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浜田新知事 高知県政を一段と高いステージへ

今後の議会で具現化を追及

の大阪・関西万博に向けて再開発が

圏との交流や連携の強化による県経
済の活性化﹂を強調し︑2025年

3期12年間︑高知県政を担ってきた尾崎正直前知事の後を継ぐ浜田省司氏
が︑新知事として臨んだ県議会12月定例会は︑12月12日に開会し︑26日開

しかし︑IR汚職による逮捕者ま
で出ており︑国内市場の二番手に甘
んじているとも言われる中︑大阪I
Rのイニシアチブはその輝きを失い
かけています︒2025年の万博も

︵IR︶誘致との相乗効果にも期待
感を示し︑今後の経済成長を高知県
に取り込められれば︑拡大基調にあ
る県経済をさらに上昇気流に乗せて
いけると言及しました︒

さらに︑大阪府・市が進めている
カジノを含む統合型リゾート施設

ました︒

進む関西圏について︑﹁経済活力に
満ちており︑万博の経済波及効果は
約2兆円とも言われている﹂ と述べ

会日には︑2019年度一般会計補正予算案のうち︑県立高校で行う基礎学

力把握検査の委託料823万円の債務負担を削除する修正案が提出されたも
のの少数否決の後︑執行部提出の30議案が全会一致で可決︑承認されました︒

また︑岩城孝章副知事の再任同意議案は︑全会一致で同意されました︒
意見書議案では︑本県上空での米軍機による超低空飛行訓練の中止を求め
る意見書など4件が全会一致で可決されたものの︑首相主催の﹁桜を見る会﹂

疑惑の徹底究明を求める意見書案は︑提出した県民の会と共産党のみの賛成
少数で︑残念ながら否決されました︒

中山間地域の衰退といった困難な課
題に対する施策を一層強化していく
必要がある︒さらには︑南海トラフ
地震への備えも着実に進めなければ
ならない﹂と意欲を示されました︒
また︑﹁3つの目指すべき姿﹂と
して︑①産業振興によって新たな一層

含めて︑会場となる大阪湾岸の人工
島・夢洲の整備が間に合うのか予断

を許さず︑相乗効果を狙ったカジノ
を含む統合型リゾート︵IR︶の同
時開業も極めて困難な情勢です︒
前途多難さが浮き彫りになってい
る万博・IRをあてにした関西圏で
の新たな経済活動の戦略が︑どれだ
け効果的かつ効率的に展開していけ
るかは︑現時点で具体的な凛東があ
るわけではなく︑見通すことはでき
ません︒
今後も︑関西圏の経済戦略頼みで
いいのかとの疑問が湧く中で︑浜田
県政について注視していきます︒

坂本茂雄

◇県政へのご意見、ご要望をどうぞ◇ ホームページ

浜田新知事の政策の柱は︑尾崎県
政の継承・発展であり︑就任後初の
県議会となった12月議会でも︑従
来の政策を踏襲した発言が多く聞か
れました︒

所信表明では︑ ﹁高知県は間違
いなく良い方向に進んでいる﹂とし

た 上 で ︑ ﹁ 今 後 も 人 口 減 少 が 続 く 用を創出する﹃いきいきと仕事がで
こ と は 避 け ら れ ず ︑ 県 経 済 の 縮 み や きる高知﹄︑②教育の充実や子育て
支援︑日本一の健康長寿県づくりの
取り組みなどを通じた﹃いきいきと
生活ができる高知﹄︑③南海トラフ
地震対策や豪雨災害対策︑インフラ
整備の推進による﹃安全︑安心な高
知﹄を掲げ︑﹁共感と前進﹂ によ
り︑県政を一段と高いステージへ引

浜田知事カラーとしては︑﹁関西

万博・IR痛みの県経済
の活粧化に疑問符

き上げていく決意を示されました︒

9月定例会で、意見書の賛成討論を行う
坂本議員

地域で若者が働き︑暮らし
稼げる産業の異性化を

に対するためらいがあると思うが︑
事前対策を講ずるほうが︑中長期的
に見たら財政負担が小さいことを訴
えてきたし︑その実現を求めたい︒

︻知事︼政府には︑巨額の財政負担

興制度の創設﹂を求めてきたが︑こ
の要望がなぜ前進しないか︑聞く︒

︻質問︼事前復興について︑知事会
でも﹁超大型災害を想定した事前復

と考えるのであれば︑その実現に微
力ながら努力をさせていただきたい︒

弁されてきたが︑これは自民党内部
から変えていけることか︑聞く︒
︻知事︼一定の限界はあるかもしれ
ないが︑自民党内部においても︑住
民の安全を守るために必要なことだ

尾崎知事最後の定例会でl問l答
四遺不出馬を表明した尾崎正直知
事は︑県議会9月定例会で︑3斯12

年にわたる取り組みを﹁下降︑楷小
傾向にあった県勢は明確に上昇傾向
に転じてきた﹂と総括し︑産業振興

計画の推進によって﹁人口減少下に
あっても︑むしろ拡大する経済へと
転じっつある﹂と成果を強調されま
した︒

坂本議員は︑﹁生きやすく︑働き
やすく︑暮らしの支援を行う備えの
県政﹂を進めるための課題について︑
尾崎知事との最後の質問戦に立ちま
した︒

琴の政権で︑地方重視の
由面への転換は可能か？
︻質問︼より地方重視の国政にする
ため︑今の国政では不十分だったと

︻質問︼ ﹁若者が働き︑稼ぎ︑暮ら

感じたことについて︑聞く︒

︻知事︼地方創生や国土強靭化など︑

な︑農業︑林業︑水産業の平均年収
などを示す数値の明示について︑聞

金給与総額とか︑各集落において︑
若い人の人口動態などもトータルで
把握して︑取り組みがうまくいって
るか把握することも考える︒

︻知事︼l人当たりの県民所得︑現

く
︒

していける﹂ことを体感できるよう

地方を重視しようという政策が展開
されているが︑さらに人口減少が進
んでいく中︑より一層︑スピード感
を上げていく必要がある︒

︻質問︼米軍基地負担に関する知事
会の提言について︑これまで﹁県民
の不安が払拭されるよう︑事前の情
報提供や配慮を求め︑知事会の一員
として継続的に取り組みたい﹂と答

㌦︻農業分野︼販売農家l戸当たりの

くことが大切︒

の特性に応じたきめ細かな支援が行
われるよう関係者の理解を深めてい

⁝※部長答弁から抜粋

産出額は︑平成22年503万円︑平㌦

︻質問︼津波避難ビルや緊急避難場
所への避難所機能の整備や支援の仕

叉︻林業分野︼林業就業者l人当たり⁝

ていくと考えている︒

は︑基本的には補助などの支援をし

︻危機管理部長︼避難器具について

ならないような仕組みについて聞く︒

︻質問︼共助や自助の財政的負担に

軽減するため︑階段を滑らせて移動
できるエアバッグ式担架を購入して
いる︒引き続き︑車椅子を利用され
る方の安全な避難に関する事例を調
査し︑市町村と情報共有した折︒

︻質問︼スロープ未設置の避難ビル
等で︑車椅子の方が安全に避難でき
る方法について︑聞く︒
︻危機管理部長︼スロープを設置し
ていないタワーでは︑地域の方々が
車椅子を持ち上げて避難することを
想定している市町村がほとんどで︑
一部の市町村では︑介助者の負担を

応じた対策を進めるよう各市町村に
働きかけ︑県の地域防災対策総合補
助金を活用して︑障害者用トイレ︑
パーソナルテント︑背負い式避難異
などの整備が進んでいる︒今後も︑
要配慮者の特性に応じたきめ細かな
支援方法や必要な資機材の整備がさ
らに進むよう︑危機管理部とも連携
して地域の取組みを支援していく︒

︻地域福祉部長︼要配慮者の特性に

組みについて︑聞く︒

〜成29年817万円で62％の伸び

あ産出額は︑平成20年400万円︑
車成29年572万円で43％の伸び

こ水産業分野︼漁業就業者l人当た㌦
平成30年1487万円で51％の伸び

りの生産額は︑平成20年984万円∵

難易度の高い南海トラフ他家
対譲の具彼此を加速的に
︻質問︼避難行動要支援者対策につ
いて︑公助として行政が事前に行っ
ておくことについて︑聞く︒

︻地域福祉部長︼避難訓練の実施な
ど地域の取り組み支援に加えて︑安
全な避難路の確保や避難場所での受
入環境の整備︑福祉避難所の確保な
どに取り組む必要がある︒要配慮者

尾崎知事との最後の一間一答を行う
坂本議員

（2）

＜坂本茂雄県政かわら版＞

＜坂本茂雄県政かわら版＞
（3）

の避難所︑約1300カ所が確保さ
れているが︑いまだ︑2万人が不足
している︒今後の確保の目途は︑ど
うなっているか︒
︻危機管理部長︼今後︑まだ活用し
ていない学校の教室や公民館︑民間
施設の活用を進め︑全て活用できた
ら︑約3万人分のスペースが見込め

避難者約23万人に対し︑約21万人分

︻質問︼避難所は︑発災l週間後の

不足している避難所や仮設
住宅の確億の見通しは

よる製品開発に向けた意欲の喚起に
努めていく︒

︻質問︼階段を上れる車椅子などの
防災製品開発などについて︑聞く︒
︻商工労働部長︼避難行動における
要配慮者対策は極めて重要な課題︒
危機管理部や地域福祉部︑市町村な
どと連携を図りながら︑県内企業に

エアバッグ式担架で高齢者の避難支援
を行う津波避難ビルでの訓練

︒
る
︻質問︼中央圏域内での余剰充足数
を差し引いてもなお︑高知市では約
3万人の不足分に対して中央圏域を
越えた範囲で確保される避難先につ
いて︑聞く︒

︻危機管理部長︼発災後に避難先を
お示しできるのは︑基本的には広域
避難の調整が終わった時点になる︒
ただし︑高知市は多くの広域避難者
が想定されることから︑避難先につ
いてのおおまかな方向性は決めてい
きたい︒
︻質問︼避難訓練などを通じた広域
避難計画の磨き上げのための事前交
流への支援について︑聞く︒
︻危機管理部長︼県の地域防災対策
総合補助金の対象となっており︑市
町村が地域に補助する際にその2分
のlを補助している︒

︻質問︼応急仮設住宅建設用地とし
て約458ヘクタールの確保が必要
とされる仮設住宅の充足率を高める
ための異体的な方策について︑聞く︒
︻土木部長︼昨年度より︑2階建て
や3階建ての問題点や改善策の検討
を進めており︑必要となる仮設住宅
戸数を少なくするため住宅の耐震化
の促進で︑仮設住宅の充足率を高め
ていく︒

︻質問︼近年の災害で︑トレーラー
ハウス型応急仮設住宅が設置された
事例があるが︑この検討について︑
聞く︒

︻土木部長︼トレーラーハウス型仮
設住宅は︑比較的狭い敷地でも対応
できることから︑仮設住宅の建設用
地不足の解消につながるものと考え
ており︑その活用について検討を進
めている︒

生きブらさの解消に向けて
︻質問︼ ワンストップで対応できる
窓口の創設など﹁断らない相談支援﹂
の体制について︑聞く︒
︻地域福祉部長︼県の地域福祉支援
計画の改訂作業において︑市町村の
相談体制や専門的な人材育成など︑
県の支援のあり方について︑検討し
ていきたい︒
︻質問︼ひきこもりなど社会的孤立
に苦しむ人の相談を担い︑就労を支
援する﹁アウトリーチ支援貞﹂を白

日本ムービングハウス協会の資料より抜粋写真

治体に配置する検討に入っているが︑
本県ではどのような対応を検討され
るのか︑聞く︒
︻地域福祉部長︼みずからSOSを
出せず支援に結びつかない方を支え
ていくには︑支援に繋ぐためのアウ
トリーチが有効な手段であり︑国で

予算化されれば︑積極的に活用し︑
地域でSOSを待つのではなく︑早
い段階から訪問支援を行う体制の構
築に向けて取り組んでいく︒

県立大学図書館の蔵書
除却舛分問題は︑茄等の
謙穎解決を

︻質問︼高知県公立大学法人評価委
員会による﹁平成30年度業務実績評
価書﹂ の妥当性について︑聞く︒
︻知事︼第三者委員会で議論した結
論であり︑ご指摘のような私学大学
支援課からの圧力によって内容がゆ
がめられたという事実は一切ない︒

ご指摘のあった︵図書館改革の︶打

していく︒

ちどめ感というようなことはなく︑
これから改革のプロセスを具体化し
ていくときで︑大学でしっかり対応

︻坂本議員︼検証委員会の整口が妥
当だったのか︑それがないと今後の
改革もきちんとされない︒その意味
では︑もっと深く掘り下げた議論が
継続されるべき︒
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きこもり︑介護︑貧困などの複合的
な課題に対して︑ワンストップで対
応できる自治体窓口の創設など﹁断
らない相談支援﹂ の整備に向けた財
政約・人的支援を行うこと︒

備︶すること︒

講じること︒

⑦県職員の働き方改革︵とりわけ時
間外勤務の縮減︶に向けた具体策を

県民の会では︑共産党ととも
に︑いったん持ち帰り︑次回の
議会運営委員会での検討までに︑

ることも示しました︒

する案を示し︑議論の中で定額部分
のさらなる減額も検討する余地があ

相当分としてl㌔当たり29円を加算

減額し︑県の旅費規程に基づく実費

悪質な書き込み等に対応するための

味合いだけではない﹂などと定額分
の必要性を主張しながらも︑﹁全国
的に見ても本県は割高だ﹂として︑
定額分を現行の5千円から4千円に

自民︑公明は相変わらず﹁費
用弁償には︑準備や連絡調整の
費用も含まれる﹂ ﹁交通費の意

られました︒

の定額制度となっていますが︑
県民の会と共産党が求めていた
完全実費化は自民党をはじめと
した他会派の主張によって見送

して3000円減額して︑現行

﹁滞在手当﹂を﹁費用弁償﹂と

また︑13年前に県議会では︑

ることとなりました︒

スの確保とベビーシッターサー
ビスの提供によって︑本会議だ
けでなく︑各委員会を対象とす
る傍聴機会を新年度から確保で
きるように︑具体的な検討に入

ビスのあり方については︑スペー

これまで︑議会運営委員会で︑議
会改革課題について随時検討をして
きましたが︑現状についてご報告し
ておきます︒
親子連れが傍聴しやすい託児サー

モニタリング体制を早期に構築︵整

一次産業︑生きやすさ︑災害への備え︑人権問題など
ました︒提出した要望のうち紙面の
都合上︑坂本議員が提案した項目な
どを中心に紹介します︒

④産後ケア事業の未実施自治体への
財政的・人的支援を行うこと︒

県民の会では︑2020年度に向
けた県政要望を浜田新知事に提出し

①森林・林業政策について
ア．県及び市町村における﹁森林環
境譲与税﹂の使途については︑県
としても集約する中で︑評価・分
析するとともに︑市町村段階にお
ける体制の整備に向け︑国への支
援要請をはじめ︑県としての現在
の支援体制の拡充を図ること︒
ィ．主伐・再造林を進めていく中で
苗木の安定的な確保に向け︑苗木
の残苗補償︑被害補償などに対す
る支援の再開を行うこと︒

ウ．林業事業体の育成・確保に向け
た施策の充実を図るため︑山村地
域で雇用の拡大・改善を行う企業
に対する支援措置を講じること︒

⑥﹁部落差別解消推進法﹂ の具体化

⑤南海トラフ地震への備えについて︑
ア．地域防災対策総合補助金の自治
体上限枠の緩和を図ること︒
ィ．避難行動要支援者対策として︑
個別計画の策定と避難環境の整備
の支援を図ること︒その際に︑福
祉関係のマンパワーを個別計画策
定着の支援者とする仕組みづくり
の支援を行うこと︒
ウ．﹁生活を立ち上げる﹂局面の拡
充を図るため︑要配慮老だけでな
く︑一人ひとりの被災者ノート・
被災者カルテ作成手法の導入など︑
災害ケースマネジメントの実施に

②高知県における主要農作物の優良
な種子の生産及び普及を促進するた
め︑﹁高知県主要農作物種子生産条

として︑法務省実施の部落問題に関

るとともに︑ネット上の差別情報︑
人権侵害事案︑デマや偏見に基づく

する﹁国民意識調査﹂ の調査項目を
精査の上﹁県民意識調査﹂を実施す

取り組むこと︒

例﹂を制定すること︒

③ひきこもり支援について︑実態調
査の実施とその結果にもとづく抜本
的な施策を充実すること︒また︑ひ

改革に努めでいきたいと思います︒

が大きい場合に︑随時これらに
ついても検討することとなりました
ので︑あきらめることなく全国状況
や県民の声に耳を傾け︑不断の議会

しかし︑今後は︑四囲の変化

がら今回も実現しませんでした︒

県民の傍聴機会の保障という
面では︑12都府県で既に導入さ
れている常任委員会のインター
ネット中継の導入は︑自民党会
派や公明党会派が慎重姿勢を崩
さず︑時間的な公平性や︑執行
部の答弁が慎重になるとか︑パ
フォーマンスに傾斜するなど︑
相変わらず慎重姿勢の理由をあ
げつらうことに終始し︑自民︑
公明が見送りを主張し︑残念な

会派で検討することとしました︒

議会改革一歩進む毛道半ば

