高知県議会 Prefectural Assembly of KOCHI

あったか県政めざして !!
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大野 たつや
プロフィール
1968 年 1 月 19 日 吾川村（現仁淀川町）生まれ やぎ座 A 型
仁淀高校→高知短期大学、吾川村、仁淀川町役場職員をへて
2015 年 高知県議会議員（高岡郡選出）初当選 １期目
さくら福祉事業会顧問 佐川小・中学校 PTA 副会長
国道 33 号・494 号期成同盟会顧問 佐川町富士見町在住

ごあいさつ
高知県議会 県民の会の大野たつやです。
日頃より皆様には大変お世話になり、平成 30 年
度は、「総務委員会」「議会運営委員会」
「決算特別委
員会」に所属させていただくなど、県議会活動に取
り組ませていただいておりますことに、心から感謝
を申し上げます。
50 歳となって迎えた 2 月県議会においては、こ
の先の社会、世の中が競争や弱肉強食社会から、命
を大切にする、助け合いの優しいあたたかな、
「共生
社会」への転換を主なテーマとして、同学年でもあ
る尾﨑知事の理想とする社会、人生観、原子力政策、
新たな産業廃棄物最終処分場、動物愛護など計 27
項目について質問をさせていただきました。
そうした取り組みなどをご紹介させていただきた
く、県政通信第 4 号を作成させていただきました。
少し文字が小さいですが、お時間のある時にでも
読んでいただければ幸いです。
追記 豪雨、地震、台風など日本各地で災害が発生し、
多くの尊い命や平穏な生活が失われています。
お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し
上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞
いを申し上げます。
高知県議会 県民の会

大野 辰哉

平成 30 年2月議会本会議 一般質問

大野たつや県政談話室
〒789−1201 高岡郡佐川町甲 1092-7
電話／ FAX（0889）22−5798

携帯電話 080−2972−7054

E-mail：info@o-tatsuya.com

http://www.o-tatsuya.com
佐川町東元町の県政談話室では、福祉、医療、介護、年金、税金、労働、
結婚、子育てなど、皆様からのお声やお話を聞かせていただいております。
いつでもお気軽にご連絡ください。

高知県議会 県民の会／大野たつや県政通信

共生社会をテーマに…

平成 30 年 2 月定例議会（一般質問）

【大野】同じ時代を生きてきた同年の尾﨑知事
に人生 50 年間を振り返っての所感を聞く

【大野】知事のアベノミクス政策への評価と本
県経済への波及効果について聞く

【尾﨑知事】この国の転換期、上昇期と下降期をともに
見てきた我々世代の経験と感覚は、新たな時代を貫く基調を
捉えることに幾分か役立つのではないかと考える。
本県を課題先進県から課題解決先進県とすべく全力を挙げて
取り組んでまいりたい。

【尾﨑知事】本県経済は、県内総生産がマイナス成長か
らプラス成長に転じるなど、人口減少下においても拡大する
経済へと構造を転じつつある。このことは、アベノミクスに
よる追い風も大きな力になったものと考える。引き続き、本
県経済のさらなる成長に向けて、産業振興計画を力強く進め
てまいります。

【大野】森林環境譲与税の配分見込みと本県に
与える効果について聞く
【林業振興・環境部長】平成 31 年度は市町村約 5 億
7,000 万円、県約１億 4,000 万円。その後段階的に増額され、
平成 45 年度以降は市町村約 19 億円、県約２億円となる見
込み。適切な森林整備が行われ、中山間地域における雇用の
確保、活性化につながることが期待される。

同学年の尾﨑知事と越知中学校武道場で

【大野】新しい時代におけるこの国の理想の姿
について知事に聞く
【尾﨑知事】東京一極集中が進む国ではなく、地域地域
がそれぞれの持つ潜在力を十分に生かし広く世界とかかわり
を持つことにより、人口減少下にあっても、持続的発展を遂
げられる国づくりが必要と考える。

【大野】原子力発電ゼロへの具体的な検討と火
山を運転差し止めの理由とした広島高裁の決
定を踏まえた伊方原子力発電所の稼働につい
て知事に聞く
【尾﨑知事】再生可能エネルギー、自家消費等のエネル
ギーの地産地消を促進するなど、原発に依存しない社会の実
現を目指した取り組みを進めたい。

【大野】日高村が取り上げられた安倍首相の施
政方針演説と平成 30 年度産業振興計画のポ
イントについて知事に聞く
【尾﨑知事】演説で紹介された安岡さんを始め、関係者
の皆様の御努力に対して、心から敬意を表します。日高村の
取り組みが地方創生の好事例として取り上げられたことは、
県内各地で取り組む皆様にとって大きな励みになったものと
思います。
全雇用状況下における持続的な拡大再生産の創出に向け、
成長の壁を乗り越える、成長に向けたメインエンジンをさら
に強化する施策群を大幅に強化してまいります。

林業の活性化をめざして（よさこい祭り・めごみ）

【大野】市町村の発行する証明書等のコンビニ
交付の導入を！
【総務部長】 メリットは大きいが、市町村に御理解い
ただけていない現状がある、説明をさせていただきながら、
導入を促してまいりたい。

【大野】全国レクリエーション大会の準備状況
と気運の醸成について聞く
【文化生活スポーツ部長】第 72 回全国レクリエーショ
ン大会ｉｎ高知は、県内外から約 7,000 人が参加して開催
される。大会パンフレットの作成、配布や県内イベントでの
ＰＲも行うなど、気運の醸成に努めてまいります。

【大野】知事の動物愛護への思いと動物愛護セ
ンターへの期待について聞く
【尾﨑知事】殺処分数を減らすために、川上対策が重要
であり、適性飼養に向けた啓発広報をさらに充実するととも
に、猫の不妊手術の助成頭数を増加させる対策を強化したい。
動物愛護センターには、県民の皆様が命を大切にする心を育
める場として、動物と親しんだり、適正な飼い方に関する情
報を得る拠点機能の充実とペット同行避難に向けた啓発を始
め、動物にかかわる災害対策拠点施設しての役割も担ってい
くべきと考える。

【大野】県内の犬猫の処分頭数の推移は？

人気のトマト加工品（村の駅ひだか）
大野たつや県政談話室 E-mail：info@o-tatsuya.com

【健康政策部長】平成 18 年度と平成 29 年１月末まで
の実績を比較しますと、犬は 2,049 頭から 19 頭に、猫は
6,244 頭から 646 頭に減少しています。
http://www.o-tatsuya.com

大野たつやのホームページでは、質問の全文がご覧になれます。

あったか県政めざして !!
【大野】新たな管理型産業廃棄物最終処分場の
整備に関して知事に聞く

【大野】産業福祉の観点から介護従事者の処遇
改善を！

【尾﨑知事】県内唯一の管理型産業廃棄物最終処分場で
あるエコサイクルセンターは、早ければ平成 34 年９月にも
満杯となる。管理型産業廃棄物最終処分場は、なくてはなら
ない重要な施設であり、有識者による候補地選定委員会を設
置し、施設に適した候補地の選定作業など、さまざまな観点
から審議を重ね、３カ所の最終候補地が選定された。選定過
程については、土地の先行取得などを防ぐため非公開で進め
てきた。今後、３カ所の候補地で詳細な現地調査を行い、科
学的に最適な場所の検討を行うとともに、首長、議会、住民
の皆様に丁寧に御説明させていただくなど、整備への御理解
がいただけるようしっかり取り組んでまいります。

【尾﨑知事】中山間地域は厳しい状況が続いており介護
職員の処遇改善は欠かせない。地域のニーズに対応した介護
サービスを拡充するとともに、必要な人材の確保により、地
域の経済効果と雇用に結びついていくよう取り組んでまいり
たい。

【大野】山間過疎地域の介護サービスの実態の
把握と今後の対応策について聞く
【地域福祉部長】中山間地域が多い本県の状況に則した
高知版地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの推進、
地域の現状を把握した上で、サービスの充実と関係者のネッ
トワークの強化を図る取り組みを推進してまいります。

【大野】集落活動センターで買い物弱者対策を！
【中山間振興・交通部長】中山間地域集落の買い物弱者
対策は切実で、課題解決のため集落活動センターによる取り
組みは有効な方策と考える。市町村となお一層の連携を図り
ながら積極的に支援してまいりたい。

エコサイクルセンター

【大野】処分場に持ち込まれる廃棄物の内容と
施設の安全性及び安全対策は？
【林業振興・環境部長】新たな処分場に持ち込まれる廃
棄物は、鉱滓や石こうボード、燃え殻などで、法令により有
害物は持ち込めない。粉じんが外部に飛散することはなく、
水は施設外に放流されない。建設予定地の地形や地質等に応
じて、万全の耐震対策を講じるなど、県民の皆様に安心して
いただくことができる安全な施設として整備してまいります。
とかの集落活動センター あおぞら開所式

【大野】移動販売業者に対するランニングコス
ト低減の支援を！
【中山間振興・交通部長】中山間地域における日常生活
用品の確保は重要な課題。地域の実情把握に努め、市町村の
考え方も聞き、さまざまな角度から検討を続けたい。

【大野】本県の特別支援教育の現状と課題を踏
まえた今後の取り組みについて

ふれあいサロン百歳体操交流会

【大野】本県における軽度者向けの介護サービ
スの現状は？
【地域福祉部長】介護保険制度の改正により、要支援１、
２の軽度の方を対象とした訪問介護と通所介護サービスは、
介護保険による給付から、市町村が実施する事業となりまし
たが、引き続き専門的なサービスが必要な方には指定介護事
業所により、これまでと同様のサービスが提供されている。
高知県議会 県民の会

【田村教育長】発達障害など特別な教育的支援が必要な
児童生徒は、平成 28 年度には 8.9％と増加傾向にあり、障
害の特性や発達段階を踏まえた１人１人のニーズに応じた指
導支援の充実や教育環境の整備が課題。江の口養護学校の移
転整備など、様々な施策により今後一層の特別支援教育の推
進に努めてまいります。

【大野】県立日高養護学校高知みかづき分校の
施設を含めた教育環境の整備を！
【田村教育長】外部施設の活用を含め、教育環境整備の
具体的な方策について、あらゆる可能性を検討し、関係者に
十分理解を得ながら対応してまいります。

E-mail：tatsuya̲oono@gikai.pref.kochi.jp

県政へのご意見などをお待ちしています。

平成 29 年度（ 10〜3月）の主な活動
10 月

12 月

2月

佐川小学校運動会
県議会一般質問
県議会常任委員会
佐川小学校拡大 PTA 役員会
県議会議事整理
さくらの森学園秋祭り（佐川町）
佐川町議会議員選挙
地域周り（高吾北地域）
衆議院議員選挙公示
県議会常任委員会
11 県議会議事整理
12 県議会 9 月定例会閉会
14 コスモス祭り（越知町）
黒岩地区敬老会（佐川町）
15 〜17 地域周り（高吾北地域）
18 地域周り（津野町・梼原町）
19 園芸品販売拡大推進大会（高知市）
地域周り（四万十町）
20 地域周り（高吾北地域）
21 文化の会（佐川町）
22 斗賀野地区運動会（佐川町）
衆議院議員選挙
23 高吾北地域危険箇所調査
全国農業担い手サミット前夜祭
皇太子夫妻お迎え（高知市）
24 全国農業担い手サミット（高知市）
25 斗賀野地域座談会（佐川町）
26 地域周り（高吾北地域）
27 四万十町戦没者追悼式
28 PTA 四国ブロック研究大会（高知市）
29 地域周り（高吾北地域）
30 映画サムライ先生完成記念祝賀会（高知市）
31 日韓親善協会総会（高知市）

県議会会派説明会
献血・献眼・献腎・骨髄提供推進キャンペーン（高知市）
越知町産業祭
高岡地区 PTA 研修会（津野町）
5 障害福祉研修会（高知市）
6 高齢者退職連高岡地域協議会（須崎市）
セカンドライフ夢追い塾閉講式（佐川町）
7 県議会 12 月定例会開会
8 帰全農場 80 周年記念大会（四万十町）
9 イルミネーション点灯式（越知町）
10 夢まちランドバザー（佐川町）
少年柔道錬成大会（越知町）
11 県議会議案精査
12〜14 県議会一般質問
15 県議会常任委員会
16 福祉従事者との懇談会（須崎市）
17 仁淀川町役場新庁舎落成記念式典
18 県議会議案精査
19 県議会常任委員会
20 新図書館等複合施設 オーテピア現場視察（高知市）
21 県議会 12 月定例会閉会
22 集落活動センターくろいわ（佐川町）
24 サンタさかわプロジェクト（佐川町）
25 地域周り（津野町・梼原町）
26 地域周り（高吾北地域）
27 保育所視察調査（佐川町・いの町）
28 さくら福祉事業会納会（佐川町）
30 地域周り（四万十町）
31 地域周り（中土佐町）

県民の会会派会議
地域周り（高吾北地域）
高知岳風会吟詠大会（佐川町）
市町村職員との懇談（高知市）
佐川小学校 PTA 役員会
柳瀬川水害対策協議（佐川町）
婚活研修会（高知市）
北海道北見市訪問（佐川町）
医療生協佐川支部会（佐川町）
叙勲祝賀会（佐川町）
11〜12 地域周り（高吾北地域）
13 女性グループとの懇談（日高村）
14 会派説明会
15 産業振興計画会議（日高村）
16 吾川退職者会総会（仁淀川町）
17 チャリティプロレス（越知町）
18 高知龍馬マラソン
19 産業廃棄物新処分場議会説明会（佐川町）
21 地域周り（高吾北地域）
22 ２月定例県議会開会
23 佐川小開かれた学校づくり
24 公共交通議員連盟（高知市）
25 町内一斉清掃（佐川町）
26 動物愛護教室視察（須崎市）
木の文化賞受賞祝賀会（佐川町）
学校地域支援本部運営委員会（佐川町）
27〜28 県議会議案精査

1
2〜3
4
5
6
7
8
9
10

農林水産省林野庁との協議

11 月
高知県戦没者追悼式（高知市）
厚生労働大臣表彰祝賀会（仁淀川町）
五島正規先生を偲ぶ会（高知市）
佐川町文化祭
斗賀野たらふく祭り（佐川町）
県立支援学校視察（高知市）
津野町戦没者追悼式
高幡議会議員交流会（津野町）
佐川町内危険箇所視察
越知土木事務所（越知町）
JA コスモストマト選果施設落成式（日高村）
10 日高村職労定期大会
11 あさぎりバザー（四万十町）
全国豊かな海づくりプレ大会（土佐市）
生活困窮全国大会（高知市）
高吾北消防協議会（越知町）
12 ふれあいサロン百歳体操交流会（佐川町）
義天まつり（越知町）
13 県執行部との協議
14 尾崎知事対話と実行行脚（越知町）
15 地域周り（高吾北地域）
16 越知町戦没者追悼式
商店街振興議員連盟研修会（中土佐町）
17〜18 農業視察（台湾）
19 仁淀総合支所新築落成式典（仁淀川町）
伊野 L.C50 周年記念祝賀会（いの町）
20 柳瀬川連絡協議（越知土木事務所）
ペギー葉山さんを偲ぶ会（高知市）
21 国道 33 号整備促進陳情（東京都）
22 県選出国会議員への陳情・協議（東京都）
23 まるごと高知視察（東京都）
24 県議会常任委員会
佐川小学校 PTA 役員会
25 とかの集落活動センター開所式典（佐川町）
26 五所神社清掃作業（佐川町）
佐川小学校開かれた学校づくり委員会
27 地域周り（高吾北地域）
28〜30 県民の会視察研修（長崎県〜福岡県）
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

1月
佐川町新春走ろう会
地域周り（高吾北地域）
官公庁御用初め（高吾北地域）
地域周り（高吾北地域）
佐川町成人式
えびす祭り（佐川町）
知事と県民の会との協議（県庁）
11 地域周り（高吾北地域）
12 佐川町 PTA 研修会
佐川会（佐川町）
13 〜14 地域周り（高吾北地域）
15 薬物乱用防止教室（佐川小・越知中）
16 佐川高校・定時制通信制教育振興会（佐川町）
県政報告会（佐川町）
17 〜18 地域周り（高吾北地域）
19 母親大会福祉講演会（佐川町）
20 児童虐待防止研修会（佐川町）
21 仁淀川町議会議員選挙
中土佐町議会議員選挙
22 地域周り（高吾北地域）
23 県議会会派説明会
24〜 25 地域周り（高吾北地域）
26 叙勲祝賀会（佐川町）
28 防災まちづくりサロン（佐川町）
高知県小動物管理センター（高知市）
29 青年グループとの懇談（高知市）
30 県議会議長視察同行（佐川町・越知町）
31 地域周り（高吾北地域）
2
3
4
5〜7
8
10

平成 29 年度 政務活動費

（平成 28 年 4 月〜平成 29 年 3 月）
項 目
広報広聴費
要請陳情等活動費
資料作成費

745,551 円
69,086 円
4,860 円

資料購入費

114,290 円

事務所費
事務費
人件費
合計

支出金額

180,000 円
155,928 円
420,000 円
1,689,715 円

1
2〜3
4
5
6
7
8
9
10

3月
1 〜 2 県議会一般質問
3 木育キャラバン（佐川町）

高知城歴史博物館 1 周年企画行事（高知市）
県議会一般質問（一括質問登壇）
県議会一般質問
県議会一般質問
佐川町 PTA 連合会役員会
8 県議会一般質問
9 県議会常任委員会
佐川小学校 PTA 役員会
10 地域周り（高吾北地域）
11 日下川新規放水路起工式（日高村）
12 県議会常任委員会
13 〜14 県議会議事整理
15 県議会執務スノーピーク社他来庁
16 自衛隊入隊入校激励会（高知市）
県議会常任委員会
ルネサス高知工場視察（香南市）
17 佐川射撃場改修完成式典（佐川町）
18 さくらバザー（佐川町）
佐川町福祉大会
19 県議会議事整理
20 ２月定例県議会閉会
21 地域周り（高吾北地域）
22 佐川小学校卒業式
23 日 EU.EPA 説明会（高知市）
24 地域周り（高吾北地域）
26 高知ファイティングドッグス会（高知市）
27 国会・林野庁・防衛省要望（東京都）
28 ふるさと回帰支援センター（東京都）
29 手話教室懇談会（佐川町）
31 集落活動センターくろいわ（佐川町）
ぼんぼり桜まつり（越知町）
5
6
7

内
訳
県政通信作成送付、ホームページ管理
国道整備に関する陳情活動（東京都）
議会議事録作成
機関誌（自治研、社会新報、福祉ニュース）
新聞（読売、聖教、赤旗、国民救援会）購読料
事務所賃借料 (4 月〜 3 月）
事務用品、電話・光回線利用料
事務員賃金 (4 月〜 3 月）
※事務所費、事務費、人件費、HP 管理費は、政務活動に要する経費のみ計上。

※平成 29 年度の主な活動を記載しています。
※地域まわり（高吾北地域）では、越知町、佐川町、
日高村、仁淀川町の住民の皆様の声やご要望をお
聞きするとともに、現地調査などを行っています。

〒780−8570 高知市丸の内 1-2-20
電 話（088）823−9936
FAX（088）823−9109

