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 本日、議員の皆様のご出席をいただき、平成１９年９月県議会定例会が開

かれますことを厚くお礼申し上げます。 

ここ数年、国は、自由競争や効率性に重きをおいた政策を推し進めてきま

した。その一方で、地方が独自の知恵と力で、自由に競い合っていくための

基盤となる、地方分権改革はなおざりにしたまま、国の収支の均衡を口実に、

地方交付税などの大幅な削減を行いました。こうした国の政策が様々な分野

に大きな格差を生み出していますので、今回の参議院選挙の結果は、当然の

ことと受け止めざるを得ません。 

しかし、その結果が、国と地方との関係に大きな変化を引き起こすかと言

えば、決してそうとは言えません。と言いますのも、現在の与野党の動きを

見る限り、地方から上がっている不満に対しては、国から地方への財政支出

など、従来型の手法で対応しようとの姿勢しか見えてこないからです。 

このまま、税制も含めた国と地方との関係の構造的な変革が進まないまま、

道州制の名の下に都道府県合併が進められれば、高知県は地理的にも経済的

にも、辺境の地としての位置付けから、抜け出せなくなる恐れがあります。

このため、新たな立場で、国と地方との間にある壁を打ち破ることに力を尽

くしてみたいと考えました。 

多選の是非が議論される今、あらためて、この１６年を振り返ってみます

と、高知に身を投じた当初、高知県を踏み台に１期か２期で知事を辞めて、

転身を図るだろうと取りざたされたことが、懐かしく感じられます。 

この１６年の間、一貫して取り組んできましたことは、職員の意識改革と、
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県民参加による、県民の目線に立った県政の実現でした。 

具体的には、森林環境税の導入に向けた検討をはじめ、こども条例づくり、

ＮＰＯとの協働事業など、様々な分野に県民参加の手法を取り入れますこと

で、住民と行政との間の新しい関係の構築を目指してきました。こうした取

り組みの積み重ねが、県政の透明性を高めてきましたし、職員の意識改革に

もつながってきました。 

また、任期の前半は、バブル経済の崩壊に伴う、いわゆる「失われた１０

年」と重なり合っていましたので、景気のてこ入れを目指した、国の経済対

策を積極的に受け込んで、道路をはじめ、立ち遅れた社会資本の整備に努め

ました。そのため、知事に就任した平成３年度末には、４，０２２億円だっ

た県債の残高が、ピーク時には８，０００億円を超えるまでになりましたが、

その分、県の資産の台帳には、産業振興や利便性の向上にかかわる施設から

県民の皆様の安全にかかわる施設まで、多くの社会資本を残すことができま

した。 

あわせて、財政の悪化を未然に防ぎますため、全国に先駆けて、行財政の

改革に取り組みました結果、平成１４年度の当初には、ほぼ収支が均衡した

予算を組むことができました。ところが、その後、「三位一体の改革」に名

を借りた地方交付税の大幅な削減によって、財源不足の事態に陥ったことは

残念でなりません。 

一方、この１６年の間には、公設民営方式での高知工科大学の設立や、土

佐の教育改革をはじめ、１．５車線的な道路整備、森林環境税の導入、協働
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の森づくりの提唱、さらには、本格的なアウトソーシングの推進など、全国

に先駆けた取り組みを発信してきました。 

その間に、つらく悔やまれる出来事もありました。それは、モード・アバ

ンセに対する融資の問題で、先月の最高裁判所の決定によって、私とともに

県政に携わってきた元の副知事を含む３名の実刑が確定しました。 

この経験は、私はもとより、高知県庁として決して忘れてはならないこと

ですが、情報公開の徹底とともに、説明責任の大切さを職員に強く指導して

きましたので、現在では、そうした事件が再発するような土壌はなくなって

います。 

ただ、一つ気掛かりなことは、自分自身も含めて「職務に関する働きかけ

の公表」に対する姿勢が、時間の経過とともに薄らいできていることです。

このため、今回の最高裁の決定を機会に、内容の軽重や是非の判断にかかわ

らず、すべての働きかけを記録して、公表していく形に改めれば、そのこと

が、県政の透明化を後ずさりさせない道だと確信しています。 

 もう一つ、この１６年の間には、議会と執行部との関係や、議会活動の形

も大きく変わってきました。例えば、本会議では、ほとんどの議員の方が再

質問をされるようになって、より活発な論議が交わされるようになりました

し、執行部としても、答弁をなるべく分かりやすく丁寧な言い回しに変える

ことで、議会での論議に真摯に対応してきました。 

 さらに、平成１１年度以降は、議員提案の条例案が毎年提出されるように

なって、県政の幅を広げていただきました。議会と執行部との関係では、県
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民の皆様にご心配をかけた面もありますが、こうして、より良い緊張感が生

まれましたことは、地方自治の姿として、肯定的に捉えるべきだと考えてい

ます。 

続きまして、当面の政策課題への対応をご説明します。 

 まず、県立大学の改革です。 

 現在、取り組んでいます県立大学の改革では、看護学部をはじめとする既

存の学部を池キャンパスに再編統合することで、高知医療センターと連携し

た保健、医療、福祉を支える人材の養成を目指しています。 

 また、この改革は、医療の高度化や、保健、医療、福祉の制度の見直しが

進められます中、全国に先んじて、少子高齢社会を迎えている本県にとりま

しては、特に急がれるものです。 

 具体的には、看護、社会福祉、健康栄養のそれぞれの学部の入学定員を増

やすことで、県民の皆様の安全と安心を守るために、必要な人材の養成を目

指しています。このため、再度国とも協議をしました結果、今議会で予算を

お認めいただければ、当初の予定どおり、平成２１年４月からの開設が可能

になりましたので、造成と施設の建設などに要します予算をあらためて提案

することにしました。 

 このうち、看護学部は、日本で初めて大学での看護教育を手がけた伝統あ

る学部ですので、引き続き、高度医療や急性期の医療に対応できる幅広い先

端技術を身に付けた看護師の養成を目指します。 

 と同時に、県内の看護師や助産師の不足に対応するため、入学試験に際し



 

 5

ての県内からの推薦枠や、奨学金の貸付枠の拡大などによって、県内の医療

の現場での人材の確保につなげていきます。 

 社会福祉学部では、国家試験になっている社会福祉士と精神保健福祉士の

合格率が、全国でもトップクラスという実績を生かして、介護予防から終末

期までの幅広いニーズに応えられる、質の高い介護職員の養成を目指します。 

 さらに、高齢化社会の進展や健康志向の高まりの中で、健康栄養学部が担

います管理栄養士の養成には、病院や学校、企業などの幅広い分野で、大き

なニーズが見込まれています。 

 また、平成２０年度からは、メタボリック・シンドロームに着目をした健

診や保健指導が医療保険者に義務付けられますが、この面でも、管理栄養士

の果たす役割は大きくなってきます。 

 あわせて、医療や福祉、介護の現場では、こうした各分野での質の高い人

材の育成はもとより、医師をはじめ、看護師、社会福祉士、介護福祉士、管

理栄養士などの専門家が、一つのチームをつくって患者の課題に応じていく、

いわゆるチーム医療の考え方がますます重要になってきます。 

 それに応えるためにも、学部間の連携はもとより、臨床の現場と密着した

教育の場づくりが求められていますので、高知医療センターに隣接する池キ

ャンパスへの統合は、まさに、時代の要請に応える道だと思います。 

 このように、県立大学の改革は、今後の本県を担う人づくりの上で欠かす

ことのできない課題ですので、予算案へのご理解を賜りますようお願い申し

上げます。 
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 一方、県立大学の改革の大きなテーマになっています、新しい社会科学系

の学部に関しましては、別途、大学と定期的に協議を進めています。 

この新しい学部をめぐっては、これまでも、その内容や設置の場所、さら

には、県内の高等教育機関の将来にわたるあり方も含めて、様々なご議論を

いただきましたが、今後はそれに加えて、社会人教育や地域貢献、街づくり

の視点など、様々な角度から協議を深めていきます。 

県と大学との間で、新学部の構想案がまとまりましたら、あらためて議会

にお示しをしました上で、ご議論をお願いしたいと考えています。こうした

ことから、新学部に関する予算案は、それらのプロセスを踏まえた上、議会

で一定の方向付けが出されました後に、あらためて提案したいと考えていま

す。 

 先の議会では、今後の財政運営の見通しに対しましても、多くの議論をい

ただきました。確かに県の財政は、依然として厳しい状況にありますので、

今後の見通しには万全の注意を払っていかなければなりません。しかし、そ

うした中でも、県立大学の改革をはじめ、県として必要な政策には、その実

現に向けて最善の努力を傾ける必要があります。 

 このため、この夏の政策協議以降も、財政収支の見通しと対応策の検討を

重ねてきました。 

 その結果、現状では今後も、国の「歳出・歳入一体改革」によって、地方

交付税の抑制が見込まれますので、厳しい財政状況が続くことには変わりな

いと受け止めています。しかし、そうした中でも、事務事業の見直しはもと
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より、基金の取り崩しや遊休財産の処分、さらには、職員の給与のカットを

継続することなどで、今後の財政収支は均衡を確保できると判断しています。 

 一方、こうした県庁内部でのやりくりと併せて、地方交付税の確保や地方

税の充実など、地域間の格差の是正に向けた制度の確立も強く求めていく必

要があります。 

本県では、これまでも、国に対して繰り返し、地方交付税の確保などを強

く主張してきましたが、国と地方を通じた改革は、地方分権や税と財政の制

度、さらには道州制など、今後も絶えることなく議論されることになります

ので、これからも、粘り強く働きかけていかなければなりません。 

だからこそ、私自身、知事の職を退いた後も、そうした姿勢を持ち続けて

いきたいと考えています。 

 産業の振興と雇用の確保という、本県にとって最も優先すべき重要な課題

に実践的に取り組むため、このほど、今後５年間に本県の産業が目指す方向

性と重点的に実施する方策を示した「産業振興ビジョン」を取りまとめまし

た。今後は、産業界と一体となって、地域の資源や強みを生かした産業群の

形成や、競争力の強化などを目指して、ビジョンの実現に取り組んでいきま

す。 

また、このビジョンの実効性を担保するための仕組みとして、産業振興セ

ンターに、中小企業だけでなく、協同組合なども対象にした「こうち産業振

興基金」を創設します。その運用益を活用して、経営革新や販路の開拓、さ

らには、研究開発などの取り組みを後押ししていきますが、対象となる事業
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の公募を始めましたので、審査会での検討を経て、できるだけ早く支援を行

っていきたいと考えています。 

 あわせて、この基金の活用に当たりましては、産業振興センターや関係の

団体と一体となって、計画づくりから事業化までを一貫して支援していきま

す。 

 また、厳しい雇用情勢に対する新しい取り組みの一つとして、県営林を活

用した雇用対策を実施することにしました。 

 この取り組みでは、まず県が、森林組合をはじめとする事業者に対して、

事業地として活用できる県有林をお示しした上で、新たな労働者を雇用して

運営する事業計画を提案していただきます。 

 県営林を仕事の場に提供しますことで、事業者にとっては、事業地の取り

まとめが容易になりますし、新しい担い手の育成にもつなげられるというメ

リットがあります。 

一方、県にとりましては、新しい雇用の場の確保はもちろんのこと、県民

の皆様の財産である、県営林の価値を高めるといった利点もあります。 

当面は、５年間の限定付きの事業ですが、この間に効率的な施業のノウハ

ウを蓄積していただければ、民有林の仕事にも展開していけますので、積極

的な提案を期待しています。 

雇用対策では、こうした取り組みに加えまして、地域の企業などが主体的

に実施します雇用創出につながる活動に対して、国の支援事業を導入するバ

ックアップも行っています。その結果、これまでに、高知市など県内の３つ
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の地域が、人材の育成などを行います国の事業に採択をされました。あわせ

まして、産地の技術や、農林水産物、観光資源など、地域の強みとなる資源

を生かして、商品化や事業化につなげるプログラムにも、複数の企業が採択

に向けてチャレンジをしています。 

県としましては、今後も、具体的な雇用の創出を見据えた取り組みを重点

的に進めますとともに、こうした地域の企業や市町村の取り組みを、積極的

に支援しますことで、雇用の改善につなげていきます。 

また、新たな雇用の場を確保する上で、企業誘致は有効な手段ですが、そ

の受け皿になる工業用地が残り少なくなっています。このため、今後、企業

の立地に向けた動きとタイミングを見逃すことのないよう、工業団地を早期

に整備することにしました。 

 工業団地の場合、これまでは、県や市町村がそれぞれ単独で、団地を整備

して企業誘致を行ってきましたが、県も市町村も、ともに厳しい財政状況で

すので、こうした従来型の手法で整備することは困難になっています。 

そこで、県と市町村とが、共同で団地を整備しますことで、開発に伴いま

す経費を双方で分担し合うことにしました。こうして、それぞれの持ち味を

生かすことで事業のスピードアップが図れますし、企業の誘致から立地後の

アフターケアに至るまで、地元の市町村と連携したきめ細かな取り組みが可

能になります。 

このため、まずは、企業の立地の可能性が高い南国市と香南市で、両市と

共同して、新たな工業団地の整備に着手することにしました。 
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一方、宿毛湾港工業流通団地の分譲に当たっては、特に厳しい環境にある

西南地域の雇用情勢を考えまして、本年度から、企業誘致に向けた体制を強

化してきました。 

こうした取り組みの中で、立地に関心を示す企業から、前向きな打診をい

ただきましたが、従来からの支援策では、早期の誘致は難しいと判断しまし

たため、このほど、思い切ってその支援策を拡充することにしました。 

あわせて、宿毛市土地開発公社が先行的に取得しています用地の一部を県

が買い取りました後、あらためて立地の公募を行うことにしています。 

 同じく、重要港湾の利活用に向けた取り組みとして、今月４日から２日間、

高知港の姉妹港などで組織しますＩＮＡＰの第９回の会議を、高知市で開催

しました。 

 この会議には、新たに高知港と姉妹港の提携を結んだ、韓国の木浦新港も

含めた海外の５カ国６港からの港湾関係者をはじめ、県内の多くの荷主企業

や港湾関係の企業の方々が参加をされました。 

 会議では、港を通じた経済活動の促進に向けて、活発な意見交換を行いま

したが、これまで積み重ねてきました交流によって、県内の企業と会員港の

周辺の現地企業との間に、新たな貿易や事業提携が生まれています。その中

には、県内での雇用や土地の有効利用につながったケースもありますので、

ＩＮＡＰの活動を通じた貿易の振興が、県の経済に与えた効果も決して小さ

くはありません。 

また、統計の上でも、ＩＮＡＰの会員港との間のコンテナ貨物の取扱量が、
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高知港全体の２０パーセント近くを占めるまでになっていますので、今後も、

この輪を広げますとともに、港同士の交流をベースにした海外との経済交流

を積極的に進めていきたいと考えています。 

 また、海外に目を向けた取り組みの一環として、先月、ＩＮＡＰの会員港

でもある中国の青島で、青島市政府の全面的な協力の下、海洋深層水やミネ

ラル調整液をＰＲするためのセミナーを開催しました。セミナーには、現地

の政府関係者をはじめ、研究機関や地元企業、日系企業など、およそ１００

人が参加をして、活発な質疑が交わされました。なかでも、室戸海洋深層水

のミネラル調整液は、濃縮による輸送コストの大幅な削減で、海外でのビジ

ネス展開を可能にしましたので、参加者からは、ビジネスプランの提案や、

サンプルの提供を求める声も頂きました。  

 今後は、上海事務所を窓口に、青島市での海洋深層水ビジネスの実現に向

けて、具体的な取り組みを進めますことで、中国市場への足掛かりにしたい

と考えています。 

 平成１７年３月に「観光ビジョン」を策定しましてから、２年余りが経過

しましたので、あったか高知観光条例の規定に従って、中間報告を今議会に

提出しました。 

 これまでの間、ビジョンに沿って、各地域での体験型観光のメニューづく

りが着実に進められますとともに、グリーンツーリズムの推進によって、農

家民宿などの数も増えてきました。また、本格的な観光シーズンの幕開けに

向けた春先の新たな取り組みとして「土佐のおきゃく」が民間主体で開催さ
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れますなど、地域の特性を生かした新たな観光地づくりも進められてきまし

た。 

一方で、地域による観光メニューの商品化や、県外観光客への情報発信、

さらには、県民挙げてのおもてなしの推進など、今後対応していかなければ

ならない課題も明らかになってきましたので、今議会でご議論をいただきま

すとともに、それを観光関係の方々にフィードバックすることによりまして、

これからの取り組みに生かしていきたいと考えています。 

 来年３月から開催します「花・人・土佐であい博」は、先月の推進委員会

で、この秋の１１月１７日から２５日までの９日間、高知城をはじめ、中央

公園や、中心商店街などをキャンドルアップします「土佐のキャンドルナイ

ト」など、２２のプレ事業の具体的な内容がまとまりました。また、であい

博本番のオープニングイベントや「土佐のおきゃく」を東部、西部に拡大を

して、各地域で開催しますことなど、四季折々の特別イベントの基本方針も

決定しました。 

あわせて、牧野植物園では、開園５０周年の記念事業となります「五台山

花絵巻」に向けまして、日本の伝統的な植物を観賞していただくための園地

の整備のほか、隣接する五台山公園の花壇などの整備を進めています。 

 この「五台山花絵巻」は、であい博の春のシーズンを彩る中心的なイベン

トですので、一年を通じての、であい博の勢いにつなげることができますよ

う、万全の準備を進めていきます。 

 本県が全国に先駆けて導入しました森林環境税は、既に全国の都道府県の
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半数にあたる２３県で導入されています。また、今後導入することを決めて

いるか、あるいは導入を検討しているところは、合わせて２０道府県に上っ

ていますので、全国的にも大きな広がりを見せています。 

こうした中、本県の森林環境税は、今年度の末で５年の期限を迎えますが、

昨年度のアンケートなどの結果、県民の方々からは、来年度以降も継続をす

ることに大方の賛同が得られました。このため、庁内にプロジェクトチーム

を設けまして、より効果的な税の使い道や負担のあり方などを検討してきま

した。 

その結果、プロジェクトチームでは、年に一律５００円という現在の負担

額を維持しました上、地球温暖化の原因になる二酸化炭素の吸収に着目した

森づくりを進めるために、森林環境税で整備する対象の森林を１０倍に増や

すといった案をまとめています。 

現在、この案をたたき台に、県民の皆様のご意見をお聴きするパブリック

コメントを行っていますので、これに寄せられるご意見を参考にしながら、

検討を重ねていきます。 

また、本県では、循環型社会の先進地域を目指す活動の一つとして、協働

の森づくり事業に取り組んでいますが、これまでに予想を超える１９の企業

と団体に参加をしていただきました。 

今月初めには、協働の森づくりのパートナーである企業や団体のトップの

方々にお集まりをいただいて、梼原町で土佐林間会議を開催しました。地球

温暖化の防止に役立つ森林の外部経済効果などをテーマに、自由な意見交換
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をしましたが、大手企業のトップの方々の環境問題に対する意識の高さや熱

意をあらためて実感しました。 

今後も、森林の再生や環境の保全に向けた行動に結びつくことを視野に入

れながら、このような会議を継続させていきたいと考えています。そして、

いつの日か、高知の山間から全国に世界に情報を発信する、日本における環

境のダボス会議のような存在になれればと夢見ています。 

また、整備された森林が二酸化炭素を吸収する量を京都議定書に準じた方

法で県が認証しました上、それを「ＣＯ２吸収証書」として企業にお渡しす

るといった、全国で初めての試みも実施しています。 

これに続いて、化石燃料の代わりに、木質バイオマスを利用することによ

ります二酸化炭素の削減量を認証するため、先月、専門家による「ＣＯ２削

減専門委員会」を立ち上げました。 

こうした取り組みを進めることによりまして、まだ制度が整備されていな

い国内での排出量取引を先取りする仕組みを、京都議定書に沿って、本県独

自に設けることを目指していきます。 

先日、総務省から地上デジタル放送の「市町村別ロードマップ」が公表さ

れました。 

これまでは、２０１１年７月に予定されていますアナログ放送の停止の際

には、現在アナログ放送が視聴できるエリアは、すべてデジタル放送でカバ

ーされると予定されていました。 

ところが、今回公表されたロードマップによりますと、本県では、思いの
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ほか多くの世帯でテレビ放送が見られなくなるという内容になっています。 

この点を県内の放送事業者にお聴きしますと、これは、機械的なシミュレ

ーションによる、おおよその調査なので、実際にはデジタル放送でカバーさ

れない地域は、このマップよりも少なくなる見込みだとのお話でした。とは

言え、テレビ放送を見ることのできない世帯が出ること自体、大きな問題で

す。 

 これまでも繰り返しお話ししてきましたように、地上デジタル放送は、国

の政策として実施されるものですので、こうした問題の解決に向けては、本

来、国が責任を持って対応しなくてはいけません。 

こうしたことから、近く総務省が高知市内で開催を予定しています、自治

体を対象にした「市町村別ロードマップ」の説明会の場など、いろいろな機

会を捉えて、国の責任で対応をするよう強く要請していきます。あわせて、

同じ問題を抱えている他の道府県とも連携をして、地域からの声を粘り強く

国に訴えていきます。 

また、県ではこれまでも、地上波テレビ放送のデジタル化に対します支援

策を講じてきましたが、今回公表されました各地域の状況なども踏まえまし

て、個別に市町村との協議を行いますなど、できるだけ、県民の皆様が不安

を抱かれないように努力していきます。 

 県内の漁協を一つに合併する、県１漁協への参画の是非を問う臨時総会が、

先月２５日に県内一斉に開催されました。その結果、１９の漁協で合併が可

決されましたので、今月４日には、高知県漁業協同組合の設立に向けた調印
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式が行われました｡ 

 これによって、来年４月には、販売の取扱高や組合員数で県全体の半数を

上回る、県内では最大規模の漁協が設立されることになりました｡ 

 今後は、この高知県漁業協同組合が、早期に自立した安定経営に移行しま

すことで、県内の漁業者の所得の向上につながっていきますよう、財務体質

の強化や情報化の推進など、できるだけの支援を行っていきます。 

 一方、今回の合併の投票に当たっては、３分の２の賛成が必要という高い

ハードルが設けられていますため、過半数の組合員が賛成をしたものの、結

果的には否決になった漁協もあります。こうしたことも踏まえまして、引き

続き、系統団体とも連携をとりながら、参画する漁協の拡大に努めていきま

す｡ 

高知競馬は、売上げの減少に歯止めがかからないため、厳しい経営を余儀

なくされています。このままでは、存続が難しくなりますので、馬主、調教

師など競馬関係者による運営協議会で、こうした現状認識を共有しました上、

収支のバランスのとれた経営構造に転換するための改善策の策定と、その実

現に取り組んできました。 

その結果、競馬関係者などのご理解とご協力を得て、競馬組合の事務局や

従事員の体制の見直しをはじめ、馬券を発売するシステムなど委託経費の削

減を行うことができました。 

これによって、高知競馬を収入に見合った経営が行える体質にしていくた

めの一定の道筋をつけることができたと考えていますが、引き続き、存続に
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向けた取り組みを工夫しますことで、経営の安定を目指していきます。 

障害者自立支援法が目指します、障害のある人の自立した生活を実現しま

すため、県では、今年３月に策定をした障害福祉計画に基づいて取り組みを

進めていますが、その中では、入所施設を利用している方などが、地域での

生活に移行するために必要なグループホームやケアホームの確保が重要な課

題です。 

こうした課題に対して国では、建物の改修や、アパートなどの借り上げに

伴う経費を助成する事業を設けていますし、民間にも助成制度があります。

このため、こうした制度を活用しながら、事業者と協力して整備を進めてい

ますが、本県は、グループホームなどに転用が可能なアパートや空き家が少

ないため、既存の建物だけでは必要な量を確保するのが難しいといった実態

があります。 

このような状況を踏まえまして、グループホームやケアホームを新設する

事業者に対して、今回新たに、県単独の補助制度を設けることにしました。

これによりまして、必要となる箇所数を、計画どおりに確保していきます。

あわせて、国に対しましても、引き続き、地方の実情を訴えながら、支援策

の強化を求めていきたいと考えています。 

昨年度制定されました、がん対策基本法や、議員提案で制定されました、

高知県がん対策推進条例に基づきまして、本年度は、がん対策推進計画を策

定しています。 

また、がんの患者さんやご家族への支援策として、気軽に集い、交流でき
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るような相談窓口を、こうち男女共同参画センター「ソーレ」の中に開設す

ることにしています。この窓口は、がんに関する悩みや不安に対する相談だ

けでなく、患者さんやご家族同士の情報の交換や交流の場にもなりますが、

併せて、県民の皆様に、がんに関する最新の情報を提供する役割も担ってい

ます。 

開設後には、この相談窓口を拠点に、がん診療の連携拠点病院や患者団体、

さらには医療機関などと、これまで以上に連携を深めますことで、がんに関

する情報の提供や相談支援の体制の充実に努めていきます。 

これからの教育を支える新たな仕組みづくりを県民の皆様とともに考えて

いくために、教育行政のあり方や小・中学校の再編、さらには、教育にかか

る費用負担のあり方をテーマとする教育懇談会を、今月、県内３カ所で開催

しました。また、これに先立ちまして７月には、教育の分野にかかわる方々

から、行政や学校、地域で何ができるのかも含めて、ご意見をお聞きしまし

た。 

これらの意見交換の中では、「教育機関の機能強化を図るために、市町村

教育委員会の広域化は検討すべき課題だ」といった意見がある一方で、「き

め細かなサービスが維持できるのか」、「小規模の学校でも、素晴らしい教

育ができているのではないか」といった声もお聞きしました。また、教育に

かかる費用については、「国が責任を持つか、あるいは、県の予算の中でや

りくりをするべきだ」といった意見も数多く出されました。さらに、こうし

たテーマにとどまらず、家庭教育の重要性や今日の様々な教育課題など、幅
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広く議論を行うことができました。 

こうした懇談だけで簡単に結論が出るものではありませんが、教育に関す

る議論を深めていくこと自体、これからの高知県を考えていく上で、大変意

義のあることですので、引き続き、地域での意見交換を積み重ねていきたい

と考えています。 

今月１６日、高知医療センターの前病院長が収賄の容疑で逮捕されました。 

前病院長が、新病院の立ち上げに際して、「医療の中心は患者さん」とい

う理念の下に、医療の質やサービスの向上のほか、病院経営の効率化に尽力

したことは評価すべきことです。それだけに、収賄といった県民の皆様の信

頼を裏切るような容疑で逮捕されたことを大変遺憾に思います。 

高知医療センターは、平成１７年２月に開院しまして以来、県内全域から

の急性期疾患の患者の受け入れをはじめ、高度医療や、高次の救命救急、さ

らには周産期医療への対応など、本県の基幹病院として、大きな役割を果た

しています。このたびの事件に動揺することなく、組織が一丸となって県民

医療のために、引き続き、全力を挙げて取り組んでいただきたいと考えてい

ます。 

続きまして、今回提案しました議案をご説明します。 

まず、予算案は、平成１９年度高知県一般会計補正予算など４件です。 

このうち、一般会計補正予算は、先ほどご説明をしました、県立大学の整

備に要する経費や、誘致した企業が行う用地の取得や、設備投資などの助成

に要する経費など、総額で５８億８千万円余りを計上しています。 
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条例議案は、職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例議案など９件です。 

その他の議案は、公平委員会の事務の受託に関する議案など７件です。 

報告議案は、平成１８年度高知県電気事業会計決算など９件です。 

以上をもちまして、議案に関しましての私からの説明を終わります。 

何とぞご審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。  

私にとりまして、今議会が最後の議会になりますが、かけがえのない、貴

重な、また充実した日々を送ることができました。特に、国と地方との関係

で大きく揺れ動いた変動の時期に、また、県政の透明化など、行政のあり方

そのものが大きく変わっていった時期に、知事として、その変化を体験でき

ましたことは、何よりも幸せなことでした。県民の皆様、また議員の皆様の、

これまでのご指導とご支援に心から感謝申し上げます。 

ただ、今期で知事の座を退くとはいえ、県政を一刻の停滞もなく運営して

いきますことが、私の務めですので、知事としての残る７９日を最後まで全

力で取り組んでいきます。ありがとうございました。 


