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令和４年度第３回行政改革審議会 

 

１ 開催日時 

  令和４年８月２６日（金）  ９時３０分～１２時３０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 出席者 １０名 

   

４ 会議次第 

 （１）行政改革大綱の実施状況報告 

 （２）外部評価 

 

県 側： 皆様、おはようございます。定刻になりましたので、令和４年度の

第３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、野田委員、南委員におかれましては県庁にお越し

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、安河内委員におかれまして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、二又委員からは、

御欠席の連絡をいただいております。なお、野田委員、緒方委員、

佐々木委員におかれましては、所用により途中で退席と伺っておりま

す。 

    本日は、まず行政改革大綱の実施状況について御報告させていただ

き、その後、前回に引き続き外部評価について御審議いただきます。

それでは、この後の議事につきまして、津田会長、よろしくお願いい

たします。 

会 長： 皆さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。早速

審議に入らせていただきます。議題は、先ほど事務局から御説明のと

おりです。早速、行政改革大綱の実施状況報告をお願いします。 

 

（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、御質問があ

りましたらお願いします。よろしいですか。 
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（「なし」の声） 

 

会 長： では、特にないようでしたら、次に進みたいと思います。次の議題

は、外部評価であります。事務局から説明をお願いします。 

事務局： 本日は７件の外部評価をお願いする予定といたしておりますけれど

も、それに先立ちまして、月曜日に開催しました第２回の審議会で実

施した、ふくおか教育月間推進事業の外部評価において、後日回答さ

せていただくとお答えした事項がございましたので、まず、この回答

をさせていただきたいと思います。 

    資料につきましては、リモート出席の方には昨日メールをお送りい

たしましたが、県庁にお越しの方におかれましては、資料の一番後ろ

の２枚、参考資料と書いてあるものと行政評価書でございますけれど

も、それを御覧いただきたいと思います。座席を移動しますので、し

ばらくお待ちください。 

 

（県側座席移動） 

 

県 側： それでは、教育庁総務企画課から回答させていただきます。よろし

くお願いします。 

 

（県側説明） 

 

会 長： 本件、皆様から御意見、御質問ございますか。よろしいですか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： それでは、次に進めさせていただきます。次の議題は、困難を抱え

る若年女性支援事業であります。事務局、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、御質問をお

願いします。 

委 員： 御説明ありがとうございます。前回のときも同じようなことを言っ

ているんですけれども、事業目標というのが、今御報告があった見回

り回数が減っていくとかがあるんですけれども、見回り回数が成果指
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標になっているというところとかはどうお考えなのかをちょっとお聞

きしたいと思います。 

県 側： 成果指標の前提の考え方ということでよろしいでしょうか。 

委 員： そうです。 

県 側： ありがとうございます。成果指標につきましては、当初、この事業

を開始しました令和元年度時点で設定したものでございますが、その

時点で、全国的にもまだ取組のない、国のモデル事業として始めたと

いう経緯もあり、成果指標の設定に非常に悩んだところもありまして、

取りあえず進捗の形が見えるものとして、二つを設定しました。 

    ただ、事業を実際進めていく中で、より効果的なやり方も取り入れ

ており、成果指標として設定しているものが現実的に合わなくなって

いるというところもございますので、成果指標の見直しなども考えて

いきたいと思っております。 

委 員： 多分この成果指標はもうあんまり意味がないので、これから今後の

お話を含めると全く整合性がないので、至急見直されたほうがいいと

思いました。以上です。 

県 側： ありがとうございます。見直しを行いたいと思います。 

会 長： ほかに御意見、御質問ございませんか。 

委 員： 御説明ありがとうございました。なかなか手の届かないところに 

こういう活動をなさって、特にＮＰＯの方だと思いますけど、非常に

貴重な事業かと思います。 

    それで、１ページ目の下のほうについてちょっと教えていただきた

いんです。下の目標達成状況の１番目ですが、ＳＮＳなどの声かけの

実績が５３４件とありますが、これは具体的にはどういう形になって

いるのかというふうなことが１点と、もう一つは、次のページに、電

話、メール、面談などでの相談件数が年間１,８３２件とありますが、

この５３４件はそこに入っているのかどうかというのをちょっとお伺

いしたいんです。その２点についてお伺いしたいんですが、よろしく

お願いします。 

県 側： お答えします。ＳＮＳを通した声かけというところなんですけれど

も、実施方法としましては、インターネットやＳＮＳの投稿を見まし

て、例えば「死にたい」とか、そういう気になるワードを検索して、

そういったワードで投稿している若者に、コメントを通して相談機関

へ誘導するというような取組になります。こちらに上げております５

３４件は、２ページ目の１,８３２件の外数、これには入っていない

という形になります。 
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委 員： ５３４件のインターネットやＳＮＳで、例えば「死にたい」とかと

いうのは非常に気になるワードですけども、それが福岡県民である、

福岡県のこの年齢の女性であるというふうなことは分かるわけですか。 

県 側： 地区的な絞り込みはできるようにしておりますので、福岡県内とい

うことでの絞り込みはしております。年齢については全部きちんと分

かるわけではないんですけれども、投稿内容とか絞り込みができる範

囲での絞り込みはしていると聞いております。 

委 員： 分かりました。何かあんまり可能なような気がしないんだけど、可

能なんですね。 

県 側： そこは、今ＳＮＳとかの機能の中にそういう絞り込みができる機能

もあると聞いておりますので、一定の絞り込みをした上で声かけをし

ていると聞いております。 

委 員： 分かりました。ありがとうございます。 

会 長： ほかによろしいですか。お願いします。 

委 員： じゃあ、先にすみません。１点質問なんですが、２ページのほうで、

令和３年度の自立支援として新規３３人に行っていると記載がありま

す。これは、ごめんなさい、どこかに書いてあったならあれなんです

けど、その前の令和２年とか令和元年とか、過去にそういったことは

あったんですかね。データとかはあるんでしょうか。 

県 側： 令和元年の１０月から事業を始めておりますが、自立支援を行った

人数としては、令和元年度は６名、令和２年度は１３名となっており

ます。 

委 員： ありがとうございます。ということは、やっぱり年々増えていると

いうことですよね。こういった事業はすごく分かりにくいというか、

公園で見回りをして、どのぐらいの人に声をかけて、どういう支援を

行ったというのとか、それから、成果として表れる、例えば、相談に

つながったとしても、その後どうなっていったかというのは、すごく

個人的なこともありますし、追っていくのは非常に難しいと思うんで

すけれども、こういった事業があることで、実際の若年層の方の自立

とか、それから、これはもう数値としてはきっと表れてこない、分か

らない数値かもしれないですけど、例えば、自殺とかそういったこと

を未然に防ぐことができたというようなことが、数字には表れにくい

んでしょうけど、非常に大事なことだろうと思いますので、ぜひ続け

ていただきたいと思いますし、先ほどの支援の数とかも、指標とかデ

ータとしてしっかりと残していただければ分かりやすいかなと思いま

した。以上です。 
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県 側： ありがとうございます。 

会 長： ほかにございませんか。お願いします。 

委 員： すみません、ちょっと今の御質問と近いかもしれないんですけれど

も、２ページ目の相談件数が年間１,８３２件ということと、先ほど

の声かけ実績がＳＮＳで５３４件ある中で、令和３年の自立支援が３

３名というところに関しては、残りの方はまだ継続して御相談をされ

ていらっしゃるという状況なのかというのが１点目と、２点目は、事

業費に関して、令和３年決算よりも令和４年のほうが３００万近くで

すかね、上がっているところではあるんですけれども、この辺りとい

うのは、何のコストが今度令和４年で上がってきているのかというの

は、すみません、資料からちょっと私が読み取れなかったので、教え

ていただけたらと思います。 

県 側： ありがとうございます。声かけとか相談とかというような形で件数

を上げておりますが、声かけをした方とかについては、全てが相談と

いいますか、悩みを抱えて物すごく相談しないといけない状況じゃな

い方にも、声かけとして、何かあったらこういう相談窓口があるんだ

よというようなことをお知らせするというような活動にもしておりま

すので、そういった意味では、１回こっきりの声かけに終わっている

方もいらっしゃいます。また、法人のほうには、やはり継続した相談

というのもあっておりまして、法人さんのほうで居場所のようなもの

も確保されていますので、そういったところに定期的に来て話をする

ことで悩みを打ち明ける機会をつくっているというような部分もござ

います。１,８００件以上の件数のうち、何割かは継続相談という形

でずっと関わりを持っていただいているという状況です。 

    それと、２点目にお尋ねの経費が上がっているという部分ですけれ

ども、今年度、人件費を上げております。相談件数がやはり非常に増

えているというところもございまして、一人相談員を増やすという形

で人件費を増やしているという状況でございます。 

委 員： ありがとうございます。何割かは継続支援ということは、その何割

かの方はまだ解決はされていらっしゃらないということなんですかね。

すみません。もしくは、そこまでには至っていないというか、そこま

で困窮していないというような認識のほうが正しいのでしょうか。 

県 側： 状況としては同行支援、例えば、公的な支援につなげないといけ 

ないというような状況までは陥っていないですけれども、やはり悩み

を抱えていたり不安定な状況で、継続して悩み相談みたいなものをし

ながら、必要があればつなぐというような体制で、今法人のほうで取
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り組んでいただいています。 

委 員： 分かりました。ありがとうございます。 

会 長： ほかに。お願いします。 

副会長： これはそれこそ全国的に見てというか、世界と比べても、この種の

業務を日本はＮＰＯ等を活用してやることは少なかったので、今後こ

ういう事業をどうやって伸ばしていくかということを考えたときに、

試験的にいろいろ勉強しなきゃならないケースだと思います。 

    それで、私が端的にお伺いしたいのは三つで、一つは、今回この事

業の切り出し方が、若年女性支援事業という切り口になっているんで

すよね。どこかで切り口はつくらなきゃ駄目なんですけど、この切り

出し方が、いろんな活動をしていると必ずしも若年じゃないケースが

あったりだとか、それから、それこそジェンダーフリーになって、男

女かかわらず１０代の青少年の課題が出てきたりだとかいうケースも

あると思うんですが、今回、県として委託するに当たって、この若年

女性支援事業という切り口が効果的だったかどうなのかというところ

の感想を聞きたいのが１点ですね。 

    それから２番目に、これは今も議論がありましたが、仮にこの切り

口でやったとしても、入り口、どこまで対象にするかというのは、結

局、厳密に入ってくるものを管理することもなかなか難しいですし、

それから出口も、確かに自立支援みたいなのが出てくると、成果とし

ては分かりやすくて納得を得られやすいと思うんですが、しかし、必

ずしも自立に結びつくとは限りません。自立となると最終的に対象資

金の関係が出てくるので、そことの関係を考えたときに、出口の部分

の費用として、結局、今後考えていくというお話だったんですけど、

今まで活動した範囲でいうと、どこの指標をつけるのが一番活動の成

果が見えやすいのか、ないしは、課題のところも含めて見えやすいと

いう実感を持っておられるかというのを聞きたいのが２番目です。 

    それから３番目、ここが非常に大きいと思うんですが、これでもや

っぱり若年女性という切り口をしてＮＰＯに任せていって、この事業

で成果を見るとなると、ある程度当該団体に任せないと成果が出づら

いところもあると思うんですが、逆に言うと、自主的に任せれば任せ

るほど成果も管理しづらくなってくるといいますか、いい意味でも悪

い意味でも、どのぐらい活動しているかというのがアピールしづらい

ところが出てくると思っています。この事業を進めていったときに、

最終的に、例えば、自立支援とかいろいろいった場合には、最終的に

はシェルターを持っている市のほうとの関係だとか、そういうような
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ところの関係も基本的にこのＮＰＯ団体に一時的に任せたほうがいい

のか、それとも公的機関の間でもともと何かさばいておいたほうがい

いのか、県の関わりの在り方です。しかも、これはもともと案件とし

て非常に難しい案件であって、市としても課題に思っているけれど、

お互いにそう簡単に事態は改善しないので、難しいことを承知でいろ

いろやらなきゃならないと思っているんですが、その部分の当該団体

に対する任せ方に関しては、どういうようなやり方になっているとい

う感触なのか、お聞かせいただきたいです。 

県 側： まず１点目の若年女性という切り口でこの事業に取り組んでいると

いうところなんですけども、まず、この事業自体は国がモデル事業と

して補助金を出しているというところがあって、それを活用しながら

ということですね。ただ、我々としましても、やはりどうしても若年

女性は性暴力の被害とか虐待を含めたそういう被害に遭いやすいとい

う側面があって、そうなった場合に、それを未然に防ぐための取組と

しては、こういうアウトリーチの支援をしていくということが必要じ

ゃないかというところで、若年女性を切り口にしたこういった支援が

効果的だということで取組を始めました。それに合わせて、先ほど言

いましたＳＮＳ上での声かけとか、そういう若年女性により効果的な

やり方というのも、ＮＰＯ法人さんのほうと協議しながら進めてきて

いるという状況でございます。 

    それから、対象が非常に絞りづらいというところはございますが、

若年女性を対象とした事業として、若年女性が集まりやすい場所での

声かけですとか、利用しやすい媒体を使った声かけというのはやって

いますが、相談として入ってくるものについては、４０代の方とかも

それなりにいらっしゃいまして、そこは排除するものではないと考え

ておりますので、ターゲット層としては若年女性ということで、そこ

にアプローチしやすい手法を取りますが、受けるほうとしては広く受

けていく必要があるのではないかと思っております。委託しておりま

すＮＰＯ法人さんは、もともと若者支援ということで、男性、女性か

かわらず支援をされている団体さんですので、こういった活動をしな

がら相談でつながった男性に対しての支援も、ＮＰＯの活動としてさ

れるということが可能ですので、そういった意味では、ターゲット層

は絞りますが、広く拾えるようにしていきたいと考えております。 

    それから、成果指標の見直しですが、これは我々も非常に難しいな

と思っておりまして、先ほど言いましたように、自立につながった数

となりますと、かなり数的には少なくなってくるんじゃないかと思い
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ます。ただ、声かけですとかそういった、いつもあなたたちを見守っ

ているところがあるんですよというような意識を持ってもらうという

ことも非常に大きな効果だと思っておりますので、そういった意味で

は、相談件数ですとか声かけをした件数を設定するほうが、より事業

の進捗としては分かりやすいのかなと思っておりまして、そこを中心

に考えていきたいと思っております。 

    それから、公的支援とのつなぎという部分は、我々も非常に難しい

なと思っているところではございます。確かにＮＰＯ法人さんのほう

にもっと大きな公的な、例えば、婦人保護の部分とかも担っていただ

いて、全体的にというような考え方もあるんですけれども、ＮＰＯ法

人さんのほうとお話ししていると、やはり一つの団体で何もかも持っ

てしまうということは人的とかにも無理があるし、そういうやり方よ

りも、いろんな特色のある団体がいろんな支援をしながら、そこがき

ちんとつながっていけるような仕組みを行政のほうにはお願いしたい

と言われております。特に若年女性については、今年度、困難な問題

を抱える女性への支援に関する法律、新法が成立して、令和６年４月

１日の施行に向けて今準備をしているという流れになっておりますの

で、その中で、民間団体と公的支援のつなぎという部分も含めて検討

が必要だと考えております。 

会 長： ほかに御意見、御質問ございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： ありがとうございました。それでは、次に進めさせていただきます。 

    県税収入確保特別対策事業（個人住民税対策強化事業）であります。

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、御質問をお

願いします。よろしいですか。 

     では、私が一つ質問します。他県との比較なんですけども、例えば、

ナンバーワンのところともう一つ違うとかいうのが何かあるんですか、

それとも大体皆さん同じような方策で進めていって今の現状があると

思っていますか。 

県 側： そうですね、大体全国どのような個人住民税対策を行っているかと
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いうのは情報を収集しているところですけど、やはり取り組み方とし

てはあまり変わらない。いわゆる職員を市町村に派遣するとか、直接

事案をもらって県の職員が整理をしていくというところはあまり変わ

らないのかなと思いますが、何せ福岡県は６０市町村ありますので、

しっかり自分のところだけでできるところもあれば、一人とか二人で

税の業務をやっていて、しっかり徴収できていないというところもや

っぱりあるので、その辺の違いはあるのかなとは感じております。 

会 長： ありがとうございました。ほかにございますか。 

副会長： 福岡県さん、福岡県内もそうですけど、全国の中で都道府県を代表

して徴収体制の在り方についていろいろ御意見いただきましたので、

ぜひ引き続き頑張っていただきたいと思うんですが、今日の中でいう

と、直接徴収している部分は実際どのぐらいあるんですか。 

県 側： 件数……。 

副会長： はい、件数と金額でいうと。 

県 側： すみません、令和３年度になりますけれども、市町村から１,４０

１件引き受けております。引き受けている税額自体は４２億円ですね。

実際に徴収できた額が約１７億円。ですから、徴収率は大体４４％近

くになっております。 

副会長： これはさすがにここの相場観がないんですけど、結構高い、頑張っ

ているのか、それともこんなものなのかな。最近コロナ対策等もあっ

て前よりちょっと取りやすくなっていますけど、数字としてはどんな

流行なんですか。 

県 側： 肌感覚と言ったら申し訳ないのかもしれませんけど、やはり４割取

れればしっかり取れているというところで、すみません、具体的に平

均値とかをお示しできたらいいんですけども、対策としては、しっか

り引き受けたものは取れているかなと考えております。すみません、

先ほどの評価書の４ページの有効性・効率性の３番目のところに、い

わゆる滞納して繰り越した分の収入歩合を記載しておりまして、令和

３年度が２９.７％。３０％が大体平均になるので、それと比較しま

したら、直接徴収で引き受けたのは４４％ですので、高いかなと考え

ます。 

副会長： なるほど、なるほど、なるほど。それから、今後の見直しの方向と

いうことで、市町村の相互併任体制を確立させるための組織的な働き

かけを行っていくというお話だったんですが、徴税体制で、市町村間、

それから市町村と県の在り方についても、それこそ機構をつくったり

だとか、それから、あくまでも助言を認めるだとか、それぞれ功罪が
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あって、今まで評価が難しい状況もあったと思うんですけど、今回の

この見直し方向からすると、現状の判断としては、相互併任体制が一

番現実的、効果的だという考えなのか。そういう考えだったら、結局

ここのところ地方税共同機構による収納がどんどんどんどん広がって

きているんで、それを前提とした県の支援なり、県の在り方なり、県

と市町村の体制ということになると思うんですよね。 

 それからもう一つ、一方で地方税の手続の標準化が進んできていま

すので、今まで以上にその標準化に合わせて、ベンダーはもちろんい

ろいろ可能ではあるとは言いつつも、特に規模の小さい市町村からす

ると、個人住民税に関して統一のシステムなり同一の動向なりでそろ

えたほうが、対ベンダーとしても、対県民のほうも便利になるかもし

れませんよね。そういうようなシステム上の話ですとか、一方で、国

全体でやっているような部分の中で、併任体制の方向で働きかけてい

くのが効果的なのか、もう少し何か組み込んでやったほうがいいのか、

非常に判断が難しいところだと思うんですが、今回この事業等を通じ

てというか、日常の日々の中でそこら辺のところをどう考えておられ

るのかですね。 

    もう一つだけ。あと、今回これの対象外ですが、一方で固定資産税

がありますよね。多くの県で非木造のものなんかを中心に、今でも町

村部については県のほうで課税しているという評価もやっていると思

うんですが、この固定との関わりですよね。それも含めて、県税事務

所の今後の徴収体制を考えたときに、どういう流れに持っていくのか、

現時点ではどういう感じなのか、もしくは感触がありましたらお聞か

せください。 

県 側： 承知しました。まず、市町村でも地区でも併任体制でございます。

この事業を始めたとき、将来的には市町村が自立して、自分たちでし

っかり税金をかけ徴収していく、いずれは県が手を引くというところ

が将来像ではございます。もちろんもう自立してやれるところもあれ

ばそうでないところもありまして、県の支援ももちろん大事なんです

けども、その地域地域において状況が違いますので、そこの地域の実

態に応じて市町村間で連携するのは有効と考えております。 

    例えばですが、田川地区は、やはり数字だけでいくと低い数字でご

ざいます。滞納処分をするに当たっても、住民との距離が近いので、

なかなか自分のところだけではしづらいというか、住民からのクレー

ムとかに耐えられないとか、日頃から学校で一緒だとかそういうのが

あるので、例えば、差押えの一つの手法で給与を差し押さえるという
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のがあるんですけど、それを田川地区でみんなでやりましょうと。そ

れを例えば広報紙とかに載せて、田川地区は強化してやりますという

のをすると、心理的なハードルが下がってやれる。そして、田川地区

全体の徴収率が上がるというような例もございます。 

    また、先行的に宗像地区が平成２４年度から相互併任しておりまし

て、非常にここの宗像、古賀、福津は県のほうでも上のレベルで、自

分たちでどんどん捜索を日常的に行って、公売会ということで差し押

さえた品物を並べて買ってくださいというようなこともやっているの

で、地区の相互併任というのは必要なのかなと考えております。 

    あと、いろいろ税におきましても、納税者が諸団体に対して行う申

請とか申告とか納税はいろんなところで電子化が進められていて、そ

ういった部分は共同機構のほうが全国的なシステムを市町村共通して

つくって、その中で住民の利便性だったり事務の効率化を図っており

ますけれども、例えば、滞納した分を申し上げますと、やはり納税者

に事情を聞いて折衝するとか差押えするとか家に行って捜索をすると

いうのは、まだ人間がやらないといけないという部分でございますの

で、そこの部分はできたところは進みますけど、人間一人しかやれな

いところでは、しっかりこれまでどおり県のノウハウなりを伝えてや

っていく必要があるのかなと思っております。すみません、ちょっと

答えになっていないかもしれませんけど。 

 最後の固定資産税は市町村の税になりまして、関連するものとして、

都道府県では不動産取得税がございます。県の不動産取得税をかける

に当たって、市町村から情報をいただいて、それを基に県も不動産取

得税というのをかけますので、市町村固定のデータがそこで必要です。

今までは紙でいろんな情報をもらっていたのが、今後そういったのも

データでもらえるというふうなところに進んでおりますので、そうい

ったところの改善はなされていくのかなと思っています。 

会 長： ほかによろしいでしょうか。 

    すみません、興味本位で聞いていいですか。給与所得者に結構厳し

く徴収が行くようですけども、滞納額の割合というのは、やはり給与

所得者がはるかに多いということですか。実態は、そうでもない？ 

そういうことでもない？ この特別徴収というのは、給与所得者に対

してきちっと納税をしてもらおうというやり方ですよね。 

県 側： そうですね。給料からもう天引きをして、いわゆる取り漏れがない

といいますか……。 

会 長： 基本それは取り漏れが起こらないと。 
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県 側： そうですね、はい。 

会 長： 取り漏れがない仕組みのほうに見直していこうと。 

県 側： はい、そうです。 

会 長： 給与所得税がない方は方策がここには出ていないですけど、そこの

割合というのはどういうレベルか。 

県 側： 金額？ 

会 長： はい、滞納額ということで。 

県 側： ないですね。給与所得者とそれ以外、例えば、個人事業をされてい

る方の滞納の割合でも、すみません、ちょっと分けてはいないんです

けども、ただ、逆に給与所得ではない方であったら、例えば、事業を

することでの収入とか不動産を貸し付けることでの収入とかそういっ

たものがございますので、もし御納付いただけないのだったら、そう

いうところに着目して差押えなどを行っていくという方向です。 

会 長： レベルは分からないですよね。 

県 側： そうですね、はい。ですね、すみません。そうですね、割合が、す

みません、ちょっとそこまでは。 

会 長： 給与所得者はしっかり……。 

県 側： すみません。 

会 長： ほかにございませんか。どうぞ。 

委 員： すみません。ありがとうございます。御説明をいただいていたのか

もしれないんですけど、私がちょっとうまく聞き取れなかったか理解

できなかったかというところで再度お伺いしたいんですが、事業の目

標等というところで上げられている表は、すごく目標を大きく上回っ

た実績だなということで結果がありますけれども、すみません、目標

の増収効果額というのは、基準年度からの税の徴収額の増加の金額が

書かれているものなんでしょうか。 

    また、すみません、もう１点、２０１７年の福岡県財政改革プラン

と２０２２年のもので目標額に違う金額が書かれているんですけれど

も、２０２２年のプランのほうが目標９億円となっているんですが、

歳入予算に関しては令和４年のほうが少ないベースということなので、

どういった経緯でこの９億円というのが設定されていて、２０１７の

プランと２０２２のプランは、令和４年からは２０２２のプランを成

果指標としていかれるということでここに載せられているのか、ちょ

っとその辺り、すみません、理解できなかったので教えていただけれ

ばと思います。 

県 側： 承知いたしました。すみません、分かりにくい説明でございました。 
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平成２８年度を基準にしておりまして、そこから幾ら増えるかという

ところを目標にしております。平成２９年度から令和３年度につきま

しては、現年度と繰越しに分かれるんですけども、例えば、平成２９

年度の現年度で申し上げますと、９８.２％を取りましょうというふ

うな目標にしております。平成２９年度、歳入の当初予算は１,６０

０億円が調定額、かかる額ですので、それに９８.２％を掛けたのが

平成２９年度に取れるだろうという額です。それと平成２８年度を比

較したものが増収効果額になります。平成２９年度の実績は９８.７

５％取れましたので、実際は２０億円の増収効果額があったという記

載になっております。その下の令和４年度からの数値については、歳

入予算は１,３００億円と３００億円下がっています。これはちょっ

と難しい。すみません。住民税は市町村民税と県民税があって、６対

４。これが税源移譲によって、政令指定都市は市町村が８で都道府県

が２と平成３０年度からなりましたので、金額が１,６００億円から

１,３００億円になったという差はございます。令和４年度は、９８.

７％を取りましょうという目標にしています。なので、取りましょう

とする収入歩合の違いで、令和４年度はベースは下がったけれども９

億円という目標になっている。すみません、説明がちょっと分かりに

くいかもしれませんが。 

委 員： いいえ、すみません、分かりました。実際は率で成果というか、内

部的にはあって、計算した結果、そこが９億円に今度からなるという

ことなんですよね、目標に関しては。そうすると、ごめんなさい、２

０１７年のほうは７億円だったり６億円だったりと変わってくるのは、

その目標の率も変わっていたんですかね、過去は。 

県 側： そうですね、はい。単年度ごとに見ていきますと、そこの率は変え

ております。 

委 員： すみません、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、次に進ませていただきたいと思います。次は、自主

防災組織活性化事業です。じゃあ、お願いします。 

 

（事務局説明） 
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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： ありがとうございます。質問を３点させていただければと思います。 

   防災士機構が直接ですとかそういったことも含めて、令和２年もしく

は３年で、福岡県全体で防災士を取得された方における、この事業を

通じて資格を取得した人の割合というのがどの程度のものなのかとい

うのを教えていただきたいのが１点です。 

    あと２点目が、この事業を通して防災士の資格を取得された方の年

齢ですとか性別がどのような状況なのかというのを教えていただきた

いというのが２点目です。 

    あと３点目が、この事業を通して取得された方の県内のエリアごと

の状況といいますか、アンバランスな状況などが生じていないかどう

か、そこまで教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

県 側： ありがとうございます。まず１点目、防災士全体の数と県の事業の

数についてでございますけれども、県の事業の数につきましては、こ

この評価書にありますとおり、令和２年で３１３名、令和３年で４１

０名です。一方で、県全体の防災士取得の人数につきましては、令和

２年で県の事業も含めまして１,１３１名、令和３年が８５２名とな

っています。大体３割から５割が県の事業になっているという状況で

ございます。 

    それから、この事業の年齢と性別でございます。年齢のほうは情報

がないんですけど、性別のほうは、合格者の５分の１が女性というこ

とで把握しています。地域ごとのアンバランスがあるかどうかという

ことなんですけども、今回の事業で３００人ほど合格者がいるんです

が、全ての市町村で申込みがある、合格者がいるというわけではござ

いません。中には０人の自治体も半分ぐらいあるという状況でござい

ます。そういう自治体に関しましては、市町村を通じてこの事業を周

知していただく、活用していただくということを上げさせてまいりた

いと考えております。 

委 員： ありがとうございます。そういった意味では、一定の成果をこの事

業を通して上げておられるというのは分かりました。基本的に全体の

ベースアップが必要な状況だということで、この事業に取り組まれて

いるということだと思いますけれども、今後やはり弱い部分に重点化

していくですとか、あるいは、防災の現場で女性の視点の重要性とい

うのは今後一層増してくるようなこと等もありますので、発展的にそ

ういった特に今後育成が必要な部分への重点化ですとか、そういった
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ようなことも今後ぜひ検討をいただければなと思っております。以上

です。 

県 側： 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す。私の質問も先ほどと重なっている部

分があるんですけれども、やっぱり災害が近年すごく増加しています

し、あらゆる意味で、防災というものはとても重要だという認識が深

まってきていると思います。その中で、地域の偏りの部分はちょっと

お聞きしたかったんですけれども、災害の起こるリスクが地域によっ

て違うと思うんですが、そういう意味で、県のほうで、そういう災害

のリスクの高いところへの取組というか、防災士育成の推進の取組の

力の入れ方というか、そういうものを意識なさっていらっしゃるのか

どうかをちょっとお尋ねしたかったんです。先ほど少しお答えいただ

いたかと思うんですけども。 

    また加えて、現実的に災害が起こったとき、あと日常的に防災士の

方を中心として、自主防災組織の中での防災に対する意識共有とか、

そういうもののフォローというのはされておられるのか。日常的な意

識共有がいざという有事の際にとても効果を発揮するのではないかと

考えられますので、そういうところを意識していらっしゃるかどうか

というのをちょっと教えていただければと思いました。以上です。 

県 側： １点目、リスクの高い地域への力の入れ方についてでございますけ

れども、これまで県といたしましては、先ほど委員からもお話しいた

だきましたが、県全体としてベースアップを図るということで、特定

の地域に限定して支援を強化するということは行っておりません。た

だ、これまで災害が起きてリスクの高い地域というのは、市町村にお

いてもう認識はしているということが日々の市町村との協議の中で分

かっておりますので、リスクの高い市町村においては、日頃の取組に

おいても力を入れて取り組むということを県としては認識しておりま

す。 

    それから、日常的な自主防災活動の活性化の取組ということでござ

いますけれども、これにつきましても、基本は市町村単位で行ってい

ただくことが想定されています。そういうことになっています。県と

しては、頑張っている市町村に対して応援していくということで、今

回の事業につきましても、そういう頑張っている市町村に積極的に活

用していただくために、市町村にもこの事業をしっかり周知していく

ということで取り組んでいるところでございます。 
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委 員： ありがとうございます。 

会 長： それでは、お願いします。 

委 員： 事業費は全て一般財源なんですけど、活用できる国の補助金などは

ないのかということと、もう一つは、他県も同じような事業をやって

いるのかどうかということと、もう一つは、政令市も対象なのかとい

うところをお伺いします。 

県 側： 補助金につきましては、これは特定の資格に関することであります

けど、資格を取得するということで国の補助金等はございません。他

県の状況としましては、他府県もたくさんやられておりました。 全

部で２３でございます。市町村単位でも実施しているところがありま

して、県内では２市町村、福岡市と那珂川市、それ以外にも全国で合

わせて３０の市が取り組んでいることを把握しています。 

    それから、政令市も一応排除はしておりません。政令市についても

同じように取り組んでいるところでございます。 

会 長： はい、副会長。 

副会長： 完璧な仕事がしたいという人も、あれですね、各種資格つきという

のは日本でよくやっていて、資格ビジネスと言われていますけど、防

災士というのは、この資格を認定することによって、一般的に知識を

高めてもらって、その知識があることを認知して、それを励みにして

もらうという以外に、この防災士の資格を取ることによって何かの専

門職につきやすくなるとか、その場合に報酬が高くなるとか、そうい

う付随したメリットのあるものなんですか。もう何にもない単なる資

格なんですか。 

県 側： そういう報酬的に何かメリットがあるという話は聞いたことはござ

いません。ただ、そういう肩書があると、地方の自治体の取組だとか、

そういうところでよく講師として活用されるとか、そういう話は伺い

ます。ただ、人数が多いので、全く活動をされていない方も当然いら

っしゃいます。その中には活動されて有名になられている方もいるの

で、そういう方は防災士の肩書を使っていろいろと個人の活動をされ

ているということは聞いております。 

副会長： はい。 

会 長： ほかにございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： では、よろしければ、ここで５分程度休憩を挟みたいと思います。
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１１時に再開させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

（ 休  憩 ） 

 

会 長： それでは、時間になりましたので再開させていただきます。アジア

自治体間環境協力推進事業です。よろしくお願いします。 

 

（県側説明） 

 

会 長： それでは、皆様から御意見、御質問がございましたらお願いします。

よろしいですか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： 特にないようでしたら私の意見を言います。こういうビジネスをベ

ースにしない交流というのは、日本の経済、財界にとっても、実は少

し離れたところで協業をできて、人的な資産が積み上がるというのが

非常に大きなことなので、実際に成果が１０年後、２０年後どうなる

か分かりませんけども、基本的にはプラスがありずっと働いていくと

いうことで、日本らしい協業の在り方だと思うのでぜひ頑張っていた

だきたい。よろしくお願いします。 

県 側： ありがとうございます。オンラインでもつながっていきたいと思っ

ていますし、もし渡航が可能であれば、直接行って人的交流も深まる

ような形での交流を行いたいと考えます。 

副会長： 会長、１個。各都道府県もそれぞれ国を介さず直接自分たちでアピ

ールしていって、そうした中で、ビジネスチャンスも考えながら実効

性のあるものを考えていくという時代になっているんで、それの一事

業だと思うんですが、今回、これを見ると、限られた財源ということ

もありますけど、割とランダムに運営しているような感じになってい

て、もう少しシステム的にというか、定期的にフォローアップをして

いったりですとか、ネットワークをつくっていったりということを支

援できるような体制ですとか、そういうものも別途やっていく余地が

この事業の中でないかということなんですが、その点についてはいか

がですか。 

県 側： そうですね、まさに言われたとおり、フォローアップにつきまして

は、ちょっとこの中でもお話ししましたアジア自治体間環境協力会議
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の有識者の先生方のほうからも同じように、事業のフォローアップを

しっかりやるべきだということは言われていますので、しっかりやっ

ていきたいと考えております。ネットワークづくりにつきましても、

来られた方との今後のビジネスにつながる部分も含めまして、ネット

ワークを続けていく部分につきましては、我々が外国に行った場合に

は、そちらのほうで視察先を紹介してもらったり配慮してもらったり、

あるいは、ここで交流会を開いてもらって交流していくことで、より

深く、そしてまた長く、そういったネットワークを続けられるような

形でやっていっているところでございます。 

副会長： なるほど、なるほど。成果指標も一応協力案件数ということになっ

ているんですけど、あんまりビジネス直結のせこい指標をしてもしよ

うがないのかもしれませんが、ある意味では成果が見えていたほうが

事業の拡大にもつながりやすいと思いますので、それはぜひ工夫して

いただければと思います。 

会 長： ほかにございませんでしょうか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： どうもありがとうございました。では、次に進めさせていただきま

す。宿泊税交付金事業であります。よろしくお願いします。 

 

（県側説明） 

 

会 長： それでは、皆様から御意見、御質問がございましたらお願いいたし

ます。よろしいですか。 

    では、私から。事業費のところで、決算がちょっと違う数字が書い

てある気がするんですけど。 

県 側： ２億３,５００万。 

会 長： どこですか。 

県 側： ここです。 

会 長： ああ、分かりました。失礼いたしました。ほかにございませんか。 

   じゃあ、副会長、お願いします。 

副会長： 質問なんですが、予算規模が政令市配分を除く宿泊税収の２分の１

ということは、残りの２分の１は人件費と、それから県事業に使うと

いうイメージなんですか。 

県 側： 人件費は入っておりません。県が実施する広域的な観光事業に活用
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しております。 

副会長： ああ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。もう１点、いろ

んな事情があってこうなったんだとお伺いしていますけど、これは端

的にどうのこうのと言うよりも、それこそ地方税共同機構のほうで、

あらゆる税収項目について希望をすれば代わりに徴収できるシステム

になるんですよね。となると、最初につくったときは、額の規模から

いって指定都市ぐらいじゃないと、独自に持ってもそれこそ徴収コス

トその他を考えて、再配分を考えると意味がないので、そこのところ

の関係はいろいろありますけど、ともかく残りのところは一生懸命や

りましょうというのは、それなりに徴収コストと併せて考えれば合理

的な選択だったと思うんですよね。 

    それから、県での事業も含めてというところで、市町村分をそれぞ

れ独自の市町村単位で仮に地方税共同機構とかが収納するという体制

になったときに、県が全体で集めるということを嫌う市町村は出てく

るかもしれませんよね。収入規模にかかわらず。だから、これは除い

たときの大義名分のつくり方にもよると思うんですけど、要するに、

自分のところはやっぱり独自で課税するんだというものが出てきたと

きに、今ある分はそうなんですけど、追加で出てきたときに、それを

原則除外できるようなシステムになっているのか、それとも希望者が

いれば、希望した時点で、要するに、対象にもしないけど徴収も取り

除くという形になるのか、これは現行ではどうなっているんでしょう

かね。 

県 側： 所管としては総務部の税務課のほうの範囲になるんですけども、基

本的な宿泊税の考え方といたしまして、今は税率を２００円というこ

とにしています。その中で、先ほどこの事業を説明させていただいた

ときに、２分の１を充てるということにしていますので、基本的には

県の事業に充てるのは１００円。単純明快なんです。残りの１００円

が交付金で市町村に提供する部分ですよと。単純に説明させていただ

くとですね。今の御質問の中で、新たに課税をするというような市町

村が仮に出てきた場合には、当然県税としては１００円課税をいたし

ます。 

副会長： ああ、なるほど、なるほど、なるほど。 

県 側： 仮に、新たに課税をするところが５０円課税しますと。例えばです

よ。となると、基本的には全体の税額というのは１５０円になる。 

副会長： あ、今度あったらね。なるほど、なるほど、なるほど。 

県 側： 例えば、５０円で先ほど言った徴収コストとかいろんなものをやっ
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て、どういう収支バランスになるのかということを考えると、多分５

０円では難しいかなと思いますので、１００円とかいう話になってく

るということです。 

副会長： なるほどですね。はい、分かりました。 

会 長： ほかに御意見、御質問ございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： どうもありがとうございました。 

県 側： ありがとうございました。 

会 長： 続きまして、新たな観光地域づくり推進事業です。それでは、お願

いします。 

 

（事務局説明） 

 

会 長： 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。

どうぞ。 

委 員： 御説明ありがとうございました。先ほどの宿泊者の税の収入の話と

いうのは、宿泊した人数で算出できるので指標としては分かりやすい

んですけど、今回のこの事業に関しては、プログラムをつくったとい

っても、その後、誰がどのように使っているかというデータを取得し

ていないようなのですが、そこはされているんですか、それともされ

ていないんでしょうか。 

県 側： ありがとうございます。ここに書いておりますのは、地域とともに

つくり上げた商品でございます。これを旅行会社に向けて販売してい

ますけれども、全ての販売実績についてはまだ把握しておりません。

今後そこはしっかりと確認をして、先ほど今後の見直しのところで説

明をさせていただきましたけれども、プログラム数は充実してまいり

ましたので、売れている商品、売れていない商品の分析をしまして、

令和５年度以降については、売れていない商品についてはなぜ売れて

いないのか検証をしながら、再度磨き上げをして、内容を充実させて

販売をしていきたいと考えております。 

委 員： そうですね、観光振興ということですが、効果をはかるときに、実

際にプログラムを体験した参加者ですとか、データなどを今のうちに

取っておかないと、多分経済効果がはかれないと思うんですね。だか

ら、部分としては、きちんと経済効果をはかった上で、このプログラ
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ムをつくって販売していって、それをどこの誰が使って、こういう形

でつくっていくという分析をしていくためには、今福岡県で掲げてい

るＤＸという大きな改革の話にひもづかないと思うので、そういうと

ころの仕組みづくりというか、数をこちらが取らないといけないんじ

ゃなくて、取れるような仕組みを最初からつくっていって経済効果を

はかっていく。それを指標にしていくようにやらないといけないんじ

ゃないかなと思って御質問させていただきました。そこをぜひ。 

会 長： よろしいですか。 

県 側： はい、ありがとうございました。ＤＸも含めて、今後の対応を検討

させていただきたいと思います。 

会 長： ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。よろしいですか。 

    どうぞ。 

副会長： 全体のスキームで考えたときに、福岡空港は九州全体で利用者が非

常に多いので、せっかくそこを使った人たちに、せめてもう１泊ぐら

い福岡市以外の県内にとどまってもらってというのは現実性も高いの

で、それを頑張るというのは戦略的には正しいと思うんですよね。 

    ただ、私、二つ疑問があって、一つは、今コロナ対策で１０分の１

０で旅館関係は各種対策をやっていますよね。そのときに、あえてこ

の額で今このスキームをやることで、本当に費用対効果は上がるのか

ということですよね。各種コロナ対策がなくなった後で、仮に県単で

やれば、それはそれで結構大きいかもしれませんけど、今いろんな観

光対策が経済対策で出ている中で、単費でこれをやって本当に効果が

あるのかなと。事業費もあっちのはばかでかいので、それに比べてこ

の意味があるかというのが１点ですね。 

    それから２点目は、仮に本当にもう１か所どこかに泊まってもらう

とすれば、むしろ各地域で何を考えるかというよりも、団体観光ツア

ー向けに、県内でもう１泊したら補助金を出すとか費用をやるだとか、

そういう対策をしたほうが多分実効性が高いと思うんですよね。もし

かすると出る額もでかいかもしれませんし、まさにコロナ対策のお金

とかが力になるのかもしれませんけど、そのスキームに比べて、今日

のは、要するに、事実上食品開発を税金を使いながらやるようなこと

になるので、割とやりづらいといいますか、実効性も上げづらいし、

それから、県としても公平性があるので、特定の商品が浮かび上がる

ようなものはやりづらいようなことを考えると、今のスキームでやり

続けることで本当に効果が上がるのかということについては、疑問も

あると思うんですよね。その点をどう考えるかで、今回の全体に漠と



 

22 

 

したこの資料だけだと、このスキームの有効性が少なくとも出てこな

いと思うんですよね。いかがですかね。 

県 側： コロナ禍ということであって、今、県でも国の地域観光事業支援を

受けまして宿泊助成というのをやっております。最初県外から始まり

まして、九州の方に感染対策をしていただいて観光地を訪れていただ

いておりますけども、コロナが収まればですね、こういった国の助成

もあるということで、そのときには、やはり魅力ある観光地かそうで

ないか、選ばれるか選ばれないか、そこがとても大事になってくると

思いますので、今もこのコロナ禍ではございますけれども、しっかり

魅力ある観光地、これまであまり訪れたり泊まっていただけなかった

ところに、魅力ある体験プログラム、そして魅力ある宿泊施設をつく

ることによって、コロナにおいて全国から選んでいただいて、先ほど

言われた政令市に泊まっていただいた方が、そのまま次の訪問先に行

かれる前に、もう１か所県内で泊まっていただけるような、そういっ

た県内周遊のために、今だからこそ、この取組をしっかり地域の方と

一緒に、地元の観光素材をテーマで結んで、それを発信していくとい

う取組をさせていただいています。 

副会長： はい。 

会 長： ほかに御意見、御質問ございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： それでは、次に進ませていただきます。最後のところですね。イン

バウンド誘客先多角化事業であります。 

 

（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： よろしいでしょうか。御説明ありがとうございます。１点質問なん

ですけれども、この事業に関しては、それぞれ幾つか事業があります

が、専門の民間企業への業務委託というのが、かなりの割合を占める

んではないかと思います。その中で、福岡県内の事業者さんの比率と

いいますか、その辺りをもし差し支えなければちょっと教えていただ

ければと思います。 

県 側： はい、分かりました。昨年契約した実績で申し上げますと、中国に
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向けたプロモーションにつきましては、近畿日本ツーリストの福岡支

店に業務委託をしております。そして、東南アジア向けにつきまして

は、直行便が止まっておりましたので、この事業は実施ができており

ません。そして、欧米豪に向けたプロモーションでございますけれど

も、これは一旦、福岡県の観光連盟に事業を委託しまして、そこから

オーストラリアの現地の会社のほうに事業委託しております。そして、

戦略的なウェブプロモーション事業につきましては、県の「ＶＩＳＩ

Ｔ ＦＵＫＵＯＫＡ」のサイト、そしてフェイスブックのサイト、こ

れは県外の事業者、東京にある事業者でございます。 

委 員： 分かりました。ありがとうございます。基本的には、すごく専門性

が高い事業でございますので、拠点がどこにあるかということに必ず

しもこだわる必要はないのかもしれません。この一つ前の新たな観光

地域づくり推進事業とかも、恐らく東京のシンクタンクとかへの業務

委託というのも、ある程度あるように認識しています。もちろんそれ

ぞれの企業の中において誠実に業務は履行されると思うんですけれど

も、利益相反というわけではないですが、多分そういう会社さんは幾

つか同じような事業を国内で手がけられている。福岡県のこともやる

し、北海道のこともやるしというと、ひょっとしたらあるのかもしれ

ませんので、その辺りはしっかりとコントロールをしつつ、福岡県の

よさというのが全面に委託事業者の事業とかを通じて伝わるように、

ぜひ管理いただければと思います。以上です。 

県 側： ありがとうございます。 

会 長： ほかにございませんか。どうぞお願いします。 

副会長： この事業も非常に重要だと思うんですが、ただ同時に、日本全国の

中では福岡は進んでいるほうだと思うので、進んでいる現況を踏まえ

た感じで書かなきゃ駄目だということだと思うんですよね。 

    聞きたいことが大まかに言うと三つありまして、ただ、福岡県では

この担当課の所管ではなくなると思うんですが、事実上インバウンド

対策で各県が一番金を使っているのは、要するに、国際航路・空路の

発着料の減免なんですよ。これは、かなり桁違いな額を県によって比

重を変えて使っているというやり方をやっていて、これが持続的に使

えるかどうかは別にして、しかし、あれを講じると、その分だけは確

実にその県に人が入ってくるので、成果を上げやすいと。ですから、

ざっくりしたイメージだと、結局もう福岡空港は十分だから、北九州

空港辺りに目をつけて、それで、そっちにインバウンド客を誘導する

というのは一つ、他県でもやっているような手軽な対策なんですけど、
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こういうような対策は講じているのか、講じていないのか。それから、

これに比べて、今やっているこのスキームが費用対効果が高いと言え

る根拠があるのかどうなのかというのが１点ですね。 

    それから２点目で、これも各県同じなんですが、事実上プロモーシ

ョンとして、やっぱりウェブ上、オンライン上のものをいろいろ工夫

するということが宣伝の主流になっていて、前に比べれば、そういう

意味では費用対効果は高くなっているんですが、これが一応今回も成

果指標の一つに出ています。ウェブに対してどれだけのアクセスがあ

ったか、それに対してどれだけのレスポンスがあったかということに

関して、各民間会社ではかなり厳しく成果をチェックするようになっ

ていますよね。今これで見ると、明らかにもう現時点でＳＮＳの記事

閲覧回数は目標数を上回っていて、これはだから好調だというよりも、

ほとんどこの目標回数が成果のコントロール指標として動いていない

ということだと思うんですよ。だから、この計画の中で何を抱えるか

ということもさることながら、原課としては、このウェブが本当に有

効に使われているかどうかをもっと詳細なアクセスデータその他も含

めて管理していないと難しいと思うんですが、そういうようなことを

今現時点でやれているのかというのが２点目ですね。 

    それから３点目は、今回面白いと思ったのは、結局、一方で発着料、

一方でウェブのコントロールがある中で、福岡県のやり方としては、

旅行専門のマーケティング会社と連携して効果的なプロモーションを

実施するというスキームをやっているんですよ。これがうまくいって

いるかどうかということについては、一番成果が見づらいところだと

思うんですよね。これは、スキームとしてはどういうようなやり方で

このマーケティング会社の成果をコントロールすることになるのか、

それを教えていただきたいというのが三つ目です。 

会 長： 回答をお願いします。 

県 側： まず１番目の、例えば空港でいうと、インセンティブですね。 

副会長： はいはい。 

県 側： そういった形で、直でお客様が来るような対策を取らないといけな

いというところで、本県でもコロナ前ではあるんですけども、北九州

空港を使った旅行プランに対しての宿泊助成といった形で、旅行会社

さんに対する助成というのは行っております。 

副会長： 発着料じゃなくて？ 

県 側： 発着料ではなくですね。北九州空港を使って入られた方で、福岡県

に泊まって周遊される、そういった商品をつくってくださる旅行会社
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様に対して助成をしていた経緯はあります。 

副会長： 直接の発着料は国際便ではやっていない？ 

県 側： それは担当部署が変わりますので、すみません、分からない状態で

すね。 

副会長： ああ、分からない。はい。 

県 側： 空港局のほうではやられていたと思います。 

副会長： それはそれで。 

県 側： それと合わせてですね。北九州空港の活用促進というところで。 

会 長： 貨物はやられていますよ。 

副会長： 貨物はありましたよね。 

県 側： 今のが１番目になります。２番目は、ウェブに対してどれだけのア

クセスがあったか、成果のところの話ですね。 

副会長： ええ。 

県 側： 今ウェブサイトに関して、ちょっと専門的になるんですが、ＡＤＡ

ＲＡという旅行者の分析をするツールというのを設置しておりまして、

それは……。 

副会長： ええ、それを聞いている。 

県 側： それは、サイトに訪れた方が、その後、旅行会社のサイトに予約を

しましたとか、航空会社に行ってフライトの検索をしましたというデ

ータが取れる、完全に正確ではないんですけども、大まかに取れるよ

うなものになっておりまして、それを見ることで、サイトに訪れた方

が本当に福岡に行こうということを検討してくれた数字というのが見

えるようになっています。 

副会長： なっていると。 

県 側： はい。そこで成果をはかっているという部分があります。また、そ

れを使って、どのコンテンツが人気だったかというのを見て、じゃ、

そのコンテンツをサイトに増やしていこうと。そういったＰＤＣＡを

回すようなこともやっております。 

    ３番目は、オーストラリアのマーケティング会社との連携（レップ）

ですね。これに関しては、オーストラリアのレップの目標というのが

大まかに二つあるんですけども、一つが、現地のメディアに福岡を取

り上げていただくということ、もう一つは、現地の旅行会社様に商品

をつくっていただくことになります。なので、成果指標として、記事

を何本まで掲載すること、福岡を取り上げてもらった記事を何本まで

発信できるかということと、もう一つが、商品が何本つくれたかとい

うところをＫＰＩにして、それに向かって、例えば、商談会に参加す



 

26 

 

るとか、そういう旅行社を訪問するとか、そういった手段を使ってＫ

ＰＩ達成に向けて動いているといったものです。 

副会長： なるほど、なるほど。それは一応手応えはあるんですか。 

県 側： そうですね、今やはりコロナ禍だというところもあるんですが……。 

副会長： ああ、なるほど。 

県 側： ただ、オーストラリアに先月私も行ったんですけども、すごく皆さ

ん日本に行きたいということは言われています。水際対策が今厳しく、

添乗員つきの団体旅行でしか入ってこられないので、やはり欧米豪の

方というのは個人旅行がお好きということもあって、まだ今は行けな

いけども、緩和されたらすぐにでも行きたいということはすごく届き

ました。 

会 長： ほかに皆さんございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

会 長： ありがとうございました。これで、準備された議題は全て審議が終

わりました。以上で、令和４年度第３回行政改革審議会を終了させて

いただきます。 

 

 

―― 了 ―― 


