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平成 27 年３月 10 日 

◎明神委員長 ただいまから、総務委員会を開会いたします。 

（10 時 00 分開会） 

御報告いたします。加藤委員から、所用のため少しおくれる旨の連絡があっております。 

本日からの委員会は、「付託事件の審査等について」であります。当委員会に付託され

た事件は、お手元の「付託事件一覧表」のとおりであります。日程については、お配りし

てある日程案によりたいと思います。 

また、委員長報告の取りまとめについては、３月 17 日火曜日の委員会で協議していた

だきたいと思います。 

お諮りします。日程については、先ほどの説明のとおり行いたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 御異議なしと認めます。 

それでは、日程に従い、付託事件の審査及び報告事項を一括議題とし、各部局の説明を

受けることにします。 

《総務部》 

◎明神委員長 それでは、総務部について行います。 

最初に、議案について、総務部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は、

各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 

◎小谷総務部長 総括説明に先立ちまして、まず、職員の交通事故による懲戒処分につい

て御報告を申し上げます。 

昨年の８月３日の日曜日に、土木部幡多土木事務所宿毛事務所の職員が、私用で自家用

車を運転中によそ見をしたことで対向車線側にはみ出し、対向車と衝突。運転していた方

を死亡させるとともに、同乗者の方々を負傷させる交通事故を起こしました。 

この職員については、本年１月 16 日付で停職６カ月間の懲戒処分としたところです。 

改めまして、故人の御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺族の皆様に対しまして心

からおわび申し上げます。また、このたびの職員の交通事故により公務に対する信頼を損

なうことになったことについて、議会それから県民の皆様に対しまして深くおわびを申し

上げます。申しわけございませんでした。 

今回の処分を受けまして、このような事故を起こさないように、交通法規の遵守と交通

事故の防止について、改めて全庁に通知をしたところです。いま一度、職員一人一人が率

先して法令を遵守すべき県職員としての自覚を新たにし、県民の皆様からの県政に対する

信頼を回復するように努めてまいります。申しわけございませんでした。 

それでは、私のほうから総括的な説明をさせていただきます。 
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まず初めに、平成 27 年度当初予算の概要について御説明をさせていただきます。お手

元の資料のうち、総務部という青いインデックスのついた総務委員会資料（議案補足説明

資料）の１ページの平成 27 年度当初予算編成の概要のほうをお願いいたします。 

平成 27 年度の一般会計当初予算案については、全国に先駆けて人口減少が進む中、人

口減少と経済の縮小という負のスパイラルを克服するため、５つの基本政策を中心に課題

解決先進県を目指した取り組みをさらにバージョンアップした結果、表の一番下、総計（１）

＋（２）の欄ですが、総額で 4,584 億円余りを計上させていただいております。これは平

成 26 年度当初予算と比較して、57 億円余り、1.3％の増となっておりまして、７年連続で

前年度を上回る予算となっております。当面する諸課題に積極的に対応しておりますが、

一方で、資料の中ほどの財源不足額の欄をごらんいただければと思いますが、退職手当債

を含む財源不足額、これについては約 127 億円となっております。昨年９月にお示ししま

した中期推計時とほぼ同水準まで財源不足を抑制することができたものです。 

続きまして、まず上段の表（１）歳入のうち、（１）の一般財源については、3,098 億円

余りと、前年度比で 116 億円余りの大幅な増となっております。主な増減としましては、

景気回復などに伴いまして、県税が 73 億円余り、地方消費税清算金が 98 億円余り、大き

く増加しております。その一方で、これらの伸びが反映された形で地方交付税等について

は、約 49 億円減少をしております。 

（２）の特定財源ですが、1,486 億円余りとなっており、前年度比で約 59 億円の減とな

っております。主な増減ですが、普通建設事業費や災害復旧事業費などの増に伴い、国庫

支出金が 64 億円余り、県債が 73 億円余りの増額となっております一方で、緊急地域雇用

創出臨時特例基金事業や、いわゆる地域の元気臨時交付金を積み立てた地域経済活性化雇

用創出臨時基金事業の終了に伴い、基金からの繰入金が大幅に減となったことにより、そ

の他は約 230 億円の減少となっております。 

また、県債のうちのオの退職手当債ですが、退職手当が教員の大量退職に伴い、前年度

より 20 億円余り増加すると見ておりますが、前年度より増加するものの、退職手当債の発

行額は 30 億円としております。一般財源が大幅に増加することを踏まえ、今年度の公債費

負担を極力軽減するという観点から、前年度より発行額を 10 億円、退職手当はふえますが、

退職手当債の発行額としては減らしたというところです。 

下の（２）歳出をごらんいただければと思います。まず、（１）の経常的経費でが、3,537

億円余りとなっており、26 億円余りの増となっております。主な増減としまして、人件費

については、職員の定数削減、それから新陳代謝等による減がある一方で、先ほど申しま

した退職手当が増加するということがありまして、差し引き 12 億円余りの増となっていま

す。公債費については、満期一括償還分の減がありまして 61 億円余りの減。その他につい

ては、消費税の関係で地方消費税の市町村への交付金の増によりまして 66 億円余りの増と
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なっております。 

（２）の投資的経費ですが、1,046 億円余りとなっておりまして、30 億円余りの増とな

っております。こちらは、新図書館整備事業など、計画的に進めている大規模事業が平成

28 年度にかけましてピークを迎えることなどにより、普通建設事業費は７億円余りの増と

なったこと。また、昨年８月の台風による災害復旧事業費が 23 億円余りの増となったこと

によるものです。 

以上、平成 27 年度一般会計当初予算の概要です。 

続きまして、２月補正予算の概要について御説明いたします。２ページの平成 26 年度

２月補正予算編成の概要をお願いいたします。 

今回の補正予算は、緊急経済対策に伴う国の補正予算を積極的に活用し、「まち・ひと・

しごと創生」に向けた先行的な取り組みや、第一次産業の活性化、生活者支援対策を実施

するとともに、南海トラフ地震対策等の防災・減災対策を加速化することとしております。 

表の一番下、総計（１）＋（２）の欄ですが、経済対策分として 115 億円余りを増額す

る一方、予算の執行状況等を踏まえて、例年、年度末に行っている通常分の補正として 174

億円余りを減額いたします。このため、合計では 59 億円余りの減額補正となっております。 

また、今回の補正予算では、将来に備えて、財政調整的基金の残高を一定確保をする観

点から、上段、歳入の表の（１）一般財源のうち、ウ財政調整基金の取崩の欄ですが、こ

れを 24 億円余り。それから（２）特定財源のうち、カ減債基金（ルール外分）の全額 43

億円余りについて、予算の効率的な執行などにより生じた財源を活用することにより、合

わせて約 68 億円の取り崩しを取りやめたということです。これにより、基金の額の確保が

図れたところです。 

以上が、２月補正予算の概要です。 

続きまして、３ページの資料をお願いいたします。消費税率引き上げ分の地方消費税収

入の使途（平成 27 年度）という資料です。昨年４月の地方消費税率の引き上げに伴い、本

年度の引き上げ分の地方消費税収入について、本県としてどういう事業に活用するか、昨

年度の委員会でも御説明をさせていただいておりますが、平成 27 年度の引き上げ分の地方

消費税収入の使途について御説明をさせていただきます。 

まず、１．消費税率８％への引き上げについて、概要のほうをごらんいただきますと、

昨年４月に消費税率が５％から８％に引き上げられたことに伴いまして、地方消費税率に

ついても１％から 1.7％へと 0.7％引き上げられております。この引き上げ分の地方消費税

収入については、消費税率引き上げの趣旨を踏まえ、地方税法上、「社会保障４経費」その

他社会保障経費に充当することとされております。 

資料の中ほど、２．引き上げ分の地方消費税収入の使途のほうですが、平成 27 年度当

初予算における本県の社会保障施策に要する経費は総額で約 573 億円、一般財源ベースで
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は約 508 億円となります。一方で、社会保障施策に要する経費に充当すべき引き上げ分の

地方消費税収入については、地方税法の規定によりまして機械的に算出しますと 54.1 億円

となっています。この引き上げ分の地方消費税 54.1 億円については、本年度と同様、その

全額を社会保障施策に充当してまいります。具体的には、消費税率引き上げ前の平成 25

年度比で経費が増加した施策に優先的に充当することとし、残額は国の制度に合わせた「社

会保障の充実」につながる施策のうち、来年度大幅に充実強化する「子ども・子育て支援

の充実」の関連施策に充当したいと考えております。充当を予定しております具体的な施

策については、下に記載してありますように、まず社会保障の充実といたしまして、子ど

も・子育て支援や医療・介護の充実のための経費として 45.9 億円。また、社会保障の安定

化といたしまして、国民健康保険事業や介護保険給付事業などに要する経費に 8.2 億円を

充当したいと考えております。 

以上が、平成 27 年度における消費税率引き上げ分の地方消費税の使途です。 

続きまして、４ページをお願いいたします。組織改正の概要について御説明をさせてい

ただきます。 

平成 27 年度の主な組織改正等の概要ですが、まず基本的な考え方です。平成 27 年度は

予算編成と同様に、課題解決の先進県を目指した力強い取り組みを実行するための体制づ

くりいうことで推進することといたしました。 

組織改正の主なポイントです。まず、資料左側にある、経済の活性化に関しまして、地

方創生への体制強化として、産業振興計画と一体となった人口ビジョン・県版総合戦略の

策定と市町村の総合戦略策定支援を総合的に行うため、今、総務部にある人口問題対策室

を産業振興推進部計画推進課に統合し、専任の企画監・チーフ等を配置するなど、体制を

大幅に強化したいと考えております。 

次に、産学官民連携センターを設置し、県内外の産学官民の多くの英知の結集や交流促

進により、産学官民連携によるイノベーションの創出を目指します。 

次に、高知商工会議所に事業承継・人材確保センターを設置し、県内事業者の円滑な事

業承継や中核人材のマッチングによる経営拡大等につなげてまいります。そのため、同セ

ンターに職員を派遣し、官民協働の充実した実施体制を整備したいと考えております。 

次に、産地流通支援課内に次世代園芸推進室を設置し、環境制御技術を導入した「次世

代型こうち新施設園芸システム」の県域への普及促進と、本県農業のステージアップをも

たらす経営体の県内外からの参入を支援してまいります。 

次に、農業担い手育成センターの体制を強化し、農業の担い手確保を加速化させるため

の研修機能と先進技術の実証機能を充実させるとともに、中山間地域における収益性の高

い園芸作物の実証及び普及機能を山間試験室のほうから集約をいたします。 

次に、全国の林業をリードできる人材を輩出する「林業学校」を開校するなど、担い手
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対策を強化するため、森づくり推進課の体制を充実いたします。 

次に、資料右側でございますが、南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化のため、県内

に５つある南海トラフ地震対策推進地域本部の体制を強化いたします。市町村が実施する

「命を守る」対策や「命をつなぐ」対策を積極的に支援するなど、地域の防災対策を一層

推進することとし、地域本部の職員を増員するとともに、福祉保健所及び土木事務所の職

員も兼務させることとします。また、東日本大震災の被災地へ職員派遣、現在 15 名行って

おります。これは県の規模からすれば全国でもかなり多いほうですが、職員派遣について

は引き続き継続をしたいと考えております。 

次に、地域福祉政策課内に福祉・介護人材対策室を設置いたしまして、大幅な不足が見

込まれる福祉・介護分野の人材の安定確保を図るため、効果的かつ効率的な対策の推進に

向け、所管を一元化することとしたいと考えております。 

次に、建設検査課の名称を技術管理課に変更し、建設管理課が所管していた建設工事の

技術基準に関する相談窓口を一元化するとともに、新技術導入に向けた対応や検査業務、

企業研修を充実したいと考えております。 

こうした組織改正によりまして、来年度の知事部局の所属数は、本課については 90 課

で変更はありませんが、出先機関が１つふえて 64 機関となります。また、職員数ですが、

現在の高知県行政改革プランにおいて目標としております、平成 27 年４月１日知事部局

3,300 人体制をほぼ達成する見込みとなっております。資料の５ページについては、先ほ

ど御説明いたしました組織改正を図で示したものになっております。６ページには、４月

からの知事部局の組織機構一覧を載せております。黒字に白抜きの箇所が今回組織の再編

があった所属となっております。組織改正については、以上です。 

続きまして、総務部に関係する予算について、総括的な説明をさせていただきます。 

まず、平成 27 年度当初予算について、お手元の②議案説明書（当初予算）の７ページ

のほうをお願いいたします。一般会計総務部予算の総括表の平成 27 年度の列の一番下の計、

総額で 1,192 億 1,857 万 3,000 円をお願いしております。このほかに３つの特別会計があ

ります。737 ページの収入証紙等管理特別会計については、税務課所管分として７億 6,948

万円。754 ページの県債管理特別会計では 1,040 億 3,475 万 7,000 円。757 ページの土地取

得事業特別会計では、管財課所管分として 299 万 7,000 円をお願いしております。 

それから、補正予算については④議案説明書（補正予算）のほうです。一般会計の補正

予算については５ページに、総額で 20 億 6,613 万 6,000 円の減額ということでお願いをし

ております。特別会計についても、収入証紙等管理特別会計では１億 1,899 万 4,000 円、

県債管理特別会計では 12 億 4,773 万 4,000 円、それぞれ減額ということでお願いをしてお

ります。 

以上が、総務部の所管する予算の概要でありまして、各課の予算の詳細については、そ
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れぞれ後ほど担当課のほうから御説明を申し上げます。 

次に、総務部関連の条例その他議案ですが、資料は⑤高知県議会定例会議案（条例その

他）です。総務部からは目録の第 43 号から第 54 号までの 12 件の条例議案と、次ページの

第 84 号のその他議案を提出させていただいております。それぞれの詳細については、後ほ

ど担当課のほうから御説明を申し上げます。 

続いて、報告事項です。お手元の資料のうち、総務部という青いインデックスがついた、

表紙に総務委員会資料（報告事項）と記載のある資料のほうをお願いいたします。今回御

報告いたしますのは、行政管理課のほうから行政改革プランと県政改革アクションプラン

を統合した次期プラン、仮称ですが、県政運営指針について。それから、人事課からは冒

頭御説明いたしました職員の不祥事についての２件です。詳細については、後ほど担当課

のほうから御説明を申し上げます。 

最後に、主な審議会等の開催状況について御説明をいたします。この資料のうち、審議

会等という赤色のインデックスがついた資料のほうをごらんください。 

初めに、高知県公益認定等審議会です。２月 24 日に開催をいたしまして、公益財団法

人高知県国際交流協会など、３法人の変更申請についての答申が決定されております。な

お、この審議会は本年度中にあと１回、３月 24 日に開催を予定しておりまして、変更認定

や公益法人の立入検査計画等について審議をいただくこととしております。 

次に、高知県行政改革フォローアップ委員会です。これは、高知県行政改革プランにつ

いてその進捗状況を検証し、より効果的で実効性のある行政改革に取り組んでいくため設

置をしたものですが、本年度については３月 18 日の開催を予定しております。 

次に、高知県特別職報酬等審議会です。１月８日に第１回目を開催いたしまして、事務

局から他県の特別職報酬の改定状況などについて説明をし、御審議をいただきました。２

回目を２月３日に開催いたしまして、１回目に引き続いて審議を行っていただき、審議結

果の取りまとめをいただきまして、２月 13 日に知事あての答申をいただいたところです。 

最後に、高知県職員倫理審査会です。昨年の 12 月 26 日に、今年度２回目の審査会を開

催させていただきました。これは、12 月議会の閉会後でしたので今回御報告をさせていた

だきます。昨年の６月議会の当委員会におきまして、職員倫理条例に基づく贈与等報告に

ついて、提出義務のある職員の範囲は現在、管理職に限定しておりますが、その拡大につ

いて。また、１件 5,000 円を超えるという贈与等の対象範囲に関する要件については１件

5,000 円に満たなくても複数回の贈与で 5,000 円を超える場合もあるのではないかという

議論がありました。この場合の取り扱いについて、改めて検討を求めるという御意見を総

務委員会のほうからいただいております。この審査会では、これらの要件の見直しの必要

について御議論をいただきました。この中で各委員のほうからは、管理職員に対象範囲を

限るっていうのは対外的な権限を考えたものだと考えられると。そうでない職員まで対象
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を広げる必要性はないのではないかとか、１件 5,000 円というラインについては、国家公

務員について国で線引きしたものに準じておりまして、全国的にもほとんどそうであるこ

とから、現行どおりでいいのではないかと。そもそも条例等で利害関係者からの贈与とい

うのは禁止をされております。これについては一定守られている上で、また一線で働いて

いる職員が働きやすい環境をつくることが大事であり、職員が今の基準に基づいてきちん

と行動をするということで、組織としてちゃんとやっていればいいのではないか、といっ

た御発言がございました。いずれの委員のほうからも、今の要件・基準を見直す特段の必

要はないのではないか、今の範囲できっちりとやっていくべきではないか、という結論に

なりました。 

私からは以上です。 

◎明神委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈秘書課〉 

◎明神委員長 それでは、秘書課の説明を求めます。 

◎沖本秘書課長 それでは、当課の平成 27 年度の当初予算について御説明をさせていただ

きます。お手元の資料ナンバー②議案説明書の８ページをお開きください。平成 27 年度の

秘書課の歳入予算額については、総額 1,751 万 7,000 円を計上いたしております。対前年

度比 1,497 万 8,000 円の増となっております。主な要因といたしましては、南海トラフ地

震対策の一環として行う知事公邸の外壁ブロック塀の耐震改修工事に充当するため、高知

県県有建築物南海トラフ地震対策基金から 1,613 万 4,000 円を繰り入れすることによるも

のです。 

続きまして、９ページをお開きください。平成 27 年度の当課の歳出予算額は、上段の

総務費の本年度欄にあるとおり、総額１億 5,889 万 2,000 円を計上しておりまして、対前

年度比 110.8％、1,554 万円の増です。内訳ですが、まず説明欄の一番上にある特別職の給

与費が 4,080 万 6,000 円となっております。これは知事・副知事の給与費です。 

次に、人件費の 7,852 万 9,000 円は秘書課職員 10 名分の給与費です。 

次に、秘書費は 3,955 万 7,000 円ですが、まず、警備委託料として 94 万 4,000 円を計

上しております。これは知事公邸の機械警備に要する経費です。 

次に、知事公邸等害虫駆除委託料として 44 万 3,000 円を計上しております。知事公邸

は昭和 38 年３月に竣工し、間もなく 52 年になろうとしております。平成 24 年度の調査で

シロアリによる被害が確認をされ、平成 25年度と平成 26年度に床板及び畳の修繕を行い、

床下への薬剤散布を行ったところですが、来年度は隣接する２軒の秘書公舎に被害が及ば

ないように害虫駆除をしようとするための経費を計上しております。なお、薬剤の保証期

間は５年間ということですので、今後も定期的に害虫駆除を実施し、知事公邸及び秘書公

舎の適切な維持管理に努めてまいりたいと考えております。 
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続きまして、知事公邸の外壁コンクリートブロック塀の耐震改修工事を実施するための

経費について御説明をさせていただきます。耐震改修工事監理委託料 27 万円と、耐震改修

工事請負費 1,558 万 7,000 円、次ページの一番上の補償補てん賠償金 21 万 6,000 円と、事

務費のうち６万 1,000 円の、合わせて 1,613 万 4,000 円を計上しております。この金額は、

先ほど歳入で御説明をいたしました基金繰入金の金額になります。コンクリートブロック

塀の耐震改修工事については、平成 26 年度当初予算で耐震改修設計委託料 38 万 4,000 円

と耐震改修工事請負費 134 万 8,000 円の、合わせて 173 万 2,000 円を計上させていただい

ておりましたが、今回の２月補正予算で工事請負費の 134 万 8,000 円を全額減額し、改め

て、平成 27 年度当初予算で 1,613 万 4,000 円を計上させていただきました。 

今回、その経緯について少し御説明をさせていただきます。知事公邸及び秘書公舎の敷

地を囲むコンクリートブロック塀については、道路に面している南側と、駐車場のほうに

面している東側のほうは、平成９年度にブロック塀を撤去の上、コンクリート塀を新設す

る改修工事を行っていますが、西側の民家と民地と隣接をしている西側、そして２つのマ

ンションと隣接をしている北側の外壁については、建築当時のままで、公邸と同じく築 50

年以上が経過していることから相当劣化をしており、強い地震で倒壊のおそれがあるとい

うことで、平成 26 年度に予算を計上したところでした。この北側及び西側の塀については、

昨年４月の業務概要委員会でも御説明をさせていただきましたとおり、ことしの予算で現

況のブロック塀に控え壁というものを幾つか増設する、非常に簡易な方法で耐震補強を行

うこととしておりました。控え壁とは、よくあるのがブロック塀で、そこに大体数メート

ルの間隔でブロック１つ分ぐらいで支えているところがあります。この支えを控え壁と言

います。この控え壁の個数をふやすことで地震に備えようという、130 万円程度の金額か

らもわかりますように、非常に簡易な工事によって耐震改修を行おうとしておりました。

ところが、これまで既存コンクリートブロック塀に関する明確な耐震診断指針がなかった

ことから、昨年の３月に日本建築学会から新たな指針が出されました。この指針は、大地

震発生のたびに多数倒壊し、時には死傷者を出す被害が発生していることや、倒壊による

災害時の緊急車両等の通行が阻害されていることが非常に危惧され、全国的に問題になっ

ていることから、策定されました。そこで、昨年９月に設計委託を発注した際に、この新

たな指針に基づいて耐震診断を行ったところ、公邸のブロック塀について、耐震性の評価

は 0.244 と、ＡからＥまでの５段階評価のうち、下から２番目でした。0.2 未満が最も悪

い評価ですが、0.244 ということで、下から２番目のＤランクで評価は危険です。その対

策として、要建てかえ・要除去という結果が出たところです。この診断結果を受けて、建

築課と協議をした結果、安全性を考慮し、当初予定していた控え壁を造成するのではなく、

コンクリートブロック塀を全て解体撤去した上で、新たに塀を新設する設計変更をしたと

ころです。 
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以上のことから、今年度は委託業務のみを実施し、工事請負費については、今年度予算

を全額減額するとともに、平成 27 年度当初予算に改めて計上することとさせていただいた

ものです。なお、補償補てん賠償金の 21 万 6,000 円は、解体するコンクリートブロック塀

のすぐそばにある機械警備器具を一たん撤去し、再設置する費用です。 

最後に、事務費として 2,209 万 7,000 円を計上しております。内訳は、秘書課の２名の

非常勤職員の人件費や、秘書業務を遂行する上で必要な事務経費及び旅費等となっており

ます。 

また、この予算以外に、知事・副知事の交際費として、財政課所管の財政費の中に、前

年度と同額の交際費 171 万円を計上しております。 

続きまして、平成 26 年度の補正予算について御説明をさせていただきます。お手元の

資料ナンバー④議案説明書の７ページをお開きください。補正額は、秘書費 134 万 8,000

円の減額です。内容は、先ほど御説明しましたように、知事公邸の耐震改修工事請負費を

全額減額するものです。 

続きまして、６ページの秘書課歳入をごらんください。歳出の減額と連動して、高知県

県有建築物南海トラフ地震対策基金からの繰入金 134 万 8,000 円を減額いたします。 

説明は以上です。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 耐震改修工事の関係で経過が説明されまして、いわゆる全面建てかえ

という形をとるということなんですが、そういう結論を出したのはいつの段階になるんで

すか。 

◎沖本秘書課長 ９月の設計に伴います耐震診断を行ったときに、0.244 という数字が出

ましたので、それに基づき建築課と協議もいたしまして、その後、いろんな建築士の意見

等を聞いた上で、結論的にいろいろなやり方がないのかとか、建築費についてもいろいろ

確認をしながら、予算見積書をつくる、11 月の段階で決めたと思っています。 

◎坂本（茂）委員 査定前の予算見積書では、工事請負費が 588 万円になってるんですが、

それが約３倍の 1,558 万円になったという経過を教えてください。 

◎沖本秘書課長 当初は非常に簡易な方法でやろうということで建築課と協議をしていた

んですが、その後、北側・西側は一切重機が入らないので、全て人の手でやらなきゃいけ

ないことや、植栽等をどう残す残さないとかいう設計変更の協議をした結果、金額が膨れ

上がったということです。 

◎坂本（茂）委員 そこまでは見積もりの段階ではわかってなかったが、実際作業を進め

ているうちに、いろんな工法を含めて、どうしても必要になったということですね。わか

りました。 

◎明神委員長 質疑を終わります。 
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〈政策企画課〉 

◎明神委員長 次に、政策企画課の説明を求めます。 

◎竹﨑政策企画課長 当課からは、平成 27 年度の当初予算案と平成 26 年度の補正予算案

について御説明をさせていただきます。 

まず、平成 27 年度当初予算ですが、②議案説明書の 11 ページをお願いいたします。ま

ず、歳入ですが、総務費補助金の説明欄、国宝重要文化財等保存整備費補助金 979 万 2,000

円については、文化庁の補助事業に係る国庫補助金を計上しておりまして、教育委員会の

文化財課に配当がえをして執行するものです。詳細については、後ほど歳出の中で御説明

をさせていただきます。総務部収入 50 万 5,000 円については、東京事務所の借り上げ宿舎

に係る本人負担分の共益費などを計上しております。 

次に、歳出ですが、12 ページをお願いします。当課の平成 27 年度当初予算の総額は４

億 3,557 万 7,000 円、本年度の当初予算額と比較をいたしまして 959 万 8,000 円増額とな

っております。主な増加要因は、人件費及びこうちふるさと寄附金事業費などの増による

ものです。主なものについて、右側の説明欄に沿って説明をさせていただきます。 

まず、１の人件費ですが、当課職員の給与費で、本年度に比べて１名増の 16 名、金額

にして 680 万円ほどの増額となっております。これは、昨年の 10 月１日から、10 日付で

内閣官房の「2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室」へ研修生を１名派遣

していることによるものです。なお、地方創生に関しては、来年度、県版の人口ビジョン

であったり、総合戦略を策定してＰＤＣＡを回していくということにしておりますけれど、

先ほど部長のほうから説明がありましたとおり、産業振興計画と一体的に策定するため、

当課の人口問題対策室の業務を産業振興推進部計画推進課に統合し、体制を強化した上で

対応することとしております。こちらの人件費を初め、人口問題対策室に関連する予算に

ついては、お認めいただければ、計画推進課へ組みかえをさせていただく予定です。 

次に、２の政策企画総務費ですが、庁議及び政策調整会議の運営や政府への政策提言活

動などに関する経費を計上しております。そのうち、テレビ会議システム保守委託料 13

万 6,000 円については、県外事務所が庁議等に参加するためのテレビ会議システムの年間

保守委託を行うものです。 

次の、地方行財政調査会負担金 548 万 3,000 円は、地方公共団体を会員とする一般社団

法人地方行財政調査会の会費で、同調査会から提供される資料等を庁内で共有し、行政資

料として活用をしているところです。 

次の、人口減少に立ち向かう自治体連合負担金２万 5,000 円は、地方創生を実現するた

め、本県を初め全国の地方自治体において構成している組織に対する参加負担金で、昨年

秋の立ち上げ時から本県も加入をしております。こちらの予算についても、人件費のとこ

ろで御説明させていただきましたとおり、計画推進課に組みかえを行った上で、連合が主
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催する各種セミナーや情報交換に参加し、本県の総合戦略等を策定する際の参考にしたい

と考えております。 

次の、事務費 1,475 万 2,000 円を計上しておりますが、この中には、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の改正に伴いまして、総合教育会議の運営を当課で対応させてい

ただくための経費を計上しております。 

次に、３の連携推進費ですが、四国八十八カ所霊場と遍路道の世界遺産登録を目指す取

り組みや、全国知事会・四国知事会などの活動経費、また四国４県の連携を推進するため

の経費などを計上しております。このうち、札所寺院調査等委託料 1,812 万 4,000 円は、

四国八十八カ所霊場と遍路道の世界遺産登録に向けた取り組みを四国４県で進める中、県

内の札所寺院、具体的には竹林寺と清瀧寺ですが、これについて、文化財としての史跡指

定を受けるために必要となる文化財調査や測量調査を今年度に引き続き行うための経費で

す。歳入の説明で触れた文化庁の補助事業を活用しまして、教育委員会文化財課に配当が

えを行い、執行することとしております。平成 28 年度の世界遺産暫定一覧表への記載を目

指しまして、課題の一つである保護措置の充実に向けて、しっかりと対応してまいりたい

と考えております。 

次の、四国知事会分担金と全国知事会分担金は、それぞれの活動・運営に要する経費に

対する分担金で、本年度と同額を予算計上させていただいております。 

13 ページをお願いいたします。四国４県連携推進費負担金 375 万円は、四国４県が連携

し一体で取り組むことにより、四国の総合力の向上や効率的な対応が期待できる事業に対

して、４県がそれぞれ負担する負担金です。 

次に、４のこうちふるさと寄附金事業費 435 万 3,000 円ですが、こうちふるさと寄附金

制度の広報経費や寄附をいただいた方へお送りする記念品に係る費用などを計上しており

ます。このうち、記念品配送等委託料 312 万円については、これまで当課で行ってきた記

念品の発注や発送業務などを県内の事業者に委託するもので、より多くの魅力的な県産品

を記念品として取りそろえ、寄附者の拡大につなげてまいりたいと考えております。予算

額としては、ふるさと寄附金制度の拡充などに伴い、寄附件数の増加などを見込んでおり

ますことから、本年度予算に比べて 250 万円余りの増額となっております。 

次に、５の東京事務所管理運営費ですが、東京事務所職員 20 名分の人件費のほか、事

務所の賃借料や職員宿舎の借り上げ料、事務経費など、東京事務所の管理運営に要する経

費を計上しております。 

次に、６の東京事務所活動費ですが、国や他県との連絡調整に要する費用や、企業誘致・

観光客誘致などに係る活動経費を計上しております。 

当初予算の説明は、以上です。 

続きまして、平成 26 年度の２月補正予算の御説明をさせていただきます。④議案説明
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書の８ページをお願いいたします。 

まず、歳入ですが、総務費補助金の説明欄、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付

金の 242 万 6,000 円については、本年度の国の補正予算で創設された、いわゆる地方創生

先行型の交付金です。この交付金を県版の人口ビジョンや総合戦略の策定費用の財源とし

て活用するものです。詳細については、歳出の中で御説明をさせていただきます。 

次に、こうちふるさと寄附金については、11 款の寄附金として、本年度の収入見込み額

として 3,000 万円を計上するとともに、こうちふるさと寄附金基金の運用益を財産収入と

して８万 6,000 円を計上しております。こうちふるさと寄附金については、２月末の見込

みですが、630 件、2,300 万円余りの寄附をいただいているところですが、年度末までに大

口の寄附もあり得ることから、過去の例も参考として、歳入予算としては 3,000 万円を計

上しております。 

次に、９ページをお願いいたします。歳出です。右側の説明欄ですが、まず１の政策企

画総務費 580 万 9,000 円については、歳入のところで御説明いたしました、国の補正予算

を活用して、本県の人口ビジョン及び総合戦略の策定に必要な費用を計上しております。

そのうち、地方人口ビジョン等基礎調査委託料（地方創生）334 万 6,000 円は、県内の高

校生及び大学生、それと県外の県出身の大学生等を対象に、進学、就職といった移動に関

する希望などを調査し、人口ビジョン等々の策定のための基礎資料として活用しようとす

るものです。 

また、事務費 246 万 3,000 円ですが、総合戦略等の策定のために開催する有識者会議に

係る費用や、総合戦略を広報するための冊子の印刷経費などを計上しております。 

当予算の財源となる国の補正予算を活用するに当たりましては、２月補正予算で予算計

上をする必要があることから、平成 27 年度の事業費を前倒しし、２月補正で予算化するこ

ととあわせ、11 ページにもありますように、その全額を平成 27 年度へ繰り越ししようと

するものです。お認めいただければ、当初予算で御説明させていただきましたが、計画推

進課に組みかえを行う予定です。 

９ページに戻っていただきまして、右側の説明欄の２のこうちふるさと寄附金基金積立

金ですが、歳入で御説明しました、こうちふるさと寄附金とその運用益を基金に積み立て

るものです。 

以上で、政策企画課の説明を終わります。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 補正のところで説明があった地方版総合戦略の策定に関する部分の予

算ですが、有識者会議のメンバー等については大体決まってるのか、予算が通ってからと

いうことであれば、立ち上げそのものに相当時間がかかるのかどうか、その辺を教えてく

ださい。 
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また、この関連予算が全額繰り越さざるを得ないのに、なぜ補正予算に縛られてしまっ

ているのかということを、どう感じているのか、その点について、お聞かせください。 

◎竹﨑政策企画課長 まず、１点目の総合戦略に係る有識者会議の件ですが、基本的には、

今議会で知事からも答弁させていただきましたとおり、産業振興計画をベースに、その枠

組みを活用するということで考えております。想定といたしましては、産業振興計画の産

業振興のフォローアップ委員会を活用させていただくということで考えております。ただ、

もちろん産業振興計画だけではなくて、中山間対策や少子化対策、そういった地方創生に

関する施策が総合戦略の中には入ってくると思いますので、恐らく、若干名メンバーを追

加させていただいて、総合戦略のほうの策定ＰＤＣＡに回していくことを考えております。 

◎山本財政課長 なぜ全額繰り越しなのに交付金の事業を補正予算に計上しているかとい

う点については、国とも一定相談はしたんですが、今回の先行型の交付金については、基

本的に特段の事情がない限りは、各地方公共団体で補正予算のほうで計上してほしいとい

うお話があり、それにのっとり、今回は補正予算で計上をお願いしているということにな

っております。 

◎坂本（茂）委員 なぜそういうふうになってると思うか、ということを聞いているんで

す。 

◎山本財政課長 恐らく国の趣旨としては、当然、今回、戦略の策定経費、あるいは地方

創生の先行した取り組みということなんですが、できるだけ早く予算に計上して取り組み

を進めてほしいということもあって、補正予算に計上しろという意図であることは聞いて

おります。 

◎坂本（茂）委員 しかし、結果的には繰り越してやらざるを得ない。今は補正予算で組

んだからといって。例えば、かつての公共工事の経済対策的な部分では、可決次第、入札

に向けての準備に入ることとかがあったわけですが、そういうこともない中で。ひょっと

して、可決したら、もう３月中にいろんな作業に入る予定なんですか。 

◎竹﨑政策企画課長 当課の予算で言いますと、有識者会議の費用であったり、調査に係

る費用ですが、議決時期は当初予算は３月末。ただ、予定としましては、当初予算と同ペ

ースなのかなと。特に委託の部分でございますけれども。今そういった予定で考えており

ます。 

◎坂本（茂）委員 わかりました。それともう一つ、寄附金事業費の関係で、記念品の配

送等を委託するので、その分増額になっており、多分内容も随分変わってくると思います

が、これによっての寄附金の収入は、来年度はどれぐらい増額すると見込まれていますか。 

◎竹﨑政策企画課長 寄附金の来年度の見込みですが、先ほど少し御説明をさせていただ

きましたが、２月末見込みで 630 件ぐらいあります。来年度は、国のほうで寄附金制度が

拡充をされることから、一定ふえるんじゃないかということで、1,000 件程度見込んで予
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算計上しております。それで、それぞれの金額に応じて、記念品の相当額も変わりますの

で、余り大口があると誤差が出てきますので、大体 3,000 万円ぐらいを見込んでおるとこ

ろです。 

少し話は戻りますけれども、来年度、このふるさと寄附金については、大きく言います

と、委託も含めまして、３点改善をしたいと思っています。一つはクレジット支払いです。

今までも、ヤフーのクレジットで申し込みいただいた方に対して番号をお教えした後、ク

レジット支払いということはやっておりましたが、即座に申し込み次第クレジット払いが

できる民間のサイトがありますので、まずはそれに加入しようというのが１点です。２点

目といたしましては、記念品を少し拡充をしようと考えております。現在、記念品につい

ては、1,000 円相当の県産品を大体 20 品ぐらい用意をさせていただいて、5,000 円から２

万円未満であれば 1,000 円相当１品、それから２万円以上 10 万円未満であれば 1,000 円相

当のものを２品選んでいただく、10 万円以上 50 万円未満であれば３品選んでいただくと

いうことにしておりましたが、今年度の傾向を見まして、5,000 円を寄附していただける

方が大変多いということですので、少し上の金額に上げたいという思いもありまして、

5,000 円から１万円未満は 1,000 円相当で変わりませんが、１万円以上３万円未満につい

ては 2,000 円相当、これは 1,000 円相当の品を２品選んでいただくというよりは、2,000

円相当で、少し見ばえのするものを考えております。以下、３万円、５万円等々で、金額

に応じまして、記念品の拡充を図っていくと。あわせて、県の伝統工芸品、これは県指定

になりますが、そういったものもあわせて記念品の中へ入れていきたいと思っております。

加えて、先ほど委員からお話のありました、今までは地域支援企画員等から品物を教えて

もらい、県のほうで 20 品選んでいたわけですが、今回は事業者のほうに、県の全体のバラ

ンスも見ていただき、選定も含めて委託をしようということで、この３点が大きく改善し

た点です。 

◎坂本（茂）委員 件数としてはふえるだろうが、収入としてはそれほど変わらないだろ

うという見込みということでいいですか。金額的には、今までと変わってないですよね。 

◎竹﨑政策企画課長 金額の想定としては、大口寄附の状況によって金額自体は変わって

きます。例えば、今年度は、500 万円寄附していただいた方が１人いらっしゃいます。金

額自体は 3,000 万円ですが、件数で見込んでいただいたらよろしいと思います。県として

は、寄附の件数を多く伸ばしていきたいので、できるだけ県産品を皆さんに知っていただ

いて、そこからの波及効果、地産外商にもつなげていきたいと思っております。 

◎中内委員 そのふるさと寄附金ですが、過去５年間にわたっての実績と予定はわかりま

すか。 

◎竹﨑政策企画課長 平成 20 年度から始まっております。件数と金額を申し上げます。平

成 20 年度が 168 件、約 1,300 万円。平成 21 年度が 204 件、約 960 万円。平成 22 年度が
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238 件、約 1,330 万円。平成 23 年度が 230 件、約 1,170 万円。平成 24 年度が 267 件、約

2,900 万円。平成 25 年度が 499 件、約 1,700 万円、という状況です。 

◎浜田委員 地方創生に係る人口ビジョンや総合戦略策定について、専門企画監を今度新

しく置くというお話が総務部長よりありました。これについて、国から各自治体に派遣す

るというような話がありましたが、地侍の皆さんを企画監にするのか、それとも国から新

しく来られるのか、どうですか。 

◎小谷総務部長 今回の地方創生の動きというのは、正直言いますと、高知県の取り組み

を全国に広げていくというものでありますし、県も産業振興計画でこれまでやってきた取

り組みのノウハウもありますので。ただ、来年は、やはり産業振興計画だけではなく、少

子化の部分や人口の部分とかもありますので、当部のほうから人口問題対策室も持ってい

った上で体制を強化すると。その中で、まだ人事は完全に終わっておりませんが、当然地

元をよく知った人間を担当の企画監に充て、また、市町村指導などもありますので、担当

チーフや、補佐等の体制も今検討しておりますが、万全の体制で臨みたいと考えておりま

す。国から呼んでくるということは考えておりません。 

◎浜田委員 私は、大学のときに、住所をそのまま地元へ置いたままずっと４年間東京で

過ごしたんですよ。東京で就職したときに初めて住所を移したんですが。東京には、戸籍

上にない学生がいっぱいいると考えられます。人口ビジョンを検討するときは、そんなこ

とまできちっと調べてやらなきゃ具体的なきちんとした数字は出ないと思いますが、そこ

ら辺はどうですか。 

◎小谷総務部長 住民基本台帳人口ではなく、国勢調査に基づく、本当にだれがどこにい

るかという推計等をしますので、今の御指摘のような点であれば、東京でカウントされる

ことになっております。 

現在、実際に今県内にいらっしゃる方、あと県出身で東京や大阪にいらっしゃる方の意

向調査なども来年考えておりますので、正確に予測をしていきたい、また、そういった方

の御意向も踏まえて、正確に見ていきたいと考えております。 

◎浜田委員 交付税のカウントへそれが反映されるということにはなりませんか。 

◎小谷総務部長 交付税はもともと国勢調査でやっていますので、そういう感じで見込ま

れております。 

◎池脇委員 札所寺院の調査について、もう少し具体的な説明をお願いします。 

◎竹﨑政策企画課長 札所寺院の調査は、今年度から竹林寺と清瀧寺でやっております。

まず、竹林寺については、文化財調査が全て終わっております。測量については、まだ 2,500

分の１の地形図面ができた段階です。来年度は、それに基づき、寺域の境界確定や、500

分の１のスケールの現地測量を予定しておりますが、そういった詳細な測量を行いたいと

思っております。 
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一方、清瀧寺については、文化財調査のほうは、現段階ではまだ文化財の一覧表が作成

できた段階で、来年度、詳細な文化財の価値づけ等々の調査に入りたいと思っております。

測量については、竹林寺と同様に、今年度は、2,500 分の１スケールの地形図面、来年度

はもう少し詳細な境界確定・現地測量 500 分の１スケールの図面を策定する予定です。 

◎池脇委員 これは、県内の札所寺院を全てやっていくという構想ですか。 

◎竹﨑政策企画課長 まず、史跡指定という意味で言いますと、四国４県の中で、いろい

ろな価値づけ、申し合わせというものを一定させていただいております。具体的に言いま

すと、場所の移動がないこと。境内の景観や建物配置が大きく変化していないこと。現在

の本堂や太子堂が昭和 27 年以前のものであること。そういったものが史跡指定の対象にな

るのではないかということを、文化庁とも協議し、四国４県で一定合意をさせていただい

た上で、本県は 16 カ寺ありますが、この基準を満たすのは、実際４カ寺しかないというこ

とです。そのうちの１カ寺というのは、既に史跡指定をされている国分寺で、現在、竹林

寺と清瀧寺を調査をさせていただいておりますので、もう１カ寺はまだ残っておるという

状況です。 

◎池脇委員 あとの１カ寺はどこですか。 

◎竹﨑政策企画課長 室戸市の最御崎寺です。 

◎池脇委員 これは本年度ではなくて来年度ですか。 

◎竹﨑政策企画課長 実は、札所寺院について、まだ他県においても史跡指定をしている

ところは１件もありませんので、少し状況も見て、当然、世界遺産を進めていく上で史跡

指定が必要となれば、最御崎寺にもお話に伺い、調査にかかる予定です。 

◎池脇委員 これは四国全体では、何カ寺ぐらいになるんですか。 

◎竹﨑政策企画課長 先ほど申し上げた一定の基準案の中で、全部で 53 カ寺です。他県に

おいても、徳島県は、６カ寺に何らかの形で調査測量に入っておりますし、愛媛県でも４

カ寺、香川県は、13 カ寺か 12 カ寺程度、測量調査に入っております。 

◎池脇委員 全体的に終了するのは何年度ぐらいですか。 

◎竹﨑政策企画課長 まず、平成 28 年度に世界遺産の暫定一覧表の記載を中期目標として

掲げておりますので、平成 28 年度段階で再提案書を出したいと思ってます。その中で状況

を見て、どんどん進めていくのかどうかといったことは判断をしていくことになるんじゃ

ないかなとは思ってます。まず、平成 28 年度の暫定一覧表に向けて４件、そして、官民の

入った協議会で合意し、各県１カ所以上で遍路道と札所寺院を史跡指定することを掲げて

おりますので、最低限１カ所以上やらせていただいて、今後の予定も含めて、暫定一覧表

記載への再提案をさせていただいて、順次、状況に応じて調査をしていくという形になろ

うかと思っております。 

◎池脇委員 文化財については、あるものをきちっと評価するわけですからわかるんです
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が、地形図等の作成等については、寺院が修復したり修正したりするんですか。それとも、

調査結果を受けて、県がそうした部分の補助をするんですか。 

◎竹﨑政策企画課長 調査結果自体は、調査報告書という形で県としてまとめさせていた

だき、国に史跡指定の申請をさせていただくということになります。 

◎池脇委員 ということは、史跡指定をとるための調査ということですね。 

◎竹﨑政策企画課長 そういうことです。 

◎塚地委員 地方人口ビジョンの委託ですが、高校生とか大学生に、どこまでを対象に、

どのように調査して、今後に生かすと考えた調査なんですか。 

◎竹﨑政策企画課長 まず、人口ビジョンを立てるに当たり、本県の人口移動の多くは、

やはり高校、大学卒業時を含めて、進学、就職に伴い発生しているということを鑑み、そ

ういった方の希望がかなった場合の人口動向を把握する必要があるだろうということで、

県外にいる県出身の大学生・短大生、県内にいる大学生・短大生・高校生に対し、進学、

就職の希望をお聞かせいただくように考えております。具体的な詳細の調査項目について

は、これから検討させていただきたいと思っております。 

◎塚地委員 現状での動向もありますが、こうなったらこうなる、こうだったらこうした

いというものが当然出てきますよね。例えば、香川だったら独自の奨学金制度があって、

帰ってきたら給付制度になりますよというものもある。そういう希望的なもの、こういう

条件ならこうなるというようなものが、例えば記述式というような形で、政策的に反映で

きるような調べ方になりますか。 

◎竹﨑政策企画課長 当然、現状という部分と、希望、理想という部分も含めて、お伺い

する予定です。当然、その希望、理想に対してはどういった課題があるから現状だめなの

かということも含めてお聞かせいただく。それを総合戦略に生かせるものであれば、施策

のほうに反映をしていくということを考えたいと思っております。 

◎塚地委員 対象人員はどれぐらいになりますか。 

◎竹﨑政策企画課長 県外の県出身の大学生については、民間業者が登録リスト持ってい

るようですが、２学年をやりたいと思っています。今の見込みとしては、来年卒業予定の

方と、再来年卒業予定の方をあわせて 2,500 名程度です。県内の大学生・短大生・高校生

については、約 8,900 名程度を調査対象として考えております。 

◎塚地委員 県の施策に何を生かしたらいいのかということも含めて、大事な調査になる

と思います。今までは、学生や若い人たちの思いを県政に反映させる機会というのはやっ

ぱり多くなかったと思うので、ぜひこの調査はそういうことを有意義に生かせる中身で、

充実させていただきたいと要望しておきます。 

◎浜田委員 四国遍路がことしで開創 1200 年ということで、これを世界遺産にという意気

込みは十分わかったんですが、我々県議会のほうも四国４県連携して、世界遺産に向けて
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の活動もしておりますが、世界遺産にはちょっとハードルが高いので、まずは日本版の遺

産、ジャパニーズヘリテージを目指すような動きが国のほうでもあるという話も聞いてお

りますが、小耳に挟んでますでしょうか。 

◎竹﨑政策企画課長 国の当初予算といたしまして、日本遺産の登録制度というのが設け

られる予定です。日本遺産全般については、教育委員会事務局文化財課が担当しており、

四国遍路について、国の予算は成立しておりませんが、日本遺産に来年度登録していただ

きたいということで、４県あるいは構成する市町村の合意もいただきまして、事務的な申

請、手挙げということは提案させていただいております。 

◎池脇委員 札所寺院は、なぜ今まで史跡指定されてなかったんですか。 

◎竹﨑政策企画課長 札所寺院については、先ほどもお話しさせていただきましたが、他

の３県においても、調査はしておりますが、史跡指定はされておりません。今４県でお話

しをさせていただいておりますのは、まず史跡指定の範囲です。当然、寺によっていろい

ろ異なりますし、史跡の指定をされますと、いろんな規制が当然かかってきますので、そ

ういったものをどうするのか。それから、管理団体は寺でいいのか、自治体が絡まなけれ

ばならないのか、といった部分を、４県統一で取り扱う必要があるので、文化庁と協議を

しているところです。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

〈広報広聴課〉 

◎明神委員長 次に、広報広聴課の説明を求めます。 

◎中村広報広聴課長 まず、平成 27 年度当初予算について御説明いたします。資料ナンバ

ー②議案説明書の 15 ページをお開きください。 

まず、歳入について御説明させていただきます。10 財産収入の１財産運用収入 640 万円

は、県が保有しております民間放送局３局の株式の配当金です。 

次に、12 繰入金、２基金繰入金の 59 万円余りは、こうちふるさと寄附金基金を県のイ

メージキャラクター「くろしおくん」の着ぐるみ制作のための委託料に充当するものです。 

次の、14 諸収入、８雑入の 340 万円余りは、主に県の広報紙やホームページへの広報掲

載料収入です。 

次に、歳出について御説明させていただきます。16 ページをお開きください。右側の説

明欄に沿って主なものを説明させていただきます。 

２広報広聴費の広報紙編集等委託料と広報紙配布委託料は、いずれも県の広報紙「さん

ＳＵＮ高知」の発行のための経費です。発行部数は 33 万 6,000 部で、県民の皆様にわかり

やすく、より親しんでもらえる広報紙づくりを目指して取り組んでおります。まず、広報

紙編集等委託料については、「さんＳＵＮ高知」のデザイン・レイアウトや表紙の企画など、

編集業務の一部を民間事業者に委託するものです。広報紙配布委託料は、各御家庭への広
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報紙の配布を市町村に委託する経費です。委託先は２市ふえまして、来年は 28 市町村とな

り、市町村経由で配布ができていない残りの６市町村の御家庭に対しましては、事務費の

中で新聞への折り込みなどにより、各戸への配布を行ってまいります。 

次の新聞広告制作委託料は、県の政策やお知らせなどを新聞広告で掲載するに当たり、

そのデザインやレイアウトを広告代理店に委託するための経費です。 

次の番組制作放送委託料は、県の広報番組の制作・放送を県内の民間放送局に委託する

ための経費です。テレビでは日曜日の朝に 15 分間、月曜から木曜の晩に５分間の定時番組

を放送するとともに、特別番組を年間で７本、産業振興計画や健康長寿県構想、南海トラ

フ地震対策などの基本政策を中心に制作し、県民の皆様に県の取り組みをわかりやすくお

伝えしてまいります。また、ラジオでは、週２回の対談番組と、日曜日を除く毎日、お知

らせ番組を放送してまいります。 

次の県ホームページ運用保守委託料は、県のホームページに関するシステムの運用保守

や職員からの操作方法の問い合わせへの対応を委託するための経費です。なお、県のホー

ムページに関しましては、昨年５月からリニューアル公開をしております。 

次のインターネット動画配信事業委託料は、インターネットを活用し、知事の記者会見

の映像や県の広報番組「おはよう高知」のほか、観光や食といった本県の魅力を情報発信

するための動画を制作するための経費です。なお、インターネット動画配信システムを平

成 21 年度に開発し、運用してまいりましたが、ネット上の動画共有システム、ユーチュー

ブを活用して掲載することとし、このシステム保守委託料分 99 万 9,000 円を来年度分から

は削除しております。 

次の県民世論調査委託料は、県民の意識やニーズなどを把握し、県政運営の基礎資料と

するために、毎年行っている世論調査の実施経費です。 

次の受付案内業務等委託料は、本庁の玄関と県民室での案内業務や代表電話の交換業務

などを民間業者に委託するものです。なお、現在の受託事業者との契約期間が平成 27 年度

末での３年間となっておりますので、来年度中に、平成 28 年度からの委託業者の選定と業

務の引き継ぎを行う予定で、委託料にはその引き継ぎ分も含まれております。関連いたし

ますので、債務負担行為について御説明させていただきます。18 ページをお願いいたしま

す。先ほど御説明いたしましたとおり、平成 28 年度以降の３年間の受付案内業務を委託す

るための経費について、債務負担をお願いするものです。 

では、17 ページにお戻りください。くろしおくん着ぐるみ制作委託料は、高知県を全国

にアピールし、イメージアップを図るために貸し出しをしている高知県イメージキャラク

ター「くろしおくん」の着ぐるみが一部破損したものや、長年の使用により汚れが取れな

いものがあることから、１体追加制作するものです。 

最後に、事務費としまして 4,200 万円余りを計上させていただいております。そのうち、
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主なものを説明させていただきます。最も金額の多いものとしては、広報紙「さんＳＵＮ

高知」の印刷費で約 2,035 万円です。このほか、事務費としては、「さんＳＵＮ高知」の新

聞折り込みの手数料や県外向けの発送料が約 400 万円、また新聞広告のための紙面の掲載

料約 1,500 万円などが含まれております。 

また、官民協働の県政を進めていくために、県民の皆様から県政への御意見をお寄せい

ただく知事への手紙や、知事が各市町村の現場を１日かけて訪問し、県民の皆様と対話さ

せていただく「対話と実行行脚」などの広報広聴活動に要する事務的な経費もこの中に含

んでおります。県民の皆様からは、地域の実情や課題など貴重な御意見を頂戴しておりま

して、いただいた御意見は庁内で共有し、具体的な政策の検討につなげていくところです。 

以上、平成 27 年度の当課の予算は総額２億 5,800 万円余り、前年度と比較して 570 万

円余り減となっております。その要因は、さきに御説明いたしましたインターネット動画

配信システムの運用保守委託を廃止したことや、「さんＳＵＮ高知」の印刷代の実績をもと

に削減したことなどによるものです。 

続きまして、平成 26 年度補正予算について説明いたします。資料ナンバー④議案説明

書の 12 ページをお開きください。 

１広報広聴費について、1,100 万円の減額をお願いしておりますが、これは各委託業務

の執行残や入札残等のほか、事務費では主に「さんＳＵＮ高知」の印刷費の入札残などを

減額させていただくものです。 

補正予算については、以上です。 

これで、広報広聴課の説明を終わらせていただきます。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎浜田委員 テレビでの広報は、平成 27 年度は県議会の枠が充当されそうだという話をち

らっと聞きましたが、大体何分枠で、内容についてはどんなに考えていますか。 

◎中村広報広聴課長 議会事務局からは、７月ごろとお聞きをしておりますが、「おはよう

高知」を毎週日曜日の７時から放送しております。この中で 15 分ありますので、日程的に、

ひょっとしたら産業振興の分と合わせてとなりますと８分になるかもしれません。８分か

15 分かどちらかになると思います。 

◎浜田委員 中身については議会で考えていただくということですか。 

◎中村広報広聴課長 そのようにお聞きしております。議会の取り組みとか、政務活動費

の公表など、いろいろと先進的な取り組みをしているので、そういったことを広報したい

とお伺いしております。 

◎池脇委員 番組放送、インターネット、それぞれの反響はどうですか。 

◎中村広報広聴課長 例えば、特別番組ですと視聴率が大体今６％弱ぐらいです。内容に

よりましては、いろいろと参考になったといった御意見もいただいております。また、イ
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ンターネットでの放送局については、今年度ユーチューブでの公開も一部取り入れており

まして、その中で、南海トラフ地震対策課が作成した津波のＣＧが入った、津波から命を

守るためといった防災の番組については大変評価が高いようでした。大変視聴が高くて、

今年度に入りましてから、インターネット放送局では２月末時点で平均しますと 5,300 件

余り視聴されておりまして、昨年が 1,500 件ですので、かなりふえていると思っておりま

す。 

◎池脇委員 テレビは県内だから、県民に対する広報ということが主体ですが、今、移住

政策や地産外商とかやってますが、県外に対しての、こういう広報・宣伝ということにつ

いて検討していますか。 

◎中村広報広聴課長 「おはよう高知」については、インターネット放送局のほうで動画

を掲載しておりまして、インターネットから県外の方にもごらんいただけますので、そう

いった形で視聴していただけると思っております。また、インターネット放送局について

も、今後も広く紹介してまいりたいと思っております。 

◎池脇委員 ということは、テレビについては県民で、インターネットは全国という認識

でやられてるということですか。 

◎中村広報広聴課長 広報としては、まず県民向けが主体とはなりますが、いろんな媒体

を通じて県外へ向けても発信する機会は活用したいと思っておりますので、県でつくった

県民向けの「おはよう高知」のような番組についても、インターネットを通じて広く全国

に発信してまいりたいと思っております。 

◎池脇委員 例えば、「高知家」という新しいネーミングのブランド化なども、やっぱり東

京なり大阪なり、ターゲットを決めて打っていかないと、余り効果がないと思います。そ

ういう戦略的なものは議論していないんですか。 

◎小谷総務部長 広報広聴課としては、テレビは県内向けにやってますが、例えば、「高知

家」プロモーションであれば、どういうタイミングで、全国で見て、どこをターゲットに

どのような広報を行えばいいかというのも、別途各部局でやっております。「高知家」の話

であれば産業振興部のほうにおいて、どこをターゲットにどのように取り組んでいくかと

いう最も効果的なプロモーションは、別予算化してやっております。広報としては、テレ

ビは県内向け、インターネットにより県外でも見られるということでやっておりますけれ

ども、それは各施策でやっておりますので、御了承いただければと思います。 

◎池脇委員 各部局のものを全体的に統括した形で戦略を練るというのは、どこでしてい

るんですか。 

◎小谷総務部長 まさに「高知家」のプロモーションが、各施策のそれぞれで言えば、一

次産品の売り込みから観光から全部を統括しますので、それは「高知家」プロモーション

の担当の部局で統括しております。 
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◎坂本（茂）委員 事務費の減額補正は、主に「さんＳＵＮ高知」の印刷費の入札残とい

うことですが、去年、おととしぐらいから入札のあり方が議論されて、その結果を踏まえ

てこういうことになったと思いますが、これによって来年度予算は 900 万円ぐらい減額し

ていますが、そこは大丈夫なんですか。 

◎中村広報広聴課長 平成 27 年度の予算の算定については、予算見積もり算定時から１年

分の入札の実績を見まして、その平均でとっておりますので、これで行けるだろうと判断

しております。 

◎池脇委員 「さんＳＵＮ高知」の中身ですが、新しく、「障害者手帳の色とサイズが統一

されました」というお知らせが出てますが、そういう場合には、やっぱり写真が入れば、

もっとちゃんと伝わるんじゃないかなと思ったんです。それが文字だけでちょっと小さな

囲みになってますので。最近は何か文字が多くて、どうかなと思うんですけど、編集が変

わってそうなったのかもしれませんけど、そういう点はどうお考えですか。 

◎中村広報広聴課長 御指摘は、ごもっともだと思います。「情報ひろば」というページが

２ページありますが、その中に県からのお知らせや講座の内容、さまざまなものを毎月載

せておりまして、正直なところ、かなりスペース的には厳しい中で文字数も限定しながら

やっております。それでも幾つかイラストを入れたり、わかりやすくという配慮はしてお

りますので、御指摘いただいた、障害者手帳の御案内のようなものは、もう少しわかりや

すくしたほうがよかった、と反省しております。 

◎池脇委員 その割には、表紙にかなり大きく皿鉢の写真が載っているが、そこにも情報

をちゃんと載せればいいと思います。毎回思うんですが、スペースが限られてるというの

であれば、そういう工夫があってもいいんじゃないですか。 

◎小谷総務部長 表紙については、高知「食」でしばらく打っていくということで、この

１年「食」シリーズでやっておりましたが、表紙についても重要な一部という認識は持っ

ておりまして、来月号からは、東部博が始まりますので、その東部博の各エリアの紹介を

することなどによって、そこにも戦略的な意味は持たせていきたいと考えております。 

◎土森委員 県民世論調査ですが、非常に県民は関心を持ってますが、内容は毎年同じよ

うなことやってるんですか。 

◎中村広報広聴課長 基本項目である５つの基本政策と横断的な２つの政策については、

毎年聞いていく形にしております。そのほかについては、各部局に照会をかけておりまし

て、基本的には、重要な施策として各部局が挙げてきております。例えば、今年度行った

ものでは、次期の地域福祉計画の基礎資料としたいという形で聞く場合もありますし、「高

知家」プロモーションについては、県外のデータはとっていたが、県内のデータが今まで

なかったので聞きたいといった形で聞く場合もあり、それぞれその目的に応じて、各部局

から出してきたものの中で分野を限定し、50 問程度に抑えるということで調整をして、選
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定をしております。 

◎土森委員 対象県民はどれぐらいですか。 

◎中村広報広聴課長 3,000 人です。 

◎土森委員 ちょうどぐらいですかね。年齢層はばらばらですか。 

◎中村広報広聴課長 20 歳代から 70 歳代以上まで、ずっと幅広い年代の方々にお聞きし

ております。 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈文書情報課〉 

◎明神委員長 次に、文書情報課の説明を求めます。 

◎中野文書情報課長 まず、資料ナンバー②議案説明書の 19 ページをお開きください。 

歳入予算について、まず御説明させていただきます。 

14 諸収入の（４）文書情報課収入については、情報公開条例及び個人情報保護条例に基

づき、公文書の開示請求をされた方に御負担をいただく公文書の写しの費用と郵送料、ま

た、当課で雇用する臨時職員の雇用保険料の本人負担分を計上しているものです。予算額

については、前年度と同額の予算を計上しております。 

続きまして、歳出予算について御説明させていただきます。次の 20 ページをお開きく

ださい。歳出の４文書情報費です。右側の説明欄をごらんください。主なものを説明させ

ていただきます。 

まず、１人件費は、当課の職員８名に係る人件費です。 

次に、２文書情報費の委員報酬については、公文書開示審査会など、計 22 名の委員に

係る報酬ですが、これは当課が所管しております情報公開や個人情報の開示決定に対する

不服申し立てに対応する審査会などの委員の方に対する報酬です。 

次に、文書情報システム運用保守委託料については、職員の行う文書の起案や保存、さ

らには情報公開のインターネット請求に対応する文書情報システムの運用保守と機能向上

を図るとともに、システム操作などの問い合わせに対応するための経費です。 

次の受付案内業務等委託料は、県庁内の書庫の管理業務に係る経費を予算計上するもの

です。具体的な業務としては、書庫の巡回や清掃、各課からうちの課に引き継がれてくる

公文書の受け入れ、受け入れた公文書の管理、各課の閲覧・貸し出しへの対応、保存年限

を過ぎた文書の廃棄等の業務を委託するものです。この委託業務については、債務負担の

議決をいただき、株式会社日東商事と平成 25 年度から平成 27 年度までの３カ年の契約を

結んでおりますが、平成 27 年度をもって契約期間が終了することになりますので、平成

28 年度から委託業者が変更しても現在の業務を円滑に進められるよう、業務の引き継ぎに

要する経費をあわせて計上することとしております。 

次に、事務費です。主なものとして、臨時的任用職員の方の経費の関係が 212 万円強、
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公文書開示審査会などの会議開催に係る会場借り上げ、議事録作成に係る経費等々が 100

万円強、情報公開と個人情報関係の全国会議や講座などへの参加に要する経費が 100 万円

強、書庫整理に係る経費に 80万円強ということで、計 579万 8,000円を計上しております。 

平成 27 年度当初予算の総額は 7,222 万 9,000 円となっており、前年度と比較いたしま

すと、額で 195 万 4,000 円、率にしますと約 2.8％の増となっております。増の主な要因

としましては、文書情報システムの機能向上を図るということと、臨時的な受付案内業務

の引き継ぎに要する委託料の増加、職員の人件費の見込みが若干増加することによるもの

です。 

続きまして、債務負担行為です。21 ページをお願いいたします。先ほど御説明させてい

ただきましたが、平成 27 年度をもって契約が終了しますので、平成 28 年度からの予算を

平成 27 年度中にプロポーザルする必要がありますので、平成 28 年から３カ年の債務負担

行為の議決をお願いするものです。債務負担行為の総額は 2,105 万 8,000 円となっており

ます。 

以上が、文書情報課の平成 27 年度当初予算の概要でございます。 

続きまして、資料ナンバーの④議案説明書の 13 ページをお願いいたします。平成 26 年

度補正予算です。４文書情報費について、総計で 158 万円を減額するものです。その減額

の主なものについて説明させていただきます。まず、先ほども出てまいりましたが、３つ

の委員に係る報酬です。当該報酬は、先ほど申しましたように不服申し立て等の審査をす

る委員報酬に係るものですが、この審査会の開催回数が当初の見込みを下回りましたので、

この分の計 70 万円程度を減額するものです。 

次に、事務費で 87 万 8,000 円の減額となっておりますが、審査会の開催件数の減によ

り、これに係る議事録の作成経費及び会場借り上げ経費もあわせて減額させていただくも

のです。 

続きまして、条例その他議案について御説明させていただきます。資料ナンバー⑥の２

ページをお願いいたします。高知県情報公開条例及び高知県個人情報保護条例の一部を改

正する条例議案ということで記載されておりますが、独立行政法人通則法が一部改正で、

ことしの４月１日から施行されることとなっております。この法律改正に伴う高知県情報

公開条例と高知県個人情報保護条例の改正ということで、具体的な内容で申しますと、情

報公開条例及び個人情報保護条例においては、公務員の場合の職名・氏名、さらには職務

の遂行情報、といったものが、開示請求があった場合の開示の対象となる情報として規定

しております。独立行政法人のうち、現行の法律でいきますと、特定独立行政法人の職員

は公務員の身分を有しておりますので、同様の規定としているところですが、今回の法改

正に伴いまして、条例で引用している特定独立行政法人の名称が行政執行法人に改められ

るとともに、法の該当条項もずれて変更になったことから、条例で引用しているところの
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改正をしようとするものです。また、この改正にあわせて、両条例の字句も、例えば、「閲

覧できる」を「閲覧することができる」というようなことで、それぞれ５カ所・６カ所の

字句の整理をあわせてしようとするものです。この条例の施行期日については、法の一部

改正と同日の平成 27 年４月１日を予定しております。 

条例議案の説明は以上です。 

文書情報課からの議案資料の説明は以上です。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 20 ページの事務費の中には、公文書館のアドバイザー経費のようなも

のは入ってないんですか。 

◎中野文書情報課長 公文書館設置については、委員会のほうでも検討中ということで、

ずっと報告させていただいております。その状況は、現在も鋭意協議を進めている段階で

すが、それと並行する形で、まず、県の公文書の管理の状況、書庫なども見ていただいて、

いろんな管理の運営であるとか、公文書館が設置された場合に向けての準備行為としての

アドバイス等をいただくということで、その経費も計上しております。 

◎坂本（茂）委員 ３人の方をアドバイザーとして選定するかのような予算の見積もりが

ありますが、１人の方については旅費が計上されており、県外の方になるかと思われます

が、アドバイザーの構成はどんなふうに考えられてますか。 

◎中野文書情報課長 現在、まだ具体的な接触までには至ってないのですが、３名の方を

考えておりまして、内訳としては、国立公文書館の方、都道府県ベースで公文書館業務に

当たっている方等を想定しております。坂本委員も御承知のように、アーキビストという

のは非常に少なく、公文書館業務に精通しているということになると、四国ではゼロ名と

いう状況ですので、３名は県外の方ということです。予算の見積もりの内訳としては、謝

金相当が８万円程度、残りはその３名の方の移動経費といいますか、旅費的なものになっ

ておりまして、それらをひっくるめて、報償費で計上しております。 

◎池脇委員 文書情報システムは、具体的にどういうような運用をされていますか。 

◎中野文書情報課長 文書情報システムのメーンとなる機能は、昔は手書きでやっていた

公文書の起案を、基本的にシステムにログインし、必要事項を打ち込み、プリントアウト

すると起案文書が出てきて、それで決裁をするというもので、そういった電子データが公

文書の起案文書ごとに保管されていくという流れになっています。年間の件数は、去年度

と今年度、大体同程度の見込みで、14 万件強の文書保存ということになります。あともう

一つは、情報公開で、個人情報のほうは本人確認の関係があるので対応できないんですが、

システムを介して、ネットでの情報公開ができるようになっております。その２つの機能

をあわせ持っているシステムで運用しております。 

◎池脇委員 文書の起案作成が 14 万件ということですが、各部署で起案したものが文書情
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報課に入ってくるんですか。 

◎中野文書情報課長 文書情報課に入ってくるといいますか、うちが所管しているシステ

ムの中に集計されていくということになります。 

◎池脇委員 それを保管をする機能と、一方で、情報を外部からとりにいったときに公開

をするということですが、両方の機能で大丈夫なんですか。 

◎中野文書情報課長 少し説明が不十分でした。もう一つの情報の公開のほうは、高知県

情報公開条例に基づく公文書の開示請求の受け付けができるというシステムで、いわゆる

開示請求に係るシステムです。 

◎池脇委員 開示請求を受け付ける仕組みと、それぞれの部署がした文書の起案の作成文

書が保管される。その保管されている文書を開示請求されるということは余りないんでし

ょう。つながってないですよね。そこがよくわからないんですけどね。 

◎中野文書情報課長 私も、システムがどういった形になってるかという詳細までは承知

していないんですが、保守の委託料として、開示請求を受けるシステムの分と開示請求の

分をあわせて保守委託に出しているということで御理解いただければと思います。 

◎池脇委員 これから公文書館をつくって、公文書の保存ということもやっていくわけで

すね。そのために、この例えば 14 万件という分が、１年で入ってきてる。これは紙として

も、当然、各文書で残っているわけですね。それを残すか残さないかということについて

さび分けができるようなシステムなんですか。それとも、公文書館ができたときに使える

システムなのかどうかという点ではどうなんですか。 

◎中野文書情報課長 10 万件と申しますのは、日々の業務で１件１件起案を行いますが、

それの単位です。それで、システムで電子データとして落ちていくのは、その起案の表紙

及びＰＤＦファイル等で添付した場合の情報のみになっておりまして、通常の決裁でいく

と、電子データで電子で落ちる表紙の決裁文書と、さまざまな案や資料などがついていく

んですが、現時点では十分把握ができる形になっておりませんので、今後、公文書館を設

置してやっていこうとしたときに、全く役に立たない情報ということではないんですが、

どうしても起案ごとの件数ということになりますので、直接ぴたりとリンクしてくる情報

にも当たらないということです。 

◎池脇委員 将来のことを考えたときに、公文書としてのさび分けができるようなシステ

ムが必要ではないかと思うんですが、そういう点について検討されていますか。 

◎中野文書情報課長 主に歴史的価値のある文書というのは、県の保存している文書で言

いますと、一定、永年 30 年を想定しております。先進県である神奈川県の、平成 24 年度

あたりのデータでも、大体 90.5％が 30 年以上の文書です。現時点ではそこに絞り込んで、

箱単位のデータも一定押さえたんですが、あとは箱の中身のファイルの簿冊といいますか、

この単位のデータを押さえるべく、順次ではありますが、データ拾いをやって、公文書館
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へ移管され、相当の割合を占めるであろう広報の文書の拾い上げをやっているところです。 

◎池脇委員 大事な作業なんですが、少し人手が足りてないんじゃないかなと。それから、

公文書館ができる日程もほぼ見通せる時期ですので、そうした前作業は先にきちっと仕上

げていかなくちゃいけないですよね。計画をきちっとつくって、人員も配置して、こうい

う情報のシステムもつくり上げていかないと作業は進まないと思うんですが、その点どう

ですか。 

◎小谷総務部長 今、システムで、とりあえず県の意思決定をするものを全て押さえられ

るようにはしておりまして、それが 14 万件あります。この中で保存の価値がある歴史的な

ものにどれが当たるかというのは、また、そこから次の作業になるというのはまさに御指

摘のとおりです。委員の方々と一緒に、私も秋田県の公文書館に行ったときに、平成５年

にオープンした最初のころは保存文書が１年で３列ぐらいありましたが、どんどん経験を

積み重ねていく中で、最後の年は１列ぐらいで済むようになったと、どういった文書をど

う選定するかについてノウハウがたまったというお話をあのとき伺いました。そういった

ことを、我々も開館に向けて勉強していかなきゃいけないと思ってまして、県外の方にア

ドバイザーとしていろいろと御指導を賜るという中に、そういったことも検討したいなと

考えておりまして、まさにとりあえず全部押さえたら、かえってわからなくなる。その中

でどれを後世にちゃんと引き継いでいくかというさび分けは非常に重要なことですので、

先進県の話なども聞いて対応していきたいと考えております。 

◎池脇委員 早くスタートすることが大事ですので、ぜひ課長、その体制をしっかりとっ

て、進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎中野文書情報課長 工程表もつくりまして、対応していきたいと思います。 

◎明神委員長 これで、質疑を終わります。 

 暫時、休憩とします。再開は午後１時といたします。 

 

（昼食のため休憩 12 時 00 分～12 時 59 分） 

 

◎明神委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 

御報告いたします。加藤委員から所用のため少しおくれる旨の連絡があっております。 

〈法務課〉 

◎明神委員長 それでは、法務課の説明を求めます。 

◎次田法務課長 それではまず、法務課の平成 27 年度当初予算について説明させていただ

きます。資料番号②議案説明書の 22 ページをごらんください。まず、当課の歳入です。主

なものといたしましては、10 財産収入の 188 万 1,000 円があります。これは、高知弁護士

会への県有地の貸付収入です。 
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次に、23 ページをごらんください。当課の歳出です。５法務費について、右端の欄に沿

って御説明します。 

１人件費は、当課の 10 名の職員の給与費です。２法制管理費は主に条例や規則の審査、

県広報の発行などに要する経費や、公益法人の変更認定等の審査に係る経費です。 

まず、公益認定等審議会委員報酬ですが、法人の公益性の審査等をしていただく民間有

識者からなる高知県公益認定等審議会委員４名の報酬です。特例民法法人からの移行手続

が完了し、平成 27 年度は今年度に引き続き公益事業の事業内容の変更や追加、廃止などに

伴う変更認定の審議などのため、７回の審議会の開催を見込んでいます。 

次に、法令例規システム保守管理等委託料の 233 万 3,000 円は、法令例規システムの運

用に要する経費です。この法令例規システムにより、県民の方々や県職員が県の条例など

をパソコン上で閲覧・検索できますし、また職員が規則などの改正作業を効率的に行うこ

とができます。 

次に、例規事務委託料の 140 万 9,000 円は、職員の事務処理の負担軽減を図るために、

例規改正に係る事務のうち、データの機械的な入力等の作業を法令例規システムの開発会

社であります株式会社クレステックに委託するものです。 

次に、宗教法人管理システム運用保守委託料の 45 万 4,000 円は、今年度開発しており

ます宗教法人管理システムについて、平成 27 年度から必要となる運用に要する経費です。

この宗教法人管理システムにより、県内の宗教法人約 2,800 について、宗教法人法により

義務づけられている、毎年の役員名簿、財産目録、収支計算書等の提出の有無をチェック

し、提出がされない場合には督促状を発し、また、長期間にわたり提出がされないときに

は不活動であることを認定して裁判所の解散命令を請求するなど、宗教法人についての管

理を確実かつ効率的に行うことができます。 

次に、宗教法人規則電子化等委託料の 242 万 5,000 円は、現在、法務課が保管している

県内の宗教法人約 2,800 の規則について、そのデータを電子化し、先ほど説明しました宗

教法人管理システムに保存しようとするものです。これにより、法人から問い合わせなど

があった場合、その都度、職員が地下の書庫に行って書類を確認する必要がなくなり、担

当者がパソコンで確認し、問い合わせなどに迅速に対応することができるようになります。 

次に、事務費の 559 万 8,000 円は、県広報の発行に関する経費 380 万 2,000 円が主なも

ので、このほかには旅費、需用費等が 105 万 8,000 円となっております。 

３訴訟費は、県が当事者となる訴訟に関する経費や法律相談員の弁護士に関する経費で

す。 

まず、訴訟事務委託料の 400 万円は、訴訟事件の処理を弁護士に依頼するときに支払う

着手金です。 

次に、事務費の 700 万 8,000 円は、主に訴訟事件が終了したときに弁護士に支払う報酬
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が 400 万円、知事部局の法律相談員の弁護士４名への年間の法律相談に対する謝金が 280

万円となっております。 

以上のとおり、平成 27 年度の歳出予算額の合計は次の 24 ページにありますように、前

年度当初に比較して 753 万 9,000 円の減となっております。 

それでは次に、法務課の平成 26 年度補正予算について説明させていただきます。資料

番号④の 14 ページをごらんください。５法務費について、右端の欄の説明に沿って御説明

します。 

まず、例規事務委託料 150 万円は、昨年度消費税率の改正に伴いまして、大量の条例規

則等の改正をさせていただきましたが、そのデータの法令例規システムへの入力について、

その一部が今年度に繰り越される予定をしておりましたところ、入力作業が昨年度中にほ

ぼ終了しまして、今年度分の委託分が減少したことに伴う減額です。 

次に、宗教法人管理システム開発委託料の 180 万円は、入札の予定価格 354 万 2,418 円

に対しまして、落札率が約 48％であったことに伴う減額です。 

以上のとおり、合計 330 万円を減額補正させていただくようお願いします。 

それでは次に、条例その他議案ですが、まず、「高知県行政手続条例の一部を改正する

条例議案」について説明させていただきます。青の総務部のラベルの議案補足説明資料の

中に赤ラベルの法務課というのがありますが、そちらをごらんいただけますでしょうか。 

「高知県行政手続条例一部改正」ですが、まず、２ページをごらんください。ここに、

「行政手続法と行政手続条例との適用関係図」というのをつくっております。この適用図

は、例えば、県が行う事務のうち、申請に伴う許認可等を行うための審査基準等の策定に

ついては、「その許認可等の根拠が法律等に基づく場合には、行政手続法が適用になる」、

「その許認可等の根拠が条例等に基づく場合には、行政手続条例が適用になる」、というこ

とを示したものです。 

今回、ごらんいただきたいのは表の真ん中あたり、「行政指導」と「処分等の求め」の

部分です。「行政指導」の行の真ん中、県が行う事務で、法律等に基づく部分は色が濃く、

また、「処分等の求め」の行の真ん中あたり、県が行う事務で、法律等に基づく部分は色が

濃いものと薄いものとが混在しています。この混在しているというのは、処分等のうち、

行政指導には行政手続条例が適用されますが、処分等のうち「処分」については、その処

分の根拠が法律等に基づく場合には行政手続法が適用になり、その処分の根拠が条例等に

基づく場合には行政手続条例が適用になるためです。 

それでは、１ページのほうにお戻りいただけますでしょうか。先ほどの適用図の根拠と

なっているのが、その１ページの真ん中の少し下に破線で囲んでいる、行政手続法の第３

条です。その第３項で行政手続法の適用除外について規定していますが、この中の「処分

（その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。）及び行政指導」、この
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部分が行政手続法の適用除外になっています。つまり、行政指導については、その根拠が

法律等に基づく場合でも、条例等に基づく場合でも、ともに行政手続法の適用除外になり

ますが、処分については、その根拠が条例等に基づく場合にのみ、行政手続法の適用除外

になるというものです。 

少し前置きが長くなりましたが、今回の改正は、１ページの上にあります「１改正内容」

の（１）から（３）までが主なものです。これらは、行政手続法の一部改正にあわせて同

様の規定を行政手続条例に追加しようとするものです。 

まず（１）、１つ目は行政指導に伴って、その相手方にその根拠を示すことを義務づけ

るものです。次に（２）、２つ目は、行政指導の相手方が県に対して、その行政指導の中止

等を求めることができることとするものです。最後に（３）、３つ目は、法令に違反する事

実が判明した場合には、県に対して処分または行政指導することを求めることができるこ

ととするものです。この１つ目と２つ目については、行政指導に係るものですので、今回

行政手続条例に追加することで、その根拠が法律等に基づくものも含めて県に義務づけら

れることになります。また、３つ目については、行政手続法の改正により、その根拠が法

律等に基づく処分については、県に義務づけられることになっていますので、これ以外の

部分、その根拠が条例等に基づく処分等、その根拠が法律及び条例に基づく行政指導につ

いて、今回の行政手続条例の改正で県に義務づけられることになりまして、この行政手続

法の改正と、今回のこの行政手続法の改正とがセットになって、県に対してその根拠が法

律等及び条例等に基づく処分、並びにその根拠が法律及び条例に基づく行政指導を求める

ことができるということになるものです。なお、改正条例の施行日については、行政手続

法の改正の施行日と同じ平成 27 年４月１日ということにします。 

それでは最後に、もう１本のほうになりますけども、「高知県手数料徴収条例及び高知

県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例議案」について説明させていただきます。資

料⑥の 48 ページをごらんください。新旧対照表があります。高知県手数料徴収条例の第２

条の２を削る改正です。これは、特例民法法人の移行に伴い発生しておりました、特定保

険業の認可に係る手数料で、移行が完了しましたので必要がなくなり削ろうとするもので

す。この条例に規定して以降、結果として１件のみ認可を行いました。 

以上で法務課の説明を終わります。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 宗教法人の管理システムの落札率いうのはえらい低いんですが、そん

なものですか。 

◎次田法務課長 ４社ぐらいが入れまして、予定額を超えている業者もおりましたけれど

も、高知電子計算センターだけが特別に低くてこういう結果になりました。 

◎塚地委員 先ほどの宗教法人の関係で御説明をいただいたところで、そのシステムの中
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に財務状況、役員氏名とかが掲載をされるようになって、その閲覧というのは一般的にも

できる状況になるのかお聞きします。 

◎次田法務課長 宗教法人に関しましては、もともとこの定期提出書類の提出そのものが

オウム事件の経過の中で、国が法制度をつくったんですが、宗教法人からはかなり抵抗が

ある制度で、例えば、京都府などは多くの寺社がいまだに提出がないという状況なんです。

実際に国からも、そういう経緯があって提出は義務づけたものの、基本的に公表というの

は想定はしておりません。宗教法人の内部の方が自分の法人のものを見るのは構わないん

ですが、一般的に第三者の方が情報公開等で求められても、宗教法人の中の、特に財産関

係になりますと、特別高価なものを持ってることがわかったりすると大変ですので、基本

的には非公開ですし、また、宗教法人の中には実際に活動をされてないような法人があり

まして、定期提出書類が出されてない法人があります。もし、情報公開の際に、その提出

書類そのものがある、出されてる、出されてないという部分もわかってしまうと、例えば

出されてなければその法人が不活動として、その法人を乗っ取りにかかって、墓地等の開

発に使うというようなことも想定されて、その存在ができるできないこと自体もお答えは

できないという状況で、非常に取り扱いを厳しく、国から預かってる書類です。あくまで

も、このシステムというのは、いわゆる提出状況についての有無をチェックするだけであ

って、現実の書類そのものは、うちのほうで厳重に保管をしておるという状況です。 

◎塚地委員 宗教の自由の保障というのは基本的に大事なことなので、そこがどこまで明

らかにされるかというのは、法人のほうも御心配されることじゃないかと思います。そこ

の部分をきちんと保護するという措置はないといけないと思いますので、その取り扱いは

重要だと思いますが、宗教法人内の方が公表を求めた場合には、できるということですか。 

◎次田法務課長 基本的に、内といいましても役員の方のみです。その役員であることの

確認がとれればですが、やはり事情はお聞きします。基本的に、規則については、謄本の

写しを交付するという行為はしておりますが、財産目録等について、基本的にはもちろん

内部の方ですので存在自体は御存じだと思いますが、情報公開等でも基本的には公開はし

ておりません。 

◎塚地委員 それともう一つ。先ほどの行政手続条例のことに関してですが、結局、条例

に規定されている部分についての処分に関して、県のほうが対応するようになるというこ

となので、具体的に何が変わって、例えば新たに業務がふえることになるのかどうなのか、

教えてください。 

◎次田法務課長 従来は、県民の方からのお話を、いわゆる苦情的なものなのか、行政に

対する要望的なものなのかということを明確にせずに、お話だけお聞きしてということで

終わらせてたんですが、今後はやはり県民の方から、例えば「法律をこうしてほしい、あ

あしてほしい」というお話があったときには、それが法律や条例に違反するものかどうか
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というところをきちっとお聞きした上で、もしそういうことで是正的な処分とか、あるい

は許認可等の取り消しであったり、行政指導を求めるかどうかという部分を的確にお聞き

して、もしそういうもので当たるものであれば、明確に書面に記載して提出していただき、

行政としてもきちっと対応をするということになりますので、一定事務量はふえるかとは

思いますが、一方、それが実際にどのぐらい現実に出てくるのか、というところは全く読

み切れておりません。ですので、いわゆる想定上では、かなり事務的に大変になるという

こととは思いますが、現実にどうかという部分についてはなかなかつかみ切れないという

ところがあります。 

◎塚地委員 行政処分に対応しなくてはならないものかどうなのかという判断を、例えば

弁護士に御相談をされるケースみたいなことも出てくるんですか。 

◎次田法務課長 法律とか条例の規定の仕方、あるいは解釈の仕方というのは、基本的に

は行政内部であったり、国等の問い合わせになってきます。ただ、それを踏まえた上で、

具体的な処分になってきますと、最終的には県の、例えば許認可等を取り消すといった場

合では、その取り消しの行政処分に対する訴訟ということになってきますので、どこまで

その理由といった部分を、裁判でも耐えられるぐらいのきちっとした根拠とするかという

部分については、一定弁護士に御意見をお伺いするという場面は出てくるかとは思います。 

◎塚地委員 わかりました。動き始めないとわからない状況が想定されようかと思うんで

すが、そういうことが上がってきたときには、丁寧さが求められることになりますよね。

微妙なところのある問題もあって。双方の権利問題にもなってきますので、弁護士を大い

に活用して、県民の立場もわかるし、行政側の立場も公平に見ていただけるような対応に

しないといけないと思うので、ぜひ丁寧な対応をしていただくようにお願いしておきます。 

◎次田法務課長 現在でも多くの課は、先ほど言いました、うちの弁護士相談を通じて、

いろんな許認可等も含めた行政の処分のあり方について、かなり多くの相談をしておりま

す。今後も４名構えておりますので、多くの課から御相談いただければ丁寧に対応してい

きたいと思っております。 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈行政管理課〉 

◎明神委員長 次に、行政管理課の説明を求めます。 

◎岡村行政管理課長 まず、第１号議案「平成 27 年度高知県一般会計予算」のうち、当課

の所管分について御説明します。資料ナンバー②議案説明書の 25 ページをごらんください。

歳出の６行政管理費の総額は 11 億 6,646 万 7,000 円で、前年度比で２億 808 万 5,000 円の

増額となっております。これは後ほど御説明しますが、知事部局全体の時間外勤務手当等

が大幅な増額となっていることなどによるものです。 

 内訳に関しまして、右端の説明欄に沿って御説明します。 



 

- 33 - 

１一般管理費は、知事部局全体の職員の時間外勤務手当等です。過去３年間の決算額の

平均額が 10 億円余りであることを踏まえ、平成 26 年度は当初で８億 1,000 万円余り計上

させていただいておりましたが、そこから１億 8,000 万円余り増額をさせていただきまし

て、10 億 319 万 9,000 円を計上させていただいております。 

２人件費は当課の職員 15 人分の給与費です。 

３行政管理費は、特別職報酬等審議会委員報酬、給与システム改修委託料及び事務費で

す。給与システム改修委託料については、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に対応するため、システムで

取り扱っているデータに、職員及び扶養親族の個人番号、マイナンバーを始め、必要な情

報を追加するともに、税務署に提出する源泉徴収票など、マイナンバーの記載が義務づけ

られる税務関係書類に職員、その扶養親族のマイナンバーを出力するようシステムの修正

を行うものです。事務費 3,546 万 2,000 円のうち、主なものとしましては知事部局全体の

職員に係る赴任旅費が最も多いものです。その他の経費としましては、ハラスメントの防

止に関する研修に要する経費、外部相談員への報償費などです。 

４外部監査費は、地方自治法の規定により都道府県に義務づけられている包括外部監査

に関して、委託料の上限額を計上しているものです。過去３年間の決算額の平均が 1,046

万円余りであることなどを踏まえて、平成 26 年度の 1,200 万円から 100 万円減額し、1,100

万円を計上させていただいております。なお、来年度の包括外部監査契約の締結に関する

議案については、後ほど御説明します。 

続きまして、第 23 号議案、「平成 26 年度高知県一般会計補正予算」のうち、当課の所

管分について御説明します。資料ナンバー④議案説明書の 15 ページをごらんださい。 

歳出の６行政管理費は、１一般管理費について 4,817 万円の増額補正をお願いしており

ます。一般管理費については先ほど御説明しましたが、知事部局全体の時間外勤務手当等

に係る予算額を当課で一括計上しているものです。 

本年度は、南海トラフ地震対策、産業振興計画の推進などに加え、台風災害への対応な

どにより、当初の見込みを上回る時間外勤務が発生しております。この時間外勤務手当等

に係る予算については、昨年 12 月定例会で増額補正をお認めいただきましたが、一部に不

足が見込まれるものが出てまいりましたため、再度の増額補正をお願いするものです。 

続きまして、条例議案です。第 46 号議案「知事等の給与、旅費等に関する条例の一部

を改正する条例議案」について御説明します。資料ナンバー⑥議案説明書の 78 ページをご

らんください。 

まず、１条例改正の目的は、本県の厳しい経済状況及び財政状況を考慮して、知事等常

勤の特別職の職員及び教育長の給与月額を平成 27 年度の１年間、時限的に減額しようとす

るものです。 
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２主要な内容は、平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの１年間、知事につ

いては、現任期中の平成 27 年 12 月６日までの間、知事等常勤の特別職の職員及び教育長

の給与月額について、下の表のとおり、知事は 20％、副知事が７％、常勤の人事委員会委

員、常勤の監査委員及び教育長は５％の減額を行うものです。なお、現在、常勤の人事委

員会委員はおりません。また、ただし書きに記載しておりますのは、手当の額については

減額前の給与月額を基礎として算出するということです。 

３施行期日については、平成 27 年４月１日としております。 

次に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴

う改正条例議案３本、第 47 号議案から第 49 号議案までについて御説明します。 

まず、法の改正の関係について少し御説明させていただきます。資料は、総務部の議案

補足説明資料の中の行政管理課の１ページ、表題に「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部改正に伴う新「教育長」の設置について」とある資料をごらんください。こ

ちらに沿って、法律の改正の目的や内容に関して簡単に概要を説明します。 

法律の改正目的ですが、「教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教

育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築等制度の抜本的な改革を行

う」こととされております。それを踏まえた主な改正内容は、「１新「教育長」の任命等」

として、「「教育委員長」と「教育長」の一本化」、「地方公共団体の長が、議会の同意を得

て、新「教育長」を直接任命・罷免」、「新「教育長」の任期は３年（現行は４年）」、「新た

な教育長は、常勤の「特別職」の身分のみを有する。（現在は特別職である教育委員と一般

職である教育長の両方の身分を有している）」の４点です。 

これらの内容を上の図で御説明します。図の中ほどに大きな矢印がありますが、この矢

印よりも上の部分が現行の制度、下の部分が改正後の制度です。上の部分をごらんいただ

きますと、現行の制度においては、まず、首長が議会の同意を得て教育委員を任命します。 

次に、首長から任命をされた教育委員で構成する教育委員会は、委員の中から互選により

委員長を選挙するとともに、委員長を除く委員の中から教育長を任命するということです。

なお、教育委員は委員長も含め非常勤の特別職で、教育長は常勤の一般職ということにな

っております。そして、教育委員会は非常勤の委員長が、教育委員会の代表者・会議の主

催者として、常勤の教育長が具体的な事務執行の責任者・事務局の指揮監督者として、そ

れぞれの責任と権限を行使することにより、教育行政を執行しております。 

これに対して、下の部分、改正後の制度においては、首長は議会の同意を得て、教育委

員を任命するとともに、直接教育長を任命することとなります。また、改正後の教育長は、

現行の教育委員長と教育長を一本化した、常勤の特別職である新教育長として設置される

こととなります。また、現行の制度においては、教育委員の任期は４年とされ、教育長の

任期も委員の任期中と定められております。これに対して、改正後の制度では新たな教育
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長へのチェックの機会をふやすことなどを目的として、任期は３年となります。なお、教

育委員の任期には変更ありません。 

最後に、改正法の施行日は本年４月１日ですが、施行日である本年４月１日に在職をし

ている教育長、すなわち現行制度下の教育長は「施行日以降も教育委員としての任期満了

まで従前の例により在職する」、という経過措置が設けられております。なお、本県の現在

の教育長の任期は平成 28 年３月 31 日までです。 

以上の法改正を踏まえて、条例議案の説明をさせていただきます。まず、第 47 号議案

について、資料ナンバー⑥議案説明書の 80 ページをごらんください。「知事等の給与、旅

費等に関する条例の一部を改正する条例議案」の新旧対照表です。改正前の第１条中、「常

勤の特別職の職員及び教育長」を「常勤の特別職の職員」としております。これは、先ほ

ど御説明したとおり、教育長が常勤の特別職とされることにより規定の整理をするもので

す。 

次に、第 48 号議案、「地方自治法第 203 条の２に規定する者の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例議案」について、御説明します。85 ページをごらんください。

新旧対照表における改正する前の別表第１です。左端の上のほうに「区分」ということで、

教育委員会、公安委員会及び人事委員会について、委員長と委員を掲げております。これ

に対しまして、84 ページに改正後の別表第１があります。同じく左端上の「区分」をごら

んいただきますと、教育委員会については、委員長を削り、「委員のみ」としております。

これは、先ほど御説明したとおり、教育委員会の委員長の職が廃止されることに伴い、支

給される報酬、及び旅費に係る規定を削除するものです。 

次に、第 49 号議案、「高知県特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例議案」につ

いて御説明します。86 ページをごらんください。新旧対照表です。第１条で、高知県特別

職報酬等審議会において審議する対象を定めております。「知事及び副知事」を改正後、「知

事、副知事及び教育長」としております。これにより、特別職となる教育長の給与の額及

び退職手当の支給基準について、高知県特別職報酬等審議会の御意見をお聞きするよう改

正するものです。なお、第３条から第６条までの改正は、字句の修正に係るものです。 

続きまして、第 50 号議案、「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正

する条例議案」について御説明します。資料は議案補足説明資料の２ページをごらんくだ

さい。主な改正点は２点です。 

まず、「１派遣することのできる団体の名称変更について」の記載のとおり、独立行政

法人通則法等の改正に伴い、平成 27 年４月１日から「独立行政法人科学技術振興機構」の

名称が、「国立研究開発法人科学技術振興機構」へと変更されることに伴う改正です。 

２点目は、「２派遣することのできる団体の追加について」で、（１）高知商工会議所、

（２）高知県園芸農業協同組合連合会を平成 27 年４月１日から追加するものです。なお、
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（１）のウに記載のとおり、県からの派遣職員が高知商工会議所において従事することを

予定している業務は、高知商工会議所が県の委託を受けて実施する、事業承継・人材確保

センター業務です。また、（２）のウに記載のとおり、県からの派遣職員が高知県園芸農業

協同組合連合会で従事することを予定しているのは、園芸品の出荷・流通・販売体制の確

立などで、県と協働して園芸連が行う業務です。その実施によって、県の事務・事業の効

率的な実施が図られると認められるものです。 

具体的な条例改正ですが、資料ナンバー⑥議案説明書の 88 ページをごらんください。

新旧対照表です。第２条第１項において、「任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに

基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員（次項に定める職

員を除く。）を派遣することができる。」と規定しております。今回、改正をする第３号に

おいては、「法第２条第１項第３号に規定する法人」について規定しております。ここで言

う「法第２条第１項第３号に規定する法人」とは、「特別の法律によって設立をされた法人

で、政令で定めるもの」とされております。現在、この政令で定めるもの、という法人が

113 ありますが、それらのうち、これまで、高知県住宅供給公社、高知県土地開発公社、

高知県社会福祉協議会、独立行政法人科学技術振興機構４つの法人を規定しておりました

が、このたび、改正前の「エ独立行政法人科学技術振興機構」を「ア国立研究開発法人科

学技術振興機構」に改め、改正後の「ウ」と「カ」に、高知商工会議所、高知県園芸農業

協同組合連合会を追加しております。なお、これらの改正に合わせて、法人を政令で定め

られている順序に並びかえております。 

最後に、第 84 号議案、「包括外部監査契約の締結に関する議案」について御説明します。

資料については、17 ページをごらんください。この議案は、地方自治法第 252 条の 27 第

２項に規定する包括外部監査契約の締結に関して、同法第 252条の 36第１項の規定により、

県議会の議決をお願いするものです。 

具体的な内容としては、資料ナンバー⑤の 101 ページをごらんください。契約の始期は

平成 27 年４月１日、契約の金額は 1,100 万円を上限額とし、契約の相手方は、本年度に引

き続き弁護士の松本隆之氏です。 

以上で、行政管理課の説明を終わります。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎中内委員 当初予算の説明で、時間外手当が１億円いうたら大きいですよ。何人でこれ

ぐらいを想定していますか。 

◎岡村行政管理課長 知事部局全体で、2,900 人程度を対象に見込んでおります。 

◎中内委員 平均するといくらですか。 

◎岡村行政管理課長 34 万円程度です。 

◎中内委員 妙な話になりますが、土佐市で、昼はほかの仕事ばかりして、毎日のように
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残業して、年間 100 万円以上の残業代を稼いでいる、ということが問題になったケースが

あります。県ではそういうことはないと思いますが、今、最高額はいくらぐらいですか。 

◎岡村行政管理課長 300 万円台の職員がおります。 

◎中内委員 一人分の給与ぐらいありますね。部長、これはやっぱり大きい額だと思いま

す。だから、全体の時間割りをもう一遍洗い直さないといけないと思いますし、この予算

でもやっぱりそういうものも組まれていると思いますが、どうですか。 

◎小谷総務部長 額でいくとそうなりますが、単価は、補佐級であれば高くなるとか、若

い人であれば抑えられる、というのもあります。そういうのもあわせて見ていきますが、

残業時間が 1,000 時間を超えている職員が何人かおります。当然、どういった課の職員で

どういったことをしていたかについては見ておりまして、例えば総務部であれば、財政課

等の冬場の残業時間がかなり長くなっているとか、多かった職員については突発的な、年

度当初に想定していなかった事務が乗っかってきたとか、いろんな事情は見ております。 

 残業時間がふえてきておるということは回ってないということですので、今のところ状

況を見て、事務のふえたところに対応するために年度内であっても増員をする、といった

対応はとってきております。残業はゼロにすることはできませんし、今年度の場合、追加

でまたお願いするようなことになりました。残業は微増ぐらいだったんですが、８月の台

風でどんとふえました。 

 例えば、去年の８月であれば、残業時間が１年前の倍にふえております。災害対応とい

うのは一定やむを得ない面があると思いますし、その時期だけではなく、その後の補正予

算の編成や災害査定の対応等でふえます。そういった状況については逐一把握し、年度途

中であっても全庁的に対応し、なるべく一部の者に残業が偏らないようにしていきたいと

思います。 

◎中内委員 これは余談ですが、「何の仕事をして残業しておるのかもわからない」という

部長が昔はおりました。そういうことのないように、慎重な対応をしてほしいと思います。 

◎小谷総務部長 残業時間が年々ふえてきており、その管理が大きな課題となっておりま

す。平成 24 年の年度初めに「副知事通知」を全庁的に通知し、管理を徹底した結果、最近

では、まず各所属において確認し、その各所属の状況について各部長等が確認をしている

ので、当然、ふえている理由を部長は把握していると思います。今は、「Ａさんが何でこん

なに残業してるのかわからない」ということは、ありえない状況です。年度当初に見込ま

れなかった事業等によって残業がふえるというのは仕方ないですが、一部の者に偏ると、

その職員の健康面においても重要な問題ですので、まずは所属内で、それがだめなら部局

内、それがだめなら全庁的に対応することなどに、引き続き努めていきたいと思います。 

◎中内委員 よくわかりましたが、何と言っても、夜、庁舎の明かりがつき過ぎです。「さ

っき帰ったと思ったら早来ちゅう」、「寝るために帰りゆうようなもんじゃ」という守衛の
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意見もあります。疲れも残ってて、精神的にも苦労していると思いますので、やっぱりそ

の辺を気をつけてやってほしいと思います。 

◎浜田委員 資料⑥の 84 ページの別表第１に、旅費は外国旅行と内国旅行の２つがあり、

例えば都の特別区の宿泊料は１万 1,700 円という上限額です。これは、聞くところによる

と、国家公務員ベースで決められていて、東京に住んでいる国家公務員が地方へ行ったら

この値段でいいですが、我々が東京へ行ったら、とてもこの値段では泊まれないのが実態

じゃないかと思うんですよ。だから、「この上限額については見直すべきじゃないですか」

という声も上げないといけないんじゃないですか。 

◎岡村行政管理課長 現時点におきましては、お話がありましたとおり、国の規定を踏ま

えて金額設定しておりますが、実は、本県の場合、宿泊料と宿泊諸費を分けておりまして、

これを合わせた額が国でいう宿泊料となっております。他の都道府県と比べましても、本

県でいう宿泊料と宿泊諸費を合計したものが、他県でいう宿泊料になっております。ほぼ

そうした形で均衡しておる状況です。ただ、今後の動向は見てまいりたいと思っておりま

す。 

◎浜田委員 議会については、定額から実費ということになりましたが、国の基準という

のがちょっと厳しいんじゃないかという思いがしたので、お伺いします。これも宿泊諸費

とちゃんと分かれてますよね。東京だったら 3,900 円と。これは、教育長も特別職で実費

になってくるわけですよね。 

◎岡村行政管理課長 そのとおりです。 

◎坂本（茂）委員 ハラスメント対策の相談業務委託料は廃止されたんですか。 

◎岡村行政管理課長 ハラスメント対策相談業務委託料については、職員からのハラスメ

ントに関する相談の受け付けや、相談者へのアドバイスなどの業務を、ハラスメントに関

する専門知識やノウハウを持っている民間の事業者に委託して実施してきたものです。平

成 24 年度から実施してきましたが、相談の実績が、平成 24 年度が２件、平成 25 年度も２

件、そして本年度は現時点に至るまでにゼロ件でありまして、昨年の決算特別委員会でも

「体制、費用のあり方について検討を望む。」という御意見をいただいておりました。平成

27 年度当初予算を編成するに当たりまして、再度このことについて検討いたしました。 

平成 24 年度、平成 25 年度にそれぞれ２件の相談がありましたが、内容といいますと、ど

ちらかというとハラスメントというよりも職場の人間関係の悩みであったり、あるいは御

本人の病気と仕事との関係の悩みであったこともあり、そういったことであれば、例えば

地方職員共済組合のほうで「こころの健康相談窓口」を設けておりますので、既存の窓口

への相談もなじむであろうということで、この相談業務委託料については、これまで随分

と職員への周知も図ってきましたが、実績が少ないということもあり、決算特別委員会か

らの御意見もいただいたということもあり、他の相談で対応させていただこうと。 ただ、
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ハラスメント対策そのものについては、逆に拡充しようということで、ハラスメントの研

修の回数や経費などについては若干増加させていただいております。 

◎坂本（茂）委員 ほかの相談で対応していくということについては、そこは十分担保さ

れていくということでよろしいんでしょうか。 

◎岡村行政管理課長 例えば外部相談員への相談についても、昨今件数もふえております

し、そういったことで既存の窓口を十分周知するということで対応はできると思っており

ます。 

◎坂本（茂）委員 その場合には、受ける側が今度はきちんと対応できるように充実して

おいてください。 

◎岡村行政管理課長 相談を受ける側の職員に対する研修なども現にやっておりますし、

これからも継続していきたいと思っております。 

◎明神委員長 よろしいですか。 

（なし） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈人事課〉 

◎明神委員長 次に、人事課の説明を求めます。 

◎澤田人事課長 お手元の資料②議案説明書の 26 ページをお開きください。歳入予算の主

なものについて御説明いたします。歳入の７分担金及び負担金の（１）人事費負担金１億

657 万円余りは、職員交流に関する協定書に基づき、市町村等へ派遣している職員の人件

費を派遣先の市町村等に御負担いただくものや、総合人事システムの運用経費の一部を公

営企業局に負担していただくものです。 

次に、８使用料及び手数料の（１）庁舎等使用料３万 5,000 円は、職員能力開発センタ

ー内にある清涼飲料水の自動販売機、空き缶回収箱の設置に係るものです。 

次に、14 諸収入の（５）人事課収入 455 万円余りは、一般財団法人自治体国際化協会の

海外事務所への職員派遣に伴う助成金や東京の民間企業などへの派遣職員用に借り上げて

いる民間宿舎の共益費を、入居している職員が負担するものなどです。 

次に、28 ページをごらんください。人事課の歳出予算です。７人事費について御説明い

たします。右の説明欄をごらんください。１人件費は、人事課の職員並びに市町村や他県、

国、民間企業等に派遣している合計 39 名分の人件費です。 

２人事管理費の主なものについて御説明いたします。倫理審査会の委員報酬は、職員倫

理条例に基づき設置している高知県職員倫理審査会に係る委員報酬です。総合人事システ

ム運用保守委託料は、職員の異動情報、個人情報等を管理することを目的とする総合人事

システムの保守に必要な経費です。中小企業診断士研修負担金は、診断士資格を有する県

職員の資格維持のための研修費用を負担するものです。事務費は、県勢発展の功労者への
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知事表彰、叙位・叙勲の伝達に要する栄典の経費や、業務で成果を上げた職員への賞与、

採用選考試験に係る経費のほか、旅費や需用費といった当課の事務事業の運営費が主なも

のです。 

３人事企画費の人事考課制度等改定支援業務委託料は、行政改革プランにかわる新たな

県政運営の指針の策定、あるいは地方公務員法の改正に伴い、人事考課制度の必要な見直

しを行うもので、制度の改定から運用までに係る業務支援を委託するものです。派遣研修

負担金は、専門的な知識の習得を狙いに自治大学校へ職員を派遣することに伴う研修負担

金です。研修費は、自治大学校や国の省庁、民間企業等への派遣研修に要する旅費や職員

宿舎の借り上げ料などが主なものです。事務費は、県の人事評価の仕組みである人事考課

の進め方や手順に習熟し、職員の育成につなげるため、管理職員等を対象にして実施して

いる考課者研修に要する経費です。 

４人材育成費について、職員研修管理システム保守管理委託料は、職員の研修受講の際

の手続や職員の受講履歴の管理をシステムで行っており、その保守管理に必要な経費です。 

職員研修等委託料は、職員能力開発センターで実施している職員研修の運営と、当該施設

の管理に要する経費です。職員能力開発センターで実施している研修は、平成 19 年度から

民間の人材育成機関の持つ専門性を有効に活用し、より質の高い研修を実施するとともに、

効率的な施設の運営管理を行うため、外部委託をしています。現在の契約期間は、平成 25

年度から平成 28 年度で、そのうち平成 26 年度から平成 28 年度までの３カ年の経費につい

ては、債務負担行為で承認いただいております。平成 27 年度は、債務負担行為予算の歳出

現年化による 5,602 万円余りに現年予算を追加いたしまして、女性職員の活躍を支援する

研修などの新規研修を初め、階層別指名研修や応募型の研修など、全部で 71 研修、延べ

4,532 名の研修を実施する計画です。公務人材開発協会等負担金は、研修の企画実施への

支援や、研修に係る情報交換を行う全国組織である、一般財団法人公務人材開発協会など

への負担金です。研修費は、職員能力開発センターでの集合研修に職員が出席するための

旅費です。事務費は、研修の実施に必要な書籍等の購入費や、研修担当者の旅費が主なも

のです。 

以上、人事課の平成 27 年度当初予算額は総額３億 7,675 万 8,000 円。前年度と比べま

して、およそ 4.3％の減、1,698 万円の減となっております。 

続いて、平成 26 年度２月補正予算について御説明をさせていただきます。資料④議案

説明書の 17 ページをお願いします。７人事費の１人材育成費の耐震改修等工事請負費です。

不用額の主な内容として、機械設備工事における給排水の配管量が当初の見込みより少な

い数量で施工できたことなどによる、設計金額の減額や入札残によるものです。なお、歳

入特定財源については、この工事費に充当が可能な国庫補助金の補助額の算定方法が変更

になったことによる補助金の増額と、工事費の歳出予算の減額に伴い、財源である基金繰
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入金を減額するものです。 

人事課の説明は以上です。 

◎明神委員長 では、質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 人事考課制度等改定支援業務委託料について、どういう部分が大きく

変わってくるんですか。 

◎澤田人事課長 今回、行政改革プランの改定作業を進めておりますが、それに伴い、人

事の目指すべき期待人材像などが大きく変わってきます。それにあわせて、人事評価の関

係や、職種、それぞれのステージごとに細かく見直しをする予定で、専門の機関にも知恵

も借りながら改定していこうということで予算を組んでいます。 

◎坂本（茂）委員 ということは、プランの改定が先にありきということですか。 

◎澤田人事課長 この後、現行プランの見直しについて行政管理課のほうから報告します

が、そういった時代に合わせた内容をこちらのほうでも人事の評価等に反映させていこう

と考えています。 

◎坂本（茂）委員 委託の変更内容やシステムへの影響等を説明する資料があったら、後

でペーパーで回してください。 

◎澤田人事課長 参考となるものを、またお回しします。 

◎小谷総務部長 今回プランで、職員にはどういうことが求められているかというのを今

新たにつくり直しますので、それをきっちりと人事考課などに反映させるにはどのように

見直したらいいかというのを専門家に聞くための予算ですので、今言われたような資料は

出てこないと思いますが。 

◎坂本（茂）委員 さっき、出すと言いましたよね。 

◎小谷総務部長 どういった職員を目指すかについては、報告事項の中で説明をさせてい

ただきます。それでどのような人事考課、どういうふうに今の様式を変えたらいいかとい

うのを外注して検討していただくための費用を別途出して。 

◎澤田人事課長 失礼しました。もちろん、内容については、今お出しできるわけではな

く、部長が説明したとおり、これから専門家に委託をしてお願いしようというものですの

で、私がお出ししようと思ったのは、今の考課制度で使っているもののイメージを１枚紙

でつくったものがありますので、それで御説明をと思っていました。 

◎坂本（茂）委員 それで構いません。それで、検討した考課内容がシステムに反映され

るのはいつごろですか。来年は検討段階ということですか。 

◎澤田人事課長 名称がシステムとなっていますが、全体の仕組みのことで、来年度は検

討だけになります。 

◎門田総務副部長 電算システムではなくて、仕組みという意味でのシステムです。今回

は来年度の見直しについて専門機関の支援をいただき、それによってできた考課表等は再
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来年度から運用していくという形です。 

◎坂本（茂）委員 来年が検討だけなら、それに基づいて評価するのはいつからになるん

ですか。 

◎門田総務副部長 一部は早く取り入れたいとは思っていますが、しっかり新しい仕組み

になるのは平成 28 年度からということになります。 

◎池脇委員 県政運営指針の中にも、具体的にこういう人材を育成するという項目もあり

ますが、ここでの人材育成の研修について、もう少し変化があるのであれば、教えてくだ

さい。 

◎澤田人事課長 やはり、課題に正面から取り組む姿勢を持った職員、全国的な視野と創

造性を持った職員、チームワークで支援や業務を進め、官民協働、市町村政との連携・協

調といったことを実践していく職員とか、これから求められる基本的な職員像をイメージ

しておりますので、そういった内容で整理をしているということです。 

◎池脇委員 それを目指すためにどういう研修を想定されてるのか、その中身を聞きたい

んです。カリキュラムがどう変わるのか説明してください。 

◎小谷総務部長 職員能力開発センターで行う研修もありますが、課題をきちんと正面か

ら受けとめてそれに対応するということになると、座学で身につくものではなく、日ごろ

の業務を進める中、県政の進め方全体の中で学んでいくものだと思います。例えば、全国

区の視野で物事を捉えるというのであれば、省庁への派遣研修等によって学ぶものがある

と思います。コンプライアンスの関係であれば、こういった研修を追加してほしいという

ことを受託された業者と話もしますし、そういった中身についての見直しは行いますが、

いわゆる座学で行う研修以外の分野のものも、人材育成としてまとめて対応していかなけ

ればいけないと思っています。例えば、来年は全国への輸出や国際観光に力を入れていく

という中では、政府観光局の香港事務所に新たに人を出すというのも一つの研修ですし、

そういったものを含めて、さまざまな対応をしております。 

◎池脇委員 公務員としての基本的な知識とか業務にかかわる内容の研修をしているとい

うのは、わかっています。一方で、創造性、チームワーク、課題に果敢に挑戦するなど、

そういう部分で人材を求めるというのであれば、座学であろうが派遣であろうが、どうい

う形でそれを伸ばしていくのか、その場合、研修内容を変えるべきではないかと思って、

聞いているんですが。 

◎小谷総務部長 果敢にチャレンジするといったところは、どちらかというと日々の業務

の中で学ぶ部分だと思っています。さまざまな政策立案をする中で、「どちらかというと、

非常にハードルが高いことには手を出したくない。」という意識が働かないように、「とり

あえず頑張って、結果はともかくチャレンジするんだ。」といった職員をどうやって育てて

いくかという話であれば、その職員が仮に失敗してもそれをとがめず、頑張ってチャレン
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ジしたことを評価することによって伸ばしていくものだと思っています。そういったこと

もあり、研修の中身を変えて学ぶというよりは、人事の評価の仕組みをそれによって変え

ていきたいと考えています。成果が出た・出ないだけじゃなく、非常に難しい課題に取り

組んだということを、きちんと評価していく仕組みに変えていくことによって、職員のマ

インドを変えていきたいと考えています。そういったマインドを植えつけられるような研

修が可能かどうかについては、専門家の方と相談をして、可能であれば研修の中で取り入

れることを考えてみたいと思います。 

◎澤田人事課長 補足です。実際今、職員能力開発センターでやっている研修で、例えば、

全国区の視点を持った実効性ある政策に結びつけようというものにも、複数の研修メニュ

ーが該当するということになりますので、１個１個の中身を講師の方と相談しながら、「ち

ょっとこういう味つけをしてほしい。」とか「盛り込みをしてほしい。」ということでやっ

たり、あるいは、政策形成能力向上のための研修そのものを構えてみたり、政策広報の研

修を構えてみたり、既存のものと新しいものと組み合わせる形で、１つの大きな項目に対

して複数の研修で全体に変えていくという形を考えておりますので、これに対してこの１

つの研修とかいうような形ではお答えできませんでしたが、そういったことで、集合研修

については、来年度大きく見直していこうと考えています。 

◎池脇委員 確かに、部長がおっしゃるように、日常の業務の中でというのはよくわかる

んですが、それって意外と革新性がないんですよ。要は、ここで求めている創造性とかチ

ームワークとか、課題に挑戦することは意識の問題で、まず、自分の持っている意識、価

値観を変えていかないとだめです。それは、カルチャーショックを受けることなどで変え

ていく。今までずっと同じような仕事をして、忙しくしてきて、その事業をこなしていく

ということで、もう基本的にがちがちに価値観が固まってきているのに、その連続性の中

でこうした内容を事業の中で発揮しなさいと言っても、なかなか目からうろこにはならな

い。例えば、前に事業評価ということで、ちゃんとやっていこうということで取り組んだ

時期がありました。に三重県のほうでは、能率協会に入ってもらって、その人たちと一緒

に事業をつくり上げて、それで検証していくというのをやって初めて、「ああ、そういう事

業評価ができるのか」といって、県庁の人の価値観が変わった。やはりそうした自分たち

の公務員としての事業のつくり方、仕上げの仕方っていうところと価値観の違いがないと、

創造性を生み出すというのは難しいと思います。そういう意味で、例えばチーフクラスや

補佐クラスがそういう研修に行って、意識を変えて帰ってきて、事業の組み立てをすると

きに、そういうチーフのリーダーシップで、「ああ、そうなんだ。そういう取り組みがある

んだ。」ということで変わっていくならわかるんですよ。だから、そういう事業があるのか

なということで聞いてみたんですけど、そういう話にならないので。ここで求める人材は

非常にハードルが高いんですが、本当に大丈夫ですか。 
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◎澤田人事課長 まさに今の委託先は、そういった専門性を持ち、全国展開もしている日

本経営協会です。３年間の契約を結んでおりますが、毎年度、次年度の研修内容について

しっかり議論、打ち合わせをし、また、毎月、研修状況について確認をしながら、改善を

しております。まず一つは、そういった全国的な視野を持ったところと組んでやっている

ということ。それからもう一つ、期待をしているのが産学官民連携センターです。全国の

知見を持った方と、連携交流事業という形でいろいろ話を聞く機会ができるわけですので、

そういうところとのタイアップも研修の中に位置づけさせていただいて、職員にはそこで

の刺激、あるいは政策課題について深くみんなで議論するという機会が持てたら、という

ことで検討をしています。 

◎池脇委員 研修の内容、講座のカリキュラム、対象者等については、具体的にこれから

詰めていくと思うので、それができたらまた説明してください。 

◎澤田人事課長 まず、職員能力開発センターの研修については、年度当初にはきちんと

した形のものができますので、御説明に上がりたいと思います。そして、産学官民連携セ

ンター等での新たな取り組みも、具体化した段階で、また御紹介をさせていただきたいと

思います。 

◎土森委員 職員研修というのは非常に重要だと思います。県庁職員は、本当に能力の高

い能力集団です。その集団を研修によって磨き上げていくことが大事だと思います。恐ら

く、初任者、チーフ、管理職等を対象に研修をすると思いますが、池脇委員が言ったよう

に、しっかりした目的意識を持ってやらせるということが必要な時代だと思います。そこ

で意識の問題と責任ということで、入庁したときに誓約書を交わしてますね。この意識を

どこまで県庁の職員が持っているのかが、大きな力を発揮する上で、非常に重要であると

思います。１年に１回、あるいは、研修のときなどに、こういう目的を持って自分たちは

仕事をしているんだという、誓約書の検証などは行っていますか。 

◎澤田人事課長 もちろん入庁当時には、その宣誓をしてもらいますし、また、１年目の

研修というのはその内容に基づいています。さらに、２年目の振り返り、あるいはその後

の公務員倫理の研修などでは、それを意識した形での公務員としての自覚を高め、全体の

奉仕者として法にのっとって全力で業務に当たるというようなことは、常時、研修の冒頭

には話すようにしております。 

◎土森委員 私も長い間、政治家をやっていまして、多くの職員を見せていただきました

し、おつき合いもさせていただきました。その中でいつも思うことは、やっぱり「初心忘

れることなく。」ということで、一つの誓約書です。それをしっかり守って仕事をしていく

職員は、不祥事などを起こさないですね。やっぱり、自分が何者であるのか、誰のために

どうして仕事をするのか、目的意識をしっかり持って、あくまでも県民の皆さんのために

仕事をしていくということですよ。それをしっかり研修の中で教えていくということも、
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非常に重要だと思いますので、ぜひそういう方向で対応していっていただきたいと思いま

す。 

◎池脇委員 共有会議室を設置するというのも挙げてあるんですが、最大限に能力が発揮

できる環境を整えるということで、ハード面は既に計画されているんですか。 

◎澤田人事課長 会議室自体は、庁内では不足していますので、ここをそれに充てるとい

う形でのセットはまだできていませんが、ただ、「こういうことに使える、あるいは夜も使

えますよ。」というアナウンスを一部始めているところです。また、内容については、具体

化に向けて今後さらに検討を深めていきたいと思っております。 

◎池脇委員 検討するというのは、いつまでにやるという計画性を持ってのことですか。 

◎澤田人事課長 ハード面については、直ちにスケジュールというところまでは至ってな

いのが実情ですが、ただ、いろんなソフト対策も交えながら、どういうやり方でできるの

か、見出していきたいと考えてます。 

◎池脇委員 実現の可能性が非常に厳しい内容のものが、すぐにでもできるような形で書

かれているのは心配ですが、職員が能力を発揮できるように、一生懸命努力してください。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

〈職員厚生課〉 

◎明神委員長 次に、職員厚生課の説明を求めます。 

◎森下職員厚生課長 まず、平成 27 年度当初予算について御説明させていただきます。②

議案説明書の 30 ページをお願いします。歳入の主なものを御説明します。７分担金及び負

担金の（２）職員福利厚生費負担金については、職員健康診断等に係る公営企業局職員分

の負担金を受け入れるものです。 

15 県債の（１）退職手当債については、知事部局等の退職手当の財源に充てるものです。 

31 ページをお願いします。（２）職員住宅等整備事業債については、職員住宅の改修工

事等の財源に充当するものです。 

次に、歳出予算の主なものを御説明させていただきます。32 ページをお願いします。８

職員福利厚生費が当課の歳出予算となります。右端の説明欄の内容に沿って御説明をさせ

ていただきます。 

１人件費のうち地方公務員災害補償基金負担金は、公務災害、通勤災害に遭った職員に

対して、医療費や補償費を給付する制度の原資として、職員の給与総額の一定割合を負担

するものです。 

次の公務災害補償費については、非常勤職員や臨時職員など、地方公務員災害補償基金

の補償対象となっていない職員が公務災害で被災した場合の補償費を計上しております。 

２退職手当の退職手当、31 億 540 万円余りについては、警察、教育委員会、公営企業を

除く知事部局などの退職者に対して支給するもので、平成 27 年度は定年退職 116 名、勧奨
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退職 21 名、普通退職等 23 名の計 160 名と、臨時職員 199 名分を見込んでおります。  

また、知事、副知事の今任期中の退職手当を支給する予算を計上しております。 

３恩給及び退職年金については、地方職員共済制度が発足した昭和 37 年以前に退職を

した職員に対して、恩給法及び職員の退隠料等に関する条例に基づき退職年金等を支給す

るもので、平成 27 年度は警察職員、教員を含めた合計で 121 名分を見込んでおります。 

４職員福利厚生事業費は、地方公務員法第 42 条の趣旨に基づき、職員の元気回復等を

目的に福利厚生の増進を図るための経費です。具体的には、職員福利厚生事業費補助金に

より、球技大会などの事業に対して助成をするものです。 

５福利厚生施設整備費については、職員住宅の整備や管理などに要する経費です。 

職員住宅管理システム改修委託料は、入居の承認や台帳管理、使用料の徴収などの事務

を効率的に行うために、老朽化した現行システムにかえて、新たなシステムを構築するも

のです。 

職員住宅管理委託料は、県内の職員住宅の維持管理等を高知県住宅供給公社に委託する

ものです。 

職員住宅賃貸料は、職員住宅を建築する際には、債務負担行為の議決をいただいた上で、

地方職員共済組合本部の資金を活用して整備を行い、県が償還金見合いの賃貸料を支払っ

て住宅を借り受けて、償還が終わった時点で無償譲渡を受ける方式をとっておりまして、

平成 27 年度は１カ所分の賃借料を支払うことになっています。なお、平成 27 年度をもち

まして、これまで建設した住宅の賃借料の支払いは全て終了いたします。 

改修工事請負費は、南国職員住宅の受水槽を更新する工事や旭職員住宅のセットバック

工事の経費です。 

職員健康管理費については、職員の心と体の健康づくりを推進するための経費です。 

34 ページをお願いします。職員健康診断等委託料については、一般健診、がん検診、特

殊検診などの健診の実施や結果通知、保健指導などを検診機関へ委託するものです。 

健康管理費負担金は、地方職員共済組合が実施する人間ドック事業に対して、個人負担

の 5,000 円を除いた費用の２分の１を県で負担するものです。 

事務費については、主にメンタルヘルス職員研修や健康相談事業などの経費です。メン

タルヘルス対策については、職員の心と体の健康づくり計画に基づく早期発見、早期対応

ができるような体制づくりと、働きやすい職場づくりを進めております。相談事業につい

ては、引き続き職員厚生課スタッフや専門相談員の精神科医、産業カウンセラーが連携を

して相談を受け、職員が重症化する前にカウンセリングや治療等の適切な対応ができるよ

う取り組んでまいりたいと考えております。また、職員みずからが参加をして、ストレス

が少なく働きやすい職場づくりを目指す職場ドックについては、ほとんどの職場で取り組

まれております、情報共有や仕事のしやすさの工夫、執務環境の整備といった面で効果も
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出てきておりますので、来年度も引き続きこの取り組みを進めてまいります。 

以上、職員厚生課の平成 27 年度当初予算総額は、35 億 8,796 万 4,000 円です。平成 26

年度と比較しますと、３億 976 万 7,000 円、約 9.4％の増となっております。増額の主な

要因は退職手当の増です。 

続きまして、平成 26 年度の補正予算について御説明をさせていただきます。④議案説

明書の 18ページをお願います。歳出です。１退職手当の増額 3,580万 6,000円については、

普通退職の退職手当が当初見込みよりふえたことなどによるものです。 

続きまして、条例議案が３つあります。資料ナンバー⑥議案説明書の５ページをお願い

いします。第 51 議案になりますが、「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

議案」についてです。この条例は、知事、副知事、教育長等を除く県職員の退職手当に関

する事項を定めた条例です。職員の採用形態が多様化してきていることから、勤続期間が

長期にならない職員についても在職期間中の公務への貢献度をより的確に退職手当に反映

させることができるよう、国家公務員に準じて必要な改正を行うとともに、法改正に伴う

引用規定の整理等をしようとするものです。 

内容については 91 ページをお願いします。新旧対照表で、主な改正点のみ御説明をさ

せていただきます。アンダーラインの部分です。退職手当については、在職期間中の公務

への貢献度を反映させるため、職の区分に応じて調整額を加算するという仕組みになって

おります。現行では、勤続年数 24 年以下の場合は７号区分、これは主幹クラスということ

になりますが、自己都合、この場合は自己都合かそれ以外を問わず加算をしないというこ

とになっております。これを他の区分と同じく勤続期間等に応じて加算をするように改め

るために、アンダーラインの部分（１）を削除するものです。 

次に、102 ページをお願いします。第 52 号議案になります。「恩給並びに他の地方公共

団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料等の基礎となる

べき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例議案」についてです。 

103 ページの（６）のアンダーラインの部分をごらんください。今回の主な改正は、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正等に伴い、教育長等を定義する規定を

整備しようとするもので、条例の実質的な内容には変更はありません。また、そのほか法

改正に伴う引用規定の整備や字句の修正をあわせて行うものです。 

次に、116 ページをお願いします。第 53 号議案になります。「知事、副知事及び教育長

の退職手当に関する条例の一部を改正する条例議案」についてです。本議案についても、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う改正です。第４条をごらんく

ださい。先ほど行政管理課長からも説明がありましたが、法改正により教育長の任期が現

行の４年から３年になったため、在職期間の計算について、教育長のみ 36 月を上限とする

ものです。また、字句の修正をあわせて行うこととしております。 
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職員厚生課からの説明は以上です。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 任期が来年度で終わるという、知事、副知事の退職手当も計上されて

いるということですが、今の知事の 2,928 万円という退職手当の額は、全国ではどれぐら

いの位置にあるんですか。 

◎森下職員厚生課長 平成 27 年１月１日現在で他県の状況を調べた状況と比較をします

と、順番では 45 番目ということになります。 

◎土森委員 今、職員住宅は県下でどれぐらいあるんですか。 

◎森下職員厚生課長 現在管理しておりますのは 706 戸です。 

◎土森委員 使っている戸数はどれくらいですか。 

◎森下職員厚生課長 ２月１日現在、入居している戸数は 549 戸で、入居率は 77.8％とい

うことになります。 

◎土森委員 あいているところはどうしますか。管理委託料などが相当入ってますが、も

う使えないんですか。 

◎森下職員厚生課長 ２月１日現在、157 戸空き室があるということになります。これか

ら異動等もあるのでもう少し埋まるかもしれませんが、恒常的に空き部屋があるという住

宅もありますので、そうした住宅については、これまでも県のほかの事業で利用するとか、

市町村で移住のために地域おこし協力隊の隊員の方の宿舎にするとか、お試しの移住の住

宅にするとか、Ｕ・Ｉターンされた方の住宅にする、といったようなことで、市町村のほ

うで御活用をしていただいている事例もあります。一方、全く利用する見込みがない住宅

については、廃止をして処分をするようにしておりますが、その際にも、できるだけ市町

村の地域振興事業などに活用していただけるように、市町村のほうともお話をさせていた

だいて、越知町の高知ファイティングドッグスの住宅に御活用いただくとか、移住関係や

福祉関係で御活用いただくという方向で、検討していただいてる市町村もあります。 

◎土森委員 それぞれ使ってると思います。また、トイレや空調のことはよく言われます

が、きれいにされていますか。 

◎森下職員厚生課長 職員住宅については、かなり古い物件もありまして、そうした物件

は、今のライフスタイルに合わなくなっており、使いづらいといった住宅もありますが、

これまで、先ほど申しましたように、廃止をして集約化をするということを進めていく中

で、耐震ができてない住宅、今のライフスタイルに合わない住宅については廃止をしてき

ております。大きな予算を投じて改修ということはできませんが、一部予算を認めていた

だいて、神田の古い職員住宅などについては、今年度、来年度に改修をやらせていただく

ような形で、できる限りの整備は進めておるところです。 

◎土森委員 職員が生活環境がしっかり整ったところで生活していくということも大切な
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ことだと思います。仕事に影響が出てくる可能性もありますので、ぜひ、整備していくよ

うにしてほしいと思います。 

それと、今後、恐らく移住者はどんどんふえてくると思います。それに対して、こうい

う職員住宅をリフォームしながら使っていただくということも、市町村のほうからも出て

くると思いますが、ぜひ、積極的に利用していただけるような方向性を県としても出して

ほしいですね。 

◎森下職員厚生課長 お話がありましたように、これまでもできるだけ御活用いただくと

いうことで進めてまいりましたが、市町村から申請があったらお貸しするということでは

なく、あいてる住宅については、こちらからも積極的に市町村に情報提供させていただく

などして、できるだけ活用していただけるように取り組んでいきたいと思います。 

◎塚地委員 先ほど残業手当の増額補正も出て、本当に事業量がふえていて、私が見てい

てもこれは本当に大変だなと思う職員も結構いて、メンタルヘルスのほうの対策も充実し

て進めるというお話はあったんですが、やっぱり人間ですので、一定限界みたいなものが

あるので、それを超える残業とか職務の過重というのはあってはならないと思います。最

近の傾向として、一定の長期休業、病気休暇をとらなくてはならない人たちや、メンタル

ヘルスの治療の必要な方の状況というのは、全体としてどんな感じでしょうか。 

◎杉原職員健康推進監 平成 26 年度の１カ月以上の病休の方が今、七十数名ぐらいいます。

体の病気の方とメンタルの方が半々ぐらいだと思いますが、月の時間外が 100 時間を超え

るとか、80 時間を２カ月以上続けてという形の超過勤務のあった場合には、私のところで

健康診断させてくださいという形で面談をしております。かなり疲労がたまってて注意が

要るような方については、管理職の方も含めてお話しをさせていただいたり、そういう工

夫をしてもらうということもやらせてもらってます。それから、職場環境改善、職場ドッ

クのほうでも、「忙しいところこそ取り組みをしてください」ということで、情報共有をし

たり、忙しい人に対しての相互の支援をどんなふうにできるかというのを、管理職の方に

も考えてもらうんですが、職員同士で話し合いをしていって、「どうしたらうまくやってい

けるかお互いに考えて、うまく工夫をしていきましょう」という取り組みもしてもらって、

「ちょっと違ってきました」というお話も伺ってますので、少しずつですけれど効果が出

ればいいと思っています。 

◎塚地委員 忙しさが人を育てたらいいんですが、どうしても人を消耗させるということ

があるので、3,300 人体制で、本当に今の若い人たちが育つシステムがつくれるのかとい

う、率直な現場の問題提起があってもいいんじゃないですか。前に総務部長とお話しした

ときに、「人が育てられる体制にします」みたいなことを言っていただいたような記憶もあ

ります。職員厚生課だけで言える話じゃないですが、3,300 人体制というのはもう動かせ

ず、行政改革プランで示された数でいくということになるんですか。 
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◎小谷総務部長 そもそも人口がどんどん減っていくのは避けられない状況で、3,300 人

で本当にいいのかという議論があると思います。もっと減らすべきだろうというのは、県

民の普通の考えではないかと思います。財政的な面もあるでしょうし、そういうこともあ

るかもしれません。ただ、今回 3,300 人を当面維持するという考え方は、本来、人を減ら

そうと思えば、高知県の場合であれば、例えば市町村との役割分担において、地方自治法

を読んで考えると、地域支援企画員などはすぐやめればいいんですが、いろいろ議論した

中で、やはり今は県民の皆様から県庁が仕事をすることが求められているときだろうと考

えています。なお、定数に入らない短時間の再任用の方が、雇用と年金との接続の関係で

しばらくふえます。フルタイムで働く方は定数に入りますが、ライフスタイルの関係で短

時間勤務を希望される方の力を借りることによって、マンパワーそのものをふやしていく

ことができると考えています。また、今回の予算編成に当たり、職員が本当にやるべきな

のか、それとも、外部の専門家にお願いした方がよいのか検討もしました。そういったこ

とで、トータルのマンパワーを確保し、むしろふやす方向にできないかと考えております。

ただ、非常に体力の弱い県ですので、どんどんふやしていくという状況にはないというの

も事実です。一方で、今、県民から、県庁は頑張って仕事してくれ、と求められておりま

す。職員がどんどん疲れ切って、生産性がどんどん落ちていくのは困りますので、そこは

いろいろと考えていかなきゃいけないと思っています。仕事というのは、何時間残業した

かというのも重要ですが、仕方とかモチベーションによって大きく変わるものだと思って

います。出口が見えないような仕事をやって、どこまでどの程度頑張ったらゴールにたど

り着くかわからないままトンネルに入ったら、これはしんどいと思います。しかし、あと、

どうなればどうなるか、あそこにゴールがあるとわかれば、同じ時間残業しても全然疲れ

は違うでしょうし、仕事の中身も違うかもしれません。私個人の話ですが、国にいたとき、

「何でこんなつまらんことやらないかんのか」という思いが正直ありました。つまらない

仕事は本当に疲れます。それよりも、これは国民生活がよくなるために頑張るんだと思っ

たら、同じ時間やっても全然疲れは違いますし、達成感もあります。今、県庁が取り組ん

でいる仕事というのは、かなりハードな課題もあって、確かに職員は大変ですが、何を目

指してるかというのを組織内できっちり共有することによって、疲れ方というのも大分違

ってくると思っています。ただ、当然１人の者に超過勤務が偏るようなことがあってはい

けないので、所属長、部局長のマネジメントの中できっちりと見ていきたいと考えており

ます。いろんな議論がありましたが、当面、県庁が期待される仕事というのは大きく変わ

ることもないだろうし、仕事が一気にふえたり減ったりすることも恐らくないであろうと

いう中で、雇用と年金の接続の関係の中でマンパワーを確保し、事業としてマンパワーの

確保もし、年度ごとのスクラップアンドビルドを徹底していく。こういったことを当面は

続けようというのが、今回の新しいプランの考え方です。 
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◎塚地委員 大変熱く語っていただきました。これからの地方創生の関係で言うと、市町

村が本当に頑張っていろいろ計画も立て、事業も起こさないといけません。そこを支えて

発展させていくためには、県職員が力を発揮しないと難しいと思います。だから今以上に、

もっと働きたい、働かないといけないと思うかもしれません。先ほど、県と市町村との役

割分担をもっと考えないといけないという話がありましたが、むしろ県の体制がこれから

重要になってくるんじゃないかと思うので、人を育てられる県庁組織へということで、ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。 

◎小谷総務部長 地方創生の話ですが、全国で皆さんが頑張ることになると思います。幸

いにして、国が今回、地方創生で示した枠組みというのは、本県においては産業振興計画

の推進ということで、プラスアルファするものは、ほかの県に比べてはるかに少ないと思

います。市町村との関係でいいましても、企画員や地域支援企画員もおりますし、市町村

と寄り添うための職員 70 人は既に確保しているということもあります。市町村の方もかな

りしんどい思いをされるでしょうが、当然、市町村には頑張ってもらわないといけないし、

あとは、県がどこまで寄り添えるかです。幸い、産業振興計画の取り組みが、ほかの県に

比べると先行しておりますので、市町村にもどういうことをやればいいのかというイメー

ジは伝わっていると思います。ただ、足りないところは寄り添うという姿勢で頑張ってい

きたいとは思いますが、ほかの県に比べれば、その点のギャップは幸いにして少なく済む

と考えております。すぐ見直すと言ってるわけではありませんで、「今、県庁はよく頑張っ

てるし、今のまましばらく、市町村との関係においても民間との関係においても、頑張っ

てやってほしい。」というのが今の県民の声だと思っておりますので、3,300 人を維持する

中で頑張っていきたいと思っています。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

ここで 20 分ほど休憩をとります。再開は３時 20 分とします。 

 

（休憩 14 時 59 分～15 時 19 分） 

 

◎明神委員長 それでは、休憩前に復し、委員会を再開いたします。 

御報告いたします。加藤委員、中内委員から、所用のため少しおくれる旨の連絡があっ

ております。 

〈財政課〉 

◎明神委員長 それでは、財政課の説明を求めます。 

◎山本参事兼財政課長 まず、当課の平成 27 年度当初予算から御説明をさせていただきま

す。②議案説明書の 35 ページをお願いします。まず、歳入について主なものを御説明させ

ていただきます。３地方譲与税については、140 億 2,500 万円を計上しておりまして、前
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年度比３億 6,600 万円の減となっております。これは、１地方法人特別譲与税について、

税制改正により、譲与税の原資である地方法人特別税の税率が改正されたことに伴い、３

億 2,700 万円の減額を見込んでいることによるものです。 

５地方交付税については 1,721 億円余りを計上しており、前年度比６億 7,700 万円の減

となっております。こちらは、法人２税などの税収が伸びたということに伴い、県の基準

財政収入額、交付税算定上の収入が大きく伸びたということによるものです。なお、地方

交付税のかわりということで、臨時的に配分されている臨時財政対策債ですが、前年度比

で 42 億円余りの減少を見込んでおりまして、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質

的な交付税ベースで見ると、前年度比で 49 億円余りの減少を見込んでいるという状況にな

っております。 

次に、36 ページをお願いします。10 財産収入については、財政課が所管しております

各基金の利子収入、１億 3,800 万円余りを計上しているものです。 

次に、37 ページをお願いします。12 繰入金については、147 億 6,400 万円余りを計上し

ております。このうち、財源不足に対応するための基金の取り崩しですが、減債基金繰入

のうち 77 億円余りと、財政調整基金の繰り入れ 20 億円、合わせまして 97 億円余りという

ような状況になっておりまして、前年度より 33 億円余りの取り崩しの増となっております。 

次に 38 ページをお願いします。14 諸収入の５収益事業収入で 28 億 2,900 万円余りを計

上しておりますが、減額となっておりますのは、近年の県内の宝くじの販売額の実績等を

踏まえ、前年度より３億円余りの減を見込んでおります。 

次に、15 県債の 14 臨時財政対策債については、254 億円余りを計上いたしております

が、全国の地方財政計画において、来年度、発行総額はかなり縮減をされるということが

見込まれることから、本県も前年度比 42 億円余りの減を見込んでおります。 

続きまして、39 ページをお願いします。歳出について御説明をさせていただきます。ま

ず、９財政費の説明欄をごらんください。２一般管理費については、知事、部局長などの

交際費や、職員の病休・産休などにより臨時職員を雇う場合などに充てる全庁の調整的な

経費などを計上しております。 

また、３財政管理費ですが、財政課の事務費と部内の総務事務経費を計上しておりまし

て、宝くじ協議会分担金から職員研修等負担金にかけて、各種団体への分担金、負担金な

どを計上させていただいております。 

また、40 ページの上から４番目の事務費ですが、部内の総務事務の集中化分としまして、

臨時職員の賃金や、コピー代、電気、電話代などを計上しております。 

次に、16 公債費の１公債費の１元利償還金の説明欄の２県債管理特別会計繰出金につい

ては、地方債の元利償還金等に充てるため、県債管理特別会計に繰り出しをしているもの

で、694 億 9,400 万円余りと、前年度より 61 億円余りの減となっております。詳細につい
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ては後ほど、特別会計の御説明の中でせていただきたいと思います。 

次に、41 ページをお願いします。17 諸支出金の２基金のうち、１減債基金の積立金で

すが、60 億 8,100 万円余りで、前年度より 16 億 4,100 万円余りの減となっております。

こちらは民間金融機関から借り入れる満期一括方式の県債の借り入れに係る返済のための

積立金が来年度は減りそうだということで、それに対応する形で積立金が減になっており

ます。退職手当基金、財政調整基金、職員等こころざし特例基金については、それぞれ基

金の運用益を積み立てるものです。 

また、その下の○地域経済活性化・雇用創出臨時基金については、平成 26 年度中に全

額を取り崩す予定になっていることから、前年度から皆減と、来年度については前年度か

ら皆減となっております。 

３公営企業支出金のうち１電気事業会計支出金、及び２工業用水道事業会計支出金につ

いては、児童手当に伴う地方負担分について、事業会計で必要となる所要額をルールにの

っとって一般会計から繰り出すというものです。なお、この児童手当に係る負担金につい

ては、３の病院事業会計支出金の中でも同様に計上させていただいております。その３病

院事業会計支出金ですが、合計で 42 億 9,200 万円余りで、前年度より６億 3,400 万円余り

の増となっております。内訳ですが、説明欄のほうもごらんいただきますと、救急高度医

療、建設改良等に要する経費など、国が定めた繰り出し基準にのっとって事業会計に繰り

出している負担金が 35 億 7,700 万円余りで、前年度より約４億 3,700 万円の増となってお

ります。また、病院事業会計貸付金についても、６億 900 万円余りと、前年度より２億円

余りの増となっておりますが、事業会計のほうで企業債元利償還に要する経費などがふえ

ることに伴って、増になっているものです。 

続きまして、県債管理特別会計について御説明をさせていただきます。755 ページをお

願いします。県債管理特別会計の歳入である県債管理収入について、一般会計からの繰入

金 695 億 6,100 万円余りと、満期一括償還に伴う借換債 344 億 7,300 万円を計上しており

ます。 

次に、756 ページの歳出のほうになりますが、１公債費、１元利償還金の説明欄にある

とおり、地方債の元利償還金で、1,039 億 6,700 万円余り、前年度より 159 億 1,000 万円

余りの減となっており、満期一括償還の元金償還が来年度は減少することなどによるもの

てす。 

以上が、当初予算の御説明です。 

続きまして、当課の平成 26 年度の補正予算について御説明申し上げます。④議案説明

書の 19 ページをお願いします。まず、一般会計について御説明させていただきます。 

歳入ですが、３地方譲与税の１地方法人特別譲与税を 10 億 3,900 万円余り増額するこ

とにしております。これは、景気回復等に伴い、当該譲与税の原資となる国の地方法人特
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別税収入が増加をすることに伴うものです。 

５地方交付税については、19 億 3,600 万円余りを増額をすることにいたしております。

こちらについては、本年度の普通交付税の交付額が既に決定されておりますので、それに

伴い増額をするものです。 

次に、20 ページをお願いします。12 繰入金の２基金繰入金については、中長期的な財

政の健全化を進めるという観点から、予算の効率的な執行などにより将来の財源を活用い

たしまして、財政調整のための減債基金のルール外分の取り崩しを 43 億 6,600 万円余り。

あわせて、財政調整基金についても、取り崩しを 24 億 6,100 万円余り減額することで、財

政の健全化の取り組みを図らせていただきました。 

続きまして、21 ページですが、15 県債の 14 臨時財政対策債です。10 億 6,200 万円余り

を減額することにしておりますが、普通交付税の交付額の決定に伴い、本年度の臨時財政

対策債の発行可能額も確定しておりますので、それに伴い減額をするものです。 

続きまして、22 ページをお願いします。歳出について御説明させていただきます。まず

２総務費の９財政費ですが、500 万円余りを減額をすることとしております。知事部局の

調整的な経費である、病気休暇・出産休暇等の職員の代替臨時職員の賃金等を、執行状況

を踏まえて減額するものです。 

次に、16 公債費の１元利償還費ですが、県債管理特別会計繰出金について 12 億 4,200

万円余りを減額することにしております。特別会計の元利償還金の実際の借入金利が見込

みを下回ったことなどによりまして、減少したということです。 

17 諸支出金ですが、まず、２の基金については 4,900 万円余りを増額することにしてお

ります。運用益の見込みが増加したことによるものです。 

次に、23 ページをお願いします。３公営企業支出金の３病院事業会計支出金については、

４億 400 万円余りを減額することとしております。本年度の病院事業の収益的収支が当初

予算編成時の見込みを上回ったことにより、一般会計からの貸付金を減額することにした

ものです。 

以上が一般会計ですが、続きまして、県債管理特別会計の補正予算について御説明いた

します。378 ページをお願いします。まず、歳入の県債管理特別収入については、歳出の

減額に伴い、一般会計からの繰入金を 12 億 4,700 万円余り減額をするものです。 

379 ページをお願いします。特別会計の歳出ですが、１公債費の１元利償還金について、

12 億 4,200 万円余りを減額をすることといたしております。先ほど一般会計のところで申

し上げましたが、借入金利が見込みを下回ったことなどにより減額するものです。 

財政課の説明は以上です。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 県の言い分として、臨時財政対策債の発行は抑制してきているという
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ことだったんですが、トータルで言うと、臨時財政対策債の残高そのものはずっとふえ続

けています。今回、地方交付税の減額も予定されていて、それでは、臨時財政対策債に対

して充当する、また、全額交付税の措置があると言ってきたその分というのは、減額され

ているのか。確保されていっているのかどうか説明してください。 

◎山本参事兼財政課長 臨時財政対策債の御質問ですが、基本的に国の考え方としまして

は、当然、地方交付税プラス臨時財政対策債を合わせて、地方の財源不足を補填していこ

うということで、今、地方財政計画の中で毎年、額を確保していただいているという状況

になっております。来年度、実は大幅に臨時財政対策債の発行額のほうが減ることになっ

ておりますが、来年、国税がかなり延びるということで、地方交付税も国税の５税分が確

保できるということもあって、かなり臨時財政対策債のほうが圧縮をされることとなって

おります。本県としましても、臨時財政対策債は本来は交付税措置をされるべきものだと

いうことで、従来から、交付税をしっかり確保してほしい、ということもいろいろ申し上

げてきましたが、そういった地方のことも踏まえて、来年度は国のほうも一定対応してく

れたと考えております。 

◎坂本（茂）委員 トータルではそうなんでしょうけど、そのうち、臨時財政対策債の今

後の償還について交付税措置をする、という部分が確保されるかどうか。 

◎山本参事兼財政課長 委員が御指摘のとおり、臨時財政対策債についてはきちっと毎年

の普通交付税の算定の中で、基本は 20 年から 30 年の間に償還をしていく分について、い

わゆる歳出のほうに算入していただいておりまして、実は来年度の交付税の算定はこれか

らですが、その算定の中では、きちっと臨時財政対策債の償還額についても措置をされる

見込みとなっております。 

◎坂本（茂）委員 20 年から 30 年の間にということは、まだその償還分について措置を

されてないということですか。 

◎山本参事兼財政課長 そうではなくて、臨時財政対策債は、既に平成 13 年度から発行が

スタートしておりますので、過去 10 年ぐらいの間に発行した分については、既に交付税の

算入の中に入っておりますので、きっちり措置をされていっております。 

◎坂本（茂）委員 その交付税の中でどれだけ償還分に充てることが算出されてるかとい

うのを、以前に数字として示していただいたこともあると思うんですが、最近ちょっとそ

ういうのを示してもらってないので、また後ほどで構いませんが、ペーパーで配っていた

だけたらと思います。 

◎山本参事兼財政課長 少なくとも平成 26 年度までの数字はわかっておりますので、後ほ

ど整理をして、御報告させていただきます。 

◎坂本（茂）委員 いわゆる職員等こころざし特例基金について、南海トラフ地震対策の

加速化ということで、子供たちの安全安心ということへ充てるということでしたが、今ど
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れだけの施設にこの基金を使って充てたかというのは、財政課では把握してないですか。 

◎山本参事兼財政課長 既に平成 25 年度の補正当初、平成 26 年度の補正を通じて、何園

かが高台移転をされるということで、基金を充てさせていただいておりますので、後ほど

整理して御報告させていただきます。 

◎塚地委員 今回、財政健全化ということで一定、繰り入れ、返済をやめてということに

なっていると思うんですが、例えば、県立学校でいろんな補修をしてもらいたいけれども

財政枠にはまって順番待ち、ということもある一方で、財政の健全化を優先するというこ

とですよね。そこはどんなふうに考えておられますか。 

◎山本参事兼財政課長 おっしゃるように、財政の健全化を進めなくちゃいけない要請と、

毎年毎年やらなきゃいけない事業をどうやるかということは相反する場合もありますが、

当然その事業についても、金額がかさむものから小さいものまでたくさんあります。特に

額がかかるものについては、毎年９月の中長期の推計の中で、中期的にきちっとできるか

どうかという観点で見ていくことが大事だと思っておりますので、当然、毎年の査定の中

でそういった必要性を関しての査定もいたしますが、特に大きなものについてはしっかり

と中長期を見ながら、優先順位も考えてやっていくということが大事なのではないかと思

っております。 

◎塚地委員 当然、財政健全化を見ていかないといけませんし、現場から上がってきた要

望をどこで切るかというとき、その必要性をそれなりに見て判断されていると思いますが、

急いでいるものであればやったらいいんじゃないかという、査定の基準みたいなものです

よね。現場では厳しく査定されたと思うケースもあると思いますが、それを補正で対応す

るといった考えもありますか。 

◎山本参事兼財政課長 当然、査定をさせていただくときは、現場のニーズはどの程度あ

るのか、緊急性がどれぐらいあるのかということを、まずしっかりとお聞きをした上で、

認められれば、しっかり予算措置をするという方針でやっております。ただ、例えば国の

有利な財源がもしかしたら来年度来るかもしれないとか、そういった事情があるような場

合には補正ということもありますが、基本的には、毎年の当初予算編成の中でしっかりと

部局と議論して予算をつくっているという状況です。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

〈税務課〉 

◎明神委員長 次に、税務課の説明を求めます。 

◎菊地税務課長 まず、平成 27 年度一般会計当初予算のほうから御説明を申し上げます。

お手元の資料ナンバー②議案説明書の 43 ページをお願いします。平成 27 年度の歳入予算

のうち県税収入についてです。来年度の税収については、景気回復等により法人事業税収

が伸びていることや、地方消費税の税率の引き上げの影響が平年度化することにより増収
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となるといったことから、本年度当初予算よりも 73 億円程度、率にして 13.7％ほどの増

収となり、607 億円余りと見込んでいるところです。 

主な税目について御説明を申し上げます。まず、個人の県民税ですが、株価上昇等によ

り、配当割と株式等譲渡所得割の大幅な増加などが見込まれることから、本年度当初予算

より 12 億 3,000 万円余り、率にして 6.3％ほど上回ります、207 億円余りと見込んでおり

ます。 

法人の県民税と法人の事業税、いわゆる法人２税ですが、法人事業税については、平成

26 年度の決算見込みや主要法人に対する各県税事務所のヒアリング結果、また、税制改正

の影響など、考慮できる要素を慎重に検討して見積もりました結果、総額として平成 26

年度当初と比較をいたしますと 24 億円程度、率にして 31.9％の増となったところです。 

３地方消費税については、税率が１％から 1.7％に引き上げられ、その影響が平年度化

することから、この税率引き上げによる増収分などを見込みまして、今年度当初予算より

35 億 9,000 万円余り、率にして 50％増の 107 億円余りと見込んでおります。 

次の４不動産取得税については、大口の取得が例年に比べ多かったことなどから、本年

度当初予算と比べて 7.9％増の 11 億 8,000 万円余りと見込んでおります。 

次に、５県たばこ税について、たばこ税の課税本数は長期的に見ると減少傾向にあり、

５％減の８億 8,000 万円余りと見込んでおります。 

次に、７自動車取得税です。税制改正により、エコカー減税の燃費基準が切りかわるこ

となどから、20.4％の増収となる４億 1,000 万円余りと見込んでおります。 

８軽油引取税については、軽油を含む燃料油全体の需要を、省エネ化の進展等により、

長期的には減少傾向にあると見込んでおりますが、来年度については経済対策による公共

工事の増加等による需要の増を考慮して、0.7％増の 50 億 2,000 万円余りを見込んでおり

ます。 

９自動車税については、人口減少や軽自動車への乗りかえ等により、長期的には減少傾

向が続いていることから、1.5％減の 78 億円余りを見込んでおります。 

地方消費税清算金について、地方消費税は一旦国から受け入れた後に、最終消費地に税

収を帰属させるために、商業統計や人口従業者数などで都道府県間で清算をしております。

こちらについては、高知県が他県から払い込みを受ける額で、先ほどの地方消費税と同様

に、税率の引き上げの影響が本格化しますので、今年度と比較して 59.8％増となる 261 億

円余りを見込んでおります。 

各税目とも直近の実績や景気動向、個別の変動要因などを加味しながら見込んでおりま

すが、今後の動向等にも十分注意してまいりたいと考えております。 

以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。 

次に、歳出について御説明を申し上げます。48 ページをお願いします。税務費の総額に



 

- 58 - 

ついては、全体で平成 26 年度とほぼ同額の 26 億円余りとなっております。 

歳出の主なものについて、右の説明欄に沿って御説明を申し上げます。１人件費は、税

務課と県税事務所を合わせた職員 141 名の給与です。 

２賦課徴収費は、税務課と県税事務所の県税の賦課徴収に係る経費ですが、そのうち、

上から３番目の自動車税収納業務委託料については、平成 21 年度から行っているコンビニ

エンスストアでの自動車税の収納業務の委託に要する経費です。 

地方税電子申告システム運用等負担金は、都道府県が共同で行っている法人２税の電子

申告システムの運用に要する経費の負担金です。 

地方消費税徴収取扱費負担金です。地方消費税は、国税である消費税とともに、国が賦

課徴収をして県に納付することとされていますが、この事務に要する経費を負担するもの

です。 

次に、３納税促進費です。納税促進費は、県税収入確保のために市町村や特別徴収義務

者に支払う交付金や納税促進のための啓発活動に要する経費ですが、まず、個人県民税徴

収取扱費市町村交付金について、個人県民税は市町村が市町村民税とともに賦課徴収を行

うこととされていますので、この事務取扱費に相当する額を交付するものです。次の軽油

引取税特別徴収義務者交付金は、軽油引取税の特別徴収義務者に対して、納入額に応じて

制度で定められた一定割合を交付するものです。 

次の４税務電算事業費は、県税の賦課徴収に係る一連の事務を電算用のシステムで処理

するために要する経費ですが、そのうち、電算システム修正等委託料は、税制改正などに

伴い必要となるシステム修正等の委託料です。電算システム運用管理等委託料は、税務電

算システム全体の運用管理や保守の委託料です。税務総合システム開発等委託料は、来年

度３年目となる税務総合システムの開発に要する経費です。 

次の５収入証紙等管理特別会計繰出金は、自動車取得税と新規登録時の自動車税の収納

に係る経理を特別会計で行っておりますので、収入証紙売りさばき人に対して交付する取

扱手数料相当額を特別会計に繰り出すものです。 

次に、17 諸支出金は、収納した県税の清算や市町村への交付、過誤納金の還付などに要

する経費で、主なものについて御説明します。 

１地方消費税清算金は、地方消費税の都道府県間での清算に際し高知県が他県へ支払う

清算金ですが、地方消費税率の引き上げに伴い 50％程度の増となっております。 

次の２利子割交付金から７自動車取得税交付金までは、地方税法の規定に基づき県税収

入のうちから一定割合を市町村へ交付するもので、清算後の額の２分の１を交付する、５

地方消費税交付金については 59.8％の増となっております。 

９県税還付金等支出金は、中間申告のある法人の法人事業税などで、納め過ぎた税金の

還付を行う場合や、誤って納めた税金の還付を行う支出金です。 
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次に、債務負担行為について御説明いたします。52 ページをお願いします。中央東県税

事務所の土地及び書庫の借り上げ代に係る債務負担です。現在の大津に引き続き５年間事

務所を置くことから、平成 27 年度から平成 32 年度まで合計で 1,100 万円余りとなってお

ります。 

以上が、歳出予算の御説明です。 

続きまして、平成 26 年度補正予算案について御説明を申し上げます。お手元の④議案

説明書の 24 ページをお願いします。まず、県税収入の補正について御説明します。本年度

当初の税収を見積もった昨年１月時点では、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要、及び

その反動減を考慮していましたが、景気回復や株価の上昇などにより、個人県民税、法人

２税などで見込みを上回って増収となり、全体としては、当初見込みと比較して 6.6％の

増、34 億円余りの増収が見込まれますので、補正をお願いするものです。 

増減の大きな税目について御説明いたします。個人県民税ですが、11 億 1,000 万円余り

の増となっており、配当割と株式等譲渡所得割が大きく増加しております。企業業績の回

復に伴い配当が増加するとともに、株価の上昇により株式等の譲渡益が多かったことから、

結果として配当割で５億 1,000 万円余り、株式等譲渡所得割で４億 7,000 万円余りの大幅

な増収となる見込みです。 

次の２法人の県民税と法人事業税です。公共工事の増加により、建設業で業績が伸びた

ほか、株価の回復が進んで、証券業や金融業で増収となったことなどから、法人の２税で

22.6％、22 億 7,000 万円余りの大幅な増収となる見込みです。 

次に、26 ページをお願いします。地方消費税清算金です。先ほど申し上げましたとおり、

地方消費税は一旦国から受け入れた後に都道府県間で清算をいたしますが、これは高知県

が他県から払い込みを受ける額で、11 億 4,000 万円余りの減額となっております。これに

ついては、昨年の 12 月議会において、全国における景気回復の影響や消費税率引き上げ前

の駆け込み需要の影響が、本県への影響よりも大きく、他県から払い込みを受ける清算金

も増額となると見込まれていたことから、17 億円余りの増額補正をお願いしてお認めいた

だきましたが、最終的な額が補正後の額を下回りましたことから、今回減額をしようとす

るものです。 

次に、歳出予算の補正です。28 ページをお願いします。まず、10 税務費のうち人件費

については、本年度、香美市より受け入れている１名の交流職員について、給与、通勤手

当、教材費などの人件費を市に負担金として支払うためのものです。 

次に 17 諸支出金ですが、歳入で御説明しました地方消費税清算金と同様、最終的に 12

月補正の見込みを下回ったことから、高知県が他県に支払う地方消費税清算金 4,100 万円

余りと、市町村交付金２億 4,000 万円余りを減額するものです。 

その他の項目についても、最終的な執行見込み額がほぼ確定したことから、減額をしよ
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うとするものです。 

以上が、平成 26 年度補正予算の御説明です。 

次に、平成 27 年度高知県収入証紙等管理特別会計当初予算案について御説明を申し上

げます。②議案説明書の 738 ページをお願いします。収入証紙等管理特別会計は、先ほど

申し上げましたとおり、自動車取得税と新規登録の自動車税に関する始動票札交付料を経

理するもので、まず歳入についてです。 

１証紙収入として、７億 6,000 万円余り計上しております。内訳は、１繰入金として、

一般会計から繰り入れる収入証紙売りさばき手数料に相当する収納計器取扱手数料が 500

万円余り、２諸収入として、収入証紙売払代金に相当する始動票札交付料が７億 6,300 万

円余りとなっております。全体で今年度当初と比べて 200 万円弱の減となっております。 

歳出ですが、歳入の７億 6,000 万円余りの全額を一般会計に繰り出すものです。 

次に、平成 26 年度高知県収入証紙等管理特別会計補正予算案について御説明します。

④議案説明書の 369 ページをお願します。こちらについては、始動票札交付料が見込みを

下回ったため、歳入の部で始動票札交付料１億 1,000 万円余りを減額し、歳出の部で同額

の一般会計繰出金を減額しようとするものです。 

以上が、予算に関する御説明です。 

最後に、条例議案について、新旧対照表により御説明をしたいと思いますので、⑥議案

説明書の 117 ページをごらんください。まず、第５条第２項の改正ですが、現在、中央東

県税事務所長に委任されております個人県民税の賦課徴収に関する事項のうち、地方税法

第 48 条の規定に関する事項についてのみ各県税事務所長に委任をしようとするものです。

平成 17 年以降、事務効率化の観点から個人県民税の賦課徴収については中央東県税事務所

に集中化をしておりましたが、48 条の規定については、中央東県税事務所のみが行うこと

は機能的でないことから、従来から検討しておりました。今回の改正は、市町村長の同意

を得て、個人住民税の滞納処分等を県が行うことができる特例を定めた地方税法第 48 条の

規定による滞納処分等を市町村の区域を所管する各県税事務所で行うことができることと

しようとするものです。租税債権管理機構での取り組み等により収入率は上昇しておりま

すが、なお一層の収入未済縮減のためには、所管区域の市町村と連携協力をして、地域の

実情に沿った滞納整理を行う必要があることから、改正を行うこととしたものです。なお、

この規定は平成 27 年４月１日施行としております。 

次に、119 ページをお願いします。狩猟税に関する規定の中に、「鳥獣の保護及び狩猟の

適正化に関する法律」の引用規定がありますが、同法の一部改正により、名称が「鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改正されたため、引用部分の改正を行

うものです。なお、施行は改正鳥獣保護法の施行日である平成 27 年５月 29 日としており

ます。そのほか、字句の整理を行うものです。 



 

- 61 - 

以上で、税務課の説明を終わります。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈市町村振興課〉 

◎明神委員長 次に、市町村振興課の説明を求めます。 

◎成田市町村振興課長 まず、当初予算について御説明いたします。資料ナンバー②議案

説明書の 53 ページをお開きください。 

まず、歳入予算について御説明を申し上げます。総額は 54 ページの計の欄のとおり、

６億 3,200 万円余りとなっております。平成 26 年度当初予算と比べて、400 万円余りの増

となっております。主なものを御説明いたします。 

１総務費負担金、4,100 万円余りですが、当課から一部事務組合等に派遣をしておりま

す５名の職員に係る人件費負担金です。 

４貸付金元利収入、５億 1,200 万円余りですが、市町村への県貸付金の元利償還金です。 

続きまして、15 県債の欄の（３）自治会館整備事業費については、後ほど御説明をさせ

ていただきますが、自治会館新庁舎建設費に係る補助金１億円を財源として、7,500 万円

を計上するものです。 

次に、歳出予算について御説明いたします。55 ページをお開きください。総額は 21 億

9,400 万円余りとなっており、前年度と比較して、８億 4,900 万円余りの増となっており

ます。主な増額の要因は、平成 27 年度執行予定の県議会議員選挙並びに県知事選挙執行経

費の計上によるものです。当課の歳出予算は、市町村振興費、選挙管理費、選挙執行管理

費の３つの科目により計上をしております。 

まず１つ目の市町村振興費の主な項目について御説明いたします。55 ページの右の説明

欄をごらんください。２行財政支援運営費については、市町村の行財政運営について、適

切な助言・支援を行うための経費です。普通交付税の算定事務委託料や事務費等を計上し

ております。 

次は、56 ページ自治会館整備事業費補助金について御説明いたします。自治会館は、県

内市町村、一部事務組合、広域連合の 55 団体で構成する、一部事務組合高知県市町村総合

事務組合が管理する会館です。町村会、町村議会議長会、市町村振興協会、こうち人づく

り広域連合が一体的に運用をしておりまして、現在は共済会館の北正面にあります。現庁

舎は、昭和 56 年３月の建築で老朽化が進んでおり、耐震診断で倒壊の危険があると指摘を

されたことから、この議会棟の南側の旧・森連ビルの跡地を用地買収し、そちらに建設事

業費 13 億 1,300 万円余りで、新庁舎の建設をする予定です。自治会館が県内市町村等の共

同の用に供され、市町村関係団体の活動の場となるものであります。また、免震構造を備
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えるとともに、太陽光発電や自家発電を整備するなど、災害に強い庁舎が建てられるとい

うことで、県庁にも非常に近い建物ですから、災害発生時において、会議室等を無償提供

いただくことで、県庁舎のバックアップ施設としての役割を果たしていただける見込みと

なっております。このため、県として、自治会館建設に要する費用の一部として、高知県

市町村総合事務組合に対して１億円を補助しようとするものです。 

次の市町村等事務処理交付金は、高知県の事務処理の特例に関する条例等に基づいて、

市町村長に権限移譲している事務の処理に要する経費を、地方財政法の規定に基づき交付

するものです。前年比で 390 万円余りの増となっておりますが、主に難病患者に対する医

療等に関する法律や、四万十川条例に基づく新規移譲があったために増となっております。 

次に、３住民基本台帳ネットワークシステム事業費です。住民基本台帳ネットワークシ

ステムでは、住民基本台帳情報のうち、住所、氏名、生年月日、性別の４情報と、その変

更情報を記録・保存をしており、法令や条例に基づく事務において、本人確認に利用して

いるものです。このことにより、住民の利便性の向上や、自治体における事務の効率化を

図っております。具体的には、年金の現況届の省略や、パスポート申請時の住民票の添付

の省略、という形で活用されております。当課の予算としましては、システムの運用及び

保守に関する経費として、保守管理委託料を計上しております。また、システムの安定運

用を図るため、住民基本台帳法の規定に基づき、指定情報処理機関である地方公共団体シ

ステム機構に対して、本人確認情報の事務処理に要する経費を、交付金として計上してお

ります。 

次に、４市町村財政支援事業費です。まず、市町村振興宝くじ交付金は、高知県市町村

振興協会が市町村振興のために行う助成事業や貸付事業の原資として、サマージャンボと

オータムジャンボの収益金を交付するものです。次の自治福祉資金貸付金は、財政の健全

化を確保しつつ、地域の特性を生かしたまちづくりを支援するため、市町村等に対して貸

し付けを行うものです。 

57 ページをお願いします。２選挙費です。１選挙管理委員会費については、選挙管理委

員会の運営に係る経費を計上しております。２明るい選挙推進事業費の明るい選挙推進協

会負担金は、明るい選挙の実現を目指し、選挙啓発事業を幅広く行っている全国組織であ

る、明るい選挙推進協会に対する負担金です。そのほか、各種の研修会への参加費や、将

来の有権者の育成事業等、各種の啓発事業に関する経費を計上しております。 

続きまして、２選挙執行管理費です。１県議会議員選挙執行経費及び２県知事選挙執行

経費ですが、それぞれ、ポスター掲示料や投開票所の運営経費などに対する市町村交付金

や、選挙公営費負担金などを計上をしております。なお、１県議会議員選挙執行経費につ

いては、平成 26 年度予算にも１億 1,900 万円余りを計上しておりまして、合計では、本年

度の４億 1,500 万円余りと合わせて、５億 3,400 万円余りの経費となっております。 
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続きまして、補正予算について御説明いたします。④議案説明書の 29 ページをお願い

します。歳出予算として、総額２億 1,600 万円余りの減額補正をお願いするものです。主

な要因としましては、市長村振興宝くじ交付金が 6,730 万 5,000 円の減額、それから自治

福祉振興資金貸付金が１億 4,351 万 1,000 円の減額によるものです。 

主な項目について御説明いたします。住民基本台帳ネットワークシステム事業費が 540

万円余りの減額となっておりますが、これは地方公共団体情報システム機構に対する指定

情報処理機関交付金について、同機構の平成 25 年度決算の確定により生じた余剰金により、

平成 26 年度の負担金が減額をされたということです。 

次の２市町村財政支援事業費ですが、まず、市町村振興宝くじ交付金については、宝く

じの売上金が当初予算の見込みよりも少なかったということに伴い減額をさせていただく

ものです。また、自治福祉振興資金貸付金については、市町村の実際の借り入れ要望が、

当初予算の編成のときにお聞きしていた額よりも減少したので、減額をさせていただくも

のです。 

以上で、市町村振興課からの説明を終わらせていただきます。 

◎明神委員長 それでは、質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 明るい選挙推進事業費の事務費の中に、「若者と議員の座談会」に関す

る経費が入ってるかどうか。これは、明るい選挙推進協会が主催でやってたと思うんです

が、これまでのやり方を見たら、県が直営でやるよりも、個性的なキャラクターの皆さん

に任せたほうが和やかでいいんじゃないか、と思います。もしそういうことを予定されて

いるなら、その辺についてお聞かせください。今回、随分と県も高知大学の学生たちと協

力して、期日前投票の投票所を大学内に構えたり、学生も大学の中で積極的に活動し、立

派な報告書もつくられてますが、それに対してどうサポートしていけるのか。これからも

若い人たちの投票率をどう上げていくかということなどを含めて、お考えになってること

があれば、お聞かせください。 

それともう一つ、県議会議員選挙の執行経費の中に啓発用広告制作委託料がありますが、

従来の、ポスターや、電車のボディーペイントによる広報活動以外に、投票率を高めるた

めの新たな試みなどがあったら、教えていただきたい。 

◎成田市町村振興課長 まず１点目の、「若者と議員の座談会」の件ですが、昨年はこの委

員会からも西内副委員長、塚地委員、坂本委員にも御出席をいただき、若者も 28 名お集ま

りいただいて、県庁の地下の食堂で、わいわいとやっていただきました。坂本委員からお

話がありましたように、高知県明るい選挙推進協議会の主要メンバーが非常に個性的なキ

ャラクターの方々ですので、そういう方々を中心にやっていただいております。 

平成 22 年には、この高知県明るい選挙推進協議会の活動が評価されて、全国協会から

賞金 20 万円というお金をいただきました。それ以前は、県の明るい選挙推進協議会の会長
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が自腹で自宅でカレーをつくって振る舞い、そこへ若者に集まってもらい意見交換をした

りということをしてたんですが、せっかくいただいた 20 万円を何とかうまく使いたいとい

うことで、そのお金を使って、「議員と若者の懇談会」を続けてきております。本年度で４

回目となり、お金もそろそろ底を尽きておりますので、来年度の当初予算には、50 人規模

で２回開催させていただきたいということで、茶菓子代を１人当たり 500 円、合計で５万

円を組ませていただいております。ただ、やり方としましては、従来どおり、我々が出し

ゃばってやるというよりは、個性的な方々にリードをしていただき、若者と議員の方々で

意見交換するという形で、引き続きやっていただけたらと思っております。 

それから、期日前投票に関して、期日前の投票所を高知大学に設置することになってお

ります。これは、座談会へ参加をした高知大学の「日本選挙連盟」というサークルの方が

中心になって、高知市の選挙管理委員会とも談判しながら実現をしました。 

②議案説明書の 53 ページに、主権者教育普及実践事業委託金という予算が 38 万 5,000

円あります。これは総務省が昨年から始めた事業で、10 分の 10、定額で見ていただけると

いうもので、主権者を育てるため、若者の政治意識や政治参加の意欲の向上に資する事業

があったら手を挙げてこいという事業で、それに手を挙げ、38 万 5,000 円の予算をいただ

きました。実は、平成 26 年度にも採択いただいており、「日本選挙連盟」の学生と相談を

しながら、「１月に高知大学の中で期日前投票所もできるから、みんなに知ってもらおう」

ということや、「先進的にやっている松山の取り組みもみんなで勉強しよう」ということで、

学生が集まって勉強した会などにお金を使わせていただいております。本年度も予算をい

ただいておりますので、「日本選挙連盟」の学生等と中身について協議し、こういう学生の

動きというものを支援していけたらと思っております。 

また、県議会議員選挙の啓発広告ですが、プロポーザル方式でいろんな提案をいただい

ております。従来型のイベント、テレビコマーシャル、ラジオ、電車の横断幕等以外にも、

若者の皆さんにアピールするようなソーシャルネットワークを使った情報提供といったも

のにも今回取り組むこととしております。 

◎坂本（茂）委員 これは多分費用も要らないと思うんですが、県民の方から、それぞれ

の自治体の防災無線を使って投票日等の広報ができないだろうか。公職選挙法上可能であ

るかどうか、既にそういうことをやっている地域があれば、県下的に全ての自治体で取り

組んではどうか、という意見がありましたが、それは可能ですか。 

◎成田市町村振興課長 市町村の選挙管理委員会に、「そういったお話があったので、やり

ましょう」と、声かけをさせていただきたいと思います。 

◎浜田委員 選挙年齢が 18 歳になる可能性も出てきましたので、県議会はことし、「県議

会って何だろう？」という小中学生向けのパンフレットを独自につくりました。そんな中

で、高校の授業で主権者教育をやっていく必要性はこれから大いにあるので、そこで高校
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生県議会などをやってみてもおもしろいのではないか、と前々から思っていました。実施

していない県も多いんですが、そういうことも県議会と事務局が一緒になって考えてみた

らどうかと思います。 

◎成田市町村振興課長 お話を承って、また一緒に考えていきたいと思います。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

〈統計課〉 

◎明神委員長 次に、統計課の説明を求めます。 

◎隅田統計課長 平成 27 年度の当初予算について説明させていただきます。お手元の資料

番号②議案説明書の 60 ページをお開きください。 

まず、歳入予算について御説明いたします。総額は６億 2,247 万 4,000 円ということで、

平成 26 年度当初予算と比べて、２億 7,330 万 6,000 円の増加となっておりますが、平成

27 年度が国勢調査の実施年ということで、その経費を計上したことによるものです。 

次に、歳出予算について御説明いたします。61 ページをお開きください。歳出科目は

12 目の統計費です。予算総額は６億 9,234 万 8,000 円となっております。平成 26 年度と

比べまして、２億 9,129 万 7,000 円の増加となっております。先ほど御説明したとおり、

国勢調査の実施に伴うものです。予算の財源内訳ですが、当課の業務が主に国の統計調査

を法定受託事務として行っておりますので、約 90％が国費ということになっております。 

次に、課の事業の全体概要を御説明いたします。細目事業は、１人件費から 65 ページ

にかけて 18 ありますが、３労働力調査費から 16 の経済センサス費までの 14 の事業は、財

源が全て国費で、国の統計調査ごとに予算を計上しています。それぞれの事業ごとに必要

となる統計調査員の報酬や職員の時間外勤務手当である一般給与費、調査を行う市町村に

対する交付金のほか、調査対象者への謝礼や旅費などの事務費を計上しています。 

細目の事業の説明については、新たな調査や予算額が大きい調査を中心に説明させてい

ただきます。 

まず最初に、１人件費は当課職員に係るものです。 

２統計整備普及費の統計調査員確保対策事業委託料は、調査員を希望される方の登録や

研修などを市町村に委託する経費です。国庫支出金精算返納金として 1,500 万円計上して

おりますが、受け入れた国費の精算を翌年度に行うための予算です。従来、調査に係る国

費は受け入れた年度内に精算し返納しておりましたが、調査が多く額の確定に時間を要す

ることもあり、時間外も発生していましたので、事務の軽減のため平成 25 年度から計上し

ております。なお、予算の額については、過去の返納実績を参考に計上しております。 

次の事務費は、統計課で発行している高知県の姿や県政の主要指標など、７種類の統計

刊行物の印刷等に要する経費です。 

３労働力調査費は、毎月、県内 500 世帯に御協力をいただき、月末１週間の就業・不就
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業の労働状態を調べ、雇用対策などの基礎資料としております。 

62 ページに移っていただきまして、５家計調査費です。毎月、国が指定した高知市と四

万十市で合わせて 117 世帯に家計簿をつけていただき、世帯の収入、支出や貯蓄などの動

向等を調査しております。 

７国勢調査費です。５年周期の周期調査としては、平成 27 年度に本調査が行われる唯

一の調査です。御承知のとおり、国が行う最も大規模な統計調査で、前回は平成 22 年に実

施しています。平成 27 年 10 月１日時点で、日本国内に住んでいる外国人も含む全ての人

及び世帯を対象に、出生年月や就業の状態など世帯に関する 13 項目と、世帯数や住居の種

類や住居の建て方など、世帯に関する４項目を調査することになります。今回の調査から、

市町村の負担軽減や調査の効率化を図ることを目的に、パソコンやスマートフォンを利用

したオンライン調査が導入されます。なお、オンラインで回答がなかった世帯については、

従来どおり調査員が調査票を配布し、郵送または調査員が出向いて回収するということに

なります。なお、統計調査員報酬（５人）とありますが、これは本調査の後、11 月下旬ご

ろに行う事後調査の調査員数です。本調査の調査員約 4,600 名、指導員約 700 名の方々に

担っていただくことになります。本調査分の調査員報酬などは、市町村交付金の中に含ま

れております。 

10 毎月勤労統計調査費です。この調査は、毎月県内の常用雇用者が５人以上の約 530 の

事業所を対象に、給与や労働時間、雇用の変動を調べ、景気動向の判断などに活用してい

ます。また、この毎月の調査のほか、７月には４人以下の小規模の約 380 の事業所を対象

にした特別調査も行っております。 

16 経済センサス費です。経済センサスは昨年７月に基礎調査を実施し、調査の結果は、

ことしの６月末に速報の公表が予定されています。確定値は、ことし 11 月以降、順次公表

される予定です。この次のセンサスが平成 28 年度に活動調査ということで予定されており

まして、平成 27 年度の予算は、その準備経費として計上させてもらっております。 

17 工業統計補完調査費です。工業統計調査の対象外となった従業者３人以下の事業所を

対象とする、県単独の調査です。前回は平成 25 年度に実施しました。今後、統計調査の見

直しによって、３人以下の事業所の実態は、経済センサス基礎調査や活動調査で把握する

ことになりました。本県では小規模事業所が多く、これまでの工業統計の調査結果での４

人以上の事業者と同じ、約 1,000 程度の事業者があります。現在、県が進めている産業振

興計画の基礎資料とするためにも、周期調査として全数調査を行う。経済センサスが実施

されない年の分について、その実態を把握していくために実施するものです。調査方法は、

市町村に負担をかけないよう県が直接行うこととしており、調査実施自体は民間事業者に

委託することにしております。 

最後に 18 県民経済等分析事業費です。これも県単独事業として、景気動向を示す指標
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である毎月の鉱工業生産指数を公表するほか、県や市町村の経済規模や産業構造等を推計

する県民経済計算、市町村経済統計や、産業連関表などを作成しております。平成 27 年度

は、平成 27 年産業連関表の確定版を公表するという予定になっております。また、職員の

統計に関する研修や勉強会などを実施することにしております。 

当初予算については、以上です。 

なお、当課については補正予算はありません。 

以上で、統計課の説明を終わります。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈管財課〉 

◎明神委員長 次に、管財課の説明を求めます。 

◎沢田管財課長 平成27年度一般会計当初予算案について説明いたします。資料②議案説

明書の66ページをお願いします。 

まず、歳入の主なものについて御説明させていただきます。 

１総務使用料の（１）庁舎等使用料ですが、本庁舎、西庁舎、北庁舎の目的外使用許可

に係る使用料収入です。 

次に、財産収入の１財産貸付収入ですが、職員宿舎等の貸付料と、管財課が所管いたし

ます普通財産の貸付料収入です。 

67ページをお願いします。14諸収入の５総務部収入ですが、職員駐車場の使用料収入な

どです。 

次に、歳出について説明いたします。68ページをお願いします。右側の説明欄に沿って

説明をさせていただきます。 

２管財総務費の事務費は、文書の発送や収受業務、集中管理しております33台の貸し出

し用公用車の維持管理などに要する経費です。 

69ページをお願いします。３財産管理費は、県有財産の管理や処分等を行うための経費

です。船舶等損害保険料は、漁業取り締まり船や浮き魚礁など、32件について事故や災害

など不測の事態に備えるための保険料です。県有施設災害共済基金等分担金は、県営住宅

や職員住宅、県庁舎など県有施設の火災等の災害保険料です。県有資産等所在市町村交付

金は、国有資産等所在市町村交付金法に基づき、県営住宅や職員住宅など県有資産の所在

する市町村に対して、固定資産税にかわるものとして、固定資産税の標準税率と同じ100

分の1.4の額を交付するものです。 

４庁舎管理費は、本庁舎、西庁舎、北庁舎等の維持管理に要する経費です。清掃等委託

料については、本庁舎等の清掃や駐車場整理業務など27件の業務委託に係る経費です。 
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本庁舎等警備委託料、機械設備等保守管理業務委託料については、本庁舎等の警備業務や

機械設備、電話交換設備等の保守管理など７件の業務委託に係るものです。庁舎営繕工事

請負費については、機構改革に伴う、間仕切り等の改修工事や庁舎の設備改善、維持管理

のために必要な工事のほか、老朽した設備の改修のため、本庁舎設置の電話交換機の交換、

及び西庁舎、北庁舎と本庁舎をつないでいる通信回線の改修工事、北庁舎の空調設備の改

修工事、西庁舎のエレベーター２基の改修工事を予定をしております。また、災害に備え

て、議会棟の非常用発電機の設置工事を行うこととしております。管理費については、各

庁舎の光熱水費や修繕等に要する経費です。 

17諸支出金の県有建築物南海地震対策基金積立金は、基金運用を会計管理者に依頼して

行っておりますが、その運用益等を積み立てるものです。 

71ページをお願いします。債務負担行為ですが、これは先ほど御説明申し上げました西

庁舎のエレベーター改修工事に係るものです。西庁舎には２台のエレベーターを設置して

おりますので、順次、工事を進める必要があり、平成28年５月までの工期が見込まれてい

ることから、債務負担行為をお願いするものです。 

以上、管財課の平成27年度当初予算額は11億145万9,000円となっており、前年度予算と

比べ１億2,856万4,000円の増額となっております。主な要因は、先ほど御説明いたしまし

た、庁舎の営繕工事費が増加したことなどによるものです。 

一般会計は以上です。 

次に、特別会計です。759ページをお願いします。土地取得事業特別会計、土地開発基

金管理費です。説明欄の管理費は、土地開発基金で新たに土地を購入する必要が生じた場

合に備え、測量登記の委託経費などを計上しているものです。 

当初予算案は以上です。 

次に、補正予算について説明いたします。資料ナンバー④議案説明書の31ページをお願

いします。 

１庁舎管理費について、本庁舎等の清掃、警備委託料、機械設備等保守管理業務委託料、

庁舎営繕工事請負費などに係る入札残、及び管理費が見込みを下回ったことなどによる減

額とさせていただいております。 

以上で、管財課の説明を終わります。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎浜田委員 高知市は災害のときに長期浸水が予想されているので、特に水道の配管など

は、耐震工事が徐々に進み始めました。県庁に避難してくる人も多くいると思われますが、

県庁では飲料水として蓄えるタンクに、20トンとか30トンという、ある程度の量を確保さ

れてるんですか。 

◎沢田管財課長 職員の飲料用水は、ペットボトルで別途保存をしております。それと別
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に、庁舎の屋上に水のタンクがありますので、一定期間は確保できるものと考えておりま

す。 

◎浜田委員 そのタンクの貯水量というのはどのくらいですか。 

◎沢田管財課長 上水が24トンで、通常の使用であれば１週間程度は何とか持ちこたえれ

るぐらいの量です。あと、トイレの水を循環させて利用させたり、井水を使ったりという

システムもあります。 

◎浜田委員 20トン以上あるということで、ほっとした部分はありますが、県庁職員と避

難してくる方々も含めて、それで大体十分だという判断をしてますか。 

◎沢田管財課長 延べ総数で5,000人程度ということで想定はしておりますが、東日本大震

災の実情等のレポートを見ると、多くの県民の方が庁舎に一時避難をしてきている状況が

ありました。高知県についても同じような状況が想定されますので、十分である、と自信

を持って言い切れる状況にはありませんが、水道の場合は新たな貯水槽の確保というのは

難しく、これで何とか当面はしのぐしかないのかな、と考えております。 

◎坂本（茂）委員 自家発電で対応可能な日数は何日間ぐらいですか。 

◎沢田管財課長 現在、議会棟の北側に非常用の発電装置を設置しておりますが、連続で 

72時間の運転を想定しております。 

◎坂本（茂）委員 その後はどういう対応になりますか。 

◎沢田管財課長 燃料が重油となっておりまして、それが72時間しかもたないということ

ですので、その間に燃料を追加するといった対応を考える必要があると思っております。 

◎坂本（茂）委員 燃料の追加も考えられますが、どれぐらいの期間で電力が復旧される

という想定をしていますか。 

◎沢田管財課長 四国電力にも伺ったことはありますが、オフィシャルコメントとしては、

２週間程度以内の復旧という返事しかいただいておりません。病院や官公庁などの重要施

設は、優先的に復旧をしていただけると考えております。 

◎池脇委員 県庁の本庁舎につり天井はありますか。 

◎沢田管財課長 正確に承知をしておりませんが、正庁ホールの天井が木組みをちょっと

組んでおります。それ以外には、いわゆる吊り天井というものはないと思います。 

◎池脇委員 建築基準の関係で、図書館の吊り天井の見直しがされていますよね。それに

相当するものというのは県庁にはないんですか。 

◎沢田管財課長 いわゆるつり天井に該当するかどうか、ここで申し上げる知識はありま

せんが、いわゆる正庁ホールの天井については、問題ないのかどうか確認をさせていただ

きたいと思います。 

◎明神委員長 いいですか。 

（なし） 



 

- 70 - 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

 以上で、総務部の議案を終わります。 

〈行政管理課〉 

◎明神委員長 続いて、総務部より２件の報告を行いたい旨の申し出があっておりますの

で、これを受けることにします。 

最初に、「行政改革プランと県政改革アクションプランを統合した次期プランについ

て」、行政管理課の説明を求めます。 

◎岡村行政管理課長 それでは、「行政改革プランと県政改革アクションプランを統合した

次期プランについて」御説明を申し上げます。なお、この次期プランについてはその名称

を「県政運営指針」としたいと考えております。説明に用います資料は、報告事項の資料

の中の「県政運営指針（仮称）案の概要」をごらんいただきたいと存じます。別添の資料

として、「県政運営指針（仮称）のたたき台」もお配りしておりますが、説明は概要に沿っ

て行わせていただきます。 

 まず、策定の趣旨等について申し上げます。この県政運営指針については、現行の高知

県行政改革プラン（平成22年3月策定）と県政改革アクションプラン（平成21年３月策定）

を統合整理し、引き継ぎながら新たな内容を加えて策定しようとしているものです。現行

の高知県行政改革プランについては、平成22年度から平成26年度までの５年間を計画期間

としており、本年度が最終年度となっております。他方で本県は、これまで取り組んでき

たことを土台にし、積み上げてきた施策を組み合わせ、さらに高い次元の仕事にチャレン

ジするなど、「課題解決先進県」を目指して真の県勢浮揚につながる、より力強い施策を展

開していくこととしております。こうした状況を踏まえまして、この県政運営指針（仮称）

については資料にありますとおり、まず、高知県の目指すべき姿を「県民の皆様が幸せで

将来に希望の持てる高知県（課題解決先進県）」と定めまして、高知県庁が創造性やチーム

ワークを発揮するとともに、自浄能力を高め常に進化し続け、県民の皆様のために成果を

求めて挑戦し続ける県庁であるために従うべき原理原則を定めようとしているものです。 

実現に向けた取り組みの推進に当たりまして、６つの柱を掲げております。まずは第１

に、県庁が、課題に対してひるまず、真正面から立ち向かっていく姿勢と意識を持つこと

が重要であろうと考えております。具体的には５点あり、県民の皆様本位で成果を意識し、

官民協働、市町村政との連携・協調により、全国区の視点を持って仕事を進めながら、職

員の心身の健康に留意し、公務能率の向上を図るという姿勢、意識を徹底していかなけれ

ばならないと考えております。そして第２に、「常に進化し続け地域の課題や社会状況の変

化に対して柔軟で強い組織」をつくること。また第３に、「創造性やチームワークを発揮し

成果をつかみとる職員」を育成していくことが必要であろうと考えております。さらには

第４として、「課題解決先進県に向けた取り組みを支える財政の健全性の確保」に努めるこ
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と、第５として、「行財政改革の取り組みを継続し社会状況の変化に対応」すること、第６

として、「県政の推進に当たって基本中の基本となるコンプライアンスの徹底」を図ること、

も求められるものと考えております。 

案の概要の具体的な取り組みに関しましては、まず、この資料の２番目、組織づくりに

ついては、これまでの間も現行の高知県行政改革プランの基本的な考え方、すなわちスリ

ム化を図りつつも、喫緊の県政課題への対応を優先し、県政が積極的に関与や支援をして

県勢浮揚への地盤固めをすることが必要という考え方に沿いまして、簡素で効率的な組織

の構築に努めますとともに、南海トラフ地震対策を初めとする、緊急性、重要性の高い分

野には重点的に職員を配置し、効果的、効率的に施策を実施するための組織体制を確保す

ることなどに取り組んできたところです。 

この県政運営指針におきましては、２番の③に、「課題に正面から取り組むためマンパ

ワーを維持する」としておりますように、知事部局3,300人体制を維持することとしたいと

考えております。このことに関しましては、先ほど御議論ございましたが、「本県における

今後の人口減少の見通しや、厳しい財政状況などに鑑みれば、本来であれば引き続き職員

の削減に取り組む必要があるのではないか」という議論もあるものと存じます。しかしな

がら、本県が困難な課題に真正面から向き合い、人口減少の負の連鎖を断ち切るためには、

まだまだやらなければならないことが山積しております。官民協働、市町村政との連携・

協調により取り組みを進めていく中で、県庁は今が頑張りどころであり、この状況は一定

期間続くものと考えられます。こうしたことに鑑みれば、少なくとも平成31年度までの５

年間は、これまでの行政改革プランとの継続性や財政の健全性の確保などを考慮した上で、

知事部局3,300人体制を維持することとしたいと考えているところです。なお、3,300人体

制の捉え方としましては、育児休業中の職員などを除く実質的な体制としたいと考えてお

ります。また、3,300人体制の外枠といたしまして、短時間の再任用制度の活用も行ってま

いります。 

次に、資料の３番目、人材育成については、外部人材や退職者の知識、経験、技術の活

用も含めまして、多様な能力、経験を持つ人材を確保し、人材育成のためのさらなる取り

組みや、女性職員、若手職員の登用の拡大を検討するとともに、女性職員がやりがいを感

じることのできる環境づくりなどの取り組みに。そして４番の財政の健全性については資

料にありますとおり、予算のスクラップアンドビルドとブラッシュアップの徹底、将来に

わたる安定的な財政運営を実現するための財源の確保、中長期的に安定した財政運営の実

現に取り組んでいきたいと考えております。 

また、５番の行財政改革については、やはり引き続き、簡素で効率的な組織の構築、財

政の健全性の確保に努めていかなければならないと考えているところです。 

最後に６番のコンプライアンスについては、これまで県政改革アクションプランに基づ
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き、これまでの取り組みを引き継ぐものです。 

県政改革アクションプランについては、モード・アバンセ事件のような県の組織として

不適切な政策決定を防ぐとともに、対話と実行を基本に、県民本位の県政を推進するため、

職員が萎縮することなく、公平・公正で前向きに仕事ができる組織、環境を整備するとい

う県政改革の方向性をより具体的なものとするための行動指針として策定しているもので

す。 

この間、県政改革アクションプランに沿いまして、「県民から見える県庁づくり」、「県

民と対話をする県庁づくり」、「県外にも目を向ける県庁づくり」の３つの取り組みを柱と

いたしまして、県庁の組織として公平・公正な意思決定を行うための仕組みづくり、対話

と実行を基本姿勢に県が県民の皆様の期待と信頼に応えて、真の意味での適切な政策判断

ができる仕組みづくりに取り組んでまいりました。今後におきましても、官民協働により

多くの取り組みを公平・公正に進めていこうとしている中、県政改革の取り組みを緩める

ことなく、引き続きしっかりと徹底していくため、この県政運営指針の中に統合するもの

です。 

最後に、この県政運営指針の策定に係る今後のスケジュールについて御説明を申し上げ

ます。今月18日には、外部の委員の方々による行政改革フォローアップ委員会で御意見を

いただくこととしております。また、パブリックコメントについても、近日中に実施する

こととしております。こうした過程を経まして、策定を完了し、職員への周知、県民の皆

様への公表を行い、来年度からはこの県政運営指針をよりどころとしまして、課題解決先

進県を目指したさらなる取り組みを推進していきたいと考えております。 

簡単ですが、説明は以上です。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎浜田委員 知事部局体制3,300人。これも今が限度じゃないかなと思うんですよ。今、一

般会計で4,550億円。特別会計と企業会計入れると７千億円ぐらいにはなっていくと思いま

す。知事部局は3,300人でも、教育公務員、警察公務員等含めますと、１万人超していくわ

けで、そんな部分を総括的に見る知事部局ですから、これ以上減らすと皆さんに大変なし

わ寄せがくるんじゃないかなと思ってますから、一概に県民が「減らすほうがえいじゃ」

言うても、今はもう精いっぱいじゃないかなと思ってますが、正直なところどうですか。 

◎小谷総務部長 おっしゃるように、人件費負担でいけば、知事部局よりも学校の先生の

ほうが大きいと思います。今後のあり方をどうするかという議論も、今後は財政の話をし

ていく中では大きなことになるかなと考えております。財政的な面では一応、決算のとき

にもお示ししましたある程度の期間、７年間ですが、何とか持ちこたえられるであろうと

いう見通しを一定立てることはできましたので、５年間ぐらいはこの3,300人を何とか維持

したいという考えです。ただ、今後、人口が減ってまいります。人口が減りますと、交付
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税も当然減りますし、そういったことがいろいろある中で、どこまで人を確保して、仕事

に取り組んでいけるか、というのは財政の状況などを見て検討しなきゃいかんと。そのと

きには当然、知事部局の数だけでは議論できないと思いますので、学校の先生の数なども

トータルで議論したいと思います。 

◎坂本（茂）委員 先ほども説明ありましたように、3,300人体制の括弧書きとして「育児

休業等」ということになってますが、等の範囲はどういうものが想定されますか。 

◎岡村行政管理課長 発想のもととしましては、県の業務に従事していない、かつ人件費

が県として負担をしていないということで、代表例として、長期の育児休業中の職員、大

体年度によってばらつきがありますが、25名程度はいるということになっております。そ

れ以外でも、そういう者については、今後の検討の中でどう取り扱っていくか、というこ

とになろうかと思います。 

◎坂本（茂）委員 それと、実質的なという意味で、外枠で「短時間再任用の活用」とい

う、県の業務に従事してなくて給与の負担がないということでいけば、給与を一旦払って

も後から戻してもらう、そういう仕組みの職員もおったりしますよね。そういうことも含

めて、今後検討がされていくということですか。 

◎岡村行政管理課長 そういったことも含めまして検討させていただくということです。

それから、再任用の関係については、短時間再任用は定数の外に置くということです。平

成27年４月においても、40名程度の短時間の再任用を見込んでおります。 

◎坂本（茂）委員 パブリックコメントをとられるということなんですが、ただ、詳しく

見ていくためには、イントラへ入らないと見られないという部分がありますよね。 

◎岡村行政管理課長 県のホームページで見ていただけるようにしたいと思っておりま

す。 

◎坂本（茂）委員 県のホームページですが、これ自体は例えば、ＰＤＦファイルとかで

アップしとってそこへ入り込めるかもしれませんが、この中にイントラから入っていく部

分があるんですけど、イントラには一般県民は入れませんよね。そこはどうなるんですか。 

◎岡村行政管理課長 恐らく引用している資料のことかと思います。そこはまたホームペ

ージで見られるものもありますし、そうでないものについては、ホームページのほうから

見ていただけるように工夫したいと思います。 

◎西内（隆）副委員長 「県民の皆様が幸せ」と書いてますが、高知家なので「の皆様」

はなくていいんじゃないですか。ちょっと他人行儀だし、そういう意見もあったというこ

とで。 

◎土森委員 この県政運営指針は、よく調査をされて、県がやるべきことをしっかり羅針

盤として出してきていると思いますが、「課題解決先進県」をいかに進めていくかというこ

とですよね。そういう中で、県庁の職員には本当によく頑張っていただいておりまして、
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技術職は、ずっと技術職で、経験で技術がどんどん上がっていく。しかし、一般職の職員

は２年、３年、４年で部署がかわりますよね。やっと仕事を覚えたかと思うと部署がかわ

るので、これがいいのか悪いのか、そういうことをよく聞かされます。若いときにはいろ

んな部署を経験するということはいいことかもわかりませんが、ある程度、職員の意識、

方向性が見えたときにはそう簡単に２年、３年でかえるべきでないと思いますが、どうで

しょうか。 

◎小谷総務部長 分野にもよると思います。おっしゃったように、やはり、若いうちには

いろいろな経験をしてほしいと思います。本庁だけじゃなくて現場とか、あとは東京での

勤務とかも含めて、幅広く経験をしていただいたほうがいいなと思っております。ある程

度のところから上に行こうというときには、どうしてもこれまでの経験とか、そういった

ことを見た上での人事になっていこうかと思いますし、また分野によって、例えば税の世

界とか、徴収、課税両方あるかもしれません。あと用地とか。そういった分野については

まさに専門職的なことが期待される部署もあると思っております。 

必ずしもどちらがいいというものではなくて、部署ごとに人を見て、ベストな人事、適

材適所の人事、こういったことを心がけていきたいと思っております。 

◎土森委員 確かに、部署によって異なることがあると思います。しかし、専門性を必要

とするところは、やっぱりそういうことを考えていくことで職員のモチベーションも上が

ってくるし、しっかりした仕事ができると思う。能力が高まっての3,300人体制ということ

ですから、専門性を意識しながらやる必要性があると思います。なお、また検討してみて

ください。 

◎池脇委員 業務の内容は非常に多岐にわたっており、いろんな能力が求められていると

思いますが、業務をアウトソーシングすることによって、その部分の技術とか専門性とか

が失われていっていると思います。それで、資格の取得にしても、その任務に携わるため

の基本的な資格が習得できないなどの現象が起きているんですが、それに対する対応を考

えていますか。 

◎岡村行政管理課長 今回の県政運営指針については、アウトソーシングといったことを

柱的に掲げておりません。例えば、外部人材を活用するということで、アドバイザーの方

や、委員会の委員などの外部の方の力をお借りして、県政に協力していただくとともに、

そうした知識をいただこうという、そういった発想は記載をしております。 

◎塚地委員 指定管理者制度の活用というのが一つの柱的に出ていて、図書館などは、基

本的に大事な直営のほうは残そうと明示されてあるので、その点は大事かなとは思います。

ただ、指定管理者制度をどう使うかということについては、予算面も含めていろいろ課題

も出てきていますが、その辺はどうお考えですか。 

◎岡村行政管理課長 指定管理者制度の活用については、この指針の中で幾つか課題意識
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を持って書かせていただいております。といいますのは、施設の効用の最大限の発揮及び

経費の縮減という本来の目的が果たせるようにするためにも、いかにして事業者に参入す

る意欲を高めていただけるか、競争性を確保していけるか、といった観点で仕組みの構築

をしていく必要があると考え、検討しております。なお、現在36の施設で指定管理者制度

を導入させていただいております。 

◎塚地委員 本来、行政サービスを充実させることが、指定管理の基本的な考え方ですが、

現実にはなかなかそうなってない実態もあり、やはり課題意識をきちんと持ってというお

話があったので、そういう視点を大事にしてほしいと思います。 

◎岡村行政管理課長 制度の本来の趣旨が達成できるように検討していきたいと思ってお

ります。 

◎池脇委員 今、指定管理者として県外の大手の業者が参入してきているという状況があ

って、これからもそういう流れがあろうと思いますが。県内の業者に、そういう技術やノ

ウハウが十分ない場合、県外の業者にとられていくという状況にありますが、どうお考え

ですか。 

◎岡村行政管理課長 現在、県内業者を中心にと考えており、県外に本店がある事業者は、

県内に本店のある事業者とチームを組んでいただくこととしております。今後も、先ほど

申し上げた、事業者の参入意欲の向上、競争性の確保、ひいては、施設の効用の最大限の

発揮及び経費の縮減という制度本来の趣旨に沿えるよう、検討していかなければいけない

と思っております。 

◎塚地委員 たたき台の41ページに、女性職員の登用の拡大について、「意欲と能力のある

女性職員のポスト職への配置」という表現になっていますが、あえて「意欲と能力のある」

という文言をつけ加える必要があるのか。女性職員のポスト職への配置というのは当然そ

ういうことを鑑みてやるので、そういう表現の仕方がいかがなものか。全体を見ても、頑

張る男性のイラストがずっと続いていて、女性のところはきらきらとしていると。このあ

たりが女性の視点から見て、もう少し気遣いがあってもいいんじゃないかと思います。 

◎小谷総務部長 「意欲と能力のある」、これは、男性職員であっても女性職員でも一緒で

す。本県の場合、職員の希望というのをかなり重視していると思います。例えば、御家庭

の事情。子育てであったり、介護であったりいろいろありますが、そういった事情がある

ため、能力があり、活躍が望まれていても、必ずしもポストを望まない方もおります。そ

ういったことに配慮していくという意味で書いておりますので、悪い意味ではなく、職員

に配慮した形になっていると考えております。 

単に女性だからということで、ポスト職についていただいたり、幹部になっていただく

という考えはありませんので、徐々に女性の方が活躍していけるようなキャリアパスを踏

めるように環境を整えていくのが大事だと考えております。絵については、我々も大分気
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になって直したんですが、さらによく見させていただければと思います。 

◎塚地委員 配慮したというふうに一生懸命受け取ろうと思えば受け取れなくもないんで

すが、女性職員を配置するということは、ある意味当然のことなので、あえてそこに形容

詞がいるのかと。これは、私の意見として申し上げます。 

◎明神委員長 いいですか。 

（なし） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈人事課〉 

◎明神委員長 次に、職員の懲戒処分について、人事課の説明を求めます。 

◎澤田人事課長 お手元の総務部の報告資料の人事課のページをお開きください。 

冒頭に部長から申し上げましたが、本年１月16日付で１名の職員を懲戒処分といたしま

した。処分を受けた職員は、土木部幡多土木事務所宿毛事務所、港湾漁港班長、井上馨45

歳です。 

処分の事由は、昨年８月３日日曜日、午後２時30分ごろ、私用で自家用車を運転してい

たところ、幡多郡黒潮町浮鞭の国道56号線を走行中に、よそ見をしたことで対向車線側に

はみ出し、対向車と衝突し、運転していた女性を死亡させるとともに、同乗していた３人

にもけがを負わせたものです。 

このことは、県民の県職員に対する信頼を大きく損なうものであり、その責任は極めて

重大であります。職員の行為は、信用失墜行為を禁止している地方公務員法第33条の規定

に違反するものであることから、処分の内容としましては１月16日付で停職６月間の懲戒

処分といたしました。 

この職員は、「御遺族の方々には非常につらい思いをさせてしまい申しわけない気持ち

でいっぱいであり、謝って済む問題でないことも重々承知しており、御遺族の方々には誠

意をもって謝罪し、これから一生をかけて罪を償っていきたい」と申しており、今回の事

故について深く反省しているところです。 

故人の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆様に対して心からおわび申し上げま

す。また、改めまして、県民の皆様におわび申し上げますとともに、全ての職員に対しま

して、１月19日付の総務部長通知によりまして、公私を問わず、自動車等を運転する際に

は交通法規を遵守することはもちろん、常に細心の注意を払い、安全運転の確保と事故の

防止に努めるよう徹底をしたところであり、引き続き県民の皆様の県政に対する信頼の回

復に努めてまいります。 

報告は以上です。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

（なし） 
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◎明神委員長 質疑を終わります。 

以上で、総務部を終わります。 

◎沢田管財課長 先ほどのつり天井の説明をさせていただきます。建築課で、建築基準法

で定めるつり天井には該当しないこと、また、正庁ホール以外に議会棟の入り口と本庁舎

の玄関に類似の施設がありますが、つり天井には該当しないということを確認しました。

ただ、揺れのときに落下するかどうかというのはまた別の話となりますので、それについ

ては万全の対策をとっていきたいと考えております。 

◎明神委員長 いいですか。 

（なし） 

◎明神委員長 以上で、総務部を終わります。 

 お諮りいたします。以上をもって、本日の委員会は終了とし、この後の審査については、

あす行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 それでは、以後の日程については、あすの午前10時から行いますので、よ

ろしくお願いします。 

本日の委員会はこれで終了します。 

（17時17分散会） 


