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30.3.19 文化観光国際部（分科会） 

 

【大久保委員】 そもそも論の質問からさせてい

ただきます。 

 平成30年度の長崎県一般会計当初予算です

が、この文化観光国際部では、歳入が3億5,000

万円、そして歳出予算が40億6,000万円という

ことで随分開きがあるんですけれども、まず、

この財政収支の説明からしていただきたいと思

います。 

【本多文化振興課長】 歳出予算が40億6,131万

1,000円に対して、歳入予算が3億5,453万1,000

円ということで開きがあるということでござい

ますけれども、当課の事業といたしましては、

ここに歳入予算の内訳で書いておりますように

国庫支出金とか寄付金とか、一定の特定財源は

ございますけれども、それ以外のものに関しま

しては、財源といたしましては一般財源を充て

ているということになっております。 

【大久保委員】 ここにはそういうふうな記載で

いいんでしょうけれども、もう一つの説明書に

は少なくともその記載が必要じゃないかなと思

うんですね。いわゆる今回出ている歳入という

のは、あくまでも文化観光国際部の歳入ですよ

ね。それが新年度は約3億5,000万円、しかし、

歳出は約40億円ということで、一般会計から幾

ら持ってきているとか、あるいは県債を幾ら充

てているとか、そういった説明が必要じゃない

かなと私は思うんですけれども、どうですか。

必要ないですか。 

【本多文化振興課長】 この資料の様式につきま

しては、全庁的にこういった形で定められてお

りますので、そういったご意見があったことを

財政課の方にもお伝えいたしまして、資料につ

いて反映することを検討させていただきたいと

思います。 

【大久保委員】 ということは、部として、もう

このいわゆる財政収支の財源というのは一般会

計から持ってきていますよということですね、

県債はないんですよね。 

【本多文化振興課長】 県債についても一部ござ

います。詳細については、どの事業に充ててい

るかというところの資料が今ありませんけれど

も、例えば課ごとの一般会計予算の概要という

資料がございますけれども、そこの特定財源の

ところに、先ほど申しました国の国庫支出金で

ありますとか、地方債、それからその他の財源

ということで特定財源の内訳を記載していると

ころでございます。 

【大久保委員】 各課の歳出の中には、内訳とし

て特定財源、一般財源ありますけれども、部と

して明確なものがあればいいなと、このように

思うので、ぜひご考慮いただきたいと思います。 

 それから、歳入予算の中で本年度、これは前

年度対比で1億6,000万円の減なんですよね。こ

れはどういう内容でしょうか。 

【本多文化振興課長】 歳入の部全体の昨年度と

比較した予算額の減としましては、今ご指摘が

ありましたように1億6,100万円ということで

ございますが、そのうち文化振興課の方が1億

4,121万9,000円の減となっておりまして、その

主な内容としましては、これまで3カ年にわた

って収支改善対策を行ってまいりましたけれど

も、その収支改善対策の中で長崎県文化基金の

方を取り崩す形で事業の財源として充てるとい

うことでこれまで実施をしてきておりまして、

その基金の取り崩し額による減が1億2,100万

円ほどあります。ですので、主にこういった基

金の取り崩しとか、収支改善対策に伴うものの

減ということでございます。 



●平成３０年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会 

- 2 - 

【大久保委員】 そうしたら、歳出も同時にとい

いますか、これは呼応しているのかどうかわか

りませんけれども、前年度対比で約2億5,000万

円の減でありますね。この内訳はわかりますか。 

【本多文化振興課長】 大きなものとしましては、

一つが文化施設改修、歴史文化博物館、美術館、

それから佐世保のアルカスＳＡＳＥＢОといっ

た文化施設の施設改修工事の分が、昨年度は改

修するべき箇所が多かったものですから、こう

いった施設がだんだん経年劣化が生じていまし

て、計画的に改修をしているんですけれども、

その年度によってかかる費用というか、改修す

る場所とかによってまた事業費が違ったりする

ものですから、年度で増減があるということで

す。今年度に比べまして来年度が少なくなって

いるというのが一つの要因です。 

 それから、もう一つが国境離島振興事業、先

ほどもありましたしま旅滞在促進事業費が1億

4,000万円の減ということで、主にこの2つの事

業費の減による影響が大きいものと考えており

ます。 

【大久保委員】 一つは長崎県の文化施設、これ

はハード面の改修等が一つのピークを終えたの

で減であるということでありますね。 

 2億5,000万円の減と言えば、大体歳出総額の

約5％ですものね。これだけ減れば、大分文化

観光国際部の事業にしわ寄せがあったんじゃな

かろうかと、こう心配したわけですね。今の文

化振興課長の説明では、文化施設の改修だと。

ということは、逆に言うと、前年度にはその改

修費のピークの時期があって、それに比べてこ

れだけ下がったということであって、特に部の

事業にしわ寄せというか、差しさわりはなかっ

たという判断でいいんでしょうか。 

【本多文化振興課長】 ちょっと訂正させていた

だきます。 

 先ほど申し上げましたしま旅滞在促進事業費

の1億4,000万円というのは、申しわけございま

せん、本年度の補正予算の額でございました。

30年度の予算を今年度と比較した減は、先ほど

申し上げた文化施設の改修費もございますけれ

ども、主なものは観光振興課の…。 

【大場分科会長】 しばらく休憩いたします。 

〔休 憩〕 

【大場分科会長】 再開いたします。 

【浦観光振興課長】 部全体の予算の中の減の要

素、当初比較での減の要素でございますけれど

も、先ほど文化振興課長が申し上げましたよう

に、大きなものの一つに国境離島関係の事業分

がございます。実は、国境離島に関しては昨年

の当初予算の計上時にもまだ国との協議が進ん

でいる段階の中で、一定私どもが計画しており

ました事業の予算について上げておりましたけ

れども、その後の国との協議の中で、例えばし

ま旅につきましても、私どもとしては一定の一

般のモニターツアーなども対象にしたいという

ことで考えておったんですけれども、国との協

議の中でそういうものが認められずに、結果と

して内示額が当初の見込みより落ちたというこ

とがございまして、今回、減額補正もさせてい

ただいておりますし、当初予算額については国

の今年度の交付決定ベースで来年度当初予算は

計上させていただいておりますので、事業の実

施ベースといたしましては今年度並みの事業費、

事業規模を確保しているということでございま

すので、さほど大きな、先ほど委員からご指摘

があったような大きな影響が出ているというこ

とではございません。 

【大久保委員】 今後の長崎県の国際戦略を考え

た上では、県の単独でも非常にすばらしい事業
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がありますので、そこに支障を来さないように、

去る3月12日の県政一般質問でも私も取り上げ

させていただきましたけれども、ベトナムの高

校生を受け入れるようなベトナム人材交流人材

招致事業、これはやっぱり10年を目標というこ

とで、今年は3回目でありますけれども、10年

やってはじめて本県にとっての大きな効果も出

るでしょうし、それから航空路線でいいますと、

ラオス路線の離発着料の減免というのも、これ

も先方にボールがあると言えども、もし実現す

れば、我が県にとっては中国、韓国に次ぐ国際

路線の誘致ということになりますので、そこら

あたりに支障を来さないように、シーリングが

もしあったならば、しっかりと立ち向かってい

ただいて、私も後押ししますので、予算を確保

して、県単のすばらしい事業の継続をしていい

ただきたいと思いますので、部長、よろしくお

願いします。 
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30.3.20 企画振興部 

 

【大久保委員】 平成 30 年度の当初予算案とい

うことで、企画振興部の歳出が 47 億 5,000 万

円の減ということで、平成 29 年度の当初予算

からすると約 3 分の 1 近くが歳出減ということ

でありますけれども、その内訳を見ますと、新

幹線・総合交通対策課、それから地域づくり推

進課の部署の歳出が大幅に減っております。新

幹線・総合交通対策課においては、これまでの

質疑の中で答弁がありましたので、地域づくり

推進課が 26 億 9,000 万円の減ということであ

りますけれども、そこらあたりのご説明をして

いただきたいと思います。 

【渡辺地域づくり推進課長】 地域づくり推進課

の平成 30 年度当初予算が減額している理由に

ついてのお尋ねでございます。これは平成 29

年度の予算のほうで、一時的なものになります

けれども、地域総合整備資金貸付金、これは具

体的には原爆病院の建て替えに伴うふるさと融

資の貸付金が 24 億円計上されていたことによ

る、これが減という形で、それが大きく影響し

ています。そのほかの事業については、概ね昨

年度と同様の予算を計上しているところでござ

います。 

【大久保委員】 原爆病院の改修建て替えに伴う

一時的なハード面での改修費ということで、そ

の分が 24 億円というような答弁でした。 

 内訳をいろいろ見ていますと、しまの振興推

進、それから半島振興も、まだまだ十分じゃな

いんでしょうけれども、今回それなりに設計を

してあります。それから、地域振興対策費あた

りがそれぞれメニューがあって、非常に地道な

移住政策とか、この活動を継続していくしかな

いのではないかと思っていまして、そこらあた

りにひょっとしたらそのしわ寄せが来たのじゃ

なかろうかと思って、そういう不安から質問を

しました。 

 それで、今、長崎県がこちらの部署で取り組

んでいるＵターン、Ｉターンとか移住対策、こ

れは非常に必要なことですので、やっていただ

きたいと思います。 

 それから、直接の所管じゃないですけれども、

企業の本社機能を地方に移転する、これも国の

制度としてありまして、調べますと、手続が非

常に煩雑な割には余り企業側のメリットがない

ということで、なかなか余り進展していないよ

うな状況がありますけれども、そこらあたりも

県の単独でそういう支援策があれば、企業の本

社機能を長崎に持ってくるというような施策も

できるのではないかと思いまして、そこはぜひ

所管の部とよくよく連携をとって、そういうメ

ニューもあるのではないかと思いますけれども、

見解を聞かせてください。 

【渡辺地域づくり推進課長】 企業の本社機能の

移転についてのご意見ということで承りました

けれども、直接は我々のほうではＵＩターンと

いうことで、特に、ＵＩターンの取組の中では、

関連するものといえば、産業労働部と連携しま

して、例えば、大企業の人事の担当部局とかか

ら人材の出向であるとか、そういった中でＵＩ

ターンという中で転籍とか、そういった中での

情報とか、こちらの取組をご紹介したり、そう

いった地道な活動もやっているところでござい

ます。 

 実際、本社機能の移転ということになると企

業誘致ということになりますけれども、産業振

興財団とも連携しまして、例えば、新卒者だけ

ではなくて中途採用ということであれば、ＵＩ

ターンの人材確保でありますとか、そういった
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ところにも連携をとりながら取り組んでいると

ころでございます。 

【大久保委員】 ぜひ連携していただいて、効果

が非常に大きいかと思いますので、頑張ってい

ただきたいと思います。 

 それから、地域振興対策費の中に、各振興局

の活動推進費というのがあります。私は地元は

県央振興局ということで、県央プロジェクトと

いうものを今、非常に活発にやっていまして、

すごくいいなと思っています。先般の 3 月 12

日の一般質問でも、私は諫早湾干拓エリアの利

活用ということで質問もさせていただきました

けれども、県央プロジェクトの中に、諫干の事

業によって得られた新たな資源を使って、スポ

ーツ、あるいは食、そういったイベントをやっ

たりして、これが交流人口をこれから拡大して、

それを地域活性化に結びつけていこうというこ

とでやっておりまして、ここらあたりをしっか

り予算を確保していただいて、その事業の後押

しをしていただきたいと思います。 

 特に、私はこの間、実際現場を視察してきま

したけれども、本明川の下流域、一昨年、チョ

ープロさんがボート場のテークをつくって、今

実際、大村の 2 つの高校が練習場で使っていま

す。先般は、富山国際大学が合宿にも来ていま

して、非常に気に入って、5 日間当初の予定を

延長する形で合宿をして帰ったというようなこ

ともありまして、そこらあたりはスポーツ振興

課になるのかもしれませんけれども、一度ぜひ

総務委員会の委員の方々にも現場を見ていただ

いて、百聞は一見にしかず、見れば、これはす

ごいなと、日本一のボート場になるんじゃない

かと、そういう確信を持ちました。 

 そういう中で、先般の質問でも、公認コース

を取って、大きなイベント、試合開催とか、合

宿場としてということの前向きな答弁が県から

もありましたけれども、その公認を取るために

は、さらに整備が必要なんです。テークはあり

ますけれども、あれだけではまだ小さいし、今

現在、スロープが工事中です。これは国土交通

省の九州地方整備局の長崎国道河川事務所のほ

うでされているということですけれども、公認

を取って全国大会、国際大会をやろうと思えば、

まだまだ整備が必要です。そういう意味では、

まさに県央プロジェクトになるのか、あるいは

県の本庁のほう、スポーツ振興課になるのか、

地域づくり推進課になるのかわかりませんけれ

ども、ぜひ県として、てこ入れが必要だと思い

ますけれども、その辺のご見解を伺いたいと思

います。 

【渡辺地域づくり推進課長】 私のほうからは、

振興局活動推進費のほうで予算の確保というお

話もありましたので、全体としてお話をさせて

いただきます。現在、平成 30 年度につきまし

て、振興局活動推進費を 1,425 万円ほど計上さ

せていただいております。この中に、委員がお

っしゃいました県央振興局のプロジェクトであ

りますとか、県北の肥前窯業圏の取組をしてい

るところでございます。そのほかにも、振興局

でいろいろな活動をする経費を計上させていた

だいておりますけれども、振興局が地域づくり

でありますとか、交流人口の拡大、また今、若

者定着とか、そういったさまざまな活動を地域

の実態に合わせて取り組んでおりますので、そ

ういった予算については、今後も引き続き、し

っかり確保してまいりたいと考えております。 

【井上スポーツ振興課長】 スポーツ振興課のほ

うでは、予算立てということでの取組というの

は直接ございませんけれども、県央振興局とは

日々意見交換をしておりまして、今後、どうい
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った施設の整備によって公認が取れるのか、そ

ういう情報収集をしたり、あるいは諫早市とい

ろいろ協力関係を構築することも必要だとお聞

きをしておりますので、そのあたりの支援につ

いては手がけていきたいと思っていますし、ま

た公認コースを取るまでもなく、実際に既に合

宿とかはやられていらっしゃるいろんな団体が

ありますので、そういったところの誘致につい

ても、スポーツコミッションを中心に、今後と

も働きかけをしていきたいと考えております。 

【大久保委員】 スポーツ振興課長、公認コース

を取るまでもなくということじゃなくて、公認

コースを取って、もっと活かしていただきたい

という思いがあるんです。それで、実際現場を

見れば本当に、大体ここを発見したのはチョー

プロの方です。たまたまグーグルアースで、そ

の方の頭の中には世界中の有数のボート場、カ

ヌー場が入っていて、実際現地に行っているん

ですよ。そういう環境に似たようなところが地

元でないかなと思って見ていたら、たまたま本

明川の下流域にそっくりのものがあったという

ことで、だからその発見した時期が早ければ、

まさにこれは東京オリンピックの会場として手

を挙げていてもよかったと思うぐらいなんです。

淡水で、下流は潮受け堤防で締め切っています

から波が静かです。直線が 3,000 メートル以上、

川幅が広いところで 180 メートルだから、8 コ

ースできるということなんです。テークもある

し、今、スロープもつくっていて、ここにまた

桟橋とか、あるいは大きな大会をするための観

客席なんかも必要になってくるでしょう。土地

はたくさんありますから、ぜひそういう意味で

は、もっともっと前向きに、諫干の事業によっ

て得られた県民の皆さんの貴重な財産を、これ

はやりようによっては、本当に日本一のボート

場になる可能性があります。そういう意味では、

現在、合宿あるいは練習で使っていますけれど

も、大きな大会をして、もっともっと活用して

いただくというようなことで、ぜひ進めていた

だきたいと思いますけれども、いま一度、答弁

をお願いします。 

【井上スポーツ振興課長】 すみません、私の言

葉の選択が適切でございませんでしたけれども、

スポーツ振興課としましても、公認コースが不

要だとか、消極的だということではございませ

んので、必要な対策を今後進めていきたいと考

えております。私も実際に現場を見させていた

だいたことはありますけれども、非常にすばら

しい環境だということは理解をしておりますの

で、ここを売り出しをしていきたいという気持

ちは同じでございます。 

 

 

 

【大久保委員】 新幹線について、小林委員の質

問に関連してですけれども、今、国土交通省か

らの与党ＰＴに対する報告を待っているという

状況でありますけれども、その報告を受けて新

たな施策方針の転換を図るには、まさに政治主

導しかないので、その突破口というのは与党Ｐ

Ｔなんです。だから、佐賀県の問題も、財源の

問題もいろいろ含めて、国策である以上、国会

議員同士できちっと話をしてもらう必要がある

と思うんです。だから、そういう意味で、今、

小林委員が言われたように、与党ＰＴの中に長

崎県選出の国会議員の方もおられますから、そ

の先生方に、まずしっかりと強い要請をしなけ

ればいけないと思うんです。それはされていま

すか。 

【廣畑企画振興部次長】 直近では先月の 22 日
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ですけれども、知事と議長と議連の会長、あと

経済界も含めて中央要望をさせていただきまし

た。岸田政調会長、山本西九州ルート検討委員

会委員長とか、国土交通省なりに要望させてい

ただきました。その中には、当然、本県選出の

国会議員の先生にも本県の考え、当然もう理解

をされていると思いますけれども、訴えかけて

いったところでございます。 

【大久保委員】 それで、どういう反応というか、

それで結局、今、小林委員が言われたように、

その国会議員の方が長崎は佐賀に行けというよ

うなことを言われたのか、要望を受けて、どの

ように言われたのか、そこをお答えください。 

【廣畑企画振興部次長】 本県選出の国会議員の

方々からは、長崎県がフル規格を求めるという

のは当然ご理解いただいた上で、国土交通省な

りへの交渉というのは国会議員のほうでやられ

る、また地元も地元で、県に限らず、経済界も、

各自治体も、いろんな関係者がそれぞれ佐賀県

とカウンターパートといいますか、関係ある団

体と会話、意見交換をすることが大事だという

ようなアドバイスをいただきました。 

【大久保委員】 さっき企画振興部次長も言われ

たように、この整備新幹線というのは国策です

よね。そして、今言っているように、ネック、

佐賀の問題も含めて、一番の課題は財源ですか

ら、この財源を地方政府、県同士で話ができる

のかというのは、それは実際はできないですよ。

であるならば、やっぱり国策である以上、国の

財源をしっかり論議をして、お互い、どのよう

にして理想形を目指してやっていくのかという

のは、まずは国会議員同士で話をしなければい

けないのではないですか。まず長崎県と佐賀県

の国会議員同士、その上で、まず検討委員会の

論議、与党ＰＴの論議、そして与党の政調とか、

そういう話になっていくんじゃなかろうかと思

うんです。だから、そういう意味では、まだ要

望の姿勢が弱いんじゃないですか。そのように

言われたら、いや、そうじゃないでしょうと、

整備新幹線は国策でしょうと。財源論議も含め

て、我々としてもやることはやるけれども、し

っかりやってくださいよというような強い要請

をする必要があると思うんです。それを受けて、

また東京で機運を盛り上げるための決起大会と

かというような話もありましたけれども、今ど

うなっているかわかりませんけれども、そうや

って勢いを見せていかなければいけないと思う

んですけれども、どうですか。 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２２分 休憩 ― 

― 午後 ２時４１分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

【大久保委員】 これは今、休憩中に配付された

要望書でありますけれども、この中に、整備新

幹線建設に伴う地域公共団体の建設費負担軽減

という、これが盛り込まれたということは、長

崎県として、あるいは県議会の活動としても評

価するところでありますけれども、それをどう

進めていくかというところは、何遍も言います

けれども、これは国策であります。そして、今、

新たなスキームなり、政策の転換をするなら、

これは政治主導ですから、それを今、新幹線で

やるのは少なくとも与党ＰＴです。長崎県選出

の国会議員がそこにおられないなら話は別です

けれども、おられるわけですから。そして、そ

のＰＴは、九州の新幹線じゃないんですよ。こ

れは全国の整備新幹線だから、ＰＴの中には北

海道も、北陸の議員もおられるわけですから、

その中で、どうやって我々西九州ルートを全線



●平成３０年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会 

- 8 - 

フルという理想形に近づけていくかというとこ

ろは、もっともっと与党ＰＴの中でしっかり論

議、ＰＲをしていただく必要があると思うんで

す。だから、そういう意味で、もっと強い要請

が必要なんじゃないか。 

 ここに書いてあることは当然でありますけれ

ども、何遍も言いますように、そのＰＲの中で、

長崎県選出の議員団にもっともっと活躍をして

いただいて、そしてしっかりと方向転換を、北

陸や北海道に負けないような新たなロジックを

つくって、そして財源論議に切り込んでいくと

いうようなことが必要になってくると思います

ので、そこはぜひ強く要請をしていただきたい

と思いますが、 後にどうぞ。 

【廣畑企画振興部次長】 今お配りさせていただ

いた要望書ですけれども、2 月 22 日には、開い

て右側にあります「整備新幹線建設に伴う地域

公共団体の建設費負担について、負担軽減のた

めの制度の充実を図ること」につきましても要

望させていただいたところでございます。これ

は当然、佐賀県の財政負担という課題がござい

ますことから、やはりフル規格に向けては、そ

ういった事項も、地方負担の軽減についても国

において検討していただくことが重要と考えて

おりまして、要望したところでございます。 

 引き続き今後も、与党ＰＴの中に本県選出国

会議員の先生方がおられますから、お力添え賜

りながら、国に対して、しっかりとフル規格に

よる整備の必要性を訴えかけてまいりたいと考

えております。 

【大久保委員】 ぜひそうしていただいて、ＰＴ

から与党の政調とか、あるいはまたその上の組

織、あるいは官邸まで、しっかりと我々長崎県

の声を届けていただけるように要請をしていた

だきたいと思います。 

 次に、Ｖ・ファーレン長崎の支援について質

問したいと思います。昨シーズンのホーム 終

戦ということで、これは私もスタジアムで観戦

をして、2 万人を超える皆さんと一緒にＪ１昇

格を喜んだわけであります。それを受けて、新

たなシーズンに向けて、いろんな交通対策を含

め、県も市も、関係機関一緒になって取り組ん

できたところであります。 

 ところが、新しいシーズンの開幕前に、Ｖ・

ファーレンさんのほうからかどうかわかりませ

んけれども、三菱重工幸町の工場跡地で新たな

展開をするような話が飛び込んできました。そ

れが今どうなっているのか、県で把握している

ことがありましたら、教えていただきたいと思

います。 

【前川まちづくり推進室長】 お尋ねのありまし

た三菱重工業の幸町跡地の活用についてですけ

れども、三菱重工業のほうでは、優先的な土地

活用事業者の選定について、2 月末で締め切ら

れて、今、選定作業を進められているところで

ございます。 

 応募は締め切られていますけれども、今、私

どもがお聞きしているのは、複数者から提案が

あったということは聞いているんですけれども、

各個別、いろんな計画について、ノウハウがあ

るということで、その応募事業者と三菱重工の

守秘義務の関係等から、詳細については聞いて

いないところでございます。ただ、新聞報道等

で、若干、スタジアム等のことは私たちも聞い

ているところでございます。 

 なお、4 月下旬にも決定されるということを

聞いておりまして、決定前には、県や市と意見

交換をしたいというふうな話もされております

ので、県はコンセプトをつくる時とかにも、長

崎に若者が残ってくれるような活用案とか、既
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存商店街と余りかぶらないようなとかいうふう

な意見は言っていますし、今までの何回かの意

見交換でも言っていますので、そういったコン

セプトに沿った活用策になるようにということ

は話をしていきたいと考えているところでござ

います。 

【大久保委員】 これはあくまでも民間での話で

すので、4 月の下旬に選定される予定だけれど

も、その決定される前に、県や市とも話し合い

が持たれるかもしれないという話でありますね。 

 仮に、今、手を挙げているかもしれない、そ

こに決まれば、Ｖ・ファーレンはどうなります

か。 

【井上スポーツ振興課長】 仮定の話で、なかな

か難しいところはありますけれども、民間企業

者の方のお考えですので、そこは尊重しながら

も、ただ、これまで県も市もトランスコスモス

スタジアムをホームスタジアムとして利用して

いただくことについては、いろいろ支援をして

まいりましたので、多分いろんなご相談がある

のではないかと考えているところであります。 

【大久保委員】 今の本拠地トランスコスモスス

タジアムは県立でありますし、これは国体に向

けての大改修もして、ある意味、長崎県のスポ

ーツで言う国体のレガシーですよね。そこをホ

ームタウンとして使っていたわけですから、そ

こがそちらに決まれば移動するとなれば、これ

は県も心情としても穏やかじゃないところはあ

るでしょう。 

 それから、当然、今のトランスコスモス会場

としてＪ１になった時に、交通対策、いろいろ

課題もありますけれども、そこはかなり昨シー

ズンが終わって、新しいシーズンが始まるに向

けて、県も市も、それから関係者が一体となっ

てその対策に取り組んできたというところがあ

ります。仮にここに来た場合に、交通対策、駐

車場とか、渋滞、そういったものはどうなるの

か。それぐらいは推測されるでしょうから、そ

ういう交通の状況について、お聞かせ願いたい

と思います。 

【井上スポーツ振興課長】 この件につきまして

は、どのようなプランをジャパネットさんでお

つくりになられているのかというのは全く詳細

を把握しておりませんので何とも申し上げられ

ませんけれども、一般的には、あのあたり、交

通渋滞は結構多いところでもありますでしょう

し、長崎市内で試合があるということであって

も、一定数の車でお見えになられる方はあるの

だろうと考えておりますので、それに対して、

どういうふうなお考えでプランを提出されるお

つもりなのか、そこは確認する必要があると思

います。 

【大久保委員】 今のスポーツ振興課長の答弁で

は、渋滞、駐車場の確保、これは非常に厳しい

という見方ですね。どういうプランかわからな

いけれども、普通に考えて、そこが渋滞すれば

大変ですよ。諫早どころの話じゃないですよね。

それから、駐車場。ある一定、公共交通機関を

利用するといっても、それには当然限度がある

といった時に、諫早以上の駐車場を確保できる

のかどうかという問題も含めて、そこらあたり

は非常に厳しい問題があるのではないかと思っ

ています。そういう中で、一生懸命やってきた。 

 これはサポーターの方から私は聞いたわけじ

ゃないんですけれども、サポーターの皆さんは、

純粋にＶ・ファーレンが好きで応援しています

から、それはどういう状況にあっても応援はさ

れると思うんです。ただ、Ｖ・ファーレン長崎

が発足をして、ＪＦＬ、Ｊ２という時からずっ

と支えて、お客さんがほとんどスタジアムに来
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ない時からずっと応援してきたのは、やっぱり

県央を中心とする応援団の皆さんであるという

ことにはこれは間違いがありませんので、そこ

らあたりはしっかり伝えていただきたいと思い

ます。その要望をして、終わりたいと思います。 
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30.3.22 総務部・危機管理監 

 

【大久保委員】 県議会の決算委員会でたびたび

私も質問してきました。公文書管理についてで

すね。国においては総務省、県内自治体におい

ては時津町が導入しているような、そういう専

門的なシステムを導入すれば、さまざまな方面

で効果があり、非常に行革としての効果が上が

るということを述べさせていただきました。 

 ちょうど県庁が旧庁舎から新しい県庁に変わ

る時が非常にいいタイミングなので、ぜひ頑張

ってくださいということで何度かやり取りをさ

せていただきましたけれども、新しい庁舎に移

りまして、例えば、具体的にあらわれるものと

しては書類の量が大幅に削減できたかどうかと

いうことも含めて、ちょっとお尋ねしたいと思

います。書類の量についてですね。 

【徳永総務文書課長】 新庁舎移転後、文書量の

確認ということで調査をいたしております。2

月から3月上旬にかけて行ったんですが、その

結果としましては、もともと平成24年1月を基

準年として、移転の際にはそれを半分に、50％

削減するという目標を立てて取り組んできたと

ころですが、調査の結果としましては53.8％削

減ができたということで、50を超えた削減が達

成できているという状況が調査でわかっており

ます。 

【大久保委員】 まず、県で立てた目標の50％、

半分に文書量削減の目標は達成できたというこ

とであります。それは非常によかったなと思い

ます。 

 ただ、当時も言ったように、もっと専門的に

やれば3分の1ぐらいに書類が削減できたとい

うような自治体の例もございますので、目標は

高く持って、今後もしていただきたいと思いま

す。 

 そこで、書類が減りますと、当然これは検索

時間の短縮ということにもつながってきて、書

類を探す時間が短くなれば、それは当然県民の

皆さんに対するサービスの向上につながってい

くわけですね。 

 その検索時間というのはどうですか。旧庁舎

の時と新庁舎の時と。何か調べられましたか。 

【徳永総務文書課長】 まずは文書量の調査とい

うことでやっておるんですが、検索時間までは、

まだ調査をしていないところでございます。 

【大久保委員】 まだ引っ越されて3カ月ですの

で、ある程度落ち着いたところで、そういう書

類の、各課各部の書類検索時間というのもまた

調査していただいて、旧庁舎の時代と比較をし

ていただいて、さらなる高みを目指していただ

きたいと思います。 

 そういう中で、書類もそれだけ削減された中

で、あと、新しい庁舎になって公文書ですよね、

特にはですね、きちっとした重要な文書の情報

を保護するために、きちっと管理されているか

どうかということも、よかったらお答え願いた

いと思います。 

【徳永総務文書課長】 旧庁舎ではなかなかでき

なかったんですが、新庁舎においての執務室に

おいては、基本的に鍵のかかるキャビネットに

収納するということで、それができるようにな

っております。 

【大久保委員】 重要文書の管理というのは、鍵

の付いたキャビネットでということでもありま

すので、そこはしっかり管理をしていただくと

いうことが、これはもう県民の皆さんに対する

保護でもあり、また県職員の皆さんたちの身を

守るということにもつながってきますし、ぜひ

取り組んでいただきたいと思います。 
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 文書量の削減もさらに高みを目指して、皆さ

んたちの職場の環境をよくする、そして検索時

間を短くして、県民の皆さんのサービスも向上

する、そして県民の皆さんや職員の皆さんの情

報をきちっと保護するという、まさに公文書の

管理は行政の改革の 大の行革であるという言

葉どおりですので、ぜひ引き続き、課長におか

れましても、後進の皆さんに対して引き続きご

指導いただいて、しっかりと取り組んでいただ

きますことをお願い申し上げまして、私は終わ

ります。 

 


