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２０１７年対県交渉まとめ 

２０１７．１２．６ 
 
１．平和の要求 

 

１、低空飛行訓練問題 

副知事：（低空飛行訓練の問題、飛行の自治体への事前通知では）思いは同じ、危険性は

確か。墜落事故もあったことだし。 

  四国知事会として要望している。即座に抗議することも努力したい。要望体制を充実、

機会を増やしたい 

大運動：要請の努力は認めるが、未だに事前通知もない。次の一手を考えるべき。我々は

県民大会を提案している。民家の上に墜落してからでは遅い。 

副知事：今のところ考えていない。粘り強く要望を続ける。 

大運動：オレンジルートの廃止を求める気はないか。 

副知事：米軍が勝手に決めてやっている。 

大運動：だから余計に問題。日本の主権が侵されている。 

副知事：今のところ考えていない。 

 

２、核兵器禁止条約、ビキニ核被災問題 

副知事：核兵器廃絶にむけて、核保有国が賛同しなければ実現しない。亀裂を深めず協力

のもとで現実的な判断をしていく、国の姿勢に賛同する。理解を深めていく。 

    ビキニ被災者には様々な支援をしてきた。追跡調査は、６０年前の事でもあり困難だ。  

証言集出版は価値があることだ。話を聞くことはしたい。 

 

３、ミサイル対応訓練問題 

副知事：危機管理上、落下物の危険もあるとしてサイレンを鳴らし、いざという時どうす

るかの訓練を県と高知市主催で行った。地区住民７０人のほか小学生、保育園児など

を含め３００人が参加、市町村職員なども見学した。 

  上空を飛ぶと名指しされた以上必要だ。賛否の声があることも承知している。 

大運動：落下物をレーダーで捕捉できるのか。 

副知事：・・・・。 

大運動：できない。危機感を煽り、自衛隊の装備増強の強を作り出している。強い懸念が

あることを表明しておく。 
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４、戦争遺跡保存問題 

副知事：旧４４連隊騨薬庫跡は財務事務所に来年まで留保してもらっている。支出の妥当

性を検討することが必要で、県が出るためには客観的な評価がいる。大学関係者との

協議もいる。関係者からも話を聞く。 

 

時間があまりにも少なすぎる。説明を聞くだけに終わった。 

（１）は県としてこれからの訓練に備えてふみこんだ政府への要求、行動が求められる。 

（２）（３）は政府の言い分を追認している。 

（４）は県民の声をさらに大きくしていく必要がある。 
 
２．１次産業等の要求 

 
１と２に関して 

副知事：経済成長のために自由貿易は必要と考える。しかし自由貿易拡大に伴う負の側面

について、国としてもしっかり説明し具体的対策を取る必要がある。 
日欧 EPA で CLT への影響は大きいと思われる。全体の影響については、国が影響試

算を出していないので県の試算はしていない。 
大運動：北海道が試算しているのではないか？ 
副知事：それは調べてみる。 
※日 EU・EPA 交渉の大枠合意に伴う北海道における影響と必要な対策『申聞とりまと

め』を作成。北海道への影響が想定される主な品目(農林水産物、酒類、自動車部品)
について。影響試算は行ってまだおらず、国の影響額試算の前提等を分析したうえで

行う予定としている。中間とりまとめは、国への政策提言の前提として、議会等に説

明するために取りまとめたもの。 
副知事：MA 米については、国際約束であるので国の動向を注視したい。 
 
３．経営安定対策 

経営安定対策の直接支払交付金の加入着は対象者の 30%(全国 60%)、１戸当たりの交付金

は 45,000 円(全国 60,000 円)となっている。全国と比較して影響は小さいのではないか。 
新制度の導入が決まっているので、その動向を注視したい。 
 
７．種子法廃止について 

18 年 4 月から種子法が廃止される。県としてはこれまで同様の取り組みをして行く。 
参議院の付帯決議 4 項目及び 11 月 15 日の国の方鈴等を踏まえて県として対処して行きた

い。 
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【中学校給食】 

・センター方式になるのは、各市町村が様々な項目を比較し、検討した結果。その項目の

中で、経費のことも大きい問題であるだろうと推測はできる。 
・委託に伴う問題については、発注元である市町村で点検をしていかないといけない。 
・県の目標として、現在３３．９％の地産率を５０％に持っていきたい。県には市町村へ

の指導権限はない。あくまで市町村が決めることであるが、話はできる。 
 
 
３．雇用確保の要求 

 

【中小企業への支援策】 

・平成２０年と平成２７年の比較では、４．９％の賃金引上げとなっており、官民が一体となって取り

組んできた結果 

・経営者や労働者へのアンケートについて、県としては、国や民間のセミナーでのアンケートがあ

るので、個別には取り組む考えはない。 

 

【人口の社会減ゼロ】 

・心身ともに豊かな生活が送れるということは大切であると考えている。 

・「高知家」の中でブラック企業をなくすということをアピールするというのは、少し馴染まないのでは

ないか。 

・ワークライフバランス推進企業の認証や認定を受ける企業を増加させることによって、ブラック企

業をなくして行く。 

・働く権利については、厚労省が始めたセミナー（今年度は全国 8 カ所）へ教員を参加させている。 

・各自治体独自の奨学金制度については、県のＨＰでも紹介をしている。 

・最低賃金の引き上げによる経済効果は一定あると考える。 

・社会減対策は、産振計画を大いに進めていくことで進めて行く。 

・全国一律の最低賃金については、各県で企業の支払い能力に差があるので、現実的ではないと

考える。 

 

【公契約】 

・高知市の公共調達条例については、平成２９年６月に高知市がアンケートを実施しているので、

その結果を踏まえて、効果や対応について共有し、検証していく。 

・労基法や最賃法があるので、労使の契約に県が何らかの義務付けで介入することは馴染まな

い。 

・清掃関連に関しては、最低制限価格を１０分の６から１０分の８までと幅で設定している。 

・管財課が委託（の算定）モデルを設定している。審議会の設置は予定していない。 
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・報告の義務付けについては、県が調べることは馴染まない。設計労務費調査の結果は、県でも

把握している。 

大運動：答弁が一昨年に戻った。昨年は、公契約条例の制定は、法的には問題はないが、

効果の検証が出来ていないので、高知市の動向も見ながら検証したいということであった。 
高知市にも労働基準法、最低賃金法は適用されている。また、県下の労働力の半数が集中

している。高知市内で、県発注の公共事業で働く場合と高知市の事業で働いた場合の二重

基準も生まれている。 
高知市の公契約条例では、立ち入り権、各種資料の報告義務、提出権も定められている。

もう少し、勉強すべきだ。 
 
４．中小商工業者の振興等の要求 

 
■要望 高知県徴収事務マニュアルも鳥取県に学び、改訂して下さい。 

⇒ 回答 生活を困窮させるような徴収はしないようにしているから、改訂の必要はないと考えてい

る。 

■追加要望 市町村によっては差押え禁止財産が原資になっている預金を差押さえている実態が

ある。県が明確に改訂することで市町村の行きすぎた徴収をただすことができる。ぜひ改訂して欲

しい。 

■要望 マイナンバー制度に関連し、住民税の特別徴収通知書に、従業員の個人番号を記載し

ないよう市町村と競技してください。今後、自動車税の納税通知書等の県が発行する文書(書類)に

個人番号を記載しないでください。 

⇒ 回答 法律で決まっているから市町村は記載して送付している。 

    自動車税(県税)の通知書には記載欄がないので、記載することはない。 

■追加要望 マイナンバーカードの交付率は１割未満で高知県は全国最低。各事業所にも、番号

管理の実務などが徹底できているとは言えない。そうした状況なので、番号を記載しないで欲し

い。 

⇒ 追加回答 各事業所の状況については、市町村を通じて調べてみたい。 

 

■要望 風営法の運用に関連し、・立法目的にも今の時代にも会わなくなっている風営法と「解釈

運用基準」を見直すよう関係機関に働きかけてください。・過度な取り締まりはせずスナック等の営

業の自由を守ってください。 

⇒ 回答 要望は県警に伝えておく。 

 

■追加要望 人口比率のスナック軒数は全国６位。料飲店が安心して営業できるよう、県警だけで

なく、関係機関に働きかけてほしい。 
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■要望 県から市町村への国保調整交付金の「収納確保対策」は事実上「差押え奨励金」となっ

ているので廃止して欲しい。 

⇒ 回答 「収納確保対策」(差押さえ奨励金）については廃止し、収納率をさらに向上させる取り

組みについて交付するよう検討する。 

 

■追加要望 生活再建型の滞納対策を国も自治体もかかげているが、そうした取り組みを推進す

るようなものに改善できないか。 

⇒追加回答 生活再建型回収の視点で、資格証発行時の対応などを、評価・反映できないかと考

えている。 

 
 
５．医療・介護の要求 

 
１．国保に関して 

大運動：国保税の滞納処分に関して、「生活再建型で」と各市町は言葉では言っているが、福祉部

門との連携、社協との連携が具体的にどのように行われているか示してほしい。 

（課長） ⇒ 各市町村で数字をつかんでいないのが実態。調査したい。 

 
大運動：生活に関わるような取り立ての実例があった場合には、どうしたらよいか。 

⇒ 市町村振興課が、窓口になって対応する。 

 
大運動：「収納確保対策」の名目で事実上、最押さえを奨励するような補助金は中止すること。 
（課長）⇒ １件いくら（15,000 円）という補助金は廃止する。補助金を組み替える。 
 
大運動：一般会計からの繰り入れを抑制するような発言は慎むこと。 
（課長）⇒ 社保協との話し合いでも述べたが、税負担の公平、安定的な国保財政確立の

観点から一般会計からの繰り入れは望ましくなく、段階的に解消して行くという姿勢。 
大運動：国保の構造的矛盾を指摘し、これを解消するには国の支援の抜本的拡大しかないと言い

ながら、市町村についてはそれを否定するというのは矛盾している。（と指摘した） 

 

２．地域医療構想に関して 

大運動：地域医療構想の数値は、あくまで「指標」であり、削減目標ではないという根拠は何か。 

（課長）⇒ 県が作成した「地域医療構想」に明記している。 
大運動：２次医療圏ごとの計画に合理性がある部分はあるが、単なる平均値では各自治体の医療

が確保できない部分がある。ベッドの確保、医師や看護師の確保など。全県的な視野で個別

の自治体支援策も検討すべき。 
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（課長） ⇒ 言われる通りで、医師確保対策などそういう立場で進めている。 

 
３．介護 

 
別紙（民医連） 
 
 
６．子どもの貧困対策 

 
大運動：学校が終わって近くの公園に小学生が１０人、２０人と集まっている。何とかしないといけな

いと水曜日の子ども食堂を始めた。１回に４０人、５０人が来る。 

   最初は、背景にある貧困が見えていなかった。子育ては大変なので、子どもと一緒に一食で

も食べられたらゆとりもできるよね、ぐらいに思っていた。ところが、つい先日、いきなり子どもが

児童相談所送りになった。ニグレクトと判断されたのだろう。ダブルワーク、トリプルワークのお

母さんが沢山いる。 

児童クラブの月額 8,100 円が払えない家庭もある。 

   是非一度、実態を見に来てもらいたい。そして、一緒に食べて帰ってもらいたい。 

（副知事） ⇒ 一度、行くようにします。 

（教育長） ⇒ 副知事が行くというのに行かない訳には行かないでしょう。 

        ※教育委員会の課長は、一度行くと回答。 

 

大運動：週 1 回、月 4 回の補助金の枠を外してもらいたい。 

（副知事） ⇒ 月 1、２回というところもある。事態をもう少しつかみ、その上で検討したい。 

大運動：補助金の１回６５００円の仕組みは、カンパなどの収入を先に当て、不足分を６５００円から

当てるということになっている。事務的に非常に煩雑になる。渡しっきりにしてほしい。 

貯め込みになるということだが、みなボランティアでやっている。食材は多くの人の協力で集ま

るようになったが、ガソリン代を出して遠くに取りに行くこともしばしば。そういうものを経費で計

上するかということにもなる。是非、見直してほしい。 

（課長） ⇒ 実情を聞いた上で検討したい。 

 

大運動：子どもの貧困は、大人の貧困、社会の貧困と考える。子ども食堂を貧困対策の広告塔にし

てはならない。子ども食堂の位置付けはどうか。 

（副知事） ⇒ これまで話された生活再建の問題等、総合的な対策が必要でそれらを推進しなが

ら、子ども食堂の支援を行って行くという姿勢。 

 

大運動：朝食を学校で提供できたら良いと考える。場所の提供はしてもらえないか。 
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（教育長） ⇒ 地域福祉部とも連携して現在 4 校で朝食の提供を行っている。施設管理の問題と

教職員に強制はできないし、多忙化の中でこれ以上の負担もかけられない。協力してもらえる

ところから実施している。 

【大運動】学校の教室の施設管理を委託して、あとはボランティアでといった工夫はできないか。 

（教育長） ⇒ 目的外使用になるので管理の委託はできない。 

 ※一ツ橋小、初月小学校などで教室や体育館を民間団体が、カギを預かり利用しているケースも

あり、どういう仕組かを調査する必要がある。 

 

 

７．保育等の要求 

 

要望項目１．について 

【参加者からの意見】 

★保育士不足、非正規保育士の処遇改善 

＊今、保育士不足は深刻。非正規化が進む中、不安定な雇用が保育所運営をいっそう不安定し

ている。また、保育士の処遇の低さともかかわって保育士不足が起きている。臨時保育士の処遇

改善は喫緊の課題である。正規雇用でさえ公募をしても応募がないような状況もある。 

★保育の質の低下 

＊保育士不足や不安定雇用による保育所運営の不安定化は、保育の質の低下にもつながり、子

どもたちの安全、成長・発達が守られない状況も起きている。 

【県からの回答】 

★保育士不足などに関わって 

＊保育士不足の解消に向けては、一つは、潜在保育士の活用を考えており、社会福祉協議会に

必要な対応をお願いしている。二つには、保育士就学金貸付事業を設けている。 

＊保育士の非正規化については、本来、正規雇用が望ましいと考えている。市町村にも話をした

い。 

 財源については、公定価格における人件費などの単価が適切どうかについても、国に要望した

い。 

★臨時・非常勤職員の雇用中断（空白）に関わって 

＊公立保育所の臨時・非常勤職員の雇用の中断（空白）期間については、おっしゃる通り（なくす

べき）。＊会計年度任用職員制度にも沿って、必要な対応を行いたい。 

 

要望項目４．について（小規模保育事業の入所年齢の緩和） 

【県の回答】 

＊県内の無認可保育所は、ほとんどが新制度の小規模保育事業の枠組みの中に入り、公定価格

に基づく補助を受けている。また、連携施設（3 歳児以上保育施設）との連携もとっている。 

＊保育の質が守られるよう県としても注視（監査？）していきたい。 

 

要望項目９．について（事務量の簡素化、削減）と研修などについて 

【参加者の意見】 

★研修、事務量の増加について 
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＊県の研修の案内があっても人手不足で研修にも行けない。研修に参加できない場合は、報告を

出さないといけないが、その他の事務量も増える中、さらなる事務量の増加になっている。 

【県の回答】 

＊県がお願いするアンケートなどは、できるだけ少なくしていきたい。 

＊保育士研修は充実をはかりたい。また、やりっぱなしではなく、結果も見えるかたちで総括するこ

とが望ましい。できるだけ簡素化はしたい。 

 

その他の要望（障害児保育の充実について） 

【参加者の意見】 

＊障害児保育については、公的な専門機関の対応がおいつかず、民間での対応が増えている。

質の確保からも公的な専門機関充実と必要な対応をお願いしたい。 

【県の回答】 

＊療育センターなど 1 年～1 年半待ちの状況は聞いている、できるかぎり対応していきたい。 

 
 
９．女性の権利等の要求 

 
１．女性管理職を 2020 年までに 10%にするという目標はあまりにも低すぎます。せめてもとの 30%の

半分 15%にはしてください。また、10%は 2018 年中には達成してください。 

 ⇒ 現在9.6%なので、2018年4月には達成する見込みという回答ですが・・・。その後の展望

については全く語られませんし、教育委員会では回答がなかった？ 

 

２．保育園が開いている時間に帰れるよう子育て支援を講じてください。子どもを安心して預けられ

るとともに女性が働きやすい職場を作るためにも保育園職員の正規雇用を増やしてください。ファミ

リーサポートセンターはあくまでも 2 次的なものです。充実するに越したことはありませんが、保育園

と違って、他人の家に預けられるのは子どもの負担にもなっています。 

 

３．県庁職員で子育て中の人の帰宅時間調査をしてください。県職員が率先して子育てできない

限り、民間で進みません。短時間正職員についての研究もしてください。 

 

４．男女の出会いの場を広げることより、若い人が結婚できるよう正職員雇用を増やしてください。

経済的な展望がないと、たとえ結婚しても子どもは産めません。 

 

５．結婚・出産で退職した場合に「そのキャリアを活かせる」という発想でなく、「元の職場に正職員

で帰れる」制度を実現してください。 

 

６．学校現場での男女混合名簿を早急に 100%にしてください。 

 ⇒ 時間切れ？ 
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教育分野で男女平等問題を扱うのであれば、時間配分をちゃんとしてほしい。 

教育分野の回答がとりわけひどすぎる。 

 

まだ、新婦人としての総括をしていませんが、1 月の参画会議を経てどういう運動にしていくの

か考えていくしかないのかなと。 

 
１０．教育要求 

 

４ 教育費負担軽減 

 ・就学援助金など、より望ましい形になっているのではないか 

 ・就学給付金で対応している 

 ・国が来年度予算の中で支援の拡充を検討している 

 ・県独自の制度として留年生、学び直しについて独自に支給している（国にも働きかけ  る） 

 ・就学援助の入学児童生徒学用品費の入学前支給は現在（６/２２）１町（奈半利町）で、検討して

いるのが小学１４，中学１６である。 

 ・課題は、予算確保と転居による二重支給や支給もれ                 

 

※ 子育て世代の保護者が参加してうったえると迫力がでるのだが 

 

７ 特別支援教育 

 ・知的の増加に対して H２３年に分校を作った。市立特支も増築をした。 

 ・山田は２年前から、市立特支は今年から増加になった。 

 ・少子化、インクルーシブ教育を進める中で、知的の子が増えていくのか見極めていく。 

 ・新たな設置は難しい。 

 ・スクールバスは一定の数がないと独自のバスは難しい 

 ・寄宿舎についても新たなものを設置する状況にない。 

    山田 H23 ８０人 → H29 ５３人 

    日高     ６７人 →    ５２人 

   ※母数の比較をする必要がある。スクールバスの活用など入宿を抑制する動きはないかも調

査する必要がある。 

 ・調査は適切に対応していきたい。 

 ・特別支援学級は、１～３名が７割、平均２．７人で全国の３．８人より手厚い 

  ※高知県は１人からでも学級を作っており、その点では全国的にも先進的。愛媛県は３人から。 

 ・８人は厳しいのは聞いている 

 ・７、８人は加配している 
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 ・愛媛はその他の加配が少ないから（６人に）できているのだろう。学級も３人以上か  らだ 

 

※ インクルーシブ教育を今年多用するようになっている。少人数学級の実現などの教育条件整

備無しに導入すると、大変なことになる。 

 

９ 学テ 

 ・学力の状況把握に利用している。引き続きやっていく必要がある。 

 ・テスト対策をやってはならないと考えている。 

 ・県のテストも同じ考えだ 

 ・公表は県ではしていない。市町村で判断して公表してほしいと話している。 

 ・高校のテストで D３、必要最低限の学力をつけるのが責務だ 

 

※ 高校の D３への対応を、多く言うようになった。県民の視点からの発言は重要。保護者の視点

での発言も組織したい。４～５年前からベネッセが出している。 

 

１１ 臨教の未配置 

 ・申し訳ない 

 ・採用など努力しているが限界がある 

 ・県外の方を４０人ぐらいは採用できた 

 ・働き方改革をしていく 

 ・IC カードによる時間管理をしていく 

 

※ 県教委も打つ手がないのが現実。攻め方も工夫が必要 

 

１９ 高知の学校で働きたい 

 ・先生を見てああいった先生になりたいと思ってもらうのが一番。 

 ・環境づくりに努める。 

 ・多忙化解消に向け、外部の人材や地域の力を借りる 

 ・県外の３０を越える大学に出向いてピーアールをしている 

 

※ こうなれば高知で働くというような具体例があれば良いのだが 

 

 
 
 
 


