助成を行うものでございます。 

 ４の隣保館運営支援等事業費の隣保館職員等研修委託料は、各種相談業務や人権課題の

解決に向けて直接携わっております隣保館職員等の資質向上を目的とした研修委託料でご

ざいます。 

 全国隣保館連絡協議会等負担金は、全国隣保館連絡協議会が実施します研修に要する費

用の負担金及び四国隣保館連絡協議会が実施します研修に要する費用の負担金でございま

す。 

 隣保館運営支援事業費補助金は、20市町村が設置します計35館の隣保館の運営に要する

経費を助成するものでございます。負担割合は国２分の１、県４分の１、市町村４分の１

となっております。 

 ５のいじめ防止対策推進費のいじめ問題再調査委員会委員報酬は、高知県いじめ防止対

策推進法施行条例に基づき、必要に応じて設置することといたしておりますいじめ問題再

調査委員会の委員の報酬に係るものでございます。 

 以上、人権課全体の歳出予算額は３億7,400万円余りで、対前年比で79.6％、約9,600万

円の減となっております。 

 続きまして、平成28年度２月補正予算について御説明いたします。 
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 資料№④の議案説明書、補正予算の114ページをお開きください。 

 １の人権啓発事業費の人権啓発活動市町村委託料と次の人権啓発研修事業委託料は、国

の委託金の減に伴います事業費の減により減額補正をするものでございます。 

 ２の隣保館運営支援等事業費の隣保館運営支援事業費補助金は、国庫補助基準額の減に

より事業費が当初の見込みを下回ることとなったため、減額補正するものでございます。 

 隣保館施設整備事業費補助金は、事業を実施いたします市町村における事業費の減、計

画額からの減が生じましたことから、減額補正するものでございます。 

 国庫支出金精算返納金は、平成27年度の地方改善事業費、隣保館運営補助に係る国庫補

助でございますが、これを翌年度精算することとしておりますので、平成27年度分の確定

に伴い、国に精算返納する国費の増額補正をお願いするものでございます。 

 以上で、人権課の議案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。 

◎塚地委員 230ページ、来年度予算の収入のところなんですけれども、人権啓発センタ

ーの土地の貸付料が今年度の金額からいうとすごく大きくなっているんですけれど、何か

理由があるんですか。 

◎中野人権課長 人権啓発センター建物の敷地は全て県有地なんですが、建物合築という

形で県と県社協が建てた施設でございますので、土地の部分についての貸付料をいただい

てきたわけなんですが、公共的、福祉的な業務をやっているということで、一定の減免を

継続してまいりました経緯がございます。５年に１回価格を見直すこととしていますけれ

ども、ここ最近の県社協の業務形態等で再度検証しましたところ、現在社会福祉協議会は

朝倉のふくし交流プラザのほうに拠点を移しまして、そのあいた部分、１階から３階が県

社協の持ち分なんですけれども、全て貸し付けをしているということで、その貸付事業が

県社協の事業仕分けの中でも収益事業としてやっている状況を踏まえて減免措置を除外し

まして、通常といいますか、正規の価格でいただくことになったものでございます。 

◎塚地委員 会館の性格上、たな子の皆さんはやっぱり社会福祉に貢献してくださってい

る団体が多く入っているように思うんですけれども、これだけ県に払うお金がふえたこと

によって、たな子の皆さんの家賃も上がることになるんですかね。 

◎中野人権課長 どの程度の価格上げをしたかということは直接伺っておりませんが、こ

の減額の除外を踏まえまして、県社協のほうが各たな子を回りまして、ある一定の値上げ

はありますという話をしたということは伺っております。 

◎塚地委員 ということは、県と社協の関係はもうこれで線引きされているわけなんで、

県社協と借りておられる社会福祉関係の団体の方とのお話し合いということに今後はなる

ということですか。 

◎中野人権課長 そういうことになると思います。 



- 65 - 

◎塚地委員 それともう一つなんですけれど、部長説明のところで、人権尊重の社会づく

りの新規事業で県民の意識調査をことしやられるという御説明があったと思いますが、こ

れは時期的にいつぐらいに、どういう対象で実施されるのか。 

◎中野人権課長 実施の時期としましては、前回も５年前に同様の調査を実施しているん

ですが、その際の実際の調査は８月から９月にかけて実施しておりますので、その後段取

りとしましては、一旦速報値として中間報告を上げまして、最終報告を年度末という手順

を踏んでおりますので、同様のスケジュール感で対応していきたいと考えております。 

◎塚地委員 最近はＬＧＢＴの関係のことですとか、いろいろ情勢的な変化もあるんで、

内容は５年前と同じというものではだめなんじゃないかと思うんですけれど、その内容、

どういうふうに調査をするかはどこが検討されますか。 

◎中野人権課長 原案は当然事務局である人権課中心、それと前回の調査等も踏まえてつ

くりまして、条例設置しております人権尊重の社会づくり協議会に諮りまして意見を聞い

て、先日案を提出しまして御意見をいただいたところですが、そういった形で対応してい

くこととしております。 

 基本的には、前回の調査と、ちょっと項目的に個別の人権課題で変わってくるところあ

るんですけれども、同じ内容的なもので対応したいと思っておりますし、ＬＧＢＴ、いわ

ゆる性的マイノリティーの方に関しましては、人権全般の中で前回の項目でも入っており

ますので、そういったところで今回も人権全般の中では、どういった人権に関心がありま

すかというところでの選択肢の中では、また今回も出てくることになります。 

◎塚地委員 前回の調査の中でも、いわゆる部落差別の問題というのは結構事細かく大き

く聞かれていて、結果として出てきた意識調査の中でも、位置づけ的にはそれほど大きい

ものではないのではないかというのが結果を受けた私たちの見方だったんで、そういう社

会の状況とか意識の状況の変化でつくることが大事だと思いますんで、先ほどの話だとも

う既に検討委員会には原案を出しておられるということですか。 

◎中野人権課長 先日協議会を開きまして、御意見をいただいたところでございます。と

申しますのも、調査していただく業者のプロポーザルの手続ですとか、それから先ほども

申しました８月の実施に向けて業者との打ち合わせ等もございますので、そういうことで

スケジュールをたぐっていきますと、ある程度方向性はもう年度内にというようなことで

業務を進めております。 

◎塚地委員 その原案は公開されているものと思ってよろしいんですね。 

◎中野人権課長 まだこの後予算が確定してからということになるんですけれども、知事

を委員長とします人権施策推進委員会というのがございますが、これは予算を見てお認め

いただいた暁には、新年度早々にそちらに諮らせていただいて、そこで決定させていただ

きたいと考えております。 
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◎塚地委員 ちょっと見て意見のある方々もおいでると思うんで、知事に提出するときは

公開できる段階になると思うので、事前に見せていただくことにしたいと思うんですけれ

ど、それは構いませんか。 

◎中野人権課長 事前にお見せするのは塚地委員にということですか。推進委員会で決定

して、先ほど速報値で中間報告と申しましたけれども、そこで初めて、前回の例でいきま

すと内容がオープンになっている形になっているんですが。 

◎塚地委員 どういう聞き方をするか、何を聞くかというのは結構世論調査をする上では

大事なことでして、いろんな面での意見が取り入れられることが私は大事やと思うんです

よ。それで、もう既にこの検討した会は公開されているものじゃないんですかね。 

◎中野人権課長 人権尊重の社会づくり協議会は公開でやっております。 

◎塚地委員 ということは、出された資料を公開することには問題ないわけですか。 

◎中野人権課長 その時点での資料として、その公開の方法はまだ具体的なイメージが湧

きませんが、隠すようなものではございません。 

◎塚地委員 でしたら、そのお出しになった資料を私のほうにいただきたいので、それを

お願いしておきます。 

◎中野人権課長 対応させていただきます。 

◎加藤委員長 以上で、質疑を終わります。 

〈情報政策課〉 

◎加藤委員長 それでは次に、情報政策課の説明を求めます。 

◎小野情報政策課長 情報政策課の当初予算について御説明いたします。 

 お手元の資料の②当初予算の議案説明書の235ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、それぞれ後ほど説明させていただきます歳出予算に連動いたしま

すが、主な項目について御説明いたします。 

 まず、７の負担金及び分担金は、県庁ネットワークの運用経費等に対する県の公営企業

局の負担金です。 

 14の諸収入は、主に給与の法定外控除に関する関係団体からの手数料と、来年度から運

用を開始します情報セキュリティークラウドの市町村の負担金です。 

 15の県債は、中山間地域での超高速ブロードバンドの基盤整備を行うためのものでござ

います。 

 次に、236ページをお願いいたします。 

 歳出について、右側の説明欄で主な項目を御説明いたします。 

 まず、２の電子県庁推進費の電算処理委託料ですが、これは給与システムなど基幹業務

システムの運用保守に要する経費でございます。 

 県庁ネットワーク運用等委託料は、本庁や出先機関が接続している県庁ネットワークの
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運用保守や、職員がネットワークシステムを効率的に利用できるようサポートするための

ヘルプデスク業務などに要する経費でございます。 

 庁内クラウド整備委託料は、平成23年度に構築し、平成28年度に再構築しました庁内ク

ラウドのサーバーを運用するための経費でございます。この庁内クラウドは１台のサーバ

ーで複数のシステムを同時に稼働できる仮想化技術を導入し、サーバーの台数を削減する

もので、今年度末にはこれまでの合計で240台のサーバーを10台のサーバーに集約するこ

とになり、年間約9,000万円の経費の削減を見込んでおります。 

 次に、237ページをお願いいたします。 

 社会保障・税番号制度システム整備委託料は、マイナンバー制度の導入に伴い、税や福

祉の業務システムと連携する統合宛名システムを運用するための経費でございます。この

統合宛名システムは平成27年度に構築し、28年度はことし７月から始まる他の自治体との

情報連携に向けた連携テストなどの準備を行ってまいりましたが、平成29年度は引き続い

て国のシステムでの連携テストなどを行ってまいります。 

 地方公共団体情報システム機構負担金は、全国の地方公共団体が電算事務や研修事業な

どを共同で運営する組織として設立しております地方公共団体情報システム機構への負担

金でございます。地方公共団体情報システム機構では、総合行政ネットワークや住基ネッ

ト、公的個人認証サービスの運用業務に加え、マイナンバー制度に関する業務を担ってお

ります。 

 次に、社会保障・税番号制度システム整備費負担金です。マイナンバー制度の導入に伴

い、国が構築する情報提供ネットワークシステムと、それぞれの地方公共団体が構築する

統合宛名システムを連携させるため、地方公共団体情報システム機構が中間サーバーを整

備し、運用していくこととしております。全国の地方公共団体は、この中間サーバーを利

用してシステム間の情報連携を行うことになりますので、運用保守に要する経費を全ての

地方公共団体が一定のルールで負担するものでございます。 

 機器等維持管理費は、県庁ネットワークシステムなどの運用に必要な機器の使用料やネ

ット回線の使用料、１人１台パソコンやウイルス対策ソフトのリース料などでございま

す。 

 事務費は、当課が入居しております電気ビル別館の賃借料や、情報システム調達に際し

外部の専門家から助言をいただくための調達支援アドバイザーに対する謝金、臨時職員の

賃金などでございます。 

 次に、３の地域情報化推進費でございます。 

 情報セキュリティークラウド運用委託料は、県と市町村のインターネットの接続口を集

約した上で、24時間体制で監視を行うなど、高度なセキュリティー対策を講ずる情報セキ

ュリティークラウドの運用をことし４月から開始するため、その運用保守を委託するもの
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でございます。 

 公的個人認証サービス運用負担金は、県民の皆様がインターネットを通じて各種の行政

手続を行う際に利用する公的個人認証サービスを円滑に運用していくため、システムのセ

キュリティー対策や、ヘルプデスクを設置する地方公共団体情報システム機構に対して都

道府県が一定のルールで負担するものでございます。 

 次に、４の情報基盤整備費でございます。 

 総合行政ネットワーク運営協議会負担金は、全国の地方公共団体や国のネットワークと

接続している総合行政ネットワークの運営管理に要する経費を都道府県が一定のルールで

負担するものでございます。 

 共聴施設整備等事業費補助金は、テレビの難視聴地域における共聴施設の整備に要する

経費に対して補助するものでございます。共聴施設の老朽化により改修を行う予定の９市

町村14地区に対する補助を予定しております。 

 238ページをお願いいたします。 

 中山間地域等情報通信基盤整備事業費補助金は、県内の中山間地域では採算性の面から

民間事業者による超高速ブロードバンドの整備が進んでいない地域があることから、こう

した地域において拠点となる施設に光ファイバーなどの超高速ブロードバンドを整備しよ

うとする市町村に対して、事業費の２分の１を補助するものでございます。来年度は、移

住や定住者向け住宅への支援を予定しております。 

 情報通信基盤整備事業費補助金は、先ほどの中山間地域等情報通信基盤整備事業費補助

金による拠点施設の整備にとどまらず、集落や市町村全域に超高速ブロードバンドを整備

しようとする市町村に対して事業費の10分の１を補助するものでございます。来年度は三

原村への支援を予定しております。 

 この事業に関係します債務負担行為について御説明させていただきます。 

 239ページをお願いいたします。 

 仁淀川町におきましても三原村と同様に町内に超高速ブロードバンドを整備する計画が

あり、２カ年にわたって整備を行うことから、町の計画とあわせて債務負担行為を行い支

援を予定するものでございます。また、債務負担行為でございますが、上段のオフィスソ

フトの使用料については、現在県のほうで使用しておりますオフィスソフトのサポートが

終了するため、新たにリースを行うものでございます。 

 238ページのほうにお戻りください。 

 情報ハイウェイ運用費は、民間事業者が提供する情報通信サービスを高知県情報ハイウ

ェイとして使用するための経費でございます。 

 以上が情報政策課の平成29年度当初予算案でございまして、総額は11億8,500万円余

り、前年度と比較しますとセキュリティー強化や情報セキュリティークラウド運用事業委
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託料の新設に伴う委託作業の増により4.5％、約5,000万円余りの増額となっております。 

 当初予算の説明は以上でございます。 

 次に、補正予算について御説明いたします。 

 お手元の資料の④補正予算の議案書の115ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、歳出とあわせて御説明をさせていただきます。 

 116ページをお願いいたします。 

 歳出の補正予算は7,200万円余りの減額となっております。 

 右側の説明欄で主な項目を御説明いたします。 

 １の電子県庁推進費でございます。 

 電算処理委託料で300万円、県庁ネットワーク運用等委託料で220万円、庁内クラウド整

備委託料で280万円が主として入札により事業費の減額となったものでございます。 

 また、機器等維持管理費につきましても、ネットワーク機器やパソコンのリース料が主

に入札により3,300万円余りの減額となっております。 

 次に、２の情報基盤整備費でございます。 

 総合行政ネットワーク運営協議会負担金につきましては、毎年前年度の繰越金を翌年度

に精算をしております。この精算に伴いまして負担金が減額となっております。 

 共聴施設整備等事業費補助金は、事業費の減により市町村への補助の減額を行うもので

ございます。 

 中山間地域等情報通信基盤整備事業費補助金は、事業を予定しておりました拠点施設の

完成が来年度に延期されたことにより減額を行うものでございます。 

 117ページをお願いいたします。 

 避難所用ラジオ整備事業費補助金です。この事業は平成27年度から２カ年で避難所に高

性能ラジオなどを整備するものでございますが、当初の見込みより整備を行う市町村及び

台数が少なくなったことにより減額となったものでございます。 

 118ページをお願いいたします。繰越明許費について御説明いたします。 

 繰越額は2,000万円余りで、情報基盤整備費の携帯電話のエリア拡大を図るための移動

通信用施設整備事業費補助金の繰り越しでございます。これは黒潮町の１地区で携帯電話

の基地局の整備に必要となる用地の造成や電源設備など共通部分の工事入札の不調によ

り、整備が年度内に完了しない見込みとなっているものでございます。今後はできるだけ

速やかに工事が完了するよう進捗管理を行ってまいります。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

◎土居委員 基本的なことになると思うんですけれど、１つは新しい情報通信基盤整備事

業費、この地域というのは大川村ですか。 

◎小野情報政策課長 拠点施設は大川村でございます。面的な部分に関して言えば三原
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村、それと債務負担行為で仁淀川町を予定しております。 

◎土居委員 高速ブロードバンド環境を地域なり施設で整備した後の維持費であるとかラ

ンニングコスト的なことで、市町村の負担がふえる、また負担していかないかんというこ

とはあるんでしょうか。 

◎小野情報政策課長 拠点整備で言えば、当然機器が老朽化すれば一定の負担は必要にな

ってくるかと思いますけれども、それほど大きなものではないと考えております。 

 それと、面的整備のほうは説明が少し足らなかったかもしれませんけれども、民間事業

者が整備するものに対して市町村が支援をする部分に対しての補助でございますので、そ

の後のランニングコストで言えば民間事業者の負担になりますので、市町村が負担をする

ものはないかと思っております。 

◎土居委員 じゃあ、いずれにしましても、整備の後市町村が過度の負担をしていかない

かんという状況にはないという認識でいいですか。 

◎小野情報政策課長 その負担という意味ではないと思いますが、その後の活用という部

分に関しては市町村に知恵を絞っていただく部分であろうかと考えております。 

◎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。 

《報告事項》 

◎加藤委員長 続いて、文化生活部より１件の報告を行いたい旨の申し出があっておりま

すので、これを受けることにいたします。 

 それでは「第３次高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進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 第３次高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計

画の改定について御報告をさせていただきます。 

 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。 

 まず、左上の基本的な考え方の部分ですが、この安全安心まちづくり推進計画は、平成

19年に制定されました高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例に基づき制定をしている

県の行動計画です。第１次計画は平成19年度に策定され、５年ごとに改定をしておりま

す。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ますことから、年度内に平

成29年度からの第３次計画を策定する必要があります。策定に当たっては、安全安心まち

づくり推進会議の幹事の方などを委員とする安全安心まちづくり検討会を開催し、御意見

を伺いながら検討してまいりました。このたび計画案がまとまりましたので、概要のほう

を御報告させていただきます。 

 計画策定の背景の高知県の現状のところですが、平成27年の本県の人口は72万8,276人
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で、平成22年調査時から３万6,180人減少しております。そして、高齢化率は32.8％で、

全国平均の26.6％を大きく上回っております。また、地域の支え合いの力が弱まっている

と感じている人の割合は45.7％となっております。 

 平成27年度に県警が行いました県民世論調査では、治安に関する認識では７割以上の方

が本県は治安がよく安全で安心して暮らせる県だと考えている一方で、自分や身近な人が

被害に遭うかもしれないと不安になる場所として、路上に次いで多くの人がインターネッ

ト空間を挙げております。また、暴力団は企業活動を装ったり公共工事に介入するなど活

動実態を隠蔽しながらさまざまな分野に進出しておりまして、県民生活に巧みに入り込ん

でおり、社会の脅威となっているなど、新たな課題も浮かび上がってきております。 

 第２次計画の成果と課題にもありますように、本県における近年の刑法犯の発生件数

は、平成19年を境に８年連続して減少し、平成22年以降は毎年過去最少を更新し続けてお

りますが、刑法犯全体に占める高齢者に対する刑法犯の割合が、平成23年の8.4％から平

成27年には14.4％と増加をしていること、空き巣や忍び込み等の被害の多くは、無施錠の

玄関や窓から侵入されていること、小学生に対する声かけ事案等が多いこと、特殊詐欺の

被害総額は毎年１億円超と高額であり、新たな手口が編み出されていることなど多くの課

題が残っております。 

 第３次計画における重要な取り組みのところに記載しておりますが、県では市町村や民

間団体の方々との御協力をいただきながら、第２次計画に基づきさまざまな取り組みを行

ってきました。その結果、刑法犯の発生件数は大きく減少しているものの、先ほど説明し

ましたように多くの課題も残っております。したがいまして、第３次の計画においては第

２次計画の基本的な枠組みは継承し、引き続きそこにあります①から⑤の５つの重点目標

を定め、本県の現状や課題に対応した取り組みを実施していきます。 

 第３次計画の取り組み体系のところをごらんください。 

 ５つの重点目標ごとに基本的な方策と取り組み項目を挙げております。本日は新規の取

り組みや拡充する取り組みについて説明をさせていただきます。 

 赤字の部分が新規の取り組みになりますが、まず重点目標２の基本的方策１の⑤「暴力

団を許さない社会づくりに対する支援」では、行政や各種業界、地域等で行っている暴力

団排除のための活動を支援してまいります。 

 基本的方策３として、サイバー空間における被害を抑止する取り組みを促進するよう追

加をしております。インターネットの普及により日常的に使っているネットショッピング

やネットバンキング利用時の個人情報の流出などに対応するため、サイバー空間の脅威へ

の注意喚起や基本的な知識の普及啓発を行い、情報セキュリティーに対する意識の向上を

図るとともに、産学官の連携による情報共有、サイバー空間の脅威に対処できる人材の確

保、育成にも取り組んでまいります。 
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 重点目標４の基本的方策１の③「防犯カメラの設置促進」では、公共の場所での犯罪防

止のため、市町村や事業者等が行う防犯カメラの設置に対して補助を行い、防犯カメラの

設置の促進を進めてまいります。 

 拡充する取り組みといたしまして、重点目標３の基本的方策２の通学路等における児童

等の安全を確保するでは、登下校時のパトロール活動や見守り活動、こども110番の家と

いったセーフティーステーションの設置の働きかけも行ってまいります。 

 また、基本的方策３の「子供の安全を確保する」では、スマートフォンなどの普及が急

速に進む中、子供が被害者にも加害者にもならないようインターネットの安全利用の啓発

も行ってまいります。 

 基本的方策４の「高齢者、障害者、女性の安全を確保する」では、高齢者の見守り活動

の推進として、高齢者をターゲットとした架空請求や悪徳商法などの被害に遭わないため

の防犯教室等も開催をいたします。 

 また、基本的方策５の「観光旅行者等の安全を確保する」では、大型客船の寄港の増加

に伴い、外国人観光客がふえておりますので、そういった方々への効果的な安全情報の提

供にも取り組んでまいります。 

 この計画は県の行動計画として、高知県庁及び高知県警察の今後５年間の取り組みの方

向性をまとめたものでございます。今後、この計画をもとに関係課で具体的な取り組みを

決定し、毎年進捗管理を行いながら、県民や本県を訪れる人全てが安全で安心して暮ら

し、滞在することができる高知県を目指して取り組んでまいります。 

◎加藤委員長 質疑を行います。 

◎前田委員 Ｆメールの登録者数ですけれども、１万4,500人の目標ということですが、

さっきの説明の中で小学生に対するいろいろな件数が多いと、声かけ等も含めてというこ

とでございますので、小学校の保護者の皆さんの登録というのは高知県全体の中で年々一

定割合ずつふえているような状況なんでしょうか。その辺の詳細をお願いします。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 これ自体は県警がやっている取り組みなんですが、

件数はふえております。不審者情報があったときに事前に登録していただいた方にそうい

った情報を提供するという取り組みです。 

◎前田委員 僕もＦメールの登録者ですので、意味はわかっているんですけれども、お聞

きしたかったのは、毎年小学生の保護者の方は一定数ずつふえていくと思います。そし

て、仮に子供さんが小学生のときに一旦登録をしました、子供さんが中学校に進学したか

らといってＦメールを解除するわけではないと思うんですね。中学生や高校生に対する声

かけ等の事案も発生しているわけですから、ということで毎年小学生の親御さんはこれぐ

らいふえていて、そのうち何割ぐらいの方が例えば登録をされているのか、その辺の目標

数値で書かれているんで、どういう目標に対してという詳細を教えていただきたくて質問
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させていただきました。 

◎山本県民生活・男女共同参画課長 先ほども言いましたように、県警の取り組みで済み

ません。どれぐらいふえていっているかとか、そういった詳細な情報を持ち合わせており

ませんので、後でまた。 

◎加藤委員長 後日資料の提出を求めます。 

 以上で、質疑を終わります。 

 以上で、文化生活部を終わります。 

 それでは、お諮りいたします。 

 以上をもって、本日の委員会は終了とし、この後の審査については月曜日に行いたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎加藤委員長 それでは、以後の日程については13日月曜日の午前10時から行います。 

 本日の委員会は、これで終了いたします。            （16時36分閉会） 

 


