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第 ６ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

令和４年２月22日(火曜日) 

            午前９時59分開議 

午前10時54分休憩 

午前10時57分開議 

午前11時13分休憩 

午前11時15分開議 

午前11時16分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和３年度熊本県一般会計補

正予算(第 17号) 

議案第３号 令和３年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計補正予算(第１号) 

議案第６号 令和３年度熊本県育英資金等

貸与特別会計補正予算(第１号) 

議案第23号 財産の無償譲渡について 

報告第１号 専決処分の報告について 

  ――――――――――――――― 

出 席 委 員（８人） 

        委 員 長 吉 田 孝 平 

        副委員長 中 村 亮 彦 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 岩 田 智 子 

欠 席 委 員(なし) 

議   長        小早川 宗 弘 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 古 閑 陽 一 

教育理事 野 尾 晴一郎 

教育総務局長 西 尾 浩 明 

県立学校教育局長 岩 本 修 一 

市町村教育局長 古 田   亮 

教育政策課長 井 藤 和 哉 

学校人事課長 磯 谷 重 和 

文化課長 宮 﨑 公 一 

施設課長 東   敬 二 

高校教育課長 重 岡 忠 希 

特別支援教育課長 牛 野 忠 男 

学校安全・安心推進課長 野 崎 康 司 

体育保健課長 平 江 公 一 

義務教育課長 竹 中 千 尋 

社会教育課長 須 惠 勝 幸 

人権同和教育課長 井 上 大 介 

警察本部 

本部長 山 口 寛 峰 

警務部長 植 田 有 佐 

生活安全部長 山 川   潔 

刑事部長 開 田 哲 生 

交通部長 平 木 敏 史 

警備部長 濱 田 聡 朗 

首席監察官 林   秀 典 

参事官兼警務課長 松 永   透 

理事官兼会計課長 田 中 弘 哉 

参事官 

兼生活安全企画課長 二子石 和 浩 

参事官兼刑事企画課長 國 生 徹 哉 

参事官兼交通企画課長 村 上 敏 幸 

参事官(運転免許） 金 子 慎 一 

参事官兼警備第一課長 荒 木 和 郎 

参事官兼総務課長 西 村   博 

理事官兼交通規制課長 内 田 義 朗 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 宗 像 克 彦 

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

――――――――――――――― 
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  午前９時59分開議 

○吉田孝平委員長 ただいまから、第６回教

育警察常任委員会を開会いたします。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策と

して、３密を防ぐため、教育委員会を前半

に、警察本部を後半に、入れ替えて審査を行

うこととしました。 

 なお、委員会のインターネット中継のた

め、委員並びに執行部におかれましては、発

言内容が聞き取りやすいように、マイクに向

かって明瞭に発言いただくようお願いしま

す。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、付託議案等について執行部の説明を

求めた後に、一括して質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、執行部からの説明及び質疑応答は、

効率よく進めるために、着座のまま簡潔にお

願いします。 

 それでは、教育長から総括説明を行い、続

いて担当課長から順次説明をお願いします。 

 初めに、古閑教育長。 

 

○古閑教育長 委員の皆様方には、日頃から

教育行政全般にわたりまして深い御理解と御

支援をいただいており、厚く御礼を申し上げ

ます。 

 議案の説明に先立ちまして、新型コロナウ

イルス第６波への教育委員会の対応について

御報告をいたします。 

 １月21日のまん延防止等重点措置の適用な

ど、オミクロン株による感染拡大を踏まえ、

県立高校、県立中学について原則として分散

登校とするなど、感染防止対策を強化してい

るところであります。 

 また、今週末に実施します県立高校の後期

一般選抜等につきましても、万全な感染症対

策を講じるとともに、追検査等による受験機

会の確保にも努めております。 

 今後も、引き続き児童生徒の学びの保障と

感染症対策の両立に取り組んでまいります。 

 それでは、今回提案しております教育委員

会関係議案の概要について御説明をいたしま

す。 

 今回提案しておりますのは、予算関係３議

案、条例等関係１議案でございます。 

 まず、令和３年度２月補正予算ですが、教

育委員会総額で24億5,251万円余の減額補正

をお願いしております。 

 主な内容としましては、県立学校における

校内通信ネットワークの整備及び国の補正予

算を活用した特別支援学校の空調やトイレ改

修工事に要する経費の増額補正のほか、人件

費や各事業における執行見込みの精査等によ

る減額補正をお願いしております。 

 次に、条例等議案でございますが、第23号

議案として、県立多良木高校跡地一部の多良

木町への無償譲渡について提案しておりま

す。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございます。 

詳細につきましては関係課長が説明いたし

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

○吉田孝平委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○井藤教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 お手元の説明資料、括弧書きで「令和３年

度２月補正予算等」と記載してある資料を御

覧ください。 

 説明資料の２ページをお願いします。 

 ２月補正予算について、主なものを御説明

いたします。 

 ２段目の事務局費ですが、６億3,128万

8,000円の増額でございます。 

 右側の説明欄１、事務局運営費等の(2)熊

本県教育情報化推進事業ですが、県立学校に
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おける校内通信ネットワークの整備に要する

経費として、６億4,207万2,000円を計上して

おります。 

 今回の増額補正により、県立学校の特別教

室など未整備教室等への校内通信ネットワー

クの追加整備や教職員の業務改善に係るシス

テムの導入を行うこととしており、事業費に

は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を活用することとしております。ま

た、本事業においては、所要見込額の減に伴

う減額等を併せて行っております。 

 ３ページをお願いします。 

 １段目の教育センター費ですが、4,403万

5,000円の減額でございます。 

 これは、右側の説明欄２、研修事業費の

(1)研修事業について、新型コロナウイルス

感染症対策として、経験者研修等の集合研修

をオンライン研修等に変更したことによる所

要見込額の減によるものでございます。 

 また、その下の(2)及び(3)の初任者研修で

すが、こちらも、集合研修をオンライン研修

等に変更したことや、初任者の代替として授

業を行う非常勤講師について、研修対象者が

見込みより少なかったこと等により実配置数

が減となったものでございます。 

 以上、総額５億6,666万3,000円の増額補正

をお願いしております。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 説明資料４ページをお願いします。 

 今回の補正につきまして、職員給与費につ

きましては、当初予算では、昨年の令和３年

１月１日時点で在籍している職員の給与を基

に算定しております。その後、４月の人事異

動等により予算と実際の給与費に違いが生じ

ておりますので、今回、現状に合わせて補正

をお願いするものでございます。 

 １段目の事務局費は、事務局職員の給与費

として、５ページ１段目の教職員費は、小学

校教職員の給与費として、２段目の教職員費

は、中学校教職員の給与費として、４段目の

高等学校総務費は、高等学校教職員の給与費

として、６ページ３段目の特別支援学校費

は、特別支援学校教職員の給与費として、減

額補正を計上しております。 

 なお、７ページの文化課、18ページの体育

保健課、22ページの社会教育課につきまして

も、それぞれの課の職員給与について、同様

の理由により補正を計上しておりますので、

各課からの詳細な説明は省略させていただき

ます。 

 引き続き、４ページ１段目の事務局費です

が、右側説明欄２の(1)学校における働き方

改革推進事業の172万円の減額につきまして

は、コロナ禍により働き方改革支援アドバイ

ザー派遣校が減となったことによる減額でご

ざいます。 

 また、３、退職手当の306万2,000円の減額

は、事務局職員に係る退職手当の支給見込額

の減によるものでございます。 

 次に、２段目の教職員人事費ですが、５億

3,480万7,000円の減額でございます。 

 右側説明欄１の退職手当につきましては、

教職員に係る退職手当の支給見込額の減によ

るものでございます。 

 説明欄３の管理運営費の(1)管理事務費に

ついて、学校の働き方改革を進めるため、県

立学校徴収金等経費のうち、学校給食費の公

会計化に伴う徴収金システムの導入経費を計

上しております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ３段目の教育振興費、５段目の全日制高等

学校管理費、６ページ３段目の特別支援学校

費のそれぞれの右側説明欄にあります学校等

における感染症対策等支援事業ですが、これ

は、国の補正予算を活用して、各県立学校の

希望を踏まえ、学校教育活動を円滑に継続す

るため、コロナ対策のための感染症対策物品
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の整備等を行う事業でございます。それぞれ

県立中学校分、県立高等学校分、特別支援学

校分の費用として、総額１億7,910万円の増

額補正を計上しております。 

 次に、５ページ５段目の全日制高等学校管

理費、６ページ１段目の定時制高等学校管理

費、２段目の通信教育費の右側説明欄の１、

学校運営費ですが、いずれも生徒数の変動に

伴う授業料、入学金の歳入の増減等により学

校運営費の財源更正をお願いするものでござ

います。 

 また、次の６ページ３段目の特別支援学校

費の右側説明欄の２、学校運営費の(1)特別

支援学校運営費ですが、コロナ感染症対策の

ため販売会を中止、縮小したことによる収入

減に伴う財源更正でございます。 

 以上、総額18億5,682万8,000円の減額補正

をお願いしております。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○宮﨑文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の７ページをお願いします。 

 文化費ですが、9,601万7,000円の減額でご

ざいます。 

 右側の説明欄２、文化振興費の(1)高等学

校芸術文化振興事業で、新型コロナウイルス

感染症拡大に伴い、高校総合文化祭が縮小開

催となったことなどによる所要見込額の減に

よるものでございます。 

 次に、４、文化財保存管理費の(5)装飾古

墳館保全計画ですが、設計見直し及び入札残

による所要見込額の減でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 美術館費ですが、1,204万3,000円の減額で

ございます。 

 右側の説明欄５(1)の美術品取得基金積立

金及び６(1)永青文庫常設展示振興基金積立

金ですが、基金の運用利息の積立てを計上し

ております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 教育施設災害復旧費ですが、１億4,777万

5,000円の減額でございます。 

 これは、右側の説明欄１、社会教育施設災

害復旧費の(1)文化財災害復旧事業につい

て、熊本地震で被災した未指定歴史的建造物

の所有者の都合により事業が実施できなかっ

たことなどによる所要見込額の減によるもの

でございます。 

 以上、総額２億5,583万5,000円の減額補正

をお願いしております。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の10ページをお願いします。 

 １段目の事務局費ですが、125万円の減額

でございます。 

 これは、右側の説明欄(1)公立文教施設整

備事業指導事務費の所要見込額の減によるも

のでございます。 

 次に、２段目の全日制高等学校管理費です

が、7,384万4,000円の減額でございます。 

 これは、説明欄(1)高等学校施設維持管理

費の所要見込額の減によるものでございま

す。 

 次に、３段目の学校建設費ですが、1,185

万6,000円の減額でございます。 

 これは、説明欄(2)県立高等学校施設整備

事業及び(3)県立高等学校施設整備事業の所

要見込額の減によるものでございます。 

 次に、４段目の特別支援学校費ですが、１

億5,352万6,000円の増額でございます。 

 説明欄１の(3)特別支援学校施設整備事業

ですが、これは、国の経済対策を活用して特

別支援学校の空調、照明及びトイレ改修工事

に要する経費を計上するものでございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 １段目、説明欄２の(1)国庫支出金返納金

ですが、これは、特別支援学校施設整備事業

補助金の事業費確定に伴い、国庫返納金が生

じたものでございます。 
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 次に、２段目の教育施設災害復旧費です

が、天草拓心高校果樹園のり面崩落に伴う県

立学校施設災害復旧事業の国費内示減による

財源更正でございます。 

 以上、総額6,657万6,000円の増額補正をお

願いしております。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の12ページをお願いします。 

 １段目の事務局費ですが、1,328万5,000円

の減額でございます。 

 右側説明欄１、事務局運営費等の(1)新設

高等学校等教育環境整備事業の所要見込額の

減等によるものでございます。 

 次に、２段目の教育指導費ですが、１億

8,529万4,000円の減額でございます。 

 これも、右側説明欄１、指導行政事務費の

(4)県立学校修学旅行支援事業(新型コロナウ

イルス感染症対策分)の所要見込額の減等に

よるものでございます。 

 14ページをお願いします。 

 １段目の教育振興費ですが、１億8,748万

5,000円の減額でございます。 

 減額の主なものとしては、右側の説明欄

２、高等学校等進学奨励費の(1)奨学のため

の給付金事業の所要見込額の減によるもので

ございます。 

 また、３、産業教育設備費の(1)農業教育

高度化事業(経済対策分)ですが、これは、国

の第３次補正予算を活用し、農業教育高度化

のための機械、設備の導入に要する経費を計

上するものでございます。 

 次に、２段目の育英資金等貸与特別会計繰

出金ですが、421万6,000円の減額でございま

す。 

これも所要見込額の減によるものでござい

ます。 

 15ページ上段をお願いいたします。 

 熊本県立高等学校実習資金特別会計でござ

います。 

 １段目の農業高等学校費ですが、４万

9,000円の増額でございます。 

これは、基金積立金の運用利息の確定額を

計上するものでございます。 

 次に、２段目の一般会計繰出金ですが、

668万2,000円の増額でございます。 

これは、一般会計で計上しました農業教育

高度化事業(経済対策分)に係る繰出金でござ

います。 

 15ページ下段をお願いします。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計でございま

す。 

 育英資金等貸付金ですが、３億196万3,000

円の減額でございます。 

これも所要見込額等の減によるものでござ

います。 

 以上、一般会計、特別会計合わせまして総

額６億8,551万2,000円の減額補正をお願いし

ております。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○牛野特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。 

 １段目の教育指導費でございますが、

3,156万1,000円の減額でございます。 

 右側の説明欄、学校教育指導費の(2)ほほ

えみスクールライフ支援事業ですが、所要見

込額の減によるものでございます。 

次に、特別支援学校費でございますが、 

3,433万2,000円の減額でございます。 

 これは、説明欄、学校運営費ですが、(1)

県立特別支援学校管理運営費の所要見込額の

減によるものでございます。 

 以上、総額6,589万3,000円の減額補正をお

願いしております。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 
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○野崎学校安全・安心推進課長 学校安全・

安心推進課でございます。 

 説明資料の17ページをお願いします。 

 １段目の教育指導費ですが、646万1,000円

の減額でございます。 

 右側の説明欄１、児童生徒の健全育成費の

(5)スクールソーシャルワーカー活用事業の

所要見込額の減等によるものでございます。 

 次に、２段目の保健体育総務費ですが、

680万円の減額でございます。 

 これは、右側の説明欄１、学校保健給食振

興費の(2)スポーツ振興センター事業の所要

見込額の減等によるものでございます。 

 以上、総額1,326万1,000円の減額補正をお

願いしております。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○平江体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の18ページをお願いします。 

 １段目の保健体育総務費ですが、2,266万

2,000円の減額でございます。 

 これは、右側の説明欄２、学校保健給食振

興費の(1)県立学校における健康診断の所要

見込額の減等によるものでございます。 

 次に、２段目の体育振興費ですが、8,820

万9,000円の減額でございます。 

 これは、右側の説明欄の２、社会体育振興

費の新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

る国民体育大会等の中止に伴う減額等による

ものでございます。 

 次に、３段目の体育施設費ですが、3,362

万4,000円の増額でございます。 

 これは、右側の説明欄の１、県営体育施設

管理費の(1)から(3)の施設の管理運営費につ

いて、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた指定管理業務の事業継続に要する経費を

計上するものでございます。 

 説明資料の19ページをお願いします。 

 教育施設災害復旧費ですが、436万円の増

額でございます。 

 右側の説明欄の１、社会教育施設災害復旧

費ですが、令和３年８月の大雨の影響により

被災した県営体育施設における災害復旧に要

する経費を計上するものでございます。 

 以上、総額7,288万7,000円の減額補正をお

願いしております。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○竹中義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 説明資料の20ページをお願いいたします。 

 教育指導費でございますが、右側の説明欄

１、指導行政事務費の(1)指導行政事務費の

所要見込額の減、２、学校教育指導費の(11)

ＡＬＴ活用促進事業の所要見込額の減等でご

ざいます。 

 次に、説明資料21ページをお願いいたしま

す。 

 右側の説明欄３、教員研修費の(1)指導改

善研修事業の所要見込額の減によるものでご

ざいます。 

 以上、総額１億3,664万1,000円の減額補正

をお願いしております。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○須惠社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の22ページをお願いします。 

 １段目の社会教育総務費ですが、350万

1,000円の減額でございます。 

 これは、右側の説明欄２、社会教育諸費の

(1)地域学校協働活動推進事業の所要見込額

の減及び国庫補助金の内示額の減等によるも

のでございます。 

 次に、２段目の図書館費ですが、468万

1,000円の増額でございます。 

 これは、右側の説明欄２、管理運営費の

(1)管理運営費の新型コロナウイルス感染症

対策等に要する経費の増及び財産貸付収入の
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減によるものでございます。 

 次に、３、事業費の(1)新しい生活様式に

対応した県市等連携事業ですが、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当

に伴う財源更正でございます。 

 以上、総額118万円の増額補正をお願いし

ております。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○井上人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 説明資料23ページをお願いします。 

 教育指導費ですが、７万9,000円の減額で

ございます。 

 これは、右側説明欄１、学校教育指導費の

(1)人権教育研究推進事業の所要見込額の減

によるものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 説明資料24ページをお願いします。 

 繰越明許費補正の追加について御説明しま

す。 

 １段目、教育費の中学校費ですが、これ

は、教職員引率旅費について、コロナ感染症

対策による修学旅行の延期により年度内の執

行が困難であるため、繰越しの設定をお願い

するものでございます。 

 次に、２段目の中学校費でございますが、

これは、先ほど増額補正をお願いしました学

校等における感染症対策等支援事業につい

て、国の補正予算によるもので、交付決定に

日数を要し、年度内の執行が困難であるた

め、繰越しの設定をお願いするものでござい

ます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○井藤教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 説明資料25ページをお願いします。 

 繰越明許費補正の変更について御説明しま

す。 

 教育費の教育総務費ですが、７億7,676万

1,000円の設定をお願いしております。 

 これは、先ほど増額補正をお願いしました

熊本県教育情報化推進事業について、ネット

ワークやシステムの整備に日数を要し、年度

内の執行が困難であるため、繰越しの設定を

お願いするものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 説明資料の26ページをお願いします。 

 まず、１段目、教育費の教育総務費です

が、先ほど増額補正をお願いしました県立学

校の徴収金システムの導入について、年度内

の業務の完了が困難であるため、1,934万

3,000円の繰越しをお願いするものでござい

ます。 

 次に、２段目の高等学校費、４段目の特別

支援学校費ですが、これは、先ほど24ページ

の繰越明許費補正追加分の中学校費１段目と

同様、修学旅行の延期によるものでございま

す。 

 次に、３段目の高等学校費、５段目の特別

支援学校費についても、繰越明許費補正追加

分の中学校費の２段目と同様、国の補正予算

によるもので、年度内の執行が困難なため、

繰越明許費の設定をお願いするものでござい

ます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○宮﨑文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の27ページ上段をお願いします。 
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 教育費の社会教育費ですが、これは、古墳

館保全計画について、新型コロナウイルス感

染症の影響により館内で施工できる日数が限

られ、年度内の執行が困難となったため、１

億1,996万8,000円の設定をお願いするもので

ございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 27ページ中段をお願いいたします。 

 教育費の特別支援学校費ですが、補正前が

14億4,857万7,000円、補正後が17億216万

7,000円で、２億5,359万円の増額変更でござ

います。 

 これは、先ほど増額補正をお願いしました

国の経済対策による特別支援学校施設整備事

業について、交付決定までに日数を要し、年

度内の執行が困難であるためでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の27ページ下段をお願いします。 

 教育費の高等学校費ですが、これは、先ほ

ど増額補正をお願いしました農業教育高度化

事業(経済対策分)について、国の補正予算

(経済対策)に係る交付決定までに日数を要

し、年度内整備が困難であるため、1,336万

4,000円の設定をお願いするものでございま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○井藤教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 説明資料28ページ上段をお願いします。 

 債務負担行為補正の追加について御説明い

たします。 

 １段目の教職員住宅用地賃借ですが、これ

は、教職員住宅に係る土地賃借料で、引き続

き４月１日から賃借するため、17万1,000円

の設定をお願いするものでございます。 

 次に、２段目の公立学校教職員初任者研修

等会場賃借ですが、これは、初任者研修に係

る会場賃借料で、４月１日に賃借を行うた

め、52万3,000円の設定をお願いするもので

ございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 説明資料の28ページ下段をお願いいたしま

す。 

 校長宿舎等賃借ですが、これは、球磨中央

高校ほか２校に係る賃借料で、校長宿舎等の

賃借を４月１日から実施するため、251万

9,000円の設定をお願いするものでございま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の29ページ上段をお願いいたしま

す。 

 １段目の県立学校用地等賃借ですが、これ

は、黒石原支援学校下水道管敷地ほか３校に

おける賃借料で、当該契約を４月１日から実

施するため、令和６年度までの債務負担行為

を設定するものでございます。使用料及び賃

借料として、96万6,000円を計上しておりま

す。 

 次に、２段目の特別支援学校仮設校舎賃借

ですが、これは、荒尾支援学校ほか３校の高

等部移転工事の工期延長に伴い、仮設校舎の

リース期間を延長する必要があるため、令和

８年度までの債務負担行為を設定するもので

ございます。賃借料として、2,812万9,000円
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を計上しております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○牛野特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の29ページ下段をお願いいたしま

す。 

 校長宿舎等賃借ですが、これは、かもと稲

田支援学校ほか１校の校長宿舎の賃借料で、

校長宿舎を４月１日から賃借するため、127

万3,000円の設定をお願いするものでござい

ます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○須惠社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の30ページをお願いします。 

 電話相談室賃借ですが、これは、家庭教育

電話相談事業で使用する電話相談室を年間賃

借するもので、当該賃借を４月１日から実施

するため、54万円の設定をお願いするもので

ございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料31ページの上段をお願いします。 

 債務負担行為補正の変更について御説明し

ます。 

 熊本県立高等学校実習資金特別会計につい

て、事務機器等賃借ですが、これは、対象機

器の増加に伴い、熊本農業高校実習機器を新

たに４月１日からリース契約をするため、

422万6,000円に債務負担行為の限度額の変更

をお願いするものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○牛野特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の31ページの下段をお願いいたし

ます。 

 ほほえみスクールライフ支援事業ですが、

これは、特別支援学校及び高等学校の医療的

ケア業務委託において、対象校の追加に伴

い、契約する医療機関等を増やす必要がある

ため、１億1,173万3,000円へ債務負担行為の

限度額の変更をお願いするものでございま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の32ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定について御説明しま

す。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計について、

１段目の育英資金返還金収納事務委託業務で

すが、これは、育英資金返還金コンビニ収納

業務に係る委託を４月１日から実施をするた

め、26万4,000円の債務負担行為を設定する

ものでございます。 

 ２段目の情報処理関連業務ですが、これ

は、育英資金管理システム保守業務に係る委

託を４月１日から実施するため、102万7,000

円の債務負担行為を設定するものでございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の34ページをお願いします。 

 第23号議案として、財産の無償譲渡を提案

するものです。内容については、35ページを

御覧ください。 

 これは、平成31年３月に閉校いたしました

多良木高等学校の跡地の一部につきまして、
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町立多良木中学校として活用したいとの強い

要望を受け、多良木町に無償で譲渡するもの

でございます。 

 町においては、校舎を新築し、旧第二体育

館などの建物の一部を改修することとしてお

り、防災拠点となる地域の指定避難所として

も活用される予定と聞いております。 

 地方自治体が公用または公共用として有効

活用するものであり、多良木町の教育環境向

上、地域の活性化にもつながると認められる

ため、11月に開催されました県財産審議会に

おいても、当該譲渡は適当と認めるとの答申

があってございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 なお、本日は、先議の委員会でもあります

ので、付託議案を中心に、できるだけ簡潔に

質疑応答をいただきますようお願いします。 

 あわせて、繰り返しになりますが、発言者

の方は、マイクに少し近づいて、はっきりと

した口調で発言いただきますようお願いしま

す。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前田憲秀委員 御説明ありがとうございま

した。 

 昨年、国の令和３年度の補正が確定をし

て、それを受けての説明も今含まれていたと

思います。そして、来年度の予算、それと並

行して今回の先議分というのは、決算確定ま

での非常に重要な１年間を振り返っての大事

な御説明ではなかったかという認識で御説明

を受けたいと思います。 

 いっぱいあるんですけれども、絞ってやら

せていただこうと思うんですけれども、まず

４ページ、学校人事課さんで、給与に含めて

見込み減という御説明がずっとありました。

特に、その中で２段目の教職員人事費の中の

退職手当、１億8,800万見込み減ということ

なんですけれども、そもそも令和３年の１月

１日時点でということだったんですけれど

も、金額が多いなと思うんですけれども、何

かそれを納得できるような御説明はあります

か。 

 

○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 退職手当の部分ですけれども、退職手当に

ついては、当初予算では、令和２年の９月１

日時点で在籍している職員を基に人数を出し

て、過去５年の平均退職手当額で金額を見込

んでおります。ある程度前に当初予算を組む

必要がございますので、そういう形を例年取

らさせていただきます。今回のは、令和２年

の９月１日時点での見込額ということでござ

います。 

 今回、２月補正で、令和３年９月１日時点

での定年退職予定者を実績で金額算出した結

果、人数、金額ともに減ったということでこ

ういう金額になってございます。その後、自

己退職をされる方もおられますし、いろいろ

な要因が重なりましてこういう形になるとい

うことでございます。 

 

○前田憲秀委員 令和３年度の見込み、まあ

令和２年の９月１日でということだったんで

すけれども、令和３年度に退職見込みを見積

もって予算を立てて、実際は１億8,800万円

は要らなかったということなんですけれど

も、そんなに差が出るものなんですかね、普

通に考えて。 
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○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 人数のほうも減少する場合がございます

し、単価についても、実際減るということが

ございます。今、大量に退職する時期を迎え

ていますので、年齢がだんだん下がっていく

ということで、単価についても今回かなり減

ったということでございます。 

 先ほど言ったような、毎年同じような形で

の当初予算の組み方をしていますので、今回

は特に単価の部分で減少したということでご

ざいます。 

 

○前田憲秀委員 なかなかちょっと、すみま

せん、私的にはあれなんですけれども、１年

間の予算の見込みが１億8,800万も少なかっ

たと。仮に、１人当たり9,000万の退職金と

考えれば、２人分なんでしょうけれども、例

えば、中途で辞められた方でも、そんなに減

額はないんじゃないかと思うんですよね。退

職給与の積立てをずっとやっているんじゃな

いかと思うし、そこら辺はもう細かく聞きま

せんけれども、多くはないという認識でいら

っしゃるんですかね。 

 

○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 少し説明させていただきますと、令和３年

の当初予算がトータルで103億ということで

ございます。それが今回101億ということで

ございます。おっしゃるとおり、２億弱の減

額ということでかなり大きな額ではございま

すけれども、大きく試算が狂っていたとかい

うことではなくて、いろいろ積み重なって単

価が今回は予想よりも減ったということでご

ざいます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 退職金は、それ以上はもうあれなんですけ

れども、あと１つ並行して、その下の段の教

職員費の小学校教職員給与見込額も、これは

８億5,700万の見込み減なんですね。これ

も、普通に考えたら、見込みがこんなに少な

くなるのかなと。多い気もするんですけれど

も、同じような理由ですか。まあ、教職員の

数は多いんでしょうけれども、退職者からす

ると。 

 

○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 こちらの小学校教職員費の給与の部分でご

ざいますけれども、おっしゃるとおり、８億

5,000万強の減額ということでございます。 

 要因としましては、令和２年度末、令和３

年３月に自己都合退職をした部分というのが

ございます。これは、なかなか当初予算では

予測が難しいと。誰がどのぐらい人数で辞め

るかというのは難しいと。それが全体で４億

ぐらい上がったと。 

 それから、令和３年度中の育休等取得者の

影響というのが３億4,000万ぐらい上がって

いるということでございます。それから、新

採の職員の単価ということで、これも少し数

千万の規模で上がっているということでござ

います。 

 おっしゃるとおり、金額大きいんですけれ

ども、例えば育休の部分でありましたり、自

己都合退職の部分というのは、やはり事前の

予測というのは難しい面がございますので、

足りなくなるということを防ぐために例年こ

ういう形で確保して、２月で調整というか、

整理をさせていただいているということでご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 自己都合で退職された方が

４億円とかいうお話だったんですけれども、

その自己都合で退職された方もちろんいらっ

しゃるんでしょうけれども、それの補充もも

ちろんされるわけですよね。その方の人件費
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というのはここには入ってないんですか。ほ

かのところに出てくるんですか。 

 私が言いたいのは、自己都合で退職された

方、途中で辞められる方、様々もちろんいら

っしゃるんでしょうけれども、それを補う教

職員はいらっしゃるんじゃないかと思うの

で、その人件費もここには入っているのか、

入ってないのか、そういう認識なんですが、

どうなんでしょう。 

 

○磯谷学校人事課長 年度途中で自己都合で

退職するケースもございますし、その場合

は、当然臨時の代替のということで差額が計

上されるという形になろうかと思います。す

みません、詳細については、個別に見ていか

ないと申し上げられないんですけれども、そ

ういうことになろうかと思っております。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 来月の予算のときにももう１回確認すべき

かもしれないんですけれども、いろんな細か

い理由はあるにしても、８億5,000万の減額

見込み減というのはちょっと多いんじゃない

かなという気がいたしますので、ちょっとそ

こは私なりに御指摘をさせていただきたいな

と思っております。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○田代国広委員 10ページで、財源の内訳で

すけれども、非常に地方債が減額されて一般

財源に振り向けられたような気がいたします

が、この地方債の減額は、地方債が認められ

なかったのか、あるいはまた、一般会計のほ

うで余裕があるから財源更正をこういった形

でしたのか、その理由についてお尋ねしたい

と思います。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 お尋ねの件でございますけれども、今年度

の税収増の見込みあるいは交付税の追加交付

などの一般財源の増を踏まえまして、通常で

ございますれば県債のほうで対応することも

あるわけですけれども、通常、県債残高を抑

制する観点から、交付税措置のない県債を一

般財源に振り替えるという考え方の下での処

理でございます。 

 

○田代国広委員 次、よかですか。 

 15ページ、育英資金等の貸付金の中での減

額が３億円余りあるわけですが、先ほど前田

委員の質問と類似するかと思いますけれど

も、当初予算が８億6,000万あったわけです

が、それが３億円も減額するということは、

あまりにも、理由は所要見込額の減となって

いますけれども、所要見込額そのものの最初

の見込みの仕方がいささか乱暴だったせいじ

ゃないかと、この数字を見ればそう見えるん

ですけれども、所要見込額の減は分かります

が、できればよりこの当初の予算に近い数字

で、あまり開かないような数字での見込みが

望ましいと思うんですよ。ただ、この数字を

見ると、あまりにもかけ離れているような気

がするんですけれども、その理由は何でしょ

うか。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 委員御指摘のところにつきましては、過去

の育英資金貸与の実績の過去３年の平均等

で、恐らくこれぐらいの方が希望されるので

はないかということでこれまで積算をしてき

ているところでございます。 

 育英資金につきましては、返還もその後は

していただくというところもありまして、少

し借りるということに対して、事務局のほう

で見込んでいた分よりもやはり少なかったと

いう状況でございます。 
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○田代国広委員 特殊事情といいますか、そ

ういった事情があったということですか。 

 

○重岡高校教育課長 いえ、特殊事情という

ことではございません。借りられる方の過去

３年の平均を出して、恐らくこれぐらいの方

が借りていただけるのではという見積りで出

しておったのですが、実態ベースとして借り

られる方が少なかったということでございま

す。 

 

○田代国広委員 じゃあ、その最大の理由は

何ですか。 

 

○重岡高校教育課長 理由につきましては、

個別に各学校での育英資金の貸与あたりの周

知もしてはおるんですが、少し借りられる方

の希望というか、抵抗といいますか、やはり

将来的な借金にはなるものですから、そうい

った部分の要素があるのではないかというこ

とで、詳細については、今後、次年度予算の

積算について、再度検討したいと思います。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員 確かに積算するのは難しい

と思うんですけれども、できるだけより正確

な数字が出るように今後努めてもらいたいと

思います。 

もう１点いいですか。 

27ページ、繰越明許に関することですけれ

ども、27ページの教育費の特別支援学校費の

中で、補正前が14億以上あるわけですが、こ

の事業は、多分当初予算から上がっとったと

思うんですけれども、今事業は継続中です

か。 

 

○東施設課長 特別支援学校につきまして

は、特別支援学校の高等部の移転等の事業が

ございまして、そちらの分に加えまして、今

回、経済対策に伴うトイレ改修工事等の額を

上に乗せたということでございます。 

 

○田代国広委員 当初予算の分が14億、それ

に幾らかプラスして17億になっております

が、その増額分は分かりますけれども、その

当初予算の事業の比率と申しますか、消化率

といいましょうか、それはどうなっているか

を聞いているんです。 

 

○東施設課長 施設整備に関することでござ

いまして、毎年幾分かは次年度に繰り越すと

いうふうなところで回しているところがござ

います。ただ、今年度当初予算分につきまし

ては、年度内での竣工というところを鋭意努

力しているところでございます。 

 

○田代国広委員 予算は原則的に単年度決算

ですから、やっぱり当初予算で計上される予

算は、努めて年度内に消化するというのが鉄

則かと思うんですよ。したがって、そういっ

たことを十分御理解いただいて、できるだけ

当初予算については年度内に消化するように

努めて、まあそうやっていただいていると思

いますけれども、なお一層の努力をお願いし

ておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○前田憲秀委員 31ページの特別支援教育課

さんのほほえみスクールライフの支援事業な

んですけれども、昨年６月だったでしょう

か、医療的ケア児支援法というのがしっかり

と成立をして、医学の進歩でケアが必要な児

童生徒がたくさんこれからも増えてくると、

それをしっかり支援しようという背景がある

と思いますけれども、熊本県は、このほほえ

みスクールライフ支援事業ということで、先

進的にやっているという認識が私はありま
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す。 

 今回、この補正で１億1,100万円、私とし

ては、まだまだこれは不足なんじゃないかな

と思いますけれども、この事業の成果も含め

て、意見を聞かせてもらえればと思うんです

が。 

 

○牛野特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 前田委員御指摘のとおり、昨年の６月、医

療的ケア児支援法が施行されて、本県のほう

でも、さらに子供たちに手厚く教育の保障、

学校での医療的ケアを実施して、しっかりと

した学習保障に努めてやらなくちゃというこ

とで認識をしております。 

 現在のところ、特別支援学校については、

７校におよそ80人のお子さん方、それからこ

の２年ほど、高等学校のほうでも医療的ケア

を必要とする生徒さんがいらっしゃいます。

現在のところ、週５日間、しっかりと学習保

障ができるような形で看護師を雇用するとい

うことで行っているところです。 

 今後も、しっかり生徒さん方の体調の様

子、それから医療機関との連携等々を図って

いきながら、しっかり支援をしてまいりたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 いろいろお聞きすると、児童生徒の数の増

え方よりも、看護師さんの確保は非常に何か

難しい、大変と聞いておりますので、そこは

健康福祉部のほうともしっかり連携を取っ

て、しっかりとサポートができるように頑張

っていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○髙木健次委員 12ページなんですけれど

も、高校教育課重岡課長にちょっとお尋ねし

ますが、修学旅行ですね。 

 県立学校修学旅行支援事業、5,300万減額

されていますが、ほとんどコロナ禍の中で修

学旅行ができなかったということが大きな要

因だと思いますが、実際、修学旅行を計画は

されておったと思うんですよね、ほとんどの

学校が。やっぱりコロナ禍の中で行けなかっ

たということで、当然の話だろうと思います

けれども、海外、それから国内含めて、何校

が修学旅行を計画して、また、行けなかっ

た、中止したというところがほとんどだろう

と思うんですけれども、その辺の内訳をちょ

っと教えてください。 

 

○重岡高校教育課長 委員の御指摘のところ

でございますが、県立高校を含め、74校の79

企画ございまして、令和４年１月１日時点で

18校が実施をしております。 

 12月時点まではおおむね実施ができており

ますが、１月以降につきましては、なかなか

実施が困難ということで、現在、１、２、３

月に予定をしておりました30校分の企画が延

期という形で今検討しております。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 18校は実施をしたというこ

とですが、これは国内がほとんどですかね。 

 

○重岡高校教育課長 はい、国内です。 

 

○髙木健次委員 ただ、残りが大分、まあ74

校のうちですから、相当実施できなかったと

ころがあると思うんですが、もちろんこの減

額、26ページに教職員の引率も1,100万程度

減額されていますが、今年４年度は、まあコ

ロナがどうなるか分かりませんけれども、実

施に向けた計画が出てくると思うんですよ

ね。 

 ただ、１年、２年、行こうと思っていた学
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年は、これで行けないわけですよね。だか

ら、ぜひその辺はしっかり手当て、助成をし

てやって、思い出ある修学旅行を実現させて

やりたいというふうに思っておりますので、

課長、どうぞこの辺はしっかりと頭に入れと

っていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。

――なければ、これで教育委員会に係る質疑

を終了します。 

 それでは、説明員の入替えのため、ここで

５分間休憩いたします。 

  午前10時54分休憩 

――――――――――――――― 

  午前10時57分開議 

○吉田孝平委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 まず、付託議案等について執行部の説明を

求めた後、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま、簡潔に行ってくださ

い。 

 それでは、警察本部長から総括説明を行

い、続いて担当課長から順次説明をお願いし

ます。 

 初めに、山口本部長。 

 

○山口警察本部長 委員の皆様方におかれま

しては、平素から警察行政の各般にわたり御

支援、御協力いただいているところであり、

この場をお借りし、心から御礼を申し上げま

す。 

 それでは、今回県警察から提案しておりま

す２件の議案等につきまして、概要を御説明

いたします。 

 まず、予算関係でございます。 

 議案第１号、熊本県一般会計補正予算(第 

17号)については、通学路における交通安全

対策に係る国庫補助事業の追加要求を行うと

ともに、職員給与費などの過不足調整による

増額のほか、今後の執行見込みを踏まえた歳

出予算の精査により、３億450万円余の増額

補正をお願いしております。 

 また、今年度内に支出が終わらない可能性

のある工事関係経費等について、繰越明許費

の追加設定及び令和４年度当初から業務を開

始する必要のある事業について、債務負担行

為の設定をそれぞれお願いするものでござい

ます。 

 次に、報告関係でございます。 

 報告第１号、専決処分の報告については、

専決処分をさせていただきました３件の交通

事故の和解及び損害賠償額の決定についての

報告でございます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当者から

説明させますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○吉田孝平委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○田中会計課長 会計課でございます。 

 予算関係議案につきまして御説明いたしま

す。 

 まず、２月補正予算の概要につきまして

は、通学路における交通安全の確保に係る対

策として、交通安全施設の整備に要する歳出

予算を計上するとともに、既存事業の見直し

や今後の執行見込みの精査による補正が主な

内容となっております。 

 それでは、お手元の警察本部の説明資料１

ページをお願いいたします。 

 議案第１号、熊本県一般会計補正予算(第1

7号)についてでございます。 

 まず、上段の公安委員会費で82万7,000円

の減額をお願いしておりますが、これは、公

安委員報酬の支給見込み及び公安委員会運営

費の執行見込みによるものでございます。 
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 次に、下段の警察本部費でございます。 

３億7,719万8,000円の増額をお願いしてお

ります。 

 説明欄を御覧ください。 

 １の職員給与費５億1,423万5,000円の増額

は、警察職員に対する職員給与費の支給見込

額の増でございます。これは、今年度中に採

用した職員の給料と諸手当の過不足調整に伴

う増額等をお願いするものでございます。 

 ２の退職手当１億2,154万9,000円の減額

は、退職者への支給見込額の減によるもので

ございます。 

 ３の警察一般管理費1,548万8,000円の減額

は、アジア・太平洋水サミットなどのイベン

ト開催経費や警察統合ＯＡシステムのＬＡＮ

回線専用料の所要見込額の減などでございま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 上段の装備費で3,146万8,000円の減額をお

願いしております。 

 説明欄にありますヘリコプター維持管理費

は、飛行訓練の開催延期に伴う所要見込額の

減によるものでございます。 

 次に、警察施設費については、社会資本整

備総合交付金などの国庫支出金を活用すると

ともに、県単独事業債の充当見直しに伴う財

源更正をお願いしております。 

 次に、運転免許費331万5,000円の減額は、

試験用の車両の更新経費の入札残でございま

す。 

 次に、下段の恩給及び退職年金費181万

3,000円の減額は、退職警察職員の遺族に支

給する普通扶助料の受給者減少に伴う支給見

込額の減でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 警察活動費で3,522万5,000円の減額をお願

いしております。 

 説明欄を御覧ください。 

 １の一般警察運営費581万3,000円の減額

は、被留置者数の減少に伴う被留置者食糧費

などの所要見込額の減でございます。 

 ２の総合治安対策費392万5,000円の減額

は、台湾やベトナムへの海外語学研修の所要

見込額の減などでございます。 

 ３の生活安全警察運営費64万5,000円の減

額は、警備員検定関係経費の所要見込額の減

でございます。 

 ４の地域警察運営費1,519万8,000円の減額

は、駐在所に同居して駐在所員の勤務に協

力、援助している家族に対する報償費の所要

見込額の減などでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ５の刑事警察運営費1,579万2,000円の減額

は、捜査支援システム整備費の所要見込額の

減でございます。 

 ６の交通警察運営費1,781万4,000円の減額

は、自動車保管場所関係業務委託などの交通

関係事務費や交通反則通告書送付費の所要見

込額の減などでございます。 

 ７の交通安全施設費2,396万2,000円の増額

は、通学路における交通安全の確保に係る国

庫補助事業として、交通安全施設整備費の増

額をお願いするものでございます。 

 以上、警察費の補正額は３億455万円の増

額となりまして、補正後の警察費は388億

9,019万円となります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 災害復旧費でございます。 

 警察施設災害復旧費については、警察施設

災害復旧費補助金を活用するとともに、災害

復旧事業債の充当見直しに伴う財源更正をお

願いしております。警察費と災害復旧費を合

わせた補正後の予算額は、389億3,333万

6,000円となります。 

 ６ページをお願いいたします。 

 繰越明許費補正でございます。 

 変更としまして、警察費上段の警察管理費

で1,232万8,000円の増額変更をお願いしてお

り、補正後は１億8,588万8,000円となります

が、これは、契約手続に不測の日数を要した
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駐在所改修工事等が年度内に完了しない可能

性があるため、補正をお願いするものでござ

います。 

 また、警察費下段の警察活動費で727万円

の減額変更をお願いしており、補正後は

7,667万1,000円となりますが、これは、11月

議会において設定しておりました警察車両購

入費について、一部年度内に納品が完了する

ことなどから、補正をお願いするものでござ

います。 

 次に、債務負担行為補正でございます。 

 追加としまして、交番、駐在所等の土地、

建物の賃借契約に要する経費、1,860万9,000

円をお願いしております。 

 また、変更としまして、警察関係業務で、

被災地防犯アドバイザー業務委託など5,882

万5,000円の増額変更をお願いしており、補

正後の限度額としまして26億1,397万3,000円

をお願いしております。 

 これらは、令和４年４月１日から業務を開

始する必要があり、今年度内に契約を行うも

ののうち随意契約の手続を行う業務につきま

して、今議会での設定をお願いするものでご

ざいます。 

 予算関係は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○林首席監察官 監察課でございます。 

 報告第１号の専決処分について御報告させ

ていただきます。 

 資料は７ページを御覧ください。 

 令和３年２月から令和３年10月にかけて発

生しました本県警察職員が運転する公用車に

よる３件の交通事故に関し、事故の相手方と

熊本県の間で賠償の額が決定をし、和解が成

立いたしましたので、報告をさせていただき

ます。 

 事故の概要につきましては、８ページの資

料のとおりでありますが、３件の交通事故の

いずれもが停車中の車両への衝突や歩道を走

行中の自転車との衝突など県側の過失が10割

の事故であり、県側から、資料のとおり、賠

償額を支払い、和解が成立いたしました。 

 なお、賠償につきましては、加入している

任意保険を使用して全額支払い済みでござい

ます。 

 今回御報告させていただきました３件の交

通事故につきましては、運転者及び同乗者の

不注意による事故であり、職員への指導をさ

らに徹底し、公用車の交通事故防止に努めて

まいります。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 以上で警察本部の説明が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をお願いします。 

 なお、本日は、先議の委員会でもあります

ので、付託議案を中心に、できるだけ簡潔に

質疑応答をいただきますようお願いします。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前田憲秀委員 御説明ありがとうございま

した。 

 １つ目は、１ページの警察本部費の中で、

警察一般管理費のアジア・太平洋水サミット

等イベント関連経費ですけれども、その内訳

の中に、視察旅費だとか所要見込みが減、ま

あコロナ禍でなかなか思うようにはいかなか

った部分もあるかとは思うんですけれども、

４月の23、24だったでしょうか、一応今のと

ころ予定どおりあると聞いておりますけれど

も、そこら辺の準備的なものは特に影響はな

いんでしょうか。減額にはなっていますけれ

ども。 
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○濱田警備部長 警備部からお答えします。 

 委員御指摘のとおり、コロナ禍によって視

察等が中止になったと、残念なことではあり

ますけれども、関係県、警察庁等との連携を

図りながら万全な準備を行っているところで

ありますので、安全、安心な会議が開催でき

るように、今十分な準備を整えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 昨年のオリンピックのとき、賛否は様々あ

ったんですけれども、ある――イタリアだっ

たか、外国の選手のＳＮＳで、行動制限はあ

ったけれども、きれいな街と規律正しい警備

の中で、とっても思い出に残る日本だったと

いうような表現が紹介されていました。 

 今回、アジアということですけれども、各

国の要人も来られるということですので、熊

本に来てよかったと、熊本にまた行きたいと

思われるような警備を、山口本部長を中心

に、万全に行っていただきたいというふうに

思います。よろしくお願いします。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。

よろしいですか。 

 

○田代国広委員 去年の委員会で繰越明許さ

れておりました自動車の件ですね。 

 今の説明では、補正がこれぐらい減ってい

ますから、大体１台ぐらい買われたかなと思

うんですけれども、現状においてはできるだ

け早く車の納入があったほうが望ましいと思

いますので、現状ではどういった――時期的

に納入が可能なのか。いわゆる半導体関係が

これからだろうと思いますが、現状でどうい

った認識をされておるかについてお尋ねして

おきたいと思います。 

 

○田中会計課長 田代委員御指摘の件です

が、契約自体は当然ながら既に終了しており

まして、ただ、メーカーからの、工場の閉鎖

ですとか、あと半導体の不足、これによりど

うしても納品できないという申出がその後に

連絡があっているというところで、警察とし

ましても、治安の維持に支障が出ないよう、

できる限り業者等に働きかけて、その納品等

を完了させていきたいと考えている所存で

す。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、説明員の入替えのため、ここで

５分間休憩いたします。 

  午前11時13分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時15分開議 

○吉田孝平委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号、第３号、第６号及び第

23号について、一括して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、その他に入りますが、今定例会にお

いては、３月に後議分の委員会もありますの

で、本日は急を要する案件についてのみ質疑

をお願いいたします。 
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 何かございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第６回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

  午前11時16分閉会 
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