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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月１０日

自  午前１１時００分

至  午前１１時１４分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委 員 長 中村 一三 君

副 委 員 長 北村 貴寿 君

委   員 八江 利春 君

〃 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 前田 哲也 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 赤木 幸仁 君

    〃 坂口 慎一 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 ―

【中村(一)委員長】 ただいまから、観光生活建
設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、中島廣義委員、山田博司

委員のご両人にお願いいたします。

本日の委員会は、令和3年9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。

審査方法等について、お諮りいたします。

審査の方法は、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。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時０１分 休憩 ―

― 午前１１時１３分 再開 ―

【中村(一)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、理事者へ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

の観光生活建設委員会を閉会いたします。

お疲れ様でした。

― 午前１１時１４分 散会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月２７日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時５５分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

分 科 会 長 中村 一三 君

副 分 科 会 長 北村 貴寿 君

委   員 八江 利春 君

〃 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 前田 哲也 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 赤木 幸仁 君

〃 坂口 慎一 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 奥田 秀樹 君

土 木 部 技 監 有吉 正敏 君

土 木 部 次 長 大安 哲也 君

土木 部参事 監
（まちづくり推進担当）

坂田 昌平 君

監 理 課 長 田中 庄司 君

建設 企画課 長 植村 公彦 君

建設企画課企画監 中村 泰博 君

新幹線事業対策室長(参事監) 大塚 正道 君

都市 政策課 長 田坂 朋裕 君

道路建設課長（参事監） 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 松本 憲明 君

河川 課企画 監 小川 秀文 君

砂 防 課 長 浅岡 哲彦 君

建 築 課 長 三原 真治 君

営 繕 課 長 今崎 博明 君

住宅課長(参事監) 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

〇観光生活建設分科会

第110号議案
令和3年度長崎県一般会計補正予算（第11号）
（関係分）

第111号議案
令和3年度長崎県港湾施設整備特別会計補正
予算（第1号）
第124号議案
令和3年度長崎県一般会計補正予算（第13号）
（関係分）

７、付託事件の件名

〇観光生活建設委員会

（1）議 案

第114号議案
長崎県動物愛護管理員設置条例

第115号議案
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長崎県流域下水道条例の一部を改正する条例

第116号議案
都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準

に関する条例の一部を改正する条例

第121号議案
公の施設の指定管理者の指定について

（2）請 願

・気候非常事態宣言と着実な目標達成をめざす

政策をすすめる請願について

（3）陳 情

・要望書

・令和3年度長崎県への施策に関する要望・提案
書

・要望書

・諫早市政策要望

・令和4年度 離島振興の推進に関する要望書
・陳情書

・要望書

・令和3年度長崎県の施策に関する要望・提案書
・要望書

・酒類製造・販売業者に対する支援を求める要望

書

・要望書

・要望書

・要望書

・雲仙八万地獄災害に係る緊急要望

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【中村(一)委員長】 おはようございます。
ただいまから、観光生活建設委員会及び予算

決算委員会観光生活建設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

114号議案「長崎県動物愛護管理員設置条例」
ほか3件及び請願1件でございます。
そのほか陳情14件の送付を受けております。
なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を観

光生活建設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110号議案「令和3年度長崎県一般
会計補正予算（第11号）」のうち関係部分ほか
2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、各部局毎に、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〕

【中村(一)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

これより土木部関係の審査を行います。

【中村(一)分科会長】まず、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

土木部長より、予算議案の説明を求めます。

【奥田土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

「予算決算委員会観光生活建設分科会関係議

案説明資料」の土木部をお開きください。

今回、ご審議をお願いしていますのは、第110
号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第
11号）」のうち関係部分、第111号議案「令和3
年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第

1号）」であります。
このうち、第110号議案「令和3年度長崎県一
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般会計補正予算（第11号）」のうち土木部関係
の歳入歳出予算は、記載のとおりです。

2ページをご覧ください。
補正予算の内容としては、公共事業に対する

国の内示に伴う調整として、公共事業32億
3,628万9,000円の増、単独事業1,242万8,000円
の増、また、新型コロナウイルス感染症の影響

により、利用者が減少する中で運航を続けてい

る航路及び航空路の公共交通事業者に対し、公

共施設使用料相当分の支援金を給付することと

して、5,209万3,000円の増を計上しています。
このほか、繰越明許費については記載のとお

りです。

また、第111号議案「令和3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、記載のとおりです。

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。

【中村(一)分科会長】 次に、監理課長より補足
説明を求めます。

【田中監理課長】お手元の「観光生活建設分科

会課長補足説明資料」の1ページをご覧くださ
い。

繰越明許費について補足してご説明いたしま

す。

表の一番下の土木部合計の欄をご覧ください。

今回、お願いいたしておりますのは、合計で

179件、148億988万2,000円でございます。
これは、現時点で地元調整の遅れなどにより、

やむを得ず発注時期がずれ込むなど、年度内で

工期を確保できない工事等につきまして、あら

かじめ繰越の承認をいただき、翌年度にまたが

る適正な工期を確保したうえで発注につなげよ

うとするものでございます。

今回計上した一般会計の繰越明許費の件数及

び金額につきましては、道路橋梁費68件、62億
1,630万円、河川海岸費86件、48億4,645万7,000
円、港湾空港費20件、22億6,712万5,000円、都
市計画費2件、1億4,000万円、公共土木施設災
害復旧費2件、9億8,000万円。また、港湾施設
整備特別会計の繰越明許費の件数及び金額の内

訳につきましては、財産管理費1件、3億6,000
万円となっております。

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。

【中村(一)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】 第110号議案「令和3年度長
崎県一般会計補正予算（第11号）」のうち交通
事業者への使用料支給給付事業について、補足

してご説明いたします。

課長補足説明資料2ページ、第110号議案、補
正予算（交通事業者への使用料支援給付事業）

についてをご覧ください。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の影

響で人の移動が制限され、利用者が大幅に減少

する中でも、離島と本土や県間の移動手段とし

て運航を余儀なくされている定期航路や空路の

安定した運航を確保するため、売上が大幅に減

少した事業者に対しまして、県が管理する港湾、

漁港の係船料や県営空港の着陸料相当分の支援

を、昨年度に引き続き実施するものでございま

す。

事業予算は5,209万3,000円であり、このうち
係船料相当額として4,995万4,000円、着陸料等
相当額として213万9,000円を計上しておりま
す。

事業内容ですが、対象者は補助航路を除く定
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期旅客及び定期航空路事業者、対象施設は係留

施設及び空港施設とし、事業費内訳は記載のと

おりでございます。

支援期間は、令和3年4月から令和4年3月まで
の1年間としております。
支援内容ですが、支援期間における対象航路、

または空路の売上高が、令和元年度の同月と比

較して30％以上50％未満の減収の場合はその
月の使用料相当額の2分の1を給付、50％以上減
収の場合はその月の使用料相当額の全額を給付

するものでございます。

なお、3月分につきましては、令和2年3月に
おいて、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る売上減少が確認されたため、その前年度であ

ります平成31年3月の売上と比較することにし
ております。

給付月につきましては、本議会における議決

後に補助金交付要綱を改正し、記載のとおりの

給付を予定しております。

3ページをご覧ください。
支給対象となる航路と空路について、港湾、

漁港、空港の一覧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。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【中村(一)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

【小林委員】ただいま、土木部長並びに監理課

長から繰越明許費についてのご説明がありまし

た。約144億5,000万円と。何かこう当初予算の
計上から、まだわずか半年ぐらいしかたってな

いわけだ。2月議会で今審議しているのかと、
さっきから1年の月日がわからんようになった。

まだわずか6か月しかたってないのに、約144億
5,000万円の繰越金がのうのうと述べられてい
る。まだ大分あるではないかと、年度内執行に

最大の努力をすべきではないかと考えるんだけ

れども、何か特別な理由があるんですか。

令和元年に、いわゆる品確法だとか、担い手

三法の改正があっております。こういうところ

と何か関連して、早々とこういう繰越明許費は

9月議会で説明があっていて、議会の承認を得
たいと、こう言っているんだけれども、その点

はどうですか。

【田中監理課長】確かに早いというご指摘はわ

かるんですけれども、実は、令和元年6月に品
確法、それと建設業法を含みます新担い手三法

が改正をされております。

品確法におきましては、適正な工期の設定、

それと施工時期の平準化、これが発注者の責務

ということで定められております。

加えまして、建設業法におきましては、著し

く短い工期、これによります請負契約の締結の

禁止、これが令和2年10月から義務づけをされ
ております。

今回、繰越を計上させていただいているそれ

ぞれの箇所につきましては、地元調整等々それ

ぞれ個別の理由がございますけれども、その結

果として、年度内でどうしても工期が不足する

ということが結果的に明らかになっております

ので、その全ての箇所におきまして、この改正

された法律に基づいて、しっかりと適正な工期

を確保すると、そのうえで発注をするというこ

とで繰越明許費を計上させていただいていると

ころでございます。

ご指摘がありましたように、繰越がむやみに

発生するということは、我々もそれはよしとは

しておりませんので、年度内に執行がしっかり



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２７日）

- 6 -

できますように、むやみに繰越することがない

ように、年度内執行に努めてまいりたいと考え

ております。

【小林委員】大体公共事業の中における繰越明

許費ということになっていますね。令和3年度
の公共事業費の総額に対して、この144億5,000
万円という金額は、どれくらいの量になるのか、

その点はどうですか。

【田中監理課長】 令和3年の当初予算の公共事
業の予算が約657億円でございまして、これに
対しまして、今回約144億円の繰越明許費を予
算化させていただいておりますので、割合でい

きますと約22％程度ということになります。
【小林委員】結構多い金額だと思いますよ。こ

れが年度内に執行されないということについて

は本当に、今、事情はおっしゃっておりますけ

れども、こういう新しい法律に基づいたそうい

う繰越の明許費であろうと思いますけれども、

後でまたその辺を議論したいと思います。

そこで、いわゆる平準化という問題がありま

す。今度の新しい法律の中で平準化も当然盛り

込まれているわけでありますけれども、例えば、

よく言われるように、新年度の4月から6月まで
の端境期、いわゆる仕事の発注が少ないと、こ

ういうところから考えてみた時に、こういう繰

越を行うということは、要するに平準化にとっ

ては非常に大きなプラスになると、こう言われ

ているわけですね。

平準化を誠実にやるためには、速やかな繰越

の手続をとることと、速やかないわゆる繰越に

対するところの手続をとることと、こういうよ

うなことが指摘をされているところでございま

すが、今回、私どもが言うように、この144億
5,000万円の、これだけの大きな金額が早々にし
て繰越明許費として議会の承認を賜りたいと、

こうなっているということは、平準化率を上げ

るための一つの手段としても考えられると思う

けれども、そのような受け止め方でいいのかど

うか。

それと同時に、平準化については、私は前回

質問をいたしました。当時の建設企画課長が、

ここの平準化率については、残念ながら九州で

最下位であると、こういう答弁をされたことが

記憶にあります。ただし、市町と一緒みたいな

ことを答弁していたけれども、後で訂正をされ

て、農林部と水産部、つまり土木部だけではな

くして、農林部と水産部の発注についても関連

をすると、こういう答弁がございましたが、こ

の平準化については今回の繰越の状況の中でど

のようになっていくのか、これは建設企画課長

にお尋ねをしたいと思います。

【植村建設企画課長】 今回、約145億円の繰越
を上程させていただいておりますけれども、令

和元年の新担い手三法の改正以来、国が旗振り

をするもとで、各自治体が平準化に向けた取組

に力を入れておりまして、いわゆる国が推奨す

る平準化のための5つの取組、さ・し・す・せ・
その取組というものがございますが、速やかな

繰越手続というのがその中の一つ「す」の取組

ということで推奨されております。

長崎県においても、従来は11月議会ですとか、
2月議会で上程しておりました繰越を9月で上
程させていただいて、適切な工期を取りつつ、

なおかつ来年度、端境期にかけた工期の設定、

工期を確保するということで平準化への効果も

出ているということでございます。

前回の議会で、小林委員のご質問に対して、

令和元年度は九州で長崎県の平準化率は最低で

あったというふうに答弁申し上げましたけれど

も、実は国から発表されているデータとしては、
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この令和元年度の分が最新でございまして、令

和2年度分、令和3年度分については出ておりま
せん。ただ、長崎県が独自に算出しております

本年度の平準化率、これは現時点で0.84という
値になっております。九州ブロックの統一的な

平準化率の目標として、令和6年度までに0.80
にまで引き上げようということが言われており

ますので、現時点では長崎県もこの目標値をク

リアできるのではないかと考えているところで

す。

【小林委員】その令和元年度の平準化率は、た

しか答弁では0.71ではなかったかと思います。
この0.71が、いわゆる九州で最下位であったと
いうことだったと思います。それを今、まだ令

和2年度とか令和3年度が出てないけれども、県
独自で調査をいたした結果、積算したところが、

これが今おっしゃる0.84ぐらいになると。これ
はもう監理課長から限りなく1.0に近づく方が
よろしいんだと、これがいわゆる平準化率の一

番の理想だと、こう言われている。それが今、

長崎県独自は0.84と、こういうことであるから、
それは結構なことだと思うんです。

ただ、年度内執行ができるのに、その平準化

率を高めるために繰越をむやみにやってはなら

んということを一番指摘したいわけだよ。だか

ら、先ほど、監理課長は、むやみやたらにいた

しませんと、今後においても年度内に執行でき

るように最大の努力をすべしと、こういうよう

なことをおっしゃっているわけです。

それと同時に、平準化率については、土木部

だけじゃないわけだろう。土木部だけではなく

して、農林部、水産部の発注も一緒になって加

味されるということになっているんじゃないか

と思いますが、土木部だけ、それから農林部、

水産部のこういう平準化に向けた発注がどうい

うふうになっているのか、その辺のところはわ

かりますか。

【植村建設企画課長】令和元年度における農林

部、水産部も含めた平準化率、長崎県は0.71で
ございました。これも土木部だけではどうかと

いうのを独自に算出しておりますが、そちらの

数字では0.77と、土木部だけであれば0.77とい
うことで、農林部、水産部が若干低かったので

県全体で算出すると0.71と、九州最低という状
況でございました。

ただ、今年度につきましては、土木部だけで

はなく、農林部、水産部においても平準化の取

組にかなり力を入れておりまして、先ほど0.84
の見込みというふうに申し上げましたけれども、

これを今のところ、土木部だけでも0.84、農林
部、水産部も加えたところでも0.84と、そうい
う計算になっております。

【小林委員】 よくわかりました。

そうしますと、やっぱり先ほども指摘しまし

たが、平準化率を高めるということはとても大

事なことと、令和元年度の品確法にそれをうた

ってあると。これを忠実に守っていくというこ

とはとてもすばらしいことです。

しかし、年度内執行ができるのに、平準化率

を高めるためにそれを執行しないというような

ことがあっては断じてならないと。

監理課長の答弁の中で、そういうことはむや

みやたらにやらないよという正式な答弁があり

ました。これは非常に重いと思うんです。

これはひとつ誰が答えるか。じゃ、どんなチ

ェックをして、年度内に執行できる状態なのか、

できない状態なのか、どんな体制の中でチェッ

クをしているのかと。年度内にできるのに、そ

ういうようなことで、この新しい法律を勝手に

流用して、できる努力をしないということがあ
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ってはならないと。そのチェックは一体誰がや

るのかということについてはどうですか。

【有吉土木部技監】私の方で、今委員ご指摘の

執行率等を含めて、平準化も含めて各地方機関

の建設部長とかといろいろ協議をさせていただ

いているんですけれども、その中で去年から私

は技監をしているんですが、去年、委員ご指摘

の、いわゆる予算は年度内執行が大原則だとい

う考えが私も強くありまして、去年の9月とか
の発注については、少し工期が足りなくても年

度内ということで、とにかく速やかに発注する

ようにという指導をして、そういうふうに対応

させたんですけれども、結果としまして、去年

はやはり9月が不調不落が一番多い。9月、10月、
11月の3か月で全体の半分ぐらいの不調不落が
発生しているということで、それについては反

省しないといけないのかなと思いまして、今年

度については、地方機関に今の業者の余裕度と

いいますか、特に、下請けとか管理技術者とい

うのをチェックをさせていまして、その中では

今年度も手持ち量が9月、10月というのはかな
り多い状況にありまして、やはり業者の方から

も少し余裕を持って、今、余裕期間というのも

ありますので、そういう形で発注していただい

て、繰越で発注していただければ、年度後半に

なれば実施できるという話も聞いていますので、

その辺も含めて、むやみに繰越は当然しないん

ですけれども、その辺の状況とかも把握しなが

ら、平準化を含めて努力していきたいというふ

うに考えております。

【小林委員】今の技監の説明はあまりよくわか

らない。正直言って、話がまとまっていないと

思いますよ、申し訳ないが。

要するに、今言っていることは、そういう繰

越を新しい制度のもとできっちりした工期を確

保しなければならないと、こういう新しい制度

のもとで今やろうとしているとか、あるいはや

っていると、こんなようなことの話ですよ。

しかし、あなたの話では、9月頃の全体の工
事の中の約半分ぐらいが、いわゆる入札不調と

か不落というのが全体の半分ぐらいだと、こん

なことをおっしゃっているわけです。

私が言っていることは、年内に執行できるも

のが、そうやって繰越にならないように、どう

いうチェック体制をやっているんですかと、こ

このところをもう一回短く、どういう体制でや

っているよということをおっしゃってください。

【有吉土木部技監】すみませんでした。各地方

機関の執行状況についても私の方で聞き取りを

しまして、例えば1億円で発注すると標準工期
が足りないというものについて、例えば半分の

5,000万円とかで発注すれば足りて、請ける業者
もいるということであれば、当然むやみに繰越

をせず、年度内工期で発注するとか、その進捗

状況に応じて対応をしているところです。

【小林委員】 これは部長、今、技監がせっかく

ご答弁をいただいているけれども、やっぱりチ

ェック体制がどういうふうになっているのかと

いうのが、失礼だけれども、いま一つ明快に聞

こえてこないわけです。だから、監理課長がむ

やみに繰越をやっているんじゃありませんよと、

年度内の執行が大原則ですよということをおっ

しゃっているわけよ。しかし、既にもうこうや

ってこれだけの繰越が、今、部長説明で明らか

になって、これが議案として上がっているわけ

ですよ。チェック体制はどうやっていますかと、

こう言っているわけだけれども、いま一つはっ

きりしない。

それで、入札の不調・不落という話がありま

した。これに関連して質問したいけれども、要
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するに今、国土強靱化の予算が結構ありまして、

それで発注の件数も、予算がそれだけ増加して

いますので多いと思うんです。しかしながら、

こういう入札不調とか、あるいは不落によって

実はこうして繰り越さざるを得ないと、こうい

うものは全体の中の何件くらいで、幾らぐらい

になっていますか。

【中村(一)分科会長】 監理課長、時間がきてい
ますので、手短に。

【田中監理課長】 今回の繰越のうち6件、約3
億円が入札不調ということで繰越、適正工期が

確保できないということで繰越の予算を計上さ

せていただいているところでございます。

内容としては、一番大きいもので申しますと、

玉之浦港の海岸保全工事が1億2,000万円、ほか
玉之浦の県単改修とか自然災害防止工事、あと

港整備統合補助工事、これがいずれも玉之浦地

区の工事として繰越を予定しております。

【小林委員】 時間がないそうですから。

ただ、今、玉之浦の話が出ました。全体の6
件の中において約3億円ぐらいだという説明が
ありました。

その中で、今聞いてみると、海岸保全工事と

か改修工事とか災害防止の工事とか、とても災

害に関連する大事な発注内容ではないかと私は

思うんです。それが入札不調とか不落によって、

そのまま災害の多い、今、一番力を入れなけれ

ばいけない災害対策が、せっかく予算を取りな

がらも、いわゆる入札不調とか、あるいは不落

になって、今やってもらわなければいけない災

害に関連する工事が6か所も止まってしまって
いると。これは一体どういうふうに、ただ繰越、

これはもう工期がない、入札が不調になった、

不落になった、こういうようなことでよろしい

かどうか、この辺のところについてはどう考え

ますか。とても大事なことだと思うけどね。

【平岡港湾課長】今、お話がございました玉之

浦の災害復旧工事につきましては、6月23日に、
今お話があった自然災害の工事等を含めて、ち

ょっと金額を大きくした形で発注をさせていた

だいたところでございます。

委員ご指摘のように、災害等なので、緊急に

復旧しなくちゃいけない。その認識の中で入札

を行ったところですけれども、これは総合評価

落札方式の一般競争入札で行いましたが、この

入札には3者が参加されました。そのうちの2者
が入札額の落札者となり得る範囲にあったんで

すけれども、ほかの工事も同日に受注されたり

しまして、技術者の配置ができないという形で

不落となったものでございます。

この分も含めまして、業者の工事量等の把握

とか、工期の確保、発注ロットをまた大きくし

たり、そういうことを考えながら一層の不調不

落の削減に努めてまいりたいと考えてございま

す。

【小林委員】時間がありませんので、後でまた。

【中村(一)分科会長】 とりあえず終わります。

ほかに質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 おはようございます。
これは予算のことですので、まず予算全般に

ついてお尋ねしたいと思います。

土木部長、8月4日の国への要望に対して、一
人の参議院議員を呼んでいろいろしていました

ね。これは代表者会議でも指摘をさせていただ

いて、今回の部長説明に、その代表者会議でも

簡単に言うと、こういったことはしませんと、

二度としませんという話があったけれども、代

表者会議は代表者会議、この委員会の委員会で、

私も6月でしたかね、話をさせてもらっていた
んじゃないかと思うんですが、部長、これは予
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算ですから、補正予算、確かに国に対してしっ

かりと内示をいただかないといけないというの

はわかるんですが、長崎県選出の国会議員には

立派な人がたくさんいらっしゃるんですね。

そこで、そんないらっしゃる中に、たったお

一人だけにお願いするというのは、今後、国に

対して要望する時にはこういうことがあっちゃ

いかんわけだから、この場でしっかりと、こう

いったことは二度としませんということを言っ

ていただかないと予算の話がしにくいですから、

まず、部長にお尋ねしたいと思います。

【奥田土木部長】 今、コロナ禍において、国へ

の要望活動というものは非常に制約を受けてい

る状況でして、特に今年、昨年もそうだったん

ですけれども、上京しての要望をする際には人

数を絞ってほしいと国土交通省の方からも要請

を受けておりました。具体的に言うと、5名以
下でというふうなことでした。

当初、やはり足を運んでの要望が大事だとい

うことで、人数を絞らなきゃいけないという中

で、いろいろ考えた中では、これまでの国会で

のご経歴等を踏まえて、絞ったというふうなと

ころであります。

ただ、足を運んでの要望がなくなりまして、

急遽、Ｗｅｂでということで、そこは皆様にお

声がけをしなければならなかったかと思ってお

りましたけれども、ばたばたしている中でそこ

まで思いが及ばなかったというふうなことでし

た。

いずれにいたしましても、今後、要望活動を

する際には、事前にしっかりと関係する国会議

員の皆様、そして議会の方にもあらかじめ情報

提供させていただいて、活動してまいりたいと

いうふうに思っております。

【山田(博)委員】確かにコロナでリモートする

というのは大いに結構だと私は思うんですよ。

だからといって、国に来る時には5人以下にし
なさい。だから、リモートでしますと。その時、

ばたばたしていたから、国会議員の経歴とかな

んかということで、私は否定しませんよ、否定

しませんけど、県議会の代表である議長もそこ

にいなかったんですよ。これは、私は議員の一

人として、ましてや、そこに議長、中村(一)委
員長なりがきちんと同席するんだったら私も二

百歩譲りましたけれども、議会の代表を一人も

呼んでないというのは言語道断だよ、土木部長。

幾らばたばたしていたと言っても、この要望活

動というのは今まで何十回もやっているんだか

ら。あなたばかり責められんけど、そこは技監

か次長、参事監、3人そろっているんだから、
誰が代表して部長に代わって謝罪してもらいた

いよ。これは各派代表者会議で二度としません

では済まされんとよ、これ。議会軽視も甚だし

いよ、国会議員別としても。

普通は、リモートであれば、議長、この委員

会の委員長なりを置いてしっかりやってもらい

たいよ。それについて見解を聞かせてください。

【馬場道路建設課長】 今回、8月4日のＷｅｂ
要望につきましては、道路の予算要望、あるい

は新規事業を採択いただくための要望というこ

とで、先ほど部長から説明がありましたように、

足を運んでというようなことで考えておりまし

た。それがコロナの関係で、急遽、8月末、ま
た感染拡大したということでＷｅｂに切り替え

て要望をさせていただきました。

その時に、先ほど部長からありましたように、

皆様にお声をかけるべきではなかったのかとい

ったところは反省をしているところでございま

す。

今後、要望活動を、また積極的にやっていき
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たいと考えるところでございますので、指摘を

踏まえまして、関係の皆様方にしっかり案内を

しながら、また要望活動に取り組んでまいりた

いと思っております。

【中村(一)分科会長】 休憩します。

― 午前１０時３７分 休憩 ―

― 午前１０時３７分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 会議を再開します。
【山田(博)委員】 道路建設課長、委員長の方か
ら温かいご指導をこれからはいただけるという

ことですので、この質問は一旦終わりたいと思

います。二度とないようですね。

次のことに関して質問したいと思います。

道路維持課長にお尋ねしたいと思います。

道路維持費、道路舗装費とかいろいろあるん

ですが、先ほど、小林委員から、繰越はしちゃ

いかんということで、いろんな原因があると思

うんですけども、基本的に県当局は、中小の建

設業をしっかり支えていくということで間違い

ないんでしょう。

というのはね、繰越というのは、やっぱり建

設に従事する人が少ないとか、下請けが少ない

というふうな問題も抱えているわけだから、Ａ

ランクの会社だけじゃなくて、Ｂ、Ｃ、Ｄの会

社も大切だということで理解していいんでしょ

う。まずそれをお尋ねしたいと思います。

【馬場道路維持課長】予算の執行に関しまして

は、土木で言いますと、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄランク

がございます。それぞれに見合った発注金額に

よってランク別に発注しているところでござい

ます。

委員ご指摘のように中小企業のＣ・Ｄランク

につきましても、考慮しながら発注していると

ころでございます。

【山田(博)委員】 では、道路維持課長にお尋ね
しますけれども、上五島管内と壱岐管内で包括

的民間委託ということで、要するに部長、Ｃラ

ンク、Ｄランクの工事を平成30年とか平成29年
まで出しよったんですよ。ところが、あなた方

が平成29年6月の定例会で、平成30年3月でそう
いった要するにＣランク、Ｄランクに発注して

いた仕事を、簡単に言うとＡランクの会社に全

部仕事ができるように随意契約をしてやってい

るということですね。

私がいろいろ確認しましたら、これはいろい

ろやって、民間委託でやって、簡単に言うと建

設業者が減少しているから、何とか建設業の育

成ということでやっていると言っていましたけ

れども、委託してから現状はどうだったのか、

ずっと調査をして、部長なりに報告をしていた

かしてないか、そこだけお答えください。

【馬場道路維持課長】入札の結果につきまして

も、土木部長につきましても、土木部内で共有

しているところでございます。

【山田(博)委員】 道路維持課長、私が聞いてい
るのは、入札のことを言ったんじゃない。入札

した後に、あなた方は調査をして、今後どうい

う影響があるかというのを調査しているかと、

調査した結果を部長なりに報告したり、この委

員会に報告している形跡があるかないかと聞い

ているんですよ。イエスかノーかでお答えくだ

さい。

【馬場道路維持課長】調査した結果につきまし

ては、委員会等で報告したことはございません。

ただし、しかしながら、まず上五島で申しま

すと、包括民間委託をやるということにつきま

しては、平成30年3月の委員会の中でこういっ
た形で包括民間委託、先ほど言いましたインフ

ラの適正な維持管理や自然災害への迅速な対応
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が将来的に困難になるおそれがあるということ

で、包括的民間委託ができないかということで

議会にも諮りまして、それを今後、上五島でや

るということで報告をして、導入して進めさせ

ていただいたところでございます。

【山田(博)委員】 委員長、理事者に注意しても
らいたいのがね、私が聞いているのは調査をし

て報告しているか、報告してないか、イエスか

ノーかで答えてくれと言ったんだよ。私は、あ

なたが答えたのは調べているんだよ。

それでね、道路維持課長、調査を逐一その後

したかどうかと、これが効果があったかどうか

というのをね、いいですか、今までＣランク、

Ｄランクに工事を出していたのを全部Ａランク

にやっているんでしょう、あなた方。実際私が

聞いたら、地元のＣランク、Ｄランクがやって

いるんですよ。ということは、単なるピンハネ

じゃないかとなるわけだよ。

そういった現状を、実際あなた方調べて、部

長なりに報告していたかどうかというのを聞い

ているんですよ。

議会には、委員会に報告してませんと。実際、

ちゃんと調査を毎年、毎年したかどうかと聞い

ているんです。イエスかノーかで答えてくださ

い。

【馬場道路維持課長】詳細な報告はしていませ

んけれども、そういった形で今やっているとい

うことを報告はしているところでございます。

【中村(一)分科会長】 部長にですね。
【馬場道路維持課長】 はい。

【山田(博)委員】部長、じゃお尋ねしますけど、
どういった影響があるとか、プラス点、マイナ

ス点、そういったのが報告ありましたか。

【奥田土木部長】業界と毎年意見交換をしなが

ら、どのように発注していったらいいのかとい

うことを丁寧にやっているということで、その

中身は伺っているところです。

【山田(博)委員】 部長、業界と言うけれども、

私が聞いたら、建設業協会に加盟しているのは、

県に指名登録している、上五島なんかは45％し
かないんだよ、建設業協会。あと55％の会社を
無視しているのか、あなた方は。あなた方はさ

っき言ったでしょうが、Ｃランク、Ｄランクは

建設業協会に加盟していないんだよ。

あなた方は、さっきＣランク、Ｄランクの会

社も大切だと言ったじゃないか。その意見を無

視して、そうやっているじゃないか。

部長、技術的に、Ａランクの会社が自分たち

が全部作業員を使ってやっているんだったらわ

かるんですよ。しかし、先ほど小林委員が言っ

たじゃないか。Ａランクの会社で不落が多いじ

ゃないか。なんでそういった会社にあえて入札

させるんですか、そしたら。あなた方は言って

いることとやっていることが違うじゃないか。

だから、部長、私が言っているのは、こうい

う仕事をして、こういうプラス点、マイナス点

があったという報告があって、意見交換はして

いると言っているけれども、Ｃランク、Ｄラン

クに意見交換はしてないじゃないか、業界、業

界というけれども。私は担当課に確認したんで

すよ。

部長、この事業というのを私は全面的に否定

はしませんけれども、少なくともＣランク、Ｄ

ランクの会社が実際やっているんですよと。直

接出した方がいいじゃないかと。Ａランクはも

うこれ以上仕事できないから、こんな不落が続

くんでしょうが。

これは、土木部長、私が言っているのはおか

しいですか。私がずうっと回っていたら、皆さ

ん方はめちゃくちゃと言うんだよ。私の五島市
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ではこんなことしてないぞ。なぜかと。私はこ

んなことは絶対許さんぞ。

部長、そういうことで、一旦見解を聞かせて

いただいて、この件は終わりたいと思います。

【奥田土木部長】業界の中で、例えば建設業協

会にはＡランクでも入っているところ、入って

いないところあります。また、Ｃ・Ｄランクで

も入っているところ、入っていないところがあ

って、全て網羅的にその意見を聞くというのは

なかなか難しい中で、代表的なところとして協

会と意見交換をしたというふうに伺っておりま

すが、もう少しそこは丁寧に、いろんな意見を

拾い上げてやっていきたいと思いますし、また、

この包括的民間委託ですね、これも実際に地場

の会社がその地域に根づいて生き残っていくた

めには非常に有効な手段の一つだとは思ってお

りますので、必ずしもそれありきではなくて、

発注の中で柔軟に、そういったところも入札に

参加できるというふうな試行を今しております

ので、またこの運用がどうあるべきかというの

は、引き続き土木部内でもしっかりと検討を続

けていきたいと思います。

【山田(博)委員】 この件は、また議案外でいろ
いろとさせていただきたいと思いますが、基本

的に、全面的に否定はしませんけども、Ｃラン

ク、Ｄランクの会社の意見をしっかり聞いたう

えで、入札のあり方とかなんかせんと、実際今

は随意契約をやっているんだよ。部長、そこを

入札参加できるようになっていますと言うけれ

ども、そうじゃないということを十分理解した

うえでしてもらいたいと思っております。

本来であれば、私からこういう質問がないよ

うにしてもらわらないといけないわけですよ。

次の質問に移りたいと思うんですが、今、こ

の入札の不調によるとか、設計及び工法等の変

更、地元調整に不測日数を要したとか、いろい

ろありますけれども、道路建設課長、あるトン

ネルの工事で電気の工事があって、その追加工

事をするということで、委員会の質問をする前

に事前通告しておりましたけれども、細かくは

いろいろと言いませんけれども、そもそも、1
億8,000万円ぐらいの工事に追加工事で2,000
万円も出すということは、これはいろんな努力

をしていろいろせんといかんというのはわから

んでもないんですが、こういったことがないよ

うに、もうちょっとしっかりと工夫なりをせん

といかんのじゃないかと思うんですよ、これは。

道路建設課長は私が言わんとすることはわかる

と思いますけれども、基本的にね。

それと、そういった案件というのは県議会に

ずっと上がってくるわけだから、地方機関にこ

ういった入札がありましたけれども、こういっ

たやり方でしますという報告は上がるようにし

ておかないといかんと思うんです。その点につ

いて、見解を聞かせていただきたいと思います。

【馬場道路建設課長】それぞれ地方機関におい

て工事の発注は早期発注に取り組んでいただい

ているところでございますけれども、発注のや

り方としては、年度当初あたりにその執行計画

とともに、本課とも協議を行っているところで

あります。

途中で、いろいろ状況によっては増嵩したり

減嵩したりというようなことで、地方機関の判

断でおおむねやっているかと思いますが、大き

な時には随時協議をしていただいて、執行して

いるというところでございます。

我々もできるだけ地方機関と一体となって工

事を円滑に進めたいと思っているところでござ

いますので、そういったところはしっかり我々

も把握をしたいと思いますし、議会等に具体的
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なところをどの程度報告するかは、ここでよく

わかりませんが、必要に応じてご報告をさせて

いただくことになるかと思います。

【山田(博)委員】 それと、入札の不調とかなん
かでよく出ているので、先ほど小林委員から話

があった中で、これは建設企画課長、国の方は

優秀な現場代理人をどんどん表彰して士気を高

めるような方法をやっていますね、土木部長。

長崎県もそういうふうにして、やはり入札意欲、

また従業員を鼓舞するような方式をとって、で

きるだけ入札の不調というのはなくすように努

力してもらいたいと思うんですよ。国はずっと

前からやっているんでしょう。土木部長は国土

交通省から来ている、副知事も国土交通省から

来ているのに、なんで今まで、部長なり副知事

はこういったいいことを教えてくれなかったん

ですかねと思っているんです。建設企画課長、

どうですか。

【植村建設企画課長】優秀工事の担当技術者の

表彰に関するご質問かと思いますけれども、長

崎県においては優秀な施工実績を残した工事の

施工会社と、そこの担当技術者ですね、その方々

の表彰を毎年しております。

これに対して、山田(博)委員がご指摘された
のは、国においては、会社と技術者のほかに現

場代理人という、その現場を取り仕切る、これ

は技術面のことだけでなくて、現場全般を取り

仕切る現場代理人という方がおられるんですが、

その方についても国の方では表彰制度を設けて

いるということでございます。

長崎県も同じように現場代理人も含めて表彰

すればいいのではないかというご指摘かと思い

ますけれども、私どもの考えとしては、現場代

理人は必ずしも技術的な部分についての関与が、

取り仕切りというのがなくても現場代理人には

なれる、極端に言えば会社の事務職員の方でも

一応現場代理人ということになって、役所との

やりとりとか、窓口役としてできるということ

で、工事の成果のよしあしに直接関わる度合い

は低いのだろうというふうに思っておりますの

で、長崎県においては、担当技術者の表彰まで

にとどめているところでございます。

ただ、今後、国の制度等も勉強しまして、今

後どうするかというのは考えていきたいと思い

ます。

【中村(一)分科会長】とりあえず、時間がきま

した。

【山田(博)委員】 委員長、最後にね。
部長、建設企画課長が言わんとすることはわ

からんでもないんだが、そうすると、国土交通

省のことを否定しているんだよな。私は、国土

交通省がやっていることは、今、建設企画課長

が言っていることはごもっともだけれども、こ

れは国に行ったらやめさせんといかんね。部長

はどう思うのかだけ、それを聞いてこの質問は

一旦終わりたいと思います。

【奥田土木部長】入札契約制度に当たってどの

ようなインセンティブを用意するかというふう

なことは、その制度全体の中でしっかりと検討

しなければならないかと思っていますし、国は

国のやり方、あるいは県は県のやり方でこれま

で培ってきたものがありますので、そのあたり

のこれまでの経緯も含めて、どうあるべきなの

かというふうなことは、また土木部内でもしっ

かり検討していきたいと思います。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【前田委員】航路及び航空路の公共交通事業者

に対する公共施設使用料相当分の支援金の補正

予算が今回組まれていますけれども、すみませ
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ん、ちょっと聞き漏らしたのかもしれませんが、

これは期間はいつからいつが該当しているんで

すか。

【松永港湾課企画監】 令和3年4月、今年の4月
から令和4年3月の1年間に支払っていただいた
係船料を対象としております。

【前田委員】コロナ禍になって、事業者の方か

らのこういった要望に応える形で対応していた

だいていると思いますので、そこはありがたい

と思っていますけれども、こういうふうにして

支援金を出すのは1回目ですか。前回出してい
ますよね。前回出した時の金額と、その期間は

じゃ、いつになっているんですか。

【松永港湾課企画監】 令和2年度につきまして
は、11月議会の補正予算で計上させていただき
ました。これにつきましても、令和2年4月から
令和3年3月分の係船料に対して支援をすると
いうことで、令和2年度の実績としましては、
定期航路の分、船の方が4,808万2,000円、約
4,800万円、航空路につきましては184万2,000
円、これが一応実績となっております。

【前田委員】 そのうえで確認したいんですが、

今回の5,209万3,000円で、さっきのご説明では
売上の30％から50％までが使用料の2分の1、
50％を超えたら全額ということですが、それぞ
れ全事業者の数の中で何社ずつになっています

か、これの対象となるのは。

【松永港湾課企画監】県内の航路につきまして

は、離島航路が35航路、本土航路が7航路とい
うことで、全部で42航路になっております。
今回、支援する事業者としては、定期航路が

9事業者で、航路としては12航路、定期空路に
つきましては2事業者で、空路としては5空路、
この課長補足説明の参考資料の方に付けており

ます。

【前田委員】そのうえでですが、今回の使用料

相当分が令和4年の3月までということですが、
ちょっと思っていることは、売上に対しての

30％～50％、50％以上ということで条件設定は
変わっていますけれども、売上にも関わらず、

どこも厳しい状況は変わらないと思うんですね。

じゃ、コロナが収まったからといって、利用

者がもとに戻るかというと、そこもやっぱり厳

しいという話の中で言えば、来年度の当初予算

に向けての話なんですけれども、こういった売

上ということの条件設定のあり方が一つと、も

う一つはこういった形で補正、補正で上がって

きていますけれども、こういう状況で来年度も

また当初予算を組むという話の中では、当初予

算の方でこういった支援金を組むというような

ことも検討できるのかどうかについて。

結局、条例に使用料を定めていますから、当

然そこを変えるということは難しい、できない

でしょうから、それに代わってこういった形で

の支援金という形になっていると思うんですが、

明らかに来年4月以降、利用者が戻るかという
と、なかなか厳しいことが予想される中で、今

後については予算の組み方というか、計上の仕

方の考え方を確認しておきたいと思います。

【松永港湾課企画監】 お尋ねが2点ございまし
て、一つが売上の要件、30％から50％、それか
ら50％以上ということにつきましては、一応ほ
かの県の取扱いとか、そういったところを踏ま

えまして、率については同じような形にしてお

ります。ただ、他県の事例を見ますと、減免措

置をやっているところが多うございます。減免

につきましては、例えば期間を3か月減免しま
すと、それをまた更新するという形で他県の方

はやっておられますので、本県としては1年分
を支援という形でやるということで、他県より
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手厚い形でやっているという形でございます。

それから、2点目は、補正予算ではなく、当
初予算で計上すべきじゃないかということでご

ざいますが、基本的にこういう支援給付金とい

う形で、こういった使用料というのは一旦納め

ていただいたうえで、その売上を踏まえて予算

化するということで、今回も4月から6月の実績
というのを実際事業者からいただきまして、か

なり影響を受けているということで、財政当局

とも協議しまして、あと、これはコロナの臨時

交付金を全て財源としておりますので、その中

で一応今回の補正予算で対応したということで

ございます。

来年度以降につきましては、当初でというと

ころにつきましては、現時点では、その辺は検

討はちょっと厳しいかなと思っております。

【中村(一)分科会長】 ほかにありませんか。
【深堀委員】私も、今質疑があった交通事業者

への使用料支援給付事業の件で、ちょっと考え

方の確認なんですけれども、一応売上額の減少

幅に応じてということで、これは昨年度も実施

したということで、その考え方はわかるんです

けれども、その給付は係船料を上限に全額もし

くは2分の1ということなんですよね。
考え方で聞きたいのは、対象になる航路の事

業者がたくさんいらっしゃいますけれども、そ

の事業者であったり航路によって売上の規模が

違うと思うんですよ、当然のことながら。

例えば、飲食店への休業の要請の協力金など

というのも、結局、事業者の規模に応じて単価

を変えたりしているわけですよね。

ですから、この航路の事業者に対する支援と

した時に、確かに係船料等々を上限に考えてい

るけれども、やはり違うわけですよね。例えば

毎月1,000万円売り上げている航路事業者と1

億円売り上げている事業者、片や1,000万円の事
業者が50％以上減少していれば全額、1億円売
り上げているところが7,000万円だったとした
時に半分というふうに、その辺の事業者間の公

平性といいますか、納得性は、こういう支援の

スキームを考えた時に考慮されたのかどうか、

そのあたりをお尋ねしたいと思います。

【松永港湾課企画監】確かに事業者によってそ

れぞれ売上等も違いますし、実際にそれによっ

て額等の差というのが大きいところ、率だけで

言うとどうなのかという話もございました。

我々、土木部港湾課として、交通事業者から

係船料という支援料をいただいている中で、や

はり土木部としてはこの係船料に関して、離島

航路の維持という観点から一応今回の支援策を

しておりますが、その他につきましては基本的

に定期航路を所管しております交通政策課の方

で、今年度もいろいろ事業活性化に伴う補助対

象経費等をされております。全般的なところは

交通政策課の方で一応対応されていると考えて

おります。

【深堀委員】それはわかっていますよ。交通政

策課の方で考えているというのはわかっている

けど、皆さんがこの事業、給付制度をつくる時

に、そういった事業規模に応じての差というの

かを考えなかったのかということを聞いている

んですよね。もう一度お願いします。

【松永港湾課企画監】 失礼しました。

係船料につきましては、この単価の考え方な

んですけれども、船の規模、1トン当たりの単
価が決まっております。フェリーとかジェット

フォイルとか、そういったもので支払っていた

だく額が決まっておりますので、その規模によ

ってお支払いいただいたものを対象にしている

ということでございます。
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【深堀委員】もちろん、係船料自体が船の大き

さといいますか、そういったものに応じて設定

されているので、結果的に係船料の2分の1であ
ったり、全額負担をしてあげるということが、

ある意味事業者の規模に応じた差になっている

んだということなんですね。それならわかりま

す。それで理解しました。

もう一つ、先ほど答弁の中でも少しありまし

たけれども、今、土木部でこういった議案の予

算です。公共交通政策については、全体的に交

通政策課の方で所管しているという答弁が先ほ

どありましたけれども、当然、公共交通は船、

空路だけではなくて、バス、電車、タクシー、

いろんなものがあります。その全部を交通政策

課の方で所管をしているということですけれど

も、ただ、その一部の事業者に対して土木部と

してこういう予算をつくったわけですよね、支

援を。その時に皆さんが所管をしていないほか

の公共交通との格差といいますか、困っている

のは何も船と空路だけじゃないですよね。先ほ

ど申し上げたように、ほかのいろんな公共交通

事業者も皆さん、このコロナ禍の中で減少して

いる。それに対して交通政策課もいろんな支援

をやっていますよ。その時に、皆さんが、この

給付金支援事業の中で、ほかの公共交通事業者

と一定整合性がとれているかどうか、そのあた

りをこの事業をつくる、去年からしていますけ

れども、そういう横の連携といいますか、他の

公共交通に対する支援策と、皆さんが組み立て

ている支援策との整合性といいますか、そのあ

たりのチェックはどうなっていますか。

【松永港湾課企画監】この事業の制度をつくる

に当たりまして、昨年11月の補正予算で計上い
たしましたが、当然、これを計上する前には交

通政策課、それから財政課含めまして、いろん

な支援の中で、各事業者それぞれ支援をやって

いる中でその整合性とか、バランスとか、そう

いったものを含めて協議をしたうえで一応計上

をしているということでございます。

【深堀委員】 ということは、ある意味、例えば

今対象になっている航路であったり空路であっ

たりというところが、他の公共交通の支援策と

そこまで乖離といいますか、格差が生じている

わけではないということはしっかり確認してい

るということですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

ありがとうございます。

【中村(一)分科会長】 ここで換気のため、15
分まで休憩いたします。

― 午前１１時 ８分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 会議を再開いたします。

ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】 再度質問させていただきます。

先ほど時間がないということもあって、少し

ばたばた感で港湾課長の答弁がよく理解できて

おりませんので、大変恐縮ですけれども、大事

な問題だと思いますので、重ねてお尋ねをした

いと思います。

先ほどから言っているように、今回の繰越明

許費約144億5,000万円。その中で、答弁により
ましては6件と3億円ぐらいの入札不調とか不
落とかで今回こうなっていると。

しかしながら、内容を聞きますと、災害に関

連するとても大事な問題ではないかと思ってお

ります。それを入札不調だから、不落になった

からということで、これを遅らせていいものか

どうかと、この辺のところについての見解をも

う一度しっかりとした状態で話をしてもらいた

いと思います。



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２７日）

- 18 -

【平岡港湾課長】委員ご指摘の玉之浦港の海岸

保全工事でございますが、海岸保全工事と県単

改修工事、それと自然災害防止工事の3件を含
めて約1億5,000万円程度で発注をしたところ
でございます。これにつきましては、主なもの

としまして166メートルの護岸改良を行うもの
ですけれども、6月23日に総合評価落札方式に
よる一般競争入札により入札を行いました。こ

の入札には3者の企業の方が参加していただき
まして、そのうち2者の入札額が落札者となり
得る範囲にありました。第1候補者へ落札の仮
決定を行いましたが、第1候補者は同日に行わ
れました別工事も落札されておりまして、予定

していた技術者をそちらの工事に配置すること

ができないということで辞退をされたところで

ございます。

このため、第2候補者へ落札の仮決定を行い
ましたが、第2候補者は第1候補者が受注すると
いうふうに考え、予定していた技術者をほかの

工事に配置すると既に決定をされていたという

ことで、こちらも辞退をされて不落となったも

のでございます。

委員ご指摘のとおり、護岸の復旧工事等でご

ざいますので、緊急を要する工事ということで、

なるべく早く発注をしたいと考えてございます

けれども、適正工期を確保する必要があるとい

うことがございまして、今回、繰越の方に上げ

させていただいております。

工期を確保することによりまして、改めて入

札をさせていただきたいと考えております。

【小林委員】何度も同じことを申し上げている

わけだけれども、国土強靱化の予算を、皆さん

にかなり頑張っていただいて確保していただい

ていると。したがって、令和7年度までである
けれども、かなり工事量が潤沢に出てきたわけ

です。ですから、今みたいな、なんで入札不調

なのか、なんで不落なのかと、こういうところ、

今の港湾課長がおっしゃった内容が、非常に問

題だと私は思っているわけです。もうそういう

仕事ができないとか、それだけの技術者がいな

いとか、いろんな要件の中で、結局取れない仕

組みをやると。例えば予定価格を上回るとか、

もう予定価格が今はソフトで出てきますので、

その金額よりも高めに出して、仕事が自分で取

れないと、もう不落になるというようなことを

意識してやっているという嫌いも指摘をされて

いるわけですね、業界で。これで果たしていい

のかと、その点のところをまた新たな視点で、

やはり入札不調・不落の対策をやっていただか

なければいけないんではないかと、この辺のと

ころについては土木部としてどう考えているの

かと、この辺を明確にきちんと議事録に残して

もらいたいと思います。誰が答弁されますか。

【田中監理課長】不調不落に対しましては、国

からも建設団体との意見交換、それとか受注環

境を的確に把握をして円滑な発注に努めろとい

うふうに要請をいただいているところです。

県におきましても、各関係機関と建設業協会、

こういった団体との間での意見交換を行いまし

て、それぞれの企業の受注状況でございました

り、技術者の逼迫状況でございましたりを把握

いたしまして、受注ロットの拡大でありました

り、余裕期間制度の活用など、こういうことも

含みまして地域の実情を十分把握して発注に努

めていくということをやっていきたいと思って

おります。

【小林委員】 監理課長、ご苦労さまです。あな

たがこれを答弁しなければならないぐらい重要

な問題で、なかなか議事録に残すことをよしと

しないのかですね、土木部長、これはあなたに
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この辺のところは土木部として、とてもこれか

ら大事な問題だと思います。明確に監理課長か

らお答えが出ましたけれども、大体同じような

ことじゃないかと思いますけれども、しかし、

部長として、土木部を代表してご見解を賜りた

いと思います。

【奥田土木部長】 まず、防災減災国土強靱化、

非常に大切な仕事だというふうに思っておりま

す。これの予算を必死で今まで我々確保して、

いかに迅速に執行していくのかというのが我々

の最大の責務だと思っております。そのために

委員からご指摘いただいておりますけれども、

早期に執行できるものは執行するべきだと、ま

さにそれはご指摘のとおりだと思っていますし、

そこは技監以下、きめ細かく地方機関とも意見

交換しながら、残りのこのお金どうするんだと、

使えるのかというのをかなり詳細に各担当課も

交えながら議論を日々やっているところであり

ます。

そういう中で、今、業界の方との意見交換と

いうのも非常に大切な中で、技術者が確かに逼

迫しているということもあります。その中で出

てきているお話としては、やはり余裕工期とい

うものをしっかりと活用してほしいということ

を伺っておりますので、従来、我々は適正工期

で発注している、どちらかというと、ぴったり

とした工期で出しているんですけれども、それ

に加えて余裕工期制度の活用ということで、し

っかりゆとりを持って出すということで受注機

会の拡大にもつながってくると考えております。

そういう中で、今、繰越のお願いをしている

ところですけれども、早めに繰越手続を行うこ

とによって、これは仮に11月まで待たずとも、
今のタイミングでどんどん発注できると。むし

ろ早期発注につながるということも考えており

ますので、必ずしも平準化ありきということだ

けではなくて、いかに早く我々としては発注し

ていくかという中で、逆にこの繰越手続という

ものの早めのお願いというふうなことがそこに

つながっていくとも考えておりますので、トー

タルでいかにいただいた予算をしっかりと使っ

ていくのかというところを頭に置いて仕事に取

り組んでいきたいと思っております。

【小林委員】先ほど、港湾課長も若干触れてお

られましたけれども、いわゆる発注の仕方のロ

ットとか、そういう考え方がありますよという、

やっぱり地域の建設業の数とか、そこの地域の

事情を十分考えていただいての発注のあり方、

ここに踏み出しいただきたいと。もう十把ひと

からげみたいな発注の仕方じゃなくして、やは

り入札不調とか不落がないような、そして特に

災害等々の問題は命に関わることでありますの

で、もし仮に玉之浦で災害が発生して、ここの

護岸工事だとか、いろいろの地滑り対策とか、

そんなものが間に合わなかった、それによって

どうだということになりましたら、これはやっ

ぱり大変なことになるし、県庁、そして土木部

の責任も問われて、かなりの厳しい批判を浴び

るだろうと思います。この辺のところは、ぜひ

改めて入札不調をどういう形の中で乗り越えて

いくか、これはやっぱり知恵を出していただか

なければいけないと、こう思いますので、おっ

しゃるようにせっかく予算があるのに、これが

何といいますか、担い手三法改正を一つの隠れ

蓑にして努力が足りないということにならない

ように、ひとつこれはしっかりお願いをしてお

きたいと思います。

最後に、今回の部長説明を見まして、災害復

旧費が全然出てないんですよ。災害復旧費の補

正予算が出てないわけです。どこか見落とした
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かなと思って何回か読みましたけれども、災害

の補正予算が出てないわけですね、さっきの部

長説明では。

それで、結局は説明の中で、またこれから災

害の問題は、盛土とか何かで今から議論がある

と思いますけれども、説明もあると思いますが、

かなり被害が出ていると思うんです。なぜそれ

は補正予算として組まないのか、その辺につい

てお尋ねをしたいと思います。

【田中監理課長】今回、補正予算で災害復旧費

は計上いたしておりません。これは、当初予算

におきまして予算を一定組ませていただいてお

ります。今回の県管理におきます公共土木施設

の被害状況は、被害額で約22億円強の額が被害
額となっておりまして、令和3年度の当初予算
で河川等災害復旧費、これは公共関係、単独を

含めて31億円、それと港湾災害復旧費、これが
公共、単独含めて約5億円程度の予算を組ませ
ていただいておりますので、現時点におきまし

ては、この22億円の予算がこの当初予算の額の
中におさまるということもございまして、補正

予算は計上させていただいてないということで

ございます。

【小林委員】 今の監理課長の説明では、約36
億円の令和3年度の当初予算がありますよと。
今回、約22億円の災害復旧の費用だと、36億円
の当初予算でこれは足りると。だから、補正予

算を組まなくてもよろしいんだと、こういうご

説明ではなかったかと思いますね。

そうすると、いわゆる当初予算に災害復旧費

を、今回36億円当初予算で計上していますよね。
その組み方の基準というか、36億円にしたよと
いうことは、どんな災害が起こるかわからんわ

けだよ、どんな基準をもって当初予算で計上し

ているのか、その辺のところはいかがですか。

【田中監理課長】令和元年度の最終予算の災害

復旧費、これは大体27億5,000万円でございま
す。令和2年度の最終予算額は、昨年度は9月の
災害が大変大きゅうございましたので、全体で

53億円ほどの決算になっております。
こういった過去の実績等々も踏まえたうえで、

じゃ今年は幾ら予算を準備しておこうかという

ことで予算を毎年計上させていただいておりま

して、平均とか、そういうことだけではなくて、

過去の状況等々を推計したうえでの当初予算の

計上ということでございます。

【小林委員】わかりました。過去の実績を見な

がら、過去の事例を見ながら、いろいろ予算を

組んでいるということでありますけれども、災

害復旧費については、そういうことで補正予算

が組まれなかったということは理解をしたとこ

ろでございます。

先ほどから何度も言っておりますように、こ

ういう担い手三法改正という非常にありがたい

制度ができました。しかし、それが、要するに

年度内発注の大きな支障とならないように、し

っかりと制度をまともに活用して、よい仕事に

なり、また、長崎県の平準化率が九州の中でも

最低と言われていたのが、先ほどの建設企画課

長のご答弁によりますと、かなりいいところに

いっているというようなことだと思いますので、

今後ともしっかりその辺のところについてはよ

ろしくお願いしたいということで終わりたいと

思います。

ありがとうございました。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【山田(博)委員】 それでは、幾つかお尋ねした
いと思うんですが、予算で入札の不調というの

があるので関連してお尋ねしたいんですが、こ
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の前、委員会で離島の測量会社と本土の会社の

入札のあり方に不公平なところがあるんじゃな

いかと。要は、入札で地元の会社が取ったら旅

費、交通費、宿泊費は認めないと。しかし、島

外の会社が取ったら認めるという入札のあり方

があってね、これは地元の壱岐や対馬、五島に

本社を置く測量会社にとっては不利益を被るわ

けね。これはおかしいんじゃないかと。これは

やはりどこの会社が取ろうが、最初から認めな

いようにすべきじゃないかというふうに主張し

ておりましたけれども、それはどうなったのか、

その後の経過はどうなったのかお尋ねしたいと

思います。

【植村建設企画課長】離島における建設関連業

務委託の発注に関する旅費の取扱いのことだと

思いますが、長崎県におきましては、非常に離

島が多い条件の中で、独自の旅費の取扱いの基

準を設けてこれまで業務を発注しておりました。

具体的に申しますと、指名業者の中に本土の業

者が含まれる場合は、本土からの交通費並びに

必要な宿泊費を計上して発注するというもので

ございます。

ところが、実際には建設関連業務委託の中に

は、測量業務、設計業務、それから地質調査業

務、大きく分けてこの3つがございますが、測
量業務につきましては、ほとんどの案件で地元

の業者が受注をしている状況にありました。こ

のため、発注時点では旅費を計上していました

ものの、地元の業者が受注されたら変更で旅費

や宿泊費を落とすという取扱いにしていたとい

う状況でございます。

一方、国においても、旅費・交通費の積算基

準というものがございまして、これが昨年度、

改正をされましたので、長崎県においてもどう

いった取扱いをすべきかということを検討して

おったところでございますが、今回、測量業務

等の実態に合わせたような形で、測量業務等に

ついては地元でできるものであれば、本土から

の旅費は計上しなくていいのではないかという

ことで、旅費の積算のあり方というのを大部分、

国にやり方に合わせるような形で改定をいたし

まして、この10月1日から新しいルールで運用
することとしているところでございます。

【山田(博)委員】 これは予算の測量、入札の不
調とかあるから、あえてこれは聞いているわけ

ね、不調があるから。

それでね、部長、先ほどほかの委員からも、

繰越が多いのは技術者がいないとかなんか話が

あったじゃないですか。それで、測量業務に関

しては国に見習ってやりますと言ったんです。

表彰のことはしませんと、今のところね。これ

はどうなっているのかなと思うわけですよ。測

量法とかなんかの法律はやると言うけれども、

表彰とかなんかということは国が長年やってい

るのに、技術者が少ないとか言ってしているの

に、部長としてどういうふうに考えているのか。

職員不足をしているのかと、技術者不足をどう

するのかと。その中にさっきの表彰というのも

しながら入札の不調を改善せんと、これは繰越、

繰越と、委員会のたびにいろいろと指摘をされ

たら大変じゃないですか、部長。なんで遅れて

いるんですかと言われないように、そういった

ことも考えたらどうかと、私はこの予算案に、

入札不調とか言って、さっきの議論の中であっ

ているから私はあえて言うんですけど、その見

解を聞かせていただけますか。

【奥田土木部長】積算のあり方とインセンティ

ブのあり方とは、少し議論はおのずと違うとは

思いますけれども、積算のあり方について言う

と、適正なお金で適正な仕事をしていただくと
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いうために、いかに実態に即したものにしてい

くのかというふうなことから、国で率化の話が

出ました。それを機会に我々もどうあるべきな

のかというふうなことで、実際にその測量にお

いては、島内にも本社が各離島あるという実態、

一方で地質ですとか、設計においてはなかなか

そういう状況にないというふうなことで、実態

に合わせて我々は見直していきたい。何も国に

一律に合わせていくということではなくて、ど

うあるべきなのかというのを一つひとつ丁寧に

検討した結果であるというふうに思っておりま

すので、また、その表彰のあり方についても今

後引き続き議論をしていきたいと思っておりま

す。

【山田(博)委員】 部長、あなたの言葉尻をとる
わけじゃないけれども、実態、実態と言うけれ

ども、私はこの件に関しては去年から言ってい

たんだよ。ようやく建設企画課長がいろいろと

勉強していただいてこういうふうになったんだ

けれども、本来であれば、土木部長、あなたが

一番法律は詳しいんだから、国土交通省がやっ

ているんだから、しっかりやってもらいたいと

いうことを言っておきたいと思います。

予算書の18ページ、港湾管理費でお尋ねした
いと思うんです。関係機関との調整に不測の日

数を要しと、いろいろ書いてあるんですね。私

も見たら、先ほど港湾課から港湾事業ブロック

製作仮置き状況と事業実施という一覧表をいた

だいたんですね、午前中に。委員長、これは港

湾管理費に関連する大切なものですので、私は

一応資料をもらったんですね。これは委員の皆

さん方に、ぜひ港湾課の方から、多分用意して

いると思います。それはどうせ聞かれるとわか

っているんですからね、まさか用意していませ

んとは言わんでしょうから、これをぜひ委員の

皆さん方に見ていただいて理解を深めていただ

きたいと思いますので、委員長の方から理事者

の方に配付の指示をお願いしたいと思います。

【中村(一)分科会長】 用意していますか。
【平岡港湾課長】 すみません、昼から。

【中村(一)分科会長】 それでは、昼から。
【山田(博)委員】 港湾課長、手を挙げてから言
わんね。失礼じゃないか。

【平岡港湾課長】すみません、申し訳ございま

せんでした。資料をこちらの方に持ってきてお

りませんので、昼から配付させていただきます。

申し訳ございませんでした。

【山田(博)委員】 昼からってどこに行くんです
か。アメリカ合衆国まで資料を取りに行くのか。

このコピーなんか10分もあればできるんだけ
れども、委員長が了解したからいいけれども、

もうちょっと港湾課長、しっかりとそういった

ことはしていただきたいと思います。別にあな

たを個人攻撃しているわけじゃないんだけれど

も、これは大事な委員会の審議だから、事前に

私もこういうふうに資料をいただいているわけ

ですから、用意周到にせんといかんですね。土

木部長、いかがですか。

【奥田土木部長】事前の準備には万全を期して

いるところではありますが、少し今回間に合わ

なかったということでお詫び申し上げたいと思

います。

【山田(博)委員】 委員長、これは昼からという
ことですかね、資料請求をですね。

それでは、砂防課長お尋ねします。砂防課で

いろんな砂防事業をやっておりますね、予算も

いろいろとありますけれども、管理自体はどこ

にお願いしているんですか。

【浅岡砂防課長】砂防施設の管理は県で行って

おります。
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【山田(博)委員】 間違いありませんか。
【浅岡砂防課長】県有の砂防施設は県で管理し

ております。

【山田(博)委員】 五島の奈留の方に砂防ダムが
ありますけれども、市に委託しているじゃない

ですか。あなた方の出先機関の職員は、暑いさ

なかに、10分前に来ていただいて住民と懇談し
ていただいて、その後五島市の職員は遅れてき

て、5分で来ましたけれども。そういった事実
は聞いているでしょうが。いかがですか。

【浅岡砂防課長】聞いております。委員ご指摘

の五島の奈留の砂防ダムは、水道事業者と共同

で設置した砂防ダムになりまして、砂防堰堤自

体の管理は県が行いますが、水道施設の取水関

係の管理は市の水道局が行っております。

【山田(博)委員】 ということは、共同管理とい
うことでしょう。管理委託はしていませんとい

うことじゃないじゃないか。市の方にも一部お

願いしているんでしょう。だから、そういった

ことをちゃんと答えていただきたい。なんか忘

れたようなことをおっしゃるからですね。

私が聞きたいのは、砂防課長、県の方は認識

を持って十分やっているんだけれども、先ほど

の管理は、バルブがどこいったかわからんとか、

そんなでたらめな管理だったんですよ。そうい

ったことで災害に遭った時に、私が地元の人か

ら言われたのは、県の方には協力するけれども、

市の方には協力しませんよと。そういう話だっ

た。これは今回わかったんですよ。砂防ダムを

県の方が造るということで協力したけれども、

私たちは県の事業には協力せんと。地元調整が

ここで崩れるわけ。だけど、現地を見て説明し

たら、県じゃなくて市の方の管理の不手際があ

ったということを理解していただいて、申し訳

なかったと、県の方は協力しますと、しかし、

市には協力せんという話が出て、もう大変だっ

たんだ、私は。炎天下に2時間も話をされて、
私も大変勉強になったけれども。

そういったことで管理のあり方というのをし

っかりせんと、県が事業を一生懸命やっている

中に、地元調整が遅れるというのは、やっぱり

一つひとつこういったことが出てくるんですよ、

土木部長。やっぱりそういったところを、管理

のあり方というのは、県がやっていても市や町

に任せているところがあれば、そこはしっかり

やらんといかんと思うんですよ。

これは土木部長、この話は多分お聞きしてい

ると思うんですけれども、やっぱり管理のあり

方というのをしっかりとしておかないと、住民

との信頼関係が崩れますからね。県に対しては

ものすごく評価が上がった、その時はね。逆に

市の方の評価は大分下がりましたけれども。

だから、一事が万事で、こういったことが地

元調整にですね、県や行政に対する不信がある

から、こういったことがないようにしっかりと

やっていただきたいという一例を挙げさせてい

ただいたわけでございますので、土木部長、こ

の件に関して、砂防課長から多分お聞きしてい

ると思います。聞いてないということはないと

思いますから、部長として砂防ダム等の管理の

あり方というのを聞かせていただきたい。

あえて言うと、県の対応というのはものすご

くよかったんです。私もうれしかったんですよ。

そこを付け加えて話をさせていただいているわ

けでございますが、見解を聞かせていただきた

いと思います。

【奥田土木部長】公物管理のあり方については、

各々の施設管理の区分に従ってきちんと管理を

するというのが前提ではありますけれども、お

互いに関連する部分、連携していかなきゃいけ
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ない部分、いっぱいあります。そういったとこ

ろは丁寧に、お互いのところまでしっかりと目

を届かせながら連携するべきところは連携して、

今後も引き続きしっかりと管理をやっていきた

いと思います。

【山田(博)委員】 ありがとうございます。
河川課長にお尋ねします。地元調整の中で、

2つお尋ねします。
そもそも整備計画ですね、河川毎の整備方針

ですね。今まで何度か災害が起こったところと

か、県の2級河川で整備方針というのはどれぐ
らい今されているのか。県の2級河川で、もう
一つお聞きしたいのは、水位計がどれだけ設置

されているかというのをお答えいただけますか。

これをなぜ聞くかというと、地元調整で行政に

対する認識というか、どうも管理を十分してな

いんじゃないかという話、誤解を招くものだか

ら、その中で一番誤解を解く方法としては、一

つはどれだけの2級河川の整備方針が作成され
ているか、もう一つは水位計がどれだけ設置さ

れているかというのをお答えいただきたいと思

います。

【松本河川課長】 すみません、今、整備方針を

何河川つくったか正確な数字がないので、時間

をいただけますか。水位計の数についても、正

確な数字を出しますので、ちょっと時間をいた

だきたいと思います。

【中村(一)分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時４６分 休憩 ―

― 午前１１時４６分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 会議を再開します。
先ほど請求がありました資料のコピーを今し

ていますので、ここで暫時休憩いたします。

― 午前１１時４７分 休憩 ―

― 午前１１時４７分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 会議を再開します。
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〕

【中村(一)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分及び第111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〕

【中村(一)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。

ここで休憩いたします。

― 午前１１時４８分 休憩 ―

― 午前１１時５０分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 会議を再開します。
山田(博)委員から資料の請求がありましたの

で、委員の皆様に配付しました。

この件について、質問を承ります。

【山田(博)委員】 委員の皆さん方に見ていただ
いたらわかるんですけれども、ここの中で一番

下を見てもらいたいんですが、壱岐の印通寺港

です。実は仮置き期間というのは平成17年から
置いているということなんですね。これが3.2
トンを258個、5トンを248個置いているんです。
これを令和4年度以降にするということなんで
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す。

榎津港に消波ブロックも置いているんです。

これは5トンを56個、平成29年から置いている
というんです。

土木部長、私は県の予算というのは適正に行

われているかと思ったら、こういうところでね。

なんで私はわかったかというと、ずっと地域を

回っていたらわかったんだ、これが。あまりに

もひどいんじゃないかと私は言ったんです。

例えば、三井楽漁港とありますけれども、こ

こは漁港ですからあれですけれども、令和3年
に防波堤があるから、それで置いているんです

よ、令和3年に造って令和3年に置くんだったら
わかるんです。1年、2年は地元調整が遅れたと
いうことでわかりますけれども。

この平成17年から平成29年を、厳原港なんか
平成26年から置いているというのはどうかと
思うんだよ。港湾管理でありながら、ちょっと

あまりにもずさんすぎるんじゃないかと私は言

っているんです。

あなた方は、港湾管理で使いたいと言ったら

使えませんと、使えないのはこういったのを置

いているから使えないのかと言いたいんです、

私は。言っていることは、あなた方は立派なこ

とをおっしゃっておりますが、こういったとこ

ろで県有財産を有効活用していますよと。

代表監査委員に今度聞きたいと思っておりま

す、これ。あなたはこれを見たことがあるのか

と。どこを見ていたのかと。

土木部長、見解を問います。私が言っている

のは、どうですか。普通考えたら、そうですね

と言うしかないと思いますけれども、いかがで

すか。

【奥田土木部長】印通寺港の消波ブロックです

けれども、平成17年度にフェリーの大型化に伴

って撤去したという経緯がございます。その後、

松島港、あるいは川棚港での流用も検討してい

たんですけれども、運搬費がかさむというとこ

ろから流用は断念したという経緯がございます。

少し時間がたっておりますけれども、今後、

令和4年度から印通寺港の妻ケ島防波堤、そし
て芦辺漁港の防波堤の整備にしっかりと活用し

ていきたいと思っております。

【山田(博)委員】 部長、活用するのは当然のこ
となんですよ。全庁的にこういったことをなく

すようにせんといかんのじゃないかと私は言っ

ているわけですよ。土木部長、私が今回指摘し

ましたけれども、これをご存じでしたか。いつ

わかりましたか。そこだけお答えください。

【奥田土木部長】今回の委員会の開催前に私は

知りました。

【山田(博)委員】 土木部長ね、来てコロナでな
かなか地域を回れなかったと思うんですけれど

も、こういった現状をしっかりと把握したうえ

で、港湾の管理のあり方というのをしっかりと

していただかないと、住民の人が協力してくだ

さいと言っても、これを目の当たりにすると、

自分たちが一生懸命働いた税金が有効活用され

ているのかというのを不審がるわけですよ。私

が幾ら言っても、「先生、あれなんですか」と

言われた時に、こういう現状を見せられたら、

私は連れて行かれたんだ、ここに。「どう思い

ますか、先生」と。それはおっしゃるとおりだ

と。

だから、そういったところは出先機関だけで

はなかなか解決できないことがあるでしょうか

ら、全庁的にこれからこういったものはなくし

てもらって取り組んでいただきたいと思います。

その決意だけ、部長、この件に関してはもう終

わりたいと思いますのでお答えください。
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【奥田土木部長】まず、県有財産の管理状況に

ついてしっかりと自ら把握するということ、さ

らに、有効活用できるものについてはしっかり

有効活用していくということを部内、あるいは

関係機関、改めてしっかりと周知してやってい

きたいと思っております。

【山田(博)委員】 河川のことはわかりましたか。
【松本河川課長】県が管理しております水系が

210水系ございまして、その中で河川法に基づ
きます河川整備基本方針、これを策定している

のが39水系、河川整備計画を策定しているのが
31水系になっております。
それと、先ほどの水位計のご質問についてで

すが、県ではこれまで312箇所に水位計を設置
しているところでございます。

【山田(博)委員】 河川課長、2級河川は210水系
あって、整備方針をまだ作成していないところ

もあるけれども、今後整備予定のところはどれ

だけあって、今後水位計をどれだけ設置しよう

と考えているのか。

この水位計を設置することで、皆さん方、災

害が最近は大きいもんだから関心が高いんです。

県の河川工事というのは、あくまでも整備方針

を策定しないとできないとなっていますから、

そこを具体的にお答えいただきたいと思います。

【松本河川課長】河川整備基本方針につきまし

ては、本年度、大村市の大上戸川、それと対馬

の三根川について基本方針を策定しようという

ふうにいたしております。

来年度以降の策定予定につきましては、県北

の佐々川ほか、島原の白水川等について策定を

今のところ考えております。

河川整備計画につきましては、今年度、対馬

の三根川、それと上五島の大川、佐世保の日宇

川等を検討いたしております。

来年度以降につきましては、大村の大上戸川、

それと長崎市の鹿尾川、高田川等々を、今のと

ころ検討する予定でございます。

水位計につきましては、少なくとも1水系に
ついて最低でも1箇所ということで今までずっ
と整備を行っておりますけれど、委員ご指摘の

とおり、近年、気象変動から未曽有の災害が発

生しているということで、大規模減災協議会と

いうのを毎年開催いたしておりまして、その中

で要望等があれば、そこで議論をして、設置箇

所については今後も検討したいと考えておりま

す。

【山田(博)委員】 最後に、整備方針、整備計画
をしっかりやっていただくということが明らか

になったんですけれども、水位計の方はいろん

な協議会で市町とかやっていますけれども、来

年度は新たにどれだけ、今年度も含めてつける

計画があるんですか。

【松本河川課長】今のところ、具体的な要望箇

所については、まだ上がってきてない状況です

けれど、しっかりとその会議の中で議論して、

必要な箇所には整備できればと考えております。

【山田(博)委員】わかりました。この水位計は、
大切な災害対策のツールの一つになると思いま

すので、ぜひしっかりと整備をしてもらいたい

と思います。

終わります。

【中村(一)委員長】 午前中の審査はこれにてと
どめ、午後は1時30分から再開いたします。
暫時休憩いたします。

― 午後 零時 ０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【中村(一)委員長】 会議を再開いたします。
午前中に引き続き土木部の審査を行います。
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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が、所管事項等につ

いても併せて説明を求めます。

まず、土木部長より総括説明を求めます。

【奥田土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

「観光生活建設委員会関係議案説明資料」土

木部をお開きください。また、これに加え、（追

加1）を配付しておりますので、そちらも併せ
てご覧ください。

今回、ご審議をお願いしていますのは、第116
号議案「都市計画法に基づく開発行為等の許可

の基準に関する条例の一部を改正する条例」で

あり、その内容は記載とおりです。

なお、補足説明資料を配付させていただいて

います。

続きまして、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。

和解及び損害賠償の額の決定、契約の締結の

一部変更について、令和元年度及び令和3年度
に発生した県の管理瑕疵による事故の和解及び

損害賠償の額の決定3件、令和3年2月定例会で
可決された一般県道奥ノ平時津線道路改良工

（（仮）野田高架橋上部工）及び主要地方道若

松白魚線橋梁補修工事（若松大橋Ｐ1・Ｐ2橋脚
補強）の契約の締結の一部変更、以上をそれぞ

れ専決処分させていただいたものであり、その

内容は記載のとおりです。

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。

（西九州新幹線の建設促進について）

西九州新幹線（長崎・武雄温泉）については、

すでに完成した本線土木工事に続き、建築・軌

道・電気・機械などの工事が鋭意進められてい

ます。

駅舎の新築工事については、諫早駅、新大村

駅がほぼ完成するとともに、長崎駅においても

工事進捗率が約9割まで進捗いたしました。
レールの敷設工事についても、去る9月6日に
鉄道・運輸機構より、武雄温泉駅と長崎駅間の

全線のレールが一本につながったことが公表さ

れ、また、電気工事や機械工事についても順調

に工事が進められるなど、開業に向けて、工事

も最終段階に入ってきています。

去る7月28日には、車両のデザインが決定し
たことが、ＪＲ九州から発表されており、令和

4年度秋頃の開業に向けて準備も着々と進んで
いるところです。

（幹線道路の整備について）

県では、地域活性化を図るとともに強靱な県

土づくりを進めるための高規格道路の重点的な

整備とともに、安全・安心で持続可能な地域づ

くりを目指し、県民生活に密着した道路の計画

的な整備を進めています。

このうち、西九州自動車道の松浦佐々道路に

ついては、去る7月19日に国からインターチェ
ンジの正式名称が発表され、また佐世保道路の

4車線化については、佐世保駅裏の高架橋工事
が本格的に始まるなど、順調に事業が進められ

ています。

東彼杵道路については、事業化の前段となる

計画段階評価手続きにおける第1回目の地元へ
の意見聴取が7月から着手されたところであり、
事業化に向けた手続きが着実に進められていま

す。

今後とも、地域の振興や安全・安心の確保を

図るための道路ネットワークの整備促進に努め

てまいります。

（石木ダムの推進）

石木ダム建設は、地域住民の皆様の安全・安
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心に直結する重要な事業であり、反対住民の

方々のご協力をいただき、円満に事業を進める

ことが最善と考えていることから、これまでダ

ム本体工事の着工を見合わせるなど、話し合い

の実現に向けて、最大限配慮してまいりました

が、話し合いの条件である工事中断の考え方に

隔たりがあり、話し合いは実現していません。

県としては、今後も条件が整えば、話し合い

の機会をいただき、生活再建等についても誠意

を持って取り組んでまいりたいと考えています。

また、工事については、去る9月8日、これま
で見合わせていましたダム本体工事に着工し、

また、付替県道の盛土区間についても再開した

ところであり、さらなる工事の進捗を図るため、

付替県道の延伸など、新たな工事についても発

注してまいりたいと考えています。

今後とも、石木ダムの早期完成に向けて、佐

世保市及び川棚町と一体となって事業の推進に

全力を注いでまいります。

（綱紀の保持）

平成29年度から令和元年度にかけて県央振
興局に勤務していた職員が、自らが監督員を務

める公共工事の請負業者1社から飲食の供応接
待等を受けたことが判明したため、職員に対し

て、令和3年8月6日付で減給10分1、3月の懲戒
処分等を行いました。

職員の服務規律の確保については、これまで

も再三にわたり周知徹底を図っている中で、職

員がこのような不祥事を起こしたことは、誠に

遺憾であり、県議会をはじめ県民の皆様に対し

まして、深くお詫びを申し上げます。

今後、県民の皆様の信頼を回復するため、職

員一人ひとりが法令順守はもとより、全体の奉

仕者として高い倫理観を持って行動するよう、

綱紀の保持の徹底に全力を尽くしてまいります。

そのほか土木部関係の主な所管事項について、

今回ご説明いたしますのは、令和3年8月11日か
らの大雨による被害等について、公共事業の再

評価、事後評価について、長崎県地方機関再編

の基本方針に基づく振興局見直し実施計画案に

ついてであり、内容は記載のとおりです。

なお、令和3年8月11日からの大雨による被害
等については、後ほど説明させていただきます。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

何とぞ、よろしくご審議を賜りますようお願

いいたします。

【中村(一)委員長】 次に、都市政策課長より、

補足説明を求めます。

【田坂都市政策課長】 第116号議案「都市計画
法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条

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。

「観光生活建設委員会課長補足説明資料」1
ページをご覧ください。

本条例は、市街化調整区域にかかる開発行為

等の許可の基準に関し、必要な事項を規定した

もので、今回、都市計画法及び都市計画法施行

令の改正に伴い、所要の改正を行うものでござ

います。

まず、条例改正の理由ですが、近年の災害に

おいて、浸水被害や土砂災害が多く発生してい

ることを踏まえ、令和2年6月10日に都市計画法
が改正され、開発区域に災害リスクの高いエリ

アを含まないことが明確化されました。

改正の概要は、課長補足説明資料3ページの
とおりですが、資料の中段の赤囲いにあるよう

に、市街化調整区域内の浸水ハザードエリアな

ど、災害リスクの高いエリアでの住宅等の開発

を抑制することとなっています。
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2ページをご覧ください。
まず、市街化調整区域とは、市街化を抑制す

べき区域として都市計画法に定められており、

開発行為について一定の制限がなされています。

市街化調整区域における開発許可や建築許可

については、法第34条第11号や第12号により、
許可できる区域を県の条例で規定しています。

おおむね50以上の建築物の連たん地域での許
可である法第34条第11号に関するものを条例
の第3条で、また、分家住宅の許可である法第
34条第12号と、政令第36条第1項第3号ハに関す
るものを条例の第5条と第6条で定めています。
条例案では、政令第29条の9に掲げる区域を

条例の区域に含まないこととしています。

1ページにお戻りください。
改正の内容ですが、市街化調整区域内で開発

許可や建築許可を認めない区域を条例により明

確化するものです。

開発許可や建築許可を認めない区域として、

政令第29条の9に掲げる区域を条例に記載しま
す。

具体的な区域としては、災害危険区域、地す

べり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災

害警戒区域などがあります。

なお、県内の市街化調整区域は、長崎市、佐

世保市、諫早市、長与町、時津町の3市2町にあ
ります。

長崎市、佐世保市、諫早市は、それぞれ市の

条例を定めるため、今回の条例の対象区域は、

長与町及び時津町のみとなります。

以上が改正の概要となります。

最後に、施行予定日ですが、改正された施行

令に合わせて、令和4年4月1日施行を予定して
おります。

以上で第116号議案の補足説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【中村(一)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。

【深堀委員】今の議案の件でちょっとだけお尋

ねをいたします。

今回、県の条例改正ですけれども、説明の中

でも長崎市、佐世保市、諫早市というところに

ついては、今回の県の条例改正は長与町と時津

町に及ぶわけですけれども、長崎、佐世保、諫

早、この地域については同趣旨、同じような中

身で改正が予定されているのかどうかをまずお

尋ねしたいと思います。

【田坂都市政策課長】県内の市街化調整区域の

ある3市2町のうち、中核市の長崎市と佐世保市、
そして権限移譲により事務処理を行う諫早市の

3市は、それぞれ条例を定めておりまして、予
定としては本年12月市議会での条例改正を予
定しているとのことでございます。

今、条例の中身については検討中ということ

をお聞きしております。今回の県の条例改正の

中身を見ながら検討されると思いますが、これ

は政令の改正に基づく変更でございますので、

そんなに大差ないといいますか、同じような内

容の条例改正になるものと思われます。

【深堀委員】当然、法令の改正に伴うものです

から、同趣旨になるというのは理解しています。

そこは確認をしっかりしておかないといかんの

かなとは思います。

もう一つだけ、非常に初歩的なことをお尋ね

して申し訳ないんですが、今回、改正の内容で

も示されているように第1号から第6号、それぞ
れ危険な地域が記載をされています。これは当

然のことですけれども、今、市街化調整区域を

指定していない3市2町以外の長崎県内の市町
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にも、当然存在する地域ですよね。今回、都市

計画法に基づく改正なんですが、そういった3
市2町以外の地域での開発のあり方、今の改正
内容の第1号から第6号に記載されている地域
の開発についての考え方というのはどういうふ

うになっているんですか。

【田坂都市政策課長】今、お話がありました第

1号から第6号まで、これにつきましては災害の
レッドゾーンと呼ばれる区域がこの前半までの

区域でございますが、それらのレッドゾーン等

につきましては、災害レッドゾーン、災害危険

区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区

域、急傾斜地崩壊危険区域などにつきましては、

それぞれの個別法でもって、まず建築物の規制

あたりが、まずこれはかかっております。今回、

この条例で位置づけておりますが、この区域は、

もちろん県下全部にかかっているところでござ

います。

そして、この3市2町のほか、今回の市街化調
整区域に関する変更でございますけれども、例

えば、お配りしておりますカラー刷りの3ペー
ジをご覧いただければと思います。今、ご説明

差し上げているのが赤囲いをしたところに関す

る条例の改正でございますが、その下の方を見

ますと、災害ハザードエリアからの移転の促進

ということで、市町村による移転計画制度の創

設でありますとか、その下には、県下立地適正

化計画を策定している市町村につきましては、

居住誘導区域から、この災害レッドゾーン原則

除外とかするような改正の内容も今回伴ってお

りますので、そういうのを含めながら、災害の

危険のある区域については規制をしていくとい

うことが行われると思います。

【深堀委員】私も理解がよくできない、わから

なかったんですけど、私が申し上げている、今

回、条例で、市街化調整区域で開発ができない

地域をまた明確にお示しをされたと。

今の課長の答弁では、そこに適用されない3
市2町以外の地域の危険な区域にあっては、そ
れぞれ個別法で規定をされているから、そもそ

もそこは開発ができないというような答弁だっ

たと思うんですね。そうであるなら、そもそも、

今回の改正は必要性があったのかというふうに

ならないんですか。その辺いかがですか。

【田坂都市政策課長】今回の条例改正といいま

すか、市街化調整区域というのが、そもそも開

発を抑制する区域でございます。そこに特例的

にこれまで開発とか建築を認めている区域につ

きまして、災害危険区域等が含まれている区域

というのが、実態として開発不適地であるにも

かかわらず、そういうのが含まれてきたという

実態があるので、そこはもう政令の方で区域を

限定して、その開発の区域から外すような、完

全に外すわけではないですけれども、そういう

改正ということで、市街化調整区域とそれ以外

の区域については、何といいますか、意味合い

がちょっと違うのかなというような気がしてお

ります。そういう改正だと思っております。

【深堀委員】わかりました。自分が一番懸念し

ていたのは、長崎県内で統一的に危険な区域で

すね、今指定をされている区域というのは危険

な区域ですから、そこは統一的に開発ができな

い。個別法に基づくものなのか、今回の条例改

正に基づくものなのかというのはあるんですけ

れども、基本的には同じ水準で、危険レベルに

応じて開発が抑制されているというふうに理解

をしていいですよね。確認だけです。

【田坂都市政策課長】今回の改正といいますか、

近年の災害が激甚化して、大雨災害も含めてで

すけれども、それで危険な区域につきましては、
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開発、また建築を抑制していこうという趣旨で

ございますので、それは今回、条例改正という

ことで市街化調整区域の適用ということでござ

いますが、今回、都市再生特別措置法等の一部

を改正する法律、3ページに付けておりますが、
このような内容ですので、そういう危険な区域

については、できるだけ開発等を抑制していく

という考えでございます。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
【八江委員】今の関連になりますけれども、諫

早も長崎都市圏の中で都市計画法に該当するわ

けですけれども、ハザードマップが1、2、3、4
というランクがあるわけですけれども、諫早市

はこれまで調整区域と市街化区域の差がありす

ぎて非常に困っておったものを、ここ数年前か

ら50戸連たん、40戸連たん等含めて緩和措置を
市としても進めてきていただいておったし、そ

してまた、この説明の中にもありますように、

条例を制定するものの中に、権限移譲により事

務処理を行う市、諫早市ということもあります。

そういう中で、今の都市計画法の一部見直し、

改正のことにこれがどこまで該当してくるのか

と、諫早市もどのようにこれが当てはまってい

くのかと、こう思ってよく見てみる中で、ここ

の1ページに書いてあります、今回の条例の対
象区域は長与町及び時津町の市街化調整区域の

みだと、こう書いてありますけれども、そのよ

うに理解をして、それ以外は、諫早市のその他

はこの対象外ということで考えてよろしいんで

しょうか。

【田坂都市政策課長】今回の県の条例の改正に

つきましては、この対象となる町が長与町と時

津町ということでございますが、これは県下で

市街化区域と市街化調整区域の区域区分をして

いる長崎市、佐世保市、諫早市についても、そ

れぞれ独自で条例を持っていますので、今回の

政令の改正に合わせて、それぞれの市で条例を

改正する必要がございますので、今のところ、

諫早市の方は本年12月議会での改正を目指し
ているということですので、内容は同様な内容

の条例改正の議案が上程されるものと思ってお

ります。

【八江委員】先ほど申し上げるように、諫早市

も長崎都市圏の中の一部でありまして、ご案内

のとおり諫早大水害も含めて、諫早市は低地帯

が多いということになりますと、このハザード

マップの1、2、3というランクの中でいけば、
結構低いところといいますか、低地帯のものが

多くなってくる。それがそのまま活かされると

すれば、今から、土地の見直しの問題の中で、

そこに該当されたら、いえば市街化調整区域の

中の緩和が難しくなってくるんじゃないかとい

う感じもするわけです。その点は、諫早市が条

例を出して、それを認めていくのか、いや、諫

早はこうだということで条例を出していけば、

それに合わせて指定されるのか知りませんけれ

ども、私たちにとってみれば、私も正直言って

市街化調整区域を見直すために30年間闘って
きたんですよ。諫早市の市街化調整区域は、昭

和45～46年に制定されて、もう50年近くなって
いますけれども、そのために人口減少とか、い

ろんなものが発生して、今ようやく見直しをし

ながら、人口拡大といいますか、定着人口の拡

大を図っておる中で、またそこで低地帯という

ものがそこに出てきて、ここはだめよ、あそこ

はだめよと言われると、その点は埋め立ててい

けばその限りじゃないということであれば別な

んですけど、あんまり指定を広げられても困る

なという私たちの感じがいたしますけれども、

その点は諫早市としっかり連携をしながら、そ
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して、まちづくりというものも、今の時代に合

わせたまちづくりも必要ですので、ハザードマ

ップだけのことでやられても困る向きがあると

いうことはしっかり申し上げたいんですけれど

も、その点はどのように考えますか。

【田坂都市政策課長】今回の条例改正の対象で

すけれども、これは諫早市も同様のことになる

と思いますが、市街化調整区域内で立地が許容

される建築物等で、許可不要のものと許可が必

要なものというものがございます。そのうちの

許可が必要なもののうちの34条の11号の50戸
連たん区域の戸建て住宅、これは諫早市の方に

ございます。第12号の分家住宅、収用移転建築
物などが対象となります。

今後、これらのものを立地する際、今回の条

例で定める災害リスクの高いエリアかどうかを

判断していくことになりますけれども、エリア

に入っていたとしても、例えば安全上とか、避

難所の対策が実施されると認められる区域、こ

れは県も今後規則、審査基準等でその辺は作っ

ていきますけれども、諫早市も同様だと思いま

すので、そういう区域ということで判断される

のであれば立地は可能となりますので、その辺

も条例改正と併せて、立地基準というか、審査

基準あたりも作成をしていきたいと思っており

ます。

【八江委員】 先般いただいたこの図面の中で、

本明川水系洪水・浸水想定区域図、想定最大規

模というものの中で色づけしてあるわけですね。

0.3未満から20メートルまで色づけがしてある。
その中に、市街に一番近いところで、極端に言

えば3.幾らというのもあるんですよ。そういう
ものが、そこに建築物ができないとなれば、非

常に大きな問題があるからということも併せて

それをお尋ねしているわけですので、それは今

後、諫早市と県との話し合いの中でしっかりと

市街化といいますか、まちづくりに影響がない

部分であると。私は特に諫早の小野について言

いますけれども、小野の新地の一番有明海に近

いところは色が濃くなって深い、ハザードマッ

プでは3から4メートルぐらいになってくると
思いますけど、山手の方というのはそうでもな

いわけですけど、そこをあんまり基準を部分的

にされると大変だなという思いがありましたの

で、今お尋ねしたわけです。しっかりとまちづ

くりに影響がないような施策に詰めていただく

ように、そして見直しをしていただくようにお

願いをしておきたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
【山田(博)委員】 それでは、第116号議案につ
いて幾つかお尋ねしたいと思います。

土木部長、この条例改正は、もちろん部で情

報共有はされておりますよね。

それでは、幾つかお尋ねいたしますが、道路

維持課長、この中に浸水被害とか土砂災害とい

うことで話がありましたけれども、この条例改

正の本題に入る前にお尋ねしたいことがありま

して、道路の側溝は何年毎の雨量というか、基

準で設計されているのか。道路建設課なのか、

多分道路維持課の方でやっていると思いますの

で、側溝は大体何年毎の雨量の計算に基づいて

設計をされているのか、まずお尋ねしたいと思

います。

【馬場道路維持課長】今、資料を持っていませ

んので、正確に調べてから報告したいと思いま

す。

【中村(一)委員長】 そうしたら、後ほど答弁を
お願します。

【山田(博)委員】 部長は知らないんですか。知
っているんだったら、お答えください。
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【奥田土木部長】正確に確認してからお答えさ

せていただきます。

【山田(博)委員】 都市政策課長、お尋ねします
けれども、この条例改正というのは、浸水被害

と土砂災害が多く発生しているということを踏

まえて条例改正するとなっています。

その中で浸水被害というのは、そもそも排水

がうまくはけないという話があっていて、この

開発許可とかなんかというのは、雨量の排水の

計画というのは、5年に1回の確率で雨量強度を
されていますということで理解していいんです

よね。間違いありませんか、そこだけお答えく

ださい。

【田坂都市政策課長】 5年に1回の確率で間違
いございません。

【山田(博)委員】 それでね、土木部長、森林の
方は、排水の施設は10年に一度の雨の確率でや
っているんです。この都市計画法の開発の許可

を改正する前に、農林部の森林開発というのは

10年に一度の基準でやっているんですよ。この
都市計画というのは5年に一度なんです。
森林法というのは、平成30年に法を改正して、

今日に至っているんです。

都市計画法ですると言っていますけれども、

浸水被害のために区域をああだこうだと言って

おりますけれども、そもそも浸水被害のために

変えるというのに、もともとの開発許可基準と

いうのは見直さないといかんのじゃないかと思

っているんですよ。

大体先ほど、部長は、これは情報共有をして

いると言っていましたけれども、浸水被害があ

るからということで部全体で共有しているので

あれば、道路維持課でも何年に一度とぱっと答

えないといけないんだ、本当は。答えられるよ

うになったんですか、じゃ、答えていただいて、

またいろいろと話をさせていただきたいと思い

ます。

【馬場道路維持課長】一般的に道路管理上、構

造上、重要性の高い盛土とか、沢部の盛土とか、

道路横断側溝につきましては、30年程度という
ことでございますけれども、一般的には10年と
いうことでございます。

【山田(博)委員】 10年なんですよ。部長、私は
法律上の基準では5年と言っているけども、普
通の道路だって10年としているのに、災害で危
ないから、浸水被害で条例改正してせんといか

んと言っておきながら、肝心かなめのそういっ

た開発基準というのが都市計画法で5年という
のはどうかと思うんですよ、これ。そこを一緒

にやっていただかないと、片方ではこうする、

片方ではちゃんとやってなければいかんから、

部長、この件は知っていましたか。こういうふ

うに道路の排水の差があるというのを知ってい

ましたか、知りませんでしたか。そこをお答え

ください。

【奥田土木部長】それぞれで違いがあることに

ついては承知していました。

【山田(博)委員】 知っていたら、それはやっぱ
り法律はそうであっても、長崎県はそういった

災害にこれからせんといかんというふうになれ

ば、そこは県の方としてもしっかりと、そこの

災害の対応をどうするかというのは考えんとい

かんのじゃないですかね、それは。

というのは、特別警戒警報が令和3年8月にも
出ました。知っていますか、この特別警戒警報

が出たというのは。昨年、令和2年7月に出てい
るでしょう、これね。令和元年は2回出ている
んですね。それを踏まえますと、やっぱりそう

いったのもしっかりとやらないといけないと思

うんです、まず、そもそも、その開発の許可の
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基準というのも。この法律改正も必要だけれど

も、それは部長、どうですか。

【奥田土木部長】公共施設を管理する立場とし

てどれくらいの雨を見込むかという話と、民間

の方々の開発の許可というのは、最低限これだ

けは絶対ですよというところで求めるものとで、

それを一律同じものにするかというと、そこは

議論の余地はあろうかと思っております。

また、側溝を、確率を高いものにすれば、全

てが本当にうまくいくかというと、例えば流末

の出ていく排水の先がきちんと整備されていれ

ば問題はないんでしょうけれども、現実、日本

の多くの流末から先のところの整備の状況から

すると、受け皿としてしっかりと、まだまだ整

備が足りていない。そこに雨水を一気に流出さ

せるということが、本当にいいことなのかどう

かと、バランスのところからですね。その辺は

いろいろと検討、議論する余地はあろうかと思

います。特に、宅地、市街地において、速やか

に雨水を川に流すということよりも、むしろ自

分の土地でしっかりと、なるべくゆっくりと流

出させるんだ。まずは自分の敷地の中で自分の

地下に浸透させるとか、そういったことも含め

て検討するというのが、例えば流域治水のあり

方でも今議論されているところですので、そこ

はいろいろな観点から検討する必要があろうか

と思っております。

【山田(博)委員】 部長、これは単なる開発だっ
たら私もわからないでもないんだけれども、こ

こに条例改正の理由というのは、「近年の災害

において浸水被害や土砂災害が多く発生してい

ることを踏まえて」と書いているんだよ。だか

ら、私は言っているんですよ。

参事監、あなたはさっきから書類を見て納得

していたけれども、あなた、意見があるんだっ

たら答えてもらえませんか。

【坂田土木部参事監】すみません、都市計画法

に基づく開発行為に対する許可の基準というこ

とでございます。

先ほど部長がお話したとおり、基本的には開

発行為に対してどう許可できるかという最低ラ

インというところがございます。

先ほど話したように、浸透させて水を処理す

るという話もございますし、開発エリアの中に

調整池をどうやって確保するかという話もござ

います。全体の中でどう処理するかというのは、

本当に難しいところがございまして、なかなか

基準がきれいに整合していないというところも

含めて考えていく必要があるのかなというふう

に思っております。

【山田(博)委員】 部長、私はなぜこれを言った
かというと、五島の公園があったでしょうが。

あなた方は海に流そうとしていたんだよ。私が

言ってから浸透するようになったんだよ。だか

ら、私はあえて言っているんだよ。最初からそ

んな答弁をすりゃわかるけども、許可する時は

そんな許可をしとったんですから。だから、あ

えて私は言っているんですよ。

だから、参事監、あなたも浸透とか、段階的

にすると言うんだったら、長崎県もこの浸水被

害をなくすためにするというのであれば、そう

いった基準のあり方も考えんといかんと思うん

ですよ。参事監、あなたはそれが得意分野でし

ょうから、どうですか。

【坂田土木部参事監】今、委員におっしゃって

いただきましたとおり、考えなきゃいけない内

容というのは非常に多くなっているというとこ

ろはございます。

先ほど来、紹介させていただいております今

回の条例改正につきましても、国土交通省にお
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いて河川の管理をやっている部局と都市計画を

やっている部局、それぞれがやれる範囲のこと

を持ち寄って、今の段階でできる法改正という

ものを実施されたと。それに基づいて、今、県

の方でやれることをやらせていただいたという

ところでございます。

本当に、災害に対してどう対処するかという

のは、予断のないところはございますので、我々

の方としても、もうこれで全てが解決するとは

思っておりませんけれども、やれることについ

ては逐次対応させていただければと思っており

ます。

【山田(博)委員】 きちんとやっていただきたい
と思うんです、これはね。そういったことにな

ってないからですね。

2ページのその他の中に、周辺における第5条
関係とありますね。この中に、公営住宅とあり

ますね。要するに、浸水被害とかがあってはい

かんということで、部長、住宅課長になるんで

すかね、国が今年の2月に公営住宅における安
全対策ということで、災害のリスクの点検をし

なさいとなっていましたけれども、これに基づ

いてちゃんと把握しているんですか。この条例

改正をして、公営住宅、県の場合は県営住宅で

すけど、そういった災害リスクというのはどれ

だけあるかというのをちゃんと把握しているん

ですか、そもそも。本当なんですか。

【高屋住宅課長】県営住宅については、そうい

った危険区域に入っているかどうかということ

は、今確認をしております。

【山田(博)委員】 ということは、今確認してお
りますということ、確認中で終わってないんで

すか。令和3年2月になっているんですよ、これ。
【高屋住宅課長】エリアに入っているかどうか

については、確認済みでございます。

【山田(博)委員】 もうちょっと、教えてもらえ
ません、どうなっているのか。

【高屋住宅課長】今、手元に詳しい資料がござ

いませんので、後ほどでよろしいでしょうか。

【山田(博)委員】 部長ね、単なる条例改正とい
えども、これは災害に関していろいろと関係す

ることだから、緊張感を持ってやらないといけ

ないと思うんですよ、これは。あえてそれを指

摘しておきます。

もう一つ、この中に建築確認申請とあります

ね。この前、河川に県有地がかかっているとい

うことで、建築確認申請する際には、県有地と

か、公有地にかかるかかからんか、ちゃんとチ

ェックをしないといけないというふうになりま

したけれども、あれはその後どうなりましたか。

これに関して、この建築確認申請とも関わって

くるので、ちょっとお尋ねしたいと思います。

【大安土木部次長】前回の委員会の中で、委員

からもご指摘がございました。建築確認申請で、

河川の不法占有の案件につきまして、事後の対

応としてどうしていくかということでございま

した。これを受けまして、建築確認が申請され

た際に、申請敷地が県公有地に接するような場

合については、建築の主務課の方から、管理主

務課の方へ図面等を提供していくと。そして、

その提供を受けました管理主務課におきまして

は、敷地の境界ができるようなものについては、

影響がないかの確認をして、必要がある場合は

建築主務課と連携しながら、できるところの是

正の指導等を行っていくということの中で、先

般、通知を各振興局へ通知をして対応を行って

いるところでございます。

【山田(博)委員】 どうもありがとうございまし
た。

それで、これは都市計画課長、時津、長与の
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方にこういった市街化調整区域とか、開発を踏

まえた条例改正ですけれども、私が都市計画の

中に、こういった開発の中に道路とかも関わっ

てくるんですか、今後。どうなんですか。道路

整備とかなんかに影響が出てくるんですか、出

てこないんですか、そこをちょっとお尋ねした

いと思います。

【田坂都市政策課長】今回の対象といいますの

が、11号、12号の建物を建てられる区域と用途
等でございますので、特に道路等には影響しな

いと思っております。

【山田(博)委員】 そうであればいいんですけど、
かつて平成14年7月に長崎の都市計画道路で
3・4・404号線のほか1路線の変更ということで、
これは地元の長与と県と長崎市でつくった事業

が、まだつくっていないもんだから、こういっ

た市街化調整区域がこういった道路の整備計画

に影響が出るんじゃないかと危惧したものです

から、それは大丈夫なんですね。そこだけお尋

ねしたいと思います。

【田坂都市政策課長】委員おっしゃった道路に

つきましては、市街化区域内の道路でもござい

ますし、先ほど言いました宅地等とは関係ござ

いませんので、影響ございません。

【山田(博)委員】 どうもありがとうございまし
た。資料がきてから、また質問させていただき

たいと思います。一旦終わります。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
ここで暫時休憩いたします。

― 午後 ２時１５分 休憩 ―

― 午後 ２時２０分 再開 ―

【中村(一)委員長】 会議を再開します。
ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 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〕

【中村(一)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116号議案は、原案のとおり可決すること
にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、条例議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。

次に、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。

審査対象の陳情番号は、41、42、43、45、
49、51、52、53、56、58、60、以上です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【山田(博)委員】 まず、陳情番号41番の大村市
の要望で、郡川改修事業及び佐奈河内川災害復

旧助成事業の推進についてとあるんですが、特

に郡川ね、これは事業期間が平成9年からとい
うことになっておりますが、これはなぜここま

で、こういうふうに事業期間が長いのかお尋ね

したいと思います。

【松本河川課長】郡川の河川改修についてのお

尋ねかと思いますけれども、2級河川の郡川に
つきましては、これまで萱瀬ダムの整備をまず

行いまして、嵩上げ工事が約20年くらい前に終
わっております。その後、下流の方から、平成

9年を事業スタートとしまして、橋梁の改築、
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堰の改築、護岸等の改築を今現在行っていると

ころです。

一般的に河川整備計画では、今日、午前中の

質疑でも河川整備計画についてのお尋ねがあっ

たと思うんですけれども、通常河川というのが、

整備計画を立てるのはおおむね20年から30年
の間の河川の方針について決めて、それにのっ

とってやるということです。この平成9年から
令和12年が長いかというのは、ちょっと我々の
認識からすれば、決して長い期間というふうに

は考えていないところです。

我々、河川改修をやる時に河川整備計画とい

う河川法に基づいた整備をやっているんですけ

れど、これが通常20年から30年の期間の河川の
整備の内容等を定めたものでございまして、郡

川につきましては、これまで萱瀬ダムの嵩上げ

等、災害復旧等をずっとやってきたんですけれ

ども、一定計画に基づく整備としては、そう長

い期間じゃないというふうに考えている次第で

ございます。

【山田(博)委員】 郡川が平成9年から令和12年
まで、別に長くないんだと。こんなのは当たり

前だということでありますけれども、それじゃ

お尋ねしますけれども、河川課長、河川整備法

はいつ制定されたんですか、お答えください。

【松本河川課長】河川法が改正されたのが平成

10年、11年ぐらいじゃなかったかと思っていま
す。

【山田(博)委員】 おかしかね。河川課長、あな
たは先ほど、河川法が平成10年から制定された
ということでありました。河川法に基づいてや

っているということでありましたけれども、郡

川は河川法に基づいてやっていると、平成9年
じゃないか。あなたは、河川法に基づいて平成

10年からやっているんですよと言ったんです

よ。これは、事業期間は平成9年からじゃない
ですか。どっちなの。

【松本河川課長】新しい法が整備されて河川整

備計画というのを策定するようになっていまし

たけれども、それまでは河川工事実施基本計画、

これに基づいて河川事業をやってきたという記

憶がございます。

【山田(博)委員】 土木部長、私がわかりにくい
のは、これは河川整備法というか、基本的な河

川整備法とか、河川法とありますけれども、こ

の基となる河川法というのが何年に制定をされ

て、改正されて最新はどうなっているかという

のをわかりやすく説明していただけませんか。

先ほど、20年、30年河川にかかったって、そ
れは問題ないんですよと言うけれども、10年た
ったら一昔だから、今は。10年、20年で雨量の
計算とか変わってくるんだから。県議会議員で

も10年、20年したらがらっと代わるんですよ。
そういうことを考えれば、ちょっとこれは法律

に基づいてやっているから20年、30年かかって
も当たり前だと言うけれども、それは地元の人

たちは、法律に基づけばそうかもしれんけど、

整備の期間としてはよ。

今回、甚大なる被害を受けたわけだから、そ

うは言ってもですね。だから、大村市だけ要望

が上がっているじゃないですか。そこをしっか

りと踏まえた上でやって、こういった要望に対

してしていかないと、今の話は法律に基づいて

やっているから、やっているからと、そんな20
年、30年かかるのは当たり前ですよとか言われ
たら、この要望書を審査するに当たって、こん

な審議にならないよ。どうですか、見解をちょ

っと聞かせていただきたいと思います。

【奥田土木部長】河川法もものすごく長い歴史

のある法律でして、この河川整備の基本方針、
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それから河川整備計画、これらが法律に位置づ

けられたのが平成10年、11年そのあたりぐらい
だったと記憶しておりますけれども、それ以前

は、先ほど河川課長が申し上げましたとおり、

河川毎に河川工事の実施計画というふうなもの

でやっていた。それが改めて法律が改正されて、

河川整備基本方針、あるいは河川整備計画を策

定するようにというふうな位置づけになったの

で、それらが改めてそこに生まれ変わったとい

う形になっています。正確な年数は、また後ほ

ど報告があるかと思いますけれども。

いずれにしても、まず、河川整備の基本方針

というのは100年に一度とかいう非常に長いス
パンでの雨に対してどう考えていくのかという

ところを基本方針として、まず、全国的にもあ

る程度これくらい担保しなきゃいけないよねと

いうふうな考え方の中で、横並びで見ながら決

めていくものですけれども、その中でもやはり

河川の事業というのは非常に息の長いものです

から、当面20年から30年の間に、なるべく早く
効果を発現するために、どこから順序立てて工

事をやっていくのかというふうなものを改めて

定めたものが河川整備基本計画になっています。

この河川整備計画ですけれども、大体20年か
ら30年ということで、ここの郡川についても事
業期間が今の河川整備計画では平成9年から令
和12年度までの計画に基づいて着実にやって
いこうというふうな計画になっております。

我々河川管理者としては、なるべく早くその

効果が発現できるように予算確保に努めながら

やってきていますけれども、どうしてもできる

ところからやっていくというものではなくて、

基本的な考え方、どうしても下流からやってい

く。上流をやってしまうと、一気に水が流れて

下流であふれてしまうということになりますの

で、川は必ず下流から、左右岸のバランスを見

ながら、どちらかの左岸、右岸からやってしま

うと、また片一方の方があふれてしまいますか

ら、そのあたりを順序だてて、関係者の理解、

協力を得ながらやっていくということで、どう

しても息の長いものにならざるを得ないんです

けれども、そこはゆっくりやっていればいいと

いう話じゃございません。我々としては、なる

べく早く効果が発現できるように努力していき

たいと思っております。

【山田(博)委員】 土木部長、下からやらんとい
かんと。右岸とか左岸とか、うまく均衡とって

やらんといかんというのはわかるんです。しか

し、河川課長から、20年、30年は当たり前なん
ですよと言われたら、この陳情した人たちから

すると、それはないでしょうとなるじゃないか

と私は言っているわけだよ。もっと言ったら、

血も涙もないじゃないかと思っているわけだよ、

河川課長。あなたみたいに優秀な人が、なんで

すぐばっさりやるのか。そうじゃなくて、部長

みたいに、一生懸命頑張っていきますと言うの

だったら、光も差すんだけれども、光も差さな

いようなことを言うから言ったんですね。河川

課長、以後気をつけていただきたいと思います。

要望の18番に一般国道205号の早期事業化に
ついてということで、佐世保から東彼杵町のい

わゆる東彼杵道路の早期の事業計画とあります。

これはどのような状況になっているんですか。

【馬場道路建設課長】 18番の一般国道205号、
東彼杵道路の早期事業化ということについての

取組状況でございますけれども、現在、今年の

2月に計画段階評価の第1回委員会が開催され
たところでございまして、7月からは関係機関
への意見聴取が行われているところでございま

す。
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新型コロナウイルスの関係もあって、オープ

ンハウス等の実施は少し中断しているところで

ございますけれども、ヒアリング調査であると

か、そういったことについては順次進めていた

だいております。

我々としましても、早期事業化といったとこ

ろに向けて、関係市町と連携しまして、国の支

援、また要望等を行っていきたいと考えている

ところでございます。

【山田(博)委員】 いつも大体そういった頑張っ
ていますと言うのはわかるんですけれども、何

か明るい兆しというか、何かありますか。手応

えを感じていますか。

【馬場道路建設課長】計画段階評価の手続を進

めていただいているということにつきましては、

新規事業化に向けての手続ということでござい

ますので、我々としては事業化できるものと期

待をしているところでございます。

【山田(博)委員】 大体いつ頃なりそうだという
手応えを言ってもらえませんか。

【馬場道路建設課長】国の方でやっていただい

ているところで、必ずしも決まった年限ではご

ざいませんが、通常、計画段階評価の手続とい

いますのは、3年から4年というところ、その後
またこの区間については環境アセスとか、都市

計画の決定手続といったところもした後での事

業化となりますので、やはりもうしばらくかか

るのかなと思っているところでございます。

【山田(博)委員】 引き続き、事業化に向けて頑
張っていただきたいと思います。

陳情番号66番も入るんですか。
【中村(一)委員長】 入っていません。
【山田(博)委員】 これは担当にはなってない。

これは災害に対する支援になっていますけれど

も、これは議案外の集中審査で話したいと思い

ますので、準備しておいていただけませんか。

この雲仙のホテルの山の災害の原因がちゃん

とわかるように準備しておいていただきたい。

調査とか現状とか、それも含めているでしょう

から、どうぞよろしくお願いします。

私ばかりできませんので、一旦終わります。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【八江委員】 陳情の45の5ページになります本
明川ダムの件と、併せて23ページ、本明川の抜
本的な治水対策というのがありますけれども、

前に本明川ダムの工期が2024年から、完成が
2032年に8年間延長されたという発表がありま
した。そのことについて、非常に地元の者とし

て危惧をしているものが大いにあります。

というのは、今日、非常にゲリラ豪雨とか、

集中豪雨とか、1年間の日本の災害は洪水対策
といいますか、大雨対策ということになってき

ますと、本明川ダムを造ることによって、昭和

32年の諫早水害を防ぐために造っていただく
ものでありますが、それ以上の雨が今は降って

いるとすれば、8年間の間にそういったものが
こないとも限らないということから、本明川水

系の大水対策について、非常に危惧をしている

ということでありますので、これは一日も早く

完成をするように、お願いはもちろんそれぞれ

してはあると思いますけれども、工法等を含め

て短縮できるように、強く県としても求めてお

かなきゃならないんじゃないかと。直轄事業で

国交省の発表でありましたから、鵜呑みにはし

てないと思いますけれども、仕方ないなという

ほどの受け止め方じゃなかったかなと思ってお

りまして、そうなりますと、非常に大水害とい

うものが心配になります。それを一日も早く対

策するためにはどのようにすればいいかという

ことを県当局としても考えていかなきゃならな
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いことは、前も申し上げたかと思いますけれど

も、特に土木部長は国交省からの出向でもあり

ますので、それを強く強く求めていただきたい

と思いますけれども、諫早の大水害が二度と繰

り返されないようにというのが、これまでの

我々長崎県での謳い文句でありましたので、そ

のことは確認をいたしたいし、またお願いした

いと思いますけれども、いかがですか。

【奥田土木部長】諫早大水害というのは、本当

に大きな大きな被害でありました。この苦しい

思いを次の世代に味わわせてはいけないという

ことで、やはり一日も早い本明川ダムの完成と

いうものは、我々も求めていかなければならな

いというふうに思っています。

また、県としてもやるべきことは、地元に対

する協力、調整等やることはありますので、で

きることはまずしっかりやらせていただいたう

えで、さらに予算の確保に向けて、また諫早市

とも一緒になって、国に対して予算を要求して

いきたいと思っております。

いずれにいたしましても、事業の完成予定の

期間が延びましたけれども、一日も早くそれを

取り戻せるように頑張っていきたいと思います。

【八江委員】 諫早大水害が昭和32年、長崎大
水害が昭和57年、大型の水害が、日本の中でも
有名な先進地みたいなことになっておりまして、

今は全国がそのような状況になってくると。そ

うなると、明日、明後日に起きてもおかしくな

いぐらいの状況になることを考えれば、もう少

し延びた原因ですね。我々も説明の中で受ける

と、もう少しこういうところが足りなかったん

じゃないかなと、こうすればよかったんじゃな

いかというのが多分にあります。そういったも

のを詰めてしっかりとやっていただかないと、

下流に住んでいる諫早市民13万人余の人たち

が非常に不安であるということを感じておるこ

とを強く申し上げて、再度詰めていただきたい

ということだけ申し上げておきたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問がありますか。

【坂口委員】 陳情番号45番、諫早市政策要望
の中の11、幹線道路の整備促進についての（1）
207号の改良、整備促進、これの⑤ですね。猿
崎町～高来町金崎間の東長田拡幅の延伸という

要望については、別途いただいている陳情・要

望事項対応要旨というものの663ページには、
対応として「事業進捗には地元の理解と用地取

得が重要であることから、市の協力をお願いし

ます」と。協力をお願いすることが対応という

ふうになっているんですが、この件について動

きがあるのかどうか、まずそれについて確認し

たいと思います。

【馬場道路建設課長】 国道207号東長田拡幅の
取組についてということでございます。

今年度予算につきましては、昨年度の補正予

算と合わせて3億円の予算がございまして、そ
れでしっかり用地の取得を進めていきたいと考

えているところでございます。

また、一部用地の解決が図られたところから

工事にも着手したいということで準備を行って

いるところでございます。

用地取得については、諫早市の皆様方、もち

ろん地権者の皆様方、地元の皆様方のご理解、

ご協力を得ながら進めていくということでござ

いますので、諫早市とも連携して取り組んでい

るところでございます。

【坂口委員】 すみません、確認ですけれども、

猿崎町～高来町金崎間の延伸について、用地取

得を進められているという理解でよろしいです

か。

【中村(一)委員長】 暫時休憩します。
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― 午後 ２時４１分 休憩 ―

― 午後 ２時４１分 再開 ―

【中村(一)委員長】 会議を再開します。
【馬場道路建設課長】現在、進めている箇所に

つきましては、正久寺町から猿崎間の1.9キロに
ついてということでございます。

【坂口委員】なので、一番最初に伺った質問は、

猿崎町から高来町金崎間の延伸について、実際

にどういう動きがあるのかどうかということを

伺っておりますので、その点について回答をお

願いします。

【馬場道路建設課長】 申し訳ございません。

現在進めている工区の北側の工区ということ

になりますけれども、ここにつきましては、ま

だ特に取組等はございません。今後、今進めて

いる箇所を早く整備するというようなことと考

えております。

【坂口委員】で、地元からの要望に対してここ

での回答ですね、「事業進捗には地元の理解と

用地取得が重要であることから、市の協力をお

願いします」と。市からの要望に対して、要望

でお答えしているような格好になっているんで

すが、この点については少し対応の仕方を考え

ていただければと思いますが、いかがでしょう

か。

【奥田土木部長】 ここの663ページの県の対応
の一番下の丸ですね、これは全体にかかるお話

でして、いわゆる事業の促進のためにはどうし

ても用地が取得できないと進まないので、そこ

は何とぞ地元としても、諫早市としてもご協力

をお願いしたいというふうな意味で一番下の丸

はあります。

今、坂口委員のご指摘の東長田拡幅のさらに

延伸の部分は、本当にどうやっていくのかとい

うところの整備手法も含めて、ここは検討が必

要で、そこは今後の課題だというところを⑤に

書かせていただいていますので、この⑤のとこ

ろとその下の丸とは少し切り離してお考えいた

だければと思っております。

【坂口委員】すみません、見方が間違っており

ました。ありがとうございました。

【中村(一)委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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ついて、大雨

災害関係及び盛土の点検に関する説明を受けた

後、この件に関する質問を行うことといたしま

す。

お手元に資料を配付しておりますので、確認

をしてください。

まず、部長から概要説明を求めます。

【奥田土木部長】 令和3年8月11日からの大雨
による被害について。

九州北部付近に停滞した前線の活発な活動に

より、西日本の広範囲で大雨が降り続き、西日

本の4県で警戒レベル5相当の大雨特別警報が
発令され、河川の氾濫や土砂災害等が各地で発

生するなど、甚大な被害をもたらしました。

県内においては、8月14日未明に大雨特別警
報が発令され、8月の降雨としては平年の3倍を
超える総雨量となり、県管理国県道や河川など、

県本土の広範囲で公共土木施設被害が発生し、

県全体での被害額は、約59億円となっています。
そのため、被災箇所については、速やかに応

急対策等を講じるとともに、去る8月21日には、
棚橋内閣府特命担当大臣の本県での視察に際し、

さらに、8月25日には、赤羽国土交通大臣の本
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県での視察に際し、災害復旧事業の早期実施な

どの緊急的な要望を行ったところです。

また、盛土の点検については、7月3日に発生
した静岡県熱海市における土石流災害を受けて、

県内の大規模盛土造成地について、長崎県独自

の緊急点検を行いました。

その後、国から盛土による災害防止に向けた

総点検を行うよう要請され、現在、点検対象箇

所の抽出を進めているところです。

大雨による被害状況と盛土の緊急点検の概要

について、関係各課長からご説明いたします。

【中村(一)委員長】 ありがとうございました。

次に、補足説明を求めます。

【松本河川課長】公共土木施設の被害状況につ

いてご説明いたします。配付資料の1ページを
ご覧ください。

8月の大雨による県及び市町が管理する公共
土木施設の被災箇所は、全体で283箇所、うち
県管理施設は46箇所となっております。
被害の総額は59億3,400万円で、うち県管理

施設が22億4,000万円となっております。
次に、被害の内訳ですが、道路関係で162箇

所、うち県管理が46箇所、被害額は47億6,400
万円、うち県管理が19億6,500万円となってい
ます。

河川関係ですが、116箇所のうち、県管理が
17箇所、被害額は10億9,900万円、うち県管理
が2億5,500万円となっております。
港湾関係で県管理施設1箇所が被災し、被害

額は1,000万円となっております。
都市関連の公園で4箇所、うち県管理が2箇所、

被害額は6,100万円、うち県管理が1,000万円と
なっております。

次のページに県管理河川の被災箇所と市町別

の被災件数を掲載いたしております。また、被

害の大きかった3河川について、被災状況の写
真を掲載いたしておりますのでご覧ください。

災害復旧については、応急対策が必要な箇所

は早急に対策を講じたうえで、災害査定後に発

注することといたしており、国や関係市町と調

整し、速やかに災害査定を実施し、早期着手、

早期復旧に努めてまいります。

以上でございます。

【馬場道路維持課長】 資料の3ページをご覧く
ださい。

令和3年8月11日からの豪雨による県管理国
県道の交通規制状況についてご報告いたします。

次の4ページの地図をご覧ください。
9月24日現在、県管理道路におきまして、オ

レンジで示しております5箇所で全面通行止め、
青で示しております11箇所で片側交互の通行
規制を行っております。

なお、地図には記載しておりませんが、佐賀

県唐津市の県道におきまして、8月15日に地滑
りにより被災したため、全面通行止めとなって

おり、松浦市鷹島町の住民の生活に大きな影響

を及ぼしておりましたけれども、佐賀県より、

9月24日に片側交互通行規制になったと連絡を
受けております。ご報告いたします。佐賀県の

案でございます。

次に、3ページにお戻りください。
ここで主な通行規制箇所として、全面通行止

めの4箇所と片側交互通行規制の1箇所につい
て写真にて説明をいたします。

次に、5ページの写真①をご覧ください。
写真①は、県道野母崎宿線、長崎市宮摺町に

おいて、8月13日に道路が崩壊し全面通行止め
を行っておりましたが、仮設の歩道を山側に設

置しまして、8月31日に歩行者のみ通行できる
ようになりました。現在、写真のとおり、仮設
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道路の工事に着手しており、9月末を目標に片
側通行できるよう進めているところでございま

す。

次に、右側の写真②をご覧ください。これは

県道奥ノ平時津線、長崎市琴海形上町において、

8月14日に道路が崩壊し全面通行止めとなって
おります。現在、仮設道路の工事に着手してお

りまして、10月中旬を目標に片側通行できるよ
う進めているところでございます。

次に、6ページの写真をご覧ください。
左側③でございますが、県道扇山公園線、西

海市大瀬戸町雪浦幸物郷において、8月14日に
路肩が崩壊し全面通行止めを行っております。

現地調査の結果、地滑りの兆候があるというこ

とで、学識経験者の意見を聞きながら、現在、

地滑り調査に着手したところでございます。

通行止めは長期化すると予想されますが、迂

回路として西海市道がございますので、大型車

は通行できませんが、当分の間は西海市道を利

用していただくこととなります。

次に、右側の写真④をご覧ください。

これは県道獅子津吉線、平戸市船木町におい

て、8月25日に道路の法面が崩壊し全面通行止
めとなっているところでございます。写真のと

おり、山腹崩壊の規模が大きく、崩土や転石が

道路全体に堆積しておりまして、海側の擁壁も

被災している状況でございます。現在、本復旧

に向けた検討を進めておりますが、被災規模が

大きいため、規制解除までは時間を要すると考

えております。

次に、7ページの写真⑤をご覧ください。
国道202号、長崎市赤首町において、8月17

日に路肩が崩壊し全面通行止めを行っておりま

したが、山側に1車線の仮設道路を整備しまし
て、9月2日より、終日片側通行に切り替えたと

ころでございます。現在、地質調査や設計を進

めておりまして、年内には復旧工事に着手し、

早期完成を目指してまいります。

その他の通行規制箇所は、先ほどの3ページ
の地図をご覧ください。

県民の安全・安心の確保のために一日でも早

く復旧工事等を行い、交通の確保に努めてまい

ります。

以上で説明を終わります。

【浅岡砂防課長】 資料の8ページをご覧くださ
い。

引き続き土砂災害被害状況について補足して

説明いたします。

今回の大雨により、がけ崩れ等が63箇所発生
しております。この63箇所には、道路法面の崩
壊や宅地の石垣等の崩壊など、小規模ながけ崩

れなども含んだ箇所数となっております。

人的被害としましては、死者3名、重傷者1名、
これは雲仙市小浜町小地獄地区で発生した災害

による被災でございます。この災害に関しまし

ては、森林整備室の所管となっております。

また、家屋被害は8棟、小屋等の非家屋被害
が2棟発生しております。
そのほか地すべり被害が1箇所と、松浦市高

野地区において地すべり対策工事を施工中の箇

所で斜面崩壊が発生しております。

今回の大雨で発生したがけ崩れのうち、7箇
所について市町が事業主体の災害関連地域防災

がけ崩れ対策事業を予定しております。

以上で説明を終わります。

【田坂都市政策課長】 説明資料9ページをご覧
ください。盛土の緊急点検についてご説明いた

します。

本年7月3日に発生した静岡県熱海市の土石
流災害を受け、本県においても4年連続で特別
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警報が発表されるなど、災害が頻発化し、激甚

化し、土砂災害のリスクが高まる傾向にあるこ

とから、大規模な盛土造成地等を抽出のうえ、

長崎県独自の緊急点検を行いました。

点検箇所として、住宅団地のように建物が建

築されるなど、宅地として利用されている大規

模盛土造成地790箇所のうち、土砂災害警戒区
域、土石流の区域内、あるいはその上流部にあ

る大規模盛土造成地145箇所を抽出し点検を行
いました。

点検は、中核市である長崎市及び佐世保市は

それぞれの市が主体で、長崎市及び佐世保市以

外は、市町の協力のもと県が主体で行いました。

県内の点検箇所145箇所のうち、県が点検し
た箇所は26箇所、長崎市が点検した箇所は97箇
所、佐世保市が点検した箇所は22箇所であり、
市町毎の箇所の内訳は10ページに記載のとお
りです。

7月13日に現地点検に着手し、職員が現地で
目視にて、クラック、湧水など、盛土法面等の

異常の有無を確認しました。

点検結果についてですが、今回、緊急点検を

行った大規模盛土造成地145箇所については、
異常は見られませんでした。

なお、点検結果は、県と長崎市は8月6日に、
佐世保市は8月10日に公表しております。
その後、国から盛土による災害防止に向けた

総点検を行うよう要請され、現時点でお配りで

きる資料はございませんが、現在、土地利用規

制等を所管する関係部局と連携しながら、許可、

届け出資料等を基に点検対象箇所の抽出を進め

ているところです。

以上で盛土の緊急点検の内容につきましての

説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

【中村(一)委員長】 ありがとうございました。

それでは、この件についてご質問を承ります

が、一人当たりの質問時間は、理事者の答弁を

含め最大10分を目途にお願いしたいと存じま
すので、ご協力のほどをよろしくお願いいたし

ます。

それでは、何かご質問はありませんか。

【松本委員】それでは、質問させていただきま

す。

先ほどの報告では、8月11日のがけ崩れが63
箇所ということでございました。4年連続大雨
特別警報が出されているということで、土砂災

害が近年発生している状況を確認させていただ

きました。

平成29年が39箇所だったのに比べ、平成30
年が147箇所、令和元年が120箇所、令和2年が
198箇所ということで、やはり大雨が増えてい
るのに比例して土砂災害が実際に発生している

という状況に大変な危機感を感じている次第で

ございます。

やはり県民の方が一番おそれているのは、自

分たちの住む区域で、いつ発生するかわからな

いという、そして、どこが危ないのかというの

が一番気になるところであると思います。

今回、かなりの件数、63箇所出ておりますが、
県として、まず県内に土砂災害のおそれのある、

いわゆる土砂災害警戒区域、これは何箇所ある

のか、まずお尋ねをいたします。

【浅岡砂防課長】土砂災害警戒区域は、地すべ

り、土石流、急傾斜合わせまして3万2,079箇所
指定しております。

【松本委員】 3万2,079箇所ということで、と
んでもない数だと思います。63箇所崩れていま
すが、これはあくまでも警戒区域ということで、

もちろん危険度合いもそれぞれ違うと思うんで
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すけれども、多くの県民の方々の住居や、また

運転する道路等にその箇所が入っているという

ことで、そして今後も、今年も大雨が降ると、

さらに災害が起こる可能性がないとは言えない

ということだと思うんです。

そこで、まず確認したいのが、この3万2,079
箇所の近辺に住んでいる住民への周知がどこま

でできているのかということと、今回、死者が

3名出てしまいました。逃げることができなか
った。突然起こることでもあります。そういっ

たところに住民の避難行動を促すための取組等

は行政側として、市町と連携してどういうこと

をやっているのか、お尋ねをいたします。

【浅岡砂防課長】まず、周知の方法ですけれど

も、土砂災害警戒区域に指定されますと、まず、

県のホームページで公表します。それと、市町

が避難場所や避難所を表示したハザードマップ

を作成して各戸に配ったり、市町のホームペー

ジで掲載したりしております。

現在、3万2,079箇所のうち、約92％の2万
9,508箇所でハザードマップは作成が済んでお
ります。

それらの周知ですけれども、避難行動を促す

ための取組といいますか、これは、まず、土砂

災害警戒区域を指定した時は説明会を開いてご

説明します。ただし、それは指定された時だけ

ですので、もう忘れてしまうとか、意識がなく

なってしまう、そういうことがあっては困るの

で、毎年6月を土砂災害防止月間としておりま
して、その期間、いわゆる梅雨の雨が本格的に

なる前の時点で街頭キャンペーンとか、県の広

報誌とか、県のテレビ、あるいは普通のテレビ

やラジオでも取材を受けたりして、事ある毎に

土砂災害警戒区域の意味とか、土砂災害毎の危

険性とか、恐ろしさとか、そういうのを我々が

説明しております。

新しい取組としまして、今年から避難場所と

なっている学校や公民館に、ちょっとした大き

な看板を設置させてもらいまして、そこにハザ

ードマップを設置して、普段から公民館や学校

を使う人の目につくところにハザードマップを

掲示しようという取組も行っております。

【松本委員】ここが一番大事なところだと思う

んですね。やはり人も移動しますし、新しく引

っ越してくる方もいらっしゃいますし、また、

避難訓練というのは、あくまでも地域の自治会

等の協力が要りますし、市町も要ります。あと

避難するタイミング、これは気象庁から警報が

出た時に、避難した方がいい場合としない方が

いい場合もございますので、そういった正しい

知識を地域住民の方が認識をして、理解をして、

行動までいけるかというところが、ご自身の命

にも関わることですので、3万2,079箇所もある
わけですから、ハザードマップを作って終わり

ではなくて、これは継続的に市町と連携して警

鐘を鳴らして、ご自身で自覚を持っていただく

ようにお願いを、まず周知を再度すると。今後

も9月、10月も台風等が来る恐れもありますし、
そちらに関しても再度、復旧と同時に、今、地

盤が緩んでいる可能性もございますので、その

辺もしっかり周知をしていただきたいと思うん

ですが、実際のところ、その災害があった時に

工事をして復旧をしていただきたいと思うんで

すが、現状における土砂災害警戒区域の整備率

はどのようになっているのかお尋ねいたします。

【浅岡砂防課長】本県の土砂災害警戒箇所の中

に、要対策箇所と我々が呼んでいますけれども、

いわゆるハード対策を施工する採択基準を満た

す箇所というのは、今のところ6,585箇所ありま
す。そのうち、ハード対策が済んでいるところ
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が約25％しかございません。いろいろ本会議等
でも質問もあるんですけれども、やはり物理的

に工事をしていくというのは、それなりの時間

と費用がかかります。

それと、逆に言えば約6,500箇所工事ができる
箇所はあるんですけれども、それ以外のところ

は残念ながら家が1戸しかないとか、もうハー
ド対策ができないところもございます。そうい

うところは、命を守るためには避難をしてもら

うということで、この3万2,000箇所にハザード
マップを作って、繰り返し今後も危険性、恐ろ

しさを説明しながら、避難していただくような

取組をしていきたいと思います。

【松本委員】 25％が今進捗しているというこ
とは、残り75％は、まだ予算の関係でできてい
ないということ。

また、私も陳情を受けましたけれども、やは

り私有地であったり、1世帯しかない場合は、
行政として執行ができないというかなりハード

ルが高い条件があるのも伺っております。

しかしながら、人命に関わることでもござい

ますので、最後に質問しますが、やはりこの予

算確保を今後もどんどん進めていく必要がある

と思います。来年度予算に向けて、現在の予算

の状況はどのようになっているのかお尋ねしま

す。

【浅岡砂防課長】 平成30年から国土強靱化の3
か年緊急対策の年度が始まっておりまして、令

和3年度からは、さらにこれが5か年加速化とい
うことで決まっております。ちなみに、平成29
年度、緊急対策が決まる前は、砂防関係事業が、

ハード対策ですけれども51億円、それを令和2
年度、令和3年度はまだ当初予算しかついてい
ませんので、補正がつくのでまだ決められない

ですけれども、令和2年度は補正予算と当初予

算を合わせて約71億円の予算で、金額的には
140％増やしております。それを今後も5か年加
速化して、できるだけ、できるところを早くや

るというようなスタンスで頑張っていきたいと

思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【山田(博)委員】 それでは、河川課長にお尋ね
したいと思います。

河川課長、今回、令和3年8月11日からの豪雨
による県の被害箇所が出ているんですが、この

被害箇所が出ているところに、水位計は付けて

いるのか付けてないのか。

それと整備計画、実施計画があるのかないの

かを、まずお尋ねしたいと思います。

【松本河川課長】今回被災があった箇所全てに

水位計を設置しているわけではございませんし、

全て河川整備計画ができているという状況でも

ございません。

【山田(博)委員】 では、水位計は、今回、幾つ
かの河川がありますね。それと、その河川の整

備計画がどことどこがされているのか。そこの

河川には水位計を付けているか付けてないか、

その数がわかりますか。河川課長、わかるかわ

からんか、そこだけお答えください。わかるん

だったらお答えください。

【松本河川課長】手元に水位観測所の一覧表が

あるんですけれど、全てを計算しているわけじ

ゃございませんので、数は後で報告させていた

だきます。

【山田(博)委員】 部長、この集中審査をすると
いうことで、私はなんでこれを言ったかという

と、これはやはり災害が起きるに当たって、水

位計の設置が必要だというのは認識していると。

今後、こういった被害が出ることがまたあるだ

ろうから、そうすると、水位計がどことどこに
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付けているか、付けてないか確認せんといかん。

これが整備計画をやっぱりせんといかんと。こ

れを見直さんといかんのか、するべきなのか、

そういった時に、今の2つの実施計画、整備計
画とか、水位計を置くというのは一丁目一番地

みたいな、河川の水害に対して、必要不可欠な

ことじゃないかと思って私は質問しているんで

す。これを集中審査する時に、こういったこと

をちゃんと調査をしていただかないと、何のた

めにこの集中審査をしたのかわからないんです。

各委員には10分しか与えられてないんだよ。そ
こはしっかりと反省していただいて、答えるよ

うにしてもらいたいと思うんです。部長、いか

がですか。私が言っているのをどう思いますか、

見解を聞かせてください。

【奥田土木部長】ちょっと準備が足りていなか

ったというところにつきましては、すみません、

反省しておりますし、以後見直していきたいと

思っております。

今お尋ねの件ですけれども、基本的に県が管

理している河川は200水系以上あるという中で、
どこから優先順位をつけてやっていくのかとい

うことになりますと、大きな流域の河川は洪水

予報河川、あるいはもう少し下になってくると、

水位周知河川というふうに、その重要度からす

るとある程度ランク分けされています。

我々として、少なくともやらなければならな

いというところについては、我々自身としても

水位計は全て予定としてはもう付けています。

あとは地域の方々からぜひ付けてほしいという

要望があれば、その必要性を検討して付けてい

くということになっていますので、現時点では、

簡易的なものも含めて水位計は全て取り付け終

わっていて、インターネットで閲覧できるよう

になっています。

今、付いていない河川は、どちらかというと、

もう本当に流域が小さくて、どっと増えて避難

する暇もないぐらいの、そういうふうな急激に

水位が上がってというふうなタイプの川になっ

てきますので、どういうふうにそこをやってい

くのか、また、その情報も出していくのかとい

うところは、しっかり考えてやっていく必要が

あるかなというふうに思っております。

【山田(博)委員】 じゃ、お尋ねしますけど、土
木部長、今、水位計も全部付けておりますと言

うから極端に危なくないですよと。この河川の

被害が今回出ているじゃないですか。これを二

度とこういったことがないように、じゃ、どん

なするかとか、そういうことを検証しているか、

してないか、そこだけお答えください。してい

るんだったら、担当ではどういうふうにしてい

るのか、聞かせていただきたいと思います。

【奥田土木部長】今般の大雨では、河川の越水、

あるいは溢水による家屋等への浸水被害という

ものは、幸い報告は受けておりません。また、

河川の施設に対しても、被害は比較的軽微なも

のでありましたので、そんなに大きな予算をか

けずとも復旧できるのではないかと、今のとこ

ろ考えております。

ただ、いずれハードを万全にしたとしても、

どのような災害も防げるというものではありま

せんので、ハード、ソフト一体となった対策と

いうものが必要ですし、そのことの大切さ、ハ

ードだけでは賄いきれないんだよというところ

も含めて、地域の住民の方々にしっかりとお伝

えして、避難の訓練ですとか。早めの備えの方

をしっかりとっていただけるように自治体とも

協力してやっていきたいと思います。

【山田(博)委員】 もう一つだけ河川についてお
尋ねしますけれども、今回、8月11日の雨とか
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なんかで、ダムの放流をしましたか。緊急放流

をしているか、してないか、そこだけお答えく

ださい。

【奥田土木部長】今回は、緊急放流は行ってお

りません。

【山田(博)委員】 緊急放流をする場合に、そう
いったマニュアルというのを作っているか作っ

てないか、そこだけお答えください。

【松本河川課長】緊急放流、いわゆるダムの場

合に、異常豪雨によってサーチャージを超える

場合に緊急放流という言い方に今年から変わっ

たんですけれど、それについては要するにただ

し書き操作、8割の水位を超えると予測される
時には、事前にマスコミ等々で皆様にお知らせ

するという方法を今とっております。

【山田(博)委員】 マスコミ報道というか、各市
町にこうなったらこうというふうに鳴らします

よと、マニュアルというのは周知しているのか

してないのか、こだけお答えください。

【松本河川課長】今回の大雨では、緊急放流を

するということには至っておりませんけれど、

これまで緊急放流する可能性がある場合には、

市町、警察、消防等々に確実に報告をいたして

おります。

【山田(博)委員】 では、マニュアルがあるので
あれば、河川課長、ちょっと見せていただけま

せんか。よろしくお願いします。

それでは、道路維持課長にお尋ねします。

道路維持課長、今回の雨で道路の通行止めと

ありますけれども、道路が冠水して、雨で通行

止めになったのがあるのかないのか、そこだけ

お答えください。

【馬場道路維持課長】冠水で道路の通行止めを

した箇所はございます。

【山田(博)委員】 その原因はどういうものだっ

たか確認しておりますか。そこだけお答えくだ

さい。しているか、してないか。

【馬場道路維持課長】具体的には、地域の排水

等が道路にたまりまして、当然道路も少し低い

んですけれども、そこで車が、水深30センチぐ
らい道路が浸かったということで通行ができな

くなって通行止めになったということでござい

ます。

【山田(博)委員】 道路維持課長、今回、ここに
記載していますか、その件は。

【馬場道路維持課長】申し訳ございません。こ

れは現時点での通行規制箇所ということで表示

させていただいておりまして、冠水につきまし

てはご報告しておりません。

【山田(博)委員】 土木部長、これは災害で車が
通れないというのはわからんでもないんだけれ

ども、雨水というか、道路がそれで通行止めと

なると、何日も通られないとなるわけね、これ

ね。こういったのは原因が何かというのを知ら

ないといかんと思うんですよ。

そして、それをここに載せてないんだと、教

えないんだと、それはどうかと思うよ。私は、

実は地元でも前あったんです、10年前。その時
は地元の振興局の職員が排水原因を調べて、側

溝を大きくしたらいいんだなということと、そ

こに土砂がたまっていたから、その2つをやっ
たら、もう二度となかったよ。

だから、基本的にそういったことを道路管理

者としてやるべき。できることはやっぱりやら

ないと。大事なところをここに載せてないとい

うのは、対外的には大きな点ではあるけれども。

なぜこれを言うかというと、大村の方である食

品会社が高速道路で通行止めになったら何丁も

豆腐を処分せんといかんようになったというわ

けですよ。これを道路建設課長が高速道路の規
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制の基準とはどういったのかというのを教えて

いただいて、それを教えたら大変参考になった

と言って喜んでおりました。これは道路建設課

長、大変感謝しておりましたよ。こういった基

準を参考にして、今度やるということで言って

いましたのでね。そういったきめ細かな災害対

策をやっていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いします。

委員長から時間ですということできています

ので、終わります。

【小林委員】まず、このたびの静岡の熱海市に

おけるところの災害、これは土石流の災害で犠

牲者が20名を超えるという大変な痛ましい大
惨事となっております。亡くなられた方に心か

らご冥福をお祈り申し上げたいと思いますが、

これに対して、我々長崎県としては、やはり今

回の熱海の事件を他山の石として、今後の教訓

として活かしていかなければならないと思いま

す。

まず、静岡県の副知事が記者会見の中で、今

回、引き起こした原因は何かと。これについて

は違法な、届出と異なる盛土の工事が行われ、

同時に長雨の蓄積が重なって取り返しのつかな

い大惨事になったんだと、こういうことを記者

会見で副知事が述べております。

これに対して、まずお尋ねしたいことは、違

法な、届出と異なる盛土の工事とはどんな内容

のことなのか、把握をされているならば、まず

教えてもらいたいと思います。

【植村建設企画課長】盛土の点検につきまして

は、所管課が多岐にわたっておりまして、建設

企画課の方で取りまとめをしておりますので、

私の方から答えさせていただきます。

今回、熱海で大規模な土石流災害が起きまし

た。その原因については、いろいろ報道等で違

法な盛土が原因ではないのか、あるいは、原因

は別にあるけれども、被害を拡大させたのでは

ないかというようなことが報道されております

けれども、現時点では、まだ明確な原因は究明

されてないということで、過日、静岡県が有識

者等で構成する委員会を設置しまして、年明け

までに4回ほど議論を重ねながら原因究明に努
めていくということでございます。

もし、長崎県内に同様な不適切な盛土、違法

な盛土があるとすれば、長崎も非常に大雨の多

い場所ですから、同様な被害が起きる可能性は

否定できないだろうというふうに考えておりま

す。

先ほど、都市政策課長が緊急点検の結果を報

告しましたけれども、その後で、国の方から盛

土の総点検をやってくれという要請がきており

ます。現在、関係各課で連携しながら、その調

査対象、点検の対象箇所を抽出している作業の

途中でございまして、その抽出ができましたら、

様々な土地利用関係法令の許可を受けているも

のについては、その許可のとおりに施工がなさ

れているかどうか、そういったことも書類です

とか、現地において確認をしていくということ

にしておりまして、大変申し訳ございませんが、

現時点においては不適切な盛土があるのかどう

かということは、まだ把握できておりません。

【小林委員】今の建設企画課長のご答弁の中で、

やはり可能性としてあるかもしれないという、

いわゆる届出と異なる違法な工事。例えば新聞

報道であるけれども、副知事は、土石流発生原

因検証委員会と、こういう原因を究明するため

の検証委員会を設置して、あらゆる角度から原

因を探し求めていると。こういう中において、

例えば届出は盛土の高さは15メートルと、こう
言ったにもかかわらず、一番高いところでは50
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メートルを超えているとか、あるいは適切な排

水の設備がないという可能性が高いと、こうい

うようなことを指摘しているわけであります。

私は、届出が15メートル、これが一番高いと
ころで50メートルを超えていると。また、排水
設備ができてないと。こういうことについて、

行政サイドでチェックすることができたんでは

ないかと、可能ではないかと、こう思うんだけ

れども、こういうことについては、いわゆるど

ういう受け止め方をされますか。

【植村建設企画課長】熱海市の土石流の事例で

盛土の違法性を行政が認識していたのかどうか。

もし、違法性を認識していた場合、適切に対応

がなされていたのかどうか、今後の調査で明ら

かになるものと思いますけれども、仮に違法性

を認識していながら適切な対応をしていなかっ

たということであれば、行政の監督責任も問わ

れることになるのではないかと思っております。

現在実施中の総点検におきまして、県内の盛

土が適切に行われているかどうか、確認をして

いきたいと思っておりますので、もし、不適切

な箇所が確認された場合は、各種法令に基づい

て適切な指導を行わなければならないと考えて

おります。

【小林委員】今回の副知事の設置した検証委員

会、この中の一つの大きなテーマとしては、盛

土に関する行政の対応が妥当だったのかと、こ

ういう行政の対応が妥当だったのかと、かなり

ショッキングないわゆる検証テーマになってい

ると。大変この結論がどういうふうになるかと

いうことに対しては関心を持っているところで

あります。

時間がありませんので、この林地開発許可制

度というのがあるけれども、今回、この熱海に

ついては林地開発許可制度に違反をしておった

と、こういうことが明らかになってきているん

ではないかと思うけれども、ここの内容はどう

ですか。

【植村建設企画課長】報道等で林地開発許可に

違反をしていたのではないかということは報じ

られておりますけれども、現時点において具体

的にどういう違反があったのかというところま

で詳細にはまだ把握しておりません。今後、そ

ういった情報の把握に努めてまいりたいと思っ

ております。

【小林委員】 だから、今言うように、我々は他

山の石として、今回の静岡県熱海市のこの土石

流災害をやっぱり活かしていかなければならな

いと思います。そして、冒頭、あなたがおっし

ゃったように、長崎県としてもないとは言えな

いかもしれないと、こういうお話をされている

わけです。

それで、静岡県が現地視察をした場合に、現

地調査をした場合に、この林地開発の許可のそ

ういう制度に違反しているということを明らか

に指摘しているし、そういう点から考えてみて

も、こういう盛土のこれからの行く末というの

は、行政のチェックがかなり大事だという認識

を我々は新たにいたしたわけでありますから、

こういう違法な盛土等については、もっと厳し

く対応せざるを得ないんではないかと思うけれ

ども、最後に、これは部長、どういうふうに考

えますか、ご見解をお願いしたいと思います。

【奥田土木部長】 まず、違法なものの中には、

無届けによるものもあるかもしれません。無届

け、あるいは無許可によるもの、我々は今そう

いったものがあるのか、ないのかも含めて抽出

をしておりますけれども、仮にきちんと届け出、

あるいは許可の申請がなされたものについても、

適切にそれが本当に施工されているのかという
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ことを確実にチェックするということは極めて

大事なことだと思っていますので、行政側の体

制も含めて、しっかりと見直しを含めて検討し

ていきたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【深堀委員】道路の件で確認をしたいと思いま

す。

資料の中で、3ページのところに交通規制の
状況というふうに記載がされています。

個別具体的に言うと、県道の野母崎宿線とか、

あと国道202号ですね、それぞれ被害を受けて、
迅速な対応をされていることについては感謝を

申し上げますけれども、今言った2つの路線と
いうのは、従来から、頻繁に大雨の時に被害を

受けている箇所です。

野母崎宿線については、数年前に道路が大雨

で陥没をして、そこに車両が落ちるという事故

もありました。

国道202号の外海地区についても、これは農
林部所管でありましたけれども、農地の崩落と

いうことで、道路に影響もあって、家屋が数軒、

もう1年以上移転をしなければいけないという
事例が、まさに今継続中であったような場所で

す。

そこで、同じ地域で頻繁に起こるということ

に関して、実際に今回の8月の豪雨の時に、さ
っきちょっと別の委員からもお話がありました

けれども、そういう災害を予見して通行止めを

事前にしていたのかどうか、まず、そこを確認

したいと思います。

【馬場道路維持課長】事前の通行止めはやって

おりませんでした。被災を発見してから通行止

めを行ったところでございます。

【深堀委員】 そうですよね。だから、こうやっ

て報告を受けて、ものすごく危惧するのは、明

らかに大雨の時に被害を受ける路線というのは、

多分行政の皆さんはわかっているはずですよね。

先ほど申し上げたように、大雨が、前回とい

うか、数年前のあれは台風の時だったと思うん

ですけれども、県道野母崎宿線のカーブの道路

が水に流されて、そこに車両が落ちたんですよ、

人が運転する車両が。幸い、人命に関わるよう

な事故にはなりませんでしたけれども、一歩間

違えば、それは本当に死亡事故になっていたん

ですよ。そういう危険な、危険なという言い方

がちょっとどうなのか、災害が起こる可能性の

あるところに、今回のような8月の大雨の時は、
やっぱり通行止めをしなければいけないと思う

んです。高速道路等々は通行止めになりました

よ。しかし、やはりそこは安全第一で考えたな

ら、そういった路線というのは皆さんが一番わ

かっているわけで、そこを今考えなければいけ

ないのかなというふうに思うんですけれども、

その点いかがですか。

【馬場道路維持課長】委員ご指摘のとおり、大

雨が降った時の事前の通行止めですけれども、

我々としては、両方とも幹線道路でございます

ので、まずは今回の災害も踏まえて、その周辺

の法面の点検、道路の点検を改めてやろうと思

っているところでございます。

しかしながら、今、ご指摘の事前に通行止め

というのは、また、今後の課題になってくるの

かなと思っているところでございます。

【深堀委員】人命が失われてからでは遅いんで

すよね。それは、通行止めするということが経

済活動に大きな支障、生活に支障を来すという

のは、そこもよくわかります。わかるんだけど、

実際、これだけ同じ路線で大雨の時に災害が発

生しているわけですから、その点は勇気をもっ

てちゃんと指定をしなければということを一つ。
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それともう一つは、抜本的にこの道路の路線

を何かできないのかということですよ。これは

長期的になりますけれども、やはりこうやって、

特に国道202号も海岸線沿いに切り拓いて造っ
ている道路ですから、こういう大雨が降った時

にいろんな支障が出てくるのは否めない。そう

いった意味では、抜本的に路線をもっと、この

202号に代わるような代替道路を計画するとか、
そういった抜本的なことも、これは長期的な視

点ですけれども、そういうことを考えていかな

ければいけないのではないか。強固なものに補

修をするのか、もしくは代替道路を考えるのか。

そのあたり、長期的な話なんですけれども、そ

ういった構想というのは今持っていないんです

か。

【馬場道路建設課長】 国道202号の代替道路と
なるような長期的な構想ということでございま

すが、一つ私どもで計画しております国道206
号、西彼杵道路につきましては、自動車専用道

路の規格の高い道路を計画しているところでご

ざいます。それが202号の将来的な代替道路と
なるのではないかと考えております。現在の国

道とそういった別路線としての道路、この両方

でそれぞれカバーしていくというところが望ま

しい姿かなと今は思っているところで、西彼杵

道路の整備を早く進めたいと思っているところ

でございますが、なかなか時間を要する事業で、

では当面どうするのかというところにつきまし

ては、現道の202号をしっかり管理をしていく
ということかなと考えます。

【深堀委員】最後にしますけれども、今は早期

の復旧といいますか、安全な復旧を望むもので

す。ただ、また来年の梅雨の時期といいますか、

こういう大雨の時期に向けてどういうふうに、

同じように対策を打っていくのか、事前に対応

策を検討して実施するのかというのは非常に試

されることだと思うので、ぜひ今回の教訓もま

た活かしながら、次につなげていただきたいと

いうことを申し上げておきます。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【八江委員】大雨災害対策について、前に話が

あったかと思いますけれども、激甚災害指定区

域に申請をしようと、またお願いを国にしよう

ということになっておりましたし、そのことに

ついては棚橋内閣府特命担当大臣、赤羽国土交

通大臣への依頼をされたのではないかと、この

ように思っておりますし、災害救助法の問題等

も考えれば、そのようなことをしていただいて、

国の支援が必要ではないかと、こう思っており

ましたけれども、現在、その状況はどのように

なっておるんでしょうか。

【松本河川課長】激甚災害の指定につきまして

は、県からは直接赤羽大臣の方にはお願いはし

ていない状況です。

そこで、激甚災害なんですけれど、これは本

激Ａ、本激Ｂ、局激という3つのパターンがご
ざいまして、まず今回の被災規模では本激Ａと

か、本激Ｂには残念ながら該当しないと。その

後、波佐見町とか東彼杵町につきましては、激

甚災害、局激に該当する可能性があるというこ

とで、これは年度末にこういう指定になりまし

たというのが国の方からなされるような運びに

なろうかと思っています。

【八江委員】いろんな条件はあると思いますけ

れども、他県に比べて長崎県が特別というよう

なこともないかもわかりませんけれども、いろ

んな制度の中で活かせるものが出てくるんじゃ

ないかと。今、話もありましたように、そうい

ったものを含めて国には十分要望活動をしっか

りやっていくことと、被害の届け出等によって
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も変わってくると思いますので、対応方を特に

お願いしたいと思っておりますけれども、いま

一度波佐見とか何とかという話ですが、細かく

分けて指定がされるわけですか。もう一度確認

したいと思います。

【松本河川課長】 今回の災害の規模からして、

市町村のいろいろな経済規模からしますと、波

佐見町と東彼杵町が該当する可能性があるとい

うことでございます。これにつきましては、年

度末に国の方から激甚災害に指定されたという

ことで報告があるというふうに認識いたしてお

ります。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに質問がありませんの
で、大雨災害関係及び盛土の点検に関する質疑

は、これで終結します。

ここで3時50分まで休憩いたします。

― 午後 ３時３８分 休憩 ―

― 午後 ３時４９分 再開 ―

【中村(一)委員長】 会議を再開いたします。
先ほどの答弁の中で、訂正したい旨の発言の

申し出がありますので、許可します。

【田坂都市政策課長】 先ほどの第116号議案、
条例改正議案の質疑で、深堀委員の質問に対し

ての答弁で、市街化調整区域外では災害レッド

ゾーンが個別規制の対象となるというようなお

話を差し上げた時に、災害イエローゾーンも含

まれるようなお答えになっていたかと思います。

正確には、災害イエローゾーンについては個別

法の規制はかかりませんので、お詫びを申し上

げて答弁を修正させていただきます。申し訳あ

りませんでした。

【松本河川課長】 先ほど、山田(博)委員の方か

らご質問がございました、今回、県管理河川17
河川のうちに、水位計は何箇所設置していたの

かというご質問でございますけれど、17河川の
うち15河川は水位計を設置いたしておりまし
た。

それともう一点、河川法の手続でございます

けれど、河川法が改正になったのが平成9年で
ございます。誠に申し訳ございませんでした。

【中村(一)委員長】 これより、事前通告に基づ
き質問を行います。

事前通告をされた委員の方でご質問はありま

せんか。

【坂口委員】 2点通告しております。
まず、有明海沿岸道路構想についてから伺っ

てまいります。

この有明海沿岸道路構想で想定されている区

間というのが、先ほど質問させていただいた

207号線の高来町金崎から高来町の少しの部分
と、あと小長井地域から県境までと、本県にお

いてはその区間が想定されているのかなという

ふうに考えます。

今般、諫早市の小長井地域が過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法で認定を受け

まして、市の方では10年計画に基づいて、この
9月議会からいろんな支援策が図られているよ
うであります。

ただ、1市5町が諫早市は合併しておりますが、
小長井町のみ旧諫早市に隣接してないと。高来

町を挟んでの小長井町となりますので、やはり

地理的に、物理的に遠いと、距離があるという

ことになりまして、いろんな振興策があります

けれども、やはり道路、アクセス事情がネック

になっているという指摘が地元からございます。

この有明海沿岸道路構想については、6月議
会でも一般質問で取り上げさせていただいて、
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新たな構想路線として認定を受けたということ

でありますけれども、今後、どのような感じで

構想実現に向けて事業が進捗をしていくのか。

それから、地元にも期成会等々あります。期

成会以外にも地元の促進団体が幾つかあるよう

ですけれども、これらの活動についてもコロナ

禍の状況で活動の進展が見えないような状況に

なっておりますが、そのあたりの状況も含めて

現状を少し教えていただければと思います。

【馬場道路建設課長】有明沿岸道路構想につい

てのご質問でございます。有明沿岸道路につき

ましては、全国的な広域道路ネットワークの見

直しの中で、本県におきましても今年6月に新
たな広域道路交通計画を策定しまして、佐賀県

との連携のもと、当区間を高規格道路の構想路

線という形に位置づけたところでございます。

地元期成会の取組状況としては、従来から勉

強会等を開催されておりまして、今年は少しコ

ロナの影響もありまして、2回ほどリモートで
勉強会を開催したところであります。引き続き、

こういった勉強会に、我々県としても参加しな

がら、整備の必要性など議論を行っていきたい

と考えているところでございます。

実現に向けて地元の取組ということでござい

ますけれども、まずは鹿島から諫早間の沿線地

域におきまして、産業活動や観光振興など、今

後、地域活性化を図っていくうえで地元が抱え

ている課題について把握、整理といったものを

しっかりしていただく必要があるのかなと。そ

のうえで当該路線の必要性、あるいは使われ方

といったところ、効果といったところをしっか

り検討していく必要があるのかなと思っており

ます。

一方で、地元沿線におきましては、地域の皆

様方がこの道路の必要性といったところについ

てしっかりアピールをしていくことも重要なこ

とかなと考えているところでございます。

【坂口委員】地元の取組というか、今後の課題

等も含めてについてはお答えいただきましたけ

れども、質問の前段、県としてこの件について

今後どのように取り組んでいくのかということ

をお答えいただいてよろしいでしょうか。

【馬場道路建設課長】先ほど新たな広域ネット

ワークの中で、広域道路交通計画の中で構想路

線という形になったということでございますの

で、今後、我々もここにどういった道路が必要

になるかといったところについて、必要な検討

を地域とともにやっていくということでござい

ますので、地元期成会の皆様の勉強と一緒に

我々も取り組んでいく必要があるかと考えてお

ります。

【坂口委員】また、追々伺っていきたいと思い

ます。

次、河川改修及び浚渫について（諫早市東部

地域）ということで伺います。

諫早市東部地域は、ここでは諫早市の長田町、

高来町、小長井町を想定しておりますが、この

区域、11水系、13河川ですか、県の管理河川が
ございます。ほかの地域と比べてもかなり河川

が多い地域じゃないかなと思いますけれども、

当然ながら、地元の方からも河川の改修であっ

たり浚渫の要望がかなり多く出ておりますが、

まず、そのあたりの対応について、どのように

今後取り組んでいかれる予定か伺います。

【松本河川課長】今、委員からご質問がござい

ました諫早東部地域には、長里川ほか13河川を
今県の方では管理いたしております。

河川内に堆積している土砂の掘削については、

ご存じでしょうけれど、令和2年度に創設され
た緊急浚渫推進費を活用し、昨年度は3河川、
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1,600万円で浚渫を実施し、今年度は6河川、
9,600万円を予定しているところでございます。
今後も、現地の堆積状況を確認しながら、必

要な予算を確保し、県管理河川の適切な維持管

理に努めたいと考えております。

【坂口委員】先ほどから議論になっていた、河

川の整備基本計画とか、整備計画ですか、これ

に基づいて河川の改修等は行っていきますよと

いうご答弁だったと思いますけれども、この国

土強靱化の関連の有利な財源措置というのが5
年間ということで、今年度と来年度の整備基本

計画であったり、整備計画であったりの予定河

川というのが先ほど課長の答弁でありましたけ

れども、諫早市東部地域の河川が一つも入って

なかったので、ものすごく心配になって質問し

ているんですが、5年間という有利な財源措置
の期間の中で、今後、新たに整備基本計画とか、

整備計画を策定して、この5年間という期間の
中で今後新たに取り組む場合、まず間に合うの

か。その期間内で間に合うのかどうか、その点

だけ伺いたいと思います。

【松本河川課長】今、委員ご指摘がございまし

た河川整備方針、河川整備計画にのっとってや

る事業というのは、先ほど言いましたような単

独の推進費を使うのではなくて、国の補助事業

で実施する場合にはそういうふうな基本計画を

策定して、それにのっとってやるというふうな

計画にいたしておりますが、現在、諫早の東部

地区では、そういう改修の要望というのはござ

いませんので、今のところ、そういう計画はな

いというのが現状でございます。

【坂口委員】この東部地域、そもそも国の補助

事業ですか、よく費用対効果を言われますので、

そもそもがそれにのっとってできるような箇所

でもないのかなと思いますので、今後、いろい

ろ要望はあるかと思いますので、有利な財源措

置があるうちに、できるだけの事業をお願いし

たいと思いますので、その点を要望して終わり

たいと思います。

【馬場道路建設課長】先ほど、坂口委員のご質

問の中で、有明沿岸道路を高規格道路の構想路

線という言い方をしてしまいましたけれども、

正確には長崎県新広域道路交通計画の中で構想

路線と位置づけたということでございます。お

詫びして訂正させていただきます。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【中島(廣)委員】 石木ダムについてお尋ねをし
たいと思います。

今回、反対者との話し合い、これ本当に期待

をしていたんですけれども、なかなか条件が合

わなかったというようなことで話し合いができ

ませんでした。非常に残念です。

ただ、今回の8月の大雨で、新聞に載ってい
ましたね、控訴審の再審査をお願いするという

ようなことですけれども、本当に、確かに大雨

の中で洪水は起きませんでした。しかし、石木

川、石木小学校から上はかなりの災害を受けて

いるんですね、被害を。私も現場を見に行きま

したけれども、町道が崩壊して通行止めになっ

たり、あるいは古賀建設とか、マユミの事務所

の下がえぐられるとか、そういう災害が起きて

いるんですね。その時、ちょうど私が行ったん

ですけれども、反対者の方もちょうど私が行っ

た時に、歩いてみえていました。こういうもの

を見て、反対者の方は本当にダムが必要だなと

思ってくれんかなと、マユミの会長さんとか、

古賀さんとも話をしてきたんですけれども、な

かなかその後にこういうふうにして再審査をや

ってくれというようなことが出ています。これ

に対してどういう、新聞には、所によっては違
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うんだという県の見解ですけれども、これにつ

いてどのように考えておいでになるのか、お聞

かせを願いたいと思います。

【松本河川課長】今、委員の質問がございまし

たけれども、石木ダムを計画しているのは100
年に1回の雨、これを具体的に言いますと24時
間で400ミリ、それと3時間で203ミリ、これを
計画に対象といたしております。

今回、知事も定例記者会見の方でご説明され

たかと思うんですけれど、確かに24時間で400
ミリは超えたんですけれども、あとの雨の降り

方というのが、だらだらしたような降り方で、

時間的にぽんと立つような雨の降り方ではなか

ったもので、今回たまたま、幸いにして災害が

起きなかったと、大きな災害は起きなかったと。

しかしながら、今委員言われましたように、

マユミ砕石の事務所の裏は、大規模に河川の護

岸が決壊いたしましたし、石木川の下流の方で

も護岸が壊れました。それと、ダムの水没の予

定地でございますけれども、普通河川も護岸が

かなり壊れまして通行止めになっているような

状況でございます。本当にいつ災害が起きても

おかしくないということで、早期に石木ダムを

完成したいというのが我々の考えでございます

けれど、今回、残念ながら反対者の方々と支援

者が福岡高裁の方に、10月21日が判決の予定で
したけれど、口頭弁論の再開ということを、ま

た残念ながら求められました。

しかしながら、裁判の対応につきましては、

今後、裁判所がどのような対応をとられるのか、

我々もまだわかりませんので、それについては

今後、裁判所の対応を見て対応できればと考え

ております。

【中島(廣)委員】 今度の大雨で川棚港が満潮だ
ったら、満潮時は駅の前とか、新町の方は浸か

るんですよ。ですから、たまたま満潮に遭わな

かったからいいでしょうけど、山道から来たら、

ちょうどレストランまゆみさん、そして向こう

側の新町の方、これは浸かるんですね。ですか

ら、やはり石木ダムは私は必要だと思う。

それと、今回は条件が合わなかったから話し

合いはできなかったと言うけど、どういう条件

なら、県は話し合いをする時、その日は中断し

ますよと。反対派はどういう条件を言うんです

か。

【松本河川課長】反対派の方々は、とにかく工

事を中断してから話し合いに臨みなさいと。話

し合いの間はずっと工事を中断しておけばいい

じゃないかと、そういうふうな話もされている

ような状況で、なかなか石木ダムというのは、

先ほどから申していますように、早期に完成さ

せなければいけないダムであると。それで長期

的に工事を中断するということは、我々として

もできないということで、なかなか折り合いが

ついていない状況です。

【中島(廣)委員】 反対者の方が話し合いをする
時に言われることは、もうずっと一緒なんです

ね。今課長が言ったように、中断をしてくれと、

全てを。再度、条件が整えば話し合いをします

と言うけれども、やるにしても全く一緒のこと

をまた言われると思うんですよ。全ての工事を

中断してくれと。

それと、今、向かって木場の方に、上に向か

って右岸の方を本体工事の掘削をやっています

ね。左岸の方は反対派が今座り込みをしておい

でになりますね、反対小屋の高台のところに。

ですから、左岸側の本体工事にかかる時、これ

は大体いつ頃かかる予定ですか。

【松本河川課長】今、委員が言われた上流側を

見ますと左側ですね、そこについては今回も一
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部伐採を行ったところでございますけれども、

なかなか施工上の状況がございまして伐採でき

なかったんですけれども、まず、今後も、今言

われたような大きい木がいっぱいありますので、

そこの木の伐採、それと向かって右岸側の掘削

工事、これをとにかく早く終わらせたいという

ふうに県としては考えている状況です。

【中島(廣)委員】 やる時に反対派がかなりの抵
抗があると私は思うんですね。ですから、そこ

ら辺をどういうふうにやっていくかが、とにか

く話し合いをやろうと言っても条件が合わない

わけですから、必ず同じことを繰り返して、全

部工事をストップしろと、そうでなければ話し

合いに応じないというのが反対派の方々の条件

ですから、これは令和7年に完成予定ですので、
ある程度は反対があってもやっていかなければ

だめだと思うんです。だから、しっかりと令和

7年度に向けて工事を進めていただきたいと思
いますので、決意を。

【松本河川課長】石木ダムにつきましては、今、

完成予定を令和7年度末といたしておりますの
で、ぜひ工程に沿って進めていけるよう、また

工事につきましては、安全に最大限配慮しなが

ら事業を進めたいと考えております。

【中島(廣)委員】 東彼杵道路ですが、先ほど陳
情書の中で山田(博)委員がかなり質問されまし
て、ほとんど答弁は一緒だろうと思います。

ただ、ＩＲが現実味を帯びているんですから、

やはり先般の一般質問では海上輸送で大村から

ハウステンボスまで250人乗りを20往復、これ
は5,000人ですよ。800万人の来場者を予定して
いれば、大体1日に2万2,000人ぐらいですね。
あとは鉄道か陸路なんですよ。

そうなりますと、やはり道路整備。鉄道で来

られても、新幹線は武雄～長崎までしか行かん

わけですから。九州管内は恐らく車で、陸路で

おいでになるだろうと思うし、そうなりますと、

やはり道路が必要なんです。これは東彼杵道路

も絶対やらなければいかん。しかし、あとの幹

線道路もこれはしっかりと整備をしておかなけ

れば。本当にＩＲは現実的だと思いますよ。現

実味を帯びていますので。ぜひ、東彼杵道路、

そして幹線道路、これはしっかりと整備をして

いただきたいと思いますので、よろしく。ご答

弁を。

【馬場道路建設課長】東彼杵道路につきまして

は、人流・物流の拠点である長崎空港、あるい

は県北地域との連絡、ハウステンボスをはじめ

とした県内の観光地への周遊性、さらにはＩＲ

へのアクセス改善においても非常に重要な路線

であると認識をしておるところでございます。

そのため、今年6月に策定いたしました長崎
県新広域道路交通計画におきましては、この東

彼杵道路についても高規格道路という位置づけ

をしまして、島原道路や西彼杵道路といったも

のと同じ位置づけで今後重点的に取り組んでい

く道路というふうに位置づけをしているところ

でございます。

これらの取組としては、先ほど申し上げまし

たように計画段階評価を国の方で進めていただ

いているというようなことでございます。

我々も国と、あるいは関係市町と連携してし

っかり取り組んでいきたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【赤木委員】では、通告に従いまして質問をさ

せていただきます。

まず、はじめに、ナガサキ・アーバン・ルネ

ッサンス構想後の景観と利用のあり方について

お尋ねいたします。

先日の一般質問で「ナガサキ・アーバン・ル
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ネッサンス2001構想」についてご答弁をいただ
きありがとうございました。

水辺の森公園を題材にしていただいて、愛着

と誇りが持てる施設になったと自負していると

ご答弁をいただきました。私も思いを同じくし

ているところです。

しかし、構想は平成18年に報告書がまとめら
れ、役割を終えております。それを引き継ぐよ

うな形で「環長崎港地域アーバンデザインシス

テム」が立ち上がって、何か新しく建設や大幅

な改修が必要な場合、そのアーバンシステムに

よって景観にも配慮した形で、一体感を維持し

ていただいていると、私自身認識をしていると

ころであります。

水辺の森も、できた当初から、県民の皆様も

使い方が変わってきているなと私も思っており

ます。多様化もしてきているなと思っておりま

す。

まちも生きておりますし、当初できたこと、

考えてきたことから変わっていくと、使い方も

どんどん変わっていくものも考えなければなら

ないなと思っているところでありますが、景観

の面、例えば停泊している船も少しずつ景観に

合わせた船を停泊、利用させていくとか、促し

ていくこともあってもいいのではないかと私は

考えているんですが、管轄は難しいんですけれ

ども、整備をするという面で、県はどのように

考えているのかお尋ねをいたします。

【平岡港湾課長】長崎港の水辺の森周辺の船の

係船とか、恐らくそういうお話だと理解してお

ります。

まず、船というのは、施設配置をする場合に

おきましては、長崎港を利用されております既

存の航路事業者の方、海事事業者の方との調整

が必要だと考えております。このため、委員が

おっしゃったのは恐らくヨットとか、そういう

船だと思うんですけれども、そういう愛好家の

方の意見と併せまして、海事関係者のご意見も

しっかりと聞いていきたいと考えているところ

でございます。

【赤木委員】アーバンデザインシステムは、こ

れから新しく何かしようとした時には発動する

んですけど、既存の、今、造られているものに

対して、景観の面に対しても、そこはもうあま

り意見ができるような仕組みはではなくて、今

後、船の配置を変えるのであれば、利用計画を

変えていくしかないんじゃないかという答弁で

もあったと私は認識しているところでもありま

す。

県は、ブルーツーリズムを推進しております、

釣りとか、ヨットの利用とかも含めてですけれ

ども。

ミズベリングといいまして、国土交通省も入

りながら、ミズベリングというのは水辺を愛す

る人が主体的に関わり、水辺とまちが一体とな

った景観、賑わい、新しい水辺と社会の関係を

生み出すムーブメントを起こしていく活動とな

っております。

出島ワーフの前に、先ほど答弁にもありまし

たヨットや小型クルーズ船が停泊しております。

もちろん、景観としてものすごくマッチしてい

るのですが、利用の実態として、遠方にお住い

の方がそこに停泊をしておいて、実際年に1回
ぐらいしか動かしに来ないと、そういう実態も

伺います。

本来、長崎の港というものは、多くの船が行

き交う姿、親水性をもって水辺と触れ合う、ヨ

ットも身近に感じる場であってほしいなと私自

身は感じているんですけれども、課題認識、課

題改善について、県はどのように取り組んでい
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くのか。さっきの答弁になるかもしれませんけ

れども、改めてお尋ねをいたします。

【平岡港湾課長】今、委員からお話がございま

したけれども、出島ハーバーの前面に止めてお

りますヨット等の活用につきましては、委員お

っしゃるように、遠方の方が来られて月に1回、
あるいは2回とか、年に数回とか、そういう利
用をされている方も多くいらっしゃるというふ

うには聞いております。

利用の実態といいますと、指定管理者の方で

そこらを把握していただいておりまして、今、

長崎港におきましては、委員からお話がありま

した長崎出島ハーバーと福田の長崎サンセット

マリーナと2つございます。そういうところで
新たな施設を計画するための必要性の要請とか、

そういうものがまず必要になってくるのかなと

考えております。

それと、先ほど申しましたように、港内の海

事関係者の皆さん、そことの調整がやはり必要

だと考えているところでございます。

【赤木委員】 答弁ありがとうございます。

この水辺の森公園の話から始まったんですけ

れども、利用の仕方というのは県民の皆さんが

考えていくのかなと思っております、どういう

使い方ができるのかなと。

ただ、その環境というものは、県がある程度

整えて、利用しやすい空間、環境を整えていた

だきたいと思っておりまして、私はまだまだ、

ミズベリングの話もしましたけれども、そうい

う長崎のポテンシャルはものすごく高いものが

あると思っております。

それこそヨットに関しても、先日ヨットに乗

ったんですけれども、私はもっとヨットに乗り

たいなと。水辺から、それこそ海から見る長崎

の姿というものに様々な可能性を感じましたし、

今までそういう機会はなかったんですけれども、

乗ってみて、もっともっと乗れるような仕組み

をつくりたいなと私自身考えました。なので、

もう長崎のあるべき姿でも、ナガサキ・アーバ

ン・ルネッサンス構想、水辺のあり方、港のあ

り方というものを考えて今に引き継ぐものもあ

ると思っておりますので、何か大きな計画で今

後の方向性をしっかりと県も考えていただいて、

どういう利用の仕方があるのかとか、どうした

ら県民の皆さんがもっと親水性をもって港に来

ていただけるのかというのを考えていただきた

いなと、ここは要望させていただきます。私自

身これからも様々な意見を申し上げさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

次の質問に移ります。臨港道路畝刈時津線に

ついてということで、もう何回も、毎度のこと

で大変恐縮ではございますが、質問させていた

だきます。

西彼杵道路の建設はもちろん始まっているん

ですけれども、出口あたり、それこそ臨港道路

畝刈時津線と接続する部分も工事がもう道路か

らも見えるような状況になってきました。いよ

いよ完成が近づいてきているのかなと見てとれ

るところでもあります。

もうずっと言い続けているんですけれども、

私が求めているのは、臨港道路畝刈時津線にお

いて車の渋滞が常態化しておりまして、それこ

そ今工事が行われているところ、近くまで井手

園交差点から渋滞してきていると。もう既にキ

ャパオーバーのことを改善しなければならない

と私はずっと言い続けているんですね。

改めて、私も今まで要望とかさせていただい

ておりましたけれども、現状の認識、今確かに

キャパオーバーなんですというか、そういう現
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状認識についてお尋ねをいたします。

【馬場道路建設課長】臨港道路畝刈時津線と国

道206号の交差するところが井手園交差点とい
うことになっております。現状としては、渋滞

状況にあるということを認識しておりまして、

そういった状況を踏まえながら、現在、交差点

の改良を行っているところでございます。

【赤木委員】前回、要望にとどめておいたんで

すけれども、具体的に道筋をつけたいなと考え

ています。

現状、渋滞というか、車の待機で例えますと、

井手園交差点において、それは臨港道路畝刈時

津線ですよ、井手園交差点において直進・左折

が混んでいるんですね。今回、造ろうとしてい

るのは、今1レーンだった右折を2つにしようと、
右折を2レーンにしようというのが今の方針で
あります。

現状、私も何度も通るんですけれども、右折

での待機を例えば1とした場合、直進・左折は5
から6と、5倍、6倍ぐらい、直進・左折レーン
の方が圧倒的に現状使われていると。メートル

で言うと、大体300メートルぐらい渋滞の時は
つながっている状況であるんです。

そこに、今回の西彼杵道路側からの流入を考

えた時に、さらに渋滞することは容易に考えら

れるんです。なので、完成した時にどうなって

いるんだというのが絶対言われると。私自身は

利用者でもあり、三重地区や外海の方が利用さ

れる道路でもあります。水産業の方だけが使っ

ている道路ではありませんので、今後もどうい

うふうに流入されるのを逃がしていくのかとい

うことを考えておかなければならないと思って

いるんですけれども、そこをどうお考えでしょ

うか。

【馬場道路建設課長】現状の渋滞状況を踏まえ

たうえで改良計画を行っているというところで、

また、このうえで時津工区の供用で交通の流れ

が大きく変わると考えているところでございま

す。

現在、井手園交差点につきましては、機能を

現状よりも強化させるということで渋滞緩和が

図られるものと考えておりまして、具体的には

井手園交差点の交通の流れの変化につきまして

は、国道206号から時津工区への交通転換によ
りまして、時津町側の国道206号の交通量が減
少し、長崎市側の国道206号と臨港道路を利用
する流れの交通量が増加することが想定される

と。そういったことから、渋滞緩和策として国

道206号の長崎側の左折帯と臨港道路の右折帯
の増設等を行っているということでございます。

臨港道路の直進・左折車両につきましては、

時津工区の供用によりまして、左折車両の減少

が一定見込まれることや、国道206号の時津側
の交通量が減少すること、また、長崎市側の左

折帯を増設することで国道206号の信号の青時
間の割合を少なくすることが可能になり、臨港

道路と川平有料道路の信号の青時間の割合を多

くすることが可能になるのではないかといった

ところから、円滑化が図られるのではないかと

いう考えを持っております。

ただ、これはあくまでも想定したところでご

ざいますので、当然関係機関、交通管理者であ

る県警とも連携をしながら対応していくことに

なると考えます。

【赤木委員】信号の操作によって渋滞がなくな

ればいいなと、本当に住民としても思います。

私は、今既に臨港道路を使っている方々に対し

てどういう説明ができるのか常に考えているん

ですよ。今の答弁も一つの説明だとは思うんで

すが、やはり全体として、それは時津の皆さん
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とか、全体としては改善する、西彼杵道路はす

ばらしい道路だと思っているんですけど、今、

臨港道路を利用されている方々にとって、私は

まだ負担感を増してしまうと現時点では考えざ

るを得ないなと思っているんですね。

具体的な対策の一つとして、今、信号のこと

もありましたけれども、やはり南北幹線道路を、

そちらから造るということを完成時に示してい

ただくと、そういうことが一つの提案というか、

ここまで何年間我慢してもらえればさらによく

なりますということを住民の方、三重地区、外

海の方にも言うことができれば一定理解もでき

るかなと私自身は考えるんですけれども、いか

がでしょうか。

【馬場道路建設課長】この井手園交差点をはじ

め、長崎市内の渋滞解消に寄与するであろう長

崎南北幹線道路の整備につきましては、来年度

の事業化を目指して、現在、都市計画決定の手

続を進めているところでございます。

全体、延長計画が長くありまして、新規事業

化をまず勝ち取ったうえで、どこから整備する

といったことは、その後の検討課題かなと思っ

ております。委員の意見を踏まえながら、我々

もしっかり検討していきたいと思います。

【赤木委員】ぜひ踏まえて取り組んでいただけ

ればありがたいなと思います。よろしくお願い

いたします。

以上です。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【八江委員】答えは難しい答えかもわかりませ

んけれども、国、県が幹線道路計画などを進め

ていただいているし、また、それの完成をいつ

か、いつかと待っているのは県民でもあると、

このように思います。

そうした時に、長崎県の中では、例えば西九

州道路の松浦、平戸口、あるいは佐世保などが

早く開通できないかとか、あるいは西彼杵道路

が早岐から時津までいつできるのかとか、島原

道路がどうなのかとか、国道、あるいは直轄も

含めていろんなものがあっているし、また、国

道を管理している県としての100号以上の3桁
の国道がたくさんあります。我々のところは

207号とか、251号とか、それぞれあります。こ
れもたくさん、あそこをしろ、ここをしろとい

う、言えば政治路線、あるいは市町村路線、あ

るいは県、国の計画している路線がたくさんあ

ります。それがなかなか完成度が見えにくいと。

一生懸命努力はお互い、政治も県も市町村もそ

れぞれ努力はしておるものの、目標がなかなか

見えにくいと。いつゴールになるのか、いつ完

成するのか、そのあたりが我々地元にとっても、

正直言って「あれはいつできるとですか。いつ

完成するんですか」とか、それが日常的に話が

出ていることも事実です。そのことを考えると、

やっぱりそこには大きな目標をもう少し明確に、

いつ頃できますよとか、いつを目標にしていま

すよというのが、県としても県民にある程度明

らかにしておくべきじゃないかと思ったりして

おります。

それは国の予算の都合とか、いろんな設計上

の問題とか、地元の対応の問題とか、いろいろ

あることは事実です。しかしながら、目標がな

ければうまくそこを通過できない状況になりま

すので、そのことを一概にこうしてくださいと

いうような答えが出にくいと思って、答えは難

しいかもわかりませんけどと申し上げたわけで

す。しかしながら、例えば長崎高速道路が、今

芒塚から出島道路まで造ってもらっております

けれども、これはいつ完成するのと言えば、い

つというのはなかなか出てこない。前の報道に
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あったのは3月までにできるという話は聞いて
おりますし、あるいは諫早の外環状線が長野ま

でできますか、これは3月までにできますよと。
できますけれども、しかし、延びますよとか、

いろいろあるわけですね。

先ほど話があった有明沿岸道路の件でも、構

想路線から計画路線等に進んでいかにゃいかん

ですけれども、これも大きな目標があるわけで

す。我々は高速道路という端的な話ですけれど

も、これは佐賀の新幹線対策の一翼を担ってい

ると思って我々は盛んに有明沿岸道路を早く造

ってください、そこをしてくださいと、こう言

っております。先ほど坂口委員からも話が出て

いたように、小長井は過疎地域になったし、そ

れも活性化を図っていかないといかんというこ

とはわかりますけれども、そうなるとやっぱり

土木部の道路関係としては、この道路はいつ頃

だということもある程度明記するべきじゃない

かと。そして、それに向かって県民一体となっ

て努力する、目標を立てておくことが必要かと

思いますけれども、その考え方についてはどの

ように考えておられるのかということと、私が

申し上げたことについて、どのように考えられ

るのか、お答えいただきたいと思います。

【馬場道路建設課長】道路整備を計画的に進め

ていくということは、非常に重要なことと考え

ておりまして、企業誘致であったり民間投資で

あったり、そういった投資の促進になろうかと

考えるところでございます。

そういった時に主要プロジェクトについては

完成時期等をできるだけしっかり示して事業を

進めていくというようなことが必要かと考えて

いるところでございます。

先ほど、委員からもお話いただいたように、

島原道路の長野～栗面間につきましては、今年

度完成を目指して、今しっかり工程管理を行っ

ているところでございます。

また、九州横断自動車道の4車線化といった
ところも、今年度内に4車線化できるというよ
うなことをお聞きしているところでございます

し、また国の方で進めていただいている大きな

事業についても、できるだけいつになりますか

ということでお聞きはしているところでござい

ますけれども、現在のところ、なかなか公表ま

では至っていないんですけれども、事業の進捗

を見ながら我々もしっかり予算を確保していた

だけるようにしていくことが一番の早道なのか

なと思っているところでございますので、しっ

かり予算の確保について取り組んでいきたいと

考えているところでございます。

【八江委員】やっぱり大きな路線等については、

しっかり目標を立てて、そして目標に向かって、

いえば県民一緒になってやっていくという姿勢

は持っておかないといかんのじゃないか。その

部門、部門では、わかってはおられても発表で

きないという部門もあるかもわかりません。あ

るかもわからんけれども、それは県民の大きな

願いでもあるし、また目標でもある。そうした

ら、それに併せていろんな事業というものが展

開されてくるわけですよ。ここができれば、あ

れもしよう、これもしようと地域活性化とまち

づくりが大きく見えてくるというか、進出企業

についてもですね。だから、私はそういうのが

見えるようなことにある程度舵を切っていただ

きたいという強い思いを持って申し上げている

わけです。短縮したとかというのは、あんまり

例はないと思います。延長、延長だと思います。

先ほど午前中に申し上げた本明川ダムの場合

は、8年も、もう桁違いに延びるんです。8か月
延びるんじゃない、8年間です。一昔を通り越
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して、もうその住んでいる人たちが、俺たちが

生きている時はできんとたいと言われるぐらい

延びたりすることもあるから、やっぱりもう少

し表現をしておけば、そこまで延ばされないな

と、こうせにゃいかんなという努力がそこに出

てくると思うんです。それを私は申し上げたか

ったものですから、どこここということではな

いんですけれども、もう少し道路計画について

は目標設定をして、官民一体となって努力する、

その姿勢が必要じゃないかと思っております。

私も思うとおりいくとは思っておりませんけ

れども、思いどおりいかないのは世の常であり

ますから、必ずしもそうじゃないと言われれば

困るけれども、しっかり目標を立ててやってい

ただきたい。これはもう道路だけじゃなくて、

河川のことだって一緒だと思います。それをも

う一度強く申し上げておきたいけれども、土木

部長はこの責任者でありますから、こういう考

え方にどのように反応されるのか、確認したい

と思いますけれども、いかがですか。

【奥田土木部長】主要なプロジェクトにつきま

しては、きちんと供用の目標をなるべく示して

いきたいと思っております。それによって産業

の誘致、あるいは民間の新たな投資等も呼び込

める可能性が高まります。こういったことは人

口減少対策を課題とする我が県にとっても非常

に重要なことだと思っていますので、いま一度

主要なプロジェクトについてどうかというふう

なところはしっかりと見直していきたいと思い

ますし、それの進捗に関して県民の皆様にしっ

かり見える化も図っていきたいと思っておりま

す。

【八江委員】先ほど申し上げた中で、有明沿岸

道路の件は佐賀県対策と、ここで言えばあんま

りよろしくないことはあるかもしれないけれど

も、我々にとってみれば新幹線の延伸問題に大

きな影響があると、こう思って、それを早くし

てくださいという地元の要望も、佐賀県の要望

もあっております。一緒にやりましょうという

話も聞いているから、あえて何回となく申し上

げているところでありますので、その辺といろ

んなまちづくりの中の関係するものであります

から、よろしくご検討いただきますよう、また

推進いただきますようお願いして終わりたいと

思います。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【山田(博)委員】 それでは、通告に従いまして
幾つか質問させていただきたいと思うんですが、

先ほど大雨災害及び盛土関係の集中審査をした

時に、公営住宅の件で漏れていたので、それを

まず説明いただけますか。

【高屋住宅課長】 県営住宅が全県下で85団地
ございますけれども、そのうち洪水浸水想定区

域に入っている団地が9団地、土砂災害区域に
入っている団地が21団地、両方またがっている
ものが1団地あるということでございます。
【山田(博)委員】 土木部長、これはショッキン
グなことであったんだけれども、今回、住宅課

長にお聞きしたら、これは初めて公表すると言

われましたけれども、一般の住民の人たちにい

つ頃説明して、どのように対応策をするという

のを説明するのか、スケジュールを説明いただ

けますか。持っていますか。持っているんだっ

たら、住宅課長、お答えいただけますか。

【高屋住宅課長】県営住宅につきましては、現

在、長寿命化計画の見直しを行っておりまして、

その中で各団地毎の対応等含めて、今、精査を

しているところでございます。今年度中には策

定を終えるようにしておりますので、その中で

検討してまいりたいと考えております。
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【山田(博)委員】 だけどね、これはそもそも、

こういう状況であるというのはそこの団地に住

んでいる方にお知らせしているんですか、して

ないんですか。そこはどうですか。

【高屋住宅課長】個別にはお知らせはしており

ません。

【山田(博)委員】 その辺は、やっぱりしないと
いかんと思うよ。危険だというのを行政側はわ

かっておきながら、それをお知らせしてないん

だと。国から通知がきて調べなさいと言って、

住んでいる人にお知らせしてないというのは、

いかがなものかと思うよ。参事監、どう思うね。

【坂田土木部参事監】先ほどお話させていただ

いた団地の数については、国から依頼があって

調べたわけではないというふうに私は聞いてお

りますけれども、いずれにしましても、実際に

危険なエリアに住んでいるということについて

は、しかるべきタイミングで、委員がおっしゃ

られているとおり早めにお知らせしながら、ど

のように考えていくかということを住民にもう

まく伝えていくというのは重要なことではない

かと考えております。

【山田(博)委員】 参事監、それは令和3年2月11
日の読売新聞にも掲載しているんだよ。この中

には、「長崎県は、本紙の調査をきっかけに県

内の洪水浸水想定区域内に立地する県営住宅の

状況を把握した」というんだよ。あなたたちは

こういった実情をちゃんとわかっておきながら、

参事監、しっかり勉強せんとだめだよ。深く反

省しなさい。

いずれにしても、部長、こういった住宅の関

係は速やかに報告してお知らせしてないと、住

民の方も県営住宅は安全・安心だと思っていた

けれども、そういった状況にあるということを、

国の想定区域内でもあるわけだから、部長、し

っかりとそこは周知を速やかにやっていただき

たいと思うんですが、いかがですか。

【奥田土木部長】しっかり周知をするというこ

とも大切ですし、それに向けて、またスケジュ

ーリングをやっていきたいと思いますが、併せ

て避難の訓練ですとか、あるいはそこにお住い

の方がどういう支援が必要な方がお住いなのか、

そういったところをしっかり把握しながらやっ

ていくことが大事だと思っていますので、検討

していきたいと思います。

【山田(博)委員】 そうですね。今の答弁は百点
満点です。おっしゃるとおりです。ぜひやって

いただきたいと思っております。

続きまして、石木ダム建設事業についてお尋

ねしたいんですが、私、部長ね、石木ダムのこ

とに関しては知事の手紙があったとか何とかと

いうのは、全部新聞でしか知らないんですよ。

確かに中島(廣)委員が中心に一生懸命やってい
るというのはわかるんだけれども、この委員会

でも委員の皆さん方に、状況はどうなんですと

いうことを周知してもらいたいんです。

諫早湾干拓は、議会も巻き込んで一生懸命推

進していたんだよ。何か石木ダムに関しては、

行政が一生懸命やっているようで、確かにこれ

はいろんな課題を解決せんといかんというのは

あると思うんですよ。あなたが一人で抱えずに、

議員の皆さん方のいろんな知恵とか経験を活か

して、お知恵を拝借しながら推進するという方

法もあるんじゃないかと思うんですよ。どうで

すか。私は、石木ダムの事業は、県が必要であ

れば、随時こういった状況ですと説明しながら、

いろんなご意見、ご要望なり、知見をいただく

というのも必要じゃないかと思うんですよ。そ

れはいかがですか、部長。

【奥田土木部長】これまで節目節目では情報の
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提供というものをさせていただいておりました。

どういう時かということですけれども、例えば

記者発表をするタイミング、あるいは知事のコ

メントを発表するタイミング、その前には委員

会の皆様にこれまでもお知らせをしてきていた

というふうに承知しておりますし、今後もそこ

はしっかりとやらせていただきたいと思ってい

ますが、一つひとつの取材対応、マスコミの方

から時折取材がありますけれども、そういった

ものをあらかじめ皆様に情報提供するというの

は、なかなかタイミング等もはかりづらい部分

もありまして、そのあたりができていないとい

うところは承知しておりますが、少なくとも、

我々から積極的に何か情報を出していくという

タイミングには、あらかじめ情報提供させてい

ただきたいと思っております。

【山田(博)委員】 土木部長、ＩＲとか何かとい
うのは、ファクスとかなんかでこういう状況で

すと逐一報告しているわけですよ。諫早湾干拓

だって、ファクスはどんどんきたりしていたか

らね。そういうふうに情報を共有するうえでも、

そういったことをやりながら、それをしていた

だきたいと思うんですが、どうですか、部長、

節目節目にやっているんでしょうけれども、何

か距離感を感じるから言っているわけです。そ

ういったことを踏まえてしっかりと取り組んで

いただきたいと思います。

続きまして、箕島大橋の自然災害対応状況と

事故多発の交差点の取組状況について事前通告

しているのでお答えいただきたいと思います。

【馬場道路維持課長】まず、箕島大橋でござい

ますけれども、箕島大橋の自然災害状況のご報

告ですが、まずは今現在、箕島大橋につきまし

ては道路法46条「道路管理者は道路の構造を保
全し、または交通の危険を防止するために区間

を定めて道路の通行を禁止し、または制限する

ことができる」ということに基づきまして、状

況に応じて関係機関であります長崎空港管理事

務所、大村警察署、大村市と協議して通行規制

を行っているところでございます。

前回のご指摘を受けまして、改めて異常気象

通行規制区間に指定すべきというご意見がござ

いましたので、改めて関係機関である、先ほど

申しました長崎空港管理事務所、大村警察署、

大村市と協議しましたが、これまで異常気象時

に事故もなく、地元からの苦情もないというこ

とで、今までの運用で問題はないという意見を

いただきましたので、今後も継続しています道

路法46条に基づいてしっかり取り組んで、通行
規制につきましては行っていきたいと考えてい

るところでございます。

続きまして、事故多発交差点の取組について

というご質問でございます。

現在の取組につきましては、県警から交通事

故情報に関する詳細な情報をいただきまして、

それをもとに関係機関との調整のうえで対応を

行っているところでございます。

具体的には、公表されております交通事故多

発交差点について、交通事故対応や時間帯等の

必要な情報を入手しまして、現場に赴くなどし

て、道路管理者として交通事故防止に必要な対

策を検討しているところでございます。

【山田(博)委員】 道路維持課長にお尋ねします
けれども、西日本新聞と話をした時に、地元か

ら苦情もなかったと。地元と言っても、じゃ地

元というのは、あそこは空の玄関口ですから、

橋だから、地域住民が住んでいたら地域住民の

人が言うでしょうけれども、私も何度かあそこ

を通ったけれども、風が強い時に歩道を歩いて

いる人が強風に流されて車道に降りる人を何人
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も見たんですよ。あなたも、この話をしたら、

自分もあそこで散歩していたら、風が強い時に

危ないと思いましたと、あなた自身が私に言っ

たじゃないか。

自分は体験していて、何かあったら苦情があ

りませんとか、あなたはよく言うよ。あなたも

散歩とかランニングか知らんけれども、してい

た時危ないと思っていましたとおっしゃったじ

ゃないか。

それで、私はいずれにしても、今の状態では、

歩道を歩いている人たちが車道におりないよう

に、危なくないように。トンネルなんかでは子

どもたちが通過する時にはガードレールをして

いるんですよ。五島のトンネルはしていただき

ました。そういうふうにしないと、ほかの橋と

かなんかは、ある程度の風速が強くなったら、

基準とかをある程度しながら通行止めにしてい

るということで、そういうふうにしていかない

と、やっぱり風が強いと、いつ頃の基準とかな

んかで。さっき高速道路は、ある程度雨が降っ

たら規制をしますと、基準をちゃんと設けてや

っているんですよ。

ある程度そういったことをやっていかないと、

ただ単にあなたは話をしたけれども、苦情があ

りませんからということで済まされる問題じゃ

ないよ。道路管理者としての責任を持ってしっ

かりとやらないといけないと思いますよ。もう

一度見解を聞かせていただきたいと思います。

【馬場道路維持課長】委員ご指摘の話でござい

ますけれども、関係機関とこれからも協議しま

して、いろんな形で意見交換をしながらやって

いきたいと思っていますが、当面の間は道路法

46条に基づいて通行規制はやっていきたいと
思っています。

しかしながら、意見交換は関係機関とはやっ

ていきたいと思っているところでございます。

【山田(博)委員】 土木部長、今、苦情もなかっ
たと。道路法46条でやっていますと言っていま
すけれども、ある程度の目安でほかの橋は全部

やっている、女神大橋とかなんかある程度やっ

ておりますけれども、あの道路というのは、今

後ね、あそこに一本の道路しかないんですよ。

あそこの道路で事故とか、人身事故があったら

ストップですよ。そういうところを鑑みてして

おかないと、あれは一路線しかない、迂回路は

ないんですよ。ちょっとあなたは危機感を持っ

てやらないといけないと思うんですよ。部長、

どうですか。

【奥田土木部長】一律の基準をもって規制をす

るか、あるいはその状況、状況を判断して規制

をするか、そこはいろいろなやり方があると思

います。

また、歩行者への安全対策については、今は

ソフト対策として注意喚起をするというふうな

やり方もあろうかと思いますが、場合によって

は、これは必要性を十分検討しなければなりま

せんけれども、例えば防風フェンスのようなも

のもやりようとしてはあろうかと思います。し

かし、お金がかかるので、そのあたりはしっか

りとその必要性、効果等を見極めながら検討し

ていきたいと思います。

【山田(博)委員】 部長、私も空港をよく利用す
る立場になって、最近痛感したのは、あそこは

ＩＲとかの事業も推進する中で重要な、今度は

24時間空港化もするという話になっているか
ら、あえてこれを言っているわけですよ。

だから、ほかの橋にはある程度目安を、がん

じからめにしてはいかんけれども、ある程度の

目安になったらここは通行止めしますよと、こ

れ以上の雨が降ったらとか、道路公団みたいに
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基準をつくらないと、目安がないとやっていけ

ないと思うんですよ、そこは。再度、この件に

ついて見解を聞かせていただきたいと思います。

それはどうですか。

【奥田土木部長】歩行者につきましては、平均

風速毎秒20メートルで通行止めするようにし
ています。車両の方は25メートルで止めるよう
に運用としてはしておりますので、例えば風速

計のようなものを橋の両端ぐらいに見えるよう

な形で表示をすれば、それは注意喚起にもつな

がるかもしれません。渡り始める前と渡ってか

らとでは、実際風速も違ってきますし、体感も

変わってきますので、そのあたりの注意喚起の

やり方も、費用対効果はあると思いますけれど

も、どういうやり方が効果的なのか、考えてい

きたいと思います。

【山田(博)委員】 これは大事なところですので、
ぜひやっていただきたいと思います。

皆さん方は、あの橋というのは重要な大切な

社会資本整備の一つですから、自然災害に備え

た管理事業というのをやっていただきたいと思

って質問しているわけでございます。

もう一つの事故多発交差点というのは、やっ

ていますと言っていましたけれども、もう具体

的にどこの交差点、この交差点ということでや

っていらっしゃるかどうかお尋ねしたいと思い

ます。

【馬場道路維持課長】公安委員会の方が公表し

ています交通事故多発交差点というのがござい

まして、それが令和2年20箇所、まず公表され
ております。その中で県管理する道路について、

県警と連携をとって今調査をしているところで

ございます。

【山田(博)委員】 本来であれば、多発地帯とい
うのは十分わかっていますので、私から指摘さ

れんでもしていただきたかったということを言

っておきたいと思います。

最後に、先ほど道路の排水、側溝というのは

何年置きという答弁が、30年なのかどうかとい
うのは、明確にもう一回お答えいただけますか。

後で調べると言っていましたけれども。

【馬場道路維持課長】 排水能力によりまして、

降雨確率年というのは変わっております、排水

能力と地形等でですね。

まずは、一般的な道路排水のみの小規模な排

水につきましては3年というのがございます。
しかしながら、長大な斜面から流出する水を排

出する道路排水、平均的な都市内で排水するよ

うな場所につきましては、5年から10年という
のがございますので、その中でやっているとこ

ろでございます。

それと、先ほどの答弁、30年と申しましたの
は、構造上重要なところと横断暗渠につきまし

ては30年ということで、仕様書で規定されてい
るところでございます。

【山田(博)委員】 道路維持課長、さっき災害が
ある時に冠水した道路の件の話がなかったので、

やはり実際冠水した道路が通行止めになるとい

うのが見られるので、この排水というのは先ほ

ど話をしてきましたけれども、側溝に土砂がた

まったりとか、排水の能力がないからというこ

とで冠水するところも多々ありますので、そこ

はしっかりと調査をして、そういった道路通行

止めが冠水によるものにならないようにしっか

りと対応していただきたいと思うんですけれど

も、よろしくお願いします。

時間がきましたので、終わります。

【中村(一)委員長】 ここで暫時休憩いたします。

― 午後 ４時５３分 休憩 ―
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― 午後 ４時５３分 再開 ―

【中村(一)委員長】 会議を再開します。
会議を閉じる時刻となりましたので、本日の

審査結果について、一旦整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時５４分 休憩 ―

― 午後 ４時５４分 再開 ―

【中村(一)委員長】 会議を再開します。
本日の審査は、これにてとどめ、明日9月28

日は、午前10時から委員会を再開し、引き続き

土木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。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ４時５５分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月２８日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時４０分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 中村 一三 君

副委員長（副会長） 北村 貴寿 君

委    員 八江 利春 君

〃 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 前田 哲也 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 赤木 幸仁 君

〃 坂口 慎一 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 奥田 秀樹 君

土 木 部 技 監 有吉 正敏 君

土 木 部 次 長 大安 哲也 君

土木 部参事 監
（まちづくり推進担当）

坂田 昌平 君

監 理 課 長 田中 庄司 君

建設 企画課 長 植村 公彦 君

建設企画課企画監 中村 泰博 君

新幹線事業対策室長
( 参 事 監 )

大塚 正道 君

都市 政策課 長 田坂 朋裕 君

道路建設課(参事監) 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 松本 憲明 君

河川 課企画 監 小川 秀文 君

砂 防 課 長 浅岡 哲彦 君

建 築 課 長 三原 真治 君

営 繕 課 長 今崎 博明 君

住 宅 課 長 髙屋  誠 君

住宅 課企画 監 小山 俊一 君

用 地 課 長 佐々木健二 君

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

文化観光国際部政策監
(国際戦略担当)

前川 謙介 君

文化観光国際部次長兼
文 化 振興課 長

土井口章博 君

文化振興課企画監
(国民文化祭・文化観光推進担当)

立石 寿裕 君

世界 遺産課 長 馬場 秀喜 君

観光 振興課 長 永峯 裕一 君

国際観光振興室長（参事監） 佐々野一義 君

物産ブランド推進課長 長野 敦志 君

国 際 課 長 江口  信 君

国際 課企画 監
（アジア・国際戦略担当）

坂口 育裕 君

スポーツ振興課長 野口 純弘 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中村(一)委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

昨日に引き続き、土木部関係の議案外所管事

務一般の審査を行います。

事前通告をされた委員の方で、ご質問はあり
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ませんか。

【深堀委員】 おはようございます。1点、お尋
ねをしたいと思います。

土壌汚染対策の無届けの件であります。

7月にマスコミ報道でも出ました。土木部の
方からも少し説明はいただいておりますけれど

も、報道によれば、全体で486件、長崎県の発
注工事の中で、土壌汚染の対策に対する届出が

されてなかったと。そのうちの442件、無届け
の88％が土木部であったという報道がありま
すけれども、どうしてこういった無届けの状況

が発生をしたのか、再発の防止対策をどういう

ふうにやっているのか。

今言った件数というのは2015年から2020年
の5年間の分なんですけれども、じゃ、その以
前の分はどうだったのか、そのあたりを確認し

たいと思います。

【田中監理課長】 まずもって、本来、法令を守

るべき立場にあります私どもが、このような事

態を招いてしまったということに関しまして、

甚だ遺憾でございまして、県民の皆様方には大

変申し訳ないというふうに考えております。心

から深くおわびを申し上げます。

今後は、組織一丸となって、再発防止に向け

て全力で取り組んでまいりたいと考えていると

ころでございます。

各課にわたる案件でございますので、監理課

の方で答弁をさせていただきたいと思います。

今回無届けとなりました原因につきましては、

一つは担当者の認識不足があったということ。

それと、所属として確認不足の面も当然ござい

ました。それと、所属内の周知というものが十

分徹底されていなかったというものが主な要因

というふうに考えております。

このため、発覚後の対応といたしまして、ま

ず6月11日付で各部内の各課長及び関係の地方
機関長宛てに、建設工事を実施するに当たりま

して必要となります「各種関係法令の遵守の徹

底に係る注意喚起の文書」というものを部長名

で通知を行いまして、併せまして6月14日には、
臨時の地方機関長会議というものを開かせてい

ただきまして、関係法令の遵守の徹底について

注意喚起を行いました。

特に管理職、それと検査指導幹あたりにつき

ましては、中心となってチェック体制の構築、

または見直しに取り組んで、職員の指導を徹底

するよう指示を行ったところでございます。

また、この会議におきまして、県民生活環境

部にも出席をいただきまして、制度の概要、法

令遵守の重要性、このあたりを改めてご説明を

いただいて、その内容をまた所属の方にフィー

ドバックするというようなことを行ったところ

でございます。

さらに加えまして実務面で、こういうのがま

た再発すると困りますので、再発防止策といた

しまして、建設工事を実施するに当たりまして

必要となります各種届出を一覧表にいたしまし

て、その中に、今回の土壌汚染対策法に基づく

届出というものも新たに加えて、部内でそれぞ

れの職員が確認とチェックができるというよう

な様式を定めまして、今後二度とこういった届

出漏れが生じないようにというような書式の見

直しも行っているところでございます。

加えまして、9月2日になりますが、県民生活
環境部の主催によります職員向けの研修がまた

開かれましたので、そこに土木部職員も約100
名程度出席をいたしております。

土木部内でも、さらに10月に積算関係の担当
者を対象といたしまして説明会をまた改めて開

きまして、再度の周知を図っていくということ
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で対応を予定しております。

今後も、法令遵守につきましては、これまで

以上に徹底して取り組んでまいりたいと考えて

おります。

それと、件数の件のご質問がございましたけ

れども、大変申し訳ございません。私どもが把

握しておりますのは、平成27年度から令和2年
度までのこの442件でございまして、それ以前
の分につきましては調査をいたしておりません。

把握をいたしておりません。申し訳ございませ

ん。

【深堀委員】詳しく報告がありましたので、再

発防止策については、いろんな組織なりでもし

っかりチェックができるような体制をされたと。

部長名でも通達を出しているということで、か

かるような事例が今後発生しないように徹底を

いただきたいということを、まず申し上げてお

きたいと思います。

過去の分がわからないということもわかりま

した。ただ、一番気にするのは、本当に土壌汚

染のおそれがなかったのかどうかですよね。今、

出ている件数は、そのおそれがないということ

は、ちょっと記載があるんですけれども、3,000
㎡以上の土地の形状を変更する場合に出す、こ

の届出ですけれども、チェックのしようがない

のかもしれませんが、過去の分で把握されてな

ければ、そこは本当に大丈夫なのかという疑念

といいますか、心配をするんですが、そのあた

りがどうなのか。

そして、長崎市と佐世保市のエリアについて

は、届出自体は県ではなくて両市に出すことに

なっていますよね。そのあたり、今まで出して

いなかった過去の分ですけれども、それについ

てのペナルティとか、そういったものは何もな

いんですか。

【田中監理課長】ペナルティ的なことは特には

ございません。

過去の分につきましては、委員ご指摘のよう

に、万が一にも土壌汚染のような状況があるか

もしれません。

ただ、現状、私どもとしては、過去の、少な

くとも平成27年から令和2年度につきましては、
県民生活環境部の方から指示をいただいた内容

に基づいて、そういった土壌汚染の状況がない

かどうかというのを全て、各地方機関等を含め

て調査を行っております。

これ以前の分でないかということですけれど

も、そこは、ちょっと時間がかかるかもしれま

せんけれども、可能な範囲では調べることはや

らないといけないかなというのは考えておりま

す。

【深堀委員】もう一つだけ。県の組織内部の話

だけじゃなくて、長崎市や佐世保市も絡む話な

ので、そこは無届けだったということで判明し

た後、両市に対しての何か届出というのはされ

たんですか。

【田中監理課長】両市に対しましても、県に届

出、事後確認にはなっておりますけれども、届

出は行っております。それにつきましても、特

段問題はなかったというふうに把握をしており

ます。

【深堀委員】この質問をしたのは、こういうこ

とが二度と発生しないようにという意味での質

問と、あとは、届出をしてなかったことによっ

ての土壌汚染の影響が本当にないのかというこ

とを確認したかったので、土壌汚染のことに関

しては、チェックができる分については、可能

な限りでやっていただきたいということを申し

上げて、終わりたいと思います。

【中村(一)委員長】ほかに質問はありませんか。
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【前田委員】コンテナ物流促進に向けた柳ふ頭

の整備について質問したいと思います。

昨日も八江委員の方からも質疑が出ておりま

したが、産業の振興とインフラの整備はリンク

するというか、連動するものだと思っています。

そうした中で、事前に通告する中でやりとりで

きていることもあるので、そこの部分は省略し

ますが、今、2バースが進んでおりますけれど
も、当初3バースという計画があった時に知事
の方から出ていたのは、人流だけではなくて物

流も力を入れたいということで、シームレス物

流等にも触れられて、そこに力を入れたいとい

うことを言明されておりました。

2バースになった中での物流については、事
前のやりとりをする中では、今回の2バースの
中には物流という視点はないんだというふうな

お話を聞きました。となれば、やはりコンテナ

物流の促進をするという意味においては、本県

においては柳ふ頭で力を入れていくということ

になるかと思うんですが、現況を見た時に、当

初土木部で全部やられていましたけれども、コ

ンテナの物流が進まない中で、そのセールスに

ついては、産業労働部に移っていますが、目標

とされている1万ＴＥＵ（コンテナの数）の目
標に対してはるかに目標に足りてないという現

況があるんだろうなと思っています。

部署は違いますけれども、まず、コンテナの

実績についてご報告いただきたいのと、併せて、

私から見ると、現場の方々からの要望に応えた

中での柳ふ頭の整備というのはやっていただい

ていますけれども、しかし、本当に促進すると

いう意味において、行政が主体となって積極的

に予算をつけて整備しているという状況ではな

いんだろうなと思う中で、これだけコンテナ物

流が停滞する中で、やはり新産業とかいう分野

を頑張るとかというような話も出ていますけれ

ども、そういうことを見通す中では、柳ふ頭の

整備にいま一度、しっかりした中・長期の計画

を立ててインフラ整備をしていくべきだという

思いを持って質問させていただきたいので、ま

ずは実績と、最近の整備状況についてご答弁い

ただきたいと思います。

【平岡港湾課長】長崎港でのコンテナ貨物につ

きましては、先ほど委員がご指摘ありましたけ

れども、県としまして1万ＴＥＵを目標として
取組を進めてまいりました。平成24年の約
3,500ＴＥＵから、平成30年には約6,700ＴＥＵ
に増加したものの、令和2年には約3,500ＴＥＵ
にまで減少しております。

その要因としましては、輸入の約6割を占め
ておりました三菱重工によります客船連続建造

やＬＮＧ船などの特殊船建造が終了し、その関

連資材の輸入が減ったためと考えております。

これまでも県、市、商工会議所や貨物取扱企

業及び関係団体など32団体で構成されます、長
崎港活性化センターを通じまして、県内外の企

業へポートセールスや助成などを行い、長崎港

の国際的コンテナの航路の利用拡大を目指して

きたところでございます。

今後の中・長期的な考えはということなんで

すけれども、委員ご指摘ございましたけれども、

中・長期的には洋上風力発電など、今後新しい

産業の動向が考えられますので、そこに注視し

つつ新たな貨物を掘り起こして物流の活性化に

よる地域振興につなげてまいりたいと考えてお

ります。

【前田委員】質問した中での直近の整備状況に

ついての答弁というのは、多分なかったと思う

んですが、改めてそこを確認します。

【平岡港湾課長】小ヶ倉柳地区のふ頭整備につ
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きましては、現在、岸壁等埋立工事等は完了し

ておりまして、コンテナヤードの舗装の共同溝

上や岸壁に面した用地の舗装を実施しておりま

す。

【前田委員】 3,500ＴＥＵぐらいに落ちている
という原因を述べていただいて、それは造船関

係というようなお話もあったわけですけれども、

鶏が先か卵が先かという話でいけば、それは基

幹産業の動向によって物量が左右されるという

のは致し方ないと思うんですが、しかし、さっ

き課長からも答弁がありましたように、新しい

洋上風力発電とかという分野があるとするなら

ば、やはりそこを見越した上で先行的に基盤整

備をするということが大事だと思っていて、現

況、洋上風力発電の資材関係という話になった

時も、今の柳ふ頭の状況を見ると、じゃ、長崎

に下ろそうという話にはならないんだろうなと

思っているんですね。実際に下ろしきれるかと

いうと、さっきの個人質問の中でも同僚議員の

方から指摘があっていましたけれども、まだま

だ整備が足りてない状況。

私も承知する中では、毎年現場の関係者の

方々が集まって担当の課の方とやり取りをしな

がら改修箇所等を指摘し、それに応じてもらっ

ているという状況だけれども、やはりそこは全

くもって現場から見ると、まだまだ足りてない

状況ですし、ガントリークレーンを入れて以降

は、大型的な整備もできてない状況で、やった

のは大型のクルーズ船の対応のところは急いで

やられましたけれども、現況の物流基地だとい

う拠点だということを考えた時には、このよう

な状況では、やはり伊万里の方から物を取って

くるというのは到底難しいと思っているんです

よ。

それは、平成23年、24年当時、知事が力を入

れるといった当時も、上海との物流に力を入れ

たいという中で、私は日本国内の物流の現況を

例示しながら、本気でやるんですかということ

を確認したけども、やるんだということだから、

その動向をずっと見てきましたけれども、この

柳ふ頭に関して言えば、なかなかここが拠点と

なる魅力に乏しいと思っているんですけれども、

そういうことについてどのような見解を持って

いるかというのは、これは部長に見解をお聞き

したい。

併せて、そのときの課題の一つになっていた

道路の計画ですね、国道ではやはり下ろしてか

らの物流が難しいので、今でも計画としては残

っていますね、道路が。その進捗というか、今

後の見通しについてどうなるかについてもお尋

ねをしたいと思いますが、聞きたいことは、や

はりいま一度ここに力を入れるということであ

れば、しっかりとしたふ頭の整備計画というも

のをつくり上げるべきだと思っていますが、そ

の点について見解を部長の方に問いたいと思い

ます。

【奥田土木部長】まずやはり大事なのは、ポー

トセールスをしっかりやっていくというふうな

ことだと思っております。その上でどういうニ

ーズ、どういうふうな整備の方向性が望まれる

のかというところをしっかりと把握した上で、

中・長期の整備のあり方というふうなところを

きちんとつくり上げていくんだろうというふう

に考えています。

その中で臨港道路の整備のお話が、今指摘が

ありましたけれども、従前は国道499号の渋滞
の問題がかなりあったということでありますが、

引き続きそこは、今混んでいるという認識です。

その一方で、直接ここに直結するわけではあり

ませんけれども、長崎南環状線の整備を、今、
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平行してやっております。こちらの整備がしっ

かりできれば、499号の方も混雑が緩和される
だろうというところがありますから、周辺の道

路整備の状況も併せてしっかりと進めていくこ

とによって、臨港道路をどうしていくのかとい

うふうなところも今後検討していきたいと思っ

ております。

【前田委員】所管の部が違うので、これ以上は

言いませんけれども、ポートセールスの頑張り

というのは、やはりセールスに行く人たちにし

てみたら、自分の手持ちの材料というか、何が

あるかというか、何に特性があるかと考えた時

に、やはりそれはふ頭じゃないですか。そう考

えた時に、売るものが何もないんですよね。県

北から、県南はともかくとしながらも、県北か

らのものを持ってきていたけれども、全て伊万

里に取られていますよ。伊万里、福岡、向こう

の方にね。

そう考えた時に、部長が言うように、ポート

セールスがまず一義的にあるんだと言うけれど

も、そうは言いながらも、じゃ、今のふ頭のあ

り方というのを、やはりそこはきちんと考えな

いと、いつまでたっても、多分セールスでは勝

てないと思っているので、いや、それをやめま

すというんだったら別に構いませんよ。それは

それで一つの判断だからいいんだけれども、頑

張るというのであれば、そこをやらないと、今

の現況の週何便かやっている物流の内容をよく

見てみてください。入ってくるものもだし、出

るものが空で全部出しているという状況ですか

ら、この物流の形態だって、このままだと私は

長く続かないと思っているんです。

そう考えた時に、新産業、洋上風力を含めて、

航空機産業を含めて頑張るんだという先のとこ

ろが何もないという状況では、やっぱり新産業

の成長にも影響が出てくるんだろうなというふ

うに思っています。

それとあと、この際ですから、全く次元の違

う話なんだけれども、地元の自治会等のやり取

りの中で、あのふ頭の中に野球のグラウンドを

つくるという話はずっと前からお約束としては

残っているんだけれども、現場は望まないとい

うこともずっと言い続けているし、逆に危険で

すよという話もしているんですけれども、その

空地も含めて、土地も含めて全く活用できてな

いだろうというふうに思う時に、その問題につ

いては、もう何年来の懸案ですから、決着をつ

けてほしいんですが、最後に課長、その点につ

いて、今後どういうふうに対応するのか、確認

をして終わりたいと思います。

【平岡港湾課長】今、委員からお話がありまし

た柳ふ頭内の緑地、グラウンド整備のお話でご

ざいますが、過去からの埋立ての経緯としまし

て、地元自治会との間でふ頭の中に緑地の整備

をというお話がございます。地元自治会と継続

して協議をずっと行ってまいりました。併せて、

ふ頭内の利用者の方ともお話をさせていただい

ているところでございます。

今、そこらの協議を詰めてきておりますので、

早めに結論を出していきたいというふうに考え

ております。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【松本委員】通告している中の大雨災害の被害

と今後の対応は、集中審議の方で質問いたしま

したので、振興局見直し実施計画案について質

問いたします。

議案説明資料の4ページから5ページにかけ
て説明がなされています。3つの振興局を県南
振興局として一つに集約するという計画が出さ

れております。かねてよりこのことに対して、
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特に土木関係の建設業の方々から様々なご意見

が出されております。やはり統合されるという

のは行政の効率化ではありますが、集約される

ところ、長崎・島原地区の方々にとっては、や

はり今までより機能が低下しないのかというと

ころに懸念をされているということでありまし

た。

そこの対応をするということで、ここに記載

のとおり、「長崎地区、島原地区に維持管理事

務所を新設することとし」と記載がされていま

す。長崎、島原に維持管理事務所を残すという

ことであれば、この維持管理事務所の役割とい

うのが大変大きくなってくると思うんですが、

現状として、今どのように考えているのか、お

尋ねをいたします。

【田中監理課長】今回の地方機関の再編の計画

におきましては、長崎と県央、島原、この3つ
の振興局を一つに集約するという計画になって

おります。

長崎と島原の両地域に設置を予定しておりま

す維持管理事務所、ここにおきましては、緊急

性や現場性の高い業務を担うということで考え

ておりまして、現在の行政サービスの水準を維

持するということで考えております。

平成21年に、当面の再編ということで、地方
機関の再編を行いました。県北振興局におきま

しては田平と大瀬戸、この2箇所に維持管理事
務所というものを設置させていただいています。

この維持管理事務所におきましては、屋外広

告物でありましたり、建設業でありましたり、

そういった許認可の窓口機能を担っております。

それに加えまして、道路の維持補修、河川や海

岸や砂防等の維持管理、それと道路パトロール、

あと、都市公園などの公共施設の管理、災害発

生時の一時的な対応、こういったものを担って

おりまして、県南地区の維持管理事務所の計画

におきましても、こういった県北で行っており

ますような維持管理事務所の機能を有するとい

うことを考えています。

今後も維持管理機能が劣ることがないように、

しっかりと現在の県北や、県北におきます田平、

大瀬戸の現状の維持管理事務所の体制も検証し

ながら、県南振興局の再編に向けて取り組んで

いきたいと考えているところでございます。

【松本委員】 田平や大瀬戸の例がありますが、

地域の方に伺いますと、やはり維持管理事務所

になった時点で、非常に人も減って予算も減っ

たという話を伺いました。

ですから、気になるのは、振興局から維持管

理事務所に格下げになったような形で、そうす

ると、人員も減って、予算も減って、権限も減

ってしまった時、そもそも振興局という目的で

つくっているものを、行政の都合で統合してし

まったことによって、結局、現場の建設業の方々

とか、市町の方々の負担増になるのではないか

という様々な議論の中で、今回、維持管理事務

所の新設とはっきりおっしゃっていただいたと。

そこに期待をするところでありますが、その人

員とか権限とか予算については、従来の振興局

よりやはり下がるという見解で、認識でいらっ

しゃるんですか。

【田中監理課長】人員を削減するとか、統廃合

によってその地域の予算が減るというようなこ

とは全く念頭にございません。必要なところに

必要な予算は配分をいたしておりますし、人員

も必要な箇所に必要な人員を配置するというこ

とが基本でやっておりますので、そのあたりの

ご懸念については、現在ないというふうに考え

ております。

【松本委員】昨日の議論の中でも長崎地区、島
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原地区でもかなりの災害が出ております。私た

ち議員も陳情の対応をする時に、いつも振興局

の方に現地の立会いをお願いしているわけです。

そこの部分が、やはりかなり直接的な県民の

方々の窓口にもなります。これが行政の都合で

集約されることによって、その機能がやはり低

下することがあっては、何のための統合なのか

と。結局自分たちの都合と思われてしまうので、

そこのところは、今ご答弁にありましたとおり、

人員や予算については維持していただけるよう

に、お願いをいたします。

重ねてもう一つ懸念されていることが、今後

の入札についてになるんですけれども、県央振

興局は大村・諫早になっていて、大村・諫早の

業者が入札に参加するんですけど、どうしても

規模も違いますので、地域間の格差が出ている

ということが、今懸念になっております。今後、

県南振興局での発注になると、地域がさらに広

がって、島原、長崎が入ってくるということで、

これまで振興局単位でしていたものが、今度範

囲が広くなっていきますので、そうなると、今

度は県央の業者の方々も、長崎の業者の方々と

の競争になるのかという懸念も、非常に声が上

がっております。

今後の統合以降の入札の参加についてはどの

ようにお考えなのか、お尋ねをいたします。

【中村建設課企画監】統合によりまして、今後

の入札方法はどういうふうに変わっていくのか

というご質問かと思いますけれども、今後、県

南事務所に統合されましても、土木部で発注す

る建設工事につきましては、現在と同様の方法

で継続して、長崎・県央・島原振興局の枠組み

は変えずに実施していきたいと考えております。

当然、大村の発注についても、指名競争入札

につきましては、現在の県央振興局の業者の選

定方法を踏襲して発注していきたいと考えてお

ります。

先ほどもお話がありましたけれども、昨年の

7月の豪雨で郡川水系がかなり被災を受けまし
たけれども、このときも地域の建設業者がいち

早く現場に駆けつけまして、決壊した護岸を早

期に応急復旧するなどの対応を行っていただい

ております。

我々もそのような地域の担い手となる地元業

者の存続を図ることが重要であるというふうに

考えておりますので、今後も地域の実情に沿っ

た発注方法をやっていきたいと考えております。

【松本委員】ありがとうございます。答弁にあ

りましたとおり、建設業協会の方々は災害時は

待機をして、そして人命に関わるような場合は

夜を徹して対応をしていただいた話も聞きまし

た。

地元以外の業者の方が受注することもありま

すが、そういう中で、やはり地域性の配慮とい

うものは非常に大きいと思うし、今後、行政が

発注をしていく中で、建設業協会との連携がや

っぱり重要になってくると思いますので、そう

いった声を酌み取って配慮いただきたいと思い

ます。以上です。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。

【小林委員】河川課長、お尋ねしたいと思いま

すけれども、大村市の中心部を流れる県の管理

する二級河川の大上戸川というのがあります。

また、その支川に藤の川というのがあります。

これは、昭和32年7月の諫早・大村大水害に
おいて壊滅的な打撃を受けて、相当な護岸基盤

が崩れ去ってしまったと、こういうところから

今日、改修されてきておるわけでありますけれ

ども、昨年7月のああいう集中豪雨で、また大
変な被害を受けました。特に大上戸川と藤の川



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２８日）

- 77 -

においては、床上浸水が51世帯というような状
態で、かなりの被害が発生していることはご存

じのとおりだと思うわけであります。

ただいまも言いますように、昭和32年、これ
はもう64年前ですね。64年ぐらい前に護岸が整
備されてから今日きていると、そういう点から

しても、かなりの老朽化をしていることは言う

までもないことでありまして、これを抜本的に

改修する時期がきているのではないかと、こう

いうような考え方を持っているところでござい

ます。

この点については、河川課長としてどのよう

に受け止めておられるか、お尋ねしたいと思い

ます。

【松本河川課長】大村市を流れる大上戸川及び

その支川の藤の川についてのご質問と思います

が、昨年7月の大雨で、この大上戸川水系につ
きましては、委員から、今ご説明がありました

ように、51戸の浸水被害、それと国道34号線の
上下流付近で護岸の崩壊が起きているというよ

うな状況です。

現在、県としましては、大上戸川水系の復旧

につきまして、本川3箇所の被災箇所を鋭意進
めているところでございまして、そのほかにも、

災害復旧以外でも、本川につきましては、河床

に堆積した土砂を取り除くために、上流で2箇
所、約6,000㎥ぐらいの掘削が今のところ終わっ
ているような状況です。

あと、潜水橋が現地にございますけれど、こ

れの上下流についても掘削を今実施しているよ

うな状況です。

先ほど、委員からご説明がありましたけれど、

大上戸川及び藤の川の護岸施設が、建設から60
年以上経っていて、かなり老朽化も進んでいる

という状況でございまして、また、昨年7月の

豪雨による浸水被害の状況を踏まえると、抜本

的な水系全体の治水安全度の向上が必要ではな

いかと考えておりまして、今後、交付金事業に

より早期の復旧を図りたいと考えている所でご

ざいます。

【小林委員】今の河川課長の答弁を受けまして、

やっぱり私が申し上げるとおり、60年以上も経
過をし、護岸基盤が全くもって老朽化してしま

っていると。特に浸水被害というのも、かなり

地形的に問題があろうかと思いますので、これ

は、今申し上げたように抜本的な対策を講じて

いただかなければならないということでござい

ます。

昨年7月の大雨によるところの51戸の浸水被
害、そういうことを受けて原形復旧を今年度、

令和3年度いっぱいまでにやっていただくとい
うことで、現在進行中でありまして、このこと

はよしとしながらも、今言う抜本的な、これか

らのスケジュール、これからどういうような手

だてでやっていくのかということが、非常に関

心が高まるわけであります。先だっても地元の

皆さん方から、こういう点についての陳情・要

望を受けております。

そうしますと、今、新しい制度で河川整備基

本方針とか、河川整備計画とか、そういうよう

な、何かコンサルを入れて、これからの河川整

備のあり方について、これまでは基本方針とか

整備計画とか、コンサルなんかに依頼をして、

これからの河川開発はどうあるべきかというこ

とについて、地元の住民の皆さん方の意見も聞

きながら、それで河川整備を行っていくと。こ

の基本的な考え方は、非常にウエルカムで、私

はいいと思うんです。

ただ、この整備基本計画と整備計画はどれく

らいの時間がかかるのかと、ここが一つ問題な
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んです。この基本計画と整備計画等について、

非常に時間がかかり過ぎると、その間、こんな

に時間をかけるならば、早く抜本的改修の着手

をしてもらいたいと、こういうようなことにな

ろうかと思うんです。

そういう点からしてみて、この基本方針と整

備計画について、大体予算が幾らぐらいかかる

のか、どこからその金は出てくるのか、そして、

これができて初めて着手ということになってく

ると、実際、工事の完成時期がかなり遅れをと

っていくのではないかと、こんなようなことを

心配されますけれども、この点についてのご答

弁をお願いしたいと思います。

【松本河川課長】河川整備計画及び河川方針の

策定は、当然、交付金事業の決定には、まずこ

れをやらなくちゃいけないというふうになって

おります。

通常、この手続につきまして、例えば国の協

議とか、学識者から構成される検討委員会、そ

れと地元住民の方の意見を聞く公聴会等々の開

催も、当然この中で必要になってきます。

予算につきましてですけれど、この整備方針、

整備計画を作成するに当たって、約3,000万円か
ら4,000万円ぐらいの事業費が必要じゃないか
というふうに考えております。これにつきまし

ては国の補助対象となっておりませんので、県

の単独事業において実施する予定でございます。

通常、この河川整備基本方針及び整備計画の

策定には、3年から4年ぐらいの時期がかかると
いうふうになっております。

しかしながら、近年の気候変動により、大規

模な水害発生が毎年危惧されている中で、いつ

までもそのままにやっておくというのは、やっ

ぱり我々としてもそれはできないことでござい

まして、1年でも早く、少しでも早く、この方

針、計画を策定して事業化をしたいと思ってい

るところでございます。

しかしながら、当然時間がかかりますので、

その間も堆積土砂の掘削等とか老朽化した護岸

の整備、これについては随時実施したいと考え

ております。

【小林委員】今の河川課長の説明でよく理解が

できましたが、先ほども指摘をしたように、何

が問題かというと、今のご答弁で、この基本計

画と整備計画をやり遂げるまでの間、3,000万円
～4,000万円は県単独で出しますよと。そこまで
はよかったが、3年も4年もかかると、これが一
番のなかなか厳しいところじゃないかと思うん

です。

申し訳ないが、この河川整備について、3年
も4年も一体何の時間をかけるのか、どんなと
ころにコンサルは時間をかけて、その計画を練

ってくれるのか、その辺がいまいち、新しい制

度・仕組みなものだから、今年度から始まった

新制度でありますから。

そうすると、これは大体3年も4年もかかると
いうのは、一体どういうような内容でこのくら

いの時間がかかるのか、この辺について、もう

一度ご答弁をお願いしたいと思います。

【松本河川課長】我々が河川整備をする場合に、

どうしても今回どのくらいの雨が降ったという

事実をまず確認しまして、じゃ、大上戸川及び

藤の川に対してどのくらいの規模の改修計画を

立てるべきかと。各地の雨量状況とか流量とか、

そのあたりをコンサルに委託して、この川では

何が一番ベストな計画なのかというのを、当然

練る必要があります。

それを我々だけではなくて国と協議及び、先

ほど申しましたけれど、学識経験者等とも協議

をしながら委員会を構成し、国とも協議を行い
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ながら、かつ、当然地域住民のために必要な河

川計画でありますので、地域の方々の幅広いご

意見を集めながら計画を立てる。この場合にど

うしても各種手続がございまして、3年から4年
程度はかかるということになっております。

しかしながら、1年でも早くこれができるよ
うに、我々は一生懸命努力したいと考えており

ます。

【小林委員】 3年も4年もかかるということに
ついて、できるだけ1年でも短くしたいと。そ
ういう方法があれば、3年を今度は2年にすると
か、先ほどから言ったように、これまでのデー

タでどれくらいの雨量があったと、どれくらい

の改修によって、再び洪水とか氾濫とか、そう

いうものが起こらないようにするかというよう

なことを、整備計画とか基本方針で決めていく

んだろうと思うんだけれども、もっとこれを迅

速に、やっぱりスピードを持ってやってもらわ

ないと、地元の人たちは納得ができないわけで

すよ。

だから、学者の意見も大事であるけれども、

今まで県はそんなことは全くやらずして、国と

話し合いをし、そしてやっとったわけだよ。と

ころが、やっぱりそれは不備が多いということ

になったのかな。どういうようなことで、こう

いうちょっと回りくどいような、しかし、あり

がたい話だけども、もうちょっと時間を短縮で

きるような仕組みをつくるべきだと思うけれど

も、この辺のところを河川課長から、国にもっ

と強くお願いをしてもらいたいと思うけれども、

どうですか。

【松本河川課長】河川整備計画の策定につきま

しては、地方機関のみならず、私自身、河川課

も鋭意そこに参加し、国との協議も今後も鋭意

積極的に進めて、委員、今ご指摘ございました

ように、1年でも早く整備計画ができるように、
一生懸命努力したいと考えております。

【小林委員】そうすると現実に、これは松本県

議の地元だけれども、福重の郡川とか佐奈河内

川とかというのがしばしば出てまいります。あ

そこについては、相当な被害を受けました。そ

うすると、河川の拡幅からやってもらっている

んだけれども、この拡幅についても、こういう

基本計画、整備計画で、そこでどれくらいの雨

が降って、そしてどれくらいの整備が必要だと

かいうような、今おっしゃるような新しい制度

は適用されているのかどうか、この辺のところ

はどうなんですか。

【松本河川課長】郡川につきましては、これま

で河川整備計画を策定いたしておりまして、50
分の1で改修を行っていました。その基本計画
がある中で、現在、郡川の河川改修を進めてい

るような状況でございます。

佐奈河内川につきましては、昨年、大きな水

害を受けたということで、これは災害復旧助成

事業で、新たに支川の佐奈河内川については計

画を策定し、現在進めているような状況でござ

います。

【小林委員】そこのところは、大上戸川につい

ては新制度で、そういう基本計画、整備計画が

必要だと。これが3年～4年もかかると言いなが
ら、佐奈河内川とか郡川については、こういう

整備計画とか基本方針をもう既にやっていたん

だとか、これは、今の新しい制度じゃないのか、

昔からあったのかね。この辺の整合性が、今一

つおかしいぞ。

【松本河川課長】昨日も議会の中で答弁させて

いただきましたけれど、河川整備方針及び河川

整備計画の策定というのは、平成9年度に河川
法が改正になりまして、それを受けて整備計画
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を策定している状況でございます。

【小林委員】 そうすると、今の状態で、佐奈河

内川と郡川の改修等については、災害で助成制

度を受けてやっているけれども、私はかなり抜

本的な改修が行われていると考えているんだけ

れども、その辺のところはどうなんですか。完

成までの時間が急がれているわけだけれども、

その辺のところはどうですかと聞いているんで

す。

【松本河川課長】佐奈河内川の今の復旧のスケ

ジュールについてのご質問かと思いますけれど、

佐奈河内川につきましては5年間、令和5年を目
標に、完成を今、急いでいる状況でございます。

【小林委員】そうすると、大上戸川のスケジュ

ールはわかるのかね。これから抜本的にやって

くれると、そういう前向きの答弁をしてくれて

いるけれども、大体いつごろ着手して、どうい

うふうにやっていくかという部分については、

スケジュールはまだ全然ないのかね。

【松本河川課長】大上戸川につきましては、先

ほど申しますように、まず整備方針、整備計画

を策定しなければなりません。特に大上戸川に

ついては、下流部にかなりの人家が両側に張り

ついておりまして、どのような河川整備をする

かと。恐らく基本的には、河床を掘り下げたよ

うな形で本川大上戸川を整備すると。

藤の川につきましても、川幅がすごく狭く、

両側にかなりの家屋が張りついておりまして、

この場合、どういった方法が一番いい計画であ

るかというのを、今後、我々はきっちりと立て

なければいけないというふうに考えております

ので、もう少し時間をいただきたいと思います

けれども、何回も申しますように、1年でも早
くこの計画を策定しまして、早期にかかれるよ

うに頑張っていきたいと考えております。

【小林委員】藤の川も、今あなたがおっしゃっ

たように、非常に川幅が狭いわけよ。それで、

近くに家がばあっと張りついているわけよ。だ

から、本当に抜本的に拡幅等々を考えれば、用

地買収から家屋の移転までしていただかなけれ

ばならんというような、抜本的な対策になるわ

けですね、改修に。それが、今まで結構放置さ

れてきたと思うわけです。

だから、そういうところも入れて、もう3年
も4年も待てないぞ。もうちょっとその辺のと
ころをうまくやっていただくように、これは要

望になりますけれども、よくよくご検討いただ

いて、ぜひ住民の皆さん方が安心して暮らしが

できるように、よろしくお願いしたいと思いま

す。以上です。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【北村副委員長】 通告をしておりました郡川、

佐奈河内川、そして大上戸川、藤の川について

は、先ほど小林委員の方から詳しく質疑があっ

たので割愛をさせていただきますが、私の方か

らも、ぜひ計画の策定を一刻も早くしていただ

きたいと思いますし、お話にありました51世帯
の市民の方々は、やはり毎年雨が降るたびに、

今年は大丈夫やろうかと非常に不安になると思

いますので、先ほどの計画を立てるまでは対処

療法といいますか、しっかりチェックをやって

いくということでございますから、毎年出水期

の前に、やはり川底の状況などをしっかりとチ

ェックをしていただきたいなと、私からも要望

しておきますので、よろしくお願いいたします。

それでは、残りのブルーラインの整備につい

てお尋ねをさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。

私は、これは自転車の通行道路だというよう

なことで知っていたんですが、ただ、これが県
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民の皆さんの認識が深まっているかというと、

なかなかそうではなくて、私も複数の方から、

「道路に何か羽のようなものがついとるぞ。こ

れは一体何か」というようなお問い合わせをい

ただいているところでございます。

ブルーラインの整備を県としては進めていく

というようなことでございますから、改めてこ

のブルーラインの背景とか、目的とか、そして

今後の整備計画、整備のスケジュールなど、ご

説明をお願いいたします。

【馬場道路維持課長】デザインの矢羽根の意義

とスケジュールということでございます。

まず、ブルーラインというのは、サイクリン

グコースであるということと、自転車の走行位

置を示すものということで、外側線の内側、車

道側に青いラインを引いているところで設置し

ているところでございます。

矢羽根につきましては、交差点部などにおい

て自転車の走行の位置、コースの進行方向とい

うのを示すものでございます。また、カーブ箇

所での注意喚起と自転車の通行位置を示すもの

でございます。

先ほど周知についてでございますけれども、

周知につきましては、ルートにつきましては、

県のホームページでも、長崎県観光連盟の観光

振興課がやっているホームページで、ルートに

つきましては公表しているんですけれども、そ

ういった矢羽根とかブルーラインにつきまして

は、今載せていませんので、その辺は、今ある

ホームページの中で、県のホームページの道路

維持課の中でやっています県内モデルルートの

中に資料を添付して公表したいと思っておりま

す。

それと、スケジュールでございますけれども、

まず、県では、令和2年度より県管理道路にお

きまして、ルート上で自転車が通行する上で走

行に危険と判断されている箇所、例えば側溝の

蓋がけとか、路肩部の補修を実施しております。

それと、今年度から、先ほど申しましたブル

ーラインや矢羽根等の路面標示、案内標識を施

工しておりまして、ルート区間である、県管理

であります県道大村貝津線及び207号について、
今年度に整備を完了するところでございます。

また、その一部区間であります国管理の国道

34号につきましては、令和3年度から、あと、
市道、町道というのがございます。それにつき

ましては、令和4年度にそれぞれの道路管理者
の方でブルーライン等の路面標示や案内標識の

工事を実施し、全ての工事につきましては、令

和4年度に整備を完了する予定でございます
【北村副委員長】分かりました。県が整備する

部分と市や町が整備する部分が分かれていると

いうようなお話だったろうと思います。これは、

県内の21市町全てに整備されるというような
ことではないんですか。そこは、県の管理は、

道路は県がやるけれども、あと、市道、町道に

ついては自治体のご判断に委ねるというような

考え方でよろしいんでしょうか。

【馬場道路維持課長】 長崎県におきましては、

平成31年3月に長崎県自転車活用推進計画を策
定しまして、現在、大村を含む大村南部地域と

上五島地域、下五島地域、島原半島地域の4地
域におきましてモデルルートを設定しまして、

先ほど申しました路肩の走行、環境の整備や受

入れ環境の整備とか、矢羽根のルート、4地域
のモデルルートにつきまして整備をしていると

ころでございます。

それにつきましては、各関係する市町の協力

を得ながら、一緒になって整備しているところ

でございます。
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【北村副委員長】分かりました。全長とかいう

のはわかりますか。

【馬場道路維持課長】大村湾南部地域のサイク

リングルートでございますけれども、46kmで
ございます。これは大村市の森園公園から国道

34号、それと県道大村貝津線を介しまして、今
度は国道207号、諫早市から、時津町の恵美須
崎までの大村湾地域、大村湾沿岸、南部地域を

通るルートでございまして、先ほど言いました

延長46kmでございます。
【北村副委員長】分かりました。これは県のサ

イクルツーリズムの推進と密接な関係があると

いうことで、周知やＰＲについては、この後の

文化観光国際部の所管かなという気がしている

んですが、ただ、ブルーラインでちょっと心配

をされているのが、雨に濡れると白線というの

はスリップするんだというような話があって、

ブルーラインの材質、そういったところは滑ら

ないような材質で整備されているというような

話も聞いておりますけれども、その辺について

はいかがですか。

【馬場道路維持課長】ブルーラインの材質につ

きましては、手元に資料はございませんけれど

も、白線同様なものと考えております。

【北村副委員長】分かりました。道路材質もい

ろいろ進歩しておりますので、白線が濡れてい

たら滑るというのは、ちょっと昔の話かもしれ

ませんが、いろいろサイトとか見ていると、自

転車のタイヤはすごく細い、そして濡れるとス

リップしやすいと、接地面が少ないですからと

いうような話で、全国的なブルーラインはスリ

ップしないような材質で整備をされているとい

うようなのを見ておりますので、多分、長崎県

もそうなんだろうと思っております。

私も市内で何箇所か見て回ったんですけれど

も、ここを走ると逆に危ないなと、要は車速の

流れと、歩道が整備されていて、車道側の中に

ブルーラインというのは整備されているところ

がありまして、これは道交法上、必ずそこを通

らなければならないということではないという

ようなことだろうと思います。そこを通れとい

うことですか。ちょっとその辺をすみません、

ご答弁をお願いします。

【馬場道路維持課長】自転車の通行につきまし

ては、歩道は自転車、歩行者道路に指定されて

ないと、自転車は通行できないことになってお

ります。ですから、一般的には車道の路肩を通

行することになります。

副委員長ご指摘の危険だということでござい

ますけれども、ブルーラインを引くことで車の

ドライバーの方にも少しは注意喚起になるのか

なと思っているところでございます。

【北村副委員長】分かりました。そういう法令

だというようなことでありますが、たしか私の

記憶では、やはり安全が一番大事だということ

で、車道の中に自転車がいるよりも、ちょっと

広い歩道があるのであれば、回避的にそちらの

方が安全だということであれば、通っていいと

いうような判断もあったのかなと、ちょっと記

憶しているんですけれども。

ぜひ、このブルーラインを広めていただいて、

コロナ禍もありまして、自転車を楽しまれる方

も増えているかと思います。ぜひ、安全に楽し

く、長崎県で自転車に乗れるようなブルーライ

ンの整備に努めていただきたいと思います。以

上です。

【中村(一)委員長】 これをもちまして、土木部
関係の審査を終了いたします。

引き続き、文化観光国際部関係の審査を行い

ますが、準備のため、しばらく休憩いたします。
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11時15分から再開いたします。
土木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。

― 午前１０時５８分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

【中村(一)委員長】委員会及び分科会を再開い

たします。

これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。

審査に入ります前に、委員の皆様にお諮りい

たします。

本日、審査を行う第110号議案「令和3年度長
崎県一般会計補正予算（第11号）」のうち関係
部分と、委員会付託議案である第121号議案「公
の施設の指定管理者の指定について」は、関連

があることから、まず、予算議案及び第121号
議案についての説明を受け、一括して質疑を行

い、その後予算議案についての討論・採決を行

うこととします。

そして、委員会再開後、第121号議案につい
て討論・採決を行うことと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〕

【中村(一)委員長】 それでは、そのように進め
させていただきます。

【中村(一)分科会長】 それでは、まず、分科会
による審査を行います。

文化観光国際部長より、予算議案及び第121
号議案について説明を求めます。

【中﨑文化観光国際部長】おはようございます。

それでは、お手元に予算決算委員会の議案説

明資料（追加1溶け込み版）をよろしくお願い
いたします。

文化観光国際部関係の議案等についてご説明

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110号議案「令和年度長崎県一般会計補正予
算（第11号）のうち関係部分、第124号議案「令
和3年度長崎県一般会計補正予算（第13号）」
のうち関係部分であります。

はじめに、第110号議案「令和3年度長崎県一
般会計補正予算（第11号）」のうち関係部分に
ついてご説明いたします。

この補正予算は、令和4年度以降の債務負担
を行うもので、長崎歴史文化博物館及び長崎近

代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアムの管理

運営負担金に係る令和4年度から令和9年度ま
での債務負担行為として、22億4,400万円を計
上いたしております。

次に、第124号議案「令和3年度長崎県一般会
計補正予算（第13号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。

この補正予算は、令和3年8月11日からの大雨
による被害等への対応を図るとともに、新型コ

ロナウイルス感染症対策を緊急的に実施するた

め、必要な予算を追加しようとするものであり

ます。

歳出予算は、合計5億8,600万円の増でありま
す。

この結果、令和3年度の文化観光国際部所管
の歳出予算総額は132億5,056万3,000円となり
ます。

歳出予算の内容について、ご説明いたします。

新型コロナウイルス感染症の収束後を見据え

た受入態勢の整備及び雇用の確保を目的として、

宿泊事業者等が実施する受入態勢強化のための

取組を支援する経費として、観光地受入態勢ス

テップアップ事業費5億8,600万円を計上いた
しております。
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以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中村(一)分科会長】 次に、文化振興課長より
補足説明を求めます。

【土井口次長兼文化振興課長】それでは、債務

負担と公の施設の指定管理者の指定につきまし

て、補足してご説明をさせていただきます。

関連いたします資料は、横長の予算決算委員

会観光生活建設分科会説明資料でございます。

この1ページ目に、債務負担についての概略を
記載しております。

もう一つが、観光生活建設委員会補足説明資

料ということで、こちらはＡ4版3枚、Ａ3版2枚
になります。具体的な内容につきましては、こ

ちらの補足説明資料によりご説明をさせていた

だきたいと考えております。

それでは、表紙をおめくりいただきまして、

1ページ目でございますが、指定管理者の指定
に当たりましては、地方自治法、それからそれ

ぞれの施設に関連します条例の規定に基づきま

して、あらかじめ議会の議決をいただくことに

なっておりますので、本委員会での審議をお願

いするものでございます。

平成17年11月に開館いたしました長崎歴史
文化博物館及び平成26年4月に開館いたしまし
た長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージア

ムは、当初から指定管理者制度を導入しており

ますが、今年度末で指定期間が終了することに

伴いまして、次の期間について、展覧会開催業

務をはじめ教育普及事業などの生涯学習事業、

施設の貸出し、ショップ、レストランの運営や

維持管理など博物館の管理運営、営業業務、運

営業務全般にわたって指定管理をお願いするも

のでございます。

指定管理者候補者は、株式会社乃村工藝社で

ございます。指定の期間は、令和4年4月1日か
ら6年間で、この6年間の県の負担金につきまし
ては、債務負担を補正予算の議案としてお願い

しているところでございます。

候補者の選定経過でございますが、募集期間

につきましては、今年の3月30日から6月21日ま
での84日間で、結果、応募いただきましたのは
1者のみでございました。県の指定管理者制度
ガイドラインでは、1者であっても適当か審査
を行うことになっておりますので、8月6日に有
識者による選定委員会を開催いたしました。

委員は、記載の7名でございます。全員のご
出席の予定でございましたが、前日に1名の委
員の方から体調不良により欠席する旨のご連絡

があり、最終的には6名の委員の方々にご審議
をいただいた次第でございます。

（5）の選定結果でございますが、委員1人の
持ち点390点、6名の合計が2,340点満点となり、
それに対して株式会社乃村工藝社が得た点数が

1,572点でございました。これは100点満点に換
算いたしますと、67.2点でございます。
この点数をもとに審査いただき、（6）の選

定理由に記載してある理由により、株式会社乃

村工藝社は、長崎歴史文化博物館及び長崎近代

交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアムの指定管

理者としてふさわしいとの結論をいただいてお

ります。

選定に当たっていくつかの評価項目を設けて

おりますが、まず、評価されたのは、長崎歴史

文化博物館に関し、他の公立館に比べ入場者が

多く、かつ来場者の満足度も高いというこれま

での実績でございます。

入館者数につきましては、平成28年から令和
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2年までの5年間の入館者数の平均は約39万人
であり、都道府県立博物館69館の中で、平成30
年の実績でございますが、第6位に入っており
ます。

もちろん博物館の評価は入館者数だけではな

く、総合的に行わなければなりませんが、特に

研究成果を生かした展示や、他館ではあまり見

ることがない専門書を扱うミュージアムショッ

プや魅力的なレストランの経営についても議論

があり、こちらも高い評価を受けたところでご

ざいます。

3ページをお開きください。
今回の審査における採点結果でございます。

審査項目及び審査基準、配点等につきましては、

募集開始前に審査委員の皆様に内容をご検討い

ただいたものでございます。配点につきまして

は、博物館運営に当たり重要な項目についての

比重が高くなるように傾斜配分をされておりま

す。

なお、表の右側外に得点率として％の数字が

書いてありますが、これはそれぞれの項目を

100点満点に換算し直した場合、何点とったか
をあらわす数字でございます。6つの大項目ご
とに示しておりますが、標準は3でございます
ので、割合に直しますと60％となります。標準
である60％以上、つまり60点以上の評価を受け
た大項目は、1の博物館の管理運営方針に関す
る事項と、2の中期計画に関する事項など6項目
中5つの項目でございます。
逆に60％未満の評価を受けた大項目は、4の

組織及び人員に関する事項の一つでございます。

考えられる要因は、4の（3）、（4）、（5）職
種と人数、人員に対する考え方、適切な勤務体

制の確保についてと、4の（6）人材育成の取組
についての評価が低かった点が挙げられます。

これらについては、質の高い調査研究を継続的

に実施できるよう、県や市、大学などと連携し

つつ、優秀な人材確保、育成を持続的に行える

環境整備と評価体制の仕組みづくりを行うこと

が望まれるといったご意見がございました。

以上の選定委員会での評価から、指定管理者

の候補者に選定するとの結論をいただいたとこ

ろであり、県といたしましても、選定委員会の

評価結果のとおり、指定管理者として指定しよ

うとするものであります。

以上でございますが、引き続き、予算議案と

しての債務負担行為についてご説明させていた

だきます。

Ａ3版でございますが、4ページをお開きくだ
さい。

令和4年4月1日からの長崎歴史文化博物館及
び長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージア

ムの指定管理者による運営に必要な費用として、

債務負担を議決いただこうとするものでござい

ます。

資料の上の方に記載しておりますとおり、限

度額を22億4,400万円、期間は、指定期間の令
和4年度から9年度までの6年間といたしており
ます。

現在の指定期間と同じ、この6年間の考え方
でございますが、まず、本県の指定管理者制度

の運用に関するガイドラインによりますと、一

般的な管理業務だけの場合は3年以内とされて
おります。より安定的な管理が必要で、業務に

専門性が認められる場合は5年以内という目安
がございます。もちろん、これは一応の目安で

あり、内容により適切な期間を設定することが

できるということも明記されておりますので、

博物館等の運営を考えた場合、高い専門性や広

報、マーケティングの努力が必要であること、
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さらに、本業とも言える展覧会の企画には、数

年前からの準備が必要であること、また、民間

の事業計画を考えた際、3年スパンで立てられ
ることが多いことから、3の倍数がよいのでは
ないかということを考え併せ、平成22年度から
6年間の指定管理期間としているところでござ
います。

次に、限度額22億4,400万円の考え方でござ
いますが、長崎歴史文化博物館と孫文・梅屋庄

吉ミュージアムが行う事業について、表が上下

に分かれておりますとおり、負担金事業と利用

料金事業の2つに大別しております。
負担金事業というのは、①人件費、②調査研

究事業費から⑧の光熱水費、⑨清掃、警備等の

委託費など、博物館が存在する以上一定必要な

経費、ランニングコストの事業のことを指して

おります。負担金事業は、博物館としての基本

的な活動を支えるものとして、この部分を、設

置者である県と長崎市が負担することで、指定

管理者が安定した経営・運営を行うことが可能

になるということになっております。

次に、利用料金事業については、展覧会事業、

駐車場収入、さらに現在の博物館に不可欠で、

その魅力を一層向上させるミュージアムショッ

プなどの経費で、これらは一定の収益を生み、

それも努力や工夫、投資の仕方により大きく収

支が変動する事業でもあります。

負担金事業により安定した基盤を保障した上

で、指定管理者に創意工夫や努力を促し、ノウ

ハウや機動力など、民間が持つ大きな力を発揮

していただき、よりよい博物館運営を行っても

らうために設けたのが利用料金事業でございま

す。

展覧会等の事業につきましては、そこで黒字

が出れば、それは指定管理者自らの収入とさせ、

さらに、それを次の事業展開に充当することが

できるという仕組み、いわゆるインセンティブ

として指定管理者の意欲を引き出すという狙い

がございます。

4ページの平成28年度決算から令和年3度予
算が、現指定管理期間の分で、5ページの令和4
年度計画から令和9年度計画が、今回お諮りし
ております、次期指定管理期間の分でございま

す。

初めに、4ページの現指定管理期間について
ご説明いたします。

この表の見方をご説明いたします。上にあり

ます負担金事業の表の一番上に支出、①人件費

の欄で数字が3段書きにされておりますが、2段
目が博物館の人件費、3段目がミュージアムの
人件費、この2つを合計したものが、一番上の
合計額になります。以降、一番下の⑩事務費ま

で続き、その支出額の合計が太枠で囲っており

ます（a）となります。
一方、負担金事業の収入といたしましては、

生涯学習事業・受講者負担金などがございまし

て、これが合計額が（b）となります。なお、
指定管理者運営負担金の対象額につきましては、

支出額合計の（a）から収入額合計の（b）を引
いたものといたしております。

その下にあります利用料金事業等の表も、見

方は同じで、上から支出、収入、利用料の事業

収入となります。

一番下の表が、上の2つの事業を合わせた全
体収支を示したものになります。

ここで、委員長、副委員長のご許可をいただ

いておりますが、資料の訂正をさせていただき

たいと思っております。

真ん中の事業費収入（h）＝（b）＋（e）の
表示が間違っておりまして、正式には、事業費
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収入（h）＝（b）＋（c）＋（e）でございます。
申し添えますが、数字については間違っており

ません。（c）をご挿入いただければと存じます。
誠に申し訳ございませんでした。

令和3年度は、予算ベースですが、平成28年
から令和2年の間における収支は、毎年黒字と
なっております。

全体収支で特筆すべきところといたしまして

は、平成29年度に3,337万1,000円の黒字を出し
ておりますけれども、こちらの主な要因といた

しましては、ジブリの大博覧会を開催いたしま

したところ、入館者目標の10万人に対しまして
15万人の入館者がございました。年間来館者数
も、当初の45万人の見込みに対して62万人の入
館者となったところによるものでございます。

一方、令和2年度は、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大によりまして、入館者数も、令

和元年度の3割程度にとどまり、事業全体に大
きな影響を受けました。このことから、令和2
年度の6月補正として、令和元年度に館で発生
した新型コロナウイルス感染症対策に要した経

費117万9,000円を負担いたしました。
また、2月補正の、これは県庁全庁的なもの

になりましたが、新型コロナウイルス感染症の

拡大に伴う利用者の減少等により、多大な影響

が生じている指定管理者等に対する支援事業で

あります、指定管理者等支援負担金1,000万円に
より、全体収支がかろうじて黒字になるといっ

た形になっております。この2つの負担金につ
きましても、県と長崎市で折半しておりますこ

とを申し添えます。

また、5ページの令和4年度から令和9年度ま
での計画案につきましては、開館以降の事業実

績等から、負担金事業に必要な金額について、

一定程度予測が可能となっておりますので、先

ほど平成28年度から令和2年度の決算に触れま
したが、それ以前からもおおよそこの程度の額

で運営してまいりました。これまでの運営内容

や展覧会のあり方などから判断して、基本的に

ほぼ同額で安定した管理運営が可能と見込んだ

上で、今後、人件費、職員の給料等につきまし

は、最低賃金の引上げ等の変動率等を加え、こ

れからの6年間に必要な負担金を算定した次第
でございます。

その他の項目の個別の説明は省略させていた

だきますが、これまでの実績をもとに算出して

おりまして、上の表、下の枠外に債務負担設定

額と記載してありますように、年間3億7,400万
円を上限として負担することで、博物館の安定

的な経営・運営が可能になるものと考え、その

6年分に当たる22億4,400万円を債務負担額と
して計上しているものでございます。

説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中村(一)分科会長】 次に、観光振興課長より
補足説明を求めます。

【永峯観光振興課長】 それでは、私の方から、

9月の追加補正予算といたしまして計上いたし
ております、観光地受入態勢ステップアップ事

業について説明をさせていただきます。

資料は、表紙に予算決算委員会観光生活建設

分科会補足説明資料と記載されている資料の2
ページをご覧いただければと思います。

この事業につきましては、昨年度も新型コロ

ナウイルス感染症対策の事業として実施をした

事業でございますが、本年度につきましても、

引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が大

きいこと、そしてまた、先般、8月の大雨災害
により、雲仙温泉街において多大な影響が生じ
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たといったようなこと、こういったことを踏ま

えまして、今回、追加補正予算として計上させ

ていただいております。

予算額につきましては、5億8,600万円でござ
います。事業概要、目的等につきましては、こ

れは昨年度と同様でございますけれども、新型

コロナウイルス感染症の収束後を見据えた観光

地の受入態勢の整備、そしてまた、雇用の確保、

こういったことを進めるために、県内に事業所

を置く宿泊事業者、交通事業者、旅行会社、観

光協会の皆様、そういった方々が実施する、受

入態勢強化のための取組の支援を行うといった

ようなことを目的といたしております。

事業者の皆様方への予算といたしましては、

5億6,600万円、公募提案型委託事業と記載して
おりますが、こちらの予算を予定いたしており

まして、先ほど申し上げたような、今後のお客

様を受け入れる態勢整備というようなことで、

ここに挙げております、おもてなし力向上対策、

誘客対策、安全安心対策、こういったことに取

り組む際に、その人件費、そしてそれに要する

諸経費、事務経費等について委託事業という形

で交付をしようとするものでございます。

そして、※のところに書いてありますが、雲

仙温泉街の事業者につきましは、これに加えて、

例えば風評被害対策のための情報発信、こうい

ったものに要する経費など、災害関連対策につ

いても対象とするということで考えております。

委託料の上限につきましては、基本的には1
事業者当たり1,000万円、雲仙温泉街の地区につ
きましては、倍の2,000万円という形をとってお
ります。

そして、雇用の維持という観点がございます

ので、事業費全体に占める人件費の割合は2分
の1以上としていただくことをお願いいたして

おります。

そして、対象事業者は先ほど申し上げたとお

りでございます。

事業期間につきましては、最大2か月間とい
うことで、具体的に申し上げますと、今のとこ

ろ12月、1月を予定いたしております。ただ、
雲仙温泉街の事業者につきましては、前倒しし

て募集等を開始いたしまして、3か月、11月か
ら1月の期間を事業期間として予定をいたして
おります。

一番下の人件費及び事務費と書いております

のは、これは県の方における事務費のことでご

ざいます。それぞれの経費で2,000万円を計上し
ているというような状況でございます。

以上で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。

【中村(一)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案及び第121号議案に
対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【松本委員】 それでは、第110号議案の補正予
算の指定管理者の指定について、質問させてい

ただきます。補足説明資料を中心に質疑をさせ

ていただきたいと思います。

まず、1ページのところでございますが、応
募が1者だけだったと。ここのところでまず、
なぜ1者だけだったのか、競争の原理が働かな
いことになりますので、そこの経緯と、それと

もう一つ確認したいのは、この乃村工藝社は、

現在継続でされていると伺いましたが、何期目

に当たって、これまで何年間されてこられたの

か、お尋ねいたします。

【土井口次長兼文化振興課長】松本委員からの

ご質問でございます。なぜ応募団体が1者だっ
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たのかというご質問でございます。

先程もご説明させていただきましたが、今回

の募集期間につきましては、3月30日から6月21
日までの84日間ということで、これは他館の博
物館の直近の募集期間と比較いたしましても、

最も長い期間でございました。そういった意味

では、募集期間につきましては十分であったと

思っております。

また、加えて、これは前回の募集の段階でご

ざいますが、共同企業体の応募についても認め、

参加の要件を前回から緩和しているところでご

ざいます。

また、ちょうどコロナ禍でもございましたの

で、現地説明会につきましては、広く参加を募

る意味から、オンライン等で開催したところで

ございます。

実は、説明会当日は、県内外の業者、合わせ

て6者のご参加をいただいたところでございま
すが、ただ、結果は1者のみの応募ということ
で、説明会においでいただきました業者の方に、

なぜという理由をお尋ねさせていただいたとこ

ろ、やはり新型コロナウイルス感染症の感染拡

大が非常に大きな状況もございまして、投資に

見合う利益が得られるのかと考えた時に、非常

にリスクが大きいというご判断という意見もご

ざいました。そういった意味では、そういった

理由が大きな要因ではなかったかと思っており

ます。

また、乃村工藝社が継続してどれくらいかと、

平成17年からしておりまして、17年からまず5
年間、次の指定期間、2期目が6年間、3期目が
現在進行形で6年間でございますが、今、ちょ
うど17年ぐらいの期間になるところでござい
ます。

【松本委員】 今回の予算で県負担金3億7,400

万円の6年間、22億4,400万円という多額な予算
でございますので質疑させていただきますが、

答弁の中に、1者で17年目に当たると、今回で4
期目、応募が1者だったということに、やはり
県民の税金を負担するわけですから、そこのと

ころの競争の原理も含め、チェックをしっかり

していたかというところの部分で質問いたしま

す。

2ページのところに入館者数がございます。
やはりこれまでの17年間の中の実績が評価さ
れたもので判断されたと思いますが、そこの中

でちょっと気になったのが、目標が45万人とな
っておりましたが、目標人数がどんどん、どん

どん下がっていって、最終的には38万人になっ
ている。もちろん来館者もそれに合わせてどん

どん、どんどん減っていっている。特に気にな

ったのは、平成29年45万人の目標で61万人、こ
れはすごいことですが、今度、平成30年は目標
を9万人下げて36万人で39万人ということで、
コロナ禍の影響で、令和2年に至っては、もう
12万人まで下がっているということでありま
す。

この来館者が年々減少していることに対して、

コロナもありますから、次の6年間でどうやっ
て来館者を増やしていくのか。これまで減った

経過に対しての反省点や改善点とか、そういっ

たものは、恐らく評価の時に議論になったと思

いますが、どのように認識していらっしゃるか、

お尋ねいたします。

【土井口次長兼文化振興課長】 これまでの6年
間の事業費の実績、今後のコスト等も踏まえて

ですが、負担金の対象につきましては、先ほど

申しました人件費と光熱水費、調査研究費等で、

博物館が存在する上では必要となる経費でござ

いまして、博物館の基礎的活動を支えるものと
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いう認識でございます。

適切な負担金の支出についてでございますが、

実は、毎年、年度の中間と年度事業完了後に確

認検査を実施いたしまして、指定管理者が実施

いたします業務について、しっかりチェックを

行っているところでございます。

また、次期指定管理期間のコストの計算につ

きましては、人件費につきましては、最低賃金

の引上げ等変動もございますので、これまでの

経験則とか、そういった賃上げも若干加えまし

て算出させていただきました。

いずれにいたしましても、この経費自体は長

崎県と市の、いわゆる公金での運営でございま

すので、しっかりしたコスト意識を持った対応

を今後もやっていくということで考えていると

ころでございます。

また、入館者数の目標につきましては、どう

してもその年に開催される企画展等の種類によ

って、やはり上下していくところでございます。

人気がある展示会をやれば高く設定したりとか、

そういったのもありますので、いずれにせよ、

統一した同じような数字にはならないというこ

とでございますが、委員ご指摘のとおり、やは

り入館者数も年々、少しずつでございますが、

令和2年は別といたしまして、減っていってい
るのも事実でございます。そこは真摯に受け止

めまして、今後しっかりとここら辺の対応に努

めていくという覚悟でございます。

また、今後、数を上げるためにどういった形

で運営していくのかということでございますが、

昨年の5月に文化観光推進法というのが施行さ
れまして、歴史博物館を中核拠点施設としてし

た、いわゆる地域計画というのが、今年の5月
にご認定をいただいたところでございます。計

画に基づきまして、デジタルアーカイブの再整

備とか、コンテンツの多言語化、例えばお白洲

で行われる寸劇を、外国の方にも見ていただけ

るように多言語化を図ったりとかそういったも

の、また、長崎県美術館とか出島等との周遊対

策にもしっかり取り組んでいくということ、ま

た、令和7年度には、ちょうど開館20周年、そ
れと国民文化祭も開催される予定でございます

が、そういったものの機運の醸成というのも図

っていくという考え方でございます。

また、集客対策につきましては、11月には「出
島メッセ長崎」が開業いたしますが、施設の特

色を生かしたアフターコンベンションという形

になりますでしょうか、また、イベントのユニ

ックベニューとしても活用できるよう取り組ん

でいくということ、そして、教育等の基本でご

ざいます修学旅行等にもしっかり取り組んでい

くということを、今後6年間図っていくという
ようなことでございます。

いずれにいたしましても、歴博の自力を強化

いたしまして、周辺施設や観光事業者とも連携

して、文化観光の振興にしっかりつなげて、来

館者の増加にもつなげていきたいと考えている

ところでございます。

【松本委員】乃村工藝社の方のような熱意があ

りますが、課長の説明は本当、もうちょっと簡

潔にいただきたいのですが、でも、結果的には

減少しているということと、1者で17年間やっ
ているという現状の中で、今おっしゃったよう

なことをしっかり次の6年間でやっていただけ
れば、成果は出るものと思いますが、やはりチ

ェック体制をしっかり強化しないと、結局、下

がっても上がっても6年間はもう契約されてい
るわけでございますから、競争も働いてないの

で、そこのところはやはりしっかりと、任せた

以上は、そういったものをちゃんと実際やって
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いるかどうか、毎年チェックされていると思い

ますので、乃村工藝社に対して要望していただ

きたいと思います。

あと1点だけ、Ａ3のところに、平成28年から
令和2年までの債務負担行為の金額と、今後、
令和4年から令和9年の計画が上げられており
ます。やはり来場者が減っていっている中で、

今後も大幅に増えることを見込むのは厳しいか

と思います。これも税金ですので、やはり気に

なったのは、当然、必要経費という説明が先ほ

どありましたが、コストカットというものが、

支出合計が全く変わってないということ。

それと、計画に関しましても、3億7,400万円
がもう担保されていますから、当然、3億7,400
万円の枠内で令和4年から令和9年の計画が組
まれております。つもり、もう既に3億7,400万
円いただいているから、その中でやればいいと

いう計画になるわけですが、やはりコストカッ

トの意識を持ってやっていただかないと、来館

者も減っていきますし、そこの中でどのような

意識を持っていらっしゃるのか、考え方をお尋

ねいたします。

【土井口次長兼文化振興課長】委員のおっしゃ

るとおり、コストカットという観点は非常に大

事な部分だと思っております。

私もこの3億7,400万円、単年度で限度額とい
う形で、今回債務負担をいただきますが、契約

自体は、負担金は毎年毎年、単年度で要求いた

しますので、毎年の細目協定の中でしっかり必

要な額というのを見極めながら、定めていくこ

と、併せて、活動内容も見ながら、入館者の増

というのも図っていくということで、しっかり

したコスト意識を持った形で、今後、指定管理

者と連携を図っていきたいと考えているところ

でございます。

【松本委員】最後にしますが、もう開館から20

年ということで、やはり県民の方々にとっても

マンネリ化しているところで、一回行ったから

行かなくてもいいというふうに思われないよう

に、やはり新たな試みもどんどん企画していか

なければいけないと思いますし、コンベンショ

ンや修学旅行や県外からも来ていただけるよう

な、県内の子どもたちや、また関係者ですね、

歴史に関係する方が集まっていただけるように

するためには、それなりの仕掛けが必要になっ

てくると思います。

厳しい状況の中でそれに取り組んでいかなけ

ればいけないわけですから、今までと同じよう

なやり方で、ただ随契していくようなことでは

なくて、毎年毎年どういうものを考えているの

かというのも、やはり提示していただいて、そ

れに対して県からも意見を言っていただいて、

そういった6年間の取組にしていただくことを
強く要望して、質問を終わります。

【中村(一)分科会長】 文化観光国際部の審査の
途中ですが、午前中の審査はこれにてとどめ、

午後は1時30分から再開し、引き続き、文化観
光国際部の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 会議を再開いたします。

午前中に引き続き、文化観光国際部関係の審

査を行います。

質問はありませんか。

【前田委員】観光客受入環境整備事業費につい

て、質問させていただきます。

コロナが少し収まる中で、“心呼吸”の旅も再
開したということで、県民の方も非常に喜んで
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おられますけれども、観光業者、特に旅館・ホ

テル関係の厳しいという現実はまだ変わりない

状況の中で、少し数値で、宿泊施設等の稼働率

等が、昨年、一昨年と比べてどの程度あるのか

ということを、まずお知らせいただきたいと思

います。

【永峯観光振興課長】宿泊施設の稼働率でござ

いますが、これは県内の主な宿泊施設、約200
施設の稼働率を独自に調査しているものがござ

います。

全体で申し上げますと、これは年度ではなく

て年になりますけれども、例えば令和元年につ

きましては、年間64.5％であったものが、令和2
年につきましては、年間平均で47％というよう
なことで、20％弱の落ち込んでいる状況にござ
います。

そしてまた、今年に入りましても、まだ厳し

い状況は続いておりまして、例えば直近の6月
で申し上げますと、昨年の6月は42.9％であった
ものが今年は36％というようなことで、昨年よ
り落ちているというようなこともございます。

引き続き厳しい状況ということでございます。

【前田委員】ありがとうございました。長期に

わたるコロナ禍の中で、今答弁にあったような

稼働率も非常に厳しく、落ち込んだままですけ

れども、期間が長引く中で、経営状況も厳しく

なっていると思うんですよ。だから、今後、そ

ういった経営状況などについても調査等もして

ほしいと思いますが、そうした中で、今回、雲

仙温泉街のことも含めてだと思うんですが、公

募提案型委託事業ということで5億6,600万円
予算を上げていますけれども、内容については

説明書に書いてありますので質疑はいたしませ

んけれども、昨年の5月、多分、同様なステッ
プアップ事業で組んでいると思うんですが、そ

のときの予算の額と実績というか、応募した数

に対して採択が幾らされたのかということを含

めて、それと申請の額、予算は一定決まって、

多分、それで打ち切られていると思いますので、

申請のあった額についてご答弁いただきたいと

思います。

【永峯観光振興課長】この公募提案型委託事業

につきましては、昨年度も実施したということ

で、先ほどもご説明の中で申し上げました。昨

年4月の臨時議会で予算を議決いただきまして、
連休明け、5月7日から募集を開始したという状
況でございます。

4月の臨時議会で予算をいただいて、その後
応募が殺到いたしまして、5月の専決補正予算
で追加をさせていただいております。その合計

で申し上げますと、9億3,700万円でございます。
採択件数につきましては202件、採択の金額に
いたしますと、約8億5,500万円という数字でご
ざいます。

実際の申請の金額につきましても、ほぼこの

金額と同様の金額ということでございます。

【前田委員】端的に聞きますが、去年の分での

採択漏れというのはないということで理解して

いいんですか。

【永峯観光振興課長】 昨年は5月に募集を開始
して以降、随時、申請があればそれを受け付け

るというような形で対応してまいりました。最

終的には年明け、1月あたりまで受付をしたと
いうことでございますので、そういった中で申

請ができなかったというようなことはほぼなか

ったということでございます。

【前田委員】 その上でですが、今回、5億6,600
万円上げていますが、これの積算の内訳という

か、予測というのはどんな形で、今はじいてい

るんですか。
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【永峯観光振興課長】この予算額の内訳でござ

いますが、まず、対象の事業者数につきまして

は、昨年度と同程度の事業者様の支援を行うと

いう前提で積算をいたしております。

ただ、午前中のご説明の中で申し上げました

けれども、昨年度は事業実施期間、3か月間と
っておりましたが、今年度については2か月間
というようなこともございまして、その分で少

し減る分が出てくるというもの。それと、逆に、

雲仙温泉街地域につきましては、限度額を2倍
の金額といたしておりますので、雲仙温泉街に

つきましては、昨年度の雲仙温泉街の実績額を

2倍した額を予算として、その合計で現在のこ
の金額という形で計上させていただいておりま

す。

【前田委員】業界の方々からは非常にありがた

いというお声を早速いただいておりますけれど

も、今、ご答弁の中にも少しありましたけれど

も、雲仙が打撃を受けているので、ここに対し

て手厚くするというのも、もちろん私たちとし

てもそれは望ましいと思います。

ただ、雲仙以外の方から、雲仙の方々がお困

りだから、手が挙がるだろうし、額も増えてく

るだろうと、そうしたときに自分たちというか、

例えば長崎市、佐世保市とか、そういう方々の

ところまでの公募というか、企画提案が、予算

の枠があるんだろうかというご心配の声が上が

っていましたので、今お尋ねしたんですが、今

の話でいくと、そういう状況も踏まえて雲仙の

分は、昨年の2倍程度の予測をしているという
ことですから、昨年の分が十分、一度行き渡っ

ているという中で言えば、その次の段階でまた

ステップアップする中では、この5億6,600万円
で十分だという判断をされたというふうに受け

止めます。

実際、そうしたら、申請がかなり出てきた時

には、どうするんですか、予算で当然打ち切る

というか、状況の中でまた地域からも検討する

ということになるのかどうかだけ、最後にその

あたりをお尋ねしたいと思います。

【永峯観光振興課長】先ほど申し上げましたと

おり、昨年度につきましては、開始時期も年度

の早い時期だったということもございますし、

予算額につきましても、途中で追加をさせてい

ただくようなこともいたしておりましたので、

先ほど申し上げたとおり、随時、年間を通じて

受付を行ったところでございます。

今年度につきましては、残りの事業期間も非

常に短いと、年度末まで見た場合ですね、そう

いった部分もございますし、予算額につきまし

ても、昨年と比べますと若干少ない部分はござ

いますので、そういった意味から、一定期間、

雲仙の方を先行して始めますけれども、10月い
っぱいまでの申請期間というようなことで受付

をいたしまして、そこで一旦お出しいただいた

提案を見させていただいて、その中でより今後

の、例えば観光消費額の増加につながるような

ものでありますとか、滞在型観光の実現につな

がるようなもの、そういった事業効果が高いと

思われるものを、私どもだけではなくて、外部

の専門家の方にもご意見を伺いながら、その中

で優先順位をつけながら採択していくというよ

うな手順で今のところ考えております。

【前田委員】まさしく今、答弁があったように、

前回出されたところがまた出してくるという中

では、多分、今回の予算額以上のものが上がる

んじゃないかということを懸念しておりまして、

そうした中で言うと、確かに一度あったもので、

また再度出すに当たっての内容の充実度という

か、本当にそれが次の活性化に向けてつながっ
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ていくかということが大事だと思うので、要望

しようと思っていたのは、内部だけではなくて、

企画内容を精査できる能力のある方というか、

そういう方のサポートも必要としながら、はた

から見ても、もし漏れたところがあるなら、こ

こが足りなかったんですよというところを返せ

るようなことまで含めて、次につなげていける

ような形でやっていただきたいと思います。

まだまだ厳しい状況が続く中で、第6波もく
るかもしれないという話の中では、これ以外の

支援等についても、今後積極的というか、業界

の声を聞きながら検討していただきたいという

ことを要望するわけですが、最後に部長の方か

ら、今回の事業費を上げた気持ちと今後につい

て、少し、思いがあればご答弁いただきたいと

思います。

【中﨑文化観光国際部長】ステップアップ事業

というのは、まずは厳しい経営状況の中で雇用

維持を図るというような目的がございますけれ

ども、先ほど委員からご指摘がありましたよう

に、名前がステップアップでございます。観光

客の皆様を受け入れるような状況になった時に、

いかにサービス、あるいはおもてなしをどうし

っかり磨き上げることができるかということも

大事でございますので、そういったことも含め

て、この事業効果が最大限になるような形で取

り組んでまいりたいと思います。

また、コロナ禍の中、刻々と感染状況は変わ

ってまいりますので、逆に、今少し感染も落ち

着いておりますので、“心呼吸”の旅を再開して
いるところでございます。

そういった感染状況に合わせて効果的な政策

が打てるように、事業者の皆様の声もしっかり

と聞き取りながら力を注いでまいりたいと思っ

ております。

【中村(一)分科会長】 ほかに質問はありません
か。

【小林委員】 ちょっと席を外しておりまして、

前田委員からステップアップ事業の質問があっ

たということでありまして、私が質問をするの

に、ひょっとしてダブっている面があったら、

これはもう既に答えたということでおっしゃっ

ていただければ、また違う角度から質問をさせ

てもらいたいと思います。

このステップアップ事業というのが、評判が

非常に高いわけです。私は、全国的にどの県も

国の事業でやっているのかと思っておりました、

率直に言って。昨年から始まったということで、

要するに地方創生の交付金を使うわけだから、

そういう面では国の制度かと思っていたわけで

す。ところが、先ほど聞きましたら、長崎県単

独の独自のものだと聞いて、実は正直言って、

すごいなという感じがしたわけであります。

というのが、昨年1年間の評判を聞いており
ますと、非常に評価が高いわけです。それで、

こういう使い勝手のいい制度・仕組み、これは

まさに今回のヒット商品ではないかと。一番喜

ばれるような状況で、いわゆる成果につながる

というようなことで、目的が、まずやっぱり人

の確保、とにかく雇用確保というものが一つ。

それから、お客様にぜひともお越しいただき

たいと、その受入態勢を整える、あるいは戦略

を打つ、こういう本来の企業としてのあり方に

ついての支援ですから、これ以上のものはない

わけです。

そこでお尋ねをしますけれども、聞かれてい

るかどうか分からないが、昨年の実績はどれく

らいであったのかどうか、これは前田委員から

聞かれましたか。（「はい」と呼ぶ者あり）じ

ゃ、それは聞いたということで、私も大体答え
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はわかっておりますから。

そうしますと、使ったお金も大体聞かれまし

たか。（「はい」と呼ぶ者あり）そうですか。

そうすると、今年度と昨年度の予算の多いとか

少ないとかということも聞かれましたか。（「そ

れは聞いてません」と呼ぶ者あり）じゃ、それ

をお尋ねします。

【永峯観光振興課長】昨年度の実績のところで

少し補足を申し上げますと、先ほど採択件数

202件と申し上げましたが、これは第1次申請者
と申しますか、この事業概要欄に書いています

宿泊事業者、交通事業者、あるいは旅行代理店、

こういった申請の方々の数でございまして、

ただ、観光関連と申し上げますと、飲食店であ

ったり土産物店であったり、そういった関連事

業者の方々もいらっしゃいます。

そういった方々につきましては、先ほど申し

上げた第1次申請者の方々と連携して上げてい
ただければ対象とするということで、昨年度事

業をいたしましたので、そういった連携事業者

まで含めますと、本事業を活用した事業者数に

つきましては約400者というようなことになっ
ております。

それから予算につきましては、昨年度の実績

をベースに事業期間、あるいは雲仙に対する上

乗せの支援、そういったところを勘案いたしま

して今回の積算をいたしております。全体とい

たしましては、先ほど少し説明しなかった部分

があるんですが、まず、期間を3分の2にしたと
いうところが一つございます。それと、先ほど

お話があった、より効果的な事業、昨年度より

プラスアルファと申しますか、まさにステップ

アップした事業を採択するというような視点で、

3分の2を掛けた金額に、さらに80％を掛けてい
ますので、事業期間だけと比べますと、昨年度

よりは予算額としては若干目減りしているとい

うようなところはございます。

ただ、先ほど申し上げたとおり、事業期間が

昨年度より少し短いというようなことであった

り、年度末までの期間を勘案いたしますと、今

回につきましては、こういった金額でまずは計

上させていただきたいと考えているところでご

ざいます。

【小林委員】昨年度の採択件数と今年度の採択

件数をどのように考えているかということ、ま

た、それと同時に、それによって予算の確保が

どうなっているかということ。要するに、昨年

は結構潤沢にあったのではないかと思っており

ますけれども、昨年度の実績と、また新しく今

年度でやろうとされている採択件数と、また、

おっしゃった関連の事業者を入れて、1年前と
今回の思いと、予算の関係を教えてくれません

か。

【永峯観光振興課長】採択件数につきましては、

先ほど、予算は若干、去年と比べると少し目減

りしているというようなお話もいたしましたが、

件数といたしましては同程度の規模、200件程
度を採択するということで考えています。これ

は一時申請者の数でございますので、連携事業

者まで含めますと400事業者ということで、そ
こは昨年並みに採択をしていきたいと考えてい

ます。

限度額につきまして、1,000万円という設定を
いたしておりますが、昨年度の実績を見ますと、

平均すると、一事業者当たり大体400万円とい
うような数字が一つございますので、そういっ

た意味で、若干それが少し減ってくるようなと

ころはございますが、採択件数といたしまして

は、昨年度と同程度の件数を採択できるのでは

ないかと考えております。
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【小林委員】 昨年の採択は、大体200件をちょ
っと超えて、関連を入れて、その倍ぐらいと。

それと同じようなことを今年度も希望している

というようなことで、そこのところで大体予算

が、基本的にはどうなっていますかというとこ

ろを先ほどから聞いているんですけれども、今

回は少ないと。どのくらい少ないんですか、前

年度と比べて。

【永峯観光振興課長】 期間で申し上げますと、

昨年度は3か月の実施期間としておりましたと
ころ、今年度は雲仙を除いたところの話ですが、

2か月間ということですので、まずそこで3分の
2の事業期間ということになりますので、昨年
度の実績に3分の2を掛けているというところ
までは、（「金額を言うてくれ」と呼ぶ者あり）

金額で申し上げますと…、すみません、ちょ

っと休憩をいいですか。

【中村(一)分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 １時４９分 休憩 ―

― 午後 １時５０分 再開 ―

【中村(一)分科会長】分科会を再開いたします。

【永峯観光振興課長】具体的な数字で申し上げ

ますと、その期間が3分の2になった関係で、約
2億6,000万円が減っているという状態でござ
います。

それから、そこをまたスタートラインに、さ

らに件数を、ブラッシュアップしていただくよ

うなことで80％を掛けていますので、その20％
のマイナス分が約1億400万円ということでご
ざいますので、この1億400万円の部分が、昨年
度と比べると目減りしているというようなこと

で先ほど申し上げたところでございます。

【小林委員】 そうすると、3か月を2か月にし
たということで、3か月の効果と、1年やってみ

て、今回は2か月と。これは何か戦略の中であ
るのか、予算が不足したからそうなったのか。

本当は3か月したいんだと、もちろん後で聞く
けれども、雲仙は別として、3か月あったのを2
か月にしたというのは、予算が少なかったから

そうせざるを得なかったのか。その3か月と2か
月の、これからのステップアップの波及効果が

どうなのかというところなんです。そこを質問

します。

【永峯観光振興課長】 2か月とした理由でござ
いますけれども、これは期間が先に立ったとい

うことよりも、事業の終期、1月末ということ
で設定をいたしておりますが、ここをベースに

考えております。と申しますのが、今回の事業

につきましても、国のコロナ対策の臨時交付金

を活用いたしておりますので、国に対して事業

結果の報告でありますとか、そういったものを

行う必要がございまして、その実績報告の期限

から逆算して終期を、終わりを1月末に設定す
る必要があったということでございますので。

逆に、今回ご審議いただいて予算が可決した

後に、どこからスタートできるかということを

考えた場合に、雲仙以外は12月からというよう
なことで、今、予定をいたしておりますので、

そういった意味での2か月間ということになっ
ております。

【小林委員】そうすると、前年度実績として雇

用維持をですね、本来ならば、もう経営は成り

立たないから、やめてもらうか、もしくは自宅

で待機と、そういうふうなことになるんだけれ

ども、今回のステップアップ事業でどれくらい

の雇用を維持することができたかという、その

実績はどうですか。

【永峯観光振興課長】昨年度の実績につきまし

ては、雇用を維持できた人数といたしましては
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約2,200名という数字でございます。
今年度も、仮に全額が人件費に充当した場合

という仮定の試算でございますけれども、これ

は県内の平均賃金等で、約1,200名の雇用が維持
できるものと試算をいたしております。

【小林委員】そういうきちんとした実績が上が

ってきているわけよ。この2,000名が職を失うの
と、維持ができたということについては雲泥の

差があるわけよ。この辺のところを、私たちは

率直に評価をしなければならないと思っている

んです。

それと同時に、非常にステップアップ事業の

評判がいいのは、例えば、こうやって自分の事

業が成り立たないとか、コロナの関係でお客様

が来ないからと、じゃ休業を、つまり自宅待機

をお願いすると。そうしたときに、当然、雇用

調整助成金が出てくるわけですよ。

雇用調整助成金の評判がいま一つよくないの

は、申請に時間がかかる、申請されてから本人

にお金が渡るまでの間、今は大分短くなってい

ますけれども、それでも、長い時は2～3か月、
本人にお金が渡るまでにはなかなか時間がかか

った。

しかし、このステップアップ事業は、例えば

雇用調整助成金は、大体9割方ですよね、10分
の9ですよ。そうすると、例えば10万円の給料
をもらう人は9万円の雇用調整のお金をもらう
ことができるわけだけれども、時間がかかると。

しかも、自宅で休んでいるわけだから、また戻

ってきて本来の姿に戻るまでに相当時間がかか

るわけですよ。

ところが、このステップアップでは、これが

辞めないで、休まないで、そのままの職場で経

営戦略を考えるというようなことで仕事を与え

ているから、いわゆるモチベーションというか、

そんなものをずっとキープすることができると、

こういうことなんです。ここに、いわゆる雇用

維持の雇用調整助成金との違いが、私は顕著だ

と思うわけです。

ですから、そういう面からしてみても、これ

はぜひとも力を入れていただいて、問題は、雇

用調整助成金はまだずっと続くかと、コロナが

続く限り、第6波がきたら、第6波でまたそうだ
けれども、このステップアップ事業をいつまで

考えているかと、いつまでこれができるのかど

うかと、その辺のところの見通しはどうですか、

長崎県版は。

【永峯観光振興課長】委員ご指摘のとおり、私

どものもとにも、今、お話がございましたよう

なお声というのは事業者の方々から届いていま

す。人件費を手当てする、仕事をして雇用調整

助成金という制度もございますが、やはりそれ

では従業員の方がなかなか元気が出ないという

ようなこともございますので、事業者の皆様方

からも、これは雲仙災害が起こる前から、この

事業についての要望は多数いただいておりまし

た。

今回、予算化するということをお示しした中

で、各業界からもお声をいただいたところであ

りまして、私どもといたしましても、こういっ

た事業につきましては、引き続き実施をしたい

と考えておりますけれども、ただ、どうしても、

今回につきましても、5億円を超えるような多
額の予算が必要になってまいりますので、そう

した中で、これはコロナの臨時交付金を財源と

いたしておりますけれども、そういった財源と

の兼ね合いといったところもございます。今後

の国の交付金の状況とか、そういったものを注

視しながら検討してまいりたいと考えておりま

す。
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【小林委員】昨年度に採択された会社が、今回

もまた申請ができて、採択される可能性が高い

と思うんです。そうしますと、同じ会社が200
者の中にたくさん集まると。できるだけ広く、

前回参加しなかった新規を求めていきたいとい

うところもあるわけだけれども、またこれは反

対に、継続は力ということもあって、1年間で
まだ十分な受入態勢の具体的な計画ができてい

なかったとか、そういうようなところについて、

前年度にできなかったことを今年度でやり遂げ

ると、こういうようなプラスもまたあるだろう

と思います。

ですから、前年度に参加された方が、採択さ

れた方が、また今回採択されるかと、こういう

ようなことになりますけれども、ぜひ、せっか

くのこれだけの予算を使って、これだけのいい

事業ができましたので、この成果を全国に、い

わゆる長崎県版として発信ができるように、そ

の辺の指導をぜひともこれからもやってもらい

たい。

中﨑部長、最後に、そういう我々の気持ちを

どう受け止めていただくか、お願いをしたいと

思います。

【中﨑文化観光国際部長】これは、冒頭に委員

からもお話がありましたように、私も九州各県

の観光部長会議で各県の取組を見ると、どの県

もやっておりません。事業者の方からも、これ

は長崎モデルとして、ぜひ、この事業の拡大を

やってほしいというような期待の声も上がって

います。そういった思いを受け止めながら、い

かに事業の最大の効果を図っていくのかが大事

かと思っております。

今回の採択に当たっては、取捨選択するとい

うより、今ご指摘がありましたように、それぞ

れの事業者の状況をしっかり酌み取って、そし

て、全体の予算の中でどう配分していくことが

今後の受入態勢にまたつながるかというような

中で、職員もそういった思いで審査に臨む、あ

るいは外部の意見も聞くということでやりたい

と思っていますので、ここまでの評価をいただ

いている事業でございますので、最大の効果を

出すように取り組んでまいりたいと思っており

ます。

【中村(一)分科会長】 時間です。
ほかにありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、幾つかお尋ねした
いと思うんですが、観光客受入環境整備事業費

がありましたけれども、先ほどいろいろと委員

の皆さん方は聞かれていますけど、先般の時に

は採択が200件だったということでありました
けれども、まず、内訳を教えていただけません

か。

これには宿泊事業者、交通事業者、旅行会社、

観光協会とありますけど、その200者はどうい
うふうに採択したか、内訳をまず説明いただけ

ませんか。

【永峯観光振興課長】 内訳を申し上げますと、

宿泊事業者が118件、交通事業者が28件、旅行
会社が22件、観光協会が34件、合計で202件と
いうことでございます。

【山田(博)委員】 それで、観光振興課長、今回
またこういうふうに事業をするということで、

大変いいことだと思っているんですが、これは

私も高く評価している委員の一人なんですけれ

ども、これを今度は、「等」とありますけれど

も、要望書にも、観光関連に関係する酒の会社

とかありますね。こういったところも、例えば

応募したら対応できるのか。

今、ここに宿泊事業者、交通事業者、旅行会

社、観光協会とありますけれども、観光関連に
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関係する、被害をこうむっているところも受け

ることができるかどうかというのを、先ほど酒

の会社のいろんな要望がきておりましたけれど

も、そこはいかがなんですか。

【永峯観光振興課長】観光関連事業者と申しま

すと、ここに挙げております4つだけではなく、
ご指摘のとおり、その他の業界の方々も関わっ

ておられる方はいらっしゃいます。

飲食店でありますとか、土産物店であります

とか、酒屋さんも含めて、そういった事業者の

方々も、宿泊事業者でありますとか、旅行会社

でありますとか、そういったところと連携して

いただければ対象とするというようなことで、

昨年度も実施しておりますので、そういった連

携事業者まで含めて、昨年度は約400件の事業
者を対象としたということでございますので、

今年度も同じような取扱いで実施したいと思い

ます。

【山田(博)委員】 ということは、これは幅広く
対応できますよということでありますけれども、

この中に、一つ気になったのは、事業費に占め

る人件費の割合は2分の1以上とありますけれ
ども、これは、例えば会社とか事業者にとって

は、人件費もさることながら、別のところにし

てやりたいとかなんかもあると思うんですよね。

そういったところを、やっぱりそこは柔軟にや

った方がよろしいんじゃないかなと私は思うん

ですが、どうですか、それは。

この人件費が、事業費に占める割合が2分の1
以上になってないといけないというのがあって

いるけれども、こういうのは参考という形にし

ておかないと、要はこれは、観光受入れの事業

者を救うための事業ですから、そこはがんじが

らめにしない方がよろしいんじゃないかと思う

んですが、いかがですか。

【永峯観光振興課長】この事業につきましては、

昨年度も同様でございますけれども、観光コン

テンツの充実といった視点というのが当然ござ

いますけれども、併せまして、事業者の方々の

雇用の維持といったところを、守っていこうと

いうような趣旨で始めた事業でございますので、

そういった意味で、この人件費の割合は2分の1
以上という条件をつけて事業を実施してきたと

いうところでございます。

先ほどご指摘がございましたとおり、事業者

の方々によっては、いろんなご意見というかお

考えもおありかと思いますので、例えばここを

原則としてとか、そういったようなことでの運

用ということも少し検討してみたいと思います。

【山田(博)委員】 ぜひ、そこはそういうふうに
お願いしたいと思います。ケース・バイ・ケー

スでありますから、お願いしたいと思います。

もう一つお尋ねしたいんですが、先ほど効果

は、雇用が随分と確保できたということであり

ましたけれども、ほかに、実際これをやって、

財政当局とか何かに対しては、予算を確保する

時にも、声だけじゃなくて、例えばお店の売上

がどれだけ上がったとかいうのを、試算という

のは把握されておられますか。

【永峯観光振興課長】昨年度具体的に取り組ま

れた中身と申しますと、例えば宿泊施設であれ

ば、特産品を活用した新たな料理のメニューの

開発であったり、あるいは体験メニューの開発

といったようなことに取り組まれた事業者が多

うございました。

ただ、メニューの開発等を行った中で、それ

がまだなかなか販売に至っていないというよう

な例もございますので、昨年つくり上げた中身

がどれだけ売り上げにつながったかというよう

なところについては、今の段階では、私どもも
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把握をしてないところでございますが、そうい

ったものを今年度の事業で、さらに販売につな

がるような、そういったブラッシュアップした

取組をやっていただくというようなことも想定

して、今回、事業を組んでいるところでござい

ます。

【山田(博)委員】 それで、文化振興課長、観光
がステップアップでやっておりますね。ここは、

先ほど、今から質問していきますけれども、入

場者数がどんどん減っているということで頑張

っているんだけれども、企画によってこうなん

ですよとありましたけれども、ここは観光振興

課と文化振興課も、歴史博物館とかいろいろあ

りますから、歴代3課長、あの方々のところも、
やっぱりそういったことをやりながら、スポー

ツ振興課長、あなた方もやっぱりそういったと

ころをせんといかんと思うんですよ。国際観光

振興課長、あなたのところもね。こういったこ

とを部でやっているわけだから、それの取りま

とめは誰かというと、文化観光国際部長なんで

す。

部長、そこを、何か観光振興課長だけがホテ

ルで頑張ればいいというわけじゃないからね。

いろんな世界遺産とか美術館とか歴史博物館が

あるわけですから、国際観光振興室も、いかに

してコロナ禍の後にやっていかないといかんか

ということがありますから、もう一つ、物産ブ

ランド推進課もね、これは大事なところを忘れ

ちゃいかんかったですね。そういったところを

やっていかんといかんから、そこをどのように

取りまとめて、それをまたステップアップする

かというのが部長の手腕のしどころなんです。

そこを、あなたがどういうふうにしてこれをさ

らにステップアップしていこうかというのを、

見解を聞かせていただきたいと思います。

【中﨑文化観光国際部長】それはご指摘のとお

りだと思っています。文化観光国際部というの

は、本当に文化、観光、国際、世界遺産、スポ

ーツ、物産、長崎県の強みを結集した部でござ

いますので、それぞれの課の施策を単独で行う

のではなくて、どう組み合わせて相乗効果を出

していくのかというのが大事だと思っています。

特にこのステップアップも観光事業者の中で、

先ほど委員からもご指摘があったように、いか

に飲食店、あるいは県産品を使った事業者と連

携していくのか、あるいはインバウンドの視点

でお客様を呼び込んでいくのかと。多分、つな

がる部分は、要素はあると思いますので、これ

はこの事業に限らずだと思っています。それぞ

れの施策がより効果を出せるように、特に今か

らコロナ禍に向けて非常に厳しい状況が続くと

思いますけれども、それぞれの事業者の期待に

応えるような施策に取り組んでまいりたいと思

っております。

【山田(博)委員】 文化観光国際部長、私は思う
けれども、やっぱりあなたがなぜこの部長の席

にいるかというのは、知事は大変期待している

と思うんですよ。知事の期待に応えて、中村県

政を盛り上げるために、これはぜひやっていた

だきたいと思っております。

続きまして、公の施設の指定管理者の指定に

ついてお尋ねしたいんですが、文化振興課長、

この5ページの補足説明資料の令和4年度から
令和9年度の6年間の債務負担行為というのは、
人件費とかいろいろありますけれども、これは

どなたがつくられたのですか、そもそも中身と

いうのは、細かい中身は。

【土井口次長兼文化振興課長】文化振興課の中

で協議をいたしまして作成させていただいた次

第でございます。
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【山田(博)委員】 これは文化振興課でつくった
わけ。これは何ですか、今、歴史博物館の入場

者数とか何かというのは、どれだけにするかと

いうのは、例えば資料収集等の調査研究とかあ

りますけれども、こういうふうな計画というの

は、これで果たしてできるかできないかという

のは、ある程度どういった試算をしたかという

のをお尋ねしたいと思います。

いいですか、展示、資料収集等の調査研究と

あるじゃないですか。令和4年から令和9年まで、
ずうっと1,250万円でしょう。例えば初年度はス
タートだから少ないのはわかるけど、今からだ

んだん頑張っていって、山あり谷ありとかぐら

いがあればまだわかるけれども、なんでこうい

うふうにするのかなと思ったわけよ。

【土井口次長兼文化振興課長】今回ご審議いた

だいております令和4年から令和9年までの債
務負担行為につきましては、これまでの実績を

もとに平均等を活用しながら計上させていただ

いた資料でございます。

もちろん山あり谷ありということも理解でき

ますが、将来的にまだまだ予想がつかない部分

もございましたので、平均という形で計上させ

ていただいた次第でございます。

【山田(博)委員】 お伺いしますけれども、将来
的にこういうふうにするとか、ああするとか何

か目標があってするんだったらいいけれども、

ただ単に数字を並べて、これぐらいがいいんじ

ゃないかとか、もっと主体的にやっているとい

うのが見受けられないんですよ、この数字から

見ると。

部長、どう思いますか。私が言っていること

はおかしいかね。部長、どう思われますか、率

直な意見を聞かせていただきたいと思います。

【中﨑文化観光国際部長】どうしても債務負担

という形で6年間という長期のスパンでの試算
ということでございましたので、先ほどの文化

振興課長の答弁でございますけれども、それぞ

れ執行するに当たっては、その情勢の変化をし

っかりと酌み取りながら予算を計上し執行して

いくことが大事だと思っていますので、今、こ

ういう形での6年間の提案をさせてもらってい
ますけれども、より1年1年の事業の効果が出る
ように、そこは博物館としっかり協議しながら

取り組んでまいりたいと思っております。

【山田(博)委員】 あえてもう一つ言わせていた
だきますと、施設設備の保守点検業務費とあっ

て、修繕費、修繕費なんか、いいですか、577
万円がずうっと続いているんだよ。これは、小

学生でもわかるよ。だんだん建物は古くなるん

だから、そういった修繕費はお金がかかるんじ

ゃないかと、小学生でもわかる。こんな出し方

ではいかがなものかと思います。あえて指摘だ

けして、次の質問に移りたいと思います。

部長、私は国政の方に行くから、ここで言う

のはこれで終わりだけれども、もうこれ以上は

言わないよ。後は、東京でまた一緒に。

続きまして、今度、指定管理は、孫文・梅屋

庄吉ミュージアムも入っているでしょう。そも

そも前はどこだったんですか、お答えください。

【土井口次長兼文化振興課長】孫文・梅屋庄吉

ミュージアムにつきましては、平成26年4月に
オープンいたしておりまして、その当時から乃

村工藝社ということで、同じ指定管理者でござ

います。

【山田(博)委員】 ちょっとお尋ねしますけれど
も、1者で評点したとありますね。ほかに参加
をしてもらうような努力はしているかしてない

か、そこだけお答えください。

【土井口次長兼文化振興課長】先ほどもご答弁
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申し上げましたが、とにかくこういう厳しいコ

ロナの状況でございますので、説明会について

はオンラインで開催するとか、前回からはＪＶ

を導入するなど参入しやすいような状況を、あ

と、募集期間につきましても、84日間という、
他館より一番長い募集期間を設定いたしており

ます。もちろん最終的な応募については1者で
ございますが、6者の事前説明会のご参加をい
ただきまして、その時点では、参加するかどう

かというのは、意識はあられたものだと認識し

ております。

【山田(博)委員】 それで、1者しかなかったと
いうことでありましたけれども、今回、ほかの

5者の方に参加しなかった理由というのは確認
したか確認してないか、そこだけお答えくださ

い。

【土井口次長兼文化振興課長】確認させていた

だいております。

【山田(博)委員】 その内容はどうだったんです
か。

【土井口次長兼文化振興課長】しばらく休憩を

お願いします。

【中村(一)分科会長】 休憩いたします。

― 午後 ２時１６分 休憩 ―

― 午後 ２時１６分 再開 ―

【中村(一)分科会長】分科会を再開いたします。

【土井口次長兼文化振興課長】今回、応募なさ

れなかった5者のうち、応募なされた2者につき
ましては確認いたしております。

先ほども申しましたが、2者は、コロナの状
況がございまして、投資に見合う利益が得られ

かどうかを考えた時にリスクが高いということ

で、コロナが原因で辞退されております。

あと、残りの3者は、組んでＪＶでやる予定

の業者でございましたが、それぞれ相手方が見

送ったということで、今回辞退をされたという

形になっておるところでございます。

【山田(博)委員】 それで、今回、1者というこ
とでありましたけれども、前回と一緒、今のと

ころと一緒なんですけれど、例の問題の備品と

いうか、収蔵品があったね。収蔵品は、今どれ

だけの割合をチェックして、どういうふうな状

況になっておりますか。

【土井口次長兼文化振興課長】 9月20日現在で
ございますが、8万1,000点中7万7,429点、進捗
率は95.6％の状況でございます。これは、12月
までには全数点検を終わらせる予定であります。

また、以前から委員からご指摘いただいてお

ります不明になっている2点でございますが、
今現在もまだ不明の状況というふうなことでご

ざいます。

それも鋭意努力して、指定管理者の方で、今

発見に向けて努力をしていただいているところ

でございます。

【山田(博)委員】 それで、文化振興課長に答え
てもらっていいんですかね、部長、本来であれ

ば、これは、今、契約している会社ですからね、

指定管理だから。指定管理者の管理は、ちゃん

と毎年毎年、備品を管理して報告してないとい

けないということで、それをしてなかった、怠

っていた。挙句の果ては、あるべきものがない

と。今チェックしたら、95％はチェックしてい
るが、あと5％は12月末までにはやると。それ
で見つからなかった。あったら、それは当然の

ことで、なかった場合はどうするのかと。

これは、契約に基づいてペナルティを与える

のか、そこはやっぱりきちんと、私はそのとき

はもういないから、そこは部長に確認しておか

ないと、どうしてもこれは確認してないといけ
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ないから、それだけお尋ねしたいと思います。

【中﨑文化観光国際部長】まず、県民の貴重な

財産が、いまだ2点見つかってないということ
は、誠に申し訳なく思っているところでござい

ます。

まずは、早期発見に向けて最大努力している

ところでございます。ただ、今年度末が全件検

査の期限でございますので、見つからないケー

スというのも想定されると考えております。

もし見つからなかった場合につきましては、

まず一つは、事業者に対しても、いろんな類似

のケースもございますので、そういったケース

も参考にしながら、どういう対応をとるかとい

うことは必要だと思っています。何より大事な

のは、再発防止の取組もですし、あと、貴重な

紛失資料なので、これが今後の調査研究の損失

にならないような手当てをしていくというのも

大事だと思っています。

2点のうち、幸いにもというか、1点につきま
しては市場に出回っている可能性もございます

ので、それは事業者の方が、きちんと自分の責

任において弁償も含めて、そこは考えたいとい

うこともおっしゃっておりますし、もう１点に

つきましては、美術館の中で保管するような資

料もございます。もし見つからなかった場合に

つきましては、そういった影響が最小限にとど

まることも含めて、対応についてはしっかりと

検討してまいりたいと思っております。

【山田(博)委員】 時間がきたので、一旦終わり
たいと思います。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

1回目はいませんね。
2回目に入ります。

【小林委員】 ただいまの山田(博)委員の指定管

理者の件とか、冒頭に松本委員からも同じ趣旨

の発言があっておりますので、ちょっと私の方

からもですね。

歴史文化博物館という、長崎県の置かれてい

る立場の中で、文化振興に資するということで、

やはり相当の力を入れていかなければいけない

し、また、厳粛に中身も進めていただきたいと

思うんです。

もう一回お尋ねしますけれども、今の1者の
方は、何年間そうやって指定管理者をやってお

られるのか、改めてお尋ねをします。

【土井口次長兼文化振興課長】 平成17年から
指定管理をお願いしておりまして、現在17年目
でございます。

【小林委員】 17年間を1者でずっと継続してい
ると。

それでは、複数で、競争原理のもとにおいて、

何といいますか、選ぶというようなことと、今

のように1者しかいないとか、こういう状況は、
17年間の経過の中でどのようになっておりま
すか。

【土井口次長兼文化振興課長】 第1期につきま
しては、応募者は6者でございました。そのと
きに現地説明会にご参加いただいた12者のう
ち6者がご参加いただいております。
第2期は、同じく12者が現地説明会にはご参

加いただきましたが、参加いただいたのは乃村

工藝社1者でございました。
第3期につきましては、5者が現地説明会にご
参加いただきましたが、これもまた1者という
ことで、第4期が、先ほど申しましたように6者
のうち、今回も1者という形で応募いただいて
おります。

要するに、最初が6者、2回目以降は1者とい
う形でございます。
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【小林委員】説明会には結構来ているようなお

話でございますね。しかしながら、最終的に参

加するのが1者のみと、こういうことがずっと
続いているわけですね。

それに対して、県当局として、このような状

態でいいのかどうかというようなことについて

は、何も対策を打たないのかと。何ら変わるよ

うな、もっと厳粛なものにしなければいけない

という、この歴史文化博物館の持つ重要な意義

から考えてみても、やっぱりそれなりの緊張感

がなければいけないし、また実際的に、松本委

員から、資料をもとにご説明がありましたけれ

ども、コロナの関係かもしれないけれども、い

わゆるお客様が、来客者というか館に来てくだ

さる方がずっと目減りしているという状況。こ

れを単にコロナの関係を理由にするのか、やっ

ぱり何かそこに足らざるものがあるのではない

か。

そこにもう少し、指定管理者としての独特な

発想を出していただかなければいけないという

ところについて、もう何か、全くもってそうい

う競争原理が働かないものだから、何かこう、

自分たちの役割が遠ざかってしまっているんじ

ゃないかと、マンネリ化してしまっているんじ

ゃないかと。こういうことを長崎県の我々とし

ては、それを黙認するとか黙って見過ごすとい

うことについてはいかがなものかと、なんでそ

ういう対策をやらないんだろうかと。

今の課長は来たばかりだけれども、これまで

一体何だったのかと、そういうことがどうして

も理解ができないけれども、それについてはど

う考えられますか。

【土井口次長兼文化振興課長】長崎歴史文化博

物館は、16年前でございますが、今までなかっ
たような質の高い博物館という形で開館し、こ

れまで県民の皆様に、文化、芸術の水準向上の

ためにご努力をいただいたものだと思っており

ます。

具体的に申しますと、これまで16年間で約
750万人の来館者を数えております。大きな企
画展、例えば、先ほど説明の中でも触れました、

平成29年にはジブリの展覧会とか、令和元年に
はチームラボといった大きな展覧会をはじめ、

これまで多くの展覧会で多くの皆様に文化、芸

術の機会を提供してきていただいたものだと認

識をしているところでございます。

一方で、地道な活動ではありますけれども、

教員の皆様への勉強会とか、あと移動博物館、

離島を含む各地において県下全体を回るなど、

そういった地道な活動。また、常設展がござい

ますが、そういったものをオンラインで地域の

学校等にご紹介する遠隔授業、そういった地道

な活動にも取り組んでこられているのも事実で

ございます。そういった部分は、私は非常に評

価すべきところではないかと思っております。

また今後も、教育関係はもとよりでございま

すが、福祉関係とか医療関係、例えば福祉施設

に入っていらっしゃる方に芸術の機会を与える

とか、病院に入院されている方に芸術の機会を

与える、文化の機会を与えるとか、そういった

ところにも生涯学習の場を広げようと、そうい

ったご計画もございます。

加えて、先ほど来から申しております文化観

光推進法によりまして、地域の拠点という形で

観光とコラボしながら、観光客の誘致にも取り

組んでいくと、そういった方針も考えていらっ

しゃるところでございます。そういったところ

では、今後も力を発揮していただけるものでは

ないかと期待をしているところでございます。

【小林委員】 乃村工藝社がずっと17年間も、1



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２８日）

- 105 -

者でずっと単独でやっていると。説明会に人は

来るけれども、いざといったら辞退組ばかりと、

一人そこに決定をすると。

長崎県としては、それは誰か指定管理者を置

かなければならないだろうけれども、こういう

状況がずっと続いているということをどう考え

ているかということです。

だから、先ほどからも言うように、土井口課

長は来たばかりですよ、大阪から。そうすると

中﨑部長、こんな状態が続いていて、黙って見

ておかざるを得ないのは、何か裏で政治的なも

のがあるんですか。全くもって、こういう状況

が野放しにされるということは、長崎県の県民

の皆様方は何も知らないわけだよ。この辺のと

ころは、行政の責任者として、やっぱり異常な

状況ではないかと、こう思わないといけないと

思うんです。

また同時に、大変ご無礼だけれども、ずっと

一人の人がこういう形で、競争原理が働かない

状況の中で、こうやって17年間も継続していき
ますと、どうしても、何度も言う、そこに新し

く変革とか、新しい物の見方とか、何を県民の

皆様方が求めていらっしゃるかとかという当た

り前の論理が働かないようになってしまうと。

もう右から左に、乃村工藝社がずっと一貫して

やるんだと、それを議会も黙って承認している

と、もうなめられてたまらんような、そんな状

態になってしまっていると。

これはやっぱり是正せんといかんと。何か新

たな、そういう善後策を考えなければいけない

のではないかと。もう乃村工藝社しか、絶対に

いないのか。本当にここが最高の、ベストなの

かと。6年間の中で、常に新たな考え方の中で
やっていただいているかどうか、この辺のとこ

ろを考えていきますと、やっぱり競争のないと

ころに前進はないと、こういう点から考えてみ

ても、私はやっぱり検討すべき時期にきている

んじゃないかと。

だから、そういう意味で、今回この予算を本

当に我々は通さなければならないのか。本当は、

1者しかいなければ乃村工藝社にここに来ても
らって、これから向こう6年間の決意表明をし、
どういう姿勢の中で歴史文化博物館をやってい

くのかと、それぐらいのことを我々は、参考人

として呼んで本人の意思を聞かなければならな

いぐらいに、これは重要な案件だと思うんです。

この辺について、部長、どう思いますか。

【中﨑文化観光国際部長】これはご指摘のとお

り、やはり指定管理制度というのは、複数の事

業者を競わせて、そして民間のノウハウを提供

してもらって、その中で、限られた予算の中で

最大のサービスを提供していただくというのが

指定管理制度の目的でございますので、少し長

い期間、1者の状況が続いているというのは、
ご指摘のとおりだと思っています。

今回、先ほど説明しましたように、共同事業

体の募集があるのではないかと我々も期待して

おったんですけれども、最後の最後に、コロナ

の関係でということで辞退されたのは、非常に

残念だと思っています。

今回の選定に当たりましては、私も選定委員

長とは事前に直接お会いして、1者であるけれ
ども、よく中身を精査してもらって、本当にこ

れからのまちの変化に取り組めるような博物館

であるどうかということをしっかり審査してほ

しいというお話はしましたので、今回の選定に

ついては、そういった前提の中で委員の皆様に

は、これまでの実績や今後の取組、そこを適正

にご判断いただいたものと認識しております。

ただ、今後6年間ありますので、やっぱり時
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代は変わっております。博物館ができた当初の、

いわゆる鑑賞の場の提供であるなどの教育的な

施設から、今後は、こういった長崎のまちの変

化の中で、文化観光の役割がより大きくなって

おりますので、そういった時代の流れの中でど

ういった事業者が適任であるのか。

あるいは、全国的な事業者の状況も見ました

けれども、大きな博物館をやっている事業者が

限られてきますので、なかなか広がりが難しい

のですが、今、色々な施設ができて、いわゆる

新しい事業者も含めて育成も進められておりま

す。そういったところも含めて、実は我々内部

でも問題意識を持っておりますので、今、委員

からご指摘があったように、今後の指定管理の

あり方については、他県の状況も踏まえながら

検討していこうという話もしております。

逆に、6年間は長うございますので、まずは
しっかり、この指定管理の業務の実績を、取り

組むところをしっかり後押ししていくのも大事

ですけれども、それと並行しまして、どういっ

た形が、より事業効果を高めるような公募のあ

り方があるのかというのも併せて検討してまい

りたいと思っております。

【小林委員】今日のこの担当委員会でこういう

指摘が各委員の皆様方からあったということは、

必ずお伝えをしていただきたいと思うんです。

もう少し緊張感を持って、初心を忘れてはなら

ないと、そして指定管理者とはどういうものな

のかという原点を忘れないようにして、やはり

あなた方から言いにくいだろうから、議会側か

ら率直に物を言わせていただくと。

そういうような気持ちの中で歴史文化博物館

を最高、最大のものにしていなければいけない

と、こう考えておりますので、いろいろなご意

見が出たと思うし、意見をおっしゃらない方で

も同じような気持ちをお持ちの方がたくさんい

らっしゃいます。ぜひ、今後のプラス面になっ

ていただくようにお願いをしたいと思います。

以上で終わります。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【山田(博)委員】 それでは、時間が限られてい
たものですから、もう一度、観光客受入環境整

備事業についてお尋ねしたいと思います。

前回の時の審査は課の方でされていたという

話があったんですね。私は事前の説明では、そ

ういうふうな話を聞いていたものですから、今

回は、当初は課の方でするというふうにしてい

たんですね。私はそれではいけないと、やっぱ

り第三者を入れて、いろんな審査するに当たっ

てはアドバイスなりをして、きちんとこうすべ

きじゃないかとかいうふうなことを受入れて、

審査を、落とすというよりも、私もあまり落と

すということを言いたくないんだけれども、上

げるようなことを、当選させるような仕組みの

審査をして、そういった形の仕組みをつくりな

がら上げるようにしてもらいたいと思うんです

が、それはいかがですか、観光振興課長。

【永峯観光振興課長】昨年度は、委員ご指摘の

とおり、内部審査のみで決定をいたしておりま

した。先ほどもご説明いたしましたが、昨年度

は随時受付をしながら事業採択してきたといっ

た経過がございましたので、そういった手法を

とったわけでございますが、今年度につきまし

ては、事業期間との兼ね合いもございますので、

一定、例えば10月いっぱい、来月いっぱいを募
集期間とするような募集の仕方を考えておりま

す。

そうした中で、先ほど申し上げた観光消費額

の増加につながるような取組、あるいは滞在日
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数の増加につながるような取組、そういったも

のを優先して採択していきたいというふうに考

えておりますので、その際には、私どもの視点

だけではなくて、やはり外部の方にも見ていた

だいて、先ほどご指摘ございましたとおり、逆

にこういうふうに工夫してやることで採択につ

ながっていくというような視点も含めまして取

り組んでいきたいと考えております。

【山田(博)委員】 ぜひそういった形をとってい
ただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

します。

続きまして、公の施設の指定管理者について、

またこれは文化振興課に、文化振興費というこ

とで予算が計上されているので、関連してお尋

ねしますけれども、先ほどからこの予算を見た

ら、歴史博物館なり美術館には、建築物環境衛

生管理技術者を配置せんといかんとなっていま

すね。それは法的にのっとってちゃんとしてい

るのかしてないのか、そこをお尋ねしたいと思

います。

【土井口次長兼文化振興課長】建築物環境衛生

管理技術者の配置につきましてのお尋ねでござ

いますが、もちろんこの配置につきましては、

美術館にも博物館にも配置はいたしているとこ

ろでございます。

【山田(博)委員】 これは文化振興費の予算に関
連してお尋ねしたいんですけれども、先ほど歴

史文化博物館では、建物維持管理の予算がずっ

と6年間同じ予算とかやっておりますので、要
は、配置はしていても、契約上問題がないよう

にきちんと、美術館も歴史文化博物館も、そう

いった建築物環境衛生管理技術者を配置してい

るか配置してないかと、私は聞いているんです。

【土井口次長兼文化振興課長】まず、博物館に

つきましては、ＪＲ九州サービスサポート株式

会社というところと契約しながら、そこに外部

委託という形でお願いしているところでござい

ます。

また、美術館につきましても、派遣という形

で来ていただいているところでございます。

暫時休憩をお願いします。

【中村(一)分科会長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時３９分 休憩 ―

― 午後 ２時３９分 再開 ―

【中村(一)分科会長】分科会を再開いたします。

【土井口次長兼文化振興課長】美術館につきま

しては、MHIファシリティーサービス株式会社
からの派遣という形で処理をさせていただいて

いるところでございます。

【山田(博)委員】 だから、それが契約上、法的
にもちゃんと問題がないのかどうかと、私は聞

いているんです。そこだけお答えください。

【土井口次長兼文化振興課長】実は、博物館に

ついては、細目協定の中で再委託という処理を

させていただいておりますが、美術館について

は、この再委託という部分の処理を怠っている

ところでございます。

これは、委員からご指摘をいただいて発覚し

たものでございますが、すぐさま美術館とも連

携を取りまして、そこは真摯にしっかりと、今

後対応するということで反省の弁をいただいて

おりますので、そこはしっかり対応してまいり

たいと考えているところでございます。

【山田(博)委員】 私も、今回、文化振興課の予
算書を見たら、そこでＪＲ九州サービスサポー

トというのはいろんな委託をしているというこ

とでありますけれども、そもそも私たち長崎県

議会議員は、県民の皆様方から議席をいただい

てやっているわけです。
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歴史文化博物館、先ほど小林委員から厳しい

ご指摘がありました。ごもっともですよ。大体

なんで外部委託なんか、できないことは仕方が

ないとして、なんで県外会社にそんな委託する

のかよ、言語道断だよ。17年間もしていて、県
外の会社にこういった大事なことを委託してい

たというのは、これは言語道断。

ましてや美術館も、マスコミの枠で置きなが

ら、それが辞めた後には、漁業の枠で理事でお

るから、こんな債務負担行為とか何かも、きち

んとやってないようなことをやっているんだよ。

文化振興課長、あなたの前向きな姿勢という

のは高く評価しているから、美術館のことは、

もっと深く反省してもらいたいよ、本当に。大

体、先ほど小林委員がおっしゃったように、美

術館はどうあるべきかというのをこんこんと部

長あたりに、あなた方に説明して、こういうふ

うにやりますよというのが、所信とか何かあれ

ば、私も納得するけど、今までも部長の方にそ

ういった話があったこと、聞いたこと、見たこ

ともないよ。

大体、部長ね、あなたの方に歴史文化博物館、

美術館の館長が、この1年間こうやりたい、こ
うやりますよという話があったかどうか、そこ

だけお尋ねしたいと思います。

【中﨑文化観光国際部長】両館長とも、ちょう

ど私の部長任期中にも新たに赴任もされました

し、館長さんの思いが、今後の博物館、美術館

の取組方針に非常に重要であると思いますので、

できるだけ機会を捉えてお会いするようにもし

ておりますし、今年度もお会いをして、今後の

方針について意見交換をしたところでございま

す。

【山田(博)委員】 歴史文化博物館なり美術館の
館長さんには、この1年間こうやりたいという

ふうな話を、部長の方に報告してもらうなりし

て、この委員会に報告してもらうようにせんと、

だから、小林委員みたいな、ああいった厳しい

ご指摘が、これはごもっともだと思うよ。

ましてや、文化振興課長、この委託に関して、

県外企業に委託をしているというのを、あなた

方も、それをぱんと押すということは、それは

どうかしているよ、この精神は。文化振興課長、

あなたも大阪とか東京におって、長崎県のこと

をずっと思っていたでしょう。その中で、こん

な大事な業務とか何かというのを県外の会社に

委託するというのは、それを堂々と認めるのは

いかがなものかと思うよ。

これは、再度そこのところはしっかりと、地

元企業優先に委託するというのはしっかりとや

ってもらいたいんですよ。だから、そういった

美術館のそういったことが問題になるんだよ。

別に私は、あなた方を責めるために、建築物環

境衛生管理技術者のことを指摘しているわけじ

ゃないんだよ。

だから、部長、今回、中村(一)委員長のもと
で、公の施設の指定管理者の指定についてとい

うのは、点数は60何点でしょう。これが合格か
どうかというのは、だってあれでしょう、運転

免許だって67点では不合格だよ。さっき文化振
興課長は合格点とか何か言ったけれども、運転

免許だったら不合格だよ、こんなのは。

これが果たしてよかったかと、私たちの議会

では、それで、はい、わかったと言って素直に

印鑑を押す、議会では賛成できないよ、本来で

あればね。点数からすると。

部長、これに関しては、ぜひ地元の企業を優

先に、物事は全て発注してもらうようにしても

らいたいと思うんですが、いかがですか、これ

は。
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【中﨑文化観光国際部長】 ご指摘を踏まえて、

見直しが必要なものは、見直してまいりたいと

思っております。

【山田(博)委員】 見直しが必要だから、言って
いるんだ、部長ね。

清掃とか何かというのは、地元企業に発注し

ていただかないと、なんで私たちが歴史博物館

に来て、長崎県以外の会社の方に、県民の皆さ

んが汗水流して働いた税金を投じないといけな

いんですか。百歩譲って、乃村工藝社は我慢で

きるけれども、身近な清掃業務とか、警備とか、

県内に本社を置かない会社になんでせんといか

んのかね。という気持ちはよく聞くんです。そ

こを、やっぱり意を酌んでしていただかないと、

指定管理だから全部任せて、はい、どうぞじゃ

ないんだよ。これはね、部長。

私は、あなたを高く評価しているんだよ。先

ほどあなたが委員会の委員長に直接会ってぴし

ゃっとやってくださいと、今までそんな部長は

いなかったよ。やっぱりあなたは議会の意向を

酌んで事前にやっている、それはすばらしいな

と思いました。今日は感心しましたよ。

部長、そういったことで、もう一度、この指

定管理者におきましては、地元企業を優先的に

発注なり委託をするように、再度お願いしてい

ただきたいと思うんですが、いかがですか。

【中﨑文化観光国際部長】地元企業育成のため

に、そのような観点で博物館とも協議してまい

りたいと思っております。

【山田(博)委員】 二巡目ですので、ここで終わ
りたいと思います。

文化振興課長、頑張ってくださいね。期待し

ておりますよ。終わります。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 これをもって質疑を終了
いたします。

次に、予算議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分及び第124号議
案のうち関係部分については、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〕

【中村(一)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

ここで、3時まで休憩いたします。

― 午後 ２時４８分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

【中村(一)委員長】 会議を再開いたします。
次に、委員会による審査を行います。

議案を議題といたしますが、所管事項等につ

いても、併せて説明を求めます。

まず、文化観光国際部長より、総括説明を求

めます。

【中﨑文化観光国際部長】資料をよろしくお願

いいたします。1ページからでございます。
文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

121号議案「公の施設の指定管理者の指定につ
いて」は、先ほどご議論いただきましたので、

省略をさせていただきます。
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次に、議案外の所管事項の主なものについて

ご説明いたします。

（令和3年8月大雨災害について）
去る8月14日には県内各地に大雨特別警報が

発令されるなど、記録的な豪雨に見舞われまし

た。特に雲仙温泉街が多大な影響を受けたこと

から、当部におきましても現地事業者との意見

交換会を実施し、被害状況の調査・把握に努め、

さる8月21日には棚橋内閣府特命担当大臣に対
して、25日には赤羽国土交通大臣に対し雲仙地
域の再生支援などの緊急的な要望を行ったとこ

ろであります。

観光事業の復興に向けて、関係部局と連携の

うえ、引き続き再生支援に力を注いでまいりた

いと考えております。

（文化の振興について）

去る7月14日、文化庁から令和7年度第40回国
民文化祭を長崎県において開催するとの内定を

いただきました。

県としましては、国民文化祭の開催に向け、

新たな地域文化の発掘や一層の文化芸術活動の

振興を図るとともに、地域文化の魅力向上や文

化を担う人材の育成などに取り組むことにより、

交流人口の拡大や若者の参画による郷土愛の醸

成をはじめ、本県の観光振興やまちづくりにも

繋げられるよう、市町や文化団体、大学等と一

体となって取り組んでまいります。

（世界遺産の保存活用について）

10月から2月にかけては、ゼンリンミュージ
アムと協力して長崎歴史文化博物館を皮切りに、

大村市歴史資料館、そして北九州・東京会場の

4会場で記念展を開催することとしております。
本展覧会では、新たな視点から世界遺産の価値

や魅力を伝えるため、西洋の古地図に布教の進

展とともに詳細に描かれていく日本・長崎の姿

などを紹介するとともに、日本初のキリシタン

大名となった大村純忠に関する史料や、マリア

観音など潜伏キリシタンの信仰用具などを展示

し、期間中、県内では専門家による講演会や地

元合奏団による演奏会など関連イベントも予定

しております。

今後とも、広く資産の価値や意義を発信する

とともに、取組を通じて構成資産の保護意識を

醸成することで、さらなる世界遺産の保存活用

につなげてまいります。

（観光の振興について）

令和4年秋の西九州新幹線開業を契機に、全
国から観光客誘致を図るための集中的なプロモ

ーション事業として、令和4年10月から12月に
かけて、ＪＲグループ及び佐賀県と共同で、「佐

賀・長崎デスティネーションキャンペーン」を

実施することとしております。

今後も、キャンペーン本番に向けて、県内市

町や関係事業者等と一体となってエリアごとの

観光素材の顕在化や磨き上げ、西九州新幹線を

利用した両県の周遊ルートづくりなどに取り組

むことで、誘客拡大を図ってまいります。

（インバウンドの推進について）

香港及び台湾では、現地事業者へ情報収集や

本県観光情報の発信業務等を委託し、現地メデ

ィアへの情報提供等の強化を図っているところ

であり、香港においては、7月下旬に開催され
た国際観光展へ出展したほか、7月23日から9月
17日まで、大型ショッピングモールにおいて本
県の観光物産及び長崎香港線のＰＲを目的とし

たイベントも航空会社等の協賛を得て開催しま

した。

このほか、多言語Ｗebサイトや県公式ＳＮＳ

での情報発信に取り組むとともに、市町や関係

団体等と連携し、インバウンド向け観光コンテ
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ンツの磨き上げや民間事業者等を対象にした外

国人受入セミナーを実施するなど、引き続き、

コロナ収束後を見据えた取組を推進してまいり

ます。

（県産品のブランド化と販路拡大について）

首都圏における情報発信拠点「日本橋 長崎

館」では、首都圏の消費者等から商品に対する

意見の収集及び県内事業者等へのフィードバッ

クを行い、魅力的な商品開発や改良に繋げる「情

報受信機能の強化」を図るため、新たに「チャ

レンジコーナー」を設置し、テストマーケティ

ングの仕組みづくりを進めており、市町を通じ

て募集・選定した12商品について、8月11日か
ら施行販売を開始したところであります。今後、

施行結果を踏まえ改善等を加え、本格実施に向

けて準備を進めるとともに、アンテナショップ

の役割である本県の歴史・文化・観光・食など

の魅力を引き続き、総合的に発信してまいりま

す。

（国際交流について）

去る7月18日から31日まで、上海市主催によ
る国際友好都市青少年サマーキャンプがオンラ

インで開催され、日本からは唯一、島原商業高

校の生徒3名が参加し、17か国、159名の学生た
ちと交流を深めました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、従

来型の国際交流が実施困難な状況にありますが、

これまで築いてきた交流の絆が途絶えることが

ないよう、また、感染が収束した際には速やか

に直接的な交流が再開できるよう、オンライン

等を活用しながら各国との交流を継続してまい

ります。

（スポーツの振興について）

長崎ヴェルカにつきましては、Ｖ・フォーレ

ン長崎同様、プロスポーツクラブの活躍は県民

に夢や感動を与え、地域の活性化にも大きく寄

与することから、今後、県としましても、全世

帯広報誌や広報番組等における試合情報の周知

や招待事業の実施等により、試合会場に多くの

県民の皆様が来場していただけるよう努めると

ともに、市町や経済界・関係団体とも連携しな

がら、県民の皆様とともにチームを応援してま

いります。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中村(一)委員長】 次に、観光振興課長より、

補足説明を求めます。

【永峯観光振興課長】 それでは、私の方から、

宿泊施設の第三者認証制度について、ご説明申

し上げます。

Ａ4の1枚の資料で、右上に補足説明資料観光
振興課と書いてあります。表題が、「team 
NAGASAKI SAFETY認証制度（宿泊施設）の
認証状況等について」という資料をご覧くださ

い。

この制度につきましては、宿泊施設における

感染防止対策、この対策について第三者の視点

で認証するという事業でございまして、5月の
臨時議会で予算をいただき、その後、6月に各
地域での説明会を経まして、7月から8月にかけ
て集中的に現地確認等実施をいたしました。

その結果、今週の月曜日、昨日時点で558施
設を認証いたしたところでございます。

この中で、当初、県民キャンペーンに参加さ

れている施設、約500施設と申し上げてまいり
ましたが、現状、②のところに531施設と書い
ておりますが、こちらの施設をまず優先的に認

証を進めるということで取り組んでまいりまし
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た。

その結果、現状511施設を認証できていると
いう状態でございまして、認証率につきまして

は96.2％となっております。この残りの20施設
につきましても、なるべく早く、こちらも認証

できるように、今後の手続を進めてまいりたい

と考えております。

それから、認証を受けた施設についての周知

活動でございますが、2番のところに書いてお
ります。インターネットの方で、これは飲食の

認証制度と併せてホームページを設けておりま

すが、そういったところでの情報発信、それか

らテレビ番組、あるいはテレビＣＭで告知をし

ていくというようなこと。そしてまた、広告等

でもteam NAGASAKI SAFETYの知名度を上
げて、施設の優位性を高めていくといったよう

な取組を進めてまいりたいと考えております。

説明は、以上でございます。

【中村(一)委員長】 議案を議題といたしますが、
議案説明及び質疑につきましては、分科会にお

いて終了しておりますので、これより議案に対

する討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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121号議案は、原案のとおり、可決するこ
とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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

のと決定いたしました。

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、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査対象の陳情番号として、41、42、49、52、
53、57、58、66、以上です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【松本委員】 それでは、陳情番号の57番、酒
類製造販売業者に対する支援を求める要望書に

ついて質問いたします。

こちらに記載されている内容でございますが、

飲食店の営業時間短縮の協力要請等がコロナ禍

の中でございまして、特に8月10日から9月6日
等の非常に厳しい状況の中で、飲食店の場合は

協力金とかが支払われておりますが、お酒の販

売卸や製造会社にはこういった協力金がござい

ません。自宅で飲酒をされる方もおりますけれ

ども、やはり大変なお酒の売上の低迷というの

が、業界に対しても大変厳しい状況であるとい

うお話も地元で伺いました。

陳情に対する対応等の中でどのように考えて

いらっしゃるのか、お尋ねいたします。

【長野物産ブランド推進課長】今お尋ねの酒販

関係の卸、小売からの要望に対する今後の対応

としまして、要望の中では、アフターコロナで

の対応ということでございます。

現在、新型コロナウイルス感染拡大で、ご承

知のとおり、営業時間短縮でございますとか休

業の中で、非常に厳しいといったような状況は、

製造も小売も卸も同じような状況にございます。

まん延防止措置に伴う酒類提供の自粛要請に

伴う影響については、本定例会でも支援金の制

度として上程はされているところでございます

けれども、販売促進を図る県物産ブランド推進

課といたしましては、これまでも飲食店等に対

しまして県産品の愛用指定店への登録促進でご
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ざいますとか、当然、消費喚起に向けたいろん

な愛用キャンペーンにこれまでも取り組んでき

たところでございます。

今年度は、これに加えまして、新型コロナウ

イルス感染収束を見据えた動きということで、

酒とお魚を組み合わせるということで消費喚起

に向けたいろんなキャンペーンをとおして利用

促進を図っていこうとしてきたところでござい

ます。

そういった中で、このコロナの状況を受けま

して、酒造組合をはじめ県漁連、かまぼこ協同

組合の皆様方とも、今後のやり方についていろ

いろ協議を進めさせていただいております。

7月から協議を進めましたけれども、イベント
は難しいなというようなお話もございましたけ

れども、今こういった状況、少しずつそういっ

た取組、いわゆる消費喚起に向けた様々な取組

もできようかというように考えられます。

今後、いろんな協議を進めていく中で、関係

団体の皆様ともどういったことができるのかと

いうのは、しっかりと考えていきたいと思いま

す。

【松本委員】それぞれ県産酒と地魚セットのキ

ャンペーン等もありましたが、やはりコロナの

状況がここまで深刻になってまいりますと、今

までのやり方だけではなかなか、もう追いつか

ない状況でもあります。

ただ、感染状況を見ながら、ステージを確認

しながら、もちろん飲食店も開業してらっしゃ

ると思うんですけれども、今、少しずつ緩和が

されようとしている時期、また、“心呼吸”の旅
の方もこれから再開をするという中で、消費者

のマインドもだんだん上がってくると思うんで

すね。

その中で、確かにイベントはやりづらい状況

かもしれませんけれども、イベントじゃなくて

も、やはり店頭で扱っていただけるように、も

ちろん企業努力も大事ですけれども、そこでは

もう追いつかないから、この要望書が出ている

わけでございまして、これだけの厳しい声とい

うものを少しでも、マッチングも含めて意見交

換をしっかりしていただいて、今後、アフター

コロナに向けて、来年度も含めて推進をぜひ、

後押しをしていただくことを要望しておきます。

それと、要望書の66番の一番最後に、集中審
議でも出ていますけれど、雲仙の緊急要望が、

9月8日に議長宛てにいただいております。後で
説明もあると思いますが、かなりの損失額、全

体で4者で2億円を超える損失額が記載をされ
ております。コロナ禍の中で大変厳しい中に、

さらに災害まで起きて、おそらく、本当に厳し

い状況の中での緊急要望であると思います。

先ほどのステップアップ事業の予算の中にも、

もちろん雲仙事業者は2,000万円という上限が
ありますので、こういったのも活用していくと

は思いますが、この要望に対しての今の見解を

お尋ねいたします。

【永峯観光振興課長】雲仙温泉街につきまして

は、8月13日の豪雨災害で多大な影響をこうむ
ったというようなことで、先ほど来申し上げて

おります。

そういった中で、まずは県といたしましては、

先ほどご審議いただきましたステップアップ事

業というもので、雲仙地域について限度額の上

乗せ、あるいは事業期間の延長というようなこ

とで、集中的に支援をしていくということを一

つ考えております。

そして、この要望書の中でも、例えば“心呼吸”
プランの補助額の増額といったような記載もご

ざいますけれども、こちらにつきましても、こ
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れは財源が観光庁の予算でございますので、県

の判断だけで増額ということはなかなか難しい

部分がございます。

そういった中で、先月8月21日には、棚橋防
災担当大臣がお見えになり、そして、8月25日
には赤羽国土交通大臣がお見えになりましたの

で、その要望の中で、地域観光事業支援の柔軟

な運用、それはこのかさ増しも含めてという意

味でございますけれども、そういったものを国

に対して、現在要望しているといった状況でご

ざいます。

【松本委員】 ここの要望趣旨の中に、7,000件
を超えるキャンセルの発生に至っているという

ことで、大変な影響を受けて、しかも大臣も視

察に来ていらっしゃるわけですから、それだけ

国も深刻な状況ということは認識をしていただ

いているわけでございます。

秋から“心呼吸”プランも始まるわけですから、
一日も早く復旧できるように、見通しが立てら

れるように、国の方にも再度、割増ができない

かと、ここは災害が起きていますので、そこに

対しても働きかけを強く要望いたします。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【小林委員】陳情の、今の松本委員に関連して、

雲仙の問題で質問いたします。

要するに、どういうような具体的な、いわゆ

る上乗せをしてバックアップをしていくかとい

うことについて、具体的にステップアップ事業

費、ここに5億6,600万円の予算が確保されてお
ります。それで、採択の件数を200件ぐらい、
関連まで入れて400件ぐらいと先ほどおっしゃ
いました。そこのところから考えてみて、雲仙

に特段の力を入れてバックアップをするという

時には、このステップアップの全体的な予算か

ら、雲仙にどれくらいの予算確保を現時点で考

えておられるのか、この点はいかがですか。

【永峯観光振興課長】今回計上いたしておりま

す5億8,600万円のうちの雲仙分ということで
ございますが、これはあくまで予算上の積算で

はございますけれども、今私どもが想定いたし

ておりますのは、昨年度の実績といたしまして、

雲仙温泉街で15施設で約7,500万円の実績とい
ったものがございました。

したがいまして、今回、限度額を倍といたし

ておりますので、この7,500万円の2倍、1億
5,000万円程度を雲仙の枠というようなことで
考えているところでございます。

【小林委員】雲仙は、前回は今のご説明でよく

わかりましたが、15の旅館・ホテルとおっしゃ
いました。現時点では、12ぐらいの旅館・ホテ
ルということが報道されております。実際的に

今稼働しているところが9の旅館・ホテルとい
うことで、あとはリニューアルとか、工事中だ

とかというようなことも新聞報道で見ていると

ころでございます。

7,500万円の昨年の実績を、倍の1億5,000万
円にすると。これは相当な、予算的に見ても、

5億6,600万円の中からそれを当て込むという
ことでございますので、それなりに県の雲仙に

対するところの支援事業は、私は大きなもので

はないかと、こう見ているところでございます。

そうすると、まずこれを採択しなければらな

らないと。また、前回も採択をされているわけ

ですよね。さらにステップアップして、どうい

う内容になってくるかということになろうかと

思いますが、ただ、配慮されているのが、この

2か月を3か月にするということ。この2か月を3
か月にすることによってどういう効果が出るか、

その辺をもう一度ご答弁いただきたいと思いま

す。



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２８日）

- 115 -

【永峯観光振興課長】 まず、昨年の実績の15
施設は、全てが宿泊施設ということではござい

ませんで、宿泊施設は13施設でございます。具
体的には、雲仙ロープウエー株式会社でござい

ますが交通事業者が1者、観光協会が1者という
ことで、全体で15者ということでございます。
その上で、今回3か月ということでございま

すが、雲仙地域につきましては、災害発生直後、

温泉街は全ての施設が被害を受けたというよう

な印象を、特に県外の方を中心に持たれて、キ

ャンセルが多数入ったということもございまし

た。そういったようなことで、いわゆる風評被

害、温泉街全体が被害を受けたというような印

象を受けたところもございますので、例えば、

そういった風評被害を払拭していくためにしっ

かりと情報発信を行っていく、あるいは、特に

県外のお客様向けに魅力的な宿泊プランを造成

していくと、そういったことに少しでも長い期

間取り組んでいただこうと、1か月間、期間を
前倒しをいたしております。

そこについては対象施設数も限られています

ので、議決をいただいた後、すぐに対象事業者

と協議をし、事業に着手することは可能ではな

いかと我々は考えております。

【小林委員】この陳情書を見ました時に、昨年

実績がもろもろ入れて15施設だったと、実際、
ホテルの稼働は9プラス3とか、12ぐらいになっ
ていると。こうした時に、今回の損失額は約2
億円ぐらい。陳情書は、4つのホテルだけでき
ているわけですよ。残るところも、要するに風

評被害をはじめとして、相当な大きな痛手を被

っていらっしゃるものと確信をいたします。

そうしますと、今回のステップアップ事業に

おいて、特段の配慮の中で全体をきちんと包含

して、そして対策を講じると。ここはやっぱり

長崎県においても、雲仙の今回の災害について、

2人の大臣が直ちにお見えになり、そして温泉
そのもののそういう工事も、あっという間にや

っていただいたと。国立公園の第1号の指定と
いうこともあって、相当大きな関心が寄せられ

ているということ。そのために長崎県がどれだ

けのバックアップをしたかということについて

は、非常に大きなインパクトを与えるものだと

考えますので、できる得る限りのそういう支援

をやっていただけるように、まず、ステップア

ップ事業において、本当に地元の皆さん方が、

おかげでよくなったと言われるように、ひとつ

やっていただくことをお願いして終わりたいと

思います。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【山田(博)委員】 それでは、陳情番号の49番の
離島の観光交流の促進についてということであ

りますけれども、こちらの方には、コロナ禍で

大変観光客が激減しているということでありま

すけれども、先ほど雲仙の方も観光客の激減と

いうことで、風評被害もあっているということ

でありますけれども、これは、観光振興課長、

ながさきリピーター創出促進事業がありました

ね。あれは今、県内の修学旅行を促進しようと

いうことでありましたけれども、当初は、県外

の学校を中心にしていましたけれども、それよ

りも、県内の修学旅行を促進したらどうかとい

う話をして、今、予算をどのように使われてい

るのか状況を説明いただいて、それが、離島の

分がどういうふうに使われているかというのを

含めてお答えいただきたいと思います。

【永峯観光振興課長】修学旅行にかかる方面変

更の補助金の状況でございます。

昨年度の実績でございますけれども、補助件

数が77校、実績額といたしまして2,170万円で
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ございます。

そのうち県内につきましては、7校を対象と
し、190万円の実績という状況になっておりま
す。

それから、今年度につきましては、現状、県

内の学校のみを対象として運用をいたしており

ますけれども、補助のご相談をいただいており

ますのが297校で3,800万円。ただ、まだ催行で
きていないという状況もございますので、実際

に補助の実績といたしましては、40校の540万
円ということでございます。

今年度の数字につきましては、全て県内の学

校という状況です。

【山田(博)委員】 文化観光国際部長、今、観光
関係の会社に聞くと、ながさきリピーター事業

ですね、県内の修学旅行を対象にしたというこ

とで、皆さん大変喜んでいただいておりまして、

今、コロナ禍でストップされているんですね。

だんだん落ち着いてきたので、県当局としても、

どうぞこれを使ってくださいと。県外の修学旅

行よりも県内の修学旅行を受入れようというこ

とで、私はこれを観光振興課長に言った時に、

あなたの部下は、そこは柔軟に、じゃ、そうし

ましょうかということでやって、だから、もの

すごく評価が高いんですよ。だから、私は中村

知事があなたを部長にした理由がわかってきた、

最近、つくづく、しみじみと感じてきたね。

それでね、今、コロナ禍で期間的にちょっと

厳しいかもしれませんけれども、どんどん促進

していただいて、ぜひ離島にもそういった促進

を促すようなことを、ちょっと難しいところが

あるんですね、さじかげんというかかじ取りが

ね。雲仙もせんといかん、離島もせんといかん、

大村もせんといかん、南島原もせんといかんと、

あなたもちょっと難しいところがあると思うん

だけれども、どういうふうに、文化観光国際部

の最高責任者だから、どういうふうに考えてい

るのか、展開というか、聞かせていただきたい

と思います。

【中﨑文化観光国際部長】今回の県内の修学旅

行もそうですし、昨年実施した「ふるさと再発

見の旅」、県民の皆さんに県内を回っていただ

くと、非常に好評でございました。離島も含め

て長崎のそれぞれの地域の持つ魅力というのは、

すばらしいものがあるんだなというのを、本当

に改めて感じたところでございますし、今後の

コロナを考えれば、マイクロツーリズムという

のは大事なので、県民の皆さんに県内を回って

いただく施策はぜひ進めていきたいと思ってい

ます。

特に、私も対馬の経験がございますけれども、

この前も、対馬に修学旅行に来た県内の学生が、

今まで行ったことがなかった、県内にこういっ

たところがあったのを知らなかったというよう

な新聞記事も見て、大変うれしく思ったところ

でございます。

ぜひ、しまをはじめ県内の魅力を子どもたち

に知っていただくということが、今後の人口減

少に、人口が流出する本県にとっても有効な手

段だと思っておりますので、教育委員会の方と

もしっかり連携して、修学旅行をはじめとした

県内周遊を進めていきたいと思っております。

【山田(博)委員】 なかなかね、見解を聞かせて
いただきたいと、難しいところでして、大変失

礼いたしました。それが精いっぱいの答弁でし

ょうけれども、どうもありがとうございました。

それで、ちょっと深く、もう一回お尋ねしま

す。先ほど297校とありましたけれども、小学
校とか中学校とか、大体生徒数は何人かという

のは、また、離島はどこまで行っているかとい
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うのはわかりますか。わかるんだったら、お答

えいただきたいと思います。

【永峯観光振興課長】 297校の内訳でございま
すが、小学校が165校、人数にいたしまして
7,654名、中学校が118校、人数は8,277名、高
等学校が14校、人数が1,064名ということで、
合計いたしますと、学校数につきましては、先

ほど申し上げた297校、人数につきましては1万
6,995名、約1万7,000名ということになってお
ります。

県内の学校で離島に方面変更した学校につき

ましては、15校という状況になっております。
【山田(博)委員】 課長、あと一息、一息という
か一声だな、もうちょっと頑張っていただきた

い。その割合にしたら、離島がえらい少ないな

と思いまして、ぜひ、部長よろしくお願いした

い。

あなたは対馬におったから、やっぱり対馬は

よくわかっているでしょうから、ぜひよろしく

お願いしたい。こういった陳情も上がっており

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

続きまして、陳情番号の66番です。
雲仙の事業でこういった被害が出ているとい

うことで、雲仙の皆さん方の風評被害が上がっ

ていて、テレビコマーシャルとか何かと言って

おりますけれども、ここは大々的に大丈夫です

よというふうなＰＲというか、イベントという

のはなかなか難しい状況ですけれども、部長、

今日、例えばテレビ局のＮＣＣが来ているから、

ＮＣＣの記者が県内をぐるぐる回っているじゃ

ないですか、還暦を迎えた人が。あなたが一緒

に行って雲仙の温泉に入って、大丈夫ですよと

いうか、それぐらい部長、あなたが率先して、

この部のトップというか最高責任者だから。体

を張った、それぐらいやってほしいなと、あな

たはできると私は思っているんだけど、どうで

すか。さっき風評被害で大変だと、部下が言っ

たじゃないか。どうですか、部長。

【中﨑文化観光国際部長】雲仙観光は、島原半

島のみならず、本当に長崎の観光のシンボルで

ございますので、県としてもしっかり復興に向

けての後押しをしていきたいと思っています。

今、復興に向けて動いておりますので、情報発

信というのは非常に大事だと思っています。

ご提案にありましたように、キャンペーンに

よるような情報発信も必要ですし、今お話にあ

りましたような、テレビとか新聞を使ったパブ

リシティみたいな形で、いろんな県内の情報番

組で取り上げてもらう、あるいは長崎新聞の「と

っとって」のような非常にわかりやすいような

情報紙もございますので、そういったところの

掲載、少し知恵を絞った情報発信に注力してま

いりたいと考えております。

【山田(博)委員】 県の広報で、女性の人たちが
いろいろ取材しているじゃないですか。この委

員会で言ったら、最高責任者は中村(一)委員長
だから、中村(一)委員長が出演して、県議会で
もこういうふうに声が上がっているんだと、来

てくださいよと言って、部長、あなたと対談な

りするなりして、積極的にやってもらいたいん

ですよ。そういうふうにどんどん、どんどん前

向きにやっていかないと、今まで何か新聞に載

せれば、「とっとって」と言うたって、「とっ

とって」はどれだけが見るかわからんとやから。

私は見てないよ、「とっとって」は。

だから、部長、そういうふうに積極的にやっ

ていただきたいと思うんですよ。やっぱりね、

一皮、二皮むけてやっていただきたいと思うん

ですよ。今までどおり、新聞に載せればいいと
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かじゃなくて、そういうふうに画期的なことを

やっていただきたい。

私は、中村(一)委員長は、そういった時は、
ああ、いいですよと言ってくれると思っている

んだよ。どうですか、部長。そういう企画をつ

くってくださいよ。

【中﨑文化観光国際部長】災害が起きてからも

何度も現地に入って皆さんと意見交換もしなが

ら、できるだけ現地の思いを酌み取っていって

おります。

できるだけそういった皆さんの思いに応える

ような施策に、情報発信も含めた施策に取り組

んでまいります。

【山田(博)委員】 ということで、そういった対
談も踏まえながら、県内視察が今回できてない

から、やっぱりこの委員会の委員の代表として、

そういった視察を踏まえながら、インタビュー

に答えながらやっていただきたいと思うんです。

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

もう一つだけです。お酒の要望がありました、

陳情56番です。
これは、先ほどの松本委員の質問にも答えて

いましたけど、現状としてはなかなか難しいと

いうことでありました。どうですか、国の方は、

実際、酒類製造・販売業者に対する支援を国に

対しても要望しておりますけれども、国の具体

的な動きというのは、今、察知してないんです

か、どうですか。

【長野物産ブランド推進課長】具体的な国の細

かい動きまでは把握しておりませんけれども、

国税の方からは、こういったコロナの交付金を

活用して支援金の制度をつくってほしいといっ

たようなお話というのは、県の方にもお話がき

ているというような状況でございます。

【山田(博)委員】 きているということで、物産

ブランド推進課長、国の方はどんなしてますか

とかいうふうに、要するに、聞いたか聞いてな

いかと聞いている。確認しているか確認してな

いか、そこだけです。

【長野物産ブランド推進課長】こちらから国税

の方に確認はしておりませんけれども、そうい

った情報というのを常にいろんな意見交換の場

で、国税の方と一緒にお話を聞いたりしていま

すので、そういった意味では、情報を向こうか

ら提供いただいたというような状況でございま

す。

【山田(博)委員】 物産ブランド推進課長、そう
いった担当の方から話があるというふうにあり

ましたけれども、ほかの政策が、これが何とか

支援にならないかとかいうことを、実際考えて

いるのか。

別にあなたが物足りないと言っているわけじ

ゃないんだけれども、観光振興課というのは、

そういうふうにどんどんやっているから、あな

たが部長に言って、予算くださいよと、確保し

てくださいよと。財政課は聞いているでしょう、

課長は多分、この委員会の審査を。これだけの

大物議員がいらっしゃるわけだから、どういう

ふうになっているかというのは。

課としては、こういった要望がきて、支援す

る制度を持っているんでしょう。持っているけ

れども、予算がないから、やりたくてもできな

いんだというのを、胸の内を私は確認している

んですけれども、どうですか。

【長野物産ブランド推進課長】今回の支援金と

いう制度につきましては、産業政策課の方と私

どもとお話をしながら、産業政策課の方で、そ

ういった制度を設けていただくということでお

話をしています。

我々としては、県産酒の愛用でございますと
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か、そういった販売促進に向けた動きという中

で、酒造組合の方々ともお話をしながら、どう

いった取組ができるかというのを、これまでも

検討してきたというような状況でございます。

【山田(博)委員】 お伺いしますけど、産業政策
課ですか、どういった政策になっているのか、

じゃあ、教えていただけますか。

【長野物産ブランド推進課長】産業政策課の方

から、今回、酒類販売事業者に対する支援金と

いうことで予算の上程をされているということ

でございますけれども、それぞれ売上高の減少

割合に応じて支援金を上乗せするといったよう

な制度を、今回、予算として計上しているとい

うふうに聞いております。

【山田(博)委員】 その状況を聞いて、組合の人
たちと意見交換をして、そういった中身という

か、いろいろ話をしたことがあるかないか、そ

こだけお答えください。

【長野物産ブランド推進課長】私どもの方には、

酒造組合の方から、こういった支援金の制度と

いうのが他県のまん延防止地域でございますと

かそういったところで制度化されているという

お話の中で、私どもの方にも要望という形で出

てきているというような状況でございます。

そういった中で、支援金の制度について、産

業政策課で所管をいただいているところでござ

いますので、私の方からもその要望書を持って、

所管課の方にお話をしに行っているというよう

な状況でございます。

【山田(博)委員】 時間がきましたので、これで
終わりますけれども、この要望書を拝見すると、

そういった支援策もありがたいという一方で、

なかなか十分じゃないということもありますの

で、それは予算の確保ができて、何とかこうい

った要望に応えられるような制度設計を、予算

を確保して頑張っていただきたいと思います。

終わります。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【前田委員】 58番の長崎市の要望で、県市一
体となったＭＩＣＥ誘致受入れの推進について

ということで要望が出されています。

いよいよ11月1日に「出島メッセ長崎」が開
業するわけですけれども、当初から長崎市の方

から県に対して、この誘致については要請がず

っとあっていたと思う中で、県としては直接的

な応援はなかなか難しいけれども、間接的にそ

ういった誘致については、自分たちとしても取

り組んでいきたいということで、ずっとそうい

う考え方を述べていたと思うんですが、いよい

よになったところで、開設後の、今年度という

か、誘致の見込みの中で、全体的な数字と、県

としてどれぐらい誘致に結びつけたかという数

について、まずご報告いただきたいと思います。

【永峯観光振興課長】これは長崎市からの要望

でございまして、これは時点が、7月に長崎市
からいただいた資料では、11月の開業後1年間
の予定といたしまして、約46万8,200人の利用
が想定されているということで、これは目標と

いたしております61万人の約77％という数字
でございます。

この中で県が直接誘致に関わった事例といっ

たものとしましては、直接と申しますか、一部

協会の方々とお話しさせていただく中で誘致に

つながったものとして、全国スーパーマーケッ

ト協会の全国大会といったものがございます。

これは1,000人規模の大会でございますが、それ
以外につきましては、申し訳ございません、私

どもの方で、県がどれぐらい関わっているか、

ひょっとすると、各部局単位で関わっているも

のがあるかもしれませんけれども、すみません、
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把握が今できていない状況でございます。

【前田委員】コロナ禍の中でのオープンになる

ので、なかなかスタートも厳しいのかなと思っ

ているので、そういう意味においては、県とし

ても、各部局またがるということであれば、ど

こか、観光振興課だと思うんですが、窓口とな

ってしっかりと誘致に努めていただきたいし、

次の議会の時にはそういった報告をしていただ

きたいなと思っています。

その上で、長崎市から具体に要望として、政

府系会議や国際会議等の誘致についても、県と

して力を貸してほしいということでの要望が上

がっていて、具体には、令和5年のＧ7サミット
の日本開催ということで、具体の事例も含めて

要望がされているんですが、これを見ると、夏

頃に外務省から公募が出されるということで書

いてありますけれども、この誘致に対しての県

としての認識というか、今後の取組についてお

尋ねしたいと思います。

【永峯観光振興課長】コンベンションの誘致に

つきましては、これまでも県内各市町と連携し

て誘致を進めるというようなことで取組を進め

てきたところでございまして、この部分につき

ましては、今までと変わりはございません。こ

の政府系会議等につきましても、県が有するネ

ットワークを活用して、誘致に結びつけられる

というような状況があれば、当然我々としても

積極的に誘致に向けて取組を進めていくという

ような姿勢については、これまでと変わりはな

い状況でございます。

【前田委員】サミットの日本開催に関しての関

連する行事の誘致について、どういう認識を持

っているかということを聞いたのと、今答弁が

あった中で言えば、もちろんコンベンション誘

致についてというのは、これまでも取り組んで

いると思うんですけれども、今まで長崎市にこ

れだけの大型の会場というかパイなるものがな

かった中で、そういうものができた中で、政府

系の会議や国際会議等々、一段と少し、規模も

含めて、もしくは対象も含めて、国外からも含

めて誘致するという体制の中で、今のコンベン

ション協会の中で、それが本当に情報のキャッ

チとか対応というのができるのかということを

考えた時には、一定組織の再編というか、こう

いった政府系会議や国際会議等を見据えた誘致

する組織というものが検討されなきゃいけない

と思っているんです。

それがないと、一旦ペーパーでもらっていま

すから、サミットは厳しいということで聞いて

おりますけれども、ずっと厳しい、厳しいとい

う話で終わってしまうのかなと思っているので、

少し問題提起も含めた意味で質問したので、も

う少し明確な答弁をお願いしたいと思います。

【永峯観光振興課長】この回答の中で厳しい状

況というふうに記載をいたしておりますのは、

実は、この要望をいただいたのが8月でござい
まして、これまでも長崎市のほうからは、この

ＭＩＣＥの関連での要望というのはいただいて

おったんですけれども、今回、具体的に、再来

年の、令和5年のＧ7サミットの誘致というとこ
ろが記載をされたところでございます。

私どもの方で、当時調べたところでは、もう

目の前の9月ごろには、国からそういった誘致
の意向があるかといったような照会が出るので

はないかというような状況もございまして、そ

うした中で、この一月足らずの中でどこまで準

備ができるかというのが見通せなかった部分も

ございまして、厳しい状況というふうに、ここ

には記載をいたしておりますが、現在、長崎市

の方とも、誘致に向けてどういった取組が必要
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かというところについて整理をいたしていると

ころでございます。

やはり大きいのは、先ほどお話がございまし

た他県の事例等を確認いたしましても、実施に

当たっては、市と県でそれ用の組織体制を構築

したり、あるいは数千万円単位での予算を準備

したりというようなことも必要になってまいり

ますので、そういった部分も含めまして、長崎

市とどういった課題を整理していく必要がある

かという部分を、現状、協議をしている状況で

ございます。

このＧ7に関しましては、誘致するとなった
場合には、申請者としては、県が申請者となる

必要があるというようなところもございますの

で、私ども県の中でも、庁内関係部局とも調整

が必要となってまいりますので、今後そういっ

たところをまた調整を進めながら、この件につ

いては取り組んでまいりたいと考えています。

【前田委員】先ほど答弁にあったように、結局

この種のものを誘致するに当たったら、それは

情報をいち早くキャッチすることもですし、そ

の判断をするまでの手順、もしくは時間とか検

討する項目とか、かなり多岐にわたると思うの

で、それを従来のコンベンション協会の中でや

るというのであれば、今おっしゃったように、

市と県、もしくはほかの市も含めてきちんとし

た組織とか協議の体制を整えないと、なかなか

他県の自治体間での競争には勝てないと思いま

すので、そこはぜひ、来年度予算にも絡む話な

のでご検討いただきたい。それこそ、もうそん

な時間はないですよね、来年度予算ということ

になれば。お願いしたいと思います。

最後にしますけれども、いずれにしましても、

コロナの中で来ていただいた方に、長崎の文化

も含めたところで満足してもらう。県下の周遊

も、長崎県内がコロナが収まって安心という状

況の中での前提ですけれども、周遊してもらう

という意味においては、11月から早速来るわけ
ですから、その方たちに喜んでいただくような

県内の周遊メニューの充実などを図らなければ

いけないと思うんです。

この県内の周遊メニューの充実を図るのは、

やはり一義的に、それぞれの市もですけれども、

県の役割があると思っていて、そこに向けての

取組、仮にそういった県内周遊メニューを充実

させようとするならば、二次交通の交通アクセ

スを整える意味で、例えばですけれども、県営

バスを運行する交通局等に対しても、やはり新

しい周遊コースなども含めて、民間も含めてな

んですけれども、打診等をもう既にしていかな

きゃいけないと思っているんですが、聞くとこ

ろでは、来年の新幹線開通以降も含めたところ

で、交通局としては、まだそこまで至ってない

と聞く中で、もう少し観光的なところから見た

時に、観光の部署として交通体系に対する働き

かけというものが必要だという認識を持ってい

るんですが、これも課題認識なので、部長の方

に答弁を求めたいと思います。

【中﨑文化観光国際部長】委員ご指摘のとおり、

ＭＩＣＥで大型コンベンションの誘致がかなえ

ば、アフターコンベンションも含めて、これは

長崎市のみならず県内の経済に波及するもので

ありますので、よく市と連携を取ってまいりた

いと思っております。

それで、具体的な体制づくりも必要だと思っ

ています。今、県と県観光連盟、それからＤＭ

Ｏと長崎市、そこの協議体の中で、いわゆるＭ

ＩＣＥに絡んだ着地型旅行商品をどうやってい

こうかという話をしております。その中でやっ

ぱり大事なのは、二次交通の部分が出てくるの
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で、そうしますと、先ほどの県営バスであると

か、長崎バスであるとか、交通事業者も入れた

中で効果的な商品をつくっていく必要があるん

じゃないかというような話がもう既に出ており

ますので、そういった点も含めて、どういった

体制が効果的なのか、そこはＭＩＣＥもいよい

よ動き出しますので、少しスピードアップも含

めて長崎市としっかり協議してまいりたいと思

います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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ついて、まず

「大雨災害関係」及び「認証宿泊施設の現状」

に関する質問を行いますが、「大雨災害関係」

につきましては、自然環境課と関連があること

から、理事者の入室のため、しばらく休憩いた

します。

4時から始めます。

― 午後 ３時５３分 休憩 ―

― 午後 ３時５８分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会再開いたします。
それでは、まず「大雨災害関係」について説

明を受けた後、この件に関する質問を行うこと

といたします。

【石川自然環境課長】 令和3年8月11日からの
大雨による雲仙温泉街の被害状況と対応につい

て、ご説明いたします。

お手元の資料をご覧ください。

8月11日からの大雨でございますが、雲仙岳
において、降り始めからの1週間で約1,200ミリ
もの総雨量を観測する記録的な大雨になりまし

て、この大雨によって、雲仙温泉街において様々

な被害が発生いたしました。

それでは、1の概要についてでございます。
県民生活環境部では、お示しした位置図のう

ち、赤字で表示しております八万地獄と新湯地

区について、主体的な対応を行っております。

8月13日、八万地獄において斜面崩壊が発生、
土砂が流出したことにより、本県所管の公衆ト

イレ、環境省所管の遊歩道や泉源、民間の土産

物店などが被災いたしました。

また、八万地獄から古湯地区にかけての斜面

で亀裂が確認されたほか、新湯地区でも崩落土

砂により、泉源などが被災いたしました。

このため、直ちに現地調査を行い、観測機器

や土のうの設置、土砂の除去などの応急措置を

実施するとともに、本格的な復旧に向けて国や

市、地元関係者とともに取り組んでいるところ

でございます。

2ページ目をご覧ください。
各地区の状況につきまして、個別にご説明い

たします。

まずは、2─1.八万地獄でございます。
斜面崩壊の状況を写真にお示ししております

けれども、崩壊斜面の上部が県有地、斜面の下

部から地獄にかけての一帯が国有地となってお

ります。

対応でございますが、現地確認を行った後、

環境省と連携をして、土砂の除去及び土のうの

設置を行っております。また、温泉の供給が止

まってしまったホテルなどについては、環境省

と雲仙市によって泉源の仮復旧が実施され、9
月10日に供給が再開しております。
本格的な復旧はこれからでございますけれど

も、安全性の確保はもちろん、景観にも最大限

配慮をして、より魅力的な観光地とすべく、早
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期の復旧に向けて、関係者とともに取り組んで

いるところでございます。

3ページ目をご覧ください。
2―2.古湯地区でございます。
住宅や商店、ホテルなどが立ち並ぶ背後の斜

面において、複数の亀裂などが確認されたため、

付近の住民の方々が避難をされておりました。

8月16日に雲仙市の要請による専門家の現地
調査が実施され、その調査の結果を踏まえ、伸

縮計という地表面の動きを観測するための機器

を設置いたしました。その後、データに異常が

確認されなかったことから、8月23日に市が避
難解除をしております。

続きまして、2―3.新湯地区でございます。
8月13日、新湯ホテルの背後にある県有地の

斜面で土砂が崩落し、その土砂によってホテル

が使用していた泉源が埋没するなどの被害が発

生いたしました。

次のページに状況の写真を添付しております

けれども、応急措置として、泉源の上に崩落し

た土砂を除去するとともに、崩落斜面にシート

を設置しております。当該地区の本格的な復旧

に向け、測量設計、法面対策工事を順次進めて

いくこととしております。

私からの説明は、以上でございます。

【永峯観光振興課長】 引き続き、私の方から、

旅館・ホテル状況につきまして、ご説明を申し

上げます。

4ページの下段をご覧ください。
旅館・ホテルの被害状況でございます。

9月17日現在の情報でございますけれども、5
ページの右上に表をお示しいたしております。

全体14施設がございます中で、建替え工事中の
施設が2施設ございまして、残り12施設のうち、
配管の損傷等により休館しているという施設は

3施設という状況になっております。
具体的には、5ページの表で申し上げますと、
③番の湯元ホテル、こちらにつきましては、今

月いっぱい休館の見込みということ、それから

④番の雲仙いわき旅館、こちらについては、来

月上旬まで休館の見込みということで、この2
施設が八万地獄の周囲にある施設になってまい

ります。

それからもう一施設につきましては、右下の

方、⑭番のところで、国民宿舎青雲荘と書いて

おります。この青雲荘につきましては、違う場

所にございまして、小地獄地区というところの

土砂崩れの影響でございます。こちらの方は、

施設の中にも土砂が流入するなどの被害がござ

いまして、青雲荘につきましては、今のところ

再開の目途はたっていないという状況でござい

ます。

それから、4ページの下に戻りまして、全体の
キャンセル数について、災害発生以降発生した

ものを8月の末時点で集計いたしておりますけ
れども、件数で申し上げますと5,200件、人数で
まいりますと1万7,500名分ということで、非常
に大きな影響が出ているという状況でございま

す。

それから、5ページの（3）のところで、今後
の対応でございますが、先ほど来ご議論いただ

いております、まずは、観光地受入態勢ステッ

プアップ事業で雲仙地区について支援をしてい

くということ。

それから、情報発信の面で申し上げますと、

県の観光連盟の方で観光情報ポータルサイトを

持っております。「ながさき旅ネット」の中に、

雲仙関連の特設ページといったものを先日設け

ております。その中で、この雲仙温泉街の再生

に向けた地元の皆様の取組、あるいは復興状況、
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先日、源泉を仮で配管したといったようなニュ

ースもございましたが、そういった情報を発信

すると、こういったことを行っていくとともに、

現在展開中の「ふるさとで“心呼吸”の旅」キャ
ンペーンの中でも、雲仙についての誘客を促進

する、そういったＰＲ、プロモーションを実施

していきたいと考えております。

【中村(一)委員長】 この件について、まず「大
雨災害関係」について、質問を承ります。この

後、「認証宿泊施設の現状」についての質問も

ございますので、1人当たりの質問時間は5分を
目途にお願いしたいと存じますので、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。

質問はありませんか。

【小林委員】八万地獄の今回の大雨による被害

が、かなりクローズアップされております。ハ

ードとソフトの面で言えば、観光振興課の方で

いろいろ、ステップアップ事業とか、そういう

形の中で支援されるものと、同時に、相当景観

が壊れていると、崩壊しているということで、

今までのイメージが、このままではもたないと

いう状況にきております。

それで、先ほどからご説明がございましたよ

うに環境省と県と地元雲仙市、それから観光協

会等々で役割を分担しながらやっていただかな

ければいけないと思っていますけれども、新聞

等で見てまいりますと、地元のホテル業界とか

旅館業界の代表は、やっぱり唯一無二の地獄の

景観をさらに魅力的に再生させてほしいと、新

たに生まれ変わってほしいと。

これまでは、率直に言って、配管が相当老朽

化して、むき出しになっているとか、そこの状

況等は、ちょっと景観上、問題があると言われ

てきたわけだけれども、結局は誰も手を出しき

らないと、こういう状況ではないかと思うんで

す。

予算的に相当必要とされるものでありますか

ら、今回のこういう被害を、何といいますか、

雨降って地固まるとか、災いを転じて福となす

とか、そういうような良い意味で、この際、八

万地獄をすばらしいものに仕上げていかなけれ

ばいけないと。そういう中における県の役割と

環境省、地元の役割、こういうすみ分けをして

いかなければならんと思います。

まず、八万地獄については、やっぱり国の方

で手を入れていただかなければいかんのじゃな

いかと、こういうふうに思いますが、我々は、

地元がグランドデザインの策定というような形

の資料を見ておりますけれども、まさに世界に

誇れる雲仙地獄、これに向けて今後どのような

形の中で、いつごろそういう対策をやっていた

だけるか、スケジュールも含めてご答弁をいた

だきたいと思います。

【石川自然環境課長】まずは体制でございます

けれども、環境省の声かけによりまして、復興

行政連絡会というものが9月3日に組織されて
おります。そこには環境省、雲仙市、県、県は

我々県民生活環境部と観光振興課もメンバーに

なっております。

そこで、今おっしゃっていただいたような、

八万地獄全体をどうしていくのかという議論、

そしてスケジュールも含めて検討しているとこ

ろでございます。

当面の作業ですけれども、まずは、応急措置

は現在終わっておりますので、さらに環境省の

方で地獄に堆積した土砂の除去を進めていくと。

それから市の方で、その土砂を除去したエリア

において、ホテルの燗付け施設というものを仮

復旧しなければいけないということで、燗付け

施設の仮復旧を急いで行うと、これは雲仙市の
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方で行うと。市としては、寒くなる前に終わら

せたいという思いのもとで、今進めていると。

本格的な復旧に向けては、雲仙市が八万地獄

全体のグランドデザインを描くこととしており

ます。ポイントとしては、先ほどおっしゃって

いただいたように、今まで無秩序に配置されて

いた配管や源泉などを共同管理、それから一元

化するような絵を雲仙市の方で描いていただく

と。それがあと半年ほど、今年度中くらいかけ

て、これも先ほどおっしゃっていただいた、地

元の観光協会やホテル・旅館組合の皆様とも議

論しながら仕上げていくということにしており

ます。

その中で県においては、斜面の上部が県有地

でございますので、下の環境省と連携をしなが

ら、これから地質調査、測量、そして対策工法、

どのような対策が適しているかというような対

策工法の検討を進めると、そのあたりを今年度

中に進めていきたいと考えております。

【八江委員】 同じようなことなんですけれど、

八万地獄、あるいは古湯ですか、このあたりの

湯けむりとか、いろいろな景観というものが、

観光地としては一番なことじゃないかなと思っ

て、旧来のものが再現できるようにする。新し

くなればなんでもいいというわけじゃないと思

いますけど、ただ、先ほどの話のように、配管

等がむき出しで、老朽化したものがたくさんあ

りました。そのあたりは整備をしながらも、旧

来の岩といいますか、石ですか、こういうよう

なものを残しながら、本来の雲仙の湯けむりの

ある地獄の再現を早急にしていただかないと、

お湯は出てきても、実際は見て回るところには、

やっぱりそういったものが求められると思いま

す。

そしてまた、近く、そこに直接当たったかど

うかわかりませんけど、前回の委員会の時に申

し上げたように、「君の名は」で有名な「真知

子岩」等がそこに存在しているわけですね、近

くにはね。そういったものがどうなっているの

かというのがあるのと、遊歩道関係がやっぱり

相当傷んでおるんじゃないかと。そういったも

のをリニューアルしながらしていただくという

ことにはなると思いますけれども、特に環境省

が所有地におるし、県の所有地、県もあるし、

そういうものについては地元も一安心、財源的

な問題、対応の問題、そしてまた、大臣等来て

いたただている関係があって、非常にいいんじ

ゃないかなと思っておりますので、この際と言

うと失礼かもわかりませんけど、しっかり再現

をして、景観を維持しながら、元来の雲仙の八

万地獄以上に復旧させていただきたいと、この

ように思います。

リニューアルも含めて、グランドデザイン等

の話もありましたように、どのようにこれから

進めていくのか、年度内にどのくらいできるの

かを含めてお尋ねしたいと思いますが、いかが

でしょうか。

【石川自然環境課長】 お答えいたします。

まず、おっしゃっていただいた湯けむりにつ

いては、やはり雲仙温泉全体で重要な資源だと

考えておりますので、そのあたりは基本的には

維持しながら、よりよい景観づくりに向けて取

り組んでいきたいと思っております。

また、地獄内の遊歩道についても、今回は、

今、幾つかいろいろと被災して通れなかった部

分があるんですけれども、現在、復旧が全て終

わっておりまして、現在通れないのは八万地獄

のところのみというふうになっております。ご

指摘いただいた「真知子岩」の部分も、現在は

通行可能というふうになっております。
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今後のスケジュールでございますけれども、

まず、雲仙市がグランドデザインを描く、それ

が今年度中いっぱいかかるというふうに考えて

おります。平行して、県の方では、斜面対策と

して調査、測量、そして対策工法の検討を進め

るということにしておりまして、そのあたりま

でが今年度中にかかるかなと。来年度について

は、その調査、測量、設計に基づいて随時詳細

設計ですとか、対策工事に入っていくというこ

とでございます。県は斜面の工事で、雲仙市に

ついては温泉施設の再整備、それから環境省に

ついては遊歩道の再整備、そういった工事が来

年度、いろいろと進んでくるであろうというふ

うに考えております。

【深堀委員】 1点だけ確認ですけれども、対応
の分で、ステップアップ事業等で支援するとい

うことにはなっているんですが、実際の被災状

況にも書かれているように、燗付け配管損傷

等々が発生しているわけですね。結局、県有地

なり国有地からの土砂といいますか、ある意味、

災害ですよね。それに対する補償というのがあ

るのかないのか、そのあたりをまず教えてくだ

さい。

【石川自然環境課長】自然災害でありますので、

そういった補償という制度はないんですけれど

も、仮復旧については、要は民間の負担がない

ような形で、雲仙市と環境省が連携をして、例

えば、温泉の供給を9月10日に再開したような
形で、燗付け施設も同じような形で仮復旧を行

政の方で行うと。

今後の本格的な話になりますけれども、それ

についてもできるだけ、今までは個々のホテル

が設置していたものなので、そのあたりを全て

公費で賄うということは難しいんですけれども、

環境省の補助事業もありますし、それが一体的

に共同管理となった場合に、また補助金の選択

肢なども増えるということになりますので、う

まく地元の方々と連携を、調整をさせていただ

いて、どのような形で、この予算も含めて再生

を目指していくかというところを議論している

ところでございます。

【深堀委員】 まず、はっきりしてほしいのは、

法的に、自然災害だから、行政側としての責任

はないんだと。ただ、いろんな支援メニューの

中でサポートをしていくんだということですね。

そういうことなんですね。

実際に国有地であり、県有地であり、その地

域が、例えば土砂災害の警戒区域だったのかと

か、本当は国立公園内だから難しいんでしょう

けれども、そういった対策工事を公共がやって

おかなければいけなかったのかどうか。もし、

本来そうしておかなければいけないのに、それ

を行政がやっていなくて被害を与えたのであれ

ば、それはある意味、訴訟問題にもなりかねな

い話なので、そのあたりの線引きがどうなって

いるのかというのが非常に気になっていまして、

そのあたりがわかればですね。

というのが、実際にそういう損傷を受けたこ

とによって営業自体が止まっている、営業補償

の問題にもなりますよね。そのあたりがどうな

のかなと。これはあくまでも民間の事業者が保

険に入っていて、その保険で対応しなければい

けなかったというのであれば、もう仕方ないん

ですがね。そのあたりだけ、最後に確認させて

ください。

【石川自然環境課長】ご指摘のとおり、特に土

砂災害の防止区域に指定されているようなとこ

ろでもありませんので、要は、行政として何か

土砂対策をしておかなければならなかったとい

うような法的なものはございません。
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また、地獄内にある燗付け配管なども、国有

地を民間の方々が使用許可をして設置していた

と。その使用許可の協定書、許可証の中でそう

いう条件も盛り込まれておりまして、自然災害

で起こったものについては、基本的には借りる

側の方で負担をするというような整理がなされ

ていたという状況でございます。

【前田委員】深堀委員の件は、私も質問しよう

と思ったんですが、同じ趣旨なので省略します

けれども、今の答弁を聞くと、法的な面とかい

うところからいけば、多分、そういう答弁しか

ならないと思うので、そこは、しかし、コロナ

禍で厳しい状況の中で、また二重に打撃を受け

ているという意味でいけば、そこの法的な部分

を乗り越えて、支援金みたいな形で一時的に出

すということもあるのかなという気は、私はし

ていますけれども、そこまで至らなかったとい

うことで理解をします。

それで、4ページの資料にあるように、旅館・
ホテルの被害状況で、キャンセルだけでも5,200
件、1万7,500人ですね、8月分。もちろん9月の
売上もかなり激減しているという話の中で、先

ほどの陳情の要望でも上がっていましたけれど

も、観光地受入態勢ステップアップ事業の上限

額を1,000万円から2,000万円にするというの
はありがたいと思っているんですが、“心呼吸”
の旅も長らく止まっていた中で、執行残がある

中で言えば、“心呼吸”の旅そのものの補助額の
増額も、私は誘客を促進するというのであれば、

検討してよかったと思うんですが、そのあたり

についてはどういうご判断をされたんですか。

【永峯観光振興課長】私どもそういった上乗せ

というのが誘客に効果的ではないかというよう

なことで、事例等も調べたところでございまし

て、実は4月に静岡県熱海の方でも土砂崩れが

発生をいたしておりまして、その熱海の復興策

の一つの案として、県内旅行キャンペーンの上

乗せといったようなものがございました。

具体的に申し上げますと、宿泊の割引が5,000
円、地域限定クーポンが2,000円というのがもと
もとの制度でございますけれども、その地域限

定クーポンの方を倍の金額に上乗せするという

ようなものがございましたので、そういったこ

ともあって、休憩前に申し上げました、8月の
両大臣、棚橋防災担当大臣、それから赤羽国土

交通大臣への要望の際に、熱海と同様のキャン

ペーンの上乗せといったようなことを要望した

ところでございます。

と申しますのが、財源が観光庁の予算で、要

項等も観光庁の方が制度を設けておりますので、

県の判断だけでそこに上乗せをするということ

が難しい部分がございまして、今、国の方に要

望いたしているという状況でございます。

【前田委員】確認ですけれども、このふるさと

“心呼吸”の旅は、国で言う、いわゆる地域観光
事業支援の中に入っているという理解ですか。

【永峯観光振興課長】事業支援の中で展開して

おります。

【前田委員】 それでは、“心呼吸”の旅の執行残
があるということには、多分当てはまらないと

思うので、そこは一般財源で組めば、別に乗せ

られる話じゃないんですか。

【永峯観光振興課長】財政状況等も厳しい中で、

まずは国の財源を活用するというようなことを

優先して、今検討しているところでございまし

て、先ほど申し上げたとおり、熱海での事例が

ございましたので、そういった形で熱海と同様

の制度がすぐに了解が得られるのではないかと

いうことで要望したところでございますが、ま

だ、今現時点で国の方からは回答がきてないと
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いう状況です。

【前田委員】そうすると、熱海の方はそれが認

められているんですか。

【永峯観光振興課長】正式には認められており

ません。

【前田委員】それでは、やはり被災した県同士

連携を取って、強く働きかけるということをや

っていただきたいなと思うし、議会としてもそ

こは、私たちとしても要望するというような活

動をすべきだと思いますので、その点をこれか

ら早急にやっていただくことを要望しておきた

いと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【小林委員】先ほど、これからのスケジュール

を地元の雲仙市、それから県の役割、その中で

大体年内にそういう青写真が、その分について

は出てくると。要するに、八万地獄のグランド

デザインがどうなっていくのかというのが、一

番の期待感が高まるところではないかと思うん

です。そこのところがもう少し地元の皆様、ま

た県民の皆様に届くようにしていただかなけれ

ばいけないと思うんです。

先ほど来のご答弁では、そういう県と市の役

割と、環境省がどこまで力を入れてやってくれ

るのか。この八万地獄の所管は、何といっても

環境省だと。環境省のこれからの姿勢がもっと

前面に出るような形をやっていただかないと、

非常に先の期待感が薄れてくると、こう考えて

いるわけです。

私は、今回の雲仙災害を見まして、普賢岳災

害を思い起こすわけです。普賢岳災害の時に、

その復興対策の資金がほとんどないわけです。

みんな国からのひもつきで限られておったわけ

です。だから、復興対策の雲仙の基金を集めて、

国からその資金を借りてきて、最終的に1,000

億円の基金をつくって、その果実、その利息を

雲仙復興の原資にしたと。これが、まさに今日

までのすばらしい復興を雲仙が見せつけたとい

うことにつながったわけです。

だから、当時の高田知事が、自治省の関係の

中で非常にご尽力をされて、1,000億円の基金を
つくって、その果実が今日の島原復興につなが

ったと、繁栄につながったと。

そういう同じような思いをすれば、ステップ

アップ事業のそういう支援とか、また、具体的

にその当時の対策から考えれば雲泥の差で、い

ろいろバックアップの幅が広いと。そういう意

味では、再び雲仙がよみがえるようにするため

に、環境省、県、市、地元、そういう形の中で、

もうちょっと環境省の考え方とか、いわゆる全

面に支援する、そういう具体的なことがもっと

伝わるようにしてもらいたいということを今要

望していますが、それについて、もうちょっと

前向きな答弁をいただきたいと思いますから、

お願いをします。

【石川自然環境課長】八万地獄はほとんどが環

境省の所管地でございますので、もちろん環境

省の方で基本的な再整備の予算とか、グランド

デザインを描くための予算というのは環境省の

方で用意をすると。その予算に基づいて雲仙市

の方で動いていただくんですけれども、そのあ

たりのところはいろいろと説明の仕方がうまく

できていなかったので、申し訳ございませんで

した。

基本的には環境省の予算で、復興については

進めていくというところでございます。その予

算をもとにいろいろと、県、市、それから地元

の民間の団体が役割分担をして、グランドデザ

インをもとに復興を進めていくというところで

ございます。
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【小林委員】予算は、そうやって環境省の予算

で、先ほども言ったように、雲仙普賢岳の災害

の時には何もなかったと、今回はもう全面的に

環境省が見てくれると。

例えば、いろんな事業の中で国がどのくらい

出して、県がどのくらい、地元雲仙市でどのく

らいとか、そういう割合とか何かは、こういう

災害の場合、いろいろ起債を認めるとか、いろ

んな資金的な国のバックアップがですね。そし

てまた、交付税で最終的に措置をするとか、そ

ういう点についてはどうですか。この辺も前向

きに、ひとつご答弁いただきたい。

【石川自然環境課長】費用負担については、こ

れから行政連絡会の方で、いろんな予算の内訳

や、どのような事業を活用していくかというこ

とが整理される予定ですので、もちろん環境省

の方でも、大部分の予算を投入して、復興が図

られるようにしていきたいと思っておりますの

で、その内訳が固まりましたら、またいろいろ

な場面で報告をさせていただきたいと思ってお

ります。（「早く固まるようにお願いします」

と呼ぶ者あり）

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【八江委員】先ほどお尋ねすればよかったんで

すが、湯けむりその他は、現在は元に戻ってい

るということですけれど、古湯地区に亀裂が発

生したと。そしてまた、一部の話を聞けば、湯

温が低下したと。80度～100度あったのが低下
しているという話です。そうすると、そこには

また、湯量が問題になってくるんじゃないかと。

今までどおり湯量が確保できるのか、こういっ

た問題等がそこで発生してくるし、また、湯質

が変わってくる。地震じゃないから、違いはな

いかもわからんけど、その辺のことについても

調査等はなされたんですか。現状はどうですか。

前と同じことになっているんでしょうか。湯量、

その他も確保できるんでしょうか。

【石川自然環境課長】おっしゃるとおり、幾つ

かのホテルで温泉の温度が上がらないという状

況が出てきております。

今、現地確認した結果の中では、やはり今、

水が山の中に多く保たれていて、大体泉源の中

にはますがあるんですけれども、それが普段よ

りもかなり水の量が多いと、お湯に対して水の

量が多いので湯温が上がらないと。今、関係者

の中の話では、しばらく様子を見て、水が低下

して山から水が抜けることによって湯温が上が

るということを待つしかないというような状況

で、しばらく様子を見るということで確認をし

ております。

【中村(一)委員長】ほかに質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】ほかに質問がないようで

すので、理事者退室のため、しばらく休憩いた

します。

― 午後 ４時３０分 休憩 ―

― 午後 ４時３１分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会再開いたします。
次に、「認証宿泊施設の現状」について、説

明を受けた後、この件に関する質問を行うこと

とといたします。

【永峯観光振興課長】宿泊施設の感染対策に対

する第三者認証制度の状況につきましては、先

ほどご説明を申し上げたところでございます。

県民キャンペーンの参加施設531施設の認証
を目標として進めてまいっている中で、現状

511施設の認証が済んでいるという状況です。
今、資料としてお配りをしたものにつきまし
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ては、先ほど前田委員からの質問の中で、私が

口頭で答弁した部分の、県内の主要な宿泊施設

の客室の稼働率のグラフでございます。観光動

向調査のグラフでございまして、令和元年が青

色の線、令和2年度が黄色の線、令和3年度が赤
色の線ということでお示しをしているものでご

ざいます。

【中村(一)委員長】 この件について、ご質問を
承りますが、1人当たりの質問時間は5分を目途
にお願いしたいと存じますので、ご協力のほど

をよろしくお願いいたします。

何かご質問はありませんか。

【坂口委員】 お伺いします。511施設が今認証
を受けられているということで、team NAGA
SAKI SAFETYのホームページを拝見します
と、認証後も定期的な審査で安全・安心に取り

組んでいきますという記載がありますけれども、

この511認証施設について、認証後の定期的な
審査なり何なりの状況を教えていただければと

思います。

【永峯観光振興課長】この認証制度につきまし

ては、もともと年2回の確認を行うということ
を前提に制度を組んでおりまして、もともとの

想定の中では、毎年7月と12月、年2回の確認を
ということでいたしておりました。ただ、今回

につきましては、8月あるいは9月まで現地確認、
1回目がかかっている施設もございますので、
場合によっては、年明けの1月から3月の間に2
回目に入るというような施設も出てこようかと

思っておりますが、原則的には、年2回の確認
を行うということで、今年度中にもう一度確認

を行う予定でおります。

【坂口委員】ということは、確認ですけれども、

511施設は、まだ1回の審査だけという認識でよ
ろしいですか。

【永峯観光振興課長】 基本的には、1回の確認
ということでございます。

【坂口委員】これも確認なんですけれども、認

証を受けられたとして、それで100％感染者は
出ませんよというわけではないと思うんですが、

お答えいただければで結構ですが、この認証を

受けられた施設から、スタッフとか利用者を含

めて感染者が出たとかという事実は、今のとこ

ろあるかないか、伺います。

【永峯観光振興課長】私どもが把握している限

りにおきましては、聞いておりません。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【小林委員】その宿泊施設の認証制度が、大体

500件ぐらいを目標にしながら、今言うように
96％強とか、その辺のところまで到達をしてい
るということは、これは、例えば、これから明

日でも、認証制度の飲食店の方が、率直に言っ

てまだまだ、なかなか目標をクリアできないと、

まだ半分もいってないと、20％か30％程度だと
思うわけです。

なんでそう違うのかと、こういうことですが、

結局は、こういう旅館・ホテルとか宿泊施設に

ついては、産業労働部で新生活様式のこういう

制度資金が200万円ぐらいあって、それでコロ
ナ対策をしっかりやってもらいたいと、こうい

うようなことがございましたね。産業労働部の

大体200万円ぐらいの制度資金が、大体5,000件
ぐらいいただかれているわけですよ。そういう

点から考えていけば、そこの5,000件、新しい生
活様式200万円ぐらい、こういうものが、この
ホテルの関係のところにはかなり行き届いてい

る、したがって、それが効果を生んでいると。

例えば飲食店の方は10万円ですよ。そういう
点からしてみても、なんでこう違うのかという

ようなことを考えてみれば、10万円というのが、
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いま一つ皆様方に、それだけの効果をもたらさ

ないと、こんな思いをされているのか。

やり方について、ホテル・旅館と、なんでこ

う違うのかと。この辺のところを質問して、答

えができますか。あなたの立場で言えますか。

言えるとしたら、なんで宿泊施設の方がこれだ

けの数字を出してくれているのかと、目的を達

成しているのかと、この辺について教えてもら

いたい。

【永峯観光振興課長】まず、感染対策に対する

財源措置でございますが、今お話がございまし

た産業労働部の新しい生活様式の補助といった

ものもございますが、宿泊施設に対しましては、

昨年度、それから今年度、安全・安心対策の補

助金というようなことで、施設の感染対策に要

する経費の支援制度を設けているという状況も

ございます。

そういったこともあって、施設側の、例えば

パーテーションの整備でありますとか、消毒施

設の整備でありますとか、そういった部分につ

いては、一定、飲食店に比べると進んでいる部

分というのはあろうかと思います。

それに加えまして、今回私ども、キャンペー

ンを運用する中で、この認証制度は、安心して

お客様にご利用いただく中では非常に重要なこ

とであろうということで、この500施設につい
ては、7月から8月にかけまして集中的に訪問を
させていただき、そこで現場で確認をしながら

申請につなげていったというようなやり方をと

ったところでございます。そういったところで、

現状はこういった高い数字をいただいているも

のと考えています。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、これで終結します。

審査の途中ですが、終了予定時刻となりまし

たので、本日の審査結果について、一旦整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時３９分 休憩 ―

― 午後 ４時３９分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会再開いたします。
本日の審査はこれにてとどめ、明日、9月29

日水曜日午前10時から委員会を再開し、引き続
き、文化観光国際部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ４時４０分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月２９日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ４時４６分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中村 一三 君

副委員長(副会長) 北村 貴寿 君

委 員 八江 利春 君

〃 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 前田 哲也 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 赤木 幸仁 君

〃 坂口 慎一 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

堀江ひとみ 君

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

文化観光国際部政策監
（国際戦略担当）

前川 謙介 君

文化観光国際部次長兼
文化振興課長

土井口章博 君

文化振興課企画監（国民
文化祭・文化観光推進担当）

立石 寿裕 君

世界遺産課長 馬場 秀喜 君

観光振興課長 永峯 裕一 君

国際観光振興室長
（ 参 事 監 ）

佐々野一義 君

物産ブランド推進課長 長野 敦志 君

国 際 課 長 江口  信 君

国際課企画監（平和
推進・国際協力担当）

坂口 育裕 君

スポーツ振興課長 野口 純弘 君

県民生活環境部長 貞方  学 君

県民生活環境部次長 西  貴史 君

次長兼地域環境課長 重野  哲 君

県民生活環境課長 本多 敏博 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 久柴 幸子 君

交通・地域安全課長 永尾 俊之 君

統 計 課 長 下野 明博 君

生活衛生課長 眞﨑 敬明 君

食品安全・消費生活課長 峰松美津子 君

水環境対策課長 本田喜久雄 君

資源循環推進課長 吉原 直樹 君

自然環境課長 石川 卓哉 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中村(一)委員長】 皆さん、おはようございま
す。

委員会を再開いたします。

昨日に引き続き、文化観光国際部関係の議案

外所管事務一般の審査を行います。

事前通告をされた委員の方でご質問はありま

せんか。

【赤木委員】 おはようございます。

通告に従いまして質問をさせていただきます。

まず、“心呼吸”の旅再開ということで、通

告した時点では、まだ“心呼吸”の旅は再開さ

れてなかったんですけれども、25日から再開さ
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れたということで、観光事業者の方々も喜んで

いると伺っております。

休止していた期間もありました。キャンセル

対応も多々あったかと思いますが、キャンセル

の数、あと、キャンセル対応も精算して残った

予算もあって、あと何泊分残っているのか、そ

の点についてお尋ねいたします。

【永峯観光振興課長】“心呼吸”の旅のキャン

セル料のお尋ねでございます。

まず、件数で申し上げますと、合計で845件
となっております。ただ、これは1件の中に複
数名での予約等も入っておりますので、人数と

いうことではございませんが、件数ということ

でいくと845件、金額で申し上げますと2,295万
2,000円ということで、約2,300万円がキャンセ
ル料として発生いたしております。

こういったものも含めまして、この間の利用

の実績でございますが、キャンペーンにつきま

しては、3月に開始いたしました第一弾と、4月
に開始いたしました第二弾がございます。この

合計で、この間、9月10日時点での実績でござ
いますけれども、利用実績は18万1,380人泊、
金額にいたしますと9億4,830万円ということ
で、約9億5,000万円というような数字になって
おります。

【赤木委員】ありがとうございます。件数とし

ては845件、キャンセルになったということで、
人数はわかりますか。

【永峯観光振興課長】キャンセル料の支払いの

申請が1件ごとの代表者の方の申請といったよ
うな格好になっているケースもございますので、

その内訳の人数まで調べるというのは、今、な

かなか難しい状況にございます。

【赤木委員】わかりました。順調に償還されて

いる部分もあれば、またキャンセルになれば、

宿泊事業者の方にも相当数、影響があるものと

改めて認識したところであります。できる限り

長く、県民の皆さんにはこのキャンペーンを使

って楽しんでいただきたいなと、いろんなとこ

ろに行っていただきたいなと思っているところ

であります。

ただ、新型コロナウイルスと今後も付き合っ

ていかなければならないのは確実であります。

“心呼吸”の旅キャンペーン再開についても、

100人が100人、歓迎しているわけでもないとい
うことは認識しなければならないのかなと思っ

ておりまして、感染拡大を懸念している方々も

おります。

現時点、宿泊事業者ごとに感染症対策もしっ

かり行っていただいているものと認識しており

ますし、県としても、 team NAGASAKI 
SAFETYをしっかり導入していただいて、昨日
もしっかり数をいただきました。あと残り20施
設が“心呼吸”の旅キャンペーンと team 
NAGASAKI SAFETYとの連携といいますか、
20施設がteam NAGASAKI SAFETYができて
ないというご答弁でありました。

この“心呼吸”の旅と team NAGASAKI 
SAFETYとの連携を今後どう考えているのか、
お尋ねいたします。

【永峯観光振興課長】確かに、こういったキャ

ンペーンを再開するに当たりまして、感染拡大

をご懸念されるようなお声というのは、私ども

の方にも届いておりますので、そこはしっかり

両立させていく必要があると考えております。

そういった中で昨日もご説明いたしましたよ

うに、まずは認証制度を浸透させていくという

ことで、先月まで集中的に回って、現在、96％
程度の認証率となっておりますので、これを

100％に持っていくというところを、まずは急
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ぎ取り組みたいと考えております。

そういった中で、100％になれば自動的にひ
もづけというようなことにもなってまいります

ので、その後に今後新たにキャンペーンに参加

を希望されるような施設の方々が出てくるよう

なことがあれば、そういった時には、認証制度

とのひもづけと申しますか、そことセットにし

ていくということは当然お願いをしていくとい

うことになっていこうかと思います。

【赤木委員】ありがとうございます。ぜひとも

感染を予防すること、その両立をしっかり図っ

ていただくよう、今後もお願いをいたします。

昨日も集中審議でありましたけど、雲仙に対

して観光部局として目を向けていただいている

のは、私としても重々伝わりました。ステップ

アップについても昨日審議しましたけれども、

地元の宿泊事業者の方からも、大変喜んでいる

という声を私自身も伺いました。

今後、雲仙にどう促していくかという昨日の

お話の中で、いろいろ検討いただいていること

はわかりました。「ながさき旅ネット」の中で

も雲仙のことをできるだけＰＲというか、現状

をＰＲしているというお話も伺いましたが、ど

う促していくかということも大事ですし、雲仙

温泉にお客さんが、県民の皆さんが行っていた

だく、観光客の方に行っていただくのが一番の

復興でもあると私自身は考えているところです。

いろいろ対策をしていただいているのは、昨日、

わかりました。

部長にお話を聞きたいなと思っているのは、

ワーケーションの拠点として雲仙がなりました

と。報道でもあったんですけど、県としてワー

ケーションを推進していくと。コロナでできな

かったんですけれども、地域づくり推進課と人

事課がワーケーションを一回やってみようとい

う取組をしようとしていたと。ただ、コロナで

できなかったというお話を伺いました。

文化観光国際部内でも、そういうワーケーシ

ョンを実際に体験して、それこそ雲仙でやって、

多様な働き方を実践しつつ、雲仙の魅力を再認

識していただく。それは県として後押ししてい

くことにつながるのではないかと私自身は考え

るんですけど、そういった取組を文化観光国際

部内でもできないでしょうか、提案になります

けど。

【中﨑文化観光国際部長】今、委員のご指摘は、

そのとおりだと思っております。特に、コロナ

禍を踏まえればワーケーションというのは、一

つの有効な手段だと思っております。雲仙とい

う地域でいきますと、かつては避暑地として多

くの外国人の方で栄えた土地でございます。

そういったことを考えると、夏は涼しくて豊

かな自然に恵まれているということでいけば、

ワーケーションという切り口でＰＲしていくと

いうことは非常に重要であると思っています。

現状におきましても、今、長崎市内の総合商

社がおしどりの池近くにワーケーション施設を

立ち上げておりますし、幾つかのホテルも部屋

を改造してワーケーション向けのスペースを確

保しております。そういったところと連結しな

がら誘客を進めていくというのは大事でござい

ますので、そのようなコンテンツづくりに対し

て観光サイドからも積極的に支援してまいりた

いと考えております。

【赤木委員】ありがとうございます。これは提

案にしておきますが、文化観光国際部局内でも

ワーケーションを職員の方に体験してもらって、

実際、今後の新たな取組につなげていくことを

検討いただきたいなと私自身思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。
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次の質問に移ります。スポーツの振興という

ことでお尋ねいたしますが、これは1点、長崎
ヴェルカ、プロバスケットボールチームについ

てお尋ねをします。

シーズン開幕が間近に迫っておりまして、来

月、開幕となります。2月の一般質問で私は取
り上げまして、部長に答弁いただいたんですけ

れども、「長崎ヴェルカの活躍は、地域活性化

につながるものであり、今後、県といたしまし

ては、チームの知名度や県民の関心を高めるた

めのイベント開催、招待事業などを行うなど、

県民の皆様と一緒になって力強く応援してまい

ります」と答弁いただきました。ありがとうご

ざいます。

Ｂ3リーグから始まるんですけれども、先日
は、練習試合ではありましたが、Ｂ2のチーム
と戦って、それにも勝利したと。今後も楽しみ

でありますし、10月9日が県内の県立総合体育
館で地元開幕戦を迎えます。私も行く予定であ

ります。

これまで県としてどのような支援を行ってき

たのか、今後予定しているのか、お尋ねいたし

ます。

【野口スポーツ振興課長】 9日にいよいよホー
ム初戦を迎えるプロバスケットボールクラブ、

長崎ヴェルカへの支援でございますけれども、

チーム並びに試合情報の開催周知を目的としま

した広報活動としまして、全世帯広報誌への掲

載、新聞での告知、テレビ・ラジオの県政番組

での紹介。それから、県庁ロビーでもブースの

展示等を今実施しておるところでございます。

併せて、今後はＶ・ファーレンに倣った県民応

援フェア、それから県民招待事業などを実施す

ることでチームの後押しを図ってまいりたいと

考えております。

【赤木委員】 ありがとうございます。広報、周

知の部分では行っていいただいているという答

弁でしたけど、もっと具体的な支援というか、

そういったことは、なかなか言いづらいもので

すか。

【野口スポーツ振興課長】これを超えた支援と

いうことに関しましては、チームとして、どう

いうものが要求されるかというのもありますの

で、今後、動向を見ながらコミュニケーション

を取ってまいりたいと思っております。

それと、県だけではなくて、21市町も連携し
た形で、県下全域で支えるような仕組みづくり

も進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

【赤木委員】ありがとうございます。もしかし

たら、あまりよろしくないかもしれないが、Ｖ・

ファーレンより先にＢ1に上がるんじゃないか
という、それだけ戦力を整えているというお話

も出ております。今後、バスケットは冬のスポ

ーツでもありますので、1年中スポーツが楽し
めるまちに長崎県がなっていくのがすごく楽し

みでありまして、その後押しをぜひとも今後と

も行っていただくようにお願いをいたします。

【中村(一)委員長】 ほかに質問ありませんか。

【坂口委員】 おはようございます。

3点通告をしております。
まず1点目、文化観光分野におけるアフター

コロナへの見通しということで伺いたいと思い

ます。

昨日のステップアップ事業の中にもありまし

たように、アフターコロナを見越したとか、そ

のほかの補助事業についても、アフターコロナ

という言葉をよく目にします。

先日の本会議の一般質問の答弁の中でも、ア

フターコロナの状況においては、「富裕層の観
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光需要が見込まれます」とか、そういったご答

弁もあったように思います。ワクチン接種も一

定目途がついて、全国的に解禁ムードになって

きた中で、アフターコロナの見通しが一体どの

ようなものなのか、どういう状況を指してアフ

ターコロナというのか、その定義についてが一

つ。その状況を誰が判断するのか、その判断の

主体について、この2点、伺いたいと思います。
【土井口次長兼文化振興課長】坂口委員のご質

問は、文化観光国際部全般になると思いますの

で、私の方からご説明させていただきます。

アフターコロナにつきましてですけれども、

疫学的な定義などについては、国などにおいて

も、まだまだ明確な定義がなされていないので

はないかと私どもは認識しておりまして、今後、

国などにおいても、そうした検討がしっかりな

されていくものだと考えております。

文化観光国際部の中で各課が「アフターコロ

ナ」という言葉を使う時の考え方ですけれども、

文化におきましては、文化芸術イベントが無理

なく、例えば入場制限がなく開催できる段階。

あと、観光分野等におきましては、国内客、県

外からも誘致ができるような段階。また、イン

バウンドにおいては、国外との往来が可能にな

った段階など、文化観光国際部としての認識と

いうのは、施策ごとに異なるのではないかと考

えております。

そういったことで、当部といたしましても、

引き続き、その時々の感染状況を踏まえながら

適正な対応を取っていきます。また、そのタイ

ミング、決定というのは、その時々の、文化で

は文化振興課、観光では観光振興課等でしっか

り議論をして、また、部長等とも十分協議した

形で決定をしていくというのが今後の流れかな

と思っております。

【坂口委員】私どももいろんな業界、団体から

陳情、要望活動などを受けまして、そろそろ我

慢も限界に来ているという中で、アフターコロ

ナという解禁ムードもあって、そろそろ希望が

見えてくるのか、こないのか、そのあたりがア

フターコロナという言葉自体が、お互い共通の

認識があるわけでもなく使われているというこ

とが、ちょっと心配じゃないですけれども、今

後、議論していく上で必要かなと思いましたの

で、今回伺わせていただきました。ありがとう

ございました。

次、2番目、文化観光分野におけるウイズコ
ロナの取組ということについて。

これ、1番の流れで伺うようになるんですけ
れども、とはいえ、第6波の心配があったりと
か、まだしばらくはウイズコロナ、コロナとと

もに生活をしていくということになろうかと思

います。一義的には国の政策判断を伴うものだ

とは思うんですが、現制度内において県が取り

組めるウイズコロナの取組というものはどうい

ったものがあるのか、その点について伺いたい

と思います。

【土井口次長兼文化振興課長】先ほどのアフタ

ーコロナの質問に引き続き、ウイズコロナに対

して県ができる取組ということでございます。

私どもが所管しております文化事業におきま

しては、今回の新型コロナウイルスの感染拡大

に伴いまして、現在、多くの文化団体が活動の

自粛を余儀なくされており、地域の文化芸術振

興に大きな影響があったということは、事実だ

と思っております。

文化イベント等のコロナ対策につきましては、

国が示す指針に基づきながら、基準にのっとっ

て対応しておりますので、県独自の基準を作成

するというのは、なかなか困難なのかなと思っ
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ておりますが、現実的には大規模イベントをす

る際には、県が意見を述べることができる形に

なっておりますので、いろんな相談に乗りなが

ら実施をしていることは事実でございますので、

今後、地域イベントにつきましても、同様の視

点でアドバイス等は可能かと思っております。

昨年はコロナの中でありましたが、ながさき

オンライン文化祭などを開催いたしまして、鑑

賞、発表の機会を提供するなど、停滞している

活動を、どうにか手助けしようということで、

そういった文化芸術活動の継続支援に取り組ん

でまいったところでございます。

昨年と今年は状況がちょっと異なりますけれ

ども、昨年実施したオンライン文化祭のノウハ

ウなども活かしながら、例えば、離島の子ども

へのオンラインによる指導とか、あと、文化団

体が実施する活動、なかなかオンラインできな

い方もいらっしゃいますけど、そういう方もで

きるような何か仕組みができないかという形で

活動の場を提供するなど、今後、文化団体の活

動についても後押しをしていきたいと、そうい

うふうに考えているところでございます。

【坂口委員】繰り返しになりますけれども、ワ

クチン接種が一定目途がついたと、解禁ムード

も見えてきた段階で、伝統文化は一度途切れて

しまうと、再開するのは、なかなか難しい側面

もあるのかなと。そういうお声もよく耳にしま

すので、できる限りのご支援、ご対応をお願い

できればと思います。

次、3番目、轟峡の復旧・復興についてとい
うことで伺ってまいります。

私の地元、諫早市高来町に轟峡がございます

けれども、県道多良岳公園線を登って行きます

と、市が少し前に林道しゃくなげ線というのを

整備しまして、轟峡から上の広域林道までがつ

ながりまして、東に行くと自然の家、東に行く

と市が管理する山茶花高原とか、もちろん太良

嶽金泉寺にも行けるんですが、結節点として面

的な利用が可能になったと、そういうふうに言

えるのではないかなと思います。

ところが、昨年7月、不幸にして2名がお亡く
なりになるという痛ましい法面崩壊事故が起き

まして、昨シーズン、それから今シーズンの夏、

2年にわたって復旧できていないような状況で
す。地元としても今後どのようになっていくの

かという心配がある中で、崩落した法面の復旧

については、農林部の方でやっていただくとい

うことですが、観光振興という観点から県はど

のようなことができるのか、その点について伺

いたいと思います。

【永峯観光振興課長】轟峡のがけ崩れでござい

ますけれども、轟峡に下りていく遊歩道に向か

って土砂が崩れたということで、その遊歩道の

上部に委員がお話しされました法面がございま

す。こちらは農林部が対策工事を行う予定で今

進めておりますけれども、さらに、その上の方

に諫早市が管理している建物がございまして、

こちらは撤去するようなお話もあるというふう

に伺っております。そこの作業が終わってから

法面の復旧工事に入るというふうに聞いており

ます。

私どもとしては、まずは農林部ともしっかり

情報を共有しながら、そこの復旧の状況を把握

してまいりますとともに、諫早市の中でもかな

り重要な観光資源というようなことで私どもも

認識いたしておりますので、県の観光情報サイ

トでございます「ながさき旅ネット」でも観光

資源としての魅力をしっかりＰＲしていきたい

と考えております。

【坂口委員】 崩落した法面の復旧については、
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農林部ということで、ちょっと所管から外れま

すけれども、復旧に当たっては遊歩道を設置し

ないというようにも伺っております。となると、

メインの轟の滝までのアクセスルートというの

は、かなり未整備のところを通っていかなけれ

ばいけない、そういう状況にもあります。

先ほどご答弁いただきましたように、管理が

かなり複雑になっておりまして、県でも土木部、

農林部、観光の方と、市も商工と農林ですね、

それから市が委託する観光物産コンベンション

協会と、管理がかなり複雑になっていて、誰が、

どうなっているのか、わかりづらい状況であり

ますので、その辺、一定の整理もお願いしなが

ら、市と連携しながら進めていただきたいと思

っておりますが、このことについて最後に伺い

たいと思います。

【永峯観光振興課長】庁内の関係部局はもとよ

り、諫早市ともしっかり情報を共有し、連携し

ながら取組を進めていきたいと考えております。

【坂口委員】 すみません。遊歩道の件は、いか

がですか。

【永峯観光振興課長】遊歩道を設置しないとい

うお話は、今初めて伺いましたので、農林部に

も、どういう状況かというところを確認してみ

たいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【深堀委員】 おはようございます。

通告に従って質問いたします。

まず、雲仙温泉の復興に向けた対策について

ということで、昨日、集中審査もあって、被害

の状況であったりとか、支援の状況についても

ご説明いただきました。ステップアップ事業で

あったり、“心呼吸”の旅であったり、こうい

ったもので雲仙温泉の復興に向けて文化観光国

際部としても取り組んでいくということで非常

にありがたいなというふうに思っています。

これまでの委員会でも少し質問してきたこと

なんですが、先ほども赤木委員からワーケーシ

ョンの話がありました。部長の説明でもあった

ように、今年の8月、大雨の前ですけれども、
雲仙温泉街にコワーキングの施設が、共同オフ

ィスの開設があって注目を集めました。

ただ、事前にいろいろお話をすると、コワー

キングスペースの整備に関しては、文化観光国

際部の所管ではなくて、仮に宿泊施設の皆さん

がそういったワーケーションを受け入れるため

の整備等々についての支援は文化観光国際部だ

というような話を少し事前にお聞きしていまし

た。

過去といいますか、去年から今年にかけて、

そういった意味では文化観光国際部としてワー

ケーションを受け入れるための施設整備の事業、

例えば、昨年度では宿泊施設のグレードアップ

事業であったり、今年度に入ってからも宿泊施

設感染拡大防止等支援事業といったものも展開

して、今申し上げているワーケーションを受け

入れるための整備の支援をやられているという

状況の中で、今現在、これから雲仙の復興に向

けて新たな客層を獲得していくために、そうい

ったワーケーションを広く受け入れるための支

援としてやっている事業の今までの実績、今申

し上げたグレードアップ事業、そして感染拡大

防止等支援事業における活用状況について、ま

ず、雲仙に特化してお尋ねをいたします。

【永峯観光振興課長】ご指摘がございましたと

おり、昨年度、それから今年度と感染防止対策、

安全・安心の取組と併せまして、今後の誘客に

つながるような前向き投資に対する支援といっ

たものを実施してまいりました。

そうした中で、県内の宿泊施設の皆様も、や
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はり今後はワーケーションへの対応が必要であ

ろうというようなことで多数のそういった申請

というものをいただいているところでございま

す。

雲仙地区に特化してその件数等を申し上げま

すと、ワーケーションに関する受入態勢整備と

いうことで、例えば、Wi-Fiを整備するであり
ますとか、あるいはワークルームを設置するで

ありますとか、そういった改修が主になってま

いります。昨年度の事業におきましては、雲仙

温泉街では4施設、令和3年度の事業では2施設
が取組をなされているという状況でございます。

昨年度の4施設と今年度の2施設のうち1施設
は重複がございますので、実数の施設数で申し

上げますと5施設ということになります。
【深堀委員】その件数、今年度のものはまだ途

中経過であると思いますし、昨年度が4件とい
うことで、県内各地と比較しても、雲仙地区に

ついては、その分の活用は多いほうだというふ

うに思います。

昨日もステップアップ事業に対して他の地区

と比較して上積みしたような形の支援の拡大で

あったり、“心呼吸”の旅についても国との調

整があるということは前提として、多大な被害

を受けている雲仙地区に対しての考え方の報告

があったわけです。

これからワーケーションを拡大していくため

の施設整備等々について、今、報告があったメ

ニューに対しても何かしらの雲仙温泉に少し手

厚い支援メニューができないものだろうかとい

うふうに考えたわけですけれども、その点につ

いての考え方はいかがですか。

【永峯観光振興課長】ワーケーションに特化し

てという中でどのようなことができるかという

ところは、いま少し考えが及ばない部分がござ

いますけれども、昨日ご議論いただきましたス

テップアップ事業の中でも、例えば、ワーケー

ションを受け入れる際にどういった宿泊プラン

が企業の方々に受け入れられるかといったよう

なことを、例えばマーケティング調査するであ

りますとか、企画していくというようなことと

いうのは、ステップアップ事業の中でも取り組

んでいただけるものではなかろうかと考えてお

りますので、そういった中で各施設の皆様にも

お考えいただく、その経費を支援差し上げると

いうようなことは可能ではないかというふうに

考えております。

併せまして、県でワーケーションの普及にソ

フト的に取り組んでおりますのが地域振興部の

地域づくり推進課でございますので、そういっ

た関係部局とも、私ども、また話をさせていた

だきながら、雲仙に対してどういった働きかけ

ができるか、そういったところについても検討

していきたいと思います。

【深堀委員】ぜひ検討をお願いしたいと思いま

す。

今、課長の答弁の中でステップアップ事業で

もできる部分があると、それはそのとおりだと

思うんですけれども、ただ、昨日から質疑をし

ていますけれども、あくまでもステップアップ

事業というのはソフト的な支援ですよね。雇用

の維持・継続のために多大ないい効果が出てい

る。

だから、私が今申し上げているのは、確かに、

対応能力といいますか、そういう施設のグレー

ドアップという意味では、やっぱりハード的な

部分、先ほど言った二つの事業はハードですよ

ね。だから、そのハードの面を、今、危機的な

状況にある雲仙に対して県内各地と同じような

基準だけではなくて、もう少しかさ上げをする
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なり、要件を少し緩和するなりとか、そういっ

た何かしらのハードの対策についても検討して

ほしい。

だから、その時に地域づくりの方との連携も

当然あると思います。何も宿泊施設だけではな

くて、雲仙温泉街全体で考えていかなければい

けないことなので、当然、雲仙市とも連携をし

なければいけないでしょうし、そういったこと

をぜひ積極的に働きかけをしてほしいなという

ふうに思うんですけど、再度答弁をお願いでき

ますか

【永峯観光振興課長】ハード的な支援の部分で

ございますと、本年度展開しております事業が、

これもまた観光庁の地域観光事業支援の財源を

活用した事業でございまして、一定程度、そこ

に国の要項上の制約等がございます。ただ、昨

日申し上げたそれぞれの大臣への要望の中で、

この地域観光事業支援の柔軟な運用といったと

ころも要望いたしてございまして、ワーケーシ

ョンに関して金額を上乗せするというような内

容、ワーケーションと直接つながっているもの

ではございませんけれども、例えば、雲仙地域

においては、そういった地域観光事業支援の補

助の限度額を増額するでありますとか、そうい

ったことについて柔軟な運用ができないかとい

うようなことを要望いたしているところでござ

います。

これはまだ国の方から返答はあっておりませ

んけれども、そういった形で国に対しても引き

続き話をしていきたいと考えております。

【深堀委員】ぜひお願いいたします。長期的な

視点に立った支援だと思うんですよ。新たなお

客様を呼び込むための仕掛けですから、今困っ

ていることを助ける部分と、長期的に雲仙温泉

街の繁栄というものを考えた時に、そういった

視点は絶対あるべきだというふうに思いますの

で、ぜひお願いしたいと思います。

次に、ｅスポーツの振興ということで項目を

上げさせていただきました。

まず、先般も長崎スポーツビジョンで少し議

論をさせてもらった時にも、ｅスポーツに関し

て県当局としてどういう認識を持たれているの

か。スポーツビジョンでいけば、コラムの欄に

ｅスポーツという欄があって、いろいろ今の実

情といいますか、考え方についての記載がある

だけです。

ｅスポーツに対する意識調査で、それがスポ

ーツだと認識しているかというと、大方がそう

だとは思っていない。「スポーツだと思う｣、「割

とそう思う」と答えた人が12.3％だったという
ことで、余り理解が進んでいない状況をコラム

の中に記載されております。

県当局として、このｅスポーツというものの

振興ということに対しての考え方をまずお尋ね

したいと思います。

【野口スポーツ振興課長】ｅスポーツに関しま

しては、世界的な市場規模も非常に大きく、ま

た、ゲームソフト開発とかＩＴ産業の分野など

の活性化にもつながるなど、我が国においても

発展可能性が高いということ。それから、国体

の文化プログラムに採用されたり、今、オリン

ピック種目としての検討も進められていたり、

それから、秋田県の例なんですけど、高齢者の

生きがいを目的としたシニアのプロチームも最

近誕生するようなニュースもございます。今後

の地域活性化において大変効果的な分野と認識

しております。

さらに、障害を持った方々でも楽しめる。そ

れから、スポーツ競技に対する興味、関心を抱

かせるきっかけづくりとなる、そういった総合
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的な視点から、スポーツ振興の面から見ても効

果が期待できる分野と認識しております。

しかしながら、現段階でスポーツ庁において

も、まだｅスポーツをスポーツという位置づけ

はなされていないという実態もございまして、

私どもとしましても、スポーツとしての位置づ

けをしっかり明確にするということは、今まだ

踏み切れてないというところでございます。

しかしながら、地域の活性化には貢献できる

分野ということで、我々ができることからスタ

ートしたいと認識しておりまして、今、民間の

方で動きが幾つかございますので、そこをしっ

かり支えたり、県としてできる協力を進めてい

こうということで今考えているところでござい

ます。

【深堀委員】ありがとうございます。今の答弁

は、ものすごく前向きなのかどうなのか、非常

に難しい。地域振興のためにも非常に役に立つ

し、将来的にはオリンピック競技になるかもし

れない。しかし、現時点でスポーツ庁は、それ

をスポーツと認めていない。だから、非常に中

途半端な立場なのかなというふうに思っていま

す。という答弁だったのかなというふうに思い

ます。

私、ｅスポーツがスポーツであるか否かとい

うよりも、一つの文化として、今、世界の競技

人口が1億3,000万人ぐらいいらっしゃるとい
うふうに出ています。我が国の中でも400万人
ぐらいいるという情報もあります。そういった

意味では、アメリカ、中国、韓国は、ｅスポー

ツイコールスポーツだという認識の下で、そう

いう競技者を育成することまでやっているわけ

です。

そういったことを考えた時に特に思ったのは、

7月の報道であったんですけど、「日本のｅス

ポーツ界を牽引する」ということで、「鉄拳7」
の世界大会で優勝した人が大村市にいるという

ことで大々的に取り扱われたんですね。

ｅスポーツ界の中では、この大村の嵩さんと

いう方ですけれども、非常に有名な方で、高校

を中退してからそういう世界に入っていって、

今ではプロとして活動している方です。こうい

った世界的な有名なプレーヤーが、この長崎県

の大村にいらっしゃる、地元で活動しているわ

けですね。

そういう記事を見た時に、長崎県としてｅス

ポーツに少し着目して、いろんな支援とか活性

化といいますか、普及拡大に向けた取組もでき

るのではないかというふうに考えてこの質問を

しています。もちろん、そういう方がいらっし

ゃるということはご存じだと思います。

スポーツであれば、世界大会に優勝すれば、

当然、スポーツ表彰の対象になるし、もしかし

たら県民表彰の対象になるかもしれない。ただ、

残念ながら、それがｅスポーツだからというこ

とになっているのであれば、どうなのかという

ところもある。

スポーツと認定されてないから、スポーツ振

興課が所管してないとすれば、そういった表彰

の対象にも当然ならない、推薦することにもな

らないんでしょうね。そのあたりはどうなんで

すか。

【野口スポーツ振興課長】現段階でスポーツ表

彰というところまでは、まだ踏み切れないんで

すけれども、委員が今ご指摘された県内の動き

だとか、県内にも優秀なプレーヤーがいらっし

ゃるということは我々も認識しております。と

いうのは、県のｅスポーツ連合は、ひぐちグル

ープが中心に設立していますけど、そことの連

携も今我々もしっかり取っております。併せて
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メトロＩＴビジネスカレッジに専門コースが設

置されていたり、あと、県内の誘致企業である

企業様がｅスポーツの振興に非常に積極的に取

り組んでおられまして、そこの企業と連携して

県内の企業を集めた企業間のリーグ、長崎県内

のサンセットリーグみたいなものを立ち上げよ

うという話を実は進めておりました。そのオー

プニングイベントを県庁ロビーで実施できない

かということで検討していたんですけど、ちょ

うどコロナにかかって、他県からもプレーヤー

が結構参入するということで、ｅスポーツに長

崎県もしっかり取り組んでいますよということ

をＰＲするには効果的なイベントかなと考えて

おりましたが、まだ実現できておりません。そ

ういう動きに今しっかり取り組んでおるところ

でございます。

今、我々としてできますことは、こうした企

業の活動をしっかり後押しするとともに、今後、

総合型地域スポーツクラブの方でもｅスポーツ

を種目として取り入れたいということで進めて

おられる方もいらっしゃいます。そういった方

へのメニュー化に向けたご協力、それから、今

後、ｅスポーツに適した通信環境としまして、

出島メッセ長崎はもちろんですけど、将来的に

は長崎スタジアムアリーナ、それからＩＲの関

連施設につきましても、ｅスポーツの世界的大

会を十分に実施できるようなインフラがありま

すので、そこにつなげるようにしっかりと現段

階では研究、検討を進めてまいりたいというふ

うに考えております。

【深堀委員】言いたいことを言われたので残念

なんですけど、それが長崎でプレーヤーも、例

えば有名なプレーヤーがどんどん輩出されるよ

うになれば世界から注目される、世界大会も誘

致できる。長崎でも、例えばＩＲが実現すれば

そこで、長崎だってＭＩＣＥ施設ができるわけ

で、これは観光資源になるかもしれないわけで

すよ、単にスポーツ振興という枠を超えて。

だから、そういった広い視点で考えた時に、

せっかく素地がある長崎でｅスポーツをもっと

育てて、長崎がｅスポーツのメッカだと言われ

るぐらいになれば、それはすごい経済波及効果

も出てくるはずですから、ぜひそのことを、ス

ポーツ振興課長は言われてましたけど、ぜひそ

ういった意味では進めていただきたいなという

ふうに思います。

政策監はあまり答弁ないですけど、世界大会

とかいう国際的な話になってきたら政策監の分

野じゃないかなと思うので、ちょっとご意見だ

け聞かせていただけませんか。

【前川文化観光国際部政策監】今、委員ご指摘

のとおり、また、スポーツ振興課長が答弁いた

しましたとおり、ｅスポーツに関しましては、

非常に将来性のある分野だと考えております。

特に、アメリカなどでは日本よりも早くｅスポ

ーツが普及しておりますので、ＩＲあるいは出

島メッセ長崎等、そういった施設が整備されて

いけば、今後、インバウンドにも十分資するよ

うな、そういった分野になっていこうかと思っ

ております。

今、そういったことで直接どこの所管に所属

するのかということがちょっと難しいところが

ございますけれども、部全体といたしましては、

中﨑部長を筆頭に非常に前向きに何でも取り込

んでいく私どもの部でございますので、そこは

積極的に今後取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

【中村(一)委員長】 ほかに。
【松本委員】それでは、通告に従いまして質問

させていただきます。
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9月16日の新聞記事の一面に、「本県への修
学旅行 コロナ禍予約入っては消え事業者翻弄

今年の方が深刻」という記事が掲載されており

ました。

記事としては、「春は第4波の影響で修学旅
行は秋以降に変更する学校が相次ぎ、第5波に
見舞われる現在は延期された分が再びキャンセ

ルになる事態が続く」ということでありました。

また、記事の中に、長崎市への修学旅行生の

推移で、2011年は32万7,800人、長崎市へ修学
旅行生が来ていたのが、2020年は12万5,600人、
これは1957年の統計開始以来、最も少なかった
ということで大変な影響が出ているわけでござ

います。

しかしながら、昨日も山田(博)委員の質疑に
もありましたが、方面変更の補助を活用されて

実績も出ておりまして、この記事によると、県

教委調べでは、県内の小学校の9割、中学校の7
割が行き先を県内に変更したという実績も上が

っているということでした。

昨日の質疑の中で、令和2年で77校、2,170万
円、令和3年の受付だけでも297校、3,800万円
という実績が出ており、ここが一つの起爆剤に

なればと思います。

一つ気になったのは、この事業の予算ですけ

ど、令和2年度は執行が2,170万円ですが、予算
枠は5,115万円ありました。令和3年度は、今、
受付が3,800万円ですが、現在、8,700万円の予
算が計上されていると。令和2年度で余った分
の金額、そして、今も残っているということで

すが、この執行残についてはどのように対応さ

れているのか、お尋ねします。

【永峯観光振興課長】まず、昨年度の状況から

ご説明申し上げますと、予算上は、お話がござ

いましたとおり5,115万円、実績は2,170万円と

いうことで、差額が約3,000万円、2,945万円と
いう金額でございました。

この財源につきましては、年度末、3月に先
ほどご紹介申し上げました“心呼吸”の旅の第

一弾を展開いたした時期でございました。ネッ

トでの販売が2日で売り切れるといったような、
非常に好評をいただいたというようなこともご

ざいました。

当時、“心呼吸”の旅の中で割引の原資、そ

れから販売に係る事務費を別に取っておったわ

けですけれども、その事務費も割引の原資に活

用しようというようなことで、そちらに事務費

も流用いたしました。そこで不足した事務費に

ついて、修学旅行の方面変更の補助金の執行残

を充当したと。財源が同じ内閣府のコロナ対策

の臨時交付金であったということもございまし

て、昨年度については、そういった処理をさせ

ていただいたところでございます。

今年度につきましても、今後、どこまで執行

が延びるかというところがございますけれども、

今年度の財源につきましても、コロナ対策の臨

時対策交付金、同様でございますので、そうい

った中で執行残の金額の見込みを見ながら、ど

ういった活用ができるかということを検討して

いきたいと思っております。

【松本委員】 執行残、残すということは、やは

り大変残念なことでもあるし、今年度もまだ残

っているということです。ただ、やはりこれは

修学旅行の予定が、コロナ禍の緊急事態が入る

からなかなか組めないという学校側の事情もあ

ると思います。ただ、今後、明けた後に、また

チャンスがあれば“心呼吸”の旅も再開いたし

ますし、そこのところで集中的に学校側に活用

していただくことの発信も大事だと思います。

それと一つ気になったのが、これだけ執行残
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が出た時を考えて、その金額、補助額が少なか

ったんじゃないのかなと。100名から299人泊が
20万円、300人以上が40万円、100人未満だっ
たら10万円ということで、上限がかなりのハー
ドルがあって、少子化で1学年で行くのに対し
て100人以上の学校があまりたくさんないとい
う話も聞きました。

だから、そこの部分で、今後、単価に関して

もちょっと検証する必要があると思うし、執行

残が出る状況を、やはりせっかくなら活用して

いただいて、修学旅行に行っていただくことで

旅館、ホテル、そして飲食もかなりの効果が出

ると思いますので、そこはしっかり検証して検

討いただきたいと思います。

それともう一つは、最近、第5波で県内で児
童生徒の感染が広がっているということが、校

長先生たちにとって修学旅行に対して判断が非

常に難しいところが出ているというお話も聞き

ました。しかし、学校行事なので、ぜひ行かせ

てあげたいという思いは、保護者もあるし、ま

た、逆の意見もあると。

その中で確認したいのは、じゃ、県内の宿泊

施設で、コロナ禍の中で県内外からの修学旅行

を受け入れてきた宿泊施設で、実際、感染は今

まで起きたことがあるのか、お尋ねいたします。

【永峯観光振興課長】県内の感染事例の全てを

私どもが把握しているということではございま

せんけれども、例えば、宿泊施設等観光関連施

設でクラスターが発生したでありますとか、そ

ういった状況があれば担当部局から報告をいた

だくといった場合もございます。

これまでのところ、私どものところにそうい

った報告が来たということはございませんので、

そういった事例は、私どもとしては把握してい

ないという状況でございます。

【松本委員】宿泊事業者に対しても、しっかり

team NAGASAKI SAFETYで対策も取ってい
るし、大人数を受け入れたとしても、しっかり

そこは感染対策で現段階で発生はしてないとい

う事実がある。つまり修学旅行という大人数で

も安全に受け入れることができるということも

しっかりアピールをするということと、9月25
日からの“心呼吸”の旅の活用もできるという

ことですので、個人旅行と違って人数が多いで

すので、非常に大きな経済効果があると思いま

す。そちらをしっかり、まだ9月ですので、10、
11、12と残っていますので、教育委員会等に発
信して、まだ受付して実績がないところがあり

ますので、そちらに対しての働きかけ等は、今、

どのようにされているでしょうか。

【永峯観光振興課長】先ほどお話がございまし

たとおり、この新聞記事にもございますように、

主要な30施設、ホテルがございますが、こちら
のホテルにつきましては、全てteam NAGASA
KI SAFETYの認証を受けているということで、
感染対策も徹底しているというような中で事業

に取り組まれているという状況でございますの

で、そういった安全・安心の面をしっかりとＰ

Ｒするということが一つ。

それと、今、お話がございました“心呼吸”

の旅につきましても、県内の学校が県内に旅行

する際には対象となるということもございます

ので、そういった点につきましてもＰＲしてい

くということになります。

学校向けには、教育委員会ともお話をさせて

いただきまして、7月末に一度、修学旅行の行
き先として、ぜひ県内を検討してくださいとい

うようなことは文書でお出しをいたしておりま

すので、また時期を見て教育委員会とも連携し

ながら、各学校に対する働きかけを行っていき
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たいと考えております。

【松本委員】 この事業で特に令和2年と違って
令和3年は県内の学校が中心となって方面変更
しているということで、うちの娘も修学旅行に

2年生で行けなかったので3年生に変更になっ
て、それで佐世保に行ったという話を聞きまし

た。

大村市内では、ほかにも離島、壱岐とか対馬

とか五島に行かれた学校もあるというふうに伺

ってますので、県内の地元の中学生が離島や半

島などに行くことによっての影響、プラス効果

というのも大変大きいと思うし、リピーターに

つながることも大きいと思います。

これは、あくまでも単年度の国の交付金事業

ではありますが、申しましたとおり、今年行け

ないから、中学2年生で行く修学旅行が3年生に
延期になる事例が相次いでまして、そうなると

令和4年度は補助があるのだろうかというとこ
ろが、やはり皆さんの関心事になると思います。

経済効果も非常に大きいですし、やはり県内の

周遊をさらに促進させる一助になると思います

が、来年度の継続に対して見解をお尋ねいたし

ます。

【永峯観光振興課長】実績を少し申し上げます

と、昨年度、県内の学校については7件だった
ものが、今年度は、現状、県内学校に絞った形

の中でも既に申請としては300件余り来ている。
これは先ほどお話がございました、もともと

100人泊以上を対象としていたものを、今年度
につきましては、それ以下の分も対象にしたと

いうようなことで、今、申請が非常に増えてい

るという状況でございます。

そういったことで学校側のニーズも高いとい

うこと。それから、宿泊施設側の期待も大きい

というようなことは、私どもも認識をいたして

おります。やはりこれも財源が一定程度、昨年

度であれば5,000万円、今年度については9,000
万円弱という大きな金額が必要になってまいり

ますので、やはり臨時交付金の有効な活用とい

った視点が必要になってこようかと考えており

ます。

来年度、そういった交付金があるのかどうか

ということは、まだ見えてない状況ではござい

ますが、財源も確認をしながら、どういった取

組ができるかというのは検討してまいりたいと

思います。

【松本委員】そのとおり交付金次第というとこ

ろはあると思いますが、先ほど答弁にあったと

おり、令和2年度から3年度の間で制度を変えた
ことによって利用者が増えたという事例もあり

ます。先ほど申しました単価の件も含めて、国

で交付金が決定してから考えるよりも、今年度

使い切ることもそうですが、来年度した時には、

どういう改善をしていくかというのも含めて準

備をしていただいて活用できることを要望しま

す。

次に、佐賀・長崎デスティネーションキャン

ペーンについて質問いたします。

議案説明資料の3ページから4ページにかけ
て記載されておりました。令和4年秋の西九州
新幹線開業を契機に、全国から観光客誘致を図

るための集中的なプロモーションとして、令和

4年10月から12月にかけて、「ＪＲグループ及
び佐賀県と共同で佐賀・長崎デスティネーショ

ンキャンペーンを実施することとしておりま

す」と記載されております。

デスティネーションキャンペーンで全国にプ

ロモーションをするということですが、このコ

ロナ禍の中で、一体どういうふうにして全国に

誘客を図るのか。佐賀、長崎、ＪＲを絡めたこ
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のデスティネーションキャンペーンについてお

尋ねいたします。

【永峯観光振興課長】このデスティネーション

キャンペーンにつきましては、新幹線の開業時

期と、ちょうど時を同じくして来年の10月から
12月にかけて本番を迎えるという形で開催を
予定いたしております。これは、全国のＪＲグ

ループ6社と佐賀県との連携事業ということで
展開していくこととしております。

現状、コロナ禍を踏まえた対応といったよう

なところ、今後当然必要になってこようかと思

いますが、実際、本番が来年10月ということで
ございますので、今のところは、従来と同じよ

うなやり方で、例えば全国のＪＲの駅、あるい

は電車の中吊り等でＰＲをしていただくとか、

また、旅行会社に旅行商品の造成を働きかける

といったようなことで、前回と同様の取組を進

めていきたいと考えております。

当然、感染状況、あるいは今後出てくるであ

ろう行動制限の緩和とか、そういったところの

状況も見ながら、手法も含めて検討していく必

要があろうと思いますので、そこは関係者とし

っかり協議をしながら取組を進めてまいりたい

と考えております。

【松本委員】今回のキャンペーンの一番の売り

は、全国6社のＪＲが持つ販売力、宣伝力が大
きいと思うんですね。今までは長崎県単独でや

っていたのを、今回はＪＲ、全国の6社、そし
て佐賀県も一緒になってすることによっての宣

伝力は非常に大きいと思いますし、そこの部分

での発信、そして、来年は新幹線が開業すると

いうことで、ＪＲにも活用していただくという

意味では、大変大きなチャンスだと思っており

ます。

ただ、コロナ禍の中で、やはり相当一生懸命

ＰＲをしないと、県外の方が、わざわざ佐賀、

長崎にこの状況で来ようというきっかけにはな

らないと思うんですよね。

その中で来月からプレキャンペーンをすると

いうことですが、そこに対しての戦略というか、

プレキャンペーンに対しては、どのような形で、

この状況で行おうとしているのか、お尋ねいた

します。

【永峯観光振興課長】ご指摘のとおり、来月か

ら来年3月まで、1年前イベントではございませ
んけれども、プレキャンペーンというような形

で各種プロモーション等を実施していく予定と

いたしております。

この事業につきましては、ＪＲ九州の方で主

催をされるというようなことで展開をしていく

ものでございまして、現状示されております具

体的な数字といたしましては、佐賀、長崎のフ

リー切符といったようなもので、佐賀と長崎を

2日間、3日間、フリーに乗れるような切符の販
売でありますとか、あるいは特別団体列車の運

行ということで、今週末でございますけれども、

観光列車を佐賀から長崎に走らせるといったよ

うなことも予定されております。

このプレキャンペーンにつきましては、ＪＲ

6社での展開ではございませんで、まずはＪＲ
九州ということで、九州域内での取組というこ

とで先行して実施するものでございます。この

点につきましては、まさにコロナ禍の中で話題

になりますいわゆるマイクロツーリズム、近隣

への旅行といったところと合致するところがあ

るのではなかろうかというふうに考えておりま

すので、そういった視点で鉄道が中心にはなり

ますけれども、九州圏域でのＰＲにまずは取り

組んでいくというようなことで進めているとこ

ろでございます。
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【松本委員】鉄道を中心にＪＲならではの、先

ほど答弁にありましたようなお得感というか、

普段はＪＲを使わない、観光しない方が、これ

を活用してＪＲに乗って長崎、佐賀に行ってみ

ようと思っていただけるための発信であったり、

先ほど答弁にもありました観光列車ですね、そ

ういうのを好きな方はかなり多いと思うんです

ね。だから、ほかとは違うオリジナルの鉄道な

らではの部分をいかに発信していくかというこ

とと、それとやっぱり二次交通、鉄道で駅に着

いてから、駅からの二次交通がしっかりできて

いるかということも含めて非常に重要な施策だ

と思います。それに来年の新幹線開業の時に、

果たして多くのお客様が新幹線に乗っていただ

けるのかという一つの起爆剤にもなる重要な事

業だと思っておりますので、そこに対しまして

は、確かに厳しい状況ではありますけれども、

やはり力を入れて発信していただくことを強く

要望いたします。

【中村(一)委員長】 ほかに質問ありませんか。

【八江委員】私からは、国民文化祭のことにつ

いてお尋ねいたしたいと思います。

これは、長い間、県の方もいろいろ検討いた

だいて、ようやく今年7月14日に文化庁から第
40回国民文化祭として長崎県で開催すること
が内定をしたということでありまして、我々も

大変喜んでおるし、また、期待もいたしており

ます。

そういう中で、長崎県の場合は、国際文化、

海外文化等の問題がいろいろあって、特色のあ

る文化祭ができるのじゃないかなと思っており

ます。スポーツでいえば国民体育大会等があり

ますけど、文化にしてみれば、国民文化祭とい

うのが国体に代わるものだと思っておりますし、

天皇皇后両陛下もおいでいただく行幸行事であ

りますから、最大の力を絞ってやっていただき

たいなという思いの中で幾つかお尋ねをしたい

と思います。

それは2025年に開催されるわけであります
から、あと数年はあります。ありますけど、長

崎県が九州でも佐賀を除いて一番最終の開催だ

ということになります。佐賀県があと一つ残っ

ておりますけど、九州の他県では大分県はじめ、

もう2回も開催しているということ。
そういう中で、国際県長崎、あるいは文化県

長崎と思っていたのが、こんなに遅くなったこ

とは、一つは残念に思いながらも、濃い大会を、

あるいは文化祭を開いていただきたいという思

いもありますので、力を振り絞って考えていた

だきたい。

そのためには、もうそろそろ実行委員会でも

立ち上げながら進めていく時期に来ているんじ

ゃないかということもありまして、そのスケジ

ュール的なものもあります。実行委員会をつく

って、それから基本構想を立て、それからそれ

ぞれの分野の実行委員会といいますか、各分野

の企画分科会ですか、そういったものがあると

思いますが、そのことについてまずは、いつ、

どのような形で進めていかれるのかをお尋ねし

たいと思いますが、いかがでしょうか。

【立石文化振興課企画監】まず、国民文化祭の

内定につきましては、先ほど言われましたよう

に、7月14日に、無事、文化庁からいただきま
した。委員の皆様方には、本県の開催に向けま

してご尽力いただきまして、ありがとうござい

ました。

令和7年の開催に向けて約4年間ございます
が、その準備の推進体制につきましては、まず

今年度、有識者会議を立ち上げましてご意見を

お伺いしながら、開催の基本方針や開催概要な
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どを示した基本構想をまず策定いたします。そ

して、来年度になりますが、県の実行委員会を

立ち上げまして、その中で基本構想の承認や実

施計画、基本構想に基づく実施計画を策定して

いくこととしております。

その中で、各種文化芸術イベントの全国大会

と、それをどこで開催するかというようなマッ

チングを行うとともに、地域の特色あるプログ

ラムを具体的に事業計画として検討してまいり

ます。

それに当たりまして、市町や文化団体、文化

芸術の各分野の専門家から成る企画会議という

ような部会を実行委員会の中に設けまして、個

別のプログラムの検討をしてまいりたいと考え

ております。

具体的には、これまで開催した県の取組事例

などを参考に実施体制を組み立ててまいります

けれども、県民の皆様の機運醸成や受入体制の

整備などに取り組みながら、他県に負けない長

崎県らしい国民文化祭となるようにしっかりと

準備を進めてまいりたいと考えております。

【八江委員】これまでのいきさつを、私も長い

間、質問をさせていただきながら、取組の姿勢

を批判するという意味じゃないんですけど、前

の話の中で出てきたのは、市町が協力をしてい

ただかなければ実行できないというようなこと

もありました。開催については、おそらく県下

各地で分科会的なものがされると思いますけど、

私は、やっぱり大きな行事でありますから市町

の力をお借りはしなければいかんけど、長崎県

が文化祭を開催するわけですから、主体性を持

って、そして各市町の協力を得るという形でな

いと、市町がしてくれれば、していいというよ

うな話を前に聞いたような気がするんですけど、

その辺は少し逆じゃないかなと、ある程度は協

力はしていかなきゃならないけど、もう少し県

が主体性を持って、どういうことをしていく、

だから、こうせろああせろということが、予算

その他にもつながってくると思うんですけど、

そのあたりの考え方は、担当課長がいいのか、

部長がいいのか知らんですけど、もう少し根本

から考えていかないと、大きな大会が、あるい

は実行がスムーズにいかないんじゃないかなと、

指導力をそこでしっかり発揮していただきたい

なという思いがあるんですけど、その点、部長

いかがですか。

【中﨑文化観光国際部長】本当にこれまで本会

議、委員会等も含めて、八江委員からは多くの

ご質問をいただきました。大変時間がかかりま

したけれども、長崎の節目の年に、また、40回
の記念大会を長崎で開催できるということは、

大変うれしく思っております。

主体性を持ってとご指摘がありましたとおり、

そのとおりだと思っております。長崎県の活性

化につなげるためには、県がどのような思いで

このイベントを開催するのか、その意義も含め

て、それは市町だけではないと思っています。

文化団体、あるいは民間の皆様の共有というか、

思いを一つにすることが大事だと思います。

先ほど、時間がかかったというのは、少しそ

ういった丁寧な、国民文化祭の意義等をスクラ

ムミーティングを通じて、市町の皆様、あるい

は文化団体協議会を通じた意見交換会、そうい

ったところで意識の醸成を図ってきたところで

ございます。

先般、市町のスクラムミーティングがござい

まして、これは私の方から市町のトップの皆様

に、今回の国民文化祭の意義をご説明させてい

ただきました。これは一過性のイベントに終わ

るということではなくて、市町が抱えているい
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ろんな課題の解決につながるような大会にした

いと思っています。それは交流人口の拡大によ

るものもございますし、節目の年に合わせて、

国際交流や平和の意義を発信するということに

もなると思っています。また、若い人たちも参

画いただいて、ぜひそれぞれの地域の魅力も感

じていただく大会にしたいというような話を直

接させてもらいまして、そこで市町のご賛同を

得ながら、この大会をしっかりと意義あるイベ

ントになるようにしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

【八江委員】そのあたりが各市町がついていく

にも、あるいはするにしても、やっぱり中心的

な役割を県がしっかりと持った形で強力な支援、

あるいは協力要請をしていかないと、何とかつ

いてくるということでは、ほかの県をずっと待

って一番いい大会を開催しようという思いもあ

って、少し延ばしておられたということも考え

てみれば、これまで九州で開かれたものの最高

のものにしていただきたいし、それと、長崎は

国際文化という先ほど申し上げたようなこと、

海外の文化、こういったものが他県にないとい

うことと、もう一つは島国でもありますから、

島の文化というものがたくさん残っている。そ

れを集約できるのも今回の一番大きな役割だろ

うと思います。

そしてまた、集客がどうかということもあり

ますので、ここでどのくらいの人数を、これま

で数百万人、京都なんかは都市のど真ん中で文

化都市でもあったから、300万人とかであった
けど、長崎県は、じゃ、どのくらいの規模で、

あるいは見込みでやっていくのか、集客人口と

いうもの。

それから、予算をどれくらいかければそれが

できるのか。予算の組み立てがないと市町もつ

いてこないと思うし、いろんな割当てもある。

国に対する要望活動が大きく変わってくるんじ

ゃないかと思いますけど、その点はいかがでし

ょうか。

予算化の問題と、それから集客はどのような

見込みなのかというのは、いかがですか。

【立石文化振興課企画監】まず、予算規模につ

きましては、具体的にはこれから中身を検討す

る中で実行委員会等で精査していこうと考えて

おります。これまで開催した県の例を見ますと、

平均して総事業費として約11億円の事業とな
っております。

集客の数につきましては、開催期間が平均す

ると3か月弱で、総参加者数といたしましては
188万人、200万人弱の数字になっております。
本県といたしましても、先ほどございました

ように、平均的な期間とか規模ということで、

開催するとしましたら、当然それを上回るよう

な大きな大会にしていくべきだと考えておりま

す。

【八江委員】 200万人ぐらいの集客、そしてま
た、11億円余の予算、これでいいのかというこ
とではなくて、もう少し、今までの他県はこの

くらいだったという平均値だろうと思いますの

で、長崎県は島国でもあるし、開催地がばらば

らになっていると。そうなると予算等が幾らか

問題が出てくるんじゃないかと思いますので、

それは予算の確保について、もう少し努力をい

ただくようなこともあると思います。

そして、それくらいのものをかけながら、経

済波及効果というのも、当然、予算をかければ

求められるものだと思うんですけど、経済波及

効果というのがどのように計算されるのか。こ

れからの課題だと思いますけど、それも一つの

目標を掲げながら予算を進めていかなければい
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けないと思いますけど、それはどうなんでしょ

うか。

【立石文化振興課企画監】経済効果につきまし

ては、現在、これまで開催した県の平均という

形で把握しておりまして、経済効果といたしま

して約154億円という数字になっております。
これも開催規模などにもよってくると思います

けれども、県下全域に効果が波及するように全

市町でプログラムが開催できるように、これか

ら市町とも丁寧に協議をして計画を立ててまい

りたいと考えております。

【八江委員】実行委員会を立ち上げるというこ

とですけど、分野が多岐にわたっていると、こ

の文化関係はですね。そうなると、20人、30人
どころじゃないと思うんですけど、規模とすれ

ば、もう少し実行委員会の人数その他の線引き

というのは、もう始まっているんじゃないかと

思うんですけど、何人ぐらいを想定して基本構

想をつくろうと、実行委員会を立ち上げてしよ

うというのは、そのあたりはある程度、計算さ

れてやっているんじゃないかと思いますけど、

団体がどのくらいある、そして、どのくらいの

人数でどうするということ、どういう分科会を

つくるか、その辺、わかっている範囲内で結構

ですからお尋ねしたいと思います。いかがです

か。

【立石文化振興課企画監】まず、基本構想の策

定に当たりましては、有識者会議を立ち上げよ

うと思っております。有識者につきましては、

観光や障害者芸術、芸術文化の団体の方のみな

らず、国際交流とか平和に関する各分野の専門

家の方々で構成して、これは15名ぐらいの有識
者会議を考えております。そこで策定しました

ものを実行委員会という形で承認をしていきま

すけれども、この実行委員会につきましては、

県、市町、文化団体、福祉、教育、観光、交通、

マスコミの方々なども含めて大体70～80人ぐ
らいの規模になるかと想定しております。

【八江委員】たくさんの団体があるし、きめ細

かな対応をしていくためには、早くスタートし

ておかないとできないと思います。私も、いろ

んな関係もあって文化団体の関係の皆さん方と

幾らか交流を持っています。今のところ、話は

全くないと、また、トップの方で進めてあると

いうことは耳にしている分があるけど、まだま

だ下ってきてないという話があります。

ですから、各分野のそれぞれの人たちを早く

集約をする。それから、一つは長崎県特有のも

のが海外文化はじめいろいろありますけど、も

う一つ私が申し上げておったのは、47都道府県
が参加していただくものは何があるのかという

と、各県展があっているわけですね。だから、

その県展の集合したものの展示会を競う意味で

もってきたらどうかという提案も話があってお

ります。国体、スポーツの場合は、優秀な選手

が全部集まってきて大会を開くわけで、それと

同じように文化のものも優秀な人たちが集まっ

てくることも事実です。また、集まってくるよ

うにすることも必要だと思いますから、その考

え方は当然進めていった方がいいと思いますけ

ど、そういう考えを持って企画していただきた

いということをお願いしたいんですけど、そう

いう考え方があるのかないのか、今からだろう

と思いますけど、いかがですか。最後に聞きた

いと思います。

【立石文化振興課企画監】国民文化祭は、文化

の振興だけでなく、交流人口の拡大というのも

当然目的として取り組んでまいりますので、県

外からの誘客につながるような全国大会の企画

内容を検討の中で実施の可能性についても併せ
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て検討してまいりたいと考えております。

【中村(一)委員長】 ここで換気のため、暫時休
憩します。

― 午前１１時１７分 休憩 ―

― 午前１１時２３分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

【前田委員】 通告に基づいて質疑をしますが、

先ほど、デスティネーションキャンペーンの質

疑が行われまして、隣で聞かせてもらっていて、

通告に関連するので少し述べさせてもらえば、

前回のデスティネーションキャンペーンは、か

なり鳴り物入りで県も頑張るということでやら

れたと思うんです。私も千綿とか有田の駅で降

りたウォークラリーとか参加して非常によかっ

たと思うんですけども、ただ、前回のことも検

証して来年に向けて取り組んでほしいなと思っ

ています。ちょっと思っているのは、一過性で

終わってしまったなという気がいたしておりま

す。それから、駅周辺のウォークラリーとかは

賑わいましたけども、そこから先につながらな

かったんじゃないかなということも思っていま

すので、また大いに期待して施策を打ってほし

いなと思っています。

それで、本会議でも質問しましたけれども、

佐賀との連携について、まさしく文化観光国際

部こそが、佐賀との連携という意味では本当に、

さっき政策監が何でも取り込んでいく部だとお

っしゃっていましたけども、足元を見た時に、

この部こそ連携を深めてほしいという思いがあ

りますので、まず、部長の方から、本会議では

知事も答弁いただきましたけども、佐賀との連

携についての考え方とか今後の臨み方について、

まず大きな視点で答弁をいただきたいと思いま

す。

【中﨑文化観光国際部長】特に目の前のＤＣを

連携してやるということはございますけども、

コロナ後の観光も考えますと、県境を観光客は

意識しませんので、できるだけ地域の魅力を高

めながら呼び込んでいく中で、佐賀県との連携

も強化すべきだと思っています。特に、長崎と

佐賀は、同じ肥前の国で栄えた県でございます

し、温泉、焼き物等、共通するテーマもござい

ます。佐賀の空と大地、長崎の海岸線と坂道み

たいに、違った要素をコントラストで対比させ

ながら発信していくということもございます。

ぜひ、お互いの魅力を組み合わせながら、そ

れぞれの県がウィン・ウィンになるような施策

が展開できたらと考えているところでございま

す。

【前田委員】各課の取組については、また次の

議会の時に聞きたいと思いますが、一つだけ観

光政策について、平成27年に知事と連携協定と
いうか、そういうものを結びながらやる中で、

今、部長が言ったように、観光の分野は非常に

連携をこれまで以上に強めなければいけない分

野だと思う中で、これまでの佐賀との観光の部

分についての連携の実績と、それからこれから

の展開についてどのように考えているか。課題

があるとすれば、その点についてもご答弁いた

だきたいと思います。

【永峯観光振興課長】これまでの佐賀県と連携

した取組でございますけれども、まず一つ、西

九州新幹線の開業を見据えまして、平成28年9
月に、「佐賀・長崎観光振興推進協議会」とい

ったものを立ち上げたところでございます。

この協議会の中では、佐賀と長崎の共通のテ

ーマ、例えば、有明海沿岸でございますとか、

あるいは長崎街道、そういったところでそれぞ

れ両県のそこのテーマに沿った魅力を特集した
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ようなフリーマガジンを毎年1万5,000部程度
作成し、主に関西圏にプロモーションをかける

といったような取組をこの間、5年間やってき
たところでございます。

それ以外の取組といたしましては、例えば、

昨年度の宿泊キャンペーン、両県で展開してい

たものがございますけれども、その中で隣県同

士でＰＲをお互いの県に仕込んで誘客を図ると

いったような取組も行ってまいりましたし、今

回のデスティネーションキャンペーンにつきま

しても、佐賀、長崎を共同の観光県と捉えて全

国に売り込んでいくというようなことで、そう

いった形での連携といったところで取り組んで

いるところでございます。

今後につきましても、新幹線開業以降、さら

に重要になってくるところがあろうかと思いま

すので、引き続き、佐賀県とは連携を深めつつ、

私も九州各県の課長さん方の中で一番連絡を取

り合っているのは、実は佐賀県の課長さんでご

ざいますので、そういった中でどういった取組

が今後できるかというところは、しっかり連携

して取り組んでいきたいと考えております。

【前田委員】これまでの取組は了とします。雑

誌というのは、「ＳとＮ」というものですね。

あれも見せていただいて、内容はいいと思うん

ですが、ただ、目指すべき方向は共有していて

も、具体的に両県の交流をいかに活性化させる

か、もしくは他県からの入り込み、いわゆる外

貨をどうやって稼ぐかということは、もう少し

戦略性を持ってやっていいと思うし、一つ、共

通の目標設定もすべきだと思います。

今の答弁の中で「連携」という言葉が聞こえ

てきましたけれども、じゃ、具体に本当に佐賀

に寄った人が長崎に来ているのかとか、長崎に

来た人が佐賀に行くのかと考えた時に、手前の

ところ一つとっても、じゃ、長崎に来てから、

どうやって武雄に行くの、唐津に行くの、呼子

に行くのとなった時の交通のインフラ整備とか、

そういう周遊ルートというのは、ないですよね、

正直言って。そんなことを考えた時に、本当に

そういったものが活発に行われているかという

ことに関しては、甚だ疑問であります。

それから、関西に売り込むといっても、関西

から実際どうやって来ているのかということも

含めたところで、旅行者とどれぐらいタイアッ

プとれているかということについても、私たち

は承知してないという話の中でいけば、やっぱ

りもう少し戦略性を練って、それはもしかする

と課長同士というよりも、部長同士、もっと言

えば知事同士の認識の共有というのが必要なの

かなと思います。

できるところからやるということで言えば、

やっぱり観光県でもありますので、観光分野を

しっかり頑張ることで県民の所得向上、お互い

にウィン・ウィンの関係をつくってほしいとい

うことを求めますので、ぜひ来年の予算とか施

策の形成に向けて取り組んでほしいなというこ

とを要望しておきます。

そういう意味では、11月には国際戦略、それ
から文化の方、物産ブランドについても同じよ

うにお聞きをさせてもらいたいと思っています。

一つだけ、議場で、ふるさとで“心呼吸”、

いわゆる地域観光事業支援の中で、今日の新聞

に、ＧｏＴｏキャンペーンの再開に向けて隣県

でどうかということを検討するような指示が出

たということですが、早い段階から党としても

隣県、佐賀との中でのふるさとで“心呼吸”の

旅のようなものを展開すべきだということを提

案はしていたんですが、この辺についての考え

方というか、検討状況はどうなってますか。
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【永峯観光振興課長】私どもといたしましても、

県内だけではなくて、近隣圏域への拡大といっ

たようなところは、常に九州各県とも議論して

まいりましたし、この間、全国知事会、あるい

は九州知事会を通して、国に対しても要望して

きたところでございます。

今後、実際にそういった形が実現できるとい

うことになった際には、どういった形で制度を

運用していくのかといったような点についても

検討を進める必要があると考えております。

【前田委員】財源の問題があるのかもしれませ

んけど、要望先の結果が出てということよりも、

少しそこは交付金も使った中で、もう一歩踏み

込んだことを検討してほしいなということを要

望しておきたいと思います。

先ほど、国民文化祭の話、2025年ということ
での工程の話が出てきましたけども、並行して、

日中・日韓にとっても、この2025年までに向け
て節目の年を迎えるというふうに聞いておりま

す。どういった節目の年なのかということをま

ずご答弁いただきたいと思います。

コロナ禍の中で非常に厳しい現況にあると思

いますが、そうは言いつつも、やはり節目に向

けて今まで築き上げてきたものをどう発展させ

るかということについては、まさに今からすぐ

取り組むような課題だと思ってますので、その

点について少し考え方、取組についてご答弁い

ただきたいと思います。

【江口国際課長】 まず、日中・日韓との節目の

年についてでございます。

直近では、2022年が中国との国交正常化50
周年という節目の年を迎えることになっており

ます。それから、国民文化祭が開催されます

2025年には、韓国との国交回復60周年という節
目を迎えることになっています。

現在、コロナ禍におきまして、従来のように

人が行き来しての交流ができない状況にありま

すけれども、オンラインなど、手法とか内容を

見直して交流を実施しておるところでございま

す。

例えば、今年度におきましては、長崎、上海、

釜山、この日中韓3地域での高校生の囲碁交流
大会をオンラインで開催いたしました。また、

同じ枠組みで大学生によるＳＤＧｓの研究発表

会を開催しております。

それから、上海市とは、毎年、相互訪問して

友好交流項目の協議書というのを調印しておっ

たんですけど、行き来ができないものですから、

これをオンラインで実施しております。

そのほか、中国、韓国の各友好都市で開催さ

れる行事にビデオメッセージをお送りするなど

して交流を継続しておるところでございます。

こういった、これまで築いてきました中国、

韓国の友好都市、その他関係機関との友好と信

頼の絆を絶やすことなく、コロナ収束後におき

ましては、さらに幅広い分野での交流の発展に

結びつけることができるよう取り組んでまいり

たいと考えております。

【前田委員】例えば、対馬アリランの通信使の

お祭りとかも、もう2年続けて中止ということ
で残念でありますが、コロナ禍が続く中で、い

ずれ海外渡航も一定制限が緩和されてくるんだ

ろうという動きが見えてきてますので、その動

きが出た時に、すぐにでも、今までリモートで

やられている努力というのは評価しますけれど

も、すぐに長崎県として今のような延長線上に

ある文化活動、文化交流について、できるよう

な形を整えてほしいなというふうに思ってます

し、先ほどの国民文化祭ということで言えば、

その時には、やはり長崎県独自として中国とか
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韓国との文化の継承というか、そういうつなが

りを披露するような場もあっていいのだろうな

と私は思っています。

後ほど、山田(博)委員からも多分質問がある
んでしょうけれども、国際定期路線についても

準備が必要だと思いますので、総合的に、今、

課長からも答弁をいただきましたけれども、政

策監から今後の取組の決意も含めて答弁をいた

だいて私の質問を終えたいと思います。

【前川文化観光国際部政策監】現在、国際交流

におきましては、お互い、行き来ができないと

いう大変厳しい状況にございます。そうした中

にありましても、本県の場合は、委員からもご

指摘がございましたとおり、古くからずっと交

流を重ねてきたといったことを礎にしまして、

厳しい中に、お互い、医療物資を提供し合うと

いったような新しい信頼の絆も生まれたところ

でございます。

国際課長が答弁しましたように、現在、オン

ラインを中心に交流を重ねておりますけれども、

今後、コロナが落ち着きまして、お互い行き来

できるようになりましたら、いち早く従来どお

りのリアルでの交流を即座に進めてまいります

とともに、このオンラインにつきましても、併

せて実施していくことで、今までは年1回です
とか、周年の時の交流であったものを、リアル

とオンラインと組み合わせていくことで、より

親しく交流を重ねていくことができると思って

おりますので、そういった意味も含めまして、

様々な工夫を行いながら友好都市との交流を深

めてまいりたいと考えております。

国民文化祭につきましては、本県ならではの

国民文化祭ということで、国際交流、そして平

和の分野ということについてもしっかり取り組

みながら、県内で活動されている国際交流団体

の方々とも十分意識を共有して議論を重ねなが

ら、国民文化祭に向けて準備を進めてまいりた

いと考えております。

【中村(一)委員長】 ほかに。
【山田(博)委員】 私は、3点通告しているんで
すが、この委員会の熱心な審議の関係で時間の

確保が難しいようですので、2つに絞って、ほ
かの委員の質問もありますので10分以内に終
わりたいと思いますのでよろしくお願いしたい

と思います。

質問するに当たって、部長、これは通告して

いないので指摘だけちょっとさせていただけま

せんか。

実は、宿泊施設の認証制度の状況について資

料を作っていただきました。私は、新型コロナ

ウイルス感染症・経済対策特別委員会にも所属

しておりまして、10月6日に特別委員会がある
んですけれども、その資料とこの資料の差、後

で見てください。常任委員会と特別委員会もさ

ることながら、同じ議論をする際には、やっぱ

り同じ資料を提出していただいて議論を深めて

いかないと、常任委員会に提出する資料が余り

にも、何と言ったらいいかな、忙しかったかも

しれませんけど、同じような資料、差し替えて

でもしていただければと思いました。

具体的に言いますと、効果とか課題とかいろ

いろ書いているわけですよ。そこまであったの

でね。しかし、観光振興課は少ない人員でやっ

ているから、あんまり言うと、何と言ったらい

いかな、申し訳ないというか、かわいそうと言

ったらいいのか。だけど、いずれにしても、こ

れは委員会の資料だから、そこは少ない人員で

やっているから言いにくいんですけれども、そ

こは以後、気をつけていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。
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それで、まず、長崎県物産振興協会の運営の

在り方についてお尋ねします。この物産振興協

会は、県内のいろんな特産品の販路拡大に大き

く貢献しているわけでございます。

そこでお尋ねしますけれども、手数料とかは

どうなっているのか。物産振興協会に加盟して

いるところは、私がお聞きしているのは、まず、

月々の会費が5,000円、年間6万円。売上げの
30％を取っているということで間違いないか
どうか、イエスかノーかでお答えください、時

間がありませんから。

【長野物産ブランド推進課長】ただいま、委員

からご質問がありました内容につきましては、

ｅ-ながさきどっとこむ、これはインターネット
の分ですけれども、それで間違いございません。

【山田(博)委員】 協会の余剰金というのはどれ
ぐらいあるのか、お答えください、現時点で。

【長野物産ブランド推進課長】物産振興協会の

年度末の正味財産残高でございますけれども、

現時点で1億円となっております。
【山田(博)委員】 中小企業が大変厳しい状況の
中に、物産振興協会が、今お互いに大変厳しい

んだから、そこは私もいろんな人に聞いたら、

「30％取っているんですよ」と言ったら、「え
っ、びっくり」とか言ってね、「そんなことを

やってるんですか、ここは株式会社ですか」と、

「違うんです、一般社団法人です」と、「一般

社団法人がそんなことをするんですか、血も涙

もないな」とか言ってね、私は非難ごうごうだ

ったよ。

そこで、お尋ねしますけれども、物産振興協会

の経営状況報告ですけど、地方自治法では、提

出は確かにしないでいいようになっております。

がしかし、あくまでも一般社団法人で県とも関

わりが強くて、県の方々も退職された後に行っ

ていただいて、県の業務とのつながりも強いわ

けだからね。

私は、別に余剰金が1億円あるからけしから
んと言っているわけじゃないんですよ。そうい

った経営内容をしっかりと議会でもわかっても

らうようにせんといかんから、そういったのは

地方自治法の財政状況の公表ということで、第

243条の3にうたわれています。そこはそうであ
っても、ここには「経営状況を説明する書類を

作成し、これを次の議会に提出しなければなら

ない」と。これは対象にはなってませんけれど

も、なってないからと言って出してはいけない

という規定はないんだ。そうでしょう、課長。

いかがですか、イエスかノーかでお答えくださ

い。

【長野物産ブランド推進課長】今、委員お話し

のとおり、地方自治法において出資法人の経営

状況については、一定、法律あるいは条例に基

づいてということになっております。

今回の物産振興協会については、出資がない

というような状況にもございますので、経営状

況の説明書として、一律の議会への提出という

のは非常に難しいというふうに考えているとこ

ろでございます。

【山田(博)委員】 法律上は出さなければならな
いということにはなってませんけれども、出し

たらいかんということを書いてあるかと言って

いるんですよ。ここは法の解釈、見方なんです

よ。しなければならないには入ってませんけど、

出しちゃいかんということは書いてないでしょ

うと言っているんです。そうでしょう。出さな

いといけない規定には入ってませんけども、あ

なた方が求められたら出さないといけない、嫌

だと言えないでしょうと言っているわけだよ。

部長、時間がないから、私がなんでこれを言
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うかというと、確かに、物産振興協会はいい事

業をされております。その中で経営内容という

のは、お互いに、県の物産ブランド推進課と一

緒になって、一蓮托生じゃないけども、一緒に

なって手をつないで、長崎県の物産を振興する

上での大事なツールですよ、これは。一緒に、

兄弟みたいなもんだけれども、そこが経営状態

がどうなっているかということは、厳しい時は

県議会でも応援するというパターンをせんとい

かんと思うんですよ。補助金を出して、後は知

ったことじゃありませんというわけではないん

だから。

そこで、その中に入れながら、苦しい時は助

ける、お互い、そうでもない時は、それなりに

対応するとか、やっぱりそういうことでこれは

必要なんじゃないかと思うんですよ。いかがで

すか、それは、部長、見解を聞かせてください。

【中﨑文化観光国際部長】物産協会の在り方を

ご審議いただく中で、そういった資料の提出を

求められれば、きちんと我々もお出ししてご審

議いただくということは考えてみたいと思って

おります。

【山田(博)委員】 誤解してもらったらいかんの
は、物産振興協会が1億円あるからけしからん
と言っているんじゃないんです、私は。この協

会が文化観光国際部と一緒になって長崎県の物

産振興を頑張ってもらわんといかんわけですね。

その中で経営状況をお互いにしっかりわかって、

あなた方が厳しいから何とかしてもらいたいと、

その時は議会もそうだなというふうになる上で

も、そういった状況が必要だから言っているわ

けです。

今回、担当課が障害者団体の、障害福祉課も

協力していただいて、通信販売に載せていただ

いたでしょう。これは関係の人たちは大変喜ん

でますよ。これはもう大変喜んでおります。隣

の観光振興課もいい企画をつくっておりました

けど、今回、物産ブランド推進課もやっており

ますからね。そこは部長、後で称賛しとってい

ただけませんか。よろしくお願いします。

続きまして、県立歴史文化博物館の運営につ

いてお尋ねします。

文化振興課長、今、館長は誰がやっているの

か。前は、美術館もそうでしたけれども、特に

歴史文化博物館の館長の大堀さんなんかはね、

「議会の先生方とよく協議しながら」とかね、

顔が見えていたのですよ。しかし、今の館長は

誰ですかとか、今の美術館でもそうですよ。も

うちょっと議会と一緒になって、こういう企画

展をしましょうかとか、そういうことでどんど

んやっていくような、美術館なんか、そうでし

たよ。山本二三展をする時も、「一生懸命やっ

ていきましょう」ということでありましたけど、

なんか今の館長さんは、部長よりも偉いのか、

知事よりも偉いのか、なんかあまり議会と接触

しようとしませんからね。そこは一緒になって

やっていこうという姿勢を持ってもらいたいと

いうことをお伝えいただきたいと思います。

もう一つお話をしたいことがありまして、今、

皆さん、歴史文化博物館で県外からいろんな企

画展を持ってきているでしょう。もうちょっと

地元の長崎県でいろんな歴史があるのだという

企画をしていただきたいと思います。

例えば、五島沖の「伊58」潜水艦を知ってい
ますか。これは前川政策監、あなたは詳しいで

しょう、五島振興局長をしておったからね。あ

あいったところ、今、九州工業大学の先生が、

浦環さんという人が来て、そういった企画展を

どんどんやろうと言って一生懸命やっているの

ですよ、移住しているんです。五島にですよ、
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私も会いに行きましたけど。

こういった大変すばらしい人もいるわけだか

らね。県外からどんどん持ってきてですね。も

うちょっと県にゆかりのある、そういった企画

展をやっていただきたい。それで皆さんも密着

してするのですよ。山本二三展とか、福山雅治

さんの写真展だったでしょうが。そういうふう

な企画を考えていただきたいと思うのですが、

どうですか、文化振興課長。

【土井口次長兼文化振興課長】長崎歴史文化博

物館は、県と長崎市が共同で設置している博物

館でございます。まさに、本県の歴史、文化を

発信する施設で、もちろん県外もそうでござい

ますが、企画展等については、本県ゆかりの企

画展をもってしっかりアピールするというのも

大事な使命かと思っておりますので、委員ご指

摘の内容につきましては、今後も博物館とも協

議しながら前向きに取り組んでまいりたいと思

っております。

【山田(博)委員】 時間が来たので終わりますけ
れども、文化振興課長、私はこのことを忘れて

おりませんのでね、必ずやってくださいね。私

は、「伊58」潜水艦のポスターを持っています
から、ぜひ必要な時はお持ちしますので、どう

ぞよろしくお願いします。クリアファイルも持

っていますからね。

以上です。終わります。

【中村(一)委員長】 ほかに。
【北村副委員長】 私も10分、時間をいただき
ましたので、議案外の通告した内容について端

的に質問をさせていだたきます。よろしくお願

いいたします。

まず、スポーツアイデアコンテストについて

でございます。

先ほどから話題になっておりますスポーツビ

ジョンについては、本県の令和2年度成人が週
に1回スポーツを実施する率が全国平均よりも
かなり下回っていると、それを健康な長崎県を

つくるために何とか上げていかなきゃいけない

んだということで出てきた事業かなと存じます。

私も中身をざっと見せていただきましたが、

何件応募があって、どのようなものが選定され

て、そして、これをどう生かしていくのか、い

つまでにやるのか。そして、これをどうやって

スポーツ実施率の向上、できればどれぐらい上

げていくんだというような具体的な目標があれ

ば結構ですが、その辺について答弁をお願いい

たします。

【野口スポーツ振興課長】 応募総数は54件ご
ざいました。そのうち最優秀賞を1点、それか
ら優秀賞を2点選ばせていただきまして、最優
秀賞が、ながぶらディックウォーク実行委員会

という団体が企画しました、長崎県内各地域で

ノルディックウォーキングのイベントを実施す

るというものでございました。これは県民の健

康づくりと地域の再発見を兼ねて県内各地でイ

ベントを実施することと、併せて観光客にも体

験プログラムとして提供可能な、健康と観光を

組み合わせた魅力的な提案ということで評価さ

せていだたきました。

あとの2件は、1件目が、長崎ウェルネススポ
ーツ研究センターという団体の企画で、企業等

の職場の中に気軽に運動ができるフィットネス

ステーションを整備して、コーヒータイムとか

トイレ休憩に休憩と同じ感覚で体を動かしても

らうという提案でございます。

もう一つが、総合型地域スポーツクラブを波

佐見町で運営しております特定非営利活動法人

ＡＬＨという組織ですけど、そこが提案しまし

た、町なかストリートで買い物ついでに気軽に
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スポーツが体験できるような場所を整備すると

いう提案でございました。

1つ目の最優秀賞につきましては、ぜひ事業
化をしたいということで、追ってご審議賜りた

いと考えております。

もう一つのウェルネススポーツ研究センター

の分は、国保健康増進課が健康経営推進企業と

いう企業を61社、指定しておりまして、そこの
企業に働きかけていただくということで今進め

ております。

もう一つ、波佐見の総合型スポーツクラブの

提案につきましては、同クラブとの意見交換を

通じて具体的な検討を進めてまいりたいと思っ

ております。

こういった取組の中で多種多様な層、例えば、

サラリーマン層とか、それから若者層、それか

ら高齢者層、いろんな層に働きかけることでス

ポーツ実施率の向上につながる。具体的な数値

目標としては、現在掲げている目標数値でござ

いますけど、達成に向けて、これも一つの有力

なツールとして活用していきたいと考えており

ます。

【北村副委員長】ぜひ事業化に向けて頑張って

いただきたいなと思います。先ほど申し上げま

したスポーツの実施率の全国平均が59.9％、本
県は45.5％ですから、かなり低いなと。なおか
つ、健康寿命も全国平均を下回っているという

状況でございますので、何とかこういった取組

を広げていただきたいなと思います。

54件の応募があったという話でしたが、たし
か、この応募されたアイデアは、受賞する、し

ないに関わらず、様々な事業に生かしていくん

だというような内容だったかと思いますけれど

も、それで間違いなかったのか。

そして、受賞された以外の中にも、3つしか

公開されておりませんので、プレゼン資料はそ

の3つしか私は見ていないんですが、使えるも
のが、使えると言うと失礼ですけれども、きら

っと光るようなアイデアがあったのかどうか、

その辺の評価というのは、いかがですか。

【野口スポーツ振興課長】今回、アイデアコン

テストを実施しましたことで、県内に様々なス

ポーツ関係団体がいらっしゃるということと、

その方々がどういうことを考えていらっしゃる

かということを一定知ることができました。

したがいまして、受賞した以外のいただいた

アイデアの活用につきましても、連携して取組

ができないか、個別に連絡を取りながら、今後、

検討してまいりたいと考えております。

【北村副委員長】よろしくお願いします。ノル

ディックウォークですか、非常にいいなと思っ

ております。野母崎の超有名人の水仙マンさん

もご協力いただいているということでありがた

い話なんですが、私、個人的な話をさせていた

だくと、ストリートスポーツというのに注目を

しておりまして、先般のオリンピックでも、ス

ケボーだとかＢＭＸだとか、そして、次回のオ

リンピックからはブレイクダンスが正式種目に

なるといった中で、スケボーだとか、モルック

だとか、ズンバだとか、パルクールだとか、聞

いたこともないような斬新な提案がなされてお

りますので、そういったところをしっかり生か

していって、ともすればウォーキングというの

は非常に参加しやすい反面、じゃ、それを事業

化していくことにどういった意味があるのか、

ほかでやっているじゃないかという話もありま

す。ですから、それをしっかりとがったものに

していって県民の注目を集めるような事業にし

ていただきたいなと思います。

そして、もう一点通告しておりましたのがブ
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ルーラインの観光資源化についてでございます。

ブルーラインの整備というのは、先日の土木

部への質疑の中で、今後、長崎県内で自転車が

安全に走行できるように整備を進めていくのだ

というスケジュール等が明らかになりました。

これは観光資源化に直接資するものであろうか

と思います。いわゆるサイクルツーリズムです

ね。

県は、このブルーラインも含めてサイクルツ

ーリズムをどうやって進めていくのか。いろい

ろなサイクルイベント等も企画されている中で、

新型コロナウイルス感染症の中では屋外でのス

ポーツに注目が集まり、自転車人口も増えてい

るかと存じますので、そういったところについ

てご答弁をお願いいたします。

【野口スポーツ振興課長】ブルーライン等の整

備につきましては、ドライバーへの注意喚起と

いう県民目的と、それから当部におきましては、

整備されたルートをサイクリングルート、サイ

クルツーリズムの推奨コースとしての認知度向

上を図るべく情報発信に努めてまいりたいと考

えております。

具体的に、今年度、九州知事会で九州・山口

サイクルマップというものを作成しました。そ

の中で本県内の推奨サイクリングコースを掲載

しております。併せて、県の観光ポータルサイ

トのながさき旅ネットにおきましても、県内の

サイクリング情報という特集ページを設けてコ

ースの紹介も行っております。

県内で、今、7件のサイクルイベントが実施
されておりまして、今年度は4件が中止、1件が
実施検討中、残り1件が実施予定となっており
ます。こういったイベント主催者、今年度はコ

ロナの影響がございましたけれども、イベント

主催者と意見交換会とか、九州が一体となった

シリーズ化を検討してまいりたいと考えており

ます。

【北村副委員長】ぜひしっかり進めていただき

たいなと思います。ワクチン接種がアメリカを

追い越したという状況で、様々なイベントなど

が開催可能になってくるんだろうと思います。

そしてまた、非常に長きにわたり、皆さん、

非常に我慢していただいた、リベンジ消費とい

う話もあって、そこの中にも観光旅行、ツーリ

ズムというところに入ってくるんだと思います。

一つ要望ですが、先ほどのマップですね、九

州・山口サイクルツーリズム推進協議会のマッ

プですとか、ながさき旅ネットのサイトですと

か、お勧めのコースがRide with GPSを使って9
コースが紹介されております。一つは、九州・

山口サイクルのマップは、頭にかすてらを載せ

たサイクリストが載っておりました。九州・山

口というのは、非常に広範でいいのかもしれま

せんけれども、やはり長崎に来てもらうという

ようなことで、Ride with GPSの9つのルートを
紙にして、要は、長崎県版のサイクルマップで

広報していただきたいと思います。そのサイク

ルマップは、自転車店だとか、観光案内所に置

いてますよということなんでしょうけど、これ

をそこに置いていただいて他県から来ていただ

けるのかというと、これは空港であるとか、例

えばアンテナショップですね、そういったとこ

ろで広範囲にアピールをしていただきたいなと

思っております。

残念ながら、Ride with GPSの9つを全てチェ
ックすると、61人しか見てないとか、なかなか
伸びていかないなと。九州・山口を含めたとこ

ろで320人しか見てないというような状況です
ので、これは知られてないだけだと思います。

非常によくできています。私も登録しました。
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自転車をわかっている人がつくっているなと、

誰がやっているのか、ちょっと興味が沸きまし

た。アクセスを容易にするような長崎県版の、

やっぱり紙の力はありますので、そういったこ

とを広範囲にやってほしいなと思います。

時間が来ましたので、一言お願いいたします。

【野口スポーツ振興課長】 コロナ禍において、

アウトドアスポーツの中でサイクルツーリズム

というのは今後の地域活性化において非常に重

要なツールになるというように私どもしっかり

認識しておりまして、今、島原半島につきまし

ては、ナショナルサイクルルートを目指すとい

う動きがございます。あと、上五島、下五島、

それから大村湾南部地域、全て自転車活用推進

計画の下で、サイクルツーリズム、サイクル環

境の整備を含めて土木部と一体となって進めて

おります。市町をしっかり巻き込みながら一緒

に実施しまいりたいと思っていますので、ご支

援、また、ご協力をよろしくお願いいたします。

【中村(一)委員長】 これで議案外所管事務一般
の審査を終結します。

文化観光国際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 零時 １分 休憩 ―

― 午後 零時 １分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

午後は、1時30分から委員会を再開し、県民
生活環境部関係の請願審査を行います。

文化観光国際部の理事者の皆様におかれまし

ては、大変お疲れ様でした。ありがとうござい

ました。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ２分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、県民生活環境部の審査を行います。

まず、請願の審査を行います。

第1号請願「気候非常事態宣言と着実な目標
達成をめざす政策を進める請願について」を議

題といたします。

紹介議員からご説明をお願いいたします。

【堀江委員】 紹介議員の堀江ひとみです。

本請願は、ＩＰＣＣ（国連気候変動に関する

政府間パネル」の「人間の活動による影響が大

気や海洋、陸地を温暖化させたのは疑いの余地

がない」と断言した科学的知見を基に、気候危

機と呼ぶべき非常事態を「地球で火事が起きて

いる」と例えて、請願人と、その危機感、切迫

感を共有した1,674名、17団体の賛同者の皆さ
んが提出されました。

その内容は、気候非常事態宣言の発出、長崎

県地球温暖化気候変動対策実行計画の進捗状況

の県民への定期的な報告など、4項目を要望し
ています。

人類の未来がかかっている問題を、タイムリ

ミットはすぐそこ、我々はこれから生きていく

世代だと主体的に捉え行動していること、学業

の傍ら請願提出のために時間をつくり、多くの

県議会議員と懇談を重ね、また、署名を集める

など尽力された請願人の皆さんに心から敬意を

表します。

気候危機と呼ぶべき非常事態の危機感、切迫

感をどう共有するか、本請願が県議会へ提案し

た内容の一つと私は考えました。

例えば、日本の場合、環境省は、既に「2100
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年 未来の天気予報」を公表しています。国立環

境研究所や気象研究所が力を合わせて研究した

成果で、有効な対策を取った場合と取らない場

合をシミュレーションしたものです。このまま

有効な対策を取らずに地球温暖化が進むと、

2100年の日本はどうなるか。夏の最高気温は、
札幌40.5度、秋田42.5度などとなり、むしろ、
沖縄那覇の35.8度の方が低くなると予想してい
ます。桜の開花予報は、ほぼ全国一斉に開花と

なる。米の生産は、北海道が日本一の米どころ

となるなどと予想しています。

世界的には、既に申し上げたＩＰＣＣの報告

書があります。私が申し上げるまでもなく、Ｉ

ＰＣＣは、各国政府を通じて推薦された数百人

の科学者及び専門家が参加し、5年ないし6年ご
とに、その間の気候変動に関する科学研究から

得られた最新の知見を評価し、その結果を報告

書にまとめて公表しています。

人為的な影響と温暖化との関連性を疑う余地

はないと断言していることが世界の科学者の知

見です。

ＩＰＣＣは、同時にこれから10年の思い切っ
た削減と2050年までに温室効果ガスの排出量
の実質ゼロを達成することができなければ、破

局な気候変動を回避できないとも指摘していま

す。

こうした科学的知見を自らのこととして受け

止め、本請願は提出されています。観光生活建

設委員会委員の皆様に請願採択を心からお願い

いたします。

なお、請願人より趣旨説明の申出があってお

りますので、重ねて、委員長、お願い申し上げ

ます。

【中村(一)委員長】 ありがとうございました。

この際、お諮りいたします。

請願人から趣旨説明をしたい旨の申出があっ

ておりますが、これを許可することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 異議なしと認めます。

よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。

なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

簡明に5分以内でお願いいたします。
しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３５分 休憩 ―

― 午後 １時４９分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、この請願についての質疑を行いま

す。

質疑はありませんか。

【小林委員】 今、1,700名を超える17団体の皆
様からの願いが込められました請願書が提出を

されております。

この請願書を審議するに当たりまして、私な

りの意見を申し上げながら、県当局の考え方を

お尋ねしたいと思います。

もう言うまでもないことでありますけれども、

近年の気温の上昇は、過去何百年あるいは何千

年を振り返りましても例がなく、地球温暖化に

歯止めのかからない、こういう状態であります。

気候変動に伴い、異常気象は世界において、

もちろん、本県においても厳しい自然災害が発

生し、尊い命が奪われたり、県民生活や経済活

動に様々な影響が生じていることもご案内のと

おりであります。

2015年のパリ協定の目標と現実がどんどん
かけ離れていることに、我々は重大な関心、危

機感を抱かなければならないと思います。

昨年、国においては、2050年までに温室効果
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ガスの排出を全体としてゼロにすることが宣言

され、本県も地球温暖化対策をさらに進めてい

くために、「第2次長崎県地球温暖化（気候変
動）対策実行計画」が策定され、2050年の温室
効果ガスの実質的な排出量をゼロにする「ゼロ

カーボンシティー」を表明されたところであり

ます。

長崎県の今後の取組の中において、こうした

状況の中で、今議会に請願書が提出された中に

4つの取組が求められております。
我々、県議会としても、この内容は極めて重

要だと思いますし、また、県としても真剣に受

け止めなければならないことではないかと考え

ます。

まず、この4つの要請に対して県の見解を求
めたいと思います。

【重野次長兼地域環境課長】今の委員の質問に

お答えさせていただきます。

気候非常事態宣言についての意義は認識して

おりますけれども、今年の3月に県が表明した
ゼロカーボンシティー表明と目的は同じものと

認識しております。

したがって、新たに宣言するよりも、3月に
策定したこの「第2次長崎県地球温暖化（気候
変動）対策実行計画」に基づき、今年度、気候

変動適応センターを設置する等、具体的な施策

を推進していくことが必要であると考えており

ます。

また、同実行計画の基本方針の一つ「様々な

主体との戦略的連携の下に取組を推進する」と

いう方針に基づき、様々な活動をされているＮ

ＰＯ、ボランティア団体とも連携し、より効果

的な周知啓発を通じて県民の気候変動に対する

意識が向上されるよう、着実に取り組んでいき

たいと考えております。

2番目の環境配慮型の経済の構築につきまし
ては、国は、温暖化対策を経済活性化にもつな

げるという経済と環境の好循環の方針を示して

おり、県におきましても、環境に配慮した太陽

光発電や洋上風力発電などの再生可能エネルギ

ーの導入促進により、温室効果ガス排出削減と

同時に関連産業の振興につなげていけるよう、

各種取組を推進してまいります。

3番目の環境学習や知る機会の確保につきま
しては、県では、日頃から長崎県地球温暖化防

止活動推進センターや県内各地の地球温暖化防

止活動推進員と連携し、県民や事業者などを対

象に普及啓発を実施しております。地域での学

習会やイベント等を通じて引き続き地球温暖化

対策の意義など、県民の理解が促進されるよう

取り組んでいきます。

4番目の県の実行計画の進捗状況につきまし
ては、年に1回、21長崎県環境づくり推進本部
による評価、また、専門家を交えた長崎県環境

審議会の点検・評価を受け公表するほか、議会

へ様々な形で報告をしながら、今後、わかりや

すい情報発信に努めていきたいということで考

えております。

【小林委員】 ただいま、県当局の考え方、請願

書の中に求められている4つの要請について、
一つ一つご答弁をいただきました。

それで、私の方でさらに尋ねたいと思います

ことは、県の地球温暖化の対策をさらに進める

という基本的な考え方の中で言われているよう

な第2次のこういう実行計画を作成されたので
あります。これを見まして、率直に言って大変

すばらしい中身だと私は思います。非常にわか

りやすいし、読めば読むほど状況がよくわかっ

てまいりますし、危機感も高まってまいります。

そこで、要は、これをいかに実行していくか
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ということがとても大事だと、このような認識

をいたしているところであります。例えば、

2030年に中期目標を国も発表しておりますけ
れども、長崎県としては、この2030年の中期目
標をどれくらいに設定しているのか、まずこの

点についてお尋ねをしたいと思います。

【重野次長兼地域環境課長】 「第2次長崎県地
球温暖化（気候変動）対策実行計画」では、中

期目標として、県内の温室効果ガス排出量を

2030年度までに2013年度比で45.2％削減する
ことを目標と設定しております。

【小林委員】今の答弁を聞いていますと、いわ

ゆる県の目標、2030年には2013年比45.2％削減
を目標としていると、こういう答弁がありまし

た。これは確かに国が今回発表した基本方針は、

中期目標は、まさに2013年比46％となっている
と思います。ですから、今、あなたが答弁され

た45.2％というのは、国の中期目標を下回って
いるわけであります。2030年まで、あと9年ぐ
らいしかないわけであります。本当にこれが実

現できるのか、具体的に2013年の排出量はどれ
くらいあったのか。そして、これを45.2％にい
わゆる削減するとなれば、どれくらいになるの

か、具体的に示すことができますか。

【重野次長兼地域環境課長】計画にも記載して

おりますが、2013年度に1,099.5万トンの温室
効果ガスが排出されております。2017年度に
924.6万トンになっておりますので、これを
2030年度までに602万トンまで、45.2％削減す
ることを目標にしております。

【小林委員】 今の話で、2013年が大体1,100万
トンぐらいだと、1,100万トンから45.2％削減を
すると大体600トンぐらいになると。今申し上
げるように、あと9年ぐらいしかないわけです
よ。しかも、国の基準方針から下回るような形

の中で、果たしてこれが実現できるのかという

のが最大の課題と思います。

重ねて、この取組についての決意を申し述べ

ていただきたいと思います。

【重野次長兼地域環境課長】具体的な取組とい

たしましては、省エネの推進、再生可能エネル

ギー導入の促進に取り組んでいこうと考えてお

ります。

まず、省エネの推進につきましては、家庭で

は、節電・省エネ家電製品への買換えのほか、

住宅の断熱リフォームといった取組を、工場や

事業場では、空調機やボイラー等、エネルギー

消費機器を高効率へ更新するなどの取組を推進

していきます。

次に、再生可能エネルギーの導入促進につき

ましては、国の補助事業を活用して、公有施設

への太陽光発電や蓄電池などの設置を推進する

ほか、住宅やビルへの太陽光発電設備の普及を

図っていくこととしております。それ以外にも、

電気自動車やプラグインハイブリット車などの

次世代自動車の普及、プラスチック製品の使用

抑制、分別徹底、食品ロスの削減といった資源

循環型社会づくりのための取組、森林保全など

の二酸化炭素の吸収源対策にも取り組んでまい

りたいと考えております。

【小林委員】 ただいまご答弁があった内容が、

9年ぐらい先の2030年に45.2％の削減が実現で
きたと、こういう形の中で今後真剣に取り組ん

でいただくことを重ねてお願いを申し上げてお

きたいと思います。

それと、私は、かねてから地球温暖化の問題

の取組を本県において考えた時に、言うべきか

どうなのかと思いましたけども、実際的に本県

には松浦市に4か所、西海市に2か所、計6か所
の火力発電所が存在するわけであります。それ
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ぞれ6か所の会社は、本県の電力供給に熱心に
取り組んでいただいていること、これは基本的

に我々は感謝しなければならないと思っており

ます。

しかしながら、世界の流れ、石炭火力に対す

るところのいわゆる世界の流れは、率直に言わ

せていただいて、殊のほか厳しく受け止められ

ているところでございます。本県がいわゆる中

期目標においても、あるいは2050年においても、
実質的にゼロを目指すという時に、こういうと

ころの問題点が長崎県においては最大の課題に

なっていくのではなかろうかと、このように自

分自身で考えているところでありますが、この

点については、県当局としてどうお考えであり

ますか。

【貞方県民生活環境部長】ただいまご質問があ

った件につきましては、基本的に所管が産業労

働部ではないかと考えております。私から県の

考え方について若干申し述べさせていただきた

いと思います。

国におきましては、2050年のカーボンニュー
トラルを見据える中で、次のエネルギー基本計

画の策定を進める中で、気象条件により出力が

増減する再生可能エネルギーを拡大していく上

では、その調整能力が非常に大事になってくる

と。したがって、火力発電を脱炭素化していく

ことが重要である、そういった議論がなされて

いるというふうにお聞きしております。

このようなことから、県におきましては、エ

ネルギー出力調整に優れ、電力の安定供給の役

割を担える石炭火力発電の低炭素化、これが非

常に重要ではないかと考えておりまして、国に

対しましても、先ほどご指摘がございました西

海市の松島火電、この設備の高効率化について、

県としてもかねてより要望をしてきたところで

ございます。

この4月、電源開発株式会社、J-POWERから
二酸化炭素が発生しない水素発電の実現に向け

た第一歩として、松島火電2号機にガス化設備
を付加して高効率化するといった発表もあった

ところでございます。

県といたしましては、再生可能エネルギーの

導入拡大と石炭火力発電の低炭素化を促進する

ことにより、カーボンニュートラルの先進県を

目指してまいりたいと考えております。

【小林委員】今の部長の説明を聞いて非常に力

強く感じております。

今、再生可能エネルギーとして太陽光とか風

力発電とか、長崎県の置かれた位置の中から一

番対応しやすい状況に置かれていると、こう考

える中において、火力発電所の存在が、より安

定的な供給を求めて、これから低炭素とか、あ

るいは水素発電とか、そういう新しい取組を実

は考えていただいているというような今のご答

弁の中で、大変ありがたいと思っております。

要は、今申し上げるように、とにかく実行し、

結果を出すこと、それしかないと思いますので、

大変でありますが、よろしくお願いしたいと思

います。

最後にお尋ねしたいことは、今回、請願書を、

先ほども言いますように、1,700名を超える方々、
それから17団体、しかも、代表のお話を聞いて
も、しっかりなされておりますし、まだ若い学

生の皆様方、青年の皆様方が、将来を考えて、

こういう行動を起こしていただいているという

ことは、大変力強いし、本当に一緒にこれから

も取り組んでいかなければならないという期待

を込めているところでございます。

したがいまして、お話があるように、本県は

もう既にゼロカーボンシティーを、1,800自治体
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ある中において、300番目ぐらいの、そういう
状況の中で取組を表明している先進県ではなか

ろうかと、こう私は考えているわけであります。

しかしながら、今後、請願人の皆様が長崎県

に期待をされているところの気候非常事態宣言

を打ち出すようなことがあるかないか、その辺

のところはどう考えているか、そこを最後にお

尋ねしたいと思います。

【重野次長兼地域環境課長】先ほど申しました

ように、現在の計画を今年の3月に策定して、
今、それを進めているところでございます。現

在のところは気候非常事態宣言を発することは

考えておりません。

ただ、今後、効果的な行動に結びつけること

ができずに新たな対策を追加する場合、もしく

は、新たな気候変動が生じ、県民に対して宣言

を行うことがより効率的な啓発活動につなげら

れる場合は、宣言することも一つの手段だと考

えております。

なお、宣言につきましては、県議会の意見も

聞きながら十分協議した上で対応したいと考え

ております。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
【山田(博)委員】 課長、先ほどの小林委員のお
話をずっと聞いてたんですけど、今回の請願人

の話は、ほぼほぼ方向性等は一緒なんだという

ふうに聞こえたわけですね。ただ一つ、この気

候非常事態宣言はどうかなと、クエスチョンだ

なと、わかりやすく言うと、そう聞こえたわけ

ですよ。がしかし、気候非常事態宣言を出すの

も効果的だと、あとはタイミングの問題ですね

というふうに私は聞こえたんですね。それで間

違いないですか。要するに、あらゆる手段をし

ても、どうしてもならないんですよと、県民の

皆さんの意識が高まらない、これはもう手も足

も出ないということで、最後の手段でこういう

ふうにせんといかんというのを考えるというこ

とで理解していいですか、そこだけお答えくだ

さい。

【重野次長兼地域環境課長】先ほども申し上げ

ましたとおり、現在は今の実行計画を進めてい

く、これで成果を出していくということが非常

に重要なことだと考えております。その中で、

それでも対応が進まない、新たな気候の非常事

態が出てきたというところがあれば、それも一

つの手段だということで考えております。

【山田(博)委員】 確かにですね。そこで、次長
にお尋ねしますけど、気候変動適応法という法

律は、お聞きしたら平成29年にできたんですね。
間違いないですか。先ほど、平成29年と聞きま
したが、いつですか。

【重野次長兼地域環境課長】 平成30年になり
ます。

【山田(博)委員】平成30年に気候変動適応法と
いう法律ができて、本年の10月1日に地域気候
変動適応センターを設置しますと。これはここ

でいう請願人の地球の現状を知る機会を確保す

ることの一つの手段にぴったしに当たるんじゃ

ないかと思うんですけどね。長崎県地域気候変

動適応センターを本年10月につくるというこ
とで、47都道府県のうち35番目になるのかな、
そこをちょっとお答えいただけますか、間違い

ないかどうか。

【重野次長兼地域環境課長】はい、間違いござ

いません。

【山田(博)委員】 地域環境課長ね、私はここで
思うんですよ。いいですか、平成30年に法律が
できて、この気候変動適応センターをつくった

らどうですか、つくりなさいよと言われて日本

全国でつくっているんです。我が長崎県は一生
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懸命頑張っているというのはわかるんです。と

ころがどっこい、それをつくったのが35番目な
んです。

高校生の皆さんが言っているのは、環境学習

とか、そういう意識をもっと高めんといかんと

いうことで気候非常事態宣言を出して、もっと

意識を高めたらいいんじゃないかと。

私は1つだけ具体的に言うと、この気候変動
適応センターの設置について考えれば、高校生

が言っていることは、ごもっともなんですよ。

高校生の皆さん方に発信してくれというのが、

我が長崎県は頑張ってますと、センター一つ取

って言えば、遅い。高校生が、もっと私たちに

情報を発信してくださいよと言っているんです

よ。言っている中に、これが1番、2番、5番と
かだったらわかるけど、47都道府県のうち35番
目でやっているから、宣言を出して頑張ってく

ださいよと、もっと私たちに発信してください

と、子どもたちが立ち上がったんです。

だから、非常事態宣言というのは、県民の皆

さん方に知らせる、それでいいと認めたんだっ

たら、そもそもあなた方もこういったところを

もっと前向きに、一歩も二歩も遅れているとい

う証なんだ、ここは。と、私は認識しているわ

けでございまして、そこは指摘をしておきたい

と思います、ここはね。誰が何を言おうがね、

これは35位だからね。こういった宣言をつくっ
たといえども、ここで子どもたちが言っている

のは、的確、ぴったしかんかんだ。

私は、非常事態宣言は、ある程度認めるけれ

ども、県議会の議員と協議しながらすると言っ

ているけれども、そもそもあなた方が、こうい

ったところで遅れをとっているんだよ。だから、

高校生の皆さん方が指摘をされるのはごもっと

もということです。

そういうことで、子どもたちがこういったこ

とで勉強とか学習をしながら、こういったこと

を発案されるということについては、私は心を

打たれたね。これからも請願人の皆さん方には、

こういったことで前向きに頑張っていただいて、

将来、日本とか、いや世界を担う子どもたちに

なってもらいたいよ。新しい日本づくりを頑張

ってもらいたいと思います。

そういうことで、私ばかり質問できないので、

一旦終わりたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
【松本委員】今回の請願が提出された背景の中

に、請願書の文章の中に私も感銘を受けた言葉

があります。ここの中で「身近に迫ってきた危

機的な状況に対し、長期的な視点での県民の理

解が進んでいる状況とは言えません」と。火事

に例えるとしたら、県の計画は、あくまでも消

火活動で、非常事態宣言は火災報知機を鳴らし、

県民に強く「地球は火事である」ことを知らせ

ることができるという記載がありました。

また、「県民の意識を目覚めさせ、より実効

性の高い行動を県民に求めることが必要です」

と。つまり、先ほど山田(博)委員の質問にもあ
りましたけれども、結局、こういった背景の中

で高校生や大学生の方々が使命感を持って請願

を届けるまで勇気のある行動をした背景には、

やっぱり行政だけでは足りないと、自分たちが、

県民が意識を持ってやらなければいけないとい

う背景があったと同時に、現状の県の計画が、

請願人の方々や意識の高い方にとっては、やは

り実効性が伴ってないというような印象を与え

てしまっていることが、気候変動に対して県の

取組が、先ほどの質疑にあったとおり、35番目
に気候変動適応センターを設置するという、し

かも、あさって。その部分に対して、まだ足り
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ないところがあるのではないかと。

一番大事なことは、宣言で危機感を持つとい

うことも、もちろん大事ですけれども、具体的

に何をするかというところの部分が計画だけで

伝わってないということ。今回、請願をされた

行動自体は、こういう行動を県民の方、皆さん

がしていただければ大きく変わると思うんです。

ただ、あさって、気候変動適応センターが開

所することで、その機能の中に、「日常生活や

事業活動により大きな影響を及ぼす防災、農林

水産、健康の分野等に係る情報を一元化すると

ともに、県民等にわかりやすく情報発信し、適

応策に対する理解を深める」というふうにあり

ます。

具体的に何をするのか、そこをお尋ねいたし

ます。

【重野次長兼地域環境課長】 例えば、今、熱中

症で運ばれる方が結構多くなってきていますけ

れども、そういう気温が高くなったという状況

を提供することによって、各個人が熱中症にな

らないように水分を小まめに補給したり、そう

いう時期には運動しないといった、気候変動が

高まってきている中で、その効果を軽減すると

か、適応するというものがあります。

また、農林水産業におきましては、気温が上

がってきておりますので、それに適応できるよ

うな、例えば米の品種を改良して農林水産業の

推進につなげる、水産業で言えば、藻場を造成

していくという形で、今、温度が上がっている、

水温が上がっている、そのような状況に適応し

ていくような情報を皆様方に発信してまいりた

いと考えております。

【松本委員】適応策、つまり気候が変動してい

るわけですね。その中で地球に住んでいる長崎

県の県民としても、その気候変動に適応した生

活をしていきましょうと、県民の生活を変えて

いこうというようなことを具体的にしなきゃい

けないと。それはセンターだけでできることで

はないですよね。関連するところでやろうとし

ているわけですよね。そこの部分の体制とか、

県民の方々や事業者とか、そういったところの

方々にも働きかけをしていくんでしょうか。

【重野次長兼地域環境課長】先ほどの情報につ

きましては、国立環境研究所とか、国立気候変

動適応センター、長崎気象台、それから地球温

暖化防止活動推進センター等から情報を収集す

る中で、県の関係課を通じて、市町、県民、事

業者、そういう方々に周知を図りながらやって

いきたいと思っております。

あと、ホームページについてもきちっと開設

して、そこから一元的に情報を発信できるよう

に進めていきたいと考えております。

【松本委員】一番大事なことは、具体的な対応

策が伝わらなかったということに対して、しっ

かりと認識を新たにしていただいて、また、こ

ういった動きに対しても連動して一緒にやらせ

ていただけるような考えも持っていただきたい

ことを要望して、質問を終わります。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
【坂口委員】今までの議論を伺ってますと、県

は県でしっかりやってますという主張をなさっ

ておりますが、確かに、私も計画等々を読む限

りは、一定の成果が出ていることも事実だと思

っております。

ただ、なんで請願人の方が気候非常事態宣言

の発出を求められているか、また、そういう議

論をしなければならないかというところの根本

は、やっぱり県の取組と進捗の報告等が県民の

皆様に伝わってないと。そこが今回の請願の根

本問題だと考えております。
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そういう意味で、請願事項の一つに、「長崎

県地球温暖化（気候変動）対策実行計画の進捗

状況を県民に定期的に報告し、適切な調整を行

い、実行計画を軌道に乗せ続けること」という

ものがございますので、今日は、せっかく請願

人の皆さんもいらっしゃいますので、今後、ど

のようにして県民の皆様に取組をしっかり伝え

ていくか、そのあたりを少し具体的に、定期的

にとかいろいろございますので、その辺、意気

込みを含めてお伝えいただければありがたいで

す。

【重野次長兼地域環境課長】先ほど、小林委員

からの質問の時にも申しましたとおり、県の関

係機関で構成される21長崎県環境づくり推進
本部、専門家を集めた環境審議会の中で評価し

ていただいて、県民の皆様方に情報発信してい

きたいということで考えております。

なお、情報発信の仕方につきましては、ＳＮ

Ｓとか、YouTube、予算の関係でテレビで放映
するというのは、なかなか難しいかもしれませ

んけれども、そういうご意見をいただいており

ますので、県民の皆様方にうまく情報が伝わる

ような形で考えていきたいと思っております。

【坂口委員】まずは、今回求められているよう

なことをしっかりと実施を、今おっしゃったよ

うなことを実施していただきながら、また、県

民の皆様の評価をいただきながら続けていただ

ければと思いますので、ぜひよろしくお願いを

いたします。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
【前田委員】まず、確認させていただきたいん

ですけれども、2013年に長崎県の地球温暖化対
策実行計画を策定し、そして、本年3月に第2次
の長崎県地球温暖化対策実行計画をつくったと

いう理解をしております。最初につくった実行

計画の期間というのは、2013年度から2020年度
までということで、当初の計画の中で目標とし

ていた1990年度比で温室効果ガスを13.4％削
減するというところは、結果として、ここは何％

になっているんですか。

【重野次長兼地域環境課長】今、委員がおっし

ゃられた1990年度比、平成2年度比で2.9％増加
しております。ただし、前計画策定当時の2013
年度、平成25年度比では15.9％削減されている
ということ。また、2012年度以降、5年連続で
平成25年度から29年度までは減少していると
いう傾向も見られております。

【前田委員】坂口委員の意見にも通じるんです

けれども、当初の目標からすれば1990年度比、
どこで比較するかということなので、1990年度
比でしたところ、13.4％に対して、逆に2.9％増
えていたと。ただ、次長がおっしゃるように、

2013年度を見ると、それは減ってきてますよと
いうことになると思うんです。それは説明を受

ければわかりますけれども、やはり一度、第2
次の長崎県の計画に入った時に、これまでまだ

1年しかたっていませんので、今からでも結構
なので、やっぱり1次の分をしっかり検証した
結果というものを説明いただく。当然、2013年
につくった時の目標と今の目標というのは、基

準年が違ってきますから、捉え方は違うという

のは理解しながらも、そこをきちんと伝えてい

かないと、県民の方は、本当にこの対策が進ん

でいるか、進んでないかというのは、判断でき

ないんじゃないかなということを思っています。

そういったことも含めて、先ほどから変動適

応センターの話も出てきていますけれども、そ

もそも、これ以前には地球温暖化防止活動推進

センターというものがあって、県内各地でそれ

を知らしめるために地球温暖化防止活動推進員
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と連携した活動をとってきているということを

私たちは認識していますけれども、このセンタ

ーや推進員の活動について、1次の計画が終わ
った時点での検証というか、成果というものに

対しては、どういう認識を持っておられますか。

【重野次長兼地域環境課長】地球温暖化防止活

動推進センターというものにつきましては、先

ほど申しましたように、地球温暖化の現状とか

対策の重要性についての啓発活動という形で、

情報誌を年に2回、各1万部、発行しております。
あと、地球温暖化対策に関する民間活動団体の

活動支援で、地域学習会の支援をしたり、家庭

エコ診断をやったりしております。それと、日

常生活に関する温室効果ガス排出実態の調査と

か情報分析もやっております。新たな活動とい

たしましては、地域公共団体実行計画の達成の

ために県が行う施策として、事業者の省エネセ

ミナーとか工務店セミナー、それとか「我が家

の省エネ日記」ということで、小学校4年生か
ら6年生に環境教育に興味を持ってもらうとい
うことについても、この活動推進センターに委

託をして事業をやっていただいているところで

ございます。

【前田委員】そういった活動の目的になってい

ると思うんですが、今回、こういった要望が出

てくる中で、学生の方も含めて県民の方がそう

いった活動について直に問い合わせをしたりす

る中で、やはり県民目線で見た時に、そこがな

かなか足りてない。若者から見たら、こういっ

た説明も含めて、若い方々になかなか通じづら

いということの指摘が上がっているのは、それ

はそれでやってきている中での一定課題だと思

うんですね。

ですから、先ほど言ったように、実行計画の

検証もさることながら、今までやってきたこと

を振り返る中で、私たちも今回のような請願と

いう形にならないと、当然、私たちは3月定例
会でこの計画を認めているわけですから、次長

がおっしゃるように、これに沿ってしっかりや

っていただいているという認識はしています。

ただ、やっぱり高校生の、県民の方が活動して

いるなかで、温防センターの仕事が足りていな

いのではないかといった指摘がされたという中

では、今度のセンターの設置も含めて改められ

るべき点、強化すべき点は強化してほしいなと

思ってます。

その中で次長が言ったように、今回、4項目
上がってますけれども、私たちが一つ気になっ

ている気候非常事態宣言というものについては、

次長が先ほど小林委員の質問の中で、「先々、

この計画が順調に進まないと、また新たな気候

の変動があった時点で発動することもやぶさか

ではない」ということをおっしゃる中で、現時

点では宣言を出すということではないんだとい

うような判断もされています。

ただ、私が個人的に思うことは、全国の中で

壱岐が初めて非常事態宣言をする中で、国も決

議をしております。そうした中で、今後、仮に

県民の周知が足らずに宣言的なものを出すとす

るならば、それはやっぱり市民生活に密着した

21の市町がそこを意識しなきゃいけないんだ
と思ってて、県だけということよりも、21市町
と連携を取る中で、こういったものの宣言を発

出するかどうかというのも一つの見極めになる

のかなと思ってますし、県内では、まだ1市し
か出してないということを考えた場合に、この

実行計画を進めていく中では、今まで以上に市

町との連携をしっかりやっていってほしい。

その中で、目標に向かう中で、達成できない

となるならば、一つの手段として非常事態宣言



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２９日）

- 170 -

という方法もあると思いますので、その手段は

幾つもあるかと思ってますので、今回の高校生

の人たちを中心とした請願は、私たちは非常に

重いし、一つの契機になったと思いますので、

さらにこれから、計画も始まったばかりですの

で、しっかりと取り組んでいくことと、併せて

私たちもそういった方々の意見を、この議会が

終わってからも確認をしていきながら、次の議

会、もしくはその先々の中で対応が必要という

ことになれば対応を議会の中で検討していきた

いと思いますので、しっかりやっているという

ことだけではなくて、そこに対する課題認識を

持っていただきたいということを要望して、質

疑を終えたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
【小林委員】今、いろいろ意見が出ております

けども、この請願の中身について誰も否定する

人はいないんです。ただ、その内容が、県のや

り方を単に攻撃だけして、まあ、これからどう

なっていくのかということについて一番大事な

部分が欠けておってはならんと思います。

確かに、第1次の見直しもやっぱり必要でし
ょう。しかしながら、今、こういう世の中の変

動の中において明らかに第2次が出て、特に具
体的にはゼロカーボンシティーをきちんと表明

なされているわけです。ただ、ゼロカーボンシ

ティーというのが横文字で、これが一体何なの

かと、2050年のゼロとどういう関係があるのか、
脱炭素社会を長崎県がどうやっていくのかとい

うようなことが、県政だよりがあるじゃないで

すか。ああいうものに時々載せていただいて、

この重大な問題をきちんとやっていかなければ

いけないということです。

ですから、ゼロカーボンシティーというもの

の、この大変さと、先ほど言った45.2％の削減、

2030年にこれを実現するんだと、こういう強い
決意をしっかり出して、そのための具体的な対

策を県がどう取るかということと、ただ県だけ

では駄目だと、やっぱり県民の皆様一人一人が

一緒になって行動を共にしていかなければ、こ

れは断じて実現することはできないと。県の姿

勢を攻撃するぐらいのことは簡単なこと。やっ

ぱり県民も含めてみんなで一緒にやっていかな

きゃならんということ、これをきちんと明らか

にすべきではないかと思います。

ぜひそういう考え方でやってもらうことを重

ねて要請しておきたいと思います。自信を持っ

てやってくれ。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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。

【山田(博)委員】 私は、請願に賛成の立場でお
話をさせていただきたいと思います。

先ほど話したように、県の姿勢というか、取

組を否定するわけではないんですよ。がしかし、

高校生の皆さん方が請願で指摘されているのは、

意識を高めてもらいたいと、もうちょっと頑張

っていただきたいという声がここに届いている

と思うんですね。エールということで。

それで、方向性は一緒なんですから。私は、

高校生の気持ち、思いをぜひとも、県議会議員

の一人として賛成して推進をしていきたいと思

っておりますので、ご賛同いただければと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。

【中村(一)委員長】 ほかに討論はありませんか。
【坂口委員】 私は、本請願につきましては、反

対の立場で意見を述べたいと思いますので、ご
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理解をいただければと思います。

今回の請願事項ですが、先ほど来、お話があ

っておりますように、4項目ございます。ポイ
ントで申し上げますと、気候非常事態宣言の発

出、持続可能な社会の実現、環境配慮型の経済

の構築、気候変動に関する県民への周知と理解

促進、環境学習の機会の確保、最後が県の実行

計画の促進及び進捗管理と県民への定期的な報

告、この4つの項目であろうかと思います。
このことを踏まえまして本県の現状を考えて

みますと、県は、2050年までに脱炭素社会の実
現を目指す「第2次長崎県地球温暖化（気候変
動）対策実行計画」を、我々県議会の意見を含

め、県民、専門家のご意見をお聞きしながら、

本年3月に策定し、現在、その計画に基づき、
具体的な対策を推進しているところです。

この計画の中で、本県は、請願事項の1項目
めである気候非常事態宣言の発出と趣旨・目的

を同じくするゼロカーボンシティ表明を今年3
月にしております。

ほか、自治体に目を向けてみますと、2021年
7月30日時点で、東京都、京都市、横浜市をは
じめとする432自治体が表明をしております。
また、本県の2次計画から長崎県内の温室効

果ガスの総排出量を見てみますと、平成25年度、
2013年度の1,099.5万トンをピークに、直近の
データである2017年度、平成29年度まで一貫し
て減少傾向にあるなど、一定の成果が現れてお

ります。ただし、目標の基準である平成2年度、
1990年度の数値には届いていないという課題
もございますが、一定の取組の成果が出ている

ということは、公平に評価すべき事項でありま

す。

非常事態宣言の発出以外の事項につきまして

は、気候変動に関する県民の周知と理解促進と

いうことにつきましては、2次計画のアンケー
ト結果にもございますように、地球温暖化対策

に関する関心度については、94％が「関心があ
る」と回答しております。関心度が高いことは

うかがわれますけれども、気候変動対応策の認

識度については、57％が「知らない」と回答し
ており、認識度の低さが課題として現れており

ます。

県では、今後、10月1日に地域における気候
変動適応策を推進するための拠点として、長崎

県地域気候変動適応センターを設置し、本県の

地域特性に応じた関連情報の収集・発信などを

通じて県民の皆様へ対応策の理解を促進してい

くとしており、2次計画の進捗管理も含めて今
後の展開を注視していく必要がございます。

また、環境学習の機会の確保につきましては、

昨年度から実施されている新学習指導要領にお

いて、自然環境や資源の有限性等の中で持続可

能な社会をつくる力を教科等横断的な視点で育

成するという観点から、各教科等において、環

境教育に関する内容が充実されているところで

あります。

ただし、私といたしましては、分野横断的な

教育機会の確保や産学官が連携した県独自の取

組などの必要性を感じております。

以上、まとめますと、1項目である気候非常
事態宣言の発出以外の3項目につきましては、
持続可能な社会の実現、環境配慮型の経済の構

築、気候変動に関する県民への周知と理解促進、

環境学習の機会の確保、県の実行計画の促進及

び進捗管理と県民への定期的な報告のさらなる

推進と、今後の県独自の取組の必要性などの観

点から、採択すべき内容と思われます。

しかしながら、1項目の気候非常事態宣言の
発出につきましては、本年3月に、既に同趣旨、
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同目的のカーボンシティ表明を行っており、今

後、新たに重ねて発出するか、名称を変えて発

出するのか。

また、昨年11月には衆参両院において国民を
代表する国会の総意として決議が行われており

ます。国会の決議には長崎県民の総意も反映さ

れておることなどを含めまして、今後、慎重に

議論を重ね、判断をする必要があり、今現在に

おいては、採択すべき状況ではないと考えてお

ります。

請願で出された4項目のうち3項目は採択す
べき内容と考えられますが、請願審査の処理の

方法として、議会会議規則上、採択か不採択か

によって判断しなければならないことから、本

請願の内容につきましては、反対を表明したい

と思いますので、委員の皆様のご賛同をお願い

いたします。

【中村(一)委員長】 ほかに討論はありませんか。
【赤木委員】今回提出されました請願書につい

て、賛成の立場で意見を申し上げます。

請願人から趣旨説明をいただきました。ここ

に至るまで苦労もあったと思います。本当に敬

意を表したいと思っております。

また、県の対応についても、今日、様々な意

見をいただきました。そして、先ほど、反対と

いう立場の考えも聞かせていただきました。そ

れぞれ理解するところもございます。

先ほどから話がありますように、気候非常事

態宣言と目的を同じくするゼロカーボンシティ

表明、今、ここにいる皆さんと目的は同じであ

ることを私としては認識しております。

今、お話がありましたように、国会において

も審議され、衆議院、参議院でも、気候非常事

態宣言を決議されているところであります。都

道府県においては、長野県、神奈川県、東京都、

岩手県、北海道、沖縄県が既に宣言をされてい

るところであります。

このような状況に鑑みまして、今回提出され

た請願書は、県行政だけではなく、長崎県議会

にも問われていると考えております。県行政が

行っている様々な、今日議論もありました環境

対策の後押しとなり、長崎県議会としても環境

問題に積極的に関わっていく県民の皆様へのメ

ッセージとしなければと考えているところであ

ります。

以上で賛成といたします。

【中村(一)委員長】 ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに討論がないようです
ので、これをもちまして、第1号請願に対する
質疑・討論を終了いたします。

第1号請願に対する質疑・討論が終了しまし
たので、採決を行います。

第1号請願「気候非常事態宣言と着実な目標
達成をめざす政策をすすめる請願について」を

採択することに賛成の委員の起立を願います。

〔賛成者起立〕

【中村(一)委員長】 起立少数。
よって、第1号請願は、不採択とすべきもの

と決定されました。

以上で請願審査を終了いたします。

請願人におかれましては、大変お疲れさまで

ございました。本委員会を代表いたしましてお

礼を申し上げます。ありがとうございました。

請願人には、ご退出していただきたいと存じ

ます。

ここでしばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４４分 休憩 ―

― 午後 ２時５３分 再開 ―
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【中村(一)委員長】 委員会及び分科会を再開い
たします。

【中村(一)分科会長】 それでは、分科会による
審査を行います。

予算議案を議題といたします。

県民生活環境部長より予算議案の説明を求め

ます。

【貞方県民生活環境部長】県民生活環境部関係

の議案について、ご説明をいたします。

お手元にお配りしております資料のうち、「令

和3年9月定例県議会 予算決算委員会 観光生

活建設分科会関係議案説明資料 県民生活環境

部」の1ページ目をお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第124号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予
算（第13号）」のうち関係部分でございます。
今回の補正予算は、令和3年8月11日からの大

雨による被害等の対応を図るために必要な予算

を追加しようとするものであり、歳出予算は記

載のとおりでございます。

次に、補正予算の内容について、ご説明をい

たします。

雲仙公園維持管理費について。

去る8月11日からの大雨により被災した雲仙
天草国立公園用地（新湯地区）の斜面の復旧に

要する経費でございます。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

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。

【中村(一)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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〕

【中村(一)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第124号議案のうち関係部分については、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〕

【中村(一)分科会長】 異議なしと認めます。
よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

【中村(一)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が、所管事項につい

ても併せて説明を求めます。

まず、県民生活環境部長より総括説明をお願

いいたします。

【貞方県民生活環境部長】「観光生活建設委員

会関係議案説明資料 県民生活環境部」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114号議案「長崎県動物愛護管理員設置条例」、
第115号議案「長崎県流域下水道条例の一部を
改正する条例」の2件でございます。
第114号議案につきましては、動物の愛護及

び管理に関する法律等の一部を改正する法律の

施行に伴い、動物の愛護及び管理に関する事務

を行う動物愛護管理員を県に置くことを定めよ

うとするものでございます。

第115号議案につきましては、特定都市河川
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浸水被害対策法等の一部を改正する法律の公布

に伴い、下水道法が一部改正されることから所

要の改正をしようとするものでございます。

次に、主な所管事項について、ご説明をいた

します。

女性の活躍推進について。

県では、若い世代の女性の方に、いろいろな

分野で活躍する女性をロールモデル（お手本）

として紹介することで、女性が活躍できる仕事

ややりがい、キャリア形成等への理解を深め、

将来、長崎県に住んで働くことをイメージして

いただくことを目的として、7月に「ＮＲ」（就
活と進学の情報誌）やタウン情報誌に「令和3
年夏のお仕事ロールモデル特集」、「ながさき

女性のお仕事図鑑」を掲載するとともに、女性

活躍推進企業や様々な分野で活躍する女性を紹

介する県のホームページ「ながさき女性活躍応

援サイト」にも掲載し、広く情報発信を図って

おります。

今後も、幅広い分野で活躍している女性をホ

ームページやタウン情報誌等で紹介し、若い女

性の方に県内で活躍するイメージを持っていた

だくことにより、県内企業等への就職につなが

るよう意識の醸成を図ってまいります。

次に、飲食店の第三者認証制度について。

飲食店の新型コロナウイルス感染防止対策の

徹底を図り、県民や来県者が安心して飲食店を

利用することができるよう、飲食店の第三者認

証制度を創設し、本年6月から運用を開始した
ところです。

現在の認証店舗数は2,084店舗であり、その情
報は、県、市町ホームページ、team NAGASAKI 
SAFETY専用ホームページにおいて、新型コロ
ナウイルス感染症対策を取っている認証店とし

て広く周知しているところです。

また、本制度の普及拡大のため、県ホームペ

ージ、全世帯広報誌、テレビ・ラジオ、商工会

議所などの会報誌等での周知を行ってまいりま

した。

今後は、各地での説明会の開催や各店舗への

直接的な周知などを強化し、認証制度のさらな

る普及を図ってまいります。

令和2年度の各種環境調査の結果について。
県及び関係機関では、県民の快適で安全・安

心な暮らしを確保するため、河川、湖沼、海域

等の水質や大気等の各種環境調査を実施してお

り、令和2年度の調査結果について9月初めに公
表したところです。

水質については、一部の河川や諫早湾干拓調

整池及び大村湾などの閉鎖性海域などにおいて、

ＣＯＤ（化学的酸素要求量）等の環境基準を達

成しておりませんでしたが、長期的には横ばい

もしくは改善傾向を示しております。

また、大気環境のうち、二酸化硫黄、二酸化

窒素及びＰＭ2.5につきましては、全測定局で環
境基準を達成しておりますが、ＰＭ2.5につきま
しては、健康への影響が想定される濃度に達し

たことから、本年3月に壱岐市及び対馬市に注
意喚起を行いました。光化学オキシダントにつ

いては、平成8年度から連続して全測定局で環
境基準を超過しており、昨年度は9月に五島市
及び新上五島町に注意報を発令しました。

今後とも、関係部局とも連携を図りながら環

境調査を実施するほか、環境汚染防止のための

工場等の監視指導に取り組み、県民の安全・安

心のための情報提供に努めてまいります。

最後になりますが、国立公園雲仙の災害復旧

及び活性化に向けた取組について。

本県に甚大な被害をもたらした8月の大雨に
より、8月13日に雲仙温泉街地区において、大
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規模な土砂崩れが発生し、八万地獄など国立公

園雲仙の主要な利用拠点に大きな影響が及んで

おります。

県では、これまでも国立公園雲仙の活性化に

向けて、雲仙市及び国との連携の下、雲仙温泉

街中心部の再整備等、雲仙利用拠点上質化プロ

ジェクトに取り組んできたところですが、今回

発生した災害に対して関係機関と連携し、速や

かに復旧対策を実施するとともに、地元の方の

意見を十分酌み取りながら、雲仙温泉街地区の

復興に取り組んでまいります。

このほか、今回ご報告いたしますのは、人権

尊重の社会づくりの推進について、犯罪のない

安全・安心まちづくりの推進について、統計調

査について、汚水処理人口普及率について、廃

棄物不適正処理対策についてでございます。内

容は、記載のとおりであります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いをいた

します。

【中村(一)委員長】 次に、生活衛生課長より補
足説明を求めます。

【眞﨑生活衛生課長】 第114号「長崎県動物愛
護管理員設置条例（案）」について、ご説明い

たします。

補足説明資料生活衛生課、第114号議案「長
崎県動物愛護管理員設置条例の制定」について

をお開きください。

今回の上程の趣旨ですが、動物の愛護及び管

理に関する法律が、令和元年6月に一部改正さ
れたことに伴うもので、動物の愛護及び管理に

関する事務を行う動物愛護管理員を県に置くこ

とを定めようとするものです。

動物愛護管理員の設置につきましては、法改

正前では「置くことができる」という規定でし

たが、今回の改正で必置規定となっております。

補足説明資料の2、根拠条文の3をご覧くださ
い。

担当職員につきましては、法では、「動物愛

護管理担当職員は、その地方公共団体の職員で

あって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関

し専門的な知識を有するものをもって充てる」

となっております。

今回の条例案の第1条第2項において、動物愛
護管理員は、獣医師等の専門的な知識を有する

県職員のうちから知事が任命するとしておりま

す。

補足説明資料の3、担当職員の主な事務につ
いては、記載のとおりでありますが、本県にお

きましては、既に保健所等に配属されている獣

医師が担っておりまして、新たな人員確保や予

算措置はありません。

なお、本条例の施行は、公布の日からとさせ

ていただきたいと思っております。

補足説明資料の裏面をご覧ください。

5 経緯についてです。令和元年の法改正によ
り、担当職員の設置については、令和2年6月と
なっておりましたが、今回の上程となった経緯

についてです。

動物愛護管理法の改正時、今もですけれども、

本県には、動物の愛護及び管理に関する条例が

なく、本県は全国的に見ても殺処分が多いとい

う大きな課題があります。

動物愛護管理行政のさらなる推進を図る必要

があることから、動物愛護管理の担当職員の設

置規定を含めた包括的な動物愛護管理条例に関

する条例の制定に向け、検討を行っておりまし

た。

しかし、昨年の年度当初は新型コロナウイル
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スの感染者が増加し、新型コロナ関連業務や動

物愛護管理推進計画の策定など、早急な対応が

求められたことから、それに加えまして感染者

が増加した影響で市や町への説明にも回れず、

スケジュールが遅延してしまいました。

このような中、動物愛護管理員の設置につい

ての条例制定について、まずは是正しなければ

ならないという結論に至りまして今回の上程と

なりました。

今後は、今回の上程と並行しまして、動物愛

護管理に関する条例を制定するための検討に着

手しております。その進捗については、今後、

節目節目でご報告させていただきたいと考えて

おります。

以上で動物愛護管理員設置条例についての説

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。

【中村(一)委員長】 次に、水環境対策課長より
補足説明を求めます。

【本田水環境対策課長】 第115号議案「長崎県
流域下水道条例の一部を改正する条例」につい

て、ご説明いたします。

事前にお配りしております、右上に「補足説

明資料 水環境対策課」と記載した資料をご覧く

ださい。

まず、長崎県流域下水道条例でございますが、

これは諫早市の西部地区や大村市の今村地区か

らの汚水処理を行う大村湾南部流域下水道事業

において、諫早市貝津町に設置しております終

末処理場である大村湾南部浄化センターや、市

が設置した管路で集められた汚水を処理場まで

運ぶ幹線管渠などについて、下水道法により条

例に定めることとされております設置施設の構

造に関する基準や、終末処理場の維持管理に関

する基本事項などを定めている条例でございま

す。

今回、本条例に引用しております下水道法の

一部改正で、法律に条項の追加による条ずれが

生じておりますので、補足説明資料の2、改正
の内容に記載しておりますとおり、引用してお

ります下水道法の条名部分の改正が必要となっ

たものです。

なお、下水道法の一部改正を含む特定都市河

川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施

行日は、令和3年5月10日の公布の日から6か月
を超えない範囲において政令により定められる

日となっております。

下水道法の一部改正部分の施行日は、まだ定

められておりませんので、本条例の施行日につ

きましては、補足説明資料に記載のとおり、法

律の施行日または本条例の公布日のいずれか遅

い日としております。

また、今回の下水道法の一部改正の概要は、

補足説明資料の3に記載しておるとおりでござ
いますけれども、長崎県流域下水道条例の内容

に直接関係する部分はございません。

以上で補足説明を終わります。

ご審査のほどよろしくお願いいたします。

【中村(一)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。

【山田(博)委員】まず最初に、第114号議案「長
崎県動物愛護管理員設置条例」についてお尋ね

したいと思います。

先ほど、担当課長から遅延した理由をお伺い

させていただきました。コロナ禍の中でいろん

な作業が増えて大変だったと思います。

それで、部長、この現状というのは、大事な

条例がこういうことに至ったということは、部
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長は、いつの時点でこれを知っていたのか、お

尋ねしたいと思います。

【貞方県民生活環境部長】 4月時点で、この内
容について認識をしたところでございます。

【山田(博)委員】 そうであれば、事前説明の時
に担当職員が来られて、大変申し訳ないような

対応をされて、大変な思いをされていたわけで

すよ。本来であれば、こういったことで遅れる

ということで事前に申し入れて、こういうふう

になっておりますという状況を、4月だからね、
6月でもちゃんと言っていただければと思って
おりますので、これは指摘をさせていただきた

いと思います。

それと、少ない人数でやられているので、そ

ういったことを含めて、そこはきちんと報告し

ていただきたかったということを指摘しておき

ます。

次にお尋ねしたいことが、この設置条例を見

たんですね。本体の条例は理由を説明してあっ

たんですけど、動物愛護管理員の設置というこ

とで第1条、第2条とあるんだね。ここに動物に
愛を感じるつくりなのかと思ってさ、もうちょ

っと工夫があってもよかったんじゃないか。例

えば、幾つか見せていただきましたけれども、

そこはなんか味気ないというか何というか、こ

んなものだったのかなと思ったんです。これも

時間がなかったものだから、速やかに上げない

といけなかったのでこうされたのか、本体で十

分それを補う予定をしているのか、その点を担

当課長にお尋ねしたいと思います。

【眞﨑生活衛生課長】今回の条例につきまして

は、まずは是正をしなければならないというこ

とと、あと、担当者の設置についての条例とい

うことで、愛護に関しますことは、包括的な条

例で目的等に書くように考えております。

【山田(博)委員】 それはわかるんですけどね。

設置条例というのは、他県もこんなものなんで

すかね。それはどうですか。

【眞﨑生活衛生課長】設置条例につきましては、

他県も同じような形になっております。

【山田(博)委員】 いきなりこれをぱっと2条で
見せられて、動物に愛を感じるかと思ったら全

く感じなかったものだから、あえて質問させて

いただきました。

続きまして質問させていただきたいんですが、

第115号議案「長崎県流域下水道条例の一部を
改正する条例（案）」に関連してお尋ねいたし

ます。

先ほど担当課長は、下水道の終末処理の在り

方ということで説明されましたけれども、この

条例に基づいて下水道のいろんな修繕工事はさ

れているということで理解していいんですか。

【本田水環境対策課長】根元としましては、当

然、条例でどういうふうに維持管理していくか

という基本原則を書いておりますので、施設が

止まることがないよう、予防保全も含めて適切

に管理をしております。

【山田(博)委員】 そうであれば、条例に基づい
て修繕工事なんかするじゃないですか。修繕工

事の時は、いつ、こういった仕事をやりますよ、

工事をやりますよと公表したりとか、入札がど

ういうふうになっているかというのは、なかな

かここまで目が届かないものだから、そこは工

事はいつ、どういうふうになるかということを

きちんと公表し、入札が偏るような入札の要綱

の在り方になったらいけませんから、そこは担

当課長としてしっかりとやっていただきたいと

思います。こういった立派な条例があって、そ

の条例に基づいてやっているわけですからね。

それはいかがでしょうか、指摘について見解を
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聞かせていただきたいと思います。

【本田水環境対策課長】まず、発注予定の公表

でございますけれども、その年度に必ず発注す

るということになるもの、要するに、前段の準

備、協議等がきちっと整って予算も確保されて

いるものにつきましては、それがはっきりした

タイミングで公表するようになっております。

これにつきましては、最近、確認の機会がご

ざいまして、十分にそのとおりできてなかった

面がございましたので、それにつきましては今

後はそういうことがないよう努めてまいりたい

と考えております。

あと、発注の基準につきましても、最初の施

設は平成11年度ぐらいまでの工事で造り上げ
ておりまして、近年になって更新工事等が必要

になりました。それで、発注のルールにつきま

して、動きながら整理しているという面が若干

ございましたけれども、一定のルールをしっか

り定めて、それに基づいて県内発注の方針でし

っかり進めていきたいというところでございま

す。

【山田(博)委員】 私は、今回、第115号議案の
長崎県流域下水道条例があるということで大変

勉強になりました。処理の仕方とか技術的なこ

とが国の法律に基づいてうたわれているのであ

れば、さっき言った入札の方法も他の工事と一

緒にきちんと公表し、また、工事も県の予算で

執行されるわけですから、ほかの事業と全く変

わらないように事業の発注は県内企業を優先し

ていただくようにしっかりとやっていただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いした

いと思います。

私の質問は終わります。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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〕

【中村(一)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114号議案及び第115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〕

【中村(一)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、条例議案は、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、陳情審査を行います。

お手元に配付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。

審査対象の陳情番号として、41、42、49、52､
53、57､58、59です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【小林委員】環境センターの焼却炉の一部運転

再開等についての陳情書が出ております。これ

について質問いたしたいと思います。

まず、この運転再開の時期について、4月15
日に環境センターの火災が発生いたしまして、

いわゆる1号炉から3号炉、焼却炉全体が運転で
きないような状態になったと。それに対し、県

当局には相当なご尽力をいただいたということ、

これは大村市民は心から感謝をしなければなら

ないと、こう思っているところでございます。

あれから月日がたちまして、復旧工事等々が

行われました。この内容によりますと、2号炉
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については、来月10月1日から運転を再開し、、
3号炉については、来年の1月10日頃から稼働が
見込まれているというようなことで大変結構な

ことだと思うわけであります。

そこで、これまで1日100トンぐらいの大村市
からの焼却ごみを県内並びに佐賀県等、県を越

えていろいろとご配慮をいただくというような

県当局の支援をいただいてきたところでござい

ますけれども、現状どのようになっているのか。

また、2号炉、2つの焼却炉が完成して再稼働い
たしますとどのようになっていくのか、その辺

の見込みはおわかりでございますか。

【吉原資源循環推進課長】委員ご質問の環境セ

ンターの今後の状況ということで、これまでの

状況も含めてご説明したいと思います。

大村市の環境センターのごみ処理場につきま

しては、4月15日に火災が発生しまして、その
後、大村市を中心とする周辺の県内の焼却処理

場、それから佐賀県の焼却施設等において処理

しております。毎月2,000トンぐらい搬出をして
いる状況でございました。

8月15日に佐賀の方で豪雨災害がございまし
たので、佐賀の方にはもう運ばないような形で、

県内の長崎市、佐世保市の焼却施設の受入量を

増やしていただいて、県内での処理を8月15日
以降はしているという状況でございます。

8月までの合計のごみの処理量としましては、
9,555トン、4月が半月ぐらいしかございません
ので、月に直すと大体2,000トンぐらいの処理量
になっております。

2号炉については、先ほど小林委員からご説
明がありましたように、10月1日から実際にご
みを燃やして試験稼働を行い、10月5日から24
時間稼働で35トンのごみを燃やす計画になっ
ております。35トンのごみを30日間連続して燃

やすと1,000トンぐらい燃やせるだろうと。そし
たら月2,000トン市外で処理していたうちの半
分近くは大村市で処理できるような状況になる

と思います。

また、1月からは3号炉の復旧を目指すという
形で、1月10日から負荷運転を開始して、その
後、本格運転をするということで、両方合わせ

れば70トン近くの処理ができますので、ほぼほ
ぼ大村市内の施設で処理ができるのではないか

と見込んでおります。

【小林委員】 説明でよくわかりました。2つの
焼却炉が復旧いたしますと、かなりご迷惑をか

けたことが、いわゆる負担軽減につながるとい

うことで、これも重ねてお礼を申し上げておき

たいと思います。

それで、一番大事なことは、これまでかかっ

た経費において大村市の応分の負担は当然のこ

とでございますけれども、焼却炉の復旧に係る

経費とか、あるいはごみの焼却に係る経費とか、

いろいろなものを国から交付税措置としていた

だけるというようなこともありますけれども、

その前に、4月15日に火災になったその原因は
一体何だったのかと。このいわゆる原因が交付

税の率の問題に関わってくるのではないかと、

このように考えますので、原因について大村市

から県当局に知らされているかどうか、この点

についてはいかがですか。

【吉原資源循環推進課長】火災の原因としまし

ては、この焼却炉にありますストーカーという

装置がありますが、それに付随している油圧装

置から油が漏れ出て、その油に火がついたもの

というふうに推定がなされています。ただ、火

がついたのが吹き出した油が、落じんシュート

というのがあるんですけれども、外装板に当た

って発火したのか、それともオイルが吹き出し
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た時に、オイルが霧状に吹き出しますので、静

電気を帯びると、その静電気を帯びたものが、

ある瞬間に火花が出てオイルに着火したのか、

そこはまだ不明ということで消防から報告があ

っているというふうにお聞きしております。

【小林委員】そうすると、火災原因については、

正式にこうだったという一つの結論は出てない

と、こういう受け止め方でよろしいんですか。

【吉原資源循環推進課長】発火原因については、

不明とするということで大村市からお聞きして

いるところです。

【小林委員】正式な火災原因について、あなた

の話では、失礼だけれども、立ち話みたいな、

電話一本で済まされているかのような聞こえ方

しか、申し訳ないが、しないんです。やっぱり

大村市でこれだけの火災が発生し、県当局で頑

張っていただき、また、新任の部長も現場まで

行かれ、担当の皆さん方も現場まで行かれ、い

ろんな心配をし、ご高配をいただいたという経

過から考えていけば、いわゆる原因について県

当局にきちんと説明に来るぐらいの大村市の姿

勢がなければならないと、当たり前のことでは

ないかと、こう思います。

先ほどから、いわゆる原因は何ですかという

ことについて、いまひとつ担当課長のご答弁が

明確ではないと。もうちょっとそこを明確にお

っしゃっていただきたいと思います。

【吉原資源循環推進課長】先ほどからお話しし

ておりますとおり、大村市に状況を確認して火

災の原因はどうかということでお聞きしており

ます。油圧シリンダーから油が漏れ出て、その

油に着火したと推定されておりますが、その着

火した原因が、先ほどから説明しておりますよ

うに、落じんシュートの外装板のところに当た

って火がついたのか、それとも油圧シリンダー

からの油が噴霧状に飛散して静電気を帯びて、

それが着火の原因になったのか、そこはわから

ないということで聞いているところでございま

す。実際、それが本当に火災の原因かどうなの

かというところについては、私どもの方では判

断がつきにくいと思っております。

【小林委員】時間がないから、さっきと同じよ

うなことをずっと繰り返しているんだけど、私

が言っていることは、火災原因は一体何だった

のかということについて正式に大村市から連絡

がありましたかと、きちんと説明に参りました

かと。今のご答弁では、あなたの方から、原因

は何だったのかと聞いたら、まだ明確ではない

ような、今みたいな話が出てきたということで、

まだ正式に原因は明らかになってないと、正式

に大村からも原因についてのお知らせはないと、

こういうようなことでよろしいんじゃないです

かと。イエスかノーで答えてください。

【吉原資源循環推進課長】大村市から正式に報

告はあっておりません。私の方から確認を取っ

たということです。

【小林委員】最後の質問として、交付税として

修理代だとか、あるいはこれまでごみ焼却にか

かった経費とか、これは国からうまくいただく

ことができるというようなシステムになってい

るが、一番大事なことは、火災の原因が何だっ

たのかと。この火災の原因いかんによって交付

税の税率が大分変わってくるのではなかろうか

と、そのような受け止め方をいたしているとこ

ろでございます。

それでは、我々は知らなかったけれども、9
月9日に、国の方に申請が出されたというよう
なことも漏れ伝わってきましたけれども、原因

がわからない状況の中で交付税措置の求めを大

村市側はやっているのかどうか、その辺につい
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てはいかがですか。

【吉原資源循環推進課長】特別交付税措置の手

続につきましては、大村市から県の市町村課に

9月9日に申請があっております。国への報告締
切りが9月24日ということで、市町村課から火
災原因は不明ということで国に申請を上げてい

るとのことです。委員がおっしゃいますように、

失火か、失火でないかで交付税の率は変わって

きますので、そこは今後、市町村課、大村市、

国の中で十分に調整をしていただきたいという

ふうに考えております。

【小林委員】今の問題については、私はずっと

関わってきているけれども、内容はよくわかっ

ているつもりです。だだ、大村市側から県に失

火の原因については、途中経過も含め、また、

2つの焼却炉が動き出したという状況の中で、
よく連携を取りながら、市民の皆さん方に心配

をかけないように、これからも県当局でいろい

ろとご高配を賜りたいと考えておりますし、ま

た、特別交付税につきましても多大なるご支援

を賜りますようにお願いをして、終わりたいと

思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【山田(博)委員】 それでは、陳情番号の49番の
中に離島の燃油価格等の是正についてとありま

す。この1番のガソリン等の燃油はということ
で、これは長崎県町村会からも同じような趣旨

の陳情が上がっております。要は、離島のガソ

リンの流通コスト支援事業というのがあったけ

れども、本土と離島の価格差が一向に縮まらな

いということで、ガソリン等の燃油価格が高騰

しているということです。

そもそも担当課としてトリガー条項という制

度をご存じかどうか、そこをお尋ねしたいと思

います。

【本多県民生活環境課長】トリガー条項につき

ましては、私どもでも存じ上げているところで

ございます。

【山田(博)委員】 県当局として、今後、離島の
ガソリンの流通コスト支援事業で、本土と離島

の価格差が縮まらないと。その一方でどんどん

燃油価格が上がっているということです。トリ

ガー条項の制度の実施というのは、東日本大震

災の財源確保の一環ということで今停止されて

おりますけれども、離島を多く抱える県として、

このトリガー条項の制度の実施を国に対して強

く求めるように働きかけてはどうかと思うんで

すが、いかがですか。

【本多県民生活環境課長】トリガー条項につき

ましては、平成22年の税制改正におきまして、
ガソリン価格が急激に高騰した場合の激変緩和

措置として設けられた条項ということで、先ほ

ど委員からもご指摘がありましたように、東日

本大震災の発生を受けて、一時、凍結された状

況にございます。

それで、私どもは、離島と本土の燃油価格の

格差の是正につきましては、これもご指摘のよ

うに、依然として格差があるということは認識

しておりまして、これにつきましては国の方に

恒久的な措置として揮発油税の特例措置の分を

離島に限って減免してほしいという要望を続け

ているところでございます。

現在のところ、ガソリンの価格を見ますと、

平成2年度に入ってからコロナの関係で急激に
下落して以降、徐々に価格が上がってきていて、

今、高止まりしている状況でございます。

今後、価格の動向を見まして、急激にまた上

昇するようであれば、そういったトリガー条項

を国に対して求めることについても、同じよう

に離島を抱える他県とか、それから、これまで
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九州各県の議長会の会議においても、恒久的な

減免措置について共に要望してきているところ

ですので、そういった関係機関とも協議をしな

がら検討をしてまいりたいと思います。

【山田(博)委員】 今、急激にガソリンの価格が
上がった時と言われたけれども、備えあれば憂

いなしで、上がった時にしても間に合わないん

だから、準備というのがあるでしょう。スポー

ツをする時も準備体操をするじゃないですか。

選挙だって事前運動というのがあるじゃないで

すか、いいか悪いかは別として。

あなた方は、なった時にすればいいじゃない

かというようなのんきなことを言っちゃ駄目だ

よ。県民の生活をあずかる担当課長として、あ

なたはトップだから、もっと五島茶を飲みなが

らしっかりやっていただきたいよ。もう一声、

あなたらしくないな、歯切れが悪いというか何

というかさ。

トリガー条項という制度があることは知って

いて、まずは離島に適用してもらうように国に

働きかけるとかやったらどうかと思うんですよ。

するかせんかは別として、国に投げればいいん

だから、ボールを投げないといけないんだから、

いかがですか。

【本多県民生活環境課長】先ほども申し上げま

したように、これは本県だけの問題ではなくて

国全体の問題であると思っておりますので、価

格の動向を常日頃、私どもも調査したりとか、

国の調査の結果を把握しているところでござい

ます。そういった兆候が見えた時には、なるべ

く早く他県とも協議するなどの検討を始めるよ

うにしたいと思います。

【山田(博)委員】 課長、あなたは、他県他県と
言うけど、あなたは長崎県の職員だよ。なんで

そんな他県の顔色をうかがうんですか。あなた

は、押しも押されもせぬ長崎県の職員だよ、県

民生活環境課長でしょうが、そんなことを言っ

ちゃ駄目だよ。

それで部長、あなたは五島によく足を運んで

いただいておりますけれども、何をしているか

は別として、離島の状況はわかっているでしょ

うが。そういった点で、もうちょっと前向きな

答弁をいただきたいと思いますが、いかがです

か。

【貞方県民生活環境部長】ただいま、県民生活

環境課長から答弁があったとおり、ずっと国に

要望しております。

トリガー条項につきましても、委員のご指摘

の点、よく理解できますけれども、まずはその

必要な事態になるかどうかを見極めて、かつ各

県とも十分情報を交換しながら対処してまいり

たいと考えております。

【山田(博)委員】 五島に行っているようで、別
のところに行ってるんですね。もうちょっと地

べたをはった活動をしていただきたいと指摘を

して、次の質問に移りたいと思います。

ここにプロパンガスの、石油製品の安定供給

とか価格とかありますけど、本土と離島でプロ

パンガスの価格というのはどれだけ違いますか、

わかりますか。

【本多県民生活環境課長】手元に詳しい情報は

ございませんけれども、プロパンガスのボンベ

の容量によって価格が違うんですけれども、県

全体では5㎥の場合で5,078円となっておりま
す。

それで、離島と本土を明確に比較したものが

手元にはないんですけれども、対馬と五島を除

いた金額は5,028円となっております。
【山田(博)委員】 県民生活環境課長ね、私はず
っと回ってて主婦層から話を聞くわけですよ、
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ガスの件でね。県民生活環境課長は、ガスの価

格がどれだけ上がっているかというのは、対馬

と五島を除いてと、対馬と五島の県議会議員は

誰か、除外すっとですか、あなた方は。

それでね、もうちょっとそういった調査をし

っかりとしていただいてからじゃないと、この

質問をできないわけですよ。あなたは、そうい

ったことを一番調査をしないといけないわけだ

から、対馬と五島を除く価格は幾ら幾らとかい

って、調べてますじゃなくて、離島県長崎県と

して、そこはプロパンガスの平均価格が幾らか

というのは、今までずっとこういった要望が上

がってきているんだよ。このガスの担当は、あ

なたの課で間違いないんでしょう。間違いない

かどうか、そこだけお答えください。

なぜ、離島県長崎でありながら、ほかのとこ

ろの地域がわからないのか、そこをお答えいた

だきたいと思います。

【本多県民生活環境課長】プロパンガスの価格

の動向につきましては、ガソリン等石油製品と

いうことで全体の取りまとめをしているのは当

課になります。

価格につきましては、申し訳ございません、

ガソリンと比較いたしましてプロパンガス価格

の定期的な把握が、ちょっとできてない状況に

ございました。

【山田(博)委員】 できてない理由は何ですか。

【本多県民生活環境課長】プロパンガスにつき

ましては、価格が業者の販売価格に左右される

ところがありまして、一律に幾らと言えるとこ

ろがデータから見えにくいというところもあり

ます。当課としては、ガソリン価格については、

これまでも政府施策要望等で要望させていただ

いていたところでしたので、その分につきまし

てはデータを取っていたところですけれども、

プロパンガスについては、十分なデータの把握

ができてなかったということでございます。

【山田(博)委員】 部長、今の私と担当課長のや
り取りを聞いていて、どう思われますか。県民

生活環境課というのは、ガソリンとプロパンガ

スの担当であって、担当課で統計を取ってない

というのは、どういうことかということです。

国のせいじゃなくて、県が取ってなかった。調

査はやっぱりすべきじゃないかと思います。

この陳情は、私もずっと県議会議員をしてき

たけれども、ずっと来てるんだよ、これ。とい

うことは、ガソリンのことは注目しておったけ

れども、ガスのことは知らなかったと。担当課

として、そこはきちんとやっておかないと駄目

ですよ、これは。違いますか。だって、ガスメ

ーターのチェックとかやるんでしょう、担当課

長。器具とかなんかのチェックもいろいろやる

んでしょうが。

【中村(一)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時４６分 休憩 ―

― 午後 ３時４７分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

【山田(博)委員】 休憩中に明らかになったのが、
実は、県民生活環境課としては、プロパンガス

の価格は平成20年に調べて、それ以降はしてな
かったと。ガソリン価格の変動に対して担当課

はどこかというと県民生活環境課、ガスの担当

はどこか忘れたと。忘れたのか、したくなかっ

たのか、どっちなんですか、これ。これからや

るのか、やらないのか、そこを含めてお答えい

ただきたいと思います。

【本多県民生活環境課長】プロパンガスにつき

ましては、県民、離島の住民の方にとって非常

に大切なものになりますので、プロパンガスの
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価格の動向につきましても、今後、どういう調

査の方法があるかどうかも含めて検討させてい

ただきたいと思います。

【山田(博)委員】 私も、こういった陳情が来て
おりながら、プロパンガスのこういった主婦層

の声を聞いていたにもかかわらず、県の担当課

でプロパンガスの価格の在り方というのは、き

ちんとチェックをしてなかったということで、

私も県議会議員として深く反省しております。

こういった陳情がありながら、今までこれをし

っかりと見てなかったということであるので、

まずは価格の変動がどうあるかということをき

ちんと調査をしていただいて、具体的にどうい

った施策の要望を国にすべきかということをし

っかりやっていただきたいと思います。

部長、あなたも五島を愛する長崎県民の一人

でしょうから、五島に限らず、壱岐や対馬もあ

りますから、ぜひプロパンガスの価格の状況を

把握して、その具体的な政策をどのように要望

していくかということにしっかりと取り組んで

いただきたいと思うんですが、いかがですか、

部長。

【貞方県民生活環境部長】プロパンガスにつき

ましては、離島でも非常に重要なエネルギーの

一つになっているということは理解いたしてお

ります。どのような調査方法が可能かを含めて、

先ほど課長が答弁したように、当部としても検

討させていただきたいと思っております。

【山田(博)委員】 ぜひよろしくお願いしたいと
思います。

私ばかり質問してもいけませんので、一旦終

わりたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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ついて、飲食

店認証制度の現状に関する補足説明を受けた後、

この件に関する質問を行うことといたします。

生活衛生課長より補足説明を求めます。

【眞﨑生活衛生課長】ながさきコロナ対策飲食

店認証制度の申請状況について、ご説明させて

いただきます。

「補足説明資料 生活衛生課 ながさきコロナ

対策飲食店認証制度の申請状況等について」を

お開きください。

まず、現時点での申請数と認証数です。9月
28日現在、申請数2,738の31％、認証数2,084、
目標8,800の24％となっております。

2 認証制度の効果としましては、現在、認証
店からクラスター発生がない点が挙げられると

考えております。

3 申請促進の取組についてですが、（1）追
加インセンティブの検討としまして、認証店舗

限定クーポン券の配布や認証継続店舗への協力

金給付制度などを検討いたしましたが、地方創

生臨時交付金の利用の制度上の制約がありまし

て難しい状況でした。

(2）周知広報の実施についてですけれども、
認証制度を広くお知らせすることで申請促進を

図ることとし、県ホームページやteam NAGA
SAKI SAFETYの専用ホームページでの周知、
全世帯広報誌、テレビＣＭ、県の広報番組、ラ

ジオ、新聞、商工団体の会報誌などで周知を行

いました。また、現在、長崎新聞の折り込み情

報誌で認証制度や認証店の紹介などを行ってお

ります。

第5波の収束も見えたことから、今後、各地
区に出向きまして飲食店事業者の皆さんへ制度
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の必要性や内容に加えまして、申請書の作成の

方法についても説明し、申請数の増加につなげ

てまいりたいと考えております。

次に、市町独自インセンティブの実施状況に

ついてですが、現在、佐世保市、諫早市、大村

市、川棚町で実施されておりまして、内容は記

載のとおりです。

（4）関係機関との連携につきましては、7月
下旬から9月下旬におきまして、小値賀町を除
く県内20市町の市町長、商工会議所、商工会、
食品衛生協会、地区役員の団体幹部と意見交換

を行ったことで課題を共有でき、連携協力体制

が強化されました。今後、関係団体を通じ、説

明会を行うこととしております。

また、市町独自のインセンティブの取組の充

実のため、定期的に申請、認証情報を共有する

など、引き続き、市町と連携して取り組んでま

いりたいと考えております。

4 金銭面以外での追加インセンティブの取
組についてです。

3ページをお開きください。
取組内容ですが、8月10日から実施いたしま

した県独自の緊急事態宣言時における時短要請

での1時間緩和措置では、その直後、申請数が
前の週までの2.4倍となり、緩和の優遇措置が申
請数の増加につながったと考えております。

なお、今後、政府の対策本部で決定された行

動制限緩和の基本方針にのっとり、認証店への

優遇措置を実施する方向で関係部局と調整する

こととしております。

一方、20時以降が主な営業時間であるスナッ
クなどの飲食店におきましては、今回の措置は

優遇措置とならなかったことから今後の課題と

考えております。

5 認証取得のメリットについて聞き取りを

行った意見といたしまして、「安心・安全を目

指した取組が対外的にＰＲできる」、「経営者

や従業員の健康が守られる」、「利用者が安心

して利用できる」、「時短要請時に緩和の対象

となった」などの意見がありました。

6 課題と対策についてです。課題は、大きく
2つありまして、（1）申請増の課題と（2）認
証基準の維持の課題です。

1つ目の申請増の課題では、飲食店事業者へ
の聞き取りで意見がありました飲食店事業者の

方々が負担に感じておられる申請書の作成、感

染防止対策の実施などについて丁寧にお伝えす

るため、今後、各地区に出向き説明会を開催し、

感染防止対策の必要性や申請書作成などについ

て丁寧に説明し、認証数を増加するよう実施し

てまいります。

2つ目の課題として、（2）認証基準の維持の
課題ですが、認証店舗の質を保つために、認証

後、一定期間を経て継続調査を実施することと

いたしております。

7、補助金の申請状況ですが、これまで382件
の交付を決定しており、平均補助額は5万2,584
円となっております。

今後とも、飲食店認証制度の目的である感染

防止対策を広げるため、認証店舗を増やし、経

済回復のため認証店舗の利用促進ＰＲなどに取

り組んでまいります。

以上でながさきコロナ対策飲食店認証制度の

申請状況について、説明を終わります。

【中村(一)委員長】 この件について質問を承り
ますが、一人当たりの質問時間は理事者の答弁

を含め10分を目途にお願いしたいと存じます
ので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【赤木委員】お疲れさまです。詳しいご説明を

いただきまして、ありがとうございました。短
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く質疑させていただきたいと思います。

各市町独自のインセンティブの実施状況につ

いても先ほどご報告をいただきました。当初か

ら飲食店へのメリットが少ないのではないかと

ご指摘をさせていただいておりましたが、こう

いったように、市町独自のインセンティブにも

取り組んでいただいていると。そこでは県も一

緒に協議をしていただいた上で、こういった内

容を記載いただいているものと認識しておりま

すけれども、これ以外の、市町が今後どのよう

に考えて、また、県として後押しをしていくの

か、お尋ねをいたします。

【眞﨑生活衛生課長】市町独自のインセンティ

ブにつきましては、実行委員会の中で各市町に

働きかけ、共有いたしております。市町が独自

のインセンティブを設けて認証を推進している

ことは、ほかの市町よりも申請の割合が多くな

っておりまして、市町の取組が認証数の増加に

つながっていることと認識しております。

また、感染対策を継続している認証店に対し、

県と市町が負担して給付金を支給する事業を県

としても検討してまいりましたけれども、市町

から出された課題といたしまして、国の交付金

を使い切ってしまったとか、ワクチン接種や協

力金の給付に人員が取られて事務負担が大きい

とか、こういう意見がありまして、県としての

インセンティブの採用を見送りました。

今後、市町の働きかけというのは非常に重要

になってまいりますので、引き続き、市町へ働

きかけをしていきたいと考えております。

【赤木委員】状況を説明していただきましてあ

りがとうございます。引き続き、県としても後

押し、そして、県民の皆さんに広く周知できる

ようによろしくお願いいたします。

そもそもであるんですけれども、感染症対策

として導入した今回の制度ですが、以前、私も

質疑させていただいた中で、感染が拡大した店

舗などは認証から外すことも検討されていたか

と思っております。報告があるように、クラス

ターが発生した店舗はないとのことですが、実

際の感染状況、感染が確認されたお店があるの

かどうか、お尋ねいたします。

【眞﨑生活衛生課長】感染者が飲食店の従事者

とか利用者であった場合には、福祉保健部から

情報をいただくようにしております。認証店に

関する情報の有無について、そこで確認をいた

しまして、現在、これまで認証店に関連した患

者の情報が1件ございました。施設の確認をし
ましたところ、認証基準は守られておりました

ので、一時停止とか取消しは行っておりません。

【赤木委員】つまり福祉保健部と連携した中で

疫学的調査もしっかりした中で、その認証店が

感染の拠点となったというか、そういうことは

ないというご答弁だったと思います。なので、

しっかりと対策は取れていたと。利用者側の目

線に立ったとしても、ちゃんとteam NAGASA
KI SAFETY、認証店は利用を促すというか、
安心してご利用いただける一つのＰＲになるの

ではないかと私は感じたところであります。

なので、こういった情報も積極的に発信して

いただいて、県としてはちゃんとやっているん

だということを示していただければなと私自身

は考えているところです。

その上で、ホームページも拝見させていただ

いているんですけれども、認証店がホームペー

ジに全部載っております。私が一つ提案した時

に、もっと具体的に言えばよかったなと思って

いるんですけど、グーグルマップにもその情報

を落としていただいておりますが、どうも使い

勝手が悪くて、なかなか検索しにくいと。自分
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が思い描くいた飲食店をヒットさせるのが難し

いということも利用者の方から伺っております。

その検索のしやすさという点で、これからさ

らに改善というか、そういったことは考えてな

いんでしょうか。

【眞﨑生活衛生課長】現在、team NAGASAKI 
SAFETYの専用のホームページの中でマップ
に落とすところまではあるかと思います。そし

て、検索機能、どういうお店、どういう地区で

利用したいかということで検索機能があるかと

思いますけれども、これ以上は、例えば、その

お店の内容がどういうものか、メニューがどう

なのかとか、そこまではなかなか現段階では考

えていないところでございます。

【赤木委員】最後にします。現時点でできるこ

とを情報として載せていただいている。さらに

追加で情報を載せるということは、私も今のホ

ームページを見てて、飲食店側の負担も発生し

てしまうのかなと思うので、そこは理解してお

ります。

なので、今までにいただいた情報を基に、グ

ーグルマップでも、自分がここにいて、その近

くの飲食店は確かに探せるかもしれないけど、

それが自分が食べたいもののお店かどうかとい

うのはわからないわけです。

ということで、例えば、マイマップ機能という

のがグーグルにありまして、そこは既に飲食店

の情報が記載されているので、そことの連携と

いうものを考えていただければ、新たに飲食店

から情報を吸い上げることもないですし、県の

負担もそこまでないのかと。新たに登録する必

要はあるんですけど、少なくて、自分の好きな

お店も探せるような仕組みが考えられるなと自

分自身思ったので、ぜひとも引き続き、よりよ

い検索しやすさについて検討していただければ

なと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問ありませんか。

【松本委員】申請の状況についてでございます。

説明の中に、確かにインセンティブで営業時間

要請時の1時間緩和というのがあって2.4倍にな
ったということでございました。しかしながら、

今、「ステージ2」に下がってしまって緊急事
態宣言下ではない中で、これから目標の8,800
を達成していくには、なかなか厳しい。必要性

を店舗がどこまで感じるかというところになっ

てくると思います。

いつまでにこれを達成していく計画で今進め

ているのか、まずお尋ねいたします。

【眞﨑生活衛生課長】 制度を始める時に12月
末までに8,800という目標を立てております。今、
1日平均にしますと26店が認証されているとい
うことで、この実績から推定しますと、12月末
では5,100店舗、これはあくまでも仮定の話です
が、目標の6割という形になりますけれども、
この制度が感染防止対策が取れた飲食店を広げ

ていくという大きな制度の趣旨がありますので、

さらにこの飲食店の参画を促していきたいと思

っております。

今後につきましては、各地区に出向きまして

各飲食店さんに直接お話をするような機会を得

まして説明会を実施して、目標の8,800に近づく
ような形で取り組んでいきたいと思っておりま

す。

【松本委員】今の状況から加速させていくため

には、今までとちょっと違う取組もしていかな

いと、急激に伸ばしていく、「ステージ2」に
下がっておりますので、恐らく飲食店の方が必

要性を感じる重要度をやっぱり持っていただく

ためには、やっぱり周知広報のやり方だと私は

思うんです。
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周知広報もテレビＣＭとか新聞広告を見せて

いただきました。確かに積極的に発信はしてい

らっしゃいます。ただ、ほかの制度と一緒で、

こういう制度がありますよという告知でした。

むしろ、それよりもテレビＣＭと一緒で、認証

を取ったらこういうメリットがありました、認

証を取ったことでお客さんにこんなに喜ばれま

したというようなメリットの発信を積極的にす

ることで、まだ認証を取ってない店舗が、じゃ

取ってみようというような心理に働くのかなと。

そこの部分の従来の発信の仕方についてどのよ

うにお考えですか。

【眞﨑生活衛生課長】委員おっしゃいますよう

に、発信の仕方というのが非常に重要かと思い

ます。現在、専用のホームページの中で約2分
ぐらいの飲食店のYouTube動画をつくってお
ります。

今後につきましては、例えば、ユーチューバ

ーの方が店舗を利用したところを撮って、そこ

で店舗側さんからのご意見を載せたりとか、そ

ういうようなわかりやすいＰＲも検討しており

ますので、今後、そういう動画も付け加えてい

きたいと考えております。

【松本委員】 最後に、6番の課題と対策につい
て申請増の課題のところで、書類確認や申請書

の作成に負担を感じている飲食店が多いという

ことでございました。最後のページに市町別の

申請状況の記載がなされておりまして、確かに、

市町によっては少ないところがございます。こ

ういったところに対しまして積極的に説明会等

をすることによって申請が低い自治体に対して

の協力要請というのが、今後、ピンポイントで

必要だと思うんですが、どのようにお考えでし

ょうか。

【眞﨑生活衛生課長】 今まで、9月まで地区周

りをしていた中で、昨年度、県から書類が来て、

それを読んだ時に、なかなか書類を見るのも嫌

気が差したというような意見もございました。

そういう意見があることを考えますと、やはり

地区地区に行って丁寧にご説明をして申請の仕

方とか感染防止対策はこういうふうな形ですれ

ばいいですよとか、そういうような丁寧な説明

をして、今後、増加につなげていきたいと思い

ます。

まず、10月8日に平戸地区に行くようにして
おります。その後は各保健所で開催する食品衛

生協会の講習会などを利用しまして各地区で説

明会を開くようにしております。

【松本委員】書類作成等、いろんな書類を飲食

店の方は出されていらっしゃる中で、負担に感

じるという意味と、そして、今、感染がちょっ

と緩和されている中で、飲食店の方々の立場に

立って、寄り添って対応していただくことを要

望して、質問を終わります。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【坂口委員】認証後も一定期間を経て継続調査

を実施するというふうにありますけれども、こ

れは大体どれぐらいの期間を置いて年に何回さ

れるのか。

それと、認証後の調査と、今後新たに7割ぐ
らいを新規で調査していかなければならないと

いう状況で、恐らく調査機関というか、委託先

というか、それは同じでしょうから、その辺の

体制に問題がないのかどうか、伺いたいと思い

ます。

【眞﨑生活衛生課長】一定の期間を置いてとい

うことでしたけれども、私たちが考えています

のが、まず、年末の人が動くところについて確

認をしたいと思っております。ですから、12月
に入る前、または入った頃あたりを目がけまし
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て継続調査を実施していきたいと思っておりま

す。

また、今後の申請等の調査につきましては、

12月末までをめどとしておりますけれども、そ
の後も申請は受け付ける予定にしております。

ただ、契約上、今年度の1月下旬をめどに申請
を受け付けるようにしております。

【坂口委員】先ほど答弁があったと思いますが、

今後、新規に年末までに大体5,000件ぐらいとい
うご答弁だったと思います。追加の調査を年末

ぐらいを想定されているということで、調査主

体の機関の体制に問題はないのかというご質問

をしたんですが、その点についてはいかがでし

ょうか。

【眞﨑生活衛生課長】調査の件に関しては、問

題ございません。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【前田委員】 手短に質問したいと思います。

認証店が増えないことについての認識と課題

について、るる質問があっていますが、4ペー
ジの課題と対策というところで答弁をいただい

ていますけれども、説明会を開催していけば本

当に増えるのかというと、それだけでは増えな

いと思っております。もう少し認証の申請を出

さないところ、もしくは出してもインセンティ

ブがなかなか十分じゃないということを含めて、

不満を持っている店舗もたくさんあると聞く中

で、課題がどこにあるかという把握をきちんと

していくべきだと思います。

例えば、時短になって、それからまん延防止

になって、お酒類を一切出さないということで

非常に厳しくなった中で、今度また新たにまん

延防止のような形が来たら、もうルールを守れ

ないという店が出てくると思います。私の周囲

でも、「今度は罰金払ってでも守りません」と

いう店が出てくるという話も聞く中で、それで

は感染対策が全くできないということを考えた

時に、一遍、足元をきちんと見直すことが大事

だと思っております。

一つの例示としては、このマニュアルという

か、それが担当課には伝えましたけれども、飲

食店を全てひっくるめた形の条件づけになって

いて、居酒屋は、まさしくお酒を中心に出すと

ころ、それから定食屋さん、バー、スナック、

様々、形態が飲食店でも違う中で、一律同じ条

件でクリアできるのかというのが一つあるとい

う指摘を受けています。

例えば、インセンティブについては、一つに

は市町のインセンティブを強めてほしいという

のは、これから取り組むということで結構なん

ですが、県独自としては規制の緩和というもの

を改めて検討しなきゃいけないと思ってますし、

さっき答弁があったように、スナックなんか何

の恩恵も受けてないということも大きな課題だ

と認識しております。

併せて、補助金の申請状況も5万2,584円とい
うことで、これは10万円が上限ですから、収ま
ってるよねという数字の見方になりますが、実

を言うと、これはそちらの部ではなくて産業労

働部になるんですが、以前出した200万円の設
備投資、ああいうもののニーズがたくさんある

んですよ。あるんですけれども、それについて

は産業労働部の方で出してませんので、そこに

申し込めない。そういったものを認証店を取る

ことによって、そういう制度を利用させてほし

いとか、そういう制度をつくるということも必

要だと思っていて、単に5万2,584円だから10万
円内に収まっているんですよ、足りているんで

すよということではないということを理解して

いただきたいなと思っております。
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今言ったような話は、実を言うと、聞き取り

をされている調査の方々、もしくは店舗の方々

から聞いた意見を抜粋して述べているんですが、

そういう意味において、これから数字を上げて

いくという中においては、まだまだ本当の原因

とか対応が足りてないんだと思うんですが、総

括的にその辺をどう対応していこうとしている

のか、部長にお尋ねしたいと思います。

【貞方県民生活環境部長】確かに、委員ご指摘

のとおり、なかなか認証が進まない原因として、

今おっしゃられたような理由が上がってきてい

ることについては、私ども認識しております。

飲食店経営者の方から直接お手紙をいただいた

りもしております。そういう中では、経営が非

常に厳しいことであるとか、今後、まん延防止

等の規制がなされた場合には、なかなか協力で

きない可能性があるということも伺っておりま

す。

そういったことも踏まえまして、今、ＪＴＢ

に委託しておりますが、そういったところの調

査員と再度掘り下げた検討会を開くであります

とか、そういったこともしっかりやっていきた

いと思っております。これまで商工会議所や商

工会等々と意見交換してきた中で、申請書につ

いて、やはり直接説明してもらった方が早いよ

ねと、なかなか自分一人では読みにくいといっ

た声もいただいておりますので、そういったと

ころでは直接出向いて説明会をできるだけたく

さん開いたり、そういったことをやっていきた

いと思っています。

また、先ほど課長からも答弁しましたが、単

純にテレビとかラジオとかの手法だけではなく

て、若い人が飲みに行くことが結構多いと思う

ので、そういった方々に、認証店だと安全に、

おいしく食べられるというようなことをユーチ

ューバーの方に取材してもらって、そういった

ものを相当回数、ネット上に上げていくという

ことで、認証店へ利用者の誘導を図る、そうい

ったことをしっかりと新たな手法として取り組

んでいかなければいけないと考えております。

また、今回、全国的に今の緊急事態宣言等の

措置が解除された後の話として各県独自でやら

れている営業時間の短縮であったり、お酒の提

供だったり、そういったところで認証店につい

ては、そこを優遇してもらうということも広報

されておりますので、そういったことについて

も、長崎県がそういった状態になるかどうかと

いうのは別にして、そういった形での優遇も今

後検討していきたいということも何らかの形で、

まだ認証を取られてないところにもお伝えでき

れば、さらにインセンティブとして働くのでは

ないかということもありますので、そういった

ことも踏まえて広く認証店舗数が増えるように

検討してまいりたいと考えております。

【前田委員】大変でしょうけれども、頑張って

いただきたいと思います。

最後に確認ですが、知事がせんだっての会見

でGoToEatのところで認証店のみということ
を記者会見で発表したのは、今日のこれを見れ

ば、これは制度上の制約があり断念ということ

でできないという理解でいいんですか。それが

1点。
それともう一つは、ＪＴＢさん、委託業者も

頑張ってくれてますけども、こういったことで

数字が上がってこない中で、随契でやっていま

すけれども、この随契の契約金額の見直しとい

うものは行われるんですか。

【貞方県民生活環境部長】 まず、2点目からお
答えいたしますと、結論から申し上げると、今

のところ、契約額の見直しということは行って
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おりません。契約期間が満了していないという

ことがありますし、私どもが本当に大丈夫かな

と、本県でも初めての仕事なので危惧していた

部分もありましたが、そこについては委託先も

非常によく頑張っていただいて適切に運営をし

ていただいておりますので、私どもとしては、

そこは非常に評価しているところです。

今後、認証店舗数等も含めて契約額について

どうするのかということは、まずは内部で検討

していきたいと考えております。

1点目のGoToEat事業についてであるとか、
観光振興課がおやりになっている“心呼吸”の

旅と連携したインセンティブについては、庁内

でそういったことについて検討している状況で

ございまして、まだ結論を得るには至っており

ません。

実際問題として、例えば、GoToEatであれば、
既に2,000店以上申請しているわけですが、それ
を例えば10月1日からは認証店じゃないと駄目
だとなると、認証を受けてない1,000店とか
1,500店があったとして、そういったところは切
り捨てることになりますので、そういったとこ

ろについて様々な問題が生じてまいります。そ

ういったところも含めて庁内で今検討作業を進

めているところでございますので、今のところ、

まだそこは結論が出てないという状況でござい

ます。

【前田委員】資料に「制度上の制約があり断念」

と書いているじゃないですか。

【貞方県民生活環境部長】そこにつきましては、

記載しているのは、今回の、知事が記者会見で

申し上げたことによるきっかけで検討したもの

ではなくて、もっと早い段階で、100件、200
件からなかなか伸びていかないという状況の中、

具体的には8月ぐらいに、あらかじめ私どもと

しては検討して、一旦断念をしたということで

ございます。その後、再度何とかできないかと

いうことで庁内で検討しているという状況でご

ざいます。

【前田委員】いずれにしても、検討途中のこと

を、あんな形で知事が会見するというのは、知

事の会見をずっと見ていて、あの部分だけは非

常にハレーションを起こすと思ったんだけれど

も、それほど起こしてないけども、ああいう不

確定なことを会見させること自体、大きな間違

いだと思いますけど、いかがですか。

【貞方県民生活環境部長】第三者認証につきま

しては、私ども、主幹部局でありますので、そ

ういったところについては、もしそのようなご

懸念を抱かれた方がおられるとしましたら、私

どもがしっかりと説明しなかったことに起因す

るものであると考えておりますので、私の責任

であると考えております。

【深堀委員】周知広報の実施状況について報告

がされています。ちょっとお尋ねですが、もと

もとこの事業を始める時に事務費も計上してま

したよね、予算立ての中で。現在の周知広報の

実施状況は、どれくらいの予算に対して、今ど

れくらい使っているのかというのを教えてくだ

さい。

【眞﨑生活衛生課長】この周知広報につきまし

ては、県のホームページとかテレビＣＭ等々に

つきましては、特に予算化はしておりませんが、

2ページ目にあります長崎新聞の折り込み情報
誌への定期広告につきましては、契約金としま

して176万円を使用しております。
【深堀委員】聞きたいのは、広報にあとどれだ

けのお金が投下できるのかというのを聞きたい

んですよ。

【中村(一)委員長】 しばらく休憩いたします。
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― 午後 ４時２５分 休憩 ―

― 午後 ４時２５分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

【眞﨑生活衛生課長】今後の広報誌につきまし

ては、委託業者のＪＴＢに聞かないとわかりま

せんので、今後、そこで調整をさせていただき

たいと思います。

【深堀委員】委託先の範疇になるということな

んですね。今、申請状況について縷々質疑があ

っていますけれども、2週間前の数字も前段の
資料で出ていました。2週間前、9月14日の時点
では申請数が2,435店、認証数が1,678店で、2
週間で増加しておりますけれども、この増え方

を見ると、申請数に対して認証数が大分追いつ

いてきたのかなというふうに見てます。ですか

ら、登録をするための審査というのは、円滑に

いっているのかなと。ただ、ここでの問題は、

申請数が伸びてきてないということなんだろう

なと。

そうなれば、やっぱり広報活動なんですよね。

インセンティブの制度もそうだし、広報活動に

どれだけ、先ほども質疑がありましたけれども、

今、一般的に考えられているこういう施策をや

っているんだけれども、結局、申請数が目標に

対して全く到達していないと。

だから、視点を変えて、広報というか、イン

センティブに力を入れないと、先ほどもＧｏ Ｔ

ｏ Ｅａｔの話がありましたけれども、そこを委

託先と協議をしながら拡充していくしかないの

かなと思います。

1つだけ、私がものすごく安易に考えたのは、
いろんなグルメのサイトがありますよね。幾つ

も種類がありますけれども、そこに、例えば

GoToEatが使えるお店というのは、しっかり明

記するわけですよね。Ａ店舗というお店は

GoToEatを使えますよとか、team NAGASAKI 
SAFETY認証なんですよと。これがもし店舗側
が費用を負担しなければいけない情報ならば、

そこを県側が認証した店舗に対して、そういう

サインを、そういうサイトに入れてくれという

広報としての使い方もできるんじゃないかなと。

これは一つのアイデアとしてできるのか、でき

ないのかわかりませんけれども、そういったこ

ともちょっと考えていただけないかなというこ

とが一つ。

もう一つは、申請数に対して、どれだけ分析

をしているのか。飲食店という大括りの情報で

はなくて、今、申請が来ているのは居酒屋系で

どれくらい、バーとか、そういったお酒中心の

お店がどのくらい、対象が何件あって、どうい

うジャンルのお店が増えてないのかというのは、

そういう分析をすればわかるのではないかとい

うふうに思います。今資料に出てないので、そ

ういう分析をされているのか。分析をすれば、

どういう店舗で伸びてないのかがわかれば、そ

こに対して訴求するというか、訴える方法は、

また変わってくるかもしれませんよね。インセ

ンティブの制度にしてもそうですけれども、そ

ういった細かい分析をしてＰＲを進めていくと

いうこともぜひ考えてほしいんですけれども、

いかがですか。

【眞﨑生活衛生課長】各店舗の業種ごとの確認

ですけれども、9月27日現在、2,719店舗、これ
は申請数です。スナックとかバーとかキャバレ

ーとか、そういうような種別につきましては、

857件で全体の31.5％。居酒屋等につきまして
は、390件で14.3％。それから、食堂系は1,472
件の54.1％となっております。これをそれぞれ
県内の店舗数の目標数の8割で掛けますと、ス
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ナック等が2,770店舗掛ける0.8で2,216、居酒屋
等が1,226の0.8で980.8、食堂が7,024件ありま
して、その8割で5,619です。
現在の申請状況を業態別にしますと、スナッ

ク等が38.7％、居酒屋等が39.8％、食堂等が
26.2％ということで、スナックとか居酒屋、そ
ういう飲酒をするところが約4割、申請されて
いるというふうな状況になっております。

【深堀委員】説明が非常にわかりにくかったん

ですけど、もう一回お願いします。

私が聞きたいのは、居酒屋、バー・スナック、

食堂という3つのジャンルがあって、それの対
象になる母数が何件で、今申請が幾ら、だから

何％ですよという言い方をしてもらわないとわ

からないんですよ。

【貞方県民生活環境部長】先ほど課長が答弁し

たのは、最初に構成比を言ったんですね、だか

ら数字がずれてきました。今、委員がおっしゃ

られる数字を申し上げますと、先ほどの繰り返

しになりますが、スナックやバーといったとこ

ろが、母数が2,216店に対して857店でございま
す。率にすると38.7％でございます。そして、
居酒屋等が母数が980店、これに対して390店で
39.8％になります。そして、お昼が中心のとこ
ろ、食堂等でございますが、5,619件の母数に対
して認証店が1,472件で26.2％ということで、夜
型の方が非常に率が上がっているということで、

これは感染対策上、危険性がより高いところほ

どたくさん取られていると。逆に言えば、そう

いった業態の方は、自分たちが安全じゃないと

思われている可能性があるということを十分認

識しておられて、そういったところからは当初

から優先的に申請が上がってきております。

ですから、特にそういったところの方々を集

めた説明会というのは非常に有効じゃないかと

思うし、そういったところの認証店をユーチュ

ーブ等で紹介して安全性やおいしさを訴えてい

くということも非常に有効ではないかと私ども

は考えております。

また、委員が先ほどおっしゃられたグルメサ

イト、そういったところとの連携が可能かどう

か、何とも申し上げられませんが、長崎県単独

の制度としてそれを扱ってもらえるかどうかと

いうのがわからないので。何らかの形で表示す

る、それにもし料金がかかるのであれば、そこ

に対して支援制度を打っていく、そういったこ

とについても検討してまいりたいと考えており

ます。

【深堀委員】今、部長が答弁していただきまし

たけれども、飲食の中でも、今言われたジャン

ルごとに明らかな差が出てきているわけであっ

て、今落ちている昼型の食堂、食事中心の部分

に対して、どういうアプローチの仕方が一番訴

求できるのかということをぜひ対策の中で検討

してやっていただきたいということを申し上げ

て、終わります。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【山田(博)委員】 県民生活環境部長ね、先ほど
の前田委員とのやり取りで、随意契約をしたＪ

ＴＢの中で、契約の見直しをするんですかとい

う質問に答弁した時に、部長は、最初はＪＴＢ

で大丈夫かなと思っていたということで聞こえ

たんだけど、そういう発言をしたのは間違いな

いかどうか、ちょっと確認させてください。

【貞方県民生活環境部長】そもそも第三者認証

制度というのは、本県が始めた時に全国的に広

く普及していた制度でもなかったし、また、そ

の時点でそういったことをやられている事業者

さんもほとんどいないという状況の中で、これ

はＪＴＢだけではなくて、どこが受託されても、
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大丈夫かなという状況でした。本県としても、

ノウハウがないので、十分に指導できるかどう

かについても、正直、自信がございませんでし

た。そういった中で委託先として、どこが受託

したかということは抜きにして、やはり一抹の

懸念があったのは事実でございます。

【山田(博)委員】 そう言われれば、随意契約じ
ゃなくて広く一般競争入札にしたらよかったじ

ゃないですか。最初に、随意契約はしないんで

しょうと、ＪＴＢじゃないんでしょうと私が聞

いたら、それは入札しますと言ってたんだよ。

後になったら随意契約したとなってさ、そうで

すね、課長。

【眞﨑生活衛生課長】まずは飲食店認証制度を

早急に始めなければならないということで、昨

年度からteam NAGASAKI SAFETYというこ
とで宿泊の方で取り組んでいたＪＴＢがノウハ

ウがあるということで、そこで今回、随意契約

ということでやらせていただきました。

【山田(博)委員】 私が言っているのは、当初、

これが出た時に、ＪＴＢじゃなくて入札をする

んでしょうと、後からやっぱり随契にしました

と。別に部長の言葉尻を取るわけじゃないんだ

けれども、結果的にはこういうふうにして、あ

なた方は、これしかないだろうと言ってやって

いる最中に、一抹の不安を感じてたんですよと

か言われたらさ、私たちが随意契約を認めたの

はどうなるのかとなるから私は言っているわけ

だよ。そういったことを言われたら、私たちも

承認というか、そういうふうに予算を認めてや

っているのに、そういうことでは困るというこ

とを私は指摘しているわけです。

ましてや、さっきの陳情とかでも、夜のお店

の危険性がどれだけあるのかどうかというのを

国の方できちんと検証してくださいという陳情

があったでしょう。その中で、今の深堀委員と

あなたのやり取りの中で、夜のお店が一番危険

性が高いですよとか、そういうことを言うのは、

これは夜のお店が聞いたら、なんということか

となるよ。そこは慎重に発言してもらわんとい

かんじゃないかと。

なんでかというと、夜のお店が危険性が高い

かどうかというのは、ちゃんと科学的な根拠が

示されてないんだから。いかがですか、部長、

それは。

【貞方県民生活環境部長】 まず、1点目の委託
先の話につきましては、長大との認証基準の監

修契約との関係で、そこが今の委託先であるＪ

ＴＢが非常にノウハウがあったこと。それから、

飲食店ではございませんが、宿泊施設について

一定の経験があったこと。そして、市町と連携

するというような制度の運用に実績があったこ

とから、そこしかないということで私どもはお

願いしました。

ただし、そうはいえ、いずれも飲食店として

は、県も、委託先も初めてのことですので、非

常に不安もあったということを申し上げたとこ

ろです。

それから、夜のお店について危険だというこ

とを言ったわけではございませんで、夜関係の

お店から率的に非常にたくさんの申請が上がっ

てきているということは、やはりクラスター等

の発生状況というのが、新聞やテレビ等で日々

報道されております。そういったところが非常

に多かったということを踏まえて、そういった

不安をお持ちなっている方が多いと、お客さん

がやはり不安に思っているんじゃないかなとい

うことで、そうじゃないということをしっかり

アピールするためにも、夜のお店の方が、より

多く申請をしてこられたのではないかなと考え
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ているわけでございまして、決して夜のお店が

危ないということを申し上げたことではござい

ません。もしそのように捉えられたのであれば、

その分については訂正をさせていただきたいと

思います。

【山田(博)委員】 部長の言葉だけとったら、あ
なたは県の部長として責任ある立場だから、そ

こはやっぱり慎重にしておかないと、言葉尻だ

けとって言われるからね。「夜のお店は危険性

が高いですもんね」という話があったから私は

言っているわけです。

それと、認証の方は、あなたがたとえそうい

うふうに思ったとしても、あなたがこの契約を

した部の最高責任者だから、一抹の不安を持っ

てましたと言われたら、私たちはどうなるんだ

ということになるんですよ。だから、そういっ

たことを言うのはいかがなものかと、適切じゃ

ないということを指摘しておきたいと思うわけ

です。それをあなたは、ずっとこうなんですよ、

こうなんですよと言うからさ、かみ合わないか

らですね。そこはしっかり踏まえた上で今後は

発言を慎重にされたらどうかと思います。お互

いに気をつけましょう、それはですね。

それで、担当課長にお尋ねしますけれども、

今、8,800店を年内目標と言っておりますけれど
も、県が飲食店の許可を出しているお店という

けども、この8,800店は実際に営業をしているの
か、してないのか、ちゃんと確認してるんです

か。私が地域の皆さんからいろいろ聞くと、幽

霊店舗、ただ単に許可をもらっているけど、実

際やってないんだと。その中で申請をやろうか

というのは、これはいかがなものかと。一生懸

命真面目にやっているところが、県の要請に協

力はするけれども、そもそもやってなくて営業

許可だけ持っているというふうなお店にも、そ

んないろんな認証制度とか、補助金をやるのは

どうかという話が出ている。

そういった食品衛生の許可を発する担当課と

して、そこはどうなんですか、チェックされて

いるのか、されてないのか、そこを確認させて

ください。

【眞﨑生活衛生課長】 認証店につきましては、

現地調査があります。ですから、現地調査して

申請時に許可証を添付するようにしております

ので、そこは営業の実態は把握しております。

【山田(博)委員】 認証店のことを言っているん
じゃないんです。私が言っているのは、営業許

可を出しているでしょう、保健所長の名前で出

しているじゃないですか。その点で今8,800とい
うふうになっているじゃないですかと。その営

業の許可を保健所が出しているお店が、ちゃん

と実際今までやっているか、やってないか。

だって、幽霊の許可だってあるじゃないです

か。これをちゃんとチェックした上で、そうい

うふうに申請の数とかなんとか当たっているの

かと言っているわけですよ。そもそも基礎の数

がね。どうなんですか、チェックしてるんです

か、してないんですか、それは。

【眞﨑生活衛生課長】最初に、この認証制度に

ついて各店舗に送付した際は、許可証があるこ

とを確認して送付しております。認証の申請時

につきましては、先ほども申し上げましたとお

り、現地確認をしておりますので、営業の許可

は確認しております。

【山田(博)委員】 そういうことを聞いているん
じゃない。部長ね、営業許可証をやっていると

ころが、これは5年更新とかなっているじゃな
いですか。それが5年間ちゃんと、1年、2年、3
年やっているかどうかということを確認してい

るかどうかと聞いているんですよ。なんで同じ
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質問を3回も4回もしないといけないんですか。
どうなんですか、部長。

【貞方県民生活環境部長】許可制度につきまし

ては、店舗の種別によって、1年だったり2年だ
ったりの期間があります。その期間、特段の事

情がない限り、何か問題が起きたとか、例えば

食中毒が起きたとかいうことがない限り、その

店舗が営業しているかどうかということを法令

上も特に確認するという義務がありませんので、

そういったことから特段行っていないところで

ございます。実際に先ほど申し上げた母数の中

には、現にコロナ等もあり営業をやられていな

いところも相当数含まれている可能性はあると

考えております。

【山田(博)委員】 それで担当課長ね、これは補
助金の問題もあるからね、そこはやっぱり確認

せんといかんと思いますよ。不正受給とかもあ

るわけだから。そこを私は言っているんですよ。

これは質問するということで話をしていたにも

かかわらず、なんではぐらかすような答弁をす

るんですか。それは県の担当者としていかがな

ものかと思うよ。私は事前に通告しているんだ

から。部長、この調査をしっかりやっていただ

きたいと思います。これは、真面目にやってい

るところと不真面目にやっているところときち

んと区別せんといかんわけだから、そこはしっ

かりと調査していただきたいと思うんですが、

その見解を聞かせてもらって終わりたいと思い

ます。

【貞方県民生活環境部長】認証店舗等に関する

補助制度というのは2つございます。一つは、
私どもの認証に係る必要な諸機材を揃えた時に

10万円を上限として交付するもの。これにつき
ましては、当然ながら、店舗に行って実際の営

業の状況を確認しながら、施設の状況も確認し

ながら補助金を交付するものでありますので、

不正受給の可能性というのは、基本的に全くな

いというふうに考えております。

一方で、多分、山田(博)委員がご懸念されて
いるのは、そうじゃない、その他の持続化給付

金だったりということを話されているかと思い

ます。そういったところにつきましては、それ

ぞれの制度ごとに、例えば営業時間を報告して

いただき、それをインターネットで確認する、

もしくは店内の掲示板で確認する等々の種々の

対策を講じて不正受給がないようにやっている

ものと考えております。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 これで飲食店認証制度の現
状についての審査は終わります。

ここで審査の途中ですが、終了予定時刻とな

りましたので、本日の審査結果について一旦整

理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ４時４５分 休憩 ―

― 午後 ４時４５分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、協議結果を踏まえて、分科会長及

び委員長報告につきましては、正副委員長にご

一任願います。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から再開し、引き続き、県民生活環境部の審

査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。お疲

れでした。

― 午後 ４時４６分 散会 ―



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月３０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) 中村 一三 君

副委員長(副会長) 北村 貴寿 君

委 員 八江 利春 君

〃 小林 克敏 君

〃 山田 博司 君

〃 前田 哲也 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 赤木 幸仁 君

〃 坂口 慎一 君

３、欠席委員の氏名

中島 廣義 君

４、委員外出席議員の氏名

堀江ひとみ 君

５、県側出席者の氏名

県民生活環境部長 貞方  学 君

県民生活環境部次長 西  貴史 君

次長兼地域環境課長 重野  哲 君

県民生活環境課長 本多 敏博 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 久柴 幸子 君

交通・地域安全課長 永尾 俊之 君

統 計 課 長 下野 明博 君

生活衛生課長 眞﨑 敬明 君

食品安全・消費生活課長 峰松美津子 君

水環境対策課長 本田喜久雄 君

資源循環推進課長 吉原 直樹 君

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 安藝雄一朗 君

乗合事業部長 柿原 幸記 君

貸切事業部長 江頭 興祐 君

自然環境課長 石川 卓哉 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中村(一)委員長】 皆さん、おはようございま
す。

委員会を再開いたします。

なお、中島(廣)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、ご了承をお願いします。

昨日に引き続き、県民生活環境部関係の議案

外所管事務一般の審査を行います。

事前通告をされた委員の方でご質問はありま

せんか。

【坂口委員】 おはようございます。

3項目、通告をさせていただいております。
県民生活におけるアフターコロナへの見通し

ということで、昨日、観光の方でもほぼ同じ内

容の質問をさせていただいております。

県内のワクチン接種もある一定目途が見えて

きまして、全国的にも規制の緩和に向けた機運

といいますか、状況が見えつつある中で、「ア

フターコロナ」という文言が本会議の答弁の中

でも、あるいはいろんな事業の説明の中でも、

「アフターコロナを見据えた」とか、よく出て
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きます。

県民生活において、アフターコロナという言

葉がどういう状況を指しているのか、その定義

と、あるいはアフターコロナであるという状況

を誰が決定するのか、その点について伺います。

【本多県民生活環境課長】まず、アフターコロ

ナ、あるいはウイズコロナといった言葉の意味

でございますけれども、一般的にマスコミ報道

等で広く使われているところですが、明確な定

義というものは見当たらないような状況でござ

います。

ただ、一般的に使われている状況から判断い

たしますと、私どもとしては、ウイズコロナに

つきましては、新型コロナウイルス感染症が続

く中で、ワクチン、治療薬の開発、あるいは利

用によって感染拡大を抑える努力を続けながら、

日常生活におけるソーシャルディタンスの確保

やリモートの活用など、新しい生活様式へ移行

していく過程を指すものではないかと思ってい

ます。

また、アフターコロナにつきましては、ワク

チンや治療薬の普及によって感染が一定抑えら

れた状況下で、ウイルス等の存在を前提とした

ニューノーマルな時代の社会の在り方を示すも

のであって、完全にコロナ以前の状態に戻るこ

とはできないけれども、コロナと共存しながら、

新しい日常とともに、経済の回復も図り、持続

可能な社会を目指す段階に移ったことを指すの

ではないかというふうに考えております。

したがいまして、ウイズコロナからアフター

コロナへの明確な転換点ということを示すのは

難しいものと考えておりますけれども、ワクチ

ンや治療薬の普及による感染の抑制とか、経済

状況等を踏まえて、国において判断されるもの

ではないかと思っております。

そういった中で、県民生活環境部といたしま

しては、日頃より、県民にとって安全・安心な

生活環境、地域をつくることを掲げて各種施策

に取り組んでおりまして、県民の皆様に寄り添

った施策を切れ目なく推進しているところでご

ざいます。

例えば、安全・安心の観点からは、昨日も質

疑をいただきましたが、第三者認証制度につき

ましては、現在、認証店を増やすことと併せて、

県民にも適切な利用を呼びかけるなどして普及

を図っているところでございます。これが進ん

でアフターコロナの段階におきましては、店舗

側、利用者側の双方が感染対策に配慮した行動

というものを、ごく当たり前のことと認識し、

実践されている状態になることを目指していく

必要があると考えております。

また、環境面では、コロナ以前から国立公園

等の自然環境の積極的な利活用によって、国内

外との交流人口の拡大を進めているところでご

ざいまして、本県は2つの国立公園のほか、多
数の自然公園を有していることから、アフター

コロナにおきまして、県外観光客とかインバウ

ンドが戻ってくることに備えまして、雲仙はじ

め、自然公園におけるそういった受入れ環境の

整備というものも行っていく必要があるという

ふうに考えております。

【坂口委員】一義的な定義づけは難しいという

こと。そしてまた、決定する主体としても、や

はり国の政策決定によるというところであろう

かと思います。

なんでこういう質問をしているかといいます

と、やっぱりさっきのご答弁の中でもアフター

コロナという言葉が、やっぱり説明なしの所与

の概念として使われているところが、今後の議

論にとって混乱が生じないかというのを心配し
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ております。

私たち議会の方でも、いろんな陳情、要望を

お受けしますけれども、各業界・団体さんとも、

もうそろそろ、ちょっと我慢も限界に近いよと

いうようなご意見をいただいております。本当

にアフターコロナというのが、なんかすぐそこ

まで来ているようで、なかなか来ないという、

そういう状況じゃないかなと思います。

これから規制緩和に向けて動き出すとは思い

ますけれども、昨日、観光の方で伺った時には、

アフターコロナをどう捉えるかは、所管の各事

業を推進していく中で、その事業の中でアフタ

ーコロナという状況かどうかは判断していきま

すという具体的なご答弁をいただきました。そ

の点について県民生活環境部ではどうお考えに

なるか、お伺いしたいと思います。

【本多県民生活環境課長】先ほど申し上げたよ

うに、一義的にウイズコロナからアフターコロ

ナに転換とか、アフターコロナがいつ始まるか

ということを示すことは困難と思いますが、先

ほども申し上げましたように、県民生活環境部

としての事業を推進する中で、コロナの感染状

況とかワクチン、あるいは治療薬の普及の状況

などに合わせて、国の施策とも連携を取りなが

ら、県としてできることを考えて対応していく

というやり方になるのかなというふうに思って

おります。

【坂口委員】ということは、課長の答弁をまと

めますと、文化観光分野と同様に、個々の事業

の中で決定をされていくという認識でよろしい

ですか。ありがとうございます。

そしたら次のウイズコロナの取組についてで

すけれども、規制緩和に向けた動きの中で、ウ

イズコロナの取組、繰り返しますけれども、ワ

クチン接種がある一定めどがつく中で、これか

らの規制緩和に向けて、また、その機運の醸成

という観点から、ウイズコロナの県の取組とし

てどういったことが可能なのか、現状どうなの

かを含めてご答弁をお願いいたします。

【本多県民生活環境課長】私ども県民生活環境

部といたしましては、コロナの感染がまだ継続

している状況の中では、県民一人一人が感染症

対策のための行動制限とか行動変容を求められ

るとともに、感染に伴う誹謗中傷などのリスク

にさらされているという状況がございますので、

このような社会環境の変化に伴って起こり得る

消費生活のトラブルでありますとか、人権侵害

での悩みといったものを抱えている県民の皆様

の声に耳を傾け、必要な助言を行う各種相談窓

口の業務をこれまで以上に引き続き推進すると

いうことと併せて、飲食店の第三者認証制度も

普及促進をいたしますし、さらには、働き方や

余暇の過ごし方の変化に対応したワーケーショ

ンやマイクロツーリズム等での自然公園等の活

用なども推進していきたいと思っているところ

でございます。

ちなみに、第三者認証制度の認証店について

は、規制の緩和という意味もありますが、県独

自の営業時間短縮要請の際に1時間の延長を認
めるなどの緩和措置ということも行っていると

ころでございます。

今後も、国が進めるワクチンと検査のパッケ

ージや、第三者認証制度を活用した日常を回復

するための施策の動向なども見極めながら、県

として必要な対策を検討してまいりたいと考え

ております。

【坂口委員】そうですね。ご答弁にありました

ように、日常を早く回復できるように、場面場

面、状況に応じた規制の在り方とか基準の在り

方を考えていただけるかと思いますので、ぜひ
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よろしくお願いをいたします。

では3番目、多良岳県立自然公園、特に周辺
の整備と金泉寺山小屋の改修について伺います。

このコロナ禍の状況を受けまして、山登りを

される方とかかなり増えてきております。この

多良岳金泉寺もかなり多くの山登り客というか、

行楽客といいますか、にぎわいが出てきており

ます。

そういう状況の中で、金泉寺の山小屋の老朽

化が著しい状態です。具体的に申し上げますと、

水場ですね、炊事場の屋根が崩れそうになって

いたり、トイレは以前からずっと指摘をさせて

いただいていたことですが、ソーラーの、バイ

オ処理というんですか、あれが壊れたままにな

っていたりとか、あるいは最近でいきますと、

非常階段がさびて朽ち果ててしまって、代わり

に準備してあるのが縄のはしごですね。これは

法律上、それで問題ないということで設置して

あるようですが、とにかく老朽化して使えなく

なったら、そのまま撤去、そのまま撤去という

感じで、どんどん撤去、撤去というような状況

が続いております。

今年から指定管理者も新たに替わられたよう

でして、今回の指定管理者さんは、物品を販売

されたりとか、収支の改善に向けてかなりの努

力をされておりますが、やはりそれでも施設の

改修の費用はとても捻出できないということで、

地元からも利用者からも要望が上がっておりま

す。

この山小屋の改修という点について県の所見

を伺いたいと思います。

【石川自然環境課長】 お答えいたします。

まず、ご質問がありました施設の改修の部分

ですけれども、冒頭にございました洗い場の屋

根につきましては、危険性があるということで

立入禁止の措置をしておりましたけれども、今

般、撤去を全て完了いたしまして、今は屋根を

撤去して安全性も確保したということもありま

して、洗い場は開放しております。おっしゃる

ように、避難ばしごですとか、トイレですとか、

十分に対応できていない部分があることは事実

でございます。

この金泉寺山小屋の県としての位置づけです

けれども、3年ごとに建築基準法に基づく法定
点検を実施しておりまして、老朽化が進むなど、

今後の供用が困難と判断された場合には、今後

の施設の在り方について、地元諫早市ですとか、

山小屋の利用の状況などを踏まえて慎重に判断

していくという位置づけがございます。

その中でも、今、我々が進めているのは、特

に安全性を確保するための改修に力を入れてお

ります。避難ばしごもその一環でございます。

ただし、おっしゃっていただいたように、今

までは安全性を確保することを最優先に進めて

きておりますが、そのあたりも一定程度落ち着

いてきた段階でございますので、今後について

は、利用者の快適性を確保するための取組とい

うものにも力を入れていきたいと考えておりま

す。

おっしゃっていただいたように、今年から新

たに指定管理者になっていただいた皆様は、非

常に熱心に業務を行っていただいておりますの

で、我々も委員のご指摘があった後に、早速、

指定管理者の皆様とお話をして、特にトイレに

ついて、今、バイオトイレ、おがくずの微生物

を利用して浄化するようなシステムを使ってい

るんですけれども、それについてもう少し快適

性を向上させるようなことができないだろうか

ということで今検討を進めているところでござ

います。
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我々も、負担金以外の施設に関わる補修に使

える予算もございますので、まずは指定管理者

の皆様とお話をしながら、どのような対策をす

れば快適にトイレを使えるかということを相談

いたしまして、必要があれば、その予算でもっ

て対応していきたいと考えております。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【赤木委員】おはようございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

では、通告に従いまして、3つ出しているん
ですけれども、 team NAGASAKI SAFETYに
ついては、昨日、質問させていただきましたの

で、これは省略をさせていただきます。

では、食育キャラクターについてまずお尋ね

します。今日は、部長はじめ、関係者の皆様、

部局の皆様も、びわ太郎君、こびわちゃんをつ

けていらっしゃるのかなと思いますが、これ、

先日の一般質問で私も初めて知りました。私自

身、勉強不足を痛感したんですけれども、様々

な役割を担っていただいているものと思います

が、キャラクターができた経緯、いつできたの

か、まずお尋ねいたします。

【峰松食品安全・消費生活課長】びわ太郎の設

立でございますけれども、食育推進と食の安

全・安心のイメージキャラクターということで

平成19年に誕生しております。
また、妹のこびわちゃんですが、食育の通信

誌の「びわ太郎食育通信」を作成する際に、び

わ太郎だけで発信するのは寂しいということで、

一緒に食育、食の安全・安心を発信していこう

ということで妹のこびわちゃんも誕生した次第

でございます。

【赤木委員】誕生の経緯というものを教えてい

ただきました。誕生してから10年以上経過して
いることもわかりました。私、先ほど申し上げ

たとおり、一般質問でこのキャラクターのこと

を初めて知ったんですけれども、その時に配ら

れた県の製作物にはちょっと違和感を覚えまし

た。これはクリアファイルですが、10年前と今
では、もちろん社会情勢も価値観も変わってき

ておりますので、過去を一つ一つ責めるつもり

はもちろんございません。しかし、現在、未来

に関して指摘をしなければならないなと考えて

おります。

今回、県議会で配られたクリアファイルにジ

ェンダー平等の観点からふさわしくない表現が

見受けられました。ＳＤＧｓにもジェンダー平

等を実現しようと定められておりますが、県の

今の認識が同じであるならば、ものすごく遅れ

ているなと感じますし、10年以上前に誕生した
ということであれば、今後、改善するような仕

組みにしなければならないと考えておりますが、

ジェンダー平等の観点からどのように思ってい

るのか、男女参画・女性活躍推進室長にお尋ね

いたします。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】このキャ

ラクターが設定された当時と比べて、現在はジ

ェンダーに対する社会の意識がさらに高まって

いるということは、ご存じのとおりでございま

す。

このため、公的な広報やキャラクターの設定

につきましては、これまで以上に男女共同参画

の視点が強く求められているところでございま

す。

行政機関が使います言葉や表現は、社会に与

える影響がとても大きいということを認識して

おりますので、性別による固定的な表現をして

いないか。例えば、リーダーは男性、スタッフ

は女性、そういった表現をしていないかなどを

製作の段階から確認することが必要であると思
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っております。

このため、男女参画・女性活躍推進室におき

ましては、県の刊行物を発行する所管課からの

依頼を受けて、イラストなどをジェンダーの視

点からチェックして助言を行う取組を行ってい

るところです。

特に、今年度からは、その取組を強化いたし

まして、事前に多くの視点でチェックを行うこ

とで、男だから、女だからという思い込みや決

めつけに気づくことができると考えております。

そういった取組を今年度から特に強化して実

施しているところでございます。

【赤木委員】今年度から様々なチェック体制を

しっかりつくられてきているということでござ

いました。なので、今後、そして未来にかけて

県がつくるもの、そして発信するものに関して

は、ジェンダー平等の観点もしっかり取り入れ

た形で発信していただけるという答弁だと認識

しました。ぜひこれは強力にといいますか、県

が発する様々なメッセージには、そういった観

点をしっかり盛り込んでいただくよう、お願い

をいたします。

続きまして、パートナーシップ宣誓制度導入

についてお尋ねをいたします。

長崎県内では、長崎市がパートナーシップ制

度を導入しております。今後の展開については、

以前の質疑で「勉強してまいります」という県

の認識だったと私は認識しました。これ、議事

録でもあったんですけど。8月27日、お隣の佐
賀県では、県民一人一人が多様な特性や個性を

理解し、お互いが認め合い、そして生活上の障

壁をなくすことを目的に、佐賀県でパートナー

シップ宣誓制度が導入されました。

長崎県で行う意思がないのか、お尋ねいたし

ます。

【久柴人権・同和対策課長】委員ご指摘のとお

り、佐賀県において、8月からパートナーシッ
プ宣誓制度の導入がなされております。このパ

ートナーシップ制度というのは、性の多様性と

いったことの理解を深める取組の一つであろう

と考えております。

長崎県におきましては、性の多様性の理解を

深めるための取組といたしまして、これまでも

アンケート調査でありますとか、ハンドブック

の作成でありますとか、そういった活動を行う

ことで多様な性への理解を深める取組を進めて

きたところでございます。

パートナーシップ制度の導入というところで

ございますけれども、先ほども申しましたが、

多様な性の理解を深める取組の一つであるとは

思うんですけれども、実際に導入を行うという

ことになりますと、地域社会において生活しや

すい取組を進めるということが重要になろうか

と思っております。そういったところから、様々

な住民サービスを提供している市町において導

入を検討することが望ましいと考えているとこ

ろでございます。

県においては、市町の取組を推進といいます

か、支援していきたいと考えておりまして、こ

れまで以上に情報提供でありますとか、導入す

ることの意義でありますとか、そういったとこ

ろをお知らせすることによりまして、市町にお

けるパートナーシップ制度の導入が進むように

取り組んでいきたいと考えているところでござ

います。

【赤木委員】今の県の認識と、今後どうしてい

くかというご答弁をいただきました。

1個だけ再度確認をさせていただきたいんで
すけれども、県としては、今おっしゃったよう

に、21市町が導入することが望ましいと、その
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21市町が導入できるように今後も働きかけて
いくという意気込みを今言っていただいたと、

その確認だけさせてください。

【久柴人権・同和対策課長】市町において意識

が高まるよう、市町に対しての働きかけを高め

ていきたいと思っております。

【赤木委員】 なので、県としては、今、21市
町ありますので、全部が導入できるように今後

も後押しをしていくというご答弁だったという

ことでよろしいですか。

【久柴人権・同和対策課長】市町におきまして

は、住民の意識の醸成ということが大変必要に

なってくるかと思いますので、そういったとこ

ろを進めていただくように、こちらの方も推進

していきたいと考えております。

【赤木委員】考え方はわかりました。部長にぜ

ひ意気込みを最後に答えていただければなと思

います。

【貞方県民生活環境部長】いわゆるパートナー

シップ制度でございますけれども、どういうも

のかというと、パートナーの一方、または双方

が性的少数者である二人、互いを人生のパート

ナーとして相互の協力により継続的な共同生活

を行う関係であることを市町とかの自治体が証

明書を交付すること、そういったものを一般に

指す制度だと理解をしております。そのような

制度でございますので、まだまだ社会全般に広

く普及した概念、制度ではないというふうに理

解しております。

そういう状況を踏まえまして、自治体におけ

るパートナーシップ制度についてでございます

が、性の多様性に関する住民意識の状況であり

ますとか、その制度をどういったパートナーの

方たちに、いろんな組み合わせがありますので、

適用していくかということに留意しながら検討

を進めていく必要があります。

このようなことから、その導入に当たりまし

ては、まず、地域における住民意識というもの

を具体的に把握する必要があります。なかなか

そういった環境が醸成されていない、意識も醸

成されていない中で、県が強引にそれを望まし

いからやってくださいというような状況ではま

だないものと理解しております。

したがって、福祉や子育てなど多様な住民サ

ービスを所管している市町において、そういっ

たことも含めて、まずは検討されるのが望まし

いのではないかと思っております。即導入して

くださいというよりも、まずは住民の意識をし

っかり把握すること。そして、住民の意識が総

体的に理解していただいたということであれば

導入に向けて検討を進める、そして導入という

ようなプロセスが必要ではないかと考えており

ますので、県としては、そのための情報提供等

について積極的的に行っていくという考え方で

ございます。

回りくどくなりましたが、そのような県の考

え方で進めさせていただきたいと思っておりま

す。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【前田委員】 1点だけですね。
コロナ禍が続く中で、以前も指摘したんです

が、ＮＰＯの活動が停滞ぎみだということも含

めて、身近なところから、事務活動がなかなか

できないとか、事務所の家賃等を支払うのが厳

しいとか、そういうお声が届いております。

県が把握する中でのＮＰＯの活動の現況につ

いてということと、先ほど話したような問題点

とか支援を求めるニーズがあるとするならば答

えていただきたいんですけれども、今、どうい

った支援策を展開しているのか、お答えいただ
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きたいと思います。

【本多県民生活環境課長】まず、コロナ禍にお

けるＮＰＯ活動の現状でございますけれども、

私どもとか、あるいは県民ボランティア活動支

援センターに対しまして、ＮＰＯ団体からは、

直接、資金面などでの困窮を訴えるような切実

な声というものは届いていないところですけれ

ども、新型コロナ感染症による影響が長く続く

中で、ＮＰＯ団体も活動に当たって様々な困難

や悩みを抱えているものと認識しております。

そこで、今年の5月から6月にかけまして、県
内のＮＰＯ法人に対し新型コロナの影響による

活動上の問題点等について、改めてアンケート

調査を行いました。県内の500法人に照会し、
半数近い約240法人から回答がありました。そ
のうち4分の1に当たる約60法人につきまして
は、「活動への影響がほぼない」という回答が

あったものの、それ以外の団体については、活

動に何らかの影響があったという回答であり、

また、半数が「収入が減少した」という回答で

した。

そういった内容のほとんどが、人を集めて実

施するような講演会とか研修会、体験イベント

などの開催を延期や中止せざるを得なくなった

など、そういった活動に何らかの制約を受けた

というもの。また、収入面では、主に物販の売

上げや施設サービスの利用料、イベント収入な

どが減少したといったものでございます。

あと、そのアンケートの中で、併せて国とか

県、市町、あるいは民間の「コロナ禍での支援

制度を利用したか」ということもお尋ねしたと

ころ、約半数近くが「何らかの支援制度を利用

した」ということと、あと、活動の実施に当た

っては、オンラインを活用したりとか、コロナ

禍に対応して創意工夫をした上で活動されてい

るという声も伺えたところでございます。

そういった状況でございまして、私どもとい

たしましては、ＮＰＯ団体からの様々な相談内

容に応じて、資金面では、まずはこれらの支援

制度を紹介いたしまして効果的に活用していた

だくということ。それから、資金面に限らず、

運営全般につきましては、必要に応じて専門家

による指導、助言を得ながら、当該団体の持続

的な運営が可能となるよう、きめ細かに対応し

てまいりたいと考えているところでございます。

ＮＰＯが活動する分野、業態というのは、多

種多様でございますので、活動内容に応じた対

応をしていくということで、コロナ禍の影響に

伴って、広く薄く給付金等で支援をするという

ことは、現時点では考えていないところでござ

いますけれども、先ほど申し上げた相談対応な

ど、きめ細かな対応をするとともに、現在、私

どもで推進しております多様な主体による協働

事業、県、ＮＰＯ、市町、様々な主体が連携し

て地域課題の解決に取り組むといった事業を推

進する中で、地域課題解決を担うようなＮＰＯ

に対して様々な支援をしていくということを考

えているところでございます。

【前田委員】ありがとうございました。アンケ

ートをとっていただいたということで、その結

果で、出してこないというか、返事がなかった

ところも含めると、何とか成り立っていってい

るというか、やっていけているというような状

況なのかもしれませんけれども、個々に聞いて

みると、様々お困り事があると思うんですね。

私がよく聞いているのは、事務所を維持する

のが難しいという相談が複数あったものですか

ら、そういうお声も届けたつもりだったんです

が、ただ、アンケートの中でそういうものが出

ないとするならば、実を言うと、県とかの遊休



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月３０日）

- 205 -

施設を使って、そういった拠点をつくってほし

いということを要望しようと思いましたけれど

も、そこまでいってないということで理解しま

す。

ただ、今、答弁はいただきましたけれども、

コロナ禍でない中でも長崎県のＮＰＯの状況と

いうのは、新しくできる数と解散をしていく数

というのが、一定どちらも数が出ていて、そう

いう意味でいくと、一度立ち上げたＮＰＯを側

面的に支援していくということがもっと必要な

のかなと思っているんですが、直近の中でのＮ

ＰＯの設立と解散の数というのは、どんな状況

になってますか。

【本多県民生活環境課長】 令和2年度の設立数
と解散数でございますけれども、設立数が17法
人、解散が21法人ということで、令和2年度に
つきましては、解散の方が若干上回っているよ

うな形になっております。累計で令和2年度末
現在で県内には502法人がございます。
【前田委員】 ＮＰＯですので、一定、社会的な

ニーズがあって、そういう気持ちを持った方が

集まってＮＰＯを立ち上げていく中で、その役

割が終えたとするならば解散ももちろんあって

いいと思うんですが、今聞くと、解散数が多い

という中では、解散するに当たって、なんで解

散したかということも含めて今後確認していた

だきたいと思います。

これから社会が多様化する中で、まだまだＮ

ＰＯの存在価値というのは増してくると思う中

で、県民ボランティアの振興基金等もあります

ので、コロナ禍の対応も含めて、今でも活動促

進事業というのを十分打ってもらってますけれ

ども、基金があるんですから、もう少し幅広に

支援を展開してほしいということを要望します。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【深堀委員】通告に従って、消費生活センター

の相談状況についてお尋ねしたいと思います。

先般、2020年度に寄せられた相談件数が前年
度比で7.6％増、2,475件だったということを報
道等で確認をしています。当然、新型コロナウ

イルス関係での県民の皆様の不安や心配といい

ますか、そういったお困り事に対することでセ

ンターに問い合わせが増えたのだろうというふ

うに認識しています。

センターを所管する部署として2020年度の
実績、特徴点を踏まえてどういった感想を持た

れているのか、お尋ねをしたいと思います。

【峰松食品安全・消費生活課長】委員おっしゃ

いますように、令和2年度の消費生活苦情相談
の受付件数、令和元年度に比べて増加している

ところでございます。

そういう中で、相談内容の特徴としましては、

20歳未満の相談件数が増加しているというこ
と。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に

関連した相談が増加しているということ。これ

らの点が特徴的なところだと感じております。

【深堀委員】 特徴点としては、20歳未満の相
談が増えた、コロナ関係の問い合わせといいま

すか、相談が増えたということです。結局、過

去10年間の受付件数の推移を見ると、平成23年
度以降、ずっと減少してきているんですよね。

平成23年度当時の受付件数は3,748件、それに
対して令和2年度は2,475件ですから、1,300件
ほど減少している、10年前と比べたらですね。
ただ、前年度の令和元年度と比較すると増えて

きているという状況です。

コロナ関連の問い合わせも、例えばマスクで

あったり、消毒液であったり、そういった分の

不足、購入ができないというのが多かったとい

うふうな報告も受けているんですけれども、あ



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月３０日）

- 206 -

る意味、コロナ関係の分については、医療とか

そういった関係で言えば、つなぐ役割もあると

思うんですね、いろんな専門機関に。そのあた

りの増えたコロナ関係の分は、的確にそういっ

たところにつなげて解決に至ったのかどうかと

いうことが1点。
20歳未満の方々の相談件数が増えたという

ことですけれども、それがどういった相談が増

えたのか、なぜ20歳未満の方の相談数が増えて
いるのか、その点の分析を教えてください。

【峰松食品安全・消費生活課長】 まず、最初の

ご質問の専門機関へつなぐということですが、

コロナ関係で申しますと、コロナの関係でご相

談があった場合には、コロナの県の窓口がござ

いますので、そちらの方をご紹介しております。

こちらの消費生活センターで、あと専門機関に

つなぐといいますと、法律的な問題が起こった

場合に弁護士会や、司法書士会、弁護士会のひ

まわりほっとダイヤル法律相談とか、そちらに

おつなぎすることももちろんございます。

2点目に20歳未満の相談件数が増加したとい
うところで見てみますと、デジタルコンテンツ、

いわゆるインターネット関連で得られる情報が、

昨年度18件であったのが、今年度25件というふ
うに20歳未満の相談が増加しております。また、
健康食品が令和元年度5件に比べて令和2年度
が15件ということで200％増加しています。こ
れは、コロナ禍で自宅で過ごすことが多くなっ

ているということで、インターネットにアクセ

スしやすい若者がトラブルに巻き込まれている

のではないかと考えているところでございます。

【深堀委員】わかりました。そういうことなん

だなというのは、今、ご説明を聞いて理解しま

した。

そういった意味では、多くの相談がある中で

的確に答えるという意味では、職員の皆さん、

相談員の皆さんのご苦労もあるというふうに思

います。

少し話がずれますけれども、センターに相談

したことによって、助言とかあっせんをしてい

ただけたことによって、245件が、そして7,121
万円を救済することができたというふうな報告

書を拝見して、非常に有効な相談機関として機

能しているんだなあというふうに思いました。

助言やあっせんという時に、7,121万円、県民
の皆さんの本当に貴重な財産が損失しなかった

という意味で、そこはやっぱり弁護士とか専門

的な機関との連携というのがあってこういうこ

とになったということなんですかね。

【峰松食品安全・消費生活課長】委員おっしゃ

いますとおり、相談員の方々は毎月のように勉

強会等を開いて、また、事例等を研究して、弁

護士の方とか、それ以外の法律の専門家とか、

業界の方々をお招きして勉強会を頻繁に開催し

てレベルアップを図られているところです。そ

ういうことでいろいろなケースについても把握

して、適切な対応もしくは専門機関につなぐよ

うな対応をされているところでございます。

【深堀委員】 わかりました。今、私は、245件
を救済することができたという話をしました。

資料等を見ると、全体で相談対応の結果でいけ

ば、今言った245件というのは、助言やあっせ
んで解決した分、実際に相談対応した結果の助

言の件数は、令和2年度でいけば1,610件、あっ
せんが267件、ここはものすごく大きいんです
ね。もちろん、簡単に解決することはできない

ことはよくわかっているんですが、できる限り、

今言った1,610件や267件、これらの件数の部分
の多くを先ほど言ったような救済できるような

形にもっていくことが一番必要なのかなという
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ふうに思います。そのために相談員の方々のレ

ベルアップのためにいろんな研修をしていると

いうことなんだろうなというふうに思っていま

すが、そういう認識でよろしいですか。

【峰松食品安全・消費生活課長】委員おっしゃ

いますとおりでございます。

【深堀委員】 わかりました。

最後にしますけれども、そういった助言とか

あっせんというのがありますけれども、相談内

容別の資料を見ると、コロナ禍を象徴している

というか、結婚式場での話、例えば、コロナ禍

の中で本当は結婚式を予定していたんだけれど

も、できなくなった。そこに対して予約をして

いた式場から高額の解約料を請求されたケース

が17件、海外ツアーの契約をしていたけれども、
コロナ禍の中で行けなくなってキャンセルを申

し出たけれども、キャンセル料を請求されたと

いうのが13件というような件数も報告の中で
見て、本当に今、コロナ禍の中で当然考えられ

るケースだろうと思ったんですが、これについ

ての解決というのは記載がなくて、どうだった

のかなというふうに非常に気になったので、そ

こについてお尋ねしたいと思います。

【峰松食品安全・消費生活課長】結婚式場や旅

行とかといいますのは、民法上の契約になりま

すので、こちらとしては約款というか、契約書

とかをご覧になって相手方との自主交渉という

のが基本になっております。

そういう中で自主交渉の仕方等の助言をこち

らとしてはしているというのが主になっており

ます。それでも納得されない方につきましては、

こちらが持っております弁護士相談にご紹介し

たりとか、そういうふうなことをやっておりま

す。解約料をゼロにしたというお話は伺っては

いないところでございます。

【深堀委員】なかなか、おっしゃられるように

民・民の契約上の話、当初からそういったキャ

ンセル料が発生するという契約であるならば、

確かに、コロナであっても致し方ない部分があ

るのかもしれないですね。よくわかりました。

冒頭、相談件数が微増したというふうにおっ

しゃられて、パーセンテージでいけば7.6％、相
談件数が増加しているということで、職員の皆

さんの研修であったりとかレベルアップ、そう

いったもので十分対応できているというふうに

認識をしていいですか。恐らく相談のほとんど

が電話による相談だと思います。相対してすれ

ば、もっと詳しく聞ける中身が、電話の対応で

は真意がよく聞けないということもあると思う

んですよね。そういった意味では電話で話すス

キルについても定例的な研修等が必要になると

思うし、人員を研修するということは、十分な

人員がいないと、そういうこともできないし、

そういった人員の体制についても大丈夫なのか

ということを聞いて終わりにしたいと思います。

【峰松食品安全・消費生活課長】県の消費生活

センターにおきましては、6名の相談員が月曜
日から金曜日まで相談に対応しているところで

す。今のところ、その方々はベテランの方がほ

とんどでございますので、電話の対応も適切に

なさっているというふうに見受けられておりま

す。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【八江委員】雲仙の大雨後の災害復旧について

は、前回も別の委員会でお尋ねをいたしました

が、災害というのは、復旧作業であって、元に

戻すということが基本だと思います。その中で

私は前の委員会でも申し上げておりましたが、

雲仙の地獄というのは、長崎県の一つのシンボ

ルでもあるし、お山雲仙という国立公園の全国
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では初めての指定公園でありましたので、長崎

県としてはシンボルの山だと思っております。

災害等もありましたが、ようやく雲仙というも

のが、また新たに定着というか、波及してくる

時期になってきているんじゃないかと、Ｇｏ Ｔ

ｏトラベルも含めてですね。

そういう中で、雲仙の再生を図っていただき

たいということで申し上げておりました。復旧

と再生、リニューアルですね、それをどのよう

に組み合わせていくかというのが一つの大きな

課題ではないかと、いえばチャンスじゃないか

と。

しかも、環境省、あるいは県が所有する土地

等が被災しておる関係もありますし、予算の確

保等から考えてみても、そういう方向づけをし

ていくのが一番いい時期じゃないかなと、時期

を捉えていく必要があるんじゃないかと思って

おります。

そのことについては、災害復旧のみならず、

どのようなことで展開しようとしていかれるの

か、お尋ねしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

【石川自然環境課長】 お答えいたします。

まず、復旧につきましてでございます。今は

まさに復旧を進めているところでございまして、

先日、環境省と雲仙市によって温泉が出なくな

ってしまったホテルなどに対して仮復旧をして

温泉を届けたというのがまず一つございます。

現在、さらに環境省の土地の部分で流出してし

まった土砂の除去を急ぎ進めているところでご

ざいます。

さらに、今、ホテルの方、旅館の方が困って

いらっしゃるのは、燗つけ施設という、地獄の

地熱で水を温めてシャワーですとか暖房に使っ

ているものですけれども、それが被災してしま

って、それを何とか復旧するということで、地

元雲仙市が、今、仮復旧に向けて環境省とも連

携しながら進めているところでございます。

一方で、再生に向けては地元の関係者を含め

まして、我々も含めまして、今回を契機に単な

る現状復旧ではなくて、より景観に配慮した形

で魅力的な観光地づくりにつなげていきたいと

考えております。

具体的には、ご存じのとおり、地獄には、も

ともと各旅館やホテルが独自に温泉の泉源の施

設ですとか配管を設置しておりまして、それが

いわば無秩序に地獄に張り巡らされているよう

な状況で、それが景観を阻害する一つの要因に

もなっておりました。

今回、こういったことがありましたので、配

管ですとか泉源をできれば共同で管理をして一

元化をして、今まで無秩序に配置されていた配

管などもきれいに整理をして、より美しい景観

にしていこうというのが関係者の共通の思いで

ございます。

地元の温泉関係者との調整など課題はいろい

ろあろうかと思いますけれども、現在は関係者

一同、その美しい景観を再生させるために取り

組んでいこうというのが現在の方向性でござい

ます。

【八江委員】十分わかりますが、この際しっか

りとやっていただきたい。

前にも申し上げたように、ホテル・旅館業に

ついては、非常に厳しい環境の中にあるし、経

営も厳しい状況にある。この災害で、なおさら

ダメージを受けております。前も申し上げてお

ったように、そこにあるいろんな団体等が、経

営者が減少する中で、例えば、ロータリークラ

ブの会員も減少するし、また、設置できなくて

別の会に移動していかなきゃならないような状
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況と。これは経営が順調にいかないと、そうな

ってくると。

我々が期待するのは、長崎県の観光の一つの

シンボルは雲仙岳だと思うし、雲仙の地獄を含

めて、経済界の皆さん方、ホテル・旅館の皆さ

ん方が活気づいていかなければ、観光立県とい

う長崎県がそのシンボルをなくすという思いが

ありますので、前に計画して実施いただいた緑

のダイヤモンド等も含めて再度考えていただき、

平成新山を新たな観光地として誘導も含めて考

えていくべきじゃないかと。このように強く思

っておりますので、今の災害復旧のみならず、

再生を含めてやっていくというお言葉をいただ

きましたので、全力で。

これはやっぱり長崎県の将来を見据えて、長

崎県の移動人口に関係するのは観光しかないと

いうことで、長崎県の観光立県ということも標

榜しているわけですので、そういったことを改

めて認識して進めていただきたいと、このよう

に思います。

今の課長のお話は十分わかりました。責任者

である部長のそれに対する意気込みといいます

か、考え方を確認したいと思いますが、いかが

でしょうか。

【貞方県民生活環境部長】委員ご指摘のとおり、

八万地獄の復旧・再生だけではございませんが、

まずはそこからしっかりやっていきたいと思っ

ております。

まず、この八万地獄の復旧・再生につきまし

ては、雲仙温泉のモデルとなる地獄の景観の創

出を目指していきたいと考えております。この

考え方は今回の災害のために後送りになります

が、その後予定しています上質化事業で行う温

泉街のエリアでありますとか、温泉街の周辺部

における景観整備、遊歩道等の整備につなげて

いきたいと考えております。

こういったことに県としてもしっかり取り組

んでいきたいと考えておりまして、環境省の事

業も積極的に実施していただきたいと考えてお

ります。雲仙市も同じように、やれることをや

っていただくと思っております。

こういったことで関係者が連携して進めてい

くことで、委員からご指摘のあった平成新山の

活用も含めた雲仙市の観光戦略がございます。

キャッチフレーズとしては、「6日間滞在でき
る雲仙」、1泊、2泊じゃなくて、6日間、連泊
できるような雲仙の実現を地元も目指しており

ますので、私どもも、そういった目標を共有し

て長崎県の観光の目玉になれるような雲仙の復

興に向けて努力してまいりたいと考えておりま

す。

【八江委員】 課長に改めてお願い申しますが、

政権の交代も、昨日は総裁も替わりました。そ

してまた、大臣等も大きく替わってくると。そ

ういう中で早く対策を考えていかなきゃならな

いと思います。全国各地で災害はたくさんあっ

ておりますが、どのような形で推進をしていく

かというのは、その県特有の推進の方法がある

と思いますけど、そこで環境省出身であります

課長も含めて全力で再生に取り組んでいただき、

お山雲仙を取り戻していただきたいということ

を申し上げておきたいんですけど、先ほどの話

をもう一度確認したいと思いますけど、部長の

答弁を含めて課長の考えはいかがですか、取組

の仕方というのはどうですか。

【石川自然環境課長】 お答えいたします。

今回、八万地獄が被災してしまって、とにか

く迅速に八万地獄を復旧していただきたいとい

う地元からの思いがあります。我々もそのため

に、どういう予算、仕組みが考えられるかとい
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うことを検討いたしまして、一番早いのが環境

省の事業、自然公園法という枠組みを使って予

算を活用していくというのが最も早い方法でご

ざいましたので、そこは環境省にお願いをしま

して、法的な手続が必要だったんですけれども、

臨時で国の審議会も開いていただくということ

になりまして、今日、実は昼から審議会が開か

れます。そこで段取りをきちんとして、すぐ事

業に取りかかれるような協力もいただいており

ますので、おっしゃっていただいたように、環

境省の方にもきちんと協力をいただきながら、

また、雲仙市、地元の温泉街の皆様とも協力を

しながら、まずは八万地獄の復旧、そして行く

行くは雲仙全体に波及するような事業を展開で

きるように一生懸命頑張りたいと思います。

【中村(一)委員長】 ここで換気のため11時5分
まで休憩します。

― 午前１０時５８分 休憩 ―

― 午前１１時 ９分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はございませんか。

【山田(博)委員】 それでは、通告に従いまして
幾つか質問させていただきたいと思います。

まず最初に、長崎県食育推進計画についてお

尋ねしたいと思います。

「第4次長崎県食育推進計画」を拝見させて
いただきました。これは令和3年度から令和7年
度までの資料ということでございますが、これ

をつくられたのは食品安全・消費生活課ですね。

これに関して、どれぐらいの思いがあってつく

ったのか、細かく入る前にお尋ねしたいと思い

ます。

【峰松食品安全・消費課長】委員お尋ねの件で

ございますが、私の思いといたしましては、「は

じめに」で知事が申し上げておりますけれども、

結局、食育というのは、生きる上の基本であっ

て、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの

であって、食は命の源ということで、人間が生

きていくために欠かせない大切なものであると

いうふうに述べられております。

そういうことでありますので、食育というの

は推進していくべき重要なものだというふうに

考えております。

【山田(博)委員】 この中の40ページに「地域社
会への貢献度が高く、他の模範となるような食

育活動に取り組んでいる個人・団体を表彰して

いる」ということがありますね。この予算が毎

年度9万5,000円ということです。
部長ね、資料を見たら、中村知事の挨拶は令

和3年3月になっているんです。ところが、「地
域社会の貢献度が高く」と言っている中に、19
ページを見てください。この表題というか、そ

の中で「誰かと食べるっておいしいね！楽しい

ね！」と、これは平成29年度の優秀賞作品です。
今、何年ですか、令和3年です。もっと言うと、
24ページに、「食品ロス問題を認知して削減に
取り組む消費者の割合」ということで、令和元

年は95％で、令和7年は幾らかという95％です。
つまり私は何が言いたいかというと、あなた

方は、予算を組んでます、組んでますと言って

いる割には、こういったところでもぴしゃっと

やっておかないと、子どもたちに対して、昨日

の議会でもあったけれども、部長、胸を張って

こういった計画のことを言えるかと、私は、そ

こを言いたいんだよ。

先ほど、誰か委員が言ってたけど、びわ太郎

君とこびわちゃんが平成19年に生まれました
と。今回、それを議会で言われたから、皆さん

方は、この際ＰＲせんといかんということであ
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りました。これは部全体として取り組むことな

んでしょう。課長、どうなんですか。部として

一生懸命やるというふうな方針であるのか、な

いのか、そこだけお答えください。部長なのか、

課長なのか、どっちでもいいけれども。

【峰松食品安全・消費生活課長】食育に関しま

しては、まず、当課が中心になって行うことで

ございます。もちろん、委員ご存じのように、

関係各課が連携して食育は推進していくもので

ございます。そういうことで、今、次長や県民

生活環境課長にシールを貼っていただいており

ますけれども、部としても一緒に推進していた

だきたいと考えております。

一つ申し上げさせていただきますと、4次計
画の48ページをご覧になっていただきますと、
平成28年度から令和2年度までの受賞者につい
て記載しております。絵とか標語とか、第3次
計画の間に受賞された方々の作品をここに掲載

しているところでございます。

それで、こちらの表紙については、令和2年
度に表彰を受けた方の作品を表紙にさせていた

だいているところでございます。ずっと継続し

てやっているということは、存じ上げていただ

きたいと思います。

【山田(博)委員】 表彰というものを継続してい
るのであれば、少なくとも最新のものを載せる

べきじゃないかと私は思っているわけだよ。

それで、びわ太郎、こびわちゃん、隣の生活

衛生課長は貼っているのか。私は何が言いたい

かというと、統計課長にびわ太郎を貼れとは言

わんけれども、一番肝心な隣のあなたのところ

でやってないじゃないか。

部長ね、私もね、これから上の方に行く身だ

からさ、あんまりこういったことは言いたくな

いけどさ、私は、あなた方のことを思って言っ

てんだよ。子どもたちに対して、胸を張って、

自分たちはこうやってるんですよと言えるもの

があるのかと。だから私は言ってるんですよ、

あんまり言いたくなかったけども。これは大事

なとこじゃないかな。部長、どうですか。あな

ただけ、シールをぺたぺた貼ればいいんじゃな

いんだよ。肝腎要の担当課に意識をしっかりと

持たせんといかんのじゃないかと思っているわ

けだよ。見解を聞かせていただけますか。

【貞方県民生活環境部長】 今回、私が本会議、

一般質問の時から現在までシールをつけており

ますのは、一つの契機としまして一般質問が出

たこと、本日もそういった質問が出る予定であ

ったことから、一つの露出戦略として貼らせて

いただいているところでございます。

各課長にも、できれば協力してくださいと、

ただし、深く思いがある人については別に貼ら

なくてもいいですよということで、おそらく担

当課長で貼ってない、内容を知悉して進めてい

くべき立場であるような課長が貼ってないとい

うことであれば、それは貼られずとも心の中に

貼っているようなものだと考えておるところで

ございます。

【山田(博)委員】 そうね、心に貼ってるかもし
れんね。それはね、メイ答弁ね、「迷」よ、迷

うの「迷」を言っているんだよ、私は、言っと

くけどね。あなたにこれ以上言わんけども、あ

なたも私から言われて、ぐさっときたと思うけ

どね。もうこれ以上は言わんけどもね。

それと、キャラクターを私は別に否定はしま

せんけど、やるからにはストーリー性を持って、

「くまもん」みたいにきちんとやってほしいよ。

誰かから言われたから、「はい、そうですか」

と。平成19年に生まれたのを、はい、やりまし
ょうかというのは、それはどうかと思うよ。食
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品安全推進計画もつくっておきながら、食の安

全を守らないといけない担当部として、隣の課

長を責めるわけじゃないけれども、生活衛生課

ですか、少ない人員で、条例もつくれないぐら

い大変逼迫している状況の中、シールをマスク

に貼れとか、なんで貼ってないかと、そんなこ

とを言っているんじゃないんだよ、私はね。そ

もそも、部長、あなたがそういったことを指導、

監督しながら手助けをしてフォローせんといか

ん立場にありながら、あなたがもうちょっとし

っかりやれと私は言っているわけですよ。そう

いうことを指摘して、次の質問に移りたいと思

います。

それで、食育推進計画の中に学校給食のこと

が載ってますね。33ページです。33ページに「長
崎県の特色ある食文化の継承」ということで、

現在、学校給食で地場産物の使用は、どれぐら

いですか、実際は。ここには地場産物の使用推

進ウイークの県産品割合というのが70％と書
いているんですけどね。実際は学校給食に長崎

県産の食材をどれぐらい使っているのかという

のを明確にお答えいただけますか。

【峰松食品安全・消費生活課長】当課といたし

ましては、こちらの基準値に書いております

72.7％で把握をしているところでございます。
あと、令和2年度の学校給食では75.5％、地場

産品を学校給食で使っているというふうに伺っ

ておるところでございます。

【山田(博)委員】 33ページには、11月と2月の
それぞれ5日間においての調査と書いているけ
ども、それ以外も75％、使っているということ
ですか。通年で75％使っているということであ
れば、月間の方が少ないわけね。おかしいね、

それは。

【峰松食品安全・消費生活課長】これは通年で

はなくて、11月と2月の、書いております地場
産品使用推進ウイークの数値というふうに伺っ

ておるところでございます。

【山田(博)委員】 私は、通年のことを聞いてい
るんです。

【峰松食品安全・消費生活課長】申し訳ござい

ません。通年につきましては、こちらの方では

把握しておりません。

【山田(博)委員】 部長、私がお聞きしているの
は、30％しかないと聞いているんだよ。昨日、
子どもたちの話を聞いて私は打たれたんだ。月

間は、5日間はそうかもしれんけれども、通年
でそれをやっぱりやるべきだよ、そこは。どう

ですか、部長。次の計画においては、ありのま

まをしっかりとね。私は、実際は30％しかない
と聞いているんだよ。月間はこうだけれども、

通年にしたら30％しかないんだと。私は、昨日、
子どもたちの話を聞いていて、私たち大人が真

っ正直にやらんといかんということで打たれて、

これを指摘しているんですよ。

私は、本当はここのとこまでどうかなと思っ

たんだけれども、部長、どうですか、見解を聞

かせてください。

【貞方県民生活環境部長】学校という、お子さ

んの発育に最も重要なところで地場産品を使っ

ていくというのは、これは非常に大切なことだ

というふうに認識いたしております。それが

30％をどこまで引き上げるかというのは、いろ
んな関係する方々がいらっしゃると思いますの

で、給食関係のところについてもしっかりとお

話を聞きながら、少しでもそれが上がっていく

ように努めてまいりたいと考えております。

【山田(博)委員】 部長、私は、そんなことを聞
いているんじゃないんだよ。実際は30％と言っ
ているから、月間じゃなくて通年で、ありのま
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まのことをここに記載せんといかんのじゃない

かと言っているわけだよ。月間はそうであって

も、実際、通年はどれだけあるかというのをあ

りまま書いた方が、食育推進計画の実態に沿っ

ているんじゃないかと私は言っているわけです。

月間は月間で載せても構いませんけど、実態が

どれだけあるかというのを広く県民に知らせん

と意識は高まらんのじゃないかと言っているわ

けだよ。

昨日だって、そうだったろうが、環境センタ

ーだって、そうだったじゃないか。私たち大人

が子どもたちに対して胸を張って、ものを言え

るようなことをせんといかんから私は言ってい

るんだよ。どうですか、部長。

【貞方県民生活環境部長】第4次の計画につき
ましては、既に本議会でもご説明をし、数値目

標も立てているところでございますので、次期

計画については、そういったところもしっかり

と念頭に入れながら目標の設定については検討

してまいりたいと考えております。

【山田(博)委員】 ぜひお願いしたいと思います。
このキャラクターも、もうちょっとストーリ

ー性があって、「くまもん」に匹敵するぐらい

頑張っていただきたいと思って指摘をして、次

の質問に移りたいと思います。

続きまして、交通安全計画についてお尋ねし

たいと思います。

これは、交通安全を目的とするということで、

地域で入学式とかなんかで子どもたちに交通安

全の指導をしている人たちがいるんですが、今、

指導予算が大体4,200万円ぐらいあると聞いて
いるんですが、今、県内にどれだけ配置されて、

活動自体をどのようにされているのかというこ

とをお尋ねしたいと思います。聞いたら、昭和

46年には65名おったのが、今、30名しかいない

ということで、これから子どもたちの交通安全

に対する意識が高まらんといかん中に、確かに、

以前は子どもたちが多かったから、それだけせ

んといけなかったけれども、今から交通量も増

えてきて、車社会の中で子どもたちの生命を守

る上で交通安全指導員の重要性は増していると

思うんですが、現状をまずお尋ねしたいと思い

ます。

【永尾交通・地域安全課長】交通安全指導員の

現状につきましては、県内の各市町に対して、

これは単位でいけば地区交通安全協会があるん

ですけれども、その15地区に2名ずつの計30名
を配置して、通学路の街頭指導、さらには広報

車を使っての広報活動、あとは幼児等を含めて

保育園、幼稚園、小学校に赴いての交通安全教

室を行っております。

さらに、ピーク時の数字を委員がおっしゃら

れましたのでご説明します。これは昭和48年に
始まったもので、事業主体として最初は県内9
地区、25名でスタートしました。その後、重要
性があるということで、ピーク時は昭和59年の
時に62名が配置され、その後の情勢につきまし
ては、県の行財政改革や、子どもの人口減少も

加味して、現在、30名に至っているというふう
な状況でございます。

【山田(博)委員】 地域の皆さん、保護者に聞い
たら、これは子育ての中で重要なポイントを占

めていると。子どもたちの憧れの、マドンナ的

な存在でもあって、効果抜群というわけです。

それで、時間もないものだから、部長ね、最

初は評価されて増えて、また減らしているんで

しょう。こういうふうなことをされたら士気が

下がるから。最初は、もてはやされて、どんど

んやってくださいと。また今度は予算がないと

か減らされて減らされて、逆に増やしてほしい
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という要望があります。最低でも現状維持とい

うのは、部長、しっかりやっていただかないと、

小さい子どもたちの声ですよ、これは、部長。

キャラクターもさることながら、いいかもしれ

んけど、そっちの方も頑張ってもらわないとさ、

どっちが大切か、わかるでしょうが、部長。

【貞方県民生活環境部長】委員ご指摘のとおり、

本年度におきましても、全国、特に千葉県あた

りでは痛ましい児童生徒の事故も起こっており

ます。そういった意味でも、やはり交通安全指

導というものの重要性は、高まりこそすれ、低

くなることはないものと考えております。私ど

もとしましては、現行の15地区30人、1地区2
名配置、こういったものはぜひとも必要という

ふうに考えております。

したがいまして、財源面等、様々な制約はご

ざいますが、この配置体制を何とか維持すべく、

事業主体である長崎県交通安全協会、そして、

この制度の運営の半分を負担していただいてお

ります関係の市町とも十分協議をしていき、な

んとかこれが維持できるように事業内容も含め

て見直しを行い、維持・存続を図ってまいりた

いと考えております。

【山田(博)委員】 時間が来ておりますので、部
長、その言葉を、びわ太郎とかなんかよりも、

ずっとこっちの方が、しっかり頑張ってもらい

たいという声はわかっているんだから、ぜひ頑

張って、今の思いをしっかりと引き継いで頑張

っていただきたいと思っております。

実は、通告しておりました長崎県産食品安全

推進計画とか、緑といきものの賑わい事業につ

いてというのは、今回、質問できませんでした

けれども、大変申し訳ございませんけれども、

通告した内容を後で文書でいただくようにお願

いしたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。どうもありがとうございました。

【中村(一)委員長】 ほかに質問ありませんか。

【北村副委員長】よろしくお願いします。午前

中、私が最後でございます。先日は10分しかい
ただけませんでしたが、今日はちょっと余裕が

あるようですので、ゆっくりと通告に従って質

問させていただければと存じます。

ただし、大村市環境センター火災事故につい

ては、昨日、小林委員から陳情審査の中で詳細

に質疑がございましたので。ただ、昨日の午後、

市議会で全員協議会が開催され、そして、本日、

報道されておりますが、昨日の時点から、その

協議会後に何か新しい明らかになったことがあ

るのかどうか、確認をしたいと思いますが、い

かがですか。

【吉原資源循環推進課長】昨日の大村市議会の

全員協議会の後、新たに状況が変わったという

ような報告はあっておりません。

【北村副委員長】わかりました。この環境セン

ターがいつ復旧するのかというようなことで市

民の関心も高く、10月1日から、ようやく稼働
する、本格稼働が来年になるのかなと考えてお

りますが、よく話題になりますのが、失火の原

因、昨日も、なかなかわからないというような

状況の中で、交付税措置が5割になるか、8割に
なるかというようなところで気をもんでおられ

ますので、ぜひ県としても国に可能な限りの働

きかけをしていただければなとお願いをしてお

きます。

続きまして、海岸漂着物等地域対策推進事業

についてお尋ねをいたします。

先日、8月の大雨の後に、私、偶然、大村市
内の東部漁協にお住まいの方とお会いいたしま

して、東部漁協の港湾の中が大変なことになっ

ているからみんなで掃除をするんだと、あなた
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も現場を見に来てくださいというようなことで

お声かけをいただきまして、朝6時からその作
業を見学させていだたきました。

大雨で河川の上流から、その港湾が河川の真

横にあるものですから、大量の流木だったり、

ごみだったり、そんなようなものが港湾を中心

に漂っているわけです。それを漁民の皆さんが、

自らがお持ちの漁船、小さな伝馬船と言われる

もので10隻ほど総動員をして、網で拾い、大き
な流木は船からはみ出した状態で岸まで運んで、

それをクレーンでつり上げて処分をするという

ような作業を数日間、繰り返されておりました。

その作業中は、ごみが大きなものだけと限ら

ないものですから、非常に小さなごみが無数に

漂っておりまして、これが船外機の冷却気孔に

詰まってしまって、エンジンをそのままにして

おくといかれてしまうんだというようなことで、

エンジンを切って惰性で海岸につけて陸揚げを

されるという、これも漁民の皆さんならではの

技術だなと思って感心して見ておったんですが、

こういった費用は誰が工面しているんですかと

いうようなお話を聞きますと、先ほど申し上げ

た対策推進事業ということでやらせていただい

ていると。令和2年度は106万円の交付決定をい
ただいているというような話でした。

この事業は、大村市選出の先輩の議員がご尽

力をされて始まったものと聞いております。漁

民の皆さんは、これはずっと、雨が降るたびに

ごみが流れてくるものですから、そのままにし

ておくわけにもいかんというようなことで、こ

の事業がちゃんと続いていくのかというような

ご心配もお持ちでした。

ですので、この事業について、いつから始ま

って、どのような規模で、県内は多数の海岸漂

着物があるかと存じますが、そういった県内の

状況等々、この事業の概要と今後の事業の継続

性についてご答弁をいただければと存じます。

【吉原資源循環推進課長】委員ご質問の海岸漂

着物等地域対策推進事業につきましては、環境

省の交付金事業でございまして、海洋ごみの回

収処理や発生抑制対策を推進するために国が準

備している事業のお金でございます。例年、36
億9,500万円程度の予算を確保されておりまし
て、本県におきましては､5億1,000万円程度の
交付金の内示をいただいているところです。

交付金事業としては平成22年ぐらいから始
まっておりまして、その前にも基金事業として

ありはしたんですけれども、そういったものに

なっております。

そして、大村市におきましては、先ほど委員

から説明がありましたとおり、100万円程度と
いうことでございましたが、実際は令和2年度
におきまして事業費としては231万3,000円、そ
して、国庫としては161万9,000円がついている
事業になっております。

そして、事業におきまして回収された量は、

昨年度、東浦の港の分については23.75トン、そ
して大村市におきます海岸につきましては、松

原の漁協が1.72トン、合わせて25.47トン。そし
て、大村市の松山海岸、ガラスの砂浜を造って

いる海岸ですけれども、そちらの方は県の振興

局が回収しておりまして、そこで2.43トン、ご
みを回収している状況でございます。

あと、先ほど委員が東部漁協に今年見に行か

れた分に関しましては、回収量としては6.32ト
ンということで報告が上がってきている状況で

ございます。

【北村副委員長】大村市の状況については、よ

くわかりました。

事業の継続性について答弁がなかったかと思



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月３０日）

- 216 -

いますが、そこら辺の見通しと、昨日の審査で

も環境問題では非常にお若い方も関心を持たれ

ていて請願審査があったところでございますが、

海の環境をしっかり守っていくというのは、海

洋県である長崎県にとっても大切な課題かと存

じます。

海岸漂着物で私がよく思い出すのは、対馬の

海域に一度、現地に行ったことがあるんですが、

ものすごい、すさまじい量の漂着物が海岸を埋

め尽くしておりましたが、なかなか状況が好転

しないという中で、大村市の処分量はわかりま

したけれども、県内全体として処分量は一体ど

れくらいあるのか、そういった数字がお手元に

あればお示し願います。

【吉原資源循環推進課長】 昨年度の、令和2年
度の海ごみの回収量としましては2,000トン近
くございます。2,062トンです。そのうち先ほど
委員がおっしゃいました対馬市におきましては、

約745トンぐらい、海ごみが回収されている状
況でございます。

そして、先ほど、今後のこの事業の継続性は

ということで、それぞれ対馬市とか離島の市町

の方、また、本土からもこの事業を継続してく

れという要望があっておりますので、今年の6
月にも政府施策要望で事業の継続を要望させて

いただいているところでございます。

【北村副委員長】 わかりました。年間2,000ト
ンを超えるごみ、漂着物が処分されていて、700
トン以上が対馬ということで大変だなと。報道

等で見ましたら、対馬は、それをリサイクルす

るような取組をされているということで、すば

らしいなと思います。

先ほど、この事業について様々な要望が上が

っているということで、継続をしていきたい旨

の答弁があったかと存じます。

もう一つお聞きしたのは、これは農業も漁業

も同じ課題を抱えておりますが、船を操る方々

が非常に高齢化しています。あと何年できるや

ろうかというようなご心配をいただきました。

私が行ったところも、もう私の父、母、70代、
80代というような方が伝馬船をかってごみを
回収されておりました。非常に頼もしくもある

んですが、やはり限界があるんだろうなという

ようなことも感じております。

他方、高齢化によって、雨がやむということ

はないわけでございまして、この事業の担い手

についてどういう課題を認識されているのか、

見通しをお持ちであれば答弁をお願いいたしま

す。

【吉原資源循環推進課長】海ごみ回収の担い手

ということでございますが、まずは、各市町が

どういう内容で回収していくかということで検

討していただいております。現在は各漁協さん

にお願いしてごみを回収していただいていると

ころですけれども、委員おっしゃられるように、

今後、担い手が少なくなってきて対応をどうす

るかということになってくると、各船舶業者と

か、そちらも含めたところで各市町の方に検討

をお願いしていくことになるだろうと考えてお

ります。

【北村副委員長】わかりました。私も大村市の

担当者にお聞きしますと、建設会社であるとか、

そういったところの皆さんにご協力を仰ぐこと

になるかもしれないというようなお話がありま

した。ただ、建設会社の担い手というのも非常

に少なくなっているというのは事実でございま

して、入札なんかでは不調・不落というのが散

発しているというような状況でもあります。

ここで少しご紹介というか、調査研究をお願

いしたいのが、国が全国に整備をしている海洋
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環境整備船のことでありますが、この船につい

ては、ご認識をお持ちでしょうか。

【吉原資源循環推進課長】委員がお話をされた

海洋環境整備船ですけれども、九州におきまし

ては、有明・八代海の環境保全のための特別措

置法というものがございますが、それに基づい

て有明・八代海に漂流している流木とかごみを

回収する船を国土交通省が準備して配備してお

ります。

複数県にまたがる海域ということで、その船

を運用されているところでございます。確認し

たところ、通常、ほかの海域では、その船は回

すことができないということでお話を聞いてお

ります。ただし、災害で非常に流木が流れ込ん

だとか、先ほど委員がおっしゃいました船の航

行に支障があるということがあれば、海上保安

庁、それから、県の要請を受けて出動を検討す

るということでお答えをいただいているところ

でございます。

【北村副委員長】ありがとうございます。私の

方からももう少し詳しくお話をさせていただけ

ればと思います。

この海洋環境整備船は、海のごみ回収車と言

われているものだということで、先ほどおっし

ゃるとおり、2隻が九州にはありまして、「海
輝」と「海煌」という船でございます。一方は

総トン数が95トン、もう一方は195トン。95ト
ンの「海輝」については、長崎県内の橘湾まで

はカバーするというように明示されております

が、これが大村湾まで入ってくるというのはな

かなか難しいと。

いろいろと調査をしてみますと、海のごみ回

収車は、あまり大型になると小回りがきかない

からよくないということで、整備をされている

中には、先ほど95トンで小さめと言いましたけ

れども、実は15トン以下の船もあるというよう
なお話でした。大村湾はご承知のとおり、超閉

鎖性海域でありまして、山、川から流れ込んだ

ごみは中にたまるしかないわけであります。

ですから、できればこういった小型の船を大

村湾の中に整備できれば、それが一番いいです

し、そういったところもカバーできるような取

組があればいいなと思います。1隻10億円ぐら
いして、年間の維持費が1億3,000万円というよ
うな回答も得ておりまして、なかなか一朝一夕

にはいかないなということは認識しております

が、先ほど申し上げたように、海洋県長崎であ

りますし、大村湾というのは、国内でも非常に

注目されている海洋環境についての課題の宝庫

だと存じます。こういった海洋環境整備船の配

備についても、調査、研究を重ねていただきた

いなと思いますが、いかがでしょうか。

【吉原資源循環推進課長】委員おっしゃられる

ように、かなりの購入費用と、あと維持管理費

がかかるということがございます。ただし、や

はり回収する方がいないということになる場合

も踏まえまして今後検討していきたいと。

ただし、本来、海にごみが流れ込まないよう

にしないといけないということで、陸域からの

ごみの流入を今後も防いでいきたいと考えてお

ります。

【北村副委員長】ぜひ調査研究を続けていきた

いなと思います。先ほどおっしゃるとおり、流

れ込まないようにしたいという取組も本当に必

要だと思います。

ただ、そういう取組も必要なんですが、近年、

自然災害、雨の状況というのは、これまでの人

知を超えるような状況が続いておりまして、昨

年の7月豪雨では熊本の九州球磨川などで相当
な被害をもたらして、そのごみがそのまま流れ
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ていって、9日間で1年分が流れ込むというよう
な状況も発生しているようでございます。これ

を人力で、伝馬船でというようなことが起こる

かどうかはわかりませんけれども、大村湾の中

でこういったしっかりとした整備も必要なのか

なと思いますが、最後に環境部長の見解をいた

だいて、質問を終わります。

【緒方県民生活環境部長】委員ご指摘のとおり、

近年、昨日からのこの委員会での討議等もござ

いましたとおり、異常気象が多発する状況の中

で、去る8月には本県でも大村地区を中心に大
雨の被害が相当出たところでございます。その

際に相当多量の流木等が海に流れ込んだという

ふうにお聞きしております。

そういった中で、この処理というのは、今後

ますますそ重要性を増してくるものと考えてお

ります。人手が足りなくなってくる可能性もあ

る中で、多額の財源も必要となる。そういった

ことを多面的に検討しながら、県としてどのよ

うな方策が考えられるのか、しっかりと調査研

究を進めてまいりたいと考えております。

【中村(一)委員長】 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、これもちまして県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。

それでは、午前中の審査はこれにてとどめ、

しばらく休憩いたします。

午後は、午後1時30分から委員会を再開し、
交通局関係の審査を行います。

県民生活環境部の理事者の皆様におかれまし

ては、大変お疲れでございました。

― 午前１１時５１分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【中村(一)委員長】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、中島(廣)委員より、本日の委員会を欠

席する旨の届出がありましたので、ご了承願い

ます。

また、昨日、山田(博)委員から指摘があって

おりました認証宿泊施設の資料につきまして、

観光振興課より資料の差替えがありましたので

配付いたしております。ご確認のほど、よろし

くお願いします。

それでは、委員会による審査を行います。

交通局においては、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を受け

た後、議案外の所管事務一般の質問を行うこと

といたします。

まず、交通局長より、所管事項説明をお願い

いたします。

【太田交通局長】 よろしくお願いいたします。

「令和3年9月定例県議会 観光生活建設委員

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。

今回、交通局関係の議案はありませんので、

主な所管事項について、ご説明いたします。

経営状況について。

交通局の経営状況につきましては、今年度も

コロナ禍の影響を大きく受け、大幅な減収が続

いておりますが、昨年度に比べますと、路線バ

スや貸切バスに若干の回復が見られます。また、

費用については、路線バス等の効率的なダイヤ

編成、期末手当の独自カットや時間外勤務手当

の縮減などによる人件費の圧縮や車両更新の抑

制などを引き続き行い、その縮減に努めており

ます。

今年4月から6月の第1四半期の営業収支にお
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いては、収入が昨年度同期に比べ1億6,000万円
増の7億7,000万円、費用が3,000万円減の9億
6,000万円で、営業収支差はマイナス1億9,000
万円となっており、コロナ禍前の一昨年度同期

より2億8,000万円悪化したものの、昨年度に比
べ1億9,000万円改善しております。

7月以降においては、新型コロナウイルス感
染者数が増加し、国の緊急事態宣言地域の拡大

や、本県においてもまん延防止等重点措置が適

用され、バス利用者の増減や貸切バス受注につ

いても予測が立てがたい状況にあります。

また、8月の集中豪雨による高速バスなどの
運休や、年度初めからの燃料費の高騰などもあ

り、バス事業者にとり厳しい経営環境が続いて

おります。

コロナ禍の収束は、いまだ見えませんが、ワ

クチン接種の進捗など明るい材料もあることか

ら、引き続き、感染予防・拡大防止と業務効率

化の取組を進めながら、時機を逃さず、積極的

に公共交通利用の回復に努めてまいります。

乗合バス及び高速バスの状況について。

乗合バス及び県外高速バスについては、首都

圏などで緊急事態宣言発令期間が長期化するな

どにより、県をまたぐ移動が減少し、今年度第

1四半期の収入状況は、令和元年度に比べ、空
港リムジンバス、マイナス73％、県外高速バス、
マイナス84％となっております。また、一般路
線バスについては、マイナス23％となっており、
引き続きコロナ禍の影響が大きいものと考えて

おります。

去る8月19日には、県独自の緊急事態宣言が
発令され、また、8月27日からは、本県にまん
延防止等重点措置が適用されたところであり、

県外高速バスについては、8月下旬から運休と
し、空港リムジンバスについては、航空便数に

応じた運行便数としており、また、高速シャト

ルバスについては、9月から長崎発最終便を運
休としました。

コロナ禍における各路線の利用実態を踏まえ

たダイヤ改正に努め、感染防止策を講じながら

お客様に安心してご利用いただけるよう取り組

んでまいります。

また、夏休み期間に子どもたちの路線バスの

利用促進を図る子ども定期については、今年も

実施し、249名の方にご利用いただきました。
昨年から約100名増となっており、今後も周知
を図るなど、バスの利用促進に努めてまいりま

す。

長崎市域の路線再編について。

交通局においては、長崎市域の路線バス網の

維持に向けて、長崎バスと共同経営計画策定に

向けた情報交換や協議を進めるとともに、長崎

市とは、同市が進める法定の公共交通計画策定

に向け適宜協議を行っております。

長崎市においては、去る8月24日に長崎市公
共交通活性化協議会が開催され、「長崎市地域

公共交通計画案」が承認されました。同計画に

は、路線バスの状況が乗客減等から効率化が必

要なこと、路線再編の手法としてハブ＆スポー

ク型運行による路線効率化を目指すことなどが

盛り込まれております。また、同協議会におい

て、長崎市当局から順次各地域の実施計画を策

定すること、まずはバス事業者が競合する東部

地区の検討から着手するとの考え方が示されま

した。

今後は、長崎市地域公共交通計画の趣旨を踏

まえ、具体的な路線協議等を行っていくことと

しており、持続的な公共交通網の形成を目指し、

しっかりと取り組んでまいります。

貸切バスの状況について。
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貸切バスの受注におきましても、コロナ禍の

影響が続いており、今年度第1四半期の収入状
況は、昨年度同期と比較し、2倍となりました
が、4月下旬に発出された緊急事態宣言により、
5月の予約団体を中心にキャンセルが増えたこ
となどもあり、令和元年度に比べマイナス58％
となりました。

7月以降においては、東京オリンピックへの
全国的な貸切バス応援体制の中で、交通局から

も14台の貸切バスを派遣するとともに、県内小
学校の修学旅行などの受注に努めております。

9月以降の貸切バスの予約状況は、昨年を上
回る状況ではありますが、第5波の影響により、
徐々にキャンセルが増えつつあることから、今

後の動向を注視してまいります。

交通局と子会社である長崎県営バス観光株式

会社において、7月に再開された「ふるさとで
“心呼吸”の旅キャンペーン」を活用し、県内

の日帰りツアーを10種類企画し、新聞折り込み
広告や路線バス車内への吊り下げ広告などを活

用し、募集を行い、佐世保市、西海市、松浦市

方面へのツアーを催行しました。8月10日の同
キャンペーンの停止に伴い、現在は募集を中断

しておりますが、9月以降の催行再開に向けて
引き続き取り組んでまいります。

輸送の安全について。

交通局では、バス運行において最も重要な輸

送の安全を確保するため、各種取組を行ってお

ります。一昨年からは、安全運転重点5項目と
して、「ゆっくり走りましょう・市街地40キロ
走行」、「交差点での右左折時における横断歩

道手前での停車」、「車内事故防止のための3
秒確認」などの励行に継続して取り組んでおり

ます。このほか、各種研修の実施やドライブレ

コーダーの映像を利用した指導教育を行い、乗

務員の安全運行に対する認識や技術の向上に努

めております。

また、今年から日々の運行を担う営業所にお

ける気づきからの創意工夫を促すため、幹部職

員で構成する運輸安全会議に加えて、営業所の

運行管理者が参画する地区別運輸安全会議を新

設しました。より現場感覚を生かした議論がで

き、実効性のある取組や情報共有へつながって

きていると考えております。

こうした取組によって今年度の有責事故発生

件数は、8月までに5件となり、過去5年で最も
事故が少なかった昨年度より半減しております。

コロナ禍において、お客様に安心してバスに

乗車していただくために、走行中の車内換気や

運行後の車内消毒を毎日実施するとともに、運

転士について、出勤前後の体温測定や点呼時の

健康状況確認に加え、日々の手指消毒やうがい

の実施など、徹底した感染予防対策に取り組ん

でおります。

運転士のワクチン接種については、県の集団

接種の場などを利用し、順次進め、9月末まで
に全運転士の約8割が2回目の接種を完了する
見込みです。

今後も、交通局では、「安全」、「確実」、

「快適」、「親切」をモットーに、お客様が安

心して快適にご利用いただけるよう、輸送品質

の向上に努めてまいります。

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。

【中村(一)委員長】 説明が終わりましたので、

事前通告に基づき質問を行います。

事前通告をされた委員の方でご質問はありま

せんか。
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【赤木委員】お疲れさまでございます。通告に

従いまして質問をさせていだたきます。

まず、運転士の安心・安全についてというこ

とでお尋ねをさせていただきます。

今、局長からもご説明がありましたけれども、

最後の方にワクチン接種のことについて書かれ

ておりました。9月末までなので、本日までに8
割、接種が終わる予定と記載がございました。

観光客を含めて利用者の皆様と触れ合う運転士

の方々の健康、安心・安全を担保することはと

ても大事であると認識しております。

ただ、私自身は、接種の有無は個人情報でも

あるのかなと考えておりますが、運転士という

ことであれば副反応で運転できない状況など、

シフトを組むに当たっても一定把握することも、

交通局としてちゃんと把握することも必要かな

と考えているところでもあります。

まず、ワクチン接種を強制することがないこ

とを確認させていただきたいのと、今後もワク

チン接種の有無にかかわらず、新型コロナウイ

ルスと付き合っていかざるを得ない状況ですか

ら、私としては、定期的な検査体制も必要だと

思っております。運転士と利用者の安心を担保

するためにも必要だと考えていますので、交通

局としての取組や考えについてお尋ねをいたし

ます。

【安藝管理部長】 委員お尋ねは2点ございまし
たけれども、まず1点目、ワクチン接種の義務
づけでございます。

ワクチン接種については、強制はしておりま

せんで、あくまでも本人の希望に基づいて接種

をしております。その結果を集計したものが8
割でございます。

それと、定期的な検査ということでお尋ねが

ありました。交通局の現状におきましては、独

自で定期的な検査というものは、正直、行って

おりません。しかしながら、職員の家族とか接

した方々に感染した方がいらっしゃって、保健

所の調査の結果、濃厚接触者に当たらないので

行政のＰＣＲ検査を受けないでいいと言われた

方がいらっしゃる場合、その方は交通局の負担

でＰＣＲ検査を受けていただくようにしており

ます。その結果が出るまでの期間は特別休暇と

いうことで待機をしていただいているというふ

うな状況でございます。

【赤木委員】 ありがとうございます。まず、ワ

クチンは強制してないということで安心をいた

しました。検査についても、必要性はある程度

認識していただいている分もあるのかなと思い

ました。行政検査にならない方に関しては、ち

ゃんと負担をして、結果が出るまでは特別休暇、

なので運転士さんに負担にならないような形で

臨んでいただいているのかなと認識をしたとこ

ろであります。

また、社会情勢というか、さっき説明があっ

たように、ワクチン接種が進んで、今後、人の

流れも変わってくる部分があるのかなと思いま

すが、その安心・安全を担保するための検討と

いうのは引き続き行っていただくよう、お願い

をいたします。

次の質問に移ります。長崎バスとの協議につ

いてということで、これも先ほど、局長からご

説明をいただきました。これまでの流れは、コ

ロナ禍で公共交通に及ぼす影響は、誰もが想像

できることでありまして、今回、効率化をする

ためにも長崎バスと協議に臨んでいただいてい

るものと認識しております。その中で、バス事

業者が競合する東部地区から検討を着手すると

いう記載がありました。

私が懸念しているのは、ちゃんと検討するの
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は、もちろん進めていただいていいんですけど、

このままずるずるいってしまって効率化の名の

下に利便性が損なわれることを危惧していると

ころであります。効率化もぜひ行っていただき

たいんですけれども、利便性をよくするんだと、

そういう視点も忘れないでいただきたいなと思

っております。私は、県民皆様にも、いい部分

を示していただきたいということを前から申し

上げさせていただいているんですけど、その点

いかがでしょうか

【柿原乗合事業部長】長崎バスとの共同経営に

向けた検討のご質問でございます。

委員おっしゃるとおり、今から取組を進めて

いく中で路線の効率化等を図っていくというと

ころも考えられます。そうしたところで、今後、

場合によっては便数なんかが絞られてくるとい

うようなことも想定されるかと思うんですけれ

ども、そうした場合であっても等間隔の運行を

心がけるとか、利用者の利便というものに着眼

して取組を進めていきたいと思っております。

路線以外の面につきましても、例えば、車両

とかバス停の案内表示など、お客様に変化を感

じていただけるような利便向上策というものに

ついても、こちらは検討は必要だよねというと

ころは、長崎バスとの協議の中でも話に上がっ

てますので、そういった視点も含めて幅広く前

向きに検討はしていきたいと思っております。

【赤木委員】ありがとうございます。今の答弁

は、私も理解いたしました。効率化を進めるに

当たって、ぜひとも利用者の目線、ここがよく

なったねと言われるような効率化を進めていた

だきたいなと、その視点を忘れずに今後も協議

を進めていただきたい、これは強く要望させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

【中村(一)委員長】 ほかにございませんか。
【深堀委員】今、赤木委員が質問された項目も

通告していたので確認なんですが、今まさに協

議に入っている状況の中で、あんまり協議をさ

れている内容については聞けないというのも一

定理解をした上でなんですけれども、明らかに

できるような、特に今言われた東部地区から検

討を開始するということですね。ですから、当

然、東部地区については、以前は県営バスが単

独で運行していたところに新たに長崎バスが入

ってきた路線であるわけですよね。だから、非

常にデリケートな部分でもある中で、協議がう

まく、当初の目的である利便性をしっかり保ち

ながら経営の効率化を図れるような非常にハー

ドルの高い方向性を示していく中でご苦労され

ている点というか、そういったところを少しご

紹介いただければと思います。

【柿原乗合事業部長】 6月以降のこれまでに至
るまでの経過といいましょうか、少しお話しさ

せていただくと、6月に長崎バスの連携協定と
いうのを締結いたしました。その後、長崎バス

さんの方とは協議、検討というものを継続して

進めているところでございます。

両者で検討するというのが、それ以降という

ことになりましたので、どういうことから入っ

たかというと、当たり前のことかもしれません

けど、じゃ、どういう人で検討していこうかと、

両者の検討体制の構築から入って、その上でど

ういうふうに検討を進めていこうかというとこ

ろの中で、まずはお互いの路線の状況というの

は存じ上げないというところがございますので、

まずは路線の状況というのを確認していこうね

というようなお話になって、現在に至るまで、

今、路線の現状把握というものに努めていると

ころでございます。
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具体的には、双方の乗降データというものを

お互いにやり取りをして、その上で利用状況が

どういうものかということを確認したりという

ことをやっているところでございます。

乗降データと申し上げますのは、過去のデー

タということになります。つい先日ではござい

ますけれども、今の状況はどうなんだというと

ころで長崎バスさんと両者合同でバス停に立っ

て乗降調査なんかも今進めている状況でござい

ます。

こちら、進めていく中で、先ほど東部地区か

らというお話がございましたけれども、昨年か

ら長崎市が地域公共交通計画の策定を進められ

ておりました。それが先月、無事策定という運

びになりまして、先月行われた協議会の中で、

今後、長崎市としても各個別の路線計画、実施

計画づくりに入っていこうということであると

か、あと、そこを踏まえて東部地区に対してハ

ブ＆スポーク型の再編というものの検討に着手

していこうという形になりました。

だから、長崎バスと進める共同経営計画に向

けた我々の検討というのは、市の基本計画と整

合性を図っていく必要がございますので、当然、

市とも連携しながら今後進めていきたいと思っ

ております。

実際に取組を進めていく中で、取り組んで初

めていろいろわかることというか、難しさみた

いなものを感じるということはございますが、

今回のことは、今申し上げましたように長崎バ

スさんだけではなく、長崎市さんとも協議をし

ながらということになりますので、3者の認識
を共有しながら進めていくというのは、わかっ

ていたこととは言いますけれども、なかなか難

しいことだなということを実感として感じてい

るところでございます。

あと、実務的なことで言いますと、乗降デー

タの確認ということを申し上げました。お互い

のデータ形式が違うので、それでどういうふう

にやっていこうかというようなところの実務的

な難しさというのがございます。やってみて初

めてわかるというのもございますけれども、今

の時点では、長崎バスさんとの協議も比較的、

率直なところの意見交換ができているんじゃな

いかなというふうに思っております。

【深堀委員】ありがとうございました。そうい

ったデータを確認したり、ある意味、競合他社

同士がそういった情報をやり取りするというの

は、非常に前に進んでいる状況なんだろうなと

いうふうに理解をします。

どうしても市民生活に直結する公共交通の話

ですから、協議の中身をつまびらかにというわ

けではなくて、方向性なり、見通しなり、時期

なり、そういったところの出せる情報というの

はアナウンスする。もちろん、議会にも適宜報

告をいただきたいなということを申し上げてお

きたいと思います。

それに関連して、以前の議会でも共同経営に

ついての考え方でいろんな手法があるんだよと

いうこともありました。今日の局長説明の中に

も、再編の手法としてハブ＆スポーク型の運行

というのがありました。

これを考えた時にバス編成の効率的な運行に

もちろんつながるんですが、拠点となる、例え

ばバス停ですね、幾つかの視点で、そこを拠点

にして、そこからスポークにつなぐというよう

な拠点となるようなバス停が当然出てくるわけ

ですね。そういったところは当然のことながら、

バス停というのは道路に面しているわけで、そ

この道路の改良等も今後出てくる可能性がある

んだろうなというふうに私は思います。
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そういう時に、国道、県道、市道にもあるわ

けですから、そのあたりの道路管理者との連携

というのは、今の時点で話が進んでいるものな

のかどうなのか、そのあたりの状況を確認した

いと思います。

【柿原乗合事業部長】ハブ＆スポークに伴う乗

継ぎというか、乗換えポイントのところの道路

改良等についてのご質問でございます。

先ほど、東部地区の再編を、東部地区にハブ

＆スポーク型の再編というものの検討に着手す

るということを申し上げました。ここは東部地

区でいくと東部地区の中心地点であります矢上

のバス停が結節点、ハブとなるような場所とい

うことを想定してこれから進めるということに

なろうかと思います。

そうした場合、委員おっしゃるとおり、そこ

が待合の場所という形にもなってきますので、

そういったところの環境整備というところは、

一つ課題として挙げられようかと思います。

ただ、現状としては、方針が示されたという

ような状況でございますので、具体的に今のと

ころ、こうしようというようなところまではま

だ話としてはできていないという状況でござい

ます。

【深堀委員】わかりますけど、そういった道路

環境の整備というのは、時間がかかるわけです

ね。逆に今度はそういう方針が決まったら、運

行上は結構速やかにできるわけですよね、タイ

ムラグが生じてくる。そこで安全性とか利便性

にも影響してくるわけです。ですから、そこの

時間軸という捉え方をしっかり捉えて、道路管

理者側とも連携しておかないと、路線の再編は

できたけど、拠点となるハブバス停が今までと

全く一緒で乗客が待つスペースもないなんてこ

とになれば、これはちょっと残念な話になるの

で、そのあたりをしっかり連携してもらいたい

と、これは要望しておきたいと思います。

次にもう一点、安全・安心についてというこ

とで、輸送の安全についてということで、局長

の説明資料の中にも出ています。説明の中でも

ありましたけれども、「今年度の有責事故発生

件数は8月末で5件となり、過去5年で最も事故
が少なかった、昨年度より半減しております」

ということで、これを聞く限りは、安全性が向

上しているんだなというふうに安堵するわけで

すけれども、じゃ、そもそも県営バスの輸送安

全のレベルといいますか、例えば、昨年までも

のすごく多かったものが減ったからいいよなの

かもしれないし、もともと少なかったものが、

より少なくなったということであれば、それは

いいんですけれども、比較対象になる同業種、

バス運行事業者の事故の発生状況と比較して県

営バスの事故の発生状況がどういう位置にある

のか。データとして非常に取りにくい数字なの

かもしれませんが、そのあたりをどのように認

識をしているのか、お尋ねしたいと思います。

【柿原乗合事業部長】事故件数につきましての

お尋ねでございます。

委員おっしゃいましたとおり、事故件数につ

いて多いのか少ないのか、やはり客観的に評価、

把握ができないというご指摘は、ごもっともだ

と思います。ただ、事故の件数等というのが、

公表されているものが意外と少のうございます。

また、事業者によっても事故のカウントという

のが少し異なっているという現状もございます。

なかなか最適な比較対象となるデータがないの

が現状なのですが、地域が異なるので非常に恐

縮ではありますけれども、全国の大都市の公営

バス事業者における指標というのがございまし

たので、ご紹介しながら、我々の状況がどうか
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ということを申し上げたいと思います。

全国の大都市の公営バス事業者における、こ

れは走行キロ10万キロ当たりの事故件数の指
標でございます。走行キロ10万キロを走る時に、
どれぐらい事故が発生しているかということに

なりますので、数字が大きいと事故が多いとい

うことになります。

こちらが平成30年度から令和2年度までの3
年間でございますけれども、大都市平均が、年

度によって違いますが、こちらが0.65件から
0.77件の間の数値で推移をしているというよう
な状況でございます。一方、私どもはどうかと

いうことで計算をいたしますと、こちらは0.27
件から0.33件の間で推移しているというような
状況でございます。

したがいまして、平均よりは少ない状況では

ございます。しかしながら、大都市と走行環境

とかも全然異なるというところもあるので、単

純に比較はできないんでしょうけれども、その

中でも我々の車両台数と同じぐらいの都市がご

ざいましたので、そこと比較すると、そちらの

事業者さんは0.28から0.38というようなところ
で推移してございまして、私どもと余り変わら

ないというようなことでございます。ですから、

私たちは平均よりも下かもしれないけれども、

特別よいかというと、そうではないんだろうと

いうふうに認識をしております。

申し上げましたように、走行環境が異なる事

業者間での比較になりますので、単純比較はで

きないと思うんですけれども、少なくとも突出

して事故が多いということはないんじゃないか

なというふうに考えております。

【深堀委員】ありがとうございました。無理言

って、いろいろ調べてもらったというふうに思

っています。事業者ごとに事故の扱い方といい

ますか、件数のカウントの仕方も異なるし、単

純な比較はできないけれども、考えられる手法

で見た時には平均よりも下なのかなというよう

な評価があって非常によかったなと思います。

ただ、公共交通事業者の最大の目標は安全で

す。ものすごくハードルが高いですけど、本当

は事故ゼロですよね、究極の目標は。交通事故

総合分析センターという公益事業財団の資料を

取り寄せているんですけれども、各交通モード

の中で事故の発生件数というのは、乗合バスと

いうのはかなり低いんですよね。交通モードで

一番高いのがトラック、その次はタクシー、そ

の次にバスが来るということで、事故の発生件

数というのは、交通モードで比較しても低いと

いうことは、安全性に対しての認識も非常に高

いということだと思います。

あと、バス事業者で一番懸念されるのは、社

内事故件数です。車内事故件数も、この統計デ

ータから見れば、平成21年が全国で868件ぐら
いあったものが、令和元年では318件までずっ
と右肩下がりで下がってきている。恐らくこれ

は県営バスの状況も一緒だと思います。

何を言わんとしているかというと、結局、究

極の目標である事故ゼロを目指して、教育態勢

といいますか、そういったことの充実を、やっ

ているから大丈夫というよりも、やり続けなけ

ればいけないという観点から、いろんなデータ

を運転手の方にも示しながら、安全に対する意

識を常に高めてもらうような努力をお願いした

いということを申し上げて、終わりたいと思い

ます。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【前田委員】長崎バスターミナル計画の検討状

況と新幹線開通後の対応ということで質問させ

てもらいます。



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月３０日）

- 226 -

長崎バスターミナルの計画については、これ

までも質疑もさせてもらってますので、経過等

については、もう述べませんけれども、県の中

では土木部の都市政策課が長崎市とも協議しな

がら進めているという中で、交通局としても、

その状況を見届けるみたいな立ち位置なのかも

しれません。

ただ、そうは言いながらも、時間もたってい

るので、その計画の検討がどういうふうに進ん

でいるのかということと併せて、一番気になっ

ているのは、文化観光国際部の審査の際にも少

し意見させてもらったんですが、ＭＩＣＥが11
月1日にオープンする中で、長崎市の県への要
望を見ると、ＭＩＣＥを起点とした県内の周遊

というか、そういうことにもこれから取り組ん

でほしいみたいな話も出ているわけですね。そ

ういった大型施設が11月1日からオープンして
県外から多くの方が来るだろうということ、併

せて来年になったら新幹線が開通するというこ

とで、結局、そういった大型事業のスタートと

バスターミナル事業計画の整合性というか、進

捗感が合ってないので、じゃ、ＭＩＣＥはとも

かくとしながらも、来年の新幹線開通後、今の

ままのバスターミナルの状況というか、それは

ハードというよりも、ソフト面で運行の状況が

そのままでいいのかというのは非常に懸念をし

ていて、開通してから、どんな便が増えるのか

とか、どういうコースが必要なのかということ

について、もう検討しておかなきゃいけないな

と思っているんですけれども、そういうことは、

今、交通局の方で検討の俎上に上がっているの

か、上がっていないのか、そういうところを含

めて今日確認させてもらいたいと思います。

【安藝管理部長】まず、私の方から建て替えに

係る検討状況の経過についてご報告をさせてい

ただきます。

ターミナルの再整備につきましては、土木部

で調査事業が実施されているというのは、委員

もおっしゃられたとおりでございます。土木部

と意見を交換しながら土木部の調査事業に協力

をしているところでございます。

これまで地権者や交通事業者に対する意見照

会とかサウンディング調査が土木部において実

施されておりまして、10月以降、地権者を対象
に研究会を開催し、地権者の合意形成を図って

いき、事業の実施区域について今年度中に一定

の方向を得たいということで聞いております。

今後、研究会が実施されるに当たりまして、

土木部と連携して円滑な事業実施に協力してま

いりたいと考えているところでございます。

【柿原乗合事業部長】新幹線開業、ＭＩＣＥも

開業するということで、そういうことを踏まえ

て、土地の変化を踏まえて、路線等についてど

ういう考えを持っているかというようなことだ

と思います。

新幹線開業に向けて、今、駅周辺の開発が進

められているところでございますが、現状、駅

周辺のバス停、バスの乗降場等の施設というの

は、工事等で少し入れ替わったり、移設があっ

たり、開業後も施設としては移り変わるという

ような形になりますので、現状としては、バス

停移設等に伴って対応していくというような形

で考えております。現状としては、そういうよ

うな状況でございます。

【前田委員】ということは、新幹線開通後とい

うのは、県営バスのバスターミナルを起点とし

た路線というのは、何も増減というか、マイナ

スはおいておいて、何か新しく路線が変わると

かいうことは全くないというふうに受け止めて

いいんですか。
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【太田交通局長】前田委員がおっしゃられます

ことは、新幹線開業後、新たな路線の開拓を検

討しているかというようなご趣旨だと思います

けれども、今のところは、そういうことはござ

いません。貸切バスなどで着地型の県内ツアー、

日帰りであったりとか、宿泊だったりというよ

うなもの、そういう視点から開拓をしていこう

という検討はさせていただいております。

【前田委員】長崎駅、長崎市だけに限っただけ

ではなくて、従来から空港も含めて2次交通網
が弱いんだという話の中で、せっかく新幹線が

来て、県内周遊をどう図るかといった時に、着

地型で貸切を増やしていくのは一つの方策だと

思いますけれども、本当にそういった来る方の

ニーズを探って新たな路線をつくらなくていい

のかということは検討してほしいなという思い

があります。

結局、何も変わらないということであれば、

ただ単に駅が変わって、どう言えばいいのかな、

利便性はよくなるかもしれないけれども、そこ

から先にもっと長崎の中を回ってもらうという

イメージが沸いてこないんですよね。そこはち

ょっと考え方の相違なのでいいとします。

そしたら改めてもう一点、この際聞きたいの

は、ハード面の整備は、さっき管理部長から聞

きました。ただ、地権者との合意を得ながら、

地域を決めながら、最終的に土木部というか、

県が一番理想とする形にするとするならば、再

開発までのせてしまって、長崎市との協議は要

りますけれども、10年ぐらいかかる話となった
時に、今の建物が、あの状況で10年先まで、こ
のままでいいのかと。さっき言ったような来た

方の利便性を考えた時に、従来、当初の計画で

あった駅の西側の区域というのは、今でも活用

方法がなくて、私は未定だと聞いているんです

けれども、土地があるんですけれども、私個人

的には、10年先なんて多分待ってられないので、
仮設的にでもバスターミナルを造って、利便性

であったり、路線等も、来た方が本当に満足す

るような路線を組むべきだと思っているんです

が、そういった仮設を造るとか、10年先まで待
つということに対しては、どんな感覚というか、

認識をお持ちなんですか。

【安藝管理部長】現在の長崎ターミナルの老朽

化、耐震性等を鑑みれば、委員ご指摘のとおり、

早急に仮設ターミナルをというふうなお考えに

ついては、十分理解いたすところでございます。

しかしながら、仮設という建物の性格上、不

定期な使用、いつまで使うかわからない使用と

いうところは、なかなか想定されづらいので、

長崎ターミナルの再整備のスケジュールが明ら

かになった後でないと、仮設ターミナルの設置、

使用の期間というところのスケジュールを立て

づらいというふうに考えております。

現状においては、土木部と連携しながら、タ

ーミナル建替えの検討が早急に進むよう、協力

してまいりたいと考えているところでございま

す。

【前田委員】本来の計画が立たないと今のよう

な話にはならないと思うんですが、ただ、老朽

化が進んでいるということと、新幹線開通後も

従来の型でいいのかと。

もっと言えば、サウンディング調査した中で

は、もし建て替わったら乗り入れたいという会

社もあると聞いていますので、そういったこと

を考えたり、併せて以前から指摘しているよう

に、今のバスターミナルはバリアフリーが全く

効いてませんので、そういうことをもろもろ考

えた時には、早急に土木部とその方向性を立て

て、全体のしっかりした計画は立たないまでも、
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期間のスパンがわかれば、今言ったような仮設

ということも検討にのるのかなと思っているん

ですね。そこをしないと、その土地も遊ばせる

わけにはいかないから、一定別の使い方をしよ

うということになるかもしれないので、そこは

どちらが先かという話じゃないかもしれません

けれども、本当に早急に考えないといけないし、

長崎の玄関口として、この長崎駅が大きく変わ

ろうとしている中では、バスターミナルも、あ

る意味、ハード、ソフトを含めて少しリニュー

アルしてほしいということを私は要望しておき

たいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに。
【坂口委員】よろしくお願いします。ご承知の

ように、県では、「第2次長崎県地球温暖化（気
候変動）対策実行計画」を策定して温暖化対策

に取り組んでいるところであります。バスの運

行を事業とする交通局におかれては、特に、そ

の対策の取組というのが求められている部署で

はないかと考えます。

そこで、交通局における地球温暖化防止対策

の取組について、現状でどのような対策がなさ

れているか伺いたいと思います。

【柿原乗合事業部長】地球温暖化対策として交

通局が行っていることについてのご質問でござ

います。

私どもが行っていることにつきましては、ま

ず、県の一機関として他部局と同様の取組のほ

かにバス事業者としての取組、両面があろうか

と思います。

県の機関といたしましては、エコオフィスの

実現に向けた取組、オフィス等における電気な

どのエネルギー量の節減などの各種取組を行っ

ているところでございます。

一方でバス事業者である交通局独自の取組と

いうことであれば、穏やかな運転を行うことで

燃料の使用量の削減を図るエコドライブという

ものを推進しております。エコドライブの取組

については、こちらは全部のバスに搭載してい

ますデジタルタコグラフの機械のデータを活用

して行っております。

デジタルタコグラフと申しますのは、運行記

録計のことでありまして、速度であったり、あ

とエンジンの回転数、それから走行距離の推移

などをメモリーカードなどで電子的に記録して

いるものでございまして、これらのデータを組

み合わせて1回1回の運行に対して急加速が何
回あったとか、急減速がこれぐらいあったんだ

とか、アイドリング時間がこれぐらいあったと

いうようなものを数値化した運転日報というも

のを作成することができる仕組みになっており

ます。

こうして得たデータを一日の勤務が終わった

時に、その日のうちに運転日報がすぐ出るよう

になっていますので、そこで基準値に満たない

ような乗務員には指導するというようなことを

やっております。

エコドライブを行うことで燃料使用量の節減

が図られるということもありますし、また、穏

やかな運転というのは、安全性の向上にも寄与

すると思っていますので、今後も継続して取り

組んでまいりたいと思っております。

【坂口委員】昨日、気候変動に関する請願が出

まして審査をしたところです。請願者の意見と

しては、県の取組が見えづらいと、温暖化対策

が見えてこない、県民に対して伝わってこない

という指摘がございました。この実行計画を進

めていくのは、所管としては地域環境課の方だ

と思うんですけれども、デジタルタコグラフと

いったものを使って得たデータというものを実
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行計画の所管課である担当課と共有したり、あ

るいは目標の設定などをやっているかどうか、

その辺の取組がなされているかどうか伺いたい

と思います。

【柿原乗合事業部長】デジタルタコグラフのデ

ータを県の所管部局と連携して取り組んでいる

か、目標なんかを立てているかということでご

ざいますが、現状としては、排出量等の削減と

いうことでデータとして用いることはございま

すけれども、それをベースに目標を立てたりと

か、そういう形で県の担当部局と連携している

ということはございませんで、日々の運行管理

の中で利用しているという状況でございます。

【坂口委員】環境への配慮という観点から、今

後、排出量の削減等の目標も含めてご検討いた

だければと思います。

温暖化防止対策に取り組むことで、内部的に

は経費の削減ですね。先ほど言われたように収

支の改善ということもできるでしょうし、また、

公共交通機関の利用を促進することで環境への

配慮と温暖化への取組という一挙両得の取組が

できるのではないかと考えますので、ぜひ前向

きに検討をお願いしたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかにございませんか。
【小林委員】先ほどからお話があっていますが、

6月9日に県営バスと長崎バスが共同経営を前
提として連携の協定を結んだと。あれからちょ

うど3か月ぐらいたつわけです。そして、共同
経営でスタートするというのが、来年度、4月1
日でありますから、もう半年ぐらいしかないと、

こういうことになろうかと思います。6月に締
結して3か月が経過したと。スタートまであと6
か月しかないという状況の中で、今まで競合し

ておったところが協調路線に変わるわけです。

そういうところからして、6月から9月まで3

か月しかたってないけれども、これまで見えな

かった、あるいは実際的に共同経営をやってど

うなるかということのシミュレーションをされ

ながらやってきたと思うけれども、具体的に協

議が始まっているわけです。

その協議が始まっている中において、これま

で見えなかったこと、これまで考えられなかっ

たことの課題とか問題点が出てきているかどう

か、その点についてはどうですか。

【柿原乗合事業部長】 6月からの協議に際して
今まで見えなかった課題等が見えてきているか

というお尋ねでございます。

先ほど少しお話しさせていただきましたけれ

ども、今回の取組というのは、長崎バスと長崎

市と連携した取組でございます。3者の認識を
共有していくというのが必要でありますので、

やはり漏れなく認識を合わせていく難しさとい

うのは、改めて感じているところでございます。

ただ、長崎バスとの協議においてわかってき

たこと、話をしてわかってきたということでご

ざいますけれども、両者ともバス事業の経営と

いうのは厳しいんだなということを実感しまし

たし、運転士やバスといった経営資源にも一定

限界があるんだろうというところについては、

お互い、お話をする中で認識を共有するに至っ

ているところでございます。

そうした状況でありますけれども、それぞれ

の社・局で運行しているほかの路線も含めて将

来にわたって維持を目指していくということ。

併せて、委員ご指摘のとおり、その上で両者の

経営改善にもつながるような最適解を導き出し

ていきたいと思っています。今後、限られた時

間ではありますけれども、しっかりと検討して

いきたいと思っております。

【小林委員】 今、3か月経過して、当然、共同
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経営をするということで6月の決定に至るまで
の間に、いろいろとシミュレーションをしてい

るだろうと、こう私は言っているわけで、当然

だと思います。

部長の答弁を聞いておりますと、たった今始

まったかのような状況の中で、これだけ大合併

というか、共同経営を、先ほどからも言ってい

るように、競争相手と一つになるわけだよ。

銀行なんか、十八銀行と親和銀行あたりの合

併を見ると、これは中身はすごいよ。もう全く

経営というものを肌で感じるような、あらゆる

課題、あらゆる問題点がきれいに整理されてお

って、さすがだというような感じがする。

その割に、失礼だけれども、あなた方が話が

できないのか、あえて話をしようとしてないの

か、どんな課題が出てきているか、抜本的な課

題はもうないのか。ただ、長崎バスも県営バス

も、いかにして経営をペイするかと、そういう

ことばっかりの状況なんだけれども、もちろん、

最終的にはそこが目的で安定的な経営につなが

らなければいかんけれども、そういうところの

協議の内容というものが、何かいまひとつ、ぴ

りっとしないんだよな。

そういう点については、正直に言って、どこ

まであなた方がやっているのかどうかとか、そ

ういうようなことについて疑う必要はないけれ

ども、最終的に合併によってどれだけの効果が

あったかというのは、当然、議会に対しても、

県民の皆さん方に対しても明らかにしなければ

ならないところであるから、もう少しその辺の

ところについて、どうもいまひとつ私は、世紀

の大合併の割には、なかなかそういう共同運行、

共同経営、これだけのことを言いながら響いて

こないということ、これは指摘をしておきたい

と思います。

次に、もう何回も出てくる言葉が、「ダイヤ

を効率化させる」とか、「効率的なダイヤ編成」

とか、あなた方のお得意な言葉、寝言でも言い

よるかもしれんぞ。ダイヤの効率化とか、ダイ

ヤを効率的に編成するということは、一番の根

幹に関わることだろうと思うけれども、具体的

にどんなことをそういうふうに効率化と言うの

か、その辺のところを言葉で言えますか。その

辺のご答弁をいただきたい。

【柿原乗合事業部長】ダイヤの効率化が、どう

いうことを示すかというご質問でございます。

ダイヤの効率化と、確かにそういう言葉でご

説明させていただいているところでございます

けれども、私どもがイメージしておりますのは、

利用実態に即したダイヤ設定ということになろ

うかと思います。ですから、利用実態をつぶさ

に確認をした上で、バスならバスとしての利用

としてしかるべき輸送供給量というものを設定

していく、そういうことを考えているというよ

うな状況でございます。

【小林委員】結局、経営がうまくいかなくなっ

た、コロナでお客さんが少なくなった、減収だ

と、しょっちゅう、こう言っているわけです。

それに対してどういう対応をしますかと、「ダ

イヤの効率化を図り」と文章にも書いてある。

ダイヤの効率化といって、今の答弁は利用実態

に即した供給と、当たり前のことです。これに

よってどれだけのプラスが出てくるのかと。

このことについては、これまでコロナの前と

か、あるいは一般財源から繰入れをせざるを得

ないとかいう平成27年度までのこととか、そん
なようなことを考えていけば、もっと早くダイ

ヤの効率化というのはやっていかなければいか

んことで、しょっちゅうやってきただろうとは

思うけれども、なんかずっと永遠に続いている
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わけだよ。つまりバスの乗り手が少なくなった

と、そうしたらバスの台数を減便してもいいと

か、あるいは職員の数をどういうふうにするか

とか、そんなようなことが直接、支出減という

ようなところにいっているのか。こういうダイ

ヤの編成ということに対して、明確な、きちん

とした中身がわかりづらいと、こういうことで

すが。

【太田交通局長】冒頭に局長説明の中でも申し

上げましたが、一昨年の一般の路線バスの状況

からしますと、収入が23％ぐらい減っておりま
す。ということは、お客様が23％減っていると
いう状況でございます。これがコロナ以前であ

りますと、年間、大体2％ぐらい減るというよ
うなもので、その2％に合わせて、毎年4月にダ
イヤ改正を実施して、その後、少しずつ便数の

調整をしていくということをやってたんですが、

コロナによりまして20％ぐらい減っておりま
すので、先ほど柿原部長が言いましたけれども、

お客様の状況に合わせて便数を調整するという

こと、基本的に減便せざるを得ないような状況

でございます。

その減便の程度は、やはりお客様が20％減り
ますと、全体で2割ぐらい減らさないといけな
いような状況です。それが朝なのか、夜なのか、

昼なのかというような状況がございますので、

その辺の状況の調査も一緒にしながら、今、進

めているような状況でございます。ですから、

一気にコロナでお客様が変わってきたというこ

とでございます。

【小林委員】 そうすると、令和3年度の4月1日
にダイヤ改正をいたしましたよね。いわゆる令

和2年度までのダイヤと令和3年度のダイヤ改
正で、例えば、共同経営をするところの長崎市

内は、どれくらいの便数が走っていて、4月1日

に新しいダイヤ改正で、どのようにここを対応

されたか、そこはどうですか。

【柿原乗合事業部長】長崎市内の便数について

のお尋ねでございます。

こちら、今年の4月にダイヤを改正しました。
その前と後という形でお話をしたいと思います

けれども、ダイヤ改正前は991便ございました。
今年の4月のダイヤ改正によって918便という
ことで73便ほど減便となっているような状況
でございます。

【小林委員】 991便であった市内の県営バス路
線が918便に4月1日からなりましたと、そうす
ると、これが73便、減便になりましたと。ここ
のところで、この減便というのは、まさに今ま

で走っておった路線がなくなったのか、時間で

少なくなったのか。73便が少なくなったという
ことは、路線がなくなったということなのか、

どういうことなのか、もう一回明確に。

【柿原乗合事業部長】 73便の内訳については、
減便をしたといっても、路線が廃止になったり

ということはございません。コロナ禍によって

お客様の利用動向に変化があっております。と

いうのが、昼の需要であるとか、夜のお客様の

利用が少なくなってきていたという状況がござ

います。一方で、夕方はお帰りが早くなったと

いうのもあったと思うんです。その関係で逆に

乗れなくなったというところもございますので、

先ほど申し上げた73便というのは、プラス・マ
イナスを含めてではあるんですが、昼とか夜と

か、基本的にはそういう利用の少ないところを

減便して、逆に夕方は増やしたところもござい

ます。

利用動向を含めた形で運行便数等を設定させ

ていただいたというような状況でございます。

【小林委員】そうすると、今の話でとても大事
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なんだけれども、減便と言えば全部マイナスに

したと、こういうふうな捉え方をするんだよね。

だから、あなたが今言うように、ちゃんと増や

したところもあるんですよと。そして、減便し

たところとトータルして73便だよ。こういうと
ころはもうちょっと答弁の中で言わないと、時

間差だけれども、要するに、10本あったものを
7本にしたとか、8本にしたとか、ここは7本し
かなかったけれども、10本にしたんだよとか、
こういうような両方があるわけだよね。ここの

ところはきちんとしておってもらいたいと思う

んだよ。

例えば、今言う991便が918便になりました、
73便が事実上減便になりましたと。ならば、運
転士とかバスとか、そういうものがどういうふ

うに、いわゆるそこからの効果が出てくるんで

すか。

【安藝管理部長】運転士につきましては、令和

2年で443名おりましたけれども、これが令和3
年度から令和6年度にかけて78名減らすという
ふうな計画にしております。これは減らすと申

し上げても、定年退職等で辞めていった方々を

令和6年度まで採用しないという形で78名減ら
すというふうな形で計画しておりまして、令和

7年度以降は、退職に応じた人数を採用してい
くという形で対応を考えております。

【小林委員】 そうすると、令和3年度から令和
6年度までの4年間、今言われたような443名の
運転士の方がいらっしゃると。これについては

自然減少で78名の方の希望退職とか肩たたき
はしないと、ここはもう自然的に退職の時期が

来ると、令和6年度までに78名になると、ここ
は採用しないということの中で人件費を圧縮し

ていくと。これでどれくらいの効果があるんで

すか、どのくらい支出が減少されますか、計算

はできてますか。

【安藝管理部長】主に乗務員の人件費の削減で

ございます。減収対策企業債の償還期間である

令和3年度から令和17年度にかけて、合計で約
18億5,000万円程度の効果を見込んでいるとこ
ろでございます。年当たりの収支改善額として

平均すると約1億2,000万円ということになり
ます。

【小林委員】減収の企業債を幾ら借りて、それ

はどういうような支払いのやり方をやっていく

のか。これは以前に質問した際に教えてもらっ

たんだけれども、交付税措置もあるけれども、

あんまり有利なものでもなかったような感じが

する。3年間ぐらい据置きの、売上げが減った
場合に経営をバックアップしてもらうための、

これはありがたい方針です。これを大体幾ら借

りるんですか。

【安藝管理部長】 令和2年度において12億円の
減収対策企業債を発行しております。委員おっ

しゃられたとおり、令和3年度から令和5年度に
かけての3年間は、元金の償還は据置きで、令
和6年度以降、償還をしていく予定にしており
ます。

【小林委員】もう時間がないようだから終わら

んといかんと思うんだけれども、共同運行によ

って経営的にどれだけの効果が出るのか、ここ

のところが非常に関心のあるところなんです。

合併が、例えば令和2年度に2億9,000万円、3億
円近い赤字だった、令和元年度に3億円近い赤
字だった、令和2年度を見てみたら6億円の見込
みだと。長崎バスにおいても、令和元年度で4
億円、令和2年度では10億円ぐらいになると、
お互い、そういう赤字がそこに非常に積もって

いくと。こういうことだから、もう待ったなし

で、これを黙ってやっておったら大変なことに
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なるという交通局長の名言が出てきて、ここを

きちんと、共同運行していかなければいかんと

いうことになったわけだよ。

ただ、これは全部で30億円だよね、15年間で。
この共同運行で30年間だけの、つまり令和3年
度から令和17年度までの15年間で18億5,000万
円と11億5,000万円の約30億円、これだけしか
見込まれないのか。共同運行というのは永遠に

続くけれども、この15年間では、これは共同運
行するからということで、これは県営バスの中

期かなんかの経営を改革していこうという計画

を立てて30億円、18億5,000万円と、バスを新
しく購入する必要はないということで11億
5,000万円、トータル30億円と。これが要する
に、今回、共同運営をする、そういうところで

それしかないのかどうか、これを最後にお聞き

いたします。

【中村(一)委員長】 時間がきてます。簡潔に。

【太田交通局長】中期経営計画の見直しと減収

対策債の返還に伴います収支の見直しについて

は、路線の見直しだけではございませんで、そ

のほかに資産の活用、それから人件費の改善、

これは本局の職員を減らしたりとか、そういう

ことも含めまして全体で15年間で83億円ぐら
いの収支改善策を見込んでおります。その中の

30億円ということを路線の再編の中でやって
いくということでございます。

【中村(一)委員長】 ここで換気のため、2時50
分まで休憩いたします。

― 午後 ２時４０分 休憩 ―

― 午後 ２時４８分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開します。
ほかに質問はありませんか。

【八江委員】通告をしておりましたことについ

て質問させていただきます。

コロナ禍の中での運行の見直しとその対策は

ということです。

コロナの前も、乗客等については、今の時代

で路線、あるいは貸切、その他あります。資料

では、貸切バスが前年対比マイナス58％、高速
バスの空港リムジンバスなんかが73％、長距離
の県外高速バスについては84％、大きなダウン
になっております。路線バスについても23％減
ということです。

コロナがなければ、先ほどの話じゃないけど、

そんな大きなあれはなかったのかなと思います

けど、時代が時代だし、事実は事実ですので、

それを乗り越えるためにどうすればいいか、ど

ういう対策をすればいいかということで日夜努

力いただいていることは十分承知しております。

そこで、今現在、お話も出てきたと思います

けど、何が究極的に必要なのか、どういうこと

をして乗り切ろうとしているのか、それだけも

う一度、確認のために質問させていただきたい

と思います。

【江頭貸切事業部長】貸切としましては、ご指

摘のとおり、令和元年度と比べると約6割ほど、
まだまだ少ない状況が続いている状況でござい

ます。昨年度1年間、コロナの中で非常に厳し
い思いをしましたが、その中で、これまで取り

組んできた修学旅行であったりとか、そういっ

た通常の一般貸切というのは、言い方を変える

と非常に受け身というか、利用者の動向に左右

されるという面があるのかなということを強く

感じたところでございます。

そのような中で、現在は県営バス独自にでき

るだけ主体的に需要喚起を図るということで、

先ほどもご紹介させていただきましたが、ふる

さとで“心呼吸”の旅キャンペーンというもの



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月３０日）

- 234 -

を活用して、子会社の県営バス観光と協力し合

いながら県内のツアーというものに取り組んで

いる状況でございます。

まずは7月から9月にかけて、県内の島原半島
であったりとか、西海市、佐世保市、松浦市、

ハウステンボス等を目的地とした日帰りのツア

ー、そして壱岐の1泊2日、そういったものを一
旦10種類、約60本の設定でチラシ等を作成して
募集を行わせていただいたという状況です。

8月10日でキャンペーンが一旦止まりました
ので、募集自体も中断しておりましたが、9月
25日のキャンペーンの再開に合わせて、再度、
募集を開始している状況でございます。

【八江委員】貸切バスあるいは高速バス、こう

いったものはコロナで県外との交流、行き来に

ついては自粛せろとお互い言われてきて、皆さ

んの手法でそうなったわけじゃないということ

で十分理解はしますけど、路線バス等について

は、そればっかりは言えない部分もあるんじゃ

ないかなと。もちろん、交流事業とか出かける

ことも自粛せろということですから、その影響

もあることは事実ですけど、それは一つの時代

の流れで、路線の見直しは、もうやっぱり避け

て通れないものではないかなと。一つは行政路

線、政治路線とかいろいろありますね。それを

今のままの状態でずっと持っていっていいのか

どうかになりますけど、これは市民の足を削る

ことにもなってくるから、それはとてもじゃな

いという、我々もそういう立場で路線は外して

は困りますよと言いたいところがあります。

そうなれば、今まで行政がいろいろ地元負担

をしておった、補助、助成をしておった市町が、

そこには役割を果たすものが十分出てくるんじ

ゃないかと、こう思ったりするんです。そのた

めには国の措置もあると思います。そういうも

のをある程度しながら路線を維持確保していか

なければ、県民の足、市民の足は確保できない

んじゃないかと、そう思っております。そのこ

とは、もっともっと市町との話の中で詰めてい

くべき問題だと、このように思います。

それ以外の貸切バスとか高速バスというのは、

コロナが改善をしてくればまた大きく、修学旅

行等も出てきますから、その対策等については、

今しっかりしておかなきゃならないんじゃない

かと思います。

来年の秋には新幹線の開通ということもあり

ます。これは全面フル規格ではないから、それ

がどのくらいの影響があるかわかりませんけど、

それはそれとして大きな流れになってくると思

います。

こういったものの見直しは、十分していただ

いているし、その対策については考えていただ

いていると思いますけど、路線バスはどうする、

あるいは貸切バスはどうするということを区分

して考えることが必要じゃないかと思うんです

けど、そのことについての考え方はいかがです

か。どのように対応していこうと考えているの

か。

【柿原乗合事業部長】 委員おっしゃるとおり、

コロナによって、すごく乗合バス事業が影響を

受けているのは、もう言うまでもございません。

現状で申し上げますと、コロナ禍によって利用

動向が変わってきますので、それに沿って需要

に応じた細やかな便設定などができるような、

空港線とか、あと高速バスというのは、供給な

んかを調整しながら今しのいでいるという状況

が現状でございます。

ただ、今日で緊急事態宣言も解除されてまい

りますし、高速バスも10月9日からまた運行を
再開する予定としております。
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今後どうやっていくかということでございま

すけれども、まずはやっぱり落ち込んだ利用の

回復を図ることが先決かなと思っております。

路線バスについては、コロナ禍での落ち込み

というのもございますし、もともと人口減少等

に伴う利用者減少というところがございますの

で、ここは各市町との協議も図りながら、適宜

見直していきたいと思っております。

高速バス等に関しましては、人の移動が正常

化してコロナ前の水準に戻るというのが前提に

なってこようかと思いますけれども、徐々に出

口というものを見据えながら考えていかないと

いけないかなと思っております。

ただ、今の時点では、状況としては利用者と

いうのはまだ戻ってきてない状況ですので、そ

この回復状況等を見ながら検討してまいりたい

と思っております。

【八江委員】 昨年の11月に地域公共交通活性
化再生法というのが施行されて、それを市が主

体的に地域公共交通の維持に関わることという

法改正がなされておりますけど、そのあたりの

ことについては、県営バスの場合、諫早とか大

村とか長崎ということになると思いますけど、

そのようなことはどのように進められていくの

か、話し合いは既になされているんですか、ど

のように現在されているんですか。

【柿原乗合事業部長】各市町によって進め方と

いうのは、今、異なっております。今後に向け

てということでいきますと、活性化再生法の改

正も踏まえて各市町と協議を行っているところ

でございます。長崎の方は、先ほど申し上げて

いるような共同経営の検討と併せて、長崎市と

も連携して進めている状況でございます。

諫早市は、現状としては、計画の策定の着手

にはまだ至っておりませんけれども、令和4年

度から計画の策定に着手していくということで

お聞きしておりますので、そこを踏まえたとこ

ろで協議をしてまいりたいと考えております。

【八江委員】いずれにしても、路線バスという

のは、大事な路線でもありますけど、経営的に

それが足を引っ張っていると言えば失礼になる

かもしれんけど、大きな問題があるところじゃ

ないかと思います。これはやっぱり地方の行政

体と一緒になって、市民、県民の足を維持する

ためには、どうしても避けて通れない話だろう

と。だから、その点は国の支援をいただきなが

ら維持していただき、また、路線の確保もお願

いしておきたいと、このように思います。

そして、地域では、老人会とか婦人会とか、

あるいは地域の有志の皆さん方が市民バス的な

ことの発想をいろいろ考えているやり方、諫早

も老人クラブ連合会がいろんなことを考えてや

っておるということも聞いております。そうい

った人たちとの連携というか、協力はやっぱり

していかないと解決できるものではないんじゃ

ないかと、こう思っておりますので、それも踏

み込んで考えて交流を深めていただき、いろん

なことに反映させていただくようにお願いして

おきたいと思います。

そして、高速バス、貸切バスといったものは、

長崎県は交流都市でもありますから、これはコ

ロナが解決した時にはいち早く復活して取り戻

すという前向きな姿勢も持っておかないと、駄

目駄目の話では、どうにもならんと思います。

これは全国的に、どこもあっていることですか

ら、それにどうして勝つかというのは、お互い

知恵比べだろうと思うんですね。

そういう意味でしっかりやってほしいと思い

ますけど、最後に交通局長の今の取組について

お尋ねして終わりたいと思います。
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【太田交通局長】現在は、コロナによりまして

影響を受けておる分をどう対処していくかとい

うのが大きな課題になっております。ただ、八

江委員がおっしゃられますように、コロナ禍が

なくなった時にすぐに動き出せるように、そう

いう準備をさせていただきたいと思っておりま

す。

それと路線バスについては、先ほども部長が

申し上げましたように、各市との連携、各市の

いろんな状況がございますので、そういう状況

も踏まえて、いろんな形で地域に合った路線バ

スを考えていきたいというふうに思っておりま

す。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【山田(博)委員】 それでは、通告に従いまして
幾つかお尋ねしたいと思います。

交通局の経営状況についてまずお尋ねしたい

と思います。

先ほど、ほかの委員からもいろいろと質問が

ありましたけれども、経営に大変関わる県営バ

スと長崎バスの連携協定ということでいろいろ

話をしておりましたけれども、わかりやすく言

うと、今、連携協定のどこまで、全体の最後ま

での構想の中の大体どこあたりまで、わかりや

すく言うと何十％まで進んでいるかということ

をまずお尋ねしたいと思います。

【柿原乗合事業部長】現在、検討がどういう状

況にあるかというお尋ねでございます。

現状行っていることといいますと、まず、路

線の現状を共に把握をするという状況でござい

まして、具体的な対策については、まさに今か

ら協議をするというような形になってまいりま

す。

したがいまして、何％というのは、なかなか

申し上げづらいんですが、まだ一番最初の段階

にあるというような状況でございます。

【山田(博)委員】今年の2月か3月から話をして、
4月からですか、話をして、今のところはまだ
初期的な状況だということで理解していいです

ね。そこだけ確認でお尋ねしたいと思います。

【太田交通局長】 6月初旬に連携協定を締結い
たしましたので、そこがスタートになってまい

りますので、今の段階は、まだ初期段階だとい

うふうに思っております。

【山田(博)委員】 路線をいろいろと削減すると
かなんかで話がありましたけど、そういった状

況であれば今度はバスの運行についても幾つか

お尋ねしたいと思います。

人員の削減という話がありましたけど、今、

全国で4都道府県ですか、岩手県、宮崎県、北
海道、熊本県で話が進んでいるのは貨客混載と

いうのができているということで、これがスタ

ートしたのは、岩手県が2015年6月、宮崎県が
2015年10月、北海道が2016年9月、熊本県が
2016年10月ということです。九州で、地方の方
で2県も入っているんだけれども、県営バスは、
先ほどいろんな委員から路線を維持しないとい

けないんだと、経営改善をせんといかんと、こ

の2つをクリアする上で、地方路線のバス会社
が、こういうふうに動いているんですね。高齢

者の移動手段となるバス路線は維持せんといか

んと。その一方で経営の効率化をしないといけ

ないと。

そうすると、今、全国の中山間地でヤマトホ

ールディングスと提携してやっているというこ

とでありますけれども、こういうことを県に聞

いたら、まだしてないんですと。ここは事前通

告もしておりますけれども、今後の経営の効率

化、改善、バス路線の維持についても、これを

やっぱり一歩も二歩も踏み込んでやっていく姿



令和３年９月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月３０日）

- 237 -

勢があるのか、ないのか、それをお尋ねしたい

と思います。

【柿原乗合事業部長】路線バスの荷物運送、貨

客混載と申しますけれども、これまで路線バス

におきましては、少量の貨物を運送することが

貨物運送事業者の妨げにならない程度で可能で

あったというところが、人口減少に伴う輸送需

要の減少であるとか、あと、運転士などの労働

力不足という課題があることを背景にしまして、

現在は、委員おっしゃるように、バス事業者に

おいて、旅客運送に付随して当該旅客の荷物で

ない荷物単体を運送することは可能となったと

いうような状況でございます。そういうことで

各県においても取組がなされているということ

は承知しております。

私どもの方では、いわゆる小規模の荷物輸送、

小荷物輸送というところは取り組んでおりまし

たけれども、なかなか貨客混載までには、なか

なか至っていないというのが現状でございます。

委員からご提案いただきましたけれども、貨

客混載についても、やはり将来に向かっての収

益源の一つということでもありますし、チャレ

ンジするということも必要なのかなと思ってお

ります。今後の課題として検討していきたいと

思っております。

【山田(博)委員】ほかの県は2015年から、5～6
年前からやっているんです、これ。今回、検討

すると言うけれども、私から言われる前に今ま

で検討したかどうか。今回、350キロ以上がで
きるようになったということになってますね。

他県はどんどん進んでいるんですよ。

局長、先ほど小林委員、八江委員からもいろ

いろとご指摘があって、今後の路線の維持とか

もしないといけないんだと。収益を上げる上で

何かないかということの中で、ダイヤの改正だ

とか、人員削減とか、そういうことばっかりじ

ゃなくて、もっと発展的なことがないかという

ことを、今、お二人から言われたわけだよ、わ

かりやすく言うと。

そこで、局長、課題とかじゃなくて、やりま

すということで、今回、委員会で言って、どう

いうふうにやっていくかということで前向きに

せんと、さっきの話を聞いたら、人員を4年か5
年、自然減で採用しないんだと。そんなことを

聞かされたら、大丈夫かとなるわけだよ、私た

ちは。

どうですか、局長、これは。もうちょっと前

向きな見解を聞かせていただきたいと思います。

課題とかなんかと言ったら、委員会の用語だっ

たら、しないということと一緒なんだよ。

【太田交通局長】コロナ禍によりまして、お客

様が非常に減ってきております。その中で私が

お聞きしますところでは、西鉄バスさんの高速

バス、それから九州急行さんの高速バスで他県

への移動について貨客混載を実施しているとい

うことです。

ただ、需要があるかどうかということもござ

いますので、私どもだけでできることでもござ

いませんので、その辺の事情を探ってみたいと

思っております。

【山田(博)委員】 局長、もう一つ言いますと、

さっき、坂口委員がＣＯ2削減とか気候変動と言

われたじゃないですか。燃料費とかＣＯ2排出量

の削減にもつながるんじゃないですか。

十分な需要があるかということを言われまし

たけれども、確かにそうかもしれないけれども、

それはそれとして、交通局としてはやるんだと。

そうせんと、手を挙げないと、誰も来んでしょ

う。あなた方がやりますと言えば、みんな集ま

れとなるじゃないですか。あなたたちがやるか、
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やらんか、暗中模索だったら前に進まないよ、

局長。

何度も言うけれども、コロナで大変なのはわ

かるんです。だから、私もない知恵を絞って、

あなた方に提案しているんだよ、こうやって。

真っ先にあなた方に提案しているんだよ。

だから、局長、委員の発言を聞いていたら、

いかにあなた方の交通局を心配して、親心とい

うか、激励という形で言っているわけだよ。そ

ういうことを踏まえた上で、もうちょっと見解

を前向きにしていただかないとさ。

【太田交通局長】コロナによります対策といた

しましては、減収に対する節減のこと、それに

増収というのも考えないといけません。その中

の一つとして検討させていただきたいと思いま

す。

【山田(博)委員】 ぜひそういうふうにしていた
だきたいと思います、これは。4県のうち九州
が2県もやっているんだよ、これ。
それで、今まであなた方も各地域に行った時

に、こういったことを検討しようとしなかった

というのは、いかがなものかと思うよ。深く反

省していただいて、検討していたのかな、乗合

事業部長、どうぞ。

【柿原乗合事業部長】先ほどちょっと言葉足ら

ずで申し訳ありません。

検討はいたしておりました。なかなか成案に

は至っていないという状況でございます。ちょ

っと違う事業ということがございますので、バ

スで運んだ先の配送体制が取れないとか多々ご

ざいまして、なかなか実現には至っていないと

いうことでございました。

【山田(博)委員】 私も、実はそれはいろいろ聞
いて調べております。そこで、私は関係機関の

人に聞いたんだけれども、あとはやるか、やら

ないか、やる気があるかないかということだと

言ってたよ、あなた方が。思い切ってやれば集

まるんだと、みんなが応援するんだと。県営バ

スに勤務する人たちも、愛社精神があるから、

それはみんな応援するんだという声を聞いてい

るから、私はこれを指摘しているわけです。頑

張っていただきたいと思います。

それで、交通局の退職者について、先ほど新

規採用をしないということで、退職者はそのま

ま自然減とするということです。私が今までず

っといろんな会社さんの話を聞くと、特に愛社

精神がある会社ほど伸びてますね。

そうすると、私はそこの中で、交通局の退職

者を、単なる社員だったということじゃなくて、

今度はお客様だと。今働いてもらっている職員

の皆さん方の家族もお客さんだと。これをまず

大切にして、そういうふうなプログラムなり仕

組みをつくって、要は、家族割引だとかファミ

リー割引とかして、どんどん集客をするとか。

そういったことのプランとか割引制度とか、今、

子どもプランというのはつくっておりますけれ

ども、そういうふうなことをしながら、今後、

愛社精神を持って、さらに交通局の集客を増や

すような、そういった仕組みというのをつくっ

ていただきたいと思うんですが、いかがですか。

【太田交通局長】 委員おっしゃられるように、

一企業体として職員を大事にする仕組みが一番

大事だと思っております。日頃から、職員、そ

れからご家族への呼びかけということで、私も

文書を作りまして、コロナに対応する取組等に

ついてお知らせをしたり、それから、退職時に

は感謝状を差し上げるというようなこともさせ

ていただいております。それから、ツアー企画

として職員のご家族の方、お付き合いのある方

も含めて1グループとしてご利用いただくとい
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うような活動もしております。そういう形で職

員の一体感というのをぜひつくっていきたいと

思っております。

できれば、いろんな形でご提案のありました

ような職員の愛社精神というのがもっと強くな

るような取組もやっていきたいと思っておりま

す。

【山田(博)委員】 交通局は、局長自ら、今まで
ずっと退職者に感謝状を渡していただいている

ということで、それは大変すばらしいことです

から、今後も引き続きやっていただきたいと私

は思っております。

先ほどの家族割引とか、どんどん増やしてい

ただきたいと思っております。というのは、私

の地元の五島では、バス通学の運賃を半額にし

たんだ、会社が思い切って。そしたら、当初は、

そんなしたら駄目だとか言ってましたけれども、

やろうということで会社がやったら、お客さん

が増えました、五島バスはね、通学生が。

それは一概には言えませんけど、なんでそう

なったかというと、運賃が高いとか言ってね、

会社と住民と随分議論になったんですよ。会社

側は、この運賃を下げたら成り立っていかない

んですよと、それでは乗せられないんですよと

いうことで、激論の末、結局は県立高校の統廃

合の影響があって、そうなったんですね。結果

的には半額までして、今、お客さんが増えて大

変にぎわっているわけでございます。そのとき

は会社も、社員が住民と激論を交わしていまし

た。私も何度も呼ばれましたけれども、そこの

中で会社ぐるみで、さっき言ったファミリープ

ランとかをつくりながら、愛社精神がさらに深

まるような仕組みをつくっていただきたいと思

います。

もう一つ最後に、退職者にあなたが感謝状を

渡していただいているということですが、私の

地元で運転士が退職する時に、お父さんが家族

を自腹で自分が運転している路線を案内したそ

うです。その時に、お父さんの仕事はこんなに

大変だったんだと、お父さんの偉大さがわかっ

たということで家族の絆が深まったということ

です。もっとバスに乗ればよかったなというこ

とでした。

だから、お父さんの日とか何かの日で、家族

の方を割引して、さらに乗客を増やすような、

そういった仕組みを、まず身近なところからや

っていただければと思うんですが、いかがです

か。

【太田交通局長】利便性を高めるという意味で

は、長崎市内の運賃については、一円として以

前より随分利用しやすくなったと考えておりま

す。

それと、65歳以上の方にご利用いただける
「プラチナパス65」というのも非常に割安な定
期券ということでご利用いただいておりますの

で、そういうことの周知をできるだけ図りなが

らご利用いただくということをやっていきたい

と思っております。

ただ、職員だけに割引をするというようなこ

とは、公営としては、なかなか難しいかなと思

っております。

【山田(博)委員】 局長ね、公営で厳しいという
ことでありますけれども、交通局というのは、

大変な経営時期になっていて、いかにお客さん

を増やすかということだから、まずは周りから、

来やすいところからやっていかないといけない

んですよ。公営企業だから、確かにそうかもし

れませんけど、なりふり構わずやっていく姿勢

でやっていかないと、大変な時期じゃないです

か。
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わかりやすく言うと、自然減をする時に新規

採用しないんだよ、その期間は。いかに大変か

というのがわかったよ、さっき聞いたら。それ

だけ大変な時期に、お客さんをどうして増やす

かという時に、公営企業だからといって、そう

いうことを言っている場合じゃないと私は言っ

ているわけだよ。だから、いいんだよ。今はな

りふり構わず、いかにお客さんを集めてやって、

交通局の職員の職場を守るかということなんで

すから。現実的に今お話を聞いたら、今、厳し

い状況じゃないですか、新卒を募集できないん

でしょう。そういう状況なんだから、公営企業

だから、こうしちゃいかんとか、ああしちゃい

かんとか、そういうふうに言っている場合じゃ

ないよ、私はそう思いますよ。頑張ってくださ

いよ、局長。最後に私は激励しているんです。

あなたとは付き合いが長いじゃないか。あなた

の言わんとする心も気持ちもわかって私は言っ

ているんです。どうぞ。

【太田交通局長】先ほど委員からおっしゃられ

ました愛社精神を培うような取組については、

十分配慮しながらやっていきたいと思っており

ます。まずは経営の立て直しを第一にやってい

かないといけないと思っております。それをな

し遂げた後に、そういうことも順次やっていき

たいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。

【山田(博)委員】 太田局長、頑張ってください
ね。赤いバスがずっと、10年後、20年後も県内
を走り回っていることを祈って、質問を終わり

たいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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。

― 午後 ３時２２分 休憩 ―

― 午後 ３時２２分 再開 ―

【中村(一)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。

大変お疲れでした。

しばらく休憩します。

― 午後 ３時２３分 休憩 ―

― 午後 ３時２３分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、予算決算委員会観光生活建設分科

会の決算審査の日程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

り換えて行うこととしたいと存じますが、ご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)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

り換えます。

しばらく休憩します。

― 午後 ３時２４分 休憩 ―

― 午後 ３時２４分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

予算決算委員会観光生活建設分科会の決算

審査の日程につきましては、お手元に配付いた

しております審査日程案のとおりでよろしいで

しょうか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように決定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。

― 午後 ３時２５分 休憩 ―

― 午後 ３時２５分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ございませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願いたいと思います。

これをもちまして、観光生活建設委員会及び

予算決算委員会観光生活建設分科会を閉会いた

します。

大変お疲れでございました。ありがとうござ

いました。

― 午後 ３時２６分 閉会 ―



観光生活建設委員会委員長　　中村　一三

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

長崎県動物愛護管理員設置条例 原案可決

長崎県流域下水道条例の一部を改正する条例 原案可決

都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
の一部を改正する条例

原案可決

公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

計　４件（原案可決　４件）
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件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 1 号
気候非常事態宣言と着実な目標達成をめざす政策をすすめる
請願について

不 採 択

計　１件（不採択　１件）
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観光生活建設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3年9月30日

　　　　議長　　坂本　智徳　　様

記

第 114 号 議 案

第 115 号 議 案

第 116 号 議 案

第 121 号 議 案

番　　号 

－242－




