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平成 27 年 12 月 21 日 

◎池脇委員長 総務委員会を開会いたします。           （10 時０分開会） 

御報告いたします。18 日の委員会において、西内副委員長から管財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。 

御報告します。梶原委員から、少しおくれる旨の連絡があっております。 

本日の委員会は、18 日に引き続き、「付託事件の審査等について」であります。 

《警察本部》 

◎池脇委員長 警察本部について行います。 

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

会計課長、警務部長、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。 

◎上野警察本部長 まず、平成 27 年度高知県一般会計補正予算について御説明いたします。

お手元の資料①の３ページをお開きください。今議会でお願いしている補正予算見込み額

は、款 14 警察費、項１警察総務費の欄に記載の 2,520 万円の増額です。補正の内容は、高

知県警察職員の賞じゅつ金等に関する条例の規定に基づき、殉職者賞じゅつ金を支給する

ものです。 

次に、債務負担行為補正について御説明します。９ページをお開きください。下から４

つ目の運転免許窓口事務委託料から 10 ページの高齢者交通安全支援事業委託料までの５

項目、総額で２億 2,303 万 9,000 円の債務負担行為をお願いするものです。各事業の詳細

につきましては、後ほど会計課長から説明させます。 

続いて、第 15 号高知県警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正する条例議案に

ついて御説明いたします。お手元の資料③の 31 ページ、資料④の５ページ、99 ページを

ごらんください。本議案は警察署再編計画に基づき、南国警察署について香南警察署及び

香美警察署との統合に伴う管轄区域の変更をしようとするものです。なお、施行日は平成

28 年４月１日です。これについても詳細については、後ほど警務部長から説明をさせます。 

続きまして、第 16 号高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条

例の一部を改正する条例議案等について御説明いたします。お手元の資料③の 32 ページか

ら 35 ページ、資料④の５ページ、及び 101 ページから 111 ページをごらんください。本年

６月 24 日に公布された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正は、

ナイトライフの充実を求める国民の声の高まりや、ダンスに対する国民の意識の変化を踏

まえ、従来、風俗営業として規制されていた、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業

から除外するとともに、深夜において設備を設けて客にダンス等の遊興をさせ、かつ、酒

類の提供を伴う飲食をさせる営業、いわゆるクラブにつきまして、新たに特定遊興飲食店

営業と定義し、許可制とするなどを内容とするものです。これに伴い、風俗営業等の規制
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及び業務の適正化等に関する法律の施行令や、風俗営業等に係る申請の手数料などを定め

た地方公共団体の手数料の標準に関する政令などが改正されたことから、高知県風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例、高知県警察手数料徴収条例など、県

条例の改正を行う必要が生じたものです。 

続きまして、お手元の資料③の 36 ページから 39 ページ、資料④の６ページをごらんく

ださい。同議案は、風俗営業等に係る申請手数料等の一部改正を行うものです。 

続いて、お手元の資料③の 29 ページ、30 ページ、資料④の５ページをごらんください。

第 14 号高知県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例等

の一部を改正する条例議案は、県警察の所管する、高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力

的不良行為等の防止に関する条例と、高知県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を

助長する行為等の規制に関する条例の２つの条例の一部改正を行い、風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関する法律の引用規定の整理等をするものです。これらの条例議案の

詳細については、後ほど生活安全部長から説明をさせます。 

最後に、第 27 号県有財産（建物等）の取得に関する議案について御説明いたします。

お手元の資料③の 51 ページ、④の 10 ページをお開きください。本議案は、高知警察署庁

舎移転新築整備のための建物及び土地の取得に関するものです。契約方法は随意契約、契

約予定金額は５億 5,226万 6,400円で、内訳は、建物が 9,809万 6,400円、土地が４億 5,417

万円、契約の相手方は、高知県信用農業協同組合連合会及び株式会社高知県農協電算セン

ターです。当該契約につきましては、去る 12 月９日に仮契約を締結しています。 

次に、警察本部説明資料の６ページ、高知警察署移転新築整備に係る建物及び土地の取

得についてをお開きください。新庁舎の建設予定地は資料記載のとおり、現高知警察署の

道路を挟んで北側、高知中央郵便局の東隣に位置する旧ＪＡ電算ビルの場所となります。 

説明は以上です。 

〈会計課〉 

◎池脇委員長 続いて、会計課長の説明を求めます。 

◎濵田警務部参事官兼会計課長 それでは、お手元の資料②に基づき御説明します。64 ペ

ージの公安委員会補正予算総括表をお開きください。12 月補正予算見込み額は 2,520 万円

の増額です。 

次に、65 ページをお開きください。補正予算の内容は、目２警察本部費、右側説明欄に

記載のとおり、細目事業は一般運営費、節区分は報償費です。この報償費は、殉職した高

知南警察署の警察官に対し、高知県警察職員の賞じゅつ金等に関する条例の規定に基づき、

殉職者賞じゅつ金を支給するためのものです。当該殉職警察官は、本年８月 14 日に高知市

長浜の県道上の歩道において、停止指示を無視して逃走する無灯火の自転車に気づき、職

務質問するため停止を求めましたが、静止を振り切り逃走を図った自転車に衝突され、そ
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の衝撃で後頭部を強打しました。その結果、頭蓋骨骨折、脳挫傷などの障害を負い、高知

市内の病院において治療を受けていましたが、10 月 26 日に急性硬膜下血腫により死亡し

たものです。当人は平成 20 年４月１日高知県巡査を拝命し、主に地域及び刑事警察の分野

において治安維持に貢献した警察官であり、危険を省みることなく職務を遂行した結果、

殉職したものです。 

次に、債務負担行為を説明します。66 ページをお開きください。今回お願いしておりま

す債務負担行為は５つの事業です。１つ目の運転免許窓口事務委託料の 1,726 万 7,000 円

は、運転免許センターや各警察署における運転免許証の更新や再交付などの窓口業務を委

託するものです。２つ目の運転免許証更新時講習委託料の１億 470 万 4,000 円は、運転免

許証の更新をしようとする優良・一般・違反者・初心運転者に対する講習を委託するもの

です。３つ目の運転免許停止処分者講習等委託料の 6,595 万 9,000 円は、運転免許の停止

処分などを受けた方に対し、短期・中期・長期違反者それぞれに行う短縮講習を委託する

ものです。４つ目の原付講習委託料の 1,244 万 6,000 円は、原付免許を取得しようとする

方に対して行う運転技能の講習を委託するものです。２つ目から４つ目までの講習委託は

いずれも２カ年の契約を予定しています。 

最後の高齢者交通安全支援事業委託料の 2,266 万 3,000 円は、高齢者の交通安全意識と

マナーの向上を図り、高齢者を危険な交通事故から守ることを目的に、本年度と同様、隊

長以下１班２名の２個班により、量販店等の高齢者が多数集まる場所における交通安全ア

ドバイスや、高齢者宅を直接訪問して内容の濃いアドバイスを行うほか、自転車シミュレ

ーターや歩行環境シミュレーターを用いた参加体験型の交通安全講習、その他広報・啓発

活動などの実施を委託するものです。いずれの委託業務も平成 28 年４月１日からの契約を

予定しており、一般競争入札の実施から契約までの準備期間などを考慮し、今回の補正予

算でお願いするものです。 

以上で、補正予算説明書に基づく説明を終わらせていただきます。 

〈警務部〉 

◎池脇委員長 続いて、警務部長の説明を求めます。 

◎澤田警務部長 第 15 号高知県警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正する条例

議案の内容について御説明申し上げます。資料は、配付させていただいております警察本

部説明資料１ページから３ページとなります。今回の改正は、香南警察署、南国警察署及

び香美警察署の統合に伴う警察署の管轄区域の変更を行うものです。県警察では、平成 19

年 12 月に県内の社会情勢や犯罪の状況の変化に的確に対応し、限られた警察力の中で将来

にわたってより高い水準の治安を提供し、県民の皆様が安全で安心して暮らすことのでき

る地域社会の実現を目指した警察署再編計画を策定し、16 警察署の体制を３段階に分けて

１増５減の 12 警察署体制とする取り組みを進めてまいりました。資料１ページの警察署再
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編計画の概要をお開きください。この計画の第１段階として、平成 24 年４月に清水警察署

を中村警察署と統合し、統合後は中村警察署清水警察庁舎として運用しております。次に、

第２段階として、平成 26 年４月に本山警察署を新設の高知東警察署と統合し、また、いの

警察署を土佐警察署と統合し、それぞれ高知東警察署本山警察庁舎、土佐警察署いの警察

庁舎として運用しております。そして、第３段階として、来年４月に香南警察署、香美警

察署及び南国警察署を統合し、現在、南国市大埇に新築中の庁舎を南国警察署として、現

在の香南警察署及び香美警察署を南国警察署香南警察庁舎及び同署香美警察庁舎として運

用することとしております。 

次に、お手元の資料③の 31 ページをごらんください。香南警察署、香美警察署及び南

国警察署の統合に伴い、条例第 11 条別表中の南国警察署の名称を同じく南国警察署とする

とともに、その管轄区域に香南市及び香美市を加え、香南警察署及び香美警察署の項を削

るものです。統合の計画につきましては、警察署再編計画の策定以降、警察本部及び関係

警察署において、地元住民の方々等に対し、あらゆる警察活動を通じて統合後の治安確保、

方策に関して説明を尽くすなどしてまいりました。また、統合後の警察署の名称につきま

しては、警察法施行令第５条第１号の規定や、県内の他の警察署の名称との均衡等を考慮

するとともに、香南警察署、南国警察署及び香美警察署それぞれの管内の地域におけるア

ンケート調査や、県全体でのパブリックコメントを行った上で、南国警察署の名称を用い

ることとしました。条例の施行日につきましては、平成 28 年４月１日から施行することと

しております。 

説明は以上です。 

〈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。 

◎秋澤生活安全部長 第 16 号高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

施行条例、第 17 号高知県警察手数料徴収条例、第 14 号の高知県公衆に著しく迷惑をかけ

る暴力的不良行為等の防止に関する条例及び高知県青少年によるテレホンクラブ等営業の

利用を助長する行為等の規制に関する条例、各条例の一部を改正する条例議案の内容につ

いて御説明いたします。客にダンスをさせる営業の規制緩和などを盛り込んだ改正風営適

正化法が本年６月 24 日公布され、これに伴い関係条例を整備する必要が生じました。条例

改正に当たりましては、事前に県民アンケートを実施したほか、各種会合等において、町

内会、風俗営業関係者、教育関係者、飲食店営業者等からの聞き取りを実施しております。

条例案は、その結果や各県の条例改正案を踏まえたものとしております。 

それでは、最初に、第 16 号高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

施行条例の一部を改正する条例議案について説明させていただきます。警察本部説明資料

４ページをごらんください。改正点は６点となります。 
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１点目は、風俗営業の営業延長許容地域における営業時間の見直しについてです。現在、

風俗営業者は原則午前０時以降の営業は禁止されていますが、例外として特別な日と特別

な地域、いわゆる営業延長許容地域ですが、につきましては、午前１時前までの時間延長

が認められています。「改正風営適正化法」では、この時間延長が午前０時から午前６時ま

での間であれば条例で定めることができることとなりました。風営適正化法施行条例案で

は、この地域において延長できる時間については、現行条例と同様の午前１時までとして

おります。 

２点目は、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の指定及び営業時間の制限につい

てです。「改正風営適正化法」では、特定遊興飲食店営業について、設置が許容される地域

と営業時間を政令の基準に従い、条例により定めることとされております。風営適正化法

施行条例案では、営業所設置許容地域については、現行の風俗営業の営業延長許容地域と

同一地域とし、また、営業時間につきましては、午前５時から午前６時までの間は営業で

きないこととして制限することとしております。 

３点目は、深夜における特定遊興飲食店営業の騒音及び振動の規制についてです。「改

正風営適正化法」では、特定遊興飲食店営業者は、深夜、営業所周辺において騒音または

振動が生じないように営業を営まなければならないとされており、騒音及び振動の基準を

条例により定めることとされております。現行の風営適正化法施行条例においては、風俗

営業者に対する騒音及び振動の基準が定められているところであり、条例案では、特定遊

興飲食店営業につきましてもこの基準を準用した規制としております。 

４点目は、条例へ委任する特定遊興飲食店営業者の遵守事項の規定についてであります。

「改正風営適正化法」では、特定遊興飲食店営業者について遵守事項が定められておりま

すが、このほか条例において必要な制限を定めることができるとされています。風営適正

化法施行条例案では、特定遊興飲食店営業者の遵守事項について資料に記載のとおり７項

目を定めることとしております。 

５点目は、「風俗環境保全協議会」を設置する地域の指定についてです。「改正風営適正

化法」では、特定遊興飲食店営業の制度導入等に伴い、深夜営業者と地域住民間のトラブ

ルの増加が懸念されるため、その防止と速やかな解決に向けた協議が行えるよう、条例で

定める地域ごとに警察署長、風俗営業の営業所の管理者等により構成される「風俗環境保

全協議会」を置くように努めることが規定されました。風営適正化法施行条例案では、こ

の地域について風俗営業における営業延長許容地域とすることとしております。 

６点目は、ゲームセンターへの年少者の立ち入らせ規制の緩和についてであります。現

行の「風営適正化法」では、ゲームセンターの営業者に対し 18 歳未満の者を午後 10 時以

降に客として立ち入らせることを禁止しておりますが、本県においては、「風営適正化法施

行条例」において 16 歳未満の者を午後６時以降に立ち入らせることを禁止しています。こ
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の規定につきましては、保護者が同伴する場合であっても同様となっています。「改正風営

適正化法」では、条例において午後 10 時前の時間における 18 歳未満の者の客としての立

ち入らせについては、保護者の同伴を求めるなど必要な制限を定めることができると規定

され、風営適正化法施行条例案では原則として 16 歳未満の者がゲームセンターに客として

立ち入ることができる時間について、現行どおり午後６時までとするものの、午後６時後

は保護者の同伴があれば午後 10 時前まで立ち入らせることができることとしております。 

続きまして、第 17 号高知県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例議案について御

説明いたします。警察本部説明資料の５ページをごらんください。風営適正化法の改正に

伴い、特定遊興飲食店営業を営むときは公安委員会の許可が必要となります。このため、

当該許可の事務について新たに手数料を徴収することとなるため、その手数料金額を定め

るものです。手数料を徴収する事務及び金額につきましては資料のとおりとなります。こ

の金額は、標準政令で定める金額と同様の手数料を定めることとしております。 

最後に、第 14 号の高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する

条例及び高知県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関す

る条例の一部改正について御説明いたします。お手元の資料④の 95 ページから 98 ページ

をごらんください。今回の風営適正化法の改正において、風俗営業の定義が１号営業から

８号営業までの８つの業態から５つの業態へと変更となり、号ずれが生じました。このこ

とから、迷惑防止条例、テレクラ条例において引用されている号ずれ等を改正するもので

す。 

県条例の改正議案につきましては、以上となります。これら条例案の施行期日につきま

しては、改正風営適正化法の施行日とすることとしております。 

説明につきましては以上のとおりです。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 無灯火の自転車の件で、８月に大変な事故があったんですが、最近、

特に国道とか見ていましたら、無灯火の自転車が結構増加をしている状況が見受けられま

すが、そのあたりの対応について警察としてどのように取り組んでいるかお聞きします。 

◎刈谷交通部長 ことしの６月に、自転車の危険行為の 14 項目として摘発された場合、３

年以内に２回あれば講習の対象という制度が開始されました。それに伴い、その 14 項目の

違反行為に対する適正な取り締まり、摘発とあわせて、無灯火等についても指導、警告を

しており、昨年から比べると、ことしは約 2.5 倍となっております。 

◎上田（周）委員 先日、免許センターで免許更新の講習を受けたんですが、国道 33 号線

の咥内から朝倉のＪＲ駅前までは結構坂になっていて、幅員も狭くなっていますよね。道

路交通法の改正により、自転車が特定の場所を通行しなければならなくなって、危険にな

っているんじゃないですか。 
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◎刈谷交通部長 自転車の通行方法については、御指摘のとおり改正されました。自転車

は軽車両ですので、道路の左側通行が原則になります。そこで今問題になっているのは、

路側帯で、歩行者用の路側帯、駐停車禁止の路側帯、普通の一般の外側線のような路側帯

の３種類があります。当然、歩行者用の路側帯を自転車は通れませんので、車道側の左側

を通ります。駐停車禁止の部分については、歩行者も自転車も通れる路側帯であれば道路

のどちらでも通れるのですが、それ以外の分については道路の左側を通らないといけなく

なりました。それについては警察でも指導をさせていただいております。それから、高知

県の道路事情を見ると、路側帯や歩道が整っていない部分がかなりありますので、道路管

理者等との協議等で、道路の拡幅や新しい道路ができるときには、自転車の通行区分がで

きるよう進めさせていただいている状況です。 

◎上田（周）委員 県内には危険な箇所がたくさんあろうかと思いますので、関係機関と

連携して事故が少なくなるようにしてください。 

◎三石委員 亡くなられた方はお気の毒で、本当に悔やまれてならないと思います。それ

に対してお支払いする予算について、人の命はお金ではかえられないので、少ないよりは

多いほうがいいと思いますが、この 2,520 万円という金額は全国的に見てどうなんでしょ

うか。 

◎田中警務部参事官兼首席監察官 各都道府県警察の賞じゅつ金につきましては、各都道

府県警察ごとの条例または規則で定められております。全国の最新のデータは手元にない

んですが、例えば四国の他３県と比較した場合、最高額につきましては一番少なくなって

おります。この 2,520 万円は、通常活動において殉職した場合に支給される報償金ですが、

条例の規定上、最高額が倍額になる規定があります。具体的に申しますと、上司の命令に

よって特に危険な地域に出動して殉職した場合に適用となります。例えば、古い話になり

ますが、浅間山荘の現場をイメージしていただければよろしいかと思います。つまり、本

県であれば 5,040 万円になるということですが、同じような規定のある四国の他３県は

6,000 万円ですので、1,000 万円近くの差額が出ているのが現状です。まだ事務レベルでは

ありますが、少し差があるということで、条例の一部改正も視野に入れて、今検討してい

るところです。 

◎三石委員 ぜひ、条例を改正すべきではないかと思います。時代も変わってきています

し、平成７年に規定されてから随分たっていますよね。人の命はお金でははかれないんで

すが、少ないよりは多いほうがいいと思います。条例改正について再度お聞きしますが、

いかがでしょうか。 

◎田中警務部参事官兼首席監察官 委員のお言葉もいただきましたので、条例改正に向け

て鋭意努力してまいりたいと考えております。 

◎三石委員 それから、この件については、事故を起こした高校生も本当に不幸ですよ。
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無灯火で制止を振り切ってぶつかった。これはいかんに決まっていますが、まさか死ぬと

は思ってなかったと思うんですよ。その高校生について、詳しくは言えないと思うんです

が、その後どういう状況にあるのか教えていただけますか。 

◎刈谷交通部長 これは事件としてまだ進んでおりますので、詳しくはお話しできません

が、新聞報道の内容では、たばこの異臭情報があり、現場へ行った川村警部補が職務質問

中であったんですが、人数が多かったもので応援のパトカーが現場へ向かったところ、た

ばこを吸っていた異臭情報の少年とは別の、この加害少年が無灯火で高速でおりてくるの

を見つけて、「とまりなさい」というパトカーの出した警告に従わずに逃げようとしてぶつ

かったということです。とっさの瞬間には両者ともよけようとしたのですが、偶然が重な

って大きな事故になったというのが概要です。 

◎三石委員 上田委員からもお話がありましたが、こういう事件を通じて学校でも指導し

ていかないかんと思いますね。また、警察署でも、いろいろ講習をされる機会があると思

いますが、自転車だけではなく、ミニバイクでも同様に軽い気持ちで運転されて随分危な

い目に遭う方もいますので、二度とこういうことが起こらないよう、講習の場を利用して、

指導していただきたいと思います。 

◎田中委員 私も地元の住民として、新しい警察署ができることを非常に期待しています

ので、新南国警察署の件でお伺いします。資料の１ページに、南国警察署、香南警察署、

香美警察署の警察官の人数を単純に合算すると 140 名で、新南国警察署は統合されて 155

人規模となると記載されています。15 人程度ふえるということは、統合されて新しい業務

がふえるのか、また、分庁舎として継続使用されていく香南警察署、香美警察署の人数も

含まれているのか、少し詳しく教えてください。 

◎澤田警務部長 香南の警察庁舎と、香美の警察庁舎の人数には含まれております。また、

南国警察署では現在、留置管理業務を行っておりますが、新しく大きな規模の警察署にな

り、新たに留置管理課を起こすことを検討していますので人数はふえます。香南警察署と

香美警察署の人数は若干減りますが、ただ地域警察官としてパトロールをする、初動態勢

のかなめになる警察官については、むしろ分庁舎化することによって、現在よりも人数を

割こうと考えており、そういう意味で、地元の体感的な治安の状況はむしろよくなるだろ

うと考えております。 

◎田中委員 わかりました。本当に範囲は広くなると思いますが、御説明にありましたよ

うに、特に香美市などで気を配っていただき、いい意味での統合になるように期待してい

ます。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 なければ、質疑を終わります。 
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以上で、警察本部の議案を終わります。 

 続いて、警察本部より、２件の報告を行いたい旨の申し出があっておりますので、これ

を受けることにします。 

最初に、報告について、本部長の総括説明を求めます。なお、本部長に対する質疑は、

総務参事官に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承ください。 

◎上野警察本部長 １件目は、新南国警察署及び高知東警察署の免震装置交換に係る対応

についてです。本年３月に発覚した東洋ゴム株式会社製免震装置の大臣認定不適合の問題

について、これまで、県と連携をしながら、当該免震装置が使用されている新南国警察署

及び高知東警察署の免震装置の交換工事に向けた作業を行ってきましたが、これまでの対

応や今後のスケジュール等について御報告をいたします。 

２件目は、ジャパンパイル株式会社が施工した既製コンクリート杭データ流用事案につ

いてです。このたび、高知東警察署庁舎新築工事に係るくい打ち工事において、ジャパン

パイル株式会社が施工した 98 本のくいのうち１本について、くい打ち工事の施工結果を記

載した施工報告書にデータの流用があることが判明しました。 

それぞれの詳細については、総務参事官から説明させます。 

以上です。 

◎池脇委員長 続いて、「新南国警察署及び高知東警察署の免震装置交換に係る対応につい

て」、及び、「ジャパンパイル株式会社が施工した既製コンクリート杭データの流用事案に

ついて」、総務参事官の説明を求めます。 

◎依岡総務参事官 新南国警察署及び高知東警察署で使用されている、東洋ゴム工業株式

会社が製造した免震装置が国土交通大臣認定不合格となった問題につきまして、対応の経

過報告をさせていただきます。警察本部資料の７ページをお開きください。 

それでは、この資料に基づきまして御説明をさせていただきます。 

まず、１記載の現在までの経緯について報告させていただきますと、３月 13 日の本事

案発覚後、直ちに知事名で、免震材料の具体的な交換スケジュールを示すなどの誠意ある

対応を要請するとともに、県警察におきましても、施工業者を招致して、本部長から責任

ある対応を求めるなど等の対応を開始いたしました。発覚を受け、直ちに安全性を確認す

る必要があり、３月 19 日に簡易分析において安全性を確認し、３月末には、国土交通省か

らも、「震度６強から震度７程度の地震に対しても倒壊のおそれはない」ことが示されまし

た。さらに、当初の構造計算を行った株式会社構造計画研究所に、現状の免震装置の性能

における安全性検証を依頼し、６月 18 日に新南国警察署、８月 21 日には高知東警察署に

ついて、現状の建物が有する性能は全ての設計判定基準を満足させるものであることを確

認いたしました。これらに基づき、両署の構造安全性検証の結果を、それぞれの建物の特

定行政庁である、県と高知市の建築指導課へ提出しております。 
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次に、具体的な交換に係る県警察の対応です。説明の前に、お手元の資料８ページ及び

９ページを御参照ください。現在の新南国警察署の外観、主要施設等を撮影した写真をお

配りしております。新南国警察署につきましては、お示しのように今月末の建築工事終了

を控え、ほぼ完成した状況にあります。 

では、資料７ページにお戻りください。２県警察の対応です。まず、建築中である新南

国警察署につきましては、安全性が確認されたため、建築は予定どおり今月末の竣工に向

けて継続させるとともに、免震ゴム交換に向けた検討協議を行ってまいりました。しかし

ながら、建物の大臣認定取り直しの手続や交換工事前の仮設工事の必要性など、当月末の

竣工までに交換は不可能な状況であり、建物が完成しても、免震装置が交換されるまでは

特定行政庁の完了検査の合格は得られない状況です。よって、新築主体工事終了後の建物

の供用について検討を行った結果、建築中の物件であっても一定の安全性を保持していれ

ば、申請の上、仮使用できるという建築基準法に規定する仮使用許可を行った上で建物の

供用を行うべく、特定行政庁である建築指導課と協議・検討を行った上で、今月の９日に

申請を行ったところです。この仮使用につきましては、全国的にも新南国警察署と同様の

問題を持つ建築物が存在することから、７月に国土交通省が、免震ゴム問題が生じている

建築物件について、安全上、防火上及び避難上の支障がないと認めた場合は、特定行政庁

による仮使用認定は可能との方針をホームページに公開しているところであり、公開前の

５月１日には、同省職員が新南国警察署建築現場に入り現地視察を行っております。 

次に、２の（２）免震装置交換工事に係る対応です。早期交換に向けて、県警、設計業

者、施工業者、東洋ゴム工業株式会社の４者で、協議・検討を行ってきており、免震装置

は株式会社ブリヂストン製とすることで決定し、免震装置交換業者において新南国警察署

の現地確認を行っております。設計業者と東洋ゴム工業株式会社の間では、取りかえ工事

に係る設計の契約がなされ、設計業者において、免震装置交換後の建物について、大臣認

定取得のための構造計算及び免震装置取りかえに係る仮設工事設計が始まっております。

また、今月４日には、東洋ゴム工業株式会社の交換費用の負担を含め、工事管理業者、施

工業者と県警の４者におきまして、誠実に工事を完了させることを合意する文書を取り交

わしたところです。また、高知東警察署に関しても、同日、交換工事設計に係るところの

責任負担を示した合意文書を、県警、設計業者、東洋ゴム工業株式会社との３者間で取り

交わしております。 

最後に、３の今後のスケジュールです。まず、新南国警察署につきましては、仮使用許

可を受けた上で、建築工事終了後、発注者である県警において検査を行い、免震装置以外

の部分に問題がなければ、新築主体工事は完了したものとして、１月中旬までに庁舎の全

面引き受けを行い、２月中に警察署業務を現庁舎から新庁舎に移し、新南国警察署での警

察業務を開始させるとともに、香美警察署、香南警察署との統合に向けた準備に入り、４
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月１日から警察署統合を開始する計画です。参考になりますが、国費計画で機動隊庁舎新

築計画も進めており、２月の南国警察署移転後、旧南国警察署の建物を機動隊の仮庁舎と

して利用する計画です。免震装置交換に係る計画といたしましては、来年の８月には交換

する免震装置の大臣認定を受け、10 月には実際の施工計画を作成し、その後、11 月に交換

用免震装置の発注を行った上で、平成 29 年５月から８月までにかけて交換工事を行い、そ

の後、交換工事のための仮設撤去や設備の復旧工事を 11 月まで行って、同年の 12 月に特

定行政庁の完了検査を受けるというのが、現時点での予定計画です。しかしながら、交換

につきましては、仮設工事を含め、実際の工事を行うためには詳細の検討事項も多く、ま

た、他の建築物交換工事との調整等、未確定事項もあり、最短計画と想定をしております。

高知東警察署につきましても、設計業者、施工業者及び東洋ゴム工業株式会社との早期の

交換工事を行うための協議・検討を重ねており、新南国警察署に準じて対応をしてまいり

ます。 

報告は以上ですが、今後とも、一刻も早い免震装置交換による安全な警察庁舎回復に向

けて、努力をしてまいります。 

続きまして、ジャパンパイル株式会社が施工した既製コンクリート杭データ流用事案に

ついて、御報告をさせていただきます。警察本部資料 10 ページをお開きください。 

まず、１の当該施設は高知東警察署で、平成 24 年１月から平成 25 年の 12 月の間にお

いて建築されたもので、うち、基礎コンクリートくいにつきましては、庁舎・別館等に計

98 本が使用されております。本工事は、元請が大旺新洋・入交・須工ときわ特定建設工事

共同企業体で、くい施工の一次下請が柳生基礎センター株式会社、二次下請がジャパンパ

イル株式会社です。今回、データ流用にかかわったのは、二次下請のジャパンパイル株式

会社であり、くい打ち工事の管理担当として、くい打ち工事の際の測定機器の操作・記録

等を担当しておりました。 

次に、２の（１）の事案の概要につきましては、高知東警察署庁舎新築主体工事のくい

打ち工事において施工した 98 本のくいのうち、１本の積分電流値データについて、他のく

いデータを流用していたものです。発覚の端緒ですが、全国的に広がりを見せております

くい工事データ流用事案を受けまして、資料の残っているであろう過去 10 年間を対象に、

くい打ちを伴う建築工事について、データ偽装等がないか、保管している書類等により調

査を進めるとともに、ジャパンパイル株式会社がくい打ち工事の二次下請に入っていた高

知東警察署の工事につきまして、施工特定建設工事共同企業体の代表者である大旺新洋株

式会社に調査を依頼していたところ、98 本のうち２本のくいの統合型管理装置帳票の電流

値データの波形が酷似していることが判明し、ジャパンパイル株式会社に対して社内調査

を指示し、同社員によるくい打ちデータ流用が判明したものです。なお、主要な事項の日

付は、資料２の（３）に記載のとおりです。 
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次に、３のデータ流用の詳細ですが、まず、今回のデータ流用に至ったくい打ち工事に

おけるジャパンパイル株式会社の作業について御説明しますと、同社は、くい打ち施工に

おけるデータ測定や工程管理を担当しており、これらの管理に統合型管理装置という機器

を使用しております。統合型管理装置といいますのは、掘削時において掘削工程を確認す

る機器で、地面掘削時の積算電流値を測定し、掘削深度各位の地質の強軟度等を計測し、

地質の状態と構造物を確実に支持できる基盤である支持層や、くいの到達状況などを記

録・確認していくものです。同装置により、現場で計測したデータはモニター画面を写真

撮影した後にＵＳＢに保存し、最終的に、この保存したデータをパソコンで帳票として出

力・印刷し、これらの資料をもとに、適正に施工されている旨を示す施工報告書を作成い

たします。今回、偽装したデータは、施工報告書に添付されていた、くい番号８の帳票デ

ータで、くい番号５のデータを流用したものです。 

11 ページの資料１と 12 ページの資料２を御参照ください。資料１が、偽装のくい番号

８の帳票、資料２が、流用したくい番号５の帳票です。赤線は、比較のための事前のボー

リングのデータです。青線が、現場で計測された当該くいの積分電流波形です。流用した

のはこの青線の部分で、両者を比較すると、両者の波形が酷似しているのがわかると思い

ます。 

流用の理由につきまして、ジャパンパイル株式会社からは、担当者が報告書作成時にお

いて、ＵＳＢにくい番号８のデータが保存されていないことがわかり、報告書の体裁を整

えるため、くい番号５のデータを流用して偽の帳票を作成したものとの報告を受けており

ます。 

以上が、データ流用事案の御説明です。 

資料 10 ページにお戻りください。次に、４の施設の安全性の確認について御説明をい

たします。結論から申し上げますと、データ流用くいは支持層まで達しており、安全性に

は問題ありませんでした。理由につきまして、高知東警察署くい打ち工事の施工につきま

しては、元請の大旺新洋株式会社の立ち会いのもと、データ等の確認、掘削作業等の一連

工程を行っておりまして、また、流用データが使われていた８番くいを含む全くいの工程

も、写真等により記録化されているなど、施工自体に問題はなく、報告書作成時のデータ

流用以外に問題を認める状況はありませんでした。しかしながら、基礎くいという建物の

構造安全性にかかわる部分であり、当時の各くいデータを含む施工記録を精査して、安全

性を確認いたしました。 

13 ページの資料３をごらんください。この写真記録は、問題の８番くいの施工時の統合

型管理装置モニター等を撮影した記録です。このように、登録データは残っていなかった

ものの、現場において撮影された管理装置モニターの写真は存在しておりましたので、こ

れにより、当該くいの先端は 17 メートルに到達し、支持層へ達していることを確認してお
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ります。お配りの資料につきましては、印刷のため不鮮明となっておりますが、厳密には、

グラフ等のデータを十分確認できる状況です。 

再度、10 ページにお戻りください。さらに、敷地全体の支持層の状態や全てのくい状況

について、データや施工の記録等を精査の結果、４の（理由）①に記載しているとおり、

支持層については、高知東警察署の工区内全域に一定の深さで存在していること、また、

打たれたくいは全て支持層に届いていることを確認いたしました。これら施工記録やデー

タの精査による安全性の確認につきましては、当然のごとく、ジャパンパイル株式会社か

ら直接報告をさせるとともに、各記録データにつきまして、県土木部に確認をしていただ

いております。加えまして、県警装備施設課職員及び大旺新洋株式会社により現地調査を

実施し、傾きやひび割れ等の異常がないことを確認しております。 

最後に、５のくい施工を行っているその他の警察施設への調査です。高知東警察署を除

き、くい打ちの施工による建築物は、交番・駐在所が３、宿舎が１の４施設でした。しか

しながら、旭化成建材株式会社やジャパンパイル株式会社製の施工の建物はありませんで

した。その上で、２つの施設については流用がないことを確認しており、残る２施設につ

きましては現在確認中です。 

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。ありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

以上で、警察本部を終わります。 

《採決》 

（執行部着席） 

◎池脇委員長 お諮りします。 

執行部より説明を受け、審査いたしました予算議案１件、条例その他議案 12 件につい

て、これより採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 それでは、これより採決を行います。 

 第１号「平成 27 年度高知県一般会計補正予算」を原案どおり可決することに賛成の委員

の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第１号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

 次に、第２号「高知県行政不服審査会条例議案」を原案どおり可決することに賛成の委

員の挙手を求めます。 
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（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第２号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

 次に、第３号「高知県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」

を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第３号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

 次に、第４号「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及び提供に関する条例議案」

を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 挙手多数であります。よって、第４号議案は、賛成多数をもって原案どお

り可決することに決しました。 

 次に、第５号「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」を原案

どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第５号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

 次に、第６号「高知県職員倫理条例の一部を改正する条例議案」を原案どおり可決する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第６号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

 次に、第７号「高知県税条例の一部を改正する条例議案」を原案どおり可決することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 挙手多数であります。よって、第７号議案は、賛成多数をもって原案どお

り可決することに決しました。 

 次に、第 14 号「高知県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関す

る条例等の一部を改正する条例議案」から、第 17 号「高知県警察手数料徴収条例の一部を

改正する条例議案」まで、一括して採決を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） 
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◎池脇委員長 それでは、以上４件の議案を一括採決いたします。第 14 号議案から第 17

号議案まで、以上４件の議案を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第 14 号議案から第 17 号議案は、全会一致

をもって原案どおり可決することに決しました。 

 次に、第 21 号「平成 28 年度当せん金付証票の発売総額に関する議案」を原案どおり可

決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第 21 号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

 次に、第 27 号「県有財産（建物等）の取得に関する議案」を原案どおり可決することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第 27 号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

それでは、執行部は退席をお願いいたします。お疲れさまでした。 

（執行部退席） 

《請願》 

◎池脇委員長 次に、請願について審査を行います。 

 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」を

議題とし、審査いたします。 

御意見をどうぞ。小休にします。 

 

（小  休） 

 

◎ 毎年５万筆を超えていて、去年はもっと多かったのですが、やっぱり切実な子育てへ

の要望ですし、県も、こういうことをやっていきたいという方向性を持っていますので、

ぜひ、この請願を採択すべきだと思います。 

◎ ○○委員の御意見も大変理解できますし、表題にある「子どもにゆきとどいた教育」

は社会全体の責務として進めていかなければならないと思います。その思いは一緒ですが、

この請願項目の「図書購入費と教材費をふやすこと」については、説明の中で、国の予算

を年間 590 億円から 800 億円にふやすなど、現在、そういった対応をしている面もありま

すし、「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」については、逆に、

所得制限をかけて本来必要なところに支援をしていく今の制度のほうがいいという認識で
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おりますので、どうしても趣旨等で意見が一致しない面があります。今回のこの請願の項

目自体には賛同できませんが、思いは同じです。 

 

◎池脇委員長 正場に復します。 

他に御意見がなければ、これより採決を行います。 

請第１－１号の請願を採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 挙手少数であります。よって、本請願は不採択とすることに決しました。 

 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」を議題とし、審査いたします。 

御意見をどうぞ。小休とします。 

 

（小  休） 

 

◎ 執行部は、格差がだんだんなくなっていく方向になっているとお答えになりましたが、

子育て、少子化対応について、親が教育にかかる第一歩のところは本当に無償で、子供た

ちを育てる喜びにつながるよう、支払うことの苦しみの第一歩にならないような要望は、

とても大事にすべきだと思います。 

◎ この項目についても、説明を受けたように、子ども・子育て新制度へ移行すれば、市

町村が決めるようになることで、公私間格差はだんだんなくなる方向にあるとの認識はあ

ります。その中で、高知県の現状としても、幼稚園で、対象施設 31 のうち 26 が、もうそ

の新制度へ移行しており、今後も進めていくということですので、言われているように公

私間格差がだんだんなくなる方向には来ているんじゃないかと感じております。 

そして、「経常費助成補助の県加算を高校だけでなく」ということですが、説明の中で、

小学校・中学校では国庫補助金と地方交付税の算定を、他県では全額を対象施設に渡して

いない状況があって、高知県では全て施設へ回しているということで、全国平均よりも上

位になっておりますので、現時点で対応ができている部分がかなりあると感じております。 

 

◎池脇委員長 正場に復します。 

他に御意見がなければ、これより採決を行います。 

請第２－１号の請願を採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手） 

◎池脇委員長 挙手少数であります。よって、本請願は不採択とすることに決しました。 
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《意見書》 

◎池脇委員長 次に、意見書を議題といたします。 

意見書（案）５件が提出されております。 

 まず、「環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉の合意内容についての情報公開と

徹底的な検証及び議論を求める意見書（案）」が、日本共産党から提出されておりますので、

お手元に配付してあります。意見書（案）の朗読は省略したいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 それでは、御意見をどうぞ。小休とします。 

 

（小  休） 

 

◎ 本文中の思いと同じ面も多々ありますが、項目の「直ちに全内容を調整中も含めて国

民が読める形で公開すること」といったことが、現実的ではありませんので、情報公開は

難しいということです。 

◎ よその国ではやっているのに。 

◎ 自民党としては、「まずは国益にかなったものかをしっかり国会で審議をすること」と

いう意見書も出させていただいておりますので、情報公開等について、意見の一致は難し

いと思います。 

 

◎池脇委員長 正場に復します。 

意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

 次に、「マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見

書（案）」が、公明党、自由民主党、新風・くろしおの会から提出をされておりますので、

お手元に配付してあります。意見書（案）の朗読は省略したいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 それでは御意見をどうぞ。小休とします。 

 

（小  休） 

 

◎ マイナンバー制度については、制度そのもののゆがみ、それから実施に向かって、今、

通知がされているけれども、その間の不徹底やさまざまなことがあるので、もう一度再考

すべきで、即１月１日施行に向けて動いていくことには無理があると考えていますので、



- 18 - 

制度そのものについて特段の配慮を求めるような中身では不一致だと考えます。 

 

◎池脇委員長 正場に復します。 

意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

 次に、「教育予算の削減を行わず充実を求める意見書（案）」が、日本共産党から提出さ

れておりますので、お手元に配付してあります。意見書（案）の朗読は省略したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 それでは、御意見をどうぞ。小休にします。 

 

（小  休） 

 

◎ これも先ほどの請願の内容と重複する点もあると思いますが、「高校の授業料無償制度

も昨年から廃止されるなど、日本の持つ経済力に比べて教育条件の劣悪さは明らかである」

という文言がありますが、先ほど申し上げましたように、無償制度を一律にするよりは、

所得制限をかけてしっかり行う今の就学支援金制度のほうが、本来必要とされるところに

行き渡るという認識ですので、意見の不一致でお願いします。 

 

◎池脇委員長 正場に復します。 

意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

 次に、「消費税増税を前提とした、2016 年度税制改定大綱に反対する意見書（案）」が、

日本共産党から提出されておりますので、お手元に配付してあります。 

意見書（案）の朗読は省略したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 それでは、御意見をどうぞ。小休とします。 

 

（小  休） 

 

◎ 「事業者にとっては事務手続が煩雑になり負担が増大する」については、みなし課税

等で配慮している点もありますし、「赤字法人などへの課税を強化する」については、累進

課税の拡大のことを言われていると思いますが、本来、規模の大きいところに、敷地の賃

料やいろんな経費をのせて、担税力がある企業にしっかりしていただこうということで、

その上で、ある一定の規模の小さいところへはいろんな配慮等もしております。また、最

後に、「社会保障に必要な財源は消費税に頼らず確保する税制・財政」とありますが、社会
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保障で必要な分に増税分をしっかり充てるという、現在の方向性と全く違いますので、不

一致でお願いしたいと思います。 

 

◎池脇委員長 正場に復します。 

意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

 次に、「年金積立金をリスクの高い株式で運用することの抜本的見直しを求める意見書

（案）」が、日本共産党、県民の会から提出をされておりますので、お手元に配付してあり

ます。意見書（案）の朗読は、省略したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 それでは、御意見をどうぞ。小休とします。 

 

（小  休） 

 

◎ これも不一致の方向でお願いします。今回の四半期運用でマイナス７兆 9,000 億円余

りというのは事実でありますが、実際、運用が始まった平成 13 年度からは 45 兆 5,000 億

円の運用益が出ているのも事実であり、年金制度のさまざまな法にのっとって運用してお

ります。ただ、今回のように急激に７兆円超の損を出したことに対しては、今後の安定・

安全な運用について注視をしなければならないと思いますが、早急に意見書を出すのは難

しいと思います。 

 

◎池脇委員長 正場に復します。 

意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

それでは、明日 22 日の 15 時から委員長報告の取りまとめ等を行いますので、よろしく

お願いします。 

本日の委員会は、これで終了します。              （11 時 16 分閉会） 


