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平成 27 年５月 19 日 

 

◎池脇委員長 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） 

本日からの委員会は、「平成 27 年度業務概要について」であります。 

お諮りします。日程については、お手元にお配りしてある日程案によりたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議ないものと認めます。 

《総務部》 

◎池脇委員長 それでは、日程に従い、総務部の業務概要を聴取いたします。業務概要の

説明に先立ち、幹部職員の紹介をお願いします。 

（幹部職員自己紹介） 

◎池脇委員長 それでは、部長から総括説明を受けます。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、御了承を願います。 

（総括説明） 

◎池脇委員長 続いて、各課長の説明を求めます。 

〈秘書課〉 

◎池脇委員長 最初に、秘書課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈政策企画課〉 

◎池脇委員長 次に、政策企画課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 四国知事会とか全国知事会の分担金というのがありますが、なぜ全国知事会

の分担金の額はこんなに大きいのか教えてください。 

◎竹﨑政策企画課長 全国知事会の分担金につきましては、今年度は 810 万 6,000 円とな

っております。基本的には均等割に加えまして、人口割ということで、全国知事会の分担

金は決められておりますが、それぞれ、全国知事会、理事会等の中でこの分担金は決めら

れておるという状況です。 

◎中根委員 とても大きいという印象を受けたんですが、そういうことは余り議論になっ

たことはないんでしょうか。 
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◎竹﨑政策企画課長 全国知事会の分担金につきましては、過去の経緯で申し上げますと、

全国知事会としても若干意識を持っておりまして、基本的に算出した額からトータルとし

て 10％縮減するという取り組みをしておるところです。それが現在のところ、平成 26 年

度はこういった金額になっておるということです。本年度の国勢調査によって、また人口

割が変わってきますので、また、再来年度以降だと思いますが金額が変わってくる。その

際に、恐らくそういった議論が出てくる可能性もあるとは思っております。 

◎上田（周）委員 個別課題への対応で、東西軸エリア活性化プランの説明がありました

が、本年が最終年度ということで、予算や事業の執行は高知市が中心になろうかと思いま

すが、平成 27 年度、特に具体的にこういった取り組みをするということがあれば１点。 

それから、来年度からは、高知市がつくっている中心市街地活性化基本計画へ移行する

という説明がありましたが、新図書館や資料館が新たにできます。それと、永国寺キャン

パスもオープンするということですので、そういったことを含め、移行された後の事業展

開について、構わない範囲でお話しください。 

◎竹﨑政策企画課長 東西軸エリア活性化プランにつきましては、具体的には県と市それ

ぞれ民間団体でやったりということで、46 の事業を現在実施しております。おおむね当初

設定した事業につきましては、ほぼ着実に進行しています。当然その中には、歴史資料館

であったり、そういった県の事業もかなり多くの部分で入っておると認識をしております。

今年度につきましては、そうした事業を着実に進めていくことにあわせまして、プランを

策定した当時において少し検討を要する事項という分類がされておる事業もございます。

例えば、まんがロードの整備であったり、維新ロードの整備、といったものはプランを策

定した時点におきましても実施の可否も含めて検討するという整理をされておりましたの

で、来年度は着実な事業の執行とともに、そういった部分の検討をさらに深めていく。な

お、昨年度のフォローアップ委員会の中で、例えば「防災の視点がないのではないか」、「イ

ンバウンド対策の商店街の取り組みがないんじゃないか」といった委員からの意見もあり

ましたので、そういったものも含めて、今年度は検討させていただいてやっていきたいな

と思っております。 

それと、高知市の中心市街地活性化基本計画への一本化の関係ですが、まず、東西軸エ

リア活性化プランと中心市街地活性化の計画のエリアを見てみますと、高知市の中心市街

地活性化基本計画が東西軸エリア活性化プランを含めております。あわせて、個別の事業

を見ましても、東西軸エリア活性化プランの事業というのは多くの部分で中心市街地の活

性化計画の中へ入っております。その中でも、漫画関係の事業であったり、そういったも

のは、東西軸エリア活性化プランにしか入っておりませんので、これを中心市街地活性化

基本計画のほうに一本化するに当たっては、今の東西軸エリア活性化プランに載っておる

計画をどう中心市街地活性化の計画へ載せていただくかということを、今後、高知市、委
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員、商店街の皆様と協議をしていきたいと考えております。 

◎上田（周）委員 今、高知市のほうもプロジェクトチームを組まれて地方版総合戦略を

策定中ということも聞いていますし、県のほうが全国に先駆けて３月 26 日に戦略を既に策

定しているということで、ぜひ、こういった中心市街地活性化基本計画の活性化プランと

あわせて、当然のことですが、整合性をとって進んでいっていただきたいということを要

請しておきます。 

◎三石委員 東京事務所について、18 人体制でやられるということですよね。首都圏での

情報の収集は非常に大事なことだし、それを発信することも大事なことです。それは十分

わかります。具体的にどういう形で収集、発信をしているのか。本課のほうとも情報交換

をしないといけないと思いますが、どういう形で今までしてこられたのか、また、してい

かれるおつもりか。そこらあたりを機能の強化を含めて、もう少し詳しく説明していただ

けますか。 

◎竹﨑政策企画課長 現在、東京事務所におきましては、定数は 18 名ということになって

おりますが、これ以外に理事、東京事務所の所長が１名、それと高知市からの研修生とい

うことで、実質的には、現場職員 20 名の体制になっております。今年度の組織改正といた

しましては、新しく産業振興課を東京事務所の中に設けました。課長職、課長補佐を設け

て、これから、産業振興計画、特に観光部門、移住の部門といった部門で体制を強化して

いくことになります。実際のいろいろな日々の情報収集、情報発信等につきましては、ま

ず、各省庁とのラインにおきましては、うちのほうも中に入りまして、こういった情報を

とってきていただきたいという話を東京事務所にしておりますし、東京事務所からも逐次、

各省庁等の情報は、現在でも入ってきております。それをうちのほうから各関係課へ流し

ておるということです。あわせて、産業振興部門。例えば観光、移住の促進といった部門

につきましても、当然、東京事務所で独自にいろいろな観光イベントや催しを開催する場

合もありますが、当然、本課と連携をとって、観光の情報発信や移住の情報発信、それぞ

れの各部局において連携をとってやっておると考えております。 

◎三石委員 情報の収集、発信はうまくいっているということなんですか。 

◎竹﨑政策企画課長 私としては、現在、各東京事務所の職員がそれぞれ、各省庁の方や、

民間の方と人間関係を十分築いていると思っておりますので、かなり取り扱い注意の情報

も私どものほうにいただいておると理解をしております。 

◎三石委員 情報を収集する場合に、昼間、役所へ行ってお話を聞くということも非常に

大事であり、それが普通だと思います。だけど、はっきり言って、やはり、それだけでは

信頼関係はできないと思います。じゃあどうするかというと、仕事が終わった後で一緒に

食事をしたりとか、そういうことが非常に大事になってくると思うんですが、それをやり

過ぎるとちょっと問題になって、ちょっとどころじゃなく大分問題になったこともありま
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す。それはいけないことでしょう。しかし、実際に職員たちは正直なところやりやすいん

でしょうか。仕事外のところも非常に大事になってくるんではなかろうかと思うんですけ

ど、いろいろなところで情報をもらうにはね。そこらあたり職員から何か不満というか、

愚痴というか、正直なところそんなことはないですか。 

◎竹﨑政策企画課長 やはり夜のおつき合いといいますか、省庁等々の関係の方々と夜の

機会は大変多いとは聞いております。 

◎三石委員 正直なところ税金ですから、飲み食いに使うということはあってはならない

んですが、交際費というかそこらあたりは一銭もないんですか。 

◎竹﨑政策企画課長 交際費としては、東京事務所としても当然ありますが、レセプショ

ンのお祝い金などの形であり、そういった個人のことに使うことはないです。 

◎三石委員 個人的に税金を使ってはいけませんが、やはり職員が動きやすいようなこと

を、これ以上言いませんが、ぜひ、そういう体制をつくってやっていただきたいと思いま

す。税金で飲み食いすることではないんですよ。情報を得るためには、やはりある程度の

資金も必要だと思うんですよ。そこらあたり配慮できるものがあれば、配慮してやってい

ただきたい、このように思いますね。なかなか１足す１は２では人の心は動かせない部分

もありますので、そのあたりは御配慮を願えたらと思います。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈広報広聴課〉 

◎池脇委員長 次に、広報広聴課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 「さんＳＵＮ高知」については、印刷費のことなどが当委員会でかなり議論

になりました。紙面の構成については、必要な情報を少しでも多くというバランスと、高

齢者の方々には字が小さいのでその辺も改良してほしいということや、配布方法について

は、市町村に委託なのか折り込みなのか、市町村に委託といっても今度は町内会でまた皆

さんが配るので、町内会の加入によって配られるところ、配られないところ、また賃貸マ

ンション等行くところと行かないところの不公平感があるので、ぜひ、改良をできるだけ

してほしいという意見が当委員会で数年前にありました。紙面構成、配布方法等これまで

のいろんな改良点、また、少しでも多くの方に行き届くような今後の配布方法、方針等が

あれば、お聞かせください。 

◎武田広報広聴課長 紙面構成につきましては、毎月一度、デザイン会社と打ち合わせ会

議を行っております。それで、最終構成までいく段階の中で、この情報を盛り込んでいた
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だきたいという各課の御意見もありますし、最終、知事もチェックをされて、こういう情

報を載せて政策広報として出していきたいということになります。簡単に「さんＳＵＮ高

知」の紙面構成を申し上げますと、４ページで構成されております。まず、１ページ目が

表紙となっております。それから、県政の施策を御紹介するのがピックアップ１です。そ

れから、ピックアップ２というのは、大体通常であれば約３分の１ページで、これも県政

の施策を御紹介させていただきます。それから、あとの３分の２で、ことしからでありま

すが、高知家のスターということで、地元で輝いている方とか、産業振興計画に力を入れ

ていらっしゃる方々を紹介させていただく紙面を御用意させていただいています。それか

ら、通常であれば真ん中のページでありますが、ここが特集というページで、見開きで２

ページ、重要施策をメーンに、例えば４月当初であれば、年度当初の予算編成とか、産業

振興計画とか、健康長寿県構想の取り組みとか、そういう重要なものを主に特集として出

しております。それから、最後のページにつきましては、県の情報ひろばということで、

県が行う、例えば募集記事とか、こういう講座がありますとか、そういうのを載せさせて

いただいておりますし、最後は、県立施設の、例えば美術館、歴史民俗資料館、牧野植物

園、そこでこういうものがあります、という広告をさせてもらっております。なお、紙面

につきましては、一応モニター制度を使っておりまして、紙面につきまして一般の方から

モニターで「ここの紙面はよかった」、「どうだったか」というフィードバックをいただい

ておりまして、それをなるべく今後の編集作業に生かすということをさせていただいてお

ります。 

それから、配布状況につきまして、メーンは市町村に配布を委託しています。現在、配

布をお願いしているのが 28 市町村です。それから、市町村に受けてもらえなくて新聞折り

込みをしていただいているところは、６市町村です。これは昨年度まで８市町村でしたが、

ことしの５月から土佐市と須崎市において、市町村配布でお願いできるということになっ

ております。先ほど委員からもありました、配布の全戸に行き渡ってるかどうかという御

指摘もあります。市町村配布で行っている場合については、配布の率が大体 92.2％です。

それから、新聞折り込みについては、やはり若干低く 68％ぐらいになっておりますが、先

ほども申しましたとおり、なるべく市町村配布に移行させていきたいので、今後とも市町

村に働きかけを行ってまいりたいと思っております。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈文書情報課〉 

◎池脇委員長 次に、文書情報課を行います。 

（執行部の説明） 
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◎池脇委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈法務課〉 

◎池脇委員長 次に、法務課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎三石委員 法律相談に関する業務について、相談内容と経費等の実績を教えてください。 

◎次田法務課長 まず、経費について。下元弁護士と行田弁護士につきましては、いわゆ

る随時相談と申しまして、相談があるときに事務所に連絡をして、逐次相談を入れていた

だけることになっておりますので、年間 90 万円になっております。稲田弁護士と金子弁護

士につきましては、月２回定例日を設けまして、稲田弁護士につきましては、毎月第１、

第３水曜日。金子弁護士については毎月第２、第４水曜日になっておりますので、稲田弁

護士と金子弁護士については 50 万円になっております。 

昨年度の相談の実績ですが、全体で 120 件で、下元弁護士が 56 件、行田弁護士が 28 件、

稲田弁護士が 19 件、金子弁護士が 17 件となっております。主な相談の内容は、やはり出

先も含めて、県の業務の中で県民の方々との関係の中、いろんな意味で苦情的な問題であ

ったり、それから、事務処理上のいろんな悩みの中で、特に法律と照らし合わせたときに、

法的にそういう判断が正しいのかどうか、基本的にアドバイスをいただくという形ですの

で、一定結論を持った上で弁護士に相談をして、その方向性で間違いないか確認するとい

う相談が主なものになっております。 

◎三石委員 90 万円、50 万円ということですが、全国的に見た場合、金額的にはどうなん

ですか。 

◎次田法務課長 正直申しまして、全国的に見た場合、相談件数の割には低額という印象

を持っておりまして、法務課としては財政当局に常々お願いもしております。ただ、今の

ところ、県の相談を受けている弁護士ということで、派生的に市町村から相談を受けたり、

いろんな意味で経験も積むことができるという方もおり、弁護士からは、この金額ではと

いうことでお断りされることはありません。 

◎池脇委員長 訴訟等に関する業務ですが、現在 16 件ということで、これは傾向としてふ

えてきているのかどうか。そのあたりの状況を教えてください。 

◎次田法務課長 比較しますと、昨年度は４月１日現在で６件でしたが、ことし 16 件です

のでふえております。理由としては、例えば、雇用対策における基金について、オンブズ

マンのほうから、基金の使い道が震災対策ではないのではないか、という訴訟が提起され

ていたり、議会関係でも政務活動費関係で非常に難しい案件があって長期化していること
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がありますし、昨年度から引き続き行われているものもあります。それ以外にも、既に新

聞報道等で御存じと思いますが、高知高等技術学校における職業訓練の試験に対する不合

格処分であったり、職員の酒気帯び運転に伴う退職金の全額不支給決定の処分であったり、

新たな事案もここ１年間幾つか出てきて、訴訟が提起されるという状況です。長い目で見

ますと、決して、ことしの 16 件が特に多いわけではないのですが、昨年と比べますと倍以

上になっている状況です。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 以上で、質疑を終わります。 

〈行政管理課〉 

◎池脇委員長 次に、行政管理課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 セクシャルハラスメントとパワーハラスメントの問題ですが、それに

関する職員の相談件数と、内部の聞く側の体制について、教えてください 

◎岡村行政管理課長 ハラスメントに関する職員からの相談については、年度によってば

らつきがありますが、大体、毎年度１桁です。それを受ける体制ですが、それぞれの所属

におきましては、課長補佐が、出先機関においては次長、課長補佐相当級の職員が、まず

は相談員として位置づけられております。ただ、同じ所属の中で相談がしにくいというこ

ともあろうかと思いますので、そういった場合を想定して、人事課、行政管理課、職員厚

生課においても相談窓口を設けております。そしてさらに、県庁の中ではなかなか相談が

しにくいという場合もあろうかと思いますので、先ほど御説明を申し上げました外部相談

員においても、ハラスメントの相談を受けていただくようにするなど、幾つかの相談窓口

を設けております。 

◎上田（周）委員 こういう問題点は心の部分が大分ありますので、かなり難しいという

か、個人的なことがあろうかと思いますが、やはり相談があったときに早期の対策という

のが一番大事なことだと思います。相談があったときの具体的なフォローですよね。なか

なか上司に言いにくいということもありますし、そしたら外部の方に相談をするというこ

とですが、行政管理課だけでなく、やはり職員厚生課等と横断的な部分がありますよね。

職員厚生課の職員の健康状況の表を見ると、職員数が減少する割には、県の長期病休者率

（精神及び行動障害）がここ数年若干ですが上昇しています。一定分析をして対応を考え

ていると思いますが、そのあたりをお聞かせください。 

◎岡村行政管理課長 行政管理課で考えておりますハラスメント対策といたしましては、

大きく３つありまして、１つは研修・啓発といった意識面での働きかけです。本年度も既
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に４月に、例えば所属長級を集めた説明会なども開催しておりますが、そうした際にもハ

ラスメントにつきましては特に力を入れて説明をし、また副知事からもその場で訓示をし

ていただいたりといったようなことで、まず研修・啓発で意識面を高めていきたいという

ことです。それからもう１つは、相談窓口を複数設置して相談しやすい体制をつくるとい

うこと。それから３点目は、委員がおっしゃったように、いざ不幸にしてハラスメントが

起きてしまったときに、いかに適切に対応していくかということになろうかと思います。

先ほど申し上げるのが抜かりましたが、例えばセクシャルハラスメントですと、傾向とし

ましては女性が被害者になることが多かろうかと思います。その際に、なかなか男性の上

司や同僚に相談しにくいということで、現在、県内６ブロックに女性の職員に総括女性苦

情相談員ということでお願いをしておりまして、女性が女性に相談しやすい体制をつくり、

そして女性総括苦情相談員の皆さんには早速、年度の初めに、私どもと連携するための意

見交換会を設けまして、もし発生したらこういうふうに対応していこう、という意識あわ

せもしておるところです。 

◎上田（周）委員 職員厚生課の表の長期病休者率の推移を見て気になりました。連携を

とって、１人でも２人でも少なくしていく取り組みをすべきだと思います。 

◎岡村行政管理課長 数字的なところは、私どもも職員厚生課と協議しておりますので、

職員当たりの、いわゆるメンタルヘルスで休んでいる職員の率なども承知しております。

若干、平成 23 年度あたりからは全国を下回るような格好にはなっておりますが、ただ依然

として高どまりをしておりますので、そこは関係課と連携をして適切に対応をしてまいり

たいと考えております。 

◎池脇委員長 県政運営指針の中で、６つの目指すべき姿等の柱が述べられました。その

中で、２の組織づくりのお話がありまして、常に進化し続ける、マンパワーを維持すると

いうことが強調されました。これからの組織は、組織自体が学習する組織の構築が非常に

重要になろうかと思いますので、そうした点も踏まえてさらなる組織づくりに励んでいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎岡村行政管理課長 この県政運営指針の中にも多様な研修を実施することも盛り込みま

して、今おっしゃられたようなことを踏まえまして、そういった組織づくりを努めてまい

りたいと思っております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈人事課〉 

◎池脇委員長 次に、人事課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 東北３県への 16 名の派遣ですが、これの任期及び今後の見通しはどうなって
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いますか。 

◎澤田人事課長 主に東北のほうは、１年あるいは２年ということで、派遣をしていると

ころです。ただ、本人の意向や相手方の受け入れ先の意向なども聞き取りをしながら延長

もできるということにしております。今後の見通しですが、現地のほうからは、各県、市

町村ともにまだまだ復興の途上にあるということで、これからの業務量はまだまだ大きい

ものがあると聞いておりまして、引き続き、職員の派遣についての要請があります。本県

としましては、南海トラフ地震対策のために職員にはなるべく多くそういった気概を持っ

て実地に学んでほしいと思っておりまして、今後とも引き続き、派遣については調整の上、

できるだけの協力をしていきたいと考えております。 

◎中根委員 全国的な動向はどうですか。 

◎澤田人事課長 全国でも全国知事会などが調整をしまして、一定取りまとめて毎年のニ

ーズ調査をもとに要請があります。これまでも要請数は一定数ありまして、極端に下がっ

てきている状況ではありません。一応復興の当面の年限は一区切りついたと言われますが、

まだまだ現地のニーズは、これからの立ち上げというところは非常に多いので、今後も続

くと見込んでおります。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

ここで一旦休憩とします。再開は午後１時とします。 

 

（昼食のため休憩 11 時 51 分～12 時 59 分） 

 

◎池脇委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開します。  

〈職員厚生課〉 

◎池脇委員長 次に、職員厚生課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎中根委員 職員住宅の管理運用の件ですけれども、私も時々、旭町の県の住宅が随分あ

いてるのにどうして入れてくれないのか、という質問を受けまして、その都度お聞きはし

ているんですけれども、やはり県民から見てわかりやすい形で、その空き住宅をどのよう

にしていくのかみたいな、そんな広報をされたことはあるでしょうか。もしなかったら、

こんなふうに県営住宅は運用をしていますという、何かわかるようなものを一度見せる必

要があるんじゃないかと思ったりするんですが、いかがでしょうか。 

◎松本職員厚生課長 今言われてるのは県営住宅ですか。  
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◎中根委員 職員住宅。塚ノ原にあるのは県の職員住宅じゃなかったですか。  

（教員住宅。と言う者あり）  

◎中根委員 教員住宅ですかね、あれ。  

（教員住宅、スーパーの前でしょ。と言う者あり）  

◎中根委員 あれ裏が職員住宅ですか。  

職員住宅は満杯だけれども、教員住宅があいてるのかな。  

（あそこはあいてますね。と言う者あり）  

◎松本職員厚生課長 ことしの４月１日現在の入居率で言いますと、私どもが所管してお

ります職員住宅の中に西塚ノ原というところがありますが、そこの入居率は 100％となっ

ております。  

◎中根委員 教員住宅があいてるんだと思うんです。それで、よくその通りから見えるも

のですから、県民の皆さんから、何でですか、と。たしか教育委員会にお電話をしてお聞

きしたことがあるんですが、やっぱりあいているのにわかりづらいという、そのあたりを

いろんな部局も超えて活用されるような方向だとお聞きしましたが、ぜひ、わかりやすい

ような形でお願いしたいと思います。  

◎松本職員厚生課長 私どものほうで所管しております職員住宅につきましても、あいて

いる職員住宅につきましては、所管を超えて、例えば県警の方に入居していただくとか、

また場所によっては市町村の地域振興事業に活用していただくとか、そういった活用方法

もとっております。  

◎西内副委員長 職員住宅の耐震化というのはどれぐらい進んでいますか。 

◎松本職員厚生課長 耐震化率につきましては 100％となっております。  

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈財政課〉 

◎池脇委員長 次に、財政課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎上田（周）委員 平成 27 年度の一般財源の総額が県税と地方消費税清算金の増というこ

とで 3,098 億円ですか。伸びた中で地方交付税ですよね。今の説明で、減額という予算の

見積もりですが、地方交付税のうち普通交付税は確定するのが７月ですか。多分、この当

初予算は、一定留保していると思うんですが、今の段階で最終的な普通交付税を大体幾ら

に見積もっているのか。 

また、退職手当債について、財源不足の中で圧縮して 30 億円という説明がありました

が、これも３月末まではなかなか見込みがしづらいとは思いますが、毎年、決算上げたら

予算ベースと決算ベースの乖離がありますよね。今の段階で 30 億円を上回るのか、予算ど
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おりぐらいで発行するのか。退職手当債は補填がないので、できる限り借金しないほうが

いいと思うので、そのあたりを含めて説明してください。 

◎菊地財政課長 まず１点目の普通交付税の見込みですが、各部局からの数値を集め、先

日、総務省のほうに回答申し上げたところで、算定が本格化するのはこれからということ

になっておりまして、今のところはこの予算どおりの数値で見込んでおるところです。 

２点目の退職手当債ですが、交付税措置等がありませんので、できるだけ圧縮したほう

がいいというのは委員のおっしゃるとおりですが、今のところの見通しとしては、30 億円

計上したものを 30 億円そのまま借りる予定でおります。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。  

（なし）  

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈税務課〉 

◎池脇委員長 次に、税務課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎上田（周）委員 自主納税の推進ということで、何年か前から自動車税をコンビニで取

り扱ってますよね。周知ができて、納税率が上がったということはありますか。  

◎松岡税務課長 納期内納付率もわずかずつではありますが上昇しております。またコン

ビニでの取扱件数も上昇しておりまして、これは引き続き周知をしていったほうがいいと

考えております。  

◎上田（周）委員 以前、漠然と聞いた話ですが、車を持っている障害者の方が、減免制

度について、県税事務所で行き違いや誤解があったそうですが。 

◎松岡税務課長 減免制度はあります。お一人１台ということになっておりますので、例

えば、軽自動車税のほうを受けられておるのか、自動車税を受けられておるのかとか、そ

ういったこともあって、以前、確かにトラブル等も聞こえましたが、ここ数年、事前の電

話による問い合わせにもきちんと対応するようにいたしましたし、こういった添付資料が

必要ですよ、ということは丁寧に御説明をするようにしておりまして、目立ったトラブル

は最近聞いておりません。ただ、今年度は５月末までその受付期間が始まっておりますの

で、注意してやっていかなければならないと考えております。  

◎上田（周）委員 ぜひ、丁寧な説明をお願いします。  

◎下村委員 徴収率の推移について教えてください。 

◎松岡税務課長 徴収率の推移ですが、県の税目全体の滞納繰越分と現年分の合計で申し

上げますと、平成 21 年から全国平均を上回っております。平成 21 年が 96.22％、平成 22

年が 96.38％、平成 23 年が 96.74％、平成 24 年が 96.92％、平成 25 年が 97.37％です。 
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徐々にではありますが、右肩上がりという状況です。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。  

（なし）  

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈市町村振興課〉 

◎池脇委員長 次に、市町村振興課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎上田（周）委員 初めに、統一地方選挙の業務お疲れさまでした。秋には知事選挙もあ

りますので、また頑張っていただきたいと思います。  

ふるさと融資事業という制度があったと思いますが、最近、民間の方が活用された事例

があるかどうか、教えてください。  

◎成田市町村振興課長 ふるさと融資の制度は今もあります。それで、近年は県の案件は

ありませんが、市町村案件の融資事例はあります。直近の例から申し上げますと、例えば

平成 25 年度には芸西村で介護惣菜の製造工場の整備に関しまして融資を行っております。

それから平成 24 年には四万十町で、養鰻施設の建設事業に対しまして融資を行わせていた

だいております。もう一つ申し上げますと、平成 23 年度に土佐町では民間企業の新工場の

建設事業に対しての融資、それから中土佐町では養護老人ホームの増築工事に関しての融

資、そういったものが近年の実績です。県では、平成 20 年だったと思いますが、ですかの

導入の際に融資を行わせていただいているのが最後になっております。  

◎上田（周）委員 今、その地方創生で市町村は戦略をつくってますよね。昭和 63 年から

平成元年の１億円事業で、この事業生まれてますので、斬新というか、すごい事業だと思

っています。今お聞きしたら直近で、四万十町や芸西村もすごい事業やっておられますの

で、過去のスクラップアンドビルドの中でもよいやつは残していくとか、計画へ組み込ん

でいくとか、そういうことをやったらどうかと思います。  

もう一点、市町村振興課の市町村の決算統計についてですが、以前は資料作成に一月ぐ

らい市町村職員が労力を使ってましたが、最近はコンピューターですから、全然問題なく

業務がいってますか。 

◎成田市町村振興課長 20 年以上前は手作業で非常に大変でしたが、今、上田委員がおっ

しゃられたように電算化が進んでおりまして、かなり作業的には楽になっておりますが、

もとは人間の仕分けの上でやることですので、基本的な作業は同じものをしながらも、電

算で作業効率が上がっている状況だと考えております。  

それと、「ふるさと融資」の件ですが、地方創生の関係で、仕事づくり・雇用の場の創

出というのが一つの大きな目的になっておりまして、当然、官だけではなく民も力を一緒
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に合わせてやっていただかないといけないので、例えば、「ローカル 10,000 プロジェクト」

ということがあったと思いますが、各地域でいろんな地域に根差した産業を興していこう

ということがあります。それを受けまして、市町村案件につきましては、今年度からかな

り条件が緩和をされておりまして、前年度までは、基本的には５人以上の雇用増が生まれ

なければ融資の対象にならなかったのが、今年度から１人以上に要件緩和されております。

したがいまして、おっしゃられたように、市町村が総合戦略等を、あるいは民間の事業者

と協議をする際にも、一つの大きな支援策になる可能性があるということで、市町村の皆

様あるいは県の地域本部の職員には「ふるさと融資」の制度につきましては、今年度に入

りましても、改めて要件緩和の部分も含めて御説明をさせていただいておるところです。  

◎上田（周）委員 県の産業振興計画の中でも、特に民間にやる気があって、高知県の製

造出荷額を上げるぞ、という意気込みの中で、やはり市町村を通じての周知にもっと頑張

って取り組んでいただきたいと要請しておきます。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。  

（なし）  

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈統計課〉 

◎池脇委員長 次に、統計課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎上田（周）委員 平成 27 年度が規模の大きな統計の当たり年ということで、特に今説明

がありました国勢調査とかいろいろありますよね。国勢調査の場合、オンライン調査とい

うお話もありましたが、基本は調査員ですよね。例えば、高知市は登録制で結構確保して

いるというお話も聞いてますが、一方で、他の市町村では高齢化、調査が重なっているこ

と、個人情報も厳しくなっていることなどもあり、厳しい状況にあるとは思います。私も

農林業センサスの調査に遭遇したことがありますが、５回も６回も対象の家を訪問して聞

き取りをするなど、大変なエネルギーを必要とするようです。そこで、県の助言も含めて、

調査員の確保は大丈夫なんでしょうか。 

◎隅田統計課長 国勢調査は、指導員を約 700 名、調査員を約 4,600 名動員しなくてはい

けません。県は、ほとんど力を貸すことができなくて、市町村にそういった募集をしてい

ただくということが実情で、現在、各市町村に指導員何名、調査員何名ということで通知

をしておりまして、今後微調整をしながら、指導員につきましては６月の終わり、調査員

につきましては７月の初旬ぐらいまでに集めていただかないといけません。実は、この調

査員が半分集まるということが 50％ぐらい成功したというぐらい大変心を痛めていると

いう状況です。委員がおっしゃられましたとおり、農林業センサスについても約 1,900 名
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の調査員を集めていただき、また特殊な調査ということで、大変御苦労もかけております。

国勢調査につきましては、本当に人数面で大変厳しい状況であると、統計課として認識し

ております。 

◎上田（周）委員 頑張っていただきたいと思いますが、国勢調査は外国人の方も含めて、

10 月１日現在で住まわれている方が対象ですよね。当然正確にしなければならないと思い

ます。高知県にとっても１人の人数で、交付税も 10 万円とか 12 万円カウントされますの

で、その辺はなかなか大変ですけど、より正確にできるかは調査員にかかってますよね。

私も何年か前、調査員をやったことがあります。やはり聞き取りですから、一人だったら

危険も結構伴います。特に女性の場合はね。大変だと思いますが、会があるときに、そう

いうことも構わない範囲で協議していただきたい。向こう５年いろいろ議員定数とかにか

かってきますきよね。もちろん認識されてやってると思いますが、ぜひよろしくお願いい

たします。 

◎隅田統計課長 大変重要な数字になることは間違いなく、各市町村の首長の方でも、交

付税についての認識が若干高いところもあれば、そうでないところもあります。ただ、世

帯の調査につきましては、オートロックマンションがこの５年間ですごくふえておりまし

て、そういったところに対しては、県も管理会社にお願いをするなど、できるだけ調査員

の負担を減らしたいという形で作業しております。調査の精度の向上につきましては、ま

た審査の段階とか、いろんな手法を用いて、一定上げていきたいと考えております。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。  

（なし）  

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈管財課〉 

◎池脇委員長 次に、管財課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎三石委員 西庁舎の駐輪場の以前の状況を知ってますか。どういう状況だったか。  

◎沢田管財課長 私も西庁舎で勤務したことがありますので、どのぐらい以前かというこ

ともありますが、東側道路に面した側に自転車がかなりありました。現在、それは撤去さ

れております。ただ、南側につきましても、ちょっと現在乱雑な状況が見受けられるとい

うふうに承知しております。  

◎三石委員 ちょうど今から四、五年ほど前までは言われたように、西庁舎の道に面した

面には、もう自転車がいっぱいで、玄関口に入れないような状況が長い間続いていたんで

すね。そういうことではいかんということで、管財課にもお願いをして、やっと整理整頓

ができて、スペースができました。そして、県教育委員会が中心になって、高知農業高校
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から季節折々の花を持ってきて、あそこに置いてますよね。以前に比べたら非常に環境が

よくなったわけですが、今言われたように、まだはみ出て置いていたり、休日にもかかわ

らず、残業で自転車で来られてる方は別として、たくさん自転車があるんですね。通るた

びに、私は気になって見てるんですよ。何カ月も置きっ放しの自転車がたくさんあるんで

すよ。そんなことが続くものですから、かちっと調査をして、もう持ち主がいないような

自転車は処分するなり何なりしないと非常によくないと、県教育委員会にお願いしました。

これは学校と直結するようなところですからね。学校でもそうでしょう。整理整頓しなさ

い、と生徒児童に指導しますよね。かちっとやらないかんということでお願いもしてるん

ですが、なかなか言うこと聞いてくれないですね、最近。県教育委員会へ聞いてみてくだ

さい。一度、本当に乗ってきて置いてるのか、そのままずっと長いこと置きっ放しなのか。

札でもつけて、１週間なり２週間なりたってもとりに来ない、該当者がいない場合は撤去

します、という形で、ぜひ、整理整頓するように、早速きょうからでも、ちょっと早目に

終わりますから、かっちりやっていただきたいと、これはもう強い要望です。いかがです

か。 

◎沢田管財課長 放置自転車対策につきましては、西庁舎、本庁舎も非常に苦慮をしてお

ります。昨年度までは年に１回、放置自転車対策をして、先ほど委員おっしゃられました

札をつけて一定期間後に廃棄するという対応をとっておりましたが、本年度からは年に２

回やりたいと考えておりまして、せんだって一度札をつけておりますので、すぐに廃棄す

るというのもなかなか所有権の問題があって難しいところもありますが、一定期間放置さ

れている自転車については廃棄をして、駐車場の整理に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

◎三石委員 それなら結構ですけど、盗難という場合もあるんですよね。自転車を盗んで、

駅へ乗り捨ててそのままというようなことで。警察のほうも時々行って、調査をしてます

けど、何らかの対応をしてもらわないと非常によくないですね。強く要請をしておきます。  

◎池脇委員長 西庁舎の自転車置き場ですが、自転車を利用している職員の数と自転車を

置けるスペースについて掌握されてますか。  

◎沢田管財課長 正確な数については把握をしておりませんが、利用状況を見ますと、西

庁舎につきましては、北側に自転車置き場もあります。そこは若干まだ余裕があるような

状況であると見受けられておりますので、見合う駐輪スペースはあるんじゃないかと考え

ております。  

◎池脇委員長 来客の利用できるスペースはありますか。  

◎沢田管財課長 一部来客用スペースは用意をしております。  

◎池脇委員長 そうしたあたり、もう少し使い勝手がいい形で、わかりやすい表示等を示

して、対応をして改善をしていただきたいと要請しておきます。  
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以上で、質疑を終わります。 

以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。明日は午後 10 時から教育委員

会の業務概要の聴取を行います。  

これで本日の委員会を閉会いたします。  

（14 時 32 分閉会） 


