
県政報告会
（ＨＰ版）

12月20日（土） 13:30～15:30
香美市商工会 香北支所

12月20日（土） 18:00～20:00
JAとさかみ 土佐山田支所

12月21日（日） 14:00～16:00
奥物部ふれあいプラザ



本日の予定

13：30～14：00 県政報告
14：00～14：30 質疑応答（1部）
14：30～14：40 休憩
14：40～15：30 質疑応答（2部）



何を質問できるの？→資料参照

総務部
秘書課
政策企画課
広報広聴課
文書情報課
法務課
行政管理課
人事課
職員厚生課
財政課
税務課
市町村振興課
統計課
管財課

危機管理部
危機管理・防災課
南海トラフ地震対策課
消防政策課

健康政策部
健康長寿政策課
医療政策課
医師確保･育成支援課
医事薬務課
国保指導課
健康対策課
食品・衛生課

地域福祉部
地域福祉政策課
高齢者福祉課
障害保健福祉課
児童家庭課
少子対策課
福祉指導課

文化生活部
文化推進課
国際交流課
まんが・コンテンツ課
県民生活・男女共同参画課
私学・大学支援課
人権課
情報政策課

産業振興推進部
計画推進課
地産地消・外商課
移住促進課
中山間地域対策課
鳥獣対策課
交通運輸政策課

商工労働部
商工政策課
工業振興課
新産業推進課
経営支援課
企業立地課
雇用労働政策課

観光振興部
観光政策課
地域観光課
おもてなし課

農業振興部
農業政策課
農地・担い手対策課
協同組合指導課
環境農業推進課
産地・流通支援課
地域農業推進課
畜産振興課
農業基盤課
競馬対策課

林業振興・環境部
林業環境政策課
森づくり推進課
木材増産推進課
木材産業課
木材利用推進課
治山林道課
新エネルギー推進課
環境共生課
環境対策課

水産振興部
水産政策課
漁業管理課
漁業振興課
合併・流通支援課
漁港漁場課

土木部
土木企画課
建設管理課
建設検査課
用地対策課
河川課
防災砂防課
道路課
都市計画課
公園下水道課
住宅課
建築指導課
建築課
港湾振興課
港湾・海岸課

公営企業局
電気工水課
県立病院課

警察本部
公安委員会

教育委員会
教育政策課
教職員・福利課
学校安全対策課
幼保支援課
小中学校課
高等学校課
特別支援教育課
生涯学習課
新図書館整備課
文化財課
スポーツ健康教育課
人権教育課

会計管理局
会計管理課
総務事務センター

各種委員会等
監査委員事務局
人事委員会事務局
労働委員会事務局
選挙管理委員会事務局
収用委員会事務局

国政 香美市政
→憲法・国防
→アベノミクス



質問

今一番有名な、県議会議員と言えば？

号泣会見

政務活動費の不正発覚



政治家のお金

政治資金

→政治団体 →依光晃一郎後援会 のみ

→政党支部 →持っていない

政務活動費

→高知県より支給
個人 14万円×12か月＝168万円
自民党会派 14万円×12か月＝168万円

一番聞きにくいことを先に私から



政務活動費

来年からは、領収書も公開

→データで開示

依光の使い途

・アンケート調査（調査研究費） →HPで公開 香美市の人口・集落調査・移住者アンケート など

・視察旅費（調査研究費） →ベトナム進出高知県企業 オランダの先進農業 など

・人件費・事務所費・印刷費は計上せず
→切手代も



基本方針

・政治への期待と信頼の回復
人のために。地域のために。→かっこいい。 ＝自治会・自主防災会 活性化

・地域経済と雇用
高知県の地域文化を守るためには、人口維持・仕事の場

・香美市型地域コミュニティづくり
香美市の先人が築いた文化に誇りを持つ。受け継ぐ。助け合う。福祉のまち。移住したくなる町



県議会議員って要りますか？

高知市選挙区 定数15名 現在14名
香南選挙区 定数2名 現在1名
吾川郡選挙区 定数2名 現在1名 →現状の議会で問題が出ているか？

（定数39名 →来年2減）
知事には、執行権

→知事がやると言えば、実現

県議会議員は、議決権

→知事が決めた県行政について、GOを出す



県議会議員って要りますか？

依光の顔が見えない。

何をやっているか分からない。

高知県と香美市のためになっているか？



県議会議員って要りますか？

依光の考え＝「議員は、成果を出してなんぼ」

情熱だけは、無意味。→県勢浮揚のためにがんばります！

情熱に加えて、知恵と技術がなければ、

成果は出せない。



議員として成果を出す

忘れられない、ある女性の声

依光

「今度立候補します。よろしくお願いします」

女性

「議員になって、何がしたいが？」



議員として成果を出す

依光

「雇用を作って、集落の文化を守りたいと思います」

女性

「どうやって？」



議員として成果を出す

依光

「まずは一次産業の振興。農業が大事です」

女性

「みんな、そういう。できもせんのに！」



議員として成果を出す

議員は、成果を出してなんぼ

○予算のチェックと改善
行政が使う予算の精度を上げる（効果を上げる）
（県庁職員さんとの日頃からの意見交換。委員会での提案）

→現場の声を、県庁に届ける。
議員は、机上ではない情報で勝負。日頃の情報収集 →飲み会をうまく使う？

○議会質問で成果を出す



予算のチェックと改善

一般会計 4,527億円 （香美市 243億円）→分厚い冊子 前年度の2月議会で承認

全て把握するのは困難。自分なりにテーマを作って

鳥獣対策課 4億6346万3千円 →鳥獣被害緊急対策事業費 1億9848万



予算のチェックと改善

鳥獣対策課 4億6346万3千円の総予算 →鳥獣被害緊急対策事業費 1億9848万円



予算のチェックと改善

狩猟者新規獲得育成事業 898万円



予算のチェックと改善

26年度県予算 4,527億円
鳥獣対策課 4億6346万3千円

鳥獣被害緊急対策事業費 1億9848万円
狩猟者新規獲得育成事業 898万5千円

狩猟フォーラムの開催 92万4千円



予算のチェックと改善

狩猟フォーラムの予算 92万4千円

成果を上げられるよう提案
・女性ハンターを講師に！
・シカ料理を！ →シカバーガー・シカドッグ（べふ峡温泉）
・狩猟免許取得相談 ・ワナの展示



議員として成果を出す

議員は、成果を出してなんぼ

○予算のチェックと改善

行政が使う予算の精度を上げる（効果を上げる）

○議会質問で成果を出す →やりますをどう言わせるか。

・インタビュー型質問

・提案型質問



議会質問で成果を出す

インタビュー型質問 難易度☆～☆☆

県政の取り組みについて聞く

（行政がやっていること＜まだ意識していないこと）
行政の課題認識・取り組み・成果について聞く質問☆ 行政に課題の発見を促す質問☆☆

提案型質問 難易度☆☆☆

県政が手を付けていないことを提案する

＝成果・存在意義



例）タバコをやめたい？お父さん

インタビュー型のお母さんの質問

「お父さんは、たばこの健康被害について、どういう課
題を認識し、現状どういう取組を行い、どのような成果
を上げているかお聞きします」

お父さんの答弁

「タバコの健康被害については、十分認識しておりまし
て、できるだけ吸う本数を減らすよう、現在検討を進め
ている所でございます」



例）タバコをやめたい？お父さん

提案型のお母さんの質問

「現状お父さんは、タバコを1日20本吸っておりまして、
365日吸い続けた場合、7,300本となり、金額として410円
×365日で14万9,650円支払っています。

健康被害としては、10年吸い続けた場合、がんになる確
率は吸っていない人の○倍。20年の場合は○倍という
データが示されている所です。

私の調査によると、香北町の前田メディカルクリニックで
は、禁煙外来の診察を行っており、一度診察を受けてみ
てはと考えるところです」



例）タバコをやめたい？お父さん

提案型のお母さんの質問

「そこで、お父さんが考える病院に行くメリットについて
のご見解についてお聞きいたします。」

お父さんの答弁

「タバコの健康被害について、医師の診断を受けると
いうことは、非常に有効な手段であると考えておりまし
て、診察を受けるということに関しまして、 （形容詞）

検討いたします」 →形容詞なし ＜ 慎重に ＜ 前向きに 検討いたします



議会質問で成果を出す

インタビュー型質問

「タバコの健康被害については、十分認識しておりまし
て、できるだけ吸う本数を減らすよう、現在検討を進め
ている所でございます」

提案型質問

「タバコの健康被害について、医師の診断を受けると
いうことは、非常に有効な手段であると考えておりまし
て、診察を受けるということに関しまして、検討いたし
ます」



議会質問で成果を出す

県行政を、依光が考える方向に動かすために
（正確な現状把握と、できることを提案）→動かすは偉そうですね。

インタビュー型質問

→行政が意識していなかったことを、意識させる
（行政は、質問に対して、やってないとは言わない）

怠慢と思われたくない？

→問 県内の高校から県外の大学に進学した学生の県内就職についてどのように考えているのか。また、その状況を把握しているのか。

こうち県議会だより第50号参照
→課題発見を促す

提案型質問

→根回しが重要。積み木を積んでいく要領
→次の議会で。次の次の議会で良い答弁



議会質問で成果を出す

執行部の答弁は、面白い
・長々と答弁しているが、結局何もやらない？

・議員によって、答弁のニュアンス（愛情?）→形容詞

・誰が書いたのか想像しながら
→ベテラン職員？ 若手？

→質問時に書き加えてくれる教育長
答弁書と実際の答弁

本当は、議会質問全文を読んでいただきたいけど・・・。



後援会発行のビラと冊子（無料！）

まずは「こうち県議会だより」

お時間がある方は、全文掲載型の報告書



依光を働かせてください

県への要望 ・・・県道～付近を広げてほしい

補助金情報 ・・・農産物の加工品を作りたい

使える補助金はないか？

提案 ・・・香美市に○○を作ってはどうか？

相談 ・・・～で困っている。

行政の窓口を教えてほしい。

後援会に電話 ハガキをポストに

0887-52-9222 （何回でも。28年10月31日まで）



一番やらねばならないこと

香美市発展を目指した数値目標と、

高知県政との共有



質疑応答 １部
（事前質問）



林業学校について

背景
大型製材工場の稼働
バイオマス発電所の稼働で、原木生産を増やしたい

しかし労働者が増えない
H24 1662人 H25年 1601人

短期・基礎コースは来年度から。森林総合センター（大平）で
専攻コースは、専門学校のイメージ。場所は未定 →香美市に誘致したい！



香美市農政について

全国に売れる物を育てる組織作り

○農産品 →JA土佐香美
やっこねぎ・ニラ・菌床シイタケ・大葉・ゆず

○農産品加工品
→産業振興計画の成長分野育成支援事業（食品）

既存の主力産品での新品種

パッケージ戦略 ニラ「高知家」のロゴ入り包装袋

バリュー かかし市の生産者の商品開発支援

直販市での観光客へのアピール



香美市農政について



香美市農政について

支援窓口 ・物部川地域本部 ・ものづくり地産地消センター（県） ・よろず支援拠点（国）



龍河洞の売り出しについて

来場者数 アンパンマン べふ峡温泉（参考）

H25 116,809 152,132 27,007
H24 107,129 175,608 27,648
H23 110,783 197,686 30,037
H22 117,540 204,765 34,076

広域観光 南国・香南と連携・・・はた博 東部博 奥四万十博
→大型バスが食事のできる所

施設整備 照明をLEDに（地域観光課予算）

学習 小学生が龍河洞へ 工科大生

イベント キャンドルナイト 龍河洞まつり

広域連携 日本三大鍾乳洞 龍泉洞（岩手県） 秋芳洞 （山口）



香美市の産業振興
香美市の産業振興・・・もっと主体性を

数値目標を作るべき（公開すべき）

組織の問題？
→忙しすぎる？

香美市 高知県
産業振興課 課長1名
総務班 ３名 鳥獣対策課
農政班 7名 農業振興部
商工観光班 ４名 商工労働部+観光振興部
林政班 5名 林業環境振興部

突き詰めれば、雇用を維持し、雇用の場を生み出していく

１、事業者の利益が出ているか ２、新規就農・新規開業の取り組み



香美市の産業振興

製造品出荷額
平成24年 高知県 4,945億円（4年後+55億）

1位 高知市 1432億円 4位 香南市 415億円
2位 南国市 842億円 5位 いの町 260億円 4年後
3位 須崎市 585億円 6位 香美市 237億円（4,8％） →+2,6億円

55億の4,8％



防災について

Ｑ.地区公民館を避難所として整備は？
→県は市を通じて自主防災組織支援

地域防災対策総合補助金（補助率1/2）
3億2,420万円（平成27年度）
自助 室内安全対策（全世帯を対象）など
共助 自主防災組織等が行う学習会や訓練及び資機材の整備など
公助 避難場所や避難所の環境整備など

「大規模災害に備えた避難所運営マニュアル
作成の手引き」について (2014年10月31日)



防災について
「大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作成の手引き」について (2014年10月31日)



防災について
「大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作成の手引き」について (2014年10月31日)



防災について

南海トラフ地震対策行動計画
（平成25年度～平成27年度）より



防災について



防災について



防災について



時間ありますので、ご質問をどうぞ！



質疑応答 2部



主な質問内容

香美市の産業について（農林・商工業）

あけぼの街道の完成時期。

急傾斜地の予算確保。

新改バス路線。

畜産と米の転作。

永瀬ダムの耐震化。

人口減少社会と香美市人口。

ユズの振興。 などなど。

以上


