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0１、開催年月日時刻及び場所
令和２年 ４月３０日
自

午前１１時

１分

至

午前１１時５７分

於

委 員 会 室 １

科

副

会

浦

真樹

君

村山

弘司

君

地域づくり推進課長
地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当)

浦

亮治

君

徳永

真一

君

６、審査事件の件名

２、出席委員の氏名
分

地域振興部長
地域振興部政策監
(離島・半島・過疎対策担当)

○予算決算委員会（総務分科会）

長

山口

経正

君

長

北村

貴寿

君

員

小林

克敏

君

〃

山口

初實

君

〃

前田

哲也

君

令和元年度長崎県一般会計補正予算（第9号）

〃

中島

浩介

君

（関係分）

〃

山本

啓介

君

〃

大久保潔重

君

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第1号）

〃

吉村

洋

君

（関係分）

〃

麻生

隆

君

〃

堤

典子

君

〃

浦川

基継

君

会

委

第95号議案
令和2年度長崎県一般会計補正予算（第2号）
（関係分）
報告第1号

報告第2号

7、審査の経過次のとおり
― 午前１１時 １分 開会 ―
【山口(経)分科会長】 ただいまから、総務分科

３、欠席委員の氏名
な

会を開会いたします。

し

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、

４、委員外出席議員の氏名
な

私から指名させていただきます。

し

会議録署名委員は、大久保委員、堤委員のご
両人にお願いいたします。

５、県側出席者の氏名
企

画

部

本日、本分科会として審査いたします案件は、
長

柿本

敏晶

君

第95号議案「令和2年度一般会計補正予算（第2

政策企画課長

陣野

和弘

君

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

総

務

部

長

大田

圭

君

及び第5項に規定されており、原則としてあら

財

政

課

長

早稲田智仁

君

かじめ告示された付議事件に限り招集すること

吉村

君

とされております。

情報システム課長

邦裕

よって、分科会の質疑についても、付託を受
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けた議案の関係部分についてのみ行うこととし

それでは、本日出席しております幹部職員の

たいと存じますので、ご了承をお願いいたしま

うち、4月の人事異動に伴い交代があった職員

す。

を紹介させていただきます。

次に、本日の分科会における理事者の出席範

（各幹部職員紹介）

囲についてですが、付託議案に直接関係する者

以上でございます。よろしくお願いいたしま

に限定することとし、お手元に配付しておりま

す。

す配席表のとおり決定したいと存じますので、

【山口(経)分科会長】 ありがとうございました。

ご了承をお願いいたします。

それでは、これより審査に入ります。

次に、審査の方法についてお諮りいたします。
審査は分科会審査のみとし、各部長の議案説

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい
たします。

明に続き、議案に対する質疑を行うこととした

まず、企画部長より、予算議案の説明を求め

いと存じますが、ご異議ございませんか。

ます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【柿本企画部長】企画部関係の議案についてご

【山口(経)分科会長】 ご異議ないようですので、

説明をいたします。「予算決算委員会総務分科

そのように進めることといたします。

会関係議案説明資料」をご覧願います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

人事異動に伴う新任幹部職員の紹介を受けるこ

第95号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

とといたします。

算（第2号）」のうち関係部分であります。

【柿本企画部長】 4月1日付で企画部長を拝命

今回の補正予算は、国において決定された「新

いたしました柿本敏晶でございます。

型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に伴う

山口経正委員長、北村副委員長をはじめ、各

国の補正予算に適切に対処するため、必要な予

委員の皆様のご指導、ご教示を賜りながら、本

算を追加しようとするものであります。

県のさまざまな課題解決に向け取り組んでまい

歳入予算で60億20万5,000円の増を計上いた

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

しております。

【大田総務部長】 4月1日付で総務部長を拝命

これは、他部局で歳出予算を計上しておりま

いたしました大田でございます。どうぞよろし

す新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

くお願いいたします。

交付金を活用した事業に対応するものであり、

本日出席しております総務部幹部職員のうち、
4月1日の人事異動に伴い交代があった職員を

政策企画課において歳入予算を計上するもので
あります。

紹介させていただきます。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

（幹部職員紹介）

ります。

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

たします。

げます。

【浦地域振興部長】 4月1日付で地域振興部長

【山口(経)分科会長】 次に、総務部長より、予

を拝命いたしました浦 真樹でございます。どう

算議案及び予算にかかる報告議案の説明を求め

ぞよろしくお願いいたします。

ます。
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【大田総務部長】総務部関係の議案についてご

80万円の増、合計いたしまして93万7,000円の

説明をいたします。

増であります。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

次に、報告第2号「令和2年度長崎県一般会計

第95号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

補正予算（第1号）」のうち関係部分について

算（第2号）」のうち関係部分、報告第1号 知

ご説明をいたします。

事専決事項報告「令和元年度長崎県一般会計補

歳入予算は、繰入金4億9,090万3,000円の増

正予算（第9号）」のうち関係部分、報告第2号

であります。

知事専決事項報告「令和2年度長崎県一般会計

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

補正予算（第1号）」のうち関係部分でありま

ります。

す。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

はじめに、第95号議案「令和2年度長崎県一

げます。

般会計補正予算（第2号）」のうち関係部分に

【山口(経)分科会長】 次に、地域振興部長より

ついてご説明をいたします。

予算議案の説明を求めます。

今回の補正予算は、国において決定された新

【浦地域振興部長】地域振興部関係の議案につ

型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う国

いてご説明をいたします。お手元の予算決算委

の補正予算に適切に対処するため、必要な予算

員会総務分科会関係議案説明資料、地域振興部

を追加するものであります。

をご覧ください。

歳入予算は、繰入金3億8,313万8,000円の増

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第
95号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予算

であります。
歳出予算は、企画費519万8,000円の増、予備

（第2号）」のうち関係部分であります。

費2億円の増、合計といたしまして2億519万

補正予算は、歳入予算で合計3億4,650万円の

8,000円の増であります。

増、歳出予算で合計4億3,642万3,000円の増を

歳出予算の補正予算の主な内容は、テレビ会

計上いたしております。

議システムのライセンス数増に要する経費の増

この歳出予算の内容については、しま振興対

であります。

策費として、国境離島地域において、雇用機会

次に、報告議案についてご説明をいたします。

拡充事業により新たな雇用を創出した事業者に

これは、新型コロナウイルス感染症への対策

対し、経営基盤の維持を支援するための経費を、

を緊急に実施する必要が生じましたため、所要

それから2ページでございますが、地域振興対

の経費につきまして、地方自治法第179条の規

策費として、新型コロナウイルス感染症の拡大

定に基づきまして、令和2年3月27日付で専決処

を受け、県内のテレワーク受入態勢づくりを進

分をさせていただいたものでございます。関係

めるための経費をそれぞれ計上いたしておりま

部分について、その概要をご報告いたします。

す。

まず、報告第1号「令和元年度長崎県一般会

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

計補正予算（第9号）」のうち関係部分につい

終わります。

てご説明いたします。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

歳入予算は、繰入金13万7,000円の増、県債

げます。
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【山口(経)分科会長】 次に、地域づくり推進課

ところであります。

企画監より補足説明を求めます。

説明は以上でございます。

【徳永地域づくり推進課企画監】 私の方から、

【山口(経)分科会長】 次に、地域づくり推進課

本分科会に提出しております4月補正予算の事

長より補足説明を求めます。

業につきましてご説明させていただきます。

【浦地域づくり推進課長】 私の方から、テレワ

お手元に配付しております「予算決算委員会

ーク受入態勢緊急整備事業について説明をいた

総務分科会補足説明資料 令和2年度4月補正予

します。同じ資料の2ページをお開きください。

算事業説明書」と書いてある資料をご用意いた

予算額は記載のとおりでございます。

だければと存じます。

事業目的としましては、新型コロナウイルス

1ページをご覧ください。

感染症の拡大を受けまして、都市部企業を中心

しま振興対策費（国境離島創業・事業拡大等

にテレワーク導入が進む中で、収束後に都市部

支援事業費）、予算額4億3,312万5,000円であ

企業等のテレワーク誘致を見据えまして、県内

ります。

におけるテレワーク受入態勢の充実を図ってい

これは、国の新型コロナウイルス感染症緊急

くことが重要と考えております。

経済対策に基づく補正予算におきまして、国境

今回、地方創生臨時交付金を活用しまして、

離島交付金の新たな事業として創設される制度

県内の受入施設、地域情報等を整理しまして、

を活用して、事業者の経営基盤の維持をしよう

都市部企業等に対する一元的な情報発信、窓口

とするものであります。

機能の整備を進めることにいたしております。

事業内容としましては、新型コロナウイルス

具体的には事業内容の欄に記載しております。

の感染拡大により、特定有人国境離島地域の基

「ながさき移住ナビ」の中に、短期滞在型を含

幹産業であります農林水産業や観光産業を中心

みますテレワークの受入市町、施設や支援策等

に各分野での影響が深刻化していることを踏ま

に係る情報、観光体験や働き方、暮らし方など

え、国境離島交付金の雇用機会拡充事業により

の魅力を掲載したポータルサイトを構築してま

新たな雇用を創出した事業者に対し、経営基盤

いりたいと考えております。

の維持に必要な支援、具体的には人件費や宣伝

このほか、下の「その他特記事項等」の欄に

広告費等の運転資金についての支援を実施しよ

記載しておりますが、別途、緊急雇用創出事業

うとするものであります。

を活用しまして、テレワーク等に関する情報収

なお、支援の対象としては、令和元年度まで

集、発信、受入相談、案内、あるいは地域との

に雇用機会拡充事業を実施した事業者のうち、

連絡調整等を行う人材を配置しようとするもの

売上高または生産量などの事業活動を示す指標

でございます。

が減少しているなどの要件を満たす事業者で、

以上で説明を終わります。よろしくお願いい

想定事業者数、負担割合はご覧のとおりであり

たします。

ますが、要件等の詳細は、現在、国の方で調整

【山口(経)分科会長】以上で説明が終わりまし

中でありまして、詳細が決定次第、速やかに市

たので、予算議案及び予算に係る報告議案につ

町において事業者からの申請の受付等が行える

いて質疑を行います。

よう、関係市町と十分連携し準備を進めている

質疑はありませんか。
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【麻生委員】新型コロナウイルス対策で日夜頑

うことで、今までのシステムの中で展開できて、

張っていただいていることに敬意を表したいと

多くのポートで出ると判断していいんですね。

思います。

わかりました。

まだ収束していませんので、気を緩めずに、

今後、テレビ会議システムが増されれば、効

県内の雇用者の関係、また企業の存続をしっか

果が上がって出張経費も含めて効果が出ると思

り支えていただきたいと思いますので、よろし

いますので、展開をお願いしたいと思います。

くお願いしたいと思います。

併せて、ライセンス数が増えたことによって、

何点か質問通告しておりましたので、これに

ハード系の機器関係についての展開は、追加購

沿って確認をしていきたいと思っています。

入とか、今後整備しなくてはいけないというの

1つは、情報ネットワーク推進関係で519万

が発生するかどうか、お尋ねしたいと思います。

8,000円が計上されておりまして、
ライセンス数

【吉村情報システム課長】テレビ会議に使用す

を10から55に増やすということでありました。

る端末は、県庁のＬＡＮにつながっているパソ

ライセンス数ということで、要はテレビ会議シ

コンであれば全て対応できます。専用の端末も

ステムですから、庁内の関係でやるということ

ございますが、これは会議に1つの場所で参加

でしょうし、振興局、また出先の関係で10から

する職員が大勢の場合に、そういう専用端末を

55と増えたと聞いております。この関係で、県

使った方が会議が進めやすいということです。

内全体のカバーとして、どの程度まで達成して

現在、本庁はもちろんですが、各振興局、保健

いるのか。そういったことで今後は出張も最低

所に整備をしているところでございます。

限に抑えられると思いますけれども、今回55に

繰り返しになりますけれども、現在の事務用

ライセンスを増やすことによって、県内の出先

端末でテレビ会議システムには対応できている

関係の何パーセントぐらいまで展開できるのか、

ところでございますので、今回、ハードの購入

その点をお尋ねしたいと思います。

経費等は計上していないところでございます。

【吉村情報システム課長】今回増しますライセ

【麻生委員】 テレビ会議関係を含めて、結構主

ンスというのは、同時に幾つのテレビ会議を行

体になってきましたけど、今、民間ではＺｏｏ

うことができるかというライセンスでございま

ｍ（ズーム）とか、結構活用されていますけれ

して、例えば端末とか機械、機器の整備をする

ども、セキュリティの問題があって難しい面が

ものではございません。

あると言われていますね。インターネットを経

端末といたしましては、県庁内のＬＡＮにつ

由しての取組が結構多くなるので、ポータルサ

ながっている端末ですと、全てテレビ会議に対

イトを含めた状況的にはセキュリティの問題も

応できておりますので、その範囲という言い方

あるのかなと言われておりますので、そういっ

でお答えすれば、既存の10ライセンスでも、全

た点について、県が採用している分についての

ての県庁出先機関を網羅しています。今回ライ

セキュリティの問題はないんでしょうか。

センスを追加することによって、同時開催でき

【吉村情報システム課長】 今、県で採用してお

る会議の数が10から55に増えることになりま

りますテレビ会議システムは、民間のサーバー

す。

を経由ということになりますけれども、会議の

【麻生委員】 勘違いしておりました。55とい

主催者、これは県側の職員が主催をして、県の
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例えば出先機関の参加者を招待するという形に

り、庁内関係部局との協力関係が重要だと考え

なっております。

ております。

あるいはケースによっては、例えば業務の打

今ご指摘がありました、テレワークは特に通

ち合わせ等のために民間の企業と会議をする、

信環境が重要ということ、あるいは前提という

あるいは在宅勤務をする職員で自分のパソコン

ふうなことでありますために、庁内の次世代情

を使って仕事をする者も招待して同時に会議を

報化推進室とも意見交換を既に行っております。

開催することは可能になっておりますが、県庁

同所属によりますれば、光ファイバーといっ

のＬＡＮとは切り離されたところでの会議とい

た固定系の超高速ブロードバンドの県内カバー

うことになりますので、安全面については十分

率は、平成31年3月末現在で約96.8％というこ

なセキュリティを確保していると考えておりま

とで、全国平均の99.5％を下回る状況というふ

す。

うにお聞きしております。そのため、今回の事

【麻生委員】ぜひまた取組をお願いしたいと思

業については、まずは十分な通信環境が整って

います。

いる地域、施設について取組を進めていきたい

次に、地域振興策のテレワークについてお尋

というふうに考えております。

ねしたいと思います。

また、県内の通信環境が未整備である地域の

今回、移住支援公式ホームページの中にテレ

多くは、民間通信事業者の方で採算が厳しいと

ワーク関係の情報を網羅するための経費です。

いうふうに考えておられる離島・半島地域等の

今後テレワーク自体が増えてくるということで

条件不利地域が多いと聞いておりますけれども、

構築をされるのでしょうけれども、今、県内の

私どもとしましては、こうした地域こそ、自然

インターネット関係の高速通信が、移住しても

環境等を生かすことでテレワーク等について、

設定されていないところもあるんじゃないかと。

ほかの地域との差別化が可能だと、あるいはチ

特に松浦あたりも、まだ前提になっているとい

ャンスがあるというふうに考えております。

うことであります。

そのため、この事業で県内の先行事例をつく

テレワークについて、ポータルサイトを設置

り出しながら、県内地域へも取組を促していき

する費用はあるんですけど、その先の状況とし

まして、県内の情報通信環境の整備充実につな

て、県内の高速通信網の整備状況がもっとなけ

がるよう、今後とも次世代情報化推進室にもご

れば、自分が来たいという形であっても、テレ

協力いただきながら取組を展開していこうとい

ワークができるのかというそもそも論があるわ

うふうに考えております。

けですよね。

【麻生委員】 以前、徳島県の神山町というとこ

そういった状況についての把握はされている

ろにおじゃましたんですよ。これはまさにテレ

のかどうか、その点についてお尋ねしたいと思

ワークが最先端で、国から消費者庁をもって来

います。

ようということで、東京ＶＳ徳島という形で、

【浦地域づくり推進課長】情報通信関係のお尋

もう5年ほど前からされていました。改めて、

ねであります。

こういう時代が来たのかなと思っています。

多くの都市部企業等のテレワーク誘致につな

そういうことで思うのは、せっかく広報をす

げていくためには、県内地域との連携はもとよ

るんですから、この中に先端事例のことをきち
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っと載せてもらうとか、長崎でやっていること

まず、231の事業者についてでありますが、

の成功事例をしっかり載せてもらいたいと思う

制度の詳細が国において固まっていないことか

んです。そういったことによって、今から企業

ら、支援の対象となり得る事業者の最大数で予

が、都会でしかできないことが地方でもできる

算の積算を行ったところであります。

んですよというメリットを、今回は新型コロナ

具体的には、令和元年度までに雇用機会拡充

ウイルスによって変わってきたと思いますので、

事業を利用した事業者が、年度ごとの累計で延

逆に展開をしていただきたいと思います。

べ382件ございます。その中から複数年度の事

併せて今、5Ｇの世界と言われていますので、

業採択を受けている者や、令和2年度に国境離

通信網の世界が変わってきていると思います。

島の雇用機会拡充事業の採択を受けている者な

長崎は96％しかなくて、まだできていない。離

どを除くと231者ございまして、それで積算を

島・半島も結構されていないということですの

行ったところであります。

で、ぜひ総務省に今回の状況について、テレワ

また、事業費の上限、積算についてですが、

ークに対する状況と併せて、そういう通信網の

事業費の総額は、231者掛ける最大300万円と計

整備の予算の獲得をぜひお願いしたいと思いま

算しますと約7億円でございます。このうち国

すので、これは要望にしておきたいと思います。

が8分の4、県が8分の1、市町が8分の1で、事業

次に、地域づくり推進課についてのお尋ねで

者が残りの8分の2となっております。今回、県

ございます。

で予算化していますのは、国8分の4と県の8分

今回、4億3,300万円近くの予算がつきました。

の1、合わせて8分の5でございます。

これは、先ほど説明があったように、令和元年

なお、交付金の流れでございますが、国から

までに雇用機会拡充事業を実施した、事業活動

県にきて、県から市町に、市町が申請を受け付

を示す指標が減少しているなどの要件を満たし

けて事業者に渡すということになっております

た事業者に出すということで、想定事業者数は

ので、今回の事業費の積算においては、300万

231件あるんですけれども、上限は300万円とい

円の上限掛ける231の総事業費7億円と積算を

うことでありますので、こういう企業の投資金

しているところでございます。

額だとか、合わせての状況でされるのか。

【麻生委員】ご説明いただきましてわかりまし

231者あるわけですから、300万円だと6億円

た。231者については、上限300万円の支給を認

近くなるわけですね。今回の予算が4億3,312万

めるということですね。

5,000円ですので、積算では約70％程度しかな

企業体によっては、企業が国境離島で事業を

いと思っています。

振興した時に1,500万円ですかね、あって、多く

こういう各企業に対して、振興された状況に

の活用された事業がありまして、中には大々的

ついての判断や割合、要綱はありませんけれど

に何億円もかけて整備されたところもありまし

も、この予算を積算された根拠として、どの程

た。だから、そういうところとの調整があるの

度見ていらっしゃるのか、その点をお尋ねした

かなと思ったんですけれども、今聞きましたら、

いと思います。

231者について上限300万円を出すということ

【徳永地域づくり推進課企画監】今回の予算の

で理解していいわけですね。国境離島で頑張っ

積算についてのお尋ねでございます。

ていらっしゃる方がおられますので、ぜひ活用
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してもらいたいと思っています。

感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生

五島の崎山におじゃました時、奈留の方から

活を支援するという形で、地方公共団体が地域

来られて、コテージをされた方がおられました。

の実情に応じて、きめ細かく事業が展開できる

夫婦2人でされて、昨年、施設を見てきたんで

ようにと財源措置という形で交付金制度が設け

すけれども、崎山湾の入るところに、ほかのと

られているところでございます。

ころに建てられた施設もありましたけれども、

国全体の予算としては1兆円が構えられてお

そういったところについては、今回、新型コロ

ります。この交付の限度額は国の方から示され

ナウイルスで相当な被害が起きているなと。そ

る予定になっております。この交付限度額の考

の方たちは、世界遺産の関係だとか、五島の魅

え方は、人口、財政力、新型コロナウイルスの

力があって、もともと五島の方と聞いています。

感染状況、また、国の経済対策で展開されます

Ｕターンで戻ってきたという話をされていまし

国の補助事業の地方負担額に基づいて算定する

た。

という形で今、国から示されておりますが、具

こういうことで、離島の皆さんがしっかりと

体的な額につきましてはまだ国から示されてお

事業を継続できるような形でお願いしたいと思

りません。

いますので、ぜひ、早急な国の指針に基づきな

こうしたことから、今回、60億円ほど県で予

がら、しっかり激励の意味からも併せてやって

算を計上しておりますけれども、これは県の方

もらうことを希望したいと思います。以上、終

で一定、こういう交付金が活用できるという前

わります。

提のもとに今回予算を組んだものの財源の積み

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

上げとして60億円計上させていただいており

か。

ます。制度としては、国の方から先ほど申し上

【吉村委員】何点か質問をさせていただきたい

げました積算の基礎をもとに限度額が示された

と思います。

後に、県並びに市町の自治体で計画をつくって

まず、企画部で歳入60億円がございますが、

申請するという流れでございます。

新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交

限度額につきましては、国の補正予算が成立

付金の60億円は総額ですかね。まだあって、別

した後に国の方から示されるという形になって

に取っているということはないんですかね。

おりますので、現段階ではまだ詳細な額につい

それと、この60億円の出方ですけど、国が計

ては把握しておりません。国におきまして、大

算をして、長崎県にはこれだけというふうにし

型連休の後に具体的な制度等の説明会を実施す

て出されたものか。県が、ある程度積み上げを

るとお伺いしておりますので、現段階ではあく

して、これだけ要るから、要求されたものか、

までも見込みということで計上させていただい

そこら辺の中身をお知らせいただきたいと思い

ております。県といたしましては、この60億円

ます。

よりも上回ってくるものとは思っておりますけ

【陣野政策企画課長】新型コロナウイルス感染

れども、まだ具体的な額は把握していない状況

症対応地方創生臨時交付金は、今回の国の経済

でございます。

対策の中で位置づけられた交付金でございます。

【吉村委員】 よくわかりました。交付限度額が

具体的には新型コロナウイルスの感染拡大防止、

一定の計算の積み上げで出てくるという話です
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が、それは長崎県においても、そういうことで

と25億円ぐらい来るんじゃないか。長崎の港に

計算していったら大体どれぐらいの額になるん

停まったクルーズ船で感染者が出ているので、

じゃなかろうかという想定はできるんじゃない

いろいろ考えると、もう少し来るのかもしれな

かと思うんですが、どうですか。

いとか、というのもあるかもしれないんですが。

【陣野政策企画課長】先ほど申し上げましたよ

29日の新聞に、新型コロナウイルス対策で休

うに、今、国から示されておりますのが、人口、

業協力金の対象拡大と、すぐ載せていただいて

財政力、新型コロナウイルスの感染状況、また

よかったなと思っているんですが、まだまだ、

国庫補助事業の地方負担額などを考慮して算定

この対象の拡大とか、そういう要望がたくさん

するという形でございますが、どういった配分

あるわけですよね。

の割合になるかとか、単価的なものがどうなる

その話をした折に、やはり予算ありきという

のかというのが、まだ具体的に示されておりま

言葉が前面に出るものだから、そうでもなかろ

せんので、具体的に幾らぐらいになるのかとい

うと、対策がありきで、それに予算をどうにか

うのは、まだ積算していないところでございま

つけていくことが必要な部分もあるんだろうと

す。

思うので、今、第1弾が出ましたが、今後、第2

一定の目安といたしましては、10年前に同じ

弾、第3弾と、そういう対策を拡充していって

ような経済対策で、国の方で地域活性化経済危

いただきたいと要望しておきます。

機対策臨時交付金という似たような地方の自由

それからもう一つ、地域づくり推進課の予算、

度が高い交付金が来ておりました。同じように

しま振興対策費で4億3,312万5,000円。先ほど

1兆円の予算規模で来た時に、県の方では85億

説明を聞いて、ある程度理解はしたんですが、

円の交付がございました。そういった一つの目

これの内容が、対象経費が人件費等々の運転資

安はございますけれども、前回10年前と異なる

金に支援をするということですが、国の新型コ

のは、新型コロナウイルスの感染の状況の算定

ロナウイルス対策の雇用調整助成金でも対象に

が入っておりますので、そういった形でどのよ

なるんじゃなかろうかなと思うんですが、そこ

うに影響がくるのかというのは今後の話になろ

の兼ね合いというところがわかっておられれば、

うかと思っております。

お知らせいただきたいと思います。

また、今回の交付金につきましては、前回と

【徳永地域づくり推進課企画監】ほかの制度と

違いますのが、医療体制とか感染症対応の財源

の併用の関係のご質問でございます。

にも活用という形になっておりますので、今回

基本的な考え方としまして、他の補助金と補

の補正予算の60億円の中にもそういった部類

助制度が重ならなければ併用ができるものと考

の予算を計上しております。額につきましては、

えております。先ほど委員がおっしゃいました

今後、国の制度設計等を見た上でと考えており

雇用調整助成金につきましては、一部、資格取

ます。

得経費などの補助対象経費が重なる場合もあり

【吉村委員】 なかなか説明が詳しいので、あり

得るものと考えておりますが、今回提案してお

がたいんですが、10年前の同じような対策の時

ります雇用機会拡充事業の創設される支援制度

に85億円ということが参考になるんだろうと。

につきましては、通常に勤務されている方の人

今回、60億円を組んであるので、差し引き、あ

件費への支援が主でありまして、休業手当を主
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に支援対象とします雇用調整助成金とは、基本

いうお話であります。

的に補助対象経費が重ならないものと考えてお

これが5月6日までと、連休明けまでというこ

ります。

とになっている。今日の朝一番のニュース等々

【吉村委員】 概ねわかるような感じですが、ず

においては、この緊急事態宣言がこれからまだ

っと勤めていたら当然休業はしておらんのです

延長されるであろうと。こうなってまいります

から、そこで人件費をこの補助事業で見ると。

と、5月6日というのは目の前ですね。4月25日

事業をどうしても少し縮小せざるを得ないとい

から始まって5月6日、約10日間ぐらいですよ。

うことで休業していただく方々については、こ

そこで30万円の協力金を支払うということで

の雇用調整助成金で対応していただくと、2本

あります。

立てで対応できるんですよということで理解し

これからあと1か月ぐらい延びるとした時に、

てよろしいんですか。確認です。

一体どうなっていくのかと。現時点で、お話の

【徳永地域づくり推進課企画監】委員おっしゃ

とおり26億円ぐらい、8,500件ぐらいを考えて

るとおりで、通常働いている方の人件費を支援

いるということでありますけれども、1か月間

するのが今回ご審議をお願いしています事業で

延長されるということを前提に考えていけば、

ございまして、事業をやむなく休業している場

率直に言って。

合の支援については雇用調整助成金で対応する

今回の25日から5月6日までは約10日間ぐら

ものと考えております。

いの期間ですよ。これが1か月延びるというよ

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

うなことになってまいりますと、10日、10日、

か。

10日と3回分ぐらいになるわけだよ。10日で30

【小林委員】休業要請に伴う協力金という形で、

万円と計算をいたしますと、1か月ぐらいで大

これを、今お話があるように拡大をしてもらっ

体90万円ぐらい、そんな状態になってしまうの

て、今回、非常に対応が早いということで大変

ではないかと。

力強く感じているところであります。

そのお金は、その原資は一体どこから来るか

そこで、今回の休業要請を、協力金を出す対

といえば、やっぱり国で改めて地方創生の緊急

象がどれくらいになるのか。そういう件数とか、

の交付金をつくっていただかなければいかんと

あるいはその予算に占める総額とか、そんなの

思います。今回の補正予算の成立が、今日は参

をどの程度見込まれているかということについ

議院ですか、そういう格好で正式に成立すると

ては、総務部長とか財政課長とかでわかるんで

しても、1か月間の延長については、まだ明ら

すか。

かになっていないのではないかという感じがし

【早稲田財政課長】今回の休業等の協力金につ

ますが。

きましては、産業労働部の予算に計上されてお

この中身については産業労働部であろうけれ

ります。件数につきましては、全体で約8,500

ども、予算の見込みとか、あるいは予算につい

事業所と見込んだ上で一定の予算、約26億円を

ては、やっぱり総務部並びに財政課でしっかり

計上しているところでございます。

考えていただかなければいかんと思うわけだけ

【小林委員】 大体8,500事業所ぐらいと見込ん

れども、その辺のところについては5月6日まで

で26億円ぐらいの予算を確保していると、そう

で大体26億円ぐらいを考えていると。これから
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先のことについては、緊急事態宣言が延長され

うかというところとある程度セットになってく

ても、こういう協力金については現時点におい

るかとは思うんですが、協力金の取扱いにつき

ては全く考えが国からも来ていないし、県独自

ましては、基本的にその考え方としましては営

の考えもないというようなことで、その辺につ

業補償ということではないという整理をさせて

いては全くですね。

いただいております。営業補償ということにな

5月6日というのは目の前にあるんだけれど

りますと、まさに期間がどれだけであって、そ

も、いわゆる協力要請を受けて店を閉じてしま

の間にどれだけのある意味損害が生じるかとい

っている方々は、先行きの不安というのが非常

ったことを考える必要があると考えております

にあると思うんです。だから、1か月間延長さ

けれども、今回の考え方の整理といたしまして

れる。では、それに対する補償がどういうふう

は、あくまで休業要請をさせていただきまして、

になっていくのかと、協力金というのがどうな

それにご協力をいただくことについてお支払い

っていくのかと。

をしたいというふうに考えているものでござい

そういう姿勢を県としても、国と早く連絡を

ますので、あまりにその期間が長期間にわたる

とり、そして、そういう見込についてしっかり

ということになりますと、協力金以外の手立て

県民の前に明らかにするということが大事では

も考える必要があるかというふうには考えてお

ないかと思うが、その辺は総務部長はどう考え

りますけれども、少なくとも休業要請をさせて

ているのか。

いただいて、その期間が延長された時に期間の

【大田総務部長】今いただいたご意見でござい

幅に応じて、そのままその協力金が例えば倍に

ますが、産業労働部と制度設計のところは連携

なるとかといった性質のものではないというふ

していくという前提ではございますけれども、

うに考えております。

私が今考えていますのは、まず1点は、休業要

【小林委員】営業補償ではないということにつ

請自体をどのように取り扱うかという点につき

いて、協力金とは何ぞやというところについて、

ましては、まさに緊急事態宣言の今後の取扱い

30万円をいつごろ出してくれるのか、まだはっ

ということに加えまして、隣県においてどのよ

きりしていないし、どんな申請をどこでやるの

うな対応を行っていくか。隣県が要請をそのま

かと、こんなこともはっきりしていないじゃな

まといった時に本県だけ行わないということに

いか。

なりますと、やはり流入という心配が出てまい

こういうようなことになってきますと、県が

ります。また、それに併せまして県内における

大々的に、知事が県民に向かって30万円という

人の動きとか、あるいは感染の拡大といいます

ことを明らかにしているわけだから、それはも

か状況を総合的に判断する必要があると思って

らい損なうことはないとか、あるいは計画が変

おります。

わるとか、方針が変わるというようなことはな

ただ、おっしゃったとおり5月6日はもう早急

いだろうと、その辺はみんなが安心していると

にやってまいりますので、そこにつきましては、

思うけれども、では、いつ申請をするのか、ど

ここ数日の間に情報も取りながら方針を決めて

こで取り扱うのか、その30万円が自分たちの手

いく必要があろうかと考えています。

元にいつごろ入金されるのかと、こんなような

休業要請の期間自体をどのような形に取り扱

ことについても、これから先の自分の商売をい
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ろいろ展望する時に、とても大事な視点である

また、協力金のことにつきましても、一番よ

ことは言うまでもないことです。その上に立っ

ろしいのは幾らでもお出しできるということだ

て、今言う約1か月間というふうになってまい

と思いますけれども、とは言いつつ、一方で財

りますとですね。緊急事態宣言が1か月間も延

源の問題がどうしても出てくるというところが

びて、休業要請については大型連休だけのもの

ございます。

であったのかと、こんな話になっていくわけで。

ここにつきましては、
この度、知事会からも、

さらに新型コロナウイルスの感染が、相変わ

期限の延長要請に併せまして、先ほどご説明も

らずとどめがきかない、拡大をされつつあると

ありました臨時交付金の取扱い、ここを例えば

かという状況の中で、自分の商売を5月6日まで、

枠の拡大をしていくのかといったところにつき

要請に応じて休業したと。

ましても国の方に要望していくといった運びに

さあ、そこから再開をしていいのかどうかと。

なってくると思っておりますので、そういった

この辺のところについて、あなた方に聞くのは

ところも慎重に見極めながら、今後の要請のあ

ちょっと大変かもしれんが、延長された状況の

り方について考えてまいりたいと思っておりま

中で、休業要請を5月6日で解除されて、そのま

す。

ま商売をやってよろしいというような形になっ

【小林委員】 5月6日以降はどうするのかと、

ていくのかどうか。
この辺の見通しについては、

これは単に長崎県だけの問題じゃなくして、全

特に総務部長、あなたが中心になってやってい

国47都道府県の自治体において同じ問題を共

ると思うんだけれども、その辺の見通しはどう

有していると思うんです。したがって、長崎県

考えているのか。

だけを考えて、これから県民の皆様方をどう守

【大田総務部長】今の休業要請につきましては、

っていくかと、この暮らしを守って経済をしっ

どうしてもインフルエンザの特措法に基づくも

かり支えていかなてはならないという今回の対

のという形でさせていただいておりますので、

策、同じ課題が全国にあるけれども、長崎県と

国の方で緊急事態宣言の対象地域がどのように

しても5月6日以降、仮に緊急事態宣言が延長さ

なるかというのが非常に大きなウエイトを占め

れたとして、それは恐らく前提というよりも必

てくると思っています。

ず、1か月になるのか20日になるのか、15日に

そこの状況次第ということでありますけれど

なるのか、よくわからんけれども、延長される

も、一方で、やはり考えなければなりませんの

ことだけは、期間は別としてあるだろうと思う

は、休業要請というもの自体が、まさに営業を

んです。

やめていただきたいという要請でございますの

だとした時に、休業の協力金がどうなってい

で、不用意にといいますか、何も権限がない中

くのかと。単純に考えれば、今までどおりお願

で行うべきものではないと考えております。

いができるのではないか、協力金が30万円から

そういったところも踏まえまして、繰り返し

上積みされるのではないかと、容易に受け止め

になりますけれども、国の状況とか他県の状況、

ている人が結構いらっしゃると思うんだよ。

このあたりを見ながら、しっかりと休業要請の

その辺のところは、5月6日は目の前になって

あり方を考えていきたいというふうに考えてお

いる。非常に難しいけれども、国とも相談をし

ります。

なければならない。隣県の動きというよりも国
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がどうするかということがとても大事になって

おりますが、具体的に感染の状況をどうカウン

くると思うし、また、協力金の原資も国からい

トするのかというのはまだ示されていないとこ

ただかなければいけない。そういう臨時交付金

ろでございます。この感染症の状況が、いつ時

的なものをやっぱり上積みしていただかなくち

点のものになるのかもわからないところでござ

ゃいかんということにもなってくるであろうか

います。そうした中では、やはり地方の現状を

ら、ここは早く姿勢を。皆さん方でよく話し合

よく考えた上で算定していただきたいという思

っていただいて、そうなった場合においてはど

いは私どもも同じです。

ういうようなことができるのか、どうするのか

国の方に問い合わせする際には、どういった

というような見通しをいち早く出していただか

制度設計になっているのか、現状もよく踏まえ

なければいかんのではないかと思いますので、

た上で設計してもらいたいということは、国の

この際、いろいろと皆さん方にご苦労をかけて

担当者には申し上げておりますが、まだ国も制

いるけれども、総務部長を中心として、県のそ

度設計しているところで具体的には出てきてい

ういう皆さん方のご意見を集約しながら、私は、

ないところでございますが、委員のご指摘の点

県の考え方をよくよくまとめておってもらいた

も踏まえまして、今後さらに国にも要請してま

いということを強く要請しておきたいと思いま

いりたいと考えております。

す。よろしくお願いします。

【麻生委員】横浜で起きたクルーズ船の状況と

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

長崎で起きたクルーズ船の対応は全く違うとい

か。

うことは認識されていると思います。

【麻生委員】吉村委員の質問とちょっとダブる

今日にも、報道があると言われていますけれ

んですけれども、交付金の中で60億円あって、

ども、検査機械が入るということも聞いていま

感染者数のカウントの話が出ていました。

すし、そういった意味では大変苦労されながら、

今回、クルーズ船で148名出ましたよね。長

陽性者の2割ほどは重症化するということにつ

崎県に入港していますから、当初はカウントさ

いても対策を県挙げてとっていますので、あく

れていましたけれども別枠になっています。

までも長崎で起きた事案だということで、ぜひ

今は長崎県で面倒を見ているわけですし、

網羅してもらうことについて強く要望したいと

148名の、陽性者の検出も大変な中、長崎大学

思いますので、よろしくお願いいたします。

含めて、何とか検査してもらいました。

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

こういったことで、今回の感染者数を、あく

か。

までもクルーズ船については、長崎県として国

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

に対して、しっかりと長崎県の状況としてカウ

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑がないようで

ントするんだという形で要請をされているのか

すので、これをもって質疑を終了いたします。

どうか、確認したいと思います。

次に、討論を行います。

【陣野政策企画課長】先ほど申し上げましたよ

討論はありませんか。

うに、交付金の算定につきましては人口、財政

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

力、そして感染の状況と国庫補助事業の地方負

【山口(経)分科会長】 討論がないようですので、

担額ということで算定するという形で示されて

これをもって討論を終了いたします。
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予算議案及び予算に係る報告議案に対する質
疑・討論が終了いたしましたので、採決を行い
ます。
第95号議案のうち関係部分、報告第1号のう
ち関係部分及び報告第2号のうち関係部分は、
原案のとおり可決・承認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〕
【山口(経)分科会長】 ご異議なしと認めます。
よって、予算及び報告議案は、原案のとおり
可決・承認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ので、
しばらく休憩いたします。
― 午前１１時５６分 休憩 ―
― 午前１１時５６分 再開 ―
【山口(経)分科会長】 分科会を再開いたします。
以上で、本分科会関係の案件の審査は全て終
了いたしました。
これをもちまして、予算決算委員会総務分科
会を閉会いたします。
大変お疲れさまでした。
― 午前１１時５７分 閉会 ―
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