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９月２６日 

〔文化観光国際部〕 

 （委員会） 

【大久保委員】 まず、首都圏におけるアンテナ

ショップ「日本橋 長崎館」について、本年4月

にリニューアルオープンしまして、新年度、約

半年間で対前年同期比で来館者数、売り上げ共

に約1.5倍、5割増しということでありまして、

これは非常に喜ばしい数字じゃないかなと私は

思っております。これはどんな要因があったの

か、今どういうふうに思っておられるのか、お

尋ねしたいと思います。 

【宮本物産ブランド推進課長】 「日本橋 長崎

館」の運営状況についてでございますけれども、

冒頭で部長が説明したように、来館者数と販売

状況ともに前年を上回る数字となっておりまし

て、一定、順調な出だしと考えております。 

 要因といたしましては、今回の運営事業者は

非常にやる気がございまして、例えば、イベン

トゾーンでのイベントの開催数でありますと、

昨年は68％の稼働率であったものが、今、85％

まで上がってきております。そういったことと

か、品数を非常に増やしましてにぎわいを創出

しているという点で来館者数自体が伸びており

ます。順調な出だしと考えております。 

【大久保委員】 リニューアルしたばっかりです

から一時的なものなのか、1年、2年と様子を見

て、今、運営を委託しているところは何年契約

でしたかね。 

【宮本物産ブランド推進課長】 基本的には1年

間の契約でございますけれども、何かございま

したら6カ月以内に延長・解約の申し込みをす

るということで、来年度につきましては、その

ままということで考えております。 

【大久保委員】 今回の新しい運営事業者は、や

る気があるという答弁、前の事業者は、やる気

がなかったのかなと思いますけどね。 

 実は、私も今年の7月に行きました。そした

ら入った瞬間に一目瞭然です、皆さん行かれて

ください。今までとは全く違う店内のレイアウ

トでして、今までの長崎館ですと、日本橋界隈

には全国のアンテナショップがいっぱいありま

して、ほかとそんなに変わらない状況だったん

ですけど、今の長崎館のレイアウトというのは

非常に洗練されている感じがするなという印象

を持ちました。しばらくうろうろしておりまし

たけど、来客が結構多いですね。それで、こう

見てたら、皆さん、物産品を買って帰られます。 

 そういった意味では、今、委託している運営

事業者のやる気の成果か、そういうノウハウの

成果か、それが数字に出ているんじゃないかと

思っています。 

 今日、午前中もいろいろ指摘がありましたけ

れども、運営をする事業者によって数字が変わ

ってくるのであれば、やはり運営事業者の選別

というのは県としても非常に大事になってくる

んじゃないかなと思っておりますので、ぜひそ

の業績を見ながら、やる気を見ながら、しっか

りと選別をして委託をしていただきたいなと思

います。 

 何か答弁ありますか。 

【宮本物産ブランド推進課長】 6月定例会で宅

島委員から地元の声をもっと聞いたほうがいい

というお話が出ました。今、ちょっといらっし

ゃらないようですので、後ほど、そのことにつ

いてお答えしたいと思います。今、よろしいで

しょうか。 

 実は、6月定例会の中で宅島委員から、地元

の声をもうちょっと聞いてやった方がいいとい

う意見がございまして、アンケート調査も実施
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しております。その中で51％の方は「満足・や

や満足」ということが出ているんですけれども、

約60％の方が「一定不満足」という結果も出て

おりますので、フィードバックでありますとか、

次の販売につなげる仕組みでありますとか、も

う少しきちんと精査して頑張っていきたいと思

っております。 

【大久保委員】 場所、立地条件は非常にいいで

すよね。周りに全国のアンテナショップがあり

ますから競争は激しいんでしょうけど、東京駅

から近いということもありますし、立地条件が

いいので精いっぱい、しっかり売り上げを上げ

ていただきたいと思います。 

 次に、盆過ぎに、8月末に知事が香港とフィ

リピンに行かれて、いずれも旅行会社であると

か、航空会社と意見交換をされています。それ

で、香港に関しては、国際定期航空路線の誘致

活動、フィリピンに関してはチャーター便の運

航について意見交換ということであります。そ

の後、約1カ月たっていますけれども、感触と

いいますか、進捗状況を教えていただきたいと

思います。 

【土井口国際観光振興室長】 去る8月28日から

29日にかけまして、知事を初め、経済界の皆様

と香港を訪問いたしまして、香港のエアライン、

そして、旅行会社等に対する知事のトップセー

ルスを実施してきたところでございます。 

 エアラインにつきましては、2年前から新規

国際定期航空路線の開設に向けて働きかけを行

っておりました香港エクスプレス社を訪問いた

しまして、改めて香港－長崎間の国際定期航空

路線の開設についてお願いをしてきたところで

ございます。 

 今後も、開設に向けて相方で引き続き協議を

していくということになっております。開設の

実現に向けまして今後も努力してまいりたいと

考えているところでございます。 

 フィリピンにつきましては、昨年に引き続き

ではございますが、知事と我々事務方でフィリ

ピン航空の関係者にお会いしてまいりました。

今年はＣＯにお会いすることができましてお話

をさせていただきました。定期便に関しては、

同社は福岡に路線を持っておりまして、まず、

福岡を優先したいということで、すぐすぐの長

崎への直行便については現段階ではというふう

なお答えもございました。ただ、日本は重要な

マーケットであるということも一方でお話しさ

れて、チャーターについては前向きな発言もあ

ったところでございます。 

 フィリピンは、国民の80％がカトリックの国

でございます。特に、フィリピン初の聖人のロ

レンソ・ルイス等が長崎で殉教されるなど、本

県と非常にかかわりがあるということでござい

ます。今後もそういった利点を生かしてフィリ

ピン、福岡、長崎の幹を太くしていって、最終

的にはチャーター、そして定期に結びつけてい

きたいと考えているところでございます。 

【大久保委員】 フィリピンに関しては7月の前

半にも首都マニラの観光展に行かれて観光プロ

モーションを実施したということであります。

その後にまた知事が、ボスが行かれたわけです

から、露払いが済んで、いよいよ決定しに行く

のかなと思いましたけれども、まだまだ協議中

ということですね。 

 チャーターでも構いませんので、まずチャー

ターを飛ばすことによって実績ができれば将来

的には定期路線になるということも十分考えら

れますので頑張っていただきたいと思います。 

 今、幹を太くするということを言われました

けれども、それをどういう形で今後詰めていく
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のか、交流を進めていくのか。それから、イン

バウンドを重要視するのか、アウトバウンドを

重要視するのかによっても、旅行会社、航空会

社の対象が変わってくると思います。そこらあ

たりの戦略を教えていただければと思います。 

【土井口国際観光振興室長】 まず、フィリピン

につきましては、現地におきます長崎県の認知

度向上に向けた取組、これは今までもやってま

いりましたけれども、継続していくということ

でございます。 

 あわせて、先ほどの繰り返しになりますが、

フィリピンの国民の約9割がキリスト教、83％

がカトリックという意味では、キリスト教の国

と言っても過言ではないと思います。まさに、

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

が世界遺産に登録された好機でございます。

我々といたしましても、巡礼ツアー関係の旅行

社を招致したり、神父の皆様を招致したり、そ

ういった形で、長崎県にゆかりのある内容の、

長崎県に特化したツアーの造成というものに働

きかけていきたいと考えているところでござい

ます。あわせて一般のツアーについてもしっか

り取り組みまして、イン、アウト、当面はイン

を中心と考えておりますが、そういう形で取り

扱っていきたいと思います。 

【大久保委員】 世界遺産に登録されましたので、

一生懸命、観光プロモーションをしても直行便

がないとかなり不便ですので、まずはチャータ

ー機でもなんでもいいから飛ばすということで

実績を、飛ばすことによって幹を太くするとい

う考え方もあろうかと思いますので、その実績

によって将来的には定期路線になるということ

も考えられますので、ぜひ頑張っていただきた

いと思います。 

 香港の方も、これは長年、誘致活動をされて

いますのでぜひ期待したいと思います。香港も

インバウンドを重要視されてのことでしょうか

ら、今、長崎空港にある中国、あるいは韓国に

次いで第3の国際定期路線ということで頑張っ

ていただきたいと思います。 

 それから、ベトナムに関して、特に長崎県が

中部のダナン、あるいはクアンナムとの交流を

進めています。これは九州でもベトナムと交流

のある地域があるでしょうけれども、中部と交

流しているということは特色があっていいのか

なと思います。 

 今、ダナンの飛行場と日本は恐らく成田との

路線だけだと思います。そういう意味では福岡

とは競合しませんね。今、我々は福岡から飛ん

でいますけれども、ホーチミンからダナンに行

くのにトランジットにものすごく時間がかかり

ます。 

 そういうことを考えれば、福岡と競合しない

差別化、ダナンとの航空路線を長崎県がアプロ

ーチしていいのではないかなという気がいたし

ております。これは出だしは恐らくアウトバン

ドの方が先かなという気もしますけれども、そ

こらあたりはどういう感想を持っておられます

か。 

【土井口国際観光振興室長】 ベトナムに関しま

しては、昨年もそうでございましたが、知事が

ベトナム航空を訪問いたしまして、ベトナムと

長崎間の定期航空路線について要望してきたと

ころでございます。 

 ベトナムもしかりでございますが、ベトナム

もハノイ、ホーチミンから福岡空港に就航して

おりまして、まずはそちらを優先したいと。同

じ表現をさせていただきますが、客が増えるこ

とによって、ひいては長崎も次の候補として考

えられる、そういった発言もいただいたところ
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でございます。 

 一方で、ダナンは、まさに今おっしゃるとお

り、ホーチミン、もしくはハノイを経由しない

といけないという、リゾート地としては非常に

有名なところでございますが、現在、日本から

行くのは非常に不便である。そういった観点か

らすると、確かに、委員ご指摘のとおり、直行

便があると非常に便利です。福岡とも競合しま

せんので便利な部分があるかと思います。 

 ただ一方で、路線として継続させるためには

安定したお客の確保も必要になってまいります。

長崎の人口でダナンに安定的に送客できるかど

うか。また、ダナンから安定的にインバウンド

という形で本県へ誘致できるかどうか、そうい

った研究もしっかりやらないと、そういった部

分までは結びつかないのかと思っております。 

 そういった意味では、チャーターを仕掛けて

いくということも一つの考え方かと思います。

チャーターについては、ハノイ等も検討させて

いただいておりますので、引き続きあわせて検

討してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

【大久保委員】 長崎県内の人口じゃなくて、ダ

ナンに関して言えば、日本でいうと成田しかな

いわけです。だから、ある意味、逆に言うと、

西日本地域をターゲットに、全部、長崎に来て

いただいてダナンのリゾートに飛んでいただく

というような構想を持ち合わせて構わないので

はないかと思うんですね。 

 福岡からダナンまで行くのに、まず、ホーチ

ミンまで飛ぶのに、ダナンよりも恐らく30分ぐ

らい長くフライトしますよ。国際線から国内線

に乗り換えですから、ホーチミンの空港で3時

間から4時間、さらに、そこからダナンまで1時

間ですから、それだけで4～5時間のロスです。

であるならば、成田以外の、いわゆる西日本地

域から全部長崎県に寄せて、そして、長崎空港

からダナンに飛ぶというような考え方も必要に

なってくるのではないかと思います。 

 長崎県は、これから中部とやるぞ、議会もや

るぞ、県もやるぞということでやっていますし、

長い交流が、荒木宗太郎の時代からの、500年、

600年という交易の歴史があるわけですから、

その長崎からダナンに飛ぶということの意義は

十分あるだろうから、そこらあたりを総合的に

プロモートしてやるという戦略を立てないと、

いつまでたっても、全部、国際路線、中国、韓

国に次いで欲しいですね、欲しいですねと言っ

ていたって、採算が合いませんから無理ですね、

無理ですねと。 

 だから、何がだめで、どこを押さえていけば

飛ぶのかということですね。旅行会社なのか、

航空会社なのか、インバウンドなのか、アウト

バウンドなのかというところをもっと詰めて、

そして、今、参事監から答弁があったように幹

を太くして、まず滑り出してみて実績をつくっ

て定着化させるということを戦略として持ち合

わせてやっていかないことには、いつまでたっ

てもならないと思いますね。飛ばないことには

長崎空港は国際空港だという認知度も上がりま

せんので、飛ぶことによって、ああ、長崎から

世界に飛んでいるんだという認知度が、全国に

対して発信できますので、そこらあたりをいま

一度、もう一回考え直して、しっかり戦略を立

てていただきたいと思いますけど、いかがでし

ょうか。 

【土井口国際観光振興室長】 委員ご指摘のとお

り、そういった意味ではしっかりした戦略をつ

くってまいりたいと思います。 

 1つ、委員、成田とダナンというお話をされ
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ました。たしか、最近、関空も1つ便ができて

いるかと思います。そういった部分も検討材料

に入れながらしっかり研究してまいりたいと考

えているところでございます。 
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９月２７日 

〔企画振興部〕 

 （委員会） 

【大久保委員】 今、小林委員のほうから、真髄

にかなり近い発言があったと思います。次長、

やっぱり国策の困難な局面の時に、役所、国土

交通省は物事は進めていきませんよね。それは

よくおわかりですよね。政治マター、政治主導

じゃないと変えていかれませんよね。あったよ

うに、この長崎ルートの経緯を考えれば、原子

力船「むつ」を受け入れるということは、まさ

に政治マターですよね。今、この頓挫している

状況からして、やはりこれはもう政治マターで

しかないんですよね。 

 そうしたときに、この8月11日の、いわゆる

与党の整備新幹線推進プロジェクトチーム、与

党ＰＴの長崎県に対する協力要請、これはもっ

と厳しい態度で長崎県は臨んでいただきたいと

思いますよね。 

 繰り返しになりますけれども、今さらなんで

フル規格とミニ新幹線が2つ、選択肢としてあ

るのか。私からすれば、ミニ新幹線というのは、

フリーゲージトレインよりも劣る新幹線だと思

っていますよ。だから、後ろ向きになると、そ

れとフル規格を並べてあるということですね。 

 それから2番目、繰り返しですけど、この費

用負担、佐賀県の負担を、フリーゲージが頓挫

して断念した。これは、国策の断念ですよね。

その財源の負担を、佐賀県の負担を長崎県に協

力を得るというのは、これもおかしな話なんで

す。これはもちろん、長崎県民の皆さんの理解

は得られないどころか、これはもっと強く、「こ

れはおかしいですよ」と抗議をするべきだと私

は思いますが、その辺はいかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 8月11日に山本委員長

と江田委員長代理が来られた際にも、繰り返し

になりますけれども、知事のほうからは、財源

面の要請ということでありましても、単純な肩

代わりというものは当然できない、受け入れら

れないということでありますし、国の責任にお

いて、財源面の検討をしていだきたい。また、

本県としては、当然フル規格が最善の選択肢で

あると考えているので、それに向けて検討を進

めていただきたいというふうに鋭意申し上げて

いるところであります。 

 フル規格とミニ新幹線というところにつきま

しても、中間取りまとめのほうでは、これから

ＰＴにおいて、両者の特質を整理して検討する

ということになっておりますので、本県として

は、一貫してフル規格が西九州ルートにあるべ

きというふうに考えておりますので、財源の問

題も含めて、国にまた、引き続き訴えてまいり

たいと考えております。 

【大久保委員】 もう8月11日から1カ月以上た

っていますから、その後の状況もかなり、やは

り与党ＰＴの議論のスピードも遅いという感じ

がします。小林委員が言われたように、やはり

来年、再来年の予算のことを考えれば、うかう

かしとられんですよ。整備新幹線、ほかは北陸

も北海道もありますけど、ここには北陸に遅れ

がないようにと言っていますけれど、北陸のほ

うはどんどん、どんどん議論が進んでいるとい

うようなことも聞いておりますので、そこらあ

たりはもうちょっと強く突っついたほうがいい

んじゃないでしょうか、この与党ＰＴね。 

 その8月の際に知事が、ＪＲ九州に対して、

協力についても対応していただくことを要請し

たということがありますけれども、その後、こ

の与党ＰＴからＪＲ九州に何か投げかけ、要請

というのがあったのかどうか、そこらあたりの
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情報をつかんでおられたら、お願いします。 

【廣畑企画振興部次長】 8月11日に以降、与党

ＰＴのほうでＪＲと協議をなされたということ

は聞いておりません。 

【大久保委員】 やっぱりおかしいんですよね。

佐賀県の負担を軽減するために、我が長崎県に

は協力を得ながら、これはＪＲ九州に協力を要

請するべきですよ、それは与党ＰＴが。政治マ

ターですから、ＪＲ九州に。 

 今の西九州ルートのスキームというのは、Ｊ

Ｒ九州にはあまり負担のないスキームですよ、

建設スキームはですね。先々は貸付料で返済を

していくというやり方ですから。今、財源に困

っているのであれば、まず、ＪＲ九州に協力を

要請する。これは、与党ＰＴが政治マターです

る必要がありますよ。それをもう一回、やっぱ

り催促するべきだと思いますが、いかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 財源の問題も含めて、

国のほうで検討を進めていただきたいと思って

おります。また、委員のおっしゃるように、Ｊ

Ｒ九州にも財源の問題、また、並行在来線の問

題もありますので、そういうところで、国のほ

うからＪＲ九州に対して協力の要請をしていた

だきたいと考えておりますので、それは8月の

時にも申し上げたところでありますけれども、

引き続き、それは訴えていく必要があると考え

ておりますので、取り組んでまいりたいと考え

ています。 

【大久保委員】 総合的な財源スキームをつくり

直さないといかんというような時期にきていま

すので。いずれにしても、国土交通省とか財務

省の中での議論は、多分進まないと思います。

やはりこの与党ＰＴがかぎを握っていますよ。

ここがどういうところに投げかけていって財源

スキームをつくっていくかですよね。 

 そうしたときに、例えば一つは、九州で言い

ますと、西九州ルートの長崎から武雄、これは

もう工事をやっています。しかし、その工事等

で、今回新たにまた、負担が増えるわけですよ、

長崎県の負担もですね。プラス、西九州ルート

を見た時に、武雄から新鳥栖、この区間が問題

になっているわけでして、フリーゲージは断念

して、ミニなのかフルなのかと言っていますけ

れども、フルでなかったら、これはまさにミッ

シングリンクです、この区間はね。そういう議

論がされているんですかね。 

 というのは、やっぱり日本というのは、非常

に自然災害が多いんですよ。そのときに、やは

り災害の多い我が日本列島において、この交通

網の整備というのは非常に大事なんですね。そ

のときに、武雄から新鳥栖というのがミッシン

グリンクであってはまずいわけですよ。そうい

ったところをきちんと筋を立てて、ミッシング

リンクを解消するために必要な事業だというこ

とを、やはり与党ＰＴが言う必要があるし、そ

して、その与党ＰＴだけじゃなくて、今日午前

中にもありましたけれども、佐世保のＩＲに関

してはオール九州でやろう。九州の経済界もみ

んな、やるぞというふうになっているというの

であれば、この新幹線の西九州ルートだってオ

ール九州で、国会議員も、何も佐賀、長崎、与

党ＰＴの国会議員だけじゃなくて、福岡も鹿児

島も熊本も、みんな国会議員一緒になって、オ

ール九州で、経済界も含めてやろうというよう

な機運をつくり上げていかないと、これはなか

なか新しい財源スキームに入っていくというと

ころまでいかないんですよね。そういう勢いと

いうか、意気込みというのがなかなか見えてこ

ないんですよ。 

 次長、私、いつも言いますよね。新たな展開
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になる時には、新しいロジックが必要だと。だ

から、今言うように、西九州ルートで言えば、

武雄―新鳥栖はミッシングリンクだから、その

解消のために、やはりきちんとした交通網の整

備が必要であると。そして、鹿児島ルートは完

成していますから、九州の縦軸は完成している。

要は、問題は横軸がないので、横軸をつくり上

げて初めて列島の、北陸もそう、北海道は札幌

までという高速交通網が、基幹交通網が完成す

るわけですから。それをする時には、やっぱり

オール九州でやらないといけない。そういう取

組というのを、やはり長崎県としてももっと強

く推し進めていただきたいし、この与党ＰＴに

対しての突き上げというのも必要かと思います

が、いかがでしょうか。 

【廣畑企画振興部次長】 西九州ルートの意義、

委員おっしゃるとおり、ミッシングリンクとな

ってしまうという点につきましては、それはま

さに委員おっしゃるとおりであります。この点、

武雄温泉―新鳥栖間51キロが整備されないま

まになってしまいますと、この高速交通ネット

ワークから、長崎―武雄間が取り残されてしま

う、切り離されてしまうということで、非常に

大きな問題になってくると考えております。 

 その点につきましては、知事のほうからもヒ

アリングの場において資料を示して訴えたとこ

ろでもございます。 

 また逆に、この部分がつながると、東京―大

阪間という大都市圏にもアクセスがしやすくな

ってくると。そこからの交流人口の拡大であり

ますとか、産業活力の誘致といったものも視野

に入ってくるものですから、ここは、やはりミ

ッシングリンクとして残されることなく、フル

規格によってつなげるということが最も大事な

ことだと思っております。その点につきまして

は、一貫して、フル規格で西九州ルートは整備

するべきというふうに主張してきたところにも

つながってまいります。 

 今後につきまして、委員のおっしゃったよう

なオール九州でというところも大事な視点かと

思います。この点につきましては、すぐにお答

えはできませんけれども、取組の中身として、

ひとつ検討してみたいと思います。 

【大久保委員】 ぜひオール九州で取り組む姿勢

を打ち出していただきたいと思います。ＩＲも

ですけれども、それに並ぶ、あるいはまさるぐ

らいの勢いで、やはり大事な政策でありますか

ら。 

 最後になりますけれども、新たな財源が必要

になった時には、どうしてもそこをこじ開ける

大義名分とかそういうのが要るんですよね。そ

こがきちんとロジックが決まれば、財源は何と

かなるんではなかろうかと思うんですが、簡単

なロジックではいけないんですよ。その一つが、

私が今提案したようなミッシングリンクの解消

で、災害に強い郷土をつくるんだということで

すね。 

 もう一つは、先ほど小林委員が述べられまし

たように、長崎県は日本の最西端ですよ。つい

この間も、この総務委員会で、佐世保の自衛隊

を視察させていただきました。そういうふうに、

佐世保、佐賀というのは、西部方面として我が

国の国防を担う重要な地域なんですね。自衛隊

があって基地があるわけですからね。そういっ

たときに、やはり国防を担うその手助けをする。

佐賀の知事も思いきり、この新幹線とは全く別

かもしれませんが、そういうオスプレイの受け

入れというのを前向きに検討されている。であ

れば、そういう議論をぜひ長崎県の知事として

も、長崎県としても佐賀と一緒にやっていただ
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きたいと思うんですよ。やはり国防を担う重要

な役割を長崎県も、あるいは佐賀と一緒になっ

て担っていくんだということを、長崎も、地理

的にも地形的にも重要な地域でありますから、

国防を担う、その覚悟はいつでもあるぞと、準

備はあるぞということをしっかり国に見せてい

ただいて、そして、そういうロジックを組み立

てていただいて、国防を担うためにもミッシン

グリンクがあってはならんということ。ぜひそ

ういう意気込みと提案でもってこれから取り組

んでいただきたいと思いますが、最後に一言、

ご見解をお願いしたいと思います。 

【柿本企画振興部長】 新幹線の整備のあり方の

問題につきましては、この8月11日の山本委員

長、江田委員長代理の来訪の際にも、知事から

強力に、整備方式としてはフルしかないという

こと。そして、そのために佐賀県の負担を軽減

するということで、これを国の責任においてし

っかりとやっていただくということを強く申し

上げております。そして、その後も、我々も国

土交通省のほうに出向きまして、これを進める

ということで要請もしておりますし、今後は、

県議会のご協力もいただきながら、まさに与党

ＰＴを動かしていくということを一緒になって

やっていかないといけないと思っております。 

 さらに、ご指摘がありましたように、九州全

体、あるいは西九州の発展につなげていくとい

う大きなプロジェクト、国家プロジェクトだと

いうことをしっかりとこれから改めてまた訴え

て、そして、これを経済界等の協力もいただき

ながら、また、九州の経済界にも働きかけてい

く、そういったできることをしっかりやってい

きながら、九州全体の発展、西九州の発展につ

ながっていくという対策ということで、しっか

り国に申し上げていきたいと考えております。 
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９月２８日 

〔各種委員会・総務部〕  

 （委員会） 

【大久保委員】 第109号議案についてちょっと

お尋ねしたいと思います。 

 今回、条例改正ということで、新たに東京23

区から長崎県内に本社機能を移転する事業者に

対する減免措置を可能にするという改正案です。 

 近年、東京23区から長崎県内へ本社機能を移

転した事業者がどれぐらいあるのか、教えてい

ただきたいと思います。 

【佐倉企業振興課企画監】 東京からの企業立地

の件でございますが、平成28年1月に約150名の

雇用計画を持った企業が1社、長崎市に立地し

ております。そのほか、平成28年4月には、東

京都ではございませんが、神奈川県から本社機

能を有した企業が1社。それと、平成28年10月

に東京都から派遣会社が1社ということで、平

成27年にこの制度ができた以降、3社、立地が

なっております。 

【大久保委員】 3社は減免措置がない時であり

ますから、今回の改正によって減免措置をする

ということで企業誘致を後押しするのではない

かという読みでありますね。 

 今回、条例が改正されたということで、課税

措置の減免があったことで、どれぐらいの企業、

あるいは事業者の数を見込みとして考えておら

れるのか、お尋ねしたいと思います。 

【佐倉企業振興課企画監】 企業誘致の目標でご

ざいますが、本社機能ということも含めまして、

企業誘致においては、本社機能、あと製造業、

メーカーの研究・企画部門に特に力を入れて、

今、企業誘致を進めているところでございます。 

 県としてのこの計画が平成32年度までとい

うことになっております。その中で目標としま

して、雇用創出が175人、件数で14件を目標に

しております。 

【大久保委員】 ぜひ目標に向けて頑張っていた

だきたいと思います。私どもも、何かそういう

情報がありましたら提供させていただいて後押

ししたいと思います。 

 課税免除ということでありますから、一時的

に県税の税収に穴があくということになります

けれども、それに対して、例えば、固定資産税

は移転から3年間免除、不動産取得税が全額免

除ということでありますけれども、そういう県

税に対する税収に穴があくことに対して、その

後、企業を誘致したことによって、そこはどう

いうふうな穴埋めというか、できるような試算

になっているのか教えていただきたいと思いま

す。 

【佐倉企業振興課企画監】 これまで均一課税で

一部の軽減措置だったものが課税免除になるわ

けでございますが、例えば、本社機能の移転と

なりますと大きな企業を想定しております。資

本金が1億円以上、年間所得が100億円、全社員

数で5,000名という企業が本社機能を東京都か

ら長崎県に50人規模で移された場合の課税免

除額につきましては、事業税で年間約70万円程

度になろうかと思います。それが3年間ですの

で210万円ということになります。不動産取得

税でいきますと、当初、ビルを建設してもらう

ということは余り想定されませんけれども、そ

うされた場合、不動産取得税の場合、税率が4％

でございますので、約1億円ちょっとであれば

500万円程度だと思われます。 

 こういったことの減収がありますけれども、

4年目以降は税収として確保できます。そのほ

かにも雇用の確保といった経済効果があると思

いますので、減免措置された後も効果が得られ
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ると考えております。 

【大久保委員】 大手といいますか、比較的大規

模な事業者を考えているということであります

ね。そうであれば産業連関なんかと照らし合わ

せても長崎県にとってかなりメリットがあるの

かなという気がいたしております。 

 今、長崎県に本社を置く1部上場の企業はあ

りますか。 

【萩本税務課長】 東証1部上場企業は1社だけ

です。 

【大久保委員】 それはどこですか。 

【萩本税務課長】 十八銀行さんが東証1部上場

企業です。 

【大久保委員】 1社ですね。もう皆さんご承知

のように、今後、銀行の合併があって本社機能

が移ることになれば、長崎県に本社を置く東証

1部上場企業はなくなるということになります

から、条例を改正して東京に本社を置く企業が

長崎県に移転してくるというようなことをぜひ

しっかり総合的に施策を進めてやっていただき

たいと思います。 

 


