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 本日、議員の皆様のご出席をいただき、平成１９年６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。 

 今月６日と 7日の２日間、国への要望活動を行いました。今回の要望に共

通したテーマは地域間格差の是正で、中でも、そうした格差が、すでに暮ら

しの不安につながっている、医師不足の問題や、地域によっては、今見えて

いるテレビが映らなくなる恐れさえある、地上波テレビのデジタル化への対

応などでは、国民の不安を取り除くため、国がその責任を果たすように強く

求めてきました。 

 また、こうした地域間格差の中で、自治体運営の基本に最も大きくかかわ

るのが、財政力の格差です。例えば、「三位一体の改革」の、前と後とのわ

ずか４年間で、財政力の強い地域と弱い地域との間には、一般財源や歳出の

規模の増減をはじめ、普通建設事業費の動向などにも、目に見えて大きな格

差が生じています。今回の要望では、このことを数字で示したうえで、こう

した財政力の格差を是正するためには、地方交付税の機能の充実を図ること

が、本来の形であることをあらためて訴えました。 

 と言いますのも、最近になって国では、個人住民税の一部を出身地などに

納付する「ふるさと納税」の構想が浮上してきているからです。 

地域による税収の偏在を緩和しようという狙いは、理解できないではあり

ませんが、それを地域とのかかわりが深い、住民税を通じて実施することは

筋違いですし、それによって、事務的な作業も煩雑になります。 

それだけでなく、このことで、地方交付税の機能の確保はもとより、国か
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ら地方への税源移譲といった、今後の地方分権改革に欠かせない重要な課題

が置き去りにされる恐れもあります。 

 特に、今後、社会保障や少子化対策をはじめ様々な分野で、地方の役割が

ますます高まっていくことを考えれば、安定的で偏在性の小さい地方消費税

の充実に、地方は結束して取り組まなくてはなりません。 

 こうしたことから私は、税収に関する地域間格差の是正に向けては、「ふ

るさと納税」のような、議論のすり替えともとられかねないような構想に期

待をかけるのではなく、これまで地方が主張してきた基本線をしっかりと貫

いていくべきだと考えています。 

 本県の財政は、「三位一体の改革」によって今年度の一般財源が平成１５

年度に比べて、およそ４００億円も削減されていますことから、巨額の収支

不足が生じています。 

それに加えて、昨年、閣議決定された「歳出・歳入一体改革」では、平成

２３年度までの間、地方の歳出を削減する方針が示されていますので、今後、

一層厳しさを増すことが予想されます。 

こうした中、先週、地方公共団体の財政の健全化に関する新たな法律が、

国会で成立しました。 

この新たな制度では、すべての会計を連結した実質的な赤字や、長期の負

債残高など、４つの指標をもとに財政状況が判断されることになります。 

その結果、財政健全化団体や財政再生団体になれば、財政を健全化させる

ため、議会の議決を経た中期的な計画に基づく財政運営が義務付けられるよ
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うになりますし、場合によっては、県民負担の引き上げや、サービスの大幅

な削減に踏み切らざるを得ないことも考えられます。 

 このため、今後の本県の財政運営にあたりましては、この秋を目途に決定

されます、この制度の具体的な内容を踏まえながら、収支不足の解消などに

取り組んでいく必要がありますが、あわせて、高知県とそこに暮らす人々の

暮らしを守る立場から、理不尽なまでの国の圧力に対しては、はっきりと、

ものを言っていかなくてはなりません。 

 一方、ハード面での地域間格差として、本県にとって大きなハンディキャ

ップになっているのが、道路整備の遅れです。そのことが如実に示されたア

ンケートの結果が、先月、公表されました。それは、経済産業省が企業に対

して行った、企業立地の支援体制に関するアンケートで、その中で本県の企

業誘致の取り組みは、人材のあっせんや育成のほか、立地企業へのフォロー

アップなど、ソフト面の３つの項目では、全国１位の評価を受けました。 

しかし、道路をはじめとするインフラ整備の状況が４１位と、全体の足を

引っ張っているため、総合評価では２３位に止まっています。 

 また、道路は、こうした産業面での効用だけでなく、高齢化が進む中での

日々の暮らしの安心や、南海地震が起きた際の救援や復旧のための命の道と

して、本県にとっては不可欠のインフラです。その道路整備を支えてきた財

源が道路特定財源ですが、使い方の見直しを決めた閣議決定に沿って、今年

中には、今後概ね１０年の道路整備の中期計画が、作成されることになりま

した。 
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そこで、県では、市町村長や県民の皆様との意見交換をもとに、「命の道

となる道路整備の促進」や「地方負担の軽減」、さらには「産業振興や地域

間格差の是正に必要な高い規格の道路整備の促進」といった意見を国土交通

省に提出しました。 

 あわせて、地方で負担する道路の財源を少しでも増やすため、地方交付税

の基準財政需要額の算定に、高規格道路の未整備の率など、新たな指標を加

えることも、国に提案しています。 

こうした数々の地域間格差を抱える中で、これまで県内の建設業界をリー

ドしてきた企業が、このほど、破産手続を開始するという事態になりました。

これを受けて県では、すでに、国と連携した離職者への対策などに取り組ん

でいますが、併せて、建設業界の再編や協業化、さらには、新分野への進出

などへの支援のスピードを早めていきます。 

とはいえ、再編や協業化が進めば、その分、雇用の受け皿が必要になりま

すので、例えば、林業の分野では、県有林を新たな雇用の場に活用したいと

考えています。また、そこで林業機械の操作や木材の搬出といった専門的な

技術を身に付けていただくことが、この分野での安定的な労働力としての担

い手の育成にもつながりますので、今後、各分野でこうした目に見える具体

的な対策を急いでいきます。 

また、もう少し期間の長い取り組みとして、今後５年間に、本県の産業が

目指すべき方向性を示した「産業振興ビジョン」の素案をこのたび取りまと

めました。現在、関係の団体や学識経験者からのご意見はもとより、県のホ
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ームページを活用して県民の皆様のご意見もお聞きしています。 

素案では、技術力のある製造業の集積の拡大をはじめ、地域資源を生かし

た産業や、情報関連、コールセンターなどのサービス業の育成、さらには、

電子デバイスや自動車関連の技術など地域の特性を生かした産業の振興と、

企業が必要とする人材の育成や確保などに、重点的に取り組むことにしてい

ます。 

今議会でのご議論や、県民の皆様からのご意見などを踏まえましたうえで、

来月には、ビジョンとして取りまとめたいと考えています。 

あわせて、このビジョンを実効性のあるものにするために、ビジョンに沿

った活動をする中小企業などを支援するファンドを高知県産業振興センター

に創設することにしました。 

 このファンドは、中小企業基盤整備機構からの無利子の貸付金を軸に、県

や地元の金融機関などで積み立てるもので、総額は１００億円、運用益とし

ては、年間１億５千万円程度を見込んでいます。 

この運用益で、海洋深層水など本県が誇る地域資源と強みを生かした取り

組みや、自動車関連など新たな産業技術の事業化、さらには、建設業の新分

野への進出などを積極的に支援していきます。 

一方、県内での雇用の場の確保や、新しい雇用の場の発掘には、各部局が

横断的に取り組む必要がありますので、そのことを、雇用対策本部だけでな

く、全庁に共通するミッションとして指示しています。 

また、雇用の確保の上で、即効的な効果が期待できます企業誘致も、大都
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市部を中心に景気が好転している今が、大きなチャンスです。 

それに加えて、経済産業省のアンケートで評価されましたような、ソフト

面での支援策の実績もありますので、雇用の確保を第一に、引き続き、全力

で誘致に取り組んでいきます。 

もう一つ、雇用に関しては、若者を中心に就職支援をしています、「ジョ

ブカフェこうち」の平成１８年度の就職件数が、前年度の７１名から１４２

名へと倍増しました。さらに、この４月と５月にも、５２名の方々の就職が

決まるなど、着実に実績が上がっていますので、さらに多くの方々に気軽に

利用していただけますよう、テレビのコマーシャルや、情報紙などを通じて、

広報活動を充実させていきます。 

各分野に広がっている地域間格差は、日々の暮らしにも影を落としていま

すが、そうした中で、暮らしの安全と安心を守るためには、規模のメリット

を生かした各種サービスの広域化が効果的です。このため、この３月に、市

町村合併に関する構想をまとめて、県内の６つのブロックごとに説明会を開

催しました。 

この構想は、全国に先駆けて進んでいる少子高齢化や、ますます厳しくな

る財政状況のもとでも、私たちの子や孫の時代に、誰もが、どこでも、安心

して暮らせる高知県を維持することを大きな目標にしています。 

具体的には、県内を６つの市に再編することで、共通経費の大幅な削減を

図りますほか、人と財源も含めた県の権限を６つの市に大幅に移管します。

その上で、その６つの市と県が一緒になって、教育や医療、福祉、さらには
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消防など、暮らしの安心にかかわる基本的なサービスを提供する仕組みを、

築いていこうという考え方です。 

こうしたことから、今回の市町村合併の構想は、市町村だけでなく、県の

あり方を基本から見直すものになっています。 

また、この構想では、２０１５年を６つの市に再編する目標年次としてい

ますが、ここ数年の間に合併を経験していない市町村には、その前段として、

いったん近隣で合併することを提案しています。しかし、この提案に対して

説明会では、数多くの異論が出されましたので、今後、それぞれの地域で協

議を進めます中で、実情に合った対応を考えていきます。 

さらに、説明会では、合併によって、「周辺となる地域や中山間地域は、

寂れるのではないか」との不安の声が寄せられました。この声に応えられる

かどうかは、この構想の実現を左右するポイントですので、自治区の制度を

取り入れますことで、地域の伝統や特色ある取り組みを守っていくことを提

案しました。これを受けて、自治区の具体的なイメージや制度の内容を早く

示してほしいというご意見をお聞きしましたので、今後、県の職員が各地域

に出かけてご説明をする際には、その内容をお示しできるようにしたいと考

えています。 

こうした行政サービスの広域化の一例として、先の２月県議会で、市町村

教育委員会の広域化の課題に触れました。また、その中で、教育税といった

考え方も提案しました。言うまでもなく人材の育成は、県にとって最も重要

な課題ですので、行政や学校、地域で、それぞれ何ができるのかを、教育を
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支える新たな仕組みづくりも含めて、広く県民の皆様からご意見をお聞きし

たいと考えています。 

このため、来月から、市町村教育委員会のあり方や小中学校の再編、さら

には教育税の可能性など、これからの教育にかかわる課題をテーマに、教育

の分野を含む幅広い方々のご意見をお聞きする懇談会を開催することにしま

した。 

 もう一つ、消防の分野も、高齢化の進展や財政状況の悪化によって、地域

の消防力を維持していくことが、段々と難しくなってきています。あわせて、

関係の法律が改正されたことに伴って、消防の広域化を進める計画の検討も

求められています。 

このため、有識者や市町村、それに消防機関の代表といった方々で構成し

ます検討委員会を設けて、消防に関する現状の分析をはじめ、今後の消防体

制のあり方を検討しています。 

１１月頃には、委員会としての意見を取りまとめていただいたうえで、市

町村など関係の方々とも意見交換をしながら、広域化の計画を作っていきま

す。 

以下、個別の課題ですが、観光部を設けて、組織的にも新しいスタートを

切った観光や交流の分野では、今年は、「土佐二十四万石博」の賑わいを来

年の春から始まる「花・人・土佐であい博」につなげる大切な年です。 

そこで、であい博のお客様に楽しんでいただくためのテーマ事業を先月募

集しましたところ、ＮＰＯをはじめとした様々な団体やグループから、花ま
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つりや、ウォーキング、さらには地域の食材を生かした体験ツアーの実施な

ど、６０を超える事業が提案されました。 

また、昨年の大河ドラマで脚光を浴びた高知城の魅力をさらにアップさせ

るため、追手門をライトアップしますとともに、これと併せて、懐徳館の夜

間開館や、ナイトウォーキングの実施など、夜の高知城を生かした様々なイ

ベントを開催することにしています。 

さらに、「花・人・土佐であい博」の、春の巻を飾るイベントの一つとし

て、牧野植物園の開園５０周年の記念事業を、来年の４月から６月にかけて、

開催することにしました。このため、花菖蒲や蓮など日本伝統の植物を中心

にした南園の整備や、五台山公園の手直しを、高知インターチェンジから五

台山に通じる道沿いの装飾とも連携をしながら、「五台山花絵巻」のネーミ

ングのもとに一体的に進めていきます。 

 また、この夏、大阪で開かれます、世界陸上の事前合宿のため、ポーラン

ドとスロバキアの選手団が、８月の中旬に高知入りします。あわせて、先日、

オーストラリアの競歩チームからも、事前合宿を行いたいとの連絡がありま

した。すでに、大会の開催まで２カ月余りに迫っていますが、このほか、い

くつかの国とも交渉が続いていますので、より多くの国の合宿を誘致できま

すよう、引き続き取り組んでいきます。 

 高知での事前合宿が評価されれば、それが、来年の北京オリンピックを前

にした、事前合宿の誘致にもつながりますので、円滑な受け入れができます

よう、関係の方々と準備を進めていきます。 
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次に、南海地震対策では、昨年の５月から、南海地震に備えるためのより

どころとなる条例を、公募で選ばれた委員や有識者で構成される検討会で議

論してきましたが、このたび、条例の基になります骨子の案をまとめました。 

 この骨子の案は、事前の備えに重点を置きながらも、地震発生後の応急対

策なども対象にしたうえで、取り組みの基本的な考え方や、それを実現する

ための仕組みなどを盛り込んだ内容になっています。 

また、県をはじめ、県民の皆様や自主防災組織、さらには事業者の方々な

どの役割や、互いの連携に関する事項を定めましたうえ、災害の事象ごとに

条文を構成しますことで、それぞれの役割や対策の必要性を明記しています。 

また、震災で亡くなる方の７割は、津波によるものと想定されていますの

で、津波から逃げるための対策を数多く盛り込んだ点にも特徴があります。 

 ちょうど今日、その骨子の案を公表しますが、７月末までの間に県内１０

カ所で開催します説明会などを通じて、県民の皆様からご意見をお聞きして

いきます。 

この条例は、南海地震への備えという性格からも、少しでも多くの県民の

皆様に関心をもっていただく必要がありますので、今後とも、ともに考え、

ともに作るという過程を大切にしていきたいと思います。 

 次に、県立大学の改革では、現在、新たな社会科学系の学部をどのような

内容のものにするか、県と大学との間で定期的に協議を進めています。この

協議を進めます中で、これまで行ってきました県の提案を踏まえながら、今

年の秋頃までには、その構想を取りまとめたいと考えています。 
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 一方、既存の学部を池キャンパスに再編統合するための施設整備は、昨年

度に実施しました基本設計を受けて、現在、建物の実施設計や造成工事の設

計を進めていますが、今回、その造成工事などに必要な補正予算を提案して

います。 

次に、県警の捜査費の問題では、２月県議会で申し上げましたとおり、予

算の執行に関する調査権に基づいて調査を実施しました。 

今回の調査でも、県警は、捜査協力者の住所や氏名などは、明らかにしま

せんでしたので、一つ一つの支出が適正かどうかを調べるという、特別監査

の手法とは視点を変えて、県警の内部調査が、適切で合理的なものだったか

どうかを検証することにしました。 

 また、速やかに成果を出すために、執行の年度や部署を絞ったうえでの、

サンプル調査にしました。 

その結果、感じたことの一つは、説明責任が十分には果たされていないこ

とです。 

例えば、県警が返還した額の大部分は、協力者に対する謝礼金ですが、そ

の謝礼金そのものは適正な執行だったとの判断をされています。 

ではなぜ、適正な執行だったはずの謝礼金を返還したかといえば、執行に

問題があるとした喫茶店での支払いが同じ会計書類の中で処理されているた

めだという説明でした。 

しかし、こうした経緯で謝礼金を返還した事実やその理由は、県警の調査

結果の報告書には一切説明されていません。 
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さらに、県警からは、内部調査で適正な執行と判断したケースの資料は、

必要がないので処分したとの説明を受けましたが、県民の皆様への説明責任

の観点から、その姿勢には大きな疑問を感じます。 

また、今回の調査で、もう一つ感じたことは、県警の調査は本当に十分な

ものだったのかということです。 

店舗調査の結果では、限られたサンプル数にもかかわらず、県警が適正な

執行と判断した中に、金額に見合うメニューがなかったところがあるなど、

県警の説明と今回の県の調査結果とが食い違っている事例もかなりの率で見

受けられました。 

これらのことから、今回の調査では、今までの疑念を払拭するどころか、

かえって、疑念が増す結果となりました。 

 今月８日に閉幕したサミットで、主要８カ国の首脳は、二酸化炭素など温

室効果ガスの排出量を「２０５０年までに、全世界で半減させることを真剣

に検討する」ことで合意しました。 

その分、提案国の一つである日本の責任も重くなりますが、この問題で本

県は、環境に関心の高い企業との協働の森づくりで整備される森林の二酸化

炭素の吸収量を認証する試みなど、全国に先駆けた新しい取り組みに挑戦し

てきました。また、この認証書は８月には発行できる見込みです。 

こうしたことから、今回のサミットの結果を受けて、京都議定書の内容を

遵守する県を目指していきたいと考えています。 

 



- 13 -

 訪問介護サービスでは全国で最大手のコムスンが、事業所の指定打ち切り

の処分を受けました。県内にも、５００人を超える利用者がおられますので、

利用者の不安を取り除くこととともに、代わってサービスを提供する事業者

への円滑な移行に努めていきます。 

 また、今後もこうした問題が起きる可能性を考えましたとき、介護などの

分野で、様々な規則や基準を国が一律に決めるのがいいのか、それとも、地

方の裁量に任せた方がいいのかは、一概には判断しにくい問題です。 

しかし、この４月から新しい法律が施行された第二期の地方分権改革の中

では、こうした課題が重要なテーマになっていますため、全国知事会では、

医療・福祉、教育、産業政策など、６つの行政分野ごとにプロジェクトチー

ムを設けて、検討にあたっています。 

私はこのうち、医療・福祉分野のプロジェクトチームのチーム長をお受け

していますが、この分野は、歳出の中でも大きなウエイトを占めていますの

で、地域間の財政力の違いが、考え方にずれを生みやすいことも実感をしま

した。 

こうしたことから、本県が置かれた厳しい地域間格差の現状を前に、第二

期の分権改革に向けては、どこか割り切れない思いが募っていることも否定

できません。 

そうした中で、国では、地方分権改革推進委員会での議論が始まりました

ほか、安倍総理を本部長に、すべての閣僚で構成する、地方分権改革推進本

部も設置されましたので、今後の地方のあり方を巡って、大きな節目のとき
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を迎えていることは間違いありません。 

また、このことと併せて、国の経済財政の運営に関します、いわゆる「骨

太の方針２００７」の策定や、この夏の参議院議員の選挙に向けた議論の中

では、地域間格差の是正が大きなテーマになっていますので、議員の皆様の

お力を借りながら、地方の声を届けていきたいと思います。 

続いて、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５件です。 

このうち、一般会計の補正予算は、先ほどご説明をしました、高知女子大

学の池キャンパスの造成工事に要する経費など、総額で２億７千３百万円余

りを計上しています。 

次に、中小企業近代化資金助成事業特別会計補正予算は、中小企業を応援

するファンドを設置するために必要な、産業振興センターへの貸付金８４億

６千９百万円を計上しています。 

また、報酬や賃金などの支出事務を集中処理によって効率的に行いますた

め、新たに高知県会計事務集中管理特別会計を設置することにしまして、そ

れらの経費の総額１３億４千２百万円余りを計上しています。 

条例議案は、高知県税条例の一部を改正する条例議案など１２件です。 

その他の議案は、高知県が当事者である和解に関する議案など３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。 

何とぞご審議のうえ、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。 


