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長
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長
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７、審査の経過次のとおり
― 午前１１時 ０分 開会 ―
【山本(由)分科会長】 おはようございます。
ただいまから、予算決算委員会環境生活建設
分科会を開会します。
これより議事に入ります。
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。

３、欠席委員の氏名
な

会議録署名委員は、溝口委員、宮本委員のご

し

両人にお願いいたします。
本日、分科会として審査いたします案件は、

４、委員外出席議員の氏名
な

第95号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

し

算（第2号）」のうち関係部分であります。
臨時会は、地方自治法第102条第3項、第4項

５、県側出席者の氏名
文化観光国際部長
文化観光国際部政策監
（国際戦略担当）

中﨑

謙司

君

前川

謙介

君

世界遺産課長

馬場

秀喜

君

観光振興課長
国際観光振興室長
（ 参 事 監 ）

佐古

竜二

君

佐々野一義

君

物産ブランド推進課長

長野

敦志

君

国

永橋

勝巳

君

際

課

長

及び第5項に規定されており、原則として、あ
らかじめ告示された付議事件に限り招集するこ
ととされております。
よって、分科会の質疑についても、付託を受
けた議案の関係部分についてのみ行うこととし
たいと存じますので、ご了承をお願いいたしま
す。
次に、本日の分科会における理事者の出席範
囲についてですが、付託議案に直接関係するも
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どうぞよろしくお願い申し上げます。

のに限定することとし、お手元に配付しており
ます配席表のとおり決定したいと存じますので、

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。
それでは、これより審査に入ります。

ご了承をお願いいたします。
次に、審査の方法についてお諮りします。

予算議案を議題といたします。

審査は、分科会審査のみとし、部長の議案説

まず、文化観光国際部長より、予算議案の説

明に続き、議案に対する質疑を行うこととした

明を求めます。

いと存じますが、ご異議ございませんか。

【中﨑文化観光国際部長】 それでは、予算決算
委員会の議案説明資料をお手元によろしくお願

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
【山本(由)分科会長】 ご異議ないようですので、

いいたします。
1ページでございます。

そのように進めることにいたします。

文化観光国際部関係の議案についてご説明い

それでは、まず、文化観光国際部関係、そし

たします。

て、これが終わりましてから土木部関係という

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

形で進めてまいります。
まず、文化観光国際部関係の審査を行います。

第95号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

審査に入ります前に、理事者側から幹部職員

算（第2号）」のうち関係部分であります。
今回の補正予算は、国において決定された「新

の紹介を受けることにいたします。
【中﨑文化観光国際部長】おはようございます。

型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に伴う

文化観光国際部長の中﨑謙司でございます。

国の補正予算に適切に対処するため、必要な予
算を追加しようとするものであります。

どうぞよろしくお願いいたします。
山本由夫委員長、
久保田将誠副委員長はじめ、

今回の補正予算は、歳出予算で企画費498万

環境生活建設委員の皆様方には、今後、本県の

5,000円の増、商業費2億6,954万3,000円の増、

文化、世界遺産、観光、物産、国際、スポーツ

観光費6億8,793万8,000円の増、合計9億6,246

の施策全般にわたりご審議をいただくことにな

万6,000円の増。
この結果、令和2年度の文化観光国際部所管

ります。

の歳出予算総額は、55億586万8,000円となりま

現在、コロナウイルス感染症で非常に困難な

す。

状況でありますが、まずはこの難局を乗り越え
て、そして、感染症収束の際には、本県の魅力

歳出予算の内容について、ご説明いたします。

を積極的に発信していき、国内外から多くの方

雇用の確保及び収束時の反転攻勢を見据えた

を呼び込む施策に取り組んでまいる所存であり

環境整備を目的として、宿泊事業者等が実施す

ますので、委員皆様方のご指導、ご鞭撻をどう

る受入態勢強化のための取組を支援する経費と

ぞよろしくお願い申し上げます。

して、観光地受入態勢ステップアップ事業5億
638万円。

それでは、本日出席しております文化観光国

宿泊事業者が取り組む『宿泊者が衛生的で快

際部の幹部職員を紹介させていただきます。

適に過ごすことができる態勢の整備』を支援す

〔各部職員紹介〕

る経費として、宿泊施設安全・安心・快適化促

以上でございます。
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けれども、事業者の雇用の確保、それから収束

進事業費1億3,040万8,000円。

時の反転攻勢に向けた環境整備というところに

延期された修学旅行が、令和2年度内に本県

取り組んでまいりたいと考えております。

を行先として催行された場合に、方面変更に係

事業内容としましては、大きく2つございま

る経費を助成する経費として、ながさきリピー

す。1点目の公募提案型委託事業ですけれども、

ター創出促進事業費5,115万円。
県産品消費の回復・拡大を図るため、県産品

こちらは県内の事業者の皆様から、この間に取

販売事業者等を応援するキャンペーンを支援す

り組む受入態勢に向けた取組を、それぞれご提

る経費として、県産品消費拡大事業費2億6,954

案をいただきまして、県がそれを採択をして所

万3,000円。

要の人件費、諸経費を交付するというももので
ございます。

県内在住外国人への迅速な情報提供等を目的
として、通訳案内士等に翻訳業務を依頼する経

受入態勢強化、具体的には記載の①から④に

費として、外国人に対する県内情報発信強化事

大きな柱を掲げておりますけれども、それぞれ

業費498万5,000円を計上いたしております。

の柱に沿ってご提案をいただきたいと考えてお
ります。委託という形で進めますけれども、そ

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

の委託料の上限額は、1事業者当たり1,000万円

明を終わります。

と考えております。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

それから、今回の事業は雇用の確保というの

げます。
【山本(由)分科会長】 次に、観光振興課長より

が目的の一つでございますので、それぞれの事

補足説明を求めます。

業費に占める人件費の割合は2分の1以上にし

【佐古観光振興課長】 それでは、分科会補足説

ていただくという形で今検討しております。
それから、対象事業者につきましては、
基本、

明資料、縦方向の資料に基づいてご説明を申し

県内に事業所を置いていらっしゃる宿泊事業者、

上げます。

交通事業者、それから地場の旅行会社、そして

まず、表紙をめくっていただきまして、1ペ
ージの方に一覧を掲げておりますけれども、観

各地域の観光協会などという形にしております。

光振興課におきましては、国の補正予算を活用

それから、2点目、こちらは県が示す仕様に

いたしまして、総額で約6.9億円の事業費を提出

基づく委託事業ということになりますけれども、

しております。具体的には、3つの事業を検討

この間、県としてぜひ進めたい事業というもの

しておりまして、新型コロナウイルスに係る緊

を3つほど決めまして、インバウンド関係で2つ、

急対策という形で考えているところでございま

それからバリアフリー関係で1つ、こちらを公

す。具体的な事業につきましては、2ページ以

募をかけて委託をしていくという形にしており

降でご説明を申し上げます。

ます。委託料としましては、1事業者当たり120
万円程度を想定しております。

まず、2ページ目ですけれども、観光地受入

続きまして、3ページをご覧ください。2つ目

態勢ステップアップ事業費、事業費としまして
5億638万円でございます。

の宿泊施設安全・安心・快適化促進事業費でご
ざいます。予算額としまして1億3,040万8,000

事業の目的につきましては記載のとおりです
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5,115万円でございます。

円。

もともと本県においでいただく修学旅行とい

こちらの目的につきましては、新型コロナウ
イルスの今の状況が収束しまして、旅行需要が

うのは、4月から6月の期間は中学校が多くて、

戻ってくるという場合に、やはり今回のご経験

9月から11月にかけての秋口には高校生が多い

がございますので、観光客の皆様にとって、衛

という傾向がございます。今、宿泊事業者の皆

生面の充実というのが選ばれる宿泊施設になる

さんからお話をお伺いしますと、6月に予約を

ためには非常に重要になるものと考えておりま

入れていたものが秋に延期できないかという相

すので、今の時点で衛生面の充実を宿泊施設に

談が幾つかきているという状況でございます。

おいて図っていただきたいという事業でござい

先ほど申し上げましたように、秋口というのも

ます。

本県の修学旅行のシーズンでございまして、そ

3つ事業内容を掲げておりますけれども、1つ

もそも既に予約が入っているという状況もござ

目は、県の方でアドバイザーを委託しまして、

います。秋口の修学旅行、既に予約が入ってい

具体的にどういう衛生面の対応が必要かという

るもののキャンセルというお話までは今まだき

ところを、もし求められる宿泊事業者がいらっ

ておりませんけれども、6月に予定していたも

しゃる場合は県の方からアドバイザーを派遣し

のを秋に延期しようとすると、客室が取れない

てアドバイスをするという形で考えております。

という状況も十分想定されております。

2番目、除菌・検温等装置導入支援でござい

そこで、じゃ、長崎県では取れないからほか

ますけれども、こちらで想定をしておりますの

の県、方面に変えようということでその需要を

は、いわゆる機器の導入支援という形でござい

取り込めないということはぜひ避けたいと思っ

ます。補助率は10分の9、上限額としまして100

ておりますので、例えばの話で申し上げると、

万円という形で、例に記載しているような機器

長崎市で取れない場合に、じゃ、島原半島でど

を宿泊施設が導入される際に支援を行うもので

うですかとか、県北地域でどうですかといった

ございます。

セールスをかけてまいりたいと考えております。

3点目、こちらは少し規模の大きい施設改修

そういうことを具体化するために、それぞれの

というのを想定しておりますけれども、同様に

延べ宿泊者数に応じて、学校の規模に応じて1

衛生面に関する施設改修を支援してまいりたい

校当たり20万円、40万円、あるいは閑散期でご

と考えております。こちらは補助率が4分の3で、

ざいます1月から3月については、それぞれに10

上限額が500万円という形でございます。例に

万円を1校当たり加算するという形で需要の取

つきましても記載のとおりでございますけれど

りこぼしがないように、しっかり取り組んでま

も、いろいろとアドバイザーの意見も踏まえな

いりたいと考えているところでございます。
観光振興課からは以上でございます。

がら具体の対応というのは整理をしてまいりた

【山本(由)分科会長】 次に、物産ブランド推進

いと考えております。

課長より、補足説明を求めます。

それから、4ページになりますが、3つ目でご
ざいます。ながさきリピーター創出促進事業費、

【長野物産ブランド推進課長】 それでは、今回

こちらは修学旅行対策でございます。予算額は

ご審議をお願いしております補正予算の内容に
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つきまして、引き続きお手元にお開きいただい

して、県産品を購入額の3割引、また送料無料

ています資料に基づきましてご説明をさせてい

といったような形の購入ができますキャンペー

ただきたいと思います。

ンを実施することとしております。その購入割

資料の5ページをご覧願います。

引や送料無料、こういったものの補助といたし

まず、予算額でございますけれども、県産品

まして1億400万円を計上しているところでご

消 費 拡 大 事 業 費 と い た し ま し て 2 億 6,954 万

ざいます。

3,000円を計上しております。
その財源といたし

また、今回、新規出店といった形で取り組も

ましては、右上の記載のとおり、今回の臨時交

うとする事業者が当然おられると思いますけれ

付金を活用しながらやっていきたいと考えてお

ども、そういった新規出店の補助として600万

ります。

円を計上させていただいておりまして、キャン

この事業の概要、目的等でございますけれど

ペーンへの参加を促すといったことと、これま

も、新型コロナウイルス感染拡大によりまして、

でなかなかネット販売といったところに目を向

県産品を販売する事業者や飲食店、そういった

けてこなかった販売事業者等のネット販売への

ところにおいて売上が非常に減少するなど、多

参入の機会、こういったものにつなげていきた

大な影響を受けているといった状況にございま

いと考えているところでございます。
そのほか、キャンペーンの実施に必要な経費、

す。
不要・不急の外出自粛、こういったものが要

サイトの改修でございますとか、実施体制の整

請されている中で、販売活動は非常に制約され

備、あるいはテレビＣМ、こういったものを県

ているといったような状況を踏まえまして、県

の広報経費として記載のとおり計上させていた

産品の消費回復・拡大を図るために、インター

だいているところでございます。

ネットのサイトを活用して県産品の割引入りの

次に、2点目でございますが、県内飲食店応

販売でございますとか、県産品を活用して県内

援キャンペーンの支援事業ということで1億

の飲食店を応援するといった、総額にして約2

2,200万円を計上いたしております。
この内容につきましてですが、現在、新型コ

億円のキャンペーンを実施しようとするもので

ロナウイルス感染症拡大の影響で、県内の飲食

ございます。
主な事業内容としまして2点ございます。

店においても食事券の前売りであったり、テイ

まず、1つ目でございますけれども、県産品

クアウト、こういったものに取り組んでいる状

のネット販売拡大事業としまして1億4,754万

況にございます。最近では、新聞・テレビ等で

3,000円でございますけれども、
県産品を多数取

も紹介されておりますけれども、お気に入りの

り扱うネット通販サイト、これは県内に長崎県

飲食店の食事券がインターネットサイトで購入

物産協会が運営しておりますが、
県産品を1,700

できるといったものがございまして、その運営

点ほど取り扱ってございます「e−ながさき旬鮮

事業者が県内飲食店を応援していこうという活

市場」、こういったサイトでございますとか、

動を後押しをしていこうというものでございま

県漁連が運営されています「長崎漁連ウェブシ

して、こういったＷｅｂサイト運営事業者が実

ョッピング」、こういったものを活用いたしま

施する応援キャンペーンにおいて、食事券を購
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入していただいた方へ県産品をプレゼントとし

おります国際交流員、特に英語、中国語の方の

て活用していただこうというものでございます。

4月の来県ができない状況になっております。

今回計上している内容でございますけれども、

一方で、通訳案内士の方々は、インバウンド

サイト運営事業者がこういったキャンペーンを

客が減少しまして収入がない状況が続いている

実施していただくにあたって、しっかりと長崎

とお聞きしております。

県の特設サイトをつくっていただくということ

今回の補正で県が行う情報発信の翻訳につい

で、その設置費用といたしまして600万円を計

て、通訳案内士の方々に支援していただきなが

上しております。

ら業務を継続していただこうとするものでござ
います。

また、応援キャンペーンを実施するにあたっ
て、Ｗｅｂサイトの運営事業者から県内飲食店

翻訳をお願いする業務といたしましては、外

の食事券を購入した方へ県産品をプレゼントし

国人向けのコロナウイルス関連事業の翻訳、そ

ていただくといったところの代金でございます

れと世界遺産関連事業の翻訳業務ということで、

とか、その送料、こういったものの補助といた

それぞれコロナウイルス関係が398万5,000円、

しまして1億1,100万円、そのほか、広報に要す

世界遺産関連で100万円を計上しております。
今後も本事業を活用しながら、県内在住外国

る経費として500万円を計上しているところで

人の方々や、本県を訪れる外国人の方々に、迅

ございます。

速できめ細やかな情報発信に努めてまいりたい

こういった2つの事業の実施によりまして、

と思います。

観光客の減少により消費が落ち込み、収入が減
少している物産販売事業者でございますとか、

以上でご説明を終わらせていただきます。

県内飲食店を支援することで県産品の消費の回

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま
す。

復につなげていきたいと考えております。
以上で説明を終わります。

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

よろしくお願いいたします。

たので、これより予算議案に対する質疑を行い
ます。

【山本(由)分科会長】 次に、国際課長より補足

質疑はありませんか。

説明を求めます。
【永橋国際課長】国際課の補正予算の概要につ

【宅島委員】 ご説明ありがとうございました。

いてご説明させていただきます。

予算議案に関して質問をさせていただきた

6ページをお開きください。

いと思います。
観光振興課長から観光地受入態勢ステッ

外国人に対する県内情報発信強化事業費498

プアップ事業費として5億638万円の説明が

万5,000円でございます。
県及び国際交流協会では、本県で暮らす在留

あったわけでありますけれども、この事業

外国人の方々に多言語による情報発信を行って

の中身として、ここに雇用の確保及び収束

おりますが、今回のコロナウイルス発生によっ

時の反転攻勢を見据えた環境整備を目的と

て、情報発信回数が増えてきております。

して、宿泊事業者等が実施する受入態勢整
備のための取組を支援する経費と書いてあ

それと併せまして、業務を担っていただいて
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るんですけれども、この一番最初の雇用の

収が30万円の方の場合、50万円の中から30万円

確保というところで上限が1,000万円とい

の給与というのを県が100％見ると。50万円の

う説明があったんですけれども、もう少し

残りが20万円になりますので、ここの中に掲げ

詳しくここを説明していただきたいと思い

ています、いろいろな取組に必要な実費、諸経

ます。

費の部分、それを残りの20万円の方から出して

【佐古観光振興課長】制度の最終的な姿につき

いただくというのが基本的な、一番小さい単位

ましては、本委員会でいただきましたご意見も

の考え方ということになります。

踏まえて最終的に決定してまいりたいと思いま

今申し上げたのはひと月の考え方でございま

すけれども、今、資料に記載をしております①

すけれども、これを最長で3か月程度は対象に

から④まで大きな柱を記載していると思います

してまいりたいと考えていますので、一人の方

けれども、このそれぞれに対して約250万円と

だけがもし対象となる取組であれば、3か月で

いう上限を設定しようと今考えているところで

すので150万円というのが上限になります。

ございます。ですから、この①から④までを合

参加される従業員の数が増えて、この4つの

わせ技で全て取り組まれた場合は上限が1,000

取組それぞれを合わせ技でやっていただいた場

万円になるという考え方をしております。

合に、1,000万円という上限設定をしているとい
う考え方でございます。

さらに、細かいところで申し上げますと、従
業員一人当たりの上限というのも今考えており

【宅島委員】わかりにくい説明だったと思うん

まして、これはひと月当たりの上限というふう

ですけれども、今の課長の説明でいくと、3か

にご理解いただければと思うんですけれども、

月間はもたせたいと。トータルの予算として全

50万円の上限というふうに考えております。例

部で5億円ですよね。ということは、この予算

えばその内訳として、実際今、月収が20万円あ

で県内の旅館・ホテルを何社ぐらい想定されて

る方の場合は20万円の人件費をこの事業の中

いるんですか。

で100％支援をする。それから、残りの30万円、

【佐古観光振興課長】 こちらは、あくまでも予

人件費が全体の2分の1以上ないといけないと

算の積算の考え方ということでご理解いただけ

いう形にしておりますので、20万円の月収をも

ればと思います。この１の公募型の予算額が4

らわれている方が一人取り組むとすれば、その

億8,700万円でございますけれども、この積算の

50万円の上限については40万円弱。人件費の部

考え方としましては、県内の農林漁業体験民宿

分が20万円ですから、そこが全体の2分の1以上

を除いた施設数というのが全体で839施設あり、

ないといけないので、トータルとしては40万円

この中で2人以上従業員の方を雇用されている

になります。それが数人いた場合に、この①か

ところが295施設ございます。その295という施

ら④までそれぞれが250万円という上限を今設

設を従業員の規模に応じて、ちょっと詳細に申

定しようと思っていますので。

し上げますと、従業員が2人から5人の施設につ

すみません、もう一度説明が悪かったので。

いては1名が2か月間参加すると。それから従業

一人当たり50万円という上限をまず設定しよ

員が6名から20名の間の施設が86施設になりま

うとしています。わかりやすい例でいけば、月

すけれども、こちらは2名が2か月間参加する。
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そして、最後に従業員が21名以上の施設が53施

いされたら困ると思ったので言っているんです

設あり、こちらは3名が2か月間参加をすると。

けれども、事前に今雇用を、例えば一時来ない

あくまでもこういう仮定に基づいて4億8,700

でくださいよというところはもう対象にならな

万円という全体の枠を計算をしております。も

いわけですよね。引き続き、ずっと雇用してい

ちろん従業員がお一人のところも対象にしてい

るところに限って人件費の補助をするというこ

くつもりですので、そこは全体の応募状況等を

とでよろしいですか。

見ながら考えてまいりたいと思います。予算の

【佐古観光振興課長】 はい。私どもで考えてお

積算上は、295施設を対象にしているというこ

りますのは、引き続き雇用をされる方、また、

とでございます。ただ、これが上限という考え

私どものこの事業が終わった後も継続して雇用

方ではございません。

を続けるという方を基本的には対象にしたいと

【宅島委員】 わかります、295施設が対象と思

思っております。
ただ、一方で、国の雇用調整助成金を活用し

ってやられるということですね。
そこで、その業者さんたちが全てに取り組ま

て、今休業手当を支給されている事業者ももち

れる時に最大1,000万円の補助をするという考

ろんいらっしゃると思います。私どものこの事

えになるんですか、教えてください。

業が、補正予算案が可決されて表に出ていった

【佐古観光振興課長】 上限1,000万円までの取

ときに、今は休業手当を支給されている事業者

組になった場合は、現在の予算枠が4億8,700万

が、今後に向けた取組をやるということで、私

円ですので最大で48事業者ということになり

どもの事業の方に切り替えられる方というのも

ます。ただ、皆さんが1,000万円まで使われるか

場合によってはいらっしゃるのかなというふう

どうかというところもまだ見えない部分がござ

には想定をしているところです。

います。その48事業者が全て1,000万円できる

【宅島委員】いろいろ仮定の中で組み立てられ

かどうかという問題もございますし、先ほどご

て出されてきたものと理解をしましたけれども、

説明したのは、予算の4億8,700万円を算出する

実情に沿った、旅館・ホテルの経営者の方たち

ための仮定の根拠ですので、そこは250万円で

が本当に望む形というのをきちっと捉えながら

手を挙げる事業者の方もいらっしゃるでしょう

やっていただければと思います。

し、そういったいろんな応募の状況を見ながら

【山本(由)分科会長】 ほかにありませんか。

対応していく必要はあると思っております。

【徳永委員】 今の質問の関連ですけれども、宅

【宅島委員】要は旅館やホテルを経営されてい

島委員からあった予算の4億8,700万円ですか、

る方々に対して、従事していただいている方た

この計算というのは今分かったんですけれども、

ちを引き続き雇用することが条件ですよね。そ

ただ、1,000万円をフルに使った場合に48事業

こですよね、問題は。

者になるわけですよね。例えば、それ以上に申

例えば、お客さんが各地8割減、9割減です、

請があった場合は、今後、追加して予算を組む

今現在の前年同月比としたら。ものすごく困ら

ということも考えられているのか、そこをお聞

れているわけですね。

きしたいと思います。
【佐古観光振興課長】 4億8,700万円という予

そこで、今の課長の説明でいくと、結局勘違
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算が全て執行されるという状況になれば、今後

という、そういう間口を狭めるような運用は、

の補正予算、国の臨時の交付金のタイミングと

私としてはあまり適当ではないかなと思ってお

かいろいろあろうかと思いますけれども、観光

りますので、できるだけ多くの方にご利用いた

振興課としましては、もちろん追加の補正とい

だけるように、最終的な運用を決めてまいりた

うのを内部では相談してまいりたいというふう

いと考えております。

に考えております。

【徳永委員】それは大変いいことだと思います。

【徳永委員】これは非常にいい事業をやってい

ただ、詳細について、観光振興課長はこの案を

ただいたなと、そう思っております。特に、ホ

つくった方ですのでよく分かられるでしょうけ

テル・旅館等については、従業員数も多く、そ

れども、我々が説明をする時に、例えばそうい

してまた、一番今回のコロナウイルスで大変な

った連携をとってできるということをもっと分

被害を受けている業種でありますので、こうい

かりやすく、どこが窓口になるのか、市なのか

ったすばらしい事業をつくっていただいたもの

観光協会なのか、そこはやはり分かりやすい対

ですから、そこはしっかりとまた考えていただ

策を考えていただきたいと思うんです。例とし

いて、追加の支援もしていただきたいと思って

てということで我々も理解できるような説明が

おります。

できますか。
【佐古観光振興課長】例でございますけれども、

もう一つは、この中に「複数事業者が連携し
た取組も可」とありますけれども、これはどう

複数の飲食店の方が、例えばある地域の統一し

いう内容なのか、説明をお願いしたいと思いま

たテーマでメニューをつくっていただいて、そ

す。

れを散策するためのマップに落とし込むとか、

【佐古観光振興課長】今回の事業が観光地とし

そういった今後も使えるようなものを飲食店の

ての受入態勢の強化というところを目的にして

方で考えられると。それを観光協会において全

おりますので、対象としましては、基本的に私

体を取りまとめられる。こういう形にしていた

どもとして想定をしているのは、資料に記載し

だければ、飲食店の方もこの制度を使えるとい

ております4業種になります。ただ、「など」

うふうに考えております。

というふうに記載をしておりますので、例えば、

【徳永委員】そうなれば、飲食店、そしてまた、

温泉街にある飲食店とか、そういったところも

お土産店ということでも可能ということですね。

基本的には観光のウェートというのが高い飲食

だから、例えば雲仙・小浜であれば、島原温泉

店になろうかと思いますので、ここに掲げてお

観光協会があって、その中でいろいろと連携を

ります4業種以外の方がこの制度を使おうとさ

して、そして、お客さんを呼び込むための対策

れる場合に、この4業種のいずれか、観光協会

となればできるということですね。

というのが可能性としては高くなるかと思いま

その中で、ホテルはさっき言われた上限50万

すけれども、そこと連携して飲食店の従業員の

円、そうなった場合には、片や飲食店、お土産

方にも動いていただいて受入態勢強化をやると

店も同じように50万円の上限でいただけると

いう場合は対象にしたいと考えております。

いうことでいいんですか。おのおのがというこ
とでそこは理解していいですか。

いずれにしても、この業種だからだめですよ
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【佐古観光振興課長】 もちろん、協会の方がお

ざいますので、本来であれば、私どもがそれぞ

一人、飲食店の別の方が取り組まれる場合は、

れの地域に出向いて、しっかりご説明をする形

お一人が50万円の上限という形になります。

をとりたいところではあるんですけれども、現

【山本(由)分科会長】 ほかに質問はありません

在の状況です。
今、想定をしておりますのは、議会終了後、

か。
【宮本委員】 日々の活動、お疲れさまでござい

速やかに、まずは関係資料をそれぞれの地域に

ます。私も観光客受入環境整備事業費について

お送りをして、加えて直接市町、それから観光

端的に質問いたします。

協会にもご連絡を差し上げて、私どもの方で考
えている事業の趣旨、活用の仕方、こういった

前に資料をいただいてご説明もいただきまし

ものをご説明したいと思っています。

た。横長の資料もいただいて見させていただい
たのですが、申しわけないが、私としては非常

正式な募集は、ゴールデンウイーク明け早々

に分かりづらいなというのが第一印象だったん

に開始をしたいと思っておりますので、ちょっ

ですね。今のやりとりを聞いて、ちょっと難し

とここは市町なり地域の皆さんにはご負担をか

いなと思っていまして、もうちょっとシンプル

けるかもしれませんけれども、できればゴール

にならなかったのかなというのがあるんですが、

デンウイーク期間中にいろんな想定もしていた

雇用の確保ですよね。そして、反転攻勢を見据

だきながら、明けてすぐ、
募集の開始と併せて、

えた事業費なのでこういう形になるんでしょう

各地域を結んだテレビ会議というようなものを

けれども、これは先ほどの宅島委員、徳永委員

今予定をしておりますので、そこの中で皆さん

も言われましたけれども、いろんな周知が必要

からたくさん質問が恐らくくるだろうと思って

なのかなと思っています。

おりますので、そこには私自身も参加をして、

横長の資料で見たら、スケジュール、第1回

しっかりその都度その都度、時間が勝負だと思

募集が5月中旬とありますけれども、もうゴー

っておりますので、回答をしていきたいと考え

ルデンウイークに入りまして、この期間の中で

ております。

これだけのことを旅館の方々、観光協会の方々

募集を開始して、基本的に締め切りというの

が考えられるのかという危惧もありますが、ま

はあまり設定しない方がいいかなと思っており

ずはこれをやりますよという周知の仕方、それ

ます。随時出していただいて、随時県で採択を

を再度確認させていただくのと、スケジュール

して、もう実際の動きに入っていくと。できる

感については早め早めにしなければいけないと

だけ早く、委託料については概算でお支払いす

いうのは分かりますけれども、ゴールデンウイ

るというような形で今予定をしているところで

ークを見据えて、このスケジュール感で果たし

ございます。

て対応できるのかなというのが、ちょっと不安

【宮本委員】分かりました。私は何度読んでも、

感があるんですけれども、それについてはどの

なかなか理解できず、私の理解力がないと言え

ようにお考えでしょうか。

ばそれまでなんですけれども、非常に難しいと

【佐古観光振興課長】ご意見いただいています

思います。どうなっているのかなというのがあ

ように、少し制度として分かりづらい部分がご

るので、先ほどおっしゃったとおり、私も1回
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目、たしか部長を中心に据えてテレビ会議をさ

ろではあるかなと思うんですが、これについて

れましたよね。あれをやっていただきたいと思

も周知徹底をしていただきたいということをま

っています。できる限り隅々まで行き渡るよう

ずは申し上げて、これを介して、県産品を目標

に周知徹底を急いでいただきたいというのと、

額としたらどれだけ、この事業を通してどれだ

丁寧なご説明をしていただきたい。ゴールデン

けの県産品をどれだけの規模、目標額というの

ウイーク中にこういった4つの柱、①から④、

はありますでしょうか、お聞かせください。

あるいは県が示す仕様に基づくものは3つの柱

【長野物産ブランド推進課長】今お尋ねの飲食

をしっかりと、もうちょっと分かりやすくして

店のキャンペーンの関係かと思いますけれども、

もらわないと、現場は非常に混乱するかなと思

今回、飲食店の支援ということで、飲食店を応

います。今ですら、今の状況が必死なのに、こ

援する運営サイトにお流しするプレゼント代と

れを獲得するために、もちろん皆さんやりたい

して県産品を活用することとしておりますが、

とは思いますので、分かりやすい説明をしてい

予算におきましては大体1億円ほどの県産品を

ただきたいと思います。そのあたりは大丈夫で

準備したいと考えているところでございます。

しょうか。

【宮本委員】 これは、例えば農林部やほかの部

【佐古観光振興課長】 すみません、先ほどご説

局とも連携をとらなければならないと思います

明を漏らしたんですけれども、今、並行して民

が、そのあたりの連携は大丈夫でしょうか。

間の方にお示しするチラシというのも作成をし

【長野物産ブランド推進課長】 今回、プレゼン

ております。そのチラシの中に、県の方で想定

トとして想定しております県産品でございます

している、例えばこんな取組がございますねと

けれども、当然偏りがないように我々もしてい

いう例をできるだけ多く列挙して、事業者の皆

きたいと思っておりまして、農産物でございま

さんがそれを見て、これなら自分たちはできる

すとか、水産物、あるいはお酒であったりとか、

というところをそのまま手を挙げていただくと

そういったものを組み合わせた詰め合わせを想

か、そういった形も考えているところでござい

定させていただいておりまして、サイト運営事

ます。できるだけご負担にならないように進め

業者にもそういった例をしっかり示してご理解

てまいります。

いただきたいと考えているところでございます。

【宮本委員】 ありがとうございました。丁寧な

【宮本委員】 分かりました。ここはしっかりと

対応をどうぞよろしくお願いいたします。

他部局と連携をとっていただいて、おっしゃっ

それと、物産ブランド推進課の県産品販路拡

たとおり満遍なく、そして今どこががくんと落

大対策費についてです。これは県産品消費の回

ちているのかというのも調査しながら、県産品

復と拡大を図るということが目的となっていて、

の販路拡大を、この事業費を通じてしていただ

主な事業内容はご説明いただきました1番と2

きたいと思います。
よろしくお願いします。

番があります。

【山田(朋)委員】 観光客受入環境整備事業費に

これも見ましたけれども、なかなかこういっ

ついて伺いたいと思います。

たものが難しい。特設サイトとか、いろいろあ

アドバイザー派遣業務委託ということであり

るというのも分かりながら、非常に難しいとこ
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ますが、どのような資格を持った方で、何人ぐ

いと思います。先ほどからも質問があっていま

らいを、どれくらいの期間を想定しているのか

すが、「e−ながさき旬鮮市場」ということで、

教えてください。

長崎県物産振興協会に運営をお願いしているよ

【佐古観光振興課長】アドバイザーにつきまし

うであります。これに関して、今回、新規出店

ては、労働安全衛生の衛生管理者の資格を持っ

にかかる出店料に対する補助を行うということ

た方にお願いしようと考えておりますけれども、

でありますが、もともと出店料がどれくらいか

県内全体で衛生管理者の資格を有する方につい

かって、今回どれくらい補助をするのか。そし

ては、今、環境部の方に確認中で、私は数字を

て、ここの年間の販売実績を教えていただきた

持ち合わせていないんですけれども、県内の団

いと思います。

体で申し上げますと、長崎県旅館生活衛生業同

【長野物産ブランド推進課長】ただいまお尋ね

業組合というのがございます。県内のホテル・

の「e−ながさき旬鮮市場」の出店料でございま

旅館が加入をしておりまして、ここの組合の業

すけれども、月額といたしまして5,000円といっ

務の一つとして組合員の施設の衛生面の充実に

た形で運営費を物産協会の方が徴収していると

対して指導をしていくというものもございます

ころでございます。

ので、今、その組合の方とも意見交換をしなが

この「e−ながさき旬鮮市場」の売上でござい

ら、組合に依頼することになるのか、
あるいは、

ますけれども、今、年間で約3,500万円の売上を

生活衛生課の方に確認しても、それ専門の事業

上げているとお伺いしております。

者の方というのはなかなか県内にはいらっしゃ

【山田(朋)委員】 月に5,000円かかる出店料を、

らないようですので、何らか宿泊施設で働きな

今回はこの5,000円を補助するんですか。
毎月か

がらそういった資格を持っている方というのが

かる出店料以外に、最初の導入の費用とか、そ

ほとんどのようです。ですから、先ほど申し上

ういうのはかからないんですか。

げた組合ともご相談して、組合にお願いする形

【長野物産ブランド推進課長】 今、物産振興協

になるか、その可能性がちょっと高いかなとい

会の会員でございましたら、今の運営費だけで

うふうには今思っているところでございます。

出店が可能でございます。ただ、現在、物産振
興協会の会員でない企業の方々におきましては、

期間につきましては、予算の積算の際は県内
の6か所、95施設を対象にアドバイスをしてい

まず物産振興協会に、年会費として1万円を負

ただくというような考え方をとっておりますけ

担して入会いただくというところは必要となっ

れども、この95施設を指導するのに、全体の期

ております。

間がどれくらいかかるかというのは、ちょっと

【山田(朋)委員】 会員じゃない人には年会費1

まだ読めないところでございます。申しわけご

万円がかかるということでありますが、この事

ざいません。

業は、先ほどから出店料に対する補助と言って

【山田(朋)委員】 恐らく組合にお願いをして、

いるので、その補助率を聞いているんですけれ

組合の中で各地区に派遣をいただく形で95施

ども、この5,000円がかからないようにするとい

設をという計画だと理解をいたしました。

うことですか。どういうことなのか、教えてく
ださい。

次に、県産品販路拡大対策費でお伺いをした
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【長野物産ブランド推進課長】 今回、出店に当

ここで多く販売をいただければと思っておりま

たって、出店しやすいように全額、出店料に対

す。
ここの販売実績は、先ほど3,500万円というこ

しては補助をしたいと考えているところでござ
います。

とでありました。サイトを拝見しましたが、非

【山田(朋)委員】 今まで既にネットに参加をし

常にわかりづらい、見づらい感じがあります。

ている人たちは対象とならなくて、こういうこ

それで、サイト管理者の方が個人的に管理者で

とで新規でネットの販売に参加をしようとする

すということで名前も顔も出していらっしゃる

人に対しての補助ということですね。
そしたら、

んです。それから、また公式フェイスブックを

今入っている人たちからは、
毎月5,000円は変わ

見ましたけれども、
「いいね！」が1とか3とか、

らずもらうということですか。

週一ぐらいしかアップしていません。こういう

【長野物産ブランド推進課長】今回の出店料に

管理方法がどうなのかなと思っております。今

つきましては、やはりキャンペーンを実施する

はフェイスブックじゃなくて、インスタとか、

期間中は既存の業者からも運営費を取らないよ

ツイッターとか、フェイスブックを私はしてい

うな形で考えたいと思っております。満遍なく

ますけれども、若い人はあんまりフェイスブッ

全ての方々から出店料というか、運営費を取ら

クをしないし、フェイスブック離れも前からあ

ない形でやっていきたいと考えているところで

っているようですし、ちょっとこのサイトの充

ございます。

実というか、そのあたりはどうですか。これは

【山田(朋)委員】 キャンペーンの時期、5月1日

完全な委託だから、県が関わるところじゃない

からなのか、いつまでをキャンペーンと設定し

のか。県費を入れての協会の運営だと思ってお

ているのか、そのあたりを教えてください。そ

りますので、この辺のことに関してはどう思い

れと、現在出店している企業数も教えてくださ

ますか。

い。

【長野物産ブランド推進課長】 今、委員からも

【長野物産ブランド推進課長】今回のキャンペ

ございましたとおり、サイトの運営事業者は県

ーンにつきましては、一定サイトの準備も必要

の物産振興協会でございますけれども、サイト

となっておりますので、開始を6月からできれ

が少し見にくいといったような状況がございま

ばというふうには考えております。

す。実は、そのサイトの改修につきましては、

現在出店している数でございますけれども、

物産振興協会の方で既に改修作業を行っており

現在出店しているのは65店舗という形でござ

まして、今回、割引キャンペーンの実施で変え

います。

たかったんですけれども、いろんなシステム上

キャンペーンの終わりにつきましては、現在、

の問題もございまして、少し先延ばしする形を

予算上は2月まで、3月いっぱいを精算の期間と

とっている状況でございます。見にくさといっ

して事業を組み立てているという状況でござい

たところは当然改善しなければいけないと思っ

ます。

ておりまして、そこは協会の方にもお話をして

【山田(朋)委員】 わかりました。6月から2月い

いきたいと思っております。

っぱいまでしていただけるようでありますので、
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てもキャンペーンを実施するということで、全

います。県の中には通訳案内士協会がございま

体としていろんなテレビ等を通じて広報をしっ

すけれども、そことも今協議をさせていただい

かりやっていきたいと思っておりますし、そう

ております。通訳案内士協会にご登録をいただ

いった中で、先ほどのＳＮＳでございますけれ

いて、実際に通訳案内士としてホームページに

ども、そういった更新も協会の方からしっかり

アップされている方、この方々はお仕事をずっ

発信をしていくといったところにも取り組んで

とやっていらっしゃる方ということで、こうい

いただきたいと思っております。そういうふう

った方を対象に、まずはこういった業務をやり

に私たちからも働きかけをしていきたいと考え

ますと。通訳案内と翻訳というのは違いますの

ております。

で、通訳案内士の方が全て翻訳をできるという

【山田(朋)委員】 今、ネットの販売実績が3,500

ことではないということもお聞きしていますの

万円ということだったんですが、協会の建物の

で、まず、事前に県の方でこういったスキーム

売上でどれくらいあるんですか、実店舗売上で。

で事業をお願いしたいんですがということをつ

バスセンターの上にありますよね。そこでどれ

くって、そして、それを知っていただいて、そ

くらい売っているんですか。

こで応募というか、ご登録いただいた方に逐次

【長野物産ブランド推進課長】店舗の売上です

県の方からお願いしていくような形を今考えて

けれども、約1億円でございます。

いるところでございます。

【山田(朋)委員】 別件でもう一点簡単に質問し

【山田(朋)委員】 分かりました。
次に、外国人向けのコロナウイルス関連情報

たいと思います。

の翻訳業務ということで、今、外国人の方々へ

外国人に対する県内の情報発信強化事業費に

の情報というのは、国際交流会館のページに県

ついて伺いたいと思っております。
今回、通訳案内士等に、今、わかりやすい形

から飛ぶように聞いておりますが、この中でど

で英語の表示ができてないので、それの見直し

れくらいの外国人の方が今回ページを閲覧して

を行うということで聞いておりますが、今回、

いるのか、そのあたりをまず伺いたいと思いま

このようなコロナの関係で通訳案内士の方とか、

す。

多くの方が仕事がなくなったり、厳しい状態が

【永橋国際課長】 システムとしましては、県の

あると思いますが、このような方々をどのよう

国際交流協会のシステムを使わせていただきま

にして選定をするのか。公募をするのか。どの

して、そこに情報をアップし、県のホームペー

ような方法で通訳案内士の方にお仕事をお願い

ジからもリンクを張らせていただいております。
今回、コロナウイルスが発生しました3月16

するのかを伺いたいと思います。
【永橋国際課長】今回の依頼についての手続で

日以降、このコロナウイルス関係をずっと情報

すけれども、今、県全体で通訳案内士は157名

発信しておりますけれども、累計で1,815件のア

ご登録があります。ただ、この方々皆さんが活

クセスがあっております。一番多いのは英語で

動しているわけではなくて、実際にホームペー

818件、2番目に多いのはやさしい日本語という

ジ等に名前等があったり、県のホームページに

ことで、国内にいらっしゃる外国の方はやさし

アップされている方を含めて29名いらっしゃ

い日本語はわかりますので、こちらの方が599
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件、それ以降、中国語、韓国語、ベトナム語と

― 午後 零時 ０分 再開 ―

いうふうに続いております。
トータルでは1,815

【山本(由)分科会長】 再開いたします。

件のアクセスがあっております。

【永橋国際課長】 外国人の人数ですけれども、

【山田(朋)委員】 この1,815件アクセスをいた

令和元年6月末の数字でございますが、1万489

だいているようでありますが、対象となる外国

人となっております。この中で在留資格毎がご

人はどれくらいいて、もっと情報が必要な人が

ざいますけれども、一番多いのは留学生1,784

いるんじゃないかという心配があるんですが、

人、そして永住者1,671人、技能実習生1,591人

どういう想定をされているのかだけ伺いたいと

というふうになっております。

思います。想定というか、これくらいいるんだ

【山本(由)分科会長】 しばらく休憩します。

けれども、まだ見てもらえてない、情報が届い
ていないんじゃないかという心配があるのかな

― 午後 零時 １分 休憩 ―

と思ったので伺いたいと思います。

― 午後 零時 １分 再開 ―

【永橋国際課長】 まず、県内にいらっしゃる外

【山本(由)分科会長】 再開いたします。

国人数、すぐ数字はございませんので、整理し

文化観光国際部関係の審査の途中ですが、午

て説明させていただきたいと思います。

前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時30分

情報発信の在り方ですけれども、まず、基本

から再開し、引き続き文化観光国際部関係の審

的に県内にいらっしゃる外国人の方々は、留学

査を行います。

生であれば大学、技能実習生等企業に勤めてい

しばらく休憩します。

らっしゃる方々は企業の方でしっかりとつなが
っていろんな情報発信、生活環境を見ていただ

― 午後 零時 ２分 休憩 ―

いております。そういった方々と連携をとりな

― 午後 １時３０分 再開 ―

がら、我々の方でも常に国際交流協会が発する

【山本(由)分科会長】 分科会を再開いたします。

情報、こういったものがありますよというのを

午前中に引き続き、文化観光国際部関係の審

まずは外国人の方につながっている方々に対し

査を行います。

ておつなぎして、それを見ていただくという手

国際課長より、発言の申し出があっておりま

法をとっております。それと、またそこにつな

すので、許します。

がっていない方がいらっしゃいますので、そう

【永橋国際課長】 申しわけございません。午前

いった方に対しては、国際交流協会のホームペ

中の最後に山田(朋)委員からのご質問に対しま

ージ、県のホームページからアクセスをしてお

して、令和元年6月現在の外国人の人数をお答

伝えするような形で今進めております。人数に

えいたしましたけれども、全体1万489人の内訳

ついては確認してからお答えさせていただきた

で、在留資格別の数字をご説明させていただき

いと思います。

ましたが、間違いがございましたので訂正させ

【山本(由)分科会長】 しばらく休憩します。

ていただきたいと思います。
一番多いのは技能実習生で2,858人、2番目に

― 午後 零時 ０分 休憩 ―
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多いのが留学生で2,218人、3番目に多いのが永

い形になっていったらおかしくなるんじゃない

住者で1,850人となっております。
大変申しわけ

かと思っているんです。4項目それぞれあって、

ございませんでした、お詫びして訂正させてい

1項目に当たった場合、最高250万円までいける

ただきたいと思います。

ということですけれども、なかなか制度が難し

【山本(由)分科会長】 それでは、引き続き質疑

いあれになって、ここはねという、ちょっと訂

を行います。

正すればできるようなところを訂正させてとか、
そういうことをある程度やっていただきたいと

質疑はありませんか。
【溝口委員】観光地受入態勢ステップアップ事

思うんですよ。使い勝手がいいような形で制度

業費についてですが、先ほど来、内容について

をつくっていただきたいと思うんですけれども、

は大体分かってきたんですけれども、受付の期

このことについてどのように考えているのか、

間、そしてまた、決定する時期についてはどの

お聞かせいただきたいと思います。

ような形を考えているのか、お尋ねしたいと思

【佐古観光振興課長】 まず、使い勝手がいい部

います。

分ということで、ご提案いただく際に県に提出

【佐古観光振興課長】 受付の開始は、来週、5

していただく書類というのは極力簡素化をして

月7日を予定しております。

おります。それから、5月7日が受付のスタート

期限につきましては、一旦は設けない形で、

になりますけれども、議会終了後、今週のうち

随時受付をして、随時採択をして、随時決定し

に関係資料は各地域にお出しして、直接電話で

たものについては概算払いで委託料を支給して

もいろんなご説明はしたいと思っています。
それを受けて、5月7日の受付に合わせまして、

いくという流れで考えております。
【溝口委員】 決定は速やかにしていくのが、今

各地域とテレビで結びまして相談会みたいな形

回の場合必要だろうと思うんですけれども、そ

も進めたいと思っています、各市町、それから

の中身について検証をしていかなければいけな

観光協会にご参加をいただいて。この市町と観

いと思うんですけれども、その検証をして決定

光協会にも、もちろんいろんな事業者の方のご

するのはどのような人たちでやろうとしている

相談に乗っていただきたいですし、私たちも制

のかお聞かせいただきたいと思います。

度を構えて、待ちの姿勢では決してなくて、一

【佐古観光振興課長】こちらもスピード重視と

緒に、今委員がおっしゃったような、ここをこ

いうことで、今現在考えておりますのは、観光

う工夫すれば採択ができますというようなやり

振興課の中で決定をしていくと。当然、担当一

とりも丁寧に進めていきたいと考えております。

人ということではなくて、組織全体で見ながら

【溝口委員】 わかりました。何しろ、受け付け

最終的に決定していこうという考えでおります。

て決定を早くしていかないと意味がないのでは

【溝口委員】 わかりました。速やかに決定をし

ないかと思うんです。

ていかなければいけないということで、そのこ

それと、せっかく、先ほどのやりとりの中で

とについては観光振興課が中心になってやると

3か月間やっていくということでしたけれども、

いうことでございますけれども、せっかくいい

やはり5月なら5月いっぱいである程度決定し

制度ができ上ってきているのに、使い勝手の悪

て、3か月間。何しろどこの業者でも、今、資
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金が要ると思うんですよね。だから、早くその

それについて衛生面に関するアドバイザーの派

辺については決定できるように検討していただ

遣についての質疑もなされ、内容については理

きたいと思っております。

解をいたしました。

それから、先ほど広報的な形の話がちょっと

それについてですけれども、いただいた資料

出たんですけれども、2人以上の業者が295事業

の中で一つ気になる点がありまして、その中に

者と聞いたんですけれども、一人を入れても三

はいわゆるアドバイザー助言により実施する県

百幾らとか、そういう形になってくるのかなと

推奨モデルに沿った対策にかかる経費と、いわ

思うんですけれども、その辺について、例えば

ゆる県のアドバイザーの推奨モデルに沿った衛

市町や観光協会だけに任せるのではなくて、先

生対策について補助を行うという説明がなされ

ほど言ったような形で、一括してそういう業者

ているんですけれども、一つは、もう既にこの

には何日何時から放送しますとか、そういう広

コロナウイルス対策において、各事業所がこう

報の在り方というのを、みんなに行き渡るよう

した衛生面についての取組をされていると思う

なシステムを考えていただきたいと思うんです

んですね。そうした機材に対しても補助の対象

けれども、改めてもう一度その辺についてお聞

にするのかということが1点と、また、それぞ

かせいただきたいと思います。

れにこのコロナ対策については今回のことを本

【佐古観光振興課長】 先ほど5月7日には市町

当に深刻な状況として受け止めて、衛生面につ

と観光協会を対象にということで申し上げまし

いてそれぞれが工夫をして取り組んでおられる

たけれども、やはり午前中の委員会でも制度が

と思うわけでありますけれども、そうしたアド

分かりにくいというご意見を多数いただきまし

バイザーの方がおっしゃることが型にはまった

たので、その後、
状況を見ながらと申しますか、

ものではなくて、もちろん衛生面に対すること

地域別で個別の事業者の方にもご参加いただく

ではありますけれども、少しその辺のやり方と

ような形でのテレビでの相談会というのも検討

いうことについては幅広く考えてもらいたいと

してまいりたいと思います。

いう思いもあるわけでありますけれども、その

【溝口委員】 ぜひ広報を考えていただいて、そ

ことについてもお聞かせをいただきたいと思い

して各事業者にその内容が行き渡るような形を

ます。

早急にとっていただきたいと思っております。

【佐古観光振興課長】県の補助制度でございま

それから、すぐにこの資金が業者の方々に回

すので、基本的にはその制度ができた後のもの

って、それが資金繰りじゃないですけれども、

が対象にはなるというのが原則だろうとは思い

雇い止めをしなくていいようなシステムづくり

ますけれども、今回の状況が世界的に未曽有の

が早くできるようにご検討いただきたいと思っ

状況ということもございますし、国の今回の補

ております。よろしくお願いいたします。

正予算でも遡って適用が可能なような内容も幾

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

つか承知をしておりますので、そういったこと

か。

が可能かどうか、庁内で検討させていただけれ

【宮島委員】 午前中、宿泊施設安全・安心・快

ばというのが1点でございます。
それから、アドバイザーの派遣ですけれども、

適化促進事業についてのご説明がありまして、
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私どもは、今、並行してどういった方にアドバ

もともと九州の中で申し上げますと、長崎県

イスをいただけるかというところは検討してお

への修学旅行というのは、把握できている範囲

りますので、できれば複数の方でのチームとい

で全体の6割を超えるような、九州の中では非

いますか、何名かお願いをするような形がとれ

常にアドバンテージのある県でございます。い

れば、できるだけ柔軟な、いろんな視点でのア

ろんな素材もございます。そういった磨き上げ

ドバイスができると思っておりますので、また、

にもこれまで努めてきておりますので、今回、

型にはまったような四角四面の対応ではなくて、

補正でこの予算が通れば、そういったところも

観光客の方が何をすれば安心してその宿を選ん

しっかりご説明させていただきながら、長崎県

でいただけるかというところを眼目に進めてま

に足を向けていただけるように頑張ってまいり

いりたいと思います。

たいとは思っております。

【宮島委員】ぜひ前向きにご検討をお願いいた

【宮島委員】改めて取組については評価をした

します。

いと思います。

もう一点だけ、修学旅行についてお尋ねいた

一方で、そうした支援金という金銭的な面で

します。観光振興課長からもご説明がありまし

支援で誘致をしようという各地域の働きかけと

たとおり、今、基本として旅行業はもう完全に

いうものがあろうかと思うんですけれども、や

ストップをしたような状態にあると思うわけで

っぱり大事なのは、そうした中で、なぜ修学旅

ありますが、修学旅行だけは今動きがあってい

行で長崎に来ていただくことがいいかという、

るということをお聞きいたしております。そう

そのような素材をしっかりとつくっていくこと

したところをいち早く捉えて、このような事業

が必要ではないかと考えます。今、課長がおっ

というものを打ってもらうということについて

しゃったように、長崎県は、そうした意味では

は評価をしたいと思うわけであります。

歴史的にポテンシャルのある地域でありますし、
また、平和教育などもできるという非常にイン

一方で、この修学旅行については、既に3割
ぐらいは中止ということが決まって、残る7割

センティブの強い地域であるわけでありますが、

が今後どうしようかという検討をされるような

これに加えて、また新たな素材づくりというも

状況にもあると伺っているわけであります。そ

のを、この際しっかりと早急にやるということ

うすると、それぞれの地域で誘致合戦というか、

が重要ではないかと考えます。特に、今、学校

誘致の取組について努力をしておられると思う

の方では、新たな指導要領というものがスター

わけでありますが、その辺の他地域の状況につ

トいたしまして、例えばアクティブラーニング

いて、もし把握をされておられるのであればお

といった考え方も導入をされましたし、また、

聞かせをいただきたいと思います。

ＳＤＧsも進んでおります。そうした中で、そう

【佐古観光振興課長】例えば九州の各県といっ

したものと組み合わせて、やはり長崎県にはこ

たイメージでお答えさせていただきますと、今、

ういうメニューがあるから、ぜひ修学旅行に来

足元の対策として、九州各県の本県以外のとこ

てくださいというメニューを早急につくるとい

ろで修学旅行の対策を特別に講じているという

うことが、教育委員会と連携してやることが重

のはお聞きしてはおりません。

要ではないかと思いますけれども、その点につ
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いてのお考えはいかがでしょうか。

しまして、恐らく旅行需要が戻ってくる時には

【佐古観光振興課長】修学旅行向けのコンテン

近場の動きからがスタートになると思いますの

ツにつきましては、観光振興課におきましても

で、それを段階的に広げていくような誘客対策

過去3年程度、新学習指導要領に沿ったような

を検討はいたしました。ただ、正直大変悩みま

アクティブラーニングのつくり込みということ

したけれども、今の長崎県内の状況、やはり感

は努めてまいりました。今回の対策に当たりま

染防止が最優先で、今の時点で誘客対策を予算

しては、私も、長崎市内の宿泊事業者の方とい

的に打ち出すということが、少し県民の皆様の

う形にはなりますけれども、いろいろとご意見

思いとずれることになるのではないかという最

をお伺いする中で、その修学旅行向けのコンテ

終的な思いで今回の4月の緊急対策には盛り込

ンツのさらなるつくり込みというのをぜひやり

んでおりません。今のところは6月の定例会で、

たいというご意見もいただいているところです

ただ、こちらも今後の情勢というのはよく見極

ので、今般、補正でお願いしております一つ目

めていかないといけないと思いますけれども、

のステップアップ事業、
これを活用いただいて、

現時点の予定としては、そういった誘客対策に

例えば長崎市内の複数の、長崎市内に限らずで

つきましては6月の定例会にご提案を申し上げ

すけれども、複数の宿泊施設でそういった修学

たいと考えております。

旅行向けのコンテンツづくりに取り組んでいた

【宮島委員】 今、課長がおっしゃったように、

だければ、これはもう私どもとしても願ったり

今後の経済振興、とりわけ観光の再生につきま

かなったりということになろうかなと思ってい

しては、世界のこのような状況もあるので、か

ますので、そういう働きかけも個別にはしてま

なり時間を要するのではないかという思いは多

いりたいと思います。

分皆さん方と一緒だと思うわけでありますけれ

【宮島委員】これまでもご努力をいただいてい

ども、それだけにこれから、今おっしゃったよ

ると思いますけれども、引き続き、急いでそう

うに第2弾、第3弾の観光振興対策というものが

したことも進めていただきたいと思います。

これから必要になってくるのではないかなと。

あと一点、修学旅行には、今回このように支

特に、本県は観光立県を目指している地域でも

援金が出ているわけでありますが、今回の予算

ありますので、そうした意味からも皆さん方の

にはもちろんないわけでありますが、今後、団

お力というものがこれから重要になってくるの

体旅行などにもこうした支援金などというもの

ではないかと思いますので、ぜひしっかりと取

を拡大をしていく必要もあるのではないかとい

組をしていただきたいと、最後に要望申し上げ

うことを考えますけれども、こうしたことにつ

て終わりたいと思います。

いて検討をしていただきたいと思いますが、い

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

かがでしょうか。

か。

【佐古観光振興課長】団体旅行ももちろんです

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

けれども、個人旅行も含めて、このコロナウイ

【山本(由)分科会長】 それでは、分科会長を交

ルスの収束後を見据えた誘客対策、これにつき

代いたします。

ましても、今回の補正の中で私どもも当初検討

【久保田副会長】 山本(由)分科会長、どうぞ。
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【山本(由)分科会長】 2点だけ質問します。

かということで、この2番の飲食店応援キャン

先ほどの質疑の中でも出たかもしれないんで

ペーンのところの数字を回答されたと思うんで

すけれども、今回のステップアップ事業費の件

すが、上のネット販売拡大事業の方で、要は3

で、要は回復に備えて観光業界から人が流出し

割引の分、それから送料の分を補助するという

ないように、とにかく雇用を維持するんだとい

ことなので、これによって想定売上というのを

うことですが、この事業で想定している雇用維

考えておられるのかお伺いします。

持数といいますか、それはどれくらいと想定さ

【長野物産ブランド推進課長】県産品のキャン

れているんでしょうか。

ペーンでの売上の関係でございますけれども、

【佐古観光振興課長】ステップアップ事業につ

現在、年間の売上、先ほども答弁させていただ

きまして、午前中、予算の4億8,700万円の積算

いたとおり「e−ながさき旬鮮市場」で3,500万

の根拠のご説明をいたしましたけれども、予算

円を想定しております。前回3割引きキャンペ

の積算の根拠は少し置いといてご説明をさせて

ーンをした際に、実際売上が6倍になった実績

いただければと思います。

がございまして、その3,500万円を単純に6倍い

例えば、4億8,700万円の枠の中で、いわゆる

たしまして、今回、約2億3,000万円程度を物産

人件費以外の諸経費が1割だと仮定した場合の

として売り上げていきたいと考えているところ

お話になりますが、今、宿泊業、飲食サービス

でございます。

業従事者の方の平均的な給与水準が月当たり約

【山本(由)分科会長】 分かりました。

16万円という数字がデータとしてございます。

先ほど来、委員の皆さんがおっしゃっている

雇用を守るという趣旨でこの16万円を2か月

みたいに、細かいところで分からないところが

間確保すると。一人当たり32万円確保すると仮

かなりありますので、分かりやすい資料と分か

定をしますと、今の予算枠の中で約1,400人弱の

りやすい説明ということで迅速に進めていただ

方の2か月分の人件費に対応できるという規模

ければと思います。よろしくお願いいたします。

になります。

【久保田副会長】 分科会長を交代します。
【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はないでしょ

ただ、申し上げておりますように、公募をい

うか。

ただいて、どんな事業が出てくるかというのが
今後の話になってまいります。諸経費の部分が

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

どの程度の割合を占めていくことになるのか。

【山本(由)分科会長】 それでは、ほかに質疑が

そこが大きくなればなるほど、先ほど申し上げ

ないようですので、これをもって質疑を終了い

た1,400人という数字は少なくなっていくとい

たします。

う制度になっておりますので、そこをちょっと

次に、討論を行います。

多く見込めば1,400人ぐらいかなと推測してい

討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

るところでございます。
【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

【山本(由)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。

もう一点だけ、県産品消費拡大事業費のとこ

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ろで、先ほど売上をどのくらい見込んでいるの
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ので、採決を行います。

第95号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

第95号議案のうち関係部分は、原案のとおり

算（第2号）」のうち関係部分であります。

可決することにご異議ございませんか。

今回の補正予算は、国において決定された「新

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に伴う

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

国の補正予算に適切に対処するため、必要な予

よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ

算を追加しようとするものであり、歳出予算は
2,790万円の増を計上いたしております。

きものと決定されました。
これをもちまして、文化観光国際部関係の審

次に、補正予算の内容についてご説明いたし

査を終了いたします。

ます。

引き続き、土木部関係の審査を行います。

港湾施設管理費2,790万円の増を計上いたし

しばらく休憩し、2時5分に再開いたします。

ております。なお、この件については、補足説
明資料を配付させていただいております。

― 午後 １時５２分 休憩 ―

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

― 午後 ２時 ３分 再開 ―

ります。

【山本(由)分科会長】 分科会を再開いたします。
審査に入ります前に、理事者側から4月の人

何とぞ、よろしくご審議のほどお願いいたし
ます。

事異動に伴う新任幹部職員の紹介を受けること

【山本(由)分科会長】 次に、港湾課長より補足

にいたします。

説明を求めます。

【奥田土木部長】土木部長の奥田秀樹でござい

【平岡港湾課長】港湾施設及び漁港施設の感染

ます。よろしくお願いいたします。

症拡大防止対策事業費について説明いたします。

はじめに、本日出席の土木部新任の幹部職員

補足説明資料をご覧ください。

を紹介いたします。

本補正予算は、港湾施設及び漁港施設におけ

〔各幹部職員紹介〕

る感染症拡大防止対策の強化を図るため、水際

以上でございます。

対策や検疫等により感染の疑いのある者が発見

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。
それでは、これより審査に入ります。

された場合に、一時的に隔離する施設等をター
ミナルの内外に整備するものです。

予算議案を議題といたします。

対象とします港は、港湾と漁港を合わせまし

まず、土木部長より、予算議案の説明を求め

て31港で、うち港湾は、クルーズ船や国際航路

ます。

が就航する6港と県外とつながる航路がある6

【奥田土木部長】 土木部関係の議案について、

港、離島航路を有する11港の合計23港です。

ご説明いたします。

ターミナル内では、一時的に隔離する場所を

「予算決算委員会環境生活建設分科会説明資

確保するため、パーテーションや簡易ベッド、

料（経済対策補正）」の土木部をお開きくださ

防災毛布などを準備いたします。

い。

さらに、クルーズ船や国際航路が就航する6

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、
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合に備え、ターミナル外に大型の仮設テントを

【平岡港湾課長】 8漁港について名前を申し上

設置し、不足する検査や待機等のスペースを確

げます。宇久の平漁港、壱岐の芦辺漁港、小値

保してまいりたいと考えております。

賀漁港、それと離島航路の部分で薄香漁港、度
島漁港、阿翁浦漁港、奈良尾漁港、鯛ノ浦漁港、

事業費といたしまして、全体で、漁港も含め
まして3,030万円、港湾ではそのうち2,790万円

以上の8漁港となってございます。

を計上するものでございます。

【宮本委員】 ありがとうございました。
そうしたら、これでほぼ長崎の港湾、漁港に

以上で説明を終了いたします。

ついては対応ができるということで理解をさせ

よろしくご審議をお願いいたします。

ていただきました。

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

ちなみに、一時隔離室と緊急隔離作業用テン

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ト、横長の資料でもありますけれども、結構大

ます。

層な設備になろうかと思いますが、これはいつ

質疑はありませんか。
【宮本委員】 連日お疲れさまです。簡潔に質問

からの設置になりますでしょうか。開始時期を

いたします。

教えてください。

ただいま、港湾と漁港施設における感染症拡

【平岡港湾課長】急ぎ配置したいと考えており

大防止対策事業の説明がありました。事業内容

ますが、現在の新型コロナウイルスの影響によ

も確認させていただきまして、対象とする港は

ります資材の搬入状況に影響が出ていることも

23港で、確認ですけれども、県外とつながる航

考えられることから、3か月程度かかるのでは

路がある6港とあります。別途3漁港とありまし

ないかと考えております。極力急いで配置した

て、その次、離島航路11港、別途漁港で実施と

いと考えております。

書いてありますが、水産の方との兼ね合いでし

【宮本委員】 3か月かかるんですね。もう収束

ょうが、県外とつながる航路でいいますと、フ

しているんじゃないですか。これは感覚的に5

ェリー太古が運航している宇久の平港とか、青

月ぐらいにできるのかなと思っておりましたが、

方港が対象になると思いますが、これは漁港に

そうなりますと、これはもうちょっと早く設置

入るんでしょうか。
その確認をさせてください。

しないと意味がないかと思いますが、そこは難

【平岡港湾課長】県外とつながる航路というこ

しいんでしょうか。

とでのご質問でございます。宇久の平港につき

【平岡港湾課長】極力急いで設置するようにや

ましては、漁港になっておりまして、漁港の方

ります。申しわけございません。

で計上させていただいております。

【宮本委員】横長の資料で見ると、
一時隔離室、

また、青方港につきましては、クルーズ船及

これは部屋ですもんね。テントにつきましては

び国際航路の方で計上をさせていただいている

ターミナル外ということですから、そう時間は

部分でございます。

かからない。資材の関係と言われていましたけ

【宮本委員】 この漁港はどこになりますか。分

れども、テント自体はどこからか取り寄せると

かるならば教えていただいてよろしいでしょう

いうことで認識させていただいてよろしいでし

か。

ょうか。
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【平岡港湾課長】 テントにつきましては、購入

― 午後 ２時１３分 休憩 ―

品という形になります。

― 午後 ２時１３分 再開 ―

それと、一時隔離室なんですけれども、写真
が部屋になっておりますが、ここの部分につき

【山本(由)分科会長】 分科会を再開いたします。

ましてはパーテーションと簡易ベッド等を購入

以上で、本分科会関係の案件の審査は全て終
了しました。

して対応したいと考えております。

これをもって予算決算委員会環境生活建設分

【宮本委員】 そうですね、パーテーションと言

科会を閉会いたします。

われていましたね。

大変お疲れさまでした。

しかし、いずれにせよ、3か月は待ちきれな
いですよ。早急に対応していただかないと、今

― 午後 ２時１４分 閉会 ―

こそ大事な施設であるし、これがあることによ
って島民の方々、現地の方々は非常に安心され
るはずですから、早急に早急に、できるだけ早
急に対応をお願いいたします。
【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
【山本(由)分科会長】 それでは、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〕
【山本(由)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95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〕
【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。
よって、予算議案は原案のとおり可決すべき
ものと決定されました。
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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