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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年１１月２６日

自 午後 ２時００分

至  午後 ２時０５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

〃 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

― 午後 ２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、八江委員、深堀委員のご

両人にお願いいたします。

本日の委員会は、令和3年11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。

― 午後 ２時０１分 休憩 ―

― 午後 ２時０４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。

― 午後 ２時０５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１２月９日

自  午前１０時１２分

至  午後 ３時３４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

〃 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

〃 清川 久義 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127号議案

令和3年度長崎県一般会計補正予算（第16
号）（関係分）

第128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2号）

第129号議案

令和3年度長崎県流域下水道事業会計補正予

算（第1号）

７、付託事件の件名

〇観光生活建設委員会

（1）議 案

第135号議案

長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する

条例
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第140号議案

契約の締結について

（2）請 願

なし

（3）陳 情

・県の施策に関する要望書

・要望書

・要望書

・要望書●高規格道路「西彼杵道路」の建設促

進について

・要望書●高規格道路「長崎南北道路」の新規

事業化について

・要望書 令和3年度長崎外環状線の早期完成に

ついて

・要望書 令和3年度一般国道499号の整備推進

について

・要望書 令和3年度一般国道202号の整備推進

ならびに（仮称）福田バイパスの早期事業化

について

・要望書 一般国道34号の整備促進について

・令和4年度 離島・過疎地域の振興施策に対す

る要望書

・新型コロナウイルス感染症対策に関する要望

書

・令和4年度 簡易水道の整備促進に関する要望

書

・要望書

・要望書 島原・天草・長島連絡道路（南島原

工区）の早期事業化について

・要望書 雲仙市愛野町から小浜町までの幹線道

路整備について

・要望書

・要望書

・長崎県に対する要望書

・西九州自動車道の建設促進に関する要望書

・要望書

・要望書

・要望書

・陳情書

・居住地域に流れ込む県道からの雨水処理対策

ならびに崩落した公衆用道路の復旧に対する

支援のお願い

・ウイグルの人権問題に対し国に調査を求める

意見書採択のお願い

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時１２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。

まず、さきの補欠選挙に当選され、本委員会

に新たに選出されました委員をご紹介いたしま

す。

清川久義委員でございます。

【清川委員】清川でございます。よろしくお願

いします。（拍手）

【中村(一)委員長】 これに伴いまして、委員席

については、配付しております配席表のとおり

決定したいと存じますので、ご了承をお願いい

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

135号議案「長崎県建築関係手数料条例の一部

を改正する条例」ほか1件でございます。

そのほか、陳情26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
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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127号議案「令和3年度長崎県一般

会計補正予算（第16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、各部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【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。

また、議案外の取扱いにつきましては、県内

における新型コロナウイルス感染症の感染状況

が、一定落ち着きを見せていることから、事前

通告は行わず、従来どおりの取扱に戻すことと

なっております。

よって、各部局の審査における委員1回当た

りの質問時間は、各委員の質問機会の均衡を図

るため、理事者の答弁を含め20分を限度とし、

一巡した後、審査時間が残っている場合に限り

再度の質問ができることといたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

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127

号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第

16号）」のうち関係部分、第128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

2号）」であります。

このうち、第127号議案「令和3年度長崎県一

般会計補正予算（第16号）」のうち土木部関係

の歳入歳出予算は、記載のとおりであります。

2ページをご覧ください。

補正予算の主な内容としましては、令和3年8
月の大雨及び台風14号などによる被災施設の

復旧等に要する経費として、公共事業2億2,605
万円の増、単独事業1億774万円の増、また、職

員給与関係既定予算の過不足の調整に要する経

費として、3億5,692万1,000円の増を計上して

います。

なお、大雨等による被災経費については、補

足説明資料を配付させていただいています。

このほか、繰越明許費及び債務負担行為につ

いては、記載のとおりです。

また、第128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2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ページをお開きください。

まず、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116
件、62億6,535万円であります。前回の9月定例
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会では、その時点において年度内で適正な工期

が確保できないものを計上しておりましたが、

その後、地元調整の遅れなど、やむを得ず発注

事業がずれ込み、3月末までに適正な工期を確

保できないものが新たに発生いたしております。

また、今回の補正予算案としても計上してお

りますが、令和3年8月の大雨の被害による災害

関係事業につきましては、国による災害査定後

の発注となることなどから、3月末までに適正

な工期を確保できないものもございます。今回

は、これらについて繰越明許費を計上している

ものであり、あらかじめ繰越し承認をいただき、

翌年度にまたがる適正な工期を確保して発注に

つなげようとするものであります。

今回計上した一般会計の繰越明許費の件数及

び金額の内訳については、土木管理費で2件、1
億2,196万5,000円、道路橋りょう費44件、13億
8,656万9,000円、河川海岸費8件、3億3,305万円、

港湾空港費4件、9億6,300万円、都市計画費10件、

9億556万6,000円、住宅費1件、1億7,000万円、

公共土木施設災害復旧費45件、22億3,020万円、

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

2件、1億5,500万円となっております。

続きまして、資料の2ページをお開きくださ

い。「ゼロ県債」の設定について、補足してご

説明いたします。

制度としましては、来年度に予算化する事業

について、今年度に前倒しして発注するため、

債務負担行為を設定しようとするものでござい

ます。

ゼロ県債につきましては、平成27年度から取

り組んでおりますが、平成28年度からは、県単

独事業に加え、交付金事業についてもゼロ県債

を適用し、4月から6月の端境期の事業量を確保

するなど、発注の平準化を図ることといたして

おります。

今年度は、交付金事業で26億6,150万円、県単

独事業で36億8,160万円、合計63億4,310万円の

ゼロ県債を設定しようとするものでございます。

事業化別の設定金額は、記載のとおりでござい

ます。

内容は、前倒しが可能な事業や雨季を避けて

て実施すべき事業について設定をしているとい

うものでございます。

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】 令和3年度単独港湾災害復旧

費の補正予算について、ご説明いたします。

資料は3ページをご覧ください。

今回計上しております単独港湾災害復旧費は、

8月の大雨及び9月の台風14号により被災した

施設の復旧費となっております。

港湾・海岸関係の災害復旧費は、当初予算で

公共港湾災害復旧費として4億円、単独港湾災

害復旧費として6,000万円を計上しております。

公共港湾災害復旧事業の採択要件は、1箇所

当たりの被害金額が120万円以上の災害や、流

木等の災害で漂着量が1,000立米以上かつ事業

費が200万円以上などの要件が定められており

ます。このため、公共港湾災害復旧事業の採択

要件を満たさない災害が単独港湾災害復旧事業

の対象となります。

港湾関係では、8月11日から15日にかけて降

り続いた大雨により、海岸施設で23箇所、8,990
万円、港湾施設で15箇所、1,714万3,000円、合

計で38箇所、1億704万3,000円の単独港湾災害

が発生いたしました。
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災害の内容は、流木等の海岸漂着や港湾泊地

の埋塞です。大雨発生後に河川等から流出した

流木が海域内を漂流し、数日から数週間を経て

沿岸の海岸等に漂着いたします。このため、漂

着箇所や漂着量の把握に時間を要しておりまし

たが、数量や復旧金額が確定したため、今回計

上いたしました。

また、9月17日に長崎県に接近しました台風

14号により、海岸施設で12箇所、3,150万円、港

湾施設で14箇所、2,854万円、合計で26箇所、

6,004万円の単独港湾災害が発生しております。

災害の主な内容は、流木の漂着のほか、浮桟

橋などの係留施設や舗装の損傷が発生したもの

でございます。

以上のことから、単独港湾災害復旧費の合計

は、6月の大雨で発生していた1件を加え、65箇
所、1億6,774万円となり、当初予算から1億774
万円が不足することから、今回、補正をお願い

するものです。

4ページには、8月の大雨及び台風14号の災害

発生箇所の位置図を、また、5ページには主な被

災状況の写真を添付させていただいております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【中村(一)分科会長】 次に、砂防課長より補足

説明を求めます。

【浅岡砂防課長】河川海岸費の砂防費の補正予

算についてご説明いたします。

課長補足説明資料の6ページ、7ページをご覧

ください。

今回計上しておりますのは、災害関連地域防

災がけ崩れ対策事業であります。

本事業は、市町が事業主体となってがけ崩れ

対策工事を行うものであり、採択要件は、激甚

災害に伴い発生したがけ崩れのうち、がけの高

さが5メートル以上、被害を及ぼすおそれがあ

る人家が2戸以上あると認められる箇所で、事

業費が600万円以上であります。

本年10月1日に、令和3年8月豪雨による災害

について、全国を対象に激甚災害に指定された

ことにより、採択要件を満たしたため、事業化

しております。

事業箇所は6箇所で、予算額としては、全体事

業費3億140万円のうち、市町負担分を除く国負

担分2分の1と、県費負担分4分の1を合わせた2
億2,605万円を計上しております。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【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】 毎回、この委員会で、いわゆる繰

越がかなりの部分にわたって出てきていると、

こういう災害とかかれこれですね。取り巻く環

境が厳しい中において、基本的にあまり繰越し

はありがたくないわけだよ。やはり我々として

はきちんとした、いわゆる年度の工期に合わせ

ていい仕事をやっていただきたいと願っている

ところだけれども、法律の改正かれこれあって、

一定の工期をきちんと適正に確保するという流

れになってきて、失礼だけれども、それにあま

り寄りかかっているとは思わないが、やっぱり

繰越ということについてはいかがなものかとい

う基本的な認識を持って、いつも繰越の多さに

驚きと同時に、そういうことでは困ると、こん

なことを言っているわけです。

今回、ただいま部長説明、あるいは監理課長

の説明等において、繰越明許費が61億1,000万
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円というような状況になっております。これは、

前年度と比べて、今年度は一体どうなっていく

のかと。たしか、全体の公共事業費は六百九十

数億円だったと思う。そういう六百九十数億円

の中において、こういう繰越が大体どのくらい

になっていくのか、それは前年度と比べて、一

体どの程度の内容なのか、まずこの点について

お尋ねをしたいと思います。

【田中監理課長】ご質問の昨年度との比較のお

話でございますけれども、昨年度の同期の繰越

明許費の累計額が、538件で251億円ございまし

た。本年度は、現時点で294件の211億円という

ことで、40億円の額の減という状況になってお

ります。

また、繰越明許費が予算に占める割合でござ

いますけれども、本年度は約36％程度というこ

とでございます。

【小林委員】 今、答弁をいただいて、前年度と

比べて、金額的には40億円の減と、件数におい

ては、それも244件減だよというような形で、前

年度と比較した時に改善されているような感じ

がするわけだけれども、要するに繰越の内容で

す。

繰越の内容の中で、例えばいつも指摘してい

るような、不調・不落とかいうような状況が出

てきているのかどうか。要するに仕事が、ある

意味ではたくさんあるから、なかなか手が回ら

ないとか、あるいは、率直に言って人材確保が、

技術者の確保ができてないと、手が回らないと。

だから、応札を辞退するとか、あるいは予定価

格を上回る、下回るとか、そういうような形の

中で不調・不落とかいうのがよく見られるわけ

だけれども、今回の場合に、こういう不調・不

落によって繰越せざるを得ないと、こういうよ

うなことがあっているかどうか、この点につい

てお尋ねします。

【田中監理課長】今回、繰越明許費を計上して

いる中で、不調・不落を理由とするものが4件、

合計で2億800万円ございます。

【小林委員】2億800万円、こういうような状況

の中にあるわけだけれども、また、もう一方に

おいて、繰越明許費の中の不調・不落というの

は少ない状態もあるけれども、例えば地元調整

という格好で、発注した時にすぐ工事にかかる

ことができないと、何か地元調整がうまくいか

ないと、だから、結局は繰越せざるを得ないと。

こういうことが言われているけれども、この地

元調整ができてないということは、実際的に、

例えばどういう事例があるのか、地元の調整が

できてないということは、わかりやすく具体的

にどういうことなのか、お尋ねをしておきたい

と思います。

【田中監理課長】例えば稲刈りの時期に当たっ

たと、その期間、どうしても工事に着手できな

かった。そこを地元の方と調整したけれども、

なかなか着手に至らなかったというようなケー

スもございますし、ストックヤードを確保しよ

うということで計画をしておったところ、スト

ックヤードの敷地の借り受けが思ったように進

まなかった、地元との調整がなかなか図れなか

ったというようなケースもございます。

【小林委員】この地元調整については、もっと

事前に準備というか、工事ができるような体制

をつくるということは無理なことなのか、地元

調整こそ、年度が明けてすぐ、どんな仕事が発

注されるかわかっているわけだから、そういう

ようなことについての準備をしておくと、受入

体制をきちんとつくると、当然やらなければな

らないことではないかと。それができてなくて、

こういう地元調整がうまくいかない、不測の日
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数と、こういうようなことで繰越が増えてもた

まったもんじゃないよ。

地元調整というので、今回の繰越は、全体の

どのくらいの金額になっているんですか。

【田中監理課長】先ほど私の方で補足説明をさ

せていただきました、資料の1ページにござい

ますけれども、繰越明許費の理由別の資料があ

ろうかと思いますが、地元調整の繰越が、全体

の62億円に対しまして26億円ございまして、率

にすると4割というものが地元調整を理由とし

た繰越になっております。

【小林委員】 この61億円の中の40％というの

が二十数億円ということになろうかと思うんだ

けれども、結構、少なくないと思うんですよ。

これは、技監、こういうことについては、もう

ちょっときちんとした指導体制というのができ

ているのかできてないのか、これは事前の準備、

地元調整ができてませんということをもって繰

越がこういうふうに結構な割合になっていると

いうことは、どういうふうに受け止めておられ

ますか。

【有吉土木部技監】 今、委員ご指摘のように、

地元調整という理由での繰越額が近年増加して

いるというのは、事実です。

この一つの原因としては、やはり本当に密に

地元の調整をしないと、なかなか工事に着手で

きない、工事がスムーズに進まないというよう

な状況があって、例えば一般道路、住宅地等を

工事車両が通る場合、その時期とか台数、時間

帯などを、近年は自治会とか周辺住民の方に説

明してご理解いただいて着手するというような

ことが必要となる場合があるんですけれども、

やはりそういう時間帯とか台数とかにつきまし

ては、施工業者、特に下請の業者の状況、手配

できるものとかが確定しないと、なかなか具体

的な説明ができないということもあって、そう

いうことで時間を要しているというようなこと

があるかと思います。

ただ、委員ご指摘のように、事前に調整でき

るものは可能な限り調整をして、それから発注

するというのが原則なので、それについては、

今後も指導していきたいというふうに考えます。

【小林委員】土木部長、事前の準備が整わない

という形は、やっぱりいかがなものかと。この

地元調整については、今言われているような内

容では、我々としては納得し難いと。もう少し

指導を強化していただいて、こういう件数があ

まり高くないような位置づけで今後取り組んで

いただくことを、これは強く要望しておきたい

と思います。

それから、建設企画課長、要するにこの繰越

の中において人材確保というような形、結構仕

事を取っているところはたくさん取っていらっ

しゃる。一時的に発注が多くなる時期もあるわ

けです。そういうことでなかなか人材が、いわ

ゆる技術を持つ技術者が確保されてないという

ようなことをもって、なかなか仕事に手を出せ

ないと、そういうことで繰越せざるを得ないよ

うな状況も、やっぱり散見されるのではないか

と思うんです。

こういう建設業の人材確保については、これ

からとても大事なことではないかと思うんです。

やっぱりどの分野においても高齢化ということ

が指摘をされている。では、言葉はよくないけ

れども、3Ｋとかいうような形の中で、若い人た

ちがそこにやってこないと。こういう大事な建

設とかいうような分野に人がいないというよう

なことについては、社会経済を回す上において

は大変なことになっていくわけです。この辺の

人材確保についての取組はどうですか。
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【植村建設企画課長】ただいま小林委員からご

指摘ございましたけれども、確かに、昨年度の

大型補正予算を充当した工事の施工と、本年度

の当初予算による発注が重なった今年の夏頃に

おきましては、技術者の配置が困難といった理

由で不調・不落が頻発した地域が一部ございま

した。しかし、その後は少し落ち着いてきた状

況にございます。

建設業協会の方に聞き取りをしましても、恒

常的に人が足りないという話はございませんの

で、発注時期ですとか施工時期の平準化に十分

配慮し、また、発注ロットを大きくするなどの

工夫をすれば、現在の業界の人員体制でも何と

か事業予算の執行はできるだろうというふうに

は考えております。

ただ、本県の建設業従事者の半数が50代以上

であるという現状を踏まえますと、10年、15年
先には、もう間違いなく深刻な人材不足に直面

することが懸念されますので、今のうちから将

来の担い手を確保する必要があると考えており

まして、産学官共同の協議会を立ち上げまして、

平成27年度から建設業の魅力向上、イメージア

ップですね、先ほど言われた3Ｋを払拭すると

いったようなことですとか、高校生・大学生へ

の求人活動を強化するとか、入職された若い技

術者の方の技術習得の支援をするとか、現場で

働く際の環境を改善していくと、そういった取

組をしているところでございます。

その成果が徐々にあらわれてきているという

ふうに我々は思っておりますが、具体的な成果

を申し上げますと、高校新卒者のうちの県内建

設業へ就職する方の数が、この取組を始める直

前から昨年までの5年間で約1.7倍に増えており

ます。今後も、人材確保の取り組みを継続して

進めてまいりまして、インフラの整備や安全・

安心の確保に非常に大きな役割を果たす建設業

の体制の維持に努めてまいりたいと考えており

ます。

【小林委員】簡単に答弁してもらっていいんだ

けれども、例えば建設業に従事される方々に職

場の働きやすい環境をつくるという形から、例

えば、今は当然というような形になっているけ

れども、週休二日制とかそういう休み、こうい

う週休二日制とかいうのはあまねく浸透してい

ますか。まだその点については足りないのか、

どうですか。

【植村建設企画課長】本県の建設工事におきま

しては、基本的に全ての現場で週休二日制を実

施してくださいというふうなことをお願いして

います。

ただ、災害復旧工事ですとか、週休二日をす

ると事故繰越につながりそうな事案は除きます

けれども、それ以外の工事については、基本的

に週休二日でやってくださいということで、週

休二日モデル工事という形で発注をしています。

その発注したモデル工事のうち約9割は、実際

に週休二日を実施しているという状況でござい

ます。

【小林委員】この点についても非常に関心があ

るところでありますから、また、いずれの機会

にこの話もしたいと思いますけれども、要する

に人材確保、イコール働く環境の整備等々につ

いてもしっかりやっていただくことをお願い申

し上げたいと思います。

それから、監理課長の担当かな、ゼロ県債、

こういうゼロ県債というので補正が上げられて

おります。ゼロ県債というのと債務負担行為と

いうのと2つあって、発注のあり方について、ゼ

ロ県債でいくのか債務負担行為でいくのかと、

こんなようなことが検討されるわけですが、今
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回、ゼロ県債をかなり計上されておりますけれ

ども、ここについてはどういう内容のものなの

か、説明をしてもらいたいと思います。

【田中監理課長】今回計上させていだいており

ますゼロ県債の事業は、今年度の予算は全くご

ざいません。要は、今年度の執行はゼロ、翌年

度以降の予算を確保するというのが基本的なも

のでございまして、県単独事業、交付金事業、

2種類ございますけれども、交付金事業は、現時

点で内示がきておりません。内示はきておりま

せんけれども、内示を見越して債務負担、今年

は支払いませんが、来年は確実にお支払いしま

すという予算をもって契約をするというものが、

交付金事業のゼロ県債事業です。

それと、もう一つ単独事業がございますけれ

ども、単独事業も、当然、来年度の予算は、現

時点で確定しておりませんので、来年度の単独

事業を一定見越して、今年度はお支払いはでき

ませんが、来年度お支払いをしますので、今年

度から契約をお願いしたいというものがゼロ県

債事業でございます。

【小林委員】ゼロ県債とかいうのは、債務負担

行為と比べて、債務負担行為というのは、予算

が確保されているという見通しは大体できてい

るということだけれども、今の監理課長のご答

弁のとおり、ゼロ県債というのは、まず、前渡

金も払わない、出来高も払わない、来年度以降

ですよとか、そういうような話になっていくわ

けだね。そういうような形でやっていくと。

そういう形で、例えば国の交付金がつかなか

ったと、今は、経済対策が近く発せられるだろ

うというようなことで、ある程度見通しが立っ

ているけれども、要するに、そうやって国の交

付金を当てにしとったけれども、それがつかな

かったと。だとすれば、どこに予算があるのか

と、そういうことになってくると、要するに一

般財源からでも持ってこざるを得ないのかどう

か。このゼロ県債については、予算がつかなか

った時に、交付金等がつかなかった時にどうな

っていくのか、若干その辺は、債務負担行為と

比べればちょっと怪しげな状態もあるんだけれ

ども、ここはどうですか。

【田中監理課長】今回、交付金分としてゼロ県

債事業を上げております。この分で契約を、議

会議決をいただいた後に契約をすると。その結

果、国の内示がなかったといった場合は、これ

は、県は債務負担を起こしておりますので、県

の単独費をもってその分の補填をするというこ

とに、結果的にはなります。

【小林委員】 そういうことで、わかりました。

一般財源でもきちんと対応をやりますというこ

とですから、よくわかりました。

最後に、このゼロ県債と平準化の状況がどう

いうふうになっているのか。ゼロ県債をやると

いうことは、やっぱり発注の平準化を保ってい

きたいという狙いではないかと思いますが、そ

こはどうですか。

【田中監理課長】品確法等々で、県は平準化に

取り組む必要がございますので、このゼロ県債

事業をやっておりますけれども、今回計上させ

ていただいている事業でいきますと、平準化率

が2％程度上がるというような推計もしており

ますので、そういった効果を期待して、今、取

り組んでいるところでございます。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【前田委員】小林委員の質疑のゼロ県債に少し

関連して、質問させていただきたいと思います。

平成27年度から制度がスタートしたという

中で、今も答弁がありましたけれども、上手に
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というか、うまく平準化というものが図られて

いると思うんですけれども、長崎県のことでは

ないんですけれども、まず、大分県の方で12月
の補正予算が455億円組まれていて、なんでこ

んな多額になるのかなと思って調べてもらった

ところ、国土強靱化5か年加速化の関連公共事

業が324億円計上されているんです。先ほど小

林委員から指摘のあった、近々あるであろう経

済対策の分を、今回、補正の中で枠として取っ

ているという予算計上の仕方なんですね。

財政と少しお話をさせてもらったんだけれど

も、わからなくはないけれども、ちょっと乱暴

というか思い切りましたねというような話も出

ていたんですが、そういう意味で言ったら、長

崎県も、年が明けたら、経済対策の中で、大分

の場合は国土強靱化の関連予算としては、土木

関係だけで267億円、これは多分、国の要望レベ

ルだと思いますよ。その額を上げているんです

けれども、本県において、まずそれがどれぐら

いあるのかということをお知らせいただきたい。

それと、そういった状況にある中で、例年だ

とゼロ県債というのが効果を発揮するという意

味では、私は了と思いますけれども、そういう

状況がある中で、例年同様に、今のやり取りも

少し聞く中で、無理してゼロ県債を計上する必

要があるのかなと、発注の意味も含めて、ある

のかなという思いがあるんですが、多分、経済

対策は1月か何かに上げてくると思うんですけ

れども、そのあたりについてはどのようにお考

えなんですか。

【田中監理課長】まず、経済対策補正の規模感

のお話ですけれども、これはあくまでも要望レ

ベルでございますので、この額がつくかどうか

は全く読めないところですが、現在、本県は国、

国土交通省に対しまして約405億円を要望いた

しております。

それと、ゼロ県債、今回上げさせていただい

ていますけれども、ご質問の趣旨は、経済対策

補正に切り替わるのかということかと思うんで

すけれども、ご指摘のとおり、これまでもゼロ

県債を発行し、その後、経済対策補正が打たれ

たことで予算が振り替わると、こういったもの

は、確かに可能性としてございまして、実績と

いたしましても、例えば昨年2月の経済対策補

正予算、大型補正をいただきましたけれども、

ゼロ県債の交付金事業、昨年度は22億1,900万
円の予算をいただいておりますけれども、その

うち4億500万円、約2割が経済対策補正の方に、

結果的に振り替わりをしております。

これは結果的になんですけれども、経済対策

補正分として内示があったということになりま

すので、結果的にそういうふうな振り替えをや

っているんですけれども、少なくとも現時点に

おきましては、まだ経済対策補正の箇所が、ど

ういうところに予算がつくのか、正直見えませ

んので、私どもは、先ほどもご説明しましたが、

品確法において平準化に取り組めということが

責務として位置づけられておりますので、一部

重複という部分は見込みながらも、積極的に予

算を組ませていだたいているというふうにご理

解をいただければと思っております。

【前田委員】今答弁がありました規模感の中で、

要望ベースで405億円、それがどれぐらいつく

かというのは別としながら出しているという中

で、今答弁の中では、昨年の事例、振替の分も

含めたご説明がありましたが、そういうことも

含めて考慮しながら、今回、ゼロ県債を、県単

も含めて63億円組んでいるけれども、そのこと

に関して、当然発注の時期というのが重なって

くると思うんですけれども、不調・不落という
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ものが出ないというふうな理解、もしくは、平

準化はしっかり図られながら、地元もきちんと

やってもらえるということで想定しているとい

う理解でいいですか。

【田中監理課長】 私はそういう理解でいます。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【深堀委員】私は、がけ崩れの災害関連地域防

災がけ崩れ対策事業について、確認をしたいと

思います。

今回、計上されているのは、県内で6件という

ことなんです。採択要件も表の中に記載をされ

ておりますけれども、今般の災害関係でがけ崩

れの被害というのはこの程度じゃなかったとい

うふうに思うんですね。ですから、今回採択で

きなかったケースというのは、県内でどれくら

いあったのか、そのあたりの状況をまずお知ら

せいただきたいと思います。

【浅岡砂防課長】今回、6箇所上げましたのは、

我々県が実施します災害関連急傾斜地崩壊対策

事業の採択基準を満たさない小規模なものでご

ざいますが、今年度、県で実施しなければなら

ない災害関連急傾斜地崩壊対策事業の採択を満

たすような被害というのは起こっておりません。

なぜかといいますと、がけ崩れは100箇所以

上の報告があがっていますが、その多くが石垣

ですとか個人の構造物、それとか、あとは、結

果的には道路法面だったもの、それと、もう一

つはかなりの長雨だったんですが、100ミリを

超えるような雨が降っておらず、だらだら、だ

らだら降ったということで、がけ崩れの発生の

要因というのは集中豪雨でございまして、やっ

ぱり100ミリが2時間とか、50ミリが3時間～4時
間続くというような雨であれば発生するのです

が、今回はだらだらと降ったということで、県

の採択基準を満たす災害というのは上がってき

ておりません。

県の採択基準に満たない小さながけ、人家が

2軒以上5軒未満に被害を及ぼすおそれがある

というものが市町から上がってきております。

ただし、この事業は、激甚災害に指定された降

雨でないと採択できないということで、普通の

梅雨時にこの程度のがけ崩れが起こっています

が採択はできません。今回は、全国的に8月7日
から23日までの間の暴風雨及び豪雨による災

害について激甚災害に指定されたということで

計上しております。

【深堀委員】 わかりました。今回の計上分は、

あくまでも市町から上がってきた分ということ

で理解しているんですけれども、結局、その時

点で上げられなかった分があるのかなというふ

うに感じたものだから、お尋ねをしているんで

すよね。

【浅岡砂防課長】 ぽつんと1軒ある家の裏のが

けが崩れた例は何件もございます。ただし、そ

れは2軒以上ということで、採択できないと。

それと、あとは、先ほども言いましたように、

これはもちろん人命を守る事業でございますの

で、人家がなくて道路法面とか構造物の石垣と

かが崩れたようなのも、警察・消防が出動しま

すことに伴いまして、我々の方に報告が上がっ

てきます。それは速報値として、がけ崩れとい

う表現で発表はしていますが、精査した結果、

こういう、がけの採択が6件、それ以外に5軒以

上の災害はなかったという結果でございます。

【深堀委員】 わかりました。がけ崩れ、がけな

わけですけれども、当然、がけ自体の所有者が、

県有地であるなら話は早いですけれども、民有

地がほとんどだと思います。その中で、例えば

所有者不明、相続等々で登記が完全にしてない
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ようながけというのも、多分、たくさんあるは

ずですよね。

今回、この6件については、そういったがけの

所有者に対しての承諾が取れているものだとい

うふうに理解はしますけれども、取れない時に、

こういう採択要件には合致しているけれども、

土地の所有者が不明確なことによってできない

というようなことはないですか。

【浅岡砂防課長】 ございます。今回は、土地の

所有者、がけも個人の財産ですので、家も個人

の財産ですけれども、所有者の同意が取れてい

るところでないと、やっぱり対策工事はできな

いということになっております。

【深堀委員】そういうのがあるとおっしゃった、

だから、そういったのが何件ぐらいあるのか聞

いているわけです。

【浅岡砂防課長】正確にといいますか、同意が

取れて事業の要望が上がってきたところが6件
あるということで、同意が取れてないところと

いうのは、正直言いますと、何件という件数は

把握しておりません。

【深堀委員】 公共事業に対して土地の所有者、

不明土地の収用に関して、法的にもいろんな見

直しが起こっていますよね。だから、そういっ

たものを活用して、こういった危険な、結局、

今おっしゃられているのは、数は正確につかん

でないけれども、実際にがけ崩れが起こって人

家に影響が出ているけれども、そのがけの所有

者の特定とか、そういうことはできなくて改修

できないケースがあるということを言っている

わけですよね。そこをどういうふうに考えるか

というところは、長期的な視点でお尋ねしたい

んですけど。

【浅岡砂防課長】 今年度、例えば5軒以上に被

害を及ぼすおそれがあるがけ崩れが起こって、

そこが調査の結果、事業化できないという案件

はございませんでした。今年度はですね。

ですから、1軒だけしかない家の裏が崩れた

件数はありますけれど、これは所有者がわかろ

うがわかるまいが、採択基準外ですからできま

せん。5軒以上とか2軒以上を満たせば、採択基

準を満たせばいいんですけど、がけの所有者の

同意が得られないで事業化できなかったという

のは、今年度はございませんが、やはり過去に

は当然ございます。

それにつきましては、確かに用地買収の段階

で地権者を調べまして、いろいろ調査をして探

し出しまして同意を得るという努力はしていま

すが、やはり最終的には同意が得られないと個

人の財産に手を出すことになりますので、やっ

ぱりがけ崩れ、急傾斜事業といいますのは、公

共事業とはいいましても、個人からも負担金を

取るような、個人間同士に県が公共予算を投入

するということですので、基本的には個人の、

斜面の所有者の同意がなければ、今のところ工

事はできないということになっております。

【深堀委員】いろんな法の改正の中で、土地所

有者不明の土地を公共事業で活用するような見

直しが検討されたりしているじゃないですか。

そういったところでできないのかなということ

を申し上げているんですけど。

【浅岡砂防課長】 本当に所有者が不明な時に、

法律に従って県が収用してするような制度がで

きれば、もちろんそれができますし、今、制度

まではできてなくても、分割共有訴訟とかそう

いう制度を、使って実施しようという努力はし

ております。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【坂口委員】 おはようございます。私から、課
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長補足説明資料の3ページ、港湾災害復旧費に

ついて伺いたいと思います。

今回、単独災害の1億774万円が補正予算とし

て計上されておりますけれども、当初予算が

6,000万円ということで、この港湾における被

害が、気象災害が激甚化とか頻発化と言われて

いる中で、年々増加傾向にあるのか、あるいは

年度によってばらつきがあるのか、まずその点

を確認したいと思います。

【平岡港湾課長】港湾海岸の災害は、主に台風

による災害がほとんどでございまして、台風の

数とか台風の通過ルートなどによりまして、年

度ごとにかなりのばらつきがございます。

そういう事情もございまして、財政部局とも

調整をして、この金額を当初取らせていただい

ているというところでございます。

【坂口委員】ありがとうございます。そうした

ら、その財源について確認ですが、当初の6,000
万円の財源が何であるかというのと、あと、今

回、補正の1億700万円が地方債ということです

けれども、地方債の種類と事業費の充当割合、

それと交付税の措置の割合について、お伺いし

たいと思います。

【平岡港湾課長】 すみません。地方債の種類

は、今把握してないんですけれども、県単の災

害に充てる分につきましては、起債の充当率が

100％となっておりまして、元利償還金の

47.5％が交付税措置されるというふうになって

おります。

元利償還金の47.5％につきましては、財政力

の補正等によりまして年々変わるということで

聞いております。

【坂口委員】 当初の財源は何ですかね。

【平岡港湾課長】当初の財源も同じでございま

す。県単で組んでおりまして、単独で組ませて

いただいておりまして、災害が起こった時にこ

の起債を借り受けるという形になります。

【坂口委員】としたら、当初でいくら組んでお

こうが、被害額に合わせて起債をしようが、県

の実質的な負担というのは変わらないという認

識でよろしいですか。

【平岡港湾課長】当初予算としましては、単独

予算で6,000万円を組んでおりますので、そこ

の当初の予算というのは、抑えた形になってい

るかと思います。

最終的にいくら出たかによりまして、国の起

債が借り受けられるという形になりますので、

予算としては変わってくるかというふうに認識

しております。

【坂口委員】すみません。ちょっと私の理解が

及ばずにあれなんですけど、当初の6,000万円

というのは、一般財源という理解でよろしいで

すか。

【平岡港湾課長】申し訳ございません。当初と、

最後に財源が変わるかという話だと思うんです

けれども、その財源としては変わらないという

ことでございます。

【坂口委員】ということは、県の負担は変わら

ないという理解でよろしいんですかね。

【平岡港湾課長】 そのとおりでございます。

【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】 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。
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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127号議案のうち関係部分及び第128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、換気入替のため、10分間休憩いたし

ます。

― 午前１１時１０分 休憩 ―

― 午前１１時１９分 再開 ―

【中村(一)分科会長】分科会を再開いたします。

さきの小林委員の質問で、答弁の訂正があっ

ておりますので、これを許可します。

【植村建設企画課長】申し訳ございません。先

ほど小林委員のご質問に対して、高校新卒者の

うち県内建設業への就職者数が、この5年間で

1.7倍に増えているというふうに申し上げまし

たが、「1.7倍」ではなく「1.27倍」の間違いで

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】 次に、委員会による審査を

行います。

議案を議題といたします。

まず、土木部長より総括説明を求めます。

【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。

今回、ご審議をお願いしていますのは、第135
号議案「長崎県建築関係手数料条例の一部を改

正する条例」、第140号議案「契約の締結につい

て」であり、その内容は記載のとおりです。

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について）

令和3年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、県が道路

区域と誤認し、撤去指導したことにより相手方

に損害を与えたもの1件について、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。

（起訴前の和解について）

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いにつ

き、起訴前の和解の申し立て1件について専決

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。

（契約の締結の一部変更について）

令和2年2月定例会で可決されました主要地

方道厳原豆酘美津島線道路改良工事（（仮称）

尾浦トンネル）の請負代金額の変更について専

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。

（権利の放棄について）

死亡した職員の通勤手当返納金の権利の放棄

について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。

（公共用地の取得状況について）

令和3年8月1日から令和3年10月31日までの

一定基準以上の土木部所管の公共用地の取得状

況については、南松浦郡新上五島町における一

般国道384号道路改良工事（白魚バイパス）ほか

3件であります。

次に、土木部関係の主な所管事項について、

ご説明いたします。
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（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、

令和4年度秋頃の開業に向け、順調に工事が進

められています。

開業に向けた機運醸成の取組も精力的に進め

ており、去る10月9日に諫早市で、また11月2日
は福岡市でシンポジウムが開催され、土木部と

しても工事の進捗を伝えるパネル展示を行いま

した。

また、去る11月7日には県と諫早市の共催で、

諫早駅においてレールウォークを開催いたしま

したが、倍率7倍を超える狭き門をくぐり抜け

た約1,000人の参加者が、秋晴れの中、普段は決

して入ることのできない線路の敷地内を歩く体

験をしていただきました。

加えて、新大村駅などでも駅の見学会が行わ

れるとともに、各関係機関による長崎駅などの

見学、また、11月11日と18日には、当委員会を

はじめ、総務、新幹線対策特別の両委員会によ

る、駅や車両基地の視察も行っていただいてい

ます。

今後とも、開業に向けた工事はもとより、県

民の機運醸成に向けたイベントの開催などにも

しっかりと取り組んでまいります。

（石木ダムの推進）

石木ダム建設に反対される方々が、長崎県及

び佐世保市を相手に、ダム建設工事を進めるこ

とにより、平穏に生活する権利等が侵害される

として、工事の差止めを求めていた訴訟の控訴

審については、去る10月21日、福岡高等裁判所

において、控訴を棄却する旨の判決が示された

ところであり、これまでの県の主張が、改めて

認められたものです。

また、昨年10月の事業認定処分取消請求訴訟

における最高裁判所の決定によって、福岡高等

裁判所による事業の公益上の必要性を認めた判

決が、既に確定していることからも、反対住民

の方々には、これらの司法判断を重く受け止め

ていただき、事業へのご協力をいただきたいと

考えています。

石木ダムにつきましは、地域住民の皆様の安

全・安心に直結する重要な事業であることから、

現在、ダム本体工事及び付替道路工事を進めて

いるところであり、反対住民の方々やその支援

者による座り込みなどの妨害活動が続いていま

すが、今後も現場の安全を確保しながら、工事

の進捗を図るとともに、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。

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、幹線道路の整

備について、長崎県港湾整備事業経営戦略の策

定について、事務事業評価の実施について、第

2期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の進

捗状況について、施策評価の実施についてであ

り、内容は記載のとおりです。

なお、長崎県港湾整備事業経営戦略の策定に

ついては、補足説明資料を配付させていただい

ています。

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、よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。

【中村(一)委員長】 次に、住宅課長より補足説

明を求めます．

【高屋住宅課長】 第135号議案「長崎県建築関

係手数料条例の一部を改正する条例」について、

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 土木

部の1ページをご覧ください。
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本条例は、建築に係る事務に関しての手数料

を規定したものでございます。

改正理由は、長期優良住宅の普及の促進に関

する法律等の改正・公布に伴い、県による審査

項目が追加されるため、手数料の見直しを行う

ものでございます。

長期優良住宅とは、「つくっては壊す」スク

ラップ＆ビルド型の社会から、「いいものを作

って、きちんと手入れをして長く大切に使う」

ストック活用型の社会への転換を目的として、

基準を満たす優良な住宅を認定する制度でござ

います。

認定に適合するかどうか、民間機関で事前に

審査することもできるようになっております。

次に、手数料改正の概要でございます。法律

の改正により、審査項目が追加・創設されたこ

とに伴い、手数料を改定するものでございます。

まず、①の民間機関で事前審査があるものに

ついては、県の審査項目に「自然災害区域」、

「面積」、「維持保全計画」、「景観」が追加

されております。

②の民間機関で事前審査がないものにつきま

しては、県の審査項目に「自然災害区域」が追

加されます。

③は「長期優良型総合設計」が創設されるこ

とに伴う手数料の新設でございます。公開空地

の確保、地域防災への対応、環境への貢献等の

基準を満たし、市街地の環境の整備改善に資す

る場合には容積率を緩和でき、この審査に関し

て手数料を徴収するものでございます。

2ページをご覧ください。

手数料の具体例を記載しております。

例えば、①民間機関で事前審査があるものに

ついて、認定件数の9割以上を占めます手数料

条例番号65(1)イの戸建て住宅におきましては、

現行手数料が7,000円でございますが、改正後

は1万5,000円になるということでございます。

この算定手数料につきましては、国が想定する

審査時間を基に、追加される人件費相当が加算

された額となっております。

なお、③長期優良型総合設計につきましては、

既存の許可申請手数料と同額としております。

以上が改正の概要でございます。

施行は、法律の改正の施行に合わせて、令和

4年2月20日を予定しております。

以上で、135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いたします。

【中村(一)委員長】 次に、道路建設課長より補

足説明を求めます。

【馬場道路建設課長】 補足説明資料3ページを

ご覧ください。

第140号議案「契約の締結について」、ご説明

いたします。

工事名、主要地方道長崎南環状線道路改良工

事（3号橋上部工）、工事場所は、長崎市新戸町

3丁目から大山町でございます。

主要地方道長崎南環状線の新戸町から江川町

工区は、新戸町インターチェンジと江川交差点

を結ぶ自動車専用道路であり、長崎市南部地域

と長崎市中心部の移動時間の短縮による産業振

興及び緊急医療の支援を行うものであります。

工事長208メートル、幅員は、車道幅員6.5メ
ートル、全幅で9.0メートルであり、橋梁上部工

208メートルを施工するものであります。

契約相手は、株式会社大島造船所長崎営業所

で、契約金額は、消費税を含め7億1,940万円で

あります。

工期は600日としております。

4ページに位置図、平面図及び橋梁の断面図

を示しております。全長208メートルの鋼製の
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橋梁でございます。

6ページをご覧ください。入札結果でござい

ます。

総合評価落札方式により入札を行い、応札の

あった1者の参加資格、技術提案等の審査を行

い、株式会社大島造船所長崎営業所を落札者と

決定し、11月12日に仮契約を行っております。

今回、契約の締結について上程をさせていた

だいております。

以上で補足説明を終わります。

【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。

【小林委員】住宅課長、長期優良住宅認定制度

ということで、今回、第135号として、いわゆる

条例の一部改正ということで提案されておりま

す。

長期優良住宅、こういう制度が平成21年6月
にスタートしたと。その頃は、私もよく覚えて

いるけれども、100年住宅ができたぞというよ

うなことで、かなり話題を呼んだということで

ありますね。今日、自然災害が多い現状の中で、

特に耐震性とか、あるいは劣化対策とか、そう

いういいものをつくってメンテをしっかりやっ

て、そこで長く住んでいこうと、人生、ライフ

を豊かにしていこうと、今、こんなような形の

世の中の流れだと、こういうように思っており

ます。

それで、結局、こういうふうにいいものをつ

くってしっかり手入れをしながら長持ちをさせ

るということが、イコール建築単価も、結論と

しては安くなるというようなこともあったりし

て、そういう一つの流れがあることも事実です。

平成21年6月に法律のスタートがあったにも

かかわらず、今ここで、何をどういうふうに変

えようとされているのか、そういう変える目的

について、内容について、まずお尋ねをしたい

と思います。

【高屋住宅課長】今回の法律改正の内容、目的

についてでございます。

まず一つは、災害への配慮がございます。将

来の世代が受け継ぐことができる質の高い住宅

を供給するために、まず、災害への配慮といた

しまして、災害リスクの高いエリアを認定対象

から除外する審査が追加されております。

それと、認定手続についての変更ですけれど

も、従来、行政と民間の審査範囲が若干あいま

いになっているところがございましたので、そ

こを明確化して、面積、維持保全など、現在、

民間機関が行っている審査を県による審査にし

たという変更点でございます。

【小林委員】 今答弁があった、審査が、民間か

ら県へ一部変わりましたと。要するに、県が責

任を持って審査をすると。そういうことで、民

間審査から県に審査が移行されたと、こういう

ことをおっしゃっておりますよね。

どういう内容のものなのか、私は、何か建築

確認とかそういう内容のものであるのかなと思

ったりもしていたんだけれども、今のご答弁で

は、そうではなくして、一部の技術的な審査の

ところだと、この内容はどういうことですか。

【高屋住宅課長】長期優良住宅の審査につきま

しては、建築確認申請とは別に審査をしており

ます。

長期優良そのものは、耐震性であるとか、維

持保全とか、そういった技術的な審査に加えま

して、先ほどの面積であるとか維持保全等の審

査をしております。

今後は、民間の方は技術的な審査に集中して、

それ以外のところの面積であるとか景観である
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とか、そういったものは行政側で審査すると、

そういった役割分担になっていると考えており

ます。

【小林委員】 わかりました。8,000円分、それ

だけ県の方で責任を持つということで、7,000
円が1万5,000円の手数料に上がるということ

での改正ですね。内容はわかりました。

そうしますと、こういう長期優良住宅の建設

をするに当たって、通常と比べてどれくらいの

コスト高になるのか、どれくらい高くなってい

くのかと、これが一つ。

それと、また同時に、この長期優良住宅をつ

くることによってのメリットは一番何かと、県

庁でもこういう法律の一部改正を以ってアピー

ルをしていくとすれば、どういうメリットがあ

ると強調されるか、その点についてお尋ねをし

たいと思います。

【高屋住宅課長】コストとメリットについての

お尋ねでございますが、まず、コストについて

でございます。

我々が地元工務店の方々と意見交換をする中

で伺った話によりますと、建物の規模によりま

すが、この長期優良住宅にすることによって、

一戸当たり100万円から200万円程度のコスト

高になるということで聞いております。

次にメリットについてでございますけれども、

所得税における住宅ローンの減税控除がありま

すけれども、その控除額が増額をされるという

ことであったり、不動産取得税の減免、あるい

は保険料が減額されるというようなメリットが

ございまして、トータルで数十万円単位の税制

面等の優遇措置があるということがございます。

もう一つ、この長期優良住宅につきましては

省エネ性能も優れておりますので、光熱費等の

削減効果も大きいということで考えております。

【小林委員】 住宅課長、よくわかりました。

100万円から200万円ぐらいしか割高になら

ないのかと。しかし、今のご説明のメリットの

分では、要するに、住宅ローンの控除が増額さ

れますよとか、あるいは不動産の取得税も減額

されますよと、それから、保険料が安くなりま

すと、トータルして数十万円規模の税制面の優

遇措置を受けることができると。こういうこと

だから、正直言って、100万円か200万円ぐらい

コストが上がるけれども、しかしまた、これだ

けの大きなメリットが用意されているというこ

と、大変ありがたい内容ではないかなと思いま

す。

それから、最後におっしゃったいわゆる省エ

ネということで脱炭素ですね。いわゆるＣＯ2の

排出削減を考えるようなシステム、同時に、マ

イナスカーボンというような取組も一緒にやっ

てまいりますよと、こういうようなことだから、

これは大いにＰＲをしていかなくちゃいかんと

考えるわけだけれども、そこで、最後にお尋ね

したいことは、要するに長崎県として、今、長

期の優良住宅をどのくらい建てているのか、1
年間で、建築確認の件数の中において、こうい

う長期優良住宅がどのくらい建っているのか、

平成21年度からスタートして今日に至ってお

りますけれども、大体どうですか。

【高屋住宅課長】 平成21年に制度が開始され

ておりまして、その後、住宅の着工戸数全体と

しましては、県内で年間6,000戸から7,000戸程

度が着工されております。

そのうち長期優良住宅は、例年800戸前後で

推移をしているという状況でございまして、制

度創設開始以降、県内でこれまで約1万戸の長

期優良住宅の認定がされております。

【小林委員】そういう状況から、今、大体6,000
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戸から7,000戸ぐらいが1年間の建設件数と、そ

の中で長期優良住宅については800戸前後とい

うことで、大体トータルして1万戸ぐらいある

んだということです。

これについてはもう少し広げてもらいたいと

いうようなことから、もうちょっと啓発運動と

いうか、啓発のための何か対策を講じて、県民

の皆様方にこういう仕組みがきちんとわかるよ

うにしてもらいたいと思うが、その取組はもう

やっているのか、これからいろいろ考えている

のか、この辺を最後に聞いておきたいと思いま

す。

【高屋住宅課長】長期優良住宅につきましては、

県内では、これまで約1万戸供給しております

けれども、全国レベルに比べると、まだまだ促

進がなされてないということで考えております。

なかなか進まない理由としましては、国の方

で調査されたところによりますと、認定の手続

であるとか、書類の作成であるとか、そういっ

た煩雑さであるとか、あるいは消費者の方への

認知度がまだまだ足りないとかということが原

因としてお聞きしております。

また、地元工務店の方々によりますと、建設

費の予算が、プラス100万円なんだけれども、や

っぱりそれが厳しいと言われる方があったり、

逆にそのメリットがまだ理解されていないとい

うところがございますので、こういった点につ

きまして、今後、工務店の方々、あるいは県民

の皆様に十分理解を深めるような努力を引き続

き続けてまいりたいということで考えておりま

す。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「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135号議案及び第140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、それぞれ可

決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【田中監理課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した土木部関係の資料について、ご説明いたし

ます。

提出しております内容は、補助金内示一覧表、

1,000万円以上の契約状況一覧表、陳情・要望に

対する対応状況、附属機関等会議結果報告とな

っております。

なお、今回の報告対象期間は、令和3年9月か

ら令和3年10月までに実施されたものでござい

ます。

初めに、資料の1ページをお開きください。

県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金について

記載しております。

次に、資料の2ページをお開きください。

1,000万円以上の契約状況について、建設工

事関係の委託、建設工事、その他の3つに区分し、
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契約状況一覧表、入札結果一覧表を添付してお

ります。

次に、資料の400ページをお開きください。

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

について、県の対応状況を記載しております。

最後に、471ページから478ページまで、附属

機関等の会議結果を記載しております。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【中村(一)委員長】 次に、港湾課長より説明を

求めます。

【平岡港湾課長】 課長補足説明資料の7ページ

をご覧ください。

長崎県港湾整備事業経営戦略を策定いたしま

したので、ご報告いたします。

港湾整備事業特別会計は、国の補助事業の対

象とならない埠頭用地や旅客ターミナルなどを

地方債により整備する公営企業です。

公営企業については、今後の経営の基本方針

や投資及び財源の目標を定めた経営戦略の策定

を総務省から要請されておりますので、今回、

今後10年間の経営戦略を策定したものです。

港湾整備事業特別会計の現状及び課題として

は、これまで地域活性化に資する長崎港内港再

開発事業や、離島旅客ターミナル事業などの整

備を行ってまいりましたが、それらの事業の集

中により地方債の償還金が多く、収入に対し支

出が大きいため、一般会計からの繰入れを行っ

ております。

8ページをご覧ください。

経営の基本方針として、国内外との人流・物

流の拠点となっている港湾の利活用を図るため、

次の2点を基本方針としております。

1点目は、必要な埠頭用地拡張や再編などの

機能向上及び適切な維持管理を行うとともに、

積極的なポートセールスにより、クルーズ船や

貨物の誘致に努め、施設の利用促進を図ります。

2点目は、脱炭素社会に向けた取組など、新た

な産業の動向を見極めながら、必要となる港湾

整備を検討し、新しい需要を取り込むことを目

指します。

収支計画の投資の目標は、県内の港湾機能の

適切な維持管理に努めるとともに、地域活性化

に資する施設整備に特化し、引き続き事業の選

択と集中を行うこととしております。

収支計画の財源の目標は、令和10年度に一般

会計からの繰入れを行わない自主財源による経

営を目指すこととしております。

以上で、長崎県港湾整備事業経営戦略の説明

を終わります。

【中村(一)委員長】 次に、住宅課長より説明の

申し出があっておりますので、これを許可いた

します。

【高屋住宅課長】長崎県住生活基本計画の改訂

について、ご説明いたします。

追加説明資料の「長崎県住生活基本計画の改

訂について」の1ページをご覧ください。

住生活基本計画は、住生活基本法に基づき策

定する計画で、国及び都道府県が策定すること

が規定されております。

全国計画の計画期間は10年で、おおむね5年
ごとに見直しが行われており、県計画も、これ

まで同様の見直しを行っております。令和3年3
月に全国計画が改訂されたことを受け、県計画

につきましても、現在、改訂作業を進めている

ところでございます。

なお、改訂に際しましては、学識経験者等か

ら構成される長崎県住宅政策懇談会をこれまで

2回開催し、ご意見をいただきながら進めてい
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るところでございます。

2ページをご覧ください。

全国計画の概要についてでございますが、こ

ちらの図は、全国計画の平成28年計画と令和3
年計画の視点と目標について対比をしたものと

なっております。

住生活を取り巻く現状と課題に対応するため、

3つの視点の変更が行われ、目標1に「新たな日

常」やＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）の対応が、目標6には脱炭素社会について記

載をされております。

なお、平成28年計画における地域に係る基本

的な施策につきましては、令和3年度計画にお

きましては、各目標に分散をされております。

3ページをご覧ください。

県計画の改訂の考え方を記載しております。

改訂に当たりましては、現計画の基本理念であ

る、「住みたい・住める・住み続けられる長崎

県」と、県民からの視点、住宅ストックからの

視点、地域・産業からの視点の3の視点を引き継

ぎ、6つの目標を設定しております。

全国計画におきましては、地域からの視点は、

各項目に分散をしておりますが、県計画におき

ましては、地域ごとの特性に即した住宅政策を

行うことが重要と考えておりますので、継続す

ることといたしております。

一方で、社会情勢などを適切に反映する必要

がございますので、全国計画における3つの視

点、脱炭素社会の実現に対する住宅の普及、住

まいの適切な維持管理に向けたＤＸの活用促進、

新たな日常に伴う意識の変化を捉え、移住や2
地域居住に関する施策の推進につきましては適

切に織り込み、重点化して取り組んでまいりた

いと考えております。

なお、今後のスケジュールでございますが、

12月下旬から年明け1月にかけてパブリックコ

メントを実施し、2月中旬に第3回の住宅政策懇

談会を開催、これらのご意見等を踏まえ、3月に

取りまとめを行うように考えております。

説明は以上でございます。

【中村(一)委員長】 以上で説明が終わりました。

土木部関係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、土木部関係の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午後 １時２９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。

次に、陳情審査を行います。

事前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、69～78、81～83、
85～91、98～99です。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【深堀委員】陳情番号99番について、確認をし

たいと思います。

「居住地域に流れ込む県道からの雨水処理対

策並びに崩落した公衆用道路の復旧に対する支

援のお願い」ということで、ビレッヂ西海管理

自治会の方から県に出されているということで、

あくまでも民地に関わる話なので、先ほど政策

等決定過程の報告の中では、これは、多分間に

合ってなかったので、県当局のこの陳情に対す

る考え方がまだ示されてないと思います。確定

もしていないと思うんですけれども、現時点で

のこの陳情に対する県の考え方といいますか、

当該西海市のことでもありますので、関わる話
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なので、そのあたりの状況だけでもお知らせい

ただけませんか。

【馬場道路維持課長】ビレッヂ西海管理自治会

からのご要望の件でございます。

これにつきましては、新聞報道でございまし

たとおり、今年8月の大雨により、8月13日に、

ビレッヂ西海の県道からの進入口が私道でござ

いますが、そこが崩落したところでございます。

その自治会の方が、西海市に対策について協

議をされた結果、被災地が私道であるというこ

とで、私道の復旧は所有者の責任ということで

できないということでございましたけれども、

市の方は人道的な立場から、西海市が、車が通

行できる応急的な復旧に要する工事費を負担す

るということで、10月31日に復旧工事が完了し

たところでございます。

しかしながら、市の対策工事は応急復旧工事

ということで、再度の雨で崩落するかもしれな

いということで、地元住民から、先ほどの99番
の要望があったところでございます。

県としましては、来週の月曜日に地元の方か

ら、このご要望をお受けする予定でございます。

現時点では、周辺地域の現地の確認などを、ま

ずは調査していきたい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す。状況はわ

かりました。来週、地元の方とも直接現場を確

認するということだったので。

この陳情書の中身とか図面とかを見ると、こ

の方々が要望されているのは、まず2つあって、

今、県道から入り口のところが一番谷になって

いるんですね、県道敷きとしてはですね。そこ

から大量の雨水が、傾斜によってビレッヂ西海

の方に流れ込んでいて、私道の方が崩落したと

いうようなことが書かれています。それは資料

の中にも、平成20年以降いろんな要望をされて

いらっしゃるんですね。歴史的にもいろいろあ

っていますので、そこは丁寧に、この資料を見

る限りでは、県としての対応は一切してないみ

たいなので、そのあたりは、ぜひ丁寧に調査、

地元、そして西海市も関係するんでしょうけれ

ども、丁寧な対応をぜひお願いしておきたいと

思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【八江委員】陳情書の87番、有明海沿岸道路西

部地区の整備促進についてということで、何回

となく、これまでも本会議をはじめ、我々長崎

県側として少し出遅れている部分が、今まで、

過去にあったんじゃないかと思って、何回とな

く、数名の議員からも要望をしておりましたが、

いま一つ、まだまだ先のことだと言いながら進

んでいない部分があるのではないかなと心配を

しております。

これは、もう何回となく申し上げたことは、

長崎自動車道というのは、武雄から嬉野経由、

大村経由で来るんですけど、新幹線もそちらの

方にシフトされている、武雄から嬉野経由でや

ってきている。ところが、有明海沿岸側の肥前

山口―鹿島―太良―諫早間というのは、道路も広

域農道が一つありますけど、それから207号と

ありますけど、これも狭隘な部分がたくさんあ

って、長崎県側としては207号の長田バイパス

もなかなか先に進んでいないということもあり

ます。

そういうことも考えれば、やっぱり佐賀県対

策という中で、有明海沿岸道路というのは、早

急に進めるべきだということで、前向きに取り

組んでいただいているとは思いながらも、時間

が相当かかるんじゃないかと思いますけど、そ

の点、もう一歩進めていただくようなことが必



令和３年１１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）（１２月９日）

- 24 -

要じゃないかと思いますけど、その辺をもう一

度確認をしたいと思いますが、いかがでしょう

か。

【馬場道路建設課長】有明海沿岸道路について

の取り組みということでございます。

有明海沿岸道路につきましては、今年の6月
に新たな広域道路交通計画の中で、構想路線と

して位置づけを行ったところでございます。具

体的な起終点とかそういったところは、まだ煮

詰まってないところでございますけれども、先

ほど佐賀県ともというようなことでございます

ので、我々としても、佐賀県にまたがる道路と

いうことで、将来的な構想の中で、どういった

道路が必要になってくるのか、そのあたり佐賀

県と、また地域の皆様と一緒に取り組んでいき

たいと思っているところでございます。

一方で、現道の整備につきましては、現在、

東長田拡幅の整備を行っているところであり、

しっかりそのあたりも、現道の整備といったと

ころも対策を講じていきたいと思っているとこ

ろでございます。

【八江委員】十分お話はわかりますけど、やっ

ぱりこれは広域にまたがっているというか、熊

本、佐賀、長崎という３県にまたがった道路で

ありますし、環有明海沿岸道路とすれば、まだ

まだ遠い部分もあります。口之津から天草に渡

る橋なんかができなければ、一周はできないわ

けですけど、その手前にあるのは、やっぱりそ

ういったことから済ませておかないと、将来的

に通じていかないというのと、長崎県では、島

原から南島原までの口之津間という問題も、57
号の延長線、島原道路の延長線ということがあ

りますけど、それにも影響してくるんじゃない

かと思いますので、広域的な立場でしっかり進

めていただくということだけは、強く求めてお

きたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。

【坂口委員】 私からも86番、87番です。

ちょっと八江委員と重複する部分もあるかと

思うんですが、まず、86番の207号の整備につ

いてですが、陳情内容の464ページ、⑨正久寺か

ら猿崎の間の拡幅と、⑩猿崎町から高来町金崎

間の整備促進とありますけれども、正久寺から

猿崎については、令和6年までに整備を進める

ということで伺っておりますけれども、⑩の猿

崎から高来町金崎までのこの区間、これが今ど

ういう位置づけになっているのか、そのあたり

についてお尋ねをいたします。

【馬場道路建設課長】まず、正久寺から猿崎間、

これは1.9キロございまして、現在、東長田拡幅

ということで整備を進めているところでござい

ます。予算確保に苦労しているところでござい

まして、先ほど令和6年度完成ということ、当初

設定した期間かなと思いますけれども、なかな

か進捗が十分に図れてないというところでござ

います。

我々は、道路整備予算の確保ということで、

昨日も国に上りまして、知事、県議会議長で道

路予算の確保といったところを強く要望してき

たところでございます。まず、しっかり予算を

確保しながら、前に前に進めていきたいなと思

っております。その上で、用地のご協力を地元

の方にはお願いしたいと思っております。

それから、猿崎町から堤防道路までの区間の

位置づけということでございますけれども、5.1
キロほどございます。現在のところ、ここの区

間についてどういった整備を行うかというよう

なところまでは、計画立てはできないところで

ございますけれども、当然、今やっている区間

のその先をどうするのかというのは、今後検討
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していかなければいけないということでござい

ますし、一方、先ほどありました有明海沿岸道

路も構想としてある中で、どういった形で進め

ていくべきなのか、併せて検討をしていく必要

があるのかなと思っているところでございます。

【坂口委員】⑨の正久寺から猿崎間、これが令

和6年度に完成というご説明しか、これまで受

けていなかったものですから、今、多少遅れる

というお話を伺って、非常に残念であると同時

に、驚きを隠せないところなんですけれども、

その点はなるべく急いで整備をしていただくよ

うに、よろしくお願いいたします。

⑩猿崎から金崎の区間ですね、今後検討とい

うことですが、前回もそういうご答弁だったと

思いますけれども、今回、金崎より先の小長井

地域というところがありますけれども、これが

昨年度、過疎地域に認定をされまして、今後、

10か年の計画で、ソフトにハードにいろんな整

備が進められて、今後、協議会とかが設置をさ

れて進められていくことと思っておりますけれ

ども、よく言われるのが、小長井地域が過疎地

域に認定されて、これからいろんな整備が進め

られていくにしても、やはり道路が、207号が、

高来町より先がどうしても交通の利便性が悪い

ということで、地元からは毎回のように言われ

ております。なので、⑩の猿崎から高来町金崎

を早急に、まず方向性だけでも示していただい

て、そこから先の87番の有明海沿岸道路ですね、

これもどれぐらいかかるのかわかりませんけれ

ども、次の467ページを見ると、県の対応として、

防災・減災、国土強靱化の5か年計画が対応とし

て挙げられておりますけれども、これは令和3
年度から7年までの計画ですよね。これを挙げ

られることにどういった意味があるのか、その

辺も含めて、再度ご答弁をいただければと思い

ます。

【馬場道路建設課長】猿崎から堤防間につきま

しては、今現在、計画はないところでございま

すけれども、今やっている区間をいち早く終わ

らせることが次に行くためのステップかなと思

っているところでございます。やはり現在の5
か年対策でいかに予算を確保していくかで、今

の工区が前に進められるかというところにかか

っておりますので、その期間、まず令和7年度に

なっておりますけれども、その間にできるだけ

予算投資をしていきたいと思います。

その先も、またいろいろ道路の予算について

は、必要なところは多くございますので、先に

大きな予算額を、しぼむことがないように、ま

た併せて要望していく必要があるのかなと思っ

ております。

【坂口委員】とにかく、まず方向性を示してい

ただいて、やはり地元としては、先ほど課長は、

地元の住民の皆様とともに考えていきたいと、

私もこの沿線上に生活する住民の一人でありま

すので、地元の意見を代表して今申し上げてい

るんですけれども、なるべく早い整備を目指し

た方向性だけでも、まず示していただければと

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、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【中村(一)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。

【前田委員】今年度、長崎バスターミナルの建

替について、土木部の方と交通局の方にも交互

に質問させてもらっています。

それで、9月定例会で交通局の方に、現在のバ

スターミナルの建替について確認をしました。

今現在、私も数日前に、改めてバスターミナル

を見てきたんですけれども、どういうところに

施設としての課題があるかということを事前に

交通局に確認したところ、一つには老朽化、築

58年ですね。それから、耐震性。耐震性につい

ては、平成27年度に行った耐震診断においては、

耐震基準を満たしてないとの判定を受け、平成

28年、管理組合の委員会において協議し、耐震

補強は実施しないということに、その当時なっ

ています。ただ、交通局が言っているのは、長

崎バスターミナルの建替の土木部の検討結果を

受けて再度協議する必要があるという認識を持

っているというような話をされています。あと

は、バリアフリーです。

その中で、私の方からは、仮に長期的に見た

場合は、やっぱり10年ぐらいかかるという話の

中で、今のような課題の認識も含めながら、こ

のままでいいのかということの中で、駅前にお

ける仮設のバスターミナルが必要じゃないかと

いうような質疑を9月定例会でしています、交

通局に。

それに対して管理部長の答弁というのは、長

崎バス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

ルというふうなお考えについては、十分理解を

いたすところであると。しかしながらという中

で、長崎バス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、主要な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いる。つ

いては、土木部と連携しながら、ターミナル建

替の検討が早急に進むよう協力してまいりたい

というような答弁をしていますので、そのこと

を踏まえて、バスターミナルの計画については、

過去にも確認をさせてもらっていますが、9月
定例会以降というか、この直近で、どこまで土

木部の方として検討が進んでいるのか、その進

捗についてお伺いしたい。

併せて、今述べたように、そう長く時間をか

けて検討する課題ではないというか、結論を出

さなきゃいけないと思って、方向性と思ってい

ますので、そのことも踏まえて、ご答弁をお願

いしたいと思います。

【田坂都市政策課長】現在、まず何をやってい

るのかというところですけれども、バスターミ

ナルとの共同建替の可能性を検討するために、

今、地権者の方と地元調整を行っているという

ことで、具体的には、10月に土地・建物所有者

を対象にした1回目の研究会というものを開催

しております。この12月にも2回目の研究会を

開催することとしております。この研究会への

参加が見込めない地権者等へは個別対応を検討

しているところでございます。

あとは、既存の今のバスターミナルの施設、

この老朽化対策に関することにつきましては、

施設所有者が必要に応じて判断するものと考え

ております。

土木部としては、早急に現地建替の可能性の

検討について行うべきと考えておりますし、今

は地元調整に重点を置いているところでござい

ます。

【前田委員】 先ほど9月定例会での交通局との
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やり取りを少し披露させてもらいましたけど、

その中で、今言ったような課長の説明というか、

内容もお聞きしたんですが、併せて、地権者の

合意形成を図っていき、事業の実施区域につい

ては、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というような管理部長の答

弁があっておるんですが、今そのことに踏み込

んだ答弁がなかったわけですけれども、実施区

域を定めないことには、先ほど言ったような、

今まさに課長の方からも出ましたけれども、交

通局としての次の対応というか、アクションが

起こせないわけですよね。

そう考えた時に、今、答弁では触れられてお

りませんでしたが、実施区域について、一定ど

こを目途として結論を出していくのかというこ

とについてのご答弁をいただきたいと思います。

【田坂都市政策課長】 おっしゃいますように、

地権者の意向を確認しながら、どの区域、どう

いう区域で、どのような整備手法でやっていく

かということになるかと思いますけれども、年

度内には一旦、今、研究会を開催していると、

また、開催する予定ということを申し上げまし

たけれども、地権者の意向を確認する予定です。

地権者それぞれの事情により、合意形成には

時間を要することも考えられますけれども、一

定、今年度内には区域であるとか、整備手法で

あるとか、そういうものについて方向性を出せ

ればというふうに思っております。

【前田委員】大変だと思いますけれども、交通

局だけ見ても、あそこの建替というのはもうず

っと、長年の課題ですので、ぜひ頑張っていた

だきたいと思いますが、改めて仮設でバスター

ミナルをつくるということに関して、今、事業

区域の話がありましたけれども、大黒町をした

ところでつくるのかということと、併せてもう

一つは、もともと駅の前にバスターミナルをつ

くるという計画があったから、そこも候補地だ

という認識を私はしているんです。仮設をつく

ることに対しても、一定先ほど言ったように、

必要があろうというような理解を交通局はして

いますので、そういった時に、駅前のもともと

の予定地というのは、今の計画の中ではどんな

状況になっているのか、お答えいただけますか。

【田坂都市政策課長】委員がおっしゃいますよ

うに、長崎駅前の土地区画整理事業区域内に、

交通局が当初移転することとしていたために所

有している土地がございます。

現在、検討を進めています長崎駅前バスター

ミナルの現位置での建替に伴い、交通局にとっ

ては不要となる土地であるということは認識を

しておりますので、現在、そこの利活用、仮移

転も含めてですけれども、交通局と意見交換を

行っておりまして、検討を進めているところで

ございます。

【前田委員】元々の本体のバスターミナルの計

画にもよりますけれども、今おっしゃったよう

な土地が、まだそういった土地があるといった

ら、そこの利活用にも関わってくる話なので、

ぜひその点も含めて検討の方を急いでほしいと

いうことを要望しておきたいと思います。

次に、単品スライドについて、少し質問させ

てもらいたいと思います。

単品スライドという制度については、改めて

私の方からは話しませんけれども、一旦契約し

た中で、物価とかが大幅に変動した場合に、単

品スライド制度がルールとして適用されるとい

うふうになっていますが、コロナ禍の中で、品

目によっては、大きく資材の単価が変わったも

のがあるという認識をしているんですけれども、

一応、そうした中での資材単価の推移について、
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まずお尋ねしたい。

それと、今私が言ったように、単品スライド

が適用されるような品目があるのかないのか。

あった場合に、どういう手続をもってそこの制

度を活用すればいいのかについて、簡潔にご答

弁いただきたいと思います。

【植村建設企画課長】前田委員のお尋ねにお答

えいたします。

今年の4月と12月の時点で資材価格を比較検

討してみましたところ、生コンとかアスファル

ト、砕石類、こういったものについてはほとん

ど価格の変動は見られませんけれども、例えば

木材ですとか、鉄筋ですとか、軽油ですとか、

そういうものについてはかなり金額が上がって

きている状況にございます。

契約済みの工事で、工期内に資材価格の高騰

が生じた場合は、先ほど前田委員が言われたと

おり、標準請負契約書の26条第5項、単品スライ

ド条項というものがございますが、こちらを適

用して契約変更を行うことが可能という制度が

ございます。

この単品スライド条項が適用できるかどうか、

どういった資材が対象になるかというお尋ねで

すけれども、資材の種類ごとに、どれだけの価

格の増額分が出ているかということを集計しま

して、その金額が請負金額の1％を上回ってい

る状況であれば、その上回っている分について、

契約変更において増額が可能ということになっ

ております。

資材の量にも左右されますので、この資材で

あればスライドの対象になる、これはならない

ということは一概には判断できません。総量を

含めて総額を計算してみて判断するということ

になります。

【前田委員】わかりました。単価というだけじ

ゃ、多分捉えられないということで、請負の金

額にもよるということですが、いずれにしても、

私がお聞きしている中では、木材等が倍以上上

がっているということも聞いていますので、ぜ

ひ、それは業者がというか、請負側の方から相

談等があったら、丁寧な対応をお願いしたいと

いうことを要望しておきます。

それと、最後にしますが、午前中に長崎県の

港湾整備事業経営戦略の概要ということで、課

長の方からご説明をいただきましたけれども、

確認ですけれども、この収支計画というのは、

今回、総務省の方から要請があってつくったと

いう説明をさっきなさったと思うんですけれど

も、これまでは収支計画はなかったという理解

でいいんですかね。

【平岡港湾課長】前田委員がおっしゃられると

おり、今回初めて作成したものでございます。

【前田委員】 今まで配っていただいた令和3年
から13年までの収支計画というのを見させて

もらっていまして、10年から一般会計繰入金を

なくすことを目指して頑張るということなので、

その目標は、当然、公営企業会計ですから、こ

れでいいと思うんですが、この表を見ていたら、

令和3年のところだけ収入と支出が、ほかの年

に比べて大きくなっているのはなぜなのかとい

うことですよね。

令和3年の手前の10年間の収支計画も事前に

お知らせいただいたんですけれども、さっき課

長が言われたように、収支計画がなかったとい

う中で、今回、収支計画をつくることは了とし

ますけれども、本当にこのとおりの数字で動く

のかというところを考えた時に、過去の分も比

べてみた中で、本当に必要な事業というものが

この収支計画に組み込まれているのかなという

気がしてならないんですね。どちらかというと、
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こう言ったら大変申し訳ないんですが、数字を

見て収支計画をつくっているんじゃないかなと

思っていて、実態として本当に必要なものが、

過去10年の実績も含めた時に、支出としては足

りないんじゃないかと思っているんですけれど

も、これからの計画ですから、努力するという

ことになろうかと思いますけれども、本当に必

要なものの積算とか、この数字の裏づけ根拠と

いうのはどういうふうにして出されているんで

すか。

【平岡港湾課長】 まず、最初のお話で、令和3
年度の総支出、総収入が多いのはなぜかという

お話でございます。

これにつきましては、松が枝の2バース事業

において、用地補償費をＲ3年度と6年度に計上

させていただいております。その関係で、令和

3年度と6年度に費用がかさんでいるという状

況でございます。

それと、もう一点でございます。今回初めて

経営戦略を策定した分なんですけれども、本来

であれば、委員おっしゃるとおり、今後の脱炭

素社会に向けた取組とか、具体的な計画を反映

させたものとすべきと考えておりますけれども、

現状では、洋上風力等の国の方針等がまだはっ

きりと出されていないという状況でございまし

て、現在、事業を実施しております長崎港の小

ヶ倉とか、厳原港の埠頭用地とか、松が枝の2バ
ース、今、計画に載っている部分を考慮して、

今回の計画を策定させていただいているところ

でございます。

今後、社会情勢の変化などによりまして見直

すことを考えております。

【前田委員】 概ね5年を目途に計画の更新を行

うとなっていますので、その答弁で了とします

けれども、しかし、やっぱり現場というか、現

地の方から、ここは本当に必要ですよというも

のが上がってきた時に、お金がないからやれま

せんという話には、多分ならないと思うので、

そこはぜひ、進捗を見極めていただきたいと思

うのと、最後の質問にしますが、こうなった時

に支出を抑えることというか、支出も一定ある

中で、収入を上げていく努力を多分しなきゃい

けないと思っているんですけれども、収支計画

案、見通しも書かれておりますけれども、収入

増に対するこれからの新たな取組とか考えてい

ることがあるようだったら、最後に少しご披露

いただいて、ご答弁いただきたいと思います。

【平岡港湾課長】現在、コロナの関係で観光客

とクルーズ船もそうなんですけれども、減って

きておりますし、ほとんどなくなっている状況

なんですけれども、これが感染症が収束した後

には、一定回復するというふうに考えておりま

す。それに伴って港湾施設の使用料なども回復

するというふうに考えております。

また、長崎港の松が枝の2バース化に伴いま

して、新国際ターミナルビルを建設するという

ことを考えておりまして、そのターミナルの使

用料を、今、全国的にクルーズ船の利用者の皆

さんから使用料を取るという方向で動いており

ますので、その方向で使用料徴取ができれば、

使用料が増収するというふうに考えているとこ

ろでございます。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【松本委員】それでは、午前中の小林委員の質

疑の中でも少し出てきたんですけど、不調・不

落について質問させていただきます。

最近増えているという話でございますが、過

去3年間の土木部の入札件数と不調・不落の件

数、不調・不落の率について、まずお尋ねいた

します。
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【中村建設企画課企画監】土木部における過去

3年間の土木部の不調・不落の状況のお尋ねで

すけれども、平成30年度入札件数1,275件に対

しまして、不調・不落件数は66件ということで、

率にして5.2％。令和元年度が1,382件の入札件

数に対しまして、不調・不落件数が70件、率に

しまして5.1％。令和2年度が1,563件の入札件数

に対しまして100件ということで、率にして

6.4％というふうな状況になっておりまして、入

札件数が増えるごとに不調・不落率も上がって

いくというふうな傾向になっております。

ちなみに、令和3年10月末現在ですけれども、

入札件数781件に対しまして54件ということで、

6.9％という状況になっております。ちなみに、

前の年の令和2年10月末と比較いたしますと、

777件に対して55件の不調・不落件数というこ

とで、率にして7.1％ということで、昨年とほぼ

同じような入札件数と不調・不落率という状況

になっております。

【松本委員】今答弁の中にありましたが、確か

に入札件数が、平成30年と比べると、令和2年で

も300件近く増えておりますが、ただ、やはり気

になるのは、率が上がっているということでご

ざいます。災害等で国の予算等の編成で増えて

いるのはありがたいことですが、結局落札でき

ないと、どんどん繰越していく、今日の午前中

の質疑のような形になってしまいます。これが、

せっかく予算が確保できたのに消化できないと

なると、国からの予算確保にも影響が出ること

を大変懸念するんですが、県としては、この増

加傾向の要因は何と考えているのか。また、そ

れに対して具体的に、今後どういうことをやっ

ていこうと思っているのか、お尋ねをいたしま

す。

【中村建設企画課企画監】不調・不落の増加傾

向の要因と今後の対応についてというご質問で

すけれども、不調・不落の増加の要因について

は、午前中に建設企画課長が申しましたけれど

も、本年2月に補正予算が決まりまして、390億
円という、過去に比べてもかなり大きい規模の

予算をいただいたんですけれども、その発注で、

かなりの手持ち件数が各業者は持ってきている

というふうな状況が一つ、考えられようかと思

います。

そのほかに、近年、災害がかなり頻発化して

おりまして、各地で、離島も含め本土も、かな

りの件数で災害が発生しているということで、

その災害復旧事業についても、件数が増える傾

向にあるということ。

あともう一つは、これはデータはないんです

けれども、来年秋開業の新幹線関連で、民間の

いろんな開発が、長崎、大村、各地であってい

るかと思うんですけれども、その辺の事業の活

発化というのもありまして、かなり業者の方も

手が足りてないというふうな状況ではないかと

思われております。

いずれにしても業界からは、技術者とか下請

が不足しているというふうな状況を、入札があ

った後、ヒアリングした後、聞いていると、そ

ういう声が出ているということで、各地方機関

からも我々は聞いております。

今後の対策についてなんですけれども、不調・

不落に限らず、入札制度とか、あとは国のいろ

んな制度改正が毎年ございますので、建設業協

会と土木部で、毎年意見交換会というものをや

っております。先月の11月25日にも業界の方と

意見交換を実施しております。

その中で出た主な意見といたしましては、技

術者不足による不調・不落に対応するため、発

注の規模を大きくしてほしいというふうな話が
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一つ出ております。指名競争入札なんですけれ

ども、7,000万円から1億円までの価格帯につい

ては、本来であれば総合評価、一般競争入札で

実施するところなんですけれども、先ほど申し

ましたように、本年2月の補正予算でかなりの

規模の予算がつきましたので、通常、総合評価

である7,000万円から1億円の価格帯につきま

しては、指名競争入札にかえて早期執行、早期

契約につなげたいというふうな形で変更してお

りますけれども、1億円までの指名競争入札に

ついては、継続して実施をしていただきたいと

いうふうな意見が出されております。

県といたしましては、多分、年明けになろう

かと思うんですけれども、今年度またつきます

補正予算の執行に当たっては、先ほども申しま

したように、やはり発注件数の増加が一つ、不

調・不落の原因につながっているというふうに

考えておりますので、協会の意見からも出たよ

うに、まず、発注規模を拡大して対応していき

たいと、発注規模を大きくして件数を抑えてい

きたいという話と、1億円未満の工事につきま

しては、先ほども申しましたように、早期契約

を図るために、引き続き、指名競争入札を3月末

までは実施していきたいというふうに考えてお

ります。

それと、余裕期間制度というのがございます。

これについても見直しを行いたいというふうに

考えております。

余裕期間制度と申しますのは、受注した業者

の円滑な施工体制の確保を図るために、事前に

建設資材とか労務者の確保などの準備を行う期

間として設定しておりまして、受注者は余裕期

間の範囲内であれば、自由にその期間内で工事

に着手することができるというふうな制度でご

ざいます。

また、手持ち工事を多く抱えて、入札時に技

術者を配置できないというふうな場合でござい

ましても、余裕期間中に技術者の配置ができる

場合には、工事の受注ができるというふうな制

度でありますので、技術者や下請不足の解消に

一定寄与していくのではないかというふうに考

えております。

県では、令和元年10月から、この余裕期間制

度を導入して、最大60日というふうな形で制度

設計をしておりましたけれども、1月以降、補正

予算の発注が予想されるんですけれども、来年

の1月以降に入札通知、一般競争入札の公告を

行う工事については、120日以内の余裕工期を

とって工事を発注してくださいということで、

既に12月1日に各地方機関の方に通知を出して

いるところでございます。これについては、意

見交換会の中で、協会の方にも120日として、今

後発注していきたいという旨のことを伝えてお

ります。

なお、昨年度、急傾斜事業がかなり不調・不

落が多かったんですけれども、急傾斜事業につ

いては、本年の4月1日から、余裕工期60日が通

常だったんですけれども、急傾斜事業に限って

は、それを90日に変更して発注するというふう

なことで対応を行っております。

その結果、昨年12月末現在では不調・不落率

が23.5％という高い数字だったんですけれども、

本年10月末時点では、7％ということで大幅な

改善が見られているのではないかというふうに

考えております。

そういうことで、今後も不調・不落対策には、

今述べたもの以外にも様々な検討を行いながら

取り組んでいきたいと思っておりますので、今

後ともまた、よろしくお願いしたいと思います。

【松本委員】 2つまとめて質問したから、長い
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答弁になりましたけれども、丁寧に答弁いただ

いてありがとうございます。

やっぱり一番大事なことは、先ほど答弁にあ

りました、11月25日に建設業協会との意見交換

をしていただいて、そして、今おっしゃったロ

ットを大きくして件数を減らすや、また、余裕

工期の見直しをしてくださったことは、今後し

てくださることは、大変大きな要因になると思

いますし、実際におっしゃったとおり、急傾斜

の不調・不落も23.5％から7％へ下がったとい

うことでございます。

やはりオートマチックにどんどん入札をして

も、受ける業者側にとってはなかなか、現場の

状況もありますし、ただでさえ人材不足の中で、

どうやったら取れるかということを念頭に、今

の対応をしてくださっていることを了とします。

ただ、おっしゃったように、来年年明けに、

また補正予算が予定されます。そこにもしっか

り対応できるだけの、これまでの状況を見て、

しっかり対応していただきたいと思います。

次に、空き家対策について質問いたします。

先ほど住宅課の資料で、長崎県住生活基本計

画というのを出されました。これはおおむね5
年ごとに見直す計画でございまして、令和3年
が3回目の改訂となります。

今回の改訂は、資料にもありますように、様々

な基本目標というのを掲げていらっしゃいます

が、基本目標の4に、新たに、今までにない「急

増する空き家の適正管理と利活用の推進」とい

う文言が加わっております。

そこで、まずお尋ねしたいのが、この状況を

踏まえて、県内の空き家の件数、そして、空き

家にもいろんな状況がありますから、その利用

状況についてお尋ねいたします。

【高屋住宅課長】県内の空き家の状況について

のお尋ねでございますが、平成30年の住宅土地

統計調査によりますと、県内の空き家の戸数は

約10万戸、空き家の率にしまして15.4％という

ところでございます。

平成25年の時点での調査と比べますと、空き

家の戸数全体としては横ばいという状況でござ

いますが、その内訳を見ますと、賃貸用や売却

用などを除いたその他の住宅という分類がござ

いますけれども、この部分が5万7,000戸という

ことで、前回よりも増加しているというような

傾向にございます。

【松本委員】県内で10万戸もある。その中で使

える、賃貸や売却ができる空き家が4万3,000ほ
どあると。使ってない、予定がない空き家が5万
7,000ということで、これをそのまま放ってお

くと、老朽化による心配もありますし、逆にこ

こをいかに生かすかというところ、特に離島・

半島などの過疎地域においては、大変重要なこ

とだと思います。

そこで、説明資料の6ページに空き家バンク

についての結果が出ております。これは、利用

実績が、目標の130件に対し172件と大きく上回

り、空き家活用が図られているということです

が、これは、おそらく令和元年から3か年で、五

島市、南島原市、雲仙市で実施した、移住者向

け住宅加速化支援事業の成果だと思いますが、

その事業の実績と、また予算について、お尋ね

をいたします。

【高屋住宅課長】移住者向け住宅確保加速化支

援事業についてでございますが、本事業につき

ましては、民間の借家が少ない離島・半島部に

おきまして、空き家活用団体を認定いたしまし

て、空き家の掘り起こしと移住者とのマッチン

グを行うものでございます。五島市と雲仙市、

南島原市において実施をしております。
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予算額は、令和元年度で1,000万円、令和2年
度で1,220万円、令和3年度で880万円で、国の地

方創生交付金を活用し、市と連携して、団体に

活動や空き家の改修費用を助成しております。

【松本委員】空き家バンクをつくって、そして

過疎地域でマッチングをするということで、や

はり移住される方にとっても一番大きいのが、

やっぱり住むところだと思うんですが、そこで

思いますのが、やはり3か年でしっかり実績も

出ているんですけれども、予算が非常に少ない

なというのを感じました。これは国の予算も使

えるのに、3か年でもう終わってしまうと。令和

3年に至っては880万円ということで、これは予

算を増やしていけば、さらに人が移り住んで、

そこで雇用が生まれて、固定資産税の税収が生

まれてということで、費用対効果の投資として

はかなり大きいと思うんですね。ここでもう終

わってしまうのがもったいないと思いますし、

冒頭に申しました住生活基本計画にも空き家の

対応を記載しておられます。

そこで、今後、令和4年以降は空き家対策に対

してどのように考えていらっしゃるのか、お尋

ねいたします。

【高屋住宅課長】今年度以降の空き家対策につ

いてということでございますが、今後につきま

しては、企業が持っている空き社宅であるとか、

県の職員住宅について、使用されていない集合

住宅の活用を図るような取組を令和4年度から

事業化できるように、現在、予算要求を行って

いるところでございます。

具体的に申しますと、民間企業と連携をしま

して、空き社宅などをリノベーションして、子

育て世帯や移住者などへ賃貸住宅として貸し出

す事業について検討を行っているところでござ

います。

【松本委員】まず、移住者向けの住宅確保加速

化に関しては、空き家活用団体は残るというこ

とで、五島市、南島原市、雲仙市3市は、市単独

で事業は継続するという認識でよろしいでしょ

うか。

【高屋住宅課長】まず、雲仙市につきましては、

令和2年度からされておりますので、令和4年度

まで事業実施を行うということで予定をしてお

ります。

県としての直接補助というのは終了していき

ますけれども、空き家活用団体としては、地元

の市と空き家活用に関する協定を結ぶというよ

うなことも行っておりますので、活動としては

継続されるということで考えております。

【松本委員】 そうしたら、3年間で、県として

はきっかけをつくって、呼び水を起こして、そ

して、後は市と地元、民間で進めていくという

ことで、そこで了といたします。

先ほど、令和4年以降の中で社宅の活用とい

うことでございました。結局、企業によっては、

もう既に今は使ってない社宅等で老朽化してい

るものがあるということで、そこを民間でリノ

ベーションして、そして民間で使っていただく

と。これも経済効果はあると思いますが、県も

職員の住宅等もかなりあると思います。いわゆ

る公的な使ってない社宅等もあると思うんです

が、そういったものに関しては、県の試算では

ございますけれども、これに対して、今の利用

状況と今後の展開はどのように考えていらっし

ゃるでしょうか。

【高屋住宅課長】県が持っている県の職員住宅、

あるいは使われなくなった県営住宅等もござい

まして、そういったものにつきましては、民間

企業とも連携して、活用するようなところを今

探っているような状況でございます。
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【松本委員】どうしても老朽化すると、なかな

か入居者が増えない。そして、今、若い独身の

方は、もう民間の方がいいと、手段を選ばれる

方も多いと思います。その中でしっかりとした

リノベーションをして、やっぱり入居していた

だくことで地域に対しても、もちろん人口の増

につながります。離島・半島など、特に県職員

の住宅が、以前はかなりあって使われていたけ

ど、最近は使われてないという話もよく聞きま

すので、こういったことの呼び水をしっかり活

用して、来年度以降ですね、そして、予算の確

保もしっかりお願いして、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。

【赤木委員】お疲れさまでございます。大きく

2つ質問させていただきます。最後は、要望も含

めた形にさせていただきたいと思っております。

まず一つ目が、先日行われました一般質問で

もあった、深堀委員が街路樹のことについて、

土木部長とやりとりをしておられたんですけれ

ども、その中で費用対効果の部分といいますか、

大きな金額をかけて、県が管轄する街路樹を剪

定しているんですけれども、その効果について

の質疑がなされたと認識しております。街路樹

の効果については、そのとき土木部長も答えて

おられたんですけれども、その効果は、私も認

識しております。

その上で質問なんですけれども、街路樹に関

して強剪定、もう丸裸にしている木もございま

す。効果については、もちろん理解はしている

んですけれども、強剪定すると、もちろん景観

上でしたり、今までの効果もなかなか見えない

ような形になってしまうのではないかと思って

おります。県が管轄する街路樹の中で強剪定し

ている割合がわかりましたら、教えていただけ

ないでしょうか。

【馬場道路維持課長】強剪定している街路樹で

ございますけれども、量的には、Ｒ2年度は約

100本強剪定をしているところでございます。

【赤木委員】 100本している。その理由があれ

ば、主なものを教えていただきたいと思います。

【馬場道路維持課長】強剪定をする理由でござ

いますけれども、まず、強剪定としましては、

主となる太い枝を短く切り詰めたり、多くの枝

や芽を切り落としたりするような、比較的規模

の大きな剪定のことでございまして、成長が早

く大樹になりやすいケヤキやクスノキなどにつ

いては強剪定をせざるを得ない場合がございま

す。

まず、その理由としましては、民地への越境

や建築限界を侵して車両への影響がある場合や、

信号や道路標識、電柱や電線などに影響がある

場合、それとまた、秋から冬にかけて集中的な

落ち葉が発生しまして、地元の住民の方からい

ろんな苦情とか要望とかがある場合とか、一般

的に害虫が多く発生した場合とか、そういった

理由がございます。

【赤木委員】ありがとうございます。細かく答

えていただいて、理解いたしました。

深堀委員とのやりとりの中で、やはり効果を

考えていく上において、そういう強剪定してい

るところが多い地域とかがあれば、そこは、す

ぐ今ある木を切り倒せとか、そういう乱暴な議

論をするつもりはないんですけど、今後、改修

とか何かしなければならない時には、その地域

とかにおいては街路樹のあり方を検討しなけれ

ばならないんじゃないかと思うんですけれども、

そこら辺の検討はされているんでしょうか。

【馬場道路維持課長】 強剪定につきましても、

街路樹のあり方につきましても、地域の住民の

方が、自治会の方もいらっしゃいます。そうい
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った中でご要望を聞きながら、強剪定するのか、

地元の住民の理解を得ながら落ち葉を、周辺の

住民の皆様にご協力いただくとか、そういった

形で進めながら、街路樹のあり方につきまして

はやっているところでございます。

【赤木委員】 理解はいたします。なので、その

費用は、税金がかかっている部分でもあります

ので、あり方については、引き続き、景観上に

配慮していただいて、かわいそうだという意見

も聞きますので、やはりちゃんと街路樹を管理

するのであれば、適切な管理もしていただきた

いですし、それができないような土地であるな

らば、そのあり方というのを引き続き検討して

いただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

もう一個、最後、土木部全体的なお話になる

んですけれども、この委員会の質疑の中でも、

私は前々回、水辺の森の噴水のことを取り上げ

させていただいて、看板の表記ですね。本来は

こういった委員会で取り上げるまでもなかった

のかもしれないんですけれども、「噴水で遊ば

ないでください」という看板がありますと、そ

れを、本当は遊んでいいんじゃないですかとい

う質疑をさせていただいて、すぐ動いていただ

いて、「気をつけて遊んでください」という表

記に変わりました。それは迅速に動いていただ

いて、本当に感謝しております。なぜ私がわざ

わざこういった議会の場で取り上げたかという

と、やはり子育ての視点というのを皆さんに、

土木全体としては持っていただきたいという思

いがございました。

今回、住生活基本計画が改訂をしますという

ことで、先ほど説明をいただきました。もちろ

ん子育てについては、以前からも書いてありま

すし、今回、ニューノーマル、「新たな日常」

とかＤＸにも対応していくとか、脱炭素社会の

実現とか、そういったことが重点化として盛り

込まれ、この計画を基にやっていきますという

趣旨であることは理解しました。本当は、これ

をどうなっていますかと聞きたかったんですけ

ど、実際、もう対応しますというものだったの

で、これはすごくいいことだと思います。

何が言いたいかといいますと、ふだん道路も

こういった新しい、新たな日常とか、例えばト

イレに関して言えば、もちろん土木部の中でト

イレを管轄していると思いますけど、子育てに

対応したものですとか、例えば出島メッセであ

れば、ＬＧＢＴにも対応したトイレというのが

ございます。そういったＤＸ、ニューノーマル、

脱炭素、子育て、ＬＧＢＴとかを土木部全体と

してしっかり考えて、今後、何か改修とか新し

くつくる時にはしっかりと考えていきますとい

うことを共有できる仕組みを整えていただきた

いなと。これは要望に近い質問ではあるんです

けど、ぜひそういう強い思いを持って取り組ん

でいただきたいなと、今の環境に合わせた方針

に則ってしっかりやっていきますということを

ぜひ言っていただきたいなと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。

【植村建設企画課長】本県の県政運営の基本的

な方向性は、「総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」の中に定めておりますが、その冒頭に、

「時代の潮流や本県が抱える課題、あるいは本

県の強みを踏まえた施策展開の視点」というも

のが列挙されております。

その中で土木部の施策に関係があるものとし

ましては、人流や物流を支える交通ネットワー

クの確立、頻発・激甚化する自然災害を踏まえ

た防災・減災対策、自然豊かな地域資源を生か

した施設整備の推進、脱炭素、資源循環型の社
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会づくり、結婚、妊娠・出産、子育てを実現で

きる環境整備、ＩＣＴ等も活用したインフラの

戦略的な維持管理などがございまして、委員ご

指摘の環境との両立ですとか、子育て支援とい

ったような視点のほか、Society5.0とかカーボ

ンニュートラル、こういった新しい課題にも配

慮した内容となっております。

土木部で所管しております個別の計画ですと

か事業につきましても、総合計画に示された方

向性に沿って進めていくべきものですので、当

然、こういった視点も取り入れる必要があると

考えております。

本県を取り巻く社会情勢や住民のニーズとい

うのは日々変化している状況ですので、その

時々の時代の潮流を見据えながら、必要に応じ

て新たな視点を計画や事業の中に加えることな

どによって、効果的な施策の推進に努めてまい

りたいと、土木部全体でそういう対応をしてい

き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。全体的な

お話をいただきました。ぜひともお願いしたい

なと思います。

今のお話もそうなんですけど、本当につくる

段階において、ちゃんとできるのかということ

が大事だと思っております。この一例で、担当

ではないとわかっているんですけど、今、直接

ではないとわかっているんですが、例えば議会

棟においても、新しく建て替える時に、多分子

育てという視点はあって建設されて、例えばト

イレで言えば、いろんな配慮をされたトイレは、

議会棟にはもちろんあります。ですが、ちょっ

と足りなかった部分は、子育ての部分であれば、

おむつ替え台がこの議会棟にはないとか、本当

は子育てにも配慮しているはずなのに、細かく

見れば、まだ足りない部分があったりとかして

いる実情もありますので、ぜひとも土木部の中

で何か新しく整備なり建築をされる際には、本

当に細かく、今、建設企画課長がおっしゃった

ことに取り組んでいただきたいということを要

望申し上げて、終わります。

【中村(一)委員長】 ここで、換気入れ替えのた

め、10分ほど休憩いたします。

2時40分から再開します。

― 午後 ２時３１分 休憩 ―

― 午後 ２時４０分 再開 ―

【中村(一)委員長】 会議を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【深堀委員】 2点、確認させてください。

一般質問で確認したことでもあるんですけれ

ども、国道202号、そして野母崎宿線の危険性に

ついてということで議論させてもらいました。

その際に、「新しい技術を活用した地形調査と

いったものをやって、優先的に危険箇所を把握

をし、解消したい」という答弁をいただいてお

ります。その新技術の工法なり調査状況という

のが、時間的に、工期的にどれぐらいかかるも

のなのか、そういったところの議論ができなか

ったので、その点について、ご説明をお願いし

たいと思います。

【馬場道路維持課長】航空レーザー測量につい

てのお尋ねと思います。

まずは、県の林務の方で航空レーザー測量を

していまして、そのデータを活用して危険箇所

の抽出を行おうというふうに考えております。

まず、航空レーザー測量というのは、飛行機

とかセスナからレーザーを地表に発しまして、

それがセスナの方に戻ってくると、その時間で

地形を判別するという測量でございます。それ

が、木とかあればわからないんですけど、レー
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ザーであれば、木があってもわかるような地形

として測量ができております。

まず、そのデータがございますので、それを

分析しまして、過去に崩落した事例とか、沢の

地形とか、大きな石とかが読み取れるようにな

っております。まず、それを見まして、危険箇

所の抽出をやろうというふうに考えているとこ

ろでございます。

時間的には、もう既に今月中には発注を予定

しておりまして、3月中には成果が見られるか

なと思っ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。というこ

とは、今の課長の答弁でいけば、航空レーザー

測量の分析というのが、概ね今年度中に終わっ

て、今言った国道202号であったり、県道野母崎

宿線であったり、こういったところの危険箇所

が、机上では把握ができることになるというこ

とですよね。

問題は、机上で確認をした結果、手を入れな

ければいけない、実際に工事に入らなければい

けないという箇所が出てくる可能性があるわけ

ですね。そこが、来年の、例えば梅雨時期とか

そういう雨季に間に合うのかというところが非

常に気になっているところなんです。だから、

危険箇所が確定してないので、それができる、

できないということは言えないということはわ

かってはいるんですが、そのあたりをどう考え

るのかですよね。

だから、あのとき申し上げたのは、例えば本

当に長期間にわたって危険箇所を除去しないと

いかんとなった時に、そこは、例えば台風時期

や大雨の時期を見据えて、その危険な箇所を通

行規制をかけるという判断も出てくるのではな

いかというふうに私は思っているんですけれど

も、そのあたりはどうですか。

【馬場道路維持課長】先ほど航空レーザー測量

を活用しまして、県がその抽出を行うというの

を、今年度末には、大方の形の抽出をしようと。

それを見て、また再度、本当に危ないというこ

とであれば現地を調査して、計器を設置したり、

そういった対策とか工法を検討するんですけど、

まずは、今度の梅雨までには、そこまでは及ば

ないというふうに考えております。

しかしながら、今年のような大雨とか、異常

な雨が降るということであれば、道路管理者が

危険と判断した場合は、通行止めをすることが

できるとなっておりますので、崩れたからとい

うことではなくても通行止めはできますので、

その辺は注視しながらやっていきたいと思って

いるところでございます。

【深堀委員】今、課長の答弁で理解をしますの

で、ぜひお願いをしたいと思います。

もう一点だけ。これも一般質問で出たことな

んですけれども、小江のスケートボード場の話

なんですが、宮本議員にも了解をとって質問し

ているんですけれども、質疑の中で、平成15年
に整備して18年経過し、一定の老朽化というも

のも見受けられると。そこに対して、県当局と

して、設置者として整備の更新等々を踏まえて

どうするのかという議論が少しあったと思うん

ですけれども、その際に、予算関係の分もあっ

て、なかなか前向きな答弁が出ていなかったと

いうふうに私は理解しているんですが、実際に

私も、そこを利用されている保護者の方々から

もいろんな意見を聞いているんですが、現時点

の考え方を再度確認させていただきたいと思い

ます。

【平岡港湾課長】今、委員からお話がございま

したように、小江のスケートパークは、平成15
年度に整備をしておりまして、整備後18年が経
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過しております。

これまで安全に施設を利用していただけるよ

うに、施設の鍵の開け閉めとか、トイレなどの

清掃は委託をして実施してきております。また、

そのほかに、ほとんどがコンクリートの構造物

でできているんですけれども、その構造物の中

にクラック等が発生している部分については補

修を行ったり、あるいは、周りがフェンスで囲

まれておりますけれども、フェンスの老朽化し

た分などについては、昨年度も補修を行ってき

ております。そういう状況で、限られた予算の

中ではあるんですけれども、必要な部分の補修

については行ってきている状況でございます。

しかしながら、施設の中に行けば、スケート

ボードの障害物というのは15箇所あるんです

けれども、使われている方からすると、いろい

ろ物足りない部分があるのかもしれないですけ

れども、自分たちでつくられたようなものが置

いてあるんですよ。そこは、管理者として、何

らか問題があってはいけないので、関係者の方

とも話しながら、そこは、一旦撤去していただ

こうかということで進めたいと思っています。

先日、宮本議員からのお話もございましたの

で、関係者の方とお話をして、今後どういうふ

うな施設として、利用者目線で見れば、障害物

が今のままでいいのかとか、そういうお話が、

多分あるんだろうと思うんですよ。そういうと

ころも含めてお話をさせていただきたいなと思

っております。

【深堀委員】関係者を集めてということで、こ

れは非常にいい話なんですけれども、利用者は、

結構他県からも見えたりしているわけですよね。

だから、いろんな意見が、私はあるんじゃない

かなというふうに思います。競技を見守る人た

ちもいますし、そこを見るスペースの話とか、

いろいろな意見があるので、調整というのは難

しい面があるのかなというふうに思います。

ただ、ある意味、一種類のスポーツではある

んですが、今後、競技人口が増えていったりと

いうような将来性もあるので、ぜひそこは慎重

に、丁寧に対応していただきたいなというふう

に思います。

予算面で、必要最小限の予算といいますか、

安全をまず担保しなければいけない部分はされ

ているということなんですが、聞く話によれば、

予算化がなかなか難しいんだという話も聞いて

いたんですけれども、そのあたりは大丈夫なん

ですか。

【平岡港湾課長】現状の安全を確保した維持管

理について、そのままでいいというお話であれ

ば、今の状況でやっていけると思うんですけれ

ども、現在、無料の施設として開放している関

係から、収入が見込めてないと。今後、そこに

新たな障害物とか、そういうご要望がもし出て

きた場合には、そういう費用をどのようにして

つくるかといいますか、そういうところも含め

て検討していく必要があるかなというふうに思

っております。

【深堀委員】最後にしますけれども、有料の施

設というのも、他県を見れば、当然あるわけで

あって、今の無料というのが、本当にそのまま

でいいのかという議論は当然あると思います。

ただし、繰り返しになりますけれども、安全

上の部分と競技人口が増えていった時に、いろ

んな障害物をもっと拡充していった方がいいと

いう意見があった時に、そこはもう柔軟に、利

用料を徴収するような形も選択肢としてあって

いいと思いますので、ぜひ前向きに検討いただ

ければと思います。

終わります。
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【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】最近の本県の災害の取り巻く環境、

まさに激甚化とか頻発化、こういう状況であり

ますから、やはり対策を必要とするという状況

が非常に大きくあると思います。

今年の8月には雲仙、あるいは西海市におい

て土砂災害が発生をいたし、5名の方々の尊い

命が奪われたというような、悲惨な土砂災害に

おける死者が出たということでございます。

そういう点から考えてみますと、土砂災害に

対する県民の皆様方の関心は、最近、災害の中

においても、特に関心が高くなっているという

ような受け止め方をいたしております。長崎県

においては、土砂災害の警戒区域の地域が、全

国的に言ってもかなり高いと言われておるわけ

ですが、今、まさに対策を必要とするような土

砂災害の警戒区域が、本県においてはどの程度

あるのか、まずその辺のところを明らかにして

もらいたいと思います。

【浅岡砂防課長】本県におきましては、土砂災

害警戒区域として指定しております箇所が3万
2,079箇所ございます。そのうちで、いわゆる要

対策箇所、公共事業として対応が求められる箇

所につきましては6,585箇所ございます。

【小林委員】土砂災害の警戒区域として、長崎

県が指定している箇所が3万2,079箇所あると。

その中で、いわゆる公共事業として対策ができ

る箇所が6,585というようなご答弁がありまし

た。

そうしますと、今、6,585箇所の中において、

どれくらいの工事が、いわゆる対策ができてい

るのかどうか、この点についてはどのような進

捗状況ですか、お尋ねをいたします。

【浅岡砂防課長】 6,585箇所のうち、整備が済

んでいる箇所が1,641箇所ございまして、いわ

ゆる整備率としましては約25％の進捗でござ

います。

【小林委員】次々、びっくりするような数字が

飛び出してきているんだけれども、今工事が出

来上がっているところ、済んでいるところ、こ

の6,585箇所の中で25％と、約1,600箇所ぐらい

が済んでいると。そういうことになってまいり

ますと、残りが約5,000箇所ぐらいになってい

くと、こういう受け止め方をいたしております。

ここの5,000箇所については、どのように今

後のことを考えているのか。要するに、予算に

限りがあるから、そんなに次々に工事が進捗す

ることが、願っても難しいところなんでありま

すけれども、聞くけれども、平均して工事の規

模というのがいろいろあるだろうと思うけれど

も、1箇所いくらぐらいの工事費を見積もって

予算を立てているのか。今言うように、大きい

の、小さいの、いろんな状況というのがあるか

ら、一概に言えないと思いますが、ざっくりで

もいいわけだけれども、大体1箇所いくらぐら

いの予算が必要という見方の中で予算を立てて

いるのか、その点はいかがですか。

【浅岡砂防課長】土砂災害の対策箇所には、地

すべりとか、土石流対策の砂防ダムですとか、

がけ崩れ対策の急傾斜地崩壊事業、それぞれで

1箇所にかかる予算の規模はピンからキリまで

ございますが、大体おしなべて平均しますと、

3億円から5億円ぐらいの費用がかかるかと思

います。

【小林委員】 今の答弁でも、1箇所3億円から5
億円ぐらいの予算が必要だと。そうなってくる

と、さっきも言ったように、1,600箇所ぐらいが、

今済んでいると。あと、残りが5,000箇所ぐらい

ありますということでしたね。例えば5億円と

した時に、そういう5,000箇所ありますよと言
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えば、単純に計算してみると、要するに5,000か
所掛ける5億円と、これだけで2兆5,000億円と、

2兆です。そういうことの多額の予算が伴うと

いうことであります。

そうしますと、大体今、国土強靱化の加速化

5か年、いわゆる加速化対策、あるいは緊急対策

の3年間とか、そういうようなことを次々、予算

を今までより以上に確保してやってまいりまし

た。加速化の5か年計画が、今年度の令和3年度

から5年間で令和7年度までと、こういうような

形になっておりますので、その辺から、要する

に工事の土砂災害の警戒区域に指定された、必

要な対策を講じなければならないところの予算

の確保というのがいくらか、十二分に取れてい

るか、十二分というか、今までより以上に取れ

ているかどうか、この辺のところはどうですか。

【浅岡砂防課長】 ご指摘のように6,000箇所、

残り5,000箇所を全てやろうとすれば相当なお

金がかかります。この中には、まだ地元要望が

上がってないところとかもございますし、要望

が上がってきたところ、それと保全対象に非常

に重要なものがある箇所というのを、優先順位

をつけながら行っていきたいと思いますが、平

成30年からが国土強靱化緊急3か年の年で、令

和2年までですね。令和3年からが緊急5か年加

速化の年になりまして令和7年までということ

で、平成29年といいますのが、国土強靱化の前

の年でございまして、その年は、箇所数で言い

まして109箇所の工事を実施しておりました。

約51億円の予算で実施しておりました。令和2
年の時点で、令和2年には、令和3年の5か年の前

倒しの予算も入っておりますが、71億円で127
箇所、さらに、令和3年では130箇所の事業箇所

を実施しております。概ね今後5年間は、この箇

所数から少し増やしていきたいと思いますが、

このような感じで進めていきたいと思っており

ます。

【小林委員】そういう国土強靱化の予算をしっ

かり確保していただいて、通常、例えば強靱化

の3年間の、その前の年の平成29年度までは、今

のご答弁では109箇所ぐらいはできておったと、

51億円ぐらいかけてね、平均してね。しかし、

今、こうして国土強靱化の予算確保の中におい

て、大体130箇所ぐらい計画をしていると、これ

は令和7年度までだね、5か年間だからね。

そういう状況の中でやるということだけれど

も、今、ご答弁の中で、工事については、あく

までも警戒区域の指定をされて、県の対策が必

要だと思っていても、地元から要請がないとい

うようなお話をされましたね。その地元から、

地域の要請がないということについては、当然、

要請がないから後回しになっていくかもしれな

いけれども、この点については、あくまでも地

元の要請があるところから先にいきますよとい

うことはわかるけれども、要請がないところは

ずっとおいてけぼりにされてしまうというよう

なことで、県と市町の方とはそういう連携プレ

ーを取りながらやっていくようなことはないん

ですか。

【浅岡砂防課長】 工事の6,585箇所、できる

ところにつきましては、土砂災害警戒区域に指

定しました時に、住民への縦覧という形で説明

会のようなものを行っております。その中で、

ここは公共事業の対象となりますよというよう

なお知らせはしております。

その上で、地元から、それならぜひやってい

ただきたいというようなお話もあります。そう

いうところで採択基準にのっとって、地元の同

意、条件が整ったところから随時着工していっ

ている状況でございます。



令和３年１１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）（１２月９日）

- 41 -

そういうことで、ソフト対策等含めまして、

事業の説明といいますか、地元に対するＰＲと

いいますか、そういうことは随時やっていきた

いと思っております。

【小林委員】 今、ご答弁の中で、いわゆるハー

ド事業、同時にソフト事業というような形の中

で、地元といろいろ意見交換しながら、その対

策を考えているという中において、今、ハード

事業だけじゃなくしてソフト事業対策について

もいろいろと支援、アドバイスをやっていると

いうように聞こえておりますね。

要するに、市町で、地元住民の皆様方に、こ

こは大変な危険箇所なんだというハザードマッ

プというものをきちんと作成をして、これを地

域の皆様方に徹底をすると。それで、もし大雨

特別警報とか、そういうようなものが発令され

た時には、直ちに避難をしてくださいと、逃げ

てくださいと、こういうようなことをしっかり

発出してもらうというような形でなければなら

ないと。ここの点については、先ほども言った

ように、今回、8月に雲仙市、あるいは西海市で

トータル5名の方々の尊い命が奪われたと。こ

このところについても、今みたいなハザードマ

ップが正しく機能しておけば、この辺の命が奪

われずに済んだのかもしれない。そうやって避

難をきちんとさせる方向というか、そうしなけ

ればならないとかいうような危機感とか、そん

なものが市町の指導の中にまだ足りないのかど

うか、その辺の受け止め方はどうされています

か。

【浅岡砂防課長】確かに、対策が終わってない

ところといいますか、3万2,000箇所のうち

6,500箇所しか公共事業対策はできないわけで

すから、それ以外のところは、やっぱり逃げて

いただくというのが一番大切なことでございま

す。

その中で、昨年度からは、市町村長が発令し

ます避難勧告というのが、土砂災害警戒情報が

出た時には避難指示を出せというようなことに

なっておりまして、それに関しましてはかなり、

各市町、避難指示を出されているということで、

行き届いているとは思いますが、何せ避難され

るご本人方が、自分の家がどういう災害に該当

するのか、または、該当しないから避難しなく

ていいのかというのがわかっていただくのが一

番大事だと思います。

我々も危機管理課とかと共同しまして、毎年、

土砂災害防止月間には、ハザードマップの存在

というものを県民の皆さんにお知らせして、自

分の家がどういう危険なところにあるのか確認

してくださいというのは伝えているつもりでご

ざいます。

そういうことは、毎年、梅雨の前に行って、

できればテレビの取材とかも受けて、それとか

県政の番組とかで番組をつくりまして、過去に

もハザードマップの説明ですとか、気象台が発

する警報の内容ですとか、そういうことのＰＲ

には努めております。ただし、それが十分伝わ

っているかというと、伝わってないから、不幸

にして亡くなられる方がいらっしゃるというこ

ともあると思いますが、今後もそういうことに

は努めていきたいと思っております。

【小林委員】 砂防課長、午前中、深堀委員が質

問していた時は大丈夫だろうかと思っていたけ

れども、私の質問にはえらい明快に、同じ人間

かと思うような形でびしびし答弁してもらった

と思うんです。

いずれにしても、土砂災害警戒区域の問題は、

何度も言っているように、県民の感情から言っ

ても関心が高くなっています。私も、大雨が降
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れば、あなたの顔を思い出す。そして、ハザー

ドマップの徹底を、やっぱり危機管理課と一緒

に、市町の方に徹底をしてもらう。市町の方も、

ただ帳面消しじゃなくて、知りませんが、自分

の地域がどれだけ危険な状況にあるのかとか、

そんなようなところまで、まだ徹底がされてな

いところも、正直言ってあるかもしれない。こ

の辺のところについても、もう一回新たな気持

ちになって、県がある意味で主導して、市町の

対策協議にはきちんとした姿勢を示すと、こう

いうようなことで、二度とこういう被害が生じ

ないようにしていただきたいことを、この際、

特にお願いしておきたいと思います。

終わります、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。

【八江委員】先日の一般質問でお尋ねしており

ましたので、大方は確認をしておりましたが、

諫早ニュータウンの再生といいますか、まちづ

くりの再生について、ちょっとばかりお尋ねし

ます。

今まで907戸あったのを617戸になるぐらい

の、大型な解体を含めてリニューアルもしてい

くということであって、非常に大きな、画期的

な話じゃないかと思って、市民も関心を持って

見ております。

そこで、計画の中では、話の中では、これを

10年間で約80億円余の費用を投じてやってい

くということであります。実際は、着工は、じ

ゃいつからかということで話を聞くと、令和4
年からということですけど、そのようなことで

考えてよろしいんでしょうか。そして、10か年

で今の計画どおり進めていきたいということで

すね。

【高屋住宅課長】西諫早団地の建て替えについ

てでございますが、まず、令和4年度につきまし

ては、基本計画を立てたいということで考えて

おります。かなり大規模な事業ですので、これ

を通常の発注方式でやるのか、あるいはＰＦＩ

方式等の民間活用型でやるのかとか、そのあた

りの方針を固める必要がございますので、まず

は、令和4年度中は、そういった今後の計画の方

針立てみたいなことをやっていきたいと思いま

す。

その結果によりまして、今後また、発注のス

ケジュールというのは変わってくるかと思って

おります。

【八江委員】 その場合、発表は発表で、また計

画は計画で結構ですけど、そこには住民がおる

わけで、ニュータウン地区には、今、約8,000名
余りの住民がおるわけですけれども、その中の

900戸、900戸の中には空き家が223戸というこ

とになっておりまして、空き家が多くなったた

めにということと、リニューアルしていくアパ

ートについては、4階～5階の住戸にはほとんど

空き家が多くなってきたということで、エレベ

ーター等の設置をせないかんということであり

ますから、大いに結構だと思いますけれど、そ

のためには、地域住民のといいますか、住んで

いる人たちへの説明というのはこれからするん

ですか。もう今、何回か話をしてあるんですか、

いかがですか。

【高屋住宅課長】団地の住民の皆様へのご説明

につきましては、来年度予算で新規事業として

要求をしておりますので、予算の方が決まり次

第、来年度早々には住民の方に説明をしていき

たいということで考えております。

【八江委員】この間から、一部報道もいただい

ておりましたので、非常に関心が高く、いろい

ろな話があったりしておりますので、早い機会

に全容をある程度見せながら理解を得ていただ
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くことと、諫早の中心的な住宅地ということか

ら考えれば、非常に市民の興味も高いというこ

とでありますから、この辺は、ぜひひとつ的確

な計画と、また説明等をいただければと思いま

す。

そういう中で、やっぱり地元が求めているも

の、あるいは諫早市が求めているもの、どうい

うものに一部転換するのか。戸数が減ってくる

ということは、そこには余剰地が出てくる。余

剰地のところをどうするのかということがあっ

て、それは民間に払い下げということもあると

思いますけど、そのあたりの大方の考え方を、

いま一度確認できますか。

【高屋住宅課長】今年度建て替えの基本構想を

策定しておりますが、その中では、余剰地の活

用につきましては、若者向けの賃貸住宅である

とか、高齢者向けの住宅であるとか、あるいは

地域の交流施設であるとか、そういった地域の

活性化につながるような施設に、民間の力を借

りながら整備をしていきたいということで考え

ております。

【八江委員】 諫早のニュータウンの近くには、

諫早中核工業団地等が設置しておりますし、特

にソニーをはじめ大改装しながら、あるいは大

増築をしながら、ここ1～2年で2,000億円以上

の投資をし、社員も2,000人ぐらいになるぐら

い、含めたものが出てくると思います。

そういったものに対しても、市は、一番場所

がいいところでもあるし、そういう受け皿もで

きるんじゃないかというのと、もう一つは、ウ

エスレヤン大学だったのが、今、鎮西学院大学

に変わりましたが、そこの生徒等の皆さん方に

活用できる住宅等といいますか、そういったこ

との学生向けのものも、場合によっては、これ

は民間でするのかどうか、その辺はわかりませ

んけど、そういうようなものと、もう一つは、

留学生の交流施設も含めた形での話も今後検討

されるんじゃないかと思いますけれど、それは

まちづくりの大きな役割と思いますので、県の

住宅課としては、積極的にそのことに取り組ん

でほしいと思いますけれども、その考え方は、

現在はどのように思っておられますか。

【高屋住宅課長】基本構想の中では、そういっ

た留学生向け、あるいは交流拠点としまして、

用途廃止して、1棟残してはどうかという提案

としています。それをリノベーションして、例

えば安い家賃で留学生の方も、そこでシェアハ

ウスをつくれたりとか、いろんなまちづくりの

活動がその中でできたりとか、そういった可能

性もありますので、一応そういった方向も考え

ながら、計画を進めていきたいということで考

えております。

【八江委員】 今のお話、1棟残す。今、個々の

住宅ですから、ある意味では会議場とか、交流

の場とか、いろんなところにするとすれば、一

部改装をしながら、それに対応できるようなこ

とをして、全国の中であちこちありますけれど

も、福岡の方にもそういうところがあるという

ことを聞いておりますので、そういったものを

参考にしながら、地元が使いやすいものも一つ

はあってもいいんじゃないかと、私たちも思っ

ておりますので、ご検討いただきたいと思いま

す。

いずれにしても、計画は立てながらも、順調

に進めていただかなければならないという思い

はあります。というのは、住宅供給公社の関係

で、諫早の場合、過去に失敗した例があります

ので、住宅そのものは県が直営でやっていくだ

ろうと思いますけれども、そういうことを考え

れば、計画どおりするためには、一つずつ、少
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し前倒しをしながら進めて、そして地域のまち

づくりに貢献できるように進めていただきたい

と思いますけれど、その点はしっかりお願いを

しておきたいなと思って、今改めて、この間の

質問を繰り返しながら申し上げたんですけど、

積極的に、10年かからず、7～8年でもできる勢

いで何とかしてほしいと思いますけれども、そ

ういう考えはないですか。

【高屋住宅課長】県営住宅は、既存の入居者が

おられて、その方々に引っ越しをしていただき

ながら、順次建て替えというような段取りがあ

りまして、極端に期間を縮めるということはな

かなか難しいところがございますけれども、今

度、基本計画の中で、できるだけ効率的に建て

替えを行えるような形で考えております。

【八江委員】 余剰地が1.9ヘクタールぐらいあ

ると、結構大きな面積になると思います。その

ためには、これは賃貸ということもあるのでし

ょうけど、地元説明会というのは、業者向けの

説明会ですか、市民向けの説明会と言っていい

んですか。それも、やっぱり早く描いておかな

いとならないんじゃないかと思いますので、そ

れも地元の住民説明と併せて、早めにやってい

ただきたいということだけ申し上げたいんです

けど、それは、何か特別、計画はありますか。

【高屋住宅課長】余剰地の活用についてでござ

いますけれども、今回、基本計画を発注する中

で、ＰＦＩ等の可能性調査や、導入可能性調査

も併せて発注をするような形で、今検討を進め

ているところでございます。

その中で、そういった余剰地の活用の意向等

も含めて調査をしていきたいということで考え

ております。

【八江委員】 住宅が907戸あったのが、617戸
に減少するわけですね。そうすると、そこに住

む人たちが、単純に考えれば、1戸3人おればい

くらということで、当初の予定よりも相当人数

が減ってくる、住民が減ってくると。そのかわ

り住みやすい住宅に変わってくるということに

は間違いないんですけれど、そう考えれば、や

っぱり高層的な建物も考えていいのではないか

なと。5階だったのが7階、8階というものもある

だろうと思いますけれども、そういったことも

含めてご検討いただきながら進めてほしいとい

うことだけ要望して、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。

【北村副委員長】 よろしくお願いいたします。

私も大きく分けて2点、質問をさせていただき

ます。

一つは、午前中から議論があっております公

共事業の不調・不落について、もう少し広げな

がらお話をお聞きしたいなと思うんですが、先

ほどの議論の中で、令和2年入札が1,563で不

調・不落が100で6.4％だったというようなご答

弁がありました。これは建設業やら、土木業や

らいろいろあると思うんですが、この中に測量

設計業務というのもあると思うんですね。測量

についての不調・不落というような状況は、今、

お手元でおわかりになれば、それで結構ですし、

また、同様の傾向があるのかどうか、ご答弁を

お願いいたします。

【中村建設企画課企画監】測量の方につきまし

ては、過年度から大きい問題はなかったんです

けれども、ちなみに、今年度の状況を見ますと、

測量関係、業務委託関係ですけど、約1,100件程

度発注しておりますけれども、10件程度不調・

不落の状況が出ているということで、率にして

は1％程度というような形で、やはり何件かは

不調・不落は出ているというふうな状況にはな

っております。
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【北村副委員長】わかりました。まだまだ全体、

先ほどご説明いただいたようなところまではい

ってないというような状況かと思います。

そういった中で、これは不調・不落をぜひな

くしていただくというのが、全体としての方向

性だろうと思いますが、先月、大村測量設計業

協同組合の方から、長崎県県央振興局長に対し

て要望書が提出をされております。私も同行さ

せていただきました。

そういった中で、大村の事業者がなかなか指

名を受けることができないような状況もあると

いうようなお話があったろうかと思います。こ

れについて、実際どのような状況なのか、原因

とかそういったことを把握されていれば、ご答

弁をお願いいたします。

【植村建設企画課長】ただいま副委員長ご指摘

の大村市内における測量業務の指名の状況でご

ざいますが、私どもの方で、昨年の11月から今

年の10月までの1年間の大村市内における測量

業務の指名の状況を確認いたしましたら、発注

件数が全部で20件ございましたけれども、この

うち大村市内の業者が指名に入ったのは4件だ

けという状況でございました。

なぜこういった状況になっていたのかという

ことを分析してみましたところ、まず、500万円

以上の業務につきましては、県下統一で運用し

ております指名選定システム、こちらを適用し

て指名を行いますが、その際には、完成業務高

とか地域特性、当年度の受注状況、業務成績、

施工実績、技術職員数、入札参加回数、こうい

ったものを点数化して、点数の高いところを選

ぶと、そういう仕組みになっております。

大村市内の測量業者は、当然地域性では高い

評価になるんですけれども、それ以外の評価項

目で優位性がありませんで、ことごとく指名か

ら漏れたという状況でございました。

一方、500万円未満の業務につきましては、こ

れは振興局の建設部長、検査官、関係課長が協

議をしまして、指名選定システムを使わずに指

名業者を選定するという仕組みになっておりま

す。その中でも地域特性とか、入札参加回数、

それから、その場所での過去の施工実績、そう

いったことを主に考慮して選定をするというの

が基本ではございますけれども、県央振興局に

おいては、地域特性よりも、その場所での施工

実績を優先して指名を行った案件が全体の半分

程度ありましたので、500万円未満の指名にも、

約半分は地元の業者が入っていなかったと、そ

ういう状況でございます。

【北村副委員長】わかりました。ぜひ、今後は、

午前中から議論になっております不調・不落と

いうのもなくしていかなきゃいけない、業務の

発注量も平準化していかなきゃいけないという

ような中で、やはり地元の業者を大切にしてい

くというのは、非常に重要な視点かなと思って

おります。

先ほど、500万円というところで一定線が引

かれるんだというようなお話であったんですが、

500万円以上については、入札指名選定システ

ムにおける、先ほどの点数制というところでは

じかれていたんだというようなお話でした。

今後、その条件というのは、例えば弾力的とか、

緩和ができるとか、そういったことは考えられ

るんでしょうか。

【植村建設企画課長】今回、先ほど申しました

ような状況がわかりました。私どもも県の発注

する工事や業務につきましては、地元でできる

ものはなるべく地元でやっていただくというの

が基本的な考えですので、まずは500万円未満

の業務の指名選定の際に、地域性というのをや
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はり最優先して指名選定を行うようにしたいと

いうことを考えております。

県央振興局の建設部長とその旨を協議いたし

まして、既に10月の末ぐらいから、大村におけ

る測量業務、500万円未満のものについては、ま

ず地元の業者を優先的に選定すると、そういう

ふうな対応に変えております。

一方、500万円以上のシステムで選定するも

のにつきましては、これはやはり規模が大きか

ったり、特殊な内容の業務だったりということ

で、やはりどうしても過去の実績ですとか、あ

るいは事業者の規模、技術者の人数、こういっ

たところはやはり考慮する必要がありますので、

今まで練りに練ってつくってきたシステムです

から、そこを簡単に変えるということはできま

せんけれども、まず、500万円未満の業務で必ず

指名に入るようになって、受注実績が上がれば、

当然、システムの方にも反映をされて、500万円

以上の業務も取れる可能性が高まってまいりま

す。段階的に、そういう地元業者の活用という

か、入札参加機会の拡大ということに取り組ん

でいきたいと、そういうふうに考えております。

【北村副委員長】 わかりました。ぜひ、この測

量、大村市のみならず県内、そして全国の事業

者、もうご承知のとおりだろうと思いますが、

測量は公共工事の前提になる仕事だと思います。

ここでご紹介をさせていただきますが、国土

交通省の特別の機関に国土地理院というのがご

ざいますが、そこに国土を測る意義と役割を考

える懇話会というのがあります。その設立の趣

旨に、「国土を適切に管理保全することは、国

家が存立する上で欠くことのできない要素の一

つで、国土の姿を適切に捉えることができて、

初めて様々なインフラの整備や、これに根差し

た経済活動が可能となります」というような文

言があります。その中に、技術分野と同様に、

新たな担い手不足が懸念されておると、その対

応が必要なんだというようなことが記載をされ

ておりまして、建設業の担い手については様々

なビデオをＰＲしたりとかやっていると思うん

ですけれども、測量設計業についての担い手対

策というのは、私もあまり聞いたことがないの

で、現在手つかずの状況というような捉え方で

よろしいんでしょうか。

【植村建設企画課長】私ども建設業界の将来の

担い手確保という取組を平成26年度からやっ

ておりますけれども、その中には、建設業だけ

じゃなくて建設関連業、いわゆるコンサルタン

トですとか地質調査、測量、そういった業界も

含めて担い手確保の必要性を感じて、それに対

応した取組をやっております。

【北村副委員長】 わかりました。測量業、ほぼ

全体の業種でいろいろ代替わりが進んでおりま

して、やはり若手の技術者をしっかり育成して

いくというのは、これは長崎県のみならず日本

全体の課題だと思いますので、測量業について

も目配りをしっかりお願いしたいと要望してお

きます。よろしくお願いいたします。

それと、あと一点、「令和3年度事務事業の評

価結果について」という資料が我々に配られて

おりまして、こちらの所管では、3ページの中に、

結婚、妊娠・出産から子育てまでの一貫した支

援、事業群③、妊娠・出産、子育てへの切れ目

のない支援の中の対象事業件数ということで、

子育て応援住宅支援事業というのが記載がござ

います。これは改善が必要だというような評価

をなされておりますが、まず、この事業の概要

と過年度の実績をお示しください。

【高屋住宅課長】子育て応援住宅支援事業につ

きましては、住宅のリフォーム、あるいは中古
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住宅の取得に対する支援になっておりますが、

その対象が、まず一つが、3世代同居・近居、お

じいちゃん、おばあちゃんと子ども夫婦が新た

に同居するとか、そういったものをきっかけと

した中古住宅の取得やリフォーム、それともう

一つは、多子世帯ということで、3人以上の子ど

もさんがいらっしゃる世帯への支援という二本

立てで行ってきております。

実績としましては、この事業は令和元年度か

らスタートしておりますが、令和元年度の実績

が、年間で64件、令和2年度の実績が85件、今年

度は、年度途中ではございますが、9月末時点の

実績としまして55件というような状況になっ

ております。

【北村副委員長】わかりました。徐々に微増し

ていっているというような感じで、その64件、

85件というのが多いのかどうかというか、この

予算の執行の状況としては、全部使い切ってい

る感じなんですかね。

【高屋住宅課長】 予算上は150件分の予算を取

っておりますが、それには至らないというよう

な状況でございます。

【北村副委員長】 150件を目標にされていると

いうようなことですから、今後、それに向かっ

てどうやって事業を組み立てていくかというこ

となんでしょうけれども、アンケートなどをや

っているというようなことで、課題を明確化し

て見直ししたいという文言が並んでおります。

そのアンケートの結果や課題というものをど

う捉えられているのか、ご答弁をお願いいたし

ます。

【高屋住宅課長】アンケート結果によりますと、

やはりこの事業があったことで中古住宅取得で

あるとか、リフォームであるとか、そこに踏み

切ったというような意見が多数寄せられており

ます。

ただ、やはり市町ごとに少し傾向が変わって

おりまして、長崎市などにつきましては予算以

上の相談があって、お断りするような状況なん

ですけれども、逆に離島・半島部では、なかな

か要望がなくて予算を余らせているという状況。

それから、現在の多子世帯、3世代という縛りが

ちょっときついのかなというところもございま

して、来年度以降は、そこに「職住近接」だと

か「育住近接」、少しそういう観点を加えて、

離島・半島部でも、もう少し使いやすいような

制度になればいいなということで、現在、検討

を進めているところでございます。

【北村副委員長】わかりました。中古住宅であ

るとか取得していただければ、定住人口につな

がっていくし、これが、人口減少のさなかであ

りますが、出生率の増加にもつながっていくよ

うな、住まいを確保するというのは非常に重要

な事業かなと思っております。

ぜひ、この150件が、もっと予算要求しなくち

ゃというような状況になるように頑張っていた

だきたいなと思います。以上です。よろしくお

願いします。

【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、土木部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時３３分 休憩 ―

― 午後 ３時３３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、土木部関係の審査を終了

いたします。



令和３年１１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）（１２月９日）

- 48 -

本日の審査はこれにてとどめ、明日12月10日
金曜日は、午前10時から委員会を再開し、文化

観光国際部関係の審査を行います。

土木部の理事者の皆様におかれましては、大

変お疲れさまでございました。

本日は、これにて散会いたします。

― 午後 ３時３４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１２月１０日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ２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

〃 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

〃 清川 久義 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 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

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。

【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部長説

明資料をお願いいたします。

文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第127号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予

算（第16号）」のうち関係部分であります。

はじめに、第127号議案「令和3年度長崎県一

般会計補正予算（第16号）」の関係部分につい

てご説明いたします。

予算額は、歳出予算で合計3,386万9,000円の

減であります。

これは、文化観光国際部職員の給与費につい

て、関係既定予算の過不足の調整に要する経費

であります。

この結果、令和3年度の文化観光国際部所管

の歳出予算額は132億1,669万4,000円となりま

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】 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。

【前田委員】 おはようございます。

今、部長から説明がありましたけれども、関

係既定予算の過不足調整とかいう説明がありま

したが、コロナ禍の中で、結局、当初予算を組

んで執行できなかったものとか、そういうもの

が出た場合には、早い段階で見越せるものは予

算の組み換え等もしてほしいということを早い

時期から話しておりまして、それは努めていき

ますということだったんですけれども、この議

会を迎えるにあたっての予算の執行状況という

のは、どんなふうになっているんですか。

それと、そこに併せて執行残というのがどれ

ぐらいそれぞれの事業で残っているかというの

を、概略でいいので少しお話していただけます

か。コロナで影響があった分ということで結構

です。

【中村(一)分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時 ３分 休憩 ―

― 午前１０時 ３分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 再開いたします。

【土井口次長兼文化振興課長】委員ご指摘の予

算の執行残の部分についてでございますが、現

在、各課とも今年度事業を実施している段階で

ございまして、我々の計画では予算の減額等に

つきましては次の2月議会でさせていただくと

いうことで、今現在、進捗状況がどの程度かま

では端的に押さえていないというのが現状でご

ざいます。

【前田委員】 了解しました。

そうした中で、最後を締めてみないとわから

ないというのもあるんでしょうけれども、コロ

ナでできなかった事業というのが、それぞれ結

構あるんですかね。そこをざっくりでいいので

少しお話いただければ、答弁いただければ。特

にないという理解でいいんですか。

【佐々野国際観光振興室長】国際関係につきま

しては、特に国際航空路線、クルーズ船につき

ましては、外国との往来ができない状況にあり

ますので、そういった費用につきましては、先

ほど文化振興課長から説明がありましたように、

3月補正になると思いますけれども、そこに向

けて今調整をしておりますので、ほぼエアライ

ンとクルーズについては未執行という状況にな

っております。

【江口国際課長】国際課でも、今年は、上海市、

それから湖北省との周年の年でありましたので、

訪問団を中国に派遣する、もしくは訪問団を受

け入れるといった予算を計上しておりました。

ただ、海外への渡航がまだ制限が緩和されてな

い状況ですので、こういったものが実施できて

おりません。それにつきましては、代わりにオ

ンラインでの交流、それから上海事務所が現地

に赴いて、いろいろＰＲイベントをする中で、

式典なども併せて実施しておりますけれども、

やはり当初組みました予算は大分減額すること

になるかと思っております。

【土井口次長兼文化振興課長】文化振興課でも、

同じく国際関係で組んでおります事業について

は、招聘その他ができない状況でございますの

で、その分については3月になろうかと思いま

すけれども、減額させていただく予定にしてお
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ります。

【永峯観光振興課長】観光振興課関係の事業で

申し上げますと、国境離島交付金を活用して離

島への誘客を促すしま旅滞在促進事業という事

業がございますが、こちらの事業につきまして

は、県民キャンペーンの停止と連動させて停止

等の期間がございましたので、そういった意味

で未執行の部分がございます。

【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】 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127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。

文化観光国際部においては、今回、委員会付

託議案がないことから、所管事項についての説

明及び提出資料に関する説明を受けた後、陳情

審査、所管事項についての質問を行います。

まず、文化観光国際部長より、所管事項説明

を求めます。

【中﨑文化観光国際部長】それでは、観光生活

建設委員会の部長説明資料をお手元によろしく

お願いいたします。1ページでございます。

文化観光国際部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について）

新型コロナウイルス感染症の影響により、本

年9月に開催予定でありました県内の大学生及

び留学生を対象とした講演を中止した事案につ

いて、和解及び損害賠償の額の決定を地方自治

法第180条の規定に基づく軽易な事項として専

決処分させていただいたものであります。

当案件は、講演に招聘予定であった講師の航

空券取消手数料が発生し、その手数料である1
万5,830円を賠償金としたものであります。

次に、議案外の所管事項について、主なもの

についてご説明いたします。

（国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭につ

いて）

去る11月12日、本県で令和7年度に開催予定

の国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭につい

て、第1回目の有識者会議を開催いたしました。

今後も、引き続き有識者の方々のご意見をお聞

きしながら、基本構想（案）を作成するととも

に、来年度には県実行委員会を設立し、基本構

想（案）の承認や実施計画の策定を進めてまい

ります。県としましては、海外交流により発展

してきた歴史的特性を活かした観光振興やまち

づくり、国際交流にも繋げられるよう、本県な

らではの国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭

の開催を目指して、準備を進めてまいります。

文化の振興につきましては記載のとおりでご

ざいます。

（世界遺産の保存活用について）

本県や熊本県に数多く存在するキリスト教関
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連遺産などを歩いて巡るルートとして創設した

「世界遺産巡礼の道」につきましては、県の全

世帯広報誌等による周知啓発をはじめ、去る10
月10日の「ＪＲ九州ウォーキング」において、

ＪＲ浦上駅から日本二十六聖人殉教地などをた

どるコースを歩くイベントとして実施し、県内

外から約450名の参加がありました。今年度は、

案内のためのルートブックの作成やサインの設

置など、定着化や利用促進に向けた環境整備を

進めてまいります。

今後とも、世界遺産を通した地域の活性化や

県内各地の新たな魅力づくりに取り組んでまい

ります。

（観光の振興について）

去る11月9日、令和4年秋の西九州新幹線開業

にあわせて実施する「佐賀・長崎デスティネー

ションキャンペーン」に先立ち、長崎・佐賀両

県の観光ＰＲを行う「全国宣伝販売促進会議」

を佐賀市内において開催いたしました。これは、

西九州新幹線の開業に向けた誘客拡大の取組と

して、全国の旅行会社等に対して本県の魅力を

効果的に発信し、旅行商品の造成促進を図るこ

とを目的に行うものであり、今後も来年の「佐

賀・長崎デスティネーションキャンペーン」本

番に向けて素材の磨き上げやおもてなし向上な

ど、官民一体となって受入態勢の充実に努める

ことで、誘客促進を図ってまいります。

（インバウンドの推進について）

これは（追加1）の1ページ、下から7行目から

でございます。

新型コロナウイルス感染症の水際対策につい

て、11月8日からビジネス関係者や留学生、技能

実習生に対する入国制限が大幅に緩和されたも

のの、感染力の強い変異株の感染拡大を受け、

11月30日から当面年末まで全世界からの新規

入国が原則停止されるなど、順次水際対策が強

化されております。

本文の3ページに戻っていただきます。

県としましては、引き続き、国の水際対策の

検討状況などの情報収集を行うとともに、コロ

ナ収束後に本県を旅行先として選んでいただけ

るようＷｅｂ、ＳＮＳによる情報発信のほか、

現地におけるプロモーションにも取り組んでま

いります。

続きまして、4ページでございます。

（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、テストマーケテ

ィングを実施することとしており、市町を通じ

て募集・選定し、11月15日から開始したところ

であります。年度内に今回実施分を含め3市町

の商品のテストマーケティングを実施すること

としており、今後は、情報の受信機能とともに、

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。

5ページでございます。

（拉致問題について）

北朝鮮による拉致問題は、国の主権と国民の

生命・安全に関わる重大な問題であり、引き続

き国や県議会と連携して広報、啓発活動を行い、

拉致問題への理解と関心を深める取組を進めて

まいります。

（スポーツの振興について）

これは下から5行目からでございます。

去る11月14日、諫早市の本明川下流域におい

て、県ボート協会、県、市ほか関係団体をメン
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バーとした実行委員会と諫早湾干拓にぎわい創

出協議会主催による「第2回本明川スポーツフ

ェスタ」を開催しました。

昨年度末に長崎県と諫早市で設置しました常

設センターブイの竣工記念イベントとして位置

づけられた本フェスタでは、「早慶レガッタ」

と銘打った早稲田大学漕艇部と慶應義塾大学端

艇部による対抗戦や地元競技者によるレースで

大いに盛り上がるとともに、一般の方を対象と

したボート試乗会なども実施し、来場者には本

明川下流域の恵まれた環境を十分に堪能してい

ただくことができました。

今後も、地元諫早市を中心に、県やボート協

会、スポーツコミッションなど、官民が一体と

なって、水上イベントの開催やボート競技の合

宿誘致など、本明川下流域のにぎわい創出に取

り組んでまいります。

事務事業評価の実施につきましては、記載の

とおりでございます。

第2期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略

の進捗状況につきましては、記載のとおりでご

ざいます。

（施策評価の実施について）

8ページをお願いいたします。上から8行目か

らでございます。

今後の方向性としましては、文化や食などの

地域資源を活用した滞在型観光コンテンツの充

実等による観光まちづくりを進めることで、観

光客のリピーター化と観光消費の拡大を図ると

ともに、団体から個人旅行への転換やマイクロ

ツーリズムなどコロナ禍を経て変化する新たな

旅行需要へも対応してまいります。

また、インバウンドについても、コロナ後の

環境変化を踏まえた情報発信や受入環境を整備

するとともに、国際定期航空路線やクルーズ船

の運航再開に向けて航空会社等と連携して取り

組むことで、早期の需要回復を図ってまいりま

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、提出のあった「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資料」

について、説明を求めます。

【土井口次長兼文化振興課長】「政策等決定過

程の透明性等の確保及び県議会・議員との協議

等の拡充に関する決議」に基づきまして、本委

員会に提出いたしております文化観光国際部関

係の資料についてご説明申し上げます。

お手元の観光生活建設委員会提出資料をご覧

ください。資料は、いずれも9月から10月までの

実績について記載させていただいております。

資料の1ページをお開きください。

陳情・要望に対する対応状況でございます。

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

9月から10月までに県議会議長あてにも同様の

要望が行われたものは、雲仙湯元ホテルほか3
施設からの「雲仙八万地獄災害に係る緊急要望

について」、長崎県離島振興協議会、長崎県過

疎地域協議会からの「離島・過疎地域の振興施

策に対する要望」及び「新型コロナウイルス感

染症対策に関する要望について」、五島市から

の要望、「特定有人国境離島地域社会維持推進

交付金（航路・航空路運賃低廉化）の対象者拡

大について」の5項目で、それぞれに対する県の

対応をお示ししているところでございます。

次に、資料9ページをご覧ください。

附属機関等の会議結果でございます。9月か

ら10月までの実績といたしまして、第2回長崎
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県スポーツ推進審議会において、ながさきスポ

ーツビジョン（2021～2025）に関わる各課の令

和4年度事業案についての審議がなされており、

その概要を記載しているところでございます。

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)委員長】 次に、観光振興課長より補

足説明を求めますが、別途説明の申し出があっ

ておりますので、これを許可し、併せて説明を

求めます。

【永峯観光振興課長】それでは、私から観光振

興基本計画に掲げる事項の実施状況について、

まずご説明を申し上げます。

資料といたしましては、「観光生活建設委員

会 補足説明資料 長崎県観光振興基本計画

（2016～2020）に掲げる事項の実施状況につい

て」という資料をご覧ください。

これは、昨年度までが計画期間でございまし

た一つ前の観光振興基本計画の実施状況につい

て記載をいたしているものでございます。

1ページ目につきましては、施策の体系とい

うことで記載をいたしてございます。

観光振興の方向性といたしましては、上段真

ん中ほどに四角で囲んでおります。1番の観光

産業の活性化・高度化から5番の海外交流の歴

史等を活かした外国人観光客の誘客拡大、こう

いった柱に沿って施策を展開してきたところで

ございます。

その下半分のところに、それぞれの柱ごとに

施策の展開状況を記載いたしているところでご

ざいます。2ページ以降に、昨年度どういったこ

とに取り組んできたかということについて記載

をいたしてございます。

まず、1番目の観光産業の活性化・高度化でご

ざいますが、この点につきましては、主に宿泊

施設における付加価値を高めるという視点で、

質の高いサービスの提供に係る取組を展開して

きたところでございます。

一つ目の「・」のところにございます長崎コ

ンシェルジュ推進事業ということで、おもてな

しの部分はもちろんでございますけれども、そ

れに加えて長崎ならではの価値、あるいは魅力、

こういったことをお伝えすることができるプロ

フェッショナル人材の育成に取り組んでいると

ころでございまして、13名の方を認定いたした

ところでございます。

それから、その下、宿泊施設の品質認証制度

につきましては、なかなかコロナ禍で取組が進

まなかったというようなところもございまして、

目標には達していない状況でございますが、前

年度より3施設の増加が見られたところでござ

います。

それから、2番の地域と一体となった観光ま

ちづくりの推進と人材育成でございますが、ま

ず1つ目、これは市町、あるいは観光協会、こう

いったところが実施いたします観光まちづくり

の取組に対しまして、21世紀まちづくり推進総

合補助金により支援をしているところでござい

ますが、昨年度は13件、約6,000万円の補助実績

となってございます。

それから、人材の関係でございますが、世界

遺産の背景等についてお客様にお伝えできるよ

うなガイドの方々の養成講座にも取り組んでい

るというところ、それから、障害者の方、ある

いは高齢者の方々に安心して旅行を楽しんでい

ただけるように、ユニバーサルツーリズムの受

入体制の整備にも取り組んだところでございま

して、昨年度は長崎空港にワンストップの窓口

を設けたという状況でございます。
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それから、3番目、交通基盤の整備と広域連携

の推進でございますが、来年予定されておりま

す西九州新幹線の開業、こういったことをはじ

めとした県内の様々な動きについて情報発信を

していく。それから、熊本県、大分県と連携し

た広域的な取組。また、ＪＲグループと連携を

いたしまして、来年度本番を迎えますけれども、

佐賀県と共同で実施いたしますデスティネーシ

ョンキャンペーンに向けた準備について取り組

んできたという状況でございます。

それから、3ページの4番目でございますが、

2つの世界遺産を中心とする歴史文化等を活用

した誘客拡大ということで、ガイドの利用促進

でありますとか、あるいはＪＲ西日本が実施す

るキャンペーンへの支援にも取り組んできたと

ころでございます。

最後に5点目、インバウンドの関係でござい

ますが、昨年度はなかなかインバウンドの動き

がなかったという状況でございますけれども、

今後のコロナ収束後を見据えて、情報発信等に

向けた取組といったことを実施いたしてきたと

ころでございます。

4ページにつきましては、計画に掲げており

ます目標値に対する実績値を記載いたしており

ます。昨年につきましては、なかなかコロナの

影響がございまして、数字は軒並み目標達成で

きなかったという状況でございます。5ページ

にそれぞれの項目について説明を記載いたして

いるところでございます。

最後に6ページでございますけれども、ここ

では5項目に分けまして、今年度以降取り組ん

でいく方向性といったものを記載いたしており

ます。リピーターを増やしていくための観光ま

ちづくりの推進、おもてなし力の向上、そして

また、感染症への対策といったような安全・安

心の視点、そしてまた、訴求力のある情報発信、

インバウンド観光の推進、こういった点につき

ましてどういった方向性を持って取り組んでい

くかということを記載いたしているところでご

ざいます。

それから、もう一つ追加でお配りさせていた

だいております資料についてご説明を申し上げ

ます。

資料につきましては、「観光生活建設委員会

補足説明資料『ふるさとで“心呼吸”の旅』の隣

県への対象拡大等について」という資料でござ

います。

このふるさとで“心呼吸”の旅につきましては、

県民向けの県内旅行キャンペーンということで、

これまで展開をしてきたところでございまして、

感染状況に応じて、これまで2度の停止といっ

たようなこともございましたが、現在のところ

は9月25日からキャンペーンを再開いたしまし

て、現在まで引き続いて継続して実施ができて

いるという状況でございます。

この県内旅行キャンペーンにつきまして、隣

県への拡大、それから期間の延長、こういった

ことが可能になるという国の方針が示されたと

ころでございますので、ここに記載のとおり、

対象者を隣県に拡大し、併せて実施期間を延長

するということで考えてございます。

（1）利用期間でございますが、12月15日から

対象者を隣県に拡大し、2月28日チェックアウ

トまでということで予定をいたしております。

期間につきましては、もともと年末までの予定

といたしておりましたので、2か月の延長とい

うことになってまいります。

それから、（2）対象者につきましては、県民

の方々は引き続きご利用いただけます。それに

加えまして、近隣県ということで福岡県、佐賀
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県、熊本県の方々も対象に加わってくるという

ことでございます。

これは、逆に、例えば福岡、佐賀、熊本のキ

ャンペーンに本県の県民の皆様も参加ができる

という状況が整っていっているということでご

ざいまして、若干開始の時期に差がございます

が、この福岡、佐賀、熊本とも、今週、来週あ

たりで拡大を予定しているということで聞いて

ございます。

それでは、（3）割引手法でございますけれど

も、これまでの手法といたしましては、宿泊施

設での直接割引、それから3つ目にあります旅

行会社経由での予約といったことで実施してま

いりました。

しかしながら、宿泊施設の方から、この直接

割引の予約状況等を集計して県に報告すること

等が非常に手間がかかっているというようなお

話も伺ってございますし、また、今後、残りの

予算額が絞られていく中で、予算管理といった

ところも十分やっていく必要がございますので、

この直接割引につきましては、年内の宿泊分ま

でということで取扱いをいたしまして、年明け

以降、1月1日以降につきましてはインターネッ

ト経由、宿泊予約サイトでのクーポン利用とい

うことで変更いたしたいと考えてございます。

旅行会社経由の予約につきましては、引き続き

取り扱っていくということで予定をいたしてお

ります。

（4）割引額等のところにつきましては、これ

は現状の制度と変わらず、旅行代金の50％、最

大5,000円を割り引くということ、それから地

域限定クーポンを1泊当たり2,000円付与する

ということでございます。

（5）利用に係る条件でございます。これは2
段階ございまして、まずは隣県の方々が本県に

お見えになる際には、これは国のガイドライン

による「ワクチン・検査パッケージ」の適用が

必須ということになってまいります。これは、

逆に本県の県民の方々が他県にお出かけになる

際も同様の取扱いとなってまいります。

県民の方々が県内を旅行する際の取扱いにつ

いて、少し分かれてございまして、年内は現状

と同様です。特に証明等は必要なくご旅行いた

だけますけれども、年明け1月以降は、県民の

方々が県内を動かれる場合も「ワクチン・検査

パッケージ」の適用が必須ということで、これ

が国の方から示されている方針でございます。

（6）予算の執行状況でございます。

まず、県民キャンペーンそのものの執行残見

込み、割引原資でございますけれども、これが

約7億円、10万人泊分という状況になってござ

います。ただ、今回の隣県への拡大に併せまし

て国の方から、②の方に記載いたしてございま

すけれども、これは5月の臨時会で予算を計上

させていただきました宿泊施設が取り組む感染

防止対策、あるいは前向き投資に係る費用につ

いて補助を実施するという事業がございました。

この事業の執行残について、各都道府県の実情

に応じてこのキャンペーンの方に流用して構わ

ないということが国の方から示されたところで

ございまして、本県におきましては、この執行

残が約9億円ということでございましたことか

ら、この分を今回、キャンペーン予算の方に活

用するということを考えてございます。この9
億円分で約13万人泊分を追加できるというこ

とで、先ほどの7億円と合わせまして合計で約

16億円、約23万人泊分の予算でこの隣県拡大に

取り組んでいくということを考えてございます。

この総対象者数につきましては、当初、予定

していた人数分が50万人泊ございましたので、
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今回の追加分を合わせますと、全体で63万人泊

分ということになります。これは単価差がござ

いますので、実績値とは若干異なってまいりま

すけれども、大枠としてはこういった数字にな

ってまいります。

それから、最後（7）のところに事業停止基準

と書いてございます。これはこれまでと同様の

取扱いでありますけれども、やはり感染状況が

悪化した場合には、先般新たに示された、これ

までステージと呼んでございましたが、今後は

レベルという表現になっておりますけれども、

国で示しているレベル3になった場合には停止

をするということで考えてございます。

説明は以上でございます。

【中村(一)委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり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、78番、79番、89
番、90番、102番です。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般についてご質問はあ

りませんか。

【小林委員】 おはようございます。

本当にこの2年くらいのコロナ禍の中におい

て、本県の基幹産業ともいうべき観光産業が甚

大な影響を受けたし、また現在も継続している

と、こういう状況が言えるのではないかと思い

ます。

それで、県当局としては、昨年度から今年度

にかけて117億円ぐらいの予算を積み上げて、

本県の特に観光産業の支援に多大な、積極的な

そういう成果をおさめているんではないかと、

こういう感じをいたしているところでございま

す。積極的な支援のおかげで、それなりの一定

の効果が出ていると固く信じているところでご

ざいます。

特に、3つの事業というのを展開されました。

まず第1番目に本県独自のステップアップ事業

です。これで雇用がどれくらい維持されたかと

いうこと。

それから、2番目に、いわゆる宿泊事業者に対

する感染防止対策を徹底されました。その実績

がどのような形になっているのか。

第3番目には、昨年6月から全国に先駆けて、

いわゆる割引キャンペーンという宿泊の新しい

キャンペーンに取り組まれたわけでございます。

ここの成果についても、どのような成果が出て

いるか。117億円の予算を使いながら相当な成

果を上げていると思いますけれども、この3つ
の事業の実績について、まずお尋ねをしてみた

いと思います。

【永峯観光振興課長】委員ご指摘のとおり、昨

年度新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、

多大な影響を受けた観光産業に対しまして様々

な支援を行ってきたところでございます。

代表的なものを3つご紹介いただいたところ

でございますが、まず1つ目、ステップアップ事
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業につきましては、国の臨時交付金を活用いた

しまして本県独自の取組として昨年度から展開

をしてきたところでございます。昨年の4月の

臨時会、それから5月の専決補正予算で予算を

いただいたもので雇用を維持できた人数といた

しましては2,200名。それから、今年度9月補正

予算でも関係予算をお認めいただきましたけれ

ども、こちらの中では3,200名ということで、昨

年度と合計いたしますと5,400名の方々の雇用

維持につながったものということで考えてござ

います。

それから、感染防止対策につきましても、こ

れも昨年度、それから先ほど少しご紹介申し上

げましたが、今年度につきましても予算を計上

して取り組んできたところでございます。

昨年度につきましては、実施件数といたしま

して330件、それから今年度につきましては480
件ということで、件数で申し上げますと810件
の施設の皆様方に活用いただき、感染対策はも

ちろんでございますけれども、今後の誘客を見

据えた前向き投資、ワーケーションの対応でご

ざいますとか、そういったものに対する支援に

取り組んできたところでございます。

それから、キャンペーンにつきましては、こ

れも何度か段階を分けまして展開をしてきたと

ころでございます。昨年度、県民の方々に向け

たキャンペーン、それから一部県外の方に向け

たキャンペーンも実施いたしましたが、昨年度

のふるさと再発見の事業では、宿泊の実績とし

ては約24万5,000人泊ということ。それから、昨

年度末から今年度当初にかけて実施いたしまし

た第一弾のふるさとで“心呼吸”の旅、こちらに

つきましては6.8万人泊ということでございま

す。

それから、第２弾のふるさとで“心呼吸”の旅

でございますけれども、これは少し数字が前の

数字で一旦申し上げますと、33.2万人泊という

ことで、これを合計いたしますと、キャンペー

ンの実績といたしましては、約65万人泊という

実績になってございまして、その観光消費額に

ついて推計をいたしますと、約168億円という

数字になってございます。

【小林委員】 大体今ご答弁をいただきまして、

その実績が一定の事業効果として私も評価をさ

せていただきたいと、こう思っているわけでご

ざいます。

このステップアップ事業でどれくらいの雇用

が維持できたかと、これが大体5,400名ぐらい

の数字が出ています。

また、宿泊事業者におけるところの感染予防

対策でトータル的に、これはちょっと少ないん

ではないかと大分心配をいたしておりましたが、

今のご答弁で約810件の実績をつくっていただ

いていると。

それから、何と言っても、こういう宿泊キャ

ンペーンという形で、5,000円ぐらいで果たし

てどうだろうかと考えておりましたけれども、

結果的に約65万人泊の実績をつくったという

ことでございますので、そこも一定の評価をし、

この65万人泊のいわゆる観光消費額が、今のお

話では168億円と、こういうことでございます

ので、これも観光産業、相当な打撃を受けまし

たけれども、それだけの積極的な支援の結果が、

こういう数字を残していただいているというこ

と、それなりに、何度も言うように一定の評価

を私はいたしたいと思いますから、ぜひそれを

ひとつばねにしながら、これから隣県拡大と、

こういう形で取り組んでいただくことを、また

さらにお願いをしたいと思うわけであります。

そこで、今、説明がございました第２弾のふ
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るさとで“心呼吸”の旅キャンペーンの隣県拡大

が12月15日から2月28日まで、つまり2月いっぱ

いまでこれが延長されて、また新たな方式で始

まるということで、大変な期待を寄せていると

ころでございます。

それで、いつも申し上げますように、やっぱ

りきちんと成果を押さえながら、それを今言う

ばねにして、また次なる戦略を打っていただき

たいと、いつもそう願っているわけであります。

それで、第２弾というのがたしか4月15日か

らスタートしたと思います。そういう状況の中

で、今日までの第２弾の実績がどのような形に

なっているか、重ねてお尋ねをしたいと思いま

す。

【永峯観光振興課長】この第２弾のふるさとで

“心呼吸”の旅のキャンペーンの実績でござい

ます。これは少し細かく申し上げますと、宿泊

施設への直接割引の実績が25万4,000人ほど、

それから旅行会社経由のものが2万7,000人ほ

どということで、この部分の実績で約28万人泊

分ということになってございます。

それから、今の時点で年末までの予約が入っ

ているものもございます。こういったものが旅

行会社、直接割引合わせまして約14万人泊分ご

ざいますので、この年末までの利用の見込み分

も含めますと、現時点で約42万人泊分の実績と

いう状況になってございます。

【小林委員】直接のものと旅行会社を通してと、

等々の状況の中で、要するにこの12月末の見通

しを入れて、今のお答えでは約42万人泊という

実績を今申し上げられたわけでございます。

これは大体どうですか、今のこの42万人泊と

いうのは、あなた方が見通しを考えられておっ

て、第２弾の結果としてはこれに満足している

のか。すごい成果だったのか、少し足りなかっ

たのか、その点についてはいかがですか。

【永峯観光振興課長】この第２弾のふるさとで

“心呼吸”の旅キャンペーンにつきましては、

今年度当初に専決補正で予算をお認めいただい

て展開をしてきたものでございまして、その当

初の見込みといたしましては約50万人泊分と

いうことで予算を計上いたしたところでござい

ます。

この間、感染状況の悪化に伴い2回の停止が

ございました。最初の停止期間が70日間、それ

から夏の第5波の時には46日間の2回の停止期

間があったということを踏まえたうえで、この

42万人泊という実績を考えますと、若干当初の

50万人泊には届いていない部分はございます

けれども、一定ご利用いただいたものがあった

というふうに捉えてございます。

【小林委員】50万人泊を目標にしながら、42万
人泊に大体落ち着いたということ、今お話のと

おり、途中で中止とか、いろんな大変な流れが

ありました。その中でそれだけの旅行代理店を

通じて、あるいは直でやってこれだけの実績を

残したと。要するに幾らかの予算が残ったもの

を次なる隣県拡大に合わせて使っていただいて、

さらなる効果を考えていただきたいと思います。

それで、今、隣県拡大についての説明の中で、

大体お話の中にありましたけれども、重ねてこ

ういう今回の隣県拡大において、どれくらいの

旅行の需要を喚起していくのかと、この取組が

目標として非常に大事だと思います。その点に

ついてのお尋ねをしたいと思います。

【永峯観光振興課長】予算につきましては、こ

の県民キャンペーンの執行残が約7億円、10万
人泊分というのが一つ。それから、もう一つ先

ほども少しご説明いたしましたが、国の方から

感染防止対策事業の補助の執行残の流用が認め
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られたということで9億円分、約13万人泊分、こ

ちらを流用して追加したいと考えてございます

ので、合わせまして23万人泊分を追加し、隣県

拡大に取り組んでいくということで現在考えて

いるところでございます。

【小林委員】そういう取組で、要するに結果で

す、こういうところにつなげていただくことを

これまた要請をしておきたいと思います。

それから、そういう隣県拡大に併せて、いろ

いろ予算を流用していただくということである

けれども、宿泊施設の感染の防止対策、ここに

ついての執行状況はどうなのかということも関

心が我々はあります。特に、申請の時期をかな

り2～3回延ばされたと思います。そこまでしな

がらも、徹底的に感染防止対策を宿泊業者の皆

様方に徹底していただきたいというお願いをさ

れて、これまた一定の成果を生んでいるのでは

ないかと思いますが、ここの執行状況について

はいかがですか。

【永峯観光振興課長】この宿泊施設の感染拡大

防止対策事業でございますけれども、5月の臨

時会で予算をご承認いただきまして、それから

すぐ地元説明会に入り、事業者の皆様方への事

業のご紹介をさしあげてきたというところでご

ざいます。

今ご紹介ございましたとおり、当初、申請期

限は7月26日ということで設定いたしておりま

したが、まだ予算額に余裕があったということ

もございまして、期限を2度延長してきたとこ

ろでございます。1度目が9月末まで、それから

再延長といたしまして11月末まで、先月末まで

ということで延長してきたところでございます。

そういった中で、ここ最近の状況で申し上げ

ますと、補助金にかかる相談、あるいは申請が

非常に少なくなってきたということ、それから、

国からの内示額に対する交付申請率も11月末

時点で約58％ということで、内示額に対します

申請額が6割程度に達したということ。

それから、執行率も全国的な状況を見てみま

すと、これは少し集計の時期の関係で数字が変

わってまいりますけれども、10月末の時点では

48.9％となっており、全国で見ますと、申請率

としては全国5位ということで、県内の事業者

の皆様方に積極的にご活用いただいているよう

な状況もあり、それから、先ほど申し上げまし

たご相談の件数等も減ってきたということ。そ

れから、工事を行うに当たりましては、工期の

確保の問題等もございますので、そういったこ

とでこの11月30日をもって、この補助金につき

ましては締切りということにいたしまして、残

りの執行残9億円についてキャンペーンの方に

流用するということで考えてございます。

11月末時点で締切った申請状況で申し上げ

ますと、件数といたしましては約500件、金額に

いたしますと16億5,000万円分の補助の申請を

いただいているという状況でございます。

【小林委員】 今、ご答弁のとおり500件、16億
5,000万円と、こういう形の中で予算の執行残

が大体9億円ぐらいになっていると。これを次

なるキャンペーンに回したいと、こういう形で

ご答弁があっております。

先ほども言ったように、大変期待をしたいと

思います。今、コロナがどうにかこうにか一定

の落ち着きを見せていると。どうなるかわかり

ませんけれども、この状態でいけば大いなる期

待が持てるのではないかと、このように考えて

おりますので、これまでの成果と、これまでの

いろんな体験からくるところの課題、こういう

ものを併せて、ひとつ大いなる成果につなげて

いただくことを、これまた重ねてお願いをして



令和３年１１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）（１２月１０日）

- 61 -

おきたいと思います。

それから、いよいよ隣県拡大と同時に、全国

GoToキャンペーンがまたそれぞれ話題になっ

てきております。1月頃の感染状況を見ながら、

全国のGoToキャンペーンをどういう形でくっ

つけていくかと、こういうことですから、隣県

拡大、それに全国GoToトラベルキャンペーン、

こういうことで本当に致命的な打撃を受けた観

光業界も、大いに息を吹き返していただきたい

と、こういうふうに思うわけであります。

そこで、いわゆるエリアの拡大ということが

いろいろと話題になっております。このエリア

の拡大について、県内から県外、それからどこ

までと、そういうエリアの拡大についてはどの

ような受け止め方をされているか、ここについ

てお尋ねをしたいと思います。

【永峯観光振興課長】対象範囲の拡大について

でございます。

まず、隣県への拡大につきましては、11月下

旬に国の方から発表なされ、準備が整った団体

から順次拡大をしていくということで方針が示

されたところでございます。

その次のステップといたしましては、地域ブ

ロックということで国の方では想定をいたして

ございます。具体的には、本県が含まれる地域

ブロックということで申し上げますと、九州ブ

ロックということになりますので九州圏域とい

うことになりますが、そういった地域ブロック

への拡大といったところにつきましても、年明

け以降、適切なタイミングをもって判断してい

くということで伺ってございます。

それから、これは事業者の皆様方も非常に期

待が大きいところでございますけれども、GoTo
トラベルキャンペーンということで全国的な

GoToキャンペーンの展開といったところも今

国の方で検討なされておりまして、先ほど委員

ぁらお話がございましたとおり、年末年始の感

染状況、こういったものを勘案したうえで再開

について検討していくということでございまし

て、感染状況が落ち着いた状況が続けば、早け

れば年明け1月の下旬、あるいは2月の上旬とい

った時期から再開もあり得るのではないかとい

うようなことで国の方からお話を伺ってござい

ます。

それで、このGoToトラベルキャンペーンにつ

きましては、現状、ゴールデンウイーク前後ま

での実施ということで伺ってございます。国に

よる実施ということでございます。今後の状況

でどうなっていくかというところはまだはっき

りわかりませんけれども、ゴールデンウィーク

以降につきましては、都道府県の方でキャンペ

ーンを引き続き実施をしていくというようなこ

とを国の方は現在想定をいたしているところで

ございまして、今の予定どおりに進んでまいり

ますと、来年度につきましても国の実施、県の

実施によるキャンペーンが続いていくというこ

とで、私どもとしては今想定をしているところ

でございます。

【小林委員】 それでは、ただいま、これからの

取組、非常に期待の持てるお話が続いておりま

す。ぜひとも、言葉が現実につながるように、

結果につながるようにお願いをしておきたいと

思います。

最後に、一番大事なことは、冬場を迎えてお

るわけだけれども、これから感染の第6波がど

のようになるかということが最大の懸念です。

それで、当然この旅行については、感染対策は

何と言っても重要であると。こういう観点から、

例えばワクチンの検査パッケージだとか陰性証

明とか、新たな国の取組が出てまいりました。
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これも非常に皆様方がウェルカムでこれを受け

入れているわけであります。第6波の対策につ

いて、最後の取組、この皆さん方の取組がどの

ようになるかということをお尋ねしておきたい

と思います。

【永峯観光振興課長】感染防止対策と経済対策

の両立、これは従前から私どもも重要であると

いうふうに考えて取り組んできたところでござ

いますので、今回の「ワクチン・検査パッケー

ジ」の適用の徹底でありますとか、あるいは、

これも以前から取り組んでおります感染防止対

策、team NAGASAKI SAFETYの取組の強化と

いうようなところで、しっかりそうした感染対

策につきましても併せて取り組んでいきたいと

考えております。

【中村(一)委員長】 ここで換気のため、11時10
分まで休憩いたします。

― 午前１０時５５分 休憩 ―

― 午前１１時 ９分 再開 ―

【中村(一)委員長】 会議を再開いたします。

ほかに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。

議案説明資料の4ページに県産品のブランド

化のところに、「日本橋 長崎館」の記載がござ

います。前も質問したんですけれども、こちら

は平成28年から令和2年まで5か年契約をしま

して、本年度、令和3年からまたさらに5か年契

約をして、業務委託のような形で情報発信をさ

れております。

まず、これまでの5年間の成果と予算の状況、

そして、今後5年間の取組についてどのように

考えているのか、お尋ねいたします。

【長野物産ブランド推進課長】 「日本橋 長崎

館」のこれまでの取組のお尋ねでございますけ

れども、本年3月末までで「日本橋 長崎館」に

は約244万人の方にご来館をいただいていると

いう状況でございまして、この5年間の売上げ

で約9億4,000万円といったような状況でござ

います。

ここまでの成果といたしまして「日本橋 長崎

館」は情報の受発信機能の拠点として取り組ん

できているところでございます。これまで各市

町や事業者による「日本橋 長崎館」のスペース

を活用したイベントの開催ですとか、あるいは

ＳＮＳを活用した情報発信といったものを通じ

まして、オープン以降、数多くのメディアにも

取り上げられるなど、しっかりと情報発信を行

ってきたという状況でございます。

また、これに加えまして、ポイントカードに

よるリピーターの獲得ですとか、中に観光コー

ナーを設けまして相談対応、あるいはネットを

通じました通販の取組など、情報発信に努めて

きているというところでございます。

また、「日本橋 長崎館」では、フィードバッ

クによる商品改良ですとか、デザイン等の見直

しといったものをするために事業者からの出店

事業者に対するフィードバック、こういったも

のを行いまして、新たな取引でございますとか

開業につながったといった例もございまして、

アンテナショップとしてはこれまで首都圏にお

ける情報受発信の機能として、一定の役割を果

たしてきたのではないかと考えているところで

ございます。

今後につきましては、これらの場所をしっか

りと活かしていきたいと思っておりまして、や

はり新商品をテスト販売するといったところの

機能、いわゆる情報の受信機能について強化を

図ってまいりたいと考えてございます。

今回の部長説明資料にもご報告をさせていた
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だいておりますが、こういったチャレンジコー

ナーを設けまして、消費者のニーズをしっかり

とフィードバックするような機能、仕組みとい

うのをしっかりつくっていきたいというのがご

ざいます。

また、これまで首都圏では、いろいろなホテ

ル等でフェアを実施してきている中で、様々な

シェフの方ともつながりがございます。こうい

ったシェフの方にもご協力をいただきながら、

長崎館で食材のレシピの考案でございますとか、

あるいは、東京でしかできないような情報発信

といったようなところで、リアルとデジタルと

いったものを融合させながら情報発信について

も新たな取組としてやってまいりたいと考えて

いるところでございます。

【松本委員】質問は、特に予算を聞いているん

ですけれども、お尋ねを再度します。

【長野物産ブランド推進課長】予算としまして

は、毎年の家賃が約9,100万円かかっておりま

して、トータルの予算としましては約1億円を

計上しているところでございます。

【松本委員】アンテナショップの役割というの

は、こちらの資料にも書いてあるように、やは

り発信がメインではございますが、この事業を

これまで5年間やってきて、今後さらに5年間、

10年間の事業になりますが、今答弁にありまし

たとおり、売上げとか来場者もそうなんですけ

れども、コンスタントに家賃として毎年1億円

かかるということで、10年間になると10億円に

なるわけでございます。端的に、これまで5年間、

約5億円投資をして、今後さらに5億円の投資が

予定されます。コロナ禍の中で、またこれから

進めていかなければいけないと思うんですが、

今までの5年間を検証されて、今後の5年間に向

けて費用対効果とか、さらなる取組というのを

含めたうえでの次の5年間だと思います。これ

はあくまでも公募でやっておりますからですね。

その辺で、今後5年間に対して費用対効果を検

証したうえで取り組んでいこうと思われること

は何かあるのか、お尋ねいたします。

【長野物産ブランド推進課長】現在、アンテナ

ショップの成果を具体的に数値として示すもの

が、どうしても来館者でございますとか、売上

げといったところになってございます。

それともう一つ、商品の改良や新たな取組と

いった事例ですが、やはりこちらについても現

在25社の商品がここへの出展によって販路拡

大につながったという事例はございますが、具

体的な取引額とか状況というのをしっかりと押

さえているという状況ではないと認識をしてお

ります。

そういった意味では、先ほどの繰り返しにな

りますが、フィードバック機能ということで、

今我々が取り組もうとしているのは各市町の方

から商品を出していただいて、その商品につい

てしっかりと消費者のニーズ、あるいは今アン

テナショップにはいろんな意見を聞くような形

で委員の方もいらっしゃいます。例えばバイヤ

ーの方や料理研究家の方もいらっしゃいますの

で、そういった方の意見というのをしっかり付

して生産者の方に返していくと。それをしっか

り改良につなげていく事例というのを追いかけ

ながら、成果を見せていくような形をつくって

いければと考えているところでございます。

【松本委員】アンテナショップというのは土産

物屋ではないので、あくまでも発信であるので、

やはり大事なところはバイヤーとのマッチング、

要するにそこで売れたかというよりも、やはり

取引額、そこを契機としていかにビジネスチャ

ンスが広がったという商談の件数であったり、
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そういったものが大事になってくると思います

し、答弁にあったように市町との連携というの

も重要になってくると思います。

私も実際そこに行かせていただいて見せてい

ただきました。一生懸命頑張っていらっしゃる

のはわかるんですけれども、なかなかこの状況

の中で商談につながるというところではインパ

クトが足りないかなと感じております。

そこで、最近、長崎出身で東京に住んでいる

友人から話を聞いたんですけれども、今年に入

って平戸市がアンテナショップを6月に有楽町

につくったと。そのアンテナショップがちょっ

と独特で、お店じゃなくて飲食店をアンテナシ

ョップとしてつくって進出して、それが行列が

できるぐらいすごく人気になっているという話

を聞きました。そちらの事業に対しての概要を

お尋ねいたします。

【長野物産ブランド推進課長】平戸市のアンテ

ナショップについてのお尋ねでございますけれ

ども、今年の6月28日に平戸市の方で東京の千

代田区有楽町にアンテナショップを開設して、

席としては小規模でございますけれども、いわ

ゆるランチ営業ということで、幾つかメニュー

を設けまして営業しているというようにお聞き

しております。

私もその開業前に平戸市役所を訪れる機会が

ございましたので、今後の取組の中で、我々の

アンテナショップだけではなくて、いろんな意

味で連携できないかということでお聞きしたと

ころでございまして、今後、一緒に何らかの形

で連携ができないかとは考えているところでご

ざいます。

先ほどございましたように、開店以降もお昼

にはかなり、30人程度は並んでいるというふう

にもお聞きしております。そういったところか

ら、今、平戸市のアンテナショップの方では順

調に進んでいるとお聞きしているところでござ

います。

【松本委員】私もちょっと確認しましたら、こ

れは市の物産の事業として、家賃を市が負担し

て、運営委託費を月10万円その業者にお願いし

ているということで、メニューも平戸バーグ丼

とか、平戸鮮魚の漬け丼とか、平戸の物産、要

は平戸市の魚をそのまま直送で送って、そこで

食べていただくと。

私が思ったのは、その話を聞いた時に、やっ

ぱり「日本橋 長崎館」というのは、結局ものを

食べられるわけでないので、飲食店で実際に食

べてみて魚がおいしいと、こういうものがおい

しいと、そしたらまた取り寄せたいとなると思

うんですね。実際に陳列するだけでは限界があ

ると思うし、やはりイートインの部分というの

をもうちょっと強化していく。結局このアンテ

ナショップには、平戸の関係者、長崎の関係者

の人もお客さんを連れてよく集まるらしいんで

すよね。そのことがきっかけでバイヤーも、実

際に試食までできるわけですから、鮮魚の取引

が東京の商圏に入っていく、これは漁協も連携

していますから。だから、こういった具体的な

飲食へのアンテナショップの参入というのも今

後必要だと思いますが、その取組についてはい

かがでしょうか。

【長野物産ブランド推進課長】 現在、「日本橋

長崎館」におきましても、軽飲食という形でイ

ートインコーナーを設けてございます。やはり

簡単な料理、ちゃんぽんやトルコライスといっ

たものを提供するといった状況でございますが、

現在、スタッフのやりくりの問題で少し休業さ

せていただいておりまして、近々再開をするよ

うにしております。
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そういった中で先ほどございましたように、

やはり店内の食材や調味料を使って提供してい

くということが一つの情報発信にもつながって

いくものだと思っておりますし、販路の拡大に

もつながるのではないかと思っております。現

在、運営事業者とも、そういった面で私からも

話をさせていただきまして、「日本橋 長崎館」

に実際置いてあるものをうまく活用しながら、

そういったものをメニュー化していくというの

をお願いしながらやっているところでございま

す。

平戸市とも、どういった形で一緒にやれるか

というところも検討していければと思っている

ところでございます。

【松本委員】もう一つ、飲食店に絡めるところ

で、長崎にゆかりのある方とか、長崎の商品を

扱っている関東圏でのお店に対して、長崎県産

品応援店という制度があると伺ったのですが、

そちらの概要についてお尋ねします。

【長野物産ブランド推進課長】 これは首都圏、

関西圏も含めてでございますが、長崎県の産品

を積極的にご利用、あるいは販売していただい

ている店舗というものを応援店として認証をし

ているという制度でございます。店内には認定

のプレートやタペストリー、あるいはステッカ

ーといったものを掲示していただいて長崎県の

応援店だということをＰＲしていただくと。あ

るいは、「日本橋 長崎館」の情報についても掲

載していただいたり、またそこにパンフレット

なども置きながら協力していただくような制度

で、現在、首都圏と関西圏を含めまして約200店
舗の方に登録をいただいている状況でございま

す。

【松本委員】ガイドブックを取り寄せたんです

けれども、今答弁にありましたとおり約200店

舗ございます。こちらも詳細に書かれておりま

して、要はここの200店舗は長崎出身者であっ

たり、長崎の食べ物を扱ってくださっていると。

だから、ここにももっと協力、インセンティブ

を何かつくって、そしてここの200店舗に要は

県産品をもっと積極的に仕入れていただく。そ

して、長崎県にゆかりのある方々、長崎出身者

で関東圏にいらっしゃる方にぜひ応援していた

だくような働きかけ、そういったものをしてい

けば、せっかく200店舗登録いただいているの

で、これをもっと活かせないかなと思っており

ます。やはり店頭に並べるよりも、実際に食べ

てみないことにはその物のよさというのがわか

らないと思うんですね。そこの部分で扱ってい

ただける店舗をどんどん増やしていくには、こ

の200店舗をいかに活用するかというのは大変

重要になってくると思います。

アンテナというのは、何度も言いますが、発

信であって、ただ売っているだけでは何も発信

できませんし、やっぱり47都道府県の競争にな

ってきますので、そこをぜひ今後とも積極的に

取り組んでいただくことをお願いします。

あと一つ、コロナ禍を受けて、今旅行もトレ

ンドが変わってきたのかなと思っております。

つまり、団体旅行というような密を避けて個人

旅行、そして県内旅行というようなマイクロツ

ーリズムへの需要が高まっていると思います。

その需要に対して、やはり戦略的に取り組む必

要があると思うんですが、その対策についてお

尋ねいたします。

【永峯観光振興課長】今ご指摘ございましたと

おり、近年、旅行の形態、あるいは観光客の方々

のニーズの変化というところで、団体から個人

へという動きがあっていたところでございます

けれども、それがコロナ禍を経てさらに加速し
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たということで私どもとしても受け止めている

ところでございます。

そしてまた、親しい間柄の方々でのご旅行で

あったり、あるいは近隣地域へお出かけされる

ような動きというのも強まってきているのでは

なかろうかということで考えてございます。

そういった意味で、旅行のニーズがより細分

化されていくということを踏まえますと、これ

はこれまでも取り組んできたところでございま

すけれども、より地域の魅力、あるいは地域資

源を活かした観光コンテンツの開発、こういっ

たところがより重要になってきていると考えて

おりますので、そういったところに力を入れて

取り組んでいるところでございます。

いわゆる売りたい商品ではなくて、売れる商

品づくりというところを目指して、民間の専門

家の知見等もお借りしながら、取り組んでいる

ところでございます。

もう一つ、具体的なものといたしまして、体

験型の旅行商品の販売に県の観光連盟の方でこ

の10月から取り組んでいるところでございま

して、旅行者の方々へ体験型商品等をしっかり

ＰＲして売っていくということを始めたところ

でございます。

【松本委員】今の答弁にありました体験型、要

は長崎県内着地型旅行商品、要は日帰り旅行は

できるけれども、県内の人も今“心呼吸”の旅

とか再発見で県内旅行をしようと思いますが、

どこに行くかという情報が足りないところがあ

ると。

そこで、今答弁にありましたとおり10月に

「ＶＩＳＩＴながさき」というホームページ、

Ｗｅｂ上で予約から決済まで完結するホームペ

ージをつくって、そこで様々な県内の日帰り旅

行のプランを販売しているということですが、

実績はどのようになっているでしょうか。

【永峯観光振興課長】今ご紹介がございました

「ＶＩＳＩＴながさき」につきましては、10月
末にその販売を開始したところでございまして、

11月の実績といたしましては32件ということ

で、まだまだ少ない状況でございますが、これ

を今後増やしていくというところでの取組を強

めていきたいと考えております。

【松本委員】見させていただいたんですけれど

も、意外と日帰り旅行をされない大村、諫早も

プランがあって、そして企画がしっかりできて

いて、価格もすごく安くなっています。これだ

ったら気軽に行けるなとは思うんですが、やっ

ぱりまだ周知が足りないんじゃないかと思いま

すし、今、“心呼吸”の旅もありますし、それ

と併せれば、ただ旅館に泊まるだけじゃなくて、

地域の資源というものを、県民の方が回ってい

ただくことによって、また文字どおり再発見で

きるわけですから、ここはもっと積極的に、ま

だ始めたばかりではございますが、今の割引と

併用して取り組んでいただきたいと思います。

最後にあと一つだけ。感染防止対策も必要な

んですけれども、先ほど答弁があった、残った

金額があると言いましたけれども、その感染防

止以外にも前向きな投資に対しての補助が今回

コロナ対策であったと聞きました。要は、これ

を機に、新たな投資を宿泊施設がいろいろ取り

組んだという実例が、成果がありましたらお尋

ねいたします。

【永峯観光振興課長】ご指摘の事業につきまし

ては、先ほど隣県への拡大の際に少しご紹介い

たしました感染防止対策の補助金の事業の中で、

いわゆる感染症対策だけじゃなくて、前向き投

資の部分も含めて取り組むことができるという

ような事業がございました。この中で具体的な
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取組といたしましては、一つはワーケーション

スペースの整備といったところが非常に多うご

ざいました。それから、バリアフリー対策に取

り組まれる施設も多かったということ。また、

やはりコロナ禍の中で、アウトドアでの楽しみ

を希望されるお客様が増えてきたということで、

釣りやサイクリング、海での体験とか、そうい

ったアウトドアの旅行需要への対応の投資をさ

れる施設が多かったという状況でございます。

【松本委員】 やはり今後に向けて、今、アウト

ドアの需要もかなり上がっていますし、グラン

ピングも大変今流行っております。特に、自然

が豊かな長崎県にとって、逆にチャンスの部分

もあるのかなと。ただ、投資するにはなかなか

厳しいという時に、今回のこの補助で500件、16
億5,000万円使われたと伺いました。この制度

は終わってしまったんですけれども、この成果

というものを同業者の方々にも周知して、そし

て、成功事例として、今後もそういった補助が

あれば使っていただいて、さらなる顧客獲得に

つなげていただきたいと思いますし、この事業

は今年度で終わりですけれども、さらなる投資

を今後やはり国に要望して、成果を上げたこと

も報告して、有効的に使っていただきたいと思

いますが、今後についてのご見解をお尋ねしま

す。

【永峯観光振興課長】これまでこうした宿泊施

設の向けの補助事業というものが、私ども観光

振興課の施策としては少なかったわけでござい

ますが、今回、コロナ禍というタイミングの中

で、昨年度から今年度にかけて施設のグレード

アップに対する事業ができたというのは、一つ

大きな成果であったのではないかというふうに

考えております。今後につきましても、財源の

問題等ございますが、国の制度等をうまく活用

しながら、そういった取組を進めていきたいと

考えます。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はございません

か。

【坂口委員】私からはスポーツの振興について

伺いたいと思います。

ご説明いただいた議案外の資料のうち5ペー

ジです。

11月14日に第2回本明川スポーツフェスタが

開催されたと。ボートの早慶戦が開催されてお

りました。私も、午前中行けなくて、午後から

伺ったのですが、競技関係者、それから見物客、

結構な人が来場されていて、にぎわいが創出さ

れていたのかなと思います。半面、課題として

も幾つか気になったところがありまして、今か

ら申し上げます。

まず、アクセスです。住宅地を通って行かな

いといけないと。結構生活道路と言っていいよ

うな、かなり狭隘な道路を通って行かなければ

ならないと。

そして、駐車場です。駐車場は場所的にない

ようで、一般の方は遠くにとめられてバスで行

くとか、歩いて行くとかですね。それから、諫

早市の排水機場の中を通って行くのか、中と言

っていいのかわからないですけれども、諫早市

の施設の中を通って行かないといけないと。そ

して、堤防があってと。敷地というか、会場自

体は細長い形状で、そういったところがちょっ

と気になったところではあるんですけれども。

干陸地は、ほかに深海干陸地というところがあ

りまして、そこはアクセスも国道207号からす

ぐ入っていけるような状況でもありますし、駐

車場も割と広い駐車場が整備をされていると。

クロスカントリーコースがあったり、例年です

とコスモスが植栽をされていたり、そういった
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地域の取組との連携も期待できるという中で、

その辺の課題をどのように認識されていたのか

というのを、まず伺いたいと思います。

【野口スポーツ振興課長】本明川下流域のボー

ト練習場、ないしは大会の会場としての拠点整

備につきましては、地元諫早市と県と積極的に

取り組んでいるところでございますけれども、

本会議でも部長から答弁させていただきました

けれども、当面、特に大会開催の面におきまし

ては、どういう大会が呼べて、どこまでの整備

が必要となるか、大会開催の需要だとか、費用

対効果もにらんだ検証が必要だと認識しており

ます。従いまして、まずは北部九州インターハ

イを誘致する、並びに誘致が決定した際にはそ

の検討実施、検討において今後の誘致拡大に向

けた検証をしたいと考えておりまして、当面は

課題が多いんですけれども、現在地での施設の

拡張をまず進めざるを得ないかなと考えており

ます。

先ほど委員がおっしゃったアクセスの面で、

住宅地を通るということに関しましては、例え

ば標識とか案内をしっかり設置するとか、駐車

場につきましては、今回のイベントでもパーク

アンドライドという形で運搬をさせていただき

ました。それと、環境につきましては、今後ど

ういうふうな改良が可能かということを検討し

てまいりたいと思います。

お尋ねの深海地区につきましては、干陸地で

ございますので地盤をはじめとしたインフラの

調査、それから所管の国土交通省や地元諫早市

との調整など、県と諫早市において、今後、時

間をかけて検討する必要があると考えておりま

す。現在、クロスカントリーコースが整備され

ていることもございまして、ボートに限らず、

様々なスポーツの活用可能性が考えられるとは

認識しておりますので、前向きに検討してまい

りたいと考えております。

【坂口委員】今後、深海地区の調査については

諫早市と時間をかけて行っていきたいと。ただ、

前向きに検討していきたいと。どちらなのかち

ょっとわからないところがあるんですが、大会

規模や費用対効果というふうにご答弁なさいま

したけれども、例えば深海地区の敷地を活用す

ることによってどれぐらいの大会が誘致可能で

すよとか、そういう逆の発想も必要じゃないか

と思うんですね。あくまでも現会場だけを拠点

にして、そこから誘致活動をされるとなれば、

結果的にはもうそこにしかならないということ

になってしまいますので。今の深海の敷地で何

ができて何ができないのか、そのあたりを少し

具体的に今後調査をお願いしたいと思いますの

で、その点についてご答弁をいただきたいと思

います。

【野口スポーツ振興課長】ボートについては時

間をかけてということと、それからスポーツの

可能性で私が先ほど申し上げたのは、クロスカ

ントリーコースとか、そこの敷地を使ったスポ

ーツの可能性というのは非常に高いと感じてお

りまして、そこは前向きにいろんな可能性を検

討してまいりたいということでございます。

大会の誘致に関しまして、規模云々とニーズ

ということを申し上げた理由は、今回、東京オ

リンピックで東京海の森水上競技場が新たに整

備されました。国際大会用の施設として新たに

相当な金額をかけて整備したということで、当

分の間、国際大会とか大規模大会は、これまで

の戸田に加えて、この海の森水上競技場を活用

するように誘導していくということをボート関

係者からも伺っております。

したがいまして、果たして長崎県でどこまで
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の大会が呼べるか、特に、諫早市長は国際大会

というふうに申し上げておりますけれども、そ

こは非常に理想的でございますが、現実的に国

際大会をどれだけ呼べて、そのためにはどれぐ

らいの件数がくれば費用対効果が見込めるか。

国際大会を誘致するにはかなりの施設整備も必

要になってまいりますので、そこを長崎県は、

とりあえず実施可能な段階からステップを踏み

ながら検討していきたいということでございま

す。

深海地区は確かに敷地的には大きな可能性が

あるというふうに十分認識しておりますので、

そこもしっかり受け止めて検討は進めてまいり

たいと考えております。

【坂口委員】そうですね。今の小野地区の会場

だけを見ると、やっぱりボートだけということ

になってしまいますので、深海だと、ほかのい

ろんな催しと連携したり、ボートに限らず地域

振興が図られると思いますので、その点をよく

ご検討いただいて、今後、調査を進めていただ

ければと思います。

以上です。

【中村(一)委員長】 ほかに質問がありますか。

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４０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、文化観光国際部関係の審

査を行います。

ご質問はありませんか。

【赤木委員】 何点か質問させていただきます。

まずは、午前中もありましたように“心呼吸”
の旅のことについて幾つかお尋ねをいたします。

このまま県民の皆さんに周知、ほかの地域拡大

ということでいくと、ちょっと誤解なり混乱を

招きかねない状況も考えられたので、詳しくさ

せてもらえればと思います。

まず、上からいきますけれども、利用期間、

対象者というのはわかりやすくていいんですけ

れども、割引手法ということで、宿泊施設の直

接割引は12月31日宿泊分までとなっておりま

す。しかしながら、対象者が12月15日から拡大

するということで、隣県の方もこの15日から31
日までは直接割引が可能という認識でよろしい

でしょうか。

【永峯観光振興課長】ご指摘のとおりでござい

ます。隣県の方々も12月いっぱいまでは直接割

引でご対応いただくということでございます。

【赤木委員】この文言のまま理解すればいいと

いうことですね。わかりました。

そうなった場合に、「ワクチン・検査パッケ

ージ」の適用が隣県の方は必要だということは、

12月15日から適用されるということになりま

すが、その周知というか、宿泊施設の対応が追

加されてくるのではないかと思いますが、そこ

ら辺も間違いなく、そして周知はしっかりしな

いといけないという認識ですか。

【永峯観光振興課長】今回、隣県に拡大するに

当たりまして、キャンペーンへの参加の各宿泊

施設に対しましては、改めて参加の意思を確認

する作業をいたしてございます。

これまでは県民の方かどうかを確認していた

だいていましたが、この拡大以降は、隣県の方

かどうかということに加えまして、「ワクチン・

検査パッケージ」の確認についても宿の方で行
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っていただくということについて同意いただけ

ますかということを、今まさに確認をしている

最中でございまして、そういったところにご同

意いただいた施設の中で展開していくというこ

とで考えてございます。

【赤木委員】 今まさに確認中だということで、

これまでより手続が少し煩雑というか、やるこ

とが増えるので、少し丁寧に取り組んでいただ

きたいと思いますが、長崎県民の皆さんから言

えば、1月以降は長崎県民の方も「ワクチン・検

査パッケージ」の適用は必須ということなので、

今までの“心呼吸”の旅と違い、長崎県民の方

も県内の宿泊する際には追加での作業というか、

そこの周知はもっと強力にしなければ混乱を招

いてしまうのではないかと思うんですけれども、

県民に対しての周知はいかがでしょうか。

【永峯観光振興課長】確かに県民の方々につき

ましても、年明けからは取扱いが変わってくる

というところがございますので、しっかり周知

を行っていきたいと考えてございます。まずは

現在もやっておりますけれども、県の観光連盟

の旅ネットを通じた周知を中心に、また予算と

の兼ね合いがございますけれども、新聞、テレ

ビ等広報媒体を使ったＰＲということも検討し

ていきたいと考えております。

【赤木委員】わかりました。ぜひ混乱が生じな

いように、それは県民の皆さんに対しても、宿

泊事業者の方に対してもそうですので、丁寧に、

そして県からもしっかり発信していただくよう

よろしくお願いいたします。

1月1日以降は、宿泊施設での直接割引はもう

なくなってしまうという記載もありますけれど

も、この宿泊予約サイトというのは、よくある

楽天とか、じゃらんとか、そういう大手サイト

での取組が可能になるということですか。それ

で対応するという認識ですか。

【永峯観光振興課長】いわゆるオンライントラ

ベルエージェント、ОＴＡ経由ということで考

えてございまして、今のところ、楽天、じゃら

んを想定して調整を進めているところでござい

ます。

【赤木委員】わかりました。なので見込みが立

てやすいと、いつ終わるのかというのは予算の

上限もあることですので、そのサイトを通じて

見込みが立てやすいということも理解をいたし

ました。

また戻りまして、「ワクチン・検査パッケー

ジ」のことなんですけれども、これは観光庁が

発信している取組をもとに、県でもそれに準じ

て行っていくということでよろしいでしょうか。

【永峯観光振興課長】国の方で今回示されてお

ります「ワクチン・検査パッケージ」のガイド

ライン、この運用に従ってということで考えて

ございまして、各宿泊施設に対しましてもこの

ガイドラインを送付したうえで、これに留意し

ながら確認を行ってくださいというお願いをし

ているところでございます。

【赤木委員】わかりました。やはり持って行か

なかった場合、例えばワクチンを打っていても

その証明がなされなかった場合は、観光庁の方

でも通常の割引は適用しない形で宿泊を促すと

か、そういうことも書かれていますが、やはり

最初は混乱をするかなと思いますので、そこも

宿泊事業者、県民の皆さんにも徹底した周知が

必要なのかなと改めて思っているところです。

予算の執行状況の方に移りますが、ここに記

載のとおり理解しますが、結局、福岡、佐賀、

熊本も同様のキャンペーンをされると、その時

期は多少違いますがということを先ほどおっし

ゃっていただきました。なので、これは長崎県
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民、福岡、佐賀、熊本の方がこの今の予算を使

っていくと。なので、福岡は福岡の予算があっ

て、長崎県民が使うこともありますと。各県で

宿泊事業者に対してという意味で、長崎県民と

いう枠ではないということなのか、改めて確認

させてもらえればと思います。

【永峯観光振興課長】ご指摘のとおりでござい

まして、予算の考え方といたしましては、県内

の宿泊施設に対する予算額という見方がわかり

やすいかと思います。つまり、長崎にお越しに

なるお客様、隣県の方々への原資として活用で

きる金額がこの金額ということでございまして、

逆に本県の県民の方が福岡、佐賀、熊本にお出

かけになる際には、それぞれ福岡県、佐賀県、

熊本県の予算を活用して割引が適用になるとい

う状況でございます。

【赤木委員】 わかりました。となると、今回、

始まる時期も県によってばらばらだというお話

だったんですけれども、終わる時期もそれぞれ

ばらばらになると。私、他県の予算の状況とい

うのはまだ知らないんですけれども、どの程度

のものがあるという認識ですか。

【永峯観光振興課長】他県の執行残が今どうい

う状況かというのは、申し訳ございません、私

どもも今数字としては持っておりませんけれど

も、当然それぞれにこれまでの執行状況には差

がございますので、その予算額の範囲に応じて

いつまで執行できるかというところは、今後、

多分決まってくるのであろうと考えております。

【赤木委員】最後に、事業停止基準についてお

尋ねいたします。

国の指標におけるレベル3で停止ということ

ですけれども、これは以前も、ステージという

考え方とか、多少変わりましたけれども、これ

で停止する場合はあるのかなと思っております

が、今回、対象者が隣県に拡大したことによっ

て、長崎県だけの判断でもなくなってしまうの

かなと思っております。

これまでのコロナの感染状況を見ても、やは

り都市圏というか、九州で言えば福岡が拡大し

てどんどん、さらに地域に、例えば長崎にも波

及してきたという流れがありましたので、例え

ば福岡の方が先に拡大していった時には、もう

全体的に停止になってしまうのか、そこの考え

方を教えてください。

【永峯観光振興課長】国の方から示されており

ます目安といたしましては、出発地、それから

着地、それぞれがレベル3となった場合には事

業停止ということでございますので、どちらか

がそういった状況になった場合には、今の事例

で、例えば福岡県がレベル3に仮になった場合

には福岡からのお客様の受入れをストップする

ということにおそらくなってこようかと思いま

す。ただ、その時に佐賀と熊本も同時に止める

かというところについては、その時点での現地

の感染状況でありますとか、当然本県がどうい

う状況かというようなことも踏まえながら判断

していくことになっていくのではないかと考え

ておりますけれども、基本的には発地か着地、

どちらかがレベル3となった場合には、どちら

かからの流れを止めるということでイメージを

いたしております。

【赤木委員】理解いたしました。この運用がし

っかりうまくいけば、先ほどから質疑があって

いますように県内の社会経済活動も活発になる

と思いますし、宿泊事業者、県民の方も喜ぶ施

策だなと思っておりますので、なるべく混乱が

少なくなるよう、引き続き取り組んでいただく

ようお願いをいたします。

次の質問に移りますが、「ワクチン・検査パ
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ッケージ」のお話を先ほどもさせていただきま

した。宿泊事業者に関しては周知もしっかり行

っている、運用についてはまさに周知の最中で

あるのかなと思ったんですけれども、この観光

振興だけじゃなくて、文化・スポーツの分野に

おいてもこのワクチン・検査パッケージの運用

なり、その周知なりをしていかなければならな

いのではないかと考えております。

そこで、今後の移動とかイベント、飲食につ

いてワクチン・検査パッケージを用いるように

なされておりますが、まずはスポーツの分野に

おいて、このワクチン・検査パッケージの導入

とか、その支援のあり方についてお尋ねをいた

します。

【野口スポーツ振興課長】ワクチン・検査パッ

ケージ制度のスポーツイベント分野での取扱に

関わってくると思うんですけれども、コロナ禍

においてスポーツ活動を維持、継続していくた

めの非常に有効な制度というふうに私どもは当

然歓迎するところでございます。全国の例を見

ますと、12月12日に定員6万3,000人の埼玉スタ

ジアムで、サッカー天皇杯の準決勝戦が行われ

るんですけれども、ここが同制度で人数制限を

撤廃して満席までの集客を狙うと聞いておりま

す。

本県の場合、関係する案件としましては、プ

ロチームのＶ・ファーレン長崎、それから長崎

ヴェルカがございますけれども、Ｖ・ファーレ

ン長崎につきましては、スタジアムの最大収容

人数約2万人の4割の8,300人がこれまでの上限

でございましたけれども、来シーズンからはパ

ッケージ導入で100％ラインを検討してまいる

ということでございます。導入のためには、感

染防止の安全計画の策定等が必要でございます

が、その県の窓口としましては当課が担当する

ことといたしております。

また、長崎ヴェルカにつきましては、10月の

開幕から各大会の最大収容人数の50％上限で

現在ホームゲームを開催しておりますけれども、

最大となる県立総合体育館におきましても、収

容定員が5,000人未満ということでございます

ので、感染防止安全計画の策定等は不要になり

まして、また、Ｂリーグは大声を出さないとい

う規定がございますので、全会場での100％入

場が可能になります。その場合、チェックリス

トを入手し、かつそれをホームページで公表し

ていただくという規定になっておりますけれど

も、そこはしっかり球団側と実施したいと思っ

ています。

また、プロ野球の公式戦も私ども誘致してい

るんですけれども、これにつきましても同制度

の活用を球団側、それから運営する球場側とし

っかり打ち合わせをして進めてまいります。

さらにもう一つ、スポーツコンベンションの

誘致も当課の方で実施しているんですけれども、

大会主催者にしっかり周知、それから働きかけ

を行うことで、市町と連携した誘致の拡大に注

力してまいりたいと考えております。

【赤木委員】既にいろんな取組が始まっている

ところもありますので、ぜひとも県民の皆さん

に混乱が起きないように引き続き取り組んでい

ただきたいと思います。

同様の質問になるんですけれども、文化、音

楽イベントが主になるのかなと思うんですけれ

ども、そちらの方に対してはいかがでしょうか。

【土井口次長兼文化振興課長】ワクチン・検査

パッケージにつきましては、これまで答弁の中

でスポーツ振興課長も申しましたけれども、人

の移動の分野における行動制限の緩和を可能に

するものということで、非常に有効なものであ
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ると私どもも考えております。

イベントの開催制限の考え方につきましては、

11月25日から県のホームページで県が周知を

図っておりますけれども、今後、音楽イベント

等については規模が小さい関係上、該当する案

件は少ないかと思いますが、感染拡大により行

動制限が課される中、コンサート等の開催につ

いて文化団体等から相談があった場合には、関

係関連機関や部局とも連携しながら、主催者の

不安を取り除けるよう、また、スムーズな開催

ができる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。

【赤木委員】ぜひ、おっしゃっているように円

滑に進むようによろしくお願いいたします。

では、先ほどスポーツ振興課長からも少しお

話がありましたが、長崎ヴェルカとＶ・ファー

レン長崎のことについてお尋ねいたします。

長崎ヴェルカについては、まさにシーズンの

真っ最中でございまして、成績も今、首位とい

うことで大変期待が持てる内容となっておりま

す。ホーム開幕戦においては、平田副知事も、

そして中﨑部長も来ておられ、私も行きました。

見ると、やはりバスケットだけじゃなく、そ

の前からのイベントといいますか、パフォーマ

ンスもものすごくクオリティも高く、新たなエ

ンターテインメント、そして可能性を私自身は

感じたんですけれども、実際スポーツ振興課長

も行かれていましたけれども、長崎ヴェルカ、

そしてヴェルカに付随する様々なイベントの可

能性をどのように感じたか、感想をぜひともお

聞かせいただければと思います。

【野口スポーツ振興課長】ご指摘のとおり、長

崎ヴェルカの試合に参りまして、ゲームのみな

らず、エンターテインメントとして非常に高度

な演出がなされているというイメージを受けま

した。チアリーダーによるレーザー光線を交え

た見事なチアダンス、それから長崎会場では龍

踊り、大村では鯨太鼓、佐世保ではよさこい踊

り、諫早では創生館高校のブラスバンド演奏が

冒頭に披露されまして、併せて来場者が参加す

るフリースローイベントも実施されていました。

お祭り気分を感じさせる市民参加型の非常に楽

しい演出がなされております。チームスローガ

ンが「ゼロから1へ」ということに象徴されます

ように、県民にわくわく感をもたらす新しいス

ポーツ文化が長崎に登場したのかなと感じてお

り、私どもとしましては、県民の機運醸成のた

めにしっかりとご支援、また支えてまいりたい

と考えております。

【赤木委員】力強い思いも聞かせていただきま

した。ありがとうございます。

まさにシーズン最中でもあり、まずはＢ2に
上がっていただいて、さらに盛り上がっていく

ことを私自身も期待しておりますし、また来シ

ーズンに向けても、さらにパワーアップした長

崎ヴェルカを期待したいと思っております。

続きまして、新生Ｖ・ファーレン長崎に対し

ては、シーズンも終わって、残念ながらＪ1昇格

はならなかったんですけれども、そちらに対し

ての受け止めもぜひお聞かせいただければと思

います。

【野口スポーツ振興課長】Ｖ・ファーレン長崎

につきましては、シーズン序盤がなかなか勝つ

ことができずに苦しんでおりましたが、徐々に

順位を上げて、最終的には4位という結果でし

た。残念ながらＪ1昇格はもう一年お預けとな

りましたが、21市町と様々な交流事業を実施し

ていただいたり、選手たちが一生懸命闘う姿を

通して、県民に夢と感動を与えていただいたと

感じております。チームを応援することで県民
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の一体感と、郷土愛の醸成という非常に高い効

果がございますので、今後も引き続き、同様に

支援してまいりたいと考えております。

【赤木委員】 私も、長崎ヴェルカ、Ｖ・ファー

レン長崎とも引き続き応援していきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

質問は以上ですけれども、アーバンスポーツ

を私も最初の方に取り上げて、今後も振興して

いきたいと思っておりますし、一般質問では小

江の方での取組、議論にはなりましたけれども、

私はもっと街中で楽しめるような仕組みづくり

ができないかと、引き続き考えていきたいと思

っておりますので、まずは競技人口の拡大や多

くの方に知ってもらえるような取組を行ってい

ただければと思っております。

以上です。

【八江委員】 国際交流についてお尋ねします。

コロナの中で国際交流、あるいはいろんな事

業が停滞をしているんじゃないかと思いますけ

れども、特に、福建省はじめ姉妹都市、こうい

ったものが県としても多く持っているし、また

長崎県の都市間の交流都市といったものがあり

ますけれども、現状はどのような活動がコロナ

禍の中で行われているのか、全く状況としては

見えにくい部分がありますけれども、現況だけ

報告いただけますか。

【江口国際課長】 まず、長崎県の姉妹・友好都

市をご紹介させていただきますと、中国におき

ましては福建省が姉妹都市、あと友好都市とし

ておつき合いさせていただいているのが上海市

と湖北省がございます。

それから、韓国につきましては、釜山広域市

と友好交流をしておりまして、ベトナムのクァ

ンナム省と同じく友好交流を結んでおります。

オランダのゼーランド州とも友好交流を進めて

いこうということでお約束をさせていただいて

おります。

コロナ禍においての活動ですが、やはり今、

行き来が直接できないということではございま

すけれども、ＩＣＴを活用したオンラインでの

交流をさせていただいているのが主になってお

ります。例えば、中国の上海市と釜山広域市と

長崎県の3都市を結んで、大学生によるＳＤＧ

ｓをテーマとした発表会をするとか、囲碁交流

も今年その3都市で実施させていただきました。

ベトナムにつきましては、2017年にホイアン

市に御朱印船を差し上げておりますけれども、

それを活かした情報発信ができないかというこ

とで、ホイアンの世界遺産の通りの中に情報発

信のスペースをいただくようになっておりまし

て、今、クァンナム省とホイアン市とオンライ

ンでその整備について協議をしていると。そう

いったことで交流の絆を絶やさないような取組

をしているところでございます。

【八江委員】我々議員連盟もクァンナム省との

締結をしておりますけれども、なかなか行動が

できずに困っているというのが実情だし、また

県の立場でも、今お話があったように福建省を

はじめ、上海含めて、オンラインをはじめ何か

のつながりはしていただいていると思います。

また、もう一つは周年事業等もいろいろあって

おるし、またあるんじゃないかと思ったりして、

そこの交流関係等がうまく今後も絶やさずに行

っていけるかどうかという心配もありますので、

特に、長崎県は国際都市と標榜しながらいろい

ろやっていますので、そういった点については

オンラインをはじめ、つながりだけはしっかり

確保していただきたい。ここで分断があっては

ならないという思いを持っておるものですから、

そのことを強く求めておきたいと思います。
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今日の新聞にも、話が出ておりました前川政

策監が釜山市の方と友好協議書に調印したと。

この内容について、もう一度確認をしたいと思

いますが、どのようなことで協議書を締結され

たのか。過去7年間ずっとやってきたというこ

とが書いてありましたけれども、そのことをよ

かったら発言を求めたいと思いますが、いかが

でしょうか。

【江口国際課長】 釜山広域市とは、毎年、交流

を絶やさないために、その年にどういったこと

を交流していくかというのを、毎年相互に行き

来して調印をしていたところでございます。そ

ういう形で交流を絶やさずにやっておった。こ

ういった状況においても、オンラインでその協

定を毎年結んでいこうということで、実は今年

度の協議項目ということなので、調印の時期が

大分遅れたんですけれども、先方で市長選挙が

あったり、担当者の交代があったりということ

で、なかなか結ぶことができなかったんですけ

れども、それでも年度の後半にも入りましたけ

れども、やはりお互いに交流を続けていくとい

うことは必要だと思っていましたので、ぜひオ

ンラインでもいいので協定をしましょうと、ま

だ続けましょうということでやっております。

その内容ですけれども、実際のところは確か

になかなかできないところではありますけれど

も、学術文化交流、教育、それから人の行き来

の交流、観光交流、経済交流、環境交流と様々

な分野の協定を結んでおります。

それで、実際コロナの影響によって、いろん

な交流が困難な状況はあるんだけれども、オン

ラインなどを通じて、ぜひ交流を続けていきま

しょうということも、今年度新たにこの協議書

の中に設けさせていただいたところでございま

す。

【中村(一)委員長】 前川政策監に発言を求めた

でしょう。

【八江委員】国際課長が代わりに答弁していた

だいたんですけれども、前川政策監は今日の新

聞に写真まで載っていたから、本人が出るチャ

ンスをと思ったのですが、代理答弁をいただき

ました。今後は、特に韓国、中国というのは一

衣帯水の中にあって、我々も年に数回、両方の

地域に、土井口さんあたりが所長をしている頃

はよく行ったものでありますけれども、このコ

ロナだけじゃなくて、国情その他がいろんな問

題があって滞っていることも事実ですけれども、

ただ、歴史上は長いつき合いでありますから、

こういったものはちゃんと残しておってほしい

し、途切れないでほしいなという思いを持って

おりますので、ぜひひとつ今後も引き続き頑張

っていただきたいと思います。

ベトナムのクァンナム省、ホイアン含めて友

好都市でもあるし、我々も議員連盟をつくって

訪問したいという気持ちがいっぱいですけれど

も、なかなかできない。

そこで、協定書の協議をしている中で、人材

の交流と人材の確保というものを中心にやって

きたんですけれども、今、県としてクァンナム

省、あるいはベトナムとの人事交流、あるいは

人材の確保、その中では特定技能だとか技能実

習生だとか、あるいは大学を通じての話だとか

ありますけれども、そのことについては現在ど

のように進んでいるんでしょうか。

【江口国際課長】委員ご指摘のとおり、ベトナ

ムの方とは交流を結んだ後、それが県とクァン

ナム省、それから議会とクァンナム省の人民評

議会との交流の協定を結んだ後、人的交流を進

めていきましょうということで、それが実を結

んだ一つのいい事例になっているのかなと思っ
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ております。

それで、ベトナムとの人的交流につきまして

は、主に農業分野だとか介護の分野、そういっ

たところが可能性がないかということで、おの

おのダナンの大学の方であったり、それからハ

ノイの農業大学の方と農業分野での人的交流の

協定を結んだりしておりまして、今から実際の

人的交流といいますか、人材の確保といいます

か、そういったことを進めていこうといった矢

先でコロナが影響しまして、今のところ、この

協定を活かした人的交流がなかなかなされてい

ないという状況ではございますけれども、また、

コロナ収束後におきましては、先ほどから申し

ておりますとおり、クァンナム省ともしっかり

我々下支えの役割として交流を続けております

ので、そういった人的交流もまた復活するよう

に関係課とともに進めていきたいと考えており

ます。

【八江委員】 継続することが、そしてまた、交

流を高めるためにも特に人材の交流というのが

一番大事だと、このように思っておりますので、

引き続きしっかりやっていただきたいというの

と、特にＡＳＥＡＮについてはミャンマー等は

軍事政権の中でいろいろ交流も苦労するわけで

すけれども、しかし、それも大事にしながらや

っていただきたいということだけは申し上げて

おきたいと思います。

それから、話はまた変わりますが、第40回の

国民文化祭の開催についてであります。これも

一般質問でもお願いをいたしておりますが、私

ども、九州で佐賀県と長崎県だけが開催してな

かったことが、ようやく開催の運びになってく

るということでありますので、大いに楽しみに

し、そしてまた、スポーツの世界は国体という

ものが毎年開催されております中で、文化の国

体と言われる国民文化祭が2025年に開催され

ると。そのためには、ここの説明の中にも有識

者会議等を初めてやりながら、今後の基本構想

をまとめて実行に移していくということであり

ます。今まで全国で40回開かれていると聞けば、

一番最後ぐらいになる大会というか文化祭であ

りますから、やっぱり他県に増して長崎県の特

徴あるものをぜひやってほしいと。そしてまた、

新たなコロナ明けを狙った形の展開をしていく

ことが必要かなと思って、長崎県特異なものを

考えてくださいと申し上げておりました。

そのことについては、県の文化の美術協会等、

それぞれの団体からいろんな注文もあり、また、

皆さんと協議をしていかにゃいかんと思います

けれども、ただ、方向性だけは早めに決めて、

みんなが参加できるように、長崎は特に島国で

すから、島の文化というものもしっかり全国に

届けていく必要があると思いますけれども、改

めて確認をしたいと思いますが、これからどの

ように取り組んでいかれるのかお尋ねいたしま

す。

【立石文化振興課企画監】国民文化祭につきま

しては、委員おっしゃったとおり、長崎県の特

徴的なものを出して、他県に負けないようなも

のにしていかないといけないと考えております。

特に、先日、有識者会議をいたしまして、そ

の中でも委員の皆様からもご意見が出ましたけ

れども、やはり海外との交流の歴史・文化とい

うのは長崎としては外せないものということで、

しっかりそこを出していくということはござい

ますけれども、そのほかに平和とか、国際交流

とか、長崎らしいものもテーマとしてございま

すし、何よりも一過性に終わらせない持続的な

ものとして、国民文化祭の後にも続けていかな

いといけないということで、若い世代の方も企
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画の段階から巻き込んで、後継者として長く続

けていただけるように、大学生なども初めに巻

き込んだ形で企画をして、運営ボランティアも

含めてやっていったらどうかというようなご意

見もございますので、そのようなご意見をもと

に、今後、基本構想をまとめまして具体的なプ

ログラムに入っていきたいと考えております。

その具体的なプログラムの中で、当然県外か

らの誘客につながるようなイベントとか、全国

から参加者を募る全国大会というようなものも

企画をしてまいりますので、そういった中で効

果的な企画内容も関係団体の皆様と一緒に検討

してまいりたいと考えております。

【八江委員】新幹線の開業ということからこの

話を進めてきたんですけれども、新幹線の開業

は来年ですから、その後になり、全線フル規格

の開業はもっと先になります。今、想像される

のは、全国からお見えいただく誘客については

約200万人前後、各県の大会で実績があります

ので、コロナ禍明けの大きな一つの起爆剤にな

るのじゃないかと、こう思っておることから、

観光振興の意味から含めても盛大な活動を展開

していくことが必要と思いますので、ぜひひと

つその点を含めて、今後検討いただきたいし、

また、予算についても長崎県は島国ですので、

それぞれの島で開くものもたくさん出てくると

思うと、費用面についてもしっかり今から確保

する段取りをしていただきたいと、これも要望

しておきたいと思います。

もう一点は、スポーツの振興の件についてで

す。先ほど坂口委員からも話があっておりまし

た、諫早で本明川スポーツフェスタが開催され

ました。それは2回目の大会ということでした

けれども、立派な大会であったと思うし、会場

そのものがなかなかユニークで、日本一じゃな

いか、あるいは世界に誇れるコースができるん

じゃないかということでありますので、ここは

非常に大事にしていく必要があると思います。

そのためには、先ほども話がありましたよう

に、やっぱり大会等を開くためには、そこに整

備をある程度していかないと、自然のまま使う

ことだけで大会を開くことはできないと思いま

すので、やっぱり艇庫や桟橋、駐車場等、諸々

のハード的なものが必要だろうと思います。そ

れは今日も話があっていましたように、諫早市

と県、それから干拓地の中にありますから、本

明川の河川敷は国交省の所管の中にあり、一部

は農林省も関係してきます。だから、そういっ

た国、県、市が一体となって進めていくことと、

ボート協会等との連携を深めてやっていきたい

という、長崎県は必ずしもボート競技が強いと

いうことじゃないけど、これを機会に、長崎県

には有数なところがあって、そこにまたプロの

チームもおりますから、これが一番大きな起爆

剤かなと思っております。スポーツ振興課とし

ては、今後、このボート競技を通じてどのよう

に今後展開をしていくのか、スポーツの競技力

向上も含めて考えていただいていると思います

が、いかがでしょうか。

【野口スポーツ振興課長】本明川下流域のボー

ト競技の拠点、それから水上スポーツを含めた

拠点としての整備につきまして、現在、地元諫

早市と県、それから県の県央振興局とボート協

会、それから河川管理の国土交通省、農水省と

はあまり接点はないんですけれども、意見を伺

いながら、現在、担当レベルの協議から既にス

タートしているところでございます。当面のと

ころは、どういう可能性がどこまで見い出せる

かというところで、今、直接の目的としては、

先ほど申し上げた北部九州インターハイをまず
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は実証として、どこまでの整備が必要かという

整備の可能性を含めて検討してまいりたいと考

えているところでございます。

【八江委員】ぜひひとつ、これは本当スタート

ラインに立ったつもりでしっかりやっていけば

日本に誇れるものができると私は信じておりま

すので、そして、干陸地については国交省の協

力を得て公園化するということも含めて検討し

ていただきたい。

あと一つだけ、ふるさとで“心呼吸”の旅とい

うことで対象が長崎県のみならず、福岡、佐賀、

熊本からの来県者を含めてこれから進めていく

ということですけれども、新幹線が来年開通し

ます。そうしたら、特に新幹線沿線である武雄、

あるいは嬉野というのは他県であっても、佐賀

と言ってもそこの中の武雄と嬉野というものは

非常に我々県内と同じように身近な感じがしま

すし、それを有効に活用しながら両方の交流を

盛んにしていただくためにも、そこに特殊な考

え方を持って今後検討する必要があるんじゃな

いかと、旅博についてもですね。そういった思

いがしますけれども、これは私の提案として今

後考えていただければと思って私の質問を終わ

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。

【深堀委員】 私も“心呼吸”の旅の件で幾つか

お尋ねしたいと思います。

疲弊した観光業界に対する支援制度として非

常に有益な“心呼吸”の旅だというふうに認識を

しています。

そこで、冒頭確認をしたいのは、観光業界と

いっても、例えば宿泊施設であったり、旅行代

理店であったり、お土産を売っている物産であ

ったり、いろいろあるとは思うんですけれども、

その中で旅行客を移動させる交通機関、こうい

ったところも文化観光国際部としては観光業界

の一部だという認識をまず持っているのかどう

か、その認識をまず確認したいと思います。

【永峯観光振興課長】観光関連産業という表現

をよく使いますけれども、そこにはいろんな業

種の方々が含まれているものと私どもも認識を

しております。明確な定義というものはござい

ませんけれども、今ご指摘ございました宿泊施

設だけではなくて、交通機関の事業者といった

ところも含めて観光関連産業ということで捉え

ているという状況でございます。

【深堀委員】そういう認識であって、私もそう

思っております。

コロナ禍の中で、結局、宿泊・旅行というも

のがものすごく自粛をされて、当然のことなが

ら疲弊しているのはホテルや宿泊施設だけでは

なくて、その人たちを運ぶ交通機関も疲弊して

いるというのは一緒の認識だと思います。

その中で、先ほども質疑の中で明らかになっ

たのは、今まで割引方法の中で宿泊施設での直

接割引が、今までの実績でいけば25万人ぐらい

だった。片や、旅行会社による旅行割引商品の

販売が2万人程度だった。12対1ぐらいの比率に

なるわけですよね。これは確定ではありません

が、旅行会社による商品というのは、当然交通

機関も基本セットになったものだと思います。

片一方で宿泊施設の直接割引というのは、旅行

者が個人旅行みたいにして、私が思うのは、お

そらくマイカーとかで行かれている人が多いん

じゃないか。その辺の数値、多分統計を取って

いるわけじゃないのでわからないんですけれど

も。

その時に、せっかくこういった人を旅行に促

す支援制度をする時に、公共交通機関等を使っ

て旅行してもらうというインセンティブになる
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ような仕組みがあってほしいと思っています。

事前にいろいろ聞き取りをした時に、地域限

定クーポンの1泊当たり2,000円のクーポン券

が、そういったものにも使うことができるとい

うお話を聞きました。じゃ、それをどれだけ利

用しているんですかという話をした時に、登録

されている交通機関で言えばタクシーしかなか

ったと思います。ですから、そのあたりを、こ

の2,000円のクーポンを実際どういうふうに使

われているのかというのを、実績として把握を

まずされているのかどうか。交通ということに

対して使われているのかどうか、そのあたりの

実績を教えてください。

【永峯観光振興課長】地域限定クーポンの利用

対象には、ご指摘のとおり交通機関も含まれて

いるところでございまして、現状で申し上げま

すと、加盟店、クーポン利用店、飲食店等含め

まして2,623店舗ございますけれども、そのう

ち交通機関が73件という状況で、先ほどタクシ

ー会社というご指摘もございましたが、それに

加えて鉄道、あるいは船会社といったところも

一部含まれてございます。

その利用状況につきましては、申し訳ござい

ません、現状、交通機関にどれくらい使われた

かというところは把握をしていないところでご

ざいます。

【深堀委員】 加盟店舗2,623店舗のうち73店舗

が交通機関でありますと。タクシーだけでもな

いということがわかりました。

できれば、どういう実績が出ているのかとい

うことも確認をしたいし、実際、私は“心呼吸”
の旅を使ったことがないので、地域限定クーポ

ンの使い方というのを理解していないんですけ

れども、これはどういった発券といいますか、

使用の仕方をしているんですか、受け渡しも含

めて。

【永峯観光振興課長】宿泊施設の直接割引の場

合で申し上げますと、宿泊を伴う場合ですと、

ホテルにチェックインをされる際に、フロント

の方でお客様にお渡しするという手法を取って

おります。有効期限を設けておりまして、なる

べく旅行先の近隣でお使いいただきたいという

意図がございますので、チェックアウト日まで

を利用期限といたしまして、例えばチェックイ

ンされた後、その日の夕食をホテルの外でとら

れる場合には加盟店でお使いいただけるという

ようなことであったり、あるいはお帰りになら

れる際にお土産を購入されるとか、あるいは先

ほどのようなタクシー等で移動される際にクー

ポンを利用されると、そういう使い方をされて

いるという状況でございます。

【深堀委員】宿泊施設の直接割引のケースでい

けば、チェックインをした時にというお話でし

たね。

先ほど私が申し上げたように、旅行というの

は出発から旅行ですよね。ですから、例えば公

共交通機関を使うと仮定をした時に、そのクー

ポンは使えないわけですよね、公共交通に限っ

て言えば。お土産を買うのであれば、当然ホテ

ルに行った宿泊地で買うからそれは使えるんで

しょうけれども、行く時から考えた時に、その

クーポン券は公共交通という意味では使えない

わけですよね。それは受け渡しのやり方をどう

するかという課題もあるとは思うんですが、そ

ういったことを考えた時に、公共交通を使った

旅行をもっとしてもらうということを考えた時

に、少し手法が必要じゃないのかなと。もうこ

れは始まっている話だから、今どうのこうのと

いうのは多分無理なんでしょう。ただ、次、ま

た新たな支援策を考える時に、公共交通を所管
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しているのは文化観光国際部ではなくて、交通

政策課とか、そういった別の部局になってしま

うから難しい面はあるのかもしれませんが、そ

こは部局を横断した形で、観光業界を支援して

いく、観光県長崎として考えるならば、部門を

しっかり横断して、そういった業界の方とも文

化観光国際部の方が意見交換をしながら、どう

いった形だったらそういう公共交通を使った旅

行の活性化になるかという支援策をぜひ検討し

ていただきたいと思うんですけれども、いかが

ですか。

【永峯観光振興課長】交通事業者への支援の考

え方ということで少しご説明させていただきま

すと、昨年度からキャンペーンを何度か展開を

してきたところでございます。これまでのキャ

ンペーンと申しますのは、宿泊の割引の部分の

みを支援するということで、宿泊の割引チケッ

トだけを出すような手法でやってきたというと

ころが現状でございます。

しかしながら、今回の第２弾の“心呼吸”の

旅の中では、それに加えまして、旅行会社が造

成するツアー、これは日帰りも含めてでござい

ますけれども、こういったものも支援の対象と

いうことで加えているところでございます。

ですので、例えば公共交通機関も含めました、

マイカー以外の交通機関と宿泊がセットになっ

たような商品というのも割引の対象といたして

おりますので、今回の第２弾のキャンペーンと

いうのは、これまでよりは支援の対象を広げて

実施をしているという状況でございます。

しかしながら、委員ご指摘のような部分とい

うのも当然ございますので、担当課、担当部局

の方とも引き続き意見交換をしながら、どうい

った支援が可能なのかということについては研

究してまいりたいと考えております。

【深堀委員】ぜひ研究というか、特に隣県も含

めたところで拡大をしているわけですから、で

あればなおのこと公共交通機関を活用する旅行

というのは増えてくるのではないか、ニーズが

あるのではないかと思いますので、ぜひご検討

をお願いしておきたいと思います。

もう一点、これも先ほど松本委員の質疑の中

で、宿泊施設等に対するいろんなハードの支援

に関しての考え方の質疑がありました。そこで、

課長の答弁の中でも、国のいろんな施策を活用

した形で取り組んでいきたいという答弁があっ

たというふうに理解をしています。

これはまだ確定している話じゃないんですけ

れども、先般、ある報道機関、新聞なんですけ

れども、宿泊施設の改修補助1億円というのが

政府の方針で「観光地再生大幅増」というよう

な記事を目にしました。

新聞記事によれば、観光地の中核となる宿泊

施設の改修にかかる費用の補助上限を従来の

2,000万円から1億円に引き上げる方針を固め

たと。補助率も2分の1から3分の2に引き上げる

と。政府としては約1,000億円を補正予算に計

上するという報道が目について、まさに今、こ

れまでいろんなハードの支援をやられてきたわ

けですけれども、ここにきて、また政府からこ

ういった大規模な話が出てきている中で、そこ

に対するいろんな情報であったり、県内の宿泊

施設の中でこういった制度を適用できるような

施設があるのかどうか、そのあたりの状況がも

しわかれば教えていただきたいと思います。

【永峯観光振興課長】報道の事業につきまして

は、恐らく、現在、国の方が予算要求をいたし

ております、地域を一帯として観光地を再生し

ていくというような、そこの高付加価値化に取

り組む支援の事業のことだろうと考えてござい
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ます。私どもも概算要求の段階では、国の資料

としてそういったものが入っているというとこ

ろについては把握をいたしてございました。

ただ、その時は新型コロナウイルス感染症へ

の対応、いわゆるコロナ収束後のお客様受入れ

の対応の大きな事項の中の一つの事業のイメー

ジということで示されていたものでございまし

て、ちょっとまだ詳細が私どもつかめていない

ところでございます。

ただ、令和2年度の補正予算でも類似の事業

がございまして、その事業と同じような事業で

あろうと推測をいたしますと、これは宿泊施設

単体の取組というよりも、いわゆる観光地を面

的に整備していく。例えば、ある宿泊施設では

高付加価値化の取組をやる。一方で、例えばも

う使われなくなった建物、あるいは旅館・ホテ

ル、そういったものがあればそれを取り壊して、

また新たな施設にリノベーションするとか、そ

ういういろんな取組を総合的に取り組む場合に、

国の方が集中的に支援するという事業で、令和

2年度の3次補正予算では展開をされたもので

ございまして、要件が少し高いレベルで求めら

れておりまして、民間事業者であれば、5者以上

の連携事業でやる必要があるというようなこと

であったり、あとは自治体が中心になって各市

町が中に入って先ほどのような面的な整備を行

うような仕組みになっております。

この令和2年度の事業の実績で申し上げます

と、県内でも幾つか取り組んだ実績がございま

して、民間事業者の取組としては1グループと

申しましょうか、1団体ございます。それから、

各市町、自治体型の取組としては、4団体ござい

ますので、当然自己資金等も必要となってまい

りますので、事業規模がどの程度のものが準備

できるかというのはございますが、仮に今後、

国の方で予算化されていくということになれば、

県内でもそういった取組が始まっていく、進ん

でいくという可能性はあろうかと考えておりま

す。

【深堀委員】わかりました。まだその詳細がわ

かっていない段階でいろいろ言うのはどうかな

と思ったんですけれども、ただ、令和2年度でも

実績がある、まず類似の補助制度があって実績

もあるということでした。当然、課長の説明の

中に宿泊施設の付加価値を高めるような内容で

あると。だから、例示としては個室に露天風呂

を設置したり、もしくは旅先で仕事もできるワ

ーケーションの普及に向けた仕事をするスペー

スを構築するための費用とか、そういったもの

が例示として記事には載っていたんですね。そ

れを見た時に、コロナ禍とはちょっと話がずれ

ますけれども、先般の大雨で疲弊した雲仙温泉

街とか、こういったところをこのような有効な

国の支援制度を活用すると。面的と言われまし

たけれども、まさに雲仙の温泉街、そこに特化

した形でも使えるんじゃないかなと。

だから、できるだけ情報を早めに入手をして、

そういった地域の宿泊業界の皆さんとも意見交

換しながら、どういった形が一番支援としてい

いのかというのを、ぜひ事前に協議していった

方がいいんじゃないかと感じたものだから質問

いたしました。ぜひ前向きに、いろんな国の施

策、本県にとって有益な施策をどんどん取り入

れて、活性化のために取り組んでいただきたい

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。

一巡目を終わり、二巡目に入ります。

質問はありませんか。

【小林委員】本県のいわゆる国際線の就航に対



令和３年１１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）（１２月１０日）

- 82 -

する取組、この点についてこの際お尋ねをして

おきたいと思います。

今、長崎空港を取り巻く国際線の環境は、ご

案内のとおり、まず韓国線が2019年から休便と

いうか、そういう状況で、事実上撤退をしたと

言われているわけですね。

それから、上海と香港便、これについても来

年の2月ぐらいになってくると、これまた2年目

を迎えるぐらいの休便、休航というような形で、

正直言ってコロナの影響をもろに受けていると

いう状況でございます。

コロナの回復待ちであることは間違いないけ

れども、この間にそれなりの取組を当局として

は頑張っていただいていると、こう思っている

わけでございますけれども、また改めてオミク

ロンとかいう変異株が発生いたしまして、世界

は大わらわになっているという状況でございま

す。国際航空路線を持ってこようと思っても、

再開しようと思っても、なかなか厳しい環境の

中にあるということでございます。

そんな環境の中で、今まで新たに台湾の定期

航路、こういうことについて真剣に取り組んで

いただいたし、また、チャーター便等で実績を

重ねていただいて、もう目の前に実はオープン

するかと、こういう期待感が非常にあったわけ

だけれども、結果的にコロナで、またこれがい

わゆる現状になっている状態でございます。

したがいまして、この台湾については、これ

から新たな定期航路の新規就航という形の中に

おいて一番期待されるということでございまし

て、そういうところについての取組を、ぜひと

も手を抜かないで、今後とも頑張ってやってい

ただきたいと、こういうふうに思うわけであり

ます。

そういう状況で、今、我が国と台湾における

ところの入国制限もかなり移り変わってきてい

ると思います。我が国の状況、それから台湾の

入国規制についてどのようになっているか、ま

ずお尋ねをしたいと思います。

【佐々野国際観光振興室長】まず、我が国にお

きましては、国内の感染状況が落ち着いている

という状況がありまして、11月8日からビジネ

ス目的、留学生、技能実習生、こういった形で

受入れを再開したところでありましたけれども、

残念ながら感染力が強いとされるオミクロン株

の感染拡大に伴いまして、11月30日から、当面

年末まで、全世界を対象に外国人の新規入国が

禁止されたということと、1日の入国者の上限

も、一旦3,500人から5,000人と増えたところが、

さらにまた3,500人に引き下げられたという状

況でございます。

台湾につきましては、いわゆるゼロコロナと

いうことで、そういった厳しい水際対策をとっ

ておられまして、基本的には台湾の有効な居住

許可を持っていない外国人の入国は停止をされ

ております。

台湾の方が入国をされる場合も14日間の防

疫ホテルでの隔離検疫、その後、7日間の自主健

康管理ということで、厳しい水際対策が継続し

てとられているという状況でございます。

【小林委員】確かにそういう入国規制というも

のが、かなりまた拡大を始めていると。非常に

厳しい環境の中にあると。しかし、そうであっ

たとしても対策は進めていかなければいけない

というようなことで、外国人の観光客の受入れ

についての再開の見通しは、今の段階において

どういう見通しが立っているのか、お尋ねしま

す。

【佐々野国際観光振興室長】先月初めにビジネ

ス目的等での入国緩和ということが行われた段
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階では、国の方で年内をめどに観光目的につい

ても行動管理の実効性等の検証を行いながら、

団体観光の入国再開に向けた検討を進めていく

とされておりましたけれども、先ほどから申し

上げておりますオミクロン株の感染拡大によっ

て、全世界からの外国人の入国禁止ということ

で、今後、また改めて感染状況を踏まえながら

検討されていくものと考えております。

【小林委員】これもやっぱり厳しいと言わざる

を得ないということですね。見通しは暗いと。

そうなってきますと、今、大体国際航空路線は

国内の5つの空港のみが受入れていると。しか

し、地方空港については、やはり受入れが厳し

いと、ここら辺の再開の見通し、地方空港の位

置づけは一体どうなっているのかと、この辺の

ことについてお尋ねをしたいと思います。

【佐々野国際観光振興室長】現在は、外国から

の入国の人数制限もあるということで、特定の

主要な空港のみで受入れているという状況でご

ざいます。

国の方におきましても、地方空港での受入れ

に向けた方針がまだ示されていないということ

と、地方空港においてはビジネスというよりも

観光目的ということになりますので、観光目的

での入国が認められてない中では、なかなか厳

しい状況が続いているかなと思っております。

加えて、空港検疫の方でＰＣＲ検査、それと

緩和がされてくると、いろんなカテゴリーとい

いますか、ビジネス、それから留学生、技能実

習生、いろんな書面での審査が伴ってきますの

で、そこで検疫官、入国管理官は、相当なマン

パワーを割かれているということで、実際地方

の検疫所から成田、福岡の方に応援に行かれて

いるということがありますので、なかなか地方

空港が再開をするというのは、そういったマン

パワー、それから施設面での課題があるのかな

と考えております。

【小林委員】地方空港のそういう受入れの方針

が全く国としてもできてないと。こういうよう

なことも致し方がない状況なのかという感じが

するわけでありますけれども、この辺のところ

についても少し、やっぱり我々も考えていかな

ければいけないところだなという感じはするわ

けでございますが、今の状況で長崎空港への新

規就航に向けた、何と言っても航空会社、ある

いは旅行会社等々と協議を繰り返していただい

ているものと思いますけれども、その協議の進

捗、また中身についてはどのような形で協議が

行われておりますか。

【佐々野国際観光振興室長】航空会社との間で

は、メール、それからオンラインを使いまして

協議を行っております。直近では11月末に、オ

ンラインで路線の責任者も交えて協議を行った

ところです。

航空会社の方では、コロナ前に連続チャータ

ーが週2便で運航されておりましたので、まず

は週2便で定期便を運航するということで、具

体的なダイヤも検討されているところではある

んですけれども、実際に観光目的での台湾、日

本双方での受入れの見通しが立ってないという

状況の中で、現地の旅行会社の方も訪日旅行の

担当者を減らすような状況で体制が整ってない

というところで、具体的な集客に向けたツアー

商品の造成など、そういった協議ができない中

では、なかなか具体的な路線の認可というとこ

ろまではいかないということで、一定そういっ

た方向性が見えてきた段階で、また航空会社の

方で適切な時期に路線認可の手続をとっていた

だけるものと考えております。

【小林委員】今、ずっと質問に対する答弁を聞
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いておりますと、なかなか打開の道がもうコロ

ナにかかっているというような状況の中で、打

つ手がないというような状況。しかし、旅行代

理店、あるいは航空会社等とのつながりはとて

も大事であって、これまでもいろんな運航支援

等々についてもやってきていただいていると、

こういうように理解をいたしているところでご

ざいますけれども、例えば台湾なんかについて

もタイガーエアですね、こういう台湾のタイガ

ーエア台湾というところとのつながりは、とて

も大きな開拓をしていただいているわけですね。

ですから、こことの関係はこれからも大事にし

ていただき、何としても台湾との定期航路に結

びつけていくことができるようにお願いをいた

したいと思います。

最後に質問しますけれども、やっぱり長崎県

のイメージを今高めていかなければいけないと

思うんです。ですから、航空路線の就航とか、

旅行会社に安定的な集客を行っていただくため

には、長崎県というのはすばらしいんだと、長

崎県というのは楽しいよと、こういうイメージ

を認知していただくと。そのための現時点にお

ける取組、いろいろプロモーションかれこれや

っていると思いますけれども、しかし、どこで

もどの県でも同じようなことをやっているかも

しれないと。この辺のところについて、現時点

での取組はどういうことを考えていただいてい

るか、重ねてお尋ねをして終わりたいと思いま

す。

【佐々野国際観光振興室長】台湾の航空会社タ

イガーエア台湾とは、継続して協議をしながら

関係を続けているところですけれども、10月の

初旬にタイガーエア台湾が就航している日本の

自治体と、就航を考えている自治体と一緒に台

湾でプロモーションをする機会がありまして、

これは国際空港があります桃園市というところ

で現地のプロ野球球団の試合会場でプロモーシ

ョンがありました。そこに長崎県も就航予定地

ということでＰＲブースを設けて参加をさせて

いただいております。

参加するに際しましても、継続して台湾で情

報発信をしていくということで、今年度の5月
から台湾の現地の事業者に業務委託をしまして、

現地の情報収集、それと現地でのＰＲ、先ほど

申し上げましたような現地のイベントにも代理

の事業者に出展をしていただいて、ＰＲを継続

して行っているというところでございます。

これ以外にも、11月上旬に台湾で最大の旅行

博、ＩＴＦというのが開かれたんですけれども、

ここにもこの事業者に代理で出展をしていただ

いて県のＰＲを行っていただいておりますし、

そのほか、Ｗｅｂ、ＳＮＳでのプロモーション、

それと台湾最大の訪日旅行サイトにおきまして

も、県の新たな魅力を記事化していただいて、

併せてプロモーションをするといったことで、

いろんな手段で長崎県の魅力を知っていただい

て、新規就航、それから旅行先としてコロナ後

に選んでいただけるよう継続した取組を行って

いるところでございます。

以上です。

【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、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 ２時３８分 休憩 ―

― 午後 ２時３９分 再開 ―
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【中村(一)委員長】 会議を再開いたします。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、来週12月13
日（月曜日）は、午前10時から委員会を再開し、

県民生活環境部関係の審査を行います。

文化観光国際部の理事者の皆様におかれまし

ては、大変お疲れさまでございました。

― 午後 ２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１２月１３日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ３時１４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

〃 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

〃 清川 久義 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

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 拓哉 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。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより、県民生活環境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。

県民生活環境部長より、予算議案について説

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

の議案につきまして、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11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127号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予

算（第16号）」のうち関係部分、第129号議案「令

和3年度長崎県流域下水道事業会計補正予算

（第1号）」の2件でございます。

初めに、第127号議案「令和3年度長崎県一般

会計補正予算（第16号）」のうち関係部分につ

きまして、ご説明をいたします。

歳入予算については1万5,000円の減、歳出予

算については362万6,000円の増を計上いたし

ており、これは職員給与関係既定予算の過不足
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の調整に要する経費でございます。

続きまして、債務負担行為について、ご説明

をいたします。

2ページをお開きください。

令和3年度当初予算で債務負担行為を設定し

ていた犬捕獲抑留等業務委託事業におきまして、

限度額の増額を行う必要が生じましたことから

4,800万円を計上いたしております。

次に、第129号議案「令和3年度長崎県流域下

水道事業会計補正予算（第1号）」について、ご

説明をいたします。

収益的支出について1万5,000円の減、資本的

支出について24万3,000円の増を計上いたして

おり、これは職員給与関係既定予算の過不足の

調整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127号議案のうち関係部分及び第129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】 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。

【中村(一)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

県民生活環境部においては、今回、委員会付

託議案がないことから、所管事項についての説

明及び提出資料に関する説明を受けた後、陳情

審査、所管事項についての質問を行います。

まず、県民生活環境部長より所管事項説明を

求めます。

【貞方県民生活環境部長】 「令和3年11月定例

県議会 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ます議案はござ

いませんので、議案以外の主な所管事項につき

まして、ご説明をいたします。

まず、1ページ目でございます。

女性の活躍推進について。

県では、女性の活躍を推進している企業の取

組を知り、そこで働いている女性社員の方のお

話を聞くことで、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、将来の

自分をイメージしていただき、県内企業への就

職につなげることを目的として、今年度から女

子高校生を対象とした企業見学会を実施してお

ります。

活水高校においては、2年生約120名が参加し

た「長崎で働く女性のパネルディスカッション」

を開催し、県内企業で活躍する3名の女性社員

の方のお話を聞いた上で、希望があった生徒と

保護者の12名による女性活躍推進企業1社の見

学会を実施いたしました。
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また、10月には、純心女子高校の2年生約110
名が６コースに分かれて女性活躍推進企業等6
社を見学し、女性社員の方との意見交換等を通

じて、長崎に住んで働くイメージづくりやキャ

リア形成などに関して理解を深めていただきま

した。

さらに、昨年度に引き続き、県内の大学生を

対象とした「ながさき県内女性活躍推進企業見

学ツアー」を9月に開催したところ、県内5大学

6名の学生が参加し、長崎地区の2企業の見学や

女性社員との意見交換等を実施いたしました。

参加した学生からは、「長崎県内への就職を検

討したい」といった声も聞かれ、県内就職に関

する意識が深まったと考えております。

今後も、若い女性の方に県内の女性活躍推進

企業や活躍している女性社員を紹介することで、

長崎に住んで働くイメージを持っていただき、

将来的な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、2ページをお開きください。

「長崎県人権教育・啓発基本計画」の改訂に

ついて。

県では、人権教育・啓発の取組と、様々な人

権問題の解決に向けた諸課題の方向性を示す

「長崎県人権教育・啓発基本計画」を平成18年
3月に策定し、その後2回の改訂を行い、各種施

策を全庁的に推進してまいりました。

平成29年3月の第2次改訂から約5年が経過し、

この間の人権問題に関する社会情勢の変化など

に対応するため、各分野の方々の意見聴取や関

係部局等と調整・協議を行いながら、第3次改訂

に向けた検討を進めております。

今後、県議会のご意見をお伺いするとともに、

パブリックコメント等により県民の皆様の声を

お聞きしながら今年度中に改訂し、人権教育・

啓発の推進に努めてまいります。

次に、3ページ目でございます。

「第4次長崎県犯罪被害者等支援計画」の改定

について。

令和元年12月に改定した「長崎県犯罪被害者

等支援計画」について、国の犯罪被害者等基本

計画の見直しや、犯罪被害者等を取り巻く状況

の変化等を踏まえ、新たに「第4次長崎県犯罪被

害者等支援計画」の策定に向けて関係部局等と

調整・協議を行いながら、現在、検討を進めて

いるところでございます。

今後、県議会のご意見をお伺いするとともに、

パブリックコメント等により県民の皆様の声を

お聞きしながら、今年度中の計画策定を目指し

てまいりたいと考えております。

飲食店第三者認証制度について。

新型コロナウイルス感染症防止対策として、

本年6月から運用を開始した飲食店の第三者認

証制度の認証店舗数は、こちらに載せている数

字と最新の数字と若干違いますが、最新の数字

で、12月10日現在で3,192店舗となっておりま

す。

認証取得促進につきましては、市町や商工会

等と連携し、県内各地で説明会を開催するなど、

飲食店の皆様に丁寧に説明をすることで申請増

加に努めています。

一方、感染拡大を防ぐためには、飲食店の対

応だけではなく、利用される県民の皆様の協力

も不可欠であるため、テレビ、ラジオの県内情

報番組、繁華街等の大型ビジョンや大型商業施

設、バスターミナル等のデジタルサイネージで

の広報に加え、YouTube、県内在住のブロガー、

こういった方々の活用により、マスク飲食の徹

底をはじめとした基本的な感染防止対策の実施

について広く周知し、協力をお願いしていると
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ころでございます。

また、認証基準遵守の継続的な取組を確認す

るため、11月から継続調査を実施しているとこ

ろですが、一部店舗で対策が不十分な点が見受

けられたり、飲食店側から対応が難しい点があ

るなどの相談があった場合は、アドバイスを行

い改善を促しているところでございます。

今後も、感染防止対策の推進と経済の活性化

を進めるため、引き続き、認証制度の普及を図

ってまいります。

4ページ目をお開きください。

長崎県動物の愛護及び管理に関する条例（仮

称）について。

令和元年6月に公布された改正動物愛護管理

法の内容を踏まえ、本県における動物愛護管理

行政を取り巻く課題解決を図るため、独自の施

策を盛り込んだ内容について、県内21市町のご

意見も伺いながら、学識者や関係者で構成する

条例検討委員会において現在検討を進めていま

す。

条例で規定する主要な項目としましては、「関

係者の責務と役割」、「動物の適正な取扱い」、

「周辺の生活環境への支障を防止するための措

置」を考えているところです。

今後も、県議会のご意見をお伺いするととも

に、パブリックコメント等により、広く県民の

皆様のお声をお聞きしながら、令和4年度中の

条例制定に向けて取り組んでまいります。

地球温暖化対策の推進について。

県では、「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、県民や事業者などの

各主体と連携しながら、温室効果ガスの排出削

減に向けた各種施策に取り組んでおります。

このうち家庭部門においては、7～9月に、県

内の小学校高学年の児童が実施した「我が家の

省エネ日記」では、県内114校、1,800名を超え

る小学生が家庭でできる省エネ活動に参加し、

約2.3トンの二酸化炭素の排出削減につながり

ました。

また、運輸部門につきましては、去る10月13
日から19日までの1週間、市町やながさき環境

県民会議等との協力により、「県下一斉スマー

トムーブウイーク」として、家庭、事業者等で

のマイカー自粛とエコドライブの推進を呼びか

けたところ、延べ3万3,000名を超える方にご参

加をいただき、約60トンの二酸化炭素の排出削

減につながりました。

今後とも、県民、事業者、関係機関等と連携

し、環境に配慮した身近なライフスタイルや事

業活動の推進を図ながら、地球温暖化対策に取

り組んでまいります。

6ページ目をお開きください。

生物多様性保全の推進について。

本県における野生鳥獣の適正な保護管理を推

進するため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律」に基づき、環境省が定

めた基本指針に即して、令和4年度から令和8年
度までを計画期間とする第13次長崎県鳥獣保

護管理事業計画の策定に向けた検討を進めてお

ります。

本計画では、鳥獣保護区等の指定及び更新の

計画のほか、鳥獣の捕獲等の許可基準や狩猟の

適正管理等について、市町及び関係機関並びに

県民の皆様のご意見を踏まえ、県環境審議会鳥

獣部会による審議を経て策定する予定です。

また、本県における絶滅のおそれのある野生

動植物を選定評価し、これらを取りまとめたレ

ッドリストについて、前回の改訂後10年を経過

することから、今年度末までの改訂に向けて、

専門家による委員会において検討を進めており
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ます。

このほか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、食品ロス削減の推

進について、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、研究事業評価に関す

る意見書について、施策評価の実施について、

第2次長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の

達成状況について、事務事業評価の実施につい

てであり、内容は記載のとおりでございます。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

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)委員長】 次に、提出のあった「政策

等決定過程の透明性等の確保等」に関する資料

について説明を求めます。

【本多県民生活環境課長】「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づきまして、本委員会

に提出いたしました県民生活環境部関係の資料

について、ご説明をいたします。

なお、今回の報告対象期間は、本年9月から10
月までに実施したものとなっております。

初めに、資料1ページをご覧いただきたいと

思います。

補助金内示一覧表についてでございますが、

記載のとおり、緑といきもの賑わい事業に係る

直接補助金1件でございます。

次に、資料2ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約状況についてでござい

ますが、記載のとおりの６件でございます。

なお、3ページから10ページに入札結果一覧

表を添付しております。

次に、資料11ページをご覧いただきたいと思

います。

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

につきましては、令和4年度離島・過疎地域の振

興施策に対する要望書等の計4件でございまし

て、要望項目ごとの県の対応につきましては、

資料11ページから22ページまでそれぞれ記載

しているとおりでございます。

次に、資料23ページをご覧いただきたいと思

います。

附属機関等の会議結果報告でございます。

附属機関につきましては、上段に記載のとお

り、長崎県消費生活審議会、環境影響評価審査

会を開催しております。

また、私的諮問機関等につきましては、下段

に記載のとおり、長崎県人権教育・啓発推進懇

話会、緑といきもの賑わい事業検討委員会をそ

れぞれ開催しております。

会議の概要等につきましては、資料24ページ

以降に記載のとおりでございます。

説明は以上でございます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【中村(一)委員長】 次に、人権・同和対策課長

より補足説明を求めます。

【久柴人権・同和対策課長】「長崎県人権教育・

啓発基本計画」の第3次改訂に係る素案につい

て、ご説明申し上げます。委員の皆様のご意見

を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

補足説明資料の1枚目をご覧ください。

この計画は、人権推進の取組について、本県

施策の基本的方向性を示すために、平成18年3
月に策定されました。その後、平成24年、平成

29年に2回の改訂を行いましたが、前回の改訂

から5か年が経過し、社会情勢の変化や人権問

題を取り巻く環境の変化などから、今般、第3次
の改訂を行おうとするものでございます。
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補足説明資料の2枚目をご覧ください。

計画素案の概要でございます。

この計画は、１ページの第Ⅰ章、第Ⅱ章、2ペ
ージの第Ⅲ章、第Ⅳ章、3ページの第Ⅴ章、4ペ
ージの第Ⅵ章と、第Ⅰ章から第Ⅵ章で構成され

ております。

2ページ目に第Ⅲ章として、「計画の目標と基

本方針」をうたっております。計画の目標は、

「温もりと心の豊かさが実感できる人権尊重社

会の実現」を掲げておりますが、これは県民一

人ひとりが人権の大切さについて理性と感性を

高め、日常の生活において態度や行動に表れる

人権感覚を磨くことによって、人権意識に満ち

あふれた地域社会が実現することを狙いとして

定めたものでございます。

基本方針は、4つの項目を設けておりますが、

これらの方針を具体的に示したものが、第Ⅳ章

人権教育・啓発の推進になります。人権教育は、

一生涯を通して学ぶことが重要でございますの

で、学校における教育はもとより、家庭や地域

社会における教育、そして企業、団体における

教育の推進などについて定めております。

3ページから4ページの第Ⅴ章において、それ

ぞれ個別の重要課題ごとの人権施策を11項目

掲げております。

今回の改訂において、7番目のＨＩＶ感染症・

ハンセン病回復者等の人権の細目といたしまし

て、4ページですが、（3）新型コロナウイルス

感染症患者等に関する人権問題を新たな項目と

して追加したところでございます。

新型コロナウイルス感染症患者等の内容につ

きましては、補足説明資料の素案の60ページに

記載しておりますが、これは令和2年に新型コ

ロナウイルス感染症が世界的に蔓延する中、感

染症患者やその周辺の人々、さらには医療従事

者をはじめ、社会基盤を支える労働者などのエ

ッセンシャルワーカーなど、様々な人たちに対

する誹謗中傷や差別など、人権に関する事例が

発生したため、計画にも項目として位置づけを

行いました。

県民の皆様に収集した情報を適切に提供し、

正しく理解していただくとともに、不当な差別

的扱いの防止について啓発に努め、また、相談

対応などの支援を行ってまいります。

このほかに、1の女性の人権においては、性犯

罪、性暴力における対策の強化を、2の子どもの

人権においては、子どもの貧困対策の推進につ

いて、わかりやすい記載への変更や、情報モラ

ルの教育の推進を、4の障害のある人の人権に

おいては、情報のバリアフリー化の視点からの

推進を、9のインターネットによる人権侵害に

おいては、相談対応の取組や啓発の取組などに

ついて新たに追加をしたところでございます。

この計画素案につきましては、委員の皆様か

らのご意見をいただき、併せてパブリックコメ

ントを通して広く県民の方々のご意見を反映し

た上で、来年2月の県議会の当委員会へ最終案

として改めてご報告をすることによって策定の

運びとさせていただきたいと存じます。

どうぞ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、交通・地域安全課長

より補足説明を求めます。

【永尾交通・地域安全課長】 「第4次長崎県犯

罪被害者等支援計画（素案）」について、ご説

明いたします。

お手元の補足説明資料をご覧ください。

まず、第1章の支援計画の概要につきまして、

1の策定の趣旨についてですけれども、本計画

は、平成20年に第1次となる「長崎県犯罪被害者
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等支援計画」を策定し、以降、改定を重ねて、

また、令和元年7月に制定いたしました「長崎県

犯罪被害者等支援条例」におきまして、施策の

総合的かつ計画的な推進を図るものとして本計

画を位置づけて、この計画の下で支援のための

諸施策を推進してきたところであります。

また、本年の3月に国におきまして、「第4次
犯罪被害者等支援基本計画」が策定されたとこ

ろであり、本県の支援計画におきましても、国

の基本計画を参考にしながら、これまでの支援

計画と同様、基本目標を掲げた上で、関係機関、

団体との緊密な連携、協力による取組の一層の

強化を図るとともに、近年のデジタル化の推進

等による社会生活の変化に対応し、着実に施策

を推進するために、来年度の令和4年度から、こ

れを始期とする5か年計画を策定するものであ

ります。

2の「基本目標」並びに「基本的視点」につき

ましては、資料に記載のとおりでありますけれ

ども、第1次の支援計画策定時から、この目標、

基本的視点を掲げており、これはもう完全な基

本的な部分の内容でありますので、今回の支援

計画におきましても継承しております。

次に、第2章 犯罪等の発生状況と犯罪被害者

等の現状についてですけれども、現行計画と同

様に、1の本県における事件・事故等の概況とい

たしまして、県内の犯罪、さらには交通事故の

発生状況のほか、殺人、強盗、強制性交等の凶

悪犯罪、また、重大事件に発展する危険性があ

るストーカー、さらには配偶者からの暴力事案

の発生状況を示しております。

また、犯罪被害者等の置かれている現状とい

たしまして、犯罪被害者等は、身体を傷つけら

れたりする直接的な被害だけではなくて、その

後に周囲の人々の無責任な噂話、さらには、捜

査や公判における精神的な苦痛による二次被害、

また、性犯罪やＤＶ被害など、対応によっては

他人に知られたくないというふうな理由から被

害が潜在化する、そういった傾向にあることの

状況を示しております。

続きまして、概要2ページをご覧ください。

今回、支援計画を作成するに当たり、犯罪被

害者等支援に関する県民の認識度をはかった上

で今後の施策の参考とするために、犯罪被害者

支援、さらには「二次被害」という言葉、その

意味、また、当課が県の方で委託をしておりま

す性暴力被害者支援の「サポートながさき」の

認知度、また、今後、支援を取り組むに当たっ

て広く周知するためにはどういうものが必要な

のかということを本年6月に県政アンケートを

行いました。この結果を3という形で「犯罪被害

者等支援に関する県民の意識調査」を今回新た

に盛り込んでおります。

次に、第3章の犯罪被害者等支援の基本的考

え方につきましては、これは条例及び国の基本

計画を踏まえまして、現行計画と同様に資料に

記載しております5つの重点課題を掲げて、そ

の課題の下に支援のための施策に取り組んでい

くこととしております。

これら5つの重点課題ごとの施策の取組内容

につきましては、第4章の犯罪被害者等支援に

向けた施策ということで示しておりますけど、

その全体像が概要3ページの、施策の体系とい

うことで示しております。重点課題の下に、支

援に向けた13の施策、さらに82の具体的施策と

して整理して体系化しております。

なお、今回の計画における主な変更点につき

ましては、これまでの取組や昨今の社会情勢等

を踏まえまして、いわゆる犯罪被害者等につい

ては、生活全般にわたる支援、さらには回復に
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時間がかかるなどの中長期的な支援、さらには、

性犯罪など潜在化する被害者への支援、また、

様々な犯罪被害者等に配慮した多様な支援が必

要と考えられているところであり、これらに対

応していくために、先ほどお話ししました「サ

ポートながさき」などのワンストップ支援セン

ター体制の強化、さらには、性的少数者、さら

には障害者など、様々な犯罪被害者等に配慮し

た捜査及び支援に関する研修の実施による人材

の育成、さらに、ＳＮＳを含むインターネット

上の誹謗中傷等への適切な対応等の施策を新た

に盛り込んでおります。

今後は、今月20日から来月にかけてパブリッ

クコメントを実施し、皆さんのご意見を踏まえ

た上で、来年度からの施行に向けて策定する予

定でございます。

説明は以上でございます。

【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】「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」をご説明

させていただきます。

お手元の補足説明資料の1ページ目をお開き

ください。

まず、直近の申請数と認証数です。お手元の

補足説明資料には「11月29日現在」と書いてお

りますけれども、12月10日、直近の申請数です

が、3,550店舗で、目標である8,800店舗の40％
となっております。認証数につきましては

3,192店舗で、目標の36％となっております。

次に、2、申請促進の取組についてです。

（1）他事業との連携について。Go To Eat キ
ャンペーンにおきまして、10月11日から新規に

加盟店になる場合については、認証店を要件に

するということとなっております。また、ふる

さとで“心呼吸”の旅キャンペーンについても、

同様に11月11日からの新規加盟店の要件に認

証取得を追加しております。

（2）その他のインセンティブの検討について

ですが、認証店限定クーポン券の配布とか、認

証継続店舗への協力金、給付金制度などについ

て検討したところですが、地方創生臨時交付金

の利用の制度上の制約があったことから断念し

ているところです。

（3）周知広報の実施については、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、6月の制度運用開始後は、県ホームページ、

team NAGASAKI SAFETYの専用ホームペー

ジでの周知、それから全世帯広報誌、テレビＣ

Ｍ、県の広報番組、ラジオ、新聞、商工団体で

の会報誌などで周知を行ってきました。

しかしながら、まだ認知度が足りないことや、

県民への伝え方が大事であるという委員会での

ご指摘を受け、9月定例会以降の取組につきま

しては、テレビ番組やYouTube、県内各地での

説明会の開催など、飲食店の取得メリットや申

請の作成方法、感染防止対策などを説明し、取

得の促進に取組を行っております。

次のページです。

（4）市町独自インセンティブの実施状況につ

きましては、佐世保市、諫早市、大村市、川棚

町で実施されております。内容は記載のとおり

です。

次に、3ページ目をご覧ください。

（5）関係機関との連携につきましては、7月
下旬から10月中旬において、県内21市町の市長、

町長、商工会議所、商工会、食品衛生協会の地

区役員の団体幹部の方と意見交換を行ったこと

で課題を共有でき、連携協力体制も強化されま

した。引き続き、市町、関係団体と連携して取
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り組んでまいりたいと考えております。

次に、3、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。

（1）、（2）については、8月10日から実施し

ました県独自の緊急事態宣言時における内容で

すが、認証店に限って営業時間を1時間長く営

業できるという点が大きなメリットとなり、認

証取得の増加につながったところです。

（3）緩和措置の考え方については、政府の行

動制限緩和の基本方針にのっとり、県といたし

ましても、ワクチン・検査パッケージ制度の準

備を行っているところです。国が示した制度の

概要は、認証店がワクチン・検査パッケージの

登録店になると、行動制限などの措置が適用さ

れた場合でも、ワクチン2回接種済証明や抗原

検査結果などで陰性が確認できれば、同一テー

ブルで5人以上の会食ができるという人数制限

が緩和される制度です。

次に、営業制限の緩和につきましては、今後、

感染者が増加し、県独自の時短要請などの際に

は、酒類の提供を含む通常営業を認めるなどの

優遇措置を実施する方向にあります。

ただし、まん延防止等重点措置、それから緊

急事態宣言が適用された場合には、さらなる行

動制限を実施する必要があるため、休業要請を

行うことも検討されております。

4、認証店への聞き取りによる認証取得のメ

リットについてですが、聞き取りを行ったとこ

ろ、対外的に飲食店が安心・安全を目指して取

り組んでいることをＰＲできることや、利用者

の方が安心して利用できること、そのほか時短

要請時の緩和対象になったというご意見が寄せ

られております。

次のページをお開きください。

5、課題と対策についてですが、1つ目は申請

増の課題、それから2つ目が認証基準の維持の

課題にあります。

1つ目の申請増の課題につきましては、商工

会や食品衛生協会などの協力を得て、10月8日
から12月15日にかけ、22か所において制度内容

や申請の記入方法など懇切丁寧にお伝えし、さ

らに、新たな変異株が出現したことから、感染

防止対策の必要性がますます高まってくること

についてもご説明をしているところでございま

す。

2つ目の認証基準の維持の課題につきまして

は、接触感染や飛沫感染の対策である基準が守

られていないという情報もあり、基準が継続し

て守られているかの立入調査を11月から実施

しているところです。また、文書による通知も

2回、発出しております。

次に、6、補助金の申請状況等につきましてで

すが、11月26日現在で2,009件の申請を受け付

けております。現在までの平均補助額は5万
3,446円となっております。

最後に、7、今後の非認証店への働きかけにつ

いてですが、飲食に関係する業界団体である食

品衛生協会、それから生活衛生営業指導センタ

ーなどを通じ、酒類の提供を行う飲食店を中心

に、再度、認証取得促進に向けた働きかけに取

り組んでまいりたいと考えております。

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

取り組んでまいりたいと思っております。

以上でながさきコロナ対策飲食店認証制度の

申請状況等についてのご説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【中村(一)委員長】 引き続き、どうぞ。

【眞﨑生活衛生課長】「長崎県動物の愛護及び
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管理に関する条例（仮称）」の検討状況につい

てをご説明いたします。

お手元の補足説明資料をお開きください。

前回の委員会におきまして、「長崎県動物愛

護管理委員設置条例」をご説明した際に、今回

ご説明する「長崎県動物の愛護及び管理に関す

る条例（仮称）」を制定するための検討を進め

ていることをお伝えいたしました。その際、取

組状況については、機会のあるごとにご報告し、

ご審議いただくということにしておりましたの

で、今回、現在までの検討状況について、ご説

明いたします。

まず、1、本県の動物愛護管理行政に関する経

緯についてですが、これまでの動物愛護管理の

推進につきましては、動物愛護管理法や国が定

めた基本指針に則して策定した「長崎県動物愛

護管理推進計画」により、「人と動物が共生で

きる地域社会の実現に向けて、殺処分の減少と

動物に起因する県民の周辺生活環境の支障を防

止することに重点を置き、取組を進めてまいり

ました。

平成20年の「長崎県動物愛護管理推進計画」

策定後に取り組んできた主なものとして、長崎

県動物愛護推進協議会と県内10地区に支部を

設置し、地域の現状、地域猫活動、ボランティ

アの現状などを協議し、共有してきたところで

ございます。引取りの有料化や引取窓口の削減

を行ってきたこと、そのほか保健所などに収容

されている犬、猫の譲渡や返還の推進を図るた

め、長崎県動物愛護情報ネットワークを開設し

たことなどを行ってまいりました。

これらの取組の成果といたしまして、令和2
年度の年間の殺処分数が1,960頭でありますが、

計画を作成した基準年である平成20年度比

82％に減少したということになりました。

次に、2、課題です。本県の課題は、犬、猫の

殺処分数が多く、なかなか減少していかないと

いうことにあります。殺処分数は、毎年度、減

少はしているものの、全国でも多い状況となっ

ておりまして、ここ数年は減少率が鈍化してい

る状況になっております。その要因の一つは、

譲渡適齢に達しない生まれたばかりの野良猫の

子猫の引取りが多いことにあります。

この課題を解決するために、本県では平成27
年度から地域猫活動において、野良猫の不妊虚

勢手術費を助成し、このことで引き取られる子

猫を減らす取組を行ってきました。しかしなが

ら、野良猫への無責任な餌やりによる過剰繁殖

や管理できないほどの多頭飼育に陥るなどの不

適切な飼育管理や、これらのことに伴う生活環

境の悪化、住民トラブルなど、様々な問題が発

生してきております。

そこで、3、条例の必要性ですが、このような

課題を解決するために動物愛護管理だけではな

く、生活環境の保全等様々な観点も含め、全県

的なものとして推進するため、県、市町、県民

が一体となって取り組むことを条例で定め、こ

れまでと同じく推進計画により目標を立て、運

用してまいりたいと考えております。

次に、4、条例の検討状況についてですが、先

に述べました課題や必要性を踏まえ、21市町、

県立保健所、生活衛生課による協議のほか、長

崎県動物愛護管理条例検討委員会を設置し、協

議することとしております。

検討委員会の構成委員は、動物愛護管理に関

する専門性、それから福祉的な視点における動

物との共生社会についての見識、地域での活動

などを考慮しまして構成し、9月に設置し、検討

を進めております。

条例検討委員につきましては、次のページに
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記載の方々ですが、鎮西学院大学社会福祉学科

教授を委員長といたしまして、長崎県獣医師会

長、長崎県愛玩動物協会会長、中核市である佐

世保市、野良猫の不妊化の取組の先進地である

大村市の担当者の方、地域猫活動の申請数が多

く活動が活発な諫早市と大村市の自治会長連合

会の会長、それから動物愛護推進員の2名の9名
の方々で構成しております。

同委員会は、現在までに2回開催しており、主

な協議内容といたしまして、関係者の責務と役

割、動物の適正な取扱い、不適切な餌やりなど、

周辺の生活環境の支障を防止するための措置な

どについて協議を進めております。

5、今後の予定につきましては、記載のとおり

ですが、令和5年4月施行を予定とし、進めてい

きたいと考えております。

以上で「長崎県動物の愛護及び管理に関する

条例（仮称）」の検討状況についての説明を終

わります。

ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

【中村(一)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、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、78、80、84、85、
89から91、以上です。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般についてご質問はあ

りませんか。

【松本委員】それでは、先ほど補足説明があり

ました長崎コロナ対策飲食店認証制度について、

現状と課題について質問させていただきます。

まず、この事業の当初の予算額、それと対象

の店舗数、それと実施期間についてお尋ねいた

します。

【眞﨑生活衛生課長】すみません、時間を下さ

い。

― 午前１０時４６分 休憩 ―

― 午前１０時４６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】まず、予算額ですけれど

も、飲食店における感染防止対策第三者認証事

業費といたしまして6億1,709万1,000円です。

対象事業者数につきましては1万1,000店舗、そ

れから、契約期間につきましては3月末までと

しております。

【松本委員】 再度、契約期間が、いつから始ま

って、いつまでということでご答弁をお願いし

ます。

【眞﨑生活衛生課長】失礼しました。契約期間

ですけれども、6月14日から3月10日でございま

す。

【松本委員】 国の予算が6億円であると思いま

すが、かなり多額の予算であります。その中で

6月から契約を始めて、現状、今報告があったの
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が3,192店舗の認証ということで36％という状

況ですから、対象となるのが1万1,000店舗です

から、約8,000店舗近くがまだ承認を取れてな

いという状況であります。

この事業は、3月末までの期間でありますけ

れども、認証を取るのは今年度はいつまでと区

切りをしているのか、お尋ねいたします。

【眞﨑生活衛生課長】認証の申請につきまして

は、今年度いっぱいということですけれども、

目標といたしましては12月末までに対象の1万
1,000店舗の8割、いわゆる8,800店舗を取得目

標としております。

【松本委員】 今日は12月13日でございますか

ら、あと18日なんですね。その期間では、かな

り厳しい状況であることに非常に残念ではあり

ますが、ここはＪＴＢさんに業務委託をしてお

願いをしております。かなりの予算額を積んで

おりますが、これは現状としては36％以上に伸

ばすのはなかなか厳しい状況の中で、やはり達

成しなくてもＪＴＢさんには、もちろん支払う

ことになると思いますが、このことについて受

注したＪＴＢさんはどのような見解があるのか。

また、発注した県としての認識はどうお考えな

のか、お尋ねいたします。

【眞﨑生活衛生課長】委託業者のＪＴＢさんで

すけれども、目標達成に向けまして当初からホ

ームページ、それから新聞、テレビ等の各種メ

ディアなどを活用した広報だけではなく、申請

された店舗の現地調査、それから継続調査に併

せて、周辺店舗への認証取得の営業を行ったり、

補足説明でも言いましたけれども、県内のユー

チューバー、それからブロガーなどを活用して

認証店の対策状況を周知したりとか、繁華街な

どの大型ビジョンやバスターミナル、大型商業

施設のデジタルサイネージでのＰＲに加えまし

て、各地の商工会議所等の協力を得まして現地

説明会を開催するとか、こういう形でＰＲ活動

を実施し、認証取得促進に向けて活動をしてい

るところでございます。可能な限り、そういう

形でＰＲ活動、それから働きかけを実施してい

るところでございます。

こういった活動を通して飲食店事業者の方に

対しまして、制度概要と認証取得の必要性の訴

求はできたというふうには考えておりますけれ

ども、ワクチン接種が進展している状況とか、

今回、感染状況が落ち着いているというような

状況で、なかなか今からこの認証制度を取る必

要があるのかとか、対策をなぜ取らなければな

らないのかとか、こういうような考えをお持ち

の方がいらっしゃるかというふうに思いますが、

その必要性を理解できないといった考えをお持

ちの方についての説明が、なかなか容易ではな

いというふうには認識しているかと思っており

ます。

また、県といたしましても、委託業者と協力

いたしまして、様々な認証促進に係る取組を行

ってきたところでございます。規模の大小など

によって、店によっては状況が異なりますけれ

ども、現地調査員が店ごとに丁寧に対策のアド

バイスをやっているということもお聞きしてお

りますし、まずは申請していただければという

ふうに思っておるんですけれども、しかしなが

ら、県内の1万1,000店舗を超える飲食店を全て

個別訪問することは、なかなかできないという

ところもございます。こちらの周知広報にも限

界があるというふうには思っているところなん

ですが、そこは働きかけて続けていきたいとい

うふうに思っております。

委託業者につきましては、申請に係る現地調

査と認証後の継続調査の際に、周辺の飲食店に
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個別訪問して働きかけを行っているというふう

に先ほど申しましたけれども、7月初旬から8月
初旬で約1,800店舗、それから、10月初旬から現

在におきましては1,200店舗を超える働きかけ

を実施している状況であります。

このように発注者といたしましても、なかな

か認証に結びつかないということであるのかも

しれませんが、ありとあらゆる手段を尽くして、

しているものというふうに認識をしているとこ

ろでございます。

【中村(一)委員長】 答弁はもう少し短く。あま

り長過ぎる。

【松本委員】 6億円以上予算をかけて、契約す

る時も目標はあくまで8,000件以上、8,800件の

目標でありました。ただ確かに、訪問したと今

答弁がありましたけど、訪問したのも3,000件
ということで、1万件を訪問してないという、で

きなかったという状況なんでしょうけれども、

この状況の中で、もう一つあるのが、やはりコ

ロナが落ち着いてきたことも背景としてあるの

かなと。今まで以上な緊急事態ではないから、

飲食店としても、もう既に今緩和されておりま

すから、その状況でなぜ認証を取れというのか

というところもあるのではないかと。

そうなると、やはりメリット、インセンティ

ブがいかに感じられるかというところですが、

説明資料の1ページの（2）で、インセンティブ

は検討しましたと、しかし、県としては断念し

ましたと。県としては、インセンティブはもう

つくらないと。しかし、2ページには、市町では

3市1町が独自なインセンティブをつくってく

ださってます。

ですから、そこの部分で、じゃ今後、これを

どう伸ばしていくかは、いかにインセンティブ

を強く感じていただくかということだと思うん

ですが、そちらに関してのお考えはいかがでし

ょうか。

【眞﨑生活衛生課長】今後のインセンティブに

つきましては、国が推奨しておりますワクチン

検査パッケージ制度、こういうことも今後は考

えられるかと思います。ただ、感染が拡大期と

いうことなんですけども、やはりこれは有効な

手段であると思いますので、ここを県としても

進めていきたいというふうに考えております。

【松本委員】 3ページにも書いてありますワク

チン検査パッケージ（ＶＴＰ）が全国で導入さ

れる。このＶＴＰを取るには、必ず認証店にな

ってなきゃいけないという前段がある。それと、

過去も報告の中では時短の緩和がされるという

インセンティブがある。だから、そこの部分が

残りの未承認のところにしっかりと伝わってな

いところもあったのかなと思いますが、ただ、

相当、これだけ周知しても、この状況ですから、

今後、ＶＴＰを取るためにも、結局、認証店を

取らなきゃいけないわけですから、来年度以降

は、今後、この事業をどのように考えているの

か、お尋ねします。

【眞﨑生活衛生課長】来年度以降につきまして

も、今の制度が認証の期間というのが1年間有

効という形になっております。ですから、感染

防止対策を取っていただくということが非常に

大事になってくるかと思います。

今後、変異株も現れておりますので、感染防

止対策を取っていきながら経済を回復していく

と。その中で、万が一、感染の拡大が起きまし

たら、このワクチン検査パッケージ等を利用し

ていただいて感染防止対策と経済を両立して進

めていきたいというふうに思っております。説

明については、丁寧にやっていきたいと考えて

おります。
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【松本委員】 最後にしますが、当初、初めての

ことではありましたけれども、予算額が6億円

を超える大規模なものと、それと業務委託をす

るという形式で、受けたところが結果を出さな

くても支払われるわけですから、そこの部分で、

費用対効果の部分で今回の報告の中でも大変残

念なところはありますが、しかし、今後、ワク

チン検査パッケージの件もありますし、インセ

ンティブのこともありますので、しっかり生か

して、来年度以降、この店舗認証店を増やして

いけるように取り組んで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】 おはようございます。

私からは、地球温暖化対策の推進についてと、

長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の中の

地域課題解決の担い手となり得るＮＰＯの育成

について、この2点について伺いたいと思いま

す。

まず、地球温暖化対策の推進についてから伺

います。

9月定例会で県内の高校生、大学生をはじめ

とした県民の皆様から請願が提出されました。

その中で主なものとして、気候変動危機宣言を

発出してくださいという内容がございました。

その点について、その是非は置いておいて、ご

指摘はご指摘として真摯に受け止めないといけ

ないかなと思います。

まず、この件の周知、啓発について伺いたい

と思いますけれども、そもそも、県ではゼロカ

ーボンシティ宣言をしているというのが理由で

採択をしなかったという経緯がございます。こ

のゼロカーボンシティの表明については、たし

か環境省が要件を出しております。表明方法の

例としては、記者会見、イベント等において、

首長が2050年に排出量をゼロにしますという

ことを表明すること、議会で首長が表明するこ

と、報道機関へのプレスリリースで首長が表明

すること、自治体ホームページにおいて表明す

ることと、4点、要件が挙げてありますけれども、

これらについて本県のゼロカーボンシティ表明

というのは要件を満たしているのかどうか、ま

ずこの点について伺います。

【重野次長兼地域環境課長】県におきましては、

今年の3月に「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、ホームページ

上で、2050年に脱炭素を目指すと記載して公表

しておりますので、それで表明したと捉えられ

ております。

【坂口委員】 今、環境省が示した4つの方法に

ついて伺ったところですけれども、答弁では、

そのうちの一つを以って表明したということで、

ほかの3つの手法については取られていないと

いう認識でよろしいでしょうか。

【重野次長兼地域環境課長】そのような認識で

問題ないです。

【坂口委員】今回、県民の方から請願があった

内容としては、ゼロカーボンシティではちょっ

とインパクトが弱いと、県民の皆様に危機意識

がなかなか伝わっていないのではないかといっ

たご指摘だったと思います。

このゼロカーボンシティ、内容は一緒なんで

すけれども、県民の皆様に与えるインパクトと

いうか、うまく周知をしていくという方法では、

首長がもう少しメディアへの露出というか、そ

ういったことを含めて映像として県民の皆様に

訴求をしていくという方法がよいのではないか

なと私個人的には考えております。

あと、県民運動として広げていくためには、

やっぱり市町との連携というのも必要でありま
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す。例えば、市町の庁舎のロビーには大体モニ

ターが設置してあったりとかしますので、そう

いったところで流して県民の皆様に普及啓発を

行っていくような、映像として何か訴えていけ

ればと考えているんですけれども、その点につ

いての認識はいかがでしょうか。

【重野次長兼地域環境課長】 今年の10月1日に、

県の環境保健研究センターに長崎県気候変動適

応センターを設置いたしまして、ホームページ

の中で災害の状況などをより広く県民の方々に

お知らせするという形で現在やっているところ

でございます。

今、委員からご提案いただいた市町のモニタ

ーを使った広報活動につきましては、どのよう

な形でできるか研究したうえで、今後広めてい

きたいということで考えております。

【坂口委員】ご検討のほど、よろしくお願いし

ます。

地球温暖化対策の第2次実行計画の進捗管理

について伺いたいと思います。

今回、議案外の説明の中で、家庭部門におい

ては約2.3トンの排出削減、それから、運輸部門

については約60トンの排出削減につながりま

したという成果が記載してあります。これが

2050年の排出量ゼロを目標とする中で、この2
つの成果がどのように位置づけられているのか。

また、今後の計画の進捗管理という部分につい

てご説明をいただければと思います。

【重野次長兼地域環境課長】 委員ご指摘の2件
につきましては、「我が家の省エネ日記」につ

きましては、家庭で身近に取り組める節電など

の地球温暖化対策を推進することを目的として、

小学校4年生から6年生を対象に夏休みの期間

で取り組んでいただくということで、これは平

成30年度から開始した取組でございます。平成

30年度に891名だったのが令和3年度に1,827名、

114校まで拡大しているということでございま

すので、子どもたちがそういうことに取り組む

ことによって、親も一緒に取り組んでいただけ

るという認識を持っておりますので、これにつ

きましては引き続き続けていきたいと考えてお

ります。

また、スマートムーブにつきましては、徒歩

とか自転車とか公共機関の利用などによってマ

イカーを自粛するとか、あとはマイカーをどう

しても使わなければならない時には乗り合わせ

たりエコドライブを実践するという取組でござ

いますけれども、これにつきましては令和3年
度は、先ほど部長説明でもありましたように、

3万3,000人の参加で約60トンということにな

っております。これにつきましてはコロナの感

染防止の観点から企業がなかなか参加できなか

ったというところもございます。令和元年度に

つきましては4万人を超えていたということも

ありますので、引き続き取り組んでいきたいと

考えております。

また、家庭・運輸部門では、電気自動車の導

入や「九州エコファミリ応援アプリ」というの

もございますので、そういう取組を使いながら、

ぜひ家庭・運輸部門について長崎県の温暖化対

策が進んでいない部分を引き続き取り組んでい

きたいということで考えております。

【坂口委員】特に進んでいない部分を引き続き

取り組んでいくということですが、この2.3トン、

約60トンという削減量が目標値に対してどれ

ぐらいの割合なのか、成果なのかというところ

について伺いたいと思います。

【重野次長兼地域環境課長】目標の削減からい

えば、まだまだ足らないということで認識して

おります。その辺を含めまして、今後、どうい



令和３年１１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）（１２月１３日）

- 101 -

う取組をしたら、家庭部門、運輸部門の二酸化

炭素が減るかというのを第2次実行計画に加え

て、新たにどういうことができるかも含めなが

らやっていきたいということで考えております。

【坂口委員】特に運輸部門については、県の機

関である交通局でもデジタルタコグラフ、そう

いった器材を活用した取組をなされたりしてお

りますので、そういったところの成果がどのよ

うに反映されるかとか、その辺また連携して進

めていただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。

次にまち・ひと・しごと創生総合戦略の中の

ＮＰＯについて伺います。

ここでは「地域課題解決の担い手となり得る」

というふうにございますけれども、中山間地域

をはじめとした過疎地域の集落機能をどのよう

に維持していくかというところが地域課題とい

うふうに一般的には言われておりますけれども、

これについては総務省でも「地域運営組織の形

成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告

書」と、調査研究を平成25年度からなされてお

りますし、福祉的な部分でいきますと、厚労省

で地域包括ケアシステムの構築というところで

進められております。目的は、先ほど申し上げ

たような過疎地域の集落機能をいかに維持して

いくかというところで、福祉的な観点なのか、

地域運営組織の形成という観点なのか、あるい

はＮＰＯとか担い手の形態に関する観点なのか

というところであると思います。

総務省の報告書によりますと、地域運営組織

のうち約8割が任意団体という調査結果が出て

いるようでして、残りの2割にＮＰＯが含まれ

ていると。やはり一番最初の立ち上げ時にＮＰ

Ｏで活動を行っていくというところが難しいと。

小さく生んで大きく育てるではないですけれど

も、任意団体から始めて、その活用に応じてＮ

ＰＯ形態にするのか、あるいは一般社団法人に

するのか、組合組織にするのかとか、活動内容

に応じてどういう組織形態にするのかというの

が一般的な進め方というか。任意団体のままで

も契約の問題であったりとか、それはそれで課

題があるようですので、どのようにしてその辺

の橋渡しを続けていくか。

地域課題解決の担い手となり得るＮＰＯとい

うよりも、地域運営組織ですね、任意団体を活

動に応じてどういう組織形態にもっていくか、

進めていくかというところが実情に合うような

気がしております。ＮＰＯ決め打ちよりも、任

意団体をどういう組織形態に誘導していくかと

いうところが重要ではないかなと私個人的には

思っておりますが、その点について見解を伺い

ます。

【本多県民生活環境課長】地域課題の解決のた

めの組織といたしましては、委員ご指摘のとお

り、地域運営組織がございまして、地域の住民

自らが主体的に地域の将来プランの策定をした

上で課題の解決に取り組んでいくというところ

ですが、その組織の形態につきましては、これ

もご指摘がありましたように、任意団体であっ

たりとか、ＮＰＯ自身がまちづくりの協議会に

なっていたりとか、様々な形態があろうかと思

っております。

私どもの方で実施いたしております事業とい

うのは、こういった地域運営組織の組織形態に

関わらず、地域が組織をつくって取り組む際に、

その課題に応じて、知見とか経験を有するＮＰ

Ｏ法人、あるいは法人に限らず、任意団体であ

ったり、社団法人であったり、そういった広い

意味でのＮＰＯがパートナーである場合もあれ

ば、プレイヤーとして地域運営組織と一緒にな
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って取り組むようなＮＰＯを育成していくとい

うのが私どもの事業になっております。

地域運営組織の組織形態については、運営組

織を増やしていったりとか活性化させるという

ところの取組は、県の中では地域づくり推進課

が実施しておりまして、当然、私どもも地域づ

くり推進課と十分に連携しながら、地域運営組

織の立ち上げのところからＮＰＯとのマッチン

グのところまで一緒になって今取り組んでいる

ところでございます。

【坂口委員】連携して取組を行っていくと。地

域振興部ですね、あと長寿社会課ですかね、こ

ちらも含めて連携してやっていただければと思

います。

もう一点、ＮＰＯの支援と、そして、所管は

違いますけど、地域振興部の地域運営組織の形

成に向けた支援という部分も、立ち上げまでの

支援というのが、今のところ、県における支援

としてあるのではないかなと思いますけれども、

どう持続的に運営していくかというところも一

つ課題ではないかなと思います。やっぱり地域

課題というのは、なかなか採算性にのりにくい

のが現状でありまして、行政による補助金とか、

そういった支援が必要というのも、今回、報告

書の中で明確に記載されております。

立ち上げ以降の運営費に対する補助等につい

てどのようにお考えか、伺いたいと思います。

【本多県民生活環境課長】ご指摘のとおり、地

域運営組織を立ち上げてＮＰＯとも連携して地

域課題の解決に取り組んでいく持続的な取組と

いうのは大変重要だというふうに認識しており

ます。

私どもでは、主にＮＰＯの活動を行うに際し

てのいろんな悩み、その中には資金的なものも

あるかと思いますが、私どもの県としては、直

接的に資金面で補助金を設けたりということは

していないんですけれども、そういった悩みと

か相談に応じまして、いろんな国の資金であり

ますとか、民間の資金、それから県の方にござ

います県民ボランティア振興基金の助成事業と

かを紹介するなど、資金面でも手当てができる

ような形で助言などを現在は行っているところ

でございます。

【坂口委員】最後になりますけれども、県自体

としては、そういう仕組み的な援助は現状ない

と。そのかわり、いろんな制度をご紹介してい

るということだったと思うんですけれども、そ

こに例えば厚労省の制度であったりとか、総務

省の制度であったりとか、いろいろ仕様という

か、活用可能な部分があると思いますので、そ

のあたりは庁内で連携してしっかりと運営主体

にご紹介していく取組をしていただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。

【中村(一)委員長】 ここで換気のため、しばら

く休憩いたします。

11時25分に再開いたします。

― 午前１１時１５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。

先ほどの松本委員の質問に対し、答弁の訂正

があっておりますので、これを許可します。

【眞﨑生活衛生課長】先ほど、松本委員から事

業費ということでご質問がありましたけれども、

私、総額についてだけ述べておりました。

事業の総額は6億1,700万円ですけれども、Ｊ

ＴＢへの飲食店の第三者認証制度に係る委託費

として2億5,886万6,000円でございます。認証

取得のために導入した設備整備への補助という

ことで3億5,450万円という形で計上しており
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ました。

すみません。お詫びして訂正をお願いいたし

ます。

【中村(一)委員長】 ほかに質問ありませんか。

【深堀委員】先ほど、陳情のところで確認すれ

ばよかったんですけれども、簡易水道の整備促

進に関する陳情等が出ております。長崎県水道

協会からの要望ですけれども、この要望に対す

る対応の要旨については、政策等決定過程の資

料の中で報告がされております。

令和4年度の整備促進に関する要望について

は、最大限、国に対しても県として引き続き対

応するというようなことが記載されていました。

おそらく整備等に関する費用として、平成19年
以降に簡易水道の上下水道に統合ということが

進められてきております。

その中で、どうしても上下水道の今後の整備

に関して言えば、水道管等の老朽化に対する対

応が大きく関わっていくと思っているんですけ

れども、その簡易水道の整備は、そういった老

朽化した水道管等への対応も含まれているとい

うふうに考えていいんでしょうか。

【本田水環境対策課長】委員ご質問のことです

けれども、水道管の老朽化に対する対応は今後

発生するということで、その辺も踏まえた要望

が出てきているというふうな認識でございます。

【深堀委員】先般、ある報道で水道管の事故と

いうのが全国で約2万件ほど報告されたと。水

道管の法定耐用年数が40年と言われていて、水

道が高度成長期に整備されたものが多くて、全

国規模でいえば17.6％が耐用年数を超えている

という報道を目にしました。

長崎県下において、この法定耐用年数の40年
を経過するような水道管が全体の何％ぐらいあ

るのか。全国でいえば17.6％という報道だった

んですけれども、本県においての状況がわかれ

ば教えてください。

【本田水環境対策課長】 法定耐用年数40年を

超えている水道管の割合でございますけれども、

最新のデータで申しますと、令和元年度末時点

で全国が19.1％になっております。それに対し

まして本県の老朽化の割合としましては14％
です。

法定耐用年数40年というので一応区切りを

つけまして老朽管と言われておりますけれども、

実際の管路の耐用年数としましては、60年くら

いはきっちりもつということになっております

ので、14％が、今、非常に不安定な状態という

ようなものではないということもご承知いただ

ければと思います。

【深堀委員】ありがとうございます。全国に比

べて老朽化している水道管の割合が低いという

ことは、非常にいいことだというふうに思いま

す。ただ、どうしても設備産業といいますか、

産業と言っていいのかな、設備にものすごくお

金がかかる水道事業でありますので、計画的な

更新というのが、もちろん、事業者がやるべき

話なので県が直接的にはやってないんですが、

それに対する支援というのは計画的にやってい

かないと、これはいろんなインフラの面も含め

てそうなんですが、そういうことでお願いした

いと思います。

そういったところで、どうしても水道料金に

当然反映されてくるわけですよね。長崎県下の

各水道料金の水準といいますか、全国と比べて、

もちろん基礎自治体ごとに細かにあるわけで、

比較手法が難しいのかもしれませんが、そうい

った状況がもしわかれば教えていただけません

か、料金の水準。

【本田水環境対策課長】本県の水道料金でござ
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いますけれども、もともと地下水とか普通に川

を流れている水が非常に少ない地形でございま

すので、過去には長崎砂漠、佐世保のこの前の

渇水、平成になってから早岐川の渇水とかござ

いますけれども、それに対応するためにダムを

全国で一番たくさん造っております。その辺の

こともございまして、料金の水準としましては、

単純な各市町の平均でございますけれども、全

国が大体3,300円ぐらい、これは1か月に20㎥使

って3,300円ぐらいという数字になっておりま

すけれども、本県の場合は、これが3,800円とな

っております。特に、ダムがたくさん必要な長

崎市あたりは、大きなまちですけれども、4,500
円ぐらいの料金ということで、それによって経

営としては、現状、比較的健全に営まれている

ところでございます。

【深堀委員】ありがとうございます。今の報告

の中で長崎県下の水道料金の水準というのは、

どうしても全国と比べて割高になっている。そ

れは地形的な問題や水源の問題もあって、やむ

を得ないものなんだということなんですね。理

解しました。

先ほどの繰り返しになりますが、設備という

ものに多額の費用がかかってくると思います。

それに適切に県とか国の有利な財源を充ててい

くことにも、これからしっかり応えていってい

ただければなというふうにお願いしておきます。

次に、先ほど説明があった計画関係について

少し意見を述べさせていただきます。

先ほど説明があった「長崎県人権教育・啓発

基本計画の第3次改訂」、そして、「第4次長崎

県犯罪被害者等支援計画（素案）」についてで

あります。

中を見せていただいたんですけれども、具体

的な施策というところは、定性的な目標という

という書き方がほとんどであります。ただ、人

権教育・啓発基本計画の方は、最終のところに

数値目標がしっかり明示されていて、教育・啓

発、女性の人権、子どもの人権について、それ

ぞれ基準年に対して目標値を設定されています。

これに対して犯罪被害者等支援計画に関して

は、定量的な目標の設定がされていない。確か

に、計画の質によるものももちろんあると思い

ます。一概に比較してはいけないと思っている

んですが、どうしても、こういった具体的な、

例えば、第4章の犯罪被害者等支援に向けた施

策の中でも、いろんな支援を実施しますという

ことで定量的な表示がされていません。これが

実際の実績と比べてどうなのかということも少

し気にはなったんですけれども、そういった視

点でこの素案を少しブラッシュアップしてもら

えないかなと思っているんですけれども、いか

がですか。

【永尾交通・地域安全課長】 今、委員ご指摘の

数値目標の関係ですけれども、まず、当課の考

え方ですけれども、今言われたように、この計

画の趣旨というか、性格を考えた時、まず、目

指すべき基本目標としまして、いわゆる犯罪被

害者等に対する問題を社会全体で考え、最終的

には共に支え合い、安全で安心に暮らせる社会

の実現であり、これを掲げた中での被害者支援、

様々なケースが考えられると考えております。

その中で、例えば、これはあくまでも支援だ

けを捉えた形の意見にはなるんですけれども、

これをいついつまでにやる必要があるとか、そ

ういう数値というのは、性格上、そぐわないの

かなということで今回入れておりません。これ

は国の計画におきましても同様の考えを持って

おりまして、国の基本計画にも、そこは触れて

はございません。
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計画の中の15ページに書いているんですけ

ど、様々な会議を計画しております。一番大き

いのは市町との会議、連携という部分では、市

町も条例を制定いたしました。ところが、これ

が足並みが揃わなければ平等な支援を受けられ

ないということで、私たちも常にそれを見なが

ら会議をして情報を共有し、さらに、職員の実

務能力、スキルアップを目的とした訓練を行う

ため、するということで、これは最低でも、最

低でもという言い方はおかしいですけれども、

年に1回以上市町との会議を開催することとし

ております。現状におきまして、実績で言った

ら市町との会議は令和元年に設置してからは毎

年1回、推進会議という県庁内の会議につきま

しては、今年度は2回やっております。

ただ、今、お話がありましたように、数字が

示されていない以上、本当にやっているのか検

証ができないと言われた部分につきましては、

否定できませんので、先ほどお話がありました

数値に関しても、他県の分を一度精査した上で、

これ、令和3年度に、どこも計画を練り直してお

ります。ですから、その辺も踏まえた上で考え

ていきたいというふうに考えております。

【深堀委員】今の課長の答弁で了とします。大

きな目標について全然否定するものでもないし、

あとはいかに具体的な、やることに対してもう

少し定量的な部分を見せてもらった方が後での

評価もしやすくなるだろうし、この計画に基づ

いて業務を執行する側も明確なものを示した方

がやりやすいのではないかということで申し上

げましたので、よくご検討をお願いしたいと思

います。

次に、海洋ごみの件について質問いたします。

長崎県は、全国でも長い海岸線を有している

海洋県でもあります。

これまで、海岸漂着ごみということに関して

私は気になってよく聞いていましたけれども、

先般、これも報道で聞いたんですが、海洋ごみ

といっても、海岸に漂着するごみと海底にある

ごみがあるということ。実際に海底に蓄積して

いるごみ、プラスチックごみといったものがど

れくらい、本県の海域の中で発生しているのか

ということをデータとかで調査したことがある

のかないのかをまずお尋ねしたいと思います。

【吉原資源循環推進課長】委員ご質問の海底に

沈んでいるごみの本県の数量というものについ

ては、情報がございません。

【深堀委員】そうなんだろうなとは思ってたん

ですけれども、海洋ごみというのが、2050年ま

でに海洋中のプラスチックが魚の総量を上回る

試算もあるというどっきりするような記事を見

て、長崎大学の山本教授が、海洋ごみ調査船ロ

ボットを開発したということがありました。そ

のロボットを活用して海中、海底の様子を広範

囲にわたって3Ｄモデル化することに成功して、

ごみが蓄積しやすい場所を予測したり、そこに

どれくらいのごみがあるのかということを把握

して改善につなげていくという取組を報道で見

ました。この内容はご存じでしょうか。

【吉原資源循環推進課長】その内容については、

新聞記事で私も承知しております。

まだ山本教授にはお伺いしてないんですけれ

ども、実際、対馬の方でそういったことをなさ

れるというようなお話がありますので、近々、

先生のところにお伺いしようというふうに考え

ております。

【深堀委員】アポを取って、それが本県の環境

施策の中でどういうふうに生かされるのかとい

うのは、非常に興味もあるし、重要なことだと

いうふうに私は思うんですよ。



令和３年１１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）（１２月１３日）

- 106 -

話を聞きに行くということだったので、ぜひ

産学官が共同して本県の現状を改善するための

取組をぜひ前に進めていただきたいと思うんで

すけれども、それでお願いして大丈夫ですか。

【吉原資源循環推進課長】県でも海洋ごみや漂

流ごみについては、対策をこれまでずっと講じ

てきております。それにつながるものだという

ふうに考えておりますので、委員がおっしゃい

ますように、今後も対応していきたいと考えて

おります。

【深堀委員】 ぜひお願いしておきます。

最後に、日本ジオパークの件で確認ですけれ

ども、先般、五島列島に日本ジオパーク委員会

の現地調査が入ったということを聞いておりま

す。これまでも申請してきた経過が五島列島で

あるんですけれども、現在の状況についてお尋

ねいたします。

【石川自然環境課長】 お答えいたします。

先月末に日本ジオパークの認定をするための

現地審査が実施されまして、その初日に私も伺

いまして、協議会で今まで取り組んできたこと

のヒアリングを受けたところでございます。そ

の後の報道で、来年1月末には結果がわかると

いうことで承知しております。

関係者の話では、現地審査は全体的に問題点、

課題はあまり指摘されなかったというふうに聞

いておりますが、最終的に判明するのは来年の

1月末頃というふうに承知しております。

【深堀委員】 来年1月に朗報が出るようにお願

いしたいし、2年前に認定を見送られていると

いうことですよね。そこは火山と人々の暮らし

のつながりがうまく説明されていなかったとい

うようなことを報道で目にしたんですけれども、

今回、それが改善をされているということと、

来年1月に認定された後、どうしていくのか。も

ちろん、現地といいますか、協議会等が主にな

ってやるんでしょうけれども、県としても、せ

っかく島原と五島ということになれば、このジ

オパークを活用したいろんな啓発であったり、

観光もそうですけれども、いろんな事業とのマ

ッチングもあると思うんですよね。そういった

準備をやっておく必要があるんじゃないかとい

うふうに思うんですけれども、そのあたりはい

かがですか。

【石川自然環境課長】県といたしましては、現

在もジオパークの事務局である五島市の意見を

聞きながら、関係する支援を行ってきておりま

す。具体的には、あそこは国立公園でもありま

すので、国立公園の標識の整備などと連携して

ジオパークに通じるものの解説標識、そういっ

たものを整備したりしております。

それについては島原半島のジオパークも同様

でございまして、協議会の意見を踏まえながら、

県としての必要な支援を行っております。具体

的には、あそこも国立公園になりますので、国

立公園の見どころといったところを、ジオパー

ク協議会としての統一的なロゴを使ってジオパ

ークの普及促進に努めているということでござ

います。

五島列島のジオパークが登録された際にも、

改めて五島市にも意見を聞きながら、どういっ

た形で県が支援できるか、そういったところを

検討してまいりたいと考えております。

【深堀委員】わかりました。認定されるという

前提で、地元の市町とも連携して、この大切な

長崎県の財産でもある五島列島のジオパークの

活性化に向けて取組をお願いしておきます。

終わります。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【赤木委員】お疲れさまでございます。幾つか
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質問をさせていただきます。

先ほど来から話があっているながさきコロナ

対策飲食店認証制度、team NAGASAKI SAF
ETYのことについてまずはお尋ねいたします。

資料をいただいて、先ほども議論があってい

たんですけども、ここに書かれてない中で、認

証を受けた飲食店の方がコロナにかかった場合

に一旦取り下げるとか、また、それがちゃんと

基準を満たせば再度復活させるという議論もこ

の委員会の中でさせていただいたんですけれど

も、そういったことで取消しになった件数や、

もしくは先ほどから話がありました、飲食店側

のメリットがなかなか少ないということで、飲

食店側から取り下げられた件数もあるのではな

いかと懸念したんですけれども、そういった件

数をお聞かせください。

【眞﨑生活衛生課長】現在、取り消しになった

施設はございません。

【赤木委員】 ありがとうございます。なので、

この対策は、一定うまくいっているという結果

でもあるのかなと思いますので、この認証店を

広げて県民の皆さんが安心して飲食できる体制

を整えないといけないなという思いを改めて強

くしたところであります。ありがとうございま

す。

県民の方からご指摘をいただいたんですけど、

行政が、県が管理する施設、県庁もそうですけ

ど、例えば、県美とか歴史文化博物館とかも飲

食店が入っております。県庁、県警も飲食店が

あって、最近やっと認証を受けたと私は見てい

ます。1週間か2週間前に見た時は認証になって

なかったんですけど、今日見たら、team NAG
ASAKI SAFETYの認証が取れてましたので、

本当は行政が管理する施設というものは、県民

の皆様に模範を示すためにも早く認証をすべき

だったんじゃないかと思うんですけど、遅くな

った経緯、県美とか歴文に入っている飲食店は

まだ取れてないようなので、そこの経緯など、

どういう働きかけをしているのか、お尋ねいた

します。

【眞﨑生活衛生課長】委員ご指摘のとおり、県

の施設につきましては、先んじて取っていくべ

きなのかなというふうに思っておるところで、

働きかけもしてきておりました。しかしながら

飲食店に入る時の制度上、トレーを取って自分

で箸を取ってというような引っかかるところが

何点かありまして、そのあたりをどういうふう

に整理していいかということで業者さんとお話

をしまして、現在は飲食店側が設置をする、そ

して、ドレッシングなんかについても飲食店側

が振りかける。そういうようなことで対策をと

ってきました関係で最近の認証という形にこぎ

つけたということです。

引き続き、ほかの県関係の施設につきまして

も、そういうような形で、どうやったら取れる

かというところも協議しながら進めていきたい

と考えております。

【赤木委員】わかりました。対策を進めて認証

に至った経緯等もお知らせいただきました。先

ほど言った県美とか歴文はまだできてませんの

で、速やかに働きかけていただくよう、お願い

します。県が進めている施策でもありますので、

県民の皆さんに対しても、ご指摘をいただいて、

私も「すみません」としか言いようがなかった

ので、ぜひとも早くお願いをいたします。

続きまして、ＮＰＯに関することで、「学生

×ＮＰＯ出会いの旅Ｐｒｏｊｅｃｔ」というも

のが今県の中で進められて、私も先日、雪浦の

方に参加をさせていただきました。部長も当日、

お越しいただいておりました。
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私が感じたのは、2時間ほどしかいれなかっ

たんですけれども、ものすごく勉強になりまし

たし、地元の方々が地域にしっかり根差して活

動されている様子を見せていただきました。今

回、学生等であったんですけれども、2月に発表

ということで、それも楽しみにしております。

ただ、これは県の部局に関係なく、人口減少対

策にはどの部局も取り組まなければならない中

で、ただ、学生の方が一般に就職することは、

もちろん大事なんですけれども、こういった地

域の活動、ＮＰＯの活動を通して、自分たちが

ＮＰＯにどう関わっていくかということも、こ

れは人口減少対策、雇用にも資することだなと

強く感じたところでありました。

今回、多分初めての取組だったと思うんです

けれども、ものすごく有意義な時間でありまし

たし、今後も続けていってほしいなと強く思っ

たんですけれども、今の見解とか感想をぜひお

聞かせいただければなと思っております。

【本多県民生活環境課長】この事業の目的とい

たしましては、大学生などの若者がＮＰＯの活

動をまずは知っていただいて、できればそうい

った体験をしていただきながら、ＮＰＯ活動へ

の参画を通じて地元に対する愛着を深めていた

だくことが狙いの一つになっております。

今回、今年度初めての取組で、実際にＮＰＯ

法人を訪問いたしまして、委員からもお話があ

ったように、地元で活躍されているＮＰＯのキ

ーパーソンとなっている方たちのこれまでの経

験でありますとか、現在の取組を聞くことで、

参加した学生の方々は、ＮＰＯの方の取組、経

験を通じまして、地域に対しての思いというも

のを深めていただいているようなことが見受け

られますので、引き続き来年度も同じような形

で、取り組んでいく予定としております。なお、

今年度はまちづくり系のＮＰＯを訪問したんで

すけれども、まちづくり系に限らず、福祉です

とか、文化、その他様々な分野のＮＰＯ法人も

訪問できるような形で来年度以降やっていきた

いと思っております。将来的には、実際にＮＰ

Ｏ、ボランティア活動をインターンシップのよ

うな形で体験していただいて、実際にＮＰＯ活

動を大学を卒業してから地元でやっていこうと

思ってもらえるような形で進めていきたいと思

っております。

【赤木委員】 ありがとうございます。私も、ま

さに同じようなことを考えておりましたので、

ぜひとも続けていただきたいと思いますし、行

政の職員さんもお話を聞かれて、多分、いろん

な気付きもあったかと思います、学生だけでな

くてですね。なので、私としても、学生だけで

なく、いろんな方が行けるような仕組みづくり

を検討されてもいいのかなと思いますので、引

き続きどうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、また生活衛生課長にお尋ねいた

しますが、大村市のアニマルポートながさきに

ついて、今日も条例のお話で「長崎県動物の愛

護及び管理に関する条例（仮称）」の検討状況

ということでご説明いただきましたけど、この

条例を進めるに当たっても、県が管理する大村

市のアニマルポートながさきも、もっともっと

きれいにしたり、施設の改修等必要だと私も以

前から思っているんですけれども、改修も含め

て検討されているのか、もっとこうしたいとい

う思いも込められているのかということをお聞

かせいただければなと思います。

【眞﨑生活衛生課長】現在の大村にある動物管

理所アニマルポートながさきにつきましては、

昭和51年に建てられました。当時は狂犬病予防

法に基づいて犬の捕獲、それから処分という形
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に重きをもって運営してまいりましたけれども、

時代の流れにおきまして、動物愛護の方を重視

するような形になってきております。

近年におきましては、犬の譲渡の専用の施設、

それから猫の譲渡の専用施設を造りました。そ

れから、令和3年1月には、野良猫の不妊化手術

の部屋を整備いたしました。そういう形で動物

の愛護、管理についての機能を拡充しながら今

までやってきたところでございます。

確かに、委員ご指摘のとおり、この施設が老

朽化してきておりまして、今後、例えばボラン

ティアさんが活動する場を設けたりとか、そう

いう場もありませんので、県といたしましては、

その拠点施設となるようなところも考えながら

検討を進め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。殺処分の

お話も先ほどいただきましたけど、県が抱える

課題をすぐに解決することはできないのかなと、

徐々にしかできないのかなと思っておりますし、

あそこの場所に、語弊があるかもしれませんが、

気軽にというか、もっともっといろんな方が訪

れていただけるような仕組みづくり、発信も必

要だと私自身は考えています。それは啓発にも

つながりますし、今後の動物、ペットとの付き

合い方も考えられるものと思いますので、様々

な可能性を考えながら取り組んでいただきたい

と思っております。私は、先ほど言ったように、

もっと多くの方が訪れていただけるような仕組

みづくりをぜひとも進めていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いいたします。

最後に、大村湾の、いわゆるガラスの砂浜の

ことについて少しお尋ねをしたいなと思います。

ご存じのとおり、多くの方が訪れて写真を撮

ったりしている、そういういい部分も見受けら

れているんですけれども、環境への評価につい

ては、まだ検証中だというお話を以前聞いたと

思っています。

水質を改善する部分というのは、そういう要

素はあるとは聞いているんですけど、海中の生

物が育っているのかということに関しての検証

はどうなっているのかなと疑問に思っています

ので、そこをおわかりでしたらお答えいただけ

ればと思います。

【重野次長兼地域環境課長】委員ご質問の件で

すけれども、大村市内の造成浅場におきまして

は、平成30年度については、前年度に比べて個

体数が少なかったですが、これについては台風

と稚魚のへい死が考えられます。平成31年度に

ついては、冬季に急激な個体数の増加が見られ

てますが、これは例年に比べて幼生が着底する

時期が早く、着底した個体群の成長段階が進ん

だことで、台風の波浪などに対する生存性が高

まったということで、徐々に増えてはきている

と確認しております。これについては今年度ま

で調査を実施した中で評価をしていきたいとい

うことで考えております。

【赤木委員】わかりました。私もネットの情報

だったので、それをネガティブに捉えている

方々というか、本当に生物がいなくなっている

というような発信をされている方が見受けられ

ましたので、評価をしっかりしていただいて、

そういうポジティブな側面もあるんだというこ

とを県としてもわかりやすく、それこそ評価が

終わる段階でしっかりしていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いいたします。

【中村(一)委員長】 県民生活環境部の審査の途

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、県民生活環

境部の審査を行います。

しばらく休憩いたします。
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― 午前１１時５７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、県民生活環境部関係の審

査を行います。

質問はありませんか。

【前田委員】では、質疑をさせていただきます。

午前中にも質問が出てたんですけれども、地球

温暖化対策について質問させていただきたいと

思います。

9月定例会に請願が上がった中で、危機宣言

を発することについては、今、取り組んでいる

という中で、私たちもそこについて慎重な姿勢

をもって請願採択に対しては反対しましたが、

それ以外の3項目については、同じような認識

を持っているということで多分やり取りさせて

もらったと思います。

その中で、今日午前中の質疑にもありました

けれども、「第2次長崎県地球温暖化（気候変動）

対策実行計画」を立てて、ここから周知も含め

て具体的に進捗をさせていくということが大事

だと思いますし、その進捗管理をきちんと追っ

かけていかなきゃいけないと思っているんです

けれども、今、県として、あの請願以降を含め

て来年度に向けて事業として、施策として、ど

のようなことを今考えているのか、少し確認を

させていただきたいと思います。

その前に、県はゼロカーボンシティの宣言を

したということですが、21市町で今幾つの自治

体が宣言をしているのかについて確認させてく

ださい。

【重野次長兼地域環境課長】ゼロカーボンシテ

ィの宣言につきましては、現段階では4市2町が

行っております。

現在の温暖化対策の取組につきましては、緩

和策と適用策という2方向から進めております。

緩和策につきましては、先ほどから説明してお

ります「我が家の省エネ日記」が家庭部門の対

策、それから、運輸部門の対策として県下一斉

のスマートムーブ、これをやらせていただいて

おります。

そのほか、この前の委員会でもありました長

崎県地球温暖化防止活動推進センターによる普

及啓発等ということで、温暖化防止かわら版の

発行を年に2回、1万部ずつ、小中学校、それか

ら図書館に配布しております。

また、推進員の地区研修会ということで、県

内10地区を2年間で1周という形でやらせてい

ただいております。

また、地域学習会の支援ということで、計50
回を目標にしておりますが、11月30日現在、61
回、推進員による地域活動が行われております。

その他、推進員セミナーを1月と2月に、基礎

編、応用編ということで開催するようにしてお

ります。

それから、省エネセミナーということで、工

務店向け、中小企業向けで、より省エネに特化

した住宅を造っていただくという形で工務店向

けにしているのが年間3回、3日間やりまして、

41社69名が、中小企業向けでは、21社26名が参

加しております。

また、ユーチューブの動画ということで、5分
から7分という形で、現在、温暖化防止活動推進

センターのホームページで流しております。

そのほか、スマートフォンを活用して、省エ

ネや省資源など地球温暖化に優しく取り組む県

民を支援する環境アプリということで、「九州

エコファミリー応援アプリ」を今年度から始め

ておりまして、12月8日現在で650名が登録して
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いるところでございます。

その他、電気自動車等導入促進キャンペーン

事業ということで、運輸部門対策になるんです

けれども、二酸化炭素削減につながる電気自動

車等の導入を促進するために、キャンペーンを

県だけではなくて、県内の自動車ディーラー各

社、中古ディーラーを含めて、連携、協力して

実施することによって電気自動車の購入につな

げるということを行っております。

あと、電気自動車の購入に対する国の補助制

度の周知を図っていきたいと考えております。

これについては12月の来週あたり以降、テレビ

ＣＭとかwｅｂ広告、アンケートをやりまして、

1月中旬から3月中旬にかけてディーラー各社

との販売会、それと3月中旬には県央地区で大

規模なイベントを開催する予定で現在進めてい

るところでございます。

一方、適応策につきましては、県の環境保健

研究センターに10月1日付で長崎県気候変動適

応推進センターを設置して、気候変動による影

響を予防・軽減するための適応策の情報の収集・

整理、それからホームページを使った提供を行

っております。

その後、10月15日には、市町、それから環境

省と県の共催で気候変動の適応に関する研修会

を開いております。

その他のイベントといたしまして、気候変動

に対する長崎新聞社の取材、それから国立環境

研究所 気候変動適応センターとの連携を図っ

ておりまして、次年度以降、どうやっていくか

というところで現在進め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。縷々ご

説明いただいたわけですけれども、部長に対し

て質問したいと思います。

今、いろいろ事業をやったということで答弁

がありましたけれども、部長、そもそもとして、

請願を9月にやり取りした中で理事者としての

考え方も述べられたと思うんですが、ゼロカー

ボンシティの宣言をしているところが4市2町
という現状について少ないというか、全ての市

町が当然そういう宣言をすべきだと私は思って

いるんですが、そのことについてどういう認識

を持たれてますか。

【貞方県民生活環境部長】確かに、委員ご指摘

のとおり、4市2町の6団体というのは、21市町

の数からすると、かなり低い数値かなと考えて

おります。ただ、やはりこういった宣言をする

からには、首長さんまで相当な覚悟がないと、

なかなかできないと考えておりまして、まずは

現在までやっている、先ほど次長からご説明い

たしましたが、担当から上に上げてもらうとい

うやり方で、ボトムアップで積み上げていこう

と思っております。いろんな機会を通して21市
町の今表明されてない市町につきましては、直

接、首長さんに私の方からそういったことにつ

いての促進というか、検討していただくという

機会もいただいてやっていきたいと思っており

ます。

【前田委員】 「第2次長崎県地球温暖化（気候

変動）対策実行計画」を作成したという中で、

私の方から1次としての実行計画の検証もすべ

きだという意見も言わせてもらったと思うんで

すが、今、部長から、まずはボトムアップでと

いうことになったけれども、これだけの実行計

画を立てる中で、やはりトップダウンで落とし

ていかなきゃいけないことがあると思っている

んですね。

9月定例会の請願の中で指摘されたことは、

危機感の共有というか、認識が薄いということ
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と、そうした取組が弱いんじゃないかという指

摘を受けました

そういうことを考えた時には、今、部長から

ボトムアップで上げていると、それも必要かも

しれないけれども、まずは首長さんたちと共有

する中で、当然これは避けては通れない課題な

ので、強い覚悟というよりも、やらなきゃいけ

ないという認識の中では、そこはもう少し部長

として知事にも働きかけて、21市町ともそうい

う認識を持ってもらいたいということで取り組

んでほしいということを改めて要望しておきま

す。

現に、長崎市からの令和3年度の要望の中で、

県に対して、「ゼロカーボンシティ実現に向け

た協力・支援について」ということで、新規の

要望を2点させてもらっています。中身は承知

されていると思うんですけれども、やっぱりや

ろうとしている自治体は既に県に対して、誘導

する施策の推進の支援の強化とか、インフラ整

備に向けた補助制度等を県でつくってほしいと

いう具体の要望に、もう移ってきているわけで

すね。

そう考えた時に、こういった各自治体からの

要望も含めてどう応えるかとなった時に、長崎

市から要望したから、やります、やりませんと

いう話には多分ならないと思うので、そこはや

っぱり21市町と連携した取組が必要だと思い

ますので、その点については強く望み、今回、

骨格予算となってますので、分割の予算の時に

具体に県として、やる気のある市町の支援がで

きるような施策や事業というものを打ち出して

ほしいということを要望しておきたいと思いま

す。

次に、コロナ対策飲食店の認証制度について、

これも質問があっていたので確認程度にとどめ

ますけれども、目標の8,800に対して36％、月末

まで入れても、ここに2％、3％上乗せになるか

と思ってますけれども、そのことに対して部長

としての認識を問いたいと思います。

【貞方県民生活環境部長】 6月定例会だったと

思いますが、このコロナ認証の件数が、滑り出

し直後ということもあってまだ低調な時に、

8,800のうち十分な件数が上げられなかった場

合には責任問題にも発展するよというようなご

指摘も受けまして、私どもとしては、そういっ

たご指摘も踏まえながら真摯に取り組んできた

つもりでございます。

もともと、他県では半分ぐらいを目標にする

ところも幾つかあった中で、当初、私どももそ

ういった議論もさせていただきました、これは

多過ぎはしないかと。そういった意見も上がり

ましたが、いや、絶対に8,800だと、8割はやる

と。途中で少しあやしくなってきた時にも、9月
ぐらいですが、やはり8,800の旗は下ろさない

と、最後までこれでいこうということでやって

まいりました。

そういった状況でございましたので、やはり

何としても8,800、これが仮に難しいとしても、

少しでもそこに近づけるように、午前中も答弁

があったような様々な手法を駆使しながら取り

組んでいきたいと考えております。

【前田委員】責任を取ってくださいよと発言を

私がしたかどうか、記憶が定かじゃないんです

けれども、責任を取るというよりも、どこに問

題とか課題があって認証率が上がらないのかと

いうのをしっかり検証してほしいんですね。

今、部長からいみじくも他県の事例が出まし

たけれども、じゃ、他県の認証率はどれくらい

になっているんですか。

午前中の課長とのやり取りを聞かせてもらっ
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てましたけれども、一つには、委託されている

事業者の態勢が弱いのかなと思ってます。回っ

た件数が3,000ぐらいで、なかなかそこは追い

ついてないのかなという気がするのと、各市町

で独自にインセンティブをやっているところの

認証率が上がっているかどうかとか、そういう

検証も含めて、そこがもし出ているのであれば、

そういったことを県としても、そのうちの2分
の1を出すということも考えていいと思います。

特に私がここだなと思っていたのは、店によ

って状況が異なるということが、認証がなかな

か進まない一つの理由じゃないかということを

答弁されたと思うんだけども、以前から、その

件に関しては、飲食店がひとまとめの条件、ハ

ードルでは、なかなか難しいんじゃないですか

ということを私は指摘させてもらっていて、今

回、飲食といった場合にエビデンスを考えたら、

食事メインのところの対策が必要なわけですよ

ね。でも、それも食事メインのところの認証率

が逆に低くて、飲む専門のところが高いとか、

でも、飲むところはインセンティブがあまりな

いとかいうことを考えた時に、もう少し事細か

に検証して、どこでもが認証が取れるような環

境を整えてあげるということも必要だと思うの

で、その辺の精査をしながら次の策を打ってい

かないと、来年度もやられるということが答弁

に出てましたので、なかなか高まっていかない

と思っているんですね。数字を追うというより

も、やはり環境を整えることが大事ということ

であるならば、精査し、しっかりした対策を打

つべきだということを思っているので、その点、

要望にとどめておきたいと思います。

1点確認は、これも午前中の質問で、結果は出

さなくても支払うんでしょうということを松本

委員から質問がありましたけれども、これは当

然、2億5,800万円出ている中で精算されるもの

だと思ってますし、9月定例会では、その点も答

弁として出てますので、この点についてどうい

う精算をするのか、ご答弁いただきたいと思い

ます。

【貞方県民生活環境部長】年度も押し迫ってき

ておりまして、残すところ、あと3か月とちょっ

ととなっておりますので、3月10日までの契約

に向けて委託費の執行状況についても委託事業

者からヒアリングをし、どの程度使っているの

か、使ってないのかというところも精査しつつ

ある状況でございます。

そういう中で、私どもとしたら、8,800の
3,500ぐらいしか認証の申請がないのであれば、

単純に考えたら、もっともっと大きく人件費は

不要になっているんじゃないかという意識を持

ってたんですが、午前中も課長から答弁があっ

たとおり、それ以外に飛び込み訪問といいます

か、申請のあったお店の横とか、その横を中心

に、飛び込みで時間をかけて回ったりしており

ます。1,200件と聞いております。

そういったことで、人件費というのは、一旦

1回雇うと、今、認証の申請が少ないから一時来

なくていいという話にもなかなかなりませんの

で、いつ増えるかわからないのでですね。そう

いったところもあって固定経費が相当かかって

いるということも聞いております。

そういったことを精査いたしまして、最終的

に必要額を見極めまして精算は、返納も含めて、

契約変更も含めて検討してまいりたいと考えて

おります。

【眞﨑生活衛生課長】委員の最初のご質問の九

州各県の状況ですけれども、福岡県につきまし

ては、対象と認証の割合で申し上げますと、

46.9％、佐賀県が48.1％、熊本県が77.5％、大分
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県が29.3％、宮崎県が41.3％、鹿児島県が13.9％、

沖縄県が75.2％ということで、平均として44％
というふうな形になっております。

もう一つの市町のインセンティブはどういう

傾向があるかということですけれども、佐世保

市、諫早市、大村市、川棚町で独自のインセン

ティブを設けられているということで、高い傾

向はあります。特に佐世保市は対象店舗数の

52％、それから川棚町が54％という形で高い認

証率となっております。大村市が38％、諫早市

が28％となっております。

【前田委員】県の認証制度の取得状況の違いと

いうのは、やっぱり高いところは感染がひどか

ったということも含めての危機感の現れだと思

っているので、一概にそこは比較することはで

きないと思ってますけれども、今、県内で独自

にやっているところの認証率がよそより高いと

いうことを考えた時に、工夫がまだまだできる

余地があるんだろうなと思ってます。

それと、部長から委託事業者についての答弁

がありましたけれども、精算させることが目的

ではなくて、やはり高めるために、本来だった

ら、ここまで上がってないんだったら、委託事

業者の方からもいろんな提案が県にあってしか

るべきだと思うんですよ。そこを事前に聞いた

ら、委託事業者から特段上がってませんという

話になってしまうと、それはもうやっつけ仕事

でやっているんじゃないのと言わざるを得ない

わけです。現場に出ている方が一番わかってい

るわけでしょうから。

そうした中で私が指摘したような、店によっ

て状況が異なるということの中での条件設定の、

もう少しきめ細かさを出した方がいいんじゃな

いですかという案は、現場の店舗から出ている

話なんですね。真剣にやっていたら、多分そう

いうことに気づくと思うんですよ。しかし、そ

こがやっぱり上がってこないということは、も

う任されて、月並みにやっておけばいいとは言

いませんけれども、やはり結果を上げることに

努力をしてほしいということを最後に要望し、

来年度に向けて、もし続けるようであれば少し

委託契約の内容というんですか、そういうこと

も含めて再考してほしいということを要望して

おきたいと思います。

最後に、「事務事業の評価結果について」と

いう資料を今回いただいていますが、1点だけ、

県民生活環境課のクラウドファンディングチャ

レンジの事業ですね。令和3年度で終了という

ことになってますけれども、実績についてご答

弁いただきたいのと、まだこの事業を続けてほ

しいと私は思っているので、そのことに対して

令和4年度の考え方をご答弁いただきたいと思

います。

【本多県民生活環境課長】まず、この事業につ

きましては、組み立てといたしまして、まずは

ＮＰＯの資金調達の手法の一つとしてクラウド

ファンディングがどういったものかということ

とか、クラウドファンディングの有用性につい

て知っていただくという目的で、セミナーを開

催しており、3年間で離島も含めまして県内全

域、12会場で実施したところでございます。

その後、セミナーを受講した団体の中から実

際にクラウドファンディングへチャンレンジし

たいと希望した団体に対して、最終的にはイン

ターネットでの募集に至るまでの伴走支援を行

っております。その実績といたしましては、手

を挙げた団体への支援が3年間で13団体、その

うちクラウドファンディングの募集まで至った

団体が5団体という状況でございます。

クラウドファンディングの実際の募集まで至
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った団体の数というのは、率としては、そんな

に高くはないんですけれども、実際そこまでに

至らなかった団体であっても、この事業をきっ

かけに組織強化のために2団体が任意団体から

ＮＰＯ法人等へ移行するといった面などでの成

果もあったというふうに思っています。

まず、クラウドファンディングをしていただ

くという部分と、一定、そういった有用性につ

いて理解をしていただいたという部分で成果は

あったというふうに思っております。

それから、この事業については、今年度で一

旦終了ということにしておりますけれども、来

年度以降につきましては、これまでのこの事業

の成果を、例えば研修会、セミナー、交流会な

ど、ＮＰＯ団体が多数集まるような様々な機会

を通じて、成功事例、失敗事例も含めて紹介す

ることで、今後もクラウドファンディングを活

用していこうというような団体の取組を促して

いこうと思ってます。あと、実際に実施したい

と言ってきたところで相談があれば、県民ボラ

ンティア活動支援センターの方で専門の業者を

紹介するなど、実際に団体が取り組むに当たっ

て必要な助言等をしていくというようなことも

考えております。

また、県民ボランティア振興基金の方でも、

専門の相談員を派遣するような事業がありまし

て、その専門相談員にクラウドファンディング

の専門家を登録いたしまして、ＮＰＯ団体への

アドバイザーとして紹介していくというような

ことも今後考えていきたいというふうに思って

います。

いずれにいたしましても、クラウドファンデ

ィングというのは、ＮＰＯ団体の活動に賛同を

得られるということと、もちろん、資金調達の

有効な手段、併せて広報の効果というものもご

ざいますので、そういったクラウドファンディ

ングに意欲的に取り組もうという団体に対して

は、今後も支援をしてい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。

【小林委員】地球温暖化対策について、私から

もいくらかお尋ねをしたいと思います。

11月13日に閉幕いたしましたＣＯＰ26の合

意に達した内容はいろいろありますけれども、

一番主なことは、要するに、気温の上昇を1.5度
に抑え込むと、こういうようなことの合意形成

がなされているというような報道があっており

ます。これを実現するためには、まず、基本上

昇を1.5度に抑えるために気候変動の影響を可

能な限り小さくすると。そのためには2050年に

は温室効果ガスの排出をゼロにすると。ゼロに

するためには2030年にできる限りの、大幅な排

出を小さくしていかなければいけないというよ

うなことが言われているところでございます。

そこで、2030年までに46％の削減と、そして

2050年には排出ゼロと、こういうような国の方

針にのっとって長崎県の取組をいろいろと打ち

出しをされているわけであります。

そこで、どういう取組をやるのかというよう

なところが正直に言って専門的な言葉とか、専

門的な取組内容というものがあって、なかなか

一般県民の皆様方、もちろん、私も含めてなか

なか理解しがたいと、こう思っているわけであ

ります。具体的に2030年に長崎県は国の46％に

対して45.2％と、0.8％、実は小さくしているわ

けですね。そういう状況を考えてみましても、

なかなかやっぱり大変ではないかなと、こう考

えているわけです。

45.2％というのは、一体何から何を比較して

45.2％に削減するという形になっているのか、
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まずその辺のところをお尋ねしたいと思います。

【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」の中で、

長崎県としては45.2％、先ほど委員がおっしゃ

いましたように削減するという形になっており

ます。これにつきましては県内の温室効果ガス

の排出量が2013年度に約1,100万トン排出され

ているというふうなところを602万トンまで削

減する、約500万トン削減するという目標を現

在立てているところでございます。

【小林委員】 今の答弁で、2013年度に1,100万
トンに対して、いわゆる2030年度には45.2％と

いうことで、1,100万トンに対して600万トンと、

こういうような削減をやっていくんだと。つま

り500万トンぐらいを削減するということ。こ

れはどのくらいの大きさなのかとか、なかなか

見えるものではないものだから、500万トンを

削減するためにはと、45.2％というのが、どれ

くらいの努力をしなければならないのかと。先

ほども言ったように、国の方針は46％になって

いると。それよりも厳しい45.2％という形で出

しているわけだけれども、この辺の国の46％と

長崎県の45.2％の0.8、そういうところは一体ど

こからきているんですか。

【重野次長兼地域環境課長】 国の46％という

のは、昨年10月の菅前総理の発言を踏まえた中

で国が出した数字でございます。ただ、県の

45.2％というのは、昨年3月の段階で45.2％とい

う、国の46％が出る前に45.2％という数字を出

させていただいているということで、県の方が

先につくっているということでございます。

県が45.2％を作成した段階では、国の方は

26％削減ということで言われていたので、県と

しては、その目標を十分達するだろうというこ

とで45.2％という目標を立てさせていただいて

おります。

【小林委員】 いずれにしても、500万トンの温

室効果ガスを削減していくということが一体ど

ういうことなのかということが、正直言って見

えないものだから理解しにくいと、こう思って

いるわけです。しかし、もうこれは待ったなし

でやっていかなければいけないところであると、

ここのところだけはわかっているわけです。

そうしますと、500万トンのものをどういう

やり方で削減していくのか、どういう取組をや

っていくのか、これがいまひとつ明快な、具体

的な事例が出てこないんですが、その点につい

てどうですか。

【重野次長兼地域環境課長】 県の第2次実行計

画におきましては、2030年度の削減計画目標の

45.2％達成に向けて、大きく再生可能エネルギ

ーの導入促進、省エネルギーの推進に取り組む

こととしております。

県内の再生可能エネルギーにつきましては、

今年3月末時点で太陽光発電を中心に約1,086
メガワットと推計されておりまして、この再生

可能エネルギーをさらに増やしていくことが重

要となります。要は、使っている電気を再生可

能エネルギーに変えることによってＣＯ2の削

減をしていくというふうなところでございます。

一方で、どんどん電気を使っていく、エネル

ギーを使っていくと、もう、そういう対策を取

ってもなかなか進まないとということで、省エ

ネルギーということをもう一方の対策として考

えております。特に、午前中から申し上げてい

ますように、家庭とか運輸部門の削減が進んで

おりませんので、午前中もしくは先ほど前田委

員からのご質問にあったような削減対策を進め

ながら、この対策を進めていきたいと思ってお

ります。
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脱炭素、資源循環型の持続可能な社会を実現

するため、この施策につきましては、県だけで

はなく、市民や県民、事業者、ＮＰＯなど様々

な主体と戦略的な連携の下に取り組んでいくこ

とが、この45.2％達成に導いていけるのではな

いかということで考えております。

【小林委員】一生懸命取り組んでいただこうと

している姿勢は評価をいたすんですけれども、

県内の再生可能エネルギー、例えば、今お話が

あったように、今年3月末時点で太陽光発電を

中心に約1,086メガワットと推計されておりと、

この再生可能エネルギーをさらに増やしていく

ことが重要と考えていると。こういうようなこ

とで、当然のことながら、再生可能エネルギー

をさらに増やしていかなければ、この45.2％は

到底実現できないし、また、それだけでもでき

ないということになります。

再生可能エネルギーというのは、例えば、洋

上風力だとか、陸上の風力とか、太陽光とか、

バイオマスとか、水力とか、そんなようなこと

をよく言われておりますけれども、ちなみに、

身近に感じる洋上風力について、今言われるよ

うな1,086メガワットを2030年までにいくらま

でに引き上げて、そのためにはどういう対策を

具体的に取るのかと、これが言えますか。

【重野次長兼地域環境課長】先ほど言われまし

た1,086メガワット、令和3年3月現在ですけれ

ども、洋上風力については2メガワットしかな

いということでございます。これにつきまして

2030年度の長崎県再生可能エネルギー導入促

進ビジョンにおける目標としまして、洋上風力

については200メガワットまでもっていくとし

ております。

現在、アセス関係でこういう再生可能エネル

ギーの洋上風力に関係しているんですけれども、

五島沖については、促進区域に指定をされてい

るというところで、五島については、ある程度、

あと数年で進んでいくのかなということで考え

ております。

また、その他西海市沖の江島、平島について

は、有望な区域ということで現在進められてお

りますので、その辺についても産業労働部を中

心に進めていただいておりますので、この辺で

再生可能エネルギーの洋上風力の部分は進んで

いくのではないかということで考えております。

【小林委員】この問題の難しいところは、ソフ

ト面においてはあなた方がおやりになると、ハ

ード面については産業労働部が行うと。この産

業労働部とあなた方の役割分担が地域経済をど

のように回すかと。あんまり短兵急なやり方は、

地域経済に大きな影響を与えてしまうと。だか

ら、この辺のところも、要するに火力発電につ

いても、やっぱり一定の、それなりの対応をし

ていかなければいかんとか、温室効果ガスの最

も元祖的なものに対して、火力発電所について

は触れたくないところだけれども、やっぱりこ

の問題も避けて通ることはできないと、こうな

っておるわけです。

そこで、今、次長が答弁されるような洋上風

力について、五島については具体的にどのくら

いのものを、いつまでに考えているとか、ある

いは今言われる西海の江島とか平島とか、こう

いうところにはどれくらいで、その風力発電に

よって削減効果はいくらぐらいを考えているの

か。45.2％の削減に対して、これがどのくらい

の与える影響があるのかと、役割があるのかと、

この辺はどうなんですか。

【重野次長兼地域環境課長】ＦＩＴの認定の部

分で申し上げますと、五島の洋上風力について

は16.8メガワットという形になっております。
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あと、江島の部分については399メガワットと

いう形で現在アセスは進めていますけれども、

これについてはまだ有望な区域でございますの

で、今後どうなっていくかというふうなところ

で、まだ正式な数値ではないと、計画段階では、

そういう数字になっているということでござい

ます。

【小林委員】西海地区の江島とか平島とか、こ

ういうところについては40基から60基ぐらい

の洋上風力を立てて対策を考えていこうと、取

組を考えていこうと、こんなような話も少し聞

いております。

いずれにしても、今のような再生可能エネル

ギーをもって長崎県の2030年ということは、あ

と9年ぐらいしかないわけですよ。あと9年間で

45.2％の削減を本当に実現できるのかどうかと

いうようなことについては、かなり努力し、対

応していかなければ難しいんじゃないかと、こ

う考えております。産業労働部は別としても、

あなた方の取組ということは、なかなか大変だ

と思うんです。

ぜひこれについては、要するに、再生可能エ

ネルギーと同時に、いわゆる省エネルギーとい

うことで使う電力の削減とか、そういうような

ことについてもきちんと考えていかなければい

けないし、これは行政のみならず、県民の皆様

方、事業者、全部が寄ってたかって、これをや

っていかなければ、そう簡単なものではないと

いうこと。この辺のところは、もっともっとア

ピールし、特に市町の皆様方にも相当な協力を

していただかないと、実現することはなかなか

難しいと。

こう考えますので、長崎県としても、これだ

けの対策を明らかにされたわけでありますから、

この点については、なかなか議論を尽くせない

ところがあって非常に難しいわけだけれども、

これはしっかり実現をしていただきたいと、こ

う考えておりますので、その点を重ねてお願い

をしておきたいと思います。

水環境の問題についてお尋ねをします。

先だって、一般質問の中で質疑をさせていた

だきました。その中において、いわゆる大村の

萱瀬ダムから長崎市に毎日1万2,000トンの送

水をいたしておりますと。このこと自体は、大

村市が1万5,000トン、長崎市が1万2,000トンと

いう形の中で、平成13年に完成した時から、つ

まり嵩上げからちょうど21年間ぐらい経過し

ているわけです。その当時、大村市の人口が8万
人台だったと。そういうところが今は9万5,000
人を超えていると、こういう状況になっている

と。一方において、いろいろ調べてみますと、

長崎市においては、いわゆる給水量が20万トン

減っているとか、あるいは人口が2万5,000人ぐ

らい減っているとか、いろいろ水事情のいわゆ

る変化があっているわけです。

それで、こういう状況があるから水利権の見

直しも、やっぱりそういう水事情の状況を踏ま

えてやるべきではないかということの中で、そ

れはやってもいいということで新たな取組を明

らかにしていただいたところでございます。

そこで、あなた方にお尋ねしたいことは、一

般質問でもちょっと触れましたけれども、気候

変動があっていると。雨がたくさん降るという

のも困るが、降らないのも困るわけです。降ら

ない状況の中で渇水とか少雨という状況の中で

渇水対策本部をつくらんばいかんと。大村市は

ご案内のとおり、過去に4回、5回、6回ぐらいつ

くっているんです。大村市は人口が増えた分、

水の需要が増えていると。こういう状況だから、

もしいろんなことがあった場合は、そういう気
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候変動の中で、渇水とか、少雨とか、そういう

状況が出てきた時にどうすればいいのかと。あ

るいは地下から水を揚げていると、こういうよ

うなことをしていて機械が故障することもある

と、あるいは送水管が破れて漏れるというよう

なこともあるということ。そういう緊急な事態

に備えて、当事者同士、いざという時は相互扶

助の中で助け合うことを考えていこうというよ

うな、そういう平時の時の締結をやるべきでは

ないかと、やっておってもいいのではないかと、

やらなければいかんじゃないかと、こんなよう

なことを言っているわけですね。

これまでは、そういう、今聞けば当たり前の

ような話だけれども、そのこともなかなか難し

かったわけです。難しかったわけだけれども、

今、これを前向きに検討しようということをお

っしゃっていただいている。前向きに検討する

ということは、検討という言葉に引っかかるわ

けではないけれども、どういうふうにこれから

私が今指摘するような状況についての取組を考

えておられるのか、そこをもう一度明確にして

もらえばありがたいと、こう思います。

【中村(一)委員長】 時間が来てますので明確に

答弁をお願いします。

【本田水環境対策課長】委員ご質問の件ですけ

れども、水道の水源ということについて基本的

なところをご説明させていただきたいんですけ

れども、水道につきましては、人が暮らすため

には絶対必要ということで、古くから、それぞ

れ苦労して水源を確保してきております。その

水源の中でも、大きく分けますと、地下水と、

天然のダムと言われる形である程度長い時間を

かけて使えるようになる地下水、それと川を流

れている水、あとは人間が人工的にダムでため

て使う水がございます。

長崎県の場合、この割合が、ダムが大体3分の

2です。そして、表流水、川を流れている水が4
分の1、地下水が1割ないというようなところで、

もともと本県の場合は水に恵まれていない地形、

地質だというのがまずございます。

その中で、先ほど、ダムに依存する割合が3分
の2と申し上げましたけれども、これを超える

ような依存度のまちが、長崎市、平戸市、新上

五島町となっておりまして、この3市町、あとも

う一つ、現在、石木ダムで水源を確保しようと

しております佐世保市、このあたりが水道水の

確保にとても苦労したところであると思います。

あと、地下水だけに頼っているようなところも

まだ、頼っているといいますか、頼れるところ

がございまして、県内でも水源に対する位置づ

けは大きく差がございます。

ご質問に戻りますけれども、大村市が最近確

かに人口が増えておりまして、その影響だと思

われますけれども、渇水の傾向が見られること

が2年に1回ぐらい起きてきております。

本会議で部長から答弁をさせていただきまし

たのは、水というのは比重が結構大きいもので

すので、そんなに簡単には運べないと。その点、

水源が同じところでしたら、そこでの調整がし

やすいということで、現在も渇水の状況になり

ました時には、渇水調整会議を河川管理者に水

利権者が働きかけまして設けております。その

際に通常は農業用水、水道用水など、水利権者

が何者かあれば、それ全部ですけれども、ほぼ

ほぼ痛み分けというような調整を行うことが常

でございますけれども、そこにつきましては残

りの水源、残りのダムにたまっている水の量が、

そのまちの…

【中村(一)委員長】 答弁は的確に。

【本田水環境対策課長】すみません。需要に対
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してどのくらいあるかというのを見まして、そ

こに一定の差があれば水利の調整をコントロー

ルするというのは非常に合理的ですし、実際、

その辺に関しては各水道事業者にも理解をいた

だけると思いますので、そういう中身を県とし

ましても分析しまして、その辺を一緒に考えて

いくことを検討したいというふうな中身でござ

います。

【中村(一)委員長】 また後で質問してください。

ほかに質問はありませんか。

【八江委員】男女参画社会のことでお尋ねしま

すけど、先ほどの説明の中には、女性活躍推進

企業の見学会を2度ほど、活水とか純心とかの

生徒たちが企業訪問をして、地元に残っていた

だくようなことを含めて企業から説明をいただ

いたんじゃないかと思います。

その推進企業というのは、たくさんあると思

いますけれども、どういう企業が女性活躍推進

企業と言えるのかなと思って、どういう企業な

のかということをまず教えていただければと思

います。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】ながさき

女性活躍推進会議の会員企業等をベースとして、

企業表彰の受賞企業などに、お声かけをさせて

いただき、企業訪問を受け入れていただいた企

業ということになります。

【八江委員】コールセンターとか、そういった

ところといえば、コールセンターは女性の職場

でもあるし、また、女性の社員が多くいるんじ

ゃないかと、毎朝、通勤をしているのを見てで

すね。長崎にコールセンターを多くつくってい

ただいておることは、女性の職場確保のために

大きく貢献していただいているんじゃないかと

思って、もっともっとコールセンターの誘致は

やるべきだと私は思います。コールセンターも

本社機能を持った企業がたくさん進出しておる

ということを考えれば、企業誘致の立場かもわ

かりませんけど、女性が参加しやすい職業とい

えば、そういうものがあるかなと。製造業でい

けば助成というのがあるのかなと思ったりして

企業名が出てくるかなと思ったんですけど。

それはそれとして、名前を言うてはあれです

けど、書いてありますから、活水とか純心とい

うのは、長崎に土着したといいますか、一番大

きな、就職も含めて貢献している学校だろうと

思うし、また、卒業生もほとんど地元に残って

いると思いますけど、逆に活水とか純心の皆さ

ん方の県外流出はどのくらいあるんですかね。

地元就職と県外就職のバランス的なものがある

のかないのか、何％ぐらいあるのか、わかった

ら。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】大学ごと

の県内企業への就職、県外企業への就職率につ

きましては、数字としては若者定着課で所管し

ておりますので、私の方では持ち合わせており

ません。

1点、お話させてください。先ほど「女性が働

きやすい職場として誘致した企業、コールセン

ターの誘致」を中心にというお話があったとこ

ろですけれども、こちらから企業を選ぶに当た

って着眼したのは、まず、地元の企業であるこ

と、地場企業であること、これから成長が見込

まれる情報系などの産業であること、そういっ

たところを中心に企業を選考いたしまして積極

的にお声がけをさせていただき、企業が見学を

受け入れていただいたところとなります。

【八江委員】確かに、コールセンター等は進出

企業といいますか、しかし、本社機能を持った

企業になっておりますから、今は地元企業と言

えるんじゃないかと思います。



令和３年１１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）（１２月１３日）

- 121 -

特に長崎市は女性のまちというぐらいに女性

が活躍して、特に長崎市の場合はなおさらです

ね、そういうことが言えるのではないかと我々

も思っております。そういう皆さん方が長崎に

職がないから外に出ていくということ。どうい

うことを皆さん方が見学の中で感じ取られたの

か、どういう企業が長崎にもっとあったらいい

とか、どういう企業を目指したいとか。地元か

ら採らずに、よそが採ってしまうといった問題

等が経過であったんでしょうか。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】すみませ

ん、もう一度お願いいたします。

【八江委員】私の説明が悪かったかもわかりま

せんけど、長崎に職業がないから県外に流出を

すると、そういったこともあったんじゃないか

なと思って、長崎に企業育成、あるいは発展的

につくっていかなきゃいかんというものがある

のかなと思ったからですね。長崎にこういうも

のがあれば長崎に勤めますよというようなこと

の意見があったんじゃないかなと思って、そう

いった企業の、企業名じゃなくて、産業名とい

うか、そんなものが何かあったかなと思って。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】高校側か

ら具体的に訪問したい産業等をお示しいただい

た中で、私が強く意識したのは、やはり情報産

業の企業でございました。本県では、これから

情報産業に特に力を入れていくべき産業という

ことで県が認識している中にあって、高校でも

そこを強く意識していらっしゃいまして、情報

産業の企業を見学したいという意向を踏まえま

して、こちらもそのご期待に応えるべく企業訪

問を準備させていただいたところでございます。

【八江委員】 わかりました。

もう一つ、女性進出と、女性の職が、県庁は

県庁内、各役所もそうですが、企業でも女性が

活躍するというのは、役職の問題等もあって、

県は部課長に何名こうするという目的があった

と思いますけど、そういうものは現在、例えば

長崎県の場合は達成できているんでしょうか。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】長崎県の

場合は、人事課におきまして数値目標を立てて

取り組んでおります。

令和3年度4月1日現在では、県の管理職に占

める女性の割合は14.5％ということで、令和7
年の20％の目標に向けて人事課において取組

を進めていただいているところでございます。

【八江委員】女性進出といいますか、管理職に

対する進出の問題等が過去にいろいろ議論され

た経緯もありますけど、そのあたりを目指して

頑張っていただきたい。我々も期待いたしてお

りますけど、男女平等の社会ですから、実力次

第でということになってくるかと思いますけど、

そういう意味で女性の皆さん方も、男女参画の

担当課にも推進方をお願いして、私の質問を終

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。

【北村副委員長】 よろしくお願いします。

午前中の議論でも少し言及があったかと思い

ますが、動物愛護に関しての質問であります。

資料で説明をいただきました「長崎県動物愛

護及び管理に関する条例（仮称）」の検討状況

について、ご報告をいただきました。ありがと

うございました。中身が充実した条例につくり

上げてほしいなと思っているところです。

この動物愛護に関する県単位での条例は、全

国はどのような状況なのか。例えば、九州の中

で長崎県はどういう状況なのかというようなこ

とについて、今ご承知でしたらご教示をお願い

いたします。

【眞﨑生活衛生課長】動物の愛護及び管理に関
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する条例につきましての全国の状況でございま

すが、今、条例を制定されていない県は、山口

県、沖縄県、それから長崎県の3県になっており

ます。

【北村副委員長】なかなかスロースターターだ

ったなと。私は、九州各県の状況だけしか調べ

てなくて、九州の中では、残念ながら一番最後

であるというようなお話であります。他県の状

況を見ておりますと、福岡県が一番早くて昭和

54年、それから昭和55年、56年、一番新しいと

ころでも佐賀県が平成20年という状況ですか

ら、スロースターターはスロースターターなり

に現代の状況にしっかりと合わせた条例を整備

してほしいなというようなことでございます。

そういった中で気になるのが、県内初で条例

を制定しようとしている長崎市の状況です。先

般、2021年度末に制定したいというような報道

がなされておりまして、その中には、児童生徒

が動物と触れ合えるような施設も検討されてい

ると、これはあくまでも報道ベースであります

が、そういう記事がありました。

そして、午前中の議論の中で大村市のアニマ

ルポートながさきについて言及がございました。

これは昭和51年建築ということで、できること

なら全面リニューアルをしていただきたいとい

うようなお話を私もずっと申し上げてきたとこ

ろです。ただ、大村市との調整とかなかなか難

しい部分がある、土地の問題とかですね、そう

いうことは承知しております。

この条例の、長崎市の状況についてと、そし

て、条例を整備する、また、施設の大幅な更新

というのは、今後も継続して検討していただけ

るのかどうかということについて。長崎市がそ

ういった施設を造れば、県内に先にできてしま

うと、大村のリニューアルの可能性というか、

少し優先順位が下がるのかなとちょっと心配を

しているところでございます。現況の課長の認

識というものをお聞かせいただければと思いま

す。

【眞﨑生活衛生課長】長崎市におかれましては、

中核市ということで長崎市独自で長崎市の動物

管理センターを今設置されておりまして、この

あたりの開発と同時に新しいものを造られるの

かなという形は考えております。

そこに県の施設が入り込むということではあ

りませんで、今、大村市にあります長崎県動物

管理所につきましては、午前中も申し上げまし

たけれども、愛護の施設を拡充しながら、動物

愛護管理について推進をしていく中で取り組ん

でいるところでございますけれども、整備に関

しましては、午前中話しましたように、譲渡施

設を増やしたりとか、手術室を増やしたりして

おります。

今後につきましても、やはり長崎県の土地柄、

縦長の土地ということで県央地区にそういう拠

点施設を造りたいと考えておりますけれども、

現時点におきましては、犬、猫の譲渡及び動物

愛護の啓発の拠点施設として、県央地区に何と

かそういう機能向上とか体制強化を含めまして、

ボランティアさんが活動できる場も含めまして、

施設の充実に向けた検討をこれからやっていき

たいなと考えております。

【北村副委員長】ありがとうございます。長崎

市は中核市で、長崎市は長崎市でやっていくと。

そして、県央、県北に向けての、全域に向けた

施設は、やはり必要だという認識をお持ちであ

るということで、少し安心をしております。ぜ

ひ、県央は交通の結節点でもありますので、多

くの方が動物愛護の活動のために活用していた

だけるような施設の更新などを進めていただけ



令和３年１１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）（１２月１３日）

- 123 -

ればなと思います。

条例の方にまた戻りますが、長崎市の条例の

検討には、ボランティア関係者さんが入ってい

るというような、これも報道でございました。

他方、県のペーパーの後ろを見てみますと、自

治会長であるとか、市町の担当者であるとか、

動物愛護推進員というような役職の方が並んで

おります。この検討の中に、いわゆる民間で、

例えばＮＰＯにまでされている動物愛護団体の

方々とかいらっしゃいますけれども、そういっ

た県内で熱心にボランティアを行っていただけ

る方がいらっしゃいますが、そういった方々の、

本当に現場で頑張っているというか、私財を投

じてシェルターを造っている方々もいらっしゃ

いますし、そういった方々の声はどうやって反

映していくのか、もしくはこういったところに

追加でそういった方々を入れていただけるのか

というような見解について、ご教示をお願いし

ます。

【眞﨑生活衛生課長】委員さんの中にボランテ

ィア活動をされている方をということのご質問

です。

動物愛護推進員の方が2名入っていらっしゃ

います。この動物愛護推進員の方につきまして

は、常日頃、犬猫の保護活動を行ったりとか、

譲渡会を定期的に開催されている方とか、そう

いうことでボランティアとして地域で活動され

ている熱心の方に委員になっていただいており

ます。

また、もう一人につきましては、同じように

動物愛護に熱心な方でありまして、犬の放し飼

いとか、要は犬の飼い主さんへの指導を熱心に

されている方で、適正飼養講習会の講師をされ

ていたりとか、そういう方をこの委員さんとい

う形で入っていただいてご意見をいただくよう

な形になっております。

また、そのほかにもボランティアさんはいら

っしゃいますが、この委員会以外でも意見とし

てお話を聞く機会がありましたら、そういう形

で聞いて進めていきたいと考えております。

【北村副委員長】 わかりました。ぜひ、現場と

いうか、最前線で頑張っていただいている方の

お声を酌み取っていただければなと思います。

一つ確認ですが、委員会をやっているという

ことで、この委員会というのは公開されていら

っしゃるんでしょうか。

【眞﨑生活衛生課長】今回の委員会につきまし

ては、公開は行っておりません。

【北村副委員長】委員会は公開していないとい

うことでしたが、そういった検討内容について

は、逐一、議会の方に報告をするということで

よろしいんでしょうか。

【眞﨑生活衛生課長】委員会で検討されたこと

につきましては、本委員会におきまして審議し

ていただこうと思っております。

【北村副委員長】ありがとうございます。最後

に条例について1点ですが、長崎市の条例が令

和4年の春、長崎県の条例の制定が、現在の予定

ですと令和5年4月ということで、1年間遅れる

というか、準備期間があるということでござい

ますから、しっかりと皆さんのお声を反映した

ものにしていただきたいなと思います。

このスケジュールについては、令和5年4月と

いうことで、例えば、少し前倒しをするとか、

そういったことは考えられているのかどうか、

お願いします。

【眞﨑生活衛生課長】補足説明資料の裏のペー

ジにありますけれども、今からやっていく作業

といたしましては、骨子についての検討、さら

に素案についての検討、また、パブリックコメ
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ント等も必要になってきますので、ここに書い

てあります予定で進めていきたいと考えており

ます。

【北村副委員長】ぜひよろしくお願いいたしま

す。

続いて、事務事業の評価結果について何点か

質問させていただきます。

先ほど、男女共同参画についての質問が飛ん

でおりましたが、2ページ中段に男性の家事育

児等参画促進事業が終了するというような記載

があります。私も何度もお尋ねしておりまして、

ここに書いてあります「パパ検定動画」とか、

何というか、非常に胸を打つような内容ですば

らしい事業だったなと思いますが、これが終了

して、今後どのような展開をしていくのか、お

考えをお聞かせいただきたいことと、こういっ

た啓発ものというのは、どれほどの効果があっ

たのかというのが、なかなか定量的に測定でき

ないというような面もあると思いますが、数字

はなかなか難しいだろうと思いますが、この事

業効果はどのようなものがあったのか、室長の

お考えをご教示いただければと存じます。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】男性の家

事育児等参画促進事業につきましては、本年度

をもって一旦終了となりますが、また、令和4年
度から3か年の新規事業として一部の事業内容

を継続しつつ、一部新たな視点を取り入れて事

業を組み替えるようにしております。

新たな視点というのは、男性の育休取得促進

でありまして、セミナー等を開催するなど、県

下の企業や、男性自身に対して、育休の取得を

働きかける事業を来年度以降考えているところ

でございます。

また、委員からお話がありましたとおり、効

果が非常に測定しにくいところでございます。

例えば、男性の家事育児等参画促進事業につい

ては、イクボス、それからパパ検定というとこ

ろで取り組んでまいりました。イクボスにつき

ましては、事業の開始前と事業の開始後で用語

の認知度で効果の測定を図ってまいりました。

事業の開始前はイクボスという用語は10％ぐ

らいの人しかご存じなかったんですけれども、

事業を実施することによってイクボスという言

葉の認知度は、たしか50％ぐらいになったとい

うデータが出ております。

男性の家事育児参画を測定する指標としまし

ては、新たに指標を設定いたしまして、子育て

世帯にターゲットを当てまして、20歳から59歳
までの家庭において、男女が共に家事や育児を

協力していると思っている人の割合、こういっ

たところを成果指標に設定いたしまして、新規

事業においても取り組んでいくようにしており

ます。

【北村副委員長】わかりました。新たな視点と

いうか、拡充というか、そういったことを継続

して取り組んでいただけるというようなことだ

ったかと思います。

男性の家事育児の参画については、子どもを

産み育てるというのは、それぞれの方の選択で

はありますが、男性が家事育児をしっかりやっ

てくれると、女性も安心して子をもうけようと

いう気になるとか、社会に出ていこうと、働い

てみようというような後押しになるのは確実だ

と思いますので、しっかりと進めていただきた

いなというようなことでございます。

ただ、先ほど効果の面で測定が非常にしにく

いというような話がありました。これは私の肌

感覚でしかないんですけれども、私も実践しよ

うと思って、いろいろ料理を作りましたとか発

信をするわけです。やって当たり前というよう
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なお声も非常に近しい方からいただきます、家

人からですが。で、そういう家庭は、そういっ

た啓発は必要なくて、他方、全く台所にも立た

ないというような家庭の方もいらっしゃるみた

いで、そういった、やって当たり前だと思って

いるところに同じことをやっても、そこは必要

がないわけですよね。

ですので、非常に難しいかなと思いますが、

例えば、専業主婦層のご主人に向けてとか、タ

ーゲットを絞り込んでやっていくことも必要な

のかなと感じているところでございますので、

その辺のところも検討していただきたいと。こ

れは要望でございます。

そしてあと1点、14ページ、みらいにつなぐ大

村湾事業、先ほどお話があっておりましたガラ

スの砂浜であるとか、大村湾の環境改善や沿岸

を含む地域の活性化のために浮遊ごみの除去な

どをやっていくというような事業、これも終了

するということで、また違った形で拡充を進め

ていただけるんだろうと思います。

たしか、前回の委員会でも、大雨で大村湾に

たくさんの流木、ごみが流れ込んで、それを漁

師さんが協力してやっていただけるというよう

なことでありますが、今後もそういったことは

続けていくんだというお話だったろうと思いま

す。

この事業の後にどのようなことをやっていく

のかということと、あと、ガラスの砂浜は観光

スポットとして非常に人気ですし、大村湾の環

境に資するものだろうと私も認識しているんで

すが、他方、そうではないんだというような、

ガラスの砂浜は環境改善には資していないとい

うような情報を発信されていらっしゃる方も散

見されるところであります。やはりここはしっ

かり、環境改善についての実績というか、そう

いったことをさらにアピールしていく必要もあ

るんだろうなと思います。

そういったことについてご見解をお聞かせい

ただければと思います。

【重野次長兼地域環境課長】大村湾の事業につ

いてご質問があった件ですけれども、大村湾に

つきましては、「第4期大村湾環境保全・活性化

行動計画」を策定いたしまして、2019年度から

2025年度までの7年間という計画を立てており

ます。この計画に則って進めていきたいという

ことで考えております。

基本的な方向といたしまして、「森里川海が

一体となった里海づくり」ということで、流入

負荷抑制対策、生物多様性の保全、里地里山の

管理、みんなで取り組む賑わいのある里海づく

りということで、親水意識醸成への取組、環境

への配慮、地域資源の活用促進、流域連携・協

働取組の推進というふうなところに取り組んで

いきたいということで考えております。

あと一点、ガラスの砂浜につきましては、こ

の頃、ガラスの砂浜に対する取材が結構増えて

きまして、ＳＮＳをはじめインターネットとか、

そういうふうなところでいろんな記事が載って

いる、それに対していろんな意見が出ていると

いうことは、我々も把握しておりますし、実際、

県にも問い合わせが来ております。

これにつきましては、環境省のモデル事業と

いうことで、今、浅場の方の検証も行っており

ますので、その検証も踏まえた中で令和4年度

に浅場についてはきちっと検証した中で情報発

信をしていきたいということで考えております。

【北村副委員長】 ありがとうございました。

様々な意見があるのは当然のことだろうと思い

ますが、しっかりと国と連携しながら、ガラス

の砂浜の価値向上に向けて取り組んでいただけ
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ればなと思います。

【中村(一)委員長】 ここで換気のため､3時まで

休憩します。

― 午後 ２時４９分 休憩 ―

― 午後 ２時５９分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

1巡目が終わりましたので2巡目に入ります。

質問はありませんか。

【小林委員】水環境対策課長、先ほどに続いて

お尋ねをしますけれども、要するに、わかりや

すく言わせていただきますと、萱瀬ダムが大村

市にあります。水利権が大村市が1万5,000トン、

長崎市が1万2,000トン、毎日送水されておりま

す。これは水源をまさに共有しているというよ

うなところで、萱瀬ダムから同じく大村市が1
万5,000トン、長崎市が1万2,000トン、こういう

状況にあります。

要は、異常気象等で取水について、ある日突

然、少雨とか、あるいは渇水という問題が出て

くると、あるいは事故があって、なかなかうま

くいかないというようなこととか、1万5,000ト
ンがきちんと取れない場合とか、あるいは1万
5,000トンあっても足りないとか、そういう状

況が出てきた場合に、長崎市と大村市が、いざ

という時に困らないように平時から、何か事が

あってどうこうというんじゃなくして、平時か

ら相互扶助とか、助け合いとか、協力し合うと

か、そういうためのお互いの締結を事前に結ぶ

ということは非常に必要なことではないかと考

えるわけです。

これまでは県がそういうようなことについて

積極的に調整等々をやるような状況じゃなくし

て、あくまでも当事者同士で話し合うと、それ

は水利権も同じことですけれども、しかし、水

需要の変化とか、環境の変化に応じて、県当局

はそれなりの調整を行うというようなことで前

向きな答弁をずっといただいているわけです。

ですから、今度は今言うように大村市と長崎

市の方で、いざという時に困らないように平時

からそういう契約を、水利の調整をどういうふ

うにやるというような、そういうことを平時の、

何もない時の今において、内容をきちんと話し

合った上で締結をすると、こういうことに積極

的にひとつご協力をいただきたいとか、あるい

は調整の先頭に立っていただきたいと、こうい

うようなことができますかということを前向き

にきちんとわかるように答弁をいただければあ

りがたいと、こう言っているわけです。

【本田水環境対策課長】今、委員からご指摘が

ありましたように、気候変動の影響で渇水被害

というのが、どの事業者においても同じように

今まで以上に危惧があると思います。また、水

需給の状況につきましても、水源が設置された

当時から比べますと大きく変化しておりますの

で、それにつきましては県が中に入りまして調

整をしっかりやっていきたいと考えております。

【小林委員】 もう一度、本田課長、今言うよう

に、水利権については、当事者同士で話し合う

から県が積極的に調整はやりますよと、水需要

が変化しているからと。

私が今申し上げていることは、要するに、長

崎市と大村市は水源を共有しておりますと。い

ざ何かあった時に困らないでいいように平時か

ら、いざという時には、こういうやり方でと。

さっき言ったように、送水管が破れて水漏れが

相当あるとか、あるいは機械が故障したとか、

あるいは渇水少雨と、こういう事態の時に、お

互いのいわゆる決め事を、あってからじゃなく

して、ある前に、現時点で話し合って契約とか、
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そういうものを締結しておきましょうというよ

うなことを今申し上げているわけですね。そう

いうことについて県も積極的にその役割を果た

していただくことを検討するということだった

けども、検討ということは、やってもらうとい

うことの受け止め方でよろしゅうございますか

と、こういう確認です。

【本田水環境対策課長】先ほどの答弁は言葉が

足りませんでしたけれども、平時においても、

そのリスクが高まっているということとか、水

需給の状況が変化しているということを踏まえ

まして、これからは積極的に取り組みたいと思

います。

【小林委員】 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。

【八江委員】せっかくの機会ですから、高齢者

を代表して、そういう気持ちでお尋ねしたいん

ですけど、今、テレビ等で、あるいは新聞にも

よく出ているように、全国の中で高齢者の事故

が非常に多いということは前から言われている

ことでもありますけど、我々も高齢者の一人と

して大変だなと、間違えないように運転しなけ

ればいけないなと思っていますけど、長崎県で

は現在の状況はどのように、全国と比べて多い

のか少ないのかということはいかがですか。

【永尾交通・地域安全課長】 今、委員お尋ねの

高齢者関連の事故の発生状況につきましては、

本県の場合、基本的に平成15年に8,800件ぐら

いあった事故が、昨年は2,987件ということで

3,000件を切るような状況でした。本年もまた

さらにマイナス150件ぐらいということで、全

体の件数で10月末で2,250件と。そのうち高齢

運転者、歩行者も含めた高齢者関連の事故が

898件であり、これも前年比でいけば同時期で

マイナス26件と。また、そのうち高齢運転者が、

第一当、いわゆる加害者になる事故が、先ほど

898件と言いましたけど、607件であり、これは

数字的にはマイナス21件ということで減少傾

向ではあります。

ただ、先ほどお話ししましたように、全体像

からしたら高齢運転者が第一当になる事故の割

合が全体の27％ぐらいあるということで、ちょ

っと比率が高い状況です。

全国レベルの高齢運転者との比較は、全体的

に見て長崎県の事故の比率というのは、特に悪

い状況ではありません。順位的にいえば、安全

の方で上位にあるというふうに理解していただ

いて結構です。

【八江委員】そういうことで減少した一つには、

自動車運転免許証の返納なども盛んにいろいろ

説明会があったりしております。そういったも

のも功を奏しているのか、それと警察あるいは

交通関係の皆さん方の指導が交通事故の減少に

つながっているのか、どちらかだと思いますけ

れども、これからも減少に、お互い、事故を起

こすために運転しているわけじゃないですから、

そういうふうにしていただきたいと思いますけ

ど、今後の自動車運転免許証の返納は、これか

らの見通しとして相当減少するんじゃないかと。

免許証の取得者も多いかもしれませんけど、逆

にいろいろな指導の中で、もうやめとこうとい

うことから相当減少してくるんじゃないか、そ

れが事故にも関係してくるんじゃないかと思い

ますけど、その点、見通しはいかがですか。

【永尾交通・地域安全課長】免許の返納の統計

については、県警の方から逐一いただいており

ます。今の状況を見たら、令和元年に、東京な

り全国で大きな事故が発生した時に、本県にお

いても返納する人がかなり上がった。ちなみに、

令和元年でいけば、6,012件の免許返納のうち
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高齢者は5,736件あったと。これは前年比でい

けば1,600件以上増えたという状況です。ただ、

令和2年、今年は、若干減りつつあります。当時、

一気に返納者が増えたというのも実態としてあ

ります。

これについてどこまで分析ができたかという

のは、正直、まだ難しいところですけど、今の

返納数というのは、例えば、5～6年前に比べれ

ば、それよりも多いというふうな状況です。今、

県警も含めて、うちの方も働きかけなり、適正

相談をされている中で返納者というのは、いま

だ継続されているのかなというふうに認識して

おります。

【八江委員】免許の返納等が、ある意味では功

を奏しているんじゃないかと思います。反面、

返納すると高齢者は非常に不遇な立場になる。

ある一定行けない、老人の場合、足腰が悪くな

ってくる。そういう面で非常に困っている方も

逆に多いから、あんまり奨励をしたくないと

我々も思うんですけど、事故になればやっぱり

大変なことですから、適当に返納していただき

たいなと思います。

そして、事故防止のため、私もよく運転しま

すが、夕方とか雨天の場合が見にくいという、

一つには目の老化もあるんでしょうけど、その

ためには白線、ラインが消えかかっている。そ

ういうところは非常に危険を感じることがよく

あります。そのあたりは事故防止のためにもラ

イン引きはしっかりやってほしい、目立つよう

な形でやってほしい。これは高齢者のみならず、

一般の人もそうだと思いますから、その辺の指

導、それからまた、交通安全の標示、そういっ

たものも含めて逆走とかしないようにするため

にも、交通標示はしっかりしておく必要がある

と思います。

その点は今後もしっかり物申したいと思いま

すので、交通の担当の皆さん方にもそのような

ことでお伝えいただきたいと思いますけど、そ

の点、課長いかがですか。

【永尾交通・地域安全課長】 今、委員がおっし

ゃられたように、交通安全に関しては、いろん

な要素の対策が必要です。言われるように、交

通安全教育や啓発ばかりでは、なかなか達成で

きないということがあります。道路交通の環境

が悪ければ事故が起きるということも実態であ

ります。ラインや道路標示につきましては、基

本的には道路管理者である市町、県、国に様々

していただくということになります。

当課の場合は、先般の第11次交通安全計画で

示しましたように、全体が集まっていただいて

の会議とか主催しております。そういったこと

も、含めて今お話がありました標示、看板、さ

らには外側線、中央線、そういったところが不

足しているとか、薄れているとか、そういうご

意見はいろんなところで吸い上げて共有してい

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。

〔「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、県民生活環境部関係の審査結果について

整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時１３分 休憩 ―

― 午後 ３時１３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、県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日12月14日、

火曜日は、午前10時から委員会を再開し、交通



令和３年１１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）（１２月１３日）

- 129 -

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。ありがとう

ございました。

― 午後 ３時１４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１２月１４日

自   午前１０時 ０分

至   午前１１時３３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

〃 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

〃 清川 久義 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し  

５、県側出席者の氏名

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 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

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

県民生活環境部長 貞方  学 君

土 木 部 長 奥田 秀樹 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。

委員会による審査を行います。

交通局においては、今回、委員会付託議案は

ないことから、所管事項についての説明及び提

出資料に関する説明を受けた後、所管事項につ

いての質問を行います。

まず、交通局長より所管事項説明を求めます。

【太田交通局長】 おはようございます。

「令和3年11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、

主な所管事項につきまして、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、昨年度に

引き続きコロナ禍の影響を強く受けており、今

年4月から9月までの上半期の経常収支におい

て、昨年度同期に比べ2億円改善したものの、4
億6,000万円、以下税込みでございますが、の赤

字となりました。

営業収入は、4月に前年ほどの落ち込みがあ

りませんでしたが、コロナ第4波、第5波などの

感染拡大もあり、5月以降の収入は、ほぼ前年並

みで推移し、前年度同期に比べ1億7,000万円増

の15億4,000万円となっております。

また、営業費用につきましては、人員減や期

末手当の独自カットなどによる人件費抑制や高
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速バスなどの減便・運休、各種経費の節減に取

り組んでおりますが、世界的な原油価格の高騰

等から経費が大きく増加しており、上半期にお

いては、前年度同期に比べ8,000万円減の20億
7,000万円となりました。

10月以降においては、国の緊急事態宣言の解

除等もあり、県外高速バスの運行を再開したと

ころであり、リムジンバスの乗客数がコロナ禍

前の半数程度に回復しつつあり、利用者の状況

に応じ利便性の向上を図ってまいります。

また、貸切バスにおいては、一般団体の受注

が弱いものの、県内外からの修学旅行の運行が

再開に至っております。

通年での経営の見通しについては、ワクチン

接種の進展等による感染者数の減少の一方で、

コロナ感染拡大による第6波到来のおそれがあ

り、また、国の経済対策の動向などにより、今

後も大きな変動が想定されるところであります

が、中期計画に沿った取組を着実に進めるとと

もに、国、県、市などの支援策についても引き

続き要望を行い、経営の再建に邁進してまいり

ます。

長崎市域の路線再編について。

交通局においては、長崎自動車株式会社との

連携協定に基づき、長崎市域のバス路線につい

て、両者がダイヤ編成などを協力して行う共同

経営計画の来年度からの実施に向けた協議を進

めております。

また、長崎市においては、8月に長崎市地域公

共交通計画を策定後、東長崎地区での利便増進

実施計画の策定に向けて取り組んでおりますが、

共同経営計画との整合が必要となることから、

併せて長崎市と両事業者との3者による協議も

並行して行っております。

これまでの協議の中では、長崎市域において、

広域で両事業者が競合していることから、段階

的に取り組むこととし、最初の取組として東長

崎地区と滑石地区を対象とした再編を行う方向

で検討しております。

また、その時期や方法等について、所管省庁

である国土交通省との協議等を進めております。

今後も、国、県、長崎市と連携を図りながら、

実施に向けてしっかりと取り組んでまいります。

乗合バス及び高速バスの状況について。

乗合バスにおける10月以降の利用状況につ

いては、諫早・大村と長崎を結ぶ高速シャトル

バスにおいてコロナ禍前に回復しつつあります。

また、空港リムジンバスにおいては、航空機需

要の拡大に伴い、10月実績が令和元年度比で

47％の水準まで戻してきており、12月において

は、航空便数の増に合わせ、バス運行便数の増

を計画しております。

県外高速バスについては、コロナ第5波の影

響で8月下旬から運休とし、10月上旬から運行

を再開しておりましたが、まだまだ回復が遅い

傾向にあります。今後、県外との移動が増加し

ていくことでバス利用者も増加していくものと

考えております。

今後も、新型コロナウイルスの感染状況を注

視しながら、各路線の利用実態を踏まえたダイ

ヤ設定や感染防止対策を講じながら、利用者の

拡大につながるよう取り組んでまいります。

貸切バスの状況について。

貸切バスの状況については、上半期において、

コロナの第4波、第5波の影響で、修学旅行等の

キャンセルや延期が発生したところですが、東

京オリンピック需要やワクチン集団接種に伴う

輸送業務の受託などから、収入が前年度同期に

比べ74％増加し、2億1,000万円となりました。

下半期につきましては、県内外の修学旅行が
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運行に至っております。また、その他一般団体

等を含めた受注を拡大するため、関係先への営

業活動を再開するとともに、子会社である長崎

県営バス観光株式会社と連携し、県のふるさと

で“心呼吸”の旅キャンペーンを活用した県内

バスツアーを企画・運行しており、佐世保市、

松浦市、西海市、島原半島などへの誘客、県央

地区から長崎市への誘客などで収入確保を図っ

ております。今後、さらに着地型ツアーの造成

などを行い、県内観光に寄与してまいります。

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】 次に、提出のあった「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資料」

について、説明を求めます。

【安藝管理部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した交通局関係の資料について、ご説明いたし

ます。

1,000万円以上の契約案件について、本年9月
から10月までの実績は、資料1ページに記載の

とおり、計2件となっております。

以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中村(一)委員長】 次に、乗合事業部長より補

足説明を求めます。

【柿原乗合事業部長】それでは、長崎市域路線

再編につきまして、補足して説明をいたします。

お手元にございます「長崎市域路線再編につ

いて」というA4、1枚ものの両面のペーパーに

沿ってご説明をさせていただきたいと思います。

お手元の資料の1ページをご覧ください。

まず、これまでの経過についてご説明をいた

します。

令和3年6月、長崎バスとの連携協定を締結い

たしまして、それ以降、令和4年4月のサービス

改正に向けて長崎バスと具体的な協議を行って

まいりました。この協議は、独占禁止法の特例

法に基づきます共同経営に向けた取組について、

バス事業者間で行う協議でございます。

また、長崎市は、令和3年8月に長崎市内の公

共交通に係るマスタープランでございます「長

崎地域公共交通計画（法定計画）」を策定した

後、直ちに実施計画の策定に向けて、まずは東

長崎地区を対象として、その検討に着手してお

ります。こちらは地域公共交通活性化再生法に

基づきまして、地域公共交通の維持に向けて長

崎市が中心となって進めている取組でございま

して、その取組は、我々バス事業者も深く関係

することから、両バス事業者と長崎市の3者で

行っている協議でございます。

このように本取組に関しましては、長崎バス

との2者協議、それに長崎市を加えた3者協議と

並行して行いまして、その内容について相互に

調整しながら進めてまいりました。

次に、これまでの協議につきまして簡単にご

説明をいたします。

（1）ですが、長崎バスとの2者協議でござい

ますけれども、こちらの協議につきましては、

個々の路線や取組について協議を進めておりま

すけれども、その協議の前提として両者で共有

しているという基本認識がございます。そちら

を記載させていただいております。

まず、1点目でございますけれども、長崎市域

で競合する路線全域を協議の対象とするという
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ことでございます。

これは必ずしも競合路線全てを再編するとい

うことではございませんけれども、今回の取組

を実効性あるものとするためには、特段の例外

を設けることなく、幅広に協議をすることが必

要だという両者の共通認識に立ったものでござ

います。

次に、2点目といたしまして、こうした協議を

経て見直しが必要だということになった場合は、

相互に協力をし合って、可能な限り、速やかな

実施を目指していこうという認識でございます。

3点目でございますけれども、こうした検討

を進めてまいりますと、市内の広範なエリアで

路線再編に着手していくことが想定されるので

すが、これらを一度に全て実施するということ

ではなくて、こちらは数年かけてになってこよ

うかと思いますが、段階的な実施を目指してい

こうというものでございます。

長崎バスとは、こうした共通認識を持った上

でこれまでも協議を行ってまいりましたし、こ

れからも同様に継続して協議を行ってまいりた

いと考えております。

次に、長崎市を含めた3者協議について、ご説

明をいたします。

（2）をご覧くたさい。

長崎市は、地域交通のマスタープランであり

ます「長崎市地域公共交通計画」に基づきまし

て、持続可能な公共交通の実現、地域拠点間の

移動を支えるサービスレベルの維持等を目指し

て、令和7年度までの5年間を計画期間とした市

内の公共交通網の維持を図るべく、今、取組が

なされているところでございます。

長崎市との協議におきましては、こうした基

本的な方向性につきましては、我々事業者とも

概ね一致をしているところでございますけれど

も、その具体的な内容や進め方、あとスケジュ

ール感等については、若干異なることもござい

ましたので、相互に意見交換をする中で適宜調

整を図っておりました。その結果、来年度の実

施に向けたスケジュール等につきまして、当初

想定していたものから変更が生じましたので、

その経過や内容等について説明をいたします。

まず、長崎バスと連携協定を締結した6月の

時点では、具体的な協議に入る前でございまし

たけれども、両者ともやはり厳しい状況にござ

いましたので、早急な対応が必要であることか

ら、令和4年4月の実施に向けて取り組んでいく

こととしておりました。しかし、その後の協議

におきまして、長崎市から令和4年10月の完成

を目指すべきとの意見をいただきました。

理由といたしましては、長崎市は、まず、東

長崎地区を対象とした実施計画を策定中でござ

いますけれども、目指す方向性としてハブ＆ス

ポーク型の路線形態への転換を含む路線再編を

想定しておりますので、そうしたところの地元

への説明に一定の期間が必要であるということ

が1点でございます。

もう一点、また、路線再編に伴いまして東長

崎地区の支線路線についてコミュニティ交通に

転換して、その際に国庫補助金の活用を図るこ

とで検討がなされておりますけれども、その事

業期間が10月からとなるということの2つの理

由によって、4月に東長崎地区でハブ＆スポー

ク型の路線形態への転換を実施していくことは

難しいということでございました。

こうした長崎市の意見につきまして、私ども、

長崎バスとも協議をしたのですが、その意見を

尊重することといたしまして、併せてですけれ

ども、4月に実施可能な範囲での取組をしよう

じゃないかということで、4月に実施可能な範
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囲の取組を行うことといたしました。

その内容についてご説明をいたします。裏面

になりますが、2ページをご覧ください。

こちらが令和4年度の取組予定内容について

お示しをしております。先ほどご説明をいたし

ましたが、令和4年度は4月と10月にダイヤ改正

を実施したいと考えております。

（1）ですが、こちらは4月です。4月について

は、東長崎地区と滑石地区とで取組を実施する

予定としております。東長崎地区につきまして

は、スクール便や支線路線を一部除き、県営バ

スへ。また、滑石につきましては、スクール便

を除き長崎バスに一本化するような方向でいた

したいと思っております。

基本的に、現行の直通の運行形態や区間運賃

というものを維持して、便数については、利用

実態等を踏まえて適正化を図ってまいりたいと

考えております。

今回、東長崎地区と滑石地区を対象としたこ

とについて少しご説明をいたします。

東長崎地区については、長崎市や長崎バスと

協議をする中で、必ずしも2者で競合して運行

しなければならない状況にはないということ。

また、将来のハブ＆スポーク型路線への転換に

よって生じるであろう乗り継ぎ利便というもの

を考慮いたしますと、1者で運行する方が合理

的であると共通認識の下に、東長崎地区のみな

らず、隣接するような諫早、飯盛地区への影響

等も極力ないようにというようにしようとする

と、県営バスに一本化して運行を行うことが望

ましいのではないかという認識に至ったもので

ございます。

ただ、この場合、県営バスは現在運行してい

る路線に加えまして、長崎バスから移行分の対

応をするということになるんですが、この場合、

人員や車両等の関係で困難でございましたので、

逆に滑石地区の路線を一本化することでバラン

スをとって対応することとしたものでございま

す。

4月には、こうした長崎バスとの間で東長崎

地区及び滑石地区において、運行路線のシフト

を行った上で、東長崎地区においては、さらに

10月に路線再編を行っていく運びとなります。

（2）ですが、10月の内容につきましては、東

長崎地区においてハブ＆スポーク型の路線体系

への転換と併せて、支線路線ではコミュニティ

交通へシフトする路線も発生することとなりま

す。

なお、コミュニティ交通の運行主体につきま

しては、今後、継続して協議をすることとして

おります。

また、こうした長崎市内の路線の取組を行う

に当たって、長崎バスとは、せっかくこうして

共同した取組をするので、こうした共同するこ

とゆえの取組はできないかということで話をし

ておりまして、これは具体的なプランというの

は、まだ全然できてはないんですが、市内の中

心部等で新規路線を共同して何か運行できない

かというような協議も行っております。まだ検

討段階ではございますけれども、10月の実施に

向けて、今までなかったような運行というもの

の実現に向けてもチャレンジしてまいりたいと

考えております。

また、こうした路線の取組だけではなくて、

今までになかったような利便を促進するような

新しい取組についても両者で協力して手がけて

いきたいと考えております。

こちらが（3）に書いておりますけれども、現

在、令和4年度中の実現に向けて検討しており

ますのが、共通の路線番号等を付番するような
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共通ナンバリングの取組であるとか、両者の路

線を一つにしたようなわかりやすい路線図や時

刻表などの作成についても、並行して検討を行

ってまいりたいと考えております。

最後に、スケジュールについてご説明をいた

します。

4月、10月ともに、こちら複雑に書いておりま

すが、実施に向けて必要な段取りというのは同

じでございます。両事業者でまず共同経営計画

案というものを策定いたしまして、策定した計

画案について法定協議会のご意見をお伺いして、

その上で国土交通省の認可申請を行って、認可

をいただいた上で実施にこぎつけるというよう

な流れとなっております。

こちらにつきましては、4月と10月で実施時

期が異なりますので、いろいろごちゃごちゃし

てますが、来年2月頃ぐらいまでは4月に向けた

ような手続を、以降は10月に向けたような手続

を断続的に取り組んでいくこととなります。

今後も、長崎バス、長崎市とも連携しながら、

しっかり取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

以上をもちまして補足説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中村(一)委員長】 以上で説明が終わりました。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ないようですので、次に議

案外所管事務一般について、ご質問はありませ

んか。

【赤木委員】お疲れさまです。いろいろご説明

いただきましてありがとうございました。私か

らは1点だけお話を伺いたいと思います。

1件、要望としては、先ほど、長崎市域の路線

再編について詳しくご説明いただいたんですけ

れども、地域の方にしっかり説明をしていただ

いて混乱がないようにということと、前から言

っているんですけれども、こういうふうによく

なった部分をわかりやすく伝えていただきたい

なということを改めて要望申し上げます。

質問ですけれども、貸切バスの状況について

の中で、ふるさとで“心呼吸”の旅キャンペー

ンを活用した県内バスツアーの企画は、既に始

まっていると認識しているんですけれども、今

の利用状況等わかれば教えていただければと思

います。

【江頭貸切事業部長】県のふるさとで“心呼吸”

の旅キャンペーンを使ったツアーということで、

当初、7月に再開した時にツアーを60本ほど作

成しまして実施したんですが、8月の前半で中

断してしまいましたので、そこで一旦諦めたと

ころです。9月25日からの再開に合わせて、また

改めまして県内のツアーを44本設定いたしま

した。その最後の設定が12月末なので完全にま

だ終わってはいないんですが、今のところ、全

部で16本、バスツアーが実施される予定となっ

ております。

【赤木委員】 企画自体は44本あったんですけ

れども、実施可能になったのが16本で、12月末

まで含めてやっていく予定だということですね。

わかりました。実際どれだけの方が使うかとい

うのは、まだ集計途中ということですかね。わ

かりました。

ご存じのとおり、12月15日からは県外、福岡、

佐賀、熊本の方も“心呼吸”の旅が利用可能と

なりまして、県外の方はワクチン検査パッケー

ジを必要とするということでしたが、今、16本
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に関しては、県民の方限定ですから、多分、12
月末は必要ないのかなと思うんですけど、その

後のことも何か検討されているんですかね。

【江頭貸切事業部長】先日の期間延長というこ

との発表を受けまして、1月以降のツアーにつ

いても、同様に県内を周遊するようなツアーを

作成しまして、また募集をかけたいと考えてお

ります。

【赤木委員】わかりました。12月15日から可能

になりますので、私も周知にはぜひとも協力を

させていただければと思っていますので、そう

いうキャンペーン、わかりやすい絵といいます

か、チラシといいますか、そういうのがあれば

ぜひともまたお示しいただきたいなと思います。

多くの方が長崎県内の旅行に来ていただけるよ

う、後押しをさせていただきたいなと思います。

頑張っていただければと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問ありませんか。

【深堀委員】 今、赤木委員から“心呼吸”の旅

の話がありまして、ツアーの実績については、

今、質疑があったとおりです。

実は、先般も文化観光国際部の審議の中でこ

の件についてもいろいろお聞きしたんですが、

“心呼吸”の旅を使う方々の実績からいけば、

直接の申込みが25万件、旅行商品を使ったのが

2万件ということで、圧倒的にツアーを使って

いる方が少ないということが明らかになりまし

た。今、16本が実施されるということでしたが、

公共交通の活性化という意味では、こういった

ツアーを充実させて、旅行商品で行ってもらう

方々をもっと増やしていかなければいけないん

じゃないかなというふうに思っていますので、

ぜひそこの点については尽力いただければなと

思います。

もう一つは、この“心呼吸”の旅で2,000円の

地域限定クーポンがあります。これが一般的に

はお土産とか、そういうことに使う方が圧倒的

に多くて、でも、これは交通機関でも使える。

ただ、今登録しているのが2,623店舗というか、

企業といいますか、そういったところが使える

契約をしています。ただ、それに対して交通機

関が登録しているのが73店舗という報告が文

化観光国際部からありました。この交通機関の

多くはタクシーですが、私が聞き取った範囲で

いけば島鉄も登録されているんです。交通局は、

この“心呼吸”の旅の地域限定クーポンに対し

て登録をしているのかどうか、まずそこを確認

させてください。

【柿原乗合事業部長】地域限定クーポンで我々

が対応しているかというお尋ねでございます。

こちらは、私どもも対応しております。内容

として、地域限定クーポンというのが、お釣り

が出ないということもございますので、窓口で

乗車券として引き渡せる、ある程度高額なもの

に限定した形とはなるんですが、具体的には長

崎ターミナル、諫早ターミナル、大村ターミナ

ルの窓口で、主に乗車券、こちらは空港リムジ

ンバスでありますとか、あと大村や諫早のシャ

トルバスの回数券、それから佐世保線でも同じ

ように乗車券がございますので、こちらの引換

え等に対応しているというような状況でござい

ます。

【深堀委員】 登録されてたんですね。私、して

ないと思っていました。実際どうですか。地域

限定クーポンを使って県営バスの実績というの

は把握されてますか。

【柿原乗合事業部長】先ほどご説明しましたが、

少し限定されたところになるので、数は決して

多くないということになるんですが、こちらは

途中、コロナの感染拡大に伴いましてキャンペ
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ーンを中止した期間もございますので、7月か

らの累計でまいりますと、494件の引換えに対

応しております。

【深堀委員】了解です。これは文化観光国際部

の質疑の時に言ったんですけど、地域限定クー

ポン券自体の受渡しが、泊まる宿泊施設にチェ

ックインした時に渡される。じゃ、旅行に行く

時に使えないじゃないですかと、それってどう

なのと。その改善が今すぐできるとは、とても

じゃないけど、思えないんだけれども、旅行は

行く時から始まるわけで、そこで交通機関を使

っていくのであれば、そこに使えれば、もっと

利用されるんじゃないかなと私は思っています。

それを今後考えてくださいと言っているんです

けど、あとチケットが2,000円分なんですけれ

ども、そこの使い勝手の話もあると思うんです

よ。

だから、そういうことを公共交通事業者とし

て県の所管部の方に、一公共交通事業者として、

もうちょっと使いやすい地域限定クーポンにし

た方がいいんじゃないかということを事業者と

して要望するべきだと私は思います。県内を周

遊される県民が公共交通を利用しやすいような

仕組みになるように、事業者としてももう少し

要望すべきだというふうに思いますので、ぜひ

その点はお願いいたします。もちろん、私も文

化観光国際部にそのことは言いましたけれども、

事業者としてお願いしたいなと思います。

次に、長崎市の路線再編についてですが、こ

れも以前、こういう説明があった時に懸念材料

として言っていたのは、令和4年10月に予定し

ているハブ＆スポーク型の路線再編ということ

で、当然、この中心地になるのは、おそらく今

の矢上町バス停になると思います。そこの交通

状況や道路の状況を考えた時に、これを10月か

ら実施するとなった時に、今の道路状況という

か、バス停の状況、そこがパンクしないのかと。

もちろん、コミュニティーバスと路線バスが一

緒に止まるというわけじゃないのかもしれませ

ん。しかし、少なくともあそこがハブのバス停

になるならば、今の状況で大丈夫なのかという

ことは、以前の委員会でも私は申し上げており

ました。

こういう改良というのには時間がかかるので、

10月に向けてそれをしようとした時に、そうい

う設備的な改良の必要があるのかないのか、そ

のあたりはどういうふうに考えていますか。

【柿原乗合事業部長】確かに、10月のハブ＆ス

ポーク型の再編という形になると、委員ご指摘

のような状況が確かに懸念されると思います。

実際、ハブ＆スポーク型を1日フルタイムでや

るのか、それとも一定、実態を見た上で時間を

区切ってやるのかといったところでも負荷は異

なってこようかなと思っています。そうした施

設的なもの、現実的なものも踏まえて、今後、

検討していきたいと思います。

せっかく地元のご意見を聞きながらという時

間をとりましたので、そういったご意見も踏ま

えながら考えていければいいなと思っています。

矢上をハブにした場合の施設については、具

体的なものがプランとしてできているわけでは

ございませんけれども、やっぱり懸念されると

ころはございますので、長崎市、長崎バスとの

3者協議の中でも課題として上がっていること

は間違いございませんので、今後、具体的な路

線、ダイヤというものをどういう形にしていく

かということと並行しながら議論してまいりた

いと思っております。

【深堀委員】どういった便数になるのかという

のがまだ決まっていない状況の中で、具体的に
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は難しいのかもしれませんが、少なくとも今よ

りも、あそこの矢上町のバス停の乗降客が増え

る、かつ、そこでコミュニティーバスを乗客が

待たれる数も当然今より増えるわけですね。そ

うなった時に、今のバス停の在り方でいいのか、

屋根とかベンチとか、こういったものはよくよ

く考えて整備をしなければ、乗降客としては不

便さをもしかしたら感じるのかもしれない。そ

のあたりはぜひ検討をお願いしたいと思います。

それともう一点、10月の内容の中で「両社局

共同の路線の新設を検討中」と書いてあります。

この意味合いがよくわからなかったんですが、

具体的にはどういうことなんですか。

【柿原乗合事業部長】申し訳ありません。現時

点ではっきりしたものをお示しできるというか、

今考えてますというようなことを報告させてい

ただいた形になります。

趣旨といたしましては、長崎バスとこうした

形で共同して事業を進めていくという中で、た

だ、新しいものを生み出していくということも

できないだろうかという話の中で、何か、でき

る範囲にはなるんですが、そうした前向きなこ

とといいましょうか、新しい路線についても、

長崎バスと私どもとが共同して運行するような

新しい路線なんかも今後検討していけないかな

ということで話をしているというような状況で

ございます。

【深堀委員】今、まだ漠然としているというこ

となんですね。私はこれを見た時に、これはひ

ょっとしたら公共交通空白地帯のことを想定し

て言われているのかなというふうにちょっと感

じたんですよね。だって、両者が行ってない路

線だというふうに私は受け取ったので。

一方で、公共交通空白地帯に両者が共同経営

していくということはいいことなんだけども、

なぜ交通空白地帯になっているかというと、そ

こに利益がまず出ないから空白になっているわ

けであって、そこをどう考えているのかなと非

常に気になったんですよ。私が考えていること

とは全く違う内容ですか。

【柿原乗合事業部長】私の説明がはっきりしな

いばかりに、申し訳ありません。

基本的に、今話をしておりますのは、そうし

た交通空白地帯の対応というよりは、市内の中

心部などで両者で共同して運行するような路線

みたいなものを新しくつくれないかというよう

なところでございます。

今、バスが走っていないところというわけで

はないんですが、今走ってないような経路であ

るとか、そういったところで考えられないかな

と。まだアイデア出しぐらいの段階なので、申

し訳ありません。そういったような状況でござ

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】 長崎市域の路線再編について、

縷々説明を受けたんですけれども、法改正に伴

って共同経営計画に向けて頑張るという姿勢は

理解します。ただ、民間のバス事業者と県営バ

スを見た時に、こういった取組をしても、なお

かつ経営というのは非常に厳しい状態というの

は、これからも続くと思うんですね。もっと言

えば、利用者が少なくなるであろうということ

を含めて考えた時に、やっぱりじり貧になって

くるのかなと見た時に、一定、今回ご努力され

てここまでやられていますので理解はしますけ

れども、果たして、これを踏まえて県営バスの

経営状況が劇的に改善できるかといったら、そ

うじゃないと思うんですよ。

そう考えた時に、長崎において東長崎地区は、

2013年、平成26年あたりから長崎バスと競合と
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いうか、そういうことで一旦撤退した。滑石に

ついては、それではなかなか大変だという中で

稼げる地域として多分滑石の方に入っていった。

その時に利用実態を本当に踏まえて入っていっ

たのかということを問うた時には、疑問を感じ

てます。

そういう諸々の経過を含めた時に、じゃ、こ

の先はどうするのかということが見えてこない

と、永続的に交通局が頑張れるという姿勢にな

らないと思うんですけども、中長期の経営計画

を立ててますけども、改めて、今、一般財源か

らの繰入れをなくそうということでやってます

けども、そういう根本的なところにも立ち返っ

て経営計画というか、見直すという作業も並行

して行わなきゃいけないと思っているんですが、

そのあたりについてはどういう認識を交通局長

はお持ちですか。

【太田交通局長】バス事業は非常に厳しい状況

が続いているというのは、委員、ご指摘のとお

りでございます。今後においても、なかなか明

るい展望というのはない事業体ということにな

るかと思いますけれども、ただ、乗合バス事業

については、地域にとってなくてはならない事

業でございますので、これを何とかコロナ後の

経営をうまくしていこうということで中期経営

計画を立ててやっておるところでございます。

県営バス自体の経営について明るい展望がな

いかと言えば、そうではありません。まず、今

回、共同経営によりまして、この長崎市内の路

線の再編をすることによって、乗合事業という

のは非常に大きな赤字を抱えておりますので、

それを一定大きく改善できるという面がござい

ます。

それと、県営バスで行っております県外高速

バス、貸切バス、それと県内の中距離の高速バ

ス、こういうものを今まで具体的に取り組んで

まいりまして経営をやってきたわけです。その

経営の負担というのを大きく減らせるのではな

いかというふうに思っております。

今回の共同経営等によります路線の再編によ

りまして、県営バスがさらに地域に根づいて必

要とされるようなバス事業となるように、今後、

頑張っていきたいと思っております。

【前田委員】そういうことは了とします。しか

し、もう不毛の議論になるのでぶり返しません

けれども、県営バスの存在価値って何ですかと

問うた時に、今の長崎と諫早と大村を走らせと

けばいいのかと。まさに公共交通としての足が

必要というのであれば、先ほど深堀委員もちょ

っと指摘されてましたが、公共交通の空白地帯

であったり、県北であったり、走ってないとこ

ろを走らせるということにも今後トライしてい

かなきゃいけないのかなと、そこが多分、県営

でやる価値だと思っているので、そういう点に

ついては今後も鋭意、そういった考えもあるこ

とを含めてご検討いただければなと思ってます。

具体に、4月、10月という2段階でやられると

いうことでやってますが、基本的には路線の見

直しについて可能な限り速やかに実施すること

という長崎バスとの協議の中で、ちょっと心配

されるのは、ハブ＆スポーク型がどういう形に

なるのかというのは、実際は頭の中では描いて

ますけれども、じゃ、本当に便数的にどうなる

のと考えた時に、高齢化が進んでいる中で、バ

スに頼っている方が確実にいるわけですよね。

そういう方の利便性が下がるということはあっ

ちゃいけないと思ってて、支線路線について長

崎市のコミュニティ交通に転換するとあります

が、このコミュニティ交通に転換した時に、今

住んでいる住民の方の利便性が下がらないとい
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うことは前提として確約されるものがあるんで

すか。

【柿原乗合事業部長】コミュニティ交通につい

てでございますけれども、こちらの方は長崎市

のコミュニティ交通ということになります。10
月に向けての取組ということになりますと、今

からまさにということになるんですが、地域と

の対話を繰り返しながらという形で素案を立て

ていくということになろうかと思ってます。

そうした中で、じゃ、コミュニティ交通、い

わゆる補助等を含めたところで運行委託のよう

な形になるんだろうと思っていますけれども、

現時点で、こういうダイヤになりますというこ

とではなく、方向性として今示されているとい

うようなところでございますので、そのあたり

は今後、地元との協議、あと長崎市との協議の

中で詰めていくような形になろうかなというふ

うに思います。

【前田委員】運行主体がどこになるかというの

は、いいとしても、具体に聞けば、コミュニテ

ィ交通に転換する時に東長崎地区において廃止

路線というものが出てくると思うんですよ。そ

の廃止路線が全てコミュニティ交通に置き換わ

ってくれるということは前提としてあるんです

か。

【柿原乗合事業部長】こちらの方なんですけれ

ども、まず、そうですね、長崎市の方の地域公

共交通計画に基づいたところで案をつくって、

地元と協議をした上で推しはかっていくという

ことになるのかなと思っております。

こちらについては、特に私たちがやる共同経

営は、競合路線だけということではございます

けれども、長崎市でいきますと範囲が広うござ

いますので、市域の個々の路線の需要状況等を

踏まえつつということになります。

ですから、委員ご指摘のように、移動手段が

バスからほかの輸送手段に移行するような可能

性もなくはないかなというふうに思っています

し、現時点で廃止ということではないとは思う

んですけれども、ただ、そういう場合に、もし

あったとしても、ある日突然に実施されるとい

うものではございませんで、今回のように地元

との調整を行った上で実施していくということ

になるんだろうというふうに認識をしておりま

す。

【前田委員】東長崎地区においては、冒頭話し

たように、平成26年、2013年当時の地域の住民

の方との、長崎市、県営バスを含めたところで、

私は混乱したということで認識してますけども、

そういうことがあったので、ぜひ今回について

は丁寧に進めていただきたいと思うし、具体化

したものが見えた段階で、早め、早めに地域住

民の方とのやり取りをしてほしいということを

強く要望しておきたいと思います。

県営バスの長崎ターミナルについては、これ

までも何度もご質問を繰り返していますので確

認だけですけども、土木部の質疑の中で、従来

どおり、「今年度中に実施区域を定めていきた

い」という答弁が出てきました。その上で県営

バスターミナル、長崎ターミナルの現状におけ

る施設の課題認識を改めて確認したいと思いま

す。

【安藝管理部長】現長崎バスターミナルの施設

の課題でございますけれども、3点あると思っ

ております。

まず第一には老朽化でございます。現ターミ

ナルは、昭和38年11月建設でございまして、築

58年を経過しております。施設全体の老朽化が

著しいというふうなところがございます。ター

ミナル施設全体においては、交通局のほか、県
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の知事部局、あるいは長崎市さん、民間の方、

ビルの区分所有者がございまして、区分所有者

で構成する管理組合で協議の上、対応してまい

りたいと考えておるところでございます。

2点目の課題については、耐震性でございま

す。平成27年度に行った耐震診断において、耐

震基準を満たしてないと判定を受けまして、平

成28年8月の管理組合の委員会で、耐震補強は

実施しないということを決定しております。し

かしながら、これはターミナルの建替えが、も

ともとの計画では、令和4年度に交通局の当初

の計画どおり、駅舎北の土地で建て替えること

を前提とした協議でございましたので、土木部

の検討方針の結果を受けて改めて管理組合で協

議する必要があるというふうに考えているとこ

ろでございます。

3点目、最後でございますけれども、バリアフ

リーについてでございます。今のターミナルビ

ルについては、国道側の出入口にスロープを設

置しております。あと、第2ホーム、福岡行きの

「九州号」等が出ているホームがございますけ

れども、これは一旦階段を下がって、また階段

を上ってというふうな必要がございます。第2
ホームへつながる階段には一応リフトを設置し

ておりますけれども、これでバリアフリー化が

十分というふうには考えてございませんけれど

も、現施設の使用期間と、また、改修等を行っ

た場合の費用対効果を精査しつつ、対応を検討

していく必要があるというふうに考えておりま

す。

【前田委員】今答弁がありましたように、計画

が大幅に変わっていく中で、時間の経過の中で、

今のような課題が出てきたとするならば、いず

れにしても、現バスターミナルを数年使わなき

ゃいけないということが、もうはっきりしてい

るのであれば、交通局自ら積極的に改修する部

分というのは、具体な提案をしていただきたい

なというふうに思います。

これは利用者の方からも出ている声ですが、

やっぱり玄関口として今のような見た感じと言

ったら失礼ですけれども、あれは玄関口として

はふさわしくないねという意見もたくさん出て

ますし、何よりも耐震性を含めたところでビル

自体に問題があるというところは、早急な是正

を求めたいと思います。

併せて、今、バリアフリーの取組等もご答弁

いただきましたけれども、1階と地下の部分を

含めて有効的に活用できているのかといったら、

かなり遊んでいる場所がありますよね。

1点、具体の事例でお尋ねしたいんですが、地

下の部分、98坪、325平米ですね、「テナント募

集」という貼り紙が貼ってあります、今現在。

この貼り紙って、いつから貼られているか、承

知されてますか。

【安藝管理部長】申し訳ありません。貼り紙を

設置した時期というのは、今、把握しておりま

せん。

【前田委員】そのようにテナント募集の貼り紙

が貼ってあって、テナントを募集しているんだ

なと私は何気に思って見て、ただ、ご承知のと

おり、見た場所が使い勝手が非常に悪いなと思

っているので、なかなか難しいと思っているん

ですが、貸付時期が平成20年4月1日以降という

貼り紙がしてあるんですよ。ということは、も

う10年以上前から貼り紙をして、そのままずっ

と時間が経過しているということを考えた時に、

相場はあるとしても、有効に使うという意味に

おいて、そのまま放置するというのはいかがな

ものかなと思います。

今、入口に入ったところで、多分、コロナの
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影響もあってと思いますけれども、バス観光が

あったフロアのところも今撤退してますよね、

1階に入ったところの左側、貼り紙がしてあり

ました。

そうした時に老朽化とか耐震性という根本的

なこともあるけれども、ある施設をしっかりと

活用するということに、もう少し取組をしてい

ただかなきゃいけないかなと思っているんです

が、その点については局長の答弁をいただきた

いと思います。

【太田交通局長】長崎ターミナルの活用につき

ましては、今ご指摘のとおり、1階の入ったとこ

ろのフロアが空いていたりということで、活用

できてない部分もございます。ただ、地階につ

いては、機械室等として約半分を使っている。

それと、今、使用可能な部屋については、ほぼ

貸出をしたり直営で使っているというような状

況でございます。

また、コロナでターミナルビルの乗客、利用

者が減少しているということもございまして、

1階のフロアの空きスペースもございますけれ

ども、今後は乗客数の増とか利用の増に伴いま

して活用が図られていくと思っておりますので、

ぜひ鋭意そういうふうな努力をしていきたいと

思っております。

【前田委員】そうであれば、地下のテナント募

集の貼り紙を早く外して、それでもスペースは

空いていますので、そこについての活用を図っ

ていただきたいなと思います。

最後にしますが、私が交通局所管の委員会に

入っているということで、1つ問い合わせが入

っております。空港便ですね、今、ダブルトラ

ックのために航空便の遅滞対応がなくて、全て

定刻運行しているということで、減便している

こともあってか、先週の段階で東京便が30分遅

延した中で、定刻に出ているものだから、到着

を待たずにですね。だから、その方たちは50分
間待っていたというようなことがお声として上

がっていて、両者で話し合って以前のような遅

延対応をしていただけないかという小さな要望

でありますが、出ていますので、せっかくの場

なので、現況、対応についてご答弁いただきた

いと思います。

【柿原乗合事業部長】確かに、委員ご指摘のと

おり、現在、コロナ禍による航空便等の減少に

伴いまして空港の便数というのは、通常よりも

少なく運行しているということもありまして、

ご指摘のような状況が発生しております。

長崎空港の出発便、空港発の便ということで

状況を申し上げますと、12月の時点でいきます

と、経由が主に2つございます。出島経由が直通

便、長崎バスと両者で共通して運行している便、

両者合わせて32便ございます。私どもが運行し

ている昭和町のバイパスを通る浦上経由便が

18便ございまして、空港発は現時点で50便ほど

ございます。

今、ご指摘いただきましたけれども、空港の

待つルールというのが、出島経由便は定刻発車、

浦上は最大15分までは待つというルールにな

っています。このルールになった経緯ですが、

平成28年度からとなっています。もともと待つ

時間のルールというのはなかったんですが、当

初、客に車内で乗り込まれて、例えば、2便以上

受けられる時に先発便が定刻で着かれた後、後

発便の方が延着したというような状況があった

時に、先発便の利用者が車内にご乗車いただい

たまま、後発の航空便の到着を待つような状況

がございまして、それがちょっと問題ではない

のかという認識の下に、当時の空港事務所であ

るとか、空港ビルディング、あと長崎運輸支局、
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バス協会と事業者によって議論して、その上で

決まったルールとなっています。

ただ、当時、コロナによって減便するみたい

なことが想定されていたわけではございません

ので、ご指摘いただいた内容も含めて、関係機

関とも少しお話をしてみ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。

【小林委員】 少し席を外しておりましたので、

もしかして同じ質問があっているかもしれませ

んが、お許しをいただいて質問をしたいと思い

ます。

まず、ご説明がありました長崎地域の競合路

線全域を協議対象にするということのお話がご

ざいました。これは初歩的なことで申し訳ない

が、競合する路線全域というのは、大体何路線

ぐらいあるんですか。

【柿原乗合事業部長】申し訳ありません。路線

数ということで明確にお答えはできないんです

が、長崎市内におきまして長崎バスと競合して

いる区間がございます。大きくエリアでいくと、

私どもが運行していますのが、長崎市の東部地

区、それから中心部、あと北部となっています。

こちらは路線キロでいきますと大体125キロご

ざいまして、そのうち7割ぐらいが競合してい

るような状況でございます。

ただ、今言ったのは、区間、区間のことでご

ざいまして、中心部に関してはほとんど競合し

ているということもありますので、長崎市域全

域に関しましては、ほとんど長崎バスの競合路

線であると言って差し支えないかと思います。

【小林委員】 競合路線の中から、例えば今回、

東長崎を県営バス、滑石の方を長崎バスという

ようなことで、要するに一本化して運行すると。

今まで競合しておったものを、わかりやすく言

えば、東長崎については県営バスが独占すると

いうか、一本で運行すると。滑石については、

県営バスは入らないで長崎バスだけでやっても

らうと。こういうことで一本化するという形で

あろうけれども、今、全体の競合路線の中で、

そのような一本化するというのがどのくらい出

てくるのか。また、一本化する時の根拠、どう

いう要件を満たせばそのようになっていくのか

という基本的なそこの考え方。今回、東長崎を

県営バスでやるぞと、滑石は長崎バスでやるぞ

と、この分け方が今事例として出ています。そ

ういうのは、どういう根拠をもって、どこの路

線は県営バスだ、どこの路線は長崎バスだと。

こういう一本化する、分ける一つのよりどころ、

根拠、どういうところをもってやってるんです

か。

【柿原乗合事業部長】こちら、今回の東長崎地

区と滑石地区につきましては、こういった経緯

でさせていただいております。

というのは、まず、東長崎地区というのが長

崎市も含めたところでまず最初に取りかかろう

という地区でございました。そうしたところで

長崎市や長崎バスと協議をする中で、必ずしも

2者で競合しなくてはならないような利用状況

ではないというのが1点でございます。

それから、東長崎地区に関しては、長崎市が

進める利便増進実施計画の中で、将来、ハブ＆

スポーク型の路線再編というものを目指してい

るということがございますけれども、そうした

場合に出てくる乗り継ぎ利便というものを考え

た場合に、こちらは2者でやるよりは1者でやっ

た方が合理的であろうという共通認識の下に決

めてきたところでございます。

ただ、その場合、県営バスにするか、長崎バ

スにするかというところは、1者の方がいいと

いうことなんですが、県営バスにした方がいい
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というのは、東長崎地区のみならず、一本化す

る場合は、その周辺地区、東長崎地区で申しま

すと、隣接する諫早であるとか、飯盛地区への

影響というところが極力ないようにしようとす

ると、やはり私どもの方が東長崎地区、隣接す

る諫早、飯盛にも運行しておりますので、そち

らの方が利用者全体に与える影響も少ないだろ

うということで、私どもの方に一本化して運行

した方が望ましいのではないかという結論に至

った次第でございます。

【小林委員】あんまりよくわからん。経営的な

感覚がよくわからない。結局は、今言うように、

全体に競合路線があるわけでしょう。その競合

路線の中で採算ベースを一番に考えていかなけ

ればいけないと。要するに、赤字を解消すると

か、やっぱり経営の採算を第一義的に考えて、

例えば、長崎県営バスが6億円の赤字だったと

か、長崎バスが10億円の赤字だったとか、これ

以上、そういう取り巻く環境の厳しさの中にお

いて、長崎市内を競合路線として今までどおり

やることについては、互いにマイナスであると

いうことで、こういう連携をされたわけですよ。

そういう点から考えていけば、これが大きな

プラスにならんといかんし、また、お客様にと

って利便性がどうなっていくかということを考

えれば、これは後でまた質問しますけれども、

まず、競合路線について、長崎バスが走るのか、

県営バスが走るのかと。当然、全体の路線の中

で共同運行するところ、一本化して単独で走る

ところ、こういうものに振り分けられることは

当然だと思うんです。

だから、振り分ける時にどういう根拠をもっ

てやっているかというところの説明をいただき

たいと言っているわけです。あなたの今の説明

では何を言っているかわからん。諫早に近いか

らとか、飯盛に近いからとか、そういう地理的

なことで分けるのか。街の真ん中は何の関係も

ないぞ。

【柿原乗合事業部長】申し訳ありません。今回

の取組に関する効果、どういったものを見込ん

でいるかというところで少しお話をさせていた

だきたいと思います。

【中村(一)委員長】 ちょっと休憩します。

― 午前１１時 ３分 休憩 ―

― 午前１１時１４分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開します。

【小林委員】先ほど私がお尋ねをいたしました、

要するに競合路線で両者が同じバスを走らせて

おったと。それを今回のように、東長崎は県営

バスオンリーでいきますと、滑石は長崎バスオ

ンリーでまいりますと。こういうケースが競合

路線の中から幾つか出てくると思うんです。そ

の一本化するという、両者が入っておったもの

を一つだけでやるといった場合に、どういうふ

うな根拠をもって一本化しているか。その辺の

話し合いをどうされているかということを尋ね

たいわけです。

【柿原乗合事業部長】先ほどはすみません。ど

ういった形でやっているかについては、影響等

を考えた時に、一番大きいところは、今現在、

その地区で両者がどれぐらいの規模で運行して

いるかというところが、一つ、大きなウエート

になるかと思っています。

具体的に申し上げますと、東長崎地区に関し

ましては、長崎バスと私どもで420便ほど走っ

ておりますけれども、そのうちの約4分の3の、

300便強、私どもが運行しているというような

状況でございます。

一方、滑石地区は逆でございまして、こちら
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は480便ぐらいある中で、大体長崎バスが約8割
ほど、370便ほど運行しているという状況がご

ざいます。それだけ差がございますと、利用状

況等も、やはり多い方がより効率がいいという

ような状況もございますし、多い方に寄せた方

がお客様に対する影響というのは、より少ない

だろうというところで判断をしたものでござい

ます。

【小林委員】非常にわかりやすいです。やっぱ

りそれなりの根拠があって競合路線を一本化し

ているというようなところで理解をいたしまし

た。なかなか大変だと思いますけれども、これ

からその作業が最も大事なことではないかと思

うんです。

そうしますと、今回の連携協定というのは、

なぜそれをやるのかと。もうコロナ禍の状況の

中で、お互いが競合しておっては、お互いの経

営が成り立たないと。非常事態のそれぞれの会

社が置かれている状況から、今回まさに世紀の

連携ができたと思っているわけです。

そうしますと、この要するに効果が明らかに

我々の前に出てこんといかんと思うんです。こ

れからスタートする状況で、まだ一概に言えな

いかもしれないけれども、当然、連携すること

によってどういう効果を生むかということの中

で、かつてのように県営バスの運営に一般財源

から、要するに、県庁の予算が厳しい中におい

て、一般財源から投入しなければならないとい

うような、それは必要においては、またそんな

こともあるかもしれないが、基本的には独立採

算をしっかりやっていただかなければいけない

と、こうした時に、この連携の動きの中で、ど

れだけの収支改善効果を考えているかというこ

とです。

一般論として今回の共同運行によって、要す

るに、お客様に対しての利便性をいかにして失

わないようにするか。利便性をしっかり守りな

がらやってもらいたいという声は必ず出てくる

と思うんです。もちろん、基本的にその考え方

は間違いではないし、そのとおりだと思うんで

す。しかし、現実に収支改善効果を考えなけれ

ば何のための連携かわからないわけです。

そこの収支改善効果をどういうふうに判断さ

れているのか。このやり方をもって県営バスの

経営をどのくらいプラスにしていくか、この収

支改善効果をどう見ているかということについ

てお尋ねします。

【太田交通局長】 現在の中期経営計画の中で、

この路線の再編に伴います効果というものを

15年間で約30億円見ております。これについて

は乗務員の退職不補充による人員の削減、それ

から、車両数を減らしていくということで見込

んでおります。

その中で大きなウエートを占めますのが、今

回、長崎市内で行います路線の再編でございま

して、これを具体化するために長崎バスさんと

の共同経営という形で、お客様に対して、より

ご不便をかけない形で再編を進めていこうとい

うものでございます。

【小林委員】15年間、こういう取組をやって30
億円の収支改善効果を見込んでいると。その根

拠については、退職後の不補充、あるいは車両

台数を減らすと。当然減ってきます。減ってく

ると維持管理とか、ガソリン代とか、そういう

面でこれまでかかっておったものが支出減とい

うことで、支出を抑えることができて収入を上

げることができるというような形の収支改善効

果が30億円というような形で、それなりの成果

をお考えになっていると思います。

そこで、私どもは、車両の台数を減らすとい
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うことは、1台来てから、また次に来るまでどの

くらいの間隔で来るのかとか、要するに、車両

台数が減るということは、お客様の利便性、そ

こに欠陥が出てくる、あるいは不便さを与える

というようなことをもって、その辺のところに

ついての考え方が、ある程度収支改善効果を求

めてやるためには、どこまでが不便なのかとか、

ここまでは許されるのかとか、そういうところ

についての厳密な考え方をきちんとやってもら

わないと、会社経営というのは、そんな簡単な

ものじゃないと思うんだよ、実際が。県営バス

が赤字のたれ流しみたいな形で、民間は黒字で、

なんで公共バス会社は赤字になるのかと、こん

なようなことを言われたくないわけだよ。あな

た方が一生懸命おやりになって、何とか一般財

源から金を入れんでもいいように、しっかりと

した運営、経営をやっていただくようにと、こ

んなようなことでやっているわけだよ。

だから、いわゆるお客様に不便をかけないと、

これまで以上に不便をかけることはないと言い

ながらも、そこをいかに上手にダイヤを編成し

てやっていくか、ここに大きな知恵が要るとこ

ろですよ。だから、今までの便数よりも、正直

言って幾らか減るということはあるだろうと思

います。そうせんと収支改善効果につながらな

い。

だから、そこのところを客観的に見て、そこ

をどうするかというところですから、我々とし

ては、これを契機に収支改善はしっかり求めて

もらいたい。しかし、運営については、やはり

お客様にいかに不便をかけないようにやるか。

便数は減るだろう。減るけれども、本当に不便

だと、今回のこの連携は間違いだったと言われ

ないような形の中で便数を減らしてうまくやっ

てもらうというようなことを思い切ってやらな

ければ、15年間で30億円なんていうのは、絵に

描いた餅になる。

そういうことを申し上げて、しっかり頑張っ

てください。

【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。

― 午前１１時２４分 休憩 ―

― 午前１１時２４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。大変お疲れさまでした。

観光生活建設分科会長報告及び観光生活建設

委員長報告については、正副委員長一任の下で

ご報告させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２５分 休憩 ―

― 午前１１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

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ないようですので、正副委

員長にご一任願いたいと存じます。

それでは、委員会改選前の定例会における委

員会は、本日が最後となりますので、閉会に当

たり理事者の出席を求めております。

理事者入室のため、しばらく休憩いたします。

お疲れさまでした。
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― 午前１１時２６分 休憩 ―

― 午前１１時２６分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、委員会改選前の定例会における委

員会は、これで最後となりますので、閉会に当

たりまして一言ご挨拶を申し上げます。

委員長を仰せつかりまして今日まで、北村副

委員長をはじめ、委員の皆様方、理事者の皆様

方のご協力をもちまして、委員長としての重責

を果たすことができたのではないかと思ってお

ります。この場をお借りいたしまして、心より

お礼を申し上げます。

さて、振り返ってみますと、本任期中は、ウ

ィズコロナの中、様々な施策について活発に議

論された期間でありました。飲食店への第三者

認証制度導入、県内旅行キャンペーンの停止と

再開、県営バスの連携協定締結、さらには、8月
大雨災害への迅速な対応など、県民の生活に深

く関わる事業を審査する大変重要な委員会でも

ありました。

委員の皆様には、熱心な議論を交わしていた

だくとともに、ウィズコロナの施策の取組につ

いて、的確な指導、助言をなされるなど、議会

と行政が共に県民のため、ひいては長崎県発展

のため、さらにはウィズコロナ社会の確立に向

け、この委員会が進められたものと思い、深く

感謝を申し上げます。

最後になりますが、委員並びに理事者の皆様

方には、健康に十分ご留意いただき、さらなる

長崎県発展のためにご活躍されますことを心か

らご祈念いたしまして、私の挨拶とさせていた

だきます。

本当にありがとうございました。（拍手）

次に、理事者を代表して、土木部長よりご挨

拶をお願いいたします。

【奥田土木部長】観光生活建設委員会の閉会に

当たりまして、理事者を代表いたしまして、一

言ご挨拶を申し上げます。

まずは、中村(一)委員長、北村副委員長をはじ

め、委員の皆様には、新型コロナウイルス感染

症の影響等もある中で、委員会におきますご審

議をはじめ、現地視察など、観光生活建設全般

にわたる重要課題について、終始熱心にご審議、

ご議論いただくとともに、様々な観点から貴重

なご意見等をいただきましたことに対しまして、

心からお礼を申し上げます。ありがとうござい

ました。

いただきましたご指導、ご提言につきまして

は、今後の施策の中にしっかりと反映してまい

りたいと考えております。

私ども、4部局におきましては、長崎県総合計

画や各部局の個別計画に基づき、県民の皆様の

安全安心で快適な暮らしの実現、地域の特徴や

資源を生かしたまちづくりに向けて取組を進め

てまいります。

委員の皆様におかれましては、今後とも、観

光生活建設分野におきます県勢の推進に対しま

して、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、委員の皆様には、お体に

十分留意され、ますますのご活躍をご祈念いた

しまして、私からのご挨拶とさせていだたきま

す。

どうもありがとうございました。（拍手）

【中村(一)委員長】 どうもありがとうございま

した。

これをもちまして、観光生活建設委員会及び

予算決算委員会委員会観光生活建設分科会を閉

会いたします。
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大変お疲れでございました。ありがとうござ

いました。

― 午前１１時３３分 閉会 ―
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