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１、開催年月日時刻及び場所

  令和４年６月６日

自  午前１１時１９分

至  午前１１時２３分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委 員 長 北村 貴寿 君

副 委 員 長 赤木 幸仁 君

委   員 田中 愛国 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 吉村 洋 君

〃 宅島 寿一 君

    〃 中村 一三 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午前１１時１９分 開会 ―

【北村委員長】ただいまから、総務委員会を開

会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、中島浩介委員、吉村洋委

員の、ご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和４年６月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２０分 休憩 ―

― 午前１１時２２分 再開 ―

【北村委員長】 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、理事者へ正式に通知することといたし

ます。

ほかに、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の総務委員会を終了いたしま

す。

  大変お疲れさまでした。

― 午前１１時２３分 散会 ―
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第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和４年６月２０日

自  午前１０時００分

至  午後 １時４７分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 北村 貴寿 君

副委員長(副会長) 赤木 幸仁 君

委 員 田中 愛国 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 一三 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

警 務 部 長 橋本 真和 君

首 席 監 察 官 平戸 雄一 君

首席参事官兼警務課長 川本 浩二 君

総 務 課 長 車  康之 君

広報 相談課 長 野口 一範 君

会 計 課 長 沢田石 徹 君

装備 施設課 長 松尾 和人 君

監 察 課 長 山崎 博之 君

厚 生 課 長 林田 哲朗 君

留置 管理課 長 久田 庄蔵 君

生活 安全部 長 川口 利也 君

生活安全企画課長 宮下 直樹 君

人身安全対策課長 松尾 文則 君

少 年 課 長 奥野  勝 君

生活 環境課 長 井上 信男 君

サイバー犯罪対策課長 朝末 英一 君

地 域 部 長 鷺池 満治 君

地 域 課 長 黒﨑  誠 君

刑 事 部 長 山口 善之 君

刑事 総務課 長 宮﨑 和久 君

捜査 第一課 長 松本 武敏 君

捜査 第二課 長 中道 宣信 君

組織犯罪対策課長 下田 健一 君

交 通 部 長 植木  保 君

交通 企画課 長 式場 龍明 君

交通 指導課 長 林田  晋 君

交通 規制課 長 永尾 俊之 君

運転免許管理課長 松尾 邦仁 君

警 備 部 長 池園 直隆 君

公 安 課 長 船場 幸夫 君

警 備 課 長 一瀬 永充 君

外 事 課 長 林田 智治 君

会 計 管 理 者 吉野ゆき子 君

会 計 課 長 岩村 政子 君

物品 管理室 長 高橋寿美子 君

監査 事務局 長 上田 彰二 君

監査課長（参事監） 太田 勝也 君

人事委員会事務局長 大﨑 義郎 君
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職 員 課 長 田中  京 君

労働委員会事務局長(併任) 大﨑 義郎 君

調整 審査課 長 山田 譲二 君

議会 事務局 長 黒﨑  勇 君

次長兼総務課長 藤田 昌三 君

議 事 課 長 川原 孝行 君

政務 調査課 長 濵口  孝 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第69号議案
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第3号）
（関係分）

第85号議案
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第5号）
（関係分）

報告第4号
令和3年度長崎県一般会計補正予算（第23号）
（関係分）

報告第12号
令和3年度長崎県庁用管理特別会計補正予算
（第2号）

報告第15号
令和3年度長崎県公債管理特別会計補正予算
（第2号）

報告第19号
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第2号）
（関係分）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第72号議案

長崎県の事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例

第73号議案
長崎県議会議員及び長崎県知事の選挙にお

ける選挙運動用自動車の使用等の公営に関

する条例の一部を改正する条例

第76号議案
財産の処分について

第77号議案
和解及び損害賠償の額の決定について

第86号議案
職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例（関係分）

報告第20号
長崎県税条例の一部を改正する条例

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・対外的情報省の設立の意見書を内閣官房長官

に提出に関する陳情

・要望書

・沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求

める意見書の提出を求める陳情

・令和5年度 県の施策等に関する重点要望事

項

・要望書

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活

用・公開・整備に関する陳情書ⅩⅤ

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時００分 開会 ―

【北村委員長】 皆様、おはようございます。

ただいまから、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。
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今回、本委員会に付託されました案件は、第

72号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条
例の一部を改正する条例」ほか5件であります。
そのほか、陳情6件の送付を受けております。
なお、予算議案及び予算に係る報告議案につ

きましては、予算決算委員会に付託されました

予算及び報告議案の関係部分を総務分科会にお

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69号議案
「令和4年度長崎県一般会計補正予算（第3号）」
のうち関係部分ほか5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〕

【北村委員長】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。

なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間は、
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って再度の

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、警察本部関係の審査を行います。

審査に入ります前に理事者側から、人事異動

後、これまでの委員会席に出席がなかった新任

幹部職員の紹介がありますので、これを受ける

ことといたします。

【橋本警務部長】警察本部警務部長の橋本でご

ざいます。

本日、出席しております警察本部の幹部職員

の中で、令和4年5月10日の総務委員会で紹介し
ておりませんでした幹部職員をご紹介いたしま

す。

（各幹部職員紹介）

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【北村委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【北村分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。

警務部長より、予算議案及び予算に係る報告

議案の説明を求めます。

【橋本警務部長】それでは、警察本部関係の議

案についてご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部の1ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予
算（第3号）」のうち関係部分、報告第4号 知

事専決事項報告「令和3年度長崎県一般会計補
正予算（第23号）」のうち関係部分であります。
はじめに、第69号議案「令和4年度長崎県一

般会計補正予算（第3号）」のうち関係部分に
ついてご説明いたします。

今回の補正予算は、歳出予算3億9,807万
8,000円の増を計上いたしております。
歳出予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

一般施設整備費につきましては、庁舎等建築

物定期点検委託、対馬南警察署庁舎エレベータ

ー改修等1億4,607万9,000円の増であり、その
他は記載のとおりであります。

2ページをお開きください。
次に、報告第4号 知事専決事項報告「令和3

年度長崎県一般会計補正予算（第23号）」のう
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ち関係部分についてであります。

これは、さきの3月定例県議会予算決算委員
会におきまして、専決処分により措置すること

について、あらかじめご了承をいただいており

ました令和3年度予算の補正を3月31日付で専
決処分させていただいたもので、その概要をご

報告いたします。

補正予算額は、歳入予算5,155万1,000円の減、
歳出予算5億5,811万1,000円の減であります。
歳入予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

使用料及び手数料につきまして、自動車保管

場所証明申請手数料等1,703万9,000円の減で
あり、その他は記載のとおりであります。

次に、歳出予算の主なものについてご説明い

たします。

一般管理費につきましては、庁舎その他一般

経費9,164万7,000円の減であり、その他は記載
のとおりであります。

5ページをお開きください。
次に、令和3年度長崎県一般会計歳出予算繰

越明許費繰越計算書報告のうち、関係部分につ

いてご説明いたします。

繰越額の内訳は、警察施設費3,785万1,000円、
交通指導取締費1億3,583万1,000円であります。
警察施設費は、佐世保警察署木風待機宿舎の

改修工事につきまして、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大に伴う世界的な半導体の供給不

足により、令和3年度内に工事を完了すること
が困難となったことによるものであり、交通指

導取締費についても記載のとおりであります。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【北村分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び予算に係る報告議案

に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【ごう委員】 1点だけ質問させていただきます。
1ページにあります一般施設整備費について、

庁舎の建物等の点検やエレベーターの改修等で

1億4,607万9,000円の増となっておりますが、
この詳細について、中身を具体的にご説明いた

だけませんでしょうか。

【沢田石会計課長】一般施設整備費の内訳につ

きましては、庁舎等建築物定期点検委託など9
件となっております。

中身としましては、庁舎等建築物定期点検委

託のほか、稲佐署売却に伴う補助金の返還、対

馬南警察署庁舎のエレベーターの改修、交通機

動隊会議室倉庫の購入、南島原署増築庁舎の購

入、対馬北署高圧受変電設備の改修、運転免許

試験場高架タンクの改修、時津警察署庁舎の車

庫電動シャッター改修、浦上警察署の女性用ト

イレ改修工事に係る経費を計上しております。

【ごう委員】 ありがとうございます。今、ご説

明いただいた9件の中に、稲佐署の売却に伴う
補助金の返還があるということですが、この返

還の金額を教えてもらえますか。

【沢田石会計課長】稲佐署売却に伴う補助金の

返還といたしましては、約4,400万円を計上して
おります。

【ごう委員】 売却は1億3,000万円でしたっけ。
売却する中から返還するのではなく、先にこち

らの整備費の中に返却金の予算が組み込まれる

仕組みということですね。

【沢田石会計課長】稲佐警察署につきましては、

未利用の県有財産として管理しておりましたが、

先日、入札が行われまして、約4億円で落札さ
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れております。この4億円の中からの返還とい
う形になります。国から補助金の交付を受けて

建築した建物について、一部を国庫に返還する

こととされておりますので、その金額として

4,400万円を計上しております。
【ごう委員】 わかりました。稲佐署を4億円で
の売却のうち、返還分の4,400万円がこちらの予
算に入っているということですね。ありがとう

ございます。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田委員】交通安全施設整備費について、佐

世保管制センターの無停電電源装置の更新や交

通信号機の新設・改良とかありますが、それぞ

れ、どの地域でどういった数を予定しているか

を教えてください。

【永尾交通規制課長】今回の交通安全施設整備

費につきましては、まず、文面にあります佐世

保管制センターの無停電電源装置の更新に関し

ては、県内に管制センターは5施設あるんです
が、そのうち佐世保管制センターの蓄電池に内

蔵されたバッテリーの更新一つになります。こ

の更新の分が1,298万円。
信号機の新設・更新に関しては、先般の骨格

で1か所、今回7か所をプラスして、本年度は8
か所で予定をしております。

次に、標識標示新設・更新に関しましては、

大型の標識とか路側の標識を5,500万円相当、予
算計上をしております。

最後に、これは合理化事業ということで、新

設・更新に合わせて不要になった部分、若しく

は古くなって撤去をする分の事業費で2,600万
円ほど予算計上をしております。

【山田委員】 信号機を合計で8か所新設してい
ただくようです。各地から様々、数多く要望が

上がっている中、優先度が高いところにされる

と思いますが、エリア的なことのご答弁をいた

だいていなかったと思うので、お願いします。

【永尾交通規制課長】 信号機に関しましては、

今回8か所ということで、予定として考えてい
るエリアは、長崎地区を1か所、時津署管内に3
か所、さらに大村に2か所、あとは佐世保方面
になるんですけど、早岐地区で1か所、以上で
す。

【山田委員】信号機の新設とかは、地域からも

要望が強くあるかと思うんです。その中で、県

警の中で優先度の高いところ、事故率だったり

様々なことでご判断いただいていると思うんで

すが、その判断基準とか、そういうのがあるな

らば教えていただきたいんですけど。

【永尾交通規制課長】信号機の設置要望に関し

ましては、数多くいただいております。警察署

に来た分に関しても、ある程度、現場を見て判

断をしております。

その中で、先ほどお話がありました基準に関

しましては、基本的には、警察庁から示されて

おります信号機設置の指針というものがござい

ます。これに基づくものですが、具体的に言え

ば、例えば信号によらなければ交通流の交錯を

避けられない、言い換えれば、このほかの対策

では交通事故防止がとれないというものが1つ。
これは、条件の中で、主道路の交通量、この台

数が何台以上とか具体的な数字が示されており

ます。

それと、この信号をつける、つけないことで

渋滞を発生させたり、円滑な流れのバランスを

崩すことがないか。要は、交通量がないところ

につけた場合に変に渋滞を生じさせることも当

然あります。隣接する信号機が近ければ、当然

渋滞も発生します。そういったところの基準も

ございます。
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また、信号機をつける場所、信号柱なり横断

歩道も含めて、そういう環境が整っているか、

そういったところの条件がございます。

あとは、択一的な条件にはなるんですけれど

も、例えば小・中学校、幼稚園、若しくは病院

といったことで、高齢者や小さな子どもたちが

特に守られなければいけない場所、そういった

ところなのかどうか。これは絶対条件ではあり

ません。あくまでも、そういった場所があれば

当然優先的に考えていくという基準がございま

す。

【山田委員】複合的に様々な状況の中、優先度

の高いところに整備いただいていることは理解

をしております。引き続きお願いをしたいと思

いますが、ちなみに、現時点で長崎県警で把握

している新設・改良の要望の件数が分かれば教

えてください。

【永尾交通規制課長】要望に関しましては、年

間で、信号の設置に関して県下で40件ほどあり
ます。また、設置だけではなくて、こういう改

良をしてほしい、秒数を変えてほしいとか、そ

れを足していけば全てで100件ほど要望があっ
ております。

先ほどお話しした設置に関しての要望は、5
年間の数字を拾いましたら、本部に警察署から

上がってきたのが16件ほどありました。そのう
ち10件を各年度で対応して、実質的に今、6件
残っております。この6件のうち、本年度に2件
を設置予定ということで計画をしております。

ですから、あと4か所につきましては、交通の
流れや道路改良の必要な場所、そういったとこ

ろを検討して保留されているというような状況

でございます。

【北村分科会長】 ほかに、質疑はありません

か。

【吉村委員】 まず1点目が、田中町の庁舎を
1,500万円ぐらいかけて解体するようになって
いるんだけど、今度の6月補正全体の中で新た
な動きとして、県の空き庁舎を改造、リフォー

ムして、ＵターンとかＩターンとか、県内に住

んでいただくようにやるんだというのが出てる

んだけど、そういう中にこの庁舎は入りきらな

かったのかなと思うけど、年数とか、その状況

によってね。そこら辺はどうですか。

【松尾装備施設課長】ただいま委員からご指摘

がありました件ですけれども、田中町職員公舎

は入っておりません。現時点で県がそのような

施策をしていることは承知しておりますが、県

警の公舎の中で、現在、その対象になっている

ものはございません。

【吉村委員】それは、その建物の状況が悪いか

ら入らなかったのか、承知はしているけど使わ

れないのか、そこら辺をもうちょっと詳しく教

えてくれませんか。

【松尾装備施設課長】田中町職員公舎に関しま

しては、老朽化ということで取り壊し予定にな

っておりますので、対象にはなっておりません。

【吉村委員】 了解しました。

それから、繰越の交通指導取締費の1億3,500
万円、これは現時点において工事は完了してい

るのか、確認です。

【永尾交通規制課長】 この分につきましては、

一応6月末をもって完成予定ということで、ほ
ぼ終わりの状態です。

【吉村委員】 了解しました。

あと、先ほどから質問があっていた信号やら

何やらというのは、今、説明を聞いてある程度

の概要は分かるんですけど、後で資料を出して

ほしいんですけど。ぱっと聞いても覚えきらな

いもので。委員長、お願いします。いかがです
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か。

【北村分科会長】 資料は出せますか。（発言す

る者あり）では、後ほど配付をお願いいたしま

す。

【吉村委員】 以上です。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】質疑がないようですので、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〕

【北村分科会長】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。

予算議案及び予算に係る報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。

第69号議案のうち関係部分及び報告第4号の
うち関係部分については、原案のとおり可決・

承認することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び予算に係る報告議案は、

原案のとおりそれぞれ可決・承認すべきものと

決定されました。

【北村委員長】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。

警務部長より、総括説明を求めます。

【橋本警務部長】警察本部関係の議案について

ご説明いたします。

今回ご審議をお願いしておりますのは、条例

議案1件、事件議案1件であります。
総務委員会関係議案資料、警察本部追加1の1

ページをお開きください。

第86号議案「職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例」のうち関係部分。

この条例は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律の改正に伴い、所要の改正をしようとす

るものであります。

改正の内容は、育児休業の取得回数制限の緩

和に伴う措置、非常勤職員（会計年度任用職員）

の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件
の緩和及び非常勤職員（会計年度任用職員）の

子の1歳以降の育児休業の取得の柔軟化を行う
ものであります。

次に、横長の総務委員会説明資料、警察本部

の1ページをお開きください。
第77号議案「和解及び損害賠償の額の決定に
ついて」であります。

この議案は、令和3年2月21日、諫早市宇都町
の国道において、諫早警察署の職員が捜査用車

で片側3車線道路の第2通行帯を進行中に転回
する際、同道路を片側2車線道路と誤信して右
後方安全不確認のまま転回したため、第3通行
帯を進行中の軽自動車に衝突したものであり、

賠償金139万6,648円について、和解及び損害賠
償の額を決定しようとするものであります。な

お、この損害賠償金は、全額保険から支払われ

ることになります。

続けて、議案外の報告事項についてご説明い

たします。横長の総務委員会資料、警察本部の

2ページをお開きください。
これは、損害賠償事案1件及び、公用車によ

る交通事故のうち和解が成立いたしました2件
について、5月13日付で専決処分をさせていた
だいたものであります。

このうち損害賠償事案は、川棚警察署の職員

が、民家で捜査中、鴨居に設置している壁掛け

時計を落下させて損害を与えた事案であり、

1,738円を支払うものであります。この賠償金は、
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全額県費から支払われることになります。

また、公用車による交通事故のうち、和解が

成立いたしました2件の合計2万899円の損害賠
償金は、全額保険から支払われることになって

おります。

公用車による交通事故につきましては、事故

を抑止するため、全所属に対する公用車事故の

発生状況や事故防止の教養資料等の配信のほか、

異動後の対策として、各所属指定の安全運転指

導員による転勤者に対する不慣れな車種や道路

環境に応じた運転、事故例に基づいた運転の訓

練を実施するとともに、警察無線を活用して事

故防止の注意喚起を行う「スポット一斉指令」

により安全意識の向上を図るなど、全職員が一

丸となって事故防止対策に取り組んでおります。

引き続き、交通事故をはじめとする損害賠償

事案を起こすことがないよう、指導を徹底して

まいります。

このほか、犯罪の一般概況について、人身安

全関連事案への取組状況について、ニセ電話詐

欺（特殊詐欺）の被害防止対策について、暴力

団対策について、薬物対策について、少年非行

の概況について、生活経済事犯の取締り状況に

ついて、サイバー犯罪の取締り及び被害防止対

策状況について、交通死亡事故抑止対策につい

てにつきましては、縦長の総務委員会関係議案

説明資料記載のとおりであります。

最後に、「長崎県行財政運営プラン2025～挑
戦する組織への変革とデジタル改革～」に基づ

く取組についてご説明いたします。

この取組の主な内容は、行政手続のオンライ

ン化を促進するため、県下全22警察署にセキュ
リティを強化したインターネット回線を敷設の

上、専用端末を設置し、令和3年6月から警察庁
がウェブサイトに開設している「警察行政手続

サイト」を通じて、道路使用許可の申請など6
手続について、オンラインによる申請等の受付

を開始いたしました。令和4年1月からは、安全
運転管理者の選任の届出など、さらに14手続が
追加され、対象が計20手続に拡大されています。
今年度も、さらなる利便性の向上を目指し、

県民への周知を図るための広報活動の実施など

継続的な取組を実施してまいります。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【北村委員長】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。

【中村(一)委員】 第77号議案、こういった事故
等があった時には、事故を起こした職員は、事

故としてカウントされるんですか。事故を起こ

した職員の処遇等は、どのようになっているの

かなと素朴に思ったものですから、その辺をち

ょっと教えていただきたいと思います。

【山崎監察課長】 今回の事故につきましては、

当該職員については懲戒処分等の処分は行って

いません。

ただし、当該所属において公用車の運転禁止

期間を設定したり、あるいは、公用車を運転す

るためには内部規定で公用免許というのがある

んですけれども、この公用免許の再検定、ある

いは監察課への招致教養等を実施するなどして

おります。

【中村(一)委員】 わかりました。そうしたら、
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事故としてはカウントされるんですか。

【山崎監察課長】本件事故については、過失運

転致傷罪において任意送致をしておりますので、

事故として取り扱っております。

【中村(一)委員】 今回の案件は、小型の軽自動
車で賠償金約139万円と非常に高いんですけれ
ども、これは人身の病院とか、そういったもの

も入っているんですか。そういう内訳をお願い

します。

【山崎監察課長】本件事故は、警察側の過失割

合90％というような事故であります。
相手側の車両修理費は、フロントバンパー等

の取り換え、塗装等、いわゆる物的賠償額は約

15万6,000円となります。また、相手方のけが
は、頸椎、椎間板ヘルニア、頸椎捻挫等により、

事故の翌日から通院治療を受けておられまして、

総治療期間が195日となっております。相手側
のけがの治療に期間を要したことで、治療費あ

るいは慰謝料等の人的補償額が124万円ほどに
なって、賠償額の総額が139万円余りになった
ということでございます。

【中村(一)委員】 わかりました。治療費にかな
りの額を要したということで理解しました。

最後に、今回の事故等、同一の人間が2回、3
回と事故を起こすこともあるわけですか。

【山崎監察課長】詳細な統計は持ち合わせてお

りませんけれども、過去に事故を起こした人間

がさらに事故を起こした事案は把握しておりま

す。

【北村委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】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86号議案のうち関係部分及び第77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〕

【北村委員長】 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。

【橋本警務部長】「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

した警察本部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状況につきまして、本年
3月から本年5月までの実績は、資料に記載のと
おり7件となっております。
また、今回陳情・要望で回答するものは、令

和5年度県の施策等に関する重点要望事項のう
ち、佐世保警察署の早期建替えについてであり、

ご要望に対する回答につきましては記載のとお

りであります。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【北村委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の
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とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご確認願います。審査対象の陳情番号は19番で
あります。

陳情について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】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〕

【北村委員長】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。

【川崎委員】 おはようございます。

いつもお尋ねしていますニセ電話詐欺でござ

いますが、前回の委員会の折に、対策の3本柱、
電話がつながりにくい対策、2点目が注意喚起、
3点目が声掛けと、この3本柱で対策を強化して
いますという説明がございました。

こういった中に、今、県警で進めておられる

貸出しの撃退機というんですか録音機、これは

非常に効果があって、いまだ被害はゼロと。マ

スコミもよく報道していただいておりまして、

本当にこれだけ継続して効果があるんだなと実

感をしているところでございます。

今現在、この貸出し状況、そして効果のほど、

いま一度ご説明をお願いいたします。

【宮下生活安全企画課長】委員お尋ねの自動通

話録音機、これを私どもは撃退機と呼んでおり

ます。犯人からの電話を遮断するための電話機

でございまして、県警では平成27年6月から機
器を導入しており、現在、936台を各警察署に
配分しております。被害に遭われた方、被害に

遭いそうな方、また設置を希望する方、主に高

齢者を中心に各署、貸出しを行っているところ

でございます。

委員お尋ねの設置の効果につきましては、毎

年4月に設置世帯140世帯を抽出してアンケー
トを実施しております。その撃退機の機能の中

に、着信した件数が統計として残るようになっ

ておりまして、警告メッセージの途中に相手が

切断した件数につきまして、調査の結果27％、
約3割が途中で断電しています。ニセ電話詐欺
に限らず、不審電話や悪質商法などの迷惑電話

にも有効ではないかと確認されております。

その他、調査の結果、設置者の約98％の方が、
「不審電話や迷惑電話がなくなった」、または

「減少した」と回答しております。また、97％
の方が「非常に満足」、「おおむね満足」とい

うことで、かなりの抑止というか設置効果はあ

るものでございます。

なお、平成29年からアンケート調査を実施し
ておりまして、平成29年から設置している家庭
では、現在のところニセ電話詐欺の被害は認知

していない状況でございます。そういうことか

らしても、この撃退機の設置効果は、かなり高

いのではないかと判断しているところでござい

ます。

【川崎委員】ありがとうございました。毎度確

認をさせていただいていますけど、本当に効果

があることは明らかですね。

そうすると、先ほどの3本柱、電話がつなが
りにくいということでこの対策でしょうけど、

あとの2点、頑張っておられますけれども、も
っともっとここに力を入れていくことによって、

この被害が限りなくゼロになっていくんだろう

と容易に推測がつくわけです。

当然貸出しのためには購入をするわけですか
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ら、経費もかかるわけでありますが、この936
台、もっと台数を増やして、こういった効果が

あることを皆さんに知っていただく、そういっ

た意味でも、この増設は必要なんだろうと思い

ます。

その増設について検討いただけないか、お尋

ねいたします。

【宮下生活安全企画課長】 高齢者を中心に936
台の貸出しを行っておりまして、この電話撃退

機の普及・啓発につきまして、いろんなところ

でイベントやキャンペーン、また防犯講話など

でも各警察官が周知、広報を図って、設置に向

けて進めているところでございます。

委員ご指摘の撃退機の台数を増やして対策強

化はできないかということでございますが、現

在の数は、平成27年に450台、平成28年に500
台、合わせて950台を購入したところでござい
ます。貸出しにつきましては原則1年間として
おりまして、もう少し継続して設置していただ

きたいという要望があれば、1年間延長して2年
間期限を設けております。

この期限を設けているのは、いろんな撃退機、

または録音機能のある迷惑電話防止機能つきの

電話を購入していただきたいと、自費で購入を

薦める意味合いもございまして期限を設けてい

る状況でございます。

確かに貸出しに当たりまして数に限りがござ

いまして、警察では足りない場合には、市町自

治体でも一部、貸出事業を行っているところが

ございまして、警察と市町とで連携しながら貸

出しを進めていくというところで対応しており

ます。

今後、委員ご指摘のとおり機器を増やすとい

う点につきましては、各自治体の貸出し状況も

含めて詳細に把握し、各県の撃退機の運用状況

等も確認しながら、あとは電話事業者等の各種

サービスの提供状況等を把握しながら、検討を

重ねてまいりたいと思っているところでござい

ます。

【川崎委員】検討いただくということでしたの

で、ありがとうございます。

知事部局ともよく相談をし、市町とも相談を

して進めていただきたいと思いますが、何にし

ろ皆さんに効果があることを知っていただく、

ある程度それが広まっていくと一気にがんと広

がっていく、一定の割合というか法則があるは

ずなんですよ。そこまで皆さん頑張っていただ

ければ、おのずとこれが広がってこようかと思

いますので、そこはぜひ研究をしていただいて、

ここまで増やせれば一気に、皆様のご負担でも

進んでいくことになろうかと思いますので、お

進めいただきたいと思います。

自分たちが大事に、頑張って蓄えられたもの

が、もう本当に悔しいけれども、その電話一つ

で失ってしまうことのないように、よろしくお

願いをいたします。

次に、交通事故防止の件でお尋ねをいたしま

す。

横断歩道で人が待っていた場合、ドライバー

は一時停止をする、これはもう法令上そうなん

だろうと思いますが、横断歩道での停止率につ

いて長崎県がどのような状況なのか、お尋ねい

たします。

【式場交通企画課長】まず停止率でございます

が、昨年、ＪＡＦが実施しました調査によりま

すと、令和3年における本県の信号機のない横
断歩道での停止率は32.9％でありまして、全国
平均の30.6％をやや上回っております。
次に、信号機のない横断歩道での対策につい

てお尋ねだと思います。
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信号機のない横断歩道での安全確保でござい

ますが、まず歩行者に対しましては、安全横断

「手のひら運動」というのを現在推進しており

まして、横断歩道を渡る際には手のひらを運転

者に示す、横断する意思を運転者に示し、車が

停止してから、安全を確認してから横断する、

安全横断「手のひら運動」というのをやってお

ります。

次に運転者に対してでございますが、これも

安全横断「手のひら運動」の一環として、横断

歩道を通過する時に歩行者の手のひらを見た時

は必ず停車するということです。横断する歩行

者がいない場合を除いては、直前で停止できる

ような速度で進行することも道路交通法で規定

されております。

また、横断中や横断しようとしている歩行者

がいる場合は、必ず横断歩道の直前で停止する

ということです。横断歩道は歩行者が優先であ

るということを、安全講習や広報・啓発活動を

通じて徹底しております。

【川崎委員】手のひらを見せて意思を表示する

という皆様への県民運動、こういったことがド

ライバーにも徹底をされ、停止率が全国を上回

ってはいるものの32.9％、3分の1ぐらいの方し
か、まだ止まっていない、停止していないとい

う状況でありますので、安全性を高めるための

運動は取り組んでいただきたいと思います。

新聞記事で見かけたんですが、長野県では、

この停止率が85.2％、飛び抜けているんですね。
85％というと、もうほとんど停止をされている
ということ。

これはなぜかなと思ったら、渡り終えた歩行

者がドライバーに感謝の意を表することが習慣

になっているそうであります。ドライバーも、

譲って停止して、そして渡り終えてお礼をされ

ると、「ちゃんと次もせんといかんな」という

思いも当然のことながら出てくるんだろうと、

この循環がいい形になっているんだろうと思っ

ております。

手のひらを見せるという取組は非常に簡単で

ありますが、最後にお互い、感謝といいますか、

一礼といいますか、そういったものが通じ合う

と、もっともっと高まっていくんだろうなと思

います。

こういった県民運動をどう受け止めをされて

いるか、お尋ねいたします。

【式場交通企画課長】 長野県の取組について、

そのような習慣があるということは承知いたし

ております。

本県におきましても、子どもたちが横断歩道

を渡る際、渡り終えた後にドライバーに向かっ

てお辞儀をすると、こういった光景がよく見受

けられるところであります。

この長野県の習慣について、長野県警にお尋

ねしたんですが、歩行者がドライバーに対する

感謝の意を表明する、これは、特に警察とか自

治体が指導してやったものではなくて、以前か

ら県民の習慣として定着していたと考えられる

ということでございました。

警察から住民に対して、停車してくれたドラ

イバーに感謝の意を表しましょうということは、

法律上規定はないので指導をすることは難しい

んですけれども、これは各家庭とか学校とかで

やっていただけるかなということで話をしてい

きたいと思っております。

警察としては今後、安全横断「手のひら運動」

を通じまして、歩行者が運転者に手のひらを示

す、手のひらを見た運転者が横断歩道の手前で

停車する、停車を確認した歩行者が渡る、歩行

者と運転者が交通安全のためにお互いを尊重す
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るような機運、思いやりの心をもって行動する、

このことが交通事故の抑止につながっていくと

考えておりますので、今後の交通安全講習や広

報、啓発に努めてまいりたいと思っております。

【川崎委員】法律だったら、とうの昔にやって

いるはずですから、そうじゃないので、どうす

ればいいのかということは、ぜひ関係の皆様と

意見交換をしていただいて、最後におっしゃっ

たように、いろんな場面を通じて、「ドライバ

ーに対してお礼を言いなさい」なんて言ってい

るわけじゃなくて、お互いに安全のために気持

ちを通じ合わせると、ドライバーも停止して「ど

うぞ」とすると安全に渡れるでしょうし、そん

な機運を高めていくようなお取組をぜひお願い

したいと思います。

次に、免許制度についてお尋ねいたします。

先の話なんだろうと思いますが、情報として

耳にするのでお尋ねいたしますが、マイナンバ

ーカードの取得が、まだ半分いっているか、い

っていないかぐらいのところ、国も一生懸命、

取得を促している状況かと思います。健康保険

証については既に今月末ぐらいからですか、積

極的に登録をということで進んでいるわけであ

りますが、免許証も一体化させる、その中に組

み込むと、このような話も伺っています。

この一体化に向けての進捗状況についてお尋

ねいたします。

【松尾運転免許管理課長】マイナンバーカード

と運転免許証の一体化についてでございます。

同内容を含む道路交通法の改正案が国会で可決

されまして、令和4年4月27日に公布をされてお
ります。

同内容については公布から3年以内の施行と
いうことになっておりますので、マイナンバー

カードと運転免許証の一体化について、現在、

警察庁において、令和6年度末からの運用を目
指して検討されているところでございます。

一体化に至る手続について、まだ詳細が示さ

れていないところではございますが、県警とい

たしましては、警察庁からの指示、指導を受け

ながら、県民の皆様のご期待に沿えるよう適切

に対応するということで考えております。

【川崎委員】国の制度ですので注視をしていき

たいと思いますが、一体化することによって、

常に所持をしておかないといけない免許証が1
枚、物理的に所持をしなくてもいいという利便

性もあろうかと思います。そういったところの

利便性も一つ訴求をしていただきたいというこ

とが1点。
当然発行するという物理的なもの、そして手

間、こういったものが削減をされるわけですか

ら、どうぞ、免許の更新費用についてはしっか

りと見直しをしていただきたい。これは県なの

か、あるいは国なのかわかりませんけれども、

ぜひそこのところまで踏み込んで検討いただき、

マイナンバーカードに一体化を促進するための

取組をお願いしたいと思います。

将来ですけど、今はもう皆さんスマートフォ

ンも持っているような状況になって、ワクチン

の接種は今、スマートフォンで証明するところ

まできていますね。国のシステムとして、スマ

ートフォンで証明といったこともありますので、

将来でありますが、マイナンバーカードに加え

てデジタル化というかＤＸ化、そういったとこ

ろについても、ぜひ地方から声を挙げていただ

きたいと思っております。ご検討をよろしくお

願いいたします。以上です。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中島(浩)委員】 県下におきまして、長崎警察
署が建てられ、今回、新佐世保警察署の地質調
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査業務が委託業務として出されて、今後、工事

に向けて、工事契約とかで毎年大きなお金がか

かるんでしょう。

県下見渡すと、かなり古い警察署もまだある

ようですが、現時点で建替えが必要と考えられ

る警察署はあるんでしょうか、まずお伺いいた

します。

【松尾装備施設課長】佐世保警察署が今、建替

えの準備中でございます。佐世保警察署が築50
年、その次に古いのが諫早警察署、新上五島警

察署、南島原警察署、大浦警察署の順番になっ

ております。現時点では、すぐに建替えが必要

ということではございませんが、警察署の建替

えが重ならないように、計画的に進めていこう

と考えているところでございます。

【中島(浩)委員】 ちなみに諫早警察署も、かな
り見た目に古いですけれども、これから例えば

5年後なのか、10年後なのかという大体のスケ
ジュール的なものは、もうできているんでしょ

うか。

【松尾装備施設課長】具体的な何年度から建替

え開始ということは、まだできておりません。

【中島(浩)委員】 諫早警察署が築何年になるん
ですか。

【松尾装備施設課長】 諫早警察署は築48年に
なります。

【中島(浩)委員】 先ほど聞きましたら、築50年
でそういった対象になってくるということなの

で、年数からいけば、状態にもよるでしょうけ

れども、そろそろ建替えが必要じゃないかとい

う思いがあるんです。

そしてまた、今回、警察施設費で南島原署の

増築庁舎の購入とありまして、これはお聞きし

ましたら、プレハブの分がリースアップで購入

したということです。

私もそこにお伺いしたことがあるんですが、

やはりプレハブなので、例えば災害の時ですね、

台風とか浸水があった時など非常に心配される

わけなんです。そういうのを含めた上で、やは

りこの南島原署においても、そういう部分も吸

収した形での建替えが近い将来必要じゃないの

かという思いがありましたので、予算面もある

んでしょうけれども、諫早警察署をはじめとし

て、築48年であれば、耐震は一定されているか
なと思うんですけれども、限られた予算でしょ

うけれども、やはり地域の拠点の警察署で、災

害とか地震も心配されますし、そういうのを含

めた形で、将来的になるべく早目に計画してい

く必要があるんじゃないかという思いがあるん

ですけれども、どうお考えでしょうか。

【松尾装備施設課長】ただいま委員にご指摘い

ただきましたとおりでございまして、佐世保署

以外は全て耐震の工事は済んでおります。それ

によりまして耐用年数が延長して、現時点では

特に使用に支障はないのですけれども、おっし

ゃったとおり、諫早署をはじめ、かなり古い庁

舎もございますので、早目早目に、例えば移転

する場合は移転の土地、現地建替えの場合は現

地建替えの方法、工事方法を含めまして早目早

目に検討をしていって、建替え等を進めていき

たいと思っております。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田委員】 お尋ねいたします。

先日、宮崎大学と宮崎県警察本部との間で、

特定サイバー犯罪ボランティアということで、

学生に偽サイトパトロール等を行っていただい

ているというニュース報道を見ました。

長崎県警も、県立大学と協定等を結ばれて

様々な取組をいただいていると思いますが、取

組状況等を教えていただければと思います。
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【朝末サイバー犯罪対策課長】本県では、平成

30年からサイバーセキュリティボランティア
事業を実施しております。インターネットの利

用者が低年齢化する中で、小中学生のうちから

マナーや情報モラルを理解させておく必要があ

るため、専門的な知識を有する高校生等が、小

中学生等に対して教養を行う事業です。本事業

は、県内の高校及び高等専門学校と同校生徒ら

に対して、サイバーセキュリティボランティア

として委嘱状を交付した上で、ボランティア事

業を行っております。

高校生らによる教養を行うメリットといたし

ましては、小中学生において、大人から話を聞

くよりも、年齢がより近い高校生らから教養を

受けた方が、親近感がわいて教養効果が高まる

ことが挙げられます。

また、教養を実施する高校生ら自身において

も、同活動を通じて、おのずと情報モラルにつ

いて学習することができますので、意識向上が

期待できます。

令和3年度に9校を委嘱しております。令和4
年度は、新たに2校を追加して11校に委嘱する
予定であります。また、令和3年中に26校、2,712
人に教養を実施しております。

【山田委員】サイバーセキュリティボランティ

ア事業ということで高校生に。学校の数を教え

ていただいたんですけれども、人数とか。26校
2,712人の小中学生に、そういう指導をしていた
だいているということでありますが、今、委嘱

されている高校生の数はどれぐらいいらっしゃ

るんでしょうか。

【朝末サイバー犯罪対策課長】 9校に対して委
嘱しておりまして、人数については約70人の子
どもたちに委嘱をしております。

【山田委員】 令和3年に9校、70人ということ

で、令和4年は11校だから、もうちょっと人数
が多いんでしょうけれども、そちらの数字は結

構です。

限られた学校のカリキュラムの中で、それぞ

れ高校も小学校も中学校も、かなりきつきつの

スケジュールの中で行われていると思います。

今、子どもたちがインターネットに絡む犯罪に

巻き込まれるリスクが高くなっているから、こ

れからも、この学校数を増やしていただいて、

しっかりと子どもたちを守っていただきたいと

強く思います。

そして、先ほどお尋ねした県立大学情報セキ

ュリティ学科との連携についての答弁をいただ

きたいと思います。

【川口生活安全部長】県立大学情報セキュリテ

ィ学科が4年ほど前に開設して、今、教授の方
に、テクニカルアドバイザーということで、事

件などがあった時にいろいろなアドバイスを受

けております。

学生についても今、警察のサイバー犯罪対策

課の課員と連携をして、サークル活動あたりを

やっているものですから、そこに情報提供をし

て、今からボランティア事業をするのか、いろ

いろな活動を広げていけるよう連携を図ってい

きたいと考えております。

【山田委員】県立大学と協定を結んでいるとい

う理解でよかったですよね。協定は結んでいる

けど、学術的な部分での連携にとどまっていて、

まだ具体的に、例えば宮崎大学が行っているよ

うな県警と一緒に偽サイトのパトロールを行っ

たりといったことは、今からどう取り組むかと

いう状況にあるということですか。

【川口生活安全部長】委員のご指摘のとおりで

す。今から、学生の活動も踏まえて、宮崎大学

の関係も含めて、連携をしていきたいと考えて
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おります。

【山田委員】多分、日本でもいち早くサイバー

セキュリティの学部ができた長崎県立大学と理

解をしています。その中で、先に学術的な取組

から始められたようでありますが、ぜひですね、

かなりレベルの高い学生も多くいるでしょうし。

宮崎大学は、1時間で77件の詐欺サイトを見
つけることができたと。それだけできるという

ことは、恐らく長崎県においても、多くの方が

犯罪に巻き込まれずに済むし、彼らの技術は今

後、大学を卒業して就職をする際にも生きてく

ると思いますので、しっかりと早急に学生を特

定サイバー犯罪ボランティアに委嘱をし、そう

いった実績を共に積んでいくような形で取組を

していただくことを要望したいと思います。

もう1点、児童相談所と県警の連携について
であります。

目黒の事件の後に、やはり情報共有のあり方

が重要であるということで、児童相談所と県警

で連携を行っていただき人事交流、長崎の児童

相談所には警部の方が行っていただいていたか

と思います。佐世保は県警ＯＢの方がおいでを

いただいておりますが、それぞれの取組状況と

いうか成果、そのあたりを教えていただきたい

と思います。

【奥野少年課長】県警では、平成23年度から、
佐世保、長崎の児童相談所に警察官ＯＢをそれ

ぞれ1名配置してまいりました。令和2年からは、
長崎の児童相談所には現職警察官の警部1名を
派遣しているところであります。

その派遣している警察ＯＢや警察官の業務内

容、取組状況ですが、警察ＯＢについては、受

付等で来訪者に対する対応、押し掛け等あった

場合の対応、児童虐待の通報等があった場合の

初期対応、このようなものが中心となっており

ます。

一方、警察官につきましては、それに加えて

児童相談所と警察、検察庁との連絡調整、通告

を受けた後の受理会議、判定会議、援助方針会

議、このようなものに参加して、助言、指導を

実施しているところです。

【山田委員】 今、ＯＢの方と現職の方の、それ

ぞれできる範囲の違いがちょっと明らかになっ

たと言ったらあれですけれども、その中で現職

の方は、緊急時に子どもを保護する際とかに、

警察官ということで権限たるものもあるのかな

と思っております。緊急時の対応の即応性があ

ると思っております。

平成23年から、それぞれの児童相談所にＯＢ
の方を配置いただき、もちろんＯＢの方がいら

っしゃるがゆえに、押し掛けて来た保護者への

対応とか、さまざまいただいていることは理解

をしておりますが、できれば現場は、佐世保児

童相談所にも現職の方を置いてほしいという話

をちょっと聞いております。

警察も人員が充足していない中で、なかなか

厳しいとは思うんですけれども、児童虐待が増

えている中、長崎にプラス佐世保の方も検討い

ただけないものかどうか、そのあたりの考え方

をちょっとお聞きできればと思っております。

【奥野少年課長】佐世保児童相談所への現職警

察官の派遣につきましては、委員ご指摘のとお

り、警察と児童相談所の連絡調整という部分に

おいては、やはり現職警察官の方がスムーズに

なされているという印象はございます。

ただ、実際に派遣できるかどうかというとこ

ろについては、知事部局や児童相談所の関係機

関と、必要性を含めて協議をしていく案件と考

えております。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。
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【宅島委員】総務委員会補足説明資料に沿って

質問させていただきます。

刑法犯総数が、令和3年度ということは令和4
年3月末で732件、検挙件数が468件、検挙率が
63.9％、令和元年度、令和2年度、令和3年度と
3か年の検挙件数、また検挙率の資料があるん
です。

令和3年度の検挙率の63.9％は、前年度と比較
して13％落ちているんですが、その理由はどこ
にあるのか、お教えください。

【北村委員長】 暫時休憩します。

― 午前１１時０６分 休憩 ―

― 午前１１時０７分 再開 ―

【北村委員長】 再開します。

【宮﨑刑事総務課長】委員のご指摘の検挙率が

下がった原因につきましては、特にありません

が、認知件数が若干増えているところで、検挙

件数が減ったんじゃないかと考えております。

【宅島委員】今の答弁は、認知件数が増えたの

で検挙率が下がったというのは、ちょっと通ら

ないと思うんですよね。令和2年3月末、令和元
年度は752の認知件数があって、検挙率が
70.5％でしょう。今の答弁とは全然合致しない。
私が資料を見た時に、窃盗犯がかなり多くな

っているんです。433の認知件数で、検挙率が
65.4％、ここがかなり検挙できていないという
ことが資料から見えるんですが、それで合って

いるでしょうか。

【宮﨑刑事総務課長】確かに窃盗犯も増えてお

りますけれども、知能犯というところも増えて

おりまして、そこの部分の増加で検挙率が低下

している可能性があると思います。

【宅島委員】私が窃盗犯と言ったのは、知能犯

のところは検挙率が上がっているんです、前年

度からしたら。窃盗犯のところが大幅に、前年

度比で検挙率が19.1％下がっているということ
は、窃盗犯による窃盗の仕方が、今までよりも

何か高度になって見つけにくいとか、そういっ

た理由があるんじゃないかと思うんですけど、

いかがでしょうか。

【宮﨑刑事総務課長】連続発生する窃盗犯は減

っているんですけれども、単発によるいわゆる

屋外窃盗、その辺が増加している関係もありま

して、なかなか検挙に結びつかないところがあ

ると思います。

【宅島委員】 そうしたら、732件の認知件数で
検挙率が63.9％、検挙人員350人とあるんです
が、この350名のうち、日本人、外国人の比率
はどうなっているでしょうか。（発言する者あ

り）

【北村委員長】 暫時休憩します。

― 午前１１時１０分 休憩 ―

― 午前１１時１９分 再開 ―

【北村委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

サイバー犯罪対策課長から、先ほどの答弁の

修正の申し出があっておりますので、発言を許

します。

【朝末サイバー犯罪対策課長】先ほど山田委員

からの質問に対して、サイバーセキュリティボ

ランティア事業の生徒数を70人と発言してお
りましたけれども、正式には116人に委嘱して
おりますので、訂正いたします。

【北村委員長】それでは、先ほどの宅島委員の

質問の答弁からお願いいたします。

【宮﨑刑事総務課長】先ほど、検挙人員で外国

人の数というご質問がありましたけど、統計上、

今のところは出ておりませんので、後ほど調査
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の上、ご報告させていただきます。

【宅島委員】 では、後ほどお願いいたします。

件数を見ていると、窃盗犯が前年度と比べて

58件増えていると、知能犯も24件増えて102件
ということですね。この知能犯というのは、ど

ういった犯罪なのか、教えてください。

【宮﨑刑事総務課長】知能犯罪というのは、大

まかに言うと詐欺、横領などです。この増加し

ているもののうち大半が詐欺で、4月末現在で
前年同期比49件の増加になっております。
【宅島委員】 わかりました。

県民に対する県警あたりからの犯罪のお知ら

せとか、ニセ電話詐欺の啓蒙とかあっています

が、ぜひ、窃盗も増えていますよと、戸締りと

か、そういったことをきちっとやってください

というような啓蒙活動も併せてやっていただけ

ればと思います。

あと、ニセ電話詐欺の被害総数が増えてきて、

特に高齢者の方が被害に遭っているんですが、

それぞれ案件は違うんでしょうけど、どういっ

た案件が多いのか。ニセ電話詐欺の種類とか、

被害に遭われた方々の事件内容はどうなってい

るでしょうか。

【宮下生活安全企画課長】ニセ電話詐欺の情勢

につきましては、委員ご承知と思いますが、昨

年から還付金詐欺の発生で非常に急増している

状況でございます。

今年の5月に至りましても、比較的落ち着く
かなと予想していましたが、5月末で49件発生
しておりまして、昨年の同じ月と比べてプラス

30件、被害総額も1億4,000万円ということで、
昨年の同じ月と比べてプラス9,900万円と1億
円近く増加している状況でございます。

この手口というか、どのような被害が多いか

ということですが、架空料金請求詐欺が49件の

うち33件発生しております。これについては、
ＮＴＴ事業者等をかたって「料金の未納があり

ます」や、「サイトを開いたでしょう、サイト

料金が未納です」、「高額当選宝くじが5億円
当たりました、その手続をしますので、電子マ

ネーをコンビニで買ってください」ということ

で。

今、一番多いのは、サポート詐欺といいまし

て、ネットにつながったパソコンに、「あなた

のパソコンはウィルス感染しております」と、

「これを解除するためには手数料をいただきた

い」、「コンビニに行って電子マネーを買って

ください」と、この架空料金詐欺が非常に多く

なっております。

一方、還付金詐欺、去年から急増しています

が、これについては5月末で10件認知しており
ます。これも昨年と比べてプラス6件と増加で
す。

いずれにしましても、全国的にもニセ電話詐

欺は増加傾向にあるということで、予断を許さ

ない情勢でございます。

【宅島委員】今後、県民の皆様方が被害に遭わ

ないような対策を、ぜひとっていただきたいと

思います。

最近ではテレビ報道各社、ＱＲコードがあっ

て、「何かございましたら画像を送ってくださ

い」といったことがあるんです。先ほど言われ

た架空請求の件にしても、それぞれ送ってきた

ものを、例えば県警に送ってくださいとかです

ね。

今後、特に携帯電話を使った犯罪が増えてく

ると思うので、ぜひ、そういった対策を県警と

しても情報収集というか、そういったところを

取り組んでいただければと思うんですけれども、

いかがでしょうか。
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【宮下生活安全企画課長】委員、ご指摘本当に

ありがとうございます。そういうことで県警で

も1番、2番の懸案でございまして、この根絶に
向けてどう取り組んでいくかということがテー

マでございます。

先般、6月7日に、官民合同会議ということで
副知事以下、事業者の方50事業者に集まってい
ただいて、対策会議を開催し、根絶宣言も含め

て会議を行ったところです。

併せて、その後、6月7日から10日間、ニセ電
話詐欺の根絶旬間を設けまして、そこで知事の

緊急メッセージも発出していただいて、見守り

から絆対策、環境をつくっていこうというメッ

セージを発出していただいて、今、県下各署で

取り組んでいるところです。特に、自治体の皆

さんの協力も得まして実施しているところです。

ここは一過性にならないように、旬間は終わ

りましたが、今後も取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。

【宅島委員】 なかなか、110番に電話をして、
いろんな情報というか、言うのはためらいがち

なところもあるので、ぜひ、アプリ等々を使い

ながら、県民の皆さんからの情報収集のやり方

についても検討していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。以上です。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【吉村委員】今、宅島委員からあったことの繰

り返しとか、山田委員からの繰り返しとかにな

るんですけど、今のニセ電話詐欺のほうからい

くと、先ほど、メッセージとか録音ができる電

話を貸し出して、かなり効果があるんですよと

いう話を聞いて、そうかと思ったけど、これを

見ると金額も増えているのよね。令和2年3月末
から令和3年3月末を比較すると4.65倍よ。令和
3年から令和4年を比較すると2.8倍に金額は増

えている。そして全体で18件、対前年で増えて
いるわけよね。果たして、これを見て効果があ

ると言えるのかどうか。

これは認知件数たい。実際に発生した件数は

何件なのかというのは当然わからないけど、そ

こら辺を考える時に、この電話を設置するだけ

では足らんだろうなというのが、当然そこの先

に想定できるわけだけど。あと、具体的にどう

いうことを対策としてやろうかと考えんといけ

ないわけよね。で、どうですかと聞きよると答

弁が長くなるから。

やっぱり金融機関と。先ほど話が出なかった

ものだから、金融機関との協力体制を、なお一

層構築せんといかんと思うんだけど、そういう

ことについて具体的な取組があるのか、お願い

します。

【宮下生活安全企画課長】金融機関との連携に

つきましては、昨年11月も、福岡財務支局、金
融庁関係者も出席し、金融機関連携会議を行っ

たところでございます。

そこで、要は物理的に被害を止める手法とい

うことで、ＡＴＭの振込み制限を依頼しました。

還付金詐欺につきましては、だまされてＡＴＭ

で指示に従って振り込みますので、これをどう

しても止めたいということで、ＡＴＭで振込み

するお金の金額の制限をかけてくださいと。

現在、70歳以上は、過去3年間使っていない
場合は、多くてもゼロ円か1,000円までの振り込
みしかできないわけです。これを、せめて65歳、
70歳以下に引き下げていただけないかという
要請を行っておりまして、今年4月1日から、市
内のある金融機関に取り組んでいただきました。

同じ取組を、また別の金融機関にも、取り組ん

でいただいております。あと、大手の銀行にも、

いろんな形で要請はしているところでございま
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して、このシステムができ上がれば、ある程度

止めることができるのではないかと考えている

ところです。

あとは声掛けです。声掛けも積極的に、通報

をお願いしますと、コンビニでも同じでありま

すが、最後の水際対策ということで、金融機関

の対策が非常に大事なところでございまして、

鋭意取り組んでいるところでございます。

【吉村委員】 今、対策がだんだん、令和4年4
月1日からという話もあったんだけど、全金融
機関ね、なるべく早急にそういう対応がとれる

ようなことをやらないと。

さっき話していたら、もう5月末で1億円にな
るなんていう話になりよると、来年の6月委員
会では、ここの委員は代わって、いなかったり

するわけね。そうすると、また委員がわからん

ようになる。どうしよるとね、となる。もう来

年の答弁は考えておかないといけない。すぐわ

かるものさ、そういうことで対応をお願いしま

す。

これも被害総額だからね、わかっているのが。

もうこれは被害に遭っているわけよね。それだ

けでも8,700万円も3月末であるんですよと、こ
うなっておるわけだから、これは県民の財産が

なくなったわけよ。だから、県民の所得向上な

んてないわけよ、こんな減りよったらね。非常

に大事なところなので、よろしくお願いします。

その早急な確立をね。

次に、1ページ目の刑法犯総数が732で、こう
こうという話が先ほどありよったけど、やっぱ

り検証をきちっとやっておかんといかんね、ど

こが増えてと。窃盗犯、知能犯、風俗犯という

ところが増えて、検挙率がこうなんですと、下

がっておりますと、全体。

なんでここら辺が増えるのかといったら、私

らは、やっぱりコロナの影響があるのかなと、

窃盗犯とかが増えるのは。

外国人と日本人の比率はとか質問があって、

そこは答えがなかったけど、コロナの間は外国

人はあまりおらんわけだから、地元にもともと

おる人はおるかもしれんけど、ほとんど日本人

の比率が高いんじゃないかと思う。

やっぱりそこら辺の検証をやって、対策を打

っていかないといけないと思うんですけど、そ

こら辺についてはどのように判断されておりま

すか。

【宮﨑刑事総務課長】委員ご指摘のとおり、そ

ういう対策を今後やっていこうと思っておりま

す。

【吉村委員】 よろしくお願いします。

【山口刑事部長】 このように今年になって、3
月末現在で刑法犯の認知件数が増えていまして、

検挙のほうは、先ほど宅島委員からご指摘があ

りましたように低下しております。

ただ、これは総数としてそういう状況が見ら

れるんですけど、県下には22警察署がありまし
て、一部の警察署で3件増えたとか、そういう
状況でして、どこかで連続的に、何か悪いやつ

がいて、ぼっと増えているとかという状況では

ございませんので、県民の方にご心配を受ける

ような発生状況は今のところはありません。

泥棒でいいますと、増えている事件のうちで、

パチンコ店あたりで置き忘れたものを盗むとか、

そういう事案が多く発生してきているところが

ございます。

検挙につきましては、これも宅島委員の指摘

がありましたけど、人員で50人減少しておりま
す。

これについて、特に粗暴犯の23というのはで
すね。粗暴犯というのは大体、面識がある暴行
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とか傷害ですので、被疑者は大体わかっている

んですけど、細かく各警察署の捜査状況を一つ

ひとつ、私も確認しているわけじゃないんです

けど、捜査というか調べとかができずにいる状

況なんだろうとうかがえる状況です。

【吉村委員】部長、そのように言い出すと長く

なるわけよ。なるべく短く答弁しないと。

僕らが聞きよるのは、中を小さく細部にわた

って言うと今の話のようなことになるのかもし

れんけど、この資料の数字だけ見ると、ずっと

減ってきよったのが増えた、検挙率も上がって

きよったのが下がった、なんでかなというざっ

くりした疑問なのさね。

それで考えるのが、犯罪数が増えるのは、や

っぱりコロナで生活が苦しくなったとか、そう

いうことがあるのかな。今度はウクライナとか

為替の相場とかいろんなので、原材料が高くな

る、燃料が高くなる、そういうことによってま

た経営が厳しくなる、そうするとそういう方た

ちが増えてくると、またそれが犯罪につながっ

ていくのかもしれんと、だから、そこに対策を

打たないといかんね、という話になるわけよね。

だから、そういった意味での大枠での考え方

をしっかり構築しておってほしいということで

す。何かありますか、どうぞ。

【山口刑事部長】刑法犯の認知件数は、長崎で

は、たしか平成15年ぐらいから、その頃を頂点
に右肩下がりで減少してきておりました。

これについては、私自身、そのころから、10
年ぐらい前から問題意識を持ちまして、人口減

少の幅とか、あるいは子どもの減少幅とかに比

べまして犯罪の減少は、1万5,000件ぐらいだっ
たのが、たしか今はもう年間3,000件とか、そう
いう状況です。それは人口統計などに比べて極

端でありますので。

私が刑事部長に昨年着任してから、県民が警

察に届出に来たら、「被害届を出しますか」と

かではなくて、なるだけ捕まえた方がほかの人

が被害に遭わないので、正しく受理してくれと

いうようなことを昨年から言いました。刑法犯

認知件数が増加している一因には、そういうこ

とが含まれていると認識しております。コロナ

云々でということについては、把握はしており

ません。

【吉村委員】去年から来たとは知らないものだ

から、なかなかいい話で、刑事部長の犯罪に対

する現状の考察を、1ページか2ページにまとめ
て後で出していただければ、参考にさせていた

だきたいと思います。

それから、もう一つサイバー犯罪。これも先

ほど山田委員からあったんだけど、聞いておっ

て、どうもしっくりこない。

県立大学と協定を結んでいるよね。さっきの

話では何となく、まだ具体的に動いていないよ

うな話なんだけど、すぐ動かさんといかんじゃ

ない。何のために協定を結んだか、わからんじ

ゃないの。

それだけの知識とか見識がある県立大学の情

報セキュリティ学科の方々を活用して、その人

たちがそういうのが上手だから協定を結んだん

だから、いつからどういうことをやると具体的

に、行程表というか、そういうのを見せてもら

いたいんだけど、いかがですか。

【朝末サイバー犯罪対策課長】本県では、国内

初の情報セキュリティ学科を有する長崎県立大

学と、サイバーセキュリティに関する相互協力

協定を締結しております。

この協力関係の一環として、情報セキュリテ

ィ学科の学生と連携したサイバーセキュリティ

活動を行っております。具体的には、長崎県立
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大学の公認サークルでありますサイバー研究会

が主催するサイバーセキュリティセミナーと本

県警察が共同で開催しまして、県民の皆様を対

象にサイバーセキュリティ講話や、あるいはサ

イバーセキュリティ協議会等を行っております。

【吉村委員】 それはさっき聞いた。

実際に、ここに検挙件数は載っているけど、

発生件数はどれだけ発生しよるかというのも、

これもわからんのだろうけど。

で、実際に大学生とかが見つけた件数、さっ

き何10件とか言葉が出よったけど、そういうの
があるわけよ。だから、講習会とかじゃなくて、

実際に実働でそういうところに協力体制を組ん

でやっていったらどうかという話になるわけだ

けど、そこに向けての取組、方向性というのは

どのように考えておられるんですか、お伺いし

ます。

【川口生活安全部長】 委員がおっしゃるのは、

サイバーパトロールの関係だと思いますけど、

確かに他県を見れば、民間の方々に委嘱等をし

て、そういった活動もされていますので、その

辺を参考にしながら、本県でも対応してまいり

たいと考えております。

【吉村委員】そうなのよ、やっぱりさすが部長

の答弁やね。

そういうことで、もう既にやっているところ

があるわけですから、それについて聞き取りを

したり見に行ったりして、参考にして長崎県に

も取れ入れると、早急にですね。お願いしてお

きます。

最後に交通事故の発生状況なんだけど、道交

法改正で、6月から75歳以上は実地試験、技術
試験を受けないと免許の更新ができんようにな

ると。もう6月に入っておるんですが、状況が
わかっておればお尋ねしたいんですが、わかり

ますか。

【松尾運転免許管理課長】 本年5月13日から施
行されました運転技能検査の関係だと把握しま

す。

運転技能検査につきましては、5月末現在で4
件、実施があっております。対象者につきまし

ては、5月末現在で101件おりまして、そのうち
4件実施があったと把握しております。
【吉村委員】 101件の対象があって4件という
ことは、受けんでもいいということか。義務化

されたような話だったけど。

【松尾運転免許管理課長】こちらの運転技能検

査につきましては、更新前の6か月以内に受検
することとなっております。5月13日から施行
でございますので、5月末現在で、実際に自動
車学校で受けた方が4件ということでございま
す。

【吉村委員】 ということは、あとの90数件の
方も、あともって6か月以内に受けるというこ
とですね。わかりました。

それで、ちょっと危惧することが、これは1
回目の検査料が幾らだったですかね。私も金を

持たないものだから心配になるんだけど、1回
目で上がらんやったら、2回目で幾ら、3回目も
幾らと試験料を払わんといかんようになる。例

えば75歳以上というと年金生活者となる。そう
いう方々が、どうしても車が要るんだという人

が、その試験に受からんならだめなんですよと。

これまでは返納制度やった。返してください、

お願いします、やった。でも、今度は受からん

ならだめです。義務なんですよね、強制なんで

す。どうしても受からん人は、必要なのに運転

できなくなる。そこの点について、県警として

のお考えをお尋ねしたいわけですが、いかがで

しょうか。
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【式場交通企画課長】自主返納と、試験に受か

ることができなくて更新できない人に対しまし

て、県警で以前から、自主返納に対する支援と

いうのをやっておりまして、自治体や公共交通

機関が行っています、自治体による公共交通機

関の利用料金の一部助成、タクシー業者による

運賃の割引き、県営バスの定額パス、商品券の

交付、こういったものをやっていることを把握

していますので、自主返納と併せまして、試験

に合格できなかった人の支援ということで、自

主返納の支援を、試験に合格できなかった方へ

の支援ということで、今後やっていきたいと思

っております。

【吉村委員】最終的に何を言ったか、ようわか

らんけど。

自主返納については、そういうインセンティ

ブを自治体がやりよったということね。県警と

してはやっていないわけよね、多分、そういう

作業をするところじゃないからね、県警は。で

も、だめというところは警察なのか、公安委員

会になるのかな、どうかわからんけど、免許の

許可を出すところね。

だから、山の上とかの交通不便地域におられ

る方々の高齢者の日常の足の確保ということに

ついて、どのようになるのかなというのがちょ

っと心配で。

もう少し、そこら辺もね。これは県警ばかり

じゃなくて、地域振興部とか、いろんなところ

と一緒にならないといけないけど、意見交換し

ながら連携して、交通不便地域に住む人たちが、

なるべく困らないような措置について腐心をし

ていただきたいと思いますので、要望をしてお

きます。

【植木交通部長】 先ほどの件につきましては、

確かに自主返納、そして技能検査に加えて認知

検査で不合格になる人もいまして、この辺の交

通機関につきましては、今、コミュニティバス

とか、各自治体で、バスが通らないところとか、

そういう整備をされているような状況です。

これも、県と連携を図りながら、自治体とか

各公共機関、これらと協力、依頼を今後も実施

していきたいと思っております。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【赤木副委員長】 1点だけ質問させていただき
ます。一般質問でも取り上げられて、私の周り

でも多くの方から問い合わせがあったので、あ

まり言いたくはないんですけど、質問させてい

ただきます。

参議院選挙が差し迫ってまいりまして、皆さ

んにおかれましては、いろいろ目を光らせてい

ただいていることかと思います。

その中で、さきに行われた知事選挙に対して、

一般質問でも取り上げられましたし、今、告発

があっているかと思います。その受け止めを、

県警としてお話しいただければと思います。

【中道捜査第二課長】今、委員からお尋ねがあ

りましたけれども、政治団体によって記者会見

が開かれたということは承知しております。

そういった中で、個別の案件について、告発

を受理したかどうかについては、答弁を控えさ

せていただきたいと思います。

【赤木副委員長】しっかり認識をしていただい

ていることを理解いたしましたので、適切に県

警の中で判断していただければと思います。以

上です。

【北村委員長】 委員長を交代します。

【赤木副委員長】 北村委員長、発言をどうぞ。

【北村委員長】先ほど吉村委員から、高齢者の

運転免許返納の状況等について質問がありまし

た。私も、それについて少々お聞きしたいこと
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がございますので、質問させていただきます。

先ほど、いろんな支援がありますよというよ

うなお話だったと思います。確認ですが、これ

は支援の基本は自治体であって、県警としては

特段、主体とはなり得ないという考え方でよろ

しいでしょうか。

【式場交通企画課長】基本的に支援は市町と各

公共交通機関、会社や商店になります。

県警から、そういった自治体や公共交通機関

や商店に対する働き掛けをやっておりまして、

高齢者の足の確保、タクシー、バスの代わりな

ど、こういったものに対する働き掛けは行って

おります。

【北村委員長】 わかりました。ぜひ、連携を強

めていって、やっていただければと思います。

先日も県民の方から、こちらは「父親に自主

返納をさせました」とご相談がありまして、非

常に日頃の足としての不安をお持ちの方からの

お声でしたので、そういった声に対応していた

だければと思います。

そして、免許の自主返納について、お手元に

数があれば、ここ数年の返納数等々の推移をお

示し願えますか。

【松尾運転免許管理課長】自主返納の数につい

てお答えします。

令和3年中は合計で5,166件あっております。
これは全ての年代を含む数になります。そして

令和2年が5,529件、令和元年が6,111件となっ
ております。

そして今年、令和4年4月末現在で1,832件と
いうことでございます。

【北村委員長】先ほどの答弁の中で、これは高

齢者も含めた数ということで、高齢者のみの返

納数は何パーセントぐらいなのかというのはお

わかりですか。

【松尾運転免許管理課長】 高齢者、65歳以上
の高齢運転者の数でございますが、令和3年中
の数でお答えしますと、全体で5,166件ありまし
て、そのうちの4,931件が65歳以上の高齢者と
なっております。前年と比較してマイナス324
件となっております。

【北村委員長】わかりました。高齢者以外の方

も自主返納されるケースがあると理解をさせて

いただきます。

ますます高齢化が進んで、大変な高齢者の事

故というのも増えております。長崎県は、かな

り自家用車の所有率が高く、車がなければ生活

ができないというような地域がかなり広うござ

いますので、ぜひ、そういった免許の自主返納

の支援も積極的に行っていただければと思いま

して、要望して質問を終わります。

【赤木副委員長】 委員長を交代いたします。

【北村委員長】 それでは、よろしいですか、議

案外の質問はほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】ほかに質問がないようですので、

警察本部関係の審査結果について整理をしたい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５６分 休憩 ―

― 午前１１時５６分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は 1時
30分から審査を再開いたします。
しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５７分 休憩 ―
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― 午後 １時３０分 再開 ―

【北村委員長】それでは定刻となりましたので、

委員会を再開いたします。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の
人事異動後、これまでの委員会に出席がなかっ

た新任幹部職員の紹介がありますので、これを

受けることといたします。

【上田監査事務局長】 このたび、4月1日付で
監査事務局長を拝命いたしました上田彰二でご

ざいます。

どうぞよろしくお願いします。

【黒﨑議会事務局長】 このたび、4月1日付で
議会事務局長を拝命いたしました黒﨑 勇でご

ざいます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【北村委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【北村分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

会計管理者より、予算に係る報告議案の説明

を求めます。

【吉野会計管理者】出納局関係の議案について

ご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の 1ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

さきの 3 月定例会の予算決算委員会において、
専決処分により措置することについて、あらか

じめご了承いただき、3月 31日付で専決処分を
させていただきました、報告第 4号 知事専決

事項報告「令和 3年度長崎県一般会計補正予算

（第 23号）」のうち関係部分であります。
補正予算の主な内容ですが、歳入予算で、（目）

証紙収入を 2,619万 1,000円増額いたしており
ますが、これは、手数料徴収のための証紙売払

収入が、見込みを上回ったことによるものであ

ります。

次に、歳出予算で、（目）会計管理費 674 万
3,000 円を減額いたしておりますが、これは会
計事務管理運営費の減によるものであります。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【北村分科会長】 次に、監査事務局長より、予

算に係る報告議案の説明を求めます。

【上田監査事務局長】監査事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。

同じく資料、2ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第4号 知事専決事項報告「令和3年度長崎
県一般会計補正予算（第23号）」のうち関係部
分であります。

歳出予算の主な内容は、歳出予算の（目）事

務局費で 69 万 6,000 円を減額いたしておりま
すが、これは、職員給与費等の減によるもので

あります。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【北村分科会長】次に、人事委員会事務局長よ

り、予算に係る報告議案の説明を求めます。

【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の議案についてご説明をいたします。

同じ資料の3ページでございます。
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今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第 4号 知事専決事項報告「令和 3年度長
崎県一般会計補正予算（第 23号）」のうち関係
部分であります。

補正予算の主な内容ですが、歳入予算の（目）

雑入で 16 万 6,000 円を減額いたしております
が、これは、公平委員会事務受託に伴う収入見

込み額の減等によるものであります。

歳出予算の（目）事務局費で 106万 3,000円
を減額いたしておりますが、これは、事務局運

営費等の減によるものであります。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

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申し上

げます。

【北村分科会長】次に、労働委員会事務局長よ

り、予算に係る報告議案の説明を求めます。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の議案についてご説明をいたします。

同じ資料の4ページであります。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第4号 知事専決事項報告「令和3年度長崎
県一般会計補正予算（第23号）」のうち関係部
分であります。

補正予算の主な内容は、歳出予算の（目）委

員会費で119万4,000円を減額いたしておりま
すが、これは、委員会運営費の減によるもので

あります。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

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申し上

げます。

【北村分科会長】 次に、議会事務局長より、予

算に係る報告議案の説明を求めます。

【黒﨑議会事務局長】 同じく資料5ページをご

覧ください。

議会事務局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、

報告第4号 知事専決事項報告「令和3年度長崎
県一般会計補正予算（第23号）」のうち関係部
分であります。

補正予算の内容ですが、歳出予算の（目）議

会費で3,892万3,000円を減額いたしておりま
すが、これは、議員費用弁償等の減によるもの

であります。

また、（目）事務局費で989万2,000円を減額
いたしておりますが、これは事務局運営費等の

減によるものであります。

以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【北村分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算に係る報告議案に対する質疑

を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】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〕

【北村分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算に係る報告議案に対する質疑・討論が終

了しましたので、採決を行います。

報告第4号のうち関係部分については、原案
のとおり、承認することにご異議ございません

か。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算に係る報告議案は、原案のとお

り、承認すべきものと決定されました。

【北村委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

出納局及び各種委員会事務局においては、委

員会付託議案及び陳情がないことから、関係局

長より所管事項についての説明を受けた後、議

案外の所管事務に対する質問を行うことといた

します。

会計管理者より、所管事項の説明を求めます。

【吉野会計管理者】出納局関係の所管事項につ

いてご説明いたします。

総務委員会関係議案説明資料の1ページをお
開きください。

（「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する
組織への変革とデジタル改革～」に基づく取組

について）

出納局関係の具体的項目に関して、その主な

取組内容をご説明いたします。

出納局におきましては、「会計事務の更なる

システム化」について、現在は個々に作成して

いる契約事務に係る施行伺いの作成を支援する

ための機能をシステムに追加するよう、財務会

計システムの改修を行いました。

引き続き、様式の改善・追加等に取り組み、

会計事務に係る業務の標準化やデータ管理の効

率化等を図ってまいります。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

【北村委員長】 次に、監査事務局長より、所管

事項の説明を求めます。

【上田監査事務局長】監査事務局関係の所管事

項についてご説明いたします。

同資料の2ページをご覧ください。
（監査計画の策定について）

今年度の監査の実施に当たりましては、令和

2年4月に施行された長崎県監査基準に基づき、
効率的かつ効果的に行えるよう、年度初めの監

査委員会議において、監査等の種類、対象、時

期、実施体制等を定める「令和4年度監査計画」
を策定しております。

今年度の監査につきましても、県の事務や事

業について、合規性、正確性、経済性などの観

点から検証に努め、監査の結果が事務や事業の

改善につながるよう、十分留意して実施するこ

ととしております。

また、監査結果に対する是正・改善の取り組

み状況を継続的にフォローアップすることによ

り、監査の実効性を確保するとともに、監査結

果等については、監査事務局のホームページに

掲載するなど、県民にわかりやすく公表するこ

ととしております。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

【北村委員長】次に、人事委員会事務局長より、

所管事項の説明を求めます。

【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご報告をいたします。

議案説明資料につきましては、3ページ、併
せて議案説明資料の（追加1）と記載されてい
るものの1ページであります。
まず、「追加1」をご覧ください。
令和4年度長崎県採用試験についてでありま

す。
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今年度の大学卒業程度試験につきましては、

「行政Ｂ」、「農業Ｂ」、「土木Ｂ」の試験を

実施し、先週6月13日に最終合格者を発表いた
しました。

また、「行政Ｂ」、「農業Ｂ」、「土木Ｂ」

を除く大学卒業程度試験につきましては、「行

政Ａ」をはじめとした13の試験職種の1次試験
を、昨日、6月19日に実施、民間企業等職務経
験者及び海外活動等経験者の選考試験について

も、1次試験を同日に実施いたしました。
さらに、警察官Ⅰ類（男性・女性）Ｂについ

ては、6月5日に1次試験を実施いたしました。2
次試験の実施予定及びその他の職員採用試験の

実施予定につきましては、それぞれ記載のとお

りであります。

次に、「追加1」と書かれていない方の議案
説明資料をご覧ください。

（「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する
組織への変革とデジタル改革～」に基づく取組

について）でありますが、同プランに掲げる人

事委員会事務局関係の主な取組内容をご説明い

たします。

人事委員会事務局では、多様で優秀な人材の

確保に向けて、職員採用試験の見直し、改革を

実施しているところであります。

令和3年度は、大学卒業程度試験において、
従来の「行政（特別枠）」を「行政Ｂ」に変更

し、民間企業で広く利用されているＳＰＩ試験

を導入するとともに、試験日程を2か月程度前
倒しして実施いたしました。

その結果、前年度の「行政(特別枠)」と比べ
て、応募者が59名から444名へと大幅に増加す
るなど、多様で優秀な人材を確保していく上で

大きな効果があったものと考えております。

また、受験者にとって、より受験しやすい試

験とするため、民間企業等職務経験者及び海外

活動等経験者を対象とした採用試験や、新たに

設けた「土木Ｂ」の試験にもＳＰＩ試験を導入

いたしました。

さらに今年度は、「農業Ｂ」を新たに設けＳ

ＰＩ試験を導入するとともに、試験日程につい

ても、「土木Ｂ」と併せて2か月程度前倒しし
て実施いたしております。

また、警察官採用試験においても、「警察官

Ⅰ類（男性・女性）Ｂ」を新たに設けＳＰＩ試

験及び意欲や経験等を評価する記述試験を導入

し、試験日程についても1か月程度前倒しして
実施いたしております。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

報告を終わります。

【北村委員長】次に、労働委員会事務局長より、

所管事項の説明を求めます。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の所管事項についてご説明をいたします。

議案説明資料の5ページであります。
（調整事件について）

これは、労働組合と使用者との間で生じた紛

争に関する事件でありますが、今年度において、

現在までに取り扱いました調整事件は2件で、
現在、調整中であります。

（審査事件について）

これは、不当労働行為に関する事件でありま

すが、審査事件は1件で、現在、審査中であり
ます。

（個別的労使紛争について）

これは、労働者個人と使用者との間で生じた
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紛争に関する事件でありますが、今年度におい

て、現在までに取り扱いましたあっせん事件は

1件で、現在、調整中であります。
以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

【北村委員長】 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。

【岩村会計課長】「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

した出納局、各種委員会事務局の資料について

ご説明申し上げます。

資料の1ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約について、本年3月から

5月までの実績は、記載のとおり2件となってお
ります。

また、入札結果につきましては、2ページに
記載のとおりでございます。

以上でございます。

【北村委員長】 以上で説明が終わりました。

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〕

【北村委員長】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。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】質問がないようですので、出納

局及び各種委員会事務局関係の審査結果につい

て、整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時４５分 休憩 ―

― 午後 １時４６分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 １時４７分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和４年６月２１日

自  午前１０時００分

至  午前１１時４８分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 北村 貴寿 君

副委員長(副会長) 赤木 幸仁 君

委 員 田中 愛国 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 吉村 洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 一三 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

企 画 部 長 浦  真樹 君

企画 部政策 監
（ＩＲ推進担当）

吉田 慎一 君

企画 部政策 監
(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ戦略担当)

三上 建治 君

政策 調整課 長 黒島 孝子 君

政策 企画課 長 浦  亮治 君

ＩＲ 推進課 長 小宮 健志 君

デジタル戦略課長 小川 昭博 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時００分 開議 ―

【北村委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

これより、企画部関係の審査を行います。

【北村分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。

企画部長より、予算議案及び予算に係る報告

議案の説明を求めます。

【浦企画部長】 おはようございます。

それでは、企画部関係の議案についてご説明

をいたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

それから議案説明資料の追加1を併せてお開き
を願います。

また、大変恐縮です、一部記載に誤りがあり

ましたので、正誤表を机の上にも配付させてい

ただいております。デジタル田園都市交付金の

名称に漏れがありましたので、修正をさせてい

ただいております。よろしくお願いします。

それでは、今回、ご審議をお願いいたしてお

りますのは、第69号議案「令和4年度長崎県一
般会計補正予算（第3号）」のうち関係部分、
第85号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予
算（第5号）」のうち関係部分、報告第4号「知
事専決事項報告『令和3年度長崎県一般会計補
正予算（第23号）』」のうち関係部分でありま
す。

はじめに、第69号議案「令和4年度長崎県一
般会計補正予算（第3号）」のうち関係部分に
ついてご説明いたします。

令和4年度当初予算は、知事選挙の関係によ



令和４年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２１日）

- 34 -

り、いわゆる骨格予算であったため、今回の補

正において、「新しい長崎県づくり」の実現に

向け、必要な経費を計上いたしております。

補正予算は、歳入予算で10億3,616万6,000円
の増、歳出予算で2,804万円の増を計上いたして
おります。

歳入予算の内容については、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金4億3,119
万3,000円の増、地方創生推進交付金3億8,724
万3,000円の増、デジタル田園都市国家構想推進
交付金2億1,773万円の増であります。
これらは、主に他部局で歳出予算を計上して

おります当交付金を活用した事業に対応するも

のであり、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金及び地方創生推進交付金につい

ては、政策企画課、デジタル田園都市国家構想

推進交付金については、デジタル戦略課におい

て歳入予算を計上するものであります。

歳出予算については、本県の現状・課題を把

握し今後の県政運営や諸課題の解決へ繋げるた

め、知事と県民が直接対話する場の設置・開催

に要する経費や、新しい長崎のまちの魅力につ

いて、ＳＮＳや動画等を活用し、戦略的・効果

的に発信するための経費のほか、デジタル関連

施策の充実や県民サービスの向上、庁内業務の

効率化を図るため、民間人材の登用により、本

県のデジタル化・ＤＸを加速するための経費を

計上いたしております。

続きまして、議案説明資料（追加1）の1ペー
ジの9行目をご覧願います。
次に、第85号議案「令和4年度長崎県一般会

計補正予算（第5号）」のうち、関係部分につ
いてご説明いたします。

補正予算は、歳入予算で49億8,361万2,000円
の増を計上いたしております。

これは、国において決定された「コロナ禍に

おける原油価格・物価高騰等総合緊急対策」等

に適切に対処するため、必要な予算を追加しよ

うとするものであり、他部局で歳出予算を計上

しております新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を活用した事業に対応して、

政策企画課において歳入予算を計上するもので

あります。

続きまして、元の議案説明資料にお戻りいた

だきまして、2ページの一番下をご覧願います。
次に、報告第4号「知事専決事項報告『令和3
年度長崎県一般会計補正予算（第23号）』」の
うち、関係部分についてご説明いたします。

これは、先の3月定例会の予算決算委員会に
おいて、専決処分により措置することについて

あらかじめご了承いただいておりました、令和

3年度予算の補正を、令和4年3月31日付けで専
決処分させていただきましたので、その概要を

ご説明いたします。

企画部所管の補正予算額は、歳入予算で、57
億929万4,000円の減、歳出予算で、2,884万
6,000円の減であります。
歳入予算の減額の主なものは、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金56億19
万6,000円の減、地方創生推進交付金1億7,749
万8,000円の減であります。
歳出予算の減額の主なものは、総務管理費で

は、一般管理費の78万8,000円の減であります。
企画費では、政策調整事業費の1,000万円の減、

特定複合観光施設導入推進事業費の672万
4,000円の減であります。
以上をもちまして、企画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。
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【北村分科会長】 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

（政策的新規事業）」について説明を求めます。

【黒島政策調整課長】「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」に基づき本分科会に提出してお

ります政策的新規事業の計上状況につきまして、

ご説明いたします。

資料は、表紙に「企画部・地域振興部」と記

載のあるものでございます。

1ページをお開きください。
この資料は、決議第5の3に基づきまして、政

策的新規事業に係る令和4年度6月補正予算要
求の内容について査定結果を提出するもので、

企画部の事業につきましては、企画開発推進事

業費（「こんな長崎どがんです会」開催経費）

から、ながさきSociety5.0推進費までの3事業を
記載しております。

各事業の計上額につきましては、予算編成過

程において事業内容等を精査した上で、予算案

として計上した額を記載しております。

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いたし

ます。

【北村分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び予算に係る報告議案

に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【川崎委員】おはようございます。お尋ねいた

します。

今、説明がございました、こんな長崎どがん

です会について、お尋ねをいたします。非常に

ユニークな名称で、インパクトもあって、印象

に残るものでありますが、これは知事もしっか

りと県民に向き合っていくという姿勢の表れと

思いますが、今ご説明がありました新規事業の

計上に当たりまして、皆様は650万9,000円の要
求をされている中、査定をされ、135万1,000円
という計上になっております。こういった経緯

を含めて、少しこの組立てまでの説明をお願い

いたします。

【浦政策企画課長】 お答えいたします。

こんな長崎どがんです会につきましては、知

事が直接県民と対話する場を設けまして、現状、

課題を把握し、今後の県政運営や諸課題の解決

へつなげることを目的とするものでございます。

こちらの方は大石知事の公約の一部として、県

民との対話と行動力の発揮と、そのさらに一部

に県民車座集会の実施というものがありまして、

これを実現するために、今回、予算としても計

上させていただいております。

名称につきまして、ただいま委員の方からも、

ユニークというお話がありました。この名称に

つきましては、県民の皆様の生の声を聞きまし

て現状を教えていただいたり、これから長崎に

ついて、ぜひ前向きにアイデアを出し合う場に

したいという思いで名づけさせていただきまし

た。また、第1回目として開催した若者との会
議の中で、県政を身近に感じてもらうように、

方言を入れてはどうかという意見もございまし

た。そういったことを取り入れて、今回、「こ

んな長崎どがんです会」という名称で開催させ

ていただくようにしております。

なお、ご質問のありました要求額と計上額の

差についてでございます。要求額650万9,000円
に対して、今回予算計上額135万1,000円として
おりまして、差額として約500万円の減額とな
っております。この内訳を申し上げますと、当

初、要求の段階では、こんな長崎どがんです会

のまとめの記事を新聞広告として2回分行う予
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定にしておりました。この分が約450万円ござ
います。この分が予算編成の中で、既存の広報

課等の広報媒体を通じて発信していくこととし

ておりまして、例えば、全世帯広報誌であると

か、広報課が有している長崎がんばらんばチャ

ンネル、こういったものを活用して発信するこ

ととした関係で、この分について減額となって

おります。経過は以上でございます。

【川崎委員】 わかりました。じゃ、主には、新

聞広告の分を既存の媒体でもって賄っていくと

いうところで言えば135万1,000円は、まさに県
民と向き合っていく、そういった知事の行動に

関する経費という理解でよろしいですね。

向き合うのは非常にいい、話を聞くのも非常

にいい。じゃ、それをどうするかというところ

が次のステップとしてあるわけで、皆様方は、

ここをどのように捉えて次の施策立案に活かし

ていこうとされているのか、お尋ねいたします。

【浦政策企画課長】 お答えします。

これまで、既存の予算等を活用しまして2回
開催させていただきました。１回目は、本県の

魅力の情報発信につきまして意見交換を行いま

して、例えば、ターゲットを絞り、目的を明確

にした上で情報発信を打っていくことが大事で

はないか、あるいは海外に向けて、これから長

崎の魅力を多く多言語化するような視点が大事

ではないかという点を意見としていただいてお

ります。

また、２回目につきましては、子育てをテー

マにしておりまして、その中で、子どもを遊ば

せる場所がもっとあればいいと思うであります

とか、コロナになって、さらに孤独、孤立化が

進んで、なかなか相談できない人が増えている

と感じているので、そういった部分への対応が

必要、あるいはシニア世代の力をより活用した

方がいいのではないか、こういった意見をいた

だいております。

現在、この2回の車座集会の結果につきまし
て、動画という形で、先ほどご紹介しました広

報課のがんばらんばチャンネルというところで

公開しております。

さらに、今後、いただいた意見については、

各部局において、事業構築につなげたり、事業

運営手法の参考にしていただきたいと考えてお

りまして、まだ現在、公表までは行っておりま

せんけれども、いただいた意見に対する関係部

局の対応方針についても、今後整理した上で、

早い段階で公表することもぜひ検討させていた

だきたいと考えております。

【川崎委員】公表は大変大事ですね。県民の皆

様のお声というのをしっかりと受け止めて、そ

れを真摯に検討していますよという姿勢を示す

というのは非常に大事なことであります。とり

わけ、今おっしゃられた子育て施策について、

既にそういった対話を重ねたという報告もいた

だきましたが、まさに国挙げて今、子育て施策

には力を入れていこうとしているわけで、知事

も再三、選挙期間中通じて訴えておられたとこ

ろで、皆様も共感をされていた部分だと思いま

す。そこを具現化するためにも、ぜひしっかり

とこの事業にお取り組みいただきたいと思いま

す。

次に、予算で、デジタル田園都市国家構想推

進交付金、これは歳入の2億1,773万円について
お尋ねいたします。

まず、国が推進するデジタル田園都市構想、

これを踏まえて、長崎県はどのようにこの構想

を具現化しようとしているのか、お尋ねいたし

ます。

【小川デジタル戦略課長】 お答えいたします。
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ご質問ございましたデジタル田園都市国家構

想、これは国の方で6月7日に閣議決定をされま
して、デジタルの力を活用した社会課題の解決

ですとか、デジタル基盤の整備、さらにはデジ

タルの人材の育成等々といった柱の中で、国家

構想として示されたという状況でございます。

その中で、本県としましては、令和3年3月、
ながさきSociety5.0推進プランということで、
県の目指す姿ですとか、取組の方向性をお示し

させていただいておりまして、その中で、情報

通信基盤の整備ですとか、県民の豊かで質の高

い生活の実現、さらにはデジタルを活用しまし

た生産性向上などの産業振興、そして最後に、

行政におけるデジタル化によります県民サービ

スの充実ということで、国家構想と内容的に柱

としては沿った形での取組を進めていこうとし

ているところでございます。

今後とも、この柱に沿いまして、かつ国の方

の国家構想の基本方針もしっかりと踏まえつつ、

県として、漏れなく取り組んでいきたいと考え

ております。

【川崎委員】方針としては、確かにそうでしょ

うね。県民の豊かさ、県民サービスとかという

ところを、どう県民に実感できるように具現化

をしていくのかというところが今度は大事なポ

イントだと思いますが、今年度、どういった事

業を推進していくのか、お尋ねいたします。

【小川デジタル戦略課長】今年度の取組ですけ

れども、先ほどお話がありましたデジタル田園

都市国家構想推進交付金ということで今回採択

をいただいている事業もございますので、まず

は医療、福祉の関係でいきますと、５Ｇを活用

しました専門医による遠隔のサポートの事業で

すとか、スマート農業ということで、鳥獣被害

等々の対策といったところの取組、さらにはこ

の交付金とはまた別になるんですけれども、昨

年度、県の方でデータ連携基盤というものを構

築いたしました。これは様々なデータを活用し

ながら、新サービスの創出ですとか、また防災

情報等々も入れておりますので、県民の方々に

もご覧いただきながら、災害等々の対策に使っ

ていただくということで考えております。

このような形で様々な分野、デジタルの分野

といいますのが全ての分野に関わってきますの

で、各分野で県民サービスですとか、生活の質

の向上等々につながるような、さらには産業振

興につながるような事業をしっかりと取り組ん

でいきたいと考えております。

【北村分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

【ごう委員】今の川崎委員の質問に付随するも

のなんですが、こんな長崎どがんです会につい

てなんですけれども、135万1,000円の今回の予
算の中で、現段階で、年間スケジュールがどの

ように計画をされているのかということをまず

お聞かせください。

【浦政策企画課長】こんな長崎どがんです会の

年間スケジュールの件でございます。今回、6
月補正予算で計上しております予算の内訳とし

まして、約8回分の予算を計上させていただい
ております。今後、テーマや地域別に、来月以

降になりますけれども、月1回程度実施するこ
とを考えております。

また、テーマに関しましては、先ほど申し上

げましたが、これまで2回、もう既に既定予算
を活用して行っておりますけれども、今後につ

きましては、各分野で幅広くテーマを設定して

いく予定としておりまして、今考えております

のは、例えば、移住者、ＵＩターン者に参加し

ていただくような会でありますとか、あとスマ

ート農業の推進に当たっている農業者の方々、
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あるいは医療・福祉・介護分野に従事する方々、

こういったものを対象にしたテーマについて考

えております。これ以外も、幅広い分野につき

まして、月1回程度開催する予定で考えており
ます。

【ごう委員】 わかりました。8回分を予定して
いるということで、月1回ということですね。
様々なテーマを設けてということでございま

すが、このテーマに沿った対象の団体の選定、

どうやって選んでいくのかということをお聞か

せください。

【浦政策企画課長】 お答えします。

それぞれのテーマに応じて、基本的には、各

部局の方で選定あるいは公募含めて進めていた

だくこととしております。参考までに、これま

で行ってきた2回の状況を申し上げますと、1回
目につきましては、私ども政策企画課が昨年度

から実施しておりますNEXT長崎ミーティング
というものを活用しておりまして、こちらの方

は基本、全て公募で呼びかけた若い方を対象と

して実施をしております。また、2回目の子ど
も・子育てについてのテーマの際には、今、ご

う委員からもお話がありましたけれども、例え

ば、仕事と育児に頑張っている子育て中の方に

関しては、こども政策局の方で企業を選びまし

て、その企業の中から従業員を推薦していただ

くという形を取っております。また、子育て支

援者、関係団体として、子ども食堂であります

とか、子育て支援センターということで、それ

ぞれのテーマに応じて、各部局が、ぜひ意見を

聞いて今後の県政に反映したいと考えていただ

くような団体を選定しまして、そこの方から、

例えば代表の方でありますとか、メインとなる

従業員の方、そういった方に参加していただい

ているという状況でございまして、今後も、基

本的には同様の形で開催していきたいと思って

います。中で、特に公募というところもしっか

り大事にしながら選定ということになろうかと

考えております。

【ごう委員】 ありがとうございます。

やはり対象者の選定については、偏りがない

ようにすることが重要だと思うんです。例えば、

医療、福祉、介護とかにつきましても、エリア

によって課題等が違ってくるのではないかと思

っておりますので、例えば一つの地域だけでは

なく、公募というような形を取って、21市町い
ろんなところからのご意見が聞けるようなこと

でやっていただければと思います。

民間の方々は、知事と対談ができるというこ

とは非常に重要なことだと思っていらっしゃる

し、できれば知事と直接お話ししたいという方

はたくさんいらっしゃると思うので、そのあた

り、選定に偏りがないようにやっていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

【北村分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

【宅島委員】 おはようございます。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

に沿って質問させていただきます。

デジタル関連施策の充実のところなんですが、

「民間人材の登用により、本県のデジタル化・

ＤＸを加速するための経費」とあるのですが、

これは具体的に、例えば何人ぐらいを登用する

予定ですか。

【小川デジタル戦略課長】今回、民間人材につ

きましては、デジタル戦略補佐監とデジタルコ

ーディネーターという方を登用させていただき

たいと考えておりまして、今、デジタル戦略補

佐監が3名、デジタルコーディネーターを6名と
いうことで想定しております。

【宅島委員】 ありがとうございます。
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その予算として、今回の補正で1,536万1,000
円の増となっているんですけれども、当初と合

わせて、人件費はどうなっていますか。

【小川デジタル戦略課長】今回の民間人材の活

用の予算につきましては、今回、補正で初めて

計上させていただいたものでございます。

【宅島委員】 それでは、先ほど説明のあった5
～6名の人件費で、この1,500万円ということで
すか。

【小川デジタル戦略課長】 合計で約9名になり
ますけれども、9名の方々の報酬ということで
1,500万円計上させていただいておりまして、常
勤ではございませんで、月に3回か4回程度、長
崎の方で活躍いただくという形での予算計上に

しております。

【宅島委員】その民間の方たちは、県外の方で

すか、県内の方ですか。

【小川デジタル戦略課長】これから予算をお認

めいただいた後にお願いをするところになると

は思うのですが、基本的には、県外の方を中心

にということで今、考えております。

【宅島委員】 ありがとうございます。

それは県内には、そういう方がいらっしゃら

ないということですか。

【小川デジタル戦略課長】今回、デジタル補佐

監ですとか、デジタルコーディネーターにつき

ましては、どちらかといいますと、世界のデジ

タルの動きですとか、大きなところからの視点

というところも少し求めておりまして、県の方

で、そういう方がいらっしゃればということは

あるんですけれども、そのあたりは幅広く選定

を進めていきたいと思っております。

【宅島委員】 わかりました。

あと、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金で4億3,119万3,000円の増とあり

ますが、これの内訳、何にこれを出資していく

のかというのを教えてください。

【浦政策企画課長】 お答えします。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金、6月通常補正分で、今回4億3,119万
3,000円の増としております。この主な内訳とし
ましては、今回、他部局の方で歳出の予算化を

した23事業分に充てておりまして、額の大きな
ものを申し上げますと、まず遠隔専門診療支援

事業というのが約1億円充当しております。ま
た、デジタル園芸サポート推進事業というのが

約7,000万円充当しております。さらに、観光ま
ちづくり推進事業に4,500万円充当しておりま
す。これら合わせて23事業分に充当していると
いう状況でございます。

また、参考までに、追加補正の方で増額した

金額が約49億円余りとなっております。こちら
の方は18事業分に充当しておりまして、主なも
のとしては、事業復活支援給付金事業として13
億6,900万円を充当しております。また、公共交
通事業継続緊急対策事業として12億1,600万円
充当しておりまして、この2つで、約半分超の
25億8,500万円を充当しているという状況でご
ざいます。

【宅島委員】 ありがとうございました。

特にこのコロナの交付金についても、県内で

非常にお困りの方たちもいらっしゃるので、速

やかな執行、またいい対策を打っていただきた

いと思います。よろしくお願いします。

【北村分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

【吉村委員】さっきから聞きよって、今もあっ

たので重ねてお聞きしますが、ほかの分もある

んだけれども、受入れだけで企画部で使わない、

よその部局に回すというものがあって、さっき

の田園都市のやつもそうですね。それを、予算
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書を見たってつかない。それで、説明資料あた

りに、それがどこに行ったというのを備考的に

載せていてくれれば大分わかりやすいんだけれ

ども。そして、その先は、ここでは聞けないわ

けよね。私たちは入りの分だけしか聞けないも

のだから、そこまで載せておってくれると非常

に助かると。企画政策だから、資料作りをその

くらい頭を使ってやってくれれば。お願いしま

す。今後、そういうところで、いかがですか。

【浦政策企画課長】県議会あるいは県民にわか

りやすく説明するという観点でも、歳入所属と

歳出所属が分かれているものについては、少々

わかりづらい点がありますので、そこは、より

わかりやすくなるような資料の在り方について、

今後考えていきたいと考えております。

【吉村委員】それから、これも今あったばかり

だけれども、デジタル戦略補佐監、コーディネ

ーター、補正で新規と今、回答があったようだ

けれども、これは新規、拡充と書いてあるんだ

けれども、中身、どんな感じですか。

【小川デジタル戦略課長】このデジタル戦略補

佐監ですとか、デジタルコーディネーターとい

う部分につきましては新規という形なんですけ

れども、実は、県の方で令和2年から、県の情
報戦略アドバイザーということで、週に半分な

んですけれども、民間の方から県のデジタル戦

略課の方に来て、いろいろなサポートをしてい

ただいておりました。ですので、民間人材の活

用という考え方の中では拡充という部分も入る

のですが、この補佐監とコーディネーターの予

算につきましては、今回新たに予算を計上させ

ていただいているという状況にございます。

【吉村委員】前からやっていたけれども、それ

をより充実したということよね。決して新規で

はないと。名前が新規やろうけれども、やって

おったことはね。

それで、この補佐監3名とコーディネーター6
名という、さっきから聞いていると、県内でい

ないのかと言うけど、本当にいないのか。そこ

ら辺、これを決定するに当たって、どのような

過程を経て、最終的にこういう形になったのか、

その過程を説明してくれませんか。

【小川デジタル戦略課長】まず、デジタル戦略

補佐監につきましては、いろんなＩＴの大手の

企業の役員の方等々を今、想定しておりまして、

ただ、今から予算をお認めいただいた後でお願

いをするということにしております。もう一つ

のデジタルコーディネーターにつきましては、

全国から幅広く募集をしていきたいと考えてお

りまして、民間の人材募集の枠組みなども活用

しながら、まず候補者を募って、その中で、県

の方で選定を進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。

【吉村委員】今ので、少しはそういう考え方か

というのはわかるけれども、ここの施策の充実

やサービスの向上、庁内業務の効率化、これぐ

らいやろう。それを全国から幅広く集めてこな

いとできないのか。長崎県内で、昨日も、県警

だったけれども、例えば県立大学の情報科とか

そういうところでもやっている、高専もある。

そういう中で、そういう人たちを育てる意味も

含めてやったらどうかと思ったりもするけれど

も、どうなのか。即戦力でやってもらわんと困

るということなのか、そこら辺まで含められる

のか、そこらについて考え方をお知らせくださ

い。

【小川デジタル戦略課長】今のお話でいきます

とデジタルコーディネーターが中心になるかと

思うんですけれども、各分野ごと、農林、水産

ですとかそれぞれの分野の中、今、委員からも
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お話ありました即戦力といいますか、特に事業

ベースのある程度絞られた中での事業者として

の第一線で活躍されている方々のノウハウです

とか、ご提案等々をいただきたいと考えている

ところです。

ただ、その方々に入っていただく中で事業を

進めていく中で、今お話がありました大学です

とか、県内の事業者も絡めながらというところ

で、県内の人材育成にもつなげていきたいと考

えております。

【吉村委員】詳しいことはわからないけれども、

そこら辺も含めて考えていった方がいいと思う

ので、今後、そこら辺も含みながら展開をして

いっていただきたいと思います。

それから、車座集会も年間8回やると。いろ
んなテーマを決めてやります。8回やるとする
と、四半期に2回ずつということは、結構な数
になるんだけれども、ここで意見を吸い上げて、

それを具体化していくとなると、結構大変かな

と。言いたい人は言いたい放題に言うわけだか

ら、それをどこまで取り入れていくのかなと。

これまでも首長さんたちを集めたスクラムミー

ティングがあっていたけれども、ああいうもの

との整合は、どのように取っていこうとされて

いるのか。スクラムミーティングも続けていく

わけですよね。

【浦政策企画課長】 お答えします。

まず、出された意見への反映の在り方につき

ましては、今ご指摘があったように、全てが全

ての意見に対して政策に反映させることができ

るかどうかというのは、やはり出された意見に

ついて、それぞれ見ていく必要があろうかと思

っています。その中で、短期に実現されるもの

であったり、あるいは少し中長期の視点で実現

に向けて検討していくもの、そういった視点も

併せ持ちながら、各部局とのやり取りの中で検

討していくような方向性かなと現時点では考え

ております。

また、2番目のご質問のあった、いわゆるス
クラムミーティングということで、これまで県

内市町の首長の皆様と意見交換を行っていただ

いているものにつきましては、これは地域振興

部の所管になりますけれども、今後も開催され

ることになるんだろうと思っております。

その中で、私ども、車座集会というのは、市

町の首長の皆様を直接の対象とはしておりませ

ん。あくまで県民の皆様ということではありま

すけれども、テーマによりまして、その県民の

1人に首長の方が例えばお1人お2人入るという
ことは、十分あり得るものだと考えております

し、またテーマ別だけではなくて、地域に出向

いていって、地域で様々事業に取り組んでおら

れる事業者の皆さんと意見交換をするような機

会も今後設けていきたいと考えております。そ

うした時には、地元の市町の首長の皆様にも参

加していただくような機会もあろうかと考えて

おります。

現時点では、スクラムミーティングとのすみ

分けというのは、そのように考えているところ

でございます。

【吉村委員】すみ分けのような、ないようなと

いう感じで、地域振興部とまたがっていくと。

車座集会というのも、同じような効果を狙って

いく。ただ、対象が違う。スクラムミーティン

グは首長さんたちだった、そして車座集会は一

般県民のいろんな携わっている方々に集まって

もらって話をと。でも、そこに行ったり来たり

もあるわけよね。だから、そこら辺、今後、施

策的に考えると、首長さんたちがその自治体で

の問題とかを提起してこられる、県民は県民で、
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その部分で問題提起をしてこられる。そこら辺

の整理をどっちがやるのかとなるんだけど、企

画部、地域振興部、そこら辺は連携してやって

もらわなければ困るなと思うんですけれども、

どうですか。

【浦企画部長】いずれも県の施策の決定の参考

にする、あるいは進めていく上でのいろんな協

議の場ということになるんですけれども、イメ

ージ的には、こんな長崎どがんです会の方は、

一般の県民の方、あるいはいろんな分野の方々

の意見を率直に知事が直接お聞きする場という

形でつくっていきたいと思っています。先ほど

お話しがありましたように、それは全てがダイ

レクトに施策に結びつくと我々も考えていませ

んで、そこからさらに、出てきた意見を踏まえ

て、またよりテーマを絞って、今度は各部局が

そのより絞ったテーマに関して、いろんな方の

意見を聞きながら施策の構築に反映していくと

いう形になると思います。

スクラムミーティングの各首長さん方と知事

との協議の場面につきましては、どちらかとい

うと、市町と一緒にやっていきたい施策に関し

て、県の方からいろいろご提案をさせていただ

く、あるいは市町との調整を必要とするような

場面、そういうものがある際に、スクラムミー

ティングの場なんかも活用しながら、首長さん

たちのご同意もいただきながら一歩先に進めて

いく、そういう場になっていくのかなと思って

おりまして、いずれにしましても、企画部それ

から地域振興部はじめ、他部局との連携は必ず

必要になってまいりますので、そこはしっかり

連携しながらやっていきたいと思っています。

【吉村委員】 よろしくお願いします。

【北村分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

【田中委員】 今回の予算は、第69号予算で10

億3,600万円ほどつくってもらって、第85号予
算で49億8,300万円。これは第69号、第85号と
予算をつけてもらっているのはいいけれども、

その中で、報告第4号というのは、私はプラス
かと思ったら、これは減額の補正なんだね。大

きいんだよ、57億円なんていうのは大変な金額
だ。何で減額になったのか。国がせっかく予算

をつけてくれているのに、長崎県は対応できな

かったのか。決算的な要素もあるけれども、去

年1年間のコロナ対策で、報告第4号で大体整理
がつくんだろうから、どのくらい長崎県に入っ

てきて、大きな金を使ったのかというのは、ぜ

ひ報告してほしい思う。これは先ほどもちょっ

と話があっていたけれども、入りだけで、出は

よその委員会でやっているわけで、ただ入りだ

け、通過するだけでね。しかし、入りがあるん

だったら、どういうものに使われたかというの

をやっぱり我々も知っておかなきゃいかん。ひ

とまずは、大まかな説明だけお願いします。報

告第4号の57億円の減額。
【浦政策企画課長】田中委員のご質問にお答え

します。ちょっと長くなるかもしれませんけれ

ども、ご容赦ください。

56億円の減額というのは、補正前の金額で
355億円あったものが299億円になったもので
ございます。交付金の充当先として、大きく3
種類でございます。まず、時短要請に応じた飲

食店等への協力金の支払いに要する感染拡大防

止協力金事業というのが約42億円の減となっ
ております。次に、無料検査を行う事業者への

補助金等に要するＰＣＲ等検査無料化事業とい

うのが約11億円の減となっております。この2
つで約52億円超の減となっておりまして、全体
減額の9割以上を占めている状況でございます。
この2つの事項に係る減額の理由についてご
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説明します。最初の感染拡大防止協力金事業の

約42億円の減でございます。これは交付金の協
力要請推進枠というものを活用するもので、本

年令和4年2月中旬時点までの支払済額に基づ
き配分されることとなっておりまして、その額

に合わせて国庫歳入額を減額したものとなって

おります。令和3年度中に実施しました2月中旬
以降の支払い分については、一旦一般財源で措

置することとしておりまして、こちらの方につ

いては令和4年度に国から追加交付される予定
となっております。そうした状況ですので、こ

れは産業労働部所管でありますけれども、この

事業に関する歳出予算自体は2.3億円の減と聞
いております。

次に、11億円の減となっておりますＰＣＲ等
検査無料化事業の方は、交付金の検査促進枠と

いうものを活用するものです。検査数の実績に

基づき配分されることとなっておりまして、当

初の見込みよりも検査件数が少なかったことに

よるものでございます。

今申し上げた2つの事業、交付金枠につきま
しては、実績に基づきまして配分される性格の

交付金の枠でございまして、今回の減額により

まして、田中委員からもご指摘のあったような

配分された国の交付金を返還するようなたぐい

のものではないということに考えております。

そういった状況ではございますけれども、今後

さらなる充当手法の工夫に努めて、国の交付金

を最大限有効活用できるよう努めてまいりたい

と考えております。

【田中委員】私が言いたいのは、国からせっか

くもらうお金は、最後に出たけれども、有効に

活用したいという話はあったけれども、途中で

聞いていた感じでは、一般財源化したような話

もね。一般財源化というのは、大体県の負担も

出てくるんだ。極力、国からもらう金を、皆さ

ん方は勉強して、研究して、有効に使ってほし

いなと。

それもあるし、国の対応で変わったような発

言もあった。そこら辺は、国の対応なら仕方な

いけれども、何回も言うけれども、有効に、そ

れから県の一般財源を使わなくて、国が出すな

ら国からもらってやっていく。

それから、申請が少なかったから、こういう

ことになったのかなという感じもするけれども、

広報関係がどうなっているのか。長崎県は他県

に比べてもね。私は皆さんに話しているのは、

長崎県は優秀で、他県に比べて以上のことをや

っているよと話しているけれども、いいのかな。

私がそういう話を県民の皆さん方にちょくちょ

くやっているんだけれどもね。長崎県は他県に

比べてよくやっているんだという話をしている

んだけれども、自信持っていいのかな。答弁を

お願いしたい。

【浦政策企画課長】 お答えします。

今、委員からお話が、実績が減ったというＰ

ＣＲ等検査につきましては、最終的に見込額を

下回った実績になりましたけれども、もちろん

希望する県民の皆様の検査については、全て対

応できたと考えております。

また、今申し上げた2つの大きい柱、協力金
の事業とＰＣＲ等検査の無料化事業、これ以外

に、通常分ということで、それぞれの県が独自

に使える分の予算もございます。こちらの分に

つきましても、なるべく余りが出ないようにと

いうことで、充当先をあらかじめ確保して、仮

に余剰が出たら、ほかの事業に回すような工夫

もしながら、今、財政課とも調整しながら進め

ておりますので、先ほども申し上げましたけれ

ども、国の交付金というのは最大限有効活用で
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きるように今後も努めていきたいと考えており

ます。

【田中委員】もう一言お聞きしたいし、実態を

知りたいんだけれども、国の予算が県に来る、

それから市に来る。特に長崎市と佐世保市は特

例市という感じで言うと、実態が少し違うのか

どうなのか、一緒なのかどうか。

それから、この競合がわかりづらい。県の方

とダブってやっているのか、県は特徴があるこ

れをやっているのか、市は別にこういう方向で

やっているのかとか、そこら辺の区分けが県民

にとってはわかりづらい。だから、よくやって

いると言うけれども、内容がわからんで、よく

やっていると私は言っているような気もするん

だけれども、そこら辺まで含めて説明してくだ

さい。

【浦政策企画課長】まず、ご質問がありました

県と市町の交付金の配分の在り方でございます

けれども、今、田中委員からもご指摘がありま

したように、この臨時交付金というのは、国の

方から、県分については県に直接、市町分につ

いては、これは中核市以外も含めて、それぞれ

の市町に直接配分がなされるというものでござ

います。

そうした中で、それぞれの県事業あるいは市

町事業の関係性といいますか、連携につきまし

ては、今ご指摘があったように、可能な限り連

動するべきものについては連携すべきというよ

うな思い、考えを持っておりまして、例えば、

今回の追加補正予算の経済対策等に係る予算に

つきましても、事前に私どもの方から市町に照

会しまして、どんな事業にこの臨時交付金を充

てようとしているのかというような調査も行う

などして、それを関係部局あるいは財政課とも

共有させていただく中で、なるべく可能な限り

連携、連動するような形で進めたいと考えてお

りまして、今後も、そういう考えで進めて取り

組んでまいりたいと考えております。

【田中委員】市と連携を取って、二重にならん

ようにしなきゃいかんからね。制度金融なんか、

これは商工のものになるけれども、同じような

制度を県と市で競争してやっている。だから、

県は大きくこういうことですよと、それでも足

らないところは市町で賄ってくださいというよ

うな感じで、大きな骨組みをつくって、県、市

との連携がちょっとかなと。説明がちょっと不

足していて、これは県の制度ですよ、これは市

がやっているんですよというところが我々もわ

かりづらいし、説明を求められても、ちょっと

答弁に困るようなね。言っておくけど、最後は、

県はよくやっているんだという評価をして県民

の皆さんと話ししているので、ぜひ頑張ってほ

しいと思います。

【北村分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】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〕

【北村分科会長】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。

予算議案及び予算に係る報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。

第69号議案のうち関係部分、第85号議案のう
ち関係部分、及び報告第4号のうち関係部分に
ついては、原案のとおり、可決・承認すること

に、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】 ご異議なしと認めます。
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よって、予算議案及び予算に係る報告議案は、

原案のとおり、それぞれ可決・承認すべきもの

と決定されました。

【北村委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

企画部においては、委員会付託議案がないこ

とから、所管事項についての説明を受けた後、

陳情審査及び議案外の所管事務一般について質

問を行います。

まず、企画部長より所管事項の説明を求めま

す。

【浦企画部長】企画部関係の議案外の所管事項

についてご説明いたします。

総務委員会関係の企画部の議案説明資料をお

開き願います。

（車座集会による県民との対話について）

本県の現状・課題を把握し、今後の県政運営

や諸課題の解決へつなげるため、知事と県民が

直接対話する場である県民車座集会を定期的に

開催することとしております。

第1回目として、去る4月26日、将来を担う若
者の皆様との意見交換を実施し、長崎をよくし

ていきたいという思いをお聞きするとともに、

効果的な情報発信の方法などについて意見を交

わしたところであります。

参加者からは、情報発信について、ターゲッ

トを絞り目的を明確化することの重要性や海外

向けの情報発信の強化など、様々な意見をいた

だきました。

また、去る5月28日には、名称を「こんな長
崎どがんです会」として、「地域で安心してこ

どもを産み育てるためには何が大切か」などに

ついて、子育て中の方や、子どもや子育てに関

わる方から、子育ての現場の声をお聞きしたと

ころであります。

引き続き、様々なテーマや手法を取り入れな

がら、この会を積極的に実施してまいります。

（長崎県ＳＤＧｓ登録制度について）

県内企業等において、ＳＤＧｓの主体的な活

動を促進し、持続可能な成長と企業価値の向上

を図ることを目的として、昨年11月に「長崎県
ＳＤＧｓ登録制度」を創設したところでありま

すが、去る3月31日に1回目の募集分として、244
件の登録を行いました。

登録企業等は、県内の高校生に作成していた

だいた、長崎県オリジナルのＳＤＧｓロゴマー

クの使用が可能となるほか、県において、ホー

ムページで活動内容を公表し、ＰＲすることと

しております。

現在、2回目の募集分にかかる申請内容の確
認を行っているところであり、今後も登録企業

等を拡大しながら、より多くの県内企業等の活

動促進につなげてまいりたいと考えております。

引き続き、本制度等も有効活用しながら、県

民の皆様や県内企業等へのＳＤＧｓの普及促進

に努めてまいります。

（特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進に

ついて）

ＩＲ区域の整備については、去る4月19日及
び20日の臨時県議会において議決いただいた
区域整備計画を、同27日に国土交通大臣へ認定
申請し、国から正式に受理されました。

また、去る5月31日に開催された九州地方知
事会議及び6月1日に開催された九州地域戦略
会議においては、区域整備計画を説明したうえ

で、九州ＩＲ推進協議会、九州地方依存症対策

ネットワーク協議会などの活動状況についても

報告を行いました。

さらに、九州地域戦略会議では引き続き区域

認定の獲得に向けて「オール九州」で推進する
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ことが確認されました。

今後、区域整備計画について、国が設置した

審査委員会による審査が予定されており、設置

運営事業予定者と連携しながら、適切に対応し

てまいりたいと考えております。

県といたしましては、今後とも、佐世保市は

もとより、九州・山口各県及び経済界との連携

を深めながら、九州・長崎ＩＲの実現に向けて

力を注いでまいります。

（デジタル化やＤＸの推進について）

国において、デジタル技術の活用によって、

地域の個性を活かしながら地方の課題解決、魅

力向上を実現し、地方から全国へと、ボトムア

ップの成長を目指すデジタル田園都市国家構想

を力強く推進していくことを目的とし、先般、

デジタル田園都市国家構想基本方針が示された

ところです。

本県におきましては、昨年度策定しました「な

がさきSociety5.0推進プラン」に基づき各分野
におけるデジタル化やＤＸに係る取組を推進し

てまいりました。

そこで、こうした施策展開をさらに加速し、

本県におけるデジタル化やＤＸ推進を図るため、

民間のＩＴ関連企業や団体などの第一線で活躍

している民間人材を「デジタル戦略補佐監」と

して登用し、最新のデジタル関連情報を共有す

るとともに、一歩先を行くデジタル関連施策の

構築を図ってまいりたいと考えております。

さらに、庁内各部局が取り組む、個別具体の

事業において、デジタル化についての先進的か

つ専門的知見に基づく具体的な提案や技術導入

へ向けた支援等を行う民間人材である「デジタ

ルコーディネーター」を配置し、各分野におけ

るデジタル関連施策の事業精度向上を図ってま

いります。

今後は、こうした民間人材の活用により、本

県におけるデジタル化やＤＸを一層強力に推進

してまいります。

以上をもちまして、企画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。

【北村委員長】 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」

及び「政府施策に関する提案・要望」について

説明を求めます。

【黒島政策調整課長】「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してお

ります企画部関係の資料について、ご説明いた

します。

お手元の資料1ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件につきまして、令和

4年3月から令和4年5月までの実績は、記載のと
おり2件となっております。
次に、2ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でありますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

令和4年3月から令和4年5月までに県議会議長
宛てにも同様の要望が行われたものは、佐世保

市からの要望の1件となっております。
それに対する県の取扱いにつきましては、2

ページから4ページに記載されているとおりで
ございます。

次に、5ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告でございます。令和

4年3月から令和4年5月までの実績は、九州・長
崎ＩＲ区域整備推進有識者会議の1件で、その
議事概要につきましては、6ページにお示しを
しております。
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資料の説明は以上でございます。

【北村委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

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。審査対象となります陳情番号は、

19番でございます。
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〕

【北村委員長】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。

1時間になろうかとしておりますので、ここ
で委員会を休憩いたします。11時10分再開です。

― 午前１０時５８分 休憩 ―

― 午前１１時１０分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

「政府施策に関する提案・要望」について説

明を求めます。

【黒島政策調整課長】すみません、先ほど説明

の後に、こちらのご報告をすべきところを飛ば

しておりました。改めまして、令和 5年度政府
施策に関する提案・要望の実施結果について、

ご報告いたします。

去る 6月上旬に実施いたしました令和 5年度
政府施策に関する提案・要望について、企画部

関係の要望結果をご説明いたします。

企画部関係におきましては、特定複合観光施

設（ＩＲ）区域整備の推進について、地方創生・

人口減少対策に必要な財源措置の充実について、

Society5.0実現に向けたデジタル関連施策の充
実・強化についての 3項目の重点項目について
要望を行いました。

要望実績といたしまして、政党の要望先は、

自由民主党、公明党の 2政党、省庁の要望先は、

内閣官房、内閣府など 3府省であり、各政党の
幹部の方々、各省庁の大臣をはじめ、計 34 名
に対し、要望書の配付を実施いたしました。

また、これに加え、7 月下旬に上京しての要
望活動も予定をしております。

現時点においては、まだ新型コロナウイルス

感染症の影響が不透明ではございますが、今回

の政府施策に関する提案・要望の実現に向けて、

引き続き取組を行ってまいります。

以上で報告を終わります。

【北村委員長】 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。

【田中委員】この提出資料でお聞きしますけれ

ども、ＩＲ。佐世保市との間に密接にいろいろ

な相談があって、うまくいっていると私は理解

している。しかし、こういう陳情というか、要

望が佐世保市から長崎県に上がってくるという

のは、逆に言うと、おかしな話なんだ。一体と

なった取組で全部進められているわけでしょう。

公共インフラ整備の推進とか、懸念事項対策の

推進、ＭＩＣＥ開催の誘致推進、合意形成に向

けた取組の推進、地域経済の活性化の推進。あ

なたたちが完全に佐世保市といろいろな話をし

て、両方で一体となってやっているという理解

を受けているけれども、佐世保市からこういう

要望が県に上がってくるという。これは一般的

に認識を確認するためとかなんとかで上げてい

るならまだしもね。この内容については、もう

中身は出来上がってしまっているということで

すか。

【小宮ＩＲ推進課長】田中委員からご質問があ

りました佐世保市からの要望につきましては、
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資料の 22 ページの最終の下段に記載しており
ますとおり、ＩＲの事業者の選定、それから区

域整備計画の作成等については、田中委員ご発

言のとおり、県と佐世保市が一体となって取組

を進めてまいりました。この 5項目については、
関係者も含め、県と市で引き続き一体となって

取り組むべきものということで整理をいたして

おりますので、今後も引き続き、県市一体とな

って取り組んでいくということで確認をいたし

ているところでございます。

【田中委員】取り組むべき確認はしていると言

うけれども、どうなのかな。国の認定が、もう

10月にもという話も聞くんだけれども、来年の
3 月いっぱいにしたって、そんなにはないわけ
だから、もう少し具体的な回答も出てきている

と思うけれども、「取り組んでまいりたい」、「継

続していきたい」、「強化してまいりたい」、「取

り組んでいくこととしている」、「働きかけを行

ってまいりたい」とか、これで全て県と市はう

まくいくわけだね。私は、もう少し具体的なも

のが中身として詰まっているものと思っている

けれどもね。こう言うとなんだけれども、いつ

も言葉だけなんだよね。県が今、ＩＲ対策をや

っているのは言葉だけ。中身が全然私には感じ

られない。だから、それが一つ。

長崎県と佐世保市の連携が一つだけれども、

もう一つは、長崎県庁内がうまくいっているの

か。この担当部局が、企画部ＩＲ推進課から地

域振興部、文化観光国際部、県民生活環境部と

か福祉保健部、最後に土木部道路建設課、港湾

課とか書いているけれども、県の中でうまくい

っているのかな。

特に私がびっくりするのは、土木部との間で、

あなたたちがちゃんとした回答をもらっている

のかどうか。任せっきりなのかと思う。例えば

周辺の道路の関係の問題にしたって。そこら辺

含めて回答を。

【吉田企画部政策監】 まず、県、市の連携につ

きましては、こういった要望に対するお答えの

みならず、しっかりと調整するための会議を開

いたり、また市長と知事の面談を実施して方向

性を確認したりというのを頻繁に行いながら、

連携を密に進めているところでございます。ま

た、県庁内の各部との連携につきましては、各

部長等をメンバーとした副知事トップの長崎県

ＩＲ区域整備推進会議を設置いたしまして、そ

の中で、各部局との連携が必要な案件について

逐次確認をしながら、また、同会議の下に幹事

会という各部の主管課長をメンバーとする会議

を設置しており、そこでも同様に細かい点の確

認を行いながら、進めているところでございま

す。

【田中委員】いつも答弁は形ばっかり、中身が

ない。

それでは具体的に聞くけれども、市長と知事

は頻繁に会っているような話だけれども、そう

すると新しい知事になって、何回ぐらいＩＲで

会議を持っているのですか。

【吉田企画部政策監】 2度ほど会議をいたして
おります。

【田中委員】 2度、知事と市長と会えば、あう
んの呼吸でいけるんだな。あなたたちは、長崎

県にとってのＩＲの重要性というか、私はいつ

も言うんだけれども、皆さんとは違うかもわか

らないけれども、私は、百年に一度以上の長崎

県にとっては最大のチャンスと思っていろいろ

話しているんだけれども、そんな 2回ぐらい会
って、うまくいくのかなというのが一つ。

それから、土木部との関係で、私も土木部と

はいろいろ話するけれども、最初から一貫して



令和４年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２１日）

- 49 -

いるのは、ハウステンボス線を、これはＩＲ対

策というより、むしろハウステンボス対策で、

土地の売買の時に、あの直角に曲がっているハ

ウステンボスの道路を有効活用するためには、

三角形の底辺を持っていった方がいいんじゃな

いかということでの合意で進んでいると私は思

っている。土地の売買の時の話で。

それから、針尾橋の今ある橋と橋の間を、言

葉は悪いけれども、蓋をかぶせて 1車線増やし
ますと。この車道幅が本当に確保できるのかど

うか。あそこは結構多いのはバスだからね。

そういうところは一貫してもうここ 2年ぐら
い変わらない。最初、土木がつくった方針、ハ

ウステンボス線を 4車線にしますと。それもハ
ウステンボス線の総延長の半分だからね。あく

までも入り口からパールラインの手前までとい

う感じでね。それから、南風崎停車場指方線の

針尾橋をやると、その 2点だけだ。ほかのとこ
ろは測量調査なんかやっているのか全然見えな

い。だから、本会議でも言ったけれども、本当

に大丈夫かなと疑問を持っている。対応できる

のかなと。

それから、最後に 3 月 11 日の有識者会議の
資料が載っている。業者選定は、この後に決ま

ったのかな。3月 11日というのは、業者選定の
前後はどうなのかな。聞かせてもらおうかな。

【小宮ＩＲ推進課長】今回、委員会に提出をい

たしております九州・長崎ＩＲ区域整備推進有

識者会議の会議結果報告につきましては、本年

3月 11日に開催したものでありまして、区域整
備計画の作成に関する有識者会議でございます。

ですので、ＩＲ事業者選定は、その前に終了し

ておりますので、その関係性はございません。

【田中委員】 この有識者会議が 3月 11日にあ
ったと。これは公開状況は、傍聴可と、結果公

表も可と書いているけれども、あまり資料とし

てもらったことない。我々は担当委員会でもあ

るけれども、もう少し丁寧な説明があるのかな

と思って期待しているけれども。むしろ、ＩＲ

有識者会議等のいろいろな会議の方が議会との

会議より多いような感じがする。議会で全協で

やったのは 1回っきり。それも内容があまりは
っきりしないようなことで、全て秘密みたいな

感じでね。

だから、この結果公表ということについての

資料を私はぜひ求めたいと思う。委員による意

見交換が行われたなら、どういう意見交換が行

われたのか。

というのは、ちょっと政治的には言いにくい

んだけれども、今のオーストリア案に決まった

のは、県が決めたんでしょうと言うと、いや、

有識者会議で決まったんですよと。県が決めた

んじゃなくて、有識者会議が決めたものを県が

認めてやっているだけなんですよというような

言い方をする人がいる。業者は有識者会議で決

まったんだ、県が決めたんじゃないんだと。う

まく逃げるなと私は思っているんだけれどもね。

そこら辺の関係はどうなっていますか。

【小宮ＩＲ推進課長】田中委員、誤解があるよ

うですので修正をさせていただきますけれども、

この九州・長崎ＩＲ区域整備推進有識者会議と

いいますのは、観光、ＭＩＣＥ、治安等の専門

分野の委員からなる有識者会議で、区域整備計

画の作成等に専門的立場からご意見をいただく

ために設置したものです。ＩＲ事業者の選定に

つきましては、別途、審査委員会を設置してお

りますので、今回の有識者会議は、あくまでも

区域整備計画を作成するに当たってご意見を頂

戴したということでございます。

【田中委員】要は、審査委員会で決まったとし
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ても、やっぱり県が決めたわけでしょう。審査

委員会で決まった案なんですよ、長崎県の案は

と。だから、県は何か蚊帳の外みたいな言い方

をする人がいる。しかし、県なんでしょう、あ

れは。長崎県が全責任を持つわけでしょう。審

査会で決まったから、点数制で、点数が高かっ

たから、あそこに決まったんですよという話。

一つ私が不満を持っているのは、公開、公開

と言うけれども、公開じゃないんだ。秘密、秘

密みたいなことでずっとＩＲは進んできたよう

な感じが今もって、国に対してのＩＲ長崎県の

雰囲気が出てこない。期待感が出てこない。残

念だね。

県が全て責任持つわけでしょう。審査委員会

の資料は県が出しているわけだから、その資料

を見て、委員が判断したということだから。私

はそう理解しているんだけれどもね。

【吉田企画部政策監】田中委員のご質問に対し

ましては、まず、ＩＲ事業者の決定権者は長崎

県でございます。ただ、その決定の過程におい

て、公平公正を期すため、厳正な審査を行うた

めに、審査委員会を設置いたしました。そして、

公表という視点から申し上げますと、募集要項

の中で採点基準等も全て公表した上で、ＩＲ事

業者の選定については、どこに着眼点を置いて

いるというものも全て公表した上で、その審査

委員会にお諮りをして、最終的に県が決定した

という流れでございます。

【田中委員】最後にしたいと思っていたんだけ

れども、そういう答弁が出たから、もう一言言

っておきたいんだけれども、長崎県案があの 3
者で決まったのは、1,000 点満点で、最高、オ
ーストリアが700点いかないんでしょう。普通、
常識で考えると、100点満点で 80点、1,000点
満点でいえば800点ぐらいのものは熟度として

ないと。700 点以下ばっかりで、そこで一番よ
かったから決まったんだという感じだと、情け

ないね。だから、あえて言うならば、300 点不
足したものがあったら、県が補充してでも、げ

た履かせてでも立派なＩＲ案を国に出すべきだ

ったし、出してくれたのかどうか。ただカジノ

オーストリア・インターナショナル・ジャパン

案がそのまま行っているのか、長崎県が相当プ

ラスして行っているのか、ここだけ最後にしよ

うと思う。

【吉田企画部政策監】事業者選定を行いました

のは昨年の 8月、そして同月に基本協定を結ば
せていただきました。その後に、カジノオース

トリア・インターナショナル・ジャパンと長崎

県の間で綿密な調整を行いつつ、最終的に磨き

をかけて国に提出させていただいたのが、この

区域整備計画の案でございます。その間、もち

ろん県議会の方にも、ご報告を申し上げ、貴重

なご意見をたくさん賜った上で、その意見につ

きましても活かしつつ、最終案として 4 月 20
日に議決を賜りましたものを提出させていただ

いたことでございます。

【田中委員】国に上げるときに、国も基準とい

うのはある。長崎県が 1,000点満点で 700点も
いかない業者を上げたとすれば、国だって、あ

あ、そのくらいの業者かと言われかねないなと

危惧しています。

【北村委員長】 ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】次に、「政府施策に関する提案・

要望」について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】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。
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【川崎委員】ＩＲ区域整備計画について、お尋

ねいたします。もう申請をされていますので、

中身について云々はないのですが、当初、カジ

ノオーストリア・インターナショナル・ジャパ

ンがプレゼンをされる中に、地元調達 100％と
いう方針が示されました。まず、この地元調達

100％ということなんですが、今般提出をした
区域整備計画の要求基準あるいは評価基準で求

められているものか、確認をいたします。

【小宮ＩＲ推進課長】ＩＲ事業者が表現されて

います地元調達 100％というのは、要求基準あ
るいは評価基準で求められている項目ではなく、

ＩＲ事業者が地元に対する熱意を表すために、

このような表現をなされたものという理解をい

たしております。

【川崎委員】そうしたら、区域整備計画の中で

求められたものではないが、ＩＲ事業者として

姿勢を示したということでありますが、大変重

要なことと私は思っていまして、地元にあるも

の、地元の資源は十二分に活用するということ

は、地元に愛される長崎ＩＲとしても大変大事

なポイントだと思っています。ぜひイニシャル

からランニングまで、県としても、この姿勢を

一歩も譲らず、厳しくチェックをしていただき

たいと思います。地元企業は期待も大きくあり

ますので、その決意を伺いたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】川崎委員ご指摘の地元調

達 100％という項目は、直接的には評価の項目
には直結いたしませんけれども、区域整備計画

の中には、県内への経済波及効果、それから地

元の合意形成、こういった項目もございますの

で、ＩＲ事業者が地元に愛されるためにも地元

で調達できるものは地元で調達したいという思

いは、しっかりと県内の経済界の皆様にもお伝

えして、ＩＲにおけるビジネスチャンスを獲得

していただけるように、県も市と一緒になって

今後取り組んでまいりたいと思っております。

また、区域認定が得られた後は、ＩＲ事業者

から次年度の事業計画を提出していただくとと

もに、その当該年度の実績等も報告をいただく

ようにしておりますので、そういった中で、Ｉ

Ｒ事業者にも、こういった目標について確認を

していきたいと考えております。

【川崎委員】徹底してお願いしたいと思います。

そういった中で、輸送の部分についても、当

然、地元の企業の皆様にお手伝いといいますか、

協力、これは必要不可欠だと思っていますが、

まずインバウンドそして県外からの誘客につい

ては、長崎空港が起点となって、重要な交通拠

点と考えます。ここから長崎ＩＲの現地まで輸

送計画があると思いますが、全般について確認

をさせてください。

【小宮ＩＲ推進課長】今現在、ＩＲの純来訪者

数として 673万人を予定いたしております。こ
のうち、長崎空港を利用される方が、純増分と

して約 150 万人弱になろうかと思っています。
このうち、その約 7割が海上輸送でＩＲにお越
しいただき、残る 3割については、バスあるい
はタクシーといった陸上の交通手段を用いてＩ

Ｒにお越しになると想定をいたしております。

【川崎委員】そうしますと、相当数の方が大村

湾を渡って現地に行かれるという想定かと思い

ます。大村湾にも既存の事業者がいらっしゃい

ますが、既存の事業者の方とは、どのような協

働姿勢を取っていかれるのか、お尋ねをいたし

ます。

【小宮ＩＲ推進課長】今現在、長崎空港からハ

ウステンボスまでの海上輸送を担う既存の航路

事業者がいらっしゃいます。ＩＲ事業者を昨年

8 月に選定して以降、この間、区域整備計画を
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作成するまでに、航路事業者または漁協等、ま

た国の機関と様々な意見交換、調整をさせてい

ただいております。今回、高速船と遊覧船の船

舶を用意して海上輸送を計画しておりますけれ

ども、この点につきましても、既存の航路事業

者と意見交換をさせていただいていると報告を

受けております。

【川崎委員】ぜひ、そこはしっかりと協議を進

めていただいて、協力体制の下に輸送計画を進

めていただきたいと思います。

空港に到着をして、さあ、今からＩＲに行く

ぞと、このような思いで多くの方がお越しいた

だくわけでありますが、空港に降り立ってから、

現地に到着する、そこの空間、つまり、待ちス

ペース、あるいは船の快適性、こういったこと

についても、おもてなしとしては大変重要なも

のだと思います。

そういった中で、空港にある旅客ターミナル

も整備をするということは整備計画の中にも示

されておりましたので拝見をいたしましたが、

いま一度、旅客ターミナル、そして船そのもの、

先ほど遊覧そして高速という考え方がありまし

たが、おもてなしの一環として、旅客ターミル、

船、こういったことについて、今どのような計

画なのか、お尋ねをいたします。

【小宮ＩＲ推進課長】海上輸送の船舶につきま

しては、現在、長崎空港とハウステンボス間を

約 50 分で運航いたしておりますけれども、こ
ちらを 30 分で運航できるような高速船を用意
することとしております。この高速船について

は、60 名定員の船舶と 130 人乗りの船舶の 2
種類で運航するという計画でございます。

また、遊覧船については、約 70 分をかけて
大村湾を周遊してＩＲと行き来をするというこ

とで、こちらも 200人から 250人乗り、定員を

予定いたしております。

また、ターミナルにつきましては、ＩＲ事業

者で整備をする計画となっておりますけれども、

川崎委員ご指摘のとおり、ＩＲを目的に長崎空

港に到着される方々に対し、まさに長崎空港は

空の玄関口となりますので、旅客ターミナルで

ＩＲを擬似的に体験できるようなブースを設け

るなど、最先端技術でＩＲの施設等を体感でき

るようなものを用意していただくような計画に

なっているとお聞きをしております。

また、高速船ではちょっと難しいかもしれま

せんけれども、遊覧船は 70 分の航行時間があ
りますので、客室内においてモニターでＩＲ施

設の紹介をするとか、少しわくわく、どきどき

するような演出も必要になってくるかと思いま

すので、今後、ＩＲ事業者とも調整を図ってま

いりたいと考えております。

【川崎委員】前、例えを申し上げたかもわかり

ませんが、東京のディズニーランドに行く時に、

ＪＲの近くの駅で降り立った後に、トラムがあ

って、その瞬間にディズニーランドにいざなう

雰囲気といいますか、おもてなしがあって、そ

こから世界が変わってくるというところが非常

に印象に残っております。そういったところか

ら、ぜひ空港に降り立って、その瞬間に楽しみ

が始まるというところは十分心を砕いて計画を

進めていっていただきたいと思います。ＩＲは

以上です。

次に、ＭａａＳについて、お尋ねいたします。

前回もお尋ねをいたしましたが、構築の進捗状

況について、お尋ねいたします。

【浦政策企画課長】ＭａａＳについてのお尋ね

でございますけれども、これまで、令和 2年度
に長崎県ＭａａＳ導入推進協議会を立ち上げま

して、7 回実施してまいりました。また、本委
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員会においても、令和 4年度の当初予算におい
て、ＭａａＳ導入のための補助金の予算につい

ても計上させていただいているところでござい

ます。

そうした中、本年 4 月 27 日に、民間主導で
長崎県ＭａａＳ実行委員会というものが設立さ

れております。委員長として、県内では長崎バ

ス様、併せて同じ委員長としてＪＲ九州様が含

まれておりまして、事務局はＪＲ九州が担って

いるという状況でございます。

この実行委員会が主体となりまして、今年夏、

8 月頃には実際に本格的に動き出すということ
で、例えば、県内の各交通事業者の一日乗車券

のようなデジタルチケットをＭａａＳを活用し

て販売するような予定を今、組んでいるところ

でございます。

【川崎委員】これはたしかＩＲが計画された時

に、ＭａａＳの検討がスタートしたと思います。

ＩＲはもう少し時間がかかるかとは思いますが、

ＩＲがスタートした時にＭａａＳ機能が十二分

に発揮できるように、その手前で構築をできる

ように進めていっていただきたいと思います。

これも前回の委員会でお話をしましたが、や

はり鉄道のように定時性が大変高く保たれる乗

り物については十二分に機能するんだろうと思

っていますが、道路を走るバスあるいは路面電

車、船も環境によってどうなのかわかりません

けれども、いわゆる定時性について、ちょっと

落ちてしまうというところについては、今現在、

どこをどう航行しているのか、運行しているの

かということについて、情報を収集するという

ことは非常に大事なんだろうと思います。そこ

に行ったけれども、バスが来ないと。行ってし

まったのかな、いや違う、ひょっとしたら 30
分も遅れているのかなと、そういったところが

観光のお客様は非常に不安になってこようかと

思います。そういった中、ぜひバスロケーショ

ンシステムについては同時に導入すべきである

と、こうお話をさせていただきました。

地域振興部ですけれども、交通政策課が今次

の補正予算で、新型コロナウイルス感染症に係

る交通事業者に対する支援対策という事業のう

ちに、公共交通機関環境整備等支援事業 9,000
万円を計上されております。恐らく、こういっ

たところは一つバスロケの導入のチャンスなん

だろうと思いますが、このあたりは連携はされ

ていますでしょうか、お尋ねいたします。

【浦政策企画課長】ただいま委員からご紹介が

ありました公共交通機関環境整備等支援事業に

つきまして、補助の対象の一部にデジタル化等

の利用促進策ということが入っておりまして、

ただいまご質問のありましたバスロケについて

も補助の対象になり得るということで、交通政

策課とはやり取りさせてもらっております。

ただ一方、現在、交通政策課の方で、各事業

者に今回の補助金についての見通しを聞いてい

るということでございますが、事業者の聞き取

りの内容としては、今回、補助対象期間という

のが非常に限られるということですので、長中

期の事業計画を要するようなバスロケについて

は、事業者としては、事業構築はなかなか今回

の補助金の中では難しいのではないかというよ

うなご意見をいただいているということでお聞

きしております。

ただ、今お話があったように、利用者の利便

性向上につながるものでもございます。一方で、

バス事業者の積極的な取組が不可欠であると考

えておりますので、今後とも交通政策課とも連

携しながら、利便性の高いＭａａＳの導入に努

めてまいりたいと考えております。



令和４年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２１日）

- 54 -

【川崎委員】恐らく、そうなんだろうと私も思

っていました。聞くと、今年度に仕上げないと

いけないと。大がかりな設備投資なんですよ。

チャンスとは思いつつも、一方では、なかなか

この期間じゃ難しいなと。だから、これは交通

政策課に言う話なんでしょうけれども、この辺

は事業の構築に当たっては、よくよく連携をし

て、せっかく地方創生臨時交付金で構築をして

いったものの、現実的にどうなのかということ

を考えると、ちょっとチャンスを逸したな、あ

るいは構築の仕方を、もう少し中長期的にと今

おっしゃられましたけれども、現実的に考えて

いっていただきたいと思っているところでござ

います。

これは何としても導入をしてもらうことが必

要だと思いますが、事業者の人にしてみると、

恐らくバスロケを入れること、投資イコール売

上に直結するようなものではないと私は思って

いて、時刻表で検索するのに非常に便利であろ

うかもしれませんけれども、目的地に行くのは

１回であって、便利になったからといって運賃

を倍、3 倍払う人はいないわけで、そう考えて
いくと、このシステムの投資には二の足を踏み

がちなんだろうと思うんです。そこをどう促し

ていくかというところ、全体でＩＲに向けて、

いろいろな環境を整えていくというところは、

やはりもう知恵出しなんだろうと思っています。

協力をいただきながらということになると思い

ますが、ぜひそこは何としても具現化をしてほ

しいと思うんです。それに向けてのお考え、ぜ

ひお聞かせいただきたいと思います。

【浦政策企画課長】私どもはＭａａＳの導入を

推進する担当所属でございます。ただ一方で、

ＭａａＳの推進に当たっては、これは持続可能

な地域公共交通のネットワークをつくるという

ことが目的でありますので、利用者の利便性向

上にはしっかり取り組んでいく必要があると考

えております。

また一方で、ＭａａＳについても、これは実

行委員会の中でも、導入が目的ではないという

議論がよくあっています。導入が目的ではなく

て、それを各事業者の皆さん、各利用者がしっ

かり活用していくことで、持続可能な交通網が

できるというお話もあっていますので、そうい

う視点を持って、引き続き、必要な働きかけ等

については、関係部局と連携しながら行ってま

いりたいと考えております。

【北村委員長】 ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】ほかに質問がないようですので、

企画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。

― 午前１１時４７分 休憩 ―

― 午前１１時４７分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画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、6月23日（木
曜日）は、午前10時から委員会を再開し、地域
振興部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１１時４８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４年６月２３日

自  午前１０時００分

至  午後 ３時３２分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 北村 貴寿 君

副委員長(副会長) 赤木 幸仁 君

委 員 田中 愛国 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 一三 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

地域 振興部 長 早稲田智仁 君

地域振興部政策監
(離島・半島・過疎対策担当)

渡辺 大祐 君

地域振興部次長 坂野花菜子 君

地域振興部次長
兼交通政策課長

小川 雅純 君

地域振興部参事監
(県庁舎跡地活用担当)

坂田 昌平 君

地域づくり推進課長 宮本浩次郎 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当)

山下 公誉 君

市 町 村 課 長 大塚 英樹 君

土地 対策室 長 兼武  寛 君

新幹線対策課長 峰松 茂泰 君

県庁舎跡地活用室長 鯨臥 富生 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時００分 開議 ―

【北村委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

これより地域振興部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から4月の人
事異動後、これまでの委員会に出席がなかった

新任幹部職員の紹介がありますので、これを受

けることといたします。

【早稲田地域振興部長】 おはようございます。

本日、出席しております幹部職員のうち、4
月1日付けで発令がありました職員を紹介させ
ていただきます。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【北村委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【北村分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。

地域振興部長より、予算議案及び予算に係る

報告議案の説明を求めます。

【早稲田地域振興部長】地域振興部関係の議案

についてご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」及び「予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料（追加1）」をお開き願います。
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今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予
算（第3号）」のうち関係部分、第85号議案「令
和4年度長崎県一般会計補正予算（第5号）」の
うち関係部分、報告第4号 知事専決事項報告

「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第23
号）」のうち関係部分、報告第19号 知事専決

事項報告「令和4年度長崎県一般会計補正予算
（第2号）」のうち関係部分であります。
はじめに、第69号議案「令和4年度長崎県一

般会計補正予算（第3号）」のうち関係部分に
ついてご説明いたします。

令和4年度当初予算は、知事選挙の関係によ
り、いわゆる骨格予算であったため、今回の補

正において「新しい長崎県づくり」の推進に向

け、必要な経費を計上しております。

歳入予算は、合計で2億1,091万4,000円の増、
歳出予算は、合計で5億1,205万5,000円の増と
なっております。

2ページをご覧願います。
歳入予算の主な内容は、特定有人国境離島地

域社会維持推進交付金及び地籍調査費負担金で

あり、このうち特定有人国境離島地域社会維持

推進交付金は、他部局で歳出予算を計上した事

業に対応するものであります。

歳出予算の主な内容については、本県出身者

をターゲットとした効果的な情報発信を行い、

より一層のＵＩターンを促進するための経費や、

都市部住民と地域をつなぐ仕組みづくり等を通

して、より多くの人材・企業を県内に呼び込み、

関係人口を創出・拡大するための経費、新たな

雇用を創出し地域貢献に資する事業拡大を支援

する経費等を計上いたしております。

また、航空対策費として、離島住民の生活に

必要な離島航空路線の安定的確保を図るための

支援に要する経費を計上いたしております。

続いて、3ページをご覧願います。
県庁舎跡地における賑わい・交流の場の創出

に向け、活用策の検討や先行的な賑わいづくり

等を推進するための経費及び債務負担行為とし

て、県庁舎跡地の運営支援・調査検証業務に係

る令和5年度に要する経費を計上いたしており
ます。

続いて、「予算決算委員会総務分科会関係議

案説明資料（追加1）」をご覧願います。
第85号議案「令和4年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち関係部分についてご説
明いたします。

今回の補正予算は、国において決定された「コ

ロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急

対策」等に適切に対処するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。

歳出予算は、合計で13億9,363万円の増とな
っております。

2ページをご覧願います。
その内容としましては、新型コロナウイルス

感染症による影響や燃料費高騰により厳しい経

営状況にある公共交通事業者への支援、並びに

公共交通機関のデジタル化や感染防止などの環

境整備への支援に要する経費、新型コロナウイ

ルス感染症等により利用者が落ち込んでいる国

内定期路線等の早期回復に向けた各航空会社の

利用促進策等を支援するための経費を計上いた

しております。

恐れ入りますが、「予算決算委員会総務分科

会関係議案説明資料」にお戻りいただき、3ペ
ージをご覧願います。

次に、報告第4号 知事専決事項報告「令和3
年度長崎県一般会計補正予算（第23号）」のう
ち関係部分についてご説明いたします。
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これは、先の3月定例会の予算決算委員会に
おいて、専決処分により措置することについて

あらかじめご了承いただいておりました、令和

3年度予算の補正を、令和4年3月31日付けで専
決処分させていただいたもので、関係部分につ

いて、その概要をご説明いたします。

4ページになりますが、歳入予算は合計で5億
426万7,000円の減、歳出予算は合計で10億
6,427万5,000円の減となっております。
歳入予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

国庫支出金の主なものは、特定有人国境離島

地域社会維持推進交付金4億2,291万9,000円の
減であります。

歳出予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

総務管理費の主なものは、跡地活用検討経費

342万円の減であります。
企画費の主なものは、生活航路改善対策事業

費2億8,544万1,000円の減、国境離島創業・事
業拡大等支援事業費1億2,131万8,000円の減で
あります。

5ページをご覧願います。
市町村振興費の主なものは、長崎県市町財政

資金貸付費2,100万円の減であります。
選挙費の主なものは、知事選挙市町村交付金

9,012万5,000円の減であります。
次に、報告第19号 知事専決事項報告「令和

4年度長崎県一般会計補正予算（第2号）」のう
ち、関係部分についてご説明いたします。

これは、県議会議員補欠選挙（壱岐市選挙区）

を緊急に実施する必要が生じたため、所要の経

費について地方自治法第179条の規定に基づき、
令和4年5月27日付けで専決処分させていただ
いたものであります。

補正予算は、歳出予算で、合計1,957万1,000
円の増であります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

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。

【北村分科会長】 次に、地域づくり推進課長

より補足説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】 これから、6月補
正予算の概要を説明いたしたいと思いますけれ

ども、表紙に「総務分科会補足説明資料（令和

4年度6月補正予算概要）」、その下にまた「（令
和4年度6月補正（追加）予算概要）」とある資
料をお手元にご準備ください。これに基づきま

して説明させていただきます。

1ページは、地域振興部の6月補正関係の予算
の総括表となっております。

2ページから5ページまでが地域づくり推進
課の事業になりまして、今から4つの地域づく
り推進課の事業について説明させていただきま

す。

2ページの上の方に事項名、ながさきＵＩタ
ーン魅力発信事業、予算額1,918万8,000円でご
ざいまして、事業概要、潜在的な移住予備軍で

ある本県出身者、あるいは子育て世代をターゲ

ットとして効果的な情報発信を行うことで、Ｕ

Ｉターンのより一層の促進を図ることとしてお

ります。

事業内容のところに3つありますけれども、1
番目、Ｕターン促進キャンペーン。これにつき

ましては県・市町による移住相談会、あるいは

就職フェア等を秋頃に集中して開催して、イベ

ント情報、Ｕターン促進助成制度を発信するホ

ームページの方も作るようにしておりまして、

そういったプロモーションを市町と連携して実
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施してＵターンにつなげていきたいと考えてい

るものでございます。

2番、子育て世代向けの情報発信の強化。県
内市町の子育てに関する支援制度、あるいは子

育て環境など、情報を充実させて、これも発信

していきたいと思っております。

3番目、WEB広告、SNS。そういったキャン
ペーンや子育て支援の情報を充実させた上で、

より多くの人に情報を届けるということで、

WEB広告等を実施することとしております。
3ページをお開きください。
事項名といたしましては、地域と関わる関係

人口創出事業費2,312万1,000円でございまし
て、事業目的、都市部企業等のリモートワーク、

ワーケーションの県内受入を促進するとともに、

都市部住民と地域をつなぐ仕組みづくり等を通

して、より多くの人材・企業を県内に呼び込み、

関係人口の創出・拡大を図っていきたいと考え

ております。

具体的には、1番、都市部へ向けたプロモー
ション、マッチングイベント・ツアーといった

ことを開催したいと思います。

2番といたしましては、オンラインコミュニ
ティの構築ということで、将来的な移住につな

げるために、長崎に興味・関心のある県外の人

と、県内の既に活躍されているプレーヤーとの

オンラインのコミュニティを構築して、ワーケ

ーションモニターイベント、あるいはオンライ

ン交流会を実施していきたいと考えております。

4ページでございます。
事項名といたしましては、移住・創業・地域

貢献支援事業費、予算額1億111万1,000円のう
ち、今回の6月補正分といたしましては、地域
貢献事業1億円、この内容としましては、半島・
過疎地域で地域産業の振興に資する事業などで、

新たに雇用を創出する事業者への事業支援とい

うところになっております。

5ページをご覧ください。
事項名といたしまして、地域コミュニティ活

力向上促進事業費1,660万6,000円でございま
すが、地域コミュニティの維持・活性化のため、

まちづくりを担う市町の取組を支援するととも

に、地域づくりの人材ネットワークづくりや情

報発信等により、活性化に向けた新たな活動を

促進していきたいと考えております。

具体的には、1番の集落対策研修会、あるい
は2番の集落維持対策補助金、それから3番、昨
年度、いい取組を作ったものを冊子にしており

ますのでそれのＰＲ、そして、4番としまして
地域づくりプラットフォーム構築事業というこ

とで、主に半島地域において地域づくりの人材

の掘り起こし、人と人とのマッチングで地域活

性化を促すプラットフォームを構築していきた

いと思っておりまして、そういったネットワー

ク化を促進して、新たな活動を創出していきた

いという事業でございます。

私からの説明は、以上でございます。

【北村分科会長】次に、次長兼交通政策課長よ

り補足説明を求めます。

【小川次長兼交通政策課長】続きまして、総務

分科会補足説明資料6ページから8ページに、同
様に概要を計上させていただいておりますが、

9ページにポンチ絵で整理をさせていただいて
おりますので、そちらの方で今回の経済対策補

正分を説明させていただきます。

県内の公共交通機関は、地域住民の生活の移

動手段として重要な役割を担っており、新型コ

ロナウイルス感染症の影響下で、利用者が低迷

する中においても運行を継続しておりますが、

引き続き輸送人員が回復しておらず、加えて原
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油高騰の影響により経費が増加しているため、

交通事業者の経営状況はさらに厳しい状況とな

っております。

今後も引き続き、住民や来県する観光客の移

動手段としての役割を果たしてもらうとともに、

事業を継続してもらうため、今回、3つの事業
を補正予算案として計上しております。

事業の概要でございますが、上部左側に記載

しております公共交通事業継続緊急支援事業に

なります。こちらは、地域公共交通事業者にお

ける感染防止対策を講じながら事業を継続する

取組を支援するもので、対象事業者は県内に本

社または支社を置く定期路線バス事業者、貸切

バス事業者、旅客定期航路事業者、地域鉄軌道

事業者、離島航空路事業者、タクシー事業者、

自動車運転代行事業者で、各交通事業者の車両

当たりの単価は記載のとおりでございます。予

算額は12億1,613万円でございます。
次に、上部右側に記載している公共交通機関

環境整備等支援事業でございますが、県内の公

共交通機関において、ポストコロナを見据えた

利用促進策や新型コロナウイルス感染症などの

感染防止対策のための環境整備に係る経費への

支援を実施するもので、予算額は9,000万円でご
ざいます。

最後に、下部に記載しております県内空港活

性化推進事業につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により運休・減便している県

内空港発着の国内定期航空路線を早期に回復さ

せるため、各航空会社などが行う広報やプロモ

ーションなどの利用促進事業などを支援するも

ので、予算額は8,750万円でございます。
なお、本3事業につきましては、国のコロナ

禍における原油価格・物価高騰対応分の臨時交

付金を活用することとしております。

続きまして、総務分科会補足説明資料10ペー
ジで概要を計上させていただいておりますが、

これも11ページの方にポンチ絵の資料を付け
ておりますので、そちらの方でご説明をさせて

いただきます。

離島航空路線の維持・確保についてでござい

ます。

オリエンタルエアブリッジ社の保有するＱ

200型機（39席）が、導入から20年が経過し、
構造的寿命を迎えることから、現行機材の後継

機としてATR42－600型機（48席）2機を令和4
年度から順次購入することとし、離島航空路線

を維持していくこととしております。

資料の中段、ATR導入計画でございますが、
後継機のATR42型機について、1号機を令和4
年度に、また、2号機を令和5年度に購入した上
で、パイロット等の訓練を行いながら、令和5
年度後半から1号機を就航、令和7年度からは
ATR2機体制での運航を目指しております。
資料の右側、支援スキームでございますが、

機材更新経費については、ATR型機2機の導入
に係る経費の見込みでございます。機体2機と
予備エンジンなど、当初備えるべき予備部品な

どとして、これらハード部分に係る費用は約56
億円を予定しております。

その下のソフト費用でございますが、パイロ

ットや整備士等の訓練経費やシステム改修費用

などとして約12億円を見込んでおり、ソフト・
ハードの費用を合わせますと、機材更新に係る

費用は全体で約68億円を予定しております。
このように、機材更新には多額の費用を要す

る見込みであり、オリエンタルエアブリッジ社

だけで負担することは困難でありますことから、

離島航空路線の維持・確保を図るため、昨年度、

長崎県離島航空路線再生協議会のご意見を踏ま
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えて、県と地元市で支援を行うこととしており

ます。負担割合につきましては、記載しており

ますように、先ほどご説明いたしましたハード

費用について、国と県で45％ずつ、また、ソフ
ト経費について、3分の2を地元3市で支援する
こととしております。

資料の下段、予算額でございますが、現行機

及び後継機の導入につきまして、減価償却期間

に合わせた支援を行うこととしており、令和4
年度はATR機の約5,700万円と現行機Ｑ200の
約1億2,700万円、合わせて1億8,400万円を計上
しております。

離島航空路線の維持・確保についての説明は

以上でございます。

ご審議いただきますよう、よろしくお願いい

たします。

【北村分科会長】次に、県庁舎跡地活用室長よ

り補足説明を求めます。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】県庁舎跡地活用に

関しまして補足説明をさせていただきます。

今回、県庁舎跡地活用検討経費といたしまし

て、8,586万1,000円の補正予算を計上いたして
おりますが、まず、その前提となります県庁舎

跡地整備基本構想案についてご説明をさせてい

ただきたいと存じます。

右上に資料1、上部に「予算決算委員会総務
分科会補足説明資料 県庁舎跡地活用室」とあ

り、表題が「県庁舎跡地整備基本構想案につい

て」という資料をご覧ください。

昨年9月に取りまとめました基本構想の素案
に対する県議会におけるご議論をはじめ、パブ

リックコメントのご意見等を踏まえながら、内

容の精査を行いまして、今般、基本構想案を取

りまとめました。

この基本構想案には、素案における賑わいの

創出につながる「広場」、歴史や本県の魅力を

伝える「情報発信機能」のほか、県警本部跡地

における産学官等の連携を含む「交流支援機能」

などを効果的に配置し、段階的な整備を推進し

ていくとの基本的な考え方をもとに、県議会や

関係者の皆様からのご意見を踏まえまして、利

活用の具体的なイメージや今後の整備・運営に

おける留意点を盛り込んでおります。

この基本構想の内容につきまして、こちらの

資料2「県庁舎跡地整備基本構想（案）の概要」
と書かれております横の資料の方でご説明をさ

せてください。

今回、県議会の皆様や関係の皆様からいただ

いたご意見等を踏まえまして、3つの機能の利
活用のイメージや、今後の整備・運営における

留意点などを素案に追加いたしておりますが、

基本的な考え方というのは素案の時と変わりは

ございません。今回、追加した内容を赤字にし

ておりますので、そこを中心にご説明をさせて

いただきます。

まず、1ページ目でございますけれども、冒
頭の四角の中に、この基本構想が①利活用にお

ける基本的な考え方と、②そのために必要な機

能をまとめたものであること、そして、具体的

な建物の規模や配置、デザインなどについては、

今後の暫定供用による利用状況等を踏まえて整

理していくということを明記いたしております。

ページをおめくりいただきまして、2ページ
目の検討経過、3ページの基本理念と利活用の
基本的考え方、そして4ページ目の整備する機
能につきましては、追加内容はございません。

5ページに入ります。この5ページでは、「広
場」の利活用イメージを追加しております。

安全面にも配慮した子ども達が自由に遊べる

空間、演奏会など音楽に親しめる空間などにつ
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いて追加をしております。

次に、6ページをご覧ください。
こちらの方には、情報発信機能をまとめてお

ります。上段の先端技術等を活用した利活用の

イメージとして、2つの世界遺産の効果的なガ
イダンスなどを、下段のまちなかへの回遊や県

内周遊につなげるための情報発信のイメージと

して、県内の食の魅力や特産品の紹介などを追

加しております。

次に、7ページをお願いします。
若者や女性、ＮＰО等の多様な交流を促進す

るための「交流支援機能」についての記載とな

りますが、多様な人材が集い、新たなつながり

を作る場や、先進事例のノウハウ等を紹介し、

活動の輪を広げる場などのイメージを追加して

おります。

続きまして8ページをご覧ください。
交流支援機能のうち、産学官等の連携による

オープンイノベーションの推進についての記載

になりますが、こちらには大学や企業等による

共同研究を推進する場や大都市圏のイノベーシ

ョン拠点とつながる場などを追加しております。

次の9ページから10ページにつきましては、
バスベイや石垣、旧第三別館についての記載で

ありますが、10ページの一番下、旧第三別館の
利活用に関する提案例として、被爆遺構という

こともあり、平和への思いを深める場、世界遺

産等の情報発信や海外を含めた多様な人材の交

流を支援する場を追加いたしております。

11ページと12ページのパース図につきまし
ては、変更はございません。

次に、13ページをご覧ください。
こちらは、機能配置の検討の視点に関する記

載でございます。下の方になりますが、利用者

の利便性を踏まえた、バスベイ・待合所等の在

り方、周辺エリアの開発との連動、民間活力導

入の動向を追加いたしております。

続きまして、14ページをご覧ください。
留意点についての記載でありますが、まずは

上段の上質な空間整備といたしまして、機能全

体について、バリアフリーやユニバーサルデザ

インの視点を持つこと、中段の効果的な情報発

信について、関係人口の拡大や将来の移住定住

につながるようなコンテンツ等の工夫・運用、

下段の周辺エリアの開発との連動について、周

辺エリアのまちづくりの動きにも留意した利活

用の推進を図ることを追加いたしました。

次の15ページの整備・運営手法につきまして
は、追加内容はございません。

最後に16ページでございます。
今後の進め方についての記載でございます。

こちら、一番上の大きな赤字のとおり、今後、

暫定供用を開始しまして、その利用状況等の検

証を踏まえて設計・整備を進めてまいりたいと

考えております。

中段の図の一番上の全体ロードマップという

ところをご覧ください。今後につきましては、

基本構想に基づき、まずは整地など広場をオー

プンスペースで活用できる整備を進め、速やか

に賑わいの場を創出しながら、利用状況等を検

証し、令和6年度以降、各施設などの整備・設
計を検討していくことといたしております。

基本構想案のご説明は以上とさせていただき、

引き続きまして、6月補正予算に関してご説明
をさせていただきます。

資料戻りまして大変恐縮でございますけれど

も、総務分科会補足説明資料の13ページをお願
いいたします。

予算は、ハードとソフトの2つに分かれてお
りまして、1の暫定供用に係る整備費用といた
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しまして6,188万1,000円を計上させていただ
いております。跡地全体を4つの工区に区分い
たしまして、段階的に舗装やフェンスの設置等

を進め、可能な部分から暫定供用を行いまして、

早くから賑わいを創出してまいりたいと考えて

おります。

なお、※印にございますとおり、瓦礫の撤去

や残存物の解体等の経費は、令和4年度の当初予

算で措置済みでありまして、中段の表にまとめ

させていただいております。

14ページをご覧ください。

こちらは、全体を4つの工区に区分しておりま

す。左下のピンク色で囲っております第二別館

跡につきましては、既に供用を開始しておりま

す。

まずは、敷地右側の上の方、第2工区の本庁
舎正面玄関跡付近を整地いたしまして、一定の

舗装を行うとともに、下の方、緑色で囲ってお

ります第一別館跡付近の下側半分ぐらいのスペ

ースにつきましても、砂利敷きではございます

が、秋頃を目途にオープンスペースとして暫定

供用を実施できますよう整備を進めてまいりた

いと考えております。

なお、中央部の広い第3工区と右下の青い第4
工区につきましては、年度内の整備を予定して

おりまして、緑色の第1工区につきましても、
砂利敷きから舗装を施したいと思っております

ので、冬場以降、再び工事に入る予定となって

おります。

それでは、大変恐縮ですが、13ページにお戻
りいただきまして、次に2番の暫定供用におけ
る運営、調査・検証業務委託についてご説明を

させていただきます。

予算の計上額は、令和4年度が2,398万円、暫
定供用が本格化する令和5年度につきましては

2,948万円の債務負担額を計上させていただい
ております。

業務内容につきましては、1つ目として暫定
供用を円滑に推進するための運営支援、2つ目
として暫定供用期間中の賑わいづくりに向けた

自主イベント等の実施と跡地を活用して賑わい

を創出してくださる活動主体の皆様への支援、

3つ目として暫定供用期間中の利用状況等の検
証とその後の設計・整備に向けた提案などとな

っております。

本業務の推進におきましては、まちづくりや

広場などへのノウハウを有し、地域の持続的な

活動を大切にする委託先を選定いたしまして、

賑わいの創出と本格整備に向けた材料集めとい

うものをしっかりと進めてまいりたいと考えて

おります。

以上、ご説明させていただきました業務、合

わせて8,586万1,000円を計上させていただい
ております。

以上で説明を終わらせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【北村分科会長】 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

（政策的新規事業）」について説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】「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」で、本分科会に提出して

おります政策的新規事業の計上状況についてご

説明します。資料は、縦の2枚もので、表紙が1
枚、中身が横で1枚付いている分でございます。

1ページをお開きください。
地域振興部の事業につきましては、地域と関

わる関係人口創出事業と地域コミュニティ活力

向上促進事業費の2事業を記載しております。
各事業の計上額につきまして、予算編成過程
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におきまして、事業内容等を精査した上で、予

算案として計上した額を記載しております。

以上でございます。

【北村分科会長】 以上で説明が終わりました。

これより、予算議案及び予算に係る報告議案

に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【川崎委員】 おはようございます。

予算議案、公共交通事業者への支援について

お尋ねいたします。

公共交通事業継続緊急支援事業費12億1,613
万円ですが、まず、支援の構築に当たって、コ

ロナ禍による減収に対する支援並びに燃料高騰

に対する支援、このような説明がございました

が、この内容はどういった割合で構成されてい

るのかお尋ねいたします。

【小川次長兼交通政策課長】今回の公共交通事

業継続緊急支援事業の内容というご質問でござ

いますが、今回の予算額12億1,613万円のうち、
コロナ禍における減収に伴う各交通事業者への

事業継続に当たっての固定経費等への支援額、

これが約5億2,040万円ということで約42.8％
を占めております。

燃料費高騰による各交通事業者の負担額の増

加に対する支援というのが約6億9,573万円で、
全体の57.2％という状況になってございまして、
交通モードごとの内訳といたしましては、乗合

バスにつきまして3億5,880万円、貸切バスにつ
きまして1億1,613万円、鉄軌道につきまして
4,320万円、航路につきまして3億7,440万円、
航空路につきましては1億7,860万円、タクシー
事業者につきましては1億3,500万円、運転代行
事業者におきましては1,000万円という額を計
上いたしておりまして、このうち、例えば乗合

バスでございますが、先ほど予算額として3億

5,880万円というお話をさせていただきました
が、バス事業者における3億5,880万円の内訳と
いたしましては、固定経費等への支援が約1億
4,950万円、燃料費高騰への支援が約2億930万
円ということで、大体大まかに約4割が固定経
費への支援、6割が燃料高騰対策への支援とい
うような形で構成をさせていただいているとこ

ろでございます。

【川崎委員】かなり燃油の方に割合を割いてい

ただいているということでございます。まだま

だ下がる見込みが見えないというか、そういっ

た状況においては、今回もご支援いただきまし

たけれども、引き続き、状況を見ながら、ぜひ

継続した支援をご検討ください。

先ほど、総額についてはお知らせいただきま

したが、この乗り物の業種別といいますか、単

価についてはどう設定をされたのかお尋ねいた

します。

【小川次長兼交通政策課長】それぞれの公共交

通事業者ごとに、まず固定経費と感染防止対策

ということで年間所要額を出しまして、そのオ

ミクロン株の影響期間ということで、3か月分
として4分の１という形で出しております。
例えば乗合バスでいきますと、年間の固定経

費等の支援というので40万円、その4分の1とい
うことで10万円を設定いたしまして、あと燃料
費の高騰でございますが、この分につきまして

は過去3か年の平均の燃油の単価、それと直近
の令和4年2月から4月の3か月の平均単価の差
に年間使用量を掛けまして、それをバスの台数

で割り戻したという格好で、これが年間28万円
ほど1台当たりかかるため、年間所要額の2分の
1を今回支援させていただくということで14万
円を加算させていただきまして、1台当たり今
回24万円という形の支援にさせていただいて
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いると。他の交通モードも同様の形で算出をさ

せていただいているところでございます。

【川崎委員】 詳しくありがとうございました。

ぜひわかりやすいように、一覧を後ほどでもい

ただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。

次に、公共交通機関環境整備等支援事業費

9,000万円についてお尋ねいたします。デジタル
化などの利用促進に5分の4という高い補助率
を設定していただいておりますが、まず、この

公共交通に対するデジタル化、県が目指そうと

する姿、また事業者が取り組んでもらおうとし

ているものは、県としてどのように考えている

のか、お尋ねをいたします。

【小川次長兼交通政策課長】公共交通機関環境

等整備支援事業費についてでございますが、今

回の支援につきましては、今後のポストコロナ

を見据えたデジタル化等の利用促進を重点的に

推進していくということで予算を計上させてい

ただいておりまして、今、委員ご指摘の10分の
8の補助といいますのは、国の補助を受けて、
そこに県で上乗せをする場合が10分の8と。県
単独のデジタル化等の支援については10分の7
という形での補助率を設定させていただいてい

るところでございます。

ちなみに、国への上乗せ分につきましては、

現時点で国の方から内示を受けているもので、

例えばICカードの定期券自動更新機や無料
Wi-Fiの設置、多言語対応機能などの導入につ
いて取組をしていくものに、国庫補助に県費の

上乗せをして支援をしていこうというものでご

ざいます。

また、県単独の分の支援につきましては、例

えばスマートバス停とか、デジタルサイネージ、

多言語対応などの導入について支援をする想定

をしているところでございます。

【川崎委員】デジタル化をして利便性を高めて

いくということについては、全く異存はござい

ません。事業者さんもこのコロナ禍において、

投資もなかなか大変な状況かとは思いますが、

ぜひそこは意見交換を重ねて、こういった国が

支援をしていただけるタイミングに、しっかり

とデジタル化を合わせて推進していただければ

と存じますが、まず、この事業期間が今年度だ

と思います。恐らくそうでしょう。この設備や

機器導入に当たっては、今、半導体不足という

ことで、いろんなものに半導体が入っています

から、どんな分野も物が入ってこなくて大変苦

労されています。そう考えてみますと、今おっ

しゃったことについても恐らく影響があるんだ

ろうと思います。短期間に整備できないという

ことになってくると、せっかくの予算計上です

けれども、事業に取り組めないということも懸

念をされると思いますが、こういったところに

対して県はどのようなお考えをお持ちでしょう

か、お尋ねいたします。

【小川次長兼交通政策課長】事業期間につきま

しては、委員ご指摘のとおり、今年度中を想定

しております。本事業は、単年度で完了する事

業について支援を行いたいと思っておりますが、

事業者の事業期間が確保できるよう、県議会の

議決後、速やかに手続きを開始できるように準

備を進めてまいりたいと考えております。

その上で、事業を実施していく中で、半導体

不足の影響など不測の事態というのが出てきた

場合につきましては、その内容もお聞きしなが

ら、財源として活用しております臨時交付金の

繰越等含めてできないのか、国の方とも十分協

議を進めてまいりたいと考えております。

【川崎委員】恐らくそうなんだろうと思います。
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もう市中を回って聞きますけれども、大抵のと

ころはまともに物が入ってこないと言われてい

ますので、ぜひそこは柔軟に考えていただいて、

国とも連携を取っていただければと思います。

次に、知事専決事項報告で、資料の21ページ
にあります土地対策費10億4,634万1,000円の
件でお尋ねいたしますが、まず、ここに地籍調

査というところがございます。まず地籍調査に

ついて幾ら計上されていたのかお尋ねいたしま

す。

【兼武土地対策室長】 21ページの土地対策費
のうちの地籍調査に係る額につきましては、10
億625万2,000円となっております。
【川崎委員】 約10億円ですね。この約10億な
る額は、どのような予算確保状況になっている

のか、ここ数年で結構ですけれども、その推移

についてお尋ねいたします。

【兼武土地対策室長】地籍調査費の予算の確保

状況につきましては、まず国庫補助の配当、割

当ての見込み、各市町からの要望額に対して国

庫補助がどれだけ割当てがあるかという見込み

を立てまして予算を計上させていただいており

ます。国庫補助ベースでいきますと、平成30年
度から令和4年度までの5年間で大体5億2,000
万円から7億5,000万円の間で国庫補助額が推
移しております。

県費の負担を加えました県費の予算計上額ベ

ースでいきますと、7億8,000万円から11億
2,000万円というような間の額で推移をしてお
ります。これは各年度におきまして、各市の事

業量に差がありますことと、年度によりまして

国の補助金の割当率が若干変動しますものです

から、こうした変動を含んでいる額となってお

ります。

【川崎委員】少し差はあるものの、一定確保し

ながら調査を推進していっていると思いますが、

都市部においては、なかなかその進捗率が低い

ということはずっとこの議会でも指摘をされて

いるところでございます。

そういった中で1点お尋ねは、土地家屋調査
士などが測量して、所有者の立会いのもとに筆

界を確定する作業と承知をしております。この

時、立会いが実現をしなかった場合に、登記簿

と地図、これはどのように表示をされるのか、

お尋ねいたします。

【兼武土地対策室長】地籍調査におきましては、

所有者の立会いのもと筆界を確定して、その筆

界に基づいて測量を行い、正確な地図と所有者

や地番、地目などを記載した地籍簿というもの

を作りまして、最終的にこれを法務局に送付す

ることになります。

それで、法務局の登記官がそれらの資料に基

づきまして登記簿を書き換えていくのですけれ

ども、立会いが行われなかった場合は、登記簿

につきましては表題部という登記簿の部分があ

りますけれども、そこに「国調筆界未定」とい

うことで表示がなされます。法務局に備えつけ

の地図の方には、例えば地番の1番から5番まで
が筆界未定となりますと、地図の中に1番＋2番
＋3番＋4番＋5番、そうしたプラスの地番表示
がなされて、その1番から5番までの地図はそれ
ぞれの土地の区画ごとの線が入らない、一塊の

大きな土地の塊として表示されるようになって

おります。

【川崎委員】 大切な財産が、全部、立会いがで

きなかったことによって一まとめになって登記

をされると。自分の財産はどうなっているのか

というところが極めて問題だと思っています。

この調査も一生懸命やっておられると思います

けれども、安易に見切りをつけて終わらせてい
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るようなことがないのか、そこはしっかりとチ

ェックをしていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。

【兼武土地対策室長】地籍調査につきましては、

所有者の不立会いなどで筆界未定が生じないよ

うにということで、各市、地元の説明会とか、

現地の立会いにおいて、その地籍調査の重要性

を十分説明してご協力をいただくように努めて

おります。

実際に所有者の所在不明などにより立会いが

できずに筆界未定となることもございますけれ

ども、まず所有者の把握というのを十分にやる

ということが大切だということで、登記簿とか

住民票、それから戸籍などにより市町村は把握

に努めております。

そして、国土調査法が令和2年に改正になり
まして、所有者を把握するために固定資産課税

台帳なども地籍調査に使うことが認められるよ

うになりました。

また、遠方にお住いの方、遠くから立会いに

出てくることはなかなかかなわないものですか

ら、そうした方々については、法改正により、

図面とかを送って、そこで確認していただくよ

うなこともできるようになっておりますので、

各市そういった制度も活用しながら、不立会い

による筆界未定が出てこないように努力してい

ただいているところです。

【川崎委員】できる限りのことはやって、今ま

でできなかった法改正をやりながら、税の方と

の連携もという説明でありましたが、一生懸命

やっていただいていて、ぎりぎりのところまで

取り組んでいただいているとは思うものの、や

はり自分の財産がしっかり確定ができないとい

うことについては大変重要なことだと、問題だ

というように思います。その点、自分の意思に

反して境界が確定されない、こういった事案が

長崎市にはかなり多いと伺っております。土地

の売買や賃貸、さらに投資、こういったことが

全く進めることができないという状態に陥って

いるわけでありますが、法に基づいて作業なさ

っているということは承知しているものの、県

は国に対してどのような対策を講じているのか

確認をし、その対策についてお尋ねをしたいと

思います。

【兼武土地対策室長】国を含めた対策でござい

ますけれども、先ほど申しました固定資産課税

台帳による所有者の対策であるとか、郵送によ

る筆界確認、それに加えまして、令和2年の法
律の改正では、筆界案の公告という制度が導入

されております。これは、ある土地の所有者が

所在不明の場合、共有名義であれば全員の、相

続とかで相続人が何人もおられるようなところ、

この全員の所有者がおられないような場合、そ

の土地につきましては、法務局と協議の上、既

に作られている客観的な資料、地籍測量図とか、

そういった資料をもって筆界案というのを作り

まして、これを20日間公告すると。そして、そ
こで意見が出てこなかったということであれば、

その筆界案をもって調査を進めていくことがで

きるということで、所有者が所在不明の場合で

も実際に調査を進めていけるような法改正がな

されております。

また、この場合、相続人が何人もおられて、

実際に一人でも所在がはっきりしている方がお

られたら、その人の確認だけで筆界案を作って

公告できるということで、所有者の所在不明に

対する対応も法律の方は整備されてきておりま

すので、各市ともこうした新しい手法も活用し

ながら調査を進めていけるように、我々も研修

等で市町を支援しているところであり、引き続
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き行っていきたいと思っております。

【川崎委員】今おっしゃった対策、国も重要な

こととして様々な法改正も行いながら進めてい

るということは承知をしておりますが、今、研

修ということもおっしゃいましたけれども、も

っともっと積極的に取り組んでいただいて、こ

ういった手法で筆界が未定なところについては

可能になってくるということから、踏み込んだ

形で財産の保全というか、そういうところにし

っかりとお力をいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【吉村委員】今の地籍調査だけどさ、大体長崎

市と佐世保市が遅れているのだものね。ほかの

ところはそう問題ないんだけど。

今、筆界案の提案とか、そういうことも出た

んだけど、それは所在不明の場合はそういうこ

とができるんだろうけど、佐世保市なんかでも

市街化区域は、市の中心部はできないのよ、ど

んなやっても。そういう状況をどのように打開

していくかというのが、あんまり具体的な策が

ないなと思って悩むんだけど、長崎市と佐世保

市の中心部の確定率は、ここ数年どれくらい進

んでいるんですかね。わかるかな。

【北村分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時５２分 休憩 ―

― 午前１１時 ４分 再開 ―

【北村分科会長】 分科会を再開いたします。

【兼武土地対策室長】お尋ねいただきました長

崎市、佐世保市の旧市ごとの進捗率でございま

すけれども、最新の数字を今持ち合わせており

ませんので、午後から、わかり次第お知らせを

したいと思っております。よろしくお願いしま

す。

【吉村委員】なかなかそこら辺、聞いたものの

ね、私もすぐすぐ数字が出るものとは思ってい

ないので、調べてみてください。

ただ、この2つの大きな都市の中心部という
のは、進捗率は非常に低いというのだけが大体

肌で感じ取れるところ。佐世保市もずっとやっ

ているけど、中心部は進まないのよ、全然。で

も、これが、いわゆる県は主体となってやると

ころじゃないのよね。市町が主体となってやる。

そして計画を立てる。10年計画と言ったんだけ
ど、そこら辺の中身について、市町が立てた10
年間の計画、それを県が了承して事業を進める

ということに組み立て上はなっているみたいな

んだけど、そこら辺はいかがですか。

【兼武土地対策室長】 各市が10年計画を立て
て取り組むこととなっておりますけれども、中

身については、基本的には各市が優先するとこ

ろを順次やっていただくという形になっており

ます。

【吉村委員】 そうなのよね。そうなので、県が

許可をするというか、認可をするというか、そ

れでその10年計画というのを途中でローリン
グして見直しをするということができないのか

という話をしたんだけど、「県がですね」と言

ったりするわけよ。そこら辺、例えば市町が3
年とかで見直しをかけて、新たにここら辺を地

籍調査をかけていくという変更計画を出した場

合は、県はそれについてどのような対応をされ

るのかなと思うんですが、いかがですか。

【兼武土地対策室長】市の計画につきましては、

基本的に市の方で優先的にやるべきところを順

番をつけてやっていただいております。その計

画に基づいて、国庫補助事業に乗せていくとい

うことであれば、やはり国の配分方針というも

のがございますので、その配分方針に沿ったも
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のであるかというのを我々は確認をさせていた

だいております。

先の3月の委員会で吉村委員からこの件につ
いてのお話もいただいておりましたものですか

ら、委員会後に佐世保市の方に出向きまして、

市の方に計画見直しの必要があるということで

あれば、いつでも相談していただいて結構です

ということでお話をさせていただいております。

市の方から具体的な話が上がってきましたら、

対応してまいりたいと考えております。

【吉村委員】 この補正予算の6ページを見ると、
議案関係説明資料でも地籍調査費負担金3,827
万1,000円の増と。これは国の国庫支出金の増な
のよね、収入だからね。そして、県の一般財源

で1,900万円出さんといけないわけよ。合わせて
5,740万円だね。だから、やっぱり県もある程度
そこら辺に、市町が主体だからと言って、そこ

に任せっぱなしじゃなくて、県独自も県内全体

のそういう地籍の調査を進めるということにつ

いて、やっばり考え方を少し持っとったりした

らいいんじゃないかなと思うわけよ。

それで、この前、3月も言ったんだけど、中
心部にずっと拘って、全然進まないのに、毎年

毎年、総額で言ったら7億円ぐらいだからね、
こういう費用をかけてやるよりも、山林とか、

そういうところを開発できないの。開発と言っ

たら、なんか宅造みたいになるけど、例えば木

を切るとか、そういう手を入れることができな

い。だから、そういうところはもっと境界確定

がやりやすいと思うので、そういうところで確

定率を上げていくというか、それと仕事ができ

ると、そういう効果を狙ってやっていってもら

いたいと思うので、そこら辺は柔軟な県の判断

というのをお願いしたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。

それから、あと1点。補足説明資料の4ページ
の地域振興対策費で地域貢献支援事業というの

が1億円ついているんだけど、これが400万円の
50件という最大補助額というところが載って
いるんだけど、この算定の根拠というか、そこ

ら辺をまずお知らせいただきたいと思います。

【宮本地域づくり推進課長】予算補足説明資料

の4ページ、その中ほどに最大補助額400万円掛
ける50件とございます。
まず、1事業費当たり、事業費として見た場

合に600万円を上限としておりまして、その内
訳が下の右側に事業者3分の1というのがござ
います。600万円を事業費の上限とした時に、
その3分の1の200万円は事業者が出してくださ
いと、まずなります。ここの最大補助額400万
円というのが、事業者以外、いわゆる公が負担

するというところで、このうち400万円を県と
市が2分の1ずつ出すようなスキームになって
おりまして、今回の積算でいきますと、400万
円が県と市が折半するんですけれども、足した

分、それから事業者が200万円で合計600万円の
事業費ということになりまして、この積算は

400万円掛ける50件は2億円になります。その2
億円が、県と市で1億円ずつということでござ
いますので、1億円を県の予算として計上して
いるものでございます。

【吉村委員】そういう数字的なところは計算す

ればわかるんだけど、考え方よね。この半島・

過疎地域において、地域産業の振興に資する、

地域課題の解決に資する、地域貢献に資すると、

こういうことが書いてあるので、私も半島地域

の住民なんで、何か地域のそういう産業の活性

化に役立つものなのかなと。その割には50件と
いう件数を決めてあるんだな。今、数字で言え

ば1億円というのが根拠になって、2億円の事業
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費で3分の1ずつとなるんだろうけど、そうじゃ
なくて、こうこうという積み上げがあるんじゃ

なかろうかと思って聞くんだけど、いかがです

か。

【宮本地域づくり推進課長】 予算は1億円でご
ざいますが、現状、市町からの予定の件数とし

ては23件でございまして、半分弱といったとこ
ろでございます。ただ、今回、この資料にもご

ざいますように、今までは30人未満の会社を対
象にしていたんですけれども、今回、補助対象

をNPO法人、あるいは農事組合等にも拡大をし
ておりまして、そういったところに周知しなが

ら、もうちょっと増える見込みも含めて50件と
いうところで考えております。

【吉村委員】だんだん中身が少し見えるように

なってきたんだけど、23件申請があるところ、
私も勉強不足で反省せんといけないなと思うけ

ど、これを見るまでよくわからんで、そういう

広報とか、関係者にお知らせをする期間という

のはどれくらいあったんですかね、これは。

【宮本地域づくり推進課長】こちらは、この予

算を通してからの事業になりますから、期間の

方を今直ちに答えられなくて申し訳ないんです

けれども、この予算が通った後に周知を図って

いくということになります。

【吉村委員】この地域創生推進交付金、これで

予算が取れたのでこうこうという組み立てはわ

かるんだけど、そういうのでいつもほら、国の

予算が決まってからばたばたっと組み立てをや

ると、周知が徹底しないままにいく。それがわ

かった人だけとか、後でわかった人たちが、私

たちは聞いていなかったとかなったりしがちな

ところがあるので、それは国の予算が決まらん

とどうにもできないとは言うものの、もう少し

期間をとってやるとか、これもまだ今から対象

を広げてやろうかという話にもなるのだろうけ

ど、そこら辺も工夫をして、なるべく多くの人

たちに、これは50件で組んであるけど、これが
60件になったら60件にも対応ができるのかと
か、そうなったら国からもう少し予算を引っ張

ってきて2次募集をかけるのかとか、そこら辺
も考えてほしいんだけど、いかがですかね。

【宮本地域づくり推進課長】 現状においては、

過去の実績を見ますと、例えばこの事業でいき

ますと、令和3年度が50件を予定していました
が、結果として23件であったとか、一定まだ十
分な予算額はあると思っております。

【吉村委員】 そこら辺、23件だったと言うけ
ど、周知期間というのをさっきから言うけど、

そこら辺でなかなか準備ができないとか、そう

いうのが結構今までの制度の中でもあるものだ

から、だから2次募集、3次募集となったりもす
るんだけど、そこら辺はせっかくの予算だから

残さんように活用しないといけないし、それが

地域のためになるんだから、そこら辺は念頭に

おいて事業を進めていただきたいと思います。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中島(浩)委員】 県庁舎跡地の暫定供用に係る
委託業務についてですけれども、もうちょっと

詳しくご説明をお願いしたいと思うんです。

これは、暫定供用時の運営支援とあるんです

けれども、今回、業務を委託されるところが直

接この暫定期間のイベント等の運営をされると

いうことなんでしょうか。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】ただいまのご質問

についてなんですけれども、今回、この運営事

業の委託というものは、あくまでも県が中心と

なって暫定供用の取組を進めまして、そこに対

するご支援をいただきたいと。その際に、今お

話がありましたイベントの実施等につきまして
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は、もちろん委託先からの提案等をいただいて、

県の方で最終的には判断をして、委託先にその

ことを実施していただくという形になりますの

で、実施自体は委託先の方が実施をいたします

けれども、私どもの方でしっかりと指導してい

きたいと思っております。

【中島(浩)委員】 この委託先が、例えば年間通
してのイベントの企画とか、こういうことをや

りましょうかという提案をされて、それを受け

て、県が決定してやるということでよろしいん

ですか。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】私ども県の方でも、

今、実際に地域で活動いただいているいろんな

地域の皆さんと、それぞれ意見交換をしながら、

運営の方向とか、イベントの内容等を決定して

いきたいと思っておりまして、その委託先の提

案等も、その地域の皆様方と協議をしながら、

最終的には県の方でゴーを出して、みんなで協

力して進めていきたいと、そのように考えてお

ります。

【中島(浩)委員】 最終的に完成するまでの間と
いうことですから、完成後にはその方たちも、

ぜひ同じような流れでしていかなきゃいけない

と思うんですけれども、今度建物が建ったり、

そういったスペースの関係が、この暫定期間と

はちょっと変わってくるわけですよね。その辺

も考えておかないとボリューム面について、例

えば前回も言わせていただいたんですけれども、

イベントする時、今回は暫定期間では駐車場も

確保しますよと。今度、一定の駐車場もあるん

ですけれども、その状況は変わってくると思い

ますので、その辺はしっかりと加味していただ

いて、完成後を見据えた形の現状での暫定期間

のイベントの運営ということも含めて、ぜひそ

の辺は考えていただければと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田委員】 私も、先ほどの地域振興対策費、

地域貢献支援事業について伺いたいと思います。

すみません、先ほどとちょっと重複するよう

な内容になるかもしれませんが、こちらに書い

ている地域課題の解決に資する事業、地域貢献

に資する事業とありますが、なかなかに、この

響きだけだとハードルが高い感じもしますし、

誰の主観によってそれを決定しているのか、担

当課で決定をしているのか、まず、そのあたり

を教えてください。

【北村分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時２１分 休憩 ―

― 午前１１時２１分 再開 ―

【北村分科会長】 再開いたします。

【宮本地域づくり推進課長】こちらは、それぞ

れの市町の審査会の方で決定しているというこ

とになります。

【山田委員】市町の審査会ということでありま

すが、じゃ、市町に対して審査基準ですね、点

数制といったもの、チェックシートじゃないで

すけど、そういったものを一律で示しているの

かどうか教えてください。

【北村分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時２２分 休憩 ―

― 午前１１時２２分 再開 ―

【北村分科会長】 再開いたします。

【宮本地域づくり推進課長】 県の方で要綱を、

加点要件とか、そういったものをお示しした上

で市町の方で審査をしているということでござ

います。
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【山田委員】であれば、もちろん県の事業であ

りますので、不平等がないということはそこで

確認をさせていただきました。

では、市町が、佐世保市とか島原市とか、そ

れぞれの地域で地域課題の解決に資する事業だ

とか、貢献する事業だという判断をいただいた

ものが県にきて、それはもう100％了承をして
いるという、今まで過去にもあったかと思うん

ですけれども、そういった形という理解でよろ

しいですか、もう市町からきたものは全部対象

にしますよという理解で。

【宮本地域づくり推進課長】市町が選定したも

のは対象としております。

【山田委員】 わかりました。

参考までに、どういった事業が長崎県の方に

上がってきているか。地域課題の解決に資する

とか、地域貢献に資する事業というのが非常に

わかりづらいと思うんですけど、その要綱には

具体的にどんなことが地域課題の解決に資する

よとか、地域貢献に資するよということが書い

てあるんですか。

【宮本地域づくり推進課長】今直ちに、要綱が

手元にありませんので申し訳ございませんけれ

ども、これまでの例でいきますと、例えば波佐

見の方で陶磁器でワイングラスをつくるような

事業を拡大するので雇用を拡大する。これは雇

用を拡大するというのが要件でございますので

そういった事業。あるいは島原半島の方だった

んですけれども、もともとはこの仕事をやって

いたんだけれども、ドローンを使って農薬を散

布するような事業拡大をして雇用を増やすので、

この事業の対象になるとか、そういったものが

例としてございます。

【山田委員】では、三川内焼きでワイングラス

をつくるから新たな雇用が発生するとか、そう

いうことも可能ということなんですね、今の話

を聞くと。

では、参考のために令和3年度の実績等をい
ただければと思います。とにかく新規の雇用が

発生するのであれば、比較的上がりやすいとい

う内容なのかなと理解をしました。

もう一点、部長説明の2ページに、本県出身
者をターゲットとした効果的な情報発信を行い、

より一層のUIターンを促進するための経費が
計上されておりますが、これの内容について伺

います。

【宮本地域づくり推進課長】 6月補正予算資料
の2ページでございます。
近年、ＵターンとＩターンの割合で、少し内

訳としては、Ｕターンが増えているなというと

ころがございまして、Ｕターン促進キャンペー

ンをしようと思っております。

それについては、今、どうやって情報発信す

るかとなった時に、やっぱりSNSとかLINEと
かで広告を出すような感じで多くの人にそれを

知ってもらうということが重要になってまいり

まして、それがこの2ページの3番のところあた
りにもなってくるんですけれども、幅広い情報

を発信して進めていきたいと思います。

その際、インターネットといいますか、いわ

ゆるデジタルSNS、LINEツールだけでしたら、
なかなかまだ情報が届かないところもあります

ので、これは市町と連携することがすごく大事

だと思っていまして、市町とも一定話はしてい

るんですけれども、市町のツールも使いながら

広く発信していきたいと思っております。

【山田委員】市町とも連携してSNSとか、様々
なツールでということでありますが、ターゲッ

トを「本県出身者」と書いてあるんですよね。

SNSだと不特定多数になるんですけど、ハッシ
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ュタグをつけていくとか、いろいろやり方はあ

るのかもしれないんですけど、これは具体的に

は本県出身者をターゲットとした効果的な情報

発信、不特定多数のSNS以外に何かあるんです
か。

【宮本地域づくり推進課長】現状では、本県出

身者だけに届くというやり方自体は、マクロか

らアクセスするにおいてはありませんで、市町

のつてを使うとか、そういったところで、より

本県出身者に届きやすいようなことをやってい

きたいと考えております。

【山田委員】実は県立高校とか、県内の高校を

卒業した高校生に対して、産業労働部とかで保

護者向けに県内就職のお願いみたいな、当時、

中村知事の時は知事名でお手紙が届くようにな

っておりました。実は、その名簿というものが

あるので、例えば大学を卒業してすぐの人、だ

からターゲットをどこで狙う設定だと思うんで

すけど、年齢設定はあるかもしれませんけれど

も、確実に本県出身者に届くものというのはあ

るので、大学を卒業してしばらくして30歳代と
か40歳とか、多分ずっと名簿は残っていると思
うんですよ。本県の高校卒業者の名簿は残って

いるので、そのあたりの活用とか、具体的に本

県出身者、これは多分大きく書きすぎていたと

いうことがわかりましたけど。それと、ふるさ

と納税をいただいている方とか、様々、本県ゆ

かりの方の情報を集めていただいた上で、ぜひ、

よりUIターンの方が増える取組というのをお
願いして質問を終わりたいと思います。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【田中委員】 69号議案の歳出で5億1,200万円
ほど、プラスするのは私は好きなので増はいい

んだけれども、減がちょくちょく出てくるので、

少しクレームをつけたりするんだけれども。

この中で先ほどもちょっと話になっていた地

籍調査、これは3,800万円ほど増えているんだけ
れども、事業費換算にするとどのくらいになる

の。県の負担は3,800万円にしろ、最終的な事業
費に換算すると何億円ぐらいの予算になるのか

な。

【兼武土地対策室長】事業費換算につきまして

は、今年度の事業費でいきますと13億223万円
という総事業費に市町の負担額も含めたところ

でなっております。

【田中委員】そうすると、事業費としては県下

で約13億円の地籍調査費が使われると。その中
で県は、国からもらって市の方に持っていくよ

うな形になるわけだけれどもね。

進捗率とか何とか、過去何回も聞いていたか

ら、あんまり資料がないというのもおかしな話

なんだけどね。市町村別にもちゃんとした資料

が過去に出てきていたからね。プラスにした後

の問題になると、ちょっと今すぐというわけに

はいかんかもわからんけれどもね。

それから、ここに特定有人国境離島地域社会

維持推進交付金、他部局で歳出予算を計上して

活用した事業と、地域づくり推進課において歳

入予算を計上すると。他部局で使うのを地域で

予算を計上するのはいいけれども、その中身に

ついては、他部局で使うにしても、粗々は皆さ

んも知っておかなければ。

増減の関係で言わせてもらうと、報告第4号
の令和3年度の一般会計にも出てくるんだけれ
ども、流れは一緒だろうからね、他部局で使う

のも。そうすると、ここでは減が相当出てくる

わけね。もちろん、決算的な要素もあるんだ、

報告第4号というのはね。減はわかるけれども、
あまり大きな減が出てくるともったいないなと

いう感じがするんだけれども、そこら辺の把握
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は、皆さんやっているのかな。ただ、予算を計

上して回すだけなんですよということでは、ち

ょっとという気がするんだけれども、答弁がも

しあれば。

例えば、報告の方にいくけれども、特定有人

で4億2,200万円の減とか、生活航路も2億円と
か、国境離島も1億円、やっぱり億の金を使わ
なかったので国に戻しますというのは、私は予

算を計上した以上、極力、国からもらう予算は

特に使ってほしいなと。無理してでも使ってほ

しいなと、国からもらう予算はね。そういう感

じがするんだけれども、見解を聞かせてもらお

う。

【山下地域づくり推進課企画監】特定有人国境

離島地域社会維持推進交付金につきましては、

3月補正後の予算額が21億9,626万9,000円であ
りまして、最終の実績見込額が14億1,974万
9,000円、それから令和4年度への繰越額、こち
らは観光の事業でございますが、こちらが3億
5,360万1,000円となることから、その差額であ
ります4億2,291万8,000円の減額をお願いして
おります。

減額理由でございますが、交付金を充当する

歳出予算の減額に伴うものでございまして、ま

ず、地域づくり推進課の国境離島創業・事業拡

大等支援事業費への充当分として9,676万
8,000円の減額、それからしまの雇用・人材確保
促進事業費への充当分として49万2,000円の減
額、また交通政策課の国境離島航路・航空路運

賃軽減事業費への充当分としまして1億1,376
万円の減額、観光振興課のしま旅滞在促進事業

費への充当分といたしまして2億1,089万9,000
円の減額となっております。

また、それぞれの減額理由でございますが、

国境離島創業・事業拡大等支援事業費につきま

しては、4月に事業主体であります市町から提
出された雇用機会拡充事業の実績報告書等に基

づきまして減額補正を行うものでございまして、

新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、

事業計画に遅れが生じたり、また事業自体が中

止になったりしたことに伴うものでございます。

また、航路・航空路の運賃低廉化事業につき

ましては、交通政策課の関連歳出予算の減額に

伴うものでございまして、こちらにつきまして

も新型コロナウイルス感染拡大の影響による航

路・航空路の利用者の減少に伴うものでござい

ます。

それから、滞在型観光促進事業費につきまし

ては、観光振興課の関連歳出予算の減額に伴う

ものでございまして、新型コロナウイルス感染

拡大の影響による観光客の減少に伴うものでご

ざいます。

この国境離島交付金は、特定有人国境離島地

域の地域社会の維持を目的とした交付金でござ

いまして、本県国境離島地域の地域社会の維持、

とりわけ人口の社会減の改善に大変大きな効果

があることが実証されております。こうしたこ

とから、この交付金を最大限に活用することが

我々自治体の役割であると認識をしております

ので、執行残の圧縮に向け、市町や振興局とも

知恵を出し合いながら、効果的な事業執行がで

きるよう努力をしてまいりたいと考えておりま

す。

【田中委員】 企画監が、勉強していたのか、準

備していたような回答が返ってきたので、回答

としては100点満点なんだろうけれども。
ただ、私が言いたいのは、せっかく予算を組

んで、あなたたちも苦労して国から金をもらっ

てくるわけ。それが市町の計画がずさんだった

と、極端に言うとね。交付先の市町の事業計画
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がずさんだったから、今度は返却しますよとい

う関係みたいに今ちょっと聞こえてきたんだけ

ど。市町が、予算まで取ってやったのに準備不

足だったとか、そこら辺の信頼関係を今から少

し構築しなきゃいかんね、市町とね。市町の熟

度はどうなんだと、計画そのものがね。あなた

たちも予算を国からもらうのは大変なんだよ。

よけいもらってきて、よけい返すなんて、こん

なばかな話はないのでね、そこら辺はお願いを

しておきたいなと。減が大きいからと思って聞

いたけれども、いろいろと内容はあるみたいで

理解はしたいと思う。しかし、何回も言うよう

に、せっかくもらった金は、特に国からの金は

極力使ってしまうようにお願いをしておきたい

と思います。

そこで一つだけ、これは県単の金だから少な

いのがいいんだけれども、知事選挙で約9,000
万円も残したの。知事選挙で減があるね、9,012
万円。こんなに少なくて済むようなものがなん

で予算化されていたのかな。

【大塚市町村課長】知事選挙の関係で市町村交

付金の約9,000万円の減でございますけれども、
これは実績に伴うものでございまして、大きな

ものといたしましては、候補者が、実際立候補

した方が少なかったことによるものなどによる

ものでございます。

【田中委員】想定されて、何人出ればどのくら

いの金が要るという方程式で要求していたけれ

ども、少なかったからこれだけ残したんだと。

これはもう県単だったもんね、別に国に返す金

じゃない、県単だからこれは少なくていいんだ。

また別に使えるから、長崎県でね。いいんだけ

れども、9,000万円というのはちょっと大きいな
と思ったものだから聞いてみたけれども、そう

いうことなら理解したいと思います。

予算については終わります。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】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〕

【北村分科会長】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。

予算議案及び予算に係る報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので採決を行います。

第69号議案のうち関係部分、第85号議案のう
ち関係部分、報告第4号のうち関係部分及び報
告第19号のうち関係部分については、原案のと
おり可決・承認することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び予算に係る報告議案は、

原案のとおりそれぞれ可決・承認すべきものと

決定されました。

それでは、午前中の審査はこれにてとどめ、

午後は1時30分より再開いたします。

― 午前１１時４０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【北村分科会長】 再開いたします。

先ほどの質疑の中で追加の答弁があるという

ことで、土地対策室長の発言を許します。

【兼武土地対策室長】先ほど、ご質問いただき

ましてお答えできなかった数字の件ですが、旧

長崎市の地籍調査の進捗率と旧佐世保市の合併

前の進捗率でございます。旧長崎市の方は6.3％
という数字になっております。それから、旧佐
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世保市は4.2％という数値になっております。
【北村委員長】 それでは、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、地域振興部長より総括説明を求めます。

【早稲田地域振興部長】地域振興部関係の議案

についてご説明いたします。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」を

お開き願います。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第73号議案「長崎県議会議員及び長崎県知事の
選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営

に関する条例の一部を改正する条例」でありま

す。

この条例は、公職選挙法施行令に規定される

各種選挙運動の公営の単価が改正されたことに

伴い、所要の改正をしようとするものでありま

す。

次に、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）

これは、公用車による交通事故のうち、和解

が成立した3件につき、損害賠償金合計21万
7,650円を支払うため、去る5月26日付けで専決
処分をさせていただいたものであります。

次に、所管事項についてご説明いたします。

（UIターンの促進について）
UIターンの促進については、「ながさき移住

サポートセンター」を核として、市町と連携し

ながらきめ細かなサポートに取り組んでおり、

令和3年度の移住者数は、目標の2,000人には及
ばなかったものの、過去最高となる1,740人とな
り、平成2年度実績の1,452人から約300人上回
る結果となりました。

移住者の内訳を見ますと、Ｕターンの比率が

平成28年度の43％に対し、令和3年度は56％と
増加傾向にあり、今後、特にＵターンに着目し

た施策が重要となってまいります。

このため、今年度は、新たに潜在的な移住予

備軍である都市部に住む本県出身者をターゲッ

トとして、市町と連携して移住相談会や移住関

連情報の発信などを集中的に行う「Ｕターン促

進キャンペーン」を実施することとしておりま

す。

また、LINEによる移住関連情報の発信を開
始したところであり、子育てに関する情報や就

職・転職情報等を効果的に発信しながら、さら

なるUIターンの促進につなげてまいります。
（関係人口の創出・拡大について）

都市部に居住・勤務している人が継続的に多

様な形で長崎に関わる関係人口の創出・拡大に

ついては、移住者の裾野の拡大や地域活性化の

担い手の確保等の観点で重要となっております。

去る4月15日には、ワーケーションを活用し
た新しい働き方を実践している富士通株式会社

と、ワーケーションパートナーシップ協定を締

結したところであり、富士通社員皆様のワーケ

ーション先として長崎を選んでいただけるよう

情報提供や受入環境整備に努めることとしてお

ります。

また、都市部企業等を対象としたプロモーシ

ョン活動や、長崎に興味・関心のある県外の人

と、県内の地域活性化人材が交流できるオンラ

インコミュニティを構築するなど、将来的に移

住に繋がるような関係人口の創出に取り組んで

まいります。

（地域コミュニティ対策について）

地域コミュニティ対策については、地域で安

心して暮らすことができる地域住民主体のまち

づくりを推進するため、市町と連携しながら、
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地域内の様々な主体が参画する地域運営組織の

立上げ・育成による地域コミュニティ対策に取

り組んでいるところであります。

また、県としては、地域での支え合いや住民

主体の地域運営を促進するため、地域住民等の

意識醸成を図るワークショップの開催やアドバ

イザー派遣など、市町の取組段階に応じた支援

を行っております。今年度においては、これま

での取組に加え、地域づくり人材の掘り起こし

や、人と人とのマッチングにより新たな地域活

動を創出するなど、民間主導による地域活性化

を促すプラットフォームを構築することにより、

地域づくり人材のネットワーク化を促進し、持

続可能な地域づくりを推進することとしており

ます。

今後も引き続き、将来の人口減少社会を見据

え、市町と一体となった地域コミュニティ対策

を推進してまいります。

（県と市町の連携強化について）

人口減少対策をはじめとした諸課題の解決に

ついては、更なる市町との連携強化が欠かせな

いことから、去る5月12日に知事と市町長によ
る「県と市町の連携強化に向けたキックオフ会

議」を開催いたしました。

会議の位置づけとしては、人口減少対策や情

報発信について、これまでの県と市町が連携し

た人口減少対策や、市町の取組など、本県の人

口減少の現状・課題等を改めて共有するととも

に、今後の検討・協議につなげていくためのキ

ックオフ会議として開催したところであります。

会議では、ふるさと教育や若者定着等に係る

自由な意見交換が行われたところであり、引き

続き、市町との連携強化を図り、各種施策の効

果的な展開につなげてまいります。

（国境離島地域の振興について）

国境離島地域の振興については、令和3年度
までの前期5か年に係る県計画に基づき、関係
市町と一体となって、国境離島地域の地域社会

の維持・振興に積極的に取り組んでまいりまし

た。

法施行から5年が経過し、前期計画が令和3年
度末で終了したことから、今般、国の基本方針

に基づき、県議会や関係市町のご意見等も十分

にお聞きしながら、令和4年度から令和8年度を
期間とする後期5か年の計画を取りまとめたと
ころであります。

後期計画においては、これまでと同様に、国

の地域社会維持推進交付金を最大限に活用しな

がら、雇用機会の拡充をはじめ、航路・航空路

運賃の低廉化や滞在型観光の促進等に積極的に

取り組んでいくこととしております。

特に、人口減少対策として重要な雇用機会拡

充事業については、これまでの5年間で1,200人
を超える新たな雇用の場が創出され、本年度に

おいても、各市町による第1回目の事業採択に
おいて、129人の雇用が見込まれているところ
であります。

今後も、雇用の継続的な拡大を図るため、市

町による事業者の掘り起こしなどの先進的な取

組を促進するとともに、島外からの人材確保策

の強化を図ってまいります。

また、航路・航空路の運賃低廉化については、

今年度から「住民の介護等により反復継続的に

来島する者」が、新たに準住民に追加され、制

度が拡充されたところであり、引き続き、国境

離島地域に暮らす住民の方々の負担を軽減する

とともに、生活の安定と継続的な居住を図り、

人口流出の抑制に努めてまいります。

今後とも国の関連施策を最大限に活用しなが

ら、関係市町と一体となって、国境離島地域の
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さらなる活性化に向けた施策を推進してまいり

ます。

（離島振興法の改正・延長について）

令和4年度末で期限を迎える離島振興法の改
正・延長については、これまで県としても「新

たな離島振興法に関する意見書」を取りまとめ、

県議会をはじめ関係市町とも一体となって、国

に対して要望活動などを行ってまいりました。

現在、離島振興法の改正・延長に向けて、法

案の意見調整等が進められていると伺っている

ところであり、県としては、新たな離島振興法

の早期設立を期するとともに、成立後は、市町

が作成する計画をもとに、それぞれのしまの将

来を見据えた離島振興計画を速やかに策定し、

離島地域のさらなる振興に努めてまいります。

（九州新幹線西九州ルートについて）

西九州新幹線（長崎～武雄温泉）については、

去る4月27日、ＪＲ九州が、西九州新幹線の運
賃等について国土交通大臣に認可申請を行いま

した。

また、5月10日には、試験走行が始まり、一
段と気運が高まったところであります。この試

験走行では、線路や信号等の安全走行の状況を

確認しており、長崎駅から武雄温泉駅までの区

間を時速30キロから260キロまで、段階的に速
度を上げながら走行いたしました。

「総務委員会関係議案説明資料（追加1）」
をご覧ください。

6月10日には、ＪＲ九州が西九州新幹線のダ
イヤを公表し、博多～長崎間の最速の所要時間

が、現在の特急列車より30分短縮され、1時間
20分となることなどが示されました。
さらに、6月18日、新幹線開業100日前の節目

に合わせて、新幹線を契機とした長崎のまちの

変化や、開業に向けた民間での取組等の長崎の

魅力を発信するイベントを長崎市で開催いたし

ました。

開業当日は、長崎駅を中心とするイベント会

場上空において、航空自衛隊のブルーインパル

スが展示飛行を行うことが決定し、新幹線開業

をより一層盛り上げるものと期待しております。

引き続き、開業までの残された期間、県内全

域で官民一体となり準備を進めてまいります。

一方、新鳥栖～武雄温泉間の整備のあり方に

ついては、現在、国土交通省と佐賀県との間で

幅広い協議が行われているところであります。

そのような中、去る3月23日、大石知事が佐
賀県の山口知事と面談し、九州新幹線西九州ル

ートの整備に関して、佐賀県を含めた西九州地

域が利益を享受できるよう知恵を絞っていきた

いことをお話しするとともに、今後も継続して

意見交換をしていきたいことなどをお伝えした

ところであります。

また、4月20日、大石知事は、ＪＲ九州の古
宮社長と面談を行い、今後の情報共有や新幹線

開業に向けた連携を確認するとともに、5月28
日には、来県された自由民主党の茂木幹事長に

対し、「関係者が納得する形で早期に整備を実

現すること」などを要望したところであります。

県としては、引き続き、国土交通省と関係者

との協議や与党での議論等を注視するとともに、

機会を捉えて様々な議論を積み重ねるなど、全

線フル規格による整備の実現に向けて取り組ん

でまいります。

（新幹線開業に伴う在来線対策について）

ＪＲ佐世保線の輸送改善については、これま

で、県として、平成31年度から高速化工事に取
り組み、主な工事は概ね終了したところであり

ます。

また、6月10日に公表されました西九州新幹
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線開業時のＪＲ佐世保線の特急ダイヤについて

は、現行の運行本数が維持され、佐世保～博多

間の最速及び平均の所要時間が短縮されるなど、

利便性が高まる部分が認められる一方、工事区

間である佐世保～有田間で所要時間が増加する

便がみられるなど、全体として期待された効果

が認められない部分があるため、ＪＲ九州に説

明を求めるとともに、改善策について検討して

いただきたいと考えております。

続きまして、「総務委員会関係議案説明資料」

にお戻りいただき、6ページの中ほどをご覧願
います。

ＪＲ長崎本線（肥前山口～諫早）の上下分離

については、長崎県及び佐賀県が設立した「佐

賀・長崎鉄道管理センター」が9月23日の上下
分離方式への移行に向け、ＪＲ九州から譲渡さ

れる鉄道施設等の手続きについて、最終的な調

整を行っております。

上下分離方式への移行を円滑に行い、当区間

の輸送の安全確保のため、引き続き、佐賀県及

びＪＲ九州と連携しながら準備を進めてまいり

ます。

（県庁舎の跡地活用について）

県庁舎の跡地活用については、基本構想素案

に対する県議会でのご議論や県民の皆様からの

ご意見等を踏まえながら、内容の精査を行い、

県庁舎跡地整備基本構想（案）を取りまとめた

ところであります。

基本構想では、長崎発祥の礎となった、この

地の歴史の変遷をしっかりと伝え、県民市民や

観光客等による賑わいを創出するとともに、

100年に一度とも言うべき変革の時期を迎える
にあたり、本県の発展につながる交流やイノベ

ーションを推進することを目指し、隣接する県

警本部跡地を含め、必要となる機能を効果的に

配置することとしております。

今後、基本構想に基づき、広場等のオープン

スペースの整備を先行して進めることにより、

早期に賑わいを創出するとともに、利用状況等

を検証のうえ、建物の規模や配置など、その後

の整備を検討してまいります。

引き続き、周辺地域はもとより本県全域に活

力をもたらすような利活用を推進してまいりま

す。

（「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する
組織への変革とデジタル改革～」に基づく取組

について）

「長崎県行財政運営プラン」に掲げる地域振

興部関係の具体的項目に関して、その主な取組

内容をご説明いたします。

「市町との連携・補完・支援」については、

「長崎！県市町スクラムミーティング」を開催

し、県と市町それぞれから提案されたテーマの

意見交換を行い、連携が必要な取組の推進につ

なげてまいりました。

また、県と市町ともに行政サービスを安定的

に供給し続けることを目指し、「人口減少社会

に適応した行政サービスの提供のあり方研究

会」を設置し、人口減少社会を見据えた課題の

共有などを行いました。

さらに、県及び市町職員の双方の人材育成の

観点から、幅広い分野において市町との相互人

事交流を実施いたしました。

引き続き、多様化・高度化する行政需要に対

応した効果的な政策の企画・推進、人材の育成

等のため、市町との連携を一層強化してまいり

ます。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

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
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げます。

【北村委員長】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。

【田中委員】 73号議案の内容をもう少し詳し
く教えてほしいんだけどもね。

【大塚市町村課長】総務委員会説明資料をご覧

いただきたいと思います。

資料の1ページをお開きください。
この条例につきましては、長崎県議会議員及

び長崎県知事の選挙における選挙運動自動車の

使用等の公営に関する条例の一部を改正すると

いうものでございます。

内容につきましては、そちらにありますよう

に、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ

の作成、それから選挙運動用ポスターの作成に

係る選挙公営に関します単価を改正しようとす

るものでございます。

改正の内容につきましては、要旨にあります

ように、公職選挙法施行令に規定される公費負

担の単価が改正されたことに伴いまして、この

単価に合わせて所要の改正をするというもので

ございます。

ですから、簡単に申し上げますと、衆議院選

挙、参議院選挙等の国政選挙の単価に県の選挙

の単価も合わせるというものでございます。

それから、2ページ目の施行日は、公布の日
から施行となっておりますが、（2）のただし
書きで、ただし、この条例による改正後の規定

は、令和4年7月1日、これを適用日と申します
けれども、この7月1日適用日以後、その期日を
告示される選挙について適用するということに

なっておりますので、7月1日告示予定の壱岐市
選挙区における長崎県議会議員の補欠選挙から

適用の予定となっているものでございます。

【田中委員】実際、選挙をやった時に業者任せ

にしている分野があるのよね、一括して業者が

引き受けてくれるようなシステムがあるもんだ

からね。任せて、そこが経由してお金をもらう

ような形になっている分野もあるわけ。だから、

端的に議員一人当たりどのくらいの単価のアッ

プになっているのか、数字がわかる。

【大塚市町村課長】これは単価の改定でござい

ますので、お一人当たりどれくらいというのは

詳細はわかりかねるところでございます。それ

ぞれ、どれだけ自動車を使うとかビラを作成す

るとかで変わってくると思いますので、それぞ

れお一人お一人、変わってくるのではないかと

思います。

【田中委員】そうすると、実際選挙をやってみ

て、私もあんまりここまでタッチしてないもん

だからさ、事務所に任せっきりでね。予算的に

はどのくらいアップするような形になるのか。

これは、県単のお金でしょう。国からもらう

お金、県単のお金でしょう。どのくらいアップ

するのかな、総額、予算的な数字は。想定され

てないの。

【北村委員長】 暫時休憩します。

― 午後 １時５０分 休憩 ―

― 午後 １時５０分 再開 ―

【北村委員長】 再開します。

【大塚市町村課長】今、手元にございますのが

県議会議員補欠選挙の壱岐市の分でございます

けれども、旧単価でいきますと819万2,086円、
新単価で申しますと、827万8,790円ということ
で、その差額が8万6,704円となっております。
これは今回の壱岐市の選挙区の予算でこれぐら

いの額になっております。

【田中委員】 その数字を聞くと1％ぐらいのア
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ップという理解でいいんですね。わかりました。

【北村委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】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〕

【北村委員長】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73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〕

【北村委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」及び「政府施策

に関する提案・要望」について説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】それでは、私の方

から今の2点について、説明させていただきま
す。

表紙に「総務委員会提出資料『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』に基づく提出資料」、

提出資料、1、1,000万円以上の契約状況一覧表
というのが付いている分をお手元にご準備くだ

さい。

資料の1ページでございます。
3月から5月までの1,000万円以上の契約状況

の一覧になります。内容は記載のとおり、令和

4年度長崎県しまの産品振興による地域活性化
推進業務委託などの4件となっております。

2ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でありますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

3月から5月までに、県議会議長あてに同様の要
望が行われたものは、全日本海員組合などから

の要望となっており、これが2ページから13ペ
ージまでにお示ししているところであります。

次に、14ページから附属機関等会議結果報告
でございます。3月から5月までの実績は、長崎
県国土利用計画審議会など計12件ございまし
て、その議事概要につきまして15～16ページに
お示しをしております。

次に、決議・意見書に対する処理状況につき

ましては、離島・半島地域振興特別委員会分な

ど3件について、別冊で報告させていただいて
おります。

また、出納局より報告されているかと思いま

すが、物品管理室で契約を行った1,000万円以上
の契約について、地域振興部分を参考に配付さ

せていただいております。

資料が変わりまして、政府施策要望の関係の

ご説明をさせていただきます。政府施策要望、

地域振興部関係、1枚ものでございます。
去る6月上旬に実施いたしました令和5年度

政府施策に関する要望について、地域振興部に

おきましては、九州新幹線西九州ルートの整備

促進について、有人国境離島地域の保全及び地

域社会の維持について、長崎空港の国際線新タ

ーミナルビル建設及び24時間化についてなど、
7項目の重点項目、及び島原・天草・長島架橋
構想の推進、離島航空路の確保・維持などの6
項目の一般項目について要望を行いました。

要望実績といたしましては、要望先が内閣、

総務省、国土交通省など8府省であり、金子総
務大臣ほか89名に対し、要望書の配付を実施い
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たしました。

また、これに加え、7月下旬に上京しての要
望活動も予定しております。現時点においては、

新型コロナウイルス感染症の影響が不透明です

が、今回の政府施策に関する提案・要望の実現

に向け、引き続き取組を行ってまいります。

以上で説明を終わります。

【北村委員長】 次に、地域振興部次長より、補

足説明を求めます。

【坂野地域振興部次長】九州新幹線西九州ルー

トにかかる最近の主な動きをご説明いたします。

資料につきましては、表題が「九州新幹線西

九州ルートにかかる最近の主な動き」と書かれ

た2枚ものの資料をご覧ください。
最近の動きをご説明いたします。

3月23日には、大石知事が、就任の挨拶のた
め佐賀県を訪れ、山口知事と面会をいたしまし

た。西九州ルートについても話題となり、山口

知事から、フリーゲージトレイン導入や長崎県

が国にフル規格を要望したという経緯などへの

佐賀県の思いについての話があり、また、「み

んなが気持ちよく一緒にやろうという環境を整

えられるかが大事」というようなお話がござい

ました。

大石知事からは、佐賀県にデメリットがある

ことは承知しているが、西九州地域にメリット

があり、デメリットをいかに小さくして、メリ

ットをいかに共有できるか知恵を絞っていきた

いということなどをお話しいたしました。

また、大石知事から、今後も継続して率直な

意見交換をしていきたいことをお伝えし、山口

知事にも同意いただいたところであります。

4月4日には、佐賀県山口知事がＪＲ九州古宮
社長と面談し、新鳥栖～武雄温泉の整備方式に

ついて、過去の経緯の確認など、面会をされて

おります。

4月20日には、同様に大石知事がＪＲ九州の
古宮社長と面談し、今後の情報共有や新幹線開

業に向けた連携を確認いたしました。

4月27日には、知事が与党PT西九州ルート検
討委員会の森山委員長を訪問し、面談を行いま

した。その中で、大石知事からは、西九州ルー

トについて、佐賀県の課題の解決に向けた議論

の前進や北陸新幹線と一体となった財源議論を

お願いしたところでございます。

2ページ目をお開きください。
同じ日、4月27日ですが、ＪＲ九州が西九州

新幹線（武雄温泉～長崎間）の運賃等について

国土交通大臣に認可を申請いたしました。主な

内容としまして、例えば博多～長崎間の自由席

利用時の運賃及び特急料金は、合計で現行の

5,060円から460円増加し、5,520円と設定され
るといった内容となっております。

この認可申請につきましては、5月27日に、
国土交通省がＪＲ九州に対して認可を行ったと

ころでございます。

また、資料に記載はございませんが、6月17
日には、新幹線等の割引きっぷについてＪＲ九

州から発表があり、同じく博多～長崎間につき

ましては、インターネットで予約をすることに

より、当日予約についても指定席料金で4,200
円となるなど、割引がなされることとなってお

ります。

次に、5月10日には、鉄道・運輸機構が武雄
温泉～長崎間の車両走行試験を開始いたしまし

た。初めて西九州新幹線の本線に新幹線車両が

走行し、新大村駅、諫早駅、長崎駅において歓

迎セレモニーが実施され、沿線地域の皆様が手

旗で歓迎されるなど、開業に向けた気運が高ま

ったところであります。
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5月28日には、来県された自由民主党の茂木
幹事長に対し、西九州ルートについて要望する

とともに、6月10日には、政府施策要望につき
まして要望書の配付を行いました。

3ページをご覧ください。
6月10日には、ＪＲ九州が西九州新幹線のダ

イヤなどを公表いたしました。新幹線につきま

しては、博多～長崎間が現行と同数の44本が運
行されることに加え、朝の通勤時間帯などに新

大村～長崎間で3本の列車が運行されます。
また、最速達型の運行については、新幹線区

間は武雄温泉、諫早、長崎に停車し、博多～長

崎間を最速1時間20分で走行し、現行最速より
約30分短縮されることとなります。
また、佐世保線の特急みどりにつきましては、

現行と同数の32本の列車が運行され、一部がリ
レーかもめとして運行されますが、振子型車両

が10本導入されるとともに、振子型車両の導入
や佐世保線の高速化工事等により、博多～佐世

保間を最速1時間34分で走行し、現行最速より
約9分所要時間が短縮されることとなります。
西九州ルートにつきまして、県としましては、

引き続き、関係者との協議など議論を積み重ね

ることにより対応していきたいと考えておりま

す。

西九州ルートにかかる最近の主な動きについ

ての説明は、以上となります。

よろしくお願いいたします。

【北村委員長】次に、新幹線対策課長より補足

説明を求めます。

【峰松新幹線対策課長】私の方からは、ＪＲ長

崎本線（諫早～肥前山口間）の上下分離につき

ましてご説明をさせていただきます。1枚紙の
資料になります。

9月23日の新幹線開業に伴いまして、上下分

離方式へ移行するため、現在、「佐賀・長崎鉄

道管理センター」で準備を進めております。

移行に当たりまして、ＪＲ九州から土地や鉄

道施設が譲渡されることから、ＪＲ九州と譲渡

契約を締結する手続きを現在進めております。

その内容といたしまして、線路や信号、ホー

ム等の鉄道施設は、「一般社団法人 佐賀・長

崎鉄道管理センター」に譲渡されることとなっ

ております。

また、鉄道施設等が所在する土地につきまし

ては、両県に移譲されることとなり、長崎県分

といたしまして約37万5,611平米でございます。
所有権移転期日は9月23日でございまして、平
成28年3月の六者合意で、これらの土地・施設
は無償譲渡されることとなっております。

また、この区間の運行ダイヤ案も発表されて

おり、この案については各駅に張り出され、地

域の利用者のご意見を聞くように手続きがなさ

れているところでございます。

運行ダイヤ案では、普通列車は現行より運行

本数を増便されております。しかしながら、諫

早駅や肥前浜駅におきまして、原則として乗り

換えとなっておりますが、通勤通学の時間帯を

はじめ可能な範囲で直通運行をするとされてい

るところでございます。また、乗換が必要な場

合でも、可能な限り同一ホームで対面乗換する

よう考えが示されているところでございます。

肥前鹿島発着の特急列車は、六者合意に基づ

きまして、上下14本となっております。
私の方からの説明は以上となります。

よろしくお願いいたします。

【北村委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

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、
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ご確認願います。

審査対象の陳情番号は、19番、25番、26番で
あります。

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〕

【北村委員長】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。

【川崎委員】陳情への対応のところですが、鉄

道に関することでございますけれども、お尋ね

をいたします。陳情の番号で言えばナンバー19
番、佐世保市の4番、地域鉄道「松浦鉄道」の
施設整備推進のための支援策の充実についての

県の対応ということでお尋ねをいたします。

基本的なことを少し確認させていただきたい

と思うんですが、県の対応のところに国に対す

る要望事項が記載をされていますが、バス事業

者には運行補助制度というのがあると思います。

国や地方で構築をされておりますが、そもそも

同じ公共交通事業であるにもかかわらず、鉄道

についてはそういった運行補助、こういった支

援制度がないという基本的な理由というものに

ついてお尋ねをいたします。

【小川次長兼交通政策課長】地域鉄道にかかる

欠損補助といいますか、そういう制度がないの

はなぜかということのお尋ねでございます。

乗合バスや航路につきましては、運行費に対

する欠損補助というのがございます。それによ

って地域に必要な路線の確保・維持を支援して

いくという形になっておりますが、地域鉄道に

ついては欠損補助ではなくて、施設整備に対す

る補助を行うことで、安全運行の確保やサービ

ス改善等で経費節減を図り、それがいわゆる経

営の自立化につながるということで、その路線

の確保・維持を支援するというのが国の考え方

でございまして、県も同様の立場に立った支援

をさせていただいているところでございます。

【川崎委員】おっしゃるとおり安全運行を保つ

ために施設整備は欠かせず、そこにかかるコス

トというのは相当な額に上ってくるものと思っ

ています。そう考えていった時に、そういった

角度での支援ということについては異論はない

ものの、やはりそこにかかるコストをさらに利

益でカバーできないような状況まで、今現在き

ているというところから、恐らく県も、国に対

して政府施策要望で運営費補助制度の創設とい

うことを求めておられると思います。

こういった要望については、今いま始まった

話ではないと思うんですが、国はどのような考

え方でおられるのか、お尋ねいたします。

【小川次長兼交通政策課長】近年の人口減少と

か、コロナ禍による利用者の減少ということで

鉄道事業者の経営は年々厳しくなっていると承

知しておりますので、県としては国に対してそ

ういう運営費補助等の制度が導入できないとな

かなか維持が厳しいという意味での要望をさせ

ていただいているというところでございますが、

現時点におきまして、国の方でも少し、昨今、

鉄道事業における国の関与、支援のあり方も含

めた具体的方策を検討するための有識者会議と

いうのが実施されて検討は始まっておりますが、

県としては、まずはこの動向を注視していきた

いということで考えております。

【川崎委員】少し動きが出てきたということに

ついては歓迎することでありますが、地方創生

臨時交付金を活用しながら、予算の方でもカバ
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ーをしていただいているということについては

感謝申し上げますが、これはコロナ、あるいは

原油高というところであるんでしょうけれども、

人口減少というのは加速度的に進んでいって、

とりわけ長崎は厳しい状況の中において、なか

なかこれは急激に右肩上がりになるというのも、

やりたいんですけれども、頑張っておられるの

も事実でありますが、そういった減少傾向があ

るというのは正直なところ認めざるを得ないと

いうところから、ここはやっぱりしっかりと求

めていかないといけないんでしょうね。ぜひ引

き続き、お取組をよろしくお願いしたいと思い

ます。

【北村委員長】 ほかにご質問はありませんか。

【田中委員】 提出資料で最後のページに第1回
の長崎県地域公共交通活性化協議会というのが

書いてあるので、これは設立総会と書いてある

から、できて初めての報告があるような感じが

するんだけれども、この流れ、どうしてこうい

う協議会ができたのか。いいことだと私は思っ

ているから、ちょっと目についたんだけれども

ね。

それから、役職の皆さん方が早稲田委員（会

長）と書いてあるから、これはもう地域振興部

長が会長になって進めている会合だと思うんだ

けれども、ほかの充て職の皆さんはどういう人

が入って、どういう仕事、話し合いをなされて

いるのか、粗々ちょっとだけ聞かせてください。

【小川次長兼交通政策課長】お答えいたします。

資料の16ページに長崎県地域公共交通活性化
協議会設立総会ということで、その会議結果報

告という格好で載せさせていただいております

が、これにつきましては、本年度、県の公共交

通計画を策定する予定でございまして、主な意

図は、今の県内公共交通の現状を整理した上で、

特にバス事業者におきましては市町内の計画に

ついてはそれぞれの自治体で作っていただくよ

うにしているんですが、市町をまたぐような路

線につきましては、県の方で計画に位置づける

ことによって、例えば現在受けている国庫補助

等の補助をそのまま採択いただけるようになる

というようなものを含めまして、今年度計画を

策定したいと思っております。

そういう意味で、この4月1日に、実はこれは
書面決議という形で、設立総会で規約等につい

て、皆さんに書面での承諾をいただいたところ

でございます。

委員構成でございますが、地域振興部長を会

長といたしまして、あとは九州運輸局の皆様方

に会員になっていただいたり、もしくは市町と

いうことで関係市町、長崎、佐世保、諫早のみ

ならず、島原半島でいきますと島原ブロックの

分科会の会長をしていただいている団体等々を、

市町の部長さん方に委員になっていただいてい

るという部分と、あと事業者等という部分につ

きましては、バス事業者、航路事業者等に委員

になっていただいております。

また、それ以外で（副会長）菊森委員という

表示がございますが、シンクながさきの菊森理

事長に、副会長という形で有識者としてのいろ

んなご意見をいただこうということで、この協

議会を設立したところでございます。

【田中委員】私は、大変時宜を得たいいことだ

と思って頑張ってほしいと思うんだけれども、

この委員の関係で言うと、県が、早稲田委員が

会長、あと大我委員、川口委員、永尾委員とか

は土木部や県警の感じになるのかね。

それから、国は、先ほど言った運輸関係だと

いうことで、市町は杉本委員と出てきているの

は佐世保市かなと思って見ているんだけれども。
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事業者の中にも、村木委員、木原委員、嶋崎委

員、四元委員、この辺は大体想定できるし、今

里委員というのは松浦鉄道かな。そういう感じ

でいろいろ網羅されているという感じでいいん

ですかね。それに菊森副会長が入っているとい

うような感じになるのかな、これは。

【小川次長兼交通政策課長】委員の状況でござ

いますが、市町の方でいきますと、長崎市、佐

世保市、諫早市、この諫早市の方で田川委員と

いうのが諫早市の担当部長でございますが、県

央地区という形で整理をさせていただいており

まして、それ以外が、例えば尾崎委員というの

は雲仙市の委員でございます。それぞれのブロ

ック単位の担当部長に委員となっていただいて

いるところでございます。

それ以外の部分でございますが、道路管理者

としての長崎河川国道事務所、もしくは県の道

路建設課、県の港湾課、県警察本部の交通規制

課の皆様に委員になっていただいているところ

でございまして、事業者は先ほど委員からもご

指摘がありましたように、航路事業者、バス事

業者、もしくはタクシー事業者、それぞれの協

会の会長様に入っていただいておりますし、ま

た実際の事業者という形で入っていただいてい

る分もございます。それ以外にも、松浦鉄道に

ついても入っていただいて、全体的に交通事業

者を網羅した形の委員構成をとらせていただい

ているという状況でございます。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

次に、「政府施策に関する提案・要望」につ

いて、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】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。

【川崎委員】部長説明にありました離島振興法

改正・延長についてお尋ねいたします。

改正のポイント、今まさに情報収集のところ

なのかもわかりませんが、お尋ねいたします。

離島振興法が今年度までとなっていまして、延

長はもちろん、さらなる離島振興策を盛り込ん

でいく必要があると思います。

説明にありました「新たな離島振興法に関す

る意見書」、こういったところで県は国にどう

いった内容を求めておられるか、お尋ねいたし

ます。

【山下地域づくり推進課企画監】離島振興法の

改正・延長に向けては、県議会でもご議論を賜

りながら、昨年9月、「新たな離島振興法に関
する意見書」を取りまとめまして、12月に国等
への要望活動を行ったところであります。

意見書においては、これまでの支援策のさら

なる充実強化が図られるとともに、次の時代に

合った施策が講じられるよう、離島の特性を活

かした「新たな日常」や地方創生の先進モデル

の展開、持続可能な地域社会の維持の推進と離

島の不利条件の克服、それから夢や希望があふ

れるしまのさらなる活性化を目指した産業振興

策等の充実、以上3つの柱に沿って様々な施策
提案を盛り込んでおります。

具体的に申し上げますと、デジタル化に向け

た情報通信基盤の整備や関係人口の創出、スマ

ートアイランドの推進、再生可能エネルギーの

促進など、離島の特性を活かした地方創生の先

進モデルについて、国による積極的な支援と事

業展開を求めております。

また、生活環境やインフラの整備の促進に加

えまして、医療・介護・保育サービスの確保、

それから教育機会の充実、さらには、離島航路・

航空路に対する支援措置の拡充など、持続可能



令和４年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２３日）

- 86 -

な地域社会維持の推進と離島の条件不利性を克

服するための施策を掲げております。

今回の改正・延長におきましては、本県が提

案した施策が実効ある形で数多く盛り込まれる

よう、引き続き、国に対して強く働きかけてま

いりたいと考えております。

【川崎委員】離島航路のことに触れていただい

ています。充実については、これも全く異論は

ありませんが、特に今問題になっているのが、

高速航行船、いわゆるジェットフォイルなんで

すけど、これがビジネスや観光には必要不可欠

な移動手段ということで、一方では老朽化で更

新時期が迫っているものの、高額な更新費が経

営に非常に重くのしかかるというところから、

なかなかこの更新が進まないと。そういった中、

旅客船協会からは、財政支援も検討いただきた

いという要望もいただいております。

今次離島振興法の改正に当たりましては、我

が公明党も、重要事項としてこのジェットフォ

イルへの支援、これについては盛り込むよう取

り組んできたところでありますが、現在どのよ

うに議論されているのか、お尋ねいたします。

【小川次長兼交通政策課長】ジェットフォイル

の更新にかかる現在の状況というご質問でござ

いますが、回答させていただきます。

現在、ジェットフォイルの更新につきまして

は、県内に2航路事業者、ジェットフォイルを
運航している事業者がございまして、合計4隻
就航してございます。いずれも、実際に運航を

始めてから30年以上の経過年数がたっており
まして、その更新についての議論が行われてい

るという状況でございます。

1航路事業者におきましては、早ければ令和5
年度ぐらいからでも更新に着手したいという意

向が当初あったわけでございますが、このコロ

ナ禍の中で経営状況が非常に厳しくなったとい

うこともございまして、現時点におきましては、

その更新の着手時期というのは未定という形に

されているところでございますが、私どもその

ような背景を受けまして、地元の市町と、もし

くは航路事業者との意見交換・情報共有会を昨

年度から開催させていただいておりまして、ま

た、実際の造船事業者の方とも意見交換をさせ

ていただいたり、国の担当課、もしくはジェッ

トフォイルが就航している都県が集まって、現

時点の課題等々についての意見交換を開催させ

ていただいております。

そのような中で、今後、どのような支援の形

があれば、更新をした上で運航が継続できるか

という観点で、私どもいろんな財政シミュレー

ションとかを行いながら、その支援のあり方に

ついて検討しているところでございまして、そ

の前提として、ぜひ国の更新にかかる支援がい

ただければ、非常にありがたいということもご

ざいまして、今回の政府施策要望におきまして

も、その補助制度の創設についての要望をさせ

ていただいているところでございます。

【川崎委員】 もう30年以上たって、令和5年に
も更新したいというご意向もあるという中に、

建造も数か月でできるようなものでもないと思

いますので、そこは議論を活性化していただい

て、何とか離島振興法にきちんと盛り込んだ形

で、財政支援もこれから勝ち取っていけるよう

に、これはともに頑張っていきたいと思います。

次に、県庁舎跡地についてお尋ねいたします。

基本構想のサマリーというか、概要版のペー

ジでいけば5ページ、広場についてです。こち
らに演奏会などへの対応ということがございま

したが、当然、雨風もしのがないといけません

ねということから、上屋といいますか、屋根、
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こういったものについて設置は検討されている

のか、お尋ねいたします。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】本格整備に向けま

して、具体的な建物の規模とか配置などの詳細

につきましては、今後、暫定供用の利用状況を

踏まえて整理することといたしております。

今お話しいただきました演奏会等につきまし

ては、広場の利活用イメージにも記載させてい

ただいておりまして、天気とか気温とかを考え

ますと、本格供用におきましては一定の建物等

を配置することを検討する必要があるものと考

えております。

そちらの検証という意味におきましても、暫

定供用時におきまして、県民・市民の皆さんと

協力し合って、いろんな条件のもとで演奏会等

の催しを幅広く実施しまして、ご意見をお伺い

していきたいと思っております。

【川崎委員】絶対要りますよ。たまらんですっ

て。これは必ず必要不可欠なものとして準備い

ただきたいと思います。

また、この暑さ対策ということで、ぜひご検

討いただきたいのは、給水、いわゆる水分を補

給していただくという環境も少しご配慮いただ

きたいなと思っているんです。自販機で買うも

よし、一方では、最近はSDGsの観点からマイ
ボトルを積極的に活用されている方もおられる

と思います。そのマイボトルに給水できる、そ

ういった専用の給水器というか、そういったと

ころも各行政が採用されているようですので、

ぜひそういったところについてはご検討いただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】今お話がございま

したSDGs、カーボンニュートラル等の実現に
つきましても、非常に重要なテーマであるもの

と考えております。

暫定供用期間中におきましても、民間の方に

よるキッチンカーなどの利用状況等も踏まえな

がら、今お話がありました安全性の観点から、

幅広くいろんな方にご意見をお伺いしまして、

必要性につきまして総合的に考えていきたいと

思っております。

【川崎委員】 SDGsの観点、そういったところ
から、ぜひ最新の動向をよく情報収集して検討

いただきたいと思います。

資料の10ページの旧第三別館についてお尋
ねをいたします。

詳しい方の資料に載っていましたが、大正期

から昭和期に建設されたRC造の警察庁舎、現存
するものは極めてまれと、希少価値があるとい

う説明がありました。一方、被爆遺構でもあり

ますけれども、長崎市の城山小学校のような保

存の後ろ盾となる文化財指定はなされていない

という状況。

一方、隣接した県庁舎は、原爆によって焼失

をしたわけですが、その横にあって、耐えてた

たずんでいるということを考えると、しっかり

意義づけを行っていきながら、後世にバトンを

つなぐことも重要かと考えます。

整備の基本構想の中に、今後のあり方として、

建物などの歴史に触れ、平和への思いを深める

場にしたいということも記載がございました。

この旧第三別館に対する県の見解を伺いたいと

思います。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】旧第三別館につき

ましては、これまでも保存とか活用を求めるご

意見というのを多数いただいておりますけれど

も、鉄筋コンクリート造りと煉瓦造りの混構造

で、築100年近くが経過しておりまして、安全
面などに配慮した改修に留意をする必要がござ

います。そのため、今年度、基本構想案にも記
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載しております3つの改修方法というのを基本
とした概算の改修費用や課題を整理することと

いたしております。

今後、暫定供用時の利用状況も検証しながら、

県庁舎跡地全体の機能の配置を検討する中で、

その旧第三別館の耐震性、安全性、費用の問題、

そして役割、利活用ニーズ、そういったものを

考慮しながら総合的に議論を重ねまして、検討

を引き続きしていきたいと思っております。

【川崎委員】今回の資料で、赤字で追加してい

る項目に、先ほど「平和への思いを深める場」

と、こうあったわけでありますが、その思いを

さらに強めていくという意思の表れかと思いま

すので、しっかりとご検討いただきたいと思い

ます。

9ページのバスベイのところですが、これは
もう要望でありますけれども、別冊の詳しい資

料には、バスの待ち環境は雨風をしのぐ、そし

て空調完備ということで、これについては大変

ありがとうございます。観光地の一つにもなろ

うかと思いますので、多くの皆様にも快適に移

動できる、そういった待ち環境ということにつ

いてもご提供いただきたいと思いますが、ぜひ

空調も、SDGsという観点から、単によくある
空調ではなく、様々、いわゆる消費エネルギー

を非常に抑えた形の機材もありますし、そうい

ったこともぜひご検討いただきたいと思います。

先ほどの給水もそうですけれども、今のいろ

んな技術革新の中をしっかりと見据えた形で整

備にお取り組みいただきたいと思います。これ

は要望にとどめます。

次に、14ページの出島との連携について触れ
ていただいておりますが、出島との連携、基本

的な方針はどうなのか、お尋ねいたします。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】県庁舎跡地の歴史

を考えます時に、隣接する出島との連携という

ものは欠かせないものであると認識をしており

ます。

これまでも出島の方とは、出島から跡地、そ

して跡地から出島と、双方の人の誘導であった

り、出島を見渡せる跡地の立地、そういったも

のを活かした情報発信等も、長崎市の方とも協

議を行ってきているところでございます。引き

続き、相乗効果を生むように、長崎市などとも

しっかり議論していきたいと思っております。

【川崎委員】本当一体的に地域を楽しめる、歴

史を楽しめるといいますか、長崎を存分に満喫

していただくための仕組みづくりは一体的であ

る必要があると思います。

そういった中で、12ページには出島から見た
県庁舎の今のイメージというところを記してい

ただいておりますが、まさにこういったところ

に、出島にいながら県庁全体を臨めるといった

ところに、ぜひ、ここにもありますAR、そうい
ったところも出島にいながら確認ができるとい

いますか、楽しめる、そういったところも、ぜ

ひサービス提供も連携しながら構築していって

いただきたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】基本構想にも記載

させていただいておりますとおり、AR等の先端
技術、情報先端技術の活用につきましては、跡

地の折り重なる歴史の変遷とか、本県の県内各

地のいろんなすばらしい魅力、そういったこと

を体感いただける非常に有効な手法の一つであ

ると思っております。

今、委員からお話がありましたAR等の技術に
つきましても、先般も安土城等でそういうAR
のプロジェクトが始まったとの報道もございま

したけれども、こちらの方としてもしっかり、
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長崎市の方とも、出島の方とも議論しながら、

そういった実現に向けて検討を進めてまいりた

いと思っております。

【川崎委員】次に、交流支援機能というところ

で、7ページに整理をしていただいております
が、県警跡地を活用するというところがメイン

だと思います。

一番最後のページのスケジュールを確認する

と、この県警本部跡地は令和4年から5年、ここ
にかけては民間開発による設計・整備を想定と

いうことであります。つまり、もう今年度から

具体的な動きになると読み取れるわけでありま

すが、今現在、どのような進捗状況か、お尋ね

いたします。

また、併せて、周囲の民間のご協力、そうい

ったところもいただければということも、委員

会でいろいろ意見もさせていただいているとこ

ろでありますが、併せてお尋ねをいたします。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】県警本部跡地につ

きましては、民間開発も含めました民間活力の

導入という部分を基本に検討することといたし

ておりまして、これまでの、事業者へのヒアリ

ングでは、周辺部を含めて、例えば県庁舎跡地

と一体活用することで、その投資の魅力が上が

るというご意見であったり、あとは県庁舎跡地

を先行整備して、そこの価値を高めて県警本部

跡地の開発可能性も向上するんだというご意見

をいただいているところでございます。

今後も、継続してデベロッパーの皆さん等へ

のヒアリング等を実施いたしまして、その事業

の収益性とか、施設の利活用を高めるための方

法、枠組み、そういった実現可能な開発スキー

ムについて検討を深めてまいりたいと考えてお

ります。

最後にお話がございました隣地等の関係でご

ざいますけれども、随時お話を継続させていた

だいております。一体的な活用ができて、先ほ

どお話がありました民間の方の投資としての魅

力向上とか、いろんな利活用の幅を広げるとい

う目的のためにも、引き続き、情報共有、協議

を進めてまいりたいと思っております。

【川崎委員】県庁がこっちに移って、たしかも

う4年になるんですかね。ということは、あち
らから移って、人がいなくなって4年ですよ。
ずっと議会でも指摘されている、白い壁がずっ

とあるという状況の中において、この県警跡地

は非常に自由度が高いというところがあって、

今、令和4年から設計ということもあるわけで
すから、先行して、ここは早めに整備を進めて

いくという方針に立って、しかも民間活力とい

うことでありますから、民間の知見・経験も、

投資も促していくというところから、積極的に

着手をしていただきたいと思います。

最後に、15ページの整備費が約20億円から30
億円、先ほどの県警跡は除くということであり

ますが、こちらの財源確保はどのような考えな

のか、お尋ねいたします。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】こちらの財源の問

題ですけれども、もちろんこの厳しい県の財政

状況のもと、国の補助金、交付金、有利な起債

等を活用してやっていきたいと考えております。

以上です。

【北村委員長】換気のため、しばらく休憩しま

す。

― 午後 ２時３５分 休憩 ―

― 午後 ２時４６分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【田中委員】新幹線問題について確かめておき
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たいと思うんですが、ようやく長崎～武雄温泉

間は開通するという時期なんだけれども、あと

武雄温泉から先、鹿児島ルートにどうつなぐか

という話が暗礁に乗り上げているのが実態なん

だけれども、長崎県のスタンスとして、長崎県

の方針として、今はもう佐賀県と国との動向を

見守るだけだと、それにとどまっているのかな。

何か長崎県として、知事同士が会っているとか、

いろいろ言っているけれども、どういう方針で

今後取り組もうとしているのか、ちょっと聞か

せてもらおう。

【坂野地域振興部次長】新幹線の未着工区間に

ついてのご質問でございまして、今後の県の対

応というところでございますけれども、現在、

この未着工区間については、委員ご指摘のとお

り国土交通省と佐賀県の幅広い協議が行われて

おり、そういった議論が行われるというのが一

つ。

それから、与党PTの検討委員会におきまして
も、昨年、佐賀県の課題についての議論が行わ

れ、一定の検討状況がまとめられるという議論

が行われております。

そして、長崎県といたしましては、これまで

も知事同士、あるいは部長同士で議論をさせて

いただいておりまして、長崎県としては、ぜひ、

佐賀県が言っているいわゆる4つの課題、在来
線、それから地方負担、ルート、地域振興、こ

ういった課題について、どういった点が具体的

に課題なのかということをぜひお聞かせいただ

きたいと。そして、一緒に取り組むことで解決

できるものがあれば、ぜひ一緒に取り組みたい

というような考えで、これまでも議論の方をさ

せていただいたところではございますが、なか

なか詳細については聞けていないような状況で

ございます。

一方で、先日、就任の挨拶として、大石知事

が山口知事と面会をさせていただきました。そ

して、大石知事からも佐賀県に課題があるとい

うのは承知をしているので、デメリットを小さ

くしてメリットを共有していけるのか、知恵を

絞っていきたいということで、引き続き、今後

も継続して議論を行っていくということについ

て、同意したというところでございます。

ですので、長崎県といたしましては、まず、

大石知事もしっかり話し合える関係を築いてい

くというようなところをしていきたいと言って

いただいておりますので、そういった長崎県と

佐賀県でしっかり関係をつくっていくというこ

とに加えまして、また、長崎県としては、フル

規格整備に当たっては佐賀県の課題が障壁にな

るというようなところがございますので、そう

いった課題についてどういうことができるのか、

県でもしっかり検討しつつ、また、佐賀県から

どのように話を聞かせてもらえるのかというこ

とについても、ぜひ議論をしていく協議の場面

を持っていきたいと考えているところでござい

ます。

【田中委員】具体的にはちょっとぴんとこない

んだけれども、我々は、鹿児島ルートと一緒で

鹿児島から八代まで一時できた。その後は、熊

本県がオーケーしてくれたのでつながった。無

事つながったし、大体道筋ができていたものだ

からよかったなという形で決着をした。

長崎ルートの場合は、鹿島市と江北町が反対

して佐賀県も動けなかった。それで、長崎本線

をどうするか、肥前山口～武雄間をね。上下分

離になった。しかし、これも長崎県がいろいろ

話を持ちかけて、私はスタートはそうだったと

思うよ、上下分離になったのは。ＪＲ九州も困

っていた、私は当時質問したことがあるけれど
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もね。諫早までＪＲ九州に汗をかかせろという

話を一般質問でやった。金子知事は、そんなこ

とが簡単にできるわけないという話だったけれ

ども、10日ばかりで、当時の副知事が「いや、
一件落着ですよ」という話で、鹿島市は諫早ま

で行くなら反対する理由はないと、もう自分た

ちが反対する余地はなくなったということで一

件落着したんだけれどもね。やっぱり何かいろ

いろ知恵を働かせなきゃいかんと思うね、どう

したら後がうまくいくのかね。

もう一つは、あなたたちのおかげで佐賀県議

会の6月議会の一般質問等の資料をいただける。
これを見てみると、佐賀県議会は大変だね。も

う大混乱という感じ、この新幹線に関してはね。

何人もの人が一般質問をやって、その質疑を私

は読ませてもらったけれども、方向性というの

はまだ出てない。総じて言うと、10年間は今の
乗り継ぎ方式でしょうと。それから工事が始ま

って、15年とすると、25年ぐらい先になるんじ
ゃないですかと。極端に言うとそういう議論に

なっているところもあるね。それでは、やっぱ

り困るんだよ。長崎、諫早、大村の人も困るだ

ろうけれども、我々県北としても、それじゃ何

のために新幹線を協力してやったんだという話

になってくる。時間短縮効果とか、いろいろな

問題が当時あったけれども、何の解決にもなっ

てない、時間短縮効果は。

そういうことで、何しろ長崎県としても、県

議会もやらなきゃいかんだろうけど、後をどう

するかという議論を、在来線のルート、山側、

海側的な3案を含めての議論を、やっぱりもう
ある程度長崎県もやるべきじゃないかと思うけ

れども、どうですか、その点については。

【坂野地域振興部次長】今、委員からご指摘い

ただきました3つのルートについてというとこ

ろでございますけれども、こちらについては佐

賀県内でもいろいろな意見があると承知をして

いるところでございまして、そういった県議会

での佐賀県内での意見を踏まえて、佐賀県とし

ては国土交通省との幅広い協議の中で、いわゆ

るアセスルートに加えて、北側のルート、それ

から佐賀空港を通る南側のルート、この3つに
ついて、どういった将来像が描けるのかという

のを出してほしいということで、国土交通省が

一旦提出はしておりますが、ちょっとイメージ

と違ったということで、再度検討されていると

いうところだと承知をしております。

そして、このルートにつきまして、与党検討

委員会におきましては、佐賀駅を通るルートが

適当だが、佐賀県の意見があれば別途検討した

いとしておりますし、ＪＲ九州は佐賀駅を通る

ルート以外は考えられないが、佐賀県における

議論を拝聴したい。また、一定の3つのルート
についての比較を行った国土交通省におきまし

ては、佐賀駅を通るアセスルートが投資効果な

どの観点からは適当ではないかとの考えを示さ

れているところでございます。

一方で、佐賀県につきましては、今、どのル

ートがいいと、そういう議論が明らかなところ

ではなく、引き続き3つのルートについてフラ
ットに議論をしていきたいということで、それ

ぞれのルートについてどういった将来像が描け

るのかというところを、引き続き、国土交通省

に出してほしいと求めているというような状況

でございます。

佐賀県もそういった状況でございますので、

長崎県といたしましては、佐賀県内の区間でも

あるところでございますので、この点につきま

しては、今後、幅広い協議の中で議論がされて

いくと考えておりますので、そういった議論の
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状況も注視していくという格好で考えさせてい

ただいております。

【田中委員】常識的には、佐賀県が負担すると

いうのが今までの考え方だね。それではどうも

解決しないという感じがする、佐賀県だけでは。

だから、いろいろ知恵を働かせるべきだと、何

回も私も言っているけれども、最初は四者会議

で決まっていた、長崎県と佐賀県と福岡県とＪ

Ｒ九州の四者会議。

ＪＲ九州がそういうことを言うならば、並行

在来線はそれじゃどうするのかという問題は、

これは長崎県が詰めたって大丈夫と思うよ、別

に問題ない。ＪＲ九州に対して、この並行在来

線はいいんですねと、カットしなくていいんで

すねというような詰めは長崎県の方がしやすい

んじゃない、佐賀県より。そういう感じもする

ね。今日、聞いたって、あなたに失礼だけども、

あなたで全て解決できる問題じゃないから、議

論にとどめたいと思うけれどもね。

何しろ知恵を、もう30年ぐらいの間でようや
く半分できた。あと半分は、また30年かかるか
なという感じがするね。ぜひ頑張ってほしいと

思います。

次に、最後にするけれども、ダイヤと運賃の

関係で、運賃だけ見るとあれだね、武雄温泉～

長崎間というのは安くなるんだね、480円も。
これはやっぱり長崎～武雄温泉間は頻繁に交流

が始まらないといかんな、480円も安くなる。
嬉野温泉は今までなかったから比較のしようが

ないけれどもね。

ただ、博多～長崎間が460円アップだけれど
も、これについては長崎の皆さん方の反応はど

うだかわかりますか、大体。

【峰松新幹線対策課長】運賃の話でございます。

長崎～博多間につきましては、普通料金で、今

回、現行5,060円のところ5,520円に新幹線料金
がなりまして、差額として460円増えたという
ことで、約1割程度増えたということになって
おりますので、我々が県民の方にアンケートし

たというわけではございませんが、肌感覚とし

ましては、総じて低く抑えられているのではな

いかと考えているところでございます。

【田中委員】 やっぱり30分短縮という大きな
プラスがあるから、若干1割程度高くなっても
仕方ないなと私は思っているけれども、武雄温

泉～長崎間が一番得した感じだね。時間も短縮

して料金も安くなってという感じのね。これは

少し宣伝をしなきゃいかんよ、武雄温泉と長崎

がぐっと近まりましたという感じでね。

それから、上下分離のダイヤは、特急はなく

なるけど、普通ダイヤは増えているという、こ

れは地域の足としてはいいことだと思うね、普

通が増えればね。そういう感じから見ると、佐

世保線がね、もう少し利便性というか、ポイン

トがあった方がよかったんじゃないかなと。む

しろ、マイナスのところを言われたりしている

からね。いや、普通がこうやって増えますとか

ね。やっぱり将来的には、佐世保～武雄温泉間

でやらなきゃいかんと思うよ。武雄温泉で将来

フルに乗り換えるというのが一応の大きな流れ

だからね、武雄温泉～佐世保間。この問題がや

っぱりプラスになるような方向を考えるべきだ

と。これはとりもなおさず、武雄温泉～ハウス

テンボス間、ＩＲ間にも将来は反映してくる路

線になるのでね。佐世保線がちょっと風評があ

んまりよくない。風評というか、ダイヤ関係が

ね。「なんだ」と言う人たちがいる。そこら辺

についてはどうですか。

【峰松新幹線対策課長】佐世保線のダイヤ改正

についてですが、佐世保市の特別委員会の方で
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も高速化事業の効果がダイヤに反映されていな

いのではないかというご意見も賜っております。

実際にダイヤを確認いたしますと、佐世保～

博多間で、特急列車の全列車の平均を申します

と、約2分ほど短縮をされているところでござ
います。

また、県としては、最速の時間が、高速化を

行って、佐世保～博多間で約8分間短縮すると
いうことをお話しさせていただいたところ、博

多～佐世保間の最速の所要時間は現行より9分
短縮となっており、見込みどおり短縮をされて

いるところでございます。

また、新たに導入されております振子型車両、

こちらは当初の予定どおり10本導入していた
だくこととなりまして、博多～佐世保間の平均

所要時間は通常の改正前の平均に比べますと、

振子型の車両だけで申しますと7分短縮をされ
ているというところで、それをもちましても効

果があるのかなと考えているところでございま

す。

ただ、最初申しましたように、佐世保市の方

でもそういった議論がなされているところでご

ざいまして、佐世保市の場合は現行時刻と改正

後の時刻を並べて比較をしていただいておりま

す。その中で、どうしても昼間の時間帯が特に

増えているものもあるということがございます

ので、そういったところで全体の時間短縮効果

が目に見えてない部分もあるようですので、Ｊ

Ｒ九州には、全体の平均所要時間というところ

は短縮されているんですが、そういう利便性の

改善というところについては引き続き求めてま

いりたいと考えているところでございます。

【田中委員】我々は、佐世保市民の不満を抑え

なきゃならんという立場にあるのでね。だから、

県単事業で14億円かけて8分の短縮だよと言っ

てきた。県単独で14億円もかけて8分短縮をし
ているんだから、あなたたち我慢しなさいみた

いな言い方をしてきたけれども、どうもそうい

う形になってない。8分短縮なんてぽんと出て
こないね、実感として。

だから、要は、目標的に新幹線が260キロで
いくならば、半分の130キロぐらいの目標を定
めて改良するような努力をしてほしいね。法定

速度が今60キロぐらいでしょう。これをやっぱ
りもうちょっと短縮効果が出るような形にしな

ければいかんし、もう一つは、この前も私は一

般質問でも話したけれども、新幹線を利用する

県北民は、佐世保駅をスタートして新大村駅か

ら乗るのは可能だから、ダイヤと接続をうまく

やってほしいと。武雄に行って乗り換えていく

というのは、ちょっと現実的でないのでね。ぜ

ひそれは要望しておきたいと思います。

終わります。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【吉村委員】今の新幹線の関係だけど、改めて

聞きますけど、この陳情・要望の10ページに載
っているこの文章というのは、あくまでも暫定

措置だよね。それを確認したいと思います。

【峰松新幹線対策課長】 10ページの佐世保市
からの要望の件でございます。輸送改善につい

て、ご要望を受けております。この件が暫定か

どうかというご質問だと思うんですが、この分

につきましては、今回、高速化事業を進めさせ

ていただいておりまして、この完了をもちまし

て一定の成果という形にさせていただくという

ことにはなっております。

ただ、基本的考え方の中で、新幹線がフル規

格になった後のフル規格整備後は、佐世保線に

もフル規格の新幹線整備網の直通運行が可能と

なるよう実現に努めるという文言がございます
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ので、この分については引き続き残っていくと

いう形になっております。

【吉村委員】時間がないんだから、そんな長く

言わなくていいよ。「そうです」と言えばいい。

あくまで暫定さ。佐世保市が、暫定的にこうい

うことだけでもやってくれ。で、14億円かかっ
たけど、ＪＲ九州と一緒になってこうやります

と。最終的には、その基本的な考え方にいくわ

けだから、最終的には新幹線が佐世保までこな

いといけないわけよ。そこら辺を頭に入れて、

こういう改善をやりますなんていうこの文章を

読んでいると、これで終わりみたいな感じで見

えてくる。そこをもう少し考えて表現をしても

らわないと困るよ。考えていることがそのまま

文章に出てしまいよるんじゃないの。だから、

そこら辺は、田中委員は優しいから、あんまり

やかましく言われないけど、佐世保市民は怒っ

ているんだ。新幹線も効果がない。これは国策

だろう、新幹線は「むつ」の見返りに。長崎県

が頑張らないといけないという話じゃないわけ

よ。だから、もっと国会議員に頑張ってもらわ

ないといけない。もっと尻をたたいてください

よ。それはお願いをしておきます。

先ほどジェットフォイルの更新とか、離島航

路であったけど、一般質問でもちょっと触れた

けれども、だんだん時間がなくなって、もう一

回確認させてもらいたいんだけど、いわゆるフ

ェリーとか、そういう人の行き来、それから離

島から本土に運ぶ産品、これについてはいろん

な減額措置があって、それなりの恩恵が出よる

んだけど、例えば離島で仕事をする事業者、こ

れが本土から仕入れをするということについて

は、全くそういうのがない。いわゆる貨物航路

に対して同じような措置をやってもらいたいと。

特に、今は燃料が高騰して大変なんだと。運賃

が高くなって、それを上乗せできないというつ

らさが皆さんあられるんだけど、そこら辺につ

いて、もう一度県の考え方、それから国に対し

て強く要望してもらいたいと思うんだけど、そ

こら辺考え方をお願いします。

【小川次長兼交通政策課長】委員ご指摘のとお

りに、離島に住む方々の生活水準の確保、もし

くは事業者の事業活動という意味で、人の行き

来だけじゃなくて、物の往来についてもきちっ

と確保していくということは非常に必要なこと

だと思っておりますが、私どもとしても、現時

点ではいろんなそういう支援制度というのはご

ざいません。そういう中で、今後の国境離島対

策等々を含めて、そういう輸送コストにかかる

部分について何らかの対応ができないかという

ことについては、国の方ともいろんな協議をし

ながら行ってまいりたいと思っていますし、今

回の要望においても、そういう貨物航路等にお

ける制度についての要望をさせていただいてい

るということでございますので、今後も引き続

き取り組んでまいりたいと思っております。

【吉村委員】よろしくお願いします。ここの陳

情の項でも、いわゆる人を運ぶ航路とか、そこ

ら辺の要望は出ているんだけど、貨物航路とか

いうのはなかなか出ていないものだから、そこ

を頭に入れて今後取り組んでいただければと思

いますので、よろしくお願いします。

それから、もう一つ資料をいただいたので質

問させていただきますけど、Ｕターン、Ｉター

ン、長崎県移住者の件で、目標は2,000人やった
けど1,740人でしたという報告を受けているん
だけど、それなりに頑張った数字じゃないかな

と個人的には判断しておりますが、これは合併

後の自治体なのよ。それで、旧北松浦郡で言う

と、合併してない離島が小値賀、合併している
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離島が宇久、ここの差がどうなっているのだろ

うと。人口の減少率から言うと、宇久は合併し

てうんと減っているわけよね。それで、元気も

なくなりよるんだけど、ここで小値賀と宇久を

比較して考えると、やっぱり数が全然違うと。

だから、県内ももらった資料で、各21市町の資
料は出ているんだけど、これに加えて合併前の

地域というか町、こういうところの地域にどれ

ぐらい移住者が来ているかという資料をほしい

んですが、それを見て地域の偏在性というか、

佐世保市で増えましたといったら増えてるわけ

よ。令和3年は、対前年比26人増えましたとな
っているんだけど、その佐世保市の中にも合併

した町がいっぱいあるわけよ。そこら辺で増え

てるのかどうかというのが、ここで見えてこな

いので、そういう資料作りをやってもらえない

かなと。ほかの地域もそうなんだけど、いかが

ですかね。

【宮本地域づくり推進課長】今回、委員との事

前のやり取りの中で、佐世保の方に確認したら、

宇久はわかったというところまで私どもも把握

できております。ただ、それが、例えば、ほと

んど合併市町が多いんですけれども、それが住

所まで、通常の本土の合併とかを何町にという

ところまで追えるかどうかというのは、ちょっ

と個人情報絡みのところもあるかなと思います

ので、直ちに追えますということが今言えない

状況でございます。

【吉村委員】いろいろ答弁の仕方はあると思う

けど、個人情報なんて言わないで、それならな

んでこれができているのよ、今の資料がさ。お

かしいじゃない。それを地域分けして、数字を

出してみてと言っているだけだから、頑張って

その資料を作りますと言えばいいんじゃないか。

どうですか、もう一回。

【宮本地域づくり推進課長】ちょっと確認しな

がら頑張って検討してみたいと思います。

【吉村委員】 頑張ってくださいよね。

もう一つ最後に、これは毎回、1年間総務委
員会にはおりませんでしたが、言っておかない

といけないこと。

旧五島産業汽船、ここの決算書を見たいと、

もうずっと以前に言って、その決算書を見ない

と判断がつかないと、経営状況の。そういうこ

とで待っているんだけど、今の現状、どうなっ

ておりますか。もうそろそろ結果が出ているん

じゃないかと思いますけど。

【小川次長兼交通政策課長】 3月の総務委員会
におきましても、委員からご指摘いただいてお

りますが、その後、破産管財人の方と面談をい

たしまして確認をいたしておりますが、3月に
もご答弁させていただきましたように、売買契

約済みの船舶1隻の引き渡しにつきまして、い
わゆる海外の事業者への売買ということで、ま

だ実は新型コロナウイルス感染症の影響によっ

て、引き渡しに必要な乗組員の入国ができてな

いということで、最終の引き渡しが終わってな

いということでございますので、現時点で破産

手続きがまだ終了してないとお聞きしていると

ころでございます。

【吉村委員】 その船は、船名は何ですか。「あ

りかわ」ですか。「ひまわり」ですか。確認で

す。

【小川次長兼交通政策課長】船名としては、「あ

りかわ」ということで聞いております。

【吉村委員】この前聞いたのでね、「ありかわ」

が外国に販売するということで、コロナの影響

で遅くなっている。とは言うものの、もうそろ

そろ状況として見込みはどうですか。もう何年

かかりよるかなと思うけど。見込みは立たない。
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【小川次長兼交通政策課長】破産手続きの見込

みにつきましては、私どもも破産管財人とか、

県の顧問弁護士の方にもいろいろご相談をしな

がらという形で確認しておりますが、現時点に

おいて、いつ本当に引き渡しができるのかとい

うもの等を含めて、そこが終わらないとなかな

か難しいということで、今の時点でいつならば

ということを期限を切って言うというのは非常

に難しいと思っております。

【吉村委員】最後にしますけど、県もやっぱり

関わっているわけね。この欠損補助、国が2分
の1、県が2分の1、こうしながら事業者にやっ
ている。あとほかのリプレイス、リフレッシュ

というのは、国の交付金を土木部がトンネルし

て事業者に出していると、このように構図はな

っているわけよね。だから、やっぱりもう県は

あんまり関係ないんですというような態度じゃ

なくて、積極的にその事実を公表できるような

形を、一刻でも早くできるような問いかけを関

係者にやっていただいて、早く決着をさせたい

と思うんですよ。ですから、よろしくお願いし

たいと思いますが、いかがですか。最後に答弁。

【小川次長兼交通政策課長】前回も委員の方か

ら、少しでも早い開示等々ができないか相談し

てみてくれというご意見もいただいておりまし

たので、私どもも早速、県の顧問弁護士の方と

も、今の状況をご説明した上で何らかの対応は

できないかというご相談をさせていただきまし

たが、やはりまだ破産手続きが終わらないと、

なかなか難しいという部分と、一方では、破産

管財人の方から、まだ手続中は、その公開につ

いてはやめてほしいというお話もあっているこ

とから、現時点においては手続きの終了を待っ

てという形になろうかと思っております。しか

しながら、今後も情報収集とか、もしくはそう

いう関係者の皆さんとの協議、意見交換を続け

ていきながら、私どもとしても前向きに取り組

んでまいりたいと思っております。

【吉村委員】話は変わりますが、公共交通の部

分で、これも田中委員がさっき質問されたんで

すけど、公共交通計画を立てるんだということ

でこうされているけれども、その中身は言わな

いけど、国の委員で九州運輸局から来ていると

言ったね。五島産業汽船の時も許認可権者が九

州運輸局だったのよ。それで、一回電話をして

課長が出たけど、2回目からは出なかった。そ
して、その後、リフレッシュ、リプレイス、こ

の事業が目的を達成したので廃止しますと、制

度廃止と国がぽんとやったよね。だから、都合

が悪くなると逃げてしまうというところがある

ので、この公共交通計画でも、国の委員さんも

入っておられるけど、都合が悪くなったら逃げ

らすかもしれないので、よく捕まえとかないと

いけない。終わります。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】 委員長を交代します。

【赤木副委員長】 北村委員長、どうぞ。

【北村委員長】 私の方から2点ほど質問をさせ
ていただきたいと思います。1点は交通弱者対
策について、そして新幹線開業イベントについ

てお尋ねをいたします。

まず、交通弱者対策でありますが、先般の警

察本部の審査の中で、ここ数年、毎年5,000人ぐ
らいの方が免許証を返納されているという答弁

がありました。その5,000人のほぼ8割、9割が
高齢者ということであります。

県民の方から、交通弱者としてなかなか生活

に不安があるというようなお声もいただいてい

るところでありますし、このペースでいくと毎
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年5,000人ずつ増えていくということでありま
すから、対策というのは今までもやっていらっ

しゃることだろうと思いますけれども、今後、

ますます増加する交通弱者に対して、県がどの

ような対策をとっていくのかということについ

てお尋ねをいたします。

【小川次長兼交通政策課長】高齢者の運転免許

証返納等々含めて、交通弱者対策ということに

ついてお答えいたします。

現在、県内の高齢者の運転免許返納等に対す

る対応につきましては、事業者の方で、例えば

乗り放題のパスとか、割引サービスなどが行わ

れております。また、県内の複数の市町では、

タクシー等の利用料金3割引とか、交通助成利
用券の交付とか、そういう取組が行われている

ところでございます。

私どもとしては、今般、県内の各市町におき

ましても、公共交通計画を策定していただく予

定としてございますので、そういう中で、例え

ばバスで運行する地域、もしくは支線の部分で

乗合タクシーでの運行区域等々を含めまして、

そういう交通空白地帯の解消も含めて計画を立

てていただく中で、高齢者もしくは交通弱者に

対する対応ができていけばと思っておりますの

で、そういう交通計画の策定と、またその策定

に向けた部分でアドバイザー等の派遣も含めて

支援をやってまいりたいと考えております。

【北村委員長】わかりました。交通弱者対策の

主体としては、県が主体ということではなくて、

各市町が主体となってやっているというところ

で、県としてはそういった公共交通計画の中で

地域の格差が出ないようにアドバイスというか、

指導していくという理解でよろしいでしょうか。

【小川次長兼交通政策課長】各市町が公共交通

計画を策定するに当たって、それぞれ会議を設

けておりますが、その会議の中には私も委員と

して参加しておりますので、そういう観点で、

より効率的な運行だけじゃなくて、持続可能な

運行、もしくは高齢者等に配慮した運行も含め

まして助言をしてまいりたいと考えております。

【北村委員長】わかりました。やはり長崎県は、

離島・半島を含めて、車がないと生活できない

地域がそのほとんどであろうかと思いますし、

長らく車で移動するのに慣れていると、バスの

乗り方とか、公共交通機関を使うことをそもそ

も忘れてしまったとまでは言いませんけれども、

不慣れな方がどんどん増えているんじゃないか

と思います。いろいろと市町で対策をやってい

らっしゃるとは思うんですが、それを知らない

方々もたくさんいらっしゃると思うんですね。

ぜひそういった計画の策定の中で、市民・県民

に対してのＰＲというところもしっかりやって

いただきたいと思います。これは要望です。よ

ろしくお願いします。

そして、残りの1点でありますが、先ほど説
明の中でもありましたけれども、6月18日に新
幹線開業100日前のイベントを長崎市で開催さ
れたということでありました。この内容につい

て、概要をお知らせいただきたいということと、

どのような評価をしているのかということにつ

いて、お尋ねをいたします。

【峰松新幹線対策課長】 100日前のイベントの
件でございます。100日前のイベントにつきま
しては、長崎市で今回開催させていただいてい

るのですが、内容といたしましては、もう100
日に迫っているということで、市民・県民の方

をはじめ、参加者の方に改めて長崎のまちがこ

んなに変わっているんだということと、長崎の

まちで新幹線の取組が進んでいるんだというこ

とを理解していただいて、そして、長崎のこと
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を全国の方に発信していただきたいという趣旨

で、今回、100日前イベントということで開催
をさせていただいております。

長崎のまちの変化につきましては、長崎市の

説明とジャパネットホールディングスのリージ

ョナルクリエーション長崎の方から、折目様に

スタジアムシティについてご説明をいただいて

おります。

それと、開業に向けた取組ということで長崎

駅のかもめ市場の方に「喜味冨」ということで

杉永蒲鉾様が出されている蒲鉾店がございます

ので、そういった新幹線に向けた取組も併せて

杉永社長からご説明をいただいております。

あと、県内周遊という観点から、県北地域の

広域観光マップを佐世保観光コンベンション協

会が作成されておりますので、そういったもの

を皆さんに、実際のアプリを触りながら、ご紹

介をするということを行いました。

また、トークショーでは、西九州新幹線長崎

広報大使の長濱ねるさんのトークショーと、長

濱さんを活用した広報素材、ＣМとかポスター、
そういったものを発表させていただいておりま

す。

評価ですが、参加された方々のお声を聞くと、

改めて長崎のまちの変化ということを実感でき

るということと、実際にイベントが終わった後、

長崎駅の方で「喜味冨」はかなりお客さんが並

ばれていたということで、改めて長崎市内の取

組というところにも実感していただいたのでは

ないかと評価しております。

【北村委員長】わかりました。私も行きたいな

と思っていたんですけれども、残念ながら都合

が合わずに現場には行けなかったんですが、

様々な評価があったんだろうと思います。前向

きな、好意的な評価がある一方、やはり次の本

番といいますか、開業当日に向けてということ

を考えると、改善点であるとか、提案であると

か、反省点であるとか、そういったものもある

のではないかと思いますが、そういったところ

の声や見解というのは、今整理されているんで

しょうか。

【峰松新幹線対策課長】来場者には、全員アン

ケートを帰りに出していただいております。そ

の分につきましては、今、手元に整理したもの

がございませんので、至急整理いたしまして、

そういった反省点等につきましては、今後に活

かしたいと思っております。

【北村委員長】アンケートも様々な県民の反応

ということで、開示できるものは、こういった

声がありましたと、プラスもマイナスも含めて、

両方活かしながら本番を迎えたいということで、

広く、その表現等々に開示できるものとできな

いものがあるかとは思いますが、ぜひオープン

にしていただければと思います。

そして、楽しみなのは、開業当日のイベント

でありますが、ブルーインパルスが飛んでくる

ということで、ファンの方からは「よく呼べま

したね」と、「もう引っ張りだこなんですよ」

というようなお話でありましたが、こういった

ブルーインパルスの展示飛行の詳細というのは

決まっているんでしょうか。

【峰松新幹線対策課長】開業当日のブルーイン

パルス飛行の件ですが、まだ飛行ルート、飛行

時間等につきましては調整をさせていただいて

いるところです。

当然新幹線をお祝いしてお呼びするというこ

とになりますので、長崎市内では駅を中心にし

たような飛行にしていただくように我々も要望

したいと思っております。

【北村委員長】ぜひよろしくお願いします。た
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だ、ホームからとなると屋根がありますからね、

なかなか見えないという状況もあるのかなと思

いますので、そういった工夫もしていただきた

いなと思います。

また、大村市においても、民間のレベルでの

様々なイベントを自らやりますという方がいら

っしゃいまして、メディアで新幹線の車体の陸

送、海送が話題になりましたけれども、9月13
日から26日、大村市民ギャラリーにおいて、新
幹線の陸送・海送写真展なるものを企画されて

いる方がいらっしゃいます。そういった民間の

取組と連動するような開業イベントにしていた

だきたいですし、イベントというと、長濱ねる

さんとか、人気のある方を呼んでということと

いうのはセオリーだと思うんですけれども、非

常に鉄道おたくといいますか、愛好者の方の意

見をしっかりと取り入れながら、開業イベント

を作り上げていただきますように要望して終わ

ります。

【赤木副委員長】 委員長を交代します。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】質問がないようですので、地域

振興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３２分 休憩 ―

― 午後 ３時３２分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、地域振興部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、危機管理監、総務部関

係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時３２分 散会 ―
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第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和４年６月２４日

自  午前１０時００分

至  午後 ２時２８分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 北村 貴寿 君

副委員長(副会長) 赤木 幸仁 君

委 員 田中 愛国 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 吉村 洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 一三 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

危 機 管 理 監 多田 浩之 君

危機管理課長 松田 武文 君

危機管理課企画監 川原 久春 君

消防保安室長（参事監） 宮﨑 良一 君

総 務 部 長 大田  圭 君

総 務 部 次 長 伊達 良弘 君

総務文書課長（参事監） 鳥谷 寿彦 君

県民センター長 和田木詳広 君

秘 書 課 長 大瀬良 潤 君

広 報 課 長 椿谷 博文 君

人 事 課 長 今冨 洋祐 君

新行政推進室長 徳永 真一 君

職員厚生課長 浦田 浩次 君

財 政 課 長 小林  純 君

財政課企画監 石田 祐子 君

管 財 課 長 山道  繁 君

管財 課企画 監 森  祐子 君

税 務 課 長 山口 俊也 君

税務 課企画 監 田端 健二 君

債 権 管 理 室 長 （ 参 事 監 ） 田尾 康浩 君

スマート県庁推進課長 吉村 邦裕 君

スマート県庁推進課
企 画 監

井手 潤也 君

総務事務センター長 小林 陽子 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時００分 開議―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

これより、危機管理監及び総務部関係の審査

を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の
人事異動後、これまでの委員会に出席がなかっ

た新任幹部職員の紹介がありますので、これを

受けることにいたします。

【大田総務部長】 4月1日付の人事異動に伴い、
交代があった職員のうち、今回、初めて総務委

員会に出席する幹部職員をご紹介させていただ

きます。

【新任幹部職員紹介】

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。
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【北村委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【北村分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。

危機管理監より、予算議案及び予算に係る報

告議案の説明を求めます。

【多田危機管理監】危機管理監関係の議案につ

いて、ご説明いたします。

「予算決算委員会 総務分科会 関係議案説明

資料」の1ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予
算（第3号）」のうち関係部分、報告第4号 知

事専決事項報告「令和3年度長崎県一般会計補
正予算（第23号）」のうち関係部分であります。
初めに、第69号議案「令和4年度長崎県一般

会計補正予算（第3号）」のうち関係部分につ
いて、ご説明いたします。

今回の補正予算は、令和4年度当初予算が骨
格予算でありますことから、より一層の消防・

防災体制の充実・強化を図るため、必要な予算

を追加しようとするものであります。

歳入予算は、国庫支出金678万2,000円の増、
歳出予算も同じく678万2,000円の増を計上し
ております。

追加する事業につきましては、県内消防体制

の広域化を図るための経費及び小中高生、大学

生を対象に、消防団活動の重要性の啓発を図る

ためのホームページの改修に要する経費を計上

しております。

次に、資料2ページ、報告第4号 知事専決事

項報告「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第
23号）」のうち関係部分について、ご説明いた

します。

先の3月定例県議会の予算決算委員会におい
て、専決処分により措置することについてあら

かじめご了承をいただいておりました令和3年
度予算の補正を3月31日付で専決処分させてい
ただいたもので、関係部分について、その概要

をご報告いたします。

歳入予算は合計で5,062万8,000円の減、歳出
予算は合計で1億1,072万7,000円の減を計上い
たしております。これらは歳入における国庫支

出金及び歳出における年間の執行額が確定した

ことに伴い、所要の調整を行ったものでありま

す。

この補正予算の主な内容は、原子力災害対策

整備事業費7,286万6,000円の減及び防災対策
費1,020万3,000円の減であります。
以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

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。

【北村分科会長】 次に、総務部長より、予算議

案及び予算に係る報告議案の説明を求めます。

【大田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明いたします。

総務部の「予算決算委員会総務分科会関係議

案説明資料」をお開き願います。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算
（第3号）」のうち関係部分、報告第4号 知事

専決事項報告「令和3年度長崎県一般会計補正
予算（第23号）」のうち関係部分、報告第12号
知事専決事項報告「令和3年度長崎県庁用管理
特別会計補正予算（第2号）」、報告第15号 知
事専決事項報告「令和3年度長崎県公債管理特
別会計補正予算（第2号）」、報告第19号 知事
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専決事項報告「令和4年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分であります。
初めに、第69号議案「令和4年度長崎県一般

会計補正予算（第3号）」のうち関係部分につ
いて、ご説明いたします。

令和4年度当初予算は、知事選挙の関係もあ
り骨格予算でありましたので、今回の補正にお

いて新しい長崎県づくりの実現に向けて必要な

予算を計上するものであります。

歳入予算は、地方交付税59億8,042万9,000円
の増、繰入金73億3,914万6,000円の増、諸収入
5,451万1,000円の増、県債223億6,270万円の増。
歳出予算といたしましては、企画費1,333万
9,000円の増となっております。
この歳出予算は、先進技術を活用し、職員で

なくてもできる判断不要な業務の省力化が可能

となるシステムを導入する経費の計上によるも

のでございます。

次に、報告議案について、ご説明いたします。

先の3月定例会の予算決算委員会におきまし
て、専決処分により措置することについてあら

かじめご了承いただいておりました令和3年度
予算の補正を、令和4年3月31日付をもって専決
処分させていただきましたので、その概要をご

説明いたします。

報告第4号「令和3年度長崎県一般会計補正予
算（第23号）」のうち関係部分について、これ
らは年間執行額が確定したことなどに伴うもの

であります。歳入予算は3億2,964万3,000円の
減、歳出予算は48億8,506万円の増となってお
ります。歳出予算の補正の主な内容は、県債管

理基金積立金等の増、県税の過誤納還付金・加

算金の減であります。

次に、報告第12号「令和3年度長崎県庁用管
理特別会計補正予算（第2号）」については、

庁用管理、自動車管理、文書管理に要する経費

の年間執行額の確定に伴い、歳入予算、歳出予

算ともに2,906万5,000円の減となっておりま
す。

この主な内容は、文書集中収受発送費等の減

であります。

次に、報告第15号「令和3年度長崎県公債管
理特別会計補正予算（第2号）」については、
歳入予算は財産収入45万円の増、繰入金427万
2,000円の減、歳出予算は公債費382万2,000円
の減となっております。

この補正予算は、元利償還金の減によるもの

でございます。

次に、報告第19号「令和4年度長崎県一般会
計補正予算（第2号）」のうち関係部分につい
てでありますが、これは長崎県議会議員補欠選

挙（壱岐市選挙区）を実施する必要が生じたた

め、所要の経費につきまして、地方自治法第179
条の規定に基づき、令和4年5月27日付で専決処
分させていただいたものでございます。

歳入予算は、合計で1,957万1,000円の増とな
っております。

以上をもちまして、総務部関係のご説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【北村分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び予算に係る報告議案

に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【田中委員】 第69号議案の一般会計補正予
算ですが、地方交付税が59億円の増になってい
るけれども、トータルすると幾らになるのか、

今年度の地方交付税は。想定される地方交付税

の額からするとどのくらいになっているのか、
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あとまた追加の補正の要素があるのかどうか。

それから、繰入金ということでちょくちょく

出てくるけれども、繰入金の原資はどうなって

いるのか聞かせてもらいたい。ひとまずよろし

いですか。

【小林財政課長】交付税と繰入金についてご質

問がございましたので、お答えいたします。

まず、交付税ですけれども、交付税の全体、

令和4年度の地方交付税ですけれども、2,246億
円となっております。そこにプラスして臨時財

政対策債を入れますと100億円プラスされると
いう形になります。全体の見込みとして予想し

ていたほどもらえているのかというお話ですけ

れども、基本的には8月までに交付税額が確定
しますので、見込みという段階で今出しており

ます。今の段階で見込んでいる数字が、この額

であるということでございます。

様々な経済的な動き等を踏まえながら、8月
までに決定されるので、そこのところがどう動

くかは、まだ予想はつかないところですけれど

も、しっかりとそこは総務省からも状況等を聞

き取りながら精査していきたいと思っておりま

す。

繰入金ですけれども、繰入金につきましては、

財政調整基金からの繰入金になっております。

そのもとはどうなっているのかというお話です

けれども、今、令和3年度末時点の財源調整3基
金の残高が、交付税の精算を除いた額で263億
円という形になっております。

【田中委員】想定される地方交付税が年間どの

くらいになるというのは大体わかるわけだから

ね、それでうまく配分しながらやっていると。

ちゃんと骨格予算との関係で残していたという

感じになるわけだけれどもね。

財政調整基金は、73億円を外しても263億円

残るんですか。

【小林財政課長】正確に申し上げたいと思いま

す。

財源調整3基金の推移ですけれども、令和3年
度末残高としまして263億円、120億円の精算分
を除いた額で263億円でございました。骨格予
算を組む時に100億円ほど取り崩しておったと
いうところで、ただ、肉付けが予想されており

ましたので、その分留保していたと、一部、基

金を取り崩してない部分があったところでござ

います。

令和4年度当初予算と今回の肉付け予算を合
わせまして173億円取り崩しているという状況
でございます。

【田中委員】 よくできたもので、金がない、金

がないと言っているけれども、結構出てくる時

があるのでね。隠し資産じゃないけれども、財

政は持っているからね、あちこちから集めると。

財政調整基金は、そういうことでまだ余裕があ

るわけですね。

それから、報告第4号で県税が44億円増とい
う、年間執行額が確定したことに伴う予算で、

県税が44億円増という要素。これはありがたい
ことなんだけれども、中身、こういうことで44
億円、プラスになったんですよというのと、県

債が57億円減と、これはもうありがたいことな
んだけれども、執行額が確定した段階での57億
円ということは、どういう方面は使わなくて済

んだのか。この2点を聞かせてください。
【山口税務課長】 県税の44億7,000万円の内訳
でございますけれども、法人事業税で20億953
万4,000円、個人県民税で7億1,080万4,000円、
地方消費税で7億3,933万4,000円と、大きなと
ころはこういう内訳になっております。

増収の要因ですけれども、法人事業税につき
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ましては、主要法人の聞き取り調査などで見込

みを立てておりますけれども、3月補正時点の
見込みよりも、製造業とか卸・小売業とかが特

に好調でございまして、その他法人についても

全体的に好調というところで上振れしている状

況でございます。

個人県民税につきましては、見込み段階より

も徴収率が0.1ポイント、アップしたというよう
なところが原因になっております。

地方消費税につきましては、国税から払い込

みがあるわけですけれども、払込額が確定した

というところで増というような状況です。

補正後の予算額が1,261億1,200万円という
ことで、過去最高という状況になっております。

【小林財政課長】県債についてのご質問でござ

います。

県債について、令和3年度の最終専決で57億
円減という形になっておりますけれども、今回、

県税の伸び等も踏まえまして、入り、出、両方

で多めに調整をしているところでございます。

出に関しましては、特に土木債がマイナス29億
円という形になっておりますけれども、実際、

出のところでは土木部の一般会計においては約

13億円の減額補正という形になっております
ので、出についてはしっかりと、一部、実績減

等はございますけれども、適切に進捗管理しな

がらできたものと伺っております。

【田中委員】県税のアップというのはいいこと

であるし、あなたたちはプロだから、大体想定

して予算を組まれるのでね。それに44億円の増
と、法人事業税で20億円、個人県民税で7億円、
地方消費税で7億円と。徴収率がアップしたか
らという話もあったけれども、総体的にコロナ

ということで我々は心配するわけ、経済活動が

うまくいってなくて税収がダウンするんじゃな

いかという懸念を持ってたんだけれども、内容

的にはまあまあ、過去最高、1,261億円と頑張っ
たということでね。これは徴収率アップが、本

当はいいことなんだけれども、県民にあんまり、

収入がなくて困っている人たちにという話も出

てくるのでね、そういうことからすると評価し

たいと思います。

県債の減が、土木がそんなに使わなかったと、

29億円もね。もう少し頑張って使うように土木
に言わなきゃいかんな。ちゃんと予定された予

算は使いきるようにという話をね。

終わります。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【吉村委員】 1～2点質問します。
まず、今の関係から私も見ていたんですが、

地方交付税が約60億円入ってきて6月の補正予
算を組んだ。骨格予算だったのを肉付けしたと。

それはわかるんだけど、この交付税が入る割に、

先ほどからあるように繰入金が73億円、それか
ら県債が223億6,000万円と。交付税の割に繰入
金と借入というのが、なんか多いような気がす

るんだけど、これ、通常と比較して、そこら辺

どうなんですかね。交付税がもうちょっと多く

てもいいような気がするんだけど、政策的にこ

うならざるを得なかったということになるのか

なと思うんだけど、そこら辺いかがですか。

【小林財政課長】肉付け補正に係る歳入部分で

のご指摘かと思います。

まず、交付税を60億円使ったというところで
すけれども、こちら、先ほども少しご答弁しま

したけれども、年間を見込みながらやっており

まして、今回、肉付け予算になることがわかっ

ておりましたので、骨格予算編成時において60
億円ほど留保していたというところがございま

す。今回、60億円、交付税が上がっているのは、
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そういう理由でございます。

交付税をしっかりともらっている割に繰入金

の額が多いんじゃないかというご指摘ですけれ

ども、こちらも骨格予算の時に少しご説明をし

ましたけれども、令和3年度、もともと県税等
相当落ちるだろうという予想で組んでおりまし

た。その分、地方交付税が増額されるという形

で、令和3年度当初予算を組む時には何とか編
成できたというところですけれども、実際、結

果を見てみますと、先ほども話がありましたと

おり、県税につきましては、過去最高の金額と

なっているということで、思ったよりも落ち込

まなかった部分があるということで、地方交付

税が結果としてもらい過ぎていたということで、

後年度、精算される形で減額されるというとこ

ろがございます。それを見込んで120億円、3月
補正の時に積立てを行っておりました。

繰入金173億円ということで昨年度に比べて
増えておりますけれども、そこが40億円、地方
交付税が減る分の対策として積み立てていた分

をしっかり取り崩して対策を立てながらやった

という形になっております。

ちなみに、県債につきましては、令和3年度
当初予算で1,113億円だったものが、今年度は
724億円という形になっておりますので、県債
については減っているところでございます。

【吉村委員】大体わかりました。説明の言葉の

端々が表現がどうなんだろうと思うけど、「し

っかり取り崩して」とか、取っていたものをど

うやってこうやってと言うけど、なんかちょっ

と表現が違うような気がするんだけど、取って

いたものをここに持ってきて、それで県税が上

がった分、交付税も減るということなんだけど、

それはここにはまだ出てないんだろうと思うの

で、この後に出るかなと思うけど、そこら辺、

それでいいんですよね。県税がここで44億円増
えてるんだけど、これはここの交付税の減額に

は関係はなかったわけよね。令和4年度で精算
されると。

【小林財政課長】 令和4年度以降の3年間で精
算をされるという形になります。令和4、5、6
年度です。

【吉村委員】 了解です。

それからもう一つ、その下の県庁内のノンコ

ア業務と。ノンコアって何だろうと思うんだけ

ど、コアじゃないということだろうなと思うん

だけど、職員でなくともできる判断不要な業務

って、どういう業務だろうって、機械がするん

だろうかと思うけど、ちょっと説明をしていた

だけますか。

【井手スマート県庁推進課企画監】ノンコア業

務とはどういうものかとのことでございますけ

れども、例えば、データを単純に打ち込んでい

くですとか、チェック作業ですとか、そういっ

た単純作業でございまして、そういったものは

ＩＣＴを活用したツールにおいて自動化して行

うことができましたり、業務効率化できる部分

がございますので、そういったところでノンコ

ア業務という言葉を使っております。

【吉村委員】考え方というか、意識の違いとい

うか、私がわからないのかわからないけど、今

の説明を聞くと、データを単純に打ち込むとい

う作業は、単純だから職員でなくともいいとな

るのか、そこら辺、単純だけど、責任はあるん

じゃないだろうかと思うけど。チェックをする、

チェックをするのは大事なんじゃないの、その

チェックがおろそかになっていろいろ問題が起

きたりしているような気がするんだけど、そこ

ら辺、そういう説明でいいんですかね。もう一

回お願いしたいと思います。
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【井手スマート県庁推進課企画監】確かに、デ

ータを入力しましたりチェックをするという作

業は大事なものであると思っておりますけれど

も、例えば、今、ＲＰＡというものを活用して

おります。これはパソコン上の作業を自動化し

て行うことができますので、大量膨大に非常に

そういった入力作業ですとかメールの発信です

とか、そういったものを大量に行うことが必要

な場合に、それを人間の代わりにパソコン上の

作業として機械的に行うということで、これは

人為的なミスが防止できますし、本当に機械的

に行うということで、職員にとってはミスも減

らせますし、業務時間も削減できるということ

になります。そういったことで業務効率化の効

果が期待できると思っております。

【吉村委員】 あなたたちの方が詳しいからね、

私よりも中身はわかって話をしてるんだろうと

思う。

1,333万円の中身について、後で詳しくお知ら
せをいただければと思います。機械を導入する

のか、職員でない一般の人を雇うのかとか、そ

こら辺がよくわからないので、それと判断不要

という考え方が妥当なのか、そこら辺について

後でお知らせいただければと思います。

あと一つ、消防ですけど、消防団活動充実強

化事業費198万円ですが、この金額が多いわけ
じゃないんですけれども、地域防災や消防団活

動についての児童生徒、それから大学生に限定

してＰＲ活動を行うとなっているんだけど、3
段目に使える教材の提供をやるということみた

いなんですが、予算の中身としては、ホームペ

ージ、長崎の消防団を大幅改修するというのが、

ほぼほぼこの190万円の中身かなと思うんです
が、一番大事なのは、どうやって周知して教材

として使ってもらえるかということになるんだ

ろうけと、そこら辺はどのようにして周知をし

ていこうとされているのか、お尋ねをしたいと

思います。

【宮﨑消防保安室長】今年度、ながさきの消防

団のホームページを改修いたします。改修した

後、いろいろな教材に関するデータ、資料、動

画等が見れるような状態にしていくわけですけ

ど、この内容を盛り込んでいくに当たりまして

は、各市町の消防団担当課、そして教育関係の

皆さん、それから児童や生徒等のいろんな活動

される皆さんの意見を聞きながら、活用しやす

いような形で内容を盛り込んでいきたいと思っ

ておりますので、その際にＰＲも十分できよう

かと思いますので、つくり上げていく段階から

ＰＲに努めていきたいと思っております。

【吉村委員】答弁でわかりましたが、やっぱり

これは使ってもらう、周知をしていくというの

が一番大事ですから、これをつくることよりも、

そこに注力をして頑張ってやっていただきたい

と思います。よろしくお願いします。

以上です。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田委員】今の消防団の活動充実強化事業に

ついて、私もこの件をちょっとだけ。

今、子どもたち、小中高生、大学生、そうい

った若い世代に活用していただきやすい教育用

資料をつくるという話でありましたが、義務教

育の学校で消防団に関する学習の機会とか、そ

ういったものは今あっているんですか。

【宮﨑消防保安室長】実質的には市町の方で行

っているわけでございまして、正確な数の統計

はございませんけど、そうした事例はございま

す。

【山田委員】市町の教育委員会等で取り組んで

いただいているということであるかと思います
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が、学校もカリキュラムがかなりきつきつの中

ではあるんですが、地域を守っていただく消防

団の活動を子どもたちが知ることにより自らを

守るというか、防災に対する意識も高まると思

いますし、どういう取組状況か、県下でちょっ

と凸凹があるのではないか、取組に差があると

私は思っておりますので、21市町の学校教育に
おいても取り組んでいただけるように、担当部

局としてしっかり対応いただきたいことをご要

望申し上げます。

もう一点、県有施設等災害復旧費について伺

います。県有施設の災害復旧に要する経費の中

身についてまず教えてください。

【山道管財課長】県有施設災害復旧費について

のお尋ねでございますが、これは毎年、県有施

設が災害が発生した時に対応できるように、あ

らかじめ予算を積んでいるものでございます。

その当初予算で5,123万9,000円積んでおりま
した。今年度におきまして、8月の豪雨災害が
発生しまして、被災しました県有施設は3施設
でございますが、それの補修や復旧に係る経費

として170万円、執行いたしているところです。
その執行残を今回減額したというものでござい

ます。

【山田委員】大型の台風が来たりとか、そうい

うのが続いた時には、もっとそういう費用がか

かるかと思うんですが、概ねこの5,000万円ぐら
いを毎年計上しているという理解でよろしいで

すか。

【山道管財課長】 そのとおりでございます。

【山田委員】わかりました。ありがとうござい

ます。

【北村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】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〕

【北村分科会長】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。

予算議案及び予算に係る報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。

第69号議案のうち関係部分、報告第4号のう
ち関係部分、報告第12号、報告第15号及び報告
第19号のうち関係部分については、原案のとお
り、可決・承認することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【北村分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び予算に係る報告議案は、

原案のとおり、それぞれ可決・承認すべきもの

と決定されました。

【北村委員長】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、危機管理監より所管事項の説明を求め

ます。

【多田危機管理監】危機管理監関係の議案外の

所管事項について、ご説明いたします。

今回、ご報告いたしますのは、眉山における

小規模崩落への対応について、令和4年度長崎
県総合防災訓練の実施について、令和4年度長
崎県防災会議の開催について、消防団員の処遇

改善に係る対応状況についてでございます。

「総務委員会関係議案説明資料」の1ページ
をご覧ください。

まず、眉山における小規模崩落への対応につ

いてですが、去る4月18日、島原市の眉山にお
いて崩落が発生したことから、同日、長崎県災
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害警戒本部を設置し、情報収集や警戒等の対応

を実施いたしました。

眉山一帯は、斜面の緑化や治山ダムによる土

砂流出対策が行われてきたところですが、今回

の崩落は、眉山東側斜面において、幅約20メー
トル、長さ約30メートルの規模で発生したもの
で、崩落した土砂は国有林内にとどまっており、

下流域への流出はなく、被害も確認されません

でした。

崩落箇所につきましては、4月20日に森林管
理署が航空実播工による表面緑化を施工してお

りますが、災害時には初動対応が重要であるこ

とから、今後も様々な事態に備えて、日頃から

関係機関との連携を図り、有事即応体制を維持

してまいります。

次に、令和4年度長崎県総合防災訓練の実施
についてですが、去る5月29日、松浦市志佐町
の工業用水道事業用地において、風水害や地震、

津波災害等を想定した総合防災訓練を実施いた

しました。

この訓練は、防災体制のさらなる強化を図る

とともに、県民の皆様の防災意識の高揚を目指

して毎年実施することとしておりますが、新型

コロナウイルス感染症の影響により、2年連続
で中止を余儀なくされてきました。

本年は、感染対策に留意しながら、人員約700
名、航空機7機、艦船等5隻が参加し、大規模訓
練として3年ぶりの開催となりました。
具体的な内容として、救出救助現場における

関係機関による調整所運営訓練、ドローンによ

る情報収集訓練、倒壊家屋からの救出訓練など、

実際の災害対応を想定した実践的な内容となる

ように努めたところでございます。

今回の訓練により、防災対策の実効性の確認、

関係機関の連携強化や練度の向上、地域住民の

防災意識の高揚が図られたものと考えておりま

す。

今後とも、このような総合的な訓練を重ね、

防災体制の強化に取り組んでまいります。

次に、資料2ページ、令和4年度長崎県防災会
議の開催についてですが、去る6月6日、国、市
町や消防機関の代表、指定地方公共機関、学識

経験者などから成る委員の方々に、長崎県地域

防災計画の修正案についてご審議いただくとと

もに、災害時の取組について関係機関からご報

告をいただきました。

今回の県地域防災計画の主な修正点といたし

ましては、土砂災害防止計画の変更や原子力災

害対策における代替オフサイトセンターの指定

変更のほか、防災に関する協定を追記するなど

の修正を行っております。

また、本年は、長崎大水害から40年、諫早大
水害から65年の節目の年に当たることから、過
去の災害の記憶や経験を風化させないための取

組について共有し、防災体制の強化について思

いを新たにしたところでございます。

県といたしましても、地域の安全・安心確保

のため、各関係機関と連携を密に、地域防災計

画の推進に取り組んでまいります。

最後に、資料3ページ、消防団員の処遇改善
に係る対応状況についてですが、消防団員減少

に歯止めがかからない中、消防庁は、令和3年4
月に非常勤消防団員の報酬等の基準を策定し、

令和4年4月1日からの出動報酬の創設や、年額
報酬等の標準額との均衡などについて、市町に

対して助言を行うとともに、地方財政措置が見

直されたところでございます。

これを受け、令和4年4月時点において、基準
の標準額以上の額を定めている市町は、年額報

酬については21市町、出動報酬については20市
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町と処遇改善が進みました。また、団員個人へ

の直接支給は、年額報酬については13市町、出
動報酬については15市町と見直しが図られた
ところです。

県といたしましては、引き続き、消防団員の

処遇の改善に向けた市町の取組について支援し

てまいります。

以上をもちまして危機管理監関係の説明を終

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。

【北村委員長】次に、総務部長より総括説明を

求めます。

【大田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明申し上げます。

総務部の「総務委員会関係議案説明資料」及

び「追加1」をお開きください。
今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

72号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条
例の一部を改正する条例」、第76号議案「財産
の処分について」、第86号議案「職員の育児休
業等に関する条例の一部を改正する条例」のう

ち関係部分、報告第20号 知事専決事項報告「長
崎県税条例の一部を改正する条例」であります。

初めに、条例議案について、ご説明いたしま

す。

第72号議案「長崎県の事務処理の特例に関す
る条例の一部を改正する条例」。この条例は、

知事の権限に属する事務の一部を市町において

処理することに関して、東日本大震災の被災者

に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃

止する法律の公布に伴い、所要の改正をしよう

とするものであります。

次に、事件議案について、ご説明いたします。

第76号議案「財産の処分について」。

この議案は、未利用県有財産となっている旧

稲佐警察署を一般競争入札による売払いにより

処分しようとするものであります。

なお、この議案につきましては、後ほど管財

課長から補足のご説明をさせていただきたいと

思います。

次に、「総務委員会関係議案説明資料（追加

1）」をご覧ください。
第86号議案「職員の育児休業等に関する条例
の一部を改正する条例」のうち関係部分。

この条例は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律の改正に伴い、所要の改正をしようとす

るものであります。

改正の内容は、育児休業の取得回数制限の緩

和に伴う措置、非常勤職員の子の出生後8週間
以内の育児休業の取得要件の緩和及び非常勤職

員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化を
行うものであります。

もとの「総務委員会関係議案説明資料」の1
ページにお戻りいただければと存じます。

次に、報告議案について、ご説明いたします。

報告第20号 知事専決事項報告「長崎県税条

例の一部を改正する条例」。

この条例は、令和4年度税制改正等による地
方税法の改正に伴い、法人事業税の税率及び課

税方式の見直し並びに不動産取得税に係る申告

義務の緩和といった令和4年4月1日から施行す
べきものについて、本県税条例につき所要の改

正をしたものであります。

この議案につきましては、後ほど税務課長か

ら補足説明をさせていただきたいと存じます。

次に、議案外の報告事項について、ご説明い

たします。

権利の放棄についてでありますが、1件50万
円以下である生活保護法第63条費用返還金1件
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及び児童扶養手当過払返納金2件の権利の放棄
について、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。

次に、議案外の所管事項について、ご説明い

たします。

今回、ご報告いたしますのは、「長崎県行財

政運営プラン2025」に基づく取組について、綱
紀の保持についてであります。

まず、「長崎県行財政運営プラン2025」に基
づく取組についてでありますが、令和3年3月に
策定した「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦
する組織への変革とデジタル改革～」について、

令和3年度の取組状況を取りまとめましたので
ご報告いたします。

本プランは、「挑戦と持続を両立する行財政

運営」、「行政のデジタル改革と働き方改革」、

「多様な主体との連携と人材育成」を3本柱と
いたしまして、35の個別項目を掲げており、令
和4年4月現在の進捗状況といたしましては、5
年間の取組実績で達成状況を判断する項目も多

数あることや、計画初年度の実績ということも

あり、現時点で目標を達成した項目はございま

せんが、目標の達成に向けて様々な取組を推進

しております。

主な取組の実績といたしましては、県南地区

振興局の再編に関して、令和元年12月に公表し
た『「長崎県地方機関再編の基本方針」に基づ

く振興局見直しの方向性』について、各方面の

ご意見を伺いながら、改めて振興局の見直しに

ついて検討を重ね、令和3年10月に振興局見直
し実施計画として取りまとめ、12月には県南振
興局庁舎整備基本計画を策定いたしました。

また、対外的な行政手続のうち、県独自で押

印の見直しが可能な手続について、新型コロナ

ウイルスの感染拡大防止のための緊急対応に加

え、根拠規定の改正等を行い、これまでに約

1,600種類のうち97％程度の手続で押印がなく
ても申請等を可能とするなどの見直しを実施い

たしました。

さらに、庁内のデジタル改革を推進するため、

令和3年度長崎県職員研修基本方針に「デジタ
ル人材の育成」を掲げ、各部局のデジタル改革

推進担当者等を対象とした研修を新たに行うな

ど、職員の能力開発に取り組みました。

このほか、電子決裁の徹底や、会議資料のペ

ーパーレス化の推進、テレワーク対応パソコン

への更新などにも取り組んだところでございま

す。

今後も、本プランの実現に向けて積極的に県

政の改革に努めてまいりますので、引き続き、

委員の皆様のご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げます。

最後に、綱紀の保持についてでありますが、

先般、令和元年12月から令和3年11月の間、延
べ453時間、うち勤務時間内351時間にわたって、
業務用端末を用いて、業務に関係のない女性の

グラビア画像等が掲載されているウェブサイト

を閲覧し、画像をダウンロードしていた職員に

対して、令和4年4月28日付で減給10分の1・6
月の懲戒処分等を行いました。

職員の服務規律の確保につきましては、これ

までも再三にわたり周知徹底を図っている中で、

職員がこのような不祥事を起こしたことは、ま

ことに遺憾でありまして、県議会を初め、県民

の皆様に対しまして、深くお詫びを申し上げま

す。

今後、県民の皆様の信頼を回復するため、職

員一人ひとりが法令の遵守はもとより、全体の

奉仕者として高い倫理観を持って行動するよう、
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綱紀の保持の徹底に全力を尽くしてまいりたい

と存じます。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【北村委員長】次に、管財課長より補足説明を

求めます。

【山道管財課長】 第76号議案「財産（旧稲佐
警察署）の処分について」、補足してご説明い

たします。

お手元にお配りしております総務委員会説明

資料の課長補足説明資料の1ページをご覧くだ
さい。

旧稲佐警察署は、平成12年12月に建築された
建物で、鉄筋コンクリート造りの地下1階・地
上5階建て、延べ床面積は約2,870平方メートル、
敷地面積は約1,400平方メートルとなっており
ます。

また、財産の評価額は、不動産鑑定士2者に
よる評価の結果、土地1億5,200万円、建物1億
4,800万円、計3億円で、最低売却価格は、建物
売却に係る消費税1,480万円を加算した3億
1,480万円となっております。

2ページ目をご覧ください。
当該財産につきましては、庁内各部局及び地

元長崎市において、用途を廃止した後も活用意

向がなく、公益事業に供するための公募を実施

いたしましたが、相手を決定するに至らず、一

般競争入札を実施したものでございます。

入札の結果、落札した株式会社南栄開発への

落札価格の4億円で売払いを予定しております。
本案件につきましては、建物の評価額が7,000

万円以上であるため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条

の規定に基づく議決事件に該当することから、

県議会の議決を得ようとするものでございます。

なお、土地につきましては、2万平方メート
ル未満であり議決は要しませんが、土地・建物

の一つの契約でございますので、土地も含め、

一つの議案としてお諮りしております。

以上で補足説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

【北村委員長】次に、税務課長より補足説明を

求めます。

【山口税務課長】 報告第20号「長崎県税条例
の一部を改正する条例」について、補足してご

説明いたします。

資料は、総務委員会説明資料、横長資料の3
ページをご覧ください。

この条例は、令和4年度税制改正等による地
方税法の改正に伴い、本県税条例について、令

和4年4月1日から施行すべきものに係る所要の
改正をしたものでございます。

内容といたしましては、1点目が法人事業税
の税率と課税方式の見直しでございます。

まず、大法人に対する所得割の軽減税率の廃

止ということでございますけど、法人事業税の

所得割には800万円以下の所得に対する軽減税
率が設けられております。これは、中小法人を

念頭に置いたものでありますけれども、法人事

業税の制度設計におきまして、3以上の都道府
県に事務所・事業所を有している場合は、軽減

税率の適用対象外となっております。しかしな

がら、2以下の都道府県にしか事務所等を有さ
ない場合は、大法人も軽減税率の対象となって

しまいますので、公平性の確保及び申告事務の

簡素化の観点から、今回、大法人について軽減

税率が廃止されております。

次に、電気・ガス供給量に対する課税方式の
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見直しでございます。

今回、ガス製造事業者のうち特定ガス供給業

につきまして、収入金額課税に加え、付加価値

割と資本割を導入し、その他のガス製造事業者

等は、他の一般の事業と同様の課税方式とした

ものであります。

ちなみに、今回の改正におきましては、本県

は、影響する事業者は、今のところ、いないと

いう状況でございます。

また、本年4月1日に事業類型が見直され、創
設されました電気の特定卸供給事業を小売電気

事業、発電事業と同様に、収入割に所得割や資

本割等を組み合わせた課税方式としたものであ

ります。

2点目ですけど、不動産取得税における取得
申告義務の緩和でございます。住宅と住宅用土

地の取得に対する不動産取得税の減額特例とい

うのがございますけど、登記情報等により特例

措置の要件に該当することが認められる場合は、

納税者の申告がなくても減額できるとしたもの

でございます。

このほか、地方税法の条項ずれに対応いたし

ております。

【北村委員長】 以上で説明が終わりました。

これより議案に対する質疑を行いますが、換

気のためしばらく休憩します。

― 午前１０時５３分 休憩 ―

― 午前１１時 ３分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開します。

質疑はありませんか。

【吉村委員】 76号議案をちょっと、説明をよ
く聞いてないものだから。

6者入札ということだけど、6者はどこどこ、
入札結果を一緒につけとってもらえばよかった

んだけど、もらえますか、いかがですか。

【山道管財課長】入札結果につきましては、内

容を精査した上で提供したいと思います。

【吉村委員】 精査てなんね、入札結果だろ、た

だの。参加者と結果を載せるだけ。何の精査を

するの、そんなこと言ったら、変になるのじゃ

ないの。もう一回答えてください。

【山道管財課長】失礼いたしました。後ほどご

提供したいと思います。

【吉村委員】さっきから総務部長も、つっかか

り、つっかかり言うし、今日の総務部はちょっ

と調子が悪いんじゃないの。

なんでそれを言うかというと、落札者が熊本

県の業者ね。それと、これを一般競争入札にか

けた経過、これがどこも使うとも言わないしと。

県庁跡地で、これだけ何年ももめて、ごちゃご

ちゃ、ごちゃごちゃ、かなりの費用をかけてや

りよるのに、ここはそこまでの広さがないとか

云々、位置の関係とか歴史とか、いろいろそれ

は言い分はあるんだろうけど、えらいすんなり

このように一般競争入札で県の大事な財産を売

却してしまうことになったところ、このいきさ

つについていろんな検討は行われたのかなと思

うんですが、そこら辺いかがですか。

【山道管財課長】このたび、稲佐署が廃止にな

りまして、警察本部におきまして、庁内他部局

での活用検討であるとか、国、地元市町の取得

要望調査照会を行いました。その上で希望がな

かったものですから、その上で公益事業のため

の取得要望の公募を行いました。これは6月上
旬に行っております。その上で応募はあったん

ですが、県の条件を満たせなかったという結果

がございまして、その後に一般競争入札を10月
に行ったというものでございます。

【吉村委員】ここに今言ったことは書いてある
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んだけど、県内でそのように活用するという考

えが出てこなかったのかなというのがちょっと

引っかかるんだけど、せっかく県内というか、

長崎市内のいい土地が熊本県の事業者に渡って

しまうというのは、これはいかがなものかなと。

やっぱりもう少し時間を置いてでも県内で活用

できるような方策を見つけるべきではなかった

かなと思いますが、いかがですか。

【山道管財課長】一般競争入札が原則ではある

んですが、その前に公益事業の方に利活用がで

きないかということは、委員ご指摘のとおり、

十分検討すべきものだと認識しております。

ですが、結果といたしましては、満たすこと

ができなかったということでございますので、

それはもうルールに従いまして一般競争入札を

実施したところでございます。

【吉村委員】さっきの説明で、公益に供するた

めに公募をかけたというのが、6月上旬と言わ
れたから、多分、令和3年の6月上旬に公募に付
したということかなと思っております。それで

一般競争入札が令和4年3月ですから、半年以上、
そこに時間があったとは思うわけです。建物も

あるし、あんまり長く跡地の活用じゃないです

から、そう時間を置くということはできないの

だろうとは思いますが、やはりここが、熊本県

の事業者に渡ってしまったというのが非常に残

念だなと感じるわけですよ。公募をかけて、た

だ待つだけじゃなくて、働きかけとかそういっ

たことがもっとできなかったものか。例えば、

オフィス系の事業所を呼んだりとかいろいろや

っているわけね、産業労働部とか振興財団とか

で。

そういう意味で、ここが使い勝手がよいのか

悪いのかと言われたら、よくわからないけど、

そういうことに資する事業というのがなかった

のかなと思うんですけど、もう一度、総務部長

どうですか、そこら辺については。

【大田総務部長】県有地の利用でありますけれ

ども、望みとしましては、我々としても県内の

方々にということがございました。そういう意

味では、広域事業のところですけれども、さっ

きおっしゃっていただいたとおり、6月からこ
の3月に至るまで時間が空いておりますのは、
そういったところで本当に活用ができないかと

いうことを十分に探った結果でございます。

結果といたしまして、入札に入った後は、個々

の結果に口出しというのは、なかなか難しゅう

ございますので、できればその前に活用いただ

けることがなかったか、それは産業労働部も当

然庁内での議論もしておりまして、そういう情

報提供も行っているところです。

警察署という、ある意味、建物の特殊性、あ

るいは土地のところもあったのかもしれません

けれども、結果的にそういった要望がなかった

ところでございます。

そういう状況を経ての後であれば、やはり県

有の財産、できれば処分をしていくという方針

を立てながらやってまいりましたので、その中

で一般競争入札に移行したという状況でござい

ます。

この結果自体がどうかというところは、望ま

しいか、望ましくないかといえば、できれば県

内という思いはございますけれども、そういっ

た手続の中で、この結果に至ったというものは

受け止めているところでございます。

【吉村委員】 わかりながらも、これ、県有財産

は何とか委員会という検討する委員会がなかっ

たかなと思うんですが、そういうところに諮ら

れたのかなと思うんですが、その手続はどうで

すか。
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【山道管財課長】各主管課をメンバーとしまし

て、総務部長を筆頭に本部会議がございます。

その中で十分議論をした上での結果でございま

す。

【吉村委員】わかりました。いろんな手順を踏

んだ後ということであれば納得せざるを得ない

ですが、最後の2行ね、「なお、土地について
は、2万㎡以内であり議決は要しないが、土地・
建物一つの契約であるため、土地も含め議案と

している」と、こんな至らないこと書かなくて

いいと思うけどね。2万平米以下なら私どもが
知らないまま、右から左に動いてしまうという

ことだろ、県の財産が。そういうことはなるべ

く、こういうことを考えないで、大事な土地な

んだから、1万平米なら、それなら知らないと
ころで右から左と言ってもらっても困るわけよ。

だから、そこら辺は今後もこういう財産の動

きということについては、逐一議会にも連携を

取ってもらうように要望しておきます。

以上です。

【北村委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田委員】 第86号議案について伺います。
今回の改正により、育児休業の取得回数制限

の緩和、会計年度任用職員の育児休業の取得要

件の緩和等、職員さんが子育てと仕事を両立し

ていくということで、また一つ環境が整備され

たと思っております。

まずは、現在、どの程度この育児休業等を利

用されている方が、男性と女性といらっしゃる

のかを教えてください。

【今冨人事課長】まず、正規職員についてです

けれども、男性が令和3年度で25名、女性が39
名が取得しております。

また、非常勤の方、いわゆる会計年度任用職

員についてですけれども、育休の取得でいきま

すと、令和3年度が5名の取得となっております。
また、会計年度任用職員の方で産後パパ育休

を取られた方はまだ実績がないという状況でご

ざいます。

【山田委員】 正規の職員の方で男性が25名、
女性が39名、あとの5名は誰の分ですかね、よ
く聞き取れなくてごめんなさい。

【今冨人事課長】 5名というのは、会計年度任
用職員の方が5名取られております。5名取られ
た方がいたという実績で、取得可能な方が全て

取ったかどうかというのは、ちょっとわからな

いという状況です。特に男性の方というのが、

取られている方もいらっしゃいませんので、ち

ょっとわからない状況です。

【山田委員】 会計年度任用職員の方で5名取ら
れているけど、男女の比率はよくわからないと

いう理解でいいですか。

【今冨人事課長】会計年度任用の方の性別でい

きますと、女性の方が取られております。

【山田委員】今回、時期を分けて取ったりでき

るようになったことで、より両立支援というか、

子育てをしながら仕事ができるようになると思

いますが、これで増える見込みとか、そういっ

た予想は立ってますか。計画を立てますよね、

職場で。本人の出産、パートナーの方の出産の

前に、職場の方、上司がいろんな計画を立てら

れると思いますけど、毎年、人事課としてはあ

る程度の情報を把握されていて、例年、このぐ

らいの人数という感じですか、どんな状況にあ

りますか。

【今冨人事課長】現時点でこの改正によってど

れくらい増えるかであるとか、どういう計画を

立てているかという、そういった具体的なもの

はないのが実情でございます。

大元の計画で申し上げますと、育休の状況は、
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女性の方は正規職員では100％取っておられま
す。男性の方が、昨年度の状況でいきますと

25％が取得したという状況でございます。特定
事業主行動計画で、この男性の取得について令

和7年度までで、これは国の目標と同じにして
るんですけれども、30％を目標としては掲げて
おります。ただ、より多く、さらに目標値を上

回るようにしたいと考えて、各所属とも連携し

ながらやっていきたいと考えております。

【山田委員】 男性が25％、ひととき前より随
分増えたなという感覚はあるんですけれども、

理想としては、国が30％という目標設定のよう
でありますが、5割とか100％、男性の方にもし
っかり参画をいただきたい、子育てに参画して

仕事と一緒に取り組んでいただきたいというこ

とを強くご要望申し上げ、終わります。

【北村委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】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72号議案、第86号議案のうち関係部分、第
76号議案及び報告第20号については、原案のと
おり、可決・承認することにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】 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・承認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」及び「政府施策

に関する提案・要望」について、説明を求めま

す。

【松田危機管理課長】「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、本委員会に提出して

おります危機管理監関係の本年3月から5月ま
での実績に関する資料について、ご説明いたし

ます。

資料の1ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件につきましては、令
和4年度長崎県防災行政無線施設保守業務、令
和4年度長崎県防災ヘリコプター運航管理業務
委託、統合原子力防災ネットワーク機器保守業

務委託、統合原子力防災ネットワーク機器賃貸

借の4件であり、契約内容につきましては、そ
れぞれ記載のとおりでございます。

また、入札結果一覧表を2ページ及び3ページ
に添付しております。

次に、資料の4ページから16ページになりま
すが、知事及び部局長等に対する陳情・要望の

うち、今年3月から5月に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、松浦

市からの要望が1件、佐世保市からの要望が5件
ございまして、具体的な要望項目及び県の対応

につきましては、記載のとおりでございます。

続きまして、「令和5年度政府施策に関する
提案・要望について」と記載しております1枚
ものの資料になりますけれども、去る6月上旬
に実施いたしました令和5年度政府施策に関す
る提案・要望について、危機管理監関係の要望

結果につきまして、ご説明いたします。

危機管理監関係におきましては、佐世保港に

おけるすみ分けの早期実現等について、原子力
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災害対策についての重点項目2項目及び雲仙砂
防管理センター及び九州大学地震火山観測研究

センターの充実強化についての一般項目1項目
について、要望を行いました。

要望実績といたしましては、要望先が防衛省、

外務省、内閣府、原子力規制庁、文部科学省の

5府省庁であり、岸防衛大臣ほか計46名に対し
まして要望書の配付を実施いたしました。

また、これに加え7月下旬に上京しての要望
活動も予定しております。現時点においては、

新型コロナウイルス感染症の影響が不透明です

が、今回の政府施策に関する提案・要望の実現

に向け、引き続き、国への働きかけ等に取り組

んでまいります。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

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。

【鳥谷総務文書課長】「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、本委員会に提出して

おります総務部関係の資料について、ご説明い

たします。

1ページをお開きください。
1,000万円以上の契約状況一覧でございます。
令和4年3月から5月までの実績は、計6件で、

各契約の内容は、資料に記載のとおりでありま

す。

また、2ページに入札結果一覧表を添付いた
しております。

3ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告でございますが、令

和4年3月から5月までの実績は、長崎県行政不
服審査会が2件、長崎県公益認定等審議会が1件、
長崎県個人情報保護審査会が1件、長崎県情報
公開審査会が1件の計5件となっております。

それぞれの会議の結果につきましては、4ペ
ージから8ページにお示しをしております。
続きまして、去る6月上旬に実施いたしまし

た令和5年度政府施策に関する提案・要望につ
いて、総務部関係の要望結果をご説明いたしま

す。

「令和5年度政府施策要望に関する提案・要
望について」をご覧ください。

総務部関係におきましては、「地方創生、人

口減少対策に必要な財源措置の充実について」、

「Society5.0実現に向けたデジタル関連施策の
充実・強化について」の2項目の重点項目につ
いて要望を行いました。

要望実績といたしましては、要望先が総務省

であり、金子総務大臣ほか14名に対し、要望書
の配付を実施いたしました。また、これに加え

7月下旬に上京しての要望活動も予定しており
ます。

現時点においては、新型コロナウイルス感染

症の影響が不透明ですが、今回の政府施策に関

する提案・要望の実現に向け、引き続き、取組

を行ってまいります。

以上で説明を終わります。よろしくご審議を

賜りますようお願いいたします。

【北村委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。

審査対象の陳情番号は、16番、17番、18番、
19番、25番となります。
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〕

【北村委員長】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。



令和４年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２４日）

- 118 -

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。

【川崎委員】 1,000万円以上の契約状況につい
てですが、1点だけ。2番の長崎県関係人口情報
発信業務委託3,998万5,000円についてお尋ね
いたします。

事業の目的、具体的な業務の内容、そして得

たい成果についてお尋ねをいたします。

【椿谷広報課長】長崎県関係人口情報発信業務

委託につきまして、いわゆる「長崎の変」プロ

ジェクトとして取り組んでいるものでございま

す。

この「長崎の変」プロジェクトの目的につき

ましては、長崎県に興味や関心を持っていただ

くきっかけとなる情報を発信しまして、本県の

認知度向上とイメージアップを図ることで、関

係人口の創出拡大につなげるということを考え

ております。

委託の目的につきましては、「長崎の変」プ

ロジェクトとして実施するプロモーション事業、

それから情報発信事業の実施、そして、これら

の事業の企画立案に関わっていただくクリエイ

ティブプロデューサーとして本県出身の福山雅

治さんにご就任をいただくためでございます。

また、具体的な業務内容でございますけれど

も、この「長崎の変」プロジェクトは、令和2
年度にスタートいたしまして、これまで本県出

身の著名人が猫の声で出演するＰＲ動画の制作

と公開、猫のキャラクターを活用した企画を実

施してまいりまして、また、ＳＮＳを中心とし

た情報発信も行ってまいりました。

こういった経過を踏まえまして、令和4年度

の事業内容としましては、猫キャラデザインを

活用したプロモーション活動、そして動画によ

る情報発信、加えてＳＮＳやデジタル広告を活

用した情報発信なども行うこととしております。

このプロジェクトにおきまして、目的とする

成果につきましては、当プロジェクトで発信し

た情報にたくさんの方に接していただきまして、

長崎県との関わりを持つことを望む人々、いわ

ゆる将来的には関係人口となるような人々、こ

ういったことを考えていただけるような方々を

増やすこととして考えております。

【川崎委員】既に展開しておられますけど、ど

ういった効果といいますか、関係人口がどう拡

大をしていっているのか、その成果についてお

尋ねいたします。

【椿谷広報課長】成果をはかる目安の一つとし

ましては、ユーチューブで発信する動画の再生

回数とか猫キャラデザインの利用状況、それか

らＳＮＳのエンゲージメント数などがございま

して、特にＳＮＳのエンゲージメント数につい

ては大事な指標と考えております。

昨年度の実績を申しますと、ツイッターでフ

ォロワー数が3,293、インスタグラムで4,684、
ＳＮＳ合計でフォロワー数が7,977と。これは令
和2年度の2,811から約283.8％の増加といった
形で捉えているところでございます。

【川崎委員】福山雅治さんをはじめ、本県の著

名な方に大変ご尽力いただいているところであ

ります。今おっしゃられたように、伸びは非常

に大きいものの、そこは想定をしているところ

までいっているんですか。なんかもっといきそ

うな感じですが、いかがでしょうか。

【椿谷広報課長】 令和2年度からスタートしま
して、令和3年度、令和4年度という中で、数字
の想定というのはなかなか難しい面がございま
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す。そのため数字だけではなくて、実際にキャ

ラ開放で商業施設であったり団体の方がキャラ

クターデザインを使っていただいていますので、

そこへのアンケートも実施いたしております。

その内容としましては、概ね好評をいただくと

いう中で、数字の比較はなかなか難しいんです

けれども、実施している内容については、好評

いただいているものと感じ取っているところで

ございます。

【川崎委員】ＳＮＳの発信動画の、数字的にど

ういった成果が上がっているかというのは難し

いということはよくわかっているんですが、関

係人口を増やして本県にプラスになるようにと

いうことからすると、そこは徹底して追っかけ

ていってほしいんですね。もう少しこの投資が、

この事業が本県にプラスになるというところを

どう定めていくかというところは、やって、こ

れだけ見ていただいたからいいですよというと

ころで終わらせるんじゃなくて、これだけ県費

を使うわけですから、そこはもう少し検証をぜ

ひお願いしたいなと思います。よろしくお願い

します。

これが随契になっているのは、継続している

からという理解でよろしいんでしょうか。

【椿谷広報課長】継続しているというところも

ございますけれども、本事業につきましては、

平成29年度から令和元年度まで、本県離島の魅
力を情報発信しました「長崎ブルーアイランズ

プロジェクト」の後継事業となるものでござい

まして、発信する情報を長崎ブルーアイランズ

プロジェクトの時の離島の魅力から、今回は県

全体の魅力に拡大して令和2年度から実施して
いるものでございます。

事業の特徴としましては、先ほど委員にも触

れていただきましたけれども、本県出身の福山

さんを、事業内容の企画立案に実際に関わって

いただくクリエイティブプロデューサーに位置

づけるということで、先ほど申しました長崎ブ

ルーアイランズプロジェクト、この時、電通九

州から企画を提案されたものを継続していると

いったこともございますので、引き続き、福山

さんをクリエイティブプロデューサーとして起

用するといったところで契約の相手方を電通九

州とする必要があったものでございます。

【川崎委員】 いい提案をいただいているから、

こういったことなんだろうと思いますが、もと

もとこういったアイデアもあるんですよという

ところも促して、競争性も持たせて、より一層、

本県のＰＲの向上といいますか、効果的なアイ

デアをいただくということについても検討して

いいのではないかなと思いますが、見解をいた

だきたいと思います。

【椿谷広報課長】福山さんにつきましては、ク

リエイティブプロデューサーということで企画

立案の段階からご意見をいただくといったこと

もしておりますし、ご自身の情報発信について

も積極的に関わっていただいているということ

もございますので、今後、委員のご意見も踏ま

えまして事業効果につきましても十分検証がで

きるようなことも考えつつ、クリエイティブプ

ロデューサーの福山さんと連絡を密にしながら、

より一層の事業効果を図っていきたいと考えて

おります。

【川崎委員】 わかりました。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田委員】政策等決定過程の透明性の資料の

1ページ、危機管理監の3番の統合原子力防災ネ
ットワーク機器保守業務委託、4番の統合原子
力防災ネットワーク機器賃貸借の分の、まず、

どんな機械なのか中身を教えてください。
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【松田危機管理課長】統合原子力防災ネットワ

ークにつきましては、原子力災害予防や原子力

災害発生時に、国、それから佐賀県唐津市にあ

りますオフサイトセンター、それと関係自治体

の連携強化のために、電話、ファクス、テレビ

会議通信及びデータの通信を可能とする全国規

模のネットワークになっております。

さらに、このネットワークにつきましては、

国とオフサイトセンターの広域系ネットワーク、

それからオフサイトセンターと地元関係自治体

をつなぐ地域版の地域系ネットワークで構成さ

れております。

【山田委員】それで万が一災害が起きた時には、

いち早く情報が共有できる仕組みになっている

という理解でよろしいですよね。

【松田危機管理課長】万一、災害が発生した場

合につきましては、国からオフサイトセンター

を通じて情報が各自治体、関係自治体に連絡が

入るという流れになっております。

【山田委員】 わかりました。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田中委員】危機管理監関係の政策等決定のこ

の資料ですけれども、6ページから佐世保市か
らの重点要望に対する県の対応ということで、

久しぶりに今回は県の対応を細かにいろいろと

書いてくれているような感じがします。ようや

く県も本気になって佐世保の基地対策に協力し

ようかというような姿勢が見えてきたのかなと。

吉村委員もよく頑張って基地問題を取り上げて

くれるので、今年1年頑張ってみたいと思いま
す。

その中で数点お聞きしますが、佐世保港にお

けるすみ分けの推進について、6ページの一番
最後の方で、令和3～4年度予算1億7,600万円で
工事用道路の基本設計ということを参考として

書いてある。その前にも政府施策要望に県も佐

世保といつも同行していると、危機管理監がね。

佐世保市といつも同行して政府要望を行ってい

ると書いてあるので、本当かなと思いつつ、よ

くやってくれているなと思っています。

一つは、工事用道路、針尾バイパスとの接点

がどうなっているのかというのが一番関心なん

だよ。針尾バイパスと直接結ばれているのかど

うか。基本設計段階で、ある程度、市と県の合

意がなければ設計にも入れないだろうから、針

尾バイパスとの接点がちゃんとつくられている

のかどうか、針尾バイパスに直接乗入れができ

るような形になっているのかどうか、この1点。
それから、もう一つは14ページで、新たに佐
世保市からの要望が出てきたことについて、私

は一般質問でもやったけれども、これも政府施

策要望に県からも危機管理監が佐世保市と同行

して一体となってやっているということなので、

やってくれるものと思うけれども、これは本当

にやれば県の施策としても久しぶりに大きな事

業が実現できると思っているので、岩国市を例

に挙げての米軍との交流施設、この2点を聞か
せてください。

【川原危機管理課企画監】 まず、1点目の針尾
における工事用道路のバイパスとの結節点の件

ですけれども、佐世保市の要望書に図面がつい

ておりますけれども、九州防衛局としては、佐

世保市の案を基に、今、設計を進めていると伺

っております。佐世保市の要望書について図面

で見ますと、バイパスとの接続はされていると

考えております。

2点目の米軍との交流施設につきましては、
これは今年度から初めて出された要望でござい

まして、佐世保市においては8月に上京して要
望されると伺っております。危機管理監が同行
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させていただくということで調整させていただ

いておりますので、その際にも要望してまいり

たいと考えております。

【田中委員】一つは、針尾バイパスに直接接し

ているかどうかということについて関心がある

のは、図面だけ見るとぐっと下り坂のところに

なっています。下り坂のところで出入りができ

るかなと。図面を見ると、針尾バイパスの地形

を見るとわかるんだけれども、ぐうっと入り込

んで上るような形になっている。そこで接点が

ね、絵が描いてある。そこで本当にやれるのか

なという疑問を持っているんだけれども、県は

そこら辺は図面を見ただけという感覚なのかな。

【川原危機管理課企画監】確かに、図面上はそ

のように見えるところでございますけれども、

今後、九州防衛局にも政府施策要望に行って直

接伺いたいと思います。その状況についてどの

ようになるかということについて確認したいと

思っております。

【田中委員】現場は私が一番詳しいんだけれど

も、ちょっと手前に左折した道路が、団地計画

の中に大きな道路が入っています。それを使え

ば楽なんだけれども、それは使わないという話

になっている。しかし、その道路は、いつも国

土交通省なんかの話をするんだけれども、針尾

バイパスに信号機を設置させないという話もあ

る、針尾バイパスには横からの、これはもう信

号機はつけませんよと。そういうところでやれ

るのかなという具体的な疑問を持っているもの

だから、そこら辺は頭に入れて、これ、重要な

ところなんです。どこが入口になるかというの

はね、工事用道路ですからね。ものすごい工事

用車両が入り込むわけだから、そこら辺は考え

てやっていただきたいと思います。

それから、米軍関係との交流施設については、

やるということだから、それは理解しておきた

いと思います。

今まで述べたのは米軍関係なんだけど、自衛

隊基地との関係でいうと、佐世保市から今度、

防衛計画の大綱の新たな方針の中で、護衛艦掃

海艇部隊の配備を要望していると。これは県も

理解して動いてもらっているのかな。感触等が

あれば聞かせてください。

【川原危機管理課企画監】この要望につきまし

ても、今回初めて佐世保市から要望がなされて

いる状況でございます。今般、防衛省にお送り

しました県の政府施策要望には記載が間に合い

ませんでしたけれども、直接対面して要望する

ことがございましたら、この件についても要望

してまいりたいと考えております。

【田中委員】自衛隊関係の基地ということで言

うと、崎辺の活用が今大きく有効に進んでいる

わけですけれども、その前畑崎辺道路の整備は

順調に進んでいると聞いています。ただ、これ

は国が認めてやるまでに30年近くかかった。昭
和60年なんだよ。海自の弾薬庫の移転、これは
針尾島なんだけどね。前畑の米軍弾薬庫の奥の

方、大崎というところに海上自衛隊の弾薬庫が

移転した、金山から。その時の要望でやったの

が、昭和60年に私もやったから記憶があるんだ
けれども、その見返りの一つとして前畑崎辺道

路が採択された。それが平成28年だからね。30
年ぐらいの期間があって、ようやく進んだとい

う歴史もある。

しかし、これは8条予算かなんかでやってい
る、市の負担がある。前畑は仕方ないけれども、

針尾島弾薬庫の場合は3条予算で必ずやれるよ
うに。3条予算というのは国の100％の予算なの
よ、国100％の関係でやるのが3条予算。ここは
3条でやるべきだと私は言ったけれども、8条に
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なって地元負担が3割近くあるのかな、57億の
事業だけれどもね。ぜひ頭に入れて頑張ってほ

しいと要望しておきたい。

終わります。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】 次に、政府施策に関する提案・

要望について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】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質問を行いますが、

午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休憩

します。

午後は、１時３０分から委員会を再開いたし

ます。

― 午前１１時４５分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開します。

質問はありませんか。

【川崎委員】福祉事務の人事体制についてお尋

ねします。

前回の定例会で生活保護者の方に向き合うケ

ースワーカーさん、人生経験が豊かでしっかり

とアドバイス、サポートができる、そのような

形で応じていただきたいと。そのためにも充実

した体制で臨んでいただきたいと、その旨お願

いレベルではさせていただきましたけれども、

今年度の体制としましては、そこがどう改まっ

たのか、お尋ねをいたします。

【今冨人事課長】 4月1日付の人事異動におき
ます福祉事務所の配置につきましては、一定の

行政経験を積んだ職員でありますとか、若手の

職員であっても社会福祉主事の任用資格を満た

す職員を配置するなど意を用いたところでござ

います。

今後とも、福祉事務所をはじめ、県民の皆様

に直接接するような職場につきましては、議員

ご指摘のような点も十分に配慮しながら配置を

検討してまいりたいと考えております。

【川崎委員】 そうしますと、指摘を受けて、今

年度は少し見直しをして充実を図っていただい

たという認識でよろしいでしょうか。本当、ぎ

りぎりのところで頑張っておられる方に対応し

ていただく職員の方ということになりますので、

かなり難しい案件、相談というのがいっぱい飛

び込んでくると思うんですね。そんな時に、や

はり人生経験豊かで的確にアドバイスができる

方が望ましいんだろうと思ってます。県民の側

に寄り添った形で体制を組んで推進をしていた

だきたいと思います。

次に、ふるさと納税についてお尋ねいたしま

す。

まず、ふるさと長崎応援寄附金でございます

が、長崎応援プロジェクトといたしまして、11
のプロジェクトが設定をされています。これは

寄附金を、使い道を選んで寄附をしていただく、

こういったプロジェクトでありますが、この11
のプロジェクトは、どういった経緯で設定をさ

れているのか、お尋ねいたします。

【田端税務課企画監】ふるさと納税につきまし

ては、令和2年度から県庁全体で寄附金を募集
する仕組みとして、ふるさと長崎応援寄附金基

金を設置して取り組んでいるところでございま

す。

プロジェクトの選定につきましては、各部局

から対象事業を提案いただき、税収が見込める

もの、賛同・共感を得られるもの、長崎県の課

題へ対応したもの、長崎県の特性を生かしたも

のなどの観点で設定を行っております。



令和４年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２４日）

- 123 -

【川崎委員】今のような観点でプロジェクトを

設定をしました。そこで、どうぞこちらをご理

解いただいてご協力いただきたいということで

あります。要は、寄附ですから幾らになるかと

いうことは、当然、わからない状況の中でスタ

ートされると思うんです。

じゃ、こういったことを具体にやりたいんだ

ということがあっても、なかなかそこまで達し

ないということも多分にあるんだろうと思いま

すが、そういった不確定な中でスタートしてい

くわけですけど、じゃ、このプロジェクト、ど

のような流れで、今後、いただいたご寄附を、

県費も中に入れながらやっていくんでしょうけ

ど、どうこのプロジェクトを具体的に推進をし

ていくのか。どこか一つ事例を挙げてでも結構

ですけど、わかりやすく説明いただきたいと思

います。

【田端税務課企画監】いただいた寄附金の各事

業への配分ですけど、まず、一旦いただいた分

を基金に積み立てた後、返礼品や事務に要した

経費を差し引いた上で、各年度の当初予算要求

に合わせて対象事業に充当しております。

【川崎委員】 そうしますと、今の話だと、基金

に積むということは、11プロジェクトがあって、
一旦全部同じ箱、基金の中に入って、そして各

部各課が組み立てる事業に、そこに寄附から充

当すると。

ということは、寄附者にしてみれば、例えば

1番目に離島・僻地等の地域医療を支える医
師・看護師等の医療従事者確保プロジェクトに

賛同して寄附をしたけれども、そこに当たって

いるかどうかというのは、もうお金に色はつい

てないからわからないという状況なんですか。

【小林財政課長】 一旦基金に積み立てた後に、

実際に寄附をもらった翌年度の事業の方に充当

していくという形をとります。当然、その寄附

者の意向に沿ったところにしっかりと充当して

いるという状況でございます。

【川崎委員】極端な話をすると、例えば全く寄

附が得られなかったというプロジェクトについ

ては、当然のことながら、この基金から充当す

ることはないという理解でよろしいですか。

【小林財政課長】そのとおりでございます。認

識のとおりでございます。

【川崎委員】 わかりました。そうしましたら、

効果的なプロジェクトを設定していただいて、

毎年、恐らく見直しがあるんだろうと思ってい

ます。昨年は10項目、入れ替えもあって、今、
11項目ということになっているんだろうと思
いますが、ぜひそこは、長く期間もかかるプロ

ジェクトもあるんでしょうし、そこはしっかり

と見極めていただきながら推進をしていただき

たいと思います。

寄附をいただく方の思いを無にしない形で、

ぜひ推進をよろしくお願いいたします。

次に、返礼品のことでお尋ねをいたします。

返礼品の一部のことなんですが、まずお尋ね

いたしますが、昨年、2021年の本県の真珠の生
産量が日本一を奪還したということを聞きまし

て、大変おめでたいことだなと思っております。

大切な県産品なので、当然、ふるさと納税の返

礼品にラインナップをしていると思っておりま

したら、総務省では、真珠は高額な宝飾品で資

産性が高いとし、返礼品として認められないと

の見解で、一時リストから外されたという時期

がありました。これは大変ゆゆしきことで、長

崎伝統の水産加工品であり、地域の生産を守る

との観点から、生産者団体が地場産品として返

礼品メニューに加えるよう、総務省に対して要

望活動を行われました。
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総務省からは、その活動に基づいて、地域の

実情で判断して構わないと、こう見解を示され

たことで、2019年、もう3年前なんですね。9
月議会で、私も県のふるさと納税の返礼品に加

えていただくよう要望して、県も応じていただ

いた。その旨も、また市町にも通達をいただい

たところであり、本当、感謝を申し上げたいと

思います。

今回、真珠は日本一を奪還したということも

あって、ぜひ返礼品として多くの皆様にこの長

崎の県産品、すばらしいものをどんどんご利用

いただきたいなと思っているところであります

が、この復活した後、この真珠が返礼品として

どのような形で今ご利用いただいているのか、

お尋ねをいたします。

【田端税務課企画監】真珠製品につきましては、

令和元年度から返礼品としておりますけれども、

令和元年度は9件の94万8,000円、令和2年度は
20件の280万4,000円、令和3年度は43件の491
万1,000円となっております。
【川崎委員】つまり、復活した直後は件数も少

なかったし、額も少なかったんですが、徐々に

上がっている状況ですよね。ということは、返

礼品として希望する方が多いということもわか

っておりますし、ぜひ、この日本一を奪還した

ということも少しＰＲして、生産者の皆様とか、

加工の皆様、販売の皆様とも連携を取りながら、

さらに栄えていくような形で取り組んでいただ

きたいと思います。

ちょっと逆ですけど、1位は愛媛だったんで
すね。愛媛の方のニュースを見たら、愛媛の方

が愕然としたと、1位を譲ってしまって愕然と
したと。むしろそっちの方が話題で、長崎が1
番だったというのは、ほとんどの方がよく知ら

ないということで、向こうは日本一の生産で、

ばあっとＰＲしてやっておられるので、長崎は

逆に、もっとそういったところをＰＲすべきじ

ゃないのかなと思いますので、ぜひお取り組み

をお願いしたいと思います。

次に、返礼品で新たな地場産品が誕生した時

のことですけれども、いろんな事業者様が地場

産品を何とか活用ということで開発しておられ

ると思うんです。そういった時に必ず販路とい

うことについてはテーマでありまして、ご努力

されているのは事実であります。一方、こうい

った返礼品に加えることによって、まさに販路

の拡大ということにつながっていくんだろうと

思いますが、そこが開発事業者さん、販売事業

者さんに、ふるさと納税で地場産品を返礼品と

して充ててますよというようなことをしっかり

と道筋をつけてアピールされているのかどうな

のか、お尋ねをいたします。

【田端税務課企画監】 返礼品につきましては、

寄附額の3割以下や地場産品であることなど、
総務省で定められた基準がございますので、そ

の基準を踏まえて長崎県らしい商品、長崎のＰ

Ｒにつながる商品を選定しておりますが、県内

市町の返礼品との重複を避けるため、「長崎四

季畑」や「長崎俵物」、旅行クーポンなど、県

が推奨、認定、商品の開発に関わったものを中

心に採用しております。

また、新たな商品の採用につきましては、特

定地域に偏らない形で県下全域から調達でき、

商品の規格や通信販売等のノウハウを有する長

崎県物産振興協会、長崎港水産加工団地協働組

合、長崎県漁業協同組合連合会、長崎県農協直

販の4つのパートナー事業所、あとふるさと納
税サイトの委託管理事業者と連携して対応して

まいります。

【川崎委員】今、連携ということで事例を幾つ
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か上げられて、連携を取られているということ

はよくわかりますけれども、つくっておられる

方はつくることに一生懸命、次にどう売ろうか

という時に、このふるさと納税にもということ

まで恐らく考えが及ばないというか、情報がな

いというか、そんなところが結構見受けられる

んです。それはもう企業努力として自分たちで

やるべきだと言われれば、それまでなんでしょ

うけれども、もう少し地場産品として誕生した

時に、こういった返礼品の中に加えられないか

というところも情報として行き渡るような、も

う少し情報の交換の活性化といいますか、そう

いったことをもうひと工夫お願いしたいなと思

うんですが、いかがでしょうか。

【田端税務課企画監】先ほど申し上げましたと

おり、返礼品については、各市町の方でもふる

さと納税業務を行っておりますので、そことな

るべく重複しないような形を取るために、先ほ

ど申し上げた4つのパートナー事業所を通じて
返礼品の調達を行っているところです。

その4つのパートナー事業所でも、その会員
さんたちの情報をお持ちですので、そちらで開

発されたものがあれば県としても調達できるも

のについては前向きに検討していきたいと思っ

ております。

【川崎委員】わかりました。パートナーさんと

生産者さんといいますか、開発事業者さんがし

っかりと連携を取るということがまず第一義で

あるということですね。わかりました。そこは

そこで力を入れていただくということにしまし

ょう。

最後に、逆に返礼品としてなかなか人気がな

いのもひょっとしてあるんだろうと思います、

残念ながら。そういった時はどういった対応を

されているのか、お尋ねいたします。

【田端税務課企画監】基本的には、ふるさと納

税サイトにおいて継続して掲載しておるところ

ですが、人気がないということだけで削除する

ことはありません。また、委託先の管理事業者、

あとパートナー事業所さんの間で情報交換を行

っておりますので、必要に応じて返礼品の見直

しがなされているものと考えております。

【川崎委員】 わかりました。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田委員】消防団の協力事業者への制度につ

いて伺いたいと思います。

ホームページを見てると、以前から企業に対

するインセンティブの件は話題になっていたか

と思いますが、その件でホームページを見ると、

事業所との連携の中で、事業所のインセンティ

ブ向上対策検討会議というところで、事業所が

消防団活動に協力しようとするインセンティブ

向上対策を学識経験者を招いて意見交換、対策

構築や取組の方向性を樹立とありますが、その

樹立というのは、消防団協力事業所表示制度や

消防団協力事業所表示マーク、こういったもの

なのか、中身を教えてください。

【宮﨑消防保安室長】消防団協力事業所と申し

ますのは、消防団員が企業に従業員として1名
ないしは2名勤めているところについて、市町
が協力事業所として認定し、その協力事業所の

名前などを公表し、また、表彰などをする制度

でございます。

ただ、それだけでは企業が消防団活動に協力

しようというインセンティブがなかなか高まら

ないということで、現在、表彰とか公表以外に、

例えば、県、それから一部の市町で建設工事に

おける優遇措置を講じたりしているところでご

ざいます。

こうしたメリットを有する制度をもう少しほ
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かの業者、建設業界以外にも広げられないかと

いうことで、いろいろ要望がございました。な

かなか難しい課題でございますが、いろんな知

恵を絞って対策を講じていこうということで、

いろんな学識経験者の方を交えて、そのメリッ

ト構築の対策をつくっていこうというところで

ございます。

【山田委員】様々やっていただいているかと思

います。ただ、税制の優遇とか、求めているも

のが何なのか。他県で税制の優遇をしていると

ころがあるかどうか、ちょっと勉強しておりま

せんが、今言われたように建設業だけが入札の

加点制度があるとか、そういうことだけではな

かなか厳しいと思っております。民間の方で消

防団協力のお店とか、そういったものも増えて

きていると思いますけれども、根本的に仕事中

に従業員を出すことができる企業さん、社会貢

献していることで表彰されても、なかなか難し

い現状があると思いますので、しっかり対応い

ただきたいと思います。

実際のところ、火事や災害が起きた時に、実

際、消防団の分団とかに命令が入るんですけど、

その際に日中の勤務でどれくらいの人が稼動し

ているとか、そういった把握とかはしているん

ですか。

【宮﨑消防保安室長】統計的なものは把握して

おりません。

【山田委員】皆さん、崇高な使命を持ってやら

れているから、できるだけ行こうと思われるけ

ど、仕事上出れない方もいらっしゃるというお

話も聞くので、今の現状というものがどうなの

か。例えば、15人、20人いるところが10人しか
出れないとか、そういったことが起きていて火

災が広がったりとか、災害が広がったりとか、

そういったことがあるかもしれないので、そこ

は現実、日中どれくらいの消防団の人たちが仕

事をしている中で参加できているかということ

もしっかり把握いただきたいということをご要

望申し上げます。

次に、原子力船の災害対策について伺いたい

と思っております。

まず、応急対応範囲について伺いたいと思い

ます。

【松田危機管理課長】原子力艦の原子力災害の

範囲についてですけれども、半径500メートル
ということになっております。

【山田委員】コンクリート屋内退避をしないと

いけないのが半径500メートルで、普通の艦船
の場合は0.5キロメートルから1.2キロメートル
に囲まれる範囲で屋内退避の範囲というように

2段で示されていると思っております。
実際、今、佐世保には原子力艦船が入ってき

ております。近年は入港が少ないようでありま

すが、その中で半径500メートル圏内の中に260
人、住民が暮らしております。これは全国のほ

かの寄港地、横須賀と沖縄のところでも、こん

な500メートルみたいなところに人が住んでい
るところはないと思っております。

それで、昨日、佐世保市との要望の際にも260
人の属性をお尋ねしましたが、全然、男女の把

握もなかったようでありますし、その中の要支

援者の把握もなかったようであります。

県としては、こういった応急対応範囲の中の

住人の把握とか、佐世保市とどういった連携を

やっているのか、県の役割としてどのような立

場なのかをまず教えていただきたいと思います。

【松田危機管理課長】 避難の緊急退避が500メ
ートル、屋内退避が1.2キロということになって
おります。500メートル圏内の住民260名の内訳
については、県の方でも把握をしておりません。
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改めて佐世保市に確認しましたが、佐世保市で

要配慮者の人数は把握しているものの、具体的

な年齢層、そういったものは把握してないとい

うことでございました。

【山田委員】 住所がある住民の方は260人です
が、佐世保にある米軍基地には1,600人を超える
従業員が働いております。それを考えたら、も

っと昼間の災害対応人数というものは増えてく

ると思います。当然、米軍の中でいろいろ対策

や訓練とかされていると思うんですけれども、

このあたりを佐世保市さんと県も入っていただ

いて、日中の避難対象者の数等もしっかり把握

をいただきたいということをご要望申し上げま

すが、この件に関しての見解を求めます。

【松田危機管理課長】佐世保市の方で原子力艦

の原子力災害を想定した訓練というのは、毎年

実施されております。そうした中で地元の住民

の方にも参加していただくと伺っております。

そうしたところに県としても参加させていただ

いておりますし、佐世保市としては、米軍の方

にも参加を要請しているところですけれども、

なかなか参加していただけないということでご

ざいますので、そうしたところにつきまして、

国を通じて要望をしていきたいと思っておりま

す。

【山田委員】横須賀だけが母港であるという整

理なのか、参加いただいているようでもあるし、

今回の訓練では横須賀では原子力船で放射線の

漏れがないという想定でやったようであります。

佐世保は船から放射線が出ていると、放射線の

線量が確認できるという設定でやっていて、こ

の設定が悪いのかもしれないんですが、でも、

実効性があるのは、当然、漏れている、モニタ

リングポストに影響が出たということでやるべ

きだと思いますが、入っていただきやすい方法、

もちろん米軍の参加は県もしっかり要望してい

ただいているんですけれども、実効性のある訓

練ができるように、県としてもしっかり関係先

と取組をしていただきたいとご要望を申し上げ

ます。

併せて、玄海原子力発電所の、もし災害が起

きた際の30キロ圏内に、以前の数字で大変恐縮
ですけど、6万2,500人の県民が住んでいたと思
いますが、今、人口も減ったと思いますが、ど

れくらいの数になっているかを教えてください。

【北村委員長】 暫時休憩します。

― 午後 １時５３分 休憩 ―

― 午後 １時５４分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開します。

【松田危機管理課長】 今、松浦市、佐世保市、

平戸市、壱岐市、合計で5万4,761名です。
【山田委員】 5万4,761人の県民の方が30キロ
圏内で暮らされているということであります。

安定ヨウ素剤をお配りいただいているのは、鷹

島の方々、松浦市の方々、私が勉強不足で、安

定ヨウ素剤を事前配付している市町名を教えて

ください。

【松田危機管理課長】安定ヨウ素剤の事前配布

につきましては、原則としてＰＡＺ圏内になっ

ておりまして、県内でＰＡＺに入っている地域

はございません。ただし、松浦市の鷹島と黒島

は、避難の時に玄海原子力発電所の方に近づく

ということで、ＰＡＺに準じた取扱いで、そち

らの住民の方は事前配布の対象となっておりま

す。令和4年3月末現在で825名に事前配布をし
ている状況でございます。

【山田委員】先ほどの原子力艦船と原子力発電

所に関係する、万が一の時に係る住民の方々の

さらなる安全対策というものを関係市町と連携
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いただいた中でやっていただきたいと思います。

終わります。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【吉村委員】 重ねてになるんですけど、あと1
回、さっき田中委員が言われたので、やめてお

こうかなと思ったんですが、山田委員も言われ

たので、私だけ言わなかったら、佐世保市から

怒られるかもしれない。

まあ、移動系の原子力船、これが佐世保港に

は入ってくるわけよ。今、山田委員も言われた

けど、基地内にも働いているけど、ここで働い

ている人は全中労だもんね。自民党には票を入

れてくれないのよ。それははっきり言っておか

ないとね。

さっきから、針尾バイパスからどうだとか言

って課長が答弁していたけど、図面だけでしか

見てない。田中委員は現場を知っておらすから、

勾配が急だと、取り付けが果たしてできるのか

ということまでわかられるわけよ。あなたは図

面だけ見て、取り付けできますとか、さっきの

答弁を聞いとって、やっぱりそこら辺の意識が

薄いと指摘せざるを得ないのよ。

ここの道については、23年に合同委員会で合
意されてから、もうずっと続いているわけね。

それで、ここの資料にも書いてあるけど、平成

30年から31年で1億円、配置の検討よ。それか
ら令和2年、3年で2,500万円、同調査よ。それ
から令和3年、4年で基本設計1億7,600万円。ま
だ実施設計までいかないわけよね。

だから、これを考えてるとね、もう近隣の地

元の移転に協力するという声もなくなるかもし

れないと、こういう危機感がある中で、もっと

急いでもらわないといけないということがある

んだけど、そこら辺について県として、もっと

急がせるという意識があるのか、ないのか、そ

こら辺をご答弁いただきたいと思います。

【川原危機管理課企画監】前畑弾薬庫の移転に

つきましては、委員ご指摘のとおり、平成23年
の合同委員会合意以降、もう11年という月日が
流れております。確かにその間、調査設計とか、

そういったものしか行われておらず、まずもっ

て目に見える形のものが全くないということは

県としても認識しているところでございます。

県としても、どうにかして早くできないかと

いうことについては、当然、事業主体でありま

す九州防衛局に要望に伺った際には、かなり強

くお願いしているところでございますけれども、

あくまでも事業主体が国ということで、要望し

かできない状況でありますけれども、そこは防

衛省の政務三役にも政府施策要望等を通じて引

き続きお願いしてまいりたいと考えております。

【吉村委員】それは要望しかない、命令はでき

ないからね。それはそうだけど、やっぱりこの

中の文章を全部読んでいると、全部、同行、同

行と書いてあるわけよね。同行じゃないのよ、

率先垂範して先頭に立って行ってもらわないと

いけないわけよね。

だって、長崎県内の基礎自治体だから、佐世

保市は、その上の自治体が県だから。やっぱり

そこら辺、佐世保市にしか基地がないから、ど

うやこうやというので、あなたたちも緩いんじ

ゃないかなと、そのように思うわけよ。だから、

基地政策課なり、基地対策課なり、局なりとい

うのをつくってもらいたいんだという要望をず

っとするわけね。

この前、知事の答弁で、私の一般質問の時も、

最後にちょこっと、わかるかわからんぐらいし

か答弁しなかったけど、その知事の言葉を借り

ると、「県民に約束したことについては、責任

があり、実現すべきものと考えている」とはっ
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きり知事が言ったわけよ、そういう専門の部局

の設置について。

そこら辺で、もう設置に向けて準備を始めん

といけないと思うんだけど、総務部長、いかが

ですか。

【大田総務部長】知事も一般質問において、何

度かご指摘をいただく中でお答えしましたとお

りでございます。組織についてもしっかり検討

していくという状況だと思っております。やは

り組織である以上は、どういったことを実際に

行っていくのか、人員の配置がどうかというこ

ともしっかり行政として詰めていく必要がござ

いますので、令和5年度の組織改正がまずは一つ

のところだと思いますけれども、そこに向けて

議論を進めるとともに、いつ実現できるかとい

うことをしっかりと庁内で議論していきたいと

思います。

【吉村委員】いつ実現できるかとか言ったらい

けないだろう。一日も早く実現します、だろう。

そういう言葉で言ってもらわないと、こっちは

困るんだけど。

神奈川県は大きい第7艦隊の本部があるとこ

ろで、原潜も航空母艦がとまっているんだけど、

あそこは基地対策部だものね、神奈川県は部が

ある。山口県は岩国基地対策室、沖縄県も基地

対策課とあるわけよね。

佐世保市も旧4軍港都市の一つなのよ。そして

渉外知事会の副会長を県知事がしている。そう

いうことをしているからつくれと言うわけじゃ

ないんだけど、やっぱりそういうことを考えて。

さっきの原子力艦船も、令和3年は1回も入港

しておりませんということだけど、これは局部

的なところを取って入っていないというだけで、

いつ何どき、どんどん入って来るということも

ある。入ってきたら、これは航空母艦だって潜

水艦だって、移動系の原子炉になるわけよ。移

動系の原子炉というものを間近にするのは、横

須賀、佐世保、中城という3つの港なのよね。だ

から、そういうところの重要性も考えると、や

っぱりそこにきちっと対策を打つという。

神奈川県はね、やっぱり同じことなのよ。何

の仕事をするかといったら、基地の整理・縮小・

返還の促進、周辺対策の充実・強化、基地との

連携の促進、全く一緒じゃないの、さっきから

ずっと出ているのとさ。

だから、やっぱりそういう意味でも、そうい

う対応をする部局、係というか、そういう政策

的な拠点を一日も早くつくっていただきたいと

思いますが、総務部長、もう一回どうですか。

【大田総務部長】私自身も、この関係の組織に

ついての議論もしっかり承知をしているつもり

でございます。

その中で、先ほどの繰り返しになってしまい

ますけれども、組織を置く以上は、どういった

ことをやっていくのか、具体論ですね、具体の

ところでどういったことをやっていくのか、あ

るいはどういう人員配置がいいのかといったと

ころをしっかり詰める必要がありますので、

委員のご指摘は踏まえつつも、組織としてしっ

かりと検討を進めていきたいと考えております。

【吉村委員】 よろしくお願いします。

あと、ちょっと気づいたことで、基地以外の

ことなんですけど。先日、十八親和銀行の頭取

が交代して山川頭取に代わりました。その時に

企業説明会というのがあったんだけど、誰か出

席されたかわからないけど、たまたま行きまし

て説明を聞いていました。そうすると、十八親

和銀行の2021年決算で109億円の純利益、そし
て、地元のために頑張ってやっているというこ

とが「4つのＪＳ」というそうですよ。なんか
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ＪＡのようだけど、これ、十八親和銀行の略だ

ろうと思ったんですけどね。地元のため、事業

のため、県民の皆さんの人生のため、それから

銀行の従業員をサポートする、こういうことを

言われておったんですが、長大ともアントレプ

レナーシップを結んだりして、起業家を育成す

るとか、思案橋支店が要らないようになったの

で、「ダイアゴナル・ラン・ナガサキ」という

コワーキングスペースをつくってやっておりま

すと。県がやりよることと重なることがあるな

と思って聞いていたんだけど。

財政課長、県も財政が厳しい折に、こういう

事業者と連携して、重なる部分はなるべく県が

費用を負担しなくてもいいように一緒になって

やったらどうかと思ったんだけど、感想を聞か

せてくれませんか。

【小林財政課長】委員ご指摘の点につきまして

は、財政課、県庁全体としてしっかりと考えて

いくべき話だなと思っております。財政的に厳

しい状況でございますので、様々な主体と連携

をしながら事業を進めていく、県勢の発展に努

めていくという姿勢が大切だと考えております。

【吉村委員】 最後にしますが、109億円純利益
が出ました、そして経費は54億円削減できまし
たというわけよ。なかなか事業形態としてはう

まくいっているという説明になるんだけど、63
の支店が閉鎖された、これが完了しましたとい

うわけです。その閉店した支店の近くの人たち

は不便になってくるわけね。そこを不便になら

ないように利便性の確保はちゃんとやるんです

よという話にはなるんだけど、だからこそ、な

おさらと思うんだけど、こういう地域貢献とい

うことに前向きに取り組んでいくという話をさ

れるので、頭取のところに行ってから話を聞い

てみないですか、財政課長。こう聞いたけど、

一緒になって何かやれないだろうかとか言って

ね。そういうことをされたらどうかと思います

けど、いま一度、どうですか。

【小林財政課長】 十八親和銀行とは、各部局、

いろんなところで話をしながら、今後の事業の

展開等も含めて話をしているところではござい

ます。財政課としても何か連携しながらやって

いくということができないのかどうか、検討し

てみたいと思います。

【吉村委員】 よろしく。

以上です。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

【赤木副委員長】お疲れさまでございます。大

きく2点、質問をさせていただきます。
1点目が、一般質問でも取り上げさせていた

だいたんですけれども、コロナの感染段階につ

いて、まず知事にご答弁いただいて、そこを私

が聞いたのは、感染段階を引き上げる時も遅か

ったではないかという質問をして回答をいただ

きました。その後、答弁に対して、私は、感染

段階を下げる時も同じように当てはまると思っ

たので、3月に感染段階を引き下げる時と6月に
感染段階を引き下げる時、今回、6月の方が遅
くなっている理由は何ですかということを聞い

たんですよ。その時、総務部長からご答弁をい

ただきました。もちろん、総合的判断というこ

とと、地域ごと、長崎、佐世保は感染状況が余

り改善がというようなお話だったんですけど、

実際、理由は何だったんですか。

【伊達総務部次長】 3月26日にレベル1に引き
下げた際、その時にはレベル1の水準に下がっ
て8日後と、そして、6月9日にレベル1の水準に
引き下げた際には16日経過後だったというこ
とで、6月9日の方がかなり遅い判断ではなかっ
たかというようなご趣旨のお尋ねでございます。
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総務部長が一般質問の折にもご答弁申し上げ

ましたけれども、確かに、6月9日のレベル1へ
の引き下げの際には、16日経過後ということで、
その判断を少し慎重に行ったところであります。

これは特に人口が多くて考慮が必要な長崎医療

圏、そして、佐世保医療圏が5月末までレベル2
－Ⅰの基準を超過しておりました。それと併せ

まして、５月末から6月上旬にかけて県南医療
圏の病床使用率が、3日間でございますが、30％
を超えた時期があったというようなこと。併せ

て、新規感染者数が依然として200人を超える
ような、週1日平均の人数が出ておりましたの
で、そういったことを総合的に考慮して、前回

よりも少し遅い判断でございましたけれども、

レベル1に6月9日に引き下げたということでご
ざいます。

【赤木副委員長】 わかりました。ただ、遅かっ

たということは当てはまるのかなと思うんです。

いろんな判断があったと思うんですけど、そこ

に対しての説明がなかなか、私自身、知事の会

見とかも見ましたけど、知事の方針からすれば、

経済を回す、社会経済活動を回す方に軸足を置

くものと思ったのに対して、このように遅くな

った理由は、もっと明確に述べないといけない

のかなと。今のお話を聞けば県民の方も理解す

るところもあると思うんですけど、オミクロン

の今の段階になれば、やはり経済を回す方に望

んでいる県民の方も多い、コロナに大分疲れて

いる方も多いと思いますので、今、レベル0の
指標になっていますけれども、それに対しての

見解というのは、ツイッターでも発信いただい

ているのは見ております。そういったように県

民に寄り添った情報発信を今後も引き続き行っ

ていただくよう、よろしくお願いいたします。

もう一点、長崎県関係人口情報発信業務委託、

先ほどもお話があったんですけど、「長崎の変」

ですね。もちろん、関係人口を増やすことが目

的であるというのは、わかってはいるんですけ

ど、指標としてなかなかわかりづらい部分もあ

るのかな、目的に対しての関係人口、いろんな

方に見られたと、インプレッションも増えたと

か、そういうのは確かにわかるんですけど、じ

ゃ、どうやって関係人口を増やすのか、なかな

かわかりづらい部分はあると思います、客観的

に見てもですね。

くまモンのキャラクターを使った商品売上げ

で1兆円を超えたというのがよく報道されてい
るんですけど、「長崎の変」の猫のキャラクタ

ーも開放して様々な商品に展開されると思うん

ですけど、今、売上げとか把握されていますで

しょうか。

【椿谷広報課長】 猫のデザインを使いまして、

様々な商品、また、地域活動に利用いただいて

おります。今、委員からご指摘がございました

売上げについては、県の方では把握しておりま

せん。

【赤木副委員長】ぜひ、これは把握すべきだと

思うんですね。これも大事な指標と思ってまし

て、これがどんどん広まれば地域の住民の方、

いろんな事業者の方も潤うというか、商品展開

もさらに広がることにもつながると思います。

これは福山さんもプロデューサーとして関わ

っていることですから、できているかどうかは

わからないんですけど、福山さんはライブで各

地を回ってますので、そこで商品を手に取って

いただくとか、販売するとか、いろんな展開、

ただ単に長崎県内だけで商品を展開するだけじ

ゃなくて、いろんな場所で売るということも念

頭に置いてアミューズさんとかと交渉もしない

といけないのかなと思っていますが、そういっ
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たところはできているんでしょうか。

【椿谷広報課長】本事業のクリエイティブプロ

デューサーである福山雅治さんが、いろんな活

動、今おっしゃったコンサートであるとか、ま

た、ご自身が出演されているラジオの中で、こ

のプロジェクトについて取り上げていただきま

して情報発信をいただいております。

また、各地で行われる、先ほど言いましたコ

ンサートの会場においても、このプロジェクト

で制作しました動画について放映をいただいて

いるといったことも聞いております。

【赤木副委員長】動画としては流れているとい

うお話でした。私も見たことはあったんですけ

ど、ぜひとも商品、せっかく開放して、いろん

な事業者さんに関わっている状況でしたら、さ

らにメリットを高める上でも、そういう場所で

直接販売できるような仕組みづくりというもの

をつくっていただければ、さらに多くの方にも

知っていただくきっかけになるのかなと思いま

すので、これは提案させていただきます。

以上です。

【北村委員長】 委員長を交代します。

【赤木副委員長】 北村委員長、発言をどうぞ。

【北村委員長】プッシュ型の情報発信について

お尋ねをいたします。

6月21日に本県に大雨警報、土砂災害警報な
どが発令されました。そんなに被害はなかった

んですけれども、危機管理課におかれては、5
時11分にツイッターで警報を発信されて、本当
に朝早くからお疲れさまでした。危機管理課の

ツイッターアカウントは8,871の方にフォロー
されておりまして、警報のツイートは75リツイ
ート、202の「いいね」がついて、なかなかい
いんじゃないかなと思っていたところです。

何が言いたいかというのは、お疲れさまでし

たということなんですけれども、それをさらに

広げていかなきゃいけないなと思っているんで

すね。ツイッターをやっていない人は見ていな

いわけで、一般質問で少し触れましたけれども、

こういった緊急性が高い情報というのは、ライ

ンを使ってプッシュ型の情報発信にするべきな

んだろうと私は思っております。一般質問では、

子どもの事故防止について啓発していくんだと

いう内容でしたけれども、長崎県も公式ライン

を稼動させているというようなことをお伺いし

ております。

この部屋にいらっしゃる皆さんにお尋ねしま

すが、長崎県の公式ラインとお友だちになって

いらっしゃる方は、どれぐらいいらっしゃるで

しょうか。

結構でございます。

午前中確認しましたら、738人の方が長崎県
の公式ラインとお友だちになられてますね。大

村市は、運用から少し経っているので比較はで

きないかと思いますが、1万5,337名の市民がプ
ッシュ型で情報を毎日受け取っているというこ

とです。

このラインのアカウントは、情報を発信し過

ぎると、ロックされるというか、面倒くさくな

って、うざいなって言ってブロックされるとい

う話があるんですが、大村市については、ほぼ

毎日、2～3回来る時もあるんですよ。1万5,000
名以上の市民の方が、それは見られているとい

うような状況であると思います。長崎県は広報

課が所管をしていらっしゃると思います。こう

いった状況なので、738人の県民しか見てない
という状況ですから、これをどの程度まで、ど

うやって広げていくのかというような目標とか、

そういったものがあればお聞かせ願いたいなと

思います。
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【椿谷広報課長】今、委員からご指摘がござい

ましたように、6月24日、今日現在で738名とい
った友だちの登録となっております。九州の他

県の公式ラインと比べましても、数字的には大

変低いなといったことは十分認識しているとこ

ろでございます。

原因の一つとしましては、本県の公式ライン

を始めたタイミングが遅かったといったところ

もあって、開設から3か月に満たないというこ
とが一つ。それから、リッチメニューというこ

とで、ラインのメニューの中にコロナの総合ペ

ージを上げておりますけれども、既にコロナの

公式のラインがございますので、そちらに加入

されている方については、県広報課のこの公式

ラインについては加入しないといった選択をさ

れている方もいらっしゃると思っております。

具体的な目標については、県のツイッターで

大体5,000人を超えるフォロアーがおりますの
で、少なくともそこは一つの目標として超えて

いきたいと、現在考えているところでございま

す。

【北村委員長】 わかりました。大村市が1万
5,000人で県が何百人というのが、やはり地元の
情報の方が大切だというようなことを考えれば、

県は要らないのかなというような判断をされる

かもしれませんけれども、緊急性が高い情報と

いうのは、プッシュ型で即座に県民の皆さんに

配信できる方法というのは非常に大切なのかな

と。やっぱり究極のものがエリアメールですね、

一斉に皆さんのスマートフォンが鳴り始めると

いう、ああいった状況を何とかつくれるように

していただきたいな、努力をしていただきたい

なと思います。

ちなみに、私が長崎県とお友だちになったの

は509番目ぐらいでした。職員は4,000人いるん

ですから、4,000人すぐ登録できるでしょうと、
努力してください。

以上です。終わります。

【赤木副委員長】 委員長を交代します。

【北村委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】ほかに質問がないようですので、

意見書の審査を最後に行います。

「地方財政の充実・強化を求める意見書（案）」

の提出の提案があっておりますので、事務局よ

り文案の配付をお願いします。

（文 案 配 付）

【北村委員長】それでは、意見書提出について

の提案趣旨説明等を私の方からさせていただき

ます。

「地方財政の充実・強化を求める意見書（案）」

の趣旨説明でございますが、本意見書は、県が

国に対して政府施策要望を行っていることを踏

まえ、県政推進のためには地方財政の充実・強

化が大変重要であることから、毎年、この時期

に提出をしているところであります。

令和5年度の政府施策に関する提案・要望書
における地方創生、人口減少対策に必要な財源

措置の充実についてや、昨年の意見書をベース

にしつつ、コロナ禍や原油価格、物価高騰等の

影響といった現在の動きを踏まえた構成として

おります。

内容を簡単に説明いたしますと、1から3番目
の項目は、基本的な事項として従前どおりの意

見とさせていただいております。

4番については、今後の感染状況や地方にお
ける財政需要、物価高騰等の影響を踏まえた十

分な対策を求めるものであります。

5番から7番については、地方創生の推進に必
要となる財源措置や、地方創生関連予算の十分
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な確保を求めるものであり、特に6番において、
政府施策要望と同様に、地方自治体が地域社会

のデジタル化にしっかりと取り組めるよう、地

方財政計画における地域デジタル社会推進費の

拡充を求める内容を今回盛り込んでおります。

8番については、会計年度任用職員制度に伴
う財政措置を、また、9番については、地方の
基金残高が増加しているとの理由だけをもって

地方交付税の削減を行わないよう、それぞれ継

続して要請を行うものであります。

以上、各委員の賛同を賜りますようにお願い

をいたします。

ただいま説明をいたしました「地方財政の充

実・強化を求める意見書（案）」について、ご

意見等はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】質問もないようですので、意見

書の提出について、採決を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２３分 休憩 ―

― 午後 ２時２３分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

「地方財政の充実・強化を求める意見書（案）」

を提出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〕

【北村委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「地方財政の充実・強化を求める意

見書（案）」については、提出することに決定

されました。

なお、文案の作成等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

以上で委員会の審査が終了いたしましたので、

危機管理監及び総務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２４分 休憩 ―

― 午後 ２時２４分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、危機管理監及び総務部関

係の審査を終了いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２５分 休憩 ―

― 午後 ２時２５分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について協議したいと思

いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２６分 休憩 ―

― 午後 ２時２７分 再開 ―

【北村委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、正副委員長に

ご一任いただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【北村委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

以上をもちまして、総務委員会及び予算決算

委員会総務分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ２時２８分 閉会 ―
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第 76 号 議 案

－135－ 



委 員 長       北 村 貴 寿

副   委   員   長     赤 木 幸 仁

署 名 委 員    中 島 浩 介

署 名 委 員    吉 村   洋

書  記   中 尾  勝 三

書  記   田 﨑  直 美

速  記   (有)長崎速記センター


