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令和４年度第１回行政改革審議会 

 

１ 開催日時 

  令和４年７月２６日（火） １４時００分～１６時５４分 

 

２ 開催場所 

  福岡県庁行政棟（１０階）特１会議室（オンライン併用） 

 

３ 出席委員 ９名 

 

４ 会議次第 

 （１）外部評価 

  

５ 議事録 

事務局： それでは、定刻になりましたので、令和４年度の第１回福岡県行政改革審

議会を始めさせていただきます。本日は、津田会長、辻副会長、南委員は県

庁にお越しになっての出席で、池田委員、井上委員、緒方委員、権藤委員、

佐々木委員、安河内委員はリモートでの御出席でございます。また、片峯委

員、境委員、勢一委員、谷委員、野田委員、二又委員からは、御欠席の連絡

をいただいております。それでは、開会に先立ちまして、行政経営企画課長

から御挨拶を申し上げます。 

課 長： 行政経営企画課長の二場でございます。津田会長はじめ委員の皆様方にお

かれましては、大変お忙しい中、この審議会に御出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。昨年度は、新たな行革大綱の策定に当たりまして、６

月２日の諮問から、７回にわたって熱心に御議論いただきました。１月１３

日に答申をいただきまして、その答申を基に、県では、令和８年度までの５

年間の計画期間とします行革大綱の案を策定しまして、今年の２月、その議

決をいただいているところでございます。大綱案の策定に当たりましては、

委員の皆様に大変御尽力いただきました。この場を借りて改めてお礼申し上

げます。さて、今年の審議会でございますけれども、資料１に示しておりま

すが、今月と来月の全３回の調査を予定しております。今年度は、外部評価

と前行革大綱の実施状況の報告を行う予定としております。外部評価につき

ましては、昨年度同様、委員の皆様に、県で実施している様々な事業に対す

る御意見をいただきたいと考えております。いただいた御意見を踏まえまし

て、それぞれの事業につきましては必要な見直しを行いまして、翌年度の予

算編成に反映させていきたいと考えております。また、前年度の行革大綱の
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実施状況につきましては、８月２６日に開催予定の第３回の審議会で報告を

させていただきたいと考えております。県の事業がよりよいものとなります

よう、昨年度同様、委員の皆様の積極的な御意見をお願いしたいと考えてお

ります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局： それでは、続きまして、津田会長から御挨拶をお願いいたします。 

会 長： 皆さん、こんにちは。お忙しい中の参加ありがとうございます。本年１月

に知事に、本審議会からの行政改革についての答申を行って以来の開催です。

答申に当たりましては、皆様のお力添え誠にありがとうございました。県に

おかれましては、審議会の答申を基に策定した行政改革大綱に基づいて取組

を進められていると伺っております。本年度の審議会は、昨年に引き続き、

外部評価を実施するほか、前行政改革大綱のフォローアップとして、県から

５年間の総括を報告していただく予定としております。３回のうちの第１回

目の本日は、外部評価を予定しております。県の事業をよりよいものとする

ために、積極的な御意見よろしくお願いします。的を絞って、効率的に議論

したいと思いますので、御協力よろしくお願いします。 

事務局： ありがとうございました。本日の審議の公開についてですけれども、昨年

同様、会議は原則公開といたします。それでは、この後の議事につきまして、

津田会長によろしくお願いいたします。 

会 長： それでは、早速審議に入らせていただきます。本日の議題は、外部評価で

あります。事務局から、外部評価の進め方についての説明をお願いします。 

 

（県側説明） 

 

会 長： ありがとうございました。事業が多岐にわたっていますので、内容をしっ

かり理解しながら意見をするというのはなかなか難しいとは思いますけれど

も、限られた時間の中でございます。事業の中身、日程、審議の進め方、今

の事務局からの説明のとおりでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

会 長： それでは、外部評価を始めたいと思います。説明をお願いします。 

 

（県側説明） 

 

 

会 長： それでは、皆様から御意見、御質問をお願いします。どなたか、よろしい
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ですか。では、私から一つよろしいでしょうか。 

    この事業、空港ということできってありますけども、本来は物流拠点とい

うことで、東九州道と、あと海を含めて、物流のハブ化みたいなところの観

点からもぜひ見ていただきたいと思うんですが、その連携みたいなところは

何かあるんですか、陸海空。 

県 側： 北九州空港におきましては海上空港でございますので、例えばシー・アン

ド・エアといいまして、飛行機と船との連携等でございます。 

   鉄道に関しては直接敷かれているわけではございませんけども、いわゆるト

ラックとの関係では、今年の１月に報道されましたけれども、ヤマト運輸が、

２年後に新たに就航すると。そういったことを踏まえまして、いわゆるエア

ー、航空機とトラック、そういった連携を今後も念頭に置いた上で事業を進

めていきたいと考えております。 

会 長： ぜひ、東九州自動車道の２車線化、複線化とかも含めて、絡めて、ぜひぜ

ひお願いしたいと思います。 

県 側： 分かりました。 

会 長： 皆様から何か。 

委 員： 今、会長のほうから連携というお話があったかと思うんですが、やはり北

九州空港は２４時間空港で、福岡空港とのカーゴ数、例えば、国際貨物に関

しては２４時間空港なので、北九州空港へみたいな話が当初あったような、

うっすらそういう記憶があるのですが、その辺りの福岡空港との連携につい

てはどういうふうになっているのかということ。 

    もう一つは、北九州空港は令和３年度に２.１万トンで過去最高だったとい

うことですが、目標値には達していません。しかも福岡空港で、国際貨物だ

けで２.６万トンありますので。福岡空港は全体で１５万トンぐらいあります

が、そのうちの国際貨物だけでも北九州空港全体で追いついてないので、今

後どのような展開を目指すつもりなのかというのが２点目です。 

    ３点目は、この２.１万トンの国際と国内の貨物の内訳を教えていただきた

いです。以上３点です。 

県 側： まず、１点目の御質問でございます。福岡空港との連携ということでござ

いますが、福岡空港につきましては、７時から２２時の運航となっておりま

す。福岡空港は、旅客便の中に貨物を積む、ベリー便と呼ばれますけど、そ

ういった形で、生鮮品とかが運ばれております。一方、今、伸びております

半導体、これに関する半導体製造装置、それからいわゆる電子関係、こうい

ったものは旅客便には積めません。つきましては、そういったフレーターと

言われる貨物便に積む貨物につきましては、北九州空港から運びたいと考え

ております。 
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    ２点目の目標というか今後の部分につきましては、今、北九州空港の貨物

便、定期便につきましては、大韓航空１社の運航になっております。これを、

貨物拠点化を図るためには、いろんな形で競争を図っていくべきだと考えて

おりますので、さらなるエアラインの誘致、そういったことにも取り組んで

いきたいと考えております。 

    三つ目の内訳でございますけれども、北九州空港は３年度は全体で２万１,

７９１トンでございますが、そのうち国内貨物が２,１８３トン、したがいま

して国際貨物が１万９,６０７トンとなっております。 

   国内貨物につきましては、当初から、国内線はおなかで運ぶベリー便で貨物

を運んでおります。これが今、コロナの関係で、旅客便自体が運休しており

ます。そういった関係で、どうしても国内貨物につきましては、運ぶ貨物取

扱量が減っているということで、伸びていないという状況でございます。 

委 員： 分かりました。ありがとうございます。国際貨物が大半だということが分

かりましたけれども、国際貨物について大韓航空だけではちょっと、拠点化

と言うには厳しいなという感じがしますので、ぜひ、そのほかのエアライン

にアタックしていただく。そうしていただかないと、なかなか大韓航空だけ

に頼っていては厳しいのかなという感じを受けます。以上です。 

会 長： ほかに御意見、御質問。どうぞ。 

副会長： 私も幾つかお伺いします。 

    今回、このスキームの一つに着陸料の助成ですね、減免になっているんで

すが、コロナ以前のときに、貨物じゃなくて観光客も、各空港、必死に誘致

合戦していて、対する航空会社というか旅行代理店も現金で、補助金がつい

ている間はそちらを優先するんだけど、補助金がなくなると一切その後、手

のひらを返したように来なくなるという傾向があって、こちらとしては、一

度癖がついたところで継続的に利用ということを狙っているんですが、なか

なかそういう体制にならないというお話を聞いたことがあります。国際貨物

の場合、今、実額でどのぐらい減免をしていて、その結果どのぐらい発着が

増えていて、その部分の費用対効果が取れているかどうかですね。それをお

聞きしたいというのが１点です。 

   それと、２点目は、これは福岡空港がライバルなのか、佐賀空港がライバル

なのか、熊本空港がそうなのか、それともどこか外国の空港なのか分かりま

せんけど、ライバルと目されている空港の国際貨物取扱いの伸びと比べて、

今回の北九州空港の伸びが、健闘していると言えるのか、それともやっぱり

基本的には格差が開いているのか、そこら辺をお聞かせいただけたら幸いで

す。 

県 側： まず、１点目の御質問でございます。 
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   費用対効果というお話がございました。これにつきましては、今の助成の形

態が３年間と限っております。１年目がどうしても初期投資がございますの

で一番費用がかかるということで、先ほど御説明しました着陸料とかハンド

リング費用。で、申し訳ありせん、具体的な金額につきましては、他空港と

の競争関係にございますので、ちょっとこの場で申し上げられませんけれど

も、逆に、他空港の条件を私も細かくは分からないという状況でございます。 

   ただし、特に１年目が一番費用がかかるということで、１年目に仮に１００

という助成を差し入れましたら、２年目以降は定着を図るという意味で、１

年目の８割、３年目が２年目のまた８割、そういう形で補助額を若干下げま

して、その後、定着をしている。その間に事業者はいろんな形の貨物の集荷

を図っていただくということで、最初に手厚い支援をするという考え方で助

成をやっているのが一つございます。 

   ２点目のライバルの空港の話でございます。これにつきましては、空港別の

貨物取扱量の順位ということであれば、北九州空港は、令和２年度、９位ま

で上がりましたので、ほかの空港よりも貨物の伸びとしては上がっていると

いうような認識を持っております。 

会 長： ほかにございませんか。どうぞ。 

委 員： １点、この貨物取扱量なんですけれども、目標と実績がもちろんあるんで

すが、この実績で言うところの、前年との伸び率をパーセンテージで入れて

もらえると、このぐらい伸びているなとかいうのが分かると思います。一つ

意見というかアイデアとして、でした。以上です。 

会 長： ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： それでは、次に進ませていただきます。２番目は、地域防犯活動活性化支

援事業。では、お願いします。 

 

（県側説明） 

 

会 長： ありがとうございました。それでは、皆様から御意見、御質問ございまし

たら、お願いします。どうぞ。 

 

委 員： 事業の①県民の集いと②の養成講座に関することでお尋ねいたします。 

   今回、コロナの影響でオンラインでの開催が中心となったという御説明があ

りまして、全体的に、やむを得ずオンラインというトーン、流れの文章にな
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っているかと思うんですけれども、オンラインで開催してみて、それで得ら

れたメリットといいますか、オンラインのほうがよかったというふうに認識

されていることがどのようなものがあるのかを教えていただければと思いま

す。 

県 側： 一番大きなメリットといたしましては、参加者というか、それを見ていた

だいた方の数の関係があろうかと思います。４番の有効性のところを御覧い

ただきたいんですけれども、例えば、県民の集いであれば、ここには書いて

おりませんけれども、令和元年度にリアル開催、現地で開催したときは６０

０名ぐらいの参加でございました。一方で、昨年オンラインで開催した際に

は、当日以外、その後も含めてではございますけれども、そこに書いており

ますとおり、３,７００回ぐらいの視聴をしていただいたというところがあり

ます。 

    それから、防犯リーダー養成講座につきましても、オンライン開催という

ことで、令和元年の際は２回開催いたしまして、合計で参加者が１３５名で

したけれども、昨年の令和３年度は１２名の方に講座をしていただいて、５

６７名の方が視聴されたというところで、オンラインで、やっぱり広がりと

いうのは大きくなったのかなと考えているところです。そういったところが

メリットかなと考えております。 

委 員： ありがとうございます。オンライン化によるメリットも相当程度あったか

ということかと思います。基本的に、県民の集いは、機運醸成のためにリア

ルで開催するのが望ましいというのは理解できるんですけれども、やはり課

題でも挙げられていますように、取り組まれる方の高齢化なども進んでいる

と。また、時間ですとか交通費ですとか一定の負担もあるということもあり

ますので、どちらかというとオンラインをベースとして考えられたほうがい

いのではないかということと。あと、防犯リーダー養成講座も、やはりここ

で学生防犯ボランティア等も対象としていただいているんですが、結構大学

生って今、忙しくて、そういう意味では、オンラインで参加できるというの

は非常にメリットがありますし、あと現状では、防犯活動リーダーですとか、

大学で実際にボランティアに取り組まれている方を対象とされているかと思

うんですけれども、その枠をはめずに、よりオープンな形ですることによっ

て、今まで既存の防犯の枠組みの中に入ってなかった方でも、関心のある方

がおられると思いますので、オンラインでしたら、そういう方も学びやすく

なると思いますので、オンラインを中心にこういったあたりは、検討された

ほうがいいのではないかと考えます。すみません。長くなりました。以上で

す。 

会 長： ありがとうございました。 
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委 員： 御説明ありがとうございました。私のほうから、二つ御質問です。 

   まず、先ほど県がワースト８位ということでしたけれども、こちらのほうは、

政令指定都市が入った上でのワーストなんでしょうか、それとも別でしょう

かというのが１点。 

    それから、この活動の中で、もしその政令指定都市が入っていないといっ

た場合に、もちろん入っていてもなんですけれども、どの地域でというのは

きっと犯罪件数の中で警察とかでも出せているはずです。不特定多数にアプ

ローチしてもあまり意味がないのかなと思うので、そういうデータを取得し

た上で、出向いて、そういうアプローチをしていくということを企画してや

ったりはされているのでしょうか。 

県 側： まず、１点目のデータのほう、政令市分が入っているか否かということに

関しましては、政令市の状況も入ったところでの８位ということになってお

ります。 

    それから、すいません、２点目のアプローチということで、確かに地域ご

との刑法犯認知件数の多寡というのはありますが、我々としては、県全体の

そういった防犯力の向上を目指してということで事業展開をやっておりまし

て、今のところは県民の方全体を対象にして事業をやらせていただいている

という状況になっております。 

委 員： 一番何が言いたいかといいますと、県のこの予算というか税金が出る対象

が、どこから出るかということと、どこに使っていくかということをきちん

と明確にしなきゃいけないという考え方が私の中にあります。行政改革なの

で、改革していく必要があるという意見で御確認させていただきました。こ

れから、多分そういったところを質問されることというのは非常に多くなる

と思うんですね。データの分析ができるようになっていますので。そういっ

たところで、きちんと答えられるということを、特に防犯とかこういったと

ころは、今からもっともっと住民の方々が興味を持つ分野になると思います

ので、不特定多数のところにお金を使っていくのではなくというところで、

きちんと必要なところにお金を使っていくという流れが重要かなと思って御

質問をさせていただきました。 

    最後は、意見になるんですけれども、高齢化に対応するためということで、

オンラインとかというお話も出ていると思うんですが、高齢の方が、オンラ

インでこういうイベントがあるということを知るというのは、やはり難しい

のかなと、とても思うんですね。なので、例えば、さっきの、どの地域がど

うなのかという分析の結果は、そこに対して多めにチラシを配布して、公民

館とか、その地域の方と連携して、情報が届くようなことにお金を使うです

とかが必要なのではないかなと思っています。使い方を考えて実施しなきゃ
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いけないと。これは２,０００万円近く出ているということもありまして、不

特定多数に年１２回オンラインをやったからということで、本当にその効果

があったのかというよりかは、本当に効果を期待する動きに変えていく必要

があると思っての御質問でした。以上です。 

会 長： ありがとうございました。ほかにございませんか。 

委 員： ありがとうございます。すみません、先ほどの御意見と近い部分はあるか

と思うんですけれども、私のほうで先ほど、福岡県警察が公表しています刑

法犯の認知件数の令和３年分の資料を拝見したところ、この２万６,０００件

の県全体のうち、１万件以上が福岡市、５,０００件以上が北九州市で発生し

ているということで、２番の事業スキームによると、福岡県が市町村に対し

ていろんな働きかけをされているということなんですけれども、福岡市、北

九州市の政令市に関して、何か連携を取って特にやられている部分があれば

教えていただければと思います。 

県 側： 例えば、こういった県民の集いであるとかイベントを開催する際には、政

令市のほうから、我々の実行委員会に委員として入ってもらって、そういっ

た政令市のほうの御意見を聞いて、よりその政令市にフィットした事業をと

いうことではないんですけれども、できる限りそういった政令市の御意見を

聞き入れる機会を設けてやっているというところはございます。 

委 員： ありがとうございます。 

会 長： ほかによろしいですか。どうぞ。 

委 員： 御説明ありがとうございました。先ほどと関連するんですが、やはりこう

いう防犯というのは一般的にやるというよりは、犯罪率が高いところと低い

ところがもちろんあるかと思いますので、そういうところを分けて、今後、

対応されるつもりなのかどうか。やっぱり費用対効果とかと考えていくと、

選択と集中というか、そういうものがやっぱり必要なのかなというふうに思

いますので、全体的に、防犯リーダーとかはもちろんいいんですけれども、

高齢者の方も多くなってきているということですし、なかなか犯罪率が高い

ところとちょっと言いにくいとは思うんですが、そういうところで、やっぱ

り対応していく、そこに手厚く対応していくというのが必要なのかなという

ことについて、今後その辺りをどのようにお考えになるのかというのが１点

です。 

    もう一つは、防犯カメラの設置の支援をなさっていて、結構防犯カメラが

毎年１００件くらい設置されているかと思うんですけど、防犯カメラはもの

すごく犯罪の抑止力が高いということが分かっているので、やっぱり犯罪率

が高いと思われるところに積極的に防犯カメラを設置していく。これは多分、

今、手を挙げたところに設置するという感じかと思うんですけども、そうい
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う何か働きかけというか、そういうことはされているのかどうか。特に犯罪

率が高いというふうに思われているところに防犯カメラの設置を働きかけて

いらっしゃるのかどうかです。その２点についてお伺いしたいと思います。 

県 側： まず、事業の今後の進め方、犯罪率の高いところにという話の関係ですけ

れども、後段の２問目のカメラの御質問とも関係するんですけれども、今こ

こに記載させていただいている六つの事業につきましては、例えば、先ほど

の④の防犯カメラ設置であるとか、③の防犯活動団体の活動開始支援、こう

いった補助金事業に関しましては、どこの市町村を選定するかという中で、

先ほどの委員の質問の際にお答えすればよかったんですけれども、こういっ

た補助金関係の事業につきましては、当然、当該申請地域の申請時の犯罪の

状況であるとかを加味して選定作業を行っております。 

    一方で、防犯リーダー養成講座であるとか、県民の集い、こういった広報

啓発に関しては、特に地域の犯罪の件数、こういったところというよりも、

やっぱり全県的な底上げということで事業を行ってきたというところがあり

ます。 

    今後は、オンラインもより効果的に使いながら、そういった形で全県的な

安全安心まちづくりを進めていきたいと考えております。 

委 員： ありがとうございます。 

会 長： どうぞ。 

委 員： 御説明ありがとうございました。質問に関しては、ほとんど同じだったの

で、防犯カメラの設置について、どのような基準で、設置する、その補助す

る対象と決めておられるのかという点についての質問でしたので、今、既に

お答えいただいたかなと思っています。 

    それに関連して意見ですけれども、防犯カメラの設置が犯罪の抑止力にな

るということは間違いないことだとは思いますけれども、一方で、プライバ

シー侵害、肖像権の侵害とかの問題もありますで、むやみに設置すればいい

というものではありません。既に御存じだとは思いますけれども、設置のガ

イドライン等にきちんと従って設置していただければと思っております。以

上です。 

会 長： ありがとうございました。どうぞ。 

委 員： 御説明ありがとうございました。こういう防犯活動については、いろんな

規模で活動なさっている団体があると思いますし、それをそれぞれ支援に当

たっていらっしゃるということです。例えば、地域の小さなコミュニティー

でも、防犯活動の共通認識を持つことで防犯の抑止力につながるとも考えら

れると思うんですが、地域の小さなコミュニティーでの活動みたいなところ

へ落とし込んでいく、つながり方というところが、今回の資料にあります事
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業概要の例えば５番のところで、アドバイザーを教育したりというところの

先に、小さなコミュニティーでの活動、地域に落とし込む活動をサポートす

るという部分で支援なさっていると理解したらよろしいんでしょうか。 

県 側： はい、そのとおりでございます。 

委 員： ありがとうございます。 

会 長： よろしいですか。予想以上に、この件で質問がたくさん出ましたので、ち

ょっと時間オーバーになってきましたけれども、どうしても私も一つ聞きた

いので、すみません。 

    この防犯団体というのは、結局、落とし込むと、現場のほうでは自治会だ

ったり、商店街の連合会だったり、消防団だったりということがあるんです

けれども、そこの活動が、そこがしっかりしていないと、相互のコミュニケ

ーションもできないし、何の活動もできないという形になると思うんですが、

その一番最後の部分、例えば自治会の活動自体を強化するというようなとこ

ろとしっかり結びつけて、今のお話を聞いていると、どうしても上から落ち

ていっているだけということになります。これ相応になるためには、やっぱ

り自治会側が相当強くなっていかなければいけないのではと。個々の活動と

いうことではないですけれども、全体として県民との会話をきちっとやるた

めには、やっぱり自治会活動を強化するんだというところを、全体でやって

いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

    ほかによろしいでしょうか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長：  ありがとうございます。 

それでは、次に進ませていただきます。結核・感染症発生動向調査事業

（感染症サーベイランス強化事業）です。説明をお願いします。 

 

（県側説明） 

会 長： ありがとうございました。 

    それでは、皆様から御意見、御質問がございましたらお願いします。 

委 員： 御説明ありがとうございます。 

    ２点お伺いをしたいんですけれども、３の事業目標のところで、疑似症届

出医療機関数が、令和２年には目標の５１件を達成しております。この目標

５１件は、今後も減少したりということは想定されておらず、同じようなこ

とを続けていかれるということで、ずっと目標が５１になっているというこ

となのでしょうか。 
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    ２点目が、事業概要の１は疑似症サーベイランス体制の整備ということな

んですけれども、２の感染症専門医による相談体制の整備という事業目標が

あるんですが、こちらに登録されている登録医の推移というのは、大体、今

どのぐらいで推移されてらっしゃるのか、それとこちらは目標数値というも

のは特に設定されなくてもいいんですか。すみません、２点お願いします。 

県 側： まず、医療機関の数で、届出医療機関数の５１でございますけれども、こ

ちらについては、国がガイドラインを示しておりまして、福岡県としては５

１という数が示されておりますので、その数をこれからも当然やっていくと。

満遍なく指定選定しておりますので、これで早期に把握していくということ

を続けていくということでございます。 

    もう一つの、登録医の推移ですね。今、新型コロナの対応ということで、

当初は１５名が対応していたんですけれども、コロナの発生状況もかなり激

しくなっておりますので、８１人増員して、登録医をやっております。 

委 員： ありがとうございます。これは特に目標等は定めておらず、コロナの影響

で増えているというような状況ということですか。 

県 側： そうですね。実態に合わせて増員を図ったというところでございます。 

委 員： ありがとうございます。 

会 長： ほかにございませんか。どうぞ。 

委 員： 御説明ありがとうございました。２点ほどお伺いしたいんですが、１点目

は、今、御説明を伺ったんですが、イメージがちょっと湧かないので。福岡

県で、医療機関に疑似症でやって来て、それで、どういうような感じで進ん

でいった例があるのか、具体的な例を一つお伺いしたいというのが一つです。 

    もう一つは、６の見直しのところなんですが、先ほどの、国のほうで医療

機関の指標が５１なので５１のままで、それを維持したいというお話があり

ましたが、６の見直しの２点目で、感染症専門医のいない疑似症届出医療機

関が多いと書いてあるんですけれども、これは、届出をしてあっても、実際、

有効に機能するのかということをお伺いしたいのと、こういう医療機関がど

のぐらいあるのかということについてお伺いしたいのが１点です。以上です。 

県 側： まず、１点目の具体例というところでございますけれども、これは令和２

年度に始めたところなんですが、今のところ、令和３年度までは実績はござ

いません。今年度に入って、小児の原因不明の急性肝炎が疑似症として届出

の対象となっておりまして、それについて届け出られた保健所を経由して、

県保健環境研究所で様々な検査をして、その結果を返していくという形でや

っております。どうしてもやっぱり今、コロナの関係で、この次世代シーク

エンサが使われていることもあり、例としてはそんなにないというところで

ございます。 
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    もう１点の、感染症専門医のいない病院数ということなんですけれども、

届出医療機関の大体約半数ぐらいが感染症の専門医がいないという形になっ

ております。この感染症専門医というのは、日本感染症学会が認定するとい

う形で、県内で１２２名いらっしゃるんですが、この医療機関の選定自体は、

県内で偏りがないように、地域とか人口とかを考えて選定しているところで

すので、リンクはしていないという状況になっております。 

委 員： 分かりました。ただ、半分いないと、その医療機関が、専門医がいないの

に有効に機能するんですか。 

県 側： 一応この医療機関、届出の選定自体は、その発生を把握するというのが目

的でございますので、治療に関しては、例えばこういう専門医を派遣したり、

もしくは別の病院のところでやっていくとか、そういう形で対応できるかな

と思っております。 

委 員： 疑似症の把握だけができればいいのではないかということですか。 

県 側： この事業自体は、網をかけてその発生を把握すると。治療に関しては、結

局、そこで対応が難しければ、もう少し大きな病院であったりを紹介して、

そこが治療に当たりますので。全ての医療機関がそのような形、県内の、例

えばこの５１だけじゃなくて、いろんな医療機関がそういう対応をしていき

ますので、治療の話はまた別途の話として、いろんな対応法があるかと思い

ます。 

委 員： 例えば、この目標値について５１機関ですけれども、この５１機関に感染

症専門医を置くというのが目標になってもいいのかなと、今のお話をお伺い

しているとそういう感じがしますが、その辺りはいかがでしょうか。それは

難しいですか。 

県 側： 感染症専門医は、確かに感染症を専門とする方々が認定された方なんです

けれども、県民の皆さんはこの５１にかかわらずいろんな医療機関を受診す

ることがあるわけですね。その中で、この疑似症の発生を把握するために、

地域とか人口でもって満遍なく選定するというところでございますので、必

ず感染症専門医を置いたほうがいいという形ではないかなと考えております。 

委 員： 分かりました。ありがとうございます。 

会 長： ほかにございませんか。 

（「なし」の声） 

 

会 長： 大した話じゃないんですけれども、ゲノム解析をやられているということ

ですが、解析請負で２４時間ロボットを使ってやっているところもあります

ので、効率性も考えてよろしく、チェックしてください。産総研と一緒にや

っておりますので。では、次に移らせていただきます。里親養育等推進事業
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であります。 

 

（県側説明） 

 

会 長： ありがとうございました。それでは、皆さまから御意見、御質問がありま

したらお願いします。よろしいですか。どうぞ。 

副会長： これは私も一度、学生と一緒に、里親の関係の法改正された後から、この

取組について、全国で調べたことがありまして、これは非常に評価の難しい

事業だというふうに基本的に認識しています。今回、こちらのほうから目標

や実績を定めるということなので、それから、国もどちらかというと、もっ

と活用しろという方向で、指令といいますか、技術的助言も出ていたことも

あって、各県一生懸命取り組まれていたんですが、もともと養子縁組の制度

をどのぐらい使っているのかという背景が違ったり、それから、里親に関し

ましても、この事業費は非常に効率性を評価しづらいところがあって、一部

里親ビジネスのような形になって、本来の、当事者の本当の幸せに結びつい

ているかどうか、微妙なケースも中には出てくるような危険もあったりしま

す。各県、割と養子縁組に熱心であったり、逆に伝統的に里親を使ったりす

るかというのは、基になっているその施設の状況、受入れ家庭がどのぐらい

あるかということにも左右されたりすることがあるので、割と目標に合わせ

てこの委託率をどのぐらい上げていくかということによって、この事業の実

態評価が難しいのではないかと。質的評価になってしまうかもしれませんけ

ど、この事業の置かれている環境や実情に関して、踏み込んで、情報を提供

する必要もあるんじゃないかというのは一つです。 

    それから、もう一つ、この制度が法改正されたとき、外国との比較もあっ

たりするんですが、それはやっぱり宗教的背景が違います。宗教的背景が乏

しい中で、委託率だけを上げていってもなかなか、非常に複雑な家庭の中で、

やり方が難しかったりするところがあります。したがって、今回、担当のほ

うで、今これに基づいて事業を運営されていって、しかも、せっかくいいも

のがあるんだから、なるべくそれを使っていくという趣旨で周知させるとい

うのはいいと思うんですけど、果たしてどの辺りに力点を置いて、この事業

の進捗を図るべきなのかと。 

    それから、もともとこれは児童相談所との関係がありますので、やっぱり

指定都市との関係もあります。そこも含めて御回答いただけたらと思います。 

県 側： まず、この事業の効果というか、評価の仕方が難しいとおっしゃられたの

はまさにそのとおりで、里親委託率の数字だけを到達すればいいのかという

と、それは違います。社会的養育を必要とする子供が、どういった環境で養
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育をしていくのかというところに一番の力点と視点を置いて措置していくも

のと考えておりますので、子供の状況によっては、この委託率の目標は達成

できなくても致し方ないと実は思っております。国のほうでは、かなり高い

目標値を設定して、それに向けて一丸となって進めていこうというふうな姿

勢を示されておりますが、実態で見ていくと、なかなか数字だけを追えばい

いというものでありません。 

    それから、社会的養育を必要とする、親元で暮らせない子供の中にも、や

はり高度なケアを必要とする子供たちがたくさんおります。虐待を受けてい

るからとか、もともと発達障害とかで育ちにくい子供、そういった子供の特

性を理解した里親さんをいかに増やしていくか、そこが一番必要なんだと思

います。今まさに、こうした事業を私ども令和２年から始めておりますけれ

ども、一般の家庭の方にそういったことに対する理解を深めていくちょうど

過渡期にあると思っておりまして、そのためにも、このフォスタリング機関

を使って、草の根的に、そういった意識啓発をしていくことが、今の段階で

は必要だと思っております。 

    それと、里親ビジネスを目的とした、いわゆる不適切な事業者が入り込む

のではないかという御懸念に関しましては、今、私どもが委託しております

事業者に関しましては、もともと児童養護施設だとか、乳児院を運営してい

る事業者に委託しておりますので、社会的養育に対する理解度は深いと思っ

ております。できるだけ、そういったビジネス的なものになるのではなくて、

あくまでも子供を中心に置いた施策を進めていく必要があると思っておりま

す。今のでよろしかったでしょうか。 

副会長： はい。 

会 長： ほかにございませんか。どうぞ。 

委 員： 御説明ありがとうございました。非常に今、結構あちこちでも、実は私の

周りでは話題になっていることなので、非常に興味を持って聞いておりまし

た。 

    ちょっと内容についての話なんですけれども、こちらはいろいろ今、目標

値を設定しているということで、目標に対して何％というふうに書かれてい

るんですけど、多分この問題は、目標に対する下ぶれというのがずっと結果

として出ていきやすいのかと、数値を見て思いました。しかし、前年度に対

する成長というところでは、あらかた実績も出つつあるのかなというふうに

見えたので、成長率を目標にされてはいかがかなと思いました。目標に対す

る何％が実施できたということだと、なかなか費用対効果を今後考えるとき

には難しいですけれども、成長はしているということをきちんと伝えるべき

事業なのではないかなと思いましたので、いかがでしょうというのが１点で
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す。 

県 側： ありがとうございます。 

    まさしく、里親委託率というよりかは、今、私が、里親さんをいかに増や

していくかというところに頑張っているんだという説明をいたしましたけれ

ども、そちらの資料に書いておりますとおり、平成２９年に２１２世帯だっ

たものが、令和３年度は３４８世帯ということで、里親登録者は確実に増え

ております。こういったところをうまく説明しながら、事業の効果というも

のは伝えていこうかと思っております。 

委 員： どうしても、この成果指標というところを見られてしまうのでというとこ

ろがあったので、この成果指標をきちんと成長しているというふうに出し続

けることのほうが重要なのかなと。私たちは今、説明を聞いているので、な

るほどと思うことができるんですけれども、この数値だけを見て判断される

可能性というのは低いかなと。県民の方々に理解していただくとか、この説

明を聞いていただいていない人に対する理解を求める上では、なかなか難し

い。必要な事業だと思いますので、そういうふうに成果指標を見直すという

ことも、県とお話しして、これも行政改革の一つだと思いますので、御研究

をされてみたらいかがかなというお話でした。 

県 側： ありがとうございます。御意見参考にさせていただきたいと思います。 

会 長： ほかにございませんか。先ほど私がちょっと時間を間違えまして、時間が

余っていますので、ぜひ、あればどんどん出してください。よろしいですか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： よろしければ、ここで休憩を取りますかね。では、３時半からの再開とい

うことでよろしいですか。では、１０分間休憩させていただきます。 

 

（ 休  憩 ） 

 

会 長： では、審議を再開させていただきます。 

    地方バス運行確保対策事業であります。説明をお願いします。 

 

（県側説明） 

会 長： ありがとうございました。 

    それでは、皆様から御意見、御質問ございましたら、お願いします。 

委 員： 御説明ありがとうございました。 

    件数の考え方がよく分からなかったんですけれども、事業目標の輸送サー
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ビスの導入件数というのは、実際に運行した数ということでしょうか。 

   あと、幾つか質問があるんですけれども、オンデマンド交通というと、何か

ジャンボタクシーみたいなイメージですが、それでよいでしょうか。何人ぐ

らい乗れて、対象のエリア、どのエリアを運行する計画で、今、動いている

のかということと、これを利用する対象の人というのは、どういう方が多い

のかということ。 

    あと、込み入った質問があるとすれば、障害がある人が対象にはなるのか。

障害にもいろいろあると思うんですけど、車椅子に乗っている人が利用がで

きるのか。車椅子とかを利用している方は、多分、福祉のタクシーを使うこ

とがあると思うんですけど、福岡市とか県とかで、こういう利用の方に対し

て、障害の度合いに応じてと思うんですが、年間を通じてタクシーの利用券

とかが配布されていると思うんです。しかし、非常に活用しにくいというか、

数の制限もありますし、１回利用すると、結構、距離も長かったりするので、

なかなかこのタクシーチケットを使えないとよく聞くんです。こういう方た

ちは、ゆくゆくなのか、既に利用ができるような体制を考えて進んでいるの

か、それを聞きたいなと思いました。 

県 側： まず、運行した数の考え方でございますけれども、基本的には、運行した

エリアといいますか、基本、市町村の一つで１件ということもあるんですけ

れども、例えば、幾つかのところで独立して運行計画をつくらないといけな

いというところであれば、そこは、そのエリアで１件というような考え方を

しております。 

    それから、ジャンボタクシーのようなものかということですけど、実際い

ろんなものが想定はされるんですが、具体的に言うと、例えば、アイランド

シティーや宗像とかで西鉄さんがやっている「のるーと」というものがある

んですけれども、そちらはいわゆるジャンボタクシーと同じような、ハイエ

ースのような、バンのようなものを利用したりしています。たしか８人乗り

とかそれぐらいだったかなと思います。 

    それから、どのエリアを運行するのかということでございますけれども、

それに関しましては、もともと、それぞれの市町村とかの地域公共交通の会

議、協議会のほうで、運行エリアのほうは定めて、そのエリアを運行すると

いう形になりますので、必ずしもどこでも運行できるということではなくて、

例えば、タクシーと違って、ドア・ツー・ドアということではなくて、もう

ある程度、バス停留所みたいなポイントを幾つも増やして、通常の定時運行

のバスとかよりもバス停留所の数とかを増やして、比較的、家から行きやす

いところとかに何時に来てくださいということで乗っていただくというよう

な形になります。 
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    あと、利用する人はどういう人が多いのかということに関しては、すいま

せん、私のほうでは、若年層が多いのか高齢者が多いのかとか、多分そうい

うことなのかなと思ったんですけど、具体的な把握は、申し訳ございません、

しておりません。手元にございません。 

    あと、障害のある方がどうするのかということでございますけれども、や

はり福祉タクシーとは違いますので、例えば、乗り降りの完全な介護をする

というようなことは、なかなか難しいところもありますけれども、先ほど言

ったように、ハイエースのようなバンのような形ですので、普通のタクシー

よりは乗せやすいです。ただ、ハイエースのような形で、もっと小さい乗用

車を使っているところとかもあったりするので、そういった場合は使いづら

いのかなと思っています。ＵＤ（ユニバーサルデザイン）タクシーとかであ

れば利用がしやすいんですけど、必ずしもそういったものを利用していると

いうわけではないかと思います。 

    すみません、タクシーチケットの話になると、それぞれ市町村で出してい

るものが多いので、県としては、その部分に関しては把握していないのでお

答えしにくいところでございます。以上でございます。 

委 員： ありがとうございます。 

  すいません、タクシーチケットの話を私が言っちゃったので、少し脱線し

ているかもしれないんですが、ここはちょっと置いておいて、ＡＩを活用し

たということなので、乗りたい人が、何時にどこでこのバス停とかを使いた

いとか言ったら、ＡＩで計算して、どのルートで行くかとか、そういうこと

かなと。私もよく分からないんですが、何かそういう話も聞いたことがある

ので、計算すれば、何時にどこのバス停に行って、じゃあ、拾えるなみたい

な形で運行していくんだろうかと考えたんですけれども。 

    ここの四つの柱でいうと、誰もが住み慣れたところでというところを考え

ると、せっかくＡＩとかを導入して、こういう運行ができるのであれば、一

つ、障害がある人たちも対象に考えて、もちろん健常な方に比べると圧倒的

に少ないけれども、やっぱり必要としている方は多いかなと思うので、こう

いう人たちも利用できるようなサービスをゆくゆくは考えていく必要がある

んじゃないかという意見です。 

県 側： ありがとうございます。 

    おっしゃるとおり、交通弱者の方、高齢者、障害のある方にとっては、や

はり乗合バスは、バス停とか場所が決まっているところまで行くのに相当距

離があったりして大変だということもあったりしますので、鉄道バスに比較

をするとタクシーなどのほうが交通弱者に優しいとは言われておりますけれ

ども、普通のバスよりも、こういったＡＩオンデマンドのバスというのは、
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そういった距離とかが比較的近い、あるいは待ち時間も短縮できるというこ

ともありまして、利用しやすいという意味では、交通弱者にも優しい部分は

あるのかなとは思っております。 

    ただ、おっしゃるとおり、いろんな方がどう使いやすいのかという観点に

関しては、いろいろ市町村さんとも、実際の利用状況とかを伺いながら、よ

り改善できるような取組を一緒に検討することができればと思っております

ので、ぜひ参考にさせていただければと思っております。どうもありがとう

ございます。 

会 長： お願いします。 

委 員： 御説明ありがとうございました。 

   今、いただいた導入件数が、目標と実績とあると思うんですけれども、例え

ば令和３年度の１０件と表現されている中で、その前の事業概要のところで、

導入補助と、実証運行補助事業ということと、導入促進等ということで３つ

概要を上げられていると思うんですけれども、この分の件数を具体的に１０

件の中に、どれだけあったのか。まず実証実験が何件で、実際に入ったもの

が何件あるのかというのを教えていただけますでしょうか。 

県 側： すいません、実証実験と、それ以外、要するに導入補助とかと分けた計上

はしておりませんで、なかなか説明がしにくい……。一応、分類としては、

ＡＩ等オンデマンドと、例えばみやまのほうの自動運転というのがあるんで

すけれども、それが１件で、それ以外のところが、ＡＩ等オンデマンドで９

件という形では分けているんですが、すいません、実証実験と導入補助、導

入促進との分け方でやっていないです。申し訳ありません。 

県 側： 補足してよろしいでしょうか。この事業、大きく三つに区分しておるんで

すけれども、ここで申しております導入補助は、いわゆるイニシャルコスト

といいますか、システムを導入するときの補助になっています。 

    一方、実証運行は、実証という言葉を使っていますけれども、運行経費に

対する補助、例えば燃料費であったり、人件費であったりというふうな事業

の組立てになっています。 

    もう一つの導入促進というのは、具体的に言うと、研修会を行ったりであ

るとか、事業者さんと市町村さんのマッチングを行ったりであるとか、そう

いった取組の立てつけになっております。ですので、この事業目標の導入件

数は、すなわちというか、システムが導入されれば、基本的に運行も行われ

ますので、そこを兼ねているというふうな見方にもなるかなと。導入件数は、

すなわち走っている、運行している件数というふうな整理になっています。 

委 員： 何が一番聞きたいかって、１年で終わるんだったら、そのまま１０件のも

のが１０件だったら、次の年は実施してないんだったら、補助は出さないと
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いうことなんですかね。これは毎年出す、一番最初だけに出すんですか。 

県 側： 実証実験に関しては、実証運行に関しては１年だけなんですけれども、継

続するに当たっての、先ほど申し上げた車両購入とかも、イニシャルコスト

なんですが、これは減価償却で５年分割して補助していくので、全く支援し

ないということではなくて、支援は続くんですけれども、やはりちょっと１

年目に比べると支援額というのは減っていくのはあります。 

県 側： すみません、少し訂正をさせてください。 

    先ほど申した、導入補助とシステム使用料補助があるんですけれども、導

入補助については初年度、導入経費に係る補助なので１回きりになります。

システム使用料に対する補助は、一応上限３か年までというふうにしており

まして、その３か年間補助をするという仕組みにしています。 

   令和２年度から始めた事業なのでというところはあるんですけれども、これ

まで実証だけをやって、それで終わってしまったという案件は、これまでの

ところはありませんという状況です。 

県 側： 申し訳ございません。ちょっと間違っておりました。 

委 員： ということは、３年終わったら、もう各自治体さんは自分たちでやるとい

う感じですか。 

県 側： はい、基本、そういう考え方です。 

    それにつきましては、この事業とは別に、市町村さんのコミュニティバス

の運行に対する補助という、割と一般的な支援事業がございまして、それに

ついては、現行の仕組みでいうと、補助率としては５分の１、２０％を県が

市町村に支援していますという別事業がございます。なので、基本的にはそ

ちらの事業に移っていただくことを想定しています。 

県 側： ですから、ＡＩオンデマンドの補助と、また別にコミュニティバスの補助

もあるので、そちらを使い分けながらという形になると思います。 

委 員： 何が聞きたかったかというと、基本的には民間の方々から、各地方自治体

さんが導入を実施された後に、県からの補助で運行していくというふうにな

っていくとは思うんですけれども、多分、車両の入替えだったりというのが

常に発生するというところと、あと、件数が多くなっていくと、どんどんユ

ーザーも増えていくのかなと思ったので、続くものなのか、肥大していく事

業なのかどうかというのを確認したかったといのが１点です。３年目で終わ

りということは、３年ごとに、終わりましたという数値もあるといいのかな

と思っているんですけど。その次、また新規が何件みたいなものは、指標と

して入っていると、判断しやすい、今後参考にしやすいのかなと。 

県 側： いわゆる実証だったり、導入補助の３か年が終わって、ある程度自立した

ものというものを、一つ指標として整理したほうがいいんじゃないかという。 
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委 員： そうですね。実際に、ちゃんと市民の足というか地域の方々の足になった

かどうかということは、使った税金に対して、効果として、きちんとやっぱ

り住民の方に、納税者の方にお知らせする必要があるし、改革の根本のＤＸ

というのを、まず使っている以上、県もＤＸ改革というのは、知事もおっし

ゃっておりまして、一番の指針になっていますので、きっと多分、県民の

方々も興味のあるところだと思いますので。きちんとそういう指標は出して

おかないと、これから使っていただくのに非常に重要な事業であると私は思

ってはいるんですけれども、納得していただくためには、どういう効果があ

って、今実際もうこんなに使っていただいているということを、きちんと事

業者間とか、お金を使う人だけではなく、広くあまねくお伝えする内容では

ないかなと思ったので、御質問させていただきました。要は、どこから事業

化して、将来像がどうなるのというのが分かりづらい内容だったので、そこ

を明確にして成果指針とされることが望ましいのかなと思って御質問させて

いただきました。ありがとうございます。 

県 側： ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりだと思いますので、そこ

は、ぜひ参考にさせていただければと思います。ありがとうございました。 

会 長： ほかにございませんか。どうぞ。 

委 員： 御説明ありがとうございました。 

    １点お伺いしたいんですが、先ほどの御質問への返答の中で、みやま市に

自動運転車がありますみたいな話がちょっと出てきたかと思うんですけど、

これ、今はオンデマンドが基本で、自動運転車というのは、あまりまだそん

なに進んでいないというか、比率としては多くはないということなんでしょ

うか。 

県 側： まだ進んでないと御理解いただいていいです。自動運転というのがレベル

がいろいろあるんですけど、今のところ架線を敷設して、そこをたどってい

くような、ゴルフカートみたいな車で行くような感じです。実際、自動運転

とは言いつつ、人も乗っていないと、やっぱり危険性がありますので、まだ

レベルはそんなに高いものではないんですけれども、今それを。 

委 員： なるほど。みやま市は、そういう形ということですか。 

県 側： はい、そういう形です。 

委 員： なるほど。国内で、中山間地ではもう、先進的に本当に自動運転をやって

いるところもあると思いますので、福岡県内にも中山間地、結構ありますし、

そういうカートのようなものじゃなくて、しかも、九工大でも自動運転の実

証実験というか、社会実験をやっています、若松地区で。非常に限定された

区域ですけど、人が乗っていないというので実証実験をやっていますので、

今後、自動運転車のほうにもぜひ力を入れてほしいなという感じがします。 
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   自動運転車が入ると、やっぱり全国的にも注目されますし、ぜひ、そういう

ものを進めて、オンデマンドと自動運転は全然レベルが違うので、さっきお

っしゃったように、カートの上というのは自動運転とはあんまり言わないか

らという感じがするんですが、やっぱりレベル３か、本当にもうレベル４を

やっているところもあるので、レベル４はちょっと厳しいということであれ

ば、レベル３でも結構です、自動運転の技術力が既にあるので、ぜひそうい

うものを活用して今後推進していただきたいなと思います。そういうことで、

最後、ちょっと意見。 

県 側： ありがとうございます。ぜひ、研究のほうはしながら、市町村さんともよ

く話し合い、事業者さんともよく話し合いながら取り組みたいと思っており

ます。 

委 員： ぜひお願いしたいと思います。本当に、九工大は社会実験をやっています

ので、技術力は十分あると思います。よろしくお願いします。 

会 長： ほかにございませんか。ちょっと一つだけよろしいですかね。 

   もともと人口減とかいう中で、コミュニティバスではもうやっていけないと

いうことで、利便性の向上、効率化、運転コストの低減というのが一緒にで

きるはずであるということでデマンドというのが始まったと理解しています。 

   これをやる中で、その成果が出たな、こういう場面では出たね、これいいぞ

ということになると、その目標値がどんどん、もしかしたら変わってくると

いうか、上がってくると。本当は上がるのがベストだと思うんですけども、

成果のはかり方というのは今どうですか。利便性が上がり、かつコストが下

がったねと。こういう場所では成果が出たねと。こういう形ではちょっと難

しかったねと。では、こういうところにもっと広めていきましょうと。そう

いうような形の成果の評価みたいなことは難しいですか。 

県 側： やはり、まずは乗車数といいますか、利用者の数もある程度増えていって

いるというところが一つの指標にはなるのかなと。事業者さんが継続してい

ただくためにも、そこが重要かなとは思っていまして、そこはいろいろ把握

はしていきたいなと。 

    具体的には、宗像のルートなどは、以前のコミュニティバスを走らせてい

たときに比べると、当然運行コストは下がっているはずなんですけれども、

１日当たりの利用者数は増えているような話を聞いていますので、運行コス

トの低減と利用者数の向上というのは、一つ指標になると思います。 

会 長： やっぱり、いいことをやっていて、うまくいきそうだよというのを、ぜひ

見せていただきたいと思っていますので。実験場所でやりましたというより

は、役に立っているという見せ方を工夫していただければと思います。よろ

しくお願いします。 
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県 側： ありがとうございます。 

副会長： 会長のお話を聞いていて、気になったことが二つあって。 

    一つは、デマンド型交通を、僕もほかの市町村でも何回か見ているんです

けど、確かにシステム上の課題もあるんですが、もう一つ大きい課題はアナ

ログ上の課題で、ヘビーユーザーの人が何回も何回も使うようになると。そ

れは料金を幾らに設定するかによるんですけど、それはアナログ上の課題な

ので、そんなヘビーユーザー対策をしないと、結局利用率が増えたとしても、

全体的に意図したような形にならないし、仮にＡＩで予測しても、予測すれ

ばするほど使わない人は相変わらず使わないと。そこの不公平感が残るんじ

ゃないか。この部分をどうやって対策するかというのが１点です。 

    あともう１点は、もともとこの商品を見ると、割とピンポイントで、従来

からのデマンド型コミュニティバスをリアルタイムに変えていくＡＩシステ

ムに支援するというスキームになっているんですよ。ですから、対象の市町

村ごとに、それから協議会ごとに支援することになっていますけど、これに

該当するシステムは割と限られている。このシステムを一回開発した人は、

何回も同じシステムでもうけられる形になっていると思うんですね。それは、

もともとの、最初のコストはかかったかもしれないけど、何回も同じように

同じシステムでもうけるよりは、自動運転まで行くかは別にして、もう少し、

今どんどん技術革新が激しい分野なわけだから、市町村を飛び越えて、対民

間事業者を直接支援する形になってもいいと思うんです。実際の最前線の研

究開発にも少し、限られたお金でも、これを持っていくというような開発ス

キームが考えられないかというのが２点目です。いかがですかね。 

県 側： 一つ目に関しては、そこはおっしゃるとおりで、どうしても利用者が減少

している地域なので、利用者が偏って、自家用車を持っておられる方はなか

なか利用されないという部分があって、我々としてもですから、当然、箱と

いいますか、サービスのコンテンツ面を提供することで乗っていただく方が

増えればというんですが、逆に乗る人のところがどうしたらいいのかという

ところがまさにあると思うんです。そこは、例えばＭａａＳとかをソフト面

で使いやすくすることによって、偏った方ではなくて、ふだん使ってなかっ

た方が使いやすくすることによって、アクセスする。要するに、地域ではな

くて、よそから入られた方とかがＭａａＳを使うことによって、そこもラス

トワンマイルで乗ったり、そういうＭａａＳの活用というのは、今後、九州

全体でも今、提言されていますので、我々福岡県としても積極的にこの取組

はやっていかなければならないと思っているので、その部分で何かいい改善

が図れないかとは考えてみようと思っております。 

副会長： 分かりました。後者も、今のＭａａＳの話で連動するから、大体いいです
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よ。理解しました。 

会 長： ほかにございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： それでは、次に進ませていただきます。高齢者運転等の交通事故抑止対策

推進事業です。お願いします。 

 

（県側説明） 

 

会 長： ありがとうございました。それでは、皆様から御意見、御質問ございまし

たら、お願いします。 

委 員： 御説明ありがとうございました。 

    １点お伺いしたいんですが、この事業名は、高齢運転者等の交通事故抑止

対策推進事業となっています。ところが、３のところ、高齢運転者による交

通事故がどのぐらいあるのかがこの結果で分からないので、それを教えてい

ただきたい。最後のほうで、逆走とか、アクセルとブレーキの踏み間違いと

かこの頃本当によくニュースに出てくるかと思うんですが、多分すごく増え

てきているんだろうなとは思うんですけども。これは交通事故全体の数字だ

と思います。高齢運転者による交通事故というのはどのように推移していて、

それが本当に抑止できているのかどうかということについてお伺いしたいん

ですけど。 

県 側： 高齢運転者による交通事故ですけれども、６５歳以上の運転者を高齢運転

者と申しますが、本年４月末現在で高齢運転者による第１当事者の事故が１,

４０１件発生しております。前年同期比でマイナス４６件ですが、これにつ

いては、６５歳以上の高齢者の事故が全事故に占める割合でいえば約２３％

でございます。高齢運転者の事故による死者数は８名でございます。全死者

に占める割合は４４.４％となっております。 

    さらに、統計でいいますと、発生件数、第１当事者高齢運転者の事故１,４

０１件と申しましたが、このうち高齢運転者がハンドルやブレーキの操作ミ

スによる交通事故は１３９件発生しております。全体の９.９％でございます。

一方で、６５歳未満の方のハンドル操作、ブレーキの操作不適による事故は

３０５件、全体の約６.７％ということで、やはり高齢運転者の事故に対して、

高齢運転者のハンドル、ブレーキの不適の事故は若干多いというような状況

でございます。以上です。 

委 員： ありがとうございます。 
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    それで、今１,４０１件で、前年比でいうと少し減っているということでし

たでしょうか。 

県 側： そうですね、はい。 

委 員： この安全運転相談員が設置されたのはいつからでしたでしょうか。 

県 側： 安全運転相談員が設置されたのは令和２年度からでございます。 

委 員： 令和２年度からということは、その効果があったのではないかという理解

になるということですか。 

県 側： そうですね、今の数字から見ると、若干高齢運転者の事故が減ったりして

いますけれども、必ずしも全てこの数に直結するとは言い難いところです。

いろんな要素があって、現状、高齢運転者による事故は減っていますけれど

も、この安全運転相談員というのは、試験場に来場した方に対して、質問し

たり、声かけをして、もし病気があれば自主返納を促したり、そういったと

ころがメインですので、必ずしも今の数字と直結しているとはちょっと言い

難いとは思います。 

委 員： 分かりました。ただ、直結していないとはもちろん言えないとは思います

けども、いずれにしても、減ってきている。ずっと今、減少傾向にあるとい

うことですか。 

県 側： そうですね、減少傾向で、交通事故自体も減少していますけれども、高齢

運転者による事故も減少しておるところでございます。 

委 員： なるほど、分かりました。ありがとうございます。引き続き、どうぞよろ

しくお願いします。 

県 側： ありがとうございます。 

会 長： どうぞ。 

委 員： 御説明ありがとうございました。 

    質問したかった件数について、先ほど聞かれたので、それでいいですけれ

ども、口頭での説明では省かれたので、もしかしたら削除される御予定なの

かもしれませんが。６の見直しの内容の「上記の理由」のところに、未就学

児をはじめとする子供が関係する交通事故が後を絶たずとか、子育てを応援

する社会の実現が強く要請されるというような記載があるんですけれども、

今、この事業の説明の中で、全然それに関することが触れられていないので、

ここで突然その理由として出てくるのが不自然な感じがします。もうここは

なくてもいいのか、何か報告書とかに上げるわけではないのかもしれません

けれども、ちょっとそこに違和感があったので、一言意見させていただきま

した。 

県 側： 分かりました。ありがとうございます。いずれにしましても、安全運転相

談員は高齢運転者対策がメインですので、先生の言われるとおり、削除した
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いと思います。ありがとうございます。 

会 長： ほかにございませんか。どうぞ。 

副会長： １点だけ。この事業自体は、会計年度任用職員を使って研修する事業だと

思うんですけど、今、運転免許更新のときに、ゴールドの人だとか、オンラ

イン研修、オンラインか何かで免許更新できるようになってきていますよね。 

県 側： そうですね、福岡はまだ導入しませんけど。 

副会長： そうですか。そうなってきていて、だから、私が今、念頭に置いている県

がどういう人を対象にしているか分からないけど、オンライン研修を進めて

いくと、会計年度任用職員を使ったって発見できないよね。 

県 側： そうですね、講習はオンラインでも、免許証は交付しないといけないんで、

いずれにしろ１回は来ないといけないんじゃないかなと。 

副会長： そのときは。試験課においては大丈夫。 

県 側： そうですね。全く来なくて免許証を渡すことはできませんが、郵送とかい

う話になれば、どうかなということも。写真も撮らないといけないしですね。 

副会長： なるほど。では、受け取る手続は、デジタル化には逆行するかもしれない

けれども、そこで検査する場面は必ず。 

県 側： ありますね、相手と接触する場面は。 

副会長： つくるつもりでいるということなんですね。 

県 側： そうですね。まだ全国的にも、オンラインというのは講習ありきだと思う

んですね。講習だけオンラインでという。 

副会長： そうですね。 

会 長： ほかによろしいですか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： それでは、次に進ませていただきます。住宅流通促進事業（空き家活用サ

ポート体制整備事業）です。よろしくお願いします。 

 

（県側説明） 

 

会 長： ありがとうございました。 

    皆様から御意見、御質問ございましたら、お願いします。ございませんか。 

委 員： 御説明ありがとうございます。 

    この事業は、基本的に相談体制や情報発信の強化ということで、非常に力

を入れてやっておられてすばらしいなと思うんですけれども、その一歩先と

言いますか、例えば街なかにある空き家とかですと、北九州市がやっている
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ような、複数を合わせて面的に整備していくといった制度を別途つくって、

そういうもので事業者や所有者にあっせんしていく、そういったような検討、

新しい制度をいかにつくっていくかというあたりが、今どのような検討をさ

れているのか教えていただければと思います。 

県 側： 今、先生がおっしゃる事例として、北九州市さんの街なかの幾つかの空き

地なりを事業者さんにあっせんとかつなぎをしているという事業について聞

いておりまして、その効果がどういうものかを、私たちも北九州市さんにヒ

アリングさせてもらったりということで、出口戦略の一つとして、今、状況

等を伺っている状況でございます。 

委 員： どうしても、例えば中山間地域ですとか斜面地住宅みたいなところだと難

しいと思うんですけれども、街なかの空き家ですとかなり、それで解消でき

る部分もあるのではないかと思っている部分もありますので。どうもありが

とうございました。 

会 長： ほかにございませんか。どうぞ。 

委 員： 成果指標が累積になっていたんですけど、累積にしている理由は何かござ

いますでしょうか。質問です。 

県 側： 成果指標として二つ挙げさせていただいていまして、相談件数とマッチン

グした件数ということで、どうしても下のマッチング件数のほうが、相談機

関が、相談してすぐそこでマッチングができるという状況じゃなくて、時間

がかかるというところもございまして、年度をまたいだりということもござ

いますので、マッチング件数累積ということで、それと合わせた形で相談件

数も累積という形で合わせてさせていただいております。 

委 員： 要は、分かりづらいなというのがあったので。先ほどのモビリティのとき

にもお話ししたんですけれども、きちんと、累積じゃなくて、「これが何」

「これが何」という成果的な指標は、アバウトに出しているとよくないかな

と思います。だったら、成立した件数が何件でとか、今、継続的に何件です

というものをと。企業でも必ず繰り越ししたりというのは、きちんとやりま

すので、その年に成約に対する費用が使われたということに対して、きちん

と説明責任があると思います。累積だとまずいのかなと思ったので、御質問

させていただきました。 

    要は、実績値として、どのような費用対効果があったか我々行政改革委員

も判断しなければいけないと思うので、この段階でそうですと言われても、

何か判断が難しいなと思って、御質問させていただいています。 

県 側： 累積だと各年度の事業の効果というのが見えないという御指摘だと思うの

で、そこについては、再度、御意見を参考にして検討させていただきたいと

思います。 
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委 員： 来年また、私がやっているかどうかは分かりませんが、知りたいと思いま

す。 

    ありがとうございます。 

会 長： ほかにございませんか。どうぞ。 

副会長： 私はまちづくりも興味があって、このサポートセンターも、他市町村を見

たんですけど、これは福岡県だけの問題じゃないんですが、このサポートセ

ンター問題は割と、もう今の成果は、これじゃ上がらないんじゃないかと思

っているんですよね。 

    その一番の理由は、結局、サポートセンターが宅建資格を持っていて、こ

こで不動産業をやれて、これで取引手数料をもらえたら十分商売として成り

立つと思うんですよ。ところが、ここはあくまでも情報提供だけなので、最

後、不動産取引になると、不動産業者のほうに行くわけですよね。 

   逆に言うと、不動産業者から見ると、ぬれ手に粟とまでは言わないけど、結

局全部、このシステム改修費だとか、ここまで持ってきたことの手数料分は、

本来、手数料をもらう事業者が受けなければならないものをサポートセンタ

ーや、公的機関が事実上肩代わりして、この不動産取引を成り立たせるとい

う形になります。ですから、不動産事業者はリスクを取らないし、やるサポ

ートセンターのほうも、やっぱり非常に困難案件が多いので、なかなかやり

たがらないと。今、欧米のほうで見ていると、これでやっていくと、アナロ

グの世界から、これも完全にシステムの世界になるので、不動産情報システ

ムを整えていくという世界でやっている。それだと、空き家だけ特定のシス

テムを整えていっても、非常に生産性が低いので、かなり不動産事業者一般

に、消費者も供給者も両方使えるようなシステム整備ということになってい

く。今のこのスキームで、サポートセンターに支援するという形で、本当に

空き家処分していくというのが、本質的に難しいんじゃないかと。何かスキ

ームを抜本的に変えていかないと、それは福岡県だけじゃないんだけど、日

本全国同じようなことを同じようにやっているんですが、なかなか前に行か

ないので、何かもうちょっと抜本的な対策を考えるべきじゃないかと思うん

ですが、それはいかがですか。 

県 側： このサポートセンターで全ての空き家が解消できるかという話だと思うん

ですけど、恐らく福岡県で今、空き家は、住宅土地統計調査で言いますと１

２万戸、１３万戸近くあると推計がされている中で、それを全てカバーして

このサポートセンターで処理していくというのは難しいと思います。 

    まず、そういう空き家をどうしたらいいかというところの最初の入り口の

相談窓口がなくて、基本、市町村でそれを全部、空き家対策はやっていただ

きたいというところがあるんですが、その市町村のスキルアップも含めて、
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相談体制が整ってない状況を、まず県が、こういうサポートセンターを設置

して、今度はそれを市町村のほうにいろいろ情報を還元して、市町村を含め

た県全体で相談体制が組めればと。そして将来的には、このサポートセンタ

ーだけで対応というふうには考えていなくて、併せて事業者についても、空

き家活用について一生懸命やっている事業者について、今後、空き家所有者

の方がサポートセンターを通さず、直接事業者にたどり着けるようなことも

検討していきたいなとは考えております。 

副会長： 市町村は、個別に住宅建築に対してノウハウを持っていなくて、やっぱり

県内事業者に対しているのは県の住宅課のほうになるので、本当は、事業者

レベルでもう少し不動産取引に結びつくような形で空き家の処分を誘導して

いくようなスキームを考えるべきじゃないかと思うんですけど。 

県 側： 民間事業者を活用したということですね。これも当然、最終的には処分に

なると、事業者さんが絡んで、売買・賃貸していかないといけなくなるので、

そこに自然につながる形でやっていきたいとは思います。 

会 長： ほかによろしいでしょうか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： ありがとうございました。それでは、最後の外部評価です。宇宙ビジネス

振興事業です。では、説明をお願いします。 

 

（県側説明） 

 

会 長： ありがとうございました。それでは、皆様から御意見、御質問ございまし

たら、お願いします。よろしいですか。 

委 員： 御説明ありがとうございました。 

    この九大発のＱＰＳ研究所を中心に、福岡県がＳ－ＮＥＴにも選定されて、

これから宇宙ビジネスに、しかももうＱＰＳのほうでもレーダーの計画もい

ろいろおありのようなので、本当にぜひ強力に推し進めていただきたいなと

思います。九工大のほうでも、結構衛星はいっぱい飛ばしていて、多分、日

本の大学の中で一番飛ばしているんじゃないかと思いますので、ぜひ九工大

も関連して進めていただけると大変うれしいなと思います。 

    今後、宇宙開発は世界的に注目されているビジネスだと思いますけれども、

既にレーダー飛ばすとか、こういう具体的な計画もあるので、非常に本当に

強力に進めていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがと

うございました。 
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県 側： ありがとうございます。ぜひ、連携をさせていただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

会 長： ほかによろしいですか。どうぞ。 

副会長： 今回、出されているこの事業自体は、周辺応援の部分なので、リスクも少

ないし、それから逆に効果も低いかもしれないけど、それなりにうまくリス

クヘッジして、これはこれでやられているんだと思うんです。 

    ただ、私が一番気になったのは、最後に言及されたところで、ＱＰＳ研究

所の支援です。今回書かれているのはパブリックビューイングだから全然安

全なんですけど、私が大学発ベンチャーでそのスキームを見ていたときは、

結構大学発ベンチャーにいろいろ課題がありました。結局、事業を失敗した

ときの責任を誰も負わないような形になっている。要するに、大学の資産も

担保に出さなかったり、融資が焦げついたときの責任を一体誰が本格的に取

るんだと言ったときに、そこを保証する作業スキームが不十分だったり。事

業がうまくいっていればみんなハッピーなんですけど、駄目になったときの

事業責任を一体誰が取るのかについて非常に不安があって、だから、昔は非

常に限定的にしか認めていませんでした。 

    しかし、最近は、何かスタートアップ時代になってきて、認めてきて、こ

こ大丈夫かなと。大学の先生は、自分の技術に対して非常に自信を持ってい

る人が多いので、客観的な評価とは別に、本当にそのとおり、要するに、行

政のほうが、国も、都道府県のほうも、市町村のほうも、どのぐらい保障を

つけるかというのは難しいなと思っているんですけど、これは今、ＱＰＳと

の関係でいうと、福岡県はどのぐらいのところまで踏み込まれる予定ですか。 

県 側： 当然、県が投資や出資をというのはなかなか難しいなと考えておりますし、

ＱＰＳ研究所につきましては、かなり資金調達が順調にいっておりまして、

産業界からも、先ほどもございましたとおり期待も高くて、かなり資金調達

は順調に進んでいると承知をしております。なので、我々としては、それが

これからも進むように、パブリックビューイングですとか広報活動で支援を

していく、いわゆる、おっしゃるように側面支援となるんですけれども、や

はりＱＰＳに対しては、そこに尽きるかなと承知しております。 

会 長： ほかによろしいでしょうか。どうぞ。 

委 員： この宇宙産業へ参入するときの障壁的なものを、私は業界的にあまり知ら

ないので、行政改革とは関係ないかもしれないんですが、参入しようとした

ときに規制は結構あるんですか。例えば宇宙食だと、食品衛生的なものとし

て、食品業界よりまたさらにもっとすごい規制があって大変だとか、精密部

品を作るときに、宇宙用になると、マテリアルがそろわなくて高額だとか、

いろいろあるとは思うんですけど、そういった参入障壁みたいな、規制とか
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はあるのかなという御質問です。 

県 側： ありがとうございます。大きく二つでお話ししようかなと思っています。 

   一つは、ロケットだとか人工衛星だとかというものを創るという、開発する

というところにつきましては、航空機については大勢の方を運ぶということ

もありまして、かなり厳しい認証というのがあります。他方で、人工衛星と

かは認証というのはないんですけれども、やはり、ニーズだとか技術力が高

くないと、当然使えないという、競争優位性を持ち得ないというところがあ

るので、県内企業であってもその技術力を高めていかなきゃいけないと感じ

ております。 

    二つ目につきましては、宇宙食の話なんですけども、宇宙日本食というふ

うにあえて申し上げているのは、宇宙食というのはＮＡＳＡが認可、承認を

するものです。宇宙日本食というのは、いわゆる日本のＮＡＳＡであるＪＡ

ＸＡが認証するものでございます。このＪＡＸＡの認証を受けるには、委員

が御指摘あったように、当然、宇宙に持っていくときに、保存の期間だとか

に耐え得るようなパッケージだとかがちゃんと指定をされております。そう

いったものを使うということにもなってきますので、そのルールというのを

守りながら開発をしていかなきゃいけないと感じております。何よりも、宇

宙日本食というのは、ゆくゆくは宇宙飛行士だとか、その後、宇宙で生活を

する方々が、ストレスなく食べてもらえるためのおいしい宇宙食を提供した

いという思いで、宇宙日本食というアプローチを今しているところというこ

とでございます。 

委 員： ありがとうございます。宇宙食ってなかなか難しそうというところがあっ

たので。何が言いたかったかというと、成果物とかに関する、緩和に対して

動けることとかが、県としてできるのかなというところで、検討できるとこ

ろがあるのかなと思って、御確認させていただきました。ありがとうござい

ます。 

会 長： ほかにございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： よろしければ、本日、準備された議題の審議は全て終わりました。 

    これからの進行は事務局のほうでお願いします。 

事務局： 長い時間、大変熱心に御審議いただきまして、ありがとうございました。 

    本日、委員の皆様からいただいた貴重な御意見、そして御指摘を踏まえま

して、検証や工夫を行いまして、より効果的・効率的な事業の実施として来

年度予算に向けた取組を進めてまいります。 
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    最後に次回、第２回行政改革審議会でございますけれども、次回は８月の

２２日月曜日１４時から、本日と同じ会場で開催いたしますので、よろしく

お願いいたします。内容は、今回に引き続き外部評価を予定しております。

以上で、第１回行政改革審議会を終了させていただきます。 

    本日は本当にありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


