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平成27年３月17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。           （10時０分開会） 

 御報告いたします。 

 11日の委員会における加藤委員から特別支援教育課に対する質問、また12日の委員会に

おける坂本（茂）委員からスポーツ健康教育課に対する質問に対して、資料の提出があり

ましたので、各委員の皆様に配付しておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 本日の委員会は、「委員長報告の取りまとめについて」でありますが、最初に総務部よ

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いたした

いと思います。 

 お諮りいたします。 

 日程については、先ほど説明のとおり行いたいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 御異議なしと認めます。 

《報告事項》 

◎明神委員長 それでは、県庁本庁舎等に使用された免震材料の大臣認定不適合につい

て、総務部長の説明を求めます。 

◎小谷総務部長 よろしくお願いいたします。 

 先週末に発覚以来、報道等で大きく取り上げられまして、皆様に御心配をおかけしてお

ります県庁本庁舎等に使用された免震材料の大臣認定不適合について、その経過等につい

て御報告をさせていただきます。 

 資料でございますけれども、まず経過のところでございます。 

 先週末３月13日金曜日の15時に、国土交通省におきまして、東洋ゴム工業株式会社が製

造いたしました免震材料に大臣認定不適合品が使用されているという発表がございまし

た。 

 確認をいたしました結果、県関係の施設で該当の免震装置を使用した建築物は、そこに

ございます４棟になっております。１つは、県庁の本庁舎、それから安芸総合庁舎、それ

から高知東警察署、それから今建築中の新南国警察署でございます。（仮称）南国警察署

でございます。 

 現状でございますけれども、実はまさにこの時刻、本日、東洋ゴム工業株式会社のほう

が東洋ゴムと、あと施工いたしました清水建設と聞いておりますけれども、きょうまさに

県のほうに説明に来るという予定となっております。 

 我々も報道等でいろいろ確認をしているレベルでございますので、きょう、東洋ゴム工
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業株式会社のほうには、そこにございます点について説明を求めることとしております。 

 まずは、違反事実の確認、それから施設ごとにどういう状況か、それから報道されてお

る性能検査成績書は改ざんされているということでございますけれども、これは製品に附

属しておりましたその成績書がどのように改ざんされたのか、改ざん前のデータがあるな

らそれを提供してほしいということと、安全性の検証について、これはスケジュールにつ

いてもいろいろ報道されておりますけれども、ちょっと実際にどのように安全性を確認し

ていくのかと。それに対して、メーカーとして今後どのように対応するつもりかと、こう

いったことにつきましてきょう東洋ゴムに対して直接確認をしていきたいと考えておりま

す。 

 今回、この免震装置が使用された建築物でございますけれども、これは災害対策本部が

設置されます本庁舎でございましたり、安芸総合庁舎、これは東部の災害対策支部となる

建物でございます。また、災害対応の最前線でございます警察署が２つあるということと

なっております。 

 特に、大地震があったときに、機能しなければいけない施設ばかりでございまして、正

直今回の東洋ゴムの今回の一連の話については、我々としては怒りを禁じ得ないところで

ございます。 

 まずは、早急に安全性を確認させていただきたいと思っています。本日の説明の会議の

場などで、安全性の検証方法について、スケジュール等も含め、東洋ゴムのほうにきっち

りと説明を求めていきたいと思います。 

 現状で安全性が確保できないのであれば、東洋ゴムの責任においてしっかり対応するよ

うに、これはきちんと話をしていきたいと、このように考えてございます。 

 今の段階でこれ以上ちょっとできませんが、報告は以上とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎浜田委員 民間の最近建てられた大きな建築物で免震を使っているような、民間で使用

している状況はまだ把握していないですか。 

◎小谷総務部長 今回、国土交通省のほうで高知県内に９棟あることが発表されておりま

す。我々がこの４つあるのを知りましたのは、まず国土交通省から特定行政庁たる県に対

しまして連絡が入りまして、それは高知市以外のことを県がやっております。それで、連

絡が入りましたのは、安芸総合庁舎と（仮称）南国警察署については対象であるという連

絡を国土交通省からいただいております。その後に、特定行政庁たる高知市から本庁舎と

東警察署が該当するという連絡がございました。 

 その連絡を受けて、建築課で確認いたしましたところ、この東洋ゴムの製品を使ってい

ることが確認できまして、この４つについては我々は把握しておりますが、民間の建物の
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状況については、報道で高知市の民間の建物であるというのは承知しておりますけれど

も、我々としてはわからないということになっています。 

 ただ、県に来ておるのが２つだけですんで、多分、高知市に残りの建物はある。それ

は、県の施設では２つだけということで、残りの５つについて我々は状況を把握しており

ません。 

◎加藤委員 私も報道を見る限り、非常に県民の皆さんも心配されていらっしゃると思う

んですよね。どれぐらい、基準に達していないのかとか、じゃあきょうあす地震が大きい

のが来たらどうなるのかとか、そういった漠然とした不安をたくさんの方がお持ちになっ

ていると思うんですよね。報道を見ていますと、愛媛県に行って、県内の民間事業者に行

って、それから今部長から御説明ありましたけれど、県は、説明をきょう受けるというこ

とですけれど、その高知県のこの該当というのは非常に全国の中でも大きいわけですよ

ね。 

 そう考えると、業者の対応は本当にこれでいいのかなと感じていますけれど、県として

はどういうふうにその状況を感じていますか。 

◎小谷総務部長 全国で55棟が対象ということになっています。そのうち全国最多の９棟

が、高知県内にあることになっています。さらに、きょうまさに先ほど国土交通省のほう

から建物の公表があったのが、公的な機関、それから病院と複合施設ということで15棟発

表がありました。12棟の公的機関のうち４つが、これが高知県にあるということで、これ

も最多となっております。 

 そういうことを考えますと、正直きょうの説明会がセットされたのも、愛媛県に行くと

いう話を聞いて、何で愛媛に行くのにうちに来ないんですかということで、再三督促して

おったんですけれども、ようやくきょう説明に来ることになったものでございまして、ち

ょっと正直東洋ゴムの対応については我々としては言いたいことはいろいろあるというの

が事実です。 

 きのう、愛媛県に行かれたという話については、建築サイドでちょっとどういう説明が

あったかという話もお互いさせていただいていますけれども、なぜうちに先に来てくれな

い、１番に来てもらったらそれでいいというものではないと思いますけれども、そこは正

直我々としても非常に思っているものがある状況ではございます。 

 そのあたりについても、きょうどういう順番で説明をしているのか、何か考えがあるの

かについてもちょっと確認はすることとなっています。 

◎加藤委員 しっかりと改修をしていく、もうその対応に尽きるとは思うんですけれど

も、愛媛県が先で高知県が先でというのは、そこまで目くじら立てる話じゃないのかもし

れないですけれど、棟数が多いのと、南海地震や地震による津波がいつ来るかもわからな

い高知県のこの状況を考えたときに、やっぱり優先順位としては高知県に来るべきじゃな
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いかなと率直に思うところですよね。 

 県に言うべきことじゃないですけれども、報道を見る限り研究の認定をする方が１人だ

ったとか、何か端々にそういうあれっという違和感を感じながら、報道を見ておりますけ

れど、その辺徹底して業者にも伝えていただきたいと思いますよね。この県の置かれてい

る状況、県民の皆さんの不安を含めですね。 

 今後、どういうスケジュールで議会には報告される予定ですか。この今回の説明を含め

て。 

◎小谷総務部長 まず、話を聞いてみないと、どういう状況に、例えば本庁舎があるのか

もわからないです。報道では、耐震の性能にばらつきがかなりあるということですけれど

も、この弾力、主に水平方向の弾力性というか柔軟性ということですが、かた過ぎたらこ

れはもう意味はないし、やわらか過ぎても意味がないということで、それを一定の性能の

幅におさまっていると、それが全部で72基プラス12基の84基あって安全性が担保されてい

るという話です。 

 それがどういう説明にきょう来るかにもよりますけれども、どのような製品がどこに使

われているか見た上で、県庁全体が安全な建物かどうか再度構造計算とかをやり直したり

する必要があるのだと承知しています。 

 それによって、安全かどうかというのを確認するんですが、これは構造、一部という

か、報道では１カ月程度で安全性を確認し、問題があれば１年程度で対応する方針を東洋

ゴムは持っているという報道もありましたけれども、果たしてその構造計算等が間に合う

のか、４棟ございますし、その他民間の建物もあるという話ですんで、それが果たしてで

きるのかどうか。取りかえることが必要なのかどうか、取りかえるとしたらそれがどの程

度で終わるのか、それはまさにちょっときょう、まさにそのあたりの説明を求めていると

ころでございます。 

 それは主に技術的な話になりますんで、説明も土木部を中心に今対応いただいています

けれども、その状況、きょう説明聞いた段階で、例えば直ちに県庁舎とかが危ないとかと

いうことまでいくのかどうかもわかりませんので、今後どのように議会、それから県民の

皆さんに説明していくかについては、まさに説明を受けてからという感じで。 

 もし、当然我々の立場としては不安に思っていらっしゃる県民の方が多いというのは非

常に承知していますし、我々自身もあの建物の所有者として非常に不安です。南海トラフ

地震がいつ来るかもわからんというのがあって不安ですので、報告すべきことはできる限

り早く報告したいという基本的な考え方はございますけれども、説明内容次第というのが

ございますので、そこは御理解をいただければと思っております。 

◎塚地委員 何を信頼していいのかわからないという、不安感を相当県民の皆さんは持た

れるような状況になっていると思うので、そこの事実解明を、一定行政だけでなくて、き
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ょうは県警もおいでてくださっていますけれども、そういう捜査対象的なものになってい

くのかどうかというのはどういう状況でしょうか。 

◎國枝警察本部長 いろいろ刑事の関係を聞かれたんですけれども、法的措置については

現在東洋ゴムにおいて、先ほど総務部長から話がありましたとおり、どういう説明がなさ

れるのかということでありますけれども、基本的に誠意ある対応が一応期待され、現時点

においてはそういった法的措置については考えておりません。 

 やはり、刑事責任の追及ですけれども、これについても本来的にはやはり慎重であるべ

きであり、また今回の場合、県警自体が被害者となってしまうものでございますので、そ

ういう意味におきましても捜査権の濫用という非難を受けるのはどうかなというところで

すので、その点は慎重かつ適切に対応していきたいと考えております。 

 しかしながら、委員御指摘のとおり、県内のほかの被害者の方々から告訴を受けるとい

うことがありましたら、それは当然法と証拠に基づいてきちっと適切に対応していかなけ

ればいけないと考えております。 

◎塚地委員 わかりました。あと、この安全性の検証方法で、専門機関といいますか、誰

が最終的にその安全性を検証して確認するのかという部分はどういう機関と考えていらっ

しゃいますか。 

◎小谷総務部長 制度の仕組みそのものについて、きっちりとここで考えを出すわけでは

ないですけれど、先ほども資料ございますけれど、まず説明を受けるときに、我々として

は、一応製品ごとにこういう検査しましたというのをいただいています。ただ、それが偽

装だったという話になっています。じゃ、本当のデータを東洋ゴムが持っているのかどう

かというのがまず１つです。 

 これが本当のデータですと言われたとしても、ただ「ああそうですか」というわけにな

かなかならんのではないかと思っていまして、ちょっと話次第で向こうがどう対応するか

にもよりますけれども、場合によっては、もう幾つか実際にその検査どおりの性能を持っ

ているのかどうかを場合によったら調べるようなこともしなきゃいかんのではないかと思

っていますし、場合によって、我々もそれを検査した結果こうだというだけで本当に大丈

夫かどうかがわからんのであれば、きっちりとした有識者の方の御意見も聞いたりする必

要もあるのではないか、今内部的にはいろいろ土木サイドなどと検討はしておりますけれ

ども、きょうどんな説明が来て、どんなものを持ってくるのかを見て、今後の対応につい

ては検討したいと思っています。 

 ただ、この大臣認定の仕組み自体は、メーカー側がこういうことをするという発想にな

い仕組みになっているのは事実のようでございまして、この機関に持ち込めば直ちにとい

うのがあるかないかと言われると、それもちょっと今ないのではないかなと見ています。 

◎塚地委員 偽装したところがお答えを持ってきても、なかなかそれをうんという話には
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やっぱりならないと思うんで、それをいかに客観的に表明するものができるかという点で

言うと、これは全国的に影響もある、すごく重要なことなので国土交通省がそれなりの責

任持った対応をするという形まで持っていかないと納得のいく調査結果にならないように

思うんです。 

 検証委員会なりを立ててもらって、正式にそこで判断をして仰ぐようなところまでやっ

ぱり持っていくという提案そのものも必要なんじゃないかと思うんですけれど、そこはい

かがでしょうか。 

◎小谷総務部長 国交省においてやっていただきたいというのは正直思っていますので、

ほかの偽装部品を使っておる持ち主である自治体とかもいろいろありますんで、そういっ

たところとも当然話をしていきたいと思います。 

◎塚地委員 基本的に、改ざんしている状態なんで、それは刑事事件の一定の対象になる

んじゃないかと思うので、そこはさっき捜査権の濫用みたいなことになってはいけないと

おっしゃいましたが、警察庁とも御相談の上、しっかりとした対応をしていただけるよう

にお願いしておきたいと思います。 

◎坂本（茂）委員 １つは、きょうの説明を受けて、それらの情報をどう県民に伝えてい

くか、マスコミを通じてということにもなろうかと思うんですけれども、我々もマスコミ

を通じて知るだけではなくて、きちんとその説明を受けた内容を議会に対しても都度都度

情報を提供していくと。日程的にどうなるかは先ほど言われた課題はありますけれども、

議会に対して報告されるという姿勢で臨まれるということでよろしいですか。 

◎小谷総務部長 基本的なスタンスは、高知県はほかのことでも、例えば四国電力とかの

勉強会にしても全部フルオープンでいくという基本的スタンスを持っています。今回もフ

ルオープンで今まさに説明を受けているはずです。 

 基本的には、そういう姿勢で臨みたいと思っています。全部説明していくと。必要なこ

とについては説明していくと。 

◎坂本（茂）委員 いや、フルオープンでと、その原発の学習会のことを言われました

が、それやったら聞きに来いということになるわけですよね。我々もそういう場へ聞きに

来いということですか。 

◎小谷総務部長 フルオープンというのは全てを明らかにしていくという意味で言いまし

たんで、聞きに来いと言っているわけではございません。現に、今やっていますんで、ち

ょうどその時間に委員会がありますんで行けないということもあります。どういう資料が

来て、どういう説明があったか我々は別に隠すつもりは全然ございませんし、オープンに

していきたいと思いますけれど、どういう説明を受けたかもわかんない段階で今私がここ

でこうしますというのはちょっと差し控えさせていただこうと。 

◎坂本（茂）委員 だから、それはどういう内容かは別にして、例えば我々も傍聴に行か
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なかったらマスコミを通じて知るということだけでなくて、議会に対してもこういう報告

がありましたとかということは、各会派へ文書１つ回すことぐらいはやっても当然じゃな

いですか。 

◎小谷総務部長 中身次第ですけれども、基本的にはそうしたいと思っています。先ほど

加藤委員にお答えしたとおり、どのタイミングで何ができるかというのは言えませんけれ

ども、基本的にこういう説明がありましたというのは出していきたいと思っています。 

◎坂本（茂）委員 それともう一つ、その新南国警察署の場合は建設中ということで、完

成したものとはまた違う対応の仕方があると思うんです。そこら辺はどんなことになるん

でしょうか。 

◎國枝警察本部長 まさに御指摘のとおり、新南国警察署のほうは建設中で、その状況で

今回の当該免震ゴムが使用されているということで非常に憂慮しております。しかも、こ

の免震ゴムはいわば基盤部分ということでありまして、昨年９月までに設置が終了してい

ると。現在のところ、工事全体の進捗状況は大まかに言って大体半分ぐらいまで終了して

いる状況に来ております。 

 本年の12月に竣工で、来年の４月の新南国警察署、仮称ではございますが、この警察署

の統合の問題等も含めまして、今準備を進めている状況でございます。 

 高知東警察署とはまた別の問題点があることは重々認識しておりますので、この点も踏

まえまして、先ほどから小谷総務部長が申し上げているとおり、業者の説明をよく確認し

た上で、その状況を踏まえて最善の措置を講じていきたいと考えております。 

◎坂本（茂）委員 場合によっては、設置そのものは９月に終わっているということです

けれども、その設置されたものに安全性が確保できないという検証結果になれば、それを

取りかえたりとかということも含めて、工事そのものが遅延することもあろうかと思うん

ですけれども、そこは安全性の確認をとにかく最優先にしながら、進めていただきたいと

思いますが、そういうことでよろしいでしょうか。 

◎國枝警察本部長 そのように御理解いただければと思います。 

◎池脇委員 ちょっと確認をしたいけれども、大臣認定の不適合品というのは、この説明

では免震材料ですね。それで、免震材料が不適合なものが使われているという認識です

ね。具体的にはどういうものなのか。 

 それで２番目に、免震装置を利用したと。この免震装置の中で免震材料、ゴムの部分で

しょうけれども、装置と材料との関係ですね。それで、構造計算がどうかという。 

 きのうのニュースで東洋ゴムの責任者の方が言っていたのは、数値が適合していなくて

も安全性は確保できるという話をしていたんですよ。こういうものであるならば、この不

適合性ということが意味をなさない。要するに、どんなものであっても、この免震材料の

適合性、整合性がなくても安全性が確保はできるというのであれば、この大臣認定って何
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なのかということになるので、そのあたりはきちっと精査していただきたいと思います

ね。 

 それで、ゴム会社は東洋ゴムだけじゃないから、東洋ゴムの使った免震材料は不適合で

あるならば、適合している材料を使うということに当然していかないと、不適合での材料

を修正するとかなんとかと言って、安全性が何とか保てるように修正するみたいな話じゃ

あ、これは根本の問題からずれてしまうような気がするんで、その点はどう捉えられてい

るのか、まず教えていただけますか。 

◎小谷総務部長 技術的なことをしっかりと理解しているわけではございませんので、申

しわけないですが、柱の下にある高減衰積層ゴムというのを72台設置していまして、揺れ

たときに、そのゴムの弾力性で揺れを逃して大きい揺れを建物に伝わらないようにすると

いうのがございます。 

 そのどこが大臣認定かというと、その装置なのか、そこの中に使われている積層ゴムと

いうミルフィーユのようにゴムが幾つも何枚もなっている、そこのところなのか、きっち

り把握していないんですが、そのゴムの弾力性、主に水平方向に動くときの弾力性に問題

があるという話になっています。 

 幾らか性能にばらつきがあるのは想定された上で、その性能のばらつきを10％ぐらいに

押さえなきゃいけない中で、報道によると会社では場合によったら50％ぐらいずれるとい

うのがあるとのことです。 

 この弾力性が余りないと、石の上に置いているのと一緒ですから、力を入れるとポキン

と折れてしまうかもしれんとか、やわらか過ぎると行ってしまったら戻ってこないという

ので、ボカンと倒れてしまうこともあり得るという話だと思っています。 

 ただ、どれぐらいの性能だったらどうなるかとか、それがしかも72個あって全部が全部

一緒じゃなくてばらばらだとなったときに、果たして上へ乗っている建物はどうなのかと

いうのは、これは一つ一つの性能を確認した上で計算をやり直してみないことには何とも

言えないだろうと思っています。 

 きょう、どのようなデータを持ってくるかと、それぞれの製品についてこういう性能で

したというのは以前にいただいておったんですが、それが偽装だという話ですので、正し

いデータを果たして持ってくるのか。例えば持ってきて、これが正しいと言われて、我々

がそれを信用できるかという問題もまたありますけれども、どういう説明をいただいてど

う確認したらいいかまた検討します。 

 もう向こうに任せられないとなったら、我々で確認しなきゃいかんという判断をするか

もしれません。それは、国交省がどう考えられているかも見たりして検討してみたいと思

いますけれど、そういうので、とりあえず１つづつ性能を確認した上で、その上に乗って

いる建物はどうなのかという構造計算をやり直すことになろうかと思っています。構造計
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算のやり直し方もちょっと技術的なお話でいくと、もともとこの製品は平均してこの性能

があるといったら72個全部でやっているようなんですが、ばらばらだとなると、このばら

ばらなものとして見ないと、ここはかたくてここはやわらかいとなったら、ちょっといび

つに動いたりするという話もありますんで、どのようなスケジュールで確認できるか等に

ついても、きょうメーカー側にきっちりと聞いてみたいと思うし、そのメーカー側の言う

のをそのまま信用できるかどうかについても、じっくり検証したいと思っています。 

 その状態がこうでしたと、そんなにすぐの話にはならないのではないかと危惧しており

ますけれども、そのあたりについて我々はもちろん説明を聞いて、直ちにできる限りのス

ピードで確認をしていきたいと考えております。 

◎池脇委員 我々素人では理解しがたいお話に感じたんですけれども、性能と製品の問

題、ここで言う大臣認定を受けるのは、性能の問題ですか、製品の問題ですか。 

◎小谷総務部長 そこをきっちり理解しておりませんが、こういった性能がある部品につ

いて認定を受けて、それを建設のとき使っていいという仕組みだと思っています。 

 問題となっているのは、その性能でどれだけ弾力性があるかというところを中心にかな

りデータなどで偽装があったということだと思っていまして、まさに大臣認定の根幹とな

る部分に偽装があったと思っておりますが。 

◎池脇委員 性能検査の改ざん、数値の。性能というのは幅があると思うんですよね、確

かに。だから、その幅は技術的に決められていると思うんですね。その幅内であれば、大

臣認定を受けられると。ところが、そこの性能検査の数値を改ざんするということは、大

幅にその性能を超える数値を性能が満たされる数値に変えているということですよね。で

すから、不適合になるわけですよ。 

 不適合なものを72台つくっていて、もともと不適合ですから、その不適合なもので構造

計算のバランスをとるなんていうのは、根本のところが完全に違っていますから、ここは

しっかり今使っているやつは全部取りかえる必要性があると思いますよ。要するに、東洋

ゴムのこの免震材料は全部取りかえる。それで東洋ゴムでなくても、この大臣認定にかな

っている、いわゆる性能検査に合格しているゴム、これに全部置きかえる。その上で全体

の免震の構造計算をやると。素人で考えたらそういうふうに理解をするんですけれども、

部長のお話やったら何かちょっと違うような感じがするんですけれど、その点はどうなん

ですか。 

◎小谷総務部長 全部交換するかどうかは、まず安全な建物でないと困ると、何かあった

ときに機能しないのじゃ困る建物ばかりですので、まず安全かどうかを確認していきたい

と考えています。その安全かどうかの確認をどうするつもりかというのも、きょうメーカ

ーに聞くことになっておりますけれども、一定その装置の、池脇委員もおっしゃったよう

に、ばらつきは一定ある、ただし許容されるばらつきの範囲が決まっておって、今回これ
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が偽装だったということですが、一個一個についてこの性能はこうですというのを建築時

にはいただいております。それを平均しますと、当然許容されているばらつきの範囲内に

おさまっているので、そういったときの構造計算書は、きっちり覚えてないですが、この

平均値で全部設置されているというので構造計算をすれば足りると。それが大臣認定の仕

組みだと聞いております。 

 今回、その製品の性能にそれぞればらつきがあるということで、正しいデータがあるん

であれば、今の建物が安全かどうかは、その構造計算をやり直して確認するというのが１

つあって、それでまず安全かどうかを確認してみるということでどうかということを今内

部的には検討しています。 

 当然、全部取りかえる、取りかえてきっちりしたやつにするというのも、安全性がそれ

でないと確保できないんであれば、当然そういうことを排除せずに全部の取りかえをメー

カーに求めていくということもありますけれども、まずは大丈夫かどうか確認した上で、

対応したいと考えています。 

 国交省がどうしろというのを言っているわけでもないですけれど、まずは安全性の確認

を最優先で進めたいと思っていまして。 

◎池脇委員 安全性というのは幅があるんですよ。非常に抽象的な言葉、安全性っていう

場合に、部長が考えている安全性とこの業者が考えている安全性、県民が考えている安全

性、全然違うんですよね。だから、安全性を言うのならば、こういう場合、数値であらわ

すべきですよ、安全性は。その数値に合致するかどうかですよ。だから、そのためには、

東洋がつくった免震材料が不適合ですから、不適合なものを使って、それでも安全性が確

保できますという理屈に入っていったらいけないということを指摘しているんですよ。 

◎小谷総務部長 安全性というのは、建築基準法で求められている安全性のことでござい

まして、これは数値があります。ただ、建築基準法の安全性というのは、これは最低限だ

と考えておりまして、実際、県が仕様書に書いて出しておるのはそれよりも若干安全性が

さらに高まっているのを我々としては求めておりますので、建築基準法は最低ラインとし

て考えて、それ以上のものを求めていくことを今考えております。 

 全国、ほかの団体もどうするかというより、まずはその安全かどうかを見るときに、や

っぱり同じように建築基準法の再度構造計算をやり直して、その基準を満たすかどうかを

見た上で、対応していくことになるのではと思っておりますが、今御指摘いただいたこと

は確かに我々としても非常に遺憾な話でございまして、どこまで求めていくべきかについ

ては、今委員から御指摘いただいた意見も踏まえて、内部で土木部と検討します。 

◎池脇委員 最後に１点だけ、じゃあその適合品であるか不適合品であるかが第一義的に

問われているわけですよ。だから、適合品が使われてなかったということですから、それ

を使って安全性を検証するということは、基本的に問題があると思いますね。 
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 今、東洋ゴムが適合品をつくっておれば、ここに使われているのは全部不適合品ですか

ら、不適合品は適合品にかえていただくと。その上で、構造計算をして安全性を保つよう

にバランスを調整することが大事やないかなと思いますんでね、やっぱりこれは適合品で

なくてもいいというのであれば、根本的にこれは不適合品でもできる、安全性は確保でき

ますということであれば、何だと。こんな大騒ぎする必要ないじゃないかということにな

ってしまうと思うんですね。その点だけはちょっと指摘をしておきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

◎加藤委員 いろいろ意見出ましたけれど、執行部の御説明聞いても、きょう説明受けて

みないと何ともということだと思います。塚地委員からも、業者から説明受けてもそれが

回答として受けとめられるのかという話もありましたし、坂本委員からも、報告をという

ことがありましたんで、あすあさって、議会がありますんで、きょうの報告を紙ベースで

結構ですので、一度委員会のメンバーにいただくということで委員会から要請してはいか

がでしょうか。 

◎明神委員長 そういう結果が出れば、それときょうのこの厳しい意見を東洋ゴムに率直

に訴えていただいて、向こうの説明を求めていただくことを委員会としても要請しておき

ます。 

◎中内委員 きょうお話を聞くのはどういうメンバーですか。専門性が大分出てくると思

うけれど。 

◎小谷総務部長 土木部、建築課を中心に、あと管財課、それから県警のほうからも行っ

ていただいていますし、健康政策部からも行っていただいています。当然、向こうのほう

はどちらかというと技術的な話が中心になるので土木部中心に対応いただいているところ

です。 

◎中内委員 それぞれの委員から意見もたくさん出ましたが、専門性も含んで、専門性が

ないと言えないけれど、そういう面もありますし、きょうはこの程度にして、それから東

洋ゴムも来ると言われるから、その結果を踏まえて、また後日に審議したらどうかと思い

ます。 

◎土森委員 これはもう大変なことになりましたね。そこで、きょう説明を聞くというこ

とですから、一方的な説明になるでしょう、東洋ゴムのね。しかし、聞く側は、今土木部

中心に、じゃあ本当にこの人たちが免震に対して専門的な人たちか、なかなかそうもいか

ん。そこでね、ここで説明の中で、性能検査の成績を改ざんということですから、これに

対して専門的な人、県庁の人だけではなしに、そういう部分はするのかしないのか。絶対

してもらわないかんことです。 

 それからね、今後の検証方法の中にも入ってくると思うがね、そら県庁の職員が聞いて

もなかなかこれはわからんしね、国の機関にしっかり現地を見てもらって、そしてこの高
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知県の建築物の耐震性は大丈夫なのか、これをぜひ東洋ゴム側にしっかりやらせるように

せないかんと思いますよね。そこですよ、今回の問題は。 

 あと、これ安全性がどうのこうのという話もあったけれど、確かに報道を聞く限り、全

部が全部そうでもないというような報道があったりするしね、その辺東洋ゴムに注文やな

しに絶対やってほしいというところを言っておくことが大事だと思いますよ。 

◎小谷総務部長 専門性の関係で、一方的に説明を聞くだけにはならんように、資料の２

番でありますことについてはかなりきっちりと聞きたいと思っていますし、そもそも偽装

していたメーカーの説明ですんで、それをそのまま真に受けられるかということもござい

ます。専門家のチェックについても、冒頭ちょっと申しましたけれども、どのような手法

が考えられるのか、そういうことも内部では議論していますし、向こうの持ってきたデー

タだけじゃなくて、実際に自分たちで何個か実際に性能を見てみるということも含めてや

っていきたいと思います。 

 当然、高知県だけでできる話じゃないので、専門家の方に御意見を伺う必要もあるでし

ょうし、そのときにほかの偽装されたデータをもとに建っている建物もありますし、先ほ

ど塚地委員が言われました国交省とか国の機関とか、そういった方において対応いただけ

ると、これは非常に我々としても助かるなと思います。それが現実的なことかと思いま

す。そういうことも含めて、今後の対応をしっかり検討したいと思いますし、当然大前提

として東洋ゴムには誠意を持ってきっちり対応していただきたいと。我々が求める安全性

は、建築基準法が最低限で、それプラスのものを求めています。これはきのう愛媛県も同

じだと思うんですけれども、我々が求める安全性がきっちり確保されると、場合によった

ら、池脇委員がおっしゃったような全交換というのもあるでしょうし、そういうことも含

めて、きっちりと東洋ゴムのほうには話をしていきたいと考えております。 

◎明神委員長 それで、きょう出た委員の意見も踏まえて、東洋ゴムにそのことを投げか

けて、その結果、途中経過でもいいので、本会議、最後19日の時間をとって説明、経過報

告ができますか。 

◎小谷総務部長 ちょっとどういう説明になっているかはわかりませんし、本会議でとい

うのは。 

何らかの報告はしなければいかんと思います。どこまでの報告ができて、例えばここは

安全か、丸かバツかという報告ができるとはとても思えませんけれども、どういう説明が

あって、どういう話をして、向こうからどういう対応があったかというのであれば、その

説明は総務委員会ということになりますか。 

◎明神委員長 総務委員会です。 

◎小谷総務部長 できれば土木部にも一緒に来ていただいたほうが、というのもあります

し、ちょっとそのあたり報告を何らかの形で議会にと言われたら、どういった場でという
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のはもちろんお任せをしたいと思いますけれども、議会で御検討をお願いします。 

◎明神委員長 東洋ゴムにね、説明を求めたことに対しての東洋ゴムの返事ということ

ね。こっちはどう聞いたか、またきょうの意見も踏まえてどう聞いたかと、それに対して

東洋ゴムの返事ということだけになると思うけれどね。 

◎小谷総務部長 そうですね。説明会でどういう説明があって、どういうことをしたか。 

◎土森委員 ペーパーを回してもらったらどうですか。 

◎明神委員長 ペーパーでいいですか。 

◎坂本（茂）委員 説明を受けたほうがよくないですか、ちゃんと委員会を開いて。 

◎明神委員長 暫時小休します。 

 

（ 小   休 ） 

 

◎ どうするで。 

◎ 土木と一緒に説明受けますか、産振土木委員会と。 

◎ 総務だけじゃないからね。 

◎ おってもろうたらええ。 

◎ ほかの委員会も関係していることやけ。 

◎ だから、ちょっと産振土木委員会ともちょっと調整していただいてですね。 

◎ 本会議の後で説明を受けると。 

◎ うん、調整していただいて、だから総務と産振土木の両委員会で持ってもいいんじゃ

ないですか。 

◎ 危機管理は。 

◎ ちょっとこれ、技術的な問題というのは、検討していかないとですよね、答えられん

と思います。だから、こういう、まず報告がありましたというのをペーパーでもろうて、

しかるべきタイミングでね、ある程度結論が出たときにまたやったほうがいいんじゃない

ですかね。 

◎ 結論が出てしまったら意味ないじゃないか。 

◎ ある程度その答というか、調査結果がわかったら。 

◎ 経過が大事であってね、経過があって、まずは今どういう話し合いをされたのかとい

うことを我々は喫緊の情報として知るべきですよ。どういうやりとりをされたのかという

ことを。だから。 

◎ 当局側としても、一回、どのような説明があったかという段階で一回御報告させてい

ただいた方がいいかと。また実際に今後の安全性の確保についても○○委員からも御指摘

もいただいておりますんで、一回、きょうどんな説明があったか、まず説明させていただ
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くほうが。ちょっと土木部と相談します。そちらのほうが、それで終わりというわけでは

ないですけれど、第一報的に説明を。 

◎ どういう回答があったかね。どういう問いかけやって、どういう回答があったかだけ

でも聞くように。 

◎ それはペーパーでええのか。 

◎ ペーパーでだめなら議事録で。 

◎ 議事録、それは、そうなるとちょっと。 

◎ まず、やりとりの話を。 

◎ できないこともあるからね。 

◎ ちょっと、そうするとひょっとしたら説明させていただいたほうが、楽かも。 

◎ 今出ていないものばっかりで決めるのもあれなんですけれど、ちょっと早急に相談さ

せていただいて。 

◎ 説明してもらえますか。 

◎ 場合によったら、説明、こちらとしてはやぶさかで、やぶさかでないという言い方は

失礼かもしれません。そこはまた相談させていただきます。 

◎ ペーパーじゃなくて説明していただくということでいいですか。 

 

◎明神委員長 正場に復します。 

 それでは、本日、東洋ゴムの説明が来る予定ですが、それに対して執行部が求めたこ

と、また今の総務委員会の意見を投げかけていただいて、それに対する東洋ゴムの説明、

どのような説明であったかを本会議終了後に時間をとって説明していただくということに

決したいと思います。 

 それでよろしいですか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 それでは、以上で質疑を終わります。 

 総務部を終わります。 

《委員長報告取りまとめ》 

◎明神委員長 それでは続いて、「委員長報告の取りまとめについて」であります。 

 お諮りします。 

 委員長報告の文案については、お手元に配付してありますので、この内容の検討をお願

いします。 

 報告書案を書記に朗読させますので、よろしくお願いします。 

◎書記 それでは、読み上げさせていただきます。 

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

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

ら第８号議案、第19号議案、第23号議案から第27号議案、第37号議案、第43号議案から第

46号議案、第50号議案、第51号議案、第54号議案、第75号議案、第76号議案、第79号議

案、第84号議案、以上26件については全会一致をもって、第42号議案、第47号議案から第

49号議案、第52号議案、第53号議案、第73号議案、第74号議案、以上８件については賛成

多数をもって、いずれも可決すべきものと決しました。 

 また、第77号議案については、継続審査を求める旨の申し出があり、採決の結果、賛成

少数で否決されました。 

 引き続き、原案について採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。 

 なお、第１号議案については、修正案が提出され、採決の結果、賛成少数で否決されま

した。 

 引き続き、原案について採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

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

 初めに、総務部についてであります。 

 平成27年度高知県一般会計予算のうち、福利厚生施設整備費について、執行部から、職

員住宅の整備や管理に要する経費であるとの説明がありました。 

 委員から、職員住宅には空き部屋が多くあるが、今後どう活用するのかとの質疑があり

ました。 

 執行部からは、恒常的に空き部屋がある住宅も一部にあるので、こうした住宅について

は、県の事業で利用したり、地域おこし協力隊や移住者の住宅として市町村が活用してい

る事例があるとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、これから一層移住者がふえると思う。職員住宅が積極的に活用され

るよう取り組むことを望むとの意見がありました。 

 次に、平成26年度高知県一般会計補正予算のうち、地方人口ビジョン等基礎調査委託料

について、執行部から、県内の高校生及び大学生、県外の県出身大学生などから、進学や

就職に関する希望を調査し、人口ビジョン等の策定の基礎資料とするものであるとの説明

がありました。 

 委員から、高校生や大学生の調査対象の範囲をどう考えているかとの質疑がありまし

た。 

 執行部からは、本県の人口移動の多くは高校、大学卒業後の進学、就職に伴い発生して

いるため、県内外の学生を対象として進路の希望を聞くように考えているとの答弁があり

ました。 

 さらに、委員から、県政にしっかり反映できる調査結果が得られるのかとの質疑があり
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ました。 

 執行部からは、現状での希望と理想、あわせて課題も聞くようにしていきたいと考えて

おり、施策に生かせるものについては反映させていきたいとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、若い人たちの思いを県政に反映させる機会がこれまでは多くなかっ

た。ぜひ、施策に有意義に生かせる調査にしてもらいたいとの意見がありました。 

 次に、教育委員会についてであります。 

 平成27年度高知県一般会計予算のうち、小中学校英語力指導改善研究事業委託料につい

て、執行部から、リーダー教員を育成し、外国語活動を担当する教員の指導力向上に取り

組むものであるとの説明がありました。 

 委員から、グローバル教育の推進とともに、小学校では平成32年から英語教育が教科と

なることから、今後、ますます英語は重要な教科になってくる。子供に英語力をしっかり

つけさせるためには、教える側の力量が求められる。全ての英語教員に英検準一級を取得

させる姿勢を県教委として示すべきと考えるがどうかとの意見がありました。 

 執行部からは、教える側みずからが学ばないといけないと考えている。英語教員の力量

を上げる研修を行いたい。また、英検準一級の取得率が50％を超えていけるよう取り組み

たいとの答弁がありました。 

 次に、学力状況調査集計等委託料について、執行部から、学力調査等から明らかになっ

た課題を改善するために、高知県独自の学力調査の問題作成や結果集計等を委託するもの

であるとの説明がありました。 

 委員から、県版学力テストの結果によって、学校ごと、教員ごとの指導力の差が見えて

くると思うが、どのように分析しているのかとの質疑がありました。 

 執行部からは、個々の教員の指導力の分析は難しいが、それぞれの子供の抱える課題に

対して、個々の教員の対応だけでは困難な場合には、学校が組織として指導していくこと

が必要と考えているとの答弁がありました。 

 別の委員から、さらなる学力向上には、学校、教育委員会、地域、保護者が協力し合う

ことが重要であり、そのためにも成績の状況を把握しておくべきである。ぜひ、市町村教

委や学校がみずからの判断で調査結果を公表する機運を醸成してもらいたいとの意見があ

りました。 

 別の委員から、教員が、生徒一人一人に目を配ることは大事であるが、調査結果が公表

されることで学校現場には過度な競争が持ち込まれるため公表はすべきではないとの意見

がありました。 

 次に、高校再編推進費について、執行部から、グローバル教育推進校において、グロー

バル教育プログラムの実践検証や国際バカロレアの認定を目指すとともに、県民の理解を

深めるためのフォーラムを開催する経費であるとの説明がありました。 
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 委員から、国際バカロレアの認定校づくりには、今後、どのような予算が必要と考えて

いるのかとの質疑がありました。 

 執行部からは、国際バカロレアの認定校では、学習指導要領とは別の教育プログラムが

必要となる。このため、認定校の全教員に対して研修を行う予算が必要になるとの答弁が

ありました。 

 別の委員から、国際バカロレアの地球規模で物事を考える、異文化を理解した上で多く

の国の人々と協働できる人材を育てるという目標は十分理解できるが、非常にハードルが

高い取り組みである。県民の理解をさらに深めるべきであるとの意見がありました。 

 次に、競技力向上総合対策事業費について、執行部から、選手及び指導者の育成強化、

組織の充実に要する経費であるとの説明がありました。 

 委員から、競技力を高めるには、よい指導者や施設整備が必要になる。どのように考え

ているのかとの質疑がありました。 

 執行部からは、競技ごとに優秀な指導者を招聘するアドバイザー招聘事業について、前

年度は指導対象が高校生だけであったものを成年まで広げることとしている。 

また、東京オリンピック出場の実現性が高いレスリングの競技場の建設を計画するな

ど、将来を見据えて計画的な施設整備に取り組みたいとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、県内には競技種目によって優秀な素質のあるジュニア選手がいると

思うが、指導者の育成についてはどのように考えているのかとの質疑がありました。 

 執行部からは、ジュニアから成年まで一貫した指導体制の強化が競技力向上対策の柱の

一つと考えているとの答弁がありました。 

 次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う県条例の整備につい

て、執行部から、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政にお

ける責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化などを図ることを目

的としたものであるとの説明がありました。 

 委員から、学校が子供たちにとって本当に安心できる場所であることが何より大事とい

うところに心を尽くし、教育行政を推進してもらいたい。 

また、教育振興基本計画の見直しに当たっては、みずからの居場所、価値を見出せない

子供がふえている中で、こうした問題を抜本的に解決する視点を持って取り組んでもらい

たいとの意見がありました。 

 執行部からは、知事と教育委員会とで策定する教育に関する施策の大綱を踏まえて教育

振興基本計画を策定することになる。内容としては、学力向上や厳しい環境にある子供た

ちへの支援などが柱になると思っているとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、今回の教育委員会制度の大きな変化の中で、合議制の執行機関であ

る教育委員会が残ったことの持つ意味を踏まえた上で、計画作成に当たっては子供の実態
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が出発点であると思うがどう考えているかとの質疑がありました。 

 執行部からは、グローバル化の進行など変化が激しい社会の中で、しっかり自立できる

子供を育てていく必要がある。 

また、厳しい環境に置かれている子供をどう支えていくのか、あるべき子供像を議論し

た上で必要な施策を考えていくとの答弁がありました。 

 次に、警察本部についてであります。 

 平成27年度高知県一般会計予算のうち高齢者交通安全支援事業委託料について、執行部

から、交通事故死者数が多い高齢者を事故から守る対策を強化するため、高齢者交通安全

支援隊事業を委託するものであるとの説明がありました。 

 委員から、郡部ほど高齢者の比率が高い。 

また、車を利用する高齢者が多いため、支援隊員の増員や各警察署への担当職員の配置

など、体制強化が必要と考えるがどうかとの質疑がありました。 

 執行部からは、各警察署及び警察庁舎に高齢者アドバイザーを配置して、地域安全アド

バイザー等と協働して山間部などを回っている。支援隊の増員については、今後の運用状

況等を検証し、これらを踏まえて検討したいとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、高齢者全員を交通事故から守るため、ぜひ体制を強化してもらいた

いとの意見がありました。 

 次に、報告事項についてであります。 

 総務部についてであります。 

 行政改革プランと県政改革アクションプランを統合した次期プランについて、執行部か

ら、現行のプランとアクションプランを統合整理し、県の目指すべき姿を定めるととも

に、高知県庁が県民のために成果を求めて挑戦し続ける県庁であるために従うべき原理原

則を定めようとするものであるとの説明がありました。 

 委員から、平成31年度までは、知事部局3,300人体制を維持するとあるが、これ以上の

スリム化は職員の負担が増すため難しいと考えるがどうかとの質問がありました。 

 執行部からは、財政面の中期試算も踏まえ、平成31年度までは3,300人体制を維持した

いと考えている。今後、人口が減少すると地方交付税が減少することが予想されるが、財

政面を考慮する際には、教職員を含めた人件費負担を議論することが必要であるとの答弁

がありました。 

 別の委員から、職員の業務は多岐にわたっているが４年程度で異動している。このこと

をよいと考えているかとの質問がありました。 

 執行部からは、人事異動のサイクルは、携わる業務や年齢によるが、若い職員は経験を

積むため、本庁だけではなく、現場など幅広く経験したほうがよいと考えている。税や用

地取得などの業務は専門知識が必要とされるため、適材適所の人事に心がける中で、個々
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の職員の異動を考えていきたいとの答弁がありました。 

 さらに、別の委員から、指定管理者制度について、いろいろと課題が出てきていると思

う。課題意識をしっかり持って取り組んでもらいたいとの質問がありました。 

 執行部からは、制度の本来の趣旨が達成できるよう検討していきたいとの答弁がありま

した。 

 以上をもって、総務委員長報告を終わります。 

◎明神委員長 それでは、御意見をどうぞ。 

 小休にします。 

 

（ 小   休 ） 

 

◎ 11ページの警察本部のところですが、この事業のことも大事ですけれど、この事業

は、去年からもやっているので、もう少し圧縮して、その分、実は手数料条例に関する質

疑に一切触れていないんですけれど、そこは入れておいてもらいたいですね。それで、継

続審査の申し出もあった内容ですし、私らもこれを施行するに当たってはこんな課題があ

るんじゃないかということを相当やりとりしましたんで、そこは少し記載しておいていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

◎ 関連して。ちょっと文章が長くなると思うんで、私が言ったところで割愛をしていた

だいて、今の部分を入れていただきたいと思っています。 

 それで、割愛していただいてもいいと思うのは、５ページの一番上、さらに、委員か

ら、有意義な調査にしてもらいたいという、この段落はのけていただいて結構です。 

 教育委員会のところも、９ページの一番下の段落から10ページ目の２段落。 

 またから。９ページの一番下の段落、委員からというところから。 

それから、10ページの上から２段落目、内容としては、学力向上や厳しい環境にある子

供たちへの支援などがとの答弁がありましたというのまで、やめてもらって、もうその次

の段落の委員からに、ここは教育行政の組織及び関係する法律の条例の整備についての討

論は基本的にこの部分になると思うんで、もうこのすごく圧縮するけれども、それぐらい

で構いませんので、そこまで消していただいて、先ほど○○委員がおっしゃってくださり

よった手数料条例で、まだ警察庁でも具体的に細部まで煮詰まっていないという御答弁も

あったと思うんで、そこの部分の議論を圧縮して入れていただけたらなと思います。量的

にも何とかなるかなと。 

◎ これからの教育の一つの課題として、思考力とか表現力が問われるという内容で、こ

の学力テストの結果とか、あるいはアンケート調査を踏まえて理科教育の充実について意

見を述べたんですよね。それは全然出ていないんで、英語と同時に理科、やっぱり必要で
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すんで、そこの理科の部分をですね、詳しくは入れる必要もないと思うんですけれども

ね。入れて。 

◎ ほかにはないですか。 

 

◎明神委員長 それでは、正場に復します。 

 今の御意見を踏まえ、この報告書は正副委員長に一任でよろしいですか、修正について

は。 

（異議なし） 

◎明神委員長 そのようにさせていただきたいと思います。 

《閉会中の継続審査》 

◎明神委員長 それでは、「閉会中の継続審査の件」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 当委員会は、閉会中も継続して審査並びに調査をしたいので、お手元に配付してある案

のとおり申し出ることに御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

 それでは、お諮りいたします。 

 今、執行部から、本会議終了後、先ほどの意見ですけれども、総務委員会が土木部にも

出席していただいて、総務委員会が代表して説明を受けたいと思います。 

 また、本日のこの件を委員長報告に入れるかどうかということですが、最後に、本会議

閉会後、総務委員会を開き、報告を求めることとなったという形で、正副委員長にお任せ

していただいて委員長報告の中に入れることにいたします。よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

《その他》 

◎明神委員長 次に、出先機関の業務概要調査について、平成27年度出先機関等調査の日

程案を作成しましたので、お手元にお配りしております。 

 12月定例会でいただきました御意見をもとに、埋蔵文化財センター、弓道場、塩見記念

青少年プラザ、高知青少年の家、青少年体育館、高知市立一宮中学校を予定に組み込んで

おります。 

 それでは、このことについて御協議いただきたいと思います。 

 小休にいたします。 
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（ 小   休 ） 

               －内容について協議－              

 

◎明神委員長 正場に復します。 

 それでは、この計画案を来年度の委員会に申し送ることとしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 異議なしと認めます。では、そのように決定をさせていただきました。 

 以上で今議会の委員会日程は全て終了いたしました。 

  

一言御挨拶を申し上げます。 

委員の皆さん、そして事務局の皆さんには、この１年間適時適切な御指導、御支援を賜

りまして、おかげさまで円滑な総務委員会の運営ができ、委員長としての大役を果たすこ

とができました。ここに賜りました皆様方の温かい御厚情に対しまして深く感謝を申し上

げますとともに、近づいてまいりました統一地方選挙での飛翔を御祈念申し上げまして、

退任の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

◎明神委員長 そしたら、副委員長、挨拶を。 

◎西内（隆）副委員長 １年間大変お世話になりました。若輩者でございますけれども、

何とか皆様の御協力を得まして委員長の補佐を何とかこなすことができました。ぜひ４月

を乗り切って、また皆さんと高知県のために熱い議論ができますことを心から祈念申し上

げまして、御礼の御挨拶にかえさせていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手） 

◎明神委員長 これで委員会を閉会いたします。          （11時14分閉会） 

 


