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１、開催年月日時刻及び場所
令和２年４月３０日
自

午前１１時

至

午後

於

委 員 会 室 ４

副

科

会

井内

真人

君

末續

友基

君

水

斎藤

晃

君

０分

４時１４分

２、出席委員の氏名
分

雇用労働政策課長
雇用労働政策課企画監
（産業人材対策担当）
産

部

長

水 産 部 次 長

西

貴史

君

水 産 部 次 長

川口

和宏

君

水産部参事監

内田

智

君

小田口裕之

君

誠

君

齋藤周二朗

君

長

近藤

智昭

君

漁

長

中村

一三

君

吉田

員

八江

利春

君

〃

坂本

智徳

君

水産加工流通課長
水産加工流通課
企
画
監
漁港漁場課長

橋本

康史

君

〃

中島

廣義

君

〃

山田

博司

君

農

長

綾香

直芳

君

〃

浅田ますみ

君

農 林 部 次 長

吉田

弘毅

君

〃

西川

克己

君

農 林 部 次 長

渋谷

隆秀

君

〃

坂本

浩

君

農

長

小畑

英二

君

〃

饗庭

敦子

君

農産園芸課長

川口

健二

君

〃

山下

博史

君

農産加工流通課長

長門

潤

君

畜

山形

雅宏

君

会

委

政

林

政

産

課

部

課

課

長

長

３、欠席委員の氏名
な

し

６、審査事件の件名
第95号議案

４、委員外出席議員の氏名
な

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第2号）

し

（関係分）
報告第2号

５、県側出席者の氏名

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第1号）

産業労働部長
産業労働部政策監
（産業人材育成・県内定着
促進・働き方改革担当）
産業労働部次長

廣田

義美

君

貞方

学

君

村田

誠

君

産業政策課長

松尾

義行

君

企業振興課長
企業振興課企画監
（企業誘致推進担当）
経営支援課長

宮地

智弘

君

佐倉

隆朗

君

吉田

憲司

君

若者定着課長

宮本浩次郎

君

（関係分）

７、審査の経過次のとおり
― 午前１１時 ０分 開会 ―
【近藤分科会長】 おはようございます。
ただいまから、予算決算委員会農水経済分科
会を開会いたします。
これより議事に入ります。
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よろしくお願いいたします。

まず、会議録署名委員を、
慣例によりまして、

【近藤分科会長】 ありがとうございました。

私から指名させていただきます。

それでは、これより審査に入ります。

会議録署名委員は、浅田定員、坂本浩委員の

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

ご両人にお願いいたします。
本日、本分科会として審査いたします案件は、

します。
産業労働部長より、予算及び予算にかかる報

第95号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予
算（第2号）」のうち関係部分ほか1件でありま

告議案の説明を求めます。

す。

【廣田産業労働部長】産業労働部関係の議案に
ついてご説明いたします。

次に、審査方法について、
お諮りいたします。

予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

臨時会は、地方自治法第102条第3項、4項及び

資料の産業労働部をお開きください。

第5項に規定されており、原則としてあらかじ

今回、ご審議をお願いいたしております議案

め告示された付議事件に限り招集することとさ

は、第95号議案「令和2年度長崎県一般会計補

れております。
よって、分科会の質疑についても、付託を受

正予算（第2号）」のうち関係部分、報告第2号

けた議案の関係部分についてのみ行うこととし

知事専決事項報告「令和2年度長崎県一般会計

たいと存じますので、ご了承をお願いします。

補正予算（第1号）」のうち関係部分でありま
す。

次に、本日の分科会における理事者の出席範
囲についてですが、付託議案に直接関係するも

はじめに、第95号議案「令和2年度長崎県一

のに限定することとし、お手元に配付しており

般会計補正予算（第2号）」のうち関係部分に

ます配席表のとおり決定したいと存じますので、

ついてご説明いたします。
今回の補正予算は、国において決定された「新

ご了承をお願いします。
次に、審査の方法についてお諮りいたします。

型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に伴う

審査は、分科会審査のみとし、部長の議案説明

国の補正予算に適切に対処するため、必要な予

に続き、議案に対する質疑を行うこととしたい

算を追加しようとするものであります。
歳入予算、歳出予算は、記載のとおりであり

と存じますが、ご異議ございませんか。

ます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

補正予算の主な内容についてご説明いたしま

【近藤分科会長】 ご異議ないようですので、そ

す。

のように進めることにいたします。

2ページをお開きください。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の

産業政策課でございます。

人事異動に伴う新任幹部職員の紹介を受けるこ

（中小企業振興費について）

とにいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

【廣田産業労働部長】産業労働部の新任幹部職

休業等の協力要請の対象となる事業者に対して

員を紹介させていただきます。

支給する協力金に要する経費として、長崎県休

〔幹部職員紹介〕

業等協力支援事業費26億6,390万6,000円の増

以上でございます。
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ては、令和2年度中における総額400億円の範囲

等を計上いたしております。

内の融資に対し、毎年の融資平均残高の年1.3％

続きまして、企業振興課でございます。

以内に相当する金額を限度に利子補給をしよう

（工鉱業振興費について）

とするものであります。

ＩＴ系の高度人材の確保を促進するため、誘
致企業におけるWeb等を活用した情報発信や

次に、報告議案についてご説明いたします。

ＰＲ等の取組を強化する経費として、企業誘致

4ページをお開きください。

推進費3,091万円の増を計上いたしております。

これは、新型コロナウイルス感染症への対策
を緊急に実施する必要が生じたため、所要の経

続きまして、経営支援課でございます。

費につきまして、地方自治法第179条の規定に

（商業振興費について）
卸売や小売業等を営む中小企業者による事業

基づき、令和2年3月27日付けで専決処分させて

継続や再起に向けた取組への幅広い支援の推進

いただいたもので、報告第2号「令和2年度長崎

に要する経費等として、サービス産業活性化事

県一般会計補正予算（第1号）」のうち関係部

業費2億1,354万8,000円の増等を計上いたして

分についてご説明いたします。
歳入予算、歳出予算は、記載のとおりであり

おります。

ます。

（中小企業金融対策費について）

補正予算の主な内容についてご説明いたしま

中小企業の経営基盤の安定化に向けた資金繰

す。

り支援等のための資金の貸付に要する経費とし
て、金融対策貸付費102億6,000万円の増（融資

4ページをお開きください。

枠300億円）等を計上いたしております。

経営支援課でございます。

3ページ、若者定着課でございます。

（中小企業金融対策費について）
中小企業の経営基盤の安定等に必要な資金の

（雇用安定対策費について）
企業と学生がオンラインで企業説明会や面談

貸付に要する経費として、金融対策貸付費30億

等を実施する仕組みの構築等に要する経費とし

7,800万円の増（融資枠100億円）等を計上いた

て、学生と企業の交流強化事業費1,256万5,000

しております。
5ページをお開きください。

円の増を計上いたしております。

雇用労働政策課でございます。

続きまして、雇用労働政策課でございます。

（雇用安定対策費について）

（労働福祉費について）
新型コロナウイルス感染症の影響により、離

「雇用調整助成金」を活用して、従業員を休

職を余儀なくされた失業者等に対する雇用機会

業させる中小企業に対し、休業手当の一部助成

の創出等に要する経費として、雇用環境改善対

に要する経費として、緊急雇用維持対策事業費

策費5億5,995万4,000円の増を計上いたしてお

2億3,486万9,000円の増を計上いたしておりま

ります。

す。
以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

続きまして、債務負担行為の内容についてご

終わります。

説明いたします。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

「緊急資金繰り支援資金利子補給費」につい
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併せて、これら協力金を可能な限り早く事業

ます。
【近藤分科会長】 次に、産業政策課長より、補

者の皆様にお届けできますよう、支出事務に関

足説明を求めます。

する経費を計上しております。
なお、休業協力の要請の対象となります施設

【松尾産業政策課長】 私からは、産業政策課関
係の事業についてご説明をさせていただきます。

の概要につきましては、別紙資料としてお手元
に配付しております。

資料は、令和2年4月臨時県議会 予算決算委
員会農水経済分科会補足説明資料
（産業労働部）

【近藤分科会長】次に、
企業振興課企画監より、

の1ページをご覧ください。

補足説明を求めます。
【佐倉企業振興課企画監】 続きまして、補足説

経営相談体制強化支援事業費として、307万
4,000円を計上しております。

明資料の3ページでございます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

企業誘致につきましては、富士フイルムや京

不要不急の外出をせず自宅で食事を行うなど、

セラのグループ企業などＩＴ系企業の立地が進

巣ごもり需要が高まっております。そのため、

んでいるところでございます。長崎での事業の

本事業では、飲食店等を経営する事業者がテイ

立ち上げに当たりまして、業務の中核となる高

クアウトやデリバリー事業への経営転換・経営

度人材の確保が必要な状況になっております。

拡大等を実施するため、フードコーディネータ

ＩＴ人材については、もともと近年、ＩＴ人

ーやＩＣＴコンサルタント等の専門家派遣によ

材の不足の状況にあり、特に一定のキャリアを

る課題解決のための支援に要する経費を計上し

持ったプロジェクトを統括できるような高度な

ております。

人材の確保が厳しい状況にございます。加えて、

続いて、2ページをお開きください。

今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

長崎県 休業協力 支援事 業費と して、 26億

より、企業において人材確保活動が困難な状況

6,390万6,000円を計上しております。

となっております。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

こうしたことから、県としましては、Webサ

県が行う休業要請や営業時間の短縮要請にご協

イトやＳＮＳを通じて、動画等により情報発信

力いただける事業者の皆様に対し、「長崎県休

を行い、ＩＴ系誘致企業の高度人材の確保を支

業要請協力金（仮称）」を支給するものであり

援するとともに、本県の企業誘致や誘致企業の

ます。

認知度の向上を図るというものでございます。
具体的な事業内容としましては、（1）に書

休業協力の要請の対象となる事業者としまし
ては、遊興施設や大学、
学習塾等約4,000事業者、

いてありますのは、ＩＴエンジニアの登録者の

営業時間の短縮の協力要請の対象となる事業者

多い転職サイトに本県の企業誘致の特集ページ

としましては、食事提供施設約4,500事業者を想

を掲載するというものであり、（2）としまし

定しております。

ては、ＳＮＳの登録情報を活用して、転職やＵ

これらの要請に協力いただいた事業者の皆様

Ｉターンなどに興味のある人に広告を打つとい

に、1事業者当たり30万円を支給するものであ

うものでございます。（3）としまして、ＩＴ

ります。

関連ニュースサイトに特集を組むというもので
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するものであります。

ございます。（4）につきましては、本県の企

具体的には、商店街の空き店舗や空港・港湾

業誘致の取組や誘致企業を紹介する動画を制作
し、転職支援サイトに掲載するほか、「Ｎなび」

のターミナル等の空きスペースなど店舗スペー

等での掲載を行うというものでございます。

スを確保し、個人認証やキャッシュレス決済に

予算額として3,091万円を計上いたしており

関する技術を有するＩＴ事業者等と連携して、

ます。全額、産業振興財団への誘致活動の負担

無人キャッシュレス店舗の運営に取り組む事業

金ということでございます。

者等に対して、設備やシステムの導入経費、経

【近藤分科会長】 次に、経営支援課長より、補

営に関する専門家に支払う謝金等を補助しよう

足説明を求めます。

とするものであります。
補助率は4分の3以内、上限額は1,000万円以

【吉田経営支援課長】 私からは、経営支援課関

内としております。

係の事業6件についてご説明いたします。
資料4ページをご覧ください。

次に、5ページをご覧ください。

まず、上段の非接触サービス対応普及支援事

消費回復ネット通販支援事業費、
予算額8,300
万円でございます。

業費、予算額1億54万8,000円でございます。
新型コロナウイルス感染症の流行により、経

大手インターネット通販事業者に県が委託を

営に影響を受けている事業者にとりまして、従

しまして、新型コロナウイルス感染症の影響に

業員の雇用を守り、事業の継続を図ることが急

より売上が低迷する小売事業者等が新たにネッ

務となっており、また、収束後の再起を図るた

ト通販に取り組む場合等の支援を行おうとする

めに、感染リスクの低減につながる新たな手法

ものでございます。

やサービスを導入するなど、経営の維持及び転

具体的には、新規出店に要する経費、ノウハ

換を図る事業者への支援も重要になっておりま

ウ講座の開催に要する経費を県が全額負担する

す。

とともに、インターネット上のモール内に本県

本事業は、コロナウイルスの影響で売上が減

の特設ページを開設し、割引クーポンを県負担

少している観光関連事業者等が事業継続や再起

で発行することなどにより、県内事業者の売上

を図るために、消費者ニーズの変化を捉えて新

増を促進してまいります。

たなサービス等を行う取組に要する経費に対し、

資料6ページをご覧ください。

幅広く支援をしようとするものであります。

事業継続緊急サポート事業費、2,152万6,000
円でございます。

補助金の補助率は4分の3以内、上限額は1者

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

当たり50万円以内としております。

多くの中小企業者の売上が低迷し資金繰りに支

続きまして、同じページの下段をご覧くださ

障を来しているため、円滑な融資の実現に向け

い。

た支援が急務となっております。

無人キャッシュレス店舗経営支援事業費、予

本事業では、長崎県中小企業診断士協会及び

算額3,000万円でございます。
この事業は、衛生的で生産性の高い無人キャ

税理士会に委託して、県内中小企業者からの相

ッシュレス店舗を運営する取組を促進しようと

談に対応する緊急相談窓口を設置し、国や県の
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を計上いたしております。

各種支援制度の周知を行うとともに、融資申請
書類作成等への支援を行うことで、中小企業者

私からの補足説明は、以上でございます。

の円滑な資金繰り、事業継続を支援するもので

【近藤分科会長】 次に、若者定着課長より、補

あります。

足説明を求めます。

資料7ページをご覧ください。

【宮本若者定着課長】 私からは、若者定着関係

緊急資金繰り対策貸付費でございます。

の事業についてご説明させていただきます。
資料は、9ページでございます。

中小企業の資金繰り支援のため、信用保証協
会の保証制度を活用した貸付制度を設けており、

学生と企業の交流強化事業費として、1,256
万5,000円を計上しております。

事故や災害など経営環境の変化に対応する資金
メニューである緊急資金繰り支援資金について

新型コロナウイルス感染症の影響で、企業と

は、令和2年度当初予算において、金融機関へ

学生等の就職に関する活動が制限されている中

の預託額として3億4,200万円を計上し、融資枠

でございます。

10億円を確保しておりました。

事業内容、（1）のところでございます。オ

その後、新型コロナウイルス感染症の影響が

ンラインコミュニケーションツール整備事業

拡大し、資金需要が高まる中、融資枠を100億

892万9,000円といたしましては、本庁や各振興

円に拡大するため、金融機関への預託額30億

局からWeb会議システムを通じて、県内企業が

7,800万円について、3月の専決補正を行ったと

オンラインによる企業説明会、あるいは面談会

ころであります。

を実施し、学生はスマートフォン等で視聴でき
る仕組みを構築しようとするものでございます。

今回の補正におきましては、影響の長期化が

（2）ですが、大手就職支援サイトを活用し

懸念される中で、さらなる資金需要の拡大に対
応するため、預託額102億6,000万円を計上して、

た情報発信363万6,000円といたしましては、大

融資枠を300億円拡大し、合計で400億円の融資

手就職支援サイトに登録している県外在住の本

枠を確保しようとするものであります。

県出身学生に対し、電子メールやダイレクトメ

続きまして、資料8ページをご覧ください。

ールを活用しながら、県内企業の魅力などの情

金融補完対策費でございます。

報提供を行うことをしようとするものでござい

先ほどご説明いたしました3月専決での融資

ます。
以上で説明を終わります。

枠の拡大に合わせまして、中小企業者が信用保
証協会の保証を受ける際に支払う保証料を軽減

【近藤分科会長】次に、
雇用労働政策課長より、

するため、3,968万7,000円を3月専決補正とし

補足説明を求めます。

たところでございます。

【井内雇用労働政策課長】 私からは、雇用労働
政策課関係の3件についてご説明をさせていた

また、現在国においては、明日になりますけ

だきます。

れども、5月から全国の自治体で自治体の制度
融資を通じて、実質無利子化を行うための制度

資料の10ページをお開きください。

を開始する予定であり、この制度を活用した利

緊急雇用維持対策事業費、予算額2億3,486万
9,000円でございます。

子補給に必要となる経費等4億3,507万6,000円
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県内中小企業を対象に、国助成後の事業者負担

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経
済上の理由により従業員を休業させる事業主の

部分について、県が支援するものでございます。

負担を軽減し、雇用の維持を図るため、国の「雇

補助対象経費は、テレワーク用の通信機器の

用調整助成金」に本県独自の上乗せ助成等を実

導入経費とともに、就業規則の作成・変更、職

施するものでございます。

員に対する研修、外部専門家によるコンサルテ
ィングにかかる費用などがございます。

事業内容でございますが、（1）の長崎県緊

国の助成率は、テレワークの実施状況により

急雇用維持助成金経費2億2,906万8,000円が、

4分の3または2分の1となりますが、県としまし

本県独自の上乗せ助成分であります。
助成率が、資料の中央に表でございますが、

ては、残りの事業者負担部分4分の1または2分

一番左にあります国の助成率は、休業の時期で

の1について、50万円を上限に支援をするもの

ありますとか、事業所全体での解雇の有無など

でございます。

によって変わってまいります。県からの助成に

続いて、資料12ページをお開きください。

より、事業主の負担をより低く、休業手当額の

緊急雇用創出事業費、予算額5億967万2,000

10分の1以下に抑えてまいります。

円でございます。

次に、（2）申請にかかるアドバイザーによ

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響によ

る支援経費145万6,000円でございますが、国及

り、離職を余儀なくされた失業者の方々などに

び県助成金の申請書類作成などに関する支援を

対して、緊急の対策として短期の雇用機会の創

行うアドバイザーとしまして、社会保険労務士

出を図ろうとするものでございます。

の事業所への派遣等を行うものでございます。

2番、事業内容でございますが、雇用期間は

最後に、（3）事務費としまして434万5,000

令和2年度内、雇用創出の総数は250名を見込ん
でおります。

円でございます。

まず、県が直接雇用する6事業がございまし

続いて、資料の11ページをご覧ください。

て、保健師や看護師等の技術職や事務職を合わ

テレワーク導入促進事業費、予算額5,028万
2,000円でございます。

せた非常勤職員120名、臨時増便する特別支援

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響によ

学校のスクールバスに同乗する介助員15名、休

り、テレワークが注目されておりますが、この

業要請協力金の支給事務に10名など、計150名

テレワークは、県内中小企業の働き方改革の促

でございます。

進でありますとか、事業継続性の確保等に大い

また、一番下の間接雇用でございますが、雇

につながるものでございます。その導入にかか

用する事業者を支援する間接雇用分としまして、

る経費を支援することにより、県内企業のテレ

森林作業道の補修などに従事する100名の雇用

ワーク活用を進める契機にしたいと考えており

創出を図ろうとするものでございます。
以上、私からの説明を終わらせていただきま

ます。
2番、事業内容としまして、テレワーク導入

す。

助成金5,000万円についてでございますが、国が

【近藤分科会長】以上で説明が終わりましたの

実施するテレワーク助成金の支給決定を受けた

で、これより予算及び予算にかかる報告議案に
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象業種がいろいろありますね。これは、今、国

対する質疑を行いたいと思います。

を参考にしながら、他の自治体を参考にしなが

今日中に農林部や水産部、全部をやってしま
わなきゃいけないものですが、一応簡潔に、1

らしておりますけれども、休業要請を行う施設、

人20分以内で質疑をしていただければと思う

要するに、休業協力支援事業の対象となる施設

のですが、いかがでしょうか。

の種類というのは、他の部局と話した上でされ
ているのか、また、これが流動的になるのかど

〔「はい」と呼ぶ者あり〕
【近藤分科会長】 質疑はありませんか。

うなのか、そこをお尋ねしたいと思います。

【山田(博)委員】 おはようございます。

【松尾産業政策課長】休業要請対象の施設をど

まず、質問する前に、村田次長、今回の対策

のように決めたかというお尋ねでございますけ

で、産業労働部にいながら福祉保健部のほうに

れども、これにつきましては、今、「新型コロ

行かれて対策されたと。
大変お疲れさまでした。

ナウイルス感染症対策本部」がございまして、

また、これからもしっかりと取り組んでいただ

その中に、総務部長をリーダーとします「休業

きたいと思います。まずは、敬意を表してごあ

要請検討チーム」というのがございます。そち

いさつさせていただきたいと思います。

らのほうで、他の都道府県等の例も参考にしな
がら、業種といいますか、施設については決定

質問する中で、まず大きくお尋ねしたいこと
がありまして、今回、産業労働部でこういった

しているところでございます。

政策をするに当たっては、各部、例えば農林部

【山田(博)委員】 そうすると、例えば水産部に

とか水産部と協議しながらいろんな施策なりを

おいたら遊漁船とか、農業で言ったら、お茶の

されているのかされていないのか、それをまず

生産者が直営でやっているお店とか、そういう

お答えいただきたいと思います。

ふうにいろいろあるわけね。そこを、やはり農

【廣田産業労働部長】各部局との連携でござい

林部とか水産部の関係、今の総務部長は農林部

ますけれども、この事業内容を見ておわかりの

の経験がありますか、水産部の経験があります

とおり、私ども産業労働部だけで解決する問題

か。よくわからない。

もございますし、あるいは雇用の関係におきま

そうすると、こういったことを対象に、
じゃ、

すと、他部局も含めた連携が必要な部分もござ

追加をしてくれとなった時に、この中に入って

いますので、そういったことから、必要に応じ

いませんからとなると、困るとなるわけですね。

て関係部局と連携を図りながら、この施策、事

そういったところをこれからどうやってカバー

業を検討しているところでございます。

していくかというのは、よく条例とか何かにあ

【山田(博)委員】 そうであれば、先ほど知事が

ります、
「知事が認める場合」というところを、

本会議で、今回は、国の施策を最大限活用しな

今回の予算の要綱に盛り込んで、そういったの

がら地域経済をしっかりと支えていくというこ

をカバーすべきだと思うんですが、これはいか

とがありましたので、この中でいろいろとお尋

がですか、政策監。

ねしたいことがあるんですが、細かく質問させ

【貞方産業労働部政策監】委員ご指摘のとおり、

ていただきたいと思います。

県庁の各部局にまたがるような業種も中にはあ
ろうかと思います。

まず、長崎県の休業協力支援事業の中に、対
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そういったものについては、先ほど産業政策

入れておいて、肝心要の長崎県の観光産業を支

課長からご答弁申し上げたとおり、国の法律と

えている遊漁船とか、お茶の振興でお茶の直売

他県の状況を見ながら定めたものでありますが、

店とかは、観光客が大事だったんです。自粛自

そういったものでやっていって、いろいろお尋

粛だから、なかなか売上がなくて、もう開店休

ね等ある中で、なかなか産業労働部では判断が

業だと、閉めますということになっているわけ

つかないものについては、必要に応じ、他部局

だよ。
そういった中で、政策監、もうちょっとしっ

等とも連絡調整をしながら対応しているという
のが現状でございます。

かりとした答弁をしていただかないと、これは

【山田(博)委員】 私が言っているのは、そうい

大変深刻なんですよ。だから、そこをもうちょ

った他部局から、後からこれも追加してもらい

っとしっかりとした答弁をもらいたいと思いま

たいといった時に、先日、そちらのほうからも

すので、もう一度お願いします。

らった施設の中に入ってない分もあるわけです

【貞方産業労働部政策監】 どういった業種・施

ね。そういったところは、後で追加が、認定が

設に休業を要請し、また、どういった業種・施

できるような要綱、さっき言った、「知事が特

設に休業を要請しないかについては、基本的に

段認める場合」とか何かという業種を盛り込ま

は、繰り返しになりますけれども、特別措置法

ないと対応はできないんじゃないかと思うんで

の趣旨に沿って判断をしているものでございま

すが、それを受け入れるか受け入れないかとい

して、例えば3密になるような業種か、生活維

うのを私は聞いているわけです、政策監。

持に欠かせないものであるか、そういったもの

【貞方産業労働部政策監】どこに要請をするか

について適宜判断をしてまいろうと考えており

ということにつきましては、一義的にはコロナ

ますので、その上で、各部局に関連するものに

対策本部のほうで決定をしておりまして、私ど

ついては、各部局のご意見も伺いながら、適切

もといたしましては、そういったところで決定

に対応してまいりたいと考えております。

されたものについて、給付金の対象となるかど

【山田(博)委員】 ほかにも議論せんといかんこ

うかの判断を今しているところでございます。

とがあるから、一旦これで終わりますけれども、
ぜひしっかりとした、政策監、お願いしたいと

基本的には、様々な状況を勘案しながら、他

思っております。

県の事例等も参照し、おおむねこれだけでよろ

続きまして、今回、中小企業のサポートとい

しいのではないかというところで業種を定めて
ありますので、そこから外れるものというのは、

うことで、予算がいろいろあっていますね。緊

基本的にないものというふうに認識しておりま

急雇用促進事業費ということで上がっておりま

すが、もしそういったものがあるということで

すが、県の今回の全体的な予算の概要を見ると、

あれば、その都度検討し、適切に対応してまい

医療関係物資の確保とか、介護施設のマスクの

りたいと思います。

購入とかありますけれども、企業振興課長、県

【山田(博)委員】 間違いありませんね。

内で地元の企業が、縫製工場でマスクをつくっ

いやね、この中に、言いたくないけど、ＳＭ

ているんです。こういった予算があるんであれ

クラブとか何かが入っているから。こんなのを

ば、緊急雇用促進事業の関連として、しっかり
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とそういったところを関係部局と連携しながら、

縫製工場とか、今、私もいろんなお話をお聞き

防護服も県内の縫製工場でできますよと。実際、

しますと、陶磁器も大変に消費が落ち込んでい

受注して、5月の連休明けから生産に取り組ん

ると。波佐見陶器まつりとか、三川内陶器まつ

でいこうというふうに言っておりますから、こ

り、ああいったのがなくなっているから、そう

こは企業振興課長になるのか、雇用労政課長に

いったところをこの中でしっかりと取り組んで

なるのか、産業政策課長になるのかよくわかり

いただきたいと思うんです。

ませんけれども、こういうところでしっかりと

波佐見とか三川内の陶磁器を見たことはあり

取り組んでいただきたいと思うんですよ。いか

ますね、経営支援課長。そこをこういったとこ

がですか、見解を聞かせていただきたいと思い

ろでしっかりと、相当に深刻ですよ。関係する

ます。

団体とか機関に、そういった話をしてもらいた

【宮地企業振興課長】 今、山田(博)委員からお

いと思います。先ほどのマスクとか何かもね。

話がございましたけれども、長崎県には非常に

【宮地企業振興課長】 今、山田(博)委員がおっ

技術が高い縫製業者が多くいるというのは、私

しゃられました陶磁器産業につきましても、非

どもも承知しているところでございます。

常に深刻な状況にあるということは、私どもも
承知しております。

今回のコロナの流行によって、マスク、防護
服、その辺の需要が非常に高まっているという

地元の産地の皆様とも意見交換をしておりま

ことで、そういう技術を生かして対応を促進し

すので、今回のネットの事業も大いに活用いた

たいということで、私どものほうにも直接事業

だいて、その足らざる部分については、私ども

者からお話をちょうだいしているところでござ

もいろいろと支援策を講じていきたいと思って

います。

おります。

国においてもものづくり補助金でありますと

【山田(博)委員】 私も、これは大変だという声

か、持続化補助金でありますとか、一定活用で

を聞いております。深刻ですよ。ぜひですね。

きるような予算もあるところでございますが、

それと、緊急雇用促進事業の中で、今回、120

長崎県として縫製業者の皆様にもご活躍をいた

人の新たな任用職員雇用が生まれるということ

だくという視点で、各部において、例えば備蓄

になっておりますが、雇用労政課長、地域外来

であるとか、ある程度ロットが欲しいというふ

検査で120人、これは宿泊業務とか保健所とか

うなお話があると、さらに、県内事業者の皆様

ありますけれど、この中に職種として事務職と

もお取り組みがしやすいと思っておりますので、

いうよりも、驚いたことが、臨床検査技師が16

関係部局と連携を取りながら、事業者にもいろ

人、保健看護師が16人、保健看護師は合わせて

いろ事業をやっていただけるような環境をつく

24人ですか、ただでさえ逼迫した中に、これを

ってまいりたいと思っております。

募集して任用でするというのは、ちょっとどう

【山田(博)委員】 消費回復ネット通販支援事業

かと。努力をせんといかんというのはわかるん

とありますね、経営支援課長。ここに、大手イ

ですが、実際、こういうふうな臨時雇用をする

ンターネットモールに県出店者の特設ページを

時に、例えば全庁的に農林部とか水産部に声を

設けるということでありますけれど、さっきの

かけてこういうことをやったのかどうかという
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のが不思議でならないんだよ。しているのかし

変厳しい県の職員もいらっしゃいますけれども、

てないのか、そこだけお答えいただけますか。

ぜひ県産の消費拡大にしっかりと取り組んでい

【井内雇用労働政策課長】こちらの緊急雇用創

ただきたい。

出事業費についてでございますが、この事業を

具体的に言うと、ハウステンボスが経営が厳

構築するに当たりまして、当然、産業労働部だ

しい時に、割引券を県の職員でいっぱい買おう

けではなくて、全庁的にこういう雇用の受け皿

とキャンペーンをしたんだ。そこで、ここは、

確保ということで事業を検討する中でお声かけ

産業労働部長、県の職員で、改めて県産品の消

をして、その中で構築したのが、12ページに書

費拡大を認識して取り組もうじゃないかという

いておりますこれらの事業となった次第でござ

ことで、頑張ろう長崎県、頑張ろう農業、頑張

います。

ろう漁業、頑張ろう波佐見陶磁器・三川内陶磁

【山田(博)委員】 確認ですけど、各部に話しし

器、そういったことで声をかけるようなキャン

て、そうしたら、例えば県の関係する団体とか

ペーンを、廣田部長も地方局長を経験している

なんかに声をかけても、地域外来検査とか、宿

から、そういったところをぜひやっていただき

泊業務委託とか、福祉事務所とか、合わせて120

たいと思うんですよ。

人しか集まらなかったと理解していいんですか。

ハウステンボスにあれだけやって、なんで今

私は、後で水産部とか農林部の審査があるか

しないんだという声が出ているんだよ。それで、

ら、確認したいと思うんですけれども、間違い

部長の前向きな見解を聞かせていただきたいと

ありませんね。私は、水産部と農林部でも関係

思います。

団体があって、もっとあるんじゃないかと思っ

【廣田産業労働部長】県内の各事業者が大変ご

たら、出てこないから。これは間違いないんで

苦労されているのは、承知いたしております。
そういうことから、県産品の消費拡大という

すね。お答えいただけますか。
【井内雇用労働政策課長】繰り返しになります

ものは必要かと考えておりますので、今現在や

が、事業構築に当たりましては、全部局にお声

れることの中では、なかなか飲食店に行って食

がけをして構築をしたところでございます。

事をするとかというのは厳しい状況がございま

【山田(博)委員】 時間が限られて、一旦20分で

す。そういうことから、ネットを活用した販路

してもらいたいということでありますので、私

拡大等をやっているところでございます。

のほうからもう一つ、今回の事業推進に当たっ

そして、この終息後につきましては、利用促

ては、私もいろんな人のお話を聞いていると、

進することの検討を各部局がそれぞれやってお

人の交流が少なくなると、これだけ経済が落ち

りますので、そういった事業を推進する中では、

込んで、明日の生活はどうなるんだろうかとい

当然私ども県職員が率先して対応すべきだとい

う心配の声があって、その中で、今回、私も含

うことで考えておりますので、委員のご指摘を

め、いかに消費拡大をするかと。その中で、県

踏まえ、適切に対処してまいりたいと考えてお

内産品を消費拡大する中で、今の飲食店とか観

ります。

光産業関係の人たちは大変だと、明日の生活が

【山田(博)委員】 それで、廣田産業労働部長、

厳しいという中で、今現時点で、勤務体制が大

そういった趣旨を踏まえた上で、中村知事を筆
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私のほうにもご意見として、2〜3カ月後に手

頭にしっかりと取り組んでいただきたいと思っ

元に来ても遅いんだと、もっと早く手元に来て、

ております。
今、生活が大変厳しい中でそれを支えていた

それを運転資金として使わせていただきたいと

だく上で、そういったキャンペーンなり支援に

いう声がたくさん来ております。ぜひともスピ

ぜひ取り組んでいただくような体制なり仕組み

ーディーに手元に行くようなところでお願いを

をつくっていただきたいと思いますので、よろ

したいわけでありますが、ご見解をお尋ねした

しくお願いしたいと思います。

いと思います。どなたでも結構です。
【吉田経営支援課長】 今、委員からご指摘があ

時間が来ているので、一旦終わりたいと思い
ます。

りました融資の実行までに時間がかかっている

【山下委員】 手短に質問させていただきます。

というのは、主に、皆さんがおっしゃっている

産業労働部におかれましては、全力でコロナ

のは、政府系金融機関が実質無利子化というこ

対策に当たっていただいておりますことに、心

とを打ち出された結果、そちらのほうに融資申

から感謝を申し上げます。

し込みが集中して窓口が非常に混んでいると。

私から1点だけ、中小企業・零細企業が、今、

今申し込んでも2カ月後になるとか、そういう

大変苦しんでおります。先ほど山田(博)委員か

ふうな方がいらっしゃるということでお聞きを

らもありましたとおり、ウイルス対策をすれば

しております。

するほど経済の足が止まってしまうとうことで

先ほど私の説明の中に、詳しくは説明できな

す。大変厳しい状況が続いているわけでありま

かったんですけれども、国の方では民間金融機

す。

関におきましても、実質無利子化をやっていこ

特に中小企業は、零細企業も含めて、体力が

うということで、明日からその制度を適用する

非常にないというところが多うございます。国

ということで、今動かれております。県もそれ

のほうも、今回、大型補正予算、県のほうもこ

に備えて対応する仕組みを、今構築しておりま

うやって補正予算を組んでいただき、市町も独

すので、明日以降、民間金融機関でも実質無利

自の対策を組んでいただいております。

子の資金の融資が受けられるようになるという
ことで、申し込みが分散すると、結果的に早く

もちろん融資の優遇の制度、そして、給付金
もありますし、中小企業が使っていただくメニ

なるというふうなところもあろうかと思います。

ューもたくさん用意をされておりますが、この

併せまして、先ほどの6ページの事業で、既

反面、相談窓口が大変厳しい状況になっており

に国においては、いろんな申請書類の簡素化、

ます。

簡略化というものも進んでおりますけれども、
そこの書き方を支援するというふうなところも、

補足説明資料の6ページに、サポート事業費
ということで、こういうふうに予算も組んでい

体制を組むことによって、円滑な実際の融資で

ただいて、窓口を拡大することで、いろんな方

あるとか、給付につながっていくものと考えて

の相談を拾っていただいて、本当に必要な資金

おります。

が本当に困ったところに行き渡るような事業を

【山下委員】 最後になりますけれども、商工会

組んでいただいていると思っております。

議所や商工会が、今頑張って窓口業務をやって
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くださいっています。そういうところと連携を

たら安心されるかなというふうに思うんですけ

取っていただきながら、県としても、さらにス

れども、そのあたりはいかがでしょうか。

ピード化を目指して頑張っていただきたいとい

【松尾産業政策課長】 私どももこの発表以来、

う思いであります。

相当な数の相談を受けております。
確かに、いつから休めばいいのかといったよ

部長、最後にご見解をお尋ねします。
【廣田産業労働部長】 県内の事業者の方が、や

うなご相談もかなり受けておりますけれども、

はり大変経営が厳しい中で資金繰り、あるいは

基本的には25日から6日まで全て休んでいただ

雇用の問題、大きな課題を抱えておられます。

けるということが一番望ましいわけでございま

そういうことから、私ども県、そして市町、

すけれども、これを要請しましたのが24日でご

商工団体等を含めて、現在も相談窓口というの

ざいましたので、1日ではなかなか休めない。

を設けておりますけれども、今回、計上させて

予約が入っているとか、そういったこともござ

いただいております事業継続緊急サポート事業

いまして、そこら辺は会見等でも「柔軟に」と

におきまして、中小企業診断士協会との連携、

いうことは申しております。

それと税理士協会との連携をやろうと思ってお

ただ、これを、いつからいつまでということ

ります。それと、雇用調整助成金の関係におき

をなかなかはっきり言えないのが、そこだけで

ましては、社労士会と連携をやろうと思ってお

いいのかという話になってしまいますので、そ

ります。

のあたりは、各事業者からもいろいろご意見を

そういった関係団体の支援を受けながら、県

個別にいただいておりますので、極端に、1日

内各地に相談窓口なり、巡回による相談体制を

〜2日でいいかと言われると、ちょっと困ると

考えていきたいと思っておりますので、そうい

ころはありますけれども、そうしたところは少

ったものにつきましては、引き続き市町、ある

し柔軟に、申請がありましたら、審査の段階で

いは業界団体と連携を図りながら対処してまい

は、こちらとしても事情を勘案しながら、柔軟

りたいと考えております。

に対応していきたいと思っております。
ただ、はっきり何日ということは、この場で

【近藤分科会長】 ほかございませんか。
【饗庭委員】日々の新型コロナウイルスの対策、

は申し上げられません。申し訳ございません。

大変お疲れさまです。2〜3点、質問をさせてい

【饗庭委員】 私も聞かれた場合は、なるべく早

ただきたいと思います。

めにお休みいただければとは言っているんです
けれども、やはり事業所としてはなかなか難し

休業協力支援事業費なんですけれども、発表
後から、翌日から5月6日までというところでは、

いところかと思います。

いつから休んだら大丈夫なのかという問い合わ

もう一点、先ほど入ってない施設をどうする

せをたくさんいただいております。報道で、そ

かというので、その都度検討するというお話で

の辺はその都度対応するというお話ではござい

ございましたけれども、そういう事業所の拡大

ましたけれども、なかなかやはり、ここからで

がいつまでだったらいいのか、いつまでだった

も大丈夫なのかどうなのかという声をいただく

らいいのかというのは、ちょっと表現がおかし

ので、何日間だといいのかというのが伝えられ

いんですけれども、例えば理美容の方が、やは
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り3密になってくるんじゃないかということで、

もいいのかというような話になってまいります

休まないといけないんじゃないかと言われるけ

ので、今のところは追加の予定はございません。

れども、休業要請はかかってないから、休んで

【饗庭委員】 はい、了解しました。

もその分は出ないから、どうしようかというよ

次に、雇用調整助成金のところで、国が認め

うなお話が結構あるんですね。小さい理美容さ

たものに上乗せをする内容だというふうに思う

んも多くございますので、そのあたりから、い

んですけれども、それに当たっては、労働局、

ろんなことで柔軟に取り組んでいただくことは

ハローワークとの連携がどのようになっている

非常にいいことだと思うんですけれど、いつま

のか、お伺いします。

で取り組んでいただけるのかなというところが、

【井内雇用労働政策課長】 資料の10ページの

何て言うんですかね、要望があれば拡大しまし

緊急雇用維持対策事業費につきまして、これは

ょうということで、拡大してもらったほうがい

国の雇用調整助成金の上乗せでございますが、

いとは思うんですけれども、そのあたりはいか

国との連携ということで、長崎労働局とは、私

がでしょうか。

どもにお寄せいただく事業者の皆様の意見とか、

【松尾産業政策課長】これにつきましてもたく

そういうところの共有から始まりまして、相談

さんのご意見はちょうだいしておりますけれど

体制も連携をしてやっていこうと思います。

も、正直申しまして、25日から5月6日という中

例えば、申請にかかるアドバイザーを委嘱し

で、今後もずっと追加していくと、いつからと

ております。これは県が独自で委嘱しているん

いう先ほどの話もございますので、今、一度最

ですが、その申請のアドバイスについては、県

初の表から修正はされて最新版になって、先ほ

の上乗せ分だけではなくて、その大元になる国

どありましたように、県内にはないような施設

の雇用調整助成金の書類の作成について、それ

を外したりとか、そういった作業も一部行って

も含めて、県が委嘱するアドバイザーで行うと。

はいるところですけれども、今回の6日までの

あと、先ほど部長のほうからありましたが、

期間の中ということでは、今のところは、あま

巡回相談等を県内各地で実施するということも、

り追加といいますか、そこをどんどん広げてい

今後検討しております。それを実施する中で、

くと、先ほど政策監も申しましたけれど、私ど

先ほどの商工団体に加えてハローワークとか、

もとしては、あくまでも3密にならないような

そういう国の機関も含めて連携してまいりたい

施設という基準で選んでいっておりますので、

と考えております。

その中で、これもということは、確かに相談の

【饗庭委員】その中でアドバイザーというのは、

中でもたくさんございますけれども、今のとこ

今から派遣をされるんだと思うんですけれども、

ろは、今の種別でいかせていただいて、今後の

今の時点で、もう申し込み用紙が出ていたかと

ことについては、先ほどございましたけれども、

思うんですけれども、どれくらい申し込みがあ

農林とか水産も含めて考えていかないといけな

るのか、教えてください。

いと思うんですけれども、今日時点でまた、か

【井内雇用労働政策課長】 こちらは、アドバイ

なり追加するとかということになると、先ほど

ザーは社会保険労務士なんですが、既に募集を

と同じく、休みは、じゃいつから、明日からで

始めておりまして、4月27日時点になりますが、
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181件のお申し込みをいただいているところで

【饗庭委員】 最後に、もう一点だけ。若者定着

ございます。

のところで、今、9月入学にするかどうかとい

【饗庭委員】 181件、今あるということですけ

う問題が出ているかというふうに思うんですけ

れども、社会保険労務士は、県で派遣できるの

れども、そうした場合には、補正予算の組替え

は何人かというのを教えてください。

みたいなのがあるのか、今のところまだわから

【井内雇用労働政策課長】こちらアドバイザー、

ない状態なのでなかなか難しいかと思うんです

当初は4名でスタートしたんですが、先週にな

が、9月入学の場合と、このままいく場合と分

りますが、倍の8名に増やしているところでご

けて考えていかないといけないのかなというふ

ざいます。

うに思うんですけれども、そのあたりはいかが
でしょうか。

ただ、この8名では、まだ十分でない点もご
ざいますので、現在、長崎県の社会保険労務士

【宮本若者定着課長】 9月入学の報道が昨日と

協会にさらなる増員ができないかという要請、

かされているのは承知しておりますが、今、私

難しい面もあるかと思うんですが、そういうお

どもがこの補正予算で考えているのは、9月の

話もしているところでございます。

切り替えとかというのは全然考えてない状態で

【饗庭委員】 ぜひ増員してもらって、早めに事

補正予算のほうを、今回、ご審査をお願いして

業所に行けたらと思います。

いる状態でございます。

その点でもう一点だけ、すみません。労働局

委員ご指摘の9月につきましては、私どもも

も3密を防ぐために、テレワークも含めてお休

国の動きとかそこら辺を注視してまいりたいと

みの方というか、在宅でされる方がいろいろい

考えているところでございます。

らっしゃって、相談窓口が非常に混み合う、そ

【饗庭委員】 だから、9月入学の場合どうする

こだけ混み合うということなので、この不要不

のか、このままだとどうするのかを考えていた

急だからこそ、労働局の方々には、3密はもち

だければと思います。

ろん避けてもらいながら、出てもらう必要があ

就活をする学生さんがすごく不安や心配を抱

るんじゃないかと思うんですけれども、そこを

えておられると思いますので、そういうところ

県として要望できないのか、お伺いします。

も含めて、今後また、若者定着に取り組んでい

【井内雇用労働政策課長】委員言われますよう

ただければと思います。

に、長崎労働局においてもテレワークの導入と

以上で終わります。
【近藤分科会長】 暫時休憩いたします。

いうことで対応されております。
ただ、雇用調整助成金につきましては、
窓口、

― 午前１１時５９分 休憩 ―

あとお問い合わせも殺到している中で、労働局

― 午前１１時５９分 再開 ―

全体としてはテレワークを導入しているんです

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

けれども、こちらにかかる分については、労働

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は、1

局のほうもできるだけ出て、あるいは、今後、

時30分から分科会を再開いたします。

体制の拡充も図りながら対応していくというこ

しばらく休憩いたします。

とをお伺いしております。
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う会社とか個人とかというのは、休業の対象と

― 午後 零時 ０分 休憩 ―

なっている施設と表裏一体ですよね。そこで演

― 午後 １時３０分 再開 ―

奏活動だとか、あるいは上映活動とかやるわけ

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

ですから。

午前中に引き続き、産業労働部関係の審査を

そうしたときに、要するに仕事がないんです

行うことといたします。

よね。ところが、そういう休業の対象になって

何かご質問はございませんか。

ないということになっているものですから、産

【坂本(浩)委員】 お疲れさまです。私のほうか

業政策課長の答弁では、今の段階でどうすると

ら3点質問させていただきます。休業協力支援

いうことは、非常に微妙な線引きのところがあ

事業の分と緊急雇用創出事業、それから雇用調

るんだろうというふうに思うんですけれども、

整助成金についてお尋ねいたします。

そこら辺についての認識は、庁内の対策本部の

午前中には質疑がありました休業協力支援事

チームの中で、そういった業種というのが俎上

業なんですけれども、要は、私のほうにも要請

に上ったのかどうか。上ったのであれば、それ

する施設とそうではない施設の線引きのところ

を外した、これに書いてないから、多分、俎上

については、かなりいろんな方からご意見もい

にも上ってなかったんじゃないかなと思うんで

ただいているんですけれども、午前中の議論と

すけれども、そういう施設と一体的にやってい

ダブらないような形で2点ほど質問させていた

る事業でありますので、そういうところについ

だきます。

ての認識について、お伺いいたします。

まず、県が出した資料で、主な変更点という

【松尾産業政策課長】委員ご指摘のホールであ

ことで4月28日付けで更新をされた、休業要請

りますとか、そういったところが休業すること

を行う施設とそうではない施設という一覧表が

によって、そこで一体的に働く方々が減収にな

ありますけれども、この中に音楽、それから演

っているということは、ほかの施設についても

劇とか映画とか、そういったところを企画運営

そういったことはあるということは認識してお

する、いわば文化芸術関係に携わる会社とか個

ります。

人とか、そういう事業がありません。恐らくこ

ただ、今回、何度も申し上げますけれども、

れは施設ということで入ってないんじゃないか

多くの人が集まるような施設に休んでいただく

と思いますけれども、私が調べたところでは、

といったことに主眼を置いて、この休業要請と

他県ではイベント企画会社みたいな形で入って

いうことをやっておりますので、今回まで、こ

いるところがあります。ただ、これは対象外と

の一覧表をつくるに当たっては、そこに関係し

いうふうになっているんですけれども、それで、

て働く方々というところまでは検討しておりま

そういう事業なんですけれども、ここは、いわ

せん。

ゆる対象となる施設ですね、ライブハウスです

【坂本(浩)委員】 検討してないということです。

とか、あるいはいろんなホールだとか、そうい

午前中の課長の答弁にもありましたように、今

う施設は全部対象になっていると思うんですけ

後、とりあえず5月6日までの休業ということに

れども、実質的には、そういうイベント等を行

なっていますし、恐らく今のいろんな報道等を
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見ると、これは延長になるんじゃないかなとい

次に、緊急雇用創出事業であります。これは

うふうに思いますので、その時にまた、午前中

離職者に対する250人の雇用を確保する、県独

やりとりがあったような、少し柔軟性を持った

自の緊急な対策ということで、これは評価をさ

対応も必要ではないかと思いますので、ぜひ議

せていただきたいと思っております。
これは、後ほど具体的な、午前中ありました

論をしていただきたい思います。
要するに、休業の対象となっている施設があ

けれども、会計年度に、そこの中のいろんな職

ってその事業があるわけですから、これは施設

種ですよね。例えば就職支援員というのもある

じゃないということでは割り切れない部分があ

だろうと思いますし、いろいろありますので、

るんじゃないかなというふうに思いますので、

ぜひ具体的な職種、そこに何人ぐらいというふ

よろしくお願いいたします。

うなのを、後ほどで結構ですので、資料として
提出いただきたいと思います。

それと、午前中とかぶるかもしれませんけれ
ども、いわゆる食事提供施設は対象外というこ

それで、この250人、約5億円ですので、単純

とになっておりますけれども、要するに、この

計算すると、約200万円ちょっとぐらいの単価

休業要請の趣旨としては、いわゆる3密になら

になるんじゃないかなと。もちろん職種によっ

ないように、感染拡大を防止するというのが大

て違ってくるんだろうと思うんですけれども、

きな目的だというふうに思うんですが、例えば

この250人という雇用数を出した根拠というん

小さな飲食店で、どうしても3密が避けられな

ですか、今日の午前中の知事の議案説明でもあ

いような店舗の構造になっている。そこは小さ

りましたけれども、今、雇用情勢が非常に厳し

いですから、家族営業で、それこそ昼しかして

いという認識を言われてました。それに基づい

ないと、そういうところが結構、実際にはお客

て、今回の緊急対策というふうに認識をしてい

さんも来ない、自分たちもなかなか受け入れが、

るんですけれども、例えばこの問題、新型コロ

店舗がそういう状況ですから、厳しいというふ

ナ対策の影響で、いわゆる雇用状況というのが、

うな声がありまして、実質的にもう休業してい

今どういうふうに厳しくなっているというのが

る店が多々見受けられるわけですね。

あって、この250人という枠を決めたのか、そ
こら辺について教えてください。

もちろん、ほかの国の事業だとか、市の事業
だとかいろいろあると思うんですけれども、結

【井内雇用労働政策課長】 まず、現状の認識と

局、休業要請をするところ、対象外になってい

いたしまして、長崎労働局の調査で、3月まで

るところの線引きといいますか、さじかげんと

の解雇という状況で、県内で3社、51名の解雇

いいますか、そこが結構不満というんですかね、

あるいは解雇予定があるという発表がございま

そういうのがどんどん広がっていきかねない状

した。これの内訳としては、宿泊業者であった

況にありますので、今後、そういった施設等柔

り、警備サービス会社であったりということに

軟に対応する、拡大をしていくという時には、

なっておりますが、4月以降、状況はさらに厳

ぜひそういったところの声もきちんと受け止め

しくなっていると私も認識しております。今後

ていただきたいということを要望としてお願い

の動向に注視をしていく必要があると考えてお

いたします。

ります。
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この事業の雇用創出数250名につきましてで

いては、随時とっていきたいと考えております。

すが、先に250名があってというのではなくて、

【坂本(浩)委員】 ぜひ取組の強化をよろしくお

庁内で雇用機会の創出の事業を募集しまして、

願いします。
最後に、雇用調整助成金です。これは3月27

その結果、積み上げが250名になっておるとこ
ろでございます。

日付けで専決処分ということになっております。

【坂本(浩)委員】 わかりました。積み上げがあ

これは、県の独自の上乗せが当初は10分の1だ

ってということですね。

ったですかね、それを10分の1以内ということ

それで、今、課長のほうからありました、3

で、今回の20分の1まで引き上げたということ

月末に3社で51人ということがありましたけれ

になっておりますけれども、事業主が20分の1

ども、4月27日時点で厚生労働省が発表した新

を負担するということになっているんだろうと

型コロナ関連で解雇、あるいは雇い止めに遭っ

思いますが、国が休業要請に応じて条件を満た

た人たちの数字が出ています。
全国で3,391人と

せば、10割助成というのを出しているわけです

いう数字が出ております。厚生労働省とか総務

ね。そうした時に、県の上乗せ分というのはど

省の労働調査等によりますと、有効求人倍率も

ういう扱いになるんでしょうか。

3年半ぶりに1.4倍を下回る。完全失業率が、2

【井内雇用労働政策課長】 4月25日に厚生労働

カ月ぶりに悪化をする。
新規求人数も、
製造業、

省のほうから、さらなる拡大ということで発表

宿泊・飲食業で大幅に減っている。非正規の労

されまして、委員言われますように、10分の10

働者も、就業者が26万人減っている。職安への

の助成率もあるということです。

求職の理由も、勤め先や事業の都合による離職

こちら、内容を見ますと、すべてが10分の10

が4万人を超えるということが発表されており

になるというわけではございませんで、国の詳

まして、今、課長も言われましたように、今後、

細については、5月に入ってからの発表になる

県内でも雇用情勢がかなり悪化をするというこ

予定なんですが、まだ必ずしも全てが10分の10

とも十分考えられるわけですね。

と、国補塡というわけではございません。幾つ
か条件があるようです。

したがって、今回、そういう積み上げで250

そのほかに、企業の負担も生じる部分も出て

人ということになっておりますけれども、恐ら
くは、今後の経済雇用状況の悪化を考えますと、

きますので、その部分に県の予算を投入してい

ここにあるように、短期の機会ということでは

きたいと考えております。

なくて、ぜひ第2弾の雇用確保策といいますか、

【坂本(浩)委員】 国が受け付けをしているわけ

そういうことも考えていかなければならないと

ですね。報道では、2月14日以降の相談件数、

いうふうに思いますけれども、そこら辺につい

申請件数、決定件数を報道しておりましたけれ

ての認識はいかかでしょうか。

ども、決定件数がわずか0.1％、相談件数が19

【井内雇用労働政策課長】委員言われますよう

万1,702件で申請件数が2,541件、支給決定が

に、今後の動向については、さらに厳しくなる

282件というふうな数字なんですね。県内の状

と、私も認識をしております。

況というのはわかるんですか、今の段階で。
【井内雇用労働政策課長】 4月27日現在の長崎

今後の状況を見極めながら、必要な対策につ
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労働局の数字になりますが、相談件数が1,762

なことも伺っておりますので、ぜひパンクしな

件、休業の計画届出件数が326件となっており

いように頑張っていただきたいと思いますし、

ます。さらに、支給の申請件数が36件となって

それぞれ民間のほうでも、感染拡大防止に関し

おります。さらに、その先の交付決定について

て、例えば交通事業者の場合、タクシーも密に

なんですが、4月27日現在の数字は確認中であ

なりますよね。あるいはバスにしても、例えば

るんですが、4月17日現在で交付決定は3件とな

よその県では、運転席の後ろの座席には座らせ

っております。

ないとか、もちろんビニールシートを設置する

【坂本(浩)委員】 少ないんじゃないかなという

とか、いろんなことをやっています。
これは、要するに事業者が労働者に対して義

ふうに思います。
それで、私も、2月定例会の時に、上乗せ分

務化されている安全配慮義務なんですよね。こ

は独自にありますというふうな話を伺った時に、

れを今こそ、この感染拡大防止のために、県内

いいことですから、いいことですから、ぜひ周

で徹底をしていただくというふうなことをぜひ

知と相談体制の強化をお願いしてきました。結

県の労働行政でもある産業労働部のほうからも

果としては、アドバイザーを派遣していただく

積極的に、この安全配慮義務についても、各事

というふうなことで、これも非常にいい取組で

業所で徹底をしていただくことを重ねてお願い

すし、午前中の質疑では、4名から8名に増員、

申し上げまして、私の質問にかえさせていただ

さらにまた、検討するということでありますの

きます。

で、ぜひ相談体制と周知をさらに強化していた

【浅田委員】 まず、産業労働部の皆様におかれ

だいて、今までもあった制度ですが、今回、特

ましては、日々、本当に重労働だと思いますけ

例で助成金割合が引き上げられておりますけれ

れども、ありがとうございます。

ども、もともとあった制度で、県内の9割以上

そんな中での質問で、皆さんからも出ており

を占める中小、その中でも特に小規模のところ

ますけれども、休業協力支援事業費について、

はなかなか使えてなかったんですよね。書類も

これが、私どもの要望もありまして、100平米

十何種類出さないといかんとか、いろんな計画

以下のところもお認めいただいたことは、非常

書も出さないといかんということで、かなり使

に感謝するところであるんですが、その分、休

い勝手が悪いということで使っていない。した

業要請の事業者数の問題ですとか、枠を広げる

がって、これを活用するのに慣れてないわけで

ことに当たってというところで何かお考えなの

すよね。ですから、アドバイザーの皆さん、大

か、この予算の中で果たしておさまるのかとい

変だと思うんですけれども、ぜひ積極的に出向

うような心配をなさっているところ、いつから

いていっていただいて、この件数がもっと増え

かというのが出てないので、皆さん、早いもん

るようにしていただきたいと思います。

勝ちですかというような質問なども来るような
状況でございますが、そのあたり、まずいかが

最後の最後になりますけれども、伺いました
ら、この協力金の問題を含めて、本当に産業政

でしょうか。

策課をはじめ産業労働部の皆さん方は、もうパ

【松尾産業政策課長】 今、委員ご指摘がござい

ンク寸前みたいな職場になっているというふう

ましたけれども、確かに、最初に想定しており
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ました8,500件というところの100平米未満で

ちがだめって何でだろうというようなのが、長

も、自主休業されたところについては一定対象

崎の場合は、繁華街では、非常に遅くまで開い

とするということにしましたので、その分につ

ているところがあって、それは生活必需とみな

きましては、事業所数は確かに増えると思って

されているのかどうなのかも含めて、そういっ

おります。

たところの要望も多いんじゃないかなと思って
いるんですが、現状としてはいかがでしょうか。

もともとの数値でございますけれども、これ
を用いましたのが平成28年の経済センサスか

要は、3密になるのを避けるという観点から

ら導き出した数値でございます。休業の要請対

言うと、3密になり得るような業態であるにも

象が約4,000事業所、飲食店が4,500事業所とい

かかわらず入っていないところも、やっぱりま

うことで、まずは県内にある事業所全てという

だまだあるんですね。今日、午前中からもお話

ことになりますので、今回の給付におきまして

が出ているかと思うんですけれども、そういっ

は、複数事業所をお持ちであっても、お一方と

たところを含めてお伺いできればと思います。

いうか、協力していただいたということで、一

【松尾産業政策課長】 今、委員ご指摘がござい

事業主に対して30万円ということになります

ますように、確かに3密になるような状況とい

ので、そのあたりでも、事業所数からいくと、

うのは、飲み屋さんだけじゃなくて、そういっ

実際に支払う数というのは少し減ってくるのか

たところも考えられることであると思っており

なというところと、あと、飲食の4,500でござい

ます。

ますけれども、これも昼間だけやっているとい

今の時点では、宴席という種類を伴うところ

ったようなところもたくさんございますので、

が20時以降開けているところにつきましては、

実際のところ夜の事業、20時以降も現在やって

ここの中で言いますと、要請を行う遊興施設と

いて、そこを短縮するというところが、正直ど

いったものとあまり変わりがないということで、

れぐらいあるのかというところは、把握がなか

そういった種類を伴うお店を対象にしていると

なか難しいところがございますけれども、そう

ころでございまして、確かに、そういう検討す

したところで、現在の予算で吸収できるのでは

る部分はあるかと思いますけれども、今のとこ

ないかというふうに見込んでおります。

ろは、居酒屋さんであるとか、そうしたところ

【浅田委員】どれぐらいの方々が申請するかと

を対象にしているところでございます。

いうのもあろうかと思うので、なかなか導きづ

【浅田委員】 全てをというわけには、財源等々

らいかなというところは当然あるのかなという

もあるので、なかなか難しいところだと思うん

気がします。

ですが、実は、3密を避けていただきたいとい

そんな中で、食事の提供とかいろんな枠組み

うことで、相談の電話をしたら、県から逆に、

の中で、例えばケーキ屋さんとかも24時とか25

「おたくはすごく人気があるので、ぜひ休んで

時まで営業しているけれども、喫茶ルームがあ

ください」と言われて1日半休んだら、後にな

ればいいんだけれど、喫茶ルームがなければだ

って、「それは間違ってました。おたくの業態

めだったりとか、何かその辺が非常に、まだま

的には、休んでも構わないけど、お金は出ませ

だわかりづらいところ、こっちがよくて、こっ

んよ」と、後で電話があったというようなとこ
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ろが、実際あったんですね。もちろん、全ての

りますので、わかりやすいように。多分、それ

相談に乗っている中で大変な部分は理解できる

をわかりやすくすれば、皆さんに対する問い合

んですけれども、それで実害をこうむった方々

わせとかも、ご負担も減ってくるところもあろ

もいらっしゃいますので、そのあたり、なかな

うかと思いますので、そういったところをきめ

かわかりづらいところだと思うんですけれども、

細やかにすることが、逆に負担感が減るかと思

実態として長崎市内でありましたので、問い合

います。

わせをした上で指示に従ったら間違っていたと

【廣田産業労働部長】 確かに、皆様にわかりや

言われたというのは、非常に問題になるかと思

すい表示というのは大切かと思いますので、そ

いますので、今後ご注意いただきたい。

このところは、コロナ事務局のほうと調整をし
て、わかりやすい表記になるよう努めてまいり

今現在も、先ほどもちょうど連絡が来たんで
すけれども、ホームページを見ると、100平米

たいと思います。

以下というのがまだ消されてないんですね。

【浅田委員】 ありがとうございます。本当にお

100平米未満のところは対象外みたいになって

忙しい中で、細かいことがどんどん、次々変更

いるものですから、そういったところが非常に

点もあろうかと思うので大変だと思うんですが、

わかりづらいかと思うんですが、それは今後も

そうしていただければ幸いです。
先ほどからずっと出ております緊急雇用維持

その表記のままになるんですか。
【松尾産業政策課長】 これにつきましては、

対策事業費に関してのアドバイザー、既にもう

100平米を撤廃したというわけではございませ

181件があるという状況の中で、これも皆さん、

ん。

早いもん勝ちのように思っていて、この予算の

そもそも、例えば学習塾であっても、開きた

中で、ある一定、何件まで大丈夫なんだろうと

いという方もいらっしゃいますし、閉めたいと

いうような、実際、先ほどもそういう問い合わ

いう方もいらっしゃると、そういったところも

せがありました。アドバイザーの人数も少ない

ありまして、当初から100平米というところを

ような状況の中で、時間もかかっていけば申請

つけていたわけでございますけれども、ただ、

に間に合わなかったりいろいろあって、午前中

業種としましては、本来は密接を避けるために

の答弁では、なるべく人数を増やしていきたい

休んでいただきたいという区分の中に入ってお

ということだったんですけれども、事業者側の

りましたので、そこについて100平米未満であ

枠組みというか、事業者はどういう状況でもと

っても自主的に休業されている場合には対象と

言うと変なんですけれども、このアドバイザー

したということでございまして、これに関して

の支援経費に関しては、申請ができると思えば

言いますと、まだ撤廃のほうはしておりません

何でもかんでも相談に行くというところもあろ

し、確かに、ちょっとわかりづらいところはあ

うかと思うので、こういったところも併せてだ

るかと思いますけれども、そういった状況でご

と思うんですけれども、いかがでしょうか。

ざいます。

【井内雇用労働政策課長】 こちら、申請にかか

【浅田委員】 撤廃ではないけれども、協力をし

るアドバイザーということで、当初、予算で想

た部分においては、そこを申請するとなってお

定しておりましたのは、申請の書類の具体的な
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作成助言ということであったんですが、実際、

と思うところもあるんですが、そのあたりはい

アドバイザーのほうに、そもそも制度の雇用調

かがでしょうか。

整助成金、国の制度の基本的なところから教え

【宮本若者定着課長】委員ご指摘のインターン

てくださいという方も結構いらっしゃいます。

シップにつきましては、確かに、まだ夏場、あ

アドバイザーとしては、
書き方だけではなくて、

るいは冬休みが一番多いところでございますけ

制度の内容も含めたところで丁寧に対応をさせ

れども、そこについては、やはり大学の話もよ

ていただこうと思っております。

く聞きながら、今の委員のご指摘も踏まえて検
討してまいりたいと思っております。

こちらが、予算としては、想定としては80件
を見越しておりましたが、既に181件というこ

一方で、今回のこの部分については、ある意

とになっておりますので、予算全体の枠の中で

味、今の4年生にとって、これからもう既にい

柔軟に対応していきたいと考えております。

ろいろな面談会がなくなっておりますし、また、

【浅田委員】 想定80件から、今で181件、絶対

夏場に合同企業説明会とか、そういうところを

これはもっともっと増えてくると。なかなか、

やろうとしていたのもどうなるかちょっとわか

まだまだわかってないところが多くて、いろん

らないし、微妙になってきていますので、そう

なところに問い合わせをしても、電話もつなが

いった時に、やはり接触しないオンラインとい

らないような状況になっておりますので、ここ

うのが有効になるものかと思って、今回、こう

もある一定のＱ＆Ａ的な部分をもっとわかりや

いった予算を上げさせていただいております。

すく、よく来る質問というか、そういったとこ

インターンシップあたりにつきましては、大

ろをわかりやすく想定をしていただいて、やっ

学あるいは学生とよく話をしながら、考えてま

ぱりしっかりと聞くべきところをというところ

いりたいと思います。

に絞っていかないと、なかなか追いついていか

【浅田委員】 今回のことに関しては、特に4年

ないのではないかなというような気もしていま

生ということですけれども、やっぱり3年次の

すので、そういったところもご精査いただけれ

方たちも、学校側から、インターンは今年の夏

ばなと思います。

は見合わせるというような話が既にあったりも

もう一点だけなんですが、若者定着課ですが、

しておりますので、様々な県内の大学とも連携

学生と企業の交流強化事業の中で、先ほどから

を取っていただいて、長崎の学生たちが就職で

就活に際してのフォローアップというようなの

困らないような形をとっていただいて、ここの

が多々出ていると思うんですけれども、3年生

中にも組み込んでいだければと思います。

から、今年、県もやろうとしていたインターン

【八江委員】長崎県の休業協力支援事業につい

シップといったものが軒並みなくなるというよ

てなんですが、先ほどからずっと続けてお話も

うなことが大学から出ていると。そうするとす

いただいておりますし、私もそのことについて、

るならば、ここの予算枠に、そういうインター

注力することかと思いますけれども、お尋ねし

ンシップとか、今までやろうとしていてできな

たいと思います。

い事業のこととかをもっと入れ込むことによっ

対象者が、休業の要請をしたのが約4,000事業

て、学生自身のフォローをしていただければな

者、そして、時間短縮要請が4,500事業者と、
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8,500の方々に、そのまま該当するとして30万

30万円の協力金を払うとなりました。私たちは、

円とすると、25億円前後の予算になると思いま

その発表が少し遅いんじゃないかなと。東京都

す。

をはじめ潤沢な財源があるところは、そういっ

この算出されたものは、先ほどお話の中で、

た早めの打ち出しはあったかもわかりませんけ

平成28年の資料をもとに算出した数字だとい

れども、ほかの県については、遅れての発表で

うことでありますけれど、今の4,000件、あるい

あったと思います。

は4,500件の事業者のことについては、
資料を見

それもですけれど、長崎県内の市町において

て単純なことはそうなんですけれども、現在、

も、長崎県よりも早めに打ち出した市もあった

先ほどお話がありましたように、要請があるの

んじゃないかと思っております。現在は、全市

かないのかという問題があります。要請がなか

町の21市町が全部やっているとは思いません

ったら、そのまま打ち切りなのか、あるいは催

けれど、また、してないと思いますけど、そこ

促をしてといいますか、おたくも該当しますよ

と重複した形の協力金の支給ということになる

ということは話があってなのか、もう一度その

わけですね。そうした時に、長崎県が支給する

点を確認したいと思いますが、いかがですか。

から、各市町に支給要綱を出したものは連動す

【松尾産業政策課長】今回の休業要請につきま

るのかしないのかという問題も。長崎県は長崎

しては、4月24日の知事の会見も含め、そこで

県、各市町は市町で重複して、重複してという

要請して、当然、報道等でも要請をしたことは

か、市が発表した協力金はそのまま加算して、

周知のことでございますけれども、各事業者に、

加算してというか、それぞれ別々だから、加算

おたくが対象になりますよということでのこち

ということじゃないかもわかりませんけれども、

らからの通知というのはございません。

されるのかということもよく聞かれる部分です

【八江委員】 その場合は、調査その他は各市町

ので、その辺はいかがですか。

に関係してくるのか、商工会議所や商工関係の

長崎県は30万円、例えば私が住んでいるのは

諸団体から提出するのか、県直の調査の中で、

諫早市ですから、諫早市が30万円ということで

県のほうに要請があった者だけをそうするのか、

したけれども、その点の受け止め方はいかがで

その点はどうなるんですか。

すか。

【松尾産業政策課長】 今、委員言われた要請と

【松尾産業政策課長】今、委員ご指摘のとおり、

いうのは、私どもとしては、今後、この表を見

全市町ではございませんけれども、例えば長崎

て、自分は該当であろうという方から申請書を

市でありますとか佐世保市、その他たくさんの

いただいて、郵送と、あと、今後はネットでの

ところがそういった支援金という形で支給をさ

入力といったことを準備していこうとは思って

れるということは聞いております。
今回、県のほうで支給する協力金というのが、

いますけれども、該当する思われた事業者から
申請を受け付けて、
そこで審査をして、
そして、

先ほどから申し上げておりますとおり、施設を

該当であれば給付をすると、そういった流れで

休業していただく、あるいは夜やっているとこ

考えております。

ろを時間短縮していただくということについて

【八江委員】 なぜ聞くかというと、県のほうも

の協力金でございます。
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例えばですけれど、長崎市でありますとか佐

日に依頼をして、翌4月25日から休業してくだ

世保市がやっているのは、減収補償というか、

さいということで、確かに非常に間がなかった

売上が30％減っているとか、そういったことを

ので、そこから少し遅れるということについて

要件にしての減収した、売上が減った分に対し

も、開けざるを得なかったということについて

ての補償でございますので、私どもの施設をお

も、一定柔軟に対応していこうと考えておりま

休みいただくとか、そういったことの協力金と

す。事業者の皆さんの声を丁寧に聞いて対応し

は少し違っていると思っております。

ていこうと思っています。

併用ができるかというお話だろうと思います

その上で、各市町との連携でございますけれ

けれども、これにつきましては、私どもとして

ども、各市町におかれても、県と同時並行で検

は、ほかのものと併用して、例えば長崎市であ

討されていまして、結果的には、県が、県内へ

れば、ほかに30万円出るとか、そういったのも

の入り込み状況の見極めだとか、そういったと

ございますし、私どもの協力要請に協力してい

ころが少し不明確で、明らかにするのに時間が

ただいた分については、
その協力金も出ますし、

かかったものですから、なかなか難しくて、少

特に県として、そこは併用できないというふう

し遅くなったというところがあります。したが

には思っておりません。

って、市町のほうが先んじて措置をされている

【八江委員】 その財源なんですけど、あくまで

ところもあるということでございます。

も県の自主財源、あるいは各市町の自主財源で

それと加えまして、市町のほうでは、やはり

その手当てをするのか、国から何らかの形の補

独自に、それぞれの市や町の産業構造とか、人

塡がされるのか、その点はいかがですか。

の出入りの状況等も判断されながらいろいろと

【松尾産業政策課長】 今回、国のほうの経済対

検討されているところでございますので、県と

策等を含めて、国から臨時交付金というのが各

しては、休業要請したところに対する協力金、

都道府県、そして市町村にも交付される見込み

市町のほうは、先ほど申し上げましたように、

でございますので、それをもって支援金である

減収の状況を見ながら、ある意味休業損失の補

とか、協力金に充てるということが可能になり

塡をする、そういったところに着目して支払わ

ましたので、財源としましては、それを充てた

れているところで、一定分業はされていると考

いと思っております。

えております。

【八江委員】 そうしたら、県は、一律県が所管

今調べていますところでは、資金繰り資金の

する県民に対することなんですけれども、各市

利子補給等の手当てについては、大半の市町が

町は、しているところとしてないところがあっ

されているというふうに認識をしておりまして、

た時に、国もしくは県のほうは、そういう市町

おおむね市町との分業も役割分担も進んでいる

に対する協力要請といいますか、あなたのほう

のではないかと考えております。

も、交付金等も来るのでやったほうがいいんじ

【八江委員】 県民、国民は同じように、平等に

ゃないかと、そういう連携した状況があるのか

いけばなという思いもありましたし、口が多い

ないのか、その辺はいかがですか。

ところにはよけいやるけど、言葉が少ないとこ

【貞方産業労働部政策監】 まず最初に、4月24

ろには行き渡らないということはあってもいけ
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ないなということもあって、ちょっとお尋ねし

う少し簡素にすることができないのか、国にも

ますけど、
この辺は、
補償の仕方といいますか、

求められておりますけれど、県ももちろん、こ

協力金の支払い方については、市町によっても

れが始まってくると、そういうことです。

内容が若干違うということもあることを理解は

こればかりじゃないと思うんです。先ほど協

しております。ですから、それらしきもので、

力金の審査の状況が、簡素にしていかないと、

県民が同じような形で推進することができれば

5月に出していいというのが6月、7月になって

ということから、ちょっとお尋ねいたしました。

ずれてくれば、タイミングがずれて、せっかく

そしてもう一つ、国の持続化給付金の概要に

の効果があらわれないということだってあるわ

ついては、これはまだ今からであるということ

けですよ。そういったものに対しての取組が、

で、説明もないんですけれども、その点はどう

現在のいろんな協力金をはじめそういったもの

なっていますか。これからなんですか。それと

が、手続上のことで簡素化していただくような

も、もう既にそれは推進をしておられるのかど

手当てはしてあるのかどうか、その点はいかが

うか、お尋ねしたいと思います。

ですか。

【近藤分科会長】 暫時休憩いたします。

【廣田産業労働部長】 様々な給付金、支援金、
それぞれ所管するところが異なりますので、一

― 午後 ２時１１分 休憩 ―

概には申し上げませんけれども、国におきまし

― 午後 ２時１１分 再開 ―

ても、国における給付金等については、速やか

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

に事業所の方に届くようにということで進めら

【松尾産業政策課長】 今、委員ご指摘のござい

れております。

ました国の持続化給付金、個人であれば100万

それで、先ほどの持続化給付金の話について

円、法人の場合は200万円ということで、減収

は、まだ予算が成立しておりませんので、その

が50％以上ということで表明はされておりま

上でまた、事務取扱い等決まると思います。

すけれども、これにつきましては、まだ細かい

それで、今現在動いております雇用調整助成

情報というのが、私どものところにも手に届い

金についても手続が繁雑だと、非常にわかりに

ておりませんので、届き次第、私どものほうで

くいというところがございますので、それは先

もご案内はしていきたいと考えております。

ほどからご答弁申し上げていますように、関係

【八江委員】 聞くところによりますと、私のほ

所管する労働局のほうに、そういった書類の簡

うも資料を、持続化資金は厚くもらっておりま

素化、あるいは手続の迅速化を求めております。

す。話を聞きますと、持続化給付金の、これば

そういうことから、今後、さまざまな給付金

かりじゃないと思うんですけれども、手続が非

がありますけれども、そういった基本姿勢に立

常に繁雑で、もう自分ではできないから何とか

って、関係機関と調整を図ってまいりたいと考

と、社会保険労務士ですかね、そういう方々に

えております。

頼んでしなければ、とても自分では申請ができ

【八江委員】これはここの所管だけではないん

ないと。だから、そういう200万円とか100万円

ですけれども、国民1人当たり10万円支給をす

とかという持続化資金の給付に当たっては、も

ると、このことについては、総理をはじめ各機
- 25 -

令和２年２月４月臨時会・予算決算委員会（農水経済分科会）（４月３０日）

関にでも、市町でも、もうすぐ届けたい、届く

話が行っているものとお聞きしております。

ようにということにはなっておりますけれど、

【八江委員】今のところ順調にいっていると解

産業労働部の中では、
そのようなことで、
現在、

釈いたしておりますので、よろしくお願いいた

いつ支給ができるような状況を確認しておられ

します。
それから、我々もよく夜の飲食業の関係の皆

るのか、その辺は答弁いただけますか。

さん方から、盛んにいろいろ陳情を受けたりし

【近藤分科会長】 暫時休憩いたします。

ているんですけど、このことについても、非常

― 午後 ２時１５分 休憩 ―

に苦労しておられる方がたくさんおります。雇

― 午後 ２時１５分 再開 ―

用人数も結構おる場所があります。そういった

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

ことに対しても的確に、要請があったことに変

【八江委員】参考までに聞いてみようと思って、

動がくれば、速やかにしていただきたいという

答弁が出るかと思ったのでね。

ことだけ申し上げておきたいと思います。

そんなものでも、全部、全国ばらばら。首長

もう一点、先ほどありました、長崎県内にあ

さんたちはもうすぐ出すと話はあるけど、果た

る縫製工場の関係なんですけど、縫製工場は、

して長崎県もそのようなことができるのかなと

長崎県は、我々も相当関係する縫製工場もあり

思って、これも早めに出していただかなければ、

ます。私がマスクしているのは、長崎県ででき

効果があらわれないということになりますので、

上がった、これは1,100円のものです。皆さん方

その点もお願いをいたしておきたいと思います。

のと大分差があるんですけれど、そのかわり、

それから、業種の中で、よく都会でもパチン

洗濯が何回でもできるものです。だから、それ

コ屋が休業しなかった場合は公表するという話

が50円になるかもしれないし、30円になるかも

があります。長崎県の場合は、昨日かテレビで

わかりません。そういうところも長崎県内にあ

もやっておったけれども、長崎市内のパチンコ

るし、また、先ほど話があったように、たくさ

屋さんが云々とありました。そのことについて

んの縫製工場があるのもどのくらい把握して、

は、皆さん方はどのように把握して、どのよう

どのように要請されたのかされなかったのか、

にしようとしているのか、もう一度確認したい

自主的な操業をお待ちしておられたのか、改め

んですけど、いかがですか。

て確認したいと思いますが、いかがですか。

【貞方産業労働部政策監】 4月28日時点、2日

【宮地企業振興課長】 今、八江委員がおっしゃ

前の時点での本県のパチンコ店の休業状況でご

られました縫製工場でございますが、工業統計

ざいますが、89％のお店が既に閉まっていると

上は、平成30年度時点で、全体で100弱の事業

いうことで、まだ、なお営業を継続されている

者が県内にいらっしゃると把握をしております。

ところもございますけれども、そういったとこ

そのうち、ある程度大きなところを含めまして、

ろにつきましては、パチンコ業界の取りまとめ

私どもも4月に30社程度にアンケートをかけて

をされているような業界団体を通じて、丁寧に

おります。マスクについて、ここで言うマスク

お願いを申し上げているところでございまして、

は、県内企業は布マスクでございます。いわゆ

そういった団体から、各個別の店舗のほうにも

る紙の不織布はなかなか材料が手に入らないと
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いうことで、布マスクについては製造、または

ましたけれども、その中でパチンコ店が89％休

製造可能と言われる事業者が20社弱あるとい

業しているけれども、11％が残っているとあり

うふうに把握をしております。

ましたけれども、これは再度休業要請をするの
かしないのか。

今回のコロナの流行に伴い、マスクが非常に
足りないということで、県内事業者に我々もマ

今の状態でもしないのであれば、公表する予

スク、これは布マスクですけれども、ご支援を

定にしているのかしてないのか、そこだけ、ま

いただいたところもございます。いわゆる私ど

ずお答えいただけますか。

もが購入させていただくということで、ご支援

【貞方産業労働部政策監】 現在のところ、休業

をいただいたところもございます。

要請につきましては、まずは業界団体を通じて

個別に、各事業者から私どもにいろいろな情

それぞれの個店のほうに、加入されているパチ

報が入ってきております。我々だけでは情報を

ンコ店のほうにお願いをしていきたいと考えて

つかみかねるところもありますので、必要に応

おります。

じて、九州経済産業局であるとか、経済産業省

他県でやられているような、特別措置法の45

本省にもいろいろと打診をしながら、いわゆる

条に基づくような直接的な休業要請であるとか、

材料等を含めてマッチングができないかという

そういったところについては、今のところそう

ことを、取り組んでいるところでございます。

いうことをやる状況にはないものと考えており
ます。

現時点の認識としましては、布マスクという
よりは不織布、紙のマスクのほうに、皆様の需

【山田(博)委員】 状況じゃないということです

要、欲しいというお話が移っているようでござ

ね。そこは確認させていただきたいと思ってお

います。不織布につきましては、国内でもなか

ります。

なか原材料が手に入らないというところで、な

先ほどほかの委員からも休業要請の業種と言

かなかマッチングできておりませんけれども、

われましたけれども、政策監は、知事の専決事

引き続き個別事業者のお話については、事業活

項だからという話がありましたけれども、知事

動につながるようご支援していきたいと思って

の専決事項だから、県議会議員、私たち議会か

おります。

ら、これを加えてくれと言っても、それを受け

【八江委員】 どうぞ県内の企業の事業継続、あ

入れるか受け入れないか、そこだけお答えくだ

るいは労働者の維持・確保のためにも、県内の

さい。

企業に救済の手を伸ばしていく、それも大きな

【貞方産業労働部政策監】 本日、この委員会で

役割だろうと思いますので、その点は使えるも

いろいろなご意見をいただいたことにつきまし

の、あるいは県外から、あるいは国外から輸入

て、休業要請にかかるものにつきましては、本

というよりも、地元のものを使ってしっかりや

部の休業要請検討チームのほうに情報を直ちに

っていただきたいなという思いもありますので、

提供していきたいと考えております。

その点しっかりお願いをして、私の質問を終わ

【山田(博)委員】 それは、そうですよ。知事が

りたいと思います。

専決事項でやらないといけないというのはわか

【山田(博)委員】 先ほど休業要請の業種にあり

るんです。がしかし、私たちは県民の代表です
- 27 -

令和２年２月４月臨時会・予算決算委員会（農水経済分科会）（４月３０日）

よ。県民の代表が、こういうふうに業種に加え

いなんですが、求人そのものが2月より約4％減

てくださいと言った時に、いや、これはもう決

っているという状況がございます。さらに状況

まっていますから、コンクリートですから、そ

が、今後厳しいものが出てくるだろうと認識し

れはできませんということはないんですよ。そ

ております。

こを忘れちゃいけませんよ。私たちも、この委

今後の動向に注視しながら、外国人労働者の

員会では、近藤分科会長をはじめとして県民の

方々の状況も注視しながら、今後柔軟に対応し

代表だから。そこの声をしっかりと聞いていた

て、必要な措置というのは、その都度検討、打

だいて、柔軟に対応していただかないと、専決

ってまいりたいと考えております。

事項で決まっていますから、国がこういうふう

【山田(博)委員】 ということは、失業者数とい

にしていますから、あくまでも国は指針を出し

うか、その点はまだあまり把握してないという

て、それで、最終的な判断は長崎県で決めてく

ことで理解していいということですね。わかり

ださいとなっているんですからね。長崎県です

ました。

よ。県ということは、行政と議会ですからね。

最後に、私たち県議会でも、先ほど代表者会

そこを忘れちゃいけませんということ、くぎを

議がありまして、県議会議員は、10万円の給付

刺させていただきたいと思っておりますので、

があった場合は、各地域でしっかりと購入して

その点で私たちはいるんですから。ぜひご理解

いただくような方向でやっていこうということ

いただきたい。

になりました。先ほど私も、かつてハウステン

最後に、雇用労働政策課長にお尋ねしますけ

ボスの経営が厳しい時に、県の職員、議会もこ

れども、今回、雇用機会の喪失ということで、

ぞってハウステンボスの割引券とかいろんなチ

雇用環境改善対策費として5億円ありますけれ

ケット、年間の割引券とかいろいろ購入した経

ども、大体失業者数はどれぐらいを考えて、今

緯がありまして、それで、今度は長崎県も、給

回、実際、長崎県にも令和元年10月31日で外国

付金が1人当たり10万円出るということであり

人の方が2,648人働いているんです。
この状態で

ますけれども、これは産業労働部長が率先して、

ありますと、外国人では大体どれぐらいの失業

午前中に私も言いましたけれども、今回、県産

者が出て、日本人の失業者はどれだけだと。そ

品のいろんな購入を率先していくような旗振り

ういったことに、外国人の離職者とかを含めて

役を知事がするのか、部長がするのかわかりま

どのように対策を考えていかれるのかというこ

せんけれども、そこは、先ほど新型コロナウイ

とをきちんと、明確にお答えいただきたいと思

ルス感染症対策の本部なりでしっかりと対策を、

います。

どのようにやっていくかという議論を深めてい

【井内雇用労働政策課長】現在の失業者数の状

ただきいということを一つ、私も改めて指摘を

況につきましては、まだ4月以降の状況につき

させていただいて、もう一つ、先ほど言った対

ましては、私どもも正確に把握できてないとこ

象業種を、やはり県民の代表である議会からこ

ろがございます。

ういったことがあったということで、しっかり

先日、4月28日に長崎労働局が発表した雇用

と対策本部で話をしていただきいと思いますの

の情勢によりますと、有効求人倍率は1.1で横ば

で、それについて最後に見解を聞かせていただ
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いて終わりたいと思いますので、よろしくお願

原案のとおり、可決・承認すべきものと決定さ

いします。

れました。
これをもちまして、産業労働部の審査を終了

【廣田産業労働部長】 今回の国民1人に10万円

いたします。

の給付金ということでございます。これは、国
民の方の生活維持に対する支援金だと考えてお

引き続き水産部関係の審査を行います。

りますけれども、そういった中で、委員ご指摘

しばらく休憩し、2時45分に再開いたします。

のように、県内でそれが消費されるということ

どうもご苦労さまでした。

になれば、県内経済の活性化に資するというと

― 午後 ２時３１分 休憩 ―

ころもございます。そういった給付金の制度の

― 午後 ２時４５分 再開 ―

趣旨等もございますので、どういったことがで
きるか、検討してまいりたいと考えております。

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

そして、また、先ほどあった休業要請の関係

審査に入ります前に、理事者側から、4月の

でございますけれども、今日、各委員の皆様方

人事異動に伴う新任幹部職員の紹介を受けるこ

からいただいたご意見というものは、しっかり

とにいたします。

とコロナ対策本部事務局のほうに伝えてまいり

【斎藤水産部長】水産部長の斎藤晃でございま

たいと思っておりますので、今後、適切に対応

す。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、本日出席しております水産部関係

してまいりたいと考えております。

の新任幹部の職員を紹介させていただきます。

【近藤分科会長】 よろしくお願いします。

〔幹部職員紹介〕

ほかに質疑はありませんか。

以上でございます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしくお願いいたします。

【近藤分科会長】ほかに質疑がないようですの

【近藤分科会長】 ありがとうございました。

で、これをもって質疑を終了いたします。
次に討論を行います。

それでは、これより審査に入ります。

討論はありませんか。

予算議案を議題といたします。
水産部長より、予算議案の説明を求めます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
【近藤分科会長】 討論がないようですので、こ

【斎藤水産部長】 それでは、水産部関係の議案

れをもって討論を終了いたします。

についてご説明いたします。

予算及び予算にかかる報告議案に対する質

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

疑・討論が終了しましたので、
採決を行います。

95号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予算
（第2号）」のうち関係部分でございます。

第95号議案のうち関係部分、報告第2号のう

今回の補正予算は、国において決定された「新

ち関係部分は、原案のとおり、可決・承認する

型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に伴う

ことにご異議ございませんか。

国の補正予算に適切に対処するため、必要な予

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

算を追加しようとするものでございます。

【近藤分科会長】 ご異議なしと認めます。

歳入予算は、国庫支出金4億7,768万円の増、

よって、予算及び予算にかかる報告議案は、
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補足説明を求めます。

合計4億7,768万円の増。
歳出予算は、水産業費5億1,320万5,000円の

【吉田水産加工流通課長】 私からは、お手元に

増、合計5億1,320万5,000円の増となっており

配付しております資料1、令和2年4月臨時会 予

ます。

算決算委員会農水経済分科会補足説明資料【令
和2年度4月補正予算（案）について】、ご説明

次に補正予算の内容についてご説明いたしま
す。

をさせていただきます。お手元のほうにお願い

（水産物学校給食活用推進事業費について）

いたします。
1ページをご覧ください。

輸出の停滞等により在庫の滞留等が生じてい
る水産物の消費拡大を図るため、県内の小中学

今回の補正は、新型コロナウイルス感染拡大

校等の学校給食に県水産物を提供するための経

により需要が減少している県産水産物の消費拡

費として、水産物学校給食活用推進事業費3億

大と流通促進を図るため、在庫の滞留等が生じ

5,568万円の増を計上いたしております。

ている水産物の需要先の確保、消費者や量販店

（水産物国内流通促進緊急対策事業費につい

などに直接購入してもらうためのネット通販や

て）

家庭食向けの商品開発、需要が回復するまでの

在庫過多となっている県産水産物について、

間の産地での調整保管の取組の推進を図ること

ネット通販や量販店による消費拡大策を実施す

を目的に予算措置したいというものでございま

るための経費として、水産物国内流通促進緊急

す。
最初に、（1）水産物学校給食活用推進事業

対策事業費1億2,200万円の増を計上いたして

費についてご説明いたします。

おります。
（水産物保管等支援緊急対策事業費について）

この事業は、外食需要の減退や輸出の停滞な

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

どにより、在庫として滞留等が生じている県産

過剰供給となっている魚種の調整保管を行う養

水産物の消費拡大を図るため、県内の小中学校

殖・加工業者等に対し、冷凍保管料、入出庫料

の学校給食用の食材として提供を行うものです。

及び加工料等を支援するための経費として、水

予算額は3億5,568万円、負担割合は、全額国
負担となっております。

産物保管等支援緊急対策事業費3,312万5,000

国からは、生徒1人1食当たり100グラム程度、

円の増を計上いたしております。

食材への支援の上限が100グラム500円という

（漁港管理費について）
新型コロナウイルス感染の疑いがある者をタ

基準が示されており、本予算では、小中学校537

ーミナル内で一時的に隔離する場所を確保する

校に6回提供する際に必要となる所要額と、県

ための経費として、漁港管理費240万円の増を

産水産物への愛着を深めていただくための啓発

計上いたしております。

活動に必要な所要額を計上しております。
なお、対象となる品目については、国が在庫

以上をもちまして、水産部関係の議案の説明

の滞留等が生じている品目設定を行うこととさ

を終わります。
よろしくご審議のほどお願いいたします。

れており、具体的に提示を受けている品目は、

【近藤分科会長】次に、
水産加工流通課長より、

ブリ、マダイ、マグロ、フグなどであります。
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事業イメージ図に記載のとおり、事業実施主

水産物供給平準化事業により、新型コロナウイ

体は食材納入業者とし、学校給食会などに協力

ルス感染拡大の影響を受ける魚種の過剰供給分

依頼を行いながら、事業を円滑に進めることと

を相場価格で買い取り、調整保管する際の買い

いたしております。

取り資金、保管料、運搬料などを支援します。
県の予算では、国の対象である漁業者団体など

次に、（2）水産物国内流通促進緊急対策事

以外の養殖・加工業者などが自ら実施する調整

業費についてご説明いたします。
現在、外出自粛の要請などにより、消費や購

保管に対して支援を行うものであり、支援内容

買の形態が大きく様変わりしており、こうした

といたしましては、保管した水産物を順次放出

状況に対応するため、在庫過多となっている県

するまでの期間の調整保管に要する保管料、入

産水産物について、ネット通販や量販店による

出庫料、加工料、運搬料に支援するものでござ

消費拡大策を実施するものでございます。

います。
特に養殖魚では、間もなく産卵時期を迎える

予算額は1億2,200万円、負担割合は、全額国

ことから、調整保管に対するニーズがあります

負担となっております。

ので、本予算により対応させていただきたいと

内容としては、指定品目をネット取引した際

考えております。

の全国送料の無償化を支援することで、家庭用

以上で、令和2年度4月補正予算（案）につい

だけでなく、量販店などへの販売促進を図りま

ての説明を終わります。

す。また、外食・食品加工事業者などと連携し、

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

需要が増加しているデリバリー・テイクアウト
などの新商品開発や広告宣伝費などに支援を行

す。

います。

【近藤分科会長】 次に、漁港漁場課長より、補
足説明を求めます。

事業実施主体は水産関係者に限定することな
く、指定品目の流通促進に取り組んでいただけ

【橋本漁港漁場課長】お手元に配付しておりま

る事業者を幅広く募っていきたいと考えており

す資料2、「農水経済分科会補足説明資料 令和

ます。

2年度4月補正予算（案）について」に基づきま
して、補足してご説明をさせていただきます。

事業概要は、事業イメージ図記載のとおりで

1ページをご覧ください。

ございます。

今回の補正は、新型コロナウイルスへの対応

最後に、（3）水産物保管等支援緊急対策事

のため、国の補正予算案に計上されました、新

業費についてご説明いたします。
この事業は、新型コロナウイルス感染拡大の

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

影響により過剰供給となっている魚種の調整保

金（仮称）を活用いたしまして、「離島にウイ

管を行う養殖・加工業者等に対し、冷凍保管料

ルスを持ち込ませない」という考えのもと、離

等の経費に支援を行うものでございます。

島航路を有する漁港において、感染の疑いがあ
る者が発見された場合に、ターミナル内に一時

予算額は3,312万5,000円で、財源は新型コロ

的に隔離できるスペースを確保することを目的

ナ対応臨時交付金としております。

に予算措置したいというものでございます。

事業イメージ図をご覧ください。国は、特定
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んですか。そういうふうになっているんですか、

具体的な内容といたしましては、離島本土間
の航路を有します平漁港や小値賀漁港など8漁

この予算の交付金というのは。そこは大切なと

港におきまして、
パーテーション、
簡易ベッド、

ころですよ。
日本全国、水揚げは、これが多いとか、少な

防災毛布などを配備することとしており、予算

いとか、いろんな魚種によって多種多様になっ

額は240万円を計上いたしております。
以上をもちまして、補足説明を終わります。

ているわけだからね。そこを国から、金太郎あ

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

めみたいに全国一律にされたらたまったもんじ

す。

ゃないんですね。そういったことで理解してい

【近藤分科会長】以上で説明が終わりましたの

いんですか。国、水産庁というのは、そういう

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

ところまで細かく指導しているということで理
解していいんですか。

質疑はありませんか。
【山田(博)委員】 まず、水産物学校給食活用推

【吉田水産加工流通課長】 今回、国で予算措置

進事業費についてお尋ねしたいと思うんですが、

を進められているこの事業につきましては、国

これは国のほうから品目を、ブリ、マダイ、マ

が補助事業として実施をするものであり、国が

グロ、フグ、ホタテというふうになっておりま

要綱・要領等を定めて、それに従いまして県の

すが、県当局として、まず、学校給食で対象魚

ほうが申請をして、この補助金を取りにいくと

種というのをどのように今考えられているのか、

いうふうな仕組みになります。要綱・要領の範

そこをお尋ねしたいと思います。

囲の中でしか実施できないというのが現状でご

【吉田水産加工流通課長】 国では、この事業に

ざいます。

際しまして、インバウンドの減少や輸出の停滞

【山田(博)委員】 水産部長、大変申し訳ござい

により在庫の滞留等が生じている品目を対象と

ませんけれども、来た早々、私は、国から言わ

するというふうに打ち出しておりまして、現在

れているようにするというのは、やはり県民が

国から伺っているのが、先ほど申した品目でご

食べる魚種というのは様々であって、それを国

ざいます。

が一律にするというのは、それは難しいところ

これ以外につきましても、県といたしまして

があるわけよ。ましてや、国から承認がされな

は、単価当たりの減少が生じている品目があり

いとこれは進まないんですよとしていたら、学

ますので、そういう品目があるというのは、現

校給食にしても、いつからこれをするんですか

在国のほうにもお伝えはしておりますが、対象

というふうになってくるわけですよ。

品目については検討中ということで、明確にど

これは、水産部長、スピーディーにやってい

のような取扱いになるかというのは伺ってない

かないと、本来であれば、この議論というのは

状況でございます。

課長とずっとやっていくわけだよ。こんなして

【山田(博)委員】 品目というのは、国のほうに

いたら日が暮れちゃうから、部長、これは水産

お伺いを立てても、最終的には長崎県で決定し

庁に、当委員会でこういった議論がありました

ていいというふうになってないんですか。国の

と、国から日本全国一律にされたら、いかがな

ほうから、これとこれということで決めている

ものかと言われましたと。なぜならば、県民に
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よって、それを食べるところもあれば、食べな

あればやっていこうと考えております。

いところもあるんだから。一律にそんなにされ

【山田(博)委員】 それで、長崎県の学校給食の

たらたまったもんじゃないということを私は言

ほうで、給食会で、
これは県の体育保健課から、

っているわけでありまして、水産部長、これは

平成30年度に魚類の取扱量を調べていただき

速やかに国のほうにしっかりと、テレワークで

ましたけれども、これは水産部のほうで改めて

も何でもいいけれども、お伝えしていただきた

きちんと、この機会だから調べていただきたい

い、これは見直しをしていただきたい。それは

ということで言っていますけれども、それは調

いかがですか、見解を聞かせていただけません

べていただけましたか。調べておられるんだっ

か。

たら、せっかくの機会ですから、これは明確に、

【斎藤水産部長】 山田(博)委員、おっしゃられ

県内産の魚がどれだけの取扱いがされているの

ること、まさにそのとおりでございまして、指

かというのを明確にお答えいただきたいと思い

定品目といったもの、日本全国で一番影響を受

ます。

けているのは何かということで、予算の積算を

私は、長崎県学校給食会のほうを調べており

するためなどにも、これは定めていく必要があ

ましたけれども、県当局でしっかりと調べられ

るんだろうと。

ているんだったら、お答えいただきたいと思い
ます。

ただ、一方で、やはり水産国日本ですので、
各地でそれぞれの多種多様な魚が獲れていると、

【吉田水産加工流通課長】確認をさせていただ

それがいろいろな影響を受けていると、こうい

きました。全体で、県内産の魚類の取扱い重量

った事実もございます。それは、当然地方で影

が191トンございまして、その中の58トンが県

響を受けている魚種というのを盛り込んでいく

内産ということでございました。重量比率で言

べきだというふうな意見があることも十分承知

いますと、約30％ということになります。

しているところでございます。

【山田(博)委員】 これもね、私も大変驚きまし

ただ、先ほど吉田課長から説明させていただ

た。水産県長崎でありながら、水産物の消費が

きましたが、まだ国として、こういう特定品目

日本全国でも有数な県におきまして、県産魚が

をつくりますと、じゃ、県として独自のものを

これしか使われてなかったんだと、これは大変

認めますかどうですかといったものを、まだき

反省すべきですね。
川口次長、あなたは水産部に席を置きながら、

っちりとした形で要綱・要領に入れてないとい

これは大きな問題なんです。

うふうな状況にございます。
ですので、私からも、
担当している課長等に、

だから、この機会にしっかりと、長崎県産の

長崎でこういった議論が行われているといった

魚類の取扱量をやっていただきたい。この機会

ものは、いろいろな場面で伝えているところで

に、水産部におきましては、取扱量は現在30％

ございます。

ですけれど、年次計画で、例えば5年後にはこ

ですので、今後、国がどういう形になって決

れを80％に持っていくとか、それくらいの意気

めていくかといったものはしっかり見届けた上

込みでやっていただかないといかんということ

で、その結果を見た上で、また要請する必要が

を改めて言っておきたいと思っています。だか
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ら、そういったことで、水産加工流通課長、そ

いく、魚食普及の推進をやっていくというのが、

れはしっかりやっていただきたいと思っており

我々都道府県には課されております。
今、委員からもアイデアをいただきましたけ

ます。
今回、この中に魚食普及のための啓発パンフ

ど、私どもも知恵を出して、どのような形でや

作成・配布とありますね。これに私は提言をさ

るのが効果的かというところをしっかり考えな

せていただきたいんですが、
長崎県の魚を、
今、

がら進めていきたいと思います。

「ステイ・ホーム（おうちにいてね）」と小池

【山田(博)委員】 水産加工流通課長、せっかく

都知事が言っておりますね。だから、この機会

私が絞りに絞った知恵は、あなたは蹴ったくっ

に家族で、親子で魚をこうやって食べたらおい

たんですか、今のは。受け入れるか受け入れな

しいんですよとか、そういったのを募ったらど

いか、安倍さんじゃないけれども、大きな検討

うかと思うんですよ。ただ単にパンフレットを

の一つの中に入れたのか入れてないかと聞いた

つくって、印刷会社に丸投げするんじゃなくて、

んだ。今のは、聞いてないような答弁なんだか

長崎県のホームページで募集しますよと、ぜひ

ら、これは失礼極まりないよ。あなたらしくな

「ステイ・ホーム（おうちにいてね）」という

いな。もう一回、お答えください。

ことをやっているわけだから。課長、そういっ

【吉田水産加工流通課長】まだまだ事業の組み

た企画をやって、今、親子ともストレスがたま

立ての段階で、私どもも知恵が足りない部分を、

っているとかでパチンコに行っている人もいる

委員からすばらしいご意見をいただいたふうに

わけだから、こういったことに取り組んでいた

考えております。それを踏まえて検討させてい

だければと思うんですが、先ほど長崎県産の魚

ただきたいと思います。

種の取扱量と、パンフの作成をこういうふうに

【山田(博)委員】 そうです。それが100点満点

したらどうかということを言っているわけでご

の答弁です。
続きまして、漁港漁場課長にお尋ねしますけ

ざいますが、いかがですか。
【吉田水産加工流通課長】委員ご指摘のとおり、

れども、先ほど漁港漁場課長は、一時隔離のた

子どもたちが成長する過程におきまして、食を

めの経費として240万円ありますけれども、現

通じて農林水産業に対する理解を深めていただ

状と課題という中で、「ターミナル等における

くということは非常に重要であると考えており

消毒液の設置や職員の感染予防対策等を実施し

ます。

てきたが」とありますけど、職員の感染予防対

本県には、優れた食材としての水産物が多数

策というのは、じゃ、具体的にマスク、防護服

あります。ただ、一方では、学校給食に供給す

がきちんと用意された中でこの実施をされるん

る際には、安定供給と併せまして価格とか、規

ですか。
私もいろんな漁港に電話しました。全くない。

格とか、骨なしとか、いろいろ難しい課題もあ

検温器をぱっと当てて、それでするだけなんで

ります。
ただ、今回の国の事業では、単純に食材を供

すよ。この人が感染しているおそれがあった時

給するだけじゃなくて、生徒の皆さんに、この

に、どうなるのかと。じゃ、連れていきなさい

機会を通じて食育というものをしっかりやって

といった時に、誰が連れていくのか、勝手に行
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きなさいと。明らかにないんですよ。寝かせた

いのか。そこはやっぱり用意した上で、こうい

りとかする時に、マスクとか防護服があるかな

った部屋を用意するんだったら理解できるわけ

いかといったら。これは、全部用意した上での

ですが、そこは用意できるかできないか、そこ

今回の予算の措置なのかというのをお尋ねした

だけお答えいただけますか。

いと思っております。

【橋本漁港漁場課長】職員の防護服等の準備に

それと、ターミナルの中で写っているところ

つきましては、漁港管理者として準備をする予

がありますけれども、これはどこかのターミナ

定はございませんが、医療部局のほうでは、そ

ルなんですか。何か、どこかの写真を持ってき

ういったのが考えられているのではないかと、

て、適当に張り付けたような感じに見受けられ

これは推測でございますが、少なくとも漁港管

るんです、水産部長。そういうふうにも受け取

理者のほうとして、今後そういったものを準備

られるんですけど、
そういったところも含めて、

するという考えはございません。

まとめてお答えいただけますか。

【山田(博)委員】 水産部長、漁港管理者として、

【橋本漁港漁場課長】 まず、第1点目の資料の

こういった対策をしていながら、職員がした時

現状と課題のところにございます、これまでの

に、管理者が知りませんよと、こういうことは

実施内容ですが、ターミナル内に消毒液などを

いかんわけですね。これは、やはり新型コロナ

置いて感染予防を図ってきたことについて書い

ウイルス対策本部のほうにしっかりと協議をす

ておりまして、防護服などを準備していたかに

るようにしていただきたいと思っております。

ついては、申し訳ございませんが、漁港管理者

なぜかというと、水産部はできるでしょうと

として把握しているところではございません。

言ったけれども、管理者の県の職員なり市の職

今回の要求内容につきましては、これまでは

員なりが、船員さんがこういうふうになった時

予防のための消毒液などの設置を行ってきたと

に、いろんな誹謗中傷なり、善意でやったこと

ころですが、それに加えて、いざ発症患者が船

がいろいろなりますから、そこはしっかりとや

内で発見された場合には、ターミナル内におい

っていただきたいと思っております。どうです

て隔離ができるような措置をとりたいという要

が、水産部長。

求内容でございます。

【斎藤水産部長】 山田(博)委員おっしゃるとお

また、この写真につきましては、これはあく

りでございまして、どんな施設でもそうですけ

まで一般的な事例を載せているだけでございま

れども、施設ができて利用されないと、適切な

して、このような対応をとるというようなとこ

利用が図れないというのはどうしようもなくて、

ろでございます。これは一般例ということで、

ハード・プラス・ソフトをやっていくというの

ご理解いただきたいと思います。

は、これはすべての基本だと思っております。

【山田(博)委員】 漁港漁場課長、これはやはり

ですが、当然、役割分担といったものがござ

職員がマスクとか防護服をきちんと用意した上

いますので、水産部といたしましては、こうい

で、こういった部屋を用意するんだったら、私

ったハード面を整備させていただいたというふ

も理解できるわけでございまして、そういった

うなことで、そこの中がきちんと詰まるように

対応というのはこれからでもできるのかできな

するというのは当然のことでございますので、
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私としても対策本部員になっておりますので、

【近藤分科会長】 ほかございませんか。

その場で発言等するなり、考えを深めていきた

【山下委員】 皆様におかれましては、新型コロ

いと思います。

ナ対策に日々全力で当たっていただいています

【山田(博)委員】 時間が来ているので、一旦最

ことに、心から敬意を表したいと思います。

後の質問にしたいんですが、水産物保管等支援

私は1点だけ質問させていただきたいんです

緊急対策事業費とありますけど、これも、先ほ

が、資料2の漁港漁場課のほうで、漁港管理費

どの学校給食と一緒で、国の指定品目に準じて

の拡充ということで、一時隔離室を整備してい

設定するとありますけれども、長崎県の地域性

ただくということで、先ほどの関連でございま

を持ってやらないといけない。
そうすると、
今、

すが、こちらに書いてありますとおりでござい

部長は来たばかりで、大変勉強中、つまり、水

ますが、これは、補正予算の絡みもあるんでし

産部には、今、次長が二人いるでしょう。いず

ょうけれども、実際いつごろ各漁港に設置をさ

れにしても、そういったところをしっかりと、

れていかれるものなのか。一日でも早く、スピ

品目も、関係漁業団体とか協議しながら、地域

ーディーに設置をしていただきたいと、そうす

の方々とお話ししながらやっていただかないと

ることが島民の安心につながるんじゃないかと

いけいなということを言っておきたいと思うん

いうふうに思うわけでございますが、そのあた

ですが、川口次長、次長になったばかりだけれ

りのスケジュール感がはっきりしておりました

ども、あなたに一言、見解を聞かせていただき

ら、お示しをいただきたいと存じます。よろし

たいと思うんです。

くお願いします。

【川口水産部次長】 山田(博)委員おっしゃるよ

【橋本漁港漁場課長】この対策のスケジュール

うに、長崎県にはかなり豊富な魚がおります。

感でございますけれども、予算が成立した後は、

そういう中で、我々もコロナの影響につきまし

国に対して事業計画をつくりまして予算を要求

ては、当然心配しておりまして、県内各地の漁

していくわけですが、一番時間がかかると私ど

業者や漁協、それと市場関係者、加工業者、輸

もは考えておりますのは、資材の搬入、今回の

出業者等々に聞き取りを行いまして、現在、国

パーテーションですとか簡易ベッドそのものの

が指定しております5品目どころではなく、ほ

搬入に一番時間がかかると思っております。

かにも長崎県の特徴的な魚種もございます。そ

そこの部分については、まだ詳細な調査はい

ういうものにつきましては、今後、国の事業に

たしておりませんけれども、メーカー等に尋ね

乗るように、先ほど部長も答弁しましたように、

て、至急納入してもらうことにしておりますが、

国に対してもぜひ要望していきたいと考えてお

我々の事務手続が遅れないようにということで、

ります。

既に、予算が成立した場合に備えて、それぞれ

【山田(博)委員】 頑張ってくださいよ、川口次

の資材の見積もり等は取るように職員に指示を

長。あなたはなぜそこにいるかというのはわか

しております。予算が成立後、速やかに発注を

るでしょう。ということで、頑張っていただき

したいと思っておりますが、資材がどの程度納

たいと思います。

期がかかるかというところについては、まだ、

時間が来たので、
一旦終わりたいと思います。
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カ月というお答えはできないんですけれども、

割であるし、学校給食はそれでいいと思います

コロナ対策でございますので、大至急取りかか

けど、もう一つは、病院食の中に水産物の加工

って、各港に配備できればいいというふうに考

品というのが相当使われているし、納品等につ

えております。

いても、結構その量というのは必要ですし、ま

【山下委員】 ご答弁のとおり、大至急、速やか

た、そういったものに対する支援も必要なとこ

に設置をしていただきたいと思いますが、今お

ろじゃないかと思いますので、学校給食という

聞きするところによると、新たに資材を調達し

限られたものじゃなくて、そういったものまで

てというようなお話でございますが、例えば島

対象者が拡大できないのか、そういったものは

内に中古品でも十分使えるものがあれば、そう

全く検討してないんですか、お尋ねします。

いうのを代替品として確保できるものがあれば

【吉田水産加工流通課長】 今回、ご提案させて

するとか、やはり臨機応変にスピードが上がる

いただいております事業につきましては、あく

ような考え方でぜひ取り組んでいただければと

まで緊急支援ということで、国が出されたスキ

思っておりますので、引き続きよろしくお願い

ームを急ぎ活用してやるということで、その対

申し上げまして、質問を終わりたいと思います。

象が小中学校というふうに国のほうから指定が

ありがとうございました。

ございましたので、それについて提案をさせて

【八江委員】水産物学校給食活用推進事業とい

いただいております。
おっしゃられました福祉関係とか、それ以外、

うことでありますけど、先ほど県産の魚のこと
についてお話がありましたけど、例えば加工品

水産物をたくさん扱っていただいているところ

ですね、練り物、俵物等は長崎県の一つの特産

がございますが、これにつきましては、かねて

物であるし、相当の業種の方々が参加しておる

より物産あたりが窓口になりまして、農林水産

し、長崎県で捕れた魚と、
それを加工する業者、

全部が参画した中で、例えばマッチング会みた

そしてまた、食べていただく小中学校生、そう

いなのを過去もやってきておりますし、あらゆ

いったものに対する加工品というものがこの中

るそういう手段を使いながら、そういったとこ

に含まれておるのか。先ほどはお魚の話だけだ

ろとも連携はしていきたいと考えております。

ったようですけど、その辺はいかがですか。

【近藤分科会長】 よろしいですね。
ほかに質疑はありませんか。

【吉田水産加工流通課長】学校給食に納入する
際、卸業者なり学校給食会に納入する際は、水

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

産物につきましては、基本、加工品で納入がな

【近藤分科会長】ほかに質疑がないようですの

されております。鮮魚とか生ものというふうな

で、これをもって質疑を終了いたします。
次に討論を行います。

納入はないようでございます。

討論はありませんか。

品目につきましては、先ほど私から、あと、
水産部長からも補足説明いたしましたが、今回

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

の事業につきましては、品目が今のところ定め

【近藤分科会長】 討論がないようですので、こ

られているという状況でございます。

れをもって討論を終了いたします。
予算議案に対する質疑・討論が終了しました

【八江委員】加工品も長崎県水産物の大きな役
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ので、採決を行います。

第95号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

第95号議案のうち関係部分は、原案のとおり、
可決することにご異議ございませんか。

算（第2号）」のうち関係部分であります。
それでは、第95号議案「令和2年度長崎県一

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

般会計補正予算（第2号）」のうち関係部分に

【近藤分科会長】 ご異議なしと認めます。

ついてご説明いたします。

よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

今回の補正予算は、国において決定された「新

べきものと決定されました。

型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に伴う

これをもちまして、水産部関係の審査を終了

国の補正予算に適切に対処するため、必要な予

いたします。

算を追加しようとするものであります。

引き続き農林部関係の審査を行います。

歳入予算は、国庫支出金3億9,793万円の増、

しばらく休憩し、3時35分に再開いたします。
どうもご苦労さまでした。

合計3億9,793万円の増となっております。
歳出予算は、農業費4億1,863万円の増、畜産
業費2億6,039万8,000円の増、合計6億7,902万

― 午後 ３時２２分 休憩 ―

8,000円の増となっております。

― 午後 ３時３５分 再開 ―

2ページをお開きください。

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

歳入予算の内容についてご説明いたします。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の

（国庫支出金について）

人事異動に伴う新任幹部職員の紹介を受けるこ

県内農畜産物消費拡大対策事業等にかかる国

とにいたします。

庫補助金の増に伴い、国庫支出金3億9,793万円

【綾香農林部長】農林部長の綾香でございます。

の増を計上いたしております。

どうぞよろしくお願いいたします。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

それでは、本日出席しております農林部関係

（県内農畜産物消費拡大対策事業費について）

の新任幹部職員を紹介させていただきます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

〔幹部職員紹介〕

県内農畜産物の需要が減退しており、花きをは

以上でございます。

じめ県産農畜産物の消費拡大対策を支援するた

どうぞよろしくお願いいたします。

めに要する経費として、県内農畜産物消費拡大

【近藤分科会長】 それでは、これより審査に入

対策事業費6,145万円の増を計上いたしており

ります。

ます。

予算議案を議題といたします。

（農林振興費について）

農林部長より、予算議案の説明を求めます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

【綾香農林部長】農林部関係の議案についてご

単価が下落している県産牛肉等の需要を喚起し

説明いたします。

価格の安定化を図るため、県内小中学校等の学

予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

校給食用食材として県産牛肉等を提供するため

資料の農林部の1ページをお開きください。

に要する経費として、農林振興費3億5,718万円

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、
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（肉用牛経営体質強化緊急支援事業費につい

要喚起を図る取組を支援するとともに、県内農

て）

畜産物の消費拡大に係るテレビコマーシャルの
制作、広報に要する経費について支援しようと

新型コロナウイルス感染症拡大で肉用牛の枝
肉価格が下落する中、肥育牛経営強化計画を策

するものでございます。

定した意欲ある生産者の経営体質強化を支援す

以上でございます。

るために要する経費として、肉用牛経営体質強

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

化緊急支援事業費2億6,039万8,000円の増を計

す。

上いたしております。

【近藤分科会長】次に、
農産加工流通課長より、
補足説明を求めます。

以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

【長門農産加工流通課長】 私のほうから、農産

ります。

加工流通課の補正予算について、補足説明をさ

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

せていただきます。

ます。
【近藤分科会長】 次に、農産園芸課長より、補

説明資料の3ページをお開きください。

足説明を求めます。

資料掲載分が、今回補正予算で計上しており
ます農産加工流通課の分の事業でございます。

【川口農産園芸課長】農産園芸課の補正予算に

事業の具体的な内容についてご説明いたしま

ついて、補足説明をさせていただきます。

すので、4ページをご覧ください。

説明資料の1ページをお開きください。

長崎県産牛肉等学校給食活用推進事業費につ

資料掲載分が、今回補正予算で計上しており

いて、ご説明いたします。

ます農産園芸課分の事業でございます。

長崎県産牛肉等学校給食活用推進事業費につ

事業の具体的な内容を説明いたしますので、
2ページをご覧ください。

きましては、今回の補正予算におきまして国庫
事業を活用し、新型コロナウイルス感染拡大の

県内農畜産物消費拡大対策事業費について、

影響により、単価が下落している長崎和牛等国

ご説明いたします。
県内農畜産物消費拡大対策事業費につきまし

産牛肉等の需要を喚起し価格の安定化を図るた

ては、国庫事業を活用し、新型コロナウイルス

め、県内小中学校等の学校給食用食材に長崎県

感染症の影響により需要が減退している花きを

産牛肉等を提供する経費の助成として、3億

はじめとした県産農畜産物の消費拡大対策の支

5,718万円を計上しております。

援に要する経費として、
6,145万円を計上いたし

具体的には、牛肉につきましては、県内の小
中学校等537校の生徒・教員11万7,000人の学校

ております。
具体的には、県内の主要な駅や空港、港、庁

給食において、長崎和牛等の県産牛肉を1人1食

舎等へのフラワーアレンジメント常設、展示コ

当たり100グラム、100グラム当たりの単価を

ーナーの設置支援や、県内小中高校等への花束、

1,000円、年間3回を上限として提供するととも

花壇苗の贈呈、消費者が家庭で花を購入できる

に、子どもたちに長崎和牛のおいしさ等を伝え

ようなWebサイトの構築など、新型コロナウイ

るための取組に対する経費を助成しようとする

ルス感染症の影響を大きく受けている花きの需

ものでございます。
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以上でございます。

援に加え、出荷頭数1頭当たり1万1,000円を県

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

において支援するものであり、要する経費とし

す。

て、2億2,084万4,000円を計上いたしておりま

【近藤分科会長】 次に、畜産課長より、補足説

す。

明を求めます。

畜産課関係は、以上でございます。

【山形畜産課長】畜産関係の事業につきまして、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ
ます。

補足説明をさせていただきます。
資料の5ページをご覧ください。

【近藤分科会長】以上で説明が終わりましたの

今回、畜産課の補正予算として計上しており

で、これより、予算議案に対する質疑を行いま
す。

ますのは、肉用牛経営体質強化緊急支援事業費

質疑はありませんか。

の1件で、2億6,039万8,000円を計上いたしてお

【山田(博)委員】 それでは、幾つか質問させて

ります。

いただきたいと思います。

事業の概要について、6ページをお願いいた

まず、長崎県産牛肉等学校給食活用推進事業

します。
本事業につきましては、新型コロナウイルス

費とありますけれども、これについてお尋ねし

感染症拡大の影響で、肉用牛の枝肉価格が下落

たいと思うんですが、そもそも長崎県の中で、

する中、生産継続や体質強化に向けた肉用牛経

肉類が学校給食にどれぐらい取扱いされている

営強化計画を策定した意欲ある生産者の取組を

かというのを把握されていると思うんですが、

支援するものであります。

まず数値を述べていただけませんか。

まず、1の肥育生産支援にかかる分析体制の

【渋谷農林部次長】畜産物全体で言うと97.3％

整備につきましては、右上の囲みの中に記載し

となっておりまして、牛乳が100％、牛肉が

ております新型コロナウイルス対策として、国

20.4％、豚肉が90.8％、鶏肉が73.5％となって

が実施いたします肥育牛経営等緊急支援対策事

おります。これは重量比となっております。

業により、畜産農家が作成します肥育生産の計

【山田(博)委員】 これは県内の学校給食を調べ

画に沿って、下のほうに取組メニューというの

たんですか、全体ですか。もう一度答弁いただ

がございますけれども、このメニューに2つ以

けますか。

上取り組んだ場合に、出荷頭数に応じて2万円

【渋谷農林部次長】県体育保健課が県内の学校

等を交付することとしておりまして、この経営

給食を調べたものとなっております。

の体質強化に取り組む際に必要となる飼料分析

【山田(博)委員】 これは県内の学校給食で、私

や血液分析等の実施を支援できるように、県の

がこれを体育保健課に聞いたら、長崎県の学校

検査体制等を整備するものであり、その経費と

給食会で県内産の肉類の取扱量というのが、豚

して3,155万4,000円を計上しております。

肉、鶏肉、加工品を含めて大体128トンあって、

（2）の体質強化を実施した畜産農家への支

そのうちどれだけ使っているか、10トンしか使

援につきましては、経営の体質強化に取り組む

ってないと、約8％ということで聞いていたん

生産者に対し、先ほど説明いたしました国の支

ですが、これと数字がちょっと違うんですけど、
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じゃ、牛肉も使っていたということで理解して

小中学生に向けたパンフレットの作成というこ

いいんですね。

とで、先ほど水産部のほうには、「ステイ・ホ

【渋谷農林部次長】 この調査というのが、県体

ーム（おうちにいて）」と小池さんが言ってい

育保健課のほうが11月と2月の各5日間ずつや

ますので、この機会に家族の絆を深める上でも、

ったサンプル調査の中で、牛肉は使っていたと

保護者とかに、ぜひお子さんと一緒に、牛肉の

いうことが判明しております。

おいしさというのをどういうふうにＰＲしたら

【山田(博)委員】 体育保健課が私に出していた

いいか、家族でのレシピを募集したりとか、感

資料と違うので、後で確認をさせていただきた

想文とか、食事風景とかいろいろしながら、そ

いと思います。

ういったのをこの機会に、パンフレットの作成
にはしっかりと取り組んでいただきたいと思い

それでは、長崎県産牛の学校給食であります

ます。

けれども、これは牛肉等となっていますけれど

印刷会社にお願いしてするんじゃなくて、幅

も、牛肉以外も考えているのかどうかというの
をお尋ねしたいと思います。

広く、こういう機会ですから、ぜひ取り組んで

【長門農産加工流通課長】本事業につきまして

いただきたいと思うんですが、これについての

は、新型コロナウイルスの影響により需要が落

答弁は、どなたがされるんですか。

ち込んでいる品目について対象を考えておりま

【長門農産加工流通課長】今回のパンフレット

す。

につきましては、まず、長崎和牛のおいしさを

具体的に国から示されている事業が、今、牛

伝えていきたいというふうに考えておりました

肉と地鶏肉、それと贈答用に利用されている果

が、委員ご指摘の中で、例えば食べ方とかもご

実類、こういったものを学校給食に提供できな

ざいます。こういったものをパンフレットに入

いかということで事業の構築が進められている

れられるかどうかというのも検討しつつ、例え

とお聞きしております。

ば農業団体、生産者で長崎和牛銘柄推進協議会

この国の補正事業にしっかり取り組んでいき

というのを立ち上げております。この協議会の

たいということでありまして、現在、国の補正

中で、今、インスタグラムを使って、その料理

予算で詳細な事業内容が示されているのは牛肉

を情報発信するようなところも考えているとこ

のみということですので、今後、国から詳細な

ろでございまして、例えば子どもたちと一緒に

事業内容が示された後、本事業の中で取り組め

なってつくってもらった料理の写真を送っても

るよう、品目については取り組んでまいりたい

らうとか、そういった事業に取り組めないかと

と考えております。

いうところも考えてまいりたいと思います。

【山田(博)委員】 じゃ、そういうことでね。

【山田(博)委員】 ぜひ、そういうふうにしてい
ただきたいと思います。

県内の牛肉の枝肉の価格が大変落ち込んでい
るので、豚肉もありますし、そういったことを

続きまして、県内の農畜産物消費拡大対策事

踏まえて適切に、しっかりと取り組んでいただ

業費とありますけれども、この中に部長説明は、

きたいと思っております。

「花きをはじめ県産農畜産物の消費拡大」と書

それで、長崎和牛に対する理解を深める上で、
- 41 -

いてありますけれども、資料では、花きの活用

令和２年２月４月臨時会・予算決算委員会（農水経済分科会）（４月３０日）

拡大というので、それは大いに結構なんですけ

ついては、積極的にアピールの場として活用し

れど、ほかの品目もやはり対象にすべきじゃな

ていきたいと考えております。

いかと思うわけでございますね。ただでさえ、

【山田(博)委員】 ぜひ頑張っていただかないと

お茶農家とか大変厳しいところも多いわけです

いけないんですよ。ここぞとばかりふるさと納

から、そこを学校のほうに、これからお茶の効

税に、改めてしっかりと取り組む姿勢が必要だ

能を深めながら提供したりとか、そういったの

と思うわけですね。いいですか、川口課長、期

を踏まえて幅広くやっていただきたいと思うん

待して言っているんです。
続きまして、肉用牛経営体質強化緊急支援事

ですが、それはいかがですか。
【川口農産園芸課長】今回のこの事業につきま

業とあるんですが、これは肥育農家をやってい

しては、特に価格の低迷等を受けている花きを

るんですね。それで、国は肥育農家は確かにや

対象として事業を実施するところでございます

っておりますけれども、子牛のほうはうたって

が、委員ご指摘のとおり、ほかの作物でも、新

いるわけですね。今回は、県は肥育の予算を計

型コロナウイルス感染症の拡大で影響を受けて

上しておりますけれども、子牛のほうの対策と

いるものがございましたら、様々な角度から検

いうのはどのように考えているのか。
その中で、今あえて言いますけれども、雌牛

討しながら、需要拡大の対策を支援してまいり

導入事業とありますね。あれは、今までは子牛

たいと考えております。
また、従来事業の中にも、県産茶の需要を喚

価格が高いから、県外から購入も認めていたん

起する施策もございますので、長崎県の茶業振

です。ここに至っては、要綱を見直して、県外

興協議会とも連携しながら進めていきたいと思

はだめですよと、県内の子牛でしっかりと対応

っております。

していくという方向性を見出さないと、今、下

【山田(博)委員】 そもそも今回、私は水産部の

落傾向だから、これは歯止めをかける上でも、

ほうでは聞かなかったんですけれど、ふるさと

雌牛導入事業というのは、県内産牛に限るとい

納税の品目も、やはり本来であれば、消費拡大

うところまでやっていかないと、あらゆる手段

で商品のアイテムとか何かをいろいろと検討す

をやっていかないといけないんです。私はそう

べきじゃないかと思うんですけれども、農産園

思うんですが、その2つに対して見解を聞かせ

芸課長、それはどうなんですか。そういったの

ていただきたいと思います。

は得意でしょう、あなたは。違いますか。あな

【山形畜産課長】 まず、子牛の価格に対する支

たならできるんですよ。私は期待しているんで

援をしないのかというご質問だと思います。

す。その見解を、あなたが担当かな。違ってい

肉用子牛、繁殖経営の経営安定対策といたし

たら、ごめんなさい。どなたが担当かわかりま

ましては、肉用子牛生産者補給金制度というの

せんけれども、お答えいただけませんか。

がございます。黒毛和種の場合でありますと、

【川口農産園芸課長】委員ご指摘がございまし

全国の四半期ごとの子牛価格が補償基準価格と

たが、県産の農産物については、市町、県も含

いうのがございまして、54万1,000円でござい

めましてふるさと納税の品目に掲げているとこ

ますけれども、これを下回った場合、もう一つ、

ろでございますし、今後も、そういったものに

合理化目標価格というのがありまして、それが
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42万9,000円ですけれども、ここの平均価格が

【近藤分科会長】予算に合うような形で説明し

下がった場合は国が全額見ると。それから、さ

てください。

らにその合理化目標価格を下がった場合は、そ

【山形畜産課長】 今、山田(博)委員のほうから、

の9割を国と県、生産者で積み立てた財源から

国のいろんな支援対策についてご説明がありま

さらに交付をされるという制度がございますの

した。肉用子牛につきましては、流通円滑化等

で、まずは、その制度をしっかり運用していく

緊急対策ということで、一つには、例えば家畜

ということがあります。

市場が、新型コロナの関係で開催できずに、競

なお、子牛価格というのは、肥育農家の経営

りを延ばさなきゃいけないといった時には、そ

状況と連動して動いていきますので、そういう

れにかかる割増経費、飼料費とかかかりますか

ことから、まずは国の取組に合わせて肥育経営

ら、その分を国が支援しましょうという事業、

対策、牛肉の需要拡大にしっかり取り組んでい

あと、離島の子牛、長崎県は離島が多くて、購

くということにしたところでございます。

買者の方が離島まで行かなきゃいけないんです

それから、家畜導入事業は県内の市場からの

けれども、そのときに購買者の方が離島の子牛

導入にすべきではないかというご意見につきま

を買ってそれを運ぶ運賃の助成を、今、国が3

しては、ごもっともな意見だと思っております。

分の2の助成をしていますけれども、それを10

今後、関係機関の意見を聞きながら、ほかの方

分の9まで上げるということになっております。

策もあるかもしれませんけれども、市場の活性

この事業につきましては、県を通らない事業

化につながるような方策を検討していきたいと

で、生産者団体のほうを通じて、直接生産者な

思っております。

り購買者のほうに行くという形になっておりま

【山田(博)委員】 今、畜産課長が、肉用牛の子

すので、予算計上しておりません。

牛価格に関して対策としていろいろ制度がある

【山田(博)委員】 そういったことは大事なこと

と言われましたけれども、国には実際、そうい

だから、畜産課長、今日、委員の皆さん方もい

った肉用牛流通円滑化等緊急対策とか、離島等

い機会になったと思いますが、そういったこと

の子牛の流通化活性化支援事業があるじゃない

だったんですね。よかったら、事前に説明して

ですか。今回載せてなかったのは、後から予算

おいたほうがいいと思います。
これはなぜかというと、長崎県は繁殖農家が

づけで来るのか、そういうことで載せなかった

多いんですよ。だから、今回、予算計上してな

んですか。
繁殖農家の方々が、今回の委員会でどういっ

くても、この中にはこういったことがあります

た制度が審議されるのか注目しているんですよ。

ということを掲載すべきじゃなかったかという

この中で、長崎県はどちらかというと、繁殖農

のを指摘させていただきたいと思っております。

家が多いんです。その予算が、今回計上されて

最後に、大きく2つだけお尋ねしたいと思う

ないというのはどういうことかということなん

んですが、今回、大学によっては、大学生の生

ですよ。そこを、なんで今回、それが計上され

活が大変だということで、生活応援の支援費と

てなかったのかというのを、きちんと畜産課長、

して出しておりますね。県内の大学でも出して

見解を聞かせていただきたいと思います。

おりますけれども、農業大学校のほうは、生徒
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たちの、今回、私も農業大学校の卒業式、入学

用事業につきましては、間接事業でありますが、

式に出たけれども…、

林政課のほうから、林業事業体雇用確保対策事

【近藤分科会長】 山田(博)委員、今日は議案の

業ということで、100名の雇用ができないかと

審議ですから。

いうことで、事業の提案をさせていただいてお

【山田(博)委員】 それに入っているかどうか、

ります。

聞きたいんです。入っていないですか。そうい

それから、農業関係の雇用につきましては、

ったのも、今回、予算に入れてなかったんです

先ほどありました国の直接事業がありまして、

か。検討したけれども入れなかったのか、それ

都会のほうから来られた方を採用する場合の賃

をちょっとお尋ねしたいと思っております。

金の差額でありますとか、宿泊費、研修費、こ

【渋谷農林部次長】 今、大学等で一部給付金が

ういったものを国の直接事業としてみられるよ

あっている大学があるという情報は入っている

うな制度がございますので、それを活用して、

んですけれども、現在のところ、県の農業大学

できるだけ労働力の確保に努めていきたいと考

校で給付金等については検討してないという状

えております。

況にあります。

【近藤分科会長】 ほかございませんか。

【山田(博)委員】 私は、農林部として、国に対

【八江委員】県内農畜産物消費拡大に対する事

して、今回はいい機会だったから、農家の方々

業費ですけれども、特に花きの活用拡大の取組

の所得が減少している中で、こういった議論も、

については予算を計上しておりますし、活動に

本来だったら国に対して上げてすべきだったん

ついてはありがたいことだと思っておるのは、

じゃないかと。さっきの子牛と一緒ですよ。私

3月ぐらいの卒業式、あるいは4月の入学式等が

はそれを言っているわけでございまして、今回、

ありましたけれども、ほとんど学校の休校の関

産業労働部のほうで緊急雇用の中で、各部にい

係もありまして、今まで使っておったものが皆

ろんな臨時職員がありませんかというふうこと

無の状態になってきたということであります。

で上がったけれども、農林部も水産部もなかっ

企業の自粛などにつれて、お祝い事がなされて

たわけですね。私は、農林・水産試験場とかな

ないということ。冠婚葬祭の中でも、そういっ

んかでも、そういったのが本当になかったのか

たことが大きく影響しておる関係で、花の需要

と思っているわけですよ。そこはなかったとい

が低下をしておるということ。生産は、見越し

うことで上がっておりますから、今回の緊急対

てつくっておったものが、今のような状況にな

策におきましては、もうちょっと時間があれば

ってくると、生産はできても価格は下落してし

できたんじゃないかと思うんですが、時間が来

まった。そういう意味では、もっともっとこう

たから、一旦終わりたいと思います。

やっていただきたいということも思います。

今回のこの委員会というのは大変重要な委員

国会でもよく言われるように、特に花の時期

会だから、私はこう思うんです。それで、一旦

は、過ぎれば終わりですから。果実その他のも

終わりたいと思います。

のについては、加工その他ができるものもあり

【吉田農林部次長】 ただいまの山田(博)委員の

ますけれど、花は開花してしまえば全て終わり。

お話ですけれども、今回、産業労働部の緊急雇

桜みたいに花が散ってしまうほど早くはありま
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して、その小学生が家に持って帰っていただい

せんけれど、そういったものもあります。
ですから、これはぜひ救っていただきたいと

て、こういう時期でございますので、家庭の中

ことが一つあります。特に、コロナになった時

を明るくしていただいて花の需要を喚起する。

点で一番、今から特に影響が大きいのは、母の

特に、今、委員のご指摘もありましたが、人

日を迎えるカーネーションなどは端的なもので

が集まるというのがなかなか困難でございます

あります。だから、それを救うためには、全体

ので、花屋さんに花を買いに行くということも

的なカバーをしていかなければなりませんけれ

なかなか難しいということがございます。した

ども、生産者が各部会等で活動していただいて

がいまして、都会のほうではよく行われている

おります。

Webサイトを活用して定期的に購入する、毎月

キク、あるいはトルコギキョウをはじめいろ

定額で花束が家に届くようなシステムづくりを

いろありますけど、そういう部分の中で生かさ

しっかりと行いまして、これまでとちょっと違

れるものはしっかり生かしていただきたいとい

って、人と人が出会わずとも花が購入できるよ

うことで、ここに駅、港、庁舎等へのフラワー

うな仕組みづくりを行っていきたいと思います。

アレンジメントの常設、あるいは小中学校への

また、これに加えて県庁内での販売も、今月

花束、苗の配布、こういったものをもっともっ

につきましては「母の月」
ということですので、

とできないかなと。ここに書いている以外のこ

8日と22日には、県庁内でも花束を販売するな

ともできないかなという思いはありますけれど、

ど、県の職員といたしましても、花き農家さん

こういうものでは少し不足するんじゃないかと

をしっかり応援してまいりたいと考えておりま

思って質問しているし、また、花き振興協議会

す。

の主管で事業がされるもの以外にも、もっとも

【八江委員】 今、お話があったように、県庁で

っとあるんじゃないかという思いを持っており

も販売されるということですけれど、職員の皆

まして、そのことについてはどのようなお考え

さん方ですね、できれば、今、1束500円か1,000

でこれから進めていかれるのか、このことは的

円というもので各企業、あるいは団体等で推進

確に進めていただきいと同時に、もう少しこれ

をしておられる向きもあります。そういうこと

からも出てくるものが多くなってくるんじゃな

から、ＰＲ等を含めて、県下の行政団体といっ

いかと思いますけれども、その対応についてい

たところに対しても、もう少し活動ができるよ

かがですか。

うに。そして、また、明るい社会を迎えるため

【川口農産園芸課長】ただいま委員からご指摘

にも、ぜひひとつ花で飾っていただきたいとい

をいただきましたとおり、とにかく花に触れ合

う思いがありますので、こういう活動をぜひお

う時期を増やすべきと考えておりまして、駅、

願いをしておきたいと。できれば、県庁に5,000

庁舎等へ、このフラワーアレンジメント常設コ

人おれば5,000束、
何とか目標に頑張っていただ

ーナーを展示いたしまして、購入の需要の喚起

きたいと、このように要望しておきたいと思い

をまずしっかりとしていきたいと思っておりま

ます。
また、もう一つ、持続化の給付金のことにつ

す。

いては、国のほうが、まだしっかりとした方針

また、小中学生、特に小学生に花束を配りま
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等を決めてないということですけど、これは企

わって明るいものをつくり上げるためには、花

業的なもののように見受けられますけれど、業

が一番いいことだと思いますので、花を存分に

種は関係なしと、個人、会社、会社というのは

使っていただくようにお願いして終わりたいと

事業法人ですね。今は、花の関係はほとんどが

思います。

法人化されていると思うんです。そういったと

【近藤分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

ころでは、申請次第では200万円、あるいは個

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

人事業者は100万円という支援ができる状況に

【近藤分科会長】ほかに質疑がないようですの

あるんじゃないかと思います。そのかわり、手

で、これをもって質疑を終了いたします。

続が非常に厳しいので、もっと簡素化された手

次に討論を行います。

続ができるようなことは農林部としてもしっか

討論はありませんか。

り考えていただきたいと思うんです。
それから、

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それを推進する構えが必要だと思いますけれど、

【近藤分科会長】 討論がないようですので、こ

その点だけちょっとお尋ねしておきたいと思い

れをもって討論を終了いたします。
予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ます。

ので、採決を行います。

【綾香農林部長】 今、委員がお話しいただいた

第95号議案のうち関係部分は、原案のとおり、

持続化給付金、これは農家個人でも、法人でも

可決することにご異議ございませんか。

受給資格がございます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ただ、先ほどお話があったとおり、手続とか

【近藤分科会長】 ご異議なしと認めます。

記載要領とかが、今のところ難しいと、農家の

よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

皆さんは感じておられる節がございますので、

べきものと決定されました。

明日の午後、成立した予算も含めまして、この
持続化給付金も含めまして、農林関係の市町、

審査結果について整理したいと思います。

農協の担当職員にテレビ会議で制度の説明をい

しばらく休憩します。

たします。そして、その後に、農家さんが書き

― 午後 ４時１３分 休憩 ―

方に困ったりとか、内容がわからない時には、

― 午後 ４時１３分 再開 ―

県下の普及指導員のほうに相談いただくと、し

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

っかりその辺をアドバイスするような体制をと

以上で本分科会関係の案件の審査は全て終了

っていきたいと思っておりますので、今後も農

しました。

家に寄り添った対応をやっていきたいと思いま

これをもって、予算決算委員会農水経済分科

すので、よろしくお願いいたします。
【八江委員】 ぜひひとつ、今のようなことで、

会を閉会いたします。
大変お疲れさまでした。

手続を簡素化して、とにかく本人に届くように
していただきたいと。

― 午後 ４時１４分 閉会 ―

それと、先ほど話がありましたように、我々
が提唱するように、明るい社会を、コロナが終
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