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平成27年３月13日 

◎明神委員長 おはようございます。 

 ただいまから総務委員会を開会いたします。           （10時０分開会） 

 本日の委員会は、昨日に引き続いて「付託事件の審査等について」であります。 

 御報告いたします。 

 昨日の委員会において、塚地委員、坂本（茂）委員から、生涯学習課に対する御質問が

あり、それに対する資料の提出がありましたので、各委員の皆様に配付しております。 

 また、本日、総務部より１件の報告を行いたい旨の申し出があっておりますので、その

資料を各委員の皆様に配付しております。 

《監査委員事務局》 

◎明神委員長 それでは、監査委員事務局について行います。 

 それでは、事務局の説明を求めます。 

◎吉村監査委員事務局長 監査委員事務局、よろしくお願いいたします。 

 議案は平成27年度当初予算のみとなっております。 

 お手元の資料番号②議案説明書（当初予算）の671ページをお開きいただけますでしょ

うか。 

 27年度の当初予算といたしまして、左の科目の欄、１の監査委員費として、本年度欄に

１億7,225万8,000円を計上しております。前年度に比べまして413万5,000円、2.3％の減

となっております。減の主な理由ですけれども、一般職給与費の減、職員数の増減はござ

いませんけれども、職員の新陳代謝に伴う減が主な要因となっております。内訳につきま

して、右の説明欄で説明をさせていただきます。 

 １の監査委員運営費の監査委員報酬は非常勤の監査委員３名分の報酬でございます。次

の特別職給与費は、常勤の代表監査委員の人件費、事務費は４名の監査委員の旅費などの

活動経費となっております。２の人件費は、事務局職員16名の人件費でございます。次の

３監査委員事務局運営費の健康診断委託料は臨時職員の健康診断を委託するものでござい

ます。次の負担金は、全国の監査委員の組織であります全都道府県監査委員協議会連合会

への負担金８万円と、あと四国の協議会にも参加しておりまして、そちらの負担金１万円

を合わせて９万円を計上しております。次の職員研修負担金は、事務局職員が専門的な研

修を受けるための経費でございます。あと、事務費につきましては、総務事務と工事監査

を担当します非常勤職員２名の報酬と臨時職員の賃金のほか、監査業務を遂行するための

旅費や需用費など事務局の経費となっております。 

 監査委員事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

（な  し） 



- 2 - 

◎明神委員長 以上で監査委員事務局を終わります。 

《人事委員会事務局》 

◎明神委員長 次に、人事委員会事務局について行います。 

 それでは、事務局長の説明を求めます。 

◎福島人事委員会事務局長 人事委員会事務局でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、平成27年度の当初予算につきまして御説明をいたします。 

 お手元の資料№２、当初予算の675ページをお願いいたします。 

 人事委員会の予算総額は、１億3,425万6,000円でございまして、前年度より145万円、

率にしまして1.1％の増となっております。財源内訳のうち、特定財源がございますけれ

ども、これは私ども人事委員会が市町村あるいは一部事務組合などから公平委員会の事務

を受託しておりまして、その事務を処理するための経費でございます。 

 続きまして、歳出につきまして、説明欄に沿って御説明をさせていただきます。 

 まず、人事委員会運営費は、３人の委員の報酬と人事委員会の全国及び四国の組織に対

する負担金あるいはこうした会に出席するための旅費でございます。次の人件費は、事務

局職員13名の給与費でございます。その次の人事委員会事務局運営費につきましては、職

員の採用試験の実施あるいは給与などの勧告、報告、あるいは職員の不利益処分に関する

不服申し立ての事務などを行うための経費でございます。 

 以下、委託料が並んでおりますが、ほとんどが採用試験に関するものでございます。 

 まず、適性検査判定委託料は、職員採用における受験者の特性を見きわめますために実

施をするものでございます。この適性検査につきましては、本年度、専門家の御意見を踏

まえまして実施内容を見直しまして、従前の４種類から２種類に改めて実施をしておると

ころでございます。次の試験問題作成等委託料は、全国統一実施をしておらない試験、具

体的には身体障害者の選考試験などにつきまして、試験問題の別途提供を受けるための経

費でございます。なお、通常の上級試験あるいは初級試験などの試験問題につきましては

後ほど御説明をいたしますが、日本人事試験研究センターから提供を受けております。次

の点字版試験問題作成等委託料は、目の不自由な方でも受験ができますよう、点字版の試

験問題あるいは試験案内等を作成するための経費でございます。次の採用試験事務電算処

理委託料は、採用試験業務を速やかに処理いたしますため、受験者の属人的な情報であり

ますとか、あるいは解答をデータ処理するものでございます。一番下のインターネットホ

ームページ作成委託料は新規事業でございます。近年、採用予定者数が高どまりをします

中で、応募者数、受験者数は減少傾向にございますため、採用試験の実施を広く周知を

し、より優秀な人材の確保に向けまして、採用情報のみに特化したホームページを作成す

るものでございます。現行のホームページは文字情報が中心となっており、若者の感性に
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訴える力が弱いと感じております。そのため、ビジュアルなホームページに改めまして、

イメージアップを図りますとともに、受験意欲を喚起するものにしていきたいと考えてお

ります。 

 次の676ページをお願いします。 

 １つ飛ばしまして上から２つ目でございますが、人事試験研究センター負担金は、先ほ

ど少し触れましたが、行政職員や警察官などの採用試験実施に当たりまして、試験問題の

提供を受けております公益財団法人日本人事試験研究センターへの負担金でございます。 

 当初予算につきましては以上でございます。 

 続きまして、平成26年度の補正予算につきまして御説明をいたします。 

 資料№４の補正予算の359ページをお願いいたします。 

 人事委員会事務局運営費のうち、不用となることが見込まれます278万7,000円を減額補

正しようとするものでございます。 

 減額の主な理由といたしましては、採用試験に係るものでございますが、上級試験及び

身体障害者の選考試験におきまして、点字による受験者がいなかったこと、あるいは先ほ

ども少し触れました適性検査の見直しをいたしましたことなどによりまして、委託料を減

額するものでございます。このほか、事務費につきましては、点字による受験者がいなか

ったことなどに伴いまして、旅費や報償費などが不用となったものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 先ほど採用予定者が高どまりで、一方、受験者の減少傾向でいろんな努力を

されていると思うんですけれども、高知までわざわざ来るのが大変という部分で、例えば

受験場所とかで努力もされていると思うんですけれど、ちょっとそこを教えていただけま

すか。 

◎福島人事委員会事務局長 現行の職員の上級試験におきましては、高知会場のほか、東

京会場で実施をしております。また、行政の試験は、初級におきまして高知会場と幡多会

場の２カ所で実施をしております。警察官の採用試験につきましては、上級試験につきま

して、高知会場のほか、今年度から東京会場を新たに設置いたしました。来年度につきま

しては、さらに大阪会場を新設する方向です。 

 受験者の利便性を考慮いたしますと、試験会場が多いにこしたことはないんですけれど

も、一方で余りにふやし過ぎますといろんなリスク管理面も生じてまいりますので、広げ

てきましたその内容と効果等を検証しながら、今後とも検討はしてまいりたいと考えてお

ります。 

◎塚地委員 東京会場では、今までどういう状況になっているんでしょうか。来年度から

ですか。 
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◎福島人事委員会事務局長 東京会場は、警察官は本年度から開始をいたしました。上級

試験につきましては、従前から実施をしておるところでございます。 

◎塚地委員 警察は一応大阪までふやしましたと。県のほうは、そこに着手しないのは何

か理由があるんですか。 

◎福島人事委員会事務局長 先ほども少し申し上げましたけれども、余り会場をふやしま

すと、例えば災害等が起きた場合に特定地域において、試験を実施するかどうか、一部だ

けで実施をするか全体をどうするのか判断を迫られます。そのときに、採用予定者数との

関係でありますとか、仮に一部のみを実施した場合に合否判定をどうするのかという、若

干複雑な問題も生じかねないと考えておりますので、慎重に検討をしていきたいとは考え

ております。 

◎坂本（茂）委員 関連して。他県で、県外会場をどれぐらい設置しているもんですか。

他県の状況。例えば四国のほかの３県だったら、その会場はどうなっているかとか、中国

地方だったらどうか、この近隣の県ですよね。 

◎福島人事委員会事務局長 今資料を手元に持っておらないんですけれども、基本的に、

関東圏では東京は各県とも実施をしておるものと承知をしております。関西圏であります

とか、それ以外につきましては、もし必要でしたら後ほど。 

◎坂本（茂）委員 そういうふうに受験機会を確保しようとして、それで優秀な人材をそ

のことでほかの県が獲得できているとしたら、高知県もリスク管理面もあるのかもしれま

せんけれども、やっぱり関西圏で構えることも一つの検討材料にはなってくるんじゃない

かと思いますので、他県の状況も踏まえて高知的にどう考えるか検討してみたらどうかと

思うんですけれども。 

◎福島人事委員会事務局長 特に、受験者数の確保の厳しい警察官に関して、ことしから

大阪も含めて３カ所体制になりましたので、その内容等も見た上で検討を進めていきたい

と思います。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で人事委員会事務局を終わります。 

《議会事務局》 

◎明神委員長 次に、議会事務局について行います。 

 最初に、議案について事務局長の総括説明を求めます。 

 なお、局長に対する質疑は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。 

◎浜口議会事務局長 議会事務局の浜口でございます。 

 議会事務局は、議会が執行部と緊張ある関係を保持しながら監査機能や政策提言機能を

十分に発揮し、県民の方々の期待に応えられますよう、その補佐機関としての役割を果た
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すよう努めております。そのため、事務局といたしましても、開かれた県議会の一層の推

進、監視機能の強化、政策提言機能の強化の３点を重点課題として位置づけ、補佐機能の

強化に努めてまいります。 

 特に、平成27年度につきましては、改選の年度でございますことから、定数改正を反映

いたしまして、また改正に伴います諸経費を計上し、議会機能の停滞なきよう万全を期し

てまいります。 

 なお、当初予算及び補正予算の内容の詳細につきましては、総務課長のほうから説明を

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

〈総務課〉 

◎川村議会事務局総務課長 それでは、27年度の当初予算について説明をさせていただき

ます。 

 資料№２の当初予算でございます。議案説明書（当初予算）の５ページをごらんくださ

い。 

 27年度の議会の歳出予算、これが計10億4,861万円で、対前年度4,514万2,000円の減と

なってございます。その主な理由といたしましては、５％カットのシーリング、これに加

えまして議員定数の２名減などによりまして、議員報酬等が減額となったことによるもの

でございます。 

 そのページ右端の説明欄をごらんいただきます。 

 まず、１の議会運営費でございますが、６億9,589万2,000円を計上してございます。内

訳はその下にございますけれども、議員報酬等は、議員定数が２名減となったことに加え

まして、議員共済会の給付経理負担金の率が下がったことなどによりまして、前年度より

4,176万6,000円の減額となってございます。その下にあります健康診断委託料、これは前

年度と同額でございます。その下の政務活動費交付金は、議員定数の２名減によりまし

て、前年度より 700万円の減額、その下の運営費、これにつきましては旅費の 102万

4,000円の減額という状況でございます。 

 続いて、２の人件費の一般職給与費でございますが、これは事務局職員分でございまし

て、前年並みの２億5,000万円余りを計上しているということでございます。 

 そして、３の事務局運営費、これ、9,653万9,000円計上してございますが、そこから

下、６ページにかけて委託料を記載しておりますが、特徴的な部分を御説明させていただ

きますと、５ページの一番下に広報紙配布等委託料がございますが、これは議会だよりの

臨時増刊の必要が出てまいります。それに伴いまして、前年度より48万円の増額になって

ございます。一方で、議事記録反訳等委託料、そこから３つぐらい上がったところにあり

ますが、これは委託単価が下がったことによって対前年41万2,000円の減額と。それか

ら、次の６ページにございます、インターネット中継システム保守管理等委託料、これが
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40万7,000円の減額となってございます。委託料トータルでは前年度より13万円の減額

と。ほとんど前年度と同じような状況でございます。 

 続いて、上から４行目、委託料の中で廃棄物の処理委託料を新たに計上していますけれ

ども、先ほど言いましたように、そのほかの委託料では額に多少の増減はございまして

も、昨年とほぼ同じ内容でございます。 

 続いてその下、５行目からが負担金等ですけれども、５行目の全国都道府県議会議長会

分担金以下の負担金につきましては、内容は昨年とほぼ同じ内容で合計で524万7,000円を

計上してございます。 

 続いて、下から３行目の事務費でございますが、トータル7,039万8,000円を計上してご

ざいます。主な内容といたしましては、議員用のパソコンを全てリース契約とするために

使用料及び賃借料に230万2,000円を計上しましたことや改選時における印刷製本費、新人

議員の防災服等の購入に充てる費用、議場の議員表示板の入れかえなど、改選に伴って生

ずる経費を計上したこともございまして、前年度より548万1,000円の増額になってござい

ます。 

 最後に、４の議会史編さん費ですけれども、378万円計上してございますが、これは、

第５巻を26年度から28年度にかけて作成することとして契約を締結してございます。その

27年度分の経費ということでございます。 

 当初予算は以上でございます。 

 続きまして、２月補正予算について説明をさせていただきます。 

 資料のほうは№４の補正予算の４ページになります。 

 26年度２月の補正予算は、総額で2,814万3,000円の減額でございます。 

 右端の説明欄をごらんいただきたいと思います。 

 まず、議会運営費、こちらで2,389万2,000円を減額してございます。内訳といたしまし

ては、政務活動費交付金、これを先ほどもありましたけれども議員の欠員分、定数減とは

別の意味での議員の欠員分ですが、これの減額、それから運営費につきましては、旅費の

執行残をそれぞれ減額するものでございます。 

 次に、２番の事務局運営費でございますが、425万1,000円を減額としております。内訳

としましては、議事記録反訳等委託料、これは281万7,000円の減額でございますが、要素

としましては委員会記録の自動反訳システム、これの導入効果で契約単価が下がったこと

などによるものでございます。以下、インターネット中継システム保守管理委託料、それ

から委員会調査等出張業務委託料、これはそれぞれの執行残を減額するということでござ

います。 

 それから、一番下、事務費の85万1,000円、これは旅費の執行残の減額でございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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◎明神委員長 質疑を行います。 

◎浜田委員 県市合同の図書館のつり天井の基準が厳しくなって、あれの追加予算が大分

出ましたけれども、議事堂の上の格子ですね、議事堂の中はあれで耐震ができたと思うん

ですけれども、あの格子のアンカーボルト、あれもつり天井みたいなもんでして、ちょっ

と気になっているんですけれど、大丈夫ですか。 

◎川村議会事務局総務課長 耐震化工事をした際に、全体にその安全性、危険性がないか

というところは目を配っておると思います。それから、26年度に入りましても、ちょっと

管財課、建築課の担当と議事堂、議会、中へ入って見ていただいたことはあるんですけれ

ども、特に危険性が高いとか、そういう話はございませんでした。 

◎浜田委員 かなり大きな木材でできていますが、あれがもし落ちたらかなりの重さだと

思いますんで、なおまた時々点検をいただくようにお願いしておく。 

 それともう一点、おととい全議の会議がありまして、ことしの統一地方選挙で当選する

議員の方々が大体全国で600人ぐらいおいでるそうです。その新人の方々の研修を８月

21日の金曜日に砂防会館でできるようになったのでということですけれど、その予算化な

んかは、もう補正で対応する予定ですか。 

◎川村議会事務局総務課長 そこは事前に、特に予算措置をしているということではない

ですけれども、参加者数等々にもよるとは思いますけれども、そこをにらみながら今の枠

の中で対応できるのか、それとも別途手当が必要なのか、判断をしてまいりたいと思いま

す。 

◎浜田委員 新人の方々と、それと例えば東北、東日本大震災なんかの影響で統一選挙か

らずれている選挙区がありますよね。その東北１期生を含む新人の方々ということになっ

ているみたいですので、対象者がいたらよろしくお願いします。 

◎池脇委員 議事堂の天井の件ですけれども、長時間揺れるということで、新しい基準が

できたわけですよね。だから、その基準でどうかという確認は、きちっとしておく必要性

があると思うんですよね。目視的に大丈夫ということではなくて、基準にのっとって安全

性が確保されるかどうかはぜひ点検の折にしていただいたらと思いますけれど。 

◎川村議会事務局総務課長 今いただきました御意見、また管財課、建築課に確認いたし

まして、機会を見て御報告をさせていただきたいと思います。 

◎浜田委員 議長席の上にあるサーチライト、あのスポットライトもかなり重たいと思い

ます。あれ一本の鉄棒へ全部ねじで固定をして、それを鎖でつっていますけれど、その鎖

の根元のアンカーなんかも大丈夫かなと。もう何年もあれ点検したことがないと思います

けれど、本当に池脇委員がおっしゃるとおり、一回、やっぱりアンカーを打ち直すとか、

そんなことをしておいたほうがいいんじゃないかと思います。 

◎川村議会事務局総務課長 先ほど申しました議事堂のほうですね、建築課と管財課に見
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に来てもらったときに、これは大丈夫かということで事務局から尋ねましたところ、先ほ

ど言われましたワイヤーとそれからもとのアンカーをとめている部分と二重の形で固定し

ているので、そのときにはまず落下ということはないだろうと。そういう話ではございま

した。 

◎塚地委員 この間の世論調査で、県議会が何をしているかよく見えづらいという御批判

の声もいただいて、私どももそれなりに街頭に出て議会報告したり、ペーパーで配ったり

と、懇談会も開いたりと、それぞれ議員独自の努力もしてもいますし、それも不十分だっ

たんだなと改めて反省もせんといかんこともあろうかと思うんですけれど、その議会事務

局として、こういう方法もあるんじゃないかというような検討もされていることがあれ

ば、局長にお伺いをしておきたいと思います。 

◎浜口議会事務局長 世論調査につきましては、事務局といたしましてもちょっと想定外

に数字が悪うございましたので、これについては非常に重く受けとめているところでござ

います。 

 １点、議会活動そのものとしては、他県と比べてもいささかの自負を持って議員の皆様

方、議会のあり方としては活発な御議論をいただいていると考えておりましたけれども、

こういう結果は、一つはやはり顔の見えるといいますか、広報的なところでもっと外へ情

報発信の仕方は非常に考えなければならないんじゃないかというところも大きな課題かな

と受けとめました。 

 一つは、詳細はまた議事課長のほうから御報告ができればと思いますけれども、テレビ

放映。「おはようこうち」で、来年の６月議会終了後ぐらいに議会編をやってもらおうと

いうことで、大体話ができたような状況でございますし、その他現在の浜田議長もそうで

ございますけれども、24年以降、議長の自主的な御判断によって、被災地を訪問していた

だいたり、あるいは先進的な企業や農家であったり議会を代表するお立場で訪問していた

だいたりということを始めております。 

 そうしたことを含めて、トータルでもう一度全体としての広報のあり方というものを少

し積極的に打ち出していく方法が少しあるんじゃないかということで、現在少し議論を始

めたところでございます。 

 改めて、改選後にこうしたことを取りまとめまして、また御提案なりをさせていただけ

ればと現在のところは考えておるところでございます。 

◎塚地委員 それぞれ議員独自の努力も必要だと私たちも思っておりますし、議会として

いかに見える形にしていくかという努力を次も頑張っていかなくてはいけないと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

◎土森委員 議会というのは余り県民から目を向けてもらえん部分があると思いますよ。

というのはね、知事中心にする執行部、これはしょっちゅうテレビに出たりしています
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ね。それから、行政を進めていく、直接県民に影響がある、そういうところで議会という

のは何しているかって、なかなか見えにくいところがやっぱりある。しかし、僕は、高知

県議会は全国一すばらしい議会活動をやっている県だと思っています。これは２回議長さ

せていただいて、その辺よく承知をさせていただきました。 

 そして、議会改革にも取り組んでね、ここまでやっている県は余計ありません。そうい

うことを考えると、もっと広報費、広報活動、これに力を入れる。例えばこの前あった政

務活動費のことについても、これはもっともっとメディアが取り上げていただいてもいい

し、そのこと自体を広報紙に載せていくことがまた必要だと思いますね。 

 議会だよりを見てくれている方もたくさんいると思いますが、そういうことを含めて、

やっぱり議会の議決権は執行権と車の両輪であるということをしっかり方向づけてやると

いうことも、また議会事務局の仕事でもあるし、我々の仕事でもある。ぜひそういう方向

でやっていただければと思いますね。 

◎明神委員長 ほかに。いいですか。 

（な  し） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

 以上で議会事務局を終わります。 

《報告事項》 

◎明神委員長 続いて次に、総務部より１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、報告について総務部長の説明を求めます。 

 なお、総務部長に対する質疑は人事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 職員の懲戒処分２件について御報告を申し上げます。 

 いずれの事案も飲酒の上のセクハラ行為でございます。 

 今回の職員の不祥事によりまして、県政に対する信頼を損なうことになりました。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、このような事態が二度と起こらないように、セクハラの防止

は当然のこと、公務員倫理の確立、綱紀の粛正についていま一度全職員に徹底をしてまい

ります。 

 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

からの県政への信頼の回復に向けて努力をしてまいります。 

 なお、詳細につきましては、この後、人事課長のほうから説明をさせていただきます。

申しわけございませんでした。 
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◎明神委員長 続いて、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 お手元の報告事項、最初のページをお願いいたします。 

 本日付で、２名の職員を懲戒処分といたしました。 

 まず、懲戒処分の１件目でございます。 

 処分を受けた職員は、観光振興部のチーフ級の職員でございます。 

 処分の事由は、先月３日火曜日に、この職員が高知市内の居酒屋におきまして仕事上知

り合いました外部の女性と２人で飲食中に、当該女性に対し、辛辣かつ差別的な内容での

わいせつな言辞に該当する暴言を繰り返すとともに、その内容を居酒屋の従業員にも話を

するなどし、当該女性を侮辱し、その羞恥心や人格的尊厳を著しく傷つけました。 

 この女性が勤務する会社の上司から県に対し、厳正な対応を求める旨の申し入れがあ

り、事実が判明したものでございます。 

 この職員につきましては、本日付で３カ月間減給10分の１とする懲戒処分としたところ

でございます。 

 ２番目の事案につきましては、次のページです。 

 先月10日火曜日、夜の宴会終了後、公道におきまして部下の女性職員の手を引っ張り抱

き寄せてキスをしようとするなどしたものでございます。 

 この事案につきましては、この女性職員から庁内のセクハラ相談員に相談があり、発覚

をいたしました。 

 この職員につきましても、本日付で６カ月間減給10分の２とする懲戒処分としたところ

でございます。 

 セクシュアルハラスメントを含めましたハラスメント行為につきましては、通知、研修

その他におきまして再三注意喚起をしているにもかかわらず、このように続けて職員が不

祥事を起こし、また特に２番目の事案につきましては、県の管理職員として職員を指揮監

督する立場にありながら、部下の女性職員に対し不適切な行為を行ったものであり、県民

の県職員に対する信頼を大きく損なうこととなり、いずれもその責任は極めて重大であり

ます。 

 いずれも職員は、被害者の精神的な苦悩を想像すると余りにも軽率であった、あるいは

言動が職員の心を傷つけ、嫌な思いをさせ、大変申しわけないと反省をしております。 

 改めまして、県民の皆様におわびを申し上げますとともに、速やかに全ての職員に対し

まして法令の遵守と綱紀の粛正を徹底してまいります。 

 その際には、２件とも酒が絡んだ事案でございまして、勤務時間後とはいえ、飲酒の上

での言動には改めて注意が必要であり、職員がみずからを律していけるよう注意喚起が必

要だと考えております。 

 報告は以上でございます。よろしくお願いします。 
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◎明神委員長 質疑を行います。 

◎浜田委員 両方とも最後は結局法令遵守と綱紀粛正ということですが、きのうも塚地委

員が、警察職員の処分の問題に絡んで、その処分をした後どうするかというところが見え

ないと。そこをきちんと示すべきじゃないかという意見もあったんですね。ほんで、今回

も法令遵守、綱紀粛正というのは極めて当たり前のことで、そのことによってこの庁内あ

るいは庁外も含めてセクシュアルハラスメントがなくなるのかどうかというのはわからな

いですよね。 

 だから、なくしていくためにどうするのか、今までとは違う対応をするかどうかですよ

ね。そこのところ議論はされてないんですか。 

◎澤田人事課長 再発防止につきまして、やはりこれまでの取り組みもございますけれど

も、かなり力を入れてやっていかなければならないと考えています。 

 まず、先ほど申し上げました庁内の綱紀粛正を図るために通知を出しますとともに、年

度当初には服務の説明会などございます、そういった場での公務員倫理、服務管理につい

て徹底をしてまいりますし、これまでも階層別、それぞれ新採の職員とか、あるいはチー

フ級、課長補佐、所属長と、それぞれの階層別の研修におきましても、ハラスメントにつ

いて服務の一つとして研修をしてきたところでございますが、特にハラスメントの防止に

つきまして、取り出して幹部職員、管理職員を対象とした研修をこれまでも実施してきた

ところでございます。 

 ただ、今後につきましては、今回の事案が起きたことを契機に、服務説明会や所属長研

修、補佐、チーフといった階層別での研修での職員の意識啓発を繰り返し、なお図ってい

くとともに、来年度につきましては、セクハラに関する正しい理解と防止に向けまして、

これまでの研修に加えまして全職員への研修を再度実施してまいります。 

 また、部下を指導する立場にあるチーフ級以上の職員につきましては、服務の一部では

なく、別に取り出しましてハラスメント研修を行い、研修内容もハラスメントを正しく理

解させることはもとより、ケーススタディーなどを持ちましてより実践的な研修をしてい

きたいと考えております。 

◎浜田委員 変わる部分がどこなのか、さっきこれまでの研修に加えてということで、全

員対象にするとか取り出しの研修とか言われましたけれど、変わる部分は研修の対象者あ

るいは回数をふやすということだけですか。 

 そのことも含めてですけれども、セクハラだけでなくて、パワハラも含めてハラスメン

トがあるということを前提に、これから組織の中のあり方を議論していかなければならな

いのは前も総務部長も議場でも答弁もされているわけで、やっぱりそういうことがありな

がら、継続的に生じるということは、どこか根本的に問題があるんではないかと思ったり

するんですけれども、そういったところを抜本的にこういうふうにしていきたいというと
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ころは、総務部長、ないですか。 

◎小谷総務部長 まず、何が変わるのかというと、これまで階層別研修などで職員にはこ

のハラスメント研修しておりましたけれども、いま一度全職員、ちょっと何回に分けるか

とか、どういうやり方をするかというのは検討してまいりますけれど、全職員に対しても

う一度研修をやると。チーフになったときだけじゃなくて、今いる職員、全職員に研修を

したいと考えています。そこがまず１つ変わったのと。あと、パワハラ、特にパワハラを

想定して、管理職にはハラスメントの研修をしておりました。それの対象としてちょっと

チーフ級も加えると。これが研修について変わったところでございます。 

 今おっしゃったそのハラスメントがあることが前提に云々という話ですけれども、セク

ハラ、それからパワハラ、このようなハラスメントについて県庁内にないとは思っては当

然おりませんでした。そういったことを受けて、昨年の総務委員会での議論もありました

けれども、昨年の夏に全職員向けにハラスメントに関するアンケートをとっております。

全職員の半分以上が回答してくれましたけれども、そこでやっぱり何らかのハラスメント

を受けたことがある、見たこと、見聞きしたことがあるという回答は当然一定数ございま

した。 

 それを受けまして、さらに今年度直接受けたハラスメントについて人事当局としてきっ

ちり対応しますんで、お知らせくださいという調査も行いまして、その結果寄せられたも

のについては、こちらにおいて事実関係などを確認した上で対応してきております。一

部、被害を受けられた方の申し出により、まだ対応が終わっていないのもございますけれ

ども、そういった対応もしております。 

 またあわせまして、さまざまな相談窓口は設けております。特に、セクハラに関して申

しますと、まず所属の補佐クラス、それから人事当局、人事課、行政管理課、職員厚生

課、それからセクハラは特に総括相談員ということで女性職員を何人か指定をして庁内に

お知らせする。そのほかにも外部の相談員の方もいると。こういった相談窓口いろいろあ

りますよという周知なども図ってきております。 

 一定、今回相次ぎましたけれども、そういった対応を人事当局がきっちりとっていると

いうメッセージとしては庁内に伝わったのかなと思いまして、今回もそのうち一つについ

てはもうセクハラ相談員への相談があったことにより発覚したものでございます。 

 こういうことはあってはならんことですけれども、あったら当然我々としては厳正な対

応を行います。そういったメッセージが伝わるということも、セクハラ、パワハラの防止

には重要なことと思っております。当たり前のことを当たり前にやっていくということで

はございますけれども、こういったことによりまして、仕事をする上でハラスメントがあ

るということは極めて問題でございます。あってはならんことですけれども、きっちり仕

事ができる組織づくりに心がけていきたいと考えております。 
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◎坂本（茂）委員 このことを受けて、県政運営指針の中でこのハラスメントに関する部

分の書きぶりとか決意とか、そういうところが改められるとか、そんなことは考えられて

いないですか。 

◎小谷総務部長 先ほど申しましたような取り組みは、これまでもやってきております

し、今後ともきっちりやっていくということで、この処分事案２つあったことで特に記載

を変えることは現在のところは考えておりません。 

◎坂本（茂）委員 やはりそういうことが今の段階ではたたき台ですので、できたらそう

いったところを決意も示せるような、あるいはシステム的なところで今あるシステムを変

更できるのであれば変更して、よりいい方向に持っていくということが盛り込めるのであ

れば、それも検討していただいたらと、それは要請しておきます。 

◎池脇委員 チーフ以上、管理職、こういう一定の部下を持って仕事をされる立場にいる

方の事犯ですので、これは本当に重く受けとめないと、その下で働く職員の皆さんには相

当影響が出ると思うんですね。だから、単にその方個人という問題ではないだろうと思い

ます。ただ、こういう事例は、多分傾向性としてふだんの言動の中にあらわれているはず

なんですね。ですから、仕事ができるということで役職につけるということと、ふだんの

言動で上司として、管理職としてふさわしいのかという人格的なもの等もしっかり見きわ

めての人事もしなくちゃいけないんではないかと思いますよね。 

 単に、やってはいけないことは皆さんわかっているわけですから、こんなことをしちゃ

あいけないよということを、起きるたびに徹底をしたとしても、それはそのときだけなん

ですよね。本当に自分で自分の職場、自分の仕事を大事にしていこうということであれ

ば、こういうことをする人はないわけで、やっぱり大事なのはもっと基本的な部分でしっ

かり見きわめていかないといけないんだろうと。言動がふだんから少し違うなという人に

ついては、その段階で何らかのケアをする必要性があろうと思うんですね。そこができて

いない、あの人はああいう人だろうというままで放置をされている部分があるんじゃない

かなと思うんですね。 

 そういう部分の声も拾い上げておくことが大事と思います。それを拾い上げたら、必ず

そういう声は、皆さん職員の方黙っているけれども、仕事を通してそうしたパワハラにつ

ながるような行為がある方はいらっしゃると思うんですよ。そこは、声を上げないと、本

人もなかなかそれは自覚できないでしょうから直せないと思うんですよね。だから、起き

てからの対処、これも大切ですけれども、起きないようにする対応をぜひ取り組んでいた

だきたいと思います。 

◎土森委員 今まで職員の不祥事、処分のことについて、これだけ意見が出たというのは

最近珍しいと思うね。というのは、どうしてか。議会あるたびにおわび行脚をやる、やら

なきゃあならないという状態が続いていますね。非常に残念なことです。ただ、これ文書
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でもって通達しただけでは、それは全職員なかなか腹におさまりませんよ。今、池脇委員

も言われたように、日々県職員であるという認識と責任と義務と、これをしっかり毎日考

えた上で職務に遂行していく、そういうことでないと、またこれは起きますよ。 

 この議会でも、さきの委員会で言わせていただきましたけれど、本当に県民との約束、

県の職員としての、誓約書、ちゃんと交わしていますね。これを、みんなが暗記するぐら

いの気持ちでないといきませんね。いいこと書いていますよ、誓約書にはね。ぜひそうい

うことも含めて、毎日毎日自分が県の職員であるという認識を深めながら仕事ができるよ

うな、そういう環境をつくっていくことが大事だと思いますよ。次の議会では、おわびを

しないような状態にぜひしていただきますように、しっかりやっていただきたいと思いま

すね。 

◎塚地委員 今回相談機関が一定機能した事例だし、申し入れが会社の上司からあったと

いうことで、やっぱりセクハラ問題がそういう重大な人権問題なんだという認識が広がっ

てきている、ある意味悲しい結果だけれども、そういう見方も一方ではできるかなと思っ

ていまして、だからこそ、今回の事案を本当に大事にしていくことだと思うんです。 

 先ほど土森委員からもお話がありましたが、日々の職場での人間関係の構築の仕方とい

うところで、その人自身の人権感覚も培われてくるんで、そこがやっぱり自由に物が言え

る、きちんと、いや、それはいかんじゃないのということが言える、高知県庁ってそれな

りにフラットな人間関係の組織とは思うんですけれども、でもそれは、まだまだだったん

だということもあるので、職場の中の風通しをすごく強調しておきたいのと、この間、よ

く言われているのが、本当に忙しくてみんなでちょっと集まって相談しようとかという時

間もなかなかとりづらくなってきたよという声も一方では聞くので、働き方ということも

この際しっかり見直して、職場の風通しをよくすると、人間関係の構築を温かいものにし

ていく御努力をいただきたいと思います。 

◎小谷総務部長 今回のセクハラ、それからパワハラ、こういったハラスメント、これは

被害を受けられた方に大きなダメージを与えるだけではなくて、これは職場の秩序、それ

から環境、これを乱します。著しく悪化させます。業務遂行に著しく影響が出てまいりま

して、県勢浮揚に向けて職員一丸となって取り組まなければいけない、今こういう状況で

すから、絶対あってはならんことだと、全くそのように考えています。 

 職員同士、これはもう職場の仲間に支えられてお互いに仕事をしていきます。仲間意

識、仲間への感謝の気持ちを忘れず、心を通い合わせて取り組むことができる。そういっ

た県庁職場づくり、これは県民の皆様に向けて県庁が求められている役割を果たす、県勢

浮揚のために大切なことです。 

 今後も、こういったセクハラ、パワハラのようなハラスメントの撲滅に向けまして、管

理職はもちろん、全職員の意識啓発に取り組んでいきたいと考えております。 
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 今話にありました、職場のほうで余裕がとか、ちょっと相談できる相手がという話がご

ざいました。10年近く前からのかなり三位一体改革とかで財政が厳しかったときに、県庁

においても固定費を下げるというのはやっぱり人の数での調整しかないという中で、かな

り採用を絞ったときがございました。今100人を超えてコンスタントに採用し、職員の世

代間アンバランスを整えようとしておりますけれども、採用を10人とかにした年もありま

して、そのときにかなり年齢がいびつな構造が今もちょっと残っております。 

 そういったときには、例えば割と入ったばっかりの職員がちょっと相談したい、ちょっ

と上の先輩がいなくって、かなり年配の人との間に誰もいないということもございました

けれども、行政・ＴＯＳＡの制度で職員の採用の幅を広げたこととか、あとはもう最近は

やめられる方も多いこともありますけれども、コンスタントに新しい職員を採用するとい

うことで取り組んでおりまして、大分年齢の構成も戻ってきております。世代間のギャッ

プ的なことから、相談しにくいという雰囲気は大分なくなってきておるかと思いますけれ

ども、財政的な問題で職員の数は昔から減っています。仕事は、今課題が山積して、それ

に積極的に取り組まなきゃいけないタイミングということで、確かに前よりも忙しくなっ

ているということはありますけれども、こういった中でもどのように仕事に取り組んでい

くか、周りの者と、仲間と助け合って取り組んでいけるような職場づくり、それは重要だ

と考えており、その中でもハラスメントの防止は非常に重要なことだと考えております。 

 いま一度きっちり組織運営全体の中でこういうことが二度と起こらないように徹底して

まいりたいと思いますし、その職員に対する意識啓発との議員から御指摘いただいており

ました。我々採用のときには、宣誓書にちゃんと署名捺印しますし、その宣誓をみんなで

します。これについては、知事が新採職員には常に言っておりますけれども、それを常時

携帯してそれに立ち戻ってくださいと。確かに、宣誓には非常に重要なことが書いてあり

ます。公平・公正に、効率的に職務を遂行する、当然憲法尊重の擁護の義務とか、そうい

ったことをきっちりやっています。 

 それについて、知事は常に近くに置いておくようにと、そこに戻るように訓示をしてお

ります。これは新採に対してではございますけれども、そういう話をしております。ちょ

っとどういう方法があるのかについては、検討させていただければと思いますけれども、

そういったことも含めて取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で総務部を終わります。 

◎明神委員長 ほかの委員会が全て終わったようですので、これから採決に移りたいと思

いますが、いいですか。 

（異議なし） 
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◎明神委員長 はい。 

 お諮りいたします。 

 執行部より説明を受け、審査いたしました予算議案15件、条例その他議案20件につい

て、これより「採決」を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

 それでは、これより採決を行います。 

 第１号平成27年度高知県一般会計予算について、塚地委員から修正案が提出されており

ますので、書記に配付させます。 

 修正案の提出者の説明を求めます。 

◎塚地委員 お時間をいただきましてありがとうございます。 

 第１号議案についての修正案を提出させていただきましたので、御説明をさせていただ

きます。 

 平成27年度当初予算に対する修正案でございます。 

 おめくりをいただきますと、説明のページがついております。その内容について御説明

をさせていただきます。 

 １点は、教育委員会小中学校課に関する予算です。 

 学力向上推進対策費の学力テスト、いわゆる県版と全国版関連の歳出予算について、

3,092万4,000円の減額の修正、内容は高知県学力定着状況調査実施事業県版の3,012万

6,000円と全国版学力テスト関連全国学力・学習状況調査結果等説明会の79万8,000円、ま

た歳出予算の減額に伴い対応する歳入予算の減額を行うものです。 

 もう一点は、教育委員会高等学校課に関する予算で、施設整備費の新中高一貫教育校の

施設整備関連の歳出予算について、3,702万5,000円を減額修正するもの、また歳出予算の

減額に伴い対応する歳入予算の減額を行うものです。 

 そしてもう一項は、県立学校整備事業費、新中高一貫教育校の債務負担行為について減

額修正7,181万4,000円を行うものです。 

 その減額修正の提案の理由を申し上げます。 

 日本の子供たちが過度な競争にさらされており、その改善を求める国連からの勧告も出

されております。2010年６月11日、子どもの権利委員会が日本に対する総括所見を発表い

たしました。その教育に関する欄では、高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子供のい

じめ、精神障害、不登校、中途退学及び自殺を助長している可能性があることを懸念す

る。また、極端に競争的な環境によって引き起こされる悪影響を回避する目的で、教育の

目的に関する委員会の一般的な意見１号を考慮する。つまり、これは今の受験競争を緩和

しようという申し出となっています。 
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 教育にとって大事なのは、過度な競争ではなく、協働を広げること、子供たち一人一人

に向き合い、その個性を最大限に伸ばすことです。この間、全国版で実施されてきた全国

学力・学習状況調査の結果をめぐり、その結果を学校ごとに公表させようとする動きや順

位を上げるために、テスト対応のため、正規の授業を割いた解答の記入方法の訓練が実施

されるなど、教育現場と子供たちに新たな負担を強いるものになっています。 

 県版の学力定着状況調査も、実施時期は学年末の１月で、２月に結果がわかるものの、

そのクラスは３月には変更されるため、授業改善に役立たないばかりか、テスト結果の自

己採点など新たな負担となっています。 

 子供たちの学力が特定のテスト結果で一律にはかれるものではありません。一つの物差

しの手法で競争をあおる学力テストの実施の中止を求めるものです。 

 また、新たな中高一貫教育、つまり現在の高知西高校への県立中学校の設置についての

施設整備費について申し上げます。 

 予算説明の中でも、施設整備の方向として中四国初の国際バカロレア認定を目指したグ

ローバル教育のトップ校として開校するにふさわしい環境を整備するとされています。そ

のため、中学校段階からの独自のカリキュラムを組んだ県立中学校をつくる計画です。 

 私たちは、県の教育行政として受験競争を低年齢化させてはならないことを一貫して申

し上げてまいりました。また、教室に先生が配置できないといったあるまじき事態の解決

もできないまま、進学拠点校に人員も予算も集中させることにも大きな懸念を持っていま

す。 

 さらに、国際バカロレア構想はいまだ県民の理解するところではなく、現場の教職員の

認識も深まっていません。そうした中での施設整備に反対するものです。 

 以上、提案理由を申し上げます。どうぞ御賛同をよろしくお願いをいたします。 

◎明神委員長 修正案はただいま提案されたとおりであります。 

 修正案提出者に対する質疑を行います。 

◎中内委員 予算は、款と項だけつついて、節はつついてはいけないので、今後出すとき

は資料には要らない。 

◎明神委員長 ほかにありませんか。 

（な  し） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

 これより修正案の採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

 これにより採決に入ります。 

 第１号平成27年度高知県一般会計予算に対する塚地委員から提出された修正案につい
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て、賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手少数であります。よって、修正案は賛成少数をもって否決されまし

た。 

 それでは、第１号平成27年度高知県一般会計予算を原案のとおり可決することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手全員であります。よって、第１号議案は全会一致をもって原案のとお

り可決することに決しました。 

 次に、第２号平成27年度高知県収入証紙等管理特別会計予算から第８号平成27年度高知

県土地取得事業特別会計予算まで、以上７件の議案については一括採決を行いたいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 それでは、以上７件の議案を一括採決します。 

 第２号議案から第８号議案まで、以上７件の議案を原案のとおり可決することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第２号議案から第８号議案までは全会一致

をもって原案のとおり可決することに決しました。 

 次に、第19号平成27年度高知県高等学校等奨学金特別会計予算を原案どおり可決するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第19号議案は全会一致をもって原案のとお

り可決することに決しました。 

 次に、第23号平成26年度高知県一般会計補正予算を原案のとおり可決することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第23号議案は全会一致をもって原案のとお

り可決することに決しました。 

 次に、第24号平成26年度高知県収入証紙等管理特別会計補正予算から第27号平成26年度

高知県県債管理特別会計補正予算まで、以上４件の議案については一括して採決を行いた

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 それでは、以上４件の議案を一括採決します。 
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 第24号議案から第27号議案まで、以上４件の議案を原案のとおり可決することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第24号議案から第27号議案までは全会一致

をもって原案のとおり可決することに決しました。 

 次に、第37号平成26年度高知県高等学校等奨学金特別会計補正予算を原案のとおり可決

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第37号議案は全会一致をもって原案のとお

り可決することに決しました。 

 次に、第42号教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例議案から第54号高知県税

条例の一部を改正する条例議案まで、以上13件の議案については。 

◎塚地委員 申しわけないですが、反対する議案があるので。申しわけないです。42号で

す。分離採決を。 

◎明神委員長 それでは、次に、第42号教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

議案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手多数であります。よって、第42号議案は賛成多数をもって原案のとお

り可決することに決しました。 

 次に、第43号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

案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第43号議案は全会一致をもって原案のとお

り可決することに決しました。 

 次に、第44号高知県行政手続条例の一部を改正する条例議案を原案のとおり可決するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第44号議案は全会一致をもって原案のとお

り可決することに決しました。 

 次に、第45号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（総務委員会が所管する部分。）を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第45号議案は全会一致をもって原案のとお
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り可決することに決しました。 

 次に、第46号知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案を原案どお

り可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第46号議案は全会一致をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第47号知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案を原案どお

り可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手多数であります。よって、第47号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第48号地方自治法第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を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手多数であります。よって、第48号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第49号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を原案どおり可

決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手多数であります。よって、第49号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第50号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を

原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第50号議案は全会一致をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第51号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を原案どおり可決

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第51号議案は全会一致をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第52号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

する条例議案を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 
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（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手多数であります。よって、第52号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第53号知事、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

案を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手多数であります。よって、第53号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第54号高知県税条例の一部を改正する条例議案を原案どおり可決することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手全員であります。よって、第54号議案は全会一致をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第73号高知県教育委員会委員定数条例の一部を改正する条例議案から第77号高知

県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例議案まで。 

◎塚地委員 第73号、第74号も分離採決で。 

◎明神委員長 はい、もとえ。それでは次に、第73号高知県教育委員会委員定数条例の一

部を改正する条例議案を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手多数であります。よって、第73号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第74号教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例議

案を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手多数であります。よって、第74号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第75号公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条

例議案を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第75号議案は全会一致をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第76号高知県警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正する条例議案を原案

どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 
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◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第76号議案は全会一致をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第77号高知県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例議案を原案どおり可決す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

◎塚地委員 済いません、第77号を継続審議していただけないでしょうか。 

◎明神委員長 第77号議案については、継続審査を求める意見がありますので、まず継続

審査についてお諮りをいたします。 

 第77号議案を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手少数であります。よって、77号議案を継続審査することは否決されま

した。 

 次に、第77号高知県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例議案を原案どおり可決す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手多数であります。よって、第77号議案は賛成多数をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第79号高知県立塩見記念青少年プラザの指定管理者の指定に関する議案を原案ど

おり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 挙手全員であります。よって、第79号議案は全会一致をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 次に、第84号包括外部監査契約の締結に関する議案を原案どおり可決することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎明神委員長 全員挙手であります。よって、第84号議案は全会一致をもって原案どおり

可決することに決しました。 

 それでは、執行部は退席をお願いします。お疲れさまでございました。 

（執行部退席） 

《意見書》 

◎明神委員長 引き続きまして「意見書」を行いたいと思います。よろしいですか。 

 次に、「意見書」を議題といたします。 

 意見書案４件が提出されております。 

 まず、消費税率10％への再引き上げ中止を求める意見書（案）が、日本共産党から提出

されておりますので、お手元に配付してあります。 
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 意見書案の朗読は省略したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 御異議ないものと認めます。 

 それでは、御意見をどうぞ。 

 小休にします。 

 

（ 小   休 ） 

 

◎ ないですか、はい。 

◎明神委員長 それでは、正場に復します。 

 意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

 次に、企業団体献金の禁止と政党助成金の廃止を求める意見書（案）が、日本共産党か

ら提出されておりますので、お手元に配付してあります。 

 意見書案の朗読は省略したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 御異議ないものと認めます。 

 それでは、御意見をどうぞ。 

 小休にいたします。 

 

（ 小   休 ） 

 

◎ 不一致、はい。 

 

◎明神委員長 正場に復します。 

 意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

 次に、郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全うできる株式処分のあ

り方の検討を求める意見書（案）が、日本共産党から提出されておりますので、お手元に

配付してあります。 

 意見書案の朗読は省略したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 御異議ないものと認めます。 

 それでは、御意見をどうぞ。 

 小休にいたします。 
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（ 小   休 ） 

 

◎ 不一致、はい。 

 

◎明神委員長 正場に復します。 

 意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

 次に、年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書

（案）が、県民クラブ、日本共産党、県政会から提出されておりますので、お手元に配付

してあります。 

 意見書案の朗読は省略したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 御異議ないものと認めます。 

 それでは、御意見をどうぞ。 

 小休にいたします。 

 

（ 小   休 ） 

 

◎ 不一致。 

◎ ぜひこれは。検討いただいて。 

 

◎明神委員長 正場に復します。 

 意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 次の委員会は、17日の火曜日10時から委員長報告の取りまとめ等を行いますので、よろ

しくお願いします。 

 本日の委員会はこれで閉会します。               （11時24分閉会） 

 


