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平成 29 年４月 18 日 

◎弘田委員長 ただいまから、危機管理文化厚生委員会を開会いたします。 

（10 時 00 分開会） 

 本日からの委員会は、平成 29 年度業務概要についてであります。 

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

ますが、御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎弘田委員長 御異議ないものと認めます。 

《危機管理部》 

◎弘田委員長 それでは、日程に従い、危機管理部の業務概要を聴取いたします。業務概

要の説明に先立ち、幹部職員の紹介をお願いいたします。 

（幹部職員の紹介） 

◎弘田委員長 続いて、危機管理部長から総括説明を受けます。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。 

（総括説明） 

◎弘田委員長 続いて、各課長の説明を求めます。 

〈危機管理・防災課〉 

◎弘田委員長 最初に、危機管理防災課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 まず応急対策活動計画の要領の見直しについてですが、どういうポイントを

見直しするのか。 

◎江渕危機管理・防災課長 応急対策活動要領につきましては、地震発生後からフェーズ

を四つに分けまして、まず第１フェーズといたしまして６時間までの対応、第２フェーズ

といたしまして 72 時間、つまり３日間の対応、それから第３フェーズといたしまして２週

間までの対応、それから第４フェーズとして１カ月の対応と分けて、計画を立てます。３

日間、72 時間までは人命救助を最優先に、それぞれの所属の業務を置いてでも災害対応に

当たるということで、各フェーズごと、各所属ごとに対応を計画しておるものです。 

 それが平成 25 年度に策定してから、さまざまな訓練を積み重ねたことで見えてきた課題

がございますから、それらの計画を見直すものです。 

◎黒岩委員 見えてきた課題というのは、具体的にはどんな課題がありますか。 

◎江渕危機管理・防災課長 例えば、熊本地震では全国各地から支援、人材等が送り込ま

れていったわけですけれども、各所属において応援に来てくださる方々をどう受け入れる

か、受援の体制ですとか、それから各災害対策支部が設置されますけれども、それぞれ出
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先機関から支部へ参集して、支部でどのような取り組みを行うかといった細かい部分まで

計画を見直そうと考えております。 

◎黒岩委員 それで、これは委託料になっているんですか、これはどういうところに委託

するんですか。 

◎江渕危機管理・防災課長 それぞれ防災業務にノウハウのあるコンサルタントを考えて

おります。単に委託して丸投げということではなく、庁内にワーキンググループを設置い

たしまして、県庁の知恵を絞り出しながら、またコンサルタントの知恵もいただきながら

まとめ上げたいと考えております。 

◎黒岩委員 それから、モニタリングポストの整備が進んでいるんですが、現状はどうい

う状況ですか。 

◎江渕危機管理・防災課長 モニタリングポストにつきましては、これまで県内に原子力

規制委員会が設置したモニタリングポスト、環境省が設置したモニタリングポストがござ

いました。それに加えまして、本県では伊方原発から最も近い梼原町と四万十市の西土佐

地区に昨年モニタリングポストを２基設置いたしました。 

 これにつきましては、昨年８月に原子力災害の県の避難実施計画を策定いたしまして、

万が一伊方発電所で事故が起こった場合に、どういう防護措置をとるかをその計画に定め

ておりますけれども、その防護措置の判断基準になるものが空間放射線量の値です。です

ので、伊方原発に最も近い位置にモニタリングポストを設置いたしまして、遠隔でその数

値を随時見ながら、しかるべき対策をとる判断材料にしたいという狙いのものです。 

◎黒岩委員 この遠隔装置で、県庁の３階で見えるんですか。 

◎江渕危機管理・防災課長 県庁の３階でももちろん見ることができますし、リアルタイ

ムで、県民の皆さんも見れるホームページも開設しております。 

◎黒岩委員 それから国民保護訓練、本年度実施をするということのようですが、具体的

にはどんな計画を立てているんですか。 

◎江渕危機管理・防災課長 具体的には、テロを想定しております。県内で国際的なイベ

ント、例えばワールドカップサッカーに出場するようなチームが春野陸上競技場で試合を

やっている状況を想定いたしまして、そこで爆弾テロが発生し、犯人が市内へ逃げたとい

う想定をし、国と連携して、国民保護法に基づく事態認定ですとか国とのやりとり、ある

いは住民の皆さんの避難についての訓練を図上で行うものです。 

◎黒岩委員 今、北朝鮮の核の問題とか、いろいろきな臭い話がマスコミ等を通じて出て

いるわけですけれども、国との連携でいざというときの具体的な指示とか対応策はあるん

ですか。 

◎江渕危機管理・防災課長 昨今の北朝鮮のミサイル事案につきましては、その都度国か

ら、総理指示を含めて、消防庁を通じてファクス等で連絡が来ております。また、日本に
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影響を及ぼすようなミサイル事案につきましては、消防庁のＪアラートという通報システ

ムですとか、内閣官房のエムネットという通信システムがございまして、我々危機管理部

の３階に、直に、すぐ連絡が届くようなっております。またＪアラートにつきましては、

国から連絡が来ましたら、防災行政無線と連携して自動的に住民の方々に放送でお知らせ

する仕組みも持っております。 

◎上田（周）委員 一連の総合防災訓練を初めいろんな訓練をやっていますが、この予算

にも出ています災害対策支部の訓練ですが、当然、各市町村とか警察、消防等々の機関も

参加していると思います。その中で一定のマニュアルに基づいてやられていると思うんで

すが、毎年やられて、そういったマニュアルの見直しとか見えてきた課題とか、そのあた

りは連携を図る中で、どういったことが課題になっているんですか。 

◎江渕危機管理・防災課長 支部の訓練につきましては毎年実施しております。実施する

に当たっては、管内の出先機関の職員にも参加していただきまして、支部の運営マニュア

ルに沿って、訓練をしております。 

 これまでは、出先の職員には防災対策に不慣れな者が多いものですから、学習型、訓練

することによって学ぶことができる訓練形態で取り組んでまいりました。それをこれまで

積み重ねておりまして、さらに今年度は、総合防災拠点を活用いたしました物資の配送訓

練も拠点ごとに取り入れていきたいと考えております。 

◎上田（周）委員 防災訓練とか震災対策訓練、いわゆる図上訓練が大変重要という話も

聞きます。今課長から、実際携わる方が不慣れというお話もございましたが、実際訓練の

ときはいいんですが、本当に有事になったときに、気が高ぶるというのか、予期せぬこと

が多々ございますので、これ委託してやられていますが、本当に発生したときに通常どお

り平常心でいけるということも学習の中で必要と思いますので、そのあたり留意してやっ

ていただきたいと思います。 

◎弘田委員長 要望でよろしいですか。 

◎上田（周）委員 はい。 

◎桑名委員 即応体制ですね、この近傍待機についてですが、県もこのように体制をとっ

て、これを進めてもらいたいんですけれども、結局県も各市町村と連携をとりながらやっ

ていかなくちゃいけないんですが、各市町村もこのような近傍待機、また参集基準という

ものを県と合わせてやっているのか。特に近傍待機については、昔だったら役場の皆さん

方は地元から採用されていたんですけれども、今の高知市とか南国市になると、市外から

も今、採用されているんで、そういったところがどうなっているのか、教えていただけれ

ばと思います。 

◎江渕危機管理・防災課長 御指摘どおり市町村職員につきましては、基本的に市町村内

に住んでおる職員が多いということで、現在のところ近傍居住ということを制度的にやっ
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ているところは承知しておりません。今後おっしゃるとおり、市町村域外から通勤されて

おる方々も多いでしょうから、一つ課題になってくる部分もあるかと思いますけれども、

現状では、各市町村の地域防災計画に基づきまして、警報発表時の対応等、それぞれ定め

ておりまして、参集してくる仕組みになっております。 

 また、昨晩のように警報が発表された際には、我々すぐさま宿日直体制から配備体制に

移行いたしまして、警報が出た市町村にはそれぞれに電話連絡いたしまして、必ずそこに

は宿日直職員ですとか、あるいは守衛の職員が対応してくれていまして、防災担当職員に

連絡して配備体制につくように、ある意味おせっかいを県としてもやきながら、対応して

おるところです。 

◎桑名委員 その体制もしっかり構築してもらいたいと思います。 

 それともう一つは、先般マスコミにも出ていたんですが、岩手日報社が安否確認の情報

を公表するかどうかっていうところで、アンケートを高知にも来てやっていたようです。

というのは、避難者の名前をマスコミ等が公表するのかというのが、これから個人情報の

流出で一つの社会問題になりかねないということで、岩手日報社としては、東日本大震災

の時の体験で、公表したほうがよかったのかどうかを振り返っているんですけれども。こ

ないだも高知県内のマスコミの方と話したときに、そうなったときに、やっぱりマスコミ

もちゅうちょしてしまう部分もあるかもしれないっていうんで、県として避難所の人たち

の名簿をどう扱うのとか、あとは行方不明者の名前を公表していいかどうかは、一つ基準

をつくったほうがいいんじゃないかという要望もあったんで、そこも研究していかなけれ

ばならないと思いますが、そういった課題は何か持ち合わせていますか。 

◎江渕危機管理・防災課長 避難者等、あるいは負傷者等の情報、氏名等につきましては、

高知県個人情報保護条例等に基づいて判断してまいることになります。それぞれの事案の

重要度に鑑みて判断していくことになると思いますけれども、桑名委員の御指摘の基準づ

くりにつきましては、個人情報保護条例を所管しております文書情報課と協議しながら、

今後の課題として進めてまいりたいと思います。 

◎久保委員 県内にあります地域本部、５地域あるということですけれども、現在は専任

職員が 30 名ということです。もちろん、例えば地域本部があって、産振の本部会議ですと

かだったら、数値的に出てきてモチベーションも持ちやすいと思うんですけれども、特に

南海トラフ地震対策とかいうことで、長期に向けてのモチベーションの維持はなかなか難

しいと思うんですね、特に地域本部の場合は。本庁の場合は、もっとそういうのも持ちや

すいかもわかりませんけれども、地域本部となったときに、それぞれの地域本部に６名い

て、モチベーションの維持に向けて、当然、今後 30 年以内に 70％から 80％の確率、いつ

来てもおかしくないとは言いながら、なかなかそこが難しいんじゃないかなと思うんです。 

 決して、どこかのモデルがあって、それに即していこうとかいうモデルなんてないんで
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すよね。そこで、自分たちがモデルをつくっていかなければならない。逆に言えばやりが

いはあるとは思うんですけれども、モチベーションを維持していくには、いろんな課題も

あると思いますし、どうそれを保っていくのか、あと、５カ所の地域本部がどういう頻度

で、それぞれ集まってお互いに協議をしたり、ＰＤＣＡを回したりしているのか。御答弁

をお願いいたします。 

◎江渕危機管理・防災課長 南海トラフ地震対策地域本部の職員につきましては、先ほど

も御紹介いたしました、大変地域地域で難しい課題を現在背負って業務に取り組んでおり

ます。今、そういった難しい業務にチャレンジしておることが、今の職員のモチベーショ

ンになっていると考えております。 

 また、現在行っている対策が終われば、それでモチベーションが下がるということでは

なくて、おそらく対策をすればするほど、必要な対策は幾何級数的にふえてくるんじゃな

いかと考えています。 

 そういったことで、南海トラフ地震が発生するまで、重要な取り組みをやっているとい

う自負をもとに、モチベーションを高めることになってもらいたいなと考えております。 

 また、各地域本部内での関係出先機関との協議につきましては、年度初めでの地域本部、

出先機関単位ですとか、それぞれの課題ごとに、必要に応じて協議の場を持っており、そ

ういった場で連携がとれておると考えております。 

◎久保委員 それともう１点、県は専任の体制がいるけれども、市町村に行ったら兼務の

職員の方がおられて、県のカウンターパートのような人は、なかなか難しいと思うんです

ね。県と市町村との関係、特に職員同士の関係をうまい具合にしていかなければ、県が先

走って市町村が受け身、本当は市町村が前に立たなければならないと思います。そこの難

しさはあると思うんですけれども、そこのところはいかがでしょうか。 

◎江渕危機管理・防災課長 おっしゃるとおり、各市町村、特に規模の小さい役場におき

ましては、防災専門の課ではなくて、例えば総務課が危機管理・防災部門を持って仕事を

するなど、大変忙しい中で、南海トラフ地震対策初め防災対策に取り組んでいただいてお

ります。 

 そういったことで、私どもも今週末には、年度初めとして全市町村の担当者方にお集ま

りいただいて担当者会を開くなど、我々の取り組みをきめ細やかに説明してまいることと

しておりますし、また、月末からは危機管理部の両副部長が、各市町村長と面談して、県

の重要な取り組みを個々に説明しながら、理解と協力を求めて連携を深めていくというこ

とで、幹部、それから担当者レベルと双方向で連携を深めてまいる取り組みを進めていき

たいと考えております。 

◎中根委員 二つちょっと知りたいのですが、各地域本部に６名派遣をされているという

ことですが、そのうち２名は非常勤ですというお話がありました。その非常勤の方の役割
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というのは、どんなになっているんでしょうか。 

◎江渕危機管理・防災課長 地域本部の取り組んでいる課題はさまざまです。基本的には、

それらの取り組みの補助的な役割を担っていただくようになっています。それぞれの地域

本部ごとに非常勤の役割は決めておりますんで、一概にこれと言えませんけれども、基本

的には事務補助ということで、いろんな取り組みをお手伝いいただいております。 

◎中根委員 そういう方の採用条件というのは、どんなふうになっているんですか。 

◎江渕危機管理・防災課長 基本的には学歴等、男女等、年齢等も不問です。面接で意欲

等をお伺いしながら、採用していくということにしております。 

◎中根委員 それは年齢制限はあるわけですかね。 

◎江渕危機管理・防災課長 ございません。 

◎中根委員 その採用は県が、非常勤採用はするということなんですよね。 

◎江渕危機管理・防災課長 はい、そのとおりです。 

◎中根委員 いろんな形での補助も含めて必要だとは思うんですけれども、大変ストレス

のたまる、それから連携が必要な部署になってくると思うので、ぜひ人の力を活用する、

その人選というのを十分にやっていただきたいと思います。 

 もう一つですが、燃料確保の計画のところで教えていただきたいのですが、最近、高知

市内でも郡部に行っても、ガソリンスタンドがなくなったなって思うところが結構あるん

ですよね。ですから、なくなったガソリンスタンドなどの把握というのはどんなにされて

いるのか、それはこの現況、燃料確保の計画には関係しないのかどうか、そのあたりを教

えてください。 

◎江渕危機管理・防災課長 昨年度までに調査を行いまして、各市町村ごとにガソリンス

タンドの施設状況、またそれぞれのタンクの容量等を悉皆的に調査して把握しております。

◎中根委員 今後のチェックの体制はどんなになるんですか。今後、例えばことしここは

閉めましたとか、ここにできましたとかいう調査は追っていくようになっていますか。 

◎江渕危機管理・防災課長 私どものほうでは、毎年毎年、行って情報が入りましたら、

それを燃料確保調査のデータベースに修正して反映していくということで、何か定期的に

調査をしていく状況ではございません。 

◎中根委員 それこそ津波などでタナスカ、それから中ノ島、来たらどうなるんだろうか

とか、その恐れもあるし、浸水地域にあるガソリンスタンドはどんなになるんだろうかみ

たいな、そういう学習を十分していない漠とした不安と、もう一つは、東北のときもそう

でしたけれど、寒い時期、それから起動しなければならないときに、高知県はガソリンを

まず持って行ったというお話を、仙台でしたかね、委員会で行ったときにお聞きをしたこ

とがあるんです。 

 ですから、津波が来たときの対応とその後の対応とがうまく合体していないとうまくい
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かないんだろうなと、なかなか難しいなといつも思うんですけれども、そのあたりの何か

苦労というか、チェックの形というか、それはどんなふうなのか。 

◎江渕危機管理・防災課長 御心配のとおり、津波が来たらどうなるか、こういったこと

も、調査の中にそれを踏まえて調査しております。例えば今回、昨年の調査では最悪の事

態を想定いたしまして、Ｌ２クラスの地震津波が来て浸水したときに、その浸水区域のガ

ソリンスタンドは使えなくなるという前提で、県内の供給量の調査を、市町村ごとに把握

しております。 

 そういった最悪のシナリオをもとに対策、計画をつくり上げていきたいと考えておりま

す。 

◎石井委員 関連して、ヘリコプターの燃料の拠点は、県内に決まったところがあってと

いうことなのか、それともヘリポート、いろいろ五百幾つとか今つくられていますけれど、

その中に給油施設も併設したようなヘリポートとかもあるのか、教えていただきたい。 

◎江渕危機管理・防災課長 県といたしましては高知空港に航空隊の基地のかさ上げを行

っております。それにあわせて、燃料を備蓄するようにしております。また現在、工事を

進めておりますけれど、黒潮消防署の敷地内に航空燃料を確保するタンクを、黒潮消防の

協力のもと県として設置しておりまして、最も県中央部から離れた幡多地域での航空燃料

を確保するようにはしております。 

◎石井委員 その２カ所ということなんですか。 

◎江渕危機管理・防災課長 県としては、現在その状況ですけれども、今後とも黒潮消防

署のように、航空燃料を確保できるような敷地、また管理できるような体制が見つかりま

したら、ふやしていきたいと考えております。 

◎石井委員 あと、ヘリポート離着陸場というのはたくさんありますけれど、四万十市の

西土佐地区も廃校になったところ、グランドなんかが多くヘリポートになってますが、例

えば、熊本なんかではそこに避難者がたくさんいて、ヘリがおりようと思ってもおりられ

ないとか、砂ぼこりで大変なことになるとか、いろんな状況があるみたいでして、この五

百幾つの箇所で、最低でも１回ぐらいはヘリがおりて、飛べるという状況の訓練もしたこ

とがあるのかと、その辺がわかれば。 

◎江渕危機管理・防災課長 訓練につきましては、消防航空隊等がいろんな箇所で行って

おりまして、現在その資料に載せています五百数十カ所につきましては、それぞれ消防航

空隊ですとか県警のヘリ、あるいはドクターヘリ等が現地等も確認の上、おりることがで

きると確認できたところをデータベースとしてまとめております。 

◎石井委員 また実際、避難所となってヘリコプターがおりてきて、離着陸してどういう

影響があるとか、手狭でとかほこりが舞うとか木がちょっと伸びているところは邪魔にな

ってくるとか、そういう保守管理、点検も順次、山間部のヘリポートって非常に状況が変
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わったりすると思いますんで、よく見ていただければと要請したいと思います。 

◎西内委員 県民への啓発活動という点で、先日セミナーに参加したときに、やっぱり東

日本大震災のときの映像を流すことが、当時の危機感とかを醸成するのに一番大切なんで

すよっていう話をいただいたんですけれども、そういった機会は何らかの形で今、県内で

つくっていらっしゃるんでしょうか。 

◎江渕危機管理・防災課長 昨年度に、南海トラフ地震対策課の事業といたしまして、南

海トラフ地震が起こった際をイメージできるＤＶＤを作成しております。今後そのＤＶＤ

を使って、さまざまな機会を通じてごらんいただいて、緊張感を高めていただくという取

り組みを考えております。 

◎西内委員 イメージが大事なんですけれど、やっぱり実際の映像を、何度か見せること

が大事であろうと思うし、イメージと現実というものも含めてＤＶＤ化する必要があるん

じゃないかと思います。提言として。 

◎江渕危機管理・防災課長 先ほど御説明いたしましたＤＶＤには、イメージできる映像

もふんだんに入れております。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈南海トラフ地震対策課〉 

◎弘田委員長 次に、南海トラフ地震対策課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 防災士の養成をしているんですが、実際、各市町村の防災士の人数の違いも

あると思うんですけれど、具体的に防災士がどういうことを地域の中でやるのか、行動的

なものが各市町村によって行われているのかどうか。資格だけ取って、それ以降の具体的

なものが行われていないこともあると思うんです。県としてどういうアドバイスなりを市

町村に対してしているのか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 防災士は非常に意識が高い方がなられておりまして、ア

ンケートでも地域の防災訓練とか防災活動にかかわっていくとは意識調査するけれど、実

際市町村に、その活用も任せるのはなかなか難しいのではないかと思いまして、直接、県

から防災士の方に、いろんな情報を発信して、いろんなことに参加してくださいという、

一つの啓発。 

 それから、ことしは防災士の組織づくりも進んでいますので、そういうものについても、

ぜひ県としても取り組みを進めていきたいと考えております。 

◎黒岩委員 結局、市町村の意識が非常に反映してくると思いますんで、市町村の意識喚

起というか、そのあたりは違いがあると思うんです。どう進めていくかは課題だと思うん

ですけれど、相当進んでいるところとそうでないところとあろうと思うんですけれど、そ
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のあたりはどうですか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 直接市町村と顔を合わせてつき合っている地域本部から

いろいろと情報を得まして、また私どもも市町村の方からお話を聞きながら、そういう違

い、防災士の活用方法も、これからいろいろと考えていきたいと思います。 

◎黒岩委員 この予算の中で、地域防災対策総合補助金ですが、地域の防災対策を総合的

に推進して、災害に強い人づくり、地域づくりを目指して、市町村の行う自助・共助・公

助の取り組みに対する補助をするものであるという説明があったんですけれども、具体的

にどんな形のものが各市町村で、この補助金を使ってやられているんですか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 自助につきましては、やはり１番多いのは家具の固定の

ための機材の購入とか、その設置とかがほとんどです。 

 それから共助につきましては、地域で行います避難訓練とかに対して支援する。それか

ら公助につきましては、どうしてもハード的なものになりますので、市町村が行います避

難所とかの環境整備とかがメーンになってくると思います。 

◎黒岩委員 最後に、この 15 ページの地域津波避難対策の検討資料の中で、現状として津

波避難タワーが 115 基の予定が 99 基、それから避難場所が 1,445 が 1,436 ということで

すが、これは、それぞれ各市町村の計画で、どれだけの人が避難をする計画ですか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 １個１個の数字はちょっと把握しておりませんけれども、

県民の皆さんが避難できるように計画を立てて、そのための避難タワーなんかを計画しま

したので、基本的には、県民の皆さんが逃げられるような計画で進んでいます。 

◎黒岩委員 例えば、避難タワーであれば、海沿いの 19 市町村で 115 基ができた場合に、

何人がそこに避難する想定でつくられているのか。例えば、大小ありますよね。この間、

黒潮町のすごい大きなものが新聞に出ていましたけれど、そういう大きなものから小さい

ものまでありますよね。それぞれどれぐらいのキャパを考えているのか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 避難タワーを設計する、計画するときには、まずどの地

域の方を逃がすのかということからその大きさを決めていますので、やはりその地域の皆

さんが逃げれるということで、地域の方が今 200 人でしたら、１人１平米で 200 平米のも

のをつくりましょうと、そういう計画を立てております。 

 すべての数字を足し合わせば何人というのは出るんですけれど、手元にちょっと資料を

持ち合わせていませんので、何人とかというのは今のところ、お答えすることはできませ

ん。 

◎弘田委員長 資料をあとでお願いします。 

◎桑名委員 支援物資のところですけれども、基本方針を作成というところの⑧のプッシ

ュ型支援からプル型支援への切りかえということですが、具体的イメージはどう持ってい

たらいいんでしょうか。 
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◎窪田南海トラフ地震対策課長 発災直後は、国からプッシュ型でどんどん支援が来ます。

ただ時間がたつにしたがいまして、必要なものが変わっていきます。例えば、最初は食料

とか毛布とか、まだ緊急的なものが要りますけれど、時間がたてば、その個人個人に対し

ては、薬とかいろんなものが必要になってくる。そこが変わり目ということで、まず、そ

の切りかえをあらかじめ想定しておいたほうがスムーズに運営できるということで、今回、

この切りかえという項目を基本方針の中に盛り込んで作成をしております。 

◎桑名委員 ということは、最初の段階では国からどんどん来ると、それは送り出して市

町村に運ぶと。次は、市町村が取りに来る、そういう意味ですか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 今回の基本方針は国のものをいかに出すかというところ

が基本方針のほうで、計画の期間としましては１週間ぐらい。要は国からのプッシュをい

かに出すかというところを決めています。そこからは、民間の流通とかが回復しますので、

そちらに自然に移っていくと。 

 今回の物資の輸送計画は、あくまでも国のプッシュ型支援を早く出すという、それを中

心に計画をつくっています。 

◎堀田副部長 ちょっと１点だけ補足で。プッシュ型ですんで、受け入れた避難所側が何

が欲しいとかいうことも何も関係なく、我々が想定しとったものをどんどん送り出します。

で、ある時点から、何がどれぐらい要りますよっていうことを我々が情報収集をして、そ

れを送るのがプル型になります。大体１週間を過ぎたら、同じ格好で送ってしまいますと、

物がどっさりたまっていきますので大変なことになりますので、必要なものを適時適切に

送るというところに切り替えを、主に情報収集になります。 

 そこはどうやってやるかを考えましょうということも、今回入れておるところです。 

◎桑名委員 これ大切な視点でいいと思いますけれど、ちょっとこの書き方だったらよく

わからんし、これを一般の方が見ても一体何が何だかよくわからないんで、資料をつくる

ときとか、一般の方にわかりやすく書いていただきたいと思います。 

 それと昨年、一緒に横田さんとも日通へ行きまして、課題を聞いたんですけれど、やっ

ぱり仕分けですよね。行政の皆さん方が山ほど来る物を仕分けたときに、熊本でもほとん

どが眠ってしまったということになるんで、やっぱりこれはプロはプロに任せなくちゃい

けないと思うんですが、ただこれも高知県内の皆さん方がやっても今までの経験がないん

で、こないだ日通とクロネコが、この緊急物資をやったんですけれども、そういったとこ

ろと災害協定とかを結んで、何かあったときには、そこの職員たちが経験しているわけで

すから、東日本と熊本で。やはり拠点に入って指揮をするような形をとらないと、結局は

仕分けができなかったら、プッシュにしろプルにしろ効果は発揮できないと思うんで、そ

こはやっぱり大手に任していく必要があるんではないかなと思っていますが、そういった

ことで今検討はされていないでしょうか。 
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◎窪田南海トラフ地震対策課長 まさに民間のノウハウの活用というのが今回、大きな課

題でありまして、特に今回マニュアルづくりにことしから入っていくんですけれど、その

中でも民間の事業者の方にも参画していただきまして、やはり実際、どの部門を民間の方

に担っていただくとか、そういう整理も基本方針でやっていますけれども、実際マニュア

ルをつくる中で、この部分は民間じゃないとできない、じゃその民間の方にいかに来てい

ただくか、そのためには民間との協定とかどんどん発展していきます。 

 これからそれがどんどん進んでいくと思いますので、今後マニュアルづくりの中で、民

間との連携を特に注意して進めていきたいと思います。 

◎桑名委員 最後に、これも去年自民党の有志で行ったんですけれども、仙台に行って気

仙沼の当時の防災監のお話を聞いたときに、宮城県もこの南海トラフ地震と同じように、

いつでも大きな地震が来るということでずっと対策をしていたと。気仙沼でもすごい防災

訓練をして、実は１番そうやって訓練していたところが、いろんなハザードマップも検討

したところが被害が多かったんですよね。それは一体どこに問題があったのかっていうと、

ハザードマップを信じ過ぎて、そこにいったら津波が来てしまったという想定外の問題が

あったということ。 

 そしてもう一つは、行政が考える危機のイメージと住民の皆さん方が考える危機のイメ

ージに乖離があって、我々は常にこういうことを専門的にやっているから住民もわかって

いるだろうという乖離が、逃げおくれとか、あれほど訓練している地域でたくさん亡くな

ったのは、そこに問題があるということなんで、これはどうするのか、啓蒙しても相手が

あることなんで、こちらが幾ら言っても向こうが受けなかったらだめなんでしょうけれど

も、住民の意識がどこまで高まっているかは、もうちょっと詳しいデータとかアンケート

でやっていかないと、我々はここまでやったと思っても住民は危機感が備わっていない。 

 特に自分が実感したのが、熊本地震が起こった後に、確かそのあと日向灘か何かの誤報

の警報があったでしょう。あのとき、日曜日かな、私三翠園のテレビのあるところでみん

なで見ていたんですね。熊本地震大変だねって言ったときに、警報が鳴ったんですよ。あ

のとき自分も、皆さん外に出ましょうって言ったんですけれども、出たのはたった２人で

すよ。私ともう一人のおばあさんでした。あとの皆さん方は警報が鳴って、日向灘で大地

震が発生するって言っているのに動かないんですよ。 

 それも、熊本地震のやつを見ながら動かないということは、人は逃げないっていうこと

だと思います。ここも、一般の住民の方と我々が考える危機のイメージの差だと思います

ので、そこの差を埋めることが、これから大きな、物すごい難しいことだと思いますけれ

ども、根気強くやらなくちゃいけない、そういう認識は持って、また取り組んでいただけ

ればと思います。 

◎西内委員 関連で、先ほどのプル型支援ですけれども、避難所等から情報収集していく
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という話でしたけれども、行政がやる部分と民間がやれる部分が違うと思うんですが、民

間のワーキンググループのメンバー、民間の事業者はどういった方々が入っているんでし

ょうか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 本体の検討会の分については、ヤマト運輸と日通に入っ

ていただきました。ワーキンググループについては、できるだけ地元のトラックとか人役

を持っている方とか、それから場合によっては、本体の協議会に入っていただき、全国で

やっています日通とか、ヤマトとか、そういう方も場合によっては参画していただくとい

うことで、その拠点に合わせた、できるだけ広い民間の方に声をかけて、自分たちで必要

な方に来ていただくと、これから選定していくように考えています。 

◎西内委員 御存じだと思いますけれど、例えば、僕らもアマゾンと勉強会をしたときに、

災害時に、１週間ぐらいたって復旧したときに、アマゾンの欲しい物リストに欲しい物を

入れると、それを全国各地の人が、応援物資として送ってくれるみたいな制度、システム

を立ち上げてやるとかもありますし、いろいろなものを勉強しながら、また、そういった

ものを避難される住民の方々も知っておくことが必要だと思いますので、どういう方法を

とれば、そういうプル型の支援ができるかも、お互いに住民の方と情報共有する仕組みを

つくっていただければと思います。 

 それともう１点、防災士の件ですけれども、ここ２年ほどは防災士何名ぐらい、資格取

得されているんでしょうか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 うちの研修は、定員 300 名に対して大体 300 名少しの方

に応募していただきまして、若干試験で落ちる方もいらっしゃいまして、280 名弱ぐらい

の方を毎年、防災士として登録させていただいています。 

◎西内委員 南海トラフ地震特別委員会のころは、防災士の試験が、高知県で受けられな

かったと思いますけれど、今現在どうなっているんですか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 高知県も試験をできる資格を取りましたので、高知県の

会場で試験を受けるようになっています。 

◎上田（周）委員 自主防災組織の関係ですが、予算で自主防災の研修とかリーダーの育

成等々もやられていますが、県とか市町村の御努力で組織率、直近は大体どれぐらいにな

っていますか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 ことしはまだ出ていませんので、昨年の直近で言います

と 93.3％です。 

◎上田（周）委員 組織率が９割超しているという話ですが、実は、私も地域で防災訓練

とか自主防の関係で参加もさせてもらっています。かれこれ 10 年ぐらい経過して、毎年役

員会をやっても、高齢化によって防災の会長が民生委員とか町内会長とか、全てカバーさ

れてやりゆう中で、先ほど起震車の話もございました。炊き出しとかいろんなことをやっ
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ていますし、また「人と防災未来センター」なんかも研修して毎年やっています。 

 ところがそういった高齢化等々によって若い人の参加が、ほかの地域はわかりませんが

年々減少して、会をやってもマンネリ化して。先ほど久保委員から地域本部のモチベーシ

ョンの話もございましたが、30 年以内に 70％の確率と言ってもなかなかそういった現状の

中で、おそらくすでに組織をしているところはマンネリ化といった問題とか課題が出てく

るんじゃないかと推測されますが、県と市町村との連携の中で、ちょっと方法をという話

も上がってるとは思うんですが、そのあたりどうなんですか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 やはり、いろんな情報を提供できるのは、県の１番の強

みだと思いますので、昨年いろんな自主防の活動の事例集も改正しまして、自主防の役員

にはお配りしております。そういうのを見ていただいて、こういうものができるんじゃな

いかとか。それから、若い方が参加するにはどうすればいいかは、やはり皆さん課題だと

思います。地域に住む大学生の方と一緒にやるとか、それから高校生の参加も結構出てい

ますんで、そういう意味では、若い方にどうつなげていくかもこれから考えていかないと

いけないんじゃないかと思っております。 

◎上田（周）委員 具体的に言いますと、最初のころは、地元の警察とか消防団、そして

役場の職員とかおいでてくれよったんですよ。ところが、毎年同じパターンですので、だ

んだん減少していく。一つお願いですけれど、やっぱり地域本部とか支部とか、県の職員

とかが顔を見せていただくことも、それこそモチベーションが上がって参加もふえるんじ

ゃないかと思いますので、桑名委員からもありましたが、机上と現場は違いますので、そ

のあたりぜひお考えになっていただきたいと要請をしておきます。 

◎久保委員 「命を守る」から「命をつなぐ」、こちらのほう、まさにそのとおり順次進ん

でいると思いますし、避難場所等についても 1,445 カ所のうち 1,436 カ所できていると。

これは、１度はできたということだと思います。 

 その後、避難経路のブロック塀ですとか老朽化した家屋、避難経路のチェックもしてい

るということですけれども、同時に、海岸に近いところでしたら、海岸から山のほうへ逃

げていくときに、山の中腹に避難場所があるところ。私今現在、春野町に住んでいるんで

すけれども、現場に何カ所か、地元からの御要望もあって行ったんです。山すそから中腹

までの経路もできておるんですけれども、なかなか急峻なところに道をつけて、階段をつ

けて避難場所をやってるわけです。 

 そしたら、自主防なんかが主となって訓練とかを日ごろからやっていくことによって、

その避難場所の使い勝手が本当にいいものかどうか、本当に避難場所として機能している

のかどうかを、ふだんからというのもなかなか難しいかもわかりませんけれども、一定の

頻度ではやっておかないと。いざ有事のときには、行ってみたけれども、例えばその山す

そから階段等が崩土があって少し崩れておったとか。私が見たところは、避難場所が１度
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はできていたんですけれど竹やぶになっていたりだとか、そういうところを対処しなけれ

ばならないと思いますけれど、そこはどういうやり方で使い勝手を確保しているかをちょ

っとお聞きしたいんですけれど。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 避難場所とか避難経路の維持管理は地元の方、もしくは

市町村のものと一緒にやると思いますので、そういった困り事は、ダイレクトでは自分達

のほうにはないかもしれません。 

 ただ、いろいろと工夫をしていただいて、例えば避難訓練を頻繁にやって、そこの中で、

例えば避難訓練でこんな費用がかかるということで、県ができることとしては今の訓練に

対する補助金をうまく使っていただいて、壊れたところを直すとか、そういうことも相談

いただければ、自分たちもできるだけ対応できるように考えておりますので、ぜひ市町村

のほうにもそういうことは言って、市町村に地域の声を聞いていただいて、自分たちもで

きることは精いっぱい取り組むようにこれから考えていきたいと思います。 

◎久保委員 自主防の組織によっても違うと思いますけれども、訓練はどの程度の頻度で

やられているんですか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 県内では一斉避難訓練をしてくださいということで、９

月には週間ということでやっています。その時については、その参加人数も報告をいただ

いていますけれど、日ごろの訓練、なかなかそこまでは、頻度それから参加人数等につい

ての把握はできていませんので、その辺については資料はございません。 

◎久保委員 要は、その訓練をすることが目的ではなくて、実際にそこの避難所なりそこ

までの避難路が使えるかどうか機能をチェックするのが目的なんで、例えば経年変化によ

るところのチェックを県からも補助金を入れているわけですんで、何年かに１度ぐらいは

そういうチェックをする。調査でもいいですし、そういうのをぜひ求めたいと思いますけ

れども、課長いかがでしょうか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 やはり補助金入れている以上、その機能の維持というの

は地元、市町村もやっていただかないとならないことですので、余り頻繁にチェックを入

れるのも大変と思いますので、市町村から年に１回は、来年度要望とか、いろんな機会が

ありますので、その際に。それから担当者会で、どうですかと投げかけながら、いろんな

そういう困り事にも対応させていただきたいと思います。 

◎久保委員 同じ質問ですけれど、部長どうですか。 

◎酒井危機管理部長 避難路・避難場所につきましては、基本的には日々点検をして、草

が生えていたら自分で刈ってくださいという形で維持管理をする。そのための草刈りの経

費とか、うちの補助金でありますので、１年に１回、避難場所へ行っただけで使える状況

にはないと思いますので、やはり頻度高く、別に訓練じゃなくてもそこへ散歩して行って

いただいても構わないわけですので、避難路・避難場所を確認する方法のほうが、やっぱ
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り確実ではないかと思います。地域本部もございますので、そういう形で市町村には働き

かけをしていくほうが、実効性があるのではないかと私としては思います。 

◎中根委員 一つはブロック塀の撤去の問題と、それから老朽住宅を壊れそうだから壊し

ましょうという問題で、以前は各市町村までが予算を獲得して、復旧するまで随分時間が

かかっていましたけれど、今は高知県内どこの市町村もこのブロック塀を撤去するための

予算だとか、仕組み、県が提起をしてこういうふうにやりますよって言ったことを全ての

市町村で受け入れているかどうか、それを教えてください。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 所管が違い、全ての市町村は私も確認できませんけれど、

最近の傾向としましては、市町村でもそういった継ぎ足し的な総合補助金、国の補助金に

対して市町村も継ぎ足すとか、そういう数がふえていると聞いております。市町村の意識

がかなり高くなっていますので、その対応する予算についても確保されていると思ってい

ます。 

◎中根委員 以前に、この導入されたころに、よかったねと言ってお知らせをしたら、う

ちはまだそういう中身は実施をしていませんって、高知市でも言ったりして。だんだんふ

えてきているんですけれども、そういう点ではせっかくいい中身があっても、まだ本当に

地域へ入っていくと、いやここはっていうブロック塀がこんなに傾いているところがあっ

たりして、せっかくその制度的なものをつくったのであれば、復旧することを、県として

もぜひ力を入れていただきたいのと。 

 もう一つですが、古い住宅の撤去の問題、先ほど説明の中にありましたけれど、避難を

するときに、ここが崩れたら本当に危ないんだっていうことで、瓦が落ちてきそうになっ

て、ポールを置いて、ここから中へ入らないでとしているところもあるんです。 

 ところが、持ち主が県外にいらして連絡がつかないということで、先ほどお話がありま

したけれど、もうちょっと一歩踏み込んだ施策は今のところまだないですか。 

◎窪田南海トラフ地震対策課長 現行の制度から一歩踏み込むっていうのは、今の状況で

はまだないですので、個人資産の物に対して、なかなか行政が手を出せないという現状が

あります。 

 ただ、そういう問題はありますので、そこを今回現地点検をしていろんな課題が見えて

くる中で、当然そういうのを想定しておりますので、それに対してどのようにこれから、

例えばもう少し、今の既存制度で何かできないか、できなければここも使えれないかとか、

そういうところも、今後検討するようになっていくと思います。 

◎中根委員 確か２割くらいでしたかね、個人が老朽化した家を壊すときには負担をしな

ければならないと思うんですよ。現にその地域には住んでいなくて県外にいてというとき

に、撤去、壊すことはやぶさかではないけれども、費用が要るのであれば、それは負担で

きない、その土地を売れればいいけれども売れない場合どうするかとか、いろんなことが
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あると思うので、実際はでも、みんなが逃げ場が制限されて困ることがあると思うので、

もう少し踏み込んだ中身を検討することもいるんじゃないかなと思うんですが。 

◎堀田副部長 ちょっと補足をします。ブロック塀も、住宅課がやりゆうんですけれども、

全市町村はまだできてないはずですので、資料をお回しさせてもらいます。 

 あと老朽住宅の撤去についても住宅課なんですが、行政側で撤去できる制度はあるんで

すが、ただ費用が。全部行政がかぶらないかんなるので、そこまで踏み込めるかというこ

とになろうと思います。制度的にはあるんですが、それが使えるかどうか。そういうのは

住宅課のほうが制度は持っていますんで、その資料もお回しさせていただきます。 

◎弘田委員長 資料はお願いいたします。 

 最後に、この課の最後ですけれど、避難場所の保全ということですね。事例でお話しま

すけれど、私の住んでいる町内は、年２回ほど避難訓練とか、それから町内会の清掃とか

そういった出役でみんなが避難経路を清掃したり壊れちゅうところを確認したりとかをや

っています。 

 そんな中で、大きく崩れたら補助金で、大きなお金が要るということで、例えば材料だ

けもらって、地元の住民で直せるところは直すとか、そういった、ふだんの活動の中で維

持していくことをやったりしています。参加する人が決まっていって、なかなか全部に行

き渡ることでないんですけれど、そういったことで避難路に触れる、住民みずからが、そ

れが大切だと思いますんで、これは意見として言いますけれど、そういったこともやった

らどうかと提案されたらいいと思います。 

 質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。再開は午後１時とします。 

 

（昼食のため休憩 11 時 56 分から 12 時 50 分） 

 

◎弘田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

〈消防政策課〉 

◎弘田委員長 次に消防政策課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 ヘリの操縦士の不足が言われているんですが、現状はどうですか。 

◎夕部消防政策課長 定員４名のところに対して、先ほど御説明させていただきましたよ

うに２名になっておりまして、早急に職員を確保していこうと、６月の採用に向けて、今、

人事課と調整をしているところです。 

◎黒岩委員 機長になるためには、大体どれぐらいの年数がかかるもんですか。 
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◎夕部消防政策課長 機長になるまでには、基本的な業務用の免許と機種ごとにおける免

許と、それからさらに地形等になれるための訓練等がございますので、人それぞれですけ

れども、業務用の基本的な資格を持って採用になりましたら、二、三年ぐらいで機種ごと

の免許を取っていただきまして、さらに２年程度、地形等になれるための慣熟訓練等をし

ないといけないと思っております。 

◎黒岩委員 そうなると、ある程度基本的なノウハウを熟知して、地形も熟知した上で、

機長として仕事をしていただくということですが、実際、先ほど説明あったように救急の

出動が非常に多いということなので、恐らく中山間地域とか、そういうところに飛ぶとい

うことが多いと思うんですけれども、そういう意味では、高知県の地形から考えたときに

は非常に難しい地形ではないかと思いますが、そのあたりはある程度経験を積んでいけば

大丈夫ですか。 

◎夕部消防政策課長 そのために、今いる機長が飛ぶときに副操縦士として乗っていただ

きながら訓練をしていただいて、地形に沿った操縦ができるような万全な体制を整えてい

こうと思っております。 

◎黒岩委員 それと２月議会の一問一答でも質問したんですが、各地域の消防団員の不足、

これ少子化がどんどん進んでいきますと、人口減少が進んでいる本県にとって、各地域の

消防団の団員の確保は非常に重要なことだと思うんですが、消防政策課として、これから

先の消防団員の確保についてどういう対応を今後図っていくのか、そのあたりどういう見

解をお持ちですか。 

◎夕部消防政策課長 消防政策課としましては、消防団員を確保をしていくということで、

高知県消防協会にも委託をしながら、消防団応援の店といったことで、地域で消防団員を

応援していくという体制をどんどんつくっていかなければなかなか人は集まってこないと

思っておりまして、県としましても、大きなスーパーであったり、あるいはマルニのよう

なところに直接働きかけをしながら、地域で応援できる雰囲気をつくっていきたいと思っ

ております。 

◎黒岩委員 実際、年齢構成的にはどうですかね。若い人が参画しているかどうか、その

あたり実態はどうでしょう。 

◎夕部消防政策課長 消防団員としましては、平均年齢は 44 歳ぐらいということで統計上

は出ております。 

◎黒岩委員 そら若いですね。 

◎桑名委員 ヘリコプターのことなんですけれども、こないだ筆山が燃えたときに、話を

聞くと、確か愛媛のヘリコプターが来て、高知のヘリが、今聞いたら「りょうま」が何か

エンジンのふぐあいでというのと、「おとめ」も飛べない状態だったんですか。 

◎夕部消防政策課長 「おとめ」につきましては、車でいう車検と同じように１年に一度
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耐空検査をしないといけなくなっております。先ほどの「おとめ」の話は、耐空検査が４

年に一度の少し長目の検査をしないといけないということで、４カ月ぐらいかかったとい

うことで、例年でいきますと２カ月ぐらいで検査は終わるようになっています。 

◎桑名委員 ただ、いろいろ事情があったとしても、その２機が飛べない状態というのが

あったわけですよね。それはどれぐらいの期間あったんですか。 

◎夕部消防政策課長 「りょうま」が３月９日からちょっとふぐあいがあり、また「おと

め」が帰ってきたのが３月 24 日ですので、その間２機とも飛べない状況があったというこ

とです。 

◎桑名委員 飛べないときが１日でもあるのは、これまでもあったんでしょうか。要は、

我々としては必ず１機はいて対応すると思っていたんですが、この間の筆山の火事のとき

なんかも愛媛から飛んできたということになれば、これからもそういう空白期間が想定さ

れるんですか。 

◎夕部消防政策課長 ヘリの場合、車検のような検査と定期的な検査がございますので、

それでちょっとでもふぐあいが見つかれば、もう飛行はとめられますので、たとえ２機あ

って、１機が耐空検査でおらなくて１機残っとって、それも通常の検査がありますので、

それでふぐあいが見つかれば飛べないというのは２機の場合でも可能性としてはあって、

今回がまさにその場合だったということです。 

◎桑名委員 飛べないときは、近県に対して、もし何かあったらすぐに来てもらえる体制

はちゃんととれてやっているのか。 

◎夕部消防政策課長 四国３県で緊急用の応援体制は協定を結んでやっておりますので、

先日のその筆山のように応援に来ていただけることにはなっております。 

◎桑名委員 エンジンのふぐあいというのは急に起こるもんなんでそれはあれですけれど、

我々としたら必ず１機は残っていると想定していたもんですので、それはそれなりの対応

をしっかりしていただきたいと思います。 

 それともう１点は、救急医療のことでちょっと書いているんですが、こないだある救急

医の人とお話ししていたときに、災害医療と救急医療の違いを県民の皆さん方にしっかり

わかってもらわないと、救急医療というのは命を助けてもらうことなんだけれど、災害医

療というのはまた別の面でどうトリアージをしていくかということで、そこのところが県

民がわからないと、医師が現場でほんとに混乱してしまうんで、そこの啓蒙活動をしっか

りしてもらいたいという要請を受けたんですけれども、そういったところは検討されてい

ますか。 

◎夕部消防政策課長 災害時の医療救護活動については、健康政策部で地域ごとに今計画

をつくっておりますので、その中にも、県民の皆様にも初期の段階は担っていただきたい

とかいう役割を設定していますので、各地域地域でその計画を実行段階に移すときに住民
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の皆さんには、おっしゃられたように救急と災害時は違うんだよということをしっかり連

携してやっていこうと思ってはおります。 

◎桑名委員 また、新しい「備えちょき」ができたんですけれど、まだそこに書いている

かどうかわからないですが、県民にお知らせするときには、災害時になったら普通の救急

とはちょっと違うんだということを覚悟もしてもらわないと、医療活動ができなくなると

思いますので、その点を忘れずにお願いしたいと思います。 

◎久保委員 消防団員の件なんですけれども、先ほど黒岩委員からも少し不足していると

いうことで、私、今春野町に住んでいまして、消防団が５分団あります。で、春野の場合

は、定員がちょっと切れている団もありますけれども、分団もあり、そこそこ充足をして

います。ただ、やっぱしいろんな会合でお話をするときに、その不足をしていることもお

聞きするんですけれども、私はその対価をきちっとしてあげなければならないんじゃない

かなと。今もそういう対価というのはされているとは思うんですけれども、やはりお仕事

を持っていて、その上で何か災害があったり、もちろん火事もあったりしたら出動しなけ

ればならないということで、出動したときは当然対価があるんでしょうけれども、そうい

うとき以外でも何か基礎的な対価は現在のところはないんでしょうか。 

◎夕部消防政策課長 年報酬で 10 万円から 20 万円程度が支給をされているということで

す。 

◎久保委員 ぜひそういうところ、ほんとにいろんなお話を聞いたら、操法の大会ですと

かそれの訓練ですとかを日々活動されていますんで、年間 10 万円そこそこで十分なのかど

うか、私もそこまでは承知はしていませんけれども、そういう対価をきちっとしてあげる

ことが消防団員不足にも一定は、単に気持ちでやっているんじゃなくて、必要なものなり、

対価なりできちっとやってあげることが大事じゃないかなと思いますので。また、そこの

過不足感も聞いて、市町村とも一緒になって対応してあげていただいたらいいと思う。こ

れは要請でお願いします。 

◎上田（周）委員 消防団員の確保のやりとりがあっていますが、消防職員、県の職員、

教員、警察もそうですが、ベテランの職員が定年になって、40 代 50 代そういうすき間と

いうか、救急救命士は年間でどれくらい資格取得というか、育っていますか、最近。参考

で構いません。 

◎夕部消防政策課長 年間に二十四、五名ぐらいです。 

◎上田（周）委員 それは県内の消防組合、押しなべてという感じですか。 

◎夕部消防政策課長 全体です。 

◎上田（周）委員 先ほどの説明で、ドクターヘリが七百四十、五十回ですか、年間、そ

れから防災ヘリが日に１件ぐらいですよね。そんな中で、ますます高齢化というか、戸数

で言うたら厳しい集落も随分急速に増加してまいりますし、やっぱりそういった救急救命
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士の資格を持たれた方がこれからますます必要というか重要になってくると思いますが、

そのあたり県の助言で、間があかんように、育成というか、その辺はどんな具体的に今や

っておるんですかね。もう任せっ放しじゃないですか。 

◎酒井危機管理部長 県から直接そのお金を出すわけじゃないんですけれど、毎年救急救

命士になられた方の研修が九州のほうですので、そういったところへ行っていただいて、

そのスキルアップは図っております。 

◎弘田委員長 以上で、危機管理部の業務概要を終わります。 

《健康政策部》 

◎弘田委員長 次に、健康政策部の業務概要を聴取いたします。 

業務概要の説明に先立ち、幹部職員の紹介をお願いいたします。 

（幹部職員の紹介） 

◎弘田委員長 続いて、健康政策部長から総括説明を受けます。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。 

（総括説明） 

◎弘田委員長 続いて、各課長の説明を求めます。 

〈健康長寿政策課〉 

◎弘田委員長 まず、健康長寿政策課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 まず、健康パスポート事業ですが、１万 733 名ということで、そのうち 40

代から 50 代が４割という御説明がありました。本来の壮年期の死亡対策を含めて健康対策

を考えたときには、非常にターゲットに命中しているという感じがしています。そういう

ことで、県民の皆さんも意識を持って健康増進に取り組もうとしていることが数字的にも

あらわれているんじゃないかと思うんですけれども、市町村によって温度差もあると思う

んですが、現状はどうですかね。 

◎中嶋健康長寿政策課長 パスポートの取り組み自体は、市町村の健康増進のプラットホ

ームと考えておりまして、県内市町村に対して協力依頼を随時させていただいているとこ

ろです。昨年度は、パスポート事業を土台に、市町村の取り組みが５件、５市町村あった

んですけれど、今年度につきましては大分ふえまして、20 市町村が乗っかって健康づくり

の事業を進めていただけるということでして、今後も全市町村に波及できるように、取り

組んでまいります。 

◎黒岩委員 取り組んでいる各市町村のマンパワーの問題だとか、さまざまな課題もあろ

うかと思いますが、その課題を克服していくために、本年度こういうことに力を入れてい

こうというのはあるんですか。 
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◎中嶋健康長寿政策課長 パスポート事業を進める上では、やはり事務的に大変なところ

もございまして、そういった市町村の現状もお聞かせいただきながら、県として支援でき

ることはしたいと考えております。 

◎黒岩委員 この冊子の中で、健康教育環境づくり、学校等における副読本は小学校から

高校までですか、私学も合わせてですか。 

◎中嶋健康長寿政策課長 私学を含めた全校に、であります。 

◎黒岩委員 食育活動を通じた健康教育を学ぶことの取り組みですけれども、この冊子を

見ますと、ヘルスメイトが授業等で健康教育を実施することになっていますが、ヘルスメ

イトは各学校に配置されているんですか。 

◎中嶋健康長寿政策課長 県内の市町村で協議会が設置されていまして、そちらから、各

小学校に訪問されています。 

◎黒岩委員 学校で学んだことを子供が家庭に持ち帰って、一緒に親とともに健康教育を

分かち合うということで、具体的にどんなものを持ち寄ってやろうとしているんですか。 

◎中嶋健康長寿政策課長 授業を受けていただいた子供たちに、保護者あてのアンケート

をお渡ししています。そちらを通じまして、食育に関する考え方であるとかを呼びかけて

おりまして、冒頭の説明でも申し上げましたけれど、約９割の保護者の方から賛同をいた

だいているということもございますので、今後もその辺の取り組みを強化したいと考えて

おります。 

◎谷健康長寿政策課企画監 課長が申し上げましたアンケートですが、昨年度は大体８割

ぐらいの保護者の方から回答をいただいております。質問を６問ほどお聞きしているんで

すけれども、「きょう、食育講座の内容をお子様から聞きましたか」、それから「お子様に

お配りした食育講座教材を見ましたか」ということで、私どもどのくらいお子さんが御家

族に見せるかなと思っていたところですが、約９割が「聞いた」「見た」、「これから見る予

定」「これから聞く予定」ということで、ヘルスメイトのこういった講座がかなり子供を通

じて御家庭に浸透していることと思いますので、また結果を分析しまして、ヘルスメイト

とともにこういった活動を続けてまいりたいと思っております。 

◎上田（周）委員 平成 22 年に日本一の健康長寿県構想を策定して、五年六年の中で、冒

頭部長の説明にもありましたけれど、がん検診とか初め、受診率が頑張って上昇してきた

という中で、一つ、子供の健康教育でプランを策定した平成 23 年度と現状が、朝食を必ず

食べる子供の割合が若干低下している、目標値も 95％ということですが、この要因はどん

なに分析していますかね。 

◎谷健康長寿政策課企画監 「早ね早おき朝ごはん」の活動は教育委員会とともにしてま

いりましたが、運動習慣などは向上が一定見られますものの、朝食がなかなか上がらない

ということで、今回ヘルスメイトのアンケートでも、「ふだんの１週間にお子様に朝食を用
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意する回数は何回ですか」ということで、毎日準備する方は８割程度でした。そもそもヘ

ルスメイトにこの事業をお願いしましたのも子供の生活習慣は保護者の影響が大きいとい

うことで、そこを御家庭で御理解いただくためにこの事業も開始したところです。このヘ

ルスメイトの食育活動を通じて、朝御飯の大切さ等を家庭に波及ができたらなと考えてい

るところです。 

◎上田（周）委員 教育委員会との連携というお話もありまして、幼保支援課ですよね。

実際、私なんか地元で、先月は各保育園とか幼稚園、私立・公立含めて卒園式がございま

して、何カ所か行っています。傾向として、保護者の中で若いお父さんが結構出席されて

います。そういった幼保支援課との連携の中で、健康教育とかが大切やということを徹底

して御説明するとかをやっていけば、高学年になってちょっと欠食の割合が高いという分

析をされていますので、そのあたり少しでもカバーできるんじゃないかと思いますが、ど

うですかね。 

◎谷健康長寿政策課企画監 平成 27 年度に、幼保支援課と共同で３歳児の保護者の方向け

のパンフレットを作成いたしました。生活習慣、朝御飯の定着とかいったものを盛り込ん

だもので、それをもとに保育士への研修なども行いまして、まず３歳児の保護者の方をタ

ーゲットに活動して、保育士への研修会等は力を入れているところですが、なお、今後も

幼保支援課と連携をしまして、就学前のお子さんへのそういった健康教育もやってまいり

ます。 

◎上田（周）委員 県、市町村との連携の中で、もちろん官民一体となって、結構健康づ

くり志向は全体的に高まっていますので、ぜひ底上げの意味でも、健康教育、学校教育の

中で力を入れていっていただきたいということを要請しておきます。 

◎桑名委員 21 ページの子供のころからの歯と口の健康づくりの推進のところですが、高

知市がえらく実施率が低いんですけれども、この実施率が低い理由は、フッ化物洗口の理

解が得られていないとか、あと手がかかるとか、いろいろあろうかと思いますが、これは

どういったところでここまで低いんでしょうか。 

◎中嶋健康長寿政策課長 フッ化物洗口に対しまして、保護者の方がやっぱし抵抗を持っ

ている方がいらっしゃるということでございまして、学校単位での実施になかなか壁があ

るとお聞きしております。 

◎桑名委員 これを学校でやると決定するのは、学校長が決定する形なんですか。 

◎中嶋健康長寿政策課長 最終的には、校長先生の御判断になります。 

◎桑名委員 それは、学校長としてこれを実施したいんだけれどということを、まず、ど

この学校も言って、それから保護者の皆さん方の御意見を聞いて、この状態になっている

んですか、基本的に。 

◎中嶋健康長寿政策課長 そのように聞いております。 
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◎桑名委員 ただ、ほかの地域を見たら実施率も高くなっているし、虫歯の率も改善され

ていることがデータ的にも出ているんですけれども、そこが説明をしきれていないのか、

ほんとにアレルギー的に嫌だという、感覚で嫌だと言っているのか。私どもは実施しても

らいたいんですけれども、今後どう理解を求めていくのか。 

◎山本健康政策部長 確かに、保護者の方の声もあります。もう一方では、やっぱりどう

しても高知市は大規模校が多いんで、非常に手間がかかるというのもあります。やはり保

護者の方１人でも２人でも反対の意見があると、なかなか押し切るっていうところが難し

いと思いますが、今、実は高知市も、市の歯科医師会も一緒にやろうと言っていただいて

いまして、まずは幼稚園・保育園から広めていって、そこでやっている人が小学校に上が

っていくと何でやらないのっていうところ、ちょっと長い部分もありますが。それとあと、

小規模校からやっていこうと考えていただいていまして、それともう一つは、やっぱり効

果があるのはもう明らかなんで、そこをしっかり、害もないし大丈夫だよという説明をし

っかりしていこうということもお話をさせていただいてますんで、一気にはなかなか難し

いですけれども、取り組みを進めていきたいと思っています。 

◎中根委員 そのフッ素の問題ですけれど、私なども以前は、何でこれを全体でやらない

んだろうと思っていたんです。ところが、やっぱり劇物だという考え方があるんですよと

いう話もあって、それそのものは劇物ではあるけれども、どうなっているのかというあた

りを十分議論をしながら、誤解があれば誤解も解きながら、丁寧な対応をしていただきた

いと思います。それは要望なんですけれど。 

 もう一つ、妊産婦への歯周病の予防の件ですけれども、とても大事なことだろうなと思

いますが、先日、教育委員会でも「妊娠がわかりました」という途端に、管理職の方が「ま

ずはおめでとうございますと言いましょう」という通達が出たんですよね。そんなふうに、

やっぱり労働条件によっては、病院に行ったりすることがまだまだ大変な状況があるのか

と思ったんですが、そういう意味では、妊婦たちが歯医者に行くこと、歯周病予防をする

ことは、大事なことだと思うんだけれど、病院に行く回数がふえるわけですよね。そうい

うことへの理解をどう広げるかも同時にやっていかないとと思うんですが、そういう点で

この間やってきて、もうちょっと改善工夫があるかとか、本人にもですけれども、事業所

などにそれを広めるような工夫をされているかどうか、そのあたり聞かせてください。 

◎谷健康長寿政策課企画監 妊婦歯科健診、昨年８月から開始をいたしまして、妊婦が受

診される産科の医療機関と、それから歯科医療機関につきましては、安定期に入りました

ら歯科健診をということで、ポスターの掲示やチラシを配っていただくことはしておりま

す。それと、妊婦には市町村の窓口で母子健康手帳交付の際にこの受診券をお渡しします

ので、その際、できれば窓口で一言添えていただくことを市町村にはお願いしていますが、

今、委員がおっしゃったように職場への働きかけという点はまだできておりませんので、
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またそういった声をお聞きして工夫をしてまいれたらと思っております。 

◎中根委員 とても大事なことだなと思って、私、「まずはおめでとうございますって言い

ましょう」というのを聞いたときにびっくりしたんです。確かにそういう部分はまだまだ

あるかもしれないなと、少子化の時代だというけれどもなかなか大変だなと思いましたの

で、ぜひそういう点でも注目をしてください。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈医療政策課〉 

◎弘田委員長 次に、医療政策課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 緊急時の医療救護体制の整備を進めていくという説明があったわけですが、

中山間地域に対する対応というのは、緊急時にはなかなか難しい側面もあろうかと思うん

ですが、マンパワーの問題とか地域の偏在を含めて、この課題は結構ハードルが高いと思

うんですけれども、この緊急時に対してどういう取り組みでそういう課題を解決していこ

うとこれから検討されるのか。 

◎川内医療政策課長 特に沿岸部や中山間地域では、そもそも医療機関が十分ないところ

もございます。津波や土砂災害などで孤立する地域も出てくると思います。そこで、まず

は外部からの支援がなかなか高知県まで進出がしてこないことを前提として、少なくとも

３日間は地域の医療人材で守り抜くことを基本として、各市町村で医療機関、行政、消防、

警察などと連携した時間経過ごとのいわゆるそのタイムラインと呼ばれるそれぞれの役割

を、行動計画として定めていただくこととしております。それに加えて、孤立している地

域に対して、比較的医療資源が豊富である中央部からの医療従事者、特に医師の搬送がで

きないかを昨年度から検討し始めております。 

 これについては、まず平日夜間や休日などに医師がどの程度分布しているかとか、そう

いったところからの調査を始めているということと、どういった地域を重点的に支援をす

るべきかというところの洗い出しについて、危機管理部と連携をして行っております。こ

のように各地域地域で前方展開型の医療救護体制について御検討をいただきつつ、また県

庁全体でもその地域を支援できる取り組みについての検討を進めている状況です。 

◎黒岩委員 それとあと、看護職員の確保対策では、結構短期間に職場を移動している看

護職員が多いとか、また専門的能力を有する看護師が分野によって不足しているとか、い

ろいろ課題が多いと思うんですけれど、そういった課題に対する対応策は具体的に取り組

みを進めているんですか。 

◎川内医療政策課長 看護職員は、他の医療従事者と比べると、離職の期間は非常に短い

傾向がございます。一昨年度から、離職時には県ナースセンターに届け出をすることが努
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力義務とされております。看護協会に委託をしているこのナースセンターでそういった情

報を得て、個別の再就業につなげていく取り組みを進めているところです。何よりも働き

やすい場、勤務環境づくりということが重要ですので、昨年、一昨年度から看護管理者や

事務長たちを対象とした研修を実施して、働きやすい職場環境づくりに関する取り組みを

進めていただいているところです。 

 もう一つ、その専門分野によっては、御指摘のように、まだ、要はその認定看護師など

が不足している分野がございます。一方で、高知県内、例えばその災害対応など非常に進

んでいる分野もございます。不足している部分につきましては、日本看護協会などが実施

をしている認定看護師のコースの受講に対する支援を行っているところです。また、その

専門分野ごとの看護職員の育成については、こういった認定看護師というレベルではあり

ませんけれども、がんやまた血管病対策などに主眼を置いた研修事業を看護協会などに委

託して実施して、できるだけ専門性の高い看護師のすそ野を広げていく取り組みを進めて

おります。 

◎黒岩委員 奨学金制度もあると思うんですけれども、看護師あるいは助産師、大体どれ

ぐらいの方がこれを利用しているんですか。 

◎川内医療政策課長 まず、看護師奨学金につきましては、年間 60 名程度の方々に新規で

貸与を決定しております。助産師については、年間 10 名程度になります。今年度の卒業生

は、その結果をまだ把握し切れていませんが、看護師の奨学金の貸与を受けて卒業された

方の、昨年度、平成 28 年３月に卒業された方で就業された方の 100％が、いわゆるその郡

部の指定医療機関に採用されております。その数は、そういったその指定医療機関で採用

された方々の総数の大体６割から７割程度を占めておりまして、一定、中山間地域の看護

職員確保に貢献していると思われます。助産師につきましては、これまで、奨学金を受け

た方全員が高知県内の分娩取扱施設に採用されております。 

◎桑名委員 在宅医療の推進のところで、転院システム、医療機関連携情報システムを活

用したということで、空室の情報がネットワークで見れるということなんですが、これも

ある医師からちょっと言っといてって言われたんですけれども、要は、その空室がこの病

院では３室、４室ありますというのはありがたいんだけれども、そのあいている部屋の情

報、状況、そういったものがないと、結局また電話して、それは大部屋なのか小部屋なの

か、また、そこではどういった機器が使えるのかっていう。だから、そこまでやらないと、

結局この病院の何床あいていますよって言っても、結局二度手間になるから、これから構

築するのであったらそのあいているベッド、部屋の情報もしっかり見れるものをつくって

もらいたいということを言われましたけれど、課長。 

◎川内医療政策課長 委員御指摘の点がまさに重要でありまして、さらっと説明すると空

床情報ですが、御指摘のように、どういった病態の患者をどれだけ受け入れることができ
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るか。また、例えば回復期リハビリテーション病棟などのように一定算定できる患者のレ

ベルというか、例えば専門的な用語でいうと看護必要度とか、一定そういった施設基準が

定まっている部分がございますので、どのような患者さんを何人受け入れることができる

かをより詳しくこのシステムの中にビルトインできるように、今年度１年間はシステム設

計やその手前のどういった情報をこのシステムに盛り込んでいくかという検討を高知大学

で進めていきますので、幅広い医療関係者に御意見を伺いながら進めていきたいと思って

おります。 

◎桑名委員 それともう１点、危機管理部でも聞いたんですけれども、災害時の医療なん

ですが、救急医療と災害医療の違いを県民の皆さん方がわかっていないと、災害医療とい

うのはほんとに最低限のことだけしかできないと思うんですが、そこで医師も疲弊してし

まうことで、そこの啓蒙活動、救急と災害の違いを、これは行政のほうで県民にも伝えて

もらったら医師側としてもありがたいという声も聞いているんですが、その啓蒙活動はど

のように考えているか。 

◎川内医療政策課長 前方展開型の医療救護活動のところで先ほど御説明したように、各

地域ごとの行動計画を策定していただいています。医療従事者が対応可能な、診れる患者

の量というのはおのずと限界がありますので、地域住民の方々の役割もその行動計画の中

に明記をしていただくことにしています。計画策定する中で自主防災組織レベル等までで

きればいいのですが、どこまでの対応を住民レベルの方々でできるかともよく話し合って

いただければと考えております。 

 その取り組みの一歩として、今年度改訂した「南海トラフ地震に備えちょき」でも、住

民で一般の方でも対応できる処置についてより詳しく記載しています。心肺蘇生法やＡＥ

Ｄの取り扱い方に加えて、例えば布切れと棒があれば担架を、棒がなくてもぐるぐる巻き

にして４人で搬送する方法とか、これまでの記載より充実しておりますので、そういった

ものも通じて啓発を図っていきたいと思っております。 

◎久保委員 道路網が寸断されるときなんかを考えて前方展開型ということはわかるんで

すけれども、私過去、道路課で仕事をしていまして、道路整備をする必要性のところを、

例えば産業振興ですとか、あと医療関係で命の道とかいう言葉をつくりながら道路の整備

をしていたんですけれども。この平成 29 年度から社会資本整備を進めるとき、どういうと

ころが社会資本整備が必要だというところにいろんな各部局がかかわっていく。そういう

ところに、道路一つとってみても、医療政策課の救急医療等において、どうしてもここの

道路のこういう突角が支障になっているだとか、もっと言えば、高速道路のどこからどこ

までを早く開通したら一定時間が短縮できてということ、そういうところをうんとかかわ

っていっていただきたいという思いがあるんですけれども、そこはどうなんでしょうか。 

◎川内医療政策課長 災害時の医療救護にあってはやはり早期の道路啓開非常に重要です
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ので、これまで例えば地整局が主体となって、緊急輸送ネットワークのあの図の中に災害

拠点病院や救護病院などをプロットしていただいたりとかに医療政策課としてもかかわら

せていただきました。 

 それと、道路啓開計画の庁内の作業部会の中に当課も入っておりますので、その中で、

災害医療を実施をする拠点として必要な施設、またその医療救護所として予定されている

地域などをこちらから情報提供をさせていただいて、この道路啓開計画でも重点的に見て

いただけるように、そういった検討に資するために情報提供をさせているところです。 

 また、地整局が今、高速道路のネットワークを形成をしておりますけれども、地整局か

らの相談を受けて、そのＢバイＣを算定する際に医療機関の情報が必要だというお話もあ

りましたので、そういったところへも。 

◎久保委員 何の情報ですか。 

◎川内医療政策課長 救急患者の患者数の情報だとか、また救命救急センターにおける患

者の動向などの情報についてこちらから提供させていただいたこともございますので、こ

ういったその道路整備、道路啓開などについての連携は今後も進めていきたいと思ってお

ります。 

◎久保委員 要は、限られた中のパイ、予算の中、社会資本整備の中の優先順位の問題で

はなくて、全体パイを太らす、大きくするときに、今おっしゃった社会医療政策等の、産

業振興なんかのＢバイＣでははかれないところがありますんで、そういうところのＢのと

ころに医療、その命みたいな、大変これ反映は難しかったんですけれども、そういうとこ

ろを積極的に入れていっていただいて、その全体のパイを大きくする、高知県のパイを大

きくするようなところに、ぜひ今後も展開をお願いをしたいと思いますんで、これは要望

をしておきたいと思います。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 ここで 15 分ほど休憩とします。再開は３時 10 分とします。 

 

（休憩 14 時 57 分～15 時 10 分） 

 

◎弘田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

〈医師確保・育成支援課〉 

◎弘田委員長 次に、医師確保・育成支援課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 一定、県内で医師が確保できる状況になったと思います。そこで、それを確

定的にしていくためにも、県内のこのキャリア形成のできる環境整備が重要だと思います
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が、具体的にどういう取り組みをされておりますか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 現在、中央で議論されております新しい専門医

制度の施行が、そのとおりいくことを前提としておりますが、平成 30 年４月から、19 の

診療科、18 の診療科プラス総合診療ですけれども、そのような養成プログラムが県内で必

ず実施できるようにしております。ここができなければ、その分野の専門医がとれないと

なると県外へ出ていきますんで。やはり、まずそこが一つのハードルではないかと思って

います。 

 資格を取る際に、中央での学会に出るとか有名な先生の講演を聞くとかで、予算の面や

時間の面で非常に負担がありますので、そういう事に負担、補助する事業は従来もやって

きましたし、引き続き継続することで、高知でもきちっと専門医がとれてやりがいがある

仕事ができる、診療ができるということをぜひ続けてやっていきたいと思っております。 

◎黒岩委員 ということは、本県の課題となっている、非常に重要な、科としての医師不

足に対する対応も当然そこにきちっとできてくるということですね。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 小児科、内科、それから外科、麻酔科など加算

をしている科目もありますが、それ以外の科目もほぼ満遍なく、高知大学に入局されたり

基幹病院で研修される方がいらっしゃいますので、もう数年たてば一定、資格を取った方

がもう少し市中病院とか中山間の病院にも出ていっていただけるかなとは思っています。 

◎久保委員 よく最近言われているのは、医師不足は、奨学金制度の見直しによって 10

年延長するということで、医師不足解消が随分とされてきたという。当然医者の診療科目

によってもその過不足、人気のある診療科目、それほどでもないといろいろあると思いま

すけれども、奨学金を返すときにそれぞれにインセンティブ、違いはあるんでしょうか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 県内医療としては、どの科も最低数一定ぐらい

は必要だと。ただ、特に不足している診療科は幾つかありますので、その部分には加算を

するということで、奨学金の額を通常は月 15 万円を、プラス８万円ということでインセン

ティブをつけております。当然、その診療科になっていただければ８万円の分も加えて償

還免除ということになりますが、ただ途中で、例えば小児科で加算をもらっていた方がや

っぱり内科がいいということになれば、約束が当初と違いますので、県内に残っていただ

ければ 15 万円は勤務すれば免除になりますけれど、８万円の分は返していただくという形

で、できるだけ公平にやろうと思っています。 

 ただ、15 万円の奨学金をもらいまして６年間で 1,080 万円、利息を含めますと 1,400 万

円ぐらいありますが、何人か即金で返す人もいらっしゃいますんで、なかなかお金だけで

縛るのは正直難しいと思います。高知大に設置しています寄附講座とか、地域の医療機関

全体で高知で期待していますよ、高知でもきちっとキャリア形成ができますし、やりがい

ある仕事ができますよ、診療ができますよということを人と人とのつながりでつくってい
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かないとなかなか難しいと思います。 

◎久保委員 要は、診療科目によってインセンティブはあるということですね。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 一定、加算という意味でのインセンティブはし

ております。 

◎中根委員 私は以前、そういう加算をすることによって不足していた小児科、産婦人科、

それが数年待てばもう少し医者が出てきてくれてと思っていて、小児科はだんだんにふえ

てきているのでしょうか。産婦人科がいまだに、これは先行き大変だなと、その中身を教

えていただきたいです。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 小児科につきましては、加算をもらう方も結構

いらっしゃいますし、その方々が卒後臨床研修が終わって小児科に入局される方も結構い

らっしゃいます。ですので、徐々にはふえていくと。産婦人科もことしの４月の時点で３

年目、入局される方がいらっしゃいましたし、一定ふえてはまいりますが、産婦人科の場

合は女性が正直多くございまして、やはり疾病特性とかみずからの問題ということでの話

があるので、ちょうど医師として熟練するころに産休・育休という難しい問題もあわせ持

ちますので、なかなかそこらあたりがいきにくい。 

 それから、もう一つは、分娩のリスクが非常に注目されておりますので、なかなか昔の

ように１人で分娩させることは社会的にも難しくなってきています。複数での分娩をやる

ためにはもう少し数がふえないと、郡部のほうでは難しい。 

◎中根委員 麻酔科の医師も同時にもっと必要なんだというお話でしたが、それはどうで

すか。 

◎家保副部長兼医師確保・育成支援課長 麻酔科につきましても入局者はございます。た

だ正直、麻酔科は他県から結構応援をいただいていたところが、他県の状況も厳しくなり

まして、そちらのマイナスの部分を補えるのは、現在のとこ、とんとんという形で動いて

いまして、県内定着を図らないといけないんですけれど、プラス県外の要因も考えないと

いけないとか、いろんなちょっと難しい状態があって、当初思ってたほどなかなか上には

上がりにくい、改善しづらいのが現状です。 

 とにかくやらない限りはもっとひどい状況になる可能性があり、各県同じように取り組

んでいますし、そういうことでは、そのあたりの情報も得ながらちゃんとやっていきたい

と思っております。 

◎中根委員 ほんとに郡部なんかは、産婦人科も心待ちにして、いろんな機器もそのまま

にして待っている状況があるので、「もうちょっとよ」って言いながら、まだまだなのかな

と思ってちょっとがっかり感もあるんですけれども、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 
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〈医事薬務課〉 

◎弘田委員長 次に、医事薬務課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 平成 37 年に全ての薬局がかかりつけ薬局ということを目標でやっています

が、非常に長いですよね。だから、ハードルが高いと思うんですけれど、その要因はどう

いうところがあるんですか。 

◎浅野医事薬務課長 まず１点目に、かかりつけ薬局の条件としまして認定薬剤師が必要

だと。認定薬剤師と申しますのは、点数的に何点何点という研修を積み上げていって一定

年数で資格が取れて、その後もまた更新していく制度になってますので、現在その認定薬

剤師が県下に 312 名おりまして、既にかかりつけ薬局として厚生支局に届け出をしている

薬局も 178 ございます。ですから、その 312 人の方々が 178 の薬局にどういるのか、また

それ以外の薬局、まだ算定していない薬局にいるのか、そういうところも精査し、かつ、

これからまず認定薬剤師をどんどんふやしていく必要もございますので、そういった中で、

研修制度として高知家健康づくり支援薬局の研修も受けていただきながら、その認定薬剤

師のポイントを上げていっていただく事業も進めていきたいと思っております。 

◎黒岩委員 認定になるには、そのポイントを上げる、それだけの仕事量ということなの

か。 

◎浅野医事薬務課長 この研修が何ポイントというのがございまして、一定ポイントを積

み上げて初めて認定薬剤師の申請ができる制度になってます。 

◎西内委員 薬物乱用対策の中学・高校等での啓発ですけれども、学校薬剤師による指導

というか教育というか、そういったものの現状はどうなっているんでしょうか。 

◎浅野医事薬務課長 学校薬剤師の教育の一環として薬物乱用はございます。ただ、現実

的に現在、学校薬剤師が積極的に行っているかというとなかなかそうではなくて、集計し

ますと、当課でありますとか福祉保健所の担当職員、あと警察の方、そういった事情にな

ってますので、今後ぜひ学校薬剤師にも御協力いただく仕組みにはしてまいりたいと考え

ております。 

◎西内委員 質問したのは、薬剤師会からそういう要望もあって。一時期、ぜひ学校薬剤

師として何か役割、役に立ちたいみたいなこともあって。今のところ、まだそこは連携が

うまくいっていないということですか。 

◎浅野医事薬務課長 そうですね、ぜひそこは薬剤師会や学校薬剤師と協力してやってい

きたいと思います。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈国保指導課〉 
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◎弘田委員長 次に、国保指導課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 大きな制度改革になるわけですけれども、県下一本の標準保険料率の設定を

するけれども、市町村によって医療費の使い方が違うので、市町村ごとの保険料率を決め

ると。ということは、市町村によって保険料率が変わってくるということですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 今度の制度改革において、保険料水準を同じにするかどうか

も議論の一つになっておりました。ただ、あくまでも同じにするということはその納付金

の段階、各市町村に県が医療費水準、医療費に応じて、県の全体の医療費がこれだけかか

っているんで、市町村からこれだけお金をくださいという話をするんですが、その段階で

調整をする必要があります。ただ、原則はその納付金の配分に当たっては医療費水準を反

映させますよと。各市町村で医療費が違いますので、医療費が高いところには、その事業

費納付金は多目に配分をさせていただく。少ないところには、少な目に配分をさせていた

だくのが原則になっております。 

 ただ、先ほど言ったように、保険料率を平準化する、統一することも可能ですのでどう

しますかという議論をさせていただいていました。今のところ、市町村との協議において、

保険料水準の統一、県全部で一緒にするということはしないことで意思統一が図られてお

ります。それこそ県が事業費納付金を、これから先、その医療費水準の格差、県内で 1.4

倍、1.5 倍ぐらいありますけれど、これをどの程度まで反映させた納付金にするかは、こ

れからまだ８月ぐらいにかけて詰めていきますが、それによって各市町村にお願いする納

付金が違ってきます。各市町村は、県がお願いをしますその納付金によって、各市町村ご

とで国保税率・国保料率を定める形になります。あくまでも県が示しますのは、その納付

金に基づいて各市町村ごとの標準保険料、例えば算定方式が今現在、被保険者均等割、世

帯平等割とか所得割とか資産割とかいう四つの方法がありますが、これを三つにするとか

四つにするとか、市町村で違っています。 

 そういったことで、今のうちの市町村の保険料・税率が、ほかと比べて高いか安いかは

ちょっとわかりづらいので、県で今考えているのは、資産割をのけた３方式で標準的な保

険料率を出してしまう。おたくの市町村の納付金であれば、これだけの料率になりますよ

と出す。それを参考にしながら各市町村はみずからの、うちは３方式でやりますので、各

市町村は４方式が今のところ多いですので、そういったことも踏まえて、自分とこの方式

で、保険料・税率を決めることになります。県下全部同じということにはなりません。 

◎黒岩委員 そうなると、今の市町村の保険料は違いますよね。そういう中で、現行より

も保険料が高くなる方向になりますか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 県全体の納付金は、医療費水準とか、医療費の総額とか後期
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高齢者の総額から、国・県の公費とか、前期高齢者の支援金などを引いて総額が決まりま

す。そこをどのように市町村にお願いするか。医療費水準とかもう一つは所得の水準など

によって、配分することになります。この配分の仕方によって、今の市町村の国保税率、

国保料と比べて上がるか下がるかは違ってきます。上がるところもあれば、下がるところ

もあるとなりますが、制度が変わることによって、先ほども言いましたけれど、余り大き

く変わらないように激変緩和をしたいと思っていますので、そういった配慮、今より比べ

て余り大きく負担がふえない方法を、今、市町村と協議をしているところです。 

◎黒岩委員 高知みたいに非常に医療費がかさんでいる県ということから考えると、やっ

ぱり今の収入によって刻みがありますよね、その刻みの改善も県で検討できるんですか。

市町村ではできないでしょう、これは国でしょう。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 今の国保税・料率は、所得に対して何％とか、被保険者１人

に対して幾らとかいう形ですので、基本的にはその市町村がかかる医療費をその所得で

何％持ってもらえますか、例えば１億円あればそのうち所得で 40％持ってもらいますとか、

１人当たり幾らで何％持ってますかということを決めた上で、その市町村の課税する総所

得で割って決めますので、所得によって、その世帯の所得によって保険料は違ってくるこ

とになります。だから、あくまでもその事業費納付金、平成 30 年度以降は事業費納付金が

幾らになるのかということと、それをどう配分していくかということによって、各市町村

の保険料率が違ってくると、決まってくることになります。その各市町村でその事業費納

付金をもとに、ほかの支出なんかもありますけど、合算した上で自分のところの国保税率・

国保料率の出し方を決めた上で出しますから、そこはやっぱり同じことにはならない。や

り方は各市町村に最終的には任されることになります。 

◎黒岩委員 それが大体何月ごろに出てくるんですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 資料の３ページですが、右側にスケジュールを書いています

が、そうした県の納付金の算定を決める条例は 12 月議会に提出させていただきたいと思っ

ております。それに向けて算定方法をいろいろ検討していきますけれど、最終的には 10

月の中下旬から 11 月の上旬にかけて決める必要があると思っています。大まかに言えば、

８月の終わりぐらいには決めた上で運営方針のパブリックコメントをやりますので、その

後、最終決定をしたいと。それに基づいて、条例を 12 月に提出させていただくと。 

 ただ、市町村に、具体的に事業費納付金が幾らになりますというのを通知ができるのが、

国の平成 30 年度の予算編成が閣議決定された後になります。予算とか、あと診療報酬改定

なんかがありますので、それを見た上でないと、平成 30 年度の最終的な事業費納付金は決

まりません。市町村に対して、最終的に来年度、平成 30 年度の事業費納付金はこれだけお

願いをしますというのは１月の中旬ぐらいになると思っています。ただ、その前に県が一

定ある程度のところを出しますので、市町村は、それをもとに考えていただくことを今の
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ところは市町村にお願いをしています。 

◎黒岩委員 そうなると、市町村によって、それぞれ対応が違ってくるということになっ

ていかざるを得ないということですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 両税率は市町村によって違いますけれど、事務的なスケジュ

ールがおくれないように、県では、市町村と一緒にできるだけアシストしてやっていきた

いと。 

◎黒岩委員 最後に、県の財政安定化基金はどれぐらい積む予定なんですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 先ほども言いましたけれど、財政安定化基金は三つ使途が予

定されています。一つは、保険給付費が想定以上に伸びたときとか、保険料収入が足りな

かった、予想までいかなかった場合の貸し付けとか、市町村に交付する場合の部分が今の

ところ約 12 億円程度。保険料が、余り平成 30 年度以降、制度が変わることによって大き

く変わらないようにするため激変緩和、これも基金、国から全額が基金として交付される

ことになっていますけれど、これが約１億 8,000 万円。もう一つが、その平成 30 年度以降、

公費の拡充が予定されています、1,700 億円です。これを国は、今年度、前倒しで若干出

しますと言われていまして、全国枠で 500 億円になるんですけど、この部分が約３億円予

定をしております。最終的に総合計は、先ほど言った貸付交付分が平成 32 年の予定になり

ますので、そういったいろいろ累計をしていく中で、最終的な累計合額は 17 億円程度と。 

◎上田（周）委員 関連ですが、この平成 30 年度からの制度改正に向けて、平成 28 年度

で結構各市町村でばらつきの話もありますけれど、市町村議会で、ほんと直近で仁淀川町

とかいの町、もともとの保険料がどうかを別にして、率的に言うたらすごい数字で、新聞

へも出ましたけれど、実際、該当者から見たら負担感がすごいあって、それで見直してい

ます。 

 今、黒岩委員とのやりとりの中で、このスケジュールを見ても、今お聞きしても結構タ

イト、例えばこの検討協議会も 34 市町村のうち９市町ですよね、流域ごとにいったら入っ

ていない町もあります、実際。協議内容は全市町村へ説明すると云々書いていますけど、

今お聞きしよったら、スケジュール的にも余りないと思います。例えば今、平成 28 年度で

見直して、議会も議決いただいて見直して、それから平成 30 年度へ移っていくときに、も

う１回その納付金で、県へ相談しての上だと思うけど、また乖離があったときに、そんな

心配ないですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 市町村には、かなり丁寧に説明はしていきたいと思っていま

すし、今もやってるつもりではおります。先ほど言ったように、その検討協議会に入って

いるのは９市町村だけですが、定期的に県下四つのブロックごとに市町村の方に集まって

いただきまして、今の検討状況など説明をさせていただいてます。また、先ほど言った事

業費納付金のことにつきましては９市町村だけではやっぱり決められませんので、決める
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前提としては、前段として全部の市町村に説明をした上で、こういった方向でいきたいと

了解をとりたいと思っています。先ほども言いました金額が、最終的に決まるのがどうや

っても１月になります。その段階で、市町村は、自分とこの国保税率・国保料率、平成 30

年度の分をどうするかを決定していただく必要はあります。 

 ただ、先ほど来言っていますように、その前に一定ある程度決めていきますので、今の

見込みではこれだけになる予定ですよと、ただ、ちょっとずれるかもしれませんと。これ

で準備はしてくださいということで、あらかじめ早目早目に対応はさせていただきたいと

思っています。 

◎上田（周）委員 その制度改正で、今までは市町村レベルでよかったものが、今度、県

議会も条例の関係も出てきますので、その辺をちょっと聞かせていただきました。 

◎中根委員 関連ですけれども、大変複雑な、毎年、負担率を見直されて、各市町村の負

担感と、それから県も全県を見ながら、どうやって国保料を決めていくかは、大変煩雑な

作業が毎年繰り返されることになると思うんですが、その体制とかその状況はどんなもの

ですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 主に、この納付金決めるのに一番難しいのは、市町村ごとの

配分の方法だと思っています。先ほど言ったように、医療費水準とか所得水準を反映させ

ていく。あと、激変緩和にならないような形をやっていくと。これについては、今年度決

めたら一定期間、例えば３年間という形でやりますので、そう大きな事務作業にはならな

いんではないかと。ただ、医療費が毎年度違っていますので、各市町村へお願いする事業

費納付金については、その算定方法をこういった形で決めましたと、例えば３年間これで

やりますよと決めたら、その方法に基づいて来年度の医療費の見込みはこうなるんで、お

たくはこれだけの納付金になりますよという形はこれをやらなくちゃいけない。ただ、こ

の業務量としては、今年度が一番多くって、後は今年度と比べてそんなには多くなるとは

思っていないです。 

◎中根委員 一定期間を決めるというのは、県が決められる状況ですか。 

◎伊藤参事兼国保指導課長 市町村と協議の上、決めさせていただきます。 

◎中根委員 国保の問題は今でも、頭が痛い言うたらおかしいですけれど、払いたくても

払えない状況があったり、使いたくても使えないので手おくれになったり、そういう実例

がある中での改編になりますので、使える皆保険にするためのって国は言うけれど、逆に

使えなくなることが大変心配なんです。ですから、そういう意味では一律ではない、それ

でやっぱり払える中身をどうするかで、知恵を絞っていただきたいと要望したいと思いま

す。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈健康対策課〉 
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◎弘田委員長 次に、健康対策課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 難病対策ですが、この疾病数がふえたことによる、新規申請状況はどうでし

ょうか。 

◎清水健康対策課長 疾患数がふえれば患者数もふえるところはあるんですが、実際 330

疾患、年間約 1,000 名弱の方が申請されております。その 330 疾患に均等に分かれている

わけではなくて、ほとんどが潰瘍性大腸炎、アルツハイマー病、ＲＳＤといったメジャー

な疾患に偏っておりまして、今回新しく加わった病気は、大理石病といって非常にマイナ

ーな疾患で、私の記憶の限りではまだ１例も申請が上がってない状況ですので、申請数に

大幅な変化があるとは見越しておりません。 

◎黒岩委員 県下的に難病指定をされている方はどのぐらいいらっしゃるんですか。 

◎清水健康対策課長 今、県下全域では、おおむね 7,000 名程度と認識しております。 

◎黒岩委員 難病相談支援センターというのは、どこにあってどういう機能をやっている

のか、教えてもらえますか。 

◎清水健康対策課長 難病支援相談センターにつきましては、高知駅のすぐ近くにありま

して、そこから数分の徒歩圏内にあります。内容は相談事業でありまして、難病の患者自

身で医師に相談しづらいこと、医師は医学的な部分を主に担当することとなっておりまし

て、それ以外は例えば難病患者同士でしか話し得ないこととか、そういったかなり難しい

ところもあると思うんですけれど、そこをピアサポートを行ったりするなどして、患者の

心の安らぎ等につながるものだという形でサービスを提供させていただいております。 

◎黒岩委員 利用度合いはどうですか。 

◎清水健康対策課長 年間に電話・面接を含めますとおよそ 600 件ほどですので、月々50

件ほどあると認識しております。 

◎中根委員 健やかな子供の成長っていうことで健康診断ってとても大事ということを、

これまでもずっと努力をしてきて、ここまでやっと上がってきたのかなと思うんですが、

当時問題になったころに、どういう人が健診に行っていないんだろうという話があって、

それで保育園に行っていれば、具合が悪くなければ安心してもうそのままになってるんじ

ゃないかとか、いろんな話がありましたが、この間パーセントがどういうところで上げて

きたのか、本来 100％あってもおかしくないのにどうしてこんなことになっているのかと

いう思いがありますので、わかっている部分があれば教えてください。 

◎田村健康対策課企画監 ここには書いていないんですけれども、平成 25 年度に、県内の

保育園・幼稚園に在籍の２歳児、４歳児の対象者が 4,000 人ぐらいの保護者に対してアン

ケートをやりました。その結果、未受診の理由のトップが、平日に仕事があって休めない
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っていうのが一番多かったです。それと２番目に多かったのが、これ複数回答なんですけ

れども、もう心配がない。あと、保育園・幼稚園で健康診断を受けている、そういった理

由が多かったのが結果として出てまいりましたので、それに対する県の取り組みといたし

ましては、未受診者対策をもう少し強化をすることで、ほとんどの市町村の未受診者の対

策が、未受診児に対して電話であったりだとか、あとは文書で受診勧奨をするといったや

り方が多くて、直接家庭訪問をして、専門職が健診の意義でありますだとか、それと子育

ての困り事に対してきちっと対応をするというための県の補助金をつくって、市町村が訪

問員を雇い上げる経費をつくりました。 

 直接訪問をすることで随分と受診者がふえてきたことと、あと保育園の話が出ましたけ

れども、ほとんどのお子さんが保育所・幼稚園に行っているということで、保育所の保育

士から直接声かけをしていただくということで、市町村の母子保健の担当のところとあと

保育所等の保育士との連携を強化していただいて、声かけを強化する。それと県もチラシ

をつくって、市町村で配布もしていただく。あと企業に対して、やはり平日で仕事を休み

づらいという御意見もありましたので、企業にできるだけ乳幼児健診に出やすい環境を整

えてほしいということでポスターを掲示したり、そういう取り組みをして、随分と上がっ

てまいりました。 

 特に高知市が日曜健診をふやしていただいた。 

◎中根委員 そうでしたね。 

◎田村健康対策課企画監 １６（１歳６カ月）・３歳の日曜健診がふえたことと、子供の半

分以上が高知市ですので、高知市の取り組みが随分この受診率の向上に寄与したと思って

います。 

◎中根委員 ほんとに、工夫というか、声かけの仕方って大事だなと思うんですが、その

あともう少しのその９％とか、数％のところをどんなにという何か策はいかがでしょうか。 

◎田村健康対策課企画監 この３年間で未受診児の日曜健診というのも、県と市町村で合

同でやりました。やはりできるだけ日曜日に来ていただくということで、高知市以外は日

曜健診をやっていませんでしたので、そのときに声かけをしていただいて、特に未受診児

の健診でしたので、来た方々が支援の必要な家庭のお子さんなんかが比較的ふだん平日に

来れない家庭の方々もいらっしゃいましたので、やはり市町村でも、そういった残りの数％

っていうのはリスクの高い御家庭が比較的多いですので、市町村では今妊娠期から子育て

期までのこの子育て世代包括支援センターを設置をしていただいて、母子保健コーディネ

ーターが中心に仕組みをつくっていただいております。 

 そういったところで少しその妊娠期から強化をするということで、その御家庭にできる

だけ接点を持っていただいて、妊娠期から支援をすることで乳幼児期に乳幼児健診もきち

っと受けていただくという、そこの強化をさらにしないと、なかなか 100％に近づけない
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のかなと思っていますので、この産前産後ケア対策、それとあと子育て世代包括支援セン

ターの設置推進で進めていきたいと考えております。 

◎中根委員 一番大事な部分にやっと手が届いていて、そうすることで子供たちの育ちも

随分変わってくる。相乗効果も随分たくさんのところに出てくるように思います。 

◎石井委員 がん検診の受診促進の関係で、県民世論調査の中で、１位で「忙しくて時間

がとれない」というところが半分、46％ということですけれども、これに対するケアとい

うのが、利便性を考慮したということでやっているのかなと思うんですけれども、例えば

先ほどの話でも日曜日にやったりとか、がん検診受診してもらって壮年期の死亡率が下が

っていくことになってくると、土日とか夜間とか、もっと時間がとれない人たちにどんな

アプローチしているのかということを教えていただければと思います。 

◎清水健康対策課長 委員がおっしゃったとおり、特にお仕事をしている方ですと平日は

なかなか難しいのはごもっともなことで、県としてもまず広域健診を、広域健診というの

はどこの市町村に住んでても受診できるもので、やはりデータ見ていると土日に受診者数

が多いということがありますので、今年度からは少し日数とか変えたりしますが、土日に

行うことを前提に考えさせていただきたいと思います。もう一つ、セット健診の促進化と

いうのがありまして、どういうことかと言いますと、がん検診全部で五つあります。きょ

うこの一つ行った、あした二つ行ったって毎回違う健診を５日間行くのは、やはり仕事を

持っている方、委員指摘がありましたようになかなか難しいことだと思いますので、でき

たら二つや三つの健診を同時に市町村が開催できるようにすれば、一回行っただけで複数

の健診を受診できるのが理想だと思っております。 

 ただ、そのためには、市町村自身もある程度人を張りつけなきゃいけないので、三つ四

つと健診の数がふえれば、当然そこに配置する人の数も必要となってきます。市町村によ

ってはなかなか難しいことだと思っておりますので、県としてもそこは補助を出しており、

その健診を担当する機関に補助を出して、そこの機関が人を雇うことで、健診当日に人を

配置するということを実施しております。今年度はその部分少し予算をふやさせていただ

いて、市町村からそういう要望があれば、適宜柔軟に対応できる形で予算編成をさせてい

ただいております。 

◎石井委員 毎年少しずつでも上がっていることで、取り組みの成果だとは思うんですけ

れども、やっぱり忙しくて時間がとれない、ほんとに共働きでということも含めて、夫婦

お互いなかなかとれないとか、たくさんあると思うんですけれども、この県民世論調査と

いうのはこれ毎年ずっとやってきて積み上げているものなのか、何年かに１回しかしない

ものなのか。できれば、この忙しくて時間がとれないというとこが少しずつ下がっていっ

て、利用しやすい受診体制になっていることを後追いしていっていただければと思うんで、

調査どんなにずっと続けていくつもりなのか、その辺を教えてもらえたら。 
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◎清水健康対策課長 県民世論調査につきましては、毎年やっておるものです。当然その

聞ける内容というのは限られておりまして、やはり県民の方々の負担ですとか記入できる

容量とか考えますと、すべてがすべて聞くというものではなくて、この年はこの課題とい

ったように、ある程度その課題を選択しているところはあると思います。今はがんのほう

は平成 28 年に実施したのと、２年前の平成 26 年、平成 24 年に実施しておりまして、大体

２年ごとに実施しています。やっぱりその成果を見ていくのは非常に大事なことだと思っ

ておりますので、今後とも、引き続き何らかの形で追いかけていきたいと考えております。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈食品・衛生課〉 

◎弘田委員長 次に、食品・衛生課を行います。 

（執行部の説明） 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎黒岩委員 水道施設の耐震化で、配水池の上水道ですかね、上水道の配水池で耐震化が

必要な箇所数とか、それから御説明では市町村のその持ち出しが要らないということで整

備が進んでいくと思いますが、100％に向けて、何か目標を年度とかわかれば。 

◎安藤食品・衛生課長 現在、市町村からは平成 34 年までの計画を出してもらっています。

合計８つの市町が計画を出していて、箇所数で申しますと 22 カ所ございます。まだ財政等

はここを詰めてはおりませんが、できる限り配水池の改善を進めることを早期に実現して

いきたいと考えております。 

◎黒岩委員 要は上水道、それから簡易水道でもいいんですよね。 

◎安藤食品・衛生課長 なぜ上水道に限ったかといいますと、簡易水道は国の国庫補助が

受けられます。ところが、上水道はいろいろ、規制というか条件がございまして、なかな

かその国の補助が受けられないことから、県で単独補助をつくったわけです。 

◎黒岩委員 そしたら、上水道でカバーしているところはもう物すごいありがたいという

か、南海トラフ地震でその水道管が破裂しても、シャットアウトして配水池から何か車で

給水車で運べるという思いでいいですかね。 

◎安藤食品・衛生課長 配水池には大概のところが緊急遮断弁というのを設けますので、

耐震化があったときには、すとんとそこでとまって水が蓄えられる構造にはなるはずです。 

◎浜田（豪）副委員長 動物愛護センターの関連といいますか、先ほど説明のありました

とおり、今の管理センターはなかなか厳しい状況だという中で、先ほどニュースで、徳島

県の動物管理センターの犬が２頭災害救助犬になって、表彰されたというのがありました。

今度のその動物愛護センター、検討委員会を立ち上げて有識者の方の御意見で構想をつく

っていく中で、そういったこともひとつ、譲渡もできないけれど可能性のある犬などを、

そのような形で災害救助犬だったり、いろんな形あると思いますけれど、そのようなこと
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も可能ではないかと思いますけれど、課長の御所見をお願いします。 

◎安藤食品・衛生課長 徳島県は愛護センターを結構早期につくっておりまして、全国で

も早い段階で大きな施設をつくっております。ただ、そうは言っても譲渡としての機能は

ちょっとおくれておりました。この間ちょっと行ったんですけれども、譲渡施設をたくさ

ん今年度つくるんだというお話でしたけれども、そのほかに副委員長がおっしゃったよう

にしつけ方、基本訓練はしつけになりますので、そういったことを全国でも一番初めに災

害訓練犬ということで発信しております。うちも当然やっていきたいですけれども、まず

はそれをするためのスペースなり何なりをつくる。それから、そういった職員を養成する

ことが必要ですので、段階的に取り組んでいきたいと思います。 

◎浜田（豪）副委員長 よりよき愛護センターのため、御努力のほどよろしくお願いいた

します。 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 以上で健康政策部の業務概要を終わります。 

 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。あすは午前 10 時から地域福祉部

の業務概要の聴取を行います。 

 これで本日の委員会を閉会いたします。 

 なお、執行部との懇親・懇談会をこの午後６時から三翠園で行うようにしておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれで散会いたします。               （16 時 54 分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 


