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平成 27 年 12 月 18 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。    （10 時 17 分開会） 

川井議員におかれましては、昨日、御逝去されました。ここに哀悼の意を表するととも

に、心より御冥福をお祈り申し上げます。 

本日からの委員会は、「付託事件の審査等について」であります。当委員会に付託され

た事件は、お手元にお配りしてある「付託事件一覧表」のとおりであります。 

日程については、お手元にお配りしてある日程案によりたいと思います。 

なお、委員長報告の取りまとめについては、22 日火曜日の委員会で協議していただきた

いと思います。 

それでは、お諮りします。日程については、先ほどの説明のとおり行いたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議なしと認めます。 

それでは、日程に従い、付託事件の審査及び報告事項を一括議題とし、各部局の説明を

受けることといたします。 

《総務部》 

◎池脇委員長 それでは、総務部について行います。 

初めに、議案について、総務部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は、

各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 

◎梶総務部長 川井議員の訃報に接しまして、先ほど委員長からもお言葉がございました

けれども、執行部といたしましても心より御冥福をお祈り申し上げます。 

では、総括説明に先立ちまして、まず、職員の時間外勤務手当等の不適正受給による懲

戒処分について御報告を申し上げます。商工労働部の職員が自宅での担当業務に係る思案

や勉強に要した時間、勤務公署との自宅との行き来に要した時間を、時間外勤務命令を受

けた時間の実績に含めて申告したことにより、時間外勤務手当等を不適正に受給するとい

う事態が生じました。このことから、この職員を 12 月４日付で減給６カ月間の懲戒処分と

したところであります。 

また、別案件ですが、11 月 12 日の決算特別委員会でも御報告いたしましたが、本庁舎

の警備業務に従事する警備員が、議会棟の日本共産党控室で現金を盗むという容疑で逮捕

されるという事件が発生しました。 

このたびの、さきに申し上げました職員の行為により公務に対する信頼を損なったこと、

また、警備員の窃盗事件により御心配と御迷惑をおかけしたことにつきまして、議会、県

民の皆様に深くおわびを申し上げます。申しわけございませんでした。 

職員に対する今回の処分を受けて、今後このような事態が繰り返されることがないよう、
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綱紀の粛正と時間外勤務等の適正管理の徹底につきまして、改めて全庁に通知したところ

です。いま一度、職員を管理監督する立場にある職員が、時間外勤務等を命令する際に事

前命令や事後確認を徹底するとともに、職員一人一人が率先して法令を遵守すべき県職員

としての自覚を新たにし、県民の皆様からの県政に対する信頼を回復するよう努めてまい

ります。 

また、このたびの不適正受給事案が生じたことを受けまして、現在、全ての所属で他に

同様の事案がないか、所属長を通じて職員に対する聞き取り調査を実施しているところで

す。調査結果がまとまりましたら、後日御報告をさせていただきたいと考えております。 

また、窃盗事件につきましては、警察の捜査に全面的に協力をしてまいります。 

各事案の詳細につきましては、後ほど報告事項として、人事課長及び管財課長から御説

明を申し上げます。 

それでは、私から総括して説明をさせていただきます。 

まず、今回の補正予算の概要です。お手元の総務部という青いインデックスがついた資

料で、表紙に総務委員会資料、議案補足説明資料とある資料をごらんください。 

平成 27 年度 12 月補正予算編成の概要という資料があります。下の表の（２）歳出の表

のうち、一番下の行、総計（１）＋（２）の欄の中ほど、補正額（Ｂ）の列をごらんくだ

さい。今回の補正は、総額で 53 億 6,176 万 4,000 円の増額補正となっております。政策的

な経費としましては、経済の活性化に向けた産業人材の育成、観光振興関連の事業を中心

に、来年度の取り組みに必要となる準備経費や、施策を切れ目なく展開していくための債

務負担行為を予算計上しております。 

その内訳ですが、（１）の経常的経費が 46 億 6,900 万円余りで、その大数を占めるのが、

その他の 44 億 7,700 万円余りです。資料に記載はありせんが、このうち 41 億 6,500 万円

余りが、後ほど税務課から説明をさせますが、地方消費税の増収見込みに伴う交付金等の

増であります。 

また、表の（２）投資的経費ですが、６億 9,200 万円余りで、普通建設事業のうち、単

独事業費が１億 6,100 万円余りの減額、災害復旧事業費は８億 5,400 万円余りの増額とな

っております。単独事業費が減額となっておりますのは、一宮工業団地の整備について、

年度間で事業を調整した結果、現年分の予算が債務負担行為に振りかわることが主な要因

です。 

これに対しまして、上の表の（１）の歳入です。中ほどにある（２）の特定財源の合計

が８億 7,600 万円余りで、内訳としましては国庫支出金が７億 2,100 万円余り、県債が１

億 5,400 万円、その他が 100 万円となっております。 

上段の（１）一般財源は、補正額から特定財源を除く 44 億 8,500 万円余りとなってお

りまして、内訳としましては、先ほど歳出のところでも申し上げましたが、地方消費税の
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増収見込みに伴い、歳入である地方消費税清算金を 43 億 5,200 万円余り増額して、残りの

１億 3,200 万円余りを財政調整基金の取り崩しにより対応することとしたものです。 

以上が、簡単ですが、今回の補正予算の概要です。 

続きまして、総務部から提出しております議案についての御説明します。 

まず、第１号議案、平成 27 年度高知県一般会計補正予算ですが、お手元の資料②、高

知県議会定例会議案説明書（補正予算）の３ページをお開きください。今回、補正でお願

いしますのは、総額で 41 億 6,532 万 1,000 円の増額です。詳細につきましては、後ほど担

当課長から御説明を申し上げます。 

次に、総務部関連の条例その他の議案です。お手元の資料③、高知県議会定例会議案（条

例その他）につきまして御説明を申し上げます。目録をごらんください。総務部所管の条

例議案ですが、第２号議案から第７号議案までの６件を提出させていただいております。

また、条例以外のその他の議案といたしましては、第 21 号の１件を提出させていただいて

おります。詳細につきましては、それぞれ担当課長から後ほど御説明を申し上げます。 

次に、報告事項です。お手元の資料のうち、総務部という青いインデックスがついた資

料で、報告事項という記載のある資料です。報告いたしますのは、まず、政策企画課から

「東西軸エリア活性化プランと高知市中心市街地活性化基本計画の一本化について」及び

「政府関係機関の地方移転について」、行政管理課から「職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例議案について」、人事課から「職員の懲戒処分について」、管財課から「本

庁舎における窃盗事件について」の５件です。詳細につきましては、後ほど担当課長から

御説明申し上げます。 

最後に、総務部に関する、本年 10 月１日から 12 月 17 日までの主な審議会等の開催状

況についてです。資料は、審議会等という赤色のインデックスが張ってあるページをごら

んください。はりまや橋周辺から高知城までの東西軸エリア活性化プランフォローアップ

委員会につきましては、後ほど担当課長から御説明させていただきます。高知県公益認定

等審議会については、11 月 20 日、12 月４日の２回開催をしておりまして、公益財団法人

神田霊園など３法人の変更認可申請についての答申が決定されております。 

私からは以上です。 

◎池脇委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈政策企画課〉 

◎池脇委員長 初めに、政策企画課の説明を求めます。 

◎竹﨑政策企画課長 補正予算案について御説明をさせていただきます。 

お手元の資料のナンバー②の４ページをお願いします。このたび、債務負担行為といた

しまして、東京事務所の賃借料等１億 1,379 万円を計上させていただいております。現在

の東京事務所につきましては、ＪＲ新橋駅近くの内幸町ダイビルの７階にありますが、賃



- 4 - 

貸借の契約期間が平成 28 年３月 31 日をもって満了いたします。そのため、現事務所をそ

のまま継続することを初め、新橋駅周辺から霞が関に近い虎ノ門駅周辺の物件などの情報

を収集し、検討を行ってきたところです。検討の結果、省庁への利便性など、立地条件、

使い勝手、また、賃借料や移転に伴う修繕費用といった経済面を勘案いたしまして、現事

務所の契約更新がベストであるとの結論に至りました。賃借料等ですが、消費税抜きの共

益費を含む賃料としましては、千代田区内のオフィスビルの賃料相場が近年上昇傾向であ

ることから、現在の契約の 4.4％増、月額で約９万円増の 217 万円余りとなっております。

契約期間は、これまでと同様の４年間を予定しております。予算総額としましては、賃料

単価の引き上げに伴う敷金、賃料の 12 カ月分ですので、その差額といたしまして 109 万

8,000 円余り。４年間の消費税込みの賃借料として１億 1,269 万円余り。合計で１億 1,379

万円を計上させていただいております。なお、現在の契約期間の満了は、平成 28 年３月

31 日ですが、契約の相手方が、年内での契約更新の意思表示と、それを担保するための議

会の議決を求めていることから、前回と同様、12 月定例会で提案をさせていただいており

ます。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 まるごと高知は契約期間をかなり延長して、東京オリンピックが終わるまで

の８年間の契約にしていたと思うんですが、４年という契約期間の延長は検討しましたか。 

◎竹﨑政策企画課長 東京のオフィスビルの賃料については、いろいろ見解があるようで

すが、一定これから上昇傾向が続くと分析されております。そういったことを考え、長期

間での契約も検討しましたが、やはり東京事務所の体制というのは、本庁の仕事とセット

で考えるべきではないかということで、今回、前回と同様４年間で考えております。 

◎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。 

〈行政管理課〉 

◎池脇委員長 次に、行政管理課の説明を求めます。 

◎岡村行政管理課長 条例議案２件につきまして御説明を申し上げます。 

まず、第２号議案、高知県行政不服審査会条例議案について御説明申し上げます。資料

ナンバー④の 15 ページをごらんください。条例議案要綱に沿って御説明申し上げます。 

初めに、１番の条例制定の目的です。この条例は、行政不服審査法（昭和 37 年法律第

160 号）の全部改正により不服申立ての手続が見直され、新たに第三者機関として行政不

服審査会が設置されることに伴い、全部改正後の行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）

の第 81 条第１項に規定する機関として高知県行政不服審査会を設置するとともに、同条第
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４項の規定により審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするものです。こ

の行政不服審査法につきましては、行政庁による処分に関する不服申立て、すなわち審査

請求などに係る制度についての手続等を定めている法律です。この法律は、昭和 37 年に施

行されて以来、実質的な改正はなされておりませんでしたが、行政の公正性、透明性等に

関する国民の意識の変化等を踏まえ、見直しを求める声が高まってきたことなどを受け、

平成 26年に全部改正がなされ、平成 28年４月１日から施行されることとなっております。

改正後の行政不服審査法では、審査請求に関する裁決に当たり、国においては総務省に置

かれる行政不服審査会に、地方公共団体においては地方公共団体の長の附属機関として条

例で設置をする行政不服審査会に諮問しなければならないこととされ、国、地方公共団体

ともに、行政不服審査会の設置が義務づけられたところです。これを受けまして、このた

び設置する高知県行政不服審査会の役割としましては、審査請求に関する審議手続の適法

性や法令解釈を含め、知事の判断の妥当性をチェックし、裁決の客観性、公正性を確保す

ることです。なお、行政不服審査法は、国、地方公共団体に共通した制度であり、国民の

権利利益の救済の観点からも、県の行政不服審査会における手続の保障は国の行政不服審

査会と同水準のものを確保すべきであるため、審査会の運営及び調査審議の手続等につき

ましては、基本的には国の行政不服審査会を準用することとしております。 

次に、２番の主要な内容をごらんください。まず、（１）としまして、審査会は、委員

５人以内で組織することとしております。審査会の委員の定数についての基準はありませ

んので、想定される諮問件数等を踏まえ、また、他の都道府県における検討状況も参考に

５人以内とさせていただいております。本県における審査請求の件数は、平成 26 年度の実

績で 34 件で、主なものは、生活保護に関するもの、税に関するものなどです。なお、四国

の他の３県におきましても、５人を予定していると伺っております。 

（２）委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、

法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱することとしており

ます。ここで、法律又は行政に関して優れた識見を有する者としておりますのは、この不

服申立ての制度が違法または不当な行政処分を正すためのものであることから、法解釈の

専門家である弁護士や行政に精通した者等がふさわしいとの考慮に基づくものです。なお、

委員の構成としましては、諮問が想定される件数や分野を踏まえ、弁護士、税理士、職員

ＯＢなどを想定しております。なお、他の都道府県における検討状況を確認したところ、

ほぼ同様の構成が想定されているようです。 

（３）委員の任期は、３年とし、再任されることができ、任期が満了したときは、当該

委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとすることとしております。

委員の任期につきましては、国の行政不服審査会においても３年とされております。また、

委員は再任されることができること、また、任期が満了した委員は、調査審議の停滞を回
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避するため、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとすることとしており

ますのも、国と同様の規定になります。 

（４）知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員

に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合は、その委員を罷

免することができることとしております。このいわゆる罷免規定につきましても、国と同

様の規定としております。 

（５）委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこと及び在任中、政

党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないこととして

おります。いわゆる守秘義務規定及び政治活動の制限規定ですが、これらも国と同様の規

定です。これらの規定の趣旨としましては、審査会の委員は、調査審議の過程において個

人情報などに接する機会があり、守秘義務の遵守を求める必要性が高いと考えられること、

また、客観的かつ公正な判断が求められることなどを踏まえ定めているものです。 

（６）審査会に会長を置き、委員の互選によって定めることとしております。会長の設

置及び選任方法について定めているものです。 

（７）審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができること、（８）

専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱し、その者の委嘱に係る当該専門

の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとすることとしております。これ

は、審査会にはさまざまな分野対応の事件が諮問され、委員のみでは調査審議を行うこと

が困難な場合も想定されるため、必要に応じて専門的知識を有する者を臨機に活用するこ

とができるよう、専門委員を置くことができることとしております。また、専門委員の設

置の必要性や、必要となる専門的知識は諮問される審査請求事件の内容や件数により変わ

り得るため、学識経験のある者のうちから知事が委嘱することとしております。なお、専

門委員は、諮問される審査請求事件の内容や件数に応じ、専門的知識を有する者を臨機に

活用することを目的としておりますことから、委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が

終了したときは、解任されることとしているものです。 

（９）審査会の会議は、会長が招集し、その議長になることとし、会議は、委員の過半

数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができないこと並びに会議の議事

は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

こととしております。審査会の招集権者、議長、いわゆる定足数、議決方法について規定

しているものです。 

（10）委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができないこと

としております。いわゆる除籍について規定しているものです。 

次に、16 ページにかけまして、（11）審査会は、必要があると認める場合は、調査審議

の手続の併合又は分離をすることができ、そのときは、審査関係人にその旨を通知しなけ
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ればならないこととしております。調査審議の手続の併合とは、例えば証拠が共通してい

る数件の審査請求がなされている場合などに、その調査審議手続を一括して行うことによ

り、調査審議の促進を図るように、という趣旨によるものです。また、併合された調査審

議の手続の分離が想定されるのは、併合して調査審議手続を行った数件の審査請求のうち、

必要な調査審議を終えたと認めるものがあり、他の審査請求についての調査審議を終える

ことを待つまでもなく、当該部分について速やかに調査審議手続を終結し、答申を行うべ

き場合などです。 

（12）審査会の庶務は、高知県総務部において処理すること、（13）その他審査会の運

営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めることとしており

ます。いわゆる庶務規定、雑則規定です。 

（14）職務上知ることのできた秘密を漏らした委員に対し、罰則を課することとしてお

ります。この委員の守秘義務違反に対する罰則に関して、国の行政不服審査会の委員と同

様の規定を設けているものです。なお、この罰則は１年以下の懲役または 50 万円以下の罰

金です。 

最後に、３番の施行期日です。この条例は改正後の行政不服審査法の施行日である平成

28 年４月１日から施行することとしております。 

続きまして、第５号議案、知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議

案について、御説明申し上げます。資料の２ページをごらんください。この条例は、本県

の厳しい経済状況及び財政状況を考慮し、知事の給料月額について特例的に減じている率

の適用期限を、平成 28 年３月 31 日まで延長しようとするものです。これは、知事の２期

目の任期、平成 27 年 12 月６日まで実施していた特例的な減額を、新しい任期の開始日で

ある平成 27 年 12 月７日以降も、他の特別職に係る給与の減額の期間と同様、平成 28 年３

月 31 日まで延長するものです。内容につきましては、36 ページの新旧対照表をごらんく

ださい。附則第 25 項の、知事にあっては、平成 27 年 12 月６日までの間としている箇所を

削除し、知事の給料月額に係る 100 分の 20 の減額を、平成 28 年３月 31 日までの間とする

改正をしております。なお、この条例は公布の日から施行し、改正後の規定は平成 27 年

12 月７日から適用することとしております。 

説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 最近、税関係の行政処分に対する審査請求が多くなっていると聞いて

います。先ほどの説明によると、審査請求人の手続等については特に変わらないというこ

とですが、もう少し具体的に説明してください。 

◎岡村行政管理課長 行政不服審査会の設置については、審査請求人の方にとって大きな

変動はないという認識をしております。ただ、行政不服審査法の全部改正が行われました
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ので、この条例とは直接関係ありませんが、従来は、処分庁に上級行政庁があれば審査請

求、ない場合は異議申し立てということでしたが、審査請求に一元化されることで、手続

的にはよりわかりやすくなったと思っております。 

◎上田（周）委員 来年４月１日からの施行に向けて、改正内容の周知はどのように行い

ますか。 

◎岡村行政管理課長 行政不服審査法の改正そのものにつきましては、既に平成 26 年に法

律も公布をされており、平成 28 年４月１日の施行もほぼ想定をされておりましたので、こ

れまでも機会を捉えて、県から市町村に対する説明はしております。市町村から住民の皆

さんに対する説明については、現在承知しておりませんので、また確認したいと思います。 

◎西内副委員長 審査請求する場合は審査会に対して行うことになりますか。 

◎岡村行政管理課長 審査請求自体は、行政処分を行った県に対して行っていただきます。

ですから、審査庁はあくまでも知事になり、知事がその審査請求に対する裁決を行うとき

に、前段で審査会に諮問をするということで、審査会は知事の附属機関になります。 

◎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。 

〈人事課〉 

◎池脇委員長 次に、人事課の説明を求めます。 

◎澤田人事課長 人事課が所管をいたします条例議案について説明をさせていただきます。

右上に④と書かれました、条例その他の議案説明書の 38 ページをお開きください。④の

38 ページでございます。高知県職員倫理条例の一部を改正する条例議案の新旧対照表でご

ざいます。資料右側に掲載しております、職員倫理条例の第２条第１項第３号をごらんく

ださい。この条項では、管理職員の定義を定めております。今回の条例改正におきまして

は、本年４月１日施行の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よりまし

て、現教育長の任期が終了いたしますと、新たな教育長は一般職の身分を持たず特別職と

なることに伴いまして、一般職について定めた職員倫理条例の中の管理職員の定義から教

育長を削除しようとするものでございます。なお、現教育長の任期中につきましては、改

正前の職員倫理条例の規定を適用するよう経過措置を設けることとしております。そのほ

かにつきましては、今回の改正に合わせ、幾つか言い回しについて字句の修正を行おうと

するものです。 

人事課からの説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。ありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 
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〈財政課〉 

◎池脇委員長 次に、財政課の説明を求めます。 

◎菊地財政課長 まず、一般会計補正予算につきまして御説明をいたします。資料②の５

ページをお開きください。歳入について、今回の補正予算全体に必要となる一般財源の財

政調整基金の繰入金について、１億 3,282 万 9,000 円の増額補正をお願いするものです。

補正予算に関しては以上です。 

次に、資料③の 45 ページをお願いします。議案第 21 号、平成 28 年度当せん金付証票、

いわゆる宝くじの発売総額に関する議案です。宝くじにつきましては、当せん金付証票法

により、県議会の議決をいただいた金額の範囲内で、総務大臣の許可を得て販売できるこ

とになっておりまして、例年この時期に翌年度の発売総額の議決をいただいております。

来年度の発売総額につきましては、全国自治宝くじ事務協議会及び西日本宝くじ事務協議

会において、今年度とほぼ同水準の発売が計画されていることを受けまして、今年度と同

額の 80 億円に据え置きたいと考えております。 

財政課からは以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 予算どおりに１億 3,200 万円を取り崩した場合、残高はどれくらいに

なりますか。 

◎菊地財政課長 この１億 3,000 万円余りの取り崩しを含めまして、平成 27 年度末の現在

高が、財政調整的基金の合計で 222 億 5,246 万 4,000 円です。 

◎池脇委員長 宝くじの件で、総額 80 億円の範囲内というお話ですが、この額が入ってく

るということですか。 

◎菊地財政課長 実際には、今回御議決をいただく限度額の範囲内で発売をさせていただ

きまして、実際に売れる額はその範囲内ですから、例えば平成 27 年度の現時点の見込みで

言いますと、73 億円余りの発売額で、高知県にその一定割合の配分があるということにな

りますので、この額がそのまま入ってくるということではありません。 

◎池脇委員長 一定割合というのは、通常どれぐらいですか。 

◎菊地財政課長 宝くじの種類ごとにいろいろありますので、後ほど調べてから御報告さ

せていただきます。 

◎池脇委員長 わかりました。 

質疑を終わります。 

〈税務課〉 

◎池脇委員長 次に、税務課の説明を求めます。 

◎松岡税務課長 平成 27 年度一般会計補正予算案と、県税の不均一課税に関する条例議案、

及び、高知県税条例の一部を改正する条例議案の３件について御説明を申し上げます。 
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まず、歳入の補正予算案から御説明いたします。お手元の資料ナンバー②の６ページを

お願いいたします。地方消費税清算金ですが、県税に区分されるものではありません。一

旦、国から受け入れた地方消費税は、最終消費地に税収を帰属させるため、商業統計や人

口、従業者数などによりまして、都道府県間で清算をすることから、清算金収入と清算金

支出の両方が生じます。ここで補正をお願いしておりますのは、本県が他県から払い込み

を受ける額、43 億 5,000 万円余りの増額です。清算金収入の基礎となる額は、前年 12 月

から本年 11 月までに他県において納付された地方消費税収です。新聞報道等でも、消費税

あるいは法人関係税が好調で、税収上振れがありますが、全国の地方消費税収の実績が当

初の見込みを上回っていることから、増額補正をお願いするものです。当初、全国の払込

額は４兆 6,000 億円ほど、対前年比 152％で見込んでおりましたが、11 月末の実績で対前

年同月比で 163％と、10％ほど上で推移をしていることから、今回お願いをするものです。 

次に、歳出について御説明を申し上げます。次の７ページをお願いします。右端の説明

欄をごらんいただきまして、上から３番目、賦課徴収費のうちの地方消費税徴収取扱費負

担金です。地方消費税は国税の消費税と一体的に国において賦課徴収され、県に払い込ま

れるので、地方税法の定めによりまして、国の賦課徴収事務に要する経費として国に支払

うものです。地方消費税の増収が見込まれることから、830 万円余りを増額するものです。 

続きまして、地方消費税清算金は、地方消費税の都道府県間清算に際し、高知県が他県

に支払う清算金支出です。同様に 19 億 7,000 万円余りを増額するものです。 

地方消費税市町村交付金は、地方消費税の都道府県間清算の後の額の半分を市町村に交

付するもので、清算金収入の増加などにより、21 億 8,000 万円余りの増額をお願いするも

のです。 

補正予算案につきましては以上です。 

次に、条例議案について御説明を申し上げます。別とじの資料、青のインデックスの総

務部の中の税務課という赤いインデックスのところをお願いします。まず、地方活力向上

地域における県税の不均一課税に関する条例議案です。地域再生法の改正が行われ、８月

に施行されました。その中で、地方税の不均一課税を行った場合に、その減収を補塡する

措置が設けられたことから、認定事業者が一定の設備を新増設した場合に、県税の不均一

課税措置を新たに設けようとするものです。 

まず、対象となる認定事業者の認定につきまして御説明しますので、次のページをお願

いします。この認定は地域再生法に基づくもので、まず国で地域再生基本方針を定め、県

が地域再生計画を作成し、国に認定申請をいたします。所管課である企業立地課が、９月

16 日付で申請し、11 月 27 日付で国の認定を受けております。県の地域再生計画が認定さ

れた後、本社機能の移転や拡充を行おうとする事業者は、地方活力向上地域特定業務施設

整備計画を作成し、県に認定申請を行い、基準に該当すれば、県の認定を受けて認定事業
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者となる流れです。 

前のページに戻っていただきまして、不均一課税の適用対象ですが、認定事業者に対し

て、この不均一課税を適用する要件は４つあります。１点目は、地域再生計画に記載のあ

る地方活力向上地域。これは、地域活力向上が特に必要であるとして各市町村が選定した

地域をいいますが、その地域に本社機能を有する施設用の土地・建物等の特定業務施設用

設備を新増設したこと。２点目に、整備計画の認定を平成 30 年３月 31 日までに受けたこ

と。３点目は、認定の日から２年以内に対象となる設備を新増設し、事業の用に供したこ

と。４点目は、設備の取得価額の合計額が 3,800 万円、あるいは中小事業者等の場合には

1,900 万円以上であることです。 

次に、対象税目ですが、東京 23 区から本社機能の移転を行う移転型事業者につきまし

ては、事業税と不動産取得税を、23 区以外からの移転、あるいは既にある本社機能を拡充

するなどの拡充型事業者につきましては、不動産取得税を対象とします。 

軽減する税率ですが、事業税は事業開始後３年間軽減を行うこととしておりまして、そ

れぞれ２分の１、４分の１、８分の１を軽減いたします。また、不動産取得税は 10 分の９

を軽減することとしております。 

最後に、施行日ですが、公布の日から施行をしまして、地域再生計画の公示された 11

月 27 日以降に、整備計画の認定を受けた事業者に適用することとしております。 

続きまして、高知県税条例の一部を改正する条例議案です。説明資料の３ページをごら

んください。現在、自動車税とそれ以外の税目の２つに分かれている電算システムを１つ

に統合した新システムに移行するため、開発を進めております。さきの議会では、平成 27

年度税制改正に対応するため、システム開発委託料の補正予算を議決いただきまして、そ

の後、11 月 20 日に契約したことを、今議会開会日に専決処分報告させていただいたとこ

ろです。今回の高知県税条例の一部を改正する条例につきましては、システム移行などに

よるもので、改正の中身は２つになります。 

まず、過誤納金等の充当の県税事務所長への委任です。二重払いや、納付後に減額をさ

れたことなどにより、過誤納金が発生した場合、通常は御本人に還付することとなります。

右側の図で中央西県税事務所を例にしておりますが、還付を受けるべき納税者に、別に納

付・納入すべき未納金がある場合、還付する額をこの未納分に充当することとなります。

現在、未納金と還付金が複数の事務所にまたがる場合につきましては、その次の図のとお

り、還付金請求権の差し押さえを、未納のある中央西県税事務所が行っております。新シ

ステム稼働後は、３つ目の図のように各県税事務所間での充当が可能になることから、充

当を行う権限を各県税事務所長に委任しようとするものです。 

改正の中身の２つ目としましては、コンビニ収納の対象税目を拡充するものです。現在、

コンビニで納付できる税目は自動車税のみとなっておりますが、これを全ての税目で可能
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とするものです。 

施行日は新システムが稼働する日からとし、別途規則で定めることとしております。 

以上で、税務課の説明を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 県税事務所間で、還付金と未納金を合体させるということですが、これによ

って、全てのことがきちんと判断されるような状況になるのだろうかと思います。還付金

は還付金、未納金は未納金で、それぞれ個別に処理されるべきだと思いますが、なぜこう

いう発想が出てきたのか教えてください。 

◎松岡税務課長 同一人に還付金と未納金がある場合には、充当をしなければならないと

いう地方税法の義務規定がありますので、御本人が「返すべきものは返してください、払

うべきものは払います」という話をされても、充当はしなければなりませんでした。もし、

充当後も未納分が残っていれば、差額の納付書を送付するなどの対応をとっておりました。

これは法律上の義務規定ですので、「返すものは返し、払うものは払う」というのは、本来

は認められておりませんでした。一方、今までは、差し押さえという手法をとっておりま

したが、各都道府県でやり方が異なっており、以前に行った全国調査の結果は、本県と同

様に差し押さえという形態をとっているのが 11 県、何らかの形で充当という処理をしてい

るのが 24 県となっております。本県は、従前から差し押さえという手法をとってきました

が、議論をする中で、充当のほうがよいのではないかという判断をしました。 

◎中根委員 最近、税の差し押さえの通知などを、本人が全く見ない、あるいは拒否をし

ていて、話し合いが何もなされないうちに、差し押さえが強行される事案が随分ふえてい

ると思います。ですから、新しいシステムの中で、義務規定であっても、スピーディーに、

余りやりとりの支障もなく、差し押さえが行われることになり、丁寧な対応がされなくな

ることを危惧するんですが、そういった検討はされましたか。 

◎松岡税務課長 差し押さえ等につきましては、もちろん慎重にやっていかねばなりませ

ん。ただ、今回の改正に関しましては、差し押さえを行っておりましたものを、充当とい

う処理に移行するものですので、どちらかというと、県民の方に優しいといいますか、そ

ういう方向での改正になると考えております。 

◎中根委員 これまで、還付金と未納金を同時に処理する場合に、時間がかかるとか、処

理が進まないような状況がありましたか。 

◎松岡税務課長 御本人には、過誤納金が生じた翌月の定められた日にスピーディーにお

返ししております。業務が特に停滞したことは今までもありませんし、もし、差し押さえ

が必要であれば、そのタイミングでしていました。ですので、今回の改正につきまして、

ただ、差し押さえをすることになりますと、御本人への納税意識の部分であるとか、ある

いは県税事務所間での差し押さえという手続が生じますので、そこの部分の省力になろう
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かとは思っております。その分を、委員がおっしゃるように、丁寧な対応に振り向けてい

くのではないかと思っております。 

◎中根委員 還付金はスピーディーに処理されるが、未納金については未納のままである

という場合に、どこまで御本人の同意を得られて、こういうシステムが作動していくのか、

一番気になるんです。例えば、不服申し立てにつながるような事案がふえていく心配など

はありませんか。 

◎松岡税務課長 差し押さえそのものは行政処分ですので、不服申し立ての対象になりま

すが、充当はそうではないので、むしろ逆に減るのではないかと考えております。 

◎上田（周）委員 先般、直接、高齢者の方から、滞納する方がいけないことは十二分に

わかっているが、繰り上げ徴収をされるかもしれない、という話を聞きましたが、それは、

やはり条例、規則等に規定されているんですか。 

◎松岡税務課長 繰り上げ徴収に関しましては、地方税法の規定にありまして、現在何か

の滞納がある状態で、やむを得ず、差し押さえをするときに、まだ納期の到来していない

ものについても、今、滞納処分をしないと徴収が困難になると判断される場合に、繰り上

げて一緒に差し押さえをすることが可能となっております。県税事務所におきましても、

年にわずかですが事例があります。 

◎上田（周）委員 これからは、介護保険料、年金などとの絡みで、高齢者のひとり暮ら

しの方が、そういう状況に陥ることが予想されます。中根委員からもありましたが、差し

押さえについても、いきなりするのではなく、直接話をするなどの丁寧な対応をした方が

いいと思いますので、また、市町村とも連携して検討課題にしていただきたいと思います

が、いかがですか。 

◎松岡税務課長 丁寧な対応は必要と考えておりますので、引き続き努めてまいりたいと

思います。 

◎上田（周）委員 何度も予算委員会などで質問してきましたので、コンビニで全税目が

対応可能になったのはいいことだと思います。また、施行日ですが、いつ頃になるかわか

りますか。 

◎松岡税務課長 システムの本格稼働は来年４月からになります。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈市町村振興課〉 

◎池脇委員長 次に、市町村振興課の説明を求めます。 

◎成田市町村振興課長 それでは、当課が所管をしております条例議案につきまして御説

明させていただきます。議案説明補足資料の市町村振興課と書かれました赤いインデック

スの１ページをお開きください。第４号議案、高知県行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用
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及び提供に関する条例議案です。 

今回の条例議案の説明をさせていただく前に、振り返りとなりますが、マイナンバー制

度につきまして少し説明をさせていただきたいと思います。資料の１ページの１番号法の

趣旨をごらんください。マイナンバー制度は、国民一人一人に 12 桁の固有の番号、マイナ

ンバーを付番し、その番号をキーとして、国や県、市町村など、複数の機関に存在する個

人情報を正確に連携させるための制度で、利用範囲は、社会保障、税、災害対策の３分野

に限定されております。各種の申請手続において添付書類が不要となるなど住民の利便性

が向上することや、行政の各種の行政事務において、審査にかかる手間が省略されるなど

の効率化が制度のメリットとなります。 

次に、マイナンバーによる情報連携のイメージ図で御説明させていただきます。地方公

共団体では、平成 29 年７月から情報提供ネットワークシステムを用いた、団体間での情報

連携が開始される予定です。イメージ図によりまして、情報連携の開始に伴う申請手続の

変更点などについて御説明をいたします。 

まず、制度導入前ですが、例えば社会保障関係の申請を行う際には、申請者はあらかじ

め市町村等に出向き、添付が必要となる住民票や所得証明書などを取得した上で、申請書

に添付して提出するといった手続をしております。 

次に、マイナンバー制度導入後は、申請書にマイナンバーを記載して窓口に提出するだ

けでよくなり、添付書類の提出は必要なくなります。この後、申請を受けた行政機関では、

今まで添付書類で確認をしていた住民票や所得の情報などについて、情報提供ネットワー

クシステムにより得ることができるようになります。このように、関係機関相互でマイナ

ンバーをキーとして必要な情報を連携することにより、申請者の負担を軽減し、事務の効

率化を図ることができるようになっております。 

２ページ目をお開きください。まず、マイナンバーの付番・通知につきましては、本年

10 月以降、順次、行われており、本県では、11 月中に全世帯への１回目の通知カードの配

達を終えておりまして、現在は配達をした際に不在であった世帯などへの対応を行ってお

ります。 

次に、個人番号カードの交付です。通知カードの封筒の中に個人番号カードの交付申請

書が同封されております。この申請書に電話番号、カードの申請日といった簡単な必要事

項を記載し、顔写真を添えて申請をすると、来年１月以降に個人番号カードの交付を受け

ることができることになっております。 

また、来年１月からは、社会保障、税、災害対策の３分野において、申請書にマイナン

バーを記入していただくなど、マイナンバーの利用が始まることになっております。 

平成 29 年１月からは、情報提供ネットワークシステムを利用し、国の機関の間での情

報連携が始まることになっております。 
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平成 29 年７月からは、地方公共団体間での情報連携が始まることとなっており、添付

書類の省略が可能となります。 

なお、庁内連携開始とは、マイナンバーを利用する事務を処理するために必要な情報が、

他団体ではなく県庁内にある場合に、県庁内で情報の照会・提供を行うということで、今

回、提出させていただいております条例により可能となるものです。詳細につきましては、

後ほど御説明いたします。 

続きまして、関係条例の整備スケジュールについてです。 

まず、（１）個人情報保護条例の改正、及び（２）高知県住民基本台帳法施行条例の改

正につきましては、６月議会において御審議をいただき、改正済みです。 

（３）番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につ

きましては、番号法に定める事務に係るマイナンバーの庁内での利用について規定をする

もので、今回御審議をいただく条例となっております。 

（４）と（５）が今後の予定になります。 

（４）について、マイナンバー制度では、番号法に定める事務に類する事務などについ

ては、各自治体の判断で条例に規定することにより、マイナンバーの独自利用が認められ

ることとされております。本県におきましても、現在、独自利用の対象事務の選定を行っ

ておりまして、今後、他県の状況なども勘案の上、対応を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

次に、（５）住民基本台帳法施行条例の改正についてですが、まず１点目といたしまし

て、マイナンバーの独自利用に際して、住民基本台帳ネットワークの情報が利用できるよ

う、根拠規定の整備をすることが必要となってまいりますので、マイナンバーの独自利用

とあわせて検討してまいりたいと考えております。 

また、２点目ですが、住民基本台帳法の改正により追加された法定利用事務の中に、本

県が条例に基づき、住民基本台帳ネットワークの独自利用をしている事務がありますので、

そちらの事務につきまして、条例の規定を削除するなどの改正を行わせていただきたいと

考えております。 

次に、今回御審議いただく条例の概要について御説明いたします。資料の３ページ目を

お開きください。まず、番号法におきましては、マイナンバーを利用することができる範

囲を、１の（１）から（３）までの３つの場合に限定をしております。 

（１）は、番号法で定める事務、いわゆる法定利用事務において利用する場合です。番

号法では、マイナンバーを利用することができる事務及び行政機関等を個別に規定してお

ります。また、あわせて、他の行政機関等から個人情報の提供を受けることができる事務

について、利用事務ごとに提供者及び提供を受けることができる情報の内容を個別に規定

しております。なお、法定利用事務としては、生活保護法による保護の実施のほか、国や
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市町村が行う事務も含めて、98 の事務が法律で規定されております。 

２つ目は（２）地方公共団体が、条例で定める事務において利用する場合です。これに

当たる場合としては、２種類ありまして、１つは、法定利用事務に類する事務として条例

で定めるもの、いわゆる独自利用事務です。もう一つは、同一機関内で保有する情報を利

用する事務、いわゆる庁内連携事務です。 

独自利用事務につきましては、条例で定めることによりマイナンバーの利用ができるよ

うになるもので、現在、事務の選定などを行っており、今後、他県の状況なども勘案の上、

対応を検討してまいりたいと考えております。 

一方、庁内連携事務ですが、先ほど法定利用事務の説明の中で、他の行政機関等との情

報連携については、法定利用事務として番号法において個別に規定をしているとお話しし

ました。マイナンバーを含む個人情報のことを特定個人情報と言いますが、番号法では、

法定利用事務、及び他の行政機関等との間で照会・提供することができる特定個人情報に

ついてのみ規定されております。このため、法定利用事務の処理のためであっても、県の

同一機関内で保有する特定個人情報の利用をすることまでは法律に規定されていないこと

から、利用することができるよう、条例で定めようとするものです。 

３つ目は（３）民間事業所などの個人番号関係事務実施者が、個人番号関係事務におい

て利用する場合です。民間事業所等において、従業員からマイナンバーなどを収集し、税

務署などへの届け出書類に記載して提出する場合などが該当いたします。 

次に、条例で定める場合を除き、同一地方公共団体内の他機関への特定個人情報の制限

についてです。番号法における特定個人情報の提供に関する規定では、他の行政機関等と

の間での照会・提供についてのみ規定されておりますので、同一の地方公共団体内の他機

関への特定個人情報の提供、これを団体内他機関連携と申しますが、こういったことを行

う際にも制限されておりますので、可能とするために、県において条例で定める必要があ

ります。なお、この団体内他機関連携に該当するものとしては、今のところ、知事部局と

教育委員会の間での連携のみとなっておりまして、例えば、教育委員会が保有している情

報を、知事部局が法定利用事務の処理に当たって利用する場合などが該当します。 

以上が番号法の規定となっておりまして、続きまして条例の概要ですが、同一機関内で

の特定個人情報の利用（庁内連携）及び、同一団体内の他機関への特定個人情報の提供（団

体内他機関連携）を可能にする規定を整備しようとするものです。 

少しわかりにくいと思いますので、情報連携のイメージ図を使いまして、実際の事例を

もとに御説明させていただきます。まず、県の福祉保健所で、生活保護法に基づく保護の

実施をしている例を使って御説明いたします。福祉保健所における生活保護の実施に関す

る事務は法定利用事務として指定されており、番号法に規定されておりますので、他団体

である市町村が保有している所得の情報等は、番号法の規定により提供を受けることがで
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きます。イメージ図で見ますと、①番号法に基づく他の機関との情報連携になります。 

一方、生活保護の実施のために必要な情報の一つとして、同じ知事部局の児童家庭課が

所管する児童扶養手当に関する情報が必要になることがあります。その情報の照会・提供

を行う場合は、高知県の知事部局という同一機関内で保有する特定個人情報の利用、すな

わち庁内連携に該当し、図の②条例に基づく県の機関内での情報連携（庁内連携）という

ことになります。 

また、必要な情報として、県教育委員会が保有する特別支援学校への就学支援に関する

情報などがありますが、その情報の照会・提供を行う場合には、高知県の知事部局と教育

委員会という、同一自治体の異なる執行機関での間の特定個人情報の利用ということです

ので、いわゆる団体内他機関連携に該当し、図の③条例に基づく団体内他機関との情報連

携ということになります。 

最後になりますが、条例の施行日につきましては、マイナンバーの利用が始まる平成 28

年１月からとさせていただきたいと考えております。 

説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 聞けば聞くほど複雑で、本当に誰のためなのかという感じがしてなりません。

今の段階で、通知を受け取っていない方がいるとか、詐欺の問題なども出てきており、「こ

れはやるべきじゃない」とずっと指摘してきました。国でもう通ってしまったことではあ

りますが、もっと体制をしっかり整えて、見きわめてからゴーサインを出すべきではない

かという気がしてならないんですが、実際にマイナンバー制度の条例をつくるに当たって、

そうした不安はないですか。 

◎成田市町村振興課長 先ほど御説明いたしましたが、独自利用事務などにつきましては、

他県の状況なども見ながら、慎重に検討させていただきたいと考えております。ただ、法

律では、他団体との情報のやりとりだけしか規定されておりません。例えば、現在、福祉

保健所において児童扶養手当の情報などを連携していますが、今後、マイナンバーを持っ

た特定個人情報を扱う場合には、法律か条例に基づく場合でなければ扱えない、連携がで

きないことになっております。今回、法定利用事務の処理に必要な情報が県庁内にある場

合に、従来と同じように情報を連携できるように条例で規定します。 

また、法定利用事務の範囲内の事務処理をするに当たって、団体内の他機関である教育

委員会が持っている情報が必要になる場合も同様です。これらを法律でカバーしていれば、

わざわざこういう条例をつくる必要はなかったということです。 

◎中根委員 そういうことでしょうが、現時点でまだ受け取っていない人もおり、十分な

対応がなされていない状況の中で、国の法律が通ったということだけで、拙速に条例をつ

くってしまっていいのか危惧しますが、いかがですか 



- 18 - 

◎梶総務部長 今回の条例は、先ほど課長が説明をしたように、今、マイナンバーがない

からできている仕事について、マイナンバー法の成立に伴って条例の規定が必要になった

ものを規定するものです。すなわち、新しい仕事、情報連携をしようとするものではあり

ません。したがって、今回の条例は必要だと考えております。一方で、委員御指摘のよう

に、マイナンバーをめぐるさまざまな不安の声が県民の皆様にあることは承知しておりま

す。マイナンバー法の施行はもう法律で決まっておりますので、法律の執行という観点で

は対応しなければなりませんが、県民の皆さんの御不安を幾らかでも緩和できるように取

り組むのが我々の仕事です。例えば、今、マイナンバーが到着をしていないという状況が

あります。これにつきましては、日本郵便に適切な対応をしていただきたいと思っており

ますし、自分のマイナンバーがなければ手続できないんじゃないかというお声があります。

これにつきましては、あくまで経過的なものであります。本来の姿ではないかもしれませ

んが、１月１日からマイナンバーがなければ申請できない事務について、マイナンバーが

なくても申請が拒否されることがないことを確認しておりますし、あるいは、福祉施設に

おいてマイナンバーをどう取り扱っていいかわからない職員がおられる場合、そういった

方の御不安を静めるために、関係省庁に対して、どのように対応すればいいか助言を求め、

まだ助言が得られてないのですが、得られれば速やかに周知をしていきたいと考えていま

す。マイナンバーをめぐる不安あるいは混乱をいかに緩和するかが私どもの仕事ですので、

市町村と一緒にスムーズに対応していきたいと考えております。 

◎上田（周）委員 市町村において、これから、そういった関連の申請等があると思いま

すが、実務レベルにおいて、障害を持たれた方や、ケアマネジャーなどが困惑していると

いう声をよく聞きます。現在、国からの情報が少ないようですが、市町村への情報提供に

ついてどう考えているか説明してください。 

◎成田市町村振興課長 それぞれの事務に関しましては、例えば社会保障関連でしたら、

厚生労働省から県の担当課、市町村という流れがありますので、当課から全てを通知し、

助言できる立場にはありませんが、関係課とは頻繁に連絡調整会をしており、市町村が困

らないように情報提供していくことは、申し合わせております。ただ、国の動きが鈍いと

いう実態もありますので、担当課から国に対して、「現場でこういう困っていることがあり

ます。早く通知を出してください」という意見を上げていますし、当課でも同様の内容を

総務省や内閣府へ上げて、「各省庁をせかしてください」といったことをずっと繰り返し上

げておりますので、国から得られた情報は滞りなく市町村に提供していこうと考えており

ます。 

◎上田（周）委員 もう一点、心配しているのは、個人情報保護条例との絡みが絶対出て

くると思います。ケアマネジャーの話をしましたが、公の施設は充実しているからいいん

ですが、民間の福祉施設では、本当にケアマネジャーがパンクする状態です。また、そこ
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のあたりの状況も把握して取り組んでいただきたいと思いますので、要請しておきます。 

◎梶原委員 先ほど部長が、さまざまなところで抱える不安をなくすことが県の仕事であ

ると言われたように、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

また、確認の意味で、法定利用事務の一覧表をいただけますか。 

◎成田市町村振興課長 また各委員の皆さんにお配りするようにいたします。 

◎石井委員 条例の改正の中身はよくわかったんですが、市町村の住民基本台帳ネットワ

ークの中にマイナンバーが付されることはないですよね。 

◎成田市町村振興課長 住民基本台帳法の改正が行われておりまして、６月議会で御説明

させていただきましたが、住民基本台帳情報としてマイナンバーが追加をされております。 

それで、本当はマイナンバーを印字した住民票を交付してはならないのに、誤って交付し

てしまったという他県の事例があります。 

◎石井委員 わかりました。あと、通知カードをなくしたとか、個人番号カードの申請な 

ど、いろんなことを聞いてくる方もいると思いますが、県としての窓口はどこになります 

か。 

◎成田市町村振興課長 通知カード、マイナンバーの個人番号カードの関係につきまして

は、当課になります。一般の県民の方々を初め、お問い合わせをたくさんいただいており、

日々、職員が対応しております。 

◎池脇委員長 マイナンバー制度の導入についてのスケジュールを瑕疵のないようにしっ

かりやっていただきたいと思います。マイナンバー制度については、国で無料の電話相談

ができるようになっております。電話番号も提示されておりますので、そうしたこともし

っかり徹底をしていただいて、スムーズに導入できるように整備をしていただきたいと思

います。 

以上で、質疑を終わります。 

〈管財課〉 

◎池脇委員長 次に、管財課の説明を求めます。 

◎沢田管財課長 管財課からは、庁舎管理予算に係る繰越明許費の追加をお願いしており

ます。資料番号②の８ページをお願いいたします。庁舎管理費のうち、議会棟非常用発電

機設置工事請負費と北庁舎空調設備改修工事請負費及び改修管理委託料、合計 7,716 万

8,000 円につきまして、計画調整に日時を要したことから、全額を繰り越すものです。な

お、両工事とも平成 28 年６月末の完成を予定しております。 

管財課からは以上です。 

◎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。 
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以上で、総務部の議案を終わります。 

小休といたしまして、午後１時から再開をしたいと思います。 

 

（昼食のため休憩 11 時 58 分～12 時 59 分） 

 

◎池脇委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

御報告いたします。本日の委員会において、梶原委員から、市町村振興課に対する御質

問があり、それに対する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。 

◎梶総務部長 お手元に配付をさせていただいております資料が、梶原委員から御依頼が

ありました法定利用事務の一覧表と、委員長から御指摘をいただきましたフリーダイヤル

の番号です。このフリーダイヤルは、マイナンバーについての質問を幅広く受け付ける番

号となっていますので、この場を借りまして、マイナンバーについての御不明な点があり

ましたら、この番号で周知をいただければと考えております。 

あわせまして、お許しをいただきましたら、宝くじの収益金につきまして、財政課長か

ら説明をさせていただければと思います。 

◎菊地財政課長 宝くじの関係につきまして御説明をさせていただきます。口頭で説明を

させていただきます。宝くじは、その販売額のうち当せん金、要するに当たった方がもら

えるお金と、あとは印刷や宣伝費と手数料と、もう一つが収益金から構成をされておりま

して、全国でいいますと、この収益金が大体４割ぐらいです。直近の平成 26 年度の高知県

の決算で販売額が 71 億 7,000 万円余りで、収益金が 28 億 7,500 万円余り、およそ４割で、

全国と同じトレンドです。この収益金のうち、サマージャンボ宝くじとオータムジャンボ

宝くじにつきましては市町村に収益金が交付されており、その額が平成 26 年度決算で５億

3,000 万円余りとなっております。 

◎池脇委員長 続いて、総務部より、５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。 

〈政策企画課〉 

◎池脇委員長 最初に、「東西軸エリア活性化プランと高知市中心市街地活性化基本計画の

一本化について」、及び「政府関係機関の地方移転について」、政策企画課の説明を求めま

す。 

◎竹﨑政策企画課長 お手元の資料の報告事項の政策企画課の赤いインデックスがついた

ページをお願いいたします。 

まず、東西軸エリア活性化プランと高知市中心市街地活性化基本計画の一本化です。東

西軸エリア活性化プランにつきましては、６月議会の当委員会におきまして、東西軸エリ

ア活性化プランが来年の３月をもって計画期間の終了を迎えることから、事業の多くが重
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複しており、東西軸のエリアを包括している高知市中心市街地活性化基本計画と一本化し、

引き続き高知市中心市街地の活性化を図っていきたいとの御報告をさせていただきました。

このたび、一本化案がまとまり、フォローアップ委員会へ報告をさせていただきましたの

で、その状況につきまして御説明をさせていただきます。 

まず、１ページの一本化のスケジュールです。７月の欄の部分ですが、東西軸エリア活

性化プランと高知市中心市街地活性化基本計画、双方のフォローアップ委員会に共通する

委員の皆様を中心に専門部会を設置し、計３回の部会を開催しました。右の点線の囲みに

もありますように、東西軸エリア活性化プラン掲載事業の高知市中心市街地活性化基本計

画への反映、及び新たな事業の高知市中心市街地活性化基本計画への反映について御検討

いただき、その上で一本化案の取りまとめをいただきました。10 月 23 日には東西軸エリ

ア活性化プランのフォローアップ委員会、11 月 10 日には高知市中心市街地活性化基本計

画のフォローアップを行う協議会へ御報告をさせていただき、両方の委員会、協議会にお

きまして御承認をいただきました。今後は、高知市におきまして、国との協議等を経まし

て、３月には計画変更の認定、来年の４月からは、新たな高知市中心市街地活性化基本計

画としてスタートしたいと考えております。 

２ページ目をお願いいたします。一本化のイメージです。まず、下段の一番下の部分で

すが、東西軸エリア活性化プランの部分です。現在のプランに基づく、46 の事業の高知市

中心市街地活性化基本計画への反映状況を数字で整理させていただいております。まず、

括弧書きの部分ですが、高知市中心市街地活性化基本計画と重複している事業が 36 事業、

既に実施完了のものが３事業、また、高知市中心市街地活性化基本計画へ掲載後と書いて

おりますが、これは東西軸エリア活性化プランには掲載があるものの高知市中心市街地活

性化基本計画のほうには掲載がない事業について、引き続き実施すべき事業として高知市

中心市街地活性化基本計画に新たに掲載しようとするものです。 

下段に戻っていただきまして、括弧書きの参考資料管理：２とありますが、これは、現

在の高知市中心市街地活性化基本計画が平成 29 年度までとなっておりますことから、平成

29 年度までの実施が現時点で不透明なもの、例えば、まんがによる交通拠点でのおもてな

し、といった事業につきましては、参考資料として整理をいたしまして、高知市中心市街

地活性化基本計画とあわせて、ＰＤＣＡサイクルを回していくというものです。 

次に、新たに提案された事業があり、専門部会におきましては、新たに取り組んだらど

うかという事業につきましても幅広に御検討いただいたところです。詳細は３ページです

が、全部で約 20 事業の御提案をいただき、その囲みの下にありますように、高知市中心市

街地活性化基本計画の事業と重複しているものが９事業、新たに高知市中心市街地活性化

基本計画に加えるものが実施可能な事業として６事業。そして、実施が不透明であり、参

考資料として進捗管理を行うもので、実施が不透明な５事業という整理となっております。 
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３ページをお願いいたします。専門部会におきまして、新たに提案をいただきました事

業につきまして、その内容と高知市中心市街地活性化基本計画への反映方針を整理をさせ

ていただいております。①から⑥までが、新たに高知市中心市街地活性化基本計画へ掲載

したもので、例えば、①既存店の魅力向上につきましては、県の補助金を活用して既存店

の魅力向上に取り組んではどうか、③外国人観光客の受け入れの促進につきましては、標

識やサインの多言語化、消費税免税店の普及拡大に取り組んではどうか、といった御提案

がありまして、今回、新たに高知市中心市街地活性化基本計画に掲載を行うこととしてお

ります。⑦から⑪までは、御提案いただきましたが、直ちに実施するところまでには至ら

ず、引き続き、参考資料として整理をして検討していくものです。例えば、⑦南北間のよ

さこい踊りを実施してはどうか、⑨木のぬくもりの感じられる街づくりを推進してはどう

か、といった御提案をいただき、今後もそれぞれ参考資料という形ですが、ＰＤＣＡサイ

クルで検討していきたいと思っております。⑫から⑳までは、いただいた御提案について、

既に高知市中心市街地活性化基本計画の中で読み込むことができるものとして整理をさせ

ていただいたものです。スケジュールの中でも申し上げましたが、来年度からは東西軸エ

リア活性化プランと高知市中心市街地活性化基本計画を一本化し、新たな高知市中心市街

地活性化基本計画としてスタートいたします。東西軸エリア活性化プランという名称はな

くなりますが、県としては、引き続き高知市や民間団体の皆様と連携をしながら、高知市

中心市街地の活性化を図っていきたいと考えております。 

次に、５ページをお願いいたします。政府関係機関の地方移転につきまして、現在の状

況等につきまして御説明させていただきます。まず、１政府関係機関の誘致の提案募集で

すが、御案内のとおり、国において８月末日を期限とし、東京一極集中の是正や、地方に

おける「しごと」と「ひと」の好循環を促進することを目的とした、東京圏以外の道府県

等から政府関係機関誘致の提案募集がありました。この提案募集を受けまして、本県にお

いても、２にあるとおり、海洋研究、国土強靱化、林業振興の３つの分野からの切り口で、

７つの研究機関の誘致を提案しております。例えば、海洋研究の関係で言いますと、メタ

ンハイドレートなど、土佐沖に海洋資源が豊富であるという地理的条件、また、既に国の

研究機関と高知大学で共同運営する高知コアセンターといった海洋に関する研究機関が一

定集積していることなどを本県の強みとしてお示しし、その上で、国の研究機関の移転が

実現した場合、国にとりましては、高知大学などとの連携により、研究者の集積や高度な

海洋専門人材の育成など、研究力の強化につながることが期待されるのではないかと。ま

た本県にとりましても、新たな人の流れに加えて、研究機関の集積がさらなる産業の集積

を呼ぶことで、産業の活性化が図られるのではないか、といったことを提案いたしました。

残りの分野につきましても、それぞれ本県の強みなどを整理した上で提案を行いました。 

３これまでの経緯及び今後のスケジュールですが、提案募集の期限である８月 31 日に
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提案書を提出した後、９月に、まち・ひと・しごと創生本部事務局によるヒアリングがあ

りました。その際には、研究機関の一部の機能を移転するにしても、既に東京圏等でつく

られている研究機関と企業などとの集積メリットを上回ることを、もっと具体的に説明す

ることが必要である、また、高知のポテンシャルを生かして発展するもの、これまでの研

究の延長線上にあるものが省庁としては受けとめやすいのではないか、といった御意見、

御助言をいただきました。その上で、11 月には、既に南国市に海洋研究開発機構高知コア

研究所があることから、最も実現可能性の高いと思われる海洋研究開発機構、いわゆるＪ

ＡＭＳＴＥＣを所管する文部科学省と意見交換を行いました。意見交換におきましては、

集積していることがメリットであり、一部分の取り出しは全体の効率を下げるので困難で

ある、また、財政的なことも課題の一つである、といった御意見がありまして、以降、個

別に協議を重ねてきました。そして直近の状況ですが、昨日、12 月 17 日に第３回の政府

関係機関移転に関する有識者会議が開催され、研究機関、研修機関につきまして、具体的

な検討を進める提案、要は関係者間でさらなる詳細を検討する研究機関等の絞り込みが行

われました。本県からの提案につきましては、海洋研究開発機構がさらなる検討を行う研

究機関等に整理されました。今後、どのように詳細な検討を進めていくかにつきましては、

本日 16 時から国の説明会もありますので、その内容も踏まえ、厳しい状況ではありますが、

少しでも地方移転が実現するよう、最大限取り組んでまいりたいと考えております。 

説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 政府関係機関の地方移転については、提案募集の締め切りが８月末というこ

とで、私も９月議会で少し触れさせていただきました。当初から、各省庁の抵抗、地元所

在地、自治体の抵抗が厳しいのではないかと言われておりましたし、今議会の質問でもか

なり厳しい状況がありました。高知県も一部機能移転を提案されていますが、地方自治体

の立場で、日本全体を所管するさまざまな研究施設の全部機能移転は現実的に難しいです

し、逆に一部機能移転を提案すれば、集積のメリットはない、一部機能だけの取り出しが

難しいということで、今までの議論は一体何だったのか、何となく煮え切らん状況の中で

セッションされていて、今までの地方分権に関する提案などと同様に、募集して千何件集

まったが、ふたをあけたらわずかだったという感じなんですか。その辺、肌感覚的にどう

ですか。 

◎竹﨑政策企画課長 やはり研究機関、研修機関、それと中央省庁というのは少し別問題

で考えておるようですが、高知県が提案しております７つの研究機関につきまして、その

うち３つは既につくば市にありまして、既に一極集中という前回の流れの中から集積を図

ってきたところで非常にハードルが高かったという部分。それ以外の３機関につきまして

も、例えば、研究設備を共同して使っているなど、民間の企業と連携をしている部分。財
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政的な部分で言うと、新たな管理部門、企画部門の設置が必要になる、もう少し小さい話

で言いますと、引っ越しする費用など、やはり、一部の機能を切り離すのはなかなか困難

だという御意見をいただいております。ただ今回、実質的にはＪＡＭＳＴＥＣ一つに絞っ

ているわけですが、既に南国市にＪＡＭＳＴＥＣの高知コア研究所もあり、高知大学と高

知コアセンターを設置して、研究設備、ファシリティーも十分あり、また研究機関の連携

もとれているということで、これから具体的にもう少し協議をしていこうと思っています。 

◎梶総務部長 委員から肌感覚というお話がありました。このヒアリングは、今まで２回

政府とやっておりますが、２回とも私のほうが対応しましたので、肌感覚で申し上げます。

全部移転と言わずに一部移転というと、切り離しが問題になる。一部移転と言わずに全部

移転というと、金がかかるという状況ではあります。当初から想定はしておりましたが、

この政府機関の地方移転についての霞が関のハードルは極めて高いです。したがって、今、

他の都道府県の状況はよくわからないんですが、恐らく、高知コアセンターのように何ら

かの根っこがあるところで、今後詰めていこうという状況になっていると思います。 

本会議で知事からも申し上げましたが、やはり政治主導と言いますか、高いレベルで働

きかけないと、なかなか前に進まないという認識を一層強めたところであり、高いレベル

でのやりとりの検討を考えております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈行政管理課〉 

◎池脇委員長 次に、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案について」、

行政管理課の説明を求めます。 

◎岡村行政管理課長 赤の行政管理課のインデックスの職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例議案についての資料をごらんください。 

初めに、１番の報告の趣旨について御説明を申し上げます。このことにつきましては、

（１）高知県人事委員会の議会及び知事に対する平成 27 年 10 月 15 日付の職員の給与等に

関する報告及び勧告の趣旨に沿い、職員に対して支給する給料月額及び諸手当の改定を予

定しております。ただし、（２）地方公務員法上、地方公務員の給与決定に当たりましては、

民間事業の従事者の方々の給与等とともに、国家公務員給与も考慮事項の一つとされてお

り、いわゆる均衡の原則と呼ばれているものです。具体的には、（３）国家公務員給与は給

与法（一般職の職員の給与に関する法律）で定められており、地方公共団体における給与

改定の実施につきましては、国における給与法の改正法案の決定を待って行うべきものと

されております。しかしながら、現在のところ国におきまして、人事院勧告を完全実施す

るという方針は決まっていますが、臨時国会が開催されておらず、給与法の改正法案の閣

議決定も行われていない状況です。このため、今回はこの給与条例の議案の提出には至り

ませんでしたが、例年であれば、給与改定の実施のために必要な条例議案は 12 月県議会に
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提出させていただいており、また、人事委員会から速やかな勧告の実施を要請されていま

すので、本日、条例の改正方針につきまして御説明をさせていただきます。 

次に、２番目の主な改正の内容等について御説明を申し上げます。内容は全て人事委員

会の報告及び勧告どおりに実施しようとするものです。（１）給料表の改定につきましては、

ア 行政職給料表にありますように、県内の民間給与と職員の給与との較差 0.15％を解消

するために改定を行うものです。改定に当たりましては、本県の初任給が民間の水準を下

回っていること、また国家公務員が昨年に引き続き初任給や若年層に重点を置いた俸給表

の引き上げを行ったこと、さらには他の都道府県の初任給と比較すると低位な水準にある

ことを踏まえまして、優秀な人材の確保を図るため、初任給を重点的に引き上げるととも

に、若年層に限定して改定することとしております。これによりまして、改定の対象とな

る職員は全体の約 25％となります。次に、イ その他の給料表につきましては、特定任期

付職員及び第１号任期付研究員に適用する給料表を除きまして、行政職給料表との均衡を

基本に改定することとしております。なお、この特定任期付職員及び第１号任期付研究員

につきましては、本県では任用の実績がありません。続きまして、（２）初任給調整手当、

及び（３）地域手当に関しましては、医師等に係る引き上げです。そして、（４）単身赴任

手当につきましては、基礎額を国に準じて引き上げるものです。なお、（５）その他にあり

ますとおり、期末手当・勤勉手当につきましては、民間の支給割合と支給の月数がおおむ

ね均衡しているため、据え置くこととしております。 

最後に、３番、施行期日等ですが、（１）給料表につきましては、条例の公布の日から

施行し、平成 27 年４月１日に遡及して適用することとし、（２）給料表以外につきまして

は、平成 28 年４月１日から施行することとしております。 

報告は以上です。 

◎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。 

〈人事課〉 

◎池脇委員長 次に、「職員の懲戒処分について」、人事課の説明を求めます。 

◎澤田人事課長 お手元の総務委員会資料、報告事項、赤いラベルの人事課のインデック

スのついたページをお願いいたします。部長から総括説明で申し上げましたとおり、12 月

４日付で１名の職員を懲戒処分といたしました。懲戒処分の公表基準に沿って御報告をい

たします。 

処分を受けた職員は、商工労働部のチーフ級の職員です。処分の事由は、自宅での担当

業務に係る思案や勉強に要した時間、勤務公署と自宅との行き来に要した時間を、時間外

勤務命令を受けた時間の実績等に含めて申告したことにより、平成 26 年６月から同年 11
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月までの間の土日、祝日 19 日分に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当 21 万 4,058 円を

不適正に受給したものです。この不適正に受給した時間外勤務手当及び休日勤務手当は、

条例や規則に照らして本来受給できないことは明らかであり、また、そのことを知りなが

ら当該手当を受給したことは、率先して法令等を遵守すべき立場にある県職員としてある

まじき行為であり、さらに、職員を指導・監督する立場にあるチーフ級の職にありながら

このような不祥事を起こしたことは、県行政や職員の士気に与える影響は少なくはなく、

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

その責任は極めて重大であります。このことは、地方公務員法第 32 条に規定する法令遵守

義務に違反するものであるほか、職員の信用失墜行為を禁止している地方公務員法第 33

条の規定に違反するものであることから、処分の内容といたしまして、12 月４日付で６月

間、給料月額の 10 分の１を減給する懲戒処分といたしました。 

また、平成 26 年度当時に職員を管理監督する立場にあった職員１名を文書注意といた

しました。なお、不適正に受給した時間外勤務手当等については、職員から既に全額、県

に返納されております。 

この職員は、仕事上必要な専門知識を身につけ、効果的な取り組みを行いたいと考えて

いましたが、自宅で作業したほうが集中でき作業がはかどるとの理由から、上司に相談す

ることなく仕事を自宅へ持ち帰り、自宅での思案や勉強に要した時間や行き来の時間を時

間外勤務の実績等に含めて申請をしたものです。職員自身やってはいけないことと理解し

ながらも、同じことを繰り返してしまった自分の身勝手で軽率な行為・行動を後悔してお

り、業務に追われて余裕がなくならないよう、仕事のやり方などの見直しを行っていきた

いと申しており、深く反省しています。 

改めまして、県民の皆様におわびを申し上げますとともに、全ての職員に対しまして、

12 月７日付の総務部長通知により、職員は率先して法令を遵守すべき立場にあることを改

めて自覚するとともに、今後このような不祥事を再び起こさないよう、管理職員等は職員

に時間外勤務等を命じる場合に、業務の内容・実態等を十分に把握した上で、事前命令を

確実に行い、成果物を現認するなどしてその勤務の実績を確認することで、適正な管理を

行っていくよう、いま一度徹底したところでありまして、引き続き県民の皆様の県政に対

する信頼の回復に努めてまいります。 

報告は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

時間外勤務の請求時や実績報告時に、自宅で、という項目はなかったんですか。 

◎澤田人事課長 そういう記述はありませんし、そういう報告は受けておりませんでした。 

◎池脇委員長 これは上司も気がつかなかったわけですから、自己申告で申しわけないと

いう形で上がったんですか。 
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◎澤田人事課長 事前に、休日等に時間外勤務をすることは口頭で受けておりましたが、

実際に、一度、勤務公署に立ち寄り、そして、また自宅に戻ったりしていたので、実績報

告の際にそういった時間を含めて申請したのが実態です。 

◎池脇委員長 事前に、自宅で勤務をするという報告を受けていたのであれば、勤務外手

当の申請のときに自宅と書くべきですし、その報告を受けていた上司は、そういう意識を

持って申請書に目を通すことができたと思うんですが、その点はいかがですか。 

◎澤田人事課長 時間外勤務を行う場所は公署と言っておりましたので、それ以外のとこ

ろで勤務することは想定していなかったのが実態です。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈管財課〉 

◎池脇委員長 次に、「本庁舎における窃盗事件について」、管財課の説明を求めます。 

◎沢田管財課長 去る 11 月 12 日に新聞報道されました、議会棟での窃盗事件について御

報告させていただきます。総務委員会資料、報告事項の管財課のインデックスのページを

お願いいたします。 

まず、事件の経過と概要について御報告申し上げます。最初 11 月４日、議会事務局を

通じまして、議会棟の会派控室において金銭が盗まれたようだ、との連絡が管財課にあり

ました。議会事務局から状況の説明を受けた後、会派が設置した防犯カメラの録画映像を

確認したところ、その着用している制服から警備員らしき人物が机の引き出しをあけてい

るところが撮影されていたので、直ちに高知警察署に連絡をいたしました。その後、高知

警察署の捜査によりまして、11 月 11 日、県が本庁舎等の警備を委託している会社の警備

員が、現金 190 円を盗んだとして逮捕されるに至ったものです。また、被疑者逮捕後、警

察から捜査への協力要請があり、他にも盗難事件が発生していないか庁内照会をしたとこ

ろ、数件の事案が報告されましたので、当該内容につきまして警察に通報しております。

現在の捜査状況につきまして、詳細は承知しておりませんが、議会棟での窃盗事件につい

ては、12 月 11 日金曜日に起訴され、現在、本庁舎内での窃盗容疑なども含めた他の事案

について、被疑者を拘留の上、捜査、取り調べが続いていると聞いております。なお、警

備会社からは、従業員が今回の事件を引き起こしたことに対する謝罪とともに、社員教育

の一層の充実など、再発防止に向けた取り組みを行う旨の弁明がありました。 

次に、委託契約の概要等です。議会棟を含む本庁舎の警備につきましては、民間事業者

に委託しており、契約の概要につきましては資料記載のとおりです。 

今後の対応についてです。今回の事件は、庁舎での盗難や犯罪を防止すべき警備員が、

巡回警備中に盗みを働くという信じがたい事件です。当該警備員は、既に警備会社を懲戒

解雇となっておりますが、先ほど御説明したとおり、容疑が固まり起訴に至ったことから、

委託事業者に対する措置を検討したいと考えております。また、県が委託する庁舎等の警
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備業務につきましては、警備業法で定められた要件を満たし、公安委員会の認定を受けた

警備業者であることや、業務継続が可能な経営状況であることなどを指名登録の要件とし

ておりますが、より適正な業務の履行や、質の確保・向上を図るため、今後、仕様書や契

約条項の見直しについて、国や他県の例も参考にしながら検討してまいりたいと考えてお

ります。 

以上で、報告を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 現在も当警備会社が警備をしているんですか。 

◎沢田管財課長 そのとおりです。 

◎梶原委員 この報告を受けたときに、決算特別委員会がちょうど開かれておりましたの

で、先ほど課長も言われたように、本来、窃盗や侵入を防ぐために警備を委託している警

備業者が窃盗事件を起こすことは、警備業全体に大変な影響があり、県として厳粛に対応

していただきたい、というお話もさせていただきました。代表取締役が謝罪に来たという

ことですが、謝罪に来た４日後にすぐに提出できるような再発防止策とは何なのか、社員

教育を徹底するというが、これから徹底すればいいのか、と思います。今回の事件を起こ

したことについて、委託を受けた会社としてどういう認識を持っているのか、その辺をも

う少し詳しく教えてください。 

◎沢田管財課長 事業者に対しては、今回の盗難事件につきまして、容疑が固まり先週の

金曜日に起訴されたことを伝えております。このことを踏まえた今後の対応について、事

業者から回答を求めることとしており、その回答を踏まえ、県としての対応を検討したい

と考えております。 

◎梶原委員 その回答次第ということもありますけど、現時点で考え得るのは、契約の不

履行による損害賠償ですか。今後の影響はすごく大きいと思うんですよ。先ほど言われた

契約条項の見直しについて、こういうことが二度と起こらないように見回り体制を２人体

制にしなければいけない可能性もありますし、それで委託金額もふえてくるでしょうし、

もちろん被害を受けられた個人と合わせて県庁全体が大変な影響を受けたことで、本当に

厳粛な対応を求めたいと思いますが、いかがですか。 

◎沢田管財課長 現在、委託契約をしておりますが、契約書の文言からは、今回の事案で

は、直ちに契約を解除する要件には該当しないと解されておりますので、県から一方的に

契約解除を申し出ることは困難と考えております。ただ、警備の質の向上は大変大事なこ

とだと思っておりますので、警備条項の見直しにつきましては、基本的に警備業法に基づ

き公安委員会に監督権限があり、事業者に対して県から過重な義務を課すことは適当でな

いということで、契約条項を定めた契約としておりますが、現在の標準契約書では、今回

のような不祥事を起こした場合でも県から会社の責任を問うことができません。また、業
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務に従事する従業員の資格要件につきましても、仕様書で一定の条件は課しているものの、

業務の質の確保・向上のためには十分ではなかったと感じております。そのため、特に本

庁舎は規模も大きく 24 時間の警備体制ですので、これらの事柄につきまして、他の施設の

事例なども参考に、仕様書、契約書に追記することを検討したいと考えております。 

◎梶総務部長 事実関係、契約上の取り扱いについては、先ほど課長が申し上げたとおり

ですが、委員がおっしゃるように、今回の事案は非常に許しがたく、委員の皆様の信頼を

も大きく損なったところであります。現在の契約条項の中で、どういう対応ができるかと

いうことで、まずは起訴されたことを伝えることで、先方からの回答待ちをしていますが、

いずれにしても、委員及び本議会での御指摘も含め、厳正な対応に努めてまいりたいと考

えております。 

◎梶原委員 現在、警備をされている他の従業員の方々に瑕疵や不備があるとは言いませ

んが、仮に私が経営者であれば、はっきり言って、みっともなくてこんな業務は続けられ

ないと思います。通常であれば、辞退の申し出や、あるいは委託金額を全額返還して業務

を続けるなど、誠意ある対応をすべきだと思います。委託業者に対しても、しっかりと事

の重大さを深く認識していただき、誠意ある対応を望むという、私たち委員会の意見もし

っかりと伝えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎西内副委員長 当該事業者以外で、指名要件に当てはまる業者はいますか。 

◎沢田管財課長 平成 27 年度は指名競争入札により入札をしておりますが、12 社を指名

しております。 

◎西内副委員長 11 月 17 日に提出された、再発防止に関する文書をいただけますか。 

◎沢田管財課長 すぐにコピーをしてお配りいたします。 

◎池脇委員長 概要で結構ですので、内容を説明してください。 

◎沢田管財課長 一つは、警備員の個人情報にかかわることで、住所、氏名、生年月日、

これまでの勤務歴等、家庭の状況等が記載されております。また、会社としての処分の方

針、対策ということで、研修の充実・採用活動の充実といった事柄が書かれております。

あわせて、業務を進めていく上での体制整備といったものが記載されております。 

◎池脇委員長 この再発防止に関する文書が提出された際に、社長から、どうしてこうし

た事件が発生したのか、原因についての発言はありませんでしたか。 

◎沢田管財課長 社長がお見えになった日が、決算特別委員会開催日でしたので、私は直

接応対をしておりません。応対をした職員から報告を受けておりますが、そこについての

詳しい言及は聞いていないと思います。 

◎梶総務部長 若干補足をいたします。業者からの報告書を読み上げさせていただきます

と、本人が身柄拘束中で事案の全容を把握できていない、逮捕以降、会社として本人に接

触できていないので、背景の聞き取りができていないと認識しております。また、被害の
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弁済につきまして、会社の社長ほか１名が県庁に赴いて謝罪をしたとともに、被害全額を

当社で弁済する旨申し入れた、という記載もあります。 

◎池脇委員長 個人の問題として会社が対処しているが、警備業をなりわいとしてやる場

合、会社として、職員の倫理規範がより徹底をされなくてはいけない。そういう部分につ

いて、さらに対応をこういう形で徹底します、という話はありましたか。 

◎沢田管財課長 提出文書の中に、社としてそういう対応、対策を徹底するという記載が

あります。 

◎田中委員 仕様書の配置基準等について甘い部分があったという御説明がありましたが、

現在、人員は変わっても同じ会社が警備に従事しています。配置基準等は、今も当初の契

約どおりで行われているんですか 

◎沢田管財課長 当初契約で示した仕様書に基づいた配置となっております。 

◎田中委員 こういう事件が起こったわけですから、同じ会社を使うのであれば、一定、

配置基準は見直して業務を継続していただく。最低限それぐらいのことはできると思うん

ですが、どうお考えですか。 

◎沢田管財課長 先ほども御説明申し上げましたが、事業者にとって過重な負担になって

もいけないと考えておりますので、会社の対応をどうするかにつきましては、改めて回答

を求めることとしております。 

◎田中委員 ということは、会社の回答があるまで県は何もしないと理解してよろしいで

すか。 

◎沢田管財課長 月曜日に会社と話し合いを持つこととなっておりますので、その際に回

答を求めることとあわせて、見直しについても申し入れをしたいと考えております。 

◎池脇委員長 過重な負担を求めることは一つの課題ではあると思いますが、会社の信頼

を損なう、しかも犯罪が起こったわけですから、それに対して信頼を回復するためには会

社側の責任として、「こういう体制で今後対応しますので、二度とこういうことを起こしま

せん」という提案があってしかるべきだと思います。だから、執行部としてはそういう内

容を受けて、信頼性を持って、後の契約期間を任せるということがないと、「今までどおり

の警備でいいですよ」ということでは信頼性は確保できないと思いますので、その点を踏

まえて、しっかり協議して対策を立てていただきたいと要請しておきます。 

質疑を終わります。 

以上で、総務部を終わります。 

《教育委員会》 

◎池脇委員長 次に、教育委員会について行います。 

最初に、議案について、教育長の総括説明を求めます。なお、教育長に対する質疑は、

各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 
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◎田村教育長 議案の説明に先立ちまして、２件の教職員の不祥事について御報告をさせ

ていただきます。 

１件目は、県立学校事務職員が、担当事務のおくれを隠すために、定期監査において提

出する資料を改ざんした事案です。当該職員に対しては、11 月 12 日付で戒告の懲戒処分

といたしました。 

２件目は、県立学校教諭が、自校の生徒に対してセクシュアルハラスメント行為を行っ

た事案です。当該教諭に対しては、11 月 12 日付で給料の月額の 10 分の１を３カ月減給す

る懲戒処分といたしました。 

これらの事案につきましては、コンプライアンス意識の欠如した行為、あるいは生徒の

心を傷つけ、女性としての尊厳と人権を侵害する許されない行為であり、いずれも本県の

教育や学校に対する信頼を損ない、県民の皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深

くおわび申し上げます。まことに申しわけございません。なお、詳細につきましては、後

ほど高等学校課長から説明をさせていただきます。 

それでは、議案の説明をさせていただきます。12 月議会に提出しております教育委員会

関係の議案は、平成 27 年度一般会計補正予算議案です。お手元に配付されております、資

料ナンバー②の 51 ページをお願いいたします。教育委員会補正予算総括表です。教育委員

会所管の補正予算は 6,596 万 5,000 円の増額補正です。まず、学校安全対策課ですが、須

崎工業高等学校の災害復旧工事に要する経費について増額補正をお願いするものです。次

の高等学校課は、県立高等学校再編振興計画に基づき、須崎工業高等学校と須崎高等学校

を統合して設置する高吾地域拠点校の実施設計等に要する経費について増額補正をお願い

するものです。次の新図書館整備課は、県立図書館に図書を整備するための寄附金をいた

だいたことから、それに伴い 100 万円の増額をお願いするものです。 

続きまして、資料ナンバー①の４ページをお開きください。繰越明許費の補正です。13

教育費のうち、施設整備費は県立学校の耐震補強等工事、維持修繕費は県立学校の外壁等

改修工事、保育所・幼稚園等南海トラフ地震対策事業費は室戸市の保育所の高台移転に係

る施設整備工事、教育事務所費は中部教育事務所の耐震補強等工事がそれぞれ年度内での

完了が見込めなくなったことから、予算の繰り越しをお願いするものです。 

また、次の５ページ、15 災害復旧費の文教施設等災害復旧事業費は、先ほど御説明した、

須崎工業高等学校の災害復旧工事について、年度内での完了が見込めないことから、予算

の繰り越しをお願いするものです。 

続きまして、８ページをお願いします。債務負担行為の補正です。まず、教員採用選考

審査筆記問題作成等委託料は、平成 28 年度に行う教員採用選考審査の筆記問題の作成など

に要する経費です。 

次の９ページ、保育所・幼稚園等高台移転施設整備事業費補助金は、奈半利町の認定こ
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ども園の高台移転に係る施設整備への支援に要する経費ですが、平成 29 年３月の完了を見

込んでいることから、債務負担行為をお願いするものです。外国語指導助手配置委託料は、

平成 28 年度の外国語指導助手の配置委託に関する経費、基礎学力把握検査等委託料は、県

立高等学校６校の平成 28 年度の新１年生に対し、事前に行う基礎学力把握検査の実施及び

結果分析に要する経費です。県立学校整備事業費は、先ほど御説明した高吾地域拠点校の

実施設計等につきまして、来年 11 月の完了を見込んでいることから、増額補正とあわせて

債務負担行為をお願いするものです。高知市東部総合運動場多目的ドーム整備事業に対す

る補助は、高知市が行う高知市東部総合運動場多目的ドームの整備への支援に要する経費

です。平成 29 年６月の完了を受けての補助を予定していることから、債務負担行為をお願

いするものです。 

次に、報告事項です。冒頭に御説明した教職員の不祥事のほかに、６件あります。 

まず、「教育等の振興に関する施策の大綱と第２期高知県教育振興基本計画の検討状況

について」ですが、本年４月１日の地方教育行政法の改正に伴い、知事が新たに策定する

こととなった教育等の振興に関する施策の大綱と、大綱の内容も踏まえながら策定の準備

を進めている高知県教育振興基本計画の検討状況につきまして、教育政策課長から御説明

させていただきます。 

次に、「高知県教育センターと高知市立大津保育園等との土地の交換について」ですが、

本年３月の総務委員会で御報告をさせていただきました、高知市立大津保育園等の新築に

伴う高知県教育センターの土地の交換につきまして、その後の状況等を教育政策課長から

御報告させていただきます。 

次に、「新中高一貫教育校及び高吾地域拠点校の基本設計について」です。平成 30 年度

に現在の高知西高等学校の敷地に設置する新たな中高一貫教育校、及び、平成 31 年度に現

在の須崎工業高等学校の敷地に設置する高吾地域拠点校の基本設計が、一定まとまりまし

たので、その内容につきまして、高等学校課企画監から御説明させていただきます。 

次に、「高知県における特別支援学校の再編振興（病弱特別支援学校（意見のまとめ））

について」です。近年、児童生徒の障害の実態が大きく変化している病弱特別支援学校に

ついて、再編振興検討委員会において検討いただいた内容につきまして、特別支援教育課

長から御説明させていただきます。 

次に、「平成 27 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について」ですが、本年

度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が今月 11 日に公表されたことから、その

内容につきまして、スポーツ健康教育課長から御説明させていただきます。 

最後に、「平成 26 年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査における

「いじめ」に関する調査の結果について」です。平成 26 年度の児童生徒の問題行動等生徒

指導上の諸問題に関する調査における「いじめ」に関する調査の結果が 10 月 27 日に公表
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されたことから、その内容につきまして、人権教育課長から御説明させていただきます。 

最後に、教育委員会が所管いたします主な審議会等の９月議会以降の開催状況を説明さ

せていただきます。審議会等と赤いインデックスがついた資料をごらんください。高知県

教育振興基本計画検討委員会、高知県児童福祉審議会保育部会を 12 月に、高知県における

特別支援学校の再編振興に関する検討委員会【第二次】を 10 月に、高知県社会教育委員会

を 11 月に、高知県立図書館協議会を 10 月に、知の拠点としての新図書館サービス検討委

員会を 10 月と 11 月にそれぞれ開催しております。各審議会の審議項目等につきましては

資料のとおりです。今後も審議の経過や結果につきましては、適宜、委員の皆様に御報告

させていただきます。 

私からの総括説明は以上です。 

◎池脇委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈教職員・福利課〉 

◎池脇委員長 初めに、教職員・福利課の説明を求めます。 

◎笹岡教職員・福利課長 第１号議案、平成 27 年度一般会計補正予算につきまして説明さ

せていただきます。資料ナンバー②の 52 ページをお願いします。 

債務負担行為については、毎年 12 月議会でお願いしているもので、教員採用選考審査

筆記問題作成等委託料に係るものです。この債務負担行為は、来年度実施する教員採用審

査の筆記審査のうち、教職一般教養と小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の校種ご

とに、教科の専門知識を問うための専門教養に係る審査問題の作成と採点のための委託料

です。問題の検討やチェックに十分な時間を確保するため、本年度に契約できるよう債務

負担行為をお願いするものです。 

以上で、教職員・福利課の説明を終わらせていただきます。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎三石委員 契約方法は指名競争入札ですか。 

◎笹岡教職員・福利課長 指名競争入札です。ただ、これまでも、受託できる業者が限ら

れている中、いずれの業者からも受託する意思がないという回答があり、結果として、今

年度も随意契約になっております。今回も、指名競争入札の手続はする予定です。 

◎三石委員 県が考える採用の基準について、こういう形の問題をつくってもらいたいと

いう思いは、業者とのすり合わせの中でうまくいきそうですか。 

◎笹岡教職員・福利課長 校種や教科ごとに、こういった仕様、こういった考え方で問題

を出してもらいたいという仕様書をつくり、業者に発注します。その後、業者から、それ

に基づいた問題案がざっと出てきます。その中で、こちらの意図に合っているかどうか逐

次やりとりをし、こちらの意向が十分に反映されているかをチェックしながら問題をつく

り上げる形にしております。 
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◎三石委員 ということは、その業者に任せっきりということではないんですね。どこま

で県が業者と話をし、すり合わせて、過去の問題等と比べて遜色のない問題ができるんで

すか。 

◎笹岡教職員・福利課長 先ほど申し上げましたように、最初に仕様をつくりますが、で

き上がった問題の中で、意図が反映されてなかったり、少しここら辺のデータが違うんじ

ゃないかといったことで、かなりやりとりをしておりますし、こちらも担当の指導主事、

教員等がそれぞれの教科ごとに作問の検討グループをつくり、何回も集まって議論した上

で、でき上がった問題のたたき台に対してつくり込みを行いますので、かなりこちら側の

意図は反映されているものと考えております。 

◎三石委員 1,048 万 8,000 円の予算に見合うだけの作業がやはり必要なわけです。結構

な金額だと思いますが。 

◎笹岡教職員・福利課長 たたき台としてつくっていただく問題数は、25 教科につきまし

て、１教科当たり平均で 40 問から 50 問ぐらいになります。しかもその作問の部分だけで

はなく、問題の印刷や採点もあります。マークシートですので、プログラムを組んで採点

作業をしていただくので、これだけの金額はかかるものと考えております。 

◎三石委員 こういうやり方をしているのは本県だけではなく、他県にもありますか。 

◎笹岡教職員・福利課長 ９府県がこういう形で委託をしていると聞いております。 

◎三石委員 他県における予算や、委託内容はわかりますか。 

◎笹岡教職員・福利課長 県によって委託の形態は違いまして、高知県では、教職一般教

養と専門の全ての筆記問題について委託していますが、同じようにしているところもあれ

ば、教養問題あるいは専門問題のみを委託している県もあります。同じような形で全部委

託している県と比べると、正直に言いまして、かなり格安でやっていただいております。 

◎三石委員 よりよい問題集ができるように、努力していただきたいと思います。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈学校安全対策課〉 

◎池脇委員長 次に、学校安全対策課の説明を求めます。 

◎沢近学校安全対策課長 お手元の資料ナンバー②の 54 ページをお開きください。歳出に

ついて、15 災害復旧費の文教施設等災害復旧事業費 3,067 万 1,000 円の補正をお願いする

ものです。これは、本年９月 24 日に発生した豪雨により、須崎工業高等学校の南側ののり

面の一部が崩落したことから、その復旧工事を行うための経費について、増額補正をお願

いするものです。 

53 ページをごらんください。こちらは歳入で、先ほどの災害復旧工事に充てるための国

庫支出金で、文部科学省の公立諸学校建物其他災害復旧費負担金 1,950 万 9,000 円と、県

債の県有施設等災害復旧債 1,000 万円です。 
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続きまして、55 ページをごらんください。繰越明許予算について、13 教育費の学校施

設等整備費の施設整備費と維持修繕費ですが、県立学校施設の耐震補強工事の入札におけ

る不調・不落により、契約締結までに予想外の期間を要したこと。また、平成 26 年度から

の繰り越しによる工事を優先して実施してきたことから、平成 27 年度当初予算に計上して

いた工事の一部において着手がおくれ、年度内の完成が見込めなくなったことが現時点で

明らかになったことなどから、できるだけ早期に着手することができるよう、本議会での

繰り越しをお願いするものです。 

続きまして、15 災害復旧費の文教施設等災害復旧事業費につきましては、先ほど説明を

させていただきました須崎工業高等学校の南側のり面の崩落に対する復旧工事につきまし

て、早期に工事を着手する予定ですが、年度内での完了が見込めないことから、全額繰り

越しをお願いするものです。現時点で５月中の完工を目指しております。 

説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈幼保支援課〉 

◎池脇委員長 次に、幼保支援課の説明を求めます。 

◎溝渕幼保支援課長 補正予算について説明させていただきます。補正の内容は、繰越明

許費１件と債務負担行為１件です。 

まず、お手元の資料②の 56 ページをお願いいたします。繰越明許費明細書です。保育

所・幼稚園等南海トラフ地震対策事業費の高台移転の施設整備補助金を活用し、室戸市に

ある社会福祉法人室戸福祉協会が、室戸高等学校第２グラウンドに保育所を建設するため

の整備費を当初予算で計上しておりましたが、建築予定地への進入路整備や関係者との調

整に日数を要したため、今年度中の完成を見込めず、繰り越しをお願いするものです。完

成は平成 29 年３月を予定しております。 

次に、債務負担行為です。奈半利町では、保育所・幼稚園等高台移転施設整備事業費補

助金を活用して、幼保連携型認定こども園なはりを移転建築する計画をしております。そ

の整備費に対して補助を行うものです。 

議案説明資料の幼保支援課をごらんください。建築予定の幼保連携型認定こども園なは

りの概要を説明させていただきます。新たな施設は定員が 130 名で、ゼロ歳から５歳まで

の子供をお預かりする予定です。移転先は、老人ホーム愛光園の手前で、海抜約 30 メート

ルの場所となっており、津波の浸水についての問題はありません。総事業費は６億 218 万

7,000 円、うち、県の補助金は２億 5,020 万 6,000 円となります。奈半利町では、12 月議

会に建設に係る予算を提案しており、平成 28 年３月から工事を開始し、平成 29 年４月に
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新しい園での事業を開始する予定となっております。 

以上で説明を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 資料を見ると、浸水予測区域に 126 園あって、今､具体的な動きがある

のが 18 園ですが、今後の予定などは把握していますか。 

◎溝渕幼保支援課長 高台移転の進捗状況というところで、今現在、移転完了が２園、移

転の決定が７園、移転先の候補地が決定しているのが３園、移転に関して具体的な動きが

あるのが６園となっております。高台への移転につきましては、避難をすることができな

い、やむを得ない場合に高台移転を検討していただくことになっており、私どもで把握を

しているのが合計 18 園の建設で、今後予定されるものは 20 園となっております。 

◎上田（周）委員 補助率の高い事業ですが、それに加えて、移転候補地の用地買収が必

要になった場合などは、今のところ補助対象にはなってないんですか。 

◎溝渕幼保支援課長 あくまでも建物が対象で、土地の購入といったものは補助対象には

しておりません。 

◎上田（周）委員 一般的に公共事業で用地取得する場合には、一部で良質な起債が充当

できる事業もありますし、こういう特殊事情を考えたときに、知事部局と一緒になって、

少しでも起債事業に充当する努力もしていくべきと思いますが、そのあたりどう認識され

ているのかお聞かせください。 

◎溝渕幼保支援課長 社会福祉法人と比較した場合、社会福祉法人においても高台移転が

必要なところがありますが、土地の購入まで踏み込んだことをしておりませんので、今の

ところ、公立施設に対してそこまでは考えておりません。ただ、起債の充当・取り方につ

いては、今後も検討して、市町村と一緒に考えていきたいと思います。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈小中学校課〉 

◎池脇委員長 次に、小中学校課の説明を求めます。 

◎長岡小中学校課長 予算繰り越しについて御説明させていただきます。資料②の 57 ペー

ジをお願いします。教育事務所の耐震補強工事請負費及び工事管理委託料に係る繰越明許

費です。耐震診断で補強が必要と診断された中部教育事務所の耐震補強等工事を今年度中

に行う予定でしたが、今年度に入りまして、県が施行する宇治川の浸水対策工事における

施工箇所及び工法等により、周辺施設である中部教育事務所の建物や地盤に影響を与える

おそれが生じました。10 月になり、中央西土木事務所から施行区域等の計画が示され、中

部教育事務所の建物などには、河川改修工事の影響は直接及ばないとの判断がなされまし

たが、計画調整に不測の日数を要したため、年度内での工事の完成が見込めないことから、

本議会で予算額の繰り越しをお願いするものです。 



- 37 - 

以上で、小中学校課の説明を終わらせていただきます。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈高等学校課〉 

◎池脇委員長 次に、高等学校課の説明を求めます。 

◎藤中高等学校課長 補正予算に関して御説明させていただきます。資料ナンバー②の 60

ページをお開きください。 

債務負担行為に係る調書の１つ目ですが、県立の高等学校及び特別支援学校では英語教

育を推進するため外国語指導助手、いわゆるＡＬＴを配置し、各学校の授業等において語

学指導を行っております。このＡＬＴは、自治体国際化協会のＪＥＴプログラムを通じた

直接雇用と、民間企業による業務委託の２種類の雇用形態により行っております。外国語

指導助手配置委託料につきましては、各校で指導に当たるＡＬＴのうち、５名の配置を民

間専門業者に委託するもので、指名競争入札により委託業者を選定しております。ＡＬＴ

は、年度初めの４月 10 日ぐらいから各学校に配置する必要がありますが、４月に入ってか

ら入札を行い、業者を選定すると、10 日ごろの授業に間に合わなくなりますので、この債

務負担行為について議決をいただくことにより、３月中の入札及び契約が可能となり、委

託先が余裕を持って県教育委員会と配置校の委託業者間との調整を行い、学校にＡＬＴを

配置できます。 

次に、基礎学力把握検査等委託料ですが、平成 28 年度入学生に対して、３月の登校日

以降に学力把握検査を民間業者に委託し、４月中に結果を入手、分析することにより、効

果的な対策を講じて学力向上につなげていくものです。対象となる学校は、安芸高等学校、

高知南高等学校、高知追手前高等学校、高知西高等学校、高知小津高等学校、中村高等学

校の６校で、大半の生徒が大学進学を希望して入学してきますので、３月中に検査を実施

することにより、年度当初に、高校３年間を見据えた大学進学に向けての学力向上の対策

に充てることができることになります。この債務負担行為について議決をいただくことに

より、３月中の契約及び検査の実施が可能となります。 

次に、県立学校整備事業費ですが、平成 26 年 10 月に作成した県立高等学校再編振興計

画の前期計画において、平成 31 年度に須崎工業高等学校と須崎高等学校を統合し、現在の

須崎工業高等学校の敷地に設置します、新たな高吾地域の拠点校の施設整備を行うため、

平成 27 年度当初予算において基本設計を実施しております。後ほど、報告事項において基

本設計の概要について御報告させていただきますが、その基本設計が 12 月末で完成するこ

とから、引き続き実施設計及び地質調査を実施したいと考えております。議決をいただい

た後に実施設計及び地質調査を発注すると、契約期間が平成 27 年度と平成 28 年度にまた
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がることから、平成 28 年度分としての経費を債務負担行為にて計上させていただくもので

す。 

59 ページをお願いします。平成 27 年の補正予算の歳出について御説明させていただき

ます。施設整備費の設計等委託料 3,429 万 4,000 円につきましては、先ほど御説明した実

施設計及び地質調査に係る費用のうち、平成 27 年度分を計上させていただくものです。今

回、補正予算に計上したのは、平成 31 年度に高吾地区の拠点校の設置に向けて、より確実

に整備が間に合うようスケジュールを前倒しし、工期にゆとりを持たせることで、既存の

校舎の改修等に係る在校生への影響を少なくするものです。 

以上で、高等学校課の説明を終わらせていただきます。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 ＡＬＴの関係の指名競争入札には、何社くらいが参加していますか。 

◎藤中高等学校課長 県内企業と県外企業の１社ずつの２社です。 

◎中根委員 現在はどこですか。 

◎藤中高等学校課長 平成 27 年度は県外企業の業者が受託しております。 

◎中根委員 ５名で 2,000 万円近い予算になっているんですが、この委託金額は、そのま

ま５名のＡＬＴの方たちに渡る金額ですか。それから、労働条件等はどうなっていますか。 

◎藤中高等学校課長 民間委託業者と契約をしますので、業者に支払われる金額です。 

業者が、必要なＡＬＴ５名を確保して学校に配置しますので、業者とＡＬＴとの間で給

与等について契約がなされるということです。 

◎中根委員 その労働条件について、県教育委員会は踏み込むことはできないんですよね。 

◎藤中高等学校課長 県教育委員会としては、学校において、どういう勤務形態で、どう

いう形のお仕事をしていただくか、契約の中でやりとりをしますが、あくまで業者から派

遣をしていただくという形になりますので、中身については、業者と御本人との関係にな

ります。 

◎中根委員 総務委員会で共産党の委員は、多分、指摘をしていると思うんですが、学校

にかかわる問題を委託業者を介してとなると、以前問題になった偽装請負のような形にな

るのではと心配になります。なるべく、直接雇用するほうが教育になじむと思うんですが、

見直しの検討はされていますか。また、実際に、やりにくい点、おかしな点があって、問

題になってないですか。 

◎藤中高等学校課長 平成 18 年度にこういった委託事業の研究を始めました。その際に、

ＪＥＴプログラムによるＡＬＴについては、原則、自動車を通勤に使ってはいけないとい

った一定の縛りがあり、公共交通機関が少ない高知県では、地域によって非常に厳しい状

況となるので、そういった場合に、ＡＬＴを安定的に学校に配置する必要があるというこ

とで、委託を検討した経緯があります。ＡＬＴ全体としては 31 名を雇用しておりますが、
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ＪＥＴプログラムでは 26 名、民間委託は５名です。この５名については、地元の方を雇用

し、車も使用していただくなど、時間的なロスを少なくする状態でやってきました。当然

のことながら委託ですので、業者、学校の教員、県教育委員会で、「プログラムに基づいて

どういう仕事をするのか」、「どういう勤務形態か」について、十分事前に協議をしてから

行っております。当初、研究の段階ではうまくいかないこともありましたが、現状では円

滑に動いており、民間委託に問題はないと考えております。 

◎中根委員 現状ではないようには見えるけれども、教育というのは、やはり子供、現場

と絡んでいるわけですから、ＡＬＴの先生方には、その場その場で、要求や要望がでてく

ることもあると思います。そういう意味で、余りいい形態ではないと思いますので、また

今後もしっかりと注視をしていただきたいと思います。 

◎藤中高等学校課長 ＪＥＴプログラムのＡＬＴも同様ですが、常に配置したＡＬＴの状

況を把握し、また、課題の聞き取りもしながら、できるだけ円滑にＡＬＴが動けるよう、

今後も対応していきたいと思っております。 

◎三石委員 中根委員も言われましたが、私もそのあたりがとても心配です。賃金につい

ても、今回の場合は５名ですから、一人当たり 400 万円足らずとなり、業者の分を引くと、

果たして生活していけるのかという気がします。また、業者から派遣された先生が、本当

に集中して、学校のため、子供のためにやっていけるんだろうか、なじめるんだろうかと

いう気がして、心配になるんですよ。余り県が私生活に介入することは問題だとは思いま

すが、先ほど課長は、今は何も問題はない、学校においてもスムーズにいっている、と言

われたけれど、実際にスムーズにいっていますか。また、ＡＬＴの思いを調査したり、聞

いたりする機会はあるんですか。 

◎藤中高等学校課長 英語の指導主事が、ＡＬＴの配置されている学校を必ず回っており

ます。その際には、必ずＡＬＴと、どんな状況であるか話をしています。それから、ＡＬ

Ｔの手続や、評価も含めた部分を、全て高等学校課で把握していますので、実際に現場に

行って、それをＡＬＴ本人だけでなく、同僚の英語教員にも話を聞き、課題がないか常に

確認しながら進めております。平成 18 年度から雇用に関する研究をしてきており、現在の

形ができ上がって５名となっていますので、５名からふやすことは考えておりません。基

本的にはＪＥＴプログラムだけでやっていきたいんですが、通勤に車が使えないなど、条

件的に厳しい部分があるので、そういった意味では、現状に適した制度であると考えてお

ります。 

◎池脇委員長 賃金が適正であるのかを心配しての質問だったと思うので、個人契約の場

合とこうした委託の場合とでの積算の違いがあるかもしれないので、そうしたことを十分

配慮して、現場でしっかり働いていただけるように、契約等についてもまた工夫をしてい

ただければと思います。 
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質疑を終わります。 

〈新図書館整備課〉 

◎池脇委員長 次に、新図書館整備課の説明を求めます。 

◎国則新図書館整備課長 12 月補正予算につきまして御説明させていただきます。お手元

の資料②の 62 ページをお願いいたします。 

図書館活動費に 100 万円の増額の補正予算を計上しております。これは香南市に工場を

立地しております山本貴金属地金株式会社の社員 11 名の方から、ふるさと納税制度に基づ

き、100 万円の寄附をいただき、その寄附を活用し、県立図書館の図書購入費を増額する

ものです。山本貴金属地金株式会社からは、平成 20 年度から毎年、寄附をいただいており

まして、県民の読書環境の向上や、県内の人材育成に貢献したいとの同社の意向に沿いま

して、多くの分野に応用が可能であるコンピュータープログラミングやウエブデザインな

ど、ＩＴ関連の図書を県立図書館で選書をして、購入をしております。県立図書館の２階

のジョブコーナーには、これまでに購入した図書を集めて、ヤマキン・ライブラリーとし

てコーナーを構えて、県民の皆様に御利用をいただいております。 

説明は以上です。 

◎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。 

〈スポーツ健康教育課〉 

◎池脇委員長 次に、スポーツ健康教育課の説明を求めます。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 資料ナンバー②の 63 ページをごらんください。高知市東部

総合運動場多目的ドーム整備事業に対する補助について、債務負担行為をお願いするもの

です。詳細につきましては、総務委員会資料の議案説明資料、スポーツ健康教育課をお開

きください。 

この事業の目的は、生涯スポーツの普及・推進とスポーツツーリズムの推進を目指して、

高知市が高知市東部総合運動場に予定している多目的ドーム整備に対して支援を行おうと

するものです。この施設の特徴として、各種競技大会などで利用されるとともに、プロ野

球のキャンプで利用できるなど、スポーツツーリズムの推進に寄与する施設であるという

こと、高知市民に限らず広く県民の利用が見込まれ、県全体に波及効果が期待できる施設

であること、また、スポーツ推進プロジェクト実施計画において、地域の拠点施設として

位置づけられていることなどが挙げられます。この施設の整備により、土日・平日 19 時以

降の高知市及び周辺の主な体育館・屋内競技施設の不足の緩和や、幅広い世代の方が気軽

にスポーツに親しむ生涯スポーツの振興、野球やサッカーなどの競技力の向上、障害者ス

ポーツの振興、国内外のプロ野球のキャンプ誘致の可能性が広がるスポーツツーリズムの
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推進といった効果が期待できることから、県としても支援するものです。工事費は 19 億円

を見込んでおりますが、補助額は、交付税で措置される額を除いた、実質的に高知市が負

担する額の２分の１の３億 1,825 万円としております。なお、補助金の支払いにつきまし

ては、施設の完成後、事業費が固まる平成 29 年度を予定しております。 

以上で、説明を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 高知市はここを災害の拠点にすると聞いていますが、アクセス道路について

はどういう状況ですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 高知市東部総合運動場周辺は長期浸水区域となっており、

建物自体は１メートルかさ上げするということです。行く途中に、つかるところがあると

いうことですので、今後、高知市等と話をしたいと思います。高知市は、災害発生時の荷

さばき場や、物資の集積所の一つとして活用する可能性があると計画しております。まだ

詳細な活用の仕方は決まってないということですが、物資の集積所ということで、アクセ

ス等も多くなってくるのではないかと思っております。 

◎中根委員 道路計画はこれからですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 アクセスについては詳しく把握しておりませんが、その中

身について検討をしているという情報は得ております。 

◎中根委員 長期浸水区域なので、いざというときには、そこに到達するのが大変という

ことを含めて、しっかりと議論を重ねていただきたいと思います。 

◎梶原委員 今回の補正予算に直接関係ありませんが、高知龍馬マラソンについて、現在

の申し込み状況をお聞きします。また、昨年、開催の１週間前に愛媛マラソンがあり、両

方に申し込みをされた方が、愛媛のみに参加し、龍馬マラソンへの不参加が多くなったこ

となど、いろいろな指摘及び改善点があったと思いますが、その辺の状況についても教え

てください。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 参加者数につきましては、現在精査をしておりますが、約

１万人に変わりはありません。また、今回も、１週間前に愛媛マラソンがありますが、今

のデータを見てみますと、愛媛県から、昨年とほぼ同様の人数の申し込みがあります。こ

としは、魅力ある大会づくり、広報の充実等により、１万人を目指して取り組んでおりま

して、昨年の 7,000 人程度が１万人に伸びるんじゃないかと思っています。 

◎梶原委員 インターネット申し込みが 9,500 人、そうでない分が 500 人で、申し込み自

体が１万人ということであれば、不参加・キャンセルがあったら、実際減ることになりま

すよね。全国的な大会に比べて、倍ぐらいの不参加率だったと思いますが。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 高知龍馬マラソンではそこまでいかずに、その中でおさま

るような状況です。 
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◎梶原委員 不参加への改善は別にして、全体的な受け入れ体制などいろんなこと含め、

昨年度から改善しようとしていることがあれば、教えてください。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 危機管理体制、救護体制及び交通規制に対する警備体制を

特に重点的に行おうと思っています。危機管理体制については、過去３回は天候に恵まれ

大きな事故もなかったのですが、雨の場合の対策や、他大会では心肺停止の方も出ていま

すので、参加者が倒れたときの対策などを考えています。また、県民の方への周知をまだ

行っておりませんので、当日の交通の乱れ等に対しての協力要請なども、特に心がけてお

ります。 

◎梶原委員 年が明けたら、大会成功に向けて大変お忙しくなると思いますが、ぜひ頑張

っていただきますようお願いします。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

以上で、教育委員会の議案を終わります。 

《請願》 

◎池脇委員長 次に、請願についてであります。 

最初に、請第１－１号「すべての子どもにゆきとどいた教育をすすめるための請願につ

いて」です。 

執行部の参考説明を求めたいと思いますが、その前に内容を書記に朗読させます。 

◎書記 請第１－１号「すべての子どもにゆきとどいた教育をすすめるための請願につい

て」。小中学校課、高等学校課、特別支援教育課。 

要旨。高知県の次代を担う子供たちを育てるため、県独自の措置による「小学校１・２

年生と中学校１年生の 30 人以下学級、小学校３・４年生の 35 人以下学級」の継続や「複

式学級の定数改善」などを求める声は、学校現場のみならず、多くの保護者からも聞かれ

る。学校予算の増額や給付制奨学金制度の創設など、小学校から大学に至るまでの保護者

負担のより一層の軽減は、「貧困の連鎖」を断ち切り、お金の心配なく安心して充実した教

育を受ける権利を保障するためにも重要かつ急務の課題である。 

また、１カ月以上もかわりの先生が来ない「先生のいない教室」が 2014 年度は 51 件、

2015 年度は７月１日現在で 35 校 42 件ある。これも即時に解消すべきである。 

学校統廃合が進んでいる高知県では「地域文化の中心」たる学校を守っていかなければ

ならない。 

また、子供たち一人一人の教育を受ける権利の保障と、子供たちの豊かな人間性と可能

性を育む教育を進めることも必要である。 

日本国憲法や子供の権利条約を生かした理想の教育を実現することは、子供たちはもち

ろん、保護者・国民の心からの願いである。 

ついては、次の事項の実現が図られるよう請願する。 
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１、教育費の保護者負担を一層軽減するために、学校予算を増額すること。特に、図書

購入費と教材費をふやすこと。 

２、全ての子供が安心して教育を受けられる支援制度を実現すること。 

（１）所得制限のない高校授業料無償化の復活を国に要望すること。 

（２）高知県独自の給付型奨学金制度を創設すること。 

（３）及び（４）につきましては、危機管理文化厚生委員会の所管分です。 

（５）県内の一部地域や自治体で行われている通学費等の援助を県として全県に拡大

すること。 

３につきましても、危機管理文化厚生委員会の所管分です。 

４、「先生のいない教室」をつくらないこと。 

５、現在行われている県独自の小学校１・２年生・中学校１年生の 30 人、小学校３・

４年生の 35 人以下学級を維持するとともに、小学校５・６年生と中学校２・３年生、

高校生についても改善を行うこと。また、国の責任で少人数学級をさらに実現するよ

う、働きかけること。 

６、複式学級基準の改善を国に働きかけること。また、それが実現するまでの間、県独

自で以下の定数改善をすること。 

（１）16 人の現行定数を引き下げること。 

（２）全ての小学校１年生の単式化と、飛び複式学級の解消を行うこと。 

（３）複式学級のある中学校の教職員定数の改善・増員をすること。 

７、特別支援教育の充実を図ること。 

（１）特別支援学校の「設置基準」をつくるよう、国に働きかけること。 

（２）寄宿舎のある「知的障害児対象の特別支援学校」を高知市内に設置すること。 

（３）障害児学級の学級定数を削減すること。 

請願者。高知市丸ノ内２丁目１－10、子どもと教育を守る高知県連絡会、代表世話人、

棚野美佳ほか 7,080 人。 

紹介議員。塚地佐智、中根佐知、吉良富彦、米田稔。 

受理年月日。平成 27 年 12 月 15 日。 

以上です。 

◎池脇委員長 それでは、順次、関係課からの参考説明を求めます。 

〈小中学校課〉 

◎長岡小中学校課長 請願項目の１、４、５、６が小中学校課の担当業務ですので、項目

１から４項目かけて順に説明をさせていただきます。 

まず、１の学校予算の増額。特に、図書購入費と教材費の予算増額についての項目です

が、市町村立の小中学校の図書や教材を整備する費用につきましては、設置者であり実施
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主体として責任を負っている市町村が負担することとなっております。そして、いずれの

経費につきましても国により地方交付税措置がされており、一般財源として各市町村に入

ってきております。市町村教育委員会には、この財政措置も活用しながら、各学校の教材

等の整備をお願いしているところでございます。この財政措置の制度は、それぞれの市町

村が計画的に教材などの整備を進めていく上では極めて重要なものですので、国からどの

ような教材が財源措置されているのか、その情報を即時に提供するとともに、この制度の

見直しなどの動向にも注意をしていきたいと思っております。なお、県教育委員会、市町

村教育委員会がそれぞれ担うべき役割は異なりますが、これら教材の整備につきましては、

県教育委員会としましても、できるだけ支援は行っていきたいと考えております。 

次に、４の教員の代替者の配置についての項目ですが、教員が病気等により休業した場

合には、県に臨時教員志願書を提出し、名簿登録いただいている方を代替教員として配置

しております。ただ、現在、臨時的任用を可能とする臨時教員の現状は、少子化が進む中

で教員を志す者がそもそも減少してきていること。また、退職者が増加し、教員の採用数

が伸びていることなどから、その絶対数が減少し、代替教員が少なくなってきている状況

があります。このようなことから、病気休暇等をとった先生の後補充が十分にできていな

い状況が出てきております。ただ、市町村教育委員会や学校等の御協力も得まして、担任

が不在という状況には至っておりませんが、いずれにしましても、児童生徒の皆さんや保

護者の方々、また学校に大変御迷惑をかけており、申しわけなく思っています。これから

教員の代替者の確実な配置を行うためには、まず、教員を目指す人をふやすこと、あるい

は、県内在住や県出身の教員免許を持つ方を掘り起こすこと、さらに、大学生など免許取

得予定の方に本県で働くことを希望するよう呼びかけることなどが必要ですし、また、市

町村教育委員会とも密な情報共有を図り、より一層計画的な配置を行うことは必要と考え

ております。さらに、増加している退職者の方に１人でも多く再任用での勤務や臨時教員

として、再度、現場で御活躍いただけるよう依頼することであり、そのための多様な勤務

体制が選択できるよう、勤務環境づくりも進めております。このようなことをしまして、

またあらゆる手だてを講じまして、教員や教員候補者の確保をしていきたいと考えており

ます。 

次に、５の小学校１・２年生・中学校１年生の 30 人などの学級編制の維持や改善につ

いての項目ですが、学力の問題や不登校、暴力行為などの生徒指導上の課題が長年の懸案

である中で、本県では、これらの課題の解決に向け、平成 16 年度から全国に先駆けて少人

数学級編制を取り組み始めてまいりました。そして、この請願書にありますように、小学

校低学年と中学校１年生で 30 人学級編制を、また、小学校中学年で 35 人学級編制を実施

しております。このために活用している加配教員数は、国からいただいているものと、ま

た、県単独で確保したものを合わせて 120 人余りとなっており、これをさらに小学校高学
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年や中学校２・３年に広めていくとなると、さらに同数程度の加配が必要となってまいり

ます。また、教育課題の解決に向けては、少人数学級編制の定数だけではなく、少人数指

導やＴＴ指導を行う指導方法工夫改善加配、あるいは、生徒指導上の課題や特別に支援を

要する児童生徒に対応する児童生徒支援加配等なども用意している状況があります。この

ようなことから、この少人数学級編制を拡充するための数を県単独で用意することについ

ては、現状においては困難であると考えております。なお、県としましては、国の動向も

注視しながら、全国都道府県教育長協議会と一緒になって、少人数学級編制の維持・推進

や加配定数のさらに拡充を要望しているところであります。 

最後に、６の複式学級定員の改善についての項目ですが、現在、本県では、小学校１年

生を含む複式学級の児童が８人の場合において、１年生の学校適応や学習支援を行う意味

で学級の単式化を図っているところであり、このことにつきましては今後も継続していき

たいと考えております。ただ、複式学級の編制基準を下げたり、複式学級の解消を図るた

めには、現状においては、県単独で財源を確保し、教員を配置しなくてはならないもので

あり、複式学級の解消を大幅に拡大していくことは困難であると考えております。今後と

も国の定数改善等の動向も注意しながら、引き続き、教職員定数の効果的な運用を検討し

てまいりたいと考えております。 

以上です。 

〈高等学校課〉 

◎藤中高等学校課長 次に、請願項目２の（１）、（２）、（５）の項目と５の項目が高等学

校課の担当ですので、続けて御説明させていただきます。 

まず、２の（１）の所得制限のない高校授業料無償化の復活を国に要望するということ

ですが、高校授業料無償化は平成 22 年度より国の制度として始まりましたが、その制度に

おきましては無償化前から授業料が全額免除されていた低所得者には恩恵が届いていない、

あるいは、低所得者にとって授業料以外の教育が依然として大きな負担となっていること。

また、私立高校では就学支援金が支給されていても、授業料の一部負担が残っていること。

こういった課題に対応するため、平成 26 年度から国として始まった新しい高等学校等就学

支援金制度におきましては、今年で２年目になりますが、就学支援金に所得制限を設ける

ことで生み出された財源も活用しながら、低所得者支援のための給付型の奨学金の創設、

公立・私立高校間の格差の縮小のための私立高校生対象の就学支援金の加算の増額を行い、

実質的な教育の機会均等の実現を図ろうとしており、高校授業料無償化制度と比べて、よ

り課題を解決できる国の制度と受けとめております。 

続きまして、（２）の高知県独自の給付型奨学金制度を創設することというところです

が、平成 26 年度以降に入学された生徒から、授業料以外の教育費の支援として、国の補助

事業として、市町村民税所得割額が非課税である生徒の世帯を対象に、高知県高校生等奨
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学給付金制度が始まっております。この財源は国が３分の１、県が３分の２です。この制

度では、第１子が３万 7,400 円、第２子以降は 12 万 7,900 円、給付型の奨学金を受けるこ

とができるようになっております。ただ、第１子と第２子以降とは額が違うということで、

平成 28 年度の国の概算要求でも、第１学年から第３学年までの生徒を対象として、非課税

世帯における第１子と第２子以降の給付額の差を解消することで、低所得者世帯へのさら

なる教育負担の軽減を図ろうとしていますので、国の制度はよりそういった課題を解決で

きるものと考えており、この制度をしっかりと充実させていきたいと考えております。 

続きまして、（５）の県内の一部地域や自治体で行われている通学費等の援助を県とし

て全県に拡大することにつきましては、現在、市町村が行っている高等学校への就学を保

障する支援につきましては、通学に関する保護者の負担軽減や、地元の高等学校への進学

の促進、統廃合により遠距離の高等学校に進学することになる生徒に対する通学支援など、

各市町村がそれぞれの目的に応じて就学支援を行っております。県として、新たに通学費

の支援を行うことは考えておりません。現在、県教育委員会としては、通学費への支援と

して、高等学校の統廃合を行った場合に通学距離が延び、就学が困難な状況となる生徒に

対して通学費の負担を軽減するため、高知県県立高校通学支援奨学金制度を既に設けてお

り、今後も、現在行っている奨学金制度による支援を継続することで対応してまいりたい

と考えております。 

続きまして、５の高等学校においても少人数学級への改善を行うことというところです

が、高等学校において、これまでも本県の教育課題の解決のため、県独自の加配定数も積

み上げ、習熟度別学習や指導方法の工夫改善など学力向上支援対策を行い、少人数指導を

行ってまいりました。また、高校におきましては、もともと選択科目等においては各生徒

の選択に合わせて授業が展開されておりますので、少人数指導になっており、また教員と

ともに学習指導を行う際、学習支援員等も配置をしながら、できるだけきめ細かな、個に

応じた少人数指導が現在も行われておりますので、今後ともこういった形で少人数指導に

対応していきたいと思っております。 

以上です。 

〈特別支援教育課〉 

◎川村特別支援教育課長 特別支援教育課からは、請願項目７の（１）から（３）につい

てお答えいたします。 

まず、特別支援学校の「設置基準」をつくるよう、国に働きかけることですが、特別支

援学校の整備に当たりましては、国が示している特別支援学校施設整備指針、また、特別

支援学校の在籍児童生徒の増加に伴う大規模化・狭隘化への対応について、この２つが通

知されており、この２つをもって、児童生徒の実態や地域の実情に沿って教育環境の充実

を図っておりますので、特別支援学校設置基準をつくるよう国に働きかけることは考えて
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おりません。 

次に、寄宿舎のある「知的障害児対象の特別支援学校」を高知市内に設置することです

が、高知市を校区とする県立知的障害特別支援学校は、以前、児童生徒数が年々増加する

傾向にありました。それにより施設設備の狭隘化が課題となっておりましたが、平成 23

年度に知的障害特別支援学校の分校を２校開校いたしまして、狭隘化の課題については解

消に向かいつつあると認識しております。寄宿舎につきましては、高知市を校区とする県

立知的障害特別支援学校の２校に既に設置しております。また、寄宿舎は通学が困難な子

供や、その保護者の送迎の負担を軽減するために設置される施設ですので、通学が可能な

高知市内に、新たに寄宿舎のある知的障害特別支援学校を設置する必要性は現時点ではな

いと考えております。 

３点目が、障害児学級の学級定数を削減することです。本県の特別支援学級の編制につ

きましては、国の学級編制基準による、児童生徒８名で１学級を基本としております。現

在、本県の特別支援学級１学級当たりの在籍児童生徒数の平均は 2.4 名で、平成 26 年度の

全国平均 3.6 名を下回っている状況です。しかしながら、特別支援学級の中でも、近年、

自閉症・情緒障害特別支援学級での対応が必要な児童生徒が増加しており、障害の状況も

多様化傾向にあります。県内の市町村教育委員会におきましては、特別支援教育支援員の

活用が進められております。また、県教育委員会におきましても、それぞれの学校の実情

に応じて、児童生徒支援等の加配措置なども行っております。本県の財政状況が厳しい中

で、県単独で学級編制の基準を下げるなど、これ以上の定数措置は厳しい状況ですので、

今後も引き続き、国に対して、学級編制基準の見直しを要望してまいりたいと考えており

ます。 

以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 「先生のいない教室」の問題は、県政課題でもあるんですよ。ですから、代

替教員、臨時教員の処遇改善も含めて、先生になりたいと思う人をふやしていく。そのた

めにも、病休にならないようにする。この「先生のいない教室」をつくらないことという

要望が、全てにわたって教育を物語るような中身だと思います。そういう意味では大変大

きな課題ですが、こういう県民の要求課題に、県もしっかりとした対応をしてもらいたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

◎長岡小中学校課長 教員の代替が構えられないことにつきましては、当然、学校、子供

たち、保護者の方々に御迷惑をかけますので、やはり早急に取り組んでいかなければいけ

ない大事なことだと考えております。先ほども申しましたように、教員をいかにして確保

していくのか当然考えていかなければなりませんし、早急に取りかかっているところです。

あわせて、どうしてもなってしまう場合もありますが、教員が病気にならないような取り
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組みを進めていこうとしております。例えば、教員１人に任さない、教員１人の責任にし

ないという、いわゆるチーム学校の取り組みもあわせて進めていかなければならないし、

外部スタッフを有効に取り入れて教員の負担を軽くしていく、といったことも含めて実施

していきたいと思います。 

◎中根委員 クラスの編制について、小学校に入学したときに 35 名であれば、1・２年生

時は２クラスで、３年生になったら１クラスになるわけです。そうなると、倍の人数にい

きなり膨れ上がり、その重圧感、変化は大きいようです。 

また、５・６年生になって、クラス数の増減があると、ちょうど思春期に差しかかる時

期の子供たちへの対応が難しくなる場合もあります。だから、学校現場にとっても 30 人学

級がとてもありがたくて、それが 35 人になったり 40 人になったりすると、大変現場を混

乱させることになります。教育委員会として、いい方向にする工夫をしてほしいというの

がこの請願の趣旨ですし、お母さんたちの意見もよく聞きますので、財政的に大変だと思

いますが、もう一つ頑張ってもらえませんか。 

◎長岡小中学校課長 実際、我々もそういった声を聞くことはあります。ただ、先ほども

申しましたように、一律に 30 人学級を実施するとなると、やはり 120 人、130 人といった

定数がどうしても必要になります。全国の教育長会と一緒になって、国にも話をしていま

すが、なかなか難しい。ただ、急に人数がふえて、学級経営がうまくいかないということ

については、その実態を聞きながら、児童生徒支援加配の実施などにより、個々の状況に

対応していきたいと思います。 

◎梶原委員 図書購入費と教材費をふやすことに対する説明がありましたが、最近、国の

財政措置、地方交付税に対する整備計画等が増額の方向になっていると思いますが、その

辺をもう少し詳しく説明していただけますか。 

◎長岡小中学校課長 国の今の状況ですが、平成 24 年度から教材整備関係の地方財政措置

を行っており、例えば、平成 20 年度あるいは平成 21 年度に 570 億円から 590 億円程度の

全国への交付税措置がされておりました。現状では、平成 24 年度から 10 年間の予定で、

単年度ベースで 800億円、10年間で 8,000億円の交付税措置を実施しようとしております。

つまり、平成 20 年度、21 年度と比べると、約 200 億円増の教材整備を行っております。

また、図書費の整備につきましては、平成 19 年から５カ年計画で図書館関係の財政措置を

行ってまいりました。単年度で約 200 億円の計画で実施してきましたが、まだまだ足りな

いということで、さらに平成 24 年度から５年間、単年度 200 億円で計画を実施しておりま

すので、国もかなり頑張ってくれていると思います。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

ここで一旦休憩します。再開は午後３時 25 分とします。 
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（休憩 15 時 15 分～15 時 25 分） 

 

◎池脇委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

次に、請第２－１号「教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教

育を求める私学助成の請願について」です。 

執行部の参考説明を求めたいと思いますが、その前に内容を書記に朗読させます。 

◎書記 請第２－１号「教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教

育を求める私学助成の請願について」。幼保支援課。 

要旨。私立幼稚園、私立小・中・高等学校は公教育の一翼を担い、県民の教育に大きな

役割を果たしている。しかし、学費の公私間格差は大きく、無償化された公立高校に比べ

て、高知県内の私立高校では、支援金を引いても平均で年間約 33 万円の学費負担（授業料・

施設費等）が残っており、私学の父母負担は限界に近づいている。授業料軽減補助の拡大

は、保護者の切実な要求となっている。 

ついては、次の事項が実現されるよう請願する。 

１、保護者の教育費負担の公私間格差を是正すること。 

２、経常費助成補助の県加算を高校だけでなく、幼稚園・小学校・中学校にも拡充する

こと。 

３、教育予算を増額すること。 

請願者。高知市丸ノ内２丁目１－10、高知私学助成をすすめる会、会長、平野由朗ほか

４万 7,770 人。 

紹介議員。塚地佐智、中根佐知、吉良富彦、米田稔。 

受理年月日。平成 27 年 12 月 15 日。 

以上です。 

◎池脇委員長 それでは、関係課からの参考説明を求めます。 

〈幼保支援課〉 

◎溝渕幼保支援課長 まず、請願項目１、保護者の教育費負担の公私間格差の是正につい

て御説明いたします。平成 27 年度から始まりました子ども・子育て支援新制度では、公立

幼稚園は全て新制度への移行となり、私立幼稚園の移行は選択制となっております。新制

度での利用者負担額の設定は、公私いずれの幼稚園も、国が定めた利用者負担上限基準額

の範囲内で、市町村が利用者負担を決定することとなっております。したがいまして、負

担額の格差は少なくなると考えられます。新制度に移行しない私立幼稚園については今ま

でと変わらず、就園奨励費補助で保護者負担の軽減を図っており、その軽減後の金額は新

制度の利用者負担額と同じ設定となっておりますので、移行の期間いかんにかかわらず、

保護者負担は変わっておりません。負担額の格差は同様に少なくなると考えております。 
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次に、請願項目２、経常費助成補助の県加算を幼稚園にも拡充することと、請願項目３、

教育予算の増額について、あわせて御説明いたします。 

まず、先ほども申しました、子ども・子育て支援新制度での私立幼稚園の運営費は、新

制度開始前の施設への直接的な補助制度と違い、保護者へ支給される給付金を施設が保護

者にかわって市町村から受領する新たな施設型給付制度となります。これは、新制度にお

ける認定こども園・幼稚園・保育所など、全ての施設が共通となる給付制度です。その給

付額基準は、国が教育・保育に通常要する費用の額を勘案して、地域や施設の利用定員、

児童の年齢に応じて定めており、同じ条件であれば、全国同じ給付額となります。新制度

に移行しない私立幼稚園につきましては、今までと同じ私学助成の補助ではありますが、

その金額は年々微増しております。国は私立幼稚園の新制度の移行を進めているため、今

後、新制度へ移行する幼稚園の増加が見込まれ、施設型給付による運営費の助成を受ける

私立幼稚園が増加すると考えられます。なお、教育費予算の増額につきましては、運営費

が施設型給付になるということで、国が設定する給付基準額が教育・保育を実施する上で

適切な金額となるよう、今後は注視していきたいと考えます。 

以上で、説明を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 私立と公立との差が縮まってきているのは事実だと思います。ただ、私学を

選びたい思いがあっても、経済的な理由でその思いを閉ざすということなども含めて差を

なくしてもらいたいし、全く差がない国も多くあるわけですから、やっぱりそこを目指し

て高知県も努力をしてほしい、という思いがあふれていると思います。ですから、大変で

はありますが、保護者の思いを酌み取りながら、差をなくしていく方向で頑張るという姿

勢を見せてもらいたいと思いますが、いかがですか。 

◎溝渕幼保支援課長 私立幼稚園につきましては、国全体では 20％ないし 30％の移行にな

っておりますが、高知県では 31 の私立幼稚園のうち 16、平成 28 年度には９加わって、全

部で 25 の私立幼稚園が移行する予定になっております。そういうところから見ますと、先

ほども申しましたように、利用者負担は、所得の割合に応じての負担割になりますので、

私立幼稚園も利用しやすくなると考えております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

これで、教育委員会に係る請願を終わります。 

 続いて、教育委員会より、７件の報告を行いたい旨の申し出があっておりますので、こ

れを受けることにします。 

〈高等学校課〉 

◎池脇委員長 最初に、「教職員の不祥事について」、高等学校課の説明を求めます。 

◎藤中高等学校課長 総務委員会資料、報告事項の高等学校課の１ページをお開きくださ
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い。２件の御説明をさせていただきます。 

まず、県立学校事務職員の不適切な事務処理に係る懲戒処分についてです。事案の概要

ですが、対象の職員は県立高等学校に勤務する 40 歳代の主幹の女性事務職員です。この事

務職員は本年度、旅費事務の担当となりましたが、職員が自己手配で宿泊する旅行をした

際には、旅費額を確定するために領収書を旅費事務センターにファクシミリで送信する必

要がありますが、担当の事務職員はその事務を怠っておりまして、その分の旅費の支払い

ができていないという状況がありました。本年９月の定期監査におきまして、旅費の支払

い状況等がわかる旅行命令一覧の提出を求められておりましたが、女性事務職員は、領収

書を送っていないことにより旅費の支払いがおくれていることが発覚することを恐れ、旅

行命令一覧のデータを支払い済みという形に修正した旅行命令一覧を作成し、事務長に提

出したものです。これらの行為は、公務員としてコンプライアンスの意識が欠如した不適

切な行為であり、公務員に対する社会的信用を著しく失墜させるものとして、平成 27 年

11 月 12 日付で戒告の懲戒処分といたしました。 

次に、２ページの、県立学校教員の不適切な指導に係る懲戒処分の概要について御説明

させていただきます。対象職員は、県立高等学校に勤務する男性教諭です。この男性教諭

は女子生徒の専門学校の推薦試験に向けての補習を５月から担当しており、平成 27 年７月

から８月にかけて、生徒や教員からは見通しのいい教室において個別補習を行う際、教諭

はその生徒と冗談を言い合える仲だという誤った認識のもと、生徒が緊張して汗をかいて

いることを確認するため、「さわってもいいか」と尋ね、了解の上ではありますが、生徒の

背中を服の上から指でさわり、またその指が下着の部分に当たったというケース、あるい

は、補習終了後に女子生徒が「あめをどうぞ」と手の上に乗せ、教員に向けて差し出した

際に「このままなめていいか」という発言をしたことにより、だんだんと生徒はその教諭

に会うと不安を覚えるようになりました。生徒は９月にホーム主任に相談し、管理職が生

徒及び教諭に確認を行い、この事実が明らかになったものです。教諭の行ったこれらの行

為は、生徒の心を傷つけ、人権を侵害する許されない行為であり、教育公務員の社会的信

用を著しく失墜させたものとして、この教諭に対し、平成 27 年 11 月 12 日付で、減給 10

分の１、３カ月の懲戒処分を行いました。 

以上、高等学校課の説明は終わります。申しわけございませんでした。 

◎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。 

〈教育政策課〉 

◎池脇委員長 次に、「教育等の振興に関する施策の大綱と第２期高知県教育振興基本計画

の検討状況について」、及び、「高知県教育センターと高知市立大津保育園等との土地の交
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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 当課からは２件報告させていただきます。 

まず、教育等の振興に関する施策の大綱と第２期教育振興基本計画の検討状況です。総

務委員会資料の報告事項、教育政策課の１ページをごらんください。大綱と第２期計画の

関係性等を示した資料です。教育基本法に基づき、国は教育振興基本計画を策定し、現在

は第２期の計画となっております。この計画を参酌し、県は平成 21 年９月に教育振興基本

計画をさらに重点的に実施する施策をまとめた重点プランを策定し、教育改革の取り組み

を進めてきております。この重点プランにつきましては、今年度末が終期となっており、

見直しが必要となっております。また、ことし４月の地方教育行政法の改正によりまして、

知事が大綱を定めることとなっております。これまで５回の総合教育会議を開催いたしま

して、年度内に策定される予定です。この大綱の施策の基本方向を踏まえ、基本計画検討

委員会で御意見を賜りながら、第２期計画の策定を年度内に行いたいと考えております。 

続きまして、２ページ、３ページが大綱骨子の方向性案です。ページ数については右下

隅に記載をしております。 

その説明の前に、まず４ページをごらんください。本県教育の主な課題、特に中学校の

学力の構造的課題と、課題を解決していく方向性を検討の上、整理をしたもので、こうし

た課題の掘り下げを踏まえ、骨子の方向性案を取りまとめたものです。中学校の学力の課

題として、授業力の不足があります。その要因として、組織マネジメントや生徒に育成す

べき力の明確化・共有化、授業が個人に任せられているといった課題を記載しております。

また、地域・外部人材との連携・協働の現状と課題を記載しております。こうした課題を

解決していく方向性として、チーム学校の構築ということで、下段に整理をさせていただ

いております。組織マネジメントの強化対策、組織的な授業力向上対策、地域・外部人材

との連携・協働という３つが一体となったチーム学校により、学力の向上を実現したいと

いう方向です。周りにある楕円と矢印が具体的な学力向上の好循環となっております。組

織マネジメントが強化される仕組みが構築された上で、校内研修・ＯＪＴや授業改善が組

織的に推進され、授業力の向上につながるということです。授業力が向上することで、学

習内容の定着、そして、子供たちの学ぶ意欲の向上につながる。また、家庭・地域と学校

との連携の強化などにより自尊感情や規範意識の向上につながり、子供たちの学ぶ意欲も

向上していくという好循環です。こうしたことにより、生徒指導上の諸問題が改善いたし

まして、先生方の負担軽減、あるいはモチベーションの向上へもつながり、組織マネジメ

ントの強化にも寄与するという、こうした好循環を実現するための対策を、それぞれ四隅

に記載をしておりますが、骨子の方向性案で御説明させていただきたいと思います。 

２ページにお戻りください。就学前から高等学校までの教育につきまして、基本方向を

１から５まで、課題と対策という形で整理させていただいております。 
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主な内容を御説明させていただきます。小学校から高等学校までの課題と対策を整理し

た、基本方向１、チーム学校の構築です。上から順番に、知・徳・体に共通する課題と対

策、知・徳・体それぞれの課題と対策に分けております。また、小・中学校と高等学校・

特別支援学校に分けてお示しをしております。 

左から２列目は、小・中学校の知・徳・体共通の課題対策ですが、校長がリーダーシッ

プを発揮して組織マネジメントが効果的に推進される仕組みの構築です。そして、学校の

課題は複雑化・困難化しておりますので、教職員の多忙感とも相まって、学校内の資源だ

けでは対応が十分でない状況が生じております。こうしたことに対応するため、学校支援

地域本部などの地域の力や、スクールカウンセラーなどの外部の人材の力をお借りすると

いうものです。 

続きまして、知の分野ですが、中学校の学力の課題を解決するため、教科の縦持ちなど、

学力向上に向けて教員が協働して取り組むシステムづくりや、研修などによる教員の教科

指導力を向上させる機会の充実などです。 

徳の分野ですが、生徒指導上の諸問題の改善などに向け、予防的な心を育てる対策を初

め、未然防止、早期発見・早期解決の対策を徹底していくということです。 

体の分野の対策については、体育の授業の改善、健康教育の充実、運動部活動の充実と

いう３つの対策を記載しております。 

続きまして、真ん中の列は高等学校・特別支援学校の課題と対策です。知・徳・体共通

の１つ目の課題にありますが、高等学校・特別支援学校では、特に生徒の多様な学力や進

路希望などに対応していくことが求められます。対策としましては、小・中学校と同様、

組織マネジメントに関する仕組みの構築、外部の専門家の活用の拡充などです。 

知の分野の対策ですが、義務教育段階の学力の定着に向けた取り組みの充実、多様な学

力・進路希望に応じた指導の充実、そして３つ目は、大学入試制度の改革が検討されてお

りますが、思考力などを育成するための取り組みの充実です。 

徳の分野の対策ですが、小・中学校と同様に、予防、未然防止、早期発見・早期解決と

いう各段階での取り組みの徹底と、４つ目の対策として、生徒の目的意識の醸成や社会性

をしっかり育成していく取り組みを記載しております。 

体の分野は、小・中学校と同様、体育の授業改善、健康教育の充実、運動部活動の充実

です。 

続きまして、一番右の列の基本方向２、厳しい環境にある子供たちへの支援についてで

す。共通の課題対策では、家庭の教育力を学校や地域が一定補完する対策が重要だと考え

ており、知・徳・体の分野ごとに整理させていただいております。そのほか、社会的自立

が困難な状況にある若者への対策、スマートフォンなどの適正利用に向けた対策の推進な

どです。 
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知の分野ですが、放課後等における学習の場の充実などに継続して取り組んでいくこと

です。 

徳の分野ですが、学校支援地域本部や放課後子ども総合プランの推進などによる、地域

全体で子供を見守る体制づくり、スクールカウンセラーなどによる支援、心の教育センタ

ーへの相談支援体制の強化などを検討しております。 

体の分野の下部につきましては、基本方向２、厳しい環境にある子供たちへの支援、就

学前の課題と対策で、保育者の親育ち支援力の強化や、保護者の子育て力向上のための対

策、家庭支援加配保育士の配置・拡充などの対策です。 

その左側には、基本方向３、就学前の教育・保育で、幼稚園教育要領等に沿った指導方

法を確立するためのガイドラインの策定や、組織マネジメント力の強化、保幼小の円滑な

接続の推進などを記載しております。 

一番下に基本方向４、県と市町村教育委員会との連携・協働を大きな柱として立ててお

ります。 

その右側に基本方向５、安全・安心な教育環境の実現ということで、南海トラフ地震対

策や県立学校の再編振興などの対策を記載しております。 

続きましては、３ページをごらんください。基本方向６から 10 までの骨子の方向性案

を記載しております。この中の教育委員会所管事項につきまして、御説明させていただき

ます。 

上段、一番右の基本方向８、生涯学習です。新図書館等複合施設を核に、県民の読書環

境・情報環境の充実を図るなどの対策を記載しております。 

続きまして、下段の左側、基本方向９の下半分にある、文化財の保存と活用です。高知

城など文化財の価値を維持し、後世に伝えていくための対策などです。 

最後は基本方向 10、スポーツの振興です。教育委員会におきましては、本県におけるス

ポーツの振興を図るため、スポーツ推進プロジェクト実施計画を策定し、今年度から取り

組みを進めているところです。この実施計画の主な施策を、大綱にもきちんと位置づけて

いきます。 

以上が骨子の方向性ですが、年が明けましたら、総合教育会議と計画の検討委員会にお

きまして、パブリックコメントの案文について協議をし、パブリックコメントを実施して

いきたいと考えております。その後、パブリックコメントを踏まえた案を作成し、２月議

会、総務委員会におきまして御意見を賜った上で、年度末に策定というスケジュールで進

めていきたいと考えております。 

大綱と次期計画については、以上です。 

続きまして、５ページをお願いいたします。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御報告させていただきます。１の経過に書いておりますとおり、
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高知市立大津保育園の園舎は耐震基準を満たしておらず、津波による浸水が予想される地

域にあることから、高知市は、園舎の新築を計画しております。この新築計画において、

高知市立大津保育園等の土地と隣接する高知県教育センターの土地を交換し、建築するこ

とで、仮設の園舎の経費等が不用となることから、昨年夏ごろに高知市から県に対して土

地交換の申し入れがあったものです。 

交換の申し入れのあった土地の状況等について、下の計画図で御説明いたします。図の

下側、右のほうにあるのが高知県教育センター本館の建物です。その上の新園舎、新公民

館と記載している部分が高知市から交換の申し入れをいただいている土地で、現在は研修

者用の駐車場として利用しております。交換によりこの土地を提供しても、駐車場は十分

充足をしている状況です。こうした状況や、園児の命を守るための耐震化などを進める事

業ですので、高知市との協議を進めまして、ことしの２月県議会、総務委員会で御報告も

させていただいた上で、さらに高知市との協議を進めてまいりました。今回、土地の測量、

不動産鑑定評価が完了し、高知市における設計業務が一定進捗した結果、交換予定地の面

積など、交換に関する具体的な内容が明らかとなってまいりましたので、改めて御報告を

させていただくものです。 

６ページをお願いいたします。３の（１）は交換に関する条件です。不動産鑑定評価を

踏まえた等価交換とすること、高知県教育センター全体の土地が交換により価値が下がる

ことのないようにすること、といった条件のもとで協議を進めてきております。（２）が鑑

定評価の結果と交換予定地の状況で、①の表の上段が高知県が提供する土地、下段が高知

市が提供する土地です。評価額がほぼ同じとなる面積を交換することになります。また、

②の表は、交換前後の高知県教育センターの全体の土地に関する評価で、交換後の土地の

評価額のほうが交換前より若干高くなっております。 

４の今後のスケジュールですが、本日、総務委員会で御了解をいただきましたら、平成

28 年度に高知市が建築工事等を行い、平成 29 年３月に完成・引っ越し、新園舎での保育

を開始する予定となっております。土地の交換につきましては、旧園舎の解体後の平成 29

年７月ごろ、契約の締結・不動産登記を行う予定です。 

御説明は以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎三石委員 教育等の振興に関する施策の大綱はなかなかまとまっていますよね。前もっ

て目も通させてもらいましたが、完璧に近いくらい、よく勉強して、見事にでき上がって

いると思います。知・徳・体のところ、就学前の子供が目指す姿などが全部あって、まさ

にこの通りだと思います。これは、知事と随分協議もされたと思います。教育政策課で案

をつくって、言葉は悪いけど、お伺いも立てながら、思いも聞きながら、すり合わせてこ

ういうものをつくってきたと思いますが、その際に、今まで、知事はどういう思いで、ど
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ういうことを述べられて来たのか、お聞かせください。 

◎有澤教育政策課長 教育等の振興に関する施策の大綱は、法に基づき、地方公共団体の

長、県では知事が策定をするものです。その中で、教育委員会が所管する教育分野につい

て、どういったことを書き込むかについては、知事とすり合わせをしてきております。そ

の中で、知事が最も言っていることは、やはり今の高知県の教育の現状、あるいは課題を

きちっと踏まえ、受けとめて、なぜこういう教育の状況になっているのか、こういう課題

があるのか、きちっと深く掘り下げて、その課題に対して、子供たちの視点に立って対策

を打つ。そういったものをきちんと打ち出せる大綱にしたいというのが、知事の一番大き

な思いだと私は受けとめております。 

◎三石委員 知事は、「掘り下げて」と言われたらしいけど、掘り下げていくと原因は必ず

あるわけで、これは知事でなくても何でこういう状況なのか、という思いがありますよね。

例えば、組織マネジメント強化対策があって、学校経営のチーム化というのを大きく書か

れていますよね。それで、その上を見た場合に、授業力の不足の原因は何かと。地域・外

部などと書かれていますが、これはやっぱり学校があって、校長、教頭、各学年主任等が

いる組織があるので、これを強化していかないかんということを言っているわけでしょう。

それでは、過去はどういう状況だったか掘り下げて話をしましたか。そこらあたり、聞か

せてもらえますか。 

◎有澤教育政策課長 こちらの４ページの資料で書いておりますのは、やはり中学校の学

力が、全国学力学習状況調査の結果においても、まだまだ全国平均に届いていない中、学

力をもう一段高めていくためにはどういう対策を打っていくのか。なぜ中学校の学力が高

まっていかないのか。そこの課題を掘り下げた上で、こちらに書いてありますような、授

業力の不足の問題、それをさかのぼっていきますと、やはり学校の組織マネジメントとい

った課題に行き着くということです。今回の大綱におきましては、そういう課題でその原

因を踏まえまして、きちっとそれに対して対策を打っていくもの、そういったものをきち

っと打ち出したいということで考えております。 

◎三石委員 これからは、学力だけではなく、全ての項目において、チーム学校をきちっ

と機能するようにということだと思うんですが、戦前戦後を含め、過去にこういうことが

なされていたのかなされていなかったのか、深く話がなされたのか、そこらあたりはどう

なんですか。 

◎有澤教育政策課長 ここに書いてある内容は、知事とも随分すり合わせをした内容です。

県教育委員会としては、全小・中学校で学校経営計画をつくり、学校を挙げて全教職員が、

学力向上、生徒指導上の諸問題の改善、体力の向上などに方向性を合わせて取り組んでい

く仕組みは一定つくっておりますが、方向性はあっているけれども、なかなかそれが強い

動きとして出てこない。そういったことも含めて、知事には学校現場の実情も伝えながら、
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課題を整理し、対策をつくって、こういう形で記載をしたということです。 

◎三石委員 これはお願いですが、理想、きれいごと、上辺だけのことではなく、なぜ現

在こういう状況になっているのか、言いづらいこともあるし、文章に表現できないことが

あるかもしれませんが、生の部分で、そういうことを出し合ってもらいたいと思う。例え

ば、校長が学校経営をして、それを補佐する教頭、教務主任、副教務主任、学年主任、副

学年主任、担任、副担任がいて、部活動においても部長、副部長がいるというのがチーム

学校の基本の姿ですよね。そういうことがかっちり機能していたかというと、してなかっ

たわけですよね。してなかったからこういうことをやっとるわけです。じゃあ、してなか

った原因にどういうことがあるかというと、例えば、管理職はだめだ、普通の教諭と一緒

だ、管理職は極端に言ったら敵だ、管理職の言うことは聞くな、管理職試験を受けるな、

主任は差をつけるからだめだ、という時期が実際にありました。そういうことも含めて、

生の過去のことも掘り返して、本当にきれいごとではなくて、話の中に出していただきた

いとお願い、要請したいと思います。 

それから、２ページの、県と市町村教育委員会との連携・協働の充実・強化を図る、と

いうのは、実際このとおりなんですが、なぜこれができてなかったのか、できない部分が

あるのか、そこらあたり、生の話は実際されているんですか。 

◎有澤教育政策課長 生の話まで至っているかどうかというのはありますが、高知市につ

いては定期的に教育長同士の懇談・意見交換の会を設けておりますし、ほかの市町村教育

委員会とは会議等の場で、きちっと県教育委員会の施策も伝えながら方向性を合わせてい

ただく取り組みをしておりますので、そういった状況も知事にお伝えしております。 

◎三石委員 知恵さえあれば、幾らでもきれいごとで文章を書くことはできると思います

が、そうではなく、本当に生の意見を出し合って、すばらしいものをつくり上げていただ

きたいと思います。 

◎上田（周）委員 保育園との土地の交換について、交換予定地の行政財産の用途廃止と

いうことですが、例えば議会への報告、法的な掲示公告など、どんな手続が必要になるの

か教えてください。 

◎有澤教育政策課長 土地の交換に関しましては、一定の面積要件で議会の議決が必要な

案件などがありますが、今回の土地の交換につきましては 2,400 平米程度ですので議会の

議決案件ではありません。今回は、高知市との間で高知県教育センターの土地を交換する

ということですので、その趣旨を踏まえて御報告をさせていただいております。 

◎上田（周）委員 言ってみれば、県民共有の財産ですよね。教育委員会の内部事務の処

理でいいんですか。 

◎有澤教育政策課長 条例等で一定議決が必要な案件は定まっております。それ以下のも

のについては総務部等とも協議をして、議決の対象ではないということで。 
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◎上田（周）委員 それはわかっています。行政財産の用途廃止が簡単にできるのか、例

えば、普通財産に切りかえて交換しなければならないのではないかをお聞きしてるんです。 

◎有澤教育政策課長 土地の交換自体は平成 29 年７月ですが、その前に高知市に貸し付け

をして、そこへ高知市が保育園を建てるということで、行政財産の用途廃止をして普通財

産に切りかえる。ここは今、研修者用の駐車場として整理をしておりますが、駐車場とし

ていなければ、高知県教育センターの業務ができないということではありませんので、土

地の交換という方向でやらせていただいております。 

◎上田（周）委員 要するに、行政財産のままで交換できますかと聞いているんです。 

◎有澤教育政策課長 行政財産のままでは交換できません。一旦、行政財産としての用途

を廃止して普通財産に切りかえた上で、土地交換あるいは貸し付けということになります。 

◎上田（周）委員 行政財産を普通財産に切りかえるときに内部事務のみでいいんですか。。 

◎有澤教育政策課長 内部の決裁で対応できる面積であると整理をしております。 

◎田中委員 土地交換の件で、保育所が奥に入って、新しい地区の公民館も隣接されると

いうことですが、この保育園や公民館を使われる方は、高知県教育センターの敷地内を通

っていくことになりますか。 

◎有澤教育政策課長 新たな園舎の土地の上側に市道がありますので、こちらから入られ

ることになり、高知県教育センターとの敷地の境については、フェンスが施工されると聞

いております。 

◎池脇委員長 大綱について、２ページに教育等の振興に関する施策の大綱の骨子の方向

性という表があります。骨子の方向性ということで、全て基本方向１、基本方向２という

方向という言葉を使っておられるのか。正式な大綱になった場合に、この方向という言葉

が変わるのか。例えば、基本方向１の文を見ますと、チーム学校により組織的・協働的に

目標の実現や課題の解決に取り組める学校を構築する、という目的に当たるような表現で

す。そういう意味において、方向という言葉でくくれるのかどうかを踏まえて御説明をお

願いします。 

◎有澤教育政策課長 骨子の方向性ということにつきましては、全体を捉えて骨子の方向

性ということで御報告をさせていただきました。基本方向につきましては、このまま大綱

の基本方向、施策の基本方向になると考えておりまして、先ほど委員長からの御指摘で、

目的になっているということですが、こういう学校を構築することで、組織的・協働的に

目的の実現、課題の解決に取り組める学校をつくっていきたいということで、基本方向は

これでいきたいと考えております。 

◎池脇委員長 言葉というのは非常に大事だと思います。例えば、これが基本方針とか達

成目標であれば、構築をするという表現で落ちつきますが、方向というと、いわゆる方向

であって、目的地が見えないという意味にもなります。これは大綱ですが、もう一つ、基
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本計画をつくりますよね。計画の中でも方向という言葉を使うのかどうかですが、方向と

いうのは非常に大まかな表現です。教育基本法第 17 条の中で「基本的な方針及び講ずべき

施策」ということで、それぞれ地方でそれに準ずる形でしっかりと大綱、そして計画をつ

くりなさいということになっていますよね。そういうことを踏まえたときに、単に基本方

向という言葉でいいのかなと、少しひっかかったのでお聞きしたかったんです。なぜ方向

という言葉を使われたのかを含めて御説明をお願いします。 

◎有澤教育政策課長 基本方向は１から 10 までありますが、「施策の基本的な方向はこう

いうことでやっていきたい」という方向を示す意味で、また、その下に書いている課題、

それから、その課題を解決するための対策ということで、１個１個具体的に書いていくわ

けですので、大きな方向を示す意味で使わせていただいております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈高等学校課〉 

◎池脇委員長 次に、「新中高一貫教育校及び高吾地域拠点校の基本設計について」、高等

学校課の説明を求めます。 

◎坂本高等学校課企画監兼再編振興室長 高等学校課の資料の３ページをお願いします。

新中高一貫教育校、それから高吾地域拠点校、この２つの統合校の基本設計の概要につい

て御説明させていただきます。 

資料の１の（１）、（２）につきましては、本日は説明を省略させていただきます。 

２の整備対象校の生徒数について、現在の高知西高等学校の生徒数は 840 名ですが、新

しい学校の高等学校も同じ定員の 840 名となります。それに中学校が開校することで、新

しく 240 名がふえるとことになっております。 

それに対しまして、３の整備対象施設にありますように、新しく、約 6,000 平米、４階

建て鉄筋コンクリートの校舎を予定しております。 

施設の特徴としましては、アクティブ・ラーニングを取り入れた探究的な学習などをす

るために、生徒が少人数で使用できる教室を多数配置したり、廊下に複数のスタディコー

ナーを配置することも予定しております。あわせまして、エレベーターを新たに設置する

ことなどにより現在ある段差を解消し、バリアフリーを図りたいと考えております。 

４にありますように、基本設計を本年度 12 月に完了いたしますが、その後、実施設計

を経て、建築を平成 29 年度中には完了し、平成 30 年４月の開校には間に合わせたいと考

えております。一部、改修工事が残っておりますが、後ほど御説明します自転車置き場の

解体などです。 

資料４ページをお願いします。上が新中高一貫教育校の現況図、下が改修後の計画案と

なっております。現況図の左上の現在の駐車場、南の駐輪場、家庭経営室を使い、新しい

校舎を建築する予定になっております。新しい校舎には、中学生と高校生が使用する物理
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などの特別教室、ランチルーム、学年集会・体育などが行える多目的ルームなどを設置い

たします。新たにふえる中学生用の教室は北校舎に配置し、改修して使用する予定になっ

ております。そのほかの棟も全体配置を見直しすることで、仕切り壁の新設、撤去などの

改修を行う予定です。 

資料の５ページをお願します。北側の県道から見た基本設計段階でのイメージ図となっ

ております。先ほど御説明した新しい校舎が右側の校舎となっております。ガラス張りの

部屋が３階のランチルーム、その上が吹き抜けとなっております。ステージを北面に配し

て、発表会などにも使用できるつくりとする予定です。正面玄関は、今と同じ左手にある

体育館側とする予定で、新校舎前の入り口は業者の搬入口などに使用する予定となってお

ります。 

次に、高吾地域拠点校の基本設計について御説明させていただきます。資料の６ページ

をお願いします。 

同じく、（１）、（２）は省略させていただき、２の整備対象校の生徒数から説明させて

いただきます。現在の須崎工業高等学校の敷地に須崎高等学校と統合することによって、

生徒数が 480 名から 840 名へとふえることから、３整備対象施設にありますように、新た

に校舎の増築、新体育館の建設を予定しております。 

３の（２）にありますように、施設の特徴としましては、増築する校舎の１階部分に多

様な進路の実現のためのキャリアセンターを設けたいと考えております。これは、普通科

の生徒も幅広い進路選択を考えられるように就職に向けた資料を見られたり、就職を希望

する工業科生徒であっても進学の資料をそこで見られるよう、両者が共用スペースで使え

るようなオープンスペースを考えております。あわせまして、生徒の増加に伴いまして、

災害発生時に地域の避難所としても活用できる新体育館も建築を予定しております。こち

らも同じく段差解消のための改修も必要となりますが、エレベーターもありませんので、

新たに設置することでバリアフリー化を図りたいと考えております。 

スケジュールとしては、基本設計を経て、その後、今回、補正予算でお願いしている実

施設計を行うことになっておりますが、平成 28 年度の実施設計の「Ｈ27 当初」は「Ｈ27

補正」の間違いですので、訂正をお願いします。 

それで、平成 28 年に債務負担行為を行いまして、校舎の建築は平成 29 年・30 年と、２

カ年にまたがり、平成 31 年４月の開校を目指したいと思っております。 

資料の７ページをお願いします。上が高吾地域拠点校の現況図、下が計画案となってお

ります。上の本館南校舎の横にある昇降所及び実習棟を解体し、新たに校舎の増築を行い

ます。この部分は普通科の生徒、教職員などの事務室などが入る部屋、共用スペースなど

となります。右側の本館、南校舎につきましては、主に工業科の生徒が入る教室、実習す

る場所などとなっております。斜線の部分は改修予定で、既存の体育館につきましても、
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１階部分に食堂がありますが、生徒数の増によって食堂も若干広げることも予定しており

ます。その横に新しい体育館を建設する予定をしております。その横にあるプールにつき

ましては、既存のプールを抜本的に改修して継続して使うという予定をしております。 

８ページをお願いします。高吾地域拠点校のイメージ図となっております。左下にある

白い３つの棟が先ほど申しました、新しく建築、増築する部分です。右端が新しい体育館、

その奥が旧体育館ということになっております。 

以上、簡単ですが、基本設計の概要説明を終わらせていただきます。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈特別支援教育課〉 

◎池脇委員長 次に、「高知県における特別支援学校の再編振興（病弱特別支援学校（意見

のまとめ））について」、特別支援教育課の説明を求めます。 

◎川村特別支援教育課長 総務委員会資料、報告事項の特別支援教育課をお開きください。

近年、特別支援学校において課題が生じてまいりましたので、検討委員会を立ち上げ、今

後の病弱特別支援学校についての病弱教育のあり方について検討を行い、意見のまとめを

いただきましたので、御報告させていただきます。 

主に課題が生じておりますのは、高知赤十字病院に隣接して昭和 48 年に開校した高知

県立高知江の口養護学校です。従来、この学校は病弱特別支援学校として、高知赤十字病

院の医師を主治医とし、慢性疾患の児童生徒が中心でした。近年、医療の進歩により、慢

性疾患の児童生徒は著しく減少し、かわって心身症や適応障害、鬱といった精神疾患の生

徒が中学部・高等部において増加している状況です。近年、そういった子供が全体の７割

から８割を占めている状況です。この実態の変化により、非常に教育的ニーズが多様化し

ており、課題が生じてまいりました。 

５点にまとめると、多様な子供のニーズに対応する教育課程・教育内容、教員の専門性、

施設設備、関係機関との連携、センター的機能において課題が生じており、検討委員会に

おいて、４月から 10 月まで計６回にわたり御検討いただきました。この検討の中では、県

外の先進校の取り組み、児童生徒や保護者へのアンケート、また保護者・教育後援会・同

窓会の皆様との意見交換なども行いまして、そういった過程も踏まえた意見のまとめとな

っております。 

いただいた御意見については、右側にまとめております。まず教育内容については、生

徒の実態から社会性をしっかりつける教育内容が必要である、あるいは、ＩＣＴ機器の積

極的な活用、高等部では教育課程の工夫、特に職業教育を導入する必要があるのではない

かという御意見。 



- 62 - 

専門性については、心身症とか精神疾患、また、こういった子供のほとんどが発達障害

をあわせて有しているので、そういったあたりの生徒への指導の専門性、不登校への対応

の専門性が必要であるという御意見。 

施設設備については、最近、運動規制がほとんどない生徒がふえておりますので、運動

面の学習のための施設設備の充実、また、心理的な安定のためのクールダウン室やカウン

セリング室の整備といった点についての御意見。 

関係機関との連携については、医療との連携は継続して必要であるということ、また、

あわせて、心の教育センターや療育福祉センターといった相談機関、あるいは、臨床心理

士等の外部専門家との連携が必要であるという御意見。 

また、センター的役割については、小・中・高等学校への相談支援機能のさらなる充実、

また、小中学校等の発達障害などの子供が、特別支援学校で教育を受けられる「通級によ

る指導」などの取り組みが必要であるといった御意見。 

また、その他として、新しい学校としての学校名の変更、また、スクールバスの運行な

ども検討していく必要があるのではないかという御意見をいただいております。 

現在、再編振興の御意見を受け、再編振興計画の案の作成に着手しております。いただ

いた貴重な御意見をできる限り網羅した計画とし、本県の特別支援教育を牽引するような

病弱特別支援学校となるよう努めていきたいと考えております。 

また、再編振興計画の案ができましたら、総務委員の皆様の御意見はもちろん、広く県

民の皆様からの御意見もお伺いいたしまして、よりよい計画にしていきたいと考えており

ます。 

なお、別添に意見のまとめの冊子を入れておりますので、参考までにまたごらんいただ

ければと思っております。 

以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 江の口養護学校の分校のことが全く出てきてないんですが、名称変更などが

あれば分校も関係してきますよね。そういうことについての全体像はこの中にはありませ

んが。 

◎川村特別支援教育課長 分校につきましては、児童生徒数がやはり減少しているという

課題がありまして、そのあたりはＩＣＴを活用した遠隔授業などについて伺っております。

また、校名変更につきましては、本校の校名変更に伴って検討していく必要があると考え

ております。 

◎中根委員 分校の検討はこれからということですか。 

◎川村特別支援教育課長 分校のことにつきましても、一定、御意見等は伺っております

が、病弱教育のあり方ということですので、分校もひっくるめて考えていきます。 
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◎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。 

〈スポーツ健康教育課〉 

◎池脇委員長 次に、「平成 27 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について」、

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 同じ資料の報告事項、健康教育課をお開きください。この

たび、平成 27 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が文部科学省より公表され

ました。その結果の概要について説明させていただきます。 

資料２ページをお開きください。この調査は、平成 20 年度から、小学５年生と中学２

年生を対象に実施されており、今回で７回目の全国調査となっております。 

３ページをごらんください。本県の調査結果は、小学５年生の体力・運動能力調査にお

いて、体力合計点が全国調査が始まって以来、初めて男女とも全国平均を上回ることがで

きました。全国順位では、男子が 33 位から 21 位、女子は 29 位から 21 位となっておりま

す。学校長が作成する「学校経営計画」のもと、体力向上に向けた継続した取り組みが実

を結んだ結果であると考えております。 

中学２年生においては、男子は体力合計点が過去最高となり、ほぼ全国平均まで伸びて

きております。全国順位でも 43 位から 30 位となっております。一方、女子におきまして

は、体力合計点は過去２番目の高さではありますが、前年度から下回り、全国順位も 30

位から 45 位へと下がっております。これは、運動やスポーツに対する「好き」、「得意」な

どといった肯定的な意識の低さや、平日のテレビゲームや携帯電話等の使用率の高さが原

因となって、「１週間の総運動時間」や「運動部や地域のスポーツクラブへの加入率」の低

下につながっていると考えられます。このため、今後は、「運動が好きになる保健体育の授

業改善」や「よりよい生活習慣に向けた啓発活動」などを中学校体育連盟とも連携しなが

ら進めてまいります。 

６ページをお開きください。（２）運動習慣の状況についてです。下のグラフは小学校、

７ページの上のグラフは中学校の状況を示しております。全てにおいて、１週間の総運動

時間が 60 分未満の割合が、全国平均からまだ高い状況になっていることがわかります。今

後、さらなる運動習慣の定着に向けて、保健体育の授業の充実や、地域の実態に応じた運

動・スポーツ環境の充実に向けた取り組みが必要であると考えております。 

９ページをお願いいたします。オリンピック・パラリンピックに関する質問に対しまし

て、全国的な傾向ではありますが、小学校・中学校ともに「運動に関心が高まってきた」、

「試合を見に行ってみたい」などといった意識が、2020 年に向けて高まってきております。

今後もさまざまな機会を活用し、オリンピック・パラリンピック教育の推進を図ってまい
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ります。 

13 ページをお願いいたします。学校の状況についてです。小学校・中学校ともに前年度

の調査結果を踏まえて、授業などの工夫・改善を行ったとする割合が全国平均を上回る結

果となっております。これは、体育・健康アドバイザー支援事業による学校訪問などの取

り組みの成果の一つと考えております。授業に関してですが、②の授業の目標を児童・生

徒に示す活動、③の学習したことを振り返る活動、14 ページの④の児童・生徒で助け合っ

たり、役割を果たしたりする活動を取り入れていますか、などの質問に対しての回答が、

いずれも全国平均より下回っております。これは、授業の重要な要素であるそれぞれの活

動が、十分なされていない状況にあるということですので、授業の質を高めるよう改善を

強く進めてまいります。 

15 ページ、16 ページには、12 月９日に行った、本調査結果の公表に係る田村教育長の

コメントを添付しております。 

今後は、先ほど大綱でも触れましたように、運動好きな児童生徒の育成につながる体育

授業の改善や、望ましい生活習慣の定着に向けた健康教育の充実、運動部活動の充実など

に取り組み、「小学校の体力を全国上位、中学校は全国平均以上に引き上げること」を目指

して、さらなる体力向上のための支援をしてまいります。 

以上で、説明を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

具体的に、今行われている授業において改善すべき課題が何で、それをどういう形で改

善していこうと考えられていますか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 先ほど学校の状況のところで説明しましたが、先生が目標

をかっちり生徒に伝えているか、授業の中で振り返りができているか、授業の中で生徒同

士が意見交換されているかなどといった、先生主体の授業ではなく、生徒主体の授業にな

っているかが問われてくると思います。そのためには、先生方がお互いの研修をし合い、

より具体的に言いますと、授業の見せ合いっこ、批判のし合いっこをしないと、なかなか

上昇しないと思っております。先輩・後輩の中で切磋琢磨しながら、いい授業に励まない

といけないと思っています。合計点を上げるための体育の授業であってはならず、運動嫌

いをつくらない、底辺にいる運動が苦手な子供を放置しないなどといった取り組みが、今

後、特に重要になってくると思っております。 

◎池脇委員長 体力を向上させることが体育の授業の一つの目的であれば、そうした授業

の展開がなされているのか、そういう視点で授業計画がつくられているのかという点が非

常に大事だと思います。普通の教科などはきちっと形はつくれるんですが、体育の授業の

場合、例えばサッカーをやるのであれば、「基礎とルールを覚えて試合をしなさい」という

ことで終わってしまっている部分があろうかと思うんです。しかし、競技のルールを学ん
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だり、楽しむことも必要でしょうが、「体力をしっかりつけていく」という面では、一つ一

つの授業計画というのは非常に重要になってくると思いますが、いかがですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 まだまだ不十分だと考えております。まず小学校におきま

しては、体育の専門の先生がおりませんので、やはりアンケートでも、体育の授業に不安

を感じている先生方がおります。それに対しては、副読本を活用した授業をして、より効

果的な体育の授業を県下的に広めようということで、今つくっております。それぞれの計

画に基づいて、先ほど授業の内容を言いましたが、そういう形の授業をつくっていこうと

いうことで、指定校を東・中・西部それぞれに計６校を構えて、今やっているところです。

今後、県下に広げていきたいと思っております。 

また、中学校におきましても、先ほど委員長が言われました、ルールがあってゲームだ

けして、動ける者は非常に運動量ができると思いますが、運動量にはなかなか差が出ます。

体育の授業の要素の中には、技能・態度・思考・判断がありますので、運動量だけではあ

りません。そして、公正・協力・責任もありますし、あと、思考・判断では、「これはどの

ような意味を持って動いているのか、どのような作戦をやっているのか」を考えることも

ありますので、その３つがうまく循環するような体育の授業づくり、その前の計画づくり

をより徹底していきたいと思っております。 

◎池脇委員長 義務教育に武道を取り入れましたが、それによって、この体力の向上に何

か新しい影響が出てきていますか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 きょうの概要の資料の中にはありませんが、武道・ダンス

を行ってどうだったか。特に武道については、規律正しいことができたことや、文化・伝

統が学べた、ということがありますので、例えば、新しい発見につながって運動が好きに

なるという変化がありますと、将来の生涯スポーツにつながリますし、やはり、しっかり

とした環境のもとで体育、特に武道が行われるということは、規律ある体育の中では非常

に重要な部分だと思っております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈人権教育課〉 

◎池脇委員長 次に、「平成 26 年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査における「いじめ」に関する調査の結果について」、人権教育課の説明を求めます。 

◎大西人権教育課長 平成 26 年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査における「いじめ」に関する調査の結果について、説明させていただきます。それでは

総務委員会資料、教育委員会の人権教育課の１ページをごらんください。 

まず、概要版の１調査の趣旨をごらんください。本調査は、岩手県での中学２年生の自

死事件の発生を踏まえ、いじめに対して組織的な対応がなされていない事案があるのでは

ないかという懸念と、都道府県間の認知件数の差の大きさから、再度、文部科学省からい
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じめ認知について全学校に周知され、見直し調査をした結果、それに基づいて発表された

ものとなっております。 

なお、資料の２ページ、３ページには、この後説明させていただく詳細資料の公立学校

に関する内容を簡単にまとめさせていただいております。 

続きまして、４ページ、５ページには、平成 27 年 10 月に追加調査をした、市町村のい

じめ防止対策推進法を踏まえた学校の取り組み状況に関する調査について載せております

が、説明は割愛させていただきます。 

続きまして、詳細資料の６ページをごらんください。１に、公立学校の（１）校種別い

じめの認知件数がありますが、高知県の公立学校のいじめの認知件数は合計で 668 件とな

っており、昨年度より 158 件増加しております。 

２の（１）、国・公・私立学校の校種別いじめの認知件数では、高知県全体の認知件数

をお示しております。県全体で 716 件が認知されており、（２）の 1,000 人当たりのいじめ

の認知件数については 9.4 件で、昨年度の 25 位から 23 位となっております。 

続きまして、７ページをごらんください。７ページ以降につきましては、公立学校のい

じめに関する詳細を載せております。７ページの２では、高知県公立学校におけるいじめ

の校種別認知件数の推移をお示ししております。平成 26 年度の校種別におきましては、前

年度と比較すると、小学校、高等学校で大きく増加しております。これにつきましては、

担任や教科担当の教員が、その場で認知し解決していったケースを初めとして、冷やかし

やからかいといった、いじめの初期段階のものについても計上したためと考えております。 

８ページの３、高知県公立学校におけるいじめの現在の状況をごらんください。平成 26

年度の高知県のいじめの解消率について、「解決しているもの」、「一定解消し継続支援中」

が前年度より下がってきております。この部分は課題ということで、今後とも取り組みを

進めていきたいと考えております。 

続きまして、９ページの４高知県公立学校におけるいじめの発見のきっかけをごらんく

ださい。平成 26 年度は全校種で、「学級担任が発見」が最も多くなっており、これにつき

ましては、詳細なささいな変化も学級担任が見逃さず、発見に努めてきた結果であると考

えております。 

なお、10 ページには５高知県公立学校におけるいじめの態様を、11 ページには６高知

県公立学校におけるいじめの日常的な実態把握のために、学校が直接児童生徒に対して行

った具体的な方法についてお示ししております。 

今回の調査を受けまして、いじめに関しては初期の段階よりしっかりと認知し、そして、

早期に対応することによって解消率を向上させることとあわせて、いじめを許さない環境

づくりに向けて、開発的な生徒指導、またスクールカウンセラー等の活用、そして児童会・

生徒会等の活性化等における子供たちの主体的な取り組みにより、いじめを許さない環境
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づくりを進めていくことが必要と考えております。そういった方向でさらに取り組みを進

めていきたいと思っております。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎三石委員 実態、状況がよくわかります。実際、いじめは急には解決できないですよ。

いじめだけに関したことじゃなくて、さっき、教育政策課長から報告のあった大綱の骨子

の方向性にも全部凝縮されているんですよ。解決方法等、解決するかはわからないけれど、

これをやれば恐らくいくだろうということが全て書かれています。これをやっぱりいかに

実践していくか。例えば、大綱の方向性のトップの部分に課題があって、いじめなども出

てきていますよね。じゃあ、徳だけでいいのかというと、そうではないですよね。知もや

っぱり関連しているし、チーム学校の組織とも関連しています。先ほども言いましたよう

に、絵に描いた餅にならないように実のあるものにしていただき、実践していただきたい

と思います。 

◎大西人権教育課長 今、三石委員がおっしゃったように、生徒指導上の諸問題は、さま

ざまなところで複合的に絡み合って発生しておりますので、全ての教育活動の中に開発的

な生徒指導の観点をしっかりと位置づけ、そして現在も開発的な生徒指導を推進している

授業をもとにして全部の学校に広げていこうと取り組みを進めており、徐々に広がりつつ

あります。さらに今後進めていくことによって、生徒指導上の諸問題を改善していきたい

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。 

以上で、教育委員会を終わります。 

お諮りします。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、来

週行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 それでは、以後の日程については、21 日の午前 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閉会します。御苦労さまでした。      （16 時 48 分閉会） 


