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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年６月１８日

自  午前１１時００分

至  午前１１時１６分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委 員 長 坂本  浩 君

副 委 員 長 石本 政弘 君

委   員 八江 利春 君

〃 中山  功 君

〃 坂本 智徳 君

〃 外間 雅広 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 宅島 寿一 君

    〃 饗庭 敦子 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、審査の経過次のとおり

― 午前１１時００分 開会 ―

【坂本(浩)委員長】 ただいまから、環境生活委
員会を開会いたします。

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。

会議録署名委員は、中山委員、宅島委員のご

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

す。

本日の委員会は、令和元年6月定例会におけ
る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、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１１時０１分 休憩 ―

― 午前１１時１２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、これをもって本日

の環境生活委員会を閉会いたします。

お疲れ様でした。

― 午前１１時１６分 散会 ―
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第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年６月２８日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ３時２６分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂本  浩 君

副委員長(副会長) 石本 政弘 君

委 員 八江 利春 君

〃 中山  功 君

〃 坂本 智徳 君

〃 外間 雅広 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 宅島 寿一 君

〃 饗庭 敦子 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

土 木 部 長 岩見 洋一 君

土 木 部 技 監 藤田 雅雄 君

土 木 部 次 長 天野 俊男 君

土木 部参事 監
（まちづくり推進担当）

村上 真祥 君

監 理 課 長 井上 和広 君

建設 企画課 長 川添 正寿 君

建設企画課企画監 松園 義治 君

新幹線事業対策室長
（ 参 事 監 ）

大塚 正道 君

都市 政策課 長 植村 公彦 君

道路 建設課 長 馬場 一孝 君

道路 維持課 長 馬場 幸治 君

港 湾 課 長 平岡 昌樹 君

港湾 課企画 監 松永 裕樹 君

河 川 課 長 浦瀬 俊郎 君

河川 課企画 監 松本 憲明 君

砂 防 課 長 鈴田  健 君

建 築 課 長 三原 真治 君

営 繕 課 長 平松  彰 君

住 宅 課 長 高屋  誠 君

住宅 課企画 監 小山 俊一 君

用 地 課 長 佐々木健二 君

６、審査事件の件名

〇予算決算委員会（環境生活分科会）

第76号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第1号）
（関係分）

議案第77号
令和元年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第1号）
報告第1号
平成30年度長崎県一般会計補正予算（第7号）
（関係分）

報告第10号

平成30年度長崎県港湾施設整備特別会計補
正予算（第3号）
報告第11号
平成30年度長崎県流域下水道特別会計補正
予算（第5号）
報告第14号
平成30年度長崎県港湾整備事業会計補正予
算（第4号）（関係分）
報告第15号
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平成30年度長崎県交通事業会計補正予算（第
3号）

７、付託事件の件名

〇環境生活委員会

（1）議 案

第79号議案
長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関

係分）

第85号議案
長崎県犯罪被害者等支援条例

第86号議案
長崎県屋外広告物条例及び長崎県美しい景観

形成推進条例の一部を改正する条例

第87号議案
長崎県道路占用料徴収条例の一部を改正する

条例

第88号議案
長崎県建築基準条例の一部を改正する条例

第89号議案
長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する

条例

第90号議案
長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条

例

第96号議案

契約の締結について

第97号議案
契約の締結の一部変更について

第98号議案

有料道路の事業計画の変更の同意について

第99号議案

財産の取得について

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・要望書（松浦魚市場再整備への財政支援につ

いて 他）

・「石木ダム建設を中止し、代替え案の佐世保

市南部水系下ノ原ダムのかさ上げの実施」の

陳情

・令和2年度 県の施策等に関する重点要望事

項

・令和2年度 国政・県政に対する要望書

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【坂本(浩)委員長】 おはようございます。
ただいまから環境生活委員会及び予算決算委

員会環境生活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

79号議案「長崎県手数料条例の一部を改正する
条例」のうち関係部分ほか10件であります。
そのほか、陳情4件の送付を受けております。
なお、予算及び予算にかかる報告議案につき

ましては、予算決算委員会に付託されました予

算及び報告議案の関係部分を、環境生活分科会

において審査することになっておりますので、

本分科会として審査いたします案件は、第76号
議案「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第

1号）」のうち関係部分ほか6件であります。
次に、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〕

【坂本(浩)委員長】 ご異議ないようですので、
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そのように進めることといたします。

これより、土木部関係の審査を行います。

【坂本(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。

土木部長より、予算及び報告議案説明をお願

いいたします。

【岩見土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の土木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76号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第1号）」のうち関係部分、第77号議案「令
和元年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算

（第1号）」、報告第1号「知事専決事項報告『平
成30年度長崎県一般会計補正予算（第7号）』」
のうち関係部分、報告第10号「知事専決事項報
告『平成30年度長崎県港湾施設整備特別会計補
正予算（第3号）』」、報告第14号「知事専決
事項報告『平成30年度長崎県港湾整備事業会計
補正予算（第4号）』」のうち関係部分であり
ます。

第76号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第1号）」のうち土木部関係の歳入歳出
予算は、それぞれ記載のとおりであります。

補正予算は、公共事業に対する国の内示に伴

い、道路新設改良費43億108万4,000円の増、国
直轄道路事業負担金2億3,271万2,000円の増、
道路改良費3億3,503万7,000円の増、総合流域
防災費6億4,146万4,000円の増、通常砂防費5億
6,490万4,000円の増、火山砂防費2億5,646万円
の増、港湾改修費7億8,330万円の増、港湾修築
計画等調査費1,300万円の増、重要幹線街路費2

億6,873万7,000円の増などを計上いたしてお
ります。

なお、港湾修築計画等調査費については、補

足説明資料を配付させていただいております。

第77号議案「令和元年度長崎県港湾施設整備
特別会計補正予算（第1号）」については、国
の長崎港松が枝地区国際旅客船受入拠点再編事

業の事業化検証調査とあわせ、補償費算定調査

費として、歳入、歳出それぞれ6,600万円の増を
計上いたしております。

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。

次に、知事専決事項報告について、ご説明い

たします。

本件は、さきの2月県議会の予算決算委員会
において、専決処分により措置することについ

て、あらかじめご了承いただいておりました、

平成30年度予算の補正を3月29日付けで知事専
決処分させていただいたものであります。

まず、報告第1号「知事専決事項報告『平成
30年度長崎県一般会計補正予算（第7号）』」
のうち土木部関係の歳入歳出予算は、それぞれ

記載のとおりであります。

補正予算の主な内容は、事業費の変更に伴う

減等で、道路災害防除費7億4,102万2,000円の
減、道路新設改良費6億9,713万6,000円の減、
橋りょう補修費3億8,981万9,000円の減などを
補正いたしております。

また、報告第10号「知事専決事項報告『平成
30年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算
（第3号）』」、報告第14号「知事専決事項報
告『平成30年度長崎県港湾整備事業会計補正予
算（第4号）』」のうち関係部分については、
それぞれ記載のとおりであります。

このほか、繰越計算書報告についても記載の
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とおりであります。

なお、繰越計算書報告については、補足説明

資料を配付させていただいております。

以上をもちまして、土木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。

【坂本(浩)分科会長】 次に、監理課長より補足
説明を求めます。

【井上監理課長】土木部関係の繰越計算書報告

について、補足してご説明いたします。

お手元にお配りしております課長補足説明資

料の1ページ、繰越額理由別調書をご覧くださ
い。

表の縦の区分が款、項、目の予算科目、横の

区分が繰越額の理由別内訳となっております。

表の左端の欄を上から見ていただきますと、

総務費、土木費、災害復旧費、その下が、一般

会計合計（平成30年度）であります。
平成30年度の一般会計の合計は、①の欄にな

りますが、479件、318億1,817万8,000円、この
うち2月の経済対策補正予算に係る繰越が②の
欄になりますが、167件、88億8,203万9,000円、
一般会計合計からその分を除いた通常分が③の

欄になりますが、312件、229億3,613万9,000
円となっております。

今回の繰越額の特殊要因としまして、新幹線

整備事業、石木ダム建設事業、ＪＲ長崎本線連

続立体交差事業及び災害復旧事業がございます

が、これらの特殊要因に係る繰越額を一般会計

の通常分③から除きますと、④の欄になります

が、263件、89億4,026万9,000円となっており
ます。

平成30年度の繰越額は、平成29年度の繰越額
と比較しますと、一般会計合計では、①－⑤の

欄になりますが、件数は86件の増、繰越金額は
15億3,931万7,000円の減となっており、経済対
策を除いた通常分では、③－⑦の欄になります

が、件数は57件の増、繰越金額は17億2,516万
7,000円の増となっております。
次に、特別会計の繰越額ですが、⑨の欄が用

地特別会計分で、2件、5億3,591万2,000円、⑩
の欄の港湾施設整備特別会計分が5件、1億
7,280万円となっており、一般会計と合わせた土
木部の合計は、⑪の欄になりますが、486件、
325億2,689万円となっております。
次に、一般会計合計①の欄の繰越額を理由別

にご説明いたします。

表の右のほう、繰越理由を6つに区分して整
理しております。

まず、地元調整に係る繰越額は151件、115
億6,168万2,000円。具体的には、関係機関や関
係者との調整、工事施工に伴い発生する騒音や

振動などの地元調整等に日数を要したため繰越

となるものでございます。

次に、用地補償額に対する不満や代替地の要

求、家屋移転に日数を要したものなど、用地補

償に係る繰越額が35件、10億9,355万3,000円、
工法の検討や当初想定していなかった諸条件の

変更に伴う設計変更に日数を要したものなど、

設計工法等に係る繰越額が55件、17億6,448万
7,000円、事業決定の遅れ・補正に係る繰越額、
これには経済対策補正予算に係る繰越額も含ん

でおりますが、217件、98億887万9,000円、資
機材や人材の逼迫、入札の不落・不調に係る繰

越額が19件、1億7,877万3,000円、その他とし
て、新幹線整備事業の負担金に係る繰越額等が

2件、74億1,080万4,000円となっております。
予算については、本来、年度内に執行すべき

ものであり、事業効果の早期発現のため、引き
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続き事業の早期執行に努力するとともに、でき

る限り繰越額を縮減するよう努めてまいります。

以上で説明を終わらせていただきます。

【坂本(浩)分科会長】 次に、港湾課長より補足
説明を求めます。

【平岡港湾課長】初めに、長崎港元船地区ＰＰ

Ｐ／ＰＦＩ導入調査費について、補足して説明

させていただきます。

環境生活委員会環境生活分科会課長補足説明

資料の2ページをご覧ください。
本事業は、長崎港元船地区において課題とな

っているドラゴンプロムナードの老朽化や駐車

場不足による慢性的な交通混雑に対処し、当地

区やその周辺のにぎわいを創出することを目的

として、民間資金等を活用した官民連携による

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入の可能性を調査する

ものでございます。

調査に際しては、費用の全額が国庫補助され

る先導的官民連携支援事業の活用を考えており、

今年4月12日に申請を行い、5月29日に決定を受
けたことから、今回、1,300万円を補正計上する
ものでございます。

ドラゴンプロムナードは、元船地区の交流施

設の一つとして、貨物上屋の上屋部分を活用し

て、平成10年4月に供用を開始しました。しか
し、供用後20年が経過しており、鋼材部分など
に老朽化が進んでいることなどから、十分に利

用されていない状況でございます。

このエリアは、長崎駅前から松が枝までのベ

イエリアのにぎわい空間としての活用が求めら

れていますが、そのための改修を行う場合、相

当のコストが必要となることが予想されます。

また、長崎港ターミナル周辺には駐車場が不

足しており、航路を利用される方が駐車場に入

れないなど、港湾機能にも支障を来している状

況となっております。

そのようなことから、今回、ＰＰＰ／ＰＦＩ

手法を用いてドラゴンプロムナードの改修や利

活用、駐車場を増床することによる交通混雑の

緩和、さらには収益の強化による施設改修費へ

の補塡等において民間の資金及びノウハウを活

用し、元船地区はもとより周辺のベイエリア全

体のにぎわいの創出を行っていければと考えて

おります。

以上が長崎港元船地区ＰＰＰ／ＰＦＩ導入調

査費についての補足説明でございます。

続きまして、長崎港松が枝地区における補償

費算定調査費について、補足して説明いたしま

す。

環境生活委員会環境生活分科会課長補足説明

資料の4ページをご覧ください。
港湾施設整備特別会計の補正予算となります。

今年度、長崎港松が枝地区においては、国事

業による国際旅客埠頭2バース目の事業化検証
調査費が計上され、土質調査及び概略設計、事

業の精査、費用対効果の分析等の実施が予定さ

れております。

県では、この調査に合わせまして、造船所の

補償費算定を実施したいと考えており、補正予

算へ計上しているものでございます。

以上で、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申し上

げます。

【坂本(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんか。

【西川委員】今説明を受けました港湾課の造船

所の補償費調査などですけれども、基本的には、

この2つの造船所からは合意をいただいている
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のでしょうか、全く白紙な状態なのでしょうか。

その辺の進捗状況を教えていただきたいと思い

ます。

【平岡港湾課長】 2つの造船所につきましては、
平成24年の計画策定時からお話をさせていた
だいておりまして、一定の協力をいただいてい

るところでございます。移転に際しましても、

お話をさせていただいているところでございま

す。

【西川委員】歴史ある、由緒ある中小造船所だ

と思いますが、近くにいい候補地があるのか、

そのような候補地の話し合いなどもうまくいっ

ているのでしょうか、お願いします。

【平岡港湾課長】事業採択の前の段階でござい

まして、移転箇所としては、まだ決まっており

ません。移転の条件等につきまして、造船所と

情報を共有しながら候補地の選定を進めている

ところでございます。

【西川委員】 日程的にはまだ日にちがあるし、

余り先走ったこともできないかとは思いますが、

ある程度の下話としての相手方の条件とかをお

聞きしながら、スムーズに、円滑にこの事業が

進みますよう、頑張っていただきたいと思いま

す。

【坂本(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【中山委員】 平成 30年度長崎県一般会計歳出
予算繰越明許費繰越計算書報告についてであり

ますが、先ほど、318 億円について、地元関係
者との調整の難航の状態とか、用地交渉の難航

の状況等について説明がございましたけれども、

最初言った時、繰越が 318億円、大きいなとい
うふうに思っておったのですが、これは 2月補
正の関係で、こういう形になったのだろうと考

えております。

その中で、よく言われるのが、用地交渉がう

まくいっていないので、なかなか工事が進捗し

ないというふうな話をあちこちで聞くわけであ

りますが、それで用地交渉についてお尋ねした

いと思っておりますが、先ほど、35件で 10億
9,355 万 3,000 円という形で説明いただきまし
た。10億円で 35件ということで、これからは、
よく頑張っているなというふうに見るんですけ

れども、通常 5年間ぐらいの推移、こういう状
況になっているのか、もう少し大きな金額から、

こういう形に繰越件数、額とも減少傾向にある

のか、まず、その辺を教えてくれますか。

【佐々木用地課長】これまでの用地補償費の繰

越の推移についてというお尋ねですけれども、

過去 5年間の分についてお話をいたします。ま
ず、平成 26年度から平成 27年度にかけての繰
越ですが、66 件、49 億 6,200 万円、それから
平成 27年度から平成 28年度にかけての繰越が
58件、21億 4,200万円、平成 28年度から平成
29年度にかけての繰越が 52件、23億 9,600万
円、平成 29 年度から平成 30 年度への繰越が
48件、20億 7,800万円で、今回の繰越が 35件、
10億 9,300万円ということになっております。
【中山委員】 これから見ると、平成 26年度か
ら平成 27年度までで 66件、約 49億円からす
ると随分減っているので、数字だけから、よく

頑張っているなというふうに見るわけでござい

ますが、そこで、この 35件のうちで、1年間で、
どの程度の職員が行って、どの程度の交渉を重

ねているのか、それで顕著なものがあれば教え

てくれますか。

【佐々木用地課長】ご質問がありました用地交

渉回数等について、手持ちの資料がありません

ので、後ほどお知らせしたいと思います。

【中山委員】 それでは、繰越の 35件につきま
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して、ひとつどれだけの職員が、どの程度かか

ったのか、交渉の経過を後で報告してください。

そうすると、先ほども申し上げましたが、職

員がよく頑張っているというふうに考えていま

すが、その要因。恐らく、職員自体が増えてい

るとは思いませんけれども、49億円ぐらいから、
5 年間のうちに 10 億円まで減ってきたという
ような、ここの努力の要因について、どのよう

に分析しておりますか。

【佐々木用地課長】どういう対策をしてきたか

という質問でございますけれども、まず用地交

渉に当たりましては、用地関係連絡調整会議と

いうものを各地方機関に設置しておりますけれ

ども、その中で、用地交渉に関して、事業課と

一緒に、いつ、どこの箇所を、どの時期までに

買収していくのかというふうなことを調整しな

がら進めていくこととしております。特に、工

事箇所を中心に用地交渉を進めていくように調

整しておりまして、それをもとに進行管理を徹

底しているところであります。そして、用地課

の職員に関しては、日頃から、相手の交渉先に

何回も通うようにというふうな指導を行ってお

りまして、その結果、こういうふうに繰越額が

減少してきているものと考えております。

【中山委員】それでは、そういう方向でやって

いただきたいと思いますが、その内容について

は、後日、もう少し詳しくお聞きしたいと思い

ます。

それでは、具体的に 1つお聞きしたいと思い
ますが、今度の補正予算で計上されております

国道 499、岳路工区、7,000 万円計上しており
ますが、あわせて栄上工区、2 億 4,000 万円程
度計上されておりますが、ここの用地交渉状況

について、お尋ねしたいと思います。

【佐々木用地課長】まず、岳路工区についてで

すけれども、残地権者は 1件ということになっ
ております。ただし、この方については、単価

不満のために、いまだ了解をいただくことがで

きておりません。

それから、栄上工区に関してですけれども、

特に一番大きいのは、昔の部落有で持っていた

土地が譲渡をされておりまして、今、その分の

時効取得裁判をしていただいております。この

方に関連する土地等がまだ残っておりまして、

今、その裁判の結果待ちという状況でございま

す。

【中山委員】それでは、岳路工区の件について

は、いつから交渉して、現在まで何回、何人の

職員がこれに携わったのか、少し具体的に教え

ていただきたいと思います。

もう一つの栄上工区につきましては、時効取

得について裁判で争うということでありますか

ら、これにつきましても、いつからこれをやっ

て、どのくらいの職員がかかわって、どのくら

いの日数かけてやっているのか、少し具体的に

交渉経過について説明いただけますか。

【佐々木用地課長】まず、岳路工区の用地交渉

は、平成 23 年 8 月から開始をしております。
この案件に係る用地交渉ですが、基本的に用地

交渉は 2人一組ということで動いていきますの
で、基本的には、その年数掛ける 2人の職員の
延べ人数になるかと思っております。（「何人、

何日」と呼ぶ者あり）申しわけありません、交

渉の日数まで把握をしておりませんので、日数

については、今すぐお答えすることができませ

ん。

それから、栄上工区については、平成 22年 2
月から交渉を開始しております。ご質問があり

ました時効取得の裁判についてですけれども、

これに関する職員も正副担当の 2名ということ
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で、裁判については、たしか 2年ほど前から開
始をしていただいております。現時点で、この

土地が当時、47名の方の登記になっておりまし
て、その 1人ずつをグループ化して、47グルー
プにして裁判をしていただいております。現時

点では、そのうち 19 グループを提訴していた
だいておりまして、そのうち 18 グループの判
決をいただいているという状況にあります。こ

の裁判については、地権者の方にしていただい

ておりますので、県としては、担当の弁護士さ

んなりにその状況を確認しながら進めさせてい

ただいているところです。

【中山委員】用地課の皆さん方は、どっちかと

いうと縁の下の力持ちということがありまして、

よく見れば頑張っているんですけれども、なか

なか我々にはわからないわけです。ここが市民

から「用地交渉はどうなっているのか」。我々は、

信用して、今、交渉しているんだよと言っても、

ご存じのように、栄上工区については平成 22
年からですから 8年ぐらいかかっているわけで
すね。そうなると、極端に言うと、我々が信用

されないようになるわけです。1年や 2年なら
ば我慢して聞いてくれるのだけれども、6 年 7
年になるというと、なかなか信用できないみた

いですから、やはりこれについては、途中経過

について、ある程度詳しく説明する必要がある

んじゃないかと思うのとあわせて、こういう専

門的な問題、相続を絡めて法的な問題が絡んで

くるというこういう分については、今、弁護士

もつくってあるけれども、こういう問題は、こ

こばかりじゃなくて、ほかにもあるんだろうと

私は思うんです。そうなると、今の班体制とい

うか、弁護士も常駐させた中で特別班を編成し

て、こういうことを重点的にやっていくと。そ

うしなければ、これにかかると、職員がほかの

仕事ができないんですよね。そういう形で、こ

ういう特殊な問題についてもっとスムーズにや

るためには、時間を短縮するためには、弁護士

等を含めて法的に詳しい人を含めて特別班の編

成がより効果的じゃないかと思うわけでござい

ますけれども、それについてご意見あれば、お

尋ねしたいと思います。

【佐々木用地課長】難しい案件に対しては特別

班を編成してというご意見でございますが、現

在、特別なもの、難しいものについては、県の

顧問弁護士にも相談しながら進めさせていただ

いております。そのほかでも、特別なことがあ

れば、随時相談しながら進めていきたいと思っ

ておりますけれども、ご意見のありました特別

班の編成については、今後、その必要性などを

考えながら、検討させていただきたいと思いま

す。

【中山委員】 お願いします。

顧問弁護士を使ってやることについては何も

異論はないわけです。ところが、顧問弁護士も

土木部の要請だけに全面的に付き合うというの

はなかなか難しい部分もあるわけです。そうな

ると、やはり土木部の中に、そういう専門的な

人を臨時職員でもいいから確保して、そこでチ

ームを組んで、常時いつでも相談できる体制を

しいたほうが、より効率的にやっていけるんじ

ゃないかと思うわけです。やはり 8年、10年と
待つのも大変だし、今、相続の問題とかは非常

に複雑多岐になってきて、職員は努力しながら

解決に当たっていることはわかるけれども、な

かなか時間がかかる。そうなると、それをスム

ーズにするための一つの方策として、そういう

部分を考えていく必要があるんじゃないかと私

は常々思っているわけでございますが、そうい

う方向になるのかどうか、土木部長にお尋ねし
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たいと思います。

【岩見土木部長】特殊な問題については、きち

っとその要因、問題を整理して特別に対応する

必要があると考えております。ただし、人員体

制とか、県の顧問弁護士もそうですけれども、

これについては全体を見て効率性だとか、ある

いは現在の体制でどうしても回っていかないの

かどうか、そのあたりもきちっと整理する必要

があると思っておりまして、体制については、

また確認しながらやっていきたいと思います。

それから、当然ながら、事業進捗に当たって、

用地の問題につきましては、地元の市町にも十

分情報を共有しながら、連携しながら進めてい

かなければいけないと思っております。

いずれにしましても、なかなか進まないよう

な案件については、よく対策を練って、どうし

たら進んでいくかということ、時間がかかって

おりますので、特別にそこは対応するようなこ

とを、部の中でも、特殊案件については、そう

いう体制で臨んでいきたいと考えております。

【中山委員】 一定の期間、例えば 8 年ですと
か、ある程度、4～5年ぐらいで一回見直しをし
て、もっとかかりそうだったら、今言ったよう

な形で特別チームを組んで、どういうふうにし

たら早期解決できるか、これについては一回部

内、課内で協議して前に進んでいくという、今

言うような形ができれば、地元の皆さん方の要

望に応えることが 1日でも早くできると思いま
すし、やはり土木の仕事は、用地が片づかない

ことにはどうもならんわけでありまして、用地

が片づかないということで、非常にストレスが

たまっている方の話をよく聞くわけであります。

ぜひ、用地交渉のよりスピードアップのために

部内、課内でひとつ協議していただいて、さら

に改善してやることを要望しておきたいと思い

ます。

【中村(和)委員】 ご苦労さまでございます。
元船地区の件なんですけれども、今回、多分

ＰＰＰにするか、ＰＦＩにするかを調査すると

思うんですけれども、ＰＦＩというのは、要す

るに、最初の事業計画は行政側がやってやるも

のであって、ＰＰＰというのは、最初の段階か

ら民間のほうがやるというのが本来の基本の形

なんだけれども、今の時点で県としては、ＰＰ

ＰとＰＦＩ、どのような考えを持って、どちら

のほうを重きに見て考えておられるのか、お聞

きしたいです。

【平岡港湾課長】今回の元船地区のＰＰＰ、Ｐ

ＦＩ、どちらのほうを主体として考えているの

かというご質問でございます。今現在、元船地

区では指定管理制度をとらせていただいており

ます。これも一つのＰＰＰという形になってお

ります。その広い範囲のＰＰＰの中にＰＦＩが

含まれているというふうに考えておりまして、

今回の調査では、民間の資金を活用させていた

だくようなＰＦＩでの検討ができないかという

ことを考えております。

【中村(和)委員】 ということは、先ほど言われ
たように、要するに、広い意味で言えばＰＦＩ

というのはＰＰＰの中に入っているんだけれど

も、今までの施設というのは、行政側がつくっ

たものを委託して民間が運営しているわけでし

ょう。今回は、最初から建物を含め、全部を民

間側に委託して計画して、その後も、そのまま

民間にやるということを基本的には考えている

わけですね。そういう意味でしょう。

【平岡港湾課長】現在、短期的な考え方としま

しては、一番問題となっておりますのが、ドラ

ゴンプロムナードの既存施設をどうするかと。

今、老朽化が激しいというものもございます。
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その辺を、どういうふうなにぎわいの場をつく

っていけるかというのを民間のノウハウを活用

できないかと考えています。

それと、現在、駐車場等も不足しております

ので、民間のほうで駐車場の増床等、そういう

ものをしていただくことによって、さらなる利

用を発生することができないかと考えておりま

す。

【中村(和)委員】 例えば、駐車場は上に拡張し
ていけばできると思うんだけれども、今の段階

で、今の駐車場を、例えば、共同的なものとか、

いろんなところを考えたら、上のほうに拡張で

きるような様子なんですか。

【平岡港湾課長】今の段階で、まだ構造検討等

をしておりませんけれども、駐車場自体もかな

り老朽化しております。その状況の中で、構造

等を再度確認する必要があるかと考えておりま

す。

【中村(和)委員】 今言われたように、双方の施
設が老朽化が非常に厳しいと思うんですよね。

だから、それを改修したりやっているうちに、

最終的には、トータルで見ていけば、何年かす

れば、また改修しなければならないということ

は、それだけの出費がかさんでくるわけです。

ということは、民間企業も、そこら辺は十分考

えると思うんです。だから、一気にみんな壊し

てしまって、もっと駐車場と施設が一体になる

ような建物を計画するということもできると思

う。ただ、道路の問題が入ってくると思うんだ

けれども、その辺も含めて、せっかくやるので

あれば、今の道路の回り方というのも、一般施

設と共用しているような感じになって、片側か

らしか入れないとか、非常に複雑なものになっ

ていますよね。だから、そういうところまで含

めて、できれば、今回せっかくやるのであれば、

民間のノウハウを十分に活用していただいて、

行政側の考え、ちょっと言えばかたい考え、そ

れをちょっとなくして柔軟な考えを民間側から

吸収していって、計画自体を民間のほうに、た

くさんの方たちの考えを出してもらって、その

中から選択してということが私は一番いいんじ

ゃないかと思うんです。

今後、こういう公共的な施設というのは、ほ

とんどを県が所有したり、県が運営したりする

んじゃなくて、民間委託にして、それだけの経

費を削減していくというのがこれからの目標だ

と思うので、ぜひ今回、この元船地区の分を先々

のいろんな物件と並行して考えていけるような

ＰＰＰとＰＦＩの考えを持ってやっていただき

たいと私は思うんですけれども、その辺につい

て、土木部長、どうですか。どういう考えを持

ってこれから進んでいきますか。

【岩見土木部長】元船地区につきましては、さ

まざまな課題がございます。今回の調査費が付

いたということで、その中で、将来の構想も含

めて検討していかなければいけないと考えてお

ります。調査費でやるものと、それ以外も含め

てということですけれども。ただ、現在倉庫を

利用されている方もいらっしゃいますので、こ

の方々とも丁寧に議論しながら、将来どういう

可能性があるかについて検討していきたいと考

えております。

【中村(和)委員】 ぜひそうしていただきたいと
思うし、先ほど私が言ったように、道路もやっ

ぱり並行して考えていってやらなければいけな

いと思う。これは一般質問の中でも出ていまし

たけれども、これは間違いなくそうだと思うん

です。せっかくこういう施設をやり直す時には、

同じように道路も、いかにすれば利活用しやす

いか、そしてまたいかにすれば渋滞を招かない
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か、そういうところも考えるべきだと思うんで

す。結局、早く言えば、県庁の新しいこの建物

と海岸側ですよね。だから、そういうところも

含めながら位置付けを考えていって、やる時に

は、将来的にも、何らかの形でいい改修ができ

たなということになるように、ぜひ取り組んで

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

申し上げたい。どうですか。

【平岡港湾課長】元船地区につきましては、人

流の拠点として、人々が集い、交流の場になる

ように、今回のＰＰＰ、ＰＦＩの導入可能性の

調査にしっかりと取り組んでいきたいと思いま

す。

【八江委員】 中村(和)委員の関連になるんです
けれども、私も、ドラゴンプロムナードの問題

は前々知事の時ぐらいから、このつくった時か

ら、あの黄色い玉は何かと。龍踊りの玉だとい

うようなこともあって、それにふさわしい上屋

を使ったプロムナードができたと思いますけれ

ども、果たして、それが長崎のイメージに合う

のかなというのは以前からいろいろ思っており

ました。

この際、あれが悪いという意味じゃなくて、

今、2 バース化、あるいは県庁の移転、そして
五島航路のいろんな問題、こういうことを考え

れば、上屋を使っている貨物関係の離島に対す

る倉庫、上屋があるわけですけれども、このあ

たりは、客船などとは区別して、むしろ、貨物

船の移転先を考えてやって、集約した形での港

づくりが必要じゃないかというのはかねがね思

っておりましたので、これから検討する中で、

県の考え方、民間の考え方、いろいろあると思

いますけれども、私たちはそういう意味で、長

崎の鶴の港をしっかり世にアピールするために

も、しっかりした形をつくり上げていただきた

い。混在する中での港ではありますけれども、

整理も必要じゃないかと思います。その点を今

後どのように進めていくように、そのほかは委

員会等にかかっていると思いますけれども、基

本的な考え方はどのように思っておられるのか。

プロムナードのこれを解体して見直しをする、

駐車場はするということだけれども、このあた

りを抜本的に全体像を完全につくり上げてした

ほうがいいんじゃないかと思います。そういう

意味で、考えを今のところははっきり言えない

と思いますけれども、構想だけでも一部わかれ

ば、話していただければと思います。

【平岡港湾課長】現在、元船地区におきまして

は、離島向けの貨物船など、数多くの船舶が岸

壁を利用しておりまして、離島との間で物流の

拠点となっております。岸壁の利用を多様化す

るためには、現在の利用者と調整し、移転が可

能かどうか、代替となる岸壁等の整備ができる

かどうかなどを含めて検討する必要があると考

えております。このため、元船地区の大きな長

期構想の検討におきましては、関係者への聞き

取りや調整を行いまして、岸壁など港湾施設の

利用をどのようにしていくか、にぎわいの場と

して、どういうふうに機能強化を図っていくか

ということを検討していきたいと考えておりま

す。

【八江委員】私も仕事柄、この港は離島への貨

物の積み込みに随分使わせていただきました。

しかし、今の環境を見ると、世界遺産等があっ

たり、あそこの近くで県庁との間には軍艦島を

めぐる遊覧船、こういったものもあるし、片方

には離島航路があるし、その手前のほうには 2
バース化という、そういったクルーズ船の発着

場等も考えれば、何か非常に混雑した状況にあ

ると考えれば、この際、見直すことが必要かな



令和元年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（６月２８日）

- 14 -

と思って、そして港に関する問題は、先ほど中

村(和)委員も言われたように、道もさることな
がら、その中の建物そのものを集約して、全体

を抜本的に見直す必要があるという観点に立っ

て、この港づくりをやっていただくことができ

ればと思いますけれども、これは要望も含めて

ですけれども、その点、どうですか。いつぐら

いに調査ができ上がるのですか。現状はどのよ

うになっているのか。私は、たくさんの業者の

方々が出入りして検討会に参加したとか聞いた

んですけれども、そういうものを含めて、現状

はどのような状況で進めておられるのか、その

ことだけ確認しておきたいと思います。

【平岡港湾課長】民間のＰＰＰ、ＰＦＩの導入

に向けた今回の取組につきましては、昨年度ま

で、民間の皆様に、マーケットサウンディング

調査と申しまして、いろんな考え方ができるか

どうかというアンケート等をさせていただいて

いるところでございます。今、この導入可能性

の調査を今年度、来年度と 2カ年させていただ
きまして、その後、2022年ぐらいから、ＰＰＰ、
ＰＦＩの取組にかかれればというところの計画

をしているところでございます。

【八江委員】駅の近く、新幹線が入ってきます

し、それから駅の裏側にはＭＩＣＥの計画もあ

る、そして裁判所のほうにはＶ・ファーレン長

崎の本拠地ができてくると。港に関係する大型

のものがひしめいてくる中で、果たして今の状

況でいいのかということから、見直しをしてい

ただくようになってはいると思いますけれども、

それにふさわしい形で県が誘導していく。今ま

では、Ｖ・ファーレンにしても、ＭＩＣＥにつ

いても、長崎市とか民間とかがやっていますけ

れども、ここは県が関係をする大きな、2 バー
ス化のところも一緒なんですけれども、そこは

やっぱり現況も踏まえ、将来性を見詰めて、し

っかりした形での提案をしていただくことが必

要かと思いますので、その辺は要望しておきた

いと思います。お願いしておきます。

【中村(和)委員】 先ほどの続きなんですけれど
も、今、長崎は世界新三大夜景に入っています

よね。なぜ長崎の夜景が世界新三大夜景に入っ

ているかというのは、要するに、町並みの明か

りが海に映る、これが多分一番大きな要素だと

思うんです。世界中の夜景の要素は全部そこだ

と思うんです。だから、プロムナードのところ

は一番反射するところなので、ぜひそこら辺も

考えていって、稲佐山とか、そういう高いとこ

ろから見た時に、やっぱりこれは世界新三大夜

景だなと言えるようなところまで突っ込んでい

ただいて、ぜひそこまでも考えてやっていただ

きたいと思うので、これは要望にかえさせてい

ただきます。よろしくお願いしておきます。

【坂本(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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〕

【坂本(浩)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。

予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。

第76号議案のうち関係部分、第77号議案、報
告第1号のうち関係部分、報告第10号、及び報
告第14号議案のうち関係部分については、原案
のとおり、それぞれ可決、承認することにご異

議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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、

それぞれ可決・承認すべきものと決定されまし

た。

【坂本(浩)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。

まず、土木部長より総括説明をお願いいたし

ます。

【岩見土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

環境生活委員会関係議案説明資料、土木部を

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 79 号議案「長崎県手数料条例の一部を改正
する条例」のうち関係部分、第 86 号議案「長
崎県屋外広告物条例及び長崎県美しい景観形成

推進条例の一部を改正する条例」、第 87号議案
「長崎県道路占用料徴収条例の一部を改正する

条例」、第 88号議案「長崎県建築基準条例の一
部を改正する条例」、第 89号議案「長崎県建築
関係手数料条例の一部を改正する条例」、第 96
号議案「契約の締結について」、第 97号議案「契
約の締結の一部変更について」、第 98号議案「有
料道路の事業計画の変更の同意について」、第

99号議案「財産の取得について」で、その内容
は記載のとおりであります。

なお、全ての議案について補足説明資料を配

付させていただいております。

次に、土木部関係の議案外の報告事項につい

て、ご説明いたします。

今回、ご報告いたしますのは、和解及び損害

賠償の額の決定について、公共用地の取得状況

についてで、その内容は記載のとおりでありま

す。

次に、土木部関係の主な所管事項について、

ご説明いたします。

今回、ご説明いたしますのは、石木ダムの推

進について、幹線道路の整備について、九州新

幹線西九州ルートの建設推進について、長崎港

松が枝岸壁 2 バース化の新規事業化について、
最低制限価格等の見直しについて、公共事業の

再評価について、「長崎県行財政改革推進プラ

ン」に基づく取組についてで、その内容は記載

のとおりであります。

なお、最低制限価格等の見直しについては、

補足説明資料を配付させていただいております。

以上をもちまして、土木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。

【坂本(浩)委員長】 次に、監理課長より補足説
明を求めます。

【井上監理課長】それでは、条例議案について、

補足して説明いたします。

課長補足説明資料 1ページをご覧ください。
第 79 号議案「長崎県手数料条例の一部を改
正する条例」の関係部分について。

令和元年 10 月 1 日から消費税及び地方消費
税の税率が引き上げられることに伴い、地方公

共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正

が施行されることから、採石法第 32条の 13第
1 項に規定する業務管理者試験の受験手数料及
び砂利採取法第 15 条第 1 項に規定する業務主
任者試験の受験手数料を 8,000円から 8,100円
に改正しようとするものです。

【坂本(浩)委員長】 次に、都市政策課長より補
足説明を求めます。

【植村都市政策課長】 第 86号議案「長崎県屋
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外広告物条例及び長崎県美しい景観形成推進条

例の一部を改正する条例」について、補足して

説明いたします。

課長補足説明資料の 2ページをお開きくださ
い。

現在、県におきまして景観形成計画の策定や

景観上重要な建造物の登録など、景観施策の重

要事項を決定する際には、「長崎県美しい景観形

成推進条例」の規定に基づき、長崎県美しい景

観形成審議会に諮問をいたしております。

また、屋外広告物の禁止地域や許可地域の指

定、適用除外とする基準の決定など、屋外広告

物の規制に関する事項については、「長崎県屋外

広告物条例」の規定に基づき、長崎県屋外広告

物審議会にお諮りしております。

しかしながら、一昨年度の屋外広告物審議会

において、屋外広告物は景観を構成する重要な

要素の一つであり、施策も密接に関係する部分

があるので、一体的に審議を行ったほうがよい

のではないかとの意見をいただきました。

これを受けまして、事務局において、両審議

会の統合を検討し、昨年度の美しい景観形成審

議会と屋外広告物審議会双方で改めて意見を伺

いましたところ、統合することについて了承を

得られました。

このため、美しい景観形成に関する事項と屋

外広告物に関する事項を一体的かつ効率的に審

議し、より効果的な施策の展開を図る観点から

両審議会を統合することとしまして、条例の関

係部分を改正するものであります。

統合後は、長崎県美しい景観形成審議会に一

本化することとなりますので、「長崎県屋外広告

物条例」においては、第 21 条第 1 項に規定し
ております審議会の名称を「長崎県屋外広告物

審議会」から「長崎県美しい景観形成審議会」

に変更いたしますとともに、屋外広告物審議会

の運営に関する事項を定めておりました同条第

3項を削除いたします。
一方、「長崎県美しい景観形成推進条例」にお

きましては、第 26 条第 1 項に規定する長崎県
美しい景観形成審議会の審議事項として、「長崎

県屋外広告物条例」第 21 条の内容を追加いた
しますほか、屋外広告物に関する施策を含めた

幅広い審議を行うため、新たな分野の委員も加

える必要がありますことから、第 27 条に規定
しております委員定数の上限を 15人から 20人
に変更いたします。

改正案につきまして議会のご承認をいただけ

ましたら、本年 8月 1日より施行したいと考え
ております。

以上で第 86 号議案に関する補足説明を終わ
ります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂本(浩)委員長】 次に、道路維持課長より補
足説明を求めます。

【馬場道路維持課長】 第 87号議案「長崎県道
路占用料徴収条例の一部を改正する条例」につ

いて、補足してご説明いたします。

お手元の課長補足説明資料の 3 ページ、「長
崎県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

について」をご覧ください。

道路占用許可の道路占用料につきましては、

土地の貸し付けのため、消費税法第 6条第 1項
及び別表第一の第 1項により非課税でございま
すが、1 カ月未満の一時的な貸し付けにつきま
しては、同法施行令第 8条により土地の貸し付
けから除外されるとなっておりますので、課税

対象となります。

このため、令和元年 10 月 1 日に施行される
消費税率の改正に伴い、1 カ月未満の道路占用
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料にかかる消費税率を 100 分の 108 から 110
に改正するものであります。

以上で説明を終わらせていただきます。

【坂本(浩)委員長】 次に、建築課長より補足説
明を求めます。

【三原建築課長】今回改正を提案しております

条例案について、補足して説明いたします。

補足説明資料の 4ページをご覧ください。
第 88 号議案「長崎県建築基準条例の一部を

改正する条例」についてですが、昨年 6月に公
布されました改正建築基準法が本年 6月に施行
されることに伴い、「長崎県建築基準条例」にお

いても、法第 24 条の削除による小規模な自動
車車庫における防火構造規定の緩和に対応した

改正及び法第 87 条の 3 に規定する既存建築物
の一部の用途を一時的に変更して興行場等に使

用する場合に特例許可を受けた建築物の緩和規

定の追加に対応した所要の改正を行うものであ

ります。

次に、資料の 5ページをご覧ください。
第 89 号議案「長崎県建築関係手数料条例の

一部を改正する条例」についてですが、先ほど

の説明と同様に、昨年 6月に公布された改正建
築基準法が本年 6 月に施行されることに伴い、
追加された条項に対する手数料を新設するもの

でございます。

新設する手数料は、用途規制の適用除外に係

る許可手続のうち建築審査会の同意等を不要と

する手続の手数料等 6項目となります。
また、地方公共団体の手数料の標準に関する

政令の一部を改正する政令が令和元年 10 月 1
日に施行されることに伴い、建築士法に規定す

る二級建築士、木造建築士の免許登録手数料及

び二級建築士試験、木造建築士試験の受験手数

料額の改定を行うなど、所要の改正を行います。

以上で補足説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂本(浩)委員長】 次に、道路建設課長より補
足説明を求めます。

【馬場道路建設課長】 課長補足説明資料 8 ペ
ージをご覧ください。

第 96号議案「契約の締結について」、ご説明
いたします。

一般県道佐世保世知原線道路改良工事（板山

トンネル）で、工事の場所は、9 ページの位置
図にお示ししているとおり、佐世保市知見寺町

から世知原町上野原でございます。

当工区は、幅員狭小で、急カーブが連続し視

距が確保されておらず、また凍結や濃霧による

交通規制が多く発生していることから、2 車線
道路改良を整備することにより、安全・安心な

生活道路の確保を図るものでございます。

工事概要は、10ページの計画平面図と 11ペ
ージのトンネル断面図をあわせてご覧ください。

トンネル延長は 1,602 メートルであり、1 車線
当たり 2.75メートルの 2車線で 5.5メートル、
全体幅員で 7メートルでございます。

8ページにお戻りください。
契約相手は、奥村・梅林・小山特定建設工事

共同企業体で、契約金額は、42億 1,829万 5,400
円でございます。契約工期は、1,100 日でござ
います。

12ページから 13ページの入札結果一覧表を
ご覧ください。

技術提案や配置予定技術者の能力と企業の能

力及び施工体制の評価点などから算出した技術

評価点と入札価格により、表内の右から 2列目
の欄の評価値を計算し、この数値が最も高い者

を落札としております。11者が同点で最も高い
評価値となったため、11者による抽せんを実施
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し、奥村・梅林・小山特定建設工事共同企業体

を落札と決定しております。

現在、仮契約を行っており、今回、契約案件

として上程させていただきました。

続きまして、補足説明資料の 15 ページをご
覧ください。

第 97 号議案「契約の締結の一部変更につい
て」でございます。

一般県道諫早外環状線道路改良工事の建設工

事におけるランプ改良工事の施工（受委託）で

あります。

工事の場所は、16ページの位置図にお示しし
ておりますが、諫早市貝津町でございます。

当案件は、諫早市内で建設を進めております

島原道路のうち、長崎自動車道の諫早インター

チェンジに接続する工事につきまして、西日本

高速道路株式会社九州支社に委託を行っている

ものでございます。

15ページにお戻りください。
現在の契約金額が 4 億 5,542 万 6,609 円を、
今回 5 億 4,907 万 7,230 円に変更するもので、
9,365万 621円の増額となっております。

19ページ及び 20ページをご覧ください。
今回の変更内容でございますが、まず土留工

におきまして矢板の打込工を行ったところ、打

ち込み範囲に転石が点在しており、矢板の打ち

込みができなかったことから、掘削能力がより

高い打ち込み機に変更を行ったものでございま

す。

また、地盤改良工におきましても、改良範囲

に転石が点在しており、当初、杭径 1400 の地
盤改良体を構築する計画でございましたけれど

も、機械の貫入ができなかったことから、より

削岩能力が高いΦ800に変更して施工したこと
による増額でございます。

なお、あわせて今回の変更により、検討や施

工に時間を要したことから、現在の令和元年 12
月 31日までの完成工期を令和 2年 2月 29日ま
でに延長させていただきたいと考えております。

続きまして、課長補足説明資料の 23 ページ
をご覧ください。

第 98 号議案「有料道路の事業計画の変更の
同意について」でございます。

令和元年 10 月 1 日に施行される消費税率の
改定に伴い、長崎県道路公社が管理する有料道

路の通行料金の改定を行うものであります。

有料道路の通行料金を変更する場合は、道路

整備特別措置法の規定により道路管理者の同意

が必要であり、同意に当たっては議会の議決が

必要となっていることから、今回議案を提出し

たものであります。

なお、改定方法は、現料金に増税分を転嫁し、

管理する 4路線全体として 108分の 110以内の
増収となる範囲で、10円単位で端末端数処理を
行ったものでございます。

改定後の料金につきましては、24ページに記
載のとおり、路線及び車種によって 10 円の値
上げとなっております。

以上で説明を終わります。

【坂本(浩)委員長】 次に、港湾課長より補足説
明を求めます。

【平岡港湾課長】 課長補足説明資料の 25ペー
ジをご覧ください。

第 99 号議案、港湾課関係の「財産の取得に
ついて」、補足説明をいたします。

今回取得をしようとする財産は、航空事故に

備えて福江空港に配備されます空港用化学消防

車でございます。福江空港の空港用化学消防車

は、老朽化が著しいため、2台あるうちの 1台
について更新を行い、空港の安全・安心な運用
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を確保するものでございます。

今回の財産の取得は、地方自治法施行令の特

例を定めた地方公共団体の物品等又は特定役務

の調達手続の特例を定める政令の規定が適用さ

れることから、一般競争入札を行いました。

入札結果は、26ページの入札結果一覧表のと
おりでございます。

5月 20日に入札を行い、2者の入札参加があ
り、最低入札者である帝國纎維株式会社と 5月
24日付けで仮契約を行い、今回、財産の取得の
案件として上程させていただいた次第でござい

ます。

なお、納入が来年度であることから、契約金

額は、落札金額に 10％の消費税を乗じたものと
なっております。

以上で第 99 号議案、港湾課関係の「財産の
取得について」の補足説明を終わらせていただ

きます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂本(浩)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。

質疑はありませんか。

【西川委員】 第 98号議案についてお尋ねしま
す。10円単位の端数を切ったということですけ
れども、通行台数がどれくらいあって、100 円
を 110円にしなかったことで差額がどのように
出るのか、また私が知っているのは、ながさき

出島道路はＥＴＣの採用になりましたが、ほか

の線はどうなのか。それと、消費税改定に合わ

せてＥＴＣの設置とか、まだ未設置のところは

そういうことができなかったのか、また検討中

なのか、お示しください。

【馬場道路建設課長】今回の有料道路の改定で

ございますけれども、上げたり上げてなかった

りというようなことでございますが、100 円の

ところについては、消費税が 2％上がることで
大きく上がりませんので、端数処理によって上

げなかったりしております。また、先ほど申し

ましたように、全体で 108分の 110以内という
ことで増収にならない範囲で上げるというよう

なことになります。今回上げることによりまし

て、上げなかったことと比較しまして 200万円
ぐらいは減収になる見込みではございますけれ

ども、今後、より交通量を増していくであると

か、維持費を削減する、そういったところでカ

バーをしていきたいと思っているところでござ

います。

それから、ＥＴＣの料金につきましては、通

常料金と同じく増税分を転嫁してまいります川

平有料道路であるとか、出島有料道路につきま

してはＥＴＣが可能となっておりますけれども、

そういったものになります。また、回数券利用

可能となっております川平有料道路、西海パー

ルラインあるいは女神有料道路等につきまして

は、回数券等が同じく増額になります。

それから、これに合わせてＥＴＣとかに対応

していかないのかというようなご質問であった

かと思いますけれども、そういった対応につき

ましては、現在は行うような計画はございませ

ん。

【西川委員】中には、ＥＴＣを付けている方が、

普通の道路と、ついうっかりして途中まで入り

込んで、それでお金を探したり、また係員にご

迷惑をかけたりしているんです。だから、私は、

ＥＴＣを設置していない箇所は、ＥＴＣを早く

するべきだと思いますし、そこに働いている人

を何かの都合で、あと何年かとか、何十年か知

りませんけれども、継続して雇用をしなければ

ならない何か条件があるんですか。もしなかっ

たら、確かに長崎県内の雇用のこともあります、
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働く場の確保のこともありますが、私は、でき

れば県道路公社管理の有料道路は全部ＥＴＣの

設置をするべきだと思いますが、ＥＴＣ設置は、

出島道路での費用など、結構高額だったと思い

ますが、県が管理する道路公社のＥＴＣ設置に

ついて、私は促進すべきだと思いますが、考え

方とか、ほかに設置をしない理由があったら、

それを教えてください。

【馬場道路建設課長】川平有料道路あるいは出

島有料道路については、国管理、ＮＥＸＣＯ管

理の有料道路と接続していることもあり、ＥＴ

Ｃを導入しているといったところもございます。

それ以外の道路につきましては、単独での有料

道路ということで、ＥＴＣ等の機器を設置しま

すと、それ相当の金額がかかって、事業変更を

とり、料金等にもまた反映する可能性がござい

ます。現在、そういった検討はしないのかとい

うふうなお話でございますが、今、特別やりた

いというふうなところではございませんけれど

も、委員のご提案もいただきましたので、今後、

どうなのかといったところにつきましては、考

えてみたいと思っております。

【西川委員】 今のままでは、例えば、出島道路

は長崎自動車道なんかと連結しているからしな

ければならなかったというようなお考えですね。

しかし、西海パールラインの話をしますと、西

海パールラインは単独だから、有料道路でも現

金を入れ込む投げ入れ式でいいんじゃないとい

うことですけれども、私の質問は、あと一つし

たんです。人を使っていることは、確かに働く

場の提供にはなりますが、長い目で見たら、Ｅ

ＴＣのほうが安くつくのではないかと思います。

だから、人を雇う理由が何かあるのかという質

問をしました。そのことについての説明と、最

後に部長なり、次長なりのＥＴＣ設置について、

余り積極的でない、消極的だという考え方につ

いて、ご説明をお願いいたします。

【馬場道路建設課長】 人を雇うことについて、

そういったものが必ずしも必要なのかというふ

うなお話でございましたけれども、今の機能自

体がＥＴＣに対応できるものがないので、今、

現状でやっているといったところでございます

けれども、当然、雇われている方々もいらっし

ゃいますので、急にそういった対応ができるか

といったことや、先ほど申し上げましたけれど

も、ＥＴＣ導入のためには、それ相当の費用が

かかって、そういった手続を踏むような形にな

りますので、今現在、特別考えておりませんが、

特別人を雇わなければいけないといったことは

直接関係ないと思っております。委員ご提案の

ように、長期的に見れば安くできるんじゃない

かというふうなお話でもございますので、その

あたりは今後、検討もしてみたいと思っており

ます。

【岩見土木部長】県の公社が今やっております

有料道路事業について、ＥＴＣを付けていると

ころと付けていないところがあります。付けて

いるところは、先ほど説明がありましたとおり、

ＮＥＸＣＯに接続しているようなところです。

ＮＥＸＣＯに接続しているところというのはＮ

ＥＸＣＯのＥＴＣシステムが活用できるという

メリットがあるんですけれども、それ以外のと

ころにつきましては、全く新しく新規開発をし

なければならないということになります。そう

すると、相当費用がかかります。委員ご提案の

内容につきましては、これはよくシミュレーシ

ョンをしなければいけないと思っております。

我々は考えなければいけないのは、やはり県民

のサービスですから、県民にとって、有料の料

金がかなり高くなるというと、それは県民にと
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ってよくないです。ＥＴＣだと、決済がしやす

いとか、そういう面での利便性はあります。で

すから、シミュレーションをして、コストがこ

んなにかかる、それでもどうなのかと。ご指摘

ありましたように、長期的に見てどうなのかと。

人を雇うにもコストがかかりますけれども、Ｅ

ＴＣシステムを維持していくのにも費用はかか

ります。それで長期的なシミュレーションした

時にどうなのかということをよく検討したいと

思います。その中で、県民へのサービスあるい

はご負担を考えると、これが一番いいんじゃな

いかというような判断をしていきたいと考えて

おります。

【山口(初)委員】 第 99 号議案の福江空港の化
学消防車の関係なんですが、これは新しく更新

をするということで、1 万リットル、1 万トン
の能力を持っているようですが、どの程度の時

間これがもてるのか、1 万リットルで消火する
時間といいますか、放水距離も含めて、概略、

能力について教えていただけますか。

【松永港湾課企画監】空港化学消防車の能力に

ついてのご質問でございます。パンフレットに

付けております消防車でございますが、消火性

能につきまして、これはまず、タンクが 1万リ
ットル級となっておりますが、実際容量として

は 1万 2,500リットルの水、それから泡タンク
が 1,500リットル、ですから合わせて大体 1万
4,000リットル、1.4トンということになります。
薬剤が水とまざって消火をするという形になり

ますが、最大で 1分で大体 9,000リットル出す
ことができるということですので、単純に言い

ますと、最大は 2分弱という形になります。た
だ、実際、着陸した後に航空機の延焼の状況に

よって、一気に出すほうがいいのか、あるいは

分散して出すほうがいいのかということでござ

いますので、先ほど申し上げたのは 1 分大体
9,000 リットル、ただ一番弱いということであ
れば 1分で大体 500リットルということになり
ます。そうすると大体二十数分ということにな

ります。大体 2 分から 20 分程度の調整ができ
るということになっております。

【山口(初)委員】 わかりました。
この役割というのは、やっぱり初期消火だと

思うんです。そうしますと、飛行場の形、どこ

でそういう事故が起こるかというのはよくわか

りませんけれども、一番端から端まで走るのに

何分もかかるようではまずいわけですね。あと

放水距離と、そこまで行く時間の関係からいく

と走行能力というのも必要になってくると思う

んですが、その辺どうなんですか。

【松永港湾課企画監】今回の車両につきまして

は、今、委員がおっしゃいましたように、初動

といいますか、いかに早く現場に向かえるかと

いうことでございます。今回のエンジンにつき

ましては、ボルボ社というオランダの会社のも

のでございます。規格としましては、車両の総

重量は 34 トンございます。それに現場に 3 分
で行けるようにしなければいけないこととなっ

ております。これは停車状態から 35 秒で時速
80 キロに加速ができるというふうな車両でご
ざいますので、大体対応できると考えておりま

す。

【山口(初)委員】 この車が余り活躍してもらっ
たら困るわけですけれども、備えあれば憂いな

しで、しっかり対応していただければと思いま

す。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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。
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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〕

【坂本(浩)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79号議案のうち関係部分、第86号議案乃至
第89号議案、及び第96号議案乃至第99号議案に
ついては、原案のとおり、それぞれ可決するこ

とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、各議案は、原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

次に、提出のありました「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、

説明をお願いいたします。

【井上監理課長】「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」に基づきまして本委員会に提出いた

しました土木部関係の資料についてご説明いた

します。

提出しております内容は、補助金内示一覧表、

1,000万円以上の契約状況一覧表、陳情・要望に
対する対応状況、附属機関等会議結果報告、県

参与の委嘱についてとなっております。

なお、今回の報告対象期間は、平成31年2月
から令和元年5月までに実施したものでござい
ます。

初めに、資料の１ページをお開きください。

県が箇所付けを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金について

記載しております。1ページ目が直接補助分、2
ページから5ページ目分までが間接補助分とな

っております。

次に資料の6ページお開きください。
1,000万円以上の契約状況について、建設工事
関係の委託、建設工事、その他の3つに区分し、
契約状況一覧表と入札結果一覧表を添付してお

ります。6ページから487ページが平成30年度分
で、平成31年2月から3月に契約したもの、488
ページから577ページが平成31年度、令和元年
度分で、平成31年4月から令和元年5月に契約し
たものとなっております。

次に、資料の578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・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。

次に、585ページから591ページまでですが、
附属機関等の会議結果を記載しております。

最後に、592ページから最終ページまで、県
参与の委嘱についてを記載しております。

以上で、説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂本(浩)委員長】 次に、提出のありました政
府施策に関する提案・要望の実施結果について、

説明をお願いいたします。

【川添建設企画課長】 令和2年度政府施策に関
する提案・要望について、土木部関係の要望結

果をご報告いたします。

配付しております「令和2年度政府施策に関
する提案・要望について（土木部関係）」とい

う表題の資料をご覧ください。

【坂本(浩)委員長】 休憩します。

― 午前１１時３２分 休憩 ―

― 午前１１時３３分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開いたします。
【川添建設企画課長】土木部関係におきまして
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は、5月 21日に当委員会でご審議いただきまし
た九州新幹線西九州ルートの整備促進について、

西九州自動車道の整備促進についてなど、9 つ
の重点項目について、知事と議長が 6 月 13 日
に、国土交通省の石井大臣ほか 7名に対し要望
を行いました。

このうち、九州新幹線西九州ルートにつきま

しては、新幹線事業と密接に関連するＪＲ長崎

本線連続立体交差事業に関して、新幹線開業に

向け遅延なく事業を推進するための令和 2年度
に必要となる事業費確保を要望したところ、青

木都市局長より、「事業推進のためにしっかりと

取り組みたい。」とのご意見をいただきました。

西九州自動車道につきましては、整備の促進

と予算の確保を要望したところ、石井大臣より、

「引き続き、着実に整備を進めていきたい。」と

のご意見をいただきました。

長崎港松が枝国際観光船埠頭につきましては、

2 バース目の新規事業化を要望したところ、石
井大臣より、「クルーズ船の需要や出島岸壁の活

用状況を踏まえて検討させていただきたい。」と

のご意見をいただきました。

以上が土木部に関係する要望結果であります。

今回の政府施策に関する提案・要望した項目

の実現に向け、引き続き積極的な取組を進めて

まいります。

以上で報告を終わります。

【坂本(浩)委員長】 次に、建設企画課長より補
足説明の申し出があっておりますので、これを

受けることといたします。

【川添建設企画課長】それでは、最低制限価格

等の見直しについて、補足して説明いたします。

先ほどの課長補足説明資料の 28 ページをお
開きください。

建設工事に関する最低制限価格の見直しにつ

いてでございます。

平成 31 年 3 月の国土交通省の通知を掲載し
ております。今年 4月より、国は低入札価格調
査基準、つまり県で言うところの最低制限価格

を 10年ぶりに改定いたしました。
低入札価格調査基準は、国の各省庁やＮＥＸ

ＣＯなどの附属機関、また多くの県が採用して

いる基準のモデル、いわゆる公契連モデルと呼

ばれるモデル式を用いて算出されます。

一番下に、公契連モデルの見直し内容を掲載

しております。今回見直されたのが右側の赤色

の部分でございます。

モデル式が有効とされる範囲について、予定

価格の 10分の 7.5から 10分の 9.2の範囲に見
直され、上限値も下限値も上昇しています。た

だし、その下の計算式そのものについては、何

ら変更はございません。

29ページをご覧ください。
見直し内容のイメージを図示しております。

上段の図の左側が、これまで採用されてきた公

契連モデルです。赤色のグラフ、曲線ですが、

これが公契連モデルの計算式によって算出され

る低入札価格調査基準のシミュレーションの結

果です。背景を着色しております有効範囲の上

限が 90％となっていたことから、概ね 1億円か
ら 2億円以上の工事は全て低入札価格調査基準
の率が 90％の頭打ちとなっていました。
これに対し、平成 31 年 4 月から見直された
ものが図の右側になります。有効範囲が見直さ

れ、上昇しているのがわかるかと思います。こ

の時、計算式、つまり赤色の曲線のグラフは変

更はございません。有効範囲の上昇に伴い、こ

れまで 90％の頭打ちになっていた低入札価格
調査基準の率が上昇しております。結果的に、

水色で塗りつぶしております範囲①、つまり設
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計額が 1億円から 2億円以下の価格帯について
は見直しはなされておりません。一方で、オレ

ンジ色で塗りつぶしております範囲②ですが、

高額の価格帯のみにおいて、これまでよりも高

い率に変更されております。

下段に移ります。次に、長崎県の最低制限価

格の見直し案についてご説明します。

今回は、国が改定したことへの対応なので、

国が変わっていないところは県も変えず、国が

変えたところを合わせて見直すということを基

本的に考えております。

下段に、そのイメージ図を示しております。

薄く見える灰色の点線が、これまで説明してま

いりました公契連モデルの式を示しております。

オレンジの点線が現在の長崎県の最低制限価格

を示しており、一律 90％の線でございます。こ
れに対し、今回見直すのが、赤色の線が見直し

案でございます。基本的に、国と同じ公契連モ

デルを採用したいと考えております。ただし、

有効範囲の下限値は、国の75％よりも高い90％
とします。

図左側の範囲①、青色のところですが、ここ

は国と同様に見直しは行わないものの、国より

も高い最低制限価格の率を維持したいと考えて

おります。

図右側の範囲②、オレンジのところですが、

ここでは国と同様の考え方を導入し、国と同じ

率を採用することに変更したいと考えておりま

す。つまり、この範囲②において、現行制度よ

りも高い率を採用したいと考えています。

以上が国の見直しに伴う長崎県の最低制限価

格の見直しの内容です。

また、建設関連業務委託についても、国の改

定に伴って、あわせて見直したいと考えており

ます。

なお、これの実施については、内部手続や事

務的作業が終了次第、速やかに変更を行う考え

でございます。

今後も、公共事業や建設業界を取り巻く状況

の変化を踏まえながら、入札制度の適正な運用

に努めてまいります。

以上で説明を終わります。

【坂本(浩)委員長】 以上で、説明が終わりまし
た。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、環境生活委員会で 4つ、陳情番号 10
番、11番、12番、15番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。

【外間委員】佐世保市それから松浦市から上が

っている陳情番号 10番、12番について、知事、
議長宛て陳情なさっていらっしゃるわけですが、

佐世保市の重点要望については、幾つかお聞き

したいことがございますので、陳情の場ではな

く議案外のところで幾つかご質問させていただ

きたいと思います。

10 番の松浦市が挙げておられます陳情の中
で、17ページの「新福島大橋の建設について」、
松浦市長は元同僚議員だったわけでありますが、

よく一般質問でも、この新福島大橋の架け替え

工事のご要望を力説されておられたのが大変印

象的でありまして、特に、昭和 42 年から、こ
の大橋がかけられて 52 年を超えているという
ことで、老朽化に伴うことと、20キロメートル
圏内であるということで、災害避難道路として、

命の橋であるということを力説されていたこと

をよく覚えておりますし、またＬＰＧの油槽基

地にもなっており、トレーラーが大変大型化し

てきているということで、この橋の重要性を鑑



令和元年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（６月２８日）

- 25 -

み、ぜひとも架け替えをということでのお話が

挙がっており、今回、この 17 ページを見てお
りまして、早期の事業化を図っていただきたい

ということが 1点と、2番目には、耐震性の評
価について明確な説明を行っていただきたいと

いうふうな陳情が上がっているようです。これ

について、県としての考え方、取組方について、

まずここの場でお聞かせいただきたいと思いま

す。

【馬場道路維持課長】福島大橋の建設について

のご質問ですが、まず福島大橋は、松浦市の福

島町と佐賀県の伊万里市とを結ぶ昭和 42 年に
架設された 225 メートルの橋梁でございます。
委員ご指摘のように、架設後 52 年が経過して
おりますが、長崎県橋梁長寿命化修繕計画を立

てておりまして、それに基づきまして、現在、

適切に管理に努めているところでございます。

定期的に橋梁点検を実施しておりまして、平成

30 年度までに塗装の塗り替えや橋脚の補修な
どを完了しており、現時点では、架け替えは予

定しておりません。

耐震性能につきましては、平成 7年の兵庫県
南部地震、阪神・淡路大震災と同程度の地震に

対しまして落橋などの甚大な被害は起こらない

性能であるということを確認しております。し

かしながら、東日本大震災以降に改定されまし

た最新の基準に基づきまして、改めて耐震性能

の検討を行いましたところ、一部補強が必要と

いうことになりましたので、これから詳細設計

を行うこととしております。

あと橋の重要性とか、橋梁の幅員が狭い、ト

レーラー同士がすれ違う時はありますが、徐行

して通行されているということで認識をしてお

りますけれども、先ほど申しましたように、橋

梁の機能上、大きな問題はないと考えておりま

す。

次に、耐震性能の評価などについて説明を行

っていただきたいというご要望ですが、これに

つきましては松浦市さんのほうに説明を今後し

てまいりたいと思っております。

【外間委員】先ほどから何点か、長寿命化対策

については万全を期しているんだということと、

ご要望に対しては、丁寧に橋梁の問題はないと

いうことと、今後、松浦市とも協議をしていく

ということでのご回答でありますが、もともと

この福島大橋は、長崎県福島町、今は松浦市で

ありますし、対岸は佐賀県の伊万里市というこ

とで、県境を越えた管理も、聞くところによる

と、今度は佐賀県側が管理をなされるというこ

とで、前も一度、委員会で質問したことがある

のですが、トンネル、河川、橋梁とかいうもの

は常に県境を越えて他県との管理を交代交代で

やっていくこと、お互い、その辺をうまく連携

してやっていくということ、新幹線も佐賀県を

通ってやるということで、よくよく連携して話

し合いをしながら進めていくということで、非

常にデリケートな部分があるんですけれども、

今回、福島大橋に関しても、今度は佐賀県側が

管理をされるということ。もともと福島大橋も、

昭和 42 年の当時から、佐賀県と一緒になって
この橋をかけたということでありますから、や

っぱり佐賀県と一緒になって、例えば、陳情す

るにしても、建て替え工事にしても、他県と連

携してやっていくというふうに非常に複雑で、

連携は大事なことでありますから、こういった

ことも含めて、陳情・要望に対しても、他県と

の連携ということもあわせて考えていかなけれ

ばいけないことでありますので、この橋につい

ては、今お答えいただいたことについては一定

理解いたしましたけれども、当時からして 50
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年たって、玄海原発も含めて 20 キロメートル
圏内というふうな避難道路ということで、鷹島

も福島も避難の方向が佐賀県とは違いますから、

こういった意味で非常に重要な橋、重要な道路、

こういったところについては特に目をかけてか

かわっていただきたいということを強く要望し

ておきたいと思います。

【馬場道路維持課長】佐賀県の連携についてで

ございますけれども、これは福島大橋につきま

しては、委員ご指摘のとおり、今年度から 5年
間が佐賀県の管理となります。それにつきまし

て、毎年、佐賀県とは本庁レベル、地方機関レ

ベルで意見交換をやって、お互い確認している

ところでございます。私どもの管理につきまし

ては、スムーズに佐賀県と調整を行ってやって

いるところでございます。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかに、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。

それでは、午前中の会議はこれにてとどめ、

しばらく休憩します。

午後は、1時30分から委員会を再開いたしま
す。

― 午前１１時５０分 休憩 ―

― 午後 １時３１分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き審査を行います。

【佐々木用地課長】午前中の中山委員の質問に

対しまして、2 点あったかと思うんですけれど
も、まず一般国道 499号の栄上と岳路の交渉回
数、それにかかわった職員数、それから繰越を

した 35件にかかわる交渉回数。
【坂本(浩)委員長】 休憩します。

― 午後 １時３２分 休憩 ―

― 午後 １時３４分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【佐々木用地課長】 午前中、中山委員から2件
質問がありまして、一般国道499号の栄上工区、
岳路工区の交渉回数、それにかかわる職員数、

それから繰越に係る35件の交渉回数、職員数と
いうことでありましたけれども、繰越にかかわ

る35件については、少し時間がかかりますので、
時間をいただきたいと考えております。499号、
栄上、岳路の分について、ご報告したいと思い

ます。

お手元に資料をお配りしております。

お配りしてすぐで申しわけないのですが、交

渉年数のところがひっくり返っておりました。

上が9年で、下が8年ということになります。そ
れに伴い、延べ職員数も、18名、16名というこ
とで修正をお願いします。

まず、栄上工区につきましては、平成30年度
末時点の用地取得率というのが88.7％というこ
とになっておりまして、全体の用地交渉は、平

成22年2月から開始をしております。お尋ねの
ありました時効取得裁判分に関しては、平成22
年10月20日から交渉を開始しておりまして、こ
れまでの交渉回数は24回、延べ職員数にします
と18名、これは年間を通して2人一組で職員が
対応していきますので18名ということになっ
ております。

それから、岳路については、平成30年度末用
地取得率が92.3％、全体の用地交渉開始が平成
23年8月からで、当該地権者に係る交渉開始が
平成23年8月23日からということで、これまで
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の交渉回数は24回、職員延べ数は16名というこ
とになっております。

年数で割ると交渉回数が大変少ないというこ

とになっておりますけれども、この方々につい

ては、当初、お話はできたものの、その後、交

渉がうまくいかない間は、電話で問い合わせを

しても、会うことができないという状況が続い

ておりました。その中で、栄上工区のこの方に

ついては、当初、時効取得裁判についても、個

人で訴えることになりますので、どうしても踏

み切れないというような状況がありましたが、

私たちの説得に応じて、ようやく時効取得裁判

を開始していただいた事情がありまして、そう

いう事情で、年数に対して、ちょっと交渉回数

が少ない状況ということになっております。

以上で説明を終わります。

【中山委員】 早速、用地課長はじめ、皆さん方

が昼休みを割いて資料をつくっていただきまし

たことについては感謝申し上げます。その姿勢

が前向きな感じがしますので安心いたしました。

説明についても、おおよそわかりました。詳し

く聞きたい件もありますので、あとはまた後ほ

ど、機会を見てお尋ねしたいと思っております。

ありがとうございました。

【坂本(浩)委員長】 それでは、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、質問はありませんか。

【饗庭委員】585ページの土木部の附属機関等
会議結果報告の総括表の中で、3月 14日の分だ
け会議公開が非公開になっているんですけれど

も、その理由を教えてください。

【植村都市政策課長】饗庭委員からご指摘のあ

りました 3 月 14 日の会議と申しますのが長崎
駅周辺エリアデザイン調整会議というものでご

ざいます。この会議はどういうものかと申しま

すと、現在、長崎駅の周辺で、新幹線の整備事

業、連続立体交差事業、それから長崎市の土地

区画整理事業をはじめ、あと民間の事業も含ん

で数多くの事業が進んでいるところでございま

す。これらの複数の事業ででき上がる構造物と

か建築物について、機能面、景観面で調和のと

れた美しい町並み、機能的な町並みをつくって

いこうということで、その設計に対して、みん

なが集まって意見交換、調整を行うという内容

でございます。

非公開としております理由は、現時点で、ま

だ計画途中段階のものを取り扱うということで、

その内容が公になってしまうと、その後の工事

発注とか、そういったことにいろいろ支障が出

てくることが考えられますので、非公開とさせ

ていただいております。

【饗庭委員】いろいろな事業が関連しているか

らということだというふうに認識しましたけれ

ども、ＭＩＣＥの問題であったり、ＪＲ長崎の

ところは非常に県民の皆さんが興味あられると

ころかなと思うんです。これがずっと長崎駅周

辺エリアデザイン調整会議を進めていきながら、

いつかの時点では公開という形になるのか、教

えてください。

【植村都市政策課長】この会議の中では、まだ

計画途中段階ということで非公開扱いしており

ますけれども、それぞれの事業者において計画

が確定した段階で、その内容等については、し

かるべき時期に公表されるものと考えておりま

す。

【饗庭委員】そのしかるべき時期がいつぐらい

か、もしわかったら教えてください。

【植村都市政策課長】それぞれの事業によって

計画、設計が固まる時期というのが異なってき
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ますので、今、一概にいつということは申し上

げにくい状況でございます。申しわけございま

せん。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問はありませんか。
休憩します。

― 午後 １時４２分 休憩 ―

― 午後 １時４２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 次に、政府施策に関する提
案・要望の実施結果について、ご質問はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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ご質問はあ

りませんか。

【中山委員】 今回、土木部は、補正予算約 74
億円、合計 1,079億円の事業を実施しているわ
けでありますが、これは経済波及効果、また雇

用創出効果も結構大きいのだろうと思いますが、

そこで若者の県内定着は長崎県最大の課題であ

りますので、この事業が、どのような形で若者

の県内定着に貢献しているのかについて、2～3
お尋ねしたいと思います。

まず最初、土木部が公共事業費 1,079億円の
事業を実施した場合、雇用創出効果はどの程度

見込んでいるのか、お尋ねしたいと思います。

【川添建設企画課長】 平成 30年度末に補正を
行った分についてご報告させていただきたいと

思うんですけれども、土木部のほうでは 90 億
円行いました。経済波及効果は、産業連関表で

試算を行いますが、それによりますと、約 1.67
という数字が出ていまして、試算では、生産誘

発、波及効果が 151 億円、雇用者誘発効果が
1,255人ということになっております。
【中山委員】今回の土木部の 90億円に対して、
経済波及効果、雇用創出効果が 1,255名という
ことでありました。わかりました。

それでは、建設業界における平成 30 年度の
新規求人数はどの程度つかんでいるのか。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 １時４６分 休憩 ―

― 午後 １時４６分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【中山委員】 それでは、ぜひ建設業界の平成

30年度、できれば平成 31年度でもいいですけ
れども、新規の求人数を調査してほしいと思う

のが 1つ。
あわせて、平成 31 年度の新高校生、大学生
の県内就職率、建設業における採用状況。

【川添建設企画課長】 平成 31年 3月卒業の高
校生の就職者数は、131 名になっております。
全体に対して県外と県内の比率を見ますと、県

内就職率が 37.3％というような状況です。
そして、大学卒業ですが、これはなかなか数

字としてつかんでいるものがないんですけれど

も、長崎県の大学を卒業して、長崎県内に就職

する人という数字からいきますと、33.9％とい
うような状況です。県外の大学に行っている人

が県内に帰ってくるという数字は、今のところ、

なかなかつかむことはできかねている状況です。

【中山委員】 そうしたら、高校生、131名採用
されて、県内に就職した人が 37.3％とおっしゃ
いましたよね。人数は何人ですか。

【川添建設企画課長】 351 名中 131 名という
ことです。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。
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― 午後 １時４９分 休憩 ―

― 午後 １時５０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【川添建設企画課長】 平成 31年 3月に県内の
高校生を卒業した方が 351名いまして、そのう
ちの 131名が県内に就職しております。それ以
外の220名は県外に就職しているというような
状況でございます。

【中山委員】131名が県内に就職をしたという
ことですから、この数字から見ると、まあまあ

だなという感じがするんですけれども、ただ、

この比率が、3人に 1人程度しか県内に就職し
ないという状況になっていますよね。この要因

については、どのように分析しておりますか。

【川添建設企画課長】近年、確かにこの辺の数

字は伸び悩んでいる状況で、4 割前後で推移を
していまして、なかなか伸びておりません。要

因といたしましては、今、建設業が全国でもそ

こそこ人気があるような状況の中で、東京オリ

ンピックをはじめ、建設業の人材に対する要請

がかなり大きいということで少ない、さらに言

いますと、やはり福岡、東京と比べると給料等

も低いというような状況から、このような結果

になっているかと思われます。

【中山委員】 私は、先ほど、建設業界における

求人数を聞いたのは、このミスマッチが非常に

多いんだという話を聞いておったものだから、

その辺の数字を出してほしかったわけでありま

すけれども、そうすると 40％前後で推移してい
るということでありましたけれども、1,000 億
円近くの公共事業を投資しているわけですから、

それを含めて、今後これを上げるために、土木

部として、今どのような取組をやっているのか、

今後やろうとしているのか、その辺についてお

答えいただけますか。

【川添建設企画課長】ある意味、土木の担い手

不足ということに対する土木部の取組について

のご質問かと思います。土木部としましては、

現在、我々のほうで重要視しているのが、全産

業と比べると高齢化が進んでいまして、若手の

入職者が少ないというような状況で、建設人口

構造の中で、30 歳以下が 10％ぐらいしかおり
ません。今、インフラの老朽化とかが心配され

る中で、10 年後、20 年後を見据えた時には、
どうしても若い世代にうまく世代交代していく

必要があると思っています。

そのため、若手の採用に関して施策をいろい

ろやっておりまして、大きな視点として 2つご
ざいます。入職者の促進や就労環境改善といっ

た人を集めるような施策が 1つ、それと一回入
職した者が離職してしまわないように、担い手

をきちんと育成する、人を育てる施策、その 2
つの点から進めております。

例えば、入職促進としましては、早期求人申

し込み、高校訪問、さらには中学生に対する座

学講座とか、1 万人土木・建築体験プロジェク
ト、そういうことを行ったり、就労環境改善と

しましては、週休 2日の工事の試行、あるいは
社会保険の未加入対策、女性活躍の場とかをや

っております。

また、担い手育成としましては、各企業に新

規雇用者が入りますが、工業高校卒業よりも普

通高校卒業の人たちが多うございます。そうし

た中で、そこら辺に対する職業訓練も行います

し、鉄筋工とか型枠工などが少ない中で、そう

いうものでも専門技術者に対して技能取得をや

るというようなことも展開しております。

【中山委員】建設企画課長の答弁は、基本的に、

人を集める、人を育てるという関連によってい
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ろいろな政策をやっているということだったけ

れども、これは土木部でやっているのですか。

土木部でやっておって、これは継続してやって

いると思うんだけれども、40％前後から伸びな
いと。それは東京オリンピックがあるからとか、

要素はあるとしても、これは事前にわかってい

る問題であるので、それを踏まえて政策を打っ

ていると思うんだけれども、その政策効果につ

いては、どう感じているのですか。

【川添建設企画課長】本県の人口減少あるいは

就労者減少の中にあって、建設業だけ増やして

いくというのはなかなか厳しいと考えています。

そうした中で、我々としては、拡大を目的とす

るのではなくて、現状よりも何とか悪くならな

いようにして、将来に向け、不安や心配が増幅

しないように考えております。

効果といいますと、なかなか出ないんですけ

れども、先ほどの高校生の県内就職率ですけれ

ども、平成 27 年の卒業生は約 39.5％でした。
平成 31年 3月で 37.3％と若干下がっていると
いうような状況です。ただ、離職率とかは、今

回、我々がてこ入れしている人たちに対しては、

労働局が公表している数字よりも、まだ 3年は
たっていないんですけれども、2 年以内の離職
率とかは結構改善しているというような数字が

出ていますし、先ほど言ったような鉄筋工とか

いう人たちも 4年間で 25名ほど確保するなど、
小さいながら効果は出ていると思っております。

【中山委員】努力している、前向きにやってい

ることについては、ある程度わかりましたけれ

ども、若者の県内定着というのは長崎県の至上

命題ですよね。それで、37％あっているから、
この程度を維持していきたい、40％を維持した
いというのも一つの考え方かもしれないけれど

も、県内就職を高めてほしいというのは、知事

はじめ皆さん方の一致した考えである以上は、

土木部としても、やはりそういう方向性をもう

少し明確に出して、政策効果がないものはやめ

て、政策効果があるものに集中していく、そし

て上げていくことが必要だと思いますし、話は

変わるけれども、先般、鉄工所の経営者と会う

機会がありまして、「中山さん、人はおらんです

か」ということだから、「男ですか」と。「女性

でいいんですよ」というのがあった。今、機械

とか設備があるから女性で十分対応できるんで

すよという話がありまして、びっくりしたので

すが、ぜひ建設業界においても、女性の活躍の

場所をもう少し広げていくための戦略性、その

辺があってもいいのではないかというような思

いがあったもので、今、質問しているわけであ

りますが、建設業界において女性が活躍できる

環境づくりをさらに進めていく、そのために高

校生、大学生を、女性を可能な限りここに誘導

していくと、そういう戦略が求められていると

私は思うところでありますが、それについてど

うでしょうか。

【川添建設企画課長】女性技術者を入職させる

方向に持っていったらどうかという話だったか

と思います。県といたしましても、女性の建設

業への入職というのは非常に魅力あるというか、

そういう考えは同じように持っておりまして、

平成 28 年から、建設業と学校等を入れて連携
した人材確保育成協議会というものをつくって

おりまして、その中で、女性活躍推進検討ワー

キンググループ等をつくりまして、技術者のい

ろんな職場の方がいるので、その人たちが寄り

集まって、建設業の世界に女性を入れるために

は、どのような環境がいいかというようなもの

を議論したり、現場の視察も垣根を越えて行っ

たりしております。現場のほうでも、トイレな
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ど、女性の方が現場で利用しやすいというよう

な環境改善にも努めているというような状況で、

ダイナミックな変化はなかなか見られないんで

すけれども、我々のほうも、そこについては細

かく施策に手を入れているというような状況で

ございます。

【中山委員】 平成 28年度から、女性が活躍し
やすい環境づくり等について取り組んでいると

いう話がありましたので、最後に 1つだけ、平
成 31 年度の県内就職者 131 名の中に、女性は
何名おりますか。

【川添建設企画課長】すみません、その数字に

ついては把握しておりません。

【中山委員】把握していないということは、余

り関心を持っていないということにつながるわ

けでありますから、ぜひ調べて、いずれかの機

会に報告していただくことをお願いしておきた

いと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【八江委員】幹線道路関係なんですが、諫早外

環状線については、完成に近まってきておりま

す。ただ、今日、議案の契約変更、工事関係が

あって変化が出ておりますけれども、早くつく

っていただきたいというお願いのことなんです

けれども、まちづくりの中で、各インター周辺

には、いろんなことを計画を進めていくような

ことがたくさん出てきておりますので、余り予

算がずれてくれば、工事もずれてくることも間

違いことなんですけれども、余りずれないよう

に、しっかり頑張っていただきたい、つくって

ほしいという要望ではありますが、一番最後の

長野インターのことを毎回お願いしております

けれども、平成 32 年ぐらいにでき上がるとい
うことで、平成 32 年以降という表現の仕方で

すけれども、「以降」というのは、ずっと以降は

ありまして、平成 32 年にでき上がるというな
ら話はわかるけれども、その辺のところが、工

事には着手をしておりますので、期待もしてお

りますけれども、これ以上出てくると、いろん

な問題も出てくると思いますけれども、これも

ちゃんと議事録に残しておかなければいけない

から、改めて道路建設課長にお尋ねしておきた

いと思います。いかがでしょう。

【馬場道路建設課長】島原道路の諫早インター

工区、小船越インターチェンジから諫早インタ

ーチェンジ間におきましては、今年度の供用を

目標に工事を進めているところでございます。

契約変更についても上げましたけれども、そう

いったことで遅れがないように、委託先とも連

絡をとりながら、しっかり進めてまいりたいと

思っております。完成時期が具体的になりまし

たら、また皆様方にもお知らせをしていきたい

と思っているところでございます。

また、長野、栗面工区につきましては、委員

ご指摘のとおり、令和 2年度以降の完成目標に、
現在進めているところでございます。用地は完

了しておりまして、トンネルにつきましても、

舗装工を残して、覆工コンクリートまではでき

上がっているというふうなところで、その後の

トンネルの工事であるとか、あるいは前後の土

工工事、橋梁工事等を現在鋭意進めているとい

ったところでございます。お話のとおり、我々

も、大幅に遅れることがないように、しっかり

取り組んでまいりたいと思っているところでご

ざいます。

【八江委員】 今のお話のように、最後の長い

1.7 キロメートルのトンネルで地盤沈下の問題
があって、そこで 1年ぐらい遅れておりますの
で、なおさらお願いをしておきたいということ
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なんです。

栗面インターのところも混雑が非常に激しい

し、それと改良するためには、やっぱりそれぞ

れのインターが早く開通できるように進めてい

ただきたいと要望しておきたいと思います。

それから、207 号の件は毎回諫早挙げて、こ
れは長与の協力もこれからなおさらしていかな

ければなりませんけれども、207 号の佐瀬工区
がこれまで長い間苦労に苦労を重ねて、ようや

くうまく少しずつ延伸をしてきていることも事

実です。それも 1年でも早くということの思い
でありますけれども、その場合に、最後の長与

に通ずる場合に、現状の拡幅なのか、最短のト

ンネルなのかというようなこともありますので、

それも早く地元の皆さん方とよく調整しながら、

早目に決めておかなければ、予算の確保もなか

なかとりにくいという状況になりますけれども、

その現在のところの考え方はいかがでしょうか。

どのように進めていただいているのですか。

【馬場道路建設課長】 国道 207 号の佐瀬工区
につきましては、現在事業中の区間 2.5 キロメ
ートルにつきましては、あと 2年ほどで完成で
きるものと思っているところでございます。

ご指摘の長与町までの残区間につきましては、

今まで進めている区間と比べますと、交通量が

非常に少なくて、これまで活用してきておりま

す国の補助事業を活用できるかどうかといった

ところも課題がございます。また、できない場

合に、どういったことをするのかといったとこ

ろも含めまして、今後検討していきたいと思っ

ているところでございます。どういった構造で

というようなお話でございましたけれども、そ

ういった道路の構造であるとか、整備手法につ

いても、今後検討を進めてまいりたいと思って

おります。

【八江委員】 ここには委員の方も長与からも、

佐瀬の直接の方もおられます。今日は諫早も 3
人いるわけですけれども、非常に大きな課題で

す。一日でも早くお願いしたいということをこ

れまで長い間やってまいりましたけれども、な

かなか進むのが、用地の取得の問題等もあって

のことだとは思いますけれども、もう少し予算

格付もしていかなければなりませんけれども、

計画そのものも、もう少し思い切ってやってい

ただきたいと思っておりますので、しっかりそ

の点は地元の皆さん方、今度新たに佐瀬と長与

とに協議会をつくって、新たにやっていこうと

いうことですから、しっかり受け止めて進めて

いただきたいと思いますけれども、そのことに

ついては、何か話を聞いておりますか、それと

も、相談があっていますか。

【馬場道路建設課長】諫早市のこれまでの協議

会に加えて、長与の方も加えたところの協議会

をつくられて、会議開催等をしていただいてい

るところは十分承知をしておりますし、改良を

求められる要望についても、強く我々としても

しっかり受け止めて、今後の取組に検討してま

いりたいと思っております。

【八江委員】その辺のことから、環境生活委員

会に入っているのは、それをお願いしようとい

うことで多くの委員が入っていると、こう思っ

てひとつ進めてください。お願いをしておきた

いと思います。

それから、九州横断自動車道の長崎多良見イ

ンターから芒塚インターの間は、ようやく片方

2 車線で芒塚まで開通していまして、今日も気
持ちよくすいすいと乗ってこられました。よか

ったなと思います。ただ、よかったなと思いま

すけれども、これは 5 年ぐらい遅れたんです。
遅れたことも一言申し上げておかないといけな
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いけれども、私は自由民主党ですから、民主党

の悪口を言わんがために立ったわけじゃないん

ですけれども、民主党政権の時に、進めておっ

たものをストップしたわけです。そのために 4
～5 年遅れたんです。だから、それはやっぱり
取り戻さなければいけないということで一生懸

命やって取り戻して、ようやく供用開始はでき

ました。できましたけれども、芒塚から、出島

トンネルを今、掘削中であります。それを一日

でも早くしていかないと、長崎までの最短距離

の道路ができ上がりません。改築ができません。

それで、今、事業を進めておりますけれども、

いつ頃でき上がるのか、そしてあと残りの区間

はどのくらい予算がかかっているのか、最後の

トンネルについてはお尋ねしておきたいと思い

ます。いかがですか。

【馬場道路建設課長】九州横断自動車道の長崎

多良見インターから長崎インター間につきまし

てでございますけれども、先ほどお話ございま

したように、長崎芒塚インターから長崎多良見

インター間 8.3 キロメートルにつきましては、
この 6月に完全に 4車化になりまして、大変快
適な利用ができているものと思っております。

引き続き、長崎インターから長崎芒塚インター

3キロメートルにつきましては、令和 3年度の
完成を目標に、現在、鋭意整備を進めていただ

いているといったところでございます。この 3
キロメートルの区間の事業費につきましては、

全体事業費が 116億円ということでございまし
て、現在、トンネル工事を鋭意進めていただい

ているといったところでございます。長崎トン

ネル掘削につきましては、全体延長 2,640メー
トルのうち、5 月末で 1,220 メートルというこ
とで、順調に進んでいるものと考えております。

【八江委員】あえて私が申し上げたのは、ちょ

うど全国の中で高速道路の中で用地取得して仕

事ができていない部分、それは九州では長崎が

唯一の長崎道路だったわけです。だからそれを、

今でも覚えていますけれども、熊本の園田先生

にお願いをしながら、地元の国会議員たちと陳

情して、決定して、着工することになっておっ

たんですけれども、いろんなことがあって途中

で中座しておりましたが、それが今、ようやく

できた。完成したからとやかく言うわけじゃな

いんですけれども、事業の中では、早くしろ早

くしろと言いながらも、障害があったりします

ので、私も一口それだけは申し上げておったほ

うがいいかなと思って、今まで言ってなかった

ことを申し上げておきました。あと残りのトン

ネルをしっかりやっていただきたい、このよう

にお願いしておきます。

それから、新幹線のことについては、私も新

幹線ばかみたいに言われて、新幹線フル規格、

フル規格と、ずっと長い間言ってまいりました。

おかげで順調にこれまで長崎～武雄間はフル規

格ということで、平成 34 年に開業だというこ
とで、仕事も順調にいっております。それでほ

っとはしておりますけれども、その先の部分は

問題がありますけれども、これは所管が違いま

すから建設部門の中には申し上げませんが、た

だ、その工事をする中で、長崎県の場合はトン

ネルだらけでありまして、トンネルを掘るたび

に、いろんな障害も出ております。その障害が

出ているのは、今日、新聞を見て、一部ほっと

はしたのですけれども、多良見の井樋ノ尾のほ

うでは田植えができなくて、今までこれも保留

しておりましたが、今年は田植えができるとい

うことで、今日は写真入りで、ある新聞に載っ

ておりました。それは 1つほっとしております
けれども、そういったところが至るところと言
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えば語弊があるかもわかりませんけれども、相

当あります。だから、建設を進めていただく中

で、県のほうの立場としても、しっかりそれは

サポートしながら、やっぱり地元住民に対する、

あるいは県民に対することもしっかり支えてい

ただく立場からいろいろやっていただきたいと

いうことを申し上げておかないと、我々は、フ

ル規格、フル規格ということで、佐賀のことだ

け盛んに言っていますけれども、地元のことは、

そういう問題も解決をしていかなければならな

いものがあるということ、それはやっぱり工事

をやっていただいている鉄道・運輸機構あるい

は国土交通省についても、ぴしゃっと対応をし

ていただくように、県としての立場をお願いし

ておきたいと思うんですけれども、そのことに

ついてお答えをいただきたいと思います。

【大塚新幹線事業対策室長】委員ご指摘の新幹

線のトンネルで発生しているさまざまな問題に

ついての対応ということでございますけれども、

まず、今お話に挙がりましたトンネルを掘削し

た際のさまざまな発生事案ということでござい

ますが、鉄道・運輸機構のほうからお伺いして

いる情報では、県内、22トンネルございますけ
れども、そのうち 10 本のトンネルで、規模の
大小はございますが、減渇水等の事案が発生し

ております。これらにつきましては、それぞれ

の現場で事業主体である鉄道・運輸機構のほう

が因果関係等を確認いたしまして、トンネル工

事もしくは新幹線工事によるものというご判断

をされた場合には、地元のほうと協議を行って、

応急対策、それから恒久対策などを進めていた

だいております。県におきましても、地元の市

町と一緒になりまして地元協議等に参加をいた

しまして、地元に寄り添った対策をしっかり行

っていただくように、鉄道・運輸機構のほうに

お願いをしているという状況でございます。

【八江委員】因果関係がなかなかわかりにくい

部分があると思うんです。トンネルのすぐ下と

か上だったら、即そこの関係が立証できる部分

があると思いますけれども、1 キロメートルも
2 キロメートルも離れたところで工事が始まっ
て、ほかのところの井戸がかれたとか、いろん

なことが出て、水脈がどのように走っているの

かは外からはわかりにくい部分があって、非常

に難しい問題はあるとは思いますけれども、そ

の辺は十分実態調査をしながら、国と県との間

でしっかり地元の住民対策については進めてい

ただきたい、このように思います。また、我々

もまだ今のお話の中に出てきていない部分が幾

つかあります。夕べもそういう話を聞いている

部分がありますけれども、それはまたそれとし

て、別にまたお願いをしたいと思いますけれど

も、そういうふうなこともありますので、平成

34年にできて開通すると。そうなると、それも
スムーズに迎えたいし、またみんなでお祝いし

ながら開通をしたいという思いもありますので、

諸問題については 1つ 1つ解決できるように努
めていただきたい、このように思っております

ので、その点、よろしくお願いを申し上げます。

それからもう一つ、2 バースの問題なんです
けれども、ここも前からそんなに表面化してい

るかどうか知らないんですけれども、大型船、

15万トン級等がここに接岸する時に、回転をし
なければならない。湾を回ってここに接岸する

ということもあるようであります。その場合に、

対岸の造船関係のところとなかなか話がうまく

いかないで、これまで延び延びになっていると

いうことも水面下の話では聞いておりました。

それが今、2 バース化できるとすれば、そのあ
たりも話が済んで、対岸との問題が解決をして
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いるものと思いますけれども、そのことについ

ては、わかっている範囲内で結構です、回転す

る時に、対岸との話し合いは十分できて、2 バ
ース化を含めて大型船の寄港については話がう

まくいけるのかどうかということを懸念してお

って、それは余りどこも表面化しておりません

けれども、どのようになっているのか、わかっ

ていれば説明いただきたいと思います。

【平岡港湾課長】委員からは、クルーズ船が回

頭する時に対岸に支障があるんじゃないかとい

うお話だったと思うんですけれども、以前は、

対岸にあります造船所さんから、進水する船が

岸壁の支障になるんじゃないかということで、

2 バースの延伸が厳しいんじゃないかというお
話を受けておりました。今、対岸の造船所さん

とも話を進めておりますところで、そこは今の

ところは、支障部としてないんじゃないかとい

うことで協議を進めさせていただいているとこ

ろでございます。

【八江委員】 ないんじゃないかということで、

ないということであればいいんですけれども、

そういう話を聞いておりましたので、そのよう

になっていれば幸いですけれども、せっかく 2
バース化でき、大型船が入ってきてするのに、

いざできたけれども、そこが解決できないため

にまたストップされたとかということにならな

いように、その点は確認をしながら、ちゃんと

見届けながらやっていただきたいと思いますけ

れども、いま一度、げなげな話じゃなくて、本

音の話をしてください。

【平岡港湾課長】今の計画におきましては、対

岸の造船所さんとの話し合いの中で、支障がな

いということで回答をいただいているところで

ございます。

【外間委員】午前中に、陳情書の受け付けの中

で、私は、佐世保市の要望書については議案外

で質疑をやりたいということを申し上げておっ

た陳情一覧表の 12番の 17ページの「佐世保港
国際クルーズ拠点整備に関連する道路整備につ

いて」ということで幾つかお尋ねをしたいと存

じます。

長崎の 2バース化に負けないぐらい、佐世保
市も佐世保駅の三浦岸壁に、そしていよいよ来

年の 4月には浦頭の岸壁に、世界最大級の大型
旅客船がクルーズ船として佐世保に寄港できる

態勢をつくることができております。しかも、

その数は長崎の数に負けないぐらい、300 隻と
いうことで、これからの交流人口の拡大、人口

減少対策の一助となる大型クルーズ船の寄港に

ついて力を入れているところでありますが、多

くの同僚議員がご質問があったとおり、その受

け皿として環境整備を整えていく上で、道路整

備は必須であり、当然、二次交通機関である大

型バス周遊ルートとして、さまざまな地域にバ

スが、道路整備を行っていかないと対応できな

いということで、ご多分に漏れず佐世保におい

ても、道路整備が叫ばれており、この要望書と

して 17 ページに上がっているような内容であ
ります。

この中で、205 号の高架の今の進捗状況をま
ずお聞かせいただきたいと存じます。

【馬場道路建設課長】 お尋ねにつきましては、

国道205号の針尾バイパスの高架の箇所の進捗
状況というふうなお話かと存じます。現在、針

尾バイパスについては、国のほうで進めていた

だいているところでございます。その高架の分

は江上交差点の部分ということになります。国

道202号と交差する部分でございますけれども、
これにつきましては今年度の完成ということで

国のほうからはお聞きしているところでござい
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ます。

【外間委員】ありがとうございました。交差点

の改良だけではなくて、今後は、その区間整備

についても求めるところでありますので、引き

続きよろしくお願いをいたします。

また、浦頭がいよいよ来年の 4月、供用開始
という予定と聞き及んでおりますけれども、そ

こから 202号につながる路線と、それからパー
ルラインにつなぐ整備区間を今、一部工事をや

っているのではないかと思うんですけれども、

この進捗についてもあわせてお聞かせください。

【馬場道路建設課長】 国道 202 号の浦頭拡幅
ということで、平成 29 年度より、浦頭交差点
から西海パールライン入り口交差点間の 4車線
化に取り組んでいるといったところでございま

す。現在、令和 2年 4月に予定されます佐世保
港浦頭港地区の供用に合わせまして、クルーズ

船観光客のバスの混雑が見込まれることから、

浦頭交差点につきましては、今年度完成を目標

に進めているところでございます。残る東明中

学校の交差点から西海パールラインの入り口に

つきましても、現在、道路詳細設計を行ってお

りまして、引き続き、用地推進を進めてまいり

たいと思っております。いずれにしましても、

地元の協力が重要であると思っておりますので、

佐世保市とともに、しっかり進めてまいりたい

と考えているところでございます。

【外間委員】 ありがとうございました。

最後におっしゃったように、地元と連携し、

協力してやっていくことが極めて大切なことで

ありますので、一定ただいまの答弁については

了といたしますので、引き続き、区間整備につ

いてはお力添えをよろしくお願いいたします。

それから、2 番目の一般県道俵浦日野線の不
良区間、特に、赤崎陸橋交差点から船越町に上

る曲がりくねった道路の改良についてでありま

すけれども、実は、ここもこの先が 14～15 年
前に、海のダイヤモンド計画で、かなり国立公

園を整備する大変風光明媚な俵ケ浦の景勝地、

それから展海峰、そして今年の 6月には、朝長
佐世保市長が、石岳動植物園森きららを、県立

コロニー跡地だと思いますけれども、移転計画

を明らかになされまして、いよいよ俵浦日野線

の周遊ルートとなってくるわけでありまして、

そこで大型バスの離合というのは、私も子ども

時代からずっと通っている場所でありますので、

可能かどうか大変心配なんですけれども、この

路線についての今後の改良、こういったことに

ついて、どのようにアクセスとしてこの幹線整

備をお考えになっているのかお聞かせください。

【馬場道路建設課長】一般県道俵浦日野線につ

きましては、船越町から下船越町の区間につき

ましては、これまでに拡幅整備がなされている

ところでございますが、市が要望される赤崎陸

橋から船越町の区間につきましては、屈曲した

カーブで、大型バス等が離合に支障があるとい

った箇所があることにつきましては承知をして

いるところでございます。今回要望もあり、ま

た以前からも要望をいただいているところでご

ざいまして、県と佐世保市とで現地立会等も行

いながら、どのような対策ができるか、現在検

討を行っているところでございます。市からは、

現道の局部改良といったところの提案もあって

いるところでございますが、非常に地形が厳し

くて、また沿線には住宅地も張り付いていると

いったところから、工事中の工事規制など、大

変難しい課題もあると考えております。引き続

き、佐世保市とともに協議を進めてまいりたい

と考えているところでございます。

【外間委員】道路建設課長からは今、現道の局
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部改良については、市と連携して進めてはいる

けれども、大変難しいというご見解をいただい

たんですけれども、難しいということであれば、

例えば、バイパスを整備するということも考え

られるのでしょうか。

【馬場道路建設課長】現在、市と協議を行って

いるということでございますけれども、ハード

の整備につきまして、バイパスであるとか、あ

るいは局部改良とかいったところで現時点で具

体的な方法までお示しできる段階ではございま

せん。バイパスにしろ、局部改良にしろ、相当

の時間はかかるものと考えますので、市とは、

観光バスの時間差利用とか、ルートの変更など、

道路の使い方の工夫といったソフト的な対策に

ついてもあわせて協議を進めていく必要がある

のかなと考えております。

【外間委員】とにかく市とよくよく連携して協

力しながらお話を進めていただきたいと思いま

すが、ただ、ただいまの見解では、どうも局部

改良は難しいということであるならば、ここは

思い切って新しいバイパスの整備をぜひ最善の

方法としてご検討していただければいいなと思

います。特に、赤崎陸橋を通らずに、ジョスコ

ー線あたりから今の俵浦日野線のちょうど中間

あたりに、下はジョスコー線ですから、景勝地

のいい観光通りになるのではないかと思うんで

す。非常にいい景勝地の観光道路ができ上がる

といいなと思いながら、今、頭に浮かべて、そ

ういったバイパス整備も抜本的解決策として、

ぜひ今後ご検討していただければありがたく、

この質問を終わらせていただきます。

【山口(初)委員】 先ほど八江委員からもお話が
ありましたが、一般質問でも取り上げさせてい

ただきました 207号の関係なんですが、一般質
問と若干重複することもありますが、改めてご

質問させていただきます。現在、207 号の佐瀬
工区、越首から崎辺田までの工事が行われてい

まして、2 年後の完成をめどにというご答弁を
いただきました。すみませんけれども私は 4年
間ブランクがあるものですから、改めて質問す

る部分、よくわかっていない部分もあるかもし

れませんが、この道路につきましては、4 年 5
年前の土木部長のご答弁では、佐瀬工区は平成

29 年度完成でやるよということが言われてい
ます。これは議事録に載っていますから全くそ

のとおりなんですが、そういう意味では、2 年
間ないし、2 年遅れてあと 2 年ということは 4
年間ぐらい遅れるわけなんですが、現状そうい

うことになってしまっているんだなということ

を改めて今回、県議会に入ってきまして感じて

いるところですが、要は、平成 29 年度完成で
あるとすれば、崎辺田まで今、予算、コースも

決まっているのですが、その決まる時には、当

然、道はまだ続いてあと 6キロメートル残って
いるわけですから、そのことについては、ある

一定の検討をしておかないと、行政としての継

続性はないわけです。そういう面では、しかる

べきルートであり、コストであり、見積もりが

もうなされているのだろうと思っています。で

ないと、そう簡単に 2年後できますよ、2年後
には新たなコースを設定しますよと言うわけに

はいかないのですが、その辺の作業については、

どこまで、どういうふうに進んでいるのか、お

っしゃりにくいところはあるかもしれませんが、

教えていただけますか。

【馬場道路建設課長】 現在進めております 2.5
キロメートルにつきましては、鋭意整備を進め

て早期完成を目指したいと思っているところで

ございますが、残りの 6キロメートルについて
の見通しは、最初、事業をやっている箇所も含
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めていろいろ考えておくべきではないのかとい

うふうなことでございます。当然、私どもも現

地を見ている中では、残りの区間についても、

幅員が狭小で、カーブが狭いところも多くござ

います。改良の必要性といったところにつきま

しては、我々も認識をしているところでござい

ます。ただ、どうしてもこの道路改良事業は大

規模な形になりますので、国の事業等を活用し

ていくということになります。そういった場合

には、一遍にやるということではなくて、緊急

性の高いところから進めていくというようなこ

とになりまして、今、事業中の区間を先に進め

ているというようなところでございます。その

残区間については、今後どうするかといったと

ころは私どもも考えてはおりますところでござ

いますけれども、いろいろご時世も、国の経済

対策等もあって、早くできたり、遅れたりする

ところもございまして、今は、今後の課題と申

し上げるしかできないかなと思っております。

【山口(初)委員】 今ここで言っていただくのは
難しい状況はあるかと思うんですが、この前の

ご答弁でも、費用対効果でおっしゃっておりま

したけれども、鶏が先か卵が先かの議論なんで

すけれども、要は、あの道路は、大村湾を一周

する中で、いわゆる対面交通ができない、あと

残り 6キロメートルなんです。諫早側が 4キロ
メートルで長与側が 2キロメートルです。6キ
ロメートルと俗に言っていますけれども、どう

いうルートをとるかで、それより長くはないん

ですよ。トンネルにすれば 700メートルぐらい
の道路で済みますし、沿岸を通っていくにして

も、道路を真っすぐつくりますから短くはなる

んですけれども、そういう意味で、これはここ

で質問するのが適切かどうかは別にして、一般

的で結構ですから、トンネルをつくる費用、そ

れから曲がりくねった道をぽんとくり抜いてい

く手法、それと今回は余り必要ないかもしれま

せんが、当然、ルートのとり次第では橋も必要

になるかもしれません。トンネルと橋といわゆ

る一般の道路改良、このコスト差というのは、

基本的にはどういうふうに考えられているので

すか。

【馬場道路建設課長】 道路改良を行う場合に、

まず最初にルート検討を行います。バイパスで

つくる場合もあれば、現道を拡幅していく場合、

またバイパス等につきましても、トンネルであ

ったり、橋梁、それを比較いたしまして、経済

性あるいは施工性であるとか、総合的に判断を

したところで、適切なルートを選択してまいり

ます。そういった中で、現在進めている 2.5 キ
ロメートルにつきましては、小規模なバイパス

的なところもございますけれども、概ね現道拡

幅でございます。2.5 キロメートルを整備する
のに約 30 億円ほど要しているところでござい
ます。トンネルにつきましては、地質の条件に

よっていろいろまちまちでございますし、幅員

の問題とかで大きく変わりますけれども、私の

経験から申しますと、メーターするのに 200万
円から 300 万円と、この島原道路については、
もっと大きな単価を要しているところもござい

ます。やはりトンネルとか橋梁につきましては

非常に高い金額になりますので、そういったと

ころは全体の中で最適なルートを決める上で、

経済的なルートといったところも大きな視点に

なりますので、十分考えながらやってまいりま

すが、まだこの残りの区間について、そういっ

た議論までは十分できているところではござい

ません。

【山口(初)委員】 もう少し詳しく教えてくださ
い。トンネルはメーター300万円、一般拡幅は、
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どう計算するのですか。

【馬場道路建設課長】現場によってまちまちで

ございまして、先ほど、今やっている区間が 2.5
キロメートルで約 30 億円というふうなことで
ございますので、メーター百数十万円といった

ところでございます。一般の改良では、それく

らいの費用にはなるかと思います。

【山口(初)委員】 わかりました。
そういう状況で、いずれにしても、あと２年

後には完成するということをおっしゃっていた

だいていますので、国からお金をもらうにして

も、県単独でやるにしても、しっかりした事前

検討が必要になってくると。しかし、勝手な判

断ですが、恐らく、その中の 7～8 割の見積も
りについては、もうできているんだろうと思い

ます。しっかり 2年後にするための手順という
ものがあると思うんですが、いわゆる国の予算

でやる場合、県でやる場合、どういう手順に、

どれだけの期間を要するのか、そこのところの

お考えを教えてください。

【馬場道路建設課長】新規事業を起こしていく

場合の場所、時間的なものというふうなことで

ございますけれども、当然、私ども道路を担当

している者の中で、ここに道路整備を行うべき

ものかどうかといったところを十分議論いたし

ます。その上で、新規で持っていこうといった

時には、県庁内部での政策評価、土木部でもご

ざいますし、県全体としての政策評価といった

ところに諮っていく必要があります。そういっ

た期間も１年ぐらいございます。そして、そう

いったものの中で、国のほうに補助事業として

上げていくというふうなことにつきましては、

国の概算要望等に上げるのが 5月、6月という
ふうなところで国のほうに協議に参りまして、

来年度の新規に乗せられるかどうかといったと

ころを国と協議を進めていく形になります。早

ければ 1年でというふうなことになりますけれ
ども、現状としては、新規採択についても国の

ほうからも非常に厳しい目で見られますので、

そういった努力を 1年かけてやっていくという
ような形になります。

【山口(初)委員】 ということは、あと 2年とい
うことは、時間的には、やっぱり今、ちゃんと

したものを長崎県として出さなければいけない

ようですね。そういう面では、しっかり取り組

んでいただいて、今の残り 2キロメートルが終
了した時点で、遅滞なく残りの 4キロメートル、
2キロメートルの 6キロメートルに取りかかれ
るように、これは要望になるわけですが、やっ

ていただきたいと思います。

ただ、トンネルにするか、いわゆる一般拡幅

で外回りに行くかというのは、これは 4 年前、
5 年前も議論をやった経緯があるんですよ。で
すから、そこのところも、ある一定の「こう行

こう」という案が 1つないし 2つはもう持たれ
ていると思うんですが、その辺はいかがですか。

【馬場道路建設課長】いろいろ内部では議論も

しているところもございますけれども、外部に

出せるような資料ではなくて、あくまでも内部

検討でございます。そういった中で、本当にで

きるのかどうかは、また次のステップで考えた

いと思いますので、今後、そういったところを

しっかり詰めていく必要があるかと思っており

ます。

【山口(初)委員】 これからどんどん進めていた
だくということで、長与と諫早一緒になって地

元の期成会は今できたところですから、地元も、

このことについては本当に期待しています。大

村湾を一周する中のあと残り 6 キロメートル、
前に全長をお聞きもしたことがあるのですが、



令和元年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（６月２８日）

- 40 -

恐らく、300 キロメートル前後だったと思うん
だけれども、その中の 6キロメートルが残って
いると。いわゆる生活道路でもありますし、当

然、産業道路です。みかんをつくって、みかん

の選果機は諫早側にあると。長与、時津、琴海

の方は遠回りしてでも持ってこなければいけな

いという状況もありますから、そういう意味で

のこの道路の効果、いわゆるＢ／Ｃにも大きく

影響していく部分もありますから、そのことも

加味してきちっと、国からお金を出していただ

くのであれば、そこのところもしっかり詰めて

いただきたいと思いますので、ご要望しておき

ます。よろしくお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【中村(和)委員】 ご苦労さまでございます。
先ほどから諫早市内のことがたくさん出てお

りますけれども、私も諫早ですから質問させて

いただきます。今、山口(初)委員から多良見町
の国道 207 号の話が出ましたけれども、私は、
諫早市内でも高来、小長井のほうの長田バイパ

スについてお聞きをしたいんですけれども、長

田バイパスの位置については、距離が 1,900メ
ートルで、平成 27年に着工はしているんです。
ところが、全く進展が見られないものですから、

地元の方たちも、本当にこれは延伸があるのか

と。先ほど言われました多良見の 207号の件が
あったものですから、私たち議員は、そちらの

ほうがある程度、完了しないと、同時に同じ 207
号ですから、なかなか着手ができないんじゃな

いかという予想は持っておったんですけれども、

ただしかし、平成 27 年に着手して、もう 3 年
過ぎましたよね。その間に、全く目に見えると

ころがないものですから、地元の方たちが心配

するのは当たり前だと思うんだけれども、この

辺については、今後どういうふうな進捗状況を

持って、何年頃完成するめどというのはなかな

か難しいと思うんだけれども、どういうふうな

工程を今から進んでいって、どのような計画で

完成まで持っていこうと考えているのか、お聞

きをいたします。

【馬場道路建設課長】 ご質問は、国道 207 号
の東長田工区ということで現在進めさせていた

だいているところでございます。諫早市正久寺

から猿崎町区間の 1.9 キロメートルということ
で、平成 27 年度に事業に着手しております。
平成 29 年度から用地取得を進めているところ
でございまして、その進捗については、まだ 1
割程度といったところでございます。私どもも、

何とか早期に整備ということで、工事着手に早

く入りたいというふうなことでは考えていると

ころでございますけれども、何分、予算の確保

といったところが肝心なところでございまして、

同じ路線で207号の路線を複数箇所進めている
中では、なかなか予算がしっかり付けられてい

ないといったところが実情でございます。ただ、

ここは建物とか沿線に多くありますので、用地

を進めていけば、工事そのものは比較的順調に

進められるという感じも持っておりますので、

まず用地をしっかり進めていくことかなと思っ

ています。そのための予算をしっかり確保して

いくといったところが重要なところであると考

えます。

【中村(和)委員】 道路建設課長の気持ちは私も
十分わかるんだけれども、ただ、目に見えない

ということは、やっぱり地元の方たちが、本当

にこれはできるのかということを言われるのが

事実だと思うんです。そういう意味で、工法と

か、そういう中にも余裕があるスペース等があ

った時には、そういうところにも少しずつ乗せ
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てくれればなと思うんです。そうしたら少しは

安心できるのかな。

ただ、今朝も私は家から来ましたけれども、

朝の渋滞がまたかなりひどくなっています。以

前は、猿崎手前ぐらい、深の海ぐらいから渋滞

していたんですけれども、今日は、私が今まで

の中で最高だったと思うんだけれども、高来の

ふれあい会館の手前からもう混んでいました。

ずっと並ぶんです。だから、私も県警と随所、

調整をしながら、信号調整とかをやってもらっ

ているんです。信号調整をやったすぐは割とス

ムーズに流れるんです。ところが、皆さん、仕

事に行かれる家を出る時間帯をずっと変えるん

ですよね。今の時間に出ればスムーズに行くな

と思ったら、その時間にだんだんみんなが出て

いくわけです。そうしたら、その時間帯に出る

車が多くなったら、結局また渋滞するわけです。

だから、県警も頑張っているんだけれども、な

かなかうまいぐあいにいかないですね。

だから、これからあと何年かかるか想像もつ

かないぐらい、ちょっと目の前が真っ暗になり

そうな時間なんだと思うんだけれども、ぜひ早

急に何とかしてもらいたいというところが非常

に大きいところです。特に、私どものところの

高来町と小長井町というのは人口の減少が諫早

市で一番著しいところなんです。何で人口が減

るかというのは、やっぱり道路なんですよ。結

局、朝の通勤帯が渋滞するものだから、若い方

たちがみんな諫早市内に移転してしまうんです。

要するに、そういうところが大きなネックにな

っていって、周辺部が人口が減るというのが今

の状況だと思うので、ぜひ一刻も早い、着手は

されていますけれども、進展を望めるように努

力をしていただきたい。もちろん私たちも地元

の県議会議員ですから、用地交渉については協

力をし、そしてまた市議会議員の方たちにも要

請をしながら用地交渉には臨んでいきたいと思

っていますので、よろしくお願い申し上げたい

と思います。

それと、先ほど、建設企画課長から入札制度

について説明があったんですけれども、その時

でもよかったのですが、議案外で聞こうと思っ

ておったものですから今回聞かせてもらいます。

要するに、今回の最低制限価格の訂正というの

は国の判断によってされたわけですけれども、

国が最低制限価格を75％から92％に改定した。
これを何で今の時期にやるのかなと思ったんで

すけれども、そこをわかる範囲でいいから的確

に説明していただけますか。

【川添建設企画課長】 先ほど説明した資料の

28ページの中段に、今回国がした理由が記され
ております。「近年の施工実態等を踏まえたうえ

で」、このワンセンテンスしか公になっているも

のがございません。そうした中で、当日、大臣

が記者会見をされています。その時の応対を見

ますと、直近の直轄工事の実態を調べたところ、

低入札調査価格がこの上限に拘束されている案

件が相当数あることが判明したということで、

背景的には、近年、国のほうは人件費とかを上

げています。県のほうも上げているんですけれ

ども、それに伴って、例えば、1 億円でできて
いた工事が、今は 1億 2,000万円とか 1億 3,000
万円かかるような状況の中では、その上限の

90％に頭打ちになる件数が相当数増えてきて
いるというようなことから、今回、92％のほう
に上げたというようなことかと思われます。

【中村(和)委員】 大体想定はつくんですけれど
も、ただしかし、私は以前から、今の 85％から
90％に上げた時点も全てお願いをしてきて、
90％まで上げていただいた。その後、業界のほ
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うからは、95％まで上げてくれという要望が来
て、それを随分皆さんたちと相談をしたわけで

すけれども、ただ、なかなかいきなり 90％から
95％は難しいだろうということで、途中の 92％
とか 93％まで上げることはできないかという
相談をしながら、ずっと今まで経過してきたわ

けですけれども、県も財政的なものがあって、

なかなかすぐにはできないし、業界のほうも、

何なりと県と一緒に協働していろんな施策を講

じてくれればよかったんでしょうけれども、な

かなか 85％から 90％に上げた時も、業界のほ
うも県とともに手助けはできなかったというと

ころが要因だと思っています。

今回、先ほど言われたように、もちろん労働

力の不足とか、賃金の上がり、そしてまた資材

単価の交渉、これによって設計単価が変わって

きますので、今回、国としては最低制限価格を

上げろということで、上げるわけですけれども、

今回、県もやられるんですけれども、これは業

界の方たちは、ある程度把握しているし、説明

も今までやってきたと思うんです。今回、最低

制限価格を 90％から 92％まで上げた時に、業
界としての影響というのはどういうふうになっ

ていくのかというのを、どういうふうに判断さ

れておりますか。

【川添建設企画課長】今回上げるところの範囲

が、先ほどお話ししたように、ちょうど 90％を
計算式の中で超えるところから対象になるかと

思います。そこで、昨年のそこの対象工事から

今回試算をしたところ、大体 1億円から 2億円
ぐらいは、この上げたことによって、とられる

部分ということになります。ということは、そ

の分のお金は落札した業者には流れるというこ

とになりますが、逆に言うと、その分、工事量

が減るというような状況になるかと思います。

どちらがいいのかというところは判断し難く、

片や、工事数は減って、片や、とるところは上

がるというような状況になるかと思います。

【中村(和)委員】 確かに今、人材不足だし、い
ろんな意味で資材も高騰していますので、2％
間の上下だと思うんだけれども、それで幾分か

の足しにはなるのかなという考えを私たちも持

ってはいるんだけれども、先ほど言われたよう

に、今、長崎県は、要するに、道路整備、新幹

線とかで非常に公共事業がにぎわっています。

ただしかし、数年先には、この公共事業がぐん

と減る可能性が見えていますので、それを考え

た時に、今回の最低制限価格の上昇というのは

少しは足しになるのかな、その前準備として何

らかの形で生きてくるのかなという思いはして

いるんですけれども、先ほど言いましたように、

今後、公共事業が減ってきますから、そういう

ところを見定めながら、土木部としては、業者

にもいろいろな説明をしながら、今後、民間事

業を当てとした会社経営、そしてまた、できれ

ば小さな会社が合併をしていって、もう少し強

い体制をつくっていくというような格好もとら

なければならなくなってくる情勢が身近に出て

くると思うんです。そういうところをぜひ土木

部として、業界とも協議をしながら検討してい

っていただければと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。

それともう 1点、今、土木部が大学生の就業
体験としてインターンシップという事業をやっ

ていますね。これが平成 30年度が 29名の大学
生を募って、いろんな経験を積まれたと思うん

ですけれども、昨年度のその 29 名の方たちの
反応というのはどうだったのですか。そして、

その 29 名のうち、先ほどの中山委員じゃない
ですけれども、その当事者が本当に長崎県の土
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木業界に入社されたのか、されるような見込み

があるのか、そういうところをわかる範囲でい

いですから教えていただけますか。

【川添建設企画課長】 中村(和)委員が言われた
29名ということは、県庁の仕事にインターンシ
ップに来られまして、長崎県庁、本庁とか出先

で概ね 2週間程度、学生が行かれています。ア
ンケート等もとっておりまして、今手元にはな

いんですけれども、大学生も我々県側も、概ね

好感触は得ている状況です。その 29 名のうち
数名は、現在、長崎県のほうに来たいというか、

手を挙げている状況にございます。

私たちが今考えているのが、公務員とは別に、

建設業界のほうに来ていただきたいということ

で、大学生の取組のところが心配されるところ

があるので、まだ構想段階ですけれども、今年

度から、インターンシップを受け入れる企業の

リストをつくって、それを大学生に働きかける

と、そういった新しい取組も考えている状況で

ございます。

【中村(和)委員】 今、建設企画課長が言われた
ことを今から聞こうかなと思っておったんだけ

れども、ただ、せっかくのこういういい事業を

やっている中で、もちろん県庁だけでは非常に

もったいないということもあるわけで、実際土

木業者のほうに本当に入社をしていただけるよ

うな大学生、ただしかし、大学生だけじゃなく

て、私は、できれば高校生にもこれをやってい

ただきたいと思うんです。なぜかというと、大

学生というのは、ある程度、学問的には上のラ

ンクまで行くんだけれども、ただ、いかんせん、

最近の大学生というのは、いろんな意味で知識

が高くなってしまって、楽なほうに、楽なほう

に行ってしまうんですよ。そうした時に、昔の

3Ｋじゃないけれども、土木業者のほうにはな

かなか入社してくれない。だから、そういうと

ころを考えれば、言い方は悪いですけれども、

まだ洗脳的な知識を持っていない高校生ぐらい

の時から土木業者に対しての知識を教えてやっ

て、土木業というのはこういうところだよと、

要するに、こういうところにも入社して自分の

力を試してみないかというような、こういうと

ころを私はインターンシップ事業で、もう少し

幅広く年齢層をとって、幅広い企画をとれない

かなと思っているんだけれども、その辺につい

てはどうですか。

【川添建設企画課長】高校生に対してという話

だったと思うんですけれども、先ほども申しま

したように、大学生は、約 2週間ほど県庁のほ
うには来ていただいています。やはり現場とい

うことになると、それ相応の期間がある程度必

要かなと思う中で、土木の建設現場というのは

非常に危ないところがございます。1 日程度の
職業体験というような形で来るのについては差

し支えないかと思っています。そういった意味

で、県としては今、どちらかというと現場見学

会を中心に展開しておりますが、その現場見学

会の中でも、少しでも建設体験ができるという

か、仕事ができるような工夫を凝らすようなこ

とを考えてみたいと思っております。

【中村(和)委員】高校生にとっては、要するに、
工業高校とか、割と土木に関した、諫早でいえ

ば農業高校とかは農業土木科もありますから、

そういうところに行けば。要するに、まず、土

木業をやろうと思っても、資格が要るわけでし

ょう。そうしたら、その資格を取らなければい

けないんですよ。だから、その資格を取る準備

として、高校生ぐらいの方たちを一生懸命何と

かしてそういう事業を使って土木業のほうに、

県内企業に就職をしていただくようなあっせん
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をするのが私は必要だと思うんです。今日、中

山委員からも質問ありましたけれども、長崎県

出身の学生たちが、ぜひ地元に最優先として就

職できるような環境をつくっていただきたいと

思いますので、そういう事業に対して率先して

取り組んでいただければと思いますけれども、

土木部長、どうですか。

【岩見土木部長】委員ご指摘のとおり、今後の

建設業というのは地域を担う重要な役割も果た

しますし、我々も建設業の魅力を積極的に伝え

ていきたいと思いますし、若い人が誇りと希望

を持って働けるように、産学官連携しながら取

り組んでまいりたいと考えております。

【中村(和)委員】 最後に、先ほどから 2バース
化の話が出ていたんですけれども、2 バース化
をして多くの船が横付けできるような態勢をと

るのが実際だと思うんですけれども、先ほど外

間委員からも、佐世保のほうの準備も万端にな

ってきました。ところで、長崎には女神大橋と

いうネックがありますから。今からだんだん、

だんだん船が大型化してくれば、通過できない

態勢も出てくるわけですよね。そういう中で、

ここを 2バース化をしていって、どれだけの船
が長崎港に入港してくるか、予想としては、ど

ういうふうに立てていますか。

【平岡港湾課長】昨年ヒアリングを行いまして、

440 隻以上の船が来るというようなヒアリング
結果となっております。

【中村(和)委員】 そうしたら、先ほど言いまし
た女神大橋を今後通過できないような船舶とい

うのは、今のところ、どのぐらいの数を把握し

ていますか。

【平岡港湾課長】 数といいますか、現在、22
万トンという世界最大規模のクルーズ船が長崎

港に来るんじゃないかという打診があってござ

いまして、その船は女神大橋を通れない、高さ

が 67メートルぐらいある船になります。（発言
する者あり）柳ふ頭のほうに接岸ができないか

ということで検討をしているところでございま

す。

【中村(和)委員】 今言ったように、だんだん、

だんだんネックが世界中に暴露されていくんで

すよ。そうしたら、今からできる船というのは

もっともっと大型化してきますので、女神大橋

が大きなネックになってくるんです。だから、

この 2バース化を私は心配していたんです。先
ほど中山委員から声が出ましたけれども、せっ

かくだから、柳ふ頭があるわけだから、あそこ

もよく考慮して、ただしかし、道路網がいかん

せん悪い。道路網を何とかしないと、大型バス

がじゃんじゃん、じゃんじゃん来たら、あの場

所はどうしようもない。そういうところもある

ものですから。もう一時したら佐世保にみんな

とられますよ。県は、佐世保だろうが長崎だろ

うが、たくさんの大型船が入ってきて、それだ

けの観光客が来ればいい、それだけの頭がある

と思うんだけれども、ただ、せっかく一番先に

整備した長崎港、そしてこれから 2バース化に
持っていく長崎港が大型船が入れないような状

況ではどうしようもない。そういうところはぜ

ひ頭の中に入れて検討していただきたい。私が

一番最初言いたかったのは、女神大橋をあと 10
メートル高くしなさい、建設の時に私は言った

覚えがある。これは一生忘れません。そこをな

ぜしなかったのか、それだけの話です。

【八江委員】最低制限価格に対してのお尋ねで

すけれども、92％ということは長い間の念願で
ありましたから、業界にとっても大変いいこと

だと思っておりますが、ただ、ちょっと心配な

のは、1 億円以上の金額に対するこの予定にな
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りますので、1 億円以上というと、大手企業と
の関係になってくる受注だけなんですね。そう

なりますと、小規模といいますか、下のランク

になるのか、Ｂランクになるのかどうかわかり

ませんけれども、そういうところの問題につい

ては、一番苦労をしているのは、弱小企業とか

言いたくないんですけれども、ランクが少ない

人たちの受注が変わらないと、大きな金額につ

いては変わってくるということになります。そ

れは下請その他が出てくると、そういったもの

が幾らか下請にも付いていくことだと幾らかプ

ラスになると思いますけれども、その点は、1
億円が限度というよりも、もう少し下げられな

かったのかというのが 1つ。
もう一つは、長崎県と国とのあれは一緒だと、

国の価格と同等の率でやっておりますというこ

とですから、それもわかります。しかし、他県

が同じような状況にあるのかないのかというこ

とと、もう一つは、市町に対して、どのように

この 92％というのが運用されていくのか、その
点を連携もしくは指導がどのようになされてい

るのか、そこだけ確認したいと思いますけれど

も、いかがですか。

【川添建設企画課長】 今、八江委員から 3 点
質問がありました。国に合わせるよりも下げら

れなかったのかというところの質問が 1 点と、
他県の状況はどうか、それと 3点目は、市町へ
の指導はどうするのかという話だと思います。

一番最初の建設業界の下のほうの対応ですけ

れども、確かに今回の県の提案では、全然変わ

らないというような状況がございます。ただ、

今回の改正は、あくまでも国が変えたところに

ついて変えると、国が変えていないところにつ

いては据え置きというようなことにしていまし

て、そういった意味から言うと、県としては、

そこについては手をつけなくて、ただ 90％は維
持したいということがあります。

ただ、実情としまして、落札率をクラス分け

で見ますと、総合評価等の一般競争の落札率は

大体 90.8％という 90％に近い値なんですけれ
ども、指名では 92.1％なんです。指名の中でも、
例えば、Ｄクラス、250 万円以下の落札率とい
うのは昨年の平均が92.9％、1,000万円から250
万円の落札率が 92.5％と、90％に偏ることなく、
92％を超えているというような落札率が今、平
均の年間通しての落札率であります。

もともと最低制限価格というのはダンピング

価格でありまして、それ以下だったら品質が悪

くなるような価格なので、ある意味、下のほう

のクラスが 92％ぐらいでとっているというこ
とは、自分たちでこの仕事をとりにいって、利

潤が上がるのか上がらないのか、そういうこと

を判断した結果として、こういうふうになって

いるかと思います。一般競争のほうが 90％に偏
るのは、総合評価等を導入していまして、今は

90％に突っ込んでこないとなかなかとりづら
いような状況があって、そういった面からそう

なっているので、先ほど委員が言われた下のほ

うに対してどうかという話については、一律

92％に上げていただきたいという思いが業者
さんのほうにはあるんでしょうけれども、今で

も 92．何％、そういう状況があるので、そこま
で今回の改正が下のほうにしわ寄せというか、

痛みが来るような施策ではないのかなと思って

おります。

2 点目の他県の状況でございます。現在、長
崎県みたいに一律設定というのは全国で 3県し
かございません。長崎県と佐賀県と広島県でご

ざいます。いずれも 90％にしていまして、その
ほかの県は、大体国に準じる公契連モデルを採
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用しております。九州では、今回の国の改正に

合わせて、長崎と佐賀と沖縄以外は、全て国と

同じルールをとっていますので、この 4 月、5
月、6 月の間に改定をされています。沖縄につ
いては、多分、国の基準よりも高いので改定す

る必要がないとの判断かと思います。今、長崎

と佐賀が、ここについてどう考えていくのかと

いうことの状況の中で、長崎としては、全国と

同じような考え方、ただし 90％は維持したいと
いうようなことでいきたいと考えています。

さらに、県下の市町に対して、どう指導して

いくのかということですけれども、この入札制

度については、市町に対して強制する力はござ

いません。ただ、連絡協議会の場があるので、

国が変えました、県が変えましたというような

情報はそういうところで話をしながら、今、国

のほうからは、少なくとも、今の公契連モデル

よりも下回るような最低基準は設けるべきでは

ないというのが明確に示されていますので、そ

こら辺をきちんと話をして、市町に対して情報

提供を行っていきたいと思っております。

【八江委員】何でも上げればいいということで

はないんですけれども、安定的な経営をしてい

く、これから特に厳しくなってくるだろう公共

事業等についても、順調に仕事をして、継続的

に雇用、その他、経済浮揚につながっていくこ

とが大事だと考えれば、そこそこの落札率とい

うのは改善をしていく必要があるということも

ありますし、また県として、例えば、単独事業、

国の事業、その他、そういった予算によっても

違ってくることもあると思いますし、また市町

に対しての指導も、全て一緒にならなければな

らないということはないですけれども、低いと

ころは引き上げ、高いところをおろせと言うつ

もりはないんですけれども、そんなことを平均

した形での県の運営をもって県下の建設業の落

札単価については調整をしながら進めていただ

きたいと思います。そういう意味で、事業が進

展することによって、地域がそこに繁栄できる、

そういう仕組みをつくっていただきたい。特に、

中小企業についての手厚いことだけをしろとい

う意味じゃないんですけれども、平均してでき

るようにお願いをしておきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【石本副委員長】午前中に陳情・要望事項の件

が終わったわけですけれども、私の出身地であ

ります松浦からの要望、陳情が多かったもので

すから、一言だけ私のほうからもお願いをした

いと思います。

まず第1点に、松浦港御厨地区の埋立地の緑
地整備でございますけれども、これも当初から

しますと、既に20年を経過している案件でござ
います。なかなか予算面から難しい点もあろう

かと思いますが、地元としては、20年も埋立地
が現状のままであるという状況からして、何と

かしてほしいという声が高まっておりますので、

ぜひとも県の指導もいただきながら、早急な取

組、事業の実施になりますように、お願いした

いと思います。

あと1点、松浦魚市場を核とした加工・物流
拠点整備のための新たな用地造成でございます

けれども、これもただ単に、市場に係る用地造

成ということではなくて、県北についても今、

大変経済も落ち込んでおりますし、なかなか厳

しい状況がありますが、この用地造成を一つの

核としまして、地元の雇用拡大並びに松浦だけ

じゃなくて県北の活性化に役立つというふうに
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思いますし、また地元にも優秀な企業がありま

すが、これらの企業も、事業拡大をしたいけれ

ども、なかなかその用地が確保できないという

現状があるということで、そういう声も大きく

なってきておりますので、こちらについても、

原則、市独自の事業で実施すべきということで

はありますが、予算的に困難な面もありますの

で、県につきましてもご検討をお願いしたいと

思いますし、県で無理なところは、また一緒に

なって国への要望あたりもぜひともお願いをし

たいと思います。

それから、もう1点要望ですが、西九州道路
の整備に絡みまして、これも九州新幹線と同じ

ように、伊万里松浦道路の佐賀県区間について

は、用地買収もまだ進んでいないという現状が

ありまして、ここが完成しなければ、西九州道

路全体が完成する暁において、この事業効果と

いうのが半減するということになりますので、

この佐賀県の区域についても、県と一緒になり

まして佐賀県側への要請活動もぜひとも力を入

れていただきたいと思っておりますが、その佐

賀県の対応について説明いただければ。現状ど

ういう状況なのか、お願いしたいと思います。

【平岡港湾課長】 私のほうから2つ、松浦港御
厨地区の埋立地の緑地整備についてと、松浦魚

市場再整備への支援についてという要望に対し

まして、現状についてご説明させていただきま

す。

まず、松浦港御厨地区の埋立地についてです

けれども、平成28年12月に、地元関係者、市議
会、そして県、市で、土地利用の基本方針、ゾ

ーン計画等を決定されております。現在、基本

方針を踏まえまして、県も協力しながら、土地

利用計画の変更の作成を行っているところでご

ざいます。この計画の作成後、埋立権者、県で

あるんですけれども、埋立権者の用途変更にか

かわる手続に取りかかっていくというような手

順になっております。県におきましても、緑地

事業について、予算の確保が重要と考えており

まして、既存の事業メニューでは厳しい状況も

あるため、他事業との連携事業とか、そういう

ところの事業構築を進めているところでござい

ます。

続きまして、松浦魚市場再整備への支援につ

いてということで、要望の時にお答えしてきた

分とダブる部分になりますけれども、県としま

しても、市と連携しまして、できることがない

か検討しているような状況でございます。具体

的に言えば、需要予測に伴います埋立規模の整

理等に助言するというようなこととか、例えば

県の港湾事業の中で活用できるものがないかを

検討しているところでございます。

【馬場道路建設課長】西九州自動車道の本県に

おける取組はもちろんですけれども、佐賀県に

おいての対応というのはどうなっているかとい

うようなお話でございました。西九州自動車道

につきましては、福岡県から長崎県に通じる

156キロメートルの延長がございます。そのう
ち長崎県内が60.1キロメートル、佐賀県内が
49.1キロメートルでございます。佐賀県内にお
きましては、49.1キロメートルのうち35.6キロ
メートルが供用しておりまして、72％の供用率
ということでございます。現在、伊万里松浦道

路、そして伊万里道路等につきまして、佐賀県

のほうで鋭意整備を進めていただいているとこ

ろでございます。

副委員長ご指摘のとおり、全線開通しなけれ

ば、西九州自動車道の効果は十分発揮されない

といったところでございますので、我々も佐賀

県とともに、西九州自動車道の整備をしっかり
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進めていくといったことで取り組んでいるとこ

ろでございまして、合同での要望であるとか、

あるいは毎年それぞれの進捗状況等を連絡調整

会議等を設けて確認等もし、お互いにしっかり

進めていこうといったところで頑張っていると

ころでございます。

【石本副委員長】今、それぞれお話しいただき

ました。実際は、なかなか困難な部分もあると

思いますけれども、1つ1つ具体的に早急な取組
をお願いしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時２１分 休憩 ―

― 午後 ３時２２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【山口(初)委員】 私の勉強不足で、道路維持課
長にお尋ねします。議員になりましたら、いろ

んなご要望をいただくのですが、道路の歩道の

関係の基準的なものをお尋ねします。まず、長

崎県における県道の総延長は何キロメートルあ

って、その中で、歩道を設置しているのは何キ

ロメートル、それで歩道なしが何キロメートル

かわかりますね。それで、歩道の考え方も、片

側歩道と両側歩道ありますけれども、その考え

方、設置基準といいますか、そのことについて

教えてください。なければ、後で紙でもらえれ

ば結構でございます。

【馬場道路維持課長】先ほどの県道の中で歩道

が何キロメートルあるかというのは、手元に資

料がございませんので、後でご報告させていた

だきます。

基準としましては、まずは小中学校の通学路

を優先して整備しているところでございます。

そのうち、市街地部とか、人口密集地区があり

ます。そういったところにつきましては、地域

性を考慮しまして両側歩道をすることとしてお

ります。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【川添建設企画課長】午後一番の中山委員から

の質問について、3点お答えしたいと思います。
まず 1点目は、求人数が幾らかということの
ご質問がございました。ハローワークに建設業

で求人が 6,734名ありまして、それに対応でき
たのが 779名で、今、約 11.6％の充足率という
ような状況でございます。

2 点目ですけれども、高卒が県内就職は 131
人いるんですけれども、その中で女性が何名か

というお問い合わせがありました。20名でござ
います。

それと、3 つ目、これは修正をお願いしたい
んですけれども、先ほど、大学生の就職率、私

が県内大学生の 33.9％というお話をしたんで
すけれども、間違いでございまして、全体が 86
名いまして、そのうちの 21 名が県内に就職し
たということで、24.4％でございます。すみま
せんでした。

【坂本(浩)委員長】 中山委員、よろしいでしょ
うか。

【中山委員】 はい。

【坂本(浩)委員長】 それでは、ほかに、質問は
ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかに意見がないようです
ので、土木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 ３時２５分 休憩 ―

― 午後 ３時２５分 再開 ―
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【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、土木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、7月1日（月曜
日）は、午前10時から委員会を再開し、環境部
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２６分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年７月１日

自   午前１０時 ３分

至   午後 ４時５１分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂本  浩 君

副委員長(副会長) 石本 政弘 君

委 員 八江 利春 君

〃 中山  功 君

〃 坂本 智徳 君

〃 外間 雅広 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 宅島 寿一 君

〃 饗庭 敦子 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

環 境 部 長 宮﨑 浩善 君

環 境 部 次 長
兼廃棄物対策課長

重野  哲 君

環 境 政 策 課 長 本多 敏博 君

地域 環境課 長 吉原 直樹 君

水環境対策課長 本田喜久雄 君

自 然 環 境 課 長 立田理一郎 君

県民 生活部 長 木山 勝己 君

県民生活部次長
兼県民協働課長

吉野ゆき子 君

男女参画・女性
活躍 推進室 長

有吉佳代子 君

人権・同和対策課長 丸田 哲久 君

交通・地域安全課長 宮﨑 秀樹 君

統 計 課 長 笠山 浩昭 君

生活 衛生課 長 嘉村 敏徳 君

食品安全・消費生活課長 峰松美津子 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ３分 開議 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会及び分科会を再開い
たします。

これより、環境部関係の審査を行います。

【坂本(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。

環境部長より、予算及び報告議案説明をお願

いいたします。

【宮﨑環境部長】 おはようございます。

環境部の予算決算委員会環境生活分科会関係

議案説明資料の1ページをお開きください。
環境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76号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第1号）」のうち関係部分、報告第1号「知
事専決事項報告『平成30年度長崎県一般会計補
正予算（第7号）』」のうち関係部分、報告第
11号「知事専決事項報告『平成30年度長崎県流
域下水道特別会計補正予算（第5号）』」の3件
であります。

はじめに、第76号議案「令和元年度長崎県一
般会計補正予算（第1号）」についてご説明い
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たします。

歳入歳出予算額は、1ページに記載のとおり
であります。

補正予算の内容につきましては、1ページ下
段に記載のとおり、生活基盤施設耐震化等交付

金事業費において、国庫補助の内示に伴う市町

への交付金の増額を行うための経費といたしま

して、669万4,000円を計上いたしております。
次に、2ページをご覧ください。
先の2月定例県議会の予算決算委員会におい

て、専決処分により措置することについてあら

かじめご了承いただいておりました平成30年
度予算の補正を3月29日付けで専決処分させて
いただきましたので、関係部分についてその概

要をご報告いたします。

まず、報告第1号「知事専決事項報告『平成
30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きましては、歳入予算につ

いて、1億3,005万8,000円の減、歳出予算につ
きまして、1億9,413万7,000円の減を計上いた
しております。

補正予算の主な内容につきましては、3ペー
ジに記載のとおりであります。

続きまして、報告第11号「知事専決事項報告
『平成30年度長崎県流域下水道特別会計補正
予算（第5号）』」につきましては、4ページに
記載のとおり、歳入歳出ともに3,557万8,000円
の減を計上いたしております。

これは大村湾南部流域下水道事業費の年間執

行額が確定したことに伴うものであります。

また、繰越明許費の設定及び繰越明許費繰越

計算書報告につきましては、4ページ中ほどか
ら5ページに記載のとおりであります。
以上をもちまして、環境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。

【坂本(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんか。

【中山委員】 1つお願いします。補正予算の件
で、浄化槽対策費 3,166万円ということであり
ますけれども、これは市町が行う浄化槽設置整

備事業対策補助金とありますけれども、補助金

は 1事業に対して、どの程度あるのかというの
が 1つと、この 3,166万円というのは、それか
らすると大きいなという感じがするんです。こ

の減の理由というか、当初予算が幾らあったの

か、それを含めて約 3,166万円ということであ
りましたので結構大きいので、その辺の中身を

説明していただけますか。

【本田水環境対策課長】浄化槽の補助金の減額

の専決のことについてのご質問ですけれども、

これにつきましては当初予算が 2 億 8,688 万
3,000円でございましたけれども、それを 3,166
万円減額するもので、この理由といたしまして

は、市町が直接個人に補助する補助金でござい

まして、年度末まで、いつ申請があるかわから

ないということで、予算を確保しておりました

けれども、申請がこれだけ来なかったというこ

とで、結果としての減額でございます。例年こ

の程度の減額が生じておりますけれども、市町

によりましては、実際の予定よりも多くなった

ようなところもございますので、年度末まで、

市町が 11 月頃に調査した分についての要望額
を確保しているというところでございます。

【中山委員】市町の要望を受けて予算を計上し

ているということでありますので、恐らく、そ

うだろうと思うんです。あとは、それが個人と
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いうか、申請どおりやるかやらないかという問

題もあろうと思いますし、先ほど、増えたとこ

ろもあったということであったし、2 億 8,000
万円のうちの 3,000万円ということですから、
総額からいけば 1割程度ということで、そう大
きな数字でもないような感じもするのですが、

ぜひ、予算をかけてやっている以上は、できる

だけ補助金の減を少なくするような再度努力を

すべきと思いますので、次年度に向けて努力し

ていただくことを要望しておきたいと思います。

【坂本(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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〕

【坂本(浩)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。

予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。

第76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11号については、原案の
とおり、それぞれ可決、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〕

【坂本(浩)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、

それぞれ可決・承認すべきものと決定されまし

た。

【坂本(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

環境部においては、今回、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及び、

提出資料に関する説明を受けた後、陳情審査、

所管事項についての質問を行います。

まず、環境部長より所管事項説明をお願いい

たします。

【宮﨑環境部長】環境部の環境生活委員会関係

議案説明資料 1ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いする議案はございませ

んので、議案以外の主な所管事項についてご説

明いたします。

資料の 2ページをお開きください。
（諫早湾干拓調整池の環境保全対策について）

諫早湾干拓調整池の環境保全対策につきまし

ては、現在、本年度から令和 7年度までを計画
期間とする「第 3期諫早湾干拓調整池水辺環境
の保全と創造のための行動計画」の策定作業を

進めているところであります。

本計画は、「水質保全対策」、「自然豊かな水辺

空間づくり」、「環境の監視・調査」の 3つを柱
にしており、関係機関がこれまでの対策を強化

するとともに、農業用ため池の泥上げなどの追

加対策に取り組むことで、水質保全目標であり

ますＣＯＤ5ｍｇ／Ｌ、Ｔ－Ｎ1ｍｇ／Ｌ、Ｔ－
Ｐ0.1ｍｇ／Ｌの達成を目指すほか、水辺環境に
関する教育の実施や水辺空間の利活用を推進す

ることとしております。

今後、県議会のご意見を賜りました後、「諫早

湾干拓調整池水辺環境の保全・創造推進会議」

を経て、本年 8月頃を目処に計画を策定するこ
ととしております。

このほかご報告いたしますのは、環境月間に

おける取組について、地球温暖化対策の推進に

ついて、大村湾環境保全・活性化対策について、

海水浴場水質検査の結果について、光化学オキ

シダント注意報発令について、ＰＣＢ廃棄物の

適正処理の推進について、生物多様性保全の推
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進について、雲仙地区の取組について、ジオパ

ークについて、「長崎県行財政改革推進プラン」

に基づく取組についてであり、内容は、記載の

とおりであります。

以上をもちまして、環境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。

【坂本(浩)委員長】次に、提出のありました「政
策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」及び「政府施策に関する提案・要望の実施

結果」について、説明をお願いいたします。

【本多環境政策課長】「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

ました環境部関係の資料について、ご説明いた

します。

なお、今回の報告対象期間は、本年 2月から
5月までに実施したものとなっております。
初めに、資料 1ページをお開きいただきたい

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、市町等に対し内示を行った補助金でござい

ます。

直接補助金の実績につきましては、資料 1ペ
ージから 2ページに記載のとおり、長崎県海岸
漂着物等地域対策推進事業補助金など、計 18
件となっております。

また、間接補助金の実績につきましては、資

料 3ページから 4ページに記載のとおり、長崎
県浄化槽設置整備事業補助金など、計 20 件と
なっております。

次に、資料 5ページをご覧ください。
1,000 万円以上の契約状況についてでござい

ます。5ページから 6ページに記載のとおり、9

件となっております。

また、7 ページ以降に、入札結果一覧表を添
付しております。

次に、資料 15 ページをご覧いただきたいと
思います。

附属機関等会議結果報告でございます。上段

に記載の附属機関につきましては、長崎県環境

審議会環境監視部会など 4回、下段に記載の私
的諮問機関等については、長崎県希少野生動植

物モニタリング委員会を 1回開催しております。
その内容については、資料 16 ページ以降に
記載のとおりでございます。

説明は以上でございます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、去る 6月 12日及び 13日に実施
いたしました令和 2 年度政府施策に関する提
案・要望について、環境部関係の要望結果をご

説明いたします。

環境部関係におきましては、国立・国定公園

におけるインバウンド対策の推進について、汚

水処理施設の整備促進について、海岸漂着物対

策についてなど、一般項目の 7項目について要
望を実施いたしました。

要望実績といたしましては、要望先が環境省、

厚生労働省、国土交通省の 3省であり、環境省
正田自然環境局長ほか 22 名に対し、宮﨑環境
部長及び関係課長で要望を行いました。

このうち、「国立・国定公園におけるインバウ

ンド対策の推進について」は、環境省自然環境

局長に対して要望及び県内の取組について説明

を行ったところ、「県と雲仙市が進める取組は非

常に良い取組であり、環境省としてもバックア

ップしていきたい。」などの発言がありました。

また、その他の項目についても、要望先の担

当課長等に対し強く要望を行ってきたところで
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ございます。

以上が環境部関係の要望結果でございます。

今回の政府施策に関する提案・要望の実現に

向け、個別に国に対する要望を行うなど、引き

続き取組を行ってまいります。

以上で報告を終わります。

【坂本(浩)委員長】 次に、地域環境課長より補
足説明の申し出があっておりますので、これを

受けることといたします。

【吉原地域環境課長】 「第 3 期諫早湾干拓調
整池水辺環境の保全と創造のための行動計画の

策定について」、補足説明をさせていただきます。

第 3期行動計画の素案につきましては、5月
20日の本委員会において説明後、パブリックコ
メントでご提案があった意見を踏まえ、必要な

修正等を行っており、補足説明資料 1－1 は、
修正を行った計画の概要とパブリックコメント

対応案の概要、補足説明資料 1－2 は、パブリ
ックコメントへの対応（案）、補足説明資料 1
－3 は、修正した計画（案）全体をお示しして
おります。

それでは、補足説明資料 1－1 に基づきまし
て説明します。

1、策定の趣旨ですが、この計画は、調整池
の水質動向の把握とさらなる水質保全に向けた

取組を進めるとともに、干陸地などの水辺空間

を自然と調和しながら地域資源としてさらに利

活用していくため、第 2期行動計画の検証を踏
まえ策定するものです。

2、計画の概要ですが、計画素案と変更はな
く、引き続き、第 2期行動計画の水質保全目標
であるＣＯＤ5ｍｇ／Ｌ、全窒素 1ｍｇ／Ｌ、全
燐 0.1ｍｇ／Ｌを目標としております。
また、計画期間は、平成 31 年度から令和 7

年度までの 7年間としております。

計画の基本的な方向としましては、①水質保

全対策、②自然豊かな水辺空間づくり、③環境

の監視・調査の3つに沿って具体的に取り組む
べき施策を明らかにし、実施していくこととし

ております。

以下（3）計画の目的から（6）計画の推進体
制までは、前回から変更がございませんので、

省略させていただきます。

次に、3、パブリックコメントの結果でござ
いますが、本年3月27日から4月26日にかけてパ
ブリックコメントを実施したところ、9件の意
見がありました。

詳細な説明は割愛させていただきますが、そ

の内容と対応については、補足説明資料1－2に
示しております。

いただきましたパブリックコメントの意見の

うち、調整池の水が農業用水に利用されている

ことを明記してはどうかとの意見につきまして、

計画案に反映させております。

その他、5月の改元に基づく修正を行ってい
るところでございます。

なお、補足説明資料1－2、番号1の意見に対
する県の考え方（案）につきまして、一部修正

がございます。「『1－2．主な施策の検証（1）
水質保全対策』に」としておりましたが、「『1
－2．主な施策の検証（3）環境の監視・調査』」
となりますので、修正をお願いいたします。

最後に、4、今後の予定になりますが、本委
員会のご意見を伺った後、必要な修正を行い、

8月頃開催予定の諫早湾干拓調整池水辺環境の
保全・創造推進会議にて計画案の協議を行い、

策定・公表したいと考えております。

以上で補足説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議お願いします。

【坂本(浩)委員長】以上で、説明を終わります。
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次に、陳情審査を行います。

お手元に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。環境部は12番と15番になります。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【外間委員】 陳情書15番の7番、「漂流・漂着
ごみ及び海底ごみの処理への支援について」と

いうことで各町から要望が上がっている、それ

ぞれの海岸における漂流・漂着ごみに対する格

段のご配慮をということでの要望と理解をして

おりますが、過去、国への要望を所管の環境部

が働きかけをして、対馬をはじめとする漂流・

漂着ごみ対策に大きな基金を組んで予算を組み、

そして各市町に箇所で分けて、それぞれの漂

流・漂着ごみの対策をずっとやってこられてい

るわけですけれども、今の国の予算に対して本

県の持つ割合といいますか、基金、どういうふ

うなことで予算が組み込まれて、各県に傾斜配

分されているのか、その辺をまず1点、お尋ね
をいたします。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】委員ご質

問の件ですけれども、平成31年度につきまして
は、環境省の予算が35億円ございます。そのう
ち、長崎県に5億1,572万5,000円配分がありま
して、配分率といたしましては14.7％というこ
とになっております。

【外間委員】 どうもありがとうございました。

かなりウエイトの高い、本県の海岸線がいか

に長いか、そしてそこに世界中からいかに流れ

込みがあって、その処理費用にどれだけかかっ

ているかが今の数値で理解ができました。

また、この14.7％の5億１,000万円強の予算を
各町からの要望に対して振り分けるものについ

ては、何かもう資料等出ていますか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】長崎県配

分の5億1,572万5,000円を15市町に配分をいた
しております。市町からの要望の92.0％を配分
いたしまして、15市町において、回収処理、そ
れから発生抑制事業を行ってもらうように配分

をしております。

【外間委員】 ありがとうございました。

そこで、大変聞きなれない言葉で「マイクロ

プラスチック」というのが、どうもこれからの

生態系を壊す最も恐ろしいものというふうに感

じているんですけれども、このマイクロプラス

チックの処理について、廃棄物対策課として何

か施策というか、こういうものに対する対策を

何かお考えになっているのかどうか、その点を

1点お尋ねで、終わります。
【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】委員ご質

問の件ですけれども、現在、公益財団法人環日

本海環境協力センターが自治体等と連携して全

国的に調査を行っておりまして、平成30年度に
つきましては、全国22カ所の海岸でマイクロプ
ラスチックの調査を実施しております。本県は、

離島市町と協力して、県内4海岸の実態調査を
行い、県内の離島3地点においてマイクロプラ
スチックの存在を確認しているところでござい

ます。

県といたしましては、令和元年5月に国が策
定した「プラスチック資源循環戦略」及びその

行動計画となるアクションプランに基づき対策

を進めていく予定としております。

具体的には、まず全国実態調査への参加、河

川、海域へのごみの流出防止となるための一斉

清掃等、2番目といたしまして、マイクロプラ
スチックになる前の早期の回収処理、それと住

民への広報啓発などに積極的に取り組んでいく

とともに、マイクロプラスチックが生態系に及

ぼす影響が懸念されることから、その実態解明
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と発生抑制対策を国に要望していきたいという

ことで考えております。

【外間委員】 ありがとうございました。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかに、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、質問はありません

か。

【西川委員】 14ページの入札結果一覧表の中
の平成31年度海ごみ交流事業業務委託は、1者
しか応札がなかったのですか。

それと、この仕事は、特別難しい仕事の内容

なのか。単純に、ごみ清掃、人集めとかそうい

うことなのか、詳しく説明してください。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】委員ご質

問の海ごみ交流事業につきましては、平成28年
度から、4離島を巡ってこの事業を行っており
ます。対馬、壱岐、五島、新上五島町というこ

とで、今年度につきましては、新上五島町で行

うということにしております。

基本的には、海ごみの交流事業は発生抑制対

策ということで、韓国から高校生を呼んで、県

内の4離島の高校生と一緒に海岸のごみ拾いを
したり、発生抑制対策をどのように進めたらい

いかグループ討議等を行う事業を行っておりま

す。

一番最初の対馬市では、全国で海ごみ交流事

業を行っている一般社団法人ＪＥＡＮに委託し

てやっておりますけれども、壱岐それから五島

におきましては、地元のＮＰＯが海ごみの対策

を行っているところがございますので、地元と、

それから長崎県全域で活動している特定非営利

活動法人環境カウンセリング協会長崎と競合し

ながら、この事業を行ってきたところでござい

ます。ただ、新上五島町につきましては、なか

なかＮＰＯが育っていないということもござい

まして、今年度は1者ということになっており
ます。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 次に、「政府施策に関する
提案・要望の実施結果」について、ご質問はあ

りませんか。

【坂本(智)委員】 勉強不足で大変申しわけない
のですが、国立・国定公園におけるインバウン

ド対策というものはどういうものなのか、県と

雲仙市が進める取組は非常によい取組であり、

環境省としてもバックアップしていきたいとい

うふうな説明があったわけでありますが、この

インバウンド対策というのはどういうことなの

か、お示しをいただけませんか。

【立田自然環境課長】国立公園内のインバウン

ド対策と申しますと、ハード整備という面では、

例えば、トイレの洋式化をしましたり、多言語

の看板あるいはWi-Fiを設置して多言語に対応
するとか、そういったものがございます。その

ほか、今年度からできております国際観光旅客

税に基づいた補助の制度もございます。その中

では、例えば、雲仙に廃屋があるんですけれど

も、今まで利用されてきたものが、徐々に古く

なって利用されなくなったものが残置されてい

るようなものを撤去するというところまで予算

が回らなかったというものについて補助金制度

で撤去を行った上で、利用活性化をしていくこ
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とが可能になっています。雲仙市でもそういっ

た取組を進めていこうという形で、今回、国へ

の要望には雲仙市長と一緒に伺いました。補助

金が今、ちょうど公募が終わったところでござ

いますので、その補助金がどうなるか、採択に

ついてはまだわかりませんけれども、環境省か

らは、よい取組であるというふうに評価された

と、そういった状況にございます。

【坂本(智)委員】 わかったかわかっていないか、
理解がちょっとできません。改めて控室におい

でをいただいてご説明いただきたいと思います

が、私が申し上げたいのは、私の地元対馬とい

うのは国定公園に指定をされております。一般

の方々から、とにかく裏山の木が屋根にかかっ

て邪魔でどうしようもない、あるいは部屋に入

ってきつつあると。それを折りたいんだけれど

も、ちょっと手がつけられない状況なんだとい

うようなことをよく聞くんです。そういったこ

とで、届け出をして、これはどうしようもない

なと環境省の職員が認めた場合、切ることがで

きるのかどうかというようなことを改めてまた

お尋ねをさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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。

【中村(和)委員】 先ほど西川委員が言われた海
ごみ交流事業という中身なんですが、先ほど聞

いていたら、これは新上五島町の分ということ

で言われたと思うんだけれども、これは新上五

島町だけの分なんですか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】委員ご質

問の件ですけれども、先ほど説明したとおり、

4 離島を巡ってやっていますので、今年度につ
きましては、新上五島町で、4 離島の高校生と
韓国の高校生を集めて交流事業をやるようにし

ております。

【中村(和)委員】 そうしたら、この業者という
か、特定非営利活動法人になっていますけれど

も、その作業された方たちに、どういうふうな

対応をしてのこの金額なんですか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】委員ご質

問の件ですけれども、まずもって韓国から高校

生を呼びますので、韓国からの旅費それから宿

泊費の部分、それから 4離島からの高校生を呼
びますので、4 離島からの高校生の部分、それ
から講師として大学の先生とかを呼びますので、

講師の部分、それと会場の設営費とか、そうい

うものを含めてもろもろの金額になっておりま

す。

【中村(和)委員】 ということは、この漂着ごみ
が韓国からが多いということで、そういう事業

をしていると思うんだけれども、こういう事業

を起こして、結局、韓国の子どもたちを呼んで、

こういうごみを出したらいけないよと、投棄し

てはいけないよということを理解させようとい

う考えだと思うんだけれども、こういうことを

やったことで、少しずつごみは減ってきている

んですか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】この海ご

み交流事業自体は平成 28 年度からやっており
ますし、この補助金につきましては、平成 21
年度から補助金をもらってやっております。地

元の漁業者の方々の意見を聞きますと、ごみ自

体は大分減ってきて、景観的にはよくなってい

るけれども、ただ繰り返し、ごみが流れ出てき

ているというふうなところがございますので、

発生抑制対策にも国のほうが力を入れるように
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と言われており、こういうふうな事業を進めな

がら、より発生抑制対策ができるような形で今

後も進めていきたいと考えております。

【中村(和)委員】 実際にこういう事業が効力を
発してもらって、ごみが減ればいいと思うんだ

けれども、聞いたところによれば、日本のごみ

もアメリカのほうに流れていっているという話

なので、これは同じく日本人の方たちも投棄し

ていると思うんですよね。だから、これは全世

界通じてのことなんだろうけれども、やっぱり

海上投棄というのがいろいろ問題になっている

し、1 つは、私は、船舶からの海上投棄の影響
もあるのかなと考えるんだけれども、そういう

ところは海運事業者とかへ、もう少し強く言い

ながら、昔はなかったんだけれども、今は、結

局、船の上でも燃やしてはいけないというよう

なことになっているものだから、船としては、

ごみ処理がなかなか難しい問題になっているも

のだから、そういうところを含めながら、ぜひ

早急な対処をしていただきたいと思います。

もう一点ですけれども、ご存じのとおり、諫

早湾干拓の排水門の開放問題というのが小長井

の分を含めて最高裁が棄却したことによりまし

て、私たち地元としては非常に安心をしたとこ

ろでございます。ただしかし、まだ開門派のほ

うは、いろんな意味で違った動きを今からして

くると思うものですから、それについてはどう

いうふうな展開を見せるのか心配をしているわ

けでございますけれども、やっと国の方針に伴

う結果が最高裁から出たということで、今まで

以上に有明海の再生と、そしてまた調整池の水

質改善、ここら辺も含めて、ぜひ環境部にはも

っと力を入れていただくように、国に対しても、

もっともっと今までよりも強く言えるようにな

ってくると思うので、ぜひ要望活動に対しては、

大きな力を発揮していただきたいと思うんだけ

れども、かねがね私は、調整池の水質改善のた

めに、何とかしゅんせつと覆砂をできないのか

ということをずっとお願いしてきて、担当課の

方たちも一生懸命やってくれていると思うし、

もちろん要望も、今回、政府施策にも載せてい

ただきましたので、やってくれていると思うん

ですけれども、その結果、現在の動きがどうな

っているのかというのを聞きたいです。

【吉原地域環境課長】調整池の水質改善につき

ましては、先ほど、補足説明でもご説明したと

おり、現在、第 3期の行動計画を国、県、市一
体となって策定し、水質改善に取り組むことと

しているところです。

委員がお話しされました、しゅんせつ、覆砂

につきましては、今年度の政府施策要望におい

て、濁りの抑制につながる効果的な対策として、

国に行っていただくよう要望したところであり

ます。

また、環境省に対しても、水質改善のための

効果的な対策の提案等につきまして、農林水産

省への働きかけをお願いしたところ、環境省か

ら農林水産省のほうへ働きかけをしていただい

たというふうにお聞きしているところでござい

ます。

【中村(和)委員】 何回私が質問しても、ここ数
年間、それだけの回答しか返ってこないんです

よね。確かに環境部として、農林部と一緒に手

を組んでやってくれていると思うんだけれども、

今回、これだけの最高裁の判決が出て、開門を

されるという可能性がぐっと狭まったと思いま

すので、そうなれば、調整池の水質改善という

のは早急にやらなければいけないし、現状では、

何の対策もできないわけですよね。だから、私

は、しゅんせつをしてくれと言っている。おま
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けに、ユスリカという小さいハエがいるんだけ

れども、非常に通行の妨げになっておりまして、

これがなかなか改善できない、一向に減る傾向

にないわけです。

また、農業に対しての利用する利水ですから、

干拓でできた農産物を購入する方たちにとって

は、いかに安全な水を使って農業をしているか

ということを理解してもらわなくてはならない。

そのためには、基準値を超えているような水質

を持っているこの調整池は、やっぱり早急に改

善しなければならないわけですよ。これは国が

責任を持ってやってもらわなければならない。

ところが、開門するか否かの問題で、なかなか

国のほうも動けなかったというのが実情だと思

うんですけれども、とにかく要望・陳情して、

全然その先の行動がないということですから、

今の状況では、私は当然理解ができないわけで

す。

私の地元の小長井町漁協も、排水するのは構

わないけれども、ちゃんとした水を排水してい

ただきたいということを言っている方たちもた

くさんいるわけですから、そういうことに関し

て、今後、これについては、まずしゅんせつを

やってもらわなければならないと思っています

から、その辺について、現状では国の方針とし

ては、どういう考えを持っているのか、わかっ

ている部分で結構ですからお願いします。

【宮﨑環境部長】調整池におけますしゅんせつ

の具体的な動きはどうかというふうなお尋ねで

ございますけれども、九州農政局におかれまし

ては、現在、調整池に関する調査といたしまし

て、潮受け堤防締め切り以後、底泥の性質に変

化は見られていないけれども、引き続き監視を

するということで、継続的な調査をやられてい

る状況でございます。

それに加えまして、本年度、調整池からの排

水管理の観点から、底の泥の堆積状況というも

のを調査したいと、そういうふうな予定である

というふうなお話も聞いているところでござい

ます。

本県といたしましては、地元からは強い要望

がございます。これらを踏まえまして、今回の

底泥の堆積状況の調査、これを何とかしゅんせ

つ、そして最終的には覆砂まで実施していただ

くよう要望をしていきたいと考えております。

【中村(和)委員】 一歩前進したんですかね。前
進というより、確かに調整池の底には潟土が非

常にたまっていますよね。これは本明川、流域

の河川から流れ出てくる排土といいますか、そ

ういう土が堆積をしている可能性は十分にあり

ますよね。もともと水深が浅いんですから、そ

れに対して、ここを締め切ってから相当な期間

が経過していますので、恐らく、調整池にも大

量の土砂が流れ込んでいる可能性はあると思い

ます。ということは、それを調査するというこ

とは、もともと締め切りする前の調整池内の水

深と今の水深が変わっていれば、当然、堆積物

があるということですよね。要するに、堆積物

の調査をするんでしょうから、その調査の結果、

以前よりも堆積物がたまっていれば、それはや

っぱり除去しなければならないという結果にな

ってくると思うので、最終的には、それがしゅ

んせつにつながる可能性もあると思うので、ぜ

ひその辺は、今回幸いにして、そういう調査を

やってくれるのであれば、その調査にのっとっ

て、環境部として、将来的にしゅんせつ、また

それに対する覆砂、それを強く呼びかけていっ

ていただきたいと思いますので、環境部長、よ

ろしくお願いしておきます。

【山口(初)委員】 場所は変わりますけれども同
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じような質問になるのですが、一般質問におい

ても今回、環境部長に、大村湾の関係で短い時

間の中でご答弁いただいて、大変申しわけなか

ったなと思っている部分もあるのですが、水質

については、その時、一定のご答弁はいただき

ましたが、もう1項目、底質の関係で質問を用
意しておったのですが、申しわけなかったので

すが時間が来てしまいまして、ご答弁いただく

ことができなかったんですけれども、水質は、

いわゆる汚水処理人口等々もご努力いただいて、

復旧が進んできて、ＣＯＤも随分改善はされて

いるのですが、残念ながら湾奥が、大村湾の課

題はやっぱり湾奥ですね。そういうことで、湾

奥の水質を改善するということは大事なんです

が、その要因になるのは、やっぱり湾奥の底質、

ヘドロを含めて底質改善についてご答弁を求め

たいわけなんですけれども、すみません、4年
間もブランクがあるものですから、その後の経

過がよくわかっていないので、とんちんかんな

質問になる部分もあるかもしれませんけれども、

5年前は、水酸化マグネシウムで底質を改善し
よう、硫化水素の発生を抑える、ｐＨ改善もや

っていこうということで取組を進めてきて、一

定の成果が出ているということも確認をできて

おったのですが、ただ、あれはどうしても費用

がかかるので、大村湾一帯にあれをまくわけに

はいかないものですから、お聞きするところ、

中断というか、今は、この方式ではいかんなと

いうことになっておられるんだろうと思うんで

すけれども、しかし、このままほっておいても

いかんと思うんです。環境部としても、そこに

は現代の技術をもってして何とか解決していか

なければいけない、手法を探らなければいけな

いと思っているんですけれども、今どういう状

況にあられるのか、そこのところをお尋ねした

いと思います。

【吉原地域環境課長】 山口(初)委員ご質問の大
村湾の底質の改善の関係なんですけれども、平

成23年度から平成25年度にかけまして、先ほど
お話があった大村湾の津水湾及び大村湾沿岸で

水酸化マグネシウムを散布することによる底質

改善の実証試験を実施したところです。また、

平成27年には、民間事業者が環境省の環境技術
実証事業を活用し、時津港において、水酸化マ

グネシウムによる底質改善の実証試験を行って

います。

その結果としまして、水酸化マグネシウムの

散布によって硫化水素の発生は抑制されると、

一定の効果が認められたんですけれども、効果

の持続性が乏しいということなどから、その事

業化というのが厳しいということで判断してい

るところでございます。

それから、底質の改善は必要だということに

ついてなんですけれども、今回、第4期大村湾
環境保全・活性化行動計画を策定しております

けれども、その中で、やはり底質の悪化に対す

る対策をとっていかなければいけないというこ

とで、底質及び水質の調査を改善のための検討

をするために実施していこうということで計画

しているところでございます。

【山口(初)委員】 おっしゃっていることは、底
質がよくないことはわかっているんだけれども、

今どういう状況にあるかというのをモニタリン

グして状況をきっちりつかんで、どういう手を

打ったらいいかということを模索しているとい

うふうに理解しておけばいいわけですか。

【吉原地域環境課長】おっしゃるとおりでござ

いまして、底質の状況をきちんと把握しまして、

どういう手を打っていったらいいかというとこ

ろを検討するということでございます。
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【山口(初)委員】 難しいと思うんですよね。と
いうことで、日本国内には類似の大村湾のよう

な閉鎖性の海域で、何とか改善しなければいけ

ないということで取り組まれている事例もある

んだと思っているんですけれども、その辺の調

査についてはどうでしょうか。それを調べるこ

とによって、大村湾の行く道というのも見えて

くるのではないかとも思っているんですけれど

も、いかがでしょう。

【吉原地域環境課長】 他県の事例としまして、

兵庫のほうで、底質改善のための資材を投入さ

れて、底質の改善を図られているところもござ

いますので、前回やりました水酸化マグネシウ

ム以外の素材につきましても、状況を調べて、

津水湾、大村湾のほうに適用できないかという

ところもあわせて考えていきたいと思っている

ところでございます。

【山口(初)委員】 大村湾の価値観といいますか、
これも何回か話したことがありますけれども、

漁業にとっても、大村湾はいわゆる産卵場とし

て貴重な位置付けにあると思うので、そこをき

っちりしてやることによって、西海橋から外に

出た魚が湾沿岸の皆様方、我々の食卓にそれが

返ってくるわけでありますから、何とか大村湾

をきれいにしてやって、藻場が生育して、そこ

に魚がすめる、産卵ができるという環境をつく

ってやるのが環境部に課せられた課題だと思っ

ていますので、何とかいい、余りお金がかから

なくて改善ができる方法を何年も研究されてき

ていると思うんですが、なお一層、そこのとこ

ろを突っ込んで頑張っていただければと思って

いますので、よろしくお願いします。

【八江委員】 先ほど、中村(和)委員から話があ
りました諫早湾干拓事業の中の環境保全対策、

調整池の対策については、先ほどのお話に私も

特別異論はないんですけれども、ただ、私がお

尋ねしてみたいのは、本明川下流域でもあるし、

調整池から流れる水と佐賀県の六角川とか、筑

後川、こういったところとの水質は、むしろ、

諫早湾から流れている川のほうがいいと、悪く

ないと言われている中で、その中の調整池内を

浄化して、いろんなことをしていくことが、そ

れ以上のことを求めているわけで、それはもっ

ともっといい話だと思いますけれども、流され

ている水質が、他県の佐賀県、福岡県から流さ

れている川の水と、どのように違っているのか

ということを私はずっと疑問に思って、いつも

データその他を聞くと、ほとんど変わりない、

むしろ、いいんだという話も聞いております。

その影響が、漁業に対して、どのように影響し

ているから、諫早湾の調整池がとやかく言われ

ているのかというのが、私たち地元にとっては、

なかなか理解できにくいものがあります。あそ

こから出てくるのは全て毒水だとか、排水が非

常に悪いんだと言われておりますけれども、た

だ、航空写真等で見れば、締切り堤防の内側と

外側と色が違う。だから、違うところを特に何

かと、ある新聞によっては、ひどく差のあると

ころだけを強調させて、これだけ濁っているの

だから、これだけ影響があるんだと思わんばか

りのことをしておられるようなことを、私たち

としては違和感を感じております。

そういう意味で、他県の川から流入する有明

海に流れている水質としては、大きな差はない

んじゃないかと思うんですけれども、その点を

わかっておれば、まず確認しておきたいと思い

ます。

【宮﨑環境部長】調整池の水質と有明海に流れ

込む他の河川との比較はどうか、濁りぐあいは

どうかというふうなご質問でございますけれど
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も、まず調整池の流域面積と有明海に流れ込む

河川の流域面積を比較しますと、調整池から流

れ出るのが、全体の河川から流れる量の 3％程
度でございます。ただし、流域汚染物質の負荷

量をカウントいたしますと、これが 1％程度に
すぎないと。ということは、当然、調整池の水

よりも、ほかに有明海に負荷をかけているもの

があるということでございまして、そう考えれ

ば、調整池の水というのは、ほかの河川と遜色

ないか、それ以下であるというふうなことが言

えるだろうと思っております。

それともう一つ、色の違いをおっしゃられま

したけれども、実は、調整池の水質というのが、

平均水位が 1.4 メートルでございまして、本明
川から流れ込む泥等が底に堆積しているわけで

ございますけれども、水深が 1.4 メートルでご
ざいますので、風が吹けば波が立って、その波

が下の泥を巻き上げて、要するに、ああいうふ

うな茶色の色に見えると。一方で、諫早湾を見

ますと、あそこは海水でございますので、海水

に泥がまざった瞬間に沈降する、塩水が沈降さ

せる効力があるものですから、ああいうふうに

青々見えるわけでございまして、調整池の水が

本当に悪いから、ああいうふうに見えていると

いうことではございません。

【八江委員】そのとおりだと思って、私も有明

海沿岸に住んでいる者の 1人でありまして、私
たちの子どもの頃に河川で、私は本明川の支流

であります半造川のところに住んでおりまして、

そこでは満ち潮の大潮の時には、山付きだけれ

ども、我々の家の近所まで潮が満ちてきており

ました。その満ち潮の中で、大きなよどみがあ

ります。島原鉄道のところに半造というのがあ

ります。本明川の支流のところでありますけれ

ども、そこのところで私たちはずっと水遊びを

しておったんです。飛び込んで泳ぎながら。そ

の時は、全く下は見えない中での泳ぎをしてお

ったんですけれども、それはなぜかというと、

水質というのが、満ちてくる時に、今言われた、

我々に言わせれば泥水、土を巻き上げて潮が満

ちてきておった。全く見えないところで、感覚

の中で、ここは深いから、浅いからということ

で飛び込んでおったので、そういう時代を過ご

してきたものですから、濁っているから水質が

悪いと一概に思いがちですけれども、それは今

言われるように、波でもって、上げ潮でもって

運んでくるのが干潟の微粒子の土、泥水だった

わけです。だから、そういったものがかき回さ

れると、水深の浅いところは、上から見れば透

明性が悪いと。だから、それが全て悪いような

印象を与えているから、私たちは、それが心配

だと。だから、ああいう水は流すなと言われて

いるけれども、ほかの佐賀の六角川をはじめ、

そちらの水より悪くないという話のようです。

そしてまた、流された水は、一部は確かに濁

りの水が流れるかもわかりませんけれども、現

在の有明海の水量の 3％。だから、流れたとこ
ろで、一部のところは確かに濁った水が流れる

かもしれない。だから、それがどのように、こ

こにいろんな水質がありますけれども、ＣＯＤ、

全窒素、全燐とか書いてありますけれども、こ

ういった目標値は上げてもらっているから、下

げていただくことは、するためには努力はして

いかなければいけないと思いますけれども、そ

れが漁業時にどのような悪影響を与えているか

というのは、今の 3％の中のあれで、そんなに
大きなものではないんじゃないかなと。だから、

それが中心で開門しろとかするなとかというも

のは若干違うんだということを申し上げておき

たい。
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だから、締切り堤防ですから、締め切ったと

ころの内側と外側は、確かに河川から流れてく

る土石流は底に止まります。止まるから浅くな

ってくることも事実です。だからといって、そ

の土が悪いものではないと思いますけれども、

完全なものを、もとのものにするためには、し

ゅんせつも必要だということで、先ほどの話は、

それは必要なことは必要だろうと思います。だ

からといって、外に出ていく水が悪いからする

という意味ではないと、私はこう思っておりま

す。だから、その点をしっかり何かの形で表現

をしながら県としては進めていただきたいと思

いますけれども、そういう考えはいかがですか。

【宮﨑環境部長】 委員ご指摘のとおり、実は、

きれいな水が豊かな水かといったら、そうでは

ないんだろうというふうにも考えております。

実は、過去に瀬戸内海で水質改善を進められた

経緯がございます。結果として水はきれいにな

ったんですけれども、そこに魚介類はすまなく

なったというふうな実例もございまして、結局、

水質をもとに戻しているというふうな事例もあ

りますし、最近では、兵庫県になるんですけれ

ども、水質目標値は一定クリアをして、それ以

下に水質を落とすべきかということで、落とし

過ぎれば、要するに、魚介類にかえって悪影響

を与えるということで、実は、兵庫県では、こ

れ以上きれいにしてはいけないという水質の下

限値を設けるというふうな動きもあっていると

ころでございます。

ですから、本県も、調整池は当然目標はクリ

アすべきものでございますけれども、その後に

ついては、どうあるべきかというのは、改めて

検討する必要があると考えております。

【八江委員】捉え方で、いろいろ立場立場で違

うのかもわかりませんけれども、国民の中には

たくさんいろんな方がいらっしゃいます。あそ

この中にすんでいる淡水魚等も非常に多くなっ

てきておりますし、またそこに集まってきてい

る野鳥その他もあります。そういう意味からい

けば、自然環境が幾らか変わっていることは事

実ですけれども、それが全て悪いものではない

と。私は、むしろ、野鳥その他がやってくるこ

とは、環境上はうまくいっているのかなという

思いもあります。ただしかし、その弊害も、例

えば、カモの被害で農産物の被害等もあります

ので、何もかもいいとは言えない部分がありま

すけれども、それが自然の循環の中で、いろん

なことが発生してくるのかなと思います。

そこで、この目的等については、全くそのと

おりでありますので、計画の基本方針をして、

こういうことをしたいというのは、水質保全対

策、これは生活排水対策というのは、諫早湾内

のところは、下水道の処理施設、公共下水道、

いろいろな農業排水対策、それから小型合併処

理槽等もあって、随分進んでいると思います。

80％以上ぐらいはなっているんじゃないかと
思いますけれども、そのことは確認をしたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。

【宮﨑環境部長】諫早湾調整池周辺の汚水処理

の状況のお尋ねでございますけれども、まず、

諫早湾干拓調整池周辺の汚水処理人口普及率に

つきましては、平成29年度末で90.2％でござい
ます。また、諫早湾干拓調整池周辺の水洗化率

でございますけれども、これが平成29年度末で
81.6％となっております。
今後とも、下水道の整備を進める予算という

ものを当然確保する、それとあわせまして施設

の更新等あわせて対策を推進してまいりたいと

考えております。

【八江委員】そういうふうにして改善は大分進
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んでいるし、100％になればいいんですけれど
も、なかなか山間地帯その他もあって、公共下

水道のみならず、農業集落排水等も届かない部

分があって、そして小型合併処理槽も金額が高

くなるから100％とはいかないけれども、家庭
の雑排水が若干流れてくるかと思うけれども、

それは他県の水路、ほかの水路とは大きな差は

なくて、むしろ、淡水湖に流れている水質は非

常にいい水が流れ込んでいると、こう我々は認

識をしておりますので、より一層100％に近く
なるようにお願いしたいと思います。

それからもう一つ、調整池に流入する河川、

水路の浄化対策ということであります。この浄

化対策というのは、どういうものをもって浄化

対策ということにされるのか確認したいと思い

ますが、いかがですか。

【吉原地域環境課長】河川の浄化対策につきま

しては、まず農業用排水路にリンを除去できる

浄水場から出てきます泥、これがリンを吸着す

る効果があるということで、中央干拓地の河川

排水路のほうに農政局が敷設をしようというこ

とで検討しているところでございます。また、

本明川に流入する河川の浄化対策につきまして

も、県土木部、また市の河川課等が河川の改修

事業をやっておりまして、その中で浄化対策を

やっていくということになっております。

【八江委員】その辺は河川によって、それから

また工場の排水等もあったりするため、そうい

ったものの対策も、浄化する努力もしていただ

くことも若干出てくると思いますので、その点

はお願いしておきたいと思います。

それから、パブリックコメントの対応につい

ての中で、我々は地元小野平野に住んでいる者

の中で、今年の渇水、雨が降らずに大変苦労し

て、田植えができない状況にもありました。棚

田のところはなおさらと思いますけれども、平

たん地でさえ、なかなか水が回ってこないとい

う状況だった。そういう時に、淡水湖の水を利

活用することは、今までは大っぴらにできない

部分があったりしておりましたが、水は水でつ

ながっておりますので、低いところに水は流れ

るようになっております。そういう関係もあっ

たりして、利活用については、ここに書いてあ

るのは、4番、コメントの中で、調整池の水質
は、農業用水として利用する上では重要なもの

だと。だから、はっきり明記しておくべきじゃ

ないかということを書いてあります。私たちも、

そのように思います。ここに県の考え方は書い

てありますけれども、いま一度、確認をしてお

きたいと思いますけれども、いかがですか。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時１０分 休憩 ―

― 午前１１時１１分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。

【宮﨑環境部長】調整池の水の農業への利用に

ついてでございますけれども、実は、本明川の

中流あたりに取水をする施設がございます。今

現在、そこから取水をいたしまして新干拓地の

農地に水を供給して農業を営んでいるというふ

うな状況でございまして、今現在そういうふう

な利用をさせていただいているところでござい

ます。

【八江委員】これまでのいきさつ、その他水利

権の問題等もありますので、その辺は、速やか

にいろんなことを調整しながら、はっきり言っ

て、堂々と使えるようなことが必要じゃないか

と我々地元の立場の者として、外から見た時に、

むしろ、それをするために苦労をしているよう

なことも出てきたら大変だから、速やかに利用
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できるように努めていただくようにお願いをし

ておきたいと思っております。

もう一つだけ、アオコの問題等がよく言われ

ますけれども、我々住んでいる中で、アオコが

どのように影響があっているかというのは余り

確認できないし、毒性があるというのも余り認

識はしておりませんけれども、新聞紙上なんか

で、書き方によっては、毒のアオコだというこ

とを言われておりまして、そういうものは今ま

でかつてないことでもあったし、異常発生する

時としない時とはあるようですけれども、その

対策については、今までいろんなことをやって

いただいていると思いますから、水質の問題そ

の他には余り関係ない、むしろ、水質には、そ

ういった水生植物があってこそ、水質の保全に

も関係してくるんじゃないかと思いますけれど

も、そのことだけ確認をいたしたいと。どのよ

うに影響があるのかないのか、それだけ教えて

いただきたいと思います。

【宮﨑環境部長】調整池のアオコにつきまして

は、アオコがもともとミクロシスチンという毒

素を含んでいるというふうな形で、魚や人体に

影響があるのではないかというふうなことをお

っしゃる方もいらっしゃいますけれども、実際、

県で調査をしたり、国で底質の調査をしたとこ

ろ、そのような影響というのは検出できなかっ

たと、そういうふうな検査結果が出ているとこ

ろでございます。

【八江委員】いずれにしても、よくすることは

悪いということじゃないので頑張っていただき

たいと思いますけれども、余り違うようなこと

の指摘を受けた時は、ちゃんとした反論をして

いただかないと、県民が戸惑うようなことにな

らないように、しっかりと本音は本音で、影響

ないなら影響ないように、はっきりしておかな

いと、濁りの水が全て悪水だと言われるような

状況にはならないと、私はそういう確信をして

おりますし、その点をしっかり水質保全対策を

していきながらも、しっかりとした考え方で進

めていただきたいことだけ要望して、終わりた

いと思います。

【饗庭委員】先ほどもありましたけれども、大

村湾環境保全についてご質問をしたいと思いま

す。大村湾環境保全のところで、県も取り組ん

でおられますけれども、民間とかＮＰＯで取り

組んでおられると思うんですけれども、そこと

の連携と、この 5年間で、どのように水質改善
がされたのか、お伺いします。

【吉原地域環境課長】大村湾の水質改善につき

まして、民間の団体、これは 5市 5町と、また
ハウステンボスさんとか、十八銀行さん、そし

て大村湾内の漁協さん、こういった方で構成す

る大村湾をきれいにする会と連携を図って、浮

遊ごみの対策とかをやってきたところでござい

ます。大村湾の水質につきましては、ここ 3年
ぐらいかけて連続的に水質はよくなってきてい

るという状況でございます。

また、そのほかにも、大村湾内でも、民間の

ＮＰＯの法人とか、それぞれ漂着ごみの回収と

か、そういった活動をされております。大村湾

ネットワーク会議という中で、そういった方た

ちとお話し合いをしながら、大村湾の浄化を進

めていくようにしているところでございます。

【饗庭委員】今言われた大村湾をきれいにする

会などと、具体的にどんなふうにしているかを

知りたいんです。その方々も、ごみを回収して

きれいにしていっているというお話を聞くので、

その中で、水質がこの 3年でよくなっていると
いうことではございますけれども、もしデータ

があれば、ごめんなさい、どんなデータであら
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わすのかわからないんですけれども、どれがよ

くなったというのを教えてください。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時１７分 休憩 ―

― 午前１１時１７分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【吉原地域環境課長】水質につきましては、汚

れの値を示すＣＯＤでございますけれども、平

成 26年度が 2.5、平成 27年度が 2.2、平成 28
年度が 2.1、平成 29年度が 2.0と、計画の目標
であります2.0を平成29年度に達成していると
いう状況でございます。また、そのほか窒素と

リン、栄養分になりますけれども、これも目標

値を定めておりまして、全窒素につきましては

0.2mg／L という目標を設定しておりますけれ
ども、平成 26年度から、0.20 mg／Lを下回っ
て、目標を達成しています。また、全リンにつ

きましては、0.02 mg／L という目標値を設定
しておりまして、平成 26年度が 0.02、平成 27
年度が 0.016、平成 28年度が 0.022と上がって
おりますけれども、平成 29年度は 0.017 mg／
Lと、目標は達成している状況でございます。
【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時１９分 休憩 ―

― 午前１１時２０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【宮﨑環境部長】先ほど、大村湾全域におけま

すＣＯＤそして窒素とリンの数値についての答

弁をいたしましたけれども、概ね目標は達成し

ているというふうな状況でございます。

ただし、湾奥部の例えば津水であるとか、競

艇場の前、祝崎沖というふうなところは、まだ

目標値に達していないような状況がございます。

ですので、本年 3月に策定しました第 4期大村

湾環境保全・活性化行動計画に基づきまして、ま

ずは、現在、汚水処理人口が 94.2％でございま
すけれども、それを令和 7年までに 97.7％まで
向上させる取組を行っているところでございま

す。あわせて、大村湾の湾奥部の流域の下水処

理場 3カ所におきまして、高度処理化を進めて
いる状況にございます。

それと、大村湾をきれいにする会におきまし

ては、毎年、大村湾の浮遊ごみの除去対策等を

行われておりまして、本県からも補助をいたし

ているような状況でございますけれども、それ

以外に、大村湾の環境保全に係る啓発活動とい

たしまして、大村湾をきれいにしようというキ

ャンペーンや環境イベントへの参加とか、街頭

キャンペーン、いさはやエコフェスタ等にもブ

ース等を出展して啓発活動を行っているところ

でございます。

【饗庭委員】連携をもう少し聞きたかったので

すが、よくわからなくてごめんなさい。

連携をしながらしているという中で、民間の

方は、大村湾はきれいなんだと、だからこれを

もっとＰＲしていったほうがいいんじゃないか

というふうなお話をされていたので、県として、

今の基準値をずっと保ってよくなっているとい

うことであれば、それをＰＲしたほうがいいん

じゃないかというふうに言われているんです。

大村湾にもっと魚が帰ってくるというふうにし

たほうがいいんじゃないかと言われているんで

すが、そのあたりはいかがでしょうか。

【吉原地域環境課長】おっしゃるとおりで、湾

沿岸の住民の方は、大村湾がきれいになってい

るということをご存じです。県のほうも、そこ

をもっとＰＲして、地域資源がいっぱいある大

村湾を住民の方に活用していただきながら、ま
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た大村湾の保全にも努めていただきたいと考え

ているところでございます。

【中山委員】イノシシとシカの生息調査を聞き

たいわけですが、その前に、環境部でできると

いうような部分について確認を何点か先にさせ

ていただきたいと思いますが、平成26年5月30
日に「鳥獣保護法」の一部が改正されています

よね。それで、法の題名を「鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改めと、

法の目的に「鳥獣の管理」を加える、こういう

ふうにしているわけでありますが、この鳥獣の

管理ということについて少し説明をいただきた

いということと、あわせて法改正が何点かあっ

ておりますので、その主なものについてご説明

いただきたいと思います。

【立田自然環境課長】「鳥獣保護法」の改正に

関してのご質問ですけれども、管理ということ

に関しては、これまでは、どちらかというと「保

護」という言葉のみで、管理ということがござ

いませんでしたので、鳥獣が減らないようにと

いう形で鳥獣保護区というものを設置して保護

するという施策をとっておりました。この法改

正によって、第2種特定鳥獣というものを指定
することができるようになりまして、それは増

え過ぎた野生の鳥獣を適正な数にしていこうと

いう形での施策をとることができるように法改

正がされたというものが一番のポイントになっ

ております。

【中山委員】法改正で、管理をして鳥獣を減ら

していくと、保護区、そういう活動範囲を減ら

していくというような目的がきちんとうたわれ

たということは前進でありますが、その法改正

の中で、いろいろあるんですけれども、住居集

合地域等における麻酔銃の許可というのがある

んです。これは現在、長崎県で許可を出した件

数があるのかどうか、この状況について教えて

ください。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時２５分 休憩 ―

― 午前１１時２７分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【立田自然環境課長】 今の件につきましては、

農林部で把握している件数になりますので、確

認して、後ほどご回答したいと思います。

【坂本(浩)委員長】 それでは、午前中の会議は
これにてとどめ、しばらく休憩します。

午後は、13時30分から委員会を再開し、引き
続き、環境部の審査を行います。

― 午前１１時２８分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き審査を行います。

なお、八江委員より、ちょっと遅れる旨の連

絡が入っておりますので、ご報告いたします。

【立田自然環境課長】午前中にご質問がござい

ました「鳥獣保護管理法」の 38 条の 2 で許可
があります麻酔銃についてです。住居集合地域

等で捕獲するものですけれども、それに関して、

長崎県内は許可件数はゼロ件ということで確認

をしております。

【中山委員】 ありがとうございました。

それで、この法改正の中で、指定管理鳥獣捕

獲等事業の創設の中で、認定鳥獣捕獲等事業者、

これはシカを対馬かどこかでこの事業をやった

という話を聞いているんだけれども、これは自

然環境課が担当ですか。この内容を教えてくれ

ますか。

【立田自然環境課長】対馬におきましてシカの
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対策を行っております。生態系被害、下草がな

くなったり、そういったものがございますので、

国の補助金を使いまして、認定事業者による捕

獲事業を行っております。昨年度に関しまして

は、鳥獣保護区等を中心にして捕獲を行いまし

て、21頭のシカを捕獲しているところでござい
ます。

【中山委員】この法改正があって、自然環境課

自ら事業できるという制度ですから、これは今

後も活用してほしいということをまず申し上げ

ておきたいと思います。

あわせて、この法改正に伴って、平成 24 年
度から平成 28年度、第 11次鳥獣保護事業計画
の策定については自然環境課がやっていますよ

ね。そして、この法改正が平成 26 年度にあっ
て、平成 27 年 5 月から施行されておって、そ
うするとこの施策の体系の中で、第 1種特定鳥
獣保護計画と第 2種特定鳥獣管理計画というも
のを設けるようになっているようでありますけ

れども、平成 29 年度以降、保護計画並びに管
理計画があると思いますけれども、私はもらっ

ていないのでその内容がよくわかりませんけれ

ども、その中身、この改正を受けて、どのよう

な形に変わってきているのか、その主な点につ

いて、ご説明いただきたいと思います。

【立田自然環境課長】 計画については、以前、

環境部で所管しておりましたが、現在、農林部

にその所管が移っておりますので、今、計画策

定もしくは計画の改定に関しては、農林部が所

管しております。現状、計画がまだ続いている

ところでして、2 年後に改定することになるか
と考えております。

【中山委員】 それでは、第 11次鳥獣保護事業
計画の終了後は、農林部のほうに移管されてい

るのですか。間違いないですか。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 １時３４分 休憩 ―

― 午後 １時３５分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【立田自然環境課長】少し複雑なんですけれど

も、第 12 次鳥獣保護管理計画というものがご
ざいまして、平成 29年 4月から平成 34年 3月
31日までの計画になっておりまして、こちらは
自然環境課が所管しております。先ほど言いま

したものは、法改正に伴って第 2種特定鳥獣管
理計画というものができたんですけれども、そ

ちらは農林部が所管しているものになっており

ます。

【中山委員】 それでは、第 12次鳥獣保護事業
計画の中身、主なものについて、法改正を受け

て、第 11次から第 12次について、どの点が変
更になっているのか、それについて説明できま

すか。第 12次は資料を持っていませんから。
【立田自然環境課長】 第 11 次から第 12 次の
主な変更点ですけれども、「鳥獣保護管理法」の

改正に伴うものということではございませんけ

れども、鳥獣保護区が更新されたり、鳥獣保護

区の再指定とかいったものがございまして、そ

ういったことに関して改正をしております。で

すので、委員ご指摘の法改正に伴ってここが変

わったということは、ご指摘のとおり、ないと

いう形になっております。

【中山委員】 それでは、第 2 種特定鳥獣管理
計画については、農林部のほうにお聞きしたい

と思っております。

そこで、本題に入るのですが、市内を歩いて

も、イノシシ被害というか、私は相当数言われ

ているんですけれども、生活環境被害が年間

500件から 600件程度出ていると、そうだと思
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うんです。そこで、一番話がかみ合わないのは、

確かにイノシシの範囲が、旧野母崎町の樺島か

ら旧琴海町の尾戸まで全般的にイノシシが出て

おって、地域が増えた、生息範囲が増えたこと

については大体一致するわけです。問題は、地

域の人は、イノシシの頭数が増えたという考え

方を持っているわけです。ところが、私は、そ

うじゃないんですよ、年間 4万頭から 5万頭程
度イノシシ、シカをとっているから増えていな

いでしょうと言うわけです。ところが、これが

かみ合わないわけです。私も、増えているのか

減っているのかというのが判断つかないわけで

す。そのためには、生息頭数を国に対してしき

りにお願いしているけれども、果たして、長崎

県内にイノシシがどれだけいるのか、また八郎

岳周辺にシカはどれだけいるのか、その辺を明

確にできない以上は市民、県民に説明ができな

いし、4 万頭、5 万頭ということで捕獲した実
績はあるけれども、それが果たして、法改正の

もと管理することによって、減らすというのが

前提になっているので、減っているのかどうか

というのがわからないわけです。そこで、生息

管理については、自然環境課が管理していると

私は思っているんですけれども、それを含めて、

イノシシとシカの生息数について、現在どのよ

うに捉えているのか、お答えいただきたいと思

います。

【立田自然環境課長】まず、シカとイノシシで

考え方がかなり違うのかなと思っておりまして、

シカに関しては、委員おっしゃいますとおり、

生息頭数というものを推計する方法がございま

して、地域によって頭数を推計しております。

ただ、頭数が年度によって数字がかなり大きく

違ったり、変動はあるので、あくまでも推計と

いうことになるかと思います。

一方で、イノシシに関しましては、かなり多

産の動物だということもございまして、県内で

もイノシシの推定頭数というのは出していない

ところでございます。こちらはシカのように 1
頭が 1頭を産むという生物と比べますと、頭数
の推定が難しいということもあるのではないか

と考えております。

ただ、そういう意味でも、委員がおっしゃる

とおり、減少トレンドに持っていくためには、

どれぐらいとるのかという考え方が重要になっ

てくると思います。柵で囲うなどの対策もして

いるので、被害額などで把握するというのが難

しいところはあると思いますけれども、どうし

ても現状においては、被害の状況が減少に転じ

ることになっているかどうかと、そういった確

認の仕方になってくるのではないかと考えてお

ります。

【中山委員】イノシシについては生息頭数がわ

からないというのは、もうイノシシが出てから

10 年近くかかると思うんです。しかしながら、
農林部においても、少なくとも 7 億円から 10
億円近くの間の事業投資をしているわけです。

そうなると、この結果としてどうするかという

ことについて、ある程度、やはり県の見解とい

うのを示さなければいけないと私は思っている

んです。そういう意味で、生息頭数を把握する

ために、モデル地区をつくるかなにかして、何

らかの形で検証する必要があるんだろうと私は

思うんです。そういった面で、イノシシについ

ては、モデル地区をつくるなりして、検証事業

をぜひ実施してほしいというのが 1つ。その前
は、生息頭数の把握をやって、そしてモデル地

区をして、何らかの形で事業の検証を、減って

いるのか増えているのかというのを県民にわか

るように説明する必要があると思うので、ぜひ
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そういう手法を考えてほしいというのが 1つ。
もう一つは、長崎市内の八郎地区については、

保護計画があったでしょう。当時、3,000 頭近
くにしよう、それをどうしよう、こうしようと

いう話があったけれども、この地区について、

生息調査はやっているのですか。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 １時４３分 休憩 ―

― 午後 １時４３分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【立田自然環境課長】まず、八郎岳につきまし

ては、最新の調査では、その周辺でシカの頭数

は 720頭という推計は出ております。ただ、年
間で 1,000頭前後の頭数を捕獲しているという
状況でございますので、この頭数が正確なもの

なのかというところは、検証がまだ必要な状況

かと考えております。

イノシシのモデル地区、そういった調査をす

るということですけれども、これに関して、す

ぐするという回答はなかなか難しいですけれど

も、まずイノシシの被害を防止するためには、

とるだけではなく、先ほども申し上げましたけ

れども、多産の生き物ですので、とる方法だけ

ではなくて、柵ですとか、周辺に寄りつかない

ようにするとか、そういった対策も必要になっ

ておりますので、そういった対策は農林部中心

にやっていくことになりますけれども、我々も

協力していきたいと考えます。

イノシシの推計の頭数に関しては、日本全体

という意味でも、今、技術的な部分がどれほど

進んでいるのかというのは私も把握しておりま

せんので、そういったことが今行われていると

ころがあるのかも含めて、研究させていただき

たいと思います。

【中山委員】 長崎市内の八郎自然公園、最近

720頭とれた、これはいつですか。
【立田自然環境課長】 平成 27年の数字になり
ます。

【中山委員】 平成 27年。私はこれは初めて聞
くけれども、何年か前に、山本さんといって東

京から来た人がおりましたよね。あの時、私は

この委員会におったのだけれども、その時、

3,000 頭ぐらいという話だったと思うけれども、
平成 27年、5年前の話ですよ。間違いないです
か。再度確認、答弁してください。

【立田自然環境課長】平成24年の段階で4,150
頭という数字が出ておりまして、平成 27 年に
720 頭と、推計上ですけれども、大きく減って
いるという状況にございます。その前までさか

のぼって言いますと、平成 22 年は 4,210 頭、
平成 20年が 1,453頭、平成 18年は 3,775頭と
いうことで、3,000 頭から 4,000 頭前後で推移
する中で、推計の状況によって 1,500頭ぐらい
の時もあったということでございまして、先ほ

ど申し上げましたとおり、最新のデータという

のが 720頭であることは確かですけれども、状
況というのは今後も確認していく必要があるの

かなと思います。

【中山委員】 720頭ということで、これだけ見
ると、かなり努力したなということでわかるわ

けですけれども、これから 5年近くになってい
るので、もう一回、ぜひ生息実態調査をやって

ほしいと思うんです。

ただ、この数字だけ見ると、5 年前から減っ
ているということは、7～8年前からイノシシが
出てきたんですよ。イノシシが増えてきたこと

によって、ひょっとしたらシカが減ってきたん

じゃないかなというような感じもしないわけで

はないですが、再度、八郎地区において生息実
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態調査をしていただくことをひとつ要望してお

きたいと思います。

あわせて、イノシシ全体のものについては、

今、他県の状況等も調べてやってみたいような

話でありましたけれども、これは国の政策です

から。それで、あなたたちの国に対する要望も、

推測頭数がわからなければ戦略的に捕獲できま

せんよということで、明確にうたっているわけ

ですから、そうなると、やはり何らかの形で、

国がやるまでわからないでは話にならないわけ

であって、県独自でもやる必要があると思いま

すし、国とあわせて、再度、それについて全体

どれくらいの頭数がいるか推測を出して、その

中で事業効果をきちんと県民に知らせていくと

いうことが普通のセオリーでございますから。

そういう段階にもう来ているんですよ。ぜひ自

然環境課長が尽力して、推測に近い数字を出し

ていただくことを要望しておきたいと思います。

【中村(和)委員】今、中山委員から、イノシシ、
そしてまたシカの話が出てきていましたけれど

も、近年、非常にアライグマも増えてきて、困

っている地域が増えているんです。今、生息数

のことを聞かれましたけれども、アライグマの

現況として、どのぐらい頭数が増えてきている

のか、その辺も幾らか把握はされているんです

か。

【坂本(浩)委員長】 休憩します。

― 午後 １時４９分 休憩 ―

― 午後 １時４９分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【中村(和)委員】 後でいいですから、シカとイ
ノシシとアライグマと、わかる範囲でいいです

から数値を持ってきてもらえますか。

私も以前、この環境生活委員会のメンバーで

おった時に、幾ら長崎県だけが頑張ってもだめ

だよと、隣接の佐賀県と一緒に活動していかな

いと無理だよということをずっと言ってきたん

です。特に、私の生まれたところは小長井町で、

すぐ隣は佐賀県なんです。幾ら諫早市の猟友会

の方たちが頑張ってやったとしても、隣からど

んどん、どんどん入ってくれば全く意味がない

わけです。そういう対策も講じてくださいとい

う話を以前からずっとしていました。今現在で、

隣県の佐賀県と、この鳥獣対策について、協議

会を持って話はされているんですか。その状況

をお聞きしたい。

【立田自然環境課長】自然環境課ではないです

けれども、農林部のほうで、そういった協議会

を設けて行っているという話は伺っております。

【中村(和)委員】 ということは、その内容につ
いては、全く連携的なものはとっていないので

すか。

【立田自然環境課長】私が詳細を把握していな

いのは申しわけないですけれども、自然環境課

として、担当レベルでは、農林部とは常に情報

共有をしておりますので、タッチしていないと

いうことではございません。

【中村(和)委員】 情報共有でやっているのであ
れば、この委員会の中で、今の頭数とか、そう

いう数はぱんと出てこなくちゃいけない。

その佐賀県との協議の内容についても共有は

されていると言うけれども、その辺の把握状況

については、できているんですか。どういう内

容の会議をして、どういうことをこれからやっ

ていこうというところまで把握されているんで

すか。

【立田自然環境課長】今後さらに勉強していき

たいと思います。

【中村(和)委員】 それは答えにならないと思う
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んだけれども、環境部長、ちゃんと農林部と連

携をとりながら、そういう把握をしておかない

と、どういう対策をやっているんだというのは、

こういう委員会の中で答弁できないとどうしよ

うもない。環境部なのだから。ただ、直接の管

轄は農林部だと私も思っているから、そこまで

詳しくは聞きたくないけれども、やっぱり把握

はしていてもらわないと、いろんな連携がとれ

てこないと思うから、そういうところをぜひや

ってください。それは中山委員が言われたこと

も、そのとおりだと思うんです。よろしくお願

いしておきます。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【宅島委員】私は、今回初めて環境生活委員会

に所属をさせていただきました。それで、今回

は、ごみ処理の大きなところについて質問させ

ていただきたいと思います。

まず、県内のごみ処理の県全体の予算という

のを把握していらっしゃいますか。一般ごみ、

また廃棄物、それぞれあるでしょうけれども、

わかりますか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】すみませ

ん、今、手元に持ち合わせておりません。

【宅島委員】県庁内に、産業廃棄物の所管課は

あるんですけれども、一般ごみの所管課はない

んですか、ありますか、どっちですか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】一般廃棄

物のごみについては、市町のほうで責任持って

処理をしているんですけれども、施設の整備や

監視等につきましては、廃棄物対策課が所管し

ております。

【宅島委員】 わかりました。

何でそう言ったかというと、国において、国

民 1人当たり 1日約 40円のコストがごみの処

理にかかっていると発表があっているんです。

ということは、約 1兆 8,000億円ぐらいが日本
全体でごみ処理の費用としてかかっていると。

そして、長崎県においては、1人当たり 40円で
換算すると、約 194億 4,000万円ぐらいの金額
になるんです。そういった大まかなところをき

ちっと県も把握をされた上で、要は、一般ごみ

は基礎自治体に、それぞれの焼却炉の広域圏組

合とかありますので、そこに任せるのはわかる

んですけれども、やはりごみの政策と申します

か、減らすとか、リサイクル、そういったもの

も含めて、きちっと県が主体性を持って各基礎

自治体を指導していただきたいということから

質問をしているんですけれども、その中で、特

に、先ほど外間委員のほうからございましたマ

イクロプラスチック、これはこれで今、非常に

問題になっている物質であるとお聞きをしてい

るんですけれども、特に、ペットボトルの処理

について、世界各国がもう受け入れを拒否し出

しているというような状況の中で、長崎県にお

いて、ペットボトルのリサイクルの状況、そう

いったところは把握していらっしゃいますでし

ょうか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】委員が今

言われたとおり、中国が 2017 年に廃プラスチ
ックの輸入を禁止したことで、廃プラスチック

の処理がなかなか全国的に進んでいないという

状況が環境省の調査でわかっております。

長崎県におきましては、廃プラスチックを焼

却したり、リサイクルするような形で努めてお

りまして、現在、県内において、廃プラスチッ

ク処理が滞っているという状況は認められてい

ないと確認しております。

【宅島委員】それでは、廃プラスチックの量は

県内でどのくらいあるんでしょうか。
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【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】県内にお

ける発生量といたしましては、年間 4 万 6,696
トン発生しております。

【宅島委員】 国においても年間 800 万トンぐ
らいの廃プラスチックの量が出ているというこ

とで、非常に大きな問題になっているんですけ

れども、例えば、ペットボトルの処理でいくと、

粉砕をして、もう一回ペットボトルになるよう

にリサイクルしていくんですか。そこを教えて

ください。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】県内でい

いますと、資源化量というふうなところで再資

源化を図っているのが 53.3％という形になっ
ております。それと、最終処分をしているとこ

ろが 30.2％、あと焼却で減量化を図っているの
が 17.3％となっております。
【宅島委員】 ありがとうございます。

それで、もう一回ペットボトルに再生してい

くというような工場とかは長崎県内にあるんで

しょうか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】現在、そ

のリサイクル施設というのは長崎県内にはござ

いません。

【宅島委員】それは九州のどこかにありますか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】すみませ

ん、詳細については把握しておりませんので、

後ほど、資料として提供させていただきたいと

思います。

【宅島委員】 わかりました。

大きな国の問題、地球環境の問題になってき

ますので、それが持続可能な地球を目指してい

くためにも、きちっと行政側もいろんな意味で、

例えば、産業労働部と協力し合ってリサイクル

企業を誘致するとか、今後、環境部の仕事がま

すます重要になってくると思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

それと、ごみ漂着の話なんですけれども、私

の地元橘湾側にも、千々石湾の一番奥に、非常

に多くの外国からのごみとか、そしてまた国内

からのごみが流れてきて、地元住民の方たちも

非常に困っていらっしゃるということで、環境

部のほうにも報告はしているんですけれども、

橘湾でそうやって被害に遭うというか、漂着す

るごみの量というのは把握していらっしゃいま

すでしょうか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】 平成 30
年度事業におきまして、千々石海岸とか、唐比

海岸、南串山海岸、富津海岸において、233 万
円を使って海岸漂着物の回収処理に努めており

ます。その中で、千々石海岸におきましては、

平成 30 年度、13.6 トン回収しているというこ
とで報告を受けております。

【宅島委員】 ありがとうございます。

今、橘湾の話もさせていただいたんですけれ

ども、ぜひ、それぞれの海域、湾についても、

しっかり把握していただいて、県が主導して、

そういったところの対策をとっていただければ

と思います。

特に、橘湾のごみについても、つい 2～3 年
前に、一緒に上がったごみを長崎市のごみ焼却

場で処理をしていただくというような制度にな

って、大変喜んでいらっしゃるんですけれども、

そういうものが決まらない地域と申しますか、

費用の問題で地元の方も困っていらっしゃると

ころもあるので、ぜひ気がけていただきながら、

各漁協さんとか、そういったことも水産部と連

携をしながら、漂着ごみのことをもっと理解、

見識を深めて、対策をしていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。

【重野環境部次長兼廃棄物対策課長】委員がお
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っしゃられたとおり、地元の意見を聞きながら

対策に取り組んでいきたいと思っております。

【宅島委員】 ありがとうございます。

ごみの問題は、我々人類にとってみても本当

に大事な大事な問題になってくると思います。

何よりも、水の問題とか、環境の問題が人間が

生きられるか生きられないかというようなとこ

ろまでいく話ですので、ぜひきちっと対応して

いただければと思います。

【山口(初)委員】 お尋ねしますけれども、光化
学オキシダントの関係です。大気汚染緊急時対

策実施要綱というのを県は決めておられるよう

ですから、これを見れば、私が質問することを

ほとんど書いてあると思っているんですけれど

も、お尋ねします。

まず、8 年ぶりで注意報を出したということ
なんですが、それぞれ県内で、各市町にきちっ

とオキシダントを測定する設備といいますか、

機能は備わっているのかどうか、そこら辺をお

尋ねします。

【吉原地域環境課長】光化学オキシダントの測

定箇所につきましては、県が 11 カ所で、県以
外に、長崎市、佐世保市、それから九州電力の

電源開発の火力発電所さんが設置している測定

局がございまして、全部で 30 カ所で測定をし
ているところでございます。

【山口(初)委員】 ということは、測定箇所とし
ては、県内それぞれの地域で、ある程度、網羅

できているわけですね。

そういうことで、注意報を発するまでのいわ

ゆる手順というのがあるんだと思うんです。そ

こが大事な部分なのかなと思いますので、基準

値は 0.06ppmだと思いますけれども、どういう
値になった時に、誰が、どう、そのデータ、情

報を収集して県民、市民の皆さんに発令をする

のかという、ここのところが一番大事だと思う

んですが、その手順について、概略でいいです

から教えてください。

【吉原地域環境課長】先ほどご説明した各測定

局のデータにつきましては、県のほうにデータ

が一括で届くようになっております。そのデー

タを見まして、9時から 18時までの 1時間の値
が 0.12ppm以上になった場合に、県のほうで判
断して注意報を発令するようにしております。

発令した際には、発令前から、発令を行う該当

市町に関しましては、事前に発令をするという

連絡を入れまして、実際発令時点になりました

ら、ファクスで情報を流す、また電話連絡で、

もう発令しましたということもお伝えします。

また、県の関係機関、教育庁関係もお知らせす

るほか、報道機関にも同じ情報を流しまして、

市町の町内放送を使って町内、市内の方に呼び

かけをしていただくということで対応している

ところでございます。

【山口(初)委員】 大体わかりました。とします
と、30のデータが全部県のどこかに集約できる
ような仕組みになっているわけですね。

じゃ、それをどなたが発令をするという仕組

みになっているのですか。

【吉原地域環境課長】判断につきましては、地

域環境課の判断でしまして、発令については、

知事の発令ということです。

【山口(初)委員】 具体的に、前、光化学スモッ
グで、もっと今より頻繁に注意報等も出ていた

のですが、最近は、それぞれの事業所も、車も

排気ガス規制になって、光化学スモッグ、オキ

シダントは減ったと思います。そういうことで

8 年ぶりとかという状況になっているのですが、
気候の状態も含めて、うっかりすると、ぼんと

上がるわけです。一番影響を受けるのは子ども
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たちだと思います。そういうことで、学級閉鎖

とかをする値というのは、今、0.12ppmで注意
報を出すと言われましたけれども、それはどの

程度の値になった時に、学級閉鎖あたりを具体

的に促すのか、その辺はどうなんですか。

【吉原地域環境課長】 この数値 0.12ppmで学
級閉鎖とかを促すわけではございませんで、室

外で運動をなされている方に対して、室内に入

って、目がちかちかしたりしたら顔を洗ったり、

のどがいがいがするようであれば、うがいをし

てもらったりということで利用していただいて

いるものでございます。

【山口(初)委員】 ということは、注意報を出し
て、あとは学校でいえば体操を控えたり、そう

いうものは現場に任せているということですね。

もう一つ、県としては、予防の部分が大事だ

と思うんですけれども、例えば、自動車は排気

ガス規制がなされました。工場とか事業所の排

出に対しては、年間、検査に立ち入りしている

のか、あるいはデータを出させるのか、いわゆ

る予防措置として、その辺はどうなっているの

ですか。

【吉原地域環境課長】工場から出ます排ガスに

つきましては、そういう施設を持っている工場

は、年に 1回、測定義務を持っています。その
測定記録を立ち入りの際に県職員が確認して、

基準に合致しているかどうかを見ることとして

います。また、基準を超過するような事業所が

ございましたら、県のほうでも、そのばい煙の

測定をして、状況の確認をするということで対

応しているところでございます。

【山口(初)委員】 類似のものとしてＰＭ2.5 が
あるわけです。ＰＭ2.5 は、年に 15μg／m３が

基準値で、1日当たりは 35となっているような
んですけれども、ＰＭ2.5 で県内で注意報を出

されるとかいうのが近年、どういう状況になっ

ているのか教えてください。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時１０分 休憩 ―

― 午後 ２時１０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【吉原地域環境課長】 ＰＭ2.5につきましては、
平成 30年 3月 25日に壱岐地区におきまして、
午前 5時から 7時のＰＭ2.5の平均濃度が 86に
なりましたので、注意報を発令しているところ

でございます。それ以降、ここ 2年は、ＰＭ2.5
の注意喚起はしておりません。

【山口(初)委員】 ＰＭ2.5 については、テレビ
等々でも、これはずっと定時的にまだ今も継続

的にやられていますか。

【吉原地域環境課長】 ＰＭ2.5のデータにつき
ましては、報道機関のほうにもご協力いただい

て、ＮＨＫそれからＮＢＣ、データ放送のほう

で数値が見られるようになっております。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【中村(和)委員】 太陽光発電についてお聞きを
したいんですけれども、現在、長崎県内で、メ

ガも含めてなんですけれども、どのくらいの面

積で太陽光発電を営業されているのかわかりま

すか。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時１２分 休憩 ―

― 午後 ２時１２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【本多環境政策課長】私どもで把握しておりま

す数字といたしましては、面積ではなく、出力、

ワット数という形で把握しております。太陽光
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発電につきましては、最新の平成 30 年 3 月末
のデータでは、759 メガワットであります。再
生可能エネルギーには、そのほか風力、水力、

地熱、バイオマス等ございますけれども、太陽

光も合わせた再生可能エネルギー全体としまし

ては 880メガワットということで、そのうち太
陽光が759メガワットということでございます。
【中村(和)委員】 この間まで私は農水経済委員
会にいたから、その辺についても随分話をした

んだけれども、せっかく環境部が担当になりま

したのでね。実を申しますと、今はもう長崎県

内だけじゃなく、全国的にメガの太陽光の発電

があちこちにできているんです。これがどこに

できているかというと、自然がたくさん集まっ

ている山の中、それも田舎、そういうところに

全部集中してきているんです。結局、利用価値

のない土地ですから、地主の方たちも、幾らか

の価格で売買ができればということで、結構売

買されるわけです。そうした時に、一番自然環

境が破壊されてはいけないような場所、またそ

の周辺に集落があるところ、またその周辺に農

業用水またダムがあるところ、そういうところ

が結構多いんです。そういうところを逆に開発

された時に、その後の問題がたくさん起きてく

る。水環境対策も一緒だし。この辺を何とかし

てクリアできないのかなと。

しかし、これは国の政策によってやっている

わけだから、どうしようもないんだけれども、

ただ、この国の政策もおかしいものがあって、

太陽光で売電した価格、買い取った価格は、全

てが一般の方たちの電気代で賄うわけでしょう。

これは逆に言えば非常識ですよね。国が持った

政策なのだから、国が買い取るべきなんだ。こ

れを一般の方たちの電気代から賄っているから、

一般の方たちの電気料金が上がるわけですよ。

一般の方たちが負担している。それを始めた業

者は、それで利益を高じる。何か悪循環なとこ

ろがある。その悪循環の中に自然を崩壊してし

まっている、私はそういう考えを持っているん

だけれども、私が言っている考えが一つの方法

じゃないけれども、ただ環境部として、これだ

け自然の多い長崎県の中を太陽光のパネルがあ

ちこちにできて自然を崩壊しているんです。そ

の辺については、どういう考えを持っています

か。

【吉原地域環境課長】委員のご質問の件に関し

ましては、まず太陽光発電に関しましては、国

のほうで「環境アセスメント法」の中に太陽光

発電を盛り込むということで、今年の 7 月に、
その法が改正される予定です。施行は来年の春

ということになっています。

その規模につきましては、第 1 種の規模が
100 ヘクタールの太陽光発電をする場合、メガ
ワット数にすると（「そういうことはわかってい

る。どう思っているかと」と呼ぶ者あり）県の

ほうとしましても、アセス条例の中に太陽光発

電につきましても取り込む形で今、検討を始め

ているところでございます。アセス条例に基づ

いて、適正に環境に配慮した事業をやっていた

だければと考えているところでございます。

【中村(和)委員】 何かぼやけた返答だけれども、
ただ、今の時点では、売電については国がちゃ

んとした責任を 20 年間持ちますよという話を
持ってきていると思うんです。ただしかし、私

がさっき言ったように、いろんな意味で、国が

直接買い取っているわけじゃないから、早く言

えば無責任ですね。これが売電の価格も含めて、

いろんなものがぽんと消える可能性もあるわけ

ですよね。そうした時に、今つくられている設

備がどうなるのかというのを私たちは心配する
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んです。じゃんじゃんつくりなさいと、まだ大

丈夫ですよ。今も増えていますよね。そうした

時、最終的に、これが買い取ることができませ

んよ、あとは自分で貯蓄をしてください、その

貯蓄した電気は自分たちで使ってくださいと、

そうなった時なんか、誰もしませんよ。という

ことは、今までいろいろ補助的なものを使って

やってきた事例があって、最初にそれが消えた

時には、ぽんと野放しにしてしまう。というこ

とは、今の太陽光の施設がそのままあちこちに

残ってしまう。放置されてしまう。これは誰が

責任持ってするのか、そういうところまで出て

くると思うんです。

だから、私は、県としては今、開発申請が出

れば止めることができない。だから、それを何

とかして長崎県の県条例として、自然を守る条

件として、もっと厳しく太陽光を面積を広げら

れないようにするべきだと私は思うんです。

1 つの事例として、私の町に、メガじゃない
けれども、太陽光の発電設備ができています。

これは県の担当課にも随分お世話になりました。

ただしかし、そのできているところが部落のす

ぐ真上。その太陽光の面積と部落の面積が一緒

なんです。それぐらいの大規模なんです。一た

び大雨が降ったり、いろんなことがあれば、そ

の部落に直接被害が及ぶわけです。今の時点で

いけば、そういうところでも申請を出せば通る

わけです。だから、例えば、そういう集落とか、

先ほど言った農業用水、ダム、そういうところ

の近隣には、何らかの形でそういう建設を阻止

するべきだと私は思う。

ただし、今の条例でいったら、全くその効力

を持たないわけです。国の施策からいっても、

全くその効力を発揮するような法令がないんで

すよ。だから、県としても、それを立ち上げる

ことはなかなか厳しいと思うんだけれども、し

かし、これがいつまで続くかわからない。そう

なった時には、本当に長崎県の自然は全部崩壊

されてしまいますよ。太陽光の売買が終わった

時には、誰がそれを責任持って廃棄するんです

か。そういうところも全く決まっていない。

そういうことで、ぜひ県として何らかの形で

これは今のうちに規制をかけるじゃないけれど

も、何らかのところで、そういう被害が及ぶよ

うな場所には、それが設置できないようなこと

をするべきだと私は思うんだけれども、環境部

長、その辺についてはどうですか。

【宮﨑環境部長】太陽光発電施設の適正管理と

いうのは、当然重要なことだと認識しておりま

す。これらの施設については、一方で、経済活

動の発展にもつながるということで、経済との

両立を目指さなければいけないんですけれども、

防災、そして環境、景観の保全というものが大

変重要になりますので、これらがまずは、「環境

影響評価法」の改正に向けた手続は行われてお

りますけれども、県といたしましては、条例ア

セスの対象にできないかということで検討して

まいりたいと考えております。

【中村(和)委員】 だから、環境アセスとか、全
ての中身は私も知っているけれども、何とかし

て県として今食い止めるようにさせるのも当然

考えるべきじゃないのかということを私は言っ

ているんですよ。環境部長、県として、これを

つくるのはかなり難しいと思うんです。これは

国とどうこうしなければできないものだから。

ただしかし、長崎県としては、もう少しそこに

関して、何かの効力を発揮できるような、これ

は条例化するべきだと思うんだけれども、どう

ですか。

【宮﨑環境部長】先ほども言いましたけれども、
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1 つは経済活動でございます。ですので、どの
ような形で地域と良好な関係のもとに設置する

かといったら、通常行っていますのが、アセス

に基づいて地域住民の皆様の声を反映するとい

うふうな形にしております。ですから、繰り返

しになりますけれども、アセスにおいて対象と

なるような方向で検討したいと考えております。

【中村(和)委員】 これは九州各県見ても、かな
りの数あります。恐らく、他県も同じような考

えを持っているところはたくさんあると思うん

ですよ。だからできれば、九州全域でも構わな

いけれども、連携をとっていって、何らかの形

で国に対して物申さなければいけない。これを

全部国が買い取っているならいいですよ。そし

て、例えば、国の責任で、昼間発電した電気を

蓄えておって、それを夜、使うというような体

制までつくれればいいですよ。ないでしょう。

今の時点で、昼間、太陽光で発電した電気、使

える分だけ使いますよと、要らない分は捨てま

すよ、そういう格好なのだから。蓄電装置に対

しても補助も何もないのだから。だから、そう

いうところまで環境部としては責任を持てとい

うわけじゃないけれども、県民の方たちの負担

がなくなるように、そして県内の自然が破壊さ

れないように、何らかの形で今から考慮してい

かなければならないと私は思うので、国とも話

をしながら、そしてまた他県とも話をしながら、

同じような条件の中で、いかにして自分たちの

県内で自然を破壊されないように持っていくの

か、そういうところもぜひ私は協議していただ

きたいと思うんです。環境部長、そういう場は

ないんでしょう。

【宮﨑環境部長】現時点で、他県と連携してと

いいますか、そういうふうな協議をする場とい

うのは設けられておりません。

【中村(和)委員】 ということは、やっぱり今か
ら考えていかなくちゃいけないということです

よね。国だけの施策で県が動かされてはどうし

ようもないよ。やっぱり県としては、国から勝

手に動かされないように、県としてちゃんと条

例化及びそういう規制を持っていかなくては。

これから先、もっともっと増える可能性がたく

さんある。そういうことで、ぜひ環境部長、努

力をよろしくお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ちょっと休憩します。

― 午後 ２時２４分 休憩 ―

― 午後 ２時２４分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開いたします。
ほかに質問がないようですので、環境部関係

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 ２時２５分 休憩 ―

― 午後 ２時２５分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、環境部関係の審査を終了

いたします。

引き続き、県民生活部関係の審査を行います。

準備のため、しばらく休憩いたします。2 時
45分に再開いたします。
環境部の理事者の皆様におかれましては、大

変お疲れさまでした。

― 午後 ２時２６分 休憩 ―

― 午後 ２時４５分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会及び分科会を再開い
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たします。

これより、県民生活部関係の審査を行います。

【坂本(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。

県民生活部長より、予算及び報告議案説明を

お願いいたします。

【木山県民生活部長】県民生活部関係の議案に

ついてご説明をいたします。

予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の県民生活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 76 号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第 1 号）」のうち関係部分、報告第 1 号
「知事専決事項報告『平成 30 年度長崎県一般
会計補正予算（第 7号）』」のうち関係部分の 2
件であります。

はじめに、第 76 号議案のうち、県民生活部
関係部分についてご説明いたします。

歳出予算について、117万 2,000円の増を計
上いたしております。

これは、安全・安心まちづくり総合支援事業

費に要する経費であります。内容につきまして

は、記載のとおりでございます。

2ページをお開きください。
次に、知事専決事項報告について、ご説明い

たします。

これは、先の 2月定例県議会の予算決算委員
会において、専決処分により措置することにつ

いて、あらかじめご了承いただいておりました

平成 30年度予算の補正を、3月 29日付けで専
決処分させていただきましたので、関係部分に

ついて、その概要をご報告いたします。

報告第 1号のうち、県民生活部関係部分につ

きましては、歳入予算について、786万円の減、
歳出予算について、4,355 万 4,000 円の減とな
っております。

その主な内容につきましては、記載のとおり

でございます。

以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

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。

【坂本(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 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〕

【坂本(浩)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。

予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。

第76号議案のうち関係部分、及び報告第1号
のうち関係部分については、原案のとおり、そ

れぞれ可決、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〕

【坂本(浩)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、

それぞれ可決・承認すべきものと決定されまし

た。

【坂本(浩)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。
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まず、県民生活部長より総括説明をお願いい

たします。

【木山県民生活部長】環境生活委員会関係議案

説明資料、県民生活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85号議案「長崎県犯罪被害者等支援条例」の
1件であります。
第85号議案「長崎県犯罪被害者等支援条例」

につきましては、殺人事件などの凶悪犯罪によ

って不慮の死を遂げたり、身体に重い障害を負

うといった犯罪被害者等に対し、被害の早期の

回復及び軽減並びに生活の再建を図るため、県、

市町、県民、事業者の責務等を明らかにし、県

が実施する犯罪被害者等支援の基本となる事項

を定めるものであります。

本条例案により、県民等に対し、犯罪被害者

等支援の必要性を周知し、二次被害の防止を図

るほか、県における総合対応窓口及び重大な事

案が発生した場合の緊急支援体制等の整備を進

めるとともに、犯罪被害者等に対する既存の制

度について情報の提供や助言を行い、経済的負

担の軽減を図るなど、各種施策の推進に努めて

まいりたいと考えております。

また、これらの施策については、新たに策定

する犯罪被害者等支援計画に取りまとめた上で、

迅速な対応を行ってまいります。

本条例が、犯罪被害者等支援の更なる充実に

繋がるものとなるよう、今後も、市町をはじめ、

県警、関係機関・団体等と一層の連携を図って

まいります。

次に、議案以外の主な所管事項についてご説

明いたします。

1ページ目ですけれども、県民協働の推進に
ついてでございます。2ページをお開きくださ
い。女性の活躍推進について、人権尊重の社会

づくりの推進について、3ページになりますが、
交通安全対策の推進について、4ページをお開
きください。性暴力被害者支援「サポートなが

さき」について、5ページになりますが、統計
調査について、またカネミ油症対策について、

6ページでございますが、住宅宿泊事業の届出
状況について、消費者行政の推進について、7
ページになりますが、食品表示について、「長

崎県行財政改革推進プラン」に基づく取組につ

いては、それぞれ記載のとおりでございます。

以上をもちまして、県民生活部の説明を終わ

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。

【坂本(浩)委員長】 次に、交通・地域安全課長
より補足説明を求めます。

【宮﨑交通・地域安全課長】長崎県犯罪被害者

等支援条例案について、ご説明をいたします。

お手元の条例案の概要について、ご確認をお

願いいたします。

条例案につきましては、第1章の総則及び第2
章の基本的施策に分け、全部で22条の構成とし
ております。この中から、主な条項についてご

説明をいたします。

第2条の定義には、第1号から6号までに、犯
罪や犯罪被害者等の定義を規定しております。

その中で、第5号の二次被害につきましては、
周囲の偏見や無理解による心ない言動、インタ

ーネットによる誹謗中傷等により犯罪被害者等

が受ける精神的な苦痛や名誉の毀損等が二次被

害であることを定義しております。

第4条から8条までは、県や県民等の責務を規
定しております。

その中で、第7条の市町の責務等につきまし
ては、第1項に、市町が地域の状況に応じた犯
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罪被害者等支援に関する施策を策定し、実施す

ること及び県が実施する施策に協力することを

努力義務として規定しております。また、第2
項には、市町が行う支援施策に対し、県が必要

な情報提供や助言等の協力を行うことを規定し

ております。

第9条から12条までは、総合的支援体制の整
備や支援計画の策定等を規定しております。

その中で、第9条の総合的支援体制の整備に
つきましては、第1項に、県における総合的対
応窓口の設置や庁内関係部局の連携、協力によ

る適切な支援を実施することについて明文化し

ております。また、第3項には、県内において
犯罪等により死傷者が多数に上るなどの重大な

事案が発生した場合を想定し、市町、関係機関・

団体との支援体制を事前に整備し、カウンセリ

ング等の必要な支援を実施するものであります。

第13条から22条までは、県が実施する基本的
施策を規定しております。

その中で、第14条の経済的負担の軽減につき
ましては、犯罪被害者等に対する既存の制度に

ついて情報の提供や助言を行い、迅速な手続に

努めるものであります。既存の制度とは、県警

や県における医療費等の公費負担制度、国の犯

罪被害給付制度、民間支援団体の被害者緊急支

援金等があるほか、生活福祉資金貸付制度や生

活保護等の生活困窮に対する制度もございます。

資料による説明は以上でございますが、今後、

条例を根拠といたしまして、新たな犯罪被害者

等支援に関する計画を策定するとともに、関係

機関・団体と連携し、条例の周知及び二次被害

の防止に資するための広報啓発活動についても

積極的に取り組んでまいります。

これで長崎県犯罪被害者等支援条例案につい

ての補足説明を終わります。

【坂本(浩)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。

質疑はありませんか。

【饗庭委員】それでは、今ご説明あった二次被

害についてお伺いいたしますけれども、二次被

害のところで、ＳＮＳによる被害を防ぐという

お話があったかと思いますが、具体的にどのよ

うなことを考えておられるのか、お伺いします。

【宮﨑交通・地域安全課長】インターネットに

よる誹謗中傷等が二次被害になるということに

ついてのご質問でございますが、これについて

は今後、県民や事業者等に対して、二次被害が

こういうものであるということを周知、啓発い

たしまして、インターネットによる誹謗中傷等

も二次被害になるということをご説明していき

たいと考えております。

【饗庭委員】今、インターネットによる被害と

いうのが結構大きいかと思うんです。それによ

って、冤罪と言うとあれでしょうけれども、何

もないのに追い込まれていって、結局、二次被

害、本当は被害者なのに、被害者が悪いように

言われるということがあるので、もっと具体的

な対策が必要かなと思ったんですけれども、そ

こで何か考えられることがあったら教えてくだ

さい。

【宮﨑交通・地域安全課長】インターネットに

おいて、被害者の写真、プロフィール、そうい

うことが公開された場合は、次々と拡散されて、

取り消すことができない状況にありますので、

この二次被害に当たることを今回の条例で明記

しております。

今回、この条例で明記したということで、こ

の条例を県民の方に広く知らしめるということ

で、広報啓発というところでまずは努めていき

たいと考えております。
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【饗庭委員】 理解しました。

もう一点だけ、その広報啓発をすることと、

この条例ができたことによって、それが削除で

きるようになるものかどうか教えてください。

【宮﨑交通・地域安全課長】インターネットに

よって拡散してしまった場合は、削除というの

は難しいものと考えております。

【八江委員】長崎県犯罪被害者等支援条例の件

ですが、私が一昨年、議長をしている時に要望

活動があって、その時は、佐世保をはじめ何市

かが、そういうことをもう既に進めているとい

うような状況もありました。それで、被害者を

支援するということは非常に大事なことだと思

って、積極的に取り組んでほしいということか

ら、こういう条例に結び付いてきたんじゃない

かと思いますけれども、ここに書いてあるのは、

殺人事件などの凶悪犯罪によって不慮の死を遂

げたり、身体に重い障害を受けるということも

ありますけれども、あわせて軽度の問題、いろ

んな問題もあると思います。そういったものを

含めて考えると、どこまでがという線引きが必

要なのかなと思ったりするし、また先ほど経済

的負担の軽減を図るということもありました。

どのような経済的な支援をしていくのか等もあ

わせて、もう少し詳しく説明いただけませんか。

【宮﨑交通・地域安全課長】委員のお話につい

ては、被害者の定義ということでよろしいでし

ょうか。まず、被害者につきましては、「犯罪被

害者等基本法」の犯罪被害者等と同一の意味で

ございます。犯罪とは、故意、過失にかかわら

ず、あらゆる刑罰法令に触れる行為も犯罪に含

まれますので、法の解釈としては、窃盗であっ

たり、交通事故も含まれると考えております。

ただし、この支援の必要性については、個々の

事案によって判断していくということで考えて

おります。ですので、先ほどのお話の中にあっ

た、殺人であったり、より重い事案については、

適切な対応をしていきたいと考えております。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時 １分 休憩 ―

― 午後 ３時 ２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【宮﨑交通・地域安全課長】犯罪被害者等に対

する経済的負担の軽減を図る主な制度につきま

しては、お手元の資料に記載してある国の犯罪

被害給付制度のほか、県警や県が行う被害直後

の医療費、カウンセリング等の公費負担制度、

被害者支援ネットワークが行う緊急支援金制度、

県や市町が行う公営住宅への優先入居制度等が

ございます。また、生活困窮者に対する主な制

度につきましては、生活保護、生活福祉資金貸

付制度などがございます。このほか、暴力団の

不当な行為により被害を受けた場合には、長崎

県暴力追放運動推進センターから治療日数に応

じた見舞金、入院費等の貸し付け等がございま

す。

県といたしましては、これらの既存の制度に

関する情報の提供と迅速な手続に努めてまいり

たいと考えております。

【八江委員】まだ先ほどのお尋ねの答弁をいた

だいていないけれども、各市町の取組等につい

ては、現状として、どのようになされているの

か。先ほど申し上げたように、佐世保市をはじ

め幾つかの市は、先行していろいろやっている

ということは前に聞いたことがありましたので、

そのことと、この条例をつくるに当たって、ほ

かの市町の関係、あるいは全国的にこういう条

例が施行されているところはどのようになって

いるのか、それもあわせて聞いておきたいと思
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いますけれども、いかがでしょうか。

【宮﨑交通・地域安全課長】 まず、全国の状況

でございますが、全国では、現時点で 17 道府
県が犯罪被害者等支援に特化した条例を制定し

ております。九州では、福岡、佐賀、大分が特

化した条例を制定しております。

また、県内の条例制定に向けた動きにつきま

しては、委員ご指摘のとおり、佐世保市、壱岐

市で条例の制定がなされております。また、本

年 6月議会において、島原市で条例案の上程を
していると承知しております。このほか、長崎、

大村、南島原、対馬の 4市につきましては、昨
年から本年にかけまして、犯罪被害者等支援に

関する一般質問がなされていると聞いておりま

す。

【八江委員】 せっかくの機会でありますから、

全市町がこれに合わせて積極的に取り組んでい

ただきたいと思っております。

犯罪というのはどうして起こるかわかりませ

んけれども、それに遭われた方々の経済的な負

担の軽減等については、説明いただきましたよ

うに、多岐にわたって非常に苦しい立場での生

活にかかわるようなものもありますので、こう

いったものを積極的に取り入れながら、県民の

安全な生活に寄与できればと思っております。

しっかりやっていただきたいと要望して、終わ

りたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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〕

【坂本(浩)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85号議案については、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〕

【坂本(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、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、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」及び「政府

施策に関する提案・要望の実施結果」について、

説明をお願いいたします。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】それで

は初めに、「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ました県民生活部関

係の資料について、ご説明いたします。

1ページ目をご覧願います。
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いての本年 2月から 5
月までの実績は、資料記載のとおり、直接補助

金、平成 31 年度地域女性活躍推進交付金事業
補助金の 3件となっております。
次に、2ページ目をご覧願います。
1,000 万円以上の契約案件について、本年 2
月から 5 月までの実績は、資料記載のとおり、
計 2件となっております。
次に、3ページ目をご覧願います。
附属機関等会議結果についての本年 2月から

5 月までの実績は、長崎県男女共同参画審議会
など計 3件となっており、その内容については、
資料 4ページから 6ページに記載のとおりでご
ざいます。
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次に、去る 6月 12日及び 13日に実施いたし
ました令和 2年度政府施策に関する提案・要望
について、県民生活部関係の要望結果をご説明

いたします。

県民生活部関係におきましては、離島地域に

おける揮発油税の減免等について、カネミ油被

害者の救済について、2 項目の一般項目につい
て要望を実施し、経済産業省、厚生労働省など

2省 5名に対し、県民生活部長、次長兼県民協
働課長、生活衛生課長ほか 1名により要望を行
いました。

このうち、カネミ油被害者の救済については、

診断基準に新たな考え方を追加できないか強く

要望を行い、診断基準については、今後も新し

い科学的知見に基づいて研究、検討を行ってい

きたいなどのご意見をいただきました。

以上が県民生活部関係の要望結果であります

が、今回の政府施策に関する提案・要望の実現

に向け、引き続き取組を行ってまいります。

以上で説明を終わらせていただきます。

【坂本(浩)委員長】以上で、説明を終わります。
次に、陳情審査を行います。

お手元に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。県民生活部の審査対象の陳情番

号は 15番であります。4ページの大きな 3、「離
島振興対策の充実について」のところです。

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〕

【坂本(浩)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、質問はありませんか。

【西川委員】 2ページの県民生活部生活衛生課
の犬捕獲抑留等業務委託の 3,980万 8,800円で
すけれども、毎回この金額が随意契約で、なか

なか外部の者には計算しづらい金額になってお

ります。そのような中で、ペットの犬、猫を放

置した、また違う種類の動物を放置したり、捨

てたり、また野生化した猫、犬が近くに来た時

に勝手に餌をやったりして、それを増やしたり、

ペット愛好家、またはその地域住民も悪いとこ

ろがあろうかと思いますが、長崎県が殺処分の

数が多いという新聞記事などもたびたび見られ

ます。それで、この犬捕獲後の処理が、例えば、

譲渡会などもされているのか、ほとんど殺処分

なのか、その状況などをお聞かせいただきたい

と思います。

また、ほかにこの契約相手方の候補はいない

のかも、お願いしたいと思います。

【嘉村生活衛生課長】まず、動物愛護に関する

現状でございますけれども、昨年度の動物の殺

処分数、これは長崎市、佐世保市も含んだ数で

ございますが、2,244頭殺処分をしております。
先ほど言われました野犬の捕獲というものが

529 頭ございますが、他に「動物愛護法」に基
づいて行う引き取りの頭数が、昨年度は 2,470
頭ございました。そのうち、猫の引き取りが

2,029 頭、82％を占めており、さらに、そのう
ちの91％が子猫ということで、その子猫の91％
は、所有者のいない、いわゆる野良猫の子猫と

なっております。例えば、倉庫で子どもを生ん

でいたといったことで引き取り依頼をされて、

それを放置しておきますと、また野良猫が増え

ることになりますので、どうしても引き取らざ

るを得ないというような状況がございます。引

き取り数の 68％が今申しました野良猫の子猫
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ということになるのですが、生まれたての子猫

というのは、一般の方に譲渡するというのが非

常に難しゅうございますので、これらが殺処分

数の大きな原因となっている状況でございます。

譲渡可能なものについては、できるだけ譲渡す

るということで、ネット等でも紹介をしまして、

昨年度の譲渡頭数の実績は591頭ということに
なっております。

県としましては、昨年度、動物愛護管理推進

計画の目標の見直しを行いまして、まず引き取

られる動物を減らしていこうということで、平

成 18 年度に策定した時の数字を基礎値としま
して、令和 5 年度までに、平成 18 年度の引き
取り頭数1万2,500頭の90％減ということで目
標を設定しております。そうしますと、令和 5
年度には、殺処分数は 1,000頭を切るだろうと
考えております。

もう一点、そのほかの業者はいないのかとい

った委員からのご質問でございますが、平成 25
年度から平成 28 年度まで 4 年間、一般競争入
札を行いまして、その 4年間、1者応札が続い
たことがありまして、現在では、1 者見積もり
の随意契約ということで行っております。その

理由としましては、犬の捕獲に伴う事故である

とか、あるいは感染症に罹患する危険性等もあ

りますし、何より経験や技術といったことが不

可欠でございます。加えて、動物の殺処分など、

一般には敬遠されがちな業務であるといったこ

とで、なかなかほかに入札に応じる者がいなか

ったものと考えております。

【西川委員】長崎県は野良猫が多いと。しまが

多いし、魚も多い。そういうことで、いい意味

の野良猫のしまとか、猫が多いしま、漁村とか、

そういうことで観光宣伝的にも、その自治体が

宣伝するのではなくて、旅行雑誌などが勝手に

野良猫が多いところ、猫が多いところというこ

とで宣伝をしてくれていますが、野良猫が多い

というのは、やはり衛生上よくないことだと思

います。そういうことで、野犬も含めて、でき

るだけそういうことがないように頑張っていた

だきたいと思いますが、長崎県の特殊な環境は

わかるんですけれども、マスコミでたびたび殺

処分が多いと言われます。それで、この 5年程
度の数の推移、それと全国的な地位、こういう

ことの地位というのはおかしいんですけれども、

他県と比べての数の比較などを教えてください。

【嘉村生活衛生課長】まず、先に殺処分数の全

国での順位でございますが、平成 26 年度から
平成 29 年度まで、全国で最多ということにな
っております。ただ、殺処分数につきましては、

昨年度、2,244 頭でございますが、前年度の平
成 29年度の 3,028頭に比べますと 25.9％減少
しております。ただ、常に右肩下がりで減少す

るとは限りませんので、多い年、少ない年ある

んですが、先ほどおっしゃいました 5年間の数
を申し上げますと、殺処分数、平成 26 年度が
4,809頭、平成 27年度が 4,370頭、平成 28年
度が 3,274 頭、平成 29 年度が 3,028 頭、平成
30年度が先ほど申し上げました2,244頭ですの
で、この 5年間で 50％以上減少したといった状
況でございます。

【西川委員】 ありがとうございました。

先ほど私が言いましたように、野犬、野良猫

の多い理由は、県民、市民の生活態度にもある

と思いますし、また長崎県の独特な環境もある

かもわかりません。しかし、こういうことで全

国で一番、つまりワースト 1位ということは余
りよくないし、また 2年ぐらい前だったですか、
長崎市内のある愛護団体から、長崎県は殺処分

が多いから意見書を出すとか、要望書を出す、
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そういう話も一時ありました。しかし、担当部

署のご努力は十分わかりますので、今後とも、

こういうことができるだけ少なくなるよう頑張

っていただきたいと思います。また、マスコミ

のほうにも、いろんな理由があるということを

投げかけたり、こういうことをやっていますと

いう努力をアピールすることも必要かと思いま

す。それで、担当課長として何か発言したいこ

とがありましたら発言していただきたい。そし

て、最後、県民生活部長も何かコメントをお願

いしたいと思います。

【嘉村生活衛生課長】県として最も力を入れて

おりますのが、殺処分の大きな原因となってお

ります野良猫の存在でございます。引き取られ

る動物を減らすといった観点から、野良猫の不

妊、去勢に対する助成を県で 200頭分の予算を
組みまして行っております。そのほか、長崎市

でも昨年度の予算で 350 万円、佐世保市でも
220 万円の予算を組んでおります。その他、大
村市、長与町、時津町、川棚町でも野良猫の不

妊の予算を組んでおります。野良猫による生活

環境被害といったこともございますので、県と

しましては、そういった市町の生活環境被害対

策と連動して、結果として殺処分される動物を

減らしてまいりたいと考えております。そのほ

かの市町に対しましても働きかけをしまして、

連携していきたいと思っております。

【木山県民生活部長】殺処分の関係につきまし

ては、委員のほうからご指摘がありましたとお

り、残念ながら、現状としましては、長崎県に

おいて、全国的に殺処分が多いというふうな状

況がございます。先ほど、担当課長がご説明し

ましたとおり、数字は順次下がっておりますが、

それでもまだ多いという自覚を持って県として

も取り組みたいと思っております。また一定動

物愛護ということで、飼育をされている方のご

協力も必要ですし、地域におります猫について

は、その地域の方のご協力も必要だと思ってお

りますので、市町の協力も得ながら、殺処分の

減少につながるように、不妊手術でありますと

か、それから動物を譲り受けて、また飼育をし

ていただくというようなことも考えつつ、殺処

分数が少しでも減少するように、引き続き取り

組んでまいりたいと考えております。

【西川委員】ペットの犬、猫の去勢または不妊

の手術など、相当費用もかかるかと思いますし、

飼い主がいる場合は、そういう方の理解も必要

かと思います。市町と協力し合って、できるだ

け減らすように頑張っていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問はありませんか。
しばらく休憩します。

― 午後 ３時２６分 休憩 ―

― 午後 ３時２６分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 次に、「政府施策に関する

提案・要望の実施結果」について、ご質問はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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ご質問はあ

りませんか。

【外間委員】公務員獣医師の本県における現況

と、獣医師の確保の状況について、まずお聞か

せください。

【嘉村生活衛生課長】公務員獣医師の公衆衛生

部門のほうでございますが、定数が67名でござ
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いまして、現在、欠員が2名生じている状況で
ございます。

【外間委員】 2名欠員ということで、その2名
の欠員に対して、県として、何か学生さんたち

に働きかけ等を行っておられるのか、お尋ねを

いたします。

【嘉村生活衛生課長】全国にございます獣医系

の大学に春先から、いわゆるリクルート活動と

いいますか、就職説明会に行きまして、何とか

長崎県を受験していただくようにお願いしてお

ります。

【外間委員】県の獣医師としての確保について

は、医者、歯科医と同様に国家資格も大変難し

く、長く、そしてその状況をクリアされて資格

を取って県の公務員の獣医師として仕事に従事

していくために、獣医師確保については大変厳

しいというふうに私は聞いておりまして、国家

資格を勉強して難関を突破して、その状況の中

から公務員としてお仕事なさっていかれるわけ

ですよね。何を言いたいかというと、お医者さ

んであるとか歯科医との給与の面でも、厳しい

割には格差があるのか、そういう差異を感じな

がら、ある意味、資格を有する獣医師を確保す

るには大変困難な状況ではないかと。

特に、厳しい状況の中で、もう一つ、獣医師

の大学というのは、北里大学、日本獣医生命科

学大学をはじめ、そうそうたくさんないですよ

ね。青森とか、そういったところまでリクルー

トに行かれていると聞いておりまして、よくよ

く67名中これだけの確保ができているなと、逆
に、実は感心をしておったんです。しかし、現

況としては定数に足りていないという状況を確

認することができました。

特に、使命感の高い崇高なお仕事であります

し、畜産をはじめ、長崎県の公務員獣医師の仕

事は非常に崇高で、役割も高いわけであります

から、ぜひともこういった確保については、我々

議員としても、常にとどめ置いておかなければ

いけないなということでの質問にかえさせてい

ただきます。どうかこういったことについても

目を配っていただくように、よろしくお願いい

たします。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【饗庭委員】先ほど、長崎県犯罪被害者等支援

条例の議案はありましたけれども、犯罪被害者

を生まないためには、犯罪を防止することが必

要かと思っております。犯罪を防止する 1つの
手段として、本人通知制度があるかと思うんで

すけれども、この本人通知制度が全国的に長崎

は低いと聞いておりますが、県の考えを教えて

ください。

【丸田人権・同和対策課長】本人通知制度につ

きましては、直接の所管については市町村課で

すけれども、各市町の戸籍、住民基本台帳の担

当課の協議会等もあり、そこで市町村課が働き

かけをやっておられますし、人権・同和対策課

におきましても、毎年、人権担当課長会議を開

いております。その場でも、その所管課を通し

て働きかけを行ってもらうようにお願いしてお

ります。人権担当課としては、ぜひ本人通知制

度を各市町へ導入していただきたいと思ってお

ります。

【饗庭委員】今、働きかけをされているという

ところでございますけれども、市町におきまし

て、私は長与町にいたので働きかけもしました

けれども、なかなか進まないというのは、県が

もっと「県下一緒に」みたいにしていけばいい

のではないかというふうにも考えるんですけれ

ども、その連携の中で、どんなふうにして市町
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に、より本人通知制度を始めるような対策をと

られているのか、お伺いします。

【丸田人権・同和対策課長】具体的な導入の働

きかけにつきましては市町村課のほうでされて

いると思います。人権・同和対策課としては、

お願いベースになりますけれども、人権の観点

から、そういったお願いをしているという状況

にございます。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【中山委員】ＮＰＯ法人の県との協働並びに県

職員との協働等についてお尋ねしたいと思いま

す。まず、ＮＰＯ法人が、新法ができたのが平

成 12年か平成 13年ぐらいだと思うんです。約
20 年近くなるわけでありますが、平成 31 年 4
月 1 日現在で、法人数がどのくらいあるのか、
あわせて環境美化、福祉、教育とか、分野別に

かなりまたがってきていると思いますが、どの

ような分野にまたがりをしているのか、その辺

をまずもって説明してくれますか。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】 まず、

ＮＰＯ法人の数でございますが、平成 30 年度
末現在で 499法人となっております。
あと活動分野ですけれども、一番多いのが保

健・医療・福祉で、その次が、子どもの健全育

成でございますとか、まちづくり、そのような

ところが主な分野になっております。

【中山委員】後で資料を出してほしいというの

が一つあります。

それと、今 499あるということだったけれど
も、ここ 5年間ぐらいはこの数字は余り変わっ
ていないんじゃないかという気がしているんで

すが、頭打ちしているのかどうか、まずここ 4
～5年の推移をお聞きしたいと思います。
【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】 5年ぐ

らいの推移というお尋ねでございます。平成 30
年度が 499、平成 29年度が 502、平成 28年度
が 491、平成 27 年度が 475 となっておりまし
て、増えていたのですが、今年度、若干減って

しまったというところです。

【中山委員】 これは課題があるわけですから、

後でお聞きしたいと思います。

それでは、県、市町との協働となってくると、

21 市町単位で、どのような振り分けというか、
設立状況にあるのか教えてくれますか。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】ＮＰＯ

法人の県内での数ということで、市町別でござ

いますけれども、一番多いのが長崎市で 177法
人、諫早市が 70法人、佐世保市が 68法人、以
下、大村市、五島市という順になっております。

【中山委員】それでは、これも後で出してほし

いと思いますが、例えば、離島が 4つあります
よね。対馬、壱岐、新上五島、そして五島、こ

の辺の設立状況はどういうふうになっておりま

すか。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】離島の

設置状況でございますが、すみません、今わか

ります五島と対馬だけをお答えさせていただき

ます。五島が 21法人、対馬が 14法人となって
おります。

【中山委員】 それでは、今、県とＮＰＯ法人と

の協働の中でいろいろやっていると思いますけ

れども、特に成果が上がっている事業について、

1～2点具体的に事業名を挙げて、こういうこと
でこういう成果が上がっているということがあ

れば教えてくれますか。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】これま

でのＮＰＯとの協働で成果が上がっている部分

ということでございますが、現在、県のほうで

取り組んでいる事業といたしましては、「協働サ



令和元年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月１日）

- 90 -

ポートデスク」というものを平成 28 年度から
設置しております。これは県民協働課の中に相

談窓口として設置しておりますが、県の行政職

員からだけでなく、ＮＰＯや企業、そのほか団

体等から協働についてのご相談を受けた場合に、

例えば、事業企画の提案を受け付けて、それに

ついてのコーディネートをしますとか、協働の

相手先へつなぐところをこちらのほうでやりま

して、意見交換会の場を設定したり、必要に応

じて専門家を派遣してコーディネート、指導、

アドバイスをしていただくというような事業を

開始しております。この中で、例えば、昨年度

でございますけれども、県内保育施設の園長研

修にＮＰＯのほうから講師を派遣することで事

業が行われるようになったというようなことが

ございます。ほかに事業といたしましては、中

間支援組織によるＮＰＯ法人の組織力強化とい

うことで、ＮＰＯ法人の課題といたしまして、

どうしても事業の取組を拡大していきたいとい

うところがございます。なかなか組織体制がし

っかりしたものでないところに、アドバイスを

できる中間支援組織というＮＰＯを支援するＮ

ＰＯを派遣させていただき、ヒアリング等で課

題を抽出した上で組織診断を行って、改善計画

等を策定し、伴走支援で改善計画の達成に向け

て指導をしていくという事業で、運営体制等の

悩みが多いＮＰＯ法人の組織力の強化、見直し

の支援を行っております。

具体的には、この中間支援組織によるＮＰＯ

法人の組織力強化という事業におきましては、

昨年度では、県と委託事業で協働されているＮ

ＰＯが、事業実施において課題と感じている点

を今まで県にうまく伝えられていない部分がご

ざいましたけれども、そういうところをうまく

県との話し合いの上で実現していくことができ

るというようなことがございます。

【中山委員】先ほど、協働サポートデスクをし

て、意見交換会等をやっているというような話

がありましたし、中間支援組織をつくってやっ

ていくということであるけれども、どっちかと

いうと支援というか、相談業務とかが今まで主

だったと思うんですよね。協働と言うならば、

事業を一緒にやっていく、そういうイメージを

持っているんですけれども、今後は、そういう

形にぜひ進めてほしいというような話もあるわ

けであります。

それでは、499 でＮＰＯ法人が頭打ちとなっ
ているわけですけれども、そのＮＰＯ法人の課

題、特に、どういう問題点があるのか。これを

解決しないことにはＮＰＯ法人は今後、前に進

んでいくことができないと思いますが、それに

ついてどのように考えているのか、お尋ねした

いと思います。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】ＮＰＯ

法人の課題でございますけれども、先ほどから

少し出ておりますが、組織上の問題点といいま

すか、平成 28 年度にアンケートをとらせてい
ただいた結果といたしましては、高齢化してい

るとか、1 人の特定の人間に事務が集中してい
るなどの悩みがございまして、なかなか組織運

営がしっかりした体制にならないというところ、

あと資金不足というようなところが課題ではな

いかと思っております。

【中山委員】 まさに資金不足と高齢化ですよ。

そのフォローがなかなかできない状況にあるん

だろうと思いますので、これについては、もう

少し分析をして、支援体制を具体的にやってい

く必要があろうと思います。今日は余りこれは

深く突っ込みませんけれども、また折に触れて

やりたいと思います。
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そこで、今年度、ＮＰＯと、「地域運営組織」

という珍しい名前ができているんだけれども、

このマッチングをしたいという話でありますが、

地域運営組織とはどういう組織を指すのか、私

は初めて聞く言葉だけれども、それを含めて、

どういう組織なのか、そしてどういう形でこれ

とマッチングしようとしているのか、その辺を

お答えいただけますか。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】 まず、

地域運営組織でございますけれども、地域のほ

うが今、少子・高齢化でございますとか、人口

減少という中で、将来、生活基盤、産業基盤が

保たれていかないのではないかという懸念がご

ざいます。そういう中で、生活基盤や産業基盤

を維持していくためにはどうしたらいいかとい

うのを地域に住む方々のほうで考えていく、課

題を解決するために取り組んでいくというよう

な組織をつくるということで、それを地域運営

組織としております。

【中山委員】 意味がわかりません。ただ、高齢

化した地域が今始まったわけじゃないんですよ。

これは 20 年も前から始まった問題であって、
今さら地域を活性化させる、地域の皆さんのそ

れを支援しようというその認識が、どういう認

識になっているんですか。今、その地域運営組

織を立ち上げなければいけないとか、現状を把

握しなければいけない、調査しなければいけな

いとか、そういう状況なんですか。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】 まず、

地域運営組織でございますが、詳細なところは、

地域運営組織を立ち上げていくというのを主に

役割をしているのが企画振興部のほうになって

おりまして、地域づくり推進課のほうで、そう

いうものを各市町のほうでつくっていこうとい

うことで、今年度の事業になっております。そ

の中で、まず各市町のほうで地域運営組織をつ

くるための説明会等をされるんですけれども、

そこで地域の課題というものが話し合いの中で、

例えば、買い物支援でありますとか、見守り支

援などの課題が出てきた時には、ＮＰＯが支援

のプレーヤーになれるのではないか、という場

合に、県民協働課が、ＮＰＯとのマッチングを

していく、必要に応じて、そのＮＰＯを育成支

援していくというようなところがこの事業にお

ける内容となっております。

【中山委員】今、県民生活部次長兼県民協働課

長が言ったように、今度、集落維持対策推進事

業を地域づくり推進課がやろうとしているんで

すよ。地域運営組織をつくろうということで、

県が重点地区を選定し、市町の集落維持・活性

化の取組に重点的に支援、集落の現状把握のた

めに調査する。これを地域づくり推進課に聞い

たら、何で今頃こういうことをやるんだと、そ

のくらいの認識かということで厳しく指摘して

おりました。

それで、マッチングするなら、あなたたちも

地域運営組織ということについて、きちんと認

識を持っておかなければいけないし、その中で、

恐らく、ここに「○○地域づくり協議会」と書

いているけれども、これは一番問題は、こうい

う組織というものは財源を持たないということ

ですよ。人だけ大きく集めてやっていくけれど

も、それで実質的に動く人を持たない。時期も

遅いし、私に言わせれば、組織としてもナンセ

ンスです。

それより、不思議でたまらないのは、町内組

織とか自治会組織というのが県内に 3,000ぐら
いあるんですよ。これは人もいるし、会費を自

分で集めて、ある程度、資金もある。こういう

組織とＮＰＯとのマッチングというなら、ある
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程度わかるんですよ。

それでは、ＮＰＯと県内に 3,000以上あると
している自治会とのマッチングについては調査

しておりますか。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】自治会

とＮＰＯとの協働というところは、自治会のほ

うで、この町をこういうふうにしたいというよ

うな課題があって、そういう要望があった際に、

それに合うようなＮＰＯがいれば、その辺はう

まくマッチングはできるかと思いますが、県の

ほうでも、マッチングしていくということと、

必要に応じてそういうＮＰＯの育成をしていく

ということはできるかと思います。

【中山委員】それでは、ＮＰＯ法人とは協働し

ようと言っているんですけれども、県内に

3,000 近くある自治会と県との協働については
ほとんど聞いたことがないんだけれども、それ

について、まずお答えいただけますか。

【木山県民生活部長】ご質問がございました自

治会とＮＰＯとの直接の協働というのは、現在、

事業としては行っておりませんで、自治会との

協働という部分でいきますと、ＮＰＯ法人もし

くはＮＰＯ法人等と地域との協働というのが一

般的な考え方でございます。先ほど、今さらな

のかというふうなご質問もございましたけれど

も、今回は背景としまして、自治会の活動にも

一定参加をする方、それから高齢化の問題、組

織率の問題ということもございまして、自治会

も含めたところで、各地域で今後どういう取組

が現状、地域として必要かということを地域で

お考えいただき、行政がこれまで協力をさせて

いただいていた部分以外の部分として、新たな

そこの担い手として、ＮＰＯもしくはＮＰＯ等

の団体の方が一定入っていただいて、その課題

を行政、地域それからＮＰＯと 3者で解決がで

きないかという取組を行うという視点がござい

ます。

県民生活部といたしましては、地域で考えら

れた今すぐ取り組むべき優先順位につきまして、

それを協働でやっていくＮＰＯ、これについて

私どもは、ＮＰＯ法人として認証を受けている

法人を紹介したり、地域で活動していらっしゃ

るボランティア団体等について、地域のほうに

一緒にご紹介をし、地域の課題解決に当たって

いきたいというふうな考えでございます。

【中山委員】そうじゃなくて、ＮＰＯと自治会

との協働については、今、県民生活部次長兼県

民協働課長が答弁したじゃないですか。それで

聞いたのは、県と自治会との協働については、

どういうふうに考えているのかと。ＮＰＯとは

協働しようということで、今、県とＮＰＯとは

盛んにやっているじゃないですか。県内に

3,000 ある、由緒ある自治会がたくさんありま
す。私は、こことの協働については、どう考え

ているのかという質問をしたんです。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】県とし

ましても、今、ニーズが多様化しているという

ようなところで、行政だけで対応できない課題

がかなり増えてきているというところは重々認

識はしておりまして、そこについての課題解決

に向けましては、県だけではなく、ＮＰＯ法人

もそうなのですが、ＮＰＯだけでない、いろん

な団体と協働しながら課題を解決していかなけ

ればいけないと思っているところなので、その

中で、その課題を解決するためのパートナーが

自治会ということはあるのかなと思っておりま

す。ただ、自治会とだけということは、今のと

ころは考えていないと思います。

【中山委員】地域を支えているのが自治会なん

ですよ。そして、ここが 1つの自治会で年間大
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体 200 万円として、3,000 あれば 60 億円予算
があるんですよ。これは会費を払ったというの

がほとんどなんです。そのくらいすばらしい自

治会があるんですよ。そうすると、今、これも

考えるというような話だったけれども、ＮＰＯ

を活かすなら、自治会も同じような形で活かし

ていくという視点が要るんじゃないかと私は強

く思っているんですよ。そういう意味で、これ

についても積極的にやれます。例えば、県とＮ

ＰＯ法人と自治会と企業と組むこともあるわけ

でしょう。ところが、これだけ立派な組織があ

るのに、皆さん方が自治会に対して、ほとんど

発言したことがない。これは市町がやるべきと

考えているかもしれませんけれども、これを活

かすということが協働の一つのあり方だと私は

思うんですよ。そういう意味で、この辺のあり

方について今後検討できるのかどうか、それに

ついて、もう一度お尋ねしたいと思います。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】自治会

とのということでございますけれども、県とい

たしましては、多様な主体との協働ということ

は今後必要だと考えておりますので、その中で、

自治会も含めて考えていくことになると思いま

す。

【中山委員】それでは、ぜひ自治会のほうはお

願いしたいとして、最後に、ＮＰＯ法人につい

て、皆さん方はしきりに協働と言っているけれ

ども、果たして、ＮＰＯ法人ということについ

て、どれだけ実感できる職員がいるのかという

ことを私は疑問を持っているんです。なぜなら、

県民協働課長あたりが中心になって県庁内にＮ

ＰＯ法人をつくってみて、自分たちが会費を払

って運営していくという、この起点がなければ、

なかなかＮＰＯ法人を理解できませんよ。私は

ＮＰＯ法人を十何年やってきているので痛いほ

どわかっている。しかし、自分がやってみない

ことには、なかなかわからないのですよ。

そこで、県、市町職員の中で、ＮＰＯ法人を

立てた団体はありますか。把握していますか。

【吉野県民生活部次長兼県民協働課長】把握し

ている限りでは、1団体はございます。
【中山委員】 1つあるというのは救いではある
けれども、ひとつ県の組織の中で、政策でもい

いし、福祉でもいいし、分野は何でもいいのだ

から。これだけ有能な職員がいるわけだから。

ただ問題は、私が言ったように、運営したこと

ないから実感がわからないんですよ。特に、職

員の皆さん方は、ボランティアでするというこ

とについて余りなれていない。職員というのは

必ずお金をもらって現場に行ったり何なりする

けれども、ボランティアでするということは余

りなれていない。ぜひ今後、皆さん方の中で、

特に県民生活部の中で勇気ある者はいないので

すか。県職員に活力を与えるために、自分たち

でＮＰＯ法人をつくって、これだけ能力のある

人を 10人か 20人組ませて、その中で実績を上
げていく、それを全体的に広げていくと。こう

なれば、さらによくなると思うんですが、県民

生活部長、そういう考えができれば大変ありが

たいと思いますから、急な質問でございました

けれども、その腹づもりをお聞かせください。

【木山県民生活部長】県の職員で、もっとＮＰ

Ｏに携わり、活動してはどうかというご指摘で

ございます。県民生活部では、ＮＰＯ法人から

の申請等を直接受けている所属でもございます

ので、そこは気をつけながらも、おっしゃった

ように、自分が実際やってみてどうなのかとい

うふうなことを体験することも必要かと思いま

すので、ＮＰＯ法人への参加、もしくはボラン

ティア活動への参加ということは、県の職員に
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とりましても必要なことだと思いますので、そ

こはまずは部内で広く皆さんとお話をしてみた

いと思います。

【中山委員】それでは、参加ということですか

ら一歩前進ですけれども、やっぱり運営してみ

なければいかんとですよ。県民生活部は県庁内

に呼びかけて、有志はいないのかどうか、そう

いう人を募って、ぜひＮＰＯ法人を県庁内につ

くっていただくように、ひとつ働きかけをして

いただくことを要望しておきますので、よろし

くお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【山口(初)委員】 交通安全対策の関係でお尋ね
します。最近、マスコミでも頻繁に取り上げら

れておりますけれども、高齢者によるいわゆる

事故、県全体の話については、前年度と比較し

て 10％以上少なくなっていると。ただし、高齢
者の死者等々については割合が高いということ

で警鐘を鳴らしておりますけれども、全国的に

は、高齢者運転で暴走する、あるいは逆走する、

子どもたちを巻き込む、地域の通行人を巻き込

んでという大惨事が起きている状況で、この前、

杉良太郎がキャンペーンをしていたと思います

けれども、今、免許を自主的に返納しようとい

う運動が起きていますね。そういうことで、恐

らく、県内も自主返納の動きが起きているんじ

ゃないかと思うんですが、近年の実績、最近は

どういう状況になっていますか。

【宮﨑交通・地域安全課長】委員ご指摘の運転

免許証を自主返納した人数ということでお答え

をさせていただきたいと思います。平成 30 年
度でございますが、自主返納した数につきまし

ては、県内で 4,239人でございます。このうち
高齢者につきましては 4,041人となっておりま

す。

【山口(初)委員】 免許を返すという決断といい
ますか、当事者にとってみれば、いろんなケー

スがあると思うんですよ。同じ家族の中に免許

を持って一緒に生活している人がいるから返し

やすいという人、あるいはひとり暮らしのため

に、免許がなければ動く範囲が制限される、ど

うしようもないということでジレンマをお持ち

の方もいると思うし、そういう意味では、要す

るに、免許を返した後の生活をどういうふうに

して見れるのかというのも大きな課題だと思う

んですが、そのことについて何かお考えござい

ますか。

【宮﨑交通・地域安全課長】県といたしまして

は、高齢者の交通事故防止対策ということで、

運転に不安のある高齢運転者等が運転免許を返

納しやすい環境をつくるということで、県警と

連携いたしまして、現在、各市町に対して、各

地域の特性、実情に応じた公共交通機関の運賃

割引等の支援策に取り組んでもらうよう働きか

けを行っております。

具体的には、本年 5月に、交通安全対策を行
う市町の担当課長等を集めて会議を開催し、現

在行っている市町の公共交通機関の利用助成制

度の事例を紹介するなど、情報共有を図ってお

ります。また、その際、市町における支援対策

の取組について働きかけをさせていただいてお

ります。

そのほか、平成 30 年度でございますが、県
警とともに県のバス協会、タクシー協会等に対

して、交通支援策の取組について依頼を行って

おります。

【山口(初)委員】 そこの充実をしていただくと
いうことが一番大事なことだと思うんですが、

思い切って、何歳以上の方で免許を返された人
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にはフリーパスのバスチケットをお渡しします

よと、あるいは列車がお望みであれば列車の分、

あるいは電車がいいという人、そういう方には

思い切って、必要以上のことはされないと思い

ますので、それを渡せるような仕組み、制度と

いうのをつくられたらどうかと思うんですけれ

ども、交通事故を起こす前に予防策としての費

用としては、それほどかかるものじゃないと思

っているんです。今、4,041 人の方が免許を返
されたというご報告がありましたけれども、潜

在的には、この倍、3 倍がおられるんじゃない
かと思っているんです。返したいけれども、そ

うはなかなか踏ん切りつかないというような方

たちの背中を押してやるためにも、思い切った

助成がここは必要になってくるんじゃないかと

思いますけれども、どうですか。

【宮﨑交通・地域安全課長】市町における支援

策の多くは、高齢者福祉事業の一部を運転免許

返納の支援に充てているなどしておりまして、

地域の実情に応じて各市町で実施されておりま

す。ただ、それぞれの地域や公共交通機関の実

態でありますとか、運転免許証の自主返納者の

数も異なりますので、各市町の実情に応じた支

援策が講じられることが望ましいと考えており

ます。

県といたしましては、市町に対し、他の市町

が行っている運転免許返納の支援策に関する情

報提供を行うなど、今後も、働きかけを一層強

めてまいりたいと考えております。

【山口(初)委員】 ぜひよろしくお願いします。

特に長崎県の場合は、離島もあるし、いろんな

地域でそれぞれお住まいの高齢者の方の環境が

異なりますから、うまく緻密にこの制度をつく

ってやらなければいけないのじゃないかと思い

ますので、ぜひそこのところをよろしくお願い

しておきたいと思います。

【八江委員】今のに関連をしますけれども、全

くそのとおりだと、山口(初)委員が言われるよ
うなこと、賛成でありますけれども、1つだけ、
私も後期高齢者の 1人でありますのでね。ただ、
高齢者だけがクローズアップされていることも

事実で、事故は全国でたくさん発生しておりま

す。ただ、大きな事故が最近続いているから、

全て高齢者が返納しなければならないような状

況に追い込まれていることも事実です。だから、

未然に事故がないようにするための返納関係は、

それはそれとしていいと思いますけれども、た

だ、先ほども話がありました生活がかかってい

る者、そして周辺地区に住んでいる者。都市の

中に住んでいる場合は、公共交通機関等があっ

て、電車もバスもいっぱいありますけれども、

周辺に住んでいる、例えば、今おっしゃった山

口(初)委員とか我々のところの田舎に住んでい
る者は、町に出る、買い物に行くにも相当の距

離があるところなんかは足がわりに使っている

ことも事実で、そのために、相当の検討は必要

かなと思って、私も、それをするなとか言うつ

もりは全くありません。そうしていかなければ

いけないと思いますけれども、そういう実情と

いうこともよく認識をしていただいておかない

と、田舎に住んでいる者の生活が非常に不便に

なってくるということも事実で、しかし、事故

があってからではどうにもなりません。ですか

ら、そこに免許証を与えるために、例えば、3
年に 1度切り替えするのを 2年に 1度とか 1年
に 1度とかということはあります。今年までは
よかったけれども、次の年は、認知症その他が

あったり、体力の減退があったりして変わると

いう、だから、そのあたりの身体検査、もしく

はそういう調査をすることとか、制度改革など、
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ある程度そこに求めておかないと、一概に高齢

者だけがだめだという、今、世の中は、定年退

職を、65歳ぐらいだったものが 70歳ぐらいま
でに上げようという話もある。そうしないと労

働力不足、外国人の人材確保をしていかなけれ

ばならない、日本で日本人が使えない、生活の

安定ができない、こうなってくると、ますます

高齢者の働く場所も必要になってくる。そして

また、そういう生活を確保するためのものばか

りじゃないですけれども、元気な老人をつくる

ということで、長崎県も健康長寿日本一を目指

す、これは元気な老人を目指しているわけで、

そういったものにつながっていくための施策の

展開をあわせてやっていかなければならないか

なと思って、私も、正直言って心配もありなが

らも、だからといって免許を取り上げることに

よってというよりも、返納される方は結構です

し、また取り上げられる人も結構だと思います。

しかし、それ以上に元気にいる人もおりますか

ら、ただ後期高齢者、高齢者のみが全て返納し

なければいけないようなことだけにはならない

ようにしてほしいと、そういう精神的なものを

申し上げたかったからですけれども、その点は

交通・地域安全課長、いかがでしょうか。

【宮﨑交通・地域安全課長】委員ご指摘のとお

り、地域によっては、生活の手段ということで

必要ということは十分にわかっております。当

然、免許の制度につきましては、認知機能検査

等ございまして、それについては県警のほうで

行っております。また、報道等でご存じと思い

ますけれども、限定免許というような議論も今、

なされている状況でございます。今後とも、交

通事故のない安全・安心な長崎県づくりに向け

て取り組んでまいりたいと思います。

【八江委員】 普通の自動車と、今、問題になり

そうにあるのがシニアカーというんですか、免

許証が要らないあの車が、2～3日前のテレビで
私は見て、逆走するし、どこを横断しようが、

左折しようが、右折しようが自由自在に、高齢

者の方が多いんでしょうけれども、運転の知識

のない人たちが運転をしているというのが事実。

これはこれから大きな問題になってくると思う

から、このことはどのようにしたほうが事故に

結びついていかないかどうかというのは十分検

討しておかないと、一番大きな問題になってき

そうな感じ。売るほうも、使うほうも、その点

については考えておくべきじゃないかというの

をテレビを見ながら感じたんですけれども、そ

のことに対策は何かしてあるんでしょうか。

【宮﨑交通・地域安全課長】シニアカーについ

ては、今のところ、県では、対応を行っており

ませんが、県といたしましても、高齢運転者を

含めて高齢歩行者の対策が必要だと考えており

ます。今年も年末に、母の会の取組といたしま

して、三世代交流事業を行う予定にしておりま

す。これについては時津町で、高齢者、子ども、

その孫ということで、三世代が集まって交通安

全に対する取組、遊びながら学ぶというところ

で、運転者だけではなくて、歩行者に対する取

組もさせていただきたいと考えております。

【八江委員】先々心配だなという思いがありま

してね。反対側車線に堂々と乗り入れて、前か

ら来ようが来るまいが一向に関係ないようなあ

の画面を見ていると、これはどうなのかなと思

うぐらいにいろんなことを感じましたので、そ

の点は、長崎県が悪いとか、どこが悪いとかじ

ゃないけれども、あの車を販売する中でどうあ

るか、それを管理しているところがどのように

使わせるかとかいうことにもつながってくると

思うから、その辺は長崎県は長崎県なりに検討
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していただきたいと、このように要望しておき

たいと思います。

1 つ、男女共同参画社会の中で、前に申し上
げて、最近は、我々、ある程度、高齢者になっ

てくると、男女共同参画という問題、逆に、女

男参画というぐらいに、我々はどちらかという

と管理されている家の中では、家の中でも男性

じゃないかなと思うぐらいにありますけれども、

男女共同参画社会推進の中で、例えば、育児の

問題とか、男性に求められるものとか、そうい

ったものは我々も参考に一度聞いておったほう

がいいかなと。我々が勉強不足かもしれないけ

れども、何でもかんでも男が悪いとかなんとか

という意味じゃなくて、そういう社会を、男女

共同参画社会基本法ができてからなおさら、同

じ立場で生活もしていかなければいけないんで

すけれども、そういったもので、特に、男性は

こうあってほしいというものがあれば聞かせて

いただければと思います。いかがでしょうか。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】男女共同

参画に関する本県の大きな特徴を 1つ申し上げ
ますと、本県で子どもを有する共働き世帯の家

事関連時間を見ましたところ、1 日当たり、夫
が 39分、妻が 80分ということで、夫は妻の 2
分の 1程度となっております。夫が家事、育児
に参画することによって、妻の継続就業や、2
人目以降の子どもの出生率が高まる傾向がある

という調査結果も出ておりますので、夫の家

事・育児参画が非常に重要であると考えている

ところです。

【八江委員】共働きとか、あるいは専業主婦と

かということによっては、考え方も環境も違っ

てくるから、求められるものも幾らか違ってく

ると思いますけれども、うちも息子夫婦が住ん

でおりまして、見ていると、私たちはしたこと

ない仕事、最近、茶わん洗いを息子がやってい

る、そういうものを見ると、ああ、そういう時

代になったかなと思って、歓迎をしながらも、

ここに書いてあることを見れば、家事、育児の

価値を見える化すれば男性の参加につながるの

ではないかということを書いてありますので、

確かにそうかなということ、それから保育所の

所長さんが男性なのか女性なのかによっても、

いろいろ社会復帰の問題、その他も含めてあり

ますけれども、そういったことを考えて、我々

もしっかりと反省していかなければならない部

分もあるけれども、やっぱり実態の確認もよく

しておかなければいけないかなと。今さら確認

というほどでも、我々が勉強不足かもしれない

けれども、我が道を我が道で歩いてきた立場で

あれば、もう少し考えていかなければならなか

ったのかなと思いますけれども、抜本的に、男

性が行うべきこと、こういったものは、もう少

しはっきりあらわしていただきたいと思ったり

してお尋ねしたんですけれども、改めて、もう

一度確認したいと思います。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】家庭にお

ける男性の家事・育児参画が非常に重要である

とともに、昨今言われております育児休業の取

得も、かなり重要な視点となっております。夫

が育児休業を取得し、妻と一緒に育児をするこ

とにより、プラスの面もあるという調査結果が

あります。就業の場において、より効率的に、

生産性の高い労働をする傾向にあるというもの

です。生まれた我が子の成長を、妻だけではな

く夫も一緒に見守り、家事、育児をするという

ことは、これからの社会にとって非常に重要な

視点になってくると考えております。

【八江委員】家庭の中では、そういう問題も解

決しやすい部分があるかなと思うけれども、た
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だ、職場の問題では、例えば、県庁で部長級が

何人いるのかとか、あるいは課長が何名いるか

ということも男女共同参画の中の一つの大きな

課題だと。あるいは、議員が何名いたらいいの

かとか、そういう社会的にはたくさんの問題が

あります。ただ、仕事の中で考えれば、業種に

よったり、会社によったり、違ってくるかもわ

かりません。それはやっぱり出張があったり、

残業があったりいろいろすることが男女間の問

題につながっているものじゃないかと思います

けれども、そういったものが1つ1つ解決しなけ
れば、世の中の雇用、流れを変えていかなけれ

ばいけないかなと、我々もその辺は痛感してお

ります。

特に、雇用に当たっては、入社当時は、試験

をすれば、女性が8割ぐらいは優秀な成績、男
性に失礼な話だけれども、そういうことだけれ

ども、だんだん後になってくると、必ずしもそ

うでもない。それは環境に埋まってしまってそ

うなっているのかなと思いますので、実力は今

は同じ立場であると思いますので、世の中の生

き方を、流れを全体的に変えていかないと、こ

こに書いていることはなかなか難しいと思いま

すが、そういう面で、男女共同参画社会の担当

であれば、その辺をしっかり皆さんと話し合い

ながらご指導いただくようにお願いをしておき

たいと思いますけれども、最後に、このあたり

は昇格問題とも関係しますけれども、そういう

人材の確保、その他も含めて考えれば、県民生

活部長の考え方はいかがですか。

【木山県民生活部長】任用につきましても同じ

ですけれども、委員のご指摘がありました家庭

の中での役割分担というところが、これまでは、

男性だから、女性だからというところでの役割

分担を考えがちでございましたけれども、男性

だから、女性だからということではなくて、一

人の人間としての能力、それから例えば、家庭

内であれば、夫婦間における役割分担を夫婦の

中で話し合って決めていくというところから、

それぞれの役割を個としてそれをやっていくと

いう考え方になろうかと思います。例えば、県

庁内部における役職につきましても、男性だか

ら、女性だからということではなく、先ほど委

員もご指摘ありましたけれども、男女間の能力

の差というのはないということは一般的に現状

言われていますので、それぞれの能力をもって

仕事にも当たっていくという考え方で進むべき

ものだろうというふうに私としては考えており

ます。

【八江委員】県民生活部の中には、次長さんも

課長さんも、いつもの委員会よりも女性が多く

おられることは、今の県民生活部長が言われる

ようなこともありまして、十分理解しておりま

す。職種によって若干違ってくるかもわかりま

せんけれども、そういう時代になってきました

ので、どうぞひとつ行政の方もしっかり頑張っ

ていただきたいと、このように激励を申し上げ

て、終わりたいと思います。

【中村(和)委員】 民泊についてお聞きしたいん
だけれども、この説明書にもありますけれども、

5 月末現在で 52 件の届け出があるということ
を書いてあるんだけれども、思ったよりも進展

しないなと。以前、民泊を営業したいという不

動産業の方たちから陳情を受けて、ご相談した

こともあったんだけれども、規制がちょっと厳

しいのかなという感じもしたけれども、ただし

かし、やっぱり規制をある程度かけておかない

と諸問題が発生してくると思ったものだから、

その時は、ある程度の話でおさめたと思うんだ

けれども、現状でいった時に、民泊の申請が 52



令和元年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月１日）

- 99 -

件あって、これは 52 件全部許可をされている
のかどうかわかりませんけれども、今の許可が

おりている時点で、いろんな業界とか、また利

用者の方たちから苦情というのはあっているん

ですか、どうなんですか。

【嘉村生活衛生課長】資料をお渡しした段階で

は、委員がおっしゃるとおり 52 件でございま
したけれども、6月 14日が「住宅宿泊事業法」
が施行されましてちょうど 1年ということにな
りまして、最新の 6月 14日現在では、58件と
若干増えております。

【中村(和)委員】 これは許可がおりているとこ
ろですか。

【嘉村生活衛生課長】これは許可ではなく届け

出になるんですけれども、実際に届け出をして、

営業を始めているというところが 58 件でござ
います。新聞等の報道でもありますように、最

近では法人による届け出が増えてきておりまし

て、長崎県の場合は、58件のうち 21件が法人
による届け出ということになっております。

県としましては、「長崎と天草地方の潜伏キリ

シタン関連遺産」が世界文化遺産に登録された

効果もありまして、観光客は増加しているんで

すけれども、現状としましては、民泊を推進し

なければ宿泊需要が満たされないという状況に

はありません。しかし、民泊という選択肢が増

えたことによって、宿泊客の更なる増大につな

がればと考えております。

苦情の件でございますけれども、県のほうに

入っております苦情は 2件ございました。いず
れも住民から、騒音に対して、どこに問い合わ

せをすればいいのかといった内容でございまし

て、管理者の連絡先をお教えしましたところ、

トラブルにまでは至らずに終わったというよう

な状況でございます。

【中村(和)委員】 わかりました。
苦情が少ないというのは非常にいいことだと

思うけれども、やっぱりそれは持ち主の方たち

が、ちゃんとした連絡先とか、これは掲示をす

るのは義務付けられたものだから、その辺はま

た県としても確認をしながらやっていっていた

だければと思います。

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

の世界遺産なんですけれども、これは教会がほ

とんど周辺部にあって、不便なところが多いと

思うんだけれども、そういう中で、世界遺産の

近隣に民泊の施設があれば非常にいいなと思う

わけでして、要するに、世界遺産になっている

施設の近隣の生活がどういうものなのか、また

同じような近隣であれば、そういう生活も少し

見れるような機会があるんじゃないのかなと思

うから、非常にいいことだと思うんです。今、

周辺部なんか特に空き家が多くなっていますの

で、そういうところを利活用してできればと思

うんだけれども、ただ、民泊について 1つ私が
問題点と思っているのは、業者の方に民泊施設

として許可をして、その後、例えば、その家屋

を転売されたとする。転売した後も、それは民

泊施設として利用できるわけですよね。ここは

1 つ落とし穴だと思うんですよ。恐らく、業者
の方たちは、ここは民泊施設に適合しているな

ということで購入されると思うんです。ただし、

利用者がなければ、営業の一環としてやってい

ますので、利益が出なかったら、ひょっとした

ら売る可能性も出てくる。それを一般の方たち

が購入した時に、それをまた営利的な目的で民

泊施設として運営をされる可能性もあるわけで

すよね。そうした時には、そういうノウハウを

持った業者じゃないですから、ひょっとしたら、

いろんな問題点が出てくるかもしれない。私は、
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そこを心配しているんです。

だから、今のうちに、これだけの件数しかな

いからまだいいと思うんだけれども、これから

先、民泊の申請が増えてきて、業者が持ってき

て、そしてそれを転売するような可能性がある

時には、これはよく確認をしていただきたいと

思うんです。先ほど八江委員も高齢者のことで

言われていましたけれども、先にそういう対策

をとっておかなければ、始まったら、どんどん

そういうふうなことで業者たちは動いていきま

すので、そういうところをぜひ警戒していただ

きたいと思うんですけれども、どうですか。

【嘉村生活衛生課長】委員のご指摘にございま

した転売の件でございますけれども、転売をさ

れて別の事業者がまた民泊事業を始めようとし

た時に、民泊事業については、年間 180日とい
う規定がございます。転売をされた後の事業者

がやるのは、その前の事業者が営業された日数

を180日から除いた日数ということになります
ので、そこの規制の部分は変わらないのかなと

考えております。

また、委員がおっしゃったような今後のトラ

ブルに対しましては、適切な運営が図られるよ

う県で要綱を定めておりますので、その中で確

認等を行っていきたいと思っております。

【中村(和)委員】 長崎県については、担当課の
方たちがしっかりしているから、なかなかいろ

んな問題が起きていないからいいと思うけれど

も、他県では、事件が発生したり、いろいろ問

題が起きていますよね。持ち主の方たちが、ち

ゃんと責任を持って管理していただけるような

体制をとっていただければ、そういう心配もな

いと思いますので、長崎にとっては観光客が増

えることというのが一番のメリットだと思うの

で、格安で宿泊できて、自分たちの思ったよう

な行動をとって観光ができる、これが民泊の一

番のメリットだと思うので、ぜひ、そういうと

ころに注意をしながら、これからもいろんな民

泊を活用した業界の方たちと協議をしながらや

っていただければと思います。よろしくお願い

しておきます。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【西川委員】 本年度4月、5月、6月3カ月間の
食中毒の発生件数、それとその原因、理由と対

応、対策がどうなされたのかお聞きします。来

年は2020で大型イベントが国内でもあります
し、長崎県でも来客が増えると思います。そう

いうことで、県民生活部としての対応策、特に

頑張っていただきたいと思います。

【嘉村生活衛生課長】 4月以降につきましては、
4月、5月はなくて、6月に6件ということになっ
ております。

6件の内訳ですけれども、魚に寄生して食べ
ると胃に食らいついて非常な痛みを伴うアニサ

キスという食中毒がございます。最近では、ア

ジでも寄生が確認されておりますけれども、6
件のうち3件が、そのアニサキスによる食中毒
でございます。残りの3件のうち1件は、カンピ
ロバクターという細菌によるもので、生の鶏肉

ではかなりの率で汚染されておりまして、特に、

居酒屋等で生のまま、あるいは加熱不十分なも

のを食べたことで起こっており、この1件につ
きましても、やはり居酒屋で発生しております。

もう1件は、ノロウイルスによるものでござい
まして、これは気づかぬうちに調理従事者が感

染していて、食品のほうにウイルスをうつして

しまったことで起こったものでございます。も

う1件は、黄色ブドウ球菌といいまして、従来、
私たちの皮膚にある菌なんですけれども、これ
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が食品中で増えた時に毒素を産生しまして、吐

き気を催したという食中毒でございます。この

6件が、6月に6件発生しました内訳でございま
す。

対策につきましては、毎年度、監視指導計画

を策定して食中毒の防止対策を行っているわけ

なんですが、その中でも、ノロウイルス、カン

ピロバクター、それにアニサキスについては、

事業者に対して改めて防止対策の周知を図って

まいりたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

委員長を交代します。

【石本副委員長】 坂本(浩)委員長、発言をどう
ぞ。

【坂本(浩)委員長】部長説明資料の 4ページに
書いてあります性暴力被害者支援の「サポート

ながさき」について、確認をさせていただきた

いと思います。平成 30 年度の相談対応件数が
488 件で、前年度と比べて 91 件増加をしてい
るというふうなことであります。全体の 52％に
当たる 254 件が 20 代以下の被害者についての
相談ということでありますけれども、1 つは、
この 20代以下というのは、10代、20代という
理解でよろしいでしょうか。

【宮﨑交通・地域安全課長】委員長ご指摘のと

おり、20代以下というのは、10代、20代とい
うことでございます。

【坂本(浩)委員長】 わかりました。10 代、20
代で 254件ということですね。
去年の 6月から、こうした若い層が相談しや

すいように、メールによる相談受付を開始した

というふうなことでありますけれども、そうい

ったことがこの 91 件増加につながったのかど
うか、それともいわゆる被害総体が広がってい

るということで相談件数が広がったというふう

なことなのか、そこら辺はどういうふうに判断

されていますか。

【宮﨑交通・地域安全課長】 委員長ご指摘の

91 件増加につきましては、性暴力被害者支援
「サポートながさき」が平成 28 年 4 月に開設
いたしまして 3年を経過しております。これま
での広報啓発活動により周知されたということ

がまず 1つございます。
また、昨年度は、被害者の実数的には前年と

変わっておりませんが、被害者 1人に対する裁
判所等への付き添い支援や近況の聞き取り回数

が多かったことから、この相談対応件数が増加

したものと考えております。

【坂本(浩)委員長】 わかりました。
それで、今後も支援に努めてまいりたいとい

うことで、性暴力被害の潜在化の防止及び被害

者の心身の負担軽減等を図っていくということ

でありますけれども、具体的に、どういったも

のなのか、わかる範囲で教えていただければと

思います。

【宮﨑交通・地域安全課長】今後の周知につき

ましては、特に、10代への周知を図るというこ
とで、名刺サイズの携帯カードを本年度は 8万
5,000 枚作成いたしまして、長崎県下全部の中
学、高校の全生徒を対象とした配布を予定して

おります。これらの活動によって、若い世代へ

の周知が図られていくものと考えております。

また、心身のケアということにつきましては、

当然、そういう相談がございましたら、カウン

セリングであったり、病院への緊急的な対応、

特に、性感染症や緊急避妊等の対応を確実に行

っていきたいと考えております。

【坂本(浩)委員長】 わかりました。
ぜひ、カードを 8万 5,000枚つくったという



令和元年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月１日）

- 102 -

ことで、周知徹底もさらに、メールだけではな

くて、今、いろんなＳＮＳがありますので、そ

ういったものを駆使して周知と、それから相談

しやすい体制をとっていただきたいと思います。

それと、心身の負担軽減ということで、先ほ

ど、犯罪被害者等支援条例案ということで、そ

の中で、第 14 条の経済的負担の軽減というこ
とがありますけれども、この中に、性暴力被害

にかかわる公費支出制度ということで、今あり

ましたカウンセリング、あるいは医療費、法律

相談とか、実費負担ということでありますけれ

ども、ぜひここら辺の中身も、心身的なものを

含めて拡充を実態に応じてやっていただきたい

ということを要望させていただきます。

次に、部長説明資料の 5ページにあります統
計調査です。ここにありますように、今年度は

2020年の農林業センサス、それから 2019年の
全国家計構造調査を実施するということであり

ますけれども、国レベルで、働き方改革に関連

して厚生労働省のデータが少し違っていたとい

うふうなことがありました。それについては長

崎県内はきちんと、そういう対象になったもの

がないということでありましたけれども、そう

いう問題がいろんな経済対策とか、国なり県が

政策を打っていくに当たっての貴重な根拠とな

る調査だろうと思いますので、より正確を期す

べきというのはもちろんなんです。厚生労働省

でそういったものがあったというふうなことに

対して、こういう大規模のセンサスとか全国家

計構造調査をするということで、今までもやっ

てきたと思うんですけれども、改めて、そうい

う事象が発生しないような歯止め策を何か検討

されているのかどうか、そこら辺を教えてくだ

さい。

【笠山統計課長】先般の毎月勤労統計調査の不

正問題に端を発したことについては、国の問題

といいますか、地域的には東京都における国の

制度の問題でございました。ただ、長崎県統計

課としても、同じ統計を扱う関係者として大変

重く受け止めておりまして、今後こういったこ

とがないように、より一層襟を正して調査に携

わっていきたいと考えております。

来年度は 10月 1日現在で令和 2年国勢調査
がございます。本年度も、記載させていただい

ているとおり、大きな調査がございます。厚生

労働省の問題につきましては、厚生労働省の特

別監察委員会の調査報告書が出ておりまして、

ガバナンスの問題というふうな指摘を厚生労働

省に対していたしております。一方、総務省の

統計委員会におきまして、先週木曜日の 27 日
に、第 1次の再発防止策というものが出て、公
表をされております。これは第 1次ということ
でございまして、提案にはいろいろあるんです

けれども、大きな柱といたしましては、分析的

な統計の専門官を各府省に配置するというもの

でチェックの充実というのが中心でございまし

た。個々の統計の改善策については、実は、こ

の再発防止策をまとめるに当たって、統計委員

会で議論されておりましたけれども、訂正を伴

う大きな問題というのは、毎月勤労統計調査以

外ではなかったというところでございまして、

ただ手続上の問題というのは非常に多うござい

ました。そういうことも含めて、個々の統計の

改善、見直しについては、大事なものはいち早

く、手続的なところについては今年中に総務省

に報告しなさいというふうな取りまとめになっ

ております。

長崎県の統計課としては、統計調査自体は国

の委託により行っている事業でございまして、

まずは国の指摘があった部分についての見直し、
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改善について、状況、推移を見極めた上で、指

示があれば適切に対応していきたいと思ってお

りまして、特に、誤りがあった毎月勤労統計調

査につきましては、総務省の統計委員会で、秋

頃をめどに重点的な検証を進めて、再度対応策

を検討すると聞いております。こういったとこ

ろを私どもも十分状況を見極めて、適切な対応

をしていきたいと考えております。

【坂本(浩)委員長】 わかりました。
それぞれ統計調査ごとで違うんでしょうけれ

ども、基本的には、県が委託を受けてやるとい

うふうなことで、さらに統計調査員とか、それ

ぞれの統計によって、する手段は全然違うので

すか。

【笠山統計課長】委員長ご指摘のとおり、統計

調査によって、それぞれ制度設計が異なってお

ります。従来ですと、調査員調査というのが基

本でございましたけれども、最近は、調査環境

が厳しいということで、オンライン調査も大分

普及してきております。そういった個々の調査

の制度設計の中で、今回、手続上の部分が大多

数であったわけですけれども、不適切な事案が

見つかりました。私ども、基本、調査の設計は

国が行っておりますので、まず個々の不備が見

つかった事案、例えば、調査設計をする際には、

各省庁が総務省に、こういった調査をしたいと

いうことで承認を得るための申請をいたします。

そういった申請があったら、総務大臣は統計委

員会に諮問をいたします。統計委員会は、審査

の上で総務大臣に答申をして、その結果を踏ま

えて、総務大臣が承認をするという段取りにな

っているのですが、今回多かったものは、その

手続が踏まれていない。例えば、Ａ、Ｂ、Ｃと

いう事項を調査して、Ａ、Ｂを取りまとめて公

表しますというふうな調査があったとします。

それが調査設計の計画です。ところが、公表の

時にはＡしかしていなかった、あるいはＡとＣ

を時期をずらして公表していた、簡単に言いま

すと、そういうふうな事例が複数見つかってお

ります。そういうことで、事案ごとによって対

応が違ってくるかと思いますので、繰り返しに

なりますけれども、県としては、改善の内容を

よく見極めて対応していきたいと考えておりま

す。

あわせて、調査員さんが非常に不安に思って

いるケースもありまして、といいますのは、こ

の統計不正問題に端を発して、各事業主様ある

いは個人の皆様から調査に協力いただけないと

いうふうなご相談も多く寄せられております。

したがいまして、私どもとしては、本県では問

題はなかったんですよということをお知らせし

つつ、精神的な部分でございますけれども、よ

りこれまで以上にしっかりやっていきましょう

というふうな話もいたしているところでござい

ます。

【坂本(浩)委員長】 わかりました。
調査員の皆さん方の負担が増しているという

話も伺ったことがありますので、そうならない

ように、統計を実施する側と調査を受ける側と

の信頼関係だというふうに思いますので、そこ

をぜひ頭に入れて進めていただきと思います。

最後に、カネミ油症対策です。5 ページの下
のほうに書いてありますけれども、油症検診を

ずっとされているというふうに思うんですけれ

ども、私は奈留の出身でもないんですけれども、

新聞でたまたま見まして、奈留地区が、カネミ

油症の認定を受けていない方の実態と、長崎で

言う被爆者として認定をされていない方々の実

態と、非常に重なる部分があったものですから

気になっているんですけれども、奈留地区で一
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斉検診が始まったのが 1969 年 4 月ということ
なんですね。それ以降、毎年、玉之浦と奈留島

でやっている、8 月に長崎でというのは、大体
その時期ぐらいからずっとやっているという認

識でよろしいのでしょうか。

【嘉村生活衛生課長】 発生当初は、年に 4～5
回の検診を実施しておりましたけれども、それ

以降は、現状のとおり、長崎地区を合わせまし

て 3地区でやってまいりました。今年度は、新
たに福江地区を加えて 4地区でやる予定として
おります。

【坂本(浩)委員長】 この新聞報道では、2017
年に集団検診を実施したというふうなことが書

かれてあるんですけれども、それは把握されて

いますか。熊本県のお医者さんで藤野さんとい

う方に調査を仰いで、多分これは現地の住民の

皆さんが要望をしてしたんじゃないかというふ

うなことなんですけれども、そこら辺は把握さ

れていますか。

【嘉村生活衛生課長】私どもも、新聞報道で見

ました以外に、詳細な把握はしておりません。

【坂本(浩)委員長】 そうしたら、その時の集団
検診の状況というのは、結果も含めて把握して

いないというふうな認識ですね。わかりました。

カネミ油症の問題は、もう 50 年前でありま
して、奈留島だけでも 2017年末で 222人が認
定をされているというふうなことで、先ほど言

いました 2017 年に集団検診をした中の受診し
た 40 人の方々が、カネミ油を食べていたとい
うんですけれども、血中濃度の問題で認定され

ていないと、申請をしても棄却されているとい

うことなんです。そういう実態を県としてどう

いうふうに認識されているのか、そこら辺はど

うなんですか。要するに、実態はあるのに、今

の認定制度の中で認定されていないというふう

に認識されているのか、そこら辺の実態という

のはどういうふうに認識されていますか。

【嘉村生活衛生課長】まず、認定者の数でござ

いますけれども、委員長から、奈留地区で二百

二十数名ということでお話がございましたけれ

ども、実際の認定者数は五島市全体で 278名と
いうことで、玉之浦地区が一番多く 157名、奈
留地区は 62名ということになっております。
未認定者についての対応でございますが、未

認定者については、県が把握しているだけで県

内に 158名、五島地区ではそのうち 104名とな
っております。こちらが把握している未認定の

方全てに検診案内をお送りしまして、できるだ

け検診を受診していただきたいと呼びかけをし

ております。中には、未認定の方であっても、

もう連絡をしないでほしいという方もいらっし

ゃいますので、そこには大変デリケートな問題

もございます。

認定基準につきましては、国の認定基準を尊

重しつつ、何とか新たな考え方ができないかと

いうことで、次長兼県民協働課長の説明にもご

ざいましたけれども、政府施策要望として国の

ほうに要望させていただいております。

【坂本(浩)委員長】 50 年前の被害があった時
に、被害が明らかになった時のいわゆる当時の

行政の初段階での対応ですよね、これが余りよ

くなかったんじゃないかなというふうな気がし

ているんです。特に、奈留で当時、検診を受け

る時に当たっての情報がきちんと周辺部まで行

かなかったということもこの記事の中にあるよ

うでありますし、今になってという言い方はあ

るかもしれませんけれども、今でもそういった

潜在被害があるのに、半世紀も放置されている

というふうな実態、それから連絡しても、もう

連絡しないでくれという、そういう非常に複雑



令和元年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月１日）

- 105 -

な実態があると、私は、これは本当に長崎の被

爆者の皆さんと似ているなというような感じが

していますので、ぜひ認定されている方も、そ

うでない方についても、行政としてきちんと寄

り添っていくという姿勢で今後も取り組んでい

ただきたいということを要望として申し上げさ

せていただきまして、私の質問を終わります。

【石本副委員長】 委員長を交代します。

【坂本(浩)委員長】ほかに、質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、県民生活部関係の審査結果について整理

したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ４時５０分 休憩 ―

― 午後 ４時５０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、県民生活部関係の審査を

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、交通局関係の審査を
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 ４時５１分 散会 ―
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第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年７月２日

自  午前１０時 ０分

至  午前１１時３６分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂本  浩 君

副委員長(副会長) 石本 政弘 君

委   員 八江 利春 君

〃 中山  功 君

〃 坂本 智徳 君

〃 外間 雅広 君

〃 中村 和也 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 宅島 寿一 君

〃 饗庭 敦子 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

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 小畑 英二 君

営 業 部 長 濵口  清 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【坂本(浩)委員長】 おはようございます。
ただいまから委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、交通局関係の審査を行います。

なお、八江委員から、所用により本委員会へ

の出席が遅れる旨、連絡があっておりますので、

ご了承をお願いいたします。

【坂本(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

交通局長より、予算に係る報告議案説明をお

願いいたします。

【太田交通局長】 おはようございます。

「予算決算委員会環境生活分科会関係議案説

明資料」、交通局の1ページをお開きください。
交通局関係の議案につきましてご説明いたし

ます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第15号 知事専決事項報告「平成30年度長
崎県交通事業会計補正予算（第3号）」であり
ます。

これは、先の平成31年2月定例県議会の本委
員会において、専決処分により措置することに

ついて、あらかじめご了承をいただいておりま

した平成30年度予算の補正を、3月29日付けを
もって専決処分させていただいたもので、収益

的収支及び資本的収支の補正の内容は、それぞ

れ記載のとおりであります。

以上をもちまして、交通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。

【坂本(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算に係る報告議案に対する

質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【坂本(浩)分科会長】 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〕

【坂本(浩)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。

予算に係る報告議案に対する質疑・討論が終

了しましたので採決を行います。

報告第15号については、原案のとおり承認す
ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告議案は、原案のとおり承認すべ

きものと決定されました。

【坂本(浩)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。

まず、交通局長より、総括説明をお願いいた

します。

【太田交通局長】「環境生活委員会関係議案説

明資料」、交通局の1ページをお開きください。
交通局関係の議案につきましてご説明いたし

ます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第90号議案「長崎県営バス運賃等条例の一部を
改正する条例」であります。

第90号議案「長崎県営バス運賃等条例の一部
を改正する条例」につきましては、本年10月に
消費税率が8％から10％に改定されることに伴
い、乗合バス運賃、貸切バス運賃及び料金につ

いて所要の改定をしようとするものであります。

乗合バス運賃については、基準額を現在の1
粁当たり32円40銭の範囲内から33円の範囲内
へ改定するものでありますが、実際に適用する

運賃については、他の交通事業者の動向等を踏

まえて設定することとしております。

貸切バス運賃及び料金については、従来から

外税方式としており、今回の消費税率改定に合

わせて改定するものであります。

以上をもちまして、議案関係の説明を終わり

ます。

次に、議案以外の主な所管事項についてご説

明いたします。

（長崎ターミナルの移転について）

長崎ターミナルの移転については、九州新幹

線西九州ルートの整備や、長崎駅周辺整備等の

進展にあわせ、平成23年度から移転の検討を進
めており、平成25年2月定例県議会において、
それまでの本委員会におけるご意見や利用者の

利便性などを総合的に勘案し、長崎駅周辺土地

区画整理事業区域内へ移転する方針を表明する

とともに、平成27年11月定例県議会において、
同区域内の県有地へ新バスターミナルを建設し、

移転する計画をお示ししたところであります。

現在、建物の基本設計、実施設計業務を行う

とともに、関係機関と建設に向けた協議・調整

を進めており、来年度には建設に取りかかる予

定としております。

新バスターミナルについては、空港リムジン

バスや高速バスなどの都市間輸送の拠点として、

誰もが利用しやすいバスターミナルとなるよう、

お客様の動線や快適な待ちスペースの確保、わ

かりやすい情報表示のあり方など考慮しながら

設計を進めております。

なお、現長崎ターミナルについては、耐震性

の問題やバスターミナル移転による機能変更な

ど、将来的な建物の維持方法や費用負担等に課

題があることから、管理組合において区分所有

者間の調整や検討を進めていくこととしており
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ます。

（諫早ターミナルの移転について）

諫早ターミナルについては、これまで県議会

からのご意見を伺いながら、諫早駅周辺整備事

業にあわせ、諫早駅構内への移転を進めており

ます。現在、整備が進められている諫早駅再開

発ビル1階に、交通局においてバス待合所を設
置するとともに、待合所前面にバスへの乗り降

りを行う公共交通広場を諫早市が整備すること

としており、諫早駅再開発ビル及び公共交通広

場の整備が完了する令和3年度以降の移転を予
定しております。

交通局においては、交通結節機能の向上や地

域活性化を目的とした諫早駅周辺整備事業に寄

与できるよう、今後とも諫早市と緊密に連携を

図りながら取り組んでまいります。

なお、現諫早ターミナルについては、土地、

建物とも交通局所有であり、移転後の跡地活用

について、駅周辺との整合を図りながら具体的

な検討を進めてまいります。

（夏休みこども定期券について）

交通局では、夏休み期間の小学生を対象に、

1,000円で市域内の県営バス路線が乗り放題と
なる「夏休みこども定期券」を平成29年度から
発売し、好評を得ております。

今年度においても、引き続き実施するととも

に、昨年度実施した長崎電気軌道の路面電車と

県営バスが乗り放題となるセット券の発売も予

定しております。

この企画は、プールや図書館など、移動機会

の多い夏休みにバスの利用を促すとともに、バ

スの乗り方や乗車時のマナーを身につけてもら

う目的で実施しており、昨年は818名と非常に
多くの利用がありました。利用者へのアンケー

ト調査では、約半数が、「これまで、バスにほ

とんど乗らないか、もしくは月に1回ぐらい乗
る程度だった。」と回答しており、継続して実

施することでバスの利用促進とルールやマナー

啓発のよい機会になるものと考えております。

（「プラチナパス65」について）
交通局では、高齢化社会の進展を踏まえ、高

齢者の方々に対する通院やお買い物などの日常

生活支援及びバス利用促進のため、65歳以上の
方を対象に、県営バス路線バスが定額で乗り放

題となる「プラチナパス65」を平成30年9月か
ら本格運用しており、本年5月末時点で1,101名
の方にご利用いただいております。

利用拡大に向けては、県営バスが運行する県

外高速バスの一部路線で運賃の割引が受けられ

る特典を設定したほか、地域の商店街や施設な

どと協賛し、現在、17の店舗で商品の割引やド
リンクサービス等の優待特典が設けられており

ます。

本制度が、高齢者のより豊かで充実した生活

につながり、さらなる利便性向上が図られるよ

う、引き続き取り組んでまいります。

（クルーズ船に係る貸切バス受注の動きにつ

いて）

長崎港へのクルーズ船入港数の増加に伴い、

貸切バスの需要も増加し、交通局においても、

平成27年度から平成29年度にかけて受注が伸
びておりましたが、他県バス事業者の参入等に

より、昨年度は大幅な受注減となりました。

県議会からは、県内バス事業者に対する受注

機会増の観点からご意見をいただいており、県

バス協会においては、多くの貸切バス事業者が

同様の状況にあることから、昨年5月、長崎運
輸支局に対し、貸切運行の適正化について要望

を行うなどの対応を図ってまいりました。

その結果、長崎運輸支局による長崎港におけ
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るクルーズ船との貸切バス利用実態調査が行わ

れたものの、外国人観光客の受け入れに伴う貸

切バスの運行については、安全評価認定制度を

取得した上で、一定の手続を行えば、九州全県

への配車が可能となる制度となっていることな

どから、当局の受注減の状況は変わっておりま

せん。

その後、国においては、過大な手数料等によ

る実質運賃の下限割れと、それに伴うバス運行

の安全性を問題視し、本年3月の国土交通省通
達により、貸切バス受注の際の運送引受書や、

国に報告する事業報告書へ手数料等の記載が義

務付けられたところであり、交通局においては、

今後、国の動きを注視してまいりたいと考えて

おります。

（職員の処分について）

本年3月に、貸切バスを運行していた乗務員
が、高速道路を回送中にスマートフォンで通話

したことが発覚したことから、去る4月26日、
当該乗務員について停職2月の懲戒処分を行い
ました。

交通局では、これまで、平成28年及び平成29
年の2度にわたり、スマートフォン操作事案が
生じたことから、再発防止のため運行管理上の

措置を徹底し、全ての乗務員に対して指導を行

っていたところでありますが、再びこのような

事案が起きたことは大変遺憾であり、公共交通

を担うバス事業者として、県民の皆様に深くお

詫び申し上げます。

今後は、これまで行っていた取組の徹底を図

るとともに、運転中の携帯電話の取扱いとして、

バッグ等に入れた携帯電話を運転席から離れた

ボックス等に指定して収納させることとしてお

ります。

このようなことが二度と起こることがないよ

う、全乗務員に改めて指導を行うとともに、再

発防止に徹底して取り組み、県民の皆様の信頼

回復に全力で努めてまいります。

（「長崎県行財政改革推進プラン」に基づく

取組について）

「長崎県行財政改革推進プラン」に掲げる交

通局関係の具体的項目に関して、その主な取組

内容をご説明いたします。

公営企業の経営健全化につきましては、人口

減少や少子高齢化に伴う輸送人員の減少や、軽

油価格の高止まりなどに対応するため、平成30
年度から10年間の中期経営計画を策定し、経営
の健全性を保ちつつ、安全性の一層の確保と輸

送品質のさらなる向上に努め、事業運営を行っ

ております。

今年度につきましても、効率的なダイヤ編成

や、バス利用者の日常生活を意識した利用促進

策などに取り組み、観光業界と一体となって貸

切バスを運行するなど、将来に向けた地域生活

交通を確保し、本県の観光振興へ貢献してまい

ります。

今後も、「行財政改革推進プラン」の実現に

向けて取り組み、積極的に県政の改革に努めて

まいりますので、引き続き委員の皆様のご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、交通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。

【坂本(浩)委員長】 次に、営業部長より、補足
説明を求めます。

【濵口営業部長】「長崎県営バス運賃等条例の

一部を改正する条例」につきまして、補足して

説明させていただきます。

お手元に配付させていただいておりますＡ4
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横の「環境生活委員会説明資料」をお開きくだ

さい。

今回の条例改正は、本年10月に消費税が8％
から10％に引き上げられることに伴いまして、
乗合バスの運賃、貸切バスの運賃及び料金につ

いて、所要の改正を行うものです。

その内容としましては、乗合バスの1粁当た
りの基準賃率について、現在32円40銭の範囲内
となっているものを、消費税の引き上げ率を転

嫁した33円の範囲内に改正するものでござい
ます。

また、貸切バスの運賃と料金につきましては、

その運賃及び料金に乗じる率を1.08から1.1に
改正するものでございます。

運賃改定の時期は、今年10月1日からを予定
しております。

今回の乗合バス運賃への消費税転嫁の考え方

でございますが、乗合バスの運賃は、平成14年
2月の改正道路運送法施行に伴いまして、国が
運賃の上限額を認可し、その上限運賃の範囲内

で、各事業者が各バス乗車区間ごとの運賃を実

施運賃として届け出る制度に変更されておりま

す。

主な区間における運賃につきましては、別に

Ａ4縦の資料を配付させていただいております
ので、ご覧いただければと思います。

主な区間における運賃についてですが、今回

の改定では、主に初乗り運賃を140円から150
円、主要な区間で約10円値上げするものとなっ
ておりますが、利用者の混乱防止を図る観点等

から、他の交通事業者の動向等を踏まえ、設定

することとしておりまして、長崎市内の他社競

合区間においては、現行160円となっている初
乗り運賃や、長崎市内中心部の特殊区間制運賃、

また、長崎駅前～長崎空港間のリムジンバスの

運賃につきましては据え置くこととさせていた

だいております。

なお、ここで示した運賃額は、最終的なもの

ではなく、条例改正を承認いただいた後に、認

可申請を行うこととしておりますので、今後、

変更となる可能性がございますことについて、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、補足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いたしま

す。

【坂本(浩)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。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 それでは、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〕

【坂本(浩)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90号議案については、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〕

【坂本(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、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、提出のありました「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、

説明をお願いいたします。

【小畑管理部長】「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
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する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した交通局関係の資料についてご説明いたしま

す。資料の方をご覧いただけますでしょうか。

1,000万円以上の契約案件につきましては、資
料の1ページ目以降に記載のとおり、本年2月か
ら3月までの実績は8件であり、本年4月から5月
までの実績は該当ございませんでした。

以上をもちまして、補足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。

【坂本(浩)委員長】 次に、管理部長より、補足
説明の申し出があっておりますので、これを受

けることといたします。

【小畑管理部長】では、バスターミナルの移転

につきまして、補足して説明させていただきま

す。

お手元に配付しております「環境生活委員会

補足説明資料②」でございますけれども、Ａ3
判の資料をご覧いただけますでしょうか。

はじめに、長崎ターミナルの機能移転につい

てご説明いたします。

新長崎ターミナルは、駅舎に近接する位置に

約600平方メートルの用地を確保し、3階建ての
建物を建設する計画といたしております。

延べ床面積は約1,200平方メートル程度を想
定しており、フロア配置につきましては、1階
部分にバス利用者のための待合所や案内、発券

機能などを配置し、乗り場につきましては、4
バース程度を確保できるよう、長崎市など関係

機関との協議を進めているところでございます。

現在、長崎ターミナルは、空港と長崎市内を

結ぶリムジンバスのほか、佐世保・ハウステン

ボス方面、雲仙・小浜方面など、県内の観光地

を結ぶ都市間バス、九州各地と長崎を結ぶ高速

バスが乗り入れており、1日当たり約300便が発
着する都市間輸送の重要な拠点として位置づけ

ております。

1日当たり、平均で約5,000人にご利用いただ
いており、訪日外国人を含む旅行者やビジネス

など、本県を訪れる方の利用を踏まえ、快適で

利用しやすいバスターミナルとなるよう、新タ

ーミナル建設に係る具体的な検討を行っている

ところです。

下段の工程表をご覧ください。

現在、建物の設計業務を行っているところで

あり、令和2年度の下期を目途に着工し、新幹
線開業に合わせて機能移転を完了し、供用開始

できるよう準備を進めているところでございま

す。

現在、長崎駅周辺では、周辺道路の整備や新

幹線の高架建設などが並行して進められている

ため、周辺工事との工程調整等を図りながら検

討を進めてまいります。

移転予定地につきましては、右側の図をご覧

ください。現在のターミナルは、図の下側、緑

色で示した位置にあります。国道202号線を挟
んだ位置であるため、ＪＲ長崎駅からは歩道橋

を渡ってアクセスする必要があります。

新ターミナルは、図の黄色で示しているとお

り、新幹線と在来線の駅舎に近い位置に建設す

ることとしており、駅構内や東西の駅前広場か

らもアクセスしやすく、交通結節点としての利

便性が高まるものと考えております。

乗り場につきましては、建物の前面のトラン

ジットモール線と呼ばれる道路上に4バース程
度のバス停を設置する計画といたしております。

長崎駅周辺地区は、新幹線やＪＲ、路面電車、

バス、タクシーなど、多様な公共交通機関が集

中する交通結節点であることから、交通機関の
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相互の連携強化や回遊性の向上が求められてお

ります。

バスターミナルの機能移転についても、関係

機関との緊密な連携を図りながら、機能の配置

や情報表示のあり方など、より具体的な検討を

進めてまいります。

次に、2ページをお開きください。
諫早ターミナルの機能移転についてご説明い

たします。

新諫早ターミナルは、諫早市が進める諫早駅

周辺開発事業に合わせ、再開発ビルⅠ棟内に約

200平方メートルの床を確保し、バス待合所、
案内窓口、発券機能などを配置するとともに、

公共交通広場に6ないし7バースのバス乗り場
を設ける計画としております。

現在、諫早ターミナルは、諫早市内線のほか、

諫早と長崎を結ぶ高速シャトルバス、大村、島

原、雲仙、南島原方面など、多方面への路線バ

スが発着する拠点であり、1日約700便が乗り入
れております。市民の方を中心に、1日当たり
約2,400人にご利用いただいております。
資料右側の事業スケジュールをご覧ください。

諫早市が進める再開発ビルⅠ棟の整備につきま

しては、昨年8月に駅舎とホームを結ぶ自由通
路や島原鉄道の駅舎など、一部供用開始いたし

ております。これは右下の図の緑色で示した部

分でございます。

諫早市は、現在建設中である再開発ビル全体

の開業について、令和2年度中を予定されてお
り、交通局としましては、再開発ビル建設の進

捗に合わせ、バス待合所等の内装に関する設計

業務を行っているところです。

また、バスが乗り入れることになる公共交通

広場については、令和3年度にかけて整備を進
める予定と聞いておりますので、交通局としま

しては、公共交通広場が完成する令和3年度以
降にターミナル機能を移転する計画といたして

おります。

最後に、3ページ目をお開きください。
上段に再開発ビル全体のイメージ図を示して

います。緑色の点線で示したところが、既に供

用開始している再開発ビルの一部分です。バス

待合所等は、黄色い四角で示した位置に設ける

こととしております。

下段の左側の図は、バス待合所付近を外側か

ら見たイメージ図です。また、右側の図は、公

共交通広場に整備される予定のバス乗り場を示

したものです。

このように、駅と駅前広場が一体的に整備さ

れることから、公共交通機関を利用されるお客

様にとって、利便性の高い駅前空間になるもの

と考えております。

諫早ターミナル移転については、諫早駅周辺

における交通結節機能をより充実強化するため、

今後とも諫早市と緊密に連携をとりながら、準

備を進めてまいりたいと考えております。

以上で、ターミナル移転の検討状況について

の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。

【坂本(浩)委員長】 以上で説明を終わります。

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、質問はありません

か。

【中村(和)委員】 ご苦労さまでございます。
タイヤの入札結果が6ページに載っているん

だけれども、ここの入札の会社が荒木タイヤと

いうところと日本タイヤと2者になっているん
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だけれども、これは何か条件があってこの2者
しかきてないのか。入札条件があるのか。

【小畑管理部長】一般競争入札ですので、特に

条件というのは設けておりませんが、以前から、

もともと3者程度しか応札がなかったんですけ
れども、直近ではこの2者が公募に対しては応
札があるという状況が続いているようなことで

ございます。

【中村(和)委員】 この荒木タイヤというのと日
本タイヤというのは、タイヤにはたくさんメー

カーがありますよね。このメーカーを全部扱っ

ているわけですか。そういう会社なの。

【小畑管理部長】詳細については持ち合わせて

おりませんが、基本的には、それぞれ主要な取

引のメーカーが、例えばブリジストンですとか、

それぞれお持ちだったと記憶がございますので、

全社というわけではなくて、特定の主要なメー

カーさんと取引は一応それぞれお持ちだという

ように記憶しております。

【中村(和)委員】 それなら、例えば荒木タイヤ
や日本タイヤじゃなくて、ブリジストン、ダン

ロップ、東洋などダイレクトのメーカーがある

じゃないですか。ダイレクトのメーカーに入札

させた方がいいんじゃないの。例えば、この2
者というのは、当然いろんなメーカーを扱って

いると思うんだけれども、それだけのマージン

が入っているんじゃないの。直接ブリジストン、

ダンロップ、そういうメーカーを入札に加えた

方が、逆に価格的に下がるんじゃないの。私も

よくわからないけれども、どうなんですか。

【小畑管理部長】直接メーカーさんの応札が可

能かどうかというのは、ちょっと照会しないと

わからないところでございますが、いずれにし

ましても、バスのタイヤというのは特殊でござ

いますので、取り扱えるメーカーというのも限

定されますし、直接のメーカーさん自体がそう

いった形で販売を行っているかどうかというの

は、確認のうえ、今後そういったことも踏まえ

て検討させていただきたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時２８分 休憩 ―

― 午前１０時３６分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開いたします。
【小畑管理部長】タイヤも含めて、入札等につ

きましては、本来的には県内事業者優先という

ことでございますので、そういったものを含め

まして、もう一回整理したうえで、次回委員会

までに報告させていただきたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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。

【宅島委員】 議案説明資料の2ページの「夏休
みこども定期券」についてであります。もう間

もなくしたら小学生の皆さん方も夏休みに入る

んですけれども、これは県営バスだけの取組と

して認識していいんですか。

【濵口営業部長】こども定期でございますけれ

ども、これは3年前からやらせていただいてお
りまして、交通局独自の分でございます。

それから、去年から、長崎電鉄様と一緒にセ

ット券を発売させていただいていまして、今年

も一緒に協力してやっていく予定でございます。

【宅島委員】非常にいい取組だと思うんですけ

れども、この対象が長崎市内だけなのか、諫早

市内だけなのか、そこの説明をお願いします。

【濵口営業部長】市域といたしましては、長崎

市域、それから諫早市域、そして大村市域、県
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営バスが運行している路線は全て実施をさせて

いただいております。

【宅島委員】 夏休み期間中に1,000円で乗り放
題ということで、非常にいい政策だと思うんで

すけれども、もっともっと広めていっていただ

きたいなというのもあります。818名という人
数で満足するんじゃなくて、もっと多くの小学

生の方に利用していただければと思います。

それと併せて、県営バスだけじゃなくて、県

内それぞれ路線バス、例えば島鉄とか、離島の

方も含めて事業者があられるので、ぜひ連携し

ていただいて、県内の小学生の方たちは、夏休

みにそこの域内のバスに乗っていろんなところ

に出かけられるように、ぜひ交通局としても、

県営バスのことだけじゃなくて、県全体の小学

生のお子さんたちのためにも、ぜひ制度をつく

っていただきたいと思うんですけれども、いか

がでしょうか。

【濵口営業部長】このこども定期のお話でござ

いますけれども、県内にバス事業者はかなりた

くさんございます。それぞれの走行環境なり経

営環境なりがあると思います。多分それぞれの

事業者さんの判断でどうされるのかというとこ

ろなんだろうと思うんですが、ただ、長崎県バ

ス協会というものがございますので、そのバス

協会の方に情報なり、こういった制度等を含め

て、そこは各事業者にもお伝えできるような話

はさせていただきたいと思います。

【宅島委員】 本当にいい取組だと思うんです。

だから、委員会は違うんですけれども、文教厚

生委員会の教育庁あたりともきちっと連携しな

がら、県内の小学生の児童たちに平等にこうい

った機会が与えられるように、ぜひ県としても

長崎県バス協会を通じてでも、こういったこと

をやっているので、夏休みだけでもこういうこ

とで取り組んでいただけないだろうかとか、そ

ういったところをぜひ提案をしていただきたい

と思います。

言いたかったことは、長崎市、諫早市、大村

市の小学生だけじゃなくて、県内全域の小学生

にこういった機会を与えてほしいという趣旨で

ありますので、どうぞよろしくお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかにありませんか。
【山口(初)委員】 ちょっと教えていただきたい
んですが、ターミナルを新しくされる時の試算

の関係ですけれども、長崎は300便で5,000人と
いうことになっていますね。諫早は700便で
2,400人となっています。それぞれ計算しますと、
長崎は1便当たり16.6人、諫早は3.4人になるん
です。要は、そのバスに乗ったり降りたり、そ

の瞬間をカウントしているのか。利用客数とい

う捉え方が、どういう形になっているのかなと

いうのがちょっと疑問なんです。これだったら、

あまりにも少ないような感じもしますし、いか

がでしょうか。

【小畑管理部長】利用者数の考え方としまして

は、今おっしゃったように、基本的には乗降者

数をベースに数をカウントしております。実際、

その前に利用されているそれ以外の方について

はカウントしようがございませんので、今の数

は、あくまでも乗降者数の数という形で、それ

以外に確かに利用されている方はいらっしゃる

とは思いますが、把握できる数字としてお出し

しているところでございます。

【山口(初)委員】 私も何らかの形で利用させて
もらっているんですが、もっといると思うんで

すね。当然そのバスには始発の関係のバスと、

そうでないバスとがあるわけですから違うんで

すが、もしも始発であるとしたら、やっぱりそ

こには30人、50人の方が乗降されるわけですね。
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そうしたら、もう少し、特に長崎市も16～17
人という世界じゃないんじゃないかなという感

じもしますし、諫早も当然3人、4人の世界では
ないのではないかと思うんです。そうしないと、

対外的にも、新しくターミナルを建て替えるの

に、果たしてこういう数字でいいのかなという

感がしないでもないものですから、これだけ県

営バスは頑張っているよということが数字の上

から見てとれますので、そこはもう少し考えら

れたらいかがでしょうか。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時４３分 休憩 ―

― 午前１０時４６分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開いたします。
【小畑管理部長】委員からご指摘のございまし

たターミナルの利用者数については、考え方は

いろいろとございますので、その辺はきっちり

整理した上で、また改めて、どうやって打ち出

していくかというのを精査した上で出していき

たいと思います。

【八江委員】 ターミナルに関係することです。

長崎のターミナルは少し遠ざかってくるし、一

番場所のいいところということでもありますけ

れども、この形状から見れば、少し台形みたい

な感じの図面になっています。ここはガードの

下ということになってくれば、部分的にガード

の下側の方まで延長したものに建物がなってい

るのか。3階建てということですから、3階建て
はここだけの、今の図面どおりの建物なのかと

いうのが一つ。ガード下にはまり込んだところ

の建物もあったのではないかと思ったものだか

らお尋ねしたんですけれども、それが一つ。

それから、新幹線対策で長崎のターミナル、

それから諫早のターミナル、いずれも移転新築、

もしくは移転入居も新築と一緒だと思います。

そのための総合的な、長崎がどのくらいの建設

費用が要るのか。諫早のターミナルについても

移転をするにも建設と等しいわけですから、大

体の総額予算といいますか、そのあたりを想定

した中での計画がなされていると思いますけれ

ども、長崎が何億円かかる、そして、諫早の場

合は何億円かかると。あとの残った資産は、古

い建物は売却その他で出てくると思いますけれ

ども、現在の計画の中ではどのくらいの計画が

なされているのか、総合的な予算を確認したい

と思っております。いかがですか。

【小畑管理部長】 まず、1点目の新長崎ターミ
ナルですけれども、基本的にはこの図面でお示

ししているとおり、それぞれ脇を新幹線と連立

の高架で囲まれますけれども、上部は吹き抜け

といいますか、何もないというような形での想

定になっております。ガード下に建物はないと

いうことでございます。上には何もないと。（「図

面どおり」と呼ぶ者あり）はい、図面どおりの

ものでございます。

2点目の事業費でございますけれども、詳細
な事業費というのは、これから数字は詰めてい

く部分がございますけれども、もともと交通局

施設の管理維持の更新計画をつくっております。

その中で、当初予定しておりました新ターミナ

ルの建設事業費ですけれども、長崎については

トータルで8億4,600万円ほど、これは当然土地
の取得費ですとか、建設費を含めたトータルで

考えております。

諫早の方につきましても、トータルで1億
3,100万円ほど、これは市が建設されます新駅ビ
ル舎内の床の取得費用と、あと実際の機器の整

備等、発券機ですとか、そういったものを含め

まして1億3,100万円ほどということで、これに
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ついては管理更新計画に合わせまして、中期の

経営計画の中にも記載して、予定額として上げ

ている数字でございます。

【八江委員】 長崎は8億4,600万円、諫早の方
が1億3,100万円ということであります。大きな
事業でもありますし、また、県営バスにとって

は最大の事業だと思います。

それで、バス事業も必ずしもこれまでよかっ

たとは言えない部分があったと思いますけれど

も、新幹線を使って県外からの誘客をはじめ多

数の方が来られた時に、いかに活用しながら県

営バスの経営にプラスしていくかということは、

局としては当然です。県民としては利便性のあ

るものは、勘定に合おうが合うまいが、乗りや

すいものがあればいいということにもなるかと

思います。局としては、やっぱり採算性のある

ものにしたい。そうなれば、先ほどの話のよう

に、1台に乗る人数なんかがあります。それを
するためには、いかに新幹線を取り込んだ中で

の運営が、流れが順調にいく、使いやすい場所

と使いやすいターミナルであってほしいと、こ

のように思います。

諫早の場合は、今までは駅から少し遠いとこ

ろにあって、そしてまた、2階に上らにゃいか
ん棟があったりして非常に不便でありました。

雨が降っている時は、そこに行くまでの距離が

長いために不便を来しておったけれども、今回

は目の前にある、そして、雨よけもある場所だ

し、そういうことになります。

ただ、一つ気になるのは、諫早の管内として

は島原半島が我々の一番大きな、諫早にとって

は商業関係の経済的なつながりも非常に強いん

ですけれども、諫早のターミナルと島原半島の

路線が、一部島鉄が譲渡されたりした経過があ

った。それを今からどのような形で運営をされ

ていくのかというのが一つ気がかりです。

観光客が来るのは、雲仙、島原ということが

移動は主力になると。その場合に、県営バスの

活動といいますか、受け入れ態勢というのか、

路線の確保を含めてどのようにしていかれるの

か。少し収支面に関係してくることですから、

気になっている部分がありますけれども、その

考え方は、どのように路線を拡張されるのか、

縮小されるのか。現状で、ターミナルができた

からこれで一安心と思っているのか、その点は

どのようにお考えですか、確認したいと思いま

す。

【濵口営業部長】先ほどのご指摘の件でござい

ますけれども、まず、諫早市内につきましては

諫早市の方といろんな協議をさせていただいて

おります。効率的なダイヤだとか、あるいは状

況に応じたダイヤ編成とか、そういった路線と

かを、随時そこは協議をさせていただいており

ます。そして、新ターミナルができた後どうす

るかというのも、当然含めて話をさせていただ

いております。

それから、島原半島の件でございますけれど

も、こちらが今、島鉄バスさんが島原から諫早

駅前経由の長崎空港、あるいは諫早駅前から小

浜の方、それと雲仙もですね。それから、西鉄

高速バス、島原鉄道さんで島原から諫早駅経由

の福岡の方というのを今現在運行しておりまし

て、こちらの方は島原鉄道がどういうふうに考

えるか。もっと便数を増やすだとか、あるいは

諫早・島原のアクセスをもう少し向上させよう

とか、そういった話をもしいただいたら、我々

は協力しながらやっていきたいという考えでご

ざいます。

【八江委員】島鉄の云々というよりも、県営バ

スが島原半島に乗り入れている路線の拡充、も
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しくは、それが今後の経営を大きく左右するん

じゃないかと。

というのは、新幹線で多くの、例えば関西の

方から3,000万人の人をつなぐために、移動人口
を獲得しようということで新幹線などはやって

いる。そうした時に、諫早で降りていただく客

というのは、恐らく島原半島に行く客が相当多

いんじゃないかと。その場合の輸送関係につい

て、県営バスとしてどのように対処していくの

かということにもなるからお尋ねもしているわ

けです。

諫早からは、もちろんドル箱である長崎行き

とか、大村行きとか、空港行き、いろいろあり

ますけれども、私が絞って申し上げたのは新幹

線の諫早駅における島原半島の雲仙・島原方面

への観光客等のつなぎというものが非常に大事

じゃないか。そのために駅前に立派なものを移

動してつくって、一部金をかけてやっていると

いうことはいいことだと思いますけれども、そ

れを収支につなげるためにはどうすればいいか

ということをお尋ねしたわけです。

島鉄は島鉄の努力があると思いますから、そ

れはそれとして、それに負けないように頑張っ

ていただくようになると思いますけれども、よ

ろしくお願いしたいと思います。

島原半島があって諫早の駅等が非常に大きく

クローズアップしてくるんじゃないかと思いま

すので、その点を十分考えていただきたいと思

います。そして、投資した以上の効果を当然あ

らわしていただきたいと思います。それはひと

つよろしくお願いします。

そして、長崎駅ターミナルの跡地、それから

諫早駅のターミナルの跡地、この点について現

状はどのように検討なされているのか、お尋ね

します。

【小畑管理部長】それぞれ長崎と諫早ターミナ

ルの跡地についての検討状況ということでよろ

しいでしょうか。

長崎につきましては、基本的に各フロア、交

通産業ビル自体が各区分所有となっておりまし

て、1階を交通局、2階から4階までを県、5階が
民間の方、6階が長崎市というふうにそれぞれ
区分所有となっておりますので、まずは今後の

建物のあり方について、各区分所有者ごとに、

どういった方向で進むべきかというのを同意を

図った上で、今後、建物については、その後の

利活用を考えていきたいと考えております。

基本的に、土地については、交通局と民間が

一部入りますけれども、所有しておりますので、

交通局といたしましては、跡地につきましては

将来の貴重な収益源として活用したいと考えて

おりますけれども、まずは前段の今の建物のあ

り方をどうするのかというのを早期に同意を取

って進めていきたいというのが現状でございま

して、その同意がまだ十分図れていないという

のが現状でございます。今後、新幹線開業等も

控えておりますので、それも含めて検討を進め

ていきたいと考えております。

諫早ターミナルにつきましては、こちらの現

ターミナルは土地も建物も交通局の所有でござ

いますので、それについては長崎とは異なりま

す。これにつきましても先ほどと同様、将来の

貴重な収益源として活用したいと思っています

ので、これまでもいろんな事業所等のヒアリン

グ等も実施いたしております。どういった手法

で、どういった形で最大限交通局として収益等

に結びつけるのか。また、諫早市が考えるまち

づくり、もしくは地元の方のいろんな意見等も

踏まえて進めていこうと考えておりまして、現

在、その検討を進めている状況でございまして、
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これについては早々にターミナル機能移転とい

うのが控えておりますので、時期を逸しないよ

うに検討を進めてまいりたいと考えております。

【八江委員】長崎の現在のターミナルは、県営

バス所有のターミナルということだと思います

けれども、それは県営バス所有の建物ですか。

一部賃貸はいろいろあっても、土地とビルその

ものは県営バスのものなんですか。それをもう

一度確認したいと思います。

【小畑管理部長】建物の所有は、それぞれのフ

ロアごとに区分して所有しているという状況で

ございますので、1階のターミナル部分は交通
局、2階、3階、4階、それぞれテナント等が入
っておりますけれども、そこは県が所有してい

ると。5階につきましては、民間の方がその5階
のフロアを所有されていて、6階が長崎市の所
有という状況でございます。

【八江委員】私は、全部県営バス所有の建物と、

土地もそうだと思っていて、そういう考え方で

申し上げたんですけれども、今、部分的に区分

所有されているということであれば、先ほどの

説明のように、入居している権利のある人方が

話し合いをしていかないと、県営バスの思うよ

うなことはできないということはよくわかりま

す。ただ、1階、2階の一番利便性のいいところ
でありますから、その辺はどのように、売却さ

れるのか、利用するのか、しかし、早急に決め

ておかなければならないことだと思います。

それと、諫早のターミナルについては、あれ

は県営バスの所有地であり建物であると認識を

しております。そして、それには地元の人たち

の要望がたくさん出ておりますので、そういっ

たものも早めに、やっぱり諫早のまちづくりと

して、新幹線を開業する時点で何をすればいい

のかということもあって、非常に地元のまちづ

くりの会社や、地域の皆さん方もいろんなこと

を苦慮しておりますので、県営バスも片方が開

業しないと移れないということはありますけれ

ども、事前に、早目にその対策は考えてしてほ

しいということしか、今の時点では言えないと

思いますけれども、幅広く検討されて、そこも

相乗効果があるようにしていただきたいという

ことです。その辺を、もう一度諫早の件につい

て確認してから終わりたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。

【小畑管理部長】諫早ターミナルにつきまして

は、委員ご指摘のとおりでございますけれども、

令和3年度からの再開発ビルの供用開始に合わ
せまして機能移転する計画でございますので、

移転後は速やかに跡地活用についても着手でき

るよう準備を進めていきたいと考えております。

跡地の利用については、これまでも検討する

中で、例えばホテルですとか、マンションです

とか、オフィスといったものに活用できないか、

そういったことも含めて検討してまいっており

ます。事業者についてもヒアリング等を実施し

ており、将来の需給状況を踏まえて検討を進め

ていきたいと思っております。どのような事業

手法をとれば交通局として初期投資や維持管理

費が負担軽減できるのか、交通局にとってどう

いった収益性があるかなど、比較検討を進めな

がら、総合的に勘案したうえで、局内で議論し

て方向性を定めたいと。そのうえで議会等のご

意見を伺いながら方向性を判断していきたいと。

当然それについては、地元諫早市や地元の商店

街ですとか、まちづくり等も頭に入れながら検

討を進めていきたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかにありませんか。
【中村(和)委員】 説明書の3ページに書いてあ
りますクルーズ船に係る貸切バスの受注につい
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てお尋ねしたいと思います。

いろんなバス会社の方たちが今たくさんクル

ーズ船に群がってきて、非常に多くの会社の方

たちがやっておられます。せっかく長崎港に入

ったものだから、何とか県営バスの方が、また

地元の長崎バスも含めて多くの方たちが、県内

のバスを利用してくれればいいなと思っている

んだけれども、なかなか難しいですよね、商売

ですからね。

一つお尋ねをしたいのは、今、県営バスがや

っているクルーズ船に対する貸切の受注の時に、

例えば県内の観光施設がたくさんありますよね。

その観光施設の入場料や利用料を、そういうも

のとタイアップして貸切価格の中に入れ込んで、

低価格でその施設を利用できるようなこと、そ

ういう提携を考えてやったことはないんですか。

今もやってないんですか。

【濵口営業部長】委員のご指摘の件でございま

すけれども、まず、クルーズにおきましては、

約9割が中華系でございますが、ほとんどがそ
ういったコース、行程というのは、もともと中

国のエージェント、旅行業者とか、そういった

者が企画をしております。それを、例えば交通

局でしたら、バスだけの手配がくると。それで

バスを運行する、こういう流れでございます。

実際に企画をするうえで、現状は、カジュア

ルツアーとか言われる格安ツアーなものですか

ら、ほとんどが入場料や入館料がかからない施

設を訪問するといった行程になっております、

我々が運行する行程では。

そういう状況もあるんですが、今、委員がお

っしゃったような、施設等と一緒になって企画

したらどうかという話なんですが、旅行業を営

む会社だったらそれも可能だと思うんですが、

実際にそれをクルーズの方にもっていくという

のは、長崎にいる中では、交通局の中ではなか

なか困難なのかなというものはございます。だ

から、現地のエージェント、中国なら中国のエ

ージェントの方に、そういった行程というのを

つくっていただくという動きがあった方がいい

のかなというのは思います。

実際に、現状を言いますと、免税店がバスも

含めた手配をやっているという現状がございま

す。もともとランドオペレーターからの手配と

いうのが多かったんですが、今は免税店からの

手配がほとんどなので、当然、観光施設への立

ち寄りというよりも、免税店に入店いただくと

いうそちらの方がメインの行程になっています

ので、そういったシステムがどこまで変えられ

るかというのはございますが、いずれにしても、

免税店だけというのは、今後は少しずつ減って

いくのではないのかなと。純粋に観光、特に、

リピーター化したら観光をメインに旅行したい

という方々が増えてくるんじゃないのかなと思

います。そういった時にニーズに合わせて観光

型の企画というものが多分計画されるんだろう

なと思っております。

【中村(和)委員】 先ほど言われた免税店なんだ
けれども、諫早で言ったらヤマダ電機とか、こ

れにたくさん入っているんだけれども、ただ、

以前より随分減ってきたなと私も思っているん

です。以前は、店舗の中がぐしゃぐしゃで、私

たち一般の人が行けるような状況じゃない場合

もあったんだけれども、今は駐車場の外の方に

待機の部屋もつくってやっているんだけれども、

大した数じゃないなと最近は思っています。

先ほど言われたように、そういう土産を買い

に行くだけのツアーじゃなくて、逆に、今外国

人の方には体験ツアーがはやっていますよね。

だから、そういうものも含めて、できれば観光
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施設、キリスト教関連遺産ももちろんなんだけ

れども、そういうところをできれば見てもらえ

るようなツアーにしてほしいし、そういう傾向

があるのであれば、やっぱり県内の観光施設と

提携をしてもらって、これはもう県営バスの醍

醐味でもあるわけですよね、県の施設なんです

から。一緒に手を取って、例えば入場料を何％

割引しますよとか、体験コーナーもそれくらい

のあれをもっていってやっていけば、ほかのバ

ス会社よりもいい条件でできますよということ

をつければ、幾らかの価値感が出てくるんじゃ

ないかと思ったものだから、今発言させてもら

っているんだけれども、現状は買い物ツアーが

多いと。以前と違って、最近、低所得層のツア

ー客が多いと思うので、なかなか期待はできな

いと思うんだけれども。しかし、せっかくの観

光施設だから、そういうことも考えながらやっ

ていただければと思ったものですから、発案し

ただけの話でございます。ぜひそういう傾向が

見えるのであればやっていただきたいし、もち

ろん、中国のツアー会社が計画しているのはわ

かるけれども、それならばそれで、例えば長崎

県は中国とはすごい交流を持っているところで

す。例えば領事館に行ったり、そういうところ

にお願いしながら、ツアー会社に県が運営して

いるこういうバスがありますと、そのバスは観

光地と提携をしていますよと、だから、何とか

使ってもらうようなお願いはできませんかと、

それは領事館に行ってもいいと私は思うんです

よ。それは知事も含め、関係者の皆さんで。私

たちも一緒にと言ったら私たちも一緒に行きま

すよ。だから、そういうところをもう少し自分

たちで扇動しながら、いかにして県営バスを使

ってもらうかというところを、そしてまた、い

かにして長崎県の観光施設を見てもらうかとい

うのも検討の余地に入ると思いますので、ぜひ

努力をしていただければと思っております。

【太田交通局長】先ほど、営業部長の方からお

答えをいたしましたけれども、現状、中国系の

クルーズ船については、免税店にご来店する方

がほとんどだということで、県の国際観光の方

でもその流れを変えたいということで、少し中

国との接触を図ったりとか、そういう動きもご

ざいます。中村(和)委員がおっしゃられたよう
なセットで売り込みをするというのは非常にい

いアイデアだと思いますので、その辺について

具体的な検討ができるかどうかということにつ

いても検討を行った上で、そういう売り込みと

いうのも、できるものならやってみたいと思っ

ております。

【坂本(浩)委員長】 ほかにありませんか。
【中山委員】それでは、運転士の確保とマナー

向上について少しお聞きしたいと思います。

まず、運転士の実態を少しお聞きしたいと思

いますが、運転士は、正規、非正規、そして女

性を含めて平成31年4月1日現在で何名いるの
か、まずそこからお聞きしたいと思います。

【小畑管理部長】今、お話のあった運転士の状

況でございますけれども、4月1日現在で正規の
運転士が240名、嘱託の運転士が64名、うち女
性運転士ですけれども、女性職員については交

通局ではゼロでございますが、子会社の県央バ

スの方に1名在職いたしております。正社員と
して在職いたしております。

【中山委員】 正規、嘱託、県央に女性が1名と
いうことでありましたが、恐らくこの運転士が

高齢化しているんじゃないかという気もするわ

けでありますが、20代、30代、40代、50代、
60代以上、年齢別に教えてくれませんか。
【小畑管理部長】年齢別でございますけれども、
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正規職員で申し上げます。正規職員の20代につ
きましてはゼロでございます。50代でいきます
と163名、構成としましては、正規の方で60歳
定年になられた後に再任用という形で残ってい

る方もいらっしゃいますので、その方が60歳以
上で17名、そういった構成になっております。
【中山委員】 嘱託は、60歳以上はいないので
すか。

【小畑管理部長】 嘱託運転士でございますが、

20代が7名、50代が11名、あと60歳以上が25名、
そういった構成になっております。

【中山委員】私が予想していたように、正規で

いくと240名中50代が163名、嘱託でいくと64
名中25名が60歳以上という形になっています
よね。そうすると、運転士が高齢化したという

ことですよね。この辺の一番の要因というのは

どういうところにあるのでしょうか。

【小畑管理部長】高齢層に多いといいますのは、

直近で言いますと、もともと大型2種免許を取
得された方の数自体が全国的に減っているとい

う状況でございます。そうしますと、免許を持

って新たに入っている方が減っているという状

況で、そういう形で年々、構成が高齢の方に上

がっていく状況もあろうかと思います。

交通局の場合、今、正規、嘱託で言いますと、

当初、入局は嘱託という形で入りますので、ど

うしても若年層、20代の方は嘱託に構成が多く
あって、その後、正規職員に上がっていくとい

う状況でございます。あと、20代、30代の方で
離職される方が、他の年齢層に比べて若干多い

のかなということがございますので、そういっ

た形で高齢の運転士が増えているという状況で

はないかと判断しております。

これは当局に限らず、全国的に見ても、やは

りそういった傾向というのが見られているとい

うことは承知しております。

【中山委員】そうすると、先ほどの言葉じりを

とるわけじゃないけれども、若い人、嘱託7名、
20代は7名しかおりませんよ。これが正社員に
入っていくということであったけれども、もと

もと7人というのは非常に少ない数ですよね。
それはそれとして、今後、この辺の対策をどう

していくのかという部分で、一つは採用年齢を

引き上げたというのもたしかあったような感じ

がするけれども、これに併せて免許を取るのに

貸し付けをしてというような話もあったような

感じがするんですけれども、その辺の実績と、

もう一つ運転士対策について、少しほかに手を

打っていればその辺を教えてくれませんか。

【小畑管理部長】委員からご指摘がございまし

た対策の部分でございますけれども、ご指摘が

あったように大型2種免許未取得の方を対象と
した採用試験というのを平成27年から実施い
たしております。これまで、直近で言いますと、

4月に実施しておりますけれども、12回試験を
行って、受験者が85名いらっしゃいます。これ
に対して合格が69名で、そのうち実際採用した
者は57名です。そういう形で未取得で入局され
る方たちがいらっしゃいます。

これは合格者の平均ではございますけれども、

大体35歳ぐらいの平均年齢で合格をされてい
ると。従来の試験合格の場合は、既取得なんで

すけれども、大体42歳前後でございましたので、
一定、そういった意味では年齢構成を下げるよ

うな効果があったのかと、併せて、人材の確保

という面で効果があったのかというように考え

ております。

具体的対策という部分でございますけれども、

当然こういった既取得の試験を実施しながら、

併せて未取得の方の貸与制度を設けまして試験
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を実施すると。

それに併せまして、先ほどおっしゃったよう

な試験そのものの年齢制限の緩和とか、より受

験しやすいような採用制度を構築するために、

既取得の方については、従来から実技の試験を

課しておりましたけれども、実技試験自体は、

もともと免許をお持ちということで実技試験を

実施しないとか、あと、未取得者につきまして

は、一旦、従来の制度でいきますと、まずは受

けていただいて合格して免許を取っていただい

た後に採用という形だったんですが、もう合格

した時点で臨時職員として迎え入れまして、そ

れから免許を取りに行っていただくという形を

とって、少しでも受験をしやすいような環境づ

くりに努めてまいっております。引き続き、そ

ういったことも絡めまして、さらに人材確保を

図っていきたいと考えております。

【中山委員】一定これが成果を上げていること

については評価したいと思いますが、さらにこ

れを上げるためにどうしていくかという部分が

あると思います。

一つ考えられるのは、最近、非常に女性活躍

ということで主役になっていますし、元気な女

性がたくさんおります。県央バスに一人いると

いうことですけれども、この辺の評価を含めて、

今後、女性に対するＰＲ活動をやっていって、

県営バスについては女性の運転士がたくさんい

るんだと、明るい人がいるんだというようなイ

メージアップにもつながる可能性もあるし、女

性は運転が慎重ですよ。そして、特に高齢者が

増えてくるとなると、ある部分、マナーアップ

の方で言うけれども、とりあえず女性の運転士

の確保について積極的に取り組んでいただきた

いと思いますけれども、いかがでしょうか。

【小畑管理部長】おっしゃるとおり、実際にい

る1名の職員に対しましても、かなり高い評価
をお客様からもいただいておりますので、当然

我々としても、ぜひ進めていきたいとは思って

おります。

ただ、一方、女性の方を確保するとなります

と、例えば処遇面で営業所における施設の関係

にも十分配慮する必要がございます。そういっ

た部分の投資ができてないという状況もござい

ましたので、なかなかその確保が難しいという

部分もあろうかと思います。どっちが先かとい

うのはあろうかと思いますけれども、そういっ

たものを含めて、例えば休暇・休業制度等、あ

とは時間とかいうのも、いろいろと希望される

方についても調整といいますか、そういった部

分の対応が必要になってくると思いますので、

そういったものを含めて、さらに検討を進めて

いきたいと。我々としても女性の活躍というの

は必要だと思っていますので、そういった場を

提供できればという観点から検討を進めてまい

りたいと思います。

【中山委員】男性ばかりの社会だったから、女

性向けの施設が要ると思うけれども、たまたま

長崎駅についても諫早駅についても新しいもの

にしていくわけだから、それを含めた上で導入

しやすい状況が整ってきつつあるわけですから、

ぜひこれについては積極的に、できれば1人と
いうことではなくて、少なくとも10人程度はま
ずやるぐらいの気概を持って取り組んでいただ

きたいと思います。

もう一つ、マナーアップについては、先ほど

局長の方からスマホを使っていた職員に対して

停職2カ月の懲戒処分をしたという話だったけ
れども、スマホはとんでもない話であるし、運

転士が少なくなってくると、今言ったように条

件を緩和して、できるだけ入れるようにしてい
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るのは一定評価するけれども、そうなると、当

然研修を含めて、マナー研修あたりをきちんと

今まで以上にやっていく必要があるのではない

かと思うんです。それを含めてマナー研修につ

いて、現状と今後の取組について少し教えてく

れませんか。

【濵口営業部長】乗務員の研修につきましては、

マナーアップもそうですが、まずは事故防止、

それからコンプライアンス（法令順守）、そう

いったものを中心に研修をさせていただいてい

まして、まず、入局した時にしっかりと基礎を

研修させていただいております。その後に、乗

務員は非常に多うございまして、しかも、なか

なか全員一堂に会せないという勤務状況がござ

いますので、3年に1回程度、各種研修をさせて
いただいております。先ほど申し上げました事

故防止、あるいは健康管理も含めてですけれど

も、そういったマナーアップというのもやらせ

ていただいております。

それが基本的なもので、あと高速バスの乗務

員は高速バスの乗務員で毎年1回はさせていた
だいております。

そして、貸切乗務員につきましても、また別

途、年に1回させていただいております。それ
と、貸切乗務員につきましては、貸切乗務員に

なる時に、最初に研修をさせていただいており

ます。

事故の惹起者だとか、そういった方たちには、

その都度、特別研修も含めて実習をやらせてい

ただいております。

それから、事故防止、輸送品質の向上という

ことで、「小集団活動」といいまして、乗務員

が意識的にチームをつくって、事故があったり

苦情があったりした時に、どうしてこういうこ

とがあったのか、どこに原因があったのかとい

うのを自ら原因追求しながら、今後、再発防止

を含めて、自らがやっていこうといった取組が

ございます。それを随時やっているという状況

でございます。

そして、マナーアップ研修といいますか、接

遇・接客研修ということで昨年度から外部講師

を入れた研修もやらせていただいていまして、

非常に乗務員の中でも好評でございまして、こ

れは今年も含めて、継続してやっていこうと思

っております。大体状況としては以上でござい

ます。

【中山委員】 一通り理解はしましたけれども、

一つだけ提案というか、特に赤字路線が相当あ

るわけですし、ここには恐らく学生というか、

高齢者が乗るケースが多いんじゃないかと思っ

ているんです。そうなると、やはり運転士の中

で声かけというか、「ご乗車いただきましてあ

りがとうございます」とか、ああいう優しい声

かけもしたらどうだろうかなという気がしてい

るんですよね。長崎バスは、たまにしか乗らな

いけれども、そういうふうに丁寧にしゃべる運

転士もいるような感じがするんですが、比較的

には少ない。その辺で、ぜひひとつ、バスに乗

って、そして乗ってもらったお礼をきちんと言

えるというか、そういう時間がある人について

は、やはりその辺も含めて声かけについて、も

う一回やれる範囲からやった方がいいのではな

いかと私は思っているんですが、それについて

はいかがですか。

【太田交通局長】乗務員の接遇につきましては、

私どもも大変重要なことだと思っておりまして、

毎年、私と幹部職員で営業所を回ります。職員

で乗務がない者と意見交換をしますが、その際

にもやはりお客様に対する思いやりの心を持っ

てくれということで説明をしておりますし、接
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遇研修をやる中で、今年の1月から、3年にわた
って全職員に接遇研修を受けていただくという

ことで計画的にやっております。その中でも、

やはり外部講師の方の研修というのは非常にた

めになるように感じております。そういうもの

を職員に感じていただいて、実際にその研修の

中で、発声なり、案内なりもやっていただくと

いうことで、具体的に取り組んでいくようにし

ておりますので、中山委員がおっしゃるような

全体の接遇向上にこれからも努めていきたいと

思っております。

【中山委員】 今、局長から、接遇に対して積極

的に現在取り組んでいるんだと、さらに今後も

やっていこうという姿勢が見られましたが、こ

れは乗務員が感じるだけでは意味がないわけで、

あくまでも利用者がその乗務員の言葉を受け入

れられるようになって初めて効果が出てくると

思いますので、さらに接遇に一層励んでいただ

くことを要望しておきたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、交通局関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３０分 休憩 ―

― 午前１１時３０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、交通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協議を行います。

理事者退室のため、しばらく休憩いたします。

交通局の理事者の皆様におかれましては、大

変お疲れさまでした。

― 午前１１時３１分 休憩 ―

― 午前１１時３２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開いたします。
今定例会で審査いたしました内容、結果につ

いて、7月8日（月曜日）の予算決算委員会にお
ける環境生活分科会長報告、及び7月10日（水
曜日）の本会議における環境生活委員長報告の

内容について協議を行います。

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、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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。

― 午前１１時３３分 休憩 ―

― 午前１１時３４分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

環境生活分科会長及び環境生活委員長報告に

つきましては、協議会における委員の皆様のご

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３５分 休憩 ―

― 午前１１時３５分 再開 ―

【坂本(浩)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あ

りませんか。
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〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)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、環境生活委員会及び予算

決算委員会環境生活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３６分 閉会 ―



環境生活委員会委員長　　坂本　　浩

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関係分） 原案可決

長崎県犯罪被害者等支援条例 原案可決

長崎県屋外広告物条例及び長崎県美しい景観形成推進条例
の一部を改正する条例

原案可決

長崎県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県建築基準条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条例 原案可決

契約の締結について 原案可決

契約の締結の一部変更について 原案可決

有料道路の事業計画の変更の同意について 原案可決

財産の取得について 原案可決

計　　１１件（原案可決　１１件）

記

環 境 生 活 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。

令和元年７月２日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

第 96 号 議 案

第 97 号 議 案

第 98 号 議 案

番　　号 

第 79 号 議 案

第 85 号 議 案

第 86 号 議 案

第 99 号 議 案

第 87 号 議 案

第 88 号 議 案

第 89 号 議 案

第 90 号 議 案

－127－
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委員長（分科会長）     坂 本  浩

副委員長（副会長）     石 本  政 弘

署 名 委 員      中 山 功

署 名 委 員      宅 島  寿 一

書  記   渡 辺  むつみ

書  記   城 戸  壮太郎

速  記   (有)長崎速記センター



配 付 資 料
















































































































