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平成 27 年 10 月 13 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。    （12 時 59 分開会） 

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

本日の委員会は、会計管理局から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します。 

《会計管理局》 

◎池脇委員長 それでは、さんＳＵＮ高知印刷業務の入札に係る住民訴訟の控訴審判決に

ついて、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。 

◎岡林会計管理者兼会計管理局長 お手元資料の青いインデックスのある資料をごらんく

ださい。県の広報紙、さんＳＵＮ高知の印刷業務の入札に係る住民訴訟の経緯につきまし

ては、ことし５月の業務概要委員会におきまして報告をさせていただきましたが、この 10

月８日に高松高等裁判所で控訴審の判決がありました。判決の内容と今後想定されます動

向について、説明をさせていただくものであります。 

詳細につきましては、担当課長のほうから説明をさせていただきます。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 さんＳＵＮ高知印刷業務の入札に係る住民訴訟につきまし

ては、先ほど局長が説明いたしましたとおり、本年５月の業務概要委員会におきまして、

訴訟の経緯を御報告させていただいておりますが、先週の 10 月８日に高松高等裁判所で控

訴審の判決がありましたので、判決の内容と今後の県の対応につきまして、御報告させて

いただきます。 

それでは、報告事項説明資料の総務事務センターの赤ラベルがつきました資料をごらん

ください。 

それでは最初に、１第一審の経緯につきまして、改めて概要説明をさせていただきます。

平成 25 年の５月 27 日に市民オンブズマン高知のメンバーから、高知地方裁判所にさんＳ

ＵＮ高知の印刷業務について提訴がありました。原告側の主張といたしましては、さんＳ

ＵＮ高知の印刷業務について、弘文印刷と川北印刷がほぼ交互に落札していると。落札率

も 95.71％から 99.55％と極めて高く、談合の疑いがあると推測されると。よって、県はこ

の２社に談合による損害賠償として落札額の 20％、合計で約 4,400 万円ですが、それと年

５％の遅延損害金を請求せよというものでした。これに対しまして、県の主張は談合の事

実は確認できないと。よって、損害賠償も請求できないというものです。 
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その後、口頭弁論及び証人尋問を何度か行いまして、本年の３月 27 日に第一審の判決

が高知地方裁判所でありました。判決の内容につきましては、42 件の入札のうち、平成 23

年４月から平成 24 年４月に実施した６件については、談合が行われたと推認されると。県

は当該６件を落札した弘文印刷と川北印刷に対して、損害賠償として落札額の３％、合計

で約 170 万円と年５％の遅延損害金の支払いを求めなければならないというものでした。 

また、談合が行われていたと推認された主な理由ですが、１点目といたしましては、平

成 23 年４月から平成 24 年４月に実施された６件については、落札業者の下請をしていた

２社または３社の入札金額が 100 円単位まで、連続をしてほぼ一致していると。このこと

が下請業者間で相互に連絡し合っていたとの事実を推認させるものであるということです。

２点目といたしまして、平成 25 年１月９日に西村謄写堂が高陽堂印刷を訪問した理由とし

て、西村謄写堂は下請の仕事をもらいに行ったと説明しているが、談合に加わるよう働き

かけたと見るのが自然であるということ。３点目としまして、これらの諸事情を総合すれ

ば、少なくとも平成 23 年４月以降に行われた６件の入札については、川北印刷、弘文印刷

及びその下請業者による談合に基づき落札されたものと推認することができ、この推認を

覆すに足りる証拠はないというものでした。 

裏面の２ページをお願いいたします。２控訴審の経緯です。第一審の判決を受けまして、

本年の４月３日に補助参加しておりました川北印刷が第一審判決を不服として控訴いたし

ました。なお、同じく補助参加しておりました弘文印刷も後に控訴状を提出しております

が、重ねての控訴不要ということで控訴状の受理はされておりません。補助参加人の弘文

印刷と川北印刷の控訴の理由ですが、第一審の判決で談合が行われていたと推認された主

たる理由に対しまして、１点目が、複数回の入札において、下請業者間の入札金額が同額

であることは、何ら下請業者間の意思の連絡を裏づけるのではないということ。２点目が、

「談合があった」との高陽堂印刷の﨑田証人の証言は信用できず、採用されるべきではな

いということ。３点目が、入札金額の一致が重要な争点として第一審の中で顕在化しなか

ったと。このため、下請業者各社の入札金額の決定方法等について、追加の主張、立証を

行うというものでした。 

補助参加人の控訴によりまして、県も控訴人という立場で控訴審に参加することになり

ましたので、県としましては、一審判決には、判断ないし審理に疑義ないし不十分な点が

あると考えられるため、控訴審でのさらなる審理を求めるという意見を提出いたしました。

その後、被控訴人となりました市民オンブズマン高知のメンバーや控訴人・補助参加人の

２者及び県から関係者の意見書や陳述書、おのおのの主張に対する反論の準備書面など追

加の資料の提出がありまして、本年の７月に控訴審の口頭弁論は終結いたしました。 

10 月８日に高松高等裁判所で控訴審の判決がありました。判決の内容は、業者間で談合

が行われていたとの事実を認定するに足りる証拠がないとして、原判決中、被告の県の控
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訴人の敗訴部分を取り消し、被控訴人（原告）の市民オンブズマン高知のメンバーらの請

求を棄却するというものでした。 

続きまして、３点目といたしまして、控訴審判決後に想定される当事者の動向ですが、

まずは、被控訴人の原告が上告した場合は、本件訴訟は継続して上告審で審議されること

となりますので、県といたしましても、引き続き上告審で争うということになります。ま

た、上告の被控訴人が上告しない場合は、控訴審判決が確定をいたします。なお、今回の

控訴審の判決につきましても、第一審の判決同様に、公正取引委員会と高知県警察のほう

に情報提供はしております。 

私からの報告は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 この判決後の動向が確定されるのはいつですか。 

◎河岡総務事務センター課長 控訴審の判決文の送達がありまして、その翌日から２週間

以内ということになっております。ですので、何日に原告のほうに送達されるかによりま

すが、来週いっぱいぐらいには２週間が経過するものと思っております。 

◎池脇委員長 控訴理由のところで、談合があったとの﨑田証人の証言は信用できず、採

用されるべきではないとありますが、この方は高陽堂印刷のどういう立場の人ですか。 

◎河岡総務事務センター課長 代表取締役です。 

◎池脇委員長 高陽堂印刷は、この入札のときに指名に入っていたんですか。 

◎河岡総務事務センター課長 入っておりました。直近の入札で入っておりまして、その

入札において高陽堂印刷は県外への下請を前提に通常の半額ぐらいで落としたというのが

きっかけになっております。 

高陽堂印刷が今 42 件上がっておるんですが、その次の入札におきまして県のほうが指

名をいたしました。指名したのは、高陽堂印刷自体は、最近、判決当時に裁判には起こさ

ず、入札の近くで指名競争入札に初めて参加した業者ですが、それ以前に何カ月か随意契

約で電子調達での入札の実績がありましたので、その実績を踏まえて指名競争入札に指名

をいたしました。指名をした結果として、これは裁判の中で明らかになったことですが、

従来落札してた業者のほうは、県内への下請を前提に入札金額をつくっていたんですが、

高陽堂印刷のほうは、輪転機という高速の機械を持った香川県の業者に下請前提として落

札しましたので、落札金額が大きく下がりました。というのが、今回、原告のほうから提

訴があったもとになった事実です。 

◎池脇委員長 落札をした会社が今回の証人になったんですか。その関係がよくわかりま

せん。普通はとれなかった会社が、とった会社に対して、談合ではなかったか、というの

で訴訟を起こすのは、一般的に理解できるんですよ。これ逆ですよね。どうしてそういう

ことが起きたんですか。 



- 4 - 

◎河岡総務事務センター課長 今回の原告は高陽堂印刷ではなくて、市民オンブズマン高

知のメンバーです。市民オンブズマン高知のメンバーが、高陽堂印刷が半額で落札をした

という事実を踏まえ、過去、平成 19 年からのさんＳＵＮ高知の落札について調べた結果と

して、補助参加をいたしました弘文印刷と川北印刷が交互に落札してると。それも高値で

落札しているという事実がありましたので、そのことによって、高陽堂印刷の落札額と比

べて、県は損害をこうむっているんではないかということで提訴いたしました。高陽堂印

刷はあくまでも原告である市民オンブズマン高知側の証人ということで裁判のほうで証言

をいたしております。高陽堂印刷が提訴したわけではありません。 

◎池脇委員長 高陽堂印刷は、自分の会社に印刷機を持っていないんですか。 

◎河岡総務事務センター課長 高陽堂印刷も、他の県内の印刷業者と同じように、枚葉機

という比較的部数の少ない印刷物を効率的に印刷する機械は持っております。ただ、何十

万部という印刷部数に対して、短期間に効率的に仕上げるための輪転機という高速の機械

は持っておりません。ですので、さんＳＵＮ高知は 33 万 6,000 部という非常に多くの部数

を、しかも短期間に印刷しないといけない業務ですので、それを印刷するには県外の高速

の輪転機を持つ下請業者に出すことが効率的と考えられて、それで下請を前提の入札をさ

れました。 

◎池脇委員長 落札価格が今までの価格と大分違うことで、今後、そういう印刷機を持っ

ていなくても、県外の業者に頼んで印刷価格を抑えるという形での業務が一般的になって

くれば、安い価格での入札がこれからも起こってくることは想定されますよね。 

◎河岡総務事務センター課長 委員長御指摘のとおりですが、あくまでも何十万部という

大量部数を短期間という条件で効率的に印刷するという業務でありまして、県がこのよう

に大量の部数を印刷に回しておるというのは、さんＳＵＮ高知と県議会だよりの２つだけ

です。今回、平成 25 年の５月にこういう提訴がありまして、事情聴取後、県のほうで指名

した業者は 17 社でしたが、全てに事情聴取をいたしまして、県の印刷業界の業務実態とい

うのを把握をさせていただきました。そのことを踏まえまして、平成 25 年の８月からはこ

れまでやっておりました指名競争を改めまして、地元優先ということは残して地域制限を

かけた形での一般競争入札に切りかえましたので、今現在は、下請に出すということであ

れば、当然、下請の承認を出すことを前提に、下請を認めた形での入札を、一般競争入札

でさんＳＵＮ高知と県議会だよりについては行っております。他の業務につきましては、

部数が少ないですので、わざわざ県外に出すよりも自分たちが印刷したほうが効率的です

ので、ほかの業務につきましては、指名競争もしくは電子調達での競争見積もりによって

落札をされております。 

◎池脇委員長 わかりました。ほかにありませんか。 

（なし） 
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◎池脇委員長 ないようでしたら、質疑を終わります。 

それでは、執行部は退席願います。 

（執行部退席） 

◎池脇委員長 それでは、委員長報告の取りまとめについて、行うこととします。 

お諮りします。委員長報告の文案については、お手元に配付してありますので、この内

容の検討をお願いします。 

報告書案を書記に朗読させます。 

◎書記 では、座ったまま読ませていただきます。 

総務委員会が付託を受けた案件について、その審査の経過並びに結果を御報告いたしま

す。 

当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎重に審査いたしました結果、第１号議案、

第７号議案から第９号議案、第 13 号議案、以上５件については、全会一致をもって、いず

れも可決すべきものと決しました。 

以下、審査の過程において論議された主な事項について、その概要を申し上げます。 

初めに、教育委員会についてであります。第１号「平成 27 年度高知県一般会計補正予

算」のうち「生涯学習推進事業費」について、執行部から、ニートやひきこもりの若者の

社会的自立を支援する機関である「若者サポートステーション」に、より多くの若者をつ

なげていくため、出張相談会や家庭訪問などの就学・就労支援を拡充するためのものであ

る、との説明がありました。 

委員から、不登校やひきこもりの生徒の情報について、学校現場と若者サポートステー

ションの間でどのような連携をとっているのか、との質疑がありました。 

執行部からは、若者サポートステーションの職員が学校を訪問し、相談会の実施や情報

交換を行うなどの連携を図っている、との答弁がありました。 

次に、報告事項についてであります。 

初めに、総務部についてであります。「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」、執行部から、酒気帯び運転により懲戒免職となった元職員が提訴していた事

件について、「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」との判決

が９月に出たため、10 月に控訴を予定している、との報告がありました。 

委員から、職員の退職手当に関する条例において、一部不支給を可能としているが、慎

重に検討した上で全部不支給と判断したにもかかわらず、裁判においてその主張が認めら

れなかったのはなぜか、との質問がありました。 

執行部からは、裁判の中で十分に説明できなかったことについては反省点とし、今後の

控訴審においては、全部不支給と判断した経緯等について、丁寧に説明するつもりである、

との答弁がありました。 
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委員から、控訴審の結果次第で、現在の条例の規定及び運用方針を変更することもある

のか、との質問がありました。 

執行部からは、全部不支給とした判断については、裁量権を逸脱したものではなく、現

時点では変更する考えはない、との答弁がありました。 

次に、「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」、執行部から、改正法の概要や、参議院合同選挙区選挙管理委員会の規約等について、

報告がありました。 

委員から、合同選挙区への移行に伴う制度の変更について、県民への周知をどのように

考えているのか、との質問がありました。 

執行部からは、具体的には、今後、合同選管で協議していくこととなるが、変更内容を

ポスター等でお知らせするなど、しっかりと対応していきたい、との答弁がありました。 

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」、執行部から、

免震装置の交換工事に関する、10 月に締結予定の県・東洋ゴム工業株式会社・業者間の合

意書の内容や、今後のスケジュール等について、報告がありました。 

委員から、免震装置の交換は余り前例のない工事であると聞いているが、本庁の業務に

支障が出るようなことはないのか、との質問がありました。 

執行部からは、特段の影響はないと考えている、との答弁がありました。 

次に、教育委員会についてであります。「平成 27 年度全国学力・学習状況調査の結果に

ついて」、執行部から、調査の概要や教科に関する調査結果等について、報告がありました。 

委員から、中学校の学力が足踏み状態であるという調査結果を受け、県内生徒が集中す

る高知市との連携を強化するとのことであるが、現在の状況はどうなっているのか、との

質問がありました。 

執行部からは、県教育長と高知市教育長との会を定期的に開催しており、今年度から、

高知市には、スクールソーシャルワーカーを重点的に配置したり、新たな補助制度により、

放課後学習を充実させる取り組みを行っている。また、中学校の学力問題について危機感

を持ってもらうよう協議もしている、との答弁がありました。 

委員から、中学校の学力問題の解決のために、市町村教育委員会、小・中学校、関係機

関等と連携し、また、事務局各課が一体となって努力してもらいたい、との意見がありま

した。 

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」、執

行部から、検討委員会での検討内容やスケジュール等について、報告がありました。 

委員から、サービス検討委員会の役割は重要であり、県民のニーズにこたえられるよう、

進化型図書館というコンセプトが確立されることを期待する、との意見がありました。 

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
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て」、執行部から、調査の趣旨や調査結果の概要等について、報告がありました。 

委員から、児童生徒の問題行動等を解決するためには、学校・地域・家庭が一体となっ

て行う幼児教育や、学校現場での教職員の熱心な取り組みが重要であるが、どのように考

えているのか、との質問がありました。 

執行部からは、幼児教育については、課題の意見交換を行うなど、関係各課で連携を図

りながら推進し、また、学校現場では「チーム学校」という考えのもとで、全教職員の連

携を強めていきたい、との答弁がありました。 

委員から、不登校の生徒への対応について、質問がありました。 

執行部からは、県下での統一的な基準はないが、生徒が休んだ１日目は、家庭に連絡し、

２日、３日と続く場合は校内支援会において考える方向となっている、との答弁がありま

した。 

委員から、教育先進県では、１日目に教師が家庭を訪問するなどの積極的な対応をして

いる。初期の段階で不登校の芽を摘むことは重要であるので、先進県を見習った取り組み

をしてもらいたい、との要望がありました。 

以上をもって、総務委員長報告を終わります。 

◎池脇委員長 御意見をどうぞ。小休にします。 

 

（小  休） 

 

◎ ８ページの下のほうなんですけど、委員から、教育先進県では１日目にと書いてある

じゃないですか。これ１日目にというのは、その前に欠席の１日目とか何か入れないと、

何の１日目にかがわからないと思うんです。 

◎ 欠席の１日目にということね。 

◎ 欠席の１日目を強調したらいいですよ。上にもあるけど。 

◎ 欠席１日目を入れても全然構いません。入れたほうがわかりやすいはわかりやすい。 

◎ １点だけ。３ページ目の教育委員会の補正予算案のうち、上から３行目ですけど、ニ

ートやひきこもりの若者。ニートも含めて、ひきこもりの若者の社会的自立でいいんじゃ

ないですか。委員長が報告するのに、ニートという言葉をわざわざ入れなくても。 

◎ 「ニートや」の部分をのけるわけね。 

◎ のけたほうがよくないですかね。 

◎ けど、ニートも含めてひきこもりの若者ですから。 

◎ 資料にはいわゆるニートや、いわゆるという言葉が最初についています。 

◎ ニートって、別にひきこもりじゃないだろうし。 

◎ そしたら、「いわゆる」を入れたほうがいいかもしれんね。ひきこもりで仕事ができん
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人と、仕事は余りやりたくなくてニート化している人と、分けていると思う。 

◎ では、「いわゆる」を入れるということでいいですか。あとは、何か。 

◎ なし。 

 

◎池脇委員長 では、正場に復します。 

この報告書は、当委員会の委員全員をもって提出することとし、細部の文案の調整は正

副委員長一任でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定しました。 

 それでは、閉会中の継続審査の件を議題といたします。 

お諮りいたします。当委員会は、閉会中も継続して審査並びに調査をしたいので、お手

元に配付してある案のとおり申し出ることに、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。よって、さよう決定しました。 

以上をもって、日程は全て終了いたしました。 

これで、委員会を閉会いたします。               （13 時 27 分閉会） 


