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　新年明けましておめでとうございます。旧年中は格別のご厚情
を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　昨年春の統一地方選挙におきましては、皆様のお力添えを賜り、
渡辺前県議よりバトンを受け継ぎ、県議会議員に当選をさせてい
ただきました。誠にありがとうございました。
　今年が皆様にとって良き一年となりますことを祈念し、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

令和元年度１１月議会
県主要施策・補正予算・条例
シリーズ「人口減少」
長崎県の人口減少対策
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　令和元年９月補正予算は、１：災害関連・復旧等に要する

経費、２：給与改定及び職員給与関係規定予算の過不足の調

整に要する経費、３：その他緊急を要する経費について計上

されました。具体的には、台風１７号等により被災した農業・

畜産関係施設の復旧支援、８月の集中豪雨等による地すべり・

急傾斜地崩壊・山腹崩壊等の復旧及び対策工事、家畜伝染病

感染予防の野生動物侵入防止用柵設置に要する経費等につい

て計上しています。

　また、制定された主な条例は、職員の給与に関する条例等

の一部改正について、長崎県児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例の一部の改正について、長崎県幼保連携型

認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営基準に関す

る条例の一部を改正する条例等、全６件です。

　総務委員会において、長崎県の公文書管理の現状について
質問しました。
　長崎大学核兵器廃絶研究センター (RECNA) の山口響先生を
始めとする「長崎の近現代資料の保存・公開をもとめる会」
の皆様と共に、公文書に対する県の姿勢についてこれまで議
論を深めてきました。公文書館を持たない都道府県は全国で
３県ありますが長崎はその中の一つで、条例も持ちません。
同じ被爆地でありながら広島と比べて資料保存の体制が整っ
ておらず、被爆者の高齢化による被爆体験の伝承が叫ばれる
中、被爆資料の保存は喫緊の課題です。
　令和３年５月に旧県立図書館跡地に郷土資料センターが建
設され公文書コーナーが設けられる予定ですが、現計画では
公文書の収集・選別・保存・公開という公文書管理の一連の
流れは明確に定められておりません。将来市民県民の皆さん
が長崎を見つめる時、価値のある資料が充実するよう県に強
く働きかけ、郷土資料センターの機能拡充を果たします。

　長崎県の養殖トラフグ生産量は全国生産量の５割以上を占
めており、日本一を誇っています。フグの毒は餌によって体
内で生成されることから、毒のないフグの研究が行われ、現
在では種ぎ苗から餌・投薬・漁場に至るまで、産学官の連携
でトラフグの生産に取り組んでいます。
　先日、長崎・山口・福岡・佐賀の４県が、東シナ海を共有
する中国・韓国と水産行政全般についての意見交換会を開催
しました。本県のトラフグ２千尾が放流され、国際的資源管
理の重要性を共有する一助として、活かされました。
　養殖トラフグなど本県の水産力は高く、漁獲高：日本二位、
魚種：日本一位を誇ります。しかしながら、国内外の観光客
が集まる『海鮮市場』のような集客力を有する施設は長崎に
はありません。本県水産業の世界的プレゼンスを高めるべく、
県内企業のみなさまとも連携して参ります。

　総務委員会において、長崎県次期 ICT 戦略について質問を
いたしました。
　総務省は高度特定基地局の整備を２０２３年までに行うと
していますが、ICT 戦略においても５G環境下での明確な指
針を出せていません。５Gの方向性を明確に謳わない限り、
整備されても活かせない懸念があることを指摘し、「何をし
たいのか、何ができるのか」を考えるためにも外部コンサル
タントや、総務省の情報化アドバイザーの積極活用などを提
案しました。
　県としては、現段階では次期 ICT 戦略を具体的に描くまで
に至っていないが、５Gへの環境整備を進めつつ、ICT 推進
研究会などとも連携しながら、来るべき５Gの未来に備えた
いとの姿勢を示しました。
　右図で示すように、5Gは社会を激変させると言われてい
ます。離島半島を有する本県こそ、先進的活用が必須である
との考えから、今後も訴えて参ります。

　令和２年４月長崎大学に情報データ科学部が新設されます。
既に長崎県立大学にも日本初の情報セキュリティ学科が創設
され、ICT やビッグデータに関する技術者を県内から輩出す
る取組みが活発になっております。
　長崎県は情報産業分野の企業誘致に続々と成功しており、
その要因が「情報系人材の質の高さ」と言われています。長
崎県は人口に対して大学・短大等の教育機関が比較的多く、
若年層の質の高い人材を確保しやすい環境にあります。また
地震がほとんどなく震災リスクが低いことから、本社などの
事務処理機能の分散拠点に向いている点が売りとなり、西の
端でありながら、他県と比較しても企業誘致に成功しており
ます。
　特に SONY セミコンダクタマニュファクチャリングの約１,
０００人雇用を掲げる新工場設立の話題や、富士フィルム AI
開発拠点誘致など、本県の企業誘致は明るい話題が続いてい
ます。

　１１月２４日、小雨の降る中、ローマ教皇が原爆落下中心
地において核廃絶に関して力強いメッセージを発信されまし
た。「核兵器は安全保障の脅威から私たちを守るものではな
い。人道的および環境の観点から、核兵器の使用がもたらす
壊滅的な破壊を考えなくてはならない。核の理論によって促
される、恐れ、不信、敵意の増幅を止めなければならない」
と訴えられました。
　教皇は平成１７年頃から焼き場に立つ少年の写真をカード
に印刷し、「戦争がもたらすもの」という言葉とともに、世
界中に配布するよう指示されました。そして今回の来県の際
にも焼き場に立つ少年のパネルの前で核兵器廃絶と世界恒久
平和を発信されました。
　教皇が長崎県民と思いを共有していただき大変心強く、こ
れからも被爆地長崎の思いを世界に向け訴えなければならな
いと、心を新たにしました。

ローマ教皇来県

続々と成功する企業誘致

長崎次期 ICT 戦略：５G への挑戦

公文書の管理について

長崎のおさかな「トラフグ」

一般会計補正予算・条例

※Immersive とは…VRのような没入型デジタル環境のこと

一般会計現計
7,161億円 ( 前年比：+1.6%)
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　表紙は香焼工場の１００万トンドックです。先日、「長年にわたり人材や技術の交流で協力関係のある、三菱重工グループと大島造船
所が、両社及び地域社会に資する活用策として、香焼工場の新造船エリアの譲渡について検討を開始した」というニュースが長崎に飛
び込んできました。私は三菱重工に入社し、１年前まで造船職場で働いていました。これまで香焼工場は第二次オイルショックに伴う
深刻な造船不況と、その後の船舶需要の大きな山谷及び台頭した韓国・中国との競争などを経験しながら、大型船舶の主力工場として
事業を 40年余継続してきました。特に韓国との激化した競争において、私も大変厳しい経験をしました。
　三菱重工グループとしては、長崎県において造船事業は関係する企業数も多く、造船業の浮沈は地元経済への影響が大きいことから、
立神工場の造船事業の強化策を推進するとともに、今回のような決断に至りました。
　長崎県の中村知事からは、「高い技術力や優秀な人材を有する協力会社も含め、本県のサプライチェーンの維持・強化にも繋がるもの
と考えている。県として、県内企業間の連携や事業拡大について、引き続き支援する」と力強いメッセージが述べられています。
　私も県議の立場から、国土交通省・長崎県・長崎市も進めている「長崎客船MRO（修理・整備）拠点化プロジェクト」において、長
崎港での客船修繕・建造を実現させ、地域社会の発展のため尽力してまいります。

080-5202-5721
長崎市みなと坂１丁目お気軽に、ご相談ください。

三菱重工香焼工場に関する一報について

1,500,000

1,400,000

1,300,000

1,200,000

1,100,000

1,000,000

900,000

800,000

700,000

（人）

2010 2015 2020 2025 2030 2035 20502040 2045 2055 2060

1,426,779

1,377,189

1,000,134

784,941

長崎県の人口推計と総合戦略目標

社人研準拠推計（2015 年以降、H30 推計準拠）総合戦略

（年）

2030 年

合計特殊出生率： 2.08

2040 年

 社会移動均衡

約 11,000 人の改善

2040 年

社会移動均衡

総合戦略（2025 年以降はイメージ） 推計イメージ

-5,000

-10,000

-15,000

-20,000

-25,000

( 人 ) 2014～2018 2020～2024 2025～2029 2030～2034 2035～2039 2040～2044 2045～2049 2050～2054 2055～2059

-30,000

(５年単位 )長崎県の転出超過数の推定と総合戦略目標

0
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2060 年

人口 100 万人維持

　本県の社会減 ( 転出超過 ) は全国で最下位に位置し、県の最大の課題は人口減少対策であるとの認識から、総
合戦略において ①2040 年 : 社会増減均衡 ②2060 年 : 人口１００万人維持 を達成すべく、直近の５年間で合計
約 11,000 人の社会減を改善するため、長崎県と県議会は一つとなって取り組んでいます。転出超過の最大の要
因は長崎県が特化型の産業構造になっていないためであり、その様子を右下の図で示しています。造船・機械の
伝統ある基幹産業を守り、また海洋エネルギー・航空機関連産業・IoT などの新たな基幹産業を生み出すべく取
り組んでまいります。
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転出超過の改善目標と対策

総合戦略における
５年間の転出超過改善目標 11,000 人

(2019→2024)

※右図参照

※

シリーズ「人口減少対策」
長崎県の人口予測とその対策

①県内高校生の県内就職率を
61％→67.5% に引き上げる

②県内大学生の県内就職率を
41%→48.5％に引き上げる
③高等技術専門校の普通課程
修了生の県内就職率を
88.6%→92.5% 引き上げる
④県内移住者数（単年度）を
1,121 人→3,000 人に引き上げる 
⑤福岡県及び首都圏の大学等に進学した
長崎県出身者の U ターン就職者数を
204 人→320 人に引き上げる 
⑥県内の外国人労働者数（技能実習・特定技能）を
2,462 人→4,102 人に引き上げる

100超の
数値目標で
管理


