県政レポート No107

県政に活力！ 諫早に輝きを！
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あけましておめでとうございます
ご家族お揃いで希望の新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
昨年はコロナに始まりコロナで終わった苦難の年でし
たが、
皆様の日々の精進に敬意を表します。
特に、
年末にかけて新型コロナウイルス感染症の第３
波が世界的に拡大襲来し、
8300万人超えの感染が確認
され、
英国では新規感染者が３日連続で５万人超となっ
ています。
日本でも１日の感染者が4000人を超え、
合計感染者
数が23万人を超える状況になり、
医療体制の逼迫が懸念
される状況です。
抑制に向けた新たな対策が必要となっ
ています。
長崎県でも連日20人〜30人の感染が確認され、
年末
には655人の陽性が発表されています。
このような中、
私たち長崎県議会議員も通算５名の感
染が発生したため、
年末年始の外出活動自粛を求められ
ることになりました。
県民の皆様にご心配をおかけする状
況となってしまい、
心からお詫び申し上げます。
新たに変異種の発生が言われているところですが、
密
を避け、
手洗い、
うがいの励行で自らの身を守りながら、
ワクチンの開発認可承認のもと、
一刻も早くコロナ感染
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今年も頑張る改革21議員団！

山口

の終息を願うところです。
議会において昨年は、
改革21の会派長として、
総務委
員会委員として、
さらに、
人口減少・雇用対策特別委員会
委員長として活動を展開して来ました。
特に長崎県の最大の課題である人口減少・雇用対策に
おいては、
副委員長をはじめ特別委員会委員の皆さんの
ご協力と、
関係部局の積極的ご支援により一定の成果を
上げることが出来ましたが、
コロナ禍の中、
充分な活動を
制約されたことが、
反省点として残りました。
今年は丑年です。
丑は
『粘り強さと誠実』
が特徴であると言われてい
ます。
丑は十二支の２番目で子年に蒔いた種が芽を出して成
長する時期とされています。
また、
丑年には、
先を急がず、
目前のことを着実に進め
ることが将来の成功につながるといわれており、
私も今
年は議会任期の折り返しの時となりますので、
議会活動
において、
一歩、
一歩、
課題解決に向け前進したいと意を
強くしているところです。
皆様の更なるご指導、
ご支援を心からお願い申しあ
げます。
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11月定例議会
人口減少・雇用対策特別委員会
総務委員会

令和２年１１月議会は１１月２５日から１２月１８日まで開催

一般質問には１２名が登壇し、長崎県総合計画チエンジ＆チヤレ

ンジ２０２５、新型コロナウイルス感染症対策、核兵器禁止条約、
新幹線整備、
ＩＲ、地方機関再編など活発な議論が展開されました。
補正予算は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、ひとり

親世帯への臨時特別交付金や、災害復旧に関する経費として、補

正総額２１７億8234万円が追加補正され一般会計総額は８６２３
億円となり昨年同期と比較し約1462億円の増額となりました。

本定例会では、３９件の議案を可決、承認。５件の意見書を可

決し、私たち、改革２１会派提出の「核兵器禁止条約の署名・批准

を求める意見書（案）」は起立採決の結果、自民党の反対で否決さ
れました。

人口減少・雇用対策特別委員会報告
若者女性
対
策

【質問】県立大学における若者の県内
定着につなげるためには、教育の
質・大学の魅力を向上させる必要
があるが、設置予定の産学共同研究センターは
発信基盤になると考える。今後どのようにして教
育の質・大学の魅力を向上させていくのか。
【学事振興課長】
情報セキュリテイ学科においては、
実際のサイバー攻撃を用いて、その防御方法を学
ぶといったセキュリテイ演習室を設置しており、こ
れが当学科の特徴となっている。また、産学共同
研究センターの整備により、学生がＩＴ企業との
交流で最先端の技術を学ぶこともできるようにな
り、教育の質は高まると考えており、ひいては、
このような環境があることで大学の魅力向上につ
ながるものと考えている。
【質問】
男性特有の業界と認識されている職場であっ
ても、職場環境の整備や業務分担の工夫等によ
り、女性が働きやすい環境を整えることができる
といった声があり、実際に考え方を変え対応して
いる企業もある。このような事例の周知について、
県としてどのように対応していくのか。
【男女参画・女性活躍推進室長】
県では女性の職域
拡大に向けて、様々な業種で活躍している女性を
公式ＨＰやタウン誌で紹介したり、女性の活躍を
推進する企業に女性大学生が訪問し、女性社員と
の意見交換などを通じ理 解を深めてもらうなど、
女性が幅広い分野で働くことが出来るということ
を知ってもらう機会を創出しているところ。
【質問】新型コロナの影響で、医療系ビジネスが拡
大している状況があり、長崎大学においてはＢＳ

私が委員長を務める、特別委員会での
主な議論についてご報告致します。

Ｌ４施設の設置に取り組むなど、その優位性があ
るため、新しい企業の誘致に取り組み、地元で人
材も確保できるような転換を今後の産業振興も含
めて図るべきと考えるが。
【企業振興課長】
長崎大学の医学部は感染症で全国
に名が轟いており、産業振興財団が誘致活動を行
う中で、長崎大学の名前が出ることがあると聞い
ている。造船プラントが厳しい状況にある中、本
県の産学官金の力を結集し、情報通信関係や長
崎大学の医学部も含めて、新たな基幹産業を創出
するべく企業誘致としても取り組んでいきたい。
【質問】県外進学者のＵターン就職を促進する取り組
みとして、福岡における学生サークルの形成があ
るが、現状の取り組み内容は。
【若者定着課長】
学生サークルについては、長崎県に
関心のある学生により４０名程度で立ち上がってお
り、そのうち１３名が、９月に壱岐市にてＳＤＧs
の取り組みにかかる視察を行っている。このよう
な形で、地域への関心を持ち、県内企業とも交流
を行いながら関心を持ってもらうような取り組みを
開始した。
【質問】
若い女性が憧れて入っていけるような職場つ
くりについて研究していただき、若い人の受け皿
を是非県内に作ってもらいたい。
【政策企画課長】
女性の転出超過の改善には、女性
が活躍しやすい働く場の創出や、長崎というまち
に魅力があり女性もより生活しやすいといった点を
市町とともに訴求していくなど、様々な視点をもっ
て政策を展開していきたい。

人材確保
対
策

【質問】今後の雇用を維持していくため
には、国の制度や職業能力開発な
ど様々な施策を活用し、庁内での
連携と方向性を見定めた取り組みが必要と考え
る。
力強い産業をつくっていくという取り組みを全
庁を挙げて知恵を出してもらいたい。議 員も民
間事業者も交えてしっかりとした連携を行うよう
な取り組みを応援していきたい。総論としての考
えは。
【産業労働部政策監】
今後、新型コロナの影響がど
の程度長期化するのか見通しが立たないが、新た
な施策については、様々な点から検討を行ってい

総務委員会

きたい。今後とも、新型コロナが企業や小規模企
業に及ぼす影響を注視し、適宜適切に必要な施
策を講じていきたい。

人口減少雇用対策特別委員会での現地視察（於：佐世保）

人口減少・雇用対策特別委員会でテーマとして取り上げていない自然減、
自然増について総務委員会で質疑を交わしましたのでご報告いたします。

【質問】
2009年から日本は人口減少が始まってい
る。人口減少は単純明快に、生まれてくる子供の
数より亡くなる人の数が多いために、差し引きで
総人口が減る問題。長崎県はピークと現状と、ど
ういう状況になっているのか。
【政 策 企 画 課 長】
県 の人口のピークは、1960年 の
176万人で、ここをピークとして、人口減少が続い
ている。直近の令和2年1月1日現在の人口が132
万3000人程で、ピークのころから比べると40万
人以上減っている。
【質問】その要因は、婚姻件数の減少と晩婚化にあ
るといわれているが、日本は1972年が戦後最多
で109万組、2018年が戦後最少で58万6438
組が結婚している。県の実態は。
【政 策 企 画 課 長】
婚 姻 数の 最 多は 昭 和22年 の2万

1000件余り、近年は5000件台で推移している。
【質問】
人口減少の要因である、県における出生数と
死亡者数の関係は。
【政策企画課長】
令和元年度の実績は出生9637人、
死亡が1万7686人で差し引き自然減が8049人と
なっている。
【質問】
県民が希望する結婚、妊娠、出産、子育て
を実現する環境整備が極めて重要であるが、具
体的にどう展開するのか。
【政策企画課長】
結婚、出産、子育てを応援しようと
する意識の醸成を図るキャンペーンの実施、結婚
を希望する独身者に対する婚活支援、お見合い
マッチングシステムの等の活用、晩婚化による不
妊治療、医療体制の整備など関係部局と協議し
ながら進める。

国道207号
（佐瀬拡幅）
事業延長開始
令和３年度からの工事とし
て多良見町崎辺田から長与
町塩床方向へ事業が延長展
開されることになりました。
先ず、調 査 測 量 か ら 始 ま
り、
設計・用地取得・工事施工
となります。
【事業概要】
事業延長 Ｌ＝0.8km
幅
員 Ｗ＝5.5
（7.0）
ｍ
事 業 費 7.1億円
事業期間 令和3年〜

活動スナップ

本明川スポーツフェスタ

本明川ダム建設現場視察

県民表彰式
（於：県議会議場）

北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を！
（県庁玄関）

可決された意見書
○安心安全な教育環境のための少人数学級を求める意見書
○介護・障害福祉サービス報酬単価の引き上げと、人材確保に資する処遇改善施策の拡充と弾力化について
○不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書
○我が国の領海・排他的水域内での安全な漁業活動の実現を求める意見書
○特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備にかかる意見書

否決された意見書 （改革21会派は賛成）

○核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書

コラム

スポーツ振興で県民を元気に！
コロナ禍の中、
各競技団体は無観客など、
感染防止を徹底して図
り、
全国規模の大会を年末から年始にかけ開催しており、
長崎県選
手団も健闘している。
★都大路の全国高校駅伝大会は、
男子・鎮西高校、
女子・諫早高校が
出場し、
男女共に世羅高校が優勝し鎮西高校が21位、
諫早高校が
17位となり、
来年の上位躍進に期待したい。
★全国実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝）
において、
三菱重工長崎
は、
4区井上選手の区間２位の快走もあり首位争いを行い、
しっか
り６位入賞を果たした。
★花園で開催されたラグビー全国高校大会は、
長崎県として初の２
校出場となり、
南山高校は初戦敗退したが、
県大会優勝の北陽台
高校は３回戦まで進出し今一歩８強に届かなかった。
★サッカーの全国高校選手権、
初出場の創成館高校はＰＫ戦を制し２
回戦進出。
★全日本高校バレーボール選手権大会に出場する、
大村工業高校、
聖和女学院高校の上位進出に大いに期待したい。
★春の選抜高校野球大会、
甲子園に九州Ｎｏ１として初出場する大崎
高校には大きく羽ばたき、
県民に元気と勇気を与えてくれるように
期待したい。

連絡先

山口はつみ事務所
〒859-0402 諫早市多良見町囲452-3
TEL・FAX

0957-43-2800

メールアドレス
hatumi@mrh.biglobe.ne.jp
ホームページ
http://yamaguchi-hatumi.com
https://www.facebook.com/

ホームページ

hatsuml.yamaguchl
facebook

