
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  河野 成司    

 

１ 日 時 

   令和４年１０月１４日（金） 午前１０時００分から 

                 午後 ３時４５分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   河野成司、馬場林、志村学、吉竹悟、清田哲也、阿部長夫、後藤慎太郎、衛藤博昭、 

井上明夫、三浦正臣、嶋幸一、元吉俊博、浦野英樹、木田昇、藤田正道、尾島保彦、 

玉田輝義、平岩純子、堤栄三、末宗秀雄、小川克己 

 

４ 欠席した委員の氏名 

な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   森誠一、木付親次、古手川正治、羽野武男、守永信幸 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   商工観光労働部長 利光秀方、土木建築部長 島津惠造、警察本部長 松田哲也  

ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第８７号議案令和３年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第９１号議案

令和３年度大分県中小企業設備導入資金特別会計歳入歳出決算の認定について、第９２

号議案令和３年度大分県流通業務団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

第９６号議案令和３年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて及び第９７号議案令和３年度大分県港湾施設整備事業特別会計歳入歳出決算の認定

について審査を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

 



１０ 担当書記 

議事課委員会班  主査     飛鷹真典 

   議事課委員会班  主幹（総括） 秋本昇二郎 

議事課議事調整班 主査     利根妙子 

議事課委員会班  主任     松井みなみ 

   議事課議事調整班 主査     阿南絵理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



決算特別委員会次第  

 
日時：令和４年１０月１４日（金）１０：００～ 
場所：本会議場                

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 部局別決算審査 

  （１）土木建築部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

  〔休   憩〕 

 

  （２）商工観光労働部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

  （３）警察本部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

河野委員長 ただいまから、本日の委員会を開

きます。 

 この際、付託された議案を一括議題とし、こ

れより審査に入ります。 

 本日は土木建築部、商工観光労働部及び警察

本部の部局別審査を行います。 

 これより、土木建築部関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔明瞭にお願いします。 

 それでは、土木建築部長及び関係課室長の説

明を求めます。 

島津土木建築部長 まず初めに、令和３年度決

算特別委員会審査報告書に対する措置状況報告

書について、２点御説明します。 

タブレットの資料番号１４、１０ページを御

覧ください。紙資料は９ページです。 

まず、（２）収入未済の解消について、県営

住宅使用料の収納状況です。収入未済額の縮減

を図るため、滞納の早い段階から、きめ細かな

納入指導を行うとともに、即決和解制度を活用

するなど、長期滞納の未然防止に努めています。 

続いて、決算特別委員会資料を御覧ください。

タブレットの資料番号１７、２ページ、紙資料

は１ページです。 

収入未済の解消に向けて取組を行った結果、

資料の下の表、棒グラフで示している不納欠損

額を除く収入未済額は、過去一番多かった左端

の平成１８年度の１億３，３２２万１千円から、

右端の令和３年度には３，０９２万３千円と金

額にして約１億２３０万円、率にして約７７％

縮減することができました。また、同じ表、マ

ル印の折れ線グラフで示している現年度の使用

料収納率は、令和３年度が全国２位の９９．９

５％であり、未収金の発生防止も進めています。

今後とも、収入未済額の縮減と収納率の向上に

努めます。 

次に、さきほどの措置状況報告書にお戻りく

ださい。タブレットの資料番号１４、２１ペー

ジ、紙資料は１９ページです。 

（３）個別事項の⑧建設産業構造改善・人材育

成支援事業についてです。建設産業の人材確保

に向けた施策については、ターゲットをしっか

りと定め、効果的な方法を検討した上で実施し

ています。例えば、首都圏等で働く建設労働者

に対しては、年代や地域を限定し、建設産業や

ＵＩＪターンに関連する言葉を検索した方にバ

ナー広告を表示させることで、県内建設産業の

情報を掲載した特設サイトへの誘導を行ってい

ます。また、小中学生とその保護者を対象とし

た体験型イベントでは、テーマを先端技術や災

害現場のＶＲ体験など興味関心を引くものとす

ることで参加を促しているほか、若者等に対す

る広報事業では、ＳＮＳや動画等を活用した魅

力発信などに取組んでいます。今後も、年代や

性別など様々な角度から施策の方向性を検討し、

建設産業の人材確保に努めます。 

続いて、令和３年度土木建築部の決算につい

て、総括的に御説明します。 

決算特別委員会資料を御覧ください。タブレ

ットの資料番号１７、３ページ、紙資料は２ペ

ージです。 

まず、１の一般会計予算総額及び決算額につ

いてです。表の左から２列目、一般会計の予算

現額ですが、総務費、農林水産業費、商工費、

土木費、災害復旧費及び公債費を合わせて、太

枠にあるとおり１，７６７億４，８２２万２，

１００円です。これに対し、一つ右の支出済額

の合計が１，１７４億８，８６４万９，６７７

円です。一番右、不用額の合計は２４億９，６

７１万９，４２３円です。主な理由は、土木災

害復旧費や砂防費の工事請負費が見込みを下回

ったことなどです。 

一つ下の表、翌年度への繰越額ですが、下か

ら３行目の太枠の計の欄を御覧ください。 

繰越明許費が１，４２２件、５０８億８，２

７８万５千円、事故繰越が２００件、５８億８，

００６万８千円、合計１，６２２件、５６７億

６，２８５万３千円となっています。主な理由
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としては、繰越明許費が国の補正予算を受け入

れたことなどによるものです。事故繰越につい

ては、令和２年７月豪雨の災害復旧工事などが

集中し、作業員が不足したことにより不測の日

数を要したことなどによるものです。 

その下の２特別会計予算総額及び決算額につ

いては、後ほど関係課長から御説明します。 

続いて、令和３年度における主要な施策の成

果について、主な事業を御説明します。 

大分県長期総合計画の実施状況について主要

な施策の成果（事務事業評価）を御覧ください。

タブレットの資料番号１１、１４ページ、紙資

料は１２ページです。 

一番上の７番、子育て・高齢者世帯住環境整

備事業です。これは、子育て世帯の住環境の向

上や三世代同居の支援、高齢者の暮らしの安心

確保のため、住宅改修に要する経費を支援する

市町村に対して助成等を行うものです。事業の

成果ですが、ニーズにあわせた要件拡充や他事

業と連携した事業ＰＲを行った結果、令和３年

度の補助件数は１６７件でした。今後も、多様

化する県民ニーズの把握に努め、必要に応じて

制度の見直し等を検討するとともに、助成制度

の周知に努めます。 

次に、タブレットの６６ページ、紙資料は６

４ページです。 

上から二つ目の８番、県営都市公園施設整備

事業です。これは、公園利用者の安全性、快適

性の向上を図るため、施設整備を実施するとと

もに、公園施設長寿命化計画に基づき、公園施

設の計画的な更新を行うものです。事業の成果

ですが、大分スポーツ公園においてテニスコー

ト舗装更新等を、高尾山自然公園において疎林

の広場舗装更新等を、それぞれ行いました。 

次に、タブレットの９４ページ、紙資料は９

２ページです。 

一番上の７番、交通安全事業です。これは、

児童生徒や高齢者等が安心して通行できる道路

空間を整備するため、歩道の新設や防護柵の設

置などを行うものです。事業の成果ですが、国

道２１３号東堅来工区や県道庄内久住線仏原工

区などにおいて歩道整備を行うとともに、完成

までに時間を要する箇所では、ドライバーに注

意を促すカラー舗装など即効性の高い安全対策

を実施しました。 

次に、タブレットの１３２ページ、紙資料は

１３０ページです。 

上から三つ目の３番、河川事業です。これは、

洪水や台風等による浸水被害から人家や公共施

設を守るため、河川流量の確保、河川環境の整

備保全を行うものです。令和３年度は、津久見

川などでの築堤や護岸の整備、河床掘削のほか

玉来ダムの建設等の事業を実施しました。事業

の成果ですが、令和３年度末までに７０地区で

浸水対策を実施し、浸水被害の防止軽減を図り

ました。 

次に、タブレットの１３４ページ、紙資料は

１３２ページです。 

上から二つ目の８番、砂防事業です。これは、

土砂災害から人家や公共施設を守るため、砂防

施設の整備保全を行うものです。事業の成果で

すが、事業が完了した９か所を踏まえ、令和３

年度末の累計土砂災害対策施設整備率は３０．

３％となっています。今後とも、県民の生命や

財産を守るため、ハードとソフトの両面から土

砂災害対策に取り組みます。 

次に、タブレットの１３７ページ、紙資料は

１３５ページです。 

一番下の１８番、地域の安心基盤づくりサポ

ート事業です。これは、県民からの要請を受け

て、土木事務所職員が自ら、あるいは委託業者

が、河川、砂防設備、港湾施設等の軽微な補修、

倒木や流木等の除去、草刈りなどを行うもので

す。また、地域住民が自主的に行う県管理施設

の環境美化や防災活動に必要な資機材の確保、

作業環境の整備によって、その活動を支援して

います。事業の成果ですが、県民からの要請に

対する対応率は８６．０％となっています。今

後とも、県民からの多くの要請に対し迅速な対

応を心がけ、生活の安心感と満足度の向上を図

ります。 

次に、タブレットの２７０ページ、紙資料は

２６８ページです。 

上から二つ目の２番、建設産業女性活躍推進
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事業です。これは、建設産業における女性の活

躍を推進するため、経営者向けのトップセミナ

ーをはじめ、女性のスキルアップに向けたドロ

ーンによる測量、積算やコスト管理など専門的

知識を身に付けるセミナーなどを開催したもの

です。事業の成果ですが、女性の新規学卒者の

県内建設業就職人数が６１人となりました。加

えて、経営者の女性活躍に対する意識の変化や

参加者自身の成長につながるとともに、企業や

職域を超えた横のつながりを生み出すことがで

きました。今後も建設産業における女性活躍の

推進に努めます。 

次に、タブレットの３６５ページ、紙資料は

３６３ページです。 

上から二つ目の５番、港湾整備事業です。こ

れは、港湾貨物を取り扱う、ふ頭用地等の整備

を行うもので、令和３年度は重要港湾別府港や

地方港湾臼杵港などにおいて、岸壁整備やふ頭

用地整備などを実施しました。事業の成果です

が、最大係留可能隻数が５３９隻になったほか、

船舶の大型化に対応した係留施設の整備などを

着実に進めています。 

次に、タブレットの３６８ページ、紙資料は

３６６ページです。 

一番上の１番、（公）道路改良事業です。こ

れは、広域道路交通網の整備を推進するため、

高規格道路や国道及び県道の整備を進めるもの

で、令和３年度は中津日田道路や国道１９７号

鶴崎拡幅などの事業を実施しました。事業の成

果ですが、県道中津高田線今津工区の供用開始、

県道古江丸市尾線葛原から丸市尾工区の部分供

用を開始するなど、道路整備を着実に進めてい

ます。 

最後に、タブレットの３７２ページ、紙資料

は３７０ページです。 

一番下の２番、街路事業です。これは、都市

計画道路において、道路の新設、拡幅による渋

滞対策や、自転車歩行者道の整備による歩行者

の安全確保などを進めるもので、令和３年度は

庄の原佐野線や臼杵市の祇園洲柳原線などで事

業を実施しました。事業の成果ですが、祇園洲

柳原線や庄の原佐野線下郡工区、別府市の富士

見通南立石線等での用地買収、工事などを着実

に進めています。 

続いて、行政監査の結果について御説明しま

す。令和３年度行政監査・包括外部監査の結果

の概要を御覧ください。タブレットの資料番号

１６、３ページ、紙資料は１ページです。 

２監査テーマ及び目的にあるように、令和３

年度は県が関与する任意団体の状況についてを

テーマに行われ、土木建築部では改善事項が２

件あります。 

次に、タブレットの４ページ、紙資料２ペー

ジを御覧ください。 

改善・検討事項の１番目、任意団体の運営と

県の指導状況のア規約についてです。これは、

大分県木造住宅等推進協議会の規約において、

規定が必要な基本的事項である総会の規定及び

事務局を県庁舎内に設置する規定が整備されて

いなかったとの御指摘です。この御指摘に対し

て、県として当該協議会に対し、会則を改正し、

総会の規定及び事務局を県庁舎内に設置する規

定を整備するよう指導しました。この指導を受

け、当該協議会では令和４年６月の総会に諮り、

会則を改正、施行し総会及び事務局の設置に関

する規定を整備しました。 

次に、上から二つ目の任意団体の運営と県の

指導状況のウ事務決裁に関する規程についてで

す。これは、大分県木造住宅等推進協議会にお

いて、決裁権者について定める規定等が整備さ

れていなかったとの御指摘です。この御指摘に

対して、県として当該協議会に対し、経理その

他事務処理全般に係る決裁権者について定めた

規定を整備するよう指導しました。この指導を

受け、当該協議会では令和４年４月１日付けで、

大分県木造住宅等推進協議会事務決裁規程及び

会計規程を制定、施行し決裁権者に関する規定

を整備しました。 

続いて、包括外部監査の結果について御説明

します。同じ資料のタブレットの９ページ、紙

資料は７ページを御覧ください。 

３監査テーマ及び監査対象にあるように、Ｉ

ＣＴ関連施策に関する事務の執行及び事業の管

理についてをテーマに行われました。 
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次に、タブレットの１９ページ、紙資料は１

７ページを御覧ください。 

土木建築部では、建設産業女性活躍推進事業

で、改善及び勧奨事項を合わせて３件御指摘が

ありました。このうち、改善事項とされた１件

について御説明します。上から三つ目の補助金

での購入資産についてです。補助金で購入した

資産を法定耐用年数以内で処分した場合は、補

助金を一部返還する必要がありますが、業者か

ら申告する方法になっており、県職員が現物を

直接確認していないとの御指摘です。この御指

摘に対して、今後は、業者往査時や業者との接

触時に、補助金で導入した機器等の保有状況の

確認を行うこととしています。御説明した改善

事項に加え、勧奨事項についても検討、改善を

行っていきます。 

以上をもって、私からの説明を終わります。 

引き続き、関係各課室長から御説明します。 

石掛土木建築企画課長 土木建築部一般会計の

歳入決算の主な事項について御説明します。 

まず、歳入決算額の予算に対する増減額につ

いてですが、資料番号９、令和３年度決算附属

調書を御覧ください。タブレットの１２ページ、

紙資料の７ページをお開きください。 

左の科目で２番目にある、土木費国庫補助金

ですが２１９億２，２２２万８，６３７円の減

収となっています。 

次に、タブレット１４ページ、紙資料の９ペ

ージを御覧ください。 

科目の一番上、災害復旧費国庫補助金です。

表の右の増減理由のうち、上から３番目にある、

土木災害復旧事業費補助金ですが７３億４，７

９０万７７２円の減収となっています。 

次に、タブレットの２１ページ、紙資料の１

６ページをお開きください。 

左の科目、土木債ですが１２６億６，５００

万円の減収となっています。これらの主な理由

は、事業の一部を翌年度に繰り越したことによ

るものです。 

続いて、タブレット３２ページ、資料の２５

ページをお開きください。 

収入未済額について御説明します。左の科目

の一番上、使用料及び手数料のうち土木使用料

は３，７０５万３，５８５円となっています。

主な理由は、県営住宅使用料の納入義務者の生

活困窮によるものです。 

歳入決算については以上です。 

次に、歳出決算について資料番号１０、令和

３年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書

により各所属から御説明します。タブレットの

２６０ページ、紙資料の２５１ページをお開き

ください。 

まず、土木建築企画課関係分について御説明

します。 

第８款土木費第１項土木管理費第１目土木総

務費ですが、決算額は８億９，０７４万５，１

６３円です。そのうち事業説明欄の上から２番

目、土木事務所運営費の決算額は１億２，２３

７万２，３６０円です。これは、各土木事務所

の会計年度任用職員の報酬などに要した経費で

す。同じページの第２目建設業指導監督費の決

算額は６，３０６万５，３３４円です。そのう

ち次ページの、建設産業構造改善・人材育成支

援事業費の決算額は１，７９８万５，９３９円

です。これは、建設労働者のＵＩＪターン促進

や就労環境改善の取組等を支援したものです。 

下段にある第１２款公債費の決算額は４億１，

５４５万９，９９７円です。これは、地方道路

整備臨時貸付金の償還に係る公債管理特別会計

への繰出金です。 

次に、タブレットの２６２ページ、紙資料の

２５３ページを御覧ください。 

公債管理特別会計の決算額は４億１，５４５

万９，９９７円で、さきほど申し上げた一般会

計からの繰入金と同額です。 

五ノ谷建設政策課長 建設政策課関係分につい

て御説明します。タブレットの２６３ページ、

紙資料の２５４ページをお開きください。 

第８款土木費第１項土木管理費第１目土木総

務費の決算額は６億２，７９５万４，５５４円

です。上から３番目の共生のまち整備事業費で

すが、決算額は８千万円です。これは、高齢者

や障がい者などすべての県民が自由に行動し、

あらゆる分野の活動に参加することができるよ
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う、歩道等の改良、県有施設のバリアフリー化

などに要した費用です。下から３番目の安全・

安心を支えるインフラ点検事業費ですが、決算

額は２，６０９万円です。これは、県民の安全

安心を支えるため、損傷や劣化の進行が速い道

路の自然のり面や河川の堤防、樋門、港湾岸壁

などのインフラ施設の点検に要した経費です。 

釘宮用地対策課長 用地対策課関係分について

御説明します。タブレットの２６４ページ、紙

資料の２５５ページをお開きください。 

第８款土木費第１項土木管理費第１目土木総

務費の決算額は１９４万１，２３４円です。一

つ目の用地取得対策費ですが、決算額は８２万

６，４３４円です。これは、過年度に取得した

用地の分筆登記等に要した経費です。その一つ

下の収用委員報酬ですが、決算額は１１０万８，

８００円です。これは、収用委員７人に対する

報酬です。その一つ下の収用委員会費ですが、

決算額は６千円です。これは、収用委員会に係

る経費です。 

竹島道路建設課長 道路建設課関係分について

御説明します。タブレットの２６５ページ、紙

資料の２５６ページをお開きください。 

第１項土木管理費第１目土木総務費ですが、

決算額は８５万円です。これは、高速自動車道

建設促進事業費で、東九州自動車道の建設促進

のための協議会及び期成会への負担金です。 

次に、第２項道路橋梁費第１目道路橋梁総務

費ですが、決算額は１億９，９１９万５千円で

す。１番目の道路橋梁調査費９，１７９万５千

円ですが、これは、補助事業採択に向けた事前

調査や道路台帳補正等に要した経費です。 

タブレットの２６６ページ、紙資料の２５７

ページをお開きください。 

第３目道路新設改良費ですが、決算額は２６

３億９５７万４，４９０円です。これは、道路

の新設又は改良に係る経費です。例えば、上か

ら３番目の（公）国直轄道路事業負担金ですが、

決算額は５１億９，７９８万９千円で、国が管

理する一般国道の改築事業等に係る負担金です。 

中村道路保全課長 道路保全課関係分について

御説明します。タブレットの２６７ページ、紙

資料の２５８ページをお開きください。 

第１目道路橋梁総務費で、決算額は２億６，

４７４万３，５０１円です。 

次に、第２目道路維持費で、決算額は２３４

億５，８６７万６，６６２円です。 

次に、タブレットの２６８ページ、紙資料２

５９ページの事業説明欄下から４番目、（公）

道路施設補修事業費ですが、決算額は９３億２，

７０５万５千円です。これは、道路ネットワー

ク及び交通の安全確保を図るため、定期点検に

より早期対策が必要とされた橋梁、舗装などの

補修を行うとともに、緊急輸送道路上にある橋

梁の耐震化に要した経費です。 

次に、タブレット２６９ページ、紙資料の２

６０ページをお開きください。 

第３目道路新設改良費で、決算額は４３億２

８６万６，２９８円です。 

次に、第５目橋梁新設改良費ですが、決算額

は１億８，４５３万８千円です。 

成瀬河川課長 河川課関係分について御説明し

ます。タブレット２７０ページ、紙資料の２６

１ページをお開きください。 

第２款総務費第２項企画費第２目企画調査費

で、決算額は６，８２４万３，９７６円です。 

次にその下、第８款土木費第３項河川海岸費

第１目河川総務費で、決算額は７億１，７８８

万８，８３０円です。 

タブレット２７２ページ、紙資料の２６３ペ

ージをお開きください。 

第２目河川改良費で、決算額は１８３億１，

５１９万４，４７７円です。そのうち事業説明

欄一番下、（公）河川災害関連事業費の決算額

は７億９，６９５万１千円です。これは、災害

の再発を防止するため、被災河川の河積拡大等

の改良復旧工事の実施に要した経費です。 

次に、タブレット２７４ページ、紙資料の２

６５ページをお開きください。 

第３目海岸保全費ですが、決算額は２億８，

３９０万５千円です。その下の第４目水防費で

すが、決算額は３，３７２万２，４２９円です。 

続いて、タブレット２７５ページ、紙資料の

２６６ページをお開きください。 
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第１１款災害復旧費第２項土木施設災害復旧

費第１目土木災害復旧費で、決算額は１２７億

３，３１０万６，０７７円です。これは、令和

２年７月豪雨等で被災した公共土木施設の災害

復旧事業等に要した経費です。 

小野港湾課長 港湾課関係分について御説明し

ます。タブレットの２７６ページ、紙資料の２

６７ページをお開きください。 

第２款総務費第２項企画費第６目交通対策費

ですが、決算額は９２５万４，５６２円、その

下の第７款商工費第１項中小企業費第３目通商

貿易振興費ですが、決算額は１，７６８万円で

す。これは、九州の東の玄関口としての人流及

び物流拠点の強化に向けたポートセールス活動

等に要した経費です。 

次に、タブレット２７７ページ、紙資料の２

６８ページをお開きください。 

第８款土木費第３項河川海岸費第３目海岸保

全費ですが、決算額は１０億７，８２９万８，

２９９円です。これは、海岸保全施設の整備等

に要した経費です。 

次に、タブレット２７８ページ、紙資料の２

６９ページを御覧ください。 

第４項港湾費第１目港湾管理費ですが、決算

額は２億５，１７３万５，５９０円です。これ

は、港湾施設の維持管理等に要した経費です。 

次に、タブレット２７９ページ、紙資料の２

７０ページをお開きください。 

第２目港湾建設費ですが、決算額は４５億２

２２万９，４３５円です。これは、港湾の整備

等に要した経費です。 

次に、タブレット２８０ページ、紙資料の２

７１ページを御覧ください。 

第３目空港建設対策費ですが、決算額は６億

８９万８，２８１円です。これは、大分空港の

整備に係る負担金などです。 

次に、港湾課所管の特別会計について御説明

します。 

まず、歳入決算額の予算に対する増減額など

について、資料番号９、決算附属調書により御

説明します。タブレット６９ページ、紙資料の

５４ページをお開きください。 

金額欄下から２番目の４億２，２００万円の

減収は、港湾施設整備事業特別会計の県債です

が、事業の一部を令和４年度に繰り越したこと

によるものです。 

次に、収入未済額ですが、タブレットの７５

ページ、紙資料の５８ページをお開きください。 

金額欄上から２番目の港湾施設整備事業特別

会計の使用料及び手数料で５７７万１，１７０

円の未収となっています。これは、納入義務者

の経営不振等によるものです。今後とも、分納

計画の着実な実行の確保など、徴収に努力して

いきます。 

続いて歳出関係について、資料番号１０、決

算事業別説明書により御説明します。タブレッ

トの２８１ページ、紙資料２７２ページをお開

きください。 

臨海工業地帯建設事業特別会計です。 

第１款大分臨海工業地帯建設事業費第１項第

１目土地造成費ですが、決算額は１６億１，８

６４万８，５５０円です。これは、６号地の造

成費に係る減債基金の積立て及び県債の償還金

等に要した経費です。 

次に、タブレット２８２ページ、紙資料の２

７３ページを御覧ください。 

港湾施設整備事業特別会計です。 

第１款第１項港湾施設整備事業費第１目港湾

施設管理費ですが、決算額は２４億６，６６７

万４，０８８円です。これは、上屋や野積場な

どの港湾施設の維持管理や県債の償還金等に要

した経費です。 

その下、第２目港湾施設建設費ですが、決算

額は１８億４，８３５万１,６００円です。こ

れは、ふ頭用地の造成等に要した経費です。 

森﨑砂防課長 砂防課関係分について御説明し

ます。タブレット２８３ページ、紙資料の２７

４ページをお開きください。 

第８款土木費第３項河川海岸費第５目砂防費

は、決算額１４４億３，７４４万３，７８３円

となっています。事業説明欄上から４番目の砂

防調査費ですが、決算額は７，５２７万９，１

０５円です。これは、次年度の補助事業新規箇

所の採択に必要な調査及び図面の作成等に要し
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た経費です。  

次に、タブレット２８４ページ、紙資料の２

７５ページを御覧ください。 

事業説明欄上から８番目の（公）緊急砂防事

業費ですが、決算額は３億８，０５７万９千円

です。これは、令和２年７月豪雨により土石流

が発生した上谷川ほか２か所の砂防工事に要し

た経費です。 

樋口都市・まちづくり推進課長 都市・まちづ

くり推進課関係分について御説明します。タブ

レットの２８６ページ、紙資料の２７７ページ

をお開きください。 

第２款総務費第２項企画費第５目土地対策費

で、決算額は２，７５１万７，６１５円です。

これは、国土利用計画法に基づく適正な土地利

用の促進や指導、地価調査等に要した経費です。 

その下、第７款商工費第３項観光費第２目観

光開発費で、決算額は１，６３１万８，６８３

円です。事業説明欄の一番上、魅力ある景観づ

くり推進事業費ですが、決算額は１，６０２万

１，６８３円です。これは、展望台等からの眺

望を阻害する樹木の伐採等に要した経費です。 

次に、タブレット２８７ページ、紙資料の２

７８ページ、第８款土木費第５項都市計画費第

１目都市計画総務費で、決算額は６，４５０万

１，０４１円です。事業説明欄の上から４番目、

都市政策推進費ですが、決算額は３，８０１万

３，８００円です。これは、現行の都市計画区

域マスタープラン改訂の検討等に要した経費で

す。 

次に、タブレット２８８ページ、紙資料の２

７９ページ、第３目街路事業費の決算額は４０

億２，７９０万３，９００円です。これは、庄

の原佐野線下郡工区をはじめとする街路整備に

要した経費です。 

藤内公園・生活排水課長 公園・生活排水課関

係分について御説明します。タブレットの２９

０ページ、紙資料の２８１ページをお開きくだ

さい。 

第８款土木費第５項都市計画費第４目都市環

境整備費ですが、決算額は１５億４，９７１万

８，２５４円です。上から２番目の公園維持管

理費ですが、決算額は１億４，０４６万５千円

です。これは、大洲総合運動公園及びハーモニ

ーパークの管理業務を、指定管理者へ委託した

経費です。上から３番目大分スポーツ公園等管

理運営事業費ですが、決算額は５億１，６６６

万６，１５３円です。これは、大分スポーツ公

園及び高尾山自然公園の管理業務を、指定管理

者へ委託した経費です。 

中園建築住宅課長 建築住宅課関係分について

御説明します。タブレットの２９１ページ、紙

資料の２８２ページをお開きください。 

第１項土木管理費第３目建築指導費ですが、

決算額は４４８万２２４円です。そのうち上段

の建築基準法等施行事務費の決算額は２７４万

４，７３９円です。これは、建築基準法による

指導、監督及び許認可に要した経費や重要事項

を調査審議するための建築審査会の開催等に要

した費用です。 

大谷公営住宅室長 公営住宅室関係分について

御説明します。同じくタブレットで２９１ペー

ジ、紙資料の２８２ページです。 

第６項住宅費第１目住宅管理費の決算額９億

１，７５８万１，６５７円のうち、タブレット

２９２ページ、紙資料の２８３ページをお開き

ください。上から４番目の県営住宅等管理対策

事業費の決算額は５億８，４４５万８，２３２

円です。これは、管理代行者である大分県住宅

供給公社への管理委託経費や県営住宅の計画修

繕などに要した経費です。 

桑田施設整備課長 施設整備課関係分について

御説明します。タブレットの２９４ページ、紙

資料の２８５ページをお開きください。 

第１項土木管理費第４目営繕費ですが、決算

額は２億６，０６１万９，８４６円となってい

ます。事業別には、一番上の県有建築物防災対

策推進事業費ですが、決算額は１億４，５２２

万７，９８８円です。これは、県有建築物の建

築設備の防災対策強化や既存の吊り天井の耐震

化を計画的に行うものです。令和３年度に実施

した主な内容としては、豊後高田保健部の建築

設備防災対策強化工事及び総合文化センターの

吊り天井耐震化設計委託です。 
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河野委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し簡潔明瞭に答弁願います。 

 事前通告が３名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

堤委員 公共事業の入札について、５千万円以

上は総合評価等を勘案して落札が決まりますが、

県内中小企業で評価点の低い企業はなかなか落

札することができないとの意見も寄せられてい

ます。公共事業を受注しなければ評価点等も上

がらないと思いますが、このような声に応える

ための方策及び対策は検討されているのか。ま

た、今後検討するのか。 

 次に、主要な施策の成果の１２ページ、子育

て・高齢者世帯住環境整備事業です。これは毎

回質問していますが、昨年度の高齢者バリアフ

リー型リフォーム件数は９２件で、今年９月は

１０３件と伸びていますが、全体的には予算に

満たない決算となっています。事業の周知等、

県としては頑張っているのでしょうが、若干疑

問が残ります。台風被害等で修繕とリフォーム

事業も増えると思いますが、これに対して好機

と捉えて一般的な住宅リフォーム助成制度を創

設したらどうでしょうか。 

 次に、決算事業別説明書の２８３ページ、が

け地近接等危険住宅移転事業費です。この事業

の説明の中でもいろいろと書いていますが、ど

のような状況の方が移転したのか。また、移転

等についてどのような意見が出されたのか。 

 最後に、台風第１４号被害の湯平の花合野川

の改修や県道の補修はどうなのか。地域へのた

び重なる被害で宿泊業や土産屋等、なかなか商

売を継続するにも困難を極めています。また移

転等をすれば、さらなる疲弊も危惧されます。

地域全体の再生を含めた公共事業の早期復旧と、

商工観光労働部と一体になって、その地域をど

うするのかを検討することが必要だと思います

が、そこら辺をどのように考えているのか。 

秋月公共工事入札管理室長 公共事業の入札に

ついてお答えします。 

 総合評価落札方式は、公共工事の品質確保の

促進に関する法律に基づき、工事目的物の品質

を高めることを目的に、企業の技術力と入札価

格の双方を評価し、落札者を決定する方法であ

り、全都道府県が導入済みです。 

 県では平成１８年度に導入し、企業の技術力

としては、技術提案のほか企業や技術者の施工

実績、工事成績評定点、地域社会貢献度などを

評価しています。 

 その評価については、例えば、総合評価落札

方式の対象である一般土木Ａ等級の工事におい

て、予定価格４千万円以上５千万円未満につい

ては価格のみの競争としており、ここで受注す

れば、企業や技術者の施工実績として、そして、

企業努力により高い工事成績評定点を取ること

で評価を上げることが可能となっています。ま

た、総合評価落札方式においても、技術者の評

価点が低い企業が参加できるよう、技術者の工

事成績評定点などの一部を評価対象外とする企

業実績重視型を今年度から試行しています。 

 総合評価落札方式については、毎年度、実施

状況を検証しながら改善しており、今後も引き

続き、建設業界の意見や要望にもしっかり耳を

傾けながら検討していきます。 

中園建築住宅課長 子育て・高齢者世帯リフォ

ーム支援事業についてお答えします。 

 本事業については、県の重要施策である子育

て満足度日本一や健康寿命日本一の実現に向け

た施策の一環として、明確な目的を持って取り

組んでいます。 

 事業の周知については、各種講習会やリフォ

ーム事業者、消費者向けのセミナー、各市町村

報、新聞掲載やＳＮＳなど様々な場において実

施をしています。また、コロナ禍でテレワーク

に対応した改修工事の追加や子育てリフォーム

支援型の要件緩和など、県民ニーズを踏まえな

がら事業の拡充等も図っており、実績も年々増

加傾向にあります。 

 引き続き、県民ニーズの把握に努め、積極的

な広報により制度の周知徹底を図り、住宅リフ

ォームを支援していきます。また、台風第１４

号で被災した住宅の修繕とあわせて実施する高
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齢者・子育てリフォームについても、本事業が

活用可能である旨、市町村と連携して周知を図

っています。今後も進行する少子高齢化社会へ

の対応に重点を置いた住宅政策の視点から、リ

フォーム支援に努めていきます。 

 次に、がけ地近接等危険住宅移転事業につい

てお答えします。 

 令和３年度の本事業では、大分市、日田市、

豊後大野市において、土砂災害特別警戒区域―

―レッドゾーンに所在していた危険住宅の所有

者が区域外に移転しており、住宅除却費の上限

である９７万５千円を補助しています。 

 本事業は、危険住宅の所有者が自ら移転しよ

うとする場合に、その費用の一部を助成するも

のです。移転等に対する意見等はありませんで

したが、例えば、宅地以外の石積擁壁の撤去も

補助してもらえないかとか、撤去後の跡地に新

しい建物が建てられないかといった御相談があ

りました。しかし、本事業は危険な住宅の移転

を目的としていることから、いずれも希望には

沿えないと回答しています。 

森﨑砂防課長 台風第１４号における花合野川

の被害についてお答えします。 

 花合野川では、令和２年７月豪雨で被害を受

け、大きく三つの区間で対策工事を実施中でし

た。上流では仮設スリットの設置や新たな砂防

ダムの計画を、中流の温泉街区間では河道を復

旧するための復旧工事を、また、下流区間にお

いては、川幅を広げる河道拡幅などを含めた改

良復旧事業に着手していました。 

 今回の台風第１４号では、これらは既に復旧

工事に着手していたことから、被害は一定程度

軽減できたものと考えていますが、特に温泉街

や旧湯平小学校の区間などの広い範囲で被害が

発生しました。県道湯平温泉線の約１．９キロ

メートル区間については、護岸が倒壊するなど

大きな被害を受け、９月１８日の台風発生から

全面通行止めを余儀なくされましたが、鋭意応

急対策を進めて、９月３０日には片側交互通行

により早期復旧に取り組んできました。 

 今後も復旧に関する国との協議などを速やか

に進めながら、県道湯平温泉線の本復旧に努め

るとともに、花合野川の早期復旧に向け、全力

で取り組みます。特に温泉街区間については、

地域の方に寄り添いながら丁寧な説明を行い、

復旧工事を進めるとともに、商工観光労働部と

も地域再生の観点で連携して取り組んでいきた

いと考えています。 

堤委員 どうもありがとうございました。 

入札の問題については、確かに言われるとお

りでしょう。それでもそういう声があるという

ことは、何とか公共工事に入りたい。入りたい

けれども、なかなかそううまく――結構多いで

すからね。満遍なく自分のところに来ればいい

けど、そういうわけにはいかないから、そうい

うところはぜひまた検討も含めて、さきほど検

討も若干していくと言っていましたから、ぜひ

その辺はお願いしたいと思っています。 

 それと、花合野川の関係は正にそのとおりで

すよね。道路というのは通行にも非常に大切だ

し、私も実際にその現場に入ってみたけど、人

っこ一人歩いていないね。観光客は１組だけい

たか。そういう状況で、地域そのものがすごく

疲弊しているので、商工観光労働部と協議しな

がら、復旧と同時に地域再生と道路、また河川

の災害復旧を一体として進めていく。天瀬町が

今、努力されていますが、ああいう形でぜひ土

木建築部として、商工観光労働部と検討して復

旧のために頑張っていただきたいと思っていま

す。 

 それと、リフォームの関係ね。台風第１４号

で、今からいろいろ行使をしなくてはという状

況。高齢者以外の方も結構被害を受けているわ

けね。そういう方が利用できるように例えば、

今回の災害復旧に関わってリフォーム助成をす

るとか、そういう柔軟な考え方もそろそろして

いいのではないかと。特にまた資材が高騰して、

中小零細企業は大変な状況だから、こういう災

害復旧を含めて工事が発注される状況の中で、

ぜひこれは一般的なリフォーム助成制度の流れ

の中での一つの端緒として取組をしてほしいで

す。そこら辺はどうなのか。 

中園建築住宅課長 一般的なリフォーム助成制

度への拡大ですが、九州各県を見ても導入がな
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かなか進んでいない状況にあり、また、過去に

他県で導入した経緯もあるようですが、なかな

かうまくいかず、途中で事業を中止したと聞い

ています。そういった動向もしっかり見極めな

がら、慎重に判断していきたいと考えています。 

堤委員 うまくいっているところもあるわけで

すよね。県産材を使ってやるだとか、いろんな

ことがあるわけだから、そういうのも含めて検

討してほしいです。 

 特に台風被害、過去に実際、私の実家も被害

を受けていますが、そういう方がリフォームす

ることにつながるよう、やはりぜひ考えてほし

い。ぜひ再度検討して。これだけ確認しておき

ます。 

中園建築住宅課長 委員が今言われた、うまく

いっている事例等もあるとのことで、そういっ

た他県の状況もしっかり見極めながら考えてい

きたいと思います。 

木田委員 主要な施策の成果１３２ページにあ

る砂防事業についてお尋ねします。 

 目標指標の設定ですが、近年の災害は大変激

甚化、頻発化しています。いろんな災害の復旧

や防災対策に対する要望が多いのは承知してい

ますが、この目標値の設定を見ると３０％少々

とあり、これだと対策すべき事業の予算が得ら

れないことになって、事業の進捗が図られない

のではないかと。この３０％台という目標値の

設定について上積みができないのかお尋ねしま

す。 

 この中の急傾斜地崩壊対策事業、公共と単独

がありますね。ほとんどの議員がこういった要

望は受け付けて、各土木事務所等にお願いに伺

っていると思います。この事業の採択状況、進

捗状況についてお尋ねします。 

 例年の風水害で地元要望は多く蓄積されてい

ると思いますが、現状、何件の要望を受けて、

何件採択しているのか。今後、無災害と――災

害が全然来なかった場合、現在要望が出ている

事業が何年あれば完了できるのか。その見込み

について教えてください。 

森﨑砂防課長 まず初めに、目標指標の設定に

ついてです。県内の土砂災害危険箇所は九州で

１番、全国でも５番目に多く、対策が必要とさ

れる箇所は約５，７００か所あります。その整

備率は九州平均が２６．５％、県内の整備率は

御指摘のとおり３０．３％です。 

 砂防ダムや急傾斜施設の整備には、１か所当

たり２億円から４億円程度の費用が必要となり、

おおむね３年から４年程度の期間を要して整備

を行っています。このため、県では国土強靭化

のための５か年加速化予算を最大限に活用して、

令和２年度の補正予算から、これまでの２倍の

規模になる２１８か所で事業を実施し、整備を

加速しています。今後とも加速化予算を最大限

に活用しながら、スピード感を持ってハード対

策を推進していくとともに、土砂災害警戒区域

の啓発や警戒避難体制の充実などソフト対策と

あわせて、ハードとソフトの両輪で土砂災害防

止、被害の軽減を図っていきたいと考えていま

す。 

 続いて、急傾斜事業の採択と進捗状況につい

てです。急傾斜事業の実施にあたっては、地元

要望のみならず、事業の採択要件を踏まえて、

保全対象に避難施設や要配慮者施設、避難路な

どが含まれる地区などを重点的に実施していま

す。 

 さきの第３回定例会において、市町村から土

木建築委員会への要望事項に対する取組状況で

報告していますが、この中で急傾斜事業の要望

箇所は合計１１４か所いただいています。そし

て現在、その全ての箇所で事業に着手済みです。

なお、繰り返しになりますが、急傾斜事業では

１地区の完成に３年から４年、そして、地区の

全体の完成が年平均で約８か所、８地域程度と

なっている現状で、急傾斜事業の対象となる要

対策箇所が３，３００か所ありますが、このう

ち令和３年度までに完成したのが１，０８３か

所です。全ての対策完了までにはまだまだ多く

の費用と期間を要することに御理解を賜ればと

考えています。 

 引き続き、令和２年度の補正から始まった国

の５か年加速化対策予算を最大限に活用し、急

傾斜事業についても強力に推進していきたいと

考えています。 
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木田委員 大変御努力いただいて、予算獲得に

励んでいただいている状況は分かりますが、単

純に見て、今後災害がないとして３３％に設定

したら３年で解決するということなのか５０％

に設定すれば２年で解決する目標設定なのか、

そういう理解でいいのか。多分違うかもしれま

せんが、ちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 やはりハード対策、ソフト対策とあり、避難

すれば生命は守れますが、財産を守れなくなる

可能性が発生しているわけですね。本事業の目

的は生命と財産を守るというところにあるわけ

で、今回かつてない危険な台風第１４号が来ま

したが、今後そういった状況が毎年想定される

わけで、今回本当に要望箇所のところとか、い

ろんな意見を聞いていますが、冷や冷やの状況

ですね。予算獲得は大変厳しいかもしれません

が、もう少し目標設定を上げて予算の獲得に励

んでいただきたいと思うんですね。さきほど言

ったとおり、５０％にしたら２年で解決するよ

うな設定になるのか、そこを教えていただけま

すか。 

森﨑砂防課長 委員御指摘の目標値の設定、上

限を上げるというお考えですが、さきほど申し

たとおり、我々としては加速化予算を使って倍

以上の事業に着手しているが、どうしてもスピ

ード感は従来どおりの期間を要するので、単純

に目標率を上げれば事業スピードが進むという

ものではないと認識しています。ただ、加速化

予算は今後も続いていく中で、最大限予算を確

保して強力に進めていきます。そして、事業の

進め方については、今回の台風の関係もありま

したが、さきほど申した要配慮施設だったり、

避難路や事前防災とあわせて、被害が起きたと

ころについては速やかに緊急の工事を進め、再

度災害防止の観点でも対策を進めています。そ

ういった両面を持ってハード対策を進めていま

す。 

木田委員 ぜひ、頑張っていただきたいと思い

ます。落石があって、まだ擁壁ができていない

状態の中で住民の皆さんが暮らしています。そ

ういう要望はたくさん受けていますが、みんな

順番待ちでつらい状況を、ずっと冷や冷やしな

がら毎年過ごしているので、防災土木予算、復

旧土木予算をもっともっと増額できるよう、決

算委員会としても強く提言したいと思うので、

ぜひ部長もよろしくお願いします。 

島津土木建築部長 ありがとうございます。正

に安全安心の確保という面で、土砂災害対策は

喫緊の課題と認識しています。特に激甚化する

災害の中でこの対策を一層進めていこうという

ことで、本県知事も全国知事会国土交通常任委

員長として、１０月１１日にも改めて来年度の

予算編成、また今年度の補正予算の編成に向け

た提言活動を行ってきました。 

 強靱化の５か年加速化対策予算、しっかり確

保するように、あわせて次の計画に向けてもし

っかりと歩みを進めていただきたいと国土交通

大臣にも直接お願いを申し上げてきました。全

体として予算の確保は何よりも大事です。まず

はその点をお願いしてきました。 

 またあわせて私の方から、国土交通省の砂防

部長等とも意見交換をしていますが、大分県は

幸い、全国的に見ても非常に予算確保に御尽力

いただいているという評価をいただいています。

今後とも、しっかりと予算確保に努めながら、

そして、立ち上げた事業がしっかり進むことが

大切で、何よりもそのためには予算確保とあわ

せて用地の取得が一番大事です。急傾斜、ある

いは砂防事業、いずれも用地を取得できないと

一歩も事業が前に進みません。実際に過去立ち

上げはしたけど、用地の関係で頓挫した事例も

あるので、このあたりについては地域の方にも

御協力いただき、また議員の皆様にもぜひとも

引き続き、御支援をどうぞよろしくお願いしま

す。 

尾島委員 ２点ほどお願いします。 

 まず、１点目は道路保全について。ここ最近、

鉄スクラップの価格が異常高騰を続けているよ

うで、トン当たり６万５千円と価格提示してい

ましたが、昨年来５万円から６万円と価格推移

しており、これに伴って盗難が相次いだという

記事がよく出ていました。道路には側溝の保全

という観点からグレーチング、あるいは側溝だ
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けでなく沈砂ますもあり、場合によってはチェ

ッカープレートを使った保護がされているが、

こういったものが盗難に遭う、大変危険な状態

になっています。 

 質問は、昨年度と今年も含めて、県の管理道

路において、盗難が何件あったのか教えていた

だきたいと思います。 

 それから、やはり盗難には防止対策が必要で

すから、例えば、昔から行われているように、

橋梁の排水ます、これは非常に危険だから、チ

ェーンで連結されて取っていかれないようにし

ています。ですから、こういったグレーチング

も、特に山間部ですが、通行量の少ないところ

で盗難に遭いますから、グレーチング同士の連

結とか、場合によってはＵ字溝とグレーチング

のボルトによる連結などによって盗難防止を図

っていくべきと思いますが、その点についてお

願いします。 

 それから、さきほど堤委員の災害復旧にも少

し関連しますが、花合野川のように復旧途上の

河川、あるいは工事が再び災害に遭うと、当然

国の査定をまた受けることになります。こうい

った復旧途上にある工事が災害査定を受ける場

合の国の査定評価がどうなるのか、１点お願い

したいと思います。 

 それから、気になるのが請負業者に対する工

事代金の支払です。前渡金は別にして、工事の

場合、普通は竣工検査あるいは年度途中におい

ては起債部分、出来高、こういった検査を行っ

て工事代金が支払われるのが鉄則ですよね。今

回の場合のように復旧の途中で被害に遭う。そ

うすると、代金は当然支払うと思いますが、こ

ういった成果物がない中で支払っていく。この

ことはどういう考えになるのかお願いします。 

中村道路保全課長 グレーチング蓋の盗難につ

いてです。そのまず１点目、昨年の県管理道路

における被害状況ですが、別府土木事務所管内

の日出町で集水ますのグレーチング蓋が１枚、

側溝のグレーチング蓋が２枚、合計３枚の盗難

被害が発生しています。ちなみに、今年度は現

時点で盗難の確認、発生はありません。 

 ２点目のチェーン固定などの防止策の検討に

ついてです。昨年度被害を受けた箇所について

は、再発防止を図るため、グレーチングと本体

をチェーンで固定する対策を講じました。一般

的に道路を横断する側溝については、はね上げ

による事故防止を図るため、グレーチング蓋を

ボルトで固定していますが、道路と並行する側

溝については、土砂の撤去など維持管理が容易

に行えるよう、グレーチング蓋を固定していな

いのが現状です。 

 こうした中、盗難防止対策として、ボルトや

チェーンによる固定のほか、最近ではグレーチ

ング同士を連結させる連結クリップという比較

的簡易な手法も開発されています。こうした状

況も踏まえ、引き続きパトロールの強化に努め

ながら、側溝の補修などにあわせて、現場の特

性に応じた対策に順次取り組んでいきたいと考

えています。 

成瀬河川課長 河川災害について２点御質問い

ただきました。 

 まず、災害査定の評価についてですが、災害

復旧の工事途中で、再び被災した箇所において

は、当該区間が改めて復旧できるよう、再度災

害防止を含めた考え方を考慮しながら、もう一

回査定を受け直すことになっています。また、

工事費の支払についてですが、工事途中におい

て施工している業者の日常管理で、写真や管理

資料を作っているので、その資料等を業者に提

出していただき、その内容を発注者が確認して、

できた部分の工事費をお支払する取扱いになっ

ています。 

尾島委員 分かりました。ありがとうございま

す。グレーチングの件はよく分かりました。 

 それから、査定とか支払についてはそうだろ

うと思いますが、再び工事を今度発注するわけ

ですから、崩壊した――例えば護岸をまた新た

に査定し直して工事を発注しますよね。そうす

ると、当然そこで入札が発生しますが、今まで

やってきた業者との兼ね合いと言いますか、そ

の辺の配慮はどうなりますか。お願いします。 

成瀬河川課長 被災した箇所の工事の状況です

が、復旧事業が迅速に行われるようにという点

と、もう一つ、被災を受けなかった箇所がやは
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りあります。発注工事を受けた部分で、被災し

て壊れていない部分もあるので、通常よく行わ

れているのが、被災した部分の損害はお支払い

をし、その当初から受注している業者に、査定

で内容が変わるので、変更契約で工事を継続し

て完成まで工事をしていただく措置を取ってい

ます。ただ一部、当該箇所以外にまた新たに壊

れたところで工事金額が余りにも増えるとか、

新しく延長が大幅に増える箇所については、ま

た別途発注という取扱いもしていますが、おお

むね変更契約で対応し、工事を迅速に進めてい

るのが現状です。 

河野委員長 ほかに、事前通告していない委員

で質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

河野委員長 委員外議員で質疑はありませんか。 

森委員外議員 通告していなくて申し訳ありま

せん。主要な施策の成果の１２ページにある、

子育て・高齢者世帯住環境整備事業について伺

います。 

 ニーズに合わせたＰＲとかを行ったと事業概

要にあり、実際にその事業１６７件の住宅改修

工事の補助を行ったということですが、当事者

に対してどのように丁寧な説明を行ったのかに

ついて、まずお聞きします。 

中園建築住宅課長 子育て・高齢者世帯住環境

整備事業ですが、子育て世帯の改修であるとか

高齢者のバリアフリーを目的として実施してい

るものです。進める中で、例えば、国の住生活

総合調査というのがあります。住宅の住環境に

対する満足度、住み替えの目的など、居住者の

意識や意向調査をしたものですが、そういった

国の調査結果とか市町村の窓口で施工者や申請

者に対してアンケート調査等を取り、ニーズ調

査を行いながら事業を進めています。それを受

け、制度の見直し等も行っており、申請者には

その内容を丁寧に説明しています。 

森委員外議員 ありがとうございます。この事

業については、この主要な施策の成果の中で、

子育て満足度日本一を目指した大分県の目指す

ところ、人口政策の中でも大変重要な住宅政策

の位置付けという形で私も認識しています。 

 まず、この資料についてもちょっと疑問があ

りますが、資料の８ページを見ていただくと、

関係部局名に福祉保健部、商工観光労働部、教

育庁とありますが、土木建築部が入っていない

ところで、まず連携が取れていないのではない

かと、この資料からも見受けられます。土木建

築部は今回、子育てしやすい環境づくりの推進

の関係部局名に入っていないこの資料の在り方

からも分かるように、もっと住宅政策に関して、

人口減少対策に関して、土木建築部としてしっ

かり取り組むべきではないかと思います。これ

は部長に見解を伺います。 

島津土木建築部長 子育て環境整備について御

質問いただきました。資料の中に土木建築部の

名称が入っていないことについては、誠に申し

訳なく思っています。今後、しっかりと連携を

さらに一層深めて、適切な対応をしていきたい

と思っています。 

森委員外議員 私も、一般質問で何回も取り上

げています。土木建築部が主体的にもっと企画

振興部と連携しながら、住宅政策を人口減少対

策と結び付ける必要があると思っています。そ

ういうものがこの資料に表れているのではない

かと疑問を感じたので、あえて質問しました。

よろしくお願いします。 

河野委員長 ほかに、委員外議員で質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

河野委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

河野委員長 別にないので、これで質疑を終わ

ります。 

 それでは、これをもって土木建築部関係の審

査を終わります。執行部はお疲れ様でした。 

  これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

  〔土木建築部、委員外議員退室〕 

 

河野委員長 これより内部協議に入ります。 
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 さきほどの土木建築部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見、要望事項等がありましたらお

願いします。 

堤委員 さきほども質問しましたが、災害復旧

において、道路や河川の復旧は当然土木建築部

としてメインですが、その復旧方法とか地域の

振興策も含めて検討する。天瀬が非常にいい例

で、あそこは地域振興と河川改修を一体的に進

めてきている状況が見受けられるので、ぜひそ

ういう災害があった、小さな地域であったとし

ても、そういうのを含めて商工観光労働部、ま

た企画振興部等と検討していただければと思っ

ています。 

 もう一つは入札の在り方で、やはり入札の総

合評価が、さきほど入れると言っていましたが、

なかなか厳しい面があるんですね。そういった

のは入札参加資格の総合評価について、今後い

ろんなケースも含めて検討していくと言ってい

たので、ぜひその中で、あまねく県内中小企業

が入れるような体制も含めて検討をお願いしま

す。 

衛藤委員 さきほど森議員からもお話があった

ように、人口減少対策の中で、これから都市計

画であったり住宅政策は、非常に重要な位置付

けになると思います。それに対して、現段階で

はメニューが非常に限られているので、そこの

拡充を盛り込むようにぜひ入れていただければ

と思います。よろしくお願いします。 

河野委員長 ただいま、委員からいただきまし

た御意見、御要望及び本日の審査における質疑

を踏まえ、審査報告書案として取りまとめたい

と思います。 

 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

河野委員長 それでは、そのようにします。 

 以上で、土木建築部関係の審査報告書の検討

を終わります。  

 暫時休憩します。 

午前１１時３０分休憩 

――――――――――― 

午後 １時００分再開 

馬場副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開

きます。 

 これより、商工観光労働部関係の審査を行い

ます。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔明瞭にお願いします。 

 それでは、商工観光労働部長及び関係課室長

の説明を求めます。 

利光商工観光労働部長 令和３年度決算特別委

員会審査報告書に対する措置状況について御報

告します。 

お手元の資料のうち、資料番号１４令和３年

度決算特別委員会審査報告書に対する措置状況

報告書を使って御説明します。 

タブレットの８ページ、紙資料の６ページを

お開きください。 

（２）収入未済の解消についてのうち、中小

企業設備導入資金の措置状況を御報告します。

右側の措置結果の欄の中ほどの３段落目を御覧

ください。 

財源の確保や公平な負担を徹底するため、主

債務者の経営状況や連帯保証人の所得、資産の

実態把握等を行い、新たな延滞の発生防止や未

収債権の回収に努めており、令和３年度は４９

万円を回収しました。 

今年度も債務者等に対する積極的な交渉など

により早期回収の徹底、強化を図るなど、収入

未済額の減少に引き続き努めます。 

続いて、タブレットの１９ページ、資料の１

７ページをお開きください。 

（３）個別事項についてのうち、⑥先端技術

の活用について御報告します。右側の措置結果

の欄を御覧ください。 

県では、平成２９年より大分県ＩｏＴ推進ラ

ボを設置し、先端技術を活用した地域課題の解

決と新たな産業創出に取り組んでいます。特に

県民生活や企業活動の改善への期待が高く、ビ

ジネスとしても将来性が見込める有望なプロジ

ェクトについて、審査会を経て先端技術挑戦プ

ロジェクト推進事業での補助事業として支援し
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ています。 

令和３年度は七つのプロジェクトを支援して

おり、例えば、県内企業２社が共同で取り組ん

だ測位衛星「みちびき」を活用したごみ収集運

搬業務の効率化プロジェクトについて、開発し

たサービスの全国展開が開始されるなど、着実

に地場産業の後押しにつながっています。 

個人情報の保護に関しては、プロジェクト実

施企業と意思疎通を密にするとともに、個人情

報保護法にのっとり、必要な助言等を行います。 

今後も、先端技術を活用した地域課題の解決、

新産業の創出に向け、引き続き取組を推進しま

す。 

続いて、令和３年度の商工観光労働部関係事

業の決算について御説明します。 

お手元の資料のうち、資料番号１０一般会計

及び特別会計決算事業別説明書を御覧ください。 

タブレットの１５０ページ、資料の１４３ペ

ージをお開きください。令和３年度歳出決算総

括表です。 

商工観光労働部の一般会計の歳出決算額は、

一番上の表の左から４列目の支出済額欄、一番

下１，０６１億９，４１０万２，６５８円です。 

また、中小企業設備導入資金特別会計の歳出決

算額は、真ん中の表の支出済額欄、一番下８，

４６７万５，８２０円です。さらに、流通業務

団地造成事業特別会計の歳出決算額は、一番下

の表の支出済額欄、一番下１０億５，０６０万

６，３００円です。 

続いて、令和３年度の主な事業について御説

明します。資料番号１１大分県長期総合計画の

実施状況について、主要な施策の成果（事務事

業評価）を御覧ください。 

まず、タブレットの２０４ページ、資料の２

０２ページをお開きください。上から２番目、

中小企業金融対策費です。 

この事業は、中小企業が資金の調達を円滑に

行えるよう県制度資金を設け、民間や政府系金

融機関による中小企業向けの金融を補完すると

ともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた中小企業、小規模事業者の借入れに対する

利子補給を行うものです。 

令和３年度は、金融機関と協調して４，３４

６件、３９８億６，４２１万６千円の県内中小

企業向けに各種の融資を行い、効果的な金融対

策の推進に努めました。 

その結果、右上成果指標の欄にあるとおり、

県内の中小企業１社当たりの融資金額は１１４

万８千円と目標を達成しました。 

今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症

の影響や社会経済情勢の変化に応じ、円滑な資

金供給を行うことができるよう備えるとともに、

再活性化や経営改善、災害発生時等、様々な資

金需要に柔軟に対応していきます。 

続いて、タブレットの２２２ページ、資料の

２２０ページをお開きください。一番上、スペ

ースポート推進事業です。 

この事業は、大分空港における水平型宇宙港

の実現を図るため、必要となる交渉や調査を行

うとともに、スペースポートを核とした経済循

環創出を推進するものです。 

具体的には、大分空港の宇宙港としての活用

に向けて、ヴァージン・オービット社と２週間

に１度程度、定期的な打合せを行い、関連法令

や技術関係を調査、確認するとともに、それら

を踏まえ関係機関との調整を行いました。また、

サプライチェーン構築に向けて、県内企業への

ヒアリングや現地確認等を行いました。加えて、

米国シエラ・スペース社、兼松株式会社と調整

を進め、パートナーシップを締結しました。 

このほか、大分空港に隣接する県有地を観覧

エリアとして活用するため、測量や設計を実施

するとともに、宇宙港についての理解増進や情

報発信を行うための関連イベントや展示等も行

いました。 

引き続き、宇宙港の実現、宇宙港を核とした

経済循環の創出を進めます。 

続いて、タブレットの２３２ページ、資料の

２３０ページをお開きください。一番下、おお

いたＬＳＩクラスター構想推進事業です。 

この事業は、県内半導体関連産業の競争力強

化のために、令和３年度は主な事業内容のとお

り、販路開拓支援において、コロナ禍で活動が

制限される中、台湾との年２回の商談会をＷｅ
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ｂで開催したほか、新規取引先の拡大への助成

等を行いました。技術力向上支援では、新分野

進出等を目的とした研究開発や企業と学生との

共同研究に対する支援等を行いました。 

半導体関連産業の基盤強化については、国の

主導により九州のコンソーシアムが立ち上がり、

取組が進められています。こうした広域的な取

組にも積極的に関与し、国の施策と連携しつつ、

九州と県内の様々な施策の相乗効果も図り、産

業の活性化とさらなる集積を推進していきます。 

続いて、タブレットの２４４ページ、資料の

２４２ページをお開きください。上から２番目、

宿泊施設受入環境整備緊急支援事業です。 

この事業は、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けた宿泊事業者が実施した感染症対策機

器の導入や食事処の個室化等のコロナ対策、ワ

ーケーション向け通信環境整備等の新たな需要

の取込みに向けた施設改修等を支援したもので 

す。 

昨年７月から１２月までの６か月間申請を受

け付けて、県内５１０施設に対して約１６．８

億円の助成を行いました。 

今後も、宿泊事業者が実施するコロナ禍から

の復興に向けた受入環境の整備等の支援に取り

組みます。 

最後に、タブレットの２６２ページ、資料の

２６０ページをお開きください。一番上、県外

若年者ＵＩＪターン推進事業です。 

この事業は、福岡在住の若年者のＵＩＪター

ン就職を促進するため、福岡市中心部に開設し

た拠点施設ｄｏｔ．（ドット）を活用し、県内

企業の情報発信を行うイベント等を実施するも

のです。 

令和３年度は本事業の実施等により、主な活

動指標としている学生会員の獲得や就職イベン

ト等の実施について、いずれも目標を上回る実

績値となっています。 

一方で、右上成果指標の欄にあるとおり、福

岡県内の大学新卒者で本県出身者の県内就職者

数は２６８人に増加し、達成率も向上しました

が、目標に達しませんでした。未達成の要因の

一つとして、福岡県内の大学への進学者数減少

があげられます。 

引き続き、就職やキャリア相談を起点にイベ

ント等を設計するとともに、ｄｏｔ．の会員で

構成する学生コミュニティと協働して、学生に

寄り添いながら就職活動の初期段階から支援を

行い、県内企業とのマッチングを進めることに

より、県内就職者数のさらなる増加に努めます。 

その他の内容については、後ほど担当課室長

から説明します。 

続いて、令和３年度行政監査及び包括外部監

査結果のうち、商工観光労働部関係部分につい

て御報告します。 

資料番号１６令和３年度行政監査・包括外部

監査の結果の概要を御覧ください。 

まず、行政監査についてです。タブレットの

３ページ、資料の１ページをお開きください。 

令和３年度は、２監査テーマ及び目的にある

ように、県が関与する任意団体の状況について

をテーマに実施され、商工観光労働部に関する

項目について改善事項を１０件いただいていま

す。 

内容について御説明します。まず、タブレッ

トの４ページ、資料の２ページをお開きくださ

い。 

中ほどの改善・検討事項の一番上、区分の改

善事項１について、雇用労働政策課所管の大分

県シニア雇用推進協議会において、規約の設置

目的に記載された法律名に誤りがあるなど、規

定が必要である基本的事項の整備が不十分とい

う御指摘をいただいています。 

一つ下、改善事項２商工観光労働企画課所管

の大分人権啓発企業連絡会及び産業科学技術セ

ンター所管の大分県溶接協会において、事務決

裁に関する規程の中に、決裁権者に関する定め

がないという御指摘をいただいています。 

これら３件については、各団体において必要

な規程を新たに制定するなど、既に措置済みで

す。 

次に、タブレットの５ページ、資料の３ペー

ジをお開きください。 

上から２番目、区分の改善事項４雇用労働政

策課所管の大分県シニア雇用推進協議会及び産
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業科学技術センター所管の大分県溶接協会にお

いて、専任職員の給与等に関する規程の内容と

実態が異なっていたという御指摘をいただいて

います。 

また、このページでは大分県シニア雇用推進

協議会はほかにも３件の御指摘をいただいてい

ます。 

一つ下の改善事項５は、総会で報告や議決す

べき事項について、借入れに係る報告や議決事

項となっている規程の一部改正を諮っていなか

ったものです。 

その下の改善事項６は、内部監査について、

国の委託事業分のみ監査を行うなど、監査の内

容が不十分であったものです。 

さらに、一番下の改善事項８ですが、決算書

に計上されていない借入利息等の支出や収入が

確認されたという御指摘がありました。 

これらについては、規約や規程の改正のほか、

事務局内の手続は行っていたものの、総会での

報告や監査の内容などが不十分であったものに

ついては、監査の方法や決算書の作成方法の見

直しを行うなど、全て措置済みです。 

タブレットの６ページ、資料の４ページをお

開きください。 

上から４番目、改善事項１２雇用労働政策課

所管の大分県立工科短期大学校後援会及び大分

県シニア雇用推進協議会において、任意団体の

専任職員が物品を使用するにあたり、物品の部

外貸付手続を適正に行っていなかったという御

指摘をいただきました。 

本御指摘についても、手続を規則にのっとり

適正に行うよう関係団体への指導を行うなど、

既に措置済みです。 

続いて、包括外部監査結果の概要についてで

す。タブレットの９ページ、資料の７ページを

お開きください。 

令和３年度は、３監査テーマ及び監査対象に

あるように、ＩＣＴ関連施策に関する事務の執

行及び事業の管理についてをテーマに実施され、

商工観光労働部は監査の結果、４件の御指摘を

いただきました。また、６まとめにあるように

監査人から、県が推進する各計画やＤＸ推進戦

略等を踏まえ、県民目線でビジョンを描くため、

データに基づく事業展開やデザインシンキング

を活用したバックキャスト的な施策の推進が望

まれることや、ＤＸ推進本部会議を中心に、全

庁で情報共有と部局横断的な連携を密に行い、

様々な分野でのＩＣＴの導入、活用を一層推進

することで、誰一人取り残すことのないＤＸ先

進県となることを期待するといった御意見をい

ただきました。 

県としては、引き続きＤＸ推進本部会議を中

心に全庁での連携を密にするとともに、デザイ

ンシンキング研修等の人材育成のほか、今年度

から設置したＤＸ推進アドバイザー等の外部の

専門的知見も取り入れながら、県政のあらゆる

分野において、県民中心のＤＸを推進します。 

続いて、いただいた指摘事項４件について御

説明します。 

まず、タブレットの１４ページ、資料の１２

ページをお開きください。一番上、番号６－１

中小製造業の生産性の程度とＩｏＴ活用度との

関係性です。 

ものづくり中小企業ＩｏＴ化推進事業につい

て、中小製造業のＩｏＴ活用と生産性との結び

付きや事業効果がより明確になるように工夫さ

れたいとの御指摘がありました。 

こちらについては、令和３年度作成の事例集

において、各企業の事業内容や従業員数等を記

載するほか、課題と取組事例の一覧やＩｏＴに

よる生産性向上のポイント欄を設け、事業効果

を分かりやすく紹介する対応を行いました。ま

た、上から２番目、番号６－２導入ハンドブッ

ク（成功事例集）のレイアウトです。 

ＩоＴ導入ハンドブックは、読み手がＩоＴ

導入を検討しやすい、関心のある項目から読め

るといった誌面構成・レイアウトが好ましいの

ではないかとの御指摘を受けました。 

こちらについては、令和３年度発行の製造業

向けＩｏＴソリューション集では、導入前の企

業の課題や悩み、導入企業の事業効果、課題別

ソリューションの一覧などを掲載し、読み手の

関心のある項目から読み進めることができる工

夫を行いました。 
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次に、上から３番目、番号７－１情報セキュ

リティに関する講話の参加率の向上についてで

す。 

ＩＴ人材確保支援事業において、講話内容を

より現実味のある内容に改める等により、参加

率の向上を図るよう御指摘をいただきました。 

今後は、実際に中小企業等において発生した

情報セキュリティ事故や外部からの攻撃など、

身近な事例を用いた内容に改めるとともに、企

業側の興味関心の高いセミナーと共同開催する

等の工夫を凝らすことで参加率を上げていく予

定です。 

最後に、一番下、番号８－１テレワーク導入

企業の導入後のフォローについてです。 

中小企業等テレワーク導入推進事業において、

補助金にてテレワークを導入した中小企業のそ

の後の活用状況についてフォローされたいと御

指摘をいただきました。 

こちらについては、導入企業の中から抽出し

た企業に活用状況を聞き取るとともに、令和３

年度末には、全社に活用状況に関するアンケー

トを行い、把握した課題について、個別相談会

などを通じて解決へつなげます。 

岩尾商工観光労働企画課長 商工観光労働企画

課の決算について、主なものを御説明します。 

資料番号１１大分県長期総合計画の実施状況

について、主要な施策の成果（事務事業評価）

を使って御説明します。 

 タブレットの２０２ページ、資料の２００ペ

ージをお開きください。一番上、小規模事業支

援事業です。 

 この事業は、商工会や商工会議所が取り組む

経営改善普及事業を支援することで、小規模事

業者の振興と経営の安定を図ることを目的とし

ています。 

 令和３年度は、経営指導員等による経営革新

や創業などに係る巡回指導について３万２３回

実施しています。 

 その結果、右上成果指標の欄にあるとおり、

商工会等が支援した法律等認定企業数は、目標

を大きく上回る１２７件となりました。 

引き続き、コロナ禍や物価高騰等で打撃を受

けている小規模事業者に対し、きめ細やかな伴

走型支援を行います。 

平山経営創造・金融課長 経営創造・金融課の

決算について、主なものを御説明します。 

 タブレットの２０６ページ、資料の２０４ペ

ージをお開きください。一番上、おおいたスタ

ートアップ支援事業です。 

 この事業は、おおいたスタートアップセンタ

ーを中心に創業の裾野拡大と成長志向の高い起

業家の発掘、育成を行うことを目的としていま

す。 

 令和３年度は、市町村や商工団体等と連携し

ながら、創業啓発セミナー等を各地域で開催す

るとともに、成長志向の高い起業家に対する伴

走支援をはじめ、留学生や女性など対象を絞っ

た支援も実施しました。 

 その結果、右上成果指標の欄にあるように、

創業支援件数は５６０件となり、コロナ禍であ

っても創業を目指す意欲の低下が見られないこ

となどから、目標値をおおむね達成することが

できました。 

 引き続き、ベンチャー企業支援を行う人材の

育成といった新たな取組も加えながら、県内各

地で本事業を推進します。 

 続いて、特別会計について御説明します。 

 タブレットの２０７ページ、資料の２０５ペ

ージをお開きください。中小企業設備導入資金

貸付金・償還金・繰出金（特別会計）です。 

この事業は、中小企業者の事業共同化、協業

化、集団化等による経営体質の改善を図るため、

必要な資金の融資を行うものです。 

令和３年度は、中小企業基盤整備機構に対し

広域的なガス事業に要する資金１件を貸し付け、

右上成果指標の欄にある目標数値を達成してい

ます。また、高度化資金の貸付先である事業者

からの返済金について、中小企業基盤整備機構

への償還及び一般会計への繰り出しを行ってい

ます。 

今後とも計画に基づいた資金供給を行います。 

島田工業振興課長 工業振興課の決算について、

主なものを御説明します。 

 タブレットの２３３ページ、資料の２３１ペ
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ージをお開きください。一番上、自動車関連産

業企業力向上事業です。 

 この事業は、大分県自動車関連企業会を推進

母体として、県内企業の技術力向上や人材育成

を行い、自動車関連産業への新規参入や取引拡

大を図るものです。 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症が

各企業の操業、企業会の活動に大きな影響を与

えた１年でしたが、主な事業内容のとおり、企

業会を通じた支援として、金型補修技能講習で

は、ダイハツ九州や県立工科短期大学校と連携

し、基盤となる技術力の習得を図ったほか、電

動化セミナーや次世代自動車関連産業研究会の

開催など、自動車産業の新たな動きに対応する

ための取組等を行いました。 

今後も人材育成や取引拡大等の支援を通じて、

自動車関連産業の振興、集積に取り組んでいき

ます。 

遠山新産業振興室長 新産業振興室の決算につ

いて、主なものを御説明します。 

 タブレットの２３４ページ、資料の２３２ペ

ージをお開きください。エネルギー関連産業成

長促進事業です。 

この事業は、市場の成長が期待されるエネル

ギー産業を育成するため、本県の強みをいかし

た研究開発などを支援しています。 

令和３年度は、主な事業内容のとおり、大分

県エネルギー産業企業会の運営により、水素関

連産業の事業化支援やスマートコミュニティ形

成などのエコエネルギーに関する県内企業のチ

ャレンジを支援するとともに、大分県版水素サ

プライチェーンの実証や県内企業の展示会出展

等を支援しました。 

これらの取組により、成果指標欄にあるよう

に、研究開発や販路開拓などの事業化件数の目

標値１５件を達成しています。 

引き続き、２０５０年カーボンニュートラル

実現へ向けて、水素関連産業のさらなる事業化

を推進するとともに、地域課題の解決や地方創

生につながる取組を支援していきます。 

藤井ＤＸ推進課長 ＤＸ推進課の決算について、

主なものを御説明します。 

 タブレットの２２２ページ、資料の２２０ペ

ージをお開きください。一番下、おおいたＤＸ

推進事業です。 

 この事業は、民間事業者等のＤＸの取組を下

支えするため、ビッグデータの利活用に向けた

連携基盤の整備や人材の育成等に取り組むこと

を目的としています。 

令和３年度は、ＤＸを支える人材育成として、

小中学生向けのプログラミング教室や高校生向

けのＩＴ業界に関する出前授業、民間企業向け

のＡＩ、ビックデータ等ＤＸに関するセミナー

など各世代でＤＸ人材を育成しました。また、

誰一人取り残さないため、地域の高齢者にスマ

ートフォンの楽しさや便利さを伝える支援員を

育成し、デジタルデバイド解消にも努めました。 

さらにＤＸを支えるデータ利活用を促進する

ため、オープンデータの有用性やデータ提供を

周知し、本年３月には全市町村でオープンデー

タが公開され、データ利活用の環境が整備され

つつあります。 

 今年度も引き続き、ＤＸの取組を下支えする

ため、デジタル人材の育成や基盤整備に取り組

むとともに、専門的知見を持つ外部のＤＸアド

バイザーを活用し、本県のＤＸを一層加速して

取り組みます。 

山本商業・サービス業振興課長 商業・サービ

ス業振興課の決算について、主なものを御説明

します。 

 タブレットの２１６ページ、資料の２１４ペ

ージをお開きください。上から２番目、県産加

工食品海外展開サポート事業です。 

 この事業は、県産加工食品の輸出を促進する

ため海外展開に取り組む事業者に対し、取組段

階に応じた支援をすることを目的としています。 

令和３年度は、海外展開に挑戦したい事業者の

ファーストステップ支援として、海外向けＥＣ

サイトを活用して香港、シンガポールでの現地

販促イベントなどプロモーション事業を実施し

６商品が定番化に成功しました。 

既に進出している事業者に対しては、販路開

拓に向けた着実な土台作りを目的に現地でのフ

ェアや商談会を開催し、事業者の販促機会の創
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出に努めるなどして、貿易商社等への延べ商品

提案数は、目標の１２０品を大きく上回る４３

７品を提案いただきました。 

今後も、こうした事業者の各段階に応じた支

援を行い、県産加工食品の輸出拡大に努めます。 

足立企業立地推進課長 企業立地推進課の決算

について、主なものを御説明します。 

 タブレットの２２９ページ、資料の２２７ペ

ージをお開きください。一番上、リモートワー

ク誘致推進事業です。 

 この事業は、在宅勤務等の新しい働き方に対

応した企業誘致を推進するため、民間事業者が

行うサテライトオフィス整備を支援する市町村

や首都圏等からの社員の移住を伴うリモートワ

ークを推進する事業者に対し助成するものです。 

令和３年度は、主な事業内容のとおり、民間

事業者が行ったオフィス整備を支援した別府市

に対し、１件助成しました。また、移住した社

員が移住先から本社等への出張費用を補助する

遠隔地勤務支援補助金について、支出はなかっ

たものの、本事業を契機として令和４年３月末

時点で１１名、現時点で１３名の社員の移住が

実現しています。 

成果としては、成果指標のとおりサテライト

オフィスへの企業誘致件数が累計で２件となり

ました。 

今後は市町村との連携を強化し、サテライト

オフィスへの企業誘致を一層進めるとともに、

首都圏等からの人の誘致にも力を入れていきま

す。 

続いて、特別会計について御説明します。 

上から２番目、流通業務団地造成事業（特別

会計）です。 

この事業は、東九州における広域的な流通拠

点の形成を図るために整備された、大分流通業

務団地に係る安全、防災、環境対策と起債償還

のための基金積立てを行うことを目的としてい

ます。 

令和３年度の流通業務団地分譲面積は成果指

標のとおり３９万９，８９９平方メートルとな

り、目標を上回っています。 

必要な維持管理を行いながら、引き続き誘致

活動に取り組みます。 

木内雇用労働政策課長 雇用労働政策課の決算

について、主なものを御説明します。 

タブレットの２６４ページ、資料の２６２ペ

ージをお開きください。一番下、外国人労働者

受入対策支援事業です。 

 この事業は、県内企業の求める外国人労働者

の適正で円滑な受入れを促進するため、県内企

業向けのセミナーを開催するとともに、本県で

働く魅力を国内外の外国人へ発信するものです。

また、令和２年度３月補正にて予算化した新型

コロナの水際対策により、外国人労働者を受入

れる際に企業等が負担しているかかり増し経費

の補助について、予算の繰越しを行い令和３年

度に執行しています。 

 令和３年度は、主な活動指標としている県内

企業向けのセミナーを３回開催する予定でした

が、新型コロナウイルス感染症の影響で開催が

２回になりました。開催したセミナーについて

は、一定の参加者を確保することができました

が、右上成果指標の欄にあるとおり、セミナー

参加者数は１１２名と目標に達しませんでした。 

 今年度は受入企業に対し、様々な国籍、在留

資格の外国人材が活躍できる環境を整備する必

要性についてセミナーを通じて伝えることで、

外国人労働者の適正、円滑な受入れを支援しま

す。 

安田観光誘致促進室長 観光誘致促進室の決算

について、主なものを御説明します。 

タブレットの２４０ページ、資料の２３８ペ

ージをお開きください。一番上、インバウンド

推進体制整備事業です。 

この事業は、コロナ収束後の訪日外国人観光

客の来県につなげるため、旅行会社やメディア、

顧客との関係づくりや情報発信を強化したもの

です。 

 具体的には、観光情報発信チャンネル「沸騰

大分」で県内各地の歴史や文化、アクティビテ

ィ、宿泊、食等の最新の観光情報に加え、それ

に携わる地域の方も紹介し、目標を上回る１５

万人超のフォロワーを獲得しました。また、英

国・大洋州へ設置した現地代理人（レップ）を
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活用し、旅行会社向けセミナーでモデルコース

の紹介を行ったほか、旅行博への出展、現地業

界誌での情報発信等を行ったものです。 

今年度は、留学生を活用した情報発信を行う

ほか、１０か国地域に設置した戦略アドバイザ

ーと連携した現地旅行会社との商談を開始する

など、本格的なインバウンド復活に向けて、一

層取組を強化していきます。 

岩尾商工観光労働企画課長 続いて、決算額の

予算に対する増減額、収入未済額等について御

説明します。 

資料番号９令和３年度決算附属調書を御覧く

ださい。 

 まず、一般会計決算のうち、主なものを御説

明します。 

タブレットの１２ページ、資料の７ページを

お開きください。歳入決算額の予算に対する増

減額調書です。 

一番左の科目欄の一番上、商工費国庫補助金

のうち、減収となったものの下から４番目、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金２６億６，４４５万７千円は、営業時間短縮

要請協力金給付事業費等の繰越明許等によるも

のです。 

次に、タブレットの２７ページ、資料の２１

ページをお開きください。不用額調書です。 

一番左の科目欄、下から１０行目の中小企業

振興費１８８億１，０６３万１，１５９円は、

中小企業金融対策費の貸付金等が見込みを下回

ったことによるものです。 

 その３行下にある工鉱業振興費２億４，７１

８万３，１５２円は、ものづくり中小企業コロ

ナ危機対応再興支援事業費等の補助金が見込み

を下回ったことによるものです。 

 続いて、特別会計における歳入関係を御説明

します。 

タブレットの７１ページ、資料の５５ページ

をお開きください。不用額調書です。 

一番左の科目欄の上から三つ目の項目、中小

企業設備導入資金特別会計の予備費１，３８４

万４千円は、充当事業がなかったので全額を翌

年度に繰り越したものです。 

 次に、タブレットの７４ページ、資料の５７

ページをお開きください。収入未済額調書です。 

一番左の科目欄の上から二つ目の項目、中小

企業設備導入資金特別会計の諸収入８億９，９

５５万１，５０４円は、高度化資金貸付金が、

貸付先の倒産や経営不振により延滞となってい

るものです。 

馬場副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁願います。 

 事前通告が５名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

堤委員 まず、主要な施策の成果の２０１ペー

ジ、中小企業・小規模事業者事業継続支援金給

付事業です。第１期と第２期で延べ１万７，０

４６件、約３４億６千万円の給付を実施してい

ます。売上げが減少した事業者にとって助かっ

た事業ですが、該当しない事業者でもコロナに

よる影響は大変であったと思います。ただ、単

純に売上げ３０％減少という数字で見ると、２

５％減少の人とどう違うのかなど制度上の問題

が今回見えてきました。今回の課題を教訓とし

て減少率を段階的にすることも検討すべきだが、

どうでしょうか。 

 次に、主要な施策の成果の２０２ページ、中

小企業金融対策費です。 

 コロナの資金繰り支援で倒産、廃業は抑制を

されていますが、今後の返済が大変危惧されま

す。既債務の借換えや金利免除、返済期間延長

などの条件変更等を頑張ってやっているけれど

も、その実態はどうか。昨年の決算特別委員会

では、条件変更については９９％を超える高い

値と答弁をしていますが、今はどうでしょうか。

コロナ禍を原因とする返済が滞っている現状は

把握をしているのでしょうか。 

 最後に、主要な施策の成果の２２７ページ、

企業立地促進事業です。企業誘致に反対するも

のではありませんが、補助金漬けの立地推進が

問題と考えています。今回は設備投資等に約２

億６千万円の補助金を出していますが、これに
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より期間の定めのない正規雇用はどれくらい増

えたのか。また、これまで補助金などを出した

が撤退した企業はあるのか。そのときの補助金

の取扱いはどうか。 

 最後に、２２６ページの約２６億円の工業団

地開発推進事業では、今後の企業立地計画はど

うなっているのでしょうか。 

岩尾商工観光労働企画課長 それではまず、中

小企業・小規模事業者事業継続支援金給付事業

についてお答えします。 

 事業継続支援金の売上減少率の要件について

は、当時、月次支援金など国の制度が売上げ５

０％以上減少の事業者を対象としていたことや、

他県の類似制度の状況を踏まえて３０％に設定

しました。 

 本県の制度についての要件や給付額について

は、九州各県の類似制度と比較しても手厚い制

度となっていました。また、市町村の給付金で

は３０％より低い２０％に設定していたところ

もあり、国、県、市町村がすみ分けながら支援

してきた側面もあります。 

 今後とも、その時々の状況に応じて最適な制

度設計を検討していきたいと考えています。 

平山経営創造・金融課長 中小企業金融対策費

についてお答えします。 

 県制度資金の昨年度の借換えは７００件、１

００億円となっています。また、条件変更につ

いては令和４年３月３１日時点で５７２社、８

７６件、１０６億円となっています。 

 県ではこれまで金融機関及び信用保証協会に

事業者からの相談や元金返済猶予等の条件変更

の申出に積極的な対応を行うよう、たびたび要

請を行っています。 

 その結果もあって、金融庁公表の金融機関が

条件変更に応じた割合は令和２年３月から本年

６月までの実績で、昨年と同様に９９％を超え

る高い値となっています。また、返済が滞って

いる状況の把握については、返済が困難となる

場合は大多数の企業が条件変更の申出を行うこ

とから、適宜、県制度資金の条件変更の状況把

握を行っています。あわせて、金融機関の支店

訪問や大分県中小企業サポート推進会議での情

報交換等により状況の把握に努めています。 

 今後も、金融機関及び信用保証協会に対し必

要に応じ返済条件の緩和などについて要請する

とともに、融資返済の状況について注視します。 

足立企業立地推進課長 企業立地促進事業と工

業団地開発推進事業について御質問いただきま

した。 

 まず、企業立地促進事業で期間の定めのない

正規雇用者数というお尋ねですが、令和３年度

の補助金約２億６千万円に関して補助対象とな

る常用雇用者数は２８３人です。 

 次に、進出企業の撤退ですが、令和３年度、

過去に補助金を交付したことのある北部地域の

事務機器製造企業が１社、それから南部地域の

ＩＴ関連企業が１社撤退しています。説明した

この２社は、返還対象とはならなかったのです

が、補助した設備に仮に残存簿価があれば、補

助金交付要綱に基づき返還を求めています。 

 次に、工業団地開発推進事業についてです。

当事業の主な支出のうち、貸付金約２４億円に

ついては、北部中核工業団地と玖珠工業団地に

おいて未売却の土地があるため、県に代わり工

業団地を造成、販売している大分県土地開発公

社への貸付金です。 

 北部に集積している自動車産業の受皿である

北部中核工業団地は、工業再配置促進法に基づ

き大都市から地方への企業の再配置を目的とし

て整備されて１６社が進出しています。また、

玖珠工業団地は過疎地域への製造業誘致を目的

として整備し、１社が進出しています。 

今回、大規模工業団地の整備に対する市町村

補助を拡充しているように、広大な工業用地の

需要が高まっています。玖珠工業団地は１０ヘ

クタールクラスの土地としてすぐに企業に提案

できる県内唯一の場所です。県としても積極的

に売り込み、コロナ禍でも現地案内も行ってい

ます。県外事務所とも協力し、早期の誘致に努

めたいと考えています。 

堤委員 この事業継続支援金の問題ですけれど

も、これは以前からずっと、売上げ２９％減少

はどうなのかと、いろいろ問題が発生している

んですね。だから、市町村がやっているからで



- 23 - 

はなくて、県内全体の中小企業の経営が苦しい

中で、県としてどうするかを考えないかんわけ

です。全ての市町村がやっているわけではない

よね。今でも市町村の中では１５万円を支給し

ている制度があって非常に進んでいるところも

あるわけです。だから、そういう点では、確か

に国は５０％から３０％に下がっているけれど

も、今後やはり２０％台はどうか、１０％台は

どうかと細かな制度設計をしていった方が、多

くの中小零細企業を救うし、結局経営が安定化

していくことは、最終的には県税の収入につな

がってくるわけですからね。そういうのをぜひ

考える時期だと思うんですね。今後仮に、第８

波、第９波があった場合に、そういう対応を取

るわけですから、ぜひ考えるようにしていただ

きたいんだけれども、そこら辺を再度質問しま

す。 

 もう一つ、融資制度の関係で、今から返済が

始まる、始まっているところもあるんだけれど

も、今まではゼロゼロ融資とかいろいろあった

んだけど、結局、条件変更ができる状況であっ

たとしても、さらなる条件変更をしないと経営

が成り立たない中小企業が実際にいるんですよ

ね。今、物価が上がっているでしょう。なかな

か物が売れない。単価を下げないとしようがな

い。しかし、それだと利幅が下がる。なおさら

返済ができなくなるわけです。そういう方に対

して、条件変更の上の条件変更、そういうとこ

ろまで含めて相談ができるのかどうかと、あと、

もう１個気になるのが、信用金庫とか、そうい

う地域の中小の金融機関が大変厳しい状況にな

って弁済不能になったときに、やっぱり地域経

済まで疲弊してしまうわけだ。そういう地域の

中小の信用金庫に対する施策があるのかを再度

お聞かせください。取りあえずそれだけ。 

岩尾商工観光労働企画課長 ただいま事業継続

支援金について再質問をいただきました。委員

御指摘のとおり、なるべく広くとの考えはごも

っともかなと思います。ただ、私どもも県とし

て事業を構築するときに、やはり国が一番大き

い事業をつくって、それをいかに補完するかで

県が対策を打ち、それを見て市町村がまた補完

する形で、やはり重層的に支援していくのが一

般的な事業の枠組みになると思います。そうい

う中で、国も事業復活支援金については３０％

に率を落としたので、私どもがどういう支援策

を今後打つかについては、また今後国がどのよ

うな支援策を打ち出すかを見ながら考えたいと

思っています。また経済対策も国の動向をしっ

かり踏まえながら、県内事業者の御意見も伺い

ながら、対策を考えていきたいと思っています。 

平山経営創造・金融課長 制度資金の借換えに

ついては、通常の資金の借換えに加えて、ポス

トコロナ対策として、社会経済再活性化資金や

二つの資金を用意して対応しています。また、

物価やエネルギー対策についても、９月の補正

予算でお願いしたように、二つの制度資金をつ

くり十分対応する準備をしています。 

 あと、借換えの９９％については、地方銀行、

信用金庫等にかかわらず、９９％以上の条件変

更をしているので、このような対策も十分見な

がら経済状況等を注視していきたいと考えてい

ます。 

堤委員 地方銀行の関係ではなくて、信用金庫

の経営安定化、つまりそれだけ借入れ、返済が

厳しい中で、そういうところも厳しくなるわけ

です。それに対する対策はどうですかと聞きよ

る。 

平山経営創造・金融課長 現在、保証協会によ

る保証制度を設けており、仮に企業等で事故が

発生して倒産しても、補償制度による代位弁済

を行っているので、信用金庫等の小さな金融機

関に対しても十分な対応を取っています。 

木田委員 主要な施策の成果２３２ページのエ

ネルギー関連産業成長促進事業ですが、水素の

活用についてお尋ねします。 

 水素サプライチェーンの構築に向けた取組は

大変理解できます。私ども会派でも先般、水素

の利活用について大分工業高等専門学校の松本

教授に話を聞いて、遠山新産業振興室長も今度、

高専フォーラムに御参加されるということで大

変御活躍と伺っています。 

 今、水素を生成する技術の開発が進んできて

いると思いますが、その生成された水素をどう
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活用していくか、ニーズをどう掘り起こしてい

くかを同時並行で検討すべきだと思うんですが、

どういった議論があったのか教えていただきた

いと思います。特に商工観光労働部だけでなく、

他部局との連携についてですね。例えば、東京

都では公共交通部門で水素のＦＣＶのバスが走

ったりとかがあると思うんです。大分県でもエ

アライナーで導入できないかとか、あるいは今

度ホーバーができて、多分シャトルバスとか出

てくると思うんです。そういったことで、大分

県で生成された水素が地産地消で使われる、そ

れは他部局とも連携する必要があると思うんで

すが、そういった議論がどうなのかを教えてく

ださい。 

遠山新産業振興室長 水素サプライチェーンの

関係です。 

 エネルギー関連産業成長促進事業の水素の活

用についてお答えします。 

 カーボンニュートラルの達成に向けて、水素

は必要不可欠なエネルギーに位置付けられてい

ます。県内ではエネルギー産業企業会を中心に、

生成された水素の圧縮、運搬に関する実証事業

に着手しており、県内の水素ステーション等へ

の供給を予定しています。 

 また、エネルギー産業企業会では、水素を活

用した海上から停泊船舶への電力供給や燃料電

池式港湾クレーンへの水素供給に向けて、企業

間のマッチング等も実施しています。 

 他部局との連携については、港湾課が事務局

の大分港、津久見港のカーボンニュートラルポ

ート検討会などにおいて、次世代エネルギーと

しての水素の利活用を検討していく形で今、取

組を行っています。 

木田委員 ありがとうございます。いろんなと

ころで計画があるようですけれども、やはり県

民に認識を広めるという意味では、公共交通で

そういったものが走ることでかなり魅力的にな

ると思います。今、大分県は水素スタンドが１

基しかない状況ですから、水素の自動車は大変

少ない。せっかくすばらしい生成技術が大分県

で誕生しようとしているので、それをいかせる

道筋をぜひつくっていただきたいと思います。 

 一つお尋ねしたいのが、エネルギー以外でも

水素が大変有効利用できるとのことで、例えば、

半導体製造や臓器移植とか、医療で有効に利用

できると伺っています。 

 例えば、今、熊本県の半導体のことがあるが、

高純度水素は半導体製造工程の中で前工程、後

工程どちらで有効に使えるのか、両方使えるの

か、その辺が分かれば教えていただきたいんで

すが。 

遠山新産業振興室長 半導体の工程については、

委員がおっしゃったとおり、県も地産地消で半

導体産業の利用ガスとして水素を考えています。 

 半導体の洗浄として高純度の水素を利用する

場合については、基本的には後工程が中心にな

るかと思います。それについても、どういった

形で使っていけるか、水素の純度等も踏まえて、

どの工程で可能か考えていきます。 

木田委員 分かりました。熊本県に建設中のＴ

ＳＭＣの後工程は、ひょっとして台湾に持ち帰

る計画になっているんではないかと思うんです

ね。大分県でこういった高純度の水素が生成で

きるようになれば、そこの部分を大分県でやっ

ていくプランを描いた構想も、部長、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

平岩委員 商工観光労働部に関して私は非常に

勉強不足だなとつくづく思っているんですけれ

ども、一つ分からなかったので教えていただき

たいと思います。 

 主要な施策の成果の２０３ページと２０４ペ

ージに大分発ニュービジネス発掘・育成事業、

おおいたスタートアップ支援事業があります。

さきほど少し話を聞いて、ベンチャー企業に対

する支援をしていくんだなと思っていたんです

けれども、ベンチャー企業の創出、それから県

内産業の活性化に向けて、どういう事業展開を

されてきたのかと、コンテンツとしていろんな

企業が参加して賞に選ばれているので、少し具

体的に教えていただきたいと思います。 

平山経営創造・金融課長 大分発ニュービジネ

ス発掘・育成事業とおおいたスタートアップ支

援事業についてお答えします。 

 まず、大分発ニュービジネス発掘・育成事業
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ですが、創業予定や創業間もない事業者などか

らビジネスプランを広く公募し、新規性、成長

性の高い事業計画を表彰しています。 

 受賞者には、県内での事業化に必要な設備投

資や販売促進経費など幅広く活用できる補助金

を交付してフォローアップを行い、成長性の高

いベンチャー企業の創出を図っています。 

 令和３年度に補助金を交付した令和２年度の

受賞者は７者あり、最優秀賞には水素透過性の

高いバナジウムという金属を活用し、安価でコ

ンパクトな高純度水素の生成装置の開発プラン

が選出されました。 

 また、大学生や女性、若者などからの挑戦を

今まで以上に促すために創設したチャレンジ賞

には、現役高校生のＳＮＳを活用したものづく

りの事業が受賞しています。 

 令和３年度の受賞者も同じく７者で、最優秀

賞には特定の場所にひも付いたメッセージを残

し、相手がその場所に来たときにメッセージを

受け取ることができるアプリの開発プランが選

出されました。 

 続いて、おおいたスタートアップ支援事業で

すが、こちらは大分県産業創造機構に設置した

スタートアップセンターが中心となって創業の

裾野拡大と成長志向の高い起業家の発掘、育成

を行うことを目的としています。 

 成長志向の高い起業家の事業加速化を支援す

るアクセラレーションプログラムでは、子育て

中の薬剤師と病院をマッチングするサービスを

手がけるスタートアップや、釣り雑誌の出版を

通じて得た印刷技術をいかしてスマートフォン

ケース製造販売事業に展開した第二創業などの

事業を採択しています。また、女性の起業を支

援する事業では、令和３年度に家庭菜園から出

る土のリサイクル事業を目指すものや、インバ

ウンドと医療機関をつなぐ多言語プラットフォ

ームサービスを手がける事業など８者が採択さ

れており、事業を通じて社会課題の解決に貢献

する女性起業家の創出を促進しています。 

 今後も人口減少や人手不足、経営者の高齢化

など経営環境が変化する中で、地域経済を活性

化するために雇用を生み出し、産業の新陳代謝

を進めていく創業スタートアップの支援を積極

的に実施します。 

平岩委員 ありがとうございました。この創業

間もないベンチャー企業は大分県で生まれて、

大分県で今発展している企業だと捉えていいん

ですかね。 

平山経営創造・金融課長 こちらのベンチャー

支援、創業は全て大分県に本店を置く企業、又

は個人を対象としています。ですから、事業の

中心はほぼ大分県内になります。 

平岩委員 大分県は９９．９％中小企業です。

創業間もないベンチャー企業もいれば、いろん

なコンサルタントが入って、それぞれの地場産

業でそこの人たちが新たな発掘をしたり、商品

開発をしたり、ベンチャー企業と一緒になって

裾野が広がっていけば、働く人ももしかしたら

増えるかもしれないし、企業が発展していく。

そう捉えていたものですから、今お聞きして、

私の発想の違いに気付きました。また勉強して

いきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

浦野委員 私からは、決算事業別説明書の１６

１ページ、営業時間短縮要請協力金給付事業費

について質問します。 

 いわゆる時短の協力金なんですけど、通常、

国や県からの補助金や助成金は厳格な審査を行

い、給付まで時間がかかるパターンが多いと思

います。この時短協力金については、やはり感

染症対策で幅広く多くの事業者に協力してもら

わないといけないので、本当に短時間で給付に

結び付ける必要があり、いろいろ御苦労とか工

夫をされたと思います。実際に早く入金されて

助かったという事業者の声をたくさん伺ってい

ます。 

 一方で、間違った数字で申請してしまったり、

悪意のある事業者が不正請求をしやすい部分が

あったのではないかと思うんですけれども、請

求の誤りとか不正請求のチェックについて、ど

のような体制で行われたんでしょうか。また、

協力金の給付後、誤りとか不正に気付いて協力

金の返還を求めた件数や金額について、データ

があったら教えてください。 
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山本商業・サービス振興課長 営業時間短縮要

請協力金給付事業費についてお答えします。 

 まず、請求誤りや不正請求のチェック体制に

ついてですが、協力金については電子又は紙で

申請を受け付けて、県が委託した事務局にて審

査を実施しました。営業カレンダーの入力や売

上台帳、時短要請に応じていることが分かる写

真等の提出によって、前々年度又は前年度の売

上高や協力実態等の確認を実施しました。また、

そうした中で、不明な点がある場合は、本人へ

の直接連絡のほか、店舗、ホームページ等も確

認しながら審査を行っており、事務局が判断に

困る場合については、県職員が直接対応しまし

た。 

 給付後の返還件数と金額ですが、延べ１５９

件、３，１４９万１千円です。店休日を除外す

べきところを除外せずに申請したもの、売上高

計算において誤って税込みで算出したもの等、

計算誤りによる一部返納がほとんどです。 

浦野委員 ありがとうございました。請求金額

の誤りのチェック体制については分かりました。 

 私は行政書士もやっているので、この給付金

を何度か申請したことがあるんですけれども、

今答弁にもあったように、確かに申請の際に、

過去確定申告した際の売上げの帳簿は税抜きだ

けど、直近の売上げの帳簿は税込みだったりと

か、そこが事業者自身は気付いていなくてその

まま申請してしまうことがあったようです。店

休日についても、休みが完全に決まっていると

ころはいいんですけれども、不定休のところは

どう考えていいか分からないこともあったかと

思います。 

 正直、このような時短協力金を行う事態はで

きるだけ起こってほしくはないんですけど、ま

た何らかの形で起きたら、今回の経験を機に、

素早く正確な給付に結び付けていただきたいと

思います。 

衛藤委員 主要な施策の成果の２１４ページ、

県産品ＥＣ販売拡大支援事業についてお伺いし

ます。 

 成果指標のＷｅｂ物産展における県産品の販

売額が令和２年度を見ると目標値が３．４億円、

実績値が４．６億円、令和３年度を見ると目標

値が４．４億円、実績値が８．２億円となって

います。非常に大幅な超過達成になっています

が、この好調の理由についてお聞かせください。 

山本商業・サービス振興課長 県産品ＥＣ販売

拡大支援事業についてお答えします。 

 Ｗｅｂ物産展における県産品の販売が好調な

理由についてですが、令和２年度は大手ＥＣモ

ールの楽天市場及びＹａｈｏｏ！ショッピング

において、４回の割引クーポン付販売促進キャ

ンペーンを実施しました。令和３年度は７回キ

ャンペーンを実施して、売上金額は２か年とも

目標を大きく上回りました。 

 好調な理由としては、コロナ禍で巣籠もり需

要が増えるなど、ＥＣ市場全体の規模も年々大

きくなる中、大手ＥＣモールが独自に実施する

お中元、お歳暮期におけるセールやポイントキ

ャンペーンにあわせて本キャンペーンも実施す

ることで効果的に集客ができたと考えています。 

また、県公式オンラインショップで見ると、キ

ャンペーン期間中に県外からの購入件数が増え

てきており、売上額が３千万円を超えた月もあ

ります。こうした状況から、通常期における売

上げの底上げも図られており、リピート客の増

加により購入者の裾野が広がっていると考えて

います。 

衛藤委員 ありがとうございます。事業費が大

体２億円に対して販売額が８．２億円と、呼び

水としての経済刺激効果が非常に大きい事業で

はないかと思って、期待をしています。 

 コロナ禍もあって、ＥＣは市場規模の拡大の

流れから定着してきていると思います。さきほ

ど課長からも話があったように、Ｗｅｂ物産展

でキャンペーンをしたときに、これは大分県だ

けではなくて各県、各自治体が補助金を入れて、

競争が激しくなっています。ここで、大分県だ

けがこの補助を外してしまうと、この競争から

脱落してしまう危険性を持っています。今年度

に関しては、残念ながら当初予算が付いていな

くて、補正予算でようやく今リカバリーをして

きている状況なので、大分県としてぜひここの

競争に勝ち残っていくためにも、新年度は当初
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予算付けを御考慮いただければと要望します。

よろしくお願いします。 

馬場副委員長 要望でよろしいですか。 

衛藤委員 答弁いただけるんだったら。 

山本商業・サービス振興課長 今年度も国の財

源を活用して、コロナ禍や燃料、物価高騰に伴

う事業者支援として割引クーポンの配布による

キャンペーン事業を実施するとともに、今年度

は特に県産品をライブ配信でＰＲ、販売するラ

イブコマースという新たな販売手法も導入して

支援に取り組んでいます。こうした活用できる

国の財源も見極めつつ、取組を検討していきた

いと考えています。 

衛藤委員 このキャンペーンのタイミングにあ

わせて県が補助金を入れて、そこに市町村も乗

っかって入れています。市町村からも、県が入

れてもらうとそこでさらに効果が強くなるので、

やってほしいという声も出ているので、そこも

あわせて当初予算での御検討をよろしくお願い

します。 

馬場副委員長 ほかに、事前通告していない委

員で質疑はありませんか。 

玉田委員 事前通告していないので、数字等に

ついて今分からなければ後ほどで結構ですので、

よろしくお願いします。 

主要な施策の成果、２０１ページの事業承継

促進事業についてです。 

 これは評価はＡになっているけれども、教え

ていただきたいのは、この事業の当初目的のマ

ッチングした件数、それから、マッチングした

後に事業承継につながった件数。そして、事業

承継できないケースを考えると随分と地域に大

きな経済のマイナスの影響があるという、その

額がすごく衝撃的だったんですけれども、昨年

度１年間で事業承継した影響額と言うか、本来

消失する額だったものが、これくらい継続でき

たというものがもし算出されていれば教えてい

ただきたいと思っています。 

平山経営創造・金融課長 まず、事業承継のマ

ッチング件数ですが、県内の事業承継・引継ぎ

支援センターというワンストップのセンターを

設けており、そちらと関係機関で集計している

数字は、親族内承継も含めて昨年度６９件のマ

ッチングを行っています。 

 あと、そういった影響額はちょっと把握して

いませんので、調べてまた後日回答したいと思

います。 

玉田委員 マッチング件数は６９件で、マッチ

ングして、それが承継に実際つながったのはイ

コール６９件でいいんですか。それが一つ。 

 それと、この３年間やってきた事業の中で、

整理している課題等があったら一つコメントを

いただきたいです。あわせて、この２年間のコ

ロナ禍での承継問題は、もしかしたら随分と加

速したのかなと、私は早くやめたいところが出

てきている状況もあるんではないかなと心配し

ているんですけれども、その辺の状況について、

把握していたら教えてください。 

平山経営創造・金融課長 さきほどのマッチン

グ件数ですが、６９件のうち親族承継が３９件

で、いわゆるＭ＆Ａで第三者承継という形で、

よそに会社を売却したのが３０件あります。 

 あと、課題としては、黒字で金融機関とかか

ら借入れがない場合は、表に出ずに廃業してし

まうケースがあるので、そういったところを見

える形で探していきたいと考えています。そう

いった方向けのセミナーとかも今年開催してい

く予定です。 

玉田委員 通告なしでどうもありがとうござい

ました。 

 影響額等が分かったら後ほど教えていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

馬場副委員長 影響額等はまた資料として提出

をするということでよろしいでしょうか。 

  〔「はい」と言う者あり〕 

馬場副委員長 では、よろしくお願いします。 

末宗委員 今日は決算特別委員会だからちょっ

と聞きにくいんだけど、要するにテレビ等のマ

スコミで、日本経済のマクロ的なのはよく見る

んだけど、地方の経済がどうなっているかはほ

とんど情報が入らない。大分県においてはコロ

ナ関係で８月までの倒産が３１件という話なん

だけど、その中で、コロナ資金が３年前から導

入になって、返済が始まる。さきほど堤委員も
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ちょっと言っていたけど、国と県の融資額が具

体的にどのくらいかをまず知りたい。それと、

それが何社に対して行われたのか。そこらあた

りを教えていただきたいんだけどね。 

 それで、現実感として、苦しい状況で営業し

ている小さな企業が山ほどあると思っています。

その数は出てこないからね、そこあたりも含め

て、今の現況をちょっと教えていただきたい。 

平山経営創造・金融課長 まず、融資額につい

てお答えします。 

 県では新型コロナ向けの資金として、がんば

ろう！おおいた資金繰り応援資金と新型コロナ

ウイルス感染症緊急対策特別資金を用意してい

ます。９月２２日時点ですが、件数は１万９，

９１１件、２，２６２億円を融資しています。 

 小規模事業者の対策ですが、コロナ関連の倒

産は、現在のところ３２件発生しています。全

体の倒産件数としては例年と変わらず、横ばい

で推移しています。 

 そういった経済状況を見ながら、この資金の

継続等を勘案して考えていきます。（「聞きた

いことを答えてない」と言う者あり） 

利光商工観光労働部長 今御質問いただいた融

資額や件数については、さきほど課長から申し

たとおり……（「いや、言っていないよ、今」

と言う者あり）国の数字ですか。（「分からん

なら分からんでいいわ」と言う者あり）国の数

字は、今ちょっと手元にありませんので、後ほ

ど調べてお返しします。 

末宗委員 ちょっと形を変えて質問しよう。 

 要するに、コロナが始まって今年で３年目よ

ね。そして、２，２６２億円は大分県だけよね。 

 そして、国と合わせて何千億円になるんか知

らないけど、３年後に利子を付けて返済が始ま

る、そういう今まで融資をしてきた中で、来年

の春からの見通しを聞きたいんよね。お金を融

資する方はね、来年からの返済の見通しをある

程度立てて融資しているはずだから。あと、さ

きほど言ったとおり、これはほとんど政府保証

が入っているから銀行、金融機関はほとんど関

係ないんだから。問題は、お金を借りた企業が

本当に返済できるかどうか、現実にね。そこが

今、日本の経済でマクロ的に見て一番大事なと

ころだと思うんよ。 

 株価から投資から３割近く下がっている中で、

例えば、経済のデービッド・アトキンソンが言

っているのは、日本の中小企業は１０人ぐらい

だから、それを１１０人以上にしないと日本の

経済は持ち直されんという説もあるし、そこら

あたりを踏まえて、来年の見通しをお聞きした

いんよ。どうぞ回答よろしく。 

平山経営創造・金融課長 コロナ関連の融資の

返済については、半分以上の企業の返済が始ま

っており、この秋ぐらいから本格的な返済が始

まります。 

 さきほどの堤委員の質疑の中でもお答えした

ように、条件変更に関しては信用保証協会や関

係金融機関にたびたび、柔軟に応じるように要

請をしており、９９％を超える条件変更が行わ

れているので、当分の間はこの条件変更によっ

て中小企業の活動を支えていきたいと考えてい

ます。 

末宗委員 支払は始まっているんだけど、あれ

は原価だけやったろう。確か３年間は利子が付

いていない分がほとんどで、利子なしで払って

いく分が今始まっている気がするんだけどね。 

 それと、要するに僕は借りている人が今の見

通しで順調に払えるかどうかを聞きたいんよ。

貸すときにそういう条件を付けて貸しているん

だから。そこらあたりが見えない。例えば、僕

が株を買ったり投資をしたりするのに、全然指

標がないわけよ。貸付責任というか、そういう

面もあるから、そこあたりの見通しをちょっと

お聞きしたいんだけど。 

平山経営創造・金融課長 商工観光労働部の中

でも経済対策をいろいろ打っており、食のクー

ポンであったり食べ歩きとか、いろんな施策を

打ってきているので、そういったことで県全体

の経済対策になればと思っています。 

末宗委員 見通しを言わんと。副委員長、僕が

聞きたかったのは見通しなんよ。 

馬場副委員長 今後の見通しですね。（「現在

の」と言う者あり）答弁はありますか。 

利光商工観光労働部長 正にこのコロナ融資の
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関係の返済、さきほど申したとおり、既に一部

の企業は始まっていて、ただ、これが今後、ど

の程度予定どおり返済が進むのかについては、

様々な経済情勢の変化であったり、加えて、個

別の産業ごとに状況が違います。それは同じ産

業の中においても各社がおかれている状況は変

わってくるので、この時点で今後の返済見通し

がどのようなものかについては、確たることは

申すことができません。 

 ただ、正に厳しい経済状況の中ですが、やは

り事業を行っている企業の方に事業をしっかり

継続していただき、さらには発展していただく

ことが我々としてもやっていきたいこと、その

ための事業なので、引き続き様々な金融機関に

対する条件緩和の要請や、必要な方策は県とし

てもしっかり進めていきたいと思います。 

平山経営創造・金融課長 さきほど御質問のあ

った国の融資額ですが、６月末で２３４万件、

４２兆円の融資が行われています。 

末宗委員 ちょっと待って。答弁はいいんだけ

ど、４２兆円は分かったけど、それは大分県か。 

平山経営創造・金融課長 国ですね。（「全国

よね」と言う者あり） 

吉竹委員 事前通告をしていませんが、資料１

０の一般会計及び特別会計決算事業別説明書の

２７７ページ、商工費のところで、実は午前中

に土木建築部からこの１，６００万円少々の使

い道の説明がありました。商工観光労働部と土

木建築部の関わりが随分あるんだなという認識

の下で、商工観光労働部がどう考えているかお

聞きしたい点があります。 

 今、コロナ禍が少し弱まって、人流は車での

移動がかなり多くなっています。大分県にもか

なり来てくれるようになり、県外ナンバーもた

くさん見ます。 

 そこで１点、これは商工観光労働部としてど

う考えているのかを聞きたいんですが、観光客

が国道や県道そして市町村道を通って、その目

的地に行きます。国道、県道の除草作業を、以

前は年に２回とかやっていたのが、今、ほぼ１

回になっているそうです。支障木とか草類がか

なりはびこっています。それが観光部門で誘客

するのに、観光立県大分県と言いながら、道路

網の整備が余りよくできていない。車が走りに

くい、特に大型車はセンターラインを超えるの

で、危険を伴うんですね。そういうことを観光

分野としてしっかり誘客を進める中で、道路整

備は土木建築部と横の連絡を取りながら、やっ

ぱり除草作業等、しっかりするのが必要だと私

は思うんですが、考えをお聞かせください。 

安田観光誘致促進室長 観光誘客の道路の拡幅

とか除草関係についての御質問ですけれども、

実際、道路自体のいろんな改良とかは当然、土

木建築部で市町村とか地元住民からの要望等も

踏まえてしてきていると思います。観光の関係

は、例えば、これまでも観光地まで大型バスが

通れないとか、そういう話をいただいたことも

あります。そういったことを土木建築部に伝え

て、改良できないかといった協議は過去、これ

までもしたことがあります。また、令和６年春

のデスティネーションキャンペーンに向けて、

これからまた市町村とも協力しながら、観光地

に行くまで、いろんな景観のところで、立ち木

など通行の支障になる場所はどこかを話しなが

ら、あと、土木建築部とも現在協議を進めてい

るところもあります。ただ、道路改良そのもの

になると、かなりの予算が発生したり、いろん

なことがあるかと思うので、観光サイドだけで

はさすがにそこは対応できません。そういった

部分は地元の要望等を聞きながら、土木建築部

につなげていきたいと考えています。 

吉竹委員 ありがとうございます。市町村が何

か言ってくればそれに対応する、これは当然で

す。ではなくて、県として、例えば国道とか県

道の管理を率先してやっている、そして観光立

県で誘客を一生懸命進めている姿勢を見せれば、

市町村もそれに習って、自分のエリアはきっち

りすると思うんですよ。ただ、除草作業が年に

１回という認識は、それは御存じですか。 

安田観光誘致促進室長 すみません、その年に

１回というのは、観光地周辺というよりは、道

路とか路肩とかのことだと思うんですけれども、

そういった部分は年に１回、若しくは２回とは

聞いています。 
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吉竹委員 ２回はないです。今１回になってい

るんです。これはあえて土木建築部に聞かなか

ったのは、土木建築部はあくまでも予算がと言

うんです。ただ、商工観光労働部として誘客す

る、迎える立場として、その声が入っているの

だったら、少なくとも気持ちよく来ていただい

て、気持ちよく帰っていただくのを土木建築部

と調整しながら考えて。全ての道路をと言って

いるわけではないです。問題あるところがある

んですね。私は地元が竹田市で、熊本県の隣だ

からという意味ではなくて、先月も今月も、結

構県内をずっと回って歩いたんでね。県が観光

誘客と言っているなら、少なくともどの道路か

ら来てもいいように、きっちり管理する考えが

必要だと思います。それは商工観光労働部の縦

だけではなくて、横の連絡を取らないと、これ

はちょっと無理ではないかなと思うんです。だ

から、それは土木建築部の部分だとさきほどお

っしゃったので、それは違うと思います。そう

ではなくて、一緒になってやる姿勢が一番重要

だと思うんですけど、それはいかがですか。 

安田観光誘致促進室長 さきほどもちょっとお

話しした中で、令和６年にデスティネーション

キャンペーンがあります。それに向けて、既に

庁内連絡会議を立ち上げています。おっしゃる

とおり、やはり場所によっては景観を阻害する

ところもあります。そういった部分について、

来年度予算確保も含めて、土木建築部と協議を

既に進めています。ただ、箇所については、や

はり道路管理者はいろんなところがあるので、

そういったところは市町村の御意見を聞きなが

らという形になるかと思っています。さきほど

の回答はそういう意味です。 

馬場副委員長 ほかに、事前通告していない委

員で質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 それでは、１名の委員外議員か

ら事前通告が出ているので、事前通告のあった

委員外議員の質疑を行います。 

守永委員外議員 決算事業別説明書の１６８ペ

ージですが、ものづくり人材育成推進事業費に

ついてお尋ねします。 

 これには小中学生の技能に対する関心を喚起

するとあるのですが、具体的にはどんなことを

されたのか。事業概要にあるものづくり体験教

室等開催委託料や技術指導委託料はどのような

方を対象として、対象者の応募等はどのように

して行ったのか教えていただきたいと思います。 

これは委託事業となっていますが、委託先につ

いてはどのような手法で決定したのか教えてい

ただきたいと思います。また、こういう事業に

ついては、コロナ禍でかなり工夫しなければな

らなかったと思うんですけれども、その工夫さ

れた点について御紹介ください。 

 それともう一つ、決算事業別説明書の１６６

ページ、労働講座等教育費についてです。 

 労働者、使用者を対象に労働講座を出前講座

等で実施したとあるわけですが、コロナ禍の影

響を受けたのではないかと思います。実施状況

はどうだったのか。また、何らかの工夫を凝ら

したのではないかと思うのですが、その点も御

紹介いただきたいと思います。 

木内雇用労働政策課長 ものづくり人材育成推

進事業費と労働講座等教育費について質問いた

だきました。お答えします。 

 まず、ものづくり人材育成推進事業費につい

てですが、小中学生の技能に対する関心を喚起

するものとして、コロナ禍以前は小学生向けに

ものづくり体験教室として、商業施設やイベン

ト会場に技能士を派遣し、本箱や銅板工芸等の

制作体験の機会を提供していました。 

 コロナ禍の影響によって令和２年度は商業施

設やイベント会場での実施が全て中止となった

ことから、令和３年度は実施場所を工夫して、

感染症対策を講じながら、県内各地域の小学校

で実施し、４校、約２３０人にものづくりの楽

しさや技能士の持つ技能のすばらしさを体験し

てもらう機会を提供することができました。ま

た、中学生向けには、令和３年度から新たに技

能士が在籍する事業所での就業体験を導入する

こととしていましたが、こちらもコロナ禍の影

響によって実施が困難となったために、中学校

に技能士を派遣し、体験を含んだ職業講話とし

て実施し、１校、約１００人が参加しました。 
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 ものづくり体験教室等開催委託料は、今申し

た小学生を対象としたものづくり体験教室と中

学生を対象とした職業講話を実施したものです

が、令和３年度は小中学校の在校生を対象に実

施したので、応募等は学校等の調整で対象者を

選定しました。 

 委託先は企画提案協議により決定し、令和３

年度は一般社団法人大分県技能士会連合会が受

託しました。技術指導委託料については、職業

系高校の生徒で技能検定の受験希望を持つ人を

対象に、熟練技能者を高校に派遣して、合格に

向けた実技指導を行ったもので、高度な熟練技

能者が会員として多数在籍している一般社団法

人大分県技能士会連合会と随意契約を締結しま

した。 

 続いて、労働講座等教育費についてお答えし

ます。 

 令和３年度は労働講座を２回、ハラスメント

対策セミナーを１回、高校や企業を対象とした

出前講座を７７回実施しています。これは新型

コロナウイルス感染症の感染拡大によるキャン

セルなどにより、コロナ禍以前の令和元年度よ

り若干少ない開催回数となっています。労働講

座等の開催にあたっては、感染拡大防止のため、

初めて会場とオンラインの参加を併用するハイ

ブリッド方式で企画していましたが、実際開催

時期になって新型コロナウイルス感染症の感染

者が増加したことから、直前にオンラインのみ

の開催に変更しました。 

 出前講座においては、対面の講座を基本とし

ていましたが、講座を受け入れる側の事情によ

っては、受講者とは別室からのオンライン講義

も一部開催しました。 

守永委員外議員 ありがとうございます。コロ

ナ禍でなかなか開催そのものが困難であった状

況が伝わってきました。その時期に学ぶしかな

い方が機会を失ってしまったらもう学ぶ機会が

ないということでもあるので、オンライン等も

工夫しながら、ぜひ積極的に展開をしていただ

きたいと思います。 

 また、ものづくり人材育成推進事業について

は、小中学校に出向いた形になったわけですけ

れども、これまでの募集型で行った状況と学校

に行く状況と、どちらが児童生徒の関心を新た

に喚起できるのかが比較できたのではないかと

思います。その辺の様子がもし分かれば教えて

いただきたいのと、積極的にそういったことも

検討しながら、よりよい方法をつなげていって

いただければと思います。 

木内雇用労働政策課長 出前講座等については、

例えば高校生だと、卒業して社会に出る前に労

働法規等を知ってもらいたい時期的なものもあ

るので、できるだけ状況を考えながら開催して

いきたいと思っています。 

 ものづくり人材育成推進事業については、イ

ベント会場等で実施するときには、小学生だけ

でなくて保護者も一緒にしたりと、そういった

ところで広がりがあったり、子どもも楽しくや

っている。一方で、学校であれば授業とは違う

やり方ですが、どうしてもいつもの学校なので、

そういったところで特別な体験が少し薄いのか

なと私としては考えています。令和４年度につ

いては、コロナがだいぶ落ち着いてきたので、

商業施設等での開催と学校での開催、両方やっ

ていく形で計画しています。（「ありがとうご

ざいます」と言う者あり） 

馬場副委員長 ほかに、委員外議員で質疑はあ

りませんか。 

森委員外議員 主要な施策の成果２３８ページ、

一番下にある、おんせん県おおいた県域版ＤＭ

Ｏ促進事業について伺います。 

 これは決算特別委員会で触れざるを得ないと

思います。あえて質問をします。 

 公益社団法人ツーリズムおおいたでは、９月

末に補助職員の逮捕者が出て、私どももその件

に関しては非常に残念に思っています。この事

業については３年間、ツーリズムおおいたのＤ

ＭＯ機能を強化する目的で行われたものだと思

います。ここにあるマーケティング機能や商品

造成、販売力の強化、これについて数値的にど

のような成果があったのかをまずお聞かせくだ

さい。 

佐藤観光政策課長 おんせん県おおいた県域版

ＤＭＯ促進事業について御質問いただきました。 
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 もともとＤＭＯの役割としては、地域づくり

の牽引役として大分県の観光に寄与することで、

ＤＭＯとして情報を収集したデータ等を市町村

に還元しながら、市町村の誘客を図るなどの効

果を上げています。 

 もう一つは自主事業としてテッパン！おおい

たで、着地型の旅行商品の造成を行っているけ

れども、これについては、件数的にも商品的に

もまだまだなので、毎月１回、検討会議を行い

ながら、さらなる誘客に努めている状況です。 

森委員外議員 ありがとうございます。３年間、

３千万円ずつＤＭＯの機能強化でやってきたと

思いますが、その中で、令和２年度における決

算時点において使途不明金事案が発覚したと。 

 今、数値での報告はいただけませんでしたけ

れども、県域版ＤＭＯとしてツーリズムおおい

たがしっかり役割を果たしているのか、その運

営、経営、組織において課題があるのではない

か、そういったことも懸念されます。 

 前回、予算特別委員会でもあったかと思いま

すが、ツーリズムおおいたに委託している県の

事業について整理したものを、表で事業費とと

もに資料を提供いただきたいと思うし、このツ

ーリズムおおいたの委託について、これまでの

委託内容も見直して、今後しっかりと改めてゼ

ロベースで考える必要があるのではないかと考

えていますが、その点についてはいかがですか。 

佐藤観光政策課長 これまでもツーリズムおお

いたに対する委託料の額が大きいといろいろな

ところから御指摘をいただいているので、今、

来年度の予算編成に向けて、本当にツーリズム

おおいたに委託すべき事業かを全て洗い直して

います。ツーリズムおおいたの職員と私どもで

常に協議を行っています。議員がおっしゃった

方向に向けて、しっかりやっていきたいと思っ

ています。 

森委員外議員 私も決してツーリズムおおいた

を否定しているわけではなくて、いずれにして

も、しっかり応援したいとずっと以前から思っ

ていて、議会等でも発言をしてきた経過があり

ます。この際、しっかりと組織の在り方を含め

て見直していただきたい。それに基づいた委託

契約を今後も検討いただきたいと思います。 

馬場副委員長 委託についての資料をというこ

とで、皆さんよろしいですか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 では、よろしくお願いします。 

羽野委員外議員 主要な施策の成果２２０ペー

ジ、一番下の欄のおおいたＤＸ推進事業につい

てお尋ねします。 

 主な事業内容欄の中ほどにある、地域の高齢

者等にスマートフォンの楽しさや便利さを伝え

る支援員の育成についてですが、コロナ禍では

あったんですけれども、具体的にどのような形

で育成したのか。 

 地域のとうたっているので、県下を網羅する

形で育成したのかと思うけれども、どの程度の

数の支援員が育成できたのか。 

 それから、その育成した支援員は具体的にど

のような方法で高齢者等を支援するのか、現在

されているのか。その辺を具体的に分かれば教

えていただきたいと思います。 

藤井ＤＸ推進課長 この事業は、情報化が進む

中で、特に高齢者で、デジタルがあまり得意で

ない方がいるので、デジタルデバイド対策とし

て実施していて、地域の中で身近にデジタル操

作を聞ける体制をつくっていく事業です。 

 私どもで、ある程度デジタル機器に慣れてい

て、かつ地域の方に教える意欲がある方を募集

して、スマートフォンの楽しさや必要性等を教

える、伝える手法等を学んでいただいて、その

後に地域で、例えば、高齢者サロンで高齢者が

集まるときに教える事業を実施しています。昨

年度は別府市、宇佐市、九重町の３市町で、そ

れぞれ１０人ずつ、地域デジタル活用支援員を

育成して、実際にその受講された方がそれぞれ

の地域の高齢者サロン等で活動しました。 

羽野委員外議員 募集等は振興局単位で行うの

か、あるいは市町村が実際的には行うのか、そ

こら辺はどうですか。 

藤井ＤＸ推進課長 事前に市町村とも相談して、

例えば、市町村の市報を通じて行ったり、我々

で公募の形でも募集を行いました。 

羽野委員外議員 ありがとうございます。市町
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村は、自分の管轄の社会教育分野で恐らく各公

民館等でパソコン教室とか行っている部分があ

るんではないかと思います。ぜひそこら辺と連

携を行って、特にスマートフォンを公民館の活

動、あるいはそれも含めた活動の中で、そうい

ったのを取り入れる市町村については支援しま

すよみたいなことをしたら、一気に増えるんで

はないかと思うので、ぜひ社会教育分野との調

整をお願いします。 

藤井ＤＸ推進課長 ありがとうございます。市

町村の高齢者を管轄する部門、また、今御意見

のあった社会教育を管轄する部門、こちらと今

も連携取りながら実施をしているので、一層連

携して取り組んでいきたいと考えています。 

馬場副委員長 ほかに、委員外議員で質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 それでは、本日の質疑を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに質疑はありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕   

馬場副委員長 別にないので、これで質疑を終

了します。 

 それでは、これをもって商工観光労働部関係

の審査を終わります。執行部の皆様はお疲れ様

でした。 

 これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

  〔商工観光労働部、委員外議員退室〕 

                     

馬場副委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの商工観光労働部の審査における質

疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめた

いと思いますが、特に指摘事項や来年度予算に

反映させるべき意見要望事項等があればお願い

します。 

衛藤委員 ２点あって、１点目がＥＣの件、さ

きほどお話しさせていただきました。着実に効

果が上がっている一方で、他県、他自治体との

競争が激しくなってきているので、そこから脱

落しないためにも、しっかりと当初予算組みを

お願いできればという要望が一つ。 

 もう一つが、さきほど森議員からも話があっ

たツーリズムおおいたの件です。議会としても、

先日こういった事件が発覚した以上、ここに触

れないのはまずいかと思います。問題があるか

と思います。しっかりと問題を精査して、今の

ツーリズムおおいたに対する県からの補助や委

託の有り様が正しいかどうかもゼロベースでし

っかりと審査するよう、議会からも申し入れて

いただくようお願いします。 

堤委員 コロナの関係で、かなりいろんな補助

金があります。さきほど質問したのは、今後、

第８波がどうなるか分かりませんけれども、そ

れに対応するためには様々な補助金の制度の仕

組みをもう一遍検査をすると。これで３０％減

少が大丈夫であったのかと。それ以外の状況は

どうなのか。また、時短営業でこれに該当しな

い業者もたくさんいたわけですから、そういう

方に対する支援策はどうなのか。プレミアム商

品券などいろいろ言っていますけれども、そう

ではなくて、そういう直接の支援金制度につい

ての今後の方向性と検討ね。国に準じて、県と

しても今後そういうのがあれば検討すると言っ

ていたので、ぜひそれは今後の糧としても検討

していただきたいと思うので、よろしくお願い

します。 

馬場副委員長 ただいま委員からいただいた３

点について御意見、御要望が出たので、審査報

告書案として取りまとめる際に皆さんに検討い

ただきたいと思います。 

 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕   

馬場副委員長 それでは、そのようにします。 

 以上で、商工観光労働部関係の審査報告書の

検討を終わります。 

 ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。 

 

  〔警察本部、委員外議員入室〕 

 

馬場副委員長 これより、警察本部関係の審査
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に入りますが、説明は要点を簡潔明瞭にお願い

します。 
 それでは、警察本部長の説明を求めます。 
松田警察本部長 それでは、令和３年度におけ

る主要な施策の成果について御説明します。大

分県長期総合計画安心・活力・発展プラン２０

１５のうち、警察本部が所管している施策は、

犯罪に強い地域社会の確立及び人に優しい安全

で安心な交通社会の実現の２施策です。本日は、

この２施策における事業のうち、主なものを三

つ御説明します。 
資料番号１１大分県長期総合計画の実施状況

について、タブレットの８７ページ、お手元の

冊子の８５ページを御覧ください。 
まず、上から三つ目の特殊詐欺等水際対策強

化事業について御説明します。この事業は、特

殊詐欺の被害防止を図るため、詐欺の手口に対

応した対策を実施したものです。令和３年度の

決算額は１，６７５万７千円です。 
主な事業内容欄を御覧ください。一つ目の水

際対策強化事業については、コールセンターの

電話オペレーターが、被害に遭う可能性の高い

高齢者宅へ、電話で直接注意喚起等を実施した

ものです。二つ目の特殊詐欺被害防止注意喚起

事業については、特殊詐欺の各種手口を紹介し

た「大分おかし話」と題する４コマ漫画チラシ

を作成し、県内全戸に回覧するなど、高齢者を

中心に特殊詐欺に対する意識の高揚を図る広報

啓発活動等を実施したものです。 
その右の主な活動指標と達成率欄を御覧くだ

さい。活動指標のコールセンター注意喚起完了

件数は目標を達成しています。しかしながら成

果指標については、特殊詐欺被害件数の目標値

１１２件以下に対し、実績値は１５０件で目標

を達成することができず、達成率による事業の

評価はＤとなっています。これは、パソコンサ

ポート名目で架空料金を請求するなどの、少額

かつ被害者の年齢を問わない詐欺が増加したた

めです。ただし、被害金額は前年よりも約２億

１千万円減少し、過去最少となりました。本年

度は被害件数を減少させるため、高齢者への注

意喚起を引き続き実施するとともに、動画を活

用したテレビＣＭやＹｏｕＴｕｂｅ等での放映、

特殊詐欺被害防止啓発ソング「ひとりじゃない

よ」による注意喚起など、あらゆる世代に向け

た広報啓発を重点的に取り組んでいます。 
続いて、タブレットの９２ページ、冊子の９

０ページを御覧ください。上から二つ目の高齢

者交通事故防止総合対策事業について御説明し

ます。この事業は、高齢者の交通事故防止を図

るため、体験型の交通安全講習を実施したもの

です。令和３年度の決算額は３４３万９千円で

す。   
主な事業内容欄を御覧ください。一つ目の高

齢歩行者の交通事故防止対策については、高齢

者を対象に、歩行者用危険予測シミュレータを

活用した講習等を実施したものです。二つ目の

高齢運転者の交通事故防止対策については、高

齢運転者を対象に、運転能力診断システムを活

用した安全運転講習を実施したものです。 
その右の主な活動指標と達成率欄を御覧くだ

さい。活動指標の歩行シミュレータによる講習

回数及び運転能力診断システムによる講習回数

のいずれも、目標を達成しています。これら活

動の結果、成果指標欄に記載のとおり、高齢者

交通事故死傷者数の目標値９５２人以下に対し

て、実績値は５９７人で、目標を達成しました。

よって、達成率による事業の評価はＡとなって

います。 
続いて、タブレットの９４ページ、冊子の９

２ページを御覧ください。上から三つ目の思い

やりの横断歩道整備事業について御説明します。

この事業は、歩行者に安全かつ快適な交通環境

を提供するために実施したものです。令和３年

度の決算額は８，１３９万３千円です。 

主な事業内容欄を御覧ください。一つ目の摩

耗した横断歩道の更新については信号機のない

場所を中心に、摩耗の進んだ横断歩道の更新を

実施したものです。二つ目の歩行者を照らす人

感ライトのＬＥＤ化についても、信号機のない

横断歩道に設置された老朽化した人感ライトを、

ＬＥＤの人感ライトへ更新したものです。 

主な活動指標と達成率欄を御覧ください。横

断歩道更新数及び人感ライト更新数のいずれも、
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目標を達成しています。これらの活動の結果、

成果指標欄に記載のとおり、交通事故死傷者数

の目標値４，４３８人以下に対する実績値は２，

８６８人であり、目標を達成しました。よって、

達成率による事業の評価はＡとなっています。

なお、この成果指標について、令和４年度から

事業目的の結果をより的確に表すため、横断歩

道上の歩行者事故件数に変更し、目標値を１２

８件以下としています。 
小野会計課長 警察本部所管に係る令和３年度

一般会計決算の主な事項について御説明します。 
資料番号９決算附属調書、タブレットの１３

ページ、冊子の８ページを御覧ください。歳入

決算額の予算に対する増減額です。 
 主なものは、警察費国庫補助金が８２２万円

の減額となっています。これは、交通安全施設

整備費の繰越しに伴う施設整備費補助金の減収

のほか、感染症対策強化事業費が見込みを下回

ったことに伴う新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金の減収等によるものです。 
タブレットの２９ページ、冊子の２３ページを

御覧ください。不用額です。主なものは、上か

ら二つ目の警察活動費の不用額が９，５１８万

４，６０４円となっています。これは、旅費等

が見込みを下回ったことや経費の節減によるも

のです。 
タブレットの３３ページ、冊子の２６ページ

を御覧ください。収入未済額です。上から四つ

目の諸収入のうち、延滞金の警察本部会計課分

５，８００円及びその二つ下の過料等２２９万

円については、放置違反金に係る収入未済額で

す。一番下の雑入のうち、警察本部会計課分２

５万４，１８０円については、白バイに対する

追突事故の当事者が修理代を分割して支払うこ

とになっており、その未払分です。 
続いて、事業別の決算状況について御説明し

ます。 
資料番号１０一般会計及び特別会計決算事業

別説明書、タブレットの３６３ページ、冊子の

３４７ページの令和３年度歳出決算総括表を御

覧ください。第９款警察費は、予算現額２６９

億２，６４６万９千円、支出済額２６６億６，

８０３万８，８９０円、翌年度繰越額３，２９

６万４千円、不用額２億２，５４６万６，１１

０円です。 
タブレットの３６５ページ、冊子の３４９ペ

ージを御覧ください。主要な施策の成果で御説

明したものを除き、目別に決算額と主な内訳を

御説明します。第９款警察費第１項警察管理費

第１目公安委員会費の決算額は７３６万５，０

８２円です。内訳は、公安委員３人の報酬が６

７８万円、公安委員の旅費等公安委員会の運営

に要した経費が５８万５，０８２円です。 
次に、同じページ下段の第２目警察本部費の

決算額は２２１億７，４６５万７，２９６円で

す。主な内訳は、警察官及び一般職員計２，３

７８人分の給与費が２０６億９，２８６万９，

７８６円です。その下、治安維持を担う人材育

成推進事業費が１，０１５万８，８００円で、

これは若手警察職員の人材育成、確保を推進す

るため、各種研修の充実等に要した経費です。

その下、警察運営費が１４億５，４７４万８，

１１０円で、主なものは、三つ下の警察運営諸

費１１億７，８２７万３，１１０円です。これ

は、赴任旅費、健康管理経費、庁舎の維持管理

経費や警察官等に貸与する被服の調整、電子計

算組織の運用等に要した経費です。一番下の感

染症対策強化事業費は１，６８８万６００円で、

ウイルス感染防止のため、運転免許センターの

換気設備の改修工事等に要した経費です。 
タブレットの３６６ページ、冊子の３５０ペ

ージを御覧ください。第３目装備費の決算額は

３億４，７８７万３，４７２円です。主な内訳

は、ヘリコプター資機材等整備事業費が８，５

３６万２，５９３円で、これは、ヘリコプター

の特別点検整備等に要した経費です。翌年度繰

越額１，６８１万９千円は、航空機部品のオー

バーホールについて、令和４年度に繰り越した

ものです。その下の車両等燃料費が１億８，４

１９万５，２６２円で、これは、警察車両、ヘ

リコプター及び船艇の燃料購入費です。 
次に、同じページ下段の第４目警察施設費の

決算額は２１億６，６５３万１，１９４円です。

主な内訳は、一番上の国東警察署整備事業費が
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６億９，５６９万５，３５０円です。そのうち

繰越事業費は７，９６３万２，２１０円で、庁

舎建設に係る工事を一部、令和３年度に繰り越

したものです。二つ下の警察施設改修費が７，

９２５万８，９２８円で、これは、警察署、交

番、駐在所、職員住宅等警察施設の改修等に要

した経費です。翌年度繰越額１，０９５万３千

円は、杵築幹部交番の電気設備改修工事につい

て、令和４年度に繰り越したものです。その下、

交通安全施設整備費が８億３，７００万６，９

２７円で、これは交通管制機能の充実、信号機

の新設、更新等交通安全施設の整備に要した経

費です。翌年度繰越額５１９万２千円は、通学

路対策のための道路標識等の整備費について令

和４年度に繰り越したものです。 
タブレットの３６７ページ、冊子の３５１ペ

ージを御覧ください。中ほどの第５目運転免許

費の決算額は７億９４２万７，０８４円です。

主な内訳は、上から二つ目の運転者管理システ

ム改修事業費が７，２８９万７，４４０円で、

これは道路交通法の一部改正に伴う運転者管理

システムの改修に要した経費です。その下、自

動車運転免許事務費が６億２，７８７万６，４

１９円で、これは、運転免許証更新時等の講習

及び運転免許試験の実施並びに運転免許証発行

のための機器の維持管理等運転免許事務に要し

た経費です。 
次に、同じページ下段の第６目恩給及退職年

金費の決算額は１，８４６万９，３６６円で、

これは昭和３７年１１月以前に退職した警察職

員及びその遺族に支給した警察恩給費です。な

お、本年１０月の支給対象者は１７人です。 
タブレットの３６８ページ、冊子の３５２ペ

ージを御覧ください。第２項警察活動費第１目

警察活動費の決算額は１２億４，３７１万５，

３９６円です。主な内訳は、一番上の地域見守

り力向上事業費７０６万６千円で、これは、自

治会等に対する地域の見守り力を向上させるた

め、防犯カメラの設置を補助するなどの取組支

援に要した経費です。中ほどの一般警察活動費

が２億２，７１５万５，４８２円で、主なもの

は三つ下のその他活動費２億１４５万４，４６

３円です。これは警察電話専用料等の通信運搬

費、一般警察活動旅費、職員への教養、広報等

一般警察活動に要した経費です。その下の警察

業務効率化推進事業費が６，７６１万５，６８

０円で、これは、複雑、多様化する治安情勢に

的確に対応するため、業務を効率的に推進する

環境の整備に要した経費です。その下、刑事警

察費が２億３，９３３万７，１４２円で、主な

ものは一番下の犯罪捜査等諸費１億８，６５７

万２，９８８円です。これは刑事事件捜査費、

捜査用資器材の整備、捜査資料の作成等刑事、

生活安全活動に要した経費です。       
タブレットの３６９ページ、冊子の３５３ペ

ージを御覧ください。上から二つ目の１１０番

通信指令システム管理事業費が２億７５８万２，

６７２円で、これは、災害対応能力や初動警察

活動を強化するための１１０番通信指令システ

ム及び総合指揮室映像表示システムの維持管理

に要した経費です。その二つ下の交通指導取締

費が２億５，１２６万３，８９５円で、主なも

のは一番下の交通指導取締諸費２億８８１万４，

４４３円です。これは、交通事件捜査費、取締

用資器材の整備等交通警察活動等に要した経費

です。 
馬場副委員長 以上で説明は終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し簡潔明瞭に答弁願います。 
 事前通告が１名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 
堤委員 まず、昨年度決算の中で捜査活動用の

ビデオカメラや通信傍受機器などの購入費及び

リース料と所有台数はどれぐらいあるのか。 
 また、先日、２０１６年度から２０２０年度

にかけて、警察が民間の商業衛星から地上を撮

影した画像を販売業者から購入し、犯罪捜査に

活用していることが報道されていたが、大分県

警察としてこのような事例はこれまであったの

か、また、今後の活用計画はあるのか。 
 副委員長、今、小野課長の話を聞きながらち

ょっと疑問があったので、１点追加します。 
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 決算附属調書の２６ページ、収入未済の関係

で、延滞金で５，８００円、過料等で１４８件

２２９万円とありますよね。これについて、経

営不振とか滞納となっているけど、結果として

入らなかった場合、滞納された方はどうなりま

すか。実際に入らなかったら、収入未済で消え

ていくと思いますが、そこら辺の責任の所在は

どうなるのか教えてください。 
佐藤警務部長 令和３年度決算における捜査活

動用ビデオカメラの購入等の費用及び所有台数

についてですが、購入はありません。借上げは

あり、借上料は４９６万１，１４８円です。所

有台数は、令和４年３月末時点で５５台所有し

ています。 
 また、お尋ねの通信傍受機器については、通

信傍受法で特定電子計算機と定められており、

この機器については、令和３年度決算において

県警察として購入費やリース料は生じておらず、

また、県警察においてそうした機器の所有もあ

りません。 
 続いて２点目です。衛星画像の捜査利用につ

いての御質問と認識していますが、衛星画像供

給業者が提供する衛星画像については、民間で

様々な用途に活用されていると承知しています。

本県においても、各種警察活動を遂行する上で

衛星画像の活用に有用性がある場合は、警察庁

に解析依頼申請をして提供を受けた衛星画像を

活用しています。今後ですが、今後も衛星画像

の活用に有用性がある場合には必要に応じて活

用していきたいと考えています。 
小野会計課長 収入未済については、最終的に

入らない場合には、時効の完成として不納欠損

処分をしています。 
中川交通指導課長 放置違反金制度は、交通指

導課の取締り業務となります。平成１８年に放

置違反金制度が始まり、本来、運転者責任とし

て駐車違反を取り締まりますが、逃げ得を許さ

ないということで始まりました。 

 放置違反金制度の放置違反金の収納状況です

が、ほぼ９０％以上で、昨年度は９６％です。

放置違反金は取締りという観点からもしっかり

収納していますが、その中で、どうしても相手

方が亡くなったり、所在不明や極端な話、海外

に行かれているなどの理由のあるものについて

は、時効が５年なので、その時点で不納欠損と

なります。基本的には逃げ得を許さないという

ことで、しっかりと放置違反金の収納に努めて

います。 
堤委員 時効が５年ということで、当然以前の

ものは消えるわけですね。その罰金は消えるけ

ど、責任は多分残るのかな。違反した行為、そ

の部分ね。事例として死亡と海外へ行っている

という話があったけど、収納率が９６％で、残

りの４％がみんな死んだとか海外に行ったとは

思わないですが、仮に本人の資力が全くないと

か、自己破産した場合の責任の所在はどうなる

のかな。それも消えるかが聞きたいです。つま

り軽微な罪を犯して、時効になればその罪も消

えるのかを確認したかったわけです。刑法で多

分時効があるでしょうね。軽微な場合は何年間

という時効がね。そこら辺をちょっと教えてと

いうことです。 
 それと、通信衛星の関係、県警で必要となれ

ば警察庁に依頼して、警察庁が民間から買って、

それを教えてくると、流れはそういう形になり

ますね。昨年度は大体何件ぐらいそれがあった

のかが分かれば教えてください。 
佐藤警務部長 件数については、捜査目的で使

っており、活用実績については、今後の捜査活

動に支障を及ぼすおそれがあるので、回答は差

し控えさせていただきたいと思います。 
中川交通指導課長 委員の御質疑の責任ですが、

時効については、刑法ではなく民法の消滅時効

で５年となります。 
 理由なき未済を無くすため、さきほども申し

たとおり、死亡、所在不明、判例でもあります

が、生活保護受給者等で生活困窮している方か

ら無理やり収納することはできないので、平成

１８年度から不納欠損については厳格に解釈し

て警察としても対応していますが、例えば、こ

れは運転者責任に対する行政処分の点数制度は

全く適用にならないので、あくまでも放置違反

金の収納のみになります。ですから、この収納

ができない場合、委員のおっしゃった責任につ



- 38 - 

いては、これ以上の追及はできないのが現実的

な問題です。 
堤委員 さきほどの件数は捜査の目的で回答は

差し控えるということでしたが、件数は新聞で

も公表されているでしょう。金額も公表されて

いる。大分県警だけ公表できないのはおかしい

と思いますが、そこら辺ははっきりと、もしで

きないのであればなぜしないのか、捜査目的で

はなく、民法上なのか、刑事法上なのか、法律

の規定をきちっと指し示して、できませんと答

弁してください。 
佐藤警務部長 繰り返しになって恐縮ですが、

警察庁が全国警察の捜査目的による衛星画像購

入実績を公表していることは承知しています。

各都道府県警察の活用実績を明らかにすること

は、都道府県警察ごとの事件が特定され、個別

の事件に関する具体的な捜査手法、捜査能力を

明らかにすることにつながります。違法行為を

行おうとする者に対抗措置を与えてしまうこと

につながりかねないので、回答は差し控えたい

と思います。 
堤委員 法律上の根拠はどこにあるの。 

佐藤警務部長 法律としては、任意捜査ですの

で、刑事訴訟法がもともとの法律であり、根拠

通達等はありますが、それに基づいて適正にや

っていくことになっています。ただ、それに法

律があるから回答しないということではなく、

やはり捜査目的という点を重視して、我々とし

ては回答を差し控えさせていただきたいと思い

ます。 
馬場副委員長 ほかに、事前通告されていない

委員で質疑はありませんか。 
平岩委員 事前通告できなかったですが、２点

あります。 
 決算というより、日頃いつも思っていること

ですが、私はコンビニを通ってショートカット

している車をとても多く見かけるんですね。交

通マナーとか事故抑止という点に関わると思い

ますが、自転車に乗った中学生や高校生が見て

いるんですね。よくないことを教えているなと

思います。コンビニ等は私有地なので、いろい

ろ指導ができないとも聞いたことがありますが、

その点についてどうお考えかということ。 
もう１点は未解決事件のことです。大分市の

松岡郵便局の事件、横尾の五條堀さんの事件、

そして今年の夏、別府市でバイクが後ろからぶ

つけられて、いまだ犯人が逃走している事件。

何年も何年も聞き取り調査をしているし、チラ

シも配って、別府警察署も、大分東警察署も一

生懸命捜査されていると思います。早く解決で

きるといいなといつも思っているので、こうい

う事件に対する今のお考えをお聞かせいただけ

ればと思います。 
渡邉交通部長 ショートカットの関係でお答え

します。これは、対面信号が赤色のときに角に

あるコンビニ等の駐車場を横切ることを言われ

ていると思います。道路交通法上、歩道があっ

て、歩道を通るときは車が一旦停止して、歩行

者の安全を確認しながら通行しなければならず、

これに違反すれば歩道横断条件違反という交通

違反になりますが、現実的にはこれを現場で検

挙と言うか、指導するのはなかなか困難です。

ですから、県警はコンビニやスーパー等の管理

者に対して、できれば通り抜けできないような

駐車枠の見直しや注意看板の設置などを働きか

けています。引き続き、現場における指導取締

りと管理者対策により事故未然防止に努めてい

きたいと考えています。 
 次に２点目については、６月２９日に別府市

で死亡ひき逃げ事件が発生しました。発生当初

から別府警察署に捜査本部を設置して捜査を行

っていますが、いまだに犯人の発見、逮捕には

至っていません。御両親をはじめ、遺族の心情

を察するに、捜査員一人一人が一日も早い事件

の解決のために取り組んでいますが、いまだに

こういう状況です。捜査の詳細については、こ

こではお話しできませんが、引き続き公開捜査

をしているので、皆さんからいただいた情報な

ど各種捜査を進めて、被疑者の発見、逮捕、事

案の解明に努めたいと考えています。 
芦刈生活安全部長 五條堀美咲さんの行方不明

事案について御説明します。周知のとおり、平

成２８年９月２６日、大分市横尾で五條堀美咲

さん、当時２４歳の女性が行方不明になられた
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と御両親から届出を受け、現在も捜索している

状況です。９月２６日にビラ配り等をし、また

情報提供を呼びかけましたが、特に有力な情報

は今のところありません。発生以来、２９５件

ほどの情報をいただいていますが、具体的な情

報は現在のところまだ入手には至っていません。

必ず見付け出すという信念を持って捜査を継続

しています。 
甲斐刑事部長 松岡郵便局長が殺害された事件

と宇佐市内で酒屋の店主が殺害された事件の二

つを重要未解決事件と位置付けて、大分東警察

署と宇佐警察署に捜査本部を設置して、なお捜

査を継続しています。交通部長や生活安全部長

と同じ思いですが、一日も早い解決を目指して、

捜査員一丸となって新しい鑑定の技術なども交

えて捜査を継続しているので、どうか見守って

いただきますようお願いします。 
平岩委員 ありがとうございました。急に言っ

て申し訳ありませんでした。人々の記憶の中か

ら薄れていくのはとてもつらいことで、御家族

にとっては絶対忘れられないことだと思います

ので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。 
馬場副委員長 ほかに、事前通告していない委

員で質疑はありませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 事前通告が１名の委員外議員か

ら出されているので、事前通告のあった委員外

議員の質疑を行います。 
守永委員外議員 事業別説明書の３５０ページ、

具体的には主要な施策の成果９２ページに書い

てありますが、交通安全施設整備費についてで

す。 
 信号機の新設と改良で、新設が２基、改良が

１１７基とありますが、要望としてあがってき

たもののうち、どの程度が整備できたのか教え

ていただきたいと思います。要望がある中で危

険度や優先度を検討しながら事業を実施してい

ると思いますが、その判断基準についてお示し

いただけるものがあれば、教えていただければ

と思います。 
 それと、この事業に直接関係あるのか分かり

ませんが、視覚障がい者用の補助機能のある押

しボタン式信号機等で、押しボタンの設置位置

を知らせるための音源がありますが、信号が青

に変わったことが判断できないものがあります。

一事例として、アイネスの前にある高砂町に渡

る押しボタン式信号です。結果的に視覚障がい

者が安全に渡るための機能を果たしていないわ

けですが、このような信号機の改良は難しいの

でしょうか。 
渡邉交通部長 まず、１点目の交通安全施設整

備費に係る信号機設置の要望についてです。 
 令和３年度の信号機設置の要望は５７件あり

ます。警察庁により示された信号機設置の指針

の設置条件を満たすものについて、地域住民及

び道路利用者の意見に配慮しつつ、交通の安全

と円滑を実現する上で信号機の設置が真に必要

な場所を選定し、２基を新設しました。 
 改良についての指針はなく、要望の都度、現

地の危険度や交通量などから優先度を検討し、

半感応化や押しボタン化などの要望に対し、１

１７基を改良しました。 
 警察庁により示された信号機設置の指針には、

信号機の設置のための必要条件として、主道路

の自動車等往復交通量が最大となる１時間の主

道路の自動車等の往復交通量が原則として３０

０台以上あること、隣接する信号機との距離が

原則として１５０メートル以上離れていること

など５項目があります。 
 また、択一条件として、小中学校、幼稚園、

幼保連携型認定こども園、保育所、児童公園、

病院、養護老人ホーム等の付近において、生徒、

児童、幼児、身体障がい者、高齢者等の交通の

安全を特に確保する必要があることなど４項目

が規定されています。 
 ２点目の交通安全施設整備費に係る視覚障が

い者用の補助設備付信号機についてです。御指

摘の押しボタン式信号については、身体の不自

由な方のために横断秒数を延長するためのもの

であり、視覚障がい者用の音響装置付押しボタ

ン信号ではありません。押しボタンの位置を知

らせ、感知したことを示す音を発するものの、

その音量は小さなもので、歩行者の道路横断を

誘導するためには別に音響装置を設置する必要
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があります。 
 同信号機については、視覚障がい者用の音響

装置の設置要望があり、高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律で定める重点

整備地区内の主要な横断歩道にも該当すること

から、今年度予算で音響装置を設置する予定で

す。 
守永委員外議員 設置基準そのものについては、

１時間当たりの最大交通量が３００台以上、１

５０メートル隣接信号と離れているなど、状況

を踏まえながら、ほかの要素も加味していると

思います。その辺は理解しました。 
 また、視覚障がい者用信号機ではなく、ボタ

ンを押せば青の時間が長くなる機能しか持って

いないことも分かりました。ただ、音でどこに

ボタンがあるかを知らせることは、視覚障がい

者からすればその位置が分かることであり、ボ

タンを押す場所が分かったからボタンを押す。

その後信号の変化がわからないのは、やはり危

険な状態ではないかと思ったので、今年度予算

で改良されるのは大変ありがたいと思います。

よろしくお願いします。 
馬場副委員長 ほかに、事前通告していない委

員外議員で質疑はありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 それでは、本日の質疑等を踏ま

え、全体を通して委員から、ほかに何か質疑は

ありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 別にないので、これで質疑を終

了します。 
 これをもって警察本部関係の審査を終わりま

す。執行部はお疲れ様でした。 
これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 
 

〔警察本部、委員外議員退室〕 
 

馬場副委員長  これより内部協議に入ります。 
 さきほどの警察本部の審査における質疑等を

踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思

いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映さ

せるべき意見、要望事項等があればお願いしま

す。 
堤委員 さきほどの件ですが、捜査上の問題で

公開できないというのは非常に便利な言葉で、

私は結局昨年何件あるのかと、それを聞いただ

けであって、その手法とか、さらにはどういう

事件のときにやったのかとか、そういうのを聞

いているわけではないんですね。だから、議会

の中で最大限答えられるように県警としても努

力してほしいし、そういう言葉だけで片付けて

ほしくないですし、ちょっと気になったので、

その点を指摘しておきます。 
馬場副委員長 ただいま委員からいただいた御

意見、御要望及び本日の審査における質疑を踏

まえ、審査報告書案として取りまとめたいと思

います。 
 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 
〔「異議なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 それでは、そのようにします。 
 以上で、警察本部関係の審査報告書の検討を

終わります。 
 以上で本日の審査日程は終わりましたが、こ

の際ほかに何かありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 それでは、次回の委員会は１８

日、火曜日の午前１０時から開きます。 
 以上をもって、本日の委員会を終わります。 
 お疲れ様でした。 
 


