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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年 ２月２１日 

自   午前１０時 １分 

至   午後 ３時１８分 

於   第 1 別館第 1 会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委 員 長 吉村  洋 君 

副 委 員 長 大場 博文 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   山本 啓介 君 

 〃   坂本  浩 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

危 機 管 理 監 西浦 泰治 君 

  
  

総 務 部 長 上田 裕司 君 
  
  

秘 書 広 報 局 長 木村伸次郎 君 
  
  

企 画 振 興 部 長 辻本 政美 君 
  
  

文化観光国際部長 松川 久和 君 
  
  

会 計 管 理 者 新井 忠洋 君 
  
  

監 査 事 務 局 長 辻  亮二 君 
  
  

人事委員会事務局長 大串 祐子 君 
  
  

労働委員会事務局長（併任） 大串 祐子 君 
  
  

議 会 事 務 局 長 山田 芳則 君 
  
  

警 務 部 長 壱岐 恭秀 君 
 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 １分 開議 ― 
 

【吉村(洋)委員長】ただいまから総務委員会を

開会いたします。 

まず、委員席でございますが、お手元に配付

いたしております、委員配席表のとおり、決定

いたしたいと存じますが、ご了承いただけます

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定いたします。 

 議事に入ります前に、選任後初めての委員会

でございますので、一言ごあいさつを申し上げ

させていただきたいと存じます。 

このたびの委員改選によりまして、総務委員

会の委員長を仰せつかりました、吉村洋でござ

います。 

総務委員会委員長という重責が果たせるか、

心配ではありますが、皆様方のご協力によりま

して、無事終了できますように、まず当初にお

願いを申し上げておきたいと思います。 

大場副委員長をはじめ、各委員や理事者の皆

様方のご指導とご協力を賜りながら、公正かつ

円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いま
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すので、よろしくお願いを申し上げます。 

本委員会は、警察本部をはじめ、出納局・各

種委員会、文化観光国際部、企画振興部、危機

管理監、総務部、秘書広報局を所管し、広範な

行政課題を審査の対象といたしております。 

また、所管部局における重要課題といたしま

しては、有人国境離島法の施行に伴う雇用の確

保や交流人口の拡大に向けた取り組みの推進、

平成34年度の九州新幹線西九州ルート(長崎ル

ート)の開業に向けた取り組みの推進、「長崎と

天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺

産登録実現及び「明治日本の産業革命遺産」を

含めた2つの世界遺産の活用に向けた取り組み

の推進、国際観光拠点としてのカジノを含む統

合型リゾートの導入の推進等々ございますが、

いずれも県政の喫緊の課題であり、本委員会の

役割はますます重要性を増すものと認識をいた

しております。 

山積する課題の解決に向けて、大場副委員長

をはじめ、委員皆様方におかれましても、積極

的に論議を深めていただきますとともに、円滑

な委員会の運営にご協力を賜りますように重ね

てお願いを申し上げる次第でございます。 

これから一年間、微力ながら、本県の総務委

員会所管行政の進展に取り組んでまいりますの

で、委員及び理事者の皆様方のご指導とご鞭撻

を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げま

して、簡単でありますが、私のご挨拶とさせて

いただきます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

それでは、私から副委員長並びに委員の皆様

方をご紹介いたします。 

〔各委員紹介〕 

以上でございます。よろしくお願いします。 

次に、理事者の紹介を受けたいと存じます。 

【上田総務部長】総務部長の上田裕司でござい

ます。よろしくお願いをいたします。 

総務委員会所属の各部局を代表いたしまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

平成29年度は、新しく創設される有人国境離

島法関係の交付金等をしっかりと活用し、国境

離島における雇用の確保や交流人口の拡大のた

めの施策を関係市町や地域の方々と一体となっ

て強力に推進するとともに、「長崎県総合計画」

の2年目を迎えることから、より具体的な成果

を県民の皆様にお示しできるよう、これまで以

上に県庁組織の総力を挙げて取り組んでまいり

たいと考えております。 

 いくつもの部局が所属する本委員会では、大

変幅広い分野にわたり、県が抱える重要課題に

つきましてご審議をいただくことになっており

ます。 

 吉村委員長、大場副委員長をはじめ、各委員

の皆様のご指導、ご協力を賜りながら、人・産

業・地域が輝く長崎県づくりの実現に向けて、

のため、より一層全力を上げて取り組んでまい

りますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 引き続き、総務委員会所属の各部局長をご紹

介をさせていただきます。 

〔各部局長紹介〕 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

【吉村(洋)委員長】ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に入らさせていただ

きたいと存じます。 

 まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 

会議録署名委員は、山本啓介委員、坂本浩委

員のご両人にお願いいたします。 

 次に、審査の方法について、お諮りいたしま
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す。 

 本日の委員会は、関係部局の所管事務の概要

について、説明を受けるためにお集まり願って

おります。 

これより本委員会を協議会に切り替え、お手

元に配付しております審査順序のとおり、それ

ぞれ説明を受けることにいたします。 

 なお、ご質問等につきましては、今回は概要

説明の中で、特に理解しにくかった点について

の質問にとどめ、具体的な質問につきましては、

各課へ個別に質問していただくか、3月3日から

の委員会の中で行うことといたしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議ないようですので、そのように進める 

ことにいたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に 

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時 ８分 休憩 ― 

― 午後 ３時１０分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開します。 

これをもちまして、所管事務の概要説明を

終了いたします。 

理事者退席のため、しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時１０分 休憩 ― 

― 午後 ３時１１分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開します。 

これより、3月3日からの委員会の審査内容等

を決定するための委員間討議を行います。 

 審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時１１分 休憩 ― 

― 午後 ３時１８分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開します。 

これをもって総務委員会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 
 

―午後 ３時１８分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年３月３日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時５１分 

於  第1別館第1会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 吉村  洋 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   山本 啓介 君 

 〃   坂本  浩 君 
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

警 務 部 長 壱岐 恭秀 君 

首 席 監 察 官 池田 秀明 君 

総 務 課 長 森﨑 辰則 君 

広 報 相 談 課 長 草野 和幸 君 

会 計 課 長 髙橋 雄二 君 

警 務 課 長 田尻 弘久 君 

装 備 施 設 課 長 久保 宗一 君 

監 察 課 長 北村 秀明 君 

教 養 課 長 近藤 生 君 

厚 生 課 長 山上 信弘 君 

留 置 管 理 課 長 吉永  靖 君 

生 活 安 全 部 長 駒田 敏郎 君 

生活安全企画課長 福山 康博 君 

地 域 課 長 赤瀬 幸利 君 

少 年 課 長 平戸 雄一 君 

生 活 環 境 課 長 古田  豊 君 

刑 事 部 長 平 新一郎 君 

刑 事 総 務 課 長 宮崎 光法 君 

捜 査 第 一 課 
次 席 調 査 官 

辻  和幸 君 

捜 査 第 二 課 長 山口 善之 君 

組織犯罪対策課長 細田 茂則 君 

交 通 部 長 秋泉 尚寿 君 

交 通 企 画 課 長 井川光一郎 君 

交 通 指 導 課 長 佐々 靖弘 君 

交 通 規 制 課 長 大塚 祥央 君 

運転免許管理課長 式場 龍明 君 

警 備 部 長 長谷川伸彦 君 

公 安 課 長 原口 泰英 君 

警 備 課 長 池園 直隆 君 

外 事 課 長 鷺池 満治 君 
 

 

会 計 管 理 者 新井 忠洋 君 

会 計 課 長 馬場 直英 君 

物 品 管 理 室 長 吉野ゆき子 君 

出 納 室 長 友田 卓志 君 
 

 

監 査 事 務 局 長 辻  亮二 君 

監査事務局次長 
兼 監 査 課 長 

神崎  治 君 

 
 

人事委員会事務局長 大串 祐子 君 

職 員 課 長 松尾 康弘 君 
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労働委員会事務局長(併任) 大串 祐子 君 

調 整 審 査 課 長 山田  健 君 
 
 

議 会 事 務 局 長 山田 芳則 君 

総 務 課 長 高見  浩 君 

議 事 課 長 篠原みゆき 君 

政 務 調 査 課 長 本田 和人 君 
 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（総務分科会） 

第1号議案 

平成29年度長崎県一般会計予算（関係分） 

第8号議案 

平成29年度長崎県庁用管理特別会計予算 

第12号議案 

平成29年度長崎県公債管理特別会計予算 

第47号議案 

平成28年度長崎県一般会計補正予算（第7

号）（関係分） 

第54号議案 

平成28年度長崎県庁用管理特別会計補正予

算（第1号） 

第57号議案 

平成28年度長崎県公債管理特別会計補正予

算（第1号） 
 
 

７、付託事件の件名 

○総務委員会 

（1）議 案 

第15号議案 

長崎県の事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例（関係分） 

第16号議案 

長崎県情報公開条例及び長崎県個人情報保

護条例の一部を改正する条例 

第17号議案 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一

部を改正する条例（関係分） 

第18号議案 

長崎県税条例及び長崎県税条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例 

第19号議案 

長崎県亜熱帯植物園条例を廃止する条例 

第20号議案 

 警察職員の定員に関する条例の一部を改正

する条例 

第39号議案 

 包括外部監査契約の締結について 

（2）陳 情 

・要望書（半島振興対策の充実について 外） 

・長崎県庁舎跡地の活用についての要望 

（3）請 願 

  な  し 
 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開会 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 ただいまから、総務委員会

及び予算決算委員会総務分科会を開会いたしま

す。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

15号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例」のうち関係部分ほか

6件であります。 

 そのほか、陳情2件の送付を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することになっておりま
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すので、本分科会として審査いたします案件は、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分ほか5件であります。 

 審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 これより、警察本部関係の審査を行います。 

 審査に入ります前に、平尾捜査第一課長から、

本分科会を欠席し、辻捜査第一課次席調査官を

代理出席させる旨の届けが出ておりますので、

ご了承をお願いいたします。 

 次に、理事者側から、幹部職員の紹介を受け

ることにいたします。 

【壱岐警務部長】 おはようございます。本日は

よろしくお願いいたします。 

 本日、出席しております警察本部の幹部職員

の中で、2月21日の総務委員会において紹介し

ておりませんでした職員をご紹介いたします。 

〔幹部職員紹介〕 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【吉村(洋)委員長】 それでは、これより審査に

入ります。 

【吉村(洋)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 警務部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。 

【壱岐警務部長】 警察本部関係の議案について

ご説明いたします。 

 まず、縦長の予算決算委員会総務分科会関係

議案説明資料の警察本部1ページをお開き願い

ます。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎

県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部

分であります。 

 はじめに、第1号議案「平成29年度長崎県一

般会計予算」のうち関係部分についてご説明い

たします。 

 予算額は、歳入予算13億26万8,000円、歳出

予算396億3,650万7,000円を計上いたしており

ます。 

 歳出予算の主なものについてご説明いたしま

す。 

 一般管理費のうち一般庁費として、光熱水費

等17億4,211万3,000円。 

 2ページをお開き願います。 

 その他の歳出としましては、一般施設整備費

として、新長崎警察署（仮称）庁舎建設工事費、

警察署庁舎電気設備改修等1億3,688万3,000円

を計上いたしております。 

 3ページをご覧願います。 

 また、一般警察活動費として、警察活動にお

ける一般的な運営、地域警察に要する経費等11

億9,814万2,000円を計上いたしております。 

 一般警察活動費については、高齢者が安全で

安心して暮らせる社会づくりに向けて、深刻な

状況にある特殊詐欺などの犯罪の抑止対策経費、

高齢者が関係する交通事故の抑止対策経費等を

計上いたしております。 

 平成30年度以降の主な債務負担を行うもの

については、新長崎警察署建設に係る工事費等

について、平成30年度から平成31年度までに要
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する債務負担として、40億6,259万6,000円を計

上いたしております。 

 4ページをお開き願います。 

 次に、第47号議案「平成28年度長崎県一般会

計補正予算（第7号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。 

 今回の補正予算額は、歳出予算3億4,658万

7,000円の減を計上いたしております。 

 5ページをご覧願います。 

 歳出予算の主な内容についてご説明いたしま

す。 

 給与費として、職員給与費既定予算の過不足

調整に要する経費として2億4,488万7,000円の

減を計上いたしております。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 平成28年度の予算につきましては、今後、年

間の執行額の確定に伴い整理を要するものがあ

り、これらの整理・調整を行うため、3月末を

もって、平成28年度予算の補正について専決処

分により措置させていただきたいと考えており

ますので、ご了承を賜りますようお願いいたし

ます。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 

 よろしく、ご審議を賜りますようお願いいた

します。 

【吉村(洋)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 ご質問があられる方はお願いいたします。 

【友田委員】 おはようございます。 

 課長の補足説明があるのかなと思って、少し

準備不足でありますけれども、資料で補足説明

をいただいています。これですね。補足説明資

料があるものですから、できればその辺を少し

説明いただければと思ったんですが、分科会長、

いかがでしょうか。せっかくこの資料をいただ

いているので。2ページの中身について、そこ

らあたり少し説明をお願いいたします。 

【吉村(洋)分科会長】 補足説明資料の説明をし

てください。 

【髙橋会計課長】 ご説明が遅くなりまして、恐

縮でございます。 

 総務分科会補足説明資料の2ページに基づき

まして、平成29年度予算の概要につきましてご

説明いたします。 

 今回、私どもは平成29年度予算の編成に当た

りましては、私どもの基本姿勢でございます「県

民の期待と信頼に応える力強い警察」に資する

ための経費として、現下の治安情勢に的確に対

処するための所要の経費を盛り込んだところで

ございます。 

 主なところについて申し上げますと、一つ目、

高齢社会総合対策事業についてでございますが、

今、私どもの県が抱えております治安上の課題

の一つとして挙げられますのは、やはり高齢者

の方が被害となる交通事故のみならず、高齢者

が加害者となる事故が多発をしているほか、特

殊詐欺被害に占める高齢者の割合が依然として

高いという状況が続いておりますことから、高

齢者をめぐる情勢への対応ということが非常に

重要な課題であると考えております。 

 このため、昨年度に引き続きまして、高齢社

会総合対策事業といたしまして、特殊詐欺の被

害防止に向けた広報啓発経費に重点を置いたほ

か、運転者対策のための医療系専門職の雇用経

費や、「高齢者安全・安心のつどい」の開催経

費などについて3,000万円余の経費を盛り込ん

でおります。 
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 また、3カ年計画で実施をすることといたし

ております新長崎警察署の建設工事の初年度目

の事業費について6,000万円余の経費を盛り込

んだほか、新警察本部庁舎に整備をいたします

通信指令システムの更新経費、取調べの録音・

録画の法制化に伴います録音・録画装置の拡充

経費、犯罪被害の未然防止でありますとか、犯

罪発生時の的確な対応に有効な街頭防犯カメラ

の増強整備経費、これは20台を予定しておりま

すが、そういった点を盛り込んでおります。 

 以上が、資料の中身の主な内容でございます

が、このほか、抑止と検挙の両面から対策を強

化するため、人身安全関連事案でありますとか、

あるいはサイバー犯罪でありますとか、そうい

った最近の治安情勢に的確に対応するための経

費について盛り込んだほか、防犯、犯罪捜査、

交通取り締まりといった、警察行政全般にわた

ります経費について所要の経費を盛り込んでお

ります。 

 私どもといたしましては、予算が成立した暁

には、これらの経費を最大限に活用して、県民

の方々が安全で安心して暮らせる長崎県づくり

に全力を尽くしてまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

【友田委員】 ありがとうございました。 

 今年度、県警本部が、新県庁舎の隣に建つと

いうことで、今の説明でいくと、この通信指令

システムと、その下の取調べ録音・録画装置に

ついては新庁舎の設備というふうに思うんです

けれども、これまで総務委員会に属していなか

ったものですから、経過がわからないんですが、

もう既に新県警本部の必要な設備というか、什

器等も含めて、既に契約が済んでいて、平成29

年度には、こういったものしかないという認識

でいいのかどうか、教えてください。 

【髙橋会計課長】 言葉足らずで、非常に恐縮で

ございました。 

 新本部庁舎に整備をいたします内容といたし

ましては、通信指令システムの件が該当いたし

ます。ご指摘のございました取調べ録音・録画

装置につきましては、主に警察署のほうに配備

をするという形になります。 

 新本部庁舎に係る経費につきましては、おお

むね総務費のほうで計上していただいておりま

して、こういった特殊システムに関しましては、

私どもの警察費のほうで予算計上させていただ

いている状況でございます。 

【友田委員】 わかりました。総務部の予算の中

に出てくるということでいいですね。 

 そうすると、今のところ、この予算によって、

新しい県警本部ができることについての予算は、

ここで十分できていると思うのですが、現時点

において、こういったものが、県警本部ができ

上がる時間帯に対しては、こういうスケジュー

リングで全く問題がないのか、このあたりの分

を、この予算も含めて教えていただけませんか。 

【久保装備施設課長】 県警本部の施設の整備関

係のタイムスケジュールにつきましては、予算

的に言えば、ほぼ獲得をしている状況で、平成

29年度からそういう特殊なシステムというの

を発注、工事のためのいろいろな入札等に入っ

ていきまして、今年の12月までには新県警本部

のシステムをすべて完成させて、その後移転を

するという形でスケジューリングをされている

という状況でございます。 

【友田委員】 分かりました。 

 もう一つ、高齢社会総合対策事業費について

ですけれども、先ほど会計課長の説明では、高

齢者向けの大会じゃないけど、何かやるという

お話でしたね。あれは県下全域でやられるのか
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どうか。 

 実は、一昨年、もう1年前かな、松浦署管轄

でもありました。高齢者の方々を招いて、交通

指導員の方もいろいろやって、特殊詐欺のこと

と交通安全に対する、反射材をつけているとこ

れだけ明るいからつけましょうとか、そういう

問答をやられていました。そして、警察官の方

が落語調でいろんな説明をなさって、県民と警

察の距離感が縮まったというか、親しみやすい

会合だったので、こういったものは全県下で積

極的にやって、そして、警察官と県民の接点を

もっともっと設けられるような、そういった取

組が必要だなというふうに感じたんですが、今

回のこの予算ではどのような開催の計画がなさ

れているのか、ご説明いただけますか。 

【髙橋会計課長】 委員ご指摘のとおり、こうい

ったイベントにつきましては、いろんな場面で、

いろんな方々をお招きして、必要な伝達をする

ということは非常に重要になってまいりますの

で、おおよそ県下全域で開催が可能なように、

予算は組んでおります。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかにございませんか。 

【山田(朋)委員】 高齢社会総合対策事業費の中

で、加害者対策だと思われますが、運転者対策

ということで、福祉職の非常勤の雇用というこ

とで予算が計上されております。 

 私がちょっと勉強不足で大変恐縮ですけれど

も、高齢者の免許更新の際に面談とかをして、

今も可否を判断しているのかどうかよくわから

ないんですけれども、とにかくそういう専門の

方にちょっと見ていただくということで、こう

いうふうな予算を計上されているかと思うんで

すけど、その内容を教えていただけますか。 

【式場運転免許管理課長】 これは、一定の病気

といいまして、認知症とか、てんかんとか、こ

ういった病気の方が運転できるかどうかの判断

をするために、看護師の免許を持った職員を昨

年4月から2名配置しております。 

 免許の更新の時と新しく取る際は、質問票と

いうのを配りまして、「これまで意識を失った

ことがあるかどうか」という質問をしておりま

す。それを見て、更新に来られた方とか、新規

の方に部屋に入ってもらいまして、看護師の免

許を持った職員二人が面接をしまして、このま

ま免許更新していいかどうか、新しく免許を取

っていいかどうかという判断をしまして、必要

があれば診断書を提出してもらうということで、

診断の結果によって停止、取り消し、またはこ

のまま継続していいという判断をしております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。2名というこ

とですけれども、各警察署とかで行うのかなと

思っているんですけれども、県警本部に2名い

らっしゃるということですか。 

【式場運転免許管理課長】 配置は、運転免許管

理課、試験場になります。 

 各署から同じように更新の方が来られて、こ

の人は免許の継続はどうかという話があります

ので、それについては、各署の担当者から、運

転免許管理課の相談担当の看護師に対して質疑

をしてもらって、質疑をした内容で回答してい

ます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。本来であれば、

各免許更新ができる警察署にそういう看護師の

方がいることが望ましいけれども、その配置が

できてないから、現地で受けた方が、2名の看

護師さんのほうとやりとりをしながら確認をし

ていくということですね。 

 次に、通信指令システム運用・更新経費につ

いて伺いたい思います。 

 私、一度見学をさせていただいたことがあり
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まして、パネルがいっぱいあるあれですよね。

前から思っていたんですけれども、年末年始に

移転をされるかと思いますが、その際に、その

瞬間ですよね、移転をしておられる間はどうい

うふうに更新されるのかを伺いたいと思います。 

【髙橋会計課長】 まさに委員ご指摘のとおりで

ございまして、私どもは移転に際しましては、

通信指令を1秒たりとも止めてしまってはいけ

ないという課題がございますものですから、本

来でしたら、もともとのリース期間は平成26年

2月には終了しておったんですが、そこから再

リースという形でリースを続けまして、今に至

っています。 

 今度新庁舎が立ち上がった時に、新しく機械

を新庁舎で整備をしておいて、ある時に瞬時に

切り替えて、移転に伴う間隙を1秒たりとも発

生させないという形で、今スケジューリングを

しております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。余計な心配で

ございました。ありがとうございます。 

 もう一点だけ、街頭防犯カメラ整備経費です。 

 今回、20台の予算の分が計上されております。

でも、今後200台までということの目標のよう

ですけれども、今150台整備をされているよう

ですけれども、県下全域エリアでカバー率が悪

いところとか、不足しているところとか、交通

量とかいろいろあると思いますけれども、どう

いうふうな状況になっているかを教えてくださ

い。 

【福山生活安全企画課長】 警察が設置しており

ます街頭防犯カメラにつきましては、平成24年

度から設置を開始しておりまして、平成27年度

までに120台を設置しております。 

 これにつきましては、当時の県の総合計画で、

「犯罪率の低さ日本一」という目標を立ててお

りましたので、いわゆる犯罪の総量抑という観

点から、犯罪が多発している地域を中心に、長

崎、諫早、佐世保、浦上、時津、大村、早岐と

江迎警察署管内に120台を設置しております。 

 平成28年度については30台の予算を確保し

て、今現在、設置を進めておりまして、これに

ついても、長崎、大浦、稲佐、島原半島の雲仙、

島原、南島原警察署管内に計30台設置して、間

もなく運用開始の予定でございます。 

 平成28年度以降につきましては、犯罪の発生

状況等を勘案しながら、すべての警察署管内に、

県警で街頭防犯カメラを設置する計画であり、

平成28年度から平成32年度までに合計80台、平

成24年度以降で全体で200台の防犯カメラを設

置する計画で準備を進めております。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかにございませんか。 

【坂本(浩)委員】 おはようございます。 

 横長の総務分科会説明資料の一般会計予算の

1ページの歳入の部分なんですけれども、一番

下の国庫補助金、環境保健費国庫補助金という

ことであります。この説明のところに、異状死

死因究明支援事業補助金というのがありますけ

れども、これはどういうものなのか、教えてく

ださい。 

【髙橋会計課長】 委員、今ご指摘のございまし

た、異状死死因究明支援事業補助金についてで

ございますが、死体解剖保存法に基づいて、犯

罪の嫌疑が認められないご遺体に対して、公衆

衛生の観点から、ご遺族の承諾を得て実施する

解剖にかかる経費でございまして、これが厚生

労働省からくる補助金を財源に運用するという

中身でございます。 

【坂本(浩)委員】 収入で幾つかついているんで

すけれども、来年度はわかりませんが、例えば

今年度も同じような、こういうのが歳入にあっ
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て、実際それを使ったという実績はあるんでし

ょうか。 

【髙橋会計課長】 委員ご指摘のございましたと

おり、この横長の表だけを見ますと、新規の計

上という形で書いておりますが、実際には、運

用自体は平成28年度以前から行われておりま

して、ただ、予算の計上の仕方として、今回か

ら、私どもの警察費で歳入も計上するようにな

ったということでございます。 

【坂本(浩)委員】 今まではなかったということ

なんですかね、こういう歳入の項目はなかった

ということですか。 

【髙橋会計課長】 平成28年度以前におきまし

ては、県の知事部局の歳入計上になっていたと

いうことでございます。 

【坂本(浩)委員】 わかりました。 

 それと、補足説明資料の2ページの分なんで

すけれども、取調べ録音・録画装置の整備費と

いうことで、法制化に伴う録音・録画装置の拡

充経費ということなんですけれども、これは法

制化に伴うということで、新規の予算というこ

とになるんでしょうか。 

【髙橋会計課長】 この件に関しましては、平成

29年度から3カ年計画で整備をしたいというふ

うな思いで予算を計上しております。 

 現状について申し上げますと、この録音・録

画装置につきましては、今現在、各署に対して

は1台ないしは2台整備をいたしておるところ

でございます。 

 ただ、法制につきましては、3年以内に施行

される予定でございますので、私ども捜査員の

ほうが録音装置のもとでの取り調べに習熟をし

なければいけないということがございますもの

ですから、3カ年をかけまして増強整備を図り

たいということで、お願いをしているところで

ございます。 

【坂本(浩)委員】 そうしたら、来年度から3カ

年ですべての警察署の取調室にこういう装置が

整備されるということでよろしいんですかね。 

【髙橋会計課長】 正確に数字を申し上げますと、

今現在、各署には1台ないしは2台配備をされて

おりまして、1台しかない警察署が12警察署ご

ざいます。その12警察署に対して増強整備を図

るべく3カ年で整備をいたしたいということで、

この平成29年度にあっては4式分をお願いして

いるところでございます。 

【坂本(浩)委員】 この665万3,000円で4式とい

うことですね。ということは、割れば、この録

音・録画装置の単価は必然的に出てくるという

理解でいいんですね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それともう一つは、高齢社会総合対策事業で

すけれども、先ほど説明がありましたように、

この特殊詐欺対策というのは、本当に高齢者を

狙った非常に悪質な部分で、県警としてもぜひ

力を入れてもらいたいと思っているんですが、

今日、新聞でたまたま目に入ったんですけれど

も、「特殊詐欺の撃退に効果」というふうなこ

とで、固定電話にかかると警告音声が自動で流

れるという機器があると。それを約950世帯に

無償で貸し出しているということで、これは2

年前の6月から、県警で貸し出しを始めたとい

うふうな記事が書いてありまして、記事を読む

限りは、それなりの効果があるということです

けれども、この事業の概要のところに、そのこ

とに全然触れてないものですから、継続してこ

れをやって、例えば950世帯をもっと増やす、

予算の項目としては出てないんですけれども、

入っているのかどうか、お尋ねいたします。 

【福山生活安全企画課長】 特殊詐欺対策で県警

で導入しております、先ほど新聞報道に出てお
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ります自動通話録音警告器、通称「撃退器」と

申しますけれども、これにつきましては、平成

27年度から導入を開始しております。 

 平成27年度につきましては、高齢社会総合対

策のモデル警察署ということで、時津、松浦、

壱岐、この3署をモデル警察署に指定して取組

を始めたところで、その3署にそれぞれ100台ず

つの計300台を平成27年度に導入しております。 

 平成27年度の300台の効果につきましても、

昨年、ちょうど今ぐらいの時期にモニターで検

証しまして、同じような効果があらわれている

ということで、平成28年度の2月中に、さらに

150台を導入して、これは、先ほど言いました3

署以外の20警察署に配布しております。 

 平成28年度につきましては、新規に500台を

購入して、これにつきましても、平成27年度に

配った3署以外の20の警察署に配りまして、23

警察署すべてに、少ないところで7台、多いと

ころで68台を配布して設置を進めております。 

 平成29年度につきましては、この撃退器の導

入については、予算計上をしておりません。950

台を最長2年間、それぞれの高齢者の方々に設

置をして実感をしていただきまして、あとは自

主購入あたりを進めたり、あるいは県や市など

の自治体と連携しながら、この普及に努めてい

きたいと考えております。 

【坂本(浩)委員】 予算化されてないということ

で、ちょっと残念な気もしたんですけれども、

こういう効果があるということが、過去、平成

27年、平成28年でも出ているというふうな判断

でありますので、今、自主購入というふうに言

われました。量販店でも売っているということ

ですけれども、ご承知のとおり、今、高齢者の

世帯は、年金も削られて財政的にも厳しい世帯

が多い、そういう状況もありますので、ぜひ県、

知事部局とも連携をとりながら、今、950世帯

ということでありますけれども、これがさらに

拡充できるように、対応を要望させていただき

たいと思います。 

【福山生活安全企画課長】 平成29年度につき

ましては、県が国の補助金を使いまして、市町

に対して貸し出し事業を始めるということで予

算を計上しているという話を聞いております。 

 また、昨年、壱岐市では9月の議会で、この

自動録音警告器の購入補助事業として、50万円

の予算で、最大購入経費の2分の1、上限5,000

円を補助するという事業を組まれておりまして、

平成29年度でも予算を組むという連絡を受け

ております。 

【川崎委員】 まず、県民の安全な生活を担保し

ていただき、本当にありがとうございます。引

き続きよろしくお願いいたします。 

 今、坂本(浩)委員からお話がありました。私

は全く同感でございまして、この特殊詐欺につ

いては今のような取組に、もっともっと力を入

れて取り組んでいただきたいなというふうに思

います。 

 高齢者の総合対策の取組については、るる説

明を聞きましたのでわかりましたけど、ＣＭを

通じた啓発について、全く否定するものではあ

りませんが、本当に効果があるということをこ

の950台で検証できたわけですから、より広め

ていって、この特殊詐欺被害を、減っている傾

向ではあるんですが、ぜひゼロにしていくとい

う思いで、効果的な取組をぜひお願いしたいと

思います。 

 先ほどの知事部局での取組だとか、さまざま

な動きがあるようですが、よく知事部局とも連

携をとっていただきながら、この効果の部分を

もう少ししっかりとＰＲをし、各自治体にもし
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っかりと周知をしていくことでより広がってい

くというふうに考えますが、ご見解だけ求めた

いと思います。 

【福山生活安全企画課長】 今、委員のご指摘の

とおり、特殊詐欺につきましては、昨年は減少

傾向に入っておりますので、これを続けるべく

いろんな形でやっていきたいと思っております。 

 特に最近は、コンビニあたりでの電子マネー

での架空請求詐欺というのも、割合的にかなり

増加をしているような状況でありますので、昨

年の12月から、このような名刺大の「電子マネ

ーを購入されるお客様へ」というカードを10万

枚ほど印刷しまして、県内のすべてのコンビニ

エンスストアに配布しまして、購入されるお客

様にはこれを手渡して、詐欺ではないですかと

いうことで、これによる阻止事例も、今報告が

上がってきているところです。 

 電話での詐欺だけではなくて、メールでの詐

欺も最近増えてきておりますので、いろんな手

段を使いながら防止に努めていきたいと考えて

おります。 

【川崎委員】 ぜひそういうのも議会に報告をし

ていただきたいと思いますよ。前も指摘をしま

したけど、ちょっとお知らせ下手なところがあ

られると思います。いろんないい取組をされて

いるので、積極的にぜひ情報発信をしていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 ちょっと細かい点で恐縮ですが、横長の資料

の歳入と歳出の部分で確認なんですが、2ペー

ジの部分、公舎貸付収入にかかる部分とか、敷

地売払収入、この内容についてご説明をいただ

きたいと思います。 

【髙橋会計課長】 横長の資料2ページの公舎貸

付収入についてでございます。 

 これは警察職員に貸し付けております公舎、

駐車場の貸付料収入を計上しておりまして、2

億4,000万円余の歳入を見込んでおります。計算

といたしましては、平成28年10月末現在におけ

る公舎の入居率等をもとに見積額を算出いたし

ました。 

 あともう一つ、敷地売払収入について1億

9,000万円余の見積もりをいたしておるところ

でございますが、これは長崎市内の職員公舎ほ

か1棟程度を平成29年度に売却をする見込みで

ございまして、1億9,000万円ほどの歳入を見込

んでおります。 

【川崎委員】 公舎貸付については、いわゆる家

賃とか駐車場代、わかりやすく言えばそういう

ことですね。わかりました。 

 今の敷地売払のほうなんですが、これは官舎

の売り払いですか。そうしたら、その物件をも

う一回確認と、どういった手順で最終的に売り

払う、売却するということになるのか、説明を

お願いします。 

【久保装備施設課長】 敷地の売り払いの関係に

つきましては、職員公舎の跡地とか、交番の跡

地を2件売り払う予定でやっております。 

 売り払いの方法としましては、県有地につき

ましては、県、市町等の活用状況の調査等を踏

まえて、活用がなければ一般入札という形で売

り払いの手続を進めているところでございます。 

【川崎委員】 そうしましたら、今の手順を踏ん

で、いわゆる最終的には各自治体についても利

用する計画というのも考えられないから、入札

にかけて売却したということですね。その確認

だけ。 

【久保装備施設課長】 はい、そういう流れで進

めているところです。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかにございませんか。 
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【前田委員】 警察活動費の交通安全施設整備費

ですが、2月の補正予算も社会資本整備総合交

付金の減に伴う事業費の減額をかけております

が、そもそもこの予算計上に当たって、特に住

民の方からニーズ、要望とかがある交通信号機

の新設とか、ＬＥＤ式灯器への取り替え、道路

標識とか標示というのは、予算の積み上げ方と

いうか、聞きたいのは、要は要望が出ていて積

み残しがあるのかないのか、その辺はどういう

ふうに、予算計上する際に。 

 結局、こうやって減額をかけている、交付金

の減額に伴った事業費の減額の内容がわからな

いから何とも言えないんですけれども、まずも

って、地域の方から出たそういう要望に対して

の積み残しがあるのかないのかも含めたところ

で、まず答弁いただきたいと思います。 

【大塚交通規制課長】 平成29年度予算で信号

機の新設につきましては9カ所を予定しており

まして、こちらは県民の皆様からのご要望に加

えて、新しく道路が新設されたり、改良された

りすることに伴う箇所も含めて9基を計上して

いるところです。 

 ご要望いただいている箇所につきましては、

現時点で全部で41カ所、要望数としてあるんで

すけれども、そのうち、信号機の設置場所が、

道路の幅員が狭くて車が離合できないような場

所だったり、あるいは交通量が多くなくて、例

えば押しボタン信号機であれば、利用者数も現

時点ではあまり多くないというようなところも

ご要望の中ではあるものですから、すべてのご

要望に関して予算計上という形はとってはおり

ません。 

 ただ、ご要望いただいている箇所に関しまし

ても、引き続き、我々としましては、周辺環境

が変化したことに伴いまして、今後、設置の必

要性というのが出てくるものに関しては、前向

きにご要望に応えられるように対応してまいり

たいと考えております。 

【前田委員】 今の答弁を了としますけれども、

ＬＥＤ式灯器なんかも、多分これは計画的にや

っていると思うんですが、取り替えることが了

というか、望ましいということであれば、やっ

ぱり集中的に思い切って予算を上げてやるとい

う方法もあると思うので、台数がどのくらいと

か、こういうのではわかりませんから、また改

めて資料をいただきながら、どういう計画にな

っているのかをお知らせいただきたいと思いま

す。 

 あわせて、そういう意味では、交番の駐在所

の整備費とか、職員公舎の整備費なんかの予算

が上がっていますが、これも公共施設総合管理

計画の中の個別計画の中で、全体的にはやっぱ

り計画を立てていると思うんですよ。そういう

のをどこかの段階で示していただかないと、単

発に出て、いいか悪いかと言ったって、悪いと

いう話にはならないんだけれども、じゃ、果た

して何年かかってどれぐらいの整備費が要るの

かとかというのは、やはり私たちとしては把握

しておく必要があると思うので、一度、次の議

会あたりででもざっくりしたものを出していた

だきたいなということは、要望とさせていただ

きます。 

【前田委員】 それと、議案外で質問しようと思

ったのですが、この際ここで、予算が絡むので

質問しますけれども、公用車の事故の保険金は、

平成29年度はどれぐらい、計上額は幾らになっ

ていますか。 

【髙橋会計課長】 警察車両の任意保険料にかか

る予算につきましては、平成29年度の歳出予算

で1,419万8,000円を計上いたしております。 
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【前田委員】 毎議会、毎議会、公用車の加害事

故が発生して専決処分というか、報告があり、

その都度、その都度、もうこのようなことをな

くしていくというような答弁をされていますけ

れども、保険金は、結局、事故の実績に応じて

出てきますよね。それで、議案外で質問すると

いうか、事前に資料をもらっていたんですけれ

ども、平成26年は680万円ぐらいの契約で、平

成27年も670万円、それが平成28年度で1,378

万円、これは結局、事故が増えているからとい

うか、保険金は事故の実績でなっていますよね。

今聞いたら、本年度も新年度も1,400万円という

ふうに、昨年よりもまた、契約の金額というの

が高くなっていて、お金のこともさることなが

ら、やはりこの事故の件数を減らしていただか

ないといけないと思っているので、まずもって、

過去5年間の単年度ごとの事故の件数、専決で

すね。それと、新年度に向けてどういった取組

をしようとしているのか、この際答弁をいただ

きたいと思います。 

【北村監察課長】 過去5年間の公用車加害事故

の賠償に関する事故に関しましては、平成24年

度が26件、平成25年度が24件、平成26年度が

17件、平成27年度が23件、平成28年度、今回、

2月定例会までにお諮りしております件数につ

いては24件ということで、なかなか減っていか

ないということで、委員ご指摘のとおり、我々

といたしましても、各種会合等につきまして指

示をしたりやっておるんですけれども、なかな

か我々の努力不足で減っていかないというとこ

ろがございます。 

 ただ、我々といたしましても1件でも減らす、

最終的にはゼロにしていくということを目標に

立てておりまして、今、お金の関係でお話がご

ざいましたけれども、我々のところですると、

デメリットとしますと、公用車が使えないとか、

士気が低下をするとかといった内部的なデメリ

ット、それから、県民からの信頼を失うという

ような非常に大きなデメリットがあるというと

ころを踏まえまして、職員に対して指導をやっ

ておるところでございます。 

 平成25年度につきましては、幹部等による指

導を徹底するようにという指導、それから、若

手の事故が多いというようなところを踏まえま

して、若手に特化した指導・教養、それから、

実践的な運転訓練をやるようにということで、

警察施設でありますとか、自動車学校をお借り

しまして訓練をやるというようなところを実施

いたしました。 

 それから、平成27年からは、後退中の事故が

多いという分析結果を踏まえまして、後退中、

同乗者がいる場合は誘導をするというようなこ

との徹底をさせておりますけれども、なかなか

減っていかないということで、昨年度につきま

しては、やはり「事故をするな、減らせ」と言

うだけでは心に響かないということで、指導を

するナンバーツー、署でいいますと副署長あた

りが事故防止というところで指導をやるわけで

すけれども、その指導をする人間がもう少し、

事故が発生するメカニズムでありますとか、そ

ういった心理面を踏まえまして、保険会社の専

門家に依頼をいたしまして、管理面からの研修

等を行いました。 

 また、事故が多い若手等に対する公用車事故

防止の研修をやりまして、これにつきましては、

警察官の目ではなくて、一般の方の目から見た

教養をやっていただきたいということで、ＪＡ

Ｆの方に来ていただいて、事故防止の推進を図

っていただくような講話をしていただいたとこ

ろであります。 



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月３日） 

- 17 - 

 また、今年度につきましても、やはり後退中

の事故が相変わらず減らないということで、誘

導がいない場合にでも、降車をして確認をしな

さいというようなことでありますとか、特に、

今後、異動期にかかりまして、統計的には4月

の事故が多いということが見られます。原因と

しましては、地理不案内でありますとか、それ

から、署に配置をされている車の特性がわかっ

ていないというようなところが考えられますの

で、そういった面につきまして教養、それから

実践的な対応をさせていただいて、1件でも事

故を減らしていきたいと思っております。 

【前田委員】 非常に詳しく、取組について、ま

たその努力というのも評価いたしますが、やっ

ぱり結果としてそれが出てこないと何もならな

いので、平成29年、ぜひ今のようなことも生か

しながら、しっかりと取り組んでほしいなとい

うことを要望しておきます。 

 最後に、確認だけですが、職員退職手当は、

当然予算計上していると思うのですが、2月補

正予算の概要の中で1億9,400万円、これは内容

として、勧奨退職数等が当初見込みを下回った

ことによる減額となっていますけれども、すみ

ません、不勉強だったんですが、そもそも勧奨

退職者というのは何ですか、警察ではそんなこ

とをやっていたんでしたか。ちょっと説明して

ください。 

【髙橋会計課長】 勧奨退職という形の整理です

が、定年退職に至らない前におやめになる方の

区分として、勧奨退職という用語を使っており

ます。 

【前田委員】 予算の話なので、そうしたらあれ

ですか、今年度の予算の職員退職手当の額があ

りますよね。その中で勧奨退職手当の予算とい

うか、見込みというのは幾らとっているんです

か。 

【髙橋会計課長】 申しわけありません。勧奨分

と定年退職分とそれぞれで幾らを見込んでいる

かは、ちょっと手元に資料がございませんもの

ですから、また後ほどご報告いたします。 

【前田委員】 額はいいとして、定年前にやめる

人たちの、結局、補正予算に書いてあるから聞

いているんだけれども、見込みを下回ったとい

うことで、そもそも見込むものなのかどうかが

よくわからなくて、なんでこんな表現というか、

もしこれが、書いている文字面と実態が違うん

であったら、そこだけ説明をしてください。 

【髙橋会計課長】 申しわけありません。勧奨退

職に関しましては、過去3年の平均値で予算の

見込みを立てました。委員ご指摘のとおり、何

人おやめになるかというのは、もともと見込め

る性質のものではないものですから、過去3年

の実績をもとに平均人数でカウントしたところ

でございます。 

【前田委員】 今ので分かりましたので、もうそ

の内訳は結構です。 

 私が勘違いしたのは、警察本部のほうから、

あなた、定年前だけれども、やめませんかとい

うことをやっているのかなと思って、そこの確

認だけ。そういうことはないということで、そ

れぞれの方々の事情、事情の中で退職者がいる

けれども、その方たちの分も平均値を出して、

予算の中には計上する。それが年度末には、当

然調整が入るという理解をしていいということ

ですね。 

【田尻警務課長】 今、委員がおっしゃられたと

おりでございます。警察側から退職しなさい、

そういう話は全くあり得ませんし、平均値を出

して下回ったときに補正をやっているという状

況でございます。 
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【吉村(洋)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分及び第47号議案の

うち関係部分は、それぞれ原案のとおり、可決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、それぞれ原案のとおり、

可決すべきものと決定されました。 

【吉村(洋)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。 

 議案を議題といたします。 

 警務部長より総括説明をお願いいたします。 

【壱岐警務部長】 警察本部関係の議案について

ご説明いたしますが、その前に、2月24日付で2

人の警察職員に対しまして懲戒処分を実施いた

しましたので、そのご報告とおわびを申し上げ

たいと思います。 

 まず、1名は、50代の男性巡査長でありまし

て、今年、平成29年1月25日の午後6時15分ごろ、

長崎市内におきまして酒に酔った状態で自家用

車を運転したもので、懲戒免職といたしました。 

 あともう1名は、20代の男性巡査長でござい

まして、平成28年8月8日、午前0時15分ごろ、

西海市内におきまして、自家用車を運転中、道

路右側の樹木に自分の車を衝突させまして、同

乗していた男性に傷害を負わせる交通事故を起

こしたものの、直ちに最寄りの警察署へ届出を

しなかったということで、停職3カ月というふ

うにいたしております。 

 これら2件につきましては、法を守り、また

法を執行する警察職員としてあるまじき事案で

ございまして、県議会をはじめ県民の皆様に深

くおわびを申し上げたいと思います。 

 今後、これまで以上に、職員に対する職務倫

理教育を徹底するとともに、きめ細やかな身上

把握を行うなど、再発防止と、また、県民の皆

様の信頼回復に努めてまいりたいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、警察本部関係の議案について、ご

説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第20号議案「警察職員の定員に関する条例の一

部を改正する条例」であります。 

 資料は、横長の「総務委員会説明資料」、警

察本部の1ページ目をお開きください。 

 この条例は、人身安全関連事案対策の強化等

のため全国で886人の地方警察官の増員を盛り

込んだ平成29年度予算政府案が昨年12月に閣

議決定され、このうち、本県には9人の増員が

認められたところです。 

 これに伴い、地方警察官の定員の基準を定め

ている警察法施行令が一部改正されたことから、

本県条例で定めている警察官定員を3,066人か

ら3,075人に改めようとするものであります。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

 同じく資料の2ページ目をお開き願います。 

 これは、公用車による交通事故について和解

が成立いたしました3件及び損害賠償事案1件
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の合計27万8,793円を支払うため、2月10日付で

専決処分をさせていただいたものでございます。 

 このうち損害賠償事案につきましては、江迎

警察署の職員が、事件捜査の証拠品として保管

しておりました、普通常用自動車を移動させる

際に、タイヤに車止めが設置してあることを失

念したまま発進させ、車両を損傷させた事案に

なります。 

 この損害賠償事案の賠償額7万6,978円は全

額県費から支払われることになっております。 

 公用車による交通事故を減少させるため、各

署におきまして発生状況に応じた指導等を行っ

ておりますが、先ほども監察課長が申しました

けれども、今後とも、引き続き事故防止に取り

組んでまいりたいと思っております。 

 このほか、県警の基本姿勢と平成29年の運営

指針について、また、犯罪の一般概況について、

ストーカー及び配偶者等暴力事案の認知状況に

ついて、特殊詐欺の被害防止対策について、暴

力団対策について、少年非行の概況について、

生活経済事犯の取締り状況について、交通事故

の発生状況について、につきましては、縦長の

「総務委員会関係議案説明資料」に記載したと

おりとなっております。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【吉村(洋)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、これより議案に対する質疑を行います。 

 ご質問がある方はお願いいたします。 

【山田(朋)委員】 今回、9人増員ということで

ございますが、私の認識が正しかったら、今、

警察官自体が不足をしていたのではなかったか

というふうに認識をしていましたが、定員の状

況をそれぞれ教えてください。 

 3,075人になったけど、私は、今、警察官が不

足をしているというふうに認識をしたんですけ

ど、その状況を。 

【田尻警務課長】 ここに示しておりますのは、

警察官の定員ということで、平成28年度が

3,066人ということでございます。 

 実際、警察官の減員となりますと、どうして

も病気をされる方とかがございますので、実際

働いている人数が若干減っているのは、そうい

うことでございます。 

 ただ、病気から復職し、職場に戻るというこ

とがございますので、その月、その月で数字に

ついては変化している状況でございます。 

【山田(朋)委員】 病気で休んでいる方以外では

ちゃんと定員に達していましたか。私は、そも

そも不足があったかなと思ったんですが、それ

はなかったですね。 

 それで、今度3月末で退職があります。その

状況と、採用試験も終わられたと思いますが、

そこを勘案した中でも、今後定員的にはどうい

うふうになっていくのか、そのあたりもちょっ

と教えてください。 

【田尻警務課長】 定員については、4月1日現

在で定員化を図っております。3月31日に退職

者が退職され、4月1日付けで新しい採用者を採

用しますので、ほぼ定員に近い状態になります。 

【山田(朋)委員】 私は具体的に人数を聞きたか

ったんですが、退職する人と入る人のバランス

で、今度新しくなった3,075人に限りなく近い状

態にはなるよと。でも、若干の不足はあるよと

いうことで認識していいですね。 

【田尻警務課長】 委員おっしゃったとおりでご

ざいます。できる限り定員数に合わせるように

採用活動とか強化しておりますけれども、どう
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しても途中で辞退される方もおられますので、

限りなく近い状態で、そういう定員化をしてい

る状況でございます。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

【坂本(浩)委員】 この条例が、「人身安全関連

事案対策の強化等のため」というふうなことで

すけど、これを分かりやすく説明してもらえま

せんか。 

【田尻警務課長】 人身安全関連事案と申します

のは、ストーカーとか、いわゆるＤＶを始めと

する事案で、これを人身安全関連事案と称して

おります。 

 これが、やはり増加傾向にあるということ、

場合によっては、殺人事件等の生命にかかわる

重大事件に発展していく可能性があるというこ

とでございます。 

 これらの事案は、身近な者が行為者となって

いるというのが現状でございます。これらに対

して危険性とか、切迫性の判断が困難である、

または事態が急遽展開していく、重大事件に発

展していく可能性があるということで、これら

の事案に対する犯罪抑止、それと犯罪捜査、こ

の両面から対処するために、人身安全関連事案

の対策の強化を図っているところでございます。 

【坂本(浩)委員】 分かりました。そうすると、

この増員の分というのは、これは階級で書いて

いますからよくわからないんですけど、その部

署の方々が増えるということでいいですね。 

【田尻警務課長】 委員おっしゃるとおりでござ

いまして、その担当部門に配置することになり

ます。 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第20号議案は、原案のとおり、可決すること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第20号議案は原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。 

 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。 

【壱岐警務部長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した警察本部関係の資料についてご説明いたし

ます。 

 1,000万円以上の契約状況につきましては、

11月から1月までの実績は、資料に記載のとお

り、27件になっております。 

 このうち、外部公開・不正プログラム対策機

器借上1件を随意契約しているところでござい

ます。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【吉村(洋)委員長】 次に、議案外の所管事務一

般に対する質問を行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はございま
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せんか。 

【山田(朋)委員】 お伺いしたいと思います。 

 3ページの随契になっている分ですね、外部

公開・不正プログラム対策機器借上ということ

で上がっていると思いますが、この中身をちょ

っと教えてもらっていいですか。 

【髙橋会計課長】 この外部公開・不正プログラ

ム対策機器についてでございますが、こちらの

機械は、外部のネットワークでありますインタ

ーネット上に県警のホームページを公開すると

ともに、ウイルス対策ソフトのパターンファイ

ルでありますとか、情報セキュリティー維持に

必要なファイルを警察の内部ネットワークに取

り込むための機械でございます。 

【山田(朋)委員】 私にはすごく難しい内容では

あったんですけど、これはやっぱり随契じゃな

いとできない理由というのがどういったもので

あるのか。 

 例えば、ネットワークのいろんなセキュリテ

ィー対策とかそういうものであれば、そういう

ような技術を持ったところはいっぱいあるのか

なと思うんですけど、どういう理由でそういう

ふうになっているのか、ちょっとお聞かせくだ

さい。 

【髙橋会計課長】 申しわけございません。説明

が途中で中断しまして、恐縮でございます。 

 こちらの機械については、今の機械の借り上

げ期間が平成29年2月までの契約でございまし

た。通常であれば、その時点で切り替えて更新

を行うことになるんですが、この機械も、先ほ

どちょっと申し上げたとおり、私ども警察のネ

ットワークセキュリティーの根幹を維持するた

めの機械でございますので、移設することによ

ってネットワークが外部ネットワークにさらけ

出されてしまうということは、1秒たりとも防

がなければなりません。 

 したがいまして、予算の時にご審議いただい

たとおり、通信指令システムと同じような考え

方になるんですが、新庁舎のほうに新しく整備

をして、間隙を生じさせず切り替えるという手

順を、今踏むように作業しているところでござ

いますので、今現行の機器につきましては、新

庁舎に移るまでの1年間、再リースをすること

といたしておるものですから、今の機械をその

まま借り続けるということで、随意契約をする

と、こういう手順でございます。 

【山田(朋)委員】 分かりました。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにご質問はございませ

んか。 

【前田委員】 確認ですけれども、長崎警察署及

び浦上警察署放置車両確認事務業務委託並びに、

同様の佐世保署ですね、それで、入札の結果が

出ていますが、2者による競争、同じところが

挙がっていますけれども、1点わからないのは、

なぜ2者にとどまっているのかというか、条件

として何か制限が強いものが入っているんです

かね。本当はもっと競争があっていいと思って

いるんですけれども、なぜこういう2者しか手

が挙がらないという状況、それはどんなふうに

認識されているんですか。 

【髙橋会計課長】 まさに委員ご指摘のとおり、

複数者が入札に参加していただくことによって、

競争性を確保するということは非常に重要な取

組だと考えておるところでございます。 

 私も今回のこの入札に関しましては、総合評

価一般競争入札方式を採用するということ以外

は、特に深い条件は付しておりませんが、結果

において2者の応札になったというところでご

ざいます。 

 参考までに申し上げれば、前回、2年前に入
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札をしたときには3者ないしは4者の応札があ

りましたので、今回やむを得ず2者になったと

いうふうにご理解をいただければと思います。 

【前田委員】 時節柄、多分忙しいからこれに応

募しなかったというのもあるのかもしれません、

人の確保というかですね。 

 ただ、やっぱり2者しか手が挙がらなかった

というのは、結果は結果としながら、手を挙げ

なかったところも含めて、どうしてですかみた

いなことも、事後ちょっと追っかけてみて、次

の機会の時には、おっしゃったような競争性が

もう少し発揮されるような入札となるように研

究してほしいということを要望して終わります。 

【吉村(洋)委員長】 要望ですね。 

【前田委員】 はい。 

【吉村(洋)委員長】 ほかに、ご質問はございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 それでは、次に、議案外所

管事務一般について、ご質問はありませんか。 

【友田委員】 昨年のちょうど2月定例会で、私、

環境生活委員会にいまして、県民生活部の時に

取り上げていましたので、久保課長が対応をい

ただいたのかなと思うのですが、実は、私の地

元にも、先ほど前田委員のほうから指摘があっ

たように、信号設置の要望がありまして、ただ、

なかなか信号が設置できる状況じゃないという

回答がありまして、それで、そういった地域の

要望が、実は横断歩道はあるんだけれども、横

断歩道に立ってても全然止まってくれないと。

止まってくれないもんだから、押しボタン信号

を設置してほしいというお話だったんですね。 

 それで、さて、松浦市内に信号機のない横断

歩道は幾つあるんだろうかと思って、それから

気になってずっと調べて、ずっと回ってみまし

た。結構な数、実は信号のない横断歩道という

のがありまして、松浦市は、ご存じかどうかわ

かりませんけれども、佐賀県を通って旧福島町、

旧鷹島町に行くものですから、伊万里市内をよ

く通るんですよ。そうすると、伊万里市内の押

しボタン信号のない横断歩道には、ほとんどと

いっていいほど黄色い旗が設置されているんで

すね。松浦市内に来ますと、実はない。1カ所

だけ横断歩道に黄色い旗があって、それもプラ

スチックですから、ほとんど使われてない、筒

に差し込んだまま、その形のまま出てくるよう

な状態ですから、ほとんど使われてないんです。 

 これから、ちょっと疑問点を持って、204号

を長崎県と佐賀県の境である、松浦の滑栄とい

うところから佐世保市役所の前まで、204号を

ずうっと気にしながら、信号機のない横断歩道

を通りました。そうすると、黄色い旗が設置さ

れていたのは、佐世保市役所前まで、先ほど私

が申し上げた松浦市の1カ所を含めて、私が見

た感じでは3カ所しかないんですよ。しかも、

平戸市の田平町に2カ所あるだけ。松浦市の1カ

所と田平町に2カ所、この3カ所しかないんです。 

 気になったもんですから、35号をそのままず

っと三川内まで行きました。ほとんどないです。

そして、三川内から有田町、佐賀県に入ると、

佐賀県はいっぱいあるんですよ。佐賀県をずう

っと通って江北町ぐらいまで行って、小城を通

って、多久を通って、唐津を通って松浦に帰り

ました。佐賀県はいっぱいあるんです。長崎県

は、本当に信号機のない横断歩道に黄色い旗は

ないんですよ。 

 西海橋を通って県庁に来る時に、206号を通

りました。あれは長崎かな、琴平、何かあの辺、

琴海ですかね、琴海の辺には一部ありました。

長崎に入ってくると、もう交通量が多いもので
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すから、ほとんど信号機がついているんですね。 

 本当に長崎県は、信号機のない横断歩道に黄

色い旗の設置がないんですよ。ちょうど1年前

に県民生活部で申し上げたんですけれども、横

断歩道に黄色い旗を設置することについてあま

り積極的ではないように受け取れたんですが、

県民の交通事故を防ぐ立場である県警として、

佐賀県とのこの大きな違いはどのように考えて

おられるのか。 

 そのことを指摘して、昨年制定された「第10

次交通安全計画」の中には、文言として一部入

れていただきました。歩行者の安全についても

ちゃんとするようにということで、県警のほう

で入れていただきましたけれども、その後の動

きも含めて、県警としては、この信号機のない

横断歩道への黄色い旗の設置、また、子どもた

ちに対する安全な横断歩道の利用の方法とか、

「手を挙げて横断歩道を渡りましょう」という

こととあわせて、私らの小さいころは黄色い旗

を挙げていきましょうというのがあったような

気がするんですけれども、このあたりをどのよ

うに考えておられるのか、お尋ねします。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午前１１時１４分 休憩 ― 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

【井川交通企画課長】 裸の横断歩道、信号機の

ない横断歩道ですけれども、ここに設置してい

る黄色い旗につきましては、市または安全協会

などの機関、団体が設置しておりまして、警察

では設置はしておりません。 

 それと、子どもの事故防止に関しましては、

安全教育を中心にかなりの回数を行っておりま

す。 

 それから、今後、「手を挙げて」の指導です

けれども、まだこれは予定ですが、大人に対し

ても、車の運転手に、自分は横断歩道を渡るん

だぞ、道路を渡るんだぞという意思を表示して

止まってもらう「手のひら運動」というのを今

度始めようと、検討をしているところでござい

ます。 

【吉村(洋)委員長】 今の質問に対する答えを。 

【秋泉交通部長】 今、友田委員がおっしゃった

ように、長崎のほうが黄色い旗があまり設置し

てないということですので、私どもは交通のい

ろんな団体と会う機会も多いですので、そうい

った要望があったことをしっかり伝えて、でき

るだけそれが拡充されていくようにやってまい

りたいと思っております。 

 そして、信号のついていない横断歩道につき

ましては、昨年の10月から、県警でも、渡る人

も手を挙げて車を止める、ドライバーの方もな

かなか止まっていただけないものですから、実

際に車にこうすると、実験しますと止まります

ので、そういったことを広げていっております

ので、そういったことをあわせまして、事故が

ないように努めてまいりたいと思っております。 

【友田委員】 旗の設置は交通安全協会であると

いうことは承知していたんですけれども、県警

として、黄色い旗の設置状況が、長崎県が少な

いということについて、どのようにお考えなの

かということをお尋ねしたかったものですから、

今申し上げたところです。 

 実は、よくよく調べてみると、佐賀県は交通

事故の死亡件数が非常に多いんですよね。10万

人当たりの中では非常に多いと。そういった危

機感を持って、そういうことから、交通安全協

会等々が積極的にああいった、横断歩道には黄

色い旗を設置しようという意識を持っておられ
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るのかなと思っています。 

 ただ、私は、県議会議員になって長崎によく

来るようになって驚いたのは、例えば築町の交

差点とか、県庁裏の江戸町の出島に向かうとこ

ろの交差点とか、信号がない横断歩道でも、ぱ

っと渡れば、車はぱっと止まりますよね。私は

この文化はすごいと思うんですよ。多分、長崎

と同じぐらいの規模の都市で、あんな信号のな

い横断歩道を人が渡って、車が積極的に止まる

ということはあまりないんじゃないかなと思う

んですよ。これは、多分、長崎県がずっとこう

してきた中で起きてきた文化だと思うので、今、

交通部長がおっしゃったように、長崎県は手を

挙げれば車が止まると、そういった文化にぜひ

していただいて、県のおもてなしとかいう一つ

にあっても、ぜひそういったことについては、

県警としてもお願いしたいと思っています。 

 もう一つです。これは、事前に少しお伝えし

ていたので、検討いただいていると思うのです

が、松浦の県道144号と、県で整備して、今松

浦市が所管している広域農道があるんですけれ

ど、「やまびこロード」、これの交差点が非常

に難しい名前で、御厨町郭公尾免というところ

ですけど、郭公尾免というところの交差点でた

びたび事故が起きるということで、実はこれは、

私が県庁に来るときの通勤ルートなんですけれ

ども、ここでたびたび事故があるということで、

先般、地元の方々から、地区の総意で、ここに

信号機を設置してもらえないかということの要

望が上がりました。市のほうでも12時間の交通

量調査を実施していただいて、そして、それを

もとに2月20日に松浦署のほうに、松浦署経由

で長崎県公安委員会のほうに、松浦市長名で、

この交差点に「交通事故防止対策に係る信号機

の設置について」という要望が出されました。

要望が出された回答が、2月27日に出されて、

「当該箇所は、付近に民家、公民館、商店街と

かが点在しているが、学校、病院、老人ホーム

等の公共施設はない。要望箇所における5年間

の交通人身事故の件数は、平成24年度で人身事

故2件、出会い頭2件、平成25年度がゼロ、平成

26年度が出会い頭1件、平成27年度がゼロ、平

成28年度が出会い頭1件ということで、ここに

書いてあるのは軽微な事故であるということで、

信号機の必要性は、現時点では低いものと判断

する」ということが言われているわけですね。 

 お尋ねしたいのは、私も民間企業に勤めてい

まして、労働災害とかがよくある時に言われて

いた「ハインリッヒの法則」というのがありま

すよね。ハインリッヒの法則というのは、交通

事故においては対象としていないのか、県警と

して考えていないのか。 

 先ほど統計の話がありましたよね。公用車の

事故については、統計データに基づくと、異動

のあった4月ぐらいが多いんだと。統計を考え

ておられるのであれば、このハインリッヒの法

則、一つの重大事故、死亡事故とかが起きた時

には29の軽微な事故があって、29の軽微な事故

の下には300のヒヤリハットがあると。だから、

300のヒヤリハット、ヒヤリハットが頻発する

ということは、29の軽微な事故が起きて、29の

軽微な事故が起きたら、次は大きな事故が起こ

るかもしれないぞというきっかけになるんです

ね。交通事故では、こういったことについては、

統計として扱われていないのか、お尋ねします。 

【大塚交通規制課長】 ご指摘のとおり、重大事

故の未然防止というのは極めて重要だというふ

うに認識しておりまして、警察におきましては、

重大事故の発生場所だけではなくて、先ほどお

っしゃられましたとおり、道路の形状によって
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は、交通事故が、先ほどおっしゃられた交差点

も含めてですけれども、それほど多くない状況、

あるいは未発生だったりすると。だけど、道路

の構造を見ると、危険な交差点というのはあり

ます。 

 そういった箇所につきましては、特に重大事

故の発生場所と同じような道路構造を有してい

る場所におきましても、交通事故の再発未然防

止を図るため、道路管理者と連携をしまして、

交差点の明確化、コンパクト化、それから減速

ドットライン、道路上に3連のドットラインが

あって、そこの上をうまく走ると、道路のカー

ブをうまく曲がれるような、そういう工夫の道

路標示を行ったりとか、あるいは、交差点その

ものの構造を改善したりとか、そういった交通

事故防止対策を道路管理者と連携して実施をし

まして、交通事故が発生しにくい道路交通環境

の改善に取り組んでおります。 

 先ほどお話がありましたやまびこロードと、

県道松浦江迎線が交差する交差点につきまして

も、交差点の形状の路面標示の改善を行って、

右左折の車両と主道路を進む車が交錯する事故

を防止する対策というのを、現在、道路管理者

と連携して検討しているところでございます。 

【友田委員】 先ほどハインリッヒの法則につい

てのお答えはなかったんですけど、地元の方々

が、確かに、ここで言われている出会い頭の事

故で、この5年間で見ると4件しかあってないと

いうことではあるんですけれども、地元の方が

心配しているのは、こういう事故がずっと続く

と、いつか大きな事故になるかもしれない。そ

の事故の対象者が自分たちかもしれないと、や

っぱり不安なわけですよ。 

 ここにも書いてあって、昼間の交通量は少な

いので、信号が設置されたら、結局信号無視を

するような車両を誘発してしまうというような、

そういった問題提起もされているんですけどね。

地元の方々からすると、信号がないほうがスム

ーズに行けるということはわかっているんだけ

ども、地区の総会で、やっぱり危ない交差点だ

から、信号機をつけてもらおうと、総会で決め

ておられる。 

 今、交通規制課長のほうから、道路管理者と

協議をして安全対策を講じるということなので、

ぜひこれについては可能な限り早くやっていた

だきたいと思います。確かに、周辺には病院も

ないし、学校もありません。でも、ちょうどそ

こが、本当に朝は、佐世保方面から、私が住む

御厨というところに来るルートでは最短距離に

なるものですから、この集落の中を通ってくる

んですよ。そして、そこには子どもたちが、朝、

スクールバスに使っている乗合バスがちょうど

来る、乗り場とかもあって、子どもたちの横断

等もあるんですね。だから、そういった子ども

たちの安全とかがあるものですから、ぜひこれ

については、地元は信号をと言われていますけ

れども、最大限の要望が信号であれば、最大限

には届かなくても、安全対策をやっていただけ

れば、地元としても安心いただけるところがあ

ると思いますので、ここはぜひお願いしたいと

思います。 

 交通量が少ないとここに書いてあるような同

じようなケースで、このやまびこロードの沿線

ですけれども、江迎の長坂、旧江迎役場からず

うっと上に上がっていって、やまびこロードと

接するところには、点滅のちょうど真ん中にオ

ーバーハングして、黄色と赤の点滅を、やまび

こロード側が黄色の点滅ですかね、交差する市

道のほうが赤の点滅という信号もあるんですよ。

だから、地元の方は、赤・青・黄の信号がなく
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ても、せめて注意を促す赤信号でもいいから、

何とかならんやろうかというようなお声もあり

ますので、ぜひ地元の対応を、その安全対策に

ついては講じていただきいと思います。 

 本当に地元の方は、自分たちでマネキンを持

ってきて、それにヘルメットをかぶせて、いか

にも警察官が潜んでいるかのように交差点の脇

に設置したりとか、本当にそこは危ないからと

いうことで、注意を自ら促しておられますので、

こういった県民の地道な努力、そして、安全対

策を講じようというその思いには応えていただ

くように求めたいと思いますけれども、再度、

この点について答弁をいただきたいと思います。 

【大塚交通規制課長】 委員から、今いただきま

したご指摘も十分に踏まえながら、道路管理者

との連携も深化させつつ、県民のご理解とご協

力のもと、交通規制及び交通安全施設の整備に

より、道路交通環境の改善を図り、交通の安全

と、円滑を確保してまいりたいというふうに考

えておりますので、引き続きのご協力をよろし

くお願いいたします。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

【徳永委員】 久しぶりに総務委員会に戻ってま

いりました。7年ぶりに来て、ちょっと緊張し

ております。 

 そういう中で、ちょっと質問させていただき

たいんですけれども、先ほどは車両事故のこと

がありましたけれども、私の記憶では、平成21

年ぐらいまでは車両の任意保険がなかったんで

すよね。ちょうど私が総務委員長の時に、いろ

いろと事故が多発をし、そして専決も多かった

んですけれども、そういう中で、任意保険がな

いというのがどうなのかと。いわゆる保険料と

事故の補償を比較した場合に、やはりこれだけ

の車両があるから、以前は任意保険はなかなか

経費もかかることから、ということだったんで

すけれども、その時に、警察としてはしっかり

とした捜査をやらなければならないということ

で、やはり安心してやるには任意保険をつける

べきだということで委員会で承諾をしてやった

わけですけれども、現在、警察車両においては、

すべて任意保険がなされているのか、まず、お

聞きをしたいと思います。 

【久保装備施設課長】 今、委員ご指摘があった

とおり、従前はなかった状態で、随時任意保険

に加入して、平成22年から全車に任意保険に加

入して、今対応しているという状況でございま

す。 

【徳永委員】 それは、今、全車ですね。その経

費としては、どれぐらいになるんですか。 

【髙橋会計課長】 現在の契約状況についてでご

ざいますが、約1,100台余の車両に対しまして、

1,378万9,850円の契約をいたしておるところ

でございます。 

【徳永委員】 1,000万円ですか、当時、1億円

とかじゃなかったですかね。（「1,000万円です」

と呼ぶ者あり）そうですか。 

 そういう中で、安心してしっかりと仕事をし

てくれということなんですけど、先ほどの説明

では、なかなか事故もあるということなんです

けども、当時、そのときも確認した時は、確か

に長崎県は他県に比べれば、私が言うのもあれ

なんですけど、少ないんですよ。ただ、それは

それとして、やはり事故があってはなりません

から、今後そういった面も含めて、当時、任意

保険も全車にかけて一生懸命していただこうと

いうことだったんですから、今後そこはしっか

りと、保険をかけたから事故はしていいんだと

いうことではなく、その辺はひとつよろしくお

願いしたいと思っております。 
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 もう一つ、これは私の一つの問題点なんです

けど、平成の合併によって警察署が再編をされ

ました。この中で、県内で唯一、雲仙市だけが

2警察署が1警察署になったんです。ここが、い

わゆる島原半島は、合併前は島原、国見、雲仙、

口之津、この4警察署が、結果的には、私の地

元の国見署が廃署になって、今は3つ。市が一

つになったということで、これはやむを得ない

ところもありますけれども、ただ、実際、私が

県警に申し上げたのは、減ったのはそういうこ

とかなと思いますけども、減ることによって、

警察も大変だと思うんですよね。 

 例えば雲仙市内は、隣の島原市に比べれば、

面積的には約2.4倍～2.5倍あるわけですよね。

人口はほぼ変わりませんけれども。そして、島

原半島というのは袋小路で、愛野が一つの入り

口で、雲仙市は二股に別れているということで、

前は国見署と小浜署があったことによって、し

っかりと警備ができたことが、今は西側に行っ

てしまって、有明海側の国見から愛野までは全

然ないという状況なんですね。 

 当時、そういう理由であったと言いますけれ

ども、私はいまだに、確かに国見の交番があり

ますけれども、この国見の交番というのが、県

警本部にしても、この国見の今の交番の状況で、

本当に警備がうまくできるのかというのも、お

そらく不安になられているところもあると思い

ます。 

 私は、そういう中で、例えば今の小浜署を愛

野に移して、真ん中に移してやるのか、それと

も、今の状況によって国見署をもう少し格上げ

をしてやるのか、そういったところをどう考え

ておられるのか、まずお聞きをしたいと思って

おります。 

【田尻警務課長】 委員のご指摘のとおり、当時、

雲仙市になった関係で国見署が廃止されまして、

旧小浜署に統合されて、今、雲仙署ということ

になっていると思います。 

 当時、いろいろな検討をした上で、各行政自

治体等との関係等も含めて、そういう警察署の

あり方がいいのではないかという判断のもとに

再編を行っておりますので、現在は、その考え

でいこうと思います。 

【徳永委員】 そういう考えだったんでしょうけ

ども、今の状況ですよね。合併して10年以上過

ぎまして、今のこの体制で、殊に県警としても

大丈夫なのかと。もう少しここは改良するべき

ものがあるのではないかと、そういう意見もち

ょっとお聞きしたいんですよね。 

【田尻警務課長】 委員ご指摘のとおり、警察事

象が県内いずれも多種多様になりまして、警察

官がすべて現状のままで十分かという話にもし

なれば、やはりこの警察事象に対処するために

は、警察官が少しでも多いほうがいいというの

は現実であると思います。 

 その中でも、限られた警察官の数の中でいか

に警察活動を、住民の利便性を考えながら効率

的にやっていくかということを常々考えており

ます。 

 今後も、各警察署の治安情勢、交通情勢等々

を勘案しながら、平素、今後も含めて体制につ

いては検討してまいりたいと考えております。 

【徳永委員】 決して私は、県警にどうのこうの

じゃなくて、やはり県警としても、雲仙市を守

るためには、これはちょっと考えたほうがいい

と思うんですよね。警察にとっても大変だと思

うんです。 

 というのは、愛野が入り口と出口ですよ。反

対に言ったら、ここからしか出られないんです

よ。ところが、吾妻には管理道路があるんです。
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これは封鎖をすれば大丈夫なんですけれども、

かなりやっぱり遠い。だから、小浜署が非常に

遠いと、国見から50分ぐらいかかると、住民か

らもいろんな、国見署があったことが一つはや

っぱりあるんですけれどね。それがなくなって、

やっぱり遠いと。 

 そうであれば、当時、私が聞いた時には、な

ぜ小浜警察署なのかと言ったら、これは耐震と

か、新しくできた。国見署は昭和40年前半にで

きて、これは老朽化で耐震をしなきゃいかん。

それはわかるんですよ。それから10年以上もう

過ぎて、ここはやっぱりもう一度、唯一ここは

2つの警察署が1つになったんですから、やっぱ

りこの位置とか、警察が一番仕事をされるとこ

ろですから、一番条件的にいい、例えば愛野に

つくり直すのか、それとも、さっき言うように、

国見署をもっと格上げしてやるのか、そういう

ところも、私は今後議論をして検討していただ

きたいと思うんですよ。 

 これは事件があって、そのことがまた要因に

なってしまえば、結局、警察は一生懸命、警察

官は一生懸命やられていますよ、国見署は、こ

の交番は。だから、非常に事件も少ないんです

けれども。 

 ただ、そういう中で、例えば大きな事故が、

事件が起きた時に、その辺のことが遅れてしま

ったと、結果的になったら、これはやはり大変

なことになりますから、そういうところも含め

て検討したいと思っておりますけれども、そこ

をちょっとお聞きしたいと思います。 

【田尻警務課長】 委員ご指摘のとおり、警察署

のある位置については、管轄区内の住民の方の

便利性、これを配慮しつつ、関係自治体とか官

公署の関係、または交通・通信との関係を踏ま

えて、あるべきところにあるというのが警察署

の位置かと思います。 

 現在、雲仙警察署については、委員がご指摘

のとおり、雲仙市の南部にあるということで、

事件・事故への対応や、または自治体との連携

面、これについて効率的な位置にあるかと言わ

れると、必ずしもそうとは言いがたいところが

あると思っております。 

 ただ、ご理解いただきたいのは、これも先ほ

ど委員のほうからご指摘がありましたけど、雲

仙警察署の庁舎自体が、他の警察署に比べます

と、まだ築後新しい、実際、県内には築後40年

を超える警察署がまだ8署ございます。こうい

う建て替えの時期等を含めまして、もし今後、

雲仙警察署の建て替えに当たっては、その位置

については、先ほど申したとおり、住民の利便

性とか、他の官公署の位置関係とか、または警

察業務が効率的に行える位置等を考えたいと思

っております。 

 それまでの間は、事件・事故への迅速な対応、

または、住民の皆様に対して利便性を確保しな

がら、安全・安心を確保する警察活動を推進し

てまいりたいと思いますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

【徳永委員】 その説明も分かります。ただ、何

回も言うように、これはただ利便性だけじゃな

くて、位置なんですね。さっき言う島原半島は

愛野が一つの出入り口、そしてここには、もう

一つは国見には有明フェリーというのもありま

す。そういう意味では、ここは要所なんですね。

私が言っているのは、利便性だけじゃないんで

すよ。警察と島原半島の中でも、雲仙署の役割

というのが、また島原署と南島原署とは違う。

ここも補う、もし犯罪があった時には、そうい

う位置なんですね。 

 だから、そこを私は、雲仙市というのは愛野
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町、島原半島の出入り口を持っている地域性と

いうことが、警察の業務にも大きな影響がある

と思いますので、そこもしっかり考えていただ

いて、建物が新しいから仕方ないじゃなくて、

そうであれば、私も今度は、知事にもそういう

要望を当然しなくてはならないと思いますし、

また、県警本部からも国のほうにもそういった

要望をしていただいて、やはり皆様方が仕事が

できる、働きやすい環境というのも必要ですの

で、そういったところも含めてお願いをしたい

し、私も今後、また皆さんとともにそういう働

きかけをしたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにご質問はありません

か。 

【川崎委員】 高齢者の事故対策について、お尋

ねをいたします。 

 免許の更新等々で行われる高齢者講習につい

てお尋ねですが、私が認識をするところ、道路

交通法改正もありますが、70歳以上の免許の更

新時、さらに、75歳以上の方については、違反

を起こしたときに随時行うと。おまけに、75歳

以上の方は認知機能検査と高齢者講習と、別々

に受講しなければいけないというふうに認識を

しております。 

 また、この受講の期限が、誕生日の前後6カ

月以内に終えることということもされて、いわ

ゆるもう期限を切ってやる。改正道路交通法に

おいても、厳格にこれを行っていくという姿勢

だというふうに思っております。 

 しかし、期限が切られることによって、受講

待ちが発生をしているという報道もあっており

ます。まず、県内におきましては、こういった

受講待ちのような状況が発生をしているのか、

全容について説明いただきたいと思います。 

【式場運転免許管理課長】 高齢者の講習につい

て、半年前から講習の予約ができるようになっ

ております。 

 現在、講習待ちですけれども、通常の場合が

2～3カ月待ちです。春は、高校生が受験に来る、

いわゆる繁忙期という時期ですけれども、これ

が3カ月～4カ月待ちの状況となっております。 

 高齢者講習ですけれども、70歳以上の更新の

方がすべて受けるようになっておりまして、75

歳以上の方は認知機能検査というのを受けるよ

うになっております。 

【川崎委員】 今、通常2～3カ月待ち、春先は、

新規の取得者もあるので、さらに3～4カ月待ち

という状況でした。 

 今、2～3カ月待ちとおっしゃいましたけど、

いわゆる申し込みの瞬間が大事かと思いますが、

早めにきちんと意識を持って取り組もうとされ

ている方は、2～3カ月待ちでも、おそらく更新

には影響しないんでしょう。しかし、ぎりぎり

になって申し込んだ人は、ひょっとすると更新

切れ、そういったことにもつながっていくんじ

ゃないかと思いますが、そういったところ、い

わゆる更新が切れるようなことがあれば、運転

できないということでしょうから、このあたり

は問題として、今発生はしていませんか。 

【式場運転免許管理課長】 通常、早めに申し込

まれる方がいらっしゃれば、これはすべて免許

証の有効期限内に更新を終わられております。 

 ただし、ぎりぎりになって講習の申し込みを

される方がいらっしゃいます。これは、運転免

許管理課と自動車教習所が連携しまして、免許

期限切れにならないような方法で対応しており

ます。 

【川崎委員】 ということは、実態としてはその

辺は連携をとりながらカバーをして、更新切れ
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にならないようにやっていると、配慮されてい

るということで認識をいたしました。 

 そうしたら、今度は高齢者講習にかかる費用

のことなんですが、費用負担は、おそらく受講

者なんでしょう。これはそのままストレートに

教習所に行く、つまり教習所の講習経費という

ことでそのまま100％行く、このような考え方

でよろしいですか。それとも、仕組みとして、

何か県警が委託をするというような事業形態に

なっているのか、その仕組みについてご説明い

ただきたいと思います。 

【式場運転免許管理課長】 高齢者講習は、県警

のほうから委託でやっておりまして、高齢者講

習の費用についてはすべて手数料という形で取

っておりまして、それがそのまま県のほうに行

くと思います。 

 それで、今度は県から自動車教習所のほうに

委託料として来るという形になります。 

【川崎委員】 もっと分かりやすく、今、仕組み

は、お金の流れはわかりましたが、額、そして

手数料は額ですか、それとも率ですか。もう少

し具体的な数字を挙げてご説明いただきたいと

思います。 

【式場運転免許管理課長】 委託は、手数料は、

現在、75歳未満が5,600円です。75歳以上が

5,200円プラス、認知機能検査の650円を足した

額になっております。 

 手数料は、75歳未満は5,600円のうち5,508円、

75歳以上が5,200円のうちの5,194円が手数料

となっております。 

【川崎委員】 分かりました。そうしたら、一部

報道で確認したところが、いわゆる日数の待ち、

ウェイティングの期間を短縮するために、3月

の改正道路交通法においては、運転適性検査器

を廃止して、その分、時間的なものを圧縮しな

がら、より多くの方を受講させるという方針の

ようですが、これが廃止をされるということで

すけど、そもそもこの器械は非常に重要な意味

を持つもので導入されたというふうに認識をし

ておりますが、その目的と効果、そして、これ

を廃止することによっての影響をお尋ねしたい

と思います。 

【式場運転免許管理課長】 今お尋ねの運転適性

検査器ですけれども、これはドライバーの反応

の速度と正確性を見る器械となっております。

実際使っている器械ですけれども、シートがあ

りまして座ります。前にモニターがあります。

あとはハンドルとアクセルとブレーキがありま

す。中で、例えば赤のランプがつくんですね。

それを見たら、アクセルを離してブレーキをか

ける。青のランプがついたら、ハンドルから手

を離して右手のボタンを押す、黄色のボタンが

ついたら左手を離してボタンを押すという方法

なんですね。 

 これは、高齢者から非常に難しくてわかりに

くいという意見が出まして、警察庁のほうと検

討いたしまして、現在、これを廃止した場合、

高齢者講習の中で実車指導というのがあるんで

す。その中で実際運転してもらいますけれども、

例えばハンドルの切り方、ウィンカー、アクセ

ル、ブレーキを実際見て、高齢者の運転者の方

の反応の速度と正確性を実車指導の中で見られ

るという判断をしております。 

 さらに、次の道交法の改正で、実技指導のほ

か個別指導というのが始まるんです。これは、

実技指導で運転する中で、車にドライブレコー

ダーをつけるんです。ドライブレコーダーは映

像がありますので、帰ってきて、高齢者本人が

ドライブレコーダーを見ながら、実際どういっ

た運転の特性があるのかどうか、これを見なが
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ら個別に指導をしていくという形ですので、今

言ったとおり、器械が難しいという話がありま

したので、これにかわって個別指導と実車指導

で補えるものということで判断しております。 

【川崎委員】 詳しい説明をありがとうございま

した。 

 高齢者に分かりにくいというのが非常に理解

しにくくて、だって、内部の方が、研究所が研

究して、そういったものを導入して進めてきた

わけでしょう。内部でやっていて、内部で否定

するというのは何かおかしな話だなと思います

が、本質を損なわないように、これが廃止によ

って、実車教習によってそれがきちんと判断で

きるんだったらいいんですが、器械でやるから

客観的に見られる部分があって私はいいと思っ

ているんですよ。一方、実車研修ということは、

当然、今度は人の主観的な判断になってくると

思いますが、そこのところは非常に注意をしな

ければいけない部分じゃないかというふうに思

いますので、ぜひ追っかけてしっかりと検証し

ていただきたいと思います。 

 次の質問ですが、先ほど説明の中で、平成29

年の運営指針として、高齢者総合対策の推進を

はじめ項目を挙げられております中に、官民一

体となったテロ対策の推進という項目もござい

ました。この中で、いわゆる暴力的なテロもさ

ることながら、サイバーテロというのも、今大

きな問題になっているかと思います。 

 県内の実態と、現在の県警の対応、そして人

的な体制をお尋ねいたします。 

【原口公安課長】 お尋ねのサイバーテロに関し

てですけれども、まず発生状況ですが、県内を

含めまして、国内での発生はございません。 

 対応としまして、まず体制です。県警本部に

サイバーテロ対策プロジェクト、これは公安課

長以下28名です。各課にまたがっておりますけ

れども、これを設置しまして、被害未然防止の

ための重要インフラ事業者との連携強化と情報

収集です。それと、事案認知時の被害拡大防止

措置、緊急対処活動等を行っております。 

【川崎委員】 現在は発生していないということ

でありましたが、国際的に脅威にさらされてい

るということは、皆共通な認識だというふうに

思っておりまして、今、体制についても一定準

備はされているということでありました。 

 角度は違うかも分かりませんが、県立大学で

セキュリティー学科というものを設けて、本当

にこういうもののプロフェッショナルの人材を

育てていこうとされています。よくいろんな人

材を育てていく中で、私も非常に不満に思って

いるのは、みんな長崎を離れて、都市部のいろ

んな企業にどんどん吸い上げられていっている

状況なんですよ。こういった優秀な人材を育て

ていくんだったら、ぜひ地元でしっかりと雇用

していくということも大事な視点かなと思って

いるんです。 

 今から、脅威にさらされているこの分野にお

いても、ぜひそういった人材を確保していく、

つまり、雇用の受け皿ですね。そういったこと

についても県警に検討していただきたいと思う

のですが、いかがでしょうか。 

【田尻警務課長】 既にサイバー関連、サイバー

の知識を持った人物について採用活動、または

採用を強化しているところでございます。 

 委員からお話がありました県立大学の関係で

ございますが、既に本年1月24日に、「長崎県

サイバーセキュリティーに関する相互協力協

定」というものを締結しております。この機関

というのは産学官、いわゆる産業界、大学、そ

して我々警察又は県ということで、産学官一体
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となった協定を結んでおります。その中に、長

崎県の学術機関として、県立大学を始め長崎大

学、長崎総合科学大学、佐世保工業高等専門学

校、これも既に中に入っております。その中で、

いわゆる学術界においては、サイバー人材の育

成・輩出等につきまして、既に連携をとってい

るところでございます。 

 既に、この協定に基づいて、学生に対する警

察官採用、受験の奨励等も行っている状況でご

ざいます。 

【川崎委員】 じゃ、もう随分進んでおられるん

ですね。ぜひそんなにやって、せっかく地元で

いい方が育っていこうとされているわけですか

ら、人口流出ということにすると、なかなか警

察のテーマとはどうかなと思うんですが、ぜひ

そういったことで受け皿の整備をやっていただ

いて、また、こちらからそういった人材が、も

しくは中央に応援に行くぐらいの、そういった

長崎県警の人材の確保という観点で頑張ってい

ただければと思います。 

 最後に、予算議案で聞けばよかったんでしょ

うが、施設の維持管理ということについては、

ずっと継続して発生をするものだというふうに

思っております。私も何度かこの総務委員会で

質問させていただいていますが、包括的に施設

管理をやることによって、削減もしくは圧縮が

できるということを提案させていただきました

が、新年度予算ですけど、そういった考え方で、

いわゆる包括管理という考え方で維持管理費の

削減、圧縮というものが検討されたのかどうか、

お尋ねいたします。 

【髙橋会計課長】 施設の維持管理経費の縮減に

向けた取組ということでございます。 

 私どもはこれまでも幾つかの施設にかかる維

持管理経費の執行について集約を図って、スケ

ールメリットをきかせた予算執行ということに

配慮してきました。 

 引き続き、こういったさらなる集約化という

ところを検討する、あるいは警察署で今執行し

ている案件がございますが、それらにつきまし

てもリストを見ながら、集約化できるものはな

いかどうか、私どものほうでつぶさにチェック

をいたしまして、必要な指示を警察のほうにい

たしまして、平成29年度予算の執行に当たって

きちんと見直しを図るようにというふうに指示

をいたしているところでございます。 

【川崎委員】 指示をしました。実際そうなって

いますか、という話です。 

【髙橋会計課長】 予算面ということだと思いま

すが、予算に関しましては、個別の具体的な維

持管理の張り付けということよりも、むしろ総

額で計上させていただいているところでござい

ますが、個々の執行に当たりましてスケールメ

リットが働いて、より競争性の高まるような執

行になるように、私ども県警全体を挙げて取り

組んでまいりたいと考えております。 

【吉村(洋)委員長】 まだご質問はあろうかと思

いますので、午前中の審査はこれにてとどめ、

午後は1時30分から委員会を再開し、引き続き

警察本部関係の審査を行いたいと思います。 

 しばらく休憩をいたします。 
 

― 午前１１時５９分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 午前中に引き続き、警察本部関係の審査を行

います。 

 それでは、ほかに議案外の質問はありません

か。 

【前田委員】 一つだけ質問させていただきます。 
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 報告の中でストーカーの認知状況についての

件数がありましたけども、この報告を見る限り

は、平成27年より平成28年は21件減少している

ということなんですが、しかし、その後に続く

ストーカー規制法による検挙の6件は、その前

の年と同じですが、その後の警告、禁止命令、

法令による検挙の件数は、平成27年と比べたら

増えております。だから、やっぱり深刻化して

いるんだなという思いで、これまで以上にしっ

かりと取り組んでほしいと思いますが、関係し

た方々として、関係した方々こそ非常に残念な

思いでいると思うんですが、1月に起きてしま

ったストーカー殺人について、ちょっと確認を

させてもらいたいと思います。 

 それは、まず、本当に痛ましい事件で、二度

と起きちゃいけないという気持ちでおりますけ

れども、あの事件というのは、ここで報告があ

っている242件の認知の中に、入っていたのか、

入ってなかったのか、まず、それをお答えくだ

さい。 

【福山生活安全企画課長】 この件は、平成28

年中の取り扱い件数の中に入っております。 

【前田委員】 その上で、認知した事案の中での

ストーカー規制法による検挙、警告、禁止命令、

法令による検挙の中には入ってなかったという

理解をしていいですか。 

【福山生活安全企画課長】 そのとおりでござい

ます。 

【前田委員】 11月の議案外の時に、いみじく

も私、そのあたりの質問をしたんですけれども、

結局、認知されている件数からこういった形で、

何らかの形で検挙とかされた件数以外の件数と

いうか、案件に対してどう取り組んでいるのか

という質疑を多分させていただきました。その

時には、実質的にこういう発生した対応以外で

も、しっかりと連絡をとり合いながらやってい

るということでした。当時の事件の新聞記事を

読んでも、そういう対応をしたと思うんですが、

まずもってその事件の対応、まだ事件捜査中で

しょうから、詳しいことは言えないと思います

が、被害者が亡くなられる前のところでの、認

知はしていたけれども、そういう対応はしなか

った中でのこの案件について、警察としてどん

な対応をしたのか、かいつまんで報告をしてい

ただけますか。 

【福山生活安全企画課長】 今回の事件のことに

ついてということですけれども、11月末に相談

を受けております。それから適宜、定期的に相

談者の方には、警察のほうから、いわゆるスト

ーカー行為のその後の状況あたりの確認をさせ

ていただいている最中に、ああいう痛ましい事

件が発生したという状況でございます。 

【前田委員】 これも新聞記事なんですけれども、

事後の事件の新聞記事を読むと、ストーカー規

制法に基づく警告ができる状態であったけども、

ご本人が希望しないということで警告を出さな

かった。そして、その後については、一月ぐら

いの間でしょうけども、警察も何度となく状況

の確認をしながら、何ら危険性というか、そう

いうものがなかったということになるんでしょ

うかね。そういうことだったという新聞記事に

なっていますが、そのあたりは間違いないです

か。 

【駒田生活安全部長】 本件については、ストー

カー規制法に基づく警告ではなくて、その前の

警察法に基づく口頭警告、注意とか、指導とか

というふうな部類ですけれども、それができな

かったということになります。 

【前田委員】 そうしたら、新聞記事にあったス

トーカー規制法に基づくという記事が、これは
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たしか朝日新聞だったと思うんですが、書いて

あったんですけども、そうじゃないということ

ですね、まず。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 その上で、私が11月にやりとりした時に、生

活安全企画課長の答弁の中で、ストーカーの部

分につきましては、ＤＶも同じだけれども、県

警ではプロテクションコントロールシステムを

導入しているということで、認知の段階で危険

性、切迫性、いわゆる被害者に対してどれだけ

危険が高いかということを相談の段階で即座に

判断してランクづけしているというような答弁

があっていたんですね。それで、私は新聞記事

のとおりという答弁を今ここで望んでいたので、

ストーカー規制法に基づく警告ぐらいのレベル

に達していたのかなという判断をして、今、質

疑をしているんですけれども、今のお話は口頭

警告という話で理解しました。 

 私が一番気になっているのは、今後のことも

含めて、こういうプロテクションコントロール

システムを導入しながら、より危険度の察知を

しようと。そのことはすごい評価されるし、そ

のことによって、もしかすると、今おっしゃっ

たように、口頭警告であったり、ストーカー規

制法に基づく警告が出せる、出すべき、そうい

う判断を下したときに、さりとて、ご本人が望

まなかったらできないというところに、何かも

やもやというか、なんて言えばいいんですかね、

もどかしさがあって、多分これは統計上も出て

いると思うんですけれども、警告を何らかの形

で発しておけば、その後、それが事件、事故に

つながらないというのは、多分統計的にも出て

いると思うんですよ。ということは、やはり警

告を発することができる、発したほうがいいと

いう判断がプロテクションコントロールシステ

ム等で出たとするならば、それを、本人の意思

は大事ではあるけれども、そこをやっぱり十分

理解してもらって、警告をしっかり出すという

ことが、こういうことを未然に防ぐ一つにもな

るのかなと思っているんですが、そこは多分、

担当者の方の葛藤もあっていると思うんですけ

ども、そのあたりは法的、もしくは警察として

の対応として、今後どうなんですかね。 

 私は、できる限り相談を受けて、そういうこ

とでリスクというか、危機意識を持ったんだっ

たら、本当はきちんとした警告であったり、そ

ういう対応ができたほうがいいと思うんですけ

れども、そのあたりについてちょっと答弁とか

考え方、もしくは課題があったらお知らせくだ

さい。 

【福山生活安全企画課長】 ストーカー対応の基

本につきましては、相談者の意向を踏まえつつ

対応するということを基本にして対応をしてお

ります。 

 相談者に対しては、相談の受理時にストーカ

ー行為の危険性、あるいは警察でとり得る措置、

あるいは相談者などにとってもらいたい措置な

どを具体的に説明しながら、相談者などの生

命・身体の安全の確保を最優先とした対策を講

じるようにしております。 

 委員ご質問の強制的に警告ができないのかと

いうふうなことにつきましては、ストーカー規

制法による警告につきましては、相手方の申し

出に基づいて警告をするという法律の仕組みに

なっておりますので、相談者の意向に反して強

制的に警告するということはできません。 

 ただ、委員おっしゃるとおり、いろんなリス

クを具体的に相談者にも説明をして、相談者の

意向を踏まえながら総合的に判断して警告、あ

るいは口頭での指導あたりも実施している状況

でございます。 
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【前田委員】 結局、相談した当事者の判断とい

うことになるのかもしれませんが、例えば警告

したことで、またさらにエスカレートするとか、

仕返しが怖いとかあるんだろうなと思います。

しかし、そこまでしなくてもとか、今おさまっ

ているから、もう少し様子を見たいとかあると

思うんだけれども、しかし、やっぱりプロの方々、

皆さん方が対応した中で、そして、こういうコ

ントロールシステムまで導入してやっていて、

その中で危ないなと思うことに関しては、私は

対応をしたほうがいい、できる限りしたほうが

いいと思っていて、やっぱりあの時しておけば

よかったということにもなりかねないので、相

手があってのものと重々わかりますけれども、

そのあたりは、最初の相談段階からしっかりと

意識づけしてというか、話をするというような

ことが大切だと思いますし、どうしても本当に

それが必要だったら、また皆さん方じゃなくて、

専門職と言ったらおかしいけれども、そういう

方々も交えながら話すようなことをやってほし

いなと思っています。 

 まずもって、今までの対応というのはしっか

りやっていると思いますので、ぜひ今後ともこ

のことについては、特に具体的な対応ができて

いないところについては、今まで同様に追っか

けて、しっかりと間に入ってほしいと思ってい

ます。 

 それで、前回の時にも質問しましたが、「♯

9110」の活用状況について、やっぱり警察に相

談する敷居が、もしかすると高いかもしれない

という中では、この♯9110をもっと活用すべき

だし、もっとＰＲすべきじゃないかという話を

したんですけれども、その点、1年過ぎてとい

うか、平成28年度のこの♯9110の利用状況と、

当時はＰＲに努めるということでしたから、新

年度どういう形で臨もうとしているのかを、最

後にお尋ねしたいと思います。 

【草野広報相談課長】 委員ご質問の「♯9110」

の平成28年中における受理件数は1,602件でご

ざいます。 

 あと、♯9110の認知を広めるための施策とい

いますか、それにつきましては、従来から県警

とか、県のホームページ、あるいは電話帳にも

登載をしておりまして、そういう認知を広める

活動をしております。 

 また、年間を通じまして、例えば、毎年9月

11日は「警察相談の日」ということで、これに

関しまして♯9110の広報もやっております。Ｊ

Ｒ長崎駅かもめ広場での県警音楽隊、あるいは

カラーガード隊による演奏とか演技とあわせて、

チラシを配布したり広報したりやっておりまし

て、あと、テレビ・ラジオ等マスメディアを通

じましての広報、県広報誌による広報、あるい

は交番等が作成するミニ広報誌等による広報、

それとあと、今年に入りまして、毎年やってい

ますけど、ＪＲかもめ広場で「110番の日」に

あわせたキャンペーンにあわせて広報をやって

おりまして、1月15日に開催いたしました県警

音楽隊の定期演奏会におきまして、司会者によ

るアナウンスによる広報等も実施をしておりま

す。 

 いろんな機会を通じまして、できる限り認知

を広めたいというふうに考えております。 

【前田委員】 自治会なんかの集まりで聞いても、

「知っている人？」と言っても手があまり挙が

らないんですね。多分、いろんな方向でやられ

ていると思うんですけれども、まだまだ告知と

いうか、周知ができてないと思っているし、

1,600件という件数が多いのか少ないのか、私は

わかりませんけども、やっぱりこういうのがあ
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るということは、どんどん利用を促すじゃない

けども、しっかりと市民、県民の方々に意識し

ておいてもらって、何かあった時に知らせる。 

 ストーカーなんかに関して言えば、当然本人

だけじゃなくて、周りにいる方が気づくケース

もあろうかと思うので、そういう場合に、やっ

ぱり周りで見た方が、じゃ、警察に連絡するか

といったら、なかなか難しいですよね。この♯

9110なんかを使って、そういうのを未然に防ぐ

ということにも、新年度はしっかり取り組んで

ほしいし、広報の仕方については、そういう現

状があるということの声も含めて、改めてご検

討いただきたいということを最後に要望して終

わります。 

【山田(朋)委員】 お尋ねをしたいと思います。 

 平成27年長崎県における児童虐待の数が過

去最大で495件ということが、先日の一般質問

の中、坂本(浩)議員の一般質問の中でも話があ

りました。その理由として、こども政策局が言

っていたのが、警察からの通報の件数が増えて

いるから、そういったふうに件数が上がってい

るという話がありました。 

 今、ＤＶの概念として、親がＤＶをされてい

るのを目撃をしていたり、そういった音を聞い

たり、話を聞いたりするだけでも、面前ＤＶと

言って、子どもの児童虐待に値するということ

で、警察からの通報を行っていただいているか

と思います。 

 平成26年度に68件、平成27年度で95件という

ことでありますが、平成28年度、まだ途中では

あると思いますけれども、直近の数字等ありま

したら、教えてください。 

【平戸少年課長】 児童虐待に関するお尋ねでご

ざいます。 

 先日、本会議のほうでこども政策局が発表な

さっていた件数は年度の件数でございます。

我々は年の件数となりますが、警察で取り扱う

件数も増えております。 

 しばらく休憩をお願いします。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 １時４８分 休憩 ― 

― 午後 １時４８分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

【平戸少年課長】 警察で取り扱っております児

童虐待の件数でございますが、過去3年の件数

をお知らせしたいと思います。 

 平成26年中児童相談所に通告した件数は70

人、平成27年中は87人、それから平成28年中、

12月末までに160人という件数でございます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。平成27年から

平成28年に関しては、約倍増という形になって

いるかと思います。当然、そういった状況を見

ることによって児童虐待に値するということは、

私も全く同感であります。 

 それで、警察にお尋ねをしたいのが、すべて

のパターン、例えば配偶者から暴力を受けてい

るところに子どもがいる人すべてが通報対象に

なっているのか、その基準たるものがどういう

ふうになっているのかを教えてください。 

【平戸少年課長】 児童相談所へ通告する基準が

あるのかというようなお尋ねかと思います。 

 結論から申し上げますと、例えばどれだけの

傷害を負ったから通告するというような明確な

基準はございません。しかしながら、面前のＤ

Ｖに関しては、近年、全部通告をするようにし

ております。 

 以前は、配偶者間の暴力が家庭内であったと

しても、暴力の程度が少し軽いというようなも

のは通告しないケースもあったわけですけれど
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も、現在は、そのような家庭であれば児童虐待

のリスクがあるということで、ＤＶと認定され

れば、すべからく児童相談所に通告しておりま

す。 

 あわせまして、きょうだいがいる家庭でござ

います。きょうだいに関しましても、小さなお

子さんも含めて、こういう何人かのごきょうだ

いがいる、その面前でＤＶの被害を受けた、心

理的虐待を受けたということで通告している現

状でございます。 

【山田(朋)委員】 分かりました。明確な基準が

ないということで、ＤＶの被害の大小というの

は、私はそういうのは大小はないと思うのです

けれども、基準がない中で、ＤＶと認定された

ら、そこに子どもが、その場所にいたとか、聞

き取りとかもするんでしょうけど、そういった

中で、やっぱり児童相談所とかと話をしながら

通報対象にするというふうな考え方でよろしい

んですかね。 

 あと、年齢ですね。幾つまで、18歳まででよ

かったんですかね。その辺の年齢も教えてもら

っていいですか。 

【平戸少年課長】 年齢のお尋ねでございます。

18歳未満でございます。 

 それから、警察に虐待ではないか等の通報が

あった場合でございますが、もちろん我々は現

場に赴いて児童の安全を直接確認をするわけで

ございます。子どもさんから事情を聞き、体に

傷がないかとか、そういう確認をいたします。

親御さんからも当然事情を聞いたり、あるいは

周囲の状況、あるいは過去の警察における取り

扱い等々も含めまして総合的に判断をいたしま

して、虐待を受けたかどうかというのを総合的

に判断をしております。 

 児童虐待防止法では、「虐待を受けたと思わ

れる児童を発見した者は、福祉事務所あるいは

児童相談所に通告しなければならない」という

ふうに規定をされておりまして、一般の方から

見ても、主観的に児童虐待があったであろうと

思われる場合、いわゆる児童虐待が疑われる場

合は児童相談所のほうに通告をするようにして

おります。 

 そうすることによりまして、児童相談所のほ

うで子どものケア、あるいは家庭の環境を整え

るとか、そういう取組につながっていくのかな

というふうに考えております。 

【山田(朋)委員】 分かりました。希望としては、

広いめに見ていただきまして、警察からの通報

が増えているから、件数が上がっているという

ような分析ではありましたけれども、私はこう

いう部分は、数が少ないにこしたことはないけ

れども、でも、やっぱり基準というものをちょ

っと厳しめにしていただいて、広く子どもたち

の心的なダメージ等を、児童相談所に通報する

ことによって、ケアプログラムとかいろいろあ

るので、ぜひ警察におかれましても、こちらに

関しては引き続きしっかりと連携をとって取り

組んでいただきたいということをご要望申し上

げます。 

 もう一点、皆様方のご努力のたまもので、組

織犯罪対策とかでいろいろな犯罪のほうは、大

体数が減っている状況にありました。 

 その中で一点だけ、少年非行の中で特別法犯

少年の分だけが、平成27年から平成28年に関し

て増えています。特別法犯というのは、聞くと

ころによりますと、細かくいろんな犯罪ごとに

なっている分の特別法の中の犯罪だとお聞きを

しましたが、今どういった犯罪が、この特別法

犯対象の犯罪が増えているのか。そして、この

増えている原因が何なのかをお聞かせください。 
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【平戸少年課長】 特別法犯の少年が増えている

というご指摘でございます。 

 そのとおりでございまして、刑法以外の犯罪

を犯した少年を、我々は特別法犯少年と呼んで

おりますが、これが今、前年比でプラスとなっ

ております。 

 この大きな要因といたしましては、グループ

でいたずら目的で110番の通報をするというよ

うな、そういう少年を軽犯罪法違反で9件30人

検挙補導しておりまして、これが大きな増加の

要因となっております。 

 その軽犯罪法違反が、今申し上げましたいた

ずらの110番の30人を含めて、全部で46人の検

挙補導を平成28年度はやっておりますが、これ

が一番多い罪種でございます。 

 そのほかにどんなものがあるかと申し上げま

すと、少年保護育成条例違反、あるいは県の迷

惑防止条例違反等々がございます。 

 ただ、前年比で特別法犯の少年は増加をして

いるわけでございますけれども、特別法犯の少

年というのは、刑法犯の少年よりも全体の数が

少ないということもございまして、1年前と比

べますと、やや大きな増加となったわけでござ

いますが、その前年ですね、平成26年、あるい

はその前の年と比べて大きな、突出した数字で

はございませんで、我々としましては、少年非

行は、全体としては減少しているものと見てお

ります。 

【山田(朋)委員】 県の迷惑防止条例の分と少年

保護育成条例、これは大体どんな犯罪、どうい

う内容なのか、お聞かせいただいてもいいです

か。 

【平戸少年課長】 県の迷惑防止条例は、例えば

のぞきとか、盗撮というような類型がございま

す。それから、県の少年保護育成条例違反は、

例えば、子どもたちは深夜には外出制限がなさ

れるわけですけど、11時以降は保護者の同伴が

なければ子どもたちは外出ができないような条

例になっておりますが、少年を深夜に連れ回す、

子ども同士で遊んで、例えば年齢が2～3年後輩

の子を連れ回したとか、そういうことを検挙あ

るいは補導しております。 

【山田(朋)委員】 分かりました。少年課長の答

弁だと、刑法犯の犯罪の少年に比べたら、特別

法犯の少年の数は少ないよという話だったかと

思いますけれども、今内容をお聞きすると、深

夜徘徊というか、夜遅く外出をしたりというと、

犯罪に一歩も二歩も進むような犯罪にいく可能

性のあるような行動をしているかと思いますし、

のぞき、盗撮ということであれば、私にとって

はすごい犯罪だというふうに思っております。

なので、数が少ないからというようなご認識は

ちょっと違うのかなと思っております。 

 こういったところも、ぜひ特別法犯のほうの

少年のことに関してもしっかりと、こういった

犯罪が起きないように、もちろん、第一義的に

は、私たち親の責任が強くあるかと思いますけ

れども、しっかりと取り締まりをしていただき

たいということをお願い申し上げておきます。 

【八江委員】 1月13日に、新年の視閲式に参加

させていただきまして、昨年も行きましたけど、

立派な視閲ができたと思いますし、また、それ

だけに大分近代化されたというか、訓練された

署員の皆さんの活動に、楽しく感銘もいたして

おりますが、そういう中で、装備等が十分なの

かなと。 

 それは車両も含めて、車両の中にはパトカー、

バイクもありますし、自動車等もあります。ま

た、船艇も警備艇等もあると思います。各署に

は、県下全部にはないと思うんですけれども、



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月３日） 

- 39 - 

離島関係等については、そういったこともある

んじゃないかと思います。また、あわせて空の

ほうでは、防災ヘリコプターという県警のヘリ

コプターもあると思います。 

 そういった装備が十分なのかなというのは、

よくわからない分があります。他県に比べたら、

まだまだ少ないのかもわかりませんが、長崎県

は離島・半島が多いところでありますから、他

県に比べたら必要以上に装備をしていかなきゃ

ならないのかなという思いもありますから、そ

の点が十分になされていないのか、期待される

だけのものが配置されておるのかどうか、それ

をちょっと確認したいと思いますけど、いかが

でしょうか。 

【髙橋会計課長】 委員から今ご指摘のございま

した資機材のうち、例えば車でありますとか、

ヘリコプターとか、あるいは船舶でありますと

か、このあたりのものにつきましては、警察庁、

国のほうから配分をされるというような仕組み

になっております。それ以外の事細かな一般犯

罪に必要な資機材ですね、カメラでありますと

か、そういった資機材につきましては都道府県

の側で負担をすると、そういった大まかな負担

区分になっておるところでございます。 

 ご指摘のとおり、船舶なりヘリコプターなり

につきましても、長崎県の土地事情なりを踏ま

えて、必要数が配備されるべきものでございま

すから、そのあたりにつきましては、警察庁と

よく調整を図りまして、必要な資機材の整備に

努めてまいりたいと考えております。 

【八江委員】 警備艇等についても、高速性とい

いますか、今、漁業取締船なんかも高速艇とい

うのに入れ替わって、随分新しく出てきている

けど、そういう中で、警察が保有する警備艇と

いったものが十分それに対応しているかどうか

と、できるのかどうかということですね。 

 それは、一つは国境離島振興法も制定されま

した。これは、しまを守るということの中で、

過去に何回かここでも、警察の警備関係につい

てはどうなのかということもお尋ねしたことも

ありますが、そういったことを考えれば、警備

艇の充実といいますか、そしてまた、装備をす

る、不法侵入・入国があった時にどのようなこ

とで対処していくのか、こういったことも国境

離島新法には、数字としては出てないと思いま

すけど、当然ながら県警としては、それに対処

することは会議等もなされておるのではないか

と思いますけど、その点についてはいかがでし

ょうか。 

【髙橋会計課長】 警備艇に関するお話でござい

ました。 

 一つの例で申し上げますと、対馬のほうに配

備しております、私どもは「たいしゅう」と呼

んでいる船舶でございますが、こちらの船舶に

つきましても、何年か前に警察庁のほうで更新

整備をしてくれまして、23メートル型の比較的

大きな船に更新をしてくれております。 

 今現在、それらを最大限に活用しながら、必

要な対策を講じているところでございますので、

そういった観点で引き続き警察庁なり、あるい

は県の財政当局なりと十分な調整を図って、必

要な体制整備に努めてまいりたいと考えており

ます。 

【八江委員】 有人離島というのと無人島という

のといろいろありますけど、それをどこが、県

警が守らなきゃいかんということばかりじゃあ

りません。防衛になれば、国の防衛庁、海上保

安庁等が当然していきますけど、県に対して要

望してくるとすれば、やっぱり警察の出動とい

いますか、それの監視というか、要望といいま
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すか、そういったことが必要であると。だから、

それは十分想定しながらしていただいていると

思いますけど、いま一度、そういう新法ができ

たから、すべて安全だという県民、国民の願い

もありますから、それに応えられるだけのこと

は、特に長崎県はしておかなきゃならないと、

私はこう思います。 

 要望すること、これはパトカーも一緒なんで

すけれども、我々も運転する県民として、後ろ

からパトカーが来たら、100キロ近く走ってい

ても、ぱっとブレーキを踏むか、あれは危ない

なとか、あるいはまた、防犯上、夜中にランプ

が回ってくれば、一瞬、国民というか県民もび

くっとする。自分は悪いことはしてなくても、

一つは安心感と、また、そういったものに頼る

ようなものがあるわけです。ですから、パトカ

ーの話をしたのも、十分それでできるのか、要

望なんですよね。事故を起こしてからどうのこ

うのじゃなくて、事故を起こさないためには予

防していかないといかん。予防するためには、

パトカーが巡回をしながら警備をしていただく

ことが、県警の大きな役割でもあると。スピー

ド違反、あるいは何とか違反というのもそこで

軽減されるんじゃないかと思ったから、パトカ

ーその他は十分なのかと聞いたんですけど、そ

の取り締まる立場から考えた場合に、もう少し

これをしとけばいいんだがなというようなもの

はあるのじゃないかと思うんですけど、いかが

ですか。 

【髙橋会計課長】 昨今いろんな情勢があります。

いろんな犯罪が起こっておりまして、いろんな

ことに対処しなければなりません。また一方で、

自然災害の問題でありますとか、各種治安警備

にも従事をしなければならないという状況にご

ざいます。 

 そうした観点で、私たちは基本的には警察官

というマンパワーの中で必要な対策を進めてい

くところでございますが、またそれを補完する

各種資機材でありますとか、そういったものに

つきましても、委員ご指摘のとおり、非常に重

要性が高まっておるところでございます。そう

いった観点で、その時々の治安情勢に応じなが

ら、必要な体制整備に努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

【八江委員】 やっぱり十分検討した上での配置

といいますか、それぞれの部署に対しても、そ

れは五体なくといいますか、満遍なくというか、

そういうことはしていただいておかなければな

らないことだと。 

 我々は、装備の中には、どこからどこまでが

装備なのか。例えばピストル一つでも、装備の

中の一つじゃないかと。だから、年間に一つも

使わないけど、使ってはいけないと思うけど、

使わなきゃならない時は出でくるけど、そうし

た時に、何千人とおられる、3,540名か、事務職

も入れると、警察官ですから、それだけのもの

を各人が全部装備しておられるかどうか分かり

ませんけど、訓練も当然、1年に1回か2回はし

てあると思うんですけど、そういったものが事

故につながらないこと、いろんな警察の皆さん

方に、チャレンジしてくるというわけじゃない

んですけど、いろんな方もいらっしゃいますの

で、そういうことがないようにしたいんですけ

ど、そのあたりの確認といいますか、そういう

ようなものはどうなんですかね。十分体制を整

えていらっしゃると思うんですけど、いかがで

すか。 

【久保装備施設課長】 拳銃の配分についてのご

回答ということになりますけれども、警察官全

員に行き渡るような丁数を確保して、今整備を
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しているという状況でありまして、当然、有事

の際に備えるために、年において教養・訓練、

また、装備関係において、いつでもできるよう

に精密手入れ等を各署回ってやっている、準備

を怠りなくやっているという状況でございます。 

【八江委員】 十分備えながら準備、準備という

か、いつ、どういうことが、有事が起きるかわ

かりませんから、身を守ることが一つと、県民

を守るための一つ、大きな役割があると思いま

すけど、そのあたりをしっかりやっていだきた

いと思っております。 

 それから、今、県庁舎が、県警本部庁舎もで

きておりますね。今年の12月には完成予定だと。

その前に、この間からいろんなところで質問も

出ております、県庁舎に関すること、本庁に対

してはですね。県警本部に対しては大きな質問

はなかったかと思いますけれども、そこにある

県警本部が、今建設中のところに移るわけです

けれども、立派な建物ができるし、狭隘だった

ものが余裕のある庁舎にもなってくると思いま

す。 

 その前に、何かこの機会にいろいろ考えるべ

きじゃないかというのを、私も昨年12月、質問

させていただきましたし、理事者側からはいろ

んなことも聞いておりますけれど、県警として

は、この際、こういうことはぜひやっておかな

ければならないという新たなスタートの時だと

思いますから、この点はどのようにこれから進

めていこうか、新しいもの、あるいは場合によ

っては、今までプロジェクトチームをつくって

こういうことを改善していこうとか、改革して

いこうとか、新たな長崎県、経費に上がったも

のをこのようにしていこうとか、そういったこ

とはありますか、お尋ねします。 

【壱岐警務部長】 今、委員ご指摘のとおり、警

察本部の新庁舎の建設、これは本当に警察とし

ても大きな節目の年であると思っています。 

 そこで、とりあえず装備というか、施設の面

においては、新庁舎においては、総合対策室の

新設であるとか、あるいは最新の鑑定技術を導

入した科学捜査の機能の充実、そういったこと

は図ることといたしております。 

 また、他方、今ご指摘のとおり、具体的な治

安対策を講ずるに当たって、どういった方向性

でやるかということはありますけれども、刻々

と変化する社会情勢とか、あるいはそういった

治安に関する事象をしっかり見極めて対処する

必要があろうかと思います。 

 いずれにしましても、時代の要請を踏まえて

先進的な取組をしてまいりたいと思っておりま

すので、引き続き、検討していきたいと思って

います。 

【八江委員】 せっかくの落成ですから、新たな

気持ちで、新たなことを計画しながら、各部署

が心機一転、今まで以上にやっていこうという

気概を持ってしていただきたい。そのためには、

あと半年しかありませんから、しっかり各部署

で目指すもの、県民に対するそういう目線でし

っかりと計画を立てて進めていただきたいと要

望しておきたいと思います。 

 それからもう一点ですが、警察施設について

は、県庁舎も、県警庁舎もできておるわけです

けれども、各出先ですね、先ほど徳永委員から

話があっておった雲仙署の問題も、2カ所ある、

それを1カ所にどうするかという問題もありま

すけど、それ以外に、老朽化された庁舎も、あ

るいは交番も、派出所も相当あるんじゃないか

と。これは当然、年次計画で進めていただいて

いると思いますけれども、差し当たって、今日

の資料では、交番が1カ所とかなんとかと書い
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てありますけど、各署の2～3年後とかというの

は、諫早もそろそろそういう時期じゃないかな

と思っていろいろ見ていくんですけど、今、新

幹線の路線がそこにかかるのか、かからないの

かなと見ながらいって、いっそのことかかって

くれればなと思っていたけれども、かからない

ということですから、わざと振ったのか、振れ

なかったのか、その辺はわかりませんが、宿舎

なんかも関係してきますので、その辺、何かご

ざいましたら報告いただければと思います。 

【久保装備施設課長】 委員ご質問の施設面、警

察の庁舎とか職員公舎、交番・駐在所等ござい

ますけれども、基本的には整備計画につきまし

ては、今まさに個々具体的な整備計画を詰めて

いるところでございますけれども、現在におい

ても、長期計画の中に耐用年数を基本としまし

て、地区ごとによって老朽度合いも、耐用年数

ばかりでは計り知れない部分があるものですか

ら、現場の調査を踏まえた上で、随時計画的に

進めていっているという状況でございます。 

【八江委員】 そういう庁舎、あるいは施設等に

ついては、車社会でありますから、現在地とか

何とかにあまりとらわれ過ぎずに、もう少し的

確な場所といいますか、機動性が発揮できると

ころ、そういうところは、当然我々がお願いす

る以外に、もうちゃんとしてあると思いますけ

ど、案外、土地が縛られたことから考えて、無

理やりそこにつくらせられるとかということは

あると思いますけど、その辺は十分考えて、機

動性が発揮できる、そして、今の車両の保有台

数が増えてくると、駐車場等が完備されておら

なきゃならないと、このように思ったりしてお

りますので、その辺を考えて進めていただきた

いと思いますけど、そのことだけもう一遍確認

しておきたいと思います。 

【久保装備施設課長】 施設の整備につきまして

は、今委員ご指摘のいろいろな状況等を勘案し

て、計画的な整備を進めていこうと考えており

ます。 

【前田委員】 聞き漏れがあって恐縮です。 

 先ほどにまた戻りますけれども、結局、警告

が出せる状況にあっても、本人が希望しなかっ

たら警告できないということですが、これは、

今認知している中でもそういうケースがまだほ

かにもあるんですか。何件ぐらいあるんですか

ね。 

【福山生活安全企画課長】 昨年中、ストーカー

事案は、お手元に配っている資料のとおり、242

件を認知しておりますけれども、その中で、い

わゆるストーカー規制法に基づく対応以外で口

頭注意というのがございますけれども、これに

ついては142件ということで、行為者に対して

の注意をやっているところでございます。 

【前田委員】 いやいや、違う。私がお聞きして

いるのは、警告が発せられる状況にもかかわら

ず、本人の希望で発してないケースが何件ある

んですかと聞いています。 

【福山生活安全企画課長】 基本的に242件の認

知で、いわゆるストーカー規制法に基づかない

で口頭注意が142件ということでございますの

で、100件ほどが相手方の意向等を勘案しなが

ら口頭注意をしていないという状況でございま

す。 

【前田委員】 法的なことがあるから、さっきの

やりとりなんで、そこは理解したんだけれども、

ちょっとやっぱり解せないと思うのは、結局相

手の判断というかあれで、本当は口頭警告しか

るべきみたいな方たちに警告をやってないんで

しょう。ということは、加害者の立場に立つの

もおかしいんだけど、加害者から見れば、要は
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警察の気配というか、注視というのを感じない

わけですよね、その方が、加害者が。警告が発

せられてないんだから、その先のやりとりはど

んなにやっていたって、加害者側から見たら、

警察に相談しているとか、警察から何かアクシ

ョンがないと、警察の気配を感じないわけで、

やっぱり警告があることで止まるというのは、

おかしいけど、「ああ、警察が動いているんだ」

ということで止まると私は思うんですよ。 

 だとするならば、100件あるというのはいた

し方ないにしても、その方々がより危険性のリ

スクが、私は高いと思うんだけれども、そうで

あったとするならば、今回のことに照らしてみ

れば、その後何度か連絡して、何事も危険性を

感じなかったというけれども、そもそも会うと

いうこと、被害者と加害者が出会ったというこ

とを承知していたんですか、そのやりとりの中

で。 

 私は、少なくともそういう状態にあるんだっ

たら、どんな事情であっても、当人同士が接触

してはいけないということを徹底して注意して

おかなければと思うんだけれども、結果、会っ

て事件が起きているじゃないですか。そのこと

をあなたたちが知っていたのか、もしくは、絶

対会っちゃいけないと言っていても会ったのか、

それは全然違うし、100件ぐらいが、本人の都

合で言わないでくれというのは、加害者側から

したら、さっき話したように、やっぱり感じな

いんだから、そこは本当はそういう方々に限っ

ては、なおさら本人同士接触させるのは非常に

危険だと思うから、そこは現行法の中でできな

いにしても、それだけでも徹底しなきゃいけな

かったと思うんですけど、そのあたりはどうで

すか、事実関係も含めて。 

【福山生活安全企画課長】 口頭注意以外のもの

につきましては、相談者のほうが、「警察のほ

うにもう相談したよ」と、とりあえずそこで相

手方には自分たちから相談したから、いろいろ

かかわってもらいたくないという事例も含まれ

ております。その中で、定期的に相談者に対し

てその状況を確認しながら、必要な指導あたり

をしております。 

 基本的に、一般論としてストーカー、ＤＶも

含めてですけども、いわゆる加害者と会わない

ということは第一に基本で徹底をさせてあり、

相談者には、「会わないことが第一」という指

導を徹底しているところでございます。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

【小林委員】 道路交通法の改正が3月12日から

また新たに施行されると、こういうことが大き

く報道されております。 

 最近、一連の新聞が、あるいはマスコミ関係

の報道が、事故の大部分がご高齢の皆様方によ

るところの結果だというようなことで、加害者

になってみたり、あるいは被害者になられてみ

たりとか、そういうようなところが非常に大き

な社会問題として、今日取り上げられているわ

けであります。 

 そういう状況の範囲の中で、いわゆる道交法

の改正がこの12日から施行されるということ

でございます。特に、今回の施行の中には、ご

高齢の方々の事故が多いということをもって、

いわゆる認知症の対策を強化していきたいと、

こんなようなこともまた大きく報道されており

ます。 

 これまでのそういう認知症の対策と、新しい

改正道路交通法によって何がどう変わっていく

のかということについて、お尋ねをしたいと思

います。 

【式場運転免許管理課長】 今回の道路交通法の
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改正におきまして、認知症対策でございますけ

れども、これまでは免許の更新をされる時、75

歳以上の方が認知機能検査を受けられるんです。

それで第1分類、第2分類、第3分類というのが

ございまして、認知症のおそれの高い方が第1

分類にされます。これまでの道路交通法では、

第1分類になった方が違反をした場合のみ診断

書の提出対象になっていたんですけど、今年の

改正によりまして、更新の時の認知機能検査で

第1分類になったら、すぐに診断書提出の対象

となります。 

 さらに、第2分類、第3分類で認知症のおそれ

があまりない人がその後違反をした場合は、す

べて診断書提出対象となります。 

 その辺が、一番大きな改正の要点となってい

ます。 

【小林委員】 そうしますと、第1分類がそうい

う認定をされましても、事故を起こさない限り、

正直言えばそのまま放置されてきたというのが、

いわゆる現状の法律であったと。第1分類とい

うことについては、今申し上げるように、それ

だけの疑いとか、可能性が高いと言われても、

事故がその基準の判断になっていたわけですね。

事故を起こさなければまかり通ってきたという

ことです。 

 しかしながら、これからは、新しい法律では、

とにかくそういうことはすぐ医師の診断を持っ

て、そして適切な対応をしていくというような

ことになろうかと思います。 

 そういうように状況の変化が出てきているわ

けでございますけれども、これから認知症の疑

いから、正式にこれはもう認知症だと、こうな

った場合においてはどういう対応になっていく

のかと。 

 例えば、大変率直に言って申しわけないが、

認知症と判断をされたと。ならば、免許を取り

上げるという免許の停止をするのか、あるいは

免許を停止と同時に、もう一つ上の段階の免許

を剥奪するとか、そういうようなある意味での

強制的なことができるような道交法になってい

るのかと、この辺のところについてはいかがで

ございますか。 

【式場運転免許管理課長】 道交法の改正以前か

ら、認知症と診断されれば取り消しというふう

になっております。今回の改正によって、認知

症で取り消しの対象になる方が増えていくかと

思っております。 

【小林委員】 もう一回確認しますが、認知症と

診断が下れば、たとえどうであろうが、これは

免許は取り上げられるというような状況で、こ

れは免許の停止というのと取り上げられるとい

うのは同じですか。免許停止をするということ

と、取り上げるということのそういう強制的な

やり方は、停止と取り上げるという免許剥奪、

これは同じようなことなんですかね。 

 それは、もう認知症という診断が下ったら、

たとえどうであろうが、そうやって取り上げる

と、これでよろしいんですか。 

【式場運転免許管理課長】 認知症も取り消しと

停止と、もう一段あるんですね。定期的に様子

を見ようというのがございまして、まず、取り

消しの場合ですけれども、4規定ありまして、

アルツハイマー型認知症と血管性認知症と前頭

側頭型認知症、レビー小体型認知症、この4つ

の認知症の形になれば取り消しになります。 

 それ以外の認知症と判断された場合は、例え

ば半年の免許停止の場合もあります。さらに、

医師の判断で、認知症であっても医者が半年間

ぐらい様子を見て、もう一回診断書を出しても

らおうというのがございますので、認知症であ
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ってもすべて取り消しではなくて、取り消しと

停止と定期的に様子を見る、3パターンがござ

います。 

【小林委員】 私の当初の話、あなたの答弁の聞

き違いがあったらお許しをいただきたいんだけ

れども、最初の答弁では、認知症と断定された

らば、免許証は取り上げられると、停止という

言葉じゃなくして、免許証は剥奪するかのよう

な話ではなかったんですか。 

 今、私が、取り上げるということと停止とい

うこの2つはないのかどうかとか、そういう意

味合いのことを、私は第2段の質問をした状態

だったんだけれども、最初は、何か取り上げら

れるとかいうような、もう認知症イコール免許

は停止じゃなくて取り上げると、こういうよう

なご答弁をされませんでしたか。 

【式場運転免許管理課長】 最初の答弁の時、今

まで事例としては取り消しがすべてだったもの

ですけれども、中身としては、取り消しもある

し、停止もあるし、定期的に様子を見るものも

あるということでさせていただきます。 

【小林委員】 そういうことで、非常に大事なと

ころですよ、運転免許管理課長、これは。気合

いを入れてひとつ答弁していただかないと、認

知症イコール免許剥奪ということではないと。

ただ、安全運転ができなければ、これは免許を

取り上げざるを得ないと、こういうようなこと

で、停止よりもまだ重い状況ではないかと思う

んです。 

 免許を剥奪するというような、免許を停止す

るというのと、それから今、剥奪するというの

と、これは全然意味合いが違うと思うんだけれ

ども、まず、停止は、一時的に停止する。例え

ば認知症と診断をされて、停止をして、また認

知症が回復の兆しが出てきたと、診断の結果。

そうなったら、また免許証は、停止から復活さ

れると、そういう意味合いのこともおっしゃっ

ているんですか。 

【式場運転免許管理課長】 停止につきましては、

現時点では乗るには難しいかもしれないけれど

も、例えば半年様子を見て、半年後に再度診断

書を出してもらった時に、これは乗ってもいい

と判断されれば停止をあけることになります。 

【小林委員】 だから、免許の取り消しをするの

と停止というのは意味合いが違うんだと。だか

ら、今ご答弁されましたように、私が確認した

とおりのことで、要するにまた、こういう認知

症が回復をされたらば、またそうやって復活す

ることができるというようなことの確認を改め

てまたやっておきたいと思います。 

 それと、認知症というようなことの中で、そ

れで18項目にわたる違反ですね、特に重いよう

な。例えば信号機を無視したとか、あるいは逆

走したとか、そういう18ぐらいの種類があるじ

ゃありませんか。こういうことをやった場合、

こういう非常に事件、事故につながるような大

きな違反、こうした場合においては、今回の新

しい道路改正法はどうなっておりますか。 

【式場運転免許管理課長】 これは、先ほど申し

上げましたけれども、更新時の認知機能検査で

第1分類にならなかった方、それ以外の第2、第

3分類になった方が、今おっしゃった18項目の

違反をすれば、医者の診断書提出の対象になる

ということでございます。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 

― 午後 ２時３０分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

【式場運転免許管理課長】 今申しました18項
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目の違反をした場合に、もう一度、臨時認知機

能検査とかありますので、臨時認知機能検査を

受けて1類になった方が、また診断書提出とい

うふうになります。 

【小林委員】 道路改正法の新しい法律が施行さ

れるわけであって、これは高齢者対策の中の肝

心要の対策になっているのではないかと思うん

です。ここが、12日といえば、もう間もなくで

すから、これをいかにして県民に徹底させると

同時に、ご高齢の方々をはじめとして、各関係

の方々に徹底していただかないと、旧法と新し

い道路改正法ではかなりウエートが違うと思う

んです。ここは、申しわけありませんけども、

県警として挙げて、これだけの高齢者によると

ころの交通事故が発生しているわけですから、

ここのところについては、ぜひひとつ、交通部

を挙げてということのみならず、県警挙げて、

これは県民に徹底をして、必ずやこの新道路交

通法によって新たな出発が結果として残される

ようにお願いをしておきたいと思うんです。 

 そこで、新しい道路改正法ができて、講習の

充実性とか、講習の中身をもっと徹底させてい

こうと、こういうようなことになっていると思

いますけれども、例えば、一番大事な運転適性

検査器の廃止と、こういうことが今回の改正の

中で、また一つの柱として実は言われている。

運転適性検査器の廃止というような新たな取組

ということになっていて、これまでは、旧法で

はぜひやらなければいかんと言っていたのが、

これが廃止ということになっている。これはど

ういうような背景にあるのかとか、あるいはこ

ういう運転適性検査器をやらなくなるというこ

とによって、どういうようなことが懸念される

のかとか、これは本当に受けるに値するような

内容なのかとか、これは県警の交通部としてど

ういうような見解をお持ちか、これもお尋ねし

ておきたいと思います。 

【式場運転免許管理課長】 運転適性検査器につ

いてお尋ねかと思います。 

 これは、運転者の反応の早さと正確性を検査

する器械でございまして、実際、私も一回やっ

たことがあるんですけれども、器械の前に座り

ましてモニターがございます。その中にブレー

キとアクセルもございます。モニターに赤ラン

プ、青ランプ、黄ランプが交互につくものです

から、赤ランプがついたら、アクセルを離して

ブレーキ、青ランプがついたら、ハンドルから

手を離して右側のボタンを押す、黄色ランプが

ついたら、ハンドルから離して左側のボタンを

押すという形で、非常に難しい検査だったんで

すね。それを、高齢者も難しくてわかりにくい

という意見がございましたので、警察庁のほう

で検討されまして、廃止にしております。 

 しかしながら、高齢者講習の実車指導の中で

ハンドルとか、ウィンカーとか、アクセル・ブ

レーキの操作を実際指導しまして、こういった

正確性、早さの判断をしております。 

 さらに、実車指導が終わりまして、実車指導

の中でドライブレコーダーの録画はありますの

で、これを見ながら指導していくということで、

運転適性検査器にかわるものとしてやっていき

たいと思っております。 

【小林委員】 この運転適性検査器が廃止された

ということは、かなりいろいろと話題をまいて

いるということもご案内のとおりです。やっぱ

りこれは現場の皆さんとか、あるいはいろいろ

体験した、講習を受けてきた方々、これは事故

防止に相当つながるいい検査器であったと、こ

ういうようなことを言っている人が結構いらっ

しゃるわけです。もう8割とか、あるいは指導



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月３日） 

- 47 - 

者の6割がそう言っていると。こういうような

ことも、実はマスコミ報道の中で記事として乗

っているわけであります。 

 こういうような形の中で、これが撤廃される

ということは、要するにその他にかわるべき内

容の講習によって、それを賄うことができると

いう、それなりのご判断があるからこそ、これ

を廃止されたんではないかと、こういうふうに

思うんだけれども、それはどういうような、別

の講習の中身でございますか。 

【式場運転免許管理課長】 運転適性検査器の廃

止は、かわりに実車指導の中で運転の正確性、

判断の早さ、これをかわるものとしてやるとい

うことでございます。 

 また、個別指導の中でドライブレコーダーの

映像を見ながら、高齢者の運転の正確性、早さ、

こういったものの判断ができるということで、

これにかわるものとして実車指導と個別指導を

やるということでございます。 

【小林委員】 なるほど、実車指導の中で、今回

廃止すべき内容については十分できると、こう

いうことだから、今回のこういうような運転適

性検査器については、廃止しても全然問題がな

いんだと、こういう受け止め方の中で皆さん方

は、新しい道路交通法の中でひとつしっかりや

っていこうと、こういうようなご判断でござい

ますね。 

 実は、いろいろ見方があるわけでありますが、

例えば、私自身が全く素人でよくわからないん

だけれども、今回の場合は、高齢者に講習を義

務づけるということについては、まず、高齢者

というところは65歳じゃなくして70歳と、こう

いうようなことになって、75歳以上の方々にい

わゆる認知症の検査を必ず義務づけると。つま

り、70歳の方については講習を受けるというこ

とを義務づける。そして、75歳以上の方々につ

いては、認知機能検査をしてしていただくと、

こういうような形に、70歳と75歳の違いが出て

いるような感じだけれども、例えば免許の更新

時期というのが3年間ということになっていま

すよね。そうすると、70歳以上の高齢者の講習

の義務づけというのは、毎年一回、誕生日の月

の約6カ月ぐらいの前後において必ずやらなけ

ればいかんということなのか、3年に一度の更

新時期でいいんだと、こういうようなことの判

断でいいのか、そこはどうですか。 

【式場運転免許管理課長】 基本的には3年間の

免許の更新の時でございますけれども、ほかに

も、例えば家族とか周りの方々から、どうも認

知症の疑いがあるといった場合とか、例えば一

般の取り締まりとかなんとかで、ちょっと認知

症のおそれがあるといったことがございますの

で、それは警察官による通報であるとか、家族

による通報であるとか、相談体制を整えまして、

認知症の確保に努めていくということでござい

ます。 

【小林委員】 だから、一番問題は、先ほどから

認知症対策に力を入れると言われている中にお

いて、今あなたが答弁されたように、要するに

3年間という更新時期のスパンが、じゃ、この

中で認知症にならないという保証があるかと、

こういうようなことが、やっぱり3年間といえ

ば結構長いんです。 

 私は、70歳以上の講習は毎年一回やらなけれ

ばいけないのかと、こういうふうに実は受け止

めておりましたが、今のお答えの中におきまし

ては、いわゆる3年間に一回の更新時期に70歳

以上、75歳以上、こういうような形の中でやれ

ばよろしいと、こういうようなことをおっしゃ

っていますね。それはもう間違いがないことで
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ございますよね、確認できますか。 

【式場運転免許管理課長】 更新が来た年に検査

を受けるということになっております。 

【小林委員】 それじゃ、そこの問題点としては、

3年に一回の義務づけられた、いわゆる更新の

時期に認知症の検査を受けると。それまでの認

知症の疑いとか、そういうものが仮にあったと

しても、事故を起こさない限りはそれが明らか

にならない部分と、ご家族からのお話がないと、

なかなかそれを探り当てることができないとい

うようなことで、やっぱり3年に一度というと

ころになってまいりますと、その間に認知症を

起こしても、実は車の運転がそのままできると

いうことでございますので、ここのところが非

常に大きな問題点があるのではないかと思いま

すが、交通部長、この辺のところはいかがでご

ざいますか。 

【秋泉交通部長】 75歳以上の方ですと、例え

ば更新をされてから18の違反ですね、信号無視

とか、一時停止とか、そういった違反があると、

臨時の認知機能検査を受けていただくようにな

ります。それで第1分類となりますと、医師の

診断書を出してもらうようになりますので、3

年間野放しということではございません。18の

違反をすれば、事故を起こさなくても臨時の認

知機能検査を受けていただくようになります。

ですから、野放しということではございません。 

【小林委員】 いろいろ考え方、受け止め方があ

りますが、我々は信号無視をしたとかそういう

違反は、ある意味ではもう事故としてほしいぐ

らいの大きなウエートのある中身ではないかと。

そういう違反をたまたま起こさなかったという

ことについては素通りになると、こういうよう

な形で3年間は、そういう違反を起こさなかっ

たと、今言われるような18項目について、仮に

違反を起こさなかったとすれば、これはそのま

ま、3年に一度ということでございますから、

やはりこれは素通りするという結果になると。

ここのところが一つ盲点ではないかというよう

なことを申し上げておきたいと思います。 

 それから、先ほど運転適性検査器が、今回、

省略されたということでございますけれども、

一説によると、今話があるように、講習を義務

づけられて、70歳以上の人は、必ず誕生日の前

後の6カ月間にこの講習を受けなければ免許は

取り消しになるよと、こういうようなことにな

っているわけで、これは必ず行くんだけれども、

自動車教習所とか、県警本部が委託をされてい

るところとか、そういうところが非常に多くて、

なかなか自分たちが思うような日程がとれない

と。長崎県では何カ月ぐらいのスパンがあるの

かというようなことですが、それはどうなって

おりますか。 

【秋泉交通部長】 通常の時ですと2～3カ月待

ちでございますが、免許を更新される方には、

締め切り期間の6カ月前には通知するようにし

て、早めの手続をお願いしますということでお

知らせしておりまして、通常は2～3カ月待ち、

繁忙期であります8月とか、2月、3月につきま

しては3～4カ月待ちということで、基本的に、

はがきが来まして早めにしていただくと、その

期間内には終了するということでございます。 

【小林委員】 そこのところが、今、長崎県は2

カ月ぐらいとか、あるいはそうやって非常に忙

しい、学生たちとか、夏休みとか、新しいスタ

ートをするとか、卒業時期とか、そんな時がこ

うやって一番忙しい時だと。そういうところを

除いてというようなところで、それを入れれば、

やっぱり2カ月がもっと延びるよというお話で

ございましたね。 
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 そうすると、今言う簡素化するという形の中

で、今言っているように、講習を受けるのにか

なりの期間を待たされると。そういうようなこ

とで、行こうと思ってもあいていないと。それ

をやっぱり簡素化するということの中で、今、

資料をいただきましたが、今まで3時間かかっ

ていたものが、今回新しく、高齢者の講習は2

時間と、1時間短縮されていると。この1時間短

縮の中身が、今言う、運転適性検査器が省略だ

と、こういうような受け止め方でよろしいかど

うか。 

 だから、運転適性検査器の内容というものは

本当は大事なんだけども、やはり講習できるよ

うな民間の教習所というものがあかないと、こ

ういうことであるものだから、結局ここを簡素

化したんではないかと、こういうような見方を

する人もあるんだけれども、それはどうですか。 

【式場運転免許管理課長】 今回の講習時間の2

時間半を2時間という合理化の部分と、逆に、2

時間半を3時間という高度化の部分がございま

して、2時間に落とした人は、75歳未満の方と

いわゆる第3分類の方が短縮されております。

逆に、第1分類とか第2分類の認知症のおそれが

高い方は30分増やして3時間、それぞれの高齢

者の認知症の程度に応じた講習というふうにな

っております。 

【小林委員】 時間でしょうけども、今まで認知

症の診断を受けて免許取り消しとか停止になっ

た事例、件数はどれくらいあるものか、また新

たに新法がこれから、12日からスタートすると。

その新法のスタートによって、取り消し件数と

かそういうものがかなり生じてくる可能性もあ

ると思うのだが、そういうところの見通しを試

算されているかどうか、この辺はいかがですか。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ２時４７分 休憩 ― 

― 午後 ２時４８分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

【式場運転免許管理課長】 今まで第1分類にな

った方で違反をされて取り消しになった方は、

昨年が11人、一昨年が6人です。今年は、また

道交法の改正がございまして、これが数が増え

ていくと思いますけれども、今のところプラス

数倍になるかなと予想しております。 

【小林委員】 一昨年が6名、そして昨年が11名

と、そして、新たに3月12日からですね。これ

がまだ平成28年度ですから、今、平成28年度に

ついては、まだ少し増えるんではないかと思い

ますね。 

 そうすると、こういう新法によってこの対策

が強化されるということで、これはかなりそう

やって免許の取り消しの件数が増えるのではな

かろうかというような見通しをお立てになって

いますか。いわゆるこの対策は、今のこの時期

において非常に効果のある道交法の改正である

と、こういうようなことをきちんと断じておっ

しゃっていただいていいですか。 

【式場運転免許管理課長】 当然、取り消しが増

えていくと思いますので、対策といたしまして、

医者との連携を進めまして、取り消しにかかわ

る診断を書いてくれる医者の数というものを去

年からやっておりまして、今、60名ぐらい確保

したところでございます。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、警察本部関係の審査結果について、整理

したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
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― 午後 ２時５０分 休憩 ― 

― 午後 ２時５０分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。 

 理事者入れ替えのため、しばらく休憩いたし

ます。 

 3時から再開いたします。 
 

― 午後 ２時５１分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ０分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。 

【吉村(洋)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 会計管理者より、予算議案説明をお願いいた

します。 

【新井会計管理者】 出納局関係の議案について

ご説明いたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の出納局・各種委員会事務局の1ページを

お開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎

県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部

分であります。 

 まず、平成29年度予算についてご説明いたし

ます。 

 歳入予算総額は19億6,658万円で、主なもの

は証紙売払収入であります。 

 歳出予算総額は4億2,374万3,000円で、主な

ものは出納局職員の給与費及び会計事務の管理

運営に要する経費であります。 

 2ページをお開きください。 

 債務負担行為につきましては、出納局所管の

各システムの保守業務に係る経費であります。 

 次に、平成28年度補正予算（第7号）につい

てご説明いたします。 

 歳入予算は、歳計現金の預金利子収入の減に

よるものであります。 

 歳出予算の主なものは、物品管理事務の運営

及び会計事務の管理運営に要する経費の執行見

込額の減によるものであります。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承賜りたいと存じます。 

 平成28年度の予算については、今後、年間執

行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって、平成28年度予算の

補正を専決処分により措置させていただきたい

と存じますので、ご了承賜りますようお願いい

たします。 

 以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【吉村(洋)分科会長】 次に、監査事務局長より、

予算議案説明をお願いいたします。 

【辻監査事務局長】 監査事務局関係の議案につ

いてご説明いたします。 

 同じく資料の4ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎

県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部

分であります。 

 平成29年度当初予算の歳出予算総額は1億
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8,717万5,000円で、その主なものは、事務局職

員の給与費並びに事務局運営に要する経費であ

ります。 

 次に、平成28年度補正予算については、歳出

予算の主なものは、事務局運営費の執行見込額

の減によるものであります。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承賜りたいと存じます。 

 平成28年度の予算については、今後、年間執

行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって、平成28年度予算の

補正を専決処分により措置させていただきたい

と存じますので、ご了承賜りますようお願いい

たします。 

 以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【吉村(洋)分科会長】 次に、人事委員会事務局

長より、予算議案説明をお願いいたします。 

【大串人事委員会事務局長】 人事委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。 

 同資料の6ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎

県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部

分であります。 

 まず、平成29年度当初予算の歳入予算総額は

185万6,000円であります。その主なものにつき

ましては、警察官採用共同試験受託に伴う収入

であります。 

 次に、歳出予算総額は1億3,093万3,000円で

あります。その主なものにつきましては、職員

給与費及び事務局運営に要する経費であります。 

 次に、平成28年度の補正予算（第7号）につ

いてご説明いたします。 

 歳出予算につきましては、公平委員会事務受

託に伴う収入見込額の減等によるものでありま

す。 

 次に、歳出予算につきましては、その主なも

のは、職員給与費の過不足調整及び事務局運営

に要する経費の執行見込額の減によるものであ

ります。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承賜りたいと存じます。 

 平成28年度の予算については、今後、年間執

行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって、平成28年度予算の

補正を専決処分により措置させていただきたい

と存じますので、ご了承賜りますようお願いい

たします。 

 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【吉村(洋)分科会長】 次に、労働委員会事務局

長より、予算議案説明をお願いいたします。 

【大串労働委員会事務局長】 労働委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。 

 同資料の8ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎

県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部

分であります。 

 まず、平成29年度当初予算の歳出予算総額は

8,353万7,000円であります。その主なものにつ

きましては、委員会業務の活動に要する経費、

職員給与費及び事務局運営に要する経費であり
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ます。 

 次に、平成28年度補正予算（第7号）につき

ましては、職員給与費の過不足調整に要する経

費であります。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承賜りたいと存じます。 

 平成28年度の予算については、今後、年間執

行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって、平成28年度予算の

補正を専決処分により措置させていただきたい

と存じますので、ご了承賜りますようお願いい

たします。 

 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【吉村(洋)分科会長】 次に、議会事務局長より、

予算議案説明をお願いいたします。 

【山田議会事務局長】 議会事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。 

 同資料の10ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎

県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部

分であります。 

 第1号議案「平成29年度当初予算」の歳出予

算総額は13億647万7,000円であります。その主

なものにつきましては、議員報酬及び議会運営

に要する経費であります。 

 債務負担行為につきましては、テレビ広報番

組の制作及び放映委託に係る経費及び議員控室

用パーソナルコンピューター等事務用機器のリ

ースに係る経費を計上いたしております。 

 次に、第47号議案「平成28年度補正予算（第

7号）」の主なものにつきましては、議員報酬

及び議員の費用弁償に要する経費並びに議会運

営に要する経費の執行見込額の減によるもので

ございます。 

 その他の内容につきましては、それぞれ記載

のとおりであります。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承賜りたいと存じます。 

 平成28年度の予算については、今後、年間執

行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって、平成28年度予算の

補正を専決処分により措置させていただきたい

と存じますので、ご了承賜りますようお願いい

たします。 

 以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【吉村(洋)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はございませんか。 

【川崎委員】 人事委員会事務局にお尋ねいたし

ます。 

 今、ご説明がありましたが、警察官採用共同

試験の受託費138万8,000円、まず、この受託内

容をご説明いただきたいと思います。 

【松尾職員課長】 まず、共同試験の内容につい

てご説明いたします。 

 共同試験につきましては、地方公務員法18条

の規定に基づきまして協定を締結の上、本県の

警察官採用試験とあわせて、協定を結んでいる

都道府県の1次試験を実施するものでございま

す。これは、昭和45年度に初回、依頼を受けて

実施をして以降、毎年実施をいたしているとこ
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ろでございます。 

 ちなみに、全国の状況を申し上げますと、全

国で依頼をしている都道府県が12、それから、

それを引き受けている都道府県が31というふ

うな形で、全国的に展開をされているところで

ございます。 

 複数の都道府県が協力して採用試験を行うと

いうことで、共同試験に加わっている都道府県

の中から志望先を選んで受験することができる

制度となっております。 

 ちなみに、長崎県が協定を結んでいるのが、

警視庁、神奈川県、大阪府、愛知県、この4都

府県と協定を結んで共同試験を実施いたしてお

ります。 

 1次試験で本県を第1志望としている方が、仮

に1次試験で不合格になった場合は、第2希望を

志望されているところに引き継いで、そちらで

再度合格判定がなされるというような制度でご

ざいます。 

 金額の138万8,000円でございますけれど、こ

れは試験にかかる経費総額361万9,000円、これ

の3分の1を均等割、ですから、これを5県で分

けるということになります。そして、その残り

の3分の2を採用数割という形でそれぞれ按分

をいたしまして、それを負担するということで、

本県がそのうちの223万1,000円、それから4都

府県の合計が138万8,000円ということで、この

金額を受託費として収入を受けるという形にな

っております。 

【川崎委員】 ありがとうございました。 

 そうすると、この事業と言ったらいいんでし

ょうかね、この仕組みは、一体どういったこと

が狙いでこうなっているのか。単純に1次志望

でだめだったから、採用枠があるところにもう

一回、第2回目のチャンスがありますよと、単

純なそういうようなことではないと思いますが、

本来の狙いについてお尋ねいたします。 

【松尾職員課長】 受験者個人にとりましては、

先ほど委員がおっしゃいましたように、どうし

ても警察官になりたいという受験者にとりまし

ては、一度第1志望のところで合否判定があっ

て、残念ながら不合格になったという方も、次、

警視庁を第2希望にされておけば、そちらに引

き継がれて、そちらのほうで再度合格判定がさ

れるということでのメリット。それから、警視

庁にわざわざ受けに行かなくても、本県でその

試験が受けられるというメリットがございます。 

 それと、全国的な治安の関係で申し上げます

と、やはりどうしても都市部を中心に受験者が

なかなか少ないということで、その周辺の都道

府県だけでは自前の受験者を確保できないとい

うことで欠員が生じる。あるいは、採用はでき

てもなかなかレベルの高い職員が採用できない

ということになりますが、その際、こういうふ

うな形で他の協力をもらえる都道府県のほうと

共同試験を実施することによって、受験生が少

ない、特に警視庁であるとか、大阪府であると

か、そういうふうなところの受験者が確保でき

ると。そして、そちらでの治安も確保ができる

と。やはり犯罪は県をまたいで、あるいは、県

に飛び火をしながらいくというふうなことも考

えますと、そういう形で全国的な治安が守られ

るという点では、一つの大きなメリットがある

制度ではないかと思っております。 

【川崎委員】 ありがとうございました。全国的

な平準化した治安の維持、これについては何ら

異論はございませんが、それだけの話を聞いて

いると、長崎の人材がまた都市部に持っていか

れるというような人口流出を助長しているよう

な仕組みにも聞こえるんです。そのあたりの角



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月３日） 

- 54 - 

度のご見解はありますか。 

【大串人事委員会事務局長】 目的は、先ほど職

員課長が申し上げましたとおりでございますが、

どうしても治安の維持というのは、1県単県で

実現できるものではございません。他の試験制

度には一切こういった仕組みはございませんの

で、やはり全国の、日本国の治安を維持するた

めに重要な制度だと考えておりまして、若干流

失は確かにございます。ですけれども、そこを

差し引いても協力しようと、その協力の中で警

察の地方組織が守られているんだというふうに

理解をしております。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかにご質問ございませ

んか。 

【友田委員】 出納局の関係で、証紙収入が、全

体で19億5,000万円ということですが、前年か

ら4％ほど、8,000万円減額になっています。こ

の減額になっている主な理由についてお聞かせ

ください。 

【馬場会計課長】 証紙収入につきましては、各

種手数料、種々ございますけれども、全体的に

考えますと、やはり人口減というのがございま

して、その中で、いわゆるパイが小さくなって

いる傾向があっております。 

 ですから、年によってちょっと上がる年はあ

るんですが、傾向的には逓減傾向にあるという

ことがあります。 

 それから、かなりの部分が警察関係、特に免

許証の更新ですとか、講習の手数料などがござ

います。そういうものにつきましては、国のほ

うで一定の基準を示すのですが、それが全体的

にやはり少しずつ低くなっている。手数料が下

がってきている傾向にあるということ、そうし

たことから、全体的に下がってきているという

ふうに考えております。 

【友田委員】 わかりました。人口減少がこうい

うところにもあらわれているということですね。

確かに、おっしゃるとおり、これだけ子どもた

ちが減ってくれば、運転免許を取る人たちも減

ってくるわけだから、こういうところにも影響

が出るということですね。税と違って、手数料

収入というのは必要な経費を取る大切な歳入な

ので、わかりました。そういうことですね。こ

れを増やす努力をしろと言っても無理と、人口

を増やすしかないということですね。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかにご質問はございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分及び第47号議案の

うち関係部分は、それぞれ原案のとおり、可決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、それぞれ原案のとおり、

可決すべきものと決定されました。 

【吉村(洋)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。 

 出納局及び各種委員会事務局においては、委

員会付託議案がないことから、所管事項につい

ての説明を受けた後、所管事項についての質問

を行うことといたします。 
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 人事委員会事務局長より所管事項説明をお願

いいたします。 

【大串人事委員会事務局長】 人事委員会事務局

関係の所管事項についてご報告いたします。 

 総務委員会議案説明資料の出納局・各種委員

会事務局1ページをお開きください。 

 まず、平成28年度長崎県職員採用試験につい

てでありますが、警察官Ⅲ類（男性・女性）及

び身体障害者を対象とした採用選考試験の各試

験を実施し、最終合格者を発表いたしました。 

 受験者数、合格者数及び競争倍率につきまし

ては、それぞれ記載のとおりであります。 

 以上を持ちまして、人事委員会事務局関係の

報告を終わります。 

【吉村(洋)委員長】 次に、労働委員会事務局長

より所管事項説明をお願いいたします。 

【大串労働委員会事務局長】 労働委員会事務局

関係の所管事項についてご報告いたします。 

 同資料の2ページをお開きください。 

（調整事件について） 

 平成28年4月1日以降、現在までに取り扱いま

した調整事件は、あっせん事件3件であり、2件

は打切り、1件は取下げにより終結しておりま

す。 

（審査事件について） 

 平成28年4月1日以降、現在までに取り扱いま

した不当労働行為事件は6件であり、これらの

事件のうち2件は関与和解、1件は命令書交付に

より終結しており、現在審査中の事件は3件で

あります。 

（個別的労使紛争について） 

 平成28年4月1日以降、現在までに取り扱いま

した個別的労使紛争に係るあっせん事件は6件

であり、これらの事件のうち2件は解決、2件は

打切りにより終結しており、現在調整中の事件

は2件であります。 

 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

報告を終わります。 

【吉村(洋)委員長】 次に、提出のあった「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について説明を求めます。 

【馬場会計課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局・各種委員会事務局の資料について、

ご説明申し上げます。 

 資料の1ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約案件について、本年度

11月から1月の実績は記載のとおり、4件となっ

ております。 

【吉村(洋)委員長】 次に、所管事務一般に対す

る質問を行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 

【川崎委員】 出納局にお尋ねいたします。 

 資料の2ページ目の財務会計システム運用・

維持管理業務委託でございますが、結論は、長

崎の企業が落札をされていますので、結果的に

よかったなと思うんですが、相手方は県外の企

業さんで、ややもすると、県外の人がまた受注

をするというような残念な結果になりかねない

というようなことで見ておりました。 

 まず、この業務委託の内容についてお尋ねし

ますが、まず、システム自体はオリジナルで開

発したものなのか、パッケージソフトを活用し

たものなのか、また、通常の業務はどういった

内容なのか、お尋ねいたします。 

【馬場会計課長】 このシステム自体は、県のほ

うで独自に開発をしたものでございます。それ
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の維持管理ということで業務を委託しようとす

るものでございます。 

 それから、業務の中身につきましては、シス

テムの運用上に必要な各種の処理、あるいは障

害が発生した時の対応、それから仕様が変更に

なった時の改修、それらを行っていただくとい

う内容でございます。 

【川崎委員】 じゃ、少し細かく聞きますけれど

も、オリジナルで開発されたシステムというこ

とでわかりました。 

 そうすると、開発者がこの落札者ですか、ま

ず確認いたします。 

【馬場会計課長】 そこの業者ではなく、県のほ

うで独自に開発をいたしました。 

【川崎委員】 わかりました。そうすると、県で

独自に開発をし、そして、以降の管理業務委託

についてこのような入札を行ったということで

理解をいたしますが、そうすると、開発者あり

きじゃなく、どなたでもこの維持管理業務には

参入ができると、そのようなものと認識をいた

しました。 

 そうすると、本当に長崎でこういったものを

受けることができる企業さんというのは1者だ

けだったんだろうかと、もっとほかにもシステ

ム会社さんはたくさんあろうかと思うのですが、

県内企業が1者にとどまったということについ

てはどうお考えでしょうか。 

【馬場会計課長】 この案件につきましては、額

的にＷＴＯ案件になっております。 

 ですから、総合評価方式ということで公告を

いたしまして、希望するところは、その入札に

入ってくださいという形でしておりましたが、

県内では1者だけの参加ということになってい

ます。 

【川崎委員】 わかりました。1者だけだったと

いうことは、結果的にそうなのかもわかりませ

ん。多くの企業さんが長崎にはあられると思い

ますし、今のシステムの性質からいって、ずう

っと維持管理をし続けていくということがある

と思えば、ＷＴＯと今聞いたので、なかなか縛

りは難しいのかもわかりませんが、もっともっ

と県内企業の皆様が受注ができるような、そう

いった機会をつくってあげるということが非常

に大事じゃないかなというふうに思っていまし

て、県外企業に門戸を広げないといけないんで

すかとお聞きしようと思ったのですが、ＷＴＯ

だったら、それはいたし方ないところかもわか

りませんけれども、こういった継続してやる委

託業務なら、県内企業にぜひ参加をしていただ

きたいということを働きかけをして、例えば技

術的に劣るんだったら、例えば何かいろいろ育

成をしていきながら、ぜひ頑張ってくださいと

いうような形で、全体のスキルアップというん

でしょうかね、企業のスキルアップというもの

を、スキルアップが適正な言葉かどうかわかり

ませんが、そこのところを県内の企業の皆様に

何とか頑張っていただきたいなという思いなん

ですね。そういった工夫というのは、今後考え

られますでしょうか。 

【馬場会計課長】 まず、私どもとして考えます

のは、業者がかわる場合、スムーズに移行でき

るか、一定の資格を持った人の配置や、万が一

何かあった時のサポート体制、やはりそれを最

優先で考えてまいります。 

 ただ、県内業者で、結果的には1者だけでし

たけれども、その辺、もう少し広げられないの

か、条件の中で、もし配慮できるようなものが

あれば、今後そうしたものについても研究して

いきたいというふうに考えています。 

【川崎委員】 これは要望になっちゃうのかもわ
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かりませんが、全庁的に言える話なんですけど、

単発で出すというものについては、確かにいろ

いろあるかと思いますが、継続して出る委託業

務なんていうのは、もっともっとしっかりと長

崎の企業の皆さんが頑張ってくださいというこ

とを、少し流れをつくっていけば、多分に可能

性は上がってくると思うんですよね。そういっ

た工夫が、やはり県内の企業の活性化になるし、

雇用の拡大につながっていくと思いますので、

今、出納局だけ話をしましたが、全庁的な取組

をぜひ行っていただきたいなというふうに思っ

ております。よろしくお願いします。 

 最後に確認ですが、来年度より、発生主義・

複式簿記の新公会計システムが構築をし、仮に

でも来年度はそういったものの成果物を出すこ

とになっていようかと思います。資産、台帳と

かですね。そういった取組の中において、この

財務会計システムはどういった関係性になって

くるのか、また、新たに構築をしようとされて

いるのか、お尋ねいたします。 

【馬場会計課長】 新公会計システム自体は、財

政課のほうで主体的にやっております。その中

で財務会計システムを使って各種データの提供

等を行う必要がございますので、それに対応し

て、本年度、来年度についても予算をとって、

そうした提供ができるようにシステムの構築を

しているところでございます。 

【川崎委員】 最後確認ですけど、そうしますと、

現在のシステムはなくなるんですか、今、財政

課がやられている。今度開発したらなくなるん

ですか。その確認です。 

【馬場会計課長】 今の財務会計システムは、基

本的にそのままでございます。 

 ただ、今のままでは、財政課が必要とするデ

ータをそのまま提供することができませんので、

若干改良を加えるということが必要になってこ

ようかと思っております。 

【川崎委員】 わかりました。ありがとうござい

ました。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにご質問等ございませ

んか。 

【山田(朋)委員】 人事委員会事務局にお伺いい

たします。 

 平成28年度長崎県職員採用試験についてで

すが、警察官Ⅲ類が444人受験をし、80人が合

格、5.6倍ということであります。 

 先ごろ法律が変わりまして、長崎県としては

9人の増員が認められたという中で、警察の定

員が3,075人となっています。それで、先ほどの

警察とのやりとりの中では、限りなく定員に近

い状態にしていますという話だったんですけれ

ども、今回、80人合格をしているけれども、退

職者数と、80人の合格の中でも辞退する方もい

ると思うのですが、大体例年辞退する方が1割

ぐらいいるのか、どれくらいいるのかとか、そ

ういうのがちょっとわかれば、まず教えていた

だけますか。退職者数も、退職予定者数もわか

れば、教えてください。 

【松尾職員課長】 定員管理はもちろん警察本部

のほうでやっておりまして、その中で退職欠員

等の状況を見た上で、人事委員会のほうに何人

採用試験をお願いしたいという依頼を受けて、

うちのほうで試験をするという形になっており

ますので、なかなか退職者数であるとかその辺

の状況については、必要数をうちが依頼を受け

て試験をしているというふうな認識でおります

ので、ちょっとそこのところは警察に聞かない

とわかりません。（「辞退数はわかりますか」

と呼ぶ者あり） 

 辞退数は、例えば平成28年度の試験で申し上



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月３日） 

- 58 - 

げますと、辞退数ということではないんですけ

れど、採用予定数が、Ⅲ類の場合は56名になっ

ております、男女合わせまして。そして、最終

合格者数を80名というふうにしております。 

 これは、近年の採用の辞退等々から、56名確

保するにはこれぐらい必要だろうというような

形で80名にしているということで、これは年に

よって若干変動があることになりますけれど、

今年度は56名に対して80名、任命権者の意見も

伺いながら採っているということでご理解いた

だければと思います。 

【吉村(洋)委員長】 山田(朋)委員、ちょっとう

っかりしておりましたが、今の質問は議案外に

なるので、これだけでよろしくお願いします。 

 ほかにご質問等ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 次に、所管事務一般につい

て、ご質問はございませんか。 

【山田(朋)委員】 今回、警察官Ⅲ類が444人が

受験をし、80名が合格ということでした。それ

で辞退数ですね、例年辞退数というのがどれく

らいあるのかをお聞きしたいと思います。 

【松尾職員課長】 昨年度の実績から申し上げま

すと、警察官Ⅲ類合わせて18名の辞退が出てい

ると認識しております。 

【山田(朋)委員】 先ほど、私が先走って先にし

た時のご答弁では、80名入れて56名になりまし

たという話だったと思うんですけど、この辞退

数の18というのはどこからきた数字か、教えて

ください。 

【松尾職員課長】 先ほど申し上げました、18

名というのは実績でございます。昨年度の実績

です。 

 ですから、昨年度の実績と同じだけで合格者

数を決めるということではなくて、数年の平均

といいますか、そういう傾向を見ながら今年度

の合格者を決めていくという形になってまいり

ますので、今年度につきましては、先ほど申し

上げましたように、56名の募集に対して80名、

ですから、そこに24名程度の辞退があるかもし

れないと。過去の実績を見ながら、そういうふ

うな形での合格者数を決めているところでござ

います。 

【山田(朋)委員】 わかりました。56名必要なら

ば、80名ぐらいは採用しておかないとというの

が例年の状態でしているということですね。 

 ごめんなさい、公務員試験とか受けたことが

ないので、辞退するならいつのタイミングとか

まででというのがあるんですか。時期、いつま

でに辞退とかというのがあるんですか。その辺

を教えてください。 

【松尾職員課長】 これは、辞退につきましては、

いつまでにということではございませんで、や

はりほとんどの方が、公務員試験を受けられる

方はいろんなところを併願して受けてこられま

すので、県の合格があった後に、例えば市町村

のほうで合格が決まって、本人も悩んだ末、そ

ちらに行くことに決めましたということは、も

ちろん1月に出すとか、極端に言いますと、3月

に来る場合もあり得るという状況でございます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。県庁の行政職、

一般の試験のほう、いろいろ種類があると思い

ますけど、これも若干辞退される方がいらっし

ゃるのかなと思うんですけど、大体どれくらい

ですか、率で言うと。例年平均。 

【松尾職員課長】 県職員の場合は、先ほどの警

察官Ⅲ類よりは辞退率は少ないわけですけれど、

やはり当然辞退は、国家公務員になるという方、

あるいは地元の市町村に行かれる方というのも

出てまいりますので、先ほどの今回の採用予定
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数に対して何人合格させたかというところをご

説明しますと、大卒程度で、今回123名の募集

をいたしております。それに対しまして、最終

合格者を139名という形にしておりますので、

大卒程度では16名程度のプラスをしていると

いうようなところでございます。 

 ちなみに行政は、40名に対して44名という形

です。ですから、辞退はその年々で、やはりど

うしても個人の話になってまいりますので、差

があるところでございますけれども、これまで

の状況からそのような形、4～5名程度を見込ん

でいるというところでございます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにご質問等ございませ

んか。 

【山本(啓)委員】 これは物品管理のほうになる

んですかね。平成26年に長崎県石油協同組合か

ら要望書がございまして、その中身というのは、

「官公需適格組合の活用促進及び随意契約の継

続、中小企業者等の受注機会の確保」というこ

とで、内容については、平成24年に議会におい

て、「入札制度等県の発注方式の改善に関する

決議」を議会で議決をしています。それに基づ

いて、1者見積もりによる随意契約は、限度額

を超える、超えないにかかわらず、原則として

禁止ということになっております。そのことに

ついて石油組合から、その内容について制限を

外してくれといった要望だったと理解をしてい

ます。 

 その後、幾つかの委員会等とでもやりとりが

あっているようなんですが、県の答弁としては、

「平成13年度から平成23年度までは随意契約

としていたが、決議を受けて、平成24年度から

指名競争入札に改めた」と。平成27年、吉村 洋

議員が一般質問で同じことをお伺いしているん

ですね。「県議会の決議を踏まえると、現状と

しては、利便性及び災害協定の配慮をもって随

意契約を行う理由と捉えることは困難だ。今後、

国等の契約の方針等により、契約方法の見直し

が必要となった場合は、全庁で組織する随意契

約協議会で検討を行ってまいりたい」と。 

 この官公需についての国の発表というのは毎

年行われていまして、平成27年度、平成28年度

の基本方針によると、「中小企業者の受注機会

の増大を図るための基本方針を策定ということ

で、経済合理性、公正性等に反しない適正な調

達ができる時は、当該石油組合との随意契約を

行うことができる」と。明確に少し国の見解が

変わってきておりますが、その上で、議会の決

議がありますので、この場でお尋ねするのは、

今の状態で国のこの基本方針ですね、新たな発

表に対する県の認識をお伺いしたいと思います。 

【吉野物品管理室長】 委員が今おっしゃられた

とおり、本庁の公用車のガソリンの調達につき

ましては、平成23年度まで1者随契をしており

ましたけれども、平成24年3月の県議会の決議

を受けまして、そこからは、その決議を重んじ

るということと競争性の確保という観点から、

1者随契から指名競争入札に変えて、現在に至

っております。 

 確かに、中小企業者に関する国等の契約の方

針の中で、今おっしゃられたようなことが触れ

られているということは把握しているところで

すけれども、やはり県といたしましては、県議

会の決議のほうを重く受け止めているというこ

とでございまして、現在に至るまで指名競争入

札で特に支障も出ていないということから、今

の段階で1者随契に戻すことは難しいと考えて

いるところです。 

【山本(啓)委員】 当然、決議に基づくものです
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から、また新たな決議等々を載せていくという

ことで、こちら側の取組なんだと思うんですけ

れども、先ほども申し上げたとおり、答弁で、

最後に「全庁で組織する随意契約協議会で検討

を行ってまいりたい」ということでございます

ので、その部分だけ答弁を正確にいただいて終

わりたいと思います。 

【吉野物品管理室長】 平成24年の決議の時に

も、全庁的に随契の見直しというのを行ってお

りまして、そのときに、この全庁で組織する随

意契約協議会が使われていると思いますけれど

も、もし改めてそういう決議をされるというこ

とであれば、その内容を見させていただいて、

その段階でまた検討していくと。そして、その

過程の中で、場合によっては、その協議会の中

でということになるのではないかと思います。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

【前田委員】 ちょっと記憶が確かじゃないので、

確認も含めてなんですけども、多分、県採用の

獣医師の定員割れが長らく続いていて、今もっ

ても定員割れしていると思うんですね。もし現

況がわかればお知らせいただきたいのと、以前

から、関係団体も含めたところで人事委員会の

ほうに、定数割れしている要因というのはいろ

いろ、幾つかあると思うんです。その中でも、

そのことの一つとして、給与の設定というか、

そこの見直しをしてほしいということが、過去

においても人事委員会にも届けられていると思

うのですが、その検討した経緯というか、結果、

もしくは、今もって検討中なのかを含めて少し

答弁をいただきたい。 

【松尾職員課長】 獣医師の採用についてでござ

います。 

 まず、欠員の状況をということでご質問がご

ざいましたけれど、今年度何回か担当部局のほ

うで採用試験をされておりますが、うちが把握

している欠員としましては、4月で6名程度の欠

員があるのではないかというふうなことでお伺

いをしておりますが、またそこは、いろんな職

種のやりくりとかそういう中で、最終的にどう

なるかというのはありますけれど、採用を予定

していた人数からすると、6名ほど足りていな

いというふうなことでお伺いをいたしておりま

す。 

 それから、処遇改善といいますか、給与の関

係でございますけれど、本俸、給料につきまし

ては、給料表について、医療職給料表（二）と

いうのを適用いたしております。 

 これは、過去に国のほうから通知・指導がま

いっておりまして、基本的に医療職給料表（二）

を使うようにというふうな形になっておりまし

て、現状それでいっているというところでござ

います。 

 それから、本県におきましては、初任給調整

手当、過去には支給がなかったわけですけれど、

平成22年に人事委員会より報告をいたしまし

て、初任給調整手当が導入をされ、そして、さ

らに平成26年の人事委員会からの報告により

まして、その手当額について改善がなされたと

いうところで、現状その推移等について見守っ

ているというようなところでございます。 

 また、全国的にも少し動いているところもあ

りますので、その情報等も十分踏まえながら、

引き続きその辺を注視していきたいというふう

に考えております。 

【前田委員】 今答弁があったように、平成22

年と平成26年に初任給の調整手当についての

見直しをしているということですけれども、で

も、一番関係団体が申したのは、本俸というか、

給与自体の見直しをしてほしい。さっき医療職
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給料表（二）ということが出ましたけど、そう

いったものの見直しをしてほしいということが

要望としてあるわけでありまして、今、推移を

見守るというお話もありましたけれども、現実

問題、一番最初に述べたように、直近でも6名、

この欠員がずっと続いているんですよね。やは

りそれは欠員による影響というのもずっとこれ

が継続して続いているということを考えた時に、

やっぱり改めて初任給の調整手当ではなくて、

医療職給料表（二）の本体自体の見直しができ

るのか、できないのかを含めたところでの検討

が必要であると思いますし、やっぱりそれぞれ

の配置されている職員さんたちの現場の声とい

うのはまさにそうだと。定員をきちんと充足し

てほしいということだと思うんですけども、も

うここらでもう一度、きちんとした検討をすべ

き時期だと私は思うのですが、そうじゃなかっ

たら、あらゆる手を使って欠員を解消してほし

い。そのことを今回、強く望みたいと思います

けれども、改めて答弁をお願いしたいと思いま

す。 

【大串人事委員会事務局長】 ここ数年の欠員の

状況を見てみますと、今年が一番大きくて、6

人出ていると。昨年度の場合は2人のような状

況で、その2人を再任用であったり、先ほど職

員課長が説明しました職種の転換で補ったりと

いうことでしてきていると。 

 状況としましては、今回7人、本年度は3回試

験をなされて7人採用しています。そんな中で、

また不足が6人出ている。結構な人数を採用さ

れながら、やめていかれる方も多いという状況

です。 

 その中に、大きな要素として給与が関わって

いるということは、深く私どもも認識をしてお

ります。それで、全国の状況を見ながらと、先

ほど職員課長が申し上げましたが、福岡県のほ

うで、今議会で、違う給料表を使うということ

が提案されていると仄聞しております。 

 そういったことも含めて、任命権者とも意見

交換しながら、どういった対策をもって獣医師

の確保、選考採用で各部が行いますが、そこを

やっていくかということを、今回の勧告に向け

ての一つの重要な課題であると認識をしており

ます。 

【前田委員】 一旦採用された方が辞退するとい

うケースもあるような話は私も聞いております

が、今、福岡県のことを答弁いただいたことも

含めて、もう一つは、じゃ、給料を見直すとい

うか、上げる目的ということの中に、やはり今

まで獣医師が補っていた役割というか仕事とい

うんですか、それが今後のことを考えた時に、

さらに獣医師の方の役割が非常に重要性を増し

てきているような状況だと私は認識しています

ので、要は、仕事に見合う給料という考え方で

言えば、獣医師の役割がさらにこれから求めら

れてくる、高い専門知識が必要となってくる。

もしくは、水際対策もろもろ含めたところで重

要性が増してくるという認識に立っていただい

て、この1年間の中で、さらに人事とも相談し

ながらご検討し、そして、きちんとした結果を

出していただきますことを要望しますとともに、

現場並びに業界の方々の声をしっかりと、集ま

ってもらって聞くという場も必要かと思います

ので、ぜひ取組に期待をし、要望をしておきた

いと思います。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにご質問はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、出納局及び各種委員会事務局関係の審査
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結果について、整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時４９分 休憩 ― 

― 午後 ３時５０分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、3月6日は、午

前10時から委員会を再開し、文化観光国際部関

係の審査を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時５１分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年 ３月 ６日 

自   午前１０時 １分 

至   午後 ３時５６分 

於   第 1 別館第 1 会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 吉村  洋 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   山本 啓介 君 

 〃   坂本  浩 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

文化観光国際部長 松川 久和 君 

文化観光国際部次長 岩田 正嗣 君 

文 化 振 興 課 長 古謝 玄太 君 

世界遺産登録推進課長 村田 利博 君 

観 光 振 興 課 長 浦  真樹 君 

観光振興課企画監 
（観光計画・植物園担当） 

村山 弘司 君 

物産ブランド推進課長 永橋 勝巳 君 

国 際 課 長 大安 哲也 君 

国 際 課 企 画 監 
(平和・国際協力担当)  

佐古 竜二 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 １分 開議 ― 
 

【吉村(洋)分科会長】 皆さん、おはようござい

ます。 

 これより、分科会を再開いたします。 

 文化観光国際部関係の審査を行います。 

 まず、分科会による審査を行います。 

 文化観光国際部長より、予算議案について説

明をお願いいたします。 

【松川文化観光国際部長】 おはようございます。 

 文化観光国際部関係の議案について、ご説明

いたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の文化観光国際部をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎

県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部

分であります。 

 初めに、第1号議案「平成29年度長崎県一般

会計予算」のうち文化観光国際部関係部分につ

いて、ご説明いたします。 

 文化観光国際部所管の歳出予算総額は、42億

659万7,000円で、これを平成28年度当初予算額

の31億7,897万1,000円と比較いたしますと、10

億2,762万6,000円の増となり、率にして32.3％

の増となっております。 

 平成29年度当初予算の主な内容は、長崎歴史

文化博物館などの文化施設の改修経費や、「長

崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世
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界遺産登録の推進、本県観光のブランド力向上

及び観光産業の活性化・高度化の支援、国境離

島における滞在型観光の促進、「日本橋 長崎館」

の運営や関西の企業等と連携した情報発信、県

内外に向けた県産品のブランド化や愛用運動の

推進、さらには、各国との歴史的な交流の積み

重ねを活かし、海外活力による経済的な実利を

見据えた取組の推進に要する経費等であります。 

 次に、平成30年度以降の債務負担を行うもの

については、事務機器賃借や県有施設等の管理

に係る経費などで記載のとおりでございます。 

 続きまして、第47号議案「平成28年度長崎県

一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部分

について、ご説明いたします。 

 文化観光国際部の補正予算額は、歳入予算

836万9,000円の増であります。歳出予算は1億

1,371万7,000円の減であり、その主な内容は、

事業の執行見込みの減等によるものであります。 

 次に、繰越明許費について、ご説明いたしま

す。 

 県が江上天主堂の保存修理工事に対して助成

している世界遺産保存活用整備補助事業におい

て、資材の調達に時間を要したことにより、年

度内の事業完了が困難であることから繰越明許

費を設定しようとするものであります。この結

果、平成28年度の文化観光国際部所管の歳出予

算総額は48億2,131万3,000円となります。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承賜りたいと存じます。 

 平成28年度の予算につきましては、今議会に

補正をお願いいたしておりますが、今後、年間

の執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要

が生じてまいりますので、3月末をもって平成

28年度予算の補正について専決処分により措

置させていただきたいと考えておりますので、

ご了承賜りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【吉村(洋)分科会長】 次に、提出のあった「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について、説明を求めます。 

【古謝文化振興課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本分科会に提出して

おります資料について、ご説明をいたします。 

 資料ですが、表紙に「企画振興部・文化観光

国際部」と記載があるものでございます。 

 この資料につきましては、平成29年度予算の

うち、政策的新規事業の計上状況について記載

をしたものとなっております。 

 文化観光国際部関係の新規事業につきまして

は、しま旅滞在促進事業費など計11件を計上い

たしております。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります

ようお願いいたします。 

【吉村(洋)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 質疑等はございませんでしょうか。 

【川崎委員】 おはようございます。 

 まず、観光基盤整備事業取りまとめで2億

1,869万円計上されている分につきまして2点

ほど。 

 まず、ＤＭＯの組成も後押しをされていると

承知しておりますが、現在の状況、そして課題

についてまずご説明いただきたいと思います。 

【浦観光振興課長】ＤＭＯについてのお尋ねで

ございます。 
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 まず、現在の本県のＤＭＯの状況でございま

すけれども、国がＤＭＯ化を進めていく上で、

まずは候補法人の登録制度を国の方で設けてお

ります。全国で100団体ほどを目標としており

ます。その中で長崎県の状況といたしましては、

まず、長崎市につきましては長崎国際観光コン

ベンション協会がＤＭＯの法人登録、それから

佐世保市と小値賀町が観光圏ということで佐世

保観光コンベンション協会、この長崎市、佐世

保市の2団体が既に国への候補法人の登録を終

えているところでございます。 

 また、県内のその他の動きといたしましては、

島原半島内で島原半島観光連盟、あるいは島原

市で新たに立ち上がった島原観光ビューロー、

こういったところも地域の観光地づくりを積極

的にやっていこうということで、今、ＤＭＯ化

に向けての動きをやっているところでございま

す。 

 さらに、ほかの地域でもそういった機運が

徐々に出てきているところから、県といたしま

しては、そういったことを推し進めていくため

に機運の醸成ということで県内各地でセミナー

等の開催等もさせていただいているところでご

ざいます。 

 そのような状況の中で課題といたしまして私

どもが認識しておりますのは、このＤＭＯとい

うのは、いかに観光で地域が稼いでいくように

なるか、地域の稼ぐ力をどうやって引き出して

いくかというのがＤＭＯの最終的な目的であり、

目標であります。そのために戦略的に地域経営

を観光の視点からやっていこうということで、

これは行政、あるいは観光団体だけではなくて、

地域のあらゆる事業者、関係者を巻き込んで、

あるいは地域住民の方も巻き込んで観光振興を

やっていこうということでございます。大きな

課題といたしましては、地域の皆様方、住民の

方を含め、あるいは一次産業の従事者の方を含

め、そういった方々をどうやって巻き込んでい

くのか、そこの取組がまず大きな課題だと思っ

ております。 

 まずは、そういった皆様方に、その地域が観

光で稼いでいくという一つの大きな共通の目標

を持って取り組んでいけるような機運、それか

ら、皆様の認識を持っていただくためにどう取

り組んでいくかということが一つの大きな課題

でもあり、そこがクリアされれば、さらに大き

な次の段階に進んでいけるものと思っておりま

す。 

【川崎委員】 平成29年度、具体的に見えてい

る団体の組成というようなことはありますか、

あれば教えていただきたいと思います。 

そして、県の立場としての支援というのは、

具体的にどういったものなのか説明いただきた

いと思います。 

【浦観光振興課長】 平成29年度につきまして

は、今のところ、先ほど申し上げた島原半島の

2団体がかなり前向きに検討されているところ

でございます。 

 県の支援といたしましては、現在、予算の方

で補助制度を設けております。候補法人に登録

されますと、その後の取組については、国の交

付金等を活用した国からの支援が得られること

になっております。また、各省庁が連携した支

援も優先的に受けられるということになってお

りますので、県の支援といたしましては、候補

法人の登録に向けて、また、候補法人の登録の

前に、いかに地域の機運を盛り上げていくのか、

関係者の合意形成を図っていくのか。そのため

に、例えば、その周知のためのセミナーを開催

したり、あるいは候補法人の登録を目指してい
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く上で各団体でそれをリーダーとなって引っ張

って行くような人材の確保、あるいは人材育成、

そういったものに要する費用について支援をし

ていこうということで、現在、県では県単の補

助制度を設けている状況でございます。 

【川崎委員】 そうしますと、県の支援につきま

しては、主体的にやるということではなく、法

人の登録を後押しをする。つまり市町もしくは

それを越えたエリアでの団体の組成という、主

体的にはそちらがやるということですね。そう

いった認識で、わかりました。大事なことです

ので、一刻も早く県内におけるＤＭＯの組成を

して稼げる力をしっかりつけていただきたいと

思います。 

 次に、この観光基盤整備事業で整備されてい

る中にビッグデータの活用、戦略的マーケティ

ング対策事業費というものが計上されています

が、この取組について具体的に説明いただきた

いと思います。 

【浦観光振興課長】 ビッグデータの活用につき

ましては、マーケティングをこれから強化して

いかないといけない、そこで戦略的な事業の構

築につなげていかなければいけないということ

で、その現状分析、把握のためには詳細な観光

動向のデータが必要になってくると思っており

ます。 

 具体的には観光客の皆様がどこから長崎県に

入ってきて、まずは長崎県のどこに入って、そ

れから県内をどういうふうに周遊しているかと

いった詳細なデータをより細かくとりたいと思

っております。そのために、今、ビッグデータ

ということで、国の方でもＲＥＳＡＳ（リーサ

ス）等をやっておりますけれども、より詳細な

データをとりたいということでビッグデータを

活用しております。 

 県といたしましては、できるだけ少ない経費

の中で、より効果を出そうということで、現在、

長崎大学が国の研究機関と連携して、このビッ

グデータの活用についての研究をなされており

ます。そういったところと連携してやっていこ

うということで、現在の取組といたしましては、

携帯事業者のいわゆるアクセスポイント、旅行

客が携帯でアクセスした、そこの地点のデータ

を集約することで動向が把握できますので、そ

ういった携帯の事業者、それから長崎大学、国

の研究機関といったところと連携した取組を今

進めているところでございます。 

 具体的には、携帯事業者からはデータの提供

を受け、そして、大学の方では、そのデータを

いかに目に見える形であらわすかということの

システムを大学の方に構築していただく。県と

しては、どういうデータが欲しいのか、どうい

うデータを目に見える形でいただきたいのか、

それを大学と協議をさせていただいて、これを

システム開発していただいて県の方に可視化さ

れたデータとしていただく。県としては、それ

をその後の事業構築に活かしていく。そういう

大きな仕組みの中で現在取り組んでいるという

状況でございます。 

【川崎委員】 ビッグデータは、今、大事な戦略

の基盤になりつつあるんでしょうね。ＡＩが発

達をしていく中において、いろんな考え方がコ

ンピュータを利用しながらできてくると思いま

すが、そこでもベースにあるのはビッグデータ

です。そう考えていきますと蓄積ということが

大事ですし、次はその一歩先を、大学みたいな

学の知恵を借りながら進めていただきたいなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、観光客誘致対策事業についてですが、

これも一般質問等でどなたも指摘をしているこ
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とですが、クルーズ船の県内経済への波及促進

ということについて、より一層、考えをめぐら

して取り組んでいただきたいなと思います。ク

ルーズ船のお客様が降りられて、そのままバス

に乗って、行き先は免税店を2カ所、3カ所めぐ

っていく。そして、長崎を楽しんでいただこう

としても、無料で済むようなところを選択され、

安価に仕上げられているというようなことが考

えられます。 

 そう考えた時に、長崎の魅力、街なかが港に

近いとか、そういったことを訴求して皆さんＰ

Ｒされていると思うんですが、結局、そういっ

た長崎の特徴を全く感じないままお帰りになら

れているというのが実態じゃないかと思います。

別に長崎じゃなくてもいいんじゃないかという

ぐらいのツアーのあり方じゃないかと思ってい

ます。 

 そう考えた時に、長崎の魅力を体感してもら

うツアーの造成等、関係機関と協力しながらや

っていき、それが地元経済にしっかりと波及効

果をもたらしていく、そういった流れかと思い

ますが、その取組についてお尋ねをいたします。 

【浦観光振興課長】 クルーズ船の経済効果の取

り込みの話でございますけれども、現在、本県

の場合、約7割が中国からのクルーズというこ

とになっております。この中国発着クルーズの

特徴といたしましては、今、委員からご指摘が

ございましたように、寄港後は大型バスにお客

様が便乗されてツアーに出られるということに

なります。その際には特定の大型の免税店と、

いわゆるツアーを企画するランドオペレーター、

旅行会社が送客の取引契約をされておりますの

で、その関係上、必ずそういった免税店にツア

ーバスが訪れていく、あるいは免税店のショッ

ピングツアーが中心になっているという現状が

ございます。 

 ただ、この動向につきましては、観光客のお

客様の中からも、せっかく長崎に寄港したので、

もっと違うところを見たいという声も出ており

ます。また、一般的に言われております中国の

爆買いの傾向も昨年の4月から中国での海外か

らの携行品の持ち込みの税率がかなり高くなっ

たということもございまして、この爆買い傾向

も鎮静化しつつあるという動向がございます。 

 そういった中でランド社、寄港後のツアーを

企画する旅行会社からも具体的なツアーの提案

をこちらに求められているところもございます。

まず、長崎市内につきましては、そういったツ

アーのご提案をさせていただく、いろんな観光

スポットを回っていただくツアーをやっていた

だくということで提案をさせていただいており

ます。実際に旅行者に回っていただいて体験い

ただいて、その後のツアー造成に活かしていた

だくようなことを仕掛けとしては今やっている

ところでございます。 

 なかなか、すぐすぐには広がっておりません

けれども、そういった取組を引き続きやってい

きたいと思っております。 

 また、長崎市内につきましては、お客様は長

崎市内が一番多いわけですから、長崎市の受け

入れ委員会の体制を強化する形で、それを県も

一定支援する形で具体的な長崎市内のツアーの

造成でありますとか、そういったところをラン

ド会社に仕掛けていくような新たな取組を平成

29年度からやろうと思っております。 

そういうことを展開しながら、できるだけ地

元にお金が落ちていくような仕掛けをやってい

きたいと思います。 

参考までに申し上げますと、これまでも長崎

市内だけではなくて、島原半島といったところ
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でも周遊の呼びかけをしてまいりました。また、

直接、民間事業者の方がランド社と折衝されて

きた経過もありまして、例えば、平成27年で申

し上げますと、約250台を超えるバスが島原半

島を周遊されております。人数にしますと約1

万人を超える方が島原半島を訪れていただいた

のではないかと思っております。こういったと

ころをもっともっと広げていきたいと思ってい

るところでございます。 

【川崎委員】 長崎の魅力を整理をしてランドオ

ペレーターにしっかりと訴求しながら営業をか

けていく、これは常套手段だと思いますが、例

えば、モニターツアーみたいなことを組んで一

部の方に体験していただいて、そしてＳＮＳ等

で発信をしてもらう、ブロガーという強い方が

いらっしゃいますよね。そういった方々に発信

をしてもらうということも一つの手じゃないか

と思います。そういったことも工夫しながら、

長崎をぜひ楽しんでいただく。そして、その方

が地元に帰って伝えることによってリピートし

ていただく。そういった取組をやっていただき

たいと思います。あわせて70％は中国からのお

客様ということでしたが、欧米にも目を向けて

いただきながら、また違った趣向で長崎にもお

越しになると思いますので、引き続きよろしく

お願いしたいと思います。 

 最後に、ユニバーサルツーリズム推進事業も

計上されていますが、一体どういったことを目

指していくのかお尋ねをいたします。 

【吉村(洋)分科会長】 課長、答弁が長いので、

流れがあるところをぎゅっと答弁してください。 

【浦観光振興課長】 申し訳ありません。 

 ユニバーサルツーリズムの目的でございます

けれども、基本的には障害のある方、ない方、

全ての方に安全・安心に長崎県に訪れていただ

いて、長崎県を観光いただき、楽しんでいただ

く、そういった受入環境をしっかりつくってい

くということがこのユニバーサルツーリズム推

進事業の大きな目的でございます。 

【川崎委員】 受入体制は大事です。先般、神戸

のユニバーサルツーリズムを促進されている方

の講演に参加してまいりました。県の方もご参

加になられていました。ネットワークが非常に

大事であり、相互に協力しながら全国に広がっ

ていくことで、高齢者、障害をお持ちの方が旅

行を楽しむことができる、そういった仕組みが

整えられていくと思います。そういった意味で

も長崎県の受入体制をしっかりと構築していた

だきたいと思います。 

 そこで、県の情報政策課が主となって長崎大

学の工学部と一緒に開発しているストリートビ

ューシステムがあろうかと思いますが、これに

対する観光振興課の認識についてお尋ねして終

わりたいと思います。 

【浦観光振興課長】 今、情報政策課が、そうい

った連携した取組でストリートビューシステム

の開発に取り組んでいることは承知しておりま

す。目に見える形で、また、事前に障害者が利

用されるいろんなスポットで情報が得られると

いうことは、事前に障害のある方、高齢者の方

が長崎を訪れる上では利便性が非常に向上する

ということになりますので、県としては、ぜひ

そういうことは推進をしていきたいと思ってお

ります。 

 現在、長崎市内が一つの対象になっておりま

すけれども、これが県内に広がっていけば、よ

り効果が大きくなると思いますので、そこは私

どもとしてもぜひ推進をしていきたいと考えて

おります。 

【山本(啓)委員】 おはようございます。 
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 6億1,250万円、国境離島振興事業費について

お尋ねしたいと思います。 

 前提になるので、担当部署ではないと思うん

ですが、確認ですけれども、日曜日の読売新聞

の一面に「国境148島に保全策」ということで、

「政府方針、国有化や港の警備」というような

記事が載っておりました、この中に政府の総合

海洋政策本部は、策定する基本方針の概要が4

日、明らかになったと。これは正式な方針が、

今回の法律の予算とか概要はきたんですけれど

も、方針がまだ届いていないという認識であっ

たんですが、この新聞では、明らかになったと。

これは情報を得て記事にしただけで、県にそう

いったものが届いているのか、届いていないの

か、それを前提に審査しなければいけないもの

ですから確認したいと思います。 

【浦観光振興課長】 国の国境離島新法にかかわ

る基本方針ですけれども、まだ私どもの方には

正式な情報としては届いていない状況でござい

ます。 

【山本(啓)委員】 そうであれば国の予算の概要、

そして、今回、それに基づいて本県の平成29年

度の予算ということで質問してまいりたいと思

います。 

 今回、観光の分野においては、しま旅滞在促

進事業費、そして、しま旅グレードアップ事業

費ということでそれぞれあるわけであります。

運賃の低廉化というのは島民に対して行われる

ということで、住所等の確認をしながら島民に

対する運賃の低廉化が図られると。本来、国境

離島新法においては、そこに暮らす人々の利便

性とか、暮らしやすさを向上させるということ

が目的でありますので、島民に限ったものが今

予定されている。 

 これが観光客にもとなれば際限なく財源が用

意されなければならない。そこで、国としては、

観光客の運賃というよりも、観光客にそこの島

を選んでいただく、そういった部分についてし

っかりと予算を組みますと。ですから、地域に

おいては選んでいただくような魅力づくりにし

っかりとアイデアを出してくださいということ

だと私は理解しています。 

 その上で、県では、この国の事業を使って、

この2つの事業を今のところ、打ち出している

と理解しているんですけれども、そういったこ

とでよろしいでしょうか。 

【浦観光振興課長】 今、委員からご指摘がござ

いましたように、国境離島振興の交付金を使い

まして、国においては、滞在型観光の促進とい

うことでメニューが示されております。 

 運賃の割引につきましては、今、ご指摘のと

おり、基本的には島民が対象ということで、直

接的には観光客の皆さんへのダイレクトな運賃

割引は難しいということで、いかに訪れた方に

もう1泊していただくような仕掛けをしていく

のか。そのための魅力づくり、あるいは人材育

成、そういったところに国もこの交付金を活用

していただきたいというご意向をいただいてお

りますので、そういったプログラムを盛り込み

ながら、現在、国とも協議をしておりますし、

予算を計上しているところでございます。 

【山本(啓)委員】 私は、島に暮らし育ってきま

したので島からの目線でしか見ないんですけれ

ども、国がこういった形で法律を整備していた

だく、予算を届けていただく。そうすると、人

口減少に悩むのは島だけじゃなくて、ほかの国

境ではない島もそうですし、中山間地もそうで

すし、都市部にもそういう部分があるんだと思

います。しかしながら、法律ができてしまうと、

我々は、いやいやと、島民の割引もだけれども、
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島の中に外貨を運んでくれる、そして消費をし

てくれる人にも出してほしいという思いがある

んですね、出てくるんですよ。そこはもう、そ

こまでの財源がないということは我々は理解す

るから、それを島民の方にお伝えするんですけ

れども、じゃ、もう1泊とおっしゃるけれども、

これまでだって、予算や法律がなくても、そう

いう取組はどこの地域もできるわけですね。そ

れを今回は支援をしますからアイデアを出して

くださいというふうな発言ですけれども、じゃ、

頑張ってアイデアを出したとしても、そこは切

り口として考えてほしいんですけれども、教え

てほしいんですけれども、そもそも運賃が高い

から来ないという観光客の判断も一つあったと

思うんですね。そこに対して島内におけるもう

1泊の取組や、新たな体験型とか、島の中で楽

しめるメニュー、旅行商品、そういったものを

くっつけることによって全体の旅費が下がりま

すよという説明を幾つかしていただいたと思う

んですけれども、運賃にはかかわれないけれど

も、旅行者の全体の旅費が下がるという部分の

説明をいま一度、島民にわかりやすくいただけ

ますか。 

【浦観光振興課長】 旅行費用の低廉化の話でご

ざいます。確かに、船賃、航空運賃をダイレク

トに引き下げることが難しいというのは委員か

らのご指摘のとおりでございます。 

 そういう中で、新たな体験プログラムのメニ

ューを組み込んだ旅行商品をつくり上げて、よ

り魅力のあるものとして発信をし、島外からお

客さんに来ていただく、その最初の呼び水とし

て、そういった新たな取組で滞在型観光を進め

るのであれば一定の割引、例えば、体験プログ

ラムの部分の割り引きをするとか、オプション

としてレンタカープランをつけて、その部分を

割り引くとか、そういった割り引きについては

国も一定認めると言われております。 

 そういった形で初期の呼び水として割り引き

をして、より多くの方に来ていただく。その中

で来ていただいた方に魅力をしっかりと伝える、

あるいはそういうことが対外的に広がっていく。

そうすれば割り引きがなくなっても魅力ある着

地の商品として持続していくのではないか、自

立していけるのではないかというようなストー

リー立てで国の方も一定割引を認める方向でお

話しいただいております。形としては、そうい

うことを目指していきたいと思っております。 

【山本(啓)委員】 じゃ、今のことを前提に聞き

ますけれども、島民の方からすると、そういっ

たものを何かしら商品化していこうとする時に、

どこに支援が来ると理解したらいいんですか。

運賃ではない、宿泊費でもない。どこに支援が

くると理解して、じゃ、どこをつくるのでとい

うふうにアイデアを出し続けたり求めたりすれ

ばいいですか。 

【浦観光振興課長】 いろんな形が考えられると

思いますけれども、一つには、市町、あるいは

各地域の観光協会等の団体、こういったところ

がそういった体験プログラムづくりに取り組む

場合には、そういった団体に対する支援が一つ

考えられると思います。また、具体的に民間の

事業者の方も当然取り組んでいただかないとい

けませんので、そういった取組に対する支援と

いうのは考えられると思います。 

 あわせまして、できるだけそういったメニュ

ーを県からもいろいろアイデアを出して市町に

取り組んでいただきたいという思いがあります

ので、具体的に市町が取り組む際には、さらに、

県も単独の予算を加えて市町の取組を支援して

いくという形で、市町、あるいは観光協会等の
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団体、民間事業者、そういった方々を支援して

いくというふうに考えております。 

【山本(啓)委員】 そうすると、新たな取組とい

うものがポイントになろうかと。そのことによ

ってもう1泊していただくというような話にな

ろうかと思います。 

 そこで、島に来てからもう1泊を判断すると

いうのはなかなかないと思います。事前に商品

を見て、これは3泊のところを4泊にしましょう

とか、まあまあ、もう1泊というのは象徴的な

フレーズであって、個々の旅行する方の判断と

いうのは、そういうものではないんだと。 

 ただ、そこがまず一つ、運賃に影響するぐら

いの全体の旅費というものをどれだけインパク

トを持って旅行者に、「あっ、これは島の旅が

安くなりましたね」と。いいものがあれば幾ら

高くても行きますよという、いいもの、魅力づ

くりということが大事。けども、実際、入り口

としてはかかるお金というものを考えると思い

ます。そこがどうやって旅行者に対してインパ

クトを与えるのか。 

 もう一つ、新規、新たな取組とおっしゃるけ

れども、例えば、長崎県の離島においては多く

の体験や体験学習などを目的とした教育旅行、

修学旅行もあるでしょう。こういった部分が長

年にわたってあるわけですけれども、これらの

取組に対しての今回の法律の枠組の中での支援

はどのようなものがあるのか。この2点をお伺

いします。 

【浦観光振興課長】 まず、お得感を持って旅先

として島を選んでいただくための、ある意味、

情報発信的なものになろうかと思います。そう

いった部分につきましては、商品化ということ

になれば旅行会社等を通じての販売になってま

いりますので、まずは旅行会社とタイアップし

た形での情報発信をしっかりやっていくことに

なろうかと思います。県においても、島の新た

な商品部分、プログラム部分については、しっ

かりウェブ上での発信を含めて、いろんな手段

を使ってやっていきたいと思っております。 

 もう1点は教育旅行についてです。恐らく純

粋に今のまま教育旅行を単に増やしたいんです

という話では、今回の交付金のストレートな補

助、支援対象には恐らくならないだろうと思い

ます。そこに既存のプログラムであっても、何

かそういったものを組み合わせることによって、

宿泊、もう1泊の取組につながるのであれば、

そこは組み立て方だと思います。もちろん、修

学旅行の呼び込みにも力を入れていかないとい

けないと思っておりますけれども、交付金を使

った形でどういうふうに組み立てられるかとい

うこと、そこのプログラムのつくり方は少し知

恵が必要だと思います。今のままだと、ダイレ

クトな、単に増やしますよという取組はなかな

か難しいだろうなと思います。 

【山本(啓)委員】 どのようなインパクトという

部分については、広報の部分についてやってい

くというようなこと。そのもととなる種がない

とできないわけですが、教育旅行、修学旅行、

体験学習等については、今のままの取組であれ

ば新規と言えないので、新たなものがあればと。

しかし、そこはこれから検討していく、考えて

いく、地元といろいろやっていくということで

あって、今回の法律や事業、今回の予算を活か

した事業の枠組みの外ではないという認識でい

いのかどうか、そこをお伺いします。 

【浦観光振興課長】 今、当初予算で計上してい

るものの中に修学旅行、教育旅行のメニューを

組み込んでいるところではございません、今の

メニューの中にはございません。そこは今後ま
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た、現在も国との協議は継続しているところで

ございますので、今の委員のご指摘の視点とい

うのは、枠外ではなくて、そういったものも含

めて今後また検討していきたいと思います。 

【山本(啓)委員】 最後に、じゃ、やっているん

ですかという質問を展開していきたいと思いま

す。 

 結局、長崎県において修学旅行というのは非

常に目玉であるということは、これまでのこと

からすると誰も異論はないと思います。本土に

おいても修学旅行の目的地として魅力的なもの、

また、選ばれるものがたくさんあります。そこ

から長崎県の離島につながる展開が必要である

し、修学旅行だけに限ったことではなくて、交

流のための体験学習とか、子どもたちのそうい

った場の提供というのは、これまでもあったし、

そこを武器にしていく必要がある。現在、国と

の意見のやりとりをしている状況であるならな

おのこと、今、法律の枠組みを決めようとして

いる柔らかい部分であるなら、なおのこと。長

崎県の強みという部分を法律の枠組みの中でし

っかりと支援をしていただくことを求めていた

だきたい。 

 よって、今回のこの事業の中には入っていな

いということですけれども、いま一度立ち止ま

ってでも修学旅行や教育旅行については検討し

ていただきたいなと思います。 

 情報発信をします、インパクトを持たせます

と。さらには、島での事業、アイデアについて

支援しますと。県として具体的に各自治体から

のアイデアだけ、連盟や協会、観光関係者から

のアイデアだけではなくて、県として具体的に

こういったものによって島に誘客をするんだ、

こういったものによって海外からも含めてイン

バウンドなども導くんだ、そういった考えにつ

いてお聞かせください。 

【浦観光振興課長】 今回の国境離島新法での滞

在型観光につきましては、先ほど申し上げまし

たように、もう1泊をさせる仕掛けづくりとい

うものが求められております。 

 もう1泊の宿泊滞在につながるものとして私

どもが考えておりますのは、朝型、あるいは夜

型の観光、こういったものがうまく組み立てら

れれば、おのずと宿泊滞在につながっていくの

ではないかと思っております。 

 例えば夜でありますと、具体例を少し申し上

げますと、対馬などではイカ釣り船の漁火など

をメインとした夜の観賞、それに食を絡めなが

ら新たなプログラムができないかということ。

あるいは五島であれば大瀬崎、あるいは矢堅目

の夕陽の観賞、さらには、夜は鬼岳での星空観

賞、そういった夜の楽しみというのが新たにで

きないか。あるいは今既に上五島などでは「漁

師の朝飯」ということで、朝に地元の海産物を

使った食材を提供するようなメニューがござい

ます。こういったものと既存の五島列島のキリ

シタン物語、世界遺産候補を巡るツアーがござ

いますので、そういったものをうまく組み合わ

せることで、朝型のメニューづくり等になるの

ではないかと思います。 

 そういった視点を持って県からも具体的な提

案を今させていただいているところでございま

す。 

【山本(啓)委員】 まとめますけれども、冒頭申

し上げたとおり、法律、予算があろうが、なか

ろうが、これまでもそういう機会はあったんで

すよ。それを今回、法律と予算、支援事業をき

っかけに、確実に誘客につながる取組をしてい

こうということを県や自治体が旗を振って、地

元の観光関係者も旗を振ってやっていくという
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ことで、具体的にこういうのはいいですよね、

こういう魅力がありますよねというのは、これ

までもあるわけですから、それをどう、この2

つの事業によって、その地にお金を落とす、経

済効果をもらたす。先ほど、川崎委員からもＤ

ＭＯ、ＤＭＣの話がありました。熊本ではＤＭ

Ｃをやっていますね。取組については答弁があ

りました。観光ベースだけではなくて、先ほど、

観光振興課長は、「観光をメインに地域の経済

を」とおっしゃったけれども、そういう取組だ

けでスタートすると、観光関係者だけがベース

となって組織を積み上げていって、また、その

取組を積み上げていってというふうに偏りを持

った取組になってしまうんじゃないかという懸

念があります。例えば、協会内、連盟内の会員

のためだけのものになってしまうんじゃないか、

そういうふうに必然になってしまう。 

 そういうことではなくて、その地域、エリア、

域内の全ての産業関係者の方々が取り組むこと

によって魅力というのは飛躍的に上がるし、こ

ういった2つの事業についても、これまでそう

なんだよね、いいんだよね、風景がいいんだよ

ね、おいしいものもあるんだよね、景色もいい

んだよねと、それでお金を落とすという話には

ならないんです、これまでの流れでは。そこは

ぜひ断ち切って、しっかり、誰が、どのような

ものを打っていく。そして、どこに、どのよう

なものを誘客していくという具体的な取組を県

がリーダーシップを発揮して各自治体と組んで、

または農協や漁協という地域に根づいた産業の

方々、そして、当然、観光関係者とも積極的に

取り組んでいく必要があると思うんですが、最

後にその部分についての答弁をいただきたいと

思います。 

【浦観光振興課長】 観光客に地域でお金を落と

していただくためには、今まさに委員ご指摘の

ように、これはＤＭＯの考え方とも共通すると

ころでございますけれども、単に観光関係者、

宿泊施設の事業者だけではなくて、第一次産業

従事者、それは食にも絡んでまいりますし、い

ろんな体験プログラムにも絡んでまいります。

そういった事業者の方を巻き込んで、いかにこ

の国境離島新法の交付金をうまく使って地域に

お金が落ちるような仕組みをつくっていくか。

それは観光関係者だけではなくて、地域全体と

して知恵を出して取り組まないといけないと思

っております。その中に県もしっかり参画しな

がらやっていきたいと思っております。 

【山本(啓)委員】 終わりにします。やっていき

ますというやりとりではありますが、具体的に

4月からスタートするので、もう3月ですよね。

我々もこの取組にかけておりますので、ぜひと

も、何度も入っていただいて、各離島には振興

局もございますので、しっかりと地元と連携し

て、何度も回を重ねて、行政だけではない、政

治家だけではない、民間も巻き込んで取り組む

会を何度も開催して具現化につなげていただく

ことを求めたいと思います。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに。 

【友田委員】 県産品販路拡大対策費、アンテナ

ショップの関係ですね、1億1,300万円について、

まずお尋ねします。 

 2年目になるわけですけれども、この中で「販

路開拓と長崎県の誘客を促進」と書かれている

わけですね。アンテナショップは市レベルでも

設置されているところが県内にもありますし、

もう既に撤退したところもあります。結果的に

撤退されたところの理由としては、Ｂ／Ｃが合

わないので撤退するということなんですね。 

 そのＢ／Ｃをはかる時のＢの部分ですね、コ
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ストはわかるんだけど、Ｂをどうやって、効果

をどうやって見るかということの中で、見えに

くいんだけども、見なければいけないのは、こ

のアンテナショップを契機として、長崎県のそ

れぞれの地域にいかにお金が落ちたかというこ

となんだろうなと思います。 

 この間からの一般質問や予算総括での部長と

のやりとりを聞いていますと、何人来られてい

るか、売り上げが幾らか、これは見えるんです

よ。でも、この部分で東京の日本橋に長崎館を

つくったことで、そこに訪れた人が長崎を知っ

て長崎県に来てくれたり、あるいはそこで買っ

たものをもっと長崎県の方に、例えば、ネット

通販で取り寄せをして、その波及効果がどうな

ったのかということを調べていかないと、それ

なりに大きなお金なので、県民の理解を得る上

では、1年目、2年目、3年目ぐらいはよくても、

継続してやる時にどうなんだという声が出てく

ると思うんですね。 

 今後、このアンテナショップによる波及効果

というものをもっと具体的に検証するような仕

組みづくりというのは来年度において考えてお

られるのか、このあたりをお尋ねします。 

【永橋物産ブランド推進課長】 アンテナショッ

プの費用対効果についてのお尋ねでございます。 

 費用対効果を出すということは非常に重要だ

と思いますし、これまでも議論の中でご指摘を

いただいております。 

 Ｂ／Ｃをいう時に、売り上げにつきましては、

これまでご説明したとおりでございますけれど

も、実際、売り上げが県内の企業にどれくらい

落ちているのかということは、運営事業者であ

ります委託事業者から聞いたところでは、売上

額の七十数％は仕入額に当たっているというこ

とで、これは売上原価ということで出てまいり

ます。 

 3月末の見込みでいきますと、1億6,600万円

程度が年間の売上見込みでございます。3月か

らいくと1億8,500万円程度の売り上げ見込み

が予想されておりますけれども、それからする

と約1億1,000万円を超えるぐらいの数字が県

内企業に売り上げ原価として落ちているだろう

ということがわかっております。 

 それと、費用対効果の中で、アンテナショッ

プでございますので、情報をいかに発信してい

くかということがございます。これは県内だけ

ではなくて全国のテレビ、新聞、雑誌等で報道

された件数、これが大きなもので20件程度、把

握しております。その中で費用対効果に換算で

きるものが16件ございまして、これで広告換算

率という考え方がございまして、これでいくと

2億3,000万円程度があると言われております。 

 もう一つ、先ほど友田委員からご指摘があり

ました、どの程度の波及があっているかという

ことにつきましては、今年度、3月中に県内事

業者にアンケートを予定しておりまして、アン

ケート結果を踏まえてどの程度の売り上げがあ

ったのか、それと運営事業者に対する意見、そ

れと店舗に対する要望、また、それから先、ア

ンテナショップに出したことによってどのよう

な効果があったかということをきちんと把握し

た上で、その結果を踏まえて、しっかりと効果

の波及を検証してまいりたいと考えております。 

【友田委員】 ぜひ検証のシステムというか、そ

ういうものを県がリードしてつくっていただき

たいと思うのは、県内の市でも、松浦市も福岡

に出していますけれども、純粋な波及効果とい

うのがなかなか見えないというか、先ほど、マ

スメディアに取り上げられることによる宣伝効

果とかありましたよね。そういったことも含め
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て、こういった効果が得られると、それはこう

やって検証できるというようなものをぜひ県が

リードしてきっちり示してほしいと思うんです

ね、長崎館を設置したことで。それによってア

ンテナショップというのはやっぱり必要なんだ

ということを県民にわかってもらえるような、

理解してもらえるような、そんな取組は必要だ

と思うんですね。 

 先ほど、課長が、実際に県内業者にこれくら

いの効果がありましたとおっしゃったんだけど、

それは出展している業者なんですよね。私もあ

そこに行ってお話を聞きましたけど、登録はイ

ンターネットでできますと。登録して実際にそ

こに商品を置いた業者は、確かに売り上げれば、

その7割ぐらいは、その業者の売り上げになっ

て戻ってくるんでしょう。しかし、長崎県内の、

ここになんとか出展をしたいんだけれども、そ

こまでまだ整っていないとか、そういう県内の

業者にも、このアンテナショップがあることで

何らかの波及効果があるような、そういったこ

とまで県民としては求めていると思うんですよ。 

 だから、そういったところにも結びついてい

くような、まさに、ポトンと落として、どんど

ん広がっていくのが波及効果でしょうから、ア

ンテナショップの中だけじゃなくて、それ以外

の県内業者にも広がっていくような取組をぜひ、

言うほど簡単ではないということは思うんです

けれども、そういったこともしないと、やっぱ

り県民の税金によって運営されている、家賃を

払っているという思いがあるものですから、そ

ういったこともしていただきたいと思いますが、

この点はいかがでしょうか。 

【永橋物産ブランド推進課長】 アンテナショッ

プの波及効果の算定につきましては、実は本県

だけではなくて他県においてもいろいろ議論が

なされております。その中で私の方でいろいろ

調べた中では、これといった波及効果の出し方

というのはなかなか確立されていないというの

が現状でございます。アンテナショップという

ことで情報の受発信をやっていく時に、いかに

数字に出していくかという視点は非常に重要だ

と思いますが、それを明確な数字として出すと

いうことはなかなか難しいというのが現状でご

ざいます。しかし、友田委員がご指摘のとおり、

これは我々の方でもしっかり研究して、どうい

った形で出せるのか。それと誘客の話もござい

ましたけれども、アンテナショップ、観光案内

所から、いかに長崎県に来られているのか、そ

の辺が検証できるような仕組みを考えてまいり

たいと思っております。 

 実は、諫早市のイベントなどでは、例えば、

チラシを配って、それを地元に持ってきたら何

かプレゼントをやろうかということを考えてい

るという話もあります。いろんなやり方がある

かと思いますけれども、研究した上で波及効果

について、できるだけ数字等で示せるような形

でやってまいりたいと思います。 

【友田委員】 わかりました。ぜひよろしくお願

いします。 

 次に、芸術文化振興費、地域発「ながさき文

化のちから」創生事業費ですけれども、これは

ながさき音楽祭の後継事業ということです。 

 以前、予算決算委員会の決算審査の時に私は

このことを聞いたんですけど、新聞のコラムで

非常に厳しいご指摘がありました。それなりに

効果があったのにやめてしまったじゃないかと

いうご指摘があって、全くゼロにしたのかとい

うと、いや、その後継がこの「ながさき文化の

ちから」なんですと。従来、本土地区でやって

いたけれども、本土地区については、それなり
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に企画したりする方々のスキルが一定程度に達

したので、まだまだそこまで達していない離

島・半島地域を中心に、この地域発「ながさき

文化のちから」創生事業をやっていきますとい

うことでした。 

 後継事業としての効果をどのように判断して、

今回、さらに平成29年度に継続してやろうとし

ておられるのか、このあたりをお聞かせいただ

きたいと思います。 

【古謝文化振興課長】 地域発「ながさき文化の

ちから」創生事業でございますが、委員ご指摘

のとおり、ながさき音楽祭の後継事業として昨

年度から実施しているものでございます。なが

さき音楽祭は、県内各地で開催しておりました

が、その後継ということで、特に財政面での条

件が厳しい離島・半島を中心に地域の実行委員

会が企画します文化・芸術活動を支援するとい

うことで、離島地域の五島、対馬ですとか、ま

た、平戸、松浦といった半島地域の、音楽イベ

ントが多いんですけれども、地域の方々が企画

するようなイベントに対して支援しております。 

 今年度で2年目ということでございまして、

徐々に地域の方々が企画力といいますか、人材

が育ってきているものと思っております。例え

ば、五島地域でいいますと、東京藝術大学から

講師の方を呼んできてイベントをしているわけ

ですけれども、我々が支援するイベントだけで

なく、東京藝術大学と人脈ができておりますの

で、別途、何かしようかというような動きもご

ざいます。そういった地域の人たちと文化のつ

ながりを強めていければと思っております。 

 まだ2年目ということで、来年度につきまし

ては、引き続き今の事業を継続して人脈を強化

していくべきだろうと思っております。 

【友田委員】 私の地元でも、この予算、事業で

ジャズイベントなどをやられています。同じよ

うに、これもその地域での後継者というか、そ

ういったところにいろいろ課題があるものです

から、県としても、おっしゃるとおり、その人

材を育てるという意味で十分なフォローをして

いただいて、こういった事業がなくなっても、

こういうことで育った人たちが自らの力で文化

の振興に当たっていけるような環境づくりにつ

いては、ぜひお願いしておきたいと思います。 

 もう一つ、アジア・国際戦略推進費の中の東

南アジアプロジェクト推進事業費ですが、ベト

ナムとの連携を図るということで具体的に御朱

印船プロジェクトなどが挙げられています。 

 これは、ベトナムに知事が訪問された時に、

私もベトナムのゆかりは決して御朱印船だけじ

ゃなくて、県内でいえば3度目の元寇がなかっ

たのはベトナムのチャン・フン・ダオ将軍のお

かげだということで、このことをベトナムの方

に話すと、それなりに受けるんじゃないですか

という話をしたら、知事がお話をされて、まさ

にそのとおりだと。我々が頑張ったから日本は

3度目の元寇がなかったんだよという話をされ

たということです。その際に知事から、こうい

ったことも含めながらベトナムとの交流を図っ

ていきたいというお話がありました。 

 この予算の中では、御朱印船プロジェクトと

いったことを中心に書かれていますけれども、

知事があの時答弁なさった元寇とのつながり、

ゆかり、こういった点については、この事業の

中で何かきっかけになるようなことをなさるお

考えがあるのか、お聞かせください。 

【大安国際課長】 ベトナムとの交流についての

お尋ねでございます。 

 委員からご指摘がございましたチャン・フ

ン・ダオ将軍が3度目の元寇を、いわゆるベト
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ナムと元との戦いの中で、それを阻止したとい

うようなことについてでありますけれども、今

回、それに関して何かこの事業で取り組むとい

うことは今は考えておりません。 

 ただ、ベトナムにおいて、歴史、文化を活か

しながら本県をＰＲし、認知度を広めていくと

いうことでは、いろんなフェスティバルとか、

そういったことの中での取り組みをやっている

ところでございます。 

 そういう歴史の部分の中でそういったことも

発信できないか、それについては検討していき

たいと考えております。 

【友田委員】 議案外で取り上げようかと思って

おりましたけれども、結局、元寇の分野は教育

長の学芸文化課が所管して、史跡としての活用

は、まだ研究が中心なものですから、なかなか

観光分野にはいかないんですけれども、これか

らベトナムとの連携を図っていこうとする中で、

相当長い期間かかると思うんですね。ベトナム

の経済力が上がっていくまでと考えると、もう

少しかかると思うんです。そうすると、このこ

とを観光のつながりとしてやっていくことが、

ちょうど熟してきた頃に、この分野もちょうど

いい具合になるんじゃないかという思いがある

ものですから、ぜひ今後とも、せっかく長崎県

がベトナムと交流を図っていこうということで

ありますから、ぜひこの点もお忘れなきように

取り組んでいただきたい。このことを要望して

質問を終わります。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかにございませんか。 

【山田(朋)委員】 文化財保存費、「長崎と天草

地方の潜伏キリシタン関連遺産」世界遺産登録

推進事業費について伺いたいと思います。 

 この中で資産の保全や景観整備、受入体制の

整備などに要する経費として構成資産の保存管

理推進ということで予算が計上されております

が、この中身をお聞かせください。 

【村田世界遺産登録推進課長】 この構成資産の

保存管理推進の経費503万1,000円でございま

すけれども、これは来年度予定しております大

浦天主堂と黒島天主堂の保存修理経費に関する

助成の経費でございます。 

 これは所有者の方々に対する支援ということ

で、県単の補助、それから基金からの支出を予

定しておりまして、もともとは全体としては国

の補助金が全体の2分の1ありまして、その残り

を3分の1ずつ、県、市町、民間の所有者の方々

で負担をするような形になります。 

 さらに民間の方々の負担を軽減しようという

ことでございまして、その経費について、さら

に県単独と基金を活用した助成をするというこ

とでございます。 

【山田(朋)委員】 民間の負担の軽減のために、

県が出して、あと基金を活用するということで

ありましたが、今、基金はどれぐらいあるんで

しょうか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 基金につきまし

ては、今年度末現在で概ね2,000万円を超えるぐ

らいの基金残高を予定しております。今年度で

約1,800万円程度、寄附をいただいて基金の積み

立てができておりまして、年度末には2,000万円

を超えるぐらいの基金残高となるという見込み

を立てております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 

 すごく昔の話で大変恐縮ですけど、ＮＰＯ法

人世界遺産長崎チャーチトラストというところ

が、この基金を。今、基金の窓口はどうなって

いるのか。多分、十八銀行さんかどこかが世界

遺産のやつとか、アサヒビールさんとかいろい

ろ、そういうところもそういう基金に入ってい
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るんですが、今の基金の仕組みを教えてくださ

い。 

【村田世界遺産登録推進課長】 今、委員がご指

摘されましたＮＰＯ法人世界遺産長崎チャーチ

トラストでございますけれども、こちらは行政

ではなかなか手を出せない部分、宗教活動に直

結するような部分については、行政としても慎

重にやらなければいけないということがござい

ますので、そういった部分を民間でありますＮ

ＰＯ法人に担っていただく。そちらも寄附等は

集めておられます。 

 私どもで基金を設置しておりますのは、文化

財として保存整備をしていくための経費という

ことで、そこで役割分担をしているということ

でございます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。ＮＰＯさんは

寄附を集める。そして、基金の運営自体は県で

行っていると理解していいんですか。基金の管

理運営、広く募集をしたりしているのも県がや

っていると理解していいんですか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 ＮＰＯ法人の部

分と県の基金は、全く別の財布になっておりま

す。私どもとしては、県の基金の分を募集とい

いますか、呼びかけをしているということにな

ります。 

【山田(朋)委員】 わかりました。目標額が幾ら

だったかは記憶しておりませんが、基金を県が

一生懸命集めてますよというのがあんまり知ら

れてないんじゃないかと、広報宣伝がされてい

ない部分があるのかなと思っております。これ

が正式に登録になっていけば、もっとこういっ

たことで経費がかかることが多くなっていくと

思いますので、ぜひ基金を広く集めていただく

ように、県内の企業とか多く声をかけてお願い

をしたいと思います。 

 それで、構成資産になったところは、このよ

うな保存管理推進で国からもお金が出たりいろ

いろ出るんですけれども、今回、構成資産から

外れたところ、私は田平天主堂しか行ったこと

がないんですけれども、教会守さんというか、

2人ぐらい雇っていらっしゃると思うんですけ

ど、以前は県が予算をつけていたと思うんです

けど、そういうものは継続して今後、今回、構

成資産から外れたところに対する支援をどのよ

うに考えているのかお聞かせください。 

【村田世界遺産登録推進課長】 教会守に対する

支援の件でございますけれども、この教会守の

人件費等につきましては、市町が経費を支出し

ております。これは将来的には自主財源でやっ

ていただくということを見据えながらというこ

とがありますが、世界遺産登録がなされるまで

は市町において支援をしていただいているとい

うことでございます。田平天主堂につきまして

も、平戸市のご判断もございまして、また、所

有者でございます大司教区からの要望というこ

ともございまして、引き続き、同様に取り扱わ

れているという状況でございます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 

 今回、観光誘致対策事業費の中でも潜伏キリ

シタン関連資産に対して、また、日本遺産と一

緒になって周遊型をつくるというふうにあると

思います。今は市町が補助を出しているけど、

できれば単独事業者というか、教会、大司教区

でやってくださいという方向性の中においては、

ある程度の収益というか、そういうのがないと

ご負担になるばかりだと思っていますので、構

成資産だけじゃなくて、こういったところも含

めたところで誘客のプランをしっかり立ててい

ただいて、教会だけが負担になるようなことが

ないようにしていただきたいということをお願
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い申し上げておきます。 

 もう1点伺います。先ほど、友田委員の質問

の中にもありました「日本橋 長崎館」について

ですが、運営費は事業者が出して、長崎県とし

ては家賃と内装の入れ替え等の費用と聞いてお

りますが、昨年度1年間の経営状況がどうだっ

たのか、売り上げ等教えていただけますか。 

【永橋物産ブランド推進課長】 受託事業者であ

りますノムラデベロップメントの運営状況でご

ざいますけれども、現在、本年度末ということ

で見込み値でしか頂戴しておりませんが、現状

におきましては若干のマイナスと聞いておりま

す。 

 これは、当初、13カ月で2億2,000万円、12

カ月で2億300万円の売り上げを見込んでおり

ましたけれども、売り上げが13カ月で1億8,500

万円程度の見込み、12カ月でいくと1億6,600万

円程度の見込みということで、当初の売り上げ

予測どおりいかなかったということで若干のマ

イナスとなっておりますけれども、最終的には

決算書類等を見せていただきまして年度末にき

ちんと精査をしてまいりたいと考えております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。どのような契

約内容をされているかはよく存じ上げませんが、

赤字になっても県としては決まった分しか出さ

ないよという取り決めをしていると理解してい

いですね。わかりました。 

 よく話し合いをしていただいて、品数が多過

ぎるような話も聞きます。選ぶのに、おうどん

にしてもちょっと多いとか、福山雅治が選んだ

ものとか買ったものが突出して売れているとか

いろいろあるみたいですけど、そういうニーズ

に応えながら品揃えも、充実ばかりでは在庫を

抱えて大変な部分もあるかと思いますので、事

業者とよく話をしていただいて、できるだけ赤

字が出ないように県としても協力できるところ

は全面的に協力いただきたいということをお願

いしておきます。 

【徳永委員】 農水産物販売促進対策費ですが、

これは長崎県の農水産物をＰＲしようとする予

算でしょう。どういうものをブランド化しよう

としているのか、まず教えてください。 

【永橋物産ブランド推進課長】 「長崎は、美味

しい。」食のＰＲ事業でございます。これにつ

きましては、県の農林部、水産部、農業関係団

体、水産関係団体が一緒になりまして県産品の

ＰＲを行う事業でございます。 

 この主なものとしましては、県産品全てをＰ

Ｒすることは難しゅうございますので、現時点

におきましては、重点商品26品目を定めまして、

それをメインに「長崎フェア」等を仕掛けてい

くくということが大きな事業になっております。

そのほかに、県産品のＰＲをする中で置いて売

るだけではなかなかよさを知っていただけない

ということで、実際店頭に並べて説明をして食

べてもらう。そういったことをしながら長崎県

産品のよさを知ってもらうという事業。もう一

つは、ホテルとか料飲店に県産品を売り込んで

いきまして、それをしっかりとわかっていただ

いて継続取引につなげていこうという事業でご

ざいます。 

【徳永委員】 これは農林部との連携でしょうけ

れども、ただ、私は以前から言っているんです

けれども、長崎県というのはぼけているんです、

余り多くて。何かを大きなポイントにしてやら

ないと、例えば、フグは日本一ですよ。全然注

目度がない。今、インバウンドで大阪に来られ

ている外国人が多いですよね。中国人の方が黒

門市場でフグを食べているんですよ。どこのフ

グかといえば、長崎の天然のフグなんです。そ
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ういうものがありながら、長崎のフグが日本一

とか、プロの方も知らない。 

 そういう意味では、長崎県は余りにも資源が

多くて、これは観光も一緒です。農産物も、水

産物もそうですけれども、資源が多いものだか

ら、ある意味、今まで長崎県自体がそこに甘え

ていたということがあるんでしょうけれども、

今後は何か戦略を立てていかないと、なかなか

難しいのではないかと私は思います。 

 26品目、これも大事でしょうけども、その中

で長崎県をもっともっとＰＲするための予算で

しょうから、そこら辺でもう少し対策を絞り込

んでやろうという考えはないのか。 

【永橋物産ブランド推進課長】 この事業の推進

に当たりましては、県と関係団体で「ブランド

化・流通戦略本部」というものをつくって推進

しております。 

 その中で、来年度は新しい事業をつくります

ので、26品目のやり方、それと実際の売り方に

つきましても改めてゼロベースで見直しまして、

どういった形でやっていくのがいいのか。長崎

のトラフグにつきましては養殖量は日本一でご

ざいますけれども、なかなか全国に知名度がな

いということもございますので、水産部、農林

部とも話をしながら、どういった形で実際にプ

ロモーションをかけていくのがよろしいのかと

いうことを、関係団体、市場関係者等の意見を

聞きながらしっかり検討してまいりたいと思っ

ております。ちょうどこの見直しをやっている

最中でございまして、この辺の新しい取組につ

いては、また改めてご説明差し上げたいと思い

ます。 

【徳永委員】 これ以上言っても、その繰り返し

でしょうから、とにかく予算を使うだけじゃな

くて、この予算でちゃんとした実績というか、

何でもかんでもじゃないんですよ、何をという

こと。まず、お客様に来てもらう、長崎県を知

ってもらうということでしょうから、そういっ

たことで絞り込んでやっていただきたいと思い

ます。 

 もう一つ、先ほど、山本(啓)委員からも質問

がありましたけれども、島の関係ですけれども、

修学旅行、これは実際、県外からの修学旅行者

に対して、県は何か助成をされているのか、ま

ずお聞きしたいと思います。 

【浦観光振興課長】 修学旅行生に対する支援で

すけれども、修学旅行生に対する県からの費用

面での直接的な支援というのは特段措置してい

るものはございません。 

【徳永委員】 私は、先般、鹿児島県に行きまし

てちょっと勉強してきました。鹿児島県は修学

旅行に今力を入れております。3,000円の助成を

しているそうです。「どこに一番行くんですか」

と聞いたら… 

【吉村(洋)分科会長】 1人当たりですか。 

【徳永委員】 そうです。確認をしてもらいたい

と思います。 

 種子島、屋久島に行くそうです。今、鹿児島

は新幹線効果といいますけれども、3時間の壁

があって、修学旅行生は飛行機で来るそうです。

それからいかにして離島にやるかということ。

これは本県も同じことなんですよ。 

 だから、もっとよその県の取組も見ながらや

らないと、他県も一生懸命なんですよ。そうい

う中で、なぜ種子島ですか、なぜ屋久島ですか

といえば、まず、屋久島と種子島がなぜ人気が

あるのか、わかりますか。 

【浦観光振興課長】 例えば、屋久島などであり

ますと世界遺産、特に屋久島であれば縄文杉の

強烈なイメージが巷に浸透している、世間に浸
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透していると、そのイメージが一つ大きな人気

の要因になっているんじゃないかということは

推測できるのかなと思っています。 

 種子島は、宇宙センター、ロケットの発射基

地がございます。そういうのがニュース等で流

れますので、そういう一つのイメージが世間に

浸透しているというのがあるのかなと思います。 

【徳永委員】 そうですね、おっしゃるとおりで

す。種子島は鉄砲が伝来したことで人気がある

のかといえば、そうじゃない、ロケットなんで

すね。そういった人気のあるところでも3,000

円の助成をやりながらやるんだということです。 

 実際、長崎県も、山本(啓)委員の壱岐、対馬、

五島、これは知名度はあるんです。じゃ、何を

見るのか。呼び込むには、鹿児島もそういった

助成をされている。そういうところもやらない

と、来ください、来てくださいと言ってもなか

なか、競争なんですよ。 

 そういう意味でも、今度の国境離島新法、こ

れはソフト事業でしょう。そうであれば、これ

をそういう面にも活用して来ていただく施策を

とらなければ、鹿児島も国境離島があるでしょ

う、同じ範疇にあるでしょう。そういうところ

をかんがみれば、そういうところももっと調査

をしながらやるべきことはやらなければいけな

いと思っております。 

 例えば、対馬は日本の中で唯一、外国が見え

る島なんです。北海道は別にしてね、北方四島

は我が国の固有の領土ですから。そういうとこ

ろもＰＲをするというようなことも、なかなか

ないんじゃないかなと私は思っているんです。

今後はキリスト教関連遺産、そういうものも出

てきますから、そういったところももっともっ

と、これはＰＲしておるでしょうけれども、先

ほど言ったように、他県の取組も考えながら、

そういったものをやるべきだと思うんですけど、

答弁をお願いしたいと思います。 

【浦観光振興課長】 誘客拡大を図る上で、そう

いった他県の支援の状況等はしっかり私どもも

もっともっと研究したいと思っております。な

かなか直接的な1人当たりの旅行支援というの

は、一方でそれをずっと続けていくのかという

ような課題も出てこようかと思いますので、そ

ういったところは費用対効果をいかに最大に出

すかというところでしっかり研究していきたい

と思っております。 

【徳永委員】 そういう消極的なことじゃなくて、

やるならやると。山本(啓)委員は一生懸命です

よ、離島の先生方は。私も半島で、私も一生懸

命なんですけれども、本県は半島と離島で7割

ですから、あとのことはいいですよ。今できる

ことをしっかりやっていただきたいと思ってお

ります。 

【八江委員】 国際課にアジア・国際戦略の件に

ついてお伺いいたします。 

 新しく中国プロジェクト推進事業とか韓国プ

ロジェクト推進事業などを県単事業で進めてい

ただくと、それはいいことだと思います。ただ、

今まで韓国も中国も長崎県の事務所があって長

い歴史を持ってやってきたのに、新しくつくっ

てもらう内容がいろいろ記載してありますけど、

そういったものはどうかなと思うのと、もう一

つは、東南アジアに対して、東南アジアプロジ

ェクトのことも書いてありますが、そことの関

係を考えてみれば、もう少し東南アジアに対す

る取組が、同じ「新」であっても取組の内容が

若干違うんじゃないかなと思います。 

 ただ、中国との新プロジェクトの中には、高

齢者対策の中で介護というものが、いえば中国

との連携事業といいますか、そういうものも必
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要と思いますと同時に、医療関係ではもっとも

っと大きな問題が前から言われておりました、

医療関係の連携事業。今、ＰＥＴ等も長崎県に

も入っておりますけれども、そういったものへ

の高額所得者、富裕層の関係がもっと強化され

てもいいんじゃないかという話もありますけれ

ども、この事業は中国からの高齢者ビジネス視

察団の受け入れなどの事業が主体になっておる

ようですけど、医療関係については長崎県の福

祉医療といいますか、医療関係がどのようにし

ているのかわかりませんけど、国際課としては

どのような捉え方でやっているんですか。 

【大安国際課長】 アジア・国際戦略に関するお

尋ねでございます。 

 委員ご指摘がありましたように、中国、韓国

につきましては、いろんな本県との歴史があり、

そういったところを踏まえまして、一定、成熟

した消費市場として捉えております。 

 そういった中で、どういうふうに経済活力を

本県に取り込んでいくかということの中で、国

際課としましては、そういった関係強化、また

は経済活力の取り込みの芽出しになるような事

業ということを考えてやっております。 

 その中の一つとして、今ご指摘いただきまし

た高齢者ビジネスの連携促進ということを行っ

ているところでございます。 

 また、東南アジアに関しましては、今、東南

アジア、アセアンは10カ国ございますけれども、

経済水準におきましても、それぞれまだいろん

な差がございます。そういった各国の市場の特

性に応じまして取組を進めていく。高所得の国

については、観光誘致であったり、県産品の輸

出であったり、まだまだこれから発展というよ

うな国については企業の支援展開といったとこ

ろから入っていく、また、認知度を広めていく

というようなことの考えでやっているところで

ございます。 

 今、ご指摘いただきました中国の医療関係で

申し上げますと、今、それ自体について国際課

として取組ということはございませんけれども、

いろんなビジネスチャンスを見つけ出して、と

っかかりとして考えていくということはアジ

ア・国際戦略をやっていく上では大変重要なこ

となので、私どもとしましても関係部局といろ

んな協議、連携を図りながら、アンテナを高く

持って情報を収集していろんな取組につなげて

いきたいと考えております。 

【八江委員】 先進医療に前向きに取り組んでい

る医療関係者は、既に各県でやっている。九州

では福岡県と長崎県が連携をしながらやってい

るということも聞いております。そういったこ

とを考えれば、入院としては、外国人を直接入

院させることはできないけど、ホテルに滞在さ

せながら、そこからいろんな治療を受けるとい

ったことの規制緩和、あるいはそういったこと

を含めて受け入れ体制が望まれているような話

も聞いております。そのあたりは長崎県は医療

県である、あるいは医学の発祥の地ということ

で、特に、中国、韓国方面については、もっと

もっと自信を持って、そういったものへの交流

を持って長崎県の経済につなげていただくこと

が重要ではないかと思うんですけど、その取組

についてもう一度確認したいんですが、いかが

ですか。福祉保健関係の方が当然中心であって、

ない分はしていくかもしれんけど、国際戦略と

しては、そこを当然考えていかなければいけな

いと思いますが、いかがでしょうか。 

【大安国際課長】 医療分野の関係で、今、私ど

もが考えておりましたのは、そこに書かれてお

りますように、介護ビジネスということを考え
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ていました。と申し上げますのも、ジェトロ等

いろんな専門のところの情報からしますと、中

国では高齢化が非常に進展していく中で、いろ

んな外資関係の介護、高齢者ビジネスというも

のの導入を中国側も望んでいる状況があるとい

うことがあります。そういった中で国際課の取

組としては、介護分野、高齢者ビジネス分野と

いったところで、まずは取っかかりをつくりた

いということで、そういうマッチングを行って

いくということでございます。 

 医療分野そのものについては、今、国際課の

事業としては考えておりませんでしたけれども、

今後、福祉保健部等とも情報を交換しながら検

討していきたいと考えております。 

【八江委員】 私も個人的にある事業者と一緒に、

数年前から県内にそういう施設を樹立しながら、

中国人の受け入れ体制、富裕層の受け入れ体制

の施設等も含めて考えるべきじゃないかという

提言をいろいろしておりますし、また、聞いて

もおります。そういったことを考えながらやっ

ていただきたいと思います。 

 それから、東南アジアのことについて、ここ

にいろいろ書いてあります。特に、東南アジア

についてはベトナムとかタイとかシンガポール

について書いてありますけど、ミャンマーも民

主化されて、100％、民主化になってはおりま

せんけど、そういう中で全世界が注目し、日本

の中でも親日的な国であるということから注目

しているところでもあるから、もう少しいろい

ろ交流を含めてやっていただきたいということ

で、2年前には知事にも訪問いただきました。

そして、帰ってきてからの報告の中でも、将来

的には期待のできるところだということであり

ました。 

 そういったことをもう少し積極的にするため

には、考えを新たにやっていただきたい。シン

ガポールあたりは、どちらかというと物流の中

心地、あるいはいろんな基本的なものの交流の

中心地ということになりますけど、タイとかミ

ャンマーとかカンボジアとかベトナムとかとい

うのは、自国にある資源、そしてまた、日本の

受け入れを期待する国でもありますから、長崎

県はもっともっとそういう点を進めていかなけ

ればいけないと思いますけど、いかがですか。 

【大安国際課長】 ミャンマーについてのお尋ね

でございます。 

 ご案内のとおり、ミャンマーの現状では、経

済規模、また、所得水準は低い状況でございま

すけど、人口も5,000万人を超えるということの

中で、アセアンの中でも高い経済成長を遂げて

いるところでございます。 

 そういった観点でいきますと、現在では消費

市場ということよりも企業進出といったところ

での展開ということではなかろうかと思います。 

 そのためにビジネスサポートデスクなども設

置して、そういった支援を県としてもやってい

るところでございますが、まだまだ現状では相

談件数もなかなか少ない状況がございます。 

 一方、ミャンマーにおいては、課題であった

インフラの整備でありますとか、工業団地の整

備でありますとか、そういったところの進展も

見られているところでございます。また、県内

の状況を見ますと、長崎大学などにおきまして

も工学部系の大学との学術交流協定なども進ん

でいる状況もございますので、そういった観点

で、県としましては、まずは県内企業の海外展

開支援といったことに力点を置きながらミャン

マーとの交流の可能性を探っていきたいと考え

ております。 

【八江委員】 今から非常に大事なところです。
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私は、スー・チーさんの暦をいただいておりま

す。今まではそういったものは絶対出せない状

況でしたが、我々もスー・チーさんの暦をいた

だくような状況になった。うちも20年来、個人

的な話ですが、付き合いをし、農場も向こうに

つくっておりますし、レプリートの原型もとっ

てきていますけど、その点を行政としてもっと

もっとやっていくべきところに今きていると思

います。だから、あえて私はそういうことを申

し上げておりますので、もう少し深く進めてい

ただくことが必要かなと思います。よろしくお

願いします。 

 もう一つは、欧州、あるいはヨーロッパ関係

の問題については、スペインとかオランダ、あ

るいはポルトガルというものは活字にも出てい

ないわけですけれども、長崎県には国際交流の

協会等もあるわけですから、そういったところ

への強化も図っていただきたいと思うんですけ

ど、そのことについてどのようにしておられる

のか。一部、世界遺産等を活かしてとか書いて

ありますけど、もっともっと文化交流を含めて

やっていくべきところじゃないかと思いますが、

いかがですか。 

【大安国際課長】 ヨーロッパ、欧州への取組で

ございますけれども、アジア・国際戦略におき

ましても、大きくアジア・国際戦略の中で4つ

の国、地域を分けた一つとして欧米プロジェク

トということを掲げて、その中に取組事項等も

整理しております。 

 今回の欧米プロジェクトの重点推進事業にお

きましても、オランダとの関係におきます表門

橋の架橋ということもございますので、そうい

った中で「ロイヤルコンセルト・ヘボウ管弦楽

団」をお呼びして交流を深めていくというふう

なことでありますとか、世界遺産のＰＲ事業、

観光情報発信等をやっていくということを考え

ております。 

 ヨーロッパへの取組についても、本県が持ち

ますいろんな交流の歴史でありますとか、そう

いうことを活かしながら積極的に取組を進めて

いきたいと考えております。 

【吉村(洋)分科会長】 長くなっておりますので、

予算の妥当性に主眼を置いて質問をよろしくお

願いいたします。 

【前田委員】 限られた時間ですので3つだけ質

問させてもらいたいと思います。 

 当初予算の主な事業の概要版の中で、観光と

スポーツを核とした「稼げる観光産業」創出プ

ロジェクトと。もう事業名のタイトルの稼げる

観光産業というのが、さまにそのとおりだと思

っているんですが、ＫＰＩで観光消費額とか延

宿泊者数、従業員数とかの目標が掲げられてい

ます。 

 もちろん、これは必達してほしいわけですけ

れども、まず確認というか、お聞きしたいのは、

その目標の設定の仕方として、最終的にはここ

に書いているような稼げるという意味では、県

民所得向上を上げるということですが、予算総

括質疑でもちょっと触れさせてもらいましたが、

ほかの産業が全国平均と比べてかりなの差があ

るのは、残念ながら、それでもいかんともしが

たいかなと思っているんだけども、観光県長崎

として所定内給与とか全国平均から50万円近

く離れているという現況をどう認識して、所得

を上げるという意味でのこの事業になっている

のかということをまずお尋ねしたいと思います。 

【浦観光振興課長】 稼げる観光産業の創出にあ

たりどう稼いでいくかということの中で、現状

といたしまして、特に宿泊施設の従事者の方の

所得現状でございますけれども、委員ご指摘の
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ように非常に低い現状にあるということでござ

います。 

 私どもといたしましては、一つの目標といた

しまして、この部分を上げていかないといけな

い。ただ、なかなかダイレクトに県が直接そこ

を手出しというのは難しいところでございます。

私どもの思いといたしましては、まずはお客さ

んにたくさん来ていただく、しっかりお金を落

としていただくことによって観光施設にお金が

落ち、利益が上がり、それが良質な雇用の場の

創出につながっていく、そういう好循環をつく

っていかなければいけないと思っています。そ

のためには、まずはお客の数を増やすというこ

とが1つあります。それとあわせて質の高い、

付加価値の高い観光を実現することによって、

さらにプラスアルファのお金を落としていただ

きたいと思っておりますので、いかに観光施設

従事者、宿泊施設従事者の所得を上げていくか

ということに関しましては、そういった質、そ

れから量を高めていくことによって、何とかそ

こに雇用環境の充実という形にもっていけるよ

うな好循環をつくっていきたいと思っていると

ころでございます。 

【前田委員】 ほかの事業も含めて最終的には観

光産業の県民所得向上を目指していると思うの

で、鋭意取り組んでほしいと思います。特に、

こういうタイトルで打ち出している創出プロジ

ェクトなるものは、市町と連携をとってしっか

りとした成果を地方創生交付金という制度があ

る中で一定実績を出してほしいと思っておりま

す。 

 平成28年度が3億6,200万円に対して平成29

年度は5億8,600万円と、倍とまではいきません

けれども、かなりの額で事業を組み立てていま

す。 

 それで、稼げるということを考えた時、これ

は21市町共通な目標だと思っていて、それが平

成28年度で見ると、県が地方創生交付金の申請

をするように、各市町もその申請をされている

わけですが、調べてみたら平成28年度は6市で

しか、この観光とスポーツを核とした「稼げる

観光産業」創出プロジェクトを申請しておりま

せん。 

 そういった意味で、県下の全市町が観光産業

というのは重要な基幹産業だと思いますので、

県がこういう方針を立て、そして、この中の進

化したもの、もしくはこれと違うものを稼げる

観光産業という形で出せるように、21市町が足

並みを揃えて、そこを呼びかけるようなことを

今後ぜひやってほしいし、各市町が全て申請す

るようなことになるように頑張ってほしいとい

うことを要望しておきます。 

 それから、これは文化観光国際部全体として

聞きますが、地方創生拠点整備交付金の、部と

しての申請の状況と採択された状況はどうなっ

ていますか、平成29年度の予算に活かされる形

では。 

【古謝文化振興課長】 地方創生拠点整備交付金

の申請でございますけれども、部としては、長

崎歴史文化博物館の改修について申請を上げて

おりましたけれども、1次の審査では通らなか

ったところでございます。 

 全国的に美術館、博物館の申請が多かったん

ですけれども、国としては非常に厳しく見てい

たということもあって通らなかったんですが、

2次の募集が今始まっておりまして、その中に

は追加の施設として美術館、博物館などのミュ

ージアム施設が新たに明記されておりますので、

2次申請でもしっかり申請をしていきたいと思

っております。部全体では博物館のみとなって
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おります。 

【前田委員】 部として1つしか出していないと

いう理解をしていいんですかね、文化観光国際

部としての質問だったんだけど、そういうこと

ですね。 

 課長から答弁があったように、6,115万3,000

円で申請したけれども、結局、採択されずにそ

れがゼロになって、それを結局、今回は県単で

見てますよね。県単で見て、今、課長がおっし

ゃったように2次募集に申請予定ということで、

これも申請はするんでしょうけれども、採択さ

れるかどうかということは、その後の結果とい

うことでわからないんでしょうけれども、制度、

仕組みがあるんだから、しっかり取れるように

精度を上げるということはもうちょっと研究し

てほしいと思います。 

 それと、せっかくの交付金ですから、まだま

だ文化観光国際部としてこういった申請ができ

るのがあるような気が私はするんですけれども、

どうなんでしょうね。そこの洗い出しをされた

上での今回の予算計上と見ていいですか。 

 例えば、「シーサイドホール・アルカスＳＡ

ＳＥＢＯ」とか美術館というのは、この交付金

の2次申請には乗らないんですか。 

【古謝文化振興課長】 この交付金ですけれども、

1次で通らなかった原因にもなっていますが、

収益性を非常にしっかり見られておりまして、

単なる老朽による改修とか更新ということでは

なくて、例えば、ショップやレストランを増設

するとか、明らかに改修したことによって収益

がこれだけ上がりますという説明を求められて

おります。それがしっかりと説明できるのは文

化施設の改修の中では博物館と考えております。

「アルカスＳＡＳＥＢＯ」のホール、舞台装置

の更新ですとか、美術館も幾つか来年度の更新

がありますけれども、そういったものは、それ

によって施設自体の収益が上がっていくという

ことの説明はなかなか難しいということで申請

はしていない状況でございます。 

【前田委員】 市町も含めて、文化観光国際部関

連の中ではまだまだそういう、今のような設定

条件はあるかもしれないけれども、そこを踏ま

えた上で提案すべきことはきっとあると私は思

っているので、鋭意研究を進めてほしいなと思

っています。 

 最後にもう1点だけ質問しますけれども、先

ほど、徳永委員からも少し触れられましたが、

「長崎は、美味しい。」食のＰＲ事業費、「総

務分科会補足説明資料」の10ページを見ている

んですが、個別にどうだということではないん

ですけれども、この1から5までやっている事業

というのは、担当部署でやるという理解をして

います。 

 何が言いたいかというと、国境離島新法で地

域商社がこれから立ち上がっていくように、結

局、県全体を見た時に農水産物の販売促進をや

るとするならば、県の所管部署でこういう組み

立て、項目は間違ってないと私は思うんだけれ

ども、これを地方創生推進交付金も含めてやる

ということであれば、実を言うと、ただ単に事

業を求めるんじゃなくて、地域商社的なものを

別個つくり出して、そこに市町であったり、民

間の方々も加わってオール長崎県で販売促進に

努めていくという検討をすべきだと私は思って

いるんですね。実際に山口県においては、そう

いう趣旨において地域商社というものを県全体

の中で地方創生推進交付金というものの中で組

み立てていますよ。そうすると、この交付金事

業がいずれ終わる時に一つの形として残るんで

すよね。 
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 この内容を見た時に、例えば、マッチング対

策として74万5,000円しか組んでいないけれど

も、それだけでやれるのかなということを思っ

た時に、従来型の手法、組織では、この農水産

物販売促進対策というのは、大変申し訳ないけ

れども、民間の知恵が入らないと難しい、民間

のネットワークを使わないと難しいと私は思っ

ているんですよ。そういった点については予算

を計上する段階、そして、財政や知事査定の中

で議論がされたのか、されてないのか。新規の

事業ですから、改めてこの際確認をしておきた

いと思います。 

【永橋物産ブランド推進課長】 農水産物販売促

進対策費についてのお尋ねでございます。 

 委員ご指摘のとおり、本事業は、長崎県の農

林、水産、加工品を含めた全体の県産品を売り

出していこうという事業でございます。この仕

掛けにつきましては、まず、各部でも生産対策、

販売対策をそれぞれやっておられます。農林部、

水産部、産業労働部において、それぞれの事業

費も限られておりますけれども、ここでやりま

すのは各部でやるものプラス長崎県全体の県産

品のブランド化と販路拡大対策をやっていこう

とするものでございます。 

 仕組みとしましては、先ほど申し上げました

関係各部、それと関係する生産者、関係団体の

皆さんで推進本部をつくっておりまして、その

中で中身については詰めていく。そしてまた、

市場関係者とか外部アドバイザーの意見を聞い

て、この事業については推進していくことにな

っております。 

 その中で、ここに書いております発信対策、

販路拡大対策、マッチング対策、消費者プロモ

ーション対策というのは、本課の方で予算を計

上しまして、実際に執行する段階におきまして

は、必要に応じて各部各課の方に再配当したり、

執行の段階で連携をしながら各部の事業と一緒

になってやるという手法をとっております。 

 このマッチング対策費74万5,000円は、本課

で行う商談会等の費用でございます。農林は農

林の方で農林だけの商談会であるとか、水産は

水産の商談会ということで組んでおりますけれ

ども、本課ではそういったことを総合的にやる

マッチング会をこの事業費で取り組んでいこう

と考えております。 

【前田委員】 質問通告した中でのやりとりじゃ

ないので、なかなか私がお聞きしたいことと答

弁が少しかみ合ってないんですが、昼休みに山

口県の資料をお渡ししますので、また議案外で

確認させてもらいたいと思いますので、その時

に山口県のやり方等を含めて自分たちのところ

がどうなんだということを具体的に答弁を求め

たいと思います。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかにございませんか。 

【坂本(浩)委員】 産業革命遺産の世界遺産事業

ということで、主な事業内容が補足説明資料に

3つ掲げられております。そのうち2つ目の端島

炭坑等の保存管理、整備活用にかかわる各種調

査等への支援ということで220万円ぐらい組ま

れておりますが、端島は長崎市が所有をしてい

て、しかも、世界遺産ですから、いわゆる保存

等に対しては多分、国の関与があるだろうと思

います。そこら辺との絡みを踏まえた上で、支

援する事業の全体像といいますか、そこら辺を

見せてほしいなという感じがするんですけど、

いかがですか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 ご質問の整備活

用計画等に関する経費の補助ということで端島

炭坑の関係を上げさせていただいております。

こちらは、一昨年の世界遺産委員会におきまし
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て世界遺産登録がなされた際に、端島炭坑にお

いては、特に今後の修復計画等について計画を

きちんとやって世界遺産委員会の方に報告をし

なさいという、いわゆる宿題のようなものが出

ております。それを踏まえまして長崎市で有識

者などによります検討委員会を設置されており

ます。その検討委員会に対して県では支援をし

ている状況でございます。今年度で一定の方向

性が見えてくるものと思っておりますけれども、

来年度についても若干の資料の制作といったも

のが出てくるということで、今回は少額であり

ます224万5,000円の補助を、全体経費の2分の1

でございますけれども、県の単独事業として支

援をしているということでございます。 

 一方で、史跡自体の助成事業としましては、

史跡でございますので、2分の1は国から補助金

が出るという全体としての制度があります。そ

の残りの5分の2を県、5分の3を所有者である長

崎市というのが一般的なルールといいますか、

補助金の制度となっております。 

【坂本(浩)委員】 そしたら来年度もそういう予

算が組まれるということで理解いたします。 

 次に、先ほど議論になりましたユニバーサル

ツーリズムの推進事業ですけれども、先ほど、

川崎委員が取り上げられまして、ストリートビ

ューを含めてぜひ取り組んでもらいたいと思い

ます。 

 これに直接関連するかどうかは私も判断しづ

らいところがありますが、他の部局にまたがり

ますので。ユニバーサルマナー検定というのが

あります。これは障害者とか、あるいは高齢者、

それから妊婦さんだとか、そういう方々に対す

るマナー、接し方というか、そういうのが、「ミ

ライロ」という一般財団法人でずっとやってい

るんですけれども、そういう関係でいうと、例

えば、障害福祉課、福祉保健部関係との連携と

いうのがあろうかと思いますけれども、そこら

辺は、このユニバーサルツーリズム事業に関し

て今まで連携があったのかどうかということは

いかがでしょうか。 

【浦観光振興課長】 このユニバーサルツーリズ

ム推進事業の中では、私どもとしては、情報発

信、いわゆる県内のバリアフリーの情報発信で

あったりとか、今年度から新たに来ていただく

お客様へのサポートグッズ、車椅子であったり

とか、そういったサポートグッズの貸し出しを

行う事業者に対する支援だったり、そういった

ことをやっているところでございます。 

 先ほど委員からお話がございましたマナー検

定に関する部分でありますとか、その辺で突っ

込んだ、福祉保健部等、他部との連携というと

ころまではまだ実際やっているわけではござい

ません。 

【坂本(浩)委員】 ぜひ連携をとっていただきた

いと思います。特に、このユニバーサルマナー

検定は全国であります。例えば、九州では、個

人で行く場合は福岡まで行かなければいけない

ということだそうです。あと、自治体だとか、

いろんな企業が独自に、人を30人ぐらい集めれ

ばできるそうですけれども、これをやっている

のが、今のところ、全国的にいっても長崎県は

ないと、非常に少数なんだそうです。例えば、

近場でいうと、今年になって佐賀県武雄市の全

職員が3級の検定を受けられたということがあ

ります。自治体関係に徐々に広がっています。 

 もちろん、観光の部分だけではなくて必要だ

と私は思うんですけれども、せっかくユニバー

サルツーリズムということで事業が推進される

ようでありますから、今後の課題として福祉保

健部の皆さんとも連携をとっていただきたいと
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思います。 

 それから、平和発信事業費の関係でお尋ねで

ありますけれども、補足説明書の17ページに長

崎県の平和発信事業費ということで約1,000万

円ぐらい組まれております。それぞれ4項目あ

る分については、ぜひ充実させていただきたい

と思います。 

 核拡散防止条約、いわゆるＮＰＴの再検討会

議が2020年ということになるんですが、その準

備会合がたしか今年から始まるんじゃないかと

思っております。それに対する県としての派遣、

補助でもいいんですけれども、そういうことは

検討されているんでしょうか。 

【佐古国際課企画監】 準備会、ＮＰＴ再検討会

議の準備会合につきましてですけれども、県の

方から直接出向くということは、今のところ、

考えておりませんが、4つ事業を掲げておりま

す4つ目の核兵器廃絶長崎連絡協議会のユース

の代表団の活動がございますので、そこで若い

方が実際にウィーンに行くといったようなこと

は今計画をしているところです。 

【坂本(浩)委員】 わかりました。私は、一般質

問でも質問項目に取り上げましたように、今年

はこの準備会合が始まるというだけではなくて、

核兵器禁止条約の交渉がある年でもありますの

で、そのちょうど3月と6月から7月にかけてあ

る間に、多分、この準備会合が開かれると思っ

ております。長崎市は既に専門家をそこに派遣

して被爆地の思いを、アピールを含めて派遣す

るということもするようであります。場合によ

っては市長あたりも行く可能性があるとお伺い

しております。もちろん、事業の中でユースの

皆さんを派遣する、それに県としてかかわると

いうことをお願いしたいんですけれども、ぜひ

長崎市とも連携しながら、例えば、幹部職員の

方が行って被爆県長崎としての思いを長崎市と

一緒に訴えるということも検討していただきた

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 

【佐古国際課企画監】 長崎市に事務的に確認を

した際は、長崎市長は、今のところ、行かれる

予定はないようにお聞きしたところです。今、

委員おっしゃられたように、専門家を派遣する

と。恐らくＲＥＣＮＡ、長崎大学核兵器廃絶研

究センターの方が行かれるのかなと思います。

改めて長崎市の方と、市の対応も教えていただ

きながら相談してまいりたいと思います。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分及び第47号議案の

うち関係部分は、それぞれ原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、それぞれ原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 これをもちまして、午前中の審査を終わりま

す。午後は委員会による審査を行いたいと思い

ます。 

 暫時休憩いたします。 

 午後1時半に再開いたします。お疲れさまで
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ございました。 

 

― 午前１１時５１分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 午後の委員会を再開いたし

ます。 

 次に、委員会による審査を行います。 

 議案を議題といたします。 

 文化観光国際部長より総括説明をお願いいた

します。 

【松川文化観光国際部長】 文化観光国際部関係

の議案について、ご説明いたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料」の文化観光

国際部をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第19号議案「長崎県亜熱帯植物園条例を廃止す

る条例」であります。 

 長崎県亜熱帯植物園条例を廃止する条例につ

きましては、同園の営業を今年度限りで終了す

るに当たり、施設の設置や管理などを定めたな

長崎県亜熱帯植物園条例を廃止しようとするも

のであります。 

 昭和44年の開設以来、多くの県民や観光客の

皆様に親しまれ、47年間という長い歴史を誇る

植物園を閉園することは、まことに苦渋の決断

であり、これまで県議会を初め、長崎市、地元

自治会、植物園関係者及び県民の皆様から、植

物園に対するさまざまな思いやご意見を承って

きたところでございますが、このたび、本議案

を上程し、本年3月31日付をもって正式に閉園

することといたしました。 

 県としましては、皆様から寄せられましたご

意見を真摯に受け止めながら、地域活性化に向

けた長崎市の施策をしっかりと後押ししてまい

りたいと考えております。 

 次に、議案外の所管事項について、ご説明い

たします。 

 今回、ご報告いたしますものは、文化の振興

についてのほか4件でございます。そのうち新

たな動きなどについてご説明いたします。 

 説明資料の1ページをお開き願います。 

 初めに文化の振興についてでございます。 

 本県の新たな魅力ある資源の発掘と情報発信

を目的として県が設定するテーマに対して、県

内外の皆様からの素材の投稿、投票をしていた

だくための特設ページ「ナンコイ！？新十景」

を旅する長崎学のホームページ内に開設いたし

ました。投票数上位の素材につきましては、さ

まざまな広報媒体を活用し、本県の新たな魅力

として発信に努めてまいります。 

 説明資料の3ページをお開き願います。 

 次に、世界遺産登録の推進についてでござい

ます。 

 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

につきましては、去る1月20日の閣議了解を経

て、2月1日、国からユネスコ世界遺産センター

へ正式版推薦書が提出されました。ここに至り

ましたのも、ひとえに本県選出国会議員及び県

議会議員の皆様をはじめ、幅広い県民の皆様の

お力添えの賜物であり、深く感謝申し上げます。 

 今後、さらに関係県市町等との連携を強化し、

国内外へ向けた価値の発信や構成資産の万全の

保護措置はもとより、本年秋頃に予定されてお

ります国際記念物遺跡会議（イコモス）による

審査等に適切に対応できるよう準備を進め、平

成30年の登録実現に全力を傾注してまいりま

す。 

 説明資料の4ページをお開き願います。次に、

観光の振興についてでございます。 

 来年度は、「長崎と天草地方の潜伏キリシタ
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ン関連遺産」の平成30年の世界文化遺産登録を

見据え、全世界で公開された映画「沈黙－サイ

レンス」など、本県の強みや話題性を活かした

情報発信による認知度向上を図りながら、より

国内外からの観光客を呼び込むとともに、本県

を広く周遊してもらう仕組みづくりや満足いた

だける魅力ある観光まちづくりにさらに力を注

いでまいります。 

 インバウンドにおきましては、東京、京都、

大阪のゴールデンルートや国内の主要ゲートウ

エイから長崎県への誘客につながる航空会社や

旅行会社とタイアップした旅行商品の販売等に

取り組むとともに、クルーズ客船に関しては、

離島への積極的な誘致活動に加え、経済的な波

及効果の向上に取り組んでまいります。 

 さらに、本年4月1日から施行される国境離島

新法関連の交付金を活用し、島ごとの特色を活

かした魅力ある旅の創出や、食・体験メニュー

等のグレードアップ支援、新しい旅行商品化等

に取組、島の滞在型観光を促進するとともに、

本県観光ブランドイメージの創出につながる動

画の制作や、「巡礼」、「食」、「自然」など、

本県の「しま」へのテーマ型観光の促進につい

ても取り組んでまいります。 

 こうした施策により観光客の回復を確かなも

のとするとともに、さらなる観光客の誘致と観

光消費額の拡大につなげてまいります。 

 説明資料の5ページをお開き願います。 

 次に、県産品のブランド化と販路拡大につい

てでございます。 

 首都圏における情報発信拠点として設置しま

した「日本橋 長崎館」は、オープンから1年を

迎えます。これまでの来館者数は35万人を超え、

売上額も約1億6,000万円と多くの方々にご利

用いただいております。 

 引き続き、多くの方に足を運んでいただき、

本県地場産業の活性化や交流人口の拡大に結び

つくよう、運営事業者等とも連携を図りながら

しっかりと取り組んでまいります。 

 県産品の輸出促進につきましては、1月27日

から29日まで、タイ・バンコクの高級百貨店に

おいて、報道機関が主催する観光物産フェアと

連携し、五島手延うどん、島原手延そうめん、

水産加工品、菓子等の試食販売を実施し、ご来

場いただいた現地の多くの方々に県産品のＰＲ

を行うことにより、県産品の認知度向上と販路

拡大に努めることができました。 

 引き続き、関係部局や関係団体等とも連携を

図りながら県産品の輸出促進に努めてまいりま

す。 

 説明資料の7ページをお開き願います。最後

に、アジア・国際戦略についてでございます。 

 アジア・国際戦略につきましては、これまで

構築してきた交流の歴史や人脈を有効活用して、

本県の認知度向上や理解促進を図り、海外の活

力を取り込むよう、中国、韓国、東南アジア、

欧米の4つの国、地域ごとの戦略を掲げ、先に

申し上げました観光インバウンド対策や県産品

の輸出促進など、さまざまな分野にわたる取組

を総合的に推進してまいります。 

 中でも、中国におきましては、今年、日中国

交正常化45周年及び福建省の友好県省締結35

周年という大きな節目を迎えます。この機をし

っかりと捉え、福建省から長崎へ渡り黄檗文化

をもたらした隠元禅師など長崎ゆかりの偉人を

活用したＰＲとともに、青少年交流事業や訪中

団の派遣による記念事業などの実施を通して、

長年にわたり築いてきた本県と中国との交流の

絆をさらに強固なものにしたいと考えておりま

す。 



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月６日） 

- 92 - 

 そのほか、地元で頑張る若者を育成するとと

もに、国内外において、本県の応援団となり得

る人脈を構築し、民間におけるアジア・国際戦

略の担い手を育成するため、県内高校生を海外

へ派遣し、異なる文化や産業等の体験を通じた

国際的な視野の拡大についても取り組んでまい

ります。それぞれの国・地域の特徴などに応じ

た施策を関係部局と連携して展開しながら、本

県経済の活性化を図り、世界に通用する長崎県

づくりを進めてまいります。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【吉村(洋)委員長】 次に、観光振興課企画監よ

り補足説明を求めます。 

【村山観光振興課企画監】 長崎県亜熱帯植物園

の条例を廃止する条例につきまして、補足して

ご説明申し上げます。 

 「総務委員会補足説明資料」の「長崎県亜熱

帯植物園の閉園に伴う各種対策について」の1

ページをご覧いただきたいと思います。 

 私からは、亜熱帯植物園を閉園するに当たり

まして、閉園後の野母崎地域の振興に県として

どのようにかかわっていくのか。また、植物園

が保有しております植物をどのように取り扱っ

ていくかなど、閉園後の諸課題の対応について、

ご説明申し上げたいと思います。 

 まず、野母崎地域の振興についてでございま

すけれども、昨年の6月定例会以降、長崎市及

び地元野母崎連合自治会と今後の野母崎地域の

活性化につきまして、そのあり方や県としての

役割などについて定期的に会合を重ねながら、

植物園の閉園についてご理解をいただけるよう

努力してまいったところでございます。 

 また、昨年11月には県及び長崎市の関係所属

も交えまして野母崎地域の振興策に係る勉強会

を立ち上げまして、県としての財政支援のあり

方など、より深い議論を交わしていく中で県と

長崎市の連携の強化を図ってまた。 

 そうした中、昨年11月18日、地元野母崎連合

自治会からは、長崎県亜熱帯植物園の閉園に係

る野母崎地区の振興策という、植物園の閉園を

前提といたしました要望書が県及び市双方に提

出されたところでございます。 

 内容的には、植物園の保有植物を可能な限り

野母崎地域内で管理・活用を図ること、恐竜博

物館等の整備によって交流人口の拡大に努める

ことという内容になっております。 

 現在、長崎市では、野母崎地域の田の子地区

を候補地といたしまして恐竜博物館の整備や植

物園の保有植物の活用の検討を行っておりまし

て、県といたしましては、今後も長崎市と十分

に連携を図りながら野母崎地域の活性化にふさ

わしい長崎市の具体的な取組をしっかりと後押

しをしていきたいと考えております。 

 次に、植物園の植物の保全管理について、ご

説明を申し上げます。 

 植物園の閉園後、植物園で保有しております

植物につきましては、移植を行っていくなど、

適切に処分を行っていく必要がありますけれど

も、それには一定の期間を要することから、来

年度移行、概ね2年間程度の期間を設定いたし

まして、県内外の適切な施設とのマッチングを

図りまして、移植、移譲を行ってまいります。 

 また、植物園では、約1,200種、4万5,000本

の亜熱帯植物を広大な敷地の中に保有しており

ますけれども、その間、引き続き保全管理を行

っていく必要がございまして、これらを適切に

管理していくには植物の状況でございますとか、
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保全管理に必要な設備の状況に精通をしており、

かつ、安全確保上の観点から、これまでの地す

べりの状況を把握している必要があると考えて

おります。 

 これらの条件を満たしますのは、開設からこ

れまでの間、植物の運営にかかわってきました

野母崎振興公社でございまして、これまでの実

績からも信頼性が高く、また、振興公社の雇用

確保にもつながることから、来年度以降の保全

管理につきましては、野母崎振興公社に委託す

ることを検討しておりまして、現在、最終的な

調整を行っているところでございます。 

 植物園が保有しております植物については、

可能な限り、一つでも多くの植物を県内外の適

切な施設へ移植、移譲できるよう努力してまい

ります。 

 最後に、閉園後の防災対策について、ご説明

を申し上げます。 

 植物園の地すべりそのものをとめる対策を講

じるには、膨大な費用を要し、また、部分的な

対策では効果がないことから、対策の方向性と

いたしましては、地すべりの発生要因の一つで

ございます地すべりの末端部分の波浪浸食を防

止する対策を考えております。 

 資料の2ページをご覧いただきたいと思いま

す。植物園の平面図でございますけれども、図

面に向かって左下、海岸部分に赤色に着色した

四角の部分がございます。この箇所に消波ブロ

ックの設置でございますとか、防波堤の設置な

ど、何らかの浸食防止を行うための対策を講じ

ることを検討しておりまして、保全期間終了後、

速やかに工事に着手できるよう、今後とも、土

木部関係各課と協議を継続してまいります。 

 以上をもちまして補足説明を終了させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

【吉村(洋)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、これより議案に対する質疑を行います。 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

【坂本(浩)委員】 亜熱帯植物園条例を廃止する

条例について質問をいたします。総務委員会な

いしは環境生活委員会でも今年度ずっと議論が

あったということは伺っております。結果とし

て3月いっぱいをもって廃止するということで

あります。問題は、今、補足説明がありました

ように、今後、どうしていくかということでは

ないかと私も認識しているところであります。 

 それで、質問ですけれども、野母崎地域の振

興対策、この間の経過が記載されております。

県としては、長崎市が地元の皆さんと協議をし

て、恐竜博物館の整備という部分について投資

をしていくというふうなご説明がありました。 

 この野母崎地区の振興対策にかかわって、市、

それから連合自治会、例えば、それ以外の住民

組織といいますか、そういうところとの協議と

いいますか、連携といいますか、そういうこと

があったのかどうかお伺いいたします。 

【村山観光振興課企画監】 これまでの協議の経

過の中で地元住民の方々との協議をどのように

行ってきたかというご質問でございます。 

 野母崎地域におきましては、それぞれの地域

に自治会がございまして、それぞれのトップの

方が4人、連合自治会の会長がおられます。そ

の方々か毎月、定例的に行政センターで会合を

行っておられまして、我々はその席に毎月お邪

魔して、長崎市との振興策の検討の経過でござ

いますとか、今後、長崎市とどのような形で振

興策のあり方を検討すべきかという状況につい

て、それぞれ経過的にご説明申し上げておりま

す。 

 一方で、野母崎の田の子地区においては、住
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民の方々が田の子地区の再整備に向けて具体的

にどのような形で振興策を検討するべきかとい

うワークショップを平成27年度に開催してお

ります。地元のワークショップで検討してきた

経過でございますとか、長崎市が、今後、野母

崎地域でどのように広域的な振興策を講じてい

くのかという部分を、我々、行政センターと連

携する中でお話をお聞きしまして、そういった

ことを自治会の方々にご報告申し上げながら、

振興策に対する県の役割の果たし方というもの

をご説明申し上げて、ご理解を重ねてきた次第

でございます。 

【坂本(浩)委員】 連合自治会は4自治会あって、

そこの代表の会長さんが月1回開催する定例会

に参加してきたということですね。 

 それから、2点目の施設及び植物等の保全管

理、再活用のための移譲ということで、県内外

の適切な施設へ、可能な限り多くの植物等を2

年間かけて移譲して再活用を図るということで

あります。これについてはどういった皆さん方

と相談するのか、してきたのか。例えば、この

委員会の中でも教育委員会だとか、あるいは環

境部、自然環境課ですか、そういうところと連

携を図りながら、今まではこの施設は観光、も

ちろん教育という部分もありますけれども、観

光がメインということでしたけれども、貴重な

植物を活用するために、部局を超えて研究施設

としての今後のあり方も含めて検討してほしい

というやりとりがあったと思います。そういっ

た部分を含めて今までどういうところと協議を

やってきて、こういうふうな、この文章だけ見

れば中身がわかりませんので、どういうところ

でやってきたか教えてください。 

【村山観光振興課企画監】 閉園後の植物の移譲

に対するこれまでの検討の経過でございます。 

 植物園の閉園を一つの目標として掲げながら、

閉園決定後、植物の移譲については適切な場所

に移譲していかなければいけないと。このこと

は大変重要な課題でございまして、これまで県

の機関で申しますと、農業技術センターでござ

いますとか、土木でありますと都市計画の都市

公園でございますとか、あるいは県民の森であ

りますとか、植物園の植物を今の県有施設の中

で、いわゆる所管替えという形で活用できる可

能性のあるところにつきましては、事前にそう

いったお話を申し上げて、現場の視察も含めて

現地に足を運んでいただいている状況がござい

ます。 

 一方で、県内の類似の観賞植物施設、例えば、

市町立でございますと佐世保市の「森きらら」

でございますとか、長崎市の「あぐりの丘」で

ございますとか、諫早市の「山茶花高原」でご

ざいますとか、そういったところにつきまして

は、これまでに植物の移譲について県の状況を

ご説明申し上げて、一定、受け入れ先のキャパ

の問題もございますので、どういった植物が、

どういった時期に受け入れ可能なのかという部

分も含めて、一度、現地を見たいというご要望

もいただいておりまして、そういった中で具体

的に移譲につながる可能性を広めていきたいと

考えております。 

 このほかにも、これまで民間施設で申し上げ

とハウステンボスとかバイオパーク、そういっ

た施設にも足を運んでご説明しております。民

間の施設では、興味はいただいておりますけれ

ども、今のところ、現地に来ていただけるほど

の検討はまだ進んでおりませんけれども、今後

もそういった形の中で植物園が保有しておりま

す植物を一つでも多く移植、移譲できるように、

受け入れ先のマッチングを行いがら活用を広め
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ていきたいと考えております。 

【坂本(浩)委員】 議論を蒸し返したような感じ

で申し訳ないんですけれども、1番目の地域振

興対策で自治会の皆さんと連携してきたという

ことですけれども、この問題について、長崎市

の伝習塾というんですか、これで野母崎夢塾と

いうのがありまして、先般、植物園の案内ツア

ーといいますか、そういうことを企画したグル

ープがあります。こういった皆さんとも今後の

あり方を含めて、もう少し幅広という意味で意

見を聞かれた方がいいんじゃないかと思ってお

ります。 

 それから、今後の植物の保全管理ですけれど

も、名誉園長さんですか、長崎大学の中西弘樹

先生ですね、この分野では第一人者と言われて

いるそうであります。先ほど申し上げました野

母崎夢塾の皆さんが、この先生を講師に招いて

園内で講演会を開かれたということです。この

先生の提案として、野母崎でＮＰＯ法人を立ち

上げて、亜熱帯や砂丘を活かしたまちづくりが

できないかということも提案されているという

ことであります。 

 今後、植物の保全管理、可能な限り現地で管

理、活用を図ることという地元からの要望も出

ているようでありますので、ぜひそういった中

西先生、あるいは野母崎夢塾の皆さん、これは

若い皆さんというふうに、私も知り合いがおり

ますけれども、地域を活性化させようという思

いでボランティアで活動されている皆さん方で

ありますので、ぜひそういった皆さん方の意見

も幅広く聞いていただいて、この植物園には貴

重な植物がたくさんあるということであります

し、それから、何といっても、これは県民の財

産だと思います。 

 そういった意味で、今後、具体化するに当た

っては、そういったこともぜひお願いしたいと

思いますけれども、そこら辺についてはいかが

でしょうか。 

【村山観光振興課企画監】 ありがとうございま

す。委員おっしゃるように、野母崎地域の皆様

方といろんな形で今後も植物園の植物の活用に

向けていろんな情報交換をしてまいりたいと思

います。 

 中西名誉園長には、これまでも植物園の見直

しの方向性かある程度明確になった段階から状

況をご説明しながら、一定のご理解をいただき

ながら、閉園に向けての事務作業を進めてきた

という経過がございます。中西名誉園長は植物

の専門家であられますし、名誉園長という肩書

でありながら、やはり県の方向性を一定程度理

解しなければいけないという立場にあって非常

に苦渋の決断をお願いしたところもあろうかと

思います。野母崎夢塾で中西先生が地元住民の

方々と連携して活動されているということは、

野母崎地域の、いわゆる亜熱帯植物園の貴重性

を地元の方々に理解していただいて、活用に向

けての検討をされていくということでございま

す。我々は植物をどういった形で地元活用につ

なげていくかという部分については非常にあり

がたいことだと思いますので、今後とも連携を

重ねていきたいと思います。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたしたいと思

います。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 討論がないようですので、
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これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第19号議案は、原案のとおり可決することに

ご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第19号議案は、原案のとおり可決す

べきものと決定をされました。 

 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について、説明

を求めます。 

【古謝文化振興課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出いたしております文化観光国際部関係の資料

について、ご説明を申し上げます。 

 資料の1ページをお開き願います。まず、補

助金の内示について、県が箇所づけを行って実

施する個別事業に関し、市町並びに直接、間接

の補助事業者に対し、内示を行った補助金につ

きまして、本年度の11月から1月までの実績を1

ページから2ページまでに記載しております。 

 直接補助金につきましては、長崎県インバウ

ンド誘致・おもてなし向上補助金として計10件、

間接補助金につきましても、同様の補助金とし

て2ページでございますが、4件となっており、

計14件でございます。 

 次に、資料の3ページをご覧ください。1,000

万円以上の契約案件でございます。本年度の11

月から1月までの実績でございますが、記載の

とおり、文化振興課の博物館資料の購入の1件

でございます。 

 次に、資料の4ページをお開きください。知

事及び部局長等に対する陳情・要望でございま

すが、今年度の11月から1月までに県議会議長

宛てにも同様の要望が行われたものは、島原半

島振興対策協議会並びに関係3団体からの要望

の1件でございます。要望内容に対する県の対

応につきましては、4ページに記載のとおりで

ございます。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります

ようお願いいたします。 

【吉村(洋)委員長】 次に、国際課長より補足説

明の申し出があっておりますので、これを受け

ることにいたします。 

【大安国際課長】 長崎県「アジア・国際戦略」

平成29年度行動計画について、説明させていた

だきます。 

 資料は、「総務委員会補足説明資料」です。 

 説明に先立ちましてお配りさせていただきま

した資料に一部間違いがございました。お詫び

申し上げますとともに、修正の資料を1枚、お

配りさせていただきたいと思います。 

〔資料配付〕 

 修正箇所は、34ページにございます戦略プロ

ジェクト別集計の額でございます。一番右側の

事業費の⑧「『歴史・文化』発信・交流発展」

プロジェクトでございますが、こちらが2億685

万1,000円というところが間違いでございまし

て、正式には右側にございます7,765万7,000円

ということでございます。この修正に伴いまし

て、下の集計額をそれぞれ修正をさせていただ

いております。申し訳ありませんが、よろしく

お願いいたします。 

 なお、これらの事業費を修正いたしました「ア

ジア・国際戦略行動計画」につきましては、後

日改めまして委員の皆様方へ配付をさせていた

だきたいと考えております。お手数をおかけし

て申し訳ございません。よろしくお願いいたし
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ます。 

 それでは、補足説明に入らせていただきます。 

 行動計画の1ページをご覧いただきたいと思

います。1ページの上に目次がございます。こ

の行動計画は3つに分かれておりまして、Ⅰで

長崎県「アジア・国際戦略」の概要、Ⅱで4つ

の国・地域別戦略、Ⅲでぶらさがる11の戦略プ

ロジェクトについて記載をさせていただいてお

ります。 

 平成29年度のこの戦略プロジェクトには、新

たに2020年の東京オリンピック、パラリンピッ

クなどを見据えましたスポーツを活用した交流

地域づくりを付け加えております。 

 2ページをご覧いただきたいと思います。「ア

ジア・国際戦略」の目的は、本県の歴史的な交

流の積み重ねや地理的優位性を生かしながら、

アジアを初めとした海外の活力を本県へ取り込

み、経済活性につなげていくということでござ

います。それに向けまして、毎年度、行動計画

をつくっております。今回のこの資料が来年度

の行動計画ということでございます。 

 それでは、この計画の4つの国・地域別戦略

についてご説明をさせていただきたいと思いま

す。6ページ、7ページをご覧ください。中国に

つきましては、横に分野について、観光客誘致、

県産品輸出促進、企業展開支援、投資誘致の4

分野といたしております。これらの4分野につ

きまして、分野ごとにご説明をさせていただき

ます。資料の取組の中で「●」を付けておりま

す。これが新規・拡充の事業ということになり

ます。 

 観光客誘致の分野につきましては、まずは、

長崎の認知度は高いものの、旅行先としての魅

力発信の強化や航空路線のさらなる拡充などの

課題がございます。そのため、例えば、来年度、

ドラマ誘致であるとか動画による発信などで認

知度向上を図りますとともに、ゴールデンルー

トからの取り込みやハウステンボスと連携した

誘客、ＭＵ（中国東方航空）に富裕層やビジネ

ス客等をひきつける取組を進めてまいります。 

 県産品輸出促進につきましては、長崎鮮魚の

輸出が好調でございますが、その他の県産品の

輸出というところが不十分というところもござ

います。こういった中でこれまでの取組に加え

まして、平成29年度は参入障壁が低い香港での

農産物の輸出強化、また、関係各課が連携した

長崎県総合フェアの開催など、一般消費者向け

の県産品の認知度向上を図りながら販路拡大に

努めてまいりたいと考えております。 

 企業展開支援につきましては、労働単価の上

昇等により製造業の進出意欲は低下している状

況にあると認識しておりますけれども、一大消

費国としての需要はあると考えております。環

境や介護といった分野をターゲットとしながら

企業展開につなげていきたいと考えております。 

 また、投資誘致につきましても、有力な出資

候補者等が見つかった場合は、本県へ招聘する

取組も行ってまいります。 

 続きまして、8ページ、9ページの韓国戦略で

ございます。 

 観光客誘致につきましては、中国と同じく旅

行先としての魅力を高めること。そして、ソウ

ル航空路線の利用促進が課題だと考えておりま

す。韓国は個人客が主体でございますので、巡

礼オルレ、温泉などテーマ型の旅行の提案など

に取り組みますとともに、各種メディアを活用

した魅力発信や朝鮮通信使を活用した本県のＰ

Ｒなども進めてまいります。 

 県産品輸出促進や企業展開支援につきまして

は、韓国は一定成熟した市場でございますので、
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なかなか新規参入のハードルが高いと考えてお

ります。そういった中で、これまで培ったネッ

トワークを活用し、主に業務用の販路拡大を図

るとともに、大規模イベントである「日韓交流

おまつり」などにおいて、観光ＰＲとあわせて

県産品の魅力を発信してまいります。 

 企業展開支援につきましては、意欲のある企

業の掘り起こしにつながるよう、県内企業への

情報提供、ビジネス展開支援等に取り組んでま

いります。 

 続きまして、10ページ、11ページの東南アジ

ア戦略でございます。 

 東南アジアにつきましては、所得水準に差が

あり、国の特性に応じて取組も異なると考えて

おります。観光客誘致につきましては、所得水

準が高い国を中心に訪日客が増加しております

が、ゴールデンルートが中心となっております。

そのため、そこからタイ、シンガポールなど訪

日客の取り込みを図るとともに、キリスト教が

多いフィリピンに対する巡礼ツアー誘致などに

取り組んでまいります。 

 県産品輸出につきましては、ベトナム、タイ

へ和牛の輸出が進んでおりますが、他県ブラン

ドとの競合強化といった状況がございます。ま

ずは所得水準が高いシンガポールにおいて、農

産物、水産物、加工品とともに販路開拓の強化

を図ってまいるとともに、タイやベトナムにお

いては、現地ニーズを把握しながら和牛輸出量

の拡大とともに、新たな県産品の輸出可能性も

探ってまいりたいと考えております。 

 企業展開支援につきましては、実際の企業進

出が伸び悩んでおりますけれども、企業の東南

アジアへの関心は高くなってきております。引

き続き、企業に対する専門的な情報提供、サポ

ート体制を通じて、現地の情報などを迅速に企

業にお伝えし、進出意欲を促していきたいと考

えております。 

 また、東京オリンピック、パラリンピックの

キャンプ地誘致にも取り組んでまいります。 

 続きまして、12ページ、13ページの欧米戦略

でございます。 

 観光客誘致では、長崎との歴史、ゆかりなど

をしっかり発信していく必要があると考えてお

ります。潜伏キリシタン関連遺産のユネスコで

の情報発信、また、出島表門橋架橋を記念した

オランダとの交流などに取り組みますとともに、

ゴールデンルートからの観光客の取り込み、ま

た、ホテルコンシェルジュ配置の実証事業に取

り組み、欧米の富裕層が満足できるような受け

入れ体制を整えてまいります。 

 県産品の輸出につきましては、欧州は規制が

厳しく、生鮮食品の輸出は困難なところがござ

います。加工食品をターゲットとして取組を進

め、うどん、そうめんなどのパリ高級百貨店で

の常設販売、またはヨーロッパのレストラン等

でのメニュー化として採用されてきております

ので、引き続き、販路拡大、知名度向上を図っ

てまいります。 

 米国につきましては、水産物の常設店舗を設

置されており、水産物、農産物のさらなる輸出

拡大に努めてまいります。 

 ただ、産業の高度化といたしまして、海洋再

生可能エネルギーについて、スコットランド国

際開発庁と連携をしておりますけれども、さら

に、本県海域の情報発信に努め、本県企業によ

る技術の取り込みにつなげていきたいと考えて

おります。 

 また、本県とのゆかりがある国への事前キャ

ンプ地の誘致活動も行ってまいります。 

 14ページからは個々の戦略プロジェクトの
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内容、関係事業の一覧を添付しておりますが、

説明については省略をさせていただきます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【吉村(洋)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、まず、陳情審査を行います。 

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。 

 陳情書について、何かご質問等ございません

でしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について質問はございません

か。 

【山田(朋)委員】 3ページの文化観光国際部で

購入した長崎県博物館資料の件ですけれども、

「ドッガーバンク海戦図蒔絵プラーク」とあり

ますが、何か特別展とか、どういった意向でこ

の商品が必要になって買うことになったのか、

長崎歴史文化博物館の方だと思いますが、その

経緯と、このものの内容も教えてください。 

【古謝文化振興課長】 まず、「ドッカーバンク

海戦図蒔絵プラーク」とは何なのかとのお尋ね

ですけれども、18世紀末から19世紀前期に日本

で制作されました蒔絵プラークの2枚組でござ

います。蒔絵というのは漆器の技法で、漆で文

様を描いて、その上に金や銀などの粉をまいて

図を描く技法です。プラークというのは壁かけ

のことでございます。蒔絵の技法を用いてつく

ったプラークでございます。 

 この題材となっているドッガーバンク海戦と

いうのは、1781年にヨーロッパの北海のドッカ

ーバンク海域でオランダとイギリスが戦った海

戦のことで、このドッカーバンク海戦について

描かれた蒔絵のプラークということになります。 

 これは日本で制作されたと申し上げましたが、

「笹屋様式」と呼ばれる様式でございまして、

出島のオランダ商館員から特注を受けて漆器の

商人である笹屋というところが制作したもので

ございます。西洋の版画などをもとに日本独自

の技術である漆器を用いまして、世界に稀に見

る工芸品となっております。まさに、西洋との

交流により生まれた作品群でありまして、海外

交流史の工芸における典型例となっております。 

 長崎歴史文化博物館は、近世の海外との交流

史を扱っておりますので、その中の一つの交流

て生まれた工芸品ということでの活用を考えて

今回購入に至ったものでございます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。長崎出島の方

から笹屋に発注をしてつくったもので、長崎ゆ

かりのものであるということと、すばらしいも

のである、1,863万円もするものであるようです。

予算が通って、いつぐらいから長崎歴史文化博

物館にお目見えするのか、わかっていれば教え

てください。ぜひ見に行きたいので。 

【古謝文化振興課長】 購入に当たりましては、

外部の有識者委員会である収集委員会と価格評

価委員会を経て価格の妥当性等も検証した上で

購入契約に至りました。購入自体は今年度中に

買えますが、いつから展示できるのか、具体的

なことは、すみません、今申し上げられません

が、来年度の早い時期には展示ができるのでは

ないかと思っております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 
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 もう1点、補助金内示一覧から伺いたいと思

います。 

 下から3番目の長崎県インバウンド誘致・お

もてなし向上補助金で株式会社トラスティ建物

管理・株式会社プラネット共同事業体というこ

とで予算が計上されております。上の何件かと

額が違うのと、これは多分、上海で広告か何か

に使った分なのかなと思いましたけれども、こ

の中身がちょっとわからなかったので、下のジ

ェットフォイルと九州号については理解ができ

たんですが、ここだけちょっとわからなかった

ので教えていただけますか。 

【浦観光振興課長】 補助金についてのお尋ねで

ございますけれども、株式会社トラスティ建物

管理・株式会社プラネット共同事業体ですけれ

ども、長崎港の大波止のターミナルの指定管理

者であったところでございます。こちらの方で

利用客の利便性の向上を図るということで、外

国語も含めた看板の整備をこの事業者が取り組

むということで、それに対して外国人観光客受

入環境整備に対する補助金ということで補助し

た分でございます。 

 ちなみに、上のそれぞれ4万円の額が並んで

いるのは、委員ご指摘のとおり、海外での、昨

年11月の上海訪問時に一緒にこういった方々

に参加いただいて各種セールス活動等をやった

経費でございます。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

【川崎委員】 今の資料の後半の部分ですけど、

長崎県インバウンド誘致・おもてなし向上補助

金は、各市町に補助をしているものですが、額

とか内容はともかくとして、この事業は事業者

さんも利用されて非常に効果的といいます

か、・・ができたということで喜んでおられる

んですが、今後の方針ですね、県として積極的

に取り組むべき課題だとは思うんですが、今後

の方針について確認をしたいと思います。 

【浦観光振興課長】 この外国人観光客受入環境

整備補助金でございますけれども、国の、いわ

ゆるインバウンドの受入環境、無線ＬＡＮの

Wi-Fiであったりとか、外国語表示等につきま

して、各宿泊施設、あるいは民間の商業施設、

観光施設、そういったところが取り組む際の支

援をしようということで補助を設けているとこ

ろでございます。これにつきましては次年度も

継続してやっていこうと思っております。 

 国でも同様の環境整備の補助制度をつくって

おりますので、国の制度と重ならないところを

県の事業として支援をしていきたいと考えてお

りまして、来年度も継続していく予定でござい

ます。 

【川崎委員】 来年の継続は確認できました。 

 そこで、細かい点ですけれども、窓口が市町

になっているということで、実務的にトラブル

が発生しているということを仄聞しております。

市町も事業者さんに向けて積極的に情報発信を

してスムーズな事業展開になるように、ぜひ目

配せ、気くばせしていきながらトラブルが起こ

らないようにやっていただきたいと思います。

県が示す期限日と市町が示す期限日とずれがあ

るんでしょうけれども、そのずれがちょっとち

ぐはぐな部分があって事業者さんが非常にお困

りになられた事例もありますので、その辺は市

町をしっかり指導していただいてスムーズに事

業が展開できるようにお願いしたいと思います。 

【浦観光振興課長】 今のご指摘でございますけ

れども、確かに、民間事業者に活用いただいて

初めて効果が出る事業でございますので、そこ

の事業者の皆さんが使いやすいように、また、

スムーズに支援が進むように県としても市町と
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しっかり連携して取り組んでいきたいと思いま

す。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにご質問はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ないようですので、次に、

議案外所管事務一般についてご質問はございま

せんでしょうか。 

【川崎委員】 まず、亜熱帯植物園でございます

が、先ほども議論がございましたけれども、補

足説明資料の中に今後の植物の活用について見

解が述べられておりました。私も質問させてい

ただいているところですが、今、長崎市で恐竜

博物館の整備ということで長崎市の状況を少し

触れられております。どうするかということは

長崎市の議論だということですので、直接云々

ということは難しいとは思いますが、こういっ

たことが方向性として少し示されている中にお

いて、県としてこの希少植物の移譲・活用をど

うお考えになっているのかお尋ねをいたします。 

【村山観光振興課企画監】 長崎市が検討を進め

ております恐竜博物館の整備と野母崎の亜熱帯

植物園の植物の活用の関連性についてのご質問

でございます。 

 具体的に長崎市が恐竜博物館の整備について

は、平成34年オープンを目指しまして整備をす

るというような方針を今持っているという形で

聞いております。亜熱帯植物園の植物につきま

しては、来年度から2年間の期間で移植・移譲

を行ってまいります。長崎市が検討を進めてお

ります恐竜博物館の整備が具体的に進んできた

段階で、仮に亜熱帯植物園の植物を活用できる

状況であれば、これは積極的に弾力的な対応を

していくという形で考えております。 

 一方で、長崎市が進めます恐竜博物館につい

て県としてどういう形で連携をしていくかとい

うことで、今後、先ほど申し上げた勉強会を通

じて、亜熱帯植物園の賑わいがなくなったこと

に対する恐竜博物館の整備でございますので、

恐竜博物館の整備というものが田の子地区、あ

るいは野母崎地域の活性化に資するような形で

整備が進められるように長崎市とも連携を深め

てまいりたいと考えております。 

【川崎委員】 今、説明の中に、長崎市が平成

34年オープンを目指して今から議論されてい

るということでございました。一方、長崎県は

2年間で移譲に向けての作業を進めていると。

弾力的に取り組んでいくというお話もありまし

たが、ここの時間差ですね。長崎市が決定して、

仮に今のスケジュールでオープンするとしても

数年の時間差があるわけで、そこのところは長

崎市の方針が見えてくると、この時間差がある

間もしっかりと現地で希少植物を保全しながら、

長崎市のオープンを待つ、そういう柔軟的な考

え方ということでよろしいですか。 

【村山観光振興課企画監】 これまで勉強会を通

じまして具体的な植物園の植物の移譲と恐竜博

物館の整備について、深いところの議論ではご

ざいませんけれども、協議をした経緯がござい

ます。 

 長崎市としましては、具体的に植物園にかわ

るミニ植物園みたいな箱ものを整備するという

方針は今のところ持っておりませんで、恐竜博

物館の整備に合わせて、例えば、修景的に環境

整備に使うような露地ものの植物を活用したい

という思いもあるようでございます。 

 今後、2年間の植物の保全・活用期間を通じ

て具体的に恐竜博物館の検討が進んでいって、

どういう植物を残していきたいという方針が明

確になれば、それは十分に、2年後もその保存
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に向けて一定の対応をしていかないといけない

と思っておりますが、それもまだまだ今の段階

では整備に向けての検討段階でございますので、

今後の長崎市の検討に合わせて県としても柔軟

に対応していくような形で考えてまいりたいと

思っております。 

【川崎委員】 今の答弁は了といたします。ぜひ

柔軟に対応していただいて、今まで先人の方が

一生懸命研究し、そして蓄積をされた大事な大

事な資産だと思いますので、しっかりと対応を

よろしくお願いしたいと思います。 

 続いて、「描いてみんね！長崎」の事業につ

いてお尋ねをいたします。 

 説明にもありましたが、作品化をされたとい

うことでございます。まず、成果物についてお

示しいただきたいと思います。 

【古謝文化振興課長】 「描いてみんね！長崎」

事業でございますが、出版社とのつながりを活

かしてマンガ家さんを長崎に取材旅行に招聘し

てマンガをかいていただくという事業でござい

ます。 

 今年度、5件の取材がございまして、うち4件

が作品化されております。そのうち3件が既に

単庫本になっておりまして、ここに持ってきて

おります。 

一つは、「アンゴルモア」という対馬の元寇

を題材にしたマンガです。これはもともと長崎

を題材にしたマンガですけれども、作者の方は

まだ長崎の対馬を実際に見たことがないという

ことでしたので、取材旅行に招聘しまして、実

際の金田城からの背景がかなり似てきたという

状況がございます。 

あとの2つは、「オリオリスープ」というマ

ンガと「終電ちゃん」というマンガでございま

す。これは主に東京を舞台としたマンガの中で、

その中の一つの話として長崎を取り上げていた

だいたものでございます。「オリオリスープ」

というのは、社員旅行で長崎に来た時の話を書

いていただいています。「終電ちゃん」という

のは、終電を擬人化したマンガですけれども、

長崎の佐世保線ですとか松浦鉄道が登場してい

るということでございます。 

【川崎委員】 そのように少し示していただくと

現実味が増すと思います。その作品が売れて多

くの方に長崎の魅力を感じていただけるように

フォローも大事かなと思います。よろしくお願

いしたいと思います。 

 そこで、この「描いてみんね！長崎」の事業

の目的とすることの中に、情報発信をして本県

の魅力向上と交流人口の拡大とあったかと思い

ます。要するに、この作品を見て長崎に来たい

という動機づけの一つにこの事業を位置づけら

れているということかと思います。 

 そうすると、マンガの力が交流人口に資する

大きな可能性を秘めているというご判断を県は

されていると思います。 

 そこで、これは提案ですが、今来ていただい

て、そこまで作品化ができたということは非常

に大きな前進だと思います。先ほど、対馬を見

たことがない方が、クリエイティブな世界なの

で、見た方がいいのか、見ない方がいいのか、

何とも言えませんけれども、見たことがない方

が来られて作品に具体的に入れていただいたと

いうことを考えると、こちらでの滞在期間を長

く延ばして、現地をしっかり見ていただいて、

作品を多く残していただく、そういった方向性

というのは考えられないかなと思っているんで

すね。その昔、手塚治虫さんとか、藤子不二雄

さんとか、赤塚不二夫さんとか、ああいう著名

なマンガ家の方が「トキワ荘」という一つの建
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物の中で若い時に苦労されて、そして、世に認

められる作品を生み出された、そういった「ト

キワ荘」というものがあろうかと思います。こ

ういったものをぜひ長崎の地で展開できないの

かどうなのか。その昔は指導者がいたり、仲間

がいたりして、出版社に持ち込まないといけな

いという距離感から東京ということがあったの

かもわかりませんが、こういった時代でありま

すので、ＩＴを駆使すれば遠隔地でも指導は受

けられるし、出版社の皆さんに作品を届けるこ

とは可能だと思います。そういった中に長崎地

域における文化の振興と、いえば移住にもつな

がると思います。「長崎版トキワ荘」といった

ものが検討できないのか、ご見解をいただきた

いと思います。 

【古謝文化振興課長】 長崎に一定期間滞在して

いただけるような施設整備といいますか、「ト

キワ荘」みたいなものを準備するということに

ついては、現時点では考えておりません。 

 この事業を展開するに当たって、各都道府県、

政令市の取組にどういったものがあるか調べて

みたんですが、委員ご指摘のとおり、今、特に

東京に住まなくてもインターネットを通じてマ

ンガのやりとりができますので、全国どこに住

んでも可能ということで、実際に京都なんかで

は「京都版トキワ荘事業」ということで、京都

の町屋を提供するといった事業を展開している

ようでございます。 

 ただ、逆に言えば、どこでもいいということ

は、長崎に住むことのメリットをしっかりマン

ガ家さんに与えなければならないという課題が、

非常に大きな問題として、単に箱を用意すれば

いいというものでないと思います。 

 今後、「描いてみんね！長崎」事業では、出

版社の編集者の方と接する機会がございますの

で、そういった方々から、今、マンガ家にどう

いったニーズが求められるのかということも聞

きがら検討してまいりたいと思います。 

【川崎委員】 ぜひ検討していただきたいと思い

ます。マンガ家さんが喜ぶような素材がいっぱ

いあると思うんですよ、歴史にしろ、文化にし

ろ、世界遺産も2つ目が登録をされるかもしれ

ないというような長崎には題材がいっぱいると

思います。我々が気づかないところを才能を持

ったマンガ家さんが来ていただくと、もう思い

もよらないような新たな展開が期待できると考

えます。京都では町屋を活用した「トキワ荘」

事業があると。じゃ、長崎でなんでできないの

ということも真摯に考えていただいてお取組い

ただきたいと思います。提案ベースでございま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、観光ですが、デスティネーションキャ

ンペーンが終了しました。その成果と、あわせ

て「ふっこう割」についても一定終了している

と思いますので、その実績についてお尋ねいた

します。 

【浦観光振興課長】 まず、長崎デスティネーシ

ョンキャンペーンの成果でございますけれども、

これは昨年10月から12月までの3カ月間にわた

って展開いたしました。 

 まず、数値的なもので申し上げますと、全国

の主要な旅行会社にアンケートをいたしまして、

このＤＣ期間中に長崎に送客をされた数をお聞

きしたところでございます。これにつきまして

は対前年比で申し上げますと約2.3％の増とい

うことで、昨年が30万1,000人、今回が30万

8,000人ということで、プラス2.3％という数字

をご回答いただいているところでございます。 

 これを期間中の県内の延宿泊者数に当てはめ

ますと、3カ月の期間中で約4万4,000人の延べ
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宿泊客数の増という数字での貢献があったので

はないかと思っております。 

 また、数字以外の効果といたしましては、今

回のＤＣを契機といたしまして、私ども、決し

てこれを一過性で終わらせることのないように

ということで、このＤＣを契機に各地域で着地

型の商品を積極的に造成していこう、それを今

後につなげていこうということで全県下に呼び

かけをして取り組んでいただきました。 

 結果といたしまして、例えば、雲仙仁田峠の

プレミアムナイトの商品でありますとか、波佐

見や三川内での窯元巡りでございますとか、い

ろんな着地の商品が出来上がってまいりました。

大体220の商品を新たに造成したり、磨き上げ

たり、そういった今後につながる着地の商品化

ということもＤＣを契機に積んできたという意

味では、それも一つの大きな成果だと思ってお

ります。 

 また、そういうことを各地域の皆さんも商品

造成のノウハウであったりとか、いろんな取組

の課題であったりとか、そういうことをしっか

りご認識いただけたということも大きな成果だ

と思っております。 

 さらに、今回、ＪＲグループ6社で展開いた

だきましたので、その広報展開、全国のＪＲの

広報媒体を使って本県の観光情報、魅力が露出

できたという意味では非常に大きな広報効果も

あったと思っております。 

 そういった効果があったと私どもは思ってお

りますので、それらをしっかり次につなげてい

きたいと思っています。 

 それから、もう一つ、「ふっこう割」の効果

でございますけれども、本会議でもご議論があ

りましたけれども、数字で申し上げますと、7

月から9月の1期目、それから、10月から12月の

2期目でございますけれども、この「ふっこう

割」の割引商品を使ってご旅行いただいた数は、

本県で31万6,000人泊の旅行需要が確保できた

と考えております。 

 熊本地震発生以降、厳しい状況が続いており

ましたけれども、徐々に回復してきております。 

 ちなみに、この「ふっこう割」がなかりせば、

例えば、7月－9月ですと、県全体の延べ宿泊者

数の動向で申し上げますと、「ふっこう割」効

果で約13.6ポイントの改善効果があったと思っ

ております。また、10月－12月でも8.6ポイン

トの効果があったと思っております。 

 ちなみに、「ふっこう割」全てが新規需要と

いうわけではございません。「ふっこう割」を

契機に新たに来られた方が１期目で50％、2期

目で40％おられますので、そういったところを

除いても1期目で6.8ポイント、2期目で3.4ポイ

ントの改善効果があったと思っておりますので、

この「ふっこう割」につきましても大きな早期

の需要回復に貢献できたと思っております。 

【川崎委員】 詳しい説明ありがとうございまし

た。「ふっこう割」は、確かに事業者さんも非

常に喜んでおられますが、残念ながら、ゴール

デンウィークの分をどこまでカバーできたかと

いうことになると、国の施策であるとはいえ、

早め、早めに手を打ってあげないと、一旦キャ

ンセルした分をもとに戻すことはなかなか難し

いし、修学旅行のことについてもお話がありま

したが、風評被害というものについてはなかな

か厳しいところがあるかと思いますので、引き

続き施策を講じていただきますようお願いいた

します。 

 最後に、世界遺産のことについてお尋ねいた

します。 

 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」
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の世界遺産登録に向けて推進しておられます。

時間の関係で絞ってお聞きしますが、受入環境

の整備に当たって、さまざまな努力をされてい

ると思います。 

 まず、気になるのは、今まで静かな環境だっ

たところに多くのお客さんが来ていただく、交

流人口の拡大ですから非常にありがたいことで

すが、その反面、周囲の皆様が非常に心配をし

ておられます。いわゆる見たこともない人たち

がたくさん来られて荒らされるんじゃないかと

か、渋滞が起きたらどうするとか、汚されたら

どうするんだとか、いろいろそういったお声を

聞いております。こういった皆様方に対するご

配慮、また、理解をどう求めておられるのかお

尋ねいたします。 

【村田世界遺産登録推進課長】 構成資産を適切

に保護していく上でも、来訪者に対しましては、

見学マナーを十分に周知いたしまして、地域住

民の生活環境に支障を生じさせないような受け

入れをすることが重要だと私どもとしても考え

ております。 

 その一環といたしまして、現在も多くの人々

が訪れていただいております教会堂に関しまし

ては、見学のための事前連絡制度を導入いたし

まして、そういう仕組みを設けまして時間当た

りの訪問者数を調整しております。 

 事前連絡の申込みの中で、この業務を担って

いただいておりますインフォメーションセンタ

ーから見学におけるマナーについて十分周知す

るようにいたしております。 

 ご指摘のとおり、集落についても同様な不安

があるということは十分認識しておりまして、

今後、具体的には個別のパンフレット等を作成

する中で、周遊ルート等も記載しようと考えて

おります。 

 そういった中で、集落の見学に当たっては、

こういう部分を注意してほしいとか、あとはイ

ンフォメーションセンターについては総合的な

窓口を担っておりますので、そこから教会堂だ

けではなくて、集落等を見学する際のマナーに

ついても十分周知をするということを考えてお

ります。引き続き、そういった不安が解消する

ことを目指して市町とともに取り組んでまいり

たいと思います。 

【川崎委員】 最後にします。資産を巡っていろ

んな思いを馳せていただくことについては、世

界遺産を心の中で感じていただくということに

ついては非常に大事な部分だと思いますが、一

方では、過去、どういった生活をされていたん

だろうということに対しても思いを馳せるのは

自然な感情だと思います。 

 そういった中でＶＲ技術を導入して再現をし

てお示しするということについても各議員から

もご提案があっていると思いますが、こういっ

た最新の技術を導入し、また、来訪の動機づけ

にしていくという考え方については、どういう

ご見解をお持ちでしょうか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 県といたしまし

ても、訪れる方々に価値をわりやすく説明し、

さらに理解を深めていただくということはもち

ろんですが、そういった利便性を高めるという

ことを含めまして満足度を向上させるという取

組を進めていかねばならないと考えております。

いわゆるＩＣＴ等を活用したことを含めて、県

としても一定の統一的なコンテンツづくりを進

めていかなければならないと考えております。 

 ただ、一方で、県が主導的に担う部分、あと、

各自治体でやる分というのがおのずと出てくる

だろうと考えております。 

 今ご紹介いただきましたＶＲ技術ですが、そ
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れとはちょっと違いまして、今度はＡＲ技術と

いうのがございます。その関係で南島原市にお

いて来年度の事業で開発経費を計上なさってい

るということもお伺いしております。 

 こうした場合に学術的な根拠といいますか、

そういったことについては十分に留意しながら

検討を進めていかなければならないところがご

ざいますので、南島原市におかれましても、歴

史的な専門家の方々の意見を聞きながら進めて

いかれるということを考えておられます。 

 このように、南島原市を初めまして、各地域

がこういった取組をされるということでありま

したら、私どもといたしましても一緒になって

考えていきたいと思っております。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにご質問はございませ

んか。 

【友田委員】 今のＡＲ、ＶＲの関係で少しお尋

ねしたいなと思っておりました。 

 今、世界遺産登録推進課長から南島原市の原

城のＡＲの話がありましたけど、本当に、ここ

2年ぐらいでＡＲが非常に伸びてきて、最近は

ＡＲのアプリケーションソフトもいろいろあり

ます。先日も表門橋がかかった時に、長崎新聞

にもＡＲが載っていました。新聞記事の横にＡ

Ｒのアプリをダウンロードしてくださいと。そ

れで写真を写すと画像が見られますということ

で、ちょうどかかるところの動画が出てくるん

ですね。長崎県の広報誌もＡＲをやっています

ね。残念ながら、それぞれアプリがばらばらな

んですよ。 

 先ほど、コンテンツをやりたいという話なの

で、世界遺産をやるのであれば、できれば統一

的にコンテンツづくりをやれば、それぞれの負

担が少なくなる部分があると思うんですね。た

だ、1社独占になって随契とかでいろいろ難し

い問題もあるかもしれないけれども、長崎に来

て世界遺産を巡ろうという時に、一つのアプリ

をダウンロードしておけば全部使えるというこ

とが一番効率的だと思うんですね。 

 このあたりについては今後の研究なのかなと

思うんですけど、こういった点についてはどの

ように考えておられるのかお尋ねします。 

【村田世界遺産登録推進課長】 先ほども少し触

れましたけれども、世界遺産としてご説明する

場合に留意しなければいけないことは、学術的

な根拠が必要となるということでございます。

せっかくいいものをつくっても、いろんな方々

から指摘を受けるということになりますと、せ

っかくの取組に水を差すことにもなりかねない

ということがございます。 

 そうしたことから、どういうふうな形で、ど

ういうふうなことで今ご指摘がありましたＶＲ

技術等が活用できるかということについては、

他の世界遺産の取組なども参考に勉強させてい

ただきたいと考えております。 

【友田委員】 これは情報政策課とか、そういう

ところが中心になるのかなと思うんですけど、

観光という意味では、一つのコンテンツの中に

世界遺産もあるんだけど、周辺でということに

なれば、例えば、ここからいろんなところを巡

っていく途中にも、世界遺産とは関係ないんだ

けども、それぞれの施設がありますと、観光で

ぜひお薦めのスポットがありますと。そこを見

て行くと、途中、これも見れるんだということ

になれば、世界遺産の取組が県内のいろんな観

光にとって波及効果をもたらすことができると

思うので、ぜひ今後の研究課題として、どうす

れば世界遺産を核にしながら、その他の分野に

つなげていけるかということについて注意深く

研究していただきたいと思います。これは要望
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しておきます。 

 もう一つです。これもひょっとすると企画振

興部なのかなという気がするんですが、近年、

観光誘致の策としてグランピングというのがあ

ります。まさに、私の地元で閉園をしたモンゴ

ル村なんていうのは、まさに活用策としてこう

いうものがあるな思うんですけど、県の観光施

策として最近話題のグランピングということに

ついて何か研究しておられれば、その状況につ

いてお知らせいただきたいと思います。 

【浦観光振興課長】 全体的な地域づくりとの兼

ね合いも出てくるかと思いますけれども、観光

の立場として申し上げますと、確かに、委員ご

指摘のように、近年、グランピングの人気が非

常に高まってきております。三重の伊勢志摩と

か、大型のテントの中でホテル並の設備やサー

ビスを利用したキャンプがあります。 

 長崎県の場合ですと、今、モンゴル村のお話

もありましたけれども、離島においても、場合

によっては適地というか、良い環境の場所もあ

ると思います。具体的な誘致活動をやっている

とか、まだそういうことはございませんけれど

も、実現すれば誘客の一つの大きな武器になる

と思いますので、引き続き、私どもも研究して

いきたいと思っておりますし、そういった視点

は持っているところでございますので、引き続

き研究してまいりたいと思います。 

【友田委員】 私も、グランピングについて、こ

ういうものがあるよということで教えていただ

いて、ぜひこういうところを見に行ったらどう

だというご提案をいただいたものですから、直

接は行けてないんですけど、いろいろ調べてみ

ると、大都市圏の近くで、そして、海外に行く

お金はないんだけど、近場で一定程度、観光も

できて、充実したものができるところに行きた

いと。そういう意味では、長崎の場合は福岡を

ターゲットに、壱岐だとか、五島だとか、対馬

だとか、私どもの松浦とか、そういうところの、

まさに自然環境に恵まれたところにそういった

施設を、これは多分、誘致しないと無理だと思

いますけれども、そういった企業体を誘致する

ことで、それに県が助成をしていけば、まさに

観光施策として、その持っているものを十分に

生かしながらできると思います。 

 今、課長から前向きなご答弁をいただいたの

で、これはぜひ、企画振興部との連携もあるん

だろうと思うんですけど、積極的に実現可能な

ように取組をしていただきたいと思いますし、

私どもも、できればそういった施設を見たりし

て、私たち自身も、そのことについての理解を

深めていきたいと思いますので、そういった点

での取組をお願いしたいと思います。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

【徳永委員】 世界遺産関連ですけれども、これ

は潜伏というものにしっかりと日を当ててやる

ということを我々は聞いていますけれども、そ

の中で島原半島は原城、そういう中で私は以前

に最初に世界遺産の特別委員会ができた時にも

申し上げたんですけれども、雲仙の地獄ですね。

これは歴史的にはいろいろと、潜伏キリシタン

を地獄につけて拷問したりとかやっていると。

ただ、歴史的にそういう資料がないから構成資

産に入らないということでありますけれども、

そういうことなんでしょうか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 世界遺産の構成

資産として選定をする上で必要な条件というの

がございます。一つは、適切な保存管理という

部分でございまして、そのためには国の文化財

保護法等による史跡でありますとか、建物であ

りましたら重要文化財等に選定される必要がご
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ざいます。 

 今、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連

遺産」に選定されております12資産については、

全てそういった保護がなされているという状況

にございます。 

【徳永委員】 歴史的にそういうことがあるけれ

ども、資料とか、構成資産になるべく資料等に

乏しいということですか。そうであっても、こ

れは歴史的にも、我々が中学生とか高校生にな

った時にははっきりと記憶にあるんですね。 

 ただ、ないからやらないじゃなくて、なぜ私

がこのことを言うかというと、世界遺産、「長

崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」とい

うのは観光振興にも効果があるわけですね。こ

の中から天草から原城に来て、そして雲仙、そ

して長崎という、ここで一つのストーリーがで

きるわけです。もっとそういうものに、たとえ

構成資産としてはどうかということがあっても、

この雲仙地獄の潜伏キリシタンの歴史の中では

現実的にあるんですから、もっとここを県とし

ても努力をするべきだと思うんです。それがイ

コール、今後の意義に大きく力になると思うん

ですけれども、そういったものをなぜしないの

かなと思うんです。 

【村田世界遺産登録推進課長】 答弁が不足して

おりまして大変申し訳ございませんでした。 

 実は、県内には雲仙地獄も含めましてキリス

ト教に関連する遺産というのはたくさんござい

ます。そういったものを世界遺産候補と一体的

に情報発信をしていくという取組を進めており

ます。これをキリスト教文化遺産群と位置付け

まして、統一的なコンセプトのもと、情報発信

に努めているところです。 

 ご指摘の、今お話がございました雲仙地獄に

ついても、このキリスト教文化遺産群の中に登

録をしております。このキリスト教文化遺産群

については、構成資産がある市町だけではなく

て、県内の全ての市町にお声かけをしまして全

体として情報発信をしていくということで、こ

の世界遺産の波及効果を県全体に波及させてい

くというようなことを考えているところでござ

います。 

【徳永委員】 ちょっと確認ですけど、ここは「沈

黙」という映画に出てくるんですよね。そうい

った映画にも出てくるところですから、ここは

しっかりとそういう位置付けをしていただいて、

大いに、お墓と言うとおかしいですけど、そう

いった歴史的事実があるんですから、その中で

周遊コース、キリスト教のコースの中にしっか

り入れて、なおかつ、雲仙の地獄にもそういう

歴史的なものがまだあるんですけれども、ただ、

なかなかわかりにくいんですよ。ここはここで

こういった歴史的事実があると、ここでこうだ

ったんだということをやっていただく。これは

社会学習にもなりますし、世界遺産で来られる

方の認識も確認できるわけでありますから、も

っと力を入れると言うとおかしいんですけれど

も、歴史的資料がなければ、それをどうやって

発信するかということも今後していただきたい

と思いますけれども、よろしいでしょうか、要

望というより、これはやっていただきたいと思

います。 

 もう1点は、これも雲仙になるんですけれど

も、観光振興課長、観光の集客の中における貢

献というのは、やっぱり温泉なんですよ。熊本

県、大分県がなぜ宿泊、そして日帰り客が多い

か調査した時に、温泉に来る方が多いというこ

とが、イコール宿泊、日帰りの数字にあわられ

ているんですよ。 

 今年の外国人の宿泊数を見た時に7,000万人
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ということで長崎県は17位で74万人。若干少な

くなったのは世界遺産の、産業遺産の反動がち

ょっとあったのではないかと言われていますけ

れども、震災を受けた大分県は85万人というこ

とで、これはやはり別府、湯布院なんですよね。

これは外国人が非常に多い。だから、温泉とい

うのが非常に大きな貢献をしている。 

 そうなれば長崎県は、温泉は雲仙、小浜です

けれども、この位置づけというものをよく考え

ていただきたいと思うんですが、その辺、どう

ですか。 

【浦観光振興課長】 本県の観光客の誘客を図る

上で、本県はいろんなコンテンツ、素材があり

ますけれども、その中でも温泉というのは一つ

の大きなキーだと思っております。その中でも

県内で申し上げますと、委員ご指摘の雲仙・小

浜エリアにつきましては、昔は高級避暑地とい

うことで海外からたくさんお客様が訪れておら

れました。それが徐々に数が減り、大分の、先

ほど言われました湯布院、別府等に抜かれるよ

うな形になってきております。 

 今、国内はもとより、海外につきましても、

今言われたインバウンドの関係で申し上げます

と、韓国といったところも温泉に関心がござい

ますので、雲仙をどう発信していくか。また、

発信するだけじゃなくて、現状でよしとするの

ではなくて、雲仙の魅力をさらに磨いていくこ

とが非常に大事になってくるかと思います。街

並みづくりを初め、ソフト、ハードの両方を含

めて大事だと思いますので、その点につきまし

ては地元ともよく協議、連携しながら、改めて

雲仙方面への温泉を核とした、キーとした誘客

に向けてしっかり取り組んでいきたいと思って

おります。 

【徳永委員】 これも資料ですけれども、国立公

園の訪日客は545万人です。このトップが富

士・箱根・伊豆が257万7,000人。本県は西海国

立公園が7万4,000人、雲仙・天草が2万9,000人

です。こういう数字が出ております。いかに雲

仙・天草が弱いかということは、こういうとこ

ろに出ているんですね。阿蘇・九重は67万5,000

人です。鹿児島は霧島温泉と指宿温泉がありま

すが、ここの宿泊観光客は70～80万人です。雲

仙の場合は35万人。こういったところが連携し

ているわけですね。鹿児島もやはり温泉への宿

泊観光客が多いということは、イコール全体的

な観光客のパイが多いと。鹿児島県の年間宿泊

客は300万人ということです。 

 こういった国立公園の誘客数、外国人が少な

いということ、ここをよく理解をしていただい

て、今後、当然連携もとらなければなりません。

課長もおっしゃっているように、長崎県、熊本

県、大分県の3県の議員連盟もありますし、九

州は九州の観光議員連盟もつくっているわけで

すね。例えば、九州・沖縄未来創造会議でもＰ

Ｔをつくって九州はひとつでやろうということ

でやっております。 

 もっとそういうところをいろいろと連携しな

がら、なおかつ、どうやって温泉、また、国立

公園に呼び込むかということを積極的に取り組

んでいただきたいと思います。やっぱり何かを

していかないと、全体的に漠然とやるんじゃな

くて、どこかを集中的にやる、重点的にやると

いったところも必要ではないかと私は思うんで

すけれども、どうお考えになりますか。 

【浦観光振興課長】 先ほど、国立公園の来訪者

数、宿泊者数についてお話がございましたが、

島原、雲仙が苦戦をしております。まずは、よ

そのエリアと雲仙が、何が違うのか、何が足り

てないのか、何が届いてないのか、そういった
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ところの分析をまず我々はしなきゃいけないと

思っております。どの魅力が他と比べて足りな

いのか、あるいは交通アクセスを含めてどんな

課題があるのかということ。まずはそこの分析

をすることが必要だと思いますし、その上でど

ういったターゲットに、どういう形で訴求して

いくのか。その情報発信手段が必要だと思いま

すし、何よりもまず地域の魅力を磨いていくこ

とが必要だと思います。そこは繰り返しになり

ますけれども、しっかり地域とともにつくり上

げてまいりたいと思います。 

【徳永委員】 いろんな素材等、いいものがある

んです。さっき私がいろいろ申した中で答弁も

ありましたけれども、それはマッチングがよく

できてないということが大きな要因だと。 

 最後に言いますけれども、例えば、雲仙の仁

田峠からは、有明海が一望できます、阿蘇が見

えます、天草も見える。こういうことが外国、

台湾に行った時に、台湾の旅行会社が全く知ら

ない。「えっ、こういうところがあるんですか」

と、これは大手の会社ですよ。 

 だから、あなた方も、売り込みに行くのはい

いですけれども、よく調査をして、何が足りな

いのかということ。我々の発信も足りないとい

うことを自覚していただきたいと思います。他

県も一生懸命なんですよ。我々もそれ以上のこ

とをやっていく。 

 そして、もう一つは、基本に戻って、多分、

知られているだろうじゃなくて、知ってないと

いう、そこをよく思っていただきたいと思いま

す。今後、そういうことも含めて、いろいろと

頑張っておられますけれども、それ以上にまた

頑張っていただきたいことを要望して、終わり

ます。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩いたします。 

 再開を午後3時5分といたします。 

 

― 午後 ２時５８分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ７分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 引き続き、議案外所管事務一般について、ご

質問がある方はお願いいたします。 

【小林委員】 先ほどの委員は、第一次産業の、

特に農業の専門家です。この方が世界遺産を語

るなんてことは夢にも思わなかった。もうなん

か世界遺産のキリスト教会が、まさに一次産業

の中の、そういう位置づけみたいに聞こえてき

ましてね、ちょっと一言だけ言うておきますけ

どね、担当課長。徳永委員がおっしゃることは

よくわかります。しかし、キリスト教会の、ま

さにもと起こしは誰かということをあなた方は

忘れているわけです。知っていますか、言って

みてください。 

【村田世界遺産登録推進課長】 私どももキリス

ト教の繁栄は、キリスト教が伝来した当初、大

村純忠がキリシタン大名となり、領民にキリス

ト教を伝えたというか、改宗させたというとこ

ろから始まると考えております。特に、大村純

忠は、横瀬浦をはじめ、長崎港を開港しまして、

イエズス会に長崎を寄進するというところまで

あるわけでございます。 

【小林委員】 まさに、そういう潜伏キリシタン

の、今回、世界遺産のキリスト教会というのが、

潜伏キリシタンがずっとキリスト教を守り抜い

たというところが大きなポイントであると。 

 私は、かつて、3～4人でパリの自治体国際化

協会に行ってこの話をした時に、キリスト教に

おける迫害はどこでもあるんだと。要は、長崎

のキリスト教会のすばらしさは、いわゆる隠れ

たままの状況の中で、しかも、宣教師もいない
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中において、本当に何百年という長い歴史を、

このキリスト教を守り抜いたと、ここが一番の

大きなポイントだから、ここをもっとアピール

しなさいというようなことを言われたことを思

い起こしますが、まさに、そのとおりのことが

今言われて、改めて仕切り直しの中で皆さん方

がご苦労いただいているということです。 

 だから、大村純忠公は、まさに戦国大名の第

1号の洗礼者である、この歴史は重いわけです。

大変ご無礼な話だけれども、五島であろうが、

外海であろうが、みんな大村から行っていると

いうような歴史は、これはもう覆いがたい事実

でありまして、そんなようなことを考えた時に、

残念ながら、大村に構成資産に値するものが残

っていないという状況の中で、今回、大村がパ

スされているということは、これは長崎県のキ

リスト教の歴史から見ましても大きな損失だと

思っているんです。ぜひ、胴塚、首塚をはじめ

として、観光に値する、人を呼んで栄える、歴

史的なキリスト教を語る時に絶対に避けては通

れないところでありますから、この辺のところ

も準構成資産としての位置付けはしっかり保っ

ていただきながら、特に、飛行機を降りたら、

そのそばだから、その辺、観光とあわせて世界

遺産のそういう取組の中で位置付けていただけ

れば大変ありがたい、こう思いますので、あえ

て徳永委員のお話からヒントを受けて、こうい

う話もさせていただきたいと思います。 

 それでは、本論に入りますけれども、今、観

光の問題、久しぶりに総務委員会に参りました

ら、ほとんど観光振興課長が答弁せざるを得な

いぐらいに観光にお互いの目が向いております。 

 観光がこれだけ大きな位置づけになりまして、

これはなんだかんだ言っても、即効果があると、

まさに即実戦で、即効果と、こういうようなこ

との中で観光が長崎県にとっては基幹産業にな

り得る状況に今育ってきたと思います。これを

行政的に、また、全県民挙げて、また、市町も

挙げてやっていくならば、これからもっともっ

と大きな発展につながっていくんじゃないかと

思います。 

 ところで、新聞記事でございますけれども、

昨年1年間にどれぐらいの外国人の訪日客、観

光客が来ているかというと、去年は既に2,400

万人になっているわけですね、もう2,000万人を

超えているわけです。だから、2020年に4,000

万人ということは、そう難しくないかもしれな

いという感じがします。 

 そこで、この2,000万人を超えて四百何万人と

いうことになっているけれども、この一つの大

きな特徴は何かというと、いわゆる三大都市圏

ではなくして地方が伸びてきているということ。

しかも、よく言われるような爆買いというよう

なものではなくて、買い物志向から、いわゆる

体験型志向と、今日もお話が出ました。いわゆ

る自然に触れる、文化に触れる、その地域の特

性に触れるということの中で広がってきている

と、こう言われているじゃありませんか。そう

いうことからしてみれば長崎県にとっても一つ

の大きなチャンスではないかと思っております。 

 そこで、質問いたしますけれども、午前中か

らずっと話が出ましたので数字だけは覚えまし

た。74万5,000万人の外国人が宿泊していると

いうこと、それはすなわち74万人がこの長崎県

に訪れていただいているという、この数字とイ

コールということではないかと思いますが、ま

ず、74万5,000人の、どこから来ているのかと。

アジアの国からが一番多いんだろうと思います

けれども、一番来てくれているところはどこの

国なのか。アジアの国際戦略を、今、部長を中
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心として、岩田次長を中心としてみんなで取り

組んでいる、それなりの評価が出てきているけ

れども、これは八江委員がしばしば指摘をされ

ます。中国とか韓国と仲よくやって成果を上げ

ることは当たり前だと、これは長崎県が先導し

ているんだと。あとは東アジアの中において、

東南アジアも含めて、ミャンマーとか、ベトナ

ムとか、新しいルートを開拓して、そこからビ

ジネスにつなげていかなければいけない、稼が

なければいかんということをしきりにおっしゃ

っていますが、私もそのとおりだと思います。

これは時間がないから後に回すとして、まずそ

の質問をいたしたいと思います。 

【浦観光振興課長】 本県の外国人観光客の数字

のお尋ねでございますけれども、平成27年の県

の観光統計をベースに申し上げますと、延べ宿

泊者数といたしまして、最も多いのが韓国から

のお客様で26万3,000人泊でございます。その

次が台湾から16万2,000人、続いて中国が約6万

人となっております。その次に香港が3万2,000

人ということで、あと、アメリカから4万3,000

人が来ております。これは佐世保に米軍基地が

ある関係だと思っております。約4分の3は東ア

ジアの4つの市場から本県を訪れている、そう

いう状況でございます。 

【小林委員】 この74万5,000人という数字は、

特に、熊本地震があって相当落ち込んだ時の、

新聞の記事を見ればマイナス14.5％ぐらいの非

常に大きなマイナスだと。にもかかわらず74万

人、全国でも約15番から17番ぐらいに入ると、

こういう位置づけになっているわけです。これ

は率直にすごいことだと私は思います。 

 ただ一つ、今のご説明では、韓国が26万人、

台湾が16万人、中国が6万人というお答えをい

ただきました。じゃ、2,400万人の方が去年1年

間だけで日本に来ていると。どこの国からが一

番多いのかと調べてみますと、中国は1,683万人、

台湾が1,062万人、韓国が780万人、こういう順

位になっているわけです。 

 何を言いたいかというと、先ほども言ったよ

うに、国際戦略の中において、長崎県は中国と

一番親しくさせていただき、韓国、台湾は中国

との関係の中で微妙な状況でありますが、相変

わらず台湾の方々は長崎県を大事にしていただ

くし、日本人を大事にしていただいている、こ

んな感じがするんですね。 

 そうしますと、例えば、中国は1,683万人も日

本に来て宿泊されていると、恐らく2泊、3泊、

4泊されていると思うんです。そういう状況か

ら考えた時に長崎県には26万人。これは中国か

ら長崎県に来ていただくチャンス、東京に行っ

た帰りに長崎県まで来ていただき、長崎で宿泊

して、長崎の便で上海に帰っていただく、こう

いう仕掛けですね。韓国においても同じこと。

台湾においては、残念ながら路線がないけれど

も、まさに長崎空港を一つのポイントとした韓

国と上海との関係があるわけです。 

 そういう意味からいけば、74万5,000人とし

ても大変すばらしい数字を上げてもらっている。

これはやり方によっては、また、時の流れがこ

ういう前向きになってくれば、もっと増やすこ

とができるんじゃないかと思いますが、いかが

ですか。 

【浦観光振興課長】 今、委員から具体的な数字

のご指摘がございました。中国で申し上げます

と、今、6万人の宿泊客がございますが、この

数は決して多くはない、もっともっと取り組ま

ないといけないと思っております。特に、上海

からの定期路線が週2便就航している中で、ま

だまだ取り組めていない数、クルーズは日帰り
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でたくさん増えておりますけれども、宿泊客は

もっともっと増やしていかなければいけないと

思っております。 

 具体的には、中国の皆様に長崎県のことをそ

もそも認知されていないところもたくさんある

と思っております。まずは、認知度を高めてい

くための情報発信を含め、特に中国を中心とし

た誘客については、もっと力を入れていかなけ

ればいけないと思います。 

【小林委員】 2020年に東京オリンピック、パ

ラリンピック大会があります。これをきちんと

位置づけながら、これは当然のことながら、そ

の時には4,000万人をはるかに超えているとい

うような状況も出てくると思います。 

 したがいまして、地方空港を初めとして地方

都市を観光にどうつなげていくかということが、

これは長崎県じゃなくして日本の国の大きな課

題であるということ。これはもうわかりきって

おります。 

 だから、ここのところの仕掛けを、2020年と

いうオリンピック、パラリンピック、ここにき

ちんと焦点を合わせて、今、ホテルが足りない

ところ、また、もっと質を高めていかなければ

いけない。ホテルの職員が正職員としての位置

づけが明確になっていないとか、学生のアルバ

イトでは困ると、こういうようなことも含めな

がらやらなければいけないことが多いと思いま

す。 

 ここで聞きたいことは、消費金額ですね、稼

ぐ観光というのは、いかにしてお金を使ってい

ただくか、こういう仕掛けをやっていかざるを

得ないし、また、やらなくちゃいかん、こう思

っております。 

 今、観光消費額が2,500億円だとか2,100億円

だというようなことで、平成32年には2,500～

2,600億円を数値目標としてきちんと出されて

いると思いますけれども、ここのところはもう

既に2,100億円を超えている、こういう状況が出

てきておりますから、2,500～2,600億円は必ず

いくであろうと思います。 

 そうしますと、1日の消費金額はどういうふ

うになっていますか。 

【浦観光振興課長】 県の観光統計で公表してい

る数字でございますけれども、宿泊客の1人1日

当たりの観光消費額の本県の数字で申し上げま

すと、平成27年度で2万3,888円となっておりま

す。 

【小林委員】 約2万3,800円という金額ですね。

これが多いのか、少ないのか。例えば、国の統

計を見ますと、もうちょっと高いですよね。国

の統計では、1人1回当たり、これは1泊じゃな

くして、2泊3日とか3泊4日を総体的に考えてい

ただいていると思うが、これが3万9,000円とい

うような形の中で位置づけられているわけです。

そして、外国人の1回当たりの消費金額は17万

6,000円になっている。これだけの大きな大きな

投資効果が出ているわけです。 

 だから、この約2万3,000円というのは、1回

当たりじゃなくして1日当たりだけれども、そ

ういう点から考えていけば、この約2万3,000円

というのは、もっと上げることが可能なのか、

もっと使っていただけることが可能なのか。長

崎県における約2万3,000円の内訳は、どういう

形になっているかということについておわかり

でございますか。 

【浦観光振興課長】 消費額の内訳でございます

けれども、1人1日当たりの単価といたしまして、

宿泊費で約9,800円でございます。交通費でござ

いますけれども、これが約3,900円、飲食・娯楽

費が約5,300円、土産代といたしまして約4,800
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円という内訳でございます。これは交通費にし

ましても、あくまでも長崎県内での交通費とい

うことでございます。先ほど、委員からご紹介

がありました消費単価は、国内での移動費も全

て入っている数字でございまして、一概に比較

はできませんけれども、県内の数字としまして

は、そういった数字でございます。 

【小林委員】 今の金額はよくわかりました。ま

だまだ飲食代も少ないし、お土産代も少ないし、

いろいろ少ないという感じがいたします。 

 だから、これはひょっとしたら、内容を充実

いたしますと、もうちょっと高めになってくる

可能性がある。ここは我々が一番力を入れなけ

ればいけないところではないかと、こういうよ

うなことを考えます。 

 そこで、もう一つは、今、浦課長を初めとし

て、部長とか、次長とか、それぞれ皆さん方が

観光客を呼び込むために、また、観光行政を一

生懸命やっていただいているんだけれども、市

町の動きは、皆さん方とどこまで連動している

か。例えば、観光連盟であったり、観光の団体

がいっぱいありますよ。そういうところはあな

た方と一緒になって、同じレベルで、指導を受

けながらやっていますよ。また、観光業界とい

うか、ＪＴＢを初めとして著名な旅行会社があ

ります。いろんな商品をつくってくれていると

思うけれども、今の商品の内容をもっともっと

やれば、午前中、クルーズの話で川崎委員から、

やっぱり体験型というような形の中で、ただ単

に爆買いとか買い物だけの長崎県では困るんだ

よと。また、そういう声も出てきているんだと。

もっと地域に密着した、長崎に密着した、長崎

のすばらしさをきちんと受けとめて帰っていた

だかなければ、「長崎に行ったらよかったぞ、

君たちも行けよ」という口コミ、また、再び長

崎を訪れたいというような空気は醸成できない

と思います。 

 だから、その辺のところがこれから一番大事

だと思うし、もう一つは、市町の動きが、正直

言って、失礼だけれども、余り見えないという

感じがする。この辺のことについてはどう考え

ておられますか。 

【浦観光振興課長】 観光誘客の取組に関しまし

て市町の動き等でございます。 

 基本的に、私どもも、市町も、まず地域なら

ではの魅力、あるいは地域のこだわり、どうい

ったものがあるかということをまずは発掘し、

その魅力をしっかり顕在化させていくというこ

とで、市町も一生懸命やっております。そこに

ついては、県も県単の21世紀まちづくり補助金

というものがございます。そういった補助精度

で市町の取組、あるいは市町の観光協会等の団

体の取組、そういったところと一緒になって支

援していく、あるいは外部からアドバイザーを

招いて具体的にそういった魅力をどういう形で

商品化につなげていくか、そういう仕掛けもあ

わせてさせていただいております。 

 まだまだ連携を強めていかないといけないと

思っておりますし、今までにない新たな魅力を

どんどん発信していかないといけないと思って

おりますので、そういった連携をしっかり強化

していきたいと思います。 

【小林委員】 74万5,000人の内訳を先ほど話さ

れました。26万人とか、あるいは台湾から16万

人、中国から6万人とか。そして、この人たち

は長崎県に来てどこに行かれていますかと。1

泊2日なのか、2泊3日なのか、滞在日数はわか

らんけれども、どこに来ているかと言えば、ほ

とんどが第1県都の長崎市、第2県都の佐世保市、

このあたりが中心で、雲仙も少し、あとはどこ
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も少しと。韓国の関係で対馬が少しあるかもし

れませんが、そこが第1の訪問地になっており

ます。 

 先ほどから言いますように、長崎県の観光行

政、観光を盛り上げていくためには、もっとも

っと地域にと。今は時節柄、五島の話がいっぱ

いです。五島列島とか、対馬とか、そういう状

況です。だから、離島にクルーズ船を入港させ

るべし等、いろいろな話が出てまいりますが、

例えば、県央地区にしても、観光資源がきちっ

と眠っているわけです。この観光資源に元気を

与える、光を与えるという、この辺の取組に、

正直に言って予算関係がないわけです。ハード、

ソフトいろいろあります。観光資源についてス

トーリーをつくって、やっぱり物語をつくらな

いと絶対人は寄ってこない、そこにロマンがな

ければ人は寄ってこない。 

 そういうことから考えていけば、長崎県のそ

れぞれの市町には、それに値すべき内容がある

のではないかと思います。何もかにも一遍にで

きないということはわかっております。何もか

んも一遍にはできないけども、やっぱり観光は

単に一観光じゃなくして、長崎県の基幹産業と

してこの辺は位置づけるべきではないかと私は

思っておりますが、次長、せっかくだから、新

幹線で大変お世話になりましたが、部長でもも

ちろんいいんですが、観光を長崎県の最大の産

業として位置づけて、もっともっと、基幹産業

としての観光というものがきちんと出てくるよ

うに。造船だとか、農業だとか、水産業だとか、

こう言われてまいりました。そういうことはあ

るけれども、観光を長崎県の基幹産業だと、観

光立県という言葉はあるけれども、基幹産業の

レベルまで上げるべきではないかという感じが

しますが、いかがでございますか。最後にお尋

ねいたします。 

【岩田文化観光国際部次長】 長崎県の観光産業

につきましては、第三次産業だけではなく、例

えば、旅館とかホテル、またはお土産物屋さん

だけが影響を受けるものではございません。一

次産業、例えば、農業、漁業の方々も、こうい

った観光客に対して食材の提供をすることもあ

るわけでございます。 

 県の「観光振興基本計画」におきましても、

こういったことはきちんとうたっておりまして、

長崎県の大きな基幹産業であるということは

我々も認識いたしております。 

 この観光産業の効果が県内の各業種に幅広く

及ぶように、一人でも多くの観光客を長崎県に

呼び込み、また、各地域にも回遊させていきた

いと思っているところでございます。 

【吉村(洋)委員長】 ほかに。 

【山本(啓)委員】 1つだけ質問します。どちら

に軸足を置くか、先ほどのやりとりでもわから

なかったので、今度、情報政策課がいるところ

でも同じ質問をしようと思いますので、そうい

う趣旨でお聞きいただきたいと思います。 

 先般、九州各県の県議会議員が集まりまして

観光推進の議連が立ち上がったということで、

関係者の方々も、課長はじめ出席されていまし

た。その中で情報通信の世界的な会社であるグ

ーグルから観光立国推進部長という肩書を持っ

た方がお見えになって講演がありました。 

 その中身というのが非常にわかりやすくて、

2025年までには80億人が何かしらのインター

ネットツールにつながるだろうと。だから、こ

れから、旅行者に対しては紙ベースよりもデジ

タルシフトがなされるでしょうと。 

 また、皆様がよく言うプロダクトアウトとか

マーケットインの話がありますが、プロダクト
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アウト、こちらが売り込みたいもの、例えば、

壱岐ならばウニとか、島の海とかなんとか、売

り込みたいものと消費者が求めているものにギ

ャップがあって、今後はそういうマーケットイ

ンの観点がいいんだと。世界中の方々が無料で

検索している。じゃ、何を検索しているのかと

いったら、「長崎県」とか「世界遺産」とかそ

ういうことではなくて、そのままずばり、「カ

ステラ」だったり、「ちゃんぽん」だったり、

「おいしい」とか、要は、消費者が求めるもの

はそういう部分で検索が展開されております。 

 その中で私が一番響いたのは、それだけ世界

中の動きがわかっていながら、なぜグーグルマ

ップの中で、看板の設置費も要りません、紙を

つくるお金も要りません、そういうのがありな

がら、グーグルマップなど既存のそういった無

料のものを使って自治体は取り組まないのかな

ということが一つ。障害者に対するストリート

ビューの取組の話がありましたね。そうしたク

ラウドをつくることも大事でしょうけれども、

同時進行で既存の、誰もがスマートフォンでつ

ながることのできるグーグルマップを活用すべ

きということが一つ。 

 もう一つは、紙ベースはもう諦めるべきだと

言っていて、あの時も皆さん誰もうなずいたと

思うんですが、デジタル化を進めているという

ことですが、旅行関係、観光関係の広告媒体の

デジタル関係の予算はどれぐらいですか。すぐ

には数字は求めませんが、それが多いか少ない

か、それに対してどのようなお考えなのか、こ

の一問に尽きますが、お尋ねします。世界遺産

と日本遺産、それぞれの担当の考え方もお聞か

せいただきたいと思います。 

【浦観光振興課長】 先ほど、九州観光振興大会

のお話がございました。私も参加しまして、非

常にわかりやすい講演でした。当日、資料をい

ただけなかったので、後日、直接、部長さんに

お願いして資料をいただいたところでございま

す。今、一生懸命研究しております。 

 無料で利用できるグーグルマップ、グーグル

ストリートビューの中に情報をうまく取り組ん

でいけば、それをそのまま情報発信として使え

るという話もありました。ある地域では、地域

の住民の方が参画して取り組んでいったという

事例紹介もありましたので、具体的に地域を巻

き込みながらどういった取組ができるのかとい

うことはしっかり研究していきたいと思います。 

 それから、デジタル化が進む中で県の情報発

信のあり方、戦略の話になると思いますけれど

も、私ども、ウェブ上での情報発信というのは、

これから力を入れていかないといけないと思い

ます。ウェブ上で何が特徴かといいますと、し

っかり検証ができるということが1つ。グーグ

ルの部長さんの話もありましたけれども、発信

することによって、どれぐらいのアクセス、伝

わって、どれぐらいの方が興味を持っているか、

また、そういった方の属性はどうなっているの

か、そういうことの検証がしっかりできていき

ます。また、事前にどういうところにアクセス

をしているのかということがわかりますので、

そういったことを来年度、調査、分析をしなが

ら、ある程度ターゲットを絞りながら発信をし

て、その結果がどうだったのかという効果検証

もやりがら、しっかりＰＤＣＡサイクルをつく

りながらネット上での情報発信をしっかりやっ

ていく、そこは県としても力を入れていくとい

う方針で今臨んでいるところでございます。 

【古謝文化振興課長】 日本遺産におけるグーグ

ルマップの活用につきましては、国境の島の壱

岐、対馬、五島については、構成文化財それぞ
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れに対して、実はグーグルさんからストリート

ビューの機材を貸し出していただきまして、自

分たちで風景を撮ったものをグーグルに送って

ストリートビューで見れるという取組をすべく、

もう既に撮影は終わっております。まだマップ

には反映されていないと思いますが、そういっ

た取組を進めているところでございます。 

【村田世界遺産登録推進課長】 世界遺産関係の

グーグルマップについてでございます。これは

県の単独ということではなくて、関係者で組織

しております推進協議会でありますとか、民間

団体であります産業遺産国民会議が主体となり

まして、「『明治日本の産業革命遺産』デジタ

ルドキュメンテーション展」というものが開催

されております。その中でグーグルのストリー

トビューを活用して、360度のパノラマ映像を

活用するというような形で皆様に、そこにいる

かのような体験をしていただく形のものはござ

います。 

【山本(啓)委員】 もう質問しませんが、要する

に、この質問は、やってくださいという質問で

す。予算化もそっちにシフトしてやるのであれ

ば、そちらに多くの予算を傾ける方が効果があ

るということが証明されている話に尽きるかと

思います。 

 日本遺産の方では積極的にそういった機材を

借りてやっている部分もあるということであれ

ば、ほかのところもやっていただきたいけれど

も、今日、ここの部局でこの質問をするかどう

かを悩んだんです。さっきのＤＭＯの話もそう

ですが、観光だからという切り口だけで入って

しまうと、皆さん、絶対、観光のことしかやら

ないんですよね。本当はそれは社会福祉であっ

たり、地域振興であったり、いろんな部分でグ

ーグルマップの活用方法はあると思うんです。

ＤＭＯだって観光だけの切り口だと観光関係者

だけで終わってしまうと思うんです。 

 情報政策課にも言おうと思いますが、全庁的

にそういった部分の活用、そして、県がリーダ

ーシップを発揮して各自治体にも促して、市民

力、県民力を使ってやるということをぜひお願

いしたいと思います。 

【前田委員】 漠とした思いだったので質疑は予

定してなかったんですけれども、委員の中で質

疑のやりとりが出ているので、亜熱帯植物園の

閉園に伴う今後の野母崎地域の振興について、

スタンスを確認させてもらいたいと思います。 

 そもそも観光振興課が亜熱帯植物園を閉園し

た後の野母崎地域の振興対策に絡むべきか、絡

まないべきかという話をしたら、当然、これは

地域づくりの話なので、離島・半島地域振興特

別委員会もある中で、半島地域の話なので、長

崎市の恐竜博物館に乗っかっていくということ

を非常に危惧していて、まずは観光振興課は野

母崎の地域振興対策に今後どんなふうに取り組

んでいくんですか。 

【村山観光振興課企画監】 野母崎地域の活性化

に向けて恐竜博物館の整備に向けた県のスタン

スの話です。 

 これまで亜熱帯植物園は3万人からの入園者

がおられて、亜熱帯植物園を閉園するに当たっ

て地域から3万人のにぎわいがなくなる。その

にぎわいがなくなることに対して地域が活性化

策を検討する場合に、それにについて県として

も後押しをしていくということが基本的な考え

方でございます。 

 今、具体的に恐竜博物館の整備の話が上がっ

てきておりますが、これは自治会からの要望を

受けて長崎市が主体的に取り組むということで、

今、具体的な整備に向けた検討が行われている
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わけでございます。 

 今後、恐竜博物館単体の振興策でいいのかど

うかについては、いろんな議論があろうかと思

います。これまで田の子地区は、軍艦島資料館

であったり、水仙公園であったり、近年は国道

499号が整備されてきて長崎市内から観光客が

移動しやすいということもございます。そうい

ったことで野母崎地域に限らず、長崎市南部の

広域の視点に立って活性化に資するものに対し

て、県としては後押しをしていくという基本的

な考え方を持っているところでございます。 

【前田委員】 それで結構だと思うんですが、過

去においては、亜熱帯植物園を長崎市に移譲し

ようという考え方も持ってましたよね。実際問

題、こうやって廃園になったわけですけれども、

正直、私は恐竜博物館なるもののイメージがち

ょっと湧いてこないというか、今、どれだけの

ものが材料としてあるのかと考えた時に、長崎

市がそれを計画化していくことすら、少し疑義

を持っているというか、熟度が浅いなと思って

いて、この言葉ばかりが先行してしまって、県

もそれは一緒になってやっていくんですよみた

いなことじゃなくて、おっしゃっていることは

多分一緒だと思うんだけれども、一連のまちづ

くりの、地域の振興の中で、恐竜博物館が一つ

の核として生まれたならば、もし要望があれば、

必要に応じて県としてどうかかわるかという程

度にしておかないと、最初から恐竜博物館も含

めたところで長崎県が応援しますよという話に

なると、さっきおっしゃったような半島として

の振興対策全体の本来の視点から外れるような

気がするので、そこだけはこのスタートの時期

に付言させてもらいたいと思って質問しました。 

 世界遺産の関係ですけれども、世界遺産登録

推進課だから、登録することがまず目標だとは

思っているんですけれども、その先にある世界

遺産の登録というのは、地域の活性化の手段の

一つです。そうやって見た時に、それぞれの地

域の方が、あと1年という中で、まちづくり、

世界遺産の構成資産を切り口として、どんなま

ちをつくろうとしているかに関しては、正直言

って、私たちのところに伝わってくるものがな

かなかなくて、どうも登録のところばっかり見

ていて、それを地域がどう受け止めて、どう活

性化して、そのために何をなさなきゃいけない

かということが、多分、一義的には各市が考え

ることだと思うんですけれども、県としてそこ

をしっかりとリードしていくような施策、方針

が予算の中に全く感じられないんですけれども、

その点はどんなふうに考えているんですか。 

 仮にそうなった時に、本当に世界遺産討論推

進課だけで地域の構成資産を切り口としたまち

づくりを進めていっていいのかということも含

めて問いたいと思います。 

【浦観光振興課長】 世界遺産登録を契機とした

受入環境整備、まちづくりのお話でございます

けれども、委員ご指摘のように、登録されて終

わりではございませんで、世界遺産登録を契機

に、しかも、一過性に終わらせることなく持続

的にたくさんの観光客に訪れていただいて、そ

れで地域がにぎわい、お金もしっかり落ちるよ

うな仕組みが必要になってくると思います。そ

れに向けては庁内でも、それは観光サイド、あ

るいは世界遺産登録推進課だけではできません。

いろんなまちづくりを進めていく上では二次交

通の問題も含めて、あるいはどういった土産も

のを増やしていくのか、あるいは飲食施設をど

うするのか、あるいは宿泊施設の環境整備をど

うするのか等、いろんな課題がありますので、

まずは庁内で連携会議を立ち上げております。
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また、市町を巻き込んだところでの推進協議会

なるものを立ち上げて、いろんなまちづくりの

取組に関して情報共有を図りながらやっており

ます。 

 予算的には、県の21世紀まちづくり推進総合

補助金といったものを活用して具体的な受入体

制の整備を進めている市町もございますので、

そういった点につきましては、県も市町と連携

してやっていきたいと思っておりますし、現状

取り組んでいるという状況でございます。 

【前田委員】 そういう答弁で結構ですけど、い

ずれ、構成資産ごとに各市町としてどんなふう

に見ているとか、どんな予算を平成29年度に付

けているとか、登録した後、どんなまちづくり

をするのかということについて資料を取り寄せ

てもらえませんか。それを出してくださいとい

うことを要望しておきます。 

 最後に、午前中も質問しましたけれども、山

口県産品売込商社の設立の動きがあるというこ

とで、長崎県もこういう形で、もっと民間の中

で物産振興、販売に取り組んだらどうかという

ことで、お昼に調べてくださいということを話

していたので、総括的にご答弁いただければな

と思います。 

【永橋物産ブランド推進課長】 午前中、情報提

供いただきました山口県産品売込商社の設立の

件ですけれども、これは山口県が2月補正で取

り組んで、来年秋の設立を目途に今推進してい

る最中でございます。これは山口県と山口銀行

が出資してこの組織を立ち上げるということで

ございます。内容については、今詰めている最

中で、詳細はまだ決まっていないと。 

 実際、課題としては、長崎県でもそうでござ

いますけれども、一般社団法人の長崎県物産振

興協会がございまして、ここが県全体の物産の

振興を担っていると。 

 そして、今回、長崎県でも国境離島新法の予

算を使いまして各離島で地域商社をつくって各

離島のものを今から売り込んでいこうという動

きがあります。 

 その中で、本県の場合は、県全体としての地

域商社じゃなくて、まず離島の地域商社でもの

を売り込んでいくという取組をやっていきます。

午前中にお話がありました「長崎は、美味しい。」

食のＰＲ事業では、長崎県の農林部、水産部、

産業労働部、企業、団体が取り組んでいるもの

を総括的に長崎県の県産品ということでプロモ

ーションをやっていくということで取り組んで

まいりたいと思います。 

【前田委員】 まず、離島からやりたいという地

域商社ですけど、私はそこは県全体と離島とい

うのは同時並行だと思っているので、今後、ま

たその辺は議論させてください。 

 それと、物産振興協会ということが出ました

ので、であるとするならば、今回、県も新しい

施策をつくりましたので、その中で物産振興協

会が果たすべき役割というか、私たちからすれ

ば物産振興協会自身の取組が見えていませんの

で、そういうことも含めて次の議会、また、そ

の次の議会ぐらいでやりとりさせてもらいたい

なと思います。 

【八江委員】 時間が余りありませんが、物産ブ

ランド推進課にちょっとお尋ねいたします。 

 いろんな産品については、いろいろな努力を

していただき、ＰＲをしていただきながら、都

市を中心とした物産振興についてはうまくいっ

ているのかなという気もします。ただ、農業と

水産が生産されているもの、これはどこまでが

ブランドとしてやられているのか。みかんだっ

たら「せとか」とか「出島の華」等、ブランド
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化されたものがあります。それがブランド品と

して系統あたりと提携しながらやっているとい

うこともありましょうし、水産だったら養殖し

ている、先ほど話に出ていたフグの問題とか、

あるいはマグロの問題、これはどこまでブラン

ド化されて、あなたの分野の中で取り組んでお

られるのかと思います。 

 もう一つは、加工していかなければブランド

品はならない。例えば、蒲鉾をはじめとする俵

物、あるいは魚だったら加工すれば干物とか、

そういうものがあります。 

 今、農業も、水産も、それぞれの生産団地で

努力してうまく流れていますよと。それとブラ

ンド化とどのような形で連携してやっているの

かということの確認をしておきたいと思います

が、いかがですか。 

【永橋物産ブランド推進課長】 まず、農林、水

産等の一次産品の役割でございますけれども、

当課で行っておりますのは、まず、26品目を重

点品目として選定して、それを中心に売ってい

く。特に、首都圏、関西圏を中心に農林、水産

の各団体と連携しながら売り込んでいくという

のが当課の役割でございます。 

 各部は、ブランドに資するような産品の開発

であるとか生産、まず生産を各部の方でやって

いただき、そして、出来上がったものを我々と

一緒に売り込んでいくというようなことで、そ

こは連携してやっていくということでございま

す。 

 もう一つ、加工の分野でございますけれども、

農産加工品でいくと「長崎四季畑」、水産物で

いくと平成「長崎俵物」というものがございま

す。これは水産、農林の方で生産のところ、加

工品開発は六次産業化などの事業を使いながら

各部でやっていただいて、出来上がったものを

我々と一緒に首都圏、関西圏を中心に売ってい

くというような役割を担っております。 

 それと、県内でいきますと、当課で県産品愛

用事業を持っておりますので、県産品愛用の全

体への呼びかけは物産ブランド推進課で行いま

して、各地産地消の米の推進であるとか、その

他お茶の推進であるとか、お魚の協力店の推進

であるとか、そういったところは農林・水産各

部でもやっていただいております。一緒にやる

ところをきちんと決めながら取り組んでいると

ころでございます。 

【八江委員】 花は伸び率が全国トップだった、

園芸関係の生産も全国1位の伸び率をずっと確

保していますから、加工を含めてブランド化さ

れたものがアンテナショップをはじめ、都会で

のセレモニーと連携してやっていかなければい

けないんじゃないか。それがブランド化への進

展につながるのではないかと思いますので、ぜ

ひそういう一次産品の加工等についても誘導し

ていただくことが必要かと思いますので頑張っ

ていただきたいと思います。 

 前も申し上げましたけれども、文化観光国際

部については、長崎県で一番期待された部門で

ある。先ほど、小林委員が言われたように、そ

れぞれの立場でやっておられる中の中枢の、長

崎県が期待する部門を担っているのが文化観光

国際部と思います。皆さんの顔つきも、みんな

精悍な顔をされて立派な人ばかりだと思ってお

りますから、しっかり頑張って長崎県を誘導し

ていただくように期待をしております。エール

を送って終わりたいと思います。 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質問はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質問がないようです
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ので、議案外所管事務一般についての質問をこ

れにて終了いたします。 

【吉村(洋)委員長】 次に、公明党会派から「無

料公衆無線ＬＡＮ（Wi
ワ イ

-F i
ファイ

）環境の整備促進を

求める意見書（案）」提出の提案があっており

ます。 

ここで意見書提出についての趣旨説明等をお

願いいたします。 

【川崎委員】 公明党会派より、「無料公衆無線

ＬＡＮ（Wi
ワ イ

-F i
ファイ

）環境の整備促進を求める意見

書」を提出させていただいておりますので、提

案説明をさせていただきます。 

 視察等で宿泊施設に行きますと、Wi-Fi等は

随分整備をされているという実感はございます

が、屋外においては、まだまだというところで

ございまして、2014年の観光庁の調査によって

も、旅行中、外国人観光旅行者が困ったことと

して、「ＬＡＮ環境の未整備」が30％と最も高

いという調査の結果が明らかになっております。 

 そういったことから東京オリンピック、パラ

リンピックの開催に向けて、より一層インバウ

ンド獲得のための環境整備を求めるということ

と、さらに、防災という観点からも非常に大事

になってまいりまして、人が集積をする空港や

駅、宿泊施設などについても、民間での設置を

政府も働きかけている状況でございます。 

 申し上げておりますインバウンド、さらに、

防災拠点の整備、通信手段の確保というところ

からもWi-Fiの整備を以下の3点について求め

たいと思っております。 

 1点目が、鉄道、バス等の公共交通機関やホ

テル・旅館等の宿泊施設などの民間施設に対す

るWi-Fi整備事業を一層拡充すること。 

 2点目に、日本遺産、国立公園等の観光拠点

や観光案内所におけるWi-Fi環境の整備を一層

促進し、観光地の機能向上や利便性向上を図る

こと。 

 3点目に、防災の観点から避難所、避難場所

の学校、市民センター、公民館等の防災拠点や、

博物館、自然公園等の被災場所として想定され

る公的拠点へのWi-Fi環境の整備を行う地方公

共団体に対して財政支援措置を導入すること。 

 以上を国に対して求めてまいりたいと考えて

おります。どうぞ、委員各位の皆様のご賛同を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

【吉村(洋)委員長】 ただいま説明が終わりまし

たが、「無料公衆無線ＬＡＮ（Wi
ワ イ

-F i
ファイ

）環境の

整備促進を求める意見書（案）」について、ご

質問、ご意見はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時５４分 休憩 ― 

― 午後 ３時５４分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開します。 

 ほかにご質問等もないようでございますので、

意見書の提出について採決を行います。 

 提案がありました意見書については、提出す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「無料公衆無線ＬＡＮ（Wi
ワ イ

-F i
ファイ

）環

境の整備促進を求める意見書」については、提

出することに決定されました。 

 なお、文案の作成等については、いかがいた

しましょうか。 

（「正副委員長一任」と呼ぶ者あり） 

【吉村(洋)委員長】 ありがとうございます。そ

れでは、正副委員長にご一任を願いたいと思い

ます。 

 それでは、文化観光国際部関係の審査結果に

ついて整理をいたしたいと思います。 
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 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ３時５５分 休憩 ― 

― 午後 ３時５５分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、企画振興部関係の審査

を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

お疲れさまでございました。 
 

― 午後 ３時５６分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年３月７日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ５時 ９分 

於   第 1 別館第 1 会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 吉村  洋 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   山本 啓介 君 

 〃   坂本  浩 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

企 画 振 興 部 長 辻本 政美 君 

企画振興部政策監 
（ 離 島 ･ 半 島 ･ 
過疎対策担当） 

野嶋 克哉 君 

企画振興部次長 廣畑 健次 君 

企画振興部参事監 
(まちづくり担当) 

髙宮 茂隆 君 

政 策 企 画 課 長 柿本 敏晶 君 

政策企画課企画監 
（ Ｉ Ｒ 担 当 ） 

北嶋 弘記 君 

地域づくり推進課長 渡辺 大祐 君 

地域づくり推進課企画監 
(離島振興対策担当) 

坂本  剛 君 

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 井上 和広 君 

市 町 村 課 長 黒﨑  勇 君 

土 地 対 策 室 長 林田 則利 君 

新幹線･総合交通対策課長 早稲田智仁 君 

新幹線･総合交通対策課 
企画監(航空路線担当) 

松尾  剛 君 

まちづくり推進室長 前川 謙介 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【吉村(洋)分科会長】 おはようございます。 

分科会を再開いたします。 

 これより、企画振興部関係の審査を行います。  

まず、分科会による審査を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 企画振興部長より、予算議案説明をお願いい

たします。 

【辻本企画振興部長】 おはようございます。 

 企画振興部関係の議案について、ご説明いた

します。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の企画振興部をお開きください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎

県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部

分であります。 

 はじめに、第1号議案「平成29年度長崎県一

般会計予算」のうち、企画振興部関係について

ご説明をいたします。 

 予算額は、歳入予算で、合計53億737万円、

歳出予算で、合計160億8,555万7,000円を計上

いたしております。 

 この歳出予算の主な内容は、国境離島関係事
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業として、2ページの下段に書いてございます

が、民間事業者が雇用増を伴う創業または事業

拡大を行う場合の設備投資資金や、人件費、広

告宣伝費などの運転資金を支援するための経費、

また7ページと8ページのそれぞれ中段に書い

てございますが、住民の航路、航空路運賃をＪ

Ｒ、新幹線運賃並みまで低廉化する経費を支援

するための経費などを計上いたしております。 

 そのほか、4ページをご覧ください。スポー

ツ大会の合宿の誘致、人材育成等を行うスポー

ツコミッションの運営により、スポーツツーリ

ズムによる地域活性化を推進するための経費並

びに5ページの下段でございますが、平成30年3

月1日任期満了に伴う知事選挙の執行、及び同

選挙の臨時啓発に要する経費等を計上いたして

おります。 

 9ページでございます。 

 なお、債務負担行為につきましては、平成29

年度のしまの地域商社構築事業にかかる平成

30年度から31年度までに要する経費等を計上

いたしております。 

 次に、10ページでございますが、第47号議案

「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第7

号）」のうち、企画振興部関係についてご説明

をいたします。 

 今回の補正予算は、歳入予算で、合計2億555

万4,000円の増、歳出予算で、合計27億205万

4,000円の減を計上いたしております。 

 この歳出予算の主な内容は、12ページでござ

いますが、離島航路事業者に対する貸付見込み

の減に伴う航路改善対策資金貸付金等の5億

2,780万6,000円の減、離島基幹航路事業者が行

う新船建造（リプレイス）が複数年計画に変更

されたことによる事業費の減に伴う長崎県離島

地域交流促進基盤強化事業費補助金等12億

9,275万1,000円の減等を計上いたしておりま

す。 

 なお、債務負担行為につきましては、平成28

年度の離島地域交流促進基盤強化事業にかかる

平成29年度から30年度までに要する経費を計

上いたしております。 

 13ページでございます。 

 また、繰越明許費として、唐津～印通寺航路

を運航する事業者に対する新船建造に要する経

費の補助金等を計上いたしております。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

きましては、あらかじめご了承を賜りたいと存

じます。 

 平成28年度の予算につきましては、今議会に

補正をお願いいたしておりますが、今後、年間

執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が

生じてまいりますので、3月末をもって平成28

年度予算の補正について専決処分により措置さ

せていただきたいと存じますので、ご了承を賜

りますようお願いを申し上げます。 

 以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いを申し

上げます。 

【吉村(洋)分科会長】 次に、提出のあった「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について説明を求めます。 

【柿本政策企画課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして本委員会に提出

しております政策的新規事業の計上状況につい

て、ご説明をいたします。 

 資料の1ページをお開き願います。 

 企画振興部関係の事業につきましては、しま

の地域商社構築事業費から国境離島航空路運賃
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軽減事業費までの6件を計上いたしております。 

 各事業の要求額、計上額、計上内容は、記載

のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【吉村(洋)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

【坂本(浩)委員】 おはようございます。 

 統合型リゾート導入検討事業費について質問

をさせていただきます。この事業は 342 万

5,000 円ということで組まれております。補足

説明書に事業概要、目的等を書かれております

けれども、これは昨年 12 月に国会で成立をい

たしました、いわゆるＩＲ推進法に伴って、県

内にＩＲ（統合型リゾート）を導入するための

調査計画費という予算措置という認識でよろし

かったでしょうか。 

【北嶋政策企画課企画監】 委員がおっしゃられ

たように、本県に統合型リゾートを導入するた

めの予算でございます。 

【坂本(浩)委員】 ＩＲの関係なんですけれども、

誘致の取組ということで資料もいただきました。

それから、平成 27 年 3 月に、長崎ＩＲ基本構

想骨子というものが策定をされていると思いま

すけれども、これを読んでみますと、人口減少

や県民所得の低迷、地域活力の低下といった長

年にわたる構造的な課題を克服し、まとめて言

えば、その克服のために良質な雇用の場を創出

する、これまでにない新たな施策で、県内と九

州の観光振興の起爆剤となるというふうなこと

で、長崎ＩＲの必要性を説かれているところで

ありますけれども、ここで言う起爆剤というの

は、具体的には、今回の法律で解禁ということ

になりますけれども、カジノのことでありまし

ょうか。 

【北嶋政策企画課企画監】 ＩＲと申しますのは、

カジノだけではなくて、カジノを含んだ統合的

なリゾート施設ということでございますので、

ＭＩＣＥ施設でございますとか、レクリエーシ

ョン施設、そういった統合的な施設の中に、そ

の一部としてカジノが含まれているものでござ

います。 

【坂本(浩)委員】 国会の審議でも、あれは議員

立法でしたから、そういうふうな提案側の答弁

があったようでありますけれども、先ほど言い

ました平成 27 年 3 月の基本構想骨子の中に、

ＩＲにおける経済効果のエンジンとなるカジノ

という書き方がされておりまして、まさにＩＲ

というのが、カジノがそのエンジン部分という

ふうな認識じゃなかったかと思うんですけれど

も、そこら辺の認識はいかがでしょう。 

【北嶋政策企画課企画監】 ＩＲの仕組みでござ

いますけれども、カジノの収益を活用して、単

体では収益性が低いＭＩＣＥでありますとか、

文化、エンターテインメント施設、それに規格

の高い宿泊施設、そういったものを一体となっ

て整備して、国際的な観光拠点を整備する、そ

れでもって国内外から観光客を呼び寄せて、広

い地域に経済効果を持たせるというものでござ

いまして、カジノはその収益エンジンとなるも

のでございます。 

【坂本(浩)委員】 収益性が上がるということで、

まさに、そういう意味でカジノがその経済効果

のエンジンというふうな位置付けになっている

んじゃないかと認識をいたします。 

 その上で、この骨子にもありますけれども、

いわゆる経済波及効果が 2,544 億円、それから

雇用誘発効果が 1 万 1,062 人というふうなこと

で試算をされていますけれども、そのうちに、
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いわゆるエンジンとなるカジノに限定した試算

というのがどれぐらいなのか。これは県の試算

ではなくて、民間の西九州統合型リゾート研究

会というところの試算ということになりますけ

れども、その分については把握をされているの

でしょうか。 

【北嶋政策企画課企画監】 ご指摘のとおり、こ

の試算は西九州統合型リゾート研究会の試算で

ございます。その経済効果の内訳については出

されておりませんけれども、その算定となった

基礎、この当時、年間 180 万人の集客があった

ものを 500 万人に引き上げる、その 500 万人の

うちカジノの利用者は200万人というような前

提のもとに、こういった経済効果が算定されて

いるところでございます。 

【坂本(浩)委員】 そうすると、2,544 億円と雇

用誘発効果の 1 万 1,062 人の中のカジノに限定

した部分というのは把握できていないというふ

うなことなんですか。 

【北嶋政策企画課企画監】 先ほど申しましたよ

うに、西九州統合型リゾート研究会が算定され

ておりまして、その細かなところまでは公表さ

れておりませんので、把握はいたしておりませ

ん。 

【坂本(浩)委員】 把握できていないということ

ですね。 

 同じように、長崎は具体的にハウステンボス

に誘致というふうな動きなんですけれども、全

国的にも東京、大阪とかあるみたいです。以前

は沖縄でも誘致に動いていたということを伺っ

ておりますけれども、その時に沖縄県が試算を

した経済波及効果なんですけれども、生産誘発

効果が 8,974 億円、雇用誘発効果が 7 万 7,058

人ということで、これは沖縄県が計算をしてい

るようであります。その後、知事さんがかわり

まして、2014 年に当選した知事さんは、ＩＲの

誘致については反対ということを明言されてお

ります。これは新聞に掲載されておりましたけ

れども、沖縄県の幹部の方の話ということで、

沖縄には自然や文化など独特の観光資源があり、

観光客は十分呼び込める、カジノはむしろ沖縄

の魅力を損ないかねないというふうに話してい

ることが報道されております。沖縄県の試算で

ありますけれども、長崎での先ほどの経済波及

効果をはるかにしのぐ試算があるにもかかわら

ず、方針を転換したということでありますけれ

ども、それについては、これは突然ですから認

識を伺うのもどうかなと思うんですけれども、

もし何か見解があれば、お示しをいただきたい

と思います。 

【北嶋政策企画課企画監】 ＩＲの経済効果につ

きましては、どのようなＩＲをつくるかによっ

て違ってくると思いますし、長崎県は今のとこ

ろ、西九州統合型リゾート研究会の経済効果し

かありませんけれども、今後、基本構想を策定

することになりますが、その中で具体的な機能

をお示しして、それに基づいて、県として経済

効果を出す予定にいたしております。沖縄がど

うして方針転換されたか把握をしておりません

けれども、長崎県は、これまで経緯もあって、

まずは民間のほうでＩＲを求める動きが出た、

その後、県議会も平成 24 年と平成 27 年にＩＲ

を推進する方向で意見書を決議、採択されてい

る、これに地元の佐世保市議会におきましても、

ＩＲ推進の議連が発足をしたと、こういった経

緯を踏まえて、長崎県といたしまして、有識者

会議を設置して、メリットとかデメリットを分

析した上で、そのデメリット部分を最小限にす

るという前提で、経済効果を最大限にするよう

な取組も進めて、ＩＲ誘致を推進するとしたも
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のでございますので、今後とも、県民の合意形

成を得た上で、ＩＲ誘致に推進してまいりたい

と考えております。 

【坂本(浩)委員】 そうすると、沖縄は今紹介し

たとおりなんですけれども、長崎県の場合は、

この間の議論を踏まえて、この方針で今後進ん

でいくというふうな理解でよろしいですね。 

 では、事業の中身についてお尋ねですけれど

も、この事業概要の目的の中に、「ＩＲの導入に

向けて、県民の声を踏まえた調査検討を行うと

ともに、国の地域指定に向けた取組を行う」と

いうふうにありますけれども、この県民の声と

いうのをどのように認識して具体的に調査検討

というのを行っていくのかお聞かせください。 

【北嶋政策企画課企画監】 これまで、県民の声

といいましょうか、平成 25 年度に県と佐世保

市が共同で設置いたしましたＩＲ調査検討専門

家会議の中で、県内の 38 の団体と意見交換を

いたしました。その中で、観光業等のサービス

業の活性化や雇用の場の創出など経済効果が期

待できるというような意見のほか、ギャンブル

依存症とか、青少年に対する影響などが懸念さ

れるというような声が教育関係者とか地域の関

係者から寄せられたところでございます。ただ、

同時に、これらの関係者の中からも、高い経済

効果とか、雇用創出効果の獲得など、長崎県の

発展に資するよう、デメリットを最小限化して

経済効果等のメリットを最大化することで、Ｉ

Ｒ導入を目指すべきだという意見も多く寄せら

れたところでございます。 

 それから、先ほど骨子の話が出ましたけれど

も、骨子案をつくった時に、パブリックコメン

トを実施いたしました。その際、県民の皆様か

ら 26 件の意見を頂戴したんですけれども、6

件がカジノを不要だとする否定的な意見、20 件

がＩＲ導入に向けての意見でございました。 

 今後は、基本構想をつくってまいりますけれ

ども、それがある程度、形になった段階で、県

内各地域で説明会を開催して、ＩＲの高い経済

効果とか、雇用創出効果にあわせてマイナス面

への対応を丁寧にご説明して、県民の皆様のご

理解を得て、ＩＲ誘致を推進してまいりたいと

考えているところでございます。 

【坂本(浩)委員】 わかりました。 

 38 の団体と平成 25 年にいろいろ意見交換を

行ったというふうなことと、それから骨子が出

された段階でのパブリックコメント 26 件、こ

の 26 件というのが私はパブリックコメントと

しては非常に少ないんじゃないかと思いますけ

れども、その中で 6 件が反対であったというふ

うなことでありまして、そういう意味でいけば、

県民の声というのは、どちらかといえば推進が

多いというふうな判断で進められているという

認識でよろしいのでしょうか。 

【北嶋政策企画課企画監】 先ほどの調査検討専

門家会議からの意見を踏まえて推進をしている

ということでございます。 

【坂本(浩)委員】 最後に、依存症対策への取組

です。2 月 9 日に準備会を開いたというふうな

ことが挙がっておりますけれども、報道等によ

れば、現在でも日本国内の成人の 4.8％、約 536

万人がいわゆるギャンブル依存症と言われてお

ります。これは 2014 年に厚生労働省の研究班

が公表をした内容です。ギャンブル依存症が疑

われているというふうなことであります。諸外

国が大体 1％から 2％だそうですから、日本の

場合、かなり多いというふうなことなんですけ

れども、今回、ＩＲを進めるということで、そ

ういう対策のネットワークをつくるということ

なんですけれども、もう既にこれだけ多い現状
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の中で、これまでに対策がとられてきたのか、

それはいかがですか。 

【北嶋政策企画課企画監】 依存症につきまして

は、委員がご指摘されたように、既に既存の公

営競技とか遊技に係るギャンブル依存症の方も

いらっしゃいますし、薬物とかアルコール等の

依存症の方もいらっしゃいます。こういった方

の依存症対策として、精神保健医療関係になり

ますけれども、相談、啓発、教育、こういった

3 本の柱のもとに、依存症対策を福祉保健部の

ほうで進められているところでございます。こ

れに加えて、今回、ネットワークをつくってい

こうということで、企画振興部と福祉のほうと

一緒に取り組んでいるところでございます。 

【前田委員】 まず、3 ページにある「地域おこ

し協力隊」の制度を活用した「人財」誘致を実

施するための経費として、1 億 268 万 3,000 円

上がっていますが、昨年対比で増減をお知らせ

いただきたいのと、これまでの実績もしくは今

年度の目標について、数値を示してください。 

【渡辺地域づくり推進課長】 地域おこし協力隊

の制度を活用した人財誘致プロジェクトですけ

れども、今年度は、50 人分の予算ということで

1 億 268 万 3,000 円を計上しております。昨年

度が、予算としては 72 名分でしたので約 1 億

4,000 万円の補助金で計上しています。 

【前田委員】 地域おこし協力隊に関しては、私

たちも非常に期待するものがあるし、外から来

た人たちとして、地域の活性化、もしくはその

方たちが 3 年間を終えてから起業していく、自

ら事業を立ち上げていく、みたいなものに大き

な期待をしているのですが、これまでの実績と

して、地域おこし協力隊の任期を終えて、県内

に残っている人たちの率、実数も含めてお伺い

したいのと、あと非常に気になっているのは、

その残った方たちが地域の中において、どうい

った仕事を起こしているというか、そういった

ことについては、何か事後のフォローアップも

含めた支援とか、実態の調査というのをされて

いるのかお聞きしたいと思います。私が聞くと

ころでは、なかなか 3 年の期間の中で、自分が

自立するための助走期間というか、準備に割く

時間がとれない。これは市町によって多分違っ

てくると思うんですが、そういった意味での彼

らの身分とか、その準備のために少し自由に動

いていいよと、多分そっちのほうが大事なのか

なと思っていて、そういったものを県として、

どのように各市町とも相談しながら進めている

かということについて知りたいと思っています。 

 いろんな方々の声を聞くと、すぐにできない

という方もいらっしゃるかもしれません。ただ、

長崎に残ってくれた中で、介護の職員さんであ

ったり、社協、そういうところに勤務しながら

頑張っていらっしゃるということが聞こえてき

ます。であるならば、その方たちは、多分そこ

は一時の間の期間だと思っていて、そこは地域

おこし協力隊が終わってからも、なおかつ支援、

サポートするような仕組みが私はあっていいと

思うのと、今は地域おこし協力隊の話を聞いて

いますけれども、それ以外でも、県独自のそう

いった地域の推進員なる制度的なものをこれか

ら地域づくりの上において検討したほうがいい

と私は思っているのでこの質疑をしていますの

で、そういったところを含めて答弁いただきた

いと思います。 

【渡辺地域づくり推進課長】 まず、地域おこし

協力隊の実績でございますけれども、平成 22

年度からこの総務省の制度がスタートしまして、

これまで134名の方が県内で採用されておりま

す。そのうち、任期を満了された方が 31 名い



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月７日） 

- 129 - 

らっしゃいまして、そのうち 25 名は定住をし

ていると聞いております。定住率が 80％という

ことで、そのうち起業をされた方は 16 名いら

っしゃいます。 

 地域おこし協力隊に対する支援でございます

けれども、隊員を退職された方で起業された方

というのは、例えば、ゲストハウスをされたり、

カフェをされたりという方も結構いらっしゃい

ますけれども、在職中からアドバイザーの派遣

というのをやっておりまして、隊員が求める定

住後の起業なり、就業、そういったスキルアッ

プのためのアドバイスをしていただけるような

方をアドバイザーとして派遣をすると、この制

度を少しＯＢの方にも拡充しまして、ＯＢの方

も利用できるというような形で支援をしている

ところでございます。 

 先ほど、例えば、介護のお仕事につかれたと

か、たしか長崎市の方でそういう方がいらっし

ゃったと思いますけれども、その方は今、カフ

ェの経営とかもされているとお聞きしています

けれども、隊員のＯＢの方も、現役の隊員の方

とのネットワークづくりとかいう形で研修会に

講師としてお呼びしたり、人材ネットという形

で、例えば、そういった方を移住の相談会で先

輩移住者としてお呼びするとか、いろんな形で

つながりを続けていくような形で地域の活性化

に活用していきたいと考えております。 

【吉村(洋)分科会長】 県独自の制度創設まで考

えたほうがいいんじゃないかというものが最後

にあったので、答弁。 

【渡辺地域づくり推進課長】 そういったネット

ワークづくりというのは、今年度から人材ネッ

トというものをやっておりますけれども、そこ

で隊員の方も含めて地域で活躍されている方を

アドバイザーとして任命をするような形でやっ

ておりますので、そこを拡充しながら、委員の

ご指摘も踏まえながら、そういった活性化に活

用していきたいと考えております。 

【前田委員】 実績は聞かせていただきましたけ

れども、やはりそういう方たちが地域を元気に

するという意味において、本人だけではなくて

周りを触発していると思うので、そういった中

での支援、フォローアップというのは、しっか

りと任期が終わってからも、今、やっていくと

いうような答弁だと思っていますので、期待を

しておきます。 

 それとあわせて、そういう地域が活性化され

てくると、いろんな地元の方たちの中で、こう

いったことをやりたい、ああいったことをやり

たいみたいなアイデアとか取組が出てくると思

うのですが、「こぎ出せ！長崎」枠の中で、地域

の元気づくり応援事業というのがあって、数カ

年やった中で、これは平成 26 年度で終わって

いますよね。平成 27 年度、平成 28 年度とやら

ない中で、また地方創生絡みの交付金も含めて、

まちづくり推進交付金の地域推進事業なんかも

ありますけれども、これが全市町入っているわ

けじゃないですよね。そんなことを考えた時に、

地域の中での少しずつ起こってきた動きを財政

面的にと言ったら失礼ですけれども、そういっ

たものを、もう一遍そういう土壌ができた中で、

その胎動が起こったとするならば、元気づくり

応援事業みたいなものを再度新年度というか、

この総合計画の終盤に向かってエンジンをかけ

るような事業が必要かと思うんですが、それは

新年度の中で、どこかこういうものが組み替え

たりされてできているのか、もしくはそういう

事業があるのか、1 点だけお聞きしたいと思い

ます。 

【渡辺地域づくり推進課長】 元気づくり応援事
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業は、委員ご指摘のとおり、平成 26 年度まで

の事業で、こちらは小学校区をベースとして、

各コミュニティーの自立的な活動に対して補助

金という形で 30 万円を限度として、市町を通

じて支援をした事業でございまして、そこで出

た種、活動が活性化したようなところが、例え

ば、五島市の奥浦でありますとか、平戸市の度

島が今、地域活性化の協議会をつくって一生懸

命やっておりますけれども、そういったところ

につながってきているというふうに考えており

ます。 

 そういった流れの中で、小さな楽園プロジェ

クトを平成 27 年度から交付金を活用してやっ

ていますけれども、そちらのほうでモデル地区

という形で、現在 4 地区、来年度も 1 地区予定

していますが、これは市町と一緒に、かなり力

を入れてやっておりまして、そういったところ

を今後、県内各地に普及をしていくということ

で、ＫＰＩのほうも、そういった形で全市町に

広げていくというような形で、今回は、そうい

った横展開するような予算も小さな楽園プロジ

ェクトの中に計上しておりますので、そういっ

た形で県内各地に展開をしてまいりたいと考え

ております。 

【前田委員】 小さな楽園プロジェクトの中に、

それがしのものがあるということですから、ぜ

ひそこは十分に活用してほしいということを要

望しておきます。 

 もう一点、航空対策費の中で、長崎空港 24

時間化を目指し、空港の運用時間延長に向けた

具体的な対策の実施に要する経費として、5,614

万 9,000 円上がっていますが、もうちょっと具

体的に、昨年度どういうことをやって、今年度、

この 5,614 万円の予算で何をしようとしている

のか、きちんとしたご答弁をいただきたいと思

います。 

【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 長崎空

港 24 時間化推進事業でございます。これは 3

つの事業のための費用を計上しております。1

つ目が、24 時間化推進委員会の経費でございま

す。これが約 200 万円ほどで、運航申請支援と

いうことで、これは 24 時間化を国に要望する

ためには、その時間内に運航してくれる航空会

社の運航計画というものを出さなければいけな

いわけですけれども、その運航計画を出してく

れた航空会社に対して、準備検討に必要な経費

を助成する、これが 400 万円。それと、運航具

体的化支援ということで、先ほど申し上げた運

用時間の延長を計画された航空会社について、

その時間外運航を具体化するために取組をする

支援額として 5,000 万円で、このうち 24 時間

化推進委員会の経費というのは使うんですけれ

ども、運航申請支援と運航具体化支援につきま

しては、現在、各航空事業者を回っております

が、今のところ、そこの要望までしてくれると

いう航空会社をまだ見つけておりませんので、

運航申請支援、運航具体化支援の 400 万円ある

いは 5,000 万円については、まだ使用できる状

態ではございません。早くそういう航空会社を

探して、そういう支援を行えるような形に持っ

ていきたいと思っているところでございます。 

【前田委員】 知事が空港 24 時間化を目指して

取り組んでいくんだという方針を出されて、こ

こで確認しておきたいのは、県民の方から見た

ら、空港の 24 時間化といったら、昼も夜も含

めて一日中ずっと運営されているんだ、それが

24 時間化だというイメージを持っているんで

すけれども、実際に長崎県が目指す 24 時間化

というのは、最終的にそうなることもあるのか

もしれないけれども、ちょっと違うんじゃない
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ですか。まず、その 24 時間化というのは、ど

んな定義付けを持っているのかを聞きたいのと、

そのことがはっきりした中で、私が思っている

のは、個々の予算はこれで結構だと思うんです

けれども、そのスキーム、何年度を結として、

毎年度どんな進捗で進んでいくんだというよう

なものを一度示していただかないと、24 時間化

がいつまでたっても絵に描いた餅に終わるのか

なという気持ちを私は持っています。 

 なおかつ、やはり 24 時間化するときには、

物流が一つ大きな課題だと思っていて、そのこ

とに対して、どうやって取り組んでいくのか、

もしくは目標をどの年度にセットし、貨物とな

れば、中身の問題もあるし、どこの国にという

問題もあるだろうけれども、本当に現実的にそ

れができるのかということを含めた時の検討が

必要だと思っているのですが、そういうことも

含めて、まず 24 時間化がどこを年度として、

どんな 24 時間化を目標としているのかを答弁

いただきたいのと、そのスキームを示していた

だきたいということで質疑をします。 

【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 まず、

24 時間化の意味でございますけれども、我々が

目指しているのは、終日、ゼロ時から 24 時ま

で全部使える空港になるべく、それを目標とし

ております。 

 それと、事業について、いつまでに行うか、

年次的にどうやっていくのかということでござ

いますけれども、今のところ平成 31 年度の頭

を目指しておりますが、まずは 24 時間化を進

めていくためには、飛行機会社というのが必要

になって、それを国に要望するというのがまず

大きな一つの手続でございます。それから 1 年

か 1 年半程度たって、もともと長崎空港は国営

空港でございますので、国のほうに開いていた

だくということになるんですけれども、まずは

航空会社を探すということが必要でございまし

て、それを現在、例えば、今まで海外航空会社

であると 26 社、国内航空会社は 23 社、数とし

ては 60 回以上は回っておって、これを今、探

しているところでございますけれども、大体平

成 29 年度中には探さなければいけないかなと

思っているところでございます。そこを探すこ

とができれば、ある意味、大きな壁を越えるこ

とができて、その後は、地元の同意とか、2 次

交通とかを解決すると、そういう手順になって

まいると考えております。 

 貨物につきましても、長崎空港における貨物

の取扱いを増やす、あるいは 24 時間化でやる

というところも一つ視野には入れておりまして、

例えば、沖縄の貨物ハブは 24 時間動いており

ます。昨年、総務委員会でそういうふうなとこ

ろを見てまいりましたけれども、そういったと

ころと連携ができないかとか、物流の流れをそ

れに乗せるようなものがないかということで考

えて、貨物についてもそういう視野に入れてい

きたいと思っています。 

 ただ、基本的に、24 時間については、旅客、

貨物、どちらか見つけるのがまず第一義でござ

いまして、そういう意味で今、各航空会社等を

回っているところでございます。 

【前田委員】 新年度の単年度の予算の審査なの

で、このやりとりで、このことに私は反対する

とは言いませんけれども、しかし、予算を認め

るに当たっては、全体の長期的なスキームを眺

めながら、この予算の是非というものを確認し

ていかなければいけないと思っています。 

平成 31 年度で目指すと言うのであれば、平

成 29 年、平成 30 年、平成 31 年の本当に具体

的、確実なスキームを示していただかないと、
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今、ご意見もありましたけれども、わかりまし

た、平成 31 年度を目指して頑張ってください

とは言えないと思っているので、そうじゃなく

て、24 時間化が進む中で、段階的にやっていく

ことがあると思っていて、それが平成 31 年、

その先の平成 34 年、平成 36 年と言うんだった

らわかるんですよ。しかし、それがなくして、

平成 31 年度、ぽんと目標に定めるというやり

方に対しては、私自身は非常に違和感を持って

いるので、今後、議案外や各議会も通じて議論

をさせていただきたいと思いますし、そのスキ

ームに関しては、しっかりしたものをつくって

ほしい、一度議会に示してほしいことを要望し

ておきます。 

【小林委員】 この予算を見た時に、24 時間の

5,600 万円。この 5,600 万円というのが、内訳

は先ほど前田委員の説明にありました。要は、

5,000 万円というものがどれくらい効果的に使

っていただいているのかと、そしてそれを実現

に向けて、投資対効果をきちんと結果であらわ

していただきたいと、こういうことを願ってい

るわけです。 

 もともと、こういう 24 時間空港をこの地方

創生の 5 年間に合わせて、地方創生の一環とし

て地域おこしをやると。これは最初のスタート

において、前田委員も特別委員会の中におられ

たからわかっておられると思うんだけれども、

そういう形の中で、この 5 年間の地方創生の一

環としてこれを実現させると、こういうような

ことで、本来、平成 32 年度が地方創生の最終

年度と理解をいたしております。今、1 年前倒

しというか、もう平成 31 年度には、これを取

り付けたいと、こういうようなお話なんです。 

 その平成 31 年度というのは、要するに、1

年間前倒しという今の話ですが、この難しい問

題を 1 年早く実現させたいというところについ

ては、24 時間空港が、今まさに海外からこれだ

けの訪日客が多いと。昨日もそれぞれ観光振興

でいろいろお話をしましたし、観光というのが

長崎県の基幹産業に位置付けられると、こうい

う中から、地域おこしのために、長崎県全体の

ためにこれを実現したいと、こういうことです

よね。 

 平成 31年度と言っているけれども、例えば、

国土交通省に申請をするということで、認可が

おりるために 1 年ぐらいはかかるのではないか

と思うんです。そういうようなことを考えてい

けば、実際は平成 29 年度、やがてでしょう。

それから、平成 30 年度にはもう申請をして、

平成 31 年度には認可をいただかなければいけ

ないということで、あと 2 年ぐらいになるんじ

ゃないかと思っているんです。 

 そういうところの見通しの中で、本当にまだ

相手が見つかっていないのかと。いわゆる早朝

帯、深夜帯、こういう時間帯に比較的騒音の少

ない海上空港である長崎空港を大いに活用する

ということになっているわけです。そういう点

からしてみて、私は、きちんとした一つの計画、

きちんとしたスケジュールをつくりながらやっ

ていただいているものと確信をいたしておりま

すが、そういうふうに映っていないというとこ

ろに、まだアピールが足りないのかなという感

じがしますけれども、まず私の質問に答えても

らいたい。 

【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 現在、

航空会社は回っておりますが、少なくとも今の

段階で、はっきりと新たな就航を見込めるとい

うところはまだ見つけておりません。 

【小林委員】 この 5,000 万円を有効に使っても

らわないと、これを残すようなことでは、それ
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は相手が見つからないですよ。これを例えば、

平成 28 年度がどうだったのかと、新たにこれ

から平成 29 年度が始まるけれども、どうなの

かということになっていくわけだけれども、そ

ういう点から考えてみた時に、平成 28 年度、

この 5,000 万円は幾ら使ったのですか。 

【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 この

5,000 万円については、今年度は使っておりま

せん。と申しますのが、これがもともとの費用

を考えておりますのが、手を挙げてくださった

ところに準備費用としてお出しするつもりでお

ります。ただ、航空会社に対して、長崎県が本

気であるということでご説明する時には、やは

りこの 5,000 万円計上しているということは、

話としては、まともに聞いていただく根拠には

なっております。ただ、残念ながら手を挙げて

いただいてないので、まだ使えていないと。そ

ういう意味では、早く使いたいと思っていると

ころでございます。 

【小林委員】 この 5,000 万円を平成 28 年度は

1 円も使えなかったということは、相手が見つ

からなかったのだと。じゃ、見つけるために、

いろいろ経費がかかるでしょう。どこから金を

出しているのですか。いろんな人が入ってきて、

いわゆる 24 時間空港実現のための推進委員会

があるじゃないですか。そういうところにも経

費は相当かかっているだろうし、相手を探すた

めに活動をしなければいけない。24 時間空港の

すばらしさ、そういう形の中の実現に向けて、

それぞれアジアを中心としていろんな国を回っ

ていると、こういうことは明らかじゃないです

か。そんな経費はどこから来ているのですか。

この 5,000 万円でやらないのですか。 

【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 平成

28 年度も予算としては、その 5,000 万円以外に

800 万円ほど事務費等に使えるお金もございま

す。特に、400 万円近くございまして、その分

について、我々は今年度だけでも、およそ 70

回近く各航空会社と打ち合わせをしております

が、そういう航空会社の打ち合わせの費用につ

いては使わせていただいております。ただ、こ

の 5,000 万円という大きなお金を航空会社に支

援としてやるから使ってくださいという形にま

では、まだなっておりません。 

【小林委員】 予算が足りないということの話は

あったとしても、こういう重大なプロジェクト

を持って、余っているということは余りないの

です。 

 それで、24 時間については、これがどういう

効果をもたらしめるかということについては、

もうわかっているはずです。だから、そういう

点からしてみて、今、長崎県が外国人を呼び込

んで、それをもとに活性化させていこうという

一つの大きな取組をやっているわけです。そう

いう点からしていけば、世界で初めてできた海

上空港、騒音が少ない、就航率が高い、こうい

う長崎にとって一番の経済的な財産なんです。

こんなものを 24 時間で活かさなくて何をする

かというところなんだ。だから、そういう点か

らしてみて、一生懸命やっているのに、自民党

の若手の実力者に、できないじゃないかなんて

言われて悔しくないですか。とんでもない話だ

よ。だから、その辺のところは少しは注意して

物を言ってもらいたい。私はそういうことをお

願いし、福岡空港は、混雑空港として、現時点

でこれ以上の就航便を増やすことはできないん

です。ならば、このチャンスに、どんなことが

あっても 24 時間空港化をやらないと、北九州

空港にとられてしまっているじゃないですか。

そういう点を考えていけば、長崎県全体の発展
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にこの 24 時間空港はかかっているわけだ。今

の状況の中で、相手が見つからないということ

であるけれども、何としてもこれを見つけてい

ただいて、そして 24 時間空港化を実現し、し

かも、24 時間空港化によって、ますます外国人

がやってくることができるように。 

 昨日の観光の審議の中で、今、1 年間に 74

万 5,000 人ぐらい来ているわけです。しかし、

熊本の大地震とかの中において、これは少なく

なってきている。まだ相当に伸びる可能性があ

るわけでしょう。しかも、外国人のお客様は、

これから爆買いみたいな買い物志向じゃなくて、

自然、文化とか、その地域のきちんとした歴史、

伝統を見て楽しんでいきたいという、まさに質

が高まってきているわけです。 

 だから、そういう点から考えても、私は、こ

の 5,600 万円、必ず有効に使っていただいて、

これを実現して、結果として残していただきた

い、このことを強く求めたいと思っております

が、企画振興部長から、最後にこのことについ

てはきちんと言ってください。 

【辻本企画振興部長】 先ほど新幹線・総合交通

対策課企画監が説明しましたように、とにかく

24 時間化に向けて航空会社の誘致を図ってい

くという意味では、東南アジアの各航空会社、

国内の航空会社、貨物の航空会社等々も、各部

局とも連携をしながら、いろんな対策を今検討

しておって、実際はアプローチもしているとこ

ろでございます。こういったことで、24 時間化

の目標に向けて懸命に努力してまいりたいと思

っておりますので、どうかご指導のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 

 5,000 万円のお金といいますのは、航空会社

がこちらに就航するということが確定した段階

で執行させていただく予算であります。そのほ

かに、誘致のための予算というものも認めてい

ただいておりますので、そういったものを最大

限活用しながら、最大限努力してまいりたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

【山本(啓)委員】 おはようございます。 

 特定有人国境離島地域社会推進交付金に係る

事業についての質問をしたいと思います。今回

の予算の中に、先ほどの説明もありましたとお

り、それぞれあるわけですけれども、その中で、

少し時間をいただいて 1 個 1 個聞いていきたい

と思います。 

 まず初めに、国境離島創業・事業拡大支援事

業費 9 億 6,250 万円についてお尋ねをします。

この取組は、それぞれの国境離島において創業

支援または事業拡大支援等々についての取組が

国から県、市町、そして本人というような形で

事業費が充てられております。私は、この仕組

みで確認したいのは、まず負担割合、当初予算

の主な事業という概要版なんですけれども、最

下段に、国が 2 分の 1、県 8 分の 1、市町 8 分

の 1、事業者 4 分の 1 となっています。それで、

この国 2 分の 1 はわかるのですが、その後の県、

市町の関係です。この部分をいま一度、確認し

たいと思います。創業の場合の 600 万円で例え

ていただければ。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 有人国境離島

法の新たな交付金の創業支援・事業拡大事業の

交付割合ですが、国 2 分の 1、県 8 分の 1、市

町 8 分の 1、事業者 4 分の 1 ということになっ

ております。国が 2 分の 1 を出しまして、事業

者の負担割合が 25％、4 分の 1 の負担というこ

とになっておりまして、残りを県と市町で折半、

8 分の 1、8 分の 1 という事業負担になっており

ます。 

【山本(啓)委員】 書いているとおりを読まれた
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んですけれども、私が確認したかったのは、県

と市町のところです。例えば、市であれば、県

と市が明確にこの 8 分の 1、8 分の 1 に分ける

というようなことで、その 8 分の 1 の部分をこ

の予算の中にしっかりと今回上げているという

ことの確認をしたかったのですが、それでよろ

しいですか。県が必ず出すんだということを確

認したかったのです。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 今回ここに上

げております予算額については、委員からもお

話がありましたように、県が 8 分の 1 を出すと。

事業費に対して 8 分の 1 出す全てを上げており

ます。 

【山本(啓)委員】 その上で、質疑をしたいと思

うんですけれども、当然この交付金の事業につ

いては、昨日の観光のほうでもそういう前置き

をしたのですが、まだまだ国のほうが明確な方

針を定めていないと。しかし、予算の概要が出

ておりますので、それに伴って、4 月に向けて

のスタートを切るべく、県のほうではしっかり

と平成 29 年度の予算に組んでいるというふう

に理解をしているので、まだ国との調整や国か

らの意見聴取があっているものということをこ

ちらは理解して質問をしております。 

 その上で、今の創業支援・事業拡大の負担の

中で、例えば、それぞれの地域の民間事業者が

自ら何かしらのものを新たに始めたい、または

既存の事業の中において事業拡大をしていきた

い、そういった取組が 1 つあると思うんです。

これが今の時点で、この予算枠に対して、どれ

ぐらい集まって、どれぐらいの雇用を生んでい

るかということ、一般質問で概要は聞いたので

簡単に結構なんですが、それともう一つですけ

れども、なかなか地域の事業者がそういうアイ

デアを生むことが難しい部分があるんだと私は

思うんです。お金があるからやりましょう、支

援しますからやりましょう、だったら、これま

でだってやれたはずなんですよ。それを今回、

この法律、予算が支援事業についたことをきっ

かけにやろうとする場合、事業者の民間のアイ

デアだけに頼るのは非常に心もとない。もう少

し県や市という公的な部分が何かしらの事業を

つくって、そのプレーヤーを雇用として募集す

る、求めていく、そういう取組も必要かと思う

のですが、この予算の中で、そういう取組を行

っていることを前提としてやっているのか、説

明を求めたいと思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 今回、雇用拡

充の予算についてなのですが、まずこの予算で

どういう成果が出てくるかという部分につきま

しては、先ほども委員からお話がありましたよ

うに、しまにお住まいの民間の人たちが、意欲

があって、そういった方をこれまで振興局や各

種団体とともに掘り起こしをやってきまして、

現在、水産加工の生産拡大や旅館業の新規参入

など、幅広い分野において 300 名を超えるぐら

いの雇用を見込んでいるところでございます。 

 あと、新たなニーズを把握して、そういう提

案を県のほうからやっていくかということにつ

いては、そういう取組というのもぜひやってい

く必要があると思っております。例えば、地域

商社の中でも、今考えておりますのが、そうい

うマーケティング支援、要するに、営業、首都

圏等のニーズを把握する人、そういうニーズを

持ってしまのほうで働きかけてやっていく人と

いうことでサポートということを考えておりま

すので、そういった中でも、そういうニーズに

合わせたところを提案していって、新たな創業、

事業の拡大につながっていくこともできるもの

ということで今考えているところでございます。 
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【山本(啓)委員】 その上で、4 月 1 日がスター

トなんですけれども、国は明確に、全ての国境

離島から上がってきた創業・事業拡大支援に係

る予算の中で、どこどこの地域を採択するとか、

どこどこのどういう事業を採択するとか、そう

いった部分の基準や、年間どれだけ分けてやる

とか、一発でやるとか、そういうふうな取組に

ついての説明が今の時点であっているのか、ま

たは県としては、なかったとしても、どういう

ふうなことを予測して、雇用の人数はどれぐら

いとか、ここまで精度を上げていくべきだと、

そういったことを考えていらっしゃるのかお尋

ねします。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 4 月から施行

されることになっておりますが、実を申します

と、国のほうからそういう交付要綱となるもの

についてはまだ示されていない状況でございま

す。そういった中で、県といたしましては、こ

こに書いてある予算をもとにして、国のほうに

も創業支援・事業拡大の事業について、額につ

いては要望しているところでありまして、それ

が今後どういうふうに配分してくるかというの

は、今からになってくることと考えております。

我々としましては、全国でも最もしまを抱えて

いる長崎県でございますので、国境離島の人口

割合にすると 45％程度ありますので、今、それ

以上の要望額を出しているところでありまして、

国のほうには、しっかり要望して、つけていた

だきたいということで話をしているところでご

ざいます。 

【山本(啓)委員】 次に、国境離島輸送コスト支

援事業費のほうで確認をしたいと思います。 

 この取組は、従来ある国土交通省の輸送コス

ト支援、離島ですけれども、これにさらなる上

乗せをしまして、品目数を増やし、そして移入

分についても一定オーケーとするというような

内容だと理解をしているのですが、その取組の

中で、本土と離島の差を埋めるということがま

ず基本としてあるんだと思うんです。離島から

本土、本土から消費地、その離島から本土の部

分が埋まらないと、同じいいものであっても値

段が上がってしまうと。そもそも国土交通省の

予算の中では、そういった部分を解消するよう

なものであったと。それをさらに国境離島に絞

って、さらに品目を増やし、移入分も増やすと

いう取組だと思うのですが、まず輸送について

は、公の部分がやっているわけではないので、

民間の事業者との連携が必要だと思うんですが、

その部分について今取組がありましたら、説明

をいただきたいと思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 移送コストの

事業の件なんですが、今、本土との格差という

ところで、ここはどこを見ているかと申します

と、航路の場合は、海上輸送費ということで、

もともと国土交通省の離島活性化交付金の中で

も示されておりまして、その部分についての低

廉化、あと今回新たに、航空機についても、離

島～本土間になりますが、ここについてもその

間の移送費についての低廉化というところで示

されているところでございます。 

 その品目につきましても今回、23 品目という

ことになっておりますが、事業者については、

県の予算としては 10 億 5,100 万円上げており

ますが、今、どのくらいの規模感があるかとい

うことで市町が生産者とも話をし、県のほうに

届け出をしていただいた中で、こういった予算

を組んでいるところでございます。ただ、実際

は、要綱が出た後になりますが、そうした要綱

を見ながら、市町と一緒になって判断をしてい

くことになろうかと思っております。 
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【山本(啓)委員】 まだ要綱を待つということで

理解をします。 

 しかしながら、この中に事業概要として、民

間団体等ということで農協さん、漁協さん、地

域商社等の出荷団体と書いています。国土交通

省の既存の事業においては、しっかりと分ける

ために、またはどれが指定の品目であるかを見

定めるために、あながちこれが全てじゃないか

と思うんですけれども、農協さんが通ったもの

とか、漁協さんが通ったものというよりも、こ

れまでが農協、漁協に委託してさばいていたよ

うに理解しているんですけれども、国としては、

これは農協、漁協に定めたわけではなくて、そ

れ以外についてもやっていくと。そうすると、

これまでの事業で農協、漁協に委託して、そう

いった部分の品目分けを確認してもらっていた

ところは、新たに制度設計をしていかなければ

いけないと思いますが、この取組の中で、その

部分について検討しているのか。要するに、農

協さんに入っていなくても、漁協さんに通って

いなくても、そういった部分についても、この

事業のコスト支援事業費が受けられるような仕

組みづくりに今、取り組んでいるのかどうか、

確認をしたいと思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 まず、今年度

までの離島活性化交付金では、市町が戦略品目

を選定することになっておりまして、この時点

でも実を言うと農協、漁協とは限っておりませ

んで、市町が戦略品目と定めた部分について支

援がされていたところでございます。今回は、

品目が 23 品目と増えておりますので、そこら

辺についても農協、漁協、いわゆる系統に限ら

ず、事業者等とも話をしながら、こういった額

を積み上げているところでございまして、そこ

についても今後、先ほど申しましたように、要

綱等に基づいてまた話をしていきながら制度を

つくっていきたいと思っております。 

【山本(啓)委員】 ほかの部分については議案外

のほうに譲りたいと思いますけれども、1 点だ

け最後に、しまの地域商社構築事業費、この取

組についてお尋ねしたいと思います。 

 目的としては、しまの優れた地域資源の新た

な独自の市場確立に向けたブランド化云々と。

先ほど、雇用創出の部分において、創業や事業

拡大の部分で、それぞれの地域の民間の取組と

いうものはありますと。それプラス公的な立場

で枠組みをつくって、プレーヤーを募集してい

く。要は、生産してもらえませんか、売っても

らえませんか、そういった部分に募集していく

という雇用の創出があるんじゃないかと、そう

いう質疑をした際、この商社ということが出て

きたと理解をしています。今、大型離島の中で、

五島市、新上五島町、対馬市、壱岐市というこ

とで、それぞれのしまに地域商社となり得る組

織はつくられるというふうにこのページでは書

いてあるわけですけれども、その際、県がどの

ような取組をするのかということを私は一般質

問でしました。そうしたら、これらの予算を使

って、皆さんのほうでは、マーケティングの支

援員とか、首都圏マーケットへの調査とか、販

路、商談、市場調査のサポートと、この商社が

立ち上がった際の支援のあり方等々について、

ここに書いているんです。それまでは県は何を

するのですか。でき上がった後のことは書いて

いるんですけれども、今それぞれの地域が立ち

上げようとしていること、それまでは県は何を

するのですか。そこをお尋ねしたいと思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 地域商社につ

いてですが、4 月以降のサポート体制について

は、今、委員からお話がありましたようなこと
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を考えております。 

 これまで何をやってきたかということについ

ては、例えば、それぞれの五島市、壱岐市、対

馬市、新上五島町で今、商社を設立、あるいは

既存のものに対して機能拡大をしていって商社

にしていこうという動きがありますので、それ

には例えば、決算のシステム、受発注の動きと

いうものも決めていかなければいけないという

問題を抱えております。そういったところにつ

いても我々も一緒に入りまして意見交換をしな

がら、そういう仕組みづくりを今までやってき

たところでございます。それとあわせて、何を

売っていくかということもすごく重要なところ

でございまして、そういったことについても振

興局も中に入りまして、どういったものを商社

で扱えるんだと。最終的には生産者ということ

になってきますけれども、そういう何を売って

いくかということについても今、各しまのほう

と話をしながら整理をしているところでござい

ます。 

【山本(啓)委員】 予算なので、その取組につい

ては理解をしました。しかし、何を売っていく

かというところが一番大事で、商社ですから、

地域のそれぞれで、これを売っていくと。それ

に対しての生産者、販売者は雇用として増えて

いくと。その展開の何を売っていくかという部

分の説明は、いつも最後の最後に地域に入って

何を売っていくかを地域と検討してまいります、

その部分が果たして県庁という行政の中から出

てくるのですか。民間で売っていく、民間でや

っていく、市場をリサーチする、そういうふう

なものがたけているからそういう商売があって、

そういうところにお金を出して、お金を受けて

やっている仕事があるんだと思うんです。そう

いう民間の人材というのは早く県庁内に取り込

んで、もしくは地域の組織の中に取り込んでや

っていくほうが早いんじゃないかと思うんです。

予算については、そういう仕組みをやってきた、

これからやっていくという話。しかし、もう 4

月スタートですから、そういうことを考えると、

人材の確保というのは急ぐべきだということを

最後に付け加えて、終わりたいと思います。 

【川崎委員】 横長資料の19ページのバス対策

費についてお尋ねします。 

 2億5,530万円ほど計上されていますが、昨年

度より2,380万円減ですね。まず、減になった理

由をお聞かせいただきたいと思います。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 平成29

年度の生活バス路線の対策の減の理由ですけれ

ども、こちらの主なものとしましては、対馬交

通におかれまして、昨年度、県の負担金としま

して2,000万円ありましたが、これが500万円に

減少しております。この内容としましては、対

馬市におかれては、平成28年度、地域公共交通

網の再編計画、実施計画を策定されております。

この結果、県単独の補助路線の一部につきまし

ては、国庫補助の再編特例制度というものに移

行しまして、この結果、県から国費に負担が移

ったという形になります。なお、この再編特例

制度につきましては、例えば、通常、輸送量15

人以上が国庫ですけれども、その要件の緩和に

なりまして、一日の輸送量が3人以上となった

りする優遇措置を受けられるもので、この地域

公共交通網再編実施計画におきまして、大きな

減が生じたというものでございます。 

【川崎委員】 県の負担ということについては減

ったということでありますが、それが国が肩が

わりをしたということであれば、総じてコスト

ダウンが図られたということじゃないように認

識をいたしました。 
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 そもそも、この路線の補助については、先ほ

どの交通網形成計画に基づくものは置いておい

て、国と県と市町一緒になってやる協調補助の

組み合わせもあろうかと思います。まず、県全

体で路線バスに対する補助金総額というものは

わかりますか。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 まず、平

成29年度の予算措置におきまして、国庫補助に

つきましては、国、県合わせまして3億3,100万

円でございます。それから、県単補助につきま

しては、県、市町合わせて1億7,400万円でござ

います。国、県、市町合わせまして5億500万円

ということで地方バス補助金の見込み額という

形になっております。このほか、例えば、市町

のほうで独自に補助されたり、乗合タクシー、

乗合バスとかいうものがこのほかに出てくるも

のでございます。総額で5億500万円という形で

ございます。 

【川崎委員】 市町の分を合わせると、もっと額

は上がると思うのですが、これだけ人口減少が

続く中において路線を維持するということであ

れば、よっぽど人件費等々のコストダウンが図

られない限り、それを補塡するためには補助金

ありきになってきて、つまり、人口減イコール

補助金のアップ、これが反比例という表現がい

いのでしょうか、ずっとこういった傾向になろ

うかと思うんです。そういった中において、県

のこういう路線に対する補助金の基本的な考え

方、このままの状態でいいのかと常々疑問に思

っているんです。長いスパンでどういうふうに

お考えになっているのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 地方バス

路線を含む公共交通ネットワークの効率化によ

る圧縮の考え方というものでございますけれど

も、各地域のまちづくりと連携した面的な公共

交通ネットワークというものを国のほうでも考

えておりまして、1つは、コンパクトなまちづ

くりと一体となった公共交通の再編というもの

が重要視されております。そこで、拠点間を結

ぶ交通サービスの充実、一方で、現在なかなか

行き届いていないところの交通利便性を高める

ためのデマンド型、コミュニティーバスですと

か、乗合タクシーの輸送手段ということで効率

化を促進させる必要があると考えております。 

 そのために県としましては、各地域における、

まちづくりと連携した交通再編ということで、

地域公共交通網の形成計画もしくは再編実施計

画の策定を促すために、例えば、離島地域です

とか、広域的な交通、島原半島における協議会、

もしくは策定の実施主体としてかかわるほか、

今後においては、例えば、長崎地域における関

係者会議を設けるなど、持続的で利便性の高い

公共交通体系ということで、今までのとおり、

単に地域の地方バスの幹線だけをやっていくと

いうことではなくて、それをうまくまちづくり

と再編させることによって財源を生み出して、

さらに乗合タクシーですとか、デマンド型タク

シーに移行させて、住民の皆さんの利便性を高

めるという方向性で現在取り組んでいるところ

でございます。 

【川崎委員】 今ご答弁があったように、しっか

りと効率化に向けた取組を促進させていくしか

ないと思うんです。国が示した地方公共交通の

形成計画とあわせて、その前段のさまざまな協

議会、こういったものを踏まえて、事業者と一

緒になって効率化をやって圧縮をしていくと、

こういったことの不断の努力が必要かと思いま

す。そういった中に、具体的には、先ほど対馬

の話もありましたが、佐世保においては、市営
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バスと民間事業者が事業内容を見直して、まさ

しく再編に向けて具体的な動きがあっていると

思います。 

 参考までに、この計画において、どの程度効

率化が図られているのか、金額でつかんでおら

れますでしょうか。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 佐世保市

におかれては、市内バス運行体制の一体化とい

うことで、先ほど委員のご指摘にございました

ように、交通局関係を廃止しまして、佐世保バ

スが一部路線の運行委託ということを受けて、

西肥バスに路線を集約するという形で今考えて

いらっしゃいます。 

 コストの部分ですけれども、コスト改善につ

きましては、今後、西肥自動車とバス運行体制

の一体化に向けまして、路線ですとか、資産、

運行計画、運転士の採用など、佐世保市さんと

協定を結ばれることになります。そこの中で整

理をされた上で、具体的な収支の改善、これだ

け改善・圧縮が図られるとか、資産がこれだけ

移せる、人件費はこうなるとかいうものが示さ

れるものでありまして、現在のところ、明確に

ここが収支改善、佐世保市のほうで財源になっ

たというものについては、まだ出ていないとい

うことでございます。 

【川崎委員】 明確になっていないということに

ついては今後追いかけていくとして、そういう

ところが明らかに効果があるということですか

ら、各社がこういった英断をされたと思うんで

す。このようなことを促進していくべきかと思

うんです。そういった意味での県のイニシアチ

ブ、促していく姿勢については、しっかりと取

り組んでいただかないと、ずっと県費も、先ほ

どは削減されたのは理由はわかりましたが、い

ずれにしても税を使って補助していることに変

わりないわけで、いかにこの辺のところの効率

化を目指してやっていくかということについて

は、全力を尽くしていただきたいと思っていま

す。 

 同じところを、1人しか乗らないのに幾つも

バスが走っている、重複している路線というこ

とほど無駄なものはないと思っているんです。

待たずにどんどん乗れるから、利便性でいけば

それはいいでしょう。しかし、1回しか乗らな

いところに何便も必要ではないわけで、その辺

のところはぜひ効率化を図っていかれるように、

よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、補足説明の12ページ、知事選と県議会

議員補選の説明がありました。知事選について

はいいとして、県議会議員補選は、欠員が出た

ので補選をやるということで承知はしておりま

す。まず、この予算の考え方なのですが、それ

ぞれ個々に発生する例えば投票用紙の印刷だと

かということについては理解をいたしますが、

投票所の運営等々については、同じ会場を利用

するから、十分にスケールメリット、ある意味、

県議会議員補選によってコストが発生するとい

うようなことについては余り思わないように感

じるのですが、この中身についてはいかがでし

ょうか。 

【黒﨑市町村課長】 委員ご指摘のとおりの部分

で、まさに私ども、選挙をやります時には、特

に、この県議会議員補欠選挙等につきましても、

市町に交付金をお配りして円滑な選挙運営を目

指しております。そういう意味で、今回、知事

選と同日にやることによりまして、通常、独立

してやる場合の市町村交付金が相当程度圧縮で

きる、金額にして約1,500万円超の節減が見込め

るものと考えております。 

【川崎委員】 そうすると、いろいろこれは選挙



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月７日） 

- 141 - 

区によって違うんでしょうけれども、ある条件

で、いわゆる単独でやらなければいけないとな

った場合には、この2,351万2,000円に約1,500

万円がオンするということですね。わかりまし

た。 

 次の質問ですが、4ページの土地対策費（地

籍調査費）のことについてお尋ねいたします。 

 8億7,000万円計上されていますが、平成29年

度の見込みが67.3％となっています。まず、平

成28年度、今年度は予算を幾ら計上して、何％

だったのか、要するに、平成29年度で何％進捗

させるのか、お尋ねいたします。 

【林田土地対策室長】 まず、今年度、平成28

年度の実施見込みでございますけれども、県の

予算ベースで、当初予算10億6,000万円程度計

上をしておりました。それに対しまして、事業

費の2分の1を負担いたします国庫、国からの内

示が81.6％にとどまっておりまして、結果とい

たしまして、県予算ベースで8億6,550万円の見

込みとなっております。その差額につきまして

は、この議会で減額補正という形でお願いをし

ているところでございます。 

 そういう実績見込みということになっており

まして、進捗率で申し上げますと、前年度末で

65.6％の進捗でございましたけれども、それに

対しまして0.6ポイントの進捗ということで、今

年度末の見込みといたしましては66.2％の進捗

予定となっております。 

【川崎委員】 今年度末の見込みがプラス0.6ポ

イントで66.2％。平成29年度が67.3％というこ

とは、1.1ポイント伸ばしていくということで理

解をいたしますが、今年度が0.6ポイント、平成

29年度は1.1ポイント、同じ予算で約倍。このよ

うな考え方で、果たしてきちんと目標どおり進

むのか、ちょっと疑問を持たざるを得ませんが、

いかがでしょうか。 

【林田土地対策室長】 確かに計算上は進捗率、

平成29年度、1.1％の進捗見込みという形になっ

ておりますけれども、この調査面積の37.4平方

キロメートルといいますのは、この数字は事業

実施主体である市町の事業計画に基づいた数字

でございまして、その事業計画どおりにいった

場合に、この調査面積が進捗をするということ

で、進捗率67.3％になる見込みということで計

上しているというところでございます。 

【川崎委員】 つまり、市町が作業をするから、

そこの集計ということだったと思います。 

 これも過去に質疑をさせていただきましたが、

進むに当たって、さまざまな課題があろうかと

思うんです。長崎市選出なので長崎市のことを

言いますが、非常に地形複雑なところ、そして

斜面地、そういったところと、例えば、平地で

一筆だけのところと、全然この作業ぶりも違う

と思うんです。とりわけ長崎市は遅れていると

思うんですけれども、そういった中において平

成29年度、どういったことをてこ入れしていき

ながら、この進捗を図っていこうとされている

のか、お尋ねをいたします。 

【林田土地対策室長】 委員からもご指摘ござい

ましたように、これは全国的な課題でもござい

ますけれども、どうしても市部、市街地の進捗

が遅れているという状況がございますので、そ

ういったところも中心にやっていく必要があろ

うかと思っております。ただ、何分この事業に

つきましては、実施主体は市町でございますの

で、まず市町のほうで計画的に、どこの箇所を

いつ調査をやっていくというのは、長期計画の

もとに、毎年事業計画を上げて実施をしている

という状況がございます。当然、市町におかれ

ましても、市街地が遅れている、あるいは山村
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部等についても急いでやらなければいけないと

いった問題認識は持っておられますので、そう

いった課題認識のもとに、それぞれ事業計画を

立てられて予算措置をしておられることだとい

うふうに認識をしております。 

 県といたしましては、そういった市町が立て

られた事業計画がスムーズに進みますように、

必要な国の予算をできるだけ多く確保するとい

ったようなところを中心に、務めを果たしてい

きたいと考えております。 

【山田(朋)委員】 ながさき「しまねこ」プロジェ

クトについて伺います。 

 １～２年前から事業がスタートしたと思います

けれども、この事業は大型離島を対象に行われて

いるとお聞きしておりますが、それぞれの実績を

お答えください。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 ながさき「しま

ねこ」プロジェクトですが、昨年度、策定しまし

て、本格的に稼働しているのは今年度の 5 月から

ということになっております。 

 各しまの実績ですけれども、生産者の売上は 2

月末現在、五島地区につきましては 530 万円、上

五島地区については 360 万円で、対馬地区がちょ

っと少ないのですが 28 万 3,000 円、壱岐地区に

つきましては、今のところ生産者の売上というの

はない状況になっております。 

【山田(朋)委員】 平成 28 年 5 月からスタートを

して、2 月末現在、それぞれの数字をお示しいた

だきました。これは小規模・小ロットの取引、ま

た離島に住まれる生産者の方が直接的な営業的な

ことが難しいということで、大手の宅配業者さん

に依頼をして行う事業ということで、取引店舗数

を見ますと、33 店舗ということで実績をいただい

ております。大型消費地のレストラン、料理店、

商店などに納入をされたと思いますが、これは全

てが新規の先なのかどうか、まずその辺を教えて

ください。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 新規かどうかと

いうことですが、恐らく、ながさき「しまねこ」

プロジェクトを始めて、しまの産品がそこで初め

て扱われたかどうかというふうな話かと思います。

それにつきましては、この 33 店舗については、

ながさき「しまねこ」プロジェクトをきっかけに

して、しまの産品等を扱うようになったお店と理

解しております。 

【山田(朋)委員】 アイテムなんですけれども、五

島の焼酎とかありますよね。主にどういったもの

が出ているのか、そのアイテムを教えてください。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 東京の小ロッ

ト・多品種を扱える居酒屋さん等の飲食店が多い

です。商品は、しまの産品ですので、引き合いが

あるのは鮮魚がほとんどになります。あと、かま

ぼこも若干あります。 

【山田(朋)委員】 鮮魚、かまぼこがほとんどとい

うお話でありました。 

 それで、5 月から始めたということではあるん

ですけれども、下五島、上五島においては、それ

なりに実績が上がってきていると思いますが、対

馬に関しては 28 万 3,000 円、壱岐に関しては実

績がないということであります。これは多分、用

意ドンで 4 地区一斉に始まった事業だと理解をし

ておりますが、どうしてこのようなことになって

いるのか、その辺の分析をお聞かせください。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 ながさき「しま

ねこ」プロジェクトは昨年構築した事業でござい

ますが、ヤマトとの連携事業ということで進めて

いるんですけれども、ヤマトグループにとっても

初めての事業、我々にとっても初めての事業とい

うことで、まずは五島、上五島、壱岐、対馬とい

う少し絞り込んだ形で進めていこうと。最初に五
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島地区から手がけておりまして、壱岐、対馬につ

いては少し遅れて進んでいったという経緯もござ

います。 

 そういった経緯の中で、五島地区については、

このプロジェクトがどういったプロジェクトなの

かという周知ができたのですが、壱岐と対馬につ

きましては、1 つは、新たな取組ということもあ

りまして、生産者が様子見をしているという状況

もあったと思っております。そうした中で、なか

なかこのプロジェクトに参加してやっていきたい

と手を挙げていただける生産者が少なかった。た

だ、そういう反省を踏まえて、今年度、壱岐とか

対馬のほうにもうちのブランディングアドバイザ

ーがしまの中に入りまして、それと水産部、市も

一緒に中に入りまして、事業の内容をしっかり説

明させていただいて、興味がある生産者について

は、参加は少しずつ増えてきている状況でござい

ます。 

【山田(朋)委員】 農林、水産、物産、そして振興

局の職員さんのかかわり方はどうかよく存じ上げ

ませんが、各市が入っていただいて、しまねこ作

戦会議というものを設置しているということであ

ります。今のお話は、しまねこ作戦会議というの

は、出すと決まってからの設置のところで、その

前段階の話をされているということですね。わか

りました。 

 しまねこ作戦会議は、例えば、そういう手を挙

げる人がいた場合、どうやってマッチングをして

いるのか。マッチングして、いい品物があったか

ら、これを出そうとなった時に、ここに書いてあ

るものを読むと、パッケージとか、いろんなこと

からみんなでブランディングをしていくという話

でありますが、どういうふうにやっているのかを

教えてください。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 まず、しまねこ

作戦会議なんですけれども、今、委員のお話があ

りましたように、本来、各しまの生産者が集まっ

て、ブランディングとか、首都圏のニーズなどを

踏まえて、どういう商品をつくっていこうかとか、

何を売り出していこうかということを考える会議

なのですが、先ほども話がありましたように、ま

だ生産者が少ないということもありまして、今の

ところ、実際は作戦会議というよりも、ニーズを

踏まえたブランディングアドバイザーの方が 1 店

舗 1 店舗足を運んで、そこで話をしてつくり上げ

ているのが現状になっております。壱岐、対馬も、

もう少し加盟店等も増えてくると、そういった会

議も今後やっていく必要があると思っていますが、

まずはそれにかえているという状況です。 

 どうやって産品を決めているかということなの

ですが、まず、しまねこのチームと申しますか、

ヤマトと本部会議というのをしょっちゅうやって、

その中でも話はしているのですが、まずは、やり

たいという生産者の思いについては全部応えよう

ということで、間口は広げたいと考えております。

やりたいというところについては、まず登録をし

ていただきます。 

 ただ、何を売っていくかとなってきますと、何

でもかんでも売れないということもありますので、

そこはブランディングアドバイザーが 2 人います

ので、あとヤマトの意見を聞きながら、産品につ

いては、ある程度、絞り込みをしていく、あるい

はしまねこで鮮魚などの基準をつくっております

ので、それにのっとった産品を売っていくという

ことで、そこで産品の選定をしていくというよう

なスキームになっております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 

 できるだけ機を逃さないように、手が挙がった

時には速やかに対応いただくように、しまねこ作

戦会議とかも積極的に、瞬時にと言うとあれです
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けれども、要望があったら、すぐすぐに動いてい

ただくような機動力があって、柔軟に対応いただ

きたいことをお願いしたいと思っております。せ

っかくのプロジェクトでございますので、どんど

んと離島のいいものが外に出て行くことを私も強

く願っておりますので、お願いをしたいと思いま

す。 

 次に、小さな楽園プロジェクト費について伺い

たいと思います。 

 平成 27 年度からモデル事業として始まってお

りますが、今、地域交通の問題、移動販売車の問

題とか、地域が抱える大きな問題となっておりま

す。それで、この費用というものはどういったも

のに使えるのか。見守り、買い物の支援とか、い

ろいろやっているようですけれども、移動販売車、

バスを購入したりするものとかにも使っているの

か、どういった中身で使ってきたのかを教えてく

ださい。 

【渡辺地域づくり推進課長】 小さな楽園プロジェ

クトは、平成 27 年度から国の地方創生交付金を

活用して取り組んでおりますが、現在 4 地区、南

島原市、五島市、西海市、東彼杵町での取組を支

援しております。 

 お尋ねがありました移動販売車については、五

島市の奈留地区で移動販売車の購入の費用に楽園

プロジェクトを活用させていただいております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。購入費用にも使

えるということであります。地場のスーパーさん

がＣＳＲでやりたいと思っても、なかなか最初の

ハードの費用がかかるということでちゅうちょさ

れているように聞いておりますので、これはニー

ズがとてもあるなと思っております。 

 これはあくまでも最初の導入、モデル事業をし

て、あとは市町村でやってくださいというような

形と考えてよろしいですか。 

 これは既に平成 27 年度に五島市と南島原市で

実施をされましたが、その後、継続して事業は行

われていると理解していいですか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 小さな楽園プロジェ

クトにつきましては、３カ年の事業でございまし

て、平成 27 年度にスタートした南島原市、五島

市については 3 カ年、平成 28 年度については平

成 28 年度、平成 29 年度、平成 30 年度と、3 カ

年の事業として支援をしております。 

【山田(朋)委員】 3 カ年が終わった後にも継続的

に事業ができるように、県としても、市町と一緒

になって連携をとりながら進めていただきたいと

思っております。 

 この中で、小さな楽園事業実践者の派遣という

ものがありますが、これはどういったものかを教

えてください。 

【渡辺地域づくり推進課長】 この 3 カ年の立ち

上げ支援ということでモデル地区の支援をしてお

りますけれども、当然、自立につながるような取

組に力を入れていく必要があると考えております。 

 その中で、実践者の支援というのは、先行して

やっている南島原市でありますと、例えば、山口

地区で地域おこし協力隊の方がプランナーとして

中心になって活躍をされております。今年、小さ

な拠点づくりのテーマとして、フォーラムを開催

しましたけれども、そういったところでパネリス

トとして出演していただくとか、その後で取り組

むような地区に、実践者として、南島原市で活躍

されている方を派遣するとか、そういったことに

取り組んでいるところでございます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 

 次に、新・ながさき暮らしＵＩターン促進プロ

ジェクトについて伺いたいと思います。 

 東京窓口、今度 2 名の専門職員を配置とありま

す。昨年の 5 月に、東京の有楽町で、専門の方が
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ついて窓口をつくられたと思いますが、その時は

お 1 人だったと思います。今回増員をされるとい

うことでありますが、この東京窓口を通しての移

住者の推移を教えてください。 

【渡辺地域づくり推進課長】 移住者数の推移でご

ざいますけれども、基本的に、東京窓口、長崎の

窓口、それから市町の窓口、そういったものを合

わせまして、複数経由したところとかもございま

すので、トータルで数字を出しておりますけれど

も、平成 27 年度が 213 名、平成 28 年度につきま

しては 1月末で 345名という実績になっておりま

す。 

【山田(朋)委員】 長崎県として、昔は、ブースに

ポスターを貼ったり、ちょっとリーフレットを置

いている程度の時と比べたら、数は、平成 27 年

度の 213 人というのは、すごく多くなったと。設

置前の実績もわかりますか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 平成 26 年度が 140

名でございまして、平成 18 年度からＵＩターン

の取組をやっておりますけれども、概ね平均して

120～130 名という形で推移してきております。 

【山田(朋)委員】 この窓口が功を奏して、結果が

すごく上がってきているのかなと思っております。

平成 28 年度に関しては 345 人ということであり

ますので、今回増員をされて、さらに取組をされ

るということは非常に応援していきたいと思って

おりますので、ぜひ引き続き、多くの方にこの長

崎においでいただくための取組を進めていただき

たいと思います。 

【友田委員】 企業版ふるさと納税対策費について

お尋ねします。 

 まず、不勉強な点もありまして、制度の中身を

確認したいと思います。企業版ふるさと納税で、

今回、法人住民税、法人事業税、法人税の税額控

除の新たな優遇措置が設けられたということです。

この制度は、県内に本社のある企業はだめだとい

うことで、県外に本社があるところに、ふるさと

納税の要請をされていくんでしょうけれども、私

の認識では、ここに書かれている法人住民税、法

人事業税、法人税については、それぞれ事業所の

ある自治体に税として交付される分が含まれてい

るんじゃないかと思うのですが、この制度で企業

がふるさと納税をしたことによって、先ほど申し

上げた税が控除されて税額が減ることによる、県

内に事業所がある場合、例えば、本社は東京にあ

って、県内に一定程度の従業員を抱える企業があ

ると。その企業に、この制度でふるさと納税をし

ていただいた時に、実際に立地している自治体の

財政にマイナスになることはないのかということ

をまず確認させてください。 

【柿本政策企画課長】 企業版ふるさと納税ですけ

れども、寄附額の 3 割が税額控除が対象になると

いうことで、そのうち 2 割相当部分が法人住民税、

そして 1 割相当分が法人事業税からというふうな

基本的な形になっております。 

 ご指摘のような本社は県外にあって、県内に支

社や工場とかがあるような場合につきましては、

もともと法人関係税、住民税につきましては、従

業員数などによって案分をされるような形で課税

がされるということになっております。ですので、

県外に本社があって、県内に支社や工場があるよ

うな企業から企業版ふるさと納税をいただいた場

合に、その法人住民税等の税額控除が行われる際

には、先ほど申し上げたような従業員数の割合に

応じて県内に県税、市町への税として納付される

分も税額控除の対象にはなっております。 

【友田委員】 そうすると、気をつけていただかな

ければいけないのは、本県にゆかりのある企業に

対して、ふるさと納税を求めて、この事業費でや

っていかるんでしょうけれども、今のような対象
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になる企業はありますよね。例えば、三菱重工、

本社は東京ですよね。大きな従業員を抱えていま

すよね。個別名を挙げると余りよくないと思うん

ですけれども、そういった企業さんが、県として

は 3,000 万円程度ということで今、見込みの申し

入れの金額が書かれているんですけれども、この

制度で、ゆかりがあるからとやってきたら、例え

ば、長崎県や長崎市に今のような会社の場合はマ

イナスになることもあり得るということで今の答

弁はいいんですよね。 

【柿本政策企画課長】 可能性があり得るというこ

とは、そういうことで間違いございませんけれど

も、そこにつきましては、ご指摘のような、かな

りの部分が長崎県内に従業者がいらっしゃるよう

なケースということになれば、そこの影響という

のはかなり大きくなってくることもありますし、

ただ、そこの従業員数の割合等も見ながらという

こともございますし、現在寄附をいただいている

ケースでは、概ね 1 件当たり 100 万円余りという

ことがございます。そういったことで、その影響

額というのは、そこまで大きくないと思っていま

す。それともう一つは、最終的に、地方交付税で

その減額になった税収分の一部は補塡をされると

いうふうな形にもなってまいります。 

【友田委員】 わかりました。1 つ 1 つの額が 100

万円程度ということなので、影響額は小さいだろ

うと。あわせて、減った分については交付税措置

されるのでということなんですけれども、ここに

3 つのプロジェクトを書かれていますよね。例え

ば、世界遺産構成資産の保全とか、若者の奨学金

返済支援、こういうものを本気でやっていこうと

思うと、それなりのお金をいただくことが望まし

いと思うんですよ。企業としても、税額控除にな

るのであれば経営的にはプラスになるわけなので、

そういったことをやりたいということにもなるん

じゃないかと思います。だから、将来的に、そう

いったことも十分踏まえた上で、この取組につい

ては、この取組をしたことによって県も含め県内

の自治体がマイナスにならないように、そこは十

分気をつけて対応いただきたいと思いますけれど

も、この点についてはいかがでしょうか。 

【柿本政策企画課長】 この企業版ふるさと納税の

制度につきましては、個人版と違いまして、企業

がこの制度を使った時に、税制上完全にプラスに

なるわけではなくて、最終的に 4 割の企業の負担

が伴うということがちょっと違う制度になってお

りまして、大きな寄附をいただける案件を検討し

て、ここも大事だと思っておりますけれども、ど

んどん大きな額が右肩上がりに増えていく、必ず

しもそういうところだけではないというふうに思

っておりますので、そういうところは今ずっと企

業の訪問をしている中で、そういう話もお聞きし

ながら、感触を確かめながら活動をやっておりま

すので、そういったところはご指摘のような最終

的な県内への影響という部分はあわせて考えなが

ら、今後も制度を活かしていきたいと考えており

ます。 

【友田委員】 その点はぜひよろしくお願いします。 

 土地対策費、先ほど川崎委員のほうからも質疑

が交わされておりましたけれども、この説明資料

の 4 ページ、一番下の括弧書きで、県・市負担分

のうち 8 割については、特別交付税措置がされる

ので、それぞれの実質負担額は、ともに 5％と書

かれているんです。確かに最後に特別交付税措置

が受けられれば、制度上は 5％の負担になるので

しょう。でも、実際にそれぞれの実施主体である

市がやる時には、まずは単年度に 25％の負担をし

なければいけないわけですよね。8 億 6,500 万円

がこの補助金として交付されて、これが 75％とし

て逆算していくと、市の負担は総額すると今年度
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だけでも 2 億 8,800 万円ぐらいあるんです。だか

ら、県内の自治体それぞれが 2 億 8,800 万円まず

準備しないとできないということですよね。 

 県は、市町村合併して、県よりも市町は財政が

いいんですよとおっしゃるけれども、それぞれに

案件を抱えていて、この地籍調査に回す財源がな

いという自治体もあると思うんです。そういった

中で、しかしながら、県も指摘されているように、

やはり地籍調査が済んでいないことによる境界の

トラブルだとか、あるいはよく言われる、地籍調

査をすると、縄延びということで、実際の面積以

上に広くなると。そうすると課税客体が広くなる

わけなので、固定資産税とかの課税もプラスにい

くわけでしょう。そういうことを考えると、やっ

ぱり早くやらなければいけないですよね。でも、

早くやれと言いながら、実際にやって、後で特別

交付税で措置される。だから、やりたいんだけれ

ども、まず手持ちに準備するお金がないという自

治体のほうが実質は多いんじゃないかと思うんで

すけれども、このあたりをどのようにお考えです

か。 

【林田土地対策室長】 制度的なところの仕組みは、

今、委員からご指摘があったとおりでございます。 

 あと 11 の市が残っているだけでございますけ

れども、実施主体である市におかれましては、い

ろんな事業をやらなくてはいけない、その中で地

籍調査費にどれだけの予算をつけるかというとこ

ろで、いろいろ検討された上で、毎年度の予算計

上をしておられるのかなというふうに思っており

ますけれども、委員のご指摘の中にもございます

ように、例えば、災害復旧が迅速にできますとか、

あるいは公共事業が進みますとか、いろんな地籍

調査の効果がございますので、そういったところ

を認識していただいた上で、必要な予算の計上を

していただいているものと思っております。 

 また、先ほどもちょっと申し上げましたように、

市町におかれましては、どこの事業箇所をやって

いくというような長期の計画がございまして、そ

れに基づいて単年度の事業箇所を決定して、計画

をして、各年度、実施をしておられるという状況

がございます。そういった計画をもとに、事業の

効果等も勘案しながら、必要な予算を計上してい

ただいているものと考えております。 

【友田委員】 県のできることというのは、先ほど

川崎委員とのやりとりの中で、まずは国の予算を

しっかり確保するように頑張るということなんだ

ろうと思いますけれども、この事業はやらなけれ

ばいけない事業だと、どこの自治体もわかってい

ると思うんですよ。やりたいんだけれども、一方

で、その単年度に負担する財源が、なかなか他の

事業との優先度を勘案した時に、優先度がどうし

ても下がってきてしまうという実態もあると思う

ので、こういった制度の後で残り 8 割を特別交付

税措置をするというよう仕組みの変更も含めて、

県としては、国に要望するなり、そういった対応

が必要じゃないかと思うんですけれども、このあ

たりはいかがですか。 

【林田土地対策室長】 一番の課題は、先ほどから

申し上げていますけれども、事業費の半分を負担

しております国庫をいかに十分確保していただく

かというところかなと思っております。そこを含

めまして、全国で事業を実施しております市町村

それから都道府県で、国土調査推進協議会といっ

た組織を立ち上げて、従前から国に対する予算要

望などをやっているところでございます。今言わ

れました特別交付税措置のあり方等を含めまして、

そういった点についても議会でも議論がございま

したというようなところを含めて、そういった会

議、組織を通しまして国に対して要望するなり、

今後、市町村等とも相談をしてまいりたいと考え
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ております。 

【友田委員】 結局、長年にわたってやるものだか

ら、同じ自治体の中でも、既に地籍調査が終わっ

ているところ、まだ終わっていないところで、早

く済んだところが先ほど私が申し上げた縄延びと

かの関係で課税客体が大きくなってしまう、課税

の額が大きくなる可能性があると。そういうこと

があるものだから、全てが終わってから見直すと

か、そういったところも実はあるんです。それは

結局、公平性を担保するためなのだろうと思うん

ですけれども、その辺をやっていくと、やってい

く分だけ本来課税すべき金額がずっととれなくな

るという問題もあるし、さらに問題なのは、よく

言われるのは、住宅街はいいんだけれども、山と

かは特に、その地籍、どこが境界かとわかってい

る人がいなくなるとできなくなるからということ

で、早くしてほしいという住民の要望もあるもの

ですから、ぜひ県がやられているような対応を進

めていって、可能な限り早くこの制度が県内全部

完了するように県の努力を求めて、終わりたいと

思います。 

【吉村(洋)分科会長】 午前中の審査はこれにてと

どめ、午後は 1 時 30 分から分科会を再開し、引

き続き企画振興部の審査を行います。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１１時５５分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【吉村(洋)分科会長】 分科会を再開いたします。 

 午前中に引き続き、企画振興部関係の審査を行

います。 

 予算議案に対する質疑を行います。 

【八江委員】 新幹線のことなんですけれども、

平成 34 年度に西九州ルートの開業が予定され

ております。それで、その開業効果を最大限高

めるためにはアクションプランの策定をすると

いうことで、平成 28 年 12 月 22 日、経済団体、

観光団体、交通事業者、行政などで構成する新

幹線開業に向けたアクションプラン策定会議が

第 1 回の会議をされたということであります。

我々も今、つくれつくれとか、急げ、一日も早

くとか言ってはきておりますけれども、開業の

時にやっぱり目的を達成しなければいけない。

目的を達成するというのは、何人を集客できる

か、長崎県として呼び込みができるかというこ

とに大きくかかわって、それが非常に経済効果

につながってくるわけであります。そのために、

どのようなプランを考えて、どのような形で進

めていくのかというのをまずお聞きしたいと思

いますけれども、いかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 新幹線の開業に向けた

アクションプランでございますけれども、今ま

でに、策定会議を 12 月に開催しまして、その

下の検討チームの会議を 2 月に行いました。あ

と庁内の会議も行いまして、今後、平成 29 年

度に庁内の全体会議を最後に秋頃に開催するん

ですけれども、それに向けて、下部組織の検討

チーム会議を 2 回程度、また地域別の検討の場

を各地域ごとに設けるとか、意見を聞きに行く

という取組を平成 29 年度前半にかけて行いま

して、平成 29 年度に取りまとめます。 

 その中身につきましては、特に、ソフト事業

の対策を検討しておりまして、おもてなしの向

上とか、2 次交通の対策、あとお土産物とか特

産品の開発みたいなものを民間企業、各県内自

治体とも一緒になって検討を進めていこうとい

うふうに予定しております。 

【八江委員】 他の路線で開業されたところも、

いろいろお尋ねする中では、相当の前もっての

企画がなされて、受け入れ態勢、本番に寄与し
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ているということでありますから、長崎の新幹

線においても、大村市の駅部、諫早駅、それか

ら長崎駅など、今、建設に着手していると思い

ます。それまで開業をするためには相当の苦労

も要るし、投資も必要です。それを挽回してと

るためにやるという意味じゃないけれども、や

っぱり投資効果がなければならないし、それを

県民が期待をするわけでありますから、そのこ

とに対しての検討を進めて、第 1 回ですから、

第 2 回、第 3 回とか、あるいは各ブロックによ

っていろいろ変わってくると思いますけれども、

ある程度進んだところで、速やかに議会のほう

にもそのスケジュール表などを含めて出してい

ただきたい。そしてまた、イベント等について

は、他県がやっているというか、それ以上の目

新しいものを進めてほしいという思いがあるの

ですが、いかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 まだまだ今の状況です

と、検討の途についたばかりですので、詰まっ

ているものではありませんけれども、どんどん

議論を進めていく上で、議会のほうにもいろい

ろお諮り、ご相談しながら進めていきたいと思

います。 

【八江委員】 特に、まちづくりにおいては、相

当の投資が図られるわけでありますから、そこ

の各都市との連携、あるいは県内の観光業者を

含めて、先ほど申し上げた団体との関係につい

ては、しっかり進めていただかなければならな

いと思います。 

 これも開業効果がより発揮される、集客が大

きくなるというのも、フリーゲージよりもフル

規格がいいという思いで推進をしておりますの

で、そのことは考えながら、今のままのちょろ

ちょろ走った新幹線ではだめだという思いで質

問していますけれども、いかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 新幹線の開業方式は、

現在のところはフリーゲージの方式で決まって

いるところでありまして、開発も進められてい

る途中でございます。それにしましても、開業

効果を最大限に高めるということは、県内の経

済発展とか、産業の振興、ひいては県民所得の

向上、そういう県全体の発展には当然必要なも

のですので、そのアクションプランの策定と確

実な開業に向けて、全力で取り組んでいきたい

と思います。 

【八江委員】 久保勘一知事が、長崎新幹線は上

海に通じる新幹線だということを提唱しながら

長い間やってきたから、イベントも含めて、国

際的にも十分認められるようにやってほしいと

思います。それはまず、この件については要望

して、終わりたいと思います。 

【小林委員】 まず、ふるさとづくり推進費とい

うことで、地域振興対策費 24 億円。これは中

身については、ここに概要が書いてありますの

で幾らかわかるつもりでおりますが、今回、原

爆病院が新築されると。総事業費 106 億円とい

うことでございますけれども、県のほうで 24

億円貸し付けると、こういうような内容の予算

であります。これについて、どういう内容であ

るかということをご説明をお願いしたいと思い

ます。 

【渡辺地域づくり推進課長】 今回、ふるさとづ

くり推進費として計上しております分につきま

しては、地域総合整備資金貸付、「ふるさと融資」

と呼んでおりますけれども、民間の事業者の投

資を促進するというものを一般財団法人地域総

合整備財団（ふるさと財団）で用意されている

制度を使いまして、自治体が起債をして民間金

融機関より借り入れをして、借り入れ全額を無

利子で事業者へ貸し付けるという制度を活用し
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たものでございます。 

 今回、106 億円の事業費がございまして、県

からの貸し付けの場合、上限を 35％としており

ますので、それ以内ということで、事業者から

24 億円の貸し付けの申し入れがあっていると

いうような状況でございます。 

【小林委員】 その 24 億円について、いま一つ

よくわからないところもありますので、改めて

確認をいたしますが、先ほども言いましたよう

に、総事業費は 106 億 6,300 万円と。これにつ

いて、補助金を抜いてと。この補助金が 28 億

6,500 万円ということになっています。この補

助金を 106 億 6,300 万円から引いたところで、

そしてこの貸し付けを行うということで、35％

というような形で書いてございますが、今の計

算方式で今回の原爆病院の新築関係に県のほう

から 24 億 1,022 万 7,000 円貸し付けると、今

のような計算でよろしいのですが。もう一回言

いますが、総事業費は 106 億 6,300 万円、そし

て補助金が 28 億 6,500 万円、これを引いた残

額の 35％が 24 億円で、これを貸し付けると、

こういうようなことでよろしいのですか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 お話がありました

とおり、106 億円から補助金を差し引いた金額

の 35％以内というのが上限でございますので、

今回24億円というのは30.8％に相当しますが、

それを無利子貸付を行いまして、先ほど申し上

げるのを失念しましたが、利息分の負担につき

ましては地方交付税措置が 75％されるという

ことになっております。 

【小林委員】 そうすると、地方交付税が 75％

ということで、あと残りの 25％はどういうふう

になるのかということです。 

 それと、ご答弁では、24 億円の中の 75％は

地方交付税で措置されるというようなことにな

るわけですね。そうすると、要は、県はこの中

から幾ら出すのか、そして原爆病院は県費の 24

億円の今回の支援で、どういうメリットがある

のかというところをもう一度、しっかりご答弁

をお願いしたいと思います。 

【渡辺地域づくり推進課長】 今回、24 億円起

債をしまして、それを貸し付けるということで、

事業者には無利子で貸し付けをしますので、そ

の分の差額が起債を返す時の実質的な県の負担

額になります。利率はこれから決定されると思

いますが、直近の事例などを参考にして 0.3％

で計算しますと、償還期間が 15 年でございま

すので、概ね 1,395 万円が県の実質的な負担額

になります。 

 原爆病院の新病院建設ということで、老朽化

ということもございますし、耐震とかそういっ

たもので大規模災害にも対応できる建て替えを

行うものですけれども、地域振興に資する民間

事業ということで判断をしまして、雇用も増加

しますし、そういったことも踏まえて今回、予

算を計上しているということでございます。 

【小林委員】 もう一度聞きますが、その 24 億

円の中の 75％が交付税で措置されますと。 

【渡辺地域づくり推進課長】 24 億円の利子相

当分の 75％が地方交付税措置されるというこ

とでございます。 

【小林委員】 利子相当分の 75％が交付税で措

置されるというような形になって、それが

1,395 万円ということになるわけですね。そう

しますと、この 106 億 6,300 万円の総事業費の

中で、28 億 6,500 万円の補助をいただく、そし

てその分の残額の 35％についての 24 億円を県

から支援をしていただくと。そして、24 億円に

ついての交付税措置というのは、さっきは利息

だということになったんだけれども、一旦 24
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億円を県費の一般財源なりで原爆病院の新築工

事に貸し付けるというような形になって、交付

税については先ほどの話でございますけれども、

ここのところの 24 億円を最初からお金を出す

のか、そしてそれを起債で県は起こすのか、お

尋ねをしたいと思います。 

【渡辺地域づくり推進課長】 説明が不足して申

しわけありませんでした。地方公共団体が民間

金融機関から起債で原資を借り入れまして、そ

の借り入れたものを民間事業者に地方公共団体

が貸し付けをするというような制度となってお

ります。 

【小林委員】 そうすると、その起債は何年ぐら

いで、どのくらいの利息だと考えていますか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 15 年の償還とい

う形で、0.3％で計算しますと 5,580 万円という

利息になります。 

【小林委員】 そうすると、原爆病院の一番のメ

リットというか、この支援によって、何が一番

支援ということになるかというと、その 24 億

円分は全く利息を払わなくていいと、この利息

分を県のほうで支援するというような形が今回

のこのふるさとづくり推進費だというようなこ

とになるわけですね。わかりました。 

 そうすると、ここで求められるところは大体

新規雇用なんです。地域おこしということであ

ろうと思いますけれども、これだけの支援であ

りながら、新規雇用が 10 名ぐらいでいいのか

と。これは要するに、国の制度だから、これく

らいの金額で 10 名ぐらいでいいというような

形で間違いないですか。新規雇用 10 名と書い

てあるけれども、これでいいのですか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 この制度につきま

しては、ふるさと財団のほうでつくられている

制度でございますけれども、県の案件につきま

しては、雇用につきましては 10 人以上という

ことで、今回、建て替えということもあって、

新規の雇用ということであれば 10 名というふ

うにお聞きしております。 

【小林委員】 10 名の雇用でもって 24 億円に対

する利息が全部無利子になると。それを支援し

てもらうということだから、これはとてもあり

がたいことだと思うんです。 

 そうしますと、県でもいろんな事例があるの

だろうと思います。例えば、地方自治体、市町

が受け付ける分と県で受け付ける分と、そこの

違い、最終的に、どういう形の中でこれが了解

されて貸し付けに至るということになるのか。

市町と県の違いとか、役割、その辺の規模の違

いがあるのかどうか教えてください。 

【渡辺地域づくり推進課長】 県とその他の市町

村という中で基準を設けているのは、融資の貸

付限度額、一般的な地域でございますと、市町

村であれば 10 億 5,000 万円、県であれば 42 億

円というのが 1 つございます。もう一つは、県

がそういった貸し付けをする場合に審査の要件

としているのは広域性、単一の市町村だけでは

なくて、ある程度、広域的に地域の振興に資す

るとか、そういった観点で審査をしているとこ

ろでございます。 

【小林委員】 例えば、県に直接申請をするか、

市町に申請するかということについては、総工

費によってその辺のところが県、市町に分かれ

ていくのかどうか。規模の大きいものは県のほ

うに、市町のほうには幾らまでぐらいとか、そ

の辺の総工費の金額で県と市町の振り分けがな

いのですか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 総工費の融資比率

というのが決まっておりまして、融資比率は通

常の地域であれば 35％が上限となっておりま
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す。これは共通でございます。例えば、100 億

円の事業であれば 35 億円が貸し付けの対象に

なりますけれども、1 つは、融資の限度額で県

と市町村が分かれている、限度額が小さいとこ

ろは市町村、金額が大きいところになると県と

いうような扱いになってまいります。そこが先

ほど申し上げた、市町村であれば 10 億 5,000

万円、県であれば 42 億円という上限がござい

ます。もう一つは、さっき申し上げた市町村の

単独で効果が及ぶような事業であるのか、広域

的に効果があるような事業であるかというよう

なところを審査の基準としております。 

【小林委員】 まさに地域おこしのふるさとづく

り推進費ということで、これは恐らく、宝くじ

等々のバックがあるんじゃないかと思うんです

けれども、これはどのくらいみんなに浸透して

いるのかなと思ったりするんです。もう一回聞

きますけれども、これは申請を市町にする場合

の総工費に係るところの 35％の割合から、この

金額はこれ以上だからということで、これは県

の分、これは市町でよろしいとなった時に、県

を通さず市町に持っていった時は、市町で判断

をして、議会等々で制度から来る予算を認めて

いただければそれで済むということ、県を通さ

なくてもよろしいというような形で、市町はそ

れぞれ自分たちで決定をすると。この審査につ

いてはいろいろありましょうけれども、県がか

かわりますか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 ふるさと融資の点

だけで申し上げますと、市町村の案件となった

場合については、市町村がふるさと財団ともや

りとりをしまして最終的に決定をするというよ

うな形でございます。ただ、起債を伴いますの

で、例えば、起債の関係で市町村課に報告など

はあっていると考えております。 

【小林委員】 もう一度確認しますと、原爆病院

は実際に幾らこの制度で支援を受けたかという

と、その利息分の先ほどおっしゃいました

1,305 万円がまさに利息を払わないでよろしい

という形で、原爆病院は、この 24 億円に係る

ところの利息分を実は支援いただくと、これが

得をすると、こういうようなことになろうかと

思います。 

 先ほども触れましたように、私は、この制度

をもっともっと広くアピールしていただきたい

と思っております。私もこんな制度は初めて見

たような感じがするもので言っているんですけ

れども、件数として、相当数この制度を活用さ

れているような実績がございますか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 この制度が平成元

年度からの制度でございまして、県内の案件で

いきますと、県、市町合わせて 194 件活用をさ

れているところでございます。 

 先ほど委員からお話があった利息分について

は、24 億円で 0.3％で計算しますと 5,580 万円

ですので、そちらが無利子になるというふうに

考えれば、事業者の分は、そこの負担が軽減さ

れる、そのうちの交付税が 4,185 万円で、残り

の県費の真水の負担分が 1,395 万円になるとい

うことでございます。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

【坂本(浩)委員】 今日、議論されました企画振

興部提出の平成 29 年度の当初予算につきまし

て、全体としては、離島をはじめとする地域振

興に資する事業を推進するというふうに考えま
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す。 

 ただ、今日、冒頭質問させていただきました

けれども、政策企画課所管の統合型リゾート導

入検討事業費については、昨年 12 月に成立を

したＩＲ推進法に伴って、県内に統合型リゾー

トを導入するための予算というふうに位置付け

られております。ＩＲ推進法については、いわ

ゆるカジノ解禁法と言われているがゆえに、国

会審議においても、さまざまな議論が巻き起こ

りました。刑法が禁じる賭博罪の例外をつくる

ことの是非、ギャンブル依存症や多重債務者の

発生の問題、勤勉な国民性を損なう懸念、反社

会的勢力の関与、マネーロンダリングや脱税な

ど犯罪の発生、治安・地域環境の悪化、青少年

の健全育成への影響等々、カジノを解禁するこ

とによるさまざまな不安、疑問が解消されたと

は言えないのではないかというふうに考えてい

るところであります。このカジノを経済効果の

エンジンとする統合型リゾート推進を成長戦略

の柱に位置付けるべきではないというふうに考

えているところであります。 

 以上の理由によりまして、この統合型リゾー

ト導入検討事業費の予算計上の議案については、

反対の立場をとらせていただきます。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに討論はありませんか。 

 暫時休憩いたします。 

 

― 午後 １時５８分 休憩 ― 

― 午後 １時５８分 再開 ― 
 

【吉村(洋)分科会長】 分科会を再開いたします。 

 ほかに討論はありませんか。 

【山本(啓)委員】 まず、態度として、この予算

に賛成の立場で討論を行いたいと思います。 

 平成 29 年度の当初予算、この取組について

は、やはり新たに創設される有人国境離島の取

組や地域の人口減少、本県にかかわる課題のど

真ん中をしっかりと取り組んでいくという予算

の事業が多く詰められたものであります。その

1 つ 1 つの取組の効果の発現が早ければ早いほ

ど、本県の課題というものの解決につながると

いうふうに我々も理解をしております。 

 また、予算議案の質疑の中でもございました

ＩＲについての取組も、平成 24 年、さらには

平成 27 年、意見書等においても、議会として

も、しっかりとした取組として打ち立てられて

おります。さらには、先般の一般質問において

も、統合型リゾートの取組についての質疑の中

においては、本県のそれぞれの地域または経済

団体の取組においても、知事の答弁もありまし

たが、一体となって取り組んでいくというふう

なこともありました。また、国会での流れにお

いては、その緒についたばかりでありますし、

さまざまな対策や対応についても、今後、審査

を深めていくというようなところでございます

ので、我々は、時機を逸することなく、この取

組を全国に先駆けてやっていく必要があるとい

うことを我々としては理解しておりますので、

賛成討論とさせていただきます。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しましたの

で、採決を行います。 

 まず、第 1 号議案のうち関係部分について、採

決いたします。 

 第 1 号議案のうち関係部分は、原案のとおり可

決することに賛成の委員の起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

【吉村(洋)分科会長】 起立多数。 



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月７日） 

- 154 - 

 よって、第 1 号議案のうち関係部分は、原案の

とおり可決すべきものと決定されました。 

 次に、第 47 号議案のうち関係部分について、

採決いたします。 

 第 47 号議案のうち関係部分は、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、それぞれ原案のとおり、

可決すべきものと決定されました。 

 暫時休憩いたします。再開は 2 時 10 分といた

します。 

 

― 午後 ２時 １分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ９分 再開 ― 
 

【吉村(洋)分科会長】 分科会を再開いたします。 

【吉村(洋)委員長】 次に、委員会による審査を行

います。 

 企画振興部においては、委員会付託議案がない

ことから、所管事項についての説明を受けた後、

所管事項についての質問を行うことといたします。 

 企画振興部より所管事項説明をお願いいたしま

す。 

【辻本企画振興部長】 企画振興部関係の議案外の

報告事項及び所管事項についてご説明をいたしま

す。 

 お手元の「総務委員会関係議案説明資料」の企

画振興部のページをお開きください。 

 まず、議案外の報告事項についてご説明いたし

ます。 

（和解及び損害賠償の額の決定について） 

 これは、公用車による交通事故のうち和解が成

立いたしました 1 件につき、損害賠償金合計 5 万

4,929 円を支払うため、去る 2 月 10 日付けで専決

処分をさせていただいたものでございます。 

 次に、所管事項についてご説明をいたします。 

 今回ご報告いたしますのは、平成 29 年度の重

点施策ほか 11 項目であります。このうち新たな

動きなどについてご説明をいたします。 

 まず、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）の

推進についてでございますが、特定複合観光施設

区域の整備の推進に関する法律、いわゆるＩＲ推

進法が昨年 12 月に成立をいたしました。 

 地方へのＩＲ導入は、大きな経済波及効果をも

たらし、新たな雇用や人の流れを創出するまたと

ない機会であることから、これからも治安やギャ

ンブル依存症など、懸念される事項への影響を最

小化するための具体策を検討しながら、ＩＲ誘致

の実現に向けて、佐世保市や経済団体と引き続き

努力してまいりたいと考えております。 

 また、依存症につきましては、関係機関や支援

団体が連携し、アルコール、薬物、ギャンブル等

各種依存症の当事者及び家族を支援する包括的な

ネットワークを構築するための準備会を、去る 2

月 9 日に開催いたしました。 

 今後、依存症に係る幅広い対策を行うことが出

来る仕組みを整えてまいります。 

 3 ページをお開きください。 

 次に、離島振興についてでございますが、本年

4 月に自民党離島振興特別委員会委員長の谷川衆

議院議員をはじめ、本県選出の国会議員の皆様の

多大なるご尽力により、有人国境離島法が施行さ

れることから、市町村を始め地域の方々と一緒に

なって「しま」の地域資源を活かした産業振興と

雇用の場の充実のための施策を推進していくこと

としております。 

 平成 29 年度当初予算において、新しく創設さ

れる特定有人国境離島地域社会維持推進交付金、

これは仮称でございますが、を活用した事業予算

として 6 事業 31 億円を計上するなど、国境離島
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における民間事業者の創業・事業拡大のための支

援や、国境離島地域住民の航路・航空路運賃軽減

事業などに取り組んでまいります。 

 さらに、市町が新たに取り組みます「地域商社」

事業に対しましても、しまの生産体制の確立、産

品の品質向上及び首都圏等での販路開拓等に関す

るアドバイスや、各地域商社と一緒になった営業

活動など必要な支援を行うことといたしておりま

す。 

 恐れ入ります、「総務委員会関係議案説明資料

（追加 4）」をお開きください。 

 次に、Ｖ・ファーレン長崎についてでございま

すが、Ｖ・ファーレン長崎の活躍は、県民に夢や

感動を与え、県民の一体感や郷土愛が育まれると

ともに、地域経済の活性化に寄与するものと考え

ております。 

 しかしながら、Ｖ・ファーレン長崎の 2016 年

度決算については、これまでの発表によりますと、

約 1 億 2,000 万円の単年度赤字を計上する見込み

とのことであり、現在、新しい役員体制のもと、

経営安定化に向け、大口スポンサー確保等の取組

が進められているところでございます。 

 県といたしましては、今後の推移を見守りなが

ら、適宜必要な対応を行うとともに、引き続き支

援を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

クにおける事前キャンプ誘致についてでございま

すが、県におきましては、2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピックにおける事前キャンプ誘致を

進めております。 

 このような中、モンゴル国に対し、本県の視察

をお願いしておりましたところ、今月 13 日から

14 日にかけて、スポーツ関係者の方々が来県され、

五島市のスポーツ施設を視察されることとなりま

した。 

 今回の視察が誘致成功に結びつくよう、長崎県

スポーツコミッション、五島市、関係競技団体等

と連携を図りながら、諸準備を進めてまいりたい

と考えております。 

 再び「総務委員会関係議案説明資料」の企画振

興部、4 ページをお開きください。 

 次に、オリエンタルエアブリッジの新規路線に

ついてでございますが、オリエンタルエアブリッ

ジ（ＯＲＣ）では、当路線の維持スキームに基づ

き、収支改善に努め、路線維持に取り組んでいる

ところでございます。 

 こうした中、維持スキームに掲げる項目の「新

規路線の検討」につきまして、ＯＲＣでは、関係

者と調整を図りながら、来年度後半からの新規路

線の運航を計画するとともに、全日本空輸株式会

社（ＡＮＡ）にコードシェアと一定の座席買取り

を依頼することで、現行路線の固定費の削減に寄

与し、離島路線を含む全体の収支改善を図ること

としております。 

 県といたしましては、新規路線の運航に要する

乗務員養成等の初期費用に対して支援を行い、離

島航空路線の維持・安定運航に努めてまいりたい

と考えております。 

 恐れ入ります、追加資料 3 をお開きください。 

 次に、県庁舎跡地活用についてでございますが、

県庁舎の跡地活用につきましては、これまで、賑

わいを創出する広場、交流・おもてなしの空間、

質の高い文化芸術ホールといった 3 つの方向性を

中心に、附帯機能である駐車場やバスベイといっ

た交通機能等の検討状況もお示しするなど、県議

会でのご議論を踏まえ、検討を重ねてまいりまし

た。 

 特に今年度は、本委員会に加え、特別委員会で

もご審議いただき、意見書も採択をされたところ

でございます。 
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 こうしたご議論、これまでの経過を踏まえます

と、広場と交流・おもてなしの空間につきまして

は、お示ししてきた方向性に沿って検討を進める

ことで、県議会をはじめ県民の皆様方から概ねご

理解をいただけるのではないかと考えております。 

 一方で、ホールにつきましては、長崎市との間

で、ホールの規模や求める質の水準のほか、県市

の役割分担の考え方などについて、協議・検討を

行ってまいりましたが、整備主体や費用負担など

の課題があるほか、更に慎重に検討すべきとの意

見もいただいております。 

 現在、市では、長崎駅西側のＭＩＣＥを中核と

した複合施設についてホール整備も含めて検討さ

れており、今後、ＭＩＣＥ複合施設に関する事業

者を公募し、事業者からの提案内容を踏まえ、改

めて市議会において、施設建設の是非も含めて議

論されると伺っていることから、その方向性を注

視する必要があるものと考えております。 

 したがって、整備方針の考え方としては、広場

と交流・おもてなしの空間を中心に、整備に向け

て更に具体的な検討を進めることとし、ホールに

つきましては、適切な時期に今後の方向性を判断

してまいりたいと考えております。 

 今後とも県議会をはじめ関係者の皆様方からの

ご意見をいただきながら、賑わいの創出につなが

る活用策となるよう、更に検討を進めてまいりた

いと考えております。 

 以上をもちまして、企画振興部関係の説明を終

わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上

げます。 

【吉村(洋)委員長】 次に、提出のあった「政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。 

【柿本政策企画課長】 「政策等決定過程の透明性

等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づきまして提出しております資料

についてご説明をいたします。 

 資料の 1 ページをお開き願います。 

 1,000 万円以上の契約案件につきまして、11 月

から 1 月までの実績は、女性をターゲットとした

「ながさき移住」プロモーション業務委託の 1 件

となっております。なお、この契約は、公募型プ

ロポーザル方式による随意契約となっております。 

 次に、2 ページをお開き願います。 

 陳情・要望に対する対応状況でございますけれ

ども、知事及び部局長等に対する陳情・要望のう

ち、11 月から 1 月までに県議会議長宛てにも同様

の要望が行われたものは、対馬市からの要望書な

ど計 8 項目となっております。それに対する県の

取扱いは、資料の 2 ページから 17 ページまでに

記載しているとおりでございます。 

 次に、18 ページをお開き願います。 

 附属機関等の会議結果でございますけれども、

11 月から 1 月までの実績は、長崎県新船建造費等

検証委員会など 4 件となっております。 

 以上で説明終わらせていただきます。 

【吉村(洋)委員長】 以上で説明が終わりましたの

で、まず、陳情審査を行います。 

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 質問がないようですので、陳

情につきましては、承っておくことといたします。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行う

ことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保などに

関する資料」について、質問はありませんか。 
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【前田委員】 政策企画課長から説明がありまし

た1,000万円以上の契約で、地域づくり推進課が

所管している女性をターゲットとした「ながさ

き移住」プロモーション業務委託について、質

問させていただきます。 

 まず、公募型プロポーザル方式で行ったとい

う説明でありました。ということは、公募をし

たけれども、結果として応じたところが、ここ

にある株式会社電通九州の1者しかなかったの

で随意契約を行ったという理解をしていいです

か。 

【渡辺地域づくり推進課長】 今回の女性をター

ゲットとしたプロモーション事業でございます

けれども、公募型のプロポーザルということで、

9者、企画提案書の提出をいただきまして、そ

の審査を経て、1者を企画提案したというふう

にして、そちらの会社と随意契約をしたという

ことでございます。 

【前田委員】 じゃ、9者出たけれども、それは

審査をして決定したという理解ですかね。公募

型プロポーザルだから、金額じゃないという理

解を今、私はしたんですけれども、この契約金

額に関しての9者の中での電通九州がとった位

置というか、一番安かったのか、高かったのか

わからないですけれども、それと、総合評価方

式ではなくて、そういった形の公募型プロポー

ザル方式ということでは、金額は多分、一定枠

の中であったらいいですよということだと思う

のですが、そういった手続というか、方式をと

ったという理由について述べてください。 

【渡辺地域づくり推進課長】 今回、特に情報伝

達力が高いと思われる女性をターゲットにしま

して移住のプロモーションというのを企画いた

しまして、そのプロモーションについては本県

においてノウハウも少なく、移住に関するもの

というのも他県で例も見られなかったものです

から、仕様書を作成することが困難ということ

で、事業者のノウハウを活かした企画提案とい

うものを求めるというようなことで、入札では

なく、プロポーザルという形で企画提案を公募

したということでございます。 

【前田委員】 まさにそこを聞こうと思っていた

んですけれども、じゃ、仕様書は作成していな

いということで理解をしましたけれども、もう

契約していますから、その契約した相手、採用

されたところの企画の内容というもの、提案の

内容というものを、わかるような資料の配付方

をお願いしたいと思います。それは事後で結構

です。 

 それで、確認したかったというか、まさにそ

こを聞きたかったんですけれども、結局、仕様

書がない中で民間の方の提案力というのを尊重

したということなんですけれども、結局、この

タイトルのとおり、女性をターゲットとして、

長崎に移住してくださいよというプロモーショ

ンに対する提案をしてくれということだと思う

んですね。それで、この件に限らず往々にして、

私はやっちゃいけないと思っていることは、こ

ういうコンサルにいろんな調査、自分たちが事

業を組み立てる中の調査、動向とか、素案、県

民意識調査とか、そういうものを調査する業務

の委託というのは十分やっていただいていいと

思うのですが、本来のまさにプロモーション業

務というか、施策の内容をつくり込むというの

は、やっぱり私は一定県の中でやらないと、そ

の電通さんのノウハウというもの、コンサルの

ノウハウというものが全国一律の、長崎県には

こんな提案をしているけれども、もしかすると、

そのプランというものは佐賀でも出しているか

もしれない、大分でも出しているかもしれない
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みたいな形で、要は、金太郎あめ的な提案をさ

れて、それをよしとされても困るわけで、そこ

は県としての独自の視点がなくちゃいけないと

私は思っているんです。 

 それで、さかのぼった時に、例えば、長崎の

地元のシンクタンクなんかへの発注も、ここの

ところかなりのボリュームで県としては、受託

として、発注している。その中身がそういう調

査等であるならばいいけれども、私が今言った

ような事業の組み立て等とか、計画に関するも

のがそういうところでなされるとするならば、

それは私は望ましくないと思っているんです。

それは各自治体ごとの特色が本当に出せるのか

ということと、提案した方々が、結果として、

その成果について責任を負いかねるというか、

とれないという形でいけば、その部分というも

のは県当局がしっかりとコントロールするとい

うか、当然仕事が忙しいでしょうけれども、そ

の中でもそこを外してはいけない業務と考えて

いるのですが、その辺の考え方についてご答弁

をいただきたいと思います。 

【渡辺地域づくり推進課長】 今回の事業、交付

金の対象事業として申請をしたものでございま

して、当然女性をターゲットとしたプロモーシ

ョンをやるということで、一定の想定はしなが

ら事業の検討をしてきたところですけれども、

特に都市部の女性をターゲットにするというこ

とで、そういった部分のノウハウ、そういった

ところは民間の事業者の企画提案というのもい

ろんな形で踏まえた上で、最も効果が得られる

ようなものを選定したいというふうに考えて、

今回こういった形でやらせていただきました。 

 今回、そういった形での女性ターゲットとい

うのを、一定、カフェイベントでありますとか、

体験ツアー、そういったものの実施を踏まえて、

次年度はこちらのほうで、いろんなそういった

中で効果的なものを実施してまいりたいと考え

ております。 

【前田委員】 今の私の意見も含めながら、次年

度に向けてまた検討を、これは担当課というよ

りも全庁にわたる話なので、ぜひ企画振興部長、

ご検討いただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、この契約相手先の

電通九州というところに対しての確認をさせて

もらいたいのですが、ご承知のとおり、違法な

長時間労働の中で社会問題化しながら、今、今

後の推移というんですか、例えば、会社であっ

たり、社員が起訴等をされるのかどうかみたい

な推移を多分今、確認する段階だと思うんです

が、しかし、いち早く団体や自治体においては

指名停止というような措置をとったところもあ

りますが、このことに関して、この電通九州と

いうところに対してのそういった視点での指名

停止等の検討をしたのかどうか。それに問題な

かったから、こういう形で契約というか、対象

になっていると思いますので、その辺はいま一

度確認をさせてもらいたいと思います。 

【柿本政策企画課長】 ご指摘がありましたよう

に、株式会社電通に関しましては、労働基準法

違反の疑いということで、滋賀県、和歌山県、

京都府などでは、法令の順守に違反したという

ことで指名の資格の停止をしているというふう

なことがございます。 

 一方、九州に関しましては、その株式会社電

通本体ではなくて、電通九州という別人格の会

社がございまして、長崎県におきましては、物

品調達におきまして、この電通九州を登録して

いるというふうな状態にございます。 

 そういったことで、今回の案件が電通本体に

関しての違反ということで、そこに照らして、
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実際に指名を停止している県は、それを行って

いるということでございまして、長崎県の場合

には、その点について、そういった状況を踏ま

えた上で、別人格の会社であるということで、

ここについては指名停止等の対応はできないと

いうふうなことで対応しております。 

【前田委員】 一定の公共事業等々の違反であれ

ば、今言ったようなお話も含めて、当然別人格

という考え方もあるのかもしれません。しかし、

今回の問題というのは、根本的な電通自身の働

き方に対する対応に対して指摘が上がっている

わけで、それをもって別人格と見れるかどうか

というのは、少し一般の公共事業違反の場合の

法令違反と違って、もしくは事故を起こしたと

か、契約不履行、そういう場合の資格停止とは

ちょっと趣が違うのかなと思っておりますので、

その辺については、建設業においても、じゃ、

本当に同様なのかということも含めて、これは

これでもう契約をいたしておりますけれども、

今後、その事件自体の動向も注視しながら、い

ま一度そこは他県の状況も確認しながら、適切

な対応というか、慎重な対応をとってほしいこ

とを要望しておきます。 

【吉村(洋)委員長】 政策企画課長、後で資料提

出、よろしいですね。よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質問がないようですの

で、次に、議案外所管事務一般について、ご質問

はありませんか。 

【川崎委員】 大きくは 2 点、まず県庁舎跡地

活用についてお尋ねをいたします。説明資料も

ありますし、一般質問でも質疑は聞いておりま

したので承知をしておりますが、まずホールに

ついては、慎重に検討をしていく、それは理解

するとしても、広場と交流・おもてなし空間を

中心に、いわばホールよりも先行して議論、検

討を進めていくというふうに理解をしておりま

すが、こういった限られた敷地の中において、

だだっ広ければ話は別なんですが、私は、ホー

ルとシナジーを生んで初めて有効活用かなと思

っているんです。ひょっとすると、交流・おも

てなし空間というのは、ある意味、箱物かもし

れませんし、今から検討なのでしょう。もっと

言えば、ホールがひょっとしたら飛ぶかもわか

らないというようなことも 1 つ前提条件の中に

あろうかと思いますが、そういった中において、

この 2 つ、広場と交流・おもてなし空間、これ

を先行して議論というのができるのか、シナジ

ーという観点から非常に困難なことにチャレン

ジをされようとしていると思うのですが、いか

がでしょうか。 

【前川まちづくり推進室長】 委員ご指摘のとお

り、当面は、広場、交流・おもてなしの空間、

それからあわせまして交通機能等について機能

面を具体的に詰めていきたいと考えております。

そういった先行して検討する部分の機能を具体

的に詰めていくということで、それぞれの施設

の規模感の検討にもつながっていくのかなと思

っております。 

 ご指摘のございましたホールにつきましては、

一般質問で知事が答弁申し上げました適切な時

期というのが、今後、具体的な検討を詰めてい

く段階の中でどうなっていくのか、その内容が

どういう判断になっていくのかというところで

変わってくるかと思います。例えば、ホールに

つきましては、1 つは、使い勝手のよい平土間

のホールを組み込んではどうかというようなご

意見もございましたので、一定の時期にそうい

った方向性が出る場合もあれば、あるいはなか
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なか結論が出ずに、委員もご指摘ございました

ような、将来、ホール相当規模の施設整備など

を念頭に置きまして、暫定的な土地利用として

おく場合ですとか、あるいは段階的に整備をし

ていくという手法を工夫したり、さまざまなパ

ターンが想定できると思っております。 

 いずれにいたしましても、当面の検討につき

ましては、ＭＩＣＥなど他の大型プロジェクト

の進捗なども見極めつつ、そうした事業の時間

軸との調整なんかも行っていく中で、今申し上

げたような与条件を整理した上で、複数パター

ンを想定いたしまして、事業費ですとか、事業

効果なども検討を進めながら、最終的な姿をど

う落とし込んでいくのかということについて、

議会でのご議論、ご意見をいただきながら進め

ていきたいと思っております。 

【川崎委員】 パターンを分けてやる、そのとお

りだと思います。1 つのことに固定した形で進

めにくいんだろうということについては理解を

いたします。 

 時間軸のことも今、なかなか明確なことは難

しいのかもわかりませんが、その辺のところは

次の議会でも想定をしながら、ぜひお示しをい

ただきたいと思っています。 

 もともと今年度ということで進めていたわけ

ですから、そう時間が残っていることはないと

思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

 もう終了しましたが、まちづくり・経済雇用

対策特別委員会で意見書を出させていただいて、

採択をしていただきました。私も委員会に所属

をしておりましたので責任がある 1 人だと思っ

ておりますが、この中で、バスベイと駐車場機

能のことについても触れさせていただいている

んです。交通対策や施設利用の面から重要な整

備課題の 1 つとして捉えて、復元事業が進む出

島に近接することから、交通結節点としても利

便性が高く、土地の有効活用が図られるバスベ

イ及び駐車場の整備を検討していくことという

意見書を採択させていただきました。 

 県庁の眼下に出島が位置しているわけですが、

2 月 27 日、ああいう橋がかかって、11 月には

供用開始と、本当に多くの方があそこにお見え

になって注目をされ、長崎市も、復元整備は完

全は難しいのでしょうが、運河もつくって、よ

り過去の姿に戻していこうと取り組まれている

中、本当に長崎の新たな観光地、観光拠点とし

て、目玉の一つとして位置付けなければいけな

いと思っています。 

 一方、道を挟んですぐ反対側がこの県庁舎跡

と。バスベイ、駐車場というと、本当に何もな

いただの広っぱ、バスベイにおいては、後ろの

車が渋滞しないように、ちょっと歩道側に道路

をカットした、そのような程度ということが想

像されるのですが、こういった場所から考えて

いって、それ相応のふさわしい整備が必要であ

ると思います。お客様もたくさん来られます。

そういった中において、移動したいのに、どこ

にどう行けばいいの、というような交通結節点

であってはいけないと思うんです。したがいま

して、こういった観光地の目の前にあるバスベ

イ、バスベイと言うと非常に軽い感じがいたし

ますが、もっと交通結節点として機能を高めて

いくべき整備が必要と考えますが、ご見解を求

めたいと思います。 

【前川まちづくり推進室長】 今後、広場、交流・

おもてなしの空間を中心に検討していく中で、

交通機能もあわせて具体的な検討を進めていか

なければならないと思っております。 

 委員ご指摘のとおり、今後は、出島の表門橋、
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今の県庁の裏門側のほうが出島のまさにメーン

ゲートというふうな形になってこようかと思い

ます。そうした中で、近接する主要道路と比較

いたしますと、現在の県庁舎と出島の間の市道

は交通量については比較的余裕がある道路かと

思っております。今後、長崎市の交通政策の中

で、あの道路がどう位置付けられていくのかと

いうようなこともしっかりと協議をしていかな

ければいけないと思っております。 

 また、交通結節点ということで、都市間輸送

等の拠点にならないかというような点でも検討

いたしておりますので、今後、都市間輸送につ

きましては長崎駅の周辺が中心になってこよう

かと思いますけれども、県庁舎跡地については、

始着地というよりも、どちらかというと経由地

の核となるような格好での使われ方になるので

はないかと思っておりますが、事業者間で、ど

ういった路線で、どういった事業が見込まれて

いるのかというようなところもしっかりと協議

をしていかなければいけないと思います。 

 こうした問題につきまして、長崎市の交通政

策の担当課ですとか、あるいはバス関係の事業

者も十分協議をしながら、具体的な検討を進め

ていきたいと思っております。 

【川崎委員】 本当に再整備をするチャンスであ

り、一度つくったら、そう簡単に動かせるもの

じゃないわけですので、よくよく検討していた

だいて、自分たちの考え方じゃなくて、要する

に、ここに来てくださるお客様、あとは当然、

長崎の中心地であるわけですから、日常、交通

を利用される方、そういった視点に立って、利

便性が高く、そして国際観光地長崎としてふさ

わしい整備を求めたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 次の大きな 2 点目は、ＵＩターンのことでお

尋ねをいたします。 

 さまざまな取組は承知をしておりますが、実

は、これも先ほどと同じ特別委員会の意見書で

触れさせていただいたんです。県内各地域へ定

住が図られるよう、移住者や移住希望者の地域

に対する希望、ニーズの的確な把握を行うとと

もに、定住に至らなかった場合の原因の分析や

検証にも取り組み、また市町に対して、移住の

動機付けとなるよう、地域が求める人材像を具

体的に示すよう促すことと、つまり、県として、

積極的に主体となって地域が求める人材をアピ

ールするのではなくて、市町が取り組むのでし

ょうから、市町がどういった方々を求めている

のかということを具体的に示して移住を促すこ

と、このようなことを意見書として採択してい

ただきました。 

 長崎県もブースを設けているふるさと回帰支

援センターと別に、生涯活躍のまち移住促進セ

ンターというものが東京駅の近くにあるのはご

存じだと思います。これは県レベルじゃなくて、

小さな人口 1 万人前後の自治体も含めて 9 つの

自治体がそこにブースを設けて移住のお世話を

しておられます。 

 その中で、鳥取県の南部町のブースを拝見さ

せていただいた時に、ここのパネル、そう大き

なパネルじゃないのですが、具体的に求めたい

人を記してあるんです。例えば、経営または販

路拡大に資する人材、作家、飲食店の従業員、

ＩＴの方、鍼灸マッサージ、あとハンター、そ

ういうような具体的に来てほしい人を明示され

ているんです。そうすると、どういうことが効

果になるかというと、漠然と移住したいという

人が足を運んでいっても、なかなか決めかねる

という中において、このように自分がこういう

特技というか、経歴を持っていて、そういった
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ものにマッチすると、ぐっと具体的に、もっと

その町の状況を知りたいとか、つまり、移住の

動機付けから、さらにもう一歩踏み込んだ形で、

真剣にその地域を考えていこう、そういう動き

があるという説明をいただきました。 

 だから、単に自然があるから、食べ物がおい

しいからこうですよということもそれはあるの

かもわかりませんが、どこの自治体も一生懸命

頑張っている中に、なかなか決めかねる。そう

いった中で、特徴を持ってしっかりと訴えてい

く中に、本当に個人の心に刺さるようなＰＲは

大事ではないかというふうに思っていて、先ほ

どの意見書を述べさせていただいたところでご

ざいます。 

 次に、移住促進。成果も伸びてきているとい

うことは承知をしておりますが、いま一歩踏み

込んだ形で、他県とは違う取組をやっていただ

きたいと思いますが、ご所見を賜りたいと思い

ます。 

【渡辺地域づくり推進課長】 委員からお話があ

りましたように、その地域が求める人材を明確

に地域の中で考えていくというのは非常に大事

な視点だと思っております。ＵＩターンも、単

に人数を増やすということだけではなくて、当

然、地域の活性化に結びつくような方に来てい

ただくというようなことで取組を進める必要が

あると思っていまして、そういった点では、例

えば、地域おこし協力隊もそうですし、ミッシ

ョンを明確にして呼び込んで、地域の活性化に

結びつけると。ＵＩターンにしても、そういっ

たところを市町ともよく意見交換しながら今後

も進めてまいりたいと思いますし、県としては、

そういった機会をたくさんつくるということで、

今回、移住相談会の拡充とか、そういった形で

首都圏でのＰＲにも力を入れていきたいと考え

ております。 

【川崎委員】 先ほど、地域おこし協力隊の話も

出ていました。何を目的にこの地域で頑張るん

だということ、漠然としているよりは、より具

体的なほうがやりがいも出てくると思うんです。

例えば、1 つ例を挙げると、五島の久賀島で小

学校、中学校のしま留学がスタートして、来年

度は 3 名から 5 名に、奈留島でも 3 名。県も五

島南高校でやられるじゃないですか。そのよう

に離島に移住じゃないけれども、来て過ごして

いただこうとする施策をやっておられます。 

 久賀島に行ってお話を聞くと、里親さんを見

つけるのが大変と。今年度は 3 名ですけれども、

2 人の方で 3 名見ておられるという状況。さま

ざまな支援をお願いしますということは耳に入

っているとは思いますが、だったら、久賀島で

こういった事業があるから、そういう里親さん

に来ていただきたいと。例えば、地域おこし協

力隊にそういった仕事を明確に位置付ければ、

そういう方たちは、全国に発信すると可能性は

高まっていくと思うんです。でも、長崎県のブ

ースで、久賀島でそういう人を求めているとい

うような情報発信は恐らくされていないと思い

ます。 

 そうすると、1 つの例ではありますが、地域

が求めている人材をしっかりとアピールするこ

とによって、マッチングという可能性が随分高

まってくると思います。離島の振興にも資する

し、ぜひそういった取組も検討いただきたいと

思いますが、最後にご答弁をいただきたいと思

います。 

【渡辺地域づくり推進課長】 地域が求める人材

とのマッチングという点でございますけれども、

特に、サポートセンターを立ち上げてからは、

就職の支援というのも力を入れておりまして、
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そこの視点でも、地域の方と市町や商工会とか

と意見交換して、不足している人材、どういっ

た方がもし来てくれればいいとか、そういった

ところの意見交換などを通じて、今、ニーズの

把握にも努めているところでございます。委員

ご指摘の点も踏まえまして、そういったところ

をさらに充実させていって、地域の必要な人材

を呼び込むような形で取り組んでまいりたいと

考えております。 

【山田(朋)委員】 県庁舎の跡地活用について伺

いたいと思います。 

 懇話会のほうからは、多目的広場機能、歴史・

情報発信機能、ホール機能ということで 3 つの

考えが示されております。今回、部長説明の中

では、「にぎわいを創出する広場、交流・おもて

なし空間、質の高い文化芸術ホール」というふ

うにございますが、この広場は、多目的広場機

能と一緒のものだと思うんですけれども、歴

史・情報発信機能というのが、この交流・おも

てなしの空間というふうに理解していいでしょ

うか。この中身をお示しいただければと思いま

す。 

【前川まちづくり推進室長】 まさに委員ご指摘

のとおりでございます。懇話会の提言は、3 つ

の機能ということで、広場機能、それからホー

ル機能、歴史・情報発信機能で、広場機能とホ

ール機能につきましては、「機能」という言葉を

取っても、そのまま整備していこうとする内容

のイメージができるかと思いますけれども、歴

史・情報発信機能というのは、それそのものが

コンテンツのようなイメージですので、この交

流・おもてなしの空間につきましては、歴史情

報、観光情報も発信していく交流・おもてなし

の広場というような、そういった枕言葉を付け

たような格好で今後検討してまいりたいと考え

ております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 

 世界遺産センターとか、そういったものを含

んだところも検討しているのかどうか、お伺い

したいと思います。 

【前川まちづくり推進室長】 世界遺産センター

につきましては、世界遺産の担当課のほうでも

検討されておりまして、候補地が今、3 カ所挙

げられている中の 1 つが県庁舎の跡地であると

伺っておりますので、今後、そういった点も含

めて協議を進めてまいりたいと思っております。 

【山田(朋)委員】 3 カ所ということでありまし

た。県庁舎と、あとの 2 カ所は、言えるなら教

えていただけたらと。 

【前川まちづくり推進室長】 大浦地区と長崎駅

前周辺と、それから県庁舎跡地の 3 カ所だった

と記憶しております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 

 歴史的にとても意味のあるこの跡地の活用で

ございます。こういうふうな方向性が示されて

いますので、県民にとって、そして観光客、お

いでになる皆様にとって有意義なものになるよ

うに、しっかりと整備をしていただきたいとい

うことをご要望申し上げます。 

【前田委員】 まず、新幹線について簡潔に質問

したいと思います。 

 八江委員からもまた後刻あろうかと思います

ので、私のほうからは、前回要望しておったの

ですが、夏に試験走行の技術開発の可否という

か、進捗状況の報告があると。それを待ちたい

ということでしたので、それを了としたのです

が、その際に、フリーゲージの技術開発は別と

して、ＪＲ西日本、山陽新幹線へ乗り入れられ

るかどうかという話と、いまだに明らかにされ

ていないＪＲ九州、経営的に厳しいことになれ
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ば断念する選択肢もあるみたいな報道、正確じ

ゃないですけれども、そういう報道もあった中

で、ＪＲ九州に対して、収支や、いまだ示され

ていない運賃をしっかりと示してほしいという

ことを要望してほしいということに対して、そ

こは取り組んでみるというご回答だったので、

簡単でいいので、この 3 つの進捗状況について、

お尋ねをしたいと思います。ご答弁願います。 

【廣畑企画振興部次長】 まず、乗り入れの話と

して、山陽新幹線への乗り入れをするには、Ｊ

Ｒ西日本とＪＲ九州の協議が必要であります。

前回の委員会でも述べさせていただきましたけ

れども、ＪＲ西日本としては、フリーゲージの

車両の仕様が固まらないとダイヤの検討ができ

ないということは言っておりまして、その仕様

が固まるというのが、今行われている検証走行

の次の本格的な耐久走行の試験、耐久走行を経

てからでないと仕様というのは固まらないとい

うふうになりますので、耐久走行を経ないと、

まだ乗り入れというのが確定はできないという

ものでございます。 

 運賃につきましては、すみません、こちらも

ＪＲ九州のほうも、まだフリーゲージの安全性

とか、また経済性というものがまだ確定されて

いるものでないことから、なかなか検討には行

かれないということでございます。 

【前田委員】 乗り入れについては、確かにそう

いう答弁が前回あったという記憶があります。

しかし、その時に私が言ったのは、今年夏に一

定報告があった時に、議会としてどう判断する

のかといった時に、やはり乗り入れできるかど

うかというのは、技術開発だけじゃなくて、収

支も含めて 3 点セットだと言っていて、多分、

今の話でいくと、乗り入れできるかどうかとい

うのは 16 年夏から 2 年ぐらい遅れた中でしか

判断できないということになるんです。そこま

で引っ張って、私たちがフリーゲージトレイン

でいくというような判断をするというのは、私

に言わせれば、夏の段階で何も判断できないと

いうことになるんですよ。ですから、私は、夏

の段階で、技術開発のことと、乗り入れと、収

支と、しかも運賃については、3 点できちんと

返事をもらわないと私たちの総合的な判断はで

きないですよということを意見として述べてお

って、今もその気持ちは変わらないのですが、

収支についても、今答弁があったように、それ

はＪＲ九州から聞いた言葉という理解をすれば

いいですか。それにしても、一定やはり、フリ

ーゲージトレインの仕様とかは別にしながらも、

フリーゲージトレインを導入するということで

の需給予測とか、「かもめ」が今幾らで、それが

フリーゲージだったら幾らになるんだというの

は、やはりあらあらの試算はあると思うんです

よ。それは本当にないのですか。そういうとこ

ろの情報を開示してくれと言っているのですが、

県民からしてみたら、フリーゲージの導入その

ものよりも、そもそも、「かもめ」が幾らになる

の、というところからわからないですね。そこ

をわからないまま、私たちに判断せよというの

は、非常に難しいというか、それは県民に対し

て説明責任を私は十分に果たし切れないと思っ

ているので、この収支と運賃については、今の

答弁を私は了としないので、改めて臨んでほし

いと思いますが、収支、それと乗り入れのこと、

再度答弁を求めます。 

【廣畑企画振興部次長】 運賃につきましては、

これまでのほかの整備新幹線を見ましても、開

業の直前にならないと固まっていない、公表さ

れないというのは事実になっております。どの

程度内々に検証されているかというのは、これ



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月７日） 

- 165 - 

も内々の情報というのはわかりません。こちら

もまだそういった情報は得ておりません。そう

いったものが検証なされているのかどうかとい

うのは確認してみたいと思います。 

【前田委員】 じゃ、今日の新幹線に関しては、

そこまでにしておきます。 

 キャンプ地誘致関係の話ですが、ラグビーワー

ルドカップ 2019 についてということで、私自身

は、ラグビーワールドカップのキャンプ地誘致は

賛成する立場でありますが、しかし、この間の手

続として、12 月 20 日に共同で、同大会の公認チ

ームキャンプ地選定プロセスに応募したとなって

いますけれども、議会に対しては、多分 11 月定

例県議会も含めて、応募するということも聞いて

なかったし、応募したいと思うからということの

中でのやりとりは全く行っていないですね。それ

が何も費用等が発生しないのだったらいいけれど

も、当然、キャンプ地誘致するに当たって、相応

のコストも発生するし、それより何よりキャンプ

地を誘致することが長崎県、県民にとって、どん

なメリットがあるか。 

 何でこんな話をするかというと、昔、サッカー

のキャンプ地誘致する際に、気持ちとしては手を

挙げたいけれども、向こうから来ている条件がか

なり高くて、そこに対して費用がかかると。例え

ば、ホテルにおいては、外国の選手が来るのでベ

ッドは大型にしなければいけないとか、せっかく

キャンプ地として誘致しても、非公開での練習と

なる時間があるから、そのことを考えた時に、県

民に対して、キャンプ地誘致をして、それを見せ

るという行為に関して、十分な効果が得られない

というようなことを含めて、サッカーのキャンプ

地誘致は断念したという経緯があります。 

 しかるに、ラグビーのワールドカップというも

のは、全く議会等にその内容、もしくは現時点に

おいても、今後かかるような手順もわからないし、

向こうから与えられている条件というものが全く

わからない、そして予算ですから、どんな費用が

あるかということについては今から答弁いただき

ますけれども、もろもろ含めて、その手順におい

て少し説明不足な点があったということを認識し

ているのかということを含めて、全体的なこのキ

ャンプ地誘致についての内容の説明をしてくださ

い。 

【井上スポーツ振興課長】 まず最初に、ラグビー

ワールドカップ公認チームキャンプ地の誘致に当

たりまして、議会の皆様方に事前にご説明をして

いなかったことにつきましては、情報提供不足だ

ったということで非常に反省をしております。申

しわけありませんでした。 

 今回、公認チームキャンプ地を誘致するに当た

って我々が考えておりました誘致のメリットとい

たしましては、まず経済的なメリットとしまして、

経済波及効果として、選手それからマスコミ等の

来県による経済波及効果ということで１チーム当

たり 1.8 億円、これがもし仮に、今回、長崎市と

諫早市、島原市と 3 カ所で立候補しておりますの

で、この全ての箇所で 3 チーム誘致できた場合は、

合計約 5.4 億円程度の経済波及効果が見込めるの

ではないかと考えていたところでございます。 

 これに対しまして、委員がおっしゃるとおり、

誘致に伴う施設改修の費用が発生するわけなんで

すけれども、これにつきましては現時点で、県と

3 市の負担の合計額が約 1 億円ということでござ

います。ただ、ここにつきましては国のほうから

特別交付税措置で地方財政措置の支援があるとお

聞きしておりますので、実質的には約 8,000 万円

等を県と 3 市で負担をすることになるのではない

かと考えています。 

 なお、参考までに、県の施設分としましては、
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県央の競技場になりますけれども、この分だけで

約 5,900 万円程度であろうと試算をしております。

ただ、この分につきましては、公認チームキャン

プ地が決定した後の整備でいいということで組織

委員会のほうからは話を聞いておりますので、ま

だ現時点では予算の計上というのはいたしており

ません。 

 実は、この 3 カ所、候補地として立候補してお

りますけれども、まずは組織委員会のほうで、こ

の 3 カ所について、今年の夏以降に、公認チーム

キャンプ地の候補地とするかどうかということの

決定がなされます。その後で、ラグビーワールド

カップに出場することが見込まれているチームが

自分たちの判断で、その候補地となっている地区

の施設について視察に来られて、そして実際に使

うかどうかを決定されるということになりますの

で、これが実際にキャンプ地として利用されるか

どうかというのは、まだ来年以降にならないとわ

からない状況だというふうに今認識をしておりま

す。 

 もちろん、そういうふうな視察の状況などを踏

まえて、長崎をキャンプ地として選んでいただけ

るような見込みがあれば、それは当然、議会のほ

うにもご報告をして、ご説明をしたいと考えてい

たところでございますが、委員がおっしゃるとお

り、事前にそれはやはりあらかじめ最初にご説明

するべきだったというふうに私も非常に反省をし

ております。申しわけありませんでした。 

 あと経済的なメリット以外にこちらで考えてお

りますメリットとしましては、世界的なビッグイ

ベントでありますので、実際に大会が開催されず

とも、キャンプ地として認めていただくことによ

って、大会の公式ホームページで自治体名が情報

発信をされるとか、ワールドカップを見に来る

方々というのは富裕層の方が多いというふうに一

般的に言われています。全国で大会はあるわけで

すけれども、全国各地のキャンプ地について、日

本各地を観光されながら回られるというふうにお

聞きしておりますので、そういった意味でも、こ

れは長崎県をＰＲする非常にいい機会ではなかろ

うかと考えているところでございます。 

 以上でございます。申しわけありませんでした。 

【前田委員】 今のような説明を事前に聞いて、頑

張りましょうということで取り組んでほしかった

ところですが、もう実地の審査も終わっています

ので、予選の試合の会場に九州から手を挙げたけ

れども漏れた中で、さすればキャンプ地を誘致し

たいという関係者の方も本当に精力的に取り組ん

でいると思っていますので、ぜひその該当する市

町と連携をとりながら、キャンプ地となるように

取り組んでほしいことを要望しておきますし、そ

の進捗については、随時ご報告をいただきたいと

いうことを要望しておきます。 

 最後に、スポーツ振興に関連した中で 1 つ気に

なったことがあったので質問させていただきます。

日曜日の長崎新聞に、スポーツクライミングで、

大河内さんという方が和歌山国体や日本ユース選

手権で優勝し、平成 20 年岩手国体のリードを制

したということで、要は、この方は 2020 年のオ

リンピックの新種目のボルダリング最有力候補。

こういう候補となるべき若手がこの長崎にいるん

です。その方の決意ということでの記事だったの

ですが、ちょっと気になったのは、佐世保東翔高

校をこの春卒業して、西九州大学という佐賀市内

の大学に進学をすると。そして、練習拠点は同市

内のクライミングジムになり、週末はこれまで同

様大村に通うとなっているんですけれども、私は

ここで要望したいのは、こういう優秀な選手が

2020 年にオリンピックに出るに当たって、やっぱ

り地元で競技の練習の環境を整えてあげて、地元
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の中でオリンピックを目指してほしいと思うわけ

です。しかし、それは個人のことなので、行政と

してそこをぜひにということにはならないかもし

れないけれども、この子が長崎に残ってボルダリ

ング競技の認知の普及、そういうものを考えたり

した時に、同様、他種のオリンピックを目指す選

手も、コーチが東京に行くから自分も長崎を離れ

なければいけないというような方もおられるよう

に聞く中で、私は、これからスポーツで交流する、

もしくはスポーツで地域を活性化するといった時

に、こういうニッチなスポーツ競技というものに

ターゲットを絞ってやるべきだと思うし、こうい

う若手をぜひぜひ長崎で育ててほしいと思うわけ

ですが、こういう事実に照らした時に、担当の部

署として、もしくは部として、これは 2020 年も

目指していく中で、どういうことを考えているの

か、どう臨もうとしているのかについて、所見を

求めたいと思います。 

【井上スポーツ振興課長】 まず最初に、ラグビー

ワールドカップにつきましては、今後とも情報提

供を密にさせていただいて、しっかり取り組んで

まいります。 

 それから、今ご質問いただいたボルダリングの

有力選手の件ですけれども、競技力向上という観

点から申し上げますと、これは所管が教育庁の体

育保健課ということになるわけなのですが、状況

をお聞きしましたところ、県内の有力選手の県内

引き止めにつきましては、事業としての取組はあ

りませんけれども、各種競技団体と協議しながら

強化、確保に努めているということでございまし

たけれども、本選手の場合は、佐賀に進学をする

けれども、今後は週末は長崎に帰って、長崎県山

岳連盟で練習を行うと、それから国体についても、

長崎県のふるさと選手として出場する予定である

と聞いているところでございます。 

 ただ、スポーツ振興課としましては、こういう

ふうなボルダリング等のスポーツクライミングと

いうのは今後、競技人口が増えていくだろうと思

っておりますので、県民の皆さんに関心を持って

もらえるように、スポーツコミッションと連携し

て大会や合宿の誘致に取り組んでまいりたいと考

えているところです。 

 そのような観点から、先日、「クライミングのま

ち かぞ」と呼ばれている埼玉県の加須市に職員を

派遣しまして、大会誘致に関して情報収集をして

おります。それから、同じくボルダリングウオー

ルを扱う大手企業にお邪魔させていただいて、長

崎県での施設の整備についての意見交換をさせて

いただいたところでございます。 

【前田委員】 大河内さんの事例を挙げて質疑しま

したので、そのことの答弁があったわけですが、

要は、こういう子たちをしっかりと長崎で育てて

ほしい。長崎出身ということでオリンピックに出

るのではなくて、長崎で練習をした中で出ていく

というふうにしてほしいということと、あわせて、

さっき話しましたように、スポーツで活性化する

時に、どこをターゲットにするかというと、バス

ケット、サッカーとか、全国的にも強いところが

ある中でやるよりも、こういうボルダリングのよ

うな新しい競技であったり、長崎でいえばアーチ

ェリー、もしくは諫早の本明川沿いの条件を見た

時に、全国大会でもできるような非常にいい環境

にあるということで、カヌー競技とか、そういう

ものにスポットを当ててほしいと思うし、そうい

う競技であれば、今、幾つかの都市がコンベンシ

ョン誘致とか頑張って共催金とかも出しています

けれども、それは例えば、離島であっても、そう

いう施設を整えればスポーツ合宿とかできるわけ

で、宿泊施設も、別にきちんとしたところじゃな

くて公民館程度のところで私は十分だと思うんで
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すよ。そういった中でのスポーツによる地域づく

りというものを県下に広げていただきたいという

ことを最後に要望して、質問を終えます。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩いたします。3 時 15

分に再開します。 

 

― 午後 ３時 ７分 休憩 ― 

― 午後 ３時１７分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 引き続き、議案外所管事務一般の質問を受け

たいと思います。 

【八江委員】 せっかくの機会ですから、九州新

幹線のことで議案外のことで申し上げますが、

新幹線については長きにわたって、知事 4 代、

延々と要望活動をしてまいりまして、ようやく

中村知事になってから着工の運びとなった。現

在、武雄温泉から長崎まで全線フル規格で建設

中でありまして、そこだけ見れば何も言うこと

はないし、我々も大きな期待を持っております

が、その先のほう、51 キロメートルの佐賀区間

が在来線を通っていかなければいけないという

ことで、ここに幾らいいフリーゲージのものが、

あるいは列車ができても、何キロかオーバーし

ても 130 キロ以上は出せないと。そうすると、

福岡までの時間短縮効果は全く出ないというよ

うなことになります。だから、我々は困ってい

るんですよ。 

 これをやってきたのは、長崎県、佐賀県、あ

るいは国も含めて導入をすることを決議して決

めたことであります。我々も賛同した者の 1 人

であります。ただ、1 人であったけれども、今

の状況を見ると、開発がうまくいかないし、時

間短縮効果はできないし、当初お話をいただい

ておった、関西圏までは乗り換えなしで行けま

すよというのは我々も耳にたこができるぐらい

聞いたんじゃないかと。我々もまた、地域住民

の皆さんには「乗り換えんでよかとよ」と言っ

てきた思いもあります。ところが、実際はそう

じゃないとなってくれば、これはここではっき

りしたということはまだありませんけれども、

ＪＲ西日本は、厳しい、難しいという状況にな

りました。乗り込んでいっても 300 キロ以上で

走るフル規格よりも、260 キロ余のスピードで

は、10 本に 1 本か幾らか乗り入れできるかでき

ないかということになってくると、厳しい状況

になってくるから、じゃ、ここで見直しをしな

ければいけないのではないかという思いで我々

はフル規格を提唱しているんですけれども、皆

さん方はいかがですか。理事者側として、今の

まま初夏までの間に結論が出るということには

あれを見ればなっておりますけれども、でき上

がるという意味において、どうするのか結論が

出る。どちらを待っていますか。フル規格を待

つのですか、フリーゲージを待つのですか、そ

れともリレー方式のままでいいと思うのですか。

初めから聞いておきましょう。どちらを期待し

て待っていますか。 

【廣畑企画振興部次長】 現在の整備方式はフリ

ーゲージトレインの方式で進められております。

国の費用対効果の試算の前提も、山陽新幹線、

大阪まで直通運行してこそＢ／Ｃが 1 を超えて

きているというふうに計算されておりますもの

ですから、ＪＲ西日本のほうも、走行性能が違

う車両の相互乗り入れというものは運行面では

課題があるというふうに認識はされて、ああい

う報道がなされておりますけれども、当然、最

高速度が「のぞみ」で 700 系ですと 300 キロで

すし、フリーゲージの最高速度の開発目標は

270 キロになっております。最高速度の違いは

ございますが、それは昔を見ると、Ｎ700 系と
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100 系とか、最高速度が違う新幹線も山陽新幹

線の部分では「こだま」とか併存して走ってお

りましたので、だからこそ直ちに最高速度が違

うからといってダイヤが組めない、無理だとい

うふうにはならないのだと思います。 

 知事も、全線フル規格を求めるという際には、

財源の問題とか、収支採算性、また地元の負担

とか、さまざまな課題がまた出てくるものです

から、現在は、関係者間によって協議、調整を

重ねてフリーゲージトレインの方式になってい

ます。フリーゲージトレインの技術検証も今進

められているところですので、現在はその方式

で検証の状況を見守っていく必要があろうかと

思います。 

【八江委員】 県民は、いろんな負担金の問題等

も長崎県の場合、佐賀県の場合でこれは違うと

は思いますけれども、いっそのこと、もうほか

のことを考えずに全部変えてしまうようにせん

ねと、こういう話なんですよ。我々も、今答え

ると言いにくいかもしれないけれども、できる

ならばというよりも、ぜひフル規格に何するた

めには、試験がいわば失敗してほしいなという

思いもあるんですけれども、そこはあなたたち

は言えないところがあるから厳しい立場だろう

と思いますけれども、そういうようなことから

考えれば、やっぱりフル以外には考えられない

と思います。立場立場で違いますから、我々が

そう決めたことを、今頃になって、あなたたち

は勝手に言ってと言うかもしれないけれども、

しかし、できないというならば、できる方向に、

県民が期待するものに、後世に悔いを残さない

ためには、やっぱりそうしたほうがいい。あと

の負担金の問題等については、国と十分検討し

ていけるんじゃないかと思います。私は、今後

も強くそれを求めていきたいと思います。 

 それで、先月の 2 月 3 日、新八代を中心にし

て我々は試乗会に参加させていただきました。

知事も含めて、佐賀県の知事も、あるいは議会

も、民間の団体等も行ったということを聞いて

おります。意見はそれぞれあったかもわかりま

せん。私は正直言って、議連の代表、会長、副

会長という立場でも行きましたので、ここで皆

さんに報告をしておく義務もあると思いますか

ら申し上げておきたいと思うんですけれども、

正直なところ、プラットホームと列車の間が 30

センチメートルか 40 センチメートルかあいて

いるわけです。だから、そこに乗るためには、

ぱたんと倒れたもの、橋をかけるというか、落

ちないようにするために、それを乗り越えてい

かなければいけない。それはフル規格でつくっ

てあるホームですから、そういうふうになると。

一般の例えば諫早駅とか長崎駅だったら、「かも

め」と同じですから、そうではなかった。だか

ら、それは何を言うかというと、「かもめ」、特

急列車と同じ車幅であるために、そうなってい

るんです。だから、乗ってみたら、何だ、これ

は「かもめ」に乗ったんじゃなかろうかと。外

観は新幹線みたいな少し流線型でイメージがで

きているようなものでありますけれども、乗っ

てみたら、これは新幹線じゃなくてＪＲの特急

列車と一緒じゃないかと。座ってみても、2 脚、

両方で 4 脚ですから、全くいいところなしとい

う感じでありました。まず部屋も狭いし、椅子

も狭いし、そして高規格を走ってみても、300

キロで走る「さくら」号と全く違う感じで、や

っぱりこれくらいかなと思った。それで、在来

線を走るとばたばた揺れるし、そうなった時に、

これがいいと言うのは誰もいなかったんじゃな

いかと思うけれども、インタビューの中で、佐

賀の人たちは、これは立派でしたとか言われた
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けれども、そういうものは儀礼的な話であって、

我々が感じるものじゃない。そういうものを県

民に勧めたいとか、お願いしようとかと思えな

い状況であったということは、ここで皆さんに

言っておきたいと思います。 

 ですから、そういうような状況だと思えば、

やっぱり全線フル規格をどうしてもやっていく

ためにどうすればいいかということをお尋ねし

ます。まず、佐賀県の山口知事と中村知事との

会う時期も、もう会っていいんじゃないかと思

うんですけれども、その辺は理事者同士、皆さ

ん方はどうなのかということを確認したいと思

うのですが、いかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 理事者側としましては、

佐賀県とは、新幹線の整備方式等は別にして、

並行在来線の協議ですとか、佐賀県との連携協

定、またＪＲとの連携協定といったものをもと

にして、打ち合わせといいますか、例えば、並

行在来線の受け入れ態勢をどうするかというの

は日々協議を行っております。 

【八江委員】 知事同士も、そろそろ腹を決めて

裸で話し合っていく必要があると。歴代の知事

の中では、久保勘一さんが大村の空港をつくる

時、箕島で、反対というのを焼酎を飲みながら

裸一貫で行って話をつけたと。それは同じ県民

同士であったかもしれないけれども、そういう

ことを考えれば、もうお互い胸襟を外してやっ

ていく時が来ているんじゃないかと思います。

これが場合によっては 6 月前後、初夏の時なの

かと思いますけれども、我々は、一日でも早く

だと思っています。理事者側も、その道をつく

っていかなければいけないと思うんですよ。そ

ういう話し合いのできる素地をつくると。もう

一度確認したいけれども、そういうことの努力

はあって、今まで幾らかの連絡事項はあったか

もしれないけれども、そういうアタックをする

計画はないのですか。 

【廣畑企画振興部次長】 新幹線の整備方式とい

うものは協議をする段階にはないと考えており

ますけれども、先ほど申しました並行在来線の

受け入れ機関のあり方とか、また佐世保線を活

用した肥前窯業圏の振興といった地域振興とい

った取組、これは佐賀県とも連携してやってい

かなければなりませんので、そういった協議を

重ねていく必要はあろうかと思いますし、今後

もやっていきたいと思っております。 

【八江委員】 よくても悪くてもということじゃ

ないんですけれども、話は話として、していか

なければいけない。どういうふうに状況が変化

していくかわかりませんから、やっぱりそれは

思い切ってもっと強く求めながら、長崎県側か

ら話せば、長崎県が金を負担しなければいけな

いからという、それだけの問題じゃないと私は

思うんです。もっと思い切ってやってほしいと。 

 それから、佐賀県の国会議員、あるいは佐賀

県の政財界、それぞれのところとのものについ

ても同じことが言えるんじゃないかと思います。

その点の接触がこれまであったのかなかったの

か、それとも今後どうしようと思っているのか

どうか、その辺いかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 新幹線西九州ルートの

整備方式のあり方を議論するという接触はあり

ません。ただ、先ほど申したような並行在来線

の受け入れ機関の協議とか、佐世保線などを活

用して地域振興を図っていく取組といった協議

は行っております。 

【八江委員】 佐賀県が一番大きな問題点といい

ますか、失礼だけど、話に乗っていただかない

と、将来にわたって解決はできないと、それが

1 つの大きなものです。長崎県選出の国会議員
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と佐賀県の国会議員、あるいは福岡のＰＴの関

係の国会議員の方もいろんな意味で検討はいた

だいていると思いますけれども、それがスムー

ズに流れていくためには、やっぱりもっともっ

とアタックしながらやっていく必要があると思

います。 

 我々県議会も 5 回やってきました。議連同士

のですね。そして、今度、3 月末を目標にとい

うことで相手方のほうにお願いして、今度は嬉

野でしましょうというようなことをお願いして

おります。今はまだ日程等は詰まっておりませ

んけれども、もう何回となく繰り返しながらや

っていますけれども、それも我々は努力してい

るつもりです。しかし、民間のところの話にな

ってくると、若干佐賀の圧力があったりして、

うまくいっていない部分がありますけれども、

これはこれで長崎県の経済団体を含めて、民間

同士が進めていくとか、そういうものもあって

いいと思ってお願いはしております。 

 それから、長崎県内の 21 市町で、新幹線を

フル規格にしようという目的の協議会をつくっ

ていただきました。ちょうど 1 年前です。今、

スタートをしておりますが、今度、意見書を新

たに出そうと。長崎県議会が 12 月に出した意

見書を手本にしながら市町のほうは今後やって

いきますと。その第 1 号が、諫早市が選挙の都

合で閉会をしました。閉会の最終日に、皆さん

おわかりのとおり、フル規格を視野に入れてし

てくださいという意見書ができ上がっておりま

す。今後、長崎、大村、あるいはそのほかの市

町が次々とそれを採択していただくものと思い

ます。そういうふうな状況があるのを踏まえな

がら、我々は長崎県議会がつくったものを持っ

て今年も陳情してきました。それを含めて、県

は今後どのように地元のそういう団体と一緒に

なってやろうと考えておられるのか、それも確

認をしたいと思いますが、いかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 県内の幾つかの市町の

議会で意見書が採択されているという話は聞い

ております。採択されない市町もあろうかと思

います。そういった動きも加味しながら今後の

方針は考えていかなければなりませんが、ただ

現時点で、佐賀県知事もフル規格に方針転換と

いうことは当然考えていないと佐賀新聞でのイ

ンタビューでもおっしゃっておりましたもので

すから、そういったものも今後の検討の材料に

していく必要はあろうかと思います。 

【八江委員】 もう少し前向きに取り組んでいた

だきたいなという思いはしていますけれども、

今の時点では、そういう答弁しかできないのか

なとも思います。できれば、ＪＲ九州が特に採

算性の問題で、今のままで、あるいはリレー方

式とか、フリーゲージでは大変困るというのが

本音じゃないかということは我々も薄々感じな

がら聞いておりますので、我々も、それも含め

て、積極的に展開をしていきたい。そして、長

崎県選出の国会議員あるいはＰＴの皆さんを含

めて努力を重ねていかなければならないと思っ

ておりますが、最後に企画振興部長に、各 21

市町が、するところもあれば、しないところも

あると。しないところという言葉が出たんです

けれども、どこがしないのか、出るか出ないか

知らないけれども、何かブレーキをかけるよう

なことがあってはならないと私は思うんです。

そういった面はひとつ長崎県、一致協力してい

く、一枚岩で進めていかなければならないとい

う思いでおりますので、そういったものを含め

て、企画振興部長として、今のお話を最後に聞

きたいと思いますが、いかがですか。 

【辻本企画振興部長】 新幹線の問題につきまし
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ては、これまで、昨年 3 月の 6 者合意、昨年末

の自民党ＰＴのお考え、それから国が現在、フ

リーゲージトレインの開発に向けて技術の面そ

れからコストの面について努力をされている状

況があります。我が県も、フリーゲージトレイ

ンでの大阪までの全線開通、乗り入れも含めま

したところの開通を目指してきたというふうな

ことで、今の認可の条件がそういうふうになっ

ているということも踏まえますと、八江委員が

おっしゃられるように、新たな道を選択すると

いうことについては、現時点ではなかなか難し

いのかなと思っております。ただ、今、技術開

発が進められている状況につきましては随時注

視をしながら見守っている状況でありますので、

現時点におきましては、現行のフリーゲージト

レインの開発状況を見極めながら、その実現に

向けて、最大限の努力を見守っていきたいと思

っているところでございます。 

【小林委員】 新幹線のことで私のほうからもお

尋ねをしたいと思います。今やミスターフル規

格という異名をとっている八江委員からいろい

ろとお話がありました。ああいう状態をずっと

やっておられるわけだから、その根性は大した

ものだと思うんです。そういうことを言いなが

ら、現実にどうなのかという話を尋ねていきた

いと思っております。 

 まず、フリーゲージで認可を取っている西九

州ルートと、こういう状況の中から、昨年の 11

月 18 日の耐久走行テストとか、そんな状況の

中で、移行するわけにはいかないということの

中で、もう一度、差し戻しがされた。そういう

状況から、12 月 3 日から、実際の線路を走って

みようじゃないかと、こういうようなことの中

で始まったわけです。 

 いわゆる走行テストが今どういう状態で進ん

でいるかと、12 月 3 日以降、どういう状態に今

日あるのかということをまずお尋ねしたいと思

います。 

【廣畑企画振興部次長】 検証走行試験でござい

ますけれども、昨年の 12 月 3 日に開始されて、

昨日 3 月 6 日時点で、走行距離 2 万 2,576 キロ

メートルです。新幹線区間が約 2 万キロメート

ル、在来線区間が約 2,300 キロメートル程度走

り終えておりまして、現時点で特段の不具合等

は確認されておらず、順調に走行していると伺

っております。 

【小林委員】 要するに、今のお話を聞いて、

12 月 3 日から、大体 1 万キロメートルぐらいを

やるという話じゃなかったかと思うんです。1

万キロメートルぐらいでテストをやれば、大体

その見通しがきくんじゃないかということだっ

たんだが、今のお話では、在来線は別だけれど

も、もう 2 万キロメートルを超えていると。そ

ういう状況で 1 万キロメートルが 2 万キロメー

トルになっているという、これだけの走行試験

がなされているということ、ここはどういうふ

うに判断すればいいのですか。 

【廣畑企画振興部次長】 委員ご指摘のとおり、

昨年 11 月の技術評価委員会の段階では、1 万キ

ロメートル走行試験を予定しておりました。こ

れは点検をより丁寧に行っていくので 1 万キロ

メートル程度かと国が見込んでいたそうでござ

います。ただ、現時点で特段不具合は生じてお

らず、かなり順調に走行できているということ

から、今、2 万キロメートルを超えている状況

になっています。予定では、さらに走行距離を

延ばすということですけれども、３月後半まで

走行試験を終えて、4 月から、分解して詳細な

調査を行うという形で予定してあると思います。 

【小林委員】 1 万キロメートルでよいものが、
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もう 2 万キロメートルまで延びていると。2 万

キロメートルがまたさらに延びるという状態の

中で、結局、走行試験を実際の線路でやってみ

たところが、要するに、不具合が出てきていな

いと。1 万キロメートルやっても出てこない、2

万キロメートルやっても出てこないと、こうい

う状況の中から、より確実なデータをきちんと

受け止めるためにも、また結果を出すためにも、

まだこれは走れば走るほどよろしいというよう

なことで、3 月末ぐらいまでは、そういう形で

実際の線路を実戦的に走ってみると、こういう

ことがしばらく続いて、それからがどうなるか

ということについてですが、今ちょっとお触れ

になったけれども、これは一回分解をするんで

しょう。分解して、さらにまた究明していくと、

こういう状況になってまいりますか。 

【廣畑企画振興部次長】 現時点で不具合は生じ

ていないといいますのは、外目から見て、台車

を脇から見て目視とか、あと車軸を触ったりし

て潤滑油に濁りが出ていないとか、そういった

不具合が起きていないということでございます。

詳細に検証するためには、委員ご指摘のとおり、

台車を分解して精密な検査を行っていく必要が

あると聞いております。 

【小林委員】 そうすると、台車を分解して、今

言われるように、表現がさっきところっと違っ

て非常にわかりやすい、外目から見ただけでは

内はわからない、だから分解しようというよう

なことで、そこまでやってみようというような

ことだから、より確率の高い、確実性の高い結

果が出てくるのではないかと、そんな感じがい

たしております。 

 コスト面についてはどうですか。これが一番

問題。 

【廣畑企画振興部次長】 コスト面につきまして

も、コストの削減について検討中でありまして、

11 月の評価委員会で予定されていたような部

品の再利用を中心に、特に、部品メーカーと協

議を重ねているところと聞いております。 

【小林委員】 耐久とか、試験的な走行という状

況については、今、2 万キロメートル以上走っ

ても不具合が出てこない、見当たらないと。そ

してまた、台車を分解までして見てみると。同

時に、一番大事なコスト面についても、今、現

実に経営的にペイするような形の中で検討が加

わっていると。耐久性、走行性の試験と、コス

ト面がきちんと合わなければ、なかなか難しい

んじゃないかと思っています。今のところは順

調にそれをクリアしているという認識、そんな

感触を受けたところでございます。 

 そうすると、例えば、来年の 6 月か 7 月かわ

からない初夏の季節に技術評価委員会がまたあ

る。そこのところで、もし仮に、これでもだめ

だというようなことがあり得ないということは

ないかもしれない。もし、その 6 月で、もう一

回やってみて、これがやっぱりまだまだだめだ

と、こういう状態になってきた時に、まだまだ

今のような走行試験だとか、あるいは台車を分

解していろいろというようなことになるのか、

もうこれでフリーゲージを諦めるということに

なるのか、それとも別途のフル規格の方向に向

いて動き出していくのかと、こういうところの

6 月の初夏の季節ということに位置付けて、こ

れからの動きをどういうふうに見られますか。 

【廣畑企画振興部次長】 昨年 11 月の技術評価

委員会の後の与党の整備新幹線ＰＴでは、初夏

にはきっちり方向性を出すということを確認し

合ったというふうに与党のＰＴのほうで決めら

れております。なので、来年の初夏にはフリー

ゲージの方向性が出るのだと見込んでおります。
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当然、国政のほうでも、次の整備方式について

議論がなされていくのだと思います。 

 県としましては、今後とも、重大な関心を持

って今後のフリーゲージの開発の状況とか、与

党の動向というものを注視して情報収集してい

きたいと考えております。 

【吉村(洋)委員長】 確認しますが、先ほど、小

林委員から始まって、来年の初夏という話にな

りましたが、来年度ですね。今年の初夏です。

確認します。 

【小林委員】 ありがとうございました。 

 もうあとわずかですよね。そういう状況の 6

月というのが目の前にぶら下がっているわけで

す。方向付けを確認するということで、だから

すべからくフリーゲージがオーケーと、これが

採算性も安全性もコスト面においても全然問題

がないと、こうやって実用的になるかどうかと

いうことが 6 月、方向付けができるということ

です。だから、これがオーケーだということで

二重丸になるならば、それでオーケーなんだけ

れども、要は、もし仮に、技術評価委員会にお

いて、三たびだめだというようなことになる可

能性もないわけではないと、こういうようなこ

とを考えた時に、そこでノーという返事が出た

時に、その後の動きがどうなるのか、この辺の

ところについては、もう目の前のことだから、

次なる手は考えられておりますか。 

【廣畑企画振興部次長】 初夏の際にフリーゲー

ジ方式がだめになった場合という後についてで

すけれども、まず現時点では、フリーゲージの

開発状況を見守っていくんですけれども、その

後の状況については、国会議員の方等も含めて、

いろいろご相談、議論をしながら考えていかな

ければならないと考えております。 

【小林委員】 答弁は、そういうことしか今は言

えないんじゃないかと。ただ、もう一回言いま

すが、本当にフリーゲージがオーケーだと、こ

うなれば一番ありがたいことなんだけれども、

しかし、今の状況の中で、技術評価委員会が果

たしてオーケーを出してくれるかどうかという

ことは皆目わからない。そういう状況になった

場合に、それから先に国会議員の方々と、そん

なような話ではいかがなものかと。そういうと

ころについても、備えあれば憂いなしのような

状態の中で、きちんと先を見てやっていかなけ

ればいけない。もし、これがノーという返事が

出た時に、これは八江委員の今までのとった行

動というものが非常に評価されるし、また残念

ながらというようなことで、これは結果的にオ

ーライということになれば、それはフリーゲー

ジで我々はそれに全力を傾注していかなければ

いけないと。これで採算性がとれるように、山

陽新幹線に乗り入れができるように、そしてこ

れによって集客は予想を超えるように、長崎県

の発展に貢献できるような、まさに長崎県の活

性化が新幹線のおかげでと、こうなるようにし

なければいけないと思うんです。だから、これ

から 6 月というのは目の前の状況の中で、これ

でだめだったらどうするかというような答えが

出てこない。 

 それからもう一つ、この際、あなた方技術者

の中で、例えば、今、佐賀県との話し合いがと

ても重要度を増しているということで、議会は

議会で佐賀県のほうとやっていただいている、

理事者は理事者同士で水面下でやっているわけ

だろうけれども、中村知事のいわゆる汗流し方

が足らないじゃないかとかいうようなことが

時々記事に載ったり、そういう発言を聞くこと

があるけれども、今、中村知事が汗をかいてい

ないのですか。中村知事のスタンスというのは、
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今の状況の中では、議会の答弁を見る限り、少

なくとも、今、企画振興部次長が答弁されたよ

うに、フリーゲージの行方を見守ると、今の段

階においてはフル規格はというようなことはま

だ言えないというような立場だと思うんですけ

れども、汗のかき方が足りないというところに

ついての佐賀県側との打ち合わせ、山口知事だ

って、中村知事が会うと言ったら「はい、会い

ましょう」と、なかなかこういうわけにはいか

ないところもあるんじゃないかと思っているん

ですけれども、新幹線に対するところの中村知

事の現状の動き、こういうところについては、

あなた方はどういうふうに見ておりますか。 

【廣畑企画振興部次長】 中村知事ですけれども、

先日の試乗会には積極的に参加しておりますし、

議会の答弁も含めてですけれども、新幹線の動

向には非常に関心を持っておりまして、当然、

県政における重要な課題として認識されている

ところでありまして、十分に活動していただい

ていると我々は考えております。 

【小林委員】 私は思うんですが、今、中村知事

の立場、例えば、八江知事だったとしても同じ

ことだと思うんだけれども、今の段階では、や

っぱり動向を、6 月の初夏の結論を見守るとい

うこと、もうこれはフリーゲージにかけるとい

うやり方でないとだめだと思うんです。今、中

村知事がフル規格で動いていたら国はどう思う

かとか、一体どういうことをやっているのかと。

これは申しわけないけれども、八江委員は議連

の会長として、今はこっちで動いてもらうとい

うことがベストだと思うんです。そういうよう

な形の中で、中村知事は、6 月の結論をしっか

り見守って、その後において、その結論がどう

出たかによって、いよいよ知事が皆さんと相談

しながら次なる手を考えて打っていく。もう水

面下では、もしこれがだめだった時はどうする

かというようなことをきちんと考えていただい

ていると私は信じておりますけれども、そうい

う状況の中で、今、中村知事ができることは、

とにかくフリーゲージのこの 6 月の結論に祈る

ような気持ちを込めて、私は、それを静かに待

ってもらう、そういうような形の中で議会の答

弁等々をずっと聞いておって、中村知事が汗を

かいてないということはない、十分にしっかり

としたそういう方向付けの中で今やっていると、

そういうことですから、あと 3 カ月あるいは 4

カぐらいの間に一つの方針が出るんじゃないか

と思いますから、長崎県のスタンスとしては、

フル規格を求めながら、そしてこの 6 月、初夏

の結論を待ちながらと、こういう二刀流の中で、

しっかりやってもらえばいいんじゃないかと、

こういうような一つの方針の中で結果を待ちた

いと、こういうことを考えております。これは

答弁は要りませんが、そういうことで私はやる

べきだと思っております。 

【辻本企画振興部長】 大きな話でございますの

で非常に答えにくいんですけれども、委員がお

っしゃられたように、現時点においては、フリ

ーゲージトレインの開発状況をしっかりと見守

っていくということでございます。その後の方

向性につきましては、収支採算性の問題、費用

対効果、在来線の扱いとか、これまでフリーゲ

ージトレインを決定したようないろんな手続が

まだかかってくることも考えられますので、現

時点におきましては、フリーゲージトレインの

開発状況を見守る、それから現在の沿線自治体

との連携を図りながら、フリーゲージトレイン

開通後、新しい新幹線のスキームができた後に、

どのようにして地域活性化を図っていくのかと

いうことにつきましては、佐賀県とも連携しな
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がら、現在、協議を行っているところでござい

ます。 

【山本(啓)委員】 4つほどお尋ねをしてまいり

たいと思います。 

 まず、今日の長崎新聞の一面にも出てまいり

ましたし、昼のニュースでもあったのかとは思

いますが、Ｖ・ファーレン長崎の支援について

のニュースが流れていました。これは交渉事で

ございますし、ニュース情報でございましたの

で、このこと自体については答弁を求めません。

いい情報だなと思って、うまくいけばいいなと

いうふうに思っております。 

 もともとこの長崎県に、自分のふるさとにプ

ロのスポーツチームがあるというのは非常に誇

りに感じることであるし、それは地域、広島東

洋カープとか横浜ベイスターズとかを見れば、

それはじっくりと地域で育てていくということ

が一番正しい路線だということはわかるわけで

すよね。その中で、先ほど、部長の答弁にもあ

りましたが、しっかりと支援をしていくと。た

だ、具体的にどういう支援をするのかというの

は、ここで聞くしかないのかなというふうに思

っています。 

 経営が厳しい、しかし、チームは強くしてい

かなければならないし、地域とのつながりもし

っかりとつくっていかなければならないと。要

は、チームを育てていかなければならない。そ

の中において、本県のプロスポーツチームを長

崎県が今どういうふうに、これまでもそうでし

ょう、思っていて、どのように支援をしていく

のか、いま一度答弁を求めたいと思います。 

【井上スポーツ振興課長】 委員おっしゃるとお

り、Ｖ・ファーレン長崎は本県唯一のプロサッ

カーチームということで、我々も非常に貴重な

財産であるということで考えております。 

 支援をどういった形で考えているのかという

ことですけれども、支援につきましてはいろん

な形があるのではないかと思っておりますけれ

ども、現在、Ｖ・ファーレン長崎で大口スポン

サーの確保に向けて動かれているということで

もありますので、今のところは、その動きを見

守ってまいりたいと考えております。 

【山本(啓)委員】 がっかりしましたし、かなり

びっくりしました。具体的なものが出てこない

までも、見守ろうという姿勢の立場ではないと

思うんですね。県が主導的にとは言わないまで

も、やはり本県の貴重な財産であると。そして、

それを育てていくことをやめるわけにいかない

し、やめていくのであれば、もうほかの地区で

やっていただくことしかないんだと思うんです。

であれば、当然県は主導的に動いて、見守ると

いう立場ではないと。当然財政的なものとかは

県の取組の中においては限られるものがあるわ

けですが、それ以外の部分での支援というのは、

止まることなく考えていき、それをずっと発信

していき、取り組み続けなければならない部分

だと思うんですけれども、見守るとおっしゃっ

た以上は、もうスポーツ振興課長に聞けないも

のですから、企画振興部長から答弁をいただい

て、終わりたいと思います。 

【辻本企画振興部長】 先ほど見守ると申し上げ

たのは、今、いろんな投書等がございまして、

いろいろなご指摘もあるということについての

考え方を申し上げたんだと思っております。 

 これまで、競技場の減免措置であるとか、県

産品のＰＲ活動、いわゆる県の施策にもつなが

っているし、集客活動にもつながっていくとい

う形でＶ・ファーレン長崎が試合をしているス

タジアムでいろいろなＰＲ活動をやってきたと

いうふうなこともございます。そういったとこ
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ろで、直接出資という形にはならないかもしれ

ませんけれども、そういった形で何か支援がで

きるようなことを今後も考えながら支援をして

いかなければならないと考えております。 

【山本(啓)委員】 もう答弁を求めませんが、ほ

かの部局の時もこういう質問をしたんですけれ

ども、今、長崎県が何を売り込みたいかとか、

どういうふうに進めたいかということだけ推し

ていても、Ｖ・ファーレンは強くならないし、

Ｖ・ファーレンの人気は高まらないんだと思う

んですよ。Ｖ・ファーレンをどうやって県民の

方に応援してもらうかとか、Ｖ・ファーレンを

どうやって強くしていくかということを真剣に

真正面に置いて考えていくことが正しいんだと

思うんです。そこに県の施策を絡めてとか、そ

れは関連性がなければやりにくいのかもしれま

せんけれども、しかしながら、そういう立ち位

置ではなくて、いま一度、本県にプロスポーツ

チームがあるということを全庁的に考えた方が

よろしいんじゃないかなというところを指摘し

て、この部分は終わりたいと思います。 

 次に、絡んでですけれども、スポーツコミッ

ションの取組の中で、今回の予算の中にもござ

いましたが、主な構成事業の中に、スポーツコ

ミッション事業費で、市町と連携しスポーツ大

会合宿の誘致というのがあります。そこに、こ

れまでは都市部と言われる長崎市とか佐世保市

が中心で取り組んでいましたが、市町と連携し

ということで、右側の平成 29 年の強化ポイン

トに、離島へのスポーツ合宿、大会の誘致の注

力というものがございます。この合宿や大会の

規模をどのようにお考えなのか答弁を求めます。 

【井上スポーツ振興課長】 スポーツコミッショ

ンが中心となって誘致活動をしております大会

といいますと、基本的な考え方としては、大学

以上のチーム、大学あるいは実業団、それから

プロチーム、こういったトップレベルのチーム

を対象として誘致活動を進めていくということ

で考えております。ちなみに、今回掲げており

ますが、離島を中心にしてということですけれ

ども、既に九州内の大学 71 校中 70 校、あるい

はキリスト教関連の大学とか、そういったとこ

ろにも働きかけをしながら、離島での合宿の誘

致を進めてきているところでございます。 

【山本(啓)委員】 その際に、明確に交渉相手に

対して、本県でそういうふうなものをしていた

だけるならば、みたいなものがなければもちろ

ん来ないのですけれども、その部分について、

説明をもう少し補足してください。 

【井上スポーツ振興課長】 大会の合宿の誘致の

補助金制度をスポーツコミッションのほうでつ

くっておりまして、離島の中では、五島市でそ

こは賛同していただいて、一緒に補助する制度

がございます。合宿については、基本的に上限

100 万円で、移動費それから宿泊費なども含め

て負担をできる制度、これは必要経費の 2 分の

1 が上限ですけれども、そしてさらに 100 万円

までということでの補助制度でございます。 

【山本(啓)委員】 以前もこういう質疑の中で私

は申し上げたと思うのですが、恐らく、大学と

いう規模、またそれ以上の社会人や、またプロ

というところにつながっていくんだと思うんで

すけれども、実は、離島においては、今の時点

でも多くの、例えば、しまの外から多くのチー

ムを招いて小中学生のスポーツ大会とかが展開

されています。ソフトボール、野球、バレーボ

ール、バスケット、サッカー、さまざまな競技

でそういう展開がされています。それらも一回

の大会に例えば 20 チーム来れば、競技の人数

によってですけれども、300 人、500 人、600
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人とか、保護者や応援の方も入れると多くの方

が宿泊をしたり、そこで飲食を行うわけですか

ら、経済効果というものがしっかりと考えられ

る。このコミッションが取り組んでいるコンベ

ンション規模とかスポーツ大会の規模からする

と、確かにその差はあるのかもしれませんが、

1 つ 1 つのそういう取組も今後しっかりと支援

をしていく、目を向けていく。ほかにも、スポ

ーツの競技協会、ソフトボール協会とか、サッ

カー協会とか、そういったところも全国組織が

しっかりしているような協会においては、それ

ぞれ地域の裾野を広げる取組にも熱心に取り組

んでいるところがある。そこと本県が抱える地

理的条件である離島・半島が多いというところ

をしっかりとつなげていくのも方策としてある

んじゃないかなと。今私が申し上げているのは、

全国組織がしっかりしているようなスポーツ競

技団体と、我々が抱えている離島や半島地域に

おけるスポーツに絡んだ振興策、この辺を密接

につなげる方法というのも検討すべきではない

かということを、この取組にあわせて今、お願

いしているわけですけれども、いかがでしょう。 

【井上スポーツ振興課長】 スポーツ競技団体と

連携をして、スポーツコミッションのほうでも

誘致活動に取り組んでいかなければいけないと

考えているところでございますけれども、誘致

をするに当たっては、ある程度ターゲットを絞

って重点的にやっていくという考え方も 1 つあ

るのではないかと思っていまして、その際に、

トップチームを誘致すること、それが全国的に

は、離島での合宿の優位性というものをアピー

ルできる可能性にもつながるのではないかとい

うことで、今現在は、そういうふうな対象を絞

った取組をしているところでございます。 

【山本(啓)委員】 事業に対して私のほうから提

案をして、それに対して、現状の事業の取組の

肯定的なことを返されたので、私の意見は多分

否定されたのだと思うんですが、いま一度、そ

の部分の可能性を考えていただきたい。当然、

全部の取組は 1 つ 1 つつながりのないものでは

ないし、Ｖ・ファーレンというスポーツチーム、

プロチームを育てるという取組も、またこのス

ポーツコミッションという形の取組も、私はつ

ながりのある話であると思うんです。であるな

らば、それぞれの地域、県下全域をホームタウ

ンとするというプロスポーツチームなんだとい

うＶ・ファーレンの位置付けもあるわけですか

ら、もう少し交流人口を増やすという取組と、

それぞれの地域のスポーツというものを育てる

という取組と、1 つ 1 つを大事に、丁寧に取り

組んでいく必要があると思うんです。だから、

他方向の登り方を否定せずに、1 つの提案とし

て受け止めていただきたいと思います。答弁は

要りません。 

【吉村(洋)委員長】 スポーツ振興課長、質問に

対して適切に答弁をしてください。お願いしま

す。だから、答弁を求めます。 

【井上スポーツ振興課長】 大変失礼いたしまし

た。委員のご指摘もよく頭に置いて、再度検討

をしていきたいというふうに考えております。 

【山本(啓)委員】 はい。信じます。 

 最後に、予算の中でも質疑をいたしました国

境離島新法の取組の中の 1 点だけ、商社機能に

ついて、少し掘り下げて質問をして、終わりた

いと思います。 

 この取組については、午前中には、民間の、

または企業のそういった認識のある方々、専門

的な人間の配置というものがなければ、行政に

おいて、商社というような取組は困難ではない

かというような指摘をして、終えました。ここ
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ではもう一度、地域に入って今、アイデアの掘

り起こしをしていますとか、商品化をしていま

すという答弁もありました。それは具体的に、

県庁内でどのようにもんだものを地域に落とし

込んでいるのか、そのことを 1 つ。それと、専

門的なそういった知見を持った人、または今の

流通業や市場で活躍をしている人、そういった

部分の人材の確保、さらには配置、そういった

部分の展開について、具体的な答弁を求めます。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 まず、どうい

う掘り起こしをしていったかという話なのです

が、有人国境離島法関連で新たな交付金を活用

した雇用拡充対策の事業の中で、地域に眠って

いる創業や事業拡大の実現性の高いアイデア、

あるいは提案した事業のプレーヤー、そういっ

たものを掘り起こしていくことは大切だという

ことは認識しております。そうした中で、各部

が各しまに出向いて、市町や農協、漁協等の各

種団体等との意見交換会を行いながら、また市

町においても、振興局や各種団体とも新規事業

の掘り起こしや事業拡大を促すための組織を立

ち上げ、創業や事業拡大の意欲ある方々の掘り

起こしを行ってきたところでございます。また、

庁内にも関係部局の次長による部局横断的なプ

ロジェクトチームを発足し、そういう掘り起こ

した事業について、事業化に向けた協議を行っ

てきたところです。その結果、今、午前中もお

話ししましたような300名を超えるぐらいの掘

り起こしができている状況ということになって

おります。 

 次に、地域商社のほうなんですが、具体的に

各地域の商社では、今、営業の専門員を配置す

るということで、その人材の確保というところ

をご苦労されております。その人材の確保につ

いては、要は、営業専門員を各しまの商社は配

置しようと考えておりますので、営業のノウハ

ウがある方で、また地域に密着して地域資源の

発掘や商品開発などを担える人ということにな

ってきますので、どんな人でもいいというわけ

ではないというところでご苦労されております。

具体的には、例えば、五島市では現在、五島市

物産振興協会というところが担うことになって

おりますので、そこは一定めどが立っている状

況でございます。壱岐市につきましては、まず

4 月に職員 3 名を配置して、8 月の法人化を見

据えて、8 月に民間人を雇用したいと考えてお

りますので、そこはまだ人材は決まっていない

状況で、対馬市におきましては、現在、県の移

住サポートセンターも協力をしながら人材を探

しているところでございます。新上五島町につ

いては、現在、具体的に当たっている方はいる

ということですが、まだ決定をしていない状況

で、その方と話を詰めているという状況でござ

います。 

 そういった商社で、生産物をどういったもの

を発掘していくかということにつきましては、

既存の地域商社の中でも生産者に当たっている

ところでございますが、1 つは、先ほど、「しま

ねこ」プロジェクトのほうでも、ブランディン

グアドバイザーということで、しまの中に入っ

ていき、生産者と膝を突き合わせながらやって

おりますので、そういうところからの意見も入

れながら、連携できるところは連携しながら掘

り起こして、4 月に対応していきたいと思って

いるところでございます。 

【山本(啓)委員】 1 つ目の質問に対することは

わかりました。庁内にもそういったチームをつ

くって検討し、それぞれの地域のものを振興局

と連携しながらやっていって、そのことを今、

それぞれのしまに落とし込んでやっていると、
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そこはわかりました。それは了解です。 

 2 つ目は、地域づくり推進課企画監から出た

説明は、各市町の取組を私にお知らせしただけ

にとどまって、じゃ、県としては専門家を雇わ

ないのですか。「しまねこ」プロジェクトで投与

されている方をそれに当てはめるという説明に

とどまっていたんです。県としては、商社機能

が各地域にできたものを県としてリーダーシッ

プを発揮してとか、県として販路を拡大してと

か、販売して、専門家を雇わないのですか。雇

わないのか、雇うのか、そこをお答えください。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 県としまして

は、そういう市町の地域商社をサポートするた

めに、首都圏に、営業をサポートするマーケテ

ィング支援員と、しまの生産者の商品などの磨

き上げ、あるいは商品を開発していくことにア

ドバイスを行う、しまの総括支援員と呼んでい

るんですけれども、そういう方を配置すること

を考えております。 

【山本(啓)委員】 そうすると、また午前中の質

問に戻るんですけれども、これが立ち上がって

からの分は今のでいいんです。それぞれの商社

が動き出してからの分は、それでいいんですよ。

今現在、機能的な商社を各市がつくれる、町が

つくれるかどうか、商品の掘り起こしをして商

品化まで持っていくことができるかどうかとか、

その部分を指導を受けるような専門家を今は雇

わないのですか。スタートしてからも大事です

よ、流通とか市場をしっかりとつかむ人、リサ

ーチする人が必要です。今現在の取組をしっか

りと知見を持って指導する人は雇わないのです

か。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 今現在、そう

いう産品の掘り起こしが必要なので雇わないの

かというお話ですが、先ほどの「しまねこ」プ

ロジェクトのブランディングアドバイザーとい

う動きはありますが、それ以外に、県として雇

う予定は、今のところ考えておりません。 

【山本(啓)委員】 課題として明確に自分の中で

今、認識をしました。恐らく、この取組は行政

だけでは行えない。民間や、今は日本だけに限

らず世界的な流れ、流通とか、経済に精通した

人間がしっかりとした情報を持って、こういう

形ですべきだと。動き出してからでは多分、遅

いと思うんです。ぜひそこをいま一度検討して

いただきたい。それがなければ、つくったもの

は、これまでの何かしらの団体とか協議会、そ

れにとどまる可能性が今、確認されましたので、

答弁を求めたいと思います。 

【野嶋企画振興部政策監】 ご質問については、

取りかかるものはすぐ取りかかっていくべきだ

ということだと思います。そのとおりだと思い

まして、今、地域づくり推進課企画監がご説明

したマーケティング支援員というのは 4 月早々

にでも動かそうということで準備をしておりま

す。現在は、人を投入してというのもなかなか

難しいのですが、「しまねこ」プロジェクトのア

ドバイザーもございますので、その方々からの

助言等も踏まえながら、どういうものが必要か、

どういう生産物が適当か、つくっていかなけれ

ばいけないかということについて、そういう方

も交えながら、市町とも一緒に検討は既に進め

ているところでございます。 

【山本(啓)委員】 もう答弁を求めません。企画

振興部政策監の答弁の中身を聞きましても、や

はり組織をつくって動き出してからでは、私は、

機能的なものにまたやり変える、でき上がった

ものを、もう一度、ここはだめだった、あそこ

はだめだった、走りながら考えるというのも大

事ですよ。しかし、これまでいろんな取組で、
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こういう取組は結構やってきているんです。そ

こと今回のこんな歴史的な法律に基づいて多く

の予算、パワーがここに寄せられる中での話と

は全く切り離して、抜本的なこれまでにない取

組をしないと、長年続いたこの人口減少という

課題は多分、クリアできないと思うんです。二

度言いますので失礼になるかもしれませんが、

いま一度申し上げますが、スタートしてからで

はなくて、今のこの瞬間に、そういった知見を

持った人がこの組織づくりに配置されることを

強く要望したいと思います。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩いたします。4 時

25 分に再開いたします。 

 

― 午後 ４時１８分 休憩 ― 

― 午後 ４時２４分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

【徳永委員】 ＵＩターン、移住プロジェクトで

すけれども、この中で、本年、長崎県は移住希

望者が全国で 9 位、九州で 3 位と非常に人気が

出ていますけれども、この要因は何ですか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 ＵＩターンの実績

につきましては、今年度、まだ 1 月末ですけれ

ども、345 名で過去最高ということで、これは

1 つは、平成 28 年度から、ながさき移住サポー

トセンターを県、市町共同で立ち上げましたけ

れども、東京 1 名、長崎のほうは 4 名という専

任の相談体制を立ち上げて、特に、仕事のマッ

チング、就職支援といったところの充実、それ

からそれに呼応する形で、市町のほうもいろん

な形で移住の取組を充実させてきておりますの

で、そういったところが組み合わさった結果、

そういった結果につながっているものと考えて

おります。 

【徳永委員】 これは仕事が一つの大きな要因に

なるんですけれども、県外から来られた方は、

特にどういう仕事があれなんですか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 今年度の実績を見

ますと、佐世保市、長崎市が人数的には増えて

おります。仕事につかれているところは、就職

という意味では、さまざまなところでございま

して、例えば、サポートセンターで今、100 社

ほど求人企業というのを登録しておりまして、

製造業もあれば、誘致企業もありますし、農業

法人みたいなところもございます。そういった

ところの仕事のマッチングという形で実績が上

がっているというところでございます。 

【徳永委員】 企業もありますし、長崎市、佐世

保市はわかるんです。そういう中で、先ほど言

われた農業法人を含めて、私の地元にも、酪農

のところとか、独身の若い女性とかが来ている

んですよ。そこは私も意外だったんですけれど

も、結構そういう方がおられると。サラリーマ

ンだった、お仕事につかれた方が、地方で、田

舎で仕事をしたいということ、こういう人もや

っぱり多いんですか。その辺、調査されていま

すか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 首都圏での内閣府

が調査した実績によりますと、3 割程度は地方

への移住というのを考えているというようなデ

ータもございますし、毎年、我々が東京の窓口

とか長崎の窓口で受ける相談件数も非常に増え

てきておりますので、移住に関心を持つ方が増

加してきているというふうなことは実感してお

ります。 

【徳永委員】 私が質問したのは、企業は企業で

いいんですけれども、我々地方の、特に島原半

島は農業が盛んなところで、ここにこういった

方が来られている実績がありまして、今後、こ

れをもっと県のほうもＰＲしていただいて、例
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えば、独身の方が来られて、お嫁さんに来られ

れば結構な話ですし、そうした場合に、非常に

農業後継者、そしてまた少子化対策になります

から、これをどんどんＰＲをしていただきたい

と。現に、来られていますので、私もその方に、

ぜひ残ってくれとやっていますけれども、この

ままだんだん実績ができれば非常にいいことだ

ろうと思いますし、私もよく結婚式に行くんで

すけれども、その中にも、一般の全然違う家庭

から農家に来られるというお嫁さんも多くなっ

ておりますので、そういうところも関連をして

今後やっていただきたいと思っております。 

 それともう 1 点、先ほど山本(啓)委員からも

出ていましたけれども、キャンプ誘致の問題で

す。私も何年か前に、モンテディオ山形という

サッカーチームの誘致の実行委員長をしまして、

雲仙市国見町に誘致をしまして、3 年でしたか、

Ｊ1 に上がりました。監督が当時、私の後輩の

小林監督だったものですから、そういう縁もあ

ったんですけれども、今は残念ながら継続はで

きなくなっていますけれども、プロのチームの

誘致というのは非常に厳しいんです。まず環境

面、それから宿泊施設、食事、そして例えばサ

ッカーにすれば、グラウンドの芝の管理等を言

われます。そういう中で、一生懸命やられてい

ると思いますけれども、ただ、私の経験と言え

ばあれなんですけれども、そういった中で、や

るやると言っても、そう簡単にはいかないんで

すよ。これは他県も一生懸命頑張っていますけ

れども、そういったところを県がどのような調

査をして、いろんな情報を収集してやろうとさ

れているのか、その辺をお聞きできませんか。 

【井上スポーツ振興課長】 プロのチームの合宿

誘致ということですけれども、なかなか難しい

状況ではあります。ただ、今、我々も、誘致の

アドバイザーの方をスポーツコミッションの中

に委嘱をしておりまして、その方々と意見交換

をしながら検討しているところでございますけ

れども、まだ確実な成果までには至っていない

ところがございます。また今後もスポーツコミ

ッション、それから関係競技団体の方々と意見

交換をして、積極的に取り組んでいきたいと考

えております。 

【徳永委員】 聞くだけじゃなくて、自分たちが

しっかり調査をして、そして先進地に見に行く

とかやらないと、これは難しいんですよ。 

 キャンプではよく言われるのは、そういった

施設が近隣にある、これも条件なんですよ。だ

から、チームがよく来るほうが練習試合とかも

いろいろできますし、これはチームがずっとだ

んだん練習から本試合に行くんですけれども、

そういう環境づくりには非常にいいということ

ですね。だから、野球でも、宮崎県とか沖縄県

にあるというのは、気候だけの問題じゃなくて、

そういう面があるわけです。 

 ただ、単独でやるというものの難しさという

のがあります。例えば、島原はサッカーがよく

来ます。大学の大会もありますし、小中、しょ

っちゅうあります。なぜかといえば、島原にそ

れだけの施設があるんですよ。隣の国見町にも

施設があります。我々は、施設、グラウンドを

なるべく近いところにつくるなら集中をしてく

れと言うんですよ。これは離れてくれば、移動

で 15 キロメートルぐらいが限度と言うんです

よ。会場が幾つも要りますから。それ以上離れ

れば、なかなか大会がそこに誘致できないとな

ります。それと宿泊施設等です。 

 だから、そういうものをしっかり調査して、

実績のあるところで勉強しないと、なかなかこ

れは難しいと思いますよ。その辺、どうなんで
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すか。 

【井上スポーツ振興課長】 調査という意味では、

平成 27 年度に、全国の実業団それからプロチ

ームを含めたところで、約２,000 件ほどアンケ

ート調査を実施しておりまして、今、委員がお

っしゃられたような合宿のためのニーズという

のはどんなものがあるのかということで調査を

しております。おっしゃられたように、距離的

な問題であったり、同様に宿泊施設の問題、そ

れから金銭的な補助が必要であるとか、いろん

な条件、ニーズがあるということは把握をして

おります。そういったところも踏まえた上で、

引き続き、どんな対策が県として、スポーツコ

ミッションとしてとれるのか、十分検討してい

きたいと思っております。 

【徳永委員】 我々もこれに非常に期待をしてい

ますし、スポーツ振興、こういったキャンプ誘

致、大会を誘致することは、地元にとっても、

そしてまた青少年にとっても非常にすばらしい

ことであります。ただ、それだけのしっかりと

した準備をやらないと、誘致誘致と口だけ先行

しても、物がしっかりなければ厳しいです。例

を挙げれば、石垣島がなぜオリックスのキャン

プ場になったかというのは、当時の青年会議所

か何かが誘致に行ったと。その時にまず言われ

たのは施設。野球場だけではなく、雨天練習場、

ピッチャーの練習場とか、これだけは最低やっ

てくれと。非常にハードルが高かったと。しか

し、それをやらなければこれはないということ

で、当時、それを石垣市かなにかで一生懸命や

ったと。石垣市は、野球もなんですけれども、

今、サッカーのＦＣ東京も行っています。だか

ら、それだけの環境を整えるということが、非

常に大きなことですから、そこを最後に気持ち

をお聞きして、終わりたいと思います。 

【井上スポーツ振興課長】 今おっしゃられたと

おり、特に野球については、キャンプを誘致す

るためには屋内練習場の確保が非常に重要だと

いうことは承知をしております。ただ一方、正

直なところ、なかなか財政的に厳しいところが

ありますけれども、国のほうで有利な制度が示

された折には、それを積極的に活用して、でき

るだけ財政の負担が少なくなるような形で何と

か導入をしていきたいという気持ちは確かに私

たちも持っておりますので、積極的に進めてい

きたいと思っております。 

【友田委員】 地域交通体系の関係でお尋ねをし

たいと思います。この件については、予算審査

の時に川崎委員とのやりとりで一定理解をした

んですけれども、確認をしておきたいと思いま

す。 

 生活路線バスについては、予算の時には、国

庫と県単と合わせて 5億 500万円ほどの補助金

を出して維持しているということですね。今、

国からの指導もあって、地域交通の再編計画を

やっていますよね。これまで乗合バスとか、コ

ミュニティーバスを市町が出してやっているこ

とも含めて、人口減少に伴って、持続可能性を

考えた時に、見直さざるを得ないと。よくわか

るんです。 

 ただ一方で、長崎県は全国に先駆けて高齢化

が進展していると。そういう中で、社会的な要

請で、高齢者の免許返納を進めていきましょう

というものもあるわけです。そうすると、高齢

化していく、そして免許はできるだけ返納して

くださいという社会的な要請がある。じゃ、ど

こにこの人たちが生活圏を頼るかというと、そ

ういった公共交通機関を充実させなければ免許

返納にはつながらないわけです。だから、相反

する問題なんですよ。ここをどううまくまとめ
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ていくのかというのは、これは一義的には市町

がそれぞれやるべきことだと思うんですけれど

も、県の一定程度のアドバイスというか、考え

方に基づいて、こうやっていこうという指導が

必要なんじゃないかと思うんですが、こういっ

た視点で、どのように考えておられるのかお尋

ねします。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 持続可能

な地域公共交通を目指してということでのお尋

ねでございますけれども、人口減少社会の中で、

公共交通の維持というのは非常に難しい課題と

して国のほうとしても認識しております。その

ため、委員からご指摘ありましたように、まち

づくりも一体となって進めてくれということで、

平成 26 年に、地域公共交通の再編に係る法律

の改正が行われておりまして、基本方針という

ものが出ております。 

 そこにおいては、1 つは、町をコンパクトし

て、そこに網をかけるような形で交通ネットワ

ークを張りめぐらすという趣旨での地域公共交

通網形成計画ということに取り組むということ

で、そこはあくまでまちづくりと一体でないと、

お年寄りの方、学生の方、そういった方々に不

便が生じるということが出てまいりますので、

そういう趣旨に基づいて、各地域において計画

策定に取り組んでおります。 

 その上で、県の役割として基本方針の中で求

められておりますのは、国と連携しつつ、各市

町村の区域を越えた広域的な観点から地域公共

交通の活性化、再生を推進するための検討であ

りますとか、情報提供それから助言などに取り

組むこととするということで基本方針ではうた

われております。 

 そのため、県におきましても、各協議会にお

きまして、委員として参画できるものは参画い

たしまして、各種制度、それは各地域において、

海上交通でありますとか、陸上交通、さまざま

な実情、特性がありますので、それに基づいた

制度のご提案ですとか、あるいは午前中申しま

した、国においては、地域公共交通網の形成計

画をつくることで、再編の特例制度として、国

庫の優遇措置とかを受けられますので、そうい

ったアドバイスを行っております。 

 今年度におきましては、松浦市におかれても、

地域公共交通網形成計画に取り組まれておりま

して、現在、その骨格というものはでき上がっ

ており、削減するばかりじゃない、効率的なダ

イヤの運行ということで、例えば、ＭＲとバス

が並行して走っていた、ダイヤを組み替えるこ

とによって、より充実するのではないかとか、

もしくは高齢者の方々は、公共交通が行き渡ら

ないところ、そこは乗合タクシーですとか、コ

ミュニティーバスを行き渡らせて利便性を高め

るとか、そういったものは盛り込まれておりま

す。今月半ばには、また地域公共交通網形成計

画の会議が松浦市で行われますので、そこには

県として私も参画する予定で、また様々な今年

度の当初予算を踏まえたアドバイスなどを行っ

ていきたいと考えているところでございます。 

【友田委員】 私の地元もそうやってやっていま

すので、ぜひお願いしたいということと、もう

一つは、県にできることは、どうしても市町で

やると、その域を越えての連携、そこまでには

なかなか進まないんです。でも、免許返納して

生活をしていく上で、例えば、町の中心部に住

んでおられる方々は、そこでそれなりに生活圏

も含めてできるかもしれないけれども、地域の

周辺部に住んでいて、生活圏は他の自治体とい

うことがあるんです。こういったところへのア

プローチ、連携というのは、やはり県の調整が
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必要だろうと思うものですから、そういった点

についても十分押さえながらやっていただきた

いと思いますので、この点については要望して、

終わります。 

【小林委員】 まず、Ｖ・ファーレンの話ですけれ

ども、山本委員からもお話があっておりましたが、

私は、誰がこの社長を決めるのかということなん

ですけれども、要するに、Ｖ・ファーレンの今の

状況を見た時に、やっぱりかじをとる社長の存在

というのが非常に大きいと思うんです。内田さん

という人が社長なんです。その人がいいの悪いの

じゃないんだけれども、県庁ＯＢなんです。経済

界にすぐれた人がいいのか、それとも行政にたけ

た人がいいのかと、こういうようなことを考えた

時に、ここの人選をその時その時の課題を考えな

がらやっていただかなければいけないんじゃない

かと思うんです。内田社長は、立場はこうして社

長がおかわりになったけれども、ご苦労されてい

ると思うんです。 

 私は、よくぞ引き受けたなと思ったんです。こ

ういう状況の中において、いわゆる行政ＯＢの皆

さん方がそこに就任するということと、人材は、

経済界に強い、もうちょっと広い人脈を持った人

がいらっしゃらないのかと。こういうようなとこ

ろの人選が、結果的に、いろんな問題が出てきた

時に、こうやって話題になってしまうわけで、だ

から個人を批判するわけではさらさらない、Ｖ・

ファーレンはしっかり頑張っていただきたいと、

こう思う気持ちであるわけだけれども、ここの人

選というのは一体誰がやっているのか、どういう

考え方の中で、基本姿勢で社長などを任命してい

るのか。これは相当県の意向があるんじゃないか

と思うんだ。どうですか。 

【辻本企画振興部長】 Ｖ・ファーレン長崎に対

しましては県は出資をしてございませんので、

Ｖ・ファーレンの役員に対する発言権はないと

いうふうに認識をしております。ただ、これは

恐らくですけれども、役員会の中で適当な人材

を探されて、その方にお願いをされているので

はないかというふうに思っております。 

【小林委員】 県がお金を出してないとかいうの

ではなくて、県は、例えばＪ2に昇格をすると

か、Ｊ1に昇格する時に幾ら出しているか。何

千万円とお金を出していますよ。県の意向が届

かないはずがないし、またこういう委員会とか、

あるいは本会議等々において、やっぱりＶ・フ

ァーレンというのは長崎県のためにも、長崎県

の活力についても、また特に、企画振興部でス

ポーツを通じながら地域を活性化させていこう

という、これだけ予算を相当ぶち込んでいるじ

ゃありませんか。諫早のああいう大きなスタン

ドをつくって、Ｖ・ファーレンの昇格を願うと

いうことの中で、いろんな形の中で支援をして

いるじゃありませんか。それをあなたみたいに、

県がお金を出しておらんからみたいなそういう

脳天気なことを言われるからこういう状態にな

るわけですよ。これはもうちょっと企画振興部

長として、本当に県のかじ取りのポストなんで

す。新幹線があり、何がありといっていっぱい

大変なところですよ。もうちょっときちっとし

たものを言ってもらいたい。それについて、も

う一回。 

【辻本企画振興部長】 失礼いたしました。Ｖ・

ファーレンのあり方につきましては、私たちも

非常に関心を持っております。この間もいろい

ろな事情もお聞きしているところでございます

けれども、やはり委員ご指摘のとおり、内部の

ガバナンスの問題が非常に大きかったのかなと

いうふうに思っております。そういった意味で

は、県としても、そういったガバナンスのきく
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ような形での社長様の選任についての話をさせ

ていただきたいと思っております。 

【小林委員】 やっぱり人物、人選というのはと

ても大事だと思うんです。だから、念のために

言っておきますが、今の人がだめだったとか、

どうだったとかいうことを触れているんじゃな

くて、これも結果ですからね。かじ取りが、ど

こかの企業でも、社長をかえてみたら非常によ

くなったとか、よかった会社が社長によってお

かしくなったとか、これはやっぱりあり得る話

です。こういう大変な時に、行政に強い人より

も、やはり広く経済界に人脈を持ちながら、何

といっても今必要なものは何かということはわ

かっているわけだから、そういうようなことで

しっかりやっていただくように重ねてお願いを

したい。 

 今、4時からの会見でどういう答えが出たの

かよくわからないけれども、今そういうような

状況の中でありますから、いずれにしましても、

これは県庁にとっても、我々にとっても、県民

にとっても、とても関心のあることですよ。果

たして出資なのか、それとも貸付金なのか、ど

ういうふうになっていくのか、最後はどのよう

になっていくのかと、こんなことに非常に関心

を持っていますから、どうぞいま一つ人選をし

っかりやっていただくことを重ねてお願いをし

ておきたいと思います。 

 さて、市町村課長、今回、熊本の地震によっ

て宇土市役所が崩壊をしました。驚くべき状態

でした。そういうものを見て、最近、役所をつ

くり変える場合に、いろんな有利な事業債等々

が出たというようなことで非常に関心を持って

おります。今、私の地元の大村市も市役所を建

て替えなければいけないとかいうようなことの

中で、これまでは、基金を3分の1あるいは2分

の1等々をきちんと積み上げておかなければ、

なかなかオーケーが出ないのではないかと、起

債もままならないという状況であったものが、

市町村役場機能緊急保全事業というようなこと

で、有利な展開ができるような事業債等々がで

きたと思うんです。これはどういうような中身

なのか。例えば、今まで役所的なものを建て替

える場合において、どこがどう違うのかという

ことがポイントが幾つかあると思います。まず、

そこのところについて、ご答弁をお願いします。 

【黒﨑市町村課長】 まさに委員が先ほどおっし

ゃったように、契機は熊本地震でございます。

熊本地震によりまして、行政の中枢拠点である

べき役所がその業務の継続が確実に行われない

状況を皆さん、目の当たりにされまして、災害

が発生した時においても役所が有効に機能しな

ければならないということが再認識をされたと。

そのことによりまして、今まで役所の建て替え

は基金、自治体の貯金でつくりなさいと、交付

税については何も支援はなかったんですけれど

も、それでは間に合わないというように国の認

識が変わりまして、このたび、庁舎建設に当た

っては初めて交付税が付く起債ができたという

のが一番大きなところだと思います。 

 ただ、その交付税措置の割合ですけれども、

実は、借金をする額を100としますと、その75％

部分について、その30％ということですので、

22.5％の交付税措置ということで、交付税があ

る制度の中では一番厳しいところでございます。

これはひとえに、災害の拠点にならなければい

けないということは認めつつも、余り華美な建

物にならないようにというような国の全体的な

起債のバランスの中で決まっているのだろうと

思います。 

【小林委員】 そうおっしゃるけれども、交付税
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の措置について、今まで全くなかった、ゼロ円

だった。これが今言うように75％掛ける30％、

こういうような形でいけば、これは参考までに

聞いてもらいたいんだけれども、大村市で総額

80億円ぐらいの市役所を建て替えようと今、市

議会でやっています。80億円という数字が出て

きている。これにはめて今回の事業債はどうい

うふうになるかと。全く基金頼みでやっておっ

たものが、今言われる計算の一般単独の75％掛

ける30％ということで、18億円ですよ。なかっ

た18億円が今回の新たな事業債でやってくる

ということ、これは大きいですよ。それは確か

に割合としては小さいというようなことは他と

比べてだろうけれども、ゼロだったものが18億

円もつくんです。これはそういうことで、ひと

つ言葉をもうちょっと注意してください。 

 それから、今、お触れにならなかったけれど

も、起債の割合がそれなりに高いのではないで

すか。従来と今度の事業債でどう変わりました

か。 

【黒﨑市町村課長】 先ほど申し上げたように、

これは緊急を要するというようなことで、資金

の充当率は9割でございます。ただ、交付税の

入り方を計算する時には、75％の30％というこ

とで国は制度設計をされているようです。 

【小林委員】 今の起債のところも非常に大きい

と思います。ここのところはそれなりに起債は、

今まで一般単独起債みたいな形で75％だった

ものが、今言われるように90％までいくんです。

そうすると、大村市の場合ということを前提に

して申しわけないが、80億円とした時に、75％

と90％でどのくらい違うかといったら、12億円

も違いますよ。12億円も多く借りられると。こ

こは財政で苦しむ状況の中で、交付税が18億円

ある、借金も12億円を今よりも高目でやってい

けると。大村市の場合は、80億円に対して、現

在17億円ぐらいの基金があるわけです。だから、

そういうことで72億円の起債ができるから、80

億円というなら、一般財源を8億円そこに入れ

ればいいわけです。しかも、交付税の措置が18

億円あるから、80億円から18億円を引いて、こ

ういう状況から考えていけば、私は、非常に有

利な展開ができたと思うんです。ここはやっぱ

りきちんと皆さん方に知らせてもらって、国が

宇土市、熊本のあの地震をもって、やっぱり役

場というものがいかに大事か、市役所というも

のがいかに大事かと、こういうことになってい

るわけですから、もし県庁をつくる時に、こん

な有利な起債とか交付税措置ができておったら、

今の状況からいけば御の字ですよ。もっと早く

できておったかもしれない。そういうことであ

りますから、ぜひこの事業債は新たな事業債と

いうことの中で位置付けていきたいと思うんで

す。 

 そこでお尋ねしますが、交付税措置が全くな

かったものがオーケーになった、基金を一定量、

2分の1あるいは3分の1きちんと積み上げなけ

れば起債が認められなかった経過からすれば、

これが75％から90％までいくという状態にな

っているわけですよね。だとすれば、大体どれ

くらいの期間をもってこの事業期間としている

のかと。これも限度があるのだろうと思います。

いつもいつもあるような事業債ではないと思っ

ていますが、この期限はいつからいつまでです

か。 

【黒﨑市町村課長】 国によりますと、平成32

年度までの事業期間ということで、これは緊急

防災に合わせた形で設定をしたと聞いておりま

す。 

【小林委員】 平成32年度ということは、平成
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29年度がスタートで4年間ということですよね。

そうしますと、役所なりを建て替えるとか新築

するといった時に、その必要な期間がどれくら

いかと。例えば、基本計画をして、基本設計を

やって、実施設計をやって、着工して2年とか、

こうなっていけばやっぱり5年ぐらいかかるわ

けです。そうすると、今言われるように、4年

間、平成32年度までとなっているわけです。そ

ういうことからしていけば、今言うような基本

計画、基本設計、実施設計、それから着工2年

と、こうなった時には、どうしても最低5年は

かかると。仮にそうなった時に、今、4年間し

かこれは事業年度がないとなっている。 

 そこでお尋ねは、平成29年度から平成32年度

までの4年間というのは、この間に着工にこぎ

つければいいという判断なのか、平成32年度ま

でに完成をしてもらわなければ困るという仕組

みか、これはどうですか。 

【黒﨑市町村課長】 国の資料を見る限りでは、

通常、平成32年度までに完成、完了させなさい、

そういう読み方をしなければいけないのかなと

思います。ただ、国のほうにも確認をしました

けれども、こういった期限付きの起債の場合、

過去の似たような制度において、平成32年度ま

でに着工に入っている場合、延ばしたこともあ

ったということがございますので、国としては

まだ何も決めていないということですので、そ

の時点で委員がおっしゃるような状況になると

いうふうに見れば、これは県も支援をして、一

緒になって、着工した分は、それが完成するま

でその起債制度を延長を認めてくれといったよ

うな要望の仕方もしっかり視野に入れて対応し

なければいけないと思っております。 

【小林委員】 結局、今のご答弁を聞いておりま

したら、4年間でできなかった、5年かかりまし

たよと。だから、1年の延長は継続して認めて

くれると、そういうような考え方でよろしいの

か、そこのところを県のほうできちんと総務省

と話をしていただいて、今言ったように、実施

設計と基本計画とその前の基本設計とか、ずっ

とさかのぼっていくわけですね。例えば、県立

図書館が、結局は時間的に、国からいろんな制

度資金をいただかなければいけないから、何年

度までにつくり上げなければいけないと、そこ

のところは今みたいに悠長な話じゃないんです

よ。これは何年度までに完成しなければだめだ

ということで、平成30年度という格好になって

いるわけです。 

 今のところは、4年間の事業年度だけれども、

延長が認められるのではなかろうかというよう

なことでもあるけれども、やっぱりきちんと総

務省と話をしてもらって、例えば、長崎県内で

も役所を建て替えようとするところが結構おあ

りになるんじゃないかと。つまり、耐震の昭和

56年度前に建てた建物、それから耐震の構造に

なっていないところ、これが要件でしょうから、

そういう点から考えれば、東彼地区あるいは島

原だとか、いろんなところが今回のこの事業債

でひょっとしたら手をお挙げになるかもしれな

い。その時に、必ずこの事業年度の平成32年度

がどうなのかということが問題になるだろうと

思います。ぜひそこのところをよく総務省と話

して、きちんとした方針を出していただいて、

そして役場というものは全てにおけるところの

行政の拠点、防災の拠点、いろんな意味で地域

のまちづくりにおいて避けて通ることのできな

い位置付けでありますから、この辺はしっかり

ご指導いただきたいと思いますが、最後に、そ

の辺を確認しておきたいと思います。 

【黒﨑市町村課長】 まさに委員がおっしゃった
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事業期間の捉え方については、今後、大村市に

限らず非常に大きな問題になってくると私も考

えております。先ほど申し上げた話は私の推測

ではなくて、とりあえず総務省に、ただ口頭で

聞いたのみでございまして、その総務省の担当

の方も、過去にそういう事例があったので、今

回もちょっとわかりませんねということでした。

ただ、そこはしっかり私どもは問題意識を持っ

て、逐次確認をとるように努めたいと思います。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 先ほど前田委員から請求が

あった資料ができておりますので、配付をして

いただきたいと存じます。 

（資料配付） 

【吉村(洋)委員長】 説明はありますか。 

【渡辺地域づくり推進課長】 電通九州さんの事

業者の企画提案時の概要と仕様書の概要をおつ

けしております。 

【吉村(洋)委員長】 前田委員、何か質問があり

ますか。 

【前田委員】 せっかく資料をいただいたので。

この内容を今見させてもらいましけれども、こ

れを見る限り、私が先ほど質疑で述べたように、

仕様書の策定が難しいという中でプロポーザル、

提案をしてもらったということですけれども、

2,000万円の予算をかけて、長崎県独自というか、

長崎県特有の取組になっているかというと、こ

こからつくり込みするんでしょうこの項目を見

る限り、残念ながら、これが「おっ、そうか」

というふうなものというふうには私は感じ取れ

ません。それに対して仕様書とか条件がないた

めに、契約金額は1,997万6,000円でしたか。そ

の契約金額が妥当だったのかということも含め

て、やはりそれは、今回はこれはこれとしても

う契約したのですから、事後報告になっていま

すので、了としますけども、今後、しっかりと

注意というか、検討していただきたいことを要

望しておきます。 

 あわせて、すみません、せっかく立たせても

らったので、Ｖ・ファーレン長崎の件ですけれ

ども、やはり両委員から言われましたように、

もっと県として最大限支援をするというふうに

本会議場で知事が答弁しているわけですから、

具体的な支援というものを見せていただきたと

思う中で、やはり私もＶ・ファーレンをずっと

応援し続けましたので、サポーターの方がどん

な反応をしたのかなと思ってサポーター専用の

ネットを見させてもらいました。そこにいろん

な批判が出ているのかなと思ったら、やっぱり

サポーターですから、そうではなくて、とにか

く1人でも多くの方に呼びかけて、試合会場に

行こうというような呼びかけをしようというこ

とで、中には東京の方が、自分は試合は見に行

けないけれども、チケットをコンビニで買いま

したという方がいらっしゃるんですよ。そうい

う意味で、運営的にも本当に一助になればとい

うことで、非常に私も感動しました。私自身も

5日の試合を見に行きました、当日券を買って

ですね。ですから、やっぱり県の中でも、職員

さんにそこを強いるというのは難しいかもしれ

ませんけれども、みんなで応援するという姿勢

の中では、ぜひ職員の方も呼びかけあって、こ

れからの試合を応援していくというようなこと

も私たちにできる支援方法の一つだと思います

ので、できるところから積極的に取り組んでほ

しいことを要望しておきます。 

【吉村(洋)委員長】 この資料について、前田委

員は優しいので追及はされませんでしたが、先

ほどの答弁では、仕様書はつくっていないとい
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う話のようでしたが、何で仕様書が出てくるの

かなというのがあります。 

 それと、この資料は、9者が応募されました

ということ。その9者はどこというのが出せる

のか出せんのかという、資料としてまだ不足が

いっぱいあるんです。 

 それと、プロポーザルだから、選考委員会と

いうのが多分あると思います。その委員会の資

料とか、会社名は伏せても、点数がどういう配

分でどうなっておったとか、そこら辺まで出さ

なければ資料にはならない。後で出してくださ

い。（発言する者あり）社名まで出して、点数

どっちもは、両方はちょっと厳しいかもしれま

せん。（発言する者あり） 

 暫時休憩します。 

 

― 午後 ５時 ７分 休憩 ― 

― 午後 ５時 ７分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 ほかに質問がないようですので、企画振興部

関係の審査結果について、整理したいと思いま

す。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ５時 ８分 休憩 ― 

― 午後 ５時 ８分 再開 ― 
 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、企画振興部関係の審査を

終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、危機管理監、総務部

及び秘書広報局関係の審査を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ５時 ９分 散会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 日 目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年 ３月 ８日 

自  午前１０時 １分 

至  午後 ５時２６分 

於  第1別館第1会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 吉村  洋 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   山本 啓介 君 

 〃   坂本  浩 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

危 機 管 理 監 西浦 泰治 君 

危 機 管 理 課 長 陣野 和弘 君 

消 防 保 安 室 長 園田 秀昭 君 

 
 

総 務 部 長 上田 裕司 君 

総 務 部 次 長 相川 一洋 君 

総 務 部 参 事 監
（県庁舎担当） 

髙宮 茂隆 君 

総 務 文 書 課 長
（ 参 事 監 ） 

徳永 一俊 君 

県民センター長 田中紀久美 君 

県庁舎建設課長 赤尾 聖示 君 

県庁舎建設課建設監 藤川 康博 君 

人 事 課 長 松尾 誠司 君 

新行政推進室長 伊達 良弘 君 

職 員 厚 生 課 長 三田  徹 君 

財 政 課 長 前田 茂人 君 

財 政 課 企 画 監 鳥谷 寿彦 君 

管 財 課 長 橋口 俊哉 君 

管 財 課 企 画 監
（新庁舎管理担当） 

荒木 眞二 君 

税 務 課 長 萩本 秀人 君 

情 報 政 策 課 長 大庭 茂雄 君 

総務事務センター長 大串 正文 君 

 
 

秘 書 広 報 局 長 木村伸次郎 君 

秘書課長(参事監) 木山 勝己 君 

広 報 課 長 土井口章博 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 １分 開議 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 おはようございます。 

 ただいまから、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を再開いたします。 

 これより、危機管理監、総務部及び秘書広報

局関係の審査を行います 

【吉村(洋)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 危機管理監より予算議案説明をお願いいたし

ます。 

【西浦危機管理監】 おはようございます。 
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 危機管理監関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の危機管理監の1ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎県

一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部分

であります。 

 はじめに、第1号議案「平成29年度長崎県一

般会計予算」のうち、危機管理監関係について

ご説明いたします。 

 歳入予算は、合計で4億7,358万8,000円を計

上いたしております。 

 歳出予算は、合計で61億2,718万7,000円を計

上いたしております。 

 このうち、主な事業についてご説明いたしま

す。 

 防災対策費について。 

 災害対策基本法や長崎県地域防災計画に基づ

く防災行政の推進や総合防災訓練等の実施、熊

本地震を教訓にした資機材整備、また、自主防

災組織結成の防災推進員養成講座の実施等に要

する経費として6,509万1,000円を計上いたし

ております。 

 その他の事業につきましては、記載のとおり

でございます。 

 平成30年度以降の債務負担を行うものにつ

いて、主なものをご説明いたします。 

 防災ヘリコプター運航管理業務にかかる平成

30年度に要する経費として、1億5,000万円を計

上いたしております。 

 次に、第47号議案「平成28年度長崎県一般会

計補正予算（第7号）」のうち、危機管理監関

係についてご説明いたします。 

 歳入予算は、合計で9,613万8,000円の減を計

上いたしております。 

 歳出予算は、合計で9億6,351万円の減を計上

いたしており、これは、主に、防災行政無線高

度再整備事業における本工事の入札執行残を減

額するものであります。 

 平成29年度以降の債務負担を行うものにつ

いて、主なものをご説明いたします。 

 統合原子力防災ネットワーク衛星通信サービ

スにかかる平成29年度に要する経費として、

650万円を計上いたしております。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

 国の補正予算に伴う事業であり、年度内に適

正な工期が確保できないことから、原子力災害

対策整備事業費11億100万円について、繰越明

許費を設定するものであります。 

 また、平成28年度の予算につきましては、今

後、年間の執行額の確定に伴い、調整・整理を

行う必要が生じてまいりますことから、3月末

をもって平成28年度予算の補正について専決

処分により措置させていただきたいと考えてお

りますので、ご了承を賜りますようお願いいた

します。 

 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【吉村(洋)分科会長】 次に、総務部長より予算

議案説明をお願いいたします。 

【上田総務部長】 総務部関係の議案についてご

説明いたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の「総務部」をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」
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のうち関係部分、第8号議案「平成29年度長崎

県庁用管理特別会計予算」、第12号議案「平成

29年度長崎県公債管理特別会計予算」、第47号

議案「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第

7号）」のうち関係部分、第54号議案「平成28

年度長崎県庁用管理特別会計補正予算（第1

号）」、第57号議案「平成28年度長崎県公債管

理特別会計補正予算（第1号）」であります。 

 はじめに、第1号議案「平成29年度長崎県一

般会計予算」のうち関係部分についてご説明い

たします。 

 歳入予算総額は5,568億428万3,000円、歳出

予算総額は1,906億6,760万5,000円を計上いた

しております。 

 この歳出予算の主な内容は、県庁舎の建設工

事等に要する経費、交通事業会計助成費及び貸

付事業にかかる経費、税務事務の総合的な電算

システム運用等に係る経費、電子化の推進及び

情報ネットワークの維持管理等に要する経費等

であります。 

 また、債務負担行為につきましては、総務行

政機器等の保守業務に係る平成30年度から平

成34年度までに要する経費、現庁舎の解体工事

にかかる平成30年度に要する経費等を計上い

たしております。 

 5ページをお開きください。 

 第8号議案「平成29年度長崎県庁用管理特別

会計予算」についてでありますが、歳入予算、

歳出予算ともに総額3億4,505万8,000円を計上

いたしております。 

 また、債務負担行為として、本庁関係分の複

写サービス契約に係る平成30年度から平成34

年度までに要する経費等を計上いたしておりま

す。 

 6ページをお開きください。 

 第12号議案「平成29年度長崎県公債管理特別

会計予算」についてでありますが、歳入予算、

歳出予算ともに総額689億7,630万円を計上い

たしております。 

 次に、第47号議案「平成28年度長崎県一般会

計補正予算（第7号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。 

 補正予算額は、歳入予算総額241億4,941万円

の減、歳出予算総額115億9,429万円の減を計上

いたしております。 

 この歳出予算の主な内容は、新県庁舎の建設

工事等に要する経費の減、地方消費税に係る他

県との清算金の減等であります。 

 8ページをお開きください。 

 第54号議案「平成28年度長崎県庁用管理特別

会計補正予算（第1号）」についてであります

が、補正予算額は、歳入予算、歳出予算ともに

総額3,262万8,000円の減を計上しており、歳出

予算の補正の主なものは、集中印書事務費等の

減であります。 

 次に、第57号議案「平成28年度長崎県公債管

理特別会計補正予算（第1号）」についてであ

りますが、補正予算額は歳入予算、歳出予算と

もに総額9億2,061万2,000円の増を計上してお

り、歳出予算の補正の主なものは、元利償還金

の増であります。 

 9ページをお開きください。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 平成28年度の予算につきましては、今議会に

補正をお願いいたしておりますが、今後、年間

の執行額の確定に伴い、調整、整理を行う必要

が生じてまいりますので、3月末をもって平成

28年度の予算の補正について専決処分により

措置させていただきたいと考えております。 
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 ご了承を賜りますようお願いをいたします。 

 以上をもちまして、総務部関係のご説明を終

わらせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【吉村(洋)分科会長】 次に、秘書広報局長より

予算議案説明をお願いいたします。 

【木村秘書広報局長】 秘書広報局関係の議案に

ついてご説明をいたします。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の秘書広報局の1ページをお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成29年度長崎県一般会計予算」

のうち関係部分、第47号議案「平成28年度長崎

県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部

分であります。 

 はじめに、第1号議案「平成29年度長崎県一

般会計予算」のうち関係部分について、歳入予

算総額は579万4,000円で、この内訳は財産収入

及び諸収入であります。 

 歳出予算総額は6億5,042万2,000円で、主な

内容は、全世帯広報誌の発行等、県の広報に要

する経費であります。 

 債務負担行為についてですが、平成30年度以

降の債務負担を行うものについて、システムの

運用保守等に係る平成30年度から平成34年度

までに要する経費として1,901万1,000円、全世

帯広報誌のデザイン業務委託等に係る平成30

年度から平成31年度までに要する経費として2

億429万8,000円を計上いたしております。 

 次に、第47号議案「平成28年度長崎県一般会

計補正予算（第7号）」のうち関係部分につい

て、歳入予算総額は50万5,000円の減で、これ

は諸収入でございます。 

 2ページをお開き願います。 

 歳出予算総額は6,971万5,000円の減で、主な

内容は、視聴覚広報活動費の減によるものであ

ります。 

 最後に、平成28年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 平成28年度の予算につきましては、今議会に

補正をお願いいたしておりますが、今後、年間

の執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要

が生じてまいりますので、3月末をもって平成

28年度の予算の補正について専決処分により

措置をさせていただきたいと考えておりますの

で、ご了承を賜りますようお願いをいたします。 

 以上をもちまして、秘書広報局関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【吉村(洋)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 ご質問等あられたら、お願いいたします。 

【友田委員】 危機管理監の歳入について、お尋

ねしたいと思います。 

 原子力災害に対処するための資機材等の整備

及び防災訓練の実施にかかる経費として4億

7,009万3,000円を計上していますね。この経費

は、一番は防災訓練等の経費が多いのかなと思

いますが、毎年1回やりますよね。ＵＰＺに指

定されている30キロ圏内の自治体の避難とか、

いわゆる訓練をするわけですね。これにかかる

経費は全て、この歳入で賄えるのか、市町が自

ら単独で負担するようなことはないのか、この

点をお聞きします。 

【陣野危機管理課長】 今ご質問がございました

原子力の交付金の関係の件でございます。4億

7,000万円、平成29年で計上しております。 
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 友田委員がおっしゃるように、毎年、福岡県、

佐賀県、長崎県で原子力の防災訓練を実施して

おります。こちらの訓練の経費につきましては、

基本的にはこの交付金で全部賄っているという

ことでございますので、3県の合同でやってい

る訓練につきましては、手出しというものはご

ざいません。 

【友田委員】 住民の皆さんにも参加していただ

いてやりますよね。例えば、お昼も挟むもので

すから、昼食代とか、そういうものも全てこれ

で賄えているという認識でいいですか。 

【陣野危機管理課長】 友田委員から今お話があ

りましたように、30キロ圏内の住民の皆様にも

訓練に参加いただいております。お昼をまたい

での訓練もございますが、そういった昼食代と

かお茶代等も含めて、この交付金の中で経費を

支出しているところでございます。 

【友田委員】 もう一つ確認です。これは休日に

やるものですから、行政の職員の休日出勤の手

当等がかかりますよね。こういうものも全部、

事務経費も入っているという認識でいいですか。 

【陣野危機管理課長】 基本的には、訓練にかか

る経費は全部賄えることになっております。 

 ただ、昨年は10月10日、休日に実施いたしま

したので、私ども危機管理課の中では振替とい

う形で、休日に出た分を振り替えて後日休みを

取るというような工夫もしているところでござ

います。 

【山田(朋)委員】 危機管理課にお尋ねをいたし

ます。 

 熊本地震を教訓にした資機材の整備、また、

自主防災組織結成の防災推進員養成講座とあり

ますが、この中身について教えていただきたい。 

 防災推進員養成講座は、私も一般質問で、回

数の拡充等をお願いしました。この自主防災組

織結成のというのがちょっと、こことのつなが

りがですね。どういうふうにしたいのかも含め

て教えてください。 

【陣野危機管理課長】 資料2ページに記載して

おります6,509万1,000円の予算の内容のつい

てのご質問かと思います。 

 まず、熊本地震を教訓にした資機材の整備と

いうことでございますが、こちらは、今度、新

庁舎も整備いたしますけれども、災害対策本部

におけます資機材、いろんな災害に対応するた

めのいろんな資機材の整備を今度、新たに盛り

込んでいるところでございます。 

 また、自主防災組織結成の防災推進員養成講

座、山田(朋)委員から一般質問でもご質問があ

ったところでございます。 

 熊本地震におきまして、避難所の運営等につ

きましては行政の職員が最初は対応しておりま

すけれども、行政の職員がずっと張り付きます

と、災害の対応に苦慮するという事態が生じま

した。改めて避難所の運営等については、住民

の皆さんの自主運営が好ましいというところが

課題として挙がっているところでございます。

そうした課題につきましては、やはり地域の皆

さんが自ら運営するという意味で、自主防災組

織の結成が必要ではないかということが課題と

して指摘されているところでございます。 

 本県自主防災組織の組織率は、全国平均に比

べて低いということもございますので、改めて

そういった地域で自主防災組織を結成していた

だくリーダーとなられる方を育てる必要がある

のではないかと考えているところでございます。 

 これまでも防災推進員養成講座につきまして

は、年に2回、2カ所で開催していましたが、こ

れを充実させようということで、年2回のとこ

ろを年3回に回数を増やして実施したいと考え
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ております。 

 また、これまで年2回開催しておりますのは、

3日間の講習を受けるということで、土曜、日

曜と翌週の日曜というような形に2週にまたが

って3日間で開催しておりましたけれども、お

忙しい方は、なかなか2週にまたがって参加す

るのは難しいのかなというお話も伺いましたの

で、今回、3回のうちの1回は2日間のコースを

設けまして、土曜、日曜の1週間だけ、週末の

土日だけでも講習を受けることによってリーダ

ーを養成しようという講座も設けようと思いま

す。 

 そういった形で工夫しながら、なるだけ多く

の自主防災組織の結成につながるよう、そうい

うリーダーとなられる方を育てる講座を増やし

たいということで、今回予算を拡充いたしまし

て充実を図っているところでございます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。災害対策本部

に整備するものということでありますが、私は

アイテムも聞きたかったんですが、いろいろと

細かくあるでしょうから、後で別途いただけれ

ばと思っております。 

 もう1点お伺いしたいと思います。防災ヘリ

コプター運航費についてです。防災ヘリコプタ

ーの運航維持管理に要する経費として3億688

万4,000円が計上されております。 

 つい先日、長野県でしたか、防災ヘリコプタ

ーの事故がありました。本県においても同様な

ことが起こり得るかもしれないというふうに、

非常に危機意識を強く持ったところであります

が、ああいった事故を受けて新たに点検等を、

どういった原因かの分析はまだされていないよ

うですけれども、長崎県危機管理課として、防

災ヘリコプターの事故を受けてどのようなこと

を取り組んでいるのか、伺いたいと思います。 

【陣野危機管理課長】 長野県の防災ヘリコプタ

ーが墜落するという事故が、先日発生いたしま

した。非常に痛ましい事故と考えております。 

 今回の防災ヘリコプターの運航経費につきま

しては、大きく2つに分かれておりまして、一

つは、ヘリコプターのパイロットが必要であり

ますので運航自体をＯＲＣに委託する。 

 あわせまして機体の整備点検をする経費が入

っております。ヘリコプターにつきましては、

300時間飛行しますと必ず法定点検をしなけれ

ばならないということでございます。毎年1回

ずつ、年間大体300時間飛行しますので、法定

点検の経費が入っております。 

 長野県の防災ヘリコプターの事故は、発生し

たばかりで、今から事故検証ということになろ

うかと思います。お伺いしますと、法定点検を

受けた直後の訓練の時に墜落したということで

ございます。いろんな事情はあるかと思います

し、まだ事故原因は詳しくわかっておりません。

基本的には山岳地帯の飛行は、非常に気象条件

が難しいと、突風等が発生するということでご

ざいますし、報道等でしかまだ承知しておりま

せんが、回転翼が木に当たったために落ちたの

ではないかという報道等もあっております。 

 いずれにいたしましても、事故原因等を十分

詳細に検証した上で、私どもの防災ヘリコプタ

ーの運航にも生かせるものはないかと思ってお

りますが、事故を受けまして私からも再度、防

災航空隊、ヘリコプターの運航につきましては

安全確保を第一にということで、改めて機体の

整備点検を十分にやるということと、飛行条件

も十分に検討した上で訓練等を実施するように

ということは再度、指示したところでございま

す。 

【川崎委員】 大きく3点お尋ねします。 
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 まず、総務部の横長資料の30ページ、県政広

聴推進事業費についてお尋ねをいたします。 

 広報というお知らせする方は秘書広報局かと

思いますが、広く聴くという意味ではこちらの

ご担当でしょう。二本柱で大事な事業と思って

おります。 

 今年度650万円の計上ですが、昨年度から比

べますと4割ほど削減されています。大事な事

業であるにもかかわらず、このような予算立て

であります。そもそも、どういった内容を取り

組んでおられるのか、今年度の実績を踏まえ、

予算の考え方について説明いただきたいと思い

ます。 

【田中県民センター長】 県政広聴事業費でござ

いますが、来年度の予算で削減をいたしており

ますのは、毎年度、県政世論調査の費用を計上

しておりましたが、県政世論調査が3年に一度

ということで定着をしてまいりましたことから、

事業の実施年度の計上ということで、その分を

削減しているということでございます。 

 それから、この事業費では、県政出前講座、

県政相談、県へのご意見・ご提案、知事へのご

提案、そういった事業を行っております。 

 実績といたしましては、知事への提案で受け

ました件数が、昨年度では376件でございます。

県へのご意見といたしましては、昨年度で433

件となっております。 

 県政出前講座につきましては、広報と少し似

たような役割を持っておりまして、県民の皆様

のご要望に応じまして、県の事業、施策等を県

職員が直接会場に出向いて説明しながら、県政

に対するご理解を深めていただくというふうな

事業でございます。これにつきましては、昨年

度102件の講座を実施し、4,940人の方にご参加

いただいております。 

 これは今年度も同様に、既に80件以上のご利

用がございまして、4,000人以上のご参加をいた

だいているということでございます。 

 内容といたしましては、昨年度は「人権尊重

の社会の実現を目指して」というのが一番多く

ございまして、世界遺産登録や空き家対策、国

際交流員の方による出身国の紹介、こういった

ものが多くなっておりました。 

 今年度に入りますと、やはり人権が多くなっ

ておりますが、地域防災力とか地方創生、土砂

災害防止などが多くなっておりまして、当該年

度の話題になった事案等についてのご利用が多

くなっているということでございます。 

 それから、県政相談その他の広聴につきまし

ても、毎年度、利用が大体200件前後ぐらいで

推移をしております。こういった形で県民の皆

様からたくさんご意見をいただきながら、県政

に反映させていくということを取り組んでおり

ます。 

【川崎委員】 ぜひ、数字は一覧にしてお知らせ

いただくとありがたいと思いますので、ご配慮

をよろしくお願いいたします。 

 知事に対するご意見が376件、昨年度とおっ

しゃったのは平成27年度ということですか。そ

ういうことですよね、いいです、それの確認は

後でさせていただければと思うんですが。 

 知事に対する要望が来ましたら、そのレスポ

ンスはどんな形でとられていますか。 

【田中県民センター長】 失礼いたしました。平

成27年度の実績は412件でございます。途中経

過を申し上げてしまいました。 

 それから、来たご意見へのレスポンスという

ことでございますが、皆様からいただいた内容

を分析いたしまして、こちらで整理をいたしま

して、書いてある内容の取扱いの所管課に内容
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をお伝えいたしまして、ご回答が必要な場合に

はご回答するというふうな形で実施をさせてい

ただいております。 

 ただ、提案という形で出していただいたもの

には、今後検討が必要なもの、予算等の措置が

必要なもの等ございますので、そういったもの

はご意見として承って、今後の参考にさせてい

ただいております。 

【川崎委員】 わかりました。そうしたら、数字

の整理は後でよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、官民協働クラウドについてお尋ねいた

します。 

 勉強会の時にもご説明はいただきましたが、

クラウドという言葉で既に頭が混乱をするとい

うぐらい、なかなか理解がしづらいような事業

でございますが、狙いとする部分については、

産学金官連携による新サービス、新ビジネスモ

デルの創出により県民生活の向上や地場ＩＣＴ

産業の活性化を図るという説明をいただいてお

ります。 

 平成28年度は基本設計、平成29年度からいよ

いよ本格稼働という認識をしておりますが、い

ま一度、どういった事業であるのかということ

の説明と、どういった成果を最終的に求めよう

とされているのか、ご説明をいただきたいと思

います。 

【大庭情報政策課長】 官民協働クラウドに係る

お尋ねでございます。 

 官民協働クラウドは、新庁舎に整備される新

しいサーバールームの資産を有効活用いたしま

して、産学金官が協力して、県民サービスの向

上や地場産業の振興に役立つビジネスモデルや

アプリケーションの開発を行うものです。 

 ＩＣＴやＩＯＴビッグデータなど、そういっ

たものを活用した新しい取組を検討、実現する

ためには、一定の通信回線やセキュリティ環境

などが必要になりますが、こうした環境を満た

した、いわば箱のような領域のことをクラウド

と称しております。 

 本格運用開始は来年度末を予定しております

が、今年度は、仮の領域の中に、その箱をクラ

ウドとして設置いたしまして、2つのアプリケ

ーションを開発しております。 

 1つ目は、バリアフリーストリートビューと

いう、車いすの利用者の方が必要とする道路の

でこぼこ、段差情報とか、急な傾斜とか、そう

いった情報が確認できるグーグルストリートビ

ューの進化系ともいえるアプリです。 

 もう一つは、漁海況情報アプリという、スマ

ートフォンで海水温やプランクトン量などが確

認できる、主に漁業者向けのアプリケーション

でございます。 

 こうしたアプリの開発をビジネスモデルとし

て成長させたいと考えておりまして、今後の計

画につきましては、ながさきＩＣＴ戦略の策定

母体でありますながさきＩＣＴ戦略推進研究会

において精査していただく形で、有効な開発を

進めていこうと考えております。 

 ながさきＩＣＴ戦略推進研究会は、地場のＩ

Ｔ企業、地元大学、地場銀行、シンクタンク、

こういった産学金官の23者、それに県庁関係課

から成る組織でございますが、既にアイデアは

ほかにも提出があっておりまして、今後の計画

を検討しているところでございます。 

【川崎委員】 アプリを既に手掛けておられると、

成果物として、ぜひ成立をさせていただきたい

と思います。 

 バリアフリーのアプリの件については、新聞

報道もありましたので確認をさせていただきま

した。 
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 先般、観光振興課との質疑の中でも、非常に

大事なツールであるという認識をお持ちでした。

しっかりと活用していきたいとおっしゃってい

ましたので、ぜひこれを完成させていただいて、

まさにＩＣＴの産業の活性化の一つのきっかけ

として、先駆けとして、さらにいろんなアプリ

の開発を、このクラウドを利用して進めていた

だければというふうに思っております。 

 ＡＩだとか、ＩＯＴだとか、さまざまな新し

いコンピュータを利用した産業の活性化という

ことについては県も力を入れておられますし、

日本全体もそうなんでしょう。別に東京にいよ

うが、大阪にいようが、どこにいようができる

のが、このＩＴの部門だと思いますので、長崎

から優秀な人材を育てていただきながら、そし

て、長崎からこの分野で産業を発信し、日本を

リードするぐらいの活躍を、このクラウドの事

業から展開をしていただければというふうに思

いますので、期待しておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 最後に危機管理監、数字は非常に小さいんで

すが、なぜと思いましたので質問します。横長

資料の3ページに、自衛官募集の事務費が計上

されているんです。なぜ自衛官の募集の事務費

が危機管理監で計上されているのか、説明をお

願いいたします。 

【陣野危機管理課長】 自衛官の募集につきまし

ては、自衛隊法の第97条に、「都道府県知事と

市町村長は自衛官及び自衛官候補生の募集に関

する事務の一部を行う」という規定がございま

す。 

 都道府県におきましては通常、募集の広報等

を担っておりまして、市町村におきましては、

受験の申し込みがあった時には市町村で受け付

けて、それを地方協力本部に送付するという事

務が政令で規定がございます。法律にこういう

規定がある関係上、そういった関係事務費を計

上しているところでございます。 

 県といたしましては、主に広報の経費をここ

の中で計上するほか、別途一部、私どもが自衛

隊行事に参加するところの事務費も入っており

ます。自衛隊の募集事務をする根拠といたしま

しては、自衛隊法に都道府県知事と市町村長が

募集事務を行うという規定がある関係上、実施

しているところでございます。 

【川崎委員】 わかりました。法に基づくという

ことでした。 

 金額からして、ポスターをつくるといったこ

とについては対象じゃないように思うんですが、

いわゆる間接的に、受け付けて、それをお届け

すると、そういった意味での人件費という理解

でいいですか。 

【陣野危機管理課長】 通常、自衛隊の募集のポ

スター等については当然国でつくりますので、

例えばそういったポスターをいただいて関係機

関に配布したり、いろんなところに掲示したり

という形での経費でございますので、そんなに

多額の経費はかかっておりません。 

 また、市町村におきましては、受験票を受け

付けて、それを地方協力本部に送付する輸送経

費等が入っております。いずれにしても多額の

経費ではありませんが、そういった関係の事務

を行っているところでございます。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかにございませんか。 

【山本(啓)委員】 1点だけお尋ねしたいと思い

ます。 

 危機管理監の説明の中に、消防業務指導費に

ついてということで1,964万5,000円とありま

すが、その中には市町への行政指導と消防団員

の加入促進、幾つか含まれていると思うんです
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が、まず、この中身の内訳を詳細にわたって説

明をいただきたいと思います。 

【園田消防保安室長】 消防業務指導費について

のお尋ねです。平成29年度の予算案として

1,964万5,000円計上させていただいておりま

して、内訳としましては、1つは市町の消防行

政の指導、助言に要する経費が1,300万円ほど入

っております。もう一つは消防団の充実強化促

進事業費として630万円ほど入っております。 

 消防団の充実強化促進事業費につきましては、

市町が行います消防団への加入促進事業に県の

単独補助を行っておりまして、その経費が含ま

れております。さらには、県が独自に市町と一

緒に行います若者、高校生や大学生の加入促進

のための啓発経費等が含まれております。主な

ところはそういうところでございます。 

【山本(啓)委員】 ありがとうございました。 

 そこで、予算でありますので、633万6,000円

でどうやって何をするのかという部分だけをく

り抜いて質疑をしたいんですけれども、まず、

以前からこういうやり取りを何度かしているの

で、もうお気づきだと思うんですが、そもそも

消防団員の定数は誰が決めて、誰が正しい数字

をはじき出しているかというところを、何度聞

いても出てこないんですよね。各市町や消防団

が決めるというようなことをおっしゃっていて、

だから、消防団充実強化促進事業費の説明の中

にも、「人口減少や自営業者の減少等により県

内消防団員数は減少しています」と、対前年度

比の135マイナスが平成28年4月1日現在で1万

9,918人と書いてあります。 

 定数が定まっていない。定まっていればいい

んですけれども、そういう状況で足りているか、

足りていないかと。減っていることだけを掲げ

て、増やしましょう、増やしましょうという取

組なんですよね。 

 いま一度、そこの説明をいただきたいと思い

ます。 

【園田消防保安室長】 消防団の定数につきまし

ては、委員もおっしゃいますように消防組織法

の定めで、「消防団の定数は地域の実情に応じ

て市町村が条例で定める」とされておりまして、

市町村は、市町村に必要な消防力、市町村が有

しております消防ポンプの数等に応じた団員の

数、あるいは大規模災害等が発生した際に住民

の避難誘導に必要な数等を勘案して、市町村の

実情に応じて条例で定めるというふうになって

おりまして、それぞれの市町が条例で定数を定

めております。その定数に近づけるような形で

市町は、消防団員を募集する、加入促進を図る

取組をやっているところでございます。 

 実際の市町村の定数と実数との差につきまし

ては、平成28年4月現在で、県内の市町の定数

の合計で申しますと2万2,395人となっており

ますが、実際の消防団員数につきましては1万

9,918人と、率で申しますと89％程度となって

いるところでございます。 

 消防団員数は、全国的な傾向でもあるんです

けれども、減少傾向が続いておりまして、それ

に何とか歯止めをかけたいということで、こう

いう加入促進事業等を行って、少しでも減少を

止める、あるいは増やす対策をとっているとい

うところでございます。 

【山本(啓)委員】 その上で申し上げるわけです

けれども、じゃあ、先ほどの1,964万5,000円の

中の加入促進を除く1,300万円の行政指導とい

うのは、県からどのような指導をされているの

か。 

 そもそも市町が、機材の数や現地に即した人

数、定数を定めていると。そのことについては
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県は何ら関わる部分がなくて、その上で、こう

いう形で減少しているので増やしていきましょ

うと。 

 では、県は何人を目指そうとしているかとい

えば、多分、条例で定めた定数の合計である2

万2,395人を目指しますとおっしゃるんだと思

うんですけれども、具体的にこの事業費の中で、

どのようにしてこの定数まで上りつめようとさ

れているんでしょうか。ポスターや、のぼりや

各地域のことを支援するだけ、そこは市町の取

り組み。県としては、1,300万円かけてどのよう

な行政指導をするのか、その部分のつながりが

なかなか見えてこない。 

 あわせて言えば、例えば地域防災の取組で、

先ほど自主防災組織の話もありました。実は消

防団が機能しているところは、消防団員が活動

すれば、その部分を担うこともできるんだと思

う。それはもう理解されていると思うんです。 

 もしくは離島や半島という部分については、

消防団が一番に駆け付ける場合だってあるんで

すよね。しかし、都市部だったら、広域の常備

消防の消防署の皆さんが対応していますよね。

平日にサラリーマンが駆けつけることって、あ

まりないじゃないですか。その部分の温度差と

いうか取組の差を一律にして、減少しているか

らどうこうという取組を県はやっているんだと

私は思えてしようがないんですが。 

 いま一度言います。この1,300万円の行政指導、

各市町の積み上げた定数を633万6,000円で目

指しているのか、そのあたりを明確にしていた

だきたいと思います。 

【園田消防保安室長】 消防業務指導費につきま

しては、トータルで1,900万円ほどのうち1,300

万円ほどを計上しておりまして、こちらの経費

には、消防団関係の経費に加えまして、いわゆ

る常備消防、消防本部の関係経費も含まれてお

りますので、両方合わせて消防業務指導費とい

う形で、市町の指導、助言も行っていくような

経費も含まれております。 

 それに合わせて、先ほどから申しております

消防団の充実強化促進事業で、特に消防団の加

入促進について支援をしたり、県も一緒になっ

て取り組んだりというところの経費を盛り込ん

でおります。 

 消防団の加入促進につきましては、現状、減

少傾向が続いておりますので、何とかこれを増

加にもっていきたいということで、市町でもそ

れぞれ検討、努力していただいておりますので、

県もあわせてそれを支援すると。 

 特に行っておりますのは、県としては、若者

あるいは女性がこれから消防団に入っていただ

くことが、将来的にも団員を増やすことにつな

がるだろうというふうに思っておりますので、

その辺の取組を行っているのと、消防団が地域

の防災を中心になって担っていただきたいとい

う思いもありまして、それをすることで地域の

住民の皆様が消防団に対する認識が高まったり、

加入につながるということもあると思いますの

で、消防団と地域の自主防災組織の連携の強化

というところにも取り組んでいきたいと思って

おりまして、その部分の経費も消防団の充実強

化促進事業費の中に盛り込んで進めていこうと

いうふうに考えているところでございます。 

【山本(啓)委員】 もうまとめますけれども、こ

れだけ離島・半島が多い地域において、操法大

会や、さまざまな災害の取組とか、もちろん火

災もそうですけれども水害とかの取組において、

その時、その時の消防団の活躍がある。常備消

防の活躍がある。そのはひとえに皆様方を含め、

そういった関係の人たちの日ごろの取組や組織



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月８日） 

- 202 - 

体制の構築によって果たされているということ

を、まず前提として理解はしているんです。し

ているんですが、しかしながら、この予算を措

置する際においての意識の部分ですよ。消防団

が離島や半島にいなかった時、常備消防だけで

対応できるんですかという投げかけをした場合、

多分できないんだと思うんです。 

 長崎市内で活動されている消防団の活動を否

定するわけではないけれども、今、どこかでビ

ルの火災が起きた時に、常備消防で対応してい

ますよね。消防団の方も駆けつけているけれど

も。 

 その機能の部分の割合が、どちらの機能を重

視していて、必要としているかというところは、

市町の条例で定めるだけではなく、県としても、

これだけ幅広の広域の長崎県ですから、その辺

を認識する必要があると。調査してでも、どう

あるべきかといったところを今後の予算の中で

検討いただきたいという要望をしておきたいと

思います。 

【吉村(洋)分科会長】 ほかにございませんか。 

【前田委員】 総務部の説明の2ページ、交通事

業会計助成費及び交通事業会計貸付事業、この

貸付けの方をお尋ねしたいんです。経営安定を

図るための貸付金として5億円を計上となって

いるんですけれども、これの仕組みを聞きたい

んです。 

 交通局を見たら、5億円入って5億円出ている

ようになっている、キャッシュフローがそんな

になっているので、これは毎年5億円ずつ出し

ているという理解をしていいんですか。説明し

てください。 

【前田財政課長】 今の5億円ですけれども、短

期の貸付金ということで、1年間で貸して返し

てもらうということを行っております。長期の

貸付金で、複数年で貸し付けて返済してもらう

ものとは別で、単年度で全て資金回収するとい

う仕組みになっております。 

【前田委員】 まさしくそれは運転資金だと思う

んですけれども、長期の分も今現在、あるんで

すか、まだ。 

【前田財政課長】 長期につきましては、新規の

貸付けは行っておりませんが、過去に貸付けた

ものがありまして、それについては一部返済を

毎年度、していただいているものもございます。 

【前田委員】 委員長が言われたとおり全体を聞

かんばという話で、それがどのくらいあるのか

というのはお知らせいただけるようだったらお

知らせいただきたいんですが。 

 戻って、5億円を毎年、今の財政課長の答弁

のような形ということは、結局もう5億円貸し

っぱなしにしていると、表現悪く言えば貸しっ

ぱなしなのかなと私は受けとめるんですけど。 

 それに対する利子は取っていて、9万円と計

上されているんですけど、この利率はどういう

決定の仕方をしているんですか。私は非常に安

いなと思っているんですけれども、どうでしょ

うか。 

【前田財政課長】 長期の貸付金につきましては、

平成28年度末ベースで大体11億円ほどござい

ます。毎年、最近でいえば3,000万円ずつ返して

もらっているような状況です。 

 貸付けの利率としては0.025％とか、そういっ

た数字で、県でいいますと大口の定期預金を借

りた場合というか、その預金金利に合わせてい

る状況です。 

【前田委員】 民間の金融機関と同率程度と理解

していいんですか。 

【前田財政課長】 例えば民間の会社などが短期

で貸付けを受ける場合の利率と比べると、県が
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借りるということで信用力も高いということで

少し低めにはなっていると思いますが、無利子

とかという形ではなくて、極度に下げていると

いうよりは、民間で県が借りた金利と合わせて

いるという状況です。 

【前田委員】 こればっかりやれないので、また

改めてですね。 

 県債の財政全般の質問をさせてもらいたいん

です。今、予算を審議していて、これが可決さ

れたら新年度から執行されるわけですけれども、

執行された上での平成29年度末の県債の残高

はどんな状況か。昨年もまだ見込みでしょうけ

れども、昨年度の比較含めてどんな状況なんで

すか、金額として。 

【前田財政課長】 県債の年度末の残高の見込み

ですが、平成28年度につきましては、現時点で

1兆2,289億円を見込んでおります。平成29年度

につきましては、1兆2,414億円を見込んでいる

ところです。 

 臨時財政対策債が中にありますので、それを

分離して説明させていただくと、臨時財政対策

債を除いた県債の残高については、平成28年度

末の見込みで7,809億円、平成29年度末で7,887

億円を見込んでいるところでございます。80億

円程度増加しているんですけれども、こちらに

ついては新幹線整備の関係での増加が90億円

程度あるということで、その影響だと考えてお

ります。 

【前田委員】 今、分けてのご説明もあったわけ

ですけど、全体として125億円、県債が増えて

いるという状況の中で、その中身のありようと

いうか。 

 毎年、起債を発行して元金を償還しますよね。

私は、起債を発行した額よりも元金償還の方が

当然大きくなからんといかんと思っているんで

すけれども、長崎県の直近を見ると、多分、起

債見込みよりも元金償還の方が低くなっていま

すよね。この現象というのは、ずっと毎年この

状況が、ある意味適正なんですかね。すみませ

ん、嫌味っぽい聞き方で申し訳ない。 

【前田財政課長】 臨時財政対策債を除いたベー

スでいいますと、近年でいうと残高はずっと減

ってきておりました。ただ、ちょうど今年、来

年にかけて逆に反転して、残高が増えるような

形で動いてきたところでございます。 

 このありようは、本来は適切ではないと思っ

ておりますが、一方で新幹線整備の本格化とい

った影響が多分にありますので、その影響をど

う全体で緩和していくかといった議論かと思っ

ております。今年度は、普通建設事業の方も一

定見直しをさせていただいているんですけれど

も、それ以外も含めて、どうやって起債を減ら

せるかということを考えていかなきゃいけない

と思っております。 

【前田委員】 大型事業等の発生によってと理解

をしますけれども、大型事業は以前からわかっ

ている話なので、そうであったならば、そこは

基金を組んでおくとかということも多分、対応

の仕方としてあったと思うんです。 

 現状がそういう適正でない状態であるならば、

今も選択と集中をかなりやっていますけれども、

現況を見るとさらに厳しい状況というか、もっ

ともっとしっかり臨まなきゃいけないというの

が数字に出てきていますので、これはまた来年

度に向けてしっかりと取り組んでほしいと思い

ます。 

 小さなことを一つだけ質問させていただきま

す。 

 新県庁舎もできる中で、目的外使用を認めて

いる団体からの賃料が収入で上がっていると思
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うんです。多分、金融機関とか郵便局とかある

と思うんですけれども、賃料収入はどれぐらい

ありますか、総額で。 

【荒木管財課企画監】 平成29年度におけます

新庁舎の使用料収入につきましては、平成30年

1月から3月分として671万円を計上いたしてお

ります。 

【前田委員】 ごめんなさい、新庁舎と私が出し

たので、そういう答弁でしょうけど、それは3

カ月分なので、その4倍という形で年間入ると

いう理解でいいんですか。 

【荒木管財課企画監】 年額で大体2,697万円に

なります。 

【前田委員】 売店を公募して、今まで賃料を取

らなかったのを、年間500万円ということで公

募をかけたという説明が過去にあっております

ね。 

 今現在、目的外使用で賃料を取っていないと

ころが幾つあるのか、お示しください。その団

体名と。 

【橋口管財課長】 確認をさせていただきたいの

で、お時間をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

【前田委員】 この質問は、予算総括質疑の中で

もやると言って、やり残したので今やっている

ので、私自身は知っていますよ。記者クラブと

組合と、あとは職員何とかと3つだという話を

聞きましたけれども、答弁にしようと思って確

認したくて聞いたんですが、いずれにしても、

いいです。 

 長崎県は、組合からこれまで賃料を取ってい

ない。それは、説明によると、労使交渉を円滑

にするためとか、職員の福利厚生のためにある

組合なので賃料は取らないみたいな趣旨のお話

をされていますが、全国の中で賃料を取ってい

る県は幾つありますか。 

【橋口管財課長】 全国ベースだと、約10団体

で取っているところでございます。 

【前田委員】 売店が今まで賃料を取らなかった

のを、そういった形で取るようになったという

ことも含めて、10県あるという中で、私は、本

県はこういう財政が厳しい中で新県庁舎に移転

することも含めて、改めて組合から賃料を取る

べきだと思うんですが。 

 面積掛ける単価で賃料は出していると聞いて

いるので、これも通告していましたけれども、

仮に組合から賃料を取るとなれば、年間どれぐ

らいの収入が入ってくるわけですか。それと、

賃料を取る検討がなされたかどうか。 

【橋口管財課長】 新庁舎におきまして組合から

使用料を取るとすると、約700万円程度の予定

となります。 

 新庁舎におきまして職員団体の使用料をどう

するべきかということについては、基本的に職

員団体は非営利の団体でもあるということで、

これまでもご説明してまいりましたが、健全な

労使関係を維持することは県政の推進に資する

とともに、職員の勤務条件の維持改善や労働安

全衛生、体育文化活動など職員の福利厚生の向

上を図ることを目的としておりまして、こうい

ったことについて協力して取り組むことも多い

ことから、使用料をこれまでも免除していると

ころでございます。 

 新庁舎に移転をいたしましても、基本的にこ

の関係は変わらないものと考えておりますので、

引き続き使用料は免除をしたいと考えておりま

すが、併せまして他県の動向とか、例えば九州

各県はどこも免除をいたしておりますし、民間

も8割程度が貸し付けを行っているということ

がありますので、この動向につきましては今後、
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関心を持って注視してまいりたいと思っており

ます。 

【前田委員】 今答弁があった内容は、全国どこ

でも取らないということを決めるのであれば同

じ内容でありまして、そういった状況の中で10

県が取っているわけです、実際に。だから、今

の説明は、私個人的には、そこは理由にならな

いと思っているんです。 

 本当に財政が厳しい中で、新県庁舎に移る中

で、ほかの金融機関とか郵便局等には賃料を課

して、組合だけ今のような理由で賃料を課さな

いと。しかも700万円という収入が上がるにも

かかわらず、それを検討していないんですよね、

多分ね。 

 総務部長、もう一遍答弁を求めます。私は以

前からこのことをずっと意見してきたわけです

けど、検討したんですか、していないんですか。 

 それで、今の考えは、予算通告の中でもヒア

リングをやっているので、これはもう知事の意

向ということで確認していいですか。 

【上田総務部長】 今、管財課長が申し上げまし

たように、職員組合は職員の勤務条件の維持、

改善、あるいは労働安全、衛生、体育文化活動

など、そういう福利厚生面の部分につきまして

は、互助会あるいは職員共済組合と同様に、県

と協力して取り組んできている側面もある団体

でございます。健全な労使関係を維持するとい

うのは非常に大切な、行政運営を円滑に進めて

いく上でも大切なことではなかろうかと思って

おります。 

 それぞれの県での職員団体の役割というのは、

それぞれまた違う部分があろうと思います。10

県は取っている団体があるということですけれ

ども、九州各県を見ますとまだ取っていない、

全然取っていない県ばかりでございます。そう

いった意味では、全国の動きというのは注視し

ていく必要があろうとは思っておりますけれど

も、現時点におきましては、先ほど申し上げま

したように、県と一体となって職員の福利厚生

に取り組んでいる団体という趣旨、これは新庁

舎になっても変わらないと思っておりますので、

免除をしていきたいと考えているところでござ

います。 

【前田委員】 九州各県がどうしているかという

のはあまり関係ないと思っていて、全国の中で

10県が取っていると。これが全国どこも取って

いなかったら言わないけれども、全国で10県が

取っている。なおかつ長崎県の財政は極めて厳

しい中では、今の部長の答弁はなかなか納得し

がたいんですが、それは、さっき聞きましたよ

うに知事の意思ということで確認していいです

か。知事から別の指示は出ていませんか。 

【上田総務部長】 これは、現時点での県の判断

でございます。 

【前田委員】 であるならば、改めて知事にも問

いたいと思っています。 

 そこで、総務部長から今のような答弁があり

ましたので、1点だけ確認します。 

 組合に事務所をそういった形で無償で貸して

いますよね。そして、目的外使用として本庁内

に4カ所かな、組合の看板というか掲示板を許

可していると思うんです。これも以前から指摘

しているんですが、多くの方が通る県庁の廊下

に、組合員のために掲示しているという話で許

可しているんでしょうけれども、政治活動に近

いようなメッセージがたくさん掲載されている。

なおかつ、統一地方選挙の前になったら、組織

の方が応援、支持している議員さんの新聞等が

貼られている。これは目的外を認める条件とい

うか、目的外を認めた理由としては著しく不適
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切だと思っていて、改善の指導をしてくれと何

度もお願いしているんです。 

 この点については、先ほど部長がおっしゃっ

たような組合としての役割があるのであれば、

それは行き過ぎた、むしろ組合独自がやる話で

あって、組合のことを知りたければ組合の事務

所に行って見ればいいんですよ、もしくは個別

に配れば。 

 ああいった掲示板の中での表記というか、今

の在り方をどのように捉えていますか。これも

聞きますと話しておりましたので、答弁してく

ださい。 

【橋口管財課長】 職員組合自体が、団体として

の意思決定として、特定の候補者を推薦する目

的でポスターや決議文、こういったものを庁内

の掲示板に掲載し、組合員に周知することは組

合内部の意思伝達の活動であることから、地方

公務員法上の政治行為の制限には該当されない

というふうにされております。 

 一方、庁舎につきましては、本来の庁舎の使

用目的に支障を来さないように管理する必要が

ございますので、組合の掲示板は一義的には組

合内部の組合員に対する意思伝達活動であると

は言いながらも、一般県民の皆様が利用する庁

舎としての管理の面からの対応について留意を

する必要があると考えております。 

 現庁舎では掲示板の場所は、一般の来庁者が

少ない地下1階に配置をしております。そうい

った部分も含めて、内容につきましては検討し

ていきたいと考えております。 

【吉村(洋)分科会長】 今の前田委員とのやり取

りで、一番最初の質問に答えきらんやったとい

うのが、非常にずれとるわけよね。だから、委

員皆さん、なかなかわかりづらい、今のやりと

りが。 

 なので、現状の実績の資料を出していただき

たいと思いますが、よろしいですか。取ってい

ないところ、取っているところ、そして取って

いるところの広さ、単価、そこら辺まで全部出

してください。よろしいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

 ほかに質問はございませんか。 

【山田(朋)委員】 1点、お伺いをいたします。

電算管理運営費についてです。10億1,738万円

計上されております。大きく4つに分かれてい

るようです。電算組織運営費、情報ネットワー

ク推進費、総合行政ネットワーク事業費、電子

県庁推進事業費とありますが、電算組織運営費

は、電算室等の運営にかかる経費だと理解をい

たしました。残りの3点について、簡単に内容

について教えてください。 

【大庭情報政策課長】 電算管理運営費に係るお

尋ねでございます。 

 まず、電算組織運営費1億9,149万6,000円に

つきましては、主に庁内で職員が業務に使うシ

ステムの開発とか運用、維持管理に要する経費

でございます。 

 情報ネットワーク推進費2億9,053万6,000円

につきましては、庁内は、無線ＬＡＮ等を使っ

てインターネットの環境や庁内のネットワーク

につながるような整備を、スイッチやサーバー

等で構成しておりますが、その維持管理に要す

る経費でございます。 

 総合行政ネットワーク事業費につきましては、

例えば国と県との間はＬＧＷＡＮという特別な

専用回線でつながっていますが、そういう専用

の回線等に要する経費、国からの補助金等が一

部入っておりますけれども、そういったものを

計上しております。 

 最後の電子県庁推進事業費につきましては、
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先ほどの電算組織運営費が、職員総合情報シス

テムとか給与とか、予算編成とか、そういった

基幹のシステムの運営に要する経費であるのに

対しまして、電子県庁推進事業費は、例えばポ

ータルスケジューラー、電子決裁、休暇、こう

いった内部の職員の業務の効率化のために開発

したシステムを計上させていただいております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 

 電子県庁推進事業費について聞いていきたい

と思います。職員の業務の効率化のためという

ことでありました。非常に結構なことだと理解

をしております。電子決済についても県庁でか

なり進んできたと聞いておりますが、ペーパー

レスの対策について、この件に関わって聞きた

いと思っております。 

 私が数年前に、県庁舎で外部委託をしていな

い分、普通にコピー機で刷る枚数をカウントし

た時に、スカイツリーの7.7倍ぐらいの枚数に匹

敵するということでありました。 

 今回、新しい県庁舎になるに当たって、紙の

量を数年前に調査をした時の半分の量にすると

いうふうに聞きましたが、そのあたりの数字的

なことをお示しいただきたいと思います。 

【徳永総務文書課長】 ペーパーレスの関係です

けれども、基本的に複合機の設置にも係るもの

ですが、プリントとコピーに必要な紙の使用に

なってきますので、その関係で複合機の集約化

をしようと考えております。集約化をすること

によって紙の使用も減ってくると思っておりま

す。 

 台数的に申し上げますと、新庁舎ではマグネ

ットスペースということで、オープンフロアの

一定の場所にまとめて複合機を集約し、マグネ

ットスペースごとに2台から5台ぐらい複合機

を配置するように考えております。今の複合機

よりも高機能のものを配置しようと考えており

ますので、台数からいうと、今現在の数字が116

台ほどですが、これを102台ぐらいに集約して

いくこと。あとは、プリンター自体が今、かな

りの数ございます。百数十台あるんですが、こ

れを基本的に複合機に全て集約、プリンターを

ほぼなくすような方向にしていますので、紙の

省力化にもつながっていくのではないかと思っ

ております。 

 経費として、新庁舎で複合機を集約すること

によって3,000万円ほどの経費削減効果が見込

まれると予想をしております。 

【山田(朋)委員】 複合機に関しては116台から

102台ということでありますが、百数十台ある

プリンターを廃止して複合機に集約をするとい

うことでありますので、幾分かはペーパーレス

の効果があるのかなと期待をしております。

3,000万円の経費削減効果もあるということで

あります。 

 電子県庁を推進する中において、ぜひもっと

ペーパーレス化を推進していただきたいとお願

い申し上げたいと思います。 

 総務省では、一人ずつのＩＤで、誰が何枚プ

リントをしたといったことがわかるような仕組

みにもなっているようです。新庁舎においても

少しご検討いただいているような話も聞いてお

りますが、ここは本当に徹底的にやっていただ

いて、職員の業務の効率化を図るために、電子

県庁推進事業と連携しながら、しっかりとやっ

ていただきたいとご要望申し上げます。 

【吉村(洋)分科会長】暫時休憩いたします。 

 

― 午前１１時１０分 休憩 ― 

― 午前１１時２１分 再開 ― 

 

【吉村(洋)分科会長】 再開いたします。 
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 ほかにご質問のある方はございませんか。 

【坂本(浩)委員】 原子力防災対策整備事業費で

お尋ねをいたします。先ほど、友田委員からも

ありましたけれども。 

 今年度よりも来年度の当初予算が2億5,000

万円ぐらい多くなっているということでありま

す。 

 内容に、例えば離島部における一時的な屋内

退避ですね。去年、離島・半島振興対策特別委

員会で平戸の度島とか、松浦の青島とか行きま

したけれども、そういうところでずっと工事が、

避難のための施設の整備を急いでやっています

ということだったんですけれども、こういうの

を年度を越して来年度もやるということなのか、

含まれているのか。 

 あるいは、防災訓練を去年10月10日に実施し

まして、結果と今後の課題というふうなことが

まとめられておりますけれども、そういったこ

とを踏まえて防災訓練費にかかわる費用が膨ら

んだ結果なのか、そこら辺の内訳、中身につい

て教えください。 

【陣野危機管理課長】 坂本(浩)委員からご質問

がございました原子力の防災の経費につきまし

て、前年度より2億円ぐらい増額をしておりま

す。 

 こちらの経費につきましては、先ほど友田委

員からもご質問がありましたけれども、原子力

の防災訓練費であったり原子力の備蓄の資機材

を買う経費も入っておりますが、2億円増えた

主な要因といたしましては、大気中の放射性物

質をモニタリングしているところでございます

が、国から基準が示されまして、新たに大気浮

遊塵と放射性ヨウ素も測定しなさいという形が

示されたところでございます。そうしたことか

ら、国から新たに示された物質を測定するため

のモニタリングの機材整備が新たに入ってきて

いるところで、それが2億円増えた要因でござ

います。 

 坂本(浩)委員からお話がございました、特に

平戸の度島であったり、そういった離島の方は

避難に時間がかかるということで、屋内退避施

設を整備しているところでございます。これに

つきましては、平成28年度に経済対策の補正予

算で11億円ほどいただきまして、それで今年度

は松浦市の飛島と壱岐市の原島、長島の3カ所

を整備しているところでございます。これにつ

きましては経済対策の補正予算で計上しており

ますので、平成29年度の当初予算には入ってお

りません。 

 屋内退避施設につきましては、国の経済対策

補正予算で、基本的には当初予算の前倒しとい

う形で予算措置されておりまして、それで整備

しておりますので、今回ご質問がありました4

億7,000万円の中には屋内退避施設は入ってお

りません。いずれにいたしましても屋内退避施

設につきましては、そういった国の補正予算で

予算措置して対応しているところでございます。 

 ご質問がありました2億円の増につきまして

は、国から、大気中の観測につきまして新たに

大気の浮遊塵と放射性ヨウ素を測定しろという

指示がございましたので、それに伴う機器整備

が今回追加されて事業費が増となっているとこ

ろでございます。 

【坂本(浩)委員】 わかりました。 

 防災訓練に、去年も一昨年も参加をさせても

らいました。去年、波佐見町の避難先の訓練に

参加させていただきましたけれども、それぞれ

受入れの職員の皆さんも含めて、整然とされて

いた様子がうかがわれました。 

 その時に気になったんですけれども、陸上自
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衛隊の車両と民間会社だったと思うんですけれ

ども、スクリーニングした結果、車両の除染と

人の除染とやっていました。人では、テントを

つくってシャワーで除染をして、その流した水

を仮設のビニール製のタンクに収めるというふ

うになっているんですけれども、そのビニール

製のタンクをその後、どこに持っていくのかと

いうのが、現場の担当をしていた方は、それは

わかりませんというふうなことだったんです。

その行き先を含めて、去年の原子力防災訓練の

結果とその課題のところに全く触れられていな

いものですから、そこら辺の認識があったのか。

なおかつ、その意識を、どうするかということ

を含めて、防災訓練の来年度の内容に反映され

ているのかについてお伺いいたします。 

【陣野危機管理課長】 坂本(浩)委員からご質問

がありましたように、住民の避難の訓練におき

ましては、車両と避難する方の除染の訓練も実

施しているところでございます。 

 除染した後のいわゆる廃棄物と申しますか、

出てきた物質をどうするのかという点について

は、申し訳ございませんが、まだそこまで詳細

なところを詰めていないところでございます。

そうしたご指摘がありました点については、今

後とも検討していきたいと思います。 

 防災訓練は毎年実施しておりますが、毎年毎

年、いろんな課題を抽出しながらと考えており

ますので、委員からご指摘があった点について

は、基本的には除染につきましては福祉保健部

でも対応していただいているところでございま

すが、改めて協議してまいりたいと存じます。 

【坂本(浩)委員】 福島の原発事故の現状を見て

もおわかりのとおり、除染したものをどうする

か、これはまだ結論が、なかなか解決しがたい

問題だというふうに思いますので、ぜひ、そう

いう意味で防災訓練も充実をしていただきたい

と要望を申し上げて、終わります。 

【吉村(洋)分科会長】 今のも、検討するじゃな

くて、その水はどこに行くのかやけん、「確認

します」やろう。どこかにどがんかしたっちゃ

ろうけん。それを後で報告してください。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって、質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分、第8号議案、第12

号議案、第47号議案のうち関係部分、第54号議

案及び第57号議案は、それぞれ原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案はそれぞれ原案のとおり可

決すべきものと決定されました。 

 ちょっと時間がありますが、午前中の審査を

これにてとどめ、午後は1時30分より再開いた

します。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１１時２９分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 続きまして、委員会による審査を行います。 

 議案を議題といたします。 
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 危機管理監より、所管事項説明をお願いいた

します。 

【西浦危機管理監】 危機管理監関係の所管事項

についてご説明いたします。 

 総務委員会関係議案説明資料の危機管理監の

1ページをご覧ください。 

 原発再稼働に伴う住民説明会の開催について。 

 去る1月18日、原子力規制委員会は、玄海原

子力発電所3・4号機に関し、新規制基準に適合

したことを示す審査書を決定し、原子炉設置変

更許可を行いました。 

 設置変更許可を受け、国及び九州電力（株）

から原子力発電の安全性を含めた十分な説明を

行っていただくため、松浦市、平戸市、佐世保

市、壱岐市において、それぞれ住民説明会の開

催を予定しております。 

 長崎県国民保護共同図上訓練について。 

 去る2月6日、国との共同による平成28年度長

崎県国民保護共同図上訓練を実施いたしました。 

 今回の訓練では、長崎市「水辺の森公園」に

おいて、イベント開催中に爆破テロ事案が発生

し、その後、松が枝埠頭停泊中の大型客船内に

人質をとり、立てこもったという連続した事案

を想定し、国・県・市等の関係機関が連携して

救援等の対応を検討し対処するというものであ

り、3回目の国との共同訓練でした。 

 平成28年度雲仙岳火山防災協議会の開催に

ついて。 

 去る2月15日、雲仙市において、島原半島3市

長、気象台、自衛隊、警察、消防、国の関係機

関、火山専門家、関係する民間機関などから成

る委員の方々にご出席をいただき、平成28年度

雲仙岳火山防災協議会を開催しました。 

 今回の主な審議事項といたしましては、噴火

災害に関わる情報の収集・伝達体制、避難に関

する基本的な方針、火口近傍における避難促進

施設の指定などに係る県、市の地域防災計画の

修正案、平成新山山頂付近に設定されている災

害警戒区域の更新などについてご審議いただい

たところです。 

 今後も引き続き、協議会を年に1回程度、幹

事会を年に3回程度開催し、噴火災害に備えた

万全な対策を推進してまいります。 

 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【吉村(洋)委員長】 次に、総務部長より総括説

明をお願いいたします。 

【上田総務部長】 総務部関係の議案についてご

説明いたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料」、「総務委

員会関係議案説明資料（追加1）」及び「総務

委員会関係議案説明資料（追加5）」の「総務

部」をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第15号議案「長崎県の事務処理の特例に関する

条例の一部を改正する条例」のうち関係部分、

第16号議案「長崎県情報公開条例及び長崎県個

人情報保護条例の一部を改正する条例」、第17

号議案「職員の勤務時間、休暇等に関する条例

等の一部を改正する条例」のうち関係部分、第

18号議案「長崎県税条例及び長崎県税条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例」、第

39号議案「包括外部監査契約の締結について」

であります。 

 はじめに、条例議案についてご説明いたしま

す。 

 第15号議案「長崎県の事務処理の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」のうち関係部分
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について。 

 この条例は、知事の権限に属する事務の一部

を市町において処理することに関して、移譲す

る市の追加に伴い、所要の改正をしようとする

ものであります。 

 第16号議案「長崎県情報公開条例及び長崎県

個人情報保護条例の一部を改正する条例」につ

いて。 

 この条例は、個人情報の保護に関する法律及

び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号利用等に関する法律の改正に伴い、個人

情報の定義が明確化されたこと及び個人番号を

取扱う条例事務関係情報提供者等の規定が設け

られたことなどを踏まえ、所要の改正をしよう

とするものであります。 

 第17号議案「職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例等の一部を改正する条例」のうち関係部

分。 

 この条例は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴い、育児休業等の対象

となる子の範囲の見直しや介護休暇の分割取得

など、所要の改正をしようとするものでありま

す。 

 なお、この件につきましては、後ほど人事課

長から補足説明をさせていただきたいと存じま

す。 

 第18号議案「長崎県税条例及び長崎県税条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例」 

 この条例は、消費税の税率引き上げの再延期

に伴う地方税上の措置を内容とする地方税法等

の改正が平成28年11月28日に公布されたこと

に伴い、本県税条例について所要の改正をしよ

うとするものであります。 

 次に、事件議案についてご説明いたします。 

 第39号議案「包括外部監査契約の締結につい

て」 

 この議案は、地方自治法第252条の36第1項の

規定に基づき、包括外部監査契約を締結しよう

とするものであります。 

 なお、この件に関しましても、後ほど、総務

文書課長から補足説明をさせていただきたいと

存じます。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

 契約の締結の一部変更について。 

 これまで定例会でそれぞれ可決いただきまし

た長崎県庁舎行政棟新築工事ほか10件の工事

について、地方自治法第180条の規定に基づく

軽易な事項として専決処分させていただいたも

のであり、その内容につきましては記載のとお

りでございます。 

 次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。 

 今回ご報告いたしますのは、新県庁舎建設工

事の進捗状況等について、平成29年度の組織改

正について、熊本地震への対応、綱紀の保持で

あります。 

 まず、新県庁舎建設工事の進捗状況について

でありますが、1月末時点において、行政棟建

築工事の進捗率は約59％、警察棟建築工事の進

捗率は約72％、行政棟及び警察棟建築工事にお

ける県内企業の下請け状況は約53％となって

おります。 

 引き続き、平成29年末から平成30年1月の移

転実施に向けて、工事等の進捗を図ってまいり

ます。 

 次に、綱紀の保持についてであります。 

 先般、平成26年度に担当していた介護支援専
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門員証の交付事務に関して、必要な決裁を受け

ずに交付等を行った職員に対し、1月27日付で

減給3月の懲戒処分を行いました。 

 職員の綱紀の保持については、これまでも再

三にわたり周知徹底を図っている中で、職員が

このような不祥事を起こしたことは、誠に遺憾

であり、県議会をはじめ県民の皆様に対しまし

て、深くお詫びを申し上げます。 

 今後、県民の皆様の信頼を回復するため、業

務の進捗管理の徹底など、再発防止に努めると

ともに、職員一人ひとりが、全体の奉仕者とし

て高い倫理観を持って行動するよう、綱紀の保

持の徹底に全力を尽くしてまいります。 

 次に、「総務委員会関係議案説明資料（追加

1）」の「総務部」をお開きください。 

 平成29年度の組織改正についてであります

が、平成29年4月1日付で組織改正を行うことと

しておりますので、その概要についてご説明い

たします。 

 秘書広報局につきましては、平成26年度の

「長崎がんばらんば国体」及び「長崎がんばら

んば大会」、平成28年度の「全国健康福祉祭（ね

んりんピック）」にかかる皇室業務の終了に伴

い、廃止することとし、秘書課及び広報課につ

きましては、総務部内の組織とすることとして

おります。 

 文化観光国際部につきましては、企画振興部

新幹線・総合交通対策課所管の国際定期航空路

線の利用促進等の業務と観光振興課所管の海外

からの誘客等の業務を統合し、これらを一体的

に行うことにより、業務の効率化・迅速化を図

るため、「国際観光振興室」を新設することと

しております。 

 福祉保健部につきましては、「全国健康福祉

祭（ねんりんピック）」の終了に伴い、「ねん

りんピック推進課」を廃止することとしており

ます。 

 今後とも、新たな組織体制のもと、より効率

的、効果的な県政運営の実現に努めてまいりま

す。 

 最後に、「総務委員会関係議案説明資料（追

加5）」をお開きください。 

 熊本地震への対応についてでありますが、熊

本県からの協力要請に応じ、熊本地震により被

災し避難生活を余儀なくされている方々につい

て、県営住宅、県職員公舎、県教職員住宅への

受入支援を昨年4月から実施してきたところで

ありますが、熊本県において昨年11月には応急

仮設住宅の整備が完了するなど被災者の応急的

な住まいの確保が着実に進んでいることから、

熊本県から各都道府県に対してなされていた被

災者の受入要請についても本年3月末で終了す

ることとされました。 

 つきましては、本県において実施してきた熊

本地震被災者に対する県営住宅等への一時避難

受入事業の受付を3月末で終了したいと考えて

おります。 

 また、これに合わせて、被災者受入の窓口業

務等を行うために昨年4月に設置した「平成28

年熊本地震長崎県緊急支援室」についても、同

日付で廃止することといたします。 

 県営住宅等には、2月末現在で、22世帯53名

の被災者の方々が入居されております。県営住

宅等に入居されている方については、ご本人の

ご希望や住宅の被災状況などを踏まえて入居期

間を延長するなど、できる限りの対応を行って

まいります。 

 県営住宅等にこれまでの累計で31世帯、83名

の受け入れができましたことは、被災された

方々の大きな支援につながったものと考えてお
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ります。 

 今なお復興への途上にある熊本県に対しまし

ては、本県及び市町職員の中長期的な派遣を継

続して実施していくなど、今後もしっかりと支

援を行ってまいります。 

 その他、詳細につきましては記載のとおりで

ございます。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いをいた

します。 

【吉村(洋)委員長】 次に、秘書広報局長より所

管事項説明をお願いいたします。 

【木村秘書広報局長】 秘書広報局関係の所管事

項についてご説明をいたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料」及び「総務

委員会関係議案説明資料（追加1）」の秘書広

報局の1ページをお開き願います。 

 県外に向けた長崎県の魅力発信の強化につい

てでございます。 

 県では、「県民視点に立った積極的な情報発

信」を図り、元気な長崎県をつくるため、「長

崎県広報戦略」に基づき、県内外への情報発信

に積極的に取り組んでいるところでございます。 

 県外に向けた長崎県の魅力発信については、

首都圏及び関西圏のメディアに対する情報発信、

グラフ誌の発行、ツイッターなどを活用した取

組を行っているところでありますが、来年度は、

現在、開発を進めている本県のふるさと情報を

発信するスマートフォン用アプリを活用した情

報発信のほか、国境離島振興関係の交付金を活

用して文化観光国際部が実施する「しま旅グレ

ードアップ事業」において、「長崎のしま」を

イメージさせる動画等を通じて認知度向上対策

に取り組むなど、関係部局とさらに連携を図り

ながら、本県の魅力を全国に発信してまいりま

す。 

 次に、平成29年度の組織改正についてでござ

います。 

 先ほど、総務部長からも説明がありましたが、

平成29年4月1日付で予定されている組織改正

のうち、秘書広報局につきましては、平成26年

度の「長崎がんばらんば国体」、「長崎がんば

らんば大会」、平成28年度の「全国健康福祉祭

ねんりんピック」にかかる皇室業務の終了に伴

い、廃止することとし、秘書課及び広報課につ

きましては、総務部内の組織とすることといた

しております。 

 以上をもちまして、秘書広報局関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【吉村(洋)委員長】 次に、人事課長及び総務文

書課長より補足説明を求めます。 

【松尾人事課長】 お手元に配付しております

「平成29年2月定例県議会総務委員会説明資

料」3ページをご覧いただきたいと思います。 

 第17号議案「職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例等の一部を改正する条例」のうち関係部

分につきまして、補足してご説明したいと思い

ます、 

 まず、改正要旨でございますけれども、地方

公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、

介護休業等育児または家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律の一部を改正する法律」の施

行に伴いまして、働きながら育児や介護がしや

すい環境整備をさらに進めるため、所要の改正

を行おうとするものでございます。 

 改正の内容についてでございます。（1）の

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改
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正といたしまして、介護休暇の分割取得を、こ

れまでの「連続して6月を超えない期間」から

「通算して6月を超えない範囲内で指定する期

間（分割は3回まで）」というふうな改正をす

ることで、より柔軟に取得しやすい環境づくり

を行おうというものでございます。 

 また、介護時間といたしましては、要介護者

の介護のため、連続する3年の期間内において、

1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しな

いことができる制度を新設しようということで、

介護中の職員の時間外勤務を免除する制度を併

せて新設しようとするものでございます。 

 なお、介護休暇、介護時間ともに無給という

ことになっております。 

 4ページでございます。 

 職員の育児休業等に関する条例の一部改正と

いたしまして、育児休業、育児短時間勤務及び

部分休業の対象となる「子」の範囲に、養子縁

組制度における特別養子縁組監護期間中、いわ

ゆる6カ月以上の試験養育期間のことのようで

ございますが、そういった場合や里親制度に基

づく場合について、法律上の親子関係に準ずる

関係にある者として追加をするというものでご

ざいます。 

 施行につきましては、いずれも平成29年4月1

日ということになっております。 

 以上をもちまして、補足説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたしま

す。 

【徳永総務文書課長】 第39号議案「包括外部

監査契約の締結について」、補足してご説明い

たします。 

 表題が「平成29年度包括外部監査契約の締結

について」、右上に総務文書課長補足説明資料

と記しております資料をご覧ください。 

 包括外部監査制度は、1に記載のとおり、地

方自治法に定められており、地方分権の推進に

対応した地方公共団体の体制の整備、及び適正

な予算の執行を図るため、都道府県に導入が義

務づけられているものでございます。 

 平成29年度の包括外部監査契約の相手方に

つきましては、3に記載しておりますとおり、

弁護士の中西祥之氏と契約したいと考えており

ます。 

 選定過程は4に記載しておりますが、地方自

治法第252条の28第1項により、まず、包括外部

監査契約を締結できる者として弁護士、公認会

計士が規定されていることから、長崎県弁護士

会及び日本公認会計士協会北部九州会長崎県部

会に候補者の推薦依頼を行いました。 

 これに対しまして、長崎県弁護士会から中西

氏の推薦があり、日本公認会計士協会北部九州

会長崎県部会からは、推薦者なしの回答であっ

たことなどから、平成27年度及び平成28年度に

引き続き、平成29年度の包括外部監査人として

中西氏と契約を締結したいと考えております。

なお、地方自治法第252条の36第3項により、連

続して3回、同一の者と包括外部監査契約を締

結することができることとなっております。 

 6の契約上限額でございますが、1,384万

6,680円を設定しており、九州各県の状況等を踏

まえ、平成28年度から若干減額をいたしており

ます。 

 なお、7の参考に記載しておりますように、

監査のテーマにつきましては包括外部監査人自

らが設定することとなります。 

 また、監査体制につきましては、包括外部監

査人が、あらかじめ県の監査委員に協議し、補

助者を定め、監査に当たることになります。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。
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よろしくご審議を賜りますようお願いいたしま

す。 

【吉村(洋)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、これより議案に対する質疑を行います。 

 ご質問等はございませんか。 

【山田(朋)委員】 総務部の第17号議案について

伺いたいと思います。 

 今回、法律の改正に伴い、職員が育休、介護

休等を取りやすいように条例が改正をされまし

た。非常に歓迎をするところです。そして、育

休の「子」の範囲も拡大になりました。こちら

も非常に評価をしたいと思っております。 

 国のこのような改正に伴い県も改正するとい

うことでありますが、国の基準を下回るわけに

はもちろんいかないけれども、私は個人的に、

それを上回る分には問題がないのかなと思って

おります。 

 というのは、育児休業等に係る「子」の範囲

で、「養子縁組里親への委託について、実親等

の同意が得られなかったため、養育里親に委託

されている者」とありますが、これは、養子縁

組を希望しているけれども、まだそれがかなっ

ていない人も含むとなっております。 

 県内では約600人ぐらいの子どもが、何らか

の理由のもとに親と一緒に暮らせていません。

その大半が、今、養護施設の中で育っている状

況にあります。 

 今、県は、里親というものを非常に推進をし

ております。今15％ぐらいだったと理解をして

おりまして、大体100件ぐらい里親登録があっ

て、そのうち実際に子どもを預かっている世帯

は50未満だったと思っております。 

 今、県としては、国もそうですけれども、家

庭的な養育環境のもとで子どもたちを育てよう

としております。それを考えたら、例えば県の

職員さんでも里親をしている方がいらっしゃる

かもしれない。もしくは、これから里親を希望

される方もいるかもしれません。 

 私は、決して養子だけではなくて、自分の子

どもと同じように育てているのであれば、同じ

ように育休の範囲にするべきじゃないかと思っ

ておりますので、ぜひ、県といたしましても、

これを上回る、さらなる、いいものであれば私

は問題はないのかなと思っているので、検討を

いただけないものかどうか、ご意見をいただき

たいと思います。 

【松尾人事課長】 今回の育児休業等に関する

「子」の範囲の拡大の背景には、厚生労働省の

聞いた話では、特別養子縁組制度などを利用す

る方々がいらっしゃって、そこで対象となる監

護期間中の子について、現行制度では法的な親

子関係ではないため対象にならないといった時

に、両方とも働いている場合、育児休業の対象

にならないため、どちらかがやめないといけな

いという話もあって今回の法改正につながった

ということでございます。 

 このことから、今回、将来的な特別養子縁組

を前提とした養育里親についての委託の制度も

対象に広がっていったということでございます。 

 私どもとして、これは所管のこども政策局が、

先だって山田(朋)委員の一般質問で答弁したと

思いますけれども、積極的に関わっていかない

といけないということでございます。県職員と

しても、こういった制度があるということをし

っかり周知いたしまして、ぜひ、里親制度も含

めて関わりをもっていってもらいたいというふ

うに思っております。これは主管課長会議等の

場を通して周知をしていきたいと思います。 

【山田(朋)委員】 この法改正を周知して利用を

促進してもらうことは当然ですけれども、私が



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月８日） 

- 216 - 

申し上げているのは、もう一歩、県は進んで、

実子にしようと、特別養子縁組をしようという

人だけじゃなくて。 

 普通に里親として子どもを育てていらっしゃ

る県職員の方がいらっしゃるかもしれないと私

は思うんです。そういった方々もこういう制度

が利用できる方が、より、里親をしようという

気持ち、子どもを預かって育てようという気持

ちになる方が増えると思うので、今回のこれに

反対するつもりは当然ありませんが、県として、

本当に里親を促進していく、子どもたちが家庭

的環境のもとで育っていくことを望ましいと考

えているのであれば、こういったことも今から

ご議論をいただいて、長崎県が国のものよりも

もっと上回るものをする分には私は問題ないと

思いますので、ぜひご議論いただきたいと思い

ます。 

 議論をするか、しないかぐらいは、研究じゃ

なくて検討ぐらいはするか、その辺を答えてく

ださい。 

【松尾人事課長】 今回、こういう形で法改正が

なされたばかりでございます。今、報道の中で

は、養育里親について、本来であれば養子縁組

したいんだけれども、同意が得られていないと

いう方々についてのお話でございます。今回の

改正を踏まえて、所管の部局としっかり議論は

していきたい、実態も含めて検討はしていきた

いというふうに思っております。 

【吉村(洋)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 討論がないようでございま

すので、これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第15号議案のうち関係部分、第16号議案、第

17号議案のうち関係部分、第18号議案及び第39

号議案は、それぞれ原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は、それぞれ原案のとおり可

決すべきものと決定されました。 

 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について、説明

を求めます。 

【陣野危機管理課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出いた

しました危機管理監関係の資料について、ご説

明いたします。資料をお手元に用意していただ

ければと思います。 

 県が箇所付けを行って実施する個別事業に関

し、市町並びに直接、間接の補助事業者に対し

内示を行った補助金につきましては、該当はご

ざいません。 

 1,000万円以上の契約案件のうち、昨年11月

から本年1月に契約した案件は、資料1ページか

ら2ページに記載のとおり、長崎県防災ヘリコ

プター1,500時間点検整備が1件ございます。 

 決議・意見書に対する処理状況については、

該当ございません。 

 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

昨年11月から本年1月に県議会議長宛てにも同

様の要望が行われたものは、島原半島振興対策

協議会会長、島原市長ほか3名からの要望があ
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っており、それに対する県の取扱いは、資料3

ページから5ページに記載のとおりであります。 

 附属機関等会議結果の報告につきましては、

該当ございません。 

 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【徳永総務文書課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります総務部関係の資料につきましてご説明

いたします。 

 1ページをお開き願います。 

 1,000万円以上の契約状況の一覧でございま

す。平成28年度11月から1月までの実績は計3

件であり、1ページに各契約の内容を一覧でお

示ししております。 

 また、2ページから5ページにかけまして、入

札結果一覧表を添付いたしております。 

 6ページをご覧ください。 

 陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

11月から1月までに県議会議長宛てにも同様の

要望が行われたものは、対馬市長からの「要望

書（道路の整備について 外）」の1件のみで

あり、それぞれに対する県の取組は、6ページ

から7ページまでに記載しているとおりでござ

います。 

 8ページをご覧ください。 

 最後に、附属機関等会議結果報告でございま

すが、11月から1月までの実績は、「長崎県行

政不服審査会」など計7件となっております。

それぞれの会議の結果につきましては、9ペー

ジから15ページまでに記載のとおりでござい

ます。 

 以上で資料の説明を終わらせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【吉村(洋)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、まず、陳情審査を行います。 

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。 

 陳情書について、何かご質問はございません

でしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。 

 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。 

【山田(朋)委員】 危機管理監の長崎県防災ヘリ

コプター1,500時間点検整備について伺いたい

と思います。 

 午前中の質疑で、300時間で法定点検を必ず

しないといけないということでありましたが、

これは、300時間プラス、1,500時間を経過した

時に本格的な、車でいうところの車検のような

感じのものをいうのか、そのあたりの経費のこ

とを教えてください。 

【陣野危機管理課長】 山田(朋)委員のご質問で

ございますが、私が1,500時間点検と申し上げま

したけれども、午前中の審議でもご説明しまし

たが、ヘリコプターは300時間おきに点検する

ことになっております。この1,500時間は導入後

の累計と思っていただければと思います。5年



平成２９年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月８日） 

- 218 - 

目ですので1,500時間と。来年度の予算としては

実は1,800時間という形で、300時間ずつ累計し

ているとご理解いただければと思います。 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質問はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般についての質問に移

りたいと思います。 

 ご質問等あられる方はお願いいたします。 

【坂本(浩)委員】 危機管理監から説明がありま

した、玄海原発再稼働に関わって、30キロ圏内

に含まれる松浦、平戸、佐世保、壱岐の4市5会

場で、今月15日から開かれる住民説明会につい

て、質問を3点ほどさせていただきます。 

 まず、この説明会の位置づけについてであり

ます。 

 これは、平成24年6月9日に交わされました、

長崎県並びに30キロ圏内の、先ほど申し上げま

した4市と九州電力による原子力安全協定並び

に覚書に基づいて、長崎県が要請をして、九州

電力及び原子力規制庁、資源エネルギー庁、内

閣府の出席のもとで開かれるというふうな認識

でよかったでしょうか。 

【陣野危機管理課長】 今月中旬から、玄海原子

力発電所の再稼働に伴います住民説明会を、委

員からお話がありましたように、松浦市を皮切

りに平戸市、佐世保市、壱岐市の4市で、都合5

地区で実施することといたしております。 

 その説明会の位置づけでございますが、委員

からお話がありましたのは、県と4市、そして

九州電力との安全協定のお話かと思いますが、

それは九州電力との協定でございます。今回の

説明会につきましては、この協定とは別にです

ね。 

 そもそも以前の経過をちょっとご説明いたし

ますと、平成23年に東日本大震災が発生いたし

まして、原子力発電所の稼働が一旦、全部停止

いたしました。その際に、再稼働という話にな

った時に、当時は10キロ圏内が避難区域でござ

いましたけど、その区域に入っている松浦市と

長崎県が、再稼働に当たっては地元に対してき

ちんと説明してほしいという要望を平成23年

度に実施しました。その後、10キロ圏内の避難

区域が30キロ圏内に広がったことから、対象が

4市になったんですけれども、これまでもずっ

とそういった形で、再稼働の前には地元に対し

てきちんと説明をしてほしいという話を、県も

政府施策要望で国に対して実施しているところ

でございます。 

 そういった形で、位置づけとしましては、安

全協定は九州電力との協定でございますので、

国は協定には入っておりませんけれども、それ

とは別に、避難を余儀なくされる地域の皆さん、

30キロ圏内に約6万人ほどお住いでございます。

そういった方々には再稼働の前にきちんと安全

対策等を説明して、理解をしてもらう必要があ

るだろうということで、ずっと県も要望してま

いりましたし、松浦市も説明会を開催してくれ

ということでずっと要望した経過がございます。

そういった経過に基づいて実施している説明会

でございます。 

【坂本(浩)委員】 わかりました。協定書に基づ

いた覚書というのがありまして、この覚書の2

つ目に今回が該当すると思うんですけれども、

原子炉施設を変更しようとする時に、この協定

書の第4条に規定する事前説明という形で行う

ということになっておりましたので、てっきり、

この協定に基づいて行うというふうに思ってお

りました。 
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 この部分については、今、課長がおっしゃっ

たような中には入っていないんですかね、今回

の説明会は。 

【陣野危機管理課長】 安全協定の中には、委員

がおっしゃいますように、原子炉設置の変更を

する場合に、県並びに市に事前に説明するとい

う項目がございます。それにつきましては、平

成25年に九州電力が国に対して、原子炉設置変

更の申請をする時に、こういう変更をしますよ

という説明が、それぞれ私どもと市にはあって

おります。 

 今回の説明会につきましては、その協定とは

別に、そもそも今回、玄海原子力発電所が稼働

するに当たりまして、国が新規制基準をつくり

まして審査をしておりました。それに基づいて

許可が出ておりますので、どういった基準で審

査して、どういった許可を出したのか、また、

九州電力におきましては、その基準に基づいて

どういった安全対策をしたのかという内容をご

説明する説明会となっております。 

【坂本(浩)委員】 了解をしました。 

 次に、この説明会の運営についてです。 

 それぞれ九州電力、原子力規制庁、資源エネ

ルギー庁、内閣府から説明があって、それに対

する住民の皆さんからの質疑応答というふうな

ことになっているんですけれども、ご承知のと

おり、既に佐賀県内では終わっています。その

時に質問時間が、1人につき1問で1分と限定を

されたということで、佐賀県内においては、こ

の運営に対して随分、参加された方からの批判

があったようであります。 

 本県の5会場での説明会の運営は、どのよう

に考えていらっしゃいますか。 

【陣野危機管理課長】 佐賀県におきましては、

先月の末から3月3日まで、県内5地区で説明会

を開催されたところでございます。私も、その

模様につきましては拝見させていただきました。 

 その中で、委員からお話がありましたように、

佐賀県の趣旨といたしましては、より多くの住

民の皆様に質問をしてもらいたいということで、

時間が限られているからということで、お一人

当たり1分で質問してくれというお話がござい

ました。私も模様を拝見いたしましたが、「30

秒前です」とか、時間をお知らせするボードを

持って時間を区切っていたようでございますが、

おっしゃるように、なかなか1分では質問がで

きないというお話もございました。 

 そういったことから私どもの説明会におきま

しては、1分という時間を区切るつもりはござ

いません。ただ、やはりお一人で何分もお話し

になると、ほかの方が質問できないので、ある

程度、質問の中であまり長いようでしたら「ま

とめてください」とお話ししようとは思います

けれども、あらかじめ何分という設定はしよう

とは思っておりません。 

【坂本(浩)委員】 1問1分というと、「自分はど

こどこから来た誰々です」で終わりそうな感じ

がします。そういう一律の運営じゃなくて、も

ちろんたくさんの人に不安がありますから質問

を出していただきたいと思いますので、ぜひそ

こら辺は柔軟に、大変だと思いますけれども、

運営をよろしくお願いいたします。 

 次に、この説明会の参加対象です。私も、県

が出された資料といいますか、「説明会につい

て」という文書をいただきまして、その中に、

開催する市の市民に限定をするということであ

りますけれども、市民に限定する理由は何でし

ょうか。 

【陣野危機管理課長】 住民説明会につきまして

は、先ほど私からご説明しましたように、これ
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までの経過から、30キロ圏内、玄海原子力発電

所でいざ事態が起きた場合に避難を余儀なくさ

れる地域の皆さんにご理解をしていただこうと

いう趣旨で設定したものでございます。 

 この設定につきましては、関係市の方とも十

分お話しした上で、どういった場所で、いつご

ろするかというお話を差し上げました。そうい

った中で、対象をどうするかというお話がござ

いまして、実は、先行県では地区の代表者に限

ると、ある程度代表者だけを対象にした説明会

もしておりましたが、4市ともに、やはり市民

の方全般を対象にしてくれというお話がござい

ましたので、市民という形にさせていただきま

した。 

 これは、先ほど申し上げましたように、避難

を余儀なくされる地域の皆さんにご説明したい

ということから市民に限定したということで、

先行している団体の事例で地区代表者というよ

りは、市民全般ということで、少し対象は広げ

ているような印象を私は持っておりますが。 

【坂本(浩)委員】 先行というのは、どこのこと

を言っているんですか。 

【陣野危機管理課長】 周辺自治体ということで、

福井の高浜原子力発電所の時に、京都府と地元

の関係市との共催という形で実施した時に、京

都府での各市の説明会の時には、地区代表者に

限定したという事例がございます。 

【坂本(浩)委員】 佐賀県が、既に先行といいま

すか直近でやっていまして、佐賀県の場合は、

30キロ圏に限らず、佐賀市とか鳥栖市とか、そ

ういうところも含めてやっているんですけれど

も、そこら辺は参考にはされなかったんですか。 

【陣野危機管理課長】 なかなか難しい問題でご

ざいまして、地元同意手続に入っているという

お話がございますけれども、地元同意という手

続自体は法律に何も定めがない中で、今、国は

佐賀県に対して、佐賀県と玄海町を立地自治体

と位置づけまして、立地自治体に同意をする判

断を求めているという状況でございます。 

 そうしたことから、佐賀県におきましては、

同意の判断に当たって、佐賀県民全体のご意見

を聞きたいということで県民説明会という位置

づけをされたかと思います。 

 私どもの住民説明会につきましては、先ほど

来申し上げておりますように、避難を余儀なく

される地域の皆さんに、どういった形で国が審

査されて、どういった安全対策が講じられてい

るのかをきちんと説明していただきたいと、説

明会の開催ということになっております。 

【坂本(浩)委員】 もちろん避難を余儀なくされ

る市民の皆さんを対象にと、それはよくわかり

ます。もちろんそういう方々が優先的に参加す

るのはよくわかります。 

 ただ、この開催の場所を見てみますと、収容

人員が一番少ないのは500人ですけれども、あ

とは1,000人、1,500人、2,000人と、かなり大

規模な会場ではないかなと思うんです。 

 もちろん避難を余儀なくされる方々が優先す

るのはわかります。当たり前だと思うんですけ

れども、広報の状況を見ると、市民の皆さんに

お知らせするということで、何人ぐらい来るか

というのはなかかな把握しづらい状況のようで

す。もし、当日余裕があれば、ぜひ県民対象に

門戸を開くべきじゃないかなと思います。 

 というのは、先ほど言いました協定書は、長

崎県、松浦市、佐世保市、平戸市、壱岐市が、

地域防災計画の的確かつ円滑な実施を推進し、

一体となって長崎県民の安全及び安心を確保す

ることを目的にできているということです。も

ちろんこの協定が根拠ではないということはよ
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くわかるんですけれども、県民の安全・安心を

確保するということで、わざわざ協定を結んで

おります。 

 先ほど佐賀県の地元同意ということがありま

したが、もちろん法律にはありませんけれども、

この協定書が地元同意とまではいかなくても、

長崎県がきちんと、説明を受けるだけじゃなく

てお互いに意見を出し合うというふうな、いわ

ば実質的には地元同意に等しいぐらいの、それ

ぐらいのですね。 

 長崎県は、当時は地元同意を求めたはずなん

ですよね。でも、実質的にはそれぐらいのこと

はできたんだというふうな認識に立っていると

いうふうに思いますので、ぜひそのことを踏ま

えて、少なくとも県民を対象に、この説明会を

やっていただきたいと思っております。 

 参加対象を、そういうことで見直す考えがな

いかどうか、見解を求めます。 

【陣野危機管理課長】 先ほどから委員からお話

があっておりますし、私も説明しておりますが、

地元市とも調整の上で市民を対象という形でし

ているものですから。 

 実際、1,000人規模の会場を用意しております。

これがどのくらい入るかというのは、それぞれ

各市で取り扱いが違っておりますので、多くの

市の皆さんは先行順でと、当日いらっしゃった

方を入れるという話になっております。 

 佐賀県では確かに5会場で1,000人という形

で参加人数が芳しくなかったところでございま

すが、本県は、そういったことも踏まえて、各

市におきましても地区の代表者の皆さんにビラ

を配ったりとかという形で参加を促していると

伺っております。 

 いずれにいたしましても、今の段階で対象を

広げるとなりますと、運営上、ちょっと混乱を

来す恐れもございますので、現在の対象のとこ

ろで実施したいと思っております。 

 なお、説明会につきましては、動画を撮りま

して、県のホームページ等に掲載しようと思っ

ております。対象の市民以外の方も、どういっ

た説明会が開催されているのかというのは、そ

の動画を通じて見ることができるように配慮し

ておりますので、そういった形で見ていただけ

ればと考えております。 

【坂本(浩)委員】 最後に要望です。今のところ

検討できないような感じもありますけれども、

15日から始まりますので、ぜひ、ぎりぎりまで

調整をしていただくことを要望します。 

【川崎委員】 県庁舎整備についてお尋ねいたし

ます。 

 先ほど説明があって、11月末の工事完成に向

けて全力を尽くされていると承知をいたしてお

ります。 

 工事につきましても、勉強会の時に資料をい

ただきましたので確認をいたしました。発注済

が19工事、今後出るのが3工事、引越しも入れ

て3つの契約が残って、全部で22の発注になる

と理解をいたしております。もし間違っていれ

ば、後で訂正してください。 

 その中においてＷＴＯの工事が4工事ありま

す。先ほども説明がありましたが、本当に努力

をしていただいて、ＷＴＯの工事を含めてだと

思いますが、県内企業の下請けの皆さんを使っ

ていただけるように頑張っていただいて、現在

は53％、県内企業の下請け業者を使っておられ

るということでした。 

 全体が493、そのうち県内企業が262の53％。

この262というのは、受注した企業数なのか。

例えば、1企業が2つの工事を受ければ2という

工事企業数、いわゆる延べ数なのか、そこの説
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明をお願いしたいと思います。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 延べ数でございま

す。業者の数は延べ数でございます。 

【川崎委員】 延べ数であるということは、1企

業が10の工事をとると10者というカウントで

すね。実際は何者なのか、お尋ねいたします。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 この53％の延べ

数でございますけれども、ダブりの業者を除い

た数でカウントしています。同じ業者がそこに

入っている時は省いてカウントしています。 

【川崎委員】 もう一回、最初から戻って説明を

してください。さっきは延べ数と説明を受けた

つもりだったんですが、今はそうじゃないとい

うことでしたので、いま一度整理をして。 

 実際の会社の数なんですね。受注工事数じゃ

なくて、会社の数なんですね。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 すみません、申し

訳ございません。下請け業者の延べの数で、そ

の中のダブって入っている方は除いて県内の業

者さんの率を出しているということです。実数

です。 

【吉村(洋)委員長】 重複は避けているわけやろ

う。 

 暫時休憩いたします。 

 

― 午後 ２時２２分 休憩 ― 

― 午後 ２時２３分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

【川崎委員】 いま一度、確認をいたします。示

された県内企業の数は、実数ということでよろ

しいですか。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 実数でございます。 

【川崎委員】 そうしましたら、この53％、Ｗ

ＴＯの工事で、当然その時々の情勢もあろうか

と思います。人手不足だったりとか、それはあ

るかと思いますが、近年、県が発注したＷＴＯ

の実績に基づいて、この53％は高いんですか、

低いんですか。例えば、諫早の総合運動公園も

あったと思いますが、いかがでしょうか。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 近年の大型工事で

は、諫早の陸上競技場で事業者の数の統計をと

ったところによりますと約50％程度だったと

思います。こういった地元活用の業者さんの統

計を取った例がなくて、近年のところでいえば

諫早の陸上競技場では50％程度ということで

ございました。 

【川崎委員】 そうしましたら、もう一度確認で

すが、県内企業の262者の方は、完全に100％、

その仕事を自社で全部施工したのか。要は、下

請けの方が孫請けで県外の方に発注をしたとい

うことはないのか。要するに本当に県内経済の

ために、実際としてこういった県の努力が形と

してなっているのかどうなのか、そういったチ

ェックはされていますでしょうか。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 元請から一次下請

け、二次下請け、三次下請けまで統計を取って

いるんですけれども、もちろん一次下請けが県

内であって、例えば二次下請けが県外という場

合もありますし、一次下請けが県外であって二

次、三次が県内という場合、いろんなパターン

があるかと思います。 

【川崎委員】 そうすると、下請けさんというの

は一次下請けだけの数なんでしょう。そこまで

つかんでおられるんだったら、全体像をきちん

と資料として提示していただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

【吉村(洋)委員長】 資料はできますか。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 私ども、下請け業

者の数を三次まで統計というか、報告をシート

でいただいてカウントしているというような状
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況で出しております。 

【川崎委員】 ここに書いてある県内企業の方は、

一次じゃなくて三次まで全部カウントしている、

そういった認識でよろしいんですね。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 そうでございます。 

【川崎委員】 わかりました。しっかりとカウン

トしてこれだけということであれば、できれば

少し資料を整理して、一次がこう、二次がこう、

三次がこうと出していただくとわかりやすいと

思います。 

 県内企業の数は後で資料で確認するとして、

これはあくまでも受注している企業数の話だと

思うんですが、金額としての割合がどうなのか

お尋ねをいたします。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 業者の数として

53％と出ましたけれども、金額ベースでは、元

請から一次下請けと契約する金額、一次から二

次に下請けする金額とかあるんですけれども、

金額というのがかなり変わっていくというか、

はっきり出ていない部分も結構ありまして、な

かなか精査がしにくいというか、工事がある程

度終わる段階ぐらいになって固まってくるもの

でございます。 

 まだ精査前なんですけれども、大体、この

53％を超える程度の地元県内活用、金額ベース

でいいますと53％をやや超えるぐらいかなと

いうところで、今後、それを精査していくとい

うようなことかなと思っております。 

【川崎委員】 またいろいろご意見があるんです

が、53％を上回るというようなお話がありまし

たが、それはぜひ追いかけていってください。

だんだん、下請けになればなるほどきついとい

うのが一般的な考え方だと思いますので、果た

して本当にそうなのか、大事なことだと思いま

すよ。 

 県内もこれだけ経済が疲弊する中に、何とし

ても高めていこうとみんなが思っている中にお

いて、県庁舎ですから、幾らかでも県外に流出

するということは基本的に許しがたいことなの

で、しっかりと精査をして、また次の機会にで

もお尋ねいたしますので、よろしくお願いをい

たします。 

 次に、行財政改革の一環になろうかと思いま

すが、テレビ会議のことについてお尋ねしたい

と思います。 

 現在、テレビを活用した遠隔での会議、もし

くは打ち合わせ、そういったものが県庁舎内、

全庁的にどのような形で進められているかをお

尋ねいたします。 

【大庭情報政策課長】 現行のテレビ会議システ

ムは、本庁と振興局と、合わせて15の拠点に機

器を設置して、さまざまな会議に活用をしてい

るところでございます。 

 ただ、専用機器を使っている関係もありまし

て、庁内間のみでの会議開催が可能な状況でご

ざいます。 

【川崎委員】 15の部署ということでしょうか。

そういったことでいいんですか、部署といいま

すか、エリア、場所。 

【大庭情報政策課長】 本庁に1つ、振興局に5

つといった感じで、その建物ごとに1つ置いて

いるという状況でございます。 

【川崎委員】 建物ごとにしか置いていないとい

うことであれば、そこに一同が集わないと全体

会議を開けない。例えば、知事の大事な発言を

みんなで聞く、確認するということになると、

なかなか現実的に難しい状況なんですね。 

 離島を抱える本県において、必ず本庁まで来

て打ち合わせをするということがあろうかと思

いますが、コストの削減という部分についても
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推進すべきことだと思うんですよ。迅速にコス

トダウンも図られる。 

 こういう時代だから、回線もそう高くないし、

そんな華美なシステム開発にはならないと思う

んです。至って単純なもの、セキュリティだけ

確保しておけば、そう考えると推進すべきだと

いうふうに思います。 

 徳島の神山町、ＩＴ企業のサテライトオフィ

スで有名なところですが、そこを視察させてい

ただいた時に、県庁のサテライトオフィスもあ

ったんです。そこでお2人の方が勤務されてい

ました。ちょっと事務所に行かせていただきま

すと、そこに大きなモニターがあって、自分の

所属する部なんでしょうね、そこの映像が常時

流れているんです。当然こちらの様子もそちら

に流れている。つまりリアルタイムでコミュニ

ケーションが図られるようになっていると。そ

こで打ち合わせぐらいの話ですかと聞いたら、

知事の査定もこれでやっているそうなんです。

ちょうど新年度予算の査定の状況でしたので、

どういうことまでやられていますかとお伺いし

ましたら、そういう査定の部分まで遠隔でやら

れている。場所が非常に離れているんでしょう

けれども、そういう時間的な部分についてもコ

ストダウンを図ってやられている。 

 これはトップの考え方みたいですけどね。非

常にＩＴに熱心で、こういったものを活用して

やっていこうという姿勢が本当に見受けられま

した。ここまでやらないと、いろんな意味で厳

しい財政の中で、交通費だって半端じゃないわ

けで、そういった取組は進めていただきたいと

思います。 

 これはぜひ、課長じゃなくて、できれば部長。 

【大庭情報政策課長】 新庁舎の移転に伴いまし

て、実は新しいシステムの導入を計画しており

ます。 

 新しいシステムは、拠点数は15が18に増える

程度ですが、ウェブ会議の仕組みも導入しまし

て、例えば職員の事務用のパソコンからテレビ

会議に参加ができる、もしくはインターネット

経由で外部の方もテレビ会議に参加できる、そ

ういう構成の新しい仕組みを来年度構築予定で

ございます。結果として、今、委員がご指摘に

なりました神山町のようなウェブ会議も実施で

きるようになります。 

 あとは、職員の皆さんにどう使っていただく

か。この辺については私どもの方で、賢い使い

方とか、そういうご案内をしながら、テレビ会

議及びウェブ会議、遠隔間での会議がスムーズ

にいくように、新庁舎に向けて、平成30年1月

以降、そういった仕組みが使えるように準備を

進めているところでございます。 

【上田総務部長】 ＩＣＴ化による効率化は非常

に重要なことだと思っております。テレビ会議

も、導入した当初と比べますと、かなり利用頻

度が高くなってきております。いわゆる定型的

な会議だけではなくて打ち合わせ等も随時、各

部利用してやっている状況です。こういうＩＣ

Ｔを含めた効率化は、今後も充実を進めていき

たいと思っておりますし、その利用についても

広げていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

【川崎委員】 ぜひ、進めてください。 

 機器に頼ると、人と人とが直接、面と向かっ

て話をするという部分でのコミュニケーション

の充実ということから、ひょっとしたら趣旨が

外れるのかもわかりませんが、やはり知恵出し

だと思うんです。そこのところをいかに効率よ

くやっていくかということに知恵を出していき

ながら進めていただきたいと思います。 
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 最後に、綱紀の保持について確認ですが、減

給3か月の懲戒処分と非常に重たい処分だと思

います。 

 まず、この介護支援専門員証の交付という、

いわゆる証の部分を交付することなので、単独

でその作業を、仕事をさせてしまったというこ

とが大変重要な問題だと思っているんですが、

そもそも、そういうことを1人の人に任せてお

いたということ自体、仕事の進め方、管理の在

り方について非常に疑問を持たざるを得ない。

つまり、証を発行するということは、その方が、

実務はよくわかりませんが、名前を書いて発行

するんでしょうが、台紙から何から全部、そう

いったものを1人で管理をされていたというこ

となんでしょう。そういった実務についてお尋

ねいたします。 

【松尾人事課長】 今回の処分の案件につきまし

ての当時の状況をというお話でございます。 

 これは平成26年度に、介護支援専門員証とい

う、ケアマネージャーへの専門員証の交付事務

を当該職員が担当していたということでござい

まして、25件の申請に対しまして、必要な決裁

を受けずに22件の交付をしてしまったと。その

他、登録事項の変更案件を3件、決裁を受けず

に行ったりと、その他、処理中、未処理のまま

机の中に放置していたということがございまし

た。 

 これは、まさしく仕事のありようが問われる

お話だと、委員ご指摘のとおりだというふうに

私どもも思っていまして、当時の状況からいく

と、担当職員に任せきりであったというところ

もございます。班長が、当時、その専門員証を

所管する担当とやり取りはあったようなんです

けれども、その業務そのものについて、進捗自

体をしっかり押さえていなかったというところ

が、今回の案件の交付事務についての足らざる

ところだったというふうなことでございますの

で、再発防止に当たっては、随時、受付をして

交付をするまでの間に、担当職員だけではなく

て臨時職員も介在させて、途中、途中で台帳の

チェックあたりも班長が入ってチェックをして

いくというふうなことを再発防止に向けた取組

として改めて行ったところでございます。 

 こういった許可事務の関係は、福祉保健部を

中心に全庁的にございます。今回の処分を受け

て、主管課長会議等々を開きまして、改めて、

同じような事例がないのかどうか、再発防止に

向けてしっかりチェックをしてほしいとお願い

しました。今言ったような形の、班長がいかに

進捗管理をチェックしていくのかということを

含めてでございます。 

 これは県庁の働き方改革の中でも、ミーティ

ングの励行ということを申しております。ミー

ティングというのは、班長がいかに班員の方々

とやり取りを、コミュニケーションを深めてい

くかということだと思います。今回の事案も、

そこのあたりがもうちょっと深まっていればと

いう点もあったかと思いますので、改めて全庁

的な取組として周知を徹底していきたいと思っ

ております。 

【川崎委員】 お一人お一人の作業ボリュームが

大変大きくなって、責任も重くなってきている

んだろうと思います。そういった中でご苦労さ

れていることは重々承知をいたしておりますが、

やはりこういったことはあってはいけない。 

 今説明があったように、全庁的にしっかりと

仕組みをつくっていただきたいと思いますし、

そういった、怠惰じゃないな、そういうことが

起こらないような、起こさせないような仕組み

づくりというのが大事だと思うんですよ。今お
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っしゃったダブルチェックとか、複数で管理を

するとかということも手法かと思います。本当

にそういうことが起こらない仕組みに、知恵を

出していって管理体制を構築していただきたい

と要望して終わりたいと思います。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩いたします。 

 

― 午後 ２時４０分 休憩 ― 

― 午後 ２時５０分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 ほかにご質問等はございませんか。 

【友田委員】 原発再稼働に伴う住民説明会の関

係でありますけれども、このことを聞く前に、

ここに書かれている、1月18日に原子力規制委

員会が玄海原子力発電所3・4号機に関し、新規

制基準に適合したことを示す審査書を決定した

ということですね。福島第1原発の事故を受け

て、世界一厳しいという新規制基準がつくられ

て、これに適合するために対策を講じましたと、

そしてそれが国の合格を得たということですね。 

 そうすると、6年前の3・11の当時の玄海原子

力発電所と現在の玄海原子力発電所については、

安全性が高まったと、そのように県としては認

識しておられるのか、ここをまずお尋ねします。 

【陣野危機管理課長】 友田委員からのご質問で

ございます。 

 おっしゃるように福島の原子力発電所の事故

がございました。それは、地震と津波による事

故ということで、まず地震によって外部からの

電源が喪失され、本来であれば自家発電で賄わ

なければいけないんですけど、津波によってそ

れもだめになったと、最終的に電力が失われて

水素爆発を起こして、あの福島の事故が起きた

という状況でございます。 

 そういったことを踏まえまして、新規制基準

では、津波・地震対策についてはさらに強化を

図ったということでございます。放射性物質の

拡散の防止であったり、さらに航空機の墜落に

も備えた形と、さまざまな規制基準が設けられ

まして、そういった規制基準のもとに、今回、

九州電力におきましては、例えば電源の確保を

したりとか、津波対策につきましても想定され

るよりもさらに高く嵩上げした堤防を造ったり

とか、引き潮対策も行ったりとかという形でご

ざいますので、新規制基準に基づきまして対策

をとられることで、おっしゃるように、福島原

子力発電所事故以前に比べると安全対策は十分

とられているものと認識しております。 

【友田委員】 随分前の資料を控え室から持って

きたんですけど、平成24年2月13日に行われた

第4回長崎県地域防災計画見直し検討会の資料

です。危機管理監はお二人代わっておられるぐ

らい前なんですけどね。 

 この時は、3・11の事故が起きて大慌てです

よね。ああいう事故がやっぱり起きるんだと、

もう本当に原子力発電所の安全神話が壊れてし

まって、ああいう事故が起きると、だから、そ

れに備えて、この防災計画を見直さなければい

けないということでつくったわけですよ。 

 国の原子力規制委員会が当時、ＥＰＺ、防災

対策を重点的に講じるべき地域を原子力発電所

から半径10キロの範囲内としていたのを、国が

30キロに広げていく前に、長崎県は、この計画

を見直して、暫定的にまず見直しをして、半径

30キロ圏内の地域については防災対策を重点

的に充実すべき区域として避難計画をつくろう

と言って現在に至っているわけです。 

 それは、玄海原子力発電所は安全対策が講じ

られていないと、今考えれば十分な安全対策が

講じられていないから、同じような事故が起き
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る可能性があると、だからこれを見直したわけ

ですよね。 

 国は、危機管理課長もお認めになったように、

規制基準を高めて、それに適合させたんだと。

ということは、福島第1原発のような事故は、

起きないと言ったらおかしいのかもしれないけ

ど、起こさないという気持ちですよね、起こさ

ない。自信を持っているから国民に説明して、

我々のところでも今度、住民説明会をされるん

ですよね。 

 そうしたら、私はいまだに納得がいかないの

は、少なくとも安全性が高まったと自信を持っ

て国が言うのであれば、防災対策を重点的に充

実すべき区域を縮小させるべきですよ。自信を

持っているなら、大丈夫ですと。それまであっ

た原発は、福島第1原子力発電所と同じような

ことが起こるかもしれないと、予備電源もない

し津波対策も講じていないと。しかし、今度の

規制基準は、これをちゃんとやって、再びああ

いう過酷な事故を起こさないように我々がした

んですよと言うんなら、縮小させてくれよと。 

 今日の予算の時にやりましたね。4億7,000万

円、国から原子力防災訓練に交付金がきて、そ

れによって30キロ圏内の行政や住民は、1年に1

度、訓練に行かなきゃいけないんですよ。 

 多分、委員長もそうだと思いますけど、私は

30キロ圏内に住んでいるんです。委員長も多分、

そうなんですよ、吉井町。 

 我々の地域の住民は、年に一度、この区域に

指定されているがゆえに、訓練に参加しなきゃ

いけないんです。訓練に参加させられている地

域に住んでいて、大丈夫ですよと言われて、住

民が安心できるはずがないんですよ。国は、お

かしなことを言っているんですよ。大丈夫、大

丈夫と言いながら、危ないですよと網は広げて

いるんですよ。これじゃあ、住民は安心できな

いと思うんですよ。 

 これを我々がやり取りしても結論は出ないと

思うけれども、長崎県として、こういった意見

を、それだけあなたたち国は自信があるんなら、

防災対策を重点的に充実すべき区域を縮小させ

るような考えはあるのかと問わなきゃいけない

と思うんですけど、いかがでしょうか。 

【陣野危機管理課長】 今、友田委員からお話が

ありましたように、本県では、国が30キロ圏内

に広げたのは平成24年10月でございますが、そ

の前の平成24年6月に地域防災計画を修正いた

しまして、福島の原子力発電所の事故を受けま

して、当時、10キロ圏内だったのを県独自で30

キロに避難すべき地域を拡大しまして、防災計

画に盛り込んだところでございます。 

 その後、国が、原子力災害対策指針を策定い

たしまして、30キロ圏内にと、おっしゃるよう

に追認した形になっております。さらにその1

年後の平成25年に新規制基準を設けたという

ことで、時系列はおっしゃるとおりでございま

す。 

 住民説明会でも、国の新規制基準に基づくお

話をしていくと思いますが、規制基準は従来よ

りもさらに厳しくなりまして、安全対策につい

てはより講じられているところでございます。

国の説明を佐賀県の説明会で聞くところにより

ますと、100％とはなかなか言えないと。万が

一、万々が一のこともあり得ると、そういった

ために防災対策をという説明があっているとこ

ろでございます。 

 ただ、おっしゃるように、住民の皆様のお考

えでは、質問の中にもございましたけれども、

安全と言ってくれと、万全の安全対策と言って

くれないのかというお話もございました。そう
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いった声は十分私どももお聞きしておりますの

で、友田委員からお話がありましたように、万

全の対策、新規制基準で世界最高水準の安全基

準と言われるならば、こういった避難を余儀な

くされる地域の皆さんの範囲を縮小できないか

というお話は、私どもからも国に対してお話し

していきたいと思います。 

 現状、30キロ圏内は避難という計画になって

おりますから、こういった計画に基づきまして、

地域住民の皆さんに避難訓練をしていただいて

おります。私どもとしては、万が一の場合に備

えてと、万が一、万々が一の場合を想定した防

災訓練をしているつもりでございますが、そう

いった考えがないかという友田委員のお話につ

きましては、国に対してご相談してまいりたい

と思います。 

【友田委員】 確かに、防災計画上は万々が一に

備えるべきなんですよ。備えるべきです。それ

が正しいと思うんですよ。 

 しかし、確率としては万々が一ということは、

確率があるということですよね。ゼロじゃない

んですよ。ゼロの区域内に国がはめているんで

すよ。そこに我々は住んでいるんですよ。長崎

県内に6万2,000人ぐらい住んでいます。その地

域の人たちの安全を担保する上で、せめて何か、

それぞれの津波の来る高さだとか、いろんなこ

とを考えて、ここは25キロとか、ここは20キロ

とか、10キロとか、何かそういうものであるな

ら別だけど、30キロとずっと枠をはめられて、

発電所がある限り、その枠がはまっていくわけ

ですよね。住民は、やっぱり本当の安心には結

びつかないんですよね。 

 ここは、国がそれだけ自信があると、国の責

任でとおっしゃるなら、そういった対応をして

こそ、まさに国の責任だと思うものですから、

ぜひ県としても、国の方へそういった点は伝え

ていただきたいと、これは要望しておきます。

そういったことを踏まえて住民説明会をやらな

きゃいけないと私は思いますよ。そのことを申

し上げます。 

 次に、この件は、委員会であえて言うべきこ

とかどうか、私自身も悩んではいるんですが、

県の中枢の皆さんがいらっしゃるところで言っ

ておかないといけないんじゃないかという思い

があるものですから。 

 実は、昨年の暮れに、私の家に電話がかかっ

てきまして、「私の家は県から立ち退きを要請

されています」というお話でした。具体例を言

わないとわからないと思うので。 

 何事ですかと、行ってお話を聞きしました。

そうしたら、地すべり防止の指定区域になって

いて、測量をされているんです。県から文書が

来ているんですよ。県の文書は、お宅の地域は

中山間地域で、地すべり防止対策を講じる区域

になりましたと、ついては業者が入って測量し

ますからということを書いた文書が来ているん

です。そして、ちゃんと県は、なぜこの計画を

しなければいけないかということを文書にして、

対象地域に配布しているんですよ。その文書の

中に、危険な区域と指定された場合には立ち退

きを勧告することがありますと書いてあるんで

すよ。 

 その文書があるかと聞いたら、どこにいった

かわからないとおっしゃって、その方は非常に

不安になっておられて、去年の暮れですから、

年明けて春ぐらいには勧告が出されて、私は立

ち退かなきゃいけないと、次の家を探している

んだけど、どうしたものかと、そんなところま

で真剣に考えておられる。 

 これは大変だと思って、すぐに県北振興局に
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電話をして、どういう文書だったのかと聞いて、

こういう文書で、そういうことはないというこ

とを説明しました。だから、どこにも瑕疵はな

いんですよ。県の対応に瑕疵はない。 

 ただ、ぜひ気をつけていただきたいと思うの

は、県内には多くの高齢者の独居世帯とか、高

齢者のみの世帯とか、そういった方がたくさん

いらっしゃるんです。そういった方々には、も

っと丁寧な対応をしてほしい。 

 インターネットのホームページとかに記載す

る分は、そういったところを高齢者の方はなか

なか検索して見ることはないかもしれませんが、

自宅に直接郵送されてくる、自分あてに、自分

の家族あてに配布されてくる、そういった文書

については、高齢者の皆さんが勘違いなさるか

もしれないという視点で文書を配布しなきゃい

けないということですよ。 

 本当にそんなことはありませんからと担当者

も言ったと、言ったけど、どうも信じられない

と、実際に立ち退き勧告と書いてあるからと、

近所の人もみんな言っていると。その方のお宅

だけ、ちょっと急傾斜のところに実際にあるん

ですよ。いろいろ心配なさっていたということ

なんですよ。 

 これは土木部が発信した文書でしたけれども、

これ以外にも長崎県が直接、県民のお宅に発送

する文書があると思うんです。そういった中身

については、よくよく注意をしていただきたい。

県民の皆さんが、その文書一つで本当に寝られ

ない夜を過ごしたという事例があるわけですか

ら、こういった点にはぜひ注意をしていただき

たいと思います。 

 総務委員会でこのことを言うべきかどうかわ

からないんですけど、広報とか、そういった部

署を扱う総務委員会ですから、今後、全庁的に、

そういった視点で県民に配布していくことが大

事だと思います。この点について、お考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

【上田総務部長】 県民の皆様方に、いろんな関

係のお知らせなりを早めにお届けする、周知に

入っていくということは、いろんな行政部局で

通常行われているところだと思っております。

その際に、受け取られた方が誤解をされないよ

うに丁寧な説明をしていくということは、基本

中の基本だろうと思っております。 

 庁内で集まる会議等もございますので、そう

いった点についての趣旨をしっかりと、関係部

局には伝えていきたいと思っているところでご

ざいます。 

【友田委員】 高齢世帯がどんどん、これからも

増えてくるはずですから、県民に誤解を与えな

いよう、そういった配慮だけは必ずしていただ

くと、そういうふうに見えないかなという視点

は持っていただきたいと思います。 

 それと、最後の質問ですけれども、総務部長

にお尋ねしたいんですが、今回の一般質問や予

算総括のやり取りの中で、長崎県の財源不足を

補うために、ふるさと納税に力を入れていくと

いうことが、多分、総務部長の発言の中に3回

ほどあったんじゃないかと思うんです。 

 今の仕組みでいくと、ふるさと納税というの

は、黙っていればどんどん取られてしまうので、

自分のところも充実させて取らないと大変なこ

とになると、そっちの方向でふるさと納税がや

られているんじゃないかと思うんです。 

 県のふるさと納税の返礼品を見ました。県下

のいろんな地域のものがあるんですね。それぞ

れの自治体も、自らのところにふるさと納税し

てくださいということでやっているんですよ。

県内でも取って取られて、県が頑張れば頑張る
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ほど、県にも市にもと、どっちにもしていただ

ければいいんだけど。 

 多分、ふるさと納税をする方は、どこが一番

いいかなという感じで選ばれている向きが今、

ありますよね。最初の、本当に応援しようとい

うことから若干それて、どちらかというと。今、

本屋さんに行くとガイドブックがずらっと並ん

でいるぐらいですよ。 

 そういった中で、ぜひ総務部長にお考えをお

聞かせいただきたいんですけど、ふるさと納税

で財源確保を図っていくという仕組みが果たし

て、長崎県の財政を充実させる上でね。3回も

丁寧におっしゃったものだから、そういった実

態との考え方の危機感というか、私が思ってい

る思いについて、どのようにお考えか、お聞か

せいただきたいと思います。 

【上田総務部長】 ふるさと納税の趣旨は、委員

ご指摘のとおり、都市部の方々に故郷を応援し

ていただくというのが基本の考え方だと思って

おります。ただ、現状は、返礼品での過度な競

争になっているという面も一定あるのかなとい

うふうには思っているところでございます。 

 本県では、本来の趣旨に沿って、平成27年ぐ

らいまでは大きな見直しを行っておりませんで

した。 

 平成27年から平成28年にかけて、大きな変化

があっております。 

 ふるさと納税は、納税された方が、その住ま

われているところでの税額控除を受けられると

いう恩典がございます。その税額控除の総額が、

全国的にも平成27年から平成28年にかけて5倍

ぐらい増えてきております。ふるさと納税とし

て寄付をいただきますけれども、逆に出ていく

方が多くなってきて、いただいた寄付の趣旨が

生かせなくなる可能性がございます。 

 私どもは、ふるさと納税で大きな財源を確実

に押さえていこうといった趣旨というよりは、

現状で今の制度が続く限りにおいては、寄付額

として出ていく額、県にとりますと減収の方が

大きく見込まれる状況がございます。少なくと

もそこにはしっかりと、減収にならないような

制度、あるいは利用につなげていきたいという

ふうに考えてふるさと納税を充実していきたい

という趣旨でございます。 

 県で、例えばこういった趣旨で使いますと使

途を定めております。これも、応援をしたい気

持ちになっていただけるよう具体的な項目に見

直しをかけております。 

 返礼品につきましても、当然各市町もなされ

ていますので、大きな競合を避けていかないと

いけないというのは重々わかっているところで

ございます。ただ、県として開発を進めてきた

り、県として認定をしたり、県として推奨を図

っているもの、販売の促進を図っているもの、

こういった県としての取組の範疇にあるものを

網羅的に拾い上げて、それをふるさと産品とい

うことで返礼にお使いをしようと考えておりま

すので、その基本的な考え方は今後も続けてい

きたいとは思っております。 

 ただ、そこの中でさらに充実をどんどん図っ

ていく必要もあろうかと思っておりますので、

使途、返礼品を含めたところの見直しと、ふる

さと納税の趣旨のＰＲを重ねていきたいと思っ

ております。 

【友田委員】 国の制度ですから、我々がここで

議論しても仕方がない部分はあるんですけど、

多分、充実させればさせるほど、総務部長がま

さにおっしゃったとおり、どこかの自治体のマ

イナスになっていっている話で、そうするとお

互いに、返礼品とかを充実させて頑張ろうとす
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るわけですよね。 

 わかりました。長崎県は、このまま放置して

いくと減収になるので、対処療法的に頑張らん

ばいかんというのがあるんだなということがわ

かりました。 

 そこで、難しいことなんだろうなと思うんで

すけど、結局、入ってきても、県民が県外にふ

るさと納税をするから減収になるという実態を

考えたら、もうここまでくると難しいのかもし

れないけれども、そもそも自分たちが納めてい

る税金がどうやって県民のために使われている

のかといったことについて、これまで、自治体

も含めて十分住民に理解していただいてこなか

ったから、ふるさと納税によって控除が得られ

ると、そういうふうなことにいっているんじゃ

ないかなと思うんです。 

 だから、自治体としては、自分のところの住

民がよその自治体にふるさと納税をしておられ

るということに、もっともっと危機感を持つべ

きなのじゃないだろうかと、そういった皆さん

に理解をいただくためにはどんな対応が必要な

んだろうかという視点を持っていくべきだと思

うんです。 

 県が示しておられる成果を、知事がおっしゃ

る県民にどうやって成果を返すか、まさに成果

が県民に見えることが税金が生かされていると

いう感覚なので、こういった問題点があるから

こそ、十分意識を持って取り組むべきではない

かと思いますが、こういった点についてのお考

えを最後に示していただいて終わりたいと思い

ます。 

【上田総務部長】 友田委員がご指摘の点は、非

常に重要なことだと思っております。貴重な税

を活用して、どういうふうな事業展開をして、

どういう成果につながっているかと、しっかり

とご説明していくことが必要だと思っておりま

す。 

 そういった意味でも、主要な事業の成果なり、

あるいは評価制度なり、こういったものをわか

りやすく県民に伝えていく工夫を重ねてまいり

たいと考えているところでございます。 

【小林委員】 先ほど、川崎委員の質問の中で、

県庁舎の元請けから下請けの方に、どのように

現状はなっているかと、いわゆる下請けの仕事

はどのような現状かと。延べじゃなくして実数

262者、全体の53％になっていると、こういう

ご答弁があったわけです。実数262者、53％の

下請け企業、つまり県内の地元企業がそこに下

請けとして位置づけられているというようなお

話で、53％が多いか少ないかは別として、結構

なことだと思うんです。 

 そこでお尋ねしたいことは、その53％、262

者に至るまでの間に、どのような形の中で下請

け企業の53％を確保することができたのかと、

どういう依頼の仕方をされたか、これをまず質

問したいと思います。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 県内企業の下請け

活用については、県議会でも附帯決議をいただ

きまして、できるだけ県内企業を下請けに活用

してくれということだったので、早々に元請に

契約当初から要請をずっとしてまいりました。

前の部長から直接、九州支店長さんとか、営業

所長さんとかに早期の要請をまずしたというこ

とでございます。 

 それと、全体会議を毎月開きまして、県内企

業の下請けをお願いしたということです。毎月、

安全協議会において、毎回のように下請け企業

の活用をお願いしたということでございます。 

 それと、今回初めての試みでございますけれ

ども、県内活用のヒアリングを随時させていた
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だきました。元請業者の皆さんに出ていただい

て、決まってからでは遅いので、早めに手を打

つということが大事なので、どういう活用を考

えているのかと、その辺からヒアリングを始め

ました。業者さんも、言えるところと言えない

ところがありますが、予定しているようなとこ

ろや、県内の状況はどうかとか、そういったと

ころから入って、毎月、毎月、ヒアリングを行

いまして要請を繰り返し繰り返し続けていたと

いうことでございます。 

【小林委員】 今のご答弁を聞きまして、まさに

今あなたがおっしゃった、あるいは前任の皆さ

ん方も頑張られた、その結果の至らしめるとこ

ろなんだけれども、実際そうあるべきだと思っ

ているわけだよ。 

 ところが、実際、全然出てこないあなた方か

らの答えの中に、400億円を超えているわけだ

よな。ＷＴＯということまで出てきたけれども、

ＷＴＯの要件の中に地域要件はつけられないと、

こういうような形の中で流れがあること、法律

で決まっていること、ここのところは全く出て

こないわけだよな。 

 私が言いたいことは、262者の53％という数

字は悪くないと思っている。ＷＴＯの案件であ

る、地域要件はつけられないという一つの流れ

があるわけだよ。ここから考えてみた時に、も

うばりばり、元請けに対して、あらゆる会議を

しながら、「下請けは地元、下請けは地元」と、

こういうことを積極的に言っていただいている

ということは、ＷＴＯから言えば、実は法を犯

しているわけだよ。わかっているかな、まずそ

このところは、地域要件がないんだよというこ

とは。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 ＷＴＯに関しては、

委員がおっしゃるとおり地域要件をつけられな

いということで、強制は法的にできないという

ことですので、あくまでも強い要請ということ

でやってきたということでございます。 

【小林委員】 今頃になってそんなことを言いだ

す。さっきまでは、どんどんやりよったと。 

 そういうような強制をやっていないとか言う

けれども、今頃になってそんなことを言ってい

る。 

 いや、いいんだって。あなた方がやっていた

だいたことが、私は本当だろうと思っているん

だよ。こうあるべき姿だけれども、時として、

ＷＴＯだから、地域要件は入れられないから、

地元企業に流していただきたいとお願いしたい

けれども、24億7,000万円を超えたら、現時点

におけるＷＴＯの案件なんだと、だから、それ

をやろうと思ってもできないんですよと。 

 つまり、ここは義務的にできることと努力目

標でしかできないところがあって、今回の県庁

舎は残念ながら、努力目標でお話をせざるを得

ないとなっているけれども、あなたは頼もしか

たい。どんどん呼び込んで、そして、しょっち

ゅうのごと会議をやって、さあ、これいけ、あ

れいけと、こういうようなことでやっていると

いうことは、これはある意味では昇格に値する

ぞ。そういうような感じがしているわけだよ。 

 ここのところは、例えば土木部の建築企画と

か、あるいは建築課本体とよく話を一本にして

おっていただかないと。 

 例えば、大村の県立・大村市立一体型図書館

の時に、全然地域要件は入れられないから、元

請けから下請けにお願いをするということは断

じてできないと。ここについては強制力もない。 

 仕様書の中に、24億7,000万円を下回るＷＴ

Ｏ案件ではないものについては、地元を使って

ほしいというようなことを最初からお願いをず
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ばっとやっていくんだよ。 

 ＷＴＯの場合においては、それができないと

言ったんだけど、君はそれをやったのか。やっ

ているんだろう。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 あくまでも強い要

請を行ってきたところでございます。 

【小林委員】 強い要請でやっていないというこ

とでね。 

 我々は、強い要請をしてもらいたいと思って

いるんですよ。そして、あえて言えば上手にと。

こういううまいやり方でやっていただかないと、

県庁舎をつくって、よそからばっかり来て、県

庁舎ができましたと言っても、お祭り騒ぎみた

いな形になってしまって、全然地元に利はなか

ったということになってくると、これはやっぱ

り鼎の軽重を問われる。 

 我々は、県庁舎の特別委員会をやって、いか

にして分離発注をして地元に発注をすることが

できるかと、いろんなことをあなた方にお願い

したわけだよ。その流れを受けて地元発注を考

えていただいて、53％まで届いたということは、

私は、努力目標のＷＴＯの案件でいくならば、

よくぞ頑張っていただいていると、こう思って

いるわけよ。 

 念のためのことだけれども、長崎市のメディ

カルセンターは、下請けの地元企業が60％を越

えているというんだよ。そういうふうにして、

ＷＴＯ案件の中でも上手にうまくやりながら、

地元の方々にきちっと仕事が回るように、元請

けの方々に遠まわしにお願いをしているという

状況なんだよ。 

 先ほどからずっとあなたの話を聞いておれば、

もろにきちっと言えるんだと。しかし、建築課

だとか建設企画は、ここは言えないということ

で、全くもってノータッチに近いような形にな

っている。ここのところをきちんと統一してお

ってもらいたいということが、こちらの意見で

あるし、ぜひともそうやっていただきたいとい

うこと。長崎市の事例、そして今回の県庁舎の

事例を考えていけば、ＷＴＯ案件でもしっかり

地元のプラスになるようにやってもらいたいと

思っているんだけど、この辺は誰か答弁できま

すか。 

【髙宮総務部参事監】 土木部のお話でしたので、

私、兼務させていただいておりますので、答弁

させていただきます。 

 今、委員がおっしゃるように、ＷＴＯ案件の

県庁舎建設工事におきまして、さまざまな形で

地元企業を活用していただきたいということで、

法律に触れない範囲で最大限に努力をさせてい

ただいているところでございます。合法的な形

でやっておりますので、こういったやり方につ

いて、土木部にも、今おっしゃるような県の建

設工事にも対応できるということは伝えていき

たいと思っております。 

【小林委員】 それはケース・バイ・ケースみた

いなことで、部署によって流れが、発言の内容

が違うとか一貫性がないということでは、正直

言って困るわけです。 

 あなた方が努力していただいているのが本当

の姿だと、これは評価をしているわけです。ど

うぞひとつ53％、長崎市のメディカルセンター

に負けないような実績を残していただいて、あ

と一押し、二押し、強制ではなくして柔らかく

強く、交わりながらやっていただくことをお願

いしておきたいと思います。 

 財政の問題について、少し財政課長にお尋ね

をさせてもらいたいと思っています。 

 久しぶりに総務委員会に来て、長崎県の財政

がどういうふうになっているのかということに
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ついては、なかなか直接触れ合うことが少なか

ったと思います。改めて教えていただきたいこ

ともあるし、また、お尋ねしたいこともありま

す。 

 長崎県の財政を語る時にいつも言われること

は、誰でもが言うことが、第一番目に自主財源

が乏しくてと、脆弱な財政構造と、この2つが

定番です。もうとにかくずっと昔から、長崎県

が発足して、ある程度息がついてスタートし始

めてから、長崎県の財政構造はと、こうなって

くると脆弱、自主財源に乏しいと。 

 これはしかし、どう言うても、ひっくり返っ

ても、その言葉は変わらないと思うんです。何

といっても県税が1,100億円ぐらいと。ちょっと

前は1,000億円を切ったこともあったんじゃな

いかと思うんだ。 

 こういうような状況の中で、結局、長崎県の

財政はどうやって生きていくかと、どうやって

財政に活力を与えていくかというと、やっぱり

国頼み。その国頼みの中の要するに地方交付税、

それから補助金、いわゆる国庫支出金、こうい

うところに頼らざるを得ないと、こういうよう

な形の中で流れてきているわけです。 

 それで、平成29年度の当初予算を見ておりま

すと、平成28年度と比較対照することができる

わけですが、特に一番肝心かなめの地方交付税。

まさに地方交付税というのは、長崎の命の綱と

言っても言い過ぎではないぐらいの、実はその

くらいの位置づけだと思っているんです。これ

が大体2,200億円ぐらいだと思うんです、当初予

算においては。平成28年度の当初予算と比較し

た時に、実は230億円の減になっている。違う

か。そんなことはないな。23億円か。 

 23億円減になっている。23億円ぐらいだから、

あまり問題がないんじゃないかと思うけれども、

これは大体、全国的に地方交付税を減額してい

こうという国の流れの中でこのようになってい

るのか、この見解をまず求めたい。 

【前田財政課長】 国政の中では、国の予算自体

が厳しい中で、地方財源についても見直しを進

めていかなきゃいけないという議論があります。

そういった中で地方全体の財源をいかに確保し

ていくかということが非常に重要な課題になっ

ておりまして、長崎県としても、それから全国

知事会、市長会、全ての地方団体が強く要望し

て、毎年度折衝しているところでございます。 

 この減の影響ですけれども、基本的には、そ

ういった声がある中で、国全体として毎年の予

算の地方財政の計画をつくるんですけれども、

その中で決まってくるものになっております。 

 今年については、総務省の要望額があったん

ですけれども、財務省との折衝の中で一定の減

という形で決着がついたというふうに理解して

おります。 

【小林委員】 国の流れの状況がこういう格好に

なってきているんだろうと思いますが、次に大

事なところは、交付税プラス臨時財政対策債で

すね。ここのところが今回は300億円ですか。

300億円でよかとかね。300億円の臨時財政対策

債ということになっていると思います。これは、

地方交付税プラス臨時財政対策債、合わせて大

体2,500億円ぐらいの財政をキープしていると、

ここは非常に大事なところなんですよね。 

 それで、地方交付税というのは当然現金でも

らうんだろうと思うんだけれども、臨時財政対

策債というのは非常に大事なことで、これは要

するに交付税措置ということになるけれども、

一応借金という形になっている。しかし、これ

のありがたいことは、全額100％交付税措置さ

れるんだと聞いておりますが、そういう認識で
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よろしいんですか。 

【前田財政課長】 臨時財政対策債につきまして

は、国全体が財源不足の中で、一部、地方自治

体個々に借金をしていただいて、後年度、交付

税でお返しするという制度で、100％措置され

るというご理解で大丈夫です。 

【小林委員】 300億円というのは、今言うごと

全部、100％交付税措置だから、それこそ1兆何

千億円とかと言われている長崎県の財政を考え

る時に、臨時財政対策債というのは、300億円

じゃなくしてもうちょっと、この金額を、お借

りするところを地方交付税で100％きちんと措

置してもらう、この300億円をもうちょっと上

げてもらうとか、もうちょっとこの枠を拡大し

てもらうとか、そういうようなことができない

のか、できるのか、お尋ねします。 

【前田財政課長】 まず、基本的には臨時財政対

策債は臨時的な借金ということなので、基本的

には少ない方がいいと思っております。その少

ない分、交付税として現金でいただくのが適切

なものだと思っております。 

 そういった中で、国全体としてはどういう使

われ方をしているかといいますと、国全体の地

方税収の総額が思いのほか伸びなかった、でも

需要はあるといった時に、どうしても現金が国

全体で確保できないものですから、臨時財政対

策債という形で借金をやむを得ずして、後で措

置をするという対応をしているところでござい

ます。 

 基本的には、県として国に対して望むべきこ

とは、交付税と臨時財政対策債の合計の数字を

いかに増やしてもらえるかというのが一番大き

い形でございます。その中で臨時財政対策債の

額は、大きければいいわけではなくて、なるべ

く少なくして交付税の現金の部分を増やしても

らえるか、仮に現金の部分がどうしても確保で

きないのであれば、臨時財政対策債という形で

も確保していただいて、総額をいかに増やして

もらえるか、こういったところが訴えかけるポ

イントになってくるかと思っております。 

【小林委員】 よくわかりました。 

 それで、ここのところの県債が1,075億円と、

毎年大体1,000億円ぐらい、いわゆる県債という

ことで借金をしていると思うんです。1,000億円

を毎年、借金をしていると。 

 これは銀行から借りるんですか。それと、臨

時財政対策債の300億円は、1,000億円の県債の

中に入っているのかどうか、そこはどうなんで

すか。 

【前田財政課長】 まず、1,000億円のうちに300

億円は入っております。内数です。臨時財政対

策債以外が700億円ぐらいあるということです。 

 資金調達の手法は、財務省からお借りする場

合と、地方公共団体金融機構という特別な金融

機関から借りる場合と、民間の銀行とかから借

りる場合がありまして、ほとんど民間から借り

ているような状況です。7割ぐらいといった状

況でございます。 

【小林委員】 1,000億円の県債に、国からの臨

時財政対策債も含めると。それから、とても大

事なことは、交付税プラス臨時財政対策債とい

うことだけれども、やっぱり現金であるところ

の交付税をたくさんもらう方がよろしいんだと、

ここのところも十分、肝に銘じてよく理解をし

ておきたいと思います。 

 そうすると、今、長崎県の県債の累積は幾ら

かと、幾らの借金を負うているのかと言われま

す時に、1兆2,450億円とかという数字が公式に

出ているような感じがいたします。ただ、1兆

2,450億円だけれども、この中が全部丸々借金か
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というと、臨時財政対策債みたいに交付税でき

ちっと措置していただくところの良質な起債と

いうものがあるんだと。 

 こういう形でやっていくならば、現実に本当

の真水の借金というのは幾らなのかと、銀行か

ら借りているところの借金が幾ら累積されてい

るのか、ここについてご答弁をお願いしたいと

思います。 

【前田財政課長】 まず、平成29年度の予算ベ

ースでの年度末の残高の見込みは、委員ご指摘

の数字と若干違って1兆2,414億円です。そのう

ち臨時財政対策債の累積が4,527億円、臨時財政

対策債を除いた部分が7,887億円になります。 

 実際の県の負担は、臨時財政対策債が100％

措置されるということを加味していくと、ほか

の7,887億円の中にも交付税が入ってくるもの

がありまして、大まかに言うと、この残高のう

ち6割ぐらいは交付税で面倒を見てみらえると

いうか、措置されるものになっております。残

りの4割が、そういった交付税では担保されな

い負債というふうに理解いただければと思いま

す。 

【小林委員】 今の話の中で、1兆2,414億円の

中で臨時財政対策債が4,500億円ぐらいあるん

だと、こういうことですか。まさに銀行等々か

ら借りているものが7,800億円ぐらいだと、こう

いうような形で受け止めていいんですか。 

【前田財政課長】 今、正確な数字を持っていな

いんですけれども、臨時財政対策債の部分は民

間から大体借りております。臨時財政対策債以

外の部分も、民間から借りているものが大部分

で、一方で財務省から借りている部分も多分あ

ります。 

 総額の累積の中での割合というのは、今持っ

ていないんですけれども、例えば平成27年度に

借り入れをした実績を言いますと、新規の借入

れのうち、大体3割を財務省、地方公共団体金

融機構といった特別な金融機関から借りており

ます。残りの7割を、銀行とか入札とか、市場

から直接調達したり、そういった手法で調達し

て民間から借りていて、先ほどの累積の中では

若干数字が変わってくると思うんですけれども、

概ね民間からの方が多くて、そこは臨時財政対

策債だろうが何だろうが、いろんな場合でちょ

っと変わってくるんですけれども、そういった

形で借りているというふうになります。 

【小林委員】 わかりました。 

 それじゃあ、県債の1,075億円を毎年組んでい

るわけだけれども、これはそのままそっくり、

いわゆる県債として借金で払っていると。さっ

き、いろいろと分析をされました、そういうと

ころの毎年の1年間の借金の払いが1,075億円

と受け止めていいんですか。 

【前田財政課長】 例えば平成29年度でいいま

すと、県債の借入れ、借りる方が1,076億円にな

っております。逆に借金を返済する方が1,036

億円です。大体1,000億円ぐらいの数字で借りて、

返しているというふうな形です。 

【小林委員】 1,036億円は、利息もつくわけだ、

これは元金だけか。1,036億円というのは、別に

利息を払っているんですか。 

【前田財政課長】 利息も中に含まれております。 

【小林委員】 わかりました。今の流れで、平成

29年の予算がどういう組み合わせの中であっ

ているかと、とにかく交付税と臨時財政対策債

が非常に重要な役割を果たしていると、ここの

ところも今の説明でよくわかりました。 

 我々がいつもお話を聞くことに、3つの基金

が要するに枯渇をするんだと、こういうような

ことがしょっちゅう、しょっちゅう出てまいり
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ます。資料で見ますと、平成28年度で224億円

を取り崩したと、残高が32億円ぐらいしか残ら

なかったというようなことで大変だと、基金が

枯渇をするというような話になっておった。 

 じゃあ、今回の平成29年度がどうかというと、

199億円の基金を取り崩した時に、残る基金の

総額は9億円という状況になって、長崎県の財

政をどういう形できちんと、あるべき姿の財政

の仕組みをつくっていくかと、こんなことが心

配されているんだけれども、3基金を取り崩し

て、わずか9億円だということは、過去の事例

でもなかったんじゃないかと思うんです。そこ

まで大変な状態になっていると。 

 じゃあ、これから先どうなっていくんだとい

うことを誰しも心配しているけれども、そこは

心配せんでもいいですか。 

【前田財政課長】 ご指摘のように厳しい状況な

のは、まず間違いない事実だと思っております。 

 ただ、やるべきことはあると思っておりまし

て、長崎県の特徴としては、例えば人件費の部

分など、離島を含めて、いろいろな学校、警察、

知事部局もそうですけれども、配置の水準が、

他県と比べると職員の数などは少し高い状況だ

ったりしております。この辺なども見直しをし

ていかなければならないというふうに考えてお

ります。 

 あとは、今年ちょっと見直しをさせていただ

いております単独の投資事業、こちらも九州各

県も厳しい財政状況の折、見直しを進めてきて

いるところであるんですけれども、一定、これ

まで維持してきたところがあります。そこの辺

もどこまでなのかというのを、財政状況を見据

えながら考えていかなければならないと思って

おります。 

 個別の事務事業につきましても、働き方のあ

り方、それから事業の成果をつぶさに見ていっ

て、新しい事業の組み立てを古い事業をつぶし

てやっていくということ。それ以上に財政健全

化につながるような財源を生み出していくよう

な見直しもやっていきたいと思っております。 

 国に対しても、国庫補助制度ですので、使え

るものを使えてない部分がないように、しっか

りと取り込んでいくということと、交付税の部

分につきましても、長崎県特有の財政事情を勘

案してもらえるような働きかけをしっかりとし

ていきたいと思っております。 

【小林委員】 今おっしゃるように、相当な努力

をしていただいていると、言うところのご苦労

は本当によく伝わってきます。財政は、よくわ

からんながらも教えてもらいながら勉強してみ

て、いかに大変かということを改めて認識をい

たすわけです。 

 それで、今言ったように199億円、平成29年

に取り崩しをして9億円しか残らないとなった

のが、平成29年度の決算の見込みで基金はどれ

くらいかというと、これが254億円になってい

るわけだな。9億円しかないであろうといった

ものが、平成29年度の決算においては254億円

くらいと見込まれて、それだけの頑張りをした

いというふうに数字として出てきているわけだ

よ。 

 ここの要因は、例えば収支の改善とかでいろ

いろやるんだろうけれども、借換債が非常に最

近出てきているわけだよ。借換債というのは、

要するに借金の期限を長期に延ばしてもらうと

いうか、10年間ぐらいという期間の中で借換債

というものを活用しているというのが最近よく

出てくる状況だけれども、ここのところから見

て、実際、借換債を使って期限を延ばしていた

だくことはできたとしても、利息はやっぱり払
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わねばいかんという状況から考えていけば、先

延ばしの中で大変なのかなというような感じが

いたすわけです。 

 いずれにいたしましても、254億円の基金が

平成29年度の決算で生まれて、そしてまた平成

30年度の当初予算を組む時に、果たしてどうい

う形の中でですね。今、9億円しか残らなかっ

たということだけれども、これがどういう展開

になるかということを注意深く見ておきたいと

思います。 

 行財政改革のプランとか、推進プランとか、

いろんなことで何百億円という大変なご尽力を

いただいて長崎県財政が今日あるということ、

ここのところを我々もしっかり受け止めながら、

投資対効果の中で、長崎県の景気回復とか、あ

るいは活力というものをぜひともひとつやって

もらいたいと、こういうふうに考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩いたします。 

 

― 午後 ３時４５分 休憩 ― 

― 午後 ３時５４分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 引き続き、議案外の質問を行います。 

【八江委員】 新幹線のことはさておいて、別の

ことで総務部長にですね、今年度最後の質問に

なるかと思いますけど。 

 県庁舎をつくっていただいて、本年の12月に

完成と、我々は楽しみに、大いに期待もしてお

ります。 

 先ほど説明がありましたが、組織改正も一部、

パラリンピックとかが終わって、組織の解体を

しながら集約をしていくということであります。

私は、県庁舎ができる時に、新たなスタートを

切るには、やっぱり組織等も含めて大きな再編

作業をやるべきじゃないかなと。出先であった

ところが本庁の中に全部入ってくるし、そうい

うものを考えれば、再編作業というのがあって

いい。だから、各部各課、見直しが、今後の人

事の関係で大きく出てくるのではないかなと思

っておりますけれども、いかがですかね。 

【上田総務部長】 県の行政組織の在り方でござ

いますが、その年、その年の政策目標なり、あ

るいは行政需要に効率的に対応できるよう、組

織は設定をしていかないといけないと思ってい

るところでございます。 

 これまでも、その都度見直しをかけてきてい

るところでございますが、庁舎が変わるからと

いう視点というよりは、その翌年の行政需要、

あるいは政策目標にしっかりとそぐえるような

組織の見直しは、普段から行っていかないとい

けないし、行っていかれるものと思っていると

ころでございます。 

【八江委員】 それは重要なことだろうと思いま

すけど、我々が期待するのは、今まで分散して

おったいろんな団体といいますか、一緒に住め

なかった人たちも今度は本庁の中に入ってこら

れる。そういうことを考えれば、組織そのもの

もおのずと変わってくるのではないか、部屋の

問題からいろいろ考えればですね。 

 よくあることです。民間でも、建物ができれ

ば、その中で再編が、部が2つあったのが1つに

なるということだってあります。そういうこと

を考えてお尋ねしたところです。 

 それと、出先といいますか、そういったとこ

ろが集約されればスリム化されてくる、あるい

は経済的にも負担が軽減されてくる。そうする

と財政的にも相当軽減できる部分が出てくるん

じゃないかと思いますけど、その点の考え方は

いかがですか。 
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【上田総務部長】 事務の集約化は、絶えず進め

ていかないといけない部分があろうと思ってお

ります。これは、財政の効率化にとどまらず、

仕事の働き方の改革にもつながってくるものだ

と思っているところでございます。 

 新庁舎で現在考えておりますのは、先ほど総

務文書課長が申し上げましたけれども、コピー

をする機能とか、あるいは消耗品を管理する機

能とか、こういったものをそれぞれフロアごと

に集約化して効率化を図っていきたいと思って

おりますし、郵便物の集配につきましても効率

化を図っていきたいと思っているところでござ

います。 

 いずれにしましても、集約が大きく進む中で

は、組織の見直しに通じるところが出てくる可

能性もございます。少なくとも組織そのものに

つきましては、政策をどう効率的にやっていく

かの観点で、絶えず効率的な組織への見直しと

いうことを念頭に置きながら、業務の見直しも

併せて進めていきたいと思っているところでご

ざいます。 

【八江委員】 何らか転機を図る時といいますか、

新たなものがそこに構築されるとか、そういう

時には組織の再編、そしてまた人員の増強、あ

るいは削減、経費節減を含めてやっていくこと

が必要かなと。それは、県庁舎ができることを

一つのきっかけにして、いろんなことを考えて

いくべきではないかと思ってお願いし、あるい

は場合によっては提言をして、その件について

は努力いただきたいと申し上げておきたいと思

います。 

 また別の件で、消防保安室にお尋ねをしたい

と思います。消防団の確保などについては、長

崎県のみならず全国の津々浦々で、消防団活動

といいますか消防団の確保についてはいろいろ

やっています。テレビでも何回となく我々も拝

聴しております。 

 長崎県の場合も異ならず、いろんなことをし

ていただいておりますが、それを確保するだけ

ではできない、そこには教育が必要だと。 

 消防学校が大村に立地しているわけでありま

すけど、消防団の確保を進めていく中で、全国

的にも女性の消防署員が増えつつあると。ある

いは大学生、高校生等もそういうところに及ん

でいっていると思うんです。 

 消防学校については全寮制と。全員が研修を

する場合に、そこには女性が宿舎として入る場

所が少ないと聞いております。そのことは、今

後どのように考えていかれるのかと思ってお尋

ねをしたいわけです。 

 女子消防職員、女子の消防団員等の宿泊が、

今まで男性中心の宿舎であったために、皆無で

はない、幾つかはあると聞いておりますけど、

そういったことがこれからの団員募集の中にも

大きく関係してくるのではないかと思います。

そのことについて、いかが検討されているのか

お尋ねします。 

【園田消防保安室長】 委員ご指摘のとおり、女

性の消防職員及び消防団員につきましては、こ

れまでも徐々に増加をしてきておりまして、今

後もさらに増えていくというふうに考えている

ところでございます。 

 お尋ねの消防学校での宿泊施設は、現在のと

ころ、消防学校に入校する女性消防職員がいる

場合につきましては、学校に女性専用の部屋が

定員4名で1室ありまして、そこで対応している

という状況にあります。 

 消防職員の女性につきましては、今年度は初

任科、新任採用職員の研修を行ったのが2名お

りまして、来年度は、初任科の研修は前期と後
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期と2回に分けて行っていますけれども、今の

ところは2人と3人と聞いておりまして、女性の

消防職員については現在の宿舎で対応ができて

いるというふうに思っております。 

 今後につきましては、さらに女性の入校する

方も増えていくだろうと考えておりますので、

それぞれの各消防本部の動向とか、予定とか、

あるいは消防学校の施設整備の手法なども総合

的に勘案して、適切に対応していくことが必要

であろうと思っておりますので、今後検討して

いきたいと思っております。 

【八江委員】 消防学校での教育訓練の予定とい

う資料の中で、消防職員の研修が1年に237名、

消防団員が411名、自衛消防とか婦人防火クラ

ブなどの1泊2日の研修に469名、トータルで

1,153人が平成29年度に予定されている。前年

度は1,250名ということであります。 

 女性の署員というか団員が、当然大きく増え

てくると思いますので、これは早急に対応でき

るように、その時、その時に検討ということだ

けど、宿舎そのものは簡単にはできない、計画

的にやるべきじゃないかと思うんですけど、も

う少し前向きに取り組むべきじゃないか。女性

を入れないでいいという意味じゃないだろうと

思うから、女性を確保したいということであれ

ば、もう少し前向きな答弁が必要かと思います

が、いかがですか。 

【園田消防保安室長】 女性の消防職員につきま

しても今後増えていくだろうと思っております

ので、今後の予定等を考えながら、施設整備が

必要であれば施設の整備をしていきたいと思っ

ております。 

 消防団員につきましては、現在は3階建ての

宿舎となっておりまして、2階と3階に分けて入

っていただくことが可能なので、現在のところ

は分かれる形で女性と男性で使っている状況に

ありますので、その辺は教育訓練の計画を見な

がら、さらには女性職員・団員の増加の今後の

見通しも考えながら、消防学校、あるいは各消

防本部と一緒に検討し、その際は他県の事例状

況も調査しながら、対応できるように検討して

いきたいと思っております。 

【八江委員】 前向きに取り組みながら、女性が

参画できるようにしなければ、長崎県の中も消

防署員もしくは消防団が充実できない状況にも

あると我々も感じております。消防署、消防団

関係には人一倍、私も関心があって、今まで地

元でも取り組んでまいりましたので、ぜひひと

つ、それはよろしくお願い申し上げておきたい

と思います。 

 もう一つは消防車両の問題です。学校に置い

てある消防車両が、救助工作車の車種が非常に

古くなっているために、うまく稼働ができない

んじゃないかという心配をされている部分があ

ります。 

 もう一つは、地震の体験車両も随分長くなっ

ているということで、地震関係についての調査、

研究、あるいは体験、こういったものが不備に

ならないように、それに対応ができるようにと

いうことが言われております。 

 そのことについては計画がありますか。どの

ように進めたいと思っていますか。 

【園田消防保安室長】 ご指摘の教育訓練用の消

防自動車が、消防学校には消防ポンプ車、救助

工作車、救急自動車、地震体験車というような

車両が7台ありまして、これらにつきましては、

取得から結構年数がたっているものが多くなっ

ております。 

 そのうち救助工作車につきましては、平成28

年度の国の予算におきまして、消防学校の教育
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訓練用として救助資機材搭載型の消防自動車を

無償貸与される制度が当初予算に組まれており

まして、全国で11台の枠がありましたが、その

うちの1台を本県の消防学校に貸与されること

になりまして、この3月中にも納車される予定

となっております。 

 併せて地震体験車につきましても、取得から

経過して修繕が必要なところ、あるいは部品の

交換が必要なところもありましたので、平成29

年度の予算案に修繕経費を計上しておりまして、

当面は修繕という形で対応していきたいと思っ

ております。 

【八江委員】 学校で訓練に参加している方々が

千数百名いらっしゃいますし、それで地域防災

が確保できる、技術的なものが確保できるとす

れば早めに。やっぱり学校ですから、いいもの

ばかりそろえるということはできないかもわか

らないけど、対応して備えていただきたいと要

望しておきたいと思います。以上です。 

【前田委員】 質疑の前に暫時休憩してもらって

いいですか。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ４時１０分 休憩 ― 

― 午後 ４時１１分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開します。 

【前田委員】 個人質問をする際に、長崎県にお

いては事前のヒアリングをやります。それは、

限られた時間でのやり取りなので、質疑の論点、

もしくはそれに対する答弁の方向性を確認する

という意味で、私は了としています。ですから、

できる限りヒアリングにお答えしようと思って

いますが、その際に、私自身も質疑の中で趣旨

が少し変わっていたり、答弁はもちろんヒアリ

ングでは聞きませんから、答弁のやりとりの中

で、知事とか部長が話した中で、白熱した中で

また再質問することはあります。それはちょっ

とお許しいただきたいと思っているんですが、

ただ、そもそものやり取りの事実関係の確認で。 

 私は、使用料を取っていない団体は3団体と

聞いて、それは午前中に私から指摘をしました

よね。しかし、委員長が資料を出してくれと言

ったら全然違う資料が出てきた。これは、私た

ちがヒアリングをやる中では信頼関係を著しく

損ねるものだと思っておりまして、こういう状

態であるならば、私はもう今後、ヒアリングな

しで質疑に臨むことも検討しなきゃいけないか

なと思っているんですが、その点をまず、本質

問に入る前に確認をしてほしい。 

 もしそうであるならば、委員長に資料を出す

前に、私のところに来て一言、事実と違ってお

ったということがあってもいいのかなと思うん

ですが、一体全体どういうことでしょうか。（発

言する者あり）いや、謝れと言っているんじゃ

ないけれども。 

【橋口管財課長】 現在お出しした資料、33件

が、来年度に予算計上している団体と、減免規

定により減額をしている分の一覧でございます。 

 委員に事前のヒアリングということでござい

ましたが、恐らくその中では代表的な事例とい

うことで、組合は9番、10番にありますし、互

助会とか共済とかございますので、そういう大

きな団体についての代表的な分を私どもから例

示として申し上げたものと考えています。実際

に使用許可をしている団体としましては、提出

した資料のとおりとなっております。 

【前田委員】 言った、言わないになるからです

ね。私が何団体あるかと言ったら、3つと言わ

れたんだから、そういう答弁はないんじゃない

かなと思っています。そういう不満を持ってい
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ることをお伝えしながら、中身に入りますけれ

ども。 

 もう1枚の資料に47都道府県の現状が載って

いて、午前中の答弁にあったように、取ってい

るところは10県あるんですね。4県は金額は不

明となっていますけれども。 

 まず、調査について。取っているところも、

前はこの右側の減免の方に入っていたと思うん

ですよ、最初から取っていたんじゃなくて。そ

れが、ある時、何かのきっかけとか、庁内で検

討した中で徴収、左側にきていると思っていて、

そういう経過について、この10県がどうであっ

たか、まずそこを答弁してください。 

【橋口管財課長】 こちらは全国の状況でござい

ますが、これは、他の都道府県が調査した部分

をベースに私どもで少し修正をしたものでござ

いまして、今ご指摘がありました過去の事例と

いう部分については、私どもでは把握をしてお

りません。 

 使用料につきましては、昼休みに手分けをし

て電話で照会をいたしまして、今回追加して掲

載させていただきました。 

【前田委員】 午前中に部長から、県としては今

のところ考え方に変更はないというか、組合の

役割を含めて考えた時に賃料を取る気はないと

いうことが県としての考え方だと答弁があった

んです。 

 私は、以前からこのことは意見していて、検

討してくださいと話していたんです。他県の資

料を修正加工したということではなくて、やり

取りをする中で、この10県がどうしてそうなっ

たのかということについては、調査をすべきじ

ゃないですか。 

 部長の答弁を了とする方が多分おられると思

いますけれども、部長の答弁は、47都道府県ど

こに行っても県が減免しているのであれば主張

するような答弁だと思うんですよ。しかし、そ

の中で10県が、今まで減免していたのを徴収に

変えたきっかけとか経緯とか、例えば県議会か

ら指摘があったとか、県下の他市の状況で、長

崎県の中でも市によっては組合事務所の賃料を

取っているところがありますので、現に、そう

いうことを鑑みてやったとか。 

 もう一つは、一番考えられるのは、庁舎が建

て替わった際に。さっき八江委員から組織の話

がありましたけれども、いろんなものをリセッ

トして検討しようよということで、その一つと

して長崎県も、売店をまず公募にしようという

ことと、賃料を年間500万円取ろうということ

を決めていると思うんですよ。 

 だから、10県がどうして徴収するようになっ

たかということを踏まえて、私は、県として検

討すべきだったと思うんですが、そのあたりは、

もう最初から結論ありきで検討していないとし

か思えないんですけれども、いかがでしょうか。 

【橋口管財課長】 組合の使用料につきまして、

繰り返しになりますけれども、組合は非営利団

体であり、健全な労使関係のためには必要なこ

とと考えており、協力して取り組む福利厚生の

事業も多いことから、使用料を減免してきてい

るわけでございます。 

 新庁舎につきましても、県と組合につきまし

ては、引き続き同じような労使間での関係を維

持していくことは変わりませんので、使用料に

つきましては同様に免除したいというふうに考

えているところでございます。 

【前田委員】 午前中の答弁の中で、管財課長か

らは、今後の全国の他都市とかも含めて注視し

ていきたいというような答弁でありました。 

 総務部長としては、その後に聞いた時には、
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県としては考えていないということでしたが、

注視していきたいということは、検討をすると

いうふうな、検討の余地があると理解をしてい

いのか、総務部長にご答弁をいただきたいです。 

【上田総務部長】 午前中の答弁で私からは、

10団体が使用料を徴収されている、一方で残り

の多くの団体はまだ徴収されていないという現

状がございます。 

 新庁舎に変わっても、その役割、関係性が変

わらないということで、現時点では徴収をして

いくという考えは持っていないとご答弁をさせ

ていただきます。ただし、全国的な動きとか、

そういったものはしっかりと絶えず注視をして

いく必要があろうと思っているところでござい

ます。 

【前田委員】 注視することイコール、全国の状

況がわかってきた中で検討するということでは

ないんだよというふうに理解をしましたけれど

も、ぜひ、今後検討してほしい。 

 いま一度、徴収している10県がどういう経過

で徴収に変わったかという調査をかけてほしい

と思います。それが一つ。 

 それと、今、総務部長としてはそういう考え

方を示しましたけれども、ぜひこの件は新行政

推進室ですか、行政改革ということで歳入増も

含めたところで、ぜひそちらで審議会で一度、

委員の皆様の、こういうやり取りを含めたとこ

ろでご意見を聞いていただきたいということを

要望して、この件については終わります。 

 その上で、事前に委員長に、皆さんに資料を

配付してほしいとお願いしていたんですが、そ

の配付は可能でしょうか。 

【吉村(洋)委員長】 どうぞ。 

【前田委員】 じゃあ、配付してください。（資

料配付） 

 総務部長のお手元にもあるかと思うんですが、

午前中に、この件に関連して、目的外使用を許

可している県庁の廊下における組合の掲示板に

ついての質疑をしました。その中で、管財課長

が多分答弁されたと思うんですけれども、組合

員の方への伝達として問題ないというか、そう

いう考え方が示されたんです。 

 総務部長、改めて聞きますけれども、この写

真を見て、このことは私は政治活動であると思

っていて、これは部長が言う職員の方、労使で

すね、要は県庁内で連携をとっていく、話し合

いをしていく、いろんな中で県勢発展に向けて

一緒に頑張っていこうと、さっきも言ったよう

に賃料も取らないわけですよね。この掲示板だ

って、目的外を許可しているんだと思うんです

よ。組合活動の中で仕事をよくしてほしい、そ

のことがひいては県勢発展につながるので。 

 この内容は、政治活動ではないんですか。 

【上田総務部長】 私もただいま見たばかりです

ので、政治活動の範疇がどこまで含まれるかと

いうのは、精査をさせていただきたいと思って

おります。 

 いずれにしましても、午前中に管財課長がお

答え申し上げましたけれども、私たち地方公務

員は、政治的な活動は禁止をされているところ

でございます。職員組合は、組合活動の中では、

他の法律に触れなければそこは可能でございま

す。その中で組合員に周知することも一定認め

られているところでございます。 

 ただ、一方で、これが政治活動に当たるかど

うかは精査させていただきたいですけれども、

組合員に周知するつもりでの掲示が、広く一般

の方々に認知をされるような形になると、政治

活動を県の行政が行っている、県の職員が行っ

ているというふうに誤解を招くおそれもありま
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す。そこには十分留意をしていく必要があろう

と思っております。 

 それを対応する中では、労働組合法の不当労

働行為に該当をしないかということも十分留意

をしながらやっていかないといけないと思って

いるところでございます。いずれにしましても、

地方公務員法、庁舎の管理規則、労働組合法、

この3点をもって適切な対応を検討していきた

いと思っているところでございます。 

【前田委員】 沖縄平和運動センターのこの紙は

私も最近気づいたんですけど、前は貼ってあり

ませんでした。この「2,000万 戦争法の廃止を

求める統一署名にご協力を」ということ、これ

はもうずいぶん前から貼ってあって、だから私

は随分前から管財課にお願いしていて、こうい

うこともあるのでと昨日もう一遍見て、不適切

であったら指導してくれということだったんで

す。 

 だから、総務部長は今見ましたという話だけ

れども、それはそれで結構ですけれども、以前

から問題点は指摘しているということをまずお

伝えしておきたい。 

 今すぐ結論は出ないのかもしれませんが、管

財課長は、1階の部分であるけれども、あまり

一般の方の通行がないという話をされたけれど

も、庁内であることは変わりなくて、目的外使

用を許可する段階で、そこは許されるものと許

されないものがあると思っています。 

 さっき総務部長は、県自体から県民に対して

のメッセージととられることがあってはならな

いと言っていますので、ぜひ、この件も庁内で

検討していただいて、まさしく委員の方のお声

も聞こえてきましたが、新県庁舎ができるわけ

ですから、そこらまでにきちんとした整理をし

ていただきたいと要望しておきます。 

 最後に一つだけ、またこれも県庁舎がらみと

いうか、売店の件です。以前から私は、今回行

われた売店の公募の採択、審査において、公平

性、透明性に対して疑義があるということで質

疑を交わしてきました。しかし、総務部長は、

全くそこについてはなかったと、なかったとい

う認識を持っているということだったんですが。 

 この中で、幾つも問題があるんですけれども、

一つだけ確認させてもらいたいのは、新年度が

始まったら、またいろんな指定管理とかの公募

がありますよね。 

 一般的な公募の長崎県のルールというか仕組

みは、説明会なり、ホームページなどで公募の

要綱をアップして、一定期間、メールを通じて

質問を受け付けますと、公平性を保つために、

一切それ以外での問い合わせにはお答えしませ

んということです。質問がきたものは、別の業

者の方の質問であっても、それは全部ホームペ

ージ上で、こんな回答ですよと情報を開示して

進めていくという手続を踏んでいますね。 

 そのやり方は、新年度もまた継続するという

か、変わりなくやっていくんでしょうか。 

【荒木管財課企画監】 新年度におきましては、

食堂の公募を計画しております。公募要項のホ

ームページでの公表とか問い合わせの受付等に

つきましても、同じような形でやりたいと考え

ております。 

【前田委員】 私が質問している意味は、管財課

に限った話ではなくて、県の公募のあり方の仕

組みとして、一切、個別の質問は受けませんよ

と、メール上でしか質問は絶対に受けませんと、

メールでしか回答しませんと、それ以外の接触

はだめなんですよというふうに規定しているじ

ゃないですか。そのやり方を庁内全部として新

年度も踏襲していくのかと、変わりなくやって
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いくのかということを聞いているので、答弁は

別の方だと思うんだけど。 

【相川総務部次長】 それにつきましては、例え

ば総合評価でありますと、出納局がマニュアル

をつくっておりますし、そこについては私たち

も、どこまで統一されているのかはちょっと、

把握していない状態です。 

【前田委員】 多分、答弁としては、そこはきっ

ちり透明性、公平性を保つために変わらないと

いう答弁が出ると思っているんですが、そうじ

ゃなくて、そこも検討するということですか。 

【相川総務部次長】 県庁全体のことは把握して

いないということで、少なくとも総務部がやっ

ている分は透明性があるように続けていきたい

と思っております。 

【前田委員】 なかなかほかの委員の方もわかり

づらいので、この程度でとどめますけれども、

総務部長が私との質疑の中でおっしゃったのは、

公募要項に書かれていないから、私は、本当は

質問が上がってこなきゃいけないんじゃないか

と、上がっていなくて書いていないことをやる

ということに対しては、事前に何かやりとりが

あったんじゃないかということを質問しました。 

 それに対して総務部長は、書いてない、書か

れてないことは、いいんだという答弁をされま

したよね。覚えていらっしゃいますか。 

 私は、書かれたこと以外はだめだと思ってい

るんですよ、公募する際に。書かれていること

が正で、書かれていること以外はだめ。だめな

ものの中で、応募者が、これはいいんですかと

いう質問をするのが、このメールでのやりとり

だと思っているんです。 

 しかし、部長は、書かれていないからいいん

だということをおっしゃったので、私はその時

も指摘したんですけれども、書かれていないこ

とはいいんだということであるならば、透明性、

公平性を掲げて一般に質問を受け付けるという

システムが成り立たないんじゃないかと言った

んです。そういうことも含めて部長が、「書か

れていないことはいいんですよという判断をし

ます」と言ったので、私は、新年度はやり方が

変わるのかなと思って質問したんですが、その

点は部長、どうですか。 

【上田総務部長】 売店公募の際の応募資格につ

きましては公募要領に定めているところですけ

れども、例えば、県内に本店、支店等を有して

3年以上の小売店舗の営業実績を有する法人で

あることとか、いわゆる必要な要件を定めてい

るところであります。 

 前委員会、あるいは前々委員会からご説明申

し上げているところですけれども、運営に当た

っての業務提携を認める、認めないということ

につきましては、一般的に仕入れとか各種サー

ビスなどで、いろんな形で一般的に通常行われ

ていることでございますので、あえて要件とし

ては記載をしていないものでありまして、要綱

に定めていく、いわゆる禁止の要件等とは考え

ていないものであります。 

 制限的に考えておりますのは、これも要綱に

定めておりますけれども、これは使用の許可に

なりますので、最終的に許可をする者と運営者

が異なると、名義貸し等の問題が出てまいりま

す。ですから、それは避けないといけないと思

っております。 

 そういった意味で、例えばコンビニの場合に

はフランチャイズという形が一般的にあります。

これは所定の手続をしっかり踏んでおかないと、

後で名義貸しという形になってまいりますので、

そういった意味で、いわゆる名義貸し等の異な

る形態になることは禁止します。ただし、フラ
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ンチャイズの場合には一般的にあり得ているの

で、所定の手続を踏んでください、一体的に認

めますという趣旨で制限を入れているところで

ございます。 

 いわゆる名義貸し、（発言する者あり）許可

者と運営者が一致している、異ならないという

ことであれば、これは単独の応募でも、あるい

は運営者が業務提携を業務的に行っても、これ

は問題はないというふうに考えているところで

ございます。（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

【小林委員】 ずっとこの質疑を聞かせていただ

いて、相当時間もオーバーしているということ

もあるけれども、いろいろ思いがあってのお話

なんだけれども、結局は、幾ら議論をやっても

先は見えないような感じがするわけだね。 

 ここは議事運営上、よく前田委員と関係者と

話し合いをしていただいて、どこかで埋めてい

ただかないと、なかなか結論が出ないんじゃな

いかと思うんだよな。だから、そういうことか

らして、このままずっとやるということがどう

なのかということも含めて、これは前田委員も

大体腹いっぱい言いたいことは言ったし、大体

わかっているんじゃないか、みんなも。 

 だからこの際、場所を変えて、この委員会は

一応今日はですね。ほかにもまだ質問があられ

るかどうか知りませんが、とりあえずこの件に

ついては大体ピリオドを打っていただいて、そ

して、よく話をしてもらいたいと思っている。

そういうような形でやってくれ。 

【吉村(洋)委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ４時３３分 休憩 ― 

― 午後 ４時３４分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

【前田委員】 ありがとうございました。 

 個別の案件ということではなくて、全庁的な

やり方として、総務部長の前回の、書いていな

いものはいいんだという発言は問題があるんだ

ということを指摘し、また改めて個別の中でも

話をさせてもらいたいと思います。以上で終わ

ります。 

【山田(朋)委員】 平成28年熊本地震長崎県緊急

支援室を、3月末をもって廃止をするというこ

とです。今、20世帯53名の被災者の方が、県営

住宅等に入居をされているということです。そ

の方の生活再建の状況とか、現地の被災状況に

合わせて入居期間を延長するなどの対応をとっ

ていくと書いてありますが、今、被災者の方は

家賃は無料で入っていらっしゃる。今後も状況

に合わせて。 

 ここで私がお願いしたいのは、熊本でもいろ

んな住宅ができてきている。でも、ここで暮ら

している中で長崎で生活再建が始まった方もい

らっしゃるかと思うので、状況を見て丁寧に対

応していただきたいと思っていますが、そのあ

たりを端的に結構ですから答えてください。 

【徳永総務文書課長】 お尋ねの件ですが、今入

っている方については家賃は無料でございます。

各所管、県営住宅は住宅課、県職員公舎は管財

課、教職員住宅については教育環境整備課で、

入っている方と面談をしてヒアリングをしなが

ら、その要望等を踏まえて対応していこうとし

ております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。ぜひ、状況に

合わせて、できるだけ丁寧に、そういう寄り添

い支援というか、できることをやっていただき

たいとお願い申し上げます。 

 次に、長崎県庁働き方改革について伺いたい

と思います。 

 新行政推進室から2月にいただいたペーパー
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によりますと、時間を生み出すための具体的取

組といたしまして、ＩＣＴの活用とあります。

このＩＣＴの活用というのは、私が午前中から

質疑をしておりますペーパーレスを含んだとこ

ろを考えているのか、その辺の考え方をまずお

聞かせください。 

【伊達新行政推進室長】 県庁の働き方改革の中

で、今回の予算総括質疑の中でもご質問がござ

いましたけれども、しっかりと業務の見直し、

効率化、そしてＩＣＴ化、こういったもので時

間を生み出して、その時間を、有効な施策の策

定であるとか、ワークライフバランスの推進、

こういったものに充てていくということでござ

います。そういった中でＩＣＴの活用というの

は非常に重要な要素でもございますので、今日

の午前中にもお話がございましたテレビ会議と

かウェブシステムをしっかり活用していくとい

うことでございます。 

【山田(朋)委員】 今のご答弁だと、ＩＣＴ活用

の中にはペーパーレスはとりあえず考えていな

いよと、電子決裁とかウェブ会議とか、無駄を

いろいろ省くようにはしているよという感じだ

ったのかなと理解をします。 

 総務省では、各個人の机に今、電話を置いて

いません。それはなんでかというと、電話の引

継ぎ自体も時間のロスになっているという考え

のもと、みんながＰＨＳを持っています。 

 それから考えると、コピーをして綴じたりと

か、いろんな業務を削減することによって、新

たな政策を考えたりする時間が増えると思って

おりますので、県庁の働き方改革の中にその記

載がないことを非常に残念だと冒頭申し上げた

いと思います。 

 そして、私が午前中に、紙の量を新庁舎にな

ったら半分にするという計画があるというふう

に申し上げたことに関しては、文書量の削減で

した。私が間違えておりました。平成24年を基

準としたところで、執務室内においては50％、

保存している紙の量を半分にするという計画、

書庫に関しては7割程度にするという計画とい

うことでしたので、そこは改めて申し上げてお

きたいと思います。 

 県庁舎で使っている紙の量をお聞きしました。

平成25年が5,700万枚、平成26年が5,300万枚、

平成27年が4,800万枚です。 

 委員長にお断りをいたしまして、これが500

枚の締めてあるものですけれども、（コピー用

紙1締めを示す）これで計算をすると9万6,000

束をこの県庁舎内で使っているという計算にな

ります。 

 私はスカイツリーの7.7倍と申し上げてまい

りましたが、一番直近の、削減された平成27年

でありますと、これを積み上げていくと約7倍、

4,321メートルでございます。富士山をはるかに

超えて、スカイツリーの7倍ぐらいの状況にあ

ることは、皆様ご認識をいただきたいと思いま

す。 

 そこで、ペーパーレスに関して削減目標を県

庁でつくっているのかどうか、そのあたりをお

聞きしたいと思います。 

【徳永総務文書課長】 数字は言われたとおりで

ございますが、平成26年度におきましてペーパ

ーレス化等推進委員会というものを組織いたし

まして、その中で、平成26年においては対前年

比5％ほどの削減をしたいということで取り組

んできたところでございます。 

【山田(朋)委員】 平成26年にその会議を設置し

ていただいたということであります。 

 今、平成29年になっています。設置したまま

毎年5％削減していると理解していいですか。
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その1回だけじゃなくて、毎年継続中と理解し

ていいですか。 

【徳永総務文書課長】 その後も、目標的には

5％ほどでありはしますけれども、委員会自体

の開催については、今現在は庁舎移転に向けて

の取組を中心に組織をつくっているんですが、

その中でペーパーレス等についても検討してい

る部分がございます。 

【山田(朋)委員】 わかりました。 

 恐らく、課ごとに係員から役職の方までいっ

ぱいいらっしゃると思いますけど、みんなが同

じものを保存していたりというのもあるのかな

と思います。資料とかでですね。各課に一つで

いいとか、各部に一つでもいいものがあると思

っておりますので、ぜひ、ＰＤＦ化、電子化を

どんどん進めていただくことをお願いしたいと

思います。 

 今は庁舎移転のいろいろな準備で多忙だとは

思いますが、環境問題を考えても、これだけの

量の紙が使用されている現状は、民間企業では

考えられません。私が議会に入って一番びっく

りしたのが、紙の量だったんです。ぜひ、しっ

かりと取り組んでいただくことをお願いしたい

と思っております。 

 具体的に削減目標、5％ずつできていると思

いますが、それは実現してきたんですか。どん

な感じですか。 

【徳永総務文書課長】 平成25年度のベースで

いきますと、平成26年度においては7.9％減、平

成26年度から平成27年度は9.9％減となってい

ますので、達成はしております。 

【山田(朋)委員】 もともとの量が多いからあれ

ですけれども、着実に減ってきていると思いま

すので、新庁舎になって、働き方改革の中でＩ

ＣＴ化をどんどんと進めていただいて、環境に

やさしい長崎県として、できるだけ紙を少なく

する方向で取り組んでいただくことを強くご要

望をして終わりたいと思います。 

【山本(啓)委員】 少しスピードを上げて、2点

ほど質問していきたいと思います。 

 先ほど、ほかの委員からも質問がございまし

た。今回の玄海原子力発電所の動きに呼応する

ように、本県においても各関係市で説明会を行

うという説明がございました。 

 ほかの方々もそういうふうな話、友田委員か

らも結構具体的な話が出ていましたけれども、

地元においては、安全なんだという言葉をしっ

かりと明確に打ち出していただきたいという島

民、うちは島民ですけど、市民の方と、もう一

つは、もう原発はやめていただければいいんで

すけどという原発自体に反対している方々と、

そういういろんな方が説明会に恐らくお見えに

なるんだと思います。 

 そこで県が、こういう形で説明会を行う。い

ろんなほかの地区の、佐賀県での取組もわかっ

ていらっしゃると思うので、まず、どういう姿

勢でですね。そもそも論に戻って申し訳ないで

すけど、改めてどういう姿勢で、何を伝えに行

くのか。もちろん九電側も関わってやるんです

けど、県としては何を県民に伝えるのか、そこ

だけをまずいただきたいと思います。 

【陣野危機管理課長】 本日の委員会でも、玄海

原子力発電所の再稼働に向けての説明会の質問

を多数いただいているところでございます。 

 私どもとして、玄海原子力発電所の再稼働が

近づいておりますので、まずは、どういった形

で国が安全対策をしているのか、安全対策につ

いてどういった対策をしているのかという内容

をお伝えするとともに、エネルギー政策の関係

で、どうして原子力発電所が再稼働という手順
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を踏むのかというところの説明をきちんと、本

来はこれは国策でやっている内容でございます

ので、それは国が責任をもってきちんと説明し

ていただきたいと、そういう趣旨で説明会を開

催しているところでございます。 

【山本(啓)委員】 まさしく今、危機管理課長が

おっしゃったように、エネルギー施策というの

は国家施策でありますし、今後、国をどういう

方向に持っていくのか、どういうふうな方向に

導くのか、そういった部分をしっかりと示した

上で、エネルギーについてどのようなものを動

力とするのか、これは国が示すべき話であると

思うんです。 

 ただ、その中で、ほかの地域もそうですけど、

見えているんですよね、ランプが自分の地元か

ら。そういう風景を見ながら、再稼働の前提と

なる安全審査の報告がされましたと、この後、

工事計画、現地も見ていきましたと、いよいよ

地元がオーケーしたならばオーケー、再稼働し

ますと。そこまでのスケジュール感、夏だと言

われていますけど、見えているスケジュール感

と、見えている風景の明確さの割には、まだ県

民の方々のもやもやというか不安は、なかなか

追いついていない。 

 それ以上の答弁は求めませんが、ぜひ、そう

いう説明会になろうことを、いま一度自覚して、

わかっていただくことや、県民の側が何を求め

ているか、その部分ももう一度確認をして臨ん

でいただくことを要望しておきたいと思います。 

 最後に少し。さんざん通告をしておきながら、

長引いてしまいました。情報政策で、自治体ク

ラウド等の推進の取組について、幾つか質問し

たいと思っていたんですけれども、そのことに

よって何を最後に質問したかったのかというと、

官民協働クラウドの取組というのは、情報政策

が、県の取組の中でＩＣＴやＩＴというものを

しっかりと取り込んで、官が主導的にそういっ

たクラウドをつくることによって、さまざまな

データとか分析や解析とかも民と共有しながら、

またはそれらの場所をつくる研究開発も、大学

とか、そういったところと連携しながらつくっ

ていくんだと。つくっていくことによって、産

業競争力の強化とか、または県内の中小企業の

経営効率化とか、いろんな波及効果があるんだ

と、そのベースをつくっていくんだという説明

をずっといただいているんです。 

 ただ、その一つひとつの取組が、例えば先ほ

ど消防団の話もあったと思うし、財政の部分に

おいては振興局の位置づけとか、要するに特異

な地形を有する長崎県、本県においては、しっ

かりそういった部分をつなぐ、財政的なものに

も影響を出すような、要は行政サービスがほか

の県よりも多いから、うちは財政的に厳しいん

だというところの説明が成り立つのであれば、

そういった部分をつなぐようなところにも、こ

のＩＣＴや情報通信の取組がしっかり入ってい

ないといけないと思うんです。 

 他地区がやっているからとか、今これが主流

だからやっているというわけではないとは思う

んですけれども、本県の特異な地形だからこそ、

それらをつなぐためにこういったものが必要だ

という説明が足りないような気がしてならない

んですけれども、そこの答弁をいただきたいと

思います。 

【大庭情報政策課長】 ご説明をいたしました官

民協働クラウドにつきましては、主に外向きの

クラウドでございます。 

 これと対応しまして、内部にも庁内のクラウ

ドをつくろうとしております。その庁内のクラ

ウドで何をやるかといいますと、例えば、今、
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庁内の各課が独自にサーバーを立てて、独自の

システムを運用しております。そういったサー

バーが数十あります。それぞれサーバーの運用

管理の経費がかかっております。これを、うち

のクラウドに将来的に統合することで予算の削

減にも資することができる、そういった側面も

持ったクラウドでございまして、そういう意味

ではハイブリッドになっているということで、

ながさきＩＣＴ戦略の中には位置づけをしてお

ります。 

 午前中にご説明したのは、外向きの官民協働

クラウドの分です。官民協働クラウドにつきま

して、ビジネスモデルとして儲かるモデルにな

ってきたら民の方から利用料をいただくとか、

そういった工夫についてもＩＣＴ戦略推進研究

会の中で、産学官金の中で検討してまいりたい

と思っております。 

【山本(啓)委員】 私は課長からその説明は何回

も伺っているし、そのことの説明はもう伺って

いるんです。情報政策という名の課であって、

情報を政策すると。情報を政策するという言い

方もおかしいんでしょうけれども、本県におい

ては情報通信の分野を、ある一面だけの取組に

とどまらないで、例えば観光の分野でもこの話

をしましたと、例えば危機管理分野でも多分あ

るんだと思います。官民共同の危機管理システ

ムをつくっているところもありますね、クラウ

ドで。 

 一つの角度だけにとどまってほしくないので、

県庁の中で情報通信を扱っている部署としては、

もう少し多面的に物事を捉えてやっていく必要

があると思うんです。取組はいいですよ、それ

ぞれセパレートでいいんです。しかし、全体的

な像としては、計画としては、もう少し俯瞰し

てものを見て、情報政策課がそれをやっていく

べきじゃないかと、この何日間かやり取りをし

ていますけど、ずっと個別の説明をいただいて

いるので。 

 答弁があればいただきますが、なければ、こ

れも押し問答になっては申し訳ないと思うんで

すけど。 

【大庭情報政策課長】 ご指摘のとおり、全体的

なことを俯瞰して、いろんな効率化につなげて

いくことは重要だと思います。 

 実は、私ども情報政策課の所管する組織に長

崎県高度情報化推進本部がございます。これは、

庁内各課と連携をしながら、いろんなＩＣＴ施

策の主だったものを決めていこうという組織で

ございます。そういったところにお諮りをしな

がら、庁内全体でＩＣＴをいかに効率的に使う

か、そういったことも検討のテーマとして議論

をして、今の委員のご指摘にも踏まえられます

ように調整してまいりたいと思います。 

【山本(啓)委員】 最後に部長に答弁をいただき

たいと思うんですけれども、先ほどの紙の話も

そうでしたし、恐らく原発と県民との関わり方

もそうですし、危機管理の消防団のことでもそ

うなんですけど、課題として捉えられて久しい

んだと思うんです。しかし、一つひとつがなか

なかクリアされない。新たないろんな事業とか、

新たな発想やアイデア、ものごとの考え方の新

しい角度は結構提案されるんですけれども、意

外とその課題はクリアされないままきているん

だと思います。 

 例えば紙の問題なんて、やるかやらないかだ

けの話で、多分、やろうと思っていないんだと

思うんです。困難だと思っているんです。やっ

てしまえば、いろんな障害が出てくるというこ

とも多分あるんだと思います。しかし、やるか

やらないかで減らすことはできるというような
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事案の代表的な例だと思うんです。 

 非常に財政的に厳しい本県において、そして

また特異な地形において、なかなかままならな

い、行政サービスを削っていくわけにはいかな

い長崎県においては、そういった一歩一歩の、

やればできることをやっていくしかないと私は

思うんです。振興局の配置や本庁におけるいろ

んなプロジェクトの取組の仕方、官民といろん

な経済団体との関係、そういった部分でもう少

し密接につながって、やれることからやってい

くべきだというふうに思いますが、ご答弁いた

だいて終わりたいと思います。 

【上田総務部長】 いわゆるペーパーレス、ある

いはＩＣＴの活用、こういう行政の基本的な部

分を、やらないという意思があってはいけない

と私は思っております。特に各振興局、離島地

域を抱えて、行政コストとしては本土だけの都

道府県よりはどうしても割高になってくるとい

う部分がございますので、そういった意味でも

効率化は徹底して進めていかないといけない課

題だと思っております。 

 新庁舎に移る転機でもございます。現在、例

えば電子書庫の検討を始めてくれとか、いろい

ろもう開始をしているところでございます。官

民協働クラウドの議論の中で、いわゆる産学官

金、民間の専門家の方々も入っていただいてい

る研究会がございます。行政が抱えている進め

方の課題として、どういう課題を今抱えている、

そこに対して民間の最先端の知恵をお借りする、

そういったことは非常に有意義だろうと思って

おりますので、躊躇することなくこれは進めて

いきたいと考えているところでございます。 

【吉村(洋)委員長】 この際お諮りをいたします

が、まだ議案外の質問があるようでございます。

明日、予備日を設定していますが、本日中に終

了までもっていきたいと思いますが、定刻を過

ぎてしまいます。皆さん方にお諮りしますが、

定刻を過ぎても、（発言する者あり）本日で終

了してしまうことでご了解いただけますでしょ

うか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、続けたいと思います。 

【徳永委員】 私だけしていないものですから、

最後にやりたいと思っております。 

 まず1点目は消防ですけど、記憶が正しけれ

ば、2006年に総務省が、広域再編ですよね、30

万人以上の人口に対して再編をすると。それか

らもう10年以上たつんですけれども、今の状況

ですよね。県の取組、そして市町とのそういっ

た取組についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

【園田消防保安室長】 消防の広域化の件ですけ

れども、現在の県内におきましては10の消防本

部がございまして、市町が単独で行っていると

ころ、あるいは市町が他の市町から委託を受け

ているところ、さらには広域市町村圏組合をつ

くって行っているところと3種類の消防本部が

ございます。 

 消防の広域化につきましては、国から広域化

の指針が示されまして、それに基づきまして県

におきましても長崎県内の消防本部のあり方に

ついて検討を行っておりまして、平成22年2月

に長崎県市町消防広域化推進計画というものを

策定しております。原則として基本は県内1消

防本部案となっております。ただし、県内の地

理的特性、あるいは歴史的な背景がありますの

で、1消防本部案を目指すということはありま

すけれども、離島を有する特性などを踏まえて

段階的に進めていくことも必要な方法というこ

とで、一応の計画はつくっておりますが、その

後も引き続き検討していくということにしてお
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ります。 

 現在のところは、この計画は生きております

けれども、これは一応の計画という形で、具体

的にどう進めるかということにつきましては、

各消防本部と定期的に意見交換、あるいは国か

らの情報提供を行っているというような状況で

す。 

【徳永委員】 1本部案というのは、例えば県警

本部のように、本元を1つ置いて、あとは支署

じゃないですけれども、分署を置くというよう

な考えですか。 

【園田消防保安室長】 警察の場合は県の組織と

いうことになりますけれども、消防の場合は市

町が消防の責務を負っていますので、形として

はどういう形かというのはいろいろ考えられる

と思いますけれども、市町が共同して1本部を

つくる際の方法としましては、県内のそれぞれ

の地域が複雑な地形であったり地理的条件があ

ったりしますので、一つの方法としては、例え

ば現在の消防本部をそれぞれの1方面本部とい

うような形にして、1カ所で全部を集約する部

分もありますけれども、一部それぞれのところ

に役割を持たせるというようなことも一つの手

法だというふうな取りまとめ方策となっており

ます。 

【徳永委員】 これをなんで言うかというと、私

も相当前に一般質問をしたことがあるんです。

その後は全然進捗がなっていないというか、あ

まり進んでいないものですから。 

 というのは、雲仙市の場合は、広域圏が市で

2つに分かれているんですよね、ご存じのよう

に。旧国見町、瑞穂町が島原広域圏、吾妻町、

愛野町、千々石町、小浜町、南串山町が諫早の

方の県央広域圏ということです。今でも1つの

市に2つの広域圏があると。だから、例えば国

見の消防、北出張所は島原広域圏の出先なんで

すよね。そして小浜には小浜消防署というのが

あります。これは県央の直轄ですよね。 

 当時、私は、再編を総務省が進める中で、ど

うなのかと。現在の合併した中で、そういうい

びつな状況がある。それを県央に入れて島原半

島と一緒になるのかどうかとか、いろいろある

んです、組み合わせ方が。 

 そうであれば、さっき室長が言われた1本部

式、警察とはちょっと違いますけれども、そう

いう中で各市に1つずつ置いた方がいいのでは

ないかと。雲仙市に1つ、島原市に1つと、例え

ばの話ですよね。 

 非常に消防というのは大事ですからね。今、

消防団員の不足等もありますし、災害等にも一

番貢献するのが地域消防でありますから、なか

なか総務省の言われているように進まないのは、

そういう事情もあるということ。 

 それと、合併によって、いびつとは言いませ

んけれども、地域の差があると。本県の場合は

離島もあるということで、なかなか人口だけで

はいけないところがある。そういったところを

含めて、今後、県として、しっかりとしたビジ

ョンを各市町と、今の広域圏消防署と、しっか

りと話し合い、協議会をやっていくべきだと思

うんです。 

 そうしなければ、同じ市でこっちとあっちで

例えば事故が、火事があった時に、災害があっ

た時にどうなのかと、どこが2つの広域圏にあ

るところをまとめていくのか、実際に有事の時

に、しっかりとした担保ができるのかどうかと

住民にとって不安なところがあるんですよ。 

 特に雲仙市の場合は、私は国見町ですけれど

も、いろんな意見が出るんですよ、消防団員か

らも。そういったところを今後どうやろうとさ
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れているのか、お聞きをしたいと思っておりま

す。 

【園田消防保安室長】 最後の方でおっしゃいま

した、一つの消防本部では対応できないような

大きな火災や大規模災害が起きた際の対応につ

きましては、県内の消防本部全体として相互に

応援する相互応援協定もつくっておりますし、

さらには、県を越えて全国的に都道府県間で消

防の応援をするというような緊急消防援助隊の

計画もつくっておりますので、大規模災害に対

しては、必要な対応ができる仕組みづくりは進

めているというか、できているというふうに思

っております。 

 ただ、委員がおっしゃいますように、現在の

雲仙市は2つの広域圏に分かれている状況が過

去からあっていることは聞いております。雲仙

市から県の方に相談に見えたこともございまし

て、どういうふうにしていくのがいいのか、地

元としてどうしていきたいかという検討を始め

たというふうに聞いておりますので、その辺の

状況も見ながら、県としても、できることにつ

いては一緒に検討していきたいというふうに思

っております。 

【徳永委員】 消防の場合は緊急性ですよね。い

つ、そういった災害、火事が起きるかわからな

い中で、それは確かにありますよ、協力性とい

うのは。それは警察もあるんですよ。 

 しかし、そういうことはあっても、いざ、災

害、火事になった時に、本当にそれで素早く対

応ができるかと、これが疑問なんですよ。組織

というのは、やっぱり一つの組織がしっかりす

るわけですよ。こっちの組織とこっちの組織が

ばっと、なかなかそれは難しいところがあるん

ですよ、日ごろは別組織なものですから。 

 そしてまた、今は恐らく雲仙市だけでしょう、

市の中で2つの広域圏にあるのは。そうでしょ

う。雲仙市だけなんですよ、警察署もそうだし

ですね。警察署、消防署を、県もそのまま10年

以上放りっぱなし。一向にね。 

 やっぱり警察と消防は大事なんですよ。ここ

は、住民からのいろんな意見がある中で私は代

表していますから、今後、このことについては

またいろいろと質問していきます。しっかりと

した回答というか、県の進め方をしっかりお願

いしたいと思います。これは宿題でお願いした

いと思っております。 

 それともう1点、県庁舎です。 

 議会運営委員会の小委員会をしまして、いろ

いろと県庁舎の問題で、やってよかったなとい

う点がありました。課長たちは頭が痛かったと

ころがあるでしょうけれども、いろんな変えら

れるところが少し変えられたのかなということ、

経費削減、ありました。 

 そういう中で2カ月半遅れると。これは実際、

もっと遅れるんじゃないかということもあって

いますよ。大丈夫ですか。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 今、11月末を目

指して一生懸命やっているところでございます。

警察棟、駐車場棟、議会棟は、11月末を目指し

てやって、ほぼ工程どおりにいっているんです

けど、行政棟が、最上階のところを今やってお

りますけれども、若干遅れが見られるのかなと

思っておりますが、今後、まだ期間があるので

頑張って調整してやっていきたいと思っており

ます。 

【徳永委員】 なぜこの質問をしたかというと、

さっき、ＷＴＯの話が小林委員からありました

ね、53％という数字がどうなのかと。 

 私が認識する中で、恐らく今、建築業界では

非常に人手不足、仕事が非常に多いので、下請
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けもなかなかいないと。 

 受注ゼネコンさんは、地元を使いたい。使い

たいというよりも、経費的にもやっぱり地元が

いいんですよ。 

 そういう中で、本当はもっと数字が上がって

いいんじゃなかろうかと。今は非常に人手不足、

下請けもいないということで、この53％が高い

のかどうかということよりも、そういう状況が

出ておりませんか。だから結局、工期も遅れて

いっていると。そういうところはどうなんです

か。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 確かに委員が言わ

れるとおり、県内の下請け業者はかなり忙しく

て、なかなかつかまらないという話も聞いてお

りますが、元請としては、県外からでも応援を

呼んできて、工期は絶対に守らないといけない

と考えております。 

 先ほど委員が言われたとおり、やっぱり宿泊

費とか経費が浮くので、県内を使った方がいい

と、確かにそういうことはあります。県内の下

請けの不足感というのが今はちょっと聞こえて

きているかなということと、今は年度末でどこ

も忙しいということもあり、4月になったらど

うなるかと思っております。 

【徳永委員】 これは進行中ですから、前のこと

は言いませんけれども、工期が遅れるというこ

とが一番いけない。しかし、急ぎ過ぎて瑕疵が

出るような工事でもいけないということ。 

 もう一つは、私がちょっと懸念したのは、も

ともと下請けに県外を使っていたのが、人手不

足等でできないから、県内の企業とか県内の下

請けに無理がいっているというようなことはな

いんですか。 

【藤川県庁舎建設課建設監】 その辺は私は把握

していませんので、ヒアリング等で聞いていき

たいと思います。 

【徳永委員】 ＷＴＯという中で非常に苦労され

ているということはわかりますけれども、それ

だけの問題じゃありませんから、そこはしっか

り調査をして。 

 工期の遅れというのは何が原因なのかという

こと。最初からちゃんと工期を組んでいるんで

すから、しっかりした理由があればともかくも、

そこはちゃんと説明をしてください。 

 今回、備品について、なるべく経費削減のた

めに、今の使えるものは使うと。しかし、それ

は裏を返せばどういうことかといえば、引越し

に相当な時間がかかるわけですよね。新しい備

品であれば当然備え付けです。庁舎の中に運び

ますからね。ところが、現品を持っていくとい

うことは、それをでき上がったところに今の庁

舎から持っていくということになるわけでしょ

う。 

 以前、課長に聞いた時に、費用はどれだけか

と言えば、引越し代が2億幾らだったですかね。

それと、備品を買った場合の金額、その辺を説

明してください。 

【赤尾県庁舎建設課長】 行政棟と議会棟、合わ

せまして、必要な什器を購入しますと約20億円

程度と見込んでおります。移転経費につきまし

ては、新規購入分もございますけれども、その

10分の1程度になるのではないかというふうに

思っております。 

【徳永委員】 引越しに2億円ぐらいと、新しい

ものを買えば20億円ぐらいということです。し

かし、必要なら新しいものを買うということな

んでしょう。 

 努力は認めますけれども、私が言いたいのは、

このことによる引越しの期間。前に課長に聞い

たら、それはちゃんとやりますと言うけれども、
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総務部長、これは大丈夫ですか。引越しして、

その間に新庁舎はもう業務を開始するわけでし

ょう。どうなんですか。引越しが済んでから業

務開始なんですか。 

【髙宮総務部参事監】 移転につきましては、現

在予定しておりますのは12月の末から1月下旬

にかけまして、主に年末年始、休日、一部平日

の夜間の業務時間外を使いまして、分庁舎を含

めて順番に移転をしていくということです。 

 今議論になっています持っていく什器につき

ましては、職場の移転に合わせて引越しをして、

業務開始時間までには業務が始められるように

努力をするということです。極力そこは業務に

支障がないように対応していくという予定でご

ざいます。 

【徳永委員】 それは口ではやさしいでしょうけ

ど、相当な物量と、資料も全部職員の皆さんが

整理せにゃいかんわけですよね。 

 だから、今言われるように同時にやるんでし

ょう。業務を終えてから、什器を持っていくわ

けでしょう、備品を。引越しをしてからなんで

すか。その辺はどうなんですか。 

【髙宮総務部参事監】 すみません、説明が不足

しておりました。 

 例えば土日を使って移転をする場合は、金曜

の業務時間が終わった後に、（発言する者あり）

移転をし、合わせて、土日を含めて、什器を運

びます。 

 そして、月曜の業務が始まるまでに、その部

署の全部の什器は新しいところに引越しをしま

して、月曜日に業務が始められるように準備を

して、極力業務に影響がないような形で業務を

始めると。ですから、什器は休日の間に、それ

ぞれの職場にそれぞれ運ぶという形になります。 

【徳永委員】 ということは、並行して旧庁舎と

新庁舎が業務をしているということですよね。 

【赤尾県庁舎建設課長】 移転につきましては、

平成29年度の年末年始をスタートといたしま

す。今の予定では、平成29年12月、仕事納めを

してから、本庁舎から移転をさせていただきた

いと思っています。基本的には土曜日、日曜日

に移転をしますので、全体の移転が終わるのは

1月の下旬と見込んでおります。 

 ですから、年末年始に移転する職場につきま

しては、新しい県庁舎で1月4日から業務を始め

る形になります。まだこちらに残っている第一

別館とか分庁舎については、随時移転しますの

で、当分の間は両方の事務所で業務を行うとい

うことになります。 

【徳永委員】 要は、1月4日から業務をするけ

れども、旧庁舎も休めないわけですよね、業務

はずっと継続ですから。1月4日から新庁舎で業

務を開始しますが、土曜日とか日曜日とかを利

用して移転をする間は、旧庁舎での業務もある

わけでしょう。 

 住民、県民サービスですから、例えば建設課

に行ったと、しかし、まだ旧庁舎だったとか。

わからないんですよ、県民はそこが。そういっ

たところはちゃんと県民にお知らせを。こっち

ですよとか、向こうですよとかというようなこ

とがないようにしてもらわなければならないん

です。 

 というのは、一生懸命に経費削減もいいんで

すけれども、県民サービスというのが一番です

から、行政は。このことを私は考えていただき

たいと思うんです。最後にそこをしっかり聞き

たいと思います。 

【上田総務部長】 一つの課なり一つの部なりが

一体的に動くという形ですけれども、全体が一

斉に動くということにはなりませんので、どう
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しても行政機能としては新庁舎と旧庁舎で、違

う業務で残っている部分があります。ここで県

民の方々、あるいは業務に関係する外部の方々

に支障がないように、しっかりと広報なり周知

なりをしていきたいと思っております。 

 実際の移転の際には、そういう案内とか、あ

るいは相談といった機能もしっかりと持たせた

いというふうに考えているところでございます。 

【吉村(洋)委員長】 ほかに質問はございません

か。（発言する者あり） 

 ほかに質問がないようですので、議案外所管

事務一般に対する審査をこれにて終了いたしま

す。 

 危機管理監、総務部及び秘書広報局関係の審

査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩をいたします。 

 

― 午後 ５時１９分 休憩 ― 

― 午後 ５時１９分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

これをもちまして、危機管理監、総務部及び秘

書広報局関係の審査を終了いたします。 

 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。 

 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ５時２０分 休憩 ― 

― 午後 ５時２０分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 今定例会で審査いたしました結果について、

3月14日の予算決算委員会における総務分科会

長報告及び3月16日木曜日の本会議における総

務委員長報告の内容について、協議を行いたい

と思います。 

 それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。 

 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 

― 午後 ５時２１分 休憩 ― 

― 午後 ５時２２分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 総務分科会長報告及び委員長報告については、

協議会における委員の皆様の意見を踏まえ、報

告させていただきます。 

 次に、閉会中の委員会活動について協議をい

たしたいと思いますので、しばらく休憩をいた

します。 

 

― 午後 ５時２３分 休憩 ― 

― 午後 ５時２５分 再開 ― 

 

【吉村(洋)委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【吉村(洋)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願いたいと存じます。 

 これをもちまして、総務委員会及び予算決算

委員会総務分科会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでございました。 
 

― 午後 ５時２６分 閉会 ― 
 

 



総務委員会委員長　　吉村　洋

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 １５ 号
長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する
条例（関係分）

原案可決

第 １６ 号
長崎県情報公開条例及び長崎県個人情報保護条例の一部
を改正する条例

原案可決

第 １７ 号
職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正す
る条例（関係分）

原案可決

第 １８ 号
長崎県税条例及び長崎県税条例の一部を改正する条例の
一部を改正する条例

原案可決

第 １９ 号 長崎県亜熱帯植物園条例を廃止する条例 原案可決

第 ２０ 号 警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

第 ３９ 号 包括外部監査契約の締結について 原案可決

計　　７件（原案可決　７件）

番　　　号 

記

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成２９年３月８日

　　　　議長　　田中　愛国　　様
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委員長（分科会長）       吉 村   洋 

 

副委員長（副会長）       大 場   博  文 

 

署  名  委  員       山 本   啓 介 

 

署  名  委  員       坂 本   浩 

 

 

 

 

書  記   小 栁  正 典 

 

書  記   喜 多  由 美 子 

 

速  記   (有)長崎速記センター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 付 資 料 
 

 

 

 




































































































































































































































