
平成 26 年第 3回定例会	 行財政改革・地方分権特別委員会	 

平成 26 年 12 月 19 日	 

	 

谷口委員	 

	 今日は３点にわたってお伺いしていきたいと思います。	 

	 まず一つは、庁舎公開についてお伺いします。	 

	 今回報告にもありましたように、平成 21 年度から本庁舎の公開が始まって、

平成 25 年度、本格的に実施したということで、いろんなイベントを行ったり、

いろんな工夫をしながら、先日、来庁者が 10 万人を突破したということも伺っ

ております。	 

	 旧本会議場、今、大会議場として使われているところとか、旧貴賓室とか様々

な貴重なところが見られるということで、非常に人気もあるし、いろいろフェ

イスブックの投稿を見ていても、屋上から撮った写真とか、皆さん大変好評な

感じを受けております。	 

	 それで、幾つか伺っていきたいんですけれども、今年度については 10 月に 10

万人突破したということなんですけど、平成 21 年度からの推移をまず確認させ

てください。	 

庁舎課長	 

	 平成 21 年度から庁舎公開を実施いたしまして、平成 21 年度は、神奈川開港・

開国 150 周年メモリアルイベントというのがありまして、その一環として初め

てやったんですけれど、４日間で３万 4,000 人の方に御来場いただきました。	 

	 平成 22 年度は、４日間同じように開催しまして１万 3,400 人、平成 23 年度

は 10 日間で 6,674 人、平成 24 年度は 16 日間で１万 2,538 人、平成 25 年度は

27 日実施しまして５万 8,064 人、平成 26 年度は、11 月 23 日までで 27 回実施

しまして 11 万 272 人という実績でございます。	 

谷口委員	 

	 平成 25 年度から飛躍的に増えて、今年度は既に 11 万人ということなんです

が、どんな取組をして急増したのか、その辺のことについて確認させてくださ

い。	 

庁舎課長	 

	 まず、庁舎公開の日を増やして、御来場いただく機会を増やしたというのが

一つあります。それと、各所管課、事業所管課とタイアップしまして、事業を

公表したり広報したりとか、そういったことで事業展開をしてきたということ

があります。特に今年度の場合は、３月９日を横浜三塔の日というふうに言っ

ていますけれども、そのときから庁舎公開ボランティアのキングサポーターズ

というものを発足させまして、庁舎公開の際には必ず見学場所の案内をしてい

ただくとか、あるいは県の施策事業を拡大しまして、犬の譲渡会だとか、ある

いは環境農政局の方で食のフェアだとか、そういったものをやりながら、各種

イベント、事業を展開していきました。	 

	 それと全庁各課の協力を得まして、職員を動員させていただいてチラシを配

ったり、あるいは呼び込みをしたりとか、そういったことによって、日本大通

り周辺を歩いている方を県庁の方に引き込んでいくというようなことで、人数



が増えたと考えております。	 

谷口委員	 

	 ボランティアの方にお手伝いいただいたり、部局連携して、また呼び込み等

も行ってということで、様々な取組を行ってきた結果だということがよく分か

りました。	 

	 他に、何か更に工夫をしたことというのはあるんでしょうか。	 

庁舎課長	 

	 横浜市の中区役所だとか、日本大通り周辺の事業者で日本大通り活性化委員

会というものをつくっておりまして、その中に県も入れさせていただいて、い

ろいろと連携しております。中区民祭りだとか、ホッチポッチミュージックフ

ェスティバルというような近隣のイベントのときに、県庁をステージなりブー

スとして提供して、地元の方はもとより、観光客の方もいろいろと入っていた

だくような仕組みをしております。	 

	 それと、県のホームページで庁舎公開の周知に併せて、近隣のイベントの情

報も一緒に流すことで、いろいろ見ていただくような工夫もさせていただいて

います。それと、日本大通りは、イベント等で必要な場合については、加賀町

警察の方に許可をもらいまして、通行を止めることが可能ですので、通行を止

めまして、県警察のカラーガード隊の演技だとか音楽隊の演奏だとか、あるい

は今年の場合ですと、よさこい踊りだとか、そういったものをやるようなこと

で、見に来ていただく方を増やした次第です。	 

谷口委員	 

	 通行止めをしたり、様々なイベントと組み合わせながら、非常にすばらしい

工夫をされて 11 万人来庁されているという、すばらしい結果が出てきていると

思います。	 

	 ただ、庁舎の中に入ってきたときに、特に本庁舎の方は歴史的な建物である

と同時に古い建物でもあるので、様々来庁者に対して配慮が必要だと思うんで

すけれども、どういう配慮、対応を行っているのかお伺いをさせていただきま

す。	 

庁舎課長	 

	 県庁を公開していますので、初めて県庁を訪れる方がかなり多いかなと思い

ます。やはり県庁のつくりというのが迷路のように四角く、自分がどこにいる

のか分からないような状況というのもありますので、まず庁内の案内表示を充

実させて、特にトイレだとか見学場所がすぐに分かるように表示をしたり、あ

るいは立入禁止区域を設けるなどして対応しております。	 

	 それと、車椅子だとかベビーカーの家族連れの方もかなり来られますので、

正面玄関に折り畳み式のスロープを設置して、警備員が介助するなどして対応

させていただいております。また、大会議場内に小さなお子様が休めるような

キッズスペースを設置したり、そういった休憩場所の設置もやっております。	 

	 さらに、本庁舎の屋上まで行くエレベーターというのは１本しかなくて、入

れる人数が少ないものですから、かなり渋滞してしまいます。ですから、エレ

ベーターを待つ間に案内の職員を置いたりして、見どころを解説するなどして、

円滑にエレベーターが運行できるような形をとっているようなこともやってお



ります。それと、保安員だとか警備員を配置して、支障のない、事故のない安

全の確保をしております。	 

谷口委員	 

	 庁内を歩いていて感じることなんですけれども、節電ということもあって、

非常に照明が暗いというイメージがある。我々がそこを通るのは別に支障はな

いんですが、外から来られた方が暗いというイメージを持ってしまうのはどう

かと思うんですね。	 

	 そこで、照明についてはどういう状況になっているのか、確認させていただ

きたいと思います。	 

庁舎課長	 

	 節電というお話も委員から出ましたけれども、照明は器具を白熱灯から蛍光

灯に替えております。それと、本庁舎の正面は、通常７割ぐらいの明かりでや

っていまして、新庁舎のロビーについては、全面ガラス張りということもあり

まして、晴れた日にはかなり日が入りますので、２割程度というようなことで

の運用をしている状況です。	 

谷口委員	 

	 実はさっき休憩の間に、正面のところと新庁舎の１階のロビーのところを見

てきたんですけれども、今日はたまたますごい良い天気で、お昼の休憩のとき

だったので光が差し込んできて、比較的両方とも明るかったんですが、例えば

曇りのときとか、冬場は４時ぐらいから暗くなってきますので、そういうとき

は寂しい感じがぬぐえないんですね。	 

	 先ほど申し上げたように節電ということもありますけれども、今一部で始め

ているＬＥＤなんかも使ったり、電力消費を抑えながら、また照明の当て方も

工夫していただきながら、来庁者の方が来られたときに、第一印象が良いとい

うことが大事だと思いますので、その辺の工夫をしていただきたいと思います

けれども、いかがでしょうか。	 

庁舎課長	 

	 先ほど少し照度を絞っているというお話もさせていただいたんですが、やは

り雨の日だとか曇りの日というのは暗いですので、保安員が常時一定の時間に

巡視をしていますので、そのときにもし暗いようであれば、点灯するという工

夫はさせていただいている次第です。	 

	 その後、ＬＥＤ化というようなお話を頂きましたが、新庁舎のロビーにつき

ましては、これから耐震改修の範囲になっていますので、耐震改修事業終了後、

ＬＥＤを考えているということです。それと、本庁舎の正面玄関については、

照明器具がまず特注で作られているということと、登録有形文化財ということ

で保存対象の建物であるということなので、意匠を 大限に考慮して、どのよ

うな形のＬＥＤ化ができるかというようなものを検討していきたいというふう

に考えております。	 

	 今後とも様々な工夫をしながら、県民の皆様の安全の確保をしていきたいと

いうふうに考えております。	 

施設整備課長	 

	 若干補足をさせていただきたいと思います。今回の定例会に新庁舎の改修工



事の請負工事の議案を提出させていただいておりますので、今庁舎課長のお話

がございましたように、新庁舎につきましては、基本的には機械室とか、そう

いった日頃人が行かないようなところを除きまして、トイレも含めまして全て

ＬＥＤ化の工事をしていこうと考えているところでございます。	 

	 今、御質問の本庁舎につきましては、既に一般階につきましてはＬＥＤ化さ

れておりますので、知事室とか貴賓室とか特殊な部屋、あるいは玄関ホールに

つきましては、先ほど来特殊な照明ということと、また有形文化財になってお

りますので、現在、文化財の特性を、どのくらいオリジナル性があるかという

調査も始めたところでございますので、そういった兼ね合いを含めながら、今

後照明の在り方についても、一緒に工事の中で連携していきたいと考えている

ところでございます。	 

谷口委員	 

	 先ほど言ったように、さっきの休みの時間に本庁舎の方を拝見してきたんで

すが、ちょっと黄色がかった照明なので、とても良い雰囲気だと思います。こ

れを例えば枠は変えないで、 近はいろんな電球であったり、蛍光灯の形でも

同じような形でＬＥＤ化されているものもあるので、そういったものを含めて、

もうちょっと照度を上げること、なおかつ節電はやるというふうな方向で工夫

していただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。	 

施設整備課長	 

	 この件につきましては、庁舎を管理しております設備管理課とも調整しなが

ら、特にＬＥＤ化の照明につきましては、いろんな色合いも現在出るようにな

ってございますし、それから、寿命も大体 1,000 倍ぐらいの寿命があるという

ことで、器具そのものはまだ高いところもございますが、費用も従来と同じく

らいになってきておりますので、平成 30 年までの間の本庁舎整備の中で、皆さ

んにもより親しんでいただくような改修が、耐震工事とともにできればと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。	 

谷口委員	 

	 次に、県費負担教職員の給与等の移譲について、少しだけお伺いしたいと思

います。	 

	 教職員の方々の給与等の移譲自体については様々議論ありましたので、それ

はもう結構なんですが、実際の事務処理に係る費用について、この辺の費用も

移譲されると思うんですけれども、その辺の財源はどういうふうに措置される

のか、確認させてください。	 

財政課副課長	 

	 教職員の給与につきましては税源移譲と交付税で措置されるという形になっ

てございますけれども、事務処理の費用につきましては、税源移譲の対象には

なってございません。	 

	 したがいまして、事務費につきましては、現在、道府県に算入されている地

方交付税、これが政令市に算入されるということによりまして、財源が措置さ

れるものと考えてございます。	 

谷口委員	 

	 交付税で調整するということですね。	 



	 これは既に議会でも議論があったと思いますけれども、事務がなくなること

によって、給与事務所等が廃止されるということなんですが、その辺の運営経

費は幾らぐらい減ることになるのか、お伺いします。	 

教職員企画課長	 

	 指定都市の県費負担教職員の給与支給事務を所管しております給与事務所等

の運営経費でございますけれども、平成 25 年度の決算ベースで、人件費を含め

約２億 3,000 万円でございます。	 

谷口委員	 

	 ２億 3,000 万円の経費が減るというふうに理解していいと思うんですが、実

際、ここには何人ぐらいの方々が職員として今いらっしゃるんでしょうか。	 

教職員企画課長	 

	 平成 26 年４月１日現在で、再任用、非常勤を含め 42 人でございます。	 

谷口委員	 

	 42 人の方々がいらっしゃって、そこに約２億 3,000 万円の経費がかかってい

るということなんですが、今後この給与事務所が廃止されるということなので、

給与事務所が横浜、川崎、相模原にあるかと思うんですけれども、どういうと

ころに入っているのか、もし分かれば教えていただけますか。	 

教職員企画課長	 

	 横浜の給与事務所につきましては、横浜の西合庁の中に入っております。川

崎給与事務所につきましては、川崎県税事務所とかが入っている庁舎の中に入

ってございます。相模原につきましては、相模原駐在事務所の津久井分室とい

うものがございますので、津久井の方にございます。	 

谷口委員	 

	 では今後、ここはそれぞれ独立した建物ではないと思いますけれども、一部

の合庁等のスペースを使用してやっていると今お伺いしましたけれども、これ

はまだ先の話なんですが、今後こうしたスペースの有効活用について、何か今

御計画、お考えがあれば確認させてください。	 

財産経営課長	 

	 給与事務所の廃止に伴いまして新たに発生する執務スペースにつきましては、

その情報を財産経営課の方で一元的に管理し、活用方法も調整していくことに

なると考えておりますので、給与事務所廃止時点におけます各部局の執務室の

必要性、こういったものを見極めながら、執務スペースの有効活用を検討して

いきたいと考えております。	 

	 なお、今後廃止される横浜、川崎などの給与事務所は、今御紹介がありまし

たけれども、全て合同庁舎に入居しておりますので、例えば老朽化した合同庁

舎、耐震改修が必要な合同庁舎につきましては、その再編あるいは再整備、そ

ういったものを含めて検討していきたいというふうに考えております。	 

谷口委員	 

	 ちなみに合同庁舎のスペースが足りなくて、外にサテライト的に借りている

というケースはあるんですか。	 

財産経営課長	 

	 給与事務所については、そういう事例はないと認識していますけれども、例



えば県の本庁庁舎で言いますと、周辺の民間企業の建物を借りている事務室も

ございまして、先ほど午前中に御答弁しましたけれども、今回借上げ解消をす

る中で、県民センターの方へ移転したいということがございますので、例えば

横浜給与事務所が入っています横浜西合同庁舎に、そういった所属をそちらの

方へ移転していくというようなことは、十分考えられるかというふうに考えて

います。	 

谷口委員	 

	 これから検討というか具体的な話になってくると思いますけれども、是非有

効に活用できるように、しっかりとこの辺もお願いしたいと思います。	 

	 後に、オープンデータについてお伺いしていきたいと思います。	 

	 国の方でもロードマップに基づいて取組が進められていて、横浜市なんか結

構取組を進めておられますけれども、今回の報告の中に、県の取組として旧東

海道をテーマとした観光情報を公開したということなんですけれども、これに

ついて何点かお伺いしていきたいと思います。	 

	 今回の観光情報の公開ということなんですが、具体的にどういうデータを提

供したのかお伺いします。	 

情報企画課長	 

	 今回の観光情報のオープンデータにつきましては、今後、オープンデータの

推進に取り組んでいく際の課題について検証するために、モデル事業を実施す

る一環として公開したところでございます。具体的にはデータを活用した旧東

海道の町歩きのためのスマートフォン用のアプリの募集事業の取組をしたとこ

ろでございますけれども、提供したオープンデータは、旧東海道に関する浮世

絵、名所旧跡の写真と、その由来の説明などです。	 

谷口委員	 

	 浮世絵とか様々な旧東海道に絡む写真とかも含めてということでありますけ

れども、今回は、特に観光情報に絞ってアプリの募集の事業というのをやった

ということなんですけれども、具体的な経過を教えていただきたいと思います。	 

情報企画課長	 

	 アプリ開発に興味を持っていらっしゃる方を募集いたしまして、三つのステ

ージに分けてイベントを実施いたしました。まず、アイデアソンと呼ばれてい

るところでございますけれども、参加者に旧東海道に関する講義を聞いていた

だきまして、アプリ開発に関するアイデアを自由に出していただきました。	 

	 続きまして、町歩きイベントということで、藤沢宿を取り上げましたけれど

も、参加者に実際にガイドと一緒に行ってもらう中で、提供された写真だとか

浮世絵などを見ながら、宿場町の名所旧跡を歩いていただきまして、アイデア

ソンの内容をブラッシュアップ、磨き上げていただくというようなことをして

おります。	 

	 そしてハッカソンと呼ばれておりますけれども、グループに分かれて実際に

アプリのプロトタイプを相談しながら作成いただくようなイベントを実施して

おります。	 

	 それぞれ 11 月 27 日、12 月６日、14 日に実施いたしまして、システム技術者

だけではなくて、旧東海道宿場町の観光振興に取り組んでいる方、学生など延



べ 115 人の方に御参加いただきまして、 終日のハッカソンにおきましては、

35 名の方が７グループに分かれてアプリのプロトタイプを作成いたしました。	 

谷口委員	 

	 お話だけでは具体的なイメージが湧かないので、作られた代表的なアプリを

分かりやすく説明していただけますか。	 

情報企画課長	 

	 優秀賞に選ばれた作品でございますが、大学生３名のグループが作成した

旧東海道ＡＲクイズツアーというアプリが受賞しております。東海道の名所旧

跡に近付きますと、アプリがインストールされたスマートフォンに、そのスポ

ットにまつわるクイズが表示されると、そのクイズに答えながら、旧東海道を

巡るためのツアーアプリというものでございます。ソフトとしての作り込みが

しっかりしているということと、ユーザーがクイズに答えて、その場で結果が

出る、またそして次に進むと、分かりやすく誰でもすんなりと使えるというこ

とで受賞しているところでございます。	 

	 この他に、浮世絵が描かれたと推測されている地点に近付きますと、その浮

世絵がスマートフォンに表示されるということで、現在の景色と比較できると

いうようなものもございます。また、歩数計と連動いたしまして、歩いたこと

による消費カロリーが表示されるというような健康アプリなども作成されてお

ります。	 

谷口委員	 

	 ＡＲというのは難しいと思うので、ちょっと説明していただけますか。	 

情報企画課長	 

	 ＡＲ技術というのは、拡張現実の略ということになりますけれども、実際に

その場面に行ったとき、例えば平城京の場所に行ったときに、そこをかざすと、

平城京の昔の姿が見えるというような技術でございます。今回活用しておりま

すのは、そこの場面に来たときに、クイズがそこに透けた状態で出てくるとい

うことで、ＡＲ技術を活用したということでございます。	 

谷口委員	 

	 要するにスマホのカメラ機能を使って、それに写すと、そこにいろいろな情

報が浮かび上がってくるということですね。	 

	 それで、オープンデータを進めるに当たっては、使う側の方々が使いやすい

データ形式というのが重要だと思うんですけれども、今回提供したデータの形

式の中で、皆さんからこれは便利だ、使いやすいと評価されたものは、どのよ

うなものですか。	 

情報企画課長	 

	 今回のモデル事業は、歩くためのアプリを開発するということでございます

ので、地図と連携しやすいように、緯度、経度の位置情報を加えてオープンデ

ータといたしております。先ほど申し上げたように、浮世絵と同じ風景が見ら

れる場所を示すことができましたので、アプリの作成の幅も広がるというよう

な評価を頂いたところでございます。	 

	 こういった形で活用する場面を想像いたしまして、内容や形式を検討する必

要があるということは実感したところでございます。	 



谷口委員	 

	 これはそういうおもしろい取組をしていただいて、今後は実際に、今回作っ

たアプリを県民の皆さんにできれば活用していただきたいと思うんですけれど

も、その辺の取組はどういうふうに進めていくのか教えてください。	 

情報企画課長	 

	 アプリを活用していただくことにつきましては、歩きますので御本人の健康

につながりますし、また、地域の観光振興にも資するというふうに考えており

ます。今回作成したアプリの著作権自体は作成者ということでございますけれ

ども、参加された皆さんは、アプリが広く使っていただけることを望まれてい

るということでございます。	 

	 今後、それぞれのアプリを更に完成度を高めるという作業はございますけれ

ども、完成した後には、作者にアプリをアプリストアに登録していただきまし

て、スマートフォンにインストールできる環境を整えていただきたいというふ

うに思っております。	 

	 私どもといたしましては、アプリについて、できるだけ広く、多くの方に使

っていただけるよう、県のホームページで紹介したり、観光、健康、それから

システムに関連するイベントなどで周知して、利用促進に努めていきたいとい

うふうに考えております。	 

谷口委員	 

	 確認ですが、今後、例えばアンドロイド端末もｉＰｈｏｎｅも、両方ともそ

れぞれのアプリのストアがありますけれども、そこに申請して公開していくと、

その点について、県は何か支援していくというか、サポートしていくお考えは

あるんでしょうか。	 

情報企画課長	 

	 ＯＳはいろいろございますけれども、ここについては、私どもの方から直接

アップルストアだとかグーグルプレイといったところにリンクを張るというよ

うな形で、できるだけ使いやすいような形で支援してまいりたいというふうに

思っております。	 

谷口委員	 

	 例えば横浜は、かなりいろんなデータを公開していまして、例えば地域防災

拠点の一覧とか、それから、おもしろいなと思ったのは、都市インフラの供用

開始年代というのがエクセルやＣＳＶ形式で公開されていたり、父親と母親の

帰宅時間や、農地を貸してもよい相手とか、ホームページ上に公開されている

ものを使いやすくエクセルやＣＳＶ形式で公開するというのもあるんでしょう

けれども、今回観光情報ということでスタートしたわけですけれども、ビジネ

ス、企業の方々で活用したいという方も多いでしょうし、今後、今回のことを

分析、そして課題をしっかりと抽出して、どういうふうにして取り組んでいく

のか、 後に聞きたいと思います。	 

情報企画課長	 

	 今回のモデル事業の中での課題などということでございますけれども、デー

タを提供する側の各市町側でございます。オープンデータに関する取組が様々

でございます。例えばデータの著作権に関する考え方についても差があると、



こういった取組についても、積極的に取り組んでいる市もございますけれども、

全くオープンデータという言葉も何だろうというようなところもございます。

こういった差があるということ、それから、データを活用する側の参加者の立

場でございますけれども、同じ種類の情報であっても、例えばデータの対応が

異なりますと、活用する側の意欲が著しく低下するというようなこともござい

ました。また、行政側にどういった情報があるか分からないので、できるだけ

早く多くの情報、データを公開してほしいというような御意見もございました。	 

	 こういったことを踏まえて、オープンデータの公開に当たりましては、県、

市町村ができるだけ共通ルールの下に、共通のデータ形式で提供して利便性を

高めるという必要がございます。今後、市町村と連携いたしまして、できるだ

け統一した形でデータ提供できるよう努めるとともに、できるところからオー

プンデータを提供していきたいというふうに考えております。	 

谷口委員	 

	 後に要望を申し上げますけれども、今課長からお話があったように、県自

体が自らのデータをオープンにしていくということと、効率的に個々の市町村

がオープンデータの取組を進められるように、先ほどおっしゃっていた著作権

の課題とか、様々な共通する課題があると思いますので、その辺を整理してい

ただきながら、しっかりと県内自治体のオープンデータが進んでいくように、

そしてまたそれが企業やＮＰＯの皆さんや、県民の皆さんが利用しやすい形で

やっていただく、それともう一つは、できれば一つ注目を浴びるような大きな

成功例をつくっていただいて、是非このオープンデータの推進を図ってもらい

たいと思いますので、よろしくお願いします。	 


