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平成 27 年５月 21 日 

 

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

 本日の委員会は、昨日、一昨日に引き続き「平成 27 年度業務概要について」であります。 

《警察本部》 

◎池脇委員長 それでは、日程に従い、警察本部の業務概要を聴取いたします。概要説明

に先立ち、幹部職員の紹介をお願いします。 

（幹部職員自己紹介） 

◎池脇委員長 それでは、本部長から総括説明を受けます。なお、本部長に対する質疑は、

警務部長、会計課長並びに生活安全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。 

（総括説明） 

〈警務部〉 

◎池脇委員長 それでは、続いて、警務部長の説明を求めます。 

（執行部の説明） 

〈会計課〉 

◎池脇委員長 続いて、会計課長の説明を求めます。 

（執行部の説明） 

〈生活安全部〉 

◎池脇委員長 続いて、生活安全部長の説明を求めます。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 防災意識向上のための広報啓発活動の推進に関して、県内では、自主

防災組織の組織率が 90％を超えており、南海トラフ地震に備えた県民の意識が大変向上し

ていると思います。そんな中で、警察として、自主防災組織の立ち上げなどにどういった

かかわり方をされているのか、そのあたりの説明をお願いします。 

◎濱田警備部長 自主防災組織に関しては、もう数年前から県警の取り組みとしましては、

結成の全てのものに関して、警察が入っていくということではありませんが、その結成に

関して、住民の理解を得て、結成を呼びかけたり、結成に関して協力していく、支援して

いくということでやってきました。そして現在は、訓練等に自主防災組織に積極的に入っ

ていただいて、その活動を高めていく取り組みを継続してやっています。これは県下全域

でやっておりますので、組織率 100％を目指して支援していく考えでやっております。 

◎上田（周）委員 実は私の地区も、10 年ぐらい前に組織を立ち上げまして、毎年、地元

のいの署のお手伝いもいただいています。自助、自分の命は自分で守るという原点があり
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ますが、防災訓練をずっと 10 年ぐらい続けますと、そういう参加者の意識を維持するのは

難しく、やはり少しマンネリ化してきます。そういう中で、出前講座とかいろいろありま

すが、やはり、警察にはもっと積極的にかかわっていただきたいという御意見もあります

ので、今後どう取り組んでいくのかをお聞かせいただきたい。 

◎濱田警備部長 平成 26 年中に自主防災組織、それから自治体と協同した防災訓練。県下

全域で警察と関連した訓練を 242 回実施しております。これは一昨年に比べてかなりふえ

ているということで、積極的に訓練を実施していくことでやっております。 

また、消防等防災関係機関との合同訓練も９回実施しております。昨年、鏡川で長期浸

水の訓練を一昨年に続けてやりました。ことしも計画をしておりますが、この長期浸水訓

練には下知地区とか、そういう浸水地域の住民の方にも警察の訓練に参加していただいて、

一緒に協働で取り組みをしております。また近々、宿毛で長期浸水訓練をやります。これ

は警察主導ではありますが、地域住民、海上保安庁、消防、県の機関の合同で計画をして

おりますので、警察に来てほしい、参加してください、ということでしたら積極的に行き

ますので、ぜひ声をかけていただければと思います。 

◎上田（周）委員 それから、今、高齢者のひとり住まいが結構ふえてまして、特に中山

間地域を中心にふえていますが、この高齢者を犯罪から守る活動として具体的にはどんな

取り組みをされていますか。 

◎秋澤生活安全部長 高齢者の関係は、特に山間地域を受け持つ警察署にとりましては非

常に大きな課題となっております。交通事故や特殊詐欺、孤独死というのも結構あります

ので、そういうようなところから地域警察官による巡回連絡等による実態把握も当然やっ

ておりますし、市町村と連携をしていろいろな情報等をいただきますが、それも個人情報

の絡みがありますので、市町村等につきましてはなかなか流用できる部分は厳しいものが

あります。特に黒潮町につきましては、津波対策ということで、高齢者の避難についての

いろんな取り組みをやっております。その中で高齢者のいろんな情報がありますので、そ

れを積極的に警察署も活用させていただきたく、町と話し合いをしながら、個人情報に留

意しながら活用して、いわゆる高齢者のひとり住まい等については情報の把握をして、把

握したものにつきましては、日々の巡回連絡等を通じて積極的にお伺いをして、声を聞く、

話をするという対応を地道に続けております。 

◎上田（周）委員 最近、パトロールの巡回が物すごく目について、安心安全の面ではよ

ろしいかと思いますが、個人情報等に関係するので、個々の家庭へ巡回して、日常生活を

中心にいろいろと聞くことは、今は実施してないんですか。 

◎秋澤生活安全部長 巡回連絡というと、一般にイメージするのは戸籍調べ的な感覚であ

ると思うんですが、現在、都市部につきましては、春の移動期間でアパートやマンション

等の出入りがありますので、実態把握のため巡回連絡でそういう調査もしますが、郡部等
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につきましては、人の出入りが余りありませんので、受け持ちの駐在所員等が積極的に回

っていって、同じ家に何度も行くこともあります。特に、ひとり暮らしで健康に不安のあ

る方のところへはよく行きますし、特殊詐欺が発生をするとその情報を伝えるといった形

での取り組みはしております。私が中村警察署長であった当時、西土佐村の２名の駐在所

員につきましては、管内が非常に広いので、ミニパトカーなども配置しているんですが、

どんな狭い道でも積極的にバイクで入っていっておりました。それで、地元の住民の方か

らは、家に来なくても姿が見える、パトカーでぱっと通るんではなくて、ミニバイクで管

内を回ってくれるということで、非常に感謝されておりました。私も今回、生活安全部長

ということで地域部門を受け持つこととなりましたので、いわゆる警察官の姿を見せる活

動を積極的にやって、地域の高齢者の方に見てもらえる形で、今までもやっておりますけ

れども、今後さらにこれを推進していきたいと考えております。 

◎上田（周）委員 交通事故の死亡の関係ですが、今一月ぐらい死亡ゼロが続いています

よね。いろんな分析をして事故を未然に防いでいくということで、パトロールの強化等も

あると思いますが、交通安全指導員の方たちの御努力が、個人的にも大変大きいものがあ

るのではないか、という思いがしています。ボランティア的な組織ですので、常々激励し

たりとか、そういうことは具体的にされていますか。 

◎刈谷交通部長 交通指導員については、警察官では限界がある、そこらあたりの穴埋め

を相当程度やっていただいております。例えば郡部へ行きますと、神祭とか、いろんな催

し物があったときにも夜まで交通整理をしていただくことがあります。その中で特に、激

励と言ったようなシステム化されたことはありませんが、日ごろから、今の交通指導員の

方は、要は一種の警察ファンでもあるし警察協力者でもありますし、それから警察とのつ

ながりを非常に大切にしてくださいますので、いろんな会をやったりとか、あるいは地元

から上げてこられるいろんな要望とか意見について、積極的に警察として対応をとるとい

った形で、激励に変えておるという感じです。それと表彰制度もありますので。 

◎上田（周）委員 交通指導員の方も結構高齢化してまして、やはり後継的な部分なども

ありますので、そのあたり今後もお願いしたいと思います。これは要請ということで。 

◎石井委員 警察機構表がありますが、業務内容等についてわかりやすく記載された広報

紙等があれば提出をお願いします。また、広報課はどこが所管しているのか教えてくださ

い。 

◎依岡総務参事官 広報紙的な部分ですが、一応ホームページがありまして、そこに各部

課の職務内容と詳細な部分をわかりやすく提示をさせていただいております。また、資料

のほうも取りまとめてお持ちいたします。 

◎石井委員 またホームページを見てみますけど、そういった資料があればいただきたい

と思います。あと、広報を担当しているのはどこですか。 
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◎依岡総務参事官 広報は、総務課自体が、いわゆる主管課の取りまとめ課となっており

まして、例えば、職名として広報官というのがおりますけれども、広報担当の現場の統括

責任者的な取りまとめ、一本化ということで総務課がなっております。ただ、基本的に広

報という部分は警察全体でやっておりますので、基本的に各課の次長クラス、いわゆるナ

ンバーツークラス、もしくは警察署の副署長が、現場の広報担当者という形で指定をさせ

ていただいて、やっているという状況です。 

◎石井委員 また、捜査一課とか二課とか中身が簡単にわからないところもあるので、ホ

ームページを見たりして勉強させていただきたいと思います。 

◎三石委員 何点かお聞きしたいのですが、まず１点目です。本年度の警察学校の入校生

が男子が 80 名、女性が 20 名ということでした。女性も積極的に入校させるということが

言われてましたけど、昨年、一昨年の状況はどうでしたか。 

◎北岡警察学校長 平成 26 年の初任科生の入校につきましては 82 名でありまして、うち

女性が 10 名であります。一昨年は 82 名入校で、うち女性が７名であります。 

◎三石委員 比較すると、今年は女性も結構入校されているということですね。それと、

卒業せずに途中でやめてしまった生徒の数を、一昨年、昨年、そして現時点も聞いておき

ましょうか。 

◎北岡警察学校長 一昨年が９名、昨年が９名、ことしは現時点で２名です。 

◎三石委員 以前、新聞に、警察学校の指導内容、教科が厳しすぎるんじゃないか、とい

うような内容が載っていたと記憶していますが、私は逆に本当に厳しくやっていただきた

い。というのは、やはり、現場の警察官は命をかけて県民を守らないといけない。そうい

う場面に遭遇することが多々あると思うので、そういうときにひるんだり、自分はようせ

んとか、そんなことじゃとてもじゃないですけど、生命を守るとか、そんなことはできな

いですよ。せっかく入学したのですから。最後の最後まで頑張って、警察官として立派に

職務を果たして定年退職までやっていただきたい。そういう気持ちはあるんですが、やっ

ぱり厳しくやるところはやると、そういう形で警察学校でもやっていただきたいと思いま

す。 

 それと、捜査費についても何年か前に随分問題になりました。私も委員会等でいろいろ

報告を受けたり、自分自身の思いも述べさせてもらいました。昨年度は 1,500 万円という

お話があったように思いますが、実際これで足りているんですか。十分な活動ができてい

るのですか。本当に自由に現場の警察官が思いどおりやれてるのかなと、そういう思いが

するのですが、そのあたりの実態はどうですか。 

◎北岡警察学校長 厳しくやっていただきたい、という貴重な御意見をありがとうござい

ます。現在も約 80 名入校しておりますが、術科等含めまして、日々体力錬成等厳しく指導

しております。今後とも委員の御意見をいただきまして、さらに指導をしていきたいと思
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っております。 

◎濵田警務部参事官兼会計課長 捜査費の執行状況ですが、平成 24 年度は 892 万 2,900

円で、平成 25 年度は 1,149 万 4,079 円です。平成 26 年度、これは今現在、決算集計中で

すが、1,171 万 6,005 円になっておりまして、ここ数年で徐々にではありますけれども、

執行の金額は増加をしておる状況です。 

◎三石委員 捜査費が不正に使われるようなことではいけませんよ。それは誰もが思うこ

とです。しかし、本当に思う存分捜査ができるような体制をとっていただきたい、思う存

分捜査をしてもらいたいという思いがあります。 

◎池脇委員長 それは刑事部長に実態を聞きますか。 

◎三石委員 実態を聞きましょうか。 

◎浪越刑事部長 先ほど参事官のほうからもお話がありましたが、現在では、各捜査員の

ほうも、十分とは言えないかもしれませんが、ある程度の金額で捜査費を使わせていただ

いております。 

◎三石委員 平成 27 年高知県警察運営指針に「高知県の安全・安心を守る強い警察」とあ

ります。やはり警察は強くないといけない。それを象徴するもので、一番わかりやすいの

は、やはり柔道、剣道などの全国大会で優勝する。これが本当に励みになるのです。私は

少なくともそういう思いで見させてもらっています。警視庁は柔道でも日本一です。最近

なってないかもしれないが、強いですね。本県の場合は失礼な言い方やけど、一生懸命や

られてる、その努力は認めます。それは大いに結構、本当にすばらしいと思いますが、予

算的にも指導者的にも、武道の活動が思う存分やれてるのかなと思うんですが、そのあた

りの体制はどういう状況になっていますか。 

◎澤田警務部長 まず、体制のほうから御説明いたしますと、ことしからは警務課の中に

術科指導室というのを設けまして、そこの室長に剣道の師範、また師範として柔道の方を

それぞれ置いております。今までも教養課というところに置いて、術科指導を行っていた

わけですが、この春より警察学校のより近くのところ、機動隊のところに分室を設けまし

て、より多くの者を指導できるような体制を整えております。 

◎濵田警務部参事官兼会計課長 平成 27 年度の武道関係の予算については、694 万 4,000

円を計上しております。対前年度比では１万 1,000 円の減となっております。内訳につい

ては、各種大会の参加費、34 万 7,000 円。大会出場あるいは県外への訓練旅費として 539

万 7,000 円。訓練用の防具などの用品で 112 万 4,000 円。それと、用品の修繕として７万

6,000 円を計上しております。 

◎三石委員 これも捜査費と同じで、本当に思う存分活動ができるように予算をつけてあ

げてください。お願いしたいですね。このごろ本当にそう思います。 

それと、これは人事というか採用のことですから、私がとやかく言ってもどうなること
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でもないでしょうが、私の思いというものをお伝えします。警察になるに当たって最低限

の学力も確かに大事ですが、柔道、剣道、陸上などの特技を持っている方が受験をした場

合は、ぜひ、枠をもっと広めて採用していただきたい。想像になりますが、文武両道と言

いますけど、柔道や剣道を一生懸命やってますと、なかなか学力のほうがつけられないの

ではなかろうか、だから、採用試験も非常に難しいのではなかろうかと。そういう特別枠

を設けていただいたらな、という思いがありますが、いかがですか。 

◎澤田警務部長 安定的に武道枠での採用は行っているのですが、委員の熱い思いも胸に

重く受けとめまして、引き続き検討させていただきたいと思います。 

◎梶原委員 私は香南市から国道 55 号を通ってきているんですが、高須の交番の前の電光

掲示板に「来たれ若者高知県警」という言葉がありました。今年度から全国的な大量退職、

大量採用時代に備えて、今年度の新規事業として採用募集強化事業に、全国の都道府県警

で取り組まれるものであると思います。首都圏、関西、近畿、九州等県外での説明会や、

リクルートのマイナビ等にも参加をされるということですが、近年の県警の採用における

県内出身者、県外出身者の割合の推移はどうなっているのか、教えていただきたいと思い

ます。また、これまでの県内での募集活動にさらに加えて強化する点があればあわせて教

えていただきたいと思います。 

◎澤田警務部長 まず、県外出身者、県内出身者の比率ですが、詳細な数値は後ほどお知

らせします。 

◎梶原委員 大体の推移で構いません。 

◎澤田警務部長 ことし採用された者につきましては、おおむね４分の１程度が県外高校

出身者でありました。例えば高知大学という場合に県内出身者と捉えるよりも、やはり高

校単位で見たほうがいいのかなと思いまして、高校で調べました。 

◎梶原委員 ４分の１というのは余り変わってないということですか。 

◎澤田警務部長 詳細な数値は追って報告しますが、ことしは例年に比べまして、かなり

ふえていると承知しております。 

◎梶原委員 県外高校出身者が４分の１でふえているということですね。ふえているのに

合わせて今回の採用募集強化事業ですよね。県外に対する募集強化というのは幾つもメニ

ューがあるのでその割合がふえてくるのか、それと先ほど問い合わせをしました、その強

化事業で県内で強化をする点があったら説明してください。 

◎澤田警務部長 県外出身者がふえている要因としては、委員から御指摘ありましたよう

に、県外における募集活動を活発化させていることに加えまして、これは組織としての分

析ではないのですが、そもそも、県内の大学に県外から来ている方もふえている状況も相

まって、県外の高校出身者の方がふえているものと考えております。 

◎梶原委員 先ほど三石委員もおっしゃいましたが、片や凶悪犯罪者に向き合わなければ
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ならない、片や地域の独居高齢者にも向き合わなければならない。また地域の学校初め、

さまざまな県民活動にも協力もしなければならないと。そういう警察としての職務をしっ

かりと遂行できる人材の採用に努めていただきたいと思います。 

もう一点は特殊詐欺についてお伺いします。先ほど、迷惑電話防止装置 110 台を導入と

いうことでしたが、その 110 台を被害に遭いやすい高齢者の方に貸し出して、電話で実際

にこういうアナウンスが流れます、ということを体験していただいて、こういう機器もあ

るので、それを皆さんそれぞれが要望してくださいね、ということでよろしいですか。 

◎秋澤生活安全部長 基本的な考え方はそういうことになります。機器については今月中

に納入予定ですので、生活安全企画課で貸し出しをするための要領をつくりまして、県下

各署にその 110 台を配分する予定です。ただし、個人の高齢者の方から来るのはなかなか

期待できませんので、その署の管内にある防犯活動に取り組む自治体組織、防犯団体、事

業所、老人クラブ等の団体にお願いして、被害に遭う可能性の高い高齢者を中心に、その

団体で期間を定めて貸し出しすることにより、普及を図っていきたいと考えております。 

◎梶原委員 近年の推移について説明がありましたが、振り込め詐欺、特殊詐欺という言

葉を、知らない人はもうほとんどいないという状況の中でも、昨年は 600 億円に近い被害

が発生しています。高知県においても、年間で昨年は６億円弱、５億円ぐらいですか。そ

ういった被害金額が伸びている要因というのは、やはり自分ところには起きないだろうと

いう意識ではないかと思います。なかなか被害に遭わないところは、警察、地域住民の団

体、行政、マスコミの報道などで啓発活動をかなりされています。成果として、金融機関

の担当職員の機転で窓口で防止できた事例等もふえている中で、地域の高齢者学級で講習

をする前に、まずは特殊詐欺に対する防止を徹底して、毎回毎回言うという取り組みをさ

れているところもあります。もうとにかく反復しかないのかなとも思っています。詐欺の

手法が、金融機関を介さない、後足を残さないというように、手をかえ品をかえて行われ

ている状況の中で、イタチごっこの面もありますが、根気よく周知活動を警察のほうでも

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

一番被害に遭いやすいのは、県外に離れて暮らす家族の身に危険があった、異変があっ

た、だからこそ正常な判断ができなくなるということですから、県外に離れて暮らしてい

る家族の方に対する周知啓発活動をもっと強化をしていかなければならないと思いますが、

その辺についての認識を本部長にお聞かせいただきたいと思います。 

◎國枝警察本部長 まさに、特殊詐欺とは、オレオレ詐欺という形で始まったときから、

家族の弱みにつけ込む犯罪ですので、我々全国の警察職員が本当に怒りを持って取り組ん

でいるところであります。委員の御指摘のとおり、そういった家族のきずなについても、

十分配意した上でさらに取り組みをしていきたいと思います。これはトピックな話ですが、

先日、企業のＣＳＲの一環で、県警マスコットのポリンくん、ポーリーちゃんを使った「特
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殊詐欺をミやぶレー」というお菓子をつくっていただきました。まさに高知県外の人には、

そういったミレーを食べることによって、高知の御両親を思い出し、家族のきずなを確認

してもらうなどして、取り組んでいきたいと考えております。 

◎梶原委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

◎下村委員 全国的に危険ドラッグによる事件が問題となっていますが、県における現在

の実態とその対応についてお聞かせください。 

◎清藤組織犯罪対策参事官兼人身安全対処参事官 取り締まりですが、本部長の説明にも

ありましたように、不動産業者、あるいは宅建業者と提携をいたしまして、お店あるいは

部屋、それを貸さないように。それはどうしてかと言いますと、店として利用される、あ

るいは部屋で栽培をされる、そういったこともありまして、それの防止で合意書を交わし

ております。また、取り組みですが、先ほど言いましたように、知事部局、教育委員会、

その他の関係機関と連携をとりまして、薬物乱用防止教室の開催あるいは講習会。それか

ら、取り締まりの関係機関、他県警との連携、官民連携による密輸の防止対策、インター

ネット情報の収集強化、初犯被疑者に対する再乱用防止のための情報提供といった施策を

とっております。今後もこうした活動の中で、薬物事案に対して徹底した取り締まりを継

続して行い、危険ドラッグを含めた乱用防止の広報啓発を強化していく所存です。 

◎下村委員 具体的に、今までにそういう事案で検挙された件数はどれぐらいですか。 

◎清藤組織犯罪対策参事官兼人身安全対処参事官 検挙については、去年は１件です。全

国では 840 件です。これにつきましては、平成 26 年の３月以前は、所持・使用は適用外と

いうか、検挙はできませんでしたので、平成 26 年の３月以降の適用ということでの検挙数

になっております。 

◎刈谷交通部長 少し交通関係に触れさせていただきます。全国では、昨年平成 26 年中に

危険ドラッグ使用の運転者を道路交通法で 157 件検挙しています。本県での検挙はありま

せん。ただ、本県の適用状況につきましては、昨年危険ドラッグの所持という薬事法違反

で実刑判決を受けた男性に対して、この者の供述の内容から常習性が疑われるということ

で、免許の行政処分ということで昨年の 12 月に 180 日の免許の停止処分をした案件があり

ます。 

◎田中委員 現在、免震ゴムが非常に問題になっておりますが、本部長みずから、新南国

警察署、東警察署の棟へ視察に行かれたといううわさがありましたが、実際、本部長みず

から行かれたのか、そして行ってみて実際にどのように感じられたのか、お伺いします。 

◎國枝警察本部長 総務委員会の構成も変わられましたが、昨年度、池脇委員長から厳し

い御指導をちょうだいし、免震ゴムの関係を善処するようにと言われているところであり

まして、私どものほうも、県の当局、土木部を初めとしてしっかり連携をとって対応して

いるところです。その過程で私も、免震ゴムについては、やはり、百聞は一見にしかずと
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いうことで、建設中の新南国警察署及び高知東警察署の免震ゴムを直接見てきました。も

ちろん、見たからといって、直ちに免震ゴムがいきなりよくなるわけでもないのですが、

今後の対応を考えるに当たっても非常に重要なことだと考えて、確認をし、また工事現場

の方とも意見交換をしていきたいと考えております。本当に大変御心配をかけております

が、今できることをしっかり確認しつつ、また申し入れることは申し入れて、県民の期待

に応えていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

◎田中委員 本部長みずから足を運ばれたということは、我々県民にとりましても非常に

ありがたく、心強いと思っております。また、新南国警察署に関しては、来年度当初から

再編計画ということですので、そういった意味でも、非常にこれから期待しておりますの

で、予定どおり再編計画に進まれますようお願いします。 

◎西内副委員長 １点だけ少し気になったのが車両購入費ですが、何台購入予定なのでし

ょうか。 

◎濵田警務部参事官兼会計課長 内訳を言いますと、交通取り締まり用車が１台、交通事

故処理車が１台、白バイが２台、軽四の車両が２台、原付が 14 台となっております。 

◎西内副委員長 これは、総保有台数に対しての購入というか更新になるのでしょうけど、

この台数で足りるのですか。たまたまこの更新時期というか、購入時期がそれだけでよか

ったのか、逆に総保有台数ってどれぐらいあるのでしょうか。 

◎濵田警務部参事官兼会計課長 車両の総台数は約 600 台です。車両につきましては、警

察法により国庫支弁分がありまして、国庫支弁分が約 450 台、県有車が約 150 台だったと

思います。 

車両の更新につきましては、一定、車種によって耐用年数は違ってきますが、基本的に

は耐用年数を超過したものの車両の状態を見まして、継続して使用できるものはできるだ

け継続をして使用するという考え方のもと、次年度の車両更新の台数を計画しておるとこ

ろです。 

◎西内副委員長 これに載っているのは県有車に関しての車両購入費ということですか。 

◎澤田警務部参事官兼会計課長 そうです。 

◎池脇委員長 以上で、警察本部の業務概要を終わります。 

ここで一旦休憩とします。再開は午後１時とします。 

 

（昼食のため休憩 11 時 50 分～12 時 58 分） 

 

◎池脇委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 御報告いたします。三石委員から、少しおくれる旨の届け出があっております。 

 御報告いたします。昨日の委員会において、上田委員から新図書館整備課に対して資料
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の提出を要請しておりましたが、その提出がありましたので、各委員の皆様に配布してお

ります。 

《会計管理局》 

◎池脇委員長 続いて、会計管理局の業務概要を聴取いたします。 

 概要説明に先立ち、幹部職員の紹介をお願いします。 

（幹部職員自己紹介） 

◎池脇委員長 それでは、会計管理局長の説明を求めます。なお、局長に対する質疑は、

各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 

（総括説明） 

◎池脇委員長 続いて、各課長の説明を求めます。 

〈会計管理課〉 

◎池脇委員長 最初に、会計管理課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 毎年の監査で、契約事務を中心にいろいろ改善されていないという指

摘が、随分以前から本会議でさまざまな議員からもある中で、個人的には、会計管理局が

ここまで徹底をしないと改善しないのかという疑問があるんですが、改善傾向はあるんで

すか。 

◎森田会計管理課会計支援推進監 監査の指摘は、平成 16 年度までさかのぼりますと、そ

のときがピークで約 1,000 件です。それから毎年多少の増減はありますが、一般的に右肩

下がりで減少してきております。最近の過去５年間で見ると、平成 21 年度が 442 件、誤り

の件数です。指摘や注意を受けた件数は、平成 21 年度が 442 件、平成 22 年度が 361 件、

平成 23 年度が 299 件、平成 24 年度が 264 件、平成 25 年度が 205 件、それで平成 26 年度、

昨年度はちょっと若干ふえまして 243 件で、最近の傾向としては少なくなっております。

昨年度は、最近では初めて増加しておりますので、私どもの取り組みもまだこれから、し

っかりやらなければいけないと思っております。 

◎上田（周）委員 どうなんですかね。事務職は特に。これは本当に庶務のイロハのイで、

支出負担行為なども当たり前のことですよね。それが毎年決算の指摘があるのは、何か研

修内容に基本的な問題があるのではないか、などと思えます。そのあたりもっと、工夫し

てやっていただきたいと思いますが。 

◎森田会計管理課会計支援推進監 御承知のとおり、人間が事務をやっております。シス

テムでできるところはシステムでやる。システムがやれば間違いはないのですが、人間が

やりますので。また、何年かに一度、人事異動もあります。それで先ほど委員が言われた

支出負担行為などは会計事務のイロハのイであると私どもも思っておりますし、新規採用



- 11 - 

職員も入ってきておりますので、そういったことを徹底して、しっかりと指導をしていき

たいと思っております。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈総務事務センター〉 

◎池脇委員長 次に、総務事務センターを行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 学校事務の集中化の実施はいつからですか。 

◎河岡総務事務センター課長 ６月から集合研修と e ラーニングの研修を始め、教職員の

出勤簿が９月に切りかわりますので、その切りかえに合わせまして９月からスタートさせ

る予定です。 

◎中根委員 各学校との集中化によって、先生方の旅費とか自宅をかわった場合の細かな

やりとりが遅くなったりとか、不利という言い方はちょっとおかしいかもしれませんけど、

遅くなることによっていろいろな弊害が生じることはありませんか。 

◎河岡総務事務センター課長 委員の指摘がありましたことについては、現在、各学校長

の所見、権限で決裁されておりますので、手当の認定につきましては、知事部局と同様、

総務事務センター課長のほうに権限が委任されます。先生方が届けを出していただいたも

のが、システムを通じて総務事務センターに飛んでまいりますので、的確に入力していた

だいておれば、遅滞なく認定はできると思っております。ただ、不備があった場合、こち

らのほうから連絡をとって提出をお願いすることになるので、先生方は授業で忙しいとい

うことも聞いており、その点につきましては学校の事務職の方々に協力を得ながら、遅滞

なくできるように進めてまいりたいと考えております。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

《報告事項》 

 続いて、会計管理局から１件の報告を行いたい旨の申し出があっておりますので、これ

を受けることにします。 

 「さんＳＵＮ高知印刷業務の入札に係る住民訴訟の経緯」について、総務事務センター

の説明を求めます。 

◎河岡総務事務センター課長 それでは、平成 25 年６月の総務委員会におきまして御報告

をさせていただいております、さんＳＵＮ高知印刷業務の入札に係る住民訴訟につきまし
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て、本年３月 27 日に高知地方裁判所で第一審の判決がありましたので、これまでの経過と

今後の県の対応につきまして御報告をさせていただきます。 

 お手元にお配りしております、平成 27 年度本庁業務概要調査の報告事項説明資料の赤ラ

ベル、さんＳＵＮ高知印刷業務の入札に係る住民訴訟の経緯について、をお願いします。 

 それでは最初に、住民訴訟の経過ですが、平成 25 年４月 24 日に、市民オンブズマンか

ら住民監査請求がありました。監査請求の内容につきましては、さんＳＵＮ高知の印刷業

務につきまして、平成 19 年から平成 24 年までに実施をいたしました 42 件の入札と、それ

と、入札が不落になった１件につきまして随意契約をしておりましたので、その１件の随

意契約につきましても、特定の２社がほぼ交互に落札をしている。落札率も 95.71％から

99.55％と極めて高く、談合の疑いがあると推測される。県はこの２社に対して、談合によ

って生じた損害を損害賠償として落札額の 20％、合計で約 4,700 万円となりますが、それ

と年５％の遅延損害金を請求せよというものでした。この監査請求につきましては、平成

25 年５月８日に、監査委員はこの請求を却下いたしました。 

 しかしながら、平成 25 年５月 27 日に市民オンブズマンが高知地方裁判所に提訴いたし

ました。提訴の内容につきましては、住民監査請求と同様の趣旨であります。なお、損害

賠償の請求につきまして、住民監査請求では１件の随意契約分も含めておりましたが、裁

判に提訴されましたのは 42 件の入札に限定されておりまして、その分請求額が若干下がり

まして合計で約 4,400 万円に若干下がっておりました。 

 この提訴を受けまして、平成 25 年７月から口頭弁論が始まりました。平成 25 年９月に

は、提訴の中で特定の２社と名指しをされておりました弘文印刷と川北印刷が補助参加を

いたしました。直接の利害関係者ですので、民事訴訟法の規定に従って補助参加という形

で裁判に加わってきました。 

 平成 26 年８月には、第８回の口頭弁論で証人尋問が行われました。証人として尋問され

ましたのは、高陽堂印刷代表取締役の﨑田氏、西村謄写堂取締役の西村氏の２名です。平

成 26 年 10 月 17 日には再び証人尋問が行われ、特定の２社ということで補助参加をしてお

りました川北印刷の代表取締役の川北氏と、弘文印刷代表取締役の楠氏の尋問が行われま

した。この２つの証人尋問を経まして、平成 27 年１月 16 日で口頭弁論は終結いたしまし

た。 

 先ほど申しましたように、本年の３月 27 日に高知地方裁判所で第一審の判決がありまし

た。判決の概要につきましては、提訴された 42 件の入札のうち、平成 23 年４月から平成

24 年４月、直近でありますが、最近の６件につきましては、談合が行われたと推認される

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

合計で約 170 万円となりますが、それと年５％の遅延損害金の支払いを求めなければなら

ないというものでした。 
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 次に、判決後の経過について、まず、補助参加しておりました２社ですが、平成 27 年４

月３日に川北印刷が本判決を不服として、控訴をいたしました。その後、弘文印刷のほう

も控訴状を高知地方裁判所に提出しようとしましたが、川北印刷の控訴によりまして、も

う既に第一審判決の確定が遮断されておるということで、本件全体が控訴審で審理される

状態になっていたということで、控訴状は提出せずに持ち帰ったと聞いております。 

 さらに、公正取引委員会及び県警への通報ですが、平成 25 年に提訴があったことについ

ては、平成 25 年６月に公正取引委員会及び県警に対して訴状等の情報提供をしております。

第一審の判決につきましても、本年の３月 30 日に公正取引委員会へ、４月２日には県警の

ほうに情報提供をしております。 

 最後に、今後の県の対応につきましては、まず、第一審の判決につきましては補助参加

人が談合を行っていたことが推認されるにもかかわらず、高知県知事が返還請求権を行使

していないことについて違法があるという判決でした。県としましては、談合の事実が確

定をすれば速やかに返還請求権を行使します。しかしながら補助参加人が控訴をしたこと

によりまして、第一審の判決は確定せず、高知県知事も控訴審に参加することになりまし

たので、控訴審におきましては、県として主張すべきことがあれば主張いたします。適切

に対応していきたいと考えております。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 弘文印刷と川北印刷はその後入札に参加していますか。 

◎河岡総務事務センター課長 この疑惑が提訴されたことを受けまして、入札方法を指名

競争入札から一般競争入札のほうに切りかえをいたしました。一般競争入札として６件実

施しております。６件のうち３件につきましては、川北印刷のほうが落札をしております。 

◎梶原委員 弘文印刷はどういう状況ですか。 

◎河岡総務事務センター課長 入札の方法を、県外への下請についても認めるということ

を前提に一般競争入札に切りかえましたので、具体的にどういう理由かということは確認

しておりませんが、弘文印刷は入札に参加しておりません。 

◎梶原委員 その３件分の時期はいつですか。 

◎河岡総務事務センター課長 平成 26 年４月８日に入札を行いました、平成 26 年５月号

から８月号。それと平成 26 年 10 月２日に一般競争入札を行いました、平成 26 年 11 月号

から平成 27 年４月号。それと平成 27 年４月２日に行いました平成 27 年５月号から平成

27 年 10 月号の３件です。 

◎梶原委員 ３件の金額と落札率を教えてください。 

◎河岡総務事務センター課長 落札価格のほうから申します。まず、平成 26 年５月号から

８月号ですが、税抜きで 630 万円、落札率が 86.71％。続きまして、平成 26 年 11 月号か

ら平成 27 年４月号が 606 万 4,800 円、落札率が 53.77％です。最後、平成 27 年５月号か
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ら平成 27 年 10 月号が 830 万 9,520 円、落札率が 89.69％です。 

◎梶原委員 同じ３カ月分でもボリューム等のいろんな要素があると思うんですが、その

落札率が場合によって 86％、89％、間の 53％というのは何か理由があるんですか。 

◎河岡総務事務センター課長 予定価格の立て方にもよるかと思うんですが。 

◎梶原委員 同じ３カ月分でもボリュームが違うから予定価格が違うというならわかりま

すけど、落札価格 630 万円のときが 86.71％、606 万円のときが 53.77％という、予定価格

に対する落札率の乖離の理由について、どう認識されていますか。 

◎河岡総務事務センター課長 まずボリュームの問題ですが、最初の分が５、６、７、８

の４カ月分です。２件目につきましては 11、12、１、２、３、４の６カ月分で、最後が５，

６、７、８、９、10 の６カ月分です。 

 ２件目の落札率が非常に低かったということにつきましては、１回目に比べましてボリ

ュームがあるので、予定価格としては最初の４カ月分を参考にして６カ月分で予定価格を

立てておりました。ただ落札価格につきましては結果として、県外でより安く下請してい

ただける会社があったと思いますが、相当に落とされた額で入札されましたので、結果と

してそういうふうになりました。 

 最後の３件目につきましては、２回目の落札率を参考にして予定価格のほうを引き下げ

ましたので、落札率としては高くなっております。 

◎梶原委員 最後に確認ですけど、こういうような落札率の状況等も含めて、平成 27 年３

月 31 日に公正取引委員会のほうに情報提供をしているという状況ですか。 

◎河岡総務事務センター課長 公正取引委員会のほうからは控訴の対象になりました 42

件のほかに、今御報告をした一般競争入札の６件も含めまして、全体の部分の情報提供を

いただきましたので、それを提供しております。 

◎梶原委員 平成 25 年６月に公正取引委員会及び県警に情報提供、と書かれていますが、

事後の今のこの状況を県警にも伝えていますか。 

◎河岡総務事務センター課長 県警につきましては、一審の判決に関しましては資料を提

供いたしました。その後、特段の資料提供等の依頼がありませんので、一審の判決文のみ

で、今回御説明いたしました、公正取引委員会から依頼がありました資料については、お

回ししておりません。 

◎梶原委員 平成 27年３月 30日に公正取引委員会、４月２日に県警ということでしたら、

この一般競争入札の分はしていないということですか。 

◎河岡総務事務センター課長 最初の判決文につきまして公正取引委員会には先に報告い

たしまして、その後公正取引委員会のほうから改めての資料提供の依頼がありまして、そ

のときに、作成してお回ししたのが今回説明した資料です。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 
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 以上で、会計管理局の業務概要を終わります。 

《監査委員事務局》 

◎池脇委員長 続いて、監査委員事務局の業務概要を聴取いたします。 

 概要説明文に先立ち、幹部職員の紹介をお願いします。 

（幹部職員自己紹介） 

◎池脇委員長 それでは、局長の説明を求めます。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

 以上で、監査委員事務局の業務概要を終わります。 

《人事委員会事務局》 

◎池脇委員長 続いて、人事委員会事務局の業務概要を聴取いたします。 

 概要説明文に先立ち、幹部職員の紹介をお願いします。 

（幹部職員自己紹介） 

◎池脇委員長 それでは、局長の説明を求めます。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

 以上で、人事委員会事務局の業務概要を終わります。 

 執行部は退席願います。 

 以上、すべての日程を終了しました。 

 なお、５月 25 日、月曜からは、出先機関の業務概要調査が始まります。25 日は、最初

は県立弓道場からで、議事堂を９時に出発しますのでよろしくお願いします。 

 これで委員会を閉会いたします。 

（13 時 57 分閉会） 


