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平成31年３月７日
取得者約３万5,000人のうち、60歳以上の方は約

ンペーン～」をスタートさせました。私は、こ

１万5,000人と、およそ４割を占めております。

の取り組みは高知県の強みである自然と食、そ

引き続き、パスポート取得者のさらなる拡大を

して魅力ある土佐人に触れてもらうということ

図り、日常的に楽しみながら体を動かすことな

で、大いに期待をしております。また、知事も

ど、高齢者の方の健康づくりに市町村と連携し

おっしゃっているように、人口減少が進む自然

て取り組んでまいります。

いっぱいの集落にとって、山や海、川を生かし

あわせて、テレビなど効果的な手段を用いて、

たアウトドアの旅行商品をつくるなど、新たな

運動器の疾病対策の大切さや日々取り組める正

ビジネスチャンスにもなるのではと期待をする

しいウオーキング方法を啓発するなど、運動習

ところです。

慣の定着化に向けた取り組みを強化していきた

しかし、この自然を生かしてお客さんを呼び
込みお金を落としてもらうことは、並大抵のこ

いと考えております。
どうもいろいろと答弁を

とではありません。これまでも、高知県内の市

ありがとうございました。ひとつ、人工海底山

町村によるキャンプ場や宿泊施設整備の取り組

脈の設置可能調査につきましては知事に再要請

みがありました。しかし、過去に整備された施

をいたしまして、以上、私の質問を終わります。

設が今でも人気施設かというと、そうではない

ありがとうございました。（拍手）

のだと思います。時代に合わせ、新たなニーズ

○15番（明神健夫君）

○副議長（坂本孝幸君）

以上をもって、明神健

を持った今の観光客が満足できるような取り組
みが必要です。そのために、過去に整備された

夫君の質問は終わりました。
ここで午後２時45分まで休憩といたします。

施設をさらにパワーアップさせるためにも、リ
ニューアルが不可欠です。

午後２時23分休憩

そんな中、高知県内では、大手アウトドアメー
カーの協力を得た形で、新たな施設整備が３つ

――――  ――――

の市町で進んでいます。具体的には、大阪市に
本社のあるモンベル、新潟県三条市に本社があ

午後２時45分再開
○議長（土森正典君）

休憩前に引き続き会議を

るスノーピーク、この２社との協力関係です。
本山町はモンベルの協力を得て、
アウトドアヴィ

開きます。
一問一答による議案に対する質疑並びに一般

レッジもとやまというレストラン、宿泊施設な
どの複合拠点を整備しております。越知町は、

質問を続行いたします。
依光晃一郎君の持ち時間は60分です。

スノーピークおち仁淀川キャンプフィールド及

16番依光晃一郎君。

びスノーピークかわの駅おち、土佐清水市は、
本日は、自然・体験型

スノーピーク土佐清水キャンプフィールドを、

観光キャンペーンに関連して、指定管理者制度

それぞれスノーピークの協力を得て整備してお

を中心に質問させていただきます。皆様お疲れ

ります。

○16番（依光晃一郎君）

のこととは思いますが、よろしくお願いいたし

私は、高知の自然は全国的に見てもすばらし
いと思っています。しかし、日本中に美しい自

ます。
高知県は２月１日より、自然・体験型観光を

然があり、他県のライバル地域も努力をしてい

目玉とした「リョーマの休日～自然＆体験キャ

ます。ですから、高知の魅力を最大限アピール
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平成31年３月７日
するために、全国に実績ある企業のプロデュー

についてお聞きをいたします。こういった取り

スによってセンスのある施設をつくっていくこ

組みは、市町村と民間企業のニーズが一致した

とは、とてもよい取り組みであると思います。

場合に実現するのだと思いますが、私は市町村

まずは、高知県の自然・体験型観光において

長のリーダーシップがとても重要であると考え

県外企業と連携していくことによる効果につい

ています。
例えば本山町では、平成27年にアウトドアの

て知事にお聞きをいたします。
○知事（尾﨑正直君） この自然・体験型観光キャ

里づくり拠点事業基本計画をつくり、28年に実

ンペーン、これを２年間進めていく中において、

施設計、29年から建設に着手して、ことしオー

高知において自然・体験型観光の地力というの

プンというタイムスケジュールです。基本計画

を大いに高めていきたいと思います。そしてそ

からモンベルがかかわっているのですが、実施

のためにも、地元の皆様方とコラボする形で、

設計委託料で5,142万円が、町の予算として県内

全国区、もっと言うと世界レベルでのノウハウ

のコンサルタントに支出をされました。今西前

を持つ民間企業の皆様方との連携を深めていく

本山町長時代に計画がつくられたのですが、町

ことは有効なことだと思っています。そのこと

の予算を支出する以上、住民の代表である議会

を通じて、言うまでもないことですが、全国区、

への説明も必要です。一般的に、地域活性化を

世界レベルに通用する新たな付加価値をつける

目指した施設整備をする際にどれくらいの規模

ことができる、それが県外からの誘客につなが

のものをつくるかというのは悩ましい問題です。

ると、ライバルが多い中においても県外から高

本山町議会でもランニングコストの議論があり、

知に対する誘客につながるということになるん

維持修繕費はどれくらい必要か、指定管理料は

だろうと思います。また、そもそもそういうノ

幾らが適正かという議論があったとお聞きをし

ウハウを持っておられる民間の企業の皆様方は、

ております。また、その議論の中で、温浴施設

独自のネットワークをお持ちであります。その

に関しては当初の計画より縮小したということ

ネットワークの中に高知のそれぞれの土地を組

です。

み込んでいくことができる、このことは、確実

よいものをつくれば多くのお客さんの来場が

な誘客につながるという点において有効だと思

見込まれ、さらに施設利用料を高く設定でき、

います。

収益が安定するという考え方がある一方で、こ

ノウハウの獲得、ネットワークの獲得、両方

れまでの経験から、交通の便の悪い地域にお客

の面から、全国区レベルでのノウハウの獲得、

さんはそんなに来ないだろうから、予算はかけ

ネットワークの獲得、それをなし遂げていくた

ない安普請でつくるという考え方もあります。

めにも、ぜひこの自然＆体験キャンペーンの中

政治家として、町の将来のために未来への投資

において、民間の企業の皆様方との連携という

を考えることはすばらしいことだと思いますが、

のを、地元の皆様と同意し、また巻き込んでい

これまでないことを住民に、そして議会に説明

く、一緒に取り組ませていただく形で行わせて

していくことはとても困難を伴います。

いただきたいと、そういうふうに思っています。

そんな中、尾﨑県政の産業振興計画は地域の

○16番（依光晃一郎君） 次に、モンベルやスノー

チャレンジを応援する政策でありまして、当然

ピークのプロデュースによって生まれた新たな

本山町の事業にもあらゆる面からのサポートが

施設整備について、県は市町をどう支援したか

行われたのだと思います。
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そこで、高知県は、産業振興計画の地域アク

て御答弁をいただきましたが、大手企業との包

ションプランとして本山町の観光施設整備事業

括協定では、さらに広く協力を得られることが

を応援し、計画についてもかかわってきたと思

あるのではないかと考えます。

いますが、本山町のアウトドアヴィレッジもと

そこで、今回のモンベルとの包括協定では、

やまの実施設計委託業務に関してどのような支

観光分野以外に企業に対してどのようなことを

援をしたのか、観光振興部長にお聞きをいたし

期待しているのか、産業振興推進部長にお聞き

ます。

をいたします。

○観光振興部長（吉村大君）

県では、アウトド

○産業振興推進部長（井上浩之君）

株式会社モ

アヴィレッジもとやまを、嶺北エリアにおける

ンベルとは、自然体験の促進による環境保全意

集客の規模や経済効果の創出という観点から、

識の醸成や健康増進に関すること、子供たちの

嶺北エリアの観光拠点施設に位置づけまして、

生き抜いていく力の育成に関すること、そして

実施設計委託業務に対して、補助率３分の２の

防災意識と災害対応力の向上に関することなど、

補助制度により財政支援を行っております。

７つの項目で協定を結んでいます。

この計画を最初に聞い

この協定に基づく具体的な取り組みとして、

たときに、本当に大丈夫かなというようなこと

子供たちの生き抜く力を育成するためのテント

もあったんですけれど、まさに今の自然・体験

などアウトドア用品を活用した実践的な防災教

型観光キャンペーンの本当に目玉になったんだ

育への支援や、また県内で大規模災害が発生し

と思います。そして、先ほど知事からも御答弁

た際のモンベルのネットワークを生かしたテン

があったように、世界的な企業と連携するとい

トや寝袋といった救援物資の提供など、企業の

うことは本当に有意義なことです。お客さんが

強みを生かすとともに、本県の課題にも対応す

どれくらい来るだろうといって議会とかでもむ

る取り組みを期待しているところであります。

○16番（依光晃一郎君）

と、やっぱりどんどんどんどん縮小していくよ

○16番（依光晃一郎君）

防災の観点でもという

うな感じがあると思うんですけれど、県のほう

ことがあって、自分も思いもつかなかったこと、

が応援したということが今回いろいろな意味で

新しいきずなが生まれたということで、本当に

議会に対しても応援になったし、まさに知事の

嶺北の子供たちにとってもいいんじゃないかな

産業振興計画の中でやられたんだと思いますし、

と思うし、地元を誇れるかどうかといったとき

よくぞ支援していただいたと感謝を申し上げた

に、うちはモンベルと防災教育もやっています

いと思います。

ということは、本当に子供たちにとってもいい

次に、モンベルとの包括協定についてもお聞

影響があるかなと思いますんで、今後ともそう

きをしたいと思います。高知県においては、民

いったきずなを深めていただきたいと思います。

間企業の持つネットワークや知見を県の取り組

次に、民間のノウハウを生かした指定管理と

みに生かすことなどを目的として、包括協定を

いう点でお聞きをいたします。そもそも指定管

推進していると思います。そうした中で、今回

理者制度は、公共施設を行政が直営で運営して

の本山町とモンベルとの関係を一つのきっかけ

いたものを、民間のノウハウを生かすことで、

として、高知県とモンベルとの包括連携協定が

より住民サービスを向上させようと導入されま

昨年の４月に締結されたのだと思っております。

した。この指定管理に関しては、本来、よりサー

先ほど、観光分野での県外企業との連携につい

ビスを向上させようとして導入された制度だと
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理解しておりますが、実際は、民間事業者を公

ながりますよう検証しつつ、対象施設の拡大や

募で選び競わせることで指定管理料という行政

活用しやすい形への改善などを検討してまいり

支出を減らしたいという思いが根強いのではと

たいと思います。
○16番（依光晃一郎君） ありがとうございます。

感じます。
私は、住民の満足度を上げるための指定管理

しっかり取り組んでいただいて、サービスの向

者制度であり、サービス向上を競い合う公募で

上にもつながっているということで、本当に指

あってほしいと思います。指定管理者制度が始

定管理者制度がうまく進んでいるんではないか

まったのは平成16年ですが、公募をかけるたび

なと感じました。

に応募する事業者は減って、２回目以降の公募

次に、指定管理における管理代行料の積算に

では応募者が現行の管理者のみとなっている事

ついてお聞きをいたします。管理代行料につい

例が多いのではと思います。サービス向上を競

ては、公募が始まった平成16年から10年以上経

い合える公募となるように、抜本的な検討が必

過し、人手不足で人件費も上がってきているこ

要です。

とや、時代に合わせたサービスの変化など、ど

このことについては２年前の平成29年２月定
例会でも取り上げましたが、指定管理者の募集

ういった形で積算するかは重要な視点です。
指定管理者の選定は、施設を管理する県庁の

に関する改善についてどう取り組んでいるのか、

担当課が、５名程度の有識者や利用者代表など

総務部長にお聞きをいたします。

から成る審査委員会を設置し、審査項目、配点

○総務部長（君塚明宏君）

指定管理者の募集に

を定めて、総合得点をもとに候補者が選定され、

当たりましては、できるだけ多くの事業者等に

議会の承認を経て決定となります。審査委員会

応募していただきまして、さまざまな提案を通

においては審査項目についての配点が重要で、

じて、より効率的に県民サービスの向上につな

住民サービスの向上についての項目よりも経費

げていくことが重要と考えております。

削減の努力に対する配点評価が高ければ、最も

平成29年度以降の改善点といたしましては、
議員からの御指摘を踏まえまして、公募の際に

大事な住民サービスの低下を招く結果にもなる
と危惧をするところです。

利用者サービスの向上を図る提案を募ることと

また、指定管理を受けた事業者のこれまでの

したことや、当時検討しておりましたサービス

収支を見てみると、経費削減努力にもかかわら

改善提案事業の導入をしたところでございます。

ず、住民サービス向上に伴うコストアップを吸

このサービス改善提案事業といいますのは、応

収し切れず、当初県が積算していた予算設定を

募事業者からいただきました利用者サービスの

上回ったため赤字に陥っている事業者もありま

向上につながる提案について、必要経費として

す。この管理代行料の積算が運営の実態に合わ

一定額を指定管理代行料に上乗せするものでご

ない状況が続けば、民間事業者にとっては魅力

ざいます。平成29年度、30年度の２カ年におき

のない事業であることから撤退の可能性もあり、

まして、サービス改善提案事業の対象である４

さらに指定管理者の公募で応募がゼロとなれば、

施設のうち３施設から、施設内のサインの多言

県が直接管理する状態に戻ってしまうことにも

語化など具体的な提案をいただいているところ

なりかねません。
そこで、指定管理における管理代行料の積算

でございます。
引き続き、県民サービスのさらなる向上につ
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理者である高知ファズ株式会社への負担が増大

総務部長にお聞きをいたします。
○総務部長（君塚明宏君）

しているともお聞きをしました。外国客船が入

指定管理者が一定の

管理代行料の範囲の中でよりよいサービスを利

港した際に対応するのは港湾振興課なのですが、

用者に提供できますよう、その積算については

港湾施設の管理を行っている高知ファズも立ち

必要な経費を適正に反映する必要があり、必要

会う必要があり、外国客船が入港する際は埠頭

に応じ見直しもすべきものと考えております。

の保安管理業務などへの人件費が増大している

例えば過去、包括外部監査におきまして、人

とのことです。外国客船が高知に来てくれるこ

的体制に関して県と指定管理者双方の認識の差

とは非常に喜ばしいことなのですが、高知ファ

が人件費の差として赤字要因になっている旨の

ズにとっては、外国客船が来れば来るほどそれ

意見があったことも踏まえまして、利用者増に

に対応する業務がふえるということになるそう

向けた取り組みなども考慮した上で人件費の見

です。当初から増加した管理代行料については

直しを行ったというものもございます。このほ

後から追加で県から支払われるとも聞きました

か、美観向上のために植栽管理に要する経費を

が、外国客船の予約状況などから前年度に経費

新たに積算に加えるですとか、労務単価や物価

が予想できる分は、早目の対応をすべきではと

上昇の状況を管理代行料に反映させるなどの見

思うところです。
そこで、高知港の管理代行料についてどのよ

直しもしてきているところでございます。
○16番（依光晃一郎君）

うに対応しているのか、土木部長にお聞きをい

先ほど、積算と違った

たします。

ところで民間事業者がお金を足していたという
お話があって、改善していただいたということ

○土木部長（村田重雄君）

高知港の指定管理に

で、包括外部監査も自分は見せていただいて、

つきましては、平成29年度から31年度までの３

甫喜ヶ峰森林公園で常勤１、非常勤３で県が積

カ年の管理運営に関する基本協定を、高知ファ

算しておったと、それを受けていた一般社団法

ズ株式会社と平成29年３月に締結しております。

人高知県山林協会が常勤２、非常勤２というこ

その際には、過去の実績をもとに３年間の寄港

とで、常勤を１人ふやしていたと。これは何か

数を算定し、その受け入れに必要な経費を計上

というと、やっぱり子供たちのキャンプとかそ

しているところです。平成29年度、30年度は、

ういうところをよくしようということで、ある

実際の寄港数がその数を上回りましたので、実

意味赤字でも心意気でやっていただいたのかな

績に合わせまして年度途中で協定を変更したと

と思っています。やっぱり努力をされている指

ころでございます。

定管理者の皆さんには報われるほうがいいと思

なお、平成31年度につきましては、寄港数が

いますし、その方向でやっていただいていると

近年増加している傾向を踏まえまして、年度当

いうことで、本当に感謝をします。

初から協定を変更した上で対応することとして
おります。

それで次に、先ほどの管理代行料について具
体的な事例でお聞きをいたします。高知県の外

○16番（依光晃一郎君）

早速対応していただい

国人観光客増加については高知新港への外国客

たということで、ありがとうございます。外国

船入港によるところが大きく、今後も順調にふ

客船というのは本当に高知県にとってありがた

えていくのではと期待をするところです。

いというところなので、しっかりとまたやって

一方で、高知港の港湾施設を管理する指定管
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次に、指定管理者の選定に関して、地元事業

ところです。また、県外のノウハウを学んで県

者優先という考え方についてお聞きをいたしま

内企業が成長するという好循環にも期待をする

す。先月、四万十町のオートキャンプ場ウエル

ところです。

花夢に関する指定管理者選定について、選定委

高知県は、指定管理者制度において県外企業

員会が候補者に選んだ愛媛に本社のあるオース

が指定管理者になることについてメリット・デ

トラリア観光会社の日本法人企業を、四万十町

メリットをどう考えているのか、総務部長にお

議会が指定管理者として認めないということで、

聞きをいたします。

執行部提案が議会で否決をされました。否決に

○総務部長（君塚明宏君）

県外企業が指定管理

なった理由は、地元の企業でなかったことでし

者になるメリットにつきましては、応募要件を

た。

県内企業に限定しないことによる応募者の増の

私は、気持ちとしては理解ができないわけで

ほか、専門的な知見や高いブランド力を持つ企

はありませんが、先ほどから議論させていただ

業であれば、そのネットワークを活用した情報

いている、県外企業のノウハウを生かす形での

発信やノウハウの活用による県民サービスの向

観光施設整備という考え方を支持する立場で

上などが期待されるというものがございます。

あって、今回の事例に関しては他の市町村に波

デメリットについては、指定管理料という形で

及するのではと心配をするところです。住民代

公費が県外に流れることや、県内企業の雇用へ

表の議員で構成する四万十町議会が決めたこと

の影響などが懸念されるというものがあると思

ですので私がとやかく言う筋合いではありませ

います。
本県の指定管理者の応募要件につきましては、

んが、先ほどから取り上げているモンベルもス
ノーピークも県外の企業でありまして、将来、

御指摘のとおり県内事業者を基本としつつ、県

指定管理者として３市町議会が否決するという

外事業者が応募する場合には、県内事業者とグ

こともあり得るのだと思います。

ループを構成するとともに、指定管理者を開始

私は、地元企業優先が何よりも大事というの

するまでに事業所を置く場合に限るということ

ではなく、もう少し長期的かつ広い観点から、

といたしまして、デメリットの緩和に努めてい

県外企業が指定管理者となることのメリットも

るところでございます。施設によりましては現

議論すべきではないかと思います。高知県は、

行の要件の見直しが必要となることも想定され

公の施設の指定管理者制度に関する運用指針に

ますことから、他県の状況などいろいろ研究し

おいて、応募者の資格要件として地域要件を定

ていく必要はあるものと考えております。

めており、地域経済の活性化や県内雇用の確保

○16番（依光晃一郎君）

今回は四万十町の事例

も念頭にということで、原則県内事業者を選ば

を挙げさせてもらったんですけれど、議会が決

なければならないとしております。私は、地域

めたことですので、それは私が言うべきことで

経済の活性化という観点からは、全国展開する

はないかもしれないんですが、県のやり方を市

企業と結ぶことが県外からのお客さんを呼ぶこ

町村も参考にしてということはあろうかと思い

とができて活性化につながるという観点もあろ

ますんで、そこら辺のメリット・デメリットを

うかと思いますし、県内雇用という意味でも、

どう考えるかということも議論を深めていただ

地元雇用がゼロとなるわけではないと思うこと

きたいと思います。何回も言いますけれど、私

から、恐れるほどの影響はないのではと考える

は、やっぱりブランド力であったりとか新しい
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知恵であるとか、新しい――東京からかもしれ

新たな官民パートナーシップということでＰＰ

ないし――来てくれた方が高知を好きになって

ＰやＰＦＩを推奨していますが、県内の事例で

いろんな提案をしてくれるというような、いろ

ある本山町、越知町、土佐清水市がやっている

んな要素があって、総合的に判断してやるべき

事業はこうした手法を検討してもよかったので

だと思うんで、そういう点も踏まえてお願いを

はと思います。
今後、県内市町村が民間の知恵を設備投資に

したいと思います。
次に、公共施設における民間活力の活用につ

盛り込み、その施設の運営についても民間活力

いてお聞きをいたします。ここで私は、２つの

を生かそうとする場合に、県としてどういった

契約で行うやり方を、民間プロデュース・プラ

アドバイスをしていくのか、総務部長にお聞き

ス指定管理という造語をつくって、本山町のア

をいたします。

ウトドアヴィレッジもとやまの事例を例に説明

○総務部長（君塚明宏君）

ＰＰＰ／ＰＦＩの件

でございます。県では高知市と連携しまして、

させていただきます。
このアウトドアヴィレッジもとやまについて

公共施設における民間活力の導入手法に関して

は、株式会社モンベルホールディングスが指定

担当職員の知識の底上げを図り、案件の導入を

管理者として運営が決まっていますが、平成28

促進するため、県市のほか産業界、大学、金融

年に実施設計の契約を結んだ時点では指定管理

機関で構成されます「高知県・高知市連携ＰＰ

者となることは決まっていませんでした。わか

Ｐ／ＰＦＩ地域プラットフォーム」を設置して

りやすく言うと、アウトドアヴィレッジもとや

おります。このプラットフォームにおきまして

まの指定管理者にモンベル以外が選ばれる可能

は、市町村、県及び民間事業者を対象としまし

性もあったということです。

て、法に則した手続の流れや民間事業者の募集・

本山町とモンベルは、プロデュースである基

選定手続、公表資料の作成のポイントなどにつ

本計画の契約と運営である指定管理契約の２つ

きまして情報を提供するセミナーなどを開催し

の契約を結んでいますが、私としては、基本計

ているところであります。

画と運営を合わせた１つの契約としてできなかっ

新年度からは、国が、新たに講師の派遣など

たのかと思います。私は、今後も、市町村の観

地域のプラットフォームを支援する取り組みを

光施設を民間ノウハウで再整備し指定管理も引

開始する予定となっております。こうした取り

き受けてもらう民間プロデュース・プラス指定

組みも活用しながら、市町村に対しますプラッ

管理という方法は、地域経済の活性化につなが

トフォームのさらなる周知に努めますとともに、

ると考えており、さらに広げていってもらいた

相談会を開催することなどによって、事業の検

いと思います。

討段階からＰＰＰ／ＰＦＩの活用を念頭に置く

さて、ここまで私の造語におつき合いをいた
だきましたが、私が言う民間プロデュース・プ

ことができるように努めてまいりたいと思いま
す。

ラス指定管理というのは、要するに行政と民間

ただ、その際には、施設の種類、性格により

が連携し、それぞれお互いの強みを生かすこと

ましてはＰＰＰ／ＰＦＩの導入に不向きなもの

で最適な公共サービスの提供を実現する、ＰＰ

もあると思われます。そうした留意点につきま

ＰあるいはＰＦＩといった手法なんだと思いま

しても意識してもらうことが重要であると考え

す。内閣府は、官民の適切な役割分担に基づく

ております。
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公共施設を管理するに

募集要項によると、指定管理料は約1,400万円と

当たって非常に有効な手段だと思いますけれど

なっております。この金額がどうやって決定し

も、
高知県はＰＦＩというとちょっとアレルギー

ているかといえば、過去の運営実績から求めら

もあるのかなと思いますんで、丁寧に施設ごと

れており、経費に当たる管理業務経費見込み額

の御説明もしていただいて、市町村と連携もぜ

から売り上げに当たる使用料等収入見込み額を

ひ進めていただきたいと思います。

引いて求めた額となっております。つまり、赤

○16番（依光晃一郎君）

字補塡の金額が指定管理料という考え方です。

次に、指定管理者の応募企業をふやす観点で
お聞きをいたします。高知県は、昨年から、観

結果として、指定管理者であるスノーピークは、

光拠点等需要調査事業ということで、県内市町

指定管理者としてのサービスを越知町にかわっ

村が有する遊休地や施設をモンベルやスノー

てやることから、これまでどおりの運営であっ

ピークなどの観光関連事業者に対して紹介し、

ても収支とんとんで事業が行えます。

新たなビジネスをやりませんかという調査を行

さらに、スノーピークの立場に立って利益を

いました。私はこの取り組みに大変期待をして

出すことを考えれば、稼働率を上げてお客さん

おりまして、多くの企業に手を挙げていただき

の数をふやすこと、そして次に考えるのは利用

たいと思います。

料金のアップだろうと思います。しかし、利用

しかし、そのためには、これまで議論させて

料金の上限は条例で決まっています。私は、企

いただいているように、市町村長のリーダーシッ

業が利益を上げ、その利益を高知県で雇用され

プに加え、住民の皆さん、議会の協力が不可欠

た従業員に給与として還元するのであれば、利

です。また、何より企業にとっては事業展開に

用料金の上限を上げるための条例改正も許され

関するメリット、うまみがなければ、進出はな

るのではと考えております。また、条例の中に、

いのだと思います。

越知町民はこれまでどおりの利用料金に据え置
くということを定めることも可能です。

企業にとってのうまみとは、簡単に言えば利
益が上がること、また高知で事業活動をするこ

より多くの事業者に指定管理事業へ参加して

とが企業のブランド力向上をもたらし新たな顧

いただくため、管理運営に係る経営努力によっ

客を得られるなどだと思います。加えて、企業

て増収となった場合、指定管理者にもメリット

としてのリスクを最小限にするためには、行政

が必要であると思いますが、越知町の事例にお

との契約も重要です。まずは、指定管理料の額

ける取り扱いについて観光振興部長にお聞きを

であり、企業が必要とする設備投資に関する行

いたします。

政支援だと考えられます。越知町の事例を挙げ

○観光振興部長（吉村大君）

越知町が株式会社

ると、スノーピークにとっては、キャンプ場の

スノーピークとの間で締結した協定書では、指

再整備の監修を任され、その整備費は町と高知

定管理者による管理運営の経営努力などにより

県の補助金で賄われるということで、自前で土

使用料等収入が増収になった場合は、その７割

地を構え設備投資をし利益が出るまで辛抱する

が指定管理者に配分される内容になっています。

ということをすっ飛ばして、初年度から利益が

○16番（依光晃一郎君）

本当にスノーピークは

見込める計画をつくれるというのがメリットで

そういうモチベーションもあって頑張ってくれ

す。

ると思いますし、それがさらなる高知県観光の

ちなみに、越知町が平成29年10月に公募した
－408－
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代行料が減ったりとかという事例もあるんだと

つながることだと思いますんで、ぜひとも頑張っ

思いますけれども、
ぜひスノーピークにもメリッ

ていただきたいと思います。
次に、使用目的がある施設を民間の知恵で有

トがある形でウイン・ウインの関係をつくって

効活用という指定管理者制度ではなく、使用目

いただきたいと思います。
また、観光拠点等需要調査事業を通じていろ

的を失った公共施設の有効活用についてお聞き

いろな企業ニーズを聞いたと思いますが、今後

をいたします。このテーマも平成29年２月定例

の企業進出への見通しについて観光振興部長に

会でお聞きをしたのですが、高知県には全国に

お聞きをいたします。

誇れる事例ができましたので、改めて取り上げ

○観光振興部長（吉村大君）

させていただきます。その事例とは、むろと廃

観光拠点等需要調

校水族館のことです。

査事業を通じまして、本県での事業展開に関心
を示したアウトドアメーカーなど５社に、これ

ＮＰＯ法人日本ウミガメ協議会が指定管理者

らの企業の得意分野と現時点で施設整備を検討

となっていますが、経緯を調べてみると、室戸

している市町村のニーズとがおおむね合う現地

市はもともと水族館をつくろうとしていたので

の施設等を視察していただきました。この視察

はなくて、廃校の有効活用を呼びかけていただ

を踏まえた企業ニーズとしては、例えば、より

けだったようです。そこに、長年室戸でウミガ

アクティブな体験事業を展開する企業は景観よ

メの生態について研究を続けてきた日本ウミガ

りも地形や広さなどを重視することや、キャン

メ協議会が、標本の収蔵場所としての相談を市

プ場などの滞在型施設を展開する企業は景観や

長にした際、プールにウミガメを泳がせようと

交通アクセスの利便性などを重視することがわ

いうアイデアから、とんとん拍子で水族館とい

かりました。また、企業の進出形態についても、

うことになったのだそうです。

それぞれの経営方針などによって、指定管理者

日本ウミガメ協議会はたまたま廃校の有効活

としての運営、施設の監修、業務提携など、さ

用募集について知ることができましたが、この

まざまな意向があることが把握できました。

ような成功事例を広げていくためにも、使用目

今回の視察の結果、企業ニーズにかなう施設

的を失った公共施設については、施設の詳細な

が幾つかありましたので、視察先の市町村とこ

設備の状況や耐用年数などを広く公開し、いろ

うしたニーズなどを共有し、市町村の意向や事

いろなジャンルの民間企業に知ってもらうこと

業化の見通しなどについて検討いただいており、

で、新たな投資の可能性を広げることができる

今後の進め方についての協議、確認もあわせて

のではと思います。
そこで、２年前にも取り上げましたが、使用

進めています。
自然・体験型観光キャ

目的を失った公共施設の有効活用を進めるため

ンペーンがどんどん広がっていくような御紹介

の取り組みについてどう取り組んでいるのか、

でした。本当に高知の自然というのは高知県民

総務部長にお聞きをいたします。

○16番（依光晃一郎君）

が実はわかっていないところもあって、よその

○総務部長（君塚明宏君）

２年前の御質問を受

方が見たら、いろんな企業の知恵も含めてやっ

けまして、平成29年12月から管財課のホームペー

ていただける可能性もあるということです。何

ジで貸付物件の概要を写真つきで公表しまして、

度も述べますけれども、市町村のお考えがまず

広く貸し付け及び利活用の提案を受け付けてい

前提ではありますが、高知の中山間の雇用にも

るところでございます。さらに、幾つかの物件
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い企画が大いに受けていると考えています。

につきましては、関係市町村を訪問しまして利
活用の働きかけも行ったところです。その結果、

○16番（依光晃一郎君）

本当に知恵が集まって

２つの物件で具体的に検討していただきました

いるというか――自分はラジオでお聞きしたん

けれども、利用方法や設備改修などが課題とな

ですけれど、プールに対して外国人のお客さん

りまして、貸し付け等には至っていないという

がびっくりするんだと、小さな小学校一つ一つ

ところでございます。

にプールがあるというのは外国にはないそうで、

今後は、産業振興の各地域本部などとも情報

そんなことを驚いたということを聞いて、どこ

の共有を図りまして、より多くの方々から御提

にニーズがあってどういうところに喜んでもら

案いただけるよう取り組んでまいりたいと思い

えるかというのも本当にやってみんとわからん

ます。

ところはあるんです。けれど、長年室戸で活動
前向きに取り組んでい

されていた日本ウミガメ協議会さんがやったと

ただいているようで、ありがとうございます。

いうことがあって、それとやっぱり室戸を何と

お聞きしたら、一部使っているところはホーム

かしようという思いもあったんではないかなと、

ページにも出ていないということで、共用とい

まさに志のある民間事業者ではなかったかと思

うようなことの可能性もあるかもしれないんで、

います。

○16番（依光晃一郎君）

そういうことも含めてぜひ御検討いただければ

何か連携をいろいろつくっていくと、そこか
ら思ってもいなかったようなことも生まれるよ

と思います。
次に、使用目的を失った公共施設の有効活用

うな気がしますんで、ぜひともそういうチャレ

という点で、むろと廃校水族館が成功した理由

ンジ、可能性を広げることもやっていただきた

をどう考えるのか、観光振興部長にお聞きをい

いと思います。
次に、県の指定管理施設の修繕についてお聞

たします。
むろと廃校水族館

きをいたします。私は、指定管理者制度につい

には、昨年４月のオープン以降15万人を超える

ては、民間企業にとって努力が報われる仕組み

多くのお客様が訪れています。その主な理由と

でないといけないと思っております。そのため

しましては、廃校となった施設の活用方法から

には、指定管理を受けた企業が利益を出すこと

展示運営に至るまで、民間事業者の創意と工夫

に対して行政が否定的になってはいけないし、

が存分に発揮されているからだと思います。具

そこで働く職員さんが頑張っただけの給料を得

体的には、旧小学校の校舎をほぼそのまま利用

ることができる仕組みにしていく必要がありま

して、教室に設置された円形の大型水槽に魚の

す。

○観光振興部長（吉村大君）

群れが回遊していることや、手洗い場をタッチ

誤解のないように申し上げれば、私は利益を

ングプールとして活用し、海洋生物と触れ合え

管理代行料を引き上げることで生み出すべきと

ること、25メートルの屋外プールにウミガメや

言っているのではありません。そうではなくて、

サメが悠々と泳いでいることなどが挙げられま

施設の稼働率を上げて利用料収入をふやすこと

す。

で実現すべきという考え方です。

このように、かつての学び場が水族館として

香北青少年の家のお話をさせていただきます。

生まれ変わり、入館者が学校の雰囲気を生かし

香北青少年の家の指定管理者は株式会社香北ふ

た展示の魅力を体感できるというこれまでにな

るさとみらいで、この事業者は、日ノ御子河川
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公園キャンプ場、ザ・シックスダイアリーかほ

当施設は、青少年の利用を促進するために使

くホテルアンドリゾートの指定管理もあわせて

用料を安価に設定しており、利用者の増加が指

受けており、龍河洞の活性化を担う龍河洞みら

定管理者の収入増につながりにくいため、利用

いとは、観光まちづくり会社ものべみらいから

料金制を導入していませんが、さらなる利用促

出資を受ける兄弟会社の位置づけです。

進に向けて快適な環境を整備することは大変重
要だというふうに考えております。

現状は学校単位などの団体受け入れが中心で
すが、近隣の観光施設との連携により、親子連

また、当施設は築40年を超え、各所に老朽化

れのファミリー客にも泊まってもらえるような

による修繕の必要性が生じております。これま

旅行商品を考えていくこともできるのではと思

でも小規模な修繕は実施してきましたが、指定

います。

管理者の要望に十分応える状況となっていない
のが現状となっております。

そこでネックになるのは、お風呂と食事です。
お風呂に関しては、老朽化が進み、追いだき機

青少年教育施設の整備については、これまで

能がないため遅い時間にお風呂に入るとぬるい

大規模な耐震改修など、利用者の安全確保を最

お湯となってしまうことなどから、リピーター

優先に実施してきましたが、今後は香北青少年

を減らす大きな要因となっているようです。食

の家の既存の炊さん棟や入浴施設も含め、指定

事に関しても、指定管理の仕様書によって朝食

管理者の御意見も伺い、老朽化への対応や利用

430円、
昼食490円、夕食590円と決められており、

者の満足度向上に向けた整備にも計画的に取り

材料費が上がると赤字になっているようです。

組んでいきたいというふうに考えております。

食事に関しては条例で決まっているわけでは

また、利用者に提供する食事の料金や内容に

ないので、民間の知恵を発揮していただき、地

ついては、基本の定食は統一の料金としている

元食材を活用するなど、ファミリー客が満足で

以外は、県教育委員会の承認によりまして特別

きる食事を提供することができないでしょうか。

なメニューの提供が可能でありますので、指定

これまでより高い値段で提供することについて

管理者による創意工夫により魅力を高めていた

は、担当課として適切に御判断いただければと

だくことを期待しております。
○16番（依光晃一郎君）

思います。

稼働率のことをちょっ

あわせて、子供たちが最も楽しみにしている

とお話ししたいと思いますけれど、やっぱり小

野外でのカレーづくりが、雷注意報が発令され

中学生が中心ということで波があって、そうい

ると曇りでも中止になるそうで、子供たちの学

うところを何か改善できんかなというのが１つ。

びと楽しい思い出づくりという観点からも、炊

それと、先ほど施設整備については前向きなお

さん棟の建設は必要不可欠と思います。

話があったと思いますんで、やっていただきた

このように、香北青少年の家においては指定

いんですが、１つ、利用料収入をできるだけ――

管理者の収入増につながる修繕や新規設備投資

今は県に全部入っているような状況だと思うん

が不可欠だと思いますが、教育長にお聞きをい

ですけれど、指定管理者にも入るようにしてい

たします。

ただくと、軽微な修繕とかは事業者ができるん
香北青少年の家は、利

ではないかなと。今の契約の形だと、30万円以

用者から、満足度が高く魅力的な事業を多数実

上だったら県がやると、30万円以下やったら事

施していると高い評価をいただいております。

業者がやるということですけれど、事業者は収

○教育長（伊藤博明君）
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入がないので、修繕しようと思ったら人件費を

職員の意識の変化のあらわれとはっきり言え

削るとか食材を削るとかそういうことしかでき

るかどうかわかりませんけれども、各所属での

ないんです。軽微な修繕をタイムリーにやると

職員参加によります職場環境の改善に向けた職

施設の長期の修繕費もかからないということも

場ドックの取り組みにおきまして、仕事の仕方

感じますんで、そこら辺、指定管理者のモチベー

や仕組みの見直しに関する取り組みというもの

ションアップというところもぜひともよろしく

が本年度数多く見られたところでございます。

お願いします。

例えば、業務におきまして必要な事項を一覧で
共有する、やることリストの作成ですとか、会

次に、行政改革の取り組みに移らさせていた

議資料への論点明記のルール化、会議等におけ

だきたいと思います。
本議会の知事提案説明において、県として取

ますタイムキーパーの設定など、日々の業務改

り組まなければならない仕事が増加し、予算規

善につながるものが上がってきておりまして、

模が拡大する中、業務を効率的、効果的に行っ

私としましては、業務の効率化への意識が職員

ていく観点、また職員の働き方改革や将来の財

に浸透してきているように感じているところで

政負担の縮減といった観点から、これまで以上

ございます。

に行政改革に取り組んでいく必要があるとの考

○16番（依光晃一郎君） 職場ドックのお話があっ

えが示されました。私は今年度、議会選出で監

て、自分も改善が進んでいるんじゃないかなと

査委員を仰せつかっており、そこで気づいたこ

思いますし、トヨタのカイゼンではないですけ

とも含めて質問をさせていただきます。

れども、小さいことの積み重ねを共有していく

まず、業務を効率的にという観点で行政の仕
事を民間と比べたとき、私が感じるのは、県民
サービスの向上のために働いているはずなのに、

ことで本当に大きな改善になっていくと思いま
す。
それと１つ、冊子を見ていて印象的だったの

県民サービスとは関係のない県庁内部向けの業

は、ポンチ絵について、余りつくり込み過ぎる

務や書類づくりが多過ぎるのではと感じます。

と業務改善にならんので、使い回しができるも

公金を扱うことや意思決定についてのプロセス

のは使い回そうとかそんなことがあって、本当

を明確にすべき必要性からのことだと思います

にわかりやすい冊子で、なかなかすごい取り組

が、工夫の余地があるのではと思います。

みをやっているなあと思って感心をさせていた

まず初めに、高知県は平成30年４月に「活力

だきました。

のある職場づくりと公務能率等の向上の実現を

次に、職務の情報共有についてお聞きをいた

目指して」というハンドブックをまとめ、県庁

します。県庁は、組織が大きい分、仕事につい

内の業務の効率化に取り組んでいますが、職員

ての役割分担が明確で、専門性と効率的な執行

の意識がどれだけ変わってきたか、総務部長に

能力が高いと思います。しかし、明確な役割分

お聞きをいたします。

担の弊害で、一人が仕事を抱え込み、よそから
ただいま御紹介いた

の問い合わせがあっても担当者しか答えられな

だきましたハンドブックは、平成24年度から取

かったり、担当者が急に休むことになったら書

り組んでおります副知事通知に基づきまして、

類やデータがどこにあるかわからないなど、不

仕事の仕方の見直しの具体例などを可視化して、

都合もあるのではと思います。また、定期的な

昨年４月に取りまとめたものでございます。

人事異動で担当がかわるため、引き継ぎがうま

○総務部長（君塚明宏君）
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くいかないと、新しくかわった職員は苦労する

いて平成29年度よりも増加という結果になりま

こととなります。

した。これまで毎年の監査の指摘を受け、チェッ
ク体制は強化されていることと思います。今回、

各課の上司が部下の仕事内容を把握すること
が基本でしょうが、全て把握することは大変だ

私は、不適切な事務処理の数がふえたことを問

と思いますので、各課が組織として助け合える

題とするのではなく、そもそもの事務処理が複

職場環境であったり、仕事の内容をそれぞれの

雑化し、かえって負担がふえたであろうことを

担当外ではあっても知っておけるような雰囲気

問題としたいと思います。

づくりが重要ではと思います。また、このこと

不適切な事務処理を防ぐためには、チェック

は、急な病気や家庭の事情などで休まざるを得

体制を強化することになります。このチェック

ない状況になったときにストレスなく休めるよ

というのは、要するに上司の一手間だと思いま

うな働き方改革にもつながることだと思います。

す。私が監査した印象では、忙しい部署ほど不

職場内の役割分担を超えた仕事の進捗管理に

適切な事務処理が発生し、さらにチェックを厳

関する情報共有についてどういった工夫をして

しくするためさらに忙しくなるという悪循環に

いるのか、総務部長にお聞きをいたします。

陥っているのではないでしょうか。この際、契

組織としての情報共

約事務に関しては、不必要な書類は省いたり、

有の点でございます。例えば人事異動時におき

最重要書類以外の押印は不必要とするなど、も

ましては、組織として業務を引き継ぐために、

う少しシンプルな契約にできないかと感じます。

一昨年度から異動発表の前に全庁通知を発出し

契約事務の簡略化について会計管理者にお聞

○総務部長（君塚明宏君）

きをいたします。

まして、担当者間の引き継ぎの際に担当チーフ
が同席することなどによりまして情報共有を図

○会計管理者（中村智砂君）

契約事務につきま

るよう徹底をしているところでございます。ま

しては、今回の監査の指摘も踏まえまして、しっ

た、各所属におきましては、年度ごとに担当業

かりとチェックが行われるよう指導してまいり

務をローテーションすることや、正副担当制な

たいと考えております。その上で、事務処理が

どによる役割分担のほか、課内会、チーム会の

効率的に行われ、かつミスが発生しにくくなる

開催、共通のスケジュール表、こうした活用に

工夫にも取り組んでまいりたいと考えておりま

よって進捗管理を図るなど、情報共有の工夫が

す。
例えば委託業務などの契約書において、該当

なされているものと承知をしております。
先ほど申し上げました職場ドックの好事例も

項目を丸で囲む様式に見直すなど、これまでも

含めまして、こうした取り組みを全庁的に紹介

簡略化に努めてまいりました。こうした様式や

し活用を呼びかけるなどの工夫をしながら、横

手続の簡略化について引き続き検討し、適正な

展開を図ってまいりたいと思います。

契約事務が行われるよう努めてまいりたいと考

○16番（依光晃一郎君）

えております。

県庁は無駄が多いとい

うのを訂正させていただいて、本当に情報共有

○16番（依光晃一郎君）

次に、契約事務に関す

にも心を配ってやっていただいていることがよ

る職員へのサポート体制についてお聞きをいた

くわかりました。

します。契約事務についての職員支援について

次に、契約事務に関してお聞きをいたします。
平成30年度の監査では、不適切な事務処理につ
－413－
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理解を深めるための模擬入札という取り組みも

いただきたいと思います。

行っております。この模擬入札の取り組みは、

次に、監査資料の書式変更について御紹介を

実際の入札の流れを目で見て確認できるため、

したいと思います。今年度から、監査資料の重

人の動きや手順についてわかりやすく学ぶこと

点項目の取り組み状況について、ＰＤＣＡサイ

ができ、すぐれたものだと思います。また、会

クルを取り入れた書式へと大幅な変更がなされ

計専門員も配置し、出先機関も含めて相談でき

ております。監査委員の役割とは、行政運営が

る体制もとっているということです。

公正で合理的かつ効率的に運営されているかを

私は、契約事務という仕事が、県庁職員にとっ

見るもので、今回の見直しは、組織としての目

て相当のプレッシャーがかかる業務であろうと

標設定や改善について評価できる書式であり、

感じておりまして、この契約事務がストレスの

非常にすぐれていると感じます。

ない仕事になれば、相当な働き方改革になると

御提案された植田代表監査委員にお聞きをし
ますと､｢本庁各課、出先機関の重点項目に対す

思います。
そこで、契約事務に関する業務支援の取り組
みについて会計管理者にお聞きをいたします。

る取り組み状況について、１、目標の設定、２、
目標達成に向けた取り組み、３、取り組み結果

契約事務は、県と

の検証、４、検証を踏まえた改善、いわゆるＰ

相手方が互いの権利義務の関係を定める重要な

ＤＣＡサイクルが機能しているかを検証するこ

手続でありますので、これまでも研修の実施や

とを狙いとして書式を変更した。本年度は、変

テキストの作成、事前の相談対応などの支援を

更初年度のふなれということもあり各機関の資

行っておりますほか、本庁におきましては全所

料の仕上がりに濃淡があったが、監査業務を通

属の契約書類の確認を、出先機関に対しては巡

じて取り組み状況の把握に努めた。来年度につ

回による指導や助言を行うなど、契約の準備段

いては、重点項目に対する取り組み状況が監査

階から締結後の支払いまでサポートしていると

資料に適正に反映され、各機関と活発な議論が

ころでございます。

できるよう努めていく」ということでした。

○会計管理者（中村智砂君）

今後も、契約事務研修をさらに充実させるな

ございませんが、監査によるＰＤＣＡサイクル

ど、支援の強化を図ってまいります。
○16番（依光晃一郎君）

私は現役の監査委員ということで、質問では

これも自分が見させて

もらって、知らなかったことがいろいろあって、
いろんな努力をしていることがわかりました。
１つは会計管理局だよりというのがあって、４

の検証を踏まえて、より適正な行政運営がなさ
れるよう要請をいたしたいと思います。
最後に、物部川流域の活性化についてお聞き
をいたします。

こま漫画でわかりやすく、事務のチェックが至

まず、龍河洞の再整備についてです。２月か

らないところを事前に教えてくれるとか、あと

らスタートした自然・体験型観光キャンペーン

は会計専門員が本当に機能しているんではない

では、龍河洞も大々的にＰＲをしていただいて

かなと感じました。会計専門員に何でも相談で

おります。また、高知県の予算も活用させてい

きる体制を――やっぱり上司は聞きにくいけれ

ただき、新たな施設整備も行っていただいてお

ど会計専門員には聞きやすいということもお聞

ります。

きしましたんで、御負担もかけるかと思います

自然・体験型観光キャンペーンにおける龍河

けれども、業務改善のためにぜひとも頑張って

洞の位置づけについて観光振興部長にお聞きを
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が追いつかない現状です。しかし、長い間の消

いたします。
龍河洞では、物部

費低迷で鍛冶屋の後継者不足は深刻で、産地を

川の地域本部などが主体となって、また龍河洞

維持していくことも危惧されるようになってい

保存会や香美市なども連携をしていただいてお

ました。

○観光振興部長（吉村大君）

そんな中、香美市の有志で鍛冶屋の学校をつ

りまして、このたび新たな探検コースの整備や、
光と音、映像を活用した洞内の演出などの付加

くろうという機運が持ち上がり、香美市が設置

価値を高める取り組みが進められております。

した、ものづくり会議で審議された後、香美市

これらの取り組みによりまして龍河洞の魅力に

議会で予算化され、ことし10月には開校予定と

ますます磨きがかかり、ことしの夏には神秘的

なりました。高知県には構想段階から御支援い

な世界を体感できる新龍河洞がオープンすると

ただきまして、改めて感謝申し上げます。
香美市に設置される仮称鍛冶屋の学校につい

お聞きしています。

て知事のお考えをお聞きいたします。

自然＆体験キャンペーンではこの新龍河洞を
拠点施設に位置づけて、旅行会社へのセールス

○知事（尾﨑正直君）

土佐打ち刃物は、高知が

や特設ウエブサイトとメディアを活用した情報

本当に世界に誇る伝統産業でありまして、特に

発信などのプロモーション活動により、大いに

今、外国人の皆様にも大変人気だというふうに

売り込んでいきたいと考えています。

伺っているところです。ぜひ後継者を育成して、

○16番（依光晃一郎君）

新龍河洞と言っていた

地産外商につながる地場産業として拡大再生産

だきまして、本当に新龍河洞になると思います。

の好循環につなげたいと、そういう思いであり

これは本当に地元も頑張って、過去100万人来て

ます。この鍛冶屋の学校を通じて高い技術力の

おったのが今10万人になっておるということで、

方々が育成をされて、さらなる発展につながっ

県の支援があってのことと、また知事が応援し

ていく、そういうことを本当に心から期待して

てくれているということで、いろいろ地元も意

いるところです。

気に感じて頑張った面もあります。まだちょっ

また、ぜひ鍛冶屋の学校を地域の観光の取り

といろいろとやればやるほど課題も出てくると

組みと連動させていくことができれば、なお一

ころはありますが、しっかりと自然＆体験キャ

層大きい効果をもたらすことができるのではな

ンペーンに龍河洞を入れていただいたというこ

いかと、そのように思っています。先ほどお話

とをうれしく思っていますし、自分も応援した

ありましたけれども、この龍河洞は、一観光施

いと思います｡｢志国高知 幕末維新博」では、香

設というのにとどまらず、本当に高知県の自然・

美市は幕末の志士がおらんもんで、さみしい思

体験型観光の４番バッターになり得るところで

いをしたんですが、ことしからはしっかりと龍

あって、100万人の観光客の皆様方を県外から呼

河洞もＰＲしたいと思いますし、県民の方に来

び込んでくる潜在力を持ったところだと、そう

ていただきたいという思いもありますので、ぜ

いうふうに思っています。アンパンマンミュー

ひ御支援をよろしくお願いいたします。

ジアムの取り組みもあります。この物部一帯の

次に、仮称鍛冶屋の学校についてお聞きをい

すぐれた観光資源と土佐打ち刃物の伝統産業を

たします。香美市が誇る土佐打ち刃物は、国指

組み合わせていくことですばらしいクラスター

定伝統的工芸品として全国に販売されており、

ができるんじゃないか、そういうことを本当に

特に包丁は海外での販売が好調で、需要に製造

心から期待いたしているところであります。
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開きます。

我々物部川の地域本部も主体的にこの問題に

一問一答による議案に対する質疑並びに一般

取り組んでいるところでありますけれども、産

質問を続行いたします。

業振興計画の枠組みの中で、観光さらには地場
産業の振興ともに力を合わせて、それぞれの取

浜田英宏君の持ち時間は60分です。

り組みをしっかり統合して、全体の地域の振興

21番浜田英宏君。

につながっていくように取り組んでいきたいと、

○21番（浜田英宏君）

なりました。皆様も大変お疲れのこととは存じ

そういうふうに思っています。
○16番（依光晃一郎君）

いよいよ最後の登壇者と

力強い御答弁をいただ

きました。特に鍛冶屋の学校に関して、観光面

ますが、いましばらくおつき合いのほどよろし
くお願い申し上げます。

のことを言っていただきました。鍛冶屋の学校

今議会は、私にとりまして県議会最後の登壇

の準備委員会というか、そこで議論していたの

の機会となりました。一問一答形式でございま

が、武生にナイフビレッジというところがあっ

して、時間が読めませんので、まずは冒頭の御

て、刃物を打っているところを観光客の皆さん

挨拶をお許し賜りたいと存じます。

に見ていただいて、そこで販売もしていると、

平成７年に私が県議会を目指すきっかけに

そういうところを目指して検討もしておったん

なったのは、若アユが元気に跳びはねるふるさ

です。今回２段階方式ということで、まず今、

と奈半利川の清流を何とか取り戻したいという、

流通センターというところを設備投資して第１

そんな思いからでありました。時には一般質問

段階、軌道に乗ったら第２段階で観光も含めた

で声を荒げ、そして時には予算委員会で、清流

形の施設にパワーアップさせようということで、

奈半利川を賛美する奈半利小学校や奈半利中学

まずは第一弾をしっかりと成功させんといかん

校の校歌を大声で歌いました。そんな県民の思

ということで、力強いメッセージもいただきま

いを知事にお酌み取りいただき、清水バイパス

したので、しっかりと香美市のほうも頑張って

の着工に踏み切っていただいたこと、これがこ

いきたいと思います。

の24年間で一番私がうれしかったことでござい

龍河洞を含めて物部川流域の地域活性化とい

ます。この清水バイパスの竣工を見届けること

うのは、本当に交通の便もよくて可能性がある

なく県議会を後にすることはとても残念であり

と思いますので、これまで以上の御支援を要請

ますが、ぜひとも完成にこぎつけていただいて、

いたしまして、私の一切の質問といたします。

奈半利川が少しでももとの清流に戻るように

ありがとうございました。（拍手）

願っております。

○議長（土森正典君）

以上をもって、依光晃一

一方、私はお酒とバイクが大好きでございま
して、15年ほど前に、一歩間違えると命の大事

郎君の質問は終わりました。
ここで午後３時50分まで休憩といたします。

に至るような病気や交通事故も経験をいたしま
した。議員を続けていくことは到底無理だと思っ

午後３時43分休憩

たときもありました。しかし、若さと気力で必
死にリハビリに励んだ結果、思いのほか早く復

――――  ――――

帰をさせていただきました。これが私の在職中
で一番つらく苦しい出来事でありました。

午後３時50分再開
○議長（土森正典君）

休憩前に引き続き会議を
－416－

今、24年間にわたる県政上のさまざまな出来

