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平成27年３月12日 

◎明神委員長 皆さんおはようございます。 

 ただいまから総務委員会を開会いたします。           （９時59分開会） 

 御報告いたします。 

 浜田委員から、所用のため少しおくれる旨の連絡があっておりますので、御報告申し上

げます。 

 本日の委員会は、昨日に引き続き「付託事件の審査等について」であります。 

 御報告いたします。 

 昨日の委員会における池脇委員の教科研究センターに関する質問について、教育政策課

長から報告がありますのでよろしくお願いします。 

◎有澤教育政策課長 昨日の質疑におきまして、教育センターの教科研究センターの授業

づくり講座の参加者の実数につきまして御質問がありました。26年度の実績といたしまし

て、最終的に144人が実人数でございます。引き続きニーズに沿った魅力のある講座を開

催いたしますことで、たくさんの教員に参加いただけるようにしたいと考えております。 

 御説明は以上でございます。 

〈生涯学習課〉 

◎明神委員長 それでは、生涯学習課の説明を求めます。 

◎安岡生涯学習課長 生涯学習課でございます。よろしくお願いをいたします。 

 平成27年度当初予算の概要につきまして御説明をさせていただきます。 

 資料№２、当初予算説明資料の625ページをお願いいたします。 

 まず、歳入につきまして主なものを御説明させていただきます。 

 ７分担金及び負担金は、新図書館の開館に向け本年６月から県と市のシステムを統合し

た新図書館情報システムが暫定稼働する予定ですが、関連する経費のうち高知市からいた

だく負担金でございます。 

 ８の使用料及び手数料は、主に青少年教育施設の使用料でございます。 

 次に、９国庫支出金について御説明いたします。右端の説明欄をごらんください。 

 まず、防災・安全社会資本整備交付金は、青少年センターの本館と宿泊棟の改築工事請

負費及び塩見記念青少年プラザの改築工事の実施設計委託料に充てるものでございます。 

 １つ飛びまして、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金は、市町村が実施をする

放課後子ども教室及び学校支援地域本部の運営や、市町村における家庭教育支援の取り組

み等に助成するものでございます。 

 626ページをお願いいたします。 

 12の繰入金でございますが、こうちふるさと寄附金基金繰入は、ふるさとへの理解を深

め郷土愛を育むために郷土の偉人や歴史等の学習、体験活動を行いますふるさと教育推進



- 2 - 

事業費に充てるものでございます。 

 緊急雇用創出臨時特例基金繰入は、高校に在籍する困難を抱える生徒に対しまして、就

職等に向けた早期支援を行います地域づくり学校連携就職支援事業に充てるものでござい

ます。 

 森林環境保全基金繰入は、自然体験活動の指導者養成や体験活動を推進する環境学習推

進事業費に充てるものでございます。 

 15の県債は、青少年センターの本館及び宿泊棟の改築工事請負費及び塩見記念青少年プ

ラザの改築工事の実施設計委託料に充てるものでございます。 

 次に、歳出につきまして、主な事業を中心に別とじの主要事業説明資料も使い、説明を

させていただきます。 

 まず、628ページをごらんください。 

 まず、左の科目欄、上から３つ目の４学校施設等整備費でございます。右端の説明欄を

ごらんください。 

 １の青少年教育施設整備費の１つ目、設計調査等委託料は、塩見記念青少年プラザの改

築工事の実施設計のほか、青少年センターの本館及び宿泊棟の改築工事の監理委託料や青

少年センター体育館のつり天井の補強工事の基本設計を委託するものでございます。 

 ２つ目の建築等工事請負費は、青少年センターの本館及び宿泊棟の改築工事等を実施す

るものでございます。 

 少し飛びますけれども、634ページをお願いいたします。 

 今お話をさせていただきました塩見記念青少年プラザの実施設計と青少年センターの改

築工事監理等につきまして、債務負担行為をお願いするものでございます。塩見記念青少

年プラザは平成27年度と28年度の２カ年で、青少年センターは本館と宿泊棟を平成28年度

中に完成させまして、その後今現在の建物を解体しまして、駐車場等の整備など外構工事

を行う予定のため、平成27年度から29年度の３カ年で実施するものでございます。 

 資料戻っていただきまして、629ページをお願いいたします。 

 １の生涯学習推進事業費でございます。右端の説明欄の１生涯学習推進事業費の１つ

目、こうち若者サポートステーション事業実施委託料と２つ目の高知黒潮若者サポートス

テーション事業実施委託料でございます。この事業は中学校卒業時及び高校中途退学時の

進路未定者並びにニートや社会的にひきこもりがちな若者に対しまして、就学や就労に向

けた支援を行うものでございます。 

 ３つ目の地域人づくり学校連携就職支援事業実施委託料は、一部の高校になりますけれ

ども、在籍する困難を抱える生徒に対しまして、定期的に校内に相談窓口を開設したり、

教員と連携して家庭訪問を行うなど、就職等に向けての早期支援を委託して行うものでご

ざいます。 
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 ４つ目の読書ボランティア養成講座実施委託料とその次のブックスタート応援事業実施

委託料、これは子供ができるだけ早い時期から本に親しめるように、市町村の乳幼児健診

等の場で推薦図書リストとか啓発用チラシを配ったりする事業ですが、これは子供の読書

活動を推進するものでございます。 

 ７つ目の簿記講座等実施委託料は、中芸高校と大方高校で社会人のキャリアアップやス

キルアップのための学び場の提供として公開講座等を行っておりますけれども、この際に

講師派遣を委託して行うものでございます。 

 次に、２社会教育振興費でございますが、社会教育委員会の開催経費や社会教育関係職

員の研修経費等のほか、社会教育関係団体の活動を支援するための経費でございます。 

 630ページをお願いいたします。 

 中ほど３の学校・家庭・地域教育支援事業費でございます。２つ目の放課後児童支援員

認定研修実施委託料は、子ども・子育て支援新制度の開始に伴いまして、県が実施するこ

ととなりました放課後児童クラブの従事者に対する資格認定研修を委託して実施するもの

でございます。 

 ４つ目の放課後学び場人材バンク設置委託料は、放課後子ども教室等の地域における学

びを充実させるために専属のコーディネーターを配置いたしまして、指導員等の人材や活

動団体の紹介、出前講座の実施などを行います放課後学び場人材バンクの運営を委託する

ものでございます。 

 最後の放課後子ども教室推進事業費補助金と次のページの一番上の放課後児童クラブ推

進事業費補助金についてでございます。これにつきましては、別とじの主要事業説明資料

の33ページをお願いします。 

 この放課後子ども総合プラン推進事業費は、放課後子ども教室と放課後児童クラブを総

合的に推進するもので、地域の多くの方々の参画を得て、全ての子供たちが放課後を安

全・安心に過ごし、多様な体験、交流、学習活動ができるように総合的な放課後対策に取

り組むものでございます。このような子供たちの放課後の居場所は、約９割の小学校区に

設置をされているところです。また、来年度はさまざまな要因によりまして厳しい環境に

置かれている子供を初め、本県全ての子供たちにとって放課後が豊かな学び場になります

ように、県独自の支援の拡充等を行うこととしております。 

 資料の下の段の実施内容の囲みの右上をごらんください。放課後の取り組みをさらに充

実するために、放課後学び場充実事業の補助メニューといたしまして、学習支援者の謝金

の補助率や上限を上げたこと、また③の防災対策経費の新設や④の教材経費としまして、

自宅に持ち帰ることができる問題集等の助成なども行うこととしております。 

 次に、主要事業説明資料の34ページをごらんください。 

 学校支援地域本部等事業でございます。この事業は、地域住民が学校の教育活動を支援
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する取り組みを組織的、継続的なものとし、地域ぐるみで子供たちの育ちを支援する体制

づくりを推進するものでございます。学校と地域をつなぐコーディネーターを配置しまし

て、学校の多様な教育活動に地域住民の方が参画する仕組みで、22の市町村へ助成を行う

こととしております。来年度はこの取り組みをより強力に進めていくために、県内の教育

事務所と高知市にそれぞれ１名の教員を配置しまして、学校支援地域本部を初め地域住民

や保護者等が学校運営に参画をするコミュニティー・スクールなどの立ち上げや、既に立

ち上がっているところにつきましてはその活動の充実を図るために、学校と地域をつなぐ

コーディネーター役として市町村の取り組みを支援してまいります。 

 次に、資料に戻っていただきまして、631ページをお願いいたします。 

 631ページの中ほど、４環境学習推進事業費でございます。この事業はＮＰＯ等の団体

や学校、青少年団体が連携して自然体験活動や環境学習を推進することや指導者の養成を

行うものでございます。 

 次に、５図書館管理運営費でございます。これは図書館職員の人件費や庁舎の清掃、警

備等に要する経費でございます。 

 632ページをお願いいたします。 

 ６の出版事業費でございますが、「土佐國群書類従拾遺」第４巻の編集、刊行に要する

経費でございます。 

 次に、７の図書館活動費でございますが、これは市町村図書館等への支援や障害者サー

ビス等の充実を図るための対面音訳サービス事業や宅配貸出事業を行いますほか、図書資

料の購入等に係る経費でございます。 

 ６つ目の図書貸出業務負担金は、６月から新図書館情報システムが暫定稼働することに

伴いまして必要となります県立図書館と市民図書館の本館との間の書籍の配送経費等に関

しまして、その負担分を高知市に支払うものでございます。 

 ８の青少年教育施設管理運営費でございます。これは青少年センターを初めとします青

少年教育施設の人件費や管理運営に係る経費並びに青少年センター、幡多青少年の家が主

催をします宿泊研修や体験活動等の事業に係る経費でございます。 

 以上、生涯学習課の平成27年度の当初予算は20億4,864万7,000円で、前年度当初予算比

155.3％となっております。増額の主な内容は、青少年センターの改築工事に要する経費

でございます。 

 以上で当初予算の説明を終わります。 

 続きまして、平成26年度２月補正予算について御説明をいたします。 

 資料№④補正予算議案の説明書の335ページをお願いいたします。 

 まず、左の科目欄、上から３つ目、４学校施設等整備費でございます。右端の説明欄を

ごらんください。 
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 １青少年教育施設整備費についてでございます。１つ目の基本設計等委託料と２つ目の

改築工事請負費は、幡多青少年の家の体育館の屋根の改修等に係る設計委託料と工事請負

費の入札減に伴う減額でございます。 

 次に、１生涯学習費でございます。１学校・家庭・地域教育支援事業費について御説明

をいたします。 

 １つ目の放課後子どもプラン推進事業費補助金について、主な内容は放課後児童クラブ

の運営費等の所要額が当初計画を下回ったことに伴います減額でございます。 

 ２つ目の放課後児童クラブ施設整備助成事業費補助金につきましては、当初予定してい

ました箇所数が２カ所から１カ所になったことにより減額するものでございます。 

 336ページをお願いいたします。 

 繰越明許について御説明いたします。まず、学校・家庭・地域教育支援事業費でござい

ます。これは香美市が行います放課後児童クラブの施設整備事業に係る経費につきまし

て、計画調整に日時を要したことなどから工事が遅延をし、補助金1,570万4,000円の全額

を繰り越すものでございます。 

 続きまして、青少年教育施設整備費でございます。これは塩見記念青少年プラザの改築

工事に伴います地質調査委託に係る経費につきまして、計画調整に日時を要したことによ

り、429万6,000円を繰り越すものでございます。昨年９月で御承認をいただきました基本

設計委託業務の繰越額1,098万4,000円と合わせまして、1,528万円に変更するものでござ

います。 

 次に、337ページをお願いいたします。 

 債務負担行為について御説明をいたします。塩見記念青少年プラザは指定管理者による

指定管理を行っておりますけれども、本年度末で指定期間が終了いたします。そのため平

成27年４月１日から平成28年３月31日までの１年間の管理運営委託料の限度額に係る債務

負担行為をお願いするものでございます。 

 補正予算の説明は以上でございます。 

 引き続きまして、資料№⑥条例その他議案説明書の15ページをお開きください。 

 15ページの一番左でございます。高知県立塩見記念青少年プラザの指定管理者の指定に

つきまして、地方自治法の規定により議決を求めるものでございます。 

 議案の概要につきまして説明をさせていただきます。議案の説明資料につきましては、

生涯学習課のインデックスのついたページをお願いいたします。 

 生涯学習課の所管施設のうち、香美市の香北青少年の家、いの町の高知青少年の家と青

少年体育館、そして高知市にございます塩見記念青少年プラザは、指定管理者制度によっ

て施設の管理運営を行っております。これらの施設は本年度で指定管理期間が終了します

ことから、来年度以降の指定管理者の指定に向けまして手続を行い、香北青少年の家、高
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知青少年の家、青少年体育館の３つの施設につきましては12月議会で議決をいただきまし

たけれども、塩見記念青少年プラザは最初の公募で応募者がいなかったために再公募を行

うこととなり、12月議会での議決には間に合わなかったものでございます。 

 11月21日から再公募を行いましたところ、１団体から応募がございましたので、12月

22日に指定管理者選定審査委員会を開催しました。その結果、特定非営利活動法人たびび

とが候補者として選定をされたものでございます。 

 候補者のたびびとは、平成24年度から当該施設の指定管理者になっている団体でござい

ます。この団体が指定管理者になってからは、利用者の多い８月は休館日をなくすなどサ

ービスの向上が図られまして、利用者が増加に転じております。指定管理者制度の導入効

果が見られたものと考えておりますし、毎年実施をしています業務状況評価におきまして

もＡ評価を受けているところです。 

 なお、塩見記念青少年プラザは改築工事を行う予定にしていますので、一時閉館をいた

します。そのため指定管理期間を平成27年度の１年間としております。 

 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 塩見記念青少年プラザの指定管理の関係ですけれど、最初公募をかけた段階

で応募がなくて、その後再度たびびとが受けたということですけれど、その間、何か条件

の変化みたいなものをつくって応募することになったんですか。 

◎安岡生涯学習課長 初回の公募で応募がなかったものですので、応募条件の見直しの検

討を行いました。応募に際しまして提示をしました参考金額というのは、人件費と管理費

と事業費の大きく３つに分かれます。人件費については県統一の基準で行っておりますの

で、この基準はなかなか変えられないと思います。 

 それと、事業費につきましては、これは主催事業に係る経費でございまして、これにつ

きましては主催事業の回数とか、こんな内容でやってくれとかという条件を付しているわ

けではございません。そういうことから、事業費につきましても、これは応募がなかった

理由にはなかなかならないと考えております。 

 そういう中で管理費、これにつきましては、光熱水費とか修繕費等の施設の管理に必要

な経費になります。この経費につきましては、基本的に過去の２年間の実績に基づきまし

て、その平均でお示しをしていたものでございます。ただ、電気料等の値上がりはありま

したので、そういうものは反映させている状況でございます。 

 その中で、電気料につきましては先ほど申しましたように実績ベースでありますし、開

館時間とか閉館時間の変更はございません。それと料金の値上げ分も反映させているとい

うことで、こういう光熱水費の関係ではないだろうと、そういう中で残るは修繕費等かな

と考えたところです。 
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 修繕費ではないかということで、過去２年間の実績で判断をしておりましたけれど、過

去５年間にさかのぼって確認をしてみました。そうしますと、一番高いときが平成21年で

35万6,000円かかっております。この修繕費は指定管理者の方にお願いをする修繕費でご

ざいまして、10万円未満の修繕についての積み上げ経費が35万6,000円ということです。

一番少なかったのが過去５年間で24年の11万5,000円で、この24年は今回の積算の基礎に

なった数字になっております。 

 そういうことから、あの施設は非常に老朽化しておりますので、年によって修繕の金額

が変わったりもしますので、ここが１つ大きな要因としてあるのではないかということで

検討してみました。それで、一つ一つ来年必要な修繕、どんなものがあるのか検討させて

いただきまして、少し見積額を上乗せさせていただいて再公募をさせていただいたところ

でございます。 

◎塚地委員 24年からこう見る限りでも、８月の開館とか水曜も開館することで、その開

館日もふやせば当然一定の費用負担もふえてくるわけなんで、そういうことを加味してい

ただいたことで、今回受けてくださったのかなと思いますので、そこを改修して新しくな

ったら、またちょっと違うことも出てくるかと思いますけれども、よくわかりました。 

◎坂本（茂）委員 放課後児童指導員の認定資格研修会ですが、どういうスケジュールで

やっていかれるのか、例えば集合研修で県下から集めたりとかする、それで高知市の場合

は高知市で別途にやるのか、高知市の方も県の実施する研修会へ来ていただくのか、そう

いうところはどんな仕組みに今回なっていますか。 

◎安岡生涯学習課長 高知市の、夏場、８月に計４日間の研修を実施しようかと考えてお

ります。国から示されているのがトータル24時間の研修を実施ということが言われており

ます。児童クラブの目的や制度の内容など、児童クラブの理解ということから始まって、

支援員として求められる役割とか機能といった講座を24時間の中で開催することになって

おります。そういうことで８月、比較的夏休み期間に日曜日ごとに４日間連続講座という

形で実施をしたいと考えております。 

 一応、国のほうも大体１回当たり100人ぐらいの規模で開催をしたらということが示さ

れておりますので、100人規模の募集を高知市のほうで実施をしたいと考えています。高

知市も一緒にということです。 

◎坂本（茂）委員 ただ、全体で言うと100人以上おいでますよね。それで100人規模でや

るということは漏れる方もおいでるということですか。 

◎安岡生涯学習課長 この資格につきましては、５年間の経過措置が設けられておりま

す。５年間の間に資格を持たれる方が一人でもそのクラブの中にいらっしゃったらいいと

いう条件がございます。全員が全員持てればいいのかもしれませんけれども、お一人だけ

でいいという条件がございますので、その５年間の経過措置の中で、それぞれの施設で最
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低１人は取得をしていただきたいと考えているところです。 

◎坂本（茂）委員 はい、わかりました。 

◎塚地委員 その放課後子どもプランの利用促進事業の実施で就学援助を受けておられる

子供さんへの利用料の補助をすることになりますよね。それで、今17自治体ぐらいの実績

だと思うんですけれど、それは、後で構いませんが、一覧表と、どこがやっていてどこが

やってないかというのを。それちょっと実態を知りたいのと、これからの拡大が予想され

ますよね。それはその時点で予算が増加していく、例えば途中から始めますという市町村

があった場合に、それは補正で組める状況になっているのか教えてください。 

◎安岡生涯学習課長 その市町村につきましてはまた後からお示しさせていただきます。 

 経費につきましては、県単の補助事業の中で、トータルの中で見ていくことができます

ので、対応できると思います。どうしても足りないときには補正等も検討していきたいと

考えております。 

◎塚地委員 629ページのこうち若者サポートステーションの実施事業の委託料680万円

と、黒潮の若者サポートステーションは700万円で、エリア的に言うと、こうち若者サポ

ートステーションのほうが広いエリアの対応が必要なんじゃないかと思うんで、この金額

というのはどう見たらよろしい。 

◎安岡生涯学習課長 実は、平成26年度につきましては、そういう広いエリアをカバーし

ていかなければいけないということもありまして、黒潮のほうを約100万円近く高い金額

を計上しておりました。ところが、今回その差額が20万円ぐらいになっているのは、こう

ち若者サポートステーションの支援者が今、就職になかなか結びついてない状況がござい

まして、そこに滞留という言い方はおかしいですけれど、登録されている方が残っていっ

ている状況がございます。そこを何とか解消していかなければいけないというのがござい

まして、相談支援者の謝金をちょっと上積みさせていただいたところがございまして、こ

ういう経費の形になっているところでございます。 

◎塚地委員 私の認識が不足していて、どっちかというと黒潮のほうが狭いという思いが

あったんですけれど、黒潮のほうが広いんですか。 

◎安岡生涯学習課長 こうち若者サポートステーションは高知の県社協に委託をしており

ます。高知市を中心にカバーしていただいていると、それ以外を黒潮のほうでお願いをし

ているところです。 

◎塚地委員 県の東部のほうはどう。 

◎安岡生涯学習課長 本部を四万十市に置いていまして、南国にも常設のサテライトを置

いています。それと、須崎と安芸にもサテライト、これは曜日等決まっておりますけれど

も、置いて対応しているところです。 

◎塚地委員 そのサテライトの本部はどちらになるんですか。 
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◎安岡生涯学習課長 四万十市に置いています。 

◎塚地委員 それはどういう理由でしょうか。何か合理的でないように思います。 

◎安岡生涯学習課長 もともと黒潮町でサポステ事業を実施していただいていたという経

緯がございます。ＮＰＯ法人のお願いしています青少年自立援助センターというのが、黒

潮町に黒潮若者自立塾というのをやっておりました。そういう取り組みの流れの中でそち

らにお願いすることになりまして、黒潮町に置いていたわけですけれども、やっぱり黒潮

町よりも四万十市のほうが利便性はいいということで、昨年四万十市に本部を移した経緯

がございます。 

◎塚地委員 そのＮＰＯ法人のサテライトが南国とか安芸とかにあるという、そのＮＰＯ

を中心に考えているのでそうなっているということですか。 

◎安岡生涯学習課長 はい、そうです。 

◎塚地委員 それで、この間ちょっと私も御相談に乗った方で、発達障害が多分あったん

ですけれども、なかなかアドバイスをいただけてなかったということがあって、そういう

専門的な知識を持った方が若者サポートステーションの中でどういう位置づけで働き方を

されているのかちょっと気になったがですけれども、その資格みたいなものはどうなって

いるんでしょうか。 

◎安岡生涯学習課長 厚労省が委託していますこうち若者サポートステーション、これら

につきましてはキャリアコンサルタントの資格のある方等が条件等になっておりますけれ

ども、我々としましては臨床心理士の方を雇用して相談に当たるとかという取り組みを県

費で実施をしているところです。 

◎塚地委員 ぜひその方に大いに活躍していただけるようにお願いし、ケースが多い場合

にきちんとした状況の把握につながっていってないこともあるのかもしれないなとちょっ

と心配になったので、ぜひそこを検討いただけたらと思います。 

◎池脇委員 この四万十市のＮＰＯ法人は県外の法人ですよね。どういう法人ですか。 

◎安岡生涯学習課長 東京に本部を置きます法人でございまして、若者支援につきまして

以前から実績のある法人で、サポステにつきましても東京でも足立区とか複数のサポステ

の取り組みをされている法人です。 

◎池脇委員 県内にもＮＰＯ等でのサポステの法人ありますよね。どのぐらいあるんです

か。 

◎安岡生涯学習課長 県内のサポステですか。 

◎池脇委員 そうした関係をやられているＮＰＯ法人もあると思いますけれど。 

◎安岡生涯学習課長 サポートステーションを行っているＮＰＯ法人はそこだけです。 

◎池脇委員 そこだけというたら、そこに委託をしているからそこだけなんですよね。け

れども、そういう関係のことができるＮＰＯ法人、県内にもあるはずですが、そうした法
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人はどれぐらいあるんですか、ないんですか、任せれればできる。東京のその法人でない

とだめだという理由は何かあるんですか。今まで、黒潮でやってもらっていた関係があっ

てですか。 

◎安岡生涯学習課長 今までやっていただいていたという関係がございます。それと県内

のＮＰＯとかが力をつけてサポステ事業にも参画ができることになりましたら、東京の今

のＮＰＯも県内のＮＰＯ法人なりでサポステ事業、若者の支援を行えるように移行させて

いきたいという思いも持っているというお話をお伺いしています。ですから、いずれ県内

のＮＰＯあるいは社会福祉協議会とか、そういうことになるのかもしれませんけれども、

サポステを実施できる力量のあるところが出てきましたら、そこに移していくことも検討

していきたいと考えています。 

◎池脇委員 以前黒潮でサポステと同時に、小学校の跡地を借りて自立塾ですか、そこは

京都のＮＰＯだったような気がするんですけれど、そのときから東京でしたか。 

◎安岡生涯学習課長 そのときから東京だと思います。 

◎池脇委員 その自立塾は、結局撤退しましたね。理由は何ですか。 

◎安岡生涯学習課長 国の事業がなくなって撤退をしたとお聞きしています。 

◎池脇委員 そこでもかなり自立を目指して一生懸命頑張っていた子供さんがおりました

ね、私も視察をさせていただいて。国の事業がなくなったからって、その子供さんたちは

そのまま捨てられてしまうんですけれども、そういう事業の必要性はあったと思うんです

けれど。 

◎安岡生涯学習課長 こういう取り組みはサポステに引き継いでいかれて、若者の支援が

引き継いでいかれていると理解しています。 

◎池脇委員 あそこの小学校の跡地はもう使われてないんですか。あそこにおられた子供

さんたちはどういう状況になっているんですか。 

◎安岡生涯学習課長 自立塾で支援をしていたお子さんにつきましてはサポステに引き継

いで、サポステで就労支援、就学支援を行っているところです。 

◎池脇委員 施設はどこに。 

◎安岡生涯学習課長 施設に入ってということではないですけれど。 

◎池脇委員 あそこはその施設にずっと寝泊まりして、そして自立を図るということでや

られておったんですね。今は施設で寝泊まりして、そこで自立を図っていくという子供さ

んは対象になってない、そういう対応はしてない、訪問だけになっているということです

か。 

◎安岡生涯学習課長 訪問と、あと来所して相談に乗っているという状況です。 

◎池脇委員 あの事業は県としてはどう見られていますか。国が打ち切ったということで

すけれども、施設があって、寝泊まりして、本当にしっかり自立をさせる事業をされたん
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ですけれども、もうああいう形でのサポートという対象者がいなくなっているのか、その

あたりのところの評価がきちっと検証されたのかどうか。何となく終わってしまって、は

いなくなりました、もう入所するところはありませんと言って別の事業に変わっている、

どうしてそういうふうに変化してきているのか、ちょっと気にかけて、余り効果がないと

いうことであればそうでしょうけれども、ある意味そういう一つの検証は評価しておくべ

きではないかと思うんで、ぜひその点は取り組んでいっていただきたいと思います。 

 それと、青少年のセンターの件ですけれども、中１の学級づくりの合宿がメーンで実施

されているという分もあって、アンケート調査を青少年センターと幡多青少年の家で児童

生徒と教員にとっておるんですが、青少年センターのほうの教員アンケートで見ると、こ

の合宿はその後の学級経営に役立つというので、青少年センターが100％になっているん

ですね。ところが、幡多青少年の家では89％と、余り先生方はここでの研修に満足してな

いというアンケートの結果が出ているんですけれども、これは何に原因があるのか、施設

面、ソフト面なのか、あるいは学校側の取り組みの問題なのか。 

◎安岡生涯学習課長 アンケートで無回答のところが結構、幡多のほうはあったりしてい

ます。10％を超える割合で無回答の学校があったりしますので、そこも一つ大きなところ

だと思います。各事業につきましては、終了後にそれぞれの反省点を職場で議論しなが

ら、次の事業を行うときの改善点として検討させていただいています。そういうことで同

じ事業でもよりよい事業になるように、それぞれの施設では取り組みをさせていただいて

いますので、これからもそういう形でよりよい事業につなげていきたいと考えておりま

す。 

◎池脇委員 無回答について、それを出されている学校の先生方に対して、なぜ無回答な

のか問いかける聞き取りでも調査でもいいんですが、やられたほうがいいと思うんです

ね。やっているんですか。 

◎安岡生涯学習課長 委員おっしゃるとおり、それは実際やって、自分たちの事業の内容

を検証する意味でもそういうことをやって、次につなげていくことが大事だと思いますの

で、今正直なところやってない状況がございます。ぜひ回答がないところには後追いをし

て確認をさせていただきたいと思います。 

◎池脇委員 特に中１の学級づくり合宿は大変大事な事業だと思いますので、随分そうい

う意味で効果を出していただける施設ですから、ここはやっぱり学校とも連携しながら、

いい形で効果の出る使い方ができるように対応していただきたいと思います。 

 それから最後に、環境学習の件ですけれども、ここをもう少し詳しく御説明いただけま

すか、事業。 

◎安岡生涯学習課長 子供たちの環境学習、体験等も含めてですけれども、拡充していき

たいという思いがあります。これは平成22年度の学習フォーラム、高知県大会でも提言が
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あったことですけれども、関係団体と連携をして子供たちにできるだけ環境についての学

習をさせていくということで、そういう環境学習のプログラムなんかを企画できるインス

トラクター等の育成のための研修を実施していきたいということが１つと、あと要請があ

ったときに、インストラクター等になっていただいた指導者をその場に派遣して、指導を

していただくことを考えています。 

◎池脇委員 学校の中でも環境学習はやられていると思うんですけれども、そうした環境

学習と生涯学習でやられる環境学習はどういうところでリンクしていっているのか、ちょ

っとそのあたりの説明していただくとありがたいです。 

◎安岡生涯学習課長 実は一昨年、環境学習のプログラムということで我々のほうで一昨

年、その前の年ですけれども、作成をさせていただきまして、各学校等に配布をして、こ

の学習プログラムを使って学校で学習をしていただきたいとお願いをしております。そう

いう形で２回にわたりまして学習プログラムを作成して、学校にはお配りをして、それを

使っての学習をやっていただきたいと要請をして、各学校で取り組んでいただける部分も

あろうかと考えております。 

◎池脇委員 ユネスコが進めている環境学習の行事ありますよね。それとの関係なんです

か。昨年名古屋で大会がありましたね。そういう部分との連携の中の啓発等の事業なの

か、そのあたりがよくわからないんで。 

◎安岡生涯学習課長 我々が行ったものはユネスコとリンクをさせて何かをしたいとか、

こういう方向にということを意図してつくったものではございません。22年に行われまし

たフォーラムの提言等を受けまして、子供たちへの環境学習を拡充していく必要があると

いうことでの取り組みと考えております。 

◎池脇委員 そのフォーラムはどこが主催で、何でやられたんですか。 

◎安岡生涯学習課長 文部科学省が主催で実施をしております。全国生涯学習フォーラム

でございます。 

◎池脇委員 学校で行われている環境教育をある意味外からサポートする形での環境教育

の推進で並行して、どっかで協力し合えるところは協力していくという二本立ての形で文

科省がつくられているのか、そこの関係性をちょっとわからないんで、お聞きしたんです

けれども。 

◎安岡生涯学習課長 ちょっと把握しておりませんが、今回、来年度予算につきまして、

例えば学校側から環境学習について指導員の派遣等の要請がございましたら、我々派遣が

できるように予算を計上しているというところはございます。 

◎池脇委員 ここで言うその指導者はどういう資格の方を言われているんですか。 

◎安岡生涯学習課長 ＮＥＡＬという団体がございますけれど、そこの団体が定めていま

す基準を満たす方、27時間の講習等を受けてとか、その後実習をしたりという形、そうい
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う基準を満たす方を想定しているというところです。 

◎池脇委員 対象者はどんな方が27時間の研修を受けられる、誰でも受けられるんです

か。それでこの予算では何名ぐらい指導者をつくられるんですか。 

◎安岡生涯学習課長 昨年、20名ぐらいの方が参加をしていただいております。県内にい

ろんな体験活動を実施されているところがございますので、そういう方々に参加をお願い

したいと思っております。キャンプ協会の方とかネーチャーゲーム協会の方とか、各団体

もございますので、そういう団体に所属されている方も対象になろうかと考えています。 

◎土森委員 少し聞き漏らしたかもわかりませんが、この地域づくり学校連携就職支援事

業ですね。これは障害のある方、子供が対象ということになります。 

◎安岡生涯学習課長 地域づくりのやつは、高校に在学をされているお子さんを対象に考

えております。具体的には宿毛高校、大方高校、北高校、それと中芸高校と東工業高校を

対象として、なぜその学校ということですけれども、中途退学者が多くて、退学したとき

に進路がまだ決まってない方が県内の高校の中で多いところ、定時制高校でというところ

で、それらの学校を支援していこうというところでございます。 

◎土森委員 委託事業ですけれど、どこへ委託していますか。 

◎安岡生涯学習課長 サポートステーションを実施しているところにお願いしようと考え

ています。 

◎土森委員 対象者、非常に重要な事業だと思いますよね。対象者は年度年度で変わって

くると思いますけれど、どれくらいおられるんですか。 

◎安岡生涯学習課長 対象者というか、実際にその学校に出向いていって講義をしたりと

か、あるいは相談窓口を設けて相談業務に当たるということになりますので、何名という

ことは申し上げられませんけれども、いろいろ悩みを抱えているお子さんとかが相談に来

られるということになろうかと思います。 

◎土森委員 これ非常に重要な事業で、そういう人たちに職を持たす、就職していただ

く、これがなかなか難しいんですよね。ですから、こういう事業こそ本当に大事な事業と

して受けとめて、実績を上げていくことにならんといかんと思いますがね。非常に今有効

求人倍率も0.87まで上がって、まだまだ低い状態ですけれど、全体的に人手不足というこ

とを言われていますし、そういう方向を見つけて、それぞれ特徴があると思いますね。そ

こをしっかり検討した上で指導していく、そういうことで力を入れてやってほしいと思い

ます。 

 それと、小さいことですけれど、全国視聴覚教育連盟に４万円も負担しています。ここ

で聞いていいのかわかりませんが、今手話の通訳をする人は県内でどれぐらいおられます

か。 

◎安岡生涯学習課長 視聴覚で手話とは直接関係のない、はい。 
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◎土森委員 ああそう。はい、わかりました。 

◎坂本（茂）委員 学校支援地域本部事業の関係で、26年度から27年度に向けて補助対象

を広げていって、立ち上げていくことになっていると思うんですけれども、どういう今成

果が出ているのか、コミュニティー・スクールも含めて、ちょっと教えていただきたいん

ですが。 

◎安岡生涯学習課長 学校支援地域本部、その資料にもございますように、来年度22の市

町村で実施をされることになっております。それぞれの市町村の支援本部にはどうしても

温度差、取り組みの温度差等はございますけれども、県内では文部科学大臣表彰等を受け

た支援本部も幾つかございます。そういうところを見ますと、子供たちは地域の方々とか

かわりを持つということの中で自尊感情とか、あるいはコミュニケーション能力が上がっ

てきていると。また、実際地域の方々からの声をお聞きしますと、子供たちと日々かかわ

っていくことで生きがいづくりにもなってきている、元気になったというお話をお聞きし

ております。非常に厳しい環境に置かれている子供たちに対しましては、やはり地域の

方々がかかわっていくことが大事ということで学校、家庭、地域が連携して地域総がかり

で子供の支援をしていく、今回そういう取り組みを進めていこうというところでございま

す。 

 そういうことで、地域の目が子供たちに向けられますと、地域で子供たちを見守る目も

ふえていくことになりますので、いろんな課題等も、早期発見とか早期解決につながって

いくといったことも期待できるのではないかと考えているところです。 

◎坂本（茂）委員 そしたら、26年度、19市町村35支援本部75校ということで、それぞれ

の実績みたいなのは一覧表かなにかでありますか。 

 それと、27年度に予定しているところは、どこの市町村のどこの学校とかという。 

◎安岡生涯学習課長 実績を一覧にしたものはございませんけれども、モデル事例集とい

う形で冊子にしたものがございます。25年度に作成したものが、それがございます。それ

と来年度新たに取り組むところにつきましては、室戸、いの、越知町です。 

◎坂本（茂）委員 その19にプラスしてということですか。 

◎安岡生涯学習課長 はい。 

◎坂本（茂）委員 そしたら、今度は次の年度はその22にプラスしてということで、全市

町村に立ち上げていくことになっていきますか。 

◎安岡生涯学習課長 今、来年度の状況で12の市町村が取り組まれていない状況にありま

すので、それら取り組まれてないところへの立ち上げを進めていきたいと考えています。

全ての市町村で支援本部の取り組みが行われるように支援をしていきたいと考えておると

ころです。今取り組まれているところにつきましては、先ほど申しましたように取り組み

の格差もございますので、すぐれた取り組みを紹介するとか、日々のコーディネーターの
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方に相談に乗るとか、あるいは市町村教委に相談に乗るとかという取り組みも進めなが

ら、充実も図っていきたいと考えているところです。 

◎坂本（茂）委員 やっぱり地域との交流というのは、特に今防災のこととか、あるいは

見守り的な部分で重要になっていると思いますし、ただ地域の方とどう向き合うかという

ことで言うと、日常の業務が忙しい中で先生方も御苦労されている、時間的な部分も含め

て、そういうこともあろうかと思いますので、そこをコーディネーターの方とかがどう調

整するかということにもなると思うんですけれども、課題が出た場合に、その課題をどう

いうふうに解消しながらやっていくか、それが先生方のストレスになったりしないような

ことも配慮しながら取り組まれていくことは必要ではないかと思いますんで、先ほど言い

ました、もしその実績結果まではなくても、例えばどこの市町村でどこの学校でという一

覧表、後ほどで構いませんけれども、26年の分と27年の予定をいただけたらと思います。 

◎中内委員 大ざっぱな質問ですが、この生涯教育、今大きく変化して、スポーツにして

も生涯スポーツという変化の部分もありますが、これを捉えまして、過去と現在と未来と

に分けてどう評価をしていますか。 

◎安岡生涯学習課長 今、現代社会、高知県内の中でも郡部、都市部関係なく地域のコミ

ュニティーがだんだん弱くなってきている、それと地域のきずなとかかかわりといったこ

とが非常に弱くなっているかと思います。それが昔はどこの社会でも見られたものが、そ

れが弱くなってきている状況があろうかと思います。そういうことで、我々としてはコミ

ュニティーを活性化していく、形成していくといったところに生涯学習、社会教育の力点

を置いていかんといかんなと思っています。 

 それで、生涯学習に関しましては、各公民館等で講座等行われています。健康の問題と

かスポーツとか趣味とかといったことがやはり大半を占めている状況でございます。特

に、全国と比べましても高知県は高齢者の講座が多いというような状況がございます。先

ほど言いました趣味とかスポーツの講座につきましては全国、高知県とも同じですけれど

も、高齢者向けの講座は非常に多くなっている状況がございますので、社会の構成が高齢

化社会になってきている中で、そういう生涯学習の内容も変化してきているのかなと考え

ています。そういう社会のニーズに対応しながら、講座等の企画等も行っていかないとい

けないと考えています。 

◎中内委員 特に、今後どのこういう課題に対してやっていかないかんと思いますか。 

◎安岡生涯学習課長 先ほども少し申しましたけれども、地域課題、地域のコミュニティ

ーが弱くなってきているというところがございますので、そこを高めていくための人材の

育成とか講座の企画ということが大事ではないかと思っています。そういうことで、来年

実践交流会という形で、公民館の職員等集まっていただいて情報交換等、実践報告等行っ

ていただくような事業も考えているところでございます。 
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◎中内委員 これはしんどい仕事になろうと思いますけれど、力を入れてください。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

〈新図書館整備課〉 

◎明神委員長 次に、新図書館整備課の説明を求めます。 

◎渡辺新図書館整備課長 新図書館整備課でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、平成27年度当初予算について御説明いたします。 

 資料№②議案説明書の635ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の主なものについて御説明をします。 

 まず、７分担金及び負担金、10教育費負担金、新図書館等整備事業費負担金ですけれど

も、新図書館等の整備に係る事務費は、高知市と折半をするということにしておりまし

て、県で必要な予算を計上いたしまして、その２分の１を高知市から負担金として受け入

れるものでございます。 

 次に、９国庫支出金の12教育費補助金、新図書館整備費補助金でございます。これは社

会資本整備総合交付金で、補助率は40％、国の暮らし・にぎわい再生事業の対象となって

おりますので、建築工事請負費、工事監理委託料に充当するものでございます。 

 次の14諸収入の新図書館等整備受託事業収入ですけれども、建築工事や工事監理委託、

新図書館情報システムの構築など、新図書館等の整備に係る高知市分を県が高知市から受

託をいたしまして、県の負担分と合わせて発注をするということとしておりますので、受

託事業収入として受け入れるものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 15県債、新図書館整備事業債ですけれども、これは建築工事請負費、工事監理委託料に

充当するものでございます。 

 次のページ、歳出でございます。右側の説明欄をごらんください。 

 新図書館等整備事業費48億3,472万1,000円を計上しています。主なものについて説明い

たします。 

 建築工事監理委託料5,293万8,000円、これは債務負担行為の現年化分でございます。来

年度施工する工事の監理に係るものでございます。なお、後ほど御説明いたしますけれど

も、建築工事におきまして建築基準法の改正などに伴いまして、天井脱落防止対策を実施

する債務負担行為予算を計上しておりまして、監理委託につきましても同様に債務負担行

為の追加を計上しております。 

 次の新図書館情報システム等構築等委託料6,069万2,000円ですけれども、平成25年度か

ら実施していますシステム構築の債務負担行為現年化分と、自動貸出機を整備する費用で

ございます。新図書館情報システムは、ことし６月から暫定稼働を開始する予定でござい

ます。自動貸出機につきましては平成27年度中に一部導入をいたしまして、利用者の方に
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自動貸出機の利用になれていただくとともに、利便性の向上を図るということにしており

ます。 

 その下、デザイン補正等委託料ですけれども、新図書館等複合施設の愛称、シンボルマ

ークを公募により選定をするということにしておりまして、そのシンボルマークのデザイ

ン補正、愛称、シンボルマーク等に係る商標調査や商標登録等に係る委託料でございま

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 建築工事請負費は47億388万6,000円、内訳は建築主体工事が44億300万円余り、電気、

空調等の設備工事が３億円余りとなっております。それぞれ債務負担行為の現年化でござ

いますけれども、建築主体工事は今年度くい工事等が終了いたしまして、来年度は地上躯

体工事に入ります。設備工事もそれに合わせ順次進めてまいります。 

 一番下の事務費1,522万5,000円ですけれども、これは臨時職員の賃金ですとか、先ほど

御説明しました愛称、シンボルマークなどの公募に係る経費などでございます。 

 次のページをお願いします。 

 債務負担行為でございます。新図書館等整備事業費の債務負担行為限度額７億6,942万

円で、この内容は先ほど申しました建築工事、そして工事監理委託、ＬＡＮの配線工事、

科学館の展示制作委託料などでございます。 

 次の新図書館情報システム等構築等委託料1,429万5,000円、こちらのほうの内容は情報

システム構築委託料、システム関連機器整備委託料でございます。 

 次の図書移転等業務委託料１億5,022万8,000円ですけれども、こちらのほうは新図書館

への図書資料の移転配架計画の策定ですとか運搬等に係る経費でございます。 

 これらの債務負担行為予算の内容につきましては、後ほど資料のほうで御説明をさせて

いただきます。 

 次に、補正予算について御説明をいたします。 

 資料№④議案説明書の339ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄をごらんいただきたいと思います。新図書館等整備事業費で２億3,506万

円の減額となっております。建築等工事請負費の減は入札残によるものでございます。 

 次の事務費の減につきましても新図書館情報システム関連機器の入札残などによるもの

でございます。 

 次に、341ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。繰越明許費につきましては、昨年９月に埋蔵文化財発掘調査

委託料につきまして1,070万3,000円の繰越承認をいただいております。今回、建築工事に

おきまして工事に支障となります地下埋設物の撤去などに時間を要したこと、また新図書

館情報システム等委託料におきまして、県市両図書館のサービス内容ですとか運用等を統
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一するために時間を要したことなどから、繰り越しの補正をお願いするものでございま

す。 

 それでは、先ほどの債務負担行為予算の内容について御説明をいたします。 

 別とじの総務委員会資料、議案説明資料の赤いインデックスの一番下、新図書館整備課

の資料をお願いいたします。 

 １ページですけれども、事業費についてでございます。 

 現在の契約状況ですけれども、建築主体工事、電気、空調など各設備工事を合わせまし

て、合計で122億6,177万4,000円となっております。 

 次に、天井の脱落防止対策についてでございます。文部科学省通知、学校施設における

天井等落下防止対策の一層の推進についてを踏まえました施設の安全対策を強化するもの

でございます。東日本大震災におきまして天井が脱落し、多数の建築物において被害が発

生したことなどから、建築基準法で高さ６メートルを超え、かつ面積200平方メートル以

上のつり天井は特定天井とされまして、脱落防止対策の規制が強化されています。 

 一方、文部科学省通知では学校施設等の特性を踏まえ、高さ６メートル超え、面積

200平方メートル以上のいずれかに該当するつり天井にも特定天井に準じた対策の実施が

推奨されています。新図書館等複合施設は、年間100万人の利用者が見込まれる社会教育

施設で、津波避難ビルにもなります。3,000人、３日分の食料、水などを備蓄する倉庫も

整備をいたします。こうしたことから、文部科学省通知を踏まえた対応が必要であると考

えまして、今回脱落防止対策を実施するものでございます。 

 対象となる天井の面積ですけれども、8,762平方メートル、建築主体工事で３億7,500万

円余り、設備工事で9,800万円余り、またこのことによりまして工期が４カ月延長される

ため、工事監理委託料で2,000万円余りの予算をお願いしております。 

 工期延長によりまして開館時期も平成29年３月としておりましたけれども、平成29年７

月に延期となる見込みでございます。 

 こうした工事費の変更などを踏まえまして、イニシャルコストについて整理をしており

ます。昨年９月以降に額が確定したものなども反映をいたしまして、イニシャルコスト、

右端の欄、合計金額ですけれども、約147億7,000万円余りになるものと見込んでおりま

す。 

 その下、財源内訳では、県市の負担割合に基づきます県事業費は72億8,000万円余りと

なりまして、交付金などを除きます実質の負担額は46億7,000万円余りになるものと見込

んでおります。 

 次のページに、その天井脱落防止対策の内容について記載をしております。対策の概要

のところですけれども、主なものですけれども、クリップ、ハンガー等の接合はひっかけ

式でなくねじどめ等に変更するもの、またつりボルト等密に配置するために追加をするも
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の、また天井が壁に衝突し脱落するのを防ぐため、壁との間にクリアランスを設けること

などがその工事内容となっております。 

 次の３ページをお願いいたします。 

 新図書館情報システムについてでございます。 

 まず、工事に関するものにつきまして、中ほど、真ん中の四角い囲みにございます①の

建築工事請負費の追加、工事監理委託料の追加、科学館の展示制作委託料、ＬＡＮ配線工

事の債務負担行為を合わせました７億6,942万円、この金額が先ほどの議案説明資料にご

ざいました債務負担行為限度額となっております。 

 情報システムでございますけれども、開館が４カ月延期が見込まれるということで、暫

定稼働期間が延長されることとなります。暫定稼働期間中の県民、市民へのサービスを落

とさない体制、また本稼働までのシステムエラーなどへの対応が必要となりますので、一

定の費用が必要となり、右側④の部分、構築等委託料追加で613万円を計上しておりま

す。これに平成27年度中に一部導入いたします自動貸出機の保守業務、こちらの情報シス

テム関連機器整備委託料816万5,000円を加えまして、先ほどの議案説明資料の債務負担行

為限度額1,429万5,000円となっております。 

 下の表に暫定稼働開始のことについて記載をさせていただいております。暫定稼働開始

となりますことし６月から、県立図書館で市民図書館の資料の貸し出し、返却、また市民

図書館では県立図書館の資料の貸し出し、返却ができるようになります。本稼働後には予

約した資料を自動受け取りできる予約受け取り棚などが導入されまして、利用者の利便性

が大幅に向上するということになっております。この暫定稼働前には現在のシステムとの

入れかえによる休館が必要になりまして、県立図書館では５月11日から６月１日までの

22日間、市民図書館では５月25日から６月15日までの22日間を休館とする予定でございま

す。 

 なお、両館ともに休館となりますのは８日間となる予定でございます。 

 次の４ページをお願いいたします。 

 最後に、図書移転等業務委託料でございます。予算額は１億5,022万8,000円、主な業務

内容ですけれども、移転配架計画の策定に1,200万円余り、これは両図書館の所蔵する図

書資料のデータを収集、集計した上で種類、分類ごとに整理を行い、新図書館における配

置計画の策定や移転スケジュールなどを作成するものでございます。 

 運搬及び配架の実施ですけれども、こちらのほうで１億3,300万円余り、移転配架計画

に基づきまして両館の図書資料を運搬するとともに、計画と差異が生じた場合の調整です

とか県立・市民図書館から運搬された図書資料を一体的に配架するとともに、精密配架な

ど最終の調整を行うものでございます。 

 その他調整業務等ですけれども、図書資料以外の情報システム機器ですとか科学館、新
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点字図書館の機材の搬入など、そういったものとの日程の調整ですとか、新図書館の開館

準備に向けた助言ですとか開架図の作成などを行うものでございます。 

 下にスケジュールを記載しております。ことしの10月ごろから移転配架計画の策定です

とかスケジュールの作成を行いまして、移転に係ります事前調整を行いながら、建物竣工

後に運搬、配架をする予定でございます。詳細はその計画策定の際に詰めていくこととな

りますが、新図書館の開館まで約半年間余り休館する予定となります。 

 なお、市民図書館ですけれども、市役所本庁舎建設の計画などから、平成28年４月から

仮設の図書館を開設する予定となっております。県立図書館が休館する間もその仮設の図

書館を開設されるということになりますので、仮設図書館ですので利用に制限は生じます

けれども、両館とも休館している期間というのはわずかな期間となる予定でございます。 

 予算の説明は以上でございます。今後は、こういった計画に沿って工事を進めますとと

もに、運営や具体的なサービス計画の作成などにつきまして詳細な検討を行うなど、平成

29年７月の開館に向け取り組んでまいります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎加藤委員 このシンボルマークですけれど、ほかの施設なんかではこういうシンボルマ

ークのデザインなんかはどういった事例がありますでしょうか。 

◎渡辺新図書館整備課長 今、合築の図書館ということで高知市と一緒に業務をしておる

んですけれども、高知市のほうで、かるぽーとという愛称とあとシンボルマークのほうも

公募してやっております。以前ですとソーレとか愛称の募集とか、公募で行っているとこ

ろがございます。 

◎加藤委員 これも折半になるわけですか。 

◎渡辺新図書館整備課長 県市の合築の図書館ということで、高知市との案分になりま

す。 

◎加藤委員 案分してこの予算ということは、倍の予算が要るということ。 

◎渡辺新図書館整備課長 先ほどもちょっと御説明しましたけれど、県のほうで予算を組

みまして、高知市分については高知市のほうから負担金なり受託事業収入なりで特定財源

として、歳入として受け入れるということになります。 

◎加藤委員 それで、今の図書館はシンボルマークとかデザインとかは県も市もないわけ

ですか。 

◎渡辺新図書館整備課長 県立図書館につきましては、愛称とかシンボルマークといった

ものはないと思います。市民図書館につきましては、正式なシンボルマークなのかどうか

ちょっとわかりませんけれども、ホームページなどでシンボルとして使っているマークと

いいますか、キャラクターはございます。 
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◎加藤委員 県に今までないものを新しくつくってシンボルをつけようと思ったのはどう

いった理由からです。 

◎渡辺新図書館整備課長 県と高知市とで合築という形でつくる新図書館、それとあと子

供科学館、新点字図書館といった施設が入る複合施設になりますので、その複合施設全体

の愛称、シンボルマークといったことで公募をする計画でございます。 

◎加藤委員 わかりました。 

◎池脇委員 そうしますと、科学館とか全部含めたイメージとしたら、総合文化施設とい

う位置づけになるわけですか、図書館が。 

◎渡辺新図書館整備課長 複合施設としては１つ、その中に図書館と科学館と新点字図書

館という３つの施設、厳密には県立図書館と市民図書館で４つということになりますけれ

ど、入ることになります。今回公募します愛称、シンボルマークにつきましては、複合施

設全体のものということで考えております。その中で、あと科学館と新点字図書館につき

ましては、別途高知市のほうが公募して決めていくことになっておりまして、図書館の部

分につきましては、複合施設全体の愛称を使って、その愛称を使った図書館、例えば極端

に言うと高知家とかという施設の名称になったとしますと、高知家図書館というふうに使

える愛称として募集をするという計画でございます。 

◎池脇委員 名称も決まってないですよね。愛称が名称になるんですか。 

◎渡辺新図書館整備課長 公募するのは愛称です。図書館の正式な名称はそれぞれ高知県

立図書館、高知市立高知市民図書館、設置管理条例をそれぞれが持っておりますので、正

式な名称はそれぞれがその設置管理条例で持つ名称になります。今回募集しますのは、あ

くまで愛称で、それに伴うマークでございます。 

◎池脇委員 事業執行上の課題として運営のランニングコスト、これの費用負担の調整を

今されているということでしょうけれども、これも折半が基本でやられている、どういう

状況ですか。 

◎渡辺新図書館整備課長 施設の維持、例えばイニシャルコストの部分で言いますと、図

書館の部分は県が10に対して高知市が７、10対７という費用負担になっております。これ

はそのまま基本的には蔵書の割合で費用負担割合としておりますけれども、ランニングコ

ストにつきましてはイニシャルコストでの費用負担割合を使うもの、あるいは折半するも

の、例えば光熱水費とか、そういったものにつきましてはそれぞれイニシャルコストの割

合を使うのが適当であるもの、あるいは運営については県市で折半するものということ

で、一定ハード整備に関連すると思われるランニングコストの部分についてはその費用負

担割合をそのまま考えると。それ以外の分については、県市折半といったようなことで今

のところ考えております。 

◎池脇委員 人件費は、これ基本的に市の職員と県の職員、給与規程違いますから、ここ
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はもう折半とかの話じゃないですよね。 

◎渡辺新図書館整備課長 人件費については、それぞれということになります。 

◎池脇委員 新図書館情報システムが本格稼働になったときに、新しい機能が追加される

わけですが、何点か上がっていますけれども、例えばタブレット端末を活用した資料の検

索ができるとか、郷土資料についてデジタルアーカイブ、それからデジタルサイネージに

よる情報提供とあって、横文字がいっぱいあるんですけれど、具体的に例えばどういう方

たちがこういう機能を使うようになるんですか。 

◎渡辺新図書館整備課長 セルフ式予約受け取り棚は当然利用者の方がインターネットな

りで予約した資料について、図書館に行って自分が予約した図書資料を予約棚でとって、

そのまま自分で自動貸出機で貸し出しの手続を経て借りられるということで、間に人を介

さずにそういったことができると、もちろんその利用者の方のことになります。郷土資料

等のデジタルアーカイブですとかデジタルサイネージによる情報提供、こういったのも当

然利用者のためのものでございまして、基本的に本稼働が、当然施設ができ上がってから

になりますので、暫定稼働期間中はあくまで今の県立図書館と高知市民図書館、図書館２

つの館がある中での稼働となります。新しい新図書館一つの施設としてでき上がった後

に、それを一つのシステムで本稼働させていく形になりますので、この郷土資料のデジタ

ルアーカイブですとかデジタルサイネージによる情報提供ですとか個室の当日予約対応な

どにつきましては、新しい施設ができてからということになりますので、これが本稼働後

に使えるようになるシステムの事例になります。 

◎池脇委員 中身がわかっちゅう、想定できることは聞いてないわけですよ。だから、３

つ上げたのは、タブレット端末を活用した資料検索をするような人はどういう人が対象に

なっているのか、それからデジタルアーカイブというのがどういう使われ方をするのか、

どういう人がこういうものを使われるのか、例えば郷土史家の人がさらに専門に踏み込ん

でやるのか、あるいは学校での郷土史をやるのに子供さんたちが例えばこういうことに使

える、授業で学校が図書館に来たりしてというような、どういう対象者、どういうのを想

定しているのか、そしてどういう使い方をするんですかという、この３つについて聞いて

いる。セルフ式予約なんか読んだらわかることですから、そんなこと聞いてないわけで

す。そこのところをちょっと教えていただきたい。 

◎渡辺新図書館整備課長 タブレット端末を活用した資料検索といいますのは、非常にフ

ロアの広い新図書館、閲覧席、図書館になりますので、図書館の職員、司書とかの職員が

そのタブレット端末を持っていて、カウンターでなくてもその利用者の方が資料を探した

いということであれば、その持っているタブレット端末でその資料の検索をして、ここに

ありますという、そういった資料の検索ができるということでの利用などがあります。 

 それと、郷土資料等のデジタルアーカイブですけれども、これにつきましては今県市そ
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れぞれが持っております郷土資料につきまして、デジタルでの資料としてつくることによ

りまして、インターネットですとかその図書館のほうのそういったデジタル化したもので

の資料の提供、当然、著作権とかいろんな制約もあろうかと思いますけれども、郷土史の

研究の方とかにももちろん使っていただけますし、郷土資料の専門家の方だけといったこ

とでなくて、当然、広い利用者を対象とすることになります。 

 あとデジタルサイネージによる情報提供ですけれども、これは新図書館と科学館、新点

字図書館、複合施設になりますので、それぞれの施設のいろんな情報とかが、例えば１階

のエントランスロビーのところでデジタルの表示を使った掲示等で、ここでは今こういっ

たことをやっているとかという表示をして、情報提供ができると、利用者の方が１階の総

合受付のところで、今どこでどういったことがされているとかがおわかりいただけるとい

った、そういったサービスができることになります。 

◎池脇委員 開館までにこの図書館が課題解決型図書館ということで、職員の方の専門性

を高めなくちゃいけない、先ほど言われたような今までの現行システムではない機能を使

うことになるので、こういうところをしっかり今研修をされていると理解をしてよろしい

んですか。 

◎渡辺新図書館整備課長 当然新しいシステムに関することもありますし、先ほど委員お

っしゃった課題解決という面で言いますと、例えばビジネス支援ですとか、いろんな専門

性の高い司書の育成といったことで、そういった研修もあわせて行っていくということで

ございます。 

◎池脇委員 こういう機能のメリットが出てくることを想定した上で、大学の図書館との

相互協力ということですけれど、そこにおいてこうしたものが力を発揮するという点もあ

ると認識してよろしいんでしょうか。 

◎渡辺新図書館整備課長 情報システム自体が大学とつながってということはないんです

けれども、当然インターネットなどを使って資料の検索とかはできます。それは大学でな

くても当然できるんですけれども、それ以外に今の図書館でも大学と協定を結んで、その

資料の貸し出しはやっておりますので、これから新図書館の運営の詳細をいろいろ詰めて

いかなければならないけれども、その中で大学図書館との連携でどういったことができる

のかも含めて、ちょっと検討していきたいと思います。 

◎坂本（茂）委員 システムの暫定稼働までもう余り期間がないんですけれども、そこら

あたりはこの予定でいけるという準備段階にあるのかどうか。それともう一つこれはちょ

っと私が聞き漏らしたのかもしれませんが、市民図書館の休館期間は分館も一緒に休館に

なるのかどうか、ちょっと教えてください。 

◎渡辺新図書館整備課長 まず１点目の暫定稼働の準備ですけれども、例えばそのシステ

ムが１つになりますので、それぞれの館の貸し出しの条件とか、何冊借れるとかといった
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ことを統一する必要があります。それにつきましては県市で協議をしまして、規定の改正

とかが必要になってきておりますので、そのことについては今手続をやっておりまして、

規定の改正につきましては現在案をつくってパブリックコメントをやっているところでご

ざいます。そういった形で暫定稼働が６月からきちんと開始できるように準備は進めてお

ります。 

 それと、２点目の市民図書館の休館ですけれども、これは分館、分室も含めてでござい

ます。 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈文化財課〉 

◎明神委員長 次に、文化財課の説明を求めます。 

◎彼末文化財課長 文化財課です。文化財課の平成27年度当初予算案及び26年度補正予算

案について御説明いたします。 

 お手元の資料№②の640ページをお願いします。 

 27年度当初予算案の歳入でございます。主なものについて御説明します。 

 中ほどの国庫補助金ですが、これは文化財の保存整備や調査等の事業に対しての文化庁

からの補助金でございます。4,400万円余りの減となっておりますが、これは高知城北郭

及び内堀跡西側地区の史跡保存整備に要する事業費の減などによるものでございます。 

 下から３番目の受託事業収入ですが、これは国直轄の公共事業等に伴って必要な埋蔵文

化財の発掘調査を国土交通省から受託することに伴うものです。南国安芸道路、高知西バ

イパスで発掘調査した出土品の整理作業に加え、南国安芸道路で発掘調査が新たに開始さ

れますことから、3,100万円余りの増となっております。 

 続きまして、641ページ、歳出でございます。 

 目５の文化財費でございますが、高知城北郭及び内堀跡西側地区の史跡保存整備に要す

る事業費の減などにより、約3,600万円の減となっております。 

 それでは、主なものについて右の説明欄に沿って御説明いたします。 

 １の高知城保存管理費は、高知公園の管理運営や国指定史跡並びに重要文化財として適

切に保存整備を行っていくための経費でございます。 

 まず、高知公園管理運営委託料は、高知城を含む高知公園全体の管理運営業務を指定管

理者を指定して行うための委託料でございます。指定管理者は、平成25年度から29年度ま

での５年間、入交グループ高知公園管理組合を指定しております。 

 次の高知城保存整備等事業委託料と高知城保存整備工事請負費ですが、平成28年度開館

予定の高知城歴史博物館の開館に合わせまして、展示内容の更新のための計画策定やＷｉ

－Ｆｉ環境の整備、駐車場横トイレの設計、景観改善のための樹木の伐採などを計画して

おります。また、平成24年度から５カ年で追手門の北側の石垣の解体修理工事を引き続き
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実施いたしますとともに、堀の揚水施設の改修なども計画しております。 

 ２の文化財管理調査事業費は、文化財の新たな指定や解除、これまでに指定されており

ます文化財を保存活用するための調査や、市町村保存団体等に対する助成等に要する経費

でございます。 

 次の642ページをお願いします。 

 ２行目にあります調査委託料は、毎年継続して行っております特別天然記念物のニホン

カモシカの生息状況や生息環境についての調査などに要する経費でございます。 

 ２つ下、４行目の文化財保存事業費補助金は、国、県の指定文化財である建物などの保

存修理や地域の民俗芸能などの活動を支援するために補助を行うものでございます。 

 ３の埋蔵文化財発掘調査事業費は、国土交通省から委託を受けて行います国直轄の公共

事業等に伴って必要な埋蔵文化財の発掘調査や、今後発掘調査が見込まれる箇所の試掘調

査、また埋蔵文化財包蔵地の管理等に要する経費でございます。 

 ２行目にあります調査委託料ですが、これは国から委託を受けた発掘調査業務を公益財

団法人高知県文化財団に委託して行うものでございます。27年度は東部自動車道の発掘調

査が新たに開始されるほか、東部自動車道、高知西バイパスに関連する調査結果の整理や

取りまとめ作業を行う予定としております。 

 ２行下の遺跡情報公開システム運用保守委託料は、平成26年度から埋蔵文化財包蔵地な

どの埋蔵文化財関連情報を当課のホームページ上で公開しておりますが、この運用保守に

係る委託料でございます。 

 ４の埋蔵文化財センター管理運営費は、県立埋蔵文化財センター、南国市にございます

が、管理運営などを行うものでございます。 

 １行目、管理運営委託料は、県立埋蔵文化財センターの管理運営について、公益財団法

人高知県文化財団を指定管理者として行い、これまでに発掘した埋蔵文化財の保存や展

示、また児童生徒を対象とした考古学教室の開催など、埋蔵文化財に関する広報、普及活

動を行うものでございます。 

 次の643ページでございます。 

 調査委託料は埋蔵文化財センターにある天井を補強するための現地調査及び基本設計の

委託を行うものでございます。 

 ５の土地取得事業特別会計繰出金は、これは平成19年度に特別会計で史跡用地、高知城

西堀史跡を県債で財源として取得しましたが、これの27年度の償還費の財源のうち、一般

財源分について特別会計に繰り出すものです。 

 以上が一般会計でございます。 

 次に、特別会計でございますが、766ページをお願いします。 

 土地取得事業特別会計です。 
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 史跡等用地取得事業費ですが、これは平成19年度に借り入れた県債の27年度分の元利償

還金でございます。平成19年度に高知城西側の民有地を史跡高知城跡の一部とするための

史跡用地として国庫補助の採択を受けて購入しましたが、この際の補助の条件に沿って、

県債を財源に用地を先行取得し、毎年度国庫補助金と補助残に対する一般会計からの繰入

金とを合わせて償還を行っているものでございます。ちなみに、借入金は５億6,900万円

で、償還期間は平成20年度から29年度までの10年間でございます。 

 続きまして、補正予算でございます。資料№４の343ページをお願いいたします。 

 １の文化財管理調査事業費は、文化財を保存活用するため、文化財の所有者、市町村等

が行う文化財保存事業に要する経費に対して補助を行う文化財保存事業費補助金につい

て、予算の減額をお願いするものです。重要文化財であります安岡家住宅修理について、

母屋の修理を進めていく中で、虫害等の影響で耐震性の不足等の課題が判明したため、半

解体から全解体に工事計画が変更となったため、その検討に時間を要しまして、工事の一

部が翌年度以降に変更となったことなどによるものでございます。 

 ２の埋蔵文化財発掘調査事業費ですが、調査委託料は先ほど申しましたが、国土交通省

から委託を受けた国直轄の公共事業等に伴う埋蔵文化財の発掘調査業務を公益財団法人の

高知県文化財団に委託して行っておりますが、従事する職員についての人件費の見込みが

予算計上額を下回ったこと等により、委託料を減額するものでございます。 

 ３の埋蔵文化財センター管理運営費ですが、管理運営委託料は、県立埋蔵文化財センタ

ーの管理運営について公益財団法人高知県文化財団を指定管理者として行っております

が、人件費の見込みが下回ったことによりまして委託料を減額するものでございます。 

 344ページをお願いします。 

 繰越明許費でございます。高知城保存管理費は、北郭、内堀跡西側地区整備工事などの

工事が計画調整に日時を要したため、平成26年度中に完了できず、繰り越しをお願いする

ものでございます。 

 以上で文化財の説明を終わります。よろしくお願いします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 先ほど文化財保存事業費補助金を補正で減額する安岡家の修復の関係

などがあったんですけれど、来年度予算でのこの補助金予算は、前年度に比べると増額に

なっているかと思うんですけれども、安岡家の分が大きく上積みされたのか、ほかにも新

たに例えばどういう部分を対象にした保存助成事業がされているのか、そういうのがあっ

たら教えてください。 

◎彼末文化財課長 大きなものは安芸市の伝統建築物についての事業費が膨らんだという

ことでございます。 

◎坂本（茂）委員 ことしは安芸市の部分で大きく増額されたもの以外には、特に新たに
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追加になったとか、そんなのはないわけですか。 

◎彼末文化財課長 それぞれ出入りはございますけれども、継続とかといったものが多く

ございます。 

◎塚地委員 予算委員会で米田委員からもいろいろ提案のありました浦戸城跡の件ですけ

れども、長宗我部ブームもあって大注目で、ある執行部の方は後から古地図が欲しいです

と私どものところにおっしゃってくださって、発信すれば相当な反応のある大事な史跡な

んだなと私も改めて感じているところで、それで地域からも国指定の史跡にしたいという

御要望も上がっているようですけれども、史跡を目指すこと自体に担当課はどういうスタ

ンスなのかなと。 

◎彼末文化財課長 浦戸城跡は、お話のとおり長宗我部の居城とか、水軍の基地だったと

かということで歴史的な価値はあるものと思います。ただ、史跡指定を目指すことについ

て、あの土地自体が高知市の所有地であり管理地ですので、そこの考え方が一番大事にな

るのかなと思います。その史跡、国に申請するにしましても、まず大もとのところで調査

なりを進めて申請することになりますので、やはり高知市の御意向が大事かと。 

◎塚地委員 県と市は対等で、関係性で言えばあれかもしれませんが、それでちょっと心

配しているのは、専門家の判断で見て、これからいろいろ調査もしていただいて、それに

値するものかどうかを高知市が主体にやるべきという、今の御答弁はそういうことですよ

ね。その場合、これは参考意見でもいいんですけれど、現状で、今回新しく新龍馬記念館

が建設された場合とされなかった場合の条件の違いみたいなもの、そういうようなことの

判断みたいなのは。 

◎彼末文化財課長 新しい龍馬館ができてというお話ですけれど、現状として既に史跡と

いうことは文化庁でも認識していると思うんです。その一帯の中ですので、規模が大きく

なるというのはよくわかるんですけれども、それが全体として史跡にどういった影響があ

るかというのは、直接的にはお聞きはしてないです。 

◎塚地委員 本物の歴史を生かして残すという基本的な考え方を一番発信せんといかん課

ですので、ぜひそういう視点で高知市のほうにもお呼びかけもしていただけたらと思いま

す。 

◎池脇委員 埋蔵文化財発掘調査事業ですけれども、文化財をどんどん発掘していこう

と、あるいは史跡等もきちっと整備していこうとか、積極的なそういう事業予算というの

は余り見受けられないんですけれども、まずその点はどうしてなのかなということですけ

れども。 

◎彼末文化財課長 今の予算立ての中では先ほど委員おっしゃるとおり、保存というのが

メーンになっているんです。あと文化財保護審議会の委員の先生方がいらっしゃるんです

けれども、そちらの方々から御意見を求めながら発掘していくという手続を踏んでいます
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が、高齢化とかございましてなかなか現地へ行けないんですけれども、そういったものも

ございまして、なかなか発掘が進んでいない状況はございます。 

 史跡については、余り高知県にはないですけれども、やっぱりその史跡になる文化財の

調査でありますとか、それから史跡になりますと文化庁の管轄になりますので、修繕する

にしましても文化庁に申請を上げるといったようなことで、なかなか機動的なところもと

れないというお話も聞いたりはします。 

◎池脇委員 だから、自分たちで自分の仕事のエリアを囲い込んでいる感じを受けるんで

すよ。保存も発掘も表裏一体だと思うんです。発掘あってまた保存、今あるものだけを保

存するということで手いっぱいでそこまではできませんという感じでは、やっぱりいけな

いと思うんですよね。今回、総務部の政策企画課で札所院の調査等委託料が出ているんで

すね。これは県内では国分寺はもう終わったようですけれども、竹林寺とか清滝寺とか最

御崎等で、そこにある文化財とかを、これは全体的に日本遺産、それから世界遺産に結び

つけていこうというような事業が出てくれば、当然一枚かんでいると思いますけれども、

本来は文化財課が主体的にこういう予算を組んでいくということがあっていいのではない

かなと。ところが、予算は全然別のところで組まれているんで、何か発掘とかということ

についてはやっちゃいけないんじゃないかという教育委員会の縛りというものがもしある

のであれば、ぜひそれは取っ払ったほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、ど

うですか。 

◎彼末文化財課長 先ほどの世界遺産につきましては、当然文化財課も一緒に連携してや

らせていただいているんですけれども、世界遺産に取り組むという発想がもともと四国４

県で連携して取り組みますということで、政策企画のほうに予算計上はされておるんです

けれども、実質の作業といいますか、測量とか調査につきましてはうちのほうで専門家も

おりますので、積極的にやらせていただいています。 

 それと、それ以外の守りだけじゃなくて、新たな発掘といった面については、毎年市町

村からも担当者に来ていただいて、巡視とか文化財の発掘についてもどんなものがあると

かといったこともお話しさせていただいていますので、なおこれからも市町村としてもそ

ういった発掘について取り組んでくれというお話もさせていただきます。 

◎池脇委員 以前、香美市立美術館で県内の仏像の展示がありましたね。そのときに国宝

級の仏像とか重文の仏像とかも展示をされたわけですよ。その出所の寺院とか、あるいは

もう本当にその部落だけでお世話している、そこの木でつくられた仏像が実は物すごい価

値がある、しかし掘っ立て小屋みたいなところに入っていますから、今までそんな価値が

ないと思われていたものがすごい価値があるものだったりして、相当傷んでいる、しかし

返すにはまたそこの掘っ立て小屋みたいなところに置くしかないんで、重文で歴史的にも

すごいものだということがわかっても、保存、管理者が非常に明確でないものも出てきて
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いた。あの展覧会、高知県内の仏像展を通して、かなり文化財の発掘と保護のことが文化

財課でも検討されたと思うんですけれども、そういう状況、実態がありますよね。だか

ら、県ですから確かに市のものについて、それほど手は出せないかもしれないけれども、

市にも入ってない、行政のものにも入ってなくて、その地域の集落の方たちが大事にして

いるところに、実は非常に価値のあるものが眠っているということ、それは調査をしない

とわからない。調査をすればそうしたものが出てくる、出てくれば県がしっかり保存をし

ていくというようなことも、しっかり日常的にというか、やっぱり取り組んでないと、そ

うしたものというのはどんどん破壊されていく、なくなっていく、あるいは盗まれていく

という可能性だって当然あるわけで、そういう意味では発掘調査は非常に大事で、文化財

課のほうがもっとそうした面で予算をとって対応していくことが大事じゃないかなと思う

んですけれども、その点はどうですか。 

◎彼末文化財課長 県市以外にも文化財お持ちの方もいらっしゃるんですけれども、そう

いった方につきましては一定どんなものがあるかというのは押さえておりまして、その分

について各市町村と県の担当であるとか、それから文化財の審議の専門家の方に巡視とい

う形で毎年見ていただいて、その状況を確認しております。それによってお話しする中で

先ほどの補助金なりを活用して修繕するとか、それから収蔵庫、そういったものを直すと

かといった取り組みもさせてもらっております。そういったことをしながら保存にも努

め、皆さんにこんなものがあるという公開、活用というんですか、そういった機会も持っ

ていくように各市町村とも話していきたいと思っております。 

◎池脇委員 頑張ってください。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

 暫時休憩とします。再開は午後１時とします。 

 

（昼食のため休憩 11時59分～13時０分） 

 

◎明神委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 御報告します。 

 西内副委員長から、所用のため少しおくれる旨の連絡があっておりますので、御報告申

し上げます。 

〈スポーツ健康教育課〉 

◎明神委員長 それでは、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 スポーツ健康教育課でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 初めに、平成27年度当初予算につきまして、主要なものを中心に御説明をさせていただ
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きます。 

 歳入予算の特定財源についてでございます。資料番号②の当初予算説明書の644ページ

をお願いいたします。 

 ９の国庫支出金、２国庫補助金のうち、（５）児童生徒支援費補助金は、県立中学校及

び特別支援学校の要保護児童生徒の医療扶助に係る補助金及びスクールヘルスリーダー派

遣事業に係る補助金でございます。 

 （13）体育スポーツ費補助金は、県立武道館の耐震補強工事に係る交付金でございま

す。 

 次の３委託金でございますが、（２）児童生徒支援費委託金は、スーパー食育スクール

事業、学校保健総合支援事業の委託金でございます。 

 また、（６）体育スポーツ費委託金は、体育実技指導力向上事業の委託金でございま

す。 

 14の諸収入でございます。これは、県民スポーツフェスティバルに係る独立行政法人日

本スポーツ振興センターからのスポーツ振興くじ助成金及び県立学校体育施設開放事業に

伴い、利用者から徴収します光熱水費等の収入でございます。 

 15の県債でございます。これは、スポーツ施設改修事業費、県立武道館耐震補強等工事

設計及び工事に充当するものでございます。 

 次に、歳出予算について御説明をいたします。 

 645ページをお願いいたします。 

 初めに、２の児童費、１の児童生徒支援費でございます。右の説明欄をごらんくださ

い。 

 １の学校給食推進費は、学校給食の運営、普及、充実と食育に関するものでございま

す。 

 まず、健康診断委託料は、県立学校の給食従事者に対する健康診断委託料でございま

す。 

 衛生管理研修会実施委託料は、公益財団法人高知県学校給食会に委託し、衛生管理研修

会を開催するものです。 

 次のスーパー食育スクール事業委託料は、食育を効果的に進めるために、学校が大学、

企業、行政機関、生産者等と連携をしましてネットワークをつくり、食育の評価方法など

に関するモデルを構築するために、市町村教育委員会に委託をするものでございます。 

 １つ飛ばしまして、定時制高等学校夜食費補助金は、高知商業高等学校定時制の勤労学

生の学校給食に要する経費の一部を補助するものでございます。 

 次の全国学校給食研究協議大会実行委員会補助金は、平成27年度に高知県で開催されま

す全国学校給食研究協議大会の開催に要する経費に対しまして、大会実行委員会に補助す
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るものでございます。 

 事務費の主なものは、県立夜間定時制高等学校の勤労学生の学校給食に要する経費や栄

養教諭等の研修経費などでございます。 

 ２の学校保健推進費は、学校保健の充実と児童生徒の健康管理に関するものです。 

 健康診断委託料は、県立学校の児童生徒の健康診断委託料です。 

 646ページをお願いいたします。 

 ２つ飛ばしまして、医療扶助費は、県立中学校及び特別支援学校の要保護等の児童生徒

が虫歯等の学校病にかかった場合の医療費を補助するものでございます。 

 事務費の主なものは、学校医、学校歯科医、学校薬剤師の学校三師の報償費及び養護教

諭等の研修経費などでございます。 

 ５スポーツ費でございます。１の体育スポーツ費ですが、右の説明欄をごらんくださ

い。 

 １の学校体育推進費は、子供の体格、体力、運動能力の実態調査を実施し、その結果を

学校体育活動に活用したり遊びや運動の機会をふやしたりすることにより、体力、運動能

力の向上を図ろうとするものです。また、教員の指導力向上を図るために研修会などへの

派遣や、運動部活動の指導に地域の指導者を活用いたしまして運動部活動の活性化を図る

ものでございます。 

 ２つ目の大会運営委託料は、中高等学校、定時制、通信制の県大会における運営を競技

団体に委託するものでございます。 

 ２つ飛ばしまして、事務費の主なものは、各種体育大会に生徒を引率するための旅費及

び地域におけるスポーツ指導者や夢先生を各学校に派遣する経費などでございます。 

 ２の生涯スポーツ振興事業費は、県民一人一人のライフステージに応じた、いつでもど

こでもスポーツを楽しむことのできる生涯スポーツ社会の実現に向け、幅広い指導力を有

する指導者を育成するなど、スポーツを通して地域の活性化と日本一の健康長寿県づくり

に取り組むものでございます。 

 647ページをお願いいたします。 

 スポーツ施設管理運営委託料でございますが、これは県民体育館と武道館及び弓道場の

管理運営を指定管理者であります公益財団法人高知県スポーツ振興財団へ委託するもので

ございます。 

 次のスポーツ施設等情報システム改修等委託料は、県立のスポーツ施設の利用許可等の

管理、施設の紹介、予約システム等に使用するシステムの改修及び保守管理を委託するも

のでございます。 

 １つ飛ばしまして、スポーツ少年団育成事業費補助金は、県内のスポーツ少年団総合交

流大会などのスポーツ少年団活動の活性化と組織の整備強化に要する経費に対して、公益
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財団法人高知県体育協会に補助するものでございます。 

 次の高知龍馬マラソン開催費補助金は、高知龍馬マラソンの開催に要する経費を実行委

員会に補助するものです。 

 次の地域スポーツ活動促進事業費補助金は、地域の課題に即したスポーツ施策の実現の

ため、市町村や総合型地域スポーツクラブ等が連携して行う課題解決に向けた事業の経費

を補助するものです。 

 事務費の主なものは、県立学校開放事業における光熱水費及び県民スポーツフェスティ

バルの開催費などでございます。 

 ３のスポーツ施設改修事業費は、南海トラフ地震に備え、武道館の耐震補強等工事設計

及び工事を実施するものでございます。 

 次の４の競技力向上総合対策事業費は、競技力を向上させるために選手及び指導者の育

成強化、組織の充実に要する経費です。 

 １つ飛ばしまして、メディカルチェック検査等委託料は、国体選手や強化指定選手等を

対象としたメディカルチェック検査の委託料です。 

 648ページをお願いします。 

 競技用設備保守点検委託料は、春野総合運動公園に設置しております山岳競技用人工壁

の保守点検委託料です。 

 次の県有馬匹管理等委託料は、幡多農業高等学校で管理をしています馬術競技用の馬匹

の装蹄及び予防注射等の経費でございます。 

 ２つ飛ばしまして、競技力向上総合対策事業費補助金は、高知県体育協会や県中学校体

育連盟に加盟の各団体が実施します強化練習や合宿、遠征などに要する経費や、中央から

すぐれた指導者を招聘し、高度な技術、戦術の指導・助言を得るための経費に対する補助

でございます。 

 次の高知県体育協会運営費補助金は、高知県体育協会の運営費の一部に補助するもので

ございます。 

 ５の国民体育大会費の国民体育大会派遣費補助金は、国民体育大会へ出場する選手の派

遣経費を高知県体育協会に補助するものです。 

 国体競技施設整備事業費補助金は、よさこい高知国体で建設されました高知市のくろし

おアリーナの施設整備費に係る地方債償還金に対して補助するものでございます。 

 以上、スポーツ健康教育課の平成27年度当初予算は10億3,794万3,000円で、対前年度比

は166.1％となっております。 

 なお、27年度進めてまいりますスポーツ推進プロジェクトにつきましては、報告事項の

ところで説明させていただきます。 

 続きまして、26年度補正予算につきまして説明をいたします。 
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 資料番号④お願いをします。補正予算説明の345ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入予算のうち特定財源の補正について御説明をさせていただきます。 

 最初に９の国庫支出金、２国庫補助金は、防災・安全社会資本整備交付金で、県立武道

館の耐震補強工事設計委託の入札による執行減によるものでございます。 

 次の３委託金は、スーパー食育スクール事業や地域を活用した学校丸ごと子どもの体力

向上推進事業などの委託金で、内示額の減によるものでございます。 

 15の県債、１県債は、先ほども説明いたしました県立武道館の耐震補強工事設計委託の

入札による執行減によるものでございます。 

 346ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、総額で2,491万2,000円の減額補正となっております。 

 まず、２児童費、１児童生徒支援費で、説明欄の１学校給食推進費の減額は、先ほど説

明させていただきましたスーパー食育スクール事業委託料の内示額の減によるものでござ

います。 

 事務費の主なものは、県立夜間定時制高等学校賄い材料費が見込みを下回ったためでご

ざいます。 

 次の２学校保健推進費の減額は、児童生徒の健康診断委託料の減額や国の内示額が予算

を下回ったことなどによるものでございます。 

 次の５スポーツ費、１体育スポーツ費、１学校体育推進費でございますが、これは学校

体育大会のブロック大会への出場校数の減に伴って旅費が減となったもの及び国庫委託事

業の内示額が予算を下回ったためでございます。 

 次の２スポーツ施設改修事業費の減額でございますが、これは県立武道館の耐震補強工

事に伴う実施設計委託の入札残などによるものでございます。 

 348ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。これは県立武道館耐震補強等工事の実施設計について計画調

整に日時を要したため、27年度に繰り越しするものでございます。 

 スポーツ健康教育課の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎中内委員 この理論と技術を兼ね備えた指導者というのがありますが、これは県外から

呼ぶがでしょう。どういう方法で呼びますか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 現在、スポーツ推進プロジェクトを策定しております。ス

ポーツプロジェクトの検討会のメンバーに中央からは日本スポーツ振興センター、また笹

川財団スポーツの方、また旧文科省の教科調査官でございます、現在日体大の教授もつい

てくれておりまして、その方たちや、今までのいろんなつながりを擁しまして、国際的な

見地も含めた方をトータルアドバイザーということでお迎えしたいと考えているところ
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で、その方にも間に入っていただくということでございます。 

◎中内委員 これいつも呼ぶわけにもいかんろうけんど、県内でこういう人の養成はどう

いうふうにしています。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 後ほどプロジェクトのほうで説明させていただきたいと思

っておりますが、高知アカデミーというものを来年度、このプロジェクトの中で実施した

いと思っています。そこには競技団体から若い指導者に２名ぐらい来ていただいて、これ

を２年間、年間を通じた講習を受けて育てていきたいと思います。そのときは講師の方が

問題になりますけれども、やはりこのときも国内はもちろんですけれども、国際的な視野

を持った方に講師に来ていただいて、高知県での指導者を養成していくと、なおかつそこ

で競技の枠を超えた交流も深めて、横のつながりを持った高知県のチームとして指導者が

組織立ったらいいなと考えておるところでございます。 

◎中内委員 何名ぐらいふやします。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 高知アカデミーの受講者数の予定は、現在体協加盟団体が

55ございまして、２名ぐらい考えておりますので110名、その中から育っていってくれれ

ばと思っております。 

◎中内委員 わかりました。厳しい状況にあると思いますけれど、地道に頑張ってくださ

い。お願いします。 

◎浜田委員 龍馬マラソンのこと、本会議でもいろいろ質問もありましたけれども、もう

既にお耳に入っているかもわかんないですけれども、ことし龍馬マラソン走られた方で、

沿道のポイントポイントで食べるものも、給水とかいろいろありましたが、肝心の到着し

た最終ゴール地点で、そういう食べるものがなかったと。それで、上位を目指す人はもう

食べることも惜しんでずんずん突き進んで、もう最終おなかぺこぺこのところで食べるよ

うになりますから、そこがもうちょっと配慮が足りなかったんじゃないかという県民から

の意見があったことが１点。 

 それと、皆さん財布を腰にぶら下げて走るわけじゃないですので、着いたところでもお

金も皆さん持ってないから、結局閉会式を待たずにおうちへ帰った方が何人かおられたと

いうことをちょっとお聞きしました。 

 それが１点と、もう一つ報道のテレビ放映のあり方ですけれども、埼玉県庁の招待選手

ばっかりがメーンになって、肝心の県民を映す姿が余り見えなかったと。愛媛県のマラソ

ンなんかは２画面で、大きい画面と小画面と両方あって、小画面へ招待選手を映して、常

時、大画面のほうへはやっぱり圧倒的に県民を映すというような報道の仕方、そこら辺も

やっぱり高知県は配慮が足りんじゃないかという意見がありましたので、申し添えておき

たいと思います。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 １点目でございます。確かに言われるとおりでございまし
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て、走られた方に対しての食事、給食は参加賞のぼうしパンであるとか、あとは高知農業

高校生が振る舞っていただいたシャモ鍋ということに限られまして、あとは有料のという

ことになりました。それも今後考えていかなくちゃいけないと思っています。 

 あと財布等の問題でございますけれども、選手の手荷物は、まず集合の地点でございま

すこちら、県庁付近で荷物を全部預かりまして、すぐフィニッシュ会場の春野のほうに持

っていくようにしております。そちらで荷物をとっていただいて、そちらに、貴重品がご

ざいますので、財布をちょっと、お金をちょっと置いている方はそれを持っていろんなも

のを買っていただいておるというようなところでございますので、またその管理も含めて

進めていきたいと思っています。 

 ３つ目でございます。テレビ放映につきましてです。愛媛はずっと６時間から７時間、

ずっと放送を続けておられます。高知県は１部と２部構成で、１部は早い方の中心でいこ

うと、２部に一般市民ランナーということで考えておりまして、今後ＲＫＣのほうも企画

のほうに入っておりますので、放映のあり方も考えながら、全国の放映を参考にしながら

やっていこうと思っていますけれども、高知県としてはそのような仕組みでやらせていた

だいておるというところでございました。 

◎塚地委員 先ほど減額補正の出たスーパー食育スクール事業委託料というのは、実際ど

んな事業をされているのですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 これは、栄養教諭というのが学校におりますけれども、そ

の方を中心として地域の方、生産者ですとか、あと大学とか行政等が協力し合って、食に

関するテーマを設けて進める事業でございまして、ある程度の評価基準を設けるためのモ

デル事業でございます。ことしは大宮小学校がやっておりまして、塩分に関することをや

っております。塩を敵にするんじゃなくて、塩のことをわかって食生活に影響させていく

というものでございます。ちなみに、来年度は南国市が手を挙げておりますので、そちら

で食育と生活習慣と絡めながらやるテーマで進めていこうと今考えているところでござい

ます。 

◎塚地委員 学校でやった事業、その協働してやった事業をモデルにして県内に広げると

いうことですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 はい、そうでございます。なおかつ全国にも広がっていく

と考えておるところでございます。 

◎塚地委員 この間、随分と県も市町村に働きかけていただいて、中学校給食もあちこち

で始まるような形になってきて、全国最低クラスだった実施率も大分上がってきたのかな

という感じはしますが、結局高知市が12月市議会で市長も３年後ぐらいには実施したいと

いうようなお話で、結局県内全市町村で中学校給食の実施の方向が打ち出されたというこ

と、今の段階でどういう状況ですか。 
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◎葛目スポーツ健康教育課長 国の交付金がありますが、それを申請している市町村、次

に実施の方向性を確実に示した市町村、例えば高知市とかがそうでございます。あと検討

委員会を設置してやろうとしているところが土佐清水市でございますし、あと検討委員会

の設置を予定しているのが須崎市でございまして、今まで予算の都合で耐震を優先すると

いったところから、最低でも検討委員会の設置を考えて学校給食の推進に努めるというこ

とになっておりますので、このままいけば平成30年度の高知市が全てやるときには小学校

は100％で、中学校が85％ぐらいになるという試算をしているところでございます。 

◎加藤委員 いろいろと学校給食を研究されていらっしゃると思いますけれど、この全国

大会はどんなことをされるのですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 学校給食にかかわる方々の資質向上と今後の学校給食のあ

り方をテーマにしているものでございます。全大会で著名な方が来て、食育の意識を高め

ていただいて、明くる日の分科会でそれぞれのテーマに基づいてディスカッションをされ

るというところでございます。11月の上旬に高知県で開催する予定でございます。 

◎加藤委員 高知県、給食をまだ実施されてないところもありますけれど、いろいろいい

取り組みがありますよね。例えば大月町だったら地産地消で賞をとったりして、南国市は

御飯をまだ炊いているんですかね。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 はい、米飯給食を積極的にやられております。 

◎加藤委員 そういういろんな取り組みを各市町村でいろいろ共有をしていただきたいと

思うんですけれど、私１つ御提案というか、もし把握していたら御説明いただきたいんで

すけれど、残った給食って把握されていますか、どれぐらいの量が残っているかというの

は。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 具体的にどのぐらいかということは聞いておりませんけれ

ども、各栄養教諭等の協議会等の中では、ほとんど残飯がなくなってきていると聞いてお

ります。これはおいしさはもちろんでございますし、非常に工夫をされて、学校給食も非

常に高知県の場合は、実施率は低いですけれども、中身は非常に濃いものがあると思って

おるところでございます。 

◎加藤委員 もうほとんどの市町村で余り残ってないという認識でよろしいんですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 はい、そのとおりでございます。 

◎加藤委員 今申し上げましたように、いろいろといい取り組みがありますんで、ぜひそ

こは県もサポートして、余り競争して過度にぎちぎちやるということでもないんでしょう

けれど、いいところはぜひ光を当ててやっていっていただければと思っています。よろし

くお願いします。 

◎坂本（茂）委員 夢先生の派遣事業ですが、講師としてはＪリーグＯＢ、なでしこリー

グＯＢ、その他さまざまな競技のアスリートとなっていますけれども、派遣契約を結んで
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いるのは日本サッカー協会、日本サッカー協会になったら、どうしてもＪリーガーとかな

でしこリーグの人とかになる可能性が強いんではないかと思いますが、その他の競技のア

スリートはどういうルートで派遣するんですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 この夢先生に登録している選手がございまして、サッカー

協会とは委託契約でやっておりますけれども、サッカー選手に限らず、Ｋ１選手とか、福

永騎手とか、いろんな方がございます。ただ、こちらでこの方に来てほしいということは

なかなかリクエストできない状況ですけれども、新聞紙上で見ますとサッカー選手が多い

ということもちょっとある感はしますけれども。 

◎坂本（茂）委員 そしたら、契約先はサッカー協会であっても、実際はサッカーに限定

されてはいないと。で、それはしかし要望はできない、派遣側が決めてくるというふうに

なっているということであったら、実質的にじゃあサッカー以外のアスリートでどういっ

た種目とかというのを、また何か後で出してもらえたらと思います。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 わかりました。ただ、この夢先生の内容が、サッカー選手

が来たからサッカー、Ｋ１選手が来たからＫ１をやるのじゃありませんので、いろいろ夢

に向かったお話をしたり、小学生であるならばチームを組んで果たせないとその動きがで

きなかったりということを持っていっております、そういう事業でございます。また一覧

表はお見せさせていただきたいと思います。 

◎土森委員 2020年に向けてのオリンピック・パラリンピック、これの事前合宿、誘致活

動等々、予算ついていますけれどね、今これはどこの国と交渉しよりますか。まだそこま

で行ってないの。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 具体的に申しますと、ハンガリーが一歩手前まで行きまし

たけれども、日本に入ってからの交通の便ということで断られました。ただ、2020年は何

とかということで向こうの答えをもらっておりまして、まずは没になりました。次に、ア

フリカでしたらボツワナ、ケニア、南アフリカ、ヨーロッパでしたらイギリス、トルコと

いうところが来ておりますので、そちらにはまたメールを送って、日本連盟と日本陸協と

協力しながら努めていくところです。まだ確実な答えは返ってきてないところでございま

す。 

◎土森委員 メールでやりとりを今しよる、通信でやりとりよね、実際に誘致運動にその

国に向いて行くとかという担当の職員は置いてないということ。  

◎葛目スポーツ健康教育課長 英語が堪能な臨時職員を置いておりますので、現地は行け

ませんけれど、メールでやらせていただいています。すぐ作業ができるようになっており

ます。 

◎土森委員 英語だけじゃいかんろう。ケニアとかそういうところとやらないと。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 それにこしたことはないと思っていますけれど、いわゆる
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共通語といいますか、その国の代表はやはり英語が通用になっておりますので、その辺は

大丈夫だと思いますけれども。 

◎土森委員 東京オリンピック以前に、2015年に陸上世界大会があるよね、北京でね。こ

れも事前合宿の受け入れということで予算ついていますけれど、これは実際決まっていま

す。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 先ほど申しました５カ国は世界陸上のことでございまし

た。 

◎土森委員 陸上のこと。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 陸上のことでございまして、これのコンタクトをとってネ

ットワークを構築させて、2020年にもつなげたいと思っております。 

◎土森委員 高知は随分遠いんですよね。交通の便とかいろいろあると思う。プロ野球の

オリックスに毎年我々は来ていただいているんで、御挨拶に行くんですけれど、東部球場

の整備もできたりして、必ずそういうところは施設整備がしっかりしていますかとか、サ

ッカーでもそうですよ。どういう種目を、陸上の場合は大体たくさんあるけれど、どうい

う種目を高知に誘致をする、国との交渉もあるけれど、国の中でもいろいろ種類があるよ

ね、競技の。そんなところターゲットを絞ってやらんと、設備が対象になるわけですから

ね、施設整備が。こういうことまできめ細かくやっている。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 最終的には設備等となると思いますけれども、現在、これ

から準備するんですけれども、受け入れ体制、あとは一番大事なのが各競技団体とのつな

がりでございます。各競技団体は日本の中央の競技団体とのつながりを持っていますの

で、そちらから海外のほうへということはありますので、その動きを見て、それから具体

的なところに入っていきたいと思います。そして、2020年の招致に向けては、来年の早い

段階で招致委員会を立ち上げたいと考えておりますので、その予算のほうにつきましても

つけていただいているところでございます。 

 また、施設につきましてはプロジェクトの実施計画の中で確実に一個一個、2020年を見

据えた形で整備をしていきたいと今のところ考えておるところでございます。 

◎土森委員 これ本当にチャンスを生かしてほしい。世界超一流の選手が来るわけですか

ら、そういう人たち、当然専門的な技術を持ってこられるし、いい成績、優秀な選手とし

て来るわけで、当然それを見る機会もあるし、ぜひ力を入れてやってほしいと思います。

期待をしていますよ、大いに期待をしていますんで。 

 それと、さっき施設整備の話し、全体でスポーツ選手、競技力を高めるということは、

よき指導者と指導者を受け入れるだけの環境、それから競技力を伸ばす施設整備、これが

当然必要になってくるわけですね。それと指導者を育成する指導、アスリートという話が

あったけれどね、夢ではなしに実際的にその種目を専門的に教えていく、そういう人に来
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ていただいて、しっかりした指導者の育成もしていく、これをやっていく。当然高知県は

いろんな面で国体にしても最下位じゃないけれど下のほうを走っている、しかし人口の問

題とかいろんなこともあって、当然選手層は薄いと思うけれど、しかし一方でやり方によ

ってはいい選手も生まれることもあるんで、その辺を指導者と、それから施設整備に対し

てどういう考え方があるのか、競技の拠点スポーツ施設等の整備とここにも書いているけ

れど、どうですか。もっと力を入れてやっていく必要があると思うけれど、いかがです

か。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 指導者につきましては、先ほど中内委員も言われましたよ

うに、これがもう第一だと思っております。今まで競技団体は各種目別にアドバイザー招

聘事業等やっておりました。これを来年度は、前年度高校生だけだったものを成年まで広

げてやろうと思っておりますし、その中からも高知に住んでいただいて、優秀な指導力を

持った方を招聘するという形もとっていきたいと思いますし、競技のプロジェクト全体を

コントロールできる方も、先ほど申しましたけれども、今交渉しているところでございま

す。そういうところから指導者の育成に努めていきたいと思っています。 

 施設につきましては、まずはポンチ絵でも書かせていただいておりますけれども、

2020年の東京オリンピックで現実性の非常に高いレスリングに関しまして、非常に老朽化

しておりましたので、東高校にレスリング場を建てる計画でございます。そのほかにつき

ましては、いろんな施設、いろんな競技の状況を考えまして、ランクを例えばＡ、Ｂ、

Ｃ、ＡＡと分けまして、その緊急性、また将来性等を見据えて実施計画に打ち込みたいと

考えているところでございます。そして、一つ一つやっていきたいと考えているところで

ございます。 

◎土森委員 高知県の一番弱いところは雨天練習場がない。市営球場に１つありますか

ね。それから、春野にありますかね。それから、中村に行って中村高校の雨天練習場があ

る、非常に少ないですね。雨の日に練習ができんということになると、これはマイナス点

になってくると思うんですけれど。どうですか、十分足っていると思う、雨天練習場。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 雨天練習場に限らず、全ての施設等に、整備も含めてしっ

かりこっちも把握しながら、老朽化状態も把握し、先ほども申しました、実施計画の中の

施設の部門にしっかり書き込んでいきたいと、それに基づいてやっていきたいと思ってお

ります。 

◎土森委員 それと、将来を見据えて東京オリンピックに選手を送るという話もあったり

するけれど、ジュニア選手を育てないかん、やっぱりジュニアをどう育てていくかという

ことだと思いますよ。これ書いていますけれど、４年から６年生ということですが、こう

なってくると県下幅広く競技種目によって、それぞれ優秀な素質のあるジュニアの選手が

いると思う。それをじゃあどう見つけるか、そこにもまた指導者が要るわけ。スポーツ少
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年団等々いろいろ説明があったけれど、ここからスタートですよ。この辺の組織強化をし

ていく必要性があるんじゃないですかね。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 これも先ほど申しました県内の指導者養成につきまして、

一番見直していかなくちゃいけないと思います。各競技団体は今まででありましたら一つ

の競技団体だけでよかったらええと、言葉悪いですけれども、そういうことで切磋琢磨を

していたんですけれども、今後はもう横のつながり、いろんな情報共有をしないといけな

いところがありますので、高知アカデミーを中心に引っ張っていきたいと思っております

し、委員おっしゃられますように、ジュニアから成年までの一貫した指導体制を今回競技

力向上のプロジェクトの中では柱の一つとしております。各競技団体にその計画を出させ

て、それに基づく強化費用を例えば手厚く２次配分をさせていただくとかというところ

で、競技団体にもちょっと意識の改革をお願いしようと考えているところでございます。 

◎土森委員 とにかく頑張って。物すごく期待していますから。 

◎池脇委員 ストレスマネジメント教育が今もうにわかに脚光を浴びてきて、いろんな意

味で学校現場でもそうした教育が実践もされて、研究もされてきている状況であります

が、ストレスマネジメントの内容について、唯一保健体育の授業で２時間の単元で授業を

するようになっている、教科書の中にあるんですね。この事業の実態ですけれども、本

県、どうなっておるか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 具体的にストレスマネジメントの内容をちょっと自分は把

握をようしておりません。 

◎池脇委員 これは体育系の大学では多分必修科目で学んでいると思うんですけれども、

例えばスポーツトータルサポート事業なんかでもメンタルトレーニングなんて、これはや

りますよね、医療機関とかやると。こういうことにかかわる部分としては、必ず学んでい

るはずなんですよね。それで、健康を維持するということ、肉体的を維持することは大事

ですけれども、ストレスを自分できちっとコントロールして、ストレスに潰されないよう

にする方法論を子供たちに教える、そういう内容ですよ。それが保健体育の教科書の中に

きちっとその項目があるんです。だから、これを時間教えるようになっているんで、そこ

について、今保健体育の授業でなされてない実情があるんです。体育の先生もこのことに

ついてはよく理解をしてなくて、体育の先生もそのストレスマネジメントについては、も

う少ししっかり研修をする必要性があるという指摘もあるんです。 

 一方、小学校なんかでも県教委から派遣された高知大学でも、研究テーマとしてこの授

業を自分のクラスで展開して、子供のストレスを解消することに成果を上げているという

研究報告も上がっているんですね。だから、体育の授業で２時間確保できるわけですか

ら、きちっと保健体育の授業のときにやることが大事で、そのためにはどういう授業をし

たらええのか、ただ教科書にあるのを読んで書いてできるものじゃなくて、これをしっか
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り体育の授業でやっていけば、部活、学校内でのストレスに対して、自分でコントロール

できる方法を導き出していくことができますから、そこの問題意識をしっかり子供たちに

持たせる意味でも非常に重要な授業の項目なんですよ。その実態がどうかきちっと把握し

て、体育の教科会等でも徹底する必要があると思うんですけれど、いかがですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 保健の領域で、科目で精神適応とか適応規制等がございま

す。合理化、昇華、そういったぐあいでございます。それに関しましては、単元がござい

ますので、やっていただいておりますが、なお、今クローズアップされておりますので、

指導の徹底は体育主任会等でやっていきたいと思いますし、現在競技につきましては競技

者、指導者及び選手に対してメンタルトレーニング、委員のお話ありましたメンタルトレ

ーニング、セルフコントロール等についての講習会もやっております、やり始めました。

高知大学の先生にお願いしましたので、かなりこれからも進んでいくことと思っておりま

す。 

 それと、運動部活動におきまして外部指導者の活用事業をやっておりますけれども、今

までは指導のみで終わっておりましたけれども、今後栄養学とかメンタルトレーニングの

ものとか、医科学にたけたトレーナーですとか、そういう方にも広げたいと考えておりま

すので、そういったところは一層重要に考えているところでございます。 

◎池脇委員 ぜひ体育の授業でそのところについてどういう授業が行われているのかも踏

まえて、保健体育の授業が競技とか、そういうスポーツのほうに力が入って、保健体育の

座学が意外と軽視されているところがありますから、その中でもそうした大事な項目があ

りますんで、体育の先生もそういった部分をしっかり授業展開できるように、研さんを積

むように教科会でも徹底をしていただいて、対応していただきたいと思いますけれども、

いかがですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 やらせていただきますし、体協と連携した取り組みの中に

もそれを含めていきますので、トータルサポート事業でやっていきたいと思います。 

◎塚地委員 競技力向上総合事業費補助金ですけれども、税金を使って競技団体の皆さん

を応援することになっていて、ただ現場の皆さんが使い勝手がいいかというとそうでもな

いのかなという声もあったりして、いろいろ要綱も見直ししてきていると思うんですけれ

ど、今の状況を教えてください。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 強化費等につきまして不正経理もございましたので、その

後のことにつきまして簡単に説明させていただきますが、体協には指導監督する立場とし

てやっておりまして、体協では、まずは強化費を預かっている以上は、各競技団体の会計

の研修会を、公認会計士による研修会をすぐやっておりまして、今２回やっております。

なお、いろんなサポート体制にも応じますよということを言わせていただいております。

あとは強化費の対象経費等につきましては、いろんなところを見直さないといけないと思
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っておりますし、体協で決めたルールがあるのにもかかわらず、それを競技団体等に徹底

をしてないという体協のあり方等も第三者委員会では問われておりますので、それを詰め

ておる段階ではございます。 

◎塚地委員 それじゃあ来年度予算に向けて、もう一定でき上がったものじゃなくて、ま

だ詰めているような状況の段階。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 いわゆる強化費と、あと使い方、対象経費含めて３月の下

旬にやりますので、最後の整合性をとっているところでございます。やはりこれはどうし

ても個人の持ち物なのでやはりちょっといかんというのか、それを徹底したら済むのか、

普及のためにやはりこれは大丈夫じゃないだろうかとか、最後の詰めをしたいと、すると

ころに来ております。 

◎塚地委員 おっしゃるように税金なんで、透明性も使途も明らかじゃないといけないと

思いますけれども、それが現場の人たちが必要だと思うものに使えるということも大事な

んじゃないかと思うので、そこはぜひ現場の皆さんと煮詰めていただいて、説明ができる

もので使い勝手のいいものにぜひ仕上げていただけたらと思うので、先ほど研修会をやっ

たときに経理のサポート体制みたいなこともやりますよという、この間やっぱりそこらあ

たりのことも負担になっている現状もあったと思うんで、そのサポート体制というのは具

体的にどういうことをやってくださる。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 体協に公認会計指導士と監査委員が２名、３名となる監査

組織を今回立ち上げております。監査は、今後よりよいことをするためのところでござい

ますし、あとは競技担当の職員が体協にいますので、スポーツ健康教育の職員も含めて、

競技団体から言われたときには的確に対応したいと思っています。 

 なお、会計書類につきましては、前年度より１つ出さないかん書類をふやしましたの

で、帳簿ですね。帳簿もちろん普通はあるんですけれども、それがなかったのが判明しま

したので、帳簿も確実に出すということも行っておりますので、その際と中間報告もふや

しております。その報告の際において、競技団体への支援、相談にはしっかり乗るように

体協にも言っているところでございます。 

◎明神委員長 いいですか。質疑を終わります。 

〈人権教育課〉 

◎明神委員長 次に、人権教育課の説明を求めます。 

◎赤間人権教育課長 人権教育課でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、人権教育課の27年度当初予算議案について御説明をさせていただきます。 

 お手元の資料№②当初予算議案説明書の649ページをお願いいたします。 

 まず、歳入について主なものを御説明いたします。 

 国庫支出金のうち一番右の説明欄にございます教育支援体制整備事業費補助金につきま
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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を初めとする教育相

談体制の整備充実を図るための国庫補助金を受け入れるためのものでございます。 

 初等中等教育等振興事業委託金につきましては、人権教育の推進に係る国の調査研究委

託事業の実施に伴いまして、国からの委託金を受け入れるものでございます。 

 次に、諸収入の節の欄にございます（９）教育委員会奨学資金貸付金につきましては、

地域改善対策奨学資金に係る現年度分の返還額を、また（22）人権教育課収入につきまし

ては、過年度分の返還額をそれぞれ見込んだものでございます。 

 次の650ページをお願いいたします。 

 こちらが歳出でございます。人権教育課の 27年度の当初予算案につきましては３億

9,154万4,000円で、前年度に比べ6,363万7,000円の増となっております。主な増要因とい

たしましては、児童生徒や保護者が悩みを気軽に相談できる体制の充実を図るため、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に要する経費、これが増加をした

ことなどによるものでございます。 

 続きまして、それぞれの事業について御説明をさせていただきます。 

 まず、１教育総務費、６人権教育費の１人権教育推進費でございます。右端の説明欄を

ごらんいただきたいと思います。 

 人権教育研究推進事業委託料につきましては、国からの委託を受けまして、学校、家

庭、地域社会が一体となった教育上の総合的な研究や、学校におきます人権教育に関する

指導方法の改善、充実に資することを目的とした実践的な研究を高知市、それから南国市

で実施をいたしまして、人権教育の一層の推進を図ってまいりたいというように考えてお

ります。 

 高知県人権教育研究協議会補助金につきましては、一般社団法人高知県人権教育研究協

議会が実施をいたします人権教育に関する各種研修会の開催の経費等に対して補助をする

ものでございます。 

 続きまして、２の地域改善対策進学奨励事業費でございます。 

 奨学資金返還相談員設置委託料は、返還金未納者の戸別訪問等を行いまして、納付の指

導や返還免除手続等の相談活動を行う返還相談員の委託配置に要する経費でございます。 

 その下の地域改善対策進学奨励貸付金等事務費交付金は、奨学生等への返還通知や免除

申請などの手続を市町村を通じて行うこととしておりますため、この事務に要する経費と

して関係する25市町村に交付をするものでございます。 

 次に、651ページをお願いいたします。 

 ２児童費、１児童生徒支援費の１番、豊かな心を育む教育推進費でございます。上から

２つ目の電話相談事業委託料につきましては、いじめ、不登校等に悩む子供、親、保護者

が24時間いつでも電話相談ができるように、夜間及び休日における電話相談業務を委託す
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るものでございます。 

 １つ飛ばしまして、学校ネットパトロール委託料につきましては、民間業者に委託をい

たしまして、児童生徒がインターネット上の誹謗中傷の書き込みなどによりまして、いじ

めなどのトラブルに巻き込まれていないか、こういったことを監視を行いまして、早期発

見・早期対応を図っているものでございます。 

 スクールソーシャルワーカー活用事業委託料につきましては、教育分野に関する知識に

加えて、社会福祉等の専門的な知識、技術を活用いたしまして、児童生徒の置かれたさま

ざまな環境に働きかけを行って支援を行うスクールソーシャルワーカー、こういった方々

を市町村に配置するための経費でございます。スクールソーシャルワーカーにつきまして

は、新たに２つの市と村、そして県立学校６校に配置を行うとともに、特に厳しい状況に

ある児童生徒が多い７つの市に対しましては、県の単独事業によりまして15名を追加的に

重点配置することとしております。 

 事務費につきましては、主に各学校に配置をしておりますスクールカウンセラー等の報

酬や、子供に内在する力や可能性を引き出す開発的な生徒指導の充実を目指した指定校事

業、夢いっぱいプロジェクト推進事業におけるアドバイザー等の活動に要する経費などを

計上しております。 

 スクールカウンセラーにつきましては、公立学校への配置校数を270校から299校へ大幅

に拡充をいたしまして、小学校への配置率を国が目標値として掲げております65％、これ

を上回る71.9％まで引き上げることとしております。 

 また、夢いっぱいプロジェクト推進事業につきましては、昨年度に引き続きまして県内

の中学校11校を推進校に指定をしまして、統括アドバイザー等の指導・助言のもとで組織

的な生徒指導を推進するとともに、新たに２つの中学校区の小中学校を指定いたしまし

て、小中学校が共同して子供たちの自尊感情や社会性を育むなど、９年間を見通した一貫

性のある生徒指導というものを推進していきたいと考えております。 

 次の２心の教育センター費の事務費についてでございますけれども、心の教育センター

の管理運営に要する経費のほか、不登校等の児童生徒や保護者などが抱える不安や悩みに

答えるため、面接、電話、メールによる相談事業を行いますカウンセラーなどの経費を計

上しているものでございます。 

 27年度当初予算議案の説明につきましては以上でございます。 

 続きまして、２月補正議案について御説明させていただきます。 

 資料№④補正予算議案説明書の350ページをお願いいたします。右端の説明欄をお願い

いたします。 

 初めに、１教育総務費、６人権教育費の地域改善対策進学奨励事業費の国庫支出金精算

返納金でございます。地域改善対策奨学資金につきましては、国から３分の２の補助を受
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けて貸与を行ったものでございます。このため、奨学金の貸与を受けた者から返還された

額と県の基準によりまして独自に免除をした額につきまして、25年度の実績額に基づき、

国庫補助該当分を国へ返還額として計上をするものでございます。 

 そのほか、減額事項がもろもろございますけれども、減額の主な理由につきましては、

スクールソーシャルワーカー活用事業やスクールカウンセラー等活用事業などのいわゆる

国費を活用した事業につきまして、国の内示額が当初計画を下回ったことなどによるもの

でございます。 

 以上、合わせまして6,708万9,000円の増額補正をお願いするものでございます。 

 以上で人権教育課の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 スクールソーシャルワーカーを本当に思い切って配置していただいて、地域

や専門機関等の密接な関係もつくっていただくことで、活躍をいただいているんですけれ

ど、ここまで一気にふやすと、大体年齢的なもの、平均年齢、そんなのはわかりますか。 

◎赤間人権教育課長 年齢という形では我々今ちょっと手元にデータはございませんけれ

ども、例えば社会福祉士とか精神保健福祉士といった有資格者の方もおりますし、そうで

なくともなかなか高知県の場合そういった有資格者の方が非常に限られておりますので、

教員のＯＢの方も多数おられますので、年齢的には年配の方もかなり多くおられます。 

◎塚地委員 いわゆる専門的な知識を持っておられる方と先生のＯＢとのバランスみたい

なのは。 

◎赤間人権教育課長 スクールソーシャルワーカーですけれども、平成26年度につきまし

ては、全体としては42名実人員がおりますけれども、その中で有資格者の方が５名おられ

ます。それ以外の方々でございますけれども、例えば保育士とか幼稚園教諭の免許、ある

いは小学校その他学校の教員の免許を持っておられるとか、そういった方々が多数おられ

ます。 

◎塚地委員 これからその皆さんに活躍していただくには、やっぱり一定の研修は当然さ

れるんだと思うんですけれど、経験を積むために交流できるような場の充実がすごく大事

で、本来はそういう有資格者の皆さん、いろんな制度に精通してないとつなぐことができ

ないんで、そこの部分に相当一気に配置していただいたということでさらに重点、力点を

力量を高めていただくことに移していく必要があると思うのと、それとやっぱり結構深刻

なことに出会ったときにすごく不安になって、スクールソーシャルワーカー自身がすごく

悩まれるケースもあるので、そこらあたりのフォロー体制をぜひ充実していただきたいと

いうことで。 

◎赤間人権教育課長 おっしゃるとおりでありまして、今回こういった形で大規模にスク

ールソーシャルワーカーの配置をふやしますので、これまでも我々研修会等々でスクール
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ソーシャルワーカーの方々あるいは外部の講師の方も呼んでいろいろと研修をさせていた

だいております。そういった意味で資質の向上については引き続き努めていきたいと思い

ますし、それから実際にスクールソーシャルワーカーの方が個別の事例を抱えたものに関

して、行き詰まりを感じたり悩むケースが実際にございます。そういった場合に、スーパ

ーバイザーの方々が、県立大学の教授の方でございますけれども、３名スクールソーシャ

ルワーカーについて、その方々から指導をいただいて、実際にそういったケースについて

の解決、好転に向けた指導を実際にしていただいておりますので、そういった取り組みを

引き続き続けていきたいと考えております。 

◎塚地委員 児童虐待のところでもお話を申し上げたんですけれど、高知弁護士会の中に

子どもの権利委員会という部門があって、そこの弁護士さんたちは結構積極的にそういう

場面にかかわってくださって、今もしているんですけれども、そことつないであげると、

結構法的なことでも安心するし、割とキャリアも積んでくださっているし、その弁護士さ

んたちに力をつけていただくという上でも、そことの交流は強めていただくといいがじゃ

ないかと思うんです。その点。 

◎赤間人権教育課長 実際に連携先として、例えば社会福祉関係であったり保健とか医療

とか、いろんな関係機関との連携は図っておるんですけれども、やはり公的な機関につい

ては我々も一定把握をしていますし、スクールソーシャルワーカーの方も結構緊密に連携

をしていただいているんですけれども、弁護士会も含めてさまざまな職能団体であった

り、民間団体であったり、そういった部分については実態が正直つかめてないところもご

ざいますし、地域で社会資源として眠っているそういう団体もあったりしますので、そう

いったところと連携がうまくできるように、我々も優良な連携事例があれば、研修会等で

もぜひそういったものを周知させていただきたいと思いますし、そういった連携先にどう

いったものがあるか、情報収集をさせていただきたいと思っております。 

◎坂本（茂）委員 今ちょっと課長が言われたんで、びっくりしたんですが、そういう連

携すべき社会的資源を十分把握し切れてないというのがちょっと意外です。私も、この間

の本会議の質問の中で言わせてもらったんですけれども、先生というか、ＳＳＷの方はそ

ういったものを活用しよるわけですよ、実際は。ところが、それを県が把握してないとい

うのがちょっと意外で、把握されているんじゃないですか。 

◎赤間人権教育課長 先ほどの答弁と少しかぶってくるんですけれども、いわゆる公的に

動いている部分については、我々としてもかなり把握はできている部分があるんですけれ

ども、委員からも実際に議会の場で御質問いただきましたように、ＮＰＯ団体等々が実際

に活動しているものについては、情報として入ってくる部分もあるんですけれども、全県

的に、網羅的に何かを把握できているというところは、実際のところ今の段階では不十分

というふうに理解をしておりますので、我々もできるだけアンテナを張るような形で、実
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際に各市町村で活動していただいているスクールソーシャルワーカーの方からいただく情

報もございますので、そういったものを少し集約した上で、ほかの地域で活動されている

方々にもフィードバックできるような形で努めていきたいと考えております。 

◎坂本（茂）委員 社会的資源のいろんな団体が高知市に集中している面もあると思うん

ですね。ですから、実際はそれぞれの郡部も含めていろんな課題が出てくるわけですの

で、今後、じゃあその郡部でどういうふうにしていくのかを含めてぜひそこのところは、

その民間とかＮＰＯ団体も含めてですけれど、早急に把握して、そこと現場のＳＳＷの方

がどう連携していくかという情報提供をしてあげていただきたいと思います。 

 それともう一つ、実際有資格の方が少ないということを含めて、先ほど塚地委員が言わ

れたような、どうやってスキルアップしていくのかということも大きな課題だと思います

ので、そういったところも相当力を入れて、人を配置すればいいということじゃなくて、

その人たちが本当に現場できちんと子供たちと向き合えるか、寄り添えるかという力をつ

けていただくような取り組みもあわせてよろしくお願いします。 

◎土森委員 いじめ、不登校、中途退学者というのは全国ワーストワンでね、なかなかこ

れがよくならん、本県の場合にどういうところでこれだけの状況になっているのか、その

原因とかいうものがわかっていますか。 

◎赤間人権教育課長 個別には当然暴力行為であったり不登校であったりいじめであった

り、それぞれについて当然原因があるわけでございますけれども、総体として見ていく中

で感じることは、これは大きな話になってしまいますが、自尊感情といいますか、自分が

一人の人間として大事な人間だということを自分自身が思える子供が非常に少ない、自分

自身に対する信頼を持っている子供が非常に少なくなっている部分が、何かしらこういっ

た問題行動が出てくる要因として、背景としてあるのではないかということは１つ考えて

おります。 

 また、それだけではなくて、子供たちにかかわる先生方についても、生徒指導という形

に当然なっていくわけですが、問題を起こした子供への対応ということが、いわゆる生徒

指導だという考え方が根強く残っている部分がございまして、やはり全ての子供に対して

全ての教員が、ありとあらゆる教育活動の中で子供に対して肯定的な評価を含めていろい

ろな働きかけをしていくことで、一人一人の子供が伸びていくという認識を、学校や教職

員の方々に改めて我々として引き続き訴えていかなければいけないというところは課題意

識として持っております。 

◎土森委員 大体漠然とわかるんですが、これ何とかしないと大きな問題です。ですか

ら、指導する側、先生方、家庭、地域、そういうところが総合的に社会問題として取り上

げていく、そして検討していく、どうすればいいのかという問題提起はどんどんしていく

というか、どこにどういう問題があると、幅広いと思いますよ。固定化したものではない
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し、いろんなものがある。ネットのことなんかも書いていますけれど、ネットのいじめな

んていうのは非常に複雑で、これはすごいものだと思いますよ。最近こういう犯罪につな

がるようなものもありますし、いじめ、これによってみずから自分の命を落とす、そうい

うことにもつながっていると私は思いますがね。ですから、もう少し具体的にこの問題を

どう解決していくのか、そういうものがないと、なかなかこれは減ってこないと思う。ど

うですか、もう少し具体的にこの対応策を考えていく必要があると思うんですがね。 

◎赤間人権教育課長 この施策でばしっと対応するという言い方はなかなか難しいわけで

すけれども、やはり各学校において子供たちに対してしっかりとしたかかわりをし、信頼

関係を築きながら事業、学級経営を行っていくのも当然１つ大事なわけですけれども、や

はり一人一人の子供が抱える課題も非常に大きくなっていますし、複雑化しております。

そういった中でやはり学校だけで解決できない問題が非常にふえているのは事実だと思い

ます。 

 そういった中でもやはりこういった地域社会の力、保護者の理解と協力をいただきなが

ら施策を進めていかなければいけないものもございますし、いじめの問題につきまして

も、今、県として知事を会長とするいじめ問題連絡協議会をつくりまして、そこの中には

ＰＴＡの関係者の方、民生委員の方、そういった方も含めて実際に御議論をいただきなが

ら、いろいろな御指摘をいただいております。家庭の教育力の低下であるとか、地域のコ

ミュニティーが少し崩壊してきているのではないかといったいろいろな御指摘をいただい

ておりますので、そういった御意見を踏まえて具体的にどういったことができるか、先ほ

ど生涯学習課のほうでも説明がありましたように、放課後学習の学びの場、学校支援地域

訪問という事業もございますけれども、実際に子供に接する方は教員だけではなくて、支

援員の方とか地域住民の方とかいろんな方がいらっしゃるわけであります。そういった中

で子供の変化、サインに気づくことができるように、我々としてもアンテナを張っていく

必要がありますし、そういった方々に対してもいろんな呼びかけをしなければいけないと

思っております。 

◎土森委員 いじめも不登校も中途退学の問題もそれぞれ関連があるんですね。中退す

る、社会に出る、いろんなことを覚える、そこで悪の道に走る、犯罪を起こす、そういう

状況にもつながってきている部分はいっぱいありますよね。こういうときにやっぱり警察

との協力関係をいかにつくっていくか、これも大事だと思いますよ。夜間徘回だとかいろ

いろありますね。この辺、警察との協力関係をどう考えていますか。 

◎赤間人権教育課長 警察との関係につきましては、当然いじめだけではなくて少年非行

も含めて悪質な事案、そういったものに関しては対応していただくような形で警察との連

携も図る形で、それは学校に対しても十分周知をさせていただいております。 

 それから、学校・警察連絡制度というものがございまして、実際に警察で補導した事案
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について、各学校のほうに情報が行くような制度が今現在ございます。県立学校について

は県で、市町村立学校についてはそれぞれの市町村のほうで協定を結んで連絡制度がござ

いますので、そういった制度なども活用しながら、子供の問題行動をできるだけ早期に発

見をして、軌道修正と言ったらあれですけれども、そういったものが図れるようなシステ

ムもできるだけ活用して取り組んでいきたいと考えております。 

◎土森委員 これ地域性もあると思うんですよね。例えば高知市と郡部、全く質的に違う

部分がありますね。その辺、全て県内を網羅して、各市町村と連携とってしっかりした対

応をしていくことが重要だと思いますよ。これもやってください。もうたまらん、毎年毎

年ワーストワンだとかツーだとかと言われて、何とかせんと、もうここまで来て、真剣に

取り組んでもらうように、教育委員会だけではいかん部分もありますけれど、ぜひ頑張っ

てやっていただきたいと思います。 

◎浜田委員 この間の川崎市の殺傷事件もあったように、必ず先導者、主犯格がいると思

うんですよ、学校のいじめなんかでも。それを早く見つけて根を絶つ。一緒に傷害事件を

起こしたあとの２人の方も、どっちかというとおどされてやっているんですよね。だか

ら、必ず主犯格、先導役がいますから、それを早く見つけてアンテナを張って、そこをま

ず絶つということが広がりを少なく最小限に済ませるんじゃないかといつも思うんですけ

れども、そこら辺の各学校でのアンテナの張り方をこれからうんと研究していただきたい

と思います。 

◎明神委員長 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。 

《報告事項》 

◎明神委員長 続いて、教育委員会より３件の報告を行いたい旨の申し出があっておりま

すので、これを受けることにします。 

 最初に、教職員の不祥事について、小中学校課から説明を求めます。 

◎長岡小中学校課長 小中学校課でございます。教職員による不祥事が２件ございました

ので、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、赤いインデックスをお開きください。 

 まず１点目です。平成26年12月25日木曜日夜、高知市立城北中学校の教諭である谷本吉

弘、男性41歳が酒気帯び運転で検挙されたものでございます。この概要につきまして少し

御説明をさせていただきます。 

 高知市立城北中学校の教諭谷本吉弘は、平成26年12月25日木曜日、高知市内で開催され

た剣道大会の懇親会に参加するため、午後５時ごろ徒歩で学校を出ております。しかし、

懇親会の開始時刻である午後７時までには時間があったために、同教諭は途中にある飲食

店に立ち寄り、そこでビールを中ジョッキで３杯飲み、午後６時45分にその店を出ており
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ます。そして、懇親会会場において同教諭は大会関係者と午後９時15分ごろまでの間、ビ

ールをグラスに10杯程度飲酒し、さらに９時30分から開始された２次会に参加し、そこで

日本酒を杯で１杯飲んでおります。午後10時ごろ、同教諭は２次会会場を出てタクシーに

乗り、自分の自家用車を駐車している学校近くの契約駐車場に向かいました。到着後、少

し時間を置いて自宅に向け自家用車を動かしたものでございます。 

 そして、午後11時30分ごろ、高知市越前町２丁目の山ノ端交差点で信号待ちをしていた

女性の運転する対向車に、同教諭の自家用車の右側面を接触させ、女性に左足の打撲と背

中の痛みを負わせる事故を起こしております。その後、同教諭は被害者の連絡で駆けつけ

た警察署員から事情聴取をされ、その後高知警察署で飲酒検知を受けたところ、呼気１リ

ットル中0.7ミリグラムのアルコールが検出されたことを告げられ、酒気帯び運転で検挙

されたものでございます。 

 この教諭につきましては、地方公務員法第29条第１項第１号及び第３号の規定に基づき

まして、平成27年１月13日付で免職の懲戒処分を行っております。 

 続きまして、２点目についてでございます。平成26年12月７日日曜日、高知市立高須小

学校の教諭である尾﨑美保、女性56歳が万引きを行い、窃盗容疑で逮捕されたものでござ

います。 

 この事案につきましては、平成26年12月18日のこの総務委員会で一度御報告をさせてい

ただいております。今回は概略について御説明をさせていただきます。 

 高知市立高須小学校の教諭尾﨑美保は、昨年12月７日日曜日午後４時ごろ、土佐市内の

大型量販店で衣服や化粧品など合計38点、金額にして６万2,101円相当を盗み、土佐警察

署にて逮捕されたものでございます。 

 同教諭は同日午後１時30分ごろ、実母の衣類等を購入するため土佐市の同店に出かけて

おります。そして、衣類や化粧品など一通り商品を選び、これを概算してみますと６万円

程度となり、そのとき急に自分のお金は使いたくないと思い、盗むことを考えました。そ

して、座布団だけを持ってレジに向かい、精算を済ませると同時に大き目のレジ袋を１枚

もらいました。その後、店内の試着室に向かい、このもらったレジ袋に選んでいた商品を

詰め込み、店外に持ち出したものです。その後、同店の駐車場にて警備員に呼びとめら

れ、土佐警察署への通報がなされ、同警察署にて逮捕されたものでございます。 

 同教諭につきましては、地方公務員法第29条の規定に基づきまして、平成26年12月26日

付で12カ月間の停職とする懲戒処分を行いました。 

 なお、本人からは教え子を裏切り、また教育公務員の信用を失墜する行為を犯してしま

い本当に申しわけありませんでしたということで、同日付で退職願が提出され、これを受

理いたしました。 

 今回の教職員の不祥事が連続して発生しましたこと、まことに申しわけございません。
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県教育委員会としましてこの事態を重く受けとめ、一つ一つの市町村教育委員会を訪問

し、各教育長と直接不祥事防止についての話し合いを持ちまして、この注意喚起と取り組

みの徹底をお願いしてまいりました。各市町村教育長もそれぞれの学校に足を運び、また

校長会を開き指導を行ってくれております。今後とも市町村教育委員会や校長会とさらに

連携を図りながら、服務規律の徹底及び不祥事の防止等についての徹底を図ってまいりた

いと考えております。 

 以上、教職員の不祥事についての説明、報告を終わらせていただきます。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 管理職の皆さんとのこの方々との関係性、同僚性、そういう部分で教育委員

会としてもっとこうせんといかんかったがじゃないかとか、こういう場面もあったがじゃ

ないかとかということはないんですか。 

◎長岡小中学校課長 それぞれの教諭につきまして、同僚との関係、あるいは子供たちと

の関係はどうであったのか、さらに管理職との関係、そういったことも事情は聴取してお

ります。その中で何か問題があったとかという教員ではなかったと話は聞いております。

ただ、万引きをした尾﨑教諭については、少し家庭的な背景でかなり介護の問題とかがあ

って、精神的にストレスを感じていたということは聞いております。 

◎塚地委員 何というか、本当に聖職にある方々なんで、そこはしっかり見ていただかん

といかんがですけれど、去年多分メンタルで休職されている方、結構ふえてると思うんで

すよね。急激にふえているような数字だと見させていただいたんです。学校現場が本当に

先生同士も育ち合える関係性があるということが、子供たちにとっても一番いいことで、

こういう問題が起きたときに、管理職も含めてそういう部分もしっかり見直していただく

ことをぜひお願いしておきます。 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

 次に、高知県教育センターと高知市立大津保育園等の土地の交換について、教育政策課

の説明を求めます。 

◎有澤教育政策課長 教育政策課でございます。 

 資料は、ただいまの小中学校課の資料と同じでございます。報告事項、教育政策課の赤

のインデックスのついた１ページをお願いします。 

 高知県教育センターと高知市立大津保育園等の土地の交換についてでございます。 

 １の経過に書いてございますけれども、大津保育園の園舎につきましては昭和48年に建

築をされました木造平家で、耐震基準を満たしておりません。また、最大クラスの地震・

津波による浸水が予想される地域にもございます。このため、高知市ではこの大津保育園

と隣接する舟戸公民館をあわせまして新築することを計画されております。この両施設の

土地と県教育センターの土地を交換し建築しますことで、新園舎等を低コストに整備する
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ことができますことから、土地交換について県教委に申し入れがあったものでございま

す。 

 交換の申し入れをいただいた土地について、下に写真をつけておりますので、御説明を

させていただきます。写真の左側の黒っぽく塗り潰している部分が現在の保育園と舟戸公

民館の土地になっております。また、右側の交換予定地と書いた部分が交換の申し入れを

いただいている土地でございまして、現在は駐車場でございます。右の下にありますのが

教育センターの本館、こういった位置関係になっております。 

 次に、２ページをごらんください。 

 交換の申し入れを受けております教育センターの土地につきましては駐車場でございま

すけれども、この土地を交換しましても駐車場は一定充足をしている状況でございます。

また、交換によりまして現在のセンターの敷地入り口に隣接をして、電車通りのほうから

も近い側の土地を入手することができるということでございます。こうしたことを踏まえ

まして、また園児の命を守るための耐震化等を進めるための事業ですので、県としまして

は３の（２）のほうに交換に関する主な条件を書いておりますけれども、測量及び不動産

鑑定評価につきましては高知市が行うこと、また測量及び不動産鑑定評価の結果を踏まえ

た等価交換であること、こういった条件のもとで交換を行う方向で進めていきたいと考え

ておるところでございます。 

 今後のスケジュールですけれども、本日総務委員会で御了解をいただきましたら、高知

市が行います測量及び不動産鑑定評価を進めさせていただきたいということで、並行しま

して27年度の当初からは保育園の新園舎等の設計業務に高知市のほうが取りかかるという

ことでございます。28年度に建築工事、29年３月に完成して、保育園は引っ越しを行うと

いう予定でございます。 

 土地の交換につきましては、新園舎に引っ越しをされた後、行政財産の用途廃止を行っ

ていただいて、最終的には旧園舎の解体後、交換契約、不動産の登記といった手続を完了

する予定でございます。今後、測量及び不動産鑑定評価結果等が明らかになり、土地交換

に関しての具体的な内容等が判明次第、再度総務委員会に御報告もさせていただきたいと

考えております。何とぞよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

（な  し） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

 続いて、スポーツ推進プロジェクトについて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 スポーツ健康教育課でございます。 

 先ほどの報告資料の次でございます。右上に資料１と書いておりますけれども、スポー
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ツ推進プロジェクトについて、実施計画の骨子につきまして説明させていただきます。 

 先ほどの説明と重なるところが多々あると思いますけれども、よろしくお願いします。 

 計画の趣旨につきましては、昨日の教育長の説明の中にもありましたように、2020年オ

リンピック・パラリンピック東京大会の開催を契機としまして、本県のスポーツ振興を抜

本的に強化するスポーツ推進プロジェクトを進めるため、昨年10月に中央からのアドバイ

ザー３名と県内スポーツ関係者10名の計13名から成る検討会を立ち上げまして、アドバイ

ザー会議２回、検討会を３回開催し、17日に最後の検討会の開催を予定しておりますが、

現在年度内の実施計画の策定に向けた作業を進めております。３回の検討会を終え、実施

計画の骨子が整理されましたので、その概要につきまして今回説明させていただきます。 

 右側のこの計画の位置づけ、期間についてですけれども、平成25年11月に策定をしてお

ります高知県スポーツ推進計画を上位計画とした６年間の計画でございます。３年後の

29年度に見直すことを予定しており、その時期は先ほどのスポーツ推進計画と同じにして

ございます。 

 10月の総務委員会におきまして、ここに記載をしております８つの課題と基本理念につ

きましては御説明させていただいておりますけれども、基本理念のこの１から３に記載し

ておりますように、選手の育成のみならず、その土台となる学校や地域のスポーツ活動の

充実にも重点を置いた本県のスポーツ推進の抜本的強化に向けたスポーツ推進プロジェク

トを展開していきたいと考えているところです。 

 その下の基本方針の①運動・スポーツ活動の基盤を強化するでは、数字や結果を出すこ

とは当然ではございますけれども、運動が好きと感じる子供をふやすことによるスポーツ

の裾野の拡充や身近な地域でスポーツ活動を行うことができる環境を整えることなど、将

来を見据えた基盤づくりを重要視しているところです。 

 ２の本県におけるスポーツ活動が継続的に充実、発展する仕組みや体制の構築では、例

えば年齢を問わずいろいろな競技にチャレンジする仕組み、優秀な選手の発掘や成長段階

に応じた系統立てた指導体制の確立など、多様なスポーツ活動が将来的にうまく回ります

ように流れをつくっていきたいと考えておるところです。 

 ３の多様な連携の推進では、従来の連携だけでは弱いと感じておるところでございま

す。例えば、競技の枠を超えるとか、１つの自治体だけでの取り組みだけではなく、エリ

アで複数の自治体を含む広域でスポーツに関する課題を解決する取り組みなどを行ってい

きたいと考えておるところでございます。 

 プロジェクトの検討会では、５つの取り組むべき対策の重点項目が示されております。

ここに四角で囲みました１から５までですが、それぞれの項目におきまして具体的に取り

組むべき内容や効果的な取り組みを展開するための行動計画を盛り込んで実施計画といた

したいと思っています。 
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 一番下になりますけれども、個別の具体的な対策ごとに目指す姿、目標、評価の指標、

年次計画を明確にしまして、客観的な根拠に基づく点検、評価を行いながら取り組みを進

めてまいります。その進捗管理を行う組織としては、現在組織されていますこうちの子ど

も体力向上支援委員会や生涯スポーツ推進協議会、そしてこれから立ち上げようと考えて

おります競技力向上プロジェクトチームなどで進捗の管理を行ってまいります。 

 資料２として冊子をつけさせていただいております。これは先ほどの本県の現状や課題

に対して分析などを行っておりまして、またそれぞれの課題に応じた重点項目ごとの目標

などを記載しておるところでございます。今後は、間もなく策定されます実施計画に基づ

きまして本県のスポーツ課題を解決するための取り組みを着実に進めることで、障害の有

無にかかわらず子供から高齢者までの運動習慣の定着、オリンピックやパラリンピックな

どの日本代表選手の輩出、地域における運動・スポーツ活動の活性化を目指し、将来にわ

たって誰もがスポーツに親しみ、夢や志を育むことができる環境の整備に努めてまいりた

いと考えております。 

 策定でき次第、委員の皆様方には配付をさせていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

（な  し） 

◎明神委員長 いいですか。質疑を終わります。 

 以上で教育委員会を終わります。 

 それでは、ここで20分ほど休憩します。再開時刻は２時50分とします。 

 

（休憩 14時29分～14時51分） 

 

◎明神委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 

《警察本部》 

◎明神委員長 次に、警察本部について行います。 

 最初に、議案について本部長の総括説明を求めます。 

 なお、本部長に対する質疑は会計課長等に対する質疑とあわせて行いたいと思いますの

で、御了承願います。 

◎國枝警察本部長 それでは、次の４つの議案について御説明させていただきます。 

 １つ目が平成27年度高知県一般会計予算所管分議案、２つ目が平成26年度高知県一般会

計補正予算所管分議案、３つ目が高知県警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正す

る条例議案、４つ目が高知県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例議案でございま
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す。 

 順次御説明いたします。 

 最初に、平成27年度高知県一般会計予算について御説明いたします。 

 警察本部説明資料１ページ、平成27年度当初予算施策体系をごらんください。 

 予算編成に当たりましては、平成27年の県警察の運営指針であります高知県の安全・安

心を守る強い警察、県民に寄り添いともに歩むという基本理念の実現に向けて、重点目標

に掲げた７項目の推進を図ることを基本方針といたしました。 

 今回、人件費を除く物件費は76億6,521万5,000円で、前年と比較して 17億8,724万

1,000円、30.4％の増額となっております。前年度比で約３割の増額となっていますの

は、新南国警察署（仮称）の建設最終年度の工事費のほか、高知警察署の移転用地である

ＪＡ電算センターの購入費や、土佐警察署いの警察庁舎の移転場所として旧高知地方法務

局いの支局の購入費等、施設整備費の増額が主な要因であります。これら施設整備費は重

点目標Ⅶ、県民に期待・信頼される県警察の確立の項目に含まれております。 

 お手元の資料①平成27年２月高知県議会定例会議案、当初予算の５ページをお開きくだ

さい。 

 平成27年度の当初予算見込み額は、款14警察費の欄に記載していますとおり、総額で

239億9,172万9,000円であります。項別では警察総務費が207億8,328万円、警察活動費が

32億844万9,000円となっております。 

 主要な事業といたしましては、特殊詐欺被害防止対策事業、警察官採用募集強化事業、

南海トラフ地震対策事業、新南国警察署（仮称）でありますが、これの建設事業等の施設

整備事業などであります。 

 次に、14ページをお開きください。 

 下から２つ目の情報管理システム電源装置賃借料から15ページの指紋等情報管理システ

ム機器賃借料まで５件の債務負担行為をお願いしております。 

 次に、平成26年度高知県一般会計補正予算に関しまして、お手元の資料③平成27年２月

高知県議会定例会議案、補正予算に基づき御説明いたします。資料は５ページになりま

す。 

 今議会でお願いいたします補正予算見込み額は、款14警察費の欄に記載の２億3,627万

1,000円の減額と款15災害復旧費の欄、項４県有施設等災害復旧費の補正額に記載の

1,900万円の減額となっており、総額で２億5,527万1,000円の減額補正であります。この

減額の内容に関しましては、退職者が見込みを下回ったことや、各事業の執行残によるも

のであります。 

 次に、繰越明許費補正について御説明いたします。資料の９ページをお開きください。 

 まず、繰越明許費補正の追加といたしまして、款14警察費の欄に記載のとおり、交通安
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全施設整備費５億2,622万1,000円となっております。 

 次に、資料の14ページをお開きください。 

 繰越明許費補正の変更としまして、款14警察費の欄に記載のとおり、生活安全対策費１

億3,202万9,000円を３億5,824万2,000円に変更をお願いしております。 

 平成27年度高知県一般会計予算及び平成26年度高知県一般会計補正予算の事業内容の詳

細に関しましては、後ほど会計課長から説明させますので、御了承お願いいたします。 

 続きまして、条例議案第76号高知県警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正する

条例議案について御説明いたします。 

 資料は、お手元の資料⑤平成27年２月高知県議会定例会議案、条例その他の83ページ、

資料⑥平成27年２月高知県議会定例会議案説明書、条例その他の14ページ及び366ページ

であります。 

 この条例は、地方警察官の定員の基準を定めた警察法施行令が一部改正されることに伴

い、警察官の階級別定員を改めるとともに、定年退職者等を短時間勤務の職に採用するこ

とに伴い、警察官の定員について必要な改正をしようとするものであります。 

 詳細については、後ほど警務部長から御説明させていただきます。 

 続きまして、条例議案第77号高知県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例議案につ

いて御説明いたします。 

 資料は、お手元の資料⑤平成27年２月高知県議会定例会議案、条例その他の84ページ、

資料⑥平成27年２月高知県議会定例会議案説明書、条例その他の15ページ及び368ページ

であります。 

 この条例は、運転免許等に関する手数料の標準を定めた道路交通法施行令の一部改正等

を考慮して、運転免許等に係る手数料の額を改定するとともに、道路交通法の一部改正に

伴い、新たに行うこととなる自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に係る

手数料を徴収することとしようとするものであります。 

 詳細については、後ほど交通部長から御説明させていただきます。 

 提出に係る議案の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

〈会計課〉 

◎明神委員長 次に、会計課長の説明を求めます。 

◎濵田会計課長 私からお手元の資料②平成27年２月高知県議会定例会議案説明書（当初

予算）に基づきまして、順次項目を追いながら、主要な事業や多額の経費を要するものな

どを重点に御説明します。 

 653ページ、公安委員会予算総括表をお開きください。 

 平成27年度当初予算見込み額は、先ほど本部長が申しましたとおり総額で239億9,172万
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9,000円で、前年度比17億5,619万円、7.9％の増額となっています。 

 性質別内訳では、人件費が163億2,651万4,000円で、3,105万1,000円、0.2％の減額、物

件費は76億6,521万5,000円で、17億8,724万1,000円、30.4％の増額となっています。 

 それでは、項目に従いまして御説明します。 

 まず、歳入予算からです。 

 資料の654ページをお開きください。 

 款７分担金及び負担金は、高知市へ派遣している職員３名分の給料等の負担金であり、

前年度と同額の1,980万円となっています。 

 次の款８使用料及び手数料は、前年度比3,103万4,000円減の８億7,397万5,000円を見込

んでいます。主な減額の理由は、運転免許証更新予定者の減少によるほか、運転免許に係

る手数料の一部について、今議会に提出しています手数料徴収条例の減額改定を見込んだ

ことによるものです。 

 続いて、656ページをお開きください。 

 款９国庫支出金は８億2,488万2,000円で、１億3,906万3,000円、20.3％の増額となって

います。これは新南国署（仮称）建設事業最終年度に係る都道府県警察施設整備費補助金

の増額が主な要因となっています。 

 次に、657ページの款 12繰入金は該当する基金事業がなく、前年度の２億 9,634万

8,000円が全額減となっています。 

 次の款14諸収入は、放置駐車違反金や仁淀川町役場の移転新築整備事業に伴う佐川警察

署大崎駐在所の移転補償費など１億8,914万9,000円で、前年度より176万9,000円の増額を

見込んでいます。 

 続きまして、659ページをお開きください。 

 ここからは歳出予算について御説明します。 

 最初に、項１警察総務費、目１公安委員会費です。予算見込み額は６億64万8,000円で

あり、右の説明欄に記載のとおり、１公安委員会運営費から次の660ページの３安全運転

講習費まで３つの細目事業がその内訳になっています。 

 659ページに戻りまして、１公安委員会運営費の予算見込み額は2,728万3,000円で、そ

の内容は660ページの説明欄のとおり公安委員会委員、警察署協議会委員及び留置施設視

察委員の報酬や猟銃等の操作及び射撃の技能に関する講習の委託などに要する経費となっ

ています。 

 次に、２自動車運転免許費の３億110万5,000円と３安全運転講習費の２億7,226万円

は、運転免許証の取得、更新及び安全運転管理者の講習などに要する経費であり、その事

務の一部を県民の利便性や業務の効率化から外部に委託することとしています。 

 次に、661ページ、目２警察本部費に移ります。予算見込み額は173億1,972万2,000円
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で、前年度比652万5,000円の増となっています。 

 右説明欄１人件費は163億2,651万4,000円で、3,105万1,000円の減額となっています。

減額の主な要因は退職者の見込みが減少することに伴う退職手当の減です。 

 次の２一般運営費は、警察業務を運営していくための義務的経費です。予算見込み額は

８億9,596万1,000円で、3,249万8,000円の増額となっています。増額の主な要因は、電算

処理システム修正等委託料の増となっています。 

 清掃等委託料１億1,075万7,000円は、警察本部及び警察署などの庁舎清掃委託や本部庁

舎の中央監視業務委託による機械警備などに要する経費であり、662ページの事務費６億

6,024万9,000円は、庁舎の光熱水費、燃料費を初め非常勤職員や臨時職員に要する経費、

駐在所報償費、情報化推進経費などとなっています。 

 ３職員被服費の5,788万1,000円は、警察官の制服などに要する経費であり、４職員福利

厚生費の3,936万6,000円は、職員の定期健康診断などに要する経費となっています。 

 次に、目３施設整備費に移ります。予算見込み額は28億6,291万円で、前年度比16億

4,618万9,000円、135.3％と大幅な増額になっています。これは、新南国警察署（仮称）

建設事業最終年度の工事費の増によるほか、高知警察署の移転用地として現在地北向かい

のＪＡ電算センターの購入費など、並びに土佐警察署いの警察庁舎の移転場所として、旧

高知地方法務局いの支局の購入費などを計上したことが増額の主な要因となっています。 

 高知警察署移転新築及び土佐警察署いの警察庁舎移転計画につきましては、後ほど資料

に基づき御説明させていただきます。 

 説明欄１警察署再編整備費は18億1,712万9,000円であり、その内訳は新南国警察署（仮

称）関係が15億3,835万1,000円、土佐警察署いの警察庁舎関係が２億7,877万8,000円とな

っています。 

 新南国警察署（仮称）関係の内訳は、建設工事費最終年度分が14億4,688万7,000円、工

事監理委託料が1,461万円、その他新庁舎の備品購入費や移転に要する経費などとなって

います。 

 ２庁舎等整備費は10億395万6,000円で、５億8,428万1,000円の増額となっています。こ

の細目事業の増額の要因は、高知警察署移転新築事業に５億9,061万7,000円を計上したこ

とによるものであり、そのほかの事業としましては安芸警察署和食駐在所の新築や、女性

警察職員が働きやすい職場環境の構築として、警察施設への女性宿直室等の整備を年次計

画により推進する改修経費などとなっています。 

 資料の663ページをごらんください。 

 施設維持修繕費は4,182万5,000円であり、警察施設の点検や維持修繕に要する経費とな

っています。 

 続きまして、項２警察活動費、目１活動費に移ります。予算見込み額は19億8,514万
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6,000円で、6,077万3,000円、3.2％の増額となっています。増額の要因は、警察施設の耐

震改修と南海トラフ地震への対策費の増加などとなっています。 

 664ページをお開きください。 

 節区分の欄、上の端の（８）報償費をごらんください。2,567万1,000円の中には、捜査

用報償費、捜査費が総額で1,500万円含まれています。この金額は、各執行所属からの要

求状況や執行実績などを勘案して見積もっております。 

 663ページに戻りまして、右説明欄１一般行政費は２億3,977万 5,000円で、571万

7,000円、2.4％の増額となっています。主な事業は、664ページの説明欄にかけて記載の

とおり、被留置者の処遇費、犯罪被害者に対する支援費、警察電話の維持費及び職員の採

用や教養などに要する経費となっています。中でも警察官の採用について、県民の安全・

安心を守るための優秀な人材確保に努めるため、県外での就職説明会の開催などを拡充す

るとともに、応募者数、受験者数を向上させる施策の強化として、就職説明会での放映や

県警ホームページ等のインターネットを活用する動画配信用のＤＶＤ作成委託料258万円

などを計上しています。 

 次の細目２警察装備費は４億153万3,000円で、326万8,000円、0.8％の増額となってい

ます。警察車両の更新に要する経費などの増加が主な要因であり、予算の概要は説明欄に

記載のとおり、警察用ヘリコプター、車両、警備艇の維持管理などに要する経費となって

います。 

 次の665ページをごらんください。 

 ３生活安全対策費は９億2,843万2,000円で、4,658万4,000円、5.3％の増額となってい

ます。これは警察施設の耐震改修や航空隊基地移転整備など南海トラフ地震への対策費

や、特殊詐欺被害防止対策事業に要する経費が主な増額の要因となっています。 

 新規事業としてお願いする特殊詐欺被害防止対策事業について御説明します。 

 県内における特殊詐欺の被害は過去最悪の状況で推移しており、平成26年中の人口当た

りの特殊詐欺被害額は全国ワーストであり、事件検挙や通常の広報啓発活動に加え、新た

な対策が求められているところです。そこで、特殊詐欺電話撃退110作戦と題しまして、

電話口で犯人に警告メッセージを発する録音機能つき装置110台を購入し、被害に遭う可

能性の高い高齢者を中心に実際に使ってもらい、警戒意識及び防犯意識の醸成を図ってい

きたいと考えています。 

 次の細目４犯罪捜査費は２億1,504万2,000円で、40万3,000円の減額となっています。 

 666ページをお開きください。 

 説明欄の２つ目、犯罪取締費１億9,241万9,000円は、現場での捜査、鑑識活動に要する

経費や各種システムの賃借料等に要する経費となっています。 

 細目事業最後の５交通警察費は２億36万4,000円で、560万7,000円の増額となっていま
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す。これは高齢者の交通安全意識とマナーの向上を図り、高齢者を危険な交通事故から守

るため、交通安全講習等を民間業者に委託する高齢者交通安全支援事業を拡充したことに

よるものです。 

 説明欄の下の端、交通指導取締費１億1,828万9,000円は、高齢者交通安全対策事業とし

て出前式交通安全教育などを実施する高齢者交通安全アドバイザーの報酬、ひき逃げ事件

捜査や暴走族取り締まりなど交通捜査に要する経費及び各種システムの賃借料などに要す

る経費となっています。 

 次に、目２交通安全施設整備費について御説明します。予算見込み額は12億2,330万

3,000円で、前年度比55万8,000円の増額となっています。交通安全施設整備費は、交通事

故の防止と交通流の円滑化を図り、悲惨な交通事故の抑止と、とうとい県民の命を守るた

め、交通安全施設の整備と維持管理を行うことを目的としています。 

 右説明欄１交通安全施設整備費は７億6,728万3,000円で、4,172万9,000円の減額となっ

ています。主な事業は交通管制システムの更新、交通信号機の新設を６カ所、老朽化した

信号制御機の更新を72カ所予定しているほか、災害時の緊急輸送道路の機能確保対策とし

て、信号機用の可搬式発動発電機の整備事業や高齢者交通安全対策事業として、音声誘導

つき押しボタン信号機の新設などとなっています。 

 次に、667ページをごらんください。 

 ２交通安全施設維持管理費４億5,602万円は、交通信号機などの保守委託や道路標識、

標示の補修工事に要する経費であり、最後に記載しています維持管理費２億 6,153万

2,000円には、交通信号機の電気料、専用回線料などが含まれています。 

 続きまして、債務負担行為について御説明します。 

 資料の668ページをお開きください。 

 表に記載の５つの事業について債務負担行為をお願いするものです。 

 まず１つ目の情報管理システム電源装置賃借料は、警察本部に設置しています運転者管

理システム用電子計算機ほか各種システムに電源を安定供給する無停電電源装置を10年リ

ースにより更新するものです。 

 次の高知警察署整備事業費は、平成27年度に実施予定の庁舎新築基本設計に引き続き平

成28年度に庁舎新築実施設計を、また現庁舎及びＪＡ電算センターの解体設計、あわせて

現庁舎解体後を駐車場に整備する設計を委託するものでございます。 

 次の航空隊基地整備事業費は、航空隊基地の津波対策としまして、消防防災航空隊基地

と一体となって現在かさ上げ工事中の造成地に庁舎、格納庫を建設する事業です。当該事

業は、県危機管理部消防政策課に予算の配当がえを行い、一体の事業として契約するもの

で、消防防災航空隊と県警航空隊との面積案分による金額となっています。格納庫などの

建設工事は、かさ上げ工事完了後の平成27年10月に着手し、新基地での運用開始は平成
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28年10月を予定しています。 

 次の重要事件捜査支援システム賃借料は、平成20年度、21年度に導入しました県費整備

のいわゆる自動車ナンバー自動読み取りシステムについて、機器の経年劣化のためふぐあ

いが生じていることなどから、近年整備された新設道路や拡幅整備による交通流の変化に

対応するための増設分とあわせて、６年リースにより更新をするものです。 

 最後の指紋等情報管理システム機器賃借料は、犯罪現場等に残された遺留指紋から迅速

に被疑者の割り出しなどを行う犯罪鑑識に係る機器ですが、現行システムが平成27年12月

末でリース満了を迎えることから、新たに６年リースにより更新をするものです。 

 引き続きまして、お手元の資料④平成27年２月高知県議会定例会議案説明書（補正予

算）に基づき御説明します。 

 351ページをお開きください。 

 今回の補正予算見込み額は公安委員会補正予算総括表に記載のとおり、総額で２億

5,527万1,000円の減額補正となっています。 

 まず、歳入予算から御説明します。 

 352ページをお開きください。 

 款８使用料及び手数料は2,583万4,000円の減額となっています。猟銃等の技能講習、自

動車運転免許講習のうち高齢者講習及び自動車運転免許停止処分短縮講習、いずれも講習

人員が見込みを下回ったことによるものです。 

 款９国庫支出金は207万2,000円の増額となっています。都道府県警察施設整備費補助金

の増額475万4,000円は、新南国署（仮称）新築工事費に係る補助金について消費税率アッ

プ分の増額であり、交通安全施設整備費補助金の減額268万2,000円は、環境省系の交通信

号機の省電力化など推進事業補助金を、353ページの款14諸収入の歳入科目に組み替えた

ことによるものです。 

 続きまして、歳出予算について御説明します。 

 354ページをお開きください。 

 まず、項１警察総務費、目１公安委員会費は2,583万4,000円の減額となっています。歳

入でも御説明しましたとおり、射撃技能等講習、自動車運転免許証更新時講習のうち高齢

者講習の受講者数が見込みを下回ったことによる講習委託料等の減額となっています。 

 次に、355ページをごらんください。 

 目２警察本部費は１億6,240万4,000円の減額となっています。右説明欄１人件費に記載

のとおり、退職者が見込みを下回ったことによる退職手当の減となっています。 

 目３施設整備費は328万7,000円の減額となっています。これは新南国警察署（仮称）新

築工事費に係る補助金が増となったことに伴う財源更正のほか、入札残などの不用見込み

額を減額するものです。 
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 次の項２警察活動費、目１活動費は、生活安全対策費4,474万6,000円の減額となってい

ます。これは警察施設耐震改修等工事請負費の入札残及び航空隊基地整備事業費の不用見

込み額を減額するものです。 

 次の目２交通安全施設整備費は、先ほど御説明しました環境省系の補助金を諸収入に組

み入れたことによる財源更正となっています。 

 次は、款15災害復旧費です。356ページをお開きください。 

 目４警察施設等災害復旧費1,900万円の減額は、昨年の台風により被害を受けました交

通情報盤３カ所の復旧に要する経費の入札残となっています。 

 次に、繰越明許費補正を御説明します。資料は357ページになります。 

 今回お願いしています繰越明許費補正は、追加及び変更の２事業です。 

 追加の交通安全施設整備費は、昨年12月上旬ごろから入札の不調が相次いでいるため、

発注時期の調整等に時間を要することから、繰り越しをお願いするものです。 

 変更の生活安全対策費は、12月議会で御承認いただいた耐震改修事業費の繰り越しに加

えまして、今回航空隊基地整備事業費１億9,019万9,000円の繰り越しをお願いするもので

す。危機管理部消防政策課に予算の配当がえを行い、消防防災航空隊基地と一体的に工事

を行っているところでありますが、工事着手の前提であった土地の使用許可がおくれたこ

と、工事着手後、工事の各段階で空港事務所との協議、立会に時間を要したこと、工事内

容の変更や追加工事が発生したことにより、この間かさ上げ本体工事に着手できなかった

ことから、かさ上げ工事の工期が約11カ月延びたため繰り越しが必要となっています。ヘ

リの運航は現在の基地が使用できますので支障はございません。かさ上げ工事の完了は平

成27年９月を見込んでいます。 

 以上で予算説明書に基づく説明を終わらせていただきます。 

 次に、高知警察署の移転新築計画につきまして、さきの９月県議会定例会での質疑や今

後の建築計画を中心に県警察の基本的な考え方を御説明します。 

 警察本部説明資料２ページをごらんください。 

 まず、立地場所についてです。 

 高知警察署の移転候補地は、高知市中心部で繁華街に近く、事件、事故多発エリアへ迅

速な対応が可能な立地にあること、南海トラフ地震に備え早期に事業着手できること、地

震発生後中心市街地における迅速な避難誘導が可能であること、現高知警察署とほぼ同位

置のため県民が認知しやすいこと、ＪＲ高知駅すぐの立地でアクセス等の利便性が高いこ

と、これらを踏まえまして、現高知警察署北向かいのＪＡ電算センターを適地としていま

す。 

 次に、新庁舎新築に係る敷地の利用計画及び既存施設の利用方針についてです。 

 まず、新たに取得しようとするＪＡ電算センターの敷地面積は2,730.40平米で、この土
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地を約１メートルかさ上げし、留置施設を含む新庁舎を建設するものです。現庁舎の敷地

2,976.90平米のうち約1,400平米は、庁舎棟を解体した上で来客用及び公用車駐車場とし

て整備し、残る約1,500平米にある別館棟及び倉庫棟は継続利用する計画であり、１階部

分の車庫は大型輸送車などの駐車場として、また会議室を本部執行隊の事務室等に利用す

るほか、文書庫、大型物品倉庫及び震災時の拾得物品保管用倉庫などとして活用したいと

考えています。 

 次に、新庁舎建築計画についてです。 

 基本設計を先ほど御説明しましたとおり来年度実施予定としており、より効率的な建物

配置や外観など専門的な意見をもとに具体化、検討していくこととしておりますが、県警

察において現時点で策定しています基本計画は、庁舎棟は鉄骨鉄筋コンクリートづくり、

地上10階免震構造、庁舎１階は窓口、相談室などの最小限度の執務室を配置する、庁舎２

階は公用車駐車場、ボートなどの装備資機材倉庫、霊安室などを配置する、延べ床面積は

約１万平米、非常用電源は上階に設置し、１週間程度持続可能とする、庁舎上階に大容量

の貯水タンクを設置するとともに、備蓄倉庫にはあらかじめ十分な食料などを保管するこ

となどとしています。 

 ９月県議会で御意見をいただきましたヘリポートの設置につきましては、検討の結果、

近隣の医療施設に設置されていることから、被災した要救護者等の搬送手段は確保されて

いること、警察本部庁舎及び高知東署にヘリポートを設置していることから、警察航空隊

の活動にも特段の支障はないことなどから、設置を見送ることとしています。 

 次に、車両の配置計画などについてです。 

 この計画につきましても基本設計の中でより効率的なものを具体的に検討していきます

が、県警察において現時点で作成した基本計画は、高知警察署の車両は本署に48台、交

番・駐在所に７台、合計55台配置を予定しています。本署に配置する48台のうち25台程度

を新庁舎玄関前や２階駐車場などに、現庁舎解体後の駐車場及び倉庫棟の１階に23台程度

をそれぞれ保管することとし、来客用としては新庁舎玄関前に身障者用を２台、現庁舎解

体後の駐車場に26台程度のスペースを確保する計画としています。 

 発災時には、現庁舎敷地駐車場の20台程度が避難誘導、交通対策、被災者救護に当たる

こととしており、浸水時には区域外へ退避し、車両の水没を防止するとともに、浸水区域

外での活動に従事します。また、新庁舎棟２階駐車場に保管する捜査用等車両は、ドライ

化後の窃盗事件などの捜査に従事することとしています。したがいまして、日ごろ浸水予

想区域に保管する車両であっても、発災時には出動あるいは浸水しない場所に待避などす

ることにより、そのほとんどは浸水を免れ、長期的に取り組む社会秩序維持活動等に支障

ないものと考えています。さらに、行方不明者捜索や救出救助活動には警察本部と連携の

上、ボートでの捜索活動など臨機応変、柔軟な部隊編成を行い、災害対策にも万全な体制
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を図っていくこととしています。 

 最後に、事業費及び今後のスケジュールについて御説明します。 

 当初予算でお願いしますのは、ＪＡ電算センター敷地及び建物取得費５億 6,083万

5,000円、新庁舎新築、ＪＡ電算センター解体、現庁舎解体及び駐車場整備設計委託、２

カ年計画全体で6,265万9,000円のうち27年度分として1,802万3,000円、債務負担行為

4,463万6,000円、敷地地質調査委託料1,175万9,000円です。敷地及び建物取得費の内訳

は、不動産鑑定士など専門家による鑑定額で敷地４億5,417万円、建物9,809万7,000円、

ＡＴＭ等移転補償費856万8,000円となっています。 

 平成28年度以降の予定でありますが、平成28年度は27年度から引き続いて設計業務を行

い、29年度には電算センター解体工事、30年度から32年度にかけて新庁舎新築工事を行う

とともに、32年度の新庁舎完成後には旧庁舎解体工事、駐車場の整備工事を行う予定で

す。 

 最後に、土佐警察署いの警察庁舎の移転計画について御説明します。 

 警察本部説明資料３ページをごらんください。 

 まず、１、現状と課題です。 

 警察署再編により昨年４月に土佐警察署いの警察庁舎が発足したところですが、現庁舎

は昭和42年の建物で老朽化が進み、耐震基準も満たしていません。また、現庁舎の敷地は

一定の広さはありますが、使用しながらの建てかえは困難で、現地建てかえの場合、仮事

務所を置くなど経費を要し、業務への影響も懸念されます。 

 そうしたところ、２に記載のとおり、昨年５月、高知地方法務局いの支局が廃止された

ことから、当該土地建物を移転候補地として調査を進めてきました。旧高知地方法務局い

の支局の位置は、資料の下の地図のとおり、現庁舎の東方約350メートルと現庁舎からほ

ど近い場所にあります。建物は平成10年の建築で耐震性もあり、今後の使用にも十分に耐

えられるほか、旧法務局の建物ならではの大規模書庫室を備えており、文書庫や災害用備

蓄庫として利用することも可能で、警察庁舎として使用するのに申し分ないものと考えま

す。 

 改修の内容は３に記載のとおり、敷地外周へのフェンス設置や相談室、宿直室の設置な

どであり、事業費は４に記載のとおり土地・建物取得費として鑑定評価額に基づく１億

8,786万円、旧法務局の建物を警察庁舎として使用するための改修工事費として7,680万

8,000円など、総額で２億7,877万8,000円となっています。現存する建物を活用しますの

で、平成27年度中に取得、改修工事及び移転まで完了する予定であり、地域住民の皆様に

御不便をおかけすることがないようスムーズな庁舎移転に努めてまいります。 

 以上、資料に基づき高知警察署移転新築及び土佐警察署いの警察庁舎の移転計画につい

て御説明いたしました。 
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 高知県の安全・安心を守る警察施設の整備を初め予算議案について御理解を賜りますよ

うお願いいたします。 

 以上でございます。 

〈警務部〉 

◎明神委員長 次に、警務部長の説明を求めます。 

◎澤田警務部長 私からは条例議案第76号高知県警察の設置及び定員に関する条例の一部

を改正する条例議案について御説明いたします。 

 本議案の改正の概要につきましては本部長が説明いたしましたので、私からは改正内容

の詳細について御説明いたします。 

 お手元の資料⑥平成27年２月高知県議会定例会議案説明書（条例その他）の366ページ

をお開きください。 

 まず、警察職員の定員の改正につきましては、平成27年度における地方警察官の増員を

盛り込んだ政府予算案が閣議決定され、本県に８人を配分する旨の内示を受けましたこと

から、第10条第１項の表中、警察官定員に８人を加え、「1,588人」を「1,596人」にしま

すとともに、警察法施行令第７条に定められている階級別定員基準に従い、それぞれの階

級別定員を改めようとするものでございます。 

 次に、再任用短時間職員関係についてであります。 

 県警察においては、職員の再任用に関する条例に基づく職員の再任用を平成15年度から

常勤勤務、つまりフルタイム勤務で開始しており、公的年金支給開始年齢の引き上げとも

相まって、年々再任用職員は増加しており、制度として定着しているものと考えておりま

す。 

 一方、フルタイム勤務の身体的負担やライフプランの多様化などの理由から、短時間勤

務での再任用を希望する声も出てきつつあります。県警察といたしましては定年退職者等

を再任用し、その知識、経験、技能等を生かすとともに、若手職員に伝承していくことは

有用であると考えており、今後短時間での再任用も検討しているところであります。県警

察の再任用職員については定員内に置かれておりますが、先ほど申し上げたような事情を

踏まえ、再任用短時間職員について知事の事務部局などの他部局と同様に、再任用短時間

職員について定員の外に置く改正をしようとするものであります。 

 なお、施行日につきましては、再任用短時間職員関係は平成27年４月１日とし、定員の

改正につきましては警察法施行令の改正を待って、規則で定める日から施行することとし

ております。 

 以上でございます。 

〈交通部〉 

◎明神委員長 次に、交通部長の説明を求めます。 
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◎刈谷交通部長 条例議案第77号高知県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て御説明いたします。 

 本議案の改正の概要につきましては本部長が説明いたしましたので、改正の内容につい

て御説明いたします。 

 お手元の資料⑥平成27年２月高知県議会定例会議案説明書の368ページから392ページ

は、高知県警察手数料徴収条例の改正部分を抜粋した新旧対照表となります。 

 本議案の改正の１点目は、本年１月30日に公布されました道路交通法施行令の一部を改

正する政令により、運転免許等に関する手数料の標準が改定されたことなどを考慮し、運

転免許試験手数料、交付手数料、講習手数料等について、その額を改定しようとするもの

でございます。 

 改正の内容につきましては、先ほど申しました道路交通法施行令の一部を改正する政令

で定められた手数料等の標準額と同じでございます。 

 ２点目は、本年６月１日に施行されます道路交通法の一部改正により自転車運転者講習

が設けられ、新たに手数料を徴収する必要が生じたため、この手数料を新設した改正をし

ようとするものです。 

 自転車運転者講習は、自転車運転中に信号無視など一定の危険な違反行為を反復して行

った者に対して行う講習であり、講習手数料につきましては、本年１月23日に公布されま

した道路交通法施行令の一部を改正する政令で定められた手数料の金額と同じでありま

す。 

 この条例の施行日につきましては、運転免許試験手数料等の改定に関する規定は本年４

月１日とし、自転車運転者講習手数料に関する規定は本年６月１日としております。 

 以上でございます。 

◎明神委員長 それでは、質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 まず、定員が増員されているわけですけれども、その一つとして、先

ほど説明資料の１ページにありますＤＶ、ストーカー事案への迅速かつ組織的な対応とい

うところで、これに伴って人的対応が図られると聞いていますけれども、どういう内容に

なっているのか教えてください。 

◎澤田警務部長 ８人増員のうち５名を生活安全部で人身安全の対処を担当する係に回

し、３名を刑事部に配し、捜査の関係に回します。その結果といたしまして、人身安全の

強化を図るとともに、特殊詐欺の関連につきましても、人身安全にかかっている５人のう

ち３人に併任をかけることによって、特殊詐欺にも配意した増員を行いたいと考えており

ます。 

◎坂本（茂）委員 そしたら、人身安全対策室の５名中３名が兼務するのか。 

◎澤田警務部長 ８人中５人増員することによって増員を図ることを考えております。 
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◎坂本（茂）委員 そのうちの３名を兼務するということですね。 

◎澤田警務部長 はい。 

◎坂本（茂）委員 ＤＶ被害者への対応とかストーカー事案とか虐待なども含めて、そう

いったところで対応されると思うんですけれども、ただ人的な対応だけではなくて、きち

んとした資質を持った方を配置するかと、特にＤＶ被害者、ストーカー被害者の方にとっ

ては相談、あるいは捜査のお願いに行くとかということにおいては、相当精神的にもしん

どい状態で出向くわけですので、そこへ対応する警察官が、２次被害的に精神面でさらに

追い込むような相談の受け方をすれば、これは大変なことになるわけですから、そういっ

たところをどういうふうに対応されようとしているのか、考えがあったら教えていただき

たいと思います。 

◎澤田警務部長 県警といたしましては、ＤＶ事案とかストーカー事案に対応する警察官

に向けて専科教養を行っておりまして、そういった場におきまして委員から今御指摘があ

ったような面についての教養を充実化させていきたいと考えておりますし、現に行ってい

るものといたしましては、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対策専科という

ものを設けておりまして、そこにおいて委員から御指摘があったようなものとか、あとは

外部講師等を招きまして、職員の資質の充実を図っているところでございます。今後、御

指摘も踏まえながらそういった施策の拡充に努めてまいりたいと考えております。 

◎坂本（茂）委員 やはり過去に相談に出向いた方が大変不快な思い、あるいは２次被害

につながるような思いをされているということも、実は相談者の方からも聞いています。

だから、そういうことは絶対にないよう、せっかく増員配置をして対応するわけですか

ら、そこは先ほど言われた研修の中等で十分対応していただくことを信頼してよろしいで

すかね。 

◎澤田警務部長 承知しました。 

◎坂本（茂）委員 予算の関係で660ページの歳出予算の２番の自動車運転免許費の事務

費の中に、車両のリース料などの予算が入っていると伺っていますけれども、ちょっとそ

の詳細説明をお願いします。 

◎濵田会計課長 27年の当初予算に計上しておる部分につきましては、牽引車１台、普通

乗用車２台、これはオートマチックとマニュアル車でございますけれども、３台をリース

契約での予算を計上しております。期間とすれば平成28年１月から５年間で、27年度につ

いては３カ月分のリース料107万4,000円、３台分で107万4,000円を計上しております。 

◎坂本（茂）委員 それはなぜ計上されたのか。 

◎濵田会計課長 現在、試験車につきましては県有車、それと公安委員会と協定契約を結

んだ安全協会の車両で運用しております。その安全協会の車両の老朽化が進み、更新をす

る必要があるということで、試験車両につきましてはそもそも公安委員会で準備するとい
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うたてりがありますので、今回順次県有化を進めていきたいと考えまして、27年度に３台

分を計上したところでございます。 

◎坂本（茂）委員 これが順次県有車化されていけばどういうふうに変わってくるのかと

いうことを教えてください。 

◎濵田会計課長 現在、特殊車両も含めまして試験車両として使用しておる車は、特殊車

両が８台、自動二輪が11台、それと普通車が11台ございます。これらを順次更新をしてい

くということでございます。 

◎坂本（茂）委員 だから、それをやれば何がどう変わるのかですよ。なぜ県有車化する

のかと、先ほど言われたのは安協が保有している車が老朽化したので更新しなければなら

ない、そういう状況になっているので、それを安協が更新するのではなくて、県有車化し

ていく方向性をとっているということですけれど、なぜそういう判断をされたかをお聞き

している。 

◎濵田会計課長 自動車学校へ入校する方が一般県民の方が増加してきて、免許センター

での受験者数が減少しておると、そういった中で車両の維持管理あるいは更新について、

なかなか経費的にも厳しい状況になっておるところで、それを県有化を図っていくという

ことでございます。 

◎坂本（茂）委員 そういうことなんですか、目的は。それだったらどうして今までにし

てこなかったんですか。 

◎濵田会計課長 この安全協会の車を使ってやり始めたのは昭和40年代のころからでござ

いまして、それから順次といいますか、交通安全協会のほうで運営をしておりました。と

ころが、年の経過によって更新がなかなかままならない状態になってきておるということ

でございます。今まで30台ほど試験車で使用しておる車はあると申しましたけれども、そ

の中でも既に８台は県有化をしてきたところでございます。それらは道交法の改正により

まして新たに免許種別がふえて中型免許が新設されたといった事情もあって県有化を一部

図ってきた部分もありますし、あと残りの部分の安全協会の車両が老朽化して更新がまま

ならない状況になったことから、県有化の計画をしたところでございます。 

◎坂本（茂）委員 そしたら、本部長にお伺いしますが、私は９月議会でお尋ねした、運

転免許センターのコースへの一般車両の持ち込みについて、県警本部長は一般車両の持ち

込みが可能か否か、運転免許センターの人的体制、利用される方の安全確保の面から現在

検討しているということでしたが、その検討の結果とこのことはリンクしないんですか。 

◎國枝警察本部長 正直言いまして、それはリンクしております。ただ、濵田課長から申

し上げましたとおり、現在、今のシステムで一つ安協から試験車両を提供いただいてとい

う形で現在試験をやっているところでございます。これはこれで一つのシステムとして確

立しておるところではございますが、委員が本会議で、現在の車両の持ち込みのことを御
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指摘されたと思うんですけれども、これにつきまして、私は本会議でも申し上げましたけ

れども、現在行っていないんですけれども、委員の御指摘、関係業者の要望等踏まえまし

て、また他県の実情を調査しつつ、現在見直しを進めているところでございます。 

 その中の過程で、ただ現在の状況は、先ほど申し上げましたけれども、一つの整合性の

とれたモデルとなっておりますので、そのモデルを変更していくに当たって、１つひっか

かりになっていることとして、現在県有車両がないと、したがいまして県有車両を一つ一

つ取得するなどして一つずつクリアしていくことによって、この問題に対応していくこと

を一つ視野に入れてやっております。ただ、濵田課長から今申し上げましたのは、それも

今検討の視野には入れておるというところでございまして、委員御指摘のとおりそれがリ

ンクしているのかどうかと言われれば、一応リンクはしております。ただ、今の段階で確

実にこれをリンクさせて、全てきっちりやりますというところまでまだ行ってないので、

濵田課長は先ほどのように答弁させていただいたところでございます。 

◎坂本（茂）委員 なぜ県有車両化しないとコースに一般車両を持ち込めないか。他県の

調査をされているということだったんですけれども、他県では県有車両でなくても安協な

りの県有車以外の車両を使用しているところでも一般車両の持ち込みが可能なところもあ

るわけですね、他県では。そういうことがされているのに、なぜ県有車両化が先にありき

なのかよくわからないんですけれども、その辺はどうですか。 

◎刈谷交通部長 本部長が申したとおり、この県有車両の整備については３カ年計画で、

３年をめどに準備させていただきます。この分については、免許センターの一般開放とい

うところとはリンクしております。そこで、県有車両を整備していった段階で、それを練

習車として使えるかという問題ですけれども、条例の中に、免許センターの中で使える車

は、いわゆる道路交通法の施行規則の中で試験車両と定められております。例えば普通車

だったら何名乗りで幅がどれくらいというように施行規則で定められております。それを

受けて県の試験場の使用条例の４条の中で、その施行規則で定められた試験車両につい

て、公安委員会が指定して使えるというたてりになっていますので、一応その免許センタ

ーの中で使える車については試験車両という縛りがございます。 

 その中で委員が御指摘のように県有車両が整うことと、練習とかといった、それをどの

ように考えるかなんですけれども、現在試験車両は基本的に試験のためですので、今県有

の車両がない分については安全協会の車をお借りして使っています。公安委員会で指定し

て使っていますけれども、県有車両がない場合に例外的に公安委員会が指定した車を試験

車として使えることになっております。それは例外で、基本的には試験車両は県有で準備

をしていかないといかんということで、３年かけて必要最低限度の18台程度を用意して、

試験車両として使用していこうということになっています。 

 そうすると安全協会の分の試験車両という問題が出てくるんですけれども、安全協会の
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会計とか、私もちょっと承知しておりませんけれども、安全協会の車については貸し出し

をしておりますけれども、もう15年選手ぐらいになって、徐々になくなっていって、安全

協会も会員の会費でやっておりますので、しっかりとした会計をやっていかんといかんわ

けですので、その中で安全協会の車が使えるということが徐々になくなっていく可能性が

ありますので、その点を踏まえて免許センターの一般開放とリンクさせて県有車両を整備

させていただいていきたいと思っております。 

◎坂本（茂）委員 一般開放して一番ニーズがあるというか、使用したい方たちは普通車

だと思うんですよね。だから、まず普通車から県有車化をして、３カ年計画と言われまし

たけれども、それをできるだけ短縮する、そんなことも考えていく必要があるのではない

かなと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

◎刈谷交通部長 ３年をめどということで、なるだけ単年度にそろえていきたいんですけ

れども、予算の関係もございますので、順次安全協会の古くなった分からそろえていくよ

うに考えております。単年度計画でいけば、一挙にいけばいいんですけれども、３年をめ

どに順番にそろえていきたいと。今回もリースでいくのが２台、27年度で考えているのが

２台でございます。 

◎坂本（茂）委員 ２プラス１台ですよね。全部で３台ですよね。 

◎刈谷交通部長 ３台です。 

◎坂本（茂）委員 なぜ県有車化しないと一般開放ができないか、そこがすごく合点がい

かんがですけれども、それはそれで継続して求めたいと思います。できるだけ早く一般開

放できる方法を、この県有車化ありきでなくて、どうやって一般開放できるかという方法

をもっと検討していただきたい、要請しておきます。 

 それともう一件、自転車講習の関係ですけれども、ルールが守られれば受講される方は

いないだろうと思うんですけれども、これまでのいろんな警告票の発行状況とかから考え

たときに、どれだけの人が受講されるのか、見込みをどのように考えられているんです

か。 

◎刈谷交通部長 見込みについては全くわかりません。これは結論でございます。 

 過去の例で言いますと、平成22年から26年、昨年まで５年間自転車運転による危険行為

によって検挙された実績があります。過去５年間で計30件を検挙しております。これを分

析してみますと、この自転車運転の講習については、指定される14種類の違反を３年間の

間に２回やった場合に受講義務が出てきますので、過去５年間の30件を分析してみます

と、２回検挙された者はおりません。ということは、過去５年間の現状からいえば、自転

車安全講習にかかる者はいないと。今後この指定された14種類の取り締まりについて、こ

の御時世ですので、強力な取り締まりをしていかんといけません、その分で取り締まりの

件数が上がれば、それによって２回の摘発ということで受講に向かっていくと考えます。 
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◎坂本（茂）委員 こういう制度になることの周知ですね、県民への、それはどんなに図

られるんですか。 

◎刈谷交通部長 基本的に４つ考えております。１点目は自転車安全運転講習、この制度

について周知するということです。これについては、現在も県警ホームページに自転車講

習の関係はもう登載しております。それから、各種の交通安全教室とか講習においてこう

いうことが始まることについて、早急に各署にお願いして周知徹底するようにお願いする

つもりでございます。その周知徹底とあわせて、ことしは選挙の関係で全国の交通安全運

動が５月になりますので、その５月の安全運動について関係機関が交通安全協会、管理者

協議会、指導員協議会あるいは母の会が集まって各署で安全運転の取り組みを協議します

ので、その席上でこの関係機関、団体に対してこういう制度を周知することを考えており

ます。 

 それからもう一つ、中学生と高校生の啓発ということがあります。平成25年から各署に

おいて中学生、高校生を対象に自転車交通安全リーダー研修会というのを開催しておりま

す。その席上でこういったことを周知徹底することを考えております。 

 それと、平成25年５月に本部長と教育長で協定を結びまして、県下全ての中学校や高校

に県教育委員会を通じて、毎月トラフィックセーフティーニュースというのを交通安全教

材として配信を毎月しておりますので、この中にも盛り込んでやっていきたいと考えてい

ます。 

 それから最後は、指導取り締まりの強化ということでございます。悪質運転危険行為の

指定された14項目についての取り締まりを強化していきたいと、それと取り締まりとあわ

せて、14歳以上の方に対する自転車に対する指導警告票とか、14歳未満の方に対する自転

車安全指導カードというようなもので指導する過程で、周知徹底させていきたいと考えて

おります。 

◎坂本（茂）委員 さっき検挙数を言われたんですけれども、警告票の発行状況はどうな

んですか。 

◎刈谷交通部長 指導警告状況は、先ほど言った14歳以上の自転車安全指導カードと指導

警告票については、平成26年度は計5,701件という実績になっています。ちなみに、25年

が4,306件、24年が7,128件で、一番多いのが無灯火、信号無視、２人乗りと、この３つが

警告としては多くなっております。 

◎坂本（茂）委員 それと、14種類の対象行為のうち、極めて広く捉えられる、いわゆる

安全運転の義務違反が入っていますよね。これをどこまで対象として指導するかによって

もまた随分と違ってきたりするでしょうし、そこらあたりどんなに考えられているのか。 

◎刈谷交通部長 委員御指摘のように、安全運転義務違反については交通事故現場の交通

事故の捜査についても非常に難しいところがございます。自転車についてはなお難しいと
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いうことで、この14項目の悪質危険運転行為については、わかりやすいのは酒酔、一時停

止、あるいは通行禁止とかあるんですけれど、この安全運転義務違反については、携帯電

話を使用しながら運転して事故を起こした、そのときに前方不注意とか、いろんなものが

あったという捉え方ですので、安全運転義務違反、事故が発生した前提があって、その中

で脇見、あるいは前方不注意とかといった安全運転義務違反というものが、その事故の中

に含まれている場合と捉えております。 

◎坂本（茂）委員 できればこういうことで摘発されないよう、皆さんが安全運転をし、

ルールを守ることが一番いいわけで、それで事故もないのが一番いいわけですから、この

取り締まることに躍起になることなく、ぜひ啓発とかといったところに力を入れて、ルー

ルをきちんと守られるように、そして事故を起こさないように、そこに警察としては力を

入れていただきたいということもあわせて要望しておきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

◎塚地委員 私もこの条例を改めてひしひしと自分の身に置きかえて考えてみると、なか

なか難しい条例だと思って、先ほどから出ている14項目の違反を反復、反復の基準がどう

かわかんないんですけれど、14項目自体も、例えば自転車の通行区分違反が、今どこを走

ったら自分が通行区分違反なのかということを今想定して考えても、ちょっとイメージが

実は浮かばない、正直なところ。それで、警察の方に、いやいや通行区分違反ですよと言

われたら困っちゃうという状態で、多分、私余り一般県民と変わらないぐらいの認識なん

じゃないかな、私の認識がとりわけおくれているわけじゃないと思うんですよ。 

 それでもそういう行為も対象になって、反復したら一応条例上は1,900円となっている

けれども、時間単位で、３時間で5,700円の講習を受けんといかん、受けなかったら５万

円の罰金を払わんといかん罰金つき講習になっているわけですよね。そういう取り締まり

の具体的な中身が県民にまだ周知もされていない段階で、反復の中身が明確でない状況の

中で、罰金つきの講習を科すことを今性急にすることが、県民生活に結構大きな影響を与

えるんじゃないかと思っていまして、先ほど周知の方法で県警のホームページで書きます

と書いていましたけれど、県警のホームページ見る人なんかほとんど、相当コアな人やな

いとのぞかないと思いますし、今の周知状況で始めていいのかなと率直に思うんですけれ

ど、そこは交通部長ですか。 

◎刈谷交通部長 これは自転車だけではなくて、四輪とかバイクでも一緒でございます。

要は県警の事故防止の一環としての取り締まりについては指導取り締まりという観点でご

ざいます。指導取り締まりは指導もございますし、取り締まりもございます。そういう形

で指導すべきは指導する、検挙すべきは検挙するという形でやっております。 

 そこで、基本的に14項目が指定されたんですけれども、この中で基本方針としては、や

はり再三の指導警告に従わなかった、事故を起こしそうになった、具体的な危険を生じさ
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せたとか、あるいは委員御存じのピスト自転車、競輪用のノーブレーキピスト、その行為

自体が危険なものを中心に取り締まりをしていこうと、そのほかの分についてもこれは検

挙一徹主義ではなくて、指導もあわせてやりながらいきたいと。 

 それから、２点目の講習を受けなければそのまま罰金が来るということですが、このシ

ステムについてはまだ警察庁でどのようにやっていくかは検討中でございます。例えば２

回の違反があったら即受講しなさいと何度も催促して、それからその者に、聴聞みたいに

意見を聞きながら、最終的にそれでも来んという場合に罰金という流れになりますので、

２回やったからすぐに講習を受けんといかん、講習を受けなかったらという形ではなく

て、そこのシステム的なことは今警察庁が詰めておるという段階でございます。 

 それから、３点目のなかなかホームページを見ないということがあったんですけれど、

ホームページは一つの方法でございまして、あらゆる機会を捉えてこういう制度になった

ことを周知徹底していきたいと考えております。 

◎塚地委員 警察庁が詰めている段階なら、詰め終わってからやったらいいと思うんです

よ。そこの判断の曖昧さみたいなことが、全国で違うような状況でスタートさせるべきじ

ゃないと思うし、そこは詰め切っていただいて、どの警察官のどの判断もそれはうんと納

得する、この警察官の方の判断とこの警察官の判断が違うということにやっぱりならない

というところを、一定きちんとした基準をつくっておく必要があると思うし、今の段階で

は聞いてなかった、知らなかったよという県民の皆さんとのトラブルが結構生じる可能性

があると思うんで、そこの周知期間も含めてもう少し時間も置いたらどうですかと、今そ

ういう思いでございます。本部長、どうでしょうか。 

◎國枝警察本部長 塚地委員の御指摘については、本当に恐れ入るところでございまし

て、私ども現在の高知県警察としては県民視点に立って仕事をしていきたいと考えており

ますので、御指摘は重く受けとめて対応してまいりたいと考えております。 

 ただ、今回の道路交通法ですけれども、法律施行日が平成27年６月１日となっておりま

して、全国で自転車の交通事故が年間13万件以上発生していると、それから自転車対歩行

者の事故が10年前に比べて約1.3倍に増加していると、また交通事故に関しては自転車運

転者の５分の３に法令違反があると、るる交通部長からも説明しましたとおり、自転車の

運転者に体系的な交通安全教育を行う機会がないといった問題点を踏まえまして、自転車

の交通事故を防止するために自転車の交通ルールを徹底することは必要であろうというこ

とで始めた制度であります。 

 私も高知に着任しまして半年ですけれども、じゃあ東京と高知を比べたときに、高知は

自転車の運転に関して大丈夫かといいますと、正直言いますと非常に心配をしておりま

す。日々の生活においても当たり前のように自転車が右側通行をしたりというところもあ

って、結構冷やっとしておりまして、こういうところはやはり直していかなければいけな
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いと思っているところでございます。 

 その中で、委員御指摘のとおり、今回の制度は一つの策でありまして、交通安全の全て

に当てはまることですけれども、安全教育と、それから指導取り締まり、この両方でやっ

ていくことは、この自転車に関しても全く当てはまることでございまして、いきなり今回

のことで突然警察がどんどん取り締まって、どんどん講習のほうに入ってくださいという

ことは毛頭考えておりません。実際、その状況は数年前から自転車の悪質なものは取り締

まろうということでやってきた、高知県においても25年、26年と２桁検挙はしていないん

ですよね。もう本当に悪質なものを検挙しているということですので、今回こういう制度

が始まりまして、あくまでも悪質なものをしっかり取り締まり、それによって今回の制度

を活用して講習も受けていただき、そして少しずつ県民の皆様に御理解いただいていく

と。あとホームページの話、御指摘ありましたが、これはこれで私もちょっと努力不足の

ところが。 

◎塚地委員 ちょっと言い過ぎました。 

◎國枝警察本部長 気をつけますし、それから自転車の関係では、既にＤＶＤ等も作成し

ておりますので、これは私見ではございますが、教育委員会等にもひとつ御協力いただい

て、中学生、高校生、この辺の自転車の運転の、もちろん事故を起こしていらっしゃる

方、年配の方もいらっしゃるんで、こちらもきちんと高齢者のほうも手当てしていかなき

ゃいけないんですが、自転車に関しては本当に中高生もなかなかそういった機会もないと

いうところもありますので、ここはここで高知県のやり方として、これもしっかり研究し

てまいりたいと思っております。 

◎塚地委員 今でも自転車の危険運転でも検挙はできるシステムの上に、さらにこれある

意味罰金も科すというような取り締まりという方向、先ほど坂本委員もおっしゃったけれ

ど、そこに向かっていくんじゃなくて、小学生、中学生とかのきちんとした講習の体制を

整備するとか、自転車を買うたときに交通区分はこうですよみたいにちゃんとお知らせす

る。多分交通区分は私もちょっとわからないんで、今高知県内でどこが自転車道かという

のは、一応この間見させてもらったんですけれど、まだ数も少なかったりして、そういう

周知状況の中で、もう少し実施を落ちついてみたらどうでしょうかというのが私の意見で

ございます。 

◎坂本（茂）委員 先ほど本部長も言われた、体系的な安全運転の教育がなされてないと

いうのが一番問題やないかなと思うんですよ。そこに重点を置いてやっていくことをこれ

から考えていかなければならないと思います。 

 先ほど、これからの周知の仕方として、ホームページは別にして、ほかの方法でもこれ

はある意味交通安全にかかわっている人にしか届かない周知の仕方なんですよ。それ以外

の一般県民にはなかなか届かない周知の仕方なんですね。ですから、そこをどうやって一
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般県民の方に知らせていくのか、本当に本部長言われたように、右側運転が今まだ当たり

前なんですね。左側運転でないと罰則がきつくなったという道交法の改正も含めて全然知

らないですね。ですから、そういうことを含めて周知の仕方、啓発の仕方、教育の仕方、

ここに今後ぜひ力を入れてもらいたいと思います。 

 ちなみに本部長、自転車の徐行というのは何キロメートルですか。 

◎國枝警察本部長 何キロメートルですか。自転車の徐行ですか。 

◎坂本（茂）委員 自転車が歩道を走る際に指定部分を徐行しなかったらいけませんと、

だから自転車の徐行というのは何キロメートルですか。 

◎國枝警察本部長 あれ何キロメートル。 

◎坂本（茂）委員 大体７から８キロメートルなんです。ブレーキかけてすぐとまれるの

は。 

◎國枝警察本部長 わかりました。 

◎坂本（茂）委員 ７から８キロメートルで走りゆう自転車はほとんどないと思います

よ。そういうこと含めて、果たしてこれが守れる規定なのかということもあると思います

ね。かといって、それは守れないからといって事故を起こしても構わないと言っているん

じゃなくて、そこは、ぜひ前段の啓発教育に力を入れていただく、こういう講習を受けな

くてもいいような高知県の自転車乗りのマナーが徹底するような方向でぜひやっていただ

きたいと思います。 

◎明神委員長 ほかにないですか。 

◎土森委員 県民の皆さんが安心・安全、快適な生活をしていく、そのために本部長初め

日夜頑張っていただいていることに関しては敬意を表するわけですが、そういう中でこの

たびうれしいことがありましたね。今城警部補が警察功労章を受章されました。95名のう

ちの１名でありまして、心からお喜びを申し上げたいと思います。こういうことが警察官

としての士気が高まってくることになろうと思いますので、いいことだと思います。実

は、今城さんは県西部に長い間お勤めになって、大変な犯罪捜査あるいはまた児童誘拐等

について御功績を残された方でありまして、そういうことを考えますと、今いろんなこと

が起こっていますね。子供に対しての虐待だとかいろんな事件が多々ありますね。ぜひ頑

張っていただきたいと思います。心から今城さんにお祝いを申し上げたいと思います。 

 それと、高齢者ドライバー、私も高齢者の一人かもわかりませんが、今我々も関心が高

いわけで、そういう中にあってこれ安全支援隊という組織をつくってやるという、この体

制ですね、どういう内容になっているんでしょうかね。 

◎刈谷交通部長 正式には高齢者交通安全支援隊と申します。体制的には支援隊長１名、

支援隊員４名の計５名で構成しております。２名が１組で２班体制で運用しておると。昨

年は基本的に東部とか中部、西部といった形で運用しておりましたけれども、ことしは高
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齢者事故の半分が集中しておる高知市を中心に、週５日のうち４日は高知市を中心に活動

するように活動方針としては改めようかなと考えております。体制的に週５日間、曜日を

問わないということで、５名体制で２名２個班で週に５日勤務、７時から20時の間に８時

間勤務するということで運用しております。 

◎土森委員 ５名ということですけれど、ちょっともう少し組織強化したほうが、人員も

含めていいんじゃないかと思う。特に高知市中心ということですが、郡部のほうが高齢者

多いんですよね、比率的に。そして、郡部ほど車を利用する人たちが多いわけで、高齢者

が、ぜひそっちのほうにも目を向いていただきたいと思いますがね。各警察署にそれなり

の担当の職員を配置することも必要になってくるんじゃないかと思いますがね、いかがで

しょうかね。 

◎刈谷交通部長 高齢者対策については、この高齢者支援隊のほかにも各署に配置してお

ります。各14警察署と３つの警察庁舎に高齢者アドバイザーというものを配置しておりま

す、非常勤の職員で。この者が地域安全アドバイザーとかと一緒になって山間部とか中山

間部のところへ回っていると。それとあわせて今度は高齢者の事故の件数を防止したいと

いう意味から高齢者支援隊をやります。去年はちなみに８カ月間の運用でございましたけ

れども、ことしは12カ月間の運用になりますので、この12カ月の運用を見て、実際に検証

してこれが効果があるか、あるいは現実に数字として件数が減ったかということを踏まえ

まして、また人員の増加という分で予算要求にも反映させていきたいと、警察としては５

名よりも８名、10名のほうが非常にありがたいという面でも、委員の応援をいただきたい

と思います。 

◎土森委員 応援はしますから、ぜひ増員も考えていただきたいと思いますし、これ高齢

者を交通事故から守ってほしいと思いますね。それにも広報活動だとかいうことも大事に

なってくると思いますし、それとここに高齢者ドライバーによる常時ライト点灯というこ

の運動も拡充していくことになっているわけですが、これも効果があると思いますね。実

は、カナダというのは運転、車を持っている人たちはエンジンかけたらライトが全部つく

ようになっていまして、昼でもずっとライトをつけて走っています。事故が多いか少ない

か、それはわかりませんが、あそこは車社会の国でして、非常にそういうところ徹底して

やっています。もうエンジンをかけたらライトがつく、そういう状況です。これやっぱり

ライトをつけたほうが高齢者、特に交通安全という意味では効果が出ると思いますね。そ

の辺もう少し充実させたらどうかと思いますが、いかがですか。 

◎刈谷交通部長 委員の御指摘のように、ピッカリ運動と銘打ってやっていますので、各

種の交通安全教室、講習あるいはアドバイザーの活動、支援隊の活動の中でつけていただ

くと、そして自分を目立たせるという活動を進めていきたいと思います。 

◎土森委員 ぜひ頑張ってください。 
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◎西内（隆）副委員長 高齢者の交通事故の件ですけれども、認知症の方も結構いらっし

ゃると思うんですが、そういうログといいますか、本人が事故死されたから家族に認知症

であったとか、そういうことで統計なんかとられていたりします。把握をしていますか。

事故に遭われた方の御高齢者の中でどれだけ認知症の方がいたかとか。 

◎刈谷交通部長 ちょっと前提から申しますと、平成26年、去年末の75歳以上の免許の保

有者、いわゆる後期高齢者が約４万人おります。そして、ことしの３月末現在でこの約１

万7,000人方が免許の更新という流れになってきています。それで、そういう情勢の中

で、昨年の統計しかとっておりませんけれど、平成26年中に、要は認知機能検査を受けた

方が１万2,260人おります。その中で認知症の疑いがあると言われた方、判断したものが

4.6％の570名、認知症の疑いから臨時適性検査を受けた方が38名、これは0.3％です。で

も結局最終的には行政処分としてはゼロになったという状況でございます。 

 ただ、認知機能検査については近く道交法の改正があって、認知機能検査の対応が変わ

ってきます。変わってきますけれども、今の段階では、要は公安委員会が例えば認知症の

疑われる者がおった、更新のときに認知機能検査を受けた、あるいは違反とか事故でそう

いうおそれのある者に対して認知機能検査をします。その方について見てみますと、捉え

方が難しい、その方に行政処分をかけたというのが平成26年で認知症であれば６名、26、

25、24年と６名ずつ、18名過去３年間で行政処分をかけています。ちなみに、このほかに

例えば統合失調症、てんかん、糖尿病で意識を失うとか合わせたら、平成26年で40名の行

政処分をかけておりますけれども、認知症に関連していくと過去３年間で６名、６名、６

名に行政処分をかけたことになります。 

◎西内（隆）副委員長 知りたかったのは、やることをやっておりますよということやと

思うんですけれども、単純に高齢者の事故の中において、認知症の寄与度というのがどの

ぐらいあるのかが把握できんものかなと、もしそういう情報があったらですよね、言うた

ら歩行者でも認知症でふらふらっと赤にもかかわらず渡ってですよね、事故を起こす人も

いらっしゃるわけで、そういう今後対策を考えていったときに、純粋に高齢者の事故の中

でどれだけいらっしゃるのかなというのを把握できる方法がないものかなと思ったんで、

答弁はできないと思いますので、ちょっと勉強してみます。 

◎加藤委員 高知の警察署の新築の北側にちょっとスペースが余っていますけれど、これ

は何の土地でしょうかね。 

◎濵田会計課長 ＪＲの駐車場と思われます。 

◎加藤委員 そしたらもうこっちの新しく建てるほうには駐車場はないわけですね。もう

駐車場は今の警察署のところだけということですかね。 

◎濵田会計課長 庁舎の玄関前でありますとか、一部身障者用の駐車場を確保するとかと

いうところで考えております。 
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◎加藤委員 せっかくなので、計画段階でなかなかあれかもしれませんけれど、ちょっと

一言駐車場と記載があればわかりやすかったと思います。 

 それと、予算の件ですが、664ページの県民世論調査委託料というのが計上されていま

すけれど、今年度の議会で何か冊子で世論調査みたいなやつの御説明１回いただきました

けれど、あれとはまた別ですか。 

◎澤田警務部長 同じものです。 

◎加藤委員 毎年やるわけですか、あれ。 

◎澤田警務部長 来年度も実施したいと考えております。 

◎加藤委員 毎年やるところの意図というのはどういったところですか。 

◎澤田警務部長 県民の意見について経年で受けとめて把握しておきたいというところが

ありまして、毎年実施したいと考えております。 

◎加藤委員 あれ県民世論調査をやり始めたのがたしか初めてだったんじゃなかったです

かね。 

◎澤田警務部長 今年度が初めてです。 

◎加藤委員 どれぐらい続ける予定ですか。 

◎澤田警務部長 現時点では毎年やりたいと考えております。 

◎加藤委員 今年度初めてやって、その検証と効果というのはどういったふうに分析され

ていますか。 

◎澤田警務部長 今回の予算要求の中にも、我々日ごろ行っている広報活動の中にも県民

のそういった意見を受けとめて反映させている部分が少なからずありますし、ちょっと個

別・具体的にはいろいろありますので申し上げられませんが、あと施策の展開の中におい

ても、去年行ったアンケート結果をきっと生かしていっているところです。 

◎加藤委員 具体的に、例えば今回の予算に反映されている、施策に生かされているとい

うのは、簡単にたくさんあるとおっしゃいましたけど、１つでも２つでも何か事例を挙げ

ていただけますでしょうか。 

◎澤田警務部長 今思い浮かぶものとしては、例えば特殊詐欺についてのアンケートがあ

って、特殊詐欺、そういった電話なりを受けたことがあるかという問いがあって、ある

と、そのときどういった対応をしましたかという問いがあって、それについて年代別とか

性別でいろいろ統計を、アンケート結果をとっておりまして、それによって高齢者のとこ

ろがやはり被害が多いというところがありました。警察に相談するとか、あと電話を録音

しておくとか、そういった答えもありました。そういったこともあって、今回の予算要求

の内容で言いますと、会計課長からもありましたが、電話機の購入110台、そういったも

のが具体例として挙げられるところです。 

◎加藤委員 始めたばかりの取り組みで、確かに毎年やるほうがいいのか、２年に１回が
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いいのか、３年に１回がいいのかわかりませんけれども、結構ボリュームがあって、内容

としてはすごく充実した内容の世論調査だったなと説明聞かせていただきましたんで、そ

の効果の検証もしながら毎年やるほうがいいのか、そこら辺もしっかり見きわめて今後進

めていただきたいと思います。 

 最後に、採用ですね、県外で採用をふやしたりいろいろ広報されていますけれど、その

効果はどういうふうに検証されていますか。 

◎澤田警務部長 昨年の警察官のＡ採用試験、大卒者に対しての警察官の採用試験につい

て、昨年初めて東京会場というものを行いました。受験者自体は21名と極めて少なかった

んですが、やはり去年、委員が今おっしゃいました効果の検証を行うために、受験者に対

しましてアンケートを実施しました。その中で約半数の者が、東京会場を設けなければ受

験をしなかったという意見がありました。その理由を尋ねたところ、やはり交通費が高い

というところがありましたので、一定の効果は県外会場についてはあると承知しておりま

す。 

◎加藤委員 全体として県外出身者がふえたとか、何かそういった結果はどんな状況でし

ょうか。 

◎澤田警務部長 ちょっと今数字を持ち合わせてございませんので、後日報告させていた

だくということで御容赦願いたいと思います。 

◎加藤委員 優秀な人材をどう確保するかというのは大事なことですので、ぜひこれも積

極的にやっていただきたいと思いますし、例えば教育委員会とか知事部局でもそうなんで

すけれど、いろいろ人事交流をやっていますけれど、県警はそういった人事交流はやって

いらっしゃいますでしょうかね。 

◎澤田警務部長 県警におきましても知事部局や、あと高知市役所などとの人事交流とい

いますか、こちらのほうから人を出しているような交流を行っておるところでございま

す。 

◎加藤委員 例えば教育委員会でいくと東京都教育委員会、福井教育委員会とか、そうい

う県外の教育委員会に出しているとか、そういった人事交流の仕方をしていますけれど、

県で言えば環境省とか、総務省に出している、何か県外とか、そういった交流はないです

か。 

◎澤田警務部長 高知県警の場合でございますと、まず国で言えば警察庁のほうに警視ク

ラスの人間であるとか警部クラスの人間を複数名出しております。他の県警、警視庁も含

めまして幾つかの警視庁、大阪府警、あとは北海道警であるとか各種の人事交流を行って

いるところでございます。当方につきましても研修員ということで、例えば岡山県警から

短期間研修員が来るというような人事交流を行っているところでございます。 

◎加藤委員 その県外との交流とか県外での採用とか、いろんな方法があると思いますけ
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れど、人材育成も含めて、人材採用も含めていろいろと工夫していっていただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

◎坂本（茂）委員 定員に関する条例の中で、警察職員の定員の外に置くことができると

いうので、先ほど短時間再任用の方の拡大とか、お話しありましたけれど、それ以外の部

分を含めて、知事部局などとの整合性はどういうふうに考えられていますか。 

◎澤田警務部長 整合性というのは。 

◎坂本（茂）委員 定員の外に置くことができるとして定めていますよね、（１）から

（８）まで。こういう人は例えば知事部局でも同じように定員の外に置くことができるよ

うになっているかどうか。 

◎澤田警務部長 そのとおりでございます。整合性はとれているという、はい。 

◎坂本（茂）委員 とれていますかね。調べてまた。 

◎國枝警察本部長 今警務部長がお答えしましたとおり、基本的には整合性をとるように

しております。というのは、警察官の定員は今申し上げましたとおり、警察法の施行令で

決めて、それを今回ちょうど議案で出させていただきましたとおり、一般職員についても

同じような形にまさに条例になっていまして、そこのところについてはほぼきちんと知事

部局のほうと調整しておりますので、私も坂本委員御指摘のところ、実際の条文のところ

まできっちり一緒かと言われるとあれですけれども、きっちり知事部局と調整しておりま

すので、たてりは同じになっております。 

◎坂本（茂）委員 この警察の定員の外に置くことができるとしている定めのほうがより

現実的やと思っているんです。むしろ知事部局がこういう解釈をしてなくて、がんじがら

めで、定数職員の外に置いている枠は極めて少ないというか、警察が例えば３カ月以上の

長期療養中の警察官とか、ただ15人以内とするというふうにはなっていますけれども、こ

ういう形とかということを含めて、警察のほうがより現実的ではないのかなと私は思って

いますけれど、またちょっと改めて研究してみます。 

◎浜田委員 高知警察署の新築工事に係る要請ですけれども、県内の公共建築物、ＲＣプ

ラスハイブリッド方式でＣＬＴという動きが非常に高まっております。鉄筋コンクリート

の10階建てということで、もう既に決まっているようですが、これはＣＬＴでやれとは言

いませんけれども、内装材等に関しましては極力県産材をたくさん使用していただくよう

に、木の香る高知警察署にしていただいたらありがたいなと思っています。 

 東警察署でももう少し使っていただいたらよかったねという声も多かったわけでござい

ますので、ぜひともぬくもりの温かみある、県民に親しみのある高知警察署庁舎にしてい

ただきたいと、よろしくお願いいたします。 

◎池脇委員 暴力団の資金源の件数、覚醒剤とか、あるいは恐喝とかいろいろあるでしょ

うけれども、この生活安全対策費の資料でも全国的にも特殊詐欺の件数が額も高知県もう
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なぎ登りでふえてきているんですね。それで、この裏に暴力団の収入源が覚醒剤とか恐喝

を抜いてその詐欺のやつが１位になったという記事が出ていたんですが、そうなってくる

と、マル暴はマル暴でやるんですけれども、資金源を断つための動きについては、こうい

う特殊詐欺とか詐欺が１位になるということにおいては、捜査とか対象においてある意味

対応を変えていくことが内部的に起こるのかなと感じたんですけれども、それはどのよう

に捉えられておるのか、またそれに対してどういうような対応をこれからされるのか、そ

のあたりお聞かせ願いたいです。 

◎秋澤生活安全部長 生活安全部はどちらかというと防犯的な立場で犯罪防止ということ

で、未然防止ということで広報等に力を入れております。いざ発生をすれば、これは刑事

２課のほうが事件の捜査ということで動いております。本県の場合は、昨年、78件の被害

額約５億6,000万円で非常に全国でも１件当たりの被害額においてはワースト１位という

状況でありました。しかし、いかんせん検挙につきましてはどうしても特殊詐欺というの

は東京とか、ああいう大都会が中心となって発生しておりますので、その中で最近は非常

に暴力団とかがそういうところに資金源としてかかわってきているという状況で、まず本

県としましてはいかに犯罪を未然に防止するか、そこに重点を置くということで非常に今

各署におきましても各種会合等で未然防止のための講演とか、いろんな施策を打っておる

ところです。 

 また、検挙につきましてもだまされたふり作戦とかというのを、これは刑事部門が中心

となって県民の方の協力をいただきながら対応しておるところでありますが、いかんせん

おれおれ詐欺等のだまされたふり作戦につきましても、被害者の方が高齢者ということも

あって、長期間にわたって協力することはなかなか困難であるということもあって、途中

で打ち切るのも多々あります。そのようなところもありまして、県警の中でも刑事部と生

安部とで協力しながら、未然防止を第一に進めて、発生した場合には警視庁のほうにもう

ちの警察官を派遣しておりますので、そこらあたりと連携をしながら、もとのそういう犯

人の検挙に努めるという形で対応していくことは現在進めておりますし、特に特殊詐欺に

つきましては県独自でやるんじゃなくて、警視庁等の大規模警察を中心にして共同して検

挙に向けた取り組みを進めておりますので、引き続きこれを進めていきたいと考えており

ます。 

◎清藤組織犯罪対策参事官 組織犯罪対策参事官の清藤です。暴力団の近年の資金源、そ

れと県警の取り組みです。それについて説明させていただきます。 

 暴対法の施行に伴いまして、やくざのほうですけれど、組織や資金源の獲得実態を隠蔽

しております。そのため企業活動を行ったり風俗営業あるいは貸金業あるいは労働者派遣

事業などに介入して資金源の活動を展開するなど不透明化、多様化、巧妙化が進んでおり

ます。 
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 一方、以前からあります暴力団の活動資金源としましては、飲食店などに対するみかじ

め料あるいは用心棒料の徴収、賭博などが上げられております。いずれにしましても暴力

団壊滅のためには経済的基盤を把握しまして、その資金源の源を壊滅させることが重要で

ありまして、暴力団員はもちろん、暴力団員と共生するものや関係企業も視野に入れた資

金源の根絶と組織の壊滅に向けて取り組みを進めております。 

◎塚地委員 高知署の前回私も浜田委員と同じ指摘をさせていただいて、高知県産材をど

う使うかということに腐心してもらいたいというお話をしましたけれど、今回これ説明の

中でヘリポートのお話はあったけれど、その要請への答弁はなくて、さっきのでも答弁が

なかったんで、やっぱり高知県産材をどう使うかというところは、当初から何かこの設計

図がずうっと出ているから、何か動かないもののように私にも見えていて、ちょっと心配

になって。 

◎濵田会計課長 県におきましても県産材利用推進本部会議におきまして、木材の利用の

一定の基準が設けられました。それによりますと、室の壁の３分の２以上に１メートル程

度の腰壁を木質化し、その部屋及び廊下の総数が２分の１以上になるとか、床材に木材を

積極的に利用するということが示されてあります。警察署におきましても県民が利用する

部屋につきましてはできる限り腰壁の設置、木質化について取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 浜田委員が御指摘されました東署については、やはり木質化の利用が少なかったことを

踏まえまして、今回南国警察署の最終年度ではありますけれども、一定追加で壁なんかに

木質化を図っていきたいと考えております。高知警察署につきましても十分にそういった

点も配慮しまして取り組んでいきたいと思います。 

◎塚地委員 お願いいたします。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で警察本部の議案を終わります。 

《報告事項》 

◎明神委員長 続いて、警察本部より１件の報告を行いたい旨の申し出があっております

ので、これを受けることにします。 

 最初に、報告について本部長の総括説明を求めます。 

 なお、本部長に対する質疑は警務部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。 

◎國枝警察本部長 このたび発生いたしました警察署警視によるセクハラ事案、本部所属

巡査部長による児童ポルノ所持事案につきまして、当事者の処分を実施いたしましたの

で、御報告いたします。 

 警察署に勤務していました警視が、飲酒の機会等にセクハラ発言を繰り返すなどして職
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場の執務環境を悪化させ、職場の秩序を乱した事案につき、本年２月５日、減給の懲戒処

分としたものであります。 

 また、本部所属の巡査部長が自己のパソコンに児童ポルノを保存していた事案につき、

同日戒告の懲戒処分としたものであります。 

 県民の信頼を損なうことはもちろんのこと、関係者の方々に多大な御迷惑をおかけした

ことに深くおわび申し上げます。まことに申しわけございませんでした。 

 なお、詳細につきましては警務部長のほうから説明させていただきます。 

◎明神委員長 続いて、懲戒処分の実施について警務部長の説明を求めます。 

◎澤田警務部長 それでは、警察署警視によるセクハラ事案及び本部所属巡査部長による

児童ポルノ所持事案につきまして御説明いたします。 

 警察本部説明資料の４ページをごらんください。 

 本件セクハラ事案については、警察署に勤務していた50歳代の警視が、平成26年４月以

降、女性に対し卑わいな言動を繰り返すなどのセクハラ行為を行ったものです。また、当

該職員によるセクハラ行為を見聞きした職員に性的嫌悪感を抱かせ、職場の執務環境を悪

化させ、職場の秩序を乱したほか、セクハラの状況を見聞きした一般人からの抗議事案に

も発展した件につき、本年２月５日、減給100分の10、一月の懲戒処分としたものであり

ます。 

 次に、警察本部説明資料の５ページをごらんください。 

 本件は、本部所属の30歳代の巡査部長の階級にある男性警察官が、ファイル共有ソフト

を介して自己のパソコンに所持が禁止されている児童ポルノを保存していた事案につき、

２月５日、戒告の懲戒処分としたものです。 

 県警としましては、一昨年６月には非違事案防止総合対策プログラムを策定し、組織を

挙げて包括的な不祥事案の再発防止を行っているところです。また、ハラスメントについ

ては、全職員対象にアンケートを実施し、調査結果を踏まえた取り組みとして、自所属で

も起きているという危機感を持って点検を行うこと、意識向上に向けた指導教養の徹底、

相談員制度の周知徹底等の再発防止策を行ってまいりました。このような中、警察官とし

てあるまじき行為であるこうした事案が発生したことはまことに遺憾であり、大変申しわ

けないと考えております。今後とも県警全体が非違事案防止総合対策プログラムの実行を

徹底し、非違事案の防止に取り組んでいくとともに、職員が一丸となって仕事で成果を上

げ、県民の信頼を回復するよう全力で取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

◎明神委員長 それでは、質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 このセクハラ事案の関係ですけれども、繰り返して、なおかつこれら

の行為を他職員に目視、聞知させることによりとなっていますけれども、一般人からの申
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し出があるまでにこの他職員からの指摘はなかったんですか。 

◎田中首席監察官 一般職員からの申し出はありませんでした。 

◎坂本（茂）委員 そこが問題ではないのかなと思うんですよね。結局、警視といったら

一番上の階級の人ですよね。だから、そこがこういったことをやっていることに対して、

下の者が言えないという職場風土になってしまっているということだろうと思うんです。

そこを変えていかないと、抜本的にこういったセクハラ事案とか、あるいはパワハラだと

か、そういったことがなくならないんじゃないかなと思ったんですけれども、その辺は本

部長どんなに考えられますか。 

◎國枝警察本部長 まさに御指摘のとおりでありまして、警察のまさに職場の特殊性から

いきまして、この点がなかなか出にくくなってしまうというところは重々認識しておりま

して、だからこそセクハラのいろいろな仕組みをつくりまして、バイパスとしてきちんと

セクハラ相談員のほうに入るシステムをつくっておるんですけれども、これはなかなか今

回ちょっと機能しなかったことについては大変重く受けとめておりまして、これについて

再度また検討して、きっちりと話が入っていくように考えているところでございます。 

◎塚地委員 意見ですけれども、今おっしゃったみたいな組織の中で自浄ができるという

ことが大事だと思うんですよね。それで、その点で例えばこういうことがあったときに処

分の公表と同時に、じゃあこれは問題だったので、こういう対策でこう変えようと思って

いますという、それぞれの事案で教訓化する、警察の中で、そうしていくことが大事だと

思うので、そこをしっかり見ていただくのと、こちらの若い方のほうも相当県民から見る

とちょっと心配だなと思いますよね。30代の若さでこういう行為をしていて、そういう方

が警察官なのかということになると、それはなかなか県民から見るとちょっと明らかに心

配な事案だと私も思うので、そういうところを今後どうするかというところをきちんと対

応していただくようにお願いしておきます。 

◎明神委員長 ほかにないですか。 

（な  し） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

 以上で警察本部を終わります。 

 お諮りいたします。 

 以上をもって、本日の委員会は終了とし、この後の審査についてはあす行いたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 それでは、以後の日程についてはあすの午前10時から行いますので、よろ

しくお願いします。 

 本日の委員会はこれで終了します。               （16時56分閉会） 


