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平成 27 年７月６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、「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。 

なお、委員長報告の取りまとめについては、７月８日の委員会で協議していただきたい

と思います。 

お諮りいたします。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） 

◎池脇委員長 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いたします。 

《総務部》 

◎池脇委員長 それでは、総務部について行います。 

最初に、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。 

◎梶総務部長 総括説明に先立ちまして、まず、統計調査員による不正事案につきまして

御報告を申し上げます。小売物価統計調査に従事していた統計調査員が、架空の価格を報

告し、また、調査員の資格のないものに調査させるという不正な調査事務を行っていた事

案が判明をいたしました。この調査員につきましては、先月の６月４日付で解任をいたし

ました。このような統計調査員の不正により、統計調査に対する信頼を損なうことになっ

たことにつきまして、議会、県民の皆様に対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。今回の事案を受けまして、今後このような不正が繰り返されるような

ことのないよう、法令の遵守、適切な調査事務等について改めて徹底し、県民の皆様から

の統計調査に対する信頼を回復するよう努めてまいります。本件については後ほど御報告

をいたします。 

それでは、私から総括して説明をさせていただきます。まず、今回の補正予算の概要に

つきまして、御説明をいたします。お手元の資料のうち、総務部という青いインデックス

のついた資料で、表紙が総務委員会資料、議案補足説明資料という資料をごらんいただき

たいと思います。平成 27 年度６月補正予算編成の概要という資料をごらんいただけますで

しょうか。まず、下の歳出の表のうち、補正額Ｂの欄をごらんいただきたいと思います。

総額で２億 9,642 万 4,000 円の増額補正となっております。今回の補正では、地震火災対

策の充実や林業の担い手確保対策、また、あったかふれあいセンターの機能強化など、当

初予算編成後の新たな行政事業に速やかに対処するために必要とする経費を計上させてい
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ただいております。このうち、（１）経常的経費が１億 6,100 万円余り、（２）投資的経費

は１億 3,400 万円余りで、投資的経費のうち補助事業費が 7,000 万円余り、単独事業費が

6,300 万円余りとなっております。上の表の歳入の補正につきましては、中段の（２）特

定財源が、２億 3,800 万円余りで、内訳としましては、国庫支出金が１億 8,200 万円余り、

県債が 1,900 万円、その他が 3,700 万円余りで、その他につきましては、グリーンニュー

ディール基金などの基金からの繰入金となっております。上段の（１）一般財源ですが、

補正額から特定財源を除く 5,800 万円余りにつきまして、財政調整基金の取り崩しで対応

することとしたものです。 

次に、総務部関連の条例その他議案です。③高知県議会定例会議案（条例その他）とい

う資料をお願いいたします。目録をごらんいただけますでしょうか。総務部からは、第３

号から第９号までの合計７件の条例議案を提出させていただいております。なお、議案の

詳細につきましては、後ほど各担当課長から説明をさせますので、よろしくお願いいたし

ます。 

次に、報告事項です。表紙が総務委員会資料、報告事項となっておる資料をごらんくだ

さい。今回、御報告いたしますのは、政策企画課から東西軸エリア活性化プランのフォロ

ーアップ等について、統計課から小売物価統計調査の調査員による不正事案について及び

土木部建築課を初めとする関係課から、県庁本庁舎等に使用された免震材料の大臣認定不

適合についてです。詳細については後ほど各担当課長から御説明をさせていただきます。 

最後に、主な審議会等の状況といたしまして、総務部に関する本年４月から６月までの

開催状況です。先ほどごらんいただきました報告事項の資料のうち、審議会等というイン

デックスが張ってある資料をごらんいただけますでしょうか。はりまや橋周辺から高知城

までの東西軸エリア活性化プランフォローアップ委員会につきましては、後ほど担当課長

から御説明させていただきます。 

次に、高知県公益認定等審議会です。今期につきましては、４月 24 日及び５月 25 日に

開催いたしまして、公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団な

どの３法人の変更申請についての答申等が決定されております。 

最後に、高知県職員倫理審査会です。こちらは職員倫理規則に基づきまして、管理職員

が事業者等から受けました１件 5,000 円を超える贈与等につきまして、職員倫理審査会の

意見を聞くものです。今回、平成 26 年度分につきまして、６月５日に審査会を実施いたし

ましたが、委員の方からは特に問題とする意見はありませんでした。関係資料といたしま

して、贈与等の件数等を次ページ以降に添付しておりますので、御参照ください。 

私からは以上です。 

◎池脇委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈市町村振興課〉 
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◎池脇委員長 まず、市町村振興課の説明を求めます。 

◎成田市町村振興課長 高知県個人情報保護条例及び高知県住民基本台帳法施行条例の一

部を改正する条例議案につきまして、御説明をさせていただきます。議案補足説明資料の

市町村振興課の資料を用いまして御説明いたします。この資料の１ページ、高知県個人情

報保護条例及び高知県住民基本台帳法施行条例の一部改正について、をごらんください。 

まず、この条例の改正の目的といたしましては、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、いわゆる番号法ですが、番号法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律、以下、整備法と呼ばさせていただきます、によります住民基本

台帳法、以下、住基法と呼ばさせていただきますが、の一部改正に伴いまして、引用規定

の整理等を行うものです。このたびの条例改正は、番号法の制定に伴いまして、住基法が

改正をされましたことから、住基法に基づいて、本人確認情報の保護に関する審議会の組

織及び運営などを定めました高知県個人情報保護条例及び住基法に基づいて、本人確認情

報を利用することができる事務などを定めました高知県住民基本台帳法施行条例につきま

して、引用規定等の改正を行うものとなっております。 

条例改正の内容の説明の前に、マイナンバー制度の概要につきまして、御説明をさせて

いただきます。資料の２ページをお開きください。マイナンバー制度の導入趣旨と書かれ

てある資料です。マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報

であるということの確認を行うための基盤で、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、

国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として整備をされ

るものです。この社会基盤の整備をもちまして、社会保障・税・災害対策の各分野におい

て導入されることになっております。効果といたしましては、複数の行政機関などに存在

する個人の情報をマイナンバーを利用して情報を連携させることで、社会保障や税の分野

における給付と負担の公正化、災害時の支援への活用、各種行政事務の効率化、添付書類

の省略による国民の利便性の向上といった効果が見込まれておるところです。これにより

まして、より公平・公正な社会、社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会などを実

現していくものとなっております。 

続きまして、マイナンバーの利用範囲について御説明をいたします。資料３ページをご

らんください。マイナンバーの利用範囲につきましては、ここに記載されておりますよう

に、年金、労働、福祉・医療などの社会保障分野、それから税分野、災害対策分野の中で、

番号法で定める事務に限定をされております。また、そのほか、社会保障、地方税、防災

に関する事務やこれらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務にマイナ

ンバーを利用することができることになっております。 

次に、マイナンバー制度の導入スケジュールについて御説明をいたします。資料の４ペ

ージをお願いいたします。まず、本年 10 月５日からマイナンバーが各住民の皆様に通知を
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されることになります。また、平成 28 年１月１日からは、希望する皆様方に個人番号カー

ドの交付が始まりまして、また、各種申請書へのマイナンバーの記入など、マイナンバー

の利用が開始されることになっております。 

次に、平成 29 年１月からは、国の機関の間で情報提供ネットワークシステムを利用し

た情報連携が開始され、７月からは地方公共団体等との情報連携が開始をされることとな

っております。 

次に、マイナンバー制度の安全管理措置につきまして御説明をいたします。資料の５ペ

ージをお願いいたします。マイナンバー制度では、個人情報保護の観点から、制度面、シ

ステム面から各種の安全管理措置が講じられております。まず、制度面の措置につきまし

ては、５つ挙げておりますが、１つ目としまして、成り済ましなどを防止するため、マイ

ナンバーを用いた各種申請手続などの際には、写真つき身分証明書などによりまして、厳

格な本人確認を行うことが義務づけられております。２つ目といたしまして、マイナンバ

ーの利用範囲を法律で明確に規定をすることによりまして、その他のマイナンバーを含む

個人情報の収集や保管などを禁止しております。このほか、３つ目では、第三者委員会に

よる監視・監督、４つ目では罰則の強化、５つ目では行政機関による自身の情報のやりと

りの履歴を確認できるマイナポータルというシステムを構築し、自身の特定個人情報を「い

つ」「だれが」「なぜ」情報を提供したのかを確認することができるという安全管理措置が

設けられております。 

次に、システム面における安全管理措置について御説明いたします。１つ目といたしま

しては、個人情報は一元的に管理をせず、これまでと同様に行政機関ごとに分散して管理

をすることによりまして、芋づる式に情報が漏えいすることができないような措置を講じ

ております。２つ目といたしましては、行政機関が情報をやりとりする際には、マイナン

バーを直接用いず、暗号化した連携符号というものを利用して、情報をやりとりする仕組

みとなっております。このほか、３つ目としまして、システムへのアクセス制御により、

マイナンバーを利用するシステムへのアクセスできる人を制限し、アクセス記録を管理す

るといったことや、４つ目として、通信の暗号化といったシステム面の安全管理措置が講

じられております。 

先ほど、システム面の安全管理措置としまして、情報連携の際にマイナンバーを直接用

いず、暗号化をした連携符号を利用するとお話しをしましたが、符号を利用した情報連携

のイメージにつきまして、６ページの資料をごらんをいただきまして、少し補足をさせて

いただきたいと思います。まず、提供側と書かれているところの作業としまして、地方公

共団体間の情報連携が始まる平成 29 年７月までに、中間サーバに個人情報の副本を登録を

するということになります。その際の流れとしましては、各マイナンバーの事務における

業務システムで保有する個人情報と個人番号をひもつけをしまして、その情報を個人番号
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をもとに宛名システムで統合し、個人ごとに団体内宛名番号というものを付番をいたしま

す。その上で、あらかじめ中間サーバーで団体内宛名番号と団体ごとに異なる符号とをひ

もつけをして、個人情報を登録いたします。その上で、この際、中間サーバには符号と団

体内宛名番号と個人情報が登録をされまして、個人番号は登録をされないということにな

ります。 

次に、照会側の作業としまして、照会側の担当職員が業務システムを使用して、個人番

号と照会したい情報により照会をしますと、宛名システムで団体内宛名番号が付番をされ、

さらに中間サーバで照会側の符号と団体内宛名番号がひもつけられるということになりま

す。照会側の中間サーバにつきましては、提供側と同様に個人番号は登録をされないとい

うことになります。そこから照会側の符号と照会情報によりまして、資料左側の情報提供

ネットワークシステムを通じて、提供側の中間サーバに照会をすることになりますが、こ

の際、情報提供ネットワークシステムでは、照会側の符号と提供側の符号をひもつけをし

た上で、提供側の中間サーバーに登録されております個人情報を照会側に提供するといっ

た仕組みになっております。このように、情報連携には個人番号を用いないことによりま

して、仮に情報提供ネットワークから符号と個人情報が流出をしたとしましても、それが

誰のものであるのかということが特定できない仕組みとなっております。 

以上が、簡単ではありますが、マイナンバー制度の概要等です。 

続きまして、マイナンバー制度の導入に伴って住基法の改正が行われておりますので、

住基法の改正の概要説明をさせていただきます。資料は、１ページにお戻りください。住

基法の改正概要という欄をごらんください。ここは住民基本台帳法の改正概要の御説明に

なりますが、このたびの条例改正に係る部分の住基法の改正につきましては、平成 27 年

10 月５日施行分と平成 28 年１月１日施行分の２つがあります。 

まず、本年 10 月５日施行分の改正内容につきましては、１つ目が、住民票への記載事

項として「マイナンバー」を追加するということです。２つ目は、これまで都道府県知事

が行うとされておりました本人確認情報等の取り扱いに係る事務が、地方公共団体情報シ

ステム機構へ移管をされることに伴う関係規定の整備です。主な内容としましては、これ

まで都道府県知事が行うこととされておりました事務、例えば住民票コードの指定、通知、

提供、それから、住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード、個人番号といった本人確

認情報の保存、利用、提供などの事務をマイナンバー制度の導入により、地方公共団体情

報システム機構に移管するということにされたものです。また、機構への事務の移管に伴

いまして、都道府県知事の事務を受任しておりました指定情報処理機関に関する規定が削

除されることになっております。なお、地方公共団体情報システム機構につきましては、

地方公共団体情報システム機構法に基づき、平成 26 年４月１日に地方公共団体が共同して

運営する組織として、住基法、番号法等の規定による事務を地方公共団体にかわって行い、
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地方公共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的として設立

された法人です。機構の主な事務といたしましては、先ほど申しましたように、住基法に

規定される住民票コードの指定ですとか、通知、提供、本人確認情報の保存、利用、提供

等の事務や番号法に規定される個人番号の生成、通知といった事務を行うこととなってお

ります。 

次に、平成 28 年１月１日施行分の改正についてですが、平成 28 年１月１日からのマイ

ナンバーの利用開始に伴いまして、住基法に規定される本人確認情報につきましても、マ

イナンバーを利用することとしております。これに伴いまして、これまで本人確認情報と

して取り扱ってきておりました住民票コードを本人確認情報から除外をするというもので

す。なお、本人確認情報からの住民票コードの除外につきましては、経過措置が設けられ

ておりまして、平成 28 年１月１日以降につきましても、当分の間本人確認情報として利用

することができるようになっております。 

以上が、住基法の主な改正概要です。 

続きまして、高知県個人情報保護条例及び高知県住民基本台帳法施行条例の改正概要に

ついて御説明をいたします。高知県個人情報保護条例の改正概要をごらんください。改正

概要といたしましては、住基法の改正に伴いまして、住基法を引用している箇所について、

条ずれや文言の整理を行う必要がございますので、それに対応するための改正となってお

ります。 

続きまして、高知県住民基本台帳法施行条例の改正概要です。高知県住民基本台帳法施

行条例の改正概要をごらんください。平成 27 年 10 月５日施行分としましては、住基法の

改正に伴う引用規定の整理と、指定情報処理機関に関する規定の削除となっております。

まず、住基法の改正に伴う引用規定の整理についてですが、住基法の改正に伴いまして、

住民基本台帳法施行条例で、住基法を引用している箇所につきまして、条ずれや文言の整

理を行う必要が生じておりますので、それに対応する改正となっております。 

次に、指定情報処理機関に関する規定の削除です。先ほど御説明をいたしましたように、

都道府県知事が行うとされておりました本人確認情報等の取り扱いに関する事務が、地方

公共団体情報システム機構へ移管されることに伴いまして、都道府県知事の事務を受任し

ておりました指定情報処理機関に関する規定が住基法から削除されることになることから、

住民基本台帳法施行条例からも同様に規定を削除するものです。 

続きまして、平成 28 年１月１日施行分ですが、こちらにつきましても、住基法の改正

に伴いまして、住民基本台帳法施行条例で、住基法を引用している箇所につきまして、条

ずれや文言の整理を行う改正となっております。なお、説明資料には記載をしておりませ

んが、改正条例案には、第４条及び附則第２項の規定があります。こちらの規定につきま

しては、住基法の改正において、本人確認情報からの住民票コードの除外に関して、当分
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の間除外しないこととするという経過措置が設けられておりますので、住基法の経過措置

に準じて経過措置を設けるものです。 

以上が、条例改正の概要の説明となります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 このマイナンバー制度というのは大変危険な制度だと思います。特に高知県

などでは、高齢化も進む中で一元化を分散させるという説明がありましたが、それでもマ

イナンバーそのものが、誰が必要としているのかという点で、住民側から、こういうとこ

ろが必要です、ということでできた制度ではありませんから。そういう意味では使い勝手

を熟知するまでがまず大変です。それから、アメリカなどでも今施行されていますが、随

分事故が多くて、トラブルが多発しているという、先行している国での報告もあります。

それから、イギリスでは一旦導入をしたけれども撤回をしたということもあったりして、

日本版がどうなのかという問題はまたあります。高知県がこれを施行したときに本当にみ

んな混乱するんじゃないか。それから、逆に住民にとって使い勝手の悪いものになるので

はないか、そういう気がしてならないんですが、その点は余り心配はないんでしょうか。 

◎成田市町村振興課長 特に、セキュリティーの問題などに関して不安があるということ

が報道されていることは、十分我々も承知をしております。セキュリティーにつきまして

は、分散管理をするということで説明をさせていただきました。年金機構で攻撃型のメー

ルの被害を受けたことがありましたので、マイナンバーを含む特定個人情報が漏れる心配

がないのかと言えば、それは必ずしも全くありませんとは言える状況ではないと思ってお

ります。ただ、ネットには当然セキュリティーソフトを導入したり、ファイアーウォール

がシステム上導入されたりといった対策が講じられておるところです。仮にそういった中

で情報が漏えいをしたとしても、厳格な本人確認が行われるといったことが、例えばアメ

リカなどと比べると大いに違うところではないかと考えております。マイナンバーだけで

手続が進んでいたとされるアメリカと違って、マイナンバーを示すだけではなく、顔写真

などがついた本人確認ができる情報とあわせて、申請手続の際にはきちっと本人確認をす

ることで、成り済ましであるといったことができない仕組みになっておると認識をしてお

ります。新しい番号の通知などがこれから始まるわけですし、高齢の皆様方が多いという

ことで、十分に御理解をいただくような周知・広報はもちろんしていかなければならない

と思います。これは４月 20 日の知事会などでも、国に対して、しっかりと住民の皆様方に

周知・広報するように要請もしておりまして、国もこの７月、９月、10 月、12 月という期

間を集中広報期間と定めて集中的に広報をしていくことをお聞きもしておりますので、

我々も県の可能なメディアを利用させていただきしっかりと周知をすることで、混乱が起

きないように努めていきたいと考えております。 

◎中根委員 情報が漏れることがあってはならないと思うし、分散させたり、暗号にした
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りという努力はするということなんですが、例えば認知症の方たちが多い中で、その人た

ちを成年後見人制度でやるとか、親族の方たちがいろんな手だてをとる中で、利用をする

ときに本当に戸惑いなどがあるのではないかと思います。また、企業の方たちもナンバー

を給与なんかのときにも全部使うわけですよね。そういう提供をする部署にも企業の数だ

けかかわる方がいるわけで、そういうところへの漏れのないような情報管理のあり方とい

うのはどんなふうにこの制度の中でやってるんですか。 

◎成田市町村振興課長 まず、事業者の方々ですが、委員のお話にありましたように、給

与、雇用保険、年金等の事務に従来から扱っていた個人情報にマイナンバーが付加される

ことになります。当然、マイナンバーが付加されるから、さらにこの際きちっとした安全

管理体制をとってください、ということで、政府のほうからも、責任者を決めたり、職員

の研修をしたり、それから、個人情報を守る手段として、システムを使って個人情報を管

理している場合であれば、ウイルスソフトなんかをきちんと最新のものにしてください、

といった周知がされておるところです。それから、紙ベースで個人のマイナンバーが書か

れたものも当然出てくるわけですので、そういったものはきちんと施錠ができるところへ

保管をしてください、といったことで国民向けと同じように周知徹底をしています。政府

が発表しておりますのは、１月の段階の数字ですが、マイナンバーを聞いたことがない住

民の方が３割で、それから、マイナンバーの準備を始めている事業者は１割ということで

した。そういうことも踏まえてしっかり広報をして取り組んでいただいておるところです

ので、事業者の皆様方については、我々も、県内の関係業界団体の方々を通じていつでも

説明させていただく用意があります、ということを説明させていただいて、既に１回やら

せていただいていますが、手が尽くせるところは手を尽くしていきたいと考えております。 

◎中根委員 事業者にとっても大変な負担になっていると思いますが、今審議中の国会で、

さらに利用の範囲を広げていくことも議論されていますよね。ですから、まだ施行前に次

から次へと範囲も広げていくというのはちょっと異例ではないかと思いますが、その点、

県としてはどのような対応策をとり、議論しているのか教えてください。 

◎成田市町村振興課長 現在、審議されている内容としましては、御承知のとおり、預貯

金口座へマイナンバーを付番する、特定健診の情報、予防接種の履歴といったものにマイ

ナンバーの利用を広げていくということで、法案が提出されて審議されていることは承知

しております。まずはしっかりとこの制度を入れていくことをやっていかないといけない

と思いますが、国会での議論など見ていきながら、やはり一人一人の個人情報がしっかり

守られるよう、県としてできることがあればしっかりやっていきたいと考えております。 

◎中根委員 私自身は本当に危惧していまして、こんな制度を本当に導入していいのかと

いう思いを持っていることもお伝えしておきたいと思います。 

◎上田（周）委員 スケジュールを見ると、２年後に地方公共団体等との連携開始となっ
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ていますが、現時点で、市町村の受け入れ態勢というか、現場の状況はどうなっています

か。 

◎成田市町村振興課長 先ほどの説明資料４ページのスケジュールをごらんいただきたい

と思います。システム構築のところに、既存住基システムの改修とありますが、県内各市

町村において、整備が必要な改修は完了しております。それから、税務・社会保障関係・

団体内統合宛名システム等改修については、今、各市町村で順次必要なシステム改修をし

ておる状況です。我々が把握している限りでは、おくれている状況ではないと認識してお

ります。 

◎上田（周）委員 各市町村の職員が、一番住民に近いところで行政事務をとりますよね。

現在、住民票、税、福祉等についてもシステムが確立されている中で、さらに一元化とい

うことで、かかわる職員の研修等が大事になってくると思いますが、そのあたりは今後ど

んな感じで進めていきますか。 

◎成田市町村振興課長 個人情報の取り扱いに関する意識という面につきましては、個人

番号が付加をされることによって、より重要度が重くなるという問題もあろうかと思いま

すが、従来から個人情報を扱っておりますので、そこは何ら変わるものではありません。

なお、この際、例えば先日、年金機構の攻撃型のメールによる情報漏えい事案がありまし

たので、そういったことへの対応をきちんとしてください、といった通知も国からもいた

だいておりますし、我々も市町村の皆さんと会を頻繁に持っておりますので、必要があれ

ば、対応を考えていきたいと思っております。基本的には、従来から個人情報保護に関し

ての研修はしていただいてると思っております。 

◎上田（周）委員 県民の皆さんも、こういったメリットがあるという説明の内容はわか

っていると思いますが、やはり個人情報の漏えいや、適用範囲が広がっていくことについ

て、今後十分に説明していっていただきたいと思います。 

◎下村委員 システムの運用の部分で、特に、先ほど御説明のあった企業側からの情報漏

えいについて、やはり心配が残ると感じるんですが、そこら辺について国なり県なりが、

本当にこれで大丈夫と自信を持って言えるところまでいっているのかどうか、もう一度説

明してもらえますか。 

◎成田市町村振興課長 まず情報提供ネットワークシステムが使えるのは、国と地方と年

金機構などに限定されておりまして、民間一つ一つの事業所がこのネットワークシステム

につながるということではありませんので、民間企業を通じていろんな情報が出ていくこ

とはないとは思っています。ただ、先ほどもありましたように、民間事業者の方々が給与、

雇用保険、年金などの分野でマイナンバーを扱うことになりますので、やはり同様に事業

者の皆様方へのきちっとした周知は国もしておりますし、我々もできる限りしていくつも

りでおります。 



- 10 - 

◎下村委員 やはり、基本的にはマイナンバーとのひもづけがされないということで、企

業側が紙ベースで持っていることもありますので、そこら辺の管理はやっぱり十分にでき

るだけ検討されて、そういうところからの漏えいがないような対策を今後もぜひお願いし

たいと思います。 

◎池脇委員長 ６ページの中で、中間サーバという中継基地があるわけですが、ここの所

管、運用はどこがされるんですか。 

◎成田市町村振興課長 これは、全国に２カ所設置をされるということで、その中に高知

県の部分という割りつけがされるということで、高いセキュリティー対策の中で運用され

ることになりますが、県の所管は情報政策課になります。 

◎池脇委員長 この情報システム機構は、このイメージの図ではどういう範疇に入ってい

るんですか。 

◎成田市町村振興課長 情報システム機構は、この情報ネットワークの運用をしています。

左側の情報提供ネットワークシステムの運用をしていることになります。 

◎中根委員 それは全国で１カ所ということですか。 

◎成田市町村振興課長 １カ所と言っていいのかどうかわかりませんが、ネットワークシ

ステムの本体のサーバは１カ所です。 

◎中根委員 先ほど、中間サーバについて、何かが２カ所と言われましたが、もう一度説

明してください。 

◎成田市町村振興課長 中間サーバの物自体が全国に２カ所設置をされておりまして、全

国２カ所の中間サーバの中で仕切りがついていて、高知県の分はここという運用の仕方に

なっておりまして、その２カ所という意味です。 

◎池脇委員長 全国２カ所の場所はどういうところに設置をされ、誰が管理をしているん

ですか。 

◎成田市町村振興課長 管理は地方公共団体、情報システム機構が行っておりますが、場

所については、セキュリティー上の問題があり、情報システム機構も公表をしておりませ

んので、我々もわからないということです。 

◎池脇委員長 民間の情報管理機構に委託をしているということではないんですか。 

◎成田市町村振興課長 それはありません。 

◎池脇委員長 これらは全て、国・県等、公共の範囲の中で管理、運営をされると認識し

てよろしいですか。 

◎成田市町村振興課長 はい、そのとおりです。 

◎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。 
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〈文書情報課〉 

◎池脇委員長 次に、文書情報課の説明を求めます。  

◎中野文書情報課長 当課からは、第３号議案の高知県個人情報保護条例の一部を改正す

る条例議案について御説明させていただきます。先ほど市町村振興課からも説明がありま

したが、今回の条例改正も番号法の制定及び施行に伴うものです。内容につきましては、

別冊の総務委員会資料で御説明させていただきたいと思います。議案補足説明資料の赤い

インデックスの文書情報課のページをお開きください。マイナンバー制度は、繰り返しに

なるかもしれませんが、社会保障、税、災害対応の３部門における事務のうち、さらに法

で指定する事務に限定して個人番号を取り扱っていく制度ですが、個人番号をその内容に

含む個人情報である特定個人情報等につきましては、強力な個人識別性を有していること

から、厳正かつ的確な取り扱いが求められております。今回の条例改正は、こうしたマイ

ナンバー制度、全く新しい制度になりますが、そういった制度に対応して個人情報を取り

扱っていくことに対応していくために、県における特定個人情報等の収集、利用、提供の

それぞれの制限や開示、訂正、是正に係る措置等について、その全てを国に準拠して所要

の改正をしようとするものです。 

まず、定義関係の御説明をさせていただきます。個人情報のうち、個人番号、マイナン

バーなんですが、個人番号をその内容に含むものを特定個人情報、また、この特定個人情

報のうち、情報連携、先ほどシステム連携という説明をさせていただきましたが、情報連

携の際にシステムに保存されるものを情報提供等記録として新たに定義をするものです。

今までは個人情報のみの定義でしたが、新たな概念として特定個人情報と情報提供等記録

というものを定義して取り扱っていくことになります。また、あわせまして番号法との整

合性を図るために、個人事業主の方の事業活動や、法人の役員の方に関する法人情報につ

きましても、あわせて個人情報に含めることとしております。 

次に、主な改正内容と改正後の個人情報の取り扱いについて、比較しながら御説明させ

ていただきたいと思います。主な改正内容と改正後の個人情報等の取り扱いの表をごらん

ください。まず、収集と提供ですが、これは特定個人情報の収集、それから相手方への提

供等の規定ですが、現行の条例では個人情報取扱事務の必要な範囲で収集することができ

る、としておりますが、特定個人情報等につきましては、番号法で限定列挙する場合、例

えば先ほどの説明にもありましたが、法で決められた事務に限られておりますので、こう

いった事務に利用する場合、もしくは個人の生命や財産保護のための緊急時の対応で利用

する場合ということで非常に限定的に規定をされておりまして、そもそもの個人情報保護

事務の取り扱い、出発点になるわけですけども、そこの収集の段階におきまして、他の個

人情報よりも相当に収集、提供等が限定されております。 

また、目的外利用ですが、現行の条例では制度委員会が承認する場合なども認めており
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ますが、特定個人情報は、個人の生命や財産の保護の場合のみ目的外利用が限定的に認め

られておりまして、さらには、情報提供等記録につきましては、目的外利用そのものが全

く禁止されております。 

次に、是正請求についてですが、これは個人情報の開示請求であったり、個人情報の内

容の訂正請求、自分の扱われている個人情報が間違ってるという場合の訂正請求、それか

ら個人情報の取り扱いの是正請求に係るものですが、是正請求に係る取り扱い案の場合を

番号法、新たに示されたものを追加するなど、あわせまして、任意代理人、制度としまし

て主に社会保険労務士の方でありますとか、税理士の方等を想定しているようですが、こ

ういった方による請求も可能にするなど、請求の対象となります取り扱いをより厳格なも

のにするとともに、あわせまして、本人の権利保障の拡充も図る内容となっております。

なお、情報提供等記録につきましては、是正請求権を認めておりませんが、これにつきま

しては、当該情報はシステムのやりとりで発生する情報でありまして、システムに自動的

に保存されるものでありますことから、その取り扱いについて是正を要する場合が想定さ

れない、といったことによるものです。 

次に、費用負担です。開示請求に伴う個人情報の写しの交付に要する費用、すなわちコ

ピー代ですが、これにつきましては現在、国と同様に減免の規定は設けておりませんが、

特定個人情報につきましては、その取り扱われ方を本人が確認することについて、経済的

困難のために確認できなくなることは避けるべきとの国の考え方に基づきまして、国と同

様に経済的困難な場合の減免規定を設けることとしております。 

最後に、条例の施行日です。改正後の条例の施行日は番号法の施行に合わせまして、収

集及び提供の制限に関する規定を本年 10 月５日から。それから利用及び開示・訂正・請求

等に関する規定につきましては、平成 28 年１月１日から。番号法で施行日はまだ確定して

おりません。平成 29 年の１月を予定しておりますが、その規定につきましては、規則で定

めることとしております。 

以上が、高知県個人情報保護条例の一部を改正する条例議案の概要です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎中根委員 先ほどの中身と関連しますが、みんなが番号で縛られていく、個人情報が全

てそのカードの中に入ってしまうということは、一体だれが望んでいるのか、という思い

が本当にします。例えば、主な改正内容の中の是正請求のところで、情報提供等記録のと

ころの是正請求は認めないとありますけれど、変な話、想定外を想定する話がありますけ

ど、本当に何があるかわからないようなときに、全て認めないと法に書き込む意味ですよ

ね。こういうことを書き込むことによって、見ることさえも制限される自分自身の個人情

報が全て入っている。けれど見ることも制限されるけれども、そこにもし間違いがあった

ときに、是正することが認められないというこの法律のあり方はどうなんだろうと思うん
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ですが、その点何か説明していただけることがあればお願いします。  

◎中野文書情報課長 まず１点、訂正と是正についてですが、訂正は取り扱われておりま

す特定個人情報になりますが、個人情報も含みますけども、その内容が開示請求した結果、

御本人が誤ってることがわかった場合に、その内容は間違っているから訂正してください

というのは訂正の請求です。それでもう一つの是正の請求ですが、この是正というのは取

り扱い方に対する是正でありまして、例えば利用の停止とか、取り扱いを是正する請求権

のことでありまして、ただし先ほど是正権を認めないと書いておりますが、情報提供等記

録はシステムで情報をやりとりする中で、自動的にシステムの中に落とされる情報であり

ますので、その取り扱いが誤ってるという事態が想定されない、という理由によるもので

す。 

◎成田市町村振興課長 中根委員から個人情報カードの中に全ての情報が含まれるという

お話がありましたが、念のため御説明をさせていただきたいと思います。個人番号カード

にはＩＣチップが導入をされております。このＩＣチップの中に記録される情報は、個人

番号カードの券面に記載されている情報の範囲でありまして、具体的には、氏名、住所、

生年月日、性別、個人番号、本人の写真といったものだけになりますので、その他の例え

ば年金の受給状況とかそういった個人情報がこのＩＣチップの中に情報として記録される

ということではありません。  

◎中根委員 でしたら、社会保障関係の情報はどんな形で、この番号法施行に伴うマイナ

ンバーのこの 12 桁の番号に入る部分は何と何か、先ほどのお話はわかりました。それで、

もう少し幅の広い社会保障関係の個人情報はどこに入るんですか。 

◎成田市町村振興課長 情報自体はもともと、例えば、年金であれば年金や社会保障の関

係と税ということですので、それぞれの従来所管をしております機関がそのまま分散管理

をすることになります。先ほど表で見ていただきました情報連携システムネットワークを

使って、法に基づいてこの情報が欲しいという国、地方公共団体等の機関がそのシステム

を使ってそこの情報を保有している機関へ照会をする仕組みになりまして、個人情報自体

はもともと保有をしている機関で管理をすると、これが分散管理というものです。一元管

理をしないということです。  

◎中根委員 そうなると、それこそ何のためにこの番号管理をされるのかという問題に戻

ります。国民一人一人個人が使う使い勝手よりも、国が一人一人のさまざまな情報を管理

するために一番使い勝手がいいのでこういう制度をつくったのかなと、そんな思いになり

ますけれども、その点はおかしいですか。  

◎中野文書情報課長 市町村振興課からも説明があった思いますが、社会保障、税、災害

の分野に限っておりまして、社会保障、税につきましては公正公平な給付、税の徴収とい

うことになっておりますし、本人確認情報で写真等が張りつけられておりますので、それ
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一つで本人の確認もできますし、本人がさまざまな申請をするときに今まで２カ所３カ所

行っていた窓口が一本化される、といった国民の利便性向上等を目的としておりますので、

一概に国とか行政機関のために、ということではないと思っております。  

◎中根委員 利便性という点が、本当にそれだけで済むのかとても心配なわけです。それ

だったら何でどんどんマイナンバーそのものを拡大する方向になっていってるのかと。銀

行そのものの扱いにも拡大をされるようになっていくのかもしれないと思うと、何か御説

明のあった行政の縦割りの部分だけでは済まされないことがあるんじゃないかという危惧

があるわけです。国民のために国民がこういう制度をつくってほしいと言ってつくられた

ものではない、国が国民の管理をするために、利便性も少しはあるかもしれないけれど、

個人情報を取りまとめましょうという中でこういう制度ができてきても、よその国でもや

っぱり使い勝手が悪いとなくなっていったり、被害が出てきたり、そういう点では、それ

がいい制度とはとても言えないというのが、執行部の方に言うのも申しわけないですけど、

複雑怪奇なものは余りつくる必要はないんじゃないかという思いがいたします。お答えは

いいです。 

◎池脇委員長 総務部長、一言ありますか。  

◎梶総務部長 いろいろな見方ができるとは思います。委員の御指摘がありましたように、

どちらかと言えば行政機関の都合で制度化されているんじゃないか、という見方もできる

と思いますし、一方で、今、例えば災害の現場ですとか、現場で何が起こってるかという

と、どうしても住民の方々からの申請がないと、我々行政としてその給付事務が行えない

ことがあります。申し上げたいのは、プッシュ型の行政サービスもできるんではないかと

いうことが、このシステムの一つの目的になっているわけです。待つだけじゃなくて、行

政の側から積極的に支援の手を差し伸べなきゃいけない人が情報連携することによってわ

かるんじゃないか。そのために今までの待ちの行政運営で、支援の手が差し伸べられなか

った方に対する支援もできるのではないか。あとは、先ほど課長も申し上げましたように、

添付書類が要らなくなる。本当にいろんな書類を添付していただいておりますが、そうい

ったことも必要なくなりますので、私どもとしては国民の皆様の利便性も向上するという

観点でこの制度が組まれていると考えております。したがいまして、今、委員の御指摘に

あるように、そのメリットが感じにくいところが最大の問題だと思いますので、国民の皆

様から見た利便性について国と協調してになりますが、私どもも積極的に説明をさせてい

ただきたいと思っておりますし、まさに委員がおっしゃった御懸念については解消するよ

うに、システムの情報の漏えい等に対しては、対応していく必要があると考えております。  

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈職員厚生課〉 

◎池脇委員長 次に、職員厚生課の説明を求めます。  



- 15 - 

◎松本職員厚生課長 資料ナンバー④の２ページをお願いいたします。第６号議案の職員

の再任用に関する条例等の一部を改正する条例議案です。このうち、当課が所管をしてお

ります職員の退職手当に関する条例と、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例、この改正につきまして御説明をいたします。 

この条例改正につきましては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律の施行による地方公務員等共済組合法の一部改正等に伴い同法の

引用規定の整理等をしようとするものです。最初に、資料はありませんが、今回の条例改

正の背景となっております被用者年金制度の一元化につきまして御説明をいたします。 

現在の公的年金制度は、１階部分の国民年金の上の２階部分としまして、民間のサラリ

ーマンが加入をしている厚生年金と、それから、公務員などが加入をしている共済年金と

があります。これが、被用者年金制度の一元化が図られることしの 10 月１日以降は、現在、

共済年金に加入をしている公務員も厚生年金に加入することになり、２階部分の年金は厚

生年金に統一をされます。これにより、現在、地方公務員等共済組合法にあります共済年

金の規定は削除されることになりますので、今回、関連する条例につきまして引用箇所の

見直し等の必要な改正を行うことにしております。 

それでは新旧対照表で主な改正部分を御説明をいたします。資料の 63 ページをごらん

ください。職員の退職手当に関する条例につきましては、この第３条第２項で、傷病によ

る退職の場合を規定しておりますが、この傷病の定義をこれまでは、地方公務員等共済組

合法に規定をしております障害等級に該当する程度の負傷または病気の場合としておりま

した。それが先ほど申し上げましたように、被用者年金制度の一元化により地方公務員等

共済組合法の規定が削除されますので、同じ内容の規定がある厚生年金保険法の該当箇所

に引用箇所を変更するものです。 

次に、資料の 64 ページをごらんください。議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例です。この条例は、地方公務員災害補償法に基づく公務災害や、また、

労働者災害補償保険法に基づく労災の対象とならない議会の議員、非常勤職員や臨時職員

等に対する公務災害補償等を規定するものになります。 

今回、被用者年金制度の一元化の関係で改正する部分としましては、附則の第５条にな

ります。こちらは資料の 72 ページをごらんください。この附則の第５条は、同一の原因に

よって生じた事故に対しまして、公務災害側の災害補償年金と、それから、ほかの公的年

金とが重複して支給される場合に、その重複を調整する、額を減額する、そういった規定

となります。この中で、災害補償年金と共済年金とが重複する場合につきましては、この

条例ではなく、地方公務員等共済組合法や、また国家公務員共済組合法に調整の規定があ

りますので、この 73 ページの中ほど右側にありますように、これまではこの附則第５条か

ら除くということにしておりました。それが、今回の被用者年金制度の一元化によりまし
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て、共済年金側での調整の規定が削除されますので、この附則第５条の中の該当箇所につ

きまして削除をすることにしております。 

また、10 月１日の被用者年金制度一元化の前に、給付事由が生じておりました障害共済

年金や遺族共済年金につきましては、経過措置として現在の共済組合法の規定がそのまま

効力を有するということになっておりますので、これにつきましては、今回の改正条例の

附則で経過措置を設けております。その他、字句の修正などを行っておりますが、内容が

変更になるものではありません。 

◎池脇委員長 質疑を行います。ありませんか。 

（なし）  

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈行政管理課〉 

◎池脇委員長 次に、行政管理課の説明を求めます。 

◎岡村行政管理課長 私のほうからは条例議案を２つ御説明を申し上げます。 

まず、第５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、御説明を申し上げます。資料④の２ページをご

らんください。この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正により、

鳥獣保護員が鳥獣保護管理員とされたこと等に伴いまして、地方自治法の規定により報酬

を支給し、及び費用の弁償する非常勤職員について必要な改正をしようとするものです。 

内容の御説明を申し上げます。58 ページの新旧対照表をごらんください。まず、鳥獣保

護員を先ほど申し上げましたように鳥獣保護管理員と改め、それから家庭相談員を削るこ

ととしております。この家庭相談員及びその業務につきましては、平成 17 年度以降、順次、

市町村の職員及びその業務と位置づけをされまして、現在は県に設置をされていない職で

すので、今回のこの改正の機会に削ることとしたものです。 

第５号議案につきましては、以上です。 

続きまして、第６号議案の職員の再任用に関する条例等の一部を改正する条例議案につ

いて、当課が所管しております部分、職員の再任用に関する条例の一部改正について、御

説明を申し上げます。改正の目的・動機につきましては、先ほど職員厚生課から説明があ

りましたので割愛をさせていただき、内容としまして、60 ページの新旧対照表をごらんく

ださい。第１条及び第２条につきましては、内容の変更ではなく、法制上の用語の整理を

行っているものです。次に、61 ページの中ほどをごらんください。附則とありまして、見

出しが特定警察職員等への適用期日ということで、第２条、こちら下線を引いてあるとお

り、地方公務員等共済組合法附則第 18 条の２第１項第１号、この法が厚生年金保険法附則

第７条の３第１項第４号と改めますとともに、若干法制上の用語の整理を行うこととして

おります。なお、この第２附則第２条の中に特定警察職員等という言葉がありますが、こ



- 17 - 

れは警部以下の階級の警察官のことです。規定する法律は変わりますが、特定警察職員等

の定義には変更はありません。 

以上で、行政管理課の説明を終わらせていただきます。 

◎池脇委員長 質疑を行います。ありませんか。 

では、鳥獣保護管理員、母子・父子自立支援員の方はどういう活動をされていますか。 

◎岡村行政管理課長 まず、鳥獣保護管理員ですが、現在、本県で 53 名任命をさせていた

だいております。それぞれ受け持ちの範囲を持っていただきまして、年間およそ 50 日程度

その管内を巡回していただいて、生物、野生鳥獣の生息の状況、あるいは農林水産物への

被害の状況の聞き取りなどを行っていただいております。 

母子・父子自立支援員につきましては、ひとり親家庭に対する支援といたしまして、一

つには、そういった家庭に対する貸し付けの制度がありますが、その貸し付けにかかわる

相談を受け付ける業務が主なものです。 

◎池脇委員長 それらの委員は月額報酬ですか。あるいは日額報酬ですか。 

◎岡村行政管理課長 鳥獣保護管理員につきましては日額報酬になっておりまして、金額

は 3,000 円です。 

母子・父子自立支援員につきましては月額報酬になっておりまして、勤務の経験などに

より若干幅を持たせておりますが、およそ月額で 13 万円程度から 15 万円程度までの幅が

あります。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈財政課〉 

◎池脇委員長 次に、財政課の説明を求めます。 

◎菊地財政課長 当課の関連いたします一般会計補正予算について、御説明を申し上げま

す。資料ナンバー②の３ページに記載しております繰入金の補正ですが、先ほど総務部長

から御説明させていただきました６月補正予算全体で必要となります一般財源につきまし

て、財政課所管の財政調整基金の取り崩しで対応するため、5,804 万 9,000 円の増額補正

をお願いするものです。 

以上で、財政課の説明を終わらせていただきます。 

◎池脇委員長 質疑を行います。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、税務課の説明を求めます。 

◎松岡税務課長 税務課の議案につきまして、御説明を申し上げます。税務課からは、議

案第７号高知県税条例の一部を改正する条例、第８号過疎地域等における県税の課税免除
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に関する条例の一部を改正する条例、第９号半島振興対策実施地域における県税の不均一

課税に関する条例の一部を改正する条例の３件です。 

別とじの資料、議案補足説明資料に基づきまして御説明申し上げます。 

まず、県税条例の一部改正議案です。１ページの説明資料をごらんください。主な項目

につきまして御説明をいたします。 

最初に、法人課税の見直しです。法人関係税につきましては、国県市町村合計の実効税

率を 20％台まで引き下げ、代替財源として課税ベースの拡大をあわせて行うこととされて

います。県の法人事業税では、外形標準課税が拡大されることとなりました。外形標準課

税は資本金が１億円を超える普通法人が対象ですが、この拡大が２段階で実施されること

となっております。従来、法人事業税所得割のうち４分の１が外形標準課税の対象とされ

まして、付加価値割及び資本割として課税をされておりましたが、平成 27 年４月１日以降

に開始する事業年度から８分の３に拡大されております。これにつきましては、さきの臨

時会で専決処分報告をさせていただきまして、御承認いただいております。これによりま

して、現在、外形標準課税の対象となる事業税の税率は表の現行欄のとおりとなっており

ます。今回、御審議をお願いしておりますのは、平成 28 年４月１日以降に開始する事業年

度から適用されるもので、現行８分の３となっている外形標準課税の割合を８分の４に拡

大いたしまして、あわせて、法人事業税所得割の税率を引き下げようとするものです。な

お、平成 20 年 10 月１日から地方法人特別税も適用されている関係から、条例附則で事業

税の税率を読みかえるよう規定しております。このため、読みかえ後の、つまり地方法人

特別税を除きました法人事業税の税率は表の一番右端の欄にありますように、現行 1.6％、

2.3％、3.1％を、それぞれ 0.9％、1.4％、1.9％に改正しようとするものです。この改正

によりまして、3,900 万円ほどの増収を見込んでおります。 

次に、地方消費税の見直しです。消費税法が改正されまして、本年 10 月１日から現実

の書籍やＣＤなどではなくて、電子書籍や音楽データの配信、これの国境を越えた役務の

提供に関しまして、消費税の課税の見直しが行われることとなりました。消費税はもとも

と国内取引、すなわち国内事業者により行われた場合に課税対象となりまして、国外取引、

すなわち国外事業者により行われた場合には課税対象とはなっておりません。現行では、

国内の事業者、例えばソニーなどが国内事業者から音楽データをインターネットを介し購

入した場合は消費税の課税対象となりますが、同じデータをアマゾンなど国外事業者から

消費者が購入した場合には課税対象とはなっておりません。この関係で、国内外の事業者

間の競争条件が異なっておりますので、この公平性を確保する観点から、こういった取引

を電気通信利用役務の提供と定義をいたしまして、その役務の提供が国内取引に該当する

か否かの判定基準については、役務の提供を受ける者の住所地であると見直されることと

なりました。あわせて、このような取引について課税方式が見直されました。消費税の申
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告納税義務は財やサービスを提供した国内事業者に対し課せられるものですが、今回の消

費税法改正によりまして、国外事業者から国内事業者にこういった提供が行われた場合に

限り、当該役務の提供を受けた国内事業者の側に申告納税義務が課せられることとなりま

した。地方消費税につきましても、地方税法で消費税と同様の改正が行われましたことか

ら、この部分につきまして改正を行おうとするものです。 

次に、県たばこ税です。ゴールデンバット、エコーなど国産６銘柄は、旧３級品に区分

され、軽減税率が適用されてまいりましたが、これを廃止しようとするものです。旧３級

品の紙巻きたばこにつきましては、道府県たばこ税創設以来、標準よりも低い特例税率が

適用されてまいりましたが、ＷＴＯ協定などが求める内外の無差別原則遵守を目的に特例

税率が廃止されることとなりました。なお、旧３級品の愛好者や国内のたばこ関係事業者

への影響を考慮いたしまして、平成 28 年度から段階的に税率を引き上げる経過措置が設け

られております。旧３級品の県たばこ税の税率は表に記載しておりますように 1,000 本当

たりで 411 円ですが、国県市町村のたばこ税を合わせた合計のたばこ税は現行 1,000 本当

たり 5,812 円で、１箱 20 本当たりにいたしますと約 116 円です。これが最終的には、1,000

本当たり１万 2,244 円、１箱当たりでは約 240 円となるものです。 

次に、狩猟税です。認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が行う狩猟者登録に係る課税免除の

特例を設けようとするものです。従前、市町村長からの任命を受けた対象鳥獣捕獲員に対

する狩猟税につきましては、２分の１軽減の措置がありました。しかし、近年、農業や生

態系への野生鳥獣による被害が深刻化していることから、対象鳥獣捕獲員については課税

免除とするよう条例改正の専決処分を行いまして、さきの臨時会において御承認をいただ

いております。今回、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おきまして、

認定鳥獣捕獲等事業者制度が導入され、地方税法において、この事業者の従事者に対する

狩猟税につきまして課税免除とする規定が新たに設けられました。このため、条例におき

ましても課税免除規定を設けようとするものです。 

以上が、県税条例の一部を改正する条例議案の主な内容です。 

続きまして、議案第８号過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正

する条例、及び議案第９号半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例

の一部を改正する条例につきまして、あわせて御説明を申し上げます。 

２ページをお願いいたします。過疎地域や半島振興対策実施地域における課税免除、あ

るいは不均一課税の措置は、国における減収補填の対象となる範囲で行っております。 

まず、過疎地域における課税免除につきましては、対象事業を行うため、取得価額で

2,700 万円を超える一定の設備の新設・増設を行った場合を対象としております。これに

対する国による減収補填の期限がこの３月 31 日までとされておりましたが、総務省令の改

正によりまして、平成 29 年３月 31 日までの２年間延長をされました。このため、過疎地
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域における事業税及び不動産取得税の課税免除につきまして、平成 29 年３月 31 日までの

２年間延長し、４月１日に遡及して適用しようとするものです。 

次に、半島振興対策実施地域における不均一課税です。３ページの資料をお願いいたし

ます。半島振興対策実施地域における不均一課税につきましては、過疎地域と同様に、減

収補填の期限が平成 29 年３月 31 日まで２年間延長されました。対象地域における事業税

及び不動産取得税に係る不均一課税につきまして、平成 29 年３月 31 日までの２年間延長

し、過疎地域と同様に、４月１日に遡及して適用をしようとするものです。 

なお、あわせて、有線放送業・ソフトウェア業等が新たに減収補填の対象事業に追加さ

れております。追加された事業におきましては、取得価額の合計が 500 万円を超える設備

の新増設が対象とされておりまして、従前からの製造事業等と比較しますと、資本金等の

額により異なっていた取得価額の要件も一律となるなど、要件が低く定められております。

なお、追加された事業につきましても、４月１日に遡及して適用することとしております。 

以上で、税務課の説明を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎西内副委員長 過疎地域等における県税の課税免除の延長ですが、たしか市町村も同じ

ように固定資産税の減免がされてますから、同じような適用でよろしいですか。 

◎松岡税務課長 もとの法律が同じですので、同じように延長されておるはずです。 

◎中根委員 外形標準課税について、１億円以上の収入の企業ということですが、高知県

で対象となるのはどれくらいでしょうか。 

◎松岡税務課長 高知県内に本店がある法人で外形標準課税の対象となるのは 48 法人で

す。このうち、平成 26 年度に申告実績があり、今後も対象と見込まれておりますのが 47

法人です。 

◎中根委員 今はその１億円という枠がありますが、今後その枠が取り払われた場合には、

大変大きな打撃が県内企業に及ぼされるんじゃないかという危惧をしていますが、見通し

はどうですか。 

◎松岡税務課長 直接のお答えにならないのかもしれませんが、今回の改正に伴いまして、

平成 28 年度から２年間、中堅法人付加価値割の額が一定額未満のものにつきましては、負

担増のうちの一定割合を軽減する経過措置が設けられておりまして、本県におきましては

この経過措置の対象となるのは、47 法人のうちの 41 法人と見込んでおります。おっしゃ

るように厳しくなってまいりますので、一定の経過措置は常に設けられていくのではない

かと見ております。 

◎中根委員 全体を見れば、大企業の 1.5 兆円規模の減税のためにどこから取るかという、

そんな制度づくりかなと思われます。本当に一生懸命頑張っている中堅企業、また中小企

業のところまで及ばないような形をどうやってとれるんだろう、どうやって地域を元気に
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していけるんだろうと思ったときに、この改正条例はとても厳しいものだなという思いが

します。お答えは結構です。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

以上で、総務部の議案を終わります。 

続いて、総務部から、３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。なお、「県庁本庁舎等に使用された免震材料の大臣認定不適合につい

て」は、全ての委員会の採決が終了した後に、あすの委員会で行いたいと思いますので、

御了承願います。 

〈政策企画課〉 

◎池脇委員長 それでは、「東西軸エリア活性化プランのフォローアップ等について」、政

策企画課の説明を求めます。 

◎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、御説明をさせていただき

ます。お手元の資料の報告事項の政策企画課の赤いインデックスがついたページをお願い

いたします。 

まず、東西軸エリア活性化プランの概要ですが、県の経済や交流の拠点である県都の中

心部の活性化を図るため、平成 23 年３月、県と高知市で共同で策定をしたものです。（２）

基本的な考え方に整理しておりますとおり、４つの基本方針を定めまして、県、高知市、

民間事業者等が連携をいたしまして、46 の事業に取り組んでおります。計画期間は本年度

末までで、フォローアップ委員会を設置いたしまして、それぞれの取り組みについて、進

捗状況等の確認をしております。 

次に、プランの取り組み状況ですが、まずプランの主要な目標につきまして、①観光客

入り込み数の平成 26 年の実績は年間 301 万人です。平成 25 年に引き続きまして、目標で

ある 300 万人台を維持しております。②商店街等の歩行者通行量ですが、平成 26 年度は

4.8 万人と減少しております。ただ、平成 26 年の冬期に実施した調査におきましては、平

日、休日ともに前年比増となっております。天候の影響などにより数字が動くものと思わ

れますが、今後は永国寺キャンパスの整備、また新資料館などの整備によりまして、通行

量は増加していくものと考えております。③空き店舗率ですが、平成 26 年度は 12.42％と

改善をしております。 

次に、サブ目標ですが、ａ高知城入館者数は 25 万人、c てんこすレジ通過者数は 7.9 万

人、ｄ中央公園地下駐車場１台当たり平均利用時間は 1.69 時間と、目標には達していない

状況であります。他方、ｅはりまや橋観光バスターミナル県外バス利用台数につきまして

は 1,224 台で目標を上回っている状況であります。 

次のページをお願いいたします。（２）平成 26 年度の主な取り組みです。主なものを抜

粋して整理をさせていただいておりますが、全体としてはおおむねプランに沿った形で進



- 22 - 

行しているのではないかと考えております。個別の事業につきましては、ア新たな歴史系

資料館、「高知県立高知城歴史博物館」の整備・建設であったり、イ図書館等の建設、ウ中

央公園の魅力アップの中でアンパンマン像の設置など、ハード系の事業の整備に加えまし

て、「高知市街路市活性化構想」の策定や、店舗の業種業態転換への支援などを行っており

ます。 

次に、第５回フォローアップ委員会における主な意見についてですが、６月３日開催の

フォローアップ委員会でいただいた主な意見を整理させていただいております。個々の御

意見の御紹介は割愛をさせていただきますが、それぞれ貴重な御意見をいただいておりま

す。中には、なかなか直ちに対応できないといったものもありますが、高知市、商店街の

皆様ともしっかりと協議をしてまいりたいと考えております。 

最後に、計画期間終了後の東西軸エリア活性化プランについてです。東西軸エリア活性

化プランにつきましては来年の３月をもって計画期間の終了を迎えることとなっておりま

す。そうしたことから、計画期間終了後の対応を検討する必要があるわけですが、高知市

におきましては、平成 24 年 11 月に高知市の「中心市街地活性化基本計画」を策定いたし

まして、毎年フォローアップを行っております。 

次のページをお願いいたします。これは東西軸エリア活性化プランと高知市の中心市街

地活性化基本計画のエリア・事業の対比をしたものですが、緑の線で囲まれておる部分が

東西軸エリア活性化プランのエリアです。これを包括する形で、赤い線で囲んでおる部分

が中心市街地活性化基本計画のエリアです。さらに双方の事業がありますが、左の枠囲み

であったり、下のほうの枠囲みで整理をさせていただいております。右上に凡例をお示し

しておりますとおり、黒字が中心市街地活性化基本計画にのみ記載がある事業、赤字が双

方共通の事業、緑の字が東西軸エリア活性化プランにのみ記載がある事業で、ほとんどが

赤字の共通する事業、あるいは黒字の中心市街地活性化基本計画のみに記載がある事業と

いう状況です。このように東西軸エリア活性化プランと中心市街地活性化基本計画の区域、

事業というのは重複している部分が多いので、東西軸エリアを包括しております中心市街

地活性化基本計画と一本化をしまして、来年度以降におきましても、引き続き中心市街地

の活性化を図っていきたいと考えております。なお、この考え方につきましては、先月の

フォローアップ委員会の中で御提案をさせていただき、委員の皆様にも御了承いただいて

おります。 

次のページをお願いいたします。一本化に向けた今後のスケジュール（案）です。この

資料もフォローアップ委員会の中で御説明をさせていただいたところですが、７月から８

月の欄のところにあるように、東西軸プランと中心市街地活性化基本計画、双方のフォロ

ーアップ委員会に共通する委員の皆様を中心に専門部会を設置いたしまして、その専門部

会におきまして９月末をめどに新規施策等の芽出しを検討していただくということで考え
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ております。第１回の専門部会を今月下旬に開催することとしておりますが、10 月から 11

月にかけて東西軸プラン、中心市街地活性化基本計画、双方のフォローアップ委員会へ検

討結果を報告いたしまして、そして下段の中心市街地活性化基本計画のところになります

が、国との事前協議などを経まして３月には計画変更の認定、来年の４月からは東西軸エ

リア活性化プランと中心市街地活性化基本計画を一本化した、新たな中心市街地活性化基

本計画としてスタートするというスケジュールで考えております。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 この東西軸活性化プランができたときから、南北軸もあわせて検討し

ていったらどうですか、と言わせていただいていますが、そういう意味では、来年からこ

の市街地活性化基本計画で協議会ができて、進んでいくことになっています。この活性化

計画は高知市が中心になろうかと思いますが、今、図書館とか資料館をやってますけど、

今後、県としては、具体的にどうかかわっていくのか説明をお願いします。 

◎竹﨑政策企画課長 中心市街地活性化基本計画のフォローアップにつきましては、この

資料の４ページ目にありますように、中心市街地活性化協議会を５月 11 日に行っておりま

すが、実は今年度からこのメンバーに総務部長に入っていただいております。それまでは

商工労働部長がオブザーバーという形で入っておりましたが、東西軸エリアの一本化とい

うことも含めまして総務部長に入っていただきました。正式にメンバーとして入っていた

だいておるということで、具体的に南北軸の部分については、県としてもこれからどうい

った形で、ということは検討しなければならないかと思いますが、一定、フォローアップ

の協議会のメンバーの中に県としても正式に入ったという部分。あるいは東西軸エリアを

一本化することになりますから、事務的な部分でどういったかかわりを持っていくかとい

う部分でしっかりと検討させていただきたいと思っています。東西軸エリアで申しますと、

当然インバウンド対策、防災の視点、公共交通との連携、それと先ほど委員のほうからお

話のありました、当然、永国寺キャンパスであったり、新資料館。既にそういったハード

ものが整備されますので、それをいかに回遊させるかという視点は十分持って、高知市あ

るいは商店街の皆様と検討していきたいと思っております。 

◎上田（周）委員 ゴールデンウィークや土日には、ＪＲ高知駅を中心に、はりまや橋に

向けて、県外客の通行量が多くなっています。よさこい情報館とかもありますし。また、

第５回フォローアップ委員会でも、はりまや橋公園付近に屋台群を常設できないか、とい

った具体的な提案もありますし、総務部長も委員になられているということですので、そ

の辺、またしっかりやっていただきたいと思います。 

◎梶総務部長 貴重な御提言ありがとうございます。しっかりと検討してまいりたいと思

います。 

◎中根委員 基本的なことをお聞きします。東西軸のエリアですが、グランド通りのあた
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りで西のほうは途切れていますか。この境目はどのあたりまででしょうか。升形とか上町

などの電車通り沿いを見ても、商店がもう少し西に延びているように思うんです。その東

西の軸がもうちょっと西に延びてもいいんじゃないか、といつも思っているんですが、ど

のように決められたのか教えてください。 

◎竹﨑政策企画課長 まず、基本軸としては追手筋、おびさんロード、それと商店街が基

本であると。東西軸はその３本の軸だと聞いております。それで、それをどれぐらい西へ

延ばすかというのは、当時の検討の中で、例えば新資料館ができ上がるから、そういった

部分も含めて、エリアは決まったんじゃないかなと理解をしております。 

◎中根委員 そういう再検討というか、新たに東西軸と中心市街地とを一緒にするような

ときに、エリア区分の見直しは余り議論にはなっていませんか。 

◎竹﨑政策企画課長 恐らく、この赤い枠で囲んだ部分が中心市街地活性化基本計画の部

分ですので、基本的にはこのエリアの中でやっていく形になろうかと思います。先ほどの

軸の考え方ですが、訂正します。追手筋は高知城から蓮池町通電停まで、アーケードはア

ーケード、おびさんロードからはかるぽーとまでというのが東西軸エリアの考え方になり

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。 

〈統計課〉 

◎池脇委員長 次に、「小売物価統計調査の調査員による不正事案について」、統計課の説

明を求めます。 

◎隅田統計課長 小売物価統計調査の調査員による不正事案について、御説明させていた

だきます。総務委員会資料報告事項の赤いインデックス、統計課の部分をごらんください。 

本年５月下旬に当事者の体調不良による調査員の交代を行う事務手続の中で、既に存在

しない調査対象店舗があることが判明し、その後の調査で架空報告などが確認されました。

このことは、統計調査に対する県民の皆様の信頼を失墜させる、あってはならない重大な

不正事案であると判断し、全容の解明には至っておりませんでしたが、直ちに総務省統計

局に報告をするとともに、先月８日、月曜日に国と同時に事案の概要を公表いたしました。

小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な商品の小売価格やサービス料金及び家賃を

毎月調査する国の基幹統計で、物価水準の変動を測定するための消費者物価指数、その他

物価に関する基礎資料を得ることを目的としています。調査事務はほかの基幹統計と同様

に法定受託事務として位置づけられており、県内では高知市、四万十市、四万十町で調査

を行っています。 

当該不正事案の当事者は、四万十町を担当する 50 歳代の元小売物価統計調査員で、平
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成５年８月から先月６月まで調査員として、月に 134 価格の調査及び報告を担当していま

した。当課で当事者及び実母、調査対象店舗や家賃調査対象世帯に聞き取り調査を行った

結果、不正の概要として、平成 10 年夏ごろから統計調査員の資格のない実母に商品価格調

査の一部と家賃価格の全部を調査させていたこと。また、実母が調査していた商品価格の

調査対象店舗のうち３店舗が廃業していたにもかかわらず、存在しているがごとく架空の

価格を報告していたこと。さらに、平成 26 年１月からの家賃価格については、実母も調査

できず、架空の価格を報告をしていたことが判明いたしました。この結果、当事者みずか

らが調査対象店舗で価格調査を行い、報告をしていた 59 価格を除いて、75 価格を不正事

務によるものと認定しております。 

今回の不正事案に対する対応につきましては、まず、国費である当該調査の委託費につ

いて、国への返還と当事者への求償を行ってまいります。具体的には、不正業務に係る当

事者の報酬等相当額を県から国に返還し、県は国に返還した額を当事者に求償いたします。

国への返還額及び当事者への求償額については、不正事務に係る調査価格の価格数の割合

で、県の支出証拠書類が保存されている平成 21 年度までさかのぼって、約 190 万円余りと

算出しております。国からの返還請求に基づき県が返還することになりますので、現在、

国とともに返還額の精査を行っています。 

なお、資料には記載はありませんが、統計法第 60 条第２項では、基幹統計の作成に従

事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者については、六月以

下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するとあり、今回の不正事案は、この構成要件に該

当し得るものです。 

統計データの重要性が増している今日、統計結果や調査員に対する信頼を確保するため、

統計法違反を県として告発することについて慎重に検討を行いました。国とも協議した結

果、当事者から口頭や文書での謝罪があり、事情聴取にも誠意をもって応じるなど、後悔

と反省がうかがわれること。報酬等の返還にも応じる意思を示していること等を踏まえ、

全国での類似の事案に対する対応もしんしゃくし、現段階では告発を留保することとしま

した。今後、当事者が報酬等の返還において、誠実な対応をとるかなど、当事者の態度を

見きわめ、必要に応じて対応いたします。告発については県の顧問弁護士にも相談してお

ります。 

それでは、資料にお戻りください。このような事態となり、緊急に当事者以外の小売物

価統計調査員に個別面談を行い、調査対象店舗の現況や具体的な調査やデータ報告の方法

について聞き取り調査をした結果、適正に調査事務が行われていることを確認いたしまし

た。 

今回の事案を受け、県としては再発を防止することが最重要であると考えております。

県として、調査店舗や世帯の確認、調査員の活動状況の把握が十分でなかったことの反省
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を踏まえ、県職員である指導員による現場状況の確認の強化、調査員に対する指導の強化、

管理職による職員の指導徹底と業務状況の把握の強化を行ってまいります。具体的には、

指導員ばかりでなく、管理職も含めた店舗の実地による確認や調査員に同行して調査実態

の把握を行うなど、調査が行われている状況を組織として常に確認することを意識し、よ

り一層適正な調査が確保できるように丁寧な対応を図ってまいります。 

今回の事案について、県として長期間にわたり不正な状況を把握できなかったことはま

ことに遺憾であり、大いに反省するとともに、再発防止へ向けて、県職員と統計調査員が

緊密に連携し、真摯に取り組んでまいります。 

報告は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 私も以前、工業統計調査の調査員をやったことがあります。その上で、

ちょっと確認しておきたいんですが、今回の事案については、９名の調査員がずっと引き

続きやってますよね。県が委嘱して、調査員が承諾して受けるわけですよね。この間には

信頼関係があると思います。県の職員が同行して調査に行きますよね。調査員側から見た

ら、これは大変な仕事です。今は、個人情報などで大変な時代ですから。調査は１回では

済みませんので、３回も４回も聞き取りしないといけない。調査員への聞き取りもやって

いるとのことですが、調査員からは何か意見はなかったんでしょうか。 

◎隅田統計課長 おっしゃるとおり、実は統計課と調査員の方々とは深い信頼関係にあり

ましたので、まさかこういうことがあるとは、認識が足らなかったと思います。今回非常

に重大な状況ということで、小売物価統計調査員の方々と面接をさせていただいて、毎回

毎回同行するということでなく、調査員の苦労状況も含め、余り負担をかけない範囲で見

させていただいております。 

◎上田（周）委員 ことしは特に統計調査の当たり年で、秋には大きな国勢調査が控えて

います。これは県が行いますが、市町村を介するものがたくさんあります。今、調査員の

確保というのは大変だと思いますが、また慎重に市町村と連携をとってやっていただきた

いと思います。 

◎三石委員 全国的な事例を参考にして、ということでしたが、本県だけでなくて、全国

的にこういう事例はたくさんあるんですか。 

◎隅田統計課長 他県の事例として、家計調査の調査員がある一定期間全く調査をせずに

自分で数値を書いて調査を報告していたとか、国勢調査について５年前になりますが、某

町が５万人を確保しないといけないということで、ちょっと無理な状況を打ち出した、と

いう状況もありますが、多くはありません。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

以上で、総務部を終わります。 
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暫時、休憩いたします。なお、再開時間は 13 時 10 分といたします。 

 

（昼食のため休憩 12 時 10 分～13 時 09 分） 

 

◎池脇委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

《教育委員会》 

◎池脇委員長 次に、教育委員会について行います。 

最初に、教育長の総括説明を求めます。なお、教育長に対する質疑は、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。 

◎田村教育長 議案の説明に先立ちまして、まことに申しわけございませんが、教職員の

不祥事について御報告をさせていただきます。公立中学校教諭が勤務する中学校で実習中

の教育実習生に対して、飲食店に駐車させた自家用車の車中において抱き締める等のセク

シャルハラスメントを行った事案です。当該教諭に対しましては、６月 16 日付で停職３カ

月の懲戒処分を行いました。子供たちに人権の大切さを教育するとともに、模範となるべ

き教職員がこのような不祥事を起こしましたことは、本県の教育や学校に対する信頼を著

しく損なうものであり、県民の皆様の信頼を大きく裏切ることになりましたことを深くお

わび申し上げます。まことに申しわけございません。今後は、法令遵守と綱紀粛正をなお

一層徹底し、不祥事の防止に努めますとともに、教職員一人一人が教育公務員の職責の重

さを認識し、日々高い志を持って職務に精励することで、県民の皆様の信頼回復に努めて

まいります。なお、詳細につきましては、後ほど小中学校課長から説明をさせていただき

ます。 

それでは、議案の説明をさせていただきます。６月議会に提出しております教育委員会

関係の議案は、条例議案１件です。資料④の５ページをお開きください。高知県児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案です。この条例

議案は、保育所の職員配置の基準における保育士の数の算定に係る経過措置について必要

な改正をしようとするものです。なお、詳細につきましては、幼保支援課長から説明をさ

せていただきます。 

次に、教育委員会が所管いたします主な審議会等の２月議会以降の開催状況を説明させ

ていただきます。審議会等と赤いインデックスがついた資料をごらんください。高知県幼

保連携型認定こども園審議会、高知県スポーツ推進審議会を３月末に。高知県教科用図書

選定審議会を４月と６月に。高知県いじめ問題対策連絡協議会を６月にそれぞれ開催いた

しました。また、高知県における特別支援学校の再編振興に関する検討委員会【第二次】

ですが、これを３回開催しております。なお、審議会の審議項目等につきましては、資料

のとおりです。今後も審議の経過や結果につきましては、適宜委員の皆様に御報告をさせ
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ていただきたいと思います。 

私からの総括説明は以上です。 

◎池脇委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈幼保支援課〉 

◎池脇委員長 幼保支援課の説明を求めます。 

◎溝渕幼保支援課長 高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

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。まず、資料④の５ページをお開

きください。 

この条例は、高知県内の児童福祉施設の面積や設備、職員の資格要件、人数などの基準

を定めているもので、厚生労働省令で基本となる基準が示されており、それに基づいて県

の条例を定めております。今回、厚生労働省から児童福祉施設最低基準の一部を改正する

省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行され

たことにより、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令の一部が改正されました。そ

れに伴って、条例にある保育所の職員配置の基準における保育士数の算定に係る経過措置

について必要な改正を行うものです。 

恐れ入りますが、その資料の 394 ページの新旧対照表をお開きください。現行の条例が

右にあります。条文の下から５行目、附則第７項で乳児４人以上を入所させる保育所に係

る第 49 条第２項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務す

る保健師または看護師を１人に限って保育士とみなすことができる、となっております。

これに新たに准看護師も加え、保健師、看護師または准看護師を１人に限って保育士とみ

なすことができる、と改正するものです。なお、この 49 条第２項には保育所の職員基準を

規定しており、乳児３人に対して保育士１名の配置が基準となっております。 

恐れ入りますが、別冊の総務委員会資料議案説明資料の幼保支援課をお開きください。

２改正の理由ですが、平成 27 年１月 30 日に閣議決定された「平成 26 年の地方からの提案

等に関する対応方針」を踏まえ、保育所において保健師または看護師の確保が困難である

地域の実情に鑑みて、厚生省令の「児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令」が一部

改正され、平成 27 年４月１日から施行となりました。この省令の附則第２項に、乳児を４

人以上入所させる保育所に係る保育士の数の算定の経過措置についてが規定されており、

この省令の一部改正により、准看護師についても保育士とみなすことができることとされ

ました。高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例は、国が定めた児

童福祉施設最低基準に準じていることから、省令の一部が改正されたことに伴って条例も

改正しようとするものです。 

３本県の保育所における看護師等の配置状況ですが、高知市以外で乳児４人以上入所し

ている保育所は 29 施設、そのうち、看護師等を配置している施設は 19 施設で、保育士と
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して基準の職員数として入れている、いわゆるみなし保育士として適用している保育所は

４施設となっております。この条例の改正により体調が急激に変化することもある乳児に

対して保健医療の専門職員を保育現場に配置し、より安全な保育環境を整えたいと希望し

ていた保育所の設置者にとっては有効なものと考えます。 

次に、附帯案件ではありませんが、本会議の開会日に配付されております資料の中に、

平成 26 年度高知県一般会計事故繰越、繰越使用報告書が含まれております。この中に完成

間近に放火により消失したため、年度内の完成に至らなかった宿毛市の小筑紫保育園も含

まれており、事故繰越の手続を行いましたので御報告させていただきます。なお、当保育

園の完成は 12 月末の見込みです。 

以上で、説明を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 無認可保育所については、この改正でどうなるんですか。 

◎溝渕幼保支援課長 この改正はあくまでも認可保育所が対象ですので、無認可・認可外

保育施設には該当いたしません。 

◎中根委員 准看護師の数が今どうなっているかわかりますか。看護師不足とよく言われ

ますが、その中で准看護師の方たちも一定役割をされていて、もともとその看護師、准看

護師の数が少ないのかな、という思いがするので、わかればお願いします。 

◎溝渕幼保支援課長 准看護師、看護師の数は調べておりません。 

◎中根委員 子供たちの命を預かるという点では、やはり大変大事な配置なので、今の看

護師不足の中で、保育園で必要とされる看護師、准看護師がいないということであれば、

もうちょっと枠を広げるという発想もあるのかなと思いますが、看護師と准看護師の違い

とか、准看護師を入れるという点で、教育委員会としてどう考えていますか。 

◎溝渕幼保支援課長 あくまでも看護師、准看護師の設置が規定されているものではなく

て、保育士に雇用をした場合に、そこは保育士とみなすことができるということだけです

ので、この規定では最低基準の中に看護師、准看護師が含まれているものではありません。

基本としては、保育士を配置してください、ということです。 

◎中根委員 乳児の場合は、看護師も必要という規定はありませんでしたか。 

◎溝渕幼保支援課長 以前、指定保育所・乳児保育所の場合、補助事業としてそれを選択

する場合には看護師の設置が義務づけられておりましたが、一般化されてからはその義務

づけがなくなっております。 

◎中根委員 その義務づけがなくなっても、やっぱり必要な看護師であるからこそ准看護

師が入れられたと思うんですが、国の規定に準じてということですが、もっといい規定に

してもいいわけです。枠をできるだけ広げて、子供たちに何かあったときに初期対応がで

きるような保育園が一番望ましいし、さらによくしていくことが必要ではないかと思って
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います。准看護師を保育士とみなすというときには、常に、乳児３人を抱えているという

ことですよね。３人の子供たちを抱えて、何かあった子供のところに走らなければならな

いということになったら、自分が見ていた３人は人的配置がきちんとされていないと、１

人が６人を見るような事態が発生するかもしれない。そういうことを考えると、なるだけ

配置基準を豊かにすることが、高知県の子供たちを育てる上でも大事だと思いますが、そ

れについて幼保支援課がどんな思いを持っているのか聞かせてください。 

◎溝渕幼保支援課長 この条例改正で、そういう急変する乳児に対しての枠が准看護師ま

で広がりましたので、先ほども申しましたように、より安全な保育環境を整えたいという

保育所の設置者にとっては非常に広がったものだと思います。准看護師についても保育士

とみなすことができるということを、県内の皆さんに周知をさせて、乳児に対してより安

全な保育環境に努めていただくようにお願いをしたいと思っております。 

◎中根委員 今現在、看護師を配置されている園が、この規定ができたことによって看護

師が准看護師にかわり、そして保育士と認定されることで、保育に携わる職員の数が１人

減ってしまうような事例が起こったら本末転倒だと思うんですが、その点はチェックはさ

れるようになっていますか。 

◎溝渕幼保支援課長 あくまでも保育士の基準は最低基準で守っていただかなくてはなら

ないものですから、そこは監査のほうの指導でチェックをしていきたいと思っています。 

◎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。 

以上で、教育委員会の議案を終わります。 

〈小中学校課〉 

◎池脇委員長 続いて、教育委員会から、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いたします。「教職員の不祥事について」、小中学校課の説

明を求めます。 

◎長岡小中学校課長 総務委員会資料、報告事項の小中学校課をお開きいただきたいと思

います。教職員による不祥事の事案がありましたので、説明をさせていただきます。この

事案につきましては、教育実習生に対してセクシャルハラスメントを行った公立中学校教

諭男性 50 歳代に対して、停職３月の懲戒処分を行ったものです。その概要につきまして、

説明をさせていただきます。 

同教諭は、平成 27 年５月 31 日日曜日、午後５時 15 分ごろ、教育実習生とコンビニエ

ンスストアで待ち合わせをし、自家用車に当実習生を乗せて飲食店に向かいました。これ

は教育実習生が６月２日の火曜日に実施する予定の実習授業の学習指導案の作成について、

指導とアドバイスを行うことを前の週の５月 29 日金曜日に約束をしていたためです。午後
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５時 30 分ごろに飲食店に到着した同教諭は１時間程度飲食店内で食事をとりながら、同実

習生に対して学習指導案作成についての指導を行っております。その後、食事と指導を終

え自家用車に戻った同教諭は、後部座席に座る同実習生に対し、後ろの席に行っていいで

すか、と声をかけています。同実習生は両手を振って断ろうとしましたが、この教諭はそ

のまま実習生の隣の席に移動しております。そして、ひざまくらをさせてください、と言

い、左側の耳を下にして、自分の頭を同実習生の大腿部に五、六秒程度乗せております。

また、そのままの状態で同実習生の両手を握り、みずからの右耳から頬のあたりに数秒間

その手を押し当てました。さらに、起き上がって同実習生の両肩に手を回し同実習生を軽

く抱き締めるといったセクシャルハラスメントを行ったものです。 

同教諭のとった行為は、同実習生の人権を侵害する極めて悪質なものです。子供たちに

社会性を育み、規範意識を高揚させるべき教員がこのような行為を起こしたことの社会的

影響は非常に大きいものであり、また、教員としてその責任は極めて重大で許されるべき

ものではありません。このため、平成 27 年６月 16 日付で同教諭に停職３月の懲戒処分を

行いました。なお、同教諭からは被害者の実習生や学校関係者に多大な迷惑をかけ、教育

公務員の信用を失墜する行為をしてしまったとして、６月 16 日付の退職願いが出されてお

り、県教育委員会としてこれを受理したこともあわせて御報告をさせていただきます。 

以上が、この事案の概要になります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎三石委員 本当に残念なことで、本人も責任を感じて退職されたということですが、そ

の学校の生徒たちは、もうこのことは知ったと思います。そのあたりの影響はどうなのか。

また、事後の指導は何かされたんですか。 

◎長岡小中学校課長 実はこの事案に関しましては、被害者の方や大学等の要望もあり、

本人が特定されないような形で公表していただきたいということで、学校名は明らかにし

ておりません。そういった意味で、この学校の子供たちについては、うちの学校が該当校

であるといったことに関する認識はしておりません。なお、この実習生に関しましては、

その後も、大学とも状況等について報告もいただきながら無事に実習も終わらせて、現在

大学のほうに戻ることができております。 

◎中根委員 最初に伺ったときに、日曜日の夕方に食事をしながらという時間帯しか指導

する時間をとれなかったのか、それから、停職３カ月という処分が重いのか軽いのか首を

かしげました。私は軽いように思ったんです。結果をどうこうというより、それに至る経

過の中で、教育実習指導が時間外でないと行えないような実態があったのかということと、

これは初犯なのか、という思いがしました。そうした点は考慮の上だとは思いますが、言

える範囲で教えてください。 

◎長岡小中学校課長 まず、土曜日、日曜日の休みの日に教育実習生に対して指導を行っ
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たことについては、適切ではなかったと本人もいっております。仮にそういう時間帯に行

うのであれば校長に報告すべきであったけれども、報告をせずに実施したということです。

なぜ、その時間帯になったのかというと、本人が土曜日、日曜日も自分の勉強のために大

学等に通っていて、ふだんの日もできるだけ早く終わって自分のレポート等もつくらなけ

ればならなかったので、どうしてもこの時間しかとれなかった、とのことです。 

◎中根委員 本人とは被害者ですか。 

◎長岡小中学校課長 加害者です。 

また、停職３月が重いのか軽いのかということについてですが、我々もかなり熟慮いた

しました。人事院が出しているセクシャルハラスメントに関する懲戒処分の基準とも勘案

しました。一番重いのは停職ですが、実際にわいせつ的な行為に至ったという状況の中で

は、やはり懲戒免職という話もあります。あわせて、これがわいせつに当たるのか、ある

いは身体的接触に当たるのかといった話もありまして、そこは弁護士にも聞きました。そ

の中で、過去の事案、判例等も考えて、今、委員がおっしゃったように、過去にもあった

んじゃないかと。もしそういう累犯があれば、やはりもっと重い刑になるけれども、初犯

であれば、やはり３カ月程度が他県の状況から見ても適当ではないかといった話がありま

した。本人や市教育委員会等とも確認しながら、過去になかったのか。そういう状況も勘

案して、量刑を停職３月とさせてもらったところです。 

◎中根委員 さまざまなことで、本人も意識せずに落とし穴があるようなストレス社会で

すよね。そんな中で指導や被指導の点でどこまで節度を持つのかと。中堅の年齢の方で、

中心になっておられるような年代の方ですし、残念としか言いようがないですけど、教育

実習生を育てる、指導するのも本当に大変だと思いますし、やはり職員間のチームワーク

という点で、縛りをかけるという意味ではなく励ましながら、校長先生等が具体的な指導

に目配りをするということに、ぜひ心を砕いていただきたいと思います。 

◎石井委員 加害者の話によると、忙しくて日曜日しか時間がなかったということでした

が、校長先生に許可を得れば、同じようなことが許されるという状況にあるのか、もし本

人が忙しければ別の先生に指導をお願いするとか、そういうルールがあるのか、再発防止

の意味も含めて、教えてください。 

◎長岡小中学校課長 基本的には、土曜日、日曜日の休みに教育実習生を呼び出して指導

するということはなかったと思います。校長に相談すれば、当然、そういうことはあって

はならない、と制止をしていたと思います。例えば本人から、今、指導案の進み具合がこ

ういう状況ですから何とかしていただきたい、指導する場面をつくっていただきたい、と

言われたら、多分校長は別の人員を用意して、そこで手助けをする。あるいは管理職がそ

こで手助けをする、ということはあったのではないかと思います。 

◎石井委員 普通に考えたらそうだと思うんですが、加害者が独断でやられたということ
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が大きな問題であって、基本的にはあり得ない、ということですか。 

◎長岡小中学校課長 基本的にはあってはならないことだと考えております。 

◎梶原委員 石井委員の質問に関連して。今後、教育委員会としては、学校の教員が教育

実習生に対して、何らかの理由があったとしても土日に外で接点を持つことはいけない、

ということを明確にしていくのか、説明をお願いします。 

◎長岡小中学校課長 この事案が発生し、市町村教育委員会にはすぐに通知を出しており

ます。ちょうどこの時期が、教育実習生の受け入れ期間と重なっておりましたので、教育

実習生の受け入れ体制、安全で安心した教育実習ができるようにということで、例えば、

教育実習生と私的な個人的なメールをするべきではない、といったことをあわせて、土日

に会うようなことは原則ない、また、管理職が十分にその実習の状況等を把握して、効果

的な安心した実習ができるような体制を整えてください、といった内容の通知を出してい

ます。各市町村教育委員会、学校でそれを確認してもらうといった状況になっております。 

◎池脇委員長 教育実習については、指導教諭が実習の評価をし、そして大学のほうでは

それが単位として評価が認定される仕組みになっていると思いますが、今回の場合、どな

たが評価をして対応されたのか説明をお願いします。 

◎長岡小中学校課長 この事案が発覚した後、すぐに、この加害者の教員を学校から外し

て教育委員会の扱いとしております。そのかわりに新たに指導担当をつけております。先

ほどもお話がありましたように、この指導担当だけに任すのではなく、主幹教諭、教頭等

が一緒になって最後まで指導を行っております。評価自体は、新たな指導担当が管理職と

相談しながら評価をつけて、大学へ提出したと聞いております。 

◎池脇委員長 大学とは事前に、指導教員の変更等についての了承等の打ち合わせをされ

ましたか。 

◎長岡小中学校課長 大学とは市町村教育委員会を通じて話し合いをし、この人物でいく

ということで了解を得て交代をしております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

以上で、教育委員会を終わります。 

《警察本部》 

◎池脇委員長 次に、警察本部について行います。 

最初に、本部長の総括説明を求めます。なお、本部長に対する質疑は、首席監察官に対

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。 

◎國枝警察本部長 それでは、警察本部からは議案１件と報告１件であります。議案につ

きましては、高知県が当事者である和解に関する議案であります。この議案は、警察が管

理する公用自動車による公務中の人身事故に関する損害賠償訴訟につきまして、裁判所提

示の和解案に応ずるかを御審議いただくものであります。和解案等につきましては、首席
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監察官から御説明させていただきます。 

続いて、報告事項について御説明いたします。報告事項は警察本部、生活安全部、生活

安全企画課が所管する公益財団法人高知県防犯協会の通常総会の開催結果であります。開

催結果の詳細は生活安全部長から御説明させていただきます。 

◎池脇委員長 次に、首席監察官の説明を求めます。 

◎田中警務部参事官兼首席監察官 それでは私からは、提出議案第 14 号、高知県が当事者

である和解に関する議案について御説明いたします。お手元の資料③の 93 ページ、資料④

の６ページをお開きください。 

本議案は、警察が管理する公用自動車による公務中の人身事故に関する損害賠償訴訟に

つき、裁判所提示の和解案に応ずるかを御審議していただくものであります。本件事故は、

警察職員の前方不注視から停止中の前車へ追突し、相手側、信田忠宣さんに人的及び物的

損害を与えた職員に全面的過失のある事故であります。発生当初から、公用車加入の保険

会社が損害賠償交渉を行っておりましたが、賠償額で示談できず、相手方提訴の訴訟対応

となり、今回、裁判所から車両修理費や治療費等の一部となる既払金 219 万 8,890 円を控

除した 375 万円の損害賠償金の支払いを含む和解案が提示されたものであります。和解案

は賠償額に関する県主張も一定取り入れられ、同種の損害賠償訴訟と比較しても妥当な賠

償金額と判断されるとともに、県が支払うべき金額を保険で対応することができ、早期に

解決を図ることが望ましいと認められ、県議会の和解議決を求めるものであります。 

提出に係る議案の説明は以上です。 

◎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。 

以上で、警察本部の議案を終わります。 

〈生活安全部〉 

◎池脇委員長 警察本部より、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。「審議会等の開催結果について」、生活安全部長の説明を求め

ます。 

◎秋澤生活安全部長 平成 27 年度の審議会等の開催結果について御報告いたします。お配

りしております警察本部説明資料の審議会等のページをお開きください。 

警察本部生活安全企画課が所管する公益社団法人高知県防犯協会の通常総会が平成 27

年６月１日、高知会館において開催されました。通常総会出席者は、高知県防犯協会会長

岡﨑誠也高知市長など 50 名であり、第１号議案平成 26 年度事業報告及び収支決算報告に

ついて、第２号議案平成 27 年度正会員の会費について、第３号議案平成 27 年度事業計画

及び収支予算案について、第４号議案役員改選について、第５号議案総会決議案について
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がそれぞれ審議され、全て全会一致で可決承認となり、総会議案等に関する質疑事項はあ

りませんでした。 

審議会等についての報告は以上です。 

◎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。 

以上で、警察本部を終わります。 

以上で、議案についての審査は終了いたしましたが、ほかの委員会の採決が終わってい

ませんので、暫時休憩といたします。再開時間については、後ほど事務局から連絡をさせ

ます。暫時休憩といたします。 

（小休） 

―再開時間について協議― 

 

◎池脇委員長 それでは、正場に復します。  

現時点で、ほかの委員会の終了時間が確定できないので、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） 

◎池脇委員長 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。 

（13 時 53 分閉会） 


