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平成29年３月13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０分開会） 

 本日の委員会は、10日金曜日に引き続き「付託事件の審査等について」であります。 

 10日の委員会で塚地委員から要請のありました母子生活支援施設の入所状況に関する資

料及び前田委員から要請がありましたＦメール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。 

《公営企業局》 

◎加藤委員長 それでは、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、私から公営企業局提案の議案について総括説明をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 公営企業局提出の議案は、電気事業、工業用水道事業、病院事業会計それぞれの当初予

算３件と電気事業及び病院事業会計の補正予算を２件お願いしております。そのほかに報

告事項が３件ございます。 

 まず、当初予算の議案につきまして、お手元の危機管理文化厚生委員会資料、議案参考

資料の青色のラベル、公営企業局をお願いいたします。 

 １の電気事業でございますが、水力発電所３カ所と風力発電所２カ所の運営に係る予算

を計上しております。 

 収益的予算の表ですが、収入額が16億4,600万円余りで、前年度に比べ１億300万円余り

の増加となりましたのは、水力発電所に係る売電料金の単価アップ分を当初予算に反映で

きたことによるものでございます。 

 支出額は14億2,300万円余りを計上し、前年度より8,800万円余りの減少となっておりま

すが、その主な要因は退職給付引当金や発電所の修繕費等に係る減によるものとなってお

ります。 

 その結果、収入から支出を差し引いた収益的収支につきましては、２億2,200万円余り

の黒字を見込んでおります。 

 資本的予算の表でございますが、収入額は３億 600万円余りで、前年度に比べ２億

9,500万円余りの増加となっております。その主な要因は投資有価証券の償還増によるも

のとなっております。 

 支出額は７億6,100万円余りと、前年度より１億1,000万円余りの減少となっております

が、吉野、杉田の両発電所に係る建設改良費が減少したことが、その主な要因となってお
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ります。 

 収支の差額となります４億5,500万円余りにつきましては、減債積立金等の内部留保で

補填することといたしております。 

 （１）の水力発電につきましては、施設の大規模改修といたしまして、ここにございま

すように、永瀬発電所において１号水車発電機のオーバーホールと回転子コイルほかの更

新をいたしますとともに、吉野発電所ではダムの操作装置の更新を行うことといたしてお

ります。 

 （２）の風力発電につきましては、大豊、甫喜ヶ峰の両発電所のＦＩＴ制度による売電

期間の終了後におけるリプレースの可能性について、既設の風車近傍での建設の可否や風

況データの解析、建設費の積算、蓄電池の併設による送電線への連系可能性などについ

て、両発電所の統廃合による採算性を含めまして、総合的な事業化の可能性調査を実施す

ることといたしております。 

 ２の工業用水道事業でございます。 

 鏡川工業用水道と香南工業用水道について、企業への工業用水を安定的に供給するた

め、施設の適切な維持、運転管理などに要する経費を計上しております。 

 収益的予算の収入額は２億7,300万円余りで、給水収益が前年度に比べ100万円余りの減

少となっております。 

 支出額は２億7,000万円余りと、前年度とほぼ同程度となっておりまして、収入から支

出を差し引いた収益的収支は300万円余りの黒字となる見込みとなっております。 

 資本的予算の支出額につきましては6,200万円余りと、鏡川工業用水道に係る建設改良

費が減少したことなどにより、前年度より4,700万円余りの減少となっております。 

 収支の差額となります6,200万円余りにつきましては、減債積立金等の内部留保で補填

することといたしております。 

 なお、鏡川工業用水道事業につきましては、今後の事業のあり方についてアドバイザー

会議を設置の上、検討を進めてまいりましたので、その検討結果を後ほど課長から御説明

させていただきます。 

 ２ページの病院事業をお願いいたします。 

 あき総合病院と幡多けんみん病院に係る予算で、予算案の上段の収益的予算の収入額は

138億8,500万円余りと、前年度に比べ8,200万円余り減少しておりますが、主な要因とい

たしましては、幡多けんみん病院の平成28年度における患者数の減少などを踏まえ、医業

収益を見込んだことによるものです。 

 支出額は145億3,900万円余りと、前年度に比べ３億400万円余りの増加となっておりま

すが、給与改定などによる人件費の増加などがその主な要因となっております。 

 その結果、収入から支出を差し引きました平成29年度の収支は６億5,400万円余りの損
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失となっております。 

 資本的予算の収入額ですが、18億5,600万円余りと前年度に比べ１億5,300万円余りの減

少となっておりますが、これは前年度に計上いたしておりました地域連携システムの企業

債の減少などによるものとなっております。 

 支出額は、医療機器の購入や企業債の償還金で22億900万円余りと、前年度に比べ１億

8,700万円余りの減少となっておりますが、前年度に計上いたしておりましたＣＴ機器等

の更新が終了したことなどが、その主な要因となっております。 

 収支の差額となります３億5,300万円余りにつきましては、過年度の損益勘定留保資金

を充当することといたしております。 

 予算案にあります第６期経営健全化計画案でございますが、外部の有識者などで構成い

たします経営健全化推進委員会からの御意見などもいただきながら、両病院とも協議を重

ね、計画案を策定しております。平成29年度から32年度までの計画期間中、１から４に掲

げます４つの重点取り組み項目を着実に推進することによりまして、医療サービスの質の

向上を病院経営の健全化へと確実につなげ、地域で安心して住み続けられる医療提供体制

を進めてまいりたいと考えております。 

 具体的な取り組みですが、まず資料右側の上段の地域医療を支えるためのネットワーク

づくりに取り組むことといたしておりまして、医師の高齢化などにより医療機関が撤退を

余儀なくされる地域に、健康政策部とも連携した医師の派遣や応援を実施いたしますとと

もに、新専門医制度の創設に対応した高知大学などの研修プログラムの連携施設として専

攻医を受け入れ、必要に応じて地域の医療機関への派遣や応援を行うなど、地域の医療提

供体制の整備と地域医療を支える専門医の養成などに、医師への新たな手当を創設した上

で取り組んでまいりたいと考えております。 

 医療制度改革などを踏まえた経営戦略の検討にも取り組んでまいります。地域の医療ニ

ーズや平成30年度に予定されております医療・介護報酬の同時改定なども踏まえまして、

診療報酬の見直しに関する指導・助言並びに病床機能の再編見直し等に伴う経営分析の実

施、地域の医療ニーズを踏まえた収益の向上対策についての提案などを専門機関に委託の

上、今後の県立病院の健全経営につながる具体策についての検討を深めてまいりたいと考

えております。 

 今後の県立病院の経営に大きな影響を与えると思われます医療・介護保険制度の見直し

の現在の動向について、参考資料をつけております。 

 なお、第６期経営健全化計画の詳細につきましては、後ほど課長から御説明をさせてい

ただきます。 

 当初予算の概要につきましては以上でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 
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 電気事業・病院事業会計の補正予算となっております。いずれも事業費が当初の見込み

額を下回ったことなどによる減額補正を行うものとなっております。 

 条例議案についてはございません。 

 報告事項につきましては、先ほど言いましたように３件ございまして、水源のさと石原

「北郷」発電所建設計画の現在の取り組み状況並びに先ほど申し上げました、鏡川工業用

水道事業のあり方の検討結果と高知県立病院第６期経営健全化計画案について、３件の御

報告を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ございます。予算議案及び報告事項の詳細につきましてはそれぞ

れ担当課長から御説明を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が、その前に、土森委員から所用のため

に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。 

〈電気工水課〉 

◎加藤委員長 それでは、電気工水課の説明を求めます。 

◎右城電気工水課長 提出議案は、平成29年度当初予算及び平成28年度補正予算となって

おります。 

 初めに、電気事業と工業用水道事業の平成29年度当初予算について御説明します。 

 資料①平成29年２月高知県議会定例会議案、当初予算の46ページをお願いします。 

 第20号議案、電気事業会計予算です。 

 公営企業局が運営する水力発電所及び風力発電所の事業に係る収入、支出など、電気事

業の経営に関する事項を示しております。第１条総則から第７条棚卸資産購入限度額まで

の全７条です。 

 第２条業務の予定量は、供給電力量を規定しております。水力発電所の供給電力量は１

億6,800万キロワットアワー余り、風力発電所の供給電力量は360万キロワットアワー余り

を見込んでおります。 

 第３条収益的収入及び支出と第４条資本的収入及び支出については、後ほど議案説明書

で説明をさせていただきます。 

 なお、第４条の予算については、47ページにかけて記載しておりますが、支出に対して

収入額が不足する額は、括弧内に記載のとおり積立金などで補填することとしておりま

す。 

 第５条は、流用できる経費として、営業費用と財務費用と営業外費用との間の流用を規

定しております。 

 第６条は、流用できない経費として、職員給与費と交際費とこれら以外の経費との間の

流用禁止を規定しております。 

 第７条は、棚卸資産の購入限度額を定めております。 



- 5 - 

 48ページをお願いします。 

 第21号議案、工業用水道事業会計予算です。 

 鏡川工業用水道と香南工業用水道の事業に係る収入、支出など、工業用水道事業の経営

に関する事項を示しております。第１条総則から第７条棚卸資産購入限度額までの全７条

です。 

 第２条業務の予定量は、給水量などを規定しております。鏡川工業用水道は、高知市内

の給水先53社に年間940万立方メートル余りを、香南工業用水道は、香南市内の給水先１

社に年間34万立方メートル余りを供給する予定です。 

 第３条収益的収入及び支出と、49ページに記載の第４条資本的支出については、後ほど

議案説明書で説明をさせていただきます。 

 なお、第４条資本的支出に対する収入の不足額は、記載のとおり積立金などで補填する

こととしております。 

 第５条は、流用できる経費として、営業費用と営業外費用との間の流用を規定しており

ます。 

 第６条は、流用できない経費として、職員給与費と交際費とこれら以外の経費との間の

流用禁止を規定しております。 

 第７条は、棚卸資産の購入限度額を定めております。 

 続きまして、電気事業会計の第３条収益的収入及び支出と第４条資本的収入及び支出の

主な項目について御説明します。 

 資料②当初予算の議案説明書の851ページをお願いします。 

 収益的収入及び支出は、水力発電と風力発電の経営活動に係る収支予算となります。収

入の総額は、第１款電気事業収益の予定額の欄に記載しておるとおり、総額で 16億

4,600万円余りを予定しております。 

 内訳として、第１項営業収益は主に売電料金収入で、水力電力料が15億4,400万円余

り、風力電力料が7,100万円余りとなっております。 

 第２項財務収益は、預金、有価証券などの利息収入です。 

 第３項営業外収益は、附帯して経営する有料駐車場の駐車場収益と児童手当を一般会計

から受け入れる他会計負担金、そして償却資産に充当された補助金等の長期前受け金を減

価償却に合わせて順次収益化する長期前受け金戻し入れです。 

 第４項特別利益のその他特別利益では、風力発電設備が落雷被害を受けた場合の修繕費

用に対して支払われる災害共済金の受け入れを計上しております。 

 支出の総額は、第１款電気事業費用のとおり14億2,300万円余りを予定しております。 

 内訳として、第１項営業費用の水力発電費は、各発電施設の修繕費や減価償却費などを

計上しております。 
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 また、当課の出先機関であります発電管理事務所、総合制御所に係る費用を計上してお

ります。 

 内訳としては、人件費、漁業補償費、発電施設所在市町村への交付金、水利使用料、永

瀬ダム管理費の分担金などとなっております。 

 一般管理費として本局における人件費や、雑費については、物部川のダム周辺環境整備

事業に対する交付金、物部川水源の森整備事業費補助金などの費用を計上しております。 

 風力発電費は、大豊、甫喜ヶ峰の各発電施設の修繕費や市町村交付金、減価償却費など

を計上しております。 

 なお、野市風力発電費については、平成28年度に発電所を廃止し撤去いたしましたが、

記載しております市町村交付金につきましては、平成27年度末時点の固定資産価格が29年

度の交付金算定の対象となっていることから、16万4,000円を計上しております。 

 第２項財務費用は、企業債に対する支払い利息です。 

 第３項営業外費用の第１目新エネルギー推進費の委託料として、先ほど局長から御説明

させていただきました風力発電所更新可能性調査の費用を、870万円余り計上しておりま

す。 

 その他の営業外費用としましては、小学校で実施する出前授業やイベントなど地域交流

事業に係る費用、駐車場の管理経費、消費税等です。 

 以上の収支によりまして、平成29年度は２億2,200万円余りの利益を見込んでおりま

す。 

 資本的収入及び支出は、施設の建設改良など、資産の増減に係る収支を計上しておりま

す。 

 収入の総額は３億600万円余りで、投資有価証券償還金及び工業用水道事業会計への貸

し付けに対する償還金の受け入れを予定しております。 

 支出の総額は、第１款資本的支出の予算額の欄に記載のとおり、７億6,100万円余りを

予定しております。 

 第１項建設改良費の内訳として、第１目水力発電設備は、各発電所の機械装置などの建

設や改良に要する経費です。主なものは、永瀬発電所の機械装置で、専用設備としては１

号水車発電機のオーバーホールに伴う更新費等を、また永瀬ダム共有設備の更新に係る分

担金を計上しております。 

 第３目地域振興費は、再生可能エネルギーの利活用に取り組む市町村などを助成するた

めの費用です。 

 第２項は、建設改良に充当した企業債の償還元金です。 

 第３項投資その他の資産には、内部留保資金を効率的に運用する目的で債券購入に要す

る費用を計上しております。 
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 電気事業は以上でございます。 

 工業用水道事業会計の第３条収益的収入及び支出と第４条資本的支出について御説明し

ます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入の総額は、第１款工業用水道事業収益の予定額の欄に

記載のとおり、２億7,300万円余りを予定しております。 

 主なものとしては、第１項営業収益は、工業用水の給水収益など１億7,300万円余り

で、このうち鏡川工業用水道は１億6,200万円余り、また香南工業用水道は1,000万円余り

の料金収入を予定しております。 

 第２項営業外収益には、預金利息、駐車場収益、長期前受け金戻し入れの9,900万円余

りを計上しております。 

 支出の総額は２億7,000万円余りを予定しております。 

 内訳として、第１項営業費用の鏡川工業用水道事業給水費は、総合制御所における人件

費や修繕費、空気弁・制水弁点検委託料、動力費など、給水施設の維持管理に要する費用

を計上しております。 

 香南工業用水道事業の給水費で、総合制御所における人件費や修繕費、動力費など

1,000万円余りを計上しております。 

 第２目一般管理費には、本局における人件費に加え、雑費として鏡川工業用水道事業の

利用拡大を図るための給水施設整備事業費補助金などを計上しております。 

 第２項営業外費用は、企業債などの支払い利息、駐車場事業の運営経費、消費税等

1,100万円余りを計上しております。 

 以上の結果、収支としては360万円余りの利益を見込んでおります。 

 資本的支出について御説明します。 

 支出の第１項建設改良費です。 

 第１目有形固定資産では、鏡川工業用水道事業における改良工事に係る費用や鏡ダム共

有設備の更新に係る負担金等を計上しております。 

 第２項は配水管布設に充当した企業債の償還元金です。 

 第３項借入金償還金は、電気事業会計からの借り入れの償還金です。 

 平成29年度当初予算の説明については以上です。 

 次に、第37号議案、成28年度電気事業会計補正予算について御説明いたします。 

 資料④補正予算の議案説明書の397ページをお願いします。 

 ３補正予算内容の説明の資本的収入及び支出の収入、１款資本的収入、第１項補助金、

第１目国庫補助金の水力発電事業化促進事業費補助金500万円を減額しようとするもので

す。これは、出の第１款資本的支出、第１項建設改良費、第３目建設仮勘定に記載してお

ります小水力発電所建設可能性調査の実施を、地域にお住まいの方との調整が整わず見送
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ったため、委託料の540万円の支出の減額とともに補助金の申請を取りやめたためでござ

います。 

 第３項投資その他の資産、第１目投資有価証券につきましては、内部留保資金を確実か

つ有利な方法によって保管する目的で、債券購入に要する費用を計上しておりましたが、

昨年１月に出されました日銀による金融緩和政策の影響で購入予定債券の金利がマイナス

となったため、購入を取りやめたことにより減額しようとするものです。 

 電気工水課からの説明は、以上でございます。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

◎浜田（英）委員 小水力発電等のポンチ絵で大体のロケーションがわかるように説明し

てくれているのは、非常にありがたいです。取水堰と発電所の関係とか、初めて頭の中で

こういう位置関係にあるんだなと。 

◎右城電気工水課長 こちらのポンチ絵は、申しわけないですが、後の報告事項で御説明

差し上げたいと思います。 

◎浜田（英）委員 それはそれで結構なんだけれども、取水堰から発電所までの距離は余

りないけれども、いろんなことをやるについて、要するにその間の減水区間よね、減水に

よる環境への配慮あるいは魚族への配慮、そういったことは全部既に検討してやっておら

れるんですか。 

◎右城電気工水課長 こちらのほうは、過去の流況の統計をとりまして、設定要件を満た

す維持流量を取水堰からの減水区間に流すことにしておりまして、必要水量最大以上の流

量があるときには取水堰を越流してその減水区間に出ますので、完全に無水区間になるわ

けではなくて、維持流量は確保されますし、あと嶺北漁協ともずっと協議をさせていただ

いて、その辺は全部御説明もさせていただいて、御了解も得ているところです。 

◎浜田（英）委員 取水堰には魚道は設けていますか。 

◎右城電気工水課長 河川で言いますと約１キロ弱、900メートル少々はございますけれ

ども、その間に落差工がございます。３メートルの落差工と７メートルの落差工、この落

差工というのがまさに土砂ダムのような形状でして、全く魚類が遡上できるような構造物

ではございません。 

◎浜田（英）委員 鉛直の壁やないんよね。 

◎右城電気工水課長 私どもの取水堰は鉛直の壁ではございませんで、一定の角度を持た

せておりますので、流量の多いときは魚が十分上れる程度のものにはなっています。 

◎浜田（英）委員 それともう一点、鏡川では今の説明で魚族のための放流負担金を払っ

ていますけれども、この物部川とかこっちのほうの川では淡水漁業組合への補償金みたい

な形で持っていますが、魚族の放流の負担金は払っていないんですか。 

◎右城電気工水課長 これも嶺北漁協さんが管轄する河川区域でございますので、嶺北漁
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協さんとずっと協議させていただいて、今のところまだ書面での契約には至っておりませ

んが、口約束ということで固定価格買取制度の20年間、私どもの発電が開始して収入があ

って20年間、毎年70万円を嶺北漁協に補償としてお支払いすると。21年目から一応それは

消えるというような口約束はさせていただいております。 

◎浜田（英）委員 この853ページにある漁業補償1,716万円、これは永瀬、吉野、杉田の

関係のあれですか。これは物部川への負担金という。 

◎右城電気工水課長 こちらには土佐町の「北郷」発電所のことは全く載ってはございま

せんで、その1,700万円余りの分は物部川漁協への補償に対する交付金でございます。こ

れは、昭和29年度から物部川の漁業協同組合に漁業補償としてお支払いしておる金額でご

ざいまして、当時の県議会の特別委員会による調停とか裁判所による和解を経て決定した

ものでございます。５年に１度程度見直しをしておるわけですけれども、消費者物価指数

に応じて改定するということで、今現在組んでおる1,716万円に関しましては、平成26年

度から平成30年度までの５年間について債務負担も含めて予算化をさせていただいている

ものでございます。 

◎浜田（英）委員 放流事業に対する協力金は別途で払っているわけじゃなくて、これは

補償料だけでやりよるんですね。 

◎右城電気工水課長 おっしゃるとおりでございます。 

◎浜田（英）委員 一方、河口から合同堰までは国の管轄、国からも補償をもらいよるわ

けですか。 

◎右城電気工水課長 合同堰より下、私どもの杉田ダムから下に関しましては国の管轄に

なっていますが、国がどういった補償をされているのかは存じていないところです。 

◎浜田（英）委員 今、物部川は何かもめようみたいに新聞へ載っていましたけれども、

僕は奈半利川を抱えているもので、非常に減水区間による生態系への配慮が今まで手落ち

が随分あったもんで、いまだにすったもんだもめていますけれども、最上流の小さい河川

でも今度電源開発が小さい魚道でもつくっていきましょうと。法律上、常時水が流れてい

るのが魚道であって、水が流れんような魚道は魚道じゃないらしいんですよね。生態系に

配慮をする水路、環境に配慮した水路という形で新たにつくってくれる動きが出てきまし

て、高知県の電気工水課等はそういうところまで配慮してやっているのかなと思って聞い

た次第であります。 

 漁業補償の1,700万円て、僕はこれ物部川にしては安いと思うんですけれども、こんな

もんでオーケーもらっているんですか。 

◎右城電気工水課長 先ほど申しましたとおり、昭和29年度から議会の特別委員会で和解

により決まった金額でございまして、あとは物価指数が上がれば上がっていく形で毎年お

支払いしている金額でございます。 
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◎塚地委員 857ページで御説明いただいた877万円の風力発電所更新可能性調査、これも

うちょっと詳しく御説明を。 

◎右城電気工水課長 公営企業局では現在大豊のゆとりすとパーク内と県立の甫喜ヶ峰森

林公園内で風力発電所を運営しておりますが、それぞれ運転開始から17年及び12年が経過

しておりまして、固定価格買取制度による買い取り期間が平成31年と平成36年に終わって

しまうことになっております。更新に関する共通の課題がこの両発電所で２つございま

す。 

◎井奥公営企業局長 私のほうから概要説明で申し上げました１ページ目の概要資料、右

側に風力発電のリプレース可能性の調査委託というのが出ていますので、それに準じて今

課長が説明しております。 

◎右城電気工水課長 こちらの冊子に一定概要説明させていただいております。 

 更新に関する共通の課題が２つございまして、まず発電した電気を送るための送電線に

空き容量がございません。どこも最近そういった話があると思いますけれども、現在の風

車を廃止することで生ずる容量分しか送電できないというのが１点目にございます。 

 さらに、近年では風車の大型化が進みまして１基当たり2,000キロワット以上の機種が

主流となっておりまして、大豊や甫喜ヶ峰の規模の風車というのは国内では製造されてい

ない状況でございます。このように風車の大型化が進む中で、設置そのものの可能性があ

るかということや、大型風車の出力を送電可能な規模まで抑制した場合の採算性などにつ

いて調査を行いまして、事業の継続の可能性を検討し、公営企業局として今後の風力発電

事業の方向性についてしっかりと見きわめていきたいと思っております。 

◎塚地委員 空き容量の問題は、結構全国的な問題にもなっていまして、それこそ四国電

力の場合も、原発を再稼働して目いっぱい発電しているのが空き容量の部分を縮めてい

る。だから実質的に、原発の再稼働との関係で言うと、もう少し空き容量は確保できるん

じゃないかという考え方もあるんで、そこはそれなりに追求していっていただきたい。四

国電力ともぜひ検討もしていただきたいと思いますんで、それは要請です。 

 結局、基本的な方向を検討する調査ということで、今は、この調査結果で今後を決める

という段階ですよね。 

◎右城電気工水課長 そのとおりでございます。 

◎井奥公営企業局長 実は、この３月には、風力については、太陽光も一緒ですけれど、

浜田委員御存じやと思いますけれど、新しい単価が設定されました。風力については今ま

で22円やったところが今回のケースみたいにリプレース、置きかえる、従前あったものを

新しいものに切りかえるときは、新たな単価設定が３月に省令として出されるということ

もありますんで、それを踏まえて両発電所の可能性を一定採算性を含めて前倒しで今回や

ろうという背景があります。 
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◎塚地委員 採算性の問題も企業局なんで極めて重要なポイントだとは思いますけれど

も、自然エネルギーにどう転化していくかも県政課題の一つの柱でもありますんで、そこ

は赤字になるとなったらなかなか対応は難しいかもしれませんけれども、ぎりぎりのライ

ンをとっていただいて、できる限り自然エネルギーを発電させていく方向性は持って、ど

うやったらできるかという判断もしていく基本的な立場が企業局としても必要じゃないか

と思うんですけれど、そこらあたりはどうか。 

◎井奥公営企業局長 塚地委員のお話にありました事業の継続可能性というところは、２

の具体的な調査委託項目の中の③に入っちゅうと思いますけれども、蓄電池の併設による

連系可能性ということで、今エネルギー部門はすごく技術革新が激しくになっています。

１つには連系可能性の容量については塚地委員が言いましたように、よく四国電力とのい

ろいろ交渉事、要請みたいな形はする一方で、蓄電池を併設するにしても投資費用がかか

るわけです。そういう形でやったときに採算性がどうかという形で、今回やる調査の中で

は今後の事業継続に向けての新たな手法も含めて、検討させていただくと考えています。 

◎塚地委員 大体調査結果は来年度内にできるということですか。 

◎右城電気工水課長 来年度早々に発注いたしまして、来年度の10月、11月ぐらいには成

果として仕上がってくると思っております。 

◎浜田（英）委員 高知県は四国電力のナンバーファイブぐらいの大株主ですからね、四

国電力にもっと強気でものを言うていかないかんと思いますよ。高知県は弱いと思います

ね。交渉は新エネルギーのほうがやっているんですかね。林業のほう、総務部でやってい

るんですか。四国電力の株主総会に出るところはそうですよね。ただ、こういう交渉は電

気工水課、企業局ができるわけですよね。香美とか香南とか中央部のほうには比較的新エ

ネルギーに対する接続容量というのはまだ余力があるかもわからんですけれど、今野町副

委員長もおりますけれど、東部は本当にひどいもんですよ。全くないんですから。もう新

たにやりたい人が幾らでもおるのに全くないんですよ。何キロワットもない。だから、そ

れに対して２人で四国電力に文句を言うわけですけれども、人口が少ないき、やしべちゃ

あせんかと。伝票を見たら再生可能エネルギー何とか負担金とちゃんと小そう文字が出

て、我々もみんな払いゆうわけですから、東部の再生可能エネルギー、新エネルギーの接

続の容量をもっとふやしてくれ、それをやるんだったら40億円負担せないかんと言うんで

す、四国電力が。四国電力は、自分くの線でちゃんと運びよるかと思うたら、電源開発の

線で全部運びようがです。四国電力ぐらいの大きな会社が電発の線を借りて運びよる、い

いかげんにせいと言いとうなるがですけれども、東部の住民のことを考えたら、企業局も

もうちょっと四国電力に強う言うてもらいたいと思いますね。我々野町副委員長と本当精

いっぱい嫌みを言うてきましたけれども、これから再生可能エネルギーをふやしていく中

で、もうちょっと東部のほうも接続容量をふやしていただきたいということを伝えていた
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だきたいと思います。 

◎加藤委員長 以上で、質疑を終わります。 

〈県立病院課〉 

◎加藤委員長 それでは次に、県立病院課の説明を求めます。 

◎安岡県立病院課長 それでは、平成29年度病院事業の当初予算議案につきまして説明を

させていただきます。 

 お手元に配付させていただいております危機管理文化厚生委員会資料、平成29年２月定

例会（議案参考資料）と書かれた公営企業局資料の県立病院課と赤のインデックスを張っ

ているページをお願いします。 

 資料１ページ、平成29年度当初予算説明資料でございます。 

 まず、資料冒頭の１業務の予定量でございますが、１日平均の患者数を病院別に記載し

ております。この見込み数につきましては、昨年の実績などを考慮して見込んでおりま

す。入院につきましては、あき総合病院が１日当たり227人、幡多けんみん病院が232人、

外来につきましては、あき総合病院が１日当たり471人、幡多けんみん病院が536人と見込

んでおります。この患者数をベースに収益などを積算しております。 

 ２収益的収入及び支出でございます。 

 病院事業合計欄をごらんください。 

 まず、収益でございます。 

 収益のうち医業収益は101億9,500万円余りでございまして、その内訳としましては入院

収益が71億6,600万円余りで、対前年度でマイナス２億 1,500万円、外来収益は 27億

7,200万円余りで、対前年度でプラス1,700万円、その他医業収益は２億5,500万円余りと

なっております。収益の減少の主な要因は、幡多けんみん病院の患者数が減少傾向にある

ことを踏まえたことによるものでございます。 

 医業外収益は36億8,300万円余りでございます。このうち一般会計からの繰入金が26億

7,500万円余りでございます。この繰入金は、へき地医療や小児周産期医療、結核、精神

科病院の運営に要します経費などの政策医療につきまして、地方公営企業法に基づきます

一般会計からの繰入金でございます。 

 また、その他の医業外収益は10億800万円余りでございます。内容といたしましては、

がん診療連携拠点病院の機能強化に要する経費などに対する健康政策部からの補助金や、

感染症に係る医療施設運営補助などの厚生労働省からの国庫補助金のほか、建物使用料や

実習謝金などでございます。 

 特別利益につきましては、過年度損益修正益を受け入れるために本庁、あき、幡多それ

ぞれに1,000円ずつ、また本庁で退職給付引当金戻し入れのため633万5,000円、合計で

633万8,000円を計上しております。 
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 以上、収益の合計は138億8,500万円余りとなっております。 

 続きまして、費用でございます。 

 まず、医業費用は140億7,500万円余りを見込んでおります。前年度と比較いたしまして

３億3,600万円余りの増でございます。 

 医業費用のうち給与費は74億3,100万円余りで、対前年度と比較しまして３億3,200万円

余りの増でございます。これは安全・安心な医療を安定的に提供するために体制を強化し

たことや、法定福利費等の増によるものでございます。 

 材料費22億6,700万円余りにつきましては、薬品費や診療材料費が主なものでございま

す。 

 経費28億8,400万円余りにつきましては、委託費や報償費、光熱水費などが主なもので

ございます。 

 減価償却費は14億300万円余りでございます。前年度と比較しまして5,300万円余りの増

となっております。 

 資産減耗費は600万円余りでございます。これは、医療機器などの廃棄に伴いまして帳

簿上の残存価格を費用化するものでございます。 

 研究研修費8,200万円余りにつきましては、学会などへの出席経費や図書経費などでご

ざいます。 

 医業外費用は３億8,500万円余りでございます。これは、主に企業債の償還利息などで

ございます。 

 長期前払消費税償却8,800万円余りは、固定資産の取得に係る消費税を20年間で償却す

るものでございます。 

 特別損失ですが、7,700万円余りでございます。 

 予備費100万円でございます。こちらは不測の事態に対応できますよう本庁経費に計上

するものでございます。 

 以上、費用の合計は145億3,900万円余りでございまして、前年度予算と比較しまして３

億400万円余りの増となっております。 

 当年度損益をごらんいただきたいと思います。 

 ただいま御説明いたしました収益と費用の差額になります。６億5,400万円余りの損失

を見込んでおります。前年度予算と比較しますと３億8,700万円余り損失が増加しており

ます。 

 経常収支でございますが、予算編成時には予測し得ない経費等への措置も必要ですの

で、５億8,200万円の赤字の見積もりではございますが、質の高い医療の提供と経費削減

などの経営努力により圧縮してまいりたいと思います。 

 収益資金過不足額をごらんいただきたいと思います。これは、収益や費用のうち減価償
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却費、資産減耗費など現金の移動を伴わないものを除いた現金ベースの金額でございま

す。以上によりまして、資金余裕が2,700万円余りと見込んでおります。 

 ３の資本的収入及び支出でございます。 

 平成29年度当初予算額の欄をごらんいただきたいと思います。 

 まず、資本的収入のうち企業債は１億9,800万円余りでございます。これは、両病院の

医療機器の整備に企業債を充当することとしております。 

 ２の借入金は、一般会計からの長期借入金でございます。企業債の元金償還金の一部を

借り入れするものでございます。 

 負担金は、地方公営企業法に基づく一般会計からの負担金でございます。企業債の元金

償還金の２分の１相当額などでございます。 

 ４補助金は、平成元年度以前の企業債元金の償還金について、一般会計からの補助金で

ございます。 

 以上、資本的収入が合計で18億5,600万円余りを見込んでおります。 

 次に、資本的支出でございます。 

 １の建設改良費は、医療機器などの購入や病院施設の整備のための費用でございます。 

 １の改良費としまして、両病院の医療機器の整備のための費用などとしまして２億

800万円余りを計上しております。内訳は、後ほど３ページの資料で御説明させていただ

きます。 

 ２企業債等償還金20億円余りでございますが、これは病院事業債の元金の償還に要する

費用でございます。 

 以上、資本的支出の合計は22億900万円余りとなっております。 

 こちらに先ほど申し上げました建設改良費の主要な項目をまとめております。 

 まず、あき総合病院につきましては、高知大学医学部附属病院との間で電子カルテシス

テム上にある検査データや看護記録などの情報を互いに閲覧できる機能を追加するほか、

機械備品等の整備といたしまして7,300万円余りを計上しております。 

 幡多けんみん病院につきましては、レーザー光線を網膜に照射することで網膜剥離など

の治療を行うマルチカラースキャンレーザー光凝固装置などの機械備品等の整備に１億

3,000万円余りを計上しております。 

 なお、緊急対応分として500万円を計上しているところでございます。 

 債務負担行為でございます。 

 合わせて３件ございます。いずれも、来年度に契約が終了することに伴うものでござい

ます。 

 あき総合病院清掃業務委託料と幡多けんみん病院清掃業務委託料につきましては、予定

価格が国が定める金額以上となる場合には、いわゆる政府調達による一般競争入札の対象
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となりますので、発注に当たりまして公告期間を40日設ける必要があるなど、来年度中に

入札等の準備行為を進める必要がありますことから、今議会で債務負担行為をお願いする

ものでございます。 

 また、幡多けんみん病院電気料金につきましては、昨年12月議会におきまして、平成

29年度の電力調達に関する債務負担行為の承認をいただいたところでございますが、今後

の電力動向を見通せないことや、新電力会社の応札もふえてきており、さらなる競争も期

待できますことから、契約期間を１年としておりまして、今回は平成30年度の電力調達の

債務負担行為をお願いするものでございます。 

 最後に、その他としまして、議案に記載しております項目を３点挙げております。 

 （ア）は一時借入金限度額で、これは前年度と同額で30億円、（イ）の一般会計からの

補助金は収益、資本合計で１億3,100万円余り、（ウ）の材料費等の棚卸資産購入限度額

につきましては23億2,200万円余りとしております。 

 以上が平成29年度当初予算案の説明でございます。 

 続きまして、補正予算の説明をさせていただきます。 

 収益的予算の本庁事業の収入及び支出について、補正をお願いするものでございます。 

 研究研修費におきまして見込みを下回り、不用額が見込まれますことから、収入で他会

計負担金と他会計補助金でそれぞれ300万円を減額し、支出で研究研修費600万円を減額し

ようとするものでございます。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

◎塚地委員 先ほど局長からの御説明がありました地域医療を支えるためのネットワーク

づくりのところで、地域医療支援手当の創設が今回の予算にも盛り込まれているわけです

よね。システム的にどうかというのもあるんですけれど、医師の不足が問題になってい

て、その医師の皆さんへの負担も結構あって、それでさらに地域支援に入っていくことに

なったときの医師の皆さんの多忙化、健康管理、そのあたりのことも不安材料としてある

かと思うんですけれど、そこらあたりは現場との関係でどうなんですか。 

◎安岡県立病院課長 支援してほしいという医療機関等が出てきたときに、県立病院で今

現在対応できるのか、そのときに対応できるのかを県立病院の中で検討しまして、対応で

きるということでしたら応援に出向く形を考えております。 

◎塚地委員 ということは、今の段階ではまだ具体的にどこが応援を受けるか、受けない

かということで、決まっている状況ではないわけですか。 

◎安岡県立病院課長 今現在、東部のほうで、あき総合病院で言いますと室戸の室戸岬診

療所に月に２回出向いて行っております。それと、幡多で申しますと、今年度は大月病院

に月に３回診療応援に出向いて行くという状況がございます。 

◎塚地委員 公共診療所だけでなくて、いわゆる民間の病院からもそういうアプローチが
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あるわけですか。 

◎安岡県立病院課長 これまで公的病院には診療応援という形で制度的には出向いて行っ

ておりましたけれども、これからは、民間病院しかない地域も当然ございますので、そう

いった地域の医療機関が医療提供が難しくなった場合には、もちろん健康政策部と連携し

てという形になりまして、健康政策部の県の医療審議会なりでそこへの支援が必要だとい

う御議論をいただいた後に、必要であれば民間病院へも出向くようにすることにしており

ます。 

◎塚地委員 医師の皆さんの多忙化という深刻な状況も私たちの耳に入ってきますので、

先ほど病院内での検討ということもありましたが、大もとのところをどうするか、医師の

確保を含めて、そこが原則であるんで、先生方は真面目なんで、せんといかんとなったら

自分の身を捨ててでもやるという、お医者さんてそういう側面もあるんで、そこをこちら

側の管理するほうが一定きちんとさび分けて対応していただくことが大事やと思うんで、

配慮していただくようにお願いしておきます。 

◎土居委員 細かいことなんですけれど、あき総合病院と幡多けんみん病院の清掃委託業

務なんですけれど、これはどんな委託をしていますか。どんなところにどういう入札方法

でやっていますか。 

◎安岡県立病院課長 一般競争入札で行っております。 

◎土居委員 この建物等の清掃委託等の適正管理というのは、５年、10年、15年とたって

きたときに、本当に差が出てくるがです。特に病院になったら、当然一般的な建物以上に

衛生的管理が非常に求められると思うんですけれど、そういった場合に、入札にかけて安

くやることももちろん必要ですけれど、もう一つ、一定清掃業者の技術レベル的なところ

も盛り込んでいくべきじゃないかなと自分は考えております。 

 そこで、例えば県庁で本庁舎が建物清掃委託のところで知事登録業者として、一定の技

術レベルを担保する要件のもとに知事登録がもらえるんですけれど、そういう業者に発注

をしているというやり方をしておりますので、病院の高度な衛生的管理の必要性を考えた

ら、本庁舎でやっているような一定業者のレベルを担保できる入札も検討するべきと自分

としては考えるんですけれど、その辺企業局としてはどうお考えでしょうか。 

◎安岡県立病院課長 医療法の15条の２で、医療機関が医師等の診療などに著しく影響を

与える一定の業務を外部委託する場合には、厚生労働省令が定める基準、こちらをクリア

する業者に委託しなければいけないという規定がございます。清掃業務もその一つに入っ

ておりまして、例えば条件をクリアしているとして医療関連サービスマークを取得してい

る業者であるとか、講習会を受講している責任者がいて要件をクリアできる条件を備えて

いる業者、そういうことを入札の相手方の条件としていますので、そこはクリアできてい

ると考えています。 
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◎土居委員 病院ですのでその辺の業者の質もさらに当然盛り込んでやっていただきたい

なと、意見として申し上げておきたいと思います。 

◎梶原委員 先ほどの塚地委員の県立病院からの地域の医療機関の派遣、その地域医療支

援手当創設となってくるんですが、その多忙化の話もありましたけれど、そういう地域の

医療機関を大事にしないと、負担は県立病院にも来るわけですから。それはそれで本当に

大事なことだと感じるわけですが、その一方で補正予算の減額、研究研修費、その600万

円は当初でかなりいろんな状況にも対応できる余裕のあるのを組んでいたのを減額するの

か。実質2,070万円のうち600万円の減額というたら、３分の１近くの減になり、本来は研

究研修をして医療の質を上げるのも大事なことなんで、その減額はどういう状況ですか。 

◎安岡県立病院課長 今回は、研究研修費の中で助産師の育成の経費が必要なくなったの

で、減額をさせていただくものでございます。御案内のとおり平成27年度に幡多けんみん

病院で助産師の方が複数名退職をされて、非常に厳しい状況になったことで、公的病院か

らの応援等もいただきながら、また採用につきましてはこれまで２回の採用試験でしたけ

れども、４回の採用試験を実施するであるとか、採用年齢を引き上げるといった取り組み

により、助産師を確保してきました。一方で、みずから助産師を育成する取り組みとしま

して、平成27年度、28年度予算として助産師を育成するための費用を計上しておりまし

た。６名ぐらいの助産師が育てられればと計上していたんですけれども、実際合格できた

方が４名という状況等もございまして、２名分の授業料等が不要になったところでの減額

でございます。 

◎加藤委員長 以上で、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。 

《報告事項》 

◎加藤委員長 それでは、続いて公営企業局より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。 

 それでは、水源のさと石原「北郷」発電所建設計画について電気工水課の説明を求めま

す。 

◎右城電気工水課長 水源のさと石原「北郷」発電所建設計画について御報告をさせてい

ただきます。 

 土佐町での小水力発電所、水源のさと石原「北郷」発電所の建設計画について御説明を

させていただきます。 

 「北郷」発電所建設計画の鳥瞰図の資料をごらんください。 

 まず、事業の概要でございますが、昭和53年度に完成した高知分水施設の瀬戸川導水

路、北郷谷注水口から地蔵寺川取水堰の間における未利用落差を利用して発電を行う計画

で、赤色の部分が建設予定の施設となっております。 
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 瀬戸川取水堰から導水路を通って北郷谷注水口に出た水と北郷谷川の水を合わせて約

600メートルの導水路トンネルに取り込み、イメージ図にありますように発電所で水車を

回し、一般家庭約950世帯が１年間に使用する量の発電を行う計画です。 

 次に、これまでの経緯についてでございますが、平成27年度の当初予算に発電所の建設

工事に係る予算を計上いただいておりましたが、地権者との用地の取得交渉が大変難航い

たしましたことから、工事に向けた手続に着手できておりませんでした。この間、土佐町

と連携して交渉を続けてまいりましたところ、おおむね地権者の合意も得られ、地権者側

の意向から、土佐町が用地取得の上、公営企業局が土佐町から用地の貸し付けを受ける方

向で調整をしております。 

 また、土佐町では、昨年12月議会において土地取得に必要となる予算を計上いたしてお

ります。 

 事業計画についてですが、従前の計画では総事業費の17億7,000万円余りを45年間で回

収することとなっておりましたが、再積算をいたしましたところ、水車、発電機等の価格

や資材、労務単価等の上昇によりまして、総事業費は約19億1,000万円となり、およそ１

億4,000万円増加することとなりましたが、維持管理費などを中心に事業計画の見直しを

行った結果、現時点では、投資した資金は約41年で回収できる見込みとなっております。 

 最後に、今後の建設工事のスケジュールと予算についてですが、建設工事につきまして

は従前どおり土木施設、発電設備、発電所建屋の３つの工事を予定いたしております。平

成27年度の当初予算に計上し、平成28年度に繰り越しの承認をいただいておりました予算

につきましては、全額を不執行とさせていただいた上で、工事費を再精査の上、来年度の

６月議会で必要となる予算の補正計上を予定しており、地元の土佐町とも連携を図りなが

ら、早期の運転開始に向けて事業を進めてまいりたいと考えております。 

◎加藤委員長 それでは、質疑を行います。 

◎浜田（英）委員 有効落差が26メートル、大した落差じゃないですけれども、これと関

連する筆山の中の貯水トンネルですよね。あれの高さは40メートルぐらいあるんやないで

すか。30メートルぐらいか。 

◎右城電気工水課長 30メートル程度です。 

◎浜田（英）委員 30メートルぐらいですね。だから、いつも気になることは筆山の中

側、水の塊やというのはみんな知りませんので、もし柳原が、あるいは高見側のあの壁が

Ｌ２クラスの地震で完全に破損してしまったら、百石町、潮江地区は本当に水浸しになり

ますわね。海からは津波が来る、筆山からはトンネルの水が来るということで、あれは

西、東の両方の口の完全に中に封じ込めているわけじゃなくて、単なるトンネルの仕切り

だけですよね、今まで何か補修したことはあるんですか。 

◎右城電気工水課長 筆山の中に導水路がございます。岩盤をくり抜いたトンネルでござ
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います。長さ314メートル程度の貯水池でございますが、これは岩盤をくり抜いています

ので、基本的に耐震性を十分有しているという学識経験者の回答も得ておりますし、一方

出口側と入り口側にそういった接続の建物、ますを設けてございますが、これはそれぞれ

耐震診断を実施いたしました。その結果、十分耐震性を有しているという結果をいただい

ております。 

◎浜田（英）委員 十分耐震性、それだったら大丈夫ですけれども、今まで一回も補修は

したことないがでしょう。全くつくったときから同じままの状態か。 

◎右城電気工水課長 今記憶ははっきりしないですけれど、10年ぐらい前に抜水作業を実

施して全体的に点検をいたしまして、特に問題になっている亀裂とか、そういうものはな

いという結論は出ております。 

◎浜田（英）委員 抜水作業というのは、全部一旦中の水を抜いて、まるきり供給をスト

ップにした状態でコンクリートの擁壁の厚さとか、あるいはクラックとか、そういうのを

点検した結果、全く問題がなかった、一回も補修はしていないかどうかということなんで

すが、全くしてない。 

◎右城電気工水課長 おっしゃるとおり、水を抜きまして、ちょうど年末から年始の企業

も休みにかかる期間の長期間を活用させていただいて、点検を実施して、補修はやってい

ないです。 

◎浜田（英）委員 抜水作業というのは、大体10年に１回ぐらいやるんですか。 

◎右城電気工水課長 周期は特に定めてございませんで、そのときも建設以来初めてやっ

たものでございます。また何年か後には計画する必要性があるのかなという感じはござい

ます。検討していきたいと思います。 

◎浜田（英）委員 コンクリート構造物は、大体40年、50年としたもんですから、この筆

山トンネルは両方の入り口、出口、これは大体もう何年たっているんですかね。 

◎右城電気工水課長 昭和41年から一部給水を開始しておりますので、そのころにはでき

上がっている建物になります。 

◎浜田（英）委員 もう40年経過するわけですから、大丈夫とはいえども、地域の住民、

結構心配している人がおりますので、この次いつ抜水して点検するかわからんのですが、

そこはやっぱり十分に気をつけて強度等の抜かりがないようにお願いをしておきたいと思

います。 

◎加藤委員長 以上で、質疑を終わります。 

 次に、「鏡川工業用水道事業のあり方検討について」電気工水課の説明を求めます。 

◎右城電気工水課長 今年度、鏡川工業用水道のあり方について検討してまいりましたの

で、御報告させていただきます。 

 電気工水課と書いておりますＡ３横カラーの鏡川工業用水道事業のあり方の検討につい
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てという資料をごらんください。 

 まず、１の現状と課題でございます。 

 工業用水の利用状況については、資料上段の給水実績量と給水先件数の推移のグラフに

ありますように、昭和46年度から給水実績量が日量４万立方メートルを超えましたが、昭

和47年度をピークに減少してきており、近年では50％を下回る状況が続いております。 

 その右側には産業分類別の利水者の動向を示しております。給水可能量の日量５万

5,800立方メートルに対し、現在契約水量はその約45％に当たる日量２万5,000立方メート

ル余りとなっており、ピーク時と比べて１万8,000立方メートル余りの減少となっており

ますが、鉄鋼業の１社に大幅な減少があったことや、採石業、木材業などの利用量の減少

が主な要因となっております。 

 鏡川工水の経営状況でございますが、収益的収支の推移のグラフをごらんください。 

 昭和57年度以降は収益的収支が黒字で推移をしており、平成元年の改定以来料金の見直

しを行っておらず、現在の給水料金は１立方メートル当たり16円となっております。全国

的にも工水の需要は徐々に減ってきており、どの事業者も経営が厳しい状況となっており

ますが、本県では近い将来南海トラフ地震の発生も予想されており、地震に対する備えも

必要となっております。 

 ２の平成28年度の検討状況でございます。 

 専門的な助言を得るためのアドバイザー会議を設置の上、経営状況等の現状把握と分析

に始まり、老朽化施設の更新費用の把握などを行い、将来の工水需要の予測に基づく経営

シミュレーションなどに取り組んでまいりました。その結果、利用量は低減傾向にあるも

のの、工業用水は地域経済に大きな影響を与える公益性の高い事業であり、安定供給を通

じて引き続き地域経済の発展に寄与する必要があるということを改めて確認をいたしまし

た。 

 安定供給を継続していくための今後に向けての課題整理といたしまして、まず将来の需

要につきまして、昨年７月に鏡川工水ユーザーに対してアンケート調査を実施したとこ

ろ、今後おおむね10年の利用見込みとして回答のあった事業者47社のうち35社が現状と変

わらないとの回答であり、増加する見込みが４社、減少する見込みが３社ありましたが、

いずれも大きな変更ではありませんでした。 

 将来の設備の更新を含めた維持管理等に必要な経費の試算ですが、資料の真ん中上に鏡

川工業用水道施設の更新需要の推移として棒グラフを示しております。施設の更新等に伴

い必要な費用は平成68年度までの40年間では総額77億円という試算となっており、このう

ち約62億円が（参考）で示しておりますように、管路の更新に必要な費用となっておりま

す。この更新需要をもとに経営シミュレーションを行ったところ、管路を除いた耐震化対

策及び構造物や設備の更新に関しては現在の契約水量が維持できれば実施可能であります
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が、管路の更新を実施するためには新たな財源確保の手だての検討が必要になってまいり

ます。 

 留保資金残高の推移のシミュレーションを示しておりますが、点線のグラフのとおり安

定経営に必要な留保資金残高を確保しつつ、管路更新を含めた施設の更新投資を実施する

ためには、現在の給水単価の16円から５年ごとに２円の引き上げを行う必要があるという

試算結果となっております。 

 こうしたことなどを踏まえ、鏡川工水の課題について大きく２つに整理し、それぞれ課

題への取り組み方針を取りまとめました。右の枠内にあります３の課題解決に向けた今後

の取り組み方針でございます。１つ目の課題といたしましては、産業構造の変化等に伴う

需要の低迷への対応、２つ目として南海トラフ地震・施設の老朽化対策への対応でござい

ます。 

 １つ目の課題につきましては、４つの方針で取り組んでまいります。 

 まず、（１）の事業の安定的な継続に向けた経営効率化の検討としまして、現行の運営

体制における効率的な経営の推進や類似事業との連携の可能性についての検討など運営主

体についての検討、またコスト削減効果が期待できる業務など維持管理委託等の見直しに

努めます。 

 （２）の需要に見合った施設規模等の検討といたしまして、ダウンサイジングやスペッ

クダウンの可能性を常に念頭に置いた上で施設全体を俯瞰し、契約水量に見合った合理的

な設備の設計等に努めます。 

 ３つ目として、管路延伸による新規給水の可能性等について、継続的な検討や新たな給

水契約に向けた営業活動の推進など需要拡大に向けた取り組みの推進に努めます。 

 ４つ目として、経済活動と地域雇用に貢献できる経営戦略及び利用料金の改定の検討を

進めてまいります。 

 なお、管路の更新については利用料金との関係も含め、ユーザーとの情報共有を図りな

がら対応方針を慎重に検討することが必要ですし、経営戦略の改定に向けましては、専門

家の意見等も踏まえた検討を進めることが必要になるものと考えております。 

 ２つ目の課題でございます。南海トラフ地震施設の老朽化対策への対応につきまして

は、次の３つの方針で取り組んでまいります。 

 まず、（１）耐震対策が必要と診断された施設への対応といたしまして、具体的な施設

の改修計画を策定し、その進捗管理に努めてまいります。 

 （２）の耐震対策と関連づけた管路等の設備更新への対応としまして、専門家の御意見

を頂戴しながら更新計画の策定に向けた検討を進めてまいります。 

 最後に、（３）の東日本大震災や熊本地震等で得られた知見への対応といたしまして、

平成26年４月に策定しました事業継続計画について、実効性の担保に向けた見直しを行っ
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ていくとともに、施設の適切な維持管理に努めてまいります。 

 こうした取り組み方針に基づいて、今後必要な対応を着実に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。 

◎浜田（英）委員 １点、危機管理の視点でお伺いをしたいんですけれども、高知港に太

平洋セメント、土佐発電がありますね。あそこへは鏡川工業用水は当然行っていると思う

んですが、例えばＬ２クラスの地震が起きて工業用水がストップをした場合、あそこの土

佐発電の発電もストップすると考えてよろしいですか。 

◎右城電気工水課長 私どもの給水がストップすると、幾らかのタンクを自前で持ってい

るという話も聞いていますが、数時間しかもちませんので、ストップすることになりま

す。 

◎浜田（英）委員 というのは、四国電力の電源供給が南海トラフ地震でストップをして

も、あそこの土佐発電が動いていると、その発電容量だけで高知市内の電源は全部カバー

できるんです。だから、これは最終の予備施設というか、どうしてもとめるわけにいかん

という思いがしています。もし何らかのため四国電力がストップした場合には、土佐発電

に切りかえることによって高知市内に電源を送ることができますので。ここの対策は十分

にこれから考えておく必要があると思います。また、危機管理部とも十分に相談して、恐

らく津波が来ても、あのロータリーキルンも見上げるぐらいの高さにあるんで、そんなに

あの位置まで炉が損傷することはないでしょうけれども、それに対する電源とか、あるい

は冷却システムがストップするとそれもできんようになるかもわかりませんので。 

１度、土佐発電も我々議会側から要請をして発電を再開してもろうたわけです。社長が

高知の人でしたから、ちょうど、やりましょうということで、ヤシ殻を燃やしていますけ

れど、僕としては県産の木材をあそこで焼いてもらいたかったんですけれど。非常電源と

しては大きな役割。それと本川の揚水発電は、70万キロワットあります。この２つが大き

な支えになると思いますので、危機管理の視点からひとつ十分に検討して、お願いをいた

したい。 

◎塚地委員 検討結果に基づいて今後どうなっていくがですか。 

◎井奥公営企業局長 今年度アドバイザー会議をいただいて、それぞれ専門分野のある方

に委員になっていただきました。１つは、問題になる管路の更新、この管路の耐震化が済

んでいないものを積み上げるとこの金額になるわけですけれども、そこの中で例えば震災

等が起きたときに、仮復旧でできるような部分を除いたらどれぐらいの金額になるかと

か、先ほど浜田委員からございましたけれど、発生後に県内の経済活動を維持するために

は優先的にまずどの管路を更新すべきかとか、そういうものを１つは検討するというこ

と、あと課長から説明がありましたように、どうしても平成元年以降料金改定していない
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ということで、ここはユーザーの方が今45％ぐらいになっていますので、当然ユーザーの

方の御意向を尊重すべきことは重々承知なんですけれども、それで必要最低限度のものに

するときに、必要な金額をどうやっていくのか１つ算定してみると、これは今後になりま

すけれども、そういうことにつなげていく形、あとは先ほど議論になっています南海トラ

フのとき、どこの設備をまず順番として優先的に、耐震の工事自体は今の料金体系で賄え

ることになっていますので、管路を除くとどの順番でやっていくかとかを検討していくと

きの資料として、一定ベースになるものができたと考えております。 

◎塚地委員 その５年ごとに２円の値上げという料金改定も一応含まれていて、そこは相

当ユーザーの皆さんとの協議もしていかないと。決して経営的に楽な状況ではないんで、

公益性をどう担保するかということで。どんどんもうけんといかんというもんでもないと

思いますから、そこはぜひ配慮していただきたいと思うのと、３の課題の１のところで

「運営主体についての検討」というのもあって、この丸の２つ目の「類似事業との連携の

可能性」は具体的にどういう意味ですか。 

◎右城電気工水課長 具体的に考えられるのは高知市上下水道局になり、それ以外では今

のところ考えにくいです。水道局とも一定協議を重ねてはおりますけれども、なかなか具

体には進めそうな感じではないところです。 

◎塚地委員 高知市の上下水道も、なかなかこれからの施設整備でいうと相当な下水道料

金の値上げという方向も出ていて、今議会でも大分審議はされていると思うんですけれ

ど、上下水道局とどう連携できるんですかね。 

◎右城電気工水課長 いろんな連携の仕方があると思います。例えば今現実的に部材の供

給なんかを上下水道局から提供を受けることもあったりといった連携はさせていただいて

いるんですけれど、どこまでもっと経営にかかわる連携ができるのかはまだ全く白紙の状

態でございます。 

◎井奥公営企業局長 今回アドバイザー会議に専門の委員さんに就任いただきましたの

で、全国的な検討状況でこういう選択肢もあり得るという形で、実際全国で上水と工水が

一体になったという、当然工水のほうは営利企業対象のものですし、上水のほうは市民、

県民の命を守るものでございますので、なかなか実績として連携したような形のものは、

運営主体が同じところでは相当進んだ議論が進められているところもあるみたいですけれ

ども、本県の場合は運営主体は違ってきますんで、なかなか難しい面はあろうかと思いま

す。ただ、資材の購入とかで連携してやるということになれば、一定経費の節減効果は図

られる可能性はございますけれど。 

◎塚地委員 ただ、ここで書いてあるのは、運営主体についての検討ということで出てき

ていることなんで、やっぱり運営主体をどうするか。部材の供給のやりとりという話とは

また全然違うんで、そこは全国的に言うと水道の民営化も進みつつあって、いろいろ問題
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や課題も出てきているんで、そういうことを想定されたのかなと思ったんですけれど、そ

うではないということですか。 

◎右城電気工水課長 アドバイザーの先生にも工業用水とは公がやるべきであるという御

指導もいただいておりますので、民間という話は今のところございませんし、全国的にも

１つの事業以外は全部公営がやっている状況です。私ども今電気事業とセットで工業用水

道事業の経営をしており、電気事業の職員がたくさんおりますので、そういった意味で工

水の手が足らないときには電気の職員も一緒に活動する、逆に電気のほうで足してほしい

ときは工水からも行くという内部での包括的なやり方はやっています。それが今のところ

一番効率的に動いているという感じはしています。 

◎梶原委員 管路の更新需要の試算の表がこちらに書いてあり、その更新年度、平成29年

から38年、39年から48年、それがずっと68年まで続くんですけれど、更新のメーター当た

りの単価が上の20年と下の20年で開きがある、この理由は何でしょうかね。平成29年から

48年は大体二千何メートルで13億円、16億円ぐらいで、平成49年から68年は4,000メート

ル台で18億円、13億円と。 

◎右城電気工水課長 管路の大きさも、送水管から末端の配管まで全然違ってきます。送

水管が直径80センチ、800パイという大きさで、それから筆山から下流が700パイ、それか

ら順番に500パイになったり300、350とか200とかに、末端に行くと200パイぐらいまで小

さくなっていきますので、長さがそのままという感じではなくて。 

◎梶原委員 そしたら、イメージ的に言えば、主要な基幹管路をまずやって、そこから細

部にずっとしていく状況でいいですかね。 

◎右城電気工水課長 おっしゃるとおり、基本的には上流からやっていくのがベストだろ

うと考えておりますし、一方で劣化が進んでいるところも早急に対策する必要がございま

すので、試掘調査を年に数カ所行いまして、その劣化状況を確認してございます。 

◎梶原委員 全国的な工水の状況も、全国的に大変厳しいとも言われましたし、実質その

管路の更新を含め設備の更新自体はどこもしなくちゃいけない中で、高知県はさらに南海

トラフ地震対策もあわせてしないといけない中で、料金の試算も出されていますけれど、

ほかの南海トラフ地震対策を余り考慮しなくていい施設の更新だけでといったところの今

後の料金改定の動き、今はどういう状況ですかね。 

◎右城電気工水課長 現行の１立方メートル当たり16円を維持できれば、通常の更新とか

今まで行ってきた耐震診断の耐震化も一定できるところですけれども、管路の更新を順番

にやっていくと62億円という差額がかかってきますので、それをするとなると５年ごと２

円という形でのアップをユーザーさんと情報共有をしっかり図りながら、一定は受益者負

担もございますけれども、受水企業に理解を十分に得て、企業の体力を維持していくこと

をやっていきたいと思っております。 
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◎梶原委員 それは高知県の取り組みですよね。南海トラフ地震対策は余り考慮に入れな

くて構わない他県の状況で、結局はそことの料金の差が企業立地に言えば地域の高知県内

の雇用にもかかわってくるわけですから、全国的な他県の状況、料金改定、どっちにして

も管路の更新というのはどこもしなくちゃいけない話なんで、そういうのを料金に改定で

乗せていくような動きなのか、今のところそこまで話がどこも進んでいるような状況では

ないのか、他県の状況をわかる範囲で教えてください。 

◎右城電気工水課長 高知県の場合は南海トラフ地震という大きな課題がございますの

で、東南海地震とかそういった影響を受けるところは同じような課題を抱えていると思い

ますが、日本海側になるとそれほどの課題ではないのかなと。 

◎梶原委員 そういうお答えなら別に私でも答えれますんで、先ほど言われたこのアドバ

イザー会議を何回もして、その中で検討しているわけですよね。全国的な状況もわかった

アドバイザーに入ってもらっているわけですよね。そこには全国比較がないと、その企業

立地の観点では選んでもらわないといけない。新規ユーザーの開拓にしても何にしても、

状況を知るためにアドバイザーに入っていただく目的があると思うんで、ただ南海地震対

策、東南海地震対策はしなくちゃいけない、日本海側ではしなくてもいいと、それぐらい

の答えじゃなくて、そのアドバイザーからどういう状況を今検討の中で聞いたのか、その

辺をもうちょっと詳しく。 

◎井奥公営企業局長 １つは工業用水の利用料金について、全国的に見ますと、今大体

21円70銭、約22円ぐらいです。本県が大体16円と、今課長から説明がありましたけれど、

大体６円ぐらいの開きがあると。６円ぐらいの開きになると、大体今の22円ですと想定も

これ本当粗い試算になっていますけれども、平成44年ぐらいの金額になってきます。今、

片一方で利用状況が45％ということで、今のユーザーはずっと長い期間利用されている方

で、今の料金体系を前提にして、また一方、この分野は技術的な進歩がエネルギーと一緒

で早いですので、リユース、水を何回も使えるようなシステムを片一方で導入しながら引

き続き利用していただくということで、その辺全国的な料金の今のユーザーの抱えちゅう

状況と、そういうものを比較考量しながら、来年度以降、南海地震という喫緊の課題がご

ざいますんで、その辺との兼ね合いでどうしていくかということをこの粗い試算をもと

に、より精緻に詰めていきたいというのが今の状況でございます。 

 １つ与えられたのが、専門家のほうから一定広域的、多角的な部分で検討するという意

味では、全国的に経営主体が同じ工水と上水については一体的に運営するという手法も検

討されておるんで、今回、高知県の場合は県と市で運営主体が違っているので、なかなか

難しいんでしょうけれど、例えば運営主体にこだわるわけじゃなくて、共同購入とかいろ

んな管路の工事をするときに、一体的に上水と工水とをやるとかも検討して、選択肢とし

て挙げたらどうかというアドバイスをいただきましたんで、多角的に検討していきたいと
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考えております。 

◎梶原委員 それで、これまでアドバイザー会議は平成28年度に何回開かれて、今回こう

いう結論というか、今後の検討の土台になっているわけですかね。 

◎右城電気工水課長 先生方３名の方にお願いいたしまして、現地を全部見ていただきま

した。先生方が集まっての会は一度しかできませんでしたが、あとは全てメールや電話等

でのやりとり、またこちらから職員が出向いて、向こうでいろいろな意見を聞いてくるや

り方をさせていただきました。 

◎梶原委員 そういった検討を踏まえて、先ほど局長が言われましたように、まさに長年

利用している企業にはそういう現状等々も県側からしっかりと説明をした上で、料金自体

は全国からまだ安いけれども、逆に全国的な企業立地で言えば高知県はいろんな輸送にし

てもコストがかかるわけですから、それも踏まえてこれからももらうし、今の利用も継続

してもらわなければならない。さらに南海トラフ地震対策も進めていかないといけないと

いう、まさにここへ書かれているユーザー側との情報共有をした上で理解してもろうて、

離れる分も何とか抑えないかんというところをぜひしっかりと取り組んでいただきたいと

思いますんで、またよろしくお願いします。 

◎加藤委員長 以上で、質疑を終わります。 

 次に、「高知県立病院第６期経営健全化計画について」県立病院課の説明を求めます。 

◎安岡県立病院課長 お手元の危機管理文化厚生委員会資料の報告事項と書かれた資料

で、県立病院課と書いたページをお願いいたします。 

 １、計画の目標（目指す姿）でございますが、地域生活を支える中核病院として、地域

の医療機関等との連携のもと、質の高い医療の持続的な提供が可能となる健全経営を目指

すこととしております。 

 総務省の新公立病院改革ガイドラインにおきましても、公立病院が安定した経営のもと

でへき地医療、不採算医療や高度先進医療等を提供する重要な役割を継続的に担っていく

ことができるようにすることとされております。 

 ２、目標達成に向けた重点課題でございますが、まず第１に、本県の５つの基本施策の

一つである日本一の健康長寿県づくりに向けまして、県立病院としてその実現に向けて対

応していく必要があること、第２に、国において全ての団塊の世代が75歳以上の後期高齢

者となる平成37年を見据えて医療制度改革を進めておりますが、その一環として平成30年

度に予定されている診療報酬と介護報酬の同時改定に適切に対応していく必要があるこ

と、第３に、新公立病院改革ガイドラインに基づいてさらなる経営の効率化やネットワー

ク化などを推進しなければならないことといった３つの課題にしっかりと対応していくこ

とが求められております。 

 ３つの重点課題の課題解決に向けた重点取り組み項目でございますが、昨年の９月議会
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の委員会におきましても御説明させていただきましたように、４本柱で取り組むこととし

ております。資料では柱ごとに色分けをしてお示ししております。 

 １つ目の柱の、県民が地域地域で安心して住み続けられる医療提供体制の整備でござい

ます。この柱は、地域医療構想を踏まえた県立病院の果たすべき役割の発揮と、地域包括

ケアシステムの構築の推進に向けた機能の充実強化に分けて取り組み項目を整理しており

ます。 

 （１）地域医療構想を踏まえた県立病院の果たすべき役割の発揮に向けた取り組みとし

ましては、県立病院は今後も急性期病院として医療機能の充実強化を図っていかなければ

ならないことに変わりはございませんが、その中で昨年末に策定された地域医療構想で示

された必要病床数への対応を図っていく必要があります。あき総合病院では、地域におけ

る今後の医療ニーズを踏まえまして、急性期医療を核としながらも在宅生活に向けた回復

期ケア等のために必要となる地域包括ケア病床や、地域精神保健医療体制の方向づけ等を

踏まえた精神科病床の規模など、病床機能の検討を行ってまいります。幡多けんみん病院

では、地域における今後の医療需要を踏まえまして、病棟の再編や病床のあり方を検討

し、必要となる適切な看護体制等を構築していくことで、安全・安心で質の高い医療の提

供に向けた効率的な病棟運営を行ってまいります。 

 イの救急医療体制の充実に向けた取り組みでございますが、新病院となりましたあき総

合病院では、これまでも救急医療体制の整備に努めてきたところですが、今後も手術等に

携わる医師の増員などさらなる充実に向けて取り組んでまいります。 

 がん診療機能の充実に向けた取り組みとしまして、あき総合病院では安芸圏域にがん診

療病院がない状況を踏まえまして、専門的ながん医療の提供などの役割を担う地域がん診

療連携拠点病院と連携して、緩和ケアなどの基本的ながん医療を提供する地域がん診療病

院の指定に向けて機能を充実してまいります。 

 一方、幡多けんみん病院は平成24年に地域がん診療連携拠点病院の指定を受け、専門的

ながん医療の提供やがん患者に対する相談支援などに取り組んでおりますが、診療機能の

さらなる充実に向け、がん診療に携わる医師の安定確保などに取り組んでまいります。 

 地域医療を支えるためのネットワークづくりとして医師の派遣・応援の仕組みづくりに

取り組むこととしております。県民の皆様が住みなれた地域地域で安心して住み続けるた

めには医療機関の存在が不可欠ですが、人口の減少や医師の高齢化等によって医療機関が

撤退等を余儀なくされる地域が出てきておりますことから、その対策として取り組むもの

でございます。 

 資料の中ほどのイメージ図、診療応援システムの囲みをごらんください。 

 健康政策部と連携をいたしまして、医師が不在となり医療サービスの提供が困難となっ

た地域の医療機関に対して、地域の中核病院である県立病院から医師を派遣する取り組み
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のほか、右隣の専門医研修制度の囲みになりますけれども、平成30年度から新たにスター

トする予定の新専門医制度におきましても、高知大学医学部などの連携施設として研修医

を受け入れ、必要に応じて地域の医療機関への派遣・応援などに取り組んでまいります。 

 そして、地域の医療機関に必要な支援を行う際には、当該医師に対して他県の事例など

も参考に、地域医療支援費として手当を支給することといたしました。 

 こうした取り組みなどによりまして期待される効果は、右端の相乗効果のところにあり

ますように、地域の医療提供体制の維持・確保と、本県の将来の地域医療を担う専門医の

養成といった効果の好循環を通して、医師の地域や診療科目における偏在の是正等につな

がると考えております。 

 （２）地域包括ケアシステムの構築の推進に向けた機能の充実強化の取り組みでござい

ます。 

 あき総合病院では圏域に医療機関等が少ない状況がございますので、地域包括ケア病棟

を活用した在宅医療等との連携強化を図ってまいります。 

 また、両病院共通の取り組みとして、県立病院を退院される患者さんが地域で安心して

住み続けられるようにするためには、退院前からの市町村の地域包括支援センターや介護

福祉サービス事業者などとの意見交換や情報共有などに取り組むことが重要ですので、連

携強化に向けたネットワークづくりなどを進めます。 

 ２つ目の柱の、医療機能の向上による経営の健全化でございます。 

 病院機能の充実強化を通じまして質の高い医療を提供し、収益の安定確保を図るととも

に、病院機能評価の認定継続に向けて、医療はもちろんのこと、職員に対する接遇研修等

の継続的な実施などによって患者満足度を維持・向上させること、また経営の安定化に向

け、これまで以上に収支のバランスを考慮した投資計画とすることや、材料費の適正管理

に努めること、さらには未収金発生の未然防止と適正管理等に努めることなど、質の高い

医療の提供につながる経営改善目標を設定の上、取り組みを強化してまいります。 

 ３つ目の柱の、医療人材の安定確保でございます。 

 これまでの取り組みによりまして医療人材の確保は一定の成果も見えておりますが、必

要な人材確保に向けまして、医師に関しましては高知大学医学部への派遣要請の継続や、

高知医療再生機構などとの連携を強化していくほか、本県の将来の医療機能を担っていた

だく医師の養成に向け、研修医などを積極的に受け入れてまいります。 

 また、助産師などの資格職種は必要に応じて公費で職員を養成機関に派遣し、養成する

取り組みなども継続してまいります。 

 加えて、医師以外の医療スタッフ等、プロパー事務職員の専門性の向上を図ってまいり

ます。 

 ４本柱の、最後の南海トラフ地震対策の充実強化でございます。 
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 大きな揺れが繰り返すというこれまでの想定にはなかったことが熊本地震では起きまし

たので、こうしたことなどを踏まえた見直し後の第３期南海トラフ地震対策行動計画に対

応するため、ＢＣＰの実効性の担保につながる受援体制の整備や災害訓練等の充実強化な

どに取り組んでまいります。 

 最後に、収支計画における経営目標をごらんください。 

 収支につきましては、会計基準の見直し等の影響もあって、平成26年度と27年度は経常

黒字となりましたが、28年度は幡多けんみん病院の患者数の減少などによる収益の減少

や、安全・安心な医療を安定的に提供していくために職員体制を強化したことなどに伴う

費用の増加により、経常黒字が難しい見込みとなっております。 

 こうした状況のもとで、第６期の計画期間中は、図のピンクの囲みに示しておりますよ

うに、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備に取り組む必要があること、また平成

30年度に予定されている診療報酬と介護報酬の同時改定等に適切な対応を図った上で、公

的病院として地域の医療機関を支援するための機能の充実強化などを図る必要もありま

す。 

 このため、今後医療機関を取り巻く経営環境が大きく変化し、厳しい経営環境になるこ

とが予想されますが、県立病院が地域生活を支える中核病院として質の高い医療の持続的

な提供といった役割を果たしていくためには、経営の健全化が不可欠でございますので、

効率的かつ効果的な病院運営に努めるなど、経営健全化に向けた不断の努力を重ねていく

必要があります。 

 こうしたことから、第６期計画における収支計画上の経営目標といたしましては、図の

一番上の青色の囲みにありますように、平成32年度までに病院事業全体で経常収支の黒字

が達成できる経営を目指すことといたしております。 

 収支の見通しを表とグラフでお示ししておりますが、収益については、医業収益に関し

て全国の概算医療費の伸び率である約1.9％を目指して増収を図る一方で、医療費適正化

計画などによる減収を見込んだ結果、計画初年度の平成29年度からなだらかな増収基調と

なり、費用のほうは昇給などによる給与の増額要因はあるものの、あき総合病院の開院時

に購入した医療機器等の減価償却が終了するといった減額要因の影響などもありまして、

計画の初年度から最終年度に向け、なだらかに減収すると見込んでおりまして、収支は

徐々に改善していく計画となっております。 

 なお、計画自体は現在体裁を整えるなどの作業を進めておりますので、終わり次第お回

しさせていただきます。 

◎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。 
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 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11件、条例その他議案10件について、

これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎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29年度高知県一般会計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９号議案平成29年度高知県災害救助基金特別会計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９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号議案平成29年度高知県母子父子寡婦福祉資金特別会計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20号議案平成29年度高知県電気事業会計予算から第23号議案平成28年度高知県

一般会計補正予算まで、以上４件の議案については一括して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、以上４件の議案を一括採決いたします。 

 第20号議案から第23号議案まで、以上４件の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20号議案から第23号議案までは全会一致

をもって原案どおり可決することに決しました。 

 次に、第28号議案平成28年度高知県災害救助基金特別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） 
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◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第28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29号議案平成28年度高知県母子父子寡婦福祉資金特別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29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37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37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38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38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40号議案高知県国民健康保険運営協議会条例議案を原案どおり可決することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 挙手多数であります。よって、第40号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第41号議案高知県子ども食堂支援基金条例議案を原案どおり可決することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第41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44号議案高知県部設置条例等の一部を改正する条例議案を原案どおり可決する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎加藤委員長 全員挙手であります。よって、第44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46号議案高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の一部を改正する条例議案から

第49号議案高知県指定障害児通所支援事業者等が行う障害児通所支援の事業等の人員、設
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備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案まで、以上４件の議案

については一括して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、以上４件の議案を一括採決いたします。 

 第46号議案から第49号議案まで、以上４件の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46号議案から第49号議案までは全会一致

をもって原案どおり可決することに決しました。 

 次に、第50号議案高知県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例及び高知県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例議案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 挙手多数であります。よって、第50号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第51号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51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52号議案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52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） 

《意見書》 

◎加藤委員長 それでは次に、「意見書」を議題といたします。 

 意見書議案２件が提出されております。 

 まず、指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入等を求める意見書（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。 
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 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） 

 

◎ うちも基本的に賛成なんですけれども、２の項目のところの後半部分なんですけれ

ど、この表題は工事事業者制度に更新制の導入等を求める意見書ということで、その制度

のことの充実を求めた意見書なんですけれど、２の項目の後半部分の管路の更新、耐震化

等を通じて安全な水の供給を将来にわたって確保することという、ここの部分がすごく急

に大きなお話が入ってきちょってですね、何かちょっとここの後半部分が違和感があるな

あというのがあるのでございまして……。 

◎ 文言修正がしなければ乗れないというんであれば、委員会では一致を見ないになる

し。 

◎ 違和感はあるなということはあるという程度のことでございますんで。 

◎ あえてここで不一致にするということでもございませんので。 

 

 

◎加藤委員長 それでは、正場に復します。 

 それでは、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いたします。 

 次に、無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進を求める意見書（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） 

 

◎ 了解でございます。 
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◎加藤委員長 正場に復します。 

 それでは、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にいたします。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 それでは、15日の午後１時から委員長報告の取りまとめ等を行います。 

 本日の委員会は、これで終了いたします。            （12時２分閉会） 

 


