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平成 27 年 10 月７日 

◎池脇委員長 ただいまから、総務委員会を開会します。       （10 時２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、10 月 13 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。 

 なお、本日は、この第１委員会室において、12 時 30 分から決算特別委員会の組織委員

会を開催いたしますので、11 時 45 分ごろをめどに早目に休憩に入らせていただきたいと

思います。 

《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 よろしくお願いいたします。総括説明に先立ちまして、まず、職員の放置

自転車の横領によります懲戒処分について、御報告を申し上げます。 

本年の４月 12 日に危機管理部の職員が飲酒後に無施錠で放置されておりました自転車

を無断で使用し、占有離脱物横領の容疑で検挙されるという事態が発生いたしました。 

このことから、この職員を８月５日付で減給６カ月間の懲戒処分としたところでありま

す。このたびの行為によりまして、公務に対する信頼を損なうこととなったことにつきま

して、議会、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、今後このような不祥事が繰り返されることのないよう、

綱紀の粛正と法令遵守の徹底につきまして、改めて全庁に通知をしたところであります。

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。詳細につきまして

は、後ほど報告事項として、人事課長から御説明を申し上げます。 

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で

ございます。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

に総務委員会資料、議案補足説明資料と記載のある資料です。平成 27 年度９月補正予算編
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成の概要という資料がありますので、こちらをごらんください。 

まず、下の歳出の表のうち、一番下の行、総計（１）＋（２）の欄の中ほど、補正額（Ｂ）

の欄をごらんをいただきたいと思います。今回の補正予算は、総額で 66 億 3,477 万 8,000

円の増額補正となっております。今回の補正では、経済の活性化や少子化対策など、８月

末に発表いたしました人口の将来展望の目標達成や地産外商の強化と拡大再生産を目指し、

速やかに対応すべき事業などにつきまして予算を計上させていただいております。 

歳出の内訳ですが、（１）の経常的経費が 12 億 7,000 万円余り、（２）投資的経費が 53

億 6,400万円余りでして、投資的経費では、普通建設事業費のうち補助事業費が 31億 7,800

万円余り、単独事業費が３億 1,000 万円余り、本年４月の台風災害などによります災害復

旧事業費が 18 億 7,500 万円余りとなっております。 

上の表の（１）歳入の補正につきましては、中段にあります（２）特定財源が 47 億 4,500

万円余りで、内訳といたしましては、国庫支出金が 26億 1,000万円余り、県債が 20億 3,400

万円、その他が１億 100 万円余りとなっております。上段の（１）一般財源ですが、補正

額から特定財源を除きます 18 億 8,800 万円余りにつきまして、前年度からの繰越金及び財

政調整基金の取り崩しなどにより対応することとしたものです。 

以上が、簡単ではありますが、今回の補正予算の概要です。 

次に、総務部関連の議案になりますが、総務部からは、第１号議案、平成 27 年度高知

県一般会計補正予算といたしまして、財政課から歳入補正を、税務課から歳出補正を、そ

れぞれ提出させていただいておりまして、詳細につきましては、後ほど担当課長から御説

明を申し上げます。 

次に、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のついた、

表紙に総務委員会資料、報告事項と記載のある資料をごらんください。 

御報告をいたしますのは、まず、人事課から先ほど申し上げました「職員の懲戒処分に

ついて」、職員厚生課から「退職手当全部不支給処分取り消し請求事件の判決について」、

財政課から「今後の財政収支の試算等について」及び「財政健全化法に基づく健全化判断

比率の状況について」、市町村振興課から「平成 26 年度決算に基づく県内市町村の健全化

判断比率及び資金不足比率の状況について」と「公職選挙法の一部改正に伴う参議院合同

選挙区選挙管理委員会の設置等について」、管財課から「東洋ゴム工業株式会社製免震装置

に係る本庁舎の対応について」の７件です。詳細につきましては、後ほど担当課から御説

明を申し上げます。 

最後に、総務部に関する本年７月から９月までの主な審議会等の開催状況につきまして

御説明いたします。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

赤色のインデックスが張ってあります資料をごらんをいただければと思います。表題に、

平成 27 年度主な審議会等の状況（総務部７月～９月）と記載している資料になります。今
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期に開催いたしました審議会は、高知県公益認定等審議会のみとなっております。７月 24

日、９月 18 日の２回開催いたしまして、公益財団法人高知県総合保健協会など３法人の変

更認定申請についての答申が決定をされております。 

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。 

〈財政課〉 

◎池脇委員長 最初に、財政課の説明を求めます。 

◎菊地財政課長 一般会計補正予算について御説明をいたします。②議案説明書（補正予

算）の４ページをお開きいただきたいと思います。 

歳入の補正について御説明をさせていただきます。今回の補正予算全体に必要となりま

す一般財源につきまして、財政調整基金繰入金及び平成 26 年度からの繰越金の合計 18 億

8,648 万 7,000 円の増額補正をお願いするものです。 

補正予算に関しては以上です。 

◎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 税務課の歳出補正予算案につきまして御説明を申し上げます。資料ナン

バー②補正予算議案説明書の５ページをお願いいたします。 

表の右端、説明欄にありますように、内容は、税務電算事業費のうち、現在開発を進め

ております税務総合システム委託料の補正です。税務総合システムにつきましては、現行

の自動車税システムと、それ以外の税目を扱います税務電算システムの２つを統合しまし

た総合税システムとして、来年４月の本格稼働に向け取り組んでおります。システムの開

発期間は３カ年としておりまして、初年度、平成 25 年度は、概要設計から詳細設計、平成

26 年度はプログラム作成、最終年度である本年度は、総合テストや外部連携テストを行い

まして、最終調整の上でシステム移行を行う計画となっております。開発期間中におきま

しても、毎年行われます税制改正につきましては、その都度システム対応を行う必要があ

りますが、当初契約の際に、今年度の税制改正を予測して仕様書を作成することは困難で

ありまして、特に、本年度の税制改正は、法人の県民税及び事業税や自動車税など８税目

にわたるもので、該当の部分につきましては、設計からプログラムの作成までの工程をや

り直す必要があります。このため、大規模な追加作業が必要となっております。この追加

改修につきましては、次期システムの本格稼働にあわせまして、年度内に対応する必要が

あることから、追加改修に係る費用 2,200 万円余りの補正をお願いするものです。 
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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。 

◎中根委員 改めてですが、税の項目がいろいろ変わるたびに、全国でこういうことが起

こっているわけですよね。全国の委託費用との関係で、どんなことを精査しながら業者と

協議をされていますか。 

◎松岡税務課長 まず、今回の改修に伴う全国の動向ですが、回答のありました 30 県の平

均の改修費用は 5,000 万円を超えている状況です。どういう形で補正積算を見積もりして

いくかですが、税制改正そのものは３月末に概要が発表されます。４月から５月にかけま

して政省令が出まして、細かな項目や様式などが判明します。この段階から、どの部分の

改修をしなければならないかにつきまして、税サイドで検証を行います。この検証の中で、

件数の少ないものにつきましては、職員の手処理でありますとか、ほかの手法がないかと

いったさび分けを行いまして、残りにつきまして、これは改修しなければならない、とい

うものにつきまして、委託業者に見積もりを依頼して出していただくと。それを情報の専

門家であります情報担当課のほうで積算をお願いし、最終額を積み上げていくという流れ

になります。 

◎中根委員 既に、電算関係というのは切り離せなくなっていますので、そこへの税の使

い方に注視して、丁寧にやっていただくようにお願いします。 

◎池脇委員長 このシステムのプログラムの概要設計の段階で、制度変更に対応できるよ

う、変更設計が容易なプログラムの構成・言語などを選択されているのかどうか、その点

いかがですか。 

◎松岡税務課長 契約の段階におきまして、当初の仕様の範囲内での軽微な変更につきま

しては、当初調達の中で行うという規定をしております。このため、平成 25 年度、平成

26 年度の税制改正につきましては、この範囲内で行うことができました。今年度は大規模

ですので補正をお願いしているところですが、この改修の中身につきましては、将来の税

制改正を見据えて、単純な税率の変更や特例措置期間の延長などにつきましては、コード

化を行うようにしております。それによりまして、追加経費が極力発生しないような開発

を行うようにしております。 

◎池脇委員長 税制改革が行われますので、運用が先にあって、その後、税制改革がまた

出るというようなことが起きた場合に、そのときの運用ということに対しても速やかに対

応ができるような仕組みをつくっておかないといけないと思うんですが、そうした点も考

慮されていると理解してよろしいですか。 

◎松岡税務課長 そのとおりです。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。 

（なし） 
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◎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。 

〈人事課〉 

◎池脇委員長 続いて、総務部から、７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。 

 それでは、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 お手元の総務部報告事項、赤いインデックス、人事課の１ページをごら

んいただきたいと思います。 

部長から総括説明で申し上げましたとおり、８月５日付で１名の職員を懲戒処分といた

しました。懲戒処分の公表基準に沿って御報告をいたします。 

処分を受けた職員は危機管理部の主事です。処分の事由は、本年４月 11 日土曜日の夕

刻から深夜にかけて東京都内の飲食店で飲食をした後、徒歩で帰っている途中、路上にパ

ンクして放置された無施錠の自転車を見つけ、飲酒した状態でこれを使用したものです。

放置自転車には翌 12 日日曜日の午前１時ごろから乗り、途中、コンビニエンスストアに立

ち寄るなどしながら走行しており、午前３時ごろ、警ら中の警察官の職務質問を受け、占

有離脱物横領の容疑で検挙されたものです。この放置自転車には盗難届が出ていましたの

で、拾得物として警察署に引き渡し、警察署を通じて持ち主の手元に戻っております。 

占有を離れた他人のものを横領した行為はもとより、飲酒した状態で自転車に乗車して

公道を走行した行為は、率先して法令を遵守する立場にある公務員として極めて不適切な

行為であり、職員全体の名誉と信頼を損なうばかりか、県民の県政への信頼を大きく裏切

るものであり、その責任は極めて重大であります。この行為は、職員の信用失墜行為を禁

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、８月５日付で６カ月間給与月額の 10 分の１を減給する懲戒処分といたしました。 

この職員は酔って疲れていたこと、飲んで気持ちが大きくなり、自分は捕まらないだろ

うという気持ちがあったことから、放置された自転車に乗ってしまったと。平成 25 年度に

県職員が自転車を窃盗したことで処分を受けた事例があったにもかかわらず、同じような

ことをしてしまったことに対して、恥ずかしさと申しわけない気持ちでいっぱいと申して

おり、深く反省しているところであります。 

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、全ての職員に対しまして、

８月 10 日付の総務部長通知により、率先して法令を遵守すべき県職員としての自覚を新た

にするとともに、今後このような不祥事が再び起きないよう徹底したところであり、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。 

私からの報告は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。ありませんか。 
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（なし） 

◎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、退職手当全部不支給処分取り消し請求事件の判決について、職員厚

生課の説明を求めます。 

◎松本職員厚生課長 先日、退職手当の全部不支給処分の取り消しを求められた裁判の判

決が出ました。この事案につきましては、以前、職員から処分に対する異議申し立てがあ

ったときに、地方自治法の規定に基づきまして、議会に諮問をさせていただきました。総

務委員会でも御審議をいただいた上で答申をいただいておりますので、今回の判決の概要

を御報告し、今後の対応につきまして御説明をさせていただきます。 

お手元の資料の職員厚生課のインデックスがついたページをごらんください。まず、事

案の概要です。この元職員は、当時、消防政策課のチーフ級の職員でありましたが、飲食

店でビールを飲んだ後、近くの駐車場に置いてあった自家用車を運転して帰る途中でカー

ナビの操作に気をとられたことで、道路沿いの畑に前後のタイヤを脱輪し、農業用ハウス

を損傷いたしました。そのことをみずから通報したことで、警察官から取り調べを受け、

飲酒検知の結果、呼気１リットル中 0.15 ミリグラム以上のアルコール分が検出され、酒気

帯び運転で摘発されたものです。この行為により、平成 26 年７月９日付で、懲戒免職処分

を受けております。 

これにより、懲戒免職となった職員の退職手当について規定をしております職員の退職

手当に関する条例第 12 条第１項の規定に基づきまして、平成 26 年７月 10 日付で、一般の

退職手当等の全部を支給しないという処分を行いました。 

次に、判決までの経緯ですが、この退職手当の全部不支給処分を受けまして、元職員か

ら処分の取り消しを求めた異議申し立てがありましたので、地方自治法の規定に基づきま

して、県議会に諮問をさせていただき、この異議申し立てを棄却すべきであるとの答申を

いただきましたので、昨年 10 月 24 日に異議申し立てを棄却しております。それを受け、

元職員が、ことしの１月 21 日に高知地方裁判所に提訴いたしまして、９月 25 日に高知地

方裁判所で判決が出たものです。 

次に、判決の概要です。判決としましては、一般の退職手当等の全部を支給しないこと

とする処分を取り消すというものです。 

その理由としましては、まず１つ目は、退職手当条例に列挙されている事情のみならず、

退職手当の生活保障的な性格、賃金の後払い的な性格にかかわる事情についても考慮すべ

きであるということ。 

２つ目として、これは１つ目と関連しての話になりますが、条例に列挙されている事情

のみしか考慮できないというのであれば、条例に定める事情を運用方針に則して勘案して、
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一部不支給にとどめる情状が認められない場合に、全部が不支給になるという枠組み自体

が適切ではないということになりかねないということ。 

３つ目として、懲戒免職をしても、なお、本件非違行為により、その功績が没却され、

退職手当を受ける権利の全部を否定するに値するのかといった観点からの検討が十分に行

われたのかについて判然としないということ。 

４つ目として、これは前の３つを受けてのことになっておりますが、退職手当の賃金の

後払い的な性格や、生活保障的な性格にかかわる事情については、何ら考慮しなかったこ

とが明らかであるから、考慮すべき重要な事情を十分に考慮せずに行われた点において、

裁量権を逸脱したものと言わざるを得ず、本件処分は、違法なものとして取り消しを免れ

ないということになっております。 

この判決に対する県の考え方を御説明する前に、退職手当の支給制限処分の制度につき

まして御説明をいたします。資料の４ページをごらんください。そこに、退職手当条例の

関係する条項の条文と運用方針を載せております。まず、条例では、懲戒免職の場合など

は、事情を勘案して、退職手当の全部または一部を支給しない処分を行うことができると

いうことになっております。この際に勘案する事情といたしましては、条文の中の括弧で

くくられた部分、当該退職した者が占めていた職の職務及び責任以下のところになります

が、この事情をどのように勘案していくのかというのが運用方針ということになります。

この運用方針に即して、事情を一つ一つ勘案し、全部不支給にするべきか、一部不支給に

とどめることができないかということを判断しております。 

資料のもとのページにお戻りいただきたいと思います。次に、この判決に対する県の考

え方です。まず、先ほど見ていただきました１つ目と、それから２つ目に対してです。本

県におきましては、平成 21 年度に退職手当条例を改正いたしましたが、これは、退職手当

の中に勤続報償的な性格のみならず、生活保障的、それから賃金後払い的な性格があるこ

とを考慮いたしまして、それまで懲戒免職処分になった職員の退職手当を一律に全部不支

給としていたものを、一部不支給にとどめることを可能としたものです。退職手当が生活

保障的、賃金後払い的な性格を考慮しているからこそ、条例に定める事情を運用方針に則

して一つ一つ勘案し、一部不支給にとどめることができないかということを判断しており

ます。 

次に、３つ目に対してですが、本件の場合も条例及び運用方針に即して、一部不支給に

とどめるような考慮すべき事情があるかどうかということを慎重に検討いたしました。検

討した項目は、その下の米印のところに記載しております、職の職務及び責任、勤務の状

況、非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違後の言動、非違が公務の遂行に及ぼす

支障の程度、公務に対する信頼に及ぼす影響になりますが、この元職員の勤務の状況や非

違後の言動を考慮しても、以下に記載しておりますとおり、一部不支給にとどめるような
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特別な事情は認められませんでしたので、全部不支給という判断をしております。 

なお、一部不支給処分にとどめるような特別な事情が認められなかったので、処分時に

元職員に渡しております退職手当支給制限処分書には、条例に定める事情をどう勘案した

かについて、一つ一つを記載はしておりませんでしたが、それに対して異議申し立てが出

されましたので、その異議申し立てを棄却した際の決定書では、その内容を説明する必要

があると考えまして、処分時に検討した個々の事情ごとの内容を記載いたしました。 

以下に記載をしておりますのが、決定書に記載をした内容です。一つ一つ、簡単に御説

明をさせていただきます。 

まず、職の職務及び責任につきましては、県の重点施策として、飲酒運転の撲滅に県民

を挙げて取り組んでいる中、管理職ではないとはいえ、こうした行為に至ったことは、責

任が重いと言わざるを得ないと考えました。 

次に、勤務の状況につきましては、県の運用方針では、主として過去に懲戒処分を受け

ているなど、勤務状況が悪い場合に処分の加重を検討する事項でありまして、真面目に勤

務していた、業務に永年貢献したと、そういった通常の職務の範囲の事柄は、処分の軽減

を検討すべき特段の事情にまでは当たらないと考えました。 

次に、非違の内容及び程度につきましては、飲酒運転は死亡事故を引き起こす可能性の

ある反社会性が強い違反行為ですので、率先して法令を遵守しなければならない県職員が

酒気帯び運転を行い、物損事故を起こしたということは、重大な非違行為であると考えま

した。 

次に、非違に至った経緯につきましては、県の運用方針では、当該非違が行われること

になった背景や動機について、特に参酌すべき情状がある場合には、処分の軽減または加

重を検討することになりますが、この事案の場合は、飲酒運転を回避する手だてをとろう

とすることなく、ほどなく車を運転しておりますことから、情状酌量の余地はないものと

考えました。また、飲酒運転につきましては、職員に対して、機会あるごとに注意を喚起

してきたところであり、そういった中で、このような行為に至ったことは極めて悪質であ

ると考えました。 

次に、非違後における言動につきましては、県の運用方針では、非違による被害や悪影

響を最小限にするための行動をとった場合に処分の軽減を検討し、また、非違を隠蔽する

ような行動をとった場合には、処分の加重を検討するものとなっております。元職員は深

く反省しているということでしたが、それによって、県民の県政への信頼を裏切る背信行

為の悪影響が軽減されたとまでは言えないと考えました。また、上司及び同僚に対して、

担当業務の説明を行い、支障をきたさないよう配慮したということでしたが、これも当然

のことであって、処分の軽減を検討すべきとまでは言えないものと考えました。 

最後に、非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度及び公務に対する信頼に及ぼす影響につ
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きましては、運用方針では、当該非違による被害や悪影響が結果として重大であった場合

に、処分を加重することを検討する項目になっております。繰り返しになりますが、飲酒

運転は反社会性が強い違反行為であって、県の重点施策として、その撲滅に県民を挙げて

取り組んでいる中で行ったこの元職員の行為は、職員全体の名誉と信頼を損なうばかりか、

県民の県政への信頼を大きく裏切るものであり、その影響は極めて重大であると考えまし

た。 

以上のとおり、一部不支給にとどめるような、考慮すべき特別な事情が認められなかっ

たため、全部不支給という判断をしたものです。 

次に、判決理由の要旨の４つ目に対してですが、１つ目から３つ目までについて御説明

をしましたとおり、退職手当が賃金後払い、生活保障的な性格を有している点も考慮し、

条例及びその運用方針に基づいて、一部不支給にとどめるような考慮すべき事情があるか

どうかを検討した結果、本件の場合は、一部不支給にとどめるような考慮すべき事情はな

いものとして全部不支給という判断をしておりますので、決して裁量権を逸脱したもので

はないと考えております。 

最後になりますが、今後の対応です。控訴期限が、平成 27 年 10 月９日までとなってお

りますので、それまでに、高松高等裁判所へ控訴する予定です。なお、控訴理由としまし

ては、先ほど申し上げましたような内容になるかと思いますが、詳細は控訴理由書として

作成し、追って提出する予定です。 

説明は以上となります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 御説明をいただき、判決に対する県の考え方はしっかり理解をさせていただ

きましたが、平成 21 年に一部不支給にととどめることを可能とする条例改正を行い、それ

らを考慮しても、全部不支給の処分になったということがきちんと伝わっていれば、今回

の何ら考慮していないという判決にはならなかったと思います。その辺についての所見を

お願いします。 

◎松本職員厚生課長 裁判の中では、そういった点につきまして十分に説明できていなか

ったということは正直言ってあるかと思います。それを反省点としまして、今後の控訴審

の中では、こういった退職手当の性格につきまして、条例改正をしたときの経緯につきま

しても、丁寧に説明をしていきたいと考えております。 

◎梶原委員 異議申し立ての棄却をした際の決定書にも勘案した内容が記載をされてない

ということで、こういう判決になったということですが、裁判において、その主張をきち

んと明確にするべきではないですか。 

◎松本職員厚生課長 確かに、先ほども御説明しましたとおり、最初に職員に対して処分

書を交付したときには、軽減すべき事情が認められないということでしたので、結論だけ
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を書いてしまったという形になっておりますので、異議申し立てを受けまして、異議申し

立てを棄却したその決定書には、当時、最初に検討した内容を丁寧に記載いたしました。

今後の裁判の中でも、そういったことは丁寧に説明をしていきたいと考えております。 

◎梶原委員 今後の対応方針ももう決定されておりますので、高松高等裁判所でどういう

判決になるのかわかりませんが、厳粛に対応していただきたいと思います。 

◎石井委員 同じような事件の判例が、ほかにあれば教えていただけますか。 

◎松本職員厚生課長 このような形で飲酒運転で懲戒免職を受け、退職手当の支給制限処

分を受けて、それについて争っている判決としましては、一審で負け、二審で勝っている

判決もありますし、一審・二審ともに負けているような判決も両方あります。一審で負け

て、二審で勝っているものとしましては、例えば管理職が起こしたものであるとか、飲酒

運転をしたことの報告がなされていない、おくれて報告したとか、そういった悪質なもの

が多くなっております。また、一審・二審ともに負けているものは、睡眠後の二日酔い運

転であったものや事故を全く起こしていないものなどとなっております。 

◎石井委員 もし、二審でも県のほうに取り消し処分が来たということになってくると、

今の体制では、同じようなことが起きるかもしれないという状態にあるわけですよね。も

し、今、こういった事案がまた出てきて、職員を懲戒処分しなくてはいけなくなったら、

普通に考えれば、そのときにもまた全部不支給という決定になりますよね。しかし、異義

申し立てが来るというようなことになってはいけないので、今の条例及び運用規定を見直

して、同じような裁判が起きないようにしていくという考えがあるのか教えてください。 

◎梶総務部長 今の条例と運用指針につきまして、私どもは現時点で変更する必要はない

と考えております。だからこそ、控訴をさせていただきます。今、委員の御指摘で、高等

裁判所での仮定のお話をいただきましたけれども、高等裁判所の判決によって、何らかの

考え方をしなければいけないということは、仮定の話としてはあり得ると思いますが、現

時点においては変更する必要がないと思いますので、もし仮に、同一の同様の案件が生じ

て同様の処分をし、同様の訴訟を提起されれば、私どもは同様に対応していくというのが

現時点の考え方です。 

◎石井委員 全国的には多分いろんな似たような事例があって、時効は５年か 10 年だと思

いますが、さかのぼって、この判決によっていろんな問題が出てくるような可能性もある

んじゃないかと思いますが、その辺についてはどうお考えですか。 

◎梶総務部長 ほかへの影響といいますか、出訴期間もありますので、過去５年間という

ことではなくて、処分の後６カ月間以内ではないと提訴できないという条件がありますの

で、他の案件に波及するとしたら、今後の案件だろうと思います。今後の案件につきまし

ては、先ほど申し上げたとおり、現行の条例、運用方針で対応していくというのが現時点

の考え方です。 
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◎石井委員 わかりました。司法がどう判断するのかということですが、一応、条例があ

って運用があってということなので、その司法の決定も含めて適切な対応をされると思い

ますが、注視させてもらいたいと思います。 

◎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。 

〈財政課〉 

◎池脇委員長 次に、今後の財政収支の試算等について、及び、財政健全化法に基づく健

全化判断比率の状況について、財政課の説明を求めます。 

◎菊地財政課長 報告事項の資料、総務部のインデックスの中の財政課という赤いインデ

ックスの１ページをお開きいただきたいと思います。 

今後の財政収支の試算について御説明をいたします。財政運営におきましては、中期的

な収支の動向を常に念頭に置くことが重要であるとの観点から、毎年、中長期的な財政収

支の見通しを作成しまして、９月議会で御報告をさせていただいているところであります。

本年度も昨年度の本県の決算状況や、中期財政計画など国の動向も踏まえまして、平成 33

年度までの財政収支の見通しを作成いたしましたので、その概要を御説明させていただき

ます。 

下段の中長期推計のポイントをごらんいただきたいと思いますが、そこのポイントの１

でありますが、今回の推計におきましては、南海トラフ地震対策に要する経費につきまし

て、昨年に引き続き、第２期行動計画に基づく対策をできるだけ網羅的に見込みました結

果、その見込み額は、昨年の推計よりも増加いたしましたものの、本年度の当初予算編成

の過程で、地方創生先行型の交付金など、国の補正予算を有効に活用したことなどにより

まして、上段の左側のグラフにありますが、昨年の推計と比べましても、今後の財政調整

的基金の残高は、増加もしくは同程度となる見込みです。中期的に安定的な財政運営がで

きる一定の見通しを立てることができたものと考えております。 

ポイントの２つ目ですが、臨時財政対策債を除く県債残高につきましては、全国でも低

水準にありまして、上段右側のグラフにありますように、国の経済対策に呼応しまして県

債の発行額が大幅に伸び始めた平成７年度末の残高を下回る水準にあります。今後、南海

トラフ地震対策を含む喫緊の課題に対応するために必要となる投資事業の実施により、県

債残高は一時的には増加するものの、中長期的には抑制傾向を今後も維持できる見通しを

立てることができました。 

他方で、ポイントの３にありますように、本県は歳入に占める地方交付税などの割合が

高いということがありますので、財政運営が地方交付税制度など、国の動向に大きく左右

されるところであります。今回の推計では、地方交付税についても一定厳しい見通しは立
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てておりますが、今後の国における財政健全化の議論の動向によっては、より厳しい見通

しとなる可能性もありますので、今後も国の動向をしっかりと注視し、引き続き、国に対

して積極的な提案を行うなど、気を緩めることなく、的確なアクセルとブレーキにより、

安定的な財政運営に努めていく必要があると考えているところであります。 

２ページ以降に、前提条件など、今回の試算の概要の資料をつけております。細かな説

明は省略させていただきますが、６ページをお開きいただきたいと思います。６ページは、

今回の推計におけます南海トラフ地震対策経費の概要についてまとめたものです。現在の

行動計画をベースに所要額を網羅的に積み上げまして、平成 33 年度までの７年間で、前回

推計よりも 37 億円の増となる 1,744 億円の事業費を推計に反映させたところであります。 

次に、７ページですが、社会保障と税の一体改革の反映状況についてまとめたものです。

下段の２、推計の概要にありますように、歳入では、地方消費税率の引き上げなどにより、

平成 25 年度と比較して、平成 26 年度から平成 33 年度までの８年間で 487 億円の増を見込

んでおります。その一方で、歳出につきましては、社会保障関係経費は毎年 3.2％ずつ伸

びていくと見込みまして、８年間では 574 億円の増となり、地方消費税率の引き上げ等に

伴う歳入の増加分は、その全額が社会保障関係経費に充当されるという見込みになってお

ります。 

次の８ページには、今回の試算で見込みました大規模事業の一覧表をつけさせていただ

いておりますので、御参照いただければと思います。 

次に、９ページをごらんいただきたいと思います。本年度に償還すべき県債の元金償還

額に対しまして、当初予算計上額が約 16 億円不足をしているということが判明をいたしま

した。定時償還方式の県債につきましては、借り入れ時に、借り入れ後２年または３年の

間、元金を償還しない期間である据置期間を設けておりますが、借りかえの場合は、この

据置期間を設けないこととしております。しかしながら、この定時償還方式による借りか

えが初めて出てきまして、据置期間があるものと担当者が誤認したことにより、当該県債

の平成 27 年度の元金償還額の予算への積算が漏れていたものです。その際、財政課内のチ

ェックにおいても、初めて定時償還方式による借りかえが生じることを認識しておらず、

予算の計上漏れに気がつかなかったものです。このたびの元金償還額の不足に対しまして

は、当該県債の償還に支障が出る平成 28 年３月末までに増額の補正をすることが必要であ

ることから、平成 27 年度２月補正予算におきまして、今回の元金償還額の不足による増額

と、利率の実績を踏まえまして、例年２月補正で行っております利子償還額の不用分の減

額との差額につきまして、元利償還金の補正を計上して、議会にお諮りをしたいと考えて

おります。なお、ただいま申し上げました県債の利子償還額の減額が、現時点ではまだ未

確定ではありますが、数億円見込まれておるところでありますし、また、本年度の普通交

付税の当初予算からの上振れ分、増額分が約 15 億円見込まれることから、２月補正におけ
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る財源につきましてはこれらで捻出することが可能でありますので、この補正に伴いまし

て新たな財政調整基金の取り崩しであるとか、追加的な県債の発行などをお願いすること

は考えておりません。今後は、チェックリストの作成や課内のチェック体制の強化による

予算案作成時点でのチェック体制の強化などの取り組みを進めることにより、再発防止に

努めてまいります。 

次に、10 ページをお開きいただきたいと思います。地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第 22 条第１項の規定によりまして、平成 26 年度決算に基づく健

全化判断比率並びに資金不足比率の状況について、御報告をいたします。 

平成 26 年度決算に基づき各指標を算定した結果、いずれの指標につきましても早期健

全化基準を下回るなどの結果となっております。一般会計等を対象とする実質赤字の標準

財政規模に対する比率である実質赤字比率は、一般会計等がおよそ 24 億円の黒字であった

ことから、該当なしとなっております。一般会計等に公営企業会計を加えた全ての会計を

対象とした連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率である連結実質赤字比率は、一般

会計等の黒字に加えて、公営企業会計においてもおよそ 118 億円の資金剰余がありました

ことから、こちらも該当なしということになっております。次に、一般会計等が負担する

地方債の元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に占める割合を示す実質公債比率で

ありますが、こちらは 12.0％となっております。平成 25 年度に比べ、平成 26 年度は地方

債の元利償還金が大きく減少したことなどによりまして、前年度から 1.6 ポイント改善し

たところです。次に、11 ページでありますが、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債

が標準財政規模に占める割合を示す将来負担比率は 158.0％でありまして、臨時財政対策

債以外の新たな起債発行の抑制などにより前年度から 0.5 ポイントの改善をしました。 

次に、資金不足比率については、資金不足を生じた公営企業がなかったことから、該当

なしとなっております。 

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。 

◎上田（周）委員 先ほど課長から平成 33 年度までの財政収支の見通しということで、今

回推計した場合に、安定的な財政運営に一定の見通しが立ったという総括的な説明があり

ました。普通交付税も 15 億円増額という中で、今後、特別交付税とかで相当額決算積み立

てもありますので、留保分が結構見込めると思います。マイナス要素は先ほどの償還の分

の説明があり、そういうものを含んだ平成 27 年の収支見通しになってるとは思いますが、

そのあたりもう一度説明をお願いします。 

◎菊地財政課長 実質収支、決算剰余等も、きちっと例年これぐらいの額だろうというこ

とで見込んだ上での見通しになっておりますので、その辺もきちんと含んだものになって

おります。 
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◎上田（周）委員 そうしたら、財政調整とこの減債のルール外 222 億円というのが、も

うちょっと余裕があるかなというぐらいで、県民の皆様から大丈夫か、と御質問があった

場合、そういうお答えでいいんでしょうか。 

◎菊地財政課長 今後の見込みについては、そういう形でよろしいかと思います。なお、

補足をいたしますと、決算で戻ってきた額で、ここで 222 億円に対応する額で、決算額に

なりますと、300 億円ぐらいに戻ってくる分がありますので、そこからスタートして、財

源不足が 95 億円ありますから、222 億円になっているという形です。あくまで予算の見通

しですので、決算ベースとなりますと、もうちょっと戻ってくるという状況です。 

◎池脇委員長 ほかにございませんか。 

（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、平成 26 年度決算に基づく県内市町村の健全化判断比率及び資金不足

比率の状況について、及び、公職選挙法の一部改正に伴う参議院合同選挙区選挙管理委員

会の設置等について、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、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による、平成 26

年度決算に基づく県内市町村の健全化判断比率及び資金不足比率の速報値を取りまとめま

したので御報告いたします。 

報告事項の赤いインデックスの市町村振興課の２ページをお願いいたします。一番上の

概要の欄をごらんください。健全化判断比率には４つの指標があります。下の表に記載を

しております実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率がその指

標です。各指標の名称の下に括弧書きで記載をしております数値、例えば右から２つ目の

実質公債費比率では 25％という表示をしておりますが、こちらが指標ごとの早期健全化基

準になります。いずれの指標につきましても、県内市町村で早期健全化基準や、それから、

さらに深刻度の高い財政再生基準になっている団体はありません。昨年度も同様です。２

つ目は、資金不足比率です。県内市町村が経営する公営企業に関する指標ですが、経営健

全化基準の 20％以上の会計は、前年度と同様に、高知市の国民宿舎運営事業特別会計、こ

れは桂浜荘ですが、１会計となっております。こちらにつきましては、後ほど資料の４ペ

ージで説明をさせていただきます。 

続きまして、健全化判断比率の各指標ごとの状況について御説明をいたします。各指標

の御説明は資料の３ページ目以降に記載をしておりますが、２ページの一覧表もあわせて

ごらんいただければと思います。 

最初に、２の実質赤字比率ですが、実質収支が赤字の団体はありません。 

次に、３の連結実質赤字比率ですが、こちらは公営企業会計を含む全ての会計を連結し
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た実質赤字額の指標となりますが、県内団体に赤字団体はありません。 

次に、４の実質公債費比率ですが、これは地方債の返済額に関する指標です。実質公債

費比率の県内市町村の加重平均は 12.3％で、昨年度から 1.2ポイント改善をしております。

これは繰上償還の実施ですとか、償還額以上に起債を発行せず、地方債現在高を増加させ

ないといった取り組みにより、元利償還金が減少したことが改善要因となっております。

しかし、全国平均と比較をいたしますと、全国が 8.0％で、それに対して県内市町村は

12.3％ですので、依然として高い状況にあることから、引き続き、比率の抑制に向けた努

力が必要な状況です。なお、実質公債費比率が 18％以上となる団体は、地方債の発行に県

知事の許可が必要な許可団体となります。平成 26 年度決算で 18％以上の団体は、室戸市

と須崎市の２団体で、昨年と同様となっております。なお、室戸市・須崎市とも平成 27

年度の決算では 18％を下回る見込みになっております。 

４ページをお願いいたします。５の将来負担比率です。これは、一般会計等が将来負担

すべき実質的な負担に関する指標ですが、県内市町村の加重平均は 62.2％で、前年度から

2.2 ポイント改善をしており、昨年と同様、早期健全化基準以上の市町村はありません。

比率が改善した要因といたしましては、先ほど実質公債費比率での御説明と同じになりま

すが、繰上償還の実施や償還額以上に起債を発行しないといった取り組みの成果により、

地方債現在高が減少したことなどが挙げられます。 

それから、６の資金不足比率です。これは、県内市町村の公営企業会計ごとの指標です

が、資金不足が生じた公営企業会計は、高知市の国民宿舎運営事業特別会計の１会計のみ

です。この特別会計は、経営健全化基準である 20％も昨年同様に超えておりまして、平成

26 年度決算で 401.5％という数字になっております。下に説明を書いておりますが、資金

不足比率が経営健全化基準以上となっておりますのは、平成７年度のリニューアルオープ

ンに伴う施設整備の起債償還額が多額であるということが主な要因となっておりまして、

平成 22 年度から 10 年間にわたり、起債元金の相当額を市の一般会計から繰り入れること

としており、これにより平成 31 年度の決算では、経営健全化基準を下回る見通しとなって

おります。 

最後に、全体を通してのまとめですが、平成 26 年度の経営健全化判断比率等につきま

しては、全体的に改善をしておりまして、財政は健全化に向かっていると考えられます。

一方で、県内市町村におきましては、南海トラフ地震対策に取り組むとともに、産業振興、

中山間対策、少子高齢化対策などにおいて、本県が直面する課題解決に向け、国・県の「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」等を踏まえた地方版総合戦略の策定、あるいは、それの

実行といったことに取り組んでおります。また、合併団体におきましては、合併算定替え

の終了に伴いまして、段階的に普通交付税が減少し始めますことから、標準財政規模は小

さくなり、これを分母として算出をしております各指標は悪化をするという可能性もあり
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ます。合併団体に限らず、県内市町村の普通交付税の標準財政規模に占める割合は半分以

上となっておりまして、交付税の動向というものが非常に重要な要素となりますことから、

引き続き、市町村と連携をしまして、交付税の総額確保等を訴えていかなければならない

と考えております。南海トラフ地震対策等のさまざまな地域課題に的確に対応しつつも、

健全な財政運営が図られますよう、今後も市町村に対しまして助言等を行ってまいりたい

と考えております。 

以上で、平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率等の説明については終わらせていた

だきます。 

続きまして、資料の７ページをお願いいたします。公職選挙法等の一部改正に伴う参議

院合同選挙区選挙管理委員会の設置等につきまして御説明をいたします。 

本年８月５日に公布をされた公職選挙法の一部を改正する法律によりまして、来年の夏

の参議院議員通常選挙から、本県と徳島県の選挙区の合区が行われることとなっておりま

して、本年 11 月５日までに高知・徳島両県で協議の上、規約を定めて合同選挙区選挙管理

委員会を設置し、合同選挙区の選挙を管理執行するということに法律でされたところです。

これを受けまして、もう一つ鳥取・島根の合区がありますので、本県・徳島県、鳥取県・

島根県の関係４県と総務省で、参議院選挙の執行の基本的考え方、及び、それを踏まえた

規約案について協議を行って、規約の基本案をその場で作成いたしました。また、２つの

合区の規約については大筋で同じものとすること、あるいは、細部については合区ごとに

関係２県で協議をすることとしました。その後、本県と徳島県とで規約の細部について協

議を行わせていただきまして、規約案を取りまとめ、９月 28 日に高知県・徳島県両県知事

の決裁をいただきまして、規約の制定をしたところです。規約の施行日は、法期限の１カ

月前となる 10 月５日からの施行としており、これによりまして、同日の 10 月５日に徳島

県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置をいたしました。 

それでは、資料に沿って御説明をいたします。まず、資料の１番、公職選挙法の改正概

要です。８ページをお願いいたします。法律の改正概要は大きく３点あります。１点目は

選挙区制度の改革で、２つの合区を含み、全体で定数の 10 増 10 減が行われたところです。

２つ目は、合区をされた選挙区における選挙運動の特例が規定されております。選挙事務

所の数、自動車等の数などがそれぞれの項目で一般の選挙区の２倍とする特例が設けられ

ております。下に載っておりますが、通常はがきの枚数や選挙運動用ビラの枚数について

は、一般の選挙区と同じ計算式によるということですが、計算式の中には、参議院選挙の

選挙区内にある衆議院選挙の小選挙区の数をベースに算出をするといったようなものがあ

りますので、こちらも当然ふえていくということになります。３点目が、執行管理体制で、

合区をされた選挙区の選挙事務は、参議院合同選挙区選挙管理委員会を設置する、その設

置をした合同選挙管理委員会で管理執行するとされたところです。 
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資料の７ページにお戻りいただきまして、２の合同選管についてという欄をごらんくだ

さい。（１）は、先ほど御説明しました、関係県が協議の上規約を定めて、共同して合同選

管を置くということが定められておるということです。（２）で、合同選管の組織・会議等、

いろいろ決まっておりますが、主なものを挙げさせていただいております。まず、合同選

管の委員ですが、８名とされておりまして、高知・徳島両県の選挙管理委員がそれぞれ４

名おりますので、その各県の選挙管理委員をもって充てることとされております。 

また、委員長は委員の中から互選をするということが法律に定められております。それ

から、委員の任期を定めております。それから、会議の成立、議事の決定等についての規

定です。それから（３）に移りまして、関係県の協議によって定める合同選管の規約の中

に、次の内容を定めるということが法律で定められておりまして、名称と執務場所、経費

の支弁の方法はこれを具体的に定めなさいと、及び、それから必要な事項について定める

ということが法定されております。それから、（４）ですが、公職選挙法令及び規約に定め

るものを除くほか、必要な事項は合同選管が定めるということにされておりまして、今後、

必要な規定を定めるよう、徳島県選管と協議・検討いたしております。 

次に、規約の内容の御説明の前に、３の合同選管による参議院選挙区選出議員選挙の執

行の基本的な考えについて御説明をいたします。10 ページをお願いいたします。この資料

は、冒頭申し上げました総務省と関係４県での協議の合意内容を総務省が取りまとめた資

料です。まず、上段の枠囲みに原則がまとめられておりまして、まず、候補者または業者

に対し、合同選管として受け付けなどを行う必要があるものは、合同選挙区への移行に伴

い不便とならないよう、申請・届け出者の利便性を考慮し、原則、両県選管において受け

付けを行うということにしております。それから、それ以外の事務についても、１つの県

に片寄せをせず、できる限り各県で処理できるものはそれぞれで処理し、各県で分けられ

ないものに限って、共同で処理を行うか、協議により担当県を決めて処理を行うというこ

とを大原則として掲げております。 

下の図でごらんいただきますと、まず、一番左の合同選管で決定というところですが、

合同選挙管理委員会では、例えば参議院選挙の選挙長でありますとか、立候補届け出場所

なんかを決定をするということになります。真ん中の担当県で対応というところですが、

先ほどの２大原則によりまして、どうしても両県でできないもの、下に例示で書いており

ますが、立候補の届け出の受け付けはどうしても１カ所でせざるを得ませんので、そうい

ったものについては担当県を定めて受け付けをすると。それから、それ以外のものには両

県で対応するということで例示を下に書いておりますが、例えば事前審査なんかもそうで

すし、さまざまなその申請届け出は両県の選管で受け付けをする。それから物資の交付と

書いておりますが、立候補届け出の際に選挙の七つ道具を交付しておりますが、この七つ

道具、物資の交付につきましても御希望をお聞きして、御希望の選管からお渡しをすると
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いうことで、候補者、業者に対して不便にならないよう配慮をすると。それから、文書の

閲覧等につきましても両県で対応するということが合意事項として定められております。

両県で対応するものとしましては、このほかに、例えば投票用紙の調整、選挙公報の発行、

選挙啓発などがあります。 

続きまして、規約の内容について御説明いたします。９ページをお開きください。徳島

県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会規約です。法律で定められた、これを決め

なさい、規定しなさいと定められたものが、１条の名称、２条の執務場所、及び５条の経

費の支弁の方法ということになります。１条では名称を定めております。冒頭の徳島県及

び高知県の部分は、改正公職選挙法の選挙区の名称が徳島県及び高知県ということに定め

られておりますので、それを用いて、徳島県及び高知県という名称にしております。それ

から、２条の執務場所ですが、主たる執務場所を委員長の属する県の選管の所在地として

おります。それから法定で定めるべきとされております５条の経費の支弁の方法ですが、

先ほど言いましたように、できるだけ両県でやるということですので、両県が協議をして

定める額をそれぞれ支弁するという形での規定をしております。 

あと、その他必要な事項として定めたのが、３条、４条、６条になります。３条では、

委員長の互選の方法を定めております。法律で、委員長は委員の中から互選をするという

ことだけ定められておりますので、互選の方法を定めております。４条は、会議について、

招集などの方法について定めております。６条は、選挙の執行管理に関して必要な事項を

定める委員会規程等の公表の方法について定めております。 

資料につきましての説明は以上です。 

なお、第１回の合同選管の委員会は、徳島県三好市の池田町で 10 月９日に開催をされ

る予定で、参議院合同選挙の執行管理に向け、ここから準備を開始をしていくことにして

おります。 

以上で、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。 

◎三石委員 合同選挙区選挙管理委員会の設置等について、詳しく説明をいただきました。

すぐにこれを見てどうこうということじゃないですが、我々は選挙で選ばれた人間ですか

ら、結構興味もあってのみ込みが早いんですが、果たして県民はどこの部分まで仕組みが

わかっているのか、とても気になります。合区の仕組みをどういうふうに県民に、どの部

分まで知らせていくのか。ただでさえ、投票率が低くなっており、関心を持ってもらわな

いといけない。そういうことも含めて、どういうような見通しを持っておられるのか、お

聞きしたい。 

◎成田市町村振興課長 具体的には、これから合同選管で協議をすることになりますが、

前回の衆議院選挙も選挙区が３から２になって初めての選挙でした。区割りの変更等のポ
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スター等を作成し、周知させていただきました。同様に、県民の皆さんには選挙制度、区

割りが見直されたということを、しっかりと周知をしていく必要があると思ってますので、

また協議をしていきたいと思います。 

◎三石委員 しっかりと協議をして、できるだけ詳しく県民に周知をしていただきたい。

それによって、関心も持ってもらわないけないので、そういうことをあわせて、要請をし

ておきたいと思います。 

◎上田（周）委員 市町村財政の健全化のことで説明がありました。この実質公債比率を

見ても、全国平均で 8.0％で、市町村振興課の助言のもとに頑張って取り組んでいるとい

うことなので、健全化に向けては結構進んでいると思います。北川村と津野町のマイナス

はすごい数字だと思います。そうは言っても、南海トラフ関連や、施設の過渡期で、これ

からも結構厳しくなるという中で、地方交付税の維持・確保に向けて、国に対して具体的

にどんな動きをされているんですか。32％上げていただいたら一番早い話なんですが、そ

の辺の説明をお願いします。 

◎成田市町村振興課長 全国的に同じような状況のところもたくさんありますので、知事

会などの場を活用させていただいて、地方税財源の確保ということは常に要望させていた

だいておりますし、それから、個別の県・市町村で申し上げておるところになりますと、

毎年、交付税に対する意見の申し出の制度などもありまして、市町村と勉強会をしながら、

どういったことを取り上げて要望していったらいいかということで、毎年、幾つかの項目

を要望させていただいて、一部採択とか、採択という判定をいただいているところです。 

◎上田（周）委員 以前から、県と 34 市町村との協議会が、今もあろうかと存じますが、

その市町村も今、担当の方が随分かわってますので、そのあたりも含めて、引き続き、高

知県独自で訴えていくことを要請します。 

◎梶原委員 合同選挙区選挙管理委員会の件についてお聞きしたいんですが、名称が徳島

県及び高知県で、第１回の会合も徳島県で行われるとなると、何か徳島県が主体になって

いるような感じを受けます。 

管理執行について、両県でそれぞれが担当できないものに立候補届け出の受け付けがあ

りますが、実際、ポスターの掲示板の抽せんなどもあると思います。それがどちらかにな

った場合に、通常であれば、候補者としては立候補の届け出をして、さあ第一声というと

きには、やっぱり所在の県庁所在地から出たいという本音の部分もあると思うんですが、

その辺の調整をどうされていくのかお聞かせください。 

◎成田市町村振興課長 徳島県の三好市で第１回を開催するということで、両県の中間点

で、大豊町か三好市か綱引きもあったのは事実でありますが、大豊町まで来ていただくと、

ちょっと徳島県のほうが遠いこともありまして、うちが譲ったいうことはあります。委員

長がどちらになるかは、御説明しましたように互選ということで、第１回の委員会で委員
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長の互選が行われます。ただ、徳島県ともいろいろ話をしており、委員会の規定の中で、

委員長の任期が３年として、それから第１回目の合同選管で持ち回りにしましょうという

申し合わせをする予定になっております。加えまして、先ほど御説明をしましたように、

選挙事務が立候補者、業者の皆さんに不便にならないよう、極力両県でできるものは両県

でやりますということにしておりますので、どっちが委員長になっても、余り大きな差は

ないんじゃないかとは思っております。ただ、梶原委員が言われましたように、立候補の

受け付けの届け出場所については２カ所ということはどうしてもできませんので、高知県

庁になるのか徳島県庁になるのかはわかりませんが、１カ所でやらせていただくというこ

とになりますが、説明の中でも申し上げましたように、第一声を上げるためにどうしても

必要な標旗といったものについては、御希望の選管のほうでお渡しをするというような、

極力配慮をした形で運営をしていきたいと考えております。 

◎梶原委員 それから、私たちの意見としては、やはり各県から代表者を出すべきだとい

う思いでずっとこれまで話もしてきましたが、実質、合同選挙区になって選挙運動に係る

ものを、今までの一般の選挙区等から全て倍になっているから倍にするということで、こ

れは本当に必要な措置だとは思います。ただ、もともと、有権者の１票の格差があるとい

う理由で合区になったにもかかわらず、他の選挙区に比べて、こういった事務所、自動車、

広告、開催できる演説会、標旗等が倍になり、投票行動を決めるための選挙活動が、ほか

と倍になるのは、本末転倒というか、何か整合性がとれない面もあるんじゃないのかとい

う気はします。現実には本当に必要な措置だとは思いますが、その辺について、どうお考

えですか。 

◎成田市町村振興課長 選挙管理委員会の立場から言いますと、なかなかそこについては

申し上げることが難しいんですが、選挙管理委員会としては、国で枠組みを決められた中

で、なるだけ候補者、業者の方に不便をかけないように配慮をしていくのが、我々のでき

るところだと考えておりまして、おっしゃるように、広さが正確に２倍になるかどうかは

わかりませんが、２倍になるということで、選挙運動の費用もかかるようになったりしま

すので、難しさもあるようには感じてはおります。 

◎三石委員 どんな場においても、主導権争いはあると思います。例えば、高知県が握る

とか、徳島県が握るとか、そういうようなことになりがちです。それはよくわかるんです

が、合区になることが決まったわけですから。その中で、いろんな立場の人の意見も聞き

ながら調整をするのはなかなか大変な仕事だと思います。島根・鳥取も同じようなことを

やっていると思いますし、そういうところとともに勉強し合って、ぜひいいものをつくり

あげてください。それで、決定したことを速やかに県民に周知徹底していただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

◎池脇委員長 三石委員がまとめてくれましたので、質疑を終わります。 
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〈管財課〉 

◎池脇委員長 次に、東洋ゴム工業株式会社製免震装置に係る本庁舎の対応について、管

財課の説明を求めます。 

◎沢田管財課長 本庁舎で使用されております東洋ゴム工業株式会社が製造いたしました

免震装置が、国土交通大臣認定不適合となった問題につきまして、対応状況について御報

告をさせていただきます。 

まず最初に、これまでの説明と一部繰り返しになりますが、本庁舎に係る経過について

簡単に御報告をさせていただきます。資料の赤いインデックスの管財課の部分をお願いい

たします。去る３月 13 日、東洋ゴム工業株式会社の製造した免震装置に関しまして、県本

庁舎等で使用されている装置が国土交通大臣認定不適合であることが発覚いたしました。

県では、直ちに該当する庁舎の安全性について検証を行いますとともに、東洋ゴム工業株

式会社に対し、知事名の文書で対象建築物の免震材料の具体的な交換スケジュールを示す

など、誠意ある対応を要請したところです。庁舎の安全性につきましては、土木部におき

まして当面の安全性を確認し、その後、国土交通省からも、震度６強から震度７程度の地

震に対して倒壊するおそれはない旨の判断が示されましたので、私どもも一安心をしたと

ころです。一方で、現状におきましては、大臣認定不適合の免震装置を使用した建築物は

建築基準法違反の状態です。また、できるだけ速やかに対策を講じる必要もあることから、

免震装置を交換するなどの今後の対応策につきまして、東洋ゴム工業株式会社、請負業者、

設計会社等と継続的に協議をしてまいりましたところ、７月に、東洋ゴム工業株式会社の

責任において、免震装置の全部取りかえなどを含め、設計当初の安全性が確保できるよう

対応する。全部取りかえを前提に、請負業者、設計会社等と今後協議を進めていく。請負

工事等に要する経費につきましては、東洋ゴム工業株式会社が負担することを確認いたし

まして、さらに詳細について協議を進めてまいったところです。 

合意書の締結の見通しにつきまして、御説明を申し上げます。免震装置の交換につきま

しては、４月に耐震工事を実施した請負業者や、代替品の製造会社などの関係者が、本庁

舎の現場を確認するなど、今回の事案の発覚当初から対応策の検討を加えてまいりました

が、工事を実施するためには、仕様を決定し、契約を締結する必要があります。そのため、

７月の確認事項を前提といたしまして、合意文書を締結することとし、その詳細につきま

して、協議、調整をしてまいりましたところ、このたび、仕様、役割分担等について事前

協議がおおむね整いましたので、今月中にも、東洋ゴム工業株式会社、設計会社、請負業

者、県の間で工事実施についての合意書、工事の契約書を締結できる見通しとなりました。

合意書では、東洋ゴム工業株式会社の責任で、本庁舎で使用されている免震装置の交換工

事を実施することとし、県が現工事の設計、請負業者に発注すること、現工事の設計、請

負業者と申しますのは、当初の耐震改修工事を実施した設計会社、請負業者のことであり
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ます。設計、工事に要する経費は全て東洋ゴム工業株式会社が負担すること、代金は東洋

ゴム工業株式会社が直接、設計会社、請負業者に支払うことなどを定めることとしており

ます。なお、損害賠償につきましては、別途の合意により決定することとしておりまして、

今後、顧問弁護士とも十分協議を行った上で、他の対象施設とともに対応を検討してまい

ります。 

次に、工事の方法ですが、お手元にパンフレットを配りしておると思います。ごらんい

ただけますでしょうか。本庁舎耐震改修工事の際の設計会社が作成いたしましたパンフレ

ットですが、これで御説明をさせていただきます。パンフレットをお開きください。左上

に完成断面図と、その下に高減衰積層ゴムの図があります。この図が、今回問題となって

おります免震装置の構造です。中ほどに、免震ピットと設備配管という写真がありますが、

写真の黒い円筒状のもの、これ一つ一つが免震装置で、断面図のように、本庁舎耐震工事

の際に、庁舎に後づけをする形でこの装置が 72 基設置をされております。免震装置を交換

するためには、この写真にも写っております免震ピット内の設備、配管の取り回しなどを

整理した上で、庁舎を若干ジャッキアップをし、設置されております東洋ゴム工業製の装

置を取り外します。その後、他社製品、現在はブリヂストン製を予定しておりますが、他

社製の免震装置を組み込むといった工事となる予定です。本庁舎の免震装置につきまして

は、当初の耐震改修工事の設計段階では、東洋ゴム工業製、ブリヂストン製など、複数の

免震装置から選択できる仕様となっておりましたので、他社製品でも当初設計で要求した

性能を有しており、またほぼ同じサイズの製品がありますので、多少加工は必要となるよ

うですが、互換性につきましては大きな問題はないこと。また、工事中の耐震機能の確保

につきましても、仮設の補強工事を行うなど、安全対策についても十分考慮の上、交換工

事を実施すると聞いております。なお、高減衰積層ゴムのイラストの右に弾性すべり支承

という装置がありますが、これにつきましては他社製品で、今回の大臣認定不適合問題と

は関係がありませんので、現在設置されてるものをそのまま使用できる見通しとなってお

ります。 

次に、今後のスケジュールです。もともと免震装置は交換を前提に設置されております

が、これまで全国的にも装置の全部を交換した例がないなど、作業工程に不確かな部分が

多々あること。それと、国土交通省が示しております工事のガイドラインにおきましても、

設計者と工事事業者が共同して進めることとされておりますこと。さらに、免震装置は受

注生産品ですので、ブリヂストン製を使用する場合でも、製造に一定の時間を要すること

などといった不確定な要素も多く、スケジュールを確定することが難しいと聞いておりま

すが、現時点で請負業者から聴取したスケジュールにつきましては、資料に記載しており

ますとおり、合意書締結後、間を置かず装置の発注をし、６月ごろには交換作業に着手、

平成 28 年末ごろには工事の完了というスケジュールを見込んでおります。 
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なお、庁舎をジャッキアップすると申しましても、建物全体を持ち上げるのか、あるい

は建物の一部を支えて順次交換していくとかの手順につきましても検討が必要ですし、何

分初めての工事ですので、現場での判断が必要なことも予測されまして、あくまで、現時

点で工事が順調に進む場合の想定でありますことを御理解いただきますよう申し上げます。

工事に着手いたしますと、その間、工事車両の出入りや敷地内の駐車スペースを制限せざ

るを得ないことなど、庁舎を利用する県民の方々や職員にも御迷惑をおかけすることとな

りますけれども、安全・スムーズな工事の施工に努めてまいりたいと考えております。 

以上で、報告を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 前例のない交換工事ということで、若干のジャッキアップをしてやる

となると、業務への支障はどの程度になりそうですか。 

◎沢田管財課長 ジャッキアップと申しましても、何ミリというレベルのようです。私も

素人ですので、建築の専門から聞いた話になりますので、ちょっと怪しいところもありま

すが、そういうわずかなものですので、特に業務に支障が出るようなことにはならないの

ではないかと考えております。 

◎上田（周）委員 それから、関連費用を東洋ゴム工業株式会社が全部負担するというこ

とですが、前例のない工事ということで、一体どれくらい経費が要るんですか。 

◎沢田管財課長 この合意書を今月中に締結することになっております。その前段といた

しまして、請負業者のほうから概算の見積もりを聴取する手順となりますので、それでお

おむねの金額はわかろうかと思いますが、現段階では不明となっております。 

◎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。 

ここで休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

 

（昼食のため休憩 11 時 41 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。 

《会計管理局》 

◎池脇委員長 次に、会計管理局について行います。 

最初に、会計管理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。 

◎岡林会計管理局長 会計管理局からは、県有財産の取得に関する議案が１件です。物品

購入の予定額が 7,000 万円以上のものにつきまして、財産条例第２条第１項の規定により、

県議会の議決をお願いするものであります。詳細につきましては、担当課長のほうから説



- 24 - 

明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

◎池脇委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈総務事務センター〉 

◎池脇委員長 総務事務センターの説明を求めます。 

◎河岡総務事務センター課長 それでは、県有財産の取得に関する議案につきまして説明

をさせていただきます。資料ナンバー③の 13 ページをお願いいたします。第８号議案とい

たしまして、授業用パーソナルコンピューター一式を 10 組取得することにつきまして、県

議会の議決をお願いするものです。 

この議案につきましては、資料ナンバー④の２ページの下段にその説明を記載しており

ますので、こちらで説明をさせていただきます。室戸高校ほか９校につき設置をしており

ます教学機器としての授業用のパーソナルコンピューター一式を更新するものです。今回

は、平成 21 年度に購入したパソコン等を更新するもので、10 校合わせまして 378 台のパ

ソコンと 100 台の携帯端末などを一括して、高知市比島町二丁目４番 33 号の四国通建株式

会社高知支店から、8,856 万円で購入しようとするものです。今回の財産の取得につきま

しては、一般競争入札によりまして、５月 19 日に公告を行い、７月 31 日に入札を実施い

たしまして、８月６日に仮契約を締結しております。このことにつきまして、高知県財産

条例第２条第１項の規定により、県議会の議決をお願いするものです。 

議案についての説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 そのパーソナルコンピューターと携帯端末機器の１台当たりの単価は幾らに

なりますか。 

◎河岡総務事務センター課長 今回の落札価格から逆算することになりますが、デスクト

ップ型のパソコン 378 台の単価につきましては、関連するソフトウェア等も含めまして 17

万円をちょっと上回るぐらいです。携帯端末につきましては、タブレットになりますが、

１台当たりの単価が、これもソフトを含めまして 14 万 4,000 円を少し上回るぐらいの価格

となっております。 

◎梶原委員 その携帯端末 14 万円は少し割高な気がしますけど。一般競争入札には何社入

られたんですか。 

◎河岡総務事務センター課長 今回の入札につきましては、入札説明書をとりに来られた

会社は８社でしたが、最終的に入札に参加をしたのは１社です。 

◎梶原委員 １社となった理由はわかりますか。 

◎河岡総務事務センター課長 入札説明書をとりに来られた何社かに聞いた話ですが、こ

の高校の授業パソコンの入札につきましては、昨年度までは大体３社ぐらいは参加をいた

だいておりました。300 台とか 400 台とかかなり多くの調達になるんですが、台数が多い
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ということと、これまでの予定価格に対する落札率が大体 70％から 80％くらいと、かなり

厳しい入札をされておりましたので、安価に調達するのが難しい状況にあるというお話は

聞いておりました。そういう事情もいろいろあったのかと思いますが、具体的に明確な理

由は確認しておりません。 

◎梶原委員 今回は何％でしたか。 

◎河岡総務事務センター課長 先ほど申しました１社により、３回目の入札でやっと落札

になりました。落札率は予定価格に対して 99.3％と、かなり高くなっております。 

◎池脇委員長 １台当たりの単価について、小売価格で比較した場合はどうなんでしょう

か。機種によって高いものは高いわけですが、同種の機種で、いわゆる小売価格との比較

はしていますか。 

◎河岡総務事務センター課長 機器の調達ということですが、実際の作業としましては、

調達した機器を校内ＬＡＮに設置をして、稼働するところまでの調整経費等も含めており

ます。ハードに教育用のソフトも入れるので、明確に標準価格が示されておりませんので、

そことの比較はできませんが、予算との比較で申しますと、大体、１割弱ぐらいは安い額

で今回も入っております。 

◎池脇委員長 メーカーあるいは機種等はわかっておりますか。 

◎河岡総務事務センター課長 デスクトップ型のパソコンにつきましては、ＮＥＣ製でか

なり高性能なものです。ＣＰＵもインテルのＣｏｒｅｉ５という上位のものを入れており

ますので、値段的にも決してそれほど高いという感じはしておりません。 

◎池脇委員長 ソフトについてはいかがですか。 

◎河岡総務事務センター課長 ソフトにつきましては、種類が多いので、主管課である高

等学校課のほうでお答えいただいたほうがよろしいかと思いますが、よろしいでしょうか。 

◎藤中高等学校課長 高等学校課です。 

基本的にソフトの部分においては、パソコン教室において、生徒の操作等を確認すると

いう意味で、それを管理するソフト。それから、当然のことながら、ワープロ、表計算と

か、そういったものも活用できるもの。それから、セキュリティー対策のソフト。それか

ら、学校指定においてＰＤＦ化をするソフトとか、そういったものを。それとワープロに

おいては、ウインドウズのマイクロソフトだけではなくて、一太郎についても対応ができ

るような形のソフトを入れさせていただいております。 

◎池脇委員長 ソフトも全部込みでということでよろしいですね。 

◎藤中高等学校課長 はい。そうです。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

以上で、会計管理局を終わります。 

《教育委員会》 
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◎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 ９月議会に提出しております教育委員会関係の議案、平成 27 年度一般会計

補正予算ほか２件です。 

お手元に配付されております資料ナンバー②の 73 ページをお願いいたします。教育委

員会補正予算総括表です。教育委員会所管の補正予算は 1,068万 1,000円の増額補正です。

まず、生涯学習課です。若者の社会的自立を支援する若者サポートステーションの機能強

化のための増額補正をお願いするものです。次に、スポーツ健康教育課です。全国トップ

レベルの競技成績をおさめております飛び込み競技の屋内練習場を整備するための実施設

計等に要する経費につきまして増額補正をお願いするものです。 

続きまして、資料ナンバー①の６ページをお願いいたします。債務負担行為の補正です。

下から２段目、学習問題改訂委託料は、本年度の全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ

て、全ての小中学校で実施している算数・数学の単元テストに思考力などを問う問題を組

み込むよう、内容を充実するものです。来年度の１学期に使用する部分は年度内につくる

よう考えておりますが、全体が完成するのは来年度になりますために、債務負担行為をお

願いするものです。その下の春野総合運動公園飛込み練習場実施設計委託料は、先ほど御

説明いたしました飛び込み競技の屋内練習場の実施設計につきまして、来年８月の完了を

見込んでおりますことから、増額補正とあわせて債務負担行為もお願いするものです。 

続きまして、条例その他の議案です。資料ナンバー④の２ページをお開きください。中

段の高知県認定こども園条例の一部を改正する条例議案です。この条例につきましては、

就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が一部改正され、

保育所型認定こども園の認定の有効期間が廃止されたことに伴い、当該有効期間に関する

規定を削除しようとするものです。 

次に４ページをお願いします。下段の青少年センター本館及び宿泊棟改築主体工事請負

契約の締結に関する議案は、青少年センターの本館及び宿泊棟改築工事につきまして、７

月 31 日に開札を行い、落札者を決定し、仮契約の締結に至りましたので、工事請負契約の

締結について議決をお願いするものです。 

各議案の詳細につきましては、後ほど担当課長から御説明をさせていただきます。 

次に報告事項で４件となります。 

まず、「平成 27 年度全国学力・学習状況調査の結果について」です。本年４月に実施さ

れた全国学力・学習状況調査の結果が８月に公表されたことから、その内容につきまして、

小中学校課長から御説明をさせていただきます。 

次に、「塩見記念青少年プラザ改築主体工事基本設計の概要について」です。塩見記念
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青少年プラザは、建物の耐震性に問題があることなどから、現在、建てかえに向けた設計

作業を進めておりますが、このほど基本設計が完了いたしましたので、その概要につきま

して、生涯学習課長から御説明をさせていただきます。 

次に、「新図書館等複合施設の整備状況と新図書館サービス検討委員会等について」で

す。東洋ゴム工業株式会社による免震装置の問題に伴います、新図書館等複合施設の現在

の整備状況のほか、今後、開館の延期に伴い生じた期間を活用して、新図書館サービスの

検討を行う委員会を立ち上げることなどにつきまして、新図書館整備課長から御説明させ

ていただきます。 

最後に、「平成 26 年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果につ

いて」です。平成 26 年度の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の結果

が先月 16 日に公表されたことから、その内容につきまして、人権教育課長から御説明させ

ていただきます。 

最後に、教育委員会が所管いたします主な審議会等の６月議会以降の開催状況を御説明

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

県社会教育委員会を８月、高知県児童福祉審議会保育部会、高知県産業教育審議会、高知

県いじめ問題対策連絡協議会、高知県いじめ問題調査委員会を９月にそれぞれ開催してお

ります。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）を

７月と８月に開催しております。なお、高知県社会教育委員会につきましては、第１回目

の会議を本年３月 19 日に開催しておりますが、６月定例会の総務委員会で報告すべきもの

が抜かっておりましたので、あわせて御報告をさせていただきます。まことに申しわけご

ざいません。各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ていただきます。 

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 最初に、幼保支援課の説明を求めます。 

◎溝渕幼保支援課長 高知県認定こども園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、改正する条例議案ですが、資料ナンバー③の 12 ページをごら

んください。中ほどにありますとおり、高知県認定こども園条例の第４条の削除と、附則

にこの削除に伴う経過措置を規定するものです。 

資料ナンバー④の２ページをお開きください。この条例の改正は、地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、

就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、通常、認定こど

も園法と呼んでおりますが、この法が一部改正され、保育所型認定こども園の認定の有効
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期間が廃止されたことに伴い、条例の有効期間に関する規定も削除しようとするものです。 

同じ資料の 33 ページ、新旧対照表をお開きください。この新旧対照表の１条と第２条

につきましては、認定こども園についての規定をしているもので、今回変更するものでは

ありませんが、参考に記載をさせていただいております。したがいまして、１条と２条の

内容は右と左と同じものです。右の旧の条例をごらんください。認定こども園につきまし

ては、第２条のとおり、幼保連携型認定こども園と幼保連携型外認定こども園の３類型と

合わせて、４類型の認定こども園の種類があります。このうち、次のページの中ほどに記

載されております、イ保育所型認定こども園につきましては、認可保育所に満３歳以上の

保育の必要のない子供を受け入れることができ、学校教育法に規定されている幼児教育も

行う施設となっております。この保育所型認定こども園のみ、そのページの下、第４条に

ありますように、認定の日から起算をしまして、４年を経過した日の属する年度の末日ま

での有効期間が規定をされておりました。この条文が、左の新条例のとおり、削除となる

ものです。 

恐れ入りますが、別冊の総務委員会資料、議案説明資料、教育委員会、赤色インデック

スの幼保支援課をごらんください。２の改正の理由ですが、保育所型認定こども園は、児

童福祉法による保育に欠けない子、保育に欠ける子のいずれの子供も利用ができますが、

保育所部分につきましては、児童福祉法による市町村の保育の実施義務が課せられており、

保育に欠ける子の入所を確保しなければなりません。しかし、認定こども園になることに

よって、保育に欠けない子の利用がふえ、本来の認可保育所の実施義務である保育に欠け

る子の利用が妨げられてはなりませんので、地域の保育需要として、保育に欠ける子供の

人数とその受け入れ体制の状況を一定の期間ごとに確認する必要がありました。そのため、

有効期間を定めておりました。 

次の（２）の廃止の理由にありますように、この４月にスタートした、子ども・子育て

支援新制度では、市町村は将来の保育需要を見込んで、平成 27 年度から５年間の供給体制

の整備をする計画を策定し、その計画に基づき、整備をすることとなりました。また、市

町村に設置しております子ども・子育て会議で、毎年、計画の実施状況の確認、評価を行

うことから、保育に欠ける子、新制度では保育の必要な子供と呼んでおりますが、この子

供の保育需要について毎年検証することとなっております。このことにより、今までのよ

うに有効期間を定め、確認をする必要がなくなりましたので、この規定を削除するもので

す。 

また、条例の施行日が公布の日となることから、現在、保育所型認定こども園として認

定をしている園の有効期間につきましては、経過措置で有効期間を定めないこととみなす

よう規定をしております。 

３番にありますように、本県の保育所型認定こども園は、現在、県内で５園が運営して
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おりますが、いずれも有効期間がなくなったことにより、継続的な運営が可能となりまし

て、園の運営には影響はありません。 

以上で、説明を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 毎年、保育に欠ける子供の人数などはチェックをできる法律になったので、

これまでの５年のチェック項目はもう要らなくなったことで、子供の人数などのチェック

は毎年されるかもしれないけれど、そもそもの法律では、先生方の配置やさまざまな点で、

認定こども園としての資格を有するかどうか、そういうチェックではなかったかと思って

たんですが、全体の園としての資格を問うようなチェック体制はどこにあるんでしょうか。 

◎溝渕幼保支援課長 認定こども園そのものにつきましては、認可保育所と、認可の幼稚

園、それと今、新しく認可の幼保連携型認定こども園、それと両方とも認可のない地方裁

量型があります。今、認定こども園自体の監査につきましては、それぞれの児童福祉施設

のものについては、地域福祉部の福祉指導課、それと私どもの幼保支援課、学校法人につ

きましては、幼保支援課です。ですから、そういった基準につきましては、監査、検査を

しております。各受け入れ体制につきましては、市町村での確認作業が新たに加わりまし

た。したがいまして、毎年何人の子供を受け入れることができるのか、市町村ではわかり

ます。それに伴って、何人の子供を受け入れできるのか、毎年、需要に対しての供給体制

が確認できるようになっております。 

◎中根委員 例えば、給食を園の中でつくらなくてもいい形になっているとか、配食サー

ビスを受けることがオーケーになっているとか、これまでの保育所・幼稚園の形とちょっ

と違った中身も、随分、今度の新制度の中に入っているように思っています。ですから、

子供を取り巻く環境がきちんと適合しているかどうか、一番気にかかるんですよ。とても

複雑になっていて、みんなが認識しづらいなとすごく思うんですけど。そんな中で、改定

をすることによってチェック体制がおろそかにならないような形であればいいと思ってる

んですが、その点では心配はないですか。 

◎溝渕幼保支援課長 施設の給食の関係や先生の配置などにつきましては、先ほども申し

ましたように、毎年定例の監査、検査をしておりますので問題ないと思います。待機児童

の発生に伴う受け入れ体制につきましては、市町村のほうで毎年４月に向けて体制の確認

をしますので、そこのところでも問題はな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 なければ、質疑を終わります。 

〈小中学校課〉 

◎池脇委員長 次に、小中学校課の説明を求めます。 



- 30 - 

◎長岡小中学校課長 それでは、補正予算について説明をさせていただきます。資料ナン

バー②の 74 ページをお開きいただきたいと思います。債務負担行為として 638 万円を提案

させていただいております。これは小学校算数と中学校数学における思考力や表現力をさ

らに効果的に育成するため、全ての学校で現在実施しております単元テストに思考力など

を問う問題を組み込む経費を、学習問題改訂委託料として計上させていただいたものです。 

それでは、委託事業につきまして説明をさせていただきます。議案説明資料の小中学校

課のインデックスのページをお開きください。「小・中学校の算数・数学の学力向上対策」

という題の資料です。この資料の左上には、小中学校課が高知県教育振興基本重点プラン

に基づき取り組んできました主な学力向上対策を記載しております。 

しかしながら、中学校の学力の状況は、右上のグラフのとおり、平成 25 年度以降は改

善が足踏み状態にあります。この主な要因として、一つには、授業改善や子供たちの繰り

返し学習に教材を有効に活用し切れていないこと、また、組織的に学力を向上させるため

の体制が整っていない学校がまだあること、そして、基本の理解が不十分で基礎学力が十

分定着していない生徒がまだいることなどが挙げられます。 

そのため、この下段、今後の対応にある対策に力を入れていきたいと考えております。

まず、左側に記載しております、算数・数学単元テストの充実強化が、今回補正で債務負

担をお願いする事業です。この単元テストは、平成 20 年度から県の教育ネットを通じて各

学校に配信しているもので、単元ごとに学習内容の定着状況を確認するチェックシート、

定着が不十分な場合に補強するフォローアップシート、さらに、定着した学力をさらに伸

ばすチャレンジシートの３つの教材から構成しており、県内の全ての小中学生が単元ごと

にこの教材に取り組んでおります。今回は、この単元テストに、高知県の小中学生で弱さ

が見られる思考力や表現力を問う問題を組み込むことで、それぞれの学校で単元ごとに思

考力等の定着状況を確認しながら、授業づくりができる仕組みを整えようとするものです。

この充実強化した教材が来年度当初から各学校で活用されますよう、来年度の１学期の教

材は２月末までに作成し、残りの２、３学期分の内容につきましても来年度の早い時期に

作成する計画です。委託料はこれらの業務が全て完了する来年度に支払うこととなるため、

所要額を債務負担行為で確保させていただくものです。 

小中学校課の補正予算の説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎下村委員 今回、こういう教材を使って学力アップを狙うということなんですが、こう

いう教材を実際に今までに使ってどういう効果が上がってるのか、それをどの辺まで把握

されているのかお答えください。 

◎長岡小中学校課長 先ほどの資料を見ていただきますと、高知県の中学校の学力の状況

をグラフで示しております。これは平成 19 年度の結果を受けて平成 20 年度から実施して
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おります。そうしますと、平成 20 年度から特に平成 24 年度までを見たときに、かなり右

上がりになっている状況があります。これは算数・数学です。ここまでにこの単元テスト

を使って、特にＡ問題の力、基礎学力をチェックしながら授業を改善したり、あるいは子

供たちに繰り返し学習をさせてきたというところがあって、これにつきましては、やはり

効果はあったと考えております。 

◎下村委員 今回やろうとしてるのは、さらにそれを伸ばすためにという意味だと思うん

ですが、具体的にほかの県で実際に結果が出てるのかどうか、実績がもしもあれば、ぜひ

お聞かせいただきたい。 

◎長岡小中学校課長 実はこの単元テスト等については、例えば秋田県などがもう以前か

ら実施しておりました。そして、福井県等におきましても、さらに伸ばすようなＢ問題対

応の問題、さらに進んでチャレンジ問題、合科的な問題、そういったものにも取り組んで

いる状況があります。そういう先進県の事例等にも学んで、今回これを充実していきたい

と考えております。 

◎下村委員 やはり中学校が相当ネックになっていると思うんですが、学力が伸びるよう

に、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

◎中根委員 子供たちの学力、特に思考力を高めるのは、すごく大変な課題だと思います。

本会議の質疑などでも、先生方の多忙感、多忙化のいろいろな議論はありますが、現場は

なかなか大変だと思うんです。単元シート・フォローアップシート・チャレンジシートな

どを子供たち一人一人に対応しながら丸をつけて、集計し報告するという作業があります。

そこのところでの時間確保が本当に大丈夫なのか気になります。その報告体制、丸つけ体

制のあたりで、課長はどう現場の状況を捉えられているのか聞かせてください。 

◎長岡小中学校課長 まず、単元テストの内容がさらに思考力を問うような問題になって

おり、これらの充実がそれほど負担になるとは考えておりません。ただ、トータルで見て、

現在、学校ではさまざまな事務的な業務などがふえてきていることについては、我々のほ

うも感じております。それで、総合教育会議の中でも話しているように、やはり先生が子

供たちに当たる時間をふやさないといけない、チーム学校として、学校の組織力を挙げて、

いろいろな人員とか外部の力も借りて、フォローしていこうとは考えております。 

◎中根委員 単純なテストの丸つけであれば余り時間もとらないと思うんですが、やっぱ

りテストを行い分析する時間、それから思考力を問う問題になれば、子供の到達がどうな

のか分析する時間も必要になります。ですから、そういう時間の確保を考慮していないと、

せっかく充実したいいテスト問題をつくっても、テストを行う時間だけでもういっぱいに

なってしまうようなことがあるんじゃないかと。そういう点で、効率よくと言ったら言葉

が適切じゃないかもしれませんが、子供に返す時間を具体的にどうやってつくっていくか

という観点で、こうした学力向上対策もつくっていかなくちゃいけないんじゃないかと思
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いますけど、その点の工夫とか、現場の感覚はどうですか。 

◎長岡小中学校課長 これは全ての学校でやられているわけではないんですが、例えば、

優先順位をつけて仕事をしていくということで、赤岡のほうの小学校では、ふだんの宿題

や、いわゆるＡ問題形式の学習の丸つけ等は、地域の方に御協力をいただいて、先生が時

間をつくっているという実態があります。そういう外部のスタッフや地域の方のお力も借

りて、またそういう時間をつくっていっていただきたいと思いますし、我々もこれから研

究して、スタッフが必要であれば、そういうことも考えながら学校支援をしていきたいと

思います。 

◎中根委員 子供がここでつまずいているというのをわかるためには、やはり教えている

先生自身が丸をつけることが一番だと思います。ですから、そういう意味で、学力向上対

策を充実させてはいくけれども、現場として受け取って、子供に返せるような配慮をぜひ

これからもよろしくお願いします。 

◎池脇委員長 思考力等を問う問題を２問追加ということですが、どうして２問なのか理

由を教えてください。 

◎長岡小中学校課長 現在、県版学力調査を実施しておりますが、大体８対２ぐらいの割

合でＡ問題とＢ問題をつくっております。そういう、県版学力調査の程度に合わせてこの

問題も、単元テストもつくっていきたいと考えております。 

◎池脇委員長 思考力をつけるための単元テストの充実ということだと思うんですが、先

ほどの説明では、８対２で思考力がつくのかという感じを受けます。もう少し思考力の問

題を充実させるほうが、思考力をつけるには必要じゃないかと思います。例えば、福井県

や秋田県などと比較した場合に８対２のテストで十分なのか、その点についてはいかがで

すか。 

◎長岡小中学校課長 思考力問題は、大問が２つで、その中に２問、３問入っております。

そういう意味では、単純に２問ということではありません。あわせて、思考力問題にする

と子供たちがかなりじっくり考えなければいけないといったことも含めて、それほど極端

に多くの時間を割いて行うというのはちょっと難しいという物理的な問題も出てきます。

そういった意味で、Ａ問題等については今まであるような 10 問。これは計算問題とかにな

ります。それとあわせて大問２つ。その中には２問とか３問とか、問題によって構成して

いくという意味合いですので、量的には適当なものではないかと考えております。 

◎池脇委員長 具体的に、思考力を高める問題の内容のイメージを我々もまだつかめてい

ないんですが、例えばこういう問題が想定されるということが示されるんであれば御紹介

していただきたい。 

◎長岡小中学校課長 例えば、これまで全国学力調査等で実施してきたものは、生活と密

着させて問う問題が多いです。例えば、平行四辺形がありますけど、これを道路として例
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えた場合に、Ａ地点からＢ地点まで行くのにどの道を通れば一番近いのか、それはなぜな

のかを記述して説明をしていくといった問題になってきます。単純に平行四辺形の辺の長

さを問う問題ではなくて、そこといわゆる時間との関係を一緒にして問題を問うものにな

ってきます。 

◎池脇委員長 わかりました。ほかにありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 それでは、質疑を終わります。 

〈生涯学習課〉 

◎池脇委員長 次に、生涯学習課の説明を求めます。 

◎渡邉生涯学習課長 当課からは、平成 27 年度９月補正予算及び工事請負契約の締結に関

する議案の２つの議案を提出させていただいております。 

まず、平成 27 年度９月補正予算から御説明させていただきます。資料ナンバー②の 75

ページをお開きください。右端の説明欄にあります、高知黒潮若者サポートステーション

事業実施委託料の増額補正です。 

この概要につきましては、お手元にお配りしております議案説明資料で御説明しますの

で、生涯学習課のインデックスがついたページの１ページ目、若者の学び直しと自立支援

事業をお開きください。今回、中学校卒業時や高校中途退学時に進路が未定であるなど、

いわゆるニート、ひきこもりの状況にある若者の社会的自立を支援する若者サポートステ

ーションに、より多くの若者をつなげていくことを目的に、高知黒潮若者サポートステー

ションにおける、アウトリーチ型の就学・就労支援の拡充を図る予算として 617 万円余り

の増額補正をお願いするものです。 

左上の現状の欄をごらんください。若者サポートステーションでは、15 歳から 39 歳ま

での自立に困難を抱える若者に対し、カウンセラーによる心理面談を初め、各種セミナー

や職場体験等の就労支援、復学や進学、高卒の資格取得を目指した学習支援などを行って

おります。現在、高知市に設置する高知若者サポートステーションと、南国市・四万十市

の常設拠点に加え、安芸市・須崎市に非常設のサテライトを置く高知黒潮若者サポートス

テーションの２カ所に業務を委託しており、両施設の開設から本年７月末までの支援実績

は、利用登録者数が 1,669 人、うち進路決定者は 863 人で、進路決定率は 51.7％となって

おります。また、本年度からは、若者支援に係る重点的な取り組みとして、教育や福祉分

野の関係者等のスキルアップを図る研修や、定時制を置く県立高校５校と若者サポートス

テーションが連携し、困難を抱えている在校生への早期支援なども実施しております。 

次に、右側の課題の欄ですが、こうした取り組みを進める中でも支援が届いていない若

者が各地域に存在しており、教育や福祉の現場からは、一つには、近隣にサポートステー

ションがない地域では、地理的・経済的な状況から通所が困難であり、より若者に身近な
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場所での支援が必要であるということや、２つ目といたしましては、不登校やひきこもり

の若者はみずからサポートステーションに出向くこと自体が難しく、地域で孤立し、支援

に結びついていない若者への個別的な支援が必要といった声を多くいただいております。

さらに、本年度からは、自立に困難を抱える若者を取り巻く状況にも変化が生じておりま

して、生活困窮者自立支援事業の本格実施に伴い、若者の就労相談に対する出口支援とし

ての必要性が一層高まるとともに、有効求人倍率の改善など、雇用情勢も好転しつつある

中、１人でも多くの若者を社会に送り出すことが求められております。 

そこで、今回、左下の地図にありますとおり、これまで主に常設拠点の周辺部を中心に

展開しておりました支援対象範囲を県下全域に広げていくため、新たに３つの拡充策を図

ることとしております。 

具体的には、右側に移りまして、１点目、サテライトの拡充です。安芸市・須崎市に設

置するサテライトの開所日数や開設時間をふやし、週１回、１日と定期化することで利用

しやすい環境を整え、その支援内容も心理面談や学習支援、各種セミナーなど多様なメニ

ューに拡充し、機能強化を図ります。 

２点目は、出張相談会を開催し、常設拠点やサテライトがない地域への支援を強化しま

す。具体的には、各市町村の教育支援センターや福祉事務所などにサポートステーション

の支援員が出向き、相談会のほか、必要に応じてセミナーなども開催することとしており、

実施箇所は、具体的に要望が寄せられております室戸市を初め、括弧書きに記載している

８つの市町村を考えております。 

３点目として、家庭訪問の強化を図り、各サポートステーションや出張相談会などに自

発的に出向くことが困難な若者を訪問し、個別相談や送迎支援を行いながら、近隣のサポ

ートステーションでの支援に誘導していくなど、地域で孤立している若者への支援を拡充

します。 

最後に、これら一連の取り組みを通じた事業目標としましては、資料右上の１段目に記

載のとおり、本年度の新規登録者数を 443 人、進路決定率 52.2％の達成を目指して、中途

退学などの形で学校という居場所を失い、地域で厳しい環境に置かれている若者を１人で

も多く社会的な自立につなげていきたいと考えております。 

補正予算の説明は以上です。 

続きまして、青少年センター本館及び宿泊棟改築主体工事請負契約の締結に関する議案

について説明させていただきます。議案につきましては、資料ナンバー③の 18 ページです。 

この議案の概要につきましては、先ほどと同様に、お手元にお配りしております議案説

明資料で御説明させていただきます。生涯学習課のインデックスを張っているページの、

次のページをごらんください。青少年センターの本館及び宿泊棟につきましては、昭和 42

年に建築して以来の老朽化が著しく、耐震性にも問題がありましたことから、改築に向け
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て設計作業を進めており、昨年の６月議会におきましては、基本設計の概要を本委員会に

も御報告したところです。その後、実施設計の作業を行いまして、工事に着手し得るまで

準備が進みましたので、今回その請負契約について議会の議決をいただこうとするもので

す。 

設計に基づく工事の概要といたしましては、主に、鉄筋コンクリートづくりで２階建て

の本館と３階建ての宿泊棟を一体的に建築し、附帯工事といたしまして、隣接する体育館

との渡り廊下や建物に近接する身体障害者用等の駐車場を整備するもので、工期は 10 月

16 日からの 360 日を予定しております。 

契約方法につきましては、一般競争入札とした上で、入札価格に加え、施工計画の提案

等を審査する総合評価方式とし、県内に主な営業所を置く建設会社２社による共同企業体

であることなどを入札参加資格といたしました。 

この結果、応札した４つの共同企業体のうち、関西新洋西山株式会社と四国開発株式会

社による共同企業体が税込み８億 6,184 万円で落札し、８月 21 日に仮契約を締結したとこ

ろです。 

今後の整備計画の概要につきまして御説明申し上げます。まず、今回の契約により、現

在は東駐車場である敷地に本館及び宿泊棟等を新築し、新たな本館及び宿泊棟が完成した

後に、現在の本館と宿泊棟を取り壊し、その跡地に駐車場を整備することとしております。 

次に、完成後の本館及び宿泊棟の機能について御説明申し上げます。本館には講義形式

で最大 144 名が利用可能なホールや多目的室、４つの会議室を整備するなど、さまざまな

研修等に御利用いただけるようにしております。また、昔の生活文化を学べる歴史文化教

室や化石展示ホール、自然科学教室等を整備することとしております。宿泊棟につきまし

ては、宿泊定員自体は現在とほぼ同規模ですが、洋室のベッドの大きさをこれまでより大

きくし、また、バリアフリー浴室を設けるなど、利用者の快適性の向上を図ることとして

おります。また、青少年センターは、大規模災害時における総合防災拠点であるとともに、

風水害時における香南市の避難場としても位置づけられておりますことから、災害時の停

電に備え、非常用発電機を整備するほか、本館の屋上に太陽光パネルを設置することとし

ております。さらに、環境面への配慮やランニングコストの節減のため、浴室に利用する

太陽熱温水器を宿泊棟の屋上に新たに整備することとしております。 

今後のスケジュールといたしましては、工事完成後、来年の 11 月から 12 月に新館の運

用を開始し、その後、平成 28 年度中に旧館の解体工事、平成 29 年度に駐車場の整備工事

を行うこととしております。 

説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 若者サポートステーションのことで教えてください。この新たな取り組みの
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中で、カウンセラー等の雇用はどのくらいふえますか。 

◎渡邉生涯学習課長 今回、予算計上しておりますのは、まず、常勤の職員としては２名

になっております。それにプラスして、カウンセラーでありますとか、各種セミナーの講

師として来ていただく方など、非常勤になりまして、具体的な人数等はこれからになりま

すが、それぞれカウンセラーによる面談は一月に４回程度、各種セミナーも一月に４回程

度を基本として予算を計上しております。 

◎中根委員 高知市にある若者サポートステーションなどもすごく大事な役割を果たして

きていると思っています。例えば、高校中途退学をして、ずっと行き場所のなかった青年

が５年間サポートステーションに通って、その間に自分の障害に気がついて、障害者手帳

をとって、今、障害者施設で自分の居場所を見つけて、少しだけ仕事を始めているという

例を知っています。そういう場合なども、カウンセラーの役割や、常勤の皆さんの御苦労

はすごいものだと思っています。ですから、非常勤の方を少しふやしたくらいでは、この

若者の数と困難な日常から脱却させるような方向に導き出すのは、とても無理じゃないか

という気がするんです。安芸とか須崎も毎日ではありませんから、非常勤でということも

あるのかもしれませんが、やるのであれば、その仕事に携わっている方たちのなりわいに

きちんとなって、真正面から若い人たちに向き合っていけるような体制をつくらないと、

何か中途半端で心配になるんですが、いかがでしょうか。 

◎渡邉生涯学習課長 御指摘の点につきましては、まず一つは、先ほども申し上げたこと

とも重複いたしますが、今回、常勤の職員としても２名を加えることにしております。そ

して、御指摘のとおり、やはり利用者に寄り添った形での支援というのは非常に重要なこ

とになろうかと思う一方で、また、各種心理面談とか、就学支援とか、セミナーの講師等

は、このサポートステーションで、高知サポートステーションとほかのサポートステーシ

ョンなどのその他の支援機関で、さまざまなところでセミナーの講師で呼ばれることもあ

ります。そういった専門的な人材を部分的に活用するときに、非常勤という形で部分的に

このサポートステーションの事業にかかわっていただくということで、必要な部分の常勤

の職員は確保するように、今回でも計上させていただいております。 

◎下村委員 登録者数が 1,669 人で、年齢層が 15 歳から 39 歳ということですが、例えば

10 代とか 20 代とか 30 代とか、そのあたりどういう感じの構成になってるのか、わかれば

教えてください。 

◎渡邉生涯学習課長 年齢ではデータがとれていないんですが、利用者の学歴で区分した

データがあります。累積の登録者数で、多いものを幾つか申し上げますと、高校中途退学

者が 1,669人のうち 403人で 24.1％になります。次が、高校卒業者が 291人で 17.4％です。

また、高校在学中が 232 人で 13.9％。そして、次に多いのは中学校卒業が 169 名で 10.1％

と、特に若年層が非常に多くなっております。 
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◎下村委員 やはり年齢層によって対応の仕方が大分変わってくるのかなと思い、それに

合わせてカウンセラーや、それをサポートする人たちも配置する必要があると考えました。

今、30 代を 39 歳までという枠でとっているので、そこら辺の比率がどういう感じなのか

なという意味で御質問したんですが、そこら辺、バランスがとれていれば問題ないと思う

ので、ぜひ、そのあたりの配慮も今後していただければと思います。 

◎池脇委員長 登録人数の構成について説明がありましたが、各小中学校、あるいは高校

も含めて、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の配置が充実をしてき

ております。学校として、不登校とかひきこもりになっている生徒を対象にかかわりを持

ってきておりますが、そうした情報がこの若者サポートステーションの中にどう連携して

いるのか、新たな訪問等で情報をとって対応しているのか。そのあたりの接続のところが

ちょっと見えないんですが、その点についてはいかがですか。 

◎渡邉生涯学習課長 御指摘の点につきましては、３点ほどあろうかと思っています。一

つは、若者はばたけネットというシステムを運用しております。県立の高等学校の中途退

学者の情報につきましては、本人の同意を得ることなく、あらかじめ個人情報保護制度委

員会の了解を得て、退学者の情報が当課に提供され、その当課の情報をサポートステーシ

ョンに円滑に情報を提供するというシステムがあります。 

あと、２点目につきましては、高等学校との連携を密にするために、高等学校の担当者

を集めた、この若者自立支援事業の説明会を開いておりまして、あらかじめこのサポート

ステーション事業の担当者を高等学校の中で決めておいていただいて、その方々に集まっ

ていただき、まず、その現状について、サポートステーション職員と高等学校との情報交

換を図るということもやっております。 

最後に、今年度の重点的な取り組みとして、今回の説明資料の現状のところの２つ目に

ありますが、その予算について、県立の高校５校と連携いたしまして、若者サポートステ

ーションの職員が実際に高校に出向いて、高校での相談会、個別相談、教職員との情報交

換会といったことを新たに始めております。 

◎池脇委員長 学校での対応で不登校あるいはひきこもりが改善しなかった子供が対象に

なっているように思うんですが、その若者にひきこもりを改善をしてもらうための人的な

影響力を考えた場合に、学校よりは対応が薄いと思います。カウンセラーにしても月に４

回ということですから。それもカウンセラーが訪問してということではないだろうと思い

ます。だから、そういう状況で本当に改善する効果が出るのかと。常勤で２名ふえるわけ

ですが、その方たちは何かの資格があって常勤で対応されるのか。その方たちの能力の問

題も問われると思いますが、そうした点はいかがですか。 

◎渡邉生涯学習課長 御指摘のとおり、この若者サポートステーションで働く職員のスキ

ルアップは非常に重要な課題になっております。必ずしも、相談についての資格を持って
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いる者が全ての職員というわけではなく、今回、若者支援に初めて携わるという職員もお

ります。そういったことから、スキルアップのための研修も、今年度から徳島大学の心理

を専門にされている先生を講師に招いての担当職員の研修会なども今年度からしておりま

して、そういったことを通じまして、職員のスキルアップを図ってまいりたいと考えてお

ります。 

◎池脇委員長 いずれにしましても、学校教育の中で総合的に対応してきて、それでも改

善が見込まれない若者が家庭の中に残されると。その若者をさらに何とか社会復帰をさせ

ていこうという取り組みでありますから、大変重要だということは認識をしておりますが、

ただ今の状況の中ではなかなか十分な効果、あるいは人的な支援が十分なのかということ

については、予算の関係もありますが、少し見えない感じも受けます。いずれにしまして

も、高知県のひきこもりの若い人たちが社会に戻ってきていただいて、人生を開くための

サポートでありますから、全力で支援をしたいと思います。 

質疑を終わります。 

〈スポーツ健康教育課〉 

◎池脇委員長 次に、スポーツ健康教育課の説明を求めます。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 赤いインデックスのスポーツ健康教育課のページで説明を

させていただきたいと思います。全国トップレベルの競技成績をおさめております飛び込

み競技の練習拠点としまして、春野総合運動公園水泳場に陸上練習を効果的に行うための

練習施設を整備したいと考えております。来年度の土地造成工事、建築工事に向けた地質

調査、土地造成設計、実施設計に係る経費となります。 

飛び込み競技では現在、全国レベルでの競技大会で入賞する選手が複数おりまして、日

本代表選手として国際大会に出場している選手もおります。しかしながら、練習設備が十

分でなく、屋外にあることから、天候や気候等により練習ができない場合もあるなど、技

術の向上に影響があります。また、過去にも、日本トップレベルの選手がよりよい練習環

境を求めて県外へ進学した例もあります。整備を行うことにより、年間を通じて効果的な

練習を実施することができることから、質の高い練習を天候にかかわらず安全に実施する

ことが可能になり、本県からトップレベルを目指すことができ、競技力向上や競技人口の

増加につなげることが期待できると考えます。また、2020 年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会を初め、各種国際大会で活躍できるような選手を育成していけるよう、練

習場を整備していきたいと考えております。施設整備につきましては、スポーツ推進プロ

ジェクトにも位置づけられておりまして、飛び込み練習場整備についても必要性の高いも

のとしてとらえており、平成 29 年度の完成に向けて整備を行いたいと考えております。 

整備のスケジュールですが、平成 27 年度中に地質調査及び土地造成工事に係る実施設

計を行います。また、練習場建設の実施設計につきましては、平成 28 年度にかけて行う予
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定となっておりまして、増額補正とあわせまして債務負担行為につきましてもお願いをす

るものです。平成 28 年度には土地造成工事に取りかかりまして、工事完了後、練習場の本

体建築工事を行い、平成 29 年度中の完成を目指したいと考えております。 

説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 整備の内容について、もう少し詳しく説明してください。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 場所につきましては、屋外プールの観客に対するスタンド

の北側の部分に備えることになりまして、その中の構成につきましては、まずピットです。

このポンチ絵の右下の写真は、床を掘っておりまして、そこにスポンジを入れて、選手が

そこに着地しても危なくないというところです。なお、そのまま落ちると、着地の雰囲気

もなく、時間もかかりますので、セーフティーマットを跳んでいる間にコーチが置くこと

も考えております。そして左上の部分です。これがスパッティングという器具につらされ

ている状態なんですが、トランポリンを使いまして跳びます。そして空中姿勢をとりなが

ら着地しますが、その前にコーチがひもでつるして、安全面とか、けがをしないように考

えているところです。そして、このスパッティングとあわせてトランポリンを２つ用意す

ることと、その手前に、先ほど申しましたこのピット状のところを用意する。あわせまし

て、飛び板の飛び込みのできる板を２基用意したいと考えております。 

◎上田（周）委員 それとスケジュールについてですが、2020 年の東京オリンピックを視

野に入れ、競技人口が少ない中でもハイレベルな、マレーシアオープンで優勝してますし、

もう少し早く、2018 年ぐらいから使えるようにと思うんですが。わざわざ９月補正で債務

まで組んで計上するより、早くできなかったかいうことについてはどうですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 この施設につきましては、飛び込みだけではなく、スポー

ツ推進プロジェクトの中の検討会において、必要性であるとか、全国の設備状況も踏まえ

ながら検討することにしておりましたので、ぎりぎりになり、このような時期になったと

いうことです。なお、世界を目指せる位置にある中学生の選手がおりますので、なるべく

早く完成をさせたいと考えております。 

◎上田（周）委員 早く完成するよう頑張ってください。 

◎梶原委員 先ほど上田委員も言われましたように、競技人口が現在 21 名ということで、

せっかくこういった施設をつくるのであれば、今後の事業目標にも書かれておりますよう

に、競技人口の増加もぜひ目指していただきたいと思いますが、具体的にどういう取り組

み、アクションを起こして競技人口増加をしていくのか。その辺のことを御説明お願いし

ます。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 ダイビングチームがありまして、今、たしか 20 名余りで活

動をしております。一つには、この選手の活躍を見て、小さい子の入部がふえております。
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中学生、高校生を筆頭に、ジュニアの小学生の子もおります。小学生は団体で夏の大会で

優勝しておりますし、そういうところから、友達が友達を呼ぶといったところもあります

し、爆発的にはふえないと思いますが、今後、この飛び込みのスタッフの方たちも、今の

ままでは競技が廃れていくことは覚悟しておりますので、普及につきましても強化とあわ

せて推進していくと言っておりますし、我々も支援をしてまいりたいと思っております。 

◎梶原委員 飛び込み競技は、来てすぐできるというものではないので、この施設が完成

したら、まだ競技を体験してない子供たちが体験ができるとか、そのためにこういった指

導者なんかも協力してくれるようになるとか、そういうことはお考えですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 ぜひ、そのように持っていきたいと思っていますし、スタ

ッフも考えておるところです。 

◎梶原委員 よろしくお願いします。 

◎石井委員 これから実施設計に入るということでいろんな検討はされると思うんですが、

この練習場自体は、トップレベルを目指すのに最新のものなのか、また、全国的にどの程

度のレベルのものなのか、教えてください。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 最新でありましたら、飛び込み場に屋根がかかっておる、

そういうところが全国で数カ所あります。ただ、全国的に全てそうではありませんし、春

野の屋外プールに屋根をかけることは予算的にも時間的にもできませんが、こういうとこ

ろで部分練習できることで、少しでも競技力向上に好影響を及ぼすものと考えております。

ただ、今後、器具については、安全かつ最新のものを、予算と相談しながらしっかりと入

れていきたいと思います。 

◎石井委員 この競技されている 21 名やコーチから、そういったいろんな要望を聞き、相

談しながらやっていくんですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 これは数年がかりの計画で、やっとこれに着手できたとこ

ろです。もちろん、水泳連盟の要望も聞きながらやっていきます。 

◎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。 

以上で、教育委員会の議案を終わります。 

続いて、教育委員会から、４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。 

〈小中学校課〉 

◎池脇委員長 それでは、平成 27 年度全国学力・学習状況調査の結果について、小中学校

課の説明を求めます。 

◎長岡小中学校課長 それでは、私のほうから平成 27 年度の全国学力・学習状況調査の結



- 41 - 

果について御報告をさせていただきます。 

総務委員会資料、報告事項の小中学校課の赤いインデックスのページをお開きいただき

たいと思います。まず、３ページをごらんいただきたいと思います。調査の概要につきま

して載せております。この（３）に、調査対象学年と調査対象教科を示しております。小

学校６年生と中学校３年生を対象に、国語、算数・数学、そして本年度は３年ぶりに理科

の調査を実施しております。（４）には、本年度の調査に参加した学校数と、これに参加し

た児童・生徒数を示しております。 

４ページ、５ページをごらんいただきたいと思います。４ページには、平成 19 年度か

ら平成 27 年度までの小学校、国語・算数と、下に理科の結果を記しております。そして、

５ページが中学校の結果となっております。 

まず、４ページの小学校から説明をさせていただきますと、この表、左側に記載してお

りますのが国語で、右側が算数の結果となっております。また、表の上段が基礎・基本を

問うＡ問題で、下段が思考力や判断力、表現力を問うＢ問題の結果となっております。平

成 27 年度の欄を見ていただきますと、小学校につきましては、国語のＡで 3.4 ポイント、

算数Ａでも 1.8 ポイント、全国平均を上回っております。Ｂにつきましても、国語につき

ましては全国平均を 1.6 ポイント上回り、算数につきましては全国平均まであと 0.4 ポイ

ントのところまで来ている状況です。下に示しております理科につきまして、最初に実施

した平成 24 年度は全国平均を 1.3 ポイント下回っておったところですが、今回はあと 0.5

ポイントのところまでに持っていくことができております。 

５ページをごらんいただきたいと思います。中学校について述べますと、本年度、中学

校の国語Ａは 73.3 ポイントで、全国平均が 75.8 ポイント。これと比較しまして、マイナ

ス 2.5 ポイント。昨年度は全国との差がマイナス 2.2 ポイントでしたので、少し昨年度よ

り下がったことになります。同じく国語のＢ。中段になりますが、国語のＢは全国平均と

の差が本年度はマイナス 2.9 ポイント。昨年度がマイナス 3.3 ポイントでしたので、Ｂに

つきましては少し上げたことになります。そして、数学についてです。数学のＡは 59.9

ポイント、全国が 64.4ポイントであり、その差がマイナス 4.5ポイントとなっております。

また、数学のＢにつきましては、本県が 36.2 ポイント、全国が 41.6 ポイントであり、そ

の差はマイナス 5.4 ポイントとなっております。また、理科は、平成 24 年度が全国比マイ

ナス 3.7 ポイントであったのですが、今回はマイナス 5.7 ポイントと、その差が開いてお

ります。中学校につきましては、やはりこの数学と理科に課題が残るところであります。 

６ページ、７ページをごらんいただきたいと思います。これは全国学力調査開始時の平

成 19 年度からの調査結果を折れ線グラフで示したものです。全国平均をゼロのところにと

っておりまして、そこからの差を示しております。そうしますと、小学校、中学校ともに

右上がりに改善の傾向は示しておりますが、特に７ページの中学校におきまして、この平
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成 25 年度からの３年間を見ると、その伸びが足踏み状態にあり、このことにつきましては

危機感を持って対応していかなければならないと考えております。このため、今回、それ

ぞれの学校と一緒になって、この伸び悩みの原因を探ることが必要であると考えておりま

して、それぞれの地方教育委員会や中学校を回りまして、市町村の教育長や校長とじかに

意見交換を行うことを予定をしております。 

８ページ、９ページをごらんいただきたいと思います。これは、全国平均の正答率と高

知県の平均正答率の差をあらわした図表です。縦軸が算数・数学の全国平均との差、横軸

が国語の全国平均との差を示しており、中央の交点ゼロが全国平均の位置となっておりま

す。この全国平均と年度別の本県平均正答率がどの程度離れているのかを大きな点で示し、

小さい点につきましては本年度の他の都道府県の状況です。右上に行けば行くほど、国語、

算数、数学ともに学力の定着率が高い結果を示しております。すると、８ページの小学校

におきましては、特に平成 25 年度、26 年度、27 年度と、右上のスペースに高知県も入っ

てきている状況です。９ページの中学校におきましては、平成 19 年度から徐々に右上がり

にはなってきていますが、まだこの左下のスペースにその位置があり、そして、この平成

25、26、27 年度と足踏みの状態にあることがわかるところです。 

10 ページから 15 ページには、各教科、学年ごとに生徒数の度数分布をあらわしたグラ

フを示しております。14 ページをごらんいただきたいと思います。14 ページには中学校の

数学の結果を示しております。特にこの下のグラフは、数学のＢ問題の正答状況をあらわ

したものですが、折れ線が全国の状況、そして、柱状グラフが高知県の状況をあらわして

おります。そうすると、例えば、この数学のＢ問題は全部で 15 問ありまして、そのうちに

正答が５問以下の生徒、この割合は全国は 47％ですが、本県はそれより 10 ポイントほど

高い 55％程度となっております。反対に、11 問以上正解した生徒は、全国が 17％、本県

が 10％程度の状況にとどまっております。正答数の少ない生徒の割合が全国より高く、逆

に正答数の多い生徒の割合が全国より低い状況となっています。この上段の数学のＡ問題、

そして 15 ページの理科においても同様の傾向がうかがわれるところです。学習内容が十分

に理解できていない生徒が多くいるわけで、彼らの理解が進むよう、学力をしっかり定着

させるよう、教材を工夫したり、わかる授業づくりを行っていかなければなりません。同

時に、現在進めております放課後学習等の充実も図っていきたいと考えております。 

16 ページからは質問紙調査の結果を載せております。この中で特徴的なものを幾つか紹

介させていただきます。まず、16 ページの上段ですが、将来の夢や目標を持っているかの

項目です。これに当てはまると回答した小学生の割合は、平成 19 年当時の 64.6％から 6.5

ポイント伸びており、本年度は 71.1％で、これは全国とほぼ同等の結果。そして、中学校

においてもこの項目については伸ばしてきております。 

そして、17 ページの下の段になります。規範意識を問うものです。これに肯定的に回答
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した中学生の割合は、平成 19 年度当時の 81.5％から 12 ポイント伸ばしており、93.8％。

これも、この規範意識につきましても全国の割合とほぼ同等となっております。キャリア

教育や道徳教育の充実を図ってきたことによって、このような伸びが見られたものと考え

ます。 

また、19 ページ、上の段をごらんいただきたいと思います。学校の授業時間以外にふだ

ん１日当たりどれぐらい勉強しているかの項目です。１時間以上勉強していると答えた小

学生は、全国の割合が 62.7％に対して、本県は 66.1％と、プラス 3.4 ポイント。中学生に

おきましても、平成 19 年当時、１時間以上勉強していると答える中学生が 54.1％であっ

たものが 64％と、約 10 ポイントほど伸ばしております。 

26 ページをごらんいただきたいと思います。放課後を利用した補充的な学習サポートを

実施したかの項目。週に２回以上実施したという小学校は本県において 56％、また、中学

校においても 50％と、全国の割合を大幅に上回っている状況があります。これまでの単元

テストや学習シートの作成と実施、学習支援員の増員、あるいは放課後学習の充実などと

あわせて、教員や支援員の頑張りもあって、継続的な補習活動がなされ、児童・生徒に学

習習慣もついてきているものと思います。 

そして、27 ページ、28 ページには、教員の研究や学習の状況を示したものを載せてお

ります。27 ページの上の段は、模擬授業や事例研究など、実践的な研究を行っているか。

そして、下の段は、学力調査の結果を分析し、教育指導や指導計画の改善に反映している

かという、教員の勉強の実施状況を聞いたものです。どちらも、本県の小中学校において、

よくやっていると回答する割合が全国平均より高い状況にあります。一方、28 ページの下

の段、知識・技能の活用に重点を置いた指導計画を作成しているかといったことや、29 ペ

ージの上の段、言語活動に重点を置いた指導計画を作成しているかにつきましては、特に

中学校において全国を下回る状況です。これまで、力のある学校づくり、あるいは教員の

指導力の向上に向けた取り組みなどによりまして、本県の教員もよく勉強し、組織的な取

り組みも始めていることがうかがわれます。その一方、これから培っていく必要があると

言われ、全国の学校が今、研究している活用力や言語活動に重点を置いた授業づくりがま

だ本県では弱いことも見てとれ、一つ一つの授業や研究の質を見直していく必要があると

考えております。 

以上、子供たちに学習習慣がつき、また、教職員もより熱心に学習をしていることも認

められるところであります。このようなところから、基礎学力の定着や学力課題の改善も

徐々に図られてきたものと思います。しかし、30 ページの教育長コメントにもありますよ

うに、厳しい伸びを示していた本県の児童・生徒の学力の改善状況も、ここに来て足踏み

状態。特に中学校の学力の改善が停滞している状況については、危機感を持ってこれを受

けとめる必要があると考えております。このため、今回の調査結果を丁寧に分析し、これ
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までの取り組みの質の向上を図ること、また、一人一人の教員の資質・指導力の向上や、

各学校の組織力の強化、組織的な授業づくりに、市町村教育委員会とも連携しながら、し

っかりと取り組んでいきたいと考えております。 

以上、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。 

◎三石委員 小中学校課は非常に努力して、年々成果も上がって、前進が見られると思う

んです。本当に御苦労さまです。 

教育長が８月 25 日にコメントを出されてますよね。それと、知事も、８月 27 日に高知

新聞に出されています。「学力テスト結果が、中学学力に危機感、特に高知市」というよう

な見出しで出されてますよね。 

そこで、ちょっと本題から外れるんですが、私たちはこの前、先進県へ視察に行ってき

ました。そこで、学力テストの問題は小中学校だけではないんです。幼稚園、保育園等と

の連携。後で非行の問題が出てきますけども、これは全部関連してるんですよ。そういう

意味において、視察に行ったとき、物すごく得るところがあったんです。先進県では、非

常に連携がとれてるんですよ。県教育委員会、地方教育委員会、そして高等学校、中学校、

小学校、保育園、幼稚園と。そこらあたり、一緒に研修に行った田所次長、どのように思

われていますか。 

◎田所教育次長 その節は御一緒させていただきましてありがとうございました。私も非

常に勉強になりまして、やはり一番感じましたことは、富山県と福井県に行ったわけです

が、特に福井県においては、当たり前のことを当たり前にやっておると。そういうのが風

土という印象を受けました。そこは学校とそれから家庭、地域。学校の中でも先生方と子

供たち。そういったところがやるべきことというのをしっかりわかっていて、それを当た

り前にやっておるというところが非常に印象的でありまして、そのほか、先ほど委員がお

っしゃられたように、県教育委員会と地方教育委員会の連携もスムーズにされておると。

一体的にやられておる、同じ方向を向いて行っておると感じたところです。地理的な要件

や市町村の数も多少あるのかなと。富山県では、遠いところでも１時間ぐらいですぐ県庁

に集まれるという話もありました。そういったことも一つの要因であろうかと思いますが、

やはり、皆が同じ方向を向いて連携して取り組むという姿勢は本県にも取り入れていくべ

き要素であると思っております。今議会でもいろいろ御質問等でお答えもしたとおり、総

合教育会議で今議論しておりますチーム学校に向けて、学校の教職員のみならず、外部の

専門家あるいは地域の方々のお力を借りてと、そういった皆が一緒に同じ方向に向かって

高知県の子供たちの未来のためにということで、今後も私も微力ながら頑張っていきたい

と感じました。 

◎三石委員 やはり、先進県のようにはなかなかいきません、長い歴史、時代背景とかそ
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ういうものありますからね。先進県で見て学んできたことは実際生かしていかないといけ

ないですね。プラスになることがたくさんあると思いますから、今まで以上にいいところ

は見習っていただきたいと思いますね。 

それと、知事が８月 27 日の高知新聞で、26 日に開かれた県・市連携会議で全国学力・

学習状況調査での高知県の結果について、ということを述べて、高知市との連携のことを

強く言われてますよね。高知市と連携して学力対策を強化する方針を示したと書かれてい

ます。また、教育長は高知市との連携を呼びかけたと。それで松原教育長も答えてますよ

ね。高知市内の中学校生徒が低迷している状況について、小学校低学年からわからない積

み重ねが背景にある、長期的な展望に立った学力対策をと。こんな悠長なことを何年言っ

とるかと思うんですけどね。本当に高知市は高知市なりにいろいろ課題があるんです。実

際、学校現場はいろいろ問題がある。生徒指導上の問題だけでも大変なんですよ。学校で

生徒指導の問題が出れば、授業をやれるような状況じゃないんですよ。そういう中学校も

あるじゃないですか。名前は挙げませんけど。小学校だってそうですよ。そういうことも

含めて、やっぱり幼保支援課、人権教育課、中学校、全部が一つになって考えていかない

といけないですよね。 

それで、これは教育長にお聞きしますけど、高知市教育員会との連携はうまくいってい

るんですか。 

◎田村教育長 従前から申し上げておりますとおり、県と市の教育長同士の会を定期的に

開かせていただいています。例えば、今年度の取り組みで言いますと、特にスクールソー

シャルワーカーですが、高知市に重点的に配置をさせてもらったりとか、あるいは放課後

の学習について協議した上で、高知市にもかなり手厚い配置をさせていただいております。

いずれにしても、今後の話として、確かに中学校の学力、大きな問題だと思っています。

私はあえて、知事ももちろん言ってますけれども、そういう危機感を持ってもらいたいと

いうことをこの間の高知市の教育長とのお話でも言わせていただいております。先ほどの

小中学校課長の説明の中で、教員に対するアンケートの結果なんかを見ると、小学校より

もむしろ中学校の先生方が自己評価は結構高いんです。高いのに、結果としては、全国で

下から２番目という結果がずっと続いてるということは、そもそも目標自体が低い目標し

か設定してないんじゃないかという気がしておりまして、そういう意味で、あえて危機感

を持って高い目標を持って取り組んでもらいたいと。もちろん、家庭的な問題や経済的な

問題でいろいろ厳しい状況があることは当然、我々も理解はしておりますけれども、その

上で、あえて目標は高く持って取り組んでもらいたいということをお話しさせていただい

ております。ですから、その延長でまた話もして、また来年度以降、何が一緒にできるか

もさらに詰めていきたいと思っています。 

◎三石委員 大分以前に比べたら、各地方教育委員会も県教育委員会に対する対応が変わ
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ってきてますよね。以前は、御存じのように、県教育委員会が地方教育委員会行っても、

いろいろ言うことを拒否されていました。高知市なんか特にそうですよ。県会議員が中学

校の現場を視察することはあり得ませんでした。はっきり言って学校が拒否していました。

実際、そういう時期があった。それが現在、徐々に変わってきて、地方教育委員会、特に

高知市とも話ができるようになった。県会議員が現場へ行って、それをちゃんと受け入れ

るような土壌ができて、現場が非常にいい方向に変わってきています。ですから、もっと

連携を密にする努力していただきたい。 

それと、先ほど言いましたように、これは小中学校だけの問題じゃないですよ。教育委

員会のほうで幼保支援、人権教育を関連づけて分析するようなことはしていますか。 

◎長岡小中学校課長 人権教育課、幼保支援課とやはり話し合いはしています。特に人権

教育課のほうについては、先ほど三石委員が言われたように、生徒指導上の問題が非常に

多い。やはり、そういったところを学力の問題と兼ね合わせて考えなければいけない。学

校の組織をどういうふうにしていったらいいのか話し合いもしながら進めております。 

◎三石委員 そういう努力はされてると思いますが、さらに、小中学校だけではなくて教

育委員会が一丸となって問題解決に努力してもらいたいと思います。 

◎池脇委員長 三石委員の指摘は、高知県の学力が中学校で伸び切れていない状況は、全

体的なシステムの中で発生してきている問題だろうと。ですから、全体のシステムをしっ

かりどうつないでいくのか。そこのところを踏まえて問題解決に取り組む必要性があるの

ではないかという御指摘だと思いますので、全体観に立って、中学校だけが悪いとか、中

学校の先生の能力が問題だとかという他責主義ではなくて、その原因究明をしっかり見き

わめた上での対策が必要ではないかと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいと

思います。 

質疑を終わります。 

暫時休憩をします。再開は３時５分といたします。 

 

（休憩 14 時 47 分～15 時５分） 

 

◎池脇委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

〈生涯学習課〉 

◎池脇委員長 次に、塩見記念青少年プラザ改築工事基本設計の概要について、生涯学習

課の説明を求めます。 

◎渡邉生涯学習課長 総務委員会資料で報告事項と書いた資料の生涯学習課のインデック

スのついたページをお開きください。塩見記念青少年プラザにつきましては、その改築に

向けて基本設計の作業を進めておりましたところ、先般、その成果が上がってまいりまし
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たので、その概要等について御報告をさせていただきます。 

まず、（１）塩見記念青少年プラザの沿革についてです。高知市小津町にあります塩見

記念青少年プラザの建物は、本県出身の参議院議員であった塩見俊二氏と奥様の和子氏が

設立された「塩見文庫」が昭和 47 年に現在の地に移転した際に建てられたものであり、そ

の後、施設を運営してきた財団法人の解散に伴い、平成３年に土地や書籍、備品など等と

もに県に寄贈されました。県に寄贈された当初は、「高知県立小津青少年ふれあいセンター」

として管理・運営を行っておりましたが、利用者の減少に伴い、平成 14 年に「塩見文庫」

を廃止し、蔵書を県立図書館等に移転しました。その後、主な利用者である高校生などか

ら施設の活用方法について意見を聞きながら検討を行い、平成 16 年に現在の「塩見記念青

少年プラザ」としてリニューアルしたところです。 

 次に、（２）改築に係る基本的な考え方です。まず、施設の現状といたしましては、県警

少年サポートセンターなどが入居し、青少年の相談援助機能を担っておりますとともに、

音楽室等の青少年が集う機能を有しております。結果、町なかという青少年が集いやすい

立地もあり、中高生を中心に年間２万 9,000 人以上が利用しております。しかしながら、

右の課題にありますように全国と比較してもまだまだ非行率が高い本県の状況を鑑みれば、

相談援助機能の一層の強化が求められること、さらに、現在の建物は老朽化に加え、耐震

性に問題があり、また建物の狭隘化が進んでいるという課題があります。このような状況

を受けまして、相談援助機能を強化し、また、青少年が集まり活動しやすい場所を拡充す

ることを企図いたしまして、すなわち、青少年が「つどい」、青少年を「支える」、青少年

のための施設ということをコンセプトに、塩見記念青少年プラザの改築・増床を行いたい

ということです。 

 次に、（３）整備対象施設の概要です。整備場所は現地に建てかえることとし、敷地を有

効に活用することにより、現在と同じ鉄筋コンクリート５階建てでありながら、延べ床面

積は 1.4 倍の約 1,530 平方メートルを確保してあります。 

 次に、（４）施設の構成をごらんください。まず、１階につきましては、大変狭く、多く

の利用者から改善要望のありました駐車・駐輪台数を大幅にふやすこととしております。

２階につきましては、県警少年サポートセンターの機能強化として、相談室をふやすなど

しております。３階につきましては、現在、塩見記念青少年プラザには青少年育成高知県

民会議、高知県教育相談研究会、要約筆記高知・やまももの各団体が入居をしております

が、今後もこのような青少年の健全育成にかかわる団体が入居することを想定いたしまし

て、各団体が共用で使用できる会議室や相談室を新設することとしております。また、音

楽室につきましては、２名程度の小規模室を新たに設けることとしております。４階につ

きましては、個人用学習室を 14 席から 26 席にふやすほか、相談援助機能強化の観点から

思春期の性に関する相談を行う県の機関である高知県思春期相談センター、通称ＰＲＩＮ
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Ｋが保健衛生総合庁舎から移転することとしております。５階の多目的室につきましては、

20 平方メートルほど面積を広げまして、より多くの青少年や地域の方が活動できるスペー

スとすることを考えております。 

 最後に、左下の今後のスケジュールについてですが、これから来年度にかけて実施設計

を行い、来年度上半期で現在の建物を解体し、その後、約１年半程度をかけて本体工事を

実施し、早ければ平成 30 年５月末ごろに新館を開館したいと考えております。 

 説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 基本設計ができたということですが、その内部について公共建築物の

木材利用といったような視点・観点から基本設計の段階で、現場でお使いになられる方の

意見もお聞きしたと思いますが、その点について、実施設計ではどのような配慮をされる

予定ですか。 

◎渡邉生涯学習課長 木材の利用につきましては、県の方針に従いまして、この建物にお

きましても多くの木材を内装に取り入れることを検討しておりました。具体的に申し上げ

ますと、主なところでは、２階の管理事務室の床、壁、カウンターなどは全て木材。また、

３階の音楽スタジオにつきましても、床、壁等に木材を使用することにしております。ま

た、４階はトークサロン、まんが図書室、学習室、また新たな団体としてＰＲＩＮＫが入

ることになっていますが、４階もほぼ全て床、壁を木材を使用することとしております。

また、５階の多目的室につきましても、床、壁に木材を使用することにしております。 

◎上田（周）委員 県産材の使用は大変いいことだと思いますし、加えて、内壁などに、

例えば土佐和紙の壁紙で温かくするとか、そういった配慮も可能な限り設計段階で加味し

ていただけたらと思いますので、要請ということでよろしくお願いします。 

◎梶原委員 現在、問題行動を行っている子供は、自発的にこういうところへは来ないと

思うんですが、県警の少年サポートセンターの方々が「まあ、１回出てこいや」とかそう

いう話があったり、中にはその保護者の方も相談に来られるような事例もあるかとは思い

ます。年間利用者の２万 9,000 人が、どういう動機で来られているのか、その辺を詳しく

教えてください。 

◎渡邉生涯学習課長 説明が十分でなかったところもあろうかと思いますが、２万 9,000

人自体は外部団体等の利用者を除く、４階、５階の利用者の数になっております。４階、

５階の利用状況で申し上げますと、４階の学習室やまんが図書室などが多く、１万 9,125

人。その他多いところで申し上げますと、５階の多目的室が 7,097人、音楽スタジオが 2,731

人という状況です。 

◎梶原委員 ４階、５階を自発的に利用されている人は特に非行にかかわるということで

はないんですね。では、改築にかかわる基本的な考え方で、全国に比べ非行率が高い中、
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少年非行に対する相談援助機能の強化、そういう機能をしっかりと充実させていただきた

いと思うんですが、その辺についてはいかがですか。 

◎渡邉生涯学習課長 まず、４階、５階以外のその他の相談援助の部分につきまして、例

えば県警少年サポートセンターの来所者数は、少年の数で申し上げますと、延べで昨年度

683 人でした。こういったところに来る子供たちは、非行少年、もしくはその被害を受け

た少年等です。県警少年サポートセンターのニーズは非常に高まっておりまして、県警と

しても人員をこの数年増強してきているということで、今回、その改築に当たりましても、

基本的には現在ある機能維持ですが、面積的にも広く確保しているということはあります。 

◎梶原委員 先ほどお聞きしましたが、非行のいろんな問題を抱えた子供たちが自発的に

来ることは少ないと思いますし、警察あるいは学校から言われて来ているのか、それにあ

わせて保護者の方も相談に来られているのか、その辺の実態についてはいかがですか。 

◎渡邉生涯学習課長 まず、自発的にという意味では、この建物自体が、青少年が「つど

い」、青少年を「支える」ための施設ということで、４階、５階というのは自発的に来る子

供たちになりますが、県警少年サポートセンターにつきましては、相談支援が受けられる

ということで、保護者や、その支援機関の人たちを伴って来るということもあります。ま

た、県警は補導活動等も行っておりますので、その過程で県警のほうがこの場所を活用し

て支援に当たっているという実態もあります。また、保護者に関して申し上げますと、先

ほど少年が 683 名と申し上げましたが、保護者やもしくは子供たちの支援に当たるような

関係機関の職員の利用が 885 人となっております。やはり少年と同時に保護者、支援に当

たる機関、職員の方々もこういったところに集まって支援を受けているという状況にあり

ます。 

◎梶原委員 最後に。本体工事にかかる１年半ぐらい、この機能をどこかへ仮移転するな

どの対処はなされるんですか。 

◎渡邉生涯学習課長 県警少年サポートセンターにつきましては、さんご荘がある建物に

入ることになっております。その他の各種その支援を行っている団体等につきましても、

県のほうでもあいてる施設を探しまして、それぞれ一時的に移転するような形にしており

ます。 

◎田中委員 春先に我々総務委員会もこちらのほうにお伺いし、調査させていただきまし

た。そのときに、指定管理者が努力したことによって、利用者が年間約２万 9,000 人に大

幅にふえたというお話も伺いました。その中で、その指定管理のＮＰＯ法人の方から、現

在の施設は外部団体等が入っていることもあって、例えば光熱費等についても、なかなか

節約したくてもできないという訴えもお聞きしました。これから新しく改築をすれば、も

ちろんまた同じような形で指定管理制度を使われると思うんですが、指定管理を実際にさ

れる方々の身にもなって、その管理の運用自体、配慮をしていただきたいと要請しておき
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ます。 

◎中根委員 つけ加えてですが、光水熱費が確かに大変だという話をされていました。外

部団体が各部屋に入る場合に、例えば電源は別にするとか、何かそういう工夫があれば、

ぜひ御配慮ください。 

◎渡邉生涯学習課長 まさに御指摘いただいた点を踏まえまして、今回、それぞれの教室

の使用電気量がわかるような子メーターを設置することにしております。 

◎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。 

〈新図書館整備課〉 

◎池脇委員長 次に、新図書館等複合施設の整備状況と新図書館サービス検討委員会等に

ついて、新図書館整備課の説明を求めます。 

◎国則新図書館整備課長 それでは、新図書館整備課の赤いインデックスがつきました、

新図書館等複合施設の整備状況と新図書館サービス検討委員会等についてと書かれた資料

をお願いいたします。１の新図書館等複合施設の整備状況につきまして、御説明をいたし

ます。 

 まず、（１）の工事の中止についてですが、新図書館等複合施設は１階と２階の間に免

震装置を設置する中間階免震構造で、免震装置の変更を検討している中で、手戻り工事な

どを考慮しますと、工事を進められるのは１階の床工事までとなります。このため、設備

工事につきましては８月５日から、建築主体工事における建物本体部分につきましては 10

月１日から工事中止の措置をとっております。 

 次に、（２）の免震装置の変更の検討状況についてですが、他社の免震装置への変更の

検討は６月下旬から、可能な限り工期が短縮できるよう、原設計への変更が少なく、また

建物の安全性がしっかりと確保できることなどを前提条件としまして、建築ＪＶ、管理Ｊ

Ｖなどの関係者と行っております。設計業者である管理ＪＶからのこれまでの報告では、

ブリヂストン社製のＧ0.39 というタイプの免震装置に変更をした場合には、免震層の設計

変更が若干生じるものの、建物の上部躯体などへの影響は少ない見込みであると聞いてお

ります。なお、当初の予定では９月下旬ごろに検討結果の報告を受けることになっており

ましたが、建物全ての構造への安全性の検証などを現在慎重に進めておりまして、そうし

た全ての検討が完了するのは当初の予定よりもおくれまして、10 月の中旬ごろになる見込

みであると聞いております。今後のスケジュールとしましては、その検討結果の報告を受

けまして、製造メーカーとの免震装置の政策協議を踏まえ、免震装置の納入時期や建物の

大臣認定の審査のめどが立ちましたら、工期の延長期間が一定決まってまいります。この

ため、現時点では延長の期間がどの程度かがはっきりいたしませんので、工期及び開館時
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期につきましては、明らかになった時点におきまして改めて御報告をさせていただきたい

と考えております。 

 次に、２の新図書館サービス検討委員会についてですが、７月の総務委員会におきまし

て、開館時期の延期を踏まえた取り組みの中の１つとしまして御説明をさせていただきま

した。新図書館サービス検討委員会につきましては、開館延長の期間をプラスのほうに生

かすという観点から、この期間を活用し、図書館の専門家などで構成をする検討委員会を

立ち上げまして、資料の（１）の検討内容のところにありますように、①の新図書館で行

うサービスや業務は、平成 23 年７月に策定した新図書館等複合施設整備基本計画に基づき

実施することにしておりますが、策定後、既に４年が経過しておりますので、全国の先進

図書館のサービスや取り組みを参考にしながら、改めて今の時点で新図書館複合施設整備

基本計画の再点検・再確認を行いますことや、②の新図書館でのサービスや取り組みなど

を行う上で必要な連携先との連携・協力体制を構築したり、図書館、連携先双方にとって

メリットや効果のあるサービスや取り組みなどについて検討を行うことなどによりまして、

知の拠点としての図書館サービスなどのさらなる充実や、中心市街地の活性化などにつな

げていきたいと考えております。 

 次に、委員ですが、図書館の専門家や基本計画のもととなる新図書館基本構想検討委員

会の元委員のほかに、商工業・産業・農業、それから医療・健康・安心・防災などの各分

野の関係者や、地元の商店街の方など、新図書館が掲げる課題解決型図書館としてのサー

ビスを実施するための取り組みや、中心市街地の活性化、ココプラや永国寺キャンパスな

ど、周辺施設の連携した取り組みなどについて検討を行うに当たっての関係機関・連絡先

の方、それから、県立、高知市民の両図書館長で構成しております。 

 次に、開館時期などにつきましては、別紙のスケジュール（案）をお願いいたします。

検討委員会は、来年の７月をめどに４回程度開催をすることにしておりまして、第１回目

は、今月の 23 日に予定をしております。検討委員会での検討事項につきましては、資料の

左側にありますように大きく４つあります。 

 テーマ別の具体の検討を深めるためには、それぞれ専門の分野が異なる各委員が出席し

て全体で行うよりも、関係する委員による分科会形式で行うほうがより効果的ではないか

と考えております。そのため、分科会につきましては、ビジネス・農業・産業支援サービ

ス、健康・安心情報サービス、中心市街地の活性化・周辺施設の連携のほか、図書館サー

ビス全般と他の分科会の検討状況を図書館の専門家などに確認していただく、総括的な位

置づけの図書館サービスの４つを設けるとともに、また、より幅広い視点からの検討や、

関係連携先とのネットワークを構築するため、委員のほかに必要に応じて各テーマ・分野

における有識者にも参加していただくように考えております。なお、分科会での検討内容

につきましては、検討委員会のほうに報告し、委員全体で情報共有を図るとともに、他の
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分野の委員の方の視点も入れながら、再度検討していくように考えております。 

 資料の右側の中ほどに、引き続き関係者との連携協議等を実施と記載しておりますが、

この検討委員会での取り組みの１つの大きな目的としまして、連携先との連携・協力体制

の構築がありますので、検討委員会が終わった後も、分科会を通じた連携先との関係づく

りや取り組みなどを継続して行っていきたいと考えております。 

また、資料の下にサービス計画策定等とありますが、この検討委員会とは別に、県立・

高知市民図書館の職員が新図書館で行うサービスの具体的な内容や目標等の策定に向けた

作業を９月から始めたところです。今の予定では来年の１月に素案作成、６月に中間取り

まとめを行うなどとなっておりますが、あわせて、おくれております運営体制や組織等の

検討につきましても、スケジュール感を持って進めるとともに、このサービス計画の策定

作業は検討委員会、分科会での検討内容と密接にかかわってきますので、情報共有と連携

を図りながら行っていきたいと考えております。 

なお、検討委員会での検討結果につきましては、来年の７月に取りまとめを行う予定と

なっておりますが、取りまとめた内容につきましては、その後の９月の総務委員会で御報

告をさせていただきたいと考えております。 

 最後に、３の愛称及び正式名称の決定についてです。まず、新図書館等複合施設の愛称

につきましては、2,960 点の応募作品の中から、選考委員会による選考や商標調査を経て、

最優秀賞には「オーテピア」、優秀賞は、「ア・ウォーテ」、「アルキネ」、「お・ま・

ち」の３作品が選ばれ、最優秀作品の「オーテピア」を新図書館等複合施設の愛称として

決定し、９月 14 日に公表を行いました。愛称の周知に関しましては、現在、当課のホーム

ページや県立図書館の１階の入り口及び工事現場の仮囲いでの表示のほか、市町村立の図

書館、市町村教育委員会などにポスターを送付し、掲示を依頼することなどとともに、11

月号の県と高知市の広報紙でもお知らせを行う予定にしておりますが、今後も愛称の浸透

を図ってまいりたいと考えております。また、新図書館等複合施設の５階に設置する高知

市のこども科学館の正式名称につきましては、1,754 点の応募作品の中から、「高知みら

い科学館」に決定し、９月 20 日に公表がされております。 

 説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎西内副委員長 今現在の県立図書館のホームページですが、これはどちらが作成したん

でしょうか。 

◎国則新図書館整備課長 県立図書館のホームページは県立図書館のほうで作成をしてお

ります。 

◎西内副委員長 今後多分、新しいホームページを立ち上げると思うんですが、今現在の

ホームページは色使いであるとか、検索機能とか、見た目も含めて、やはり非常に使いづ
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らいんじゃないかなと。他県のものと比べても、何かデザインも少しどうかなというとこ

ろがありますので、ぜひその辺は検討いただきたいと思います。要望します。 

◎上田（周）委員 検討委員会が 10 月 23 日に開催されるということで、検討委員の皆さ

んも大筋で決まってると思いますが、図書館は知の拠点という性格があり、これを資料館

や高知城などを含めて中心市街地を活性化していこうということですので、例えば、観光

ノウハウに精通している観光コンベンション協会の方からお話を聞くとか、そういう斬新

なこともぜひやっていただきたいと思います。 

◎中根委員 関連で。先ほど上田委員がおっしゃったように、図書館を取り巻く多面的な

方たちが集まって、多面的な議論ができればいいと思いますし、４つの分科会の中心には

常に図書館のことをよくわかっている人がいなければいけないと思うんですが、その人員

配置がどうなっているか教えてください。 

◎国則新図書館整備課長 委員の方全員で 18 人になります。うち、高知県立図書館、高知

市民図書館の館長が２人入っていますので、両館長以外は 16 名ということになります。そ

れから、関係先の方は商工分野で言いますと、高知商工会議所の方、産業のことで言いま

すとＮＰＯの高知支援センター、それから安心医療の関係で言いますとソーシャルワーカ

ー協会の方、高知市の保健所のドクターの方ということで、新図書館では課題解決型の図

書館を掲げてそれぞれのサービスを行っていく予定にしていますので、そういったサービ

スを今後いかに関係機関の方と連携しながらどうやっていくかもありますし、先ほど、上

田委員からもお話がありましたように、観光コンベンション協会の方にも入っていただい

て、図書館のサービスを通じて、これまで図書館に来られなかった方にも今後の新たな図

書館を利用していただけるようなサービスを行っていくことなども検討していきたいと思

っております。 

◎中根委員 もう既に選任されているとは思いますが、いろんな議論をするときには、図

書館ならではの役割をしっかりわかっている方が各分科会の中心にいて、そこにいろんな

皆さんの知恵も入っていくという、図書館そのものの役割が曖昧な中でいろんな議論をす

るよりは、しっかりと図書館に精通した方がぜひ分科会に１人はいたらいいと思いますが、

そういう配慮はしていますか。 

◎国則新図書館整備課長 今回、先ほど御説明させていただきましたように、委員の中に

は図書館の専門の方２名に入っていただきました。基本構想の検討委員会のときにも入っ

ていただいており、市立の全国的な有名な元館長と県立の全国的な課題解決型の図書館に

いた方になります。この別紙の資料に、図書館サービスというところで総括的に他の分科

会を見る、総括的な図書館サービスというところがありますが、②、③、④の分科会でい

ろんな検討をしていただく内容については、図書館サービスのそのメンバーにも見ていた

だくようにしていますし、必要があればその②、③、④のところに入っていただく。それ
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と、関係者だけでの検討であれば、やはりある程度限られた者の中での検討になりますの

で、そこは有識者の方に入っていただいて、より広がりのある検討をしていきたいと思っ

ております。 

 それと、図書館長は①から④まで全ての分科会のメンバーになっていますし、我々事務

局のほうも当然いますので、検討をしていただくための論点みたいなところを、事前に事

務局や図書館の専門の方に聞いて、論点を整理した上で検討を行っていただくよう考えて

おります。 

◎池脇委員長 新図書館サービス検討委員会は非常に重要な役割を果たすようになろうか

と思います。この図書館の重要なコンセプトとして進化型図書館という言葉を使っており

ます。何を進化させるのか、誰のために、何のために、何をするのかということであろう

かと思いますが、基本的には図書のサービスということに尽きると思います。常にそこが

進化をしていくと。進化をするということはニーズにしっかり応えていくと。どういうニ

ーズに応えるかということでの優先課題があろうかと思いますが、そうしたことを含めて、

この検討委員会でしっかりコンセプトを確立していただくよう期待しています。 

 それでは、質疑を終わります。 

〈人権教育課〉 

◎池脇委員長 次に、平成 26 年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査

結果について、人権教育課の説明を求めます。 

◎大西人権教育課長 それでは、総務委員会資料の報告事項、赤のインデックスの人権教

育課をごらんください。９月 16 日に文部科学省から発表されました、平成 26 年度児童生

徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査における本県の結果について、資料に沿

って説明をさせていただきたいと思います。 

資料の２ページをごらんください。まず、暴力行為の状況から御説明をいたします。①

の暴力行為の発生件数の表の右側、合計の欄をごらんください。平成 26 年度の公立学校に

おける暴力行為の発生件数は、小中高全体で 588 件であり、前年度より 63 件増加しており

ます。校種別では、小学校で前年度と比較いたしまして 32 件増加しており、中学校では

40 件増加しております。一方、高等学校のほうは９件減少しております。 

続きまして、②の 1,000 人当たりの暴力行為の発生件数をごらんください。平成 26 年

度の国公私立学校における 1,000 人当たりの暴力行為の発生件数は 8.2 件であり、全国平

均を大きく上回っておる現状となっております。 

小学校における暴力行為の発生につきましては、平成 24 年度から増加傾向にあります

が、この件については新聞等の報道でもありましたように全国的な傾向となっており、暴

力行為の低年齢化ということが危惧されております。本県の暴力行為における特徴といた

しましては、感情のコントロールや適切な自己表現、そういったようなところの苦手な児
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童生徒が、暴力行為を繰り返し行っているということが挙げられております。 

続きまして、３ページの（２）不登校（小中学校）の項①の公立学校における不登校児

童生徒数についてをごらんください。平成 26 年度は小学校が 171 名、中学校が 614 名、合

計で 785 名の不登校となっております。前年度と比較いたしますと、小学校では８名減少

しておりますけれども、中学校では 91 名増加しており、合計で 83 名の増加となっており

ます。 

続きまして、②の国公私立学校における 1,000 人当たりの不登校児童生徒数につきまし

ては、小学校では 4.9 名で、前年度との差はありませんが、中学校では 34.5 名で、3.2 名

の増加になっております。小中学校合計においては 15.5 名で、いずれも全国平均を大きく

上回っておる状況になっております。 

４ページの③の不登校になったきっかけと考えられる状況。これにつきましては小中学

校ともに、不安などの情緒的混乱という理由が最も多くなっております。 

④の不登校が前年度から継続している児童生徒数につきましては、小中学校とも継続率

は 50％を超えておりまして、不登校が継続している状況が存在しております。 

不登校の県全体の増加現象につきましては、増加した学校がある一方で、中学校で大幅

な増加となってしまっておるところから、高知県全体の不登校生徒数の増加につながって

おります。 

同じく４ページ（３）の不登校（高等学校）をごらんください。①の公立学校における

不登校生徒数につきましては 264 名となっており、前年度と比較いたしますと 15 名の減少

となっております。 

②の国公私立学校における 1,000 人当たりの不登校生徒数では 18.7 人で、前年度より

減少はしておりますけれども、全国平均を上回っている状況になっております。 

高等学校の不登校の理由といたしましては、５ページ上段のほうの③不登校のきっかけ

と考えられる状況でお示ししておりますが、不安などの情緒的混乱という理由が最も多く

なっております。 

④の不登校が前年度から継続している生徒数につきましては、小中学校同様 50％を超え

る継続率です。 

続きまして、⑤の中途退学・原級留置となった不登校生徒数につきましては、不登校生

徒数のうち 35.2％が中途退学に、また 9.8％が原級留置となっており、不登校と中途退学

との関係性というものが存在しているのを見ることができます。 

高等学校の不登校生徒数につきましては減少傾向にあり、長期欠席生徒数も同様の傾向

にありますけが、全国と比較いたしますと、高知県の発生率は依然高い数値を示しており

ます。減少傾向の背景には、高等学校においてスクールカウンセラーを効果的に活用する

とともに、生徒本人や家庭との連絡を密に行い、出席に関する意欲を高めたこと。また、
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課題を抱える生徒に関して校内支援会において、早期の情報共有と具体的な支援、そうい

ったようなところに取り組んでいったことが欠席を予防してきた、そういったようなとこ

ろにつながっていると考えております。 

続きまして、同じく５ページの（４）中途退学をごらんください。①中途退学者数につ

きましては、公立高等学校における平成 26 年度の中途退学者数は全体で 321 名となってお

り、これは平成 25 年と比較いたしますと、定時制におきましては若干増加しておりますけ

れども、全体では 100 名減少しております。 

６ページをごらんください。②の中途退学率の（ア）公立学校における中途退学率の表

にありますように、県立高等学校全体では平成 25 年度と比較して 0.2％の改善となってお

ります。（イ）の国公私立学校における高知県と全国の比較の表では、高知県全体で 0.3％

の改善となっております。 

最後に、③の中途退学の理由につきましては、その他の理由というところに分類される

ものが 23.1％で、最も多くなっておりますけれども、次いで、もともと高校生活に意欲が

ないという理由が 16.5％という順になっております。 

中途退学につきましては、一定の改善が見られているものの、こちらのほうも現時点で

は全国平均を下回っております。各高等学校においては、不登校防止の施策と同様に、入

学当初から中途退学防止に向けてさまざまな取り組みを行っていますが、中途退学の理由

として挙げられている理由から考えていったときに、中学校におけるキャリア教育の取り

組みを通して進路指導、そういったものも充実させる必要があろうかと思います。 

平成 26 年度の生徒指導上の諸問題の状況につきましては、公立小学校の不登校の減少

や公立高等学校の不登校や中途退学率の改善といったところが見られておる一方で、暴力

行為・不登校・中途退学全ての項目において、全国平均を上回る厳しい状況が続いている

ことや、問題行動等の低年齢化の傾向が見られること、また、中学校において、不登校が

増加していることなど、依然として極めて大きな課題が存在しております。担当課といた

しましては、課題解決に向けた取り組みとして、生徒指導を軸とした学校経営や、授業づ

くりに生徒指導の３機能、自己存在感を与える、共感的な人間関係を育成する、また、自

己決定の場を与える、こういったような視点を位置づけた組織的な取り組みを展開すると

ともに、児童生徒の自尊感情や社会性を育む開発的な生徒指導、これを引き続き推進し、

問題行動等を起こさない児童生徒の育成に努めてまいります。 

また、各学校に対してはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの専門性

を生かした活用や、課題を改善するために必要な基本的な取り組みを確実に行うことがで

きるよう助言・支援を行ってまいります。あわせて、関係機関との連携を図りながらきめ

細やかな対応を行い、生徒指導上の諸問題の改善につなげていきたいと考えております。 

高等学校に対しましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置
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事業を継続するとともに、心の教育センターにおける高等学校生徒支援コーディネーター

研修等を通しまして、心の教育センター、高等学校課、特別支援教育課等と連携して課題

の改善に努めてまいりたいと考えております。 

以上で、説明を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎三石委員 これも小中学校課と同じようなことですけど、分析はよくされているわけで

す。例えば、人間関係がうまく築けない、感情のコントロールもできないといった理由に

よる暴力行為に対しては、指導を重ね、共通理解し、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーと連携して、その見立てをもとに未然防止の取り組みを推進する、とい

う完璧な分析をしていますが、果たしてこういうものが各地方教育委員会を通じて、学校

現場でうまくいってるかということなんですね。それにはやっぱり連携が大事だと思うん

ですが、そこらあたりは、どういう状況ですか。 

◎大西人権教育課長 今、委員がおっしゃったように、そういったようなことを学校がし

っかりとできるようにしていくことが非常に重要になってまいります。そのために、市町

村教育委員会のほうを訪問し、学校長も交えながら、その学校の取り組み状況や必要なこ

とは何かということを確認、また指導・助言も含めて行うべく、来週から、各市町村、課

題の多いところを回っていくことを考えております。  

◎三石委員 これは学校経営ですよ。校長以下全教職員が組織として、共通認識を持って

問題に当たるということがすごく大事になってくるわけですが、果たしてそういうことが

現場で行われているのかと。実際、言いたいことが言えない弱い先生もいます。しかし、

そういう先生が本気で、涙ながらに子供に当たっていけば、子供は変わりますよ。それで

変わらないような子供はほとんどいないと思う。その本気度があるかどうか、そこらあた

りを疑問に思うんですよ。主に高知市内ですけど、生徒がたばこを吸っていても注意もし

ない、席を立ってうろうろしていても生徒指導の先生は注意しない、担任の先生も知らん

ぷりをしている、こんなことが現実にあるんです。学校名は言いませんけど。現場から話

を聞いてみてください。そういうところで、学校経営ができているか非常に疑問です。力

量のかちっとある管理職がいるのかと言いたくなるんですよ。 

そこで、担当は人権教育課ではなく、生涯学習課になるかもしれませんが、三つ子の魂

百までという言葉がありますよね。小学校へ入るまでの手だてはとても大事だと思うんで

す。小学校へ入った時点で、既に性格が大きく違っている。家庭環境もいろいろあるでし

ょうが、それは置いておいて、本当に幼児教育は大事なんですよ。そこらあたりの連携は

とれているんですか。同じ教育委員会事務局だから言いますけど。  

◎大西人権教育課長 小中学校課だけでなく、幼保支援課、生涯学習課を含めて、さまざ

まな事例や課題について意見交換をしたりする中で連携を図っております。その中で、今、
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委員がおっしゃったように、本当に、積み上げていくことが大切ですので、なお一層、そ

の連携を進めていこうと考えております。  

◎三石委員 これは非常に、本当に難しいことですよ。昔から、学校、地域、家庭が一つ

になってやっていかないといけないと、また幼児教育がいかに大事かということも言われ

ていますが、なかなかうまくいかんでしょう。課題が山積しているのは十分承知してます

が、人権教育課に頑張っていただいて、どうにかこれ打破していただきたいと思います。

実際、学校が荒れると、精神的に弱くて学校へ来られない子供は年々ふえてきています。

学校へ行ってもおもしろくない、授業を受けずにぶらぶらしている子やたばこ吸っている

子をどうして先生は見て見ないふりをするのか、もう学校が嫌だ、ということで。そうい

うことが、不登校になる原因の要素になっています。そこらあたり本当に難しい問題です

が、より一層、委員会の中での連携を密にすると同時に、地方教育委員会とも連携をとっ

て、解決に向けて頑張っていただきたいと思います。高等学校の場合は、生徒はある程度

成長もしてますし、県立学校課からストレートでいきますから、結構やりやすいというこ

とはありますけど、ぜひ頑張っていただきたい。  

◎池脇委員長 教育長。全課をまとめて御答弁を。 

◎田村教育長 本会議で梶原委員らの御質問にもお答えしたとおり、この問題行動につい

ては、学力の問題、体力の問題、知・徳・体と分けて考えることができないと思います。

その際のポイントは、やはり学校経営、学校マネジメントということになると思います。

今、三石委員がおっしゃったように、校長のリーダーシップと、それからそれ以外の教員

のフォロワーシップですね。これが両方うまくぴったり合わないと物事はうまく進まない

ということだろうと思いますので、そういう意味のリーダーシップ、フォロワーシップを、

今、チーム学校というコンセプトを出しておりますが、その中でしっかりつくっていきた

いと思っております。  

◎上田（周）委員 関連しますが、調査結果をいただいて改めて驚いたのは、小学校で、

先生へ対する暴力がすごくふえてますよね。同じ子供が繰り返してるから、というのもあ

るかもしれませんが。例えば、その暴力の度合いがどうか、例えば、それが起こったのは

授業中なのか休み時間なのか、そういったことからも分析して取り組んでいくと言ってま

すよね。さきほど三石委員からもありましたが、漠然とした話しか聞いてないですが、何

年か前すごく荒れていた郡内の小学校が、最近、学校全体が立ち直ったという事例もあり

ますので、やはり具体に取り組まないといけないと思いますが、そのあたりどうでしょう

か。 

◎大西人権教育課長 暴力行為の状況ですが、まず高知県で発生している暴力は大けがを

させるようなものではありません。受診率も全国的には高くはない状況にあります。ただ、

対教師暴力が多く出てきている背景には、教員が子供同士のけんかというか暴力行為に至
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っているところをとめに入っていくときに、子供が「うるさい」という形で手足が出て、

それで先生がけがをするといったところにつながっていることが多くあります。その暴力

行為は、授業時間、休み時間に関係なく起きています。  

それと、未然防止の取り組みについては、そういった感情のコントロールができない、

あるいは、自己表現が苦手な子供というのは、観察していると行動のパターンが出てきま

すので、その子の特性あるいはパターン、どういうときに切れていってしまうのか、しっ

かりと情報共有をしてつかんだ上で、校内の支援会などの中で、それを情報共有する。そ

して、次にどんな手を打っていくのかをしっかりと確認をしてやっていくことが必要にな

ります。先ほど三石委員が言われました、全ての先生で対応、というところにつながって

くると思います。  

◎上田（周）委員 せんだって、福井県の小学校へ視察に行ったとき、ちょうど掃除中で

それを見ていると、全員挨拶もできるし、上級生が模範を示したら１年生までそれが流れ

ていくと感じました。今、小学１年生で問題行動があるということでしたが、やはり具体

的にどうやったら少なくなるか、踏み込んでやらないといけないと思います。今もやって

いるとは思いますが、立ち直った例もあることですし、その辺どうでしょうか。 

◎大西人権教育課長 立ち直っている学校というのは、やはり組織的に取り組んでいる、

あるいは、先ほど視察のときに教育次長が申しましたが、当たり前のことがきちっとでき

る、そういったようなところがその立ち直りにつながっている部分だと思います。そうい

うところを再度徹底していくことが、こういう問題を改善していく上の一番重要なところ

ではないかと考えております。  

◎三石委員 もう一言言わせていただきたい。やはり、本当に学校現場が一つにならない

と、幾らそういう施策をやっても無意味ですよ。県教育委員会、市町村教育委員会、学校

現場の先生方が自覚して本当に一致団結をして、この子供たちのためにこうやってやるん

だぞという意思統一をして課題解決に向かう、そういう職場でないといけない。子供たち

はよく見てますからね。大人が子供を見る以上に子供は大人を見てますから。一歩譲った

ら、彼らはどんどん向かって来るんです。そこらあたりのことはもう言われなくても十分

承知されていると思いますが。 

それと、先ほどの繰り返しになって申しわけないですが、三つ子の魂百まで、小学校へ

入るときの幼児教育、小さいころのしつけが大事です。中途半端に叱ってみたり中途半端

に褒めてみたり、子供はそれが一番嫌なんですよ。本気で怒ってみてください。  

それと、子供同士がけんかをして、とめに入った教師をたたいたという話がありました

が、そういうときこそ授業を打ち切って、全校集会にするなり、臨時休校にしてもいいぐ

らいですよ。やるときはやるという、そういう姿勢を持たないから、こういうことになっ

ているんですよ。 
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学校は校長先生の学校経営で変わりますよ。高知市内でもそういう例はあるんです。現

場の先生方が一つになって燃えないと、難しいことだと思いますが、頑張っていただきた

いと思います。  

◎池脇委員長 校内暴力については決め手になる方法があるわけではないでしょうが、し

かし、何らかの具体的な対応策をしっかり持ってない手は出せないということでは、この

問題は解決しません。ですから、こういう結果が出たということに対して、どう対応する

のか、さらにこれから研究をしていただいて、現場でそれを活用するというところまでつ

くり上げていかないといけないと思います。  

◎西内副委員長 不登校について、高知県では、学校に何日来なくなれば生徒に対してア

プローチをしていくことになっているんでしょうか。  

◎大西人権教育課長 高知県という形で何日というのはありませんが、各市町村あるいは

学校の中では、１日目はまず家庭への連絡をする。それから、２日、３日続く場合には、

校内支援会の候補者として挙げていくということに、大体なっております。  

◎西内副委員長 先日、我々が先進地事例として視察に行った富山県だったと思うんです

が、１日休むと、先生方が積極的にその家庭に対してアプローチしていく姿勢をとって、

できるだけ初期の段階で不登校の芽を摘んでいます。これがやっぱり大事だと思うんです。

２日も３日も休んだ段階では、どんどん精神的に学校に行く気がなくなってくる。やはり

１日目に休んだときの対処を、もう少し積極的にやっていっていただきたいと思います。

要望です。 

◎池脇委員長 以上で、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、本部長の総括説明及び第９号議案の説明を求めます。なお、本部長に対する質

疑は、会計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。  

◎上野警察本部長 まず初めに、平成 27 年度高知県一般会計補正予算所管分について御説

明します。お手元の資料①の３ページをごらんください。本議会でお願いしている補正予

算見込み額は、款 14 警察費、項２警察活動費の欄に記載の 1,165 万円の増額となっており

ます。補正の内容は、県本部刑事部鑑識課で使用しているカラーフィルム現像機及び現場

写真処理機の更新となります。 

次に、債務負担行為補正について御説明します。７ページをお開きください。デジタル

画像データ送受信システム賃借料及び放置駐車車両確認事務委託料の２項目、総額で

7,034 万 8,000 円の債務負担行為をお願いするものです。 

各事業の詳細については、後ほど会計課長から説明させますので、御了解願います。 
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続いて、第９号議案、県有財産（建物等）の取得に関する議案について御説明します。

資料③の 14 ページと資料④の３ページをごらんください。 

本議案は、土佐警察署いの警察庁舎として使用するための建物等及び土地の取得に関す

るものです。契約方法は随意契約。契約予定金額は１億 8,786 万円。この内訳は、建物等

が 7,757 万 4,354 円及び土地が１億 1,028 万 5,646 円。契約の相手方は四国財務局高知財

務事務所長となっております。警察本部説明資料として、取得予定の建物等の写真と地図

を示した土佐警察署いの警察庁舎移転先についてをお配りいたしておりますので、御参考

にごらんください。本議案は、地方自治法第 96 条１項８号及び高知県財産条例第２条第１

項の規定による議会の議決を必要とする案件です。 

説明は以上です。 

◎池脇委員長 次に、会計課長の説明を求めます。  

◎濵田警務部参事官兼会計課長 それでは、お手元の資料②に基づきまして御説明いたし

ます。78 ページの公安委員会補正予算総括表をお開きください。９月補正予算見込み額は、

総額で 1,165 万円の増額であります。 

まず、歳入予算から説明します。79 ページをごらんください。款９国庫支出金の 582 万

5,000 円は、後ほど説明します鑑識機器購入の財源に充当するものです。 

次に、歳出予算について説明します。80 ページをお開きください。補正予算の内容は、

目１活動費、右側説明欄に記載のとおり、全額が犯罪捜査費、節区分は備品購入費となっ

ています。購入しようとする鑑識機器は、県本部刑事部鑑識課に設置しておりますネガフ

ィルムを作成するカラーフィルム現像機及び写真をプリントする現場写真処理機の２つで

あります。いずれも導入後 11 年余りが経過し、経年劣化が著しく、製造メーカーのメンテ

ナンスや修理部品の生産終了により、故障箇所によっては修理不能となり、警察業務に支

障を来すおそれがあること。さらに、ことしに入って故障の頻度が高くなっている状況か

ら、早急な更新を必要とするものであります。 

次に、債務負担行為を説明します。資料は 81 ページになります。今回お願いしており

ます債務負担行為は２つの事業です。１つ目は、デジタル画像データ送受信システム賃借

料 1,011 万 5,000 円です。このシステムは、先ほど説明しました現場写真処理機の更新に

伴い、一体的に整備運用しようとするものであります。デジタルカメラで撮影した写真の

プリントについて、現状は各署に配備したデジタルフォトプリンターで処理しているとこ

ろですが、プリンターの耐久性や処理速度が遅いなどの問題があることから、現場写真デ

ータを保存しているＳＤ ＷＯＲＭカードのデータを既存の警察回線を利用して送り、本部

鑑識課で一括処理するシステムを導入するものです。これにより、本部への搬送時に懸念

されるＳＤ ＷＯＲＭカードの紛失などによる捜査情報漏えいの防止が図られるとともに、

大規模災害や重要事件発生時における、至急かつ大量のプリントにも短時間で対応するこ
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とが可能となります。なお、機器の更新と一体的に整備するものではありますが、システ

ムの構築に５カ月程度を要することから、平成 28 年４月からの運用予定としています。 

２つ目の、放置駐車車両確認事務委託料 6,023 万 3,000 円は、現在の契約が今年度末で

終了するため、平成 28 年４月１日からの３年間の新たな契約を行おうとするもので、一般

競争入札を実施するための準備期間や落札者に必要な研修期間などを考慮して、今回の補

正予算でお願いするものです。委託の活動範囲は、現行の高知署管内の高知市中心部、高

知南署管内の桟橋通、朝倉地区などに加え、今回の契約から高知東署管内の葛島、高須、

高須新町などを加えることとしております。 

以上で、補正予算説明書に基づく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。  

◎三石委員 放置駐車車両の確認事務委託料の現状について、具体的にもう少し詳しく説

明してください。 

◎刈谷交通部長 もともと、駐車違反については、普通の一般取り締まりと違って、誰が

運転しているのかわからないということで、なかなか摘発ができなかったという問題があ

りました。その結果、今までの運転者が違反金を払うのではなく、その違反金を払えない

場合に、その車の所有者に対して放置違反金を課すという制度ができました。その結果、

高知署・高知南署の管内の駐車違反に対して、一般の警察官が取り締まりすると同時に、

この駐車監視員が最重点地区、重点地区を定めまして、そこでパトロールをしながら、い

わゆる放置された車両に対する取り締まりの結果が、平成 25 年度で言えば、全駐車違反の

中の約 30％、それから平成 26 年度は約 40％ぐらいになります。放置駐車の違反監視員に

よる摘発ということで、違反金を徴収しております。なお、活動は、高知市内の本町あた

りを最重要重点地区としまして、あるいは高知駅の周辺を重点、あるいは高知南署管内で

は梅ノ辻界隈を最重点地区、それから重点地区としまして、土佐道路の学芸高校の周辺を

重点地区として重点的に放置車両の取り締まりを実施しております。 

なお、会計課長のほうから説明がありましたが、高知南署の管内が高知東署管内に分か

れた関係で、この高知署管内の重点地区・最重点地区、高知南署管内の重点地区・最重点

地区と合わせまして、高知東署管内の大津、介良、高須等を重点地区として、違反車両の

取り締まりをして、円滑な交通流を確保するという活動をしております。なお、時間的に

は、午前５時から夜の 10 時ぐらいの間の８時間を、２ユニットで、１ユニットが２人で２

個班に分けて放置駐車車両を取り締まるという活動をしております。 

◎三石委員 その 30％、40％の具体的な数はどうなっていますか。 

◎刈谷交通部長 平成 25 年度については、県下の駐車違反の取り締まり件数は 5,169 件。

そのうちの 1,519 件の、正確には 29.4％が駐車監視員の摘発になります。平成 26 年につ

いては、全体で 3,520 件のうちの 1,455 件で 41.3％。平成 25 年と平成 26 年を合わせます
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と 34％の摘発という状況です。 

◎池脇委員長 ありませんか。  

（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。  

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

それでは、あす午後１時から採決を行いますので、よろしくお願いします。 

本日の委員会はこれで終了します。              （16 時 22 分閉会） 


