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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年９月１２日 

自   午前１１時１６分 

至   午前１１時２０分 

於   議 会 会 議 室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委 員 長 大久保潔重 君 

副 委 員 長 近藤 智昭 君 

委 員 宮内 雪夫 君 

 〃   渡辺 敏勝 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   外間 雅広 君 

 〃   松島  完 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   中島 浩介 君 

 〃   宅島 寿一 君 

 〃   麻生  隆 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１１時 １６分 開会 ― 

 

【大久保委員長】 ただいまから農水経済委員会

を開会いたします。 

 このたび、図らずも、農水経済委員会の委員

長を仰せつかりました 大久保潔重 でございま

す。 

 近藤副委員長をはじめ、各委員者の皆様方の

ご指導とご協力を賜りながら、公正かつ円滑な

委員会運営に努めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、委員席でございますが、委員長の選任

に伴い、お手元に配布いたしております、委員

配席のとおり変更いたしたいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。 

これより、議事に入ります。 

 まず、会議録署名委員を慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 

 会議録署名委員は、渡辺委員、西川委員のご

両人にお願いいたします。 

 本日の委員会は、平成２９年９月定例会にお

ける当委員会の審査内容等を決定するための委

員間協議であります。 

 それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。審査の方法については、委員会を協議

会に切り替えて行いたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。 

 それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

暫く休憩をいたします。 
 

― 午前１１時１８分 休憩 ― 

― 午前１１時１９分 再開 ― 
 

【大久保委員長】委員会を再開いたします。 

 それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。 

 ほかにご意見はございませんか。 

 これをもって本日の農水経済委員会を終了い

たします。お疲れさまでした。 
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― 午前１１時２０分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年９月２６日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時５６分 

於  議 会 会 議 室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 大久保潔重 君 

副委員長(副会長) 近藤 智昭 君 

委    員 宮内 雪夫 君 

 〃   渡辺 敏勝 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   外間 雅広 君 

 〃   松島  完 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   中島 浩介 君 

 〃   宅島 寿一 君 

 〃   麻生  隆 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

農 林 部 長 加藤 兼仁 君 

農 林 部 政 策 監  
（農村整備事業・ 
諫早湾干拓担当） 

前田 健次 君 

農 林 技 術 開 発 
セ ン タ ー 所 長 峠  純秀 君 

農 林 部 次 長 中村  功 君 

農 林 部 次 長 宮﨑 浩善 君 

農 政 課 長 福田 修二 君 

農山村対策室長 川口 健二 君 

団体検査指導室長 上田 幸明 君 

農 業 経 営 課 長 綾香 直芳 君 

農地利活用推進室長 山形 雅宏 君 

農 産 園 芸 課 長 渋谷 隆秀 君 

農産加工流通課長 長岡  仁 君 

畜 産 課 長 大曲 祥之 君 

農 村 整 備 課 長 西尾 康隆 君 

諫早湾干拓課長 藤田 昌三 君 

林 政 課 長 内田 陽二 君   

森 林 整 備 室 長 永田 明広 君 

 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（農水経済分科会） 

第71号議案 

平成29年度長崎県一般会計補正予算（第2号）

（関係分） 

 
 
７、付託事件の件名 

○農水経済委員会 

（1）議 案 

   な  し 

（2）請 願 

・「駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限

延長」に関する請願 

（3）陳 情 

・平成三十年度離島振興の促進に関する要望等

の実現について 

・要望書（平戸市立病院（市民病院及び生月病

院）の医師確保に関する支援について 外） 

・諫早市政策要望（九州新幹線西九州ルート（長

崎ルート）の着実な整備について 外） 

・「ニッポン一億総活躍プラン」を地域社会で

実践するシルバー人材センターの決意と支

援の要望 

・平成29年度 長崎県の施策に関する要望・提
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案書 

・要望書（幹線道路網の整備促進について） 

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」にお

ける長崎方面への延伸ルートの具現化につ

いて 外） 

・県の施策に関する要望書 

・市政に関する要望書について（「長崎の夜景」

の魅力向上を図る県の取組の推進について 

外） 

・身体障害者福祉の充実に関する要望書 

・要望書（店舗建設に伴う雨水の排水処理等に

ついて） 

・要望書（さんご漁の公平な審査による許可決

定の実施について） 

 
 
８、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開会 ― 
 

【大久保委員長】 おはようございます。 

 ただいまから、農水経済委員会及び予算決算

委員会農水経済分科会を開会いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、委員会付託議案はありませんが、請願

1件、陳情12件の送付を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を農

水経済分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第71号議案「平成29年度長崎県一般会計

補正予算（第2号）」のうち関係部分でありま

す。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ご異議ないようですので、そ

のように進めることといたします。 

 また、審査内容については、「審査内容案」

をお手元に配付いたしておりますが、後ほど改

めて協議させていただきます。 

 審査順序でございますが、委員間討議終了後、

農林部、産業労働部、水産部の順に行いたいと

存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ご異議ないようですので、そ

のように進めることといたします。 

 それでは、審査内容について協議いたします。 

 なお、各委員からの自由なご意見を賜りたく、

委員会を協議会に切り替えて行うことといたし

たいと存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ご異議ないようですので、そ

のように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 
 

― 午前１０時 １分 休憩 ― 

― 午前１０時 ３分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 以上をもちまして、審査内容に関する協議を

終了いたします。 

 ほかに何かご意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかにないようですので、こ

れをもちまして、委員間討議を終了します。 

 引き続き、農林部関係の審査を行います。 

【大久保分科会長】 まず、分科会による審査を

行います。 
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 予算議案を議題といたします。 

 農林部長より説明をお願いいたします。 

【加藤農林部長】 おはようございます。 

 農林部関係の議案について、ご説明いたしま

す。 

 予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の農林部の1ページ目をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第71号議案「平成29年度長崎県一般会計補正予

算（第2号）」のうち関係部分であります。 

 歳入予算は1億5,336万円の増、歳出予算は3

億8,456万円の増となっており、歳出予算の内容

につきましては、まず、本県の農産・園芸産地

における競争力を高めるため、基幹施設の整備

事業に対する支援に要する経費として、産地総

合整備費1億4,507万8,000円の増を計上いたし

ております。 

 また、1ページ目の下段から2ページ目の上段

にかけまして、水稲から野菜への転換による新

たな野菜産地育成を図るため、実証圃の設置や

機械化一貫体系の導入に対する支援に要する経

費として、野菜生産転換促進事業費508万2,000

円の増を計上いたしております。 

 また、林業用種苗の安定的な供給のため、県

営採種園の再整備に要する経費として、優良種

苗確保費640万円の増を計上いたしております。 

 また、6月から8月の豪雨により発生した産地

の崩壊等の復旧に要する経費として、自然災害

防止費2億2,800万円の増を計上いたしており

ます。 

 以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【大久保分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、農産園芸課長より補足説明をお願いい

たします。 

【渋谷農産園芸課長】 おはようございます。 

 それでは、補正予算についての補足説明をさ

せていだきます。 

 お配りしております説明資料「平成29年度9

月補正予算計上事業一覧」の1ページをお開き

ください。 

 資料掲載分が、今回補正予算で計上している

農産園芸課分の事業の一覧でございます。 

 各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。 

 まず、産地総合整備対策事業についてご説明

いたします。 

 産地総合整備対策事業につきましては、国庫

事業を活用し、本県の農産園芸産地における基

幹施設の整備事業を総合的に実施することによ

り、産地競争力を高める取組を実施するもので

ございます。 

 今回の補正につきましては、国の平成28年度

補正予算で成立した産地パワーアップ事業にお

いて配分残など、平成28年度中に執行できなか

った予算について、国の追加要望調査があり、

県内から要望があった低コスト耐候性ハウス5

件、9,790.5平米の整備に要する経費への助成と

して1億4,507万8,000円の補正予算を計上して

おります。 

 次に、4ページをご覧ください。 

 野菜生産転換促進事業についてご説明いたし

ます。 

 野菜生産転換促進事業は、水田地帯において

水稲から野菜への転換を図り、実需者と連携し

て取り組む新たな野菜産地の育成を支援するた

め、本年度より創設された国の事業です。 

 これまで本県では、米消費量の減少等により、
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米の生産目標量が年々減少している中、水田を

活用した所得向上を目指し、水田の有効活用に

ついて取り組み、野菜、水田裏の麦、飼料用米

等の導入を推進してきました。 

 野菜においては、加工業務用タマネギやキャ

ベツ等の導入を推進し、産地化を図ってきたと

ころでありますが、水田に新たに野菜を導入す

る場合、排水不良や栽培技術が十分でない等の

課題があり、収量が低く、排水対策や栽培技術

の向上等が重要となっています。 

 さらに、平成30年産からの米の生産目標の廃

止を控え、将来的に水稲農家の所得の減少が懸

念されることから、水田の裏作の推進に加え、

水田を畑地化して収益性の高い野菜を導入し、

所得の向上を図る必要があると考えております。 

 今回の補正予算では、水田での排水対策、栽

培技術の向上や規模拡大に必要な機械化体系の

導入をモデル的に取り組むため、壱岐市の集落

営農法人ＪＡ、全農青果センター株式会社、Ｊ

Ａ全農長崎県本部、ＪＡ壱岐市、壱岐市、それ

から長崎県壱岐振興局で組織される壱岐地域野

菜生産転換協議会を設立し、水稲からタマネギ、

ばれいしょ、チンゲンサイ等の野菜への転換に

向けて、産地内の合意形成のための会議や先進

地研修及び品種比較や栽培技術の確立のための

実証圃設置等に要する経費への助成として508

万2,000円を計上いたしております。 

【大久保分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、森林整備室長より補足説明をお願いい

たします。 

【永田森林整備室長】 森林整備室関係事業の概

要についてご説明いたします。 

 同じ補足説明資料の5ページをご覧ください。 

 表の上段、優良種苗確保費でございます。こ

の事業は、林業用種苗を安定的に供給するため、

東彼杵町にある県営採種園を再整備するもので、

老朽化した母樹の伐採と整地、並びに管理作業

道の作設を行い、国の研究機関で選抜された少

花粉で成長にすぐれた品種を母樹として植栽し、

そこで確保した種子などを県内苗木生産者へ安

定的に供給するものでございます。 

 6ページをご覧ください。 

 左上の写真が、現在の採種園の母樹の状況で

す。樹齢が50年を超え、実のつきが非常に衰え

てきております。これを伐採し、新たな優良母

樹を、右上の写真になりますが、植栽を行いま

す。植栽して5年後には種子などを苗木生産業

者に供給していく計画としております。640万

円を計上しております。 

 5ページにお戻りください。 

 表の下段、自然災害防止費でございます。こ

の事業は、集中豪雨などにより発生した山腹崩

壊等の復旧等に際し、国の採択基準を満たさな

い箇所の復旧を行うものでございます。 

 自然災害防止費は、当初予算として9,950万円

を計上しておりましたが、本年の梅雨期の集中

豪雨により、壱岐市を中心に災害が発生し、こ

れらの災害復旧に要する費用が新たに必要とな

りました。年度当初から実施を予定していた箇

所とあわせて、事業費として3億2,750万円が必

要となったため、当初予算を差し引いた不足額

2億2,800万円を補正予算として計上しており

ます。 

 7ページをご覧ください。 

 県営自然災害防止事業で対応を計画しており

ます壱岐市勝本町仲触藪田地区の被災状況の写

真でございます。 

 下の写真が、復旧後のイメージとなっており

ます。 

 8ページをご覧ください。 



平成２９年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２６日） 

- 7 - 

 自然災害防止事業（補助営）で復旧を計画し

ております壱岐市郷ノ浦町半城本村触地区の被

災状況の写真でございます。 

 以上、優良種苗確保費として640万円、自然

災害防止費として2億2,800万円、合わせて森林

整備費として2億3,440万円を計上しておりま

す。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

【大久保分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

【山田(博)委員】 おはようございます。 

 まず、産地総合整備費についてお尋ねしたい

と思うのですが、今回採択された方々というの

は、平成28年度中に執行できなかった予算が繰

り越されて追加が出されたということで、この

諫早の方が3件、雲仙市が1件、大村市が1件の

合計5件ですけれども、これはもともと順番的

にはこういった順番になっていたのかどうか、

どういった形でこうなったのか、まず説明して

いただけますか。 

【渋谷農産園芸課長】 今回の予算につきまして

は、平成28年度の予算の余った分が国のほうか

ら追加で要望調査があったということで、県か

ら各地に要望調査を行ったところであります。 

 その中で、次年度以降に計画をされていた事

業の中で、土地等の確保ができられて前倒し等

もできるという方が、この5名の方が要望とし

て上がってきたということになっております。 

【山田(博)委員】 この事業というのは、農家の

方の希望が大変多い事業と思うんですね。要は、

一番大切なのは、この事業の採択は透明性がし

っかりととれているということで理解していい

わけですね。点数化なりしてですね、私の五島

でも、この事業でまだかまだかという人がいら

っしゃいましたので、きちんと透明性が図れて

この採択になったということで理解していいわ

けですね。農産園芸課長はそんなことをする人

だとは、私は全く思っていませんけども、念の

ためにお聞きしているわけでございますので、

よろしくお願いします。 

【渋谷農産園芸課長】 産地パワーアップ事業に

つきましては、取組によってポイントをつける

ようになっております。そのポイントを県で取

りまとめしまして国のほうに報告をして、全国

の同じ土俵の中の勝負で、一定以上のポイント

の者が採択をされるということになっておりま

す。 

【山田(博)委員】 じゃ、農産園芸課長、お尋ね

しますけど、他県に比べて長崎県の採択はどう

いうふうだったんですか。野球で言う打率がよ

かったのか、出したうちのほとんどは採択を受

けたのかどうか。これは、そういったことであ

れば農産園芸課長の力量ですもんね、手腕にか

かっているわけですね。いかがだったですか、

打率を披露していただけませんか。 

【渋谷農産園芸課長】 各県ごとの採択状況とい

うものは公表されておりませんが、各県問い合

わせたところでは、熊本県等が災害等でかなり

採択率はよかったんですが、本県については、

平成29年度当初まではほぼ採択ということで

すが、今回のものについては、国の全体の勝負

の中で一部落ちるものもあるのかなと思ってお

ります。 

【山田(博)委員】 ぜひ頑張っていただきたいと

思うんですけれども、答弁になっているか、な

っていないかは、ちょっとわからないけれど。 

 それでは、引き続き、野菜生産転換促進事業

とありますけど、これは大変すばらしい事業じ
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ゃないかと思うんですけど、水田地帯において

水稲から野菜に転換を図って農家の所得向上を

図るということでしているわけですが、要は、

事業主体というのが、場所が、モデル事業が、

今回は壱岐でございますけれども、なぜ壱岐に

なったのかというのを。壱岐も大変すばらしい

農業地域でございますので、これは申し分ない

ところでありますけれども、ほかにもなかった

のか。 

 例えば雲仙市とか、諫早市とか、五島市とか

なかったのかどうか、お尋ねしたい。 

【渋谷農産園芸課長】 本事業につきましては、

国の予算要求状況等もありまして、今年の平成

29年1月、前年度になるんですが、1月、3月、

それから6月に県下全部に要望調査をかけてお

ります。 

 残念ながら、その時点では、産地掘り起こし

を行ったんですけれども、要望が上がってこな

かったということですが、全国的に要望が少な

かったということがありまして、当初この事業

の要件というのが、事業完了後10ヘクタール以

上の産地をつくることということがあったんで

すが、これが3年後の10ヘクタール以上という

要件が外れたことから、壱岐市のほうから、や

ってみたいという要望が上がってきたというこ

とになっております。 

【山田(博)委員】 では、農産園芸課長、これは

大変いい事業でありながら、ちょっとハードル

が高かったということでありますので、ハード

ルが高い場合には、遠慮なくどんどん国に、こ

の事業はいいですけど、10年後とか3年後とか、

こういったハードルが高いようであれば、ハー

ドルを低くして事業を採択できるよう、しっか

りと頑張っていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 農産園芸課長がいかにしっかり取り組んでい

るかというのは、十分伝わってきたわけでござ

います。 

 続きまして、森林整備室にお尋ねしたいんで

すが、優良種苗確保事業で、先ほど補足説明で、

老齢化している母樹とありましたけど、これは

国のほうから話がきたからやったのか、長崎県

としてはもっと早くやらないといけないんじゃ

ないか。これを聞いたら、50年ですね。今の説

明は50年ですね。ちょっと50年じゃ遅かったん

じゃないかと。これはちょっと老齢化している

とわかっていて、なんでもっと早くできなかっ

たのかと思うんですけど、なぜ今したのか。も

っと早くできなかったのかどうかを含めて、説

明していただけませんか。 

【永田森林整備室長】 ご指摘のように、老朽化

しているというのは事実でございますけれども、

現在、少花粉のスギ、少花粉のヒノキ、そうい

ったものが非常に需要が高まってきているとい

うことと、あと、エリートツリーといって、成

長が非常にいい木などを、今、国のほうの試験

場などで生産しております。それを今回植栽す

るという形にしておりまして、そういう苗木の

供給体制が国のほうも整ってきているという状

況でございますので、本県も昨年度から、この

採種園の再整備に取り組んでいるところでござ

います。 

【山田(博)委員】 じゃ、去年から始まったとい

うことで理解していいんですかね。ちょっとわ

かりやすく、私はあなたみたいに頭がよくない

から、わかりやすく説明していただけませんか。 

【永田森林整備室長】 申しわけございません。 

 この採種園の事業自体は、国のほうから、以

前からあった事業でございますけれども、長崎

県として昨年度から取り組んでいると。 
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 今回の補正予算については、国のほうからオ

ーバー内示がこざいまして、その分を充てると

いうことで、前倒しで整備するということを進

めていきたいというふうに考えております。 

【山田(博)委員】 そうしたら、これは森林整備

室長、隣の林政課としても、今、森林をしっか

り守っていくというか、どんどん生産を上げて

いくということで、各森林組合も取り組んでい

る中で、そうしたら、種苗の安定的な供給とい

うけども、これは県営でやっていたんですね。

再整備ということでありますけど、前倒しとい

うけど、じゃ、どこまで県営の採種園の状況が

あるのか。今ここに老齢化している母樹とか何

かがあって、今から再整備していくんですよと、

前倒ししていくんですよと、今、一部が出てい

るわけね。全体的にどのような状況があるとい

うのは、説明ができますか、室長。今、できま

せんか。今できなかったら、午後からでもいい

ですよ。 

【永田森林整備室長】 全体ということでござい

ますけれども、今、戦後に造林されたスギ・ヒ

ノキ林が、いわゆる伐期を迎えてきまして、皆

伐期を迎えております。その中で、切ったら植

えるということをしっかり進めていく。そうい

った中でも、植える苗木については、先ほど言

いましたとおり、少花粉であるとか、精英樹で

あるとか、そういったものをしっかり植えてい

くと。全体ということでいけば、そういった背

景の中で再整備というものを進めているという

ことでございます。 

【山田(博)委員】 そうしたら、お尋ねしますけ

ど、県営の採種園というのは、再整備をしてい

かないといけないと。具体的に年次計画をつく

りまして、今再整備をやられているのか、ただ

単に国の予算がついたから、今回スポット的に

やられているのか、そのどっちかというのをお

答えいただけますか。 

【永田森林整備室長】 採種園の再整備について

は、平成28年度から平成32年度までの計画を立

ててやっているという状況でございます。 

【山田(博)委員】 それで、森林整備室長、平成

28年から平成32年までの再整備計画というの

は、委員会で公表したことがあるのかないのか、

そこだけお答えください。 

【永田森林整備室長】 現在のところでは、公表

したことはこざいません。 

【山田(博)委員】 これは大事なところですから、

林政課長、私も初めてで、びっくりしました。

木が老齢化しているというのがあって、こうい

うふうに整備していかないといかんと。平成28

年から始めていますよと。これから長崎県の木

材をどんどん使わないといかんと言いながら、

その中でこういった状況があるということを、

やっぱり委員の皆さん方にぜひご理解、ご協力

をいただかないといけないわけですから、森林

整備室長、遠慮することはありませんから、そ

れは出してくださいよ。それで、こういった予

算を組んで今からやっていきますよということ

をＰＲせんといかんわけですから、森林整備室

長、遠慮することはありませんからね。 

 これは、委員長、大事なところですから、ぜ

ひ出していただいて、この県営採種園の再整備

を委員会としてもバックアップさせていただき

たいと思いますので、私は委員として、いつか

はぜひ積極的に出していただきたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ご理解いただきましたかね。そういうことで

すよ。（「はい」と呼ぶ者あり）これは予算に

いろいろとけちをつけているわけじゃないんだ。

誤解しないでくださいね。すぐ私は誤解を受け



平成２９年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２６日） 

- 10 - 

ますからね。 

 続きまして、今回の壱岐の災害ですけど、当

初予算でしたよりも増えたということで一言で

言えますけど、被害総額というのは大体わかり

ますか。どれぐらいの被害総額か、壱岐の今回

の豪雨に関係して。お答えいただけますか。 

【永田森林整備室長】 今回、壱岐も含めになる

んですけれども、総額として、治山の被害額と

して4億3,692万円ほどになっております。 

【山田(博)委員】 そうしたら、被害総額4億

3,600万円の中で、県主体でやっている事業と、

あと、市がやっている事業とあると思うんです

けど、今回の災害で森林整備室での対応はほと

んど網羅できたかどうか、そこだけお答えいた

だけますか。 

【永田森林整備室長】 先ほど言いましたのが全

体になるんですけれども、その中で県営で対応

すべきもの、これは採択基準が、人家が10戸未

満5戸以上であるものについては県営事業で対

応させていただいています。それと、それ以下

の分については補助営ということで、市町営で

対応していると。そのほか、壱岐の場合でいき

ますと、人家裏が小規模に崩壊した分も災害と

してカウントしていますが、その分については

壱岐市の単独で、いわゆる廃土ですね、泥が流

れてきた分だけをとるという事業もございます

ので、それで対応しているということで、補助

営としましては、県営で壱岐市で5件、補助営

で27件の対応ということを考えております。 

【山田(博)委員】 要は、今回の壱岐の災害は、

県営と補助営ですべて網羅できたということで

すね。そういうことで理解していいわけですね。

そこだけお答えいただけませんか。 

【永田森林整備室長】 県営の中で1件だけが、

先ほど写真で見ていただいた、ページでいきま

すと7ページ、藪田地区ですけれども、ここは

非常に危険な状態でございますので、防護柵ま

でを県営でやると。ここは人家が10戸以上ござ

いますので、来年度に向けて予算を獲得して、

国庫事業で1件は持ち込みたいと考えておりま

す。 

【山田(博)委員】 予算の配分とか、採択の基準

があるんでしょうけど、防護柵は県でやるけど、

あとの背後のほうは国でやるということで、ま

た大雨がきた時の災害の危険度に対応できる上

でこういうふうにやったということで理解して

いいわけですね。（「はい」と呼ぶ者あり）わ

かりました。 

 ほかの委員の質問がありますから、一旦終わ

ります。 

【大久保分科会長】 ほかにございませんか。 

【渡辺委員】 森林整備室長にお尋ねしますが、

自然災害防止費、これは国の採択基準を満たさ

ない箇所において、今回補正が組まれています

けれども、国の基準というのはどういうものが

ありますか。 

【永田森林整備室長】 人家が10戸以上、もし

くは公共施設等がある分については国庫補助の

対象となり、それ以下の分を県営もしくは補助

営で実施するということにしております。 

【渡辺委員】 そうしたら、急傾斜地対策の、市

内で工事している急傾斜地の崩壊対策事業と一

緒なんですか、事業規模としては。 

【永田森林整備室長】 同じになります。 

【渡辺委員】 そうしたら、これは地主の負担と

いうのはどれくらいになっているんですか。土

地の持ち主の。 

【永田森林整備室長】 土地の提供だけになって

おります。 

 補助営の分については、事業費の10％を市の
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ほうが所有者から負担をいただいている。国庫

と県営については、土地の提供だけをいただい

ているということで、所有者の負担というのは

ございません。 

【渡辺委員】 土地の所有者の負担はないんです

か。急傾斜地の場合は、今はもうなくなったの

かな。前は1割ぐらい負担しよったけど。 

【永田森林整備室長】 すみません。詳しくは存

じ上げていませんけれども、急傾斜地は、たし

か負担があったと思います。 

【渡辺委員】 じゃ、この事業費は、個人の土地

の持ち主の負担はないということだな。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 もう一つ、括弧の内訳に「県営」と「補助営」

と書いてあるだろう。これはどう理解したらい

いですか。 

【永田森林整備室長】 県営事業につきましては、

人家が5戸以上10戸未満のところについては、

県営事業で対応させていだいています。 

 人家1戸以上5戸未満については補助営とい

うことで、市町に対して県から補助をして、市

町が実施主体になって復旧事業をしていただく

というふうになっております。 

【大久保分科会長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保分科会長】 ほかに質疑がないようです

ので、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。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保分科会長】 討論がないようですので、

こ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・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。 

 第71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。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。 

【大久保委員長】 次に、委員会による審査を行

います。 

 農林部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、まず、農林部長より所管事務一

般についての総括説明をお願いいたします。 

【加藤農林部長】 初めに、農林部関係の議案外

の主な所管事項についてご説明いたします。 

 農水経済委員会関係議案説明資料、並びに同

資料追加2、追加4の農林部をご覧ください。 

 今回ご報告いたしますのは、日本・欧州連合

経済連携協定（日ＥＵ・ＥＰＡ）について、な

がさき農林業大賞について、ながさき農業オー

プンアカデミーの開設について、第71回全国茶

品評会の開催について、長崎びわ共販百周年記

念式典の開催について、第11回全国和牛能力共

進会宮城大会について、諫早湾干拓農地の利用

権再設定についてでございます。 

 そのうち、主な事項についてご報告いたしま

す。 

 まず、当初お配りしております農水経済委員

会関係議案説明資料、農林部1ページ目をお開

きください。 

 日本・欧州連合経済連携協定（日ＥＵ・ＥＰ

Ａ）についてでございます。 

 日本・欧州連合経済連携協定（日ＥＵ・ＥＰ

Ａ）につきましては、去る7月6日に大枠合意に

至った旨発表され、7月14日には、国のＴＰＰ

等総合対策本部において「日ＥＵ経済連携協定

（ＥＰＡ）交渉の大枠合意を踏まえた総合的な

政策対応に関する基本方針」が決定されました。 
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 基本方針では、合意内容等について国民への

説明を丁寧に行うほか、本協定の効果を最大限

に活かすために必要な政策の検討に着手し、本

年秋を目途に総合的なＴＰＰ関連政策大綱を改

定し、日ＥＵ・ＥＰＡにより必要な施策等につ

いて盛り込むこととされております。 

 特に、農林業分野においては、強い農林水産

業の構築のため、牛・豚マルキン等の経営安定

対策や体質強化対策のほか、ＥＵ向け輸出拡大

の推進や、国内外での消費拡大対策等の検討な

ど、対策の実施に当たっては政府全体で責任を

持って対応するとしております。 

 今回の大枠合意により、牛肉、豚肉、乳製品、

林産物等の関税が段階的に削減または撤廃され

ることで、農林業への影響が懸念され、さらに

その影響の詳細が明らかになっていないことな

どから、本県農林業者からは不安の声も聞かれ

ているところであります。 

 そのため、農林部におきましては、去る6月

14日の政府施策要望の際にも、国に対し、国民

へ十分な情報開示や丁寧な説明を行うこと、生

産者が意欲を持って経営を続けられるよう万全

の対策を講じること、農林水産業の構造改革を

加速化するため国の責任において十分な予算を

確保することなどの要望を行ったところであり、

また7月26日には、大枠合意の内容等について

の情報共有と関係団体からの意見集約を行うた

め、「長崎県農林業ＴＰＰ等対応連携会議」を

開催したところであります。 

 今後も引き続き、情報の収集を行い、国の施

策をしっかりと取り込むとともに、対策が不足

する場合には追加の対策を求めていきながら、

本県農林業・農山村の構造改革等に向けて取り

組んでまいります。 

 次に、農水経済委員会関係議案説明資料追加

2の農林部2ページ目をお開きください。 

 第71回全国茶品評会の開催についてでござ

います。 

 本県において初開催となる「第71回全国茶品

評会」が去る9月5日から8日までの4日間にわた

り、大村市で開催され、本県で主に生産されて

いる「蒸し製玉緑茶」など8部門、841点が出品

され、外観、内質について、厳正な審査が行わ

れました。 

 全国お茶まつり長崎大会実行委員会では、一

等賞第1席の農林水産大臣賞、並びに成績優秀

な市町村に対し褒賞される産地賞の獲得を目指

し、県内の各産地が一丸となって茶園の適切な

管理や手摘みなどに取り組んでまいりました。 

 その結果、「蒸し製玉緑茶」の部門において

東彼杵町の尾上和彦さんが栄えある農林水産大

臣賞を獲得されるとともに、産地賞においても、

東彼杵町が1位、佐世保市が2位を獲得し、日本

一の栄冠に輝きました。 

 今品評会における好成績は、これまで、農業

者、農業団体及び行政など関係皆様方のご努力

の賜物であり、心から敬意を表する次第であり

ます。 

 来る11月11日と12日には、本県初となる「全

国お茶まつり長崎大会」を佐世保市で、また、

これに先立ち、お茶まつりの消費拡大イベント

を10月19日から21日にかけて長崎市で開催す

る予定であり、体験イベントやお菓子、陶磁器

などお茶と関係の深い業種とのコラボレーショ

ンなどを通じ、多くの皆様に対して、「長崎玉

緑茶」の魅力をお伝えするとともに、今後、益々、

茶業関係者の皆様と連携して日本一の評価を得

た「長崎玉緑茶」の県内外への発信と販売促進

対策を展開し、ブランド力の強化と消費拡大を

目指してまいります。 
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 次に、同じく農水経済委員会関係議案説明資

料追加2の農林部3ページ目をお開きください。 

 第11回全国和牛能力共進会宮城大会につい

てでございます。 

 和牛の祭典「第11回全国和牛能力共進会」に

つきましては、去る9月7日から11日までの5日

間にわたり、宮城県仙台市において、過去最高

の全国39道府県から513頭の出品のもと開催さ

れました。 

 今大会において、多くの農水経済委員の皆様

には、県予選会や壮行会などの関係イベントを

含め、現地での激励や応援をいただくなど、多

大なご協力を賜り感謝を申し上げます。 

 共進会での本県勢の成績については、全9区

のうち6区の優等賞を獲得しました。 

 特に、第7区（総合評価群）の肉牛群では全

国序列第2位を獲得するとともに、特別賞とし

て、「交雑脂肪の形状賞」を肉牛出品区の中で

唯一受賞するなど、長崎和牛の品質の高さを改

めて全国に示すことができました。 

 このことは、これまで、生産者及び農業団体

等関係者の皆様が一体となって長崎和牛の改良

と飼養管理等を進めてきた成果であり、出品者

並びに関係者の皆様のご尽力に、心から敬意を

表する次第であります。 

 今後においては、本大会での成績が、前回の

長崎大会での成績には及ばなかったことから、

全国和牛能力共進会「長崎和牛」推進協議会の

出品対策委員会にて、今回の結果を十分に検証

し、「日本一奪還」を目標に、5年後に開催さ

れる第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会に

向けて、関係者が一体となり、さらなる品質向

上を目指して肉用牛の生産振興対策及びブラン

ド向上対策を積極的に推進してまいります。 

 次に、農水経済委員会関係議案説明資料追加

4の農林部1ページ目をお開きください。 

 諫早湾干拓農地の利用権再設定についてでご

ざいます。 

 諫早湾干拓農地の利用権再設定については、

公益財団法人長崎県農業振興公社において、去

る5月12日から6月12日までの間、入植者の利用

権再設定に係る更新の受付を行った結果、入植

者40経営体のうち、38経営体から更新の申し出

があり、2経営体については、辞退されており

ます。 

 更新申し出があった経営体につきましては、

農業、財務、流通、法律の専門家で構成する諫

早湾干拓農業者審査委員会において審査を行い、

1次審査の書面審査で19経営体、その後、2次審

査の面談調査で16経営体、合計35経営体につい

いて、利用権再設定を仮決定しております。残

りの経営体については、引き続き審査を行って

いるところであり、10月下旬を目処に利用権再

設定に係る入植者の仮決定を終了し、来年1月

末納付期限の本年度のリース料の納付が確認さ

れた後、本決定を行うこととしております。 

 また、発生した空き農地につきましては、一

般公募による再募集を行い、3月にはすべての

入植者を決定することとしております。 

 その他の事項の内容につきましては、記載の

とおりであります。 

 なお、日本・欧州連合経済連携協定（日ＥＵ・

ＥＰＡ）について、及び諫早湾干拓農地の利用

権再設定についてにつきましては、補足説明資

料を配付させていただいております。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 次に、農政課長より補足説明をお願いいたい

ます。 
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【福田農政課長】 農林分野におけます日ＥＵ・

ＥＰＡの大枠合意の概要や国の動向及び本県の

対応について、ご説明申し上げます。 

 お手元に配付しております補足説明資料「日

本・欧州連合経済連携協定（日ＥＵ・ＥＰＡ）

について」をご覧ください。 

 1ページをお開きください。 

 項目番号1、農林業関係合意内容をご覧くだ

さい。 

 本年7月6日に安倍総理大臣とユンカー欧州

委員長との首脳会議が行われ、日ＥＵ経済連携

協定に関する大枠合意がなされました。 

 ＥＵから日本への輸入において、米について

は関税削減・撤廃等から除外を確保されたもの

の、豚肉の関税引き下げ、ソフト系チーズの横

断的な関税割当の新設や構造用集成材等の林産

物関税の段階的撤廃が合意されました。 

 また、一方では、日本からＥＵへの輸出面に

おいて、お茶や牛肉などにおいて関税撤廃の獲

得がなされたところでございます。 

 この大枠合意を踏まえた国の動きでございま

すが、項目番号2をご覧ください。 

 7月11日に内閣総理大臣を本部長とする「Ｔ

ＰＰ等総合対策本部」が設置され、14日には「日

ＥＵ・ＥＰＡ交渉の大枠合意を踏まえた総合的

な政策対応に関する基本方針」が決定されたと

ころでございます。 

 その基本方針の中で、強い農林水産業構築の

ための基本方針が示され、国は、意欲ある農林

業業者が、将来にわたり希望を持って経営に取

り組むことができるよう、強い農林水産業の構

築に向けた万全の体質強化対策などを講じるこ

ととしております。 

 このため、今般の日ＥＵ・ＥＰＡに関する大

枠合意だけでなく、ＴＰＰの早期発効に対する

取組も踏まえ、この秋を目途に、平成27年に策

定されました「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」

が改定される予定になっております。 

 2ページをお開きください。 

 次に、項目番号3、日ＥＵ・ＥＰＡ農林水産

品市場アクセス交渉の結果をご覧ください。主

な品目につきまして、その合意内容をご説明い

たします。 

 ①の豚肉でございますが、現行の制度では、

豚肉の輸入価格が1キログラム当たり524円以

下の場合には、1キログラム当たり約546円とな

るように従量税が課税されております。例えば

輸入価格が300円であれば、546円との差額であ

ります246円が従量税として課税されます。 

 一方、輸入価格が524円を超える場合には、

従量税ではなく、輸入価格の4.3％が従価税とし

て課税される方式に切り替わります。 

 この現行制度が、大枠合意におきまして、発

効後10年目に従量税は、1キログラム当たり474

円以下の場合にはキログラム当たり50円の定

額課税となり、1キログラム当たり524円を超え

る場合には課税されている従価税は無税と、削

減されることとなります。ただし、10年という

長期の削減期間が確保され、また、輸入が急増

した場合に備えて、セーフガードが確保される

こととなりました。 

 次に、②乳製品のうちチーズでございますが、

現行制度では、日本人の嗜好に合うモッツァレ

ラ、カマンベールの関税率は29.8％、プロセス

チーズは40％となっております。また、主に原

材料として使われているチェダー、ゴーダにつ

いても、関税率は29.8％でございます。 

 この現行制度が、大枠合意におきまして、チ

ェダーやゴーダなどのハード系チーズにつきま

しては、関税を段階的に引き下げ、16年目に撤
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廃されることとなっております。 

 一方、モッツァレラ、カマンベール、プロセ

スチーズなどのソフト系チーズにつきましては、

ソフト系チーズ全体の枠内数量が設けられ、そ

の枠内数量分につきましては関税を段階的に引

き下げ、16年目に撤廃されるものの、枠数量は

国内消費の動向を考慮し、国産の生産拡大と両

立できる範囲として、16年目で3万1,000トンと

設定されたところでございます。 

 続きまして、3ページの③林産物でございま

す。現行では、合板の関税は6％～10％、ＳＰ

Ｆ製材、これはヨーロッパでは一般的に分賦さ

れておりますが、ホワイトウッドのことでござ

います。一般的に住宅部材として使われる製材

でございます。ＳＰＦ製材は4.8％、構造用集成

材は3.9％などとなっていますが、これらの林産

物は10品目について関税撤廃されるものの、即

時撤廃は回避され、8年目までに段階的削減の

期間が確保されたところでございます。 

 なお、米、麦、牛肉、野菜、果実につきまし

ては、ＴＰＰ協定での合意内容とほぼ同様とな

っております。 

 一方、日本からＥＵへの輸出につきましては、

ＥＵ側の関税について、お茶や牛肉、青果物な

どの品目で関税撤廃が獲得されております。 

 次に、ＥＵの生産状況をお示ししております

が、世界に占める生産割合は、豚肉で21％、チ

ーズで51％となっておりますが、そのほとんど

がＥＵ内で消費されております。 

 また、どのような品目がＥＵから日本へ、現

在輸入されているのか、主な品目の輸入量をお

示ししております。豚肉につきましては、ＥＵ

から日本への輸入量は、全体の輸入量の35.8％

を占めております。 

 4ページをお開きください。 

 逆に、牛肉では、全体の輸入量の0.1％しか占

めておりません。チーズの輸入量につきまして

は、オーストラリアに次いでシェアが高く、全

輸入量の26.6％を占めている状況でございます。 

 次に、項目番号4の本県において想定される

影響等についてご説明いたします。 

 国において今回の大枠合意に伴う国内農林業

への影響等が示されておりませんが、限られた

情報の中で想定したものでございます。 

 豚肉につきましては、安い部位と高い部位を

合わせて輸入することで、関税を低く抑えられ

るコンビネーションの仕組みは維持されますけ

れども、低価格部位の一部が、コンビネーショ

ンによらず輸入される可能性も否定できないこ

とから、その場合、ＥＵからの輸入量が増加し、

国内産豚肉価格が低下することが懸念されます。 

 生乳につきましては、ＥＵからの輸入量が増

加することで、加工原料乳の割合が高い北海道

の生乳が余剰し、その余剰乳が都道府県の飲用

乳として流入する割合が高くなる恐れがあり、

本県飲用乳への影響が懸念されます。 

 林産物につきましては、ＥＵ産材の輸入量の

増加により、国産材価格が低下した場合、国産

材取り扱い製材所の収益低下につながりますと

ともに、丸太取引価格の低下が懸念されるとこ

ろでございます。 

 5ページをご覧ください。 

 農林部の対応状況についてご説明いたします。 

 6月14日の政府施策要望の際に、国民への十

分な情報開示と丁寧な説明と、生産者が意欲を

持って経営を続けられるよう万全な対策を講じ

るなど強く要請を行ったところであり、さらに

7月26日に、県内農林・農業関係団体を含めた

長崎県農林業ＴＰＰ等対応連絡会議を開催し、

大枠合意内容などの情報共有や意見交換を実施
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したところでございます。 

 その中で関係団体からは、関税撤廃等による

ＥＵからの輸入増加による国内農林業への影響

に対する懸念や関税削減品目の再生産が可能と

なるよう万全の国内対策を実施することなどの

要請を行う計画や、経営安定対策の豚マルキン

の早期実施が必要などとの意見があったところ

でございます。 

 今後、県といたしましては、引き続き、国に

対して国内農林業への影響について速やかな公

表を求めるとともに、国の動向を見極めながら、

国の対策をしっかり取り込み、対策が不足する

場合は追加の要望を行うなど、生産者、関係団

体と一体となって、本県農林業の構造改革を進

めてまいります。 

 なお、6ページ以降につきましては、これま

でご説明した国の公表資料となっておりますの

で、ご説明を省略させていただきます。 

 以上でご説明を終わります。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 次に、諫早湾干拓課長より補足説明をお願い

いたします。 

【藤田諫早湾干拓課長】 諫早湾干拓農地の利用

権再設定について、補足説明をさせていただき

ます。 

 お手元の補足説明資料「諫早湾干拓農地の利

用権再設定について」をご覧ください。 

 諫早湾干拓農地の利用権再設定については、

公益財団法人長崎県農業振興公社において、去

る4月19日、15名の農業、財務、流通、法律の

専門家で構成する「諫早湾干拓農業者審査委員

会」を設置し、有識者からの答申に対する本年

2月の本委員会でのご意見を踏まえ、県と公社

で策定いたしました「諫早湾干拓農地の利用権

再設定等の基本方針」をもとに、審査基準等に

ついての検討が行われました。 

 今回の基本方針の主なポイントについてご説

明させていただきます。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 （2）再設定の申請時点で備えておくべき要

件の⑧申請時に次の項目に同意していることに

ついてですが、3ページのキ、営農状況やリー

ス料の納入状況から、指導が必要と認める経営

体については、経営向上取組経営体として県及

び公社から技術・経営に関する指導を受けるこ

ととしております。 

 同じく2、利用権再設定審査の進め方につい

てですが、3ページの（2）審査方法において、

②申出書等の審査において、技術面や経営面か

ら以下の審査の視点、評価項目について審査を

行い、経営改善計画の達成が可能と判断された

者については書類審査をもって総合評価を行う

ことができるとしております。 

 平成25年からは決算書の提出を義務づけた

ことから、決算内容を常に把握できる状況とな

っていること、また、今回から新たに償還能力

をはかる指標を設け、キャッシュフローや債務

償還年数に着目した審査を行うこととしており、

これらのことから、優良な経営体につきまして

は、書面審査での総合評価を行うとしておりま

す。 

 次に、7ページ（4）審査結果の報告について

でございますが、②現在の計画では問題がある

が、一定の見直しを行えば経営の改善が見込ま

れるものについて、下線部になりますけれども、

審査委員会の判断により、リース期間を3年と

して公社に報告することができる。その場合、

営農の実績やリース料の支払い状況をもとに、

審査を3年目に実施して、経営改善計画の達成

が見込まれると判断されれば、リース期間を2
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年間延長できるとしております。 

 より慎重な審査を行うため、2カ年の実績が

判明する3年目に再審査を実施し、判断するこ

ととしております。 

 次に、9ページ、留意点についてでございま

すが、⑤公社は入植決定後、平成31年3月31日

までに新たな空き農地が発生した場合は、その

審査において経営改善計画を達成すると認めら

れた未配分者等に配分を行うことができるもの

とする。なお、その場合の配分面積は、経営改

善計画との整合性がとれているかを確認し、新

たな入植者への配分を優先、その後に規模拡大

者に配分を行う。更に空き農地がある場合は原

則として公募を行うとしております。 

 次に、資料の13ページをご覧ください。 

 今回の審査の進め方についてご説明させてい

ただきます。 

 4、審査の進め方についてですが、（1）一次

審査は、提出された申出書等の書類を基に審査

し、書類審査で「経営改善計画の実現が見込ま

れる」と判断することができるとしており、審

査委員会から公社理事会に報告され、公社理事

会での承認後に、利用権再設定の仮決定が行わ

れております。 

 同じく二次審査は、一次の書類審査で「経営

改善計画の実現が見込まれる」と判断できなか

った経営体に対し、追加資料の提出を求め、面

談・現地調査を実施し、審査が行われておりま

す。現時点で、この二次審査まで終了し、審査

委員会から公社理事会に報告され、公社理事会

での承認後、利用権再設定の仮決定が行われて

おります。 

 今後、三次審査が行われますが、三次審査で

は、二次審査で「現在の経営改善計画では問題

があるが見直すことにより経営改善が見込まれ

る」と判断した経営体について、理事長の依頼

を受けて、見直された経営改善計画を、資金繰

り計画やその裏づけ資料を求めるなどして審査

を行うこととしております。 

 恐れ入りますが、資料の16ページをご覧くだ

さい。 

 利用権再設定については、5月12日から6月12

日までの間、公社において入植者の利用権再設

定に係る申し出の受付が行われた結果、入植者

40経営体のうち38経営体から更新の申し出が

あり、2経営体については、体調不良のため、

再設定の申し出を辞退されました。 

 更新の申し出があった38経営体のうち1経営

体については、経営の集約化を理由とした規模

縮小での申し出がございました。 

 審査委員会での利用権再設定の審査について

は、一次審査では書類での審査を行い、審査委

員会から19経営体、約328ヘクタールの利用権

再設定の仮決定について、同公社の理事会に報

告され、承認されました。二次審査では、面談

調査などを実施した結果、同じく審査委員会か

ら、16経営体、約271ヘクタールの利用権再設

定の仮決定について、同公社の理事会に報告さ

れ、承認されました。 

 現在のところ、一次審査及び二次審査を合わ

せて35経営体、約599ヘクタールの利用権再設

定について仮決定しております。残りの経営体

については、引き続き審査を行っているところ

であり、10月下旬を目処に利用権再設定に係る

入植者の仮決定を終了し、平成30年1月末まで

に平成29年度のリース料の支払いの確認後、本

決定となります。 

 今後、空き農地につきましては、一般公募に

よる再募集を行い、平成30年3月にはすべての

入植者を決定することといたしております。 
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 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について説

明をお願いいたします。 

【福田農政課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した農林部関係の資料について、ご説明いたし

ます。 

 まず、補助金内示状況につきまして、本年6

月から8月までの実績についてご説明いたしま

す。 

 直接補助金は1ページから10ページに記載の

とおり、長崎県多面的機能支払交付金など合計

で79件でございます。また、間接補助金は11ペ

ージから21ページに記載のとおり、新構造改善

加速化支援事業補助金など合計120件であり、

両方を合わせますと199件でございます。 

 次に、1,000万円以上の契約状況につきまして、

本年6月から8月までの実績についてご説明い

たします。 

 委託につきましては、22ページから23ページ

に記載のとおり、計33件であり、24ページから

48ページにその入札結果一覧表を添付してお

ります。また、工事につきましては、資料の49

ページから52ページに記載のとおり、68件であ

り、53ページから161ページにその入札結果一

覧表を添付しております。委託と工事を合わせ

ますと、全体件数は101件でございます。 

 最後に、陳情・要望に対する対応状況でござ

いますが、知事及び部局長に対する陳情・要望

のうち、県議会議長宛てにも同様の要望が行わ

れたものに関して、162ページから183ページに

県の対応を記載いたしております。 

 以上でご説明を終わります。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。 

 お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。 

 陳情書について、何かご質問はございません

か。 

【山田(博)委員】 陳情書についてお尋ねしたい

んですが、陳情番号15番です。平戸市のほうか

らきております、ページ数で言うと11番です。

「牛舎等の整備事業における施設補助上限単価

の引き上げについて」とあるんですが、簡単に

言いますと、国や県の補助事業における牛舎の

施設補助金の上限の単価と実際の単価というの

は乖離があって、畜産農家の経営に大きな負担

があるということで、これを改善していただき

たいと。 

 今の平戸市のほうは、それに市単独で上乗せ

をしているということでありますけど、実際問

題は、長く支援は難しいということであります

けれども、これは実際、平戸市からきておりま

す国や県の補助事業における牛舎の単価の乖離、

実際と設計単価は乖離があるのかどうか、まず、

それをお尋ねしたいと思います。 

【大曲畜産課長】 ただいまの牛舎の単価のご質

問でございますけれども、昨年度、今年度も含

めて、やはり今の状況でございますと、当然、

本県は離島・半島も多く、震災の復興等の影響

もございまして、資材費、人件費が上がってい

るのは事実でございまして、今手元に数字は持

ちませんけれども、かなり単価が高くなってい

るというのが現状でございます。 

【山田(博)委員】 それで、畜産課長、全国和牛
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共進会で、課としても大変忙しい日々を過ごさ

れたと思うのですが、実際これを解決する方法

は何かあるのかないのか、あるのであればどう

いったことが考えられるのか、お尋ねしたいと

思います。 

【大曲畜産課長】 これにつきましては、国の補

助事業等、当然基準単価がございまして、平成

28年度から、知事特認ということで、基準単価

は2万4,000円なんですけれども、その1.3倍まで

ということで、本県の場合は3万1,000円までを、

上限補助単価を承認していただいているところ

でございます。 

 国に対しまして、地域の実情に応じた上限単

価のさらなる引き上げについて、要望してまい

りたいと思っております。 

【山田(博)委員】 国と県とありますけど、国は

上げてくださいと要望しておりますけど、県の

場合は知事の事業ということでありますけど、

実際、畜産課長、知事の特認でできるというの

はありますけれども、ほかの一般的な牛舎の補

助金がありますよね、県営のね。それで十分対

応できている状況であるのかないのか、そこを

お尋ねしたいと思います。 

【大曲畜産課長】 県単事業のほうも牛舎整備は

ございまして、そこについては、方針といたし

まして、やはり今、コスト縮減対策ということ

も打ち込んでおりますので、牛舎の建設コスト

低減に向けて、例えばドーム型牛舎であれば壁

等を作らないことからコスト縮減に向けた牛舎

等もございます。そういった牛舎を活用した事

業の推進に努めているところでございます。 

【山田(博)委員】 要するに、牛舎でコストがか

からないということでありますけど、これは単

価なんですね、単価のことを言っているわけで

すよ。単価と全体コストは違いますので、その

単価の問題をクリアできるように、国のほうは

要望しておりますよと。県のほうはどうなって

いるかというのをお尋ねしているんですね。 

 簡単に言うと、財政課が協力してくれないの

であれば、それはまた考え方が違うわけですか

ら、財政課のほうに別の機会で言うか、畜産課

が頑張っているんだけど、財政課がうんと言っ

てくれないんですよというのか、財政課と言う

と、またしっぺ返しがくるから言いにくいかも

しれませんけど、畜産課が頑張っているんです

けど、なかなかですねということなのかという

のをお尋ねしたいなと思っています。 

 平戸市のほうの要望書というのは、平戸市以

外のことでも十分考えられることでありますの

で、実際私も、今回、牛舎の建設に当たって、

農家の方からこういった話を聞いておりますの

で、お話をさせていただいているわけでござい

ます。明確に答弁、よろしくお願いします。 

【大曲畜産課長】 ご指摘の件でございます。 

 当然ながら平米単価が高くなれば、全体コス

トは高くなりますけれども、ただいま申し上げ

ているのは平米単価のことでございまして、そ

の平米単価の、知事特認が3万1,000円まで、平

成28年度は単価を上げて認めているという状

況でございます。それは、一般的な国の補助事

業と畜産クラスター事業等の補助単価でござい

ますけれども、県単事業につきましては、なる

べく単価も下げ、コストを下げるという事業の

推進に取り組んでいるところでございます。 

【山田(博)委員】 コストは下がるんですけど、

単価だね、平米単価の中には材料が高くなると、

壁とかなんかを外して削減する方法もあるわけ

ですね。いかんともしがたいのは、材料が上が

れば、単価も上がってくるわけですね。 

 例えば土木部のほうでは、資材が上がったら、
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スライドしていろいろやっていくわけですね。

畜産課としてはそういったことが、実際やられ

ているのか、やられていないのか、そういった

のはやってないんですかね。ほかの土木部のほ

うでは、例えば公共事業もそうですけど、単価

が上がったらスライドしていろいろやっている。

こういったのは、宅島委員が一番詳しいんです

けどね。 

【加藤農林部長】 状況を説明させていただきた

いと思います。 

 委員ご指摘の件の牛舎の整備のほうでござい

ますけれど、本県の場合は、現在国のほうが畜

産クラスター構築事業というのをつくっており

まして、それに基づきまして牛舎の建設、整備

を行っているところでございます。 

 それについては、県のほうでも、単価はやっ

ぱり上がってきているものですから、国のほう

に単価アップの要望を行って、先ほど課長が言

いました、平成28年度からは1.3倍まで上げてい

ただいている。まだ上がる分については、当然

ながらコスト縮減もやっていかないといけない

んですけれども、それにあわせて県のほうも

13.5％の上乗せ補助をやっているというところ

で、整備のほうは、建設のほうは進めていって

いるところでございます。 

 県単のほうは何をやっているかというと、既

存の、例えばもう廃業された方のところを補改

修して、あるいは移転をして、移築をして使い

ましょうかということをやっているところでご

ざいまして、これについては、やっぱりコスト

をぎゅっと縮減しないといけないということで、

単価のところじゃなくて、全体経費をどんどん

縮減しようという取組を進めているところでご

ざいます。そういう状況にあります。 

【山田(博)委員】 国はわかるんですよ。県のほ

うは、ちょっと私は、今の部長の説明では納得

いかないなと思って。西川委員が質問したいと

いうので、質問をしていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

【西川委員】 今の山田(博)委員の牛舎建設に対

する質問に関連して言いますが、どうしても不

落が起きるし、ここずうっと、5年、10年、や

はり設計単価が低くて、請負業者がなかなか応

札したくないと。特に離島の場合は、実は最近

もクラスター構想の牛舎が不落になりました。 

 そういう中で一生懸命増頭しようと、また、

息子さんが仕事をやめて帰ってきて、牛一本で

頑張ろうとかそういうところもあるんですけど、

なにせ設計単価自体が低いと。それは、国の基

準もあろうかと思いますが、特に離島において

の差別はつけておろうと思いますが、どうです

か、平戸市以外のところでも不落とかそういう

状況はあっているんじゃないかと思いますが、

どうしても実際の建設業者の言い値と行政の言

い値の差をどのようにして埋めていこうとして

いるのか、実態と方策について教えてください。 

【大曲畜産課長】 ただいまご指摘がありました

不落の件でございます。 

 地域によっては、業者さんによってと思いま

すけれども、そういう実例というのは散見され

ている状況でございます。ただ、設計基準の見

直し等も含めて、再入札等も含めて、せっかく

いただいた予算の執行は、今のところ何とか執

行している状況でございます。 

 離島につきましては資材の価格や輸送コスト

もかかるものですから、やっぱり大島等では、

委員ご指摘のとおりでございました。国に対し

て設計単価については、特認単価というのを、

地域の実情を国にもわかっていただくとともに、

要望について、今後も続けてまいりたいと思っ
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ております。 

 毎年、肉用牛の関連事業に関します「肉用牛

振興対策推進全国協議会」がございます。肉用

牛の主要な県が18道県ございまして、毎年必ず

農水省の畜産関係各課長・部長と意見交換会も

やっております。今年度も、特に長崎県からは、

現在の設計単価については、現在の実情という

ことで情報提供しており、要望も行ったところ

でございます。 

 ただ、国のその時の回答の言い方としては、

そこを上げるのはいいんだけど、やっぱり補助

対象範囲が狭まるんじゃないかと、補助事業の

観点からしたら、単価を上げるのではなく幅広

に補助するのも一つの考えであるというお言葉

もいただいております。 

【山田(博)委員】 簡単に言いますと、畜産課長、

県の事業でやる時も、一つだけ言うと、生コン

がありますよね。本土と離島の生コンの単価は

一緒か一緒じゃないか、違うか違わないか、そ

れだけお答えいただけますか。 

【大曲畜産課長】 ここに正式な数字等ございま

せんけれども、運搬費等を考えた場合は、やは

り離島のほうが高くなるんじゃないかというふ

うに思っております。 

【山田(博)委員】 それはそうでしょう。 

 じゃ、畜産課の牛舎の単価は、高いのは離島

が高いですよ。畜産課がやっている補助金の設

計単価というのは、本土と離島は分けているの

か、高くなっているか、高くなっていないか、

それだけ、金額は、私も幾らなのかはわかりま

せんけど、それはどうなっているかはわかりま

すか。 

【大曲畜産課長】 県単の事業の肉用牛パワーア

ップ事業、補改修等による事業でございますけ

れども、先ほど申しますように、低コストでの

増頭を目的としていることですので、牛舎につ

いては特認単価は設けてないと、県単事業につ

いては設けてないということでございます。 

【山田(博)委員】 いや、そうじゃなくて、畜産

課長いいですか、生コン一つをとって、本土で

牛舎をつくりますね、例えば島原は島原で。そ

の時の生コンの単価と、離島の五島で牛舎をつ

くる時の県営事業をする時の生コンの単価とい

うのは違うか違わないかというのを聞いている

わけです。同じにやっているのか、離島だけ高

くしているのかというのを。そこ、わかります

か。わかるかわからないか、じゃ、わかるんだ

ったらお答えいただけますか。 

【大曲畜産課長】 すみません。わかりません。 

【山田(博)委員】 そこを畜産課長、勉強してく

ださい。県の公共事業は、離島は高いんです。

だから、牛舎をつくる時には、同じ全部の単価

で絶対合わないんです、合わないんです、これ。

合うわけないんだから。なぜかというと、公共

事業でも、それは分けているんだから。そこを

畜産課長、勉強していただいて、農林部長、勉

強していただいて、これはあれでしょう、森林

整備室長は詳しいでしょう。生コン単価は、本

土より離島は高いかというのはね。わかるでし

ょう。 

 だから、農林部長、そこからちょっと考えて

いただきたいと思うんですよ。確かに畜産課の

ほうは、できるだけ農家の方に負担がかからな

いように、設計からいろいろとご苦労されてい

るというのは、農家の方から、本当によくして

いただいているという感謝の言葉を聞くんです。

で、その中でも、この平戸市から出ていること

を改めていろいろと資料を拝見させていただき

ますと、そこをちょっと勉強していただいて、

また考えないといけなんじゃないかということ
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を、今回、畜産課長、勉強していただきたいな

と思っております。 

 私も畜産課長に、牛の成牛とか価格とかいろ

いろ頑張ってもらっている中に、土木のほうの

分野までといったら大変ご苦労があると思うん

ですけど、ちょっとそこを勉強していただいて

やっていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。調査、研究、検討までやってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。何か見解がありましたら、聞かせてくだ

さい。 

【大曲畜産課長】 ただいまご指摘いただいたこ

とにつきましては、今後、研究させていただき

たいと思います。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかに質問がないようですの

で、陳情につきましては、承っておくこととい

たします。 

 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。 

【松島委員】 「政策等決定過程の透明性等の確

保に関する資料」の中から幾つか質問させてい

ただきます。 

 まず、1ページ目から記載があります、先ほ

どもご説明がありました、補助金内示一覧表で

すが、今回、イノシシ対策の内示がずらっと並

んでおりますが、補足説明を求めたいと思いま

す。 

 それは、平仮名の「ながさき」表記、ながさ

き鳥獣被害防止総合対策事業費補助金、21市町

に交付されております。これと、漢字表記の長

崎県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金、これ

は2市1町のみ交付されております。平仮名か漢

字かの違いなんですが、もう一つ、間接補助金

に関しては平仮名のほうの表記で、ながさき鳥

獣被害防止総合対策事業費補助金と、これは16

市町に交付しています。直接補助金の平仮名と

漢字の事業の違い、これをわかりやすく、まず

ご説明いだきたいと思います。 

【川口農山村対策室長】 委員ご質問がございま

した、漢字と平仮名の表記の違いからまず述べ

させていただきますが、名前がよく似ておりま

すので、市町の事務等で間違いがないように、

平仮名が国庫事業、漢字が県単独事業という区

分で表記しております。 

【松島委員】 とすると、直接補助金の中では2

つ補助金がイノシシ関係がありますが、県単か

国庫か、その違いだと、そういうことですか。 

【川口農山村対策室長】 そのとおりでございま

す。 

【松島委員】 補足資料の要求をさせてください。 

 平仮名表記のながさき鳥獣被害防止総合対策

事業費補助金の年度ごとの実績をさかのぼるだ

けさかのぼっていただきたい。同時に、漢字表

記の分もいただきたい。 

 そして、今回、補足資料をいただきたいんで

すが、多面的機能支払交付金も、年度ごとの実

績をさかのぼるだけさかのぼっていただきたい

というのと、環境保全型の農業直接支払交付金

の実績を、後で構いませんので、資料要求をま

ずさせてください。 

 さて、22ページから1,000万円以上の契約状

況一覧表と書いてあります。県から南島原市へ

の随意契約で、諏訪地区埋蔵文化財発掘調査業

務委託3,800万円、この文化財調査の完了はいつ

か、お聞きします。 
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【西尾農村整備課長】 諏訪地区の文化財調査に

つきましては、最終完了は平成30年度というこ

とで、今調査を実施しているところでございま

す。 

【松島委員】 とすると、諏訪地区、そもそもの

基盤整備事業の完了はいつでしょうか。 

【西尾農村整備課長】 文化財調査を平成30年

度に終わらせまして、翌年度平成31年度に面工

事、要は区画整理工事をやるということです。 

 あと、換地等の業務が残りますので、それを

含めまして、平成32年度で圃場整備の諏訪地区

の完了を目指すというふうな計画でございます。 

【松島委員】 南島原市からの陳情でも入ってい

たんですが、しっかり完了まで、今ご発言のと

おり、当初の予定どおり、平成32年度で事業を

完了するよう、どうぞよろしくお願いします。 

 結びに、162ページからの陳情・要望に対す

る対応状況の中、ここも長崎県町村会長と新上

五島町からイノシシ関連の要望が出ておりまし

て、ここに県の対応として3対策等々、現状も

含めて詳しく書いてありますので、それをしっ

かり進めていただきたいという思いがあります。 

 前の委員会でイノシシ肉などの処理加工施設

を推進すべきというもとに、県内にどのくらい

あるんですかとお聞きして、その時の答弁が、

県内には8カ所あって、処理頭数が、平成27年

で1,249頭とのことだったかと思います。私も最

新の動向をいろいろ勉強する中で、これはちょ

っと興味深いなと思った件を今日発言したいん

ですけど、高知県が全国初で解体処理車、通称

「ジビエカー」と。なるほどなと、処理場まで

遠いところは、どうしても遠いので持っていけ

ないので、もう近くに捨てるしかないと。そこ

に非常に有効なジビエカー、これも長崎県とし

てもご検討いただければなと思って触れさせて

ください。 

 ハードの施設も大事ですので、それをしっか

り県としてフォローしていただきたいという思

いがあります。同時に、もう一個は、ジビエカ

ーというのも検討に値すると思います。いかが

でしょうか。 

【川口農山村対策室長】 委員、今ご発言がござ

いましたジビエカーにつきましては、国が民間

企業と共同いたしまして開発したものでござい

ます。 

 これについては、今年度から導入が数県で行

われているところでございますが、私ども研究

をいたしておりますが、現状では、中がちょっ

と狭いとか、まだまだ課題がございますので、

改良を含めて、導入の可否について検討は当然

していかなければならないのかなと思っており

ます。 

 また、ハードについては、処理場の整備につ

いて、今しっかりやってくれというご意見がご

ざいました。 

 県内に今、処理場といたしましては、小さい

ところも含めれば約10カ所ございます。そこで

適切な処理が行われておりますので、これをし

っかり経営が安定するように、そこにイノシシ

を集めて、しっかり最後の食肉までいくような

体制づくりも含めて指導・支援を行ってまいり

たいと考えております。 

【松島委員】 最後にしますが、このジビエカー

1台約2,175万円と、これは日本ジビエ振興協会

と長野トヨタ自動車が共同開発して、これまで

鳥取県や宮崎県で実証実験が行われていると。

ジビエを活用していただきたいという中のジビ

エカーを一つ申し上げましたが、今後、多角的

にジビエを生かしていただきたいと。どっちか

といったら、私は今まで、これまで3対策のほ
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うばかりに触れてきましたが、こういう2次的

にも3次的にも効果があるほうにも県として力

を、現状も入れているでしょうけれど、さらに

力を入れて取り組んでいただきたいと思います

が、最後にお願いします。 

【川口農山村対策室長】 委員ご指摘のとおり、

経済循環をしっかりしていくことが大切だと考

えておりますので、地域の活性化も含めて、ジ

ビエの活用を進めて検討していきたいと考えて

おります。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【山田(博)委員】 資料の中でコンサルとか、建

設会社で辞退している会社があるんですね、指

名競争入札でね。あるコンサル会社なんかはも

う連続して辞退をしているということでありま

すので、これは辞退をするようであれば、ほか

に受注機会がなくて意欲がある会社を1者でも

多く入札に参加させるようにせんといかんわけ

でして、もうちょっと指名するに当たっては、

そういったところをきちんと把握しながらやっ

ていただきたいと思うんですね。これは代表し

てどなたですか。やっぱり農林部次長かな。次

長じゃない。こういったのは誰なんですか。農

村整備課長になるわけですか、そうですか。ど

うぞよろしくお願いします。 

【西尾農村整備課長】 ただいまの指名業者の入

札の事態ということなんですが、これについて

は、基本的に辞退そのものについては業者の意

思を尊重すると、何の束縛もないというのが現

状でございます。 

 ただし、今委員がおっしゃられたとおり、た

び重なって辞退をされるということは、それだ

けほかの業者が指名されないという状況になり

ます。 

 そういうことで、現在は、2回続けて辞退が

あった場合、これについてはその理由をお聞き

して、今後の指名ですね、入札に対してどうい

う対応をされますかという確認をした上で、例

えば技術者がいないので、次回も入札は無理で

すという話をいただいた場合には、次の指名の

時にそこは調整して、そこの業者を指名から外

すと、そういう運用をしているところでござい

ます。 

【山田(博)委員】 それでは、農村整備課長にお

尋ねしますけど、2回というのは、農林部と土

木部とか水産部と話した結果なんですか。それ

とも、農林部だけの運用になっているんですか、

それをお答えいただけますか。 

【西尾農村整備課長】 これについては、県全部

ということで、土木部も、農林部もということ

でございます。 

【山田(博)委員】 今、2回とありましたけど、2

回はどうかと思うんですよね。指名して、しま

せんと2回連続したとか、もともと最初に指名

した時点で、大丈夫だろうという前提のもとで

やっているわけですからね。それで、辞退した

時点で、その場で聞かないといけないと思うん

です。これは農村整備課のほうに、農林部に言

ってもいけませんから、決算のほうで、また土

木部なりにきちんと聞いていきたいと思います。

これは農林部に言ったって、3部で協議しなが

らやっていくことでしょうから、そういったこ

とを要望しておきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

【大久保委員長】 承りました。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかに質問がないようですの

で、審査の途中ですけれども、午前中の審査を

これにてとどめ、午後は1時30分から再開いた
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します。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時３９分 休憩 ― 

― 午後 １時３２分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開いたします。 

 麻生委員、渡辺委員から委員会への出席が遅

れる旨の連絡があっておりますので、ご了承を

お願いいたします。 

 森林整備室長より説明を求めたいと思います。 

【永田森林整備室長】 午前中の委員会の中で、

採種園の再整備の計画はどうなっているんだと

いうことでご質問があって、その件に関して1

枚のペーパーを今お配りしております。ご覧い

ただければと思います。 

 森林整備計画といたしましては、新ながさき

農林業・農山村活性化計画において、平成37年

度の木材の生産量を25万立方というふうに定

めております。この木材を生産するために、森

林整備としましては、搬出間伐、間伐をしなが

ら材を出す、それを3,000ヘクタール、皆伐・再

造林を180ヘクタールと設定しております。皆

伐した後、すべて木を伐ってしまいますので、

その後にはしっかり植栽をして資源を循環させ

る必要がございます。180ヘクタールの再造林

に必要な苗木の本数として36万本、1ヘクター

ル当たり2,000本植栽という形で想定をしてお

ります。 

 採種園の造成計画でございますけれども、平

成29年度前倒しした場合の一番右側の合計と

いうところをご覧いただきたいと思います。伐

採・造成が1.39ヘクタールと母樹、種とか穂を

とるもとになるんですけれども、それが2,262

本というものを整備いたします。その整備した

母樹から、その下、苗木の生産計画となってい

ますけれども、母樹を植えて3年間は成長する

まで時間がかかって、穂とか種はとれませんの

で、平成28年度に植栽した分が平成31年度から

スギの種がとれてくると。とれた種については、

平成33年度、苗木を生産する時間が2年間ほど

ございますので、平成33年度から苗木の生産が

始まり、最終的には、先ほど申しました2,262

本の母樹から平成37年度に36万6,000本ほどの

苗木を生産するという計画をしております。 

 そのため、平成28年度から平成32年度までに

採種園の再造成をするということで考えておる

ところでございます。 

【大久保委員長】 ご説明ありがとうございまし

た。 

 これより、議案外所管事務一般について審査

を行います。 

 ご意見・ご質問はありませんか。 

【西川委員】 畜産課長にお尋ねします。 

 今回の和牛共進会の結果はまあまあだったと

思っております。そういう中で市場関係、スー

パーとかは長崎牛の販売などに最終的に結びつ

くまでの長崎県内での肥育に対する増頭策が、

私は今から先、必要になってくるんじゃないか。 

 例えば大村の長崎空港、そしてハウステンボ

ス内で「佐賀牛」という表示があって、非常に

不愉快です。そしてまた、さらに佐世保市が出

発の拠点でありましたエレナ、中村さんなどに

も「なぜ佐賀牛を売るのか」とお聞きしますと、

「ＪＡ長崎及び全農が対応してくれなかった」、

そういう話もお聞きするわけですね。つまり、

したくてもできなかったのか、する気がなかっ

たのかわかりませんが、そういうことで仕方な

く佐賀牛を販売するように至ったとお聞きしま

した。 

 それでは、なぜ県産牛が県内で販売できない
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のか。それは、もともと肥育ができていないん

じゃないか。そういうことで、平戸市、ＪＡな

がさき西海の県北の畜産農家、せめて平戸口家

畜市場で去勢牛が例えば80万円だとします。い

い牛は90万円まで、この前の21、22の牛市は少

し下がっていますが、そういう中で、どうして

もいい牛は5万円ぐらいやっぱり高い。そうい

う中で、いい牛を県内で肥育して、「長崎牛」

として肉を販売するためにはいい子牛、それを

県内の肥育農家で育てさせる。そのためには、

5万円ぐらいの差額を、市が2万5,000円、県が2

万5,000円、これは例えばの話ですけど、そうい

う肉用牛の対策として、今度、もうそういうと

ころまでのことをしなければならないんじゃな

いかと思うんですね。 

 例えばクラスター構想で、牛舎などは結構で

きています。まだまだ要望もあるかもわかりま

せんが。だから、全く単純に1頭当たり幾らと

いう補助金、つまりお金が要って、目に見えて

お金、お金というふうな感じになろうかと思い

ますが、形に簡単には残りませんが、そういう

中で、今言った市町半分、県半分という導入補

助金に対するお考えはどうでしょうか。 

【大曲畜産課長】 委員ご指摘の肥育牛への導入

補助につきましては、前回の長崎全共終了後か

ら、1頭5万円という価格でございますけれども、

肥育の牛が1頭でも増えた場合、導入補助を現

在もやっております。 

 今の素牛の高い状況の中で、増頭だけでは経

営がうまく回らないため、維持対策が必要な状

況でございます。それにつきましてはＪＡグル

ープ等からの要望もございまして、近代化資金

の借り入れの20％は自分が手出ししなければ

いけないんですけれども、その利子補給という

施策も今年度から打っておりますので、今委員

がおっしゃいました、肥育の5万円の事業につ

きましては、今後も継続の形で、そういうご要

望があれば、要求をしてまいりたいと考えてお

ります。 

【西川委員】 いいお答えをいただいて、ありが

とうございます。やはりブランド化するために

は、何の産物でも数が必要なんですね。そうい

うことで、今年の農水経済委員会の視察の環境

アセスなどで壱岐の牛が飛騨牛にかわって売ら

れていた。質は、飛騨牛に勝るとも劣らない、

そういう声も聞きました。 

 そういう中で、県内でも、そして県外でも「長

崎牛」というブランド確立のための絶対的な数

が必要でございますので、そういうことも5年

後の鹿児島全共に向けて増頭対策ということで

お願いしたいと思いますし、さらなる雌牛導入

も、肥育牛とあわせまして、県内畜産農家の飼

養頭数を増頭することができるような対策を今

後ともお願いしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

【加藤農林部長】 今回の宮城全共を見てみます

と、やはり優秀な成績をとったところはしっか

りと増頭対策、改良対策をやっております。本

県もそこに追いつけというところで、今後もず

っと継続的にしっかりとした増頭対策、経営改

善対策、改良対策、その中でも出口としての「長

崎和牛」の品質向上と販売対策、肥育対策をし

っかりとやってまいりたいと思っておりますの

で、頑張ってまいります。 

【西川委員】 最後に、それから枝肉品評会など

で長崎県の牛がなぜ少ないのかとお聞きしまし

たら、頭数そのものでしょうけど、「平茂晴」、

「金太郎3」とかはやっぱり865キロを超す、か

さが増すというか、重量が多いというか、何か

枝肉は860キロぐらいまで制限があるんでしょ
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う。途中ですが、すみません。 

【大曲畜産課長】 今委員がおっしゃっているの

は、共励会の開催要領がございまして、出品資

格の中で、例えば生体重量が850キロまでと制

限され、それ以上は除外されると基準がありま

すので、多分そのことをおっしゃっているのか

というふうに思います。 

【西川委員】 それで、860とか、870とか超す

ものですから、出せないということなんですが、

本当は、農家は重量が重いほど効率がいいと思

うんですけど、そういうところの調整。それか

ら、今度はっきりわかったのは、「平茂晴」か

ら「金太郎3」に移行している。 

 それから、7区でよかったのは、うまみ成分

が結構あった。しかし、長崎のうまみ成分より

も但馬とか鳥取、そっちのほうがもっと上だっ

たとかという話も聞くし、うまみ成分に対する

対策は、今も頑張っておられると思いますが、

最上限値をどこまで目指しているのか、その考

え方を教えてください。 

【大曲畜産課長】 ただいまご質問がありました、

うまみ成分ということでございます。 

 今回、長崎県の出品牛は、それなりの数字は

出しておりますけれども、通常、オレイン酸を

含む一価不飽和脂肪酸ということで、要するに

脂分の溶け方といいますか、その数値があまり

高過ぎると、通常の温度でも脂肪が溶けます。

その正常値がまだ決まってない状況なんですね。 

 そこで、現在県の方針といたしましては、ま

ず育種価という遺伝的能力を数字で表しますが、

その中でオレイン酸の育種価を得るためのデー

タを集めております。佐世保食肉センターのほ

うから毎年2,000頭で、現在もう3年目でござい

ますので、5,000頭分のデータを集積している状

況でございます。 

 今後、オレイン酸の数値を、市場に出る時に

どのように活用していくのか、オレイン55とか、

60とか含有量により言うんですけれども、そこ

の目標値を、今後関係者一体となって、データ

をもとに検討するために、今、情報を集めてい

るところでございます。 

【西川委員】 そういう日ごろのご努力、本当に

敬意を表したいと思います。どうか5年後はも

っといい成績、そして県内の増頭を成功させ、

さらには、最終的にはアジアの富裕国等への輸

出量を増やして、農家の所得向上につなげてい

っていただきたいと思います。 

 終わります。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【松島委員】 まず、外国人特区ですが、夏に改

正国家戦略特区法が施行されて、秋の特区指定、

来年1月に派遣開始のスケジュールで構えてお

るというか、待っておるんですが、今、解散と

なってしまって、そのスケジュールの確認とい

うか、どこまで承知されているのか、承知され

ていないのかを含めて、外国人特区の進捗をお

聞きします。 

【綾香農業経営課長】 外国人の農業分野での就

労の特区の進捗状況と今後のスケジュールにつ

いてのお尋ねでございます。 

 実は、この外国人就労ができるには、まず法

律は、この6月に改正をされましたけれども、

長崎県でこの特区が、外国人が働けるようにな

るには、国家戦略特区の区域指定を長崎県も受

けないといけません。その区域指定を受けるた

めに、現在、利用計画とか、外国人をどこから

確保していこうかとか、どういうところに住ま

わせようとか、そして、市町と受け入れの協議、

それから、農協等ともその利用計画等を今鋭意

進めております。 
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 それから、外国人を受け入れて派遣をする、

特定機関と申しますけれども、そういう機関の

準備も、今並行して進めておりまして、その辺

を進捗状況も含めまして、しっかり国のほうへ

お伝えをするということで、区域指定をしっか

り勝ち取らなければならないと思っております。 

 区域指定の予定でございますけれども、昨日

内閣府のほうに事前の相談に伺っておりますけ

れども、内閣府としては、安倍総理が「年内を

めどに4次指定を」というご発言がございまし

たので、年内に何らかの区域指定の動きはやり

たいということで、内閣府の担当の方はそう考

えておられるようでございます。 

 長崎県としても、それに間に合うように、区

域指定を受けるには、外国人の就労の部分だけ

じゃなくて、医療とか、産業とか、水産の分野、

各分野でさまざまな規制改革メニューを総合的

に長崎県がやるという、長崎県を区域指定をす

ると、その国家戦略特区の長崎県で、農業だけ

じゃなくていろんな分野もしっかり規制改革の

動きが始まるということを訴えないと、今も全

国で10区域指定がされておりますので、その11

番目、12番目を勝ち取ろうということになると、

その辺のどういうメニューに取り組むかという

メニューの提案もしっかりやっていきたいとい

うふうに考えております。 

 そして、区域指定が年内をめどに何らかのめ

どが立った場合は、その後には、並行して受け

入れ体制とか、利用計画とか準備を進めており

ますので、来年度の早い時期に、外国人が長崎

県の農業の現場で働けるような姿を目指して、

今頑張っているところでございます。 

【松島委員】 もう特段、これに関して言うこと

はありませんが、今言われたとおり、もうしっ

かり待ち構えいただいて、来年度の早い時期に

とおっしゃっていただきましたので、その言葉

どおり、ここで滞ることなく、しっかりとよろ

しくお願いします。 

 そして、毎度触れているんですが、有機農業

の推進について触れたいと思います。 

 特別栽培でもいいんですが、前回、有機農業

を推進する施策をお聞きして、こういう施策を、

ネットワークをつくったり、環境型保全農業の

直接交付金の件をお話ししていただきました。

その中で、ＪＡＳ有機を取られている方が県内

で70名、69ヘクタールほどと課長にご答弁いた

だいて、その続きというか、その70名の県内の

市町の内訳というか、恐らく一定の地域に偏っ

ているのかなと推測するわけですが、70名の市

町における内訳を教えてください。 

【綾香農業経営課長】 県内各市町で有機農業を

推進はしておりますけれども、委員がおっしゃ

られるとおり、地域的な偏りは見られるところ

でございます。 

 戸数が一番多いのは南島原市で22戸、その次

は平戸市で9戸、3番目が佐々町で8戸、雲仙市

が7戸というところが戸数的には大きいところ

でございます。 

 それから、面積的に申しますと、一番多いの

は、今度は雲仙市が22ヘクタール、次が佐々町

で14ヘクタール、南島原市が13ヘクタール、平

戸市が4ヘクタールということで、この4市町を

中心に有機農業が現在実践されているという状

況でございます。 

【松島委員】 今、すべてはメモできなかったの

で、後で紙でいただければ幸いです。 

 戸数と面積とおっしゃられて、国が有機ＪＡ

Ｓ認定の目標値を掲げていたと記憶しているん

ですが、それは戸数でしょうか、面積でしょう

か、そのどちらもなんでしょうか、確認させて
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ください。 

【綾香農業経営課長】 国の段階では、有機農業

に取り組む面積の耕地面積に占める割合を1％

まで持っていこうという計画をされております。 

【松島委員】 とすると、今前段で言われた、県

内では今、面積では雲仙市が一番をいっている

と言った、その面積の県と国が目指す1％とお

っしゃっているのは、耕地面積全体に占める

1％を特別栽培にするという目標値ですか。 

【綾香農業経営課長】 はい。国のほうでは、耕

地面積の中に占める割合、有機農業に取り組む

割合を1％に高めたいということを掲げられて

おります。 

【松島委員】 取り上げさせていただくのは、南

島原市は戸数で言えばあって、雲仙市も面積で

言えばあるんですが、なかなか進んでないんじ

ゃないかという思いがあります。でも、県だけ

に指摘させていただいてもあれだなと思ったの

は、国も目標値に届いていない現状じゃないで

すかね。これは、もう少し自分で事前に調べて

くればよかったんですけど、記憶では、目標と

現実のギャップが国もなかなか埋まらないとい

う認識が私にはありますが、そこは現状どうで

すか。 

【綾香農業経営課長】 委員が今おっしゃられた

通り、全国の今の耕地面積あたりのシェアは

0.22％ということで、1％の目標に対してはまだ

22％の進捗状況と、これは全国でございます。 

【松島委員】 やっぱりなかなか厳しいですね。

ＪＡＳ法ができたのは、もう一定程度たってい

ると思うんですけど、なかなか厳しいなという

現状をお聞きして、今日、2～3、提案をさせて

いただきたいんですが、国の目標があって、県

の目標もあって、有機ＪＡＳの認定を受けた方

を増やそうとする方向は、国も県も同じで、私

も同じで目指されると思います。じゃ、そこに

至るハードルをいろいろ調べていったら、どう

も有機ＪＡＳ認定には費用がなかなかかかると

いうことを知りまして、そこから、費用はどの

くらいかかるのか、新規の方、毎年更新される

方もいらっしゃるので、新規の方、更新する費

用はどれくらいかかっているのか、お聞きしま

す。 

【綾香農業経営課長】 この有機ＪＡＳの認証は、

民間の認証機関が実施をしておりまして、それ

ぞれの機関が定めた規定に基づいて運用されて

おります。 

 この中で、本県にも1カ所認定機関がござい

ますけれども、本県の認定機関の認証費用は25

万円でございます。 

 九州で一番進んでいる鹿児島県にあるそうい

う民間の認証機関の利用料金は4万2,000円と

いうことで、ここは大きな開きがある現状にご

ざいます。 

 その原因等は、今分析をしているところです

けれども、民間の認証機関によって4万円程度

から20数万円程度のところまでさまざまな認

証機関があって、全国の農家さんが、自分でど

この認証機関を選ぶかは自由でございますので、

そこを自分で選んで、実際に認証を受けておら

れる現状にございます。 

【松島委員】 なるほど、そんなに幅があるんで

すね。鹿児島の認証機関がそれだけ安いという

ことは、やはり鹿児島県が全国の中でも有機Ｊ

ＡＳ認定を受けた方は多いんですか。全国の中

で特筆に値する地域というのはどこでしょうか。 

【綾香農業経営課長】 先ほど進捗の耕地面積あ

たりのシェアを申しましたけれども、実は全国

で一番割合が高いのは熊本県でございます。

0.56％ということで、国が掲げる目標の56％ぐ



平成２９年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２６日） 

- 30 - 

らいまではいっていると。先ほど面積が、鹿児

島県は599ヘクタールで一番と申しましたけれ

ども、熊本県も579ヘクタールということで、

九州の中で、これは全国的にも、この両県は非

常に進んだ県だということが言えると思います。 

【松島委員】 ずばり、県で補助できないのかな

という思いが、これを1年勉強する中で思って

いまして、安易に言ってはいけないので、今現

状を踏まえて発言させていただいているんです

が、有機ＪＡＳ認定を受けるに当たって、南島

原市は、新規の分だと補助はあるみたいなんで

すよね。ただ、新規だけだと。だから、更新費

に関しては何も出ないと。もちろん南島原市だ

けに限らないわけですが、県としても認定者数、

認定面積がなかなか増えていかないのは、そこ

が一つハードルがあるのかなと、費用負担が大

きいことが。 

 おっしゃったとおり、長崎県の中では、多分、

長与町だったと思うんですが、15万円、これは

恐らく有機ＪＡＳなんて申請しないだろうと思

います。なので、その機関に補助するのか、お

一人おひとりに考えて補助していくのかという

のは、ちょっとまだ議論の余地があって、私も

何がいいのか、ちょっとよくわからないですけ

ど、進めていく方向性は変わらないで、恐らく

費用もそんな大きなものでは、小さくてもそれ

は大切なお金ですけど、そんな大きなものでは

ないので、有機ＪＡＳ認定に向けた動きを強め

てほしいと思っていますが、ぜひとも補助の件

を入れつつ検討いただきたい。いかがですか。 

【綾香農業経営課長】 先ほど1例を申しました

けれど、鹿児島県が4万2,000円、旅費とかは別

途でございますけれども、基本的な認証経費が

4万2,000円、長崎県は費用は別途で、基本的な

認証経費が25万円かかっていると。そういう民

間の運営認証機関そのものの認証経費の見直し

が、可能ではないのかどうか、その辺も含めて、

全体的に農家のコスト軽減につながるような方

策がないかというところは、まずそこから検討

したいと思います。 

 鹿児島県のほうも単独で補助事業を打ってお

られませんので、なんでそういう安い仕組みで

認定機関が運営ができているのかどうか、その

辺もしっかり調査をして、長崎県内の農家も他

県と遜色ない料金で、できる限り不利益を講じ

ない形で認証を受けられる環境の整備に向けて

何とか検討を、それが補助事業かどうかという

ところは、今日は回答できませんけれども、ま

ずしっかり現状とコスト削減を図れる、認証経

費を引き下げられる部分がないかどうか、他県

の仕組み等も、今後しっかり勉強、研究をさせ

ていただきたいと思います。 

【松島委員】 部長、有機先進県を目指していた

だきたいという思いが私はあるんですよ。なの

で、ちょっとご検討いただければなと思ってい

ます。 

 少し角度は変わりますが、特別栽培でいくと、

県の認証制度があるかと思うんですが、エコフ

ァーマー制度とどう違うのか、少し混乱してし

まうので、いろんなグレードがあるんですかね。

説明をいただければと思います。 

【綾香農業経営課長】 エコファーマーは、作付

面積の5割以上について土づくりとか、化学肥

料の低減技術、そういうものに一つ以上取り組

む計画をご本人が県に申請をされて、県が認定

するシステムで、それを実践されたかどうかと

いうところの確認制度までは伴っておりません。

ご本人の意欲を表明していただく、県がその意

欲を認定する制度でございます。 

 一方、特別栽培農産物は、地域の慣行の化学
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肥料・化学農薬の使用水準の2分の1以下に実際

に使用量を削減するという計画を出して、実際

にそのような履歴になっているというところま

で確認をするシステムでございますので、取り

組む農家さんにとってもハードルが高い。 

 かつエコファーマーは認定費用がかかりませ

んけれども、特別栽培農産物のほうは、1年当

たり2万6,000円程度の認証経費がかかってい

る現状にございます。 

【松島委員】 やっぱり認証料というのも考えて

いかなきゃいけないなという思いがします。今

日ずっと認証費用の件で話を進めていますが、

今言われた件も含めて、広がらないハードルに

なっているのかなという思いがしています。 

 有機専門の普及員というのは、今ぱっと言っ

て、事前に言っておけばよかったですけど、有

機専門の普及員というのは、どうなんですか。

もしかしたら、これまで検討されてきた経緯が

あるのかもしれないので、お聞きします。有機

専門の普及員を配置できないのか、これまでの

検討があったのか、お聞きします。 

【綾香農業経営課長】 本県では、有機専門とい

うわけではございませんけれども、各振興局に

環境担当の普及指導員を配置しております。こ

れは離島も含めて配置をしております。 

 その環境担当の普及指導員が農薬の低減技術

とか、化学肥料の低減技術等についての技術指

導等については、実際実施をしている状況にご

ざいます。 

 それと、さらに一歩上を、高いレベルの代替

技術とかを求められる農家さんに対しては、農

産園芸課に技術普及班という専門家の集団がご

ざいまして、そこに土壌肥料担当と病害虫担当

の、昔で言う専門技術員と申しますけれども、

そういう高度な知識、経験、技術を持った指導

員をそれぞれ1名ずつ配置しておりまして、県

下一円を要請に応じて普及指導員とともに指導

できる体制を整えているところでございます。 

【松島委員】 とすると、その点そこは、私が思

った以上にカバーされているんですね。という

と、やっぱりますます費用の面、認証料の件が

ハードルとして際立つような印象を、今の答弁

を聞いていて思いました。より有機の専門員の

方が、本当に有機に特化した方がいらっしゃれ

ば、それはそれでもっと広がりやすいんでしょ

うが、今、課長が言われたとおり、いろんな面

でカバーされているということは理解をしまし

た。 

 部長、有機もいろんな議論があるじゃないで

すか。ゼロ農薬じゃなくて、農薬も一定程度使

ったほうがいいという議論もありつつ、それも

わかった上で、百も承知で、ベクトルとしては、

絶対健康としては自然に向かったほうがいいの

で、私は主張していきたいんですが、そのもと

でもっと、地産地消を言っておきながら、もっ

とより安全なものを地産地消でもっと具体的に

できないのかなと考えていまして、例えば県内

でとれる特別栽培米を県内の学校給食に普及す

るとか、そういう具体的な行動に動かすのは、

農林部としていかがですか。 

【中村農林部次長】 松島委員には、貴重なご提

言をいただいて、ありがたいと思っております。 

 今おっしゃったように、特別栽培の面では、

壱岐とかを中心に、県内でも何カ所かあります

けれども、「つや姫」の特別栽培ということで、

これはブランド化を図るという意味で、県を挙

げて、農協の系統団体も含めて一緒に進めてい

るところでございまして、それについては一定

成果が出つつあるんではないかなと思っており

ます。 
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 ただ、これについては、特別栽培を行う上で、

販売面で、やっぱりそれなりの単価をつけてい

くという方針で動いているという状況もござい

ます。ですので、逆に言えば、生産者も取り組

んでいきたいということで、広がりは見えてく

るのではないだろうかと思っております。 

 ですので、先ほどから有機農業の推進につい

てお話をいただいておりますけれど、私も前、

農業経営課を担当しておりましたけど、その中

で有機生産者の方が一番悩んでおられるのが、

やっぱり販路で、非常に栽培が難しゅうござい

ますので、収量が3割低いということがござい

ます。そういった面で3割単価を上げないと経

営が合わないということで、3割高く買ってい

ただけるような販路をいかに確保していくかと

いったところが非常に大きな課題と。当時も、

そういった面で生協とか、そういった団体とマ

ッチングをして、そういう価格で販路が確保で

きるような対策ができないかといったことを検

討なり、協議なりをした経験もございますけれ

ども、なかなかそれが広がっていかないといっ

た面がございまして、それをいかに販路を広げ

ていくかといったところについても研究する、

それから、それのマッチングを県としても進め

ていくというようなことが、非常に大事なこと

だと思っておりますけれども、今なかなかそれ

が進んでいないという状況にございます。 

【松島委員】 ありがとうございました。今いた

だいた次長の答弁で、本当に質問してよかった

なと思っています。 

 私自身の課題は、地元にすばらしい農産物が

たくさんあって、でも、地元の人が地元のもの

を食べてないという現象なんです。それは自由

社会なので、スーパーで買い物、コンビニで買

い物には何もできないわけですけど、できれば、

より安全で地元のものを地元の方に食べていた

だくために何ができるのかというのをしっかり

私自身が行動していこうと思っていますので、

それは次世代の子どもたちにより安全で地元の

ものを食べてもらいたいという思いなんですけ

ど、これからも県の農林部にはお教えをいただ

きながら、私もしっかり頑張っていきますので、

有機農業の推進においてよろしくお願いします。

ありがとうございました。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【中島(浩)委員】 公益財団法人長崎県農業振興

公社経営状況説明書の1ページからですけれど

も、下段、農地中間管理事業、農地の貸し出し

のほうは2ページからですけれども、借り受け、

貸し付けともに事業計画に近い数字が出ており

ますけれども、2番の農地の売買事業について

は、残念ながら実績がゼロということになって

おります。この大きな要因は何だったのか、お

尋ねいたします。 

【山形農地利活用推進室長】 農業振興公社にお

ける農地の売買のお尋ねかと思います。 

 現在、県の農業振興公社においては、農地の

売買の事業は、実質、今はやってないというの

が実態でございまして、その一方で、農地中間

管理機構という新しい制度が平成26年からス

タートしております。その農地中間管理事業を

通じて農地の貸借のほうになりますけれども、

その推進を今しているという状況でございます。

【中島(浩)委員】 それだと、後の25ページ、こ

れが事業計画、これはどうなんですか。25ペー

ジの4ヘクタールというのはどういった数字に

なるんですか。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時１４分 休憩 ― 
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― 午後 ２時１４分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【中島(浩)委員】 今の説明だと、もうやってい

ないということだったんですけれども、平成29

年度、今現時点で目標を掲げられている状況で

ありますよね。これは間違いだったらいいんで

すけど、実際はやってないんだったら、これは

事業計画としてはおかしいんじゃないかという

指摘です。 

【山形農地利活用推進室長】 農地の売買事業に

ついては、規模拡大を図ろうとする担い手の支

援という形で、その仲介をする性格として、平

成28年度においては3ヘクタールの計画は一応

上げていたというところですけれども、それに

対応する実績は実際ないと、ここ数年において

も実績がないというところが今の状況です。 

【中島(浩)委員】 後で聞きますので、25ページ

の新たに書き込みを加えられていますよね。全

国農地保有合理化協会からの無利子の借り受け

と、そしてまた、売り渡しのほうには、協会担

い手支援資金ということで借りられる、後で結

構ですので、その辺の内容的なものを説明して

ください。 

【山形農地利活用推進室長】 全国団体の合理化

協会において無利子の資金をつくっていただい

ているんですけれども、この資金については、

例えば新規就農者の方が農地を借りて条件整備

をして、使いやすいように、2枚ある農地を1枚

にするとか、侵入路をつくるとか、そういった

事業をする時に自己負担がなしでできるように

ということで、中間管理機構が間に入りまして、

その費用を農業振興公社が借りて、その事業を

した後に、その費用負担相当を公社のほうにリ

ース料として支払っていただくと、そういう事

業に取り組んでおりまして、それについては、

昨年、松浦市のほうでもそういう取組をさせて

いただいたというところでございます。 

【中島(浩)委員】 先ほどの件は、後でまたいい

ですかね。なぜここに上がってきているのか、

実績がないということだったので。それは、後

ででも。 

 もう一点ですが、イノシシ対策の件なんです

けれども、一回ご相談申し上げたんですけれど

も、電気ワイヤーを設置されている方で、もう

既にそれで補助金をいただいているわけなんで

すが、設置場所によっては急傾斜地の下りの下

につけておいたら、電気なんか関係なしにごろ

ごろ入ってくるとか、イノシシの習性として鼻

で当たるものですから、イノシシもばかじゃな

いので、体でぶち破るんですね。多少ビリッと

きても大丈夫みたいな感じで入ってくることが

あって、電気ワイヤーをしたけども、全然防護

になっていないと。できれば防護柵のほうに変

えたいということなんですけれども、お聞きし

たところ、一回そうやって補助金をもらってお

けば、そこの地域に関してはもう無理ですよと、

自己負担してくださいということだったんです

けれども、どういった形でも結構なんですけど、

何らかのうまい措置があればいいのかなと思い

ますので、その辺、何か別の形でできないのか

なという思いがあるんですけど、いかがでしょ

うか。 

【川口農山村対策室長】 まず、今委員お話しい

ただきました電気によるイノシシの被害抑止効

果でございますが、一つは、委員ご指摘のとお

り、鼻、皮膚の部分でしか通電はいたしません

ので、イノシシの体に当たっても、体毛がはえ

ている部分に当たっても全く効果がないところ

があります。ただ、イノシシの習性といたしま
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して、入る場合は、必ず鼻とか顔でこうやりま

すので、それで当たって効果が出ているという

ところでございます。 

 今、委員ご指摘いただいた、お話しされたと

ころで、一つは、もし電気柵のその部分が壊れ

ているということであれば、先ほど話題が出た

んですけれども、多面的機能支払交付金や中山

間地域等直接支払制度がございますので、その

部分で補修や修理ができますので、これらの制

度に取り組んでいる集落につきましては、でき

ればこの事業を活用していただけないかなとい

うふうに考えます。 

【中島(浩)委員】 ご相談いただいた方の中には、

中山間、多面的の組織をつくられていない対象

の方もいらっしゃいますので、極力、入りませ

んかと資料をいただいて推薦したんですけれど、

結局そこの地区はあまり集落がなくて、そうい

う事業対象に乗っからないという状況だったの

で、そこも事業に乗っかるように、これから推

進していかないといけないんでしょうけれども、

そういうところもあるということで、できれば

第2の施策か第3の施策かわかりませんけど、何

らかの形で対応できないのかなと思いますので、

要望として上げておきますので、何かの考えが

あれば、またご指導いただければと思います。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【山田(博)委員】 それでは、幾つか質問させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 事前に質問通告をさせていただいているんで

すが、若干質問通告より違う質問がありました

ら、ぜひご理解とご協力をいただきたいなと思

っております。 

 まず最初に、諫早湾干拓についてお尋ねした

いんですが、この諫早湾干拓の排水の問題がい

ろいろ新聞報道されておりましたけれども、こ

の諫早湾干拓の問題の新聞報道があったのは、

今月の13日だったんですね。その前に、排水対

策調査結果が出たのは今年の1月12日というこ

とです。まず私がお尋ねしたいのは、この排水

対策アンケート調査をとった経過、なぜこうい

うふうになったのかと。つまり、具体的に言い

ますと、苦情とか相談とか要望があって、こう

いうアンケートをとったと思うんですけど、こ

のアンケートをとるに至った経過をまず一つお

尋ねしたい。 

 もう一つは、そのアンケート結果が1月12日

に出ておきながら、この何カ月の間にこの委員

会になぜ報告してくれなかったのか、この2点

をお尋ねしたいと思います。 

【藤田諫早湾干拓課長】 諫早湾干拓農地の排水

不良に関する営農者からの声というものにつき

ましては、営農開始の当初から、土づくりや作

付体系など営農に関する相談の中で、そういっ

た排水不良に関する相談もあっておりまして、

これまでも個別に対応をしてきたところでござ

います。 

 今回、アンケートを実施いたしましたのは、

営農開始から10年近く経過いたしまして2期目

の利用権更新に当たり、圃場の勾配の経年変化、

そういったものが生じていないかなど、干拓地

全体の農地の状況、それから、営農者における

農地の管理状況、そういったものについて、現

在調査を行っているという状況でございまして、

その一環といたしまして、簡易なアンケート調

査を実施したというところでございます。 

 委員会になぜ報告しなかったのかということ

でございますが、今申し上げましたとおり、今

回のアンケート調査というのが簡易なアンケー

トでございまして、中には回答をいただけてな
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い部分、空欄の部分とかもございまして、なか

なか原因がわからないといったところもござい

ます。 

 排水不良の維持管理につきましては、営農者

におきましては緑肥作物のすき込みや深耕とい

った取組、あるいは暗渠排水管の洗浄、そうい

ったものの独自の取組も必要になってくるわけ

でございますが、そういったところの調査も、

今回簡易な聞き取りの中で実施しておるわけで

ございますが、その聞き取りがあまり十分では

ないということもございまして、まことに申し

わけございませんが、委員会にはご報告をこれ

までさせていただいていないところでございま

す。 

【山田(博)委員】 これは、やっぱりどなたが、

部長なのか、政策監か、次長かわかりませんけ

れども、排水が不良ということで、新聞報道で

は3割あって、今回、ずっと中を見ましたけど、

特段これに関して、アンケートの結果で壊れた

というのは報告なかったわけね。やっぱり本来

であれば、これは簡易だろうが何だろうが、逆

に簡易ということを言ったことは、ちょっとど

うかと思いますよ。簡易じゃなくて、きちんと

したアンケート調査をしましたと言ったら、わ

かるんですよ。簡易だから報告しなかったとい

うのは、ちょっとどうかと思いますよね。委員

長、これ、後で削除しとってください。これは

削除しとってください。委員長、副委員長にお

かれましては、これは諫早湾干拓課長が言う言

葉じゃなかったですよ。あなたみたいな立派な

方が、ちょっと今回どうかという言葉ですから、

後から、委員長、副委員長におかれましては訂

正していただきたいと思っております。 

 今回、いずれにしても、本来であれば、きち

んとした報告をしてあるべきにもかかわらずな

かったということは、残念でございまして、今

後しっかりやっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、今回、不等沈下とか何かありますけ

ど、現在アンケート等なり測量した結果に基づ

いて、今後どのような工事内容にしていくのか、

また負担はどこがしていくのかというのを、工

事現場の今後のスケジュール、工事内容を含め

てお答えいただきたいと思います。 

【藤田諫早湾干拓課長】 現在、検討するに当た

りまして航空測量を実施いたしております。こ

れがおおむね現在終了しているという状況でご

ざいまして、これの結果の取りまとめを今行っ

ているところでございます。この航空測量の結

果を取りまとめまして、それから具体的な排水

不良の原因というものを調査いたしまして、そ

れから対応を図りたいと思っているところでご

ざいます。 

 対応につきましては、その調査結果に基づき

まして、年度内に農業振興公社のほうでそうい

った排水対策の方針というものを決定いたしま

して対応したいというふうに考えているところ

でございます。 

 費用負担の分についてでございますけれども、

その費用負担の分につきましても、今後法律の

専門家、あるいは土地改良区、営農者の皆様方

と協議をしながら決定をしてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

【山田(博)委員】 ということは、諫早湾干拓課

長、今回、諫早湾干拓の利用状況に鑑みて私は

お尋ねしているんですけど、今年の1月12日、

アンケートをとって、そのアンケートに基づい

て今日まで測量をしておりますけれども、今後

の対応というのは、航空測量をして年度内に決

めたいということでありますけれども、それ以
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上、じゃ、1月にアンケートをとって、それか

ら今の回答が精いっぱいなんですか、諫早湾干

拓の対応については。それ以上の答えは出ない

わけですか。 

 というのは、今、暗渠をするのに大体費用は

どれくらいかかるとか、工事ですね、試算は全

くされてないわけですか。それをお答えいただ

きたい。 

【藤田諫早湾干拓課長】 暗渠排水管の更新につ

いての費用でございますけれども、これにつき

ましては、管の径でございます、おおむね65ミ

リの径のトレンチャ掘削、それから被覆材、排

水管の周りに被覆材を設置するわけでございま

すけれども、それは砕石の被覆材ということで

実施した場合に、おおむね1反当たり15万7,000

円という工事費を今のところ見積もりを行って

いるところでございます。 

【山田(博)委員】 じゃ、もう全体的に大体どれ

ぐらい費用がかかるかというのは試算されてい

るか、されていないか、されているんだったら

お答えください。 

【藤田諫早湾干拓課長】 事業費でございますけ

れども、新聞報道では、面積の3割ということ

で報道されているわけでございますけれども、

公社のほうで今、私どもを含めまして試算して

いる部分は、201ヘクタール部分について試算

をいたしております。これにつきまして全体の

事業費を先ほどの15万7,000円ということで計

算いたしますと、おおむね3億2,000万円程度と

いうのが全体の事業費が見込まれているところ

でございます。 

 この分につきまして、現在想定している補助

事業がございますけれども、そういったところ

で試算をいたしますと、おおむね補助額が1反

当たり11万5,000円、そうしますと、負担額が1

反当たり4万2,000円ということになりまして、

これで仮に地元の負担分、仮に公社が払うのか、

営農者が負担するのかというのは、これからの

協議ではございますけれども、地元の負担分と

いうものにつきまして実際に試算いたしますと、

おおむね201ヘクタールで8,400万円程度とい

うふうに見込んでおるところでございます。 

【加藤農林部長】 先ほど説明もありましたとお

り、これはアンケートを踏まえて、今現場の調

査をやっているところでございます。201ヘク

タールというのは、あくまでアンケートを前提

として、その中で排水不良が起きているんじゃ

ないかということで言われた面積を最大として

計算したところであります。 

 その中でも水引きが少し悪いなというところ

を「排水不良」と回答しているところもありま

すので、今聞き取り調査とか、現場調査とかを

やっているところでございます。なので、今の

ところは、あくまで仮の試算だと思っていただ

いて、仮に最大した場合と思っていただければ

と思っているところでございます。 

【山田(博)委員】 今回、現時点では201ヘクタ

ールで工事をすると3億2,000万円ぐらいだと、

営農者の負担が最大で8,400万円ぐらいという

ことで農林部長からありましたけれども、この

暗渠というのは、いずれにしたって老朽化は進

んでくるわけですから、こういった現状は理解

できるところはあるんですけど、しかし、取り

かかりがちょっと遅かったんじゃないかなと思

うわけですね。随時きていたわけですから、そ

れに伴って、排水が悪いから作物にも影響があ

ったんじゃないかと思うんですね。 

 それで、お尋ねしますけど、滞納額は、現在

どれぐらいあるんですか。諫早湾干拓の滞納額

というのはわかりますか、お答えいただけます
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か。 

【山形農地利活用推進室長】 リースの滞納状況

についてのお尋ねですけれども、現在入植者の

方については滞納というのはございませんけど

も、9月15日現在ですが、撤退者、4経営体がご

ざいまして、その総額は2,770万円になっており

ます。 

【山田(博)委員】 これはお聞きするところによ

ると、営農がうまくいかなかった、経営がうま

くいかなかったと。その中で、暗渠の水はけが

よくなかったら、営農にも大きく影響していく

わけですね。ですから、この暗渠の対策はしっ

かりやっていただきたいと思うんですが、これ

は、諫早湾干拓課長、年度内に方針を決めて、

来年度はそういった工事なり実施ができるよう

な形のスケジュールとして考えていらっしゃる

んですか、それを明確にお答えいただきたいと

思います。 

【藤田諫早湾干拓課長】 今委員からお話がござ

いましたとおり、現在調査、航空測量を実施い

たしております。その結果に基づきまして、そ

ういった排水不良の原因といったものを特定い

たしまして、農業振興公社のほうで年度内に排

水対策の方針というものを固めまして、来年度

からそういった対策に取り組む、そういった予

定をしておるところでございます。 

【山田(博)委員】 ぜひ諫早湾干拓の水はけとい

うか、排水の問題で入植者の経営に影響が出な

いように、万全の対策をしっかりとっていただ

きたいと思いますてので、よろしくお願いした

いと思います。 

 続きまして、長崎市の琴海戸根町で起きまし

た、これは森林開発についてお尋ねしたいと思

うのですが、新聞発表で皆様方もご存じのとお

り、この地域に流れている戸根川に汚濁水が流

れて、水道施設に大きな影響が出ているという

ことで、大変な地域の問題になりました。戸根

川というのは地域の水道として活用されている

と。そこで、長崎市の給水車が出動し対応した

ということで、これは大変な状況になったわけ

でございますが、ここで対応経過表というのを、

林政課長、これは委員の皆さん方にお配りして、

しっかりとご理解いただきたいと思いますので、

用意していますか。用意しているんだったら、

お配りしていただきたいと思うのですが、いか

がですか。 

【内田林政課長】 今ご指摘がありました対応経

過表というのは準備はいたしておりません。手

元にはございますので、すぐ配付はできると思

います。 

【山田(博)委員】 ぜひこれは、委員長、配付し

てもらって、委員の皆さんにご理解いただきた

いと思いますので、まず配付してから質問した

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 用意していただきながら、次の質問に移りた

いと思います。 

 全国和牛能力共進会の大会におきまして、先

ほど西川委員から質問がありましたけど、今回、

「長崎和牛」推進協議会の出品対策委員会にお

きまして、今回の結果をもとに十分に検証して

いきたというふうにありますけれども、畜産課

長にお尋ねしますけれども、この検証をいつご

ろされて、それに基づいて、今後どのようにし

てやっていかれるのか。 

 これは、前回の長崎大会におきましては、長

崎県の「長崎和牛」がすばらしい成績を残して

おいて、長崎県の農業者の所得の向上に大きく

貢献したわけでございますが、それで、この中

で今回の結果を踏まえた上で、今後どのような

対策をとってスケジュールを考えているのか、
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お答えいただきたいと思います。 

【大曲畜産課長】 委員からご指摘がございまし

た、今大会を踏まえた検証の時期ということで

ございます。 

 今ご指摘いただきましたとおり、まず現段階

の状況でございますけれども、やはり上位にき

ました鹿児島、宮崎、大分は入っていましたけ

れども、やはり鹿児島、宮崎は頭数が本県の3

倍、4倍がおります。 

 ただ、そういった増頭対策も非常に重要とい

うことと、あと、じゃどうして大分が、大分は

うちよりも1万頭ぐらい少ないんですけれども、

そこも3位に入っているということでございま

す。現状といたしましては、審査の中身ですね、

いろいろ基準がございまして、発育の基準があ

りまして、それを1ミリでもオーバーしたらア

ウトとか、あとは栄養度の問題等もございます。

それは全和等の本会の審査委員が審査したわけ

でございますので、今の段階では、そういった

ところも想定されている状況でございますので、

検証をするのはすぐできるんですけれども、や

はり全体の全和等が今回の大会の総評というの

も今後出す予定というふうに聞いておりますの

で、それにつきましては、先ほど委員からお話

がありました推進協議会の出品対策委員会とい

う中で、やっぱり専門的に検討したいと思って

おりますので、現在、協議会の中で11月にする

のか、なるべく早くしたいと思っておりますけ

れども、その時期も踏まえて検討中でございま

す。 

 あと、検証の中身でございますけれども、や

はりいろいろ、この委員会でもご指摘いただき

ました輸送対策とか万全を尽くしたつもりでご

ざいますけれども、そういった輸送対策とか、

あとは出品の月齢とか、そういった上位に及ば

なかった項目とか、あとは種雄牛の出品の確保

対策とか、いろんな項目もございますので、そ

ういったものも検討しながら、早めに検証会議

を開催したいというふうに思っております。 

【山田(博)委員】 時間ですので、一旦終わりた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

【大久保委員長】 しばらく休憩します。 

 再開は10分後、2時50分です。 
 

― 午後 ２時４１分 休憩 ― 

― 午後 ２時５１分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 林政課長より資料の配付がなされております

ので、説明を求めます。 

【内田林政課長】 お手元にお配りしています経

過表について、ご説明したいと思います。 

 場所は、長崎市の琴海町、西彼杵半島のちょ

うど中央部に位置するところでございます。東

は戸根川を経て大村湾へ流れ込む流域、西側は

神浦ダムの上流になるところでございまして、

事業の目的が、太陽光発電施設の造成工事でご

ざいまして、開発面積は28ヘクタール、結構規

模が大きい工事でございます。 

 経過でございますが、6月7日に林地開発の許

可をしておりまして、6月9日に着手届けが提出

されております。それから7月12日、一部県道

敷きへ土砂が流出していると地元から連絡があ

って、開発業者のほうへすぐに土砂を除去させ

ております。 

 一番大きな災害は、中ほどに書いています8

月14日、お盆の時に集中豪雨がありまして、戸

根川に汚濁水が流出して給水車が出動したとい

う事案が発生いたしました。それ以降、この地

域を管轄します県央振興局のほうで現場対応し

て、現地の防災施設を早急に設置するよう、こ
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の間指導をしてまいりましたけれども、最終的

には8月30日に、県央振興局長名で指導文書を

出しております。 

 その後、本体工事は中止させ、防災工事のみ

を先行工事で、今取りかかっているところでご

ざいまして、土砂の流出を防止するための防災

工事は、現在ほぼ終わっております。28ヘクタ

ールのうち、ほぼ半分に当たります15ヘクター

ルにブルーシートをかける工事を今やっており

まして、1,000枚ほど設置を完了しております。

今月いっぱいで、ほぼ半分の、土を崩したとこ

ろは全部覆うということで、それから各流域に

流れ込む調整池、沈砂池、それから暗渠排水管

等も順次完成をしておりまして、最終的な防災

工事が終わるのが10月の中旬というふうにお

聞きをしているところでございます。 

【大久保委員長】 畜産課長並びに農地利活用推

進室長より発言の申し出がなされておりますの

で、これを許可します。 

【大曲畜産課長】 私は先ほど西川委員からのご

質問の中で、オレイン酸の測定値、データ数の

お話を、2,000頭というお答えをしたんですけれ

ども、申しわけございません。平成26年度から

収集しておりまして、初年度の平成26年度が

2,000頭ということでございまして、その後平成

27年度、平成28年度、今年度は、その倍の4,000

頭というデータ数でございます。訂正をお願い

いたします。申しわけございませんでした。 

【山形農地利活用推進室長】 先ほど中島(浩)委

員のほうから、農業振興公社の農地の売買事業

についてのお尋ねがございまして、補足をさせ

ていただきます。 

 毎年この事業計画の中で農地の売買事業の計

画を上げているわけですけれども、その理由に

つきましては、一定規模の金額、例えば1,500

万円を超えるような農地の売買があった場合に

ついて、農地中間管理事業を活用して売買した

場合に、売り渡し農家に対して譲渡所得の控除

が受けられる制度がございます。そういう大き

な案件があった場合には、この中間管理事業を

通じて売買をすることで、農家の負担が軽減さ

れるため、実際に申し出が、今のところ実績が

少ないわけですけれども、仮にあった場合はこ

の事業で対応していくということで、毎年計画

として上げさせていただいているところでござ

います。 

【大久保委員長】 質問に移ります。 

 ほかに質問ございませんか。 

【麻生委員】 私も通告はしてなかったんですけ

れど、今日報告があった分についてお尋ねした

いと思います。 

 農政課から出されました日本版のＥＰＡ、Ｔ

ＰＰの影響について、今日報告があっておりま

す。長崎の養豚農家さんが122億円の生産額、

これがＥＰＡが発動して10年間と書いてあり

ますけれども、具体的に、今後こういう状況で、

ここに関して牛・豚マルキン等の設置も含めて

されると書いてますけれども、具体的に対策と

してどのような対策を養豚農家さん、また肉牛

農家等に取り組んでいかれるのか、方向性だけ

教えてもらませんでしょうか。 

【大曲畜産課長】 ＥＵ大筋合意なされましたけ

れども、その影響に対する主な対策というお尋

ねでございます。 

 予想される影響といたしましては、やっぱり

従量税の引き下げということで、現在482円の

最大の関税が50円まで下がると、低価格の豚が

入ってくれば、競合により、国内の豚肉が下が

ると予想されております。影響試算は国も出し

ていませんので、県としても出していないとこ
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ろでございます。 

 このような状況を踏まえまして、今委員から

ご指摘がこざいました豚マルキンの制度がござ

いますけれども、現在8割補塡ということで、

今の流れでは9割まで引き上げるとか、あとは

生産者の負担が、掛金が、牛で国が3で生産者

が1ですけれども、今、豚が1対1でございます

ので、そこも牛と同じように3対1の割合にへと

の要望等もございますので、国に早期発効とい

いますか、法改正も要望する中で、当然ながら、

そういった制度への加入を推進していくこと、

これがまず1点目でございます。 

 それから、ＥＵの豚肉価格が1キロ当たり160

円程度と、低コストと聞いております。日本の

場合は、現在平均しますと450円ぐらいコスト

がかかり、本県では、いいところでは350円と

か360円でやっているところもございますけれ

ども、それは類まれな農家でございます。生産

性の向上や生産コストの低減の取組強化が非常

に重要と思っております。 

 また、新たな経営手法で、豚のベンチマーキ

ングにより、個々の経営の中で問題点を早期に

抽出するとともに、その解決に向けた支援策の

実施や、規模拡大のための畜産クラスター事業

を活用した豚舎の整備、コスト縮減対策のエコ

フィード、暑熱対策の施設整備、そういった対

策が必要だと考えております。 

 牛肉につきましては、今のところＥＵのほう

から入ってきていませんので、豚と同じような

形で、生産基盤の強化、牛マルキンの加入推進、

施設整備、生産性向上、コスト縮減等、養豚と

同じような形の対策が必要だと考えております。 

【麻生委員】 ＥＰＡで、今回、ヨーロッパから、

豚についてはイベリコ豚とか入ってくるという

ことで聞いていましたけれども、前回、去年で

すか、ＴＰＰの試算の中では、本県の養豚農家

さんは100％打撃を受けるということでありま

した。この中で一番課題は、飼料の問題ですね。

配合飼料を含めて、トウモロコシ由来の関係で

言うと68％が要はコストだということで書い

てありましたけれども、ここを何とか下げるこ

とと、具体的には生産性を上げていくと。出荷

額、110キロかな、大体180インチで上がるとか

いう話があっているんだけれど、こういったも

のをいかに短縮しながら生産性を上げていって、

短縮の中で出荷できるかとかということも課題

ではないかと思っているところなんですよ。 

 そこで、農林技術開発センターのほうで来年

度また、みかんジュースだとか、じゃがいもと

か、そういったものを活用して、エコフィード

の関係をなされるということも一部お尋ねして

おったんですけれども、具体的には、私が前か

らお話をしているように、そういうエコフィー

ドも含めた循環の中で、皆さんと一緒になって

何とか農家の皆さんのコストを下げながら生産

を上げていくという取組が必要じゃないかと思

っているんですけれども、これについての畜産

課長のお考えをお尋ねしたいんですけれども。 

【大曲畜産課長】 委員ご指摘の生産コストを下

げるという面では、やはり豚の飼料費というの

は大きい部分でございますので、そこが一番有

効な方法と思っております。 

 委員ご指摘のエコフィードは最重要のコスト

縮減対策じゃないかと。これにつきましては、

早くから利用の推進というのは行っているんで

すけれども、やはり原料の面もございますし、

あとは特に、豚でありますと、中身が安定しな

いと、ご承知と思いますけれども、脂肪が厚く

なったりとか、黄色くなったりとかですね。あ

とは、原料を扱う中で飼料としての安全性とか、
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嗜好性の問題もございます。そういった意味合

いも、いろんな問題もございますので、そうい

った点を非常に考慮しなければならず難しい点

もあると思います。 

 ただし、今回、農林水産省と環境省の食品リ

サイクルセミナーを長崎県で開催予定ですので、

委員もご承知と思いますけれども、リキッドフ

ィードという形で飼料をつくっている業者さん

もいらっしゃいます。そこに県内の養豚家の方

に出席を要請している状況でございまして、マ

ッチングという意味で、実際現場を見ていただ

き、製品も見ていただいた上で、自分の経営に

取り込めるのか、今後やるようにしております。 

【麻生委員】 一つは、103件されているので、

すべてがそういう形でできるかどうかわかりま

せんし、量の確保の問題もあると思うんですよ。

ただ、私は以前から申し上げているように、そ

ういう事業もぜひ県内で定着させて、仕組みを

とっていただいて、要は、ぜひ本県の畜産農家

さんの後押しができればと思っているところな

んですよ。今から、年々厳しくなってくるんじ

ゃないかと思っています。 

 一昨日ですかね、今、豚の需要が高いと。輸

入の状況も、豚肉のマーケットも大手商社が入

り込んで、四元豚とかいうのも今輸入して、カ

ナダとかオーストラリアから来ているという情

報もありましたけれども、県内のそういう事業

者をしっかり後押しするには、県が本当にコス

トをいかに下げていくのか。あまり頭数を増や

すと、また課題も出てくるでしょうから、生産

性も含めて上がるような仕組みをぜひ後押しを

していただいて、県内の養豚で122億円という

のは大きな数字じゃないかと思っているんです

よ。ですので、先ほど申し上げましたような、

今、エコフィード関係を含めてやっていますけ

れども、廃棄された、商品にならないじゃがい

もが放置されておりますけれども、そういった

ものも今後エコフィードになるような仕組みづ

くりも、ぜひ県内挙げてやっていただいて、農

業している人たちは、そういう意味では餌にな

るように研究開発を推し進めていただいて、取

組を進めていただきたいと思っておりますけれ

ども、今後の状況がもしあったら、教えていた

だきたいんですけれども。 

【峠農林技術開発センター所長】 養豚について

の飼料費の軽減というのは非常に重要な課題だ

というふうに認識をいたしております。 

 農技センターにおきましても、これまでもジ

ュースのかすとか、お茶の絞りかす、こういう

ものを飼料としまして豚に与えて、暑熱対策で

あったり、あるいは増量、肉質というものにつ

いても調査をしているところであります。 

 今おっしゃいましたように、広く分布するじ

ゃがいもの廃棄されたものとか、そういうもの

をどうやって集めるかというのは非常に課題が

あろうかと思いますけれども、そういうものを

使いながら、我々も研究を進められればという

ふうに考えております。 

【麻生委員】 私も4年ほど前からエコフィード

の関係については、皆さんにもお話をしてきた

んですけれども、実は、全国の食品リサイクル

関係の会長さんとこの前お話ししました。その

中でお話しされていたのは、日本のエコフィー

ドの技術が、実は世界でも最優秀の状況にある

ということで、外務省がヨーロッパのＧ20のと

ころで公開セミナーでやったとか、実はニュー

ヨークに行って、外務省がそういったことにつ

いて紹介をしたという話もありまして、エコフ

ィードといいますか、一手間、二手間かかるの

であれなんでしょうけれども、結構そういう意
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味では、世界的にも最先端の技術を日本のエコ

フィードの技術は持っているということも言わ

れておりました。 

 食品ロスも含めて一部動いていますけれども、

環境部がやっていますけれども、今後、一般廃

棄物の流れが一部変わって、廃棄物は悪いもの

は全部処理するというより、食べられるものと

か、まだ食材になるものをきちんとやっていこ

うという、一部議員立法の話も出ておりました

けれども、そういうふうに、今、年間800万ト

ンぐらい捨てられている食材がありますので、

ぜひこの取組がうまくいきながら分担ができれ

ば、お願いしたいと思っているところなんです。

やっぱりそういった意識を持ってぜひ取り組ん

でいただいて、畜産農家の後押しになって、コ

ストが下がればと思っております。 

 2カ月ほど前に読売新聞に取材していただい

て、たらみのゼリーのシロップを今、豚に食べ

させて、相当効果が上がっているという話も新

聞記事に載っておりましたけれども、そういう

新事例の状況も踏まえながら、皆さんと一緒に

なって畜産農家の後押しをしていくということ

もぜひお願いしたいと思いますので、どうか、

今回やりますエコフィードの考えについても、

畜産農家の皆さんを結集していただいて、後押

しができるようにしていただければと思ってお

りますので、課長、それについての取組の意気

込みをお願いしたいと思います。 

【大曲畜産課長】 今、委員ご発言がございまし

たけれども、利用意向のある農家も含めまして、

全農家に対しまして、エコフィードの生産事業

者の情報、また、地域の未利用資源の賦存量と

か、いろんな情報の提供を行いながら、個別マ

ッチングをさらに進めてまいりたいと思ってお

ります。 

【宅島委員】 先般、宮城の全国和牛能力共進会

では、理事者の皆様方、大変お疲れさまでした。

長崎大会のような成績は残せなかったんですけ

れども、西川委員、山田(博)委員から言われた

ように、きちんと次回の対策を練って取り組ん

でいただければと思います。 

 また、8月の農水経済委員会での現地調査の

際に、九条ネギの視察に行ったんですけれども、

ここの九条ネギのカットネギが、スーパーエレ

ナさんで販売をされているということで、ほぼ

ほぼ毎日完売をするそうです。我々も非常にい

い勉強になりました。 

 まず、県内で野菜のカット工場が何カ所ぐら

いあるのか、ご理解されているんでしょうか。

されていない。されてなければ、後で調べて教

えてください。 

 それと、この前、雲仙市の認定農業者の若手

のリーダーの方と懇談の場があって、その時に

私に相談があったんですけれども、経営体育成

事業という事業があるんですけれども、この事

業に関しての概略の説明をお願いいたします。 

【渋谷農産園芸課長】 経営体育成支援事業につ

きましては、適切な人・農地プランに位置づけ

られた中心的に経営体等に対して、経営発展に

必要な農業用機械等の導入を支援する事業とな

っている、国の事業でございます。 

【宅島委員】 県内で、長崎県でどのくらいの予

算が執行されていますか。 

【渋谷農産園芸課長】 平成29年当初なんです

けれども、要望額では約5,400万円あったんです

が、実際に全国でポイント勝負になるんですけ

れども、ポイント勝負をされた結果、長崎県に

配分されたのが208万3,000円ということで、配

分率が、要望に対して3.8％という状況になって

おります。 
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【宅島委員】 それで、若手の認定農業者のリー

ダー格の方がおっしゃったのが、自分たちも一

生懸命経営はしているんだけれども、どうして

も規模が大きくない。この事業は、今まではず

っと使いやすい事業であったんですけれども、

今年から何かポイント制が重視されて、大規模

農家ほど優遇されているというふうにお聞きし

たんですけれども、その208万円の執行分に限

っては大規模農家ですか、小規模農家ですか。 

【渋谷農産園芸課長】 これは法人になっており

ます。 

【宅島委員】 わかりました。ですから、法人格

を持たない小さな農家の方たちが、非常にこの

事業を使いたい人たちから上がってきたのが

5,400万円要求があって、208万円の予算しか国

からつかなかったということですけれども、や

はりこれは県としても強く改善の要求を国に上

げてしなければならないと思うわけであります。

その点、農林部長の見解をお聞きしたいと思い

ます。 

【加藤農林部長】 この経営体育成支援事業でご

ざいますけれども、一般的に融資残補助と言わ

れているもので、補助率は10分の3で、融資の

残の10分の3を補助すると。だから、補助率的

に、産地パワーアップ事業あたりは2分の1補助

ですので、実は補助率は産地パワーアップのほ

うがいいところではあるんですが、なんで現場

での要望が強いかというと、産地パワーアップ

は、いろんな集団として、産地として取り組ま

ないといけないと。この経営体育成支援事業は

個別の経営体として、個別の経営体を助成しま

しょうという、今までにはなかったような制度

でございまして、そういうところで個別の農家

のほうから、機械を導入するについての要望が

強いというところであります。 

 なぜ本県の農家になかなか配分がないかとい

うと、先ほどありました、法人化をしていると

か、あるいはその中で新規就農者を育てている

取組をやっているとか、そういう先進的な取組

をやっているところについて優先配分をします

という要件がついているところでございます。 

 本県の農家はまだまだ小さい農家がほとんど

でございまして、そういったところの取組を私

どもは実は進めているんです。規模拡大をやっ

て、その中で新規の雇用、就業、それから独立

させてくれという取組で育成はやっているんで

すが、まだまだのところがあります。 

 そういった中で経過的に、やっぱり私どもは

そういったところも今から大きく育てないとい

けないじゃないかと国のほうに言っていまして、

そういうところもしっかり見てくれよというこ

とを国のほうにも要望しているところでござい

まして、引き続きその要望はやっていきたいと

思っております。 

【宅島委員】 わかりました。国の制度なので、

簡単に県の意向がどうにもならないのは重々わ

かっております。しかし、ほとんどの県内の法

人格を持っていない農業者の方たちが非常に困

られているので、ぜひそういったところも酌ん

でいただいて、今後の農政にしっかり生かして

いただきたいと思います。 

 そこで、県民所得の向上という大きな県の目

標があるわけですけれども、県民所得向上で、

農家の方々の収入と申しますか、所得と申しま

すか、農家所得、これは直近で公表されている

んですけれども、おわかりでしょうか。 

【綾香農業経営課長】 本県の主業農家、特に農

業で生活が成り立たれている農家ですけれども、

所得の平均が418万6,000円ということで、最近、

直近のデータが出ております。 
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【宅島委員】 わかりました。知事が、県民所得

の向上を掲げられて非常に努力をされているわ

けでありますけれども、徐々にではありますけ

れども、上がってきているんでしょうか。前年

度とかと比較をしたら、どうですか。 

【綾香農業経営課長】 先ほど申しました主業農

家の農業所得は、農家の努力、規模拡大、それ

から単価のアップ等で産出額も伸びておりまし

て、それにつれて所得、引き算である経費を引

いた部分の所得も、主業農家の所得も年々上が

っておりますけれども、まだ依然、国の全国平

均が498万円でございますので、その約8割ちょ

っとということでございますので、長崎県の場

合は、もう少しコスト縮減の努力をしていかな

ければならないというふうに考えております。 

【宅島委員】 わかりました。そういったところ

も含めて、先ほど言った、ほとんどの認定農業

者の方たちは法人格を持たれてない。しかし、

認定農業者の資格をきちんと持って取り組まれ

ている若者たちは、本当に長崎県の将来を担っ

ていく方たちなので、しっかりそこら辺のサポ

ートも十分考えていただいて、取り組んでいた

だくことを要望して終わります。ありがとうご

ざいました。 

【大久保委員長】 ほかに質問ございませんか。 

【渡辺委員】 新聞で、今年の初めに見たかと思

うんですが、アボカドを長崎でも栽培しようと

いう協議会か何か立ち上がったと思うんですけ

ど、あれについて、この長崎県でアボカドの栽

培が可能というか、適地なのか。どうなんです

か、その辺は。 

【渋谷農産園芸課長】 アボカドにつきましては、

県内でも新しい品目を実証するような事業があ

りまして、西海市等で試作もされております。 

 また、農林技術開発センターのほうでも、一

般的な試験として、アボカドの適性について試

験をやっているところであります。 

【渡辺委員】 じゃ、新しい作物として長崎県で

も栽培可能ということですか。 

【渋谷農産園芸課長】 アボカドは品種によって

寒波に弱いということもありますので、何年か

に一遍の寒波に耐えられるかというものも含め

まして、今試験をやっているところで、例えば

去年のビワの災害があったように、寒波がきた

場合については枯れる可能性もあるということ

で、今、その適性を見ているという状況になっ

ています。 

【渡辺委員】 じゃ、その協議会と県との連携と

いうのは、それはとれているんですか。 

【渋谷農産園芸課長】 協議会等が開催されてい

る研修会等については、県の担当等も一緒に行

って、いろいろ情報交換をやっているような状

況になっています。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【山田(博)委員】 まず最初に、通告していた質

問なんですけど、まず、耕作放棄地解消5カ年

計画の達成状況なんですが、これは事前に資料

をいただいたので、これは終わりたいと思いま

す。 

 続きまして、農業の従事者における高齢化等

に伴う健康管理対策についてなんですが、これ

は当委員会で具体的な回答はとれないと思いま

すので、私の趣旨としては、今現在、農業従事

者の方は、大変な高齢化に伴いまして健康管理

ですね。特に、私の地元でも、腰が痛いとかと

いう腰痛の方がたくさんいらっしゃるわけです

ね。 

 そこで、これから次の世代を担う若い世代に、

今後の10年、20年を考えて、簡単に言うと、農

作業をする前の体操を長崎県農林部で考えても
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らいたい。いいですか、長崎県農林部として、

それをつけて農業者の健康管理を、これがひい

ては、長崎県の農業の魅力につながると思いま

すので、ぜひ考えて次の委員会で示していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 また、先ほど渡辺委員からありました、県内

の畑地の土壌調査に基づいて、それに伴う農産

物の特産化の調査をしていただいて、次の委員

会に示していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは、ほかの質問をしていきたいと思い

ます。 

 先ほど林政課長から委員の皆さん方にお配り

しております、長崎市琴海町の経過表をいただ

いております。 

 ちょっとお尋ねしますけど、7月12日の時点

で林政課は、こういった取り付け道路から県道

に土砂が流出するという地元の苦情があるとい

うのは、この時点で林政課は把握していたか、

把握していないか、それだけをまずお答えいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

【内田林政課長】 7月12日の当日に流出したと

いうのは、即日私どもは連絡を受けてなくて、

後日わかったことでございます。 

【山田(博)委員】 後日っていつですか。 

【内田林政課長】 県央振興局が対応しています

ので、恐らく2～3日後だったと思います。 

【山田(博)委員】 わかりました。それで、委員

の皆さん方にもわかっていただきたいのは、こ

の県央振興局に土砂が流出していると、また、

1カ月後には、これは8月14日の降雨で戸根川で

すね、これは長崎市の水道にも大きな影響を与

える戸根川に汚濁水が流れていると、また、神

浦ダムに流れている神浦川にも濁りが発生して

いるということでありますけれども、7月12日

から工事がずうっと進んでおってこういった状

況が、1カ月後にはこういった事件が起こった

ということは、業者が十分な対応を、県当局か

ら指導を受けながらもしてなかったということ

でこうなったということで理解していいのかど

うか、それをお答えください。 

【内田林政課長】 施工条件といたしまして、防

災工事を先行すると、 それで一定防災の施設が

完了した時点で本体工事にかかるというのが条

件でございますので、この時点で業者が本体工

事を一緒に施工していたということを認めまし

て、新聞にも掲載されましたとおり、地元に対

しても、県に対しても陳謝をしております。 

【山田(博)委員】 それで、8月15日、1カ月後に

林政課が汚水流出現地調査と地元受益者への対

応を開始とあるんですね。要は、このお盆明け

にこういった事件が起きまして、大変大きな、

新聞報道されるぐらいの大きな問題があって、

て、1カ月後に林政課が現地へ行ったというこ

とでありますけど、ということは、これは林政

課として再三再四業者に指導したにもかかわら

ず、十分な対応ができてなかった、県央振興局

だけでは指導がままならないと、それで本庁が

出ていったということで理解していいわけです

ね、これは。 

【内田林政課長】 県央振興局が対応していまし

たのは、広島に本社がある会社のこちらの営業

所みたいなところでございまして、私どもは本

社に直接社長を呼んで現地調査と地元の対応を

お願いしたということでございます。 

【山田(博)委員】 そうですよね。私は、この経

過を見たら、いかに県当局が再三再四指導した

にもかかわらず、こういうふうになったという

ことで、怒り心頭ですよ。 
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 それで、委員の皆さん方にぜひご理解いただ

きたいのは、こういった林地開発をする時に、

林政課長ご存じですね。実は、許可条件という

のがあるんです。これはどういったことをいう

かといいますと、以下の条件に従って開発行為

を行わない場合には、この許可を取り消すこと

があるというんです。それで、この許可に従わ

ないと取り消しますよと。で、その取り消しを

した時に、不服がある場合には、この通知を受

けた翌日から起算して3カ月以内に知事に対し

て審査請求をすることができますと書いていま

すね、林政課長。 

 それで、林政課長、今から言いますね。委員

の皆さん方もこの経過を見ながらご理解いただ

きたいのは、まず、こういってする時には、開

発行為は申請書及び添付図書の内容に従って行

うことということであるんです。じゃ、ここの

中でしているかといったら、これをやってない

んです、明らかに。 

 続きまして、毎年6月末日までに開発行為の

施工状況について写真添付の上、報告書を提出

すること。これですね、提出したら、こんな工

事じゃなかったはずです。してないんだ。 

 続きまして、開発行為の施工中に災害が発生

した場合には、適切な措置を講ずるとともに、

遅滞なく知事に届けることというのがあるんで

す。これを届けてないんだ、見たら。 

 次ですね、施工に当たっては防災工事を先行

し、工期は、提出した工程表のとおりすること。

工程表に著しい変更がある時は、事前に変更工

程表を作成の上提出し、知事の承認を受けるこ

と。してないんです、これは。してないから、

こうなったんです。 

 続きまして、切土、盛土は強風時、または台

風襲来時に行わないこと。また、強風時にまた

は台風襲来時には、施工途中の切土、盛土、捨

土が流出したり崩壊しないように、流出及び崩

壊の防止措置を講ずることと。これをやってな

かいから、こうなったんだ。 

 続きまして、最後です。切土、盛土は下流に

対する安全を確認した上で行うことと。行って

ないからこうなったんです。 

 つまりですね、農林部長、ここはこういう行

為をしっかりやってないと取り消しとかあると

いうことをうたっておきながら、この会社はや

ってなかった。だから、要は、7月17日からず

うっとやって、結局最終的には、簡単に言うと、

言うことをきかないから、本庁の大変お忙しい

中にやっているんだ。私は、ここにあるように、

先ほどの条件に従って開発行為を行わない場合

には、この許可を取り消すことがあるとあるん

です。これは、あくまでも双方が合意の上でや

っているんだ。 

 農林部長、これだけはご理解いただくと思う

んですよ。農林部長、これは厳正なる処分をし

ていただきたいですよ。とんでもない行為です

よ、これは。これは、林政課長というよりも農

林部としてしっかりとした対応をとっていただ

きたいと思うんですよ。これは、いいですか、

あと水道施設とか何かに損害を生じたというこ

とで、損失補償するとかという問題じゃないん

です。これは大変なことなんですよ。農林部長、

この時点で回答はできないでしょうから、次の

委員会で、厳正なる対応をもって報告していた

だきたいと思うのですが、今私の言った許可条

件というのに随分違反しているんですよ。再三

再四林政課が指導監督しながらこういった結果

になったわけだから、これはしっかりと農林部

として、部長、今の時点でいろいろ回答はでき

ないでしょうから、次の委員会にそれなりの回
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答を持ってお答えいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 今の時点で何か見解がありましたら、お聞か

せ願いたいと思いますが、農林部長に答えても

らいたいんです。 

【加藤農林部長】 林地開発に当たって工程管理

が、提出された工程表どおりに行われず地元に

被害、迷惑をかけたというのは大変遺憾なこと

だと思っております。 

 この業者につきましては、私どももしっかり

指導しないといけないと考えておりまして、こ

の間指導を行って、現地では、先ほど課長から

ありましたとおり、防災対策がほぼ終わったと

ころまできたところでございます。 

 そういった状況を踏まえまして、この業者に

対しましてしっかり、今後再発をしないように、

こういったことはしっかりやっていかないとい

けないと思っておりますし、私どもも指導の面

でもさらに改善が必要なところについては検証

の上、しっかり取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

【山田(博)委員】 要は、私はこの許可条件の中

に、許可を取り消すことがあるというんですよ。

これは、農林部長、そこまで含めた上で次の委

員会にどういった形で取り組むか検討していた

だきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。今言った、許可を取り消すこと

もあるということを含めて、しっかりとやって

いただきたいと思いますので、よろしいですか、

農林部長。 

【加藤農林部長】 その面も含めて法的な問題に

なってまいりますので、弁護士あるいは国、林

地開発の森林法の所管をしております国等々に

相談しながら、ご報告をさせていただきたいと

思います。 

【山田(博)委員】 私は、林政課の職員が一生懸

命やって、にもかかわらず再三再四の指導に対

応しなかったというのは言語道断ですよ、この

会社は。私は、林政課の職員が、少ない職員の

中、どれだけ一生懸命やっていますか。たまた

ま、実は同じ会社が五島もやっているんだよ。

その時は、五島振興局の職員がしっかりやって

いただいたおかげで助かったんですよ。すみま

せんね、県央振興局の職員がやってないとは言

ってないんですよ。五島振興局の職員がよくや

っていただいたわけですね。県央振興局もやっ

てくれたけど、業者が何せこういうふうだった

から、言語道断ですよ。私は、本当に林政課の

職員が、少ない職員の中、一生懸命やっていた

だいた結果、こういうのは不届き千万ですよ。

そういった思いもあって、本当の対応をお願い

したいと思います。 

 続きまして、団体検査指導室にお尋ねします。 

 今回、残念なことに、県内のＪＡで職員の着

服事件があったんですね。実は、よくよく私も

記憶をたどってみたら、同じＪＡじゃなかった

かなと。ましてや、今回起こったのは、事件を

ずっとさかのぼってみたら、平成23年から始ま

っているんですね。実は、その前に発覚した事

件も、これは平成26年です。つまり、同じ期間

に同じ事件がダブっていたんです。これはどう

いうふうなことでこうなったのか、今後は、こ

ういったことがないように、団体検査指導室も

頑張らないといかんのじゃないか。別の農協だ

ったら、私もあれですけど、同じ農協で、同じ

期間にダブって不祥事が発生したというのは、

これはいかんともしがたいわけですね。団体検

査指導室長、頑張っていただきたいと思うんで

すよ。別にあなたを責めているわけじゃないん

ですよ。ＪＡとしてもうちょっとしっかりやっ
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ていただきたいと。 

 今回、こういった不祥事の再発防止を、また、

検査のあり方をどんなにするかというのをしっ

かり検討していただきたいと思うのですが、い

かがですか。 

【上田団体検査指導室長】 今、委員のご指摘の

とおり、3年前に不祥事の発表をしまして、今

回また不祥事が発生したということで、その着

服の期間が重複していたということにつきまし

ては、農協自体も重要視しておりまして、前回、

全支店において同様の事例がないか確認をさせ

て、また、不祥事の再発防止計画も提出させ、

1年間実施をしたところでございますけれども、

その時に不祥事が発見できなかったと。今回ま

たそういう不祥事が発覚したことにつきまして

は、現在、なぜ発見できなかったのか、また、

前回の防止計画でなぜ防げなかったのかを含め

まして、不祥事の個々の事例につきまして、発

生原因等の詳細な調査を行った上で報告するよ

う求めているところでございます。 

 県といたしましても、その報告内容を精査し

た上で、今後、同様の不祥事が発生しないよう

に、例えば現金は取り扱わないとか、口座振替

にするとか、そういう基本的なことを含めた形

で適正な事務処理体制の構築を促していきたい

と考えております。 

 また検査におきましても、不祥事の発生防止

も重点項目としておりますが、この内容の報告

を受けた上で、どのような案件を重点的に抽出

して検証するかなど、今後、効率的な検査のや

り方を検討してまいりたいと思っております。 

 今後とも、不祥事がゼロになるように、関係

機関とも連携して頑張っていきたいと考えてお

ります。 

【山田(博)委員】 これは、同じ農協で同じ期間

にこういった不祥事があったということは、ま

ことに遺憾なことであって、また、残念なこと

に、団体検査指導室でそれがわかり得なかった

と。団体検査指導室の検査のあり方ももう一度

見直しをして取り組んでいただきたいと思うん

ですね。これはなかなかわかりにくい、大変難

しい、団体検査指導室長、ぜひ頑張っていただ

きたいと思います。 

 最後に、畜産課長にもお願いがあるんですが、

先週末、地元に帰っていましたら、五島の農家

の方が、五島は畜産が大変盛んで、五島は今元

気になっているわけですけど、今回の和牛共進

大会があまり成績が振るわなかったものですか

ら、ぜひ次の大会にはいい成績が残せるように

取り組んでいただきたいという声が多かったん

です。これは、ひょっとしたら、農林部のこれ

に対する予算が少なかったのかどうかは別とし

て、ぜひ次、またいい成績が残せるように頑張

っていただきたいと思っております。 

 時間がきたので質問を終わりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

【大久保委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【麻生委員】 関連で、山田(博)委員が言われた、

琴海戸根地区の関係ですけれども、実は、水道

局が神浦ダム、また雪浦第1ダムがあるんです

ね。神浦を含めて琴海の関係は、長崎の水源の

大事な地点で、長崎の水道の手熊浄水場に送水

していますよね。大体長崎市の2分の1がこの神

浦ダムと雪浦第1ダムから引っ張っているんで

すよね。 

 要は、私が言いたいのは、長崎のそういう水

源も含めてある中に、こういう開発許可につい

て、縦割りかもしれませんけども、大事な長崎

市民の水道水なんですよ。そういった森林から

出てきて、きちんと水を補水しながらやるとい
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うことも、個人の土地だったかもしれませんけ

れども、そういう開発許可について、一定連絡

協議会とか、こういうことが起きることについ

て余地はなかったんでしょうかね。それとも、

そういう連絡協議会と水道水の問題について、

何らかの申し出がなかったんでしょうか。その

点、お尋ねしたいんですけど。 

【内田林政課長】 委員ご指摘のとおり、そこは

重要な水源となっていまして、長崎の人口40万

人ほどの給水人口に対して、ほぼ10万人の給水

をやっているところでございます。 

 非常に重要な水源ということで、開発の申請

が出てきた当初から、長崎市の関係各課と十分

な協議をやってまいりました。それから、地元

に対しても事業の説明会、あるいは環境保全の

協定書、それから災害防止の協定等も随時結ん

でまいりまして、地元説明も十分にした上で、

地元も同意の上で、最終的には許可をしたとい

うことになっております。 

 いずれにしても、連絡協議会という組織では

ありませんが、長崎市と十分に協議をして、開

発の許可に至ったということでございます。 

【麻生委員】 連絡協議会をされたということで、

一定了としますけれども、ただ、こういう水源

涵養だとか、大事な森林でもあるんですよね。

長崎市も本当は、保有林を含めて、水源涵養林

として確保しておけばよかったんでしょうけれ

ども、今後、水源をどう確保するかということ

は、大事な都市部においては、特に長崎市民の

2分の1は、さっき言った雪浦ダムから引っ張っ

ているんですよ。特に、手熊浄水場が半分供給

していますけど、そこのろ過施設、濁度が悪か

ったら、なおさら供給できないということであ

るものですから、やっぱり一番危惧をしている

ところなんですよ。今回の汚濁によって、逆に

言えば、長崎市の水道局から被害の補償だとか

は言ってきているんでしょうか。それはなかっ

たんでしょうか。 

【内田林政課長】 神浦ダムにつきましては、消

毒剤の使用量が若干増えております。それは、

長崎市に確認しております。 

 それから、戸根川のほうは給水車を実際出し

ていますので、その辺の災害対応の補償も含め

て、施工業者とは、今話を進めているところで

ございます。 

 一番心配なのは、現在、河川に流出した土砂

が、またそれが流れ出す恐れがあるというとこ

ろがありまして、神浦ダムの上流にオイルフェ

ンスを今施工させています。それから、戸根川

のほうは、大村湾のところにもさらにオイルフ

ェンスを設置しています。その途中に、それぞ

れの流域の区間で堆積した土砂を流さないよう

に、繊維マットを段階的に入れて、これ以上被

害が拡大しないようにしています。 

 9月16日でしたか、台風18号が接近して、日

雨量74ミリ降ったんですが、新たな土砂の発生

はしてないということで、今、最終的な防災工

事をとりあえず急がせているという状況でござ

います。 

【麻生委員】 今後、こういう事故を教訓にして

いただいて、できたら、一部太陽光の大型発電

も、今ある程度飽和状態になっておりますので

あれですけど、ぜひ林地開発については、今後

影響が大きいんだということで慎重な審査と、

要は許可の認定をお願いしたいなと。一回壊し

てしまうと自然はなかなか戻らないですね。水

質もなかなか戻りませんし、せっかく高い金を

かけて、長崎市はダム事業をやってきたわけで

すよね。そこが壊れると、取り返しがつかない

状況になってきます。先ほど申し上げましたよ
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うに、水源が2分の1近い確保をここからやって

いるんですよ。それで、雪浦の第1ダムは終わ

りましたけど、第2ダムはもう水が供給できる

からということで止めているんですよね。 

 そういった状況もありますから、ぜひ今後、

この琴海の地域は大事な水源地域だと、森林地

域だということを当局も認識をしていただいて、

ぜひ認可の審査に当たっていただくことをお願

いして、要望にかえたいと思います。よろしく

お願いします。 

【内田林政課長】 今回のこの事件を契機といた

しまして、県として許可権者としての責任も痛

感したところでございます。 

 今後はしっかりと、防災工事がまずは先行す

るということが原則でございますので、そこを

どういった体制で監視していくのか、指導して

いくのかというところが一番のポイントであろ

うと思います。 

 本来ならば、公共工事の発注の現場には、県

の監督員と現場の代理人というのがいて、常に

工程管理、進捗管理、あるいは現場管理、安全

管理をやっているところなんですが、今、林政

課で許可している件数が100件を超えているよ

うな状況でして、とても職員だけでは対応でき

ないという現状がございますので、今後の許可

の申請者に、そういう現場代理人的な者をしっ

かりと置いて、そこで工程管理をしながら県と

打ち合わせをするというような新たなシステム

も必要かなと私は思っていますので、その辺の

指導体制も改善していきたいと思っております。 

【大久保委員長】 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかに質問がないようですの

で、次に、自由民主党・県民会議より、「軽油

取引税の課税免除の継続を求める意見書（案）」

提出の提案を受けておりますので、事務局より

文案の配付をお願いします。 

〔意見書（案）配付〕 

【大久保委員長】 それでは、中島(浩)議員から、

意見書提出についての提案、趣旨説明等をお願

いいたします。 

【中島(浩)委員】 お手元に配付されております

「軽油引取税の課税免除の継続を求める意見書

（案）」でございます。 

 平成21年度の地方税法改正により、軽油引取

税が道路特定財源としての目的から普通税に変

更された際に、平成24年3月31日までの延長措

置が認められ、その後も、各界からの要望があ

り、3年間の延長が2度実施され、平成30年3月

31日まで延長措置が認められたものでござい

ます。 

 本県の農林水産業における作業用機械や漁船、

採石場の重機など、幅広い産業の経営安定、収

益向上に貢献しているところでございます。免

除措置が廃止されれば、農林水産業や採石業等

において大きな負担増を強いられるなど、地域

経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念されま

す。 

 そこで、軽油引取税の課税免除措置を継続ま

たは恒久化すること、以上、地方自治法第99条

の規定により意見書を提出させていただきます。 

 ご賛同いただきますよう、よろしくお願いし

ます。 

【大久保委員長】 ただいま、中島(浩)議員から

説明がありました、「軽油引取税の課税免除の

継続を求める意見書（案）」について、ご質問

はありませんか。 

【山田(博)委員】 現在、軽油引取税の課税免除

の農業の金額はどれぐらいかわかりますか。そ

れをお答えいただけますか。 
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【福田農政課長】 税務課のほうに聞き取りを行

った結果でございます。平成28年度の実績でご

ざいますが、県全体で軽油引取税の課税免除額

ですが、51億1,105万8,000円になっております。 

 そのうち、農林業の金額でございますが、

7,113万3,000円でございます。率にしますと

1.4％でございます。（「農業、林は入ってなか

た」と呼ぶ者あり） 

 申しわけございません。農業の金額でござい

ますが、6,407万1,000円でございます。 

【山田(博)委員】 それは農業ですね。林業も合

わせると、大体7,100万円ぐらいになるんですか。

そうすると、農政課長、全体のパーセンテージ

は先ほどお話がありましたけれども、そうする

と、ほとんど別のところなんですね。それは、

今わかっていますか。わかっているんだったら、

部署を超えてお答えできますか。党派じゃなく

て、他の部署を超えて、お願いします。 

【福田農政課長】 課税免除されております51

億円の約半分以上が船舶の中の自衛隊、自衛隊

が通信の用に供する機械等も課税免除の対象に

なっております。その部分が、金額で申し上げ

ますと、約33億1,000万円でございます。 

 続いて大きいもので申し上げますと、漁船が

1億6,050万円でございます。 

【山田(博)委員】 委員の皆さん方におかれまし

ては、軽油引取税の課税免除は、長崎県で大体

51億円あるわけですね。そのうちの半分以上は、

33億円は自衛隊だと。そのうちの農林、水産関

係は、その10％もないんだと、明らかなことが

わかったわけですね。 

 といいいますというのは、長崎県の農業・漁

業は、軽油引取税の課税免除は大切だと思うわ

けでございますが、その中で明らかになったの

は、自衛隊のほうも大きな額を占めているとい

うわけでございまして、離島選出の県議会議員、

山田博司としては、これはぜひ、軽油引取税の

課税免除は継続を求めていただきたいわけでご

ざいますが、今回、自衛隊がこれだけ大きいと

いうことであれば、自衛隊のほうにも、この意

見書にはぜひご理解とご協力をいただかないと

いけないということでありまして、ですから、

そうであれば、この委員会のみならず、総務委

員会にもなるんですか、そことも協議しながら、

委員長、副委員長におかれましてはしっかり取

り組んでいただきたいなと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

【大久保委員長】 軽油引取税の課税免除の特例

についての資料は、また後日、委員の皆様には

配付をさせていただきたいと思います。 

 暫時休憩します。 
 

― 午後 ３時５３分 休憩 ― 

― 午後 ３時５４分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 意見書の提出について採決を

行います。 

 本提案のとおり、意見書を提出することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「軽油引取税の課税免除の継続を求

める意見書」については、提出することに決定

されました。 

 なお、体裁の修正等についてはいかがいたし

ましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 それでは、正副委員長にご一
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任願います。 

 ほかにご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかに質問がないようですの

で、農林部関係の審査結果について整理したい

と思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時５５分 休憩 ― 

― 午後 ３時５５分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、農林部関係の審査を終了

いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時より産業労働部関係の審査を行います。 

 本日はこれをもって、散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時５６分 散会 ― 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 日 目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年９月２７日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ４時２４分 

於  議 会 会 議 室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 大久保潔重 君 

副委員長(副会長) 近藤 智昭 君 

委    員 宮内 雪夫 君 

 〃   渡辺 敏勝 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   外間 雅広 君 

 〃   松島  完 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   中島 浩介 君 

 〃   宅島 寿一 君 

 〃   麻生  隆 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

産 業 労 働 部 長 平田 修三 君 

産業労働部政策監 山下 和孝 君 

産業労働部次長 貞方  学 君 

産 業 政 策 課 長 大庭 茂雄 君 

産業政策課企画監 吉村 邦裕 君 

企 業 振 興 課 長 宮地 智弘 君 

企業振興課企画監 原田 一城 君 

食品産業・産地振興室長 村山 弘司 君 

海洋･環境産業創造課長 吉田 憲司 君 

商 務 金 融 課 長 荒田 忠幸 君 

雇用労働政策課長 松本 和也 君 

 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【大久保委員長】 おはようございます。 

 委員会及び分科会を再開いたします。 

 これより、産業労働部の審査を行います。 

【大久保分科会長】 まず、分科会による審査を

行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 産業労働部長より説明をお願いいたします。 

【平田産業労働部長】 産業労働部関係の予算議

案についてご説明をいたします。 

 予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の産業労働部をお開きをお願いいたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第71号議案「平成29年度長崎県一般会計補

正予算（第2号）」のうち関係部分であります。 

 歳入及び歳出予算は、それぞれ記載のとおり

でございます。 

 補正予算の内容についてご説明をいたします。 

 企業振興課。 

 大企業連携等の全国的な体制を活用したプロ

フェッショナル人材の獲得推進に要する経費と

して、プロフェッショナル人材戦略拠点事業費

2,000万円の増、諫早市が実施する市営工業団地

整備事業に対する助成に要する経費として、新

工業団地整備事業費1,627万4,000円の増を計

上しております。 

 また、新工業団地整備事業費については、併

せて13億8,840万8,000円の債務負担行為を設

定しようとするものであります。 
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 なお、それぞれ補足説明資料を配付させてい

ただいております。 

 以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大久保分科会長】 次に、企業振興課長より補

足説明をお願いいたします。 

【宮地企業振興課長】 私の方から、プロフェッ

ショナル人材について補足のご説明をいたしま

す。資料は、産業労働部の補足説明資料1ペー

ジをお開きください。 

 プロフェッショナル人材活用連携強化事業費、

予算額2,000万円でございます。 

 まず、1の事業目的でございますが、国の地

方創生推進交付金を活用し、国が整備した都市

部大企業などと地方の企業との出向などによる

人材連携で、県内企業のプロ人材の獲得を支援

しようとするものでございまして、全国一律、

全額国庫で実施予定の事業でございます。 

 本県においては、例えば県内中小企業が、生

産管理の専門家を出向という形で都市部の大企

業から受け入れるというようなケースを想定し

ています。 

 全体のイメージを2ページに添付しておりま

すので、先に2ページをお開きください。国の

まち・ひと・しごと創生本部事務局が、昨年10

月の説明会で配布した資料でございます。 

 横長でご覧いただくと左下になりますが、国

は昨年度、都市部の大企業などから高い関心が

寄せられているとし、出向などによる地方企業

のプロ人材獲得を支援する仕組みを整備いたし

ました。 

 ここに記載の15社は、この制度の活用に関し

まして国とパートナーシップの提携をした企業

でございます。なお、ここに記載している企業

以外でも、本制度は利用可能となっています。 

 申し訳ございません、もう一度1ページにお

戻りいただけますでしょうか。 

 事業概要のご説明を差し上げます。2番のと

ころでございます。 

 事業概要につきましては、大きく3点、（1）

から（3）で実施を予定しています。 

 まず、（1）大企業連携推進を強化する業務

の委託経費として1,500万円でございます。 

 委託の内訳としましては、①は、県内企業を

訪問しニーズを掘り起こしたり、全国協議会と

の調整活動に要する経費でございます。 

 ②は、県内企業に対しまして意識を喚起する

セミナーや、より少数のグループで相談できる

ワークショップの開催に要する経費でございま

す。 

 ③は、大企業担当者を本県に招きまして、実

際に県内企業を視察していただいたり、個別に

大企業と地方の企業が相談する場を設けたりす

る経費でございます。 

 以上3点が、1,500万円の大きな内訳となって

います。 

 次に、（2）全国協議会の負担金400万円は、

国から全国一律に1自治体当たり400万円の負

担を求められていますが、これに要する経費と

なっています。 

 最後に（3）、これも国から求められており

ますけれども、本事業及び既存のプロ人材拠点

事業の活動実績にかかる報告書の作成経費とし

て100万円。 

 以上、（1）から（3）合計で2,000万円の事

業費を予定しています。 

 以上でご説明を終わります。よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
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【大久保分科会長】 次に、企業振興課企画監よ

り補足説明をお願いいたします。 

【原田企業振興課企画監】 それでは、補足説明

資料の3ページをご覧ください。 

 市町営工業団地整備支援事業費につきまして、

ご説明をさせていただきます。 

 この事業は、市や町が企業誘致のための工業

団地の整備を行う場合に、県が補助金として財

政支援を行うものでございます。 

 今年度は、大村市など3市の工業団地整備費

を助成する予定でありますが、諫早市が新たに

工業団地を整備することとなりましたので、そ

れに助成する経費を1,627万4,000円、補正予算

として計上させていただいております。 

 2に団地の概要を記載しています。整備箇所

は、②に記載の長崎自動車道の諫早インターか

ら約6キロメートルの諫早市小栗地区でござい

ます。 

 次の4ページに地図をつけています。左上に

記載しております諫早インターから約6キロメ

ートル、上の方に波線で示しておりますのが島

原道路でございまして、これが今後開通されま

すと、栗面インターとは2キロメートルの距離

になります。 

 また3ページに戻っていただきます。 

 分譲予定面積は、2の③に記載の約20.3ヘクタ

ールでございます。 

 事業期間といたしましては⑤に記載しており

ますが、今年度から平成33年度までとなってい

まして、同年12月の分譲開始を予定されていま

す。 

 総事業費は、3に記載の約73億円。ペーパー

に書いておらずにまことに申し訳ございません

けれども、そのうちの約17億円は県の補助対象

外の経費になります。内訳としましては、団地

の開発区域外の市道の改良費、上水道の整備費、

下水道の整備費でございまして、市では、国の

補助金等を活用してこれらを整備することとな

ります。その額を差し引きました県の補助対象

となる経費が約56億1,900万円でございまして、

内訳は記載のとおりでございます。 

 分譲単価は、4に記載の平米当たり1万3,612

円でございまして、完売時の収入見込み額は27

億6,187万4,000円でございます。 

 具体的な補助金の算定方法は、5に記載をい

たしております。（ａ）の整備事業費から分譲

収入見込み額を引いた額と（ｂ）の整備事業費

の2分の1との比較で、今回は（ｂ）の方が小さ

くなりますので、その額でありますところの28

億936万5,000円が補助対象経費となりまして、

補助率の2分の1の14億468万2,000円が補助金

の総額となります。 

 その額のうち、2の⑦に記載しておりますが、

今年度支出予定の1,627万4,000円を今回の補

正額といたしまして、残り13億8,840万8,000円

を平成30年度から平成33年度までの債務負担

限度額として設定をさせていただきたいと考え

ています。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくご審議のほど、お願い申し上げます。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

【山田(博)委員】 おはようございます。それで

は、まず企業振興課にお尋ねしたいんですが、

プロフェッショナル人材活用連携強化事業で、

予算は国庫で2,000万円きているわけですね。全

国協議会負担金というのは、全国一律に400万

円取るわけでしょう。国からお金をもらって、
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国にまた全国で返すわけでしょう。こんな負担

金などは、国の方でしてもらった方が手っ取り

早いんじゃないかと思うんです。 

 いいですか、事務費はわかるんです、私は。

しかし、国がやって、全国でまた協議会の負担

をせんといかんと、400万円もですね。これは

どういうことでしょうか。今、わかるんだった

ら。わからなかったら、わからんでいいんです

けどね。ちょっと微妙なところでしょうけどね。 

【宮地企業振興課長】 委員お尋ねがございまし

た全国協議会への負担金400万円は、先ほど申

し上げました出向を中心とする今回のプロフェ

ッショナル人材の新しい取組を進めるために、

国の方でも全国の事務局を整備いたしておりま

す。 

 その全国の事務局におきましては、事務員を

7名とか、あとは全国的なシンポジウム、マネ

ージャーの研修、ワークショップ等々、ホーム

ページの整備も含めて合計で1億8,400万円程

度の事業費がかかるという状況になっています。

それを、この事業につきましては東京都が実施

していませんので、そのほか46道府県で割りま

すと1道府県当たり400万円ということで、地方

に対して400万円の負担金を求められている状

況でございます。 

 私どもとしましては、400万円の負担金をお

支払いいたしますので、十分に全国協議会を活

用して、私どもの県内でプロ人材の獲得が推進

するよう努めてまいりたいと思っています。 

【山田(博)委員】 全国協議会の負担金というの

は、国からお金をもらって、またそういうふう

にやるということは多々あるんですか。こうい

ったのに詳しいのは、どちらの次長でしょうか

ね。次長、答弁しますか。詳しいでしょう、そ

ういうの。 

 なんでこんな全国負担金が。しょっちゅうや

っているのか。たまったものではないですよ、

こんな。国からお金をもらって頑張りなさいと

言ったら、それを国に返しなさいと、全国で返

しなさいと言ったら。これはしょっちゅうやっ

ているんですかね。私もいろいろ勉強させても

らっていますけど、次長、こういったことはし

ょっちゅうあるんですか。 

【貞方産業労働部次長】 私もそれほど、こうい

ったものをたくさん見ているわけではございま

せん。というか、あまりないと思います。 

 その考え方の根底に、全国46道府県が協力し

て事務局を立ち上げようと、そういう姿勢を見

せるためにもこういうやり方をとっているんじ

ゃないかと思われますけれども、実際のところ

は、詳細についてはわかりかねるところでござ

います。 

【山田(博)委員】 そういうことですか。なかな

か、わかったようでわからないような、ちょっ

とね、時間もありませんから、次にですね。 

 今度は、諫早市の市町営工業団地整備支援事

業についてお尋ねします。 

 これ、平成30年から造成しまして大体4年間

かかるみたいですけど、もっと短期間で終わら

ないんですか。4年間の期間があれば、いろい

ろあるわけですね、時代もですね。4年といっ

たら県議会議員もかわりますからね、ごろっと。

それについて、もっと早くできないのかどうか、

お尋ねしたいと思います。 

【原田企業振興課企画監】 工事本体の短縮はな

かなか難しいかもしれませんけれども、用地交

渉が約2年間ございまして、今聞いている範囲

では、全体の3分の2は大口というふうに聞いて

います。その大口の部分も、自治会の方からは、

内々にお話をさせていただいていまして、諫早
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市の方からですね、特に反対はないというふう

なことでありますので、用地交渉の部分につい

ては短縮の余地はあるかというふうに考えてお

ります。 

【山田(博)委員】 企業振興課企画監、長崎市の

琴海町で、太陽光発電をすることによって周り

の住民に大変な被害をもたらす事件が起きたわ

けです、ご存じと思うんですが。そういったこ

とのないようにね。工業団地を造った上で、そ

ういったことのないように、しっかりとですね。 

 あまり工事を短期間に、短くするというのは

できかねないとかという話がありましたけど、

それは土木部とかと話をして聞いたんですね、

そうしたら。聞いたんですね。すごいですね。

想定して、そういった質問がくるだろうと思っ

て、工期は短くできませんよという答弁をされ

たわけですね。さすがですね、びっくりしまし

た。わかりました。そういうことですね。 

 いずれにしたって、できるだけ工期を短くし

ながら、一日も早く企業立地がスムーズにいく

よう、しっかり取り組んでいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【麻生委員】 おはようございます。プロフェッ

ショナル人材活用連携強化事業費についてお尋

ねしたいと思います。 

 これは、都市部の大企業の人事部等含めたこ

とで国が進めるという事業ですよね。そもそも

交付金を活用してやればいいじゃないかという

ことですけど。 

 私は思うんですけど、県として、基幹産業だ

とか、長崎の事業形態がありますよね、そこを

総括しているのが産業労働部でしょう。ですか

ら、戦略がこういうことで、自分たちはこの分

野に伸ばしていきたいんだとか、こういう人た

ちにマッチングの状況を与えていくんだという

県としての戦略があるんですか。そこをお尋ね

したいんですけど。 

【宮地企業振興課長】 今、委員お尋ねがござい

ました本県の基幹産業ですけれども、やはり造

船、もしくは大物加工のところが本県の基幹産

業であることは疑いのないところだと私どもも

考えております。 

 その中で今回の事業をどう活用していくかと

いうことでございますが、私どもも日ごろから、

例えば工業会であるとか、実際に個別の企業に

もお伺いしてお話を頂戴しておりまして、例え

ば今回の事業であれば、生産管理をできる人が

もし来ていただければ助かるとか、販売促進に

役立つような人材が取れれば考えてみたいとい

うふうなお話も頂戴していますので、いわゆる

ものづくり企業に対しても十分周知を行いまし

て、人材のニーズの掘り起し及びマッチングを

行っていきたいと考えております。 

【麻生委員】 各企業が15者ぐらい出ています

ね。この方たちは、ＯＢが来るのか、現役が来

られて最新の情報を提供してもらうのか、また、

この人たちは向こうも組み込まれている人たち

でしょうから、どこまで情報を出してもらうの

か。 

 そういったものをどうしっかり結びつけてい

くかというこっち側の戦略とか思いがないと、

ただ単に予算の消化で終わってしまうという嫌

いがあるわけですよ。それも単年度でしょう。

どこまでつながるかということを見ていないと、

私は、ただ単に予算の消化に終わってしまうん

じゃないかと危惧しているわけですよ。 

 それだったら何も結びつきませんから、長期

的な戦略だとか、企業の思いをどう伸ばしてい

くかということ、それと人をどう張り付けてい
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くかという企業の状況もリサーチしながらやっ

ていかないと、向こうだって、ただ情報をもら

いましたと、だけど、具体的にどれだけ展開で

きるか、雇用につながっていくか、そういった

ところが見えないんじゃないかと思っているん

ですよ。 

 この予算、2,000万円ですけど、1,500万円と

いったらあっという間に消えてしまいますよね。

次年度も続くのかどうか。そして、そういった

成果をどう上げていくかということについて、

産業労働部の考え方をもうちょっとお尋ねした

いんですけど。 

【宮地企業振興課長】 他県で大企業連携で人材

を獲得されているところの状況をちょっとお尋

ねをしております。そこにおきましては、具体

的に困っていた課題があって、これは家電系の

企業ですけれども、その知見をお持ちの人材を

うまく大企業の方から派遣していただいてマッ

チングして、製品開発が進んだというふうなお

話をお伺いしております。私どもとしては、そ

ういう個別具体の状況までなるべく踏み込んで

いって、きちんとその後につながるようなマッ

チングをしたいと思っています。 

 もう一点は、今回この事業を実施するに当た

りましては、先ほど申し上げました工業会をは

じめ商工会議所、商工会、そういう商工団体も

連携して、取組が広く深く入るように工夫をし

てまいりたいと思っていますので、有効な事業

となるように対応してまいりたいと思っており

ます。 

【麻生委員】 いろいろな施策がある中で、予算

があるからこれを取り組ませているということ

はあるんですけれども、屋上屋を重ねるような

形ではなくて、しっかり連携しながら、企業の

方向性とか目指すもの、そして戦略、そういっ

たところはなかなか。大手は逆に自分たちの状

況があるでしょうけど、ぜひリサーチをしてい

ただいて、次につながるような、そして企業の

モチベーションを上げるような、そういう展開

をぜひ図ってもらいたいと思っているんです。 

 これがだめというわけじゃないんですよ。や

り方をきちっと県が、目標を定めて、こういう

成果を出すんだと、そして1つ2つ、企業として

トップバッターというんですかね、とんがった

ところを探していただいて、成功事例を早くつ

くってもらいたいと思うんですよ。 

 そして、そういう中でこういう事例がありま

すよと、そしてこういうことになりましたよと

いうことを早くほかのところに見せつけてもら

うことが、各企業を底上げする一つの流れじゃ

ないかと思っているんですよ。そこをやれるの

は、やっぱり県の皆さんだと思っているので。 

 大変だと思いますよ。各現場に入ってリサー

チするとか、やることは大変だと思うんだけど、

雇用をしっかりつくっていく、若い人たちを県

内に就職させる、そういったことにつながって

いくわけですから、ぜひ取り組んでいただいて、

流れができるように、もうちょっとその決意を

確認したいんですけど。 

【宮地企業振興課長】 今、委員からお話がござ

いましたように、私どもも、やはり早く成功事

例を、目に見える形、プロ人材をお取りいただ

いて具体的にこういう成果が上がったという企

業を一つでも多く、早くつくることが、この取

組の広がりにつながっていく、また、そもそも

のこの事業の狙いである県内中小企業が攻めの

経営に転じていくというところにつながってい

くと思いますので、そういう取組につながるよ

う、私ども、全力で対応してまいりたいと思っ

ています。 
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【麻生委員】 ぜひ、その点をよろしくお願いし

たいと思います。できたら中間報告程度をです

ね。あまり日にちがありませんよね、年度末ま

での予算でしょうから、ぜひ、この12月ぐらい

に報告ができるようにお願いしたいと思います

ので。 

 次の企業振興課の団地造成の関係についてお

尋ねしたいんですけど、県内ではそこそこの大

きな団地だと思っているんです。今回3年ぐら

いになりますけれども、諫早もこういう団地、

駆け出しだと思いますけれども、どのぐらいの

企業が見込めるのか、今、水面下で産業財団と

連携しながら誘致を図ろうと思っていらっしゃ

ると思いますけれども、1万3,600円ぐらいの平

米単価であれば、企業にも十分魅力的な条件じ

ゃないかと思っているんですよ。 

 3年間の事業でありますけれども、造成が終

わってしまってから営業するのはおかしいでし

ょうから、今からどう取り組んでいこうとされ

ているのか、どういう企業をターゲットに絞ら

れているのか、その点がわかりましたら教えて

もらえませんか。 

【原田企業振興課企画監】 具体的に企業に売り

出しをかける時期は、今から実施設計を行いま

して、平成何年何月ごろに大体できるという目

安ができた時点で企業に提案できるかと思いま

す。 

 今のところ、資料でいけば5ページですけれ

ども、団地の形状が、右側が大体16ヘクタール

ございます。左側が大体4ヘクタールございま

す。この2区画で大規模な企業をお呼びしたい

というふうに考えております。 

 具体的には、今から自動車業界も、ガソリン

車から電気自動車等々、新エネルギーの関係の

車への転換になってまいりますので、例えばモ

ーターとか、インバータとか、新素材とか、そ

ういった分野です。 

 それから、今後の成長産業といたしまして、

ロボット等の産業機械などもございますので、

こういった、ゆくゆくは本県の基幹産業になっ

ていただくような企業にターゲットを絞って、

中心にして誘致活動を進めていきたいというふ

うに考えております。 

【麻生委員】 ぜひ、そういう戦略をもって取り

組んでいただきたいと思いますけど、貝津団地

を含めて、今、ソニーもあったりとか、イサハ

ヤ電子を含めてですね。山の中ですから塩害も

ありませんし、できたら大型の企業を誘致でき

るようにね。波佐見にあるキヤノンは成功例で

しょうけれども。 

 今、国内回帰現象といいますか、中国に出て

いた企業あたりも円安で日本に帰ってきている

状況ですから、早く産業振興財団と連携してい

ただいて、企業の誘致をですね。せっかくやる

わけですから、取り組んでいただくようにお願

いしたいと思いますけど、その点、部長、どう

でしょうか、考え方は。 

【平田産業労働部長】 今回造成を予定しており

ます諫早の新しい工業団地は、1面でこれだけ

の規模がとれるという非常に貴重な土地でござ

います。 

 今、委員からもご指摘がありましたように、

製造業はまだまだ成長の分野がございますので、

先ほど企画監が申し上げましたように、産業振

興財団とよく連携をとり、戦略を組みながら誘

致に取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。 

【渡辺委員】 プロフェッショナル人材活用の基

本的なことをお尋ねしますが、大手から出向等

による人材を確保したいということやろう。こ
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れは、出向先は県内の企業なんですか。それと

も長崎県が出向先になるんですか。 

【宮地企業振興課長】 出向先は県内の中小企業

を中心と考えています。 

【渡辺委員】 そうしたら、県内の中小企業に派

遣された大手のプロフェッショナルの人が、

（1）の事業概要を展開していくわけか。それ

は、受け入れ先の企業の人も認めているわけか。 

【宮地企業振興課長】 先ほど申し上げました補

足説明資料の（1）は、大企業から人を出して

県内中小企業が受け入れをするんですけれども、

その間のマッチング、いわゆる連絡を全国協議

会と取り合ったりとか、この事業の周知を県内

でやったりとか、そういう事務局的な部分を担

うのが今回の予算になっています。 

 実際に大企業から派遣して県内中小企業が出

向手続をするのは個別にやられるということで、

この関係の予算の中では個別の出向契約にかか

る分は入っていません。 

【渡辺委員】 中身のようわからんね。 

 要するに大手のプロフェッショナルの人材を

県内の中小企業の皆さんに、出向を受け入れて

くださいと頼むわけやろう。その手続の経費が

これだけということか。 

 そうしたら、受け入れる出向の期間は1年で

すか、2年ですか、3年ですか。 

【宮地企業振興課長】 出向の期間は、企業同士

で話をしまして、そこは例えば半年なら半年、

1年なら1年と、企業間同士で取り決めができる

ようになっています。 

【渡辺委員】 そうしたら、県内の中小企業の受

け入れ先が、こういった県内企業のニーズの掘

り起しなんかをその人にしてもらうわけか。 

 うちは、うちの会社のために出向を受け入れ

たとやから、うちの企業のために働いてもらわ

んば困るばいと。 

 要するに出向というのは、受け入れ先と派遣

元とで費用負担の割合がいろいろ出てくる。そ

の割合がどれぐらいか、それぞれの個別のケー

スで決めていくと思うんですけど、受け入れ側

としてみれば、自分の会社のために受け入れた

んだと、県内の企業のニーズの掘り起こしのた

めにあなたを受け入れたわけじゃないですよと

いう意識があるんじゃないのか。それでもやる

わけか。 

【宮地企業振興課長】 先ほど申し上げました掘

り起しは、県内の企業の皆様が個別に、こうい

う方がおられれば、うちの技術はもっと向上す

るとか、販路が広がるとかという思いを多分持

っておられるんだろうと。各企業は、都市部の

大企業におられる誰かを探すという手段を通常

あまり持っていないだろうということで、その

手段として、この事業を使っていただこうと。 

 掘り起しというのは、まず、どの企業がどう

いう人を欲しがっているかというのを、この事

務局、担うところがお聞きして、こういう人が

欲しいと全国の事務局を通じて大企業を当たる

と。例えば生産管理の関係で人が長崎に出向し

てもいいという人がいないかと探すと、そのお

互いのニーズを合わせるのを、この事務局がや

る事業となっています。 

【渡辺委員】 それはわかるとさ。受け入れ先が

県ならばわかるとよ。出向先を県が受け入れて、

そういう仕事をしてくださいということならわ

かるとよ。しかし、県内の中小企業の皆さんが

費用負担をしながら、そういう仕事までしてく

れろと。 

 何というかな、自分の企業のために受け入れ

たのに、よその仕事の紹介までするような企業

があるのか、県内に。4者ぐらい受け入れ先が
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見つかっておればよかとよ。自分の受け入れ先

の仕事以外の、そういう仕事をするわけやろう、

そこのあたりはどうか。 

【大久保分科会長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１０時３３分 休憩 ― 

― 午前１０時３４分 再開 ― 
 

【大久保分科会長】 分科会を再開いたします。 

 ほかに質問はございませんか。 

【山田(博)委員】 ほかの委員の皆さん方の質問

時間もあると思いまして、ちょっと時間配分を

考慮して質問しておりまして、一つの質問と一

つの要望をしたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 要望なんですけど、ワークショップが10回程

度とか、人材マッチングイベントとありますけ

ど、あと半年間しかありませんから、この事業

は大変すばらしいことだと思いますので、ぜひ

離島でもですね。本土ばかりではだめですよ。

離島でも必ずですね。離島というのはどこか、

わかっていますね。ぜひ、五島でもしていただ

きたいのが一つの要望でございます。 

 もう一つは質問でございますけど、このすば

らしい事業、あと半年しかないんですね。企業

振興課長、ただでさえ企業誘致とか、いろいろ

産業労働部の中でやっている中で、果たして大

丈夫かと心配しているわけです。この事業をや

ると言ったら、私のところもやってくれ、やっ

てくれという要望が多いと思うんですよ。それ

で、どういったスケジュール感で今後やられる

か、これは企業振興課長の腕の見せどころだと

思いますよ。お答えいただけますか。 

【宮地企業振興課長】 今、委員からご質問がご

ざいました、地域別のワークショップ、少数で

相談ができるような取組は、県内の8カ所に商

工会議所がございますので、そこではやりたい

と、それプラスアルファというふうに考えてい

ます。 

 2点目のスケジュールでございますが、実際、

早くて11月ぐらいから動き出せるかと思うん

ですが、年内にはセミナー、もしくはワークシ

ョップを、各地域につきましては各地域の要望

をお伺いして、要望に応じたやり方をぜひやり

たいと思っていますので、その要望を早くお伺

いしながら、なるべく早めのスケジュールで対

応してまいりたいと思っています。 

【山田(博)委員】 ぜひね。ちなみに、年が明け

たら1月から五島の場合はしけが多いですから、

年内にやった方がいいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。これは大変すばらしい事業

でございますので、どうぞよろしくお願いしま

す。終わります。 

【外間委員】 1点、確認をします。 

 2つの補正予算で、市町営工業団地整備支援

事業費ということで企画監からご説明がありま

したので、一定理解をいたしました。特に今回

は、先ほどご説明があった中で、ロボット等、

本県の基幹産業となり得る企業を誘致していき

たいというお話がございました。 

 平成33年12月には、不動産でいったら2区画

を分譲するということでスタートされると。そ

れに向けて、恐らく産業振興財団とともに全国

のいろんなところへの企業誘致の営業活動をや

っていらっしゃると思いますが、何か見込等が

ございましたら、お願いいたします。 

【原田企業振興課企画監】 具体的には、こうい

った分野にターゲットを一部絞りまして、営業

活動は実際にやっています。平成33年12月にこ

ういった団地ができますので、大きな用地を必

要とされる企業に、今後、その提案の精度とい
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いましょうか、そういった部分が増すのではな

いかというふうに考えております。 

【外間委員】 見込みは一つあられるようなお話

を承りました。 

 とかく産業振興財団をはじめ所管は、過去10

年間に1万件以上の企業訪問を行って、実績は

なかなかそう簡単にはいかないとは重々わかっ

ております。しかし、長崎県という地の利を生

かして、例えば東北の震災で相当打撃を受けた

東北の地域の大手の企業が、安心・安全な地域

を求めて、時に九州の長崎県を求めているなら

ば、そういうマッチングがあればいいなという

期待から、東北の震災で大変厳しい状況に陥っ

ている企業の誘致を、しっかりと営業活動を行

いながら、ただいま企画監からお話がありまし

たロボット等を、本県の基幹産業となり得る、

そういう企業誘致にぜひとも成功していただき

たく、この支援事業費について、ぜひとも成功

に向けてしっかりと整備を行っていただきたい

ということを要望しておきます。以上です。 

【大久保分科会長】 ほかに質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保分科会長】 ほかに質疑がないようです

ので、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。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保分科会長】 討論もないようですので、

こ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

ので、採決を行います。 

 第71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。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。 

【大久保委員長】 次に、委員会による審査を行

います。 

 産業労働部においては、今回、委員会付託議

案がないことから、まず、産業労働部長より所

管事務一般についての総括説明をお願いいたし

ます。 

【平田産業労働部長】 産業労働部関係の議案外

の主な所管事項についてご説明をいたします。 

 資料といたしましては、農水経済委員会関係

議案説明資料、その追加1と追加2、追加5をお

配りしています。 

 本日ご報告いたしますのは、経済雇用の動向

について、地場企業の支援について、食料品製

造業の振興について、県内企業の新技術開発支

援について、サービス産業の振興について、商

工会の合併について、企業誘致の推進について、

雇用対策について、産業人材の育成についてで

ございます。そのうち、新たな動きなど、主な

ものについてご紹介をいたします。 

 まず、1ページをお開きいただきます。 

 地場企業の支援について。 

 地場企業の支援については、県外需要の獲得

と県内中小企業への波及拡大という観点から、

中堅企業を認定し、技術開発や販路開拓等への

支援を実施しており、8月7日、産業用ロボット

の開発・製造事業者やＩｏＴシステムの開発に

取り組む5社を、本年度分の企業として追加い

たしました。 

 引き続き、県産業振興財団による県内外取引

マッチングの支援、長崎県工業連合会などにお

ける企業間連携活動の促進など、さまざまな施

策を組み合わせながら、中堅企業支援を核とし
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た地場企業支援に取り組んでまいります。 

 続きまして3ページでございます。 

 サービス産業の振興について。 

 「宿泊業生産性向上促進支援事業」について

は、本県の主要な産業であり、増加する観光客

の受け皿でもある宿泊業において、質の高いサ

ービスの提供や業務効率の改善により生産性向

上を図るため、去る7月4日に長崎市内において

県内宿泊業の経営者や支援機関職員を対象に、

生産性向上に向けた意識の醸成を図るスタート

アップセミナーを開催し、有識者による講演や

県事業の説明を行いました。さらに、人材育成

やマーケティング等の個別テーマセミナー、コ

ンサルタントのサポートによる生産性向上計画

の策定の支援を行ったところであり、今後は、

策定した計画の具体的な実践を支援してまいり

ます。 

 また、中小企業支援機関等の関係者で構成す

る「長崎県サービス産業生産性向上推進協議会」

を7月10日に長崎市内で開催し、官民一体とな

って取組を進めていく方向性を共有するととも

に、県内事業者の経営改革を促す優良事例を対

話形式で事業者に紹介するセミナーを本土7カ

所、離島4カ所の県内11カ所で開催することと

いたしました。引き続き、地域経済を支えるサ

ービス産業の生産性向上に向けた取組を推進し

てまいります。 

 企業誘致の推進について。 

 企業誘致については、平成27年に波佐見町に

立地した昭和金属工業株式会社が、9月1日、増

産に対応するため、既存工場の隣接地に新工場

を建設することを発表されました。同社は、自

動車シートなどの自動車用金属プレス部品を製

造しており、当初計画に17名を加えた47名で、

平成30年7月からの操業を予定されております。 

 さらに、8月31日には、佐賀県に本社を置く

有限会社中村電機工業と立地協定を締結いたし

ました。同社は、佐世保市において、49名を雇

用して、リレーやコイル巻線などの電子部品を

製造することとしており、平成30年1月からの

操業を予定されております。 

 同じく、8月4日には、三重県に本社を置く株

式会社ビーイングと立地協定を締結いたしまし

た。同社は、子会社として五島市に株式会社ビ

ーイングＤＣを設立し、3年間で45名を雇用し

て、土木工事積算システムのデータ入力業務を

行うこととしており、今月から事業を開始され

ております。 

 県としては、雇用の拡大と地域経済の活性化

につながるよう、地元自治体及び関係機関とも

連携しながら支援を行うとともに、引き続き企

業誘致の推進に力を注いでまいります。 

 雇用対策について。 

 今春卒業された高校生の県内就職率について、

先月、文部科学省が発表した学校基本調査によ

ると63.0％と前年度を2.8ポイント上回り、統計

データが残る昭和36年以降で、これまでの最高

である61.5％を超え、過去最高を記録していま

す。また、来春卒業予定の高校生については、

求人の受付が6月1日から開始されております。 

 ここで記載の数値の修正がございます。7月

末現在における求人数について、昨年度を513

人上回る4,309人と記載しておりますが、労働局

の数値に修正が入っておりまして、これは追加

5の資料をお配りしておりますが、修正後の数

値は、昨年度を517人上回る4,313人となってお

ります。 

 去る8月3日、22日には、キャリア教育の一環

として県内企業と接する機会を設け、幅広い職

業観・勤労観等を養うことと県内企業の魅力を
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知ってもらうことを目的として、高校2年生等

を対象とした初めての「合同企業説明会」を長

崎市と佐世保市で開催し、県内企業延べ117社、

生徒等300名の皆様方にご参加いただきました。 

 また、来春大学等卒業予定者については、Ｕ・

Ｉターン希望者を含め県内就職を促進するため、

去る8月12日、14日に長崎市と佐世保市におい

て「合同企業面接会」を開催し、県内企業164

社、学生等281名の参加があったところです。 

 引き続き、高校、大学等の新規学卒者の県内

就職促進に力を注いでまいります。 

 続きまして、追加資料2の1ページでございま

す。 

 商工会の合併について。 

 諫早市商工会と多良見町商工会においては、

これまで合併に向けて協議を進めてきたところ

ですが、10月1日付で、「諫早市商工会」とし

て新設合併することとなりました。 

 今回の合併は支援体制の強化を目的としてお

り、県といたしましても、引き続き商工会と連

携を図りながら、より効果的な事業者支援に努

めてまいります。 

 その他の事項につきましては、記載のとおり

でございます。 

 また、別途、地域未来投資促進法の概要につ

いて、「政策等決定過程の透明性等の確保及び

県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

に基づく提出資料に関する補足説明資料を、そ

れぞれ配付させていただいております。 

 以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大久保委員長】 次に、産業政策課長より補足

説明をお願いいたします。 

【大庭産業政策課長】 地域未来投資促進法の概

要についてご説明いたします。 

 資料は、補足説明資料「地域未来投資促進法

の概要について」、Ａ4、3枚の資料をお配りし

ております。 

 1ページ目をお開きください。 

 まず、法のポイントですが、企業立地促進法

が改正された法律でございまして、支援対象が

製造業だけでなく、サービス産業等の非製造業

を含む幅広い事業を対象としているところが特

徴でございます。 

 目的といたしましては、地域の特性を生かし

た新たな取組を地域未来投資として位置づけ、

地域経済の好循環を実現することを目的として

おります。 

 法の仕組みといたしましては、国が基本方針

を作成し、それに基づく形で県や市が基本計画

を作成します。その基本計画を国が審査し同意

をすることになりますが、この同意を現在待っ

ている状況でございます。この後、ご説明させ

ていただきます基本計画が、国に提出している

案でございます。 

 基本計画が同意された後は、事業者が事業計

画を作成し、県が承認することで、下の方に書

いております固定資産税の減免等の支援措置な

どが受けられるという仕組みになっております。 

 2ページをお開きください。 

 本県における原案の状態でございますが、基

本計画の概要でございます。 

 本県の特性であります造船、観光、海洋・環

境エネルギー、電子部品などの技術や資源を生

かして地域経済をけん引していく事業を支援し

ていくこととしております。 

 経済効果の目標といたしましては、県全体で

120億円の付加価値を5年間で創出することと
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しております。 

 地域経済牽引事業の承認要件といたしまして

は、要件1において運用を定めております。 

 本県の場合、造船等の成長ものづくり関連、

食品関連、観光・文化・スポーツ・まちづくり

関連、環境・エネルギー関連、電子部品等関連

の分野を掲載しております。 

 要件2において、付加価値額の創出額を決め

ております。本県全業種の一業者当たりの付加

価値額の平均が約3,322万円であることから、そ

の額を5年間で創出することを目途にしており

ます。平たく言えば、県内に新たな事業者が一

つ生まれる程度の事業であることが要件という

ことになります。 

 次に、要件3でございますが、経済効果の見

込みを定めております。取引額の4.5％増、雇用

者数の1％増、売上の13.7％の増、雇用者給与等

支払額の1.5％増のいずれかを実現することと

しております。 

 これら3つの要件を満たす事業を地域経済牽

引事業として支援していくこととしております。 

 主な支援措置といたしましては、固定資産税

の減免、地方創生推進交付金の活用などがござ

います。 

 3ページをご覧ください。 

 変更点の概要を整理しております。右側が地

域未来投資促進法の欄でございまして、真ん中

の下の方に③と④を記載しておりますが、先ほ

どご説明いたしました付加価値額の増と経済効

果の要件が追加ということになっております。 

 また、その下に税の減免の要件として整理し

ておりますが、減免を受ける際の要件として、

高い先進性を有することという要件が加わるこ

とになります。 

 なお、取得額につきましては、従来の2億円

以上から1億円以上に緩和をされております。 

 以上で、地域未来投資促進法の概要について

の説明を終わりますが、本県の地域経済の発展

のために、この法律を有効活用できるよう情報

収集に努め、工夫してまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

【大久保委員長】 次に、提出のありました、政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料について、説明をお願いいたします。 

【大庭産業政策課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づく産業労働部関係の状況

について、ご説明いたします。 

 お手元にお配りしております農水経済委員会

提出資料、産業労働部をご覧ください。 

 まず、1ページでございます。補助金内示一

覧表でございます。 

 これは、県が箇所付けを行って実施する個別

事業に関し、市町に対し内示を行った補助金で

あり、間接補助金として地域拠点、商店街支援

事業補助金の計2件を掲載しております。 

 次に、2ページから10ページでございます。

これは1,000万円以上の契約案件で、計6件とな

っております。 

 次に、11ページから20ページでございます。

これは、知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、県議会議長宛てにも同様の要望が行わ

れたものに対する県の対応状況を整理したもの

でございます。産業労働部関係の8件について

掲載をしております。 

 次に、21ページから22ページでございます。

これは附属機関等の会議結果で、1件となって

おり、その内容については掲載のとおりであり

ます。 

 別紙につきましては、出納局物品管理室が契
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約手続を代行している契約案件に係る1,000万

円以上の契約案件について、参考資料として添

付しているものです。 

 以上で説明を終わります。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 次は請願審査となりますが、請願審査の時間

を午後1時30分からとして請願人の方へ連絡し

ておりますので、先に陳情審査を行うこととし

たいと存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 お手元に配付しております陳

情書一覧表のとおり、陳情書の送付を受けてお

りますので、ご覧願います。 

 陳情書について、何かご質問はございません

か。 

【松島委員】 南島原市から、島原手延そうめん

の産地振興について陳情が出ております。その

ことに関して、ちょっと自分の意見を申し上げ

て、産地振興につなげていっていただきたいと

思うのですが。 

 最近、九州経済調査協会が実施した地域ブラ

ンド産品の認知度調査というのを見ましたとこ

ろ、長崎ちゃんぽんが、九州内における認知度

が96.7％、九州外における認知度が92.3％。一

方、島原そうめんの九州内における認知度は

78.9％、九州外における認知度は42.5％と、九

州内で2割の方が知らない、九州外で半数以上

の方が知らないという現状が、この調査からわ

かり、くやしいなと思う反面、これからもっと

知っていただければ、認知度が上がれば販売に

つながるなということを思いました。 

 それで、今から幾つか事例をお話ししたいん

ですが、長崎大学の学生と「そうめんを愛する

大学生の会」というのをつくって、100種類の

そうめんを食べて、どれがナンバーワンか、ど

れがうまいそうめんか決定戦というのをやって

みました。私が選ぶと明らかにひいきになるの

で、大学生に食べてもらって、どれが一番かと

いうのをちょっとやってみたんです。少し前な

んですけど。やってみて、ナンバーワンは島原

手延そうめんになったので安心したんですけど。 

 それはさておき、浮かび上がった課題という

のがあって、まず一つ目が、長崎市内で島原手

延そうめんを買えるところが少ない。その前段

階として、そうめん自体を買えるところが少な

いんです。大学生に買ってもらいました、いろ

いろ。100種類集めてこいという指令のもとに

やってもらったら、なかなかないんですね。ま

ず、ないということ。仕方ないので、南島原市

まで来てもらって、付け足して買ってもらった

んです。結果、100種類集められず40種類なん

ですけど。 

 もう一つの課題が、40種類手にしたんですけ

ど、40種類中、島原そうめんの割合が14種類だ

ったんです。35％です。つまり、まず身近に手

に入らないんです。で、県外のものが多い。 

 これは何が言いたいかといいますと、これを

やってナンバーワンが決まってよかったと、そ

ういうことじゃなくて、あ、そうかと、まず知

る機会がないんだと。大学生なんて、いろんな

ところから来ますから。そうめんを買う場所も

少ないし、ましてや島原手延そうめんに触れる

機会は少ないんだなと、これが、なかなか認知

度アップにつながらない、一つのことだろうと

思います。 

 一方で、最近のいいニュースとして、南島原

市の地元の製麺業者が、ベルギーにある国際味

覚審査機構の審査会で最高の三つ星を獲得しま

した。これは報道にも載って、とても喜びまし

た。また、別ですけど、イタリアで開催された
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国際的なマグロ料理コンテストでは、日本人シ

ェフが率いる日本チームが、島原手延そうめん

を使ったメニューで優勝をしました。これ、国

際的に好まれる一つの証左だろうと私は思って、

これも喜び、国際的に認知度を上げることに一

役買っているなと、寄与しているなと思います。 

 身近に感じるためには、テレビＣＭとかネッ

トＣＭが一番なんでしょうけど、これは予算が

とてもかかる。 

 今、県として海外展開をしていただいていま

す。南島原市の要望どおり、引き続きやってい

ただいて、拡充していただきたい。 

 一方で、認知度を上げるということ、これも

やっていただいているんですけど、やっぱり一

工夫必要かなと。現状を見ると、身近に知る機

会が少ないので、知らないと買うことにはまず

至らない。まず知ってもらうための取組をしっ

かりととっていただきたい。そのことに関して

どのように考えていらっしゃるかお聞きします。 

【村山食品産業・産地振興室長】 島原手延そう

めんの国内の認知度向上に向けて、県としてど

のような取組を方針として持っているかという

ふうなご質問でございます。 

 委員ご指摘のとおり、これまでヨーロッパに

おいて島原手延そうめん、あるいは五島手延う

どんのブランド価値を高めるというふうな取組

を通して、例えば、フランスの高級百貨店ボン・

マルシェでの常設が実施をされたとか、フラン

ス、イタリアのレストラン等でメニューが展開

されているとか、そういった取組が成果として

上がってきています。 

 これは、島原手延そうめんの品質が、麺の文

化があるヨーロッパの中で高い評価を受けてい

るという結果のあらわれだというふうに認識を

しています。我々、この高いそうめんの評価、

あるいはうどんの評価を国内向けにどのように

対策を投じていくか、これが今後の非常に大き

な課題だというふうに考えております。 

 これまで一部メディアを通じて、今年度につ

いては全国放送の番組に取り上げられるという

こともありまして、島原手延そうめんの認知度

に一定の効果があっているものと思いますけれ

ども、今後も、例えばＳＮＳの情報発信だった

り、南島原に観光客の方にお越しいただきなが

ら地元でそうめんを食べていただけるような機

会を豊富につくっていく取組も一方で必要では

ないかというふうに考えていまして、これは地

元南島原市、産地の皆様と連携をしながら、情

報発信としてふさわしい取組を今後検討しなが

ら進めていきたいというふうに考えております。 

【松島委員】 県の方でやっていただいている、

国外展開をして、それによって国内の販売アッ

プにつなげようというのは、なるほどなと。何

年前ですかね、お聞きして、皆さんの取組を非

常に評価して、これからも続けていただきたい

と思っています。 

 今日、私が触れたのは、実は、気軽にそうめ

んに触れることができないという事実。一般の

方が気軽に知れる、そういう機会は実はないん

だなと。 

 ほかの部でも、地産地消とか、地元の企業を

使うとか、地元の産品を使うとか、いろいろよ

く言うんです。地産地消の分は一回終わったの

かもしれないですけど、やっぱりよく言われて

きて、でも実は触れられないんですよ。そもそ

も物理的に触れられないので、じゃあ、どうし

ようもないなと。 

 非常に難しいことを自分が言っていることを

私は自覚しているんですけど、これから恐らく

地産地消の「ち」というのは、知ることの意味
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を強めていくべきなんだろうと思っています。 

 じゃあ、どう知らせていくか、どう伝えてい

くか。そこは、そうめんの地域の議員として、

しっかり考えて行動していきますので、また、

部長をはじめ皆様とご相談しながら、しっかり

やっていきますので、今は海外展開を軸にやっ

ていただきながら、今日私が言ったことも頭に

入れて、一緒にやらせていただければと思いま

す。ありがとうございました。 

【大久保委員長】 ほかに質問はございませんか。 

【山田(博)委員】 2つお尋ねしたいんですが、

陳情番号30番の要望書をずっと拝見したんで

すけど、産業労働部で所管するのはどの部分に

なりますか。答えていただけますか。 

【松本雇用労働政策課長】 30番の障害福祉充

実に関する要望書でございますけれども、26ペ

ージにあります聴覚障害者関係というところの

12番でございます。要望書の4ページになりま

す。4ページの12番に「各企業の法定雇用率の

達成による聴覚障害者の働く機会の確保につい

て」という要望が上がっておりまして、ここが

産業労働部の該当するところと認識しておりま

す。 

【山田(博)委員】 この要望では、「平成28年12

月発表の障害者雇用率は前年に比べ、上がった

との報告がありますが、長崎県内では法定雇用

率未達成企業は20％あります」と。これを県当

局はどこまで把握されているのか、お尋ねした

いと思います。 

【松本雇用労働政策課長】 この数字自体、ちょ

っと誤りがございまして、いただいた後にわか

ったんですけれども、実際、対象企業は923社、

50人以上の企業は、法定雇用率は2.0％になりま

すので、50人で1人雇用するという格好になり

ますので、50人以上が対象になってまいりまし

て、そのうちの約41％が未達成となっていると

いう状況でございます。 

【山田(博)委員】 未達成企業は41％だったんで

すね。要望書では20％ということですが、その

倍以上あったということですね。 

 そうすると、県当局として、法定雇用率未達

成企業が長崎県内は41％もある中で、今日まで

どういった取組をされたか、お答えいただけま

すか。 

【松本雇用労働政策課長】 未達成率の関係でご

ざいますが、そもそも法定雇用率につきまして

は長崎県の場合、2.21％という数字を達成して

おりまして、これ自体は全国で10番目の数字に

なっております。 

 それから、未達成の企業の割合が約41％とな

っておりますけれども、全国平均でいくと52％

程度が未達成になっておりまして、ランキング

で言う話ではないんですけれども、そういう意

味では未達成は、決して少ないとか多くないと

かと言うつもりはないんですけれども、順位で

いきますと15番目のランクになっているとこ

ろでございます。 

 そういった中で、もちろん労働局の方で、こ

ういった未達成企業であったり、特に1人も雇

っていない企業、そういったところについては

電話はもちろんのこと、重点的に訪問をしたり

して雇用を促すという取組をされているところ

でございます。 

 県といたしましても、障害者就業・生活支援

センターというところがございまして、これは

国と障害福祉課、産業労働部も入ったところで

障害福祉センターを置いておりまして、生活面

と就業面、両方の立場から就労に向けた支援を

しているといった状況でございます。 

【山田(博)委員】 国の方は、いろいろな企業を
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訪問したりしていますよと。長崎県は、障害者

を雇用する法定雇用率未達成企業が多いという

ことで、そういったセンターを設けてやってい

ますということでありますけど、法定雇用率未

達成企業が40％あると、どういうふうな形でこ

れを解消していこうかと、具体的にスケジュー

ル感をもってやられているか、やられていない

か、それをお答えください。 

【松本雇用労働政策課長】 どういった割合で、

どの機関で、具体的にどういうスケジュールで

というところにつきましては、具体的なスケジ

ュール感というのはですね。国、県、関係団体

が集まりまして連絡協議会を開いておりますけ

れども、その中では、そういうスケジュール感

については、具体的なところは整理されており

ません。 

【山田(博)委員】 これは、毎年大体同じような

のがきておりますもんね。まず、お尋ねしまし

ょうかね。障害者の雇用に関しては、毎年ほと

んどきておりますよね、これね。 

 私も何年かぶりに農水経済委員会に来まして、

陳情書は各委員の皆さん方に、どういった要望

がきていますと一覧表をもらいますけど、細か

い内容は、各所属している委員会にしかこない

んです。しかし、この団体は毎年きているんで

す。毎年、この時期に。そうしますと、毎年同

じ内容がきておりながら。この内容も、ほとん

ど毎年きているんじゃないかと私は思うわけで

ございますが、毎年きているか、きていないか、

そこだけお答えください。 

【松本雇用労働政策課長】 私ども、今回初めて、

新規でこの項目については上がっておりまして、

こういった要望があっている中では、初めてい

ただいた要望でございます。 

【山田(博)委員】 本当ですか。そうですか。お

かしいね。 

 わかりました。そうしたら、いい機会ですか

ら、この機会に、これは年次計画をつくるよう

に、関係機関に働きかけをお願いしたいと思い

ますので。そこは大切なところですから、ね、

産業労働部長、どうですか。部長、ここはやっ

ぱりぱっとしめていただかないとね、しまるも

のもしまらないから、どうぞよろしくお願いし

ます。 

【平田産業労働部長】 委員も十分ご承知のとお

り、まず法定雇用率の達成については、長崎労

働局、ハローワークが巡回をして指導するとい

うことで、まず第一義的には労働局の業務とい

うことになるわけでございます。 

 ただ、それを前提としながらも、先ほど委員

からご指摘がありましたように、県の方にこう

いう陳情があるわけですから、労働局と県と、

あるいは関係の支援機関との連携の協議会も設

けていますので、その中でしっかりとお伝えし

てまいりたいというふうに考えております。 

【山田(博)委員】 ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。そういった年次計画なり、将来的

なスケジュールを、決まりましたらご報告をい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。よろしいでしょうか、課長。 

 続きまして、陳情番号31番です。私の地元か

ら、こういった店舗建設によって、雨水の排水

処理とか、買い物客増大による子どもたちの交

通安全対策において、周辺住民との十分な理解

が得られていない中で建設が進められていると

いうことであります。 

 こういった要望がきていることに関しまして、

県当局として、どのような対応が今後できるか

というのをお聞かせ願いたいと思います。 

【荒田商務金融課長】 2つの項目について要望
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をいただいているかと思います。 

 最初の雨水の排水処理につきましては、恐ら

く開発行為の中で検討すべき事項であると認識

しておりまして、これについては県庁の所管部

局に、こういう要望がありましたということを

お伝えしたいと思っております。 

 それから、買い物客の増大による子どもたち

の交通安全対策については、大規模小売店舗立

地法上、配意すべき事項、交通安全対策という

ことでございますので、大規模小売店舗立地法

の中で対応していきたいと思っております。 

【山田(博)委員】 商務金融課長は、雨水の排水

は開発行為だから、担当課の方にお話をします

ということでありました。買い物客の増大によ

る子どもたちの交通安全対策については、大規

模小売店舗立地法で取り組んでいくということ

でありますけど、具体的にどのような形で取り

組まれていくのか、それを説明していただけま

すか。 

【荒田商務金融課長】 届出が5月19日にあって

おります。こういう届出があったということを、

6月13日に県の公報で公告をしております。公

報を告示してから4カ月間は、住民の方は県に

意見を出すことができます。期限が10月13日に

なっておりますので、その間に意見を出してい

ただければと思います。 

 なお、縦覧を県の商務金融課と五島市の商工

雇用政策課でしておりますので、書類をご確認

いただいて意見を提出していただければと思っ

ております。 

【山田(博)委員】 6月13日から店舗に関する公

告をして、意見があれば、4か月後の10月13日

までに提出していただきたいと。 

 その提出した後の意見書に関して、取り扱い

は商務金融課の方で丁寧に、住民の声を受けて

やっていくということですけど、議会に上げて

いる要望に関してはどのような取り扱いをされ

るのか、お尋ねしたいと思います。 

 意見書はわかったんですよ、大店舗法に基づ

いてね。これは長崎県議会に上がってきている

んです。この意見はどのような取り扱いをされ

ていくのか、それをお尋ねしたい。 

【荒田商務金融課長】 県議会に上がってきた要

望は、大規模小売店舗法上の手続とはちょっと

離れておりまして、大規模小売店舗法上の手続

をするためには、住民の方から意見書を提出し

ていただく必要がございます。 

【山田(博)委員】 だから、商務金融課長、いい

ですか、大規模小売店舗立地法に基づいて意見

書を出すというのはわかったんです。それはわ

かるんです。 

 県議会に要望書が上がってきて、こういった

意見が上がっていますよと。大規模小売店舗立

地法で意見を出さないといかんというのはわか

るんです。私たちは県議会で、住民の声をきち

んと受けてしっかりと対応してくださいと言わ

れた時に、商務金融課長はこの陳情を出された

方に、「大規模小売店舗立地法に基づいて意見

書を出してください」としか言わないと理解し

ていいんですか。 

 私たちは県議会として、こういった要望がき

たら、大規模小売店舗立地法に基づいて、そう

いった要望書を書きなさいと言うことしか答え

ができないと理解していいんですか。 

 それ以外に、店舗建設をしている店の方に、

県議会にこういった要望書がきておりますよと、

しっかりとご理解、ご協力をくださいねとお伝

えするのか、しないのか、それを含めてお答え

いただきたいと思います。 

【荒田商務金融課長】 大規模小売店舗法上は、
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そういう意見が住民の方から出た場合に、こう

いう意見がありますということをお伝えをして、

それに対する対応についてご回答をいただくと。

そのいただいた内容をもとに、今後の対応を検

討するということにしておりまして、法律の運

用上は、それ以上のことはできかねると思って

おります。 

【山田(博)委員】 ということは、この要望書を

出した住民の方には、大規模小売店舗法に基づ

いて意見書を出してくださいということしか言

えないということなんですね。県議会に、こう

いった要望書はもう出す必要はないとお伝えし

たらいいわけですね。最初から、そういった意

見書を出してくださいということになるわけで

すね。 

 そうしたら、最初からそういうふうにお伝え

せんといかんね。長崎県議会にこういった要望

書を出すのは、役にも立たんとなるわけですね。

そういったことをおっしゃっているわけですね。 

 もうちょっと丁寧に答弁していただけますか。

ちょっと言葉が足りなかったんじゃないですか、

よろしくお願いします。 

【荒田商務金融課長】 失礼しました。ちょっと

言葉が足らなかったです。 

 議長宛てにご要望があっておりますので、そ

の要望の取扱いにつきましては、この委員会で

ご決定いただければと思っております 

【山田(博)委員】 この委員会で取り扱いを決定

してくださいと言ってね。要望があっているわ

けですから、私の方はですね。 

 先ほど、もう3回4回ぐらい言っているんじゃ

ないですかね。聞こえてくれないんですかね。

それか、私の言葉がわからないんですかね。私

は、こういったものが県議会にもきていますの

で、店舗の関係者に、県議会にこういった要望

がきていますから、十分に住民の声を聞いて、

ご理解、ご協力を賜るようお伝えしていただけ

ないかということをですね。 

 部長、私は何回言いましたかね、これ。4回、

5回ぐらい言わなかったですかね。私の言葉が

わからんのか、意味が分からないのか、私が悪

いのか、私が頭が悪いのか、どっちなんですか

ね。私はこんなこと何回も言うことはないです

よ。これは事前に言っているんですから、しっ

かりお答えください。 

【荒田商務金融課長】 失礼しました。 

 委員会の中でこれが取り上げられて、ぜひそ

ういう対応をしなさいということであれば、対

応をしっかりしたいと思っております。 

【山田(博)委員】 これは商務金融課長、署名は

何人集まったか、お答えいただけますか。知っ

ておりますか。 

【荒田商務金融課長】 私の手元には、きており

ません。 

【山田(博)委員】 200名ぐらいきているんです

よ。 

 そうしたら、この要望がきているのは、商務

金融課長はいつ知りましたか。それをお答えく

ださい。 

【荒田商務金融課長】 県議会の受付印がござい

ます、9月14日に承知いたしました。 

【山田(博)委員】 もう2週間以上たっているわ

けですね。これ、200名ぐらいの署名がきてい

るわけです。 

 商務金融課長、今回、陳情番号が14番から32

番までありますけど、商務金融課で所管してい

る要望は何件きていますか。お答えください。 

【荒田商務金融課長】 1件でございます。 

【山田(博)委員】 1件で、どの要望ですか。お

答えください。 
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【荒田商務金融課長】 陳情番号31番の要望で

ございます。 

【山田(博)委員】 1件しかないんですよ。1件し

かないのに、これだけの要望の中に1件しかき

ていないのに、よく見たら、署名があってどれ

だけあるかというのをね、これは研究せんとい

かんよ、ちゃんと。どういったことになってい

るのかと。 

 私はね、商務金融課長、あなたが言っている

のは十分理解できるんです。この要望がきてい

ると十分わかって、対応がどこまでできるか、

できないかとわかっているんです。 

 しかしね、これだけの要望書がきている中に、

担当しているのは1件しかないんですよ。その

中で署名がどれだけきているかというのも十分

把握した上で対応していただきたかったわけで

すよ。 

 例えば、14番から30番の中に7つも8つも担当

する関係がありましたら、私もそれは言いませ

んよ。この中に1件しかないんですよ。1件しか

ない中に、署名がどれだけあるとか、十分ご理

解いただいた中で対応していただきたいという

ことを私は言っているわけですよ。 

 この方々が、住民の方が仕事をしながらも、

日中ずっと署名活動をして、何とかしてと集ま

ってきたわけだから、その答弁にあまりにも誠

意がないから、私はちょっと、大変申し訳ござ

いませんけど、声を荒らげて言っているわけで

ございますので、ぜひご理解いただきたいとい

うことです。仕事をしながらでも、地域のこと

を考えて、たくさんの署名を集めてきているわ

けだから、その対応というのは、あまりにもで

すね。一歩も二歩も進んだ答弁をいただきたか

ったということを、ぜひご理解いただきたいと。

本当にこの方々が、一生懸命に何回も協議しな

がらやってきたわけです。 

 先ほど、担当課の後ろにいる職員の方も、何

回も私の控え室に来て対応を協議してくれて、

誠意があるところはわかっているんです。しか

し、答弁としては、もう一歩も二歩も。 

 この地元の方に持ち帰ってお答えを返してい

きたかったものですから、ご理解いただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。終

わります。 

【大久保委員長】 ほかに質問はございませんか。 

【麻生委員】 要望関係についてお尋ねしたいん

ですけれども、西海市から出ています再生可能

エネルギーの推進について。「西海市環境実践

モデル都市」に選定されて、民間関係の環境ア

セスも大体終わっているということで企業の状

況を書いてありますけど、本格的にこれが進む

かどうか、県としてどう関わっていくのか、お

尋ねしたいと思うんです。 

 民間ベースで進めていくと聞いていますけれ

ども、一部は五島もある中で、西海市としても

何とか再生可能エネルギーについては目玉にし

たいという話があっているんですけれども、こ

の要望に対して県がどこまでお応えできるのか、

そのことについてのお考えをお尋ねしたいんで

す。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 再生可能エネ

ルギーの推進導入につきましては、県は当然推

進の立場、産業労働部としては推進の立場です

けれども、その中で景観とか世界遺産といった

ところに影響を与えてはいけないというのは大

前提として考えております。 

 現在、西海市内には世界遺産の候補はないん

ですが、再生可能エネルギーを進める上で、周

辺の世界遺産との関係というものが問題になっ

ております。 
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 産業労働部としましては、県の関係課とも話

をしまして、実際の設置が具体化していく中で、

本当に景観等に支障があるのか、ないのか、そ

ういうのを事前に杓子定規に基準を定めるので

はなくて、しっかりと実際に設置した時にどう

なるかというところで判断をしましょうとか、

そういうふうな協議を行っておりまして、そう

いうコンセンサスを今のところ得ている状況に

ございます。 

 本格的に進む中で問題となる部分としまして

は、要望の時にも言っておりますが、一般海域

への設置についてはいまだ、どういうふうにす

るかというところが難しい状況もございますけ

れども、先日、国の方でも動きがあるというこ

とが新聞にも載りましたので、引き続き国へも

要望しながら、ルール化についてお願いをして

いきたいというふうに思っております。 

【麻生委員】 わかりました。多分、外海の角力

灘、あそこは夕日がきれいです。その中に洋上

風力の風車がいっぱい建てばどうなのかという

関係じゃないかと私は思うんです。今から状況

を言うのはあれなんですけれども。 

 先ほどの意見から言うと、両方の状況が、国

の施策も含めて、ある程度整ってきたと判断し

ていいんですか。前に進めていくような状況が

整ったと考えていいんでしょうか。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 一般海域のル

ール化につきましては、記事が出た後に国の方

に確認をしておりまして、関係省庁の協議は進

めていると、年度内に法律を定めていくのか、

あるいは各県の条例にモデル条例みたいな形を

示して各県で対応をお願いするのか、そういっ

たところを年度内には方針を出すということで

今、進められているという状況は把握しており

ます。 

【麻生委員】 五島で戸田建設さんがされている

洋上風力と併せて、ここは大きなポテンシャル

だと思うんですよ。その状況があるので、なか

なか一足飛びにはできないでしょうけれども、

再生可能エネルギーでもＦＩＴの関係も、時期

を失うと値段が下がってくる状況にもあろうか

と思うんです。ぜひご検討いただいて。 

 これは西海市の洋上風力ですから、あとは太

陽光の問題とかバイオマスとか、いろいろあり

ますけれども、それについてはまだまだ要望が

上がっていませんから、要望の観点からいうと、

ぜひご検討いただいて、民間企業の皆さんが投

資がしやすいような形、それと世界遺産との協

調ができるように、ぜひ調整を図って取組を進

めていただきたいと思いますので、要望してお

きます。よろしくお願いします。 

【大久保委員長】 ほかに質疑はございませんか。

（「関連」と呼ぶ者あり） 

【西川委員】 再生可能エネルギーについて、こ

の要望書とちょっとずれるかもわかりませんけ

ど、各地で風力発電についての音とか電波障害、

ソーラーは昨日、農林部で出ましたが、林地開

発で土砂が流れたとか、そういう環境破壊的な

ことがあります。それぞれの市町で規制とか、

事業者に対するお願いもしているかと思います

が、結構、環境破壊的なことがあっております。 

 それで、エネルギーそのものの担当部署であ

る産業労働部におきましては、立地条件などに

ついては、よくよく調査してご指導していただ

ければと思います。 

 私は、もともと再生可能エネルギーは促進派、

進めなければならないと思っておりますが、環

境破壊の面では、ここにもあります世界遺産、

または国立公園、そして普通の自然環境破壊に

結びつかないようなご指導をしていただきたい
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と思います。 

 何かコメントがあったらお願いします。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 委員のご意見

のとおり、風力発電、特に陸上の風力発電につ

きまして、音とか振動、あるいは景観への影響

といったことが懸念材料として出ております。 

 先日、平戸市もガイドラインを制定されてい

ますけれども、五島市とか平戸市では、小規模

の陸上風力発電の設置に際しまして、民家から

200メートル以上とか、そういう条件をガイド

ラインとして示して、住民の合意を得た上で設

置するというスタンス、方向性が示されており

ます。 

 県としましては、再生可能エネルギーの導入

を図る一方で、関係法令、あるいは住民の不安

が生じないような形で、そういうガイドライン

の策定等を支援していきたいというふうに考え

ております。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかに質問がないようですの

で、陳情につきましては承っておくことといた

します。 

 午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休

憩します。 

 午後は、1時30分から委員会を再開し、請願

審査を行います。 
 

― 午前１１時３４分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開いたします。 

 なお、宮内委員、山田(博)委員、西川委員よ

り、遅れる旨の連絡があっておりますので、ご

了承願います。 

 これより請願審査を行います。 

 第2号請願「駐留軍関係離職者等臨時措置法

の有効期限延長」に関する請願を議題とします。 

 紹介議員から説明をお願いします。 

【山田(朋)紹介議員】 皆様、お疲れさまでござ

います。 

 大久保委員長、そして近藤副委員長をはじめ

委員の皆様には、大変貴重なお時間を頂戴いた

しまして本当にありがとうございます。本日の

請願の紹介議員の一人でございます山田朋子で

ございます。 

 今回のこの請願は、佐世保市選出で当該委員

会に外間委員、宮内委員がいらっしゃいますが、

それ以外のメンバー全員にも賛同いただきまし

て、このような形で請願をさせていただいてお

ります。 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 在日基地で働く駐留軍従業員は、日本の安全

保障のかなめである日米安全保障条約、日米地

位協定に関する業務に従事をしており、日米両

政府から高く評価されるなど重要な役割を果た

しております。 

 しかし、勤務場所が在日米軍基地であるため、

国際状況や米軍の世界戦略の見直し等により大

きな影響を受ける職場でもあります。万が一、

基地の整理、縮小や廃止ともなれば、多くの従

業員は離職を余儀なくされるなど不安定雇用の

職場であります。 

 特に、在日米海軍佐世保基地では現在、1,700

名を超す従業員が働いており、県北地区では最

大規模の就労場所となっております。基地従業

員の身分は、公務員と違い民間人に位置付けら

れているため、身分保障もありません。加えて、

一度人員整理が実施されれば、県北地区の雇用

情勢の悪化は火を見るより明らかです。 

 特に、米海軍佐世保基地従業員の平均年齢は
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45.5歳となっていることに加え、佐世保市を中

心とする県北地域は構造不足に陥りやすい体質

になっており、ほかの地域と比べても再就職は

非常に厳しいものとなることが予想されており

ます。 

 米海軍佐世保基地においては、ベトナム戦争

終結時に大規模な基地の整理、縮小が行われ、

1974年を前後にした約4年間、毎週金曜日には

人員整理が通達され、「魔の金曜日」とも言わ

れる大量解雇が実施をされており、基地従業員

も650名ほどまでに減少した歴史があります。 

 当然、公的機関である当時の職業安定所にお

ける職業あっせんだけでは対応できず、駐留軍

離職者関係等臨時措置法により、長崎県、佐世

保市、従業員の代表である全駐留軍労働組合、

そして現在は解散をしております長崎県駐留軍

離職者福祉センターの4者が力を合わせて離職

対策に取り組み、難局を切り抜けた実績があり

ます。 

 こうした基地従業員の状況を踏まえ、駐留軍

関係離職者等臨時措置法は、基地を抱える自治

体にも、関係機関と一緒になり雇用体制の実施

を求める法律となっております。基地従業員の

みならず、在日米海軍佐世保基地を抱える長崎

県として、大変重要な雇用対策法として法期限

の延長は必要と考えますので、駐留軍関係等臨

時措置法の法期限延長を求める意見書の採択に

ついて、本委員会でのご審議とご承認をお願い

いたします。 

 なお、この延長法は、記憶がある限り、昭和

57年から数えること今回で8回目となっており

ます。 

 ぜひ、皆様のご協力のほどをよろしくお願い

いたします。 

【大久保委員長】 この際、お諮りします。 

 請願人から、趣旨説明を行いたい旨の申し出

があっておりますが、これを許可することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。 

 なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で簡明にお願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 １時３５分 休憩 ― 

― 午後 １時３８分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより、請願についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【麻生委員】 この臨時措置法の中身をですね。

どういう特典があり、この措置が延長された場

合、解雇になった場合の状況だとか、恩典だと

か、補助金だとか、そういった具体的な中身が

理事者の方でわかれば教えていただきたいと思

います。 

【松本雇用労働政策課長】 この臨時措置法は、

通常でございますと離職した場合に雇用保険法

が適用になりまして受給できるわけですけれど

も、保険が受給終了後も就職が決まるまでの間、

もちろん一定の期間はございますけれども、そ

の間について追加で特例給付という形で、就職

先が決まるまでの間、給付がいただけるという

のが特に大きな離職者対策として措置されてい

るところでございます。 

【麻生委員】 普通、失業保険というのは、雇用

された期間に応じて、半年とか10カ月とかあり

ますよね。この臨時措置法だと、解雇されて就

職が決まるまで延長で保険が適用されると。 

 その保険料も、就労時の6割とか7割とかあり
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ますけれども、どうなっていますか。 

【松本雇用労働政策課長】 基本的には、日額手

当の75日分とか、50日分とか、そういった形で

手当てされるような給付になっております。 

【麻生委員】 細かく説明してほしかったんです

けど。先ほど申し上げましたように、勤労形態

として普通の失業保険は、勤労された人の年数

に応じて保険の状況が違うでしょう。約半年も

らったりとか10カ月とかありますよね。 

 この臨時措置法は、再就職が決まるまで1年

とか2年とか保険が適用されるんですかと、期

間が決まっているんですかと。 

 あわせて保険料の問題ですけれども、措置法

だったら国が全額補てんするとか、そういう形

になっているんでしょうかということをお尋ね

したかったんですけど。 

【松本雇用労働政策課長】 例えば、受給終了後

1年未満であれば75日分という形で手当が支給

されます。その手当につきましては国の方で措

置をされるという形になっております。 

 雇用形態としては、国の方で雇用をいたしま

すので、国の方の措置という形になってまいり

ます。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【外間委員】 先ほど山田(朋)議員から、今回の

お願いをなされた紹介議員の一覧として佐世保

市選出の県議団、全て紹介議員になった。私も

その一人で、宮内委員もここにいらっしゃいま

すけれども、私たちは担当委員会の所属という

ことで紹介議員になれなかった。 

 しかしながら、この臨時措置法の重要性と、

今回の期限がいよいよ来年5月に切れるとなる

と、これは何が何でも議員挙げて国へ、ぜひと

も意見書を通して、時限立法を生かしていただ

きたいという強いお願いから、私は、採択に賛

成の立場で幾つか、ご質問と意見を述べさせて

いただきたいと存じます。 

 まず請願人にお尋ねをいたしますが、佐世保

の米海軍基地の駐留軍として従事されている職

員の皆様方の数は、どのくらいいらっしゃるん

でしょうか。先ほど、山田(朋)議員から「魔の

金曜日」と言われて、一番少ない時には650人

近くにもなったというお話がございましたけれ

ども、現在、米海軍基地に従事されている職員

の数をお教えください。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 １時４３分 休憩 ― 

― 午後 １時４４分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【外間委員】 ありがとうございました。パート

タイムを含めて1,720人と、佐世保の企業では大

変な数の雇用を得ている職場であるということ

が確認できました。 

 そういう方々が、5年に1度の期限を受け、い

よいよ来年仕事がなくなるかという不安と焦燥

感にかられることを、私は心中お察しするとこ

ろであります。ぜひとも、この臨時措置法を何

としてでも死守すべく意見書を上げていただき

たいという強い思いから、まず数を確認させて

いただきました。 

 観点は変わるのでありますが、私、個人的に

1992年のピナツボの大噴火の際に、1週間ほど

ボランティアとして救済活動に行った経験がご

ざいまして、たまたまその地域は、フィリピン

のスービック米海軍基地がございました。スー

ビック基地が、まさにゴーストタウンになって

いたわけであります。その地域は、海軍の基地

の町として大変な繁栄をしていたわけでありま

すが、撤退を余儀なくされて、その当時は、わ
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ずか1年足らずです。誰もいないようなゴース

トタウンになっていた。いかに基地がその地域

を支えていたかと。 

 まさに先ほど確認をいたしました1,720人と

いう膨大な数の雇用を自治体として預かる佐世

保の地域においては、こういった方々の離職を

考えた時には大変な数でありますので、しっか

りと支えていかなければいけない。 

 そこで、先ほど麻生委員からお尋ねがありま

した駐留軍関係離職者等臨時措置法の中身につ

いて、どのような就職支援があるのかについて

雇用労働政策課長からご説明がありましたけれ

ども、保険制度のお話だけにとどまっていたわ

けであります。さらには雇用対策法の規定に基

づく賃金の保障であるとか、あるいは起業を希

望する者に対しての支援措置であるとか、そう

いう具体的なありがたい法律だというふうに伺

っておりますので、その辺を具体的にもう少し

お聞かせいただけますでしょうか。 

【山田(朋)紹介議員】 私からお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 再就職をするに当たり、必要な職業訓練を実

施するということがまず1点と、起業を希望す

る者に対して、必要となる事業資金の融通並び

に遊休国有地の優先的な払い下げがあります。 

 米海軍佐世保基地立神地区に隣接する工業団

地は、事業資金の融通と国有地の払い下げを受

けた従業員が起業して立ち上げたものとなって

おります。現在では経営者が代わっていたり、

廃業して別の会社になっているところもありま

すが、今でも健在をします国際運輸株式会社は、

この臨時法の適用で起業されております。 

 また、自治体の関わりでございますが、長崎

県や佐世保市等の関係自治体に対して、離職者

対策協議会を立ち上げ、職者対策の実施を求め

ています。その経費の一部については、予算の

範囲内で国が助成することがうたわれておりま

す。また、具体的な離職者対策としては、関係

自治体が職員を採用する場合には、駐留軍関係

離職者の優先的な採用も求めています。 

 離職者に対しては、特別給付金が支給されま

す。また、基地が存在する地域における雇用情

勢が厳しいため、離職した日から最長3年間、

実質的には2年半の間は職業指導を行われ、雇

用対策法の規定に基づく給付金、職業促進手当

が支給をされます。以上です。 

【外間委員】 ご説明ありがとうございました。 

 昭和33年にこの法律がつくられて、昭和57年

から5年ごとに時限立法として延長、延長で今

回は5回目、60年目を来年5月に迎えるというこ

とでありますので、ぜひとも期限延長になりま

すように、採択されますよう、賛成の立場から

意見等質問をさせていただきました。私からも、

どうぞよろしくお願いいたします。 

【大久保委員長】 ほかに質疑はございませんか。 

【山田(博)委員】 私も、駐留軍関係離職者等臨

時措置法の有効期限延長に関する請願に関して

ですね。 

 私もかつては改革21にいまして、かつての同

僚議員である山田朋子議員が、久しぶりにじっ

くりお顔を拝見しましたら、期数も重ねて貫録

もあってきて、やっぱり紹介議員になるべき姿

になってきたなと思っているわけでございまし

てですね。 

 委員長、副委員長、委員の皆さん、申し訳ご

ざいませんでした。別件で委員会に遅れたこと

をお詫びしたいと思います。 

 それで、この請願に関しては、私は賛成の立

場で、いろいろと質問させていただきたいと思

うわけでございます。 
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 といいますのは、先ほど話したように、改革

21に所属した時から、この請願に関しては勉強

させていただきました。委員の皆様方もご存じ

だと思うんですけど、さらに知識を深める、理

解を深める上で、幾つか質問させていただきた

いと思うんですが、よろしくお願いしたいと思

います。 

 まず最初に、県当局におかれましては、この

有効期限延長ができなかった場合、県の経済と

か、いろんなところにどのように大きな波紋を

落とすかを、どこまでご理解しているかという

のをお聞きしたいと思います。 

【松本雇用労働政策課長】 この臨時措置法の有

効期限の延長に関する要望を県も7月にお受け

しておりまして、その中で、地域の経済にとっ

て非常に重要な雇用の場であること、そういっ

た雇用の場が不安定な状況であるということで、

離職対策としての本法の重要性を認識しており

ます。 

 そういった意味で、渉外知事会という、長崎

県だけではなくて神奈川県の知事が会長になっ

ております渉外関係の知事の連絡協議会がござ

いまして、その関係の中で、この法律はその一

項目になっており、それぞれの基地の整理縮小

とか、そういった問題も含めて要望していると

ころでございます。 

 今年も8月2日に、渉外知事会の会長の神奈川

県知事、当県からも副知事が副会長ということ

で参加しておりまして、その中の一つの大きな

要望項目として要望しているところでございま

して、国としてもその重要性を認識して延長し

ていただきたいと強く要望をしているところで

ございます。 

【山田(博)委員】 今、雇用労働政策課長から、

地域経済に大きな影響を与えるということであ

りましたけど、具体的な数字とか調査に基づい

て、アンケートなり取っているのであれば、具

体的にお答えいただきたいと思います。 

【松本雇用労働政策課長】 本県として、雇用に

ついてのアンケートというのは、これに関して

別途アンケートを取ることはしておりません。 

【山田(博)委員】 じゃあ、紹介議員である地元

の山田朋子議員なり、渡辺さんにお尋ねしたい

と思います。 

 これが延長されるかされないかで、どのよう

な影響があるかというのをしっかりとですね。

こういった意見書もさることながら、そういっ

たアンケートなり取って、具体的に、こういう

ふうにこうなんですよ、こうしてもらたいんで

すということをやってもらった方がね。いかが

なものかと思うんです。 

 ね、紹介議員である山田朋子議員、いかがで

しょうか。具体的にですね。単なる意見書を出

すんじゃなくて、数字をもってやらないといけ

ないと思うわけです。具体的にですね。意見書

は意見書でしますけど、この際に、もうちょっ

と理解を深めてもらうために必要じゃないかと

思うんです。こういった延長は必要とわかる人

はわかる、わからない人はわからないんだから、

それを全県民の皆さん方にご理解いただくため

にも、これは必要じゃないかと思うんですけど、

いかがですか。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 １時５４分 休憩 ― 

― 午後 １時５６分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【山田(博)委員】 渡辺さんの意見を聞かせても

らいましたけど、せっかくですから、地元選出

の山田朋子議員も、すばらしいお顔を拝見しな
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がら意見をちょっと聞かせてもらいたかったん

ですけど、よかったら、ね、委員長。今のは現

場の立場。紹介議員としてご意見もあるでしょ

うから、せっかくですから聞かせていただいて、

私の意見に参考にさせていただきたいと思いま

すので、いかがですか。 

【山田(朋)紹介議員】 山田博司委員、ありがと

うございます。先ほどから話が出ていますよう

に、もし再編や、最悪の場合、撤退ということ

でもあれば、今1,720人もの従業員がいる中で、

多くの方が離職をすることになると思います。

その家族、そして米軍基地に関わります関連企

業も含めますと、大きく1万人近くの人に影響

があるのではないかと私は危惧をしております。

いかんせん、中に勤めている人間でも、米軍基

地の人間でもございませんので、具体的な数字

等はわかりませんが、私はそういったことを非

常に危惧をしているところでございます。 

【山田(博)委員】 山田朋子議員から、1万人ぐ

らいに影響を及ぼすのではないかと。 

 雇用労働政策課長、聞きましたか。山田朋子

議員が言われたでしょう、1万人ぐらいの影響

が出るんだろうと。さすがですよ。それだけ緻

密な計算に基づいてやってきたというわけです

から。 

 雇用労働政策課長、5年のたびにこういった

ことが、広く県民の皆さん方にご理解いただく

ように実態調査なりして、延長ができなかった

場合にどれだけの影響が出るかとか、数字的に

もきちんとした調査をすべきだと思うんです。

雇用労働政策課としては、そういった実態調査

とかをしたことがあるのか、ないのか、お答え

いただきたいと思います。 

【松本雇用労働政策課長】 実態調査をしたこと

はございません。 

【山田(博)委員】 いいですか、産業労働部長、

昭和57年からずっと延長してきているわけで

す、これは。8回やってきたというんです。長

崎県の第2の都市の佐世保で、5年ごとにこうい

った問題がある。やはり実態調査をして、どう

かというのを調査せんといかんと思いますよ。

まずそれが一つ。 

 産業労働部長として、国に要望するに当たっ

て、長崎県のみならず、国の皆さん、国民の皆

さん方に、多くの皆さん方が理解する上でも、

どれだけの影響があるかというのをしっかり調

査していただきたいと思うんですが、見解を聞

かせていただきたいと思います。 

【平田産業労働部長】 ただいまのご議論は、米

軍基地の撤退による影響と、この法律の延長が

どうなるかという影響と、2つあるわけでござ

います。 

 請願に上がっているのは、あくまでも米軍基

地の存在ないしはその雇用形態が不安定である

がゆえに、それに対応した特別な離職者に対す

る対策が必要であるということでございまして、

これは先ほど紹介議員からもありましたように、

現に今1,720人の雇用の方がいらっしゃって、仮

にその方々が離職された場合には、再就職まで

の間の大変な影響があるという前提の中で、こ

の法律の延長を、先ほど担当課長から言いまし

たけれども、県としても渉外知事会を通じて国

に求めているところでございます。 

 一方、経済的な影響という中でご議論があっ

ていたのは、もし米軍基地なりがある程度縮小

になった場合にはどういう影響があるであろう

かということのご議論であったかなと思ってお

ります。基地が持っている地域経済に与える影

響については、私どもも佐世保市の方ともご相

談をさせていただいて、どういう影響というこ
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とについては確認をさせていただきたいと思っ

ております。 

【山田(博)委員】 私は、この法律の延長は大変

必要だと思うんです。必要だからこそ今の話を

させていただいているわけでございまして、も

うちょっと県としてもですね。要望はしていた

だいていると十分理解できるんですが、もっと

身近に、多くの国民の皆様方、県民の皆さん方

に理解を深める上でも、どういった影響がある

かというのをですね。先ほどの前者、後者の2

つの部分を含めて、しっかりと調査をしていた

だきたいと思います。 

 それで、私は紹介議員にお尋ねしたいんです

が、5年ごとに有効期限延長とありますけど、

それより恒久化を目指した方がいいんじゃない

かと思うんですよ。5年ごとに、こんな心配し

たらたまったものではありませんよ。 

 だから、私は紹介議員なり渡辺さんにお尋ね

したいんですが、駐留軍関係離職者等臨時措置

法の有効期限延長ではなくて、本当は現場で働

いている人は恒久化がよろしいんじゃないかと

思うわけですよ。5年ごとにこんなするよりも、

恒久化を目指して取り組んだ方がよろしいんじ

ゃないかと私は思うわけです。 

 私は佐世保の山田朋子議員みたいに詳しくあ

りませんけれども、渡辺さんもいらっしゃるの

で、できないものか。今日、せっかくの場です

ので、そういったことも含めて話をされたらど

うかと思って、今ちょっと提案をさせていただ

いているわけでございますので、ご意見なりを

聞かせ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。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ４分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【山田(博)委員】 今、渡辺さんから意見なりを

ね、いたし方ないということでありましたけど、

紹介議員の山田朋子議員にお尋ねしたい。 

 これは、国会で法律をつくった山田正彦先生

の長女である山田朋子議員はどう思われますか。

私は、ここに山田正彦代議士がおったら、全く

同じことを言うと思うんだよ。だから、せっか

くのいい機会だから、紹介議員としてご意見を

聞きたいと思います。 

【山田(朋)紹介議員】 山田博司委員から、恒久

法化すべきじゃないかというとてもありがたい

お話を頂戴いたしまして、私も、可能でありま

したら、もちろん恒久法が望ましいかとは思い

ますが、成り立ち等、今の状況から考えると、

請願人と同じような形で5年に1度の延長を。 

 その理由としては、先ほど請願人が申し上げ

たように、恒久法になれば、このような場で5

年に1度、基地従業員の実態をお話しする機会

はございません。延長ということがあるがゆえ

に、県議会においてこういう請願をお願いして、

皆様方に状況をご理解いただく機会を頂戴する

ことを考えますと、私は、現状のままでもいい

のではないかと思います。 

 また、恒久法というものがこれになじむもの

かどうかということを、私もちょっと研究をし

ていきたいと思っております。 

【山田(博)委員】 今回のこれは5年でしょう。

離島振興法は10年なんですよね。私は、更新時

期が来るたびに不安な日々をするというのはど

うかと思うんですよ。 

 私は、1日1日の生活がどうなるかと不安な毎

日を過ごしたことがあって、こんな社会ではい
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かんと思って政治家を志したんです。 

 だから私は、そういう考えからすると、渡辺

さん、紹介議員の山田朋子議員におかれまして

は、今回は有効期限延長ということになってい

ますけれども、恒久法を目指してぜひ研究して、

皆さん方と話をして、ぜひ私は取り組んでいた

だきたいと思っております。それが、本当はこ

こに関係する皆さん方の思いだと思いますよ、

私は。それを否定することは全くないと思いま

すので、ぜひ勉強していただいて取り組んでい

ただければと思うわけでございます。 

 私も、これにはぜひ賛同して、これが延長で

きるようしっかりと頑張っていきたいと思って

おります。どうもありがとうございました。 

【大久保委員長】 ほかに質疑はございませんか。 

【西川委員】 私も、この請願に対しては賛成な

んですけど、念のためにお聞きしたいのは、全

駐留軍労働組合の上部団体、上部組織はどこな

のか。そして、その組織としては、国に対して

の働きかけはしているのか、その辺をお尋ねし

ます。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時 ８分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ９分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【西川委員】 わかりました。ありがとうござい

ました。 

 私たちは、国防のためにも自衛隊の充実とか

米軍の駐留については賛成しているわけですが、

上部団体の連合は、特に沖縄などについては縮

小というような感じだと思います。その辺の米

軍基地が減れば、または縮小すれば、皆さん方

の仲間の駐留軍労働者が減ると思いますが、そ

の辺を上部団体と、要するに連合と全駐労の意

見の疎通とか、そういうところは合意形成に至

っているんでしょうか。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時１０分 休憩 ― 

― 午後 ２時１２分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 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。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 討論がないようですので、こ

れをもって、討論を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 ２時１３分 休憩 ― 

― 午後 ２時１３分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 第2号請願に対する質疑・討論が終了しまし

たので、採決を行います。 

 第2号請願「駐留軍関係離職者等臨時措置法

の有効期限延長」に関する請願を採択すること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第2号請願は採択すべきものと決定

されました。 

 ただいまの請願の採択に伴い、その趣旨に沿

って本委員会から意見書提出方の動議を提出す

ることにいたします。 

 意見書案を配付いたします。（意見書案配付） 

 ただいま意見書案が配付されましたけれども、
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これについて何かご意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ご意見がないようですので、

お諮りいたします。 

 本提案のとおり、意見書を提出することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいまの趣旨に沿って、本委員会

より意見書を提出することにいたします。 

 なお、意見書文案の作成等についてはいかが

いたしましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 それでは、正副委員長にご一

任願います。 

 以上で、第2号請願の審査を終了いたします。 

 準備のため、14時25分まで休憩いたします。 
 

― 午後 ２時１５分 休憩 ― 

― 午後 ２時２７分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 政策等決定過程の透明性等の

確保などに関する資料で、産業政策課長にお尋

ねしたいんですが、長崎県の産業活性化へ向け

た調査業務委託とありますね。これ、どういっ

た形で調査業務委託をされているのかというの

を説明いただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

【大庭産業政策課長】 現在、ＩｏＴ等の技術革

新とか経済の一層のグローバル化など、本県の

産業を取り巻く環境が激しく変化をしておりま

す。その中で県内企業がこうした変化の波を乗

り越えるために、県では、本県の産業特性、強

みを踏まえつつ、将来成長ができる分野を見極

め、戦略を立てて産業集積を図っていく必要が

あると考えております。 

 本委託調査は、こうした問題意識にのっとり

まして、シンクタンクの力も借りながら、今後

の本県産業の目指すべき方向性を見定めようと

するものでございます。 

【山田(博)委員】 産業政策課として、1,300万

円かけて日本総合研究所にどういった調査委託

をするのか、具体的にもっと踏み込んでお答え

いただけませんでしょうか。 

【大庭産業政策課長】 日本総研は、県内、県外

も含む企業や市場動向、それからグローバルの

マーケットの動向といったものも知見として持

っておられますので、そういったところも踏ま

えながら、私どもの議論、私どもの仮説、そう

いったものを深堀りしていくことを手伝ってい

ただこうと。 

 具体的には、例えば今、県内外の企業や有識

者に対しましてヒアリング等を実施しておりま

す。また、今後、事業者に向けましてアンケー

ト等を実施いたしまして、本県の成長分野、ど

ういったものが適当なのかも含めまして、深く

掘り下げなら調査をしていく、そういった役割

を担っていただくようにしております。 

【山田(博)委員】 入札の結果一覧表とあるんで

すが、この中に参加されたのは4者ですね。県

内外のグローバル企業を調査するということで

ありますけど、今回は総合評価一般競争入札で

したんですね。総合評価一般競争入札をする中

で、より多くの会社に参加してもらって、入札

をされて、いい調査業務をしてもらわないとい

けないと思うんです。 
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 なおかつ、恐らく産業政策課長としては10年、

20年を見据えた形を調査業務委託するとなる

と、この1年足らずの期間で、そういった10年、

20年後の調査ができるのかなと思っているわ

けです。 

 もっと言えば、何年をめどに調査を委託され

ているのか、それも含めてお答えいただきたい

と思います。 

【大庭産業政策課長】 総合評価一般競争入札に

おきましては、県内、県外を含む企業を広く公

募いたしまして、提案書を出していただき、外

部委員も含めまして評価をさせていただいて選

定をしております。 

 何年後というところについては、まだ今の段

階で10年後とか20年後とか、はっきり決めてお

りません。そこにつきましては、今後、調査を

深めていく中で一定の方向性は決めていこうと

考えております。 

【山田(博)委員】 これは、私はこう思うんです

よ。長崎県の産業活性化に向けて、どういった

成長分野があるかを、何年後を見据えた上で調

査を委託するのかと思っていたわけです。戦略

的にお金をつぎ込んでやっているかというと、

そうじゃないんだというふうなイメージがわい

てきたわけです。そこはちょっと考え方の違い、

相違であるでしょうけど、それはどうかなと思

うんです、私はね。 

 今回の産業活性化に向けた調査事業は、大変

すばらしい事業と私は思うんです。思うんです

が、具体的に調査項目をされているかというと

ちょっと疑問があったということです。これか

ら調査するに当たって、またしっかりとそこを

酌んで取り組んでいただきたいと思うんですが。 

 その一方で入札です。今回、4者ですね。見

積りを取る時には、何者から見積りを取ったの

か、お尋ねしたいと思います。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時３３分 休憩 ― 

― 午後 ２時３４分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【山田(博)委員】 これは、わかった時点で、ま

た質問したいと思いますので、一旦終わりたい

と思います。 

【大久保委員長】 ほかに質疑はございませんか。 

【西川委員】 山田(博)委員の質問にも関連しま

すが、1から6までの今回の契約、入札の応札が

少ないですね。これはやっぱり業務、仕事の内

容が、難しい調査とか研究部門とかでこんなふ

うになったのか。 

 また、長崎大学とは随意契約で、これはずっ

と流れが前から長大とこうしていたのか、する

と長大しかできなかったのかですね。 

 それと、結構こういう調査研究的な事業はお

金もかかるんですけど、その分の効果があるの

か、その辺をお尋ねします。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時３５分 休憩 ― 

― 午後 ２時３７分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【大庭産業政策課長】 1番の長崎県の産業活性

化に向けた調査業務委託につきましては、総合

評価一般競争入札を実施しまして、4者が応札

をされました。その中で、技術評価で点数の足

りなかった2者が失格となりまして、最終的に

価格の応札をしたのが2者で、そのうち低い方

の日本総合研究所が落札したという経過でござ

います。 

【大久保委員長】 あと、2番の随契についてと
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いう質問もありましたけれどもね。 

【吉村産業政策課企画監】 2番のながさき経営

人材育成塾開講業務委託は、資料にもございま

すとおり、随意契約で長崎大学と契約をいたし

ております。委任契約になります。 

 これは、県内の企業の経営者、あるいは中核

人材に対する講座を開講するというものでござ

いまして、知見のある、能力のある大学という

ことで、長崎県立大學も含めて受託可能かどう

かというお話をさせていただきましたけれども、

県立大学で全体を受けるのはちょっと厳しいと

いうお話がございまして、長崎大学と契約をい

たしております。 

 ただ、県立大学でございますので、やはり一

定程度の関与、連携はしていきたいということ

で、講座の一部について県立大学の教授を活用

する方向で今、調整をしているところでござい

ます。 

【宮地企業振興課長】 西川委員からお尋ねがご

ざいました3番から5番につきまして、企業振興

課でご説明いたします。 

 まず、応札の数ですけれども、3番の元気な

ものづくりの関係が2者、その下のＩｏＴ関係

が2者、ロボットにつきましては1者でございま

す。 

 私どもも、なるべくたくさん応札いただいて、

その中から効果的なものを選びたいという意図

で業務に当たっておりますけれども、私どもの

事業が、県内企業の知見をある程度必要とする

ところもございまして、なかなか数が増えない

ところがございます。 

 特に5番のロボットにつきましては、その中

でも1者ということで、私どもも、これについ

ては対応をいろいろ考えております。今回、事

前には6者に実はお声かけをしているんですけ

れども、今回の事業が2年目ということもあり

まして、1年目に取った事業者がやっぱりいろ

いろ知見を持っているということで、ほかの5

者の方々には応札いただけなかったという状況

でございます。 

 では、来年以降どうするかということですけ

れども、なるべく前年度の結果をほかの事業者

にもご案内して、前年度に取った事業者が大き

くアドバンテージをとらないように、競争が担

保されるように努めてまいりたいと思っていま

す。 

【荒田商務金融課長】 私から、6番の離島ネッ

ト通販推進事業業務委託についてご説明します。 

 これは随意契約としております。実は、この

ような全国的に大きなショッピングモールを持

っておりますのは、楽天のほかにはアマゾンと

かヤフーとかございますけれども、地方自治体

のこのような取組を支援する体制をとっている

のは楽天のみでございますので、楽天と随意契

約をいたしております。 

【西川委員】 仕事内容が特殊だということで、

応じた会社が少ないのはわかりました。 

 その中で1番目の日本総研が落したのは、入

札価格自体は高かったけど、点数が高かったか

ら落札したんでしょう。価格が低かったからじ

ゃないでしょう。 

【大庭産業政策課長】 まず4者の応札をいただ

きまして、技術評価をしております。技術評価

の満天は200点でございまして、そのうち160

点が加算点という形の技術評価です。加算点の

160点のうち80点を満たない場合は失格という

ことになりますので、ここに記載しております

デトロイトトーマツコンサルティングとリベル

タス・コンサルティングは失格ということにな

りました。 
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 残る日本総合研究所とながさき地域政策研究

所につきましては、技術点と価格点の合計を総

合評価点として、総合評価点が高い方が落札と

いうことになりますので、日本総研の方が価格

は高うございましたが、総合評価で上回ってお

りましたので日本総研が落札と、そういう経過

で落札者を決定しております。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。（発

言する者あり） 

【大庭産業政策課長】 先ほどの山田(博)委員か

らのご質問でございますが、参考見積りにつき

ましては5者にお願いをいたしまして、結果2者

から見積りをいただいて、それを参考に契約を

進めております。 

【山田(博)委員】 産業労働部は、業務委託とか

多いわけですね。5者に見積りを依頼して、結

局2者しかこなかったと。予算取りをする時は

大体、見積りは3者以上となっているわけでし

ょう。違いますか。3者以上と私はお聞きして

いるわけです。そうせんと価格がわからないと。 

 2者しかこなかったから、2者で予定価格を決

めたのか、どういうふうにしたのか。今回のこ

ういった業務の価格というのは、できるだけ多

くの業者に見積りを取って、取ったけれども2

者しかいなかったら再度取ってせんといかんと

いうので、今回私は質問させていただいている

わけです。 

 もう一つお尋ねしたいのは、公告する時、例

えばロボット関連ニッチ市場開拓支援事業業務

委託は、ながさき地域政策研究所が1者しか参

加していない。こういった見積りは何者取った

んですか。これは企業振興課長、お尋ねしたい

と思います。何者取って、結局参加者は1者だ

ったのか、そういったのをお答えいただけます

か。 

【宮地企業振興課長】 ロボット関連ニッチ市場

開拓支援事業業務委託につきましては、予定価

格を算出する場合は、業者からの見積りではな

くて、労務単価等を積算を行いまして予定価格

を算出しています。 

【山田(博)委員】 企業振興課は、自分たちで見

積りしたわけね。 

 今回、6つの入札があったわけですね。1番の

産業政策課は見積りを事前に取ったわけですね。

5者から取ったけど、2者しかなかったと。 

 長崎大学の分は、これは随意契約ですから、

そのままわかると思うんです。楽天とですね。 

 ロボットの方はわかりました。 

 あと2つありますね。元気なものづくりと長

崎県ＩｏＴ、これはどういうふうな算出をした

のか、お答えいただけますか。 

【宮地企業振興課長】 先ほどのロボット事業と

同様に、労務単価等で私どもで積算をしており

ます。 

【山田(博)委員】 企業振興課は、入札する時の

予定価格は自分たちで積算したと。 

 産業政策課では難しかったんですね、あなた

みたいな優秀な人がたくさんいるにもかかわら

ず。隣の企業振興課は、全体をこうしてぱぱぱ

ぱってして単価を決めて、産業政策課は難しか

ったわけですかね、こういうのはやっぱりです

ね。どうだったんでしょう。やっぱり特殊だっ

た、難しかったんですかね。どうだったんでし

ょうかね。特殊だったんですか。そうですか、

特殊だということで。 

 じゃあ、お尋ねしますけど、募集見積りを取

って、参加者は4者しかいなかったんですね。

こういった長崎県の将来を考える入札は、多く

の会社の皆さん方が参加できるように、どんど

んやっていただきたいと思うんです。 
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 調査業務というのは、私も見ていると、大体

同じ会社しか参加しないし、受注もしていない

ですね。これは、どういうふうにしたら参加が

多くされるのか、それだけお尋ねしたいと思い

ます。 

【大庭産業政策課長】 まず、公告という形でホ

ームページ等に掲載をして、広くアピールをし

ております。それから、私どもの知り合い等に、

こういった入札があるということは公告後にお

伝えするような形でやっております。 

 基本的に今回の入札に関しましては、全く新

たな分野を見込むという、ちょっと難しい特殊

な委託であったのかなということは感じており

ます。私どもとしては、精いっぱい頑張って4

者に応札いただいたという結果でございます。 

【山田(博)委員】 まあ、特殊な難しいことだか

ら、企業振興課みたいに、産業政策課では予定

価格というか、なかなか難しかったということ

でしょうからね。 

 しかし、その一方で、そういった難しい調査

委託業務だからこそ、より多くの会社に参加し

てもらって、いい調査業務をしてもらわないと

いかんわけですから、ぜひですね。 

 産業労働部長、部長も産業労働部は長いわけ

ですから、この入札結果を拝見すると、私の言

っていることは大体理解していただけると思う

んです。特に調査業務というのは、より多くの

会社に参加してもらって、よりよい調査業務を

してもらわないといかんわけですから、ぜひ、

参加をもっと募ってできるようにやっていただ

きたいと思っております。 

 部長、何か見解がありましたら聞かせていた

だきたいと思います。 

【平田産業労働部長】 この点に関しましては、

委員おっしゃいますとおりに、中身からしても

競争性からしても、より多くの企業に参加して

いただくことが望ましいことは間違いないとこ

ろでございます。できるだけの公告、広報をや

ることで、できるだけ多い参加を促すように努

めてまいりたいというふうに考えております。 

【山田(博)委員】 ぜひ、その方向性で、よりよ

い調査業務をしていただいて、それが県民所得

の向上につながるよう頑張っていただきたいと

思います。終わります。 

【大久保委員長】 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 次に、議案外の所管事務一般

について、質問がありましたら挙手をして、な

お、委員1人当たり20分を目安に質疑をしてい

ただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。 

 質問はございませんか。 

【麻生委員】 今回の議案外で、経済、雇用の動

向についてのお尋ねをしたいと思っています。

日銀の短観を含めて、全体的に緩やかな回復傾

向だと書いてありますけれども、長崎も含めて

今、公共事業が、大型があったりということで、

その認識はしているんですけれども、三菱重工

を中心とした南部地域の下請けを含めて大変厳

しい状況もお伺いしているんですよ。 

 今日の新聞でも、三菱重工のマリンマシナリ

ーやっていますプロペラ事業、そういったもの

も今回、長崎から撤退して神戸の方に行くとい

うふうに書いていました。 

 ものづくり基幹産業の長船が、ここにおられ

ます渡辺委員はそうでしょうけれども、大体

4,000億円近くぐらいやっているんですよ。今回

の一般質問の中で、長崎県の県民所得が下がっ

た関係は、やっぱり大手、重工さんの、客船事

業やったんでしょうけれども、ここにおいて大

きく伸び悩んだといいますか、損失が多かった
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ということで上がらなかったと。 

 私がお願いしているのは、大手重工の関係は

なかなか、県の300人前後の企業団に対して対

策をとれるという話でしょうけれども、大手の

重工の下請けあたりに対して対策を、やっぱり

県としてもしっかり考えてもらわないといけな

いんじゃないかと思っているところなんですよ。 

 全体の受け皿といいますか、造船関係の雇用

は受け皿が大きいですから、景気の悪い時も結

構、重工に引っ張っていただいて、長崎の雇用

はある程度、景気が厳しい時でもそこそこやっ

ていたという状況があるんです。それについて

何らかの対策が必要ではないかと私たちは思っ

ていますけれども、産業労働部としてはどうい

うお考えがあるのか、教えていただきたいと思

います。 

【宮地企業振興課長】 今、委員からお尋ねがご

ざいましたのは、長崎県の基幹産業である造船

業の環境等々を考えて、どのような対策を私ど

もがとっていくかというお尋ねだと思います。 

 ご案内のとおり今、造船市場は、ちょっと底

の状態でございまして、今年度につきましては

若干回復の動きも見られますけれども、9月に

日銀の長崎支店が発表しております長崎県の金

融経済概況におきまして、大手・中堅の造船は

操業度をやや引き下げているという表現になっ

ておりまして、大手、中堅の各企業とも手持ち

の工事量は3年ぐらいお持ちと私どもも聞いて

いますけれども、この1～2年はなかなか厳しい

状況が続くのではないかというふうなお話をお

伺いしています。 

 その中で、先ほど委員からございましたよう

に、今日の朝刊に三菱重工のマリンマシナリー

さんの報道がございました。 

 早速私どもも、三菱の長船協力会にお尋ねを

しまして、ＭＨＰＳ自体で、雇用については住

居等異動はないというふうなお話は頂戴してお

りますけれども、協力会社については今後、業

務がどうなっていくのかというのは十分見てい

かないといけないと、先行きがどうなるかは楽

観視できないということを私どもも確認してい

ます。 

 私どもは、県内中小企業の支援策としまして

元気なものづくり企業ステップアップ支援事業

で、ある程度中堅を支援しまして、その中堅企

業が県外から取ってきた仕事を県内の中小・小

規模企業におろしていただくということを目的

に事業を実施しています。 

 結果につきましては、県民所得のところでも

ございますが、中堅につきましてはある程度、

統計的な数字を見ても実績が出ていますけれど

も、中堅企業がより小さい企業に仕事をおろす

というところが十分ではないというふうに私ど

もも認識しています。 

 中堅以下幅広い支援策としまして、私どもは

産業振興財団のファンド事業を設けていまして、

設備投資から人材育成、技術向上等を支援して

いますけれども、県内の中小・小規模企業のニ

ーズを捉えて、ご支援が行き届くように今後と

も注視してまいりたいと思っています。 

【麻生委員】 ここについては大手の状況もある

からですね。造船業界が2019年に底を打つと言

われていたけど、新しい排出基準で一部、船舶

の見直しがあるということについては情報があ

ると思いますから、ここについても長崎県全体

が、大島造船だとか、佐世保重工も名村造船に

吸収されましたけれども、造船業界は大きな基

幹産業でありますので、ぜひ注視していただい

て、対策を長期的にですね。情報も取り入れな

がら、どうされるのか、ぜひこの件については、
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一つの室といいますかね、担当部署をつくって

でも、長期的な展望でやっていただくことを要

望しておきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 地場企業の支援についてのところでお尋ねで

す。前回、私も調べていたんですけど、一昨年、

電力自由化になりまして、原発の停止もあって、

今は12％ぐらいしか稼働していませんけれど

も、石炭火力も含めて相当なニーズがあるとい

うことで、長船の関係で結構、技術力を持った

ところが県内にあります。 

 そこの社長とお話をすると、従業員を確保し

て廃業したいと、だけど、なかなか高等技術専

門校から回ってくる人が少ないんですと、1名

しか取れませんと言うんです。もっとそういう

ニーズを掘り起こしてもらって。県内就職がで

きるニーズがあるのに、そういったところに人

を振り向けていくという方向性はないのかなと、

その社長と話している時に思ったんですよ。 

 今、どういう分野で事業が展開されて、伸び

る企業はどこにあるかということも判断してい

ただいて、それに対する支援だとか取組、そう

いったものを産業労働部としても手を打つべき

だと思っておりますけれども、その点について

のお考えはないのかどうか、お尋ねしたいと思

います。 

【宮地企業振興課長】 今、委員からお話がござ

いました、長崎県内の基幹の一つでございます

プラント、特に私どももお話を聞いていますの

は、県外の火力発電所の保守あたりのお仕事を

取ってこられて、地域の企業と一緒に対応する

という企業があるのは私どもも承知しています。 

 そういう企業を、元気なものづくり企業ステ

ップアップ支援事業の中で毎年5社認定をして、

2年間で上限2,000万円のご支援をするという

事業がございます。その5社のうち1社は、先ほ

ど申し上げました県外の発電所あたりのプラン

トの仕事を取ってきていただいて、長崎のいわ

ゆるクラスターと申しますか、いろいろ技術を

持った企業と一緒に仕事をされる企業をご支援

する予定にしています。 

 そういう企業を含めて私どもも企業訪問をす

る折に、特に今年度に入りまして、どういうと

ころから新卒なり人を取られているかというの

は必ず聞くようにしていまして、やはり委員が

おっしゃいましたように、どちらかといいます

と、希望している学生が取れないところが多い

というのは私どもも実感しています。 

 そういう情報は、私ども部内で雇用部門、人

材部門もございますので、そこと共有して、今

後の対策に役立てていきたいと思っています。 

【麻生委員】 高等技術専門校のどういうところ

に魅力があるんですかと聞いたんですよ。そう

すると、学卒で取るより、企業で教えるべきい

ろいろな技術の入り口、玉掛けだとか、いろい

ろな初期の技術者として、ワーカーとしてやる

部分の技術をしっかり高等技術専門校で教えて

もらうと。だから、高等技術専門校のあり方、

本当に助かっているんですよと、魅力がありま

すと、そして、結構いい人材がおりますと言っ

てくれるんですよ。 

 そういったものを見直していただいて、もっ

と生産といいますか、ものづくりを含めた技術

の継承ができるわけですから、ご検討いただい

て、総合的な展開を図るようにお願いしたいと

思っておりますけれども、部長としてはどうお

考えですか。 

【平田産業労働部長】 委員がおっしゃいました

ように、高等技術専門校に対する評価というの

は私どもも、いろんなものづくりの社長さんか
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らお伺いしております。 

 今現在も、基本的には90パーセント近くは県

内の企業に就職していると思いますが、一方で、

担当課長からもありましたように、人材を取ろ

うとしても取れないというようなことも聞いて

おります。 

 人材の育成、それから確保については、私ど

もも企業振興の立場、あるいは県内での雇用創

出、若者の就業促進という両方の立場から大変

に重要だと思っておりますので、情報をきちん

と部内で共有しながら、適切に対応していきた

いというふうに考えております。 

【麻生委員】 3ページの宿泊サービス産業の振

興についてお尋ねしたいと思います。宿泊業生

産性向上促進支援事業とありますが、これは宿

泊業に関する効率を、高いサービスを提供する

ということで、どっちかといったら大手のホテ

ル業界の皆さんが取り組んできたものを長崎県

内に落としていこうということで始まったと思

いますし、講演会もあったみたいです。 

 この前、旅館組合の会長と話をする中で、こ

ういったコンシェルジュなんか、申し訳ないけ

ど、旅館といいますか、ビジネスホテルを含め

て、市内・県内のホテルに、そんなにおらんよ

と。そういうことよりは、もっと現場に即した

提案だとか改革だとか、そういうものを出して

もらいたいと。 

 この前、一般質問で大場議員から話があって

いました。県内の宿泊状況が3割しかないと。

今、民泊もあっていて、これが本当に条例化さ

れた時にどうなのかということもあるので、や

みで結構、エアビーアンドビーが入ってきてい

ると、ちゃんとした罰則規定もなくて野放しに

なってきていると。片方では、そういう漏れが

あったりとかしているのに、こういう生産性を

上げることについても、さっき言ったように現

場にマッチングしていないというわけですよ。 

 だから、そこら辺のことについて産業労働部

としてどう捉えていらっしゃって、これをどう

生かそうとされているのか、その点を教えても

らえませんか。 

【荒田商務金融課長】 宿泊業の生産性向上促進

支援事業は、日々の毎日の仕事で一生懸命で、

自分のホテル、旅館の魅力は何か、お客様はど

ういうところを期待して来ているのか、それに

ホテル・旅館はきちんと応えることができてい

るのかということを、ホテル・旅館はそれぞれ

個々に事情が違いますので、個々の魅力をきち

んと自分で把握して、そのためにはどうしたら

いいかということを考えていくきっかけづくり、

また、そういう思いを経営計画に落としていく

ことをお手伝いするという事業でございます。 

 先ほど、コンシェルジュのお話がございまし

たけれども、これは観光振興課で進めている事

業でございまして、一部大きなホテルにおいて

はそういう需要もあるということを想定して、

それを育成していると。 

 この事業では、全ての中小の旅館・ホテルに

もコンシェルジュをということで進めてはおり

ません。そのホテルの個性がありますから、そ

の個性に合わせた対応をしてくださいというヒ

ントを提供する事業でございます。 

 また、民泊の話もありましたけれども、私ど

ものこの取組は、旅館・ホテルが中小事業者と

いうことで、民泊とは違ったそれぞれの魅力を

高め、選ばれる旅館・ホテルになってほしいと

いうことで進めている事業でございます。です

から、先ほど申し上げましたように、お客様の

期待に沿えるサービスを提供できる体制になっ

ているかどうかということを考えてもらう事業、
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また、その事業を形にするのをお手伝いする事

業ということでやっております。 

【麻生委員】 旅館の方々、「三ちゃん」といい

ますかね、家族経営が多くて、設備が和式便器

であったりとか、水周りが悪かったりとか、ワ

イファイがなかったりとか、そういう設備状況

が若干あると思うんですよ。しかし、なかなか

銀行から借入れができないとか、そういうとこ

ろのいろいろな問題があります。今、多様化し

ていますので、民泊だけじゃなくて、いろいろ

な形態が出ています。そういったところに対抗

してやっていける、まさにそこら辺についての

知恵の出し方だと思うんですよ。 

 だから、私としては街中のトイレとかなんと

かも提案しながら、一緒になってやっていこう

とか、バリアフリー関係についての皆さんとの

協議とか、そういった話が出ておりました。そ

ういった旅館生産性の問題も含めてあるのであ

れば、もっと小さな視点で、さっき言ったよう

にトイレの改修だとか、水周りだとか、ワイフ

ァイをやれないかとか、そこに入ってきちっと

診断をしながら、資金的な状況をつなげてあげ

るとか、そういった観点がまず大事かなと思っ

ています。 

 片方では銀行も、ある意味では統廃合される

状況の中で、いかにしたら収益を上げるかとい

う観点もあるでしょうから、そういったことに

ついても連携しながら、いかにしたら観光客が

行けるかという観点から、そういう取組をあっ

せんしてあげたりとか、旅館組合の皆さんとの

横の連携をされていると思いますけれども、も

うちょっと深堀りをしていただきたいと思って

いるところなんです。そういったことを考えて

いますけど、いかがですかね、私が言ったこと

について。 

【荒田商務金融課長】 宿泊業生産性向上促進事

業では、ソフト事業についてのご支援をすると

いうことにしておりまして、業務の見直しとか、

予約システムの改善とか、あるいはインバウン

ド向けのホームページの改良とか、そういうソ

フト事業についての支援をしております。 

 ハード事業のトイレの改修とか、ワイファイ

の環境整備とか、そういうものについては、補

助金ではなくて県の制度資金の中で、最長20年

間で最初の10年間は利率が1％というような制

度を昨年からつくっておりまして、ご利用をお

願いしているところでございます。 

【麻生委員】 細かな数字は後で教えていただき

たいと思うんです。旅館組合もそうでしょうけ

れども、宿泊をやっているところが県内に多く

あるんですけれども、どのくらいの数が参加さ

れて指導していくのか、そして、旅館組合の皆

さんと連携しながら、どういったことを展開さ

れているのか、後で結構ですから教えてもらえ

ませんか。 

 私たちとしても、今からインバウンドを含め

てやろうとかという話の中で立ち遅れていると

ころ、そして課題がどうなのかということを見

つめながら、双方に取り組んでいただくよう後

押ししていきたいと思っていますので、後で結

構ですから資料をもらえませんか。ぜひ頑張っ

ていただいて、何とか集客が伸びるようにお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。

以上です。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【松島委員】 前回の委員会で、南島原市への企

業誘致について議論させていただきました。 

 その中で、前回の部長答弁ですが、南島原市

に対しては、ものづくりそのものの企業を連れ

てくるのはちょっと難しいかもしれないと、そ
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の開発をする部門は大いに可能性があると、今

取り組んでいるオフィス系企業の誘致に加えて、

開発を行う企業の誘致がテーマだろうという答

弁をいただきました。 

 その方向で追及していただきたいんですが、

誘致成功までの道のりの中の現在地点は、どう

いう状況でしょうか、教えてください。 

【原田企業振興課企画監】 島原半島に対する誘

致の関係でございますが、今現在、離島へのＩ

Ｔ企業誘致と併せまして、長崎県ご出身のＩＴ

企業の社長を全部で41人ほどリストアップし

て、ここを順次回っています。今現在、17名か

18名か、実際に訪問いたしましてヒアリング

等々やっておりますが、残念ながら島原半島へ

の誘致案件は、まだない状況でございます。 

【松島委員】 離島への企業誘致と半島への誘致

は、同じ戦略で進んでいるんですか。 

【原田企業振興課企画監】 島原半島も、やっぱ

りＩＴの方が、少し可能性があるのかなという

ふうに思っています。 

 離島ではＩＴ企業の誘致が実現しまして、部

長説明にも載っていますビーイングも、実は地

元五島市のご出身の会長です。過去の成功事例

からいきますと、本県の離島ご出身の情報系の

社長のところを回るのが一番効率的かなという

ことで回っています。 

 島原半島につきましても、同じ戦略でやって

いるということです。 

【松島委員】 離島も半島も同じ戦略だというこ

とです。 

 長崎県産業振興財団の経営状況説明書の中に、

平成29年度の企業誘致を進めるための重点誘

致分野を、自動車関連等8つ掲げているんです。

離島にしろ半島にしろで構いませんが、産業振

興財団の分類で8分野の7番目にＩｏＴ組み込

みソフト関係企業とか、8番目に金融保険事務

処理代行センターとか書いてあるんですけど、

これに基づいたら、皆さんはどの方向で半島へ

の戦略を考えていらっしゃるのか、確認させて

ください。 

【原田企業振興課企画監】 ⑧の中にＩＴ企業関

係も入れていますので、⑧ということでござい

ます。 

【松島委員】 経済産業省の地方版推進ラボです

か、これはもののインターネットの普及やビジ

ネス化を目指す取組ですが、昨年7月に始まっ

て、これまで53地域が選ばれていると。県内で

は長崎県、長崎市、そして南島原市が選ばれて

いたかと思います。南島原市が、農業分野のＩ

ｏＴの活用を進めて、一定の目標値を掲げて取

り組んでおります。 

 県は県で別個に選ばれているんですか。県の

取組内容、そして目標をお聞きします。 

【宮地企業振興課長】 今、委員からお尋ねがご

ざいましたＩｏＴ推進ラボにつきましては、私

ども県も認定をいただいています。 

 私どものＩｏＴ推進ラボにつきましては、ま

ず今年度は、各企業のお声を拾いますと、身近

な事例を知りたいというお話がございます。い

わゆるＩｏＴをどういうふうに活用して役立て

るのかという事例を知りたいというお声もござ

いまして、まずは事例を集めるということと、

私どもはいわゆる製造業、ものづくり分野だけ

ではなくて、農業、水産業、介護、宿泊、そう

いうふうな分野で、いろいろＩｏＴの戦略をつ

くっていこうと思っていますので、その辺の調

査検討を進めるということを今年度目標にして

いまして、加えて私どものＩｏＴ推進ラボでは、

ＩｏＴに関する人材育成なども今後やっていき

たいと考えております。 
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【松島委員】 ＩｏＴに関するプロジェクトを何

件するとか、関連企業の誘致を幾つするとか、

そういった目標は掲げていないのか、お聞きし

ます。 

【宮地企業振興課長】 ＩｏＴ推進ラボの時点に

おいては、そのラボにおいて、例えば誘致企業

を何社誘致するというふうな目標は特段立てて

いません。 

【松島委員】 頑張りました、よかった、で終わ

らせないでいただきたいので、高い目標を掲げ

てやっていただきたいと思います。要は企業誘

致をすることなので、新しい分野の新しい可能

性をこれから探るということなのでしょうが、

何としても実績を出していただきたい。 

 これもちゃんと数字で出しますが、中村知事

が就任されてから7年、県が誘致に成功したの

は製造業が24、オフィス系が19、計43社と、雇

用は計画ベースで4,056人と。うち、島原半島へ

の誘致はどういう状況なのか、お聞きします。 

【原田企業振興課企画監】 島原半島への誘致の

実績は、平成28年度に製造業での旭工業という

自動車内装のシートカバーをつくる企業が1件

でございます。 

【松島委員】 そこに視察に行って、とても参考

になったんですが、離島地域への誘致企業成功

数は幾つでしょうか。 

【原田企業振興課企画監】 平成22年度以降で

ございますと、離島への誘致企業数は4社でご

ざいます。新規の誘致企業は4社です。 

【松島委員】 今言われた島原半島への誘致の会

社は雲仙市で、南島原市はゼロであります。島

原市もゼロであります。離島に関しては4社と。 

 やはり成果を出していただきたい、成果が出

ていない地域をですね。今、中村知事7年間で

くくって発言していますが、何とか実績を出し

ていただきたい。 

 さらにこの件に関していろいろ調べていくと、

今定例会に島原市から企業誘致を進めてほしい

と陳情があって、中身はどんなものか確認した

ところ、半島地域における工場等設置補助金や

オフィス系企業誘致事業補助金を離島と同等の

補助率及び補助要件の拡充と、離島が優遇措置

を受けている、それと同等にしてくれという要

望を島原市が出しています。 

 県の回答も見ました。あえてお聞きしますが、

半島地域と離島地域の優遇措置における相違点、

何が違うのか、お答えください。 

【原田企業振興課企画監】 まず、製造業につい

ては、半島地区は過疎地域に該当いたしますの

で、離島と半島では要件の不一致はございませ

ん。 

 オフィス系については、離島では設備投資の

要件がございませんけれども、半島地区では設

備投資の要件がございます。例えば2,000万円以

上の設備投資が必要とか、高度情報でいきます

と1,000万円が必要とかございます。 

 補助額につきましては、半島地域は一人当た

り45万円、離島地域は一人当たり60万円という

差がございます。 

 以上2点が相違点でございます。 

【松島委員】 今の相違点を踏まえて、南島原市、

島原市への誘致成功数がゼロである状況。しっ

かりと実績を出していただくために、もう一歩

踏み込んだことをお願いしたいです。今までど

おりやってきて今があるわけですから。 

 部長、もちろん我々も努力しなきゃいけない

んですけど、もう一歩、何かしら光明が差すよ

うなこと。何というんですかね、気持ちの努力

は大事ですけど、気持ちで頑張るというのは大

事ですけど、やはりそういった条件の相違。ど
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こを狙うのかというのももっとシャープにして

いただいて、実績を出していただきたい、この

ように強く思っております。いかがですか。 

【平田産業労働部長】 今、お話に上がっており

ますＩｏＴ関連、そういう新しい技術を使うソ

フトウエア関係の開発であったり、あるいはオ

フィス系のバックオフィス的なところ、とりわ

け今後特に考えないといけないのは、やっぱり

ＩｏＴ関係の新しい産業、ないし新しい取組と

いうのは、必ず今後拡大していくことは間違い

ないと思っております。 

 それと、ソフトウエアの開発業務に関して言

えば、ソーホーという言葉もありますけれども、

あまり地域性はない。これもいろいろＩＴ関係

の企業に話を聞きますと、むしろ開発者の開発

生産性を考えると、労働環境がいい方、つまり

生活環境も含めて、都市部よりも、快適に生活

できて労働環境がいい方が、むしろそういう生

産性は上がるというＩＴ関係のお話もあります。 

 それが即、誘致に結びつくのかどうかという

のはわからないところなんですけれども、今後、

我々が拡大していくことを考えて取り組む時に、

ＩｏＴ絡みのサービスを提供する側を長崎県内

でもっともっと育てていかないといけない。 

 その時に、企業誘致というのももちろん大変

重要なことなんですけれども、企業誘致とまで

はいかないんですけれども、新しいチャレンジ

なり、そういう取組なりを長崎県でやってみよ

うかと。例えば、先ほどの委員の話であれば、

農業とＩｏＴという仕事があった時に、ＩｏＴ

絡みの開発業務を、農業生産が拡大している、

例えば島原半島でやってみませんかというよう

な誘い方をするとなると、それは企業誘致とは

またちょっと違う話になるんですけれども、こ

こでは企業誘致という案件をしていますので、

設備投資要件は半島の場合は1,000万円以上と

か、やっぱりある程度の人数に来てもらうと、

雇用をしてもらうという前提でやっていますか

ら、逆に言えば、こういうオフィス系は、ある

程度の投資をしていただかないと、即撤退とい

うことになってしまうと何のために来ていただ

いたのかわからない話になってしまうので、こ

この設備投資要件というのは、ちゃんと腰を据

えるつもりがあるんだよということを現実に証

明していただくために設けているわけですから、

これはこれで必要かと思うんですが、先ほどの

ような件を、多分、松島委員もお考えになって

いるようなことを想定した場合には、これまで

の誘致とはちょっと違う考え方も取り入れてい

く必要があるのではないかなということは今、

考えているところでございます。今後どうする

かということについては、もうしばらく検討を

させていただきたいと考えております。 

【松島委員】 非常に興味深いご答弁だったです。

なるほどなと思うのは、確かに投資要件は撤退

を防ぐというのは十分理解しております。部長

おっしゃったとおり、なかなかハードルが高い、

企業誘致というのはですね。その前段階という

か、試験的というか、実験的というか、まずき

っかけをつくる。ちょっとチャレンジしてみま

せんかと、この場所で、農業地帯でやってみま

せんかというのは、なるほど非常に可能性を感

じるものですね。おっしゃるとおり、これから

新しい産業が必ず普及してきますので、そこに

チャレンジしたいという企業が結構いると思い

ますので、そことどう結びついていくのか。 

 今、部長は検討すると言っていただいていま

すので、市はまた個別で、単独で進めています

が、市とも連携しつつ、今日申し上げたいこと

は、何としても実績をつくっていただきたい、
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できれば中村知事のもとで実績を出していただ

きたい、それに尽きます。どうぞ引き続き、よ

ろしくお願いします。 

【大久保委員長】 しばらく休憩いたします。 

 再開は、10分後の午後3時40分からにしたい

と思います。 
 

― 午後 ３時２８分 休憩 ― 

― 午後 ３時４１分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 質問はございませんか。 

【西川委員】 多良見商工会が、皆様のご協力の

おかげで諫早市商工会と合併いたしました。本

当にお疲れさまでした。 

 旧8市は、商工会議所としてずっと組織があ

りました。しかし、平成の大合併で、各町村に

ありました商工会がいろいろ残っていました。

例えば平戸市でいえば、田平、生月、大島が平

戸市商工会として3つ一緒になって今、頑張っ

ております。 

 そのような中で、産業労働部としては合併を

進めておられると思いますが、商工会と商工会

議所は少し違いますが、同じ市に商工会と商工

会議所があるというのも何かこう、ぎくしゃく

としているところもあろうかと思います。 

 商工会議所と商工会の合併は難しいのですか。

そのような機運があるようなところがあるのか、

また、産業労働部としては今後どのようにして

いこうとしているのか、お尋ねします。 

【大庭産業政策課長】 市町村合併の影響で、同

一行政区域内に商工会と商工会議所が併存する

地区、もしくは複数の商工会が併存する地区が

発生しております。 

 これは、商工会は商工会法、商工会議所は商

工会議所法、ともに市町村の配置に伴う地区の

特例が定められておりまして、法令に違反して

いるという状況ではございません。 

 今現在、商工会において幾つか、合併しよう

という機運はございますが、商工会議所と商工

会が合併しようという機運は、今のところ聞い

ていないんですけれども、委員ご指摘のとおり、

合併することによって効率化が図られるのであ

れば、それは私どもの目指す経営指導の強化に

つながってくると思いますので、そういった情

報については引き続き収集してまいりたいと考

えております。 

【西川委員】 平戸市の場合、それぞれの町村の

3つの商工会が1つになりました。それは、事務

員の確保とか指導員の派遣とか、そういう経費

面でのことを考えて合併して、3つが今、1つに

なって一所懸命に頑張っております。それぞれ

支所もあります。そして今回、商工会の事務所

も、皆様のご協力のおかげで県の施設を借りら

れるようになるんじゃないかと思います。 

 合併の目的は、事務の効率化とか経営指導の

充実とかがありますので、今後とも、そういう

機運があるところはご指導していただければと

思います。 

【大久保委員長】 ほかに質問はございませんか。 

【山田(博)委員】 事前に理事者の皆様方に通告

をしておりました。その通告している中で、幾

つか質問させていただきたいと思うんですが。 

 まず、五島の特産物であるかんころもちを、

食品産業・産地振興室で取り組んでいただいて

いるわけでございますが、どのような状況にな

って、今後どのようなスケジュールで取り組ん

でいかれるのか、お聞きしたいと思います。 

【村山食品産業・産地振興室長】 かんころもち

の振興の取組について、取組の現状と今後の取

組のスケジュール等についてのご質問でござい
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ます。 

 その地域で、かんころもちというのは昔から

地場産品として親しまれている中で、産業とし

て発展してこなかったというふうな現状であっ

たりとか、生産者の方の高齢化によりまして、

かんころもちの原料となりますかんころの確保

が難しいというような現状がありますことから、

県といたしましては、地元市町と連携をしなが

ら、平成27年度から、かんころもちの振興につ

いて商品開発、あるいは販路拡大に向けた取組

を進めているところでございます。 

 これまでに、かんころ関係事業者のほか地域

住民の参加するワークショップ等々で課題を洗

い出しまして、地域ぐるみでかんころ振興の機

運を高めるというふうな取組を行ってきたとこ

ろでございまして、このような取組を通しまし

て、現在、高校生による取組が一部活発化をい

たしまして、新たな商品開発やレシピ開発など、

教育に取り入れた取組を実施されているところ

でございます。 

 本年度は、引き続き商品開発、あるいは販路

拡大を推進することで、かんころもちや加工商

品の付加価値を高めることと併せて、これまで

少なかった飲食店のメニュー化を進めることで、

かんころもちの味とか歴史とか、素朴さとか、

かんころもちのよさを観光客の方に伝えること

で、お土産品として普及拡大につなげる取組を

行っているところでございます。 

 今後につきましては、かんころもちの持つ価

値が伝わるような情報発信に取り組むことで、

しまを訪れる観光客が気軽に地元の飲食店に立

ち寄ってかんころもちを食べられるような環境

づくりとしまして、パンフレットの作成とか、

チラシの作成とか、そういった取組を実施して

まいりたいというふうに考えています。 

【山田(博)委員】 今、情報発信としてパンフレ

ットとかチラシをつくるということでありまし

たけど、ポスターも考えているとお聞きしてお

りましたけど、それはどうなんでしょうか。 

【村山食品産業・産地振興室長】 ポスターの作

製についても、取組については検討を進めてい

るところでございまして、地元の市町、あるい

は関係者の皆様とお話を進めながら、連携して

実施したいというふうに考えています。 

【山田(博)委員】 ぜひですね。これは、県とし

てモデル事業になるんじゃないかと思うんです。

地域と一体となって取り組んでいただいており

ましてね。 

 それで、食品産業・産地振興室長にお尋ねし

ますけど、関係する市とか、商工会とか会議所

とかありますけど、その協力体制はどのような

形になっているかをお答えください。 

【村山食品産業・産地振興室長】 かんころもち

の振興を行うにあたって、地元の市町との連携

についてのお尋ねでございます。 

 これまでも地元の市町、あるいは五島振興局

と連携をしまして、かんころ産業者、関係者の

方の会議ということで「かんころサミット」を

開催したりとか、各地域でのワークショップを

これまで開催してきています。その中には、当

然かんころ産業の関係者の方のほか、各市町の

担当者の方にもご参加いただきながら、それぞ

れの振興を取り組んできています。 

 また、五島市におかれましては、今年度、新

たな「かんころ未来プロジェクト」ということ

で、新しいかんころもちの商品化に向けた取組

を市単独で実施をされます中で、我々もかんこ

ろもちの振興と併せて連携を図っているところ

でございます。 

【山田(博)委員】 ぜひ、まずは五島からかんこ
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ろ産業をしっかりと取り組んでいただいて、そ

れが島民の所得の向上につながるように、これ

からもしっかり頑張っていただきたいと思って

おります。 

 続きまして、再生可能エネルギーの取組状況

についてお尋ねをしたいんですが、委員の皆さ

ん方にもご理解いただきたいんですが、五島沖

で、燃料電池船を国からいただいて、長崎県が

平成29年から、環境省から委託を受けた会社か

ら県が無償譲渡を受けて、管理に年間大体900

万円ぐらいかかってやっていますけど、これは

間違いないかどうか、それをまずお答えいただ

きたいと思います。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 燃料電池船に

つきましては、ただいま委員からお話がありま

したとおり、国の実証事業で民間事業者が建造

したものを、平成27年度をもって国の実証事業

が終了することを受け、県から国へ要望して船

舶の無償譲渡を受けたものでございます。 

 現在、管理につきましては、県所有というこ

とで民間に委託をしておりまして、維持管理費

としておよそ930万円を支払っている状況にご

ざいます。 

【山田(博)委員】 これは、また別の会社に委託

していますね。平成29年度、燃料電池船運航等、

また点検等管理業務ということです。 

 その委託業務の目的として、「燃料電池への

塩害の有無や波浪による衝撃の程度等について、

長崎県がデータを収集するために、所有する燃

料電池船の運航点検等管理業務を委託する」と

いうことであります。これは間違いないかどう

か、それをお答えください。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 そもそも燃料

電池船を保有する目的としましては、今後の燃

料電池船の実用化に向けたデータ収集等を行っ

て、県内企業へのノウハウの蓄積であるとか、

将来的な低炭素船の普及拡大を目指すという目

的で譲渡を受けたものでございます。委託の目

的は、それに沿ったものと理解をしております。 

【山田(博)委員】 ですから、私が今言ったので

間違いないかどうかをお答えください。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 内容はおっし

ゃるとおりでございます。 

【山田(博)委員】 これの譲渡は平成28年からさ

れているんですね。そうすると、毎年930万円、

およそ900万円で委託をしていますけど、この

データというのはどういった形でいただいてい

るか、それを説明していただけますか。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 ちょっと前段

としてご説明しますけれども、この船の活用と

しましては、現在、電動船として振動等のデー

タ収集を行いますとともに、風車の視察である

とか、地元小学生等の学習に活用するという形

で、本県五島市の取組を全国に向けて情報発信

することに使っております。 

 振動のデータ収集につきましては、現在、水

研機構といっておりますけれども、水研機構と

一体となった五島市、離島漁業振興策研究会の

中で振動等のデータを収集している状況にござ

います。 

【山田(博)委員】 いいですか、海洋・環境産業

創造課長、この契約書には「長崎県がデータを

収集するために」と書いているんですよ。水研

機構は関係ないじゃないですか。今の答弁はお

かしいですよ。 

 私は、そちらの課からいただいたんです、昨

日ね。知事と大手のゼネコンとの委託契約を締

結しているんですね。契約書の中に、いいです

か、長崎県がデータを収集するために燃料電池

船の運航とか点検等を委託をしていると書いて
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あるんですよ。もう一回言いますよ。長崎県が、

燃料電池船の塩害の有無や波浪による衝撃の程

度等についてのデータを収集するために委託し

ているわけですよ。今課長が言ったことは、そ

れから逸脱しているんです。 

 私は何が言いたいかと。この業務委託契約書

どおり、しっかりやらないといけないんじゃな

いかというのが一つなんです。 

 それと、900万円もお金をかけてやるほどの

価値があるのかと。今の状態だったら、別のと

ころにお願いした方がよっぽどよかったんじゃ

ないかと思うんです。 

 もっと言いますと、データ収集よりも、運航

とかなんとかで小学生に使うんだったら、それ

でいいと思うんですよ。それで変えればいいじ

ゃないですか。私は、最初の契約と違うじゃな

いかと言っているんです、契約していることと

行っていることが。何かありましたら見解を聞

かせていただけますか。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 ここで申しま

す「長崎県がデータを収集するために」という

ところですけれども、データを収集するために

長崎県が所有する船舶ということでございまし

て、確かに規程としては、長崎県がデータを収

集するというふうに読めるんですけれども、間

接的といいますか、結果的に長崎県がデータを

収集するという形になっているというふうに理

解しております。 

 また、先ほどちょっと申し上げましたけれど

も、実際の使われ方としましては、地元小・中

学生の学習、周知啓発というふうな面でも使わ

れておりまして、平成28年度で延べ258人が乗

船をしているということを考えますと、保有を

している効果というものは一定程度発生してい

るというふうに考えております。 

【山田(博)委員】 わかりました。それでは、私

だけこういった話を言ったらいかんから、この

委託契約書と仕様書を、委員長、委員の皆さん

方に配っていただいて、きちんとさせんといか

んよ。 

 今、海洋・環境産業創造課長が言われたこと

を私は否定しないんですよ。私もそれはいいと

思うんですよ。そうしたら、それをこの中に書

いておけばいいじゃないですか。書いています

か。一言一句ないよ、そんなことは。ないんだ、

これは。私は、もっと有効活用していいと思う

けど、仕様書と全く違うことを実際にやってい

るのはおかしいんじゃないかと言っているわけ

だ。 

 委員長、ちょっと休憩していただいて、この

資料をお配りいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ３時５８分 休憩 ― 

― 午後 ３時５９分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【山田(博)委員】 資料がまだそろっていない、

時間がかかるそうですので、委員の皆さん方に

は迷惑をかけられませんので、引き続き質問さ

せていただきたいと思います。 

 再生可能エネルギーに関しまして、私の地元

で、五島市離島漁業振興策研究会とあるわけで

す。これは、先ほど話が出ました水産総合研究

センター、長崎県、五島市が事務局を務めると

いう研究会でありまして、この目的というのは、

「自然再生エネルギーである風力発電や波力発

電は離島の自然環境に適しており、一部地域で

先進的な取組が進められている。そこで生み出

される電力を活用する等により、離島というハ
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ンディキャップを克服し、地域の漁業振興に結

びつく取組の検討を進めることを目的とする」

ということであります。そういった五島市離島

漁業振興策研究会の目的というのは間違いない

かどうか、課長、お答えいただけますか。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 五島市離島漁

業振興策研究会としまして、平成27年度から会

議を開催している状況でございます。目的につ

きましては、委員が今説明されたとおりでござ

います。 

【山田(博)委員】 それで、設置期間は平成27年

度から平成31年度までとすると、それ以降は別

途検討するということであります。開催スケジ

ュールは年4回程度を開催することとし、初年

度である平成27年度は2回開催するとあります

ね。 

 そこで、いいですか、第1回は平成27年10月

26日、第2回は平成28年3月11日、要するに平成

27年は2回やっているんです。続きまして、平

成28年度はいつしたかというと、平成28年9月

30日、平成29年3月21日、2回しかやっていない。 

 今の開催日時は間違いないかどうか、課長、

お答えいただけますか。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 日付、回数と

もに委員のおっしゃったとおりでございます。 

【山田(博)委員】 それで平成29年度は、いつ、

場所はどこで開催されたか、お答えいただけま

すか。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 平成29年度

につきましては、現在未開催でございまして、

今後、10月に関係者が集まりまして、年明けに

開催をすることについて協議を行う予定となっ

ております。 

【山田(博)委員】 私は、委員の皆さん方にわか

っていただきたいのは、最初は開催地は長崎市

とあったんです。私が、自然エネルギーで五島

の漁業を考えているのであれば、なぜ長崎でせ

んといかんのかと、おかしいんじゃないかと。

開催地は五島市、または長崎市内とするんだっ

たらわかると言ったんだ。私は五島市を入れさ

せたんだ。これは課長、間違いありませんか。

そこをお答えください。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 現要綱におき

まして、開催地は五島市または長崎市内とする

という規定になっております。 

【山田(博)委員】 ですから、私が指摘してそう

いうふうに変更したかどうか、間違いないか、

そこをお答えください。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 そのように伺

っております。 

【山田(博)委員】 それで、いいですか、理事者

の皆さん方におかれましては、これをつくろう

と言ったのはどこか、五島市離島漁業振興策研

究会というのを設置しようと言ったのは、どこ

が声を上げたのかご存じですか。課長、部長は

あれですから、課長がお答えください。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 私、すみませ

ん、詳細までは認識していませんけれども、水

研機構からの声があって、この研究会の設立に

至ったというふうに認識をしております。 

【山田(博)委員】 そうでしょう。この中で、事

務局は水産総合研究センター、長崎県、五島市

が務めるとある。これ、順番がこうなっている

んですって。 

 それで、私はね、絵に描いた餅なのか。長崎

県も五島市も一生懸命やっているのに、水産総

合研究センターが、さっき言ったように設置期

間は平成27年度から平成31年までですよと、年

4回しますよと、最初は平成27年は2回しますよ

と言っているんです。ところがどっこい、いい
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ですか、平成27年度は2回しました。平成28年

度は2回です。平成29年度はまだ開催されてい

ないんです。私としては、もうちょっとね。 

 事務局は水産総合研究センターであろうが、

長崎県であろうが、五島市であろうが、こうい

ったものをつくって、自然再生エネルギーで五

島の漁業振興に結びつこうということで取り組

んでいくのであれば、しっかりと開催をしてい

ただきたいんですよ。これは担当課長として取

り組んでいただきたいと思うんですよ。絵に描

いた餅じゃないですか。 

 自然エネルギーというのは、産業労働部とし

て大きな取組の一つなんでしょう。その中で漁

業振興も取り組まないといけないということで

立ち上げたと私は理解しているんです。にもか

かわらず、こういった体たらくでどうするのか

と言いたいんです、私は。それが言いたいんで

す。つくったからには、こうやろうとしたら、

きちんとやってもらいたいんですよ。私は、こ

の研究会は、いい、すばらしい研究会と思うん

ですよ。私は、やると決めたら、なんでしてく

れないのかと言いたいんです。 

 この事務局は水産総合研究センターと長崎県

と五島市が務めるとなっているんだから、長崎

県としても自然エネルギーを、再生可能エネル

ギーをやるという中で、漁業振興と切っても切

れない仲だから、そこをしっかりと、漁業振興

も務まるようにやってもらいたいわけですよ。 

 産業労働部として、どのようにこの状況を思

っているのか。じゃあ、どういうふうにせんと

いかんという認識を持っているのか、お答えい

ただきたいと思います。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 この研究会に

つきましては、大手の民間企業が参加すると、

その大手の民間企業が参加することで関係省庁

も参加に積極的になっているという状況がござ

いますので、民間企業が参加したくなるような

テーマ設定、あるいは中身の検討というものを

行った上で呼びかけ、開催をする必要があると

いうふうに思っておりまして、その辺につきま

しては今後、県の方でも、協議の題目といいま

すか、あるいは内容について、よりしっかりと

検討して提案をしていきたいというふうに思っ

ております。 

【山田(博)委員】 それは当然です。そうですね。 

 そうしたら、「年4回開催することとし」と

か、そんなことは取っ払ったらいいじゃないで

すか。違いますか。そこはきちんとね。そうい

ったことであれば随時というのがありますから。 

 私としては、五島だからとばかにしているん

じゃないかと思うんですよ、これ。そうしたら、

最初に書くことはなかったじゃないかと思って

いるわけですよ。最初の意気込みはよかったと

思うんですよ。ところが、ふたをあけてみたら

こういった体たらくじゃないですか。 

 私は、いろんな企業に参加してもらうために、

テーマをきちんと決めないといけないと、それ

はわかるんです。そうであれば積極的に、事務

局の一つである長崎県も、しっかりと取り組ん

でもらいたかったわけです。これは五島市だっ

て同じですよ。 

 事業をするに当たって、誰も助けないんです

よ、積極的にやっていかないと。その点に関し

て、五島市離島漁業振興策研究会の開催状況は

そういった状況ですから、部長、これは部とし

てしっかりと、この開催に取り組んでいただき

たいと思いますので、それを聞いて、この件に

関しての質問を終わりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

【平田産業労働部長】 先ほど担当課長からも申
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しましたとおり、多くの方々に集まっていただ

く会議ということになります。しかも主導とし

ては、全受けは水産総合研究センター、今では

水研機構という団体になりますが、そちらにき

ちっとテーマをこちらからも積極的に提示して

いくことが、先ほど課長が申し上げたとおり大

事だろうと思っております。そういうふうに努

力してまいりたいというふうに思います。 

【山田(博)委員】海洋・環境産業創造課長も、

課をひっくるめて真剣に一生懸命取り組んでい

ただいている気持ちはひしひしと伝わってくる

んです。ひしひしと伝わってくるからこそ、期

待申し上げて言っているわけであって。 

 今まで、これは言わなかったんですよ、あん

まり。今の課長になったら一生懸命にやってく

れているから、あえて言わせていただいている

んです。私も、地元の恥だから、こんなことは

言いたくなかったんですよ。だけど、今の海洋・

環境産業創造課長たちは、課の皆さん方は一生

懸命やってくれているから、あえて質問させて

いただいているんです。ぜひ、よろしくお願い

したいと思います。期待を込めて言っているわ

けです。 

 続きまして、先ほどの燃料電池船の運航に関

して、皆さんのお手元に「平成29年度燃料電池

船運航点検等管理業務委託仕様書」があります。

そこに委託業務の目的とかありますけど、ここ

を見たら、明らかに、先ほど言った塩害の有無

とか波浪の衝撃のデータ等を長崎県が収集する

ためということになっているんです。 

 先ほど海洋・環境産業創造課長が言われたこ

とは、この中には、私が理解する上では見当た

らないわけです。900万円かけて今やられてい

ますけど、私の地元としては、これを有効活用

していただきたいと思って言っているわけです。

業務委託と実際やっていることが違うと、いろ

いろ問題が生じてくるから、そこは整理したら

どうかと私は言っているんです。 

 名前が長吉丸というから、なんで長吉丸か知

らぬけど、聞くところによると五島の漁協組合

長の名前を取ったというから、もうちょっと名

前は慎重に選んだがよかったんじゃないかと思

うんですよね。そういった話も出てきているも

のですから、あえて言わせていただいておりま

す。 

 この業務委託の目的からすると、ちょっと逸

脱していますから、業務委託のところは変更な

りして、今の燃料電池船の運航のあり方を見直

すべきじゃないかと思うんですが、いかがです

か。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 記載の書きぶ

りによりまして、県がデータを収集するだけを

指しているというふうになっている部分につき

ましては、改正も含めて検討したいということ

と、運航自体につきましては、その委託契約書

4番の委託業務の内容の（5）で、商用電源によ

る運航に関する業務ということで、先ほどの視

察とか学習に使う時の運航については、この委

託契約に基づいてお願いをしているという理解

をしています。 

【山田(博)委員】 これは、商用電源による運航

ということは、お金を取っているということで

すか。そう理解していいんですか。説明してい

ただけますか。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 この商用電源

による運航というのは、お金を取っての運航と

いうことではございませんで、電源が一般で使

われている電力を用いるものという意味合いで

ございます。 

【山田(博)委員】 それは一般電源で運航するの
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はいいじゃないですか。しかし、その目的は、

いいですか、何度も言いますけれども、目的は

燃料電池の塩害の有無、波浪による衝撃の程度

と言っているわけです。 

 部長、もう時間もありませんから、私が言っ

ているのがね。いいんですよ、先生が言ってい

るのはちょっとどうですかねと思うんだったら、

言ってもらいたいんですよ。私は、この仕様書

に基づいて質問している、言っているわけであ

ってね。決して、今の燃料電池船を廃止せよと

かと言っているわけではないんですよ。ちゃん

と使用目的に基づいて運航せんといかんのじゃ

ないか、それか、この目的を変更するかという

ことをお尋ねしているわけでございます。 

 時間がきているので、部長の見解を聞いて、

一旦終わりたいと思います。 

【平田産業労働部長】 記載されております業務

の目的と、その実態が食い違っているではない

かというご指摘だろうと思っております。 

 改めて精査をいたしまして、訂正すべきとい

うか、変更すべきところは変更したいというふ

うに考えます。 

【大久保委員長】 ほかに質問はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

【山田(博)委員】 部長、私は、この燃料電池船

の運航を、未来を担う子どもたちに、いろんな

活用をするのは大いに結構だと思うんです。ぜ

ひそれはしていただきたいんです。 

 その一方で、実際の運航の点検とか、委託契

約書の中身はちょっと違うんじゃないかという

のがあるので質問させていただきました。そこ

はぜひ、地元が今後、活用しやすいような委託

契約をしてもらいたいです。 

 もう一つ、900万円もかかるのかなと思うん

です。900万円もかかる内訳というのを説明し

ていただけますか。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 この船は、我

が国初の燃料電池船ということでございまして、

本来であれば水素充填といったものもできる構

造になっております。 

 その構造の中で、船の安全基準といったガイ

ドラインというものを現在、国でつくっている

途中にあるということで、開発者である事業者

による管理運航しか、事実的に難しいという状

況にございます。 

 水素の取扱いというものが、実際に水素を充

填しなくても高圧ガスというふうな位置づけで、

その取扱いには資格が必要であるとかというこ

ともございまして、この金額になっているもの

でございます。 

【山田(博)委員】 そうしたら、積算根拠という

か、この金額は、委託先からこれだけかかりま

すよと一方的に言われて、長崎県としてはそう

いうふうになったわけか。それとも、長崎県と

して独自で、企業振興課みたいに、ぴしゃっと

積算してからやったのか、どっちなんですか。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 海洋・環境産

業創造課において積算をした上で、随契ですけ

れども、事業者から見積りをとって委託額を決

定しております。 

【山田(博)委員】 大したものじゃないですか。

土木部にも見習ってもらわないといかんですね。

課できちんと積算したわけですね。わかりまし

た。 

 先ほどガイドラインの話をしましたけど、こ

の取扱いのガイドラインというのは、じゃあ、

国と。日本で初めてなんでしょう、これ。その

取扱いのガイドラインは、国と一緒になって取

り組んでいるのかどうか、そこだけお答えくだ

さい。 
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【吉田海洋・環境産業創造課長】 先ほど、我が

国初の燃料電池船という言い方をしましたけれ

ども、その後、2隻の燃料電池船ができており

ます。国内に3隻ある燃料電池船の中で、国に

おいてガイドラインの策定に向けていろんな実

証実験を現在も進めておりまして、その成果を

踏まえてガイドラインが策定されるという予定

になっております。 

【山田(博)委員】 燃料電池船は、一番最初に五

島の分ができたんでしょう。そうしたら、これ

に基づいて最初のガイドラインをつくれるよう

に、それは寄与をしていないんですか。取り組

んでいないのかどうかをお答えください。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 ガイドライン

を策定する中では、五島の船はデータ取り等に

は活用されていない状況にございます。 

【山田(博)委員】 何のためにしているんですか、

もったいないじゃないですか。日本で初めてつ

くって、今からガイドラインをつくろうとして

いる中に、ほかの2隻は使って、それは使われ

ていますよと。一番最初につくった五島の船が、

なんで使われてないんですか。もったいないじ

ゃないですか。長崎県は900万円も毎年出して

いるんでしょう。これを生かして、長崎県から、

五島から出したらいいじゃないですか。なんで

それをしないのか。もったいないじゃないです

か。ただの運航だけじゃないでしょう、データ

とかなんとかを使うわけでしょう。ぜひ課長、

頑張ってくださいよ。答弁をお願いします。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 国において実

証事業で造ったというご説明をしましたけれど

も、この事業自体は環境省の事業でつくった船

でございます。 

 どうこう言うつもりはございませんけれども、

現在、ガイドラインの策定に当たっております

のは国土交通省という状況にございます。 

【山田(博)委員】 ああ、そうしたら、海洋・環

境産業創造課長はあれですか、環境省がこれを

やったから、今ガイドラインをつくっているの

は国土交通省だから、環境省でやっているのは

出せませんと、そういうことなんですか。 

 国がやっているんでしょう。国土交通省が受

付けてくれないんですか。どうなんですか、お

答えください。 

【吉田海洋・環境産業創造課長】 国においてど

ういう議論になっているかまでは、承知してお

りません。 

【山田(博)委員】 もったいないじゃないですか。

たくさんの産業労働部の職員が関わって、県の

職員が関わって、市の職員も関わって、漁協組

合をつくってね。 

 この燃料電池船のガイドラインをつくってい

るんですよと。一番最初に燃料電池船をつくっ

たのは環境省、2隻目、3隻目をつくったのは国

土交通省だから、ガイドラインに最初につくっ

た環境省のものは生かすことができませんよと。

なぜならば、縦割り行政でできませんというこ

となんですね。こういうことが明らかになって、

国がこういったことをやっているのは、日本と

してはいかがなものかと思いますよ。 

 これは産業労働部長、せっかくつくったんだ

から、環境省だろうが国土交通省だろうが、そ

のデータを生かしてくださいよ。そのガイドラ

インをつくる時に長崎県も関わった、五島市も

関わった、地域も関わった、こんな立派な名誉

なことはないじゃないですか。ぜひこれは取り

組んでいただきたいと思うんですよ。 

 なぜならば、何度も言います、もったいない

んです。せっかくつくったんだから、多くの県

の職員も携わって、市の職員も携わってやった
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んだから、私としては、そのガイドラインをつ

くる時、ぜひ大いに産業労働部としても関わっ

てほしいんです。 

 いかがですか、部長、私が言っているのはお

かしいですか。これは、ユーチューブで見てい

る人、国民も県民も「ごもっとも」と言うと思

いますよ、私は。お答えください。 

【平田産業労働部長】 今、課長が申し上げてお

ります運航のガイドラインの作成に関しまして

は、国土交通省の所管事項として今、策定作業

が進んでいるものと思っております。 

 その中の手続に、どれほど県として主体的に

関与できるかということそのものが、私、今の

時点では全くわかりませんので、まずは情報収

集をさせていただくということになろうかなと

思っております。 

【山田(博)委員】 ぜひ頑張っていただきたい。

もったいないですよ、これ。産業労働部で、再

生可能エネルギー、自然エネルギーに携わって

いる中に、燃料電池船のガイドラインをつくっ

ているのは国土交通省、今こっちに渡っている

のは環境省の船だからできませんとかじゃなく

て、ぜひ関わってつくっていただきたいと思う

んですよ。これは海洋・環境産業創造課長も、

この仕事に携わって、やりがいがある仕事だと

思っているんです、私はね。ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。よろしくお願いしたいと

思います。私は期待を込めて言っているんです、

期待を込めて。 

 私は、こういった地元のことをあまり細かく

言いたくなかったんです、委員会で。しかし、

あまりにも、あまりにもですね。委員の皆さん

方にご理解と、こういうふうにしてもらいたい

という要望がたくさんあったから話をしている

わけであって、期待を込めて、産業労働部の職

員の皆さん方には頑張っていただきたいので、

この質問をさせていただきました。終わります。 

【大久保委員長】 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかに質問がないようですの

で、産業労働部関係の審査結果について整理を

したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時２３分 休憩 ― 

― 午後 ４時２３分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、産業労働部関係の審査を

終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時より水産部関係の審査を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。お疲

れさまでした。 
 

― 午後 ４時２４分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年９月２８日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ３時５３分 

於   議 会 会 議 室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 大久保潔重 君  

副委員長(副会長) 近藤 智昭 君 

委 員 宮内 雪夫 君 

 〃   渡辺 敏勝 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   外間 雅広 君 

 〃   松島  完 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   中島 浩介 君 

 〃   宅島 寿一 君 

 〃   麻生  隆 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

水 産 部 長 坂本 清一 君 

水 産 部 次 長 木山 勝己 君  

水 産 部 次 長 髙屋 雅生 君 

水 産 部 参 事 監 中村  隆 君 

漁 政 課 長 西  貴史 君 

漁 業 振 興 課 長 中村 勝行 君 

漁 業 取 締 室 長 増本 正幸 君 

経 営 支 援 室 長 川口 和宏 君 

水産加工流通課長 岩田 敏彦 君 

水産加工流通課 

企 画 監 
峰松美津子 君 

漁 港 漁 場 課 長 中田  稔 君 

漁港漁場課企画監 伊東  誠 君 

総合水産試験場長 長嶋 寛治 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【大久保委員長】 おはようございます。 

 委員会及び分科会を再開いたします。 

 これより、水産部の審査を行います。 

【大久保分科会長】 まず、分科会による審査を

行います。 

 予算議案を議題とします。 

 水産部長より、説明をお願いいたします。 

【坂本水産部長】 水産部関係の議案について説

明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしますのは、第71

号議案「平成29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。 

 歳入予算は、国庫支出金1,040万円の増、合計

といたしましても同額の1,040万円の増となっ

てございます。 

 歳出予算ですが、水産業費として5,948万

9,000円の増、公共土木施設災害復旧費といたし

まして1,500万円の増、合計7,448万9,000円の

増となっております。 

 歳入予算の内容についてご説明いたします。 

 国庫支出金につきましては、本年6月末の梅

雨前線豪雨災害により被害を受けた漁港施設の

早期復旧を図るため、災害復旧費国庫負担金

1,040万円の増を計上しております。 

 歳出予算の内訳につきましては、松浦市沿岸

で発生した赤潮により被害を受けた養殖魚の生
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産継続のため、代替魚の購入に対する支援とし

て、養殖魚赤潮被害緊急対策事業費5,948万

9,000円の増を計上しております。 

 災害復旧費につきましては、本年6月末の梅

雨前線豪雨災害により被害を受けた漁港施設の

早期復旧を図るため、漁港災害復旧費1,500万円

の増を計上しております。 

 以上をもちまして、水産部関係の議案の説明

を終わります。 

 よろしくご審議ください。よろしくお願いし

ます。 

【大久保分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、漁業振興課長より補足説明をお願いし

ます。 

【中村漁業振興課長】 お手元の予算分科会補足

説明資料、右上に資料1とある「松浦市沿岸に

おける赤潮被害対策事業等について」でござい

ます。 

 1ページをご覧ください。 

 松浦市沿岸における赤潮被害対策事業等の概

要をお示しいたしております。 

 9月1日に開催されました前回の委員会でも

お示しいたしましたとおり、養殖業者や松浦市

からのご要望を踏まえ、養殖経営対策、被害対

策、その他の対策の3つの対策を立てておりま

すが、今回の補正予算に計上いたしております

のは、上段の養殖経営対策のうち、養殖魚赤潮

被害緊急対策事業で、補正計上額は5,948万

9,000円でございます。 

 この事業は、今回のような甚大な赤潮被害が

発生した際に、養殖経営の継続を支援するため、

へい死した養殖魚の代替魚を調達する場合、生

産原価と購入価格の差額、即ち養殖業者が原価

で代替魚を購入できるよう、マージンに相当す

る部分を支援するものでございます。 

 2ページをご覧ください。事業のイメージを

お示しいたしております。 

 上の図のとおり、代替魚購入価格のＡと代替

魚生産原価のＢ、この差額を支援の対象といた

しております。 

 下の図をご覧ください。松浦市は本県のトラ

フグ養殖のトップ産地でございまして、来年度

以降も養殖生産の継続を支援する必要があるこ

と、また、トラフグ1年魚は、現在、養殖共済

制度の対象となっていないということから、引

き続きトラフグ1年魚を代替魚として購入する

場合に限り、へい死時生産原価のＣについても

支援の対象としております。 

 なお、代替魚購入にかかる自己負担の部分に

つきましては、制度資金による融資の対象とい

うことになります。 

 1ページにお戻りいただきたいと思います。 

 次に、補正予算以外の対策でございますが、

上段、養殖経営対策の②にお示ししております

とおり、各種既存の利子補給等の制度を準備い

たしております。併せて、③、④に記載してお

りますとおり、資金繰りの円滑化に関する金融

機関への要請、また、養殖共済金の早期支払い

については、長崎県漁業共済組合への要請も行

っているところでございます。 

 次に、中段の被害対策としましては、これら

は緊急的な対応が必要な事項でありますことか

ら、予備費を充当しております。 

 ①のへい死魚処理、②の赤潮防除剤散布につ

きましては、県単独の既存事業で既に事務を進

めているところでございます。一番下、その他

の対策といたしましては、環境改善や赤潮発生

原因の究明などについて、国や関係機関と連携

して対応していく必要があると考えておりまし

て、今後、地元と協議しながら検討してまいり
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たいと考えております。 

 最後に3ページをご覧ください。 

 8月31日現在での推定被害額が約5億4,000万

円となっております。前回委員会での報告時点

から尾数で約1万7,000尾、被害額で約4,000万

円の増加ということになっております。 

 なお、8月下旬には、被害の原因となったカ

レニア赤潮はほぼ見られなくなり、養殖魚のへ

い死につきましても、8月末まででほぼおさま

っているところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

【大久保分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、9月1日の委員会で回答を求めていた他

県の状況について、説明をお願いいたします。 

【長嶋総合水産試験場長】 9月1日の本委員会

でご質問がございましたカレニアミキモトイ赤

潮によります他県の漁業被害の状況についてご

説明いたします。お手元のＡ4の横長の資料5を

ご覧ください。 

 この資料は、平成11年から平成27年までに九

州及び瀬戸内海の各地区で発生いたしましたカ

レニア赤潮による漁業被害の件数、及び判明し

ている漁業被害の状況を表にしたものでござい

ます。 

 カレニア赤潮による漁業被害は、各県で発生

の違いこそございますけれども、九州、瀬戸内

海の各地区におきまして、いずれかの県で毎年

発生している状況でございます。県別の発生件

数を申し上げますと、全部で165件ございます

けれども、大分県が38件、本県が27件、山口県

が22件という状況になってございます。 

 なお、この表の被害額については、合計13の

県で50億円に上りますけれども、一番被害の大

きいのは愛媛県で24億円、大分県で10億円、熊

本県で9億円ということになっておりまして、

本県は4番目で2.4億円という状況でございます。 

 以上でございます。 

【大久保分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより、

予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

【山田(博)委員】 先般の松浦市沿岸における赤

潮被害対策事業で補正予算が出ているわけでご

ざいます。 

 まず最初に、養殖経営対策ですが、先ほどの

説明で代替魚の購入ということでありますけれ

ども、この代替魚というのは、先般、西川委員

は中国からも買ったらどうかということを言っ

ていましたけれども、中国より日本産を買わな

いといけないのじゃないかと思ったんです。こ

の代替魚の購入はどのような形で購入を予定さ

れているのか、お答えいただきたいと思います。 

【中村漁業振興課長】 この事業は、漁業協同組

合が事業主体になりまして、養殖業者が必要と

する種苗を調査して、そして、主に種苗生産業

者、あるいは中間業者から種苗を購入して組合

員に供給するという事業になってございます。 

【山田(博)委員】 県当局としては、種苗は中国

で買おうが、日本で買おうが、ベトナムはない

でしょうけれども、どこで買おうと関係ないと

いうことでいいんですか。 

 漁業振興課長、これは大切なところで、中国

とか外国で買うと、生産地表示という難しい問

題があるんです。特に、アサリ貝とかあるわけ

ですね。アサリについては問題にしたくない人

もいらっしゃるみたいですけれどもね。そうい

うことが出てくるわけです。そういうところは

どのように考えて、この代替魚の購入を考えて

いるのか、再度詳しく説明していただきたいと

思います。 
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【中村漁業振興課長】 この事業の計画段階で地

元とも十分何度も話をしてまいりました。 

 当初、このトラフグの1歳魚の代替魚の入手

が非常に難しいんじゃないかという情報がかな

りありました。その中で、地元の方から、ある

いは周囲から、中国の種苗もあるので、そうい

うものの活用の道もあるよというお話がありま

した。この事業としては、中国産を排除してい

るものではございませんが、地元の方と協議し

た結果、地元の方としてはやっぱり「鷹ふく」

という国産のブランドのトラフグを生産してお

りますので、基本的には国内の種苗でまず調達

をしてみようということで、今、調整を図って

いらっしゃると聞いております。 

【山田(博)委員】 漁業振興課長も食品産地表示

法というのはよくご存じですよね。例えばアサ

リ貝にしても、どこの産地のものであっても、

どこでの生育期間が一番長かったかということ

で産地表示が決まるわけです。ですから、そこ

はきちんと、なかなか難しいところもあります

から、そういったことは十分周知をしながら取

り組んでいただきたい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。 

 続きまして、被害対策であります。赤潮防除

対策の支援として防除剤散布とありますが、こ

れに関連して海底耕うんとか、そういったこと

は実際できないのか。私は、本会議で質問しま

したが、ＪＲの土地の土壌汚染があったわけで

すね。これは土壌汚染対策法に基づいて、国の

指針で、またガイドラインで、所有者だけが汚

染の対策をするのではなくて、国も県もある程

度の負担をしながら対策をしているということ

でした。 

 今回、被害対策で防除剤散布とありますけれ

ども、そういった海底耕うんとか、海底の環境

をよくするような方法はとられてないのか。そ

ういったことを考えていないのか。この被害対

策の赤潮防除対策の支援に関連して質問してい

るわけですが、考えなりをお聞かせ願いたいと

思います。 

【伊東漁港漁場課企画監】 底質改善につきまし

ては、まず、底質改善対策のための調査が必要

かと思っております。 

 円滑にこの調査を行うためには、事前に調査

計画を立てることが必要で、計画を立てるに当

たりましては、場所や範囲、調査項目等を検討

する必要があります。 

 今般、赤潮発生の要因分析やメカニズム等の

把握については、佐賀県との連携も必要なこと

から、現在、これらに取り組んでいるところで

ございます。早期に調査が開始できるよう努力

してまいりたいと考えております。 

【山田(博)委員】 企画監、ぜひこの調査なりを

して、今後のこういった赤潮対策の事業の一環

として取り組めるよう頑張っていただきたいと

思います。 

 そうしますと、この調査等をされる今後のス

ケジュール感はどのようになってきますか。 

【伊東漁港漁場課企画監】 今般の赤潮の発生の

要因等の解明も進めながら、佐賀県との連携も

ございますので、私の気持ちとしましては、早

いうちということで来年度あたりにでも早期に

入れればと考えておりますが、それ以前にも取

り組めれば、早目に入りたいと思っております。 

【山田(博)委員】 来年度早いうちにやっていく

と。では、引き続き、企画監、来年も水産部の

企画監としてやってもらうということで間違い

ありませんね。よろしくお願いします。 

 続きまして、総合水産試験場長にお尋ねした

いと思います。先ほど、他県の被害状況を資料
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に基づいて説明していただいたわけでございま

すが、一番被害が多かった愛媛県は、具体的に

この赤潮対策をどのようにされているか、ご存

じでしたら、お尋ねしたいと思います。 

【長嶋総合水産試験場長】 本県もそうですけれ

ども、他県においても、このカレニアミキモト

イ赤潮に対する基本的な対策というのは、まだ

決定的なものは講じられておりません。まだ技

術開発途上ということでございます。 

 今、一生懸命取り組んでいるのは、このカレ

ニアミキモトイ赤潮を早期に発見して、その状

況を把握し、今後どういう動きをするかという

のを予察していくというところに集中して、早

く予察して漁業者の方に知らせて、被害を最小

限にとどめるということで今対応しているとこ

ろでございます。これは本県も他県も同じ状況

でございます。 

【山田(博)委員】 このカレニアミキモトイ赤潮

が発生したら、早期に連絡をして被害を最小限

にすると言っていましたけれども、では、被害

を最小限にするに当たってはどういったことを

やっているか詳しく教えていただきたいのが一

つ。もう一つは、赤潮が発生したら、被害対策

事業を他県はどのようにやっているかというの

も含めてお答えいただけますか。 

【長嶋総合水産試験場長】 漁業者に赤潮情報を

お知らせした後の対応ですけれども、赤潮被害

を最小限に抑える対策といたしましては、まず、

餌を止めると、漁場にこれ以上有機物をまき散

らさないための餌止めが一つございます。 

 もう一つは、可能であれば、赤潮が発生して

いる海域からのいかだの移動でございます。 

 場合によっては、魚が出荷できる状況であれ

ば、緊急出荷ということも想定しながら、漁業

者の方には随時情報を流しながら、対応できる

ところからやってくださいということで指導し

ている状況でございます。 

 他県を含めた赤潮への対応状況ですが、とに

かく有害赤潮といわれるものは、本県が確認し

ているだけでも10種類ほどございます。この中

で、カレニア赤潮、それから有明海で被害を起

こしておりますシャトネラ赤潮、そして、もう

一つは最近マグロなどに被害を起こしておりま

すコツクロディニウム赤潮と、大きく3つの赤

潮がございますので、この一つひとつについて、

予察技術、防除技術をそれぞれ検討して、どこ

までできるかということをやっておりますが、

コツクロディニウム赤潮につきましては粘土散

布でかなりの効果があるということで、既に五

島の玉之浦地区とかは、マグロの養殖場で毎年

のように出ておりますけれども、事前に察知し

て粘土をまくということで、ここ2年間は被害

ゼロというのを実証してきております。 

【山田(博)委員】 そうしますと、まず、漁業振

興課長にお尋ねしますけれども、今、総合水産

試験場長からお話がありましたいかだの移動と

か緊急出荷、あと、赤潮によっては粘土をまい

たりするということでありましたけれども、そ

ういったことを長崎県は実際どのような形で取

り組まれているのか、それをお答えいただけま

すか。 

【中村漁業振興課長】 まず、いかだの緊急移設

につきましては、区画漁業権という免許を、特

別に一時期避難するという形になりますので、

その分については書類等、届け出等によって速

やかにできるようにということで、赤潮が発生

し始めますと同時に、関係の漁協に移設する場

合は届けてくださいというような手続の周知を

しているところでございます。 

 それから、防除剤の散布につきましては、こ
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れまであまり支援の対象になってきておりませ

んが、今回の伊万里湾の赤潮で一定の効果も見

られたということで、緊急対策の中で新たに補

助のメニューとして対象とさせていただいたと

いう状況でございます。 

【山田(博)委員】 赤潮対策の補助の対象にした

というのは、まず、一つはいかだの移動は届け

をすればできると言われましたけれども、手続

をする前に、緊急だから、口頭でもぱっとでき

るような形でできるかできないか、それをお答

えいただきたいのが一つ。 

 もう一つの赤潮対策というのを、もうちょっ

と詳しく説明していただけませんか。よろしく

お願いします。ちょっとわかりにくかったもの

ですから、申し訳ございません。 

【中村漁業振興課長】 いかだの移設につきまし

ては、緊急性を要しますので、関係機関に連絡

をいただいてやっていくということで速やかに

対応できるようにしております。 

 それから、今回の赤潮被害対策につきまして

は、1点はへい死魚を処理する経費ということ

で、漁業者が回収したへい死魚を、速やかに事

業系の一般廃棄物としての処理をするために、

その経費を県と市で全額を負担しているという

ことでございます。 

 もう一つのものについては、赤潮の拡大を防

ぐために地元の方では、皆さんが共同で赤潮防

除剤というのをまかれておりますので、今回は

その分についても県と市、それから地元が等分、

3分の1ずつ負担して防除剤を使った分につい

て支援の対象とさせていただいたということで

ございます。 

【山田(博)委員】 私はまだ聞きたいことがあり

ますが、ほかの人も質問がありますから、一旦

終わりたいと思います。 

【西川委員】 今の山田(博)委員の資料1の関連

です。この防除剤の補助ですが、事業費1,000

万円に対して333万3,000円、この経費も含んで

いるのですか。それと、再三まくことによって、

反対に汚染にはならないのか。また、来年度以

降も定期的に防除剤をまきたいという漁業者の

希望もあると聞いておりますが、そのような来

年度以降に対する計画性、この3つについてお

願いします。 

【中村漁業振興課長】 まず、防除剤の散布につ

きましては、散布に要した燃油についても含め

て対象と見ているところでございます。 

 それから、来年度以降ということでございま

すが、こういう甚大な被害が出れば、今回の事

例と同様に支援の対象としていきたいと考えて

おります。 

【西川委員】 定期的、または量的に大量という

表現は悪いかもわかりませんけれども、ある程

度の量を海にまくことによって、その影響はな

いのか。 

【中村漁業振興課長】 この成分は焼きミョウバ

ンと粘土という自然のものだと伺っております。

鹿児島県の水産試験場では、これを用いた効果

の実験もされておりまして、その中で、例えば

水質に影響を与えるということは、今のところ

報告があっておりません。ただ、粘土でござい

ますから、極端な話になれば、その辺はまだよ

くわからないというところでございます。 

【西川委員】 この件については最後にしますが、

予防の効果もあるのか。そして、漁業者は、カ

レニアミキモトイ赤潮を発見する前に予防的に、

ある程度の時期にまきたいという考え方もあっ

たかと思いますが、発見してからまくのか、発

生する前に予防としてまくのか、その辺の考え

方についてはどのような話し合いをされていま
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すか。 

【長嶋総合水産試験場長】 カレニアミキモトイ

赤潮の場合、遊泳赤潮でございまして、シスト

と言われる種が土壌の中にいるわけじゃなくて、

海の中に漂っている状況でございます。そして、

今回の場合も、伊万里湾の外部から流入してき

たパターンと、伊万里湾の中で繁殖したパター

ンと2通りございます。ですから、今後の対策

といたしましては、赤潮の濃度が低く、拡散し

ていない小規模の段階でこの防除剤を使ってた

たくというのが一番効果的だと思っております

ので、そのような予察の技術を高めて、赤潮が

どのくらいの密度で増殖しているかというのを

的確に押さえることが重要だと思っております。

それに向けて、来年度、さらに取組を進めてま

いりたいと思っております。 

【西川委員】 そうしたら、海水などの採取を頻

繁に行わなければならないと思いますが、その

海水採取、そして、検査の費用は全部県が持つ

予定にしているんですか、来年度以降も。 

【長嶋総合水産試験場長】 カレニアミキモトイ

赤潮に対する重点的な取組は、平成25年から続

けており、今年で最終年度を迎えますが、来年

度以降につきましても、国の新規事業を取り込

みまして、継続してやっていくということを決

めております。 

 その中で、今、伊万里湾ですと、15ポイント

で継続的な水質の採取調査をやっておりますが、

これに加えて、さらに観測体制の強化というこ

とで、機器の導入をさらに追加してやっていき

たいと思っております。 

【西川委員】 その採取検査を15カ所プラスア

ルファでする。それを、例えば漁民とか、漁協、

または松浦市の水産課等にも分担していただく

のか、それとも県で全部するのか、その辺の区

別はどうですか。 

【長嶋総合水産試験場長】 週1回の調査は県で

やります。この赤潮は、大体6月から9月ぐらい

が繁殖のピークになりますので、その時期にな

りましたら、大体週1回でやっていきます。 

 ただ、漁業者の方々は、毎日、沖に出て状況

を把握されますので、日頃の漁業活動の中でや

っていただくということで、その役割分担をし

ながら、さらに頻度を高め、確実に赤潮の増殖

が抑えられるように努めていきたいと考えてお

ります。また、今年秋口になりましたら漁業者

の方々を集めまして、その対策会議を開きたい

と思っております。 

【西川委員】 そういう丁寧な、また用意周到な

対応をありがとうございます。今日は9月28日

で、実は11月になると、今度、平戸の薄香湾は

閉鎖的で潮の流れが悪いものですから、このミ

キモトイとは違う赤潮が発生するおそれがあり、

私たちは心配しているんです。そういうことで、

種が違う赤潮についてもですが、とにかく漁業

者がせっかく資金を投入して、養殖いかだ、養

殖場を設営して、そして多額の資金で餌をやっ

ている、そういうものが出荷間際にへい死する

と、本当に涙も出ないような厳しい状況になり

ますので、できるだけ水産県長崎確立のために

もご指導とご協力をお願いしたいと思います。 

【外間委員】 先般の集中審査から、今回の分科

会の議案の説明、そして、赤潮対策について補

足説明をいただいて、委員からの質問に対して

も、養殖経営対策と被害対策についてきっちり

と打ち出していることについては一定了とさせ

ていただきますが、その他の対策の中で、過去

の各県の被害状況も見ながら、抜本的な体質改

善とか、養殖場における底質改善についても、

ただいまの西川委員や山田(博)委員の指摘の中
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にあったように、今後、底質改善については具

体的にどのような方法でやっていくか、これか

ら検討課題としてやっていかれるというお話を

聞かせていただきました。 

 前にも私は申し上げたとおり、過去、昭和の

時代には、沿岸整備計画のヘドロの除去という

部門で相当大きな底質改善の技術で稚魚の死亡

率を極度に抑えたという実績があるとか、ある

いは宮内委員が県議会議長時代に、県単独の予

算を組んで大崎や鹿町、平戸といった養殖場で

汚泥の除去という県単独の事業も二十数年前に

行われて、そして、稚魚の死亡率をゼロにした

と。そのような過去の技術を振り返って、もう

一度こういった伊万里湾における底質改善、あ

るいは抜本的な改善策の方法として、そういっ

たことを見直すお気持ちはあるのかどうか、確

認の意味で質問いたします。 

【中村水産部参事監】 先ほど企画監からお答え

したように、今回、赤潮対策として、来年度の

調査の早期着工に向け、今、鋭意努力している

ところでございます。一方で、直接的な赤潮対

策ではないですが、一般的なヘドロの除去、汚

泥の除去、これに関しても今後調査をしていく

中で、必要があれば、ぜひそれに対しての取組

が必要かどうかというのも、調査の中で検討し

てみるのも一つかと考えております。 

【外間委員】 ぜひ検討をしていただくようにお

願いいたします。 

【山田(博)委員】 それでは、ほかの委員の質問

がないということで、再びお願いします。 

 今回の養殖経営対策の中で、養殖業者の資金

繰りの円滑化と融資要件の緩和等について金融

機関に要請とあります。また、養殖共済におけ

る共済金の早期支払いについての漁業共済組合

へ要請とありますけれども、具体的にこの融資

要件の緩和をどのようにしていただくようにと

県当局は金融機関に対して言っているのか。ま

た、漁業共済組合に早期の支払いを要請という

のは、通常よりもどのように早くとお願いして

いるのか、その2点をお答えください。 

【西漁政課長】 まず、融資についての要件緩和

につきましては、現在、貸し付けを行っており

ます資金について、要件の範囲内で償還期間を

延長したり、据え置き期間を延長したりという

ような対応を、その漁業者の経営状況に応じて

するということが一つございます。 

 また、養殖共済の早期支払いにつきましては、

赤潮終息後、標準的な期間で言えば2カ月程度

共済金の支払いにかかるというところを、今回

の大規模な赤潮に対する緊急措置といたしまし

て、おおむね1カ月程度をめどに、長崎県の漁

業共済組合が全国の共済組合に交渉いたしまし

て、早期支払いについて対応するよう要請をし

た上で対応をお願いしているところでございま

す。 

【山田(博)委員】 今言った金融機関の据え置き

の延長、また、支払いの延長と、これはあくま

でも融資を申し込んだ個人なり法人の方々の経

営状況に基づいて、それを金融機関が判断する

ということでございますけれども、金融機関と

いうのはどこを指しているのか、まずそれをお

答えいただきたい。 

 漁業共済組合の支払いは、通常は大体2カ月

かかっているけれども、1カ月にしていただく

ということで、これは全てカバーできるのかど

うかということを教えていただきたいと思いま

す。 

【西漁政課長】 今、県の制度資金の中には、基

本的には長崎県の信用漁業協同組合連合会を窓

口として貸し付けを行っている資金が多うござ
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いますが、中には市中銀行を活用した資金もご

ざいますので、そういったそれぞれの漁業者の

実態に応じて対応していくということでござい

ます。 

 それから、共済金の支払いにつきましては、

基本的に、現在、赤潮の被害状況は終息してお

りますので、終息した漁業者については早期に

共済組合から調査に入って、額を確定した上で

支払いをしていくということになると考えてお

ります。 

【山田(博)委員】 そうしたら、県の融資とかを

扱っているのは長崎県信用漁業協同組合連合会

ですよね。ほかに十八銀行とか、親和銀行とか

ありますね。そういったところに対しては、ま

た県の方で要請していくと理解していいんです

か。 

 それから、共済組合というのは、今、調査に

入っているところがあって、その支払いは調査

が入ってから1カ月なのか。今まで大体2カ月と

いうのは、調査が入ってからの2カ月なのか。

どこからの2カ月を言うのか。それが1カ月にな

るということか、説明していただけますか。 

【西漁政課長】 金融機関に対しましては、まず、

本年の8月23日に、既に文書を各金融機関あて

に発出して要請をしておりますし、今後も機会

を捉えて要請については対応していきたいと考

えております。 

 それから、共済の支払いにつきましては、終

息後、調査をして、状況が確定してから2カ月

ないし1カ月ということになると考えておりま

す。 

【山田(博)委員】 水産部長、今、金融機関に要

請ということで文書を発出したというんですね。

これだけ何億円もの被害が出て、金融機関が紙

1枚もらって、そうですかといくのと、水産部

長自らが金融機関に行って、「ぜひご協力いた

だきます」と、「お願いできませんか」という

のでは全然違いますよ。私は、ぜひ水産部長が

各金融機関に行って、それを要請していただき

たいんです。 

 今言ったように文書で送っていますからそれ

でいいでしょうと言ったら、これは地元の西川

委員が聞いたら、怒り心頭ですよ。そんなこと

があるものですか。これだけの被害があって、

文書で出していますからいいでしょうというこ

とではいかんから、ぜひ水産部長、水産県長崎、

47都道府県の中で水産部長はあなたしかいな

いんですから、これは水産部長自ら、部長が忙

しかったら、次長がお二人もいますから、ぜひ

行っていただきたいと思うんです。まず、これ

をしっかりとお答えいただきたいと思います。

いかがですか。 

【西漁政課長】 私のご説明が少し不足していた

ところがございましたが、制度資金の多くを担

当しております信漁連に対しましては、個別に

も当然要請はしておりますし、8月30日の系統

団体との協議の中で要請をいたしまして、それ

については対応するという回答をいただいてい

るところでございます。ただ、十八銀行等の市

中の金融機関については、改めてこちらからも

要請をしたいと考えております。 

【山田(博)委員】 確かに信漁連が漁業者の方の

安定的な経営を支えていただいているのはわか

るんです。しかし、十八銀行や親和銀行は、い

いですか、長崎県の指定金融機関ですよ。そこ

も使っているだろうというのに文書でお願いし

ていますからと。今、何月ですか。私は、ぜひ

真剣に取り組んでいただきたい。取り組んでは

いると思うんですよ。しかし、そういったとこ

ろも今後の対応としてぜひやっていただきたい



平成２９年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２８日） 

- 113 - 

と思うんですが、どうですか。 

【坂本水産部長】 漁業者の方々の融資先という

のは、大部分は信漁連ということなので、信漁

連との打ち合わせについては、私も出席し、今

後の対策について打ち合わせは密にさせていた

だいているところでございます。 

 ただ、委員ご指摘の一般市中銀行についても、

今回、被害を受けられた方々の借り入れ状況を

踏まえながら、必要に応じて円滑な融資を重ね

て要請をしていきたいと考えております。これ

は当然、文書に加えて、直接連絡をとるなど、

各養殖業者の借り入れ状況を踏まえて対応して

いきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 ぜひお願いしたいと思います。

ましてや、水産部には、部長にひけをとらない

次長がお二人もいらっしゃるわけだから、使わ

ないとだめですよ。いるのか、いないのかわか

らんじゃ話にならんわけだから。ぜひ次長お二

人は、率先して部長を支えて取り組んでいただ

きたいと思っております。 

 そういうことで、ほかの審議もありますから、

ぜひこの松浦市沿岸における赤潮対策事業につ

きましては、再度、金融機関、漁業共済組合に

しっかりとした対応を要望してくださるよう、

よろしくお願いしたいと思います。終わります。 

【大久保分科会長】 ほかに質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保分科会長】 ほかに質疑がないようです

ので、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。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保分科会長】 討論がないようですので、

こ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

ので、採決を行います。 

 第71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。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。 

【大久保委員長】 次に、委員会による審査を行

います。 

 水産部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、まず、水産部長より、所管事務

一般についての総括説明をお願いいたします。 

【坂本水産部長】 水産部関係の議案外の主な報

告事項について、ご説明いたします。 

 資料といたしましては、「農水経済委員会関

係議案説明資料」と、同資料（追加3）がござ

いますので、お手元にご用意いただければと思

います。 

 今回報告いたしますのは、漁業経営の実態把

握・分析と効果的な施策の立案について、日本・

欧州連合経済連携協定（日ＥＵ・ＥＰＡ）につ

いて、長崎県漁業公社の職場環境の改善につい

て、太平洋クロマグロの資源管理について、魚

市場の高度衛生化について、公共事業の再評価

についてでございます。 

 このうち、主な事項について説明いたします。

議案説明資料の水産部の1ページ目をご覧くだ

さい。 

 漁業経営の実態把握・分析と効果的な施策の

立案についてでございます。 

 水産分野の所得につきましては、公的な統計

がないことから、沿岸漁業者の経営実態の把握

が不十分となっておりました。 

 このため、国の施策であります「浜の活力再
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生プラン」の参加者の漁業所得データを用いて、

地域ごとの漁業実態や経営状況の把握・分析を

行うとともに、地域ごとに重点的に取り組むべ

き対策などを取り込んだ「施策展開計画」を策

定することとしており、7月から各地域で説明

会を開催するなど、関係漁協や市町の理解と協

力のもと、データの収集等の作業を進めており

ます。 

 今後は、この展開計画に基づき地域ごとの各

種施策を的確に実施し、さらなる漁業所得の向

上を目指してまいります。 

 次、2ページ目、長崎県漁業公社の職場環境

の改善についてでございます。 

 県は、長崎県漁業公社の経営改善を図る一環

として、平成25年4月以降に漁業公社を退職さ

れた職員11名に対して職場環境に関する調査

を実施しました。 

 回答を得ることができた方が6名、得られな

かった方、もしくは連絡がとれなかった方が5

名おります。回答を得ることができた6名のう

ち、3名から社内でハラスメント行為を自らが

受けた、または見聞きしたとの回答がございま

した。 

 県では、この調査結果を8月31日に開催され

た漁業公社取締役会で説明し、改めて職場環境

改善の取組促進を要請いたしました。 

 漁業公社取締役会では、調査結果を重く受け

止め、再発防止に努めることを確認するととも

に、社員へ指導の中で発生したハラスメントと

捉えられる行為によって、社内の信頼関係に影

響を与え、混乱を生じさせたことを理由として、

これに関与した2名の管理職を懲戒処分といた

しました。 

 県といたしましては、引き続き、漁業公社の

職場環境の改善における取組を指導してまいり

ます。 

 次に、3ページ目でございます。 

 公共事業の再評価についてご説明いたします。 

 今年度の水産部関係の公共事業評価につきま

しては、再評価の対象となった豊玉東地区水産

生産基盤整備事業を長崎県公共事業評価監視委

員会に諮問いたしましたが、「見直し継続」と

する県の対応方針が妥当であるとの答申をいた

だきました。 

 今後とも、効率的かつ効果的な事業を図るた

め、適正な事業評価に努めてまいります。 

 その他の事項の内容につきましては、記載の

とおりでございます。 

 以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議いただくようお願いします。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 次に、漁政課長より、補足説明をお願いいた

します。 

【西漁政課長】 私からは、補足説明の資料2「漁

業経営の実態把握・分析と効果的施策の立案に

ついて」ご説明をさせていただきます。 

 資料の1ページをご覧ください。 

 地域ごとの漁業者の状況把握・課題分析と具

体的な振興策の取組について、図でお示しをさ

せていただいております。 

 まず、図の上段でございますが、国の施策で

ございます「浜の活力再生プラン」、これは「地

域浜プラン」と言っておりますが、これは本県

では47地域で策定、承認されております。 

 この浜プランは、漁村地域の再生を目指しま

して、漁業者自らが取り組みます5カ年の行動

計画として、①収入向上策、②コスト削減策に

取り組むことで、③の目標として所得を10％以

上向上させるという計画になっております。こ
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の浜プランにつきましては、上段の四角の中に

記載しておりますとおり、参加者の個人別収入

データなどに基づき目標値を設定し、進捗管理

を行うことになっておりまして、本県の浜プラ

ンの参加者、合計5,582経営体分の個別のデータ

が揃えば、県全体の7,690経営体の73％の所得

状況が把握できるということでございます。 

 県といたしましては、この浜プランの参加者

の個別データを活用いたしまして、地域ごとの

経営状況の把握・分析を行っていきたいと思っ

ております。 

 さらに、図の下段をご覧いただきたいと思い

ます。その分析や聞き取り結果をもとに、各地

域で実施すべき対策を検討・整理した地域別の

施策展開計画を策定してまいりたいと考えてお

ります。 

 この計画は、地域の牽引者となっていただく

漁業者に対する、まず①の重点的な対策、それ

から、地域維持のための全員を対象とした②の

全体的対策を盛り込むこととしており、これに

基づき、地域ごとの実情に応じた県事業を的確

に実施してまいりたいと思っております。 

 この取組を進めていくためには、関係する漁

協や市町の理解が必要ということから、先般、

7月から8月にかけて、県内7地区の説明会を開

催し、趣旨の説明とデータ提供の協力要請を行

ったところであり、現在、データの取りまとめ

や展開計画の策定準備を進めております。 

 次に、2ページをご覧ください。参考といた

しまして、地域別の平均所得を記載しておりま

す。 

 現時点の浜プラン参加者の地域別の平均所得

でございますが、このデータをもとに、今後は

関係漁協や市町のご理解、ご協力をいただきな

がら漁業種別ごと、例えば一本釣りや定置網、

まき網などごとに毎年データを取りまとめて、

経営状況の経過を把握しながら事業に活用して

まいりたいと考えております。 

 今後は、個人情報が特定されることがないよ

う配慮しながら、地域別の平均値等についても

公表してまいりたいと考えております。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 次に、漁業振興課長より、補足説明をお願い

いたします。 

【中村漁業振興課長】 お手元に補足説明資料3

をお願いします。 

 長崎県漁業公社の退職者調査結果について、

1ページをご覧ください。 

 漁業公社の退職者に対して実施した職場環境

等に関する調査結果について説明をさせていた

だきます。 

 調査は、過去4年間に漁業公社を退職された

方11名全員を対象といたしました。対象者11名

に調査協力をお願いする文書を郵送し、あわせ

て退職の理由をお尋ねしました。 

 また、調査への協力が可能と回答された方々

に対しては、面談または書面等により、ハラス

メントに関する調査を実施いたしました。 

 5の調査結果をご覧ください。 

 お願いの文書がご本人に到達したのは9名で、

残り2名については、転居先不明によりお届け

することができませんでした。 

 到達した9名のうち、本人からご返事があっ

た方は6名で、回答がなかった方などが3名、転

居先不明の方を合わせますと5名の方には調査

を行うことができませんでした。 

 ご返事をいただきました6名のうち、2名の方

については、退職理由を記載していただいてお

りましたが、面談や書面等による調査には協力

できないとの回答でございました。 
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 残る4名のうち、2名は面談により、1名は書

面で回答いただきました。また、県外にお住い

の1名の方は、電話での調査ということになり

ました。 

 5の（1）をご覧ください。6名の退職理由は、

自己都合が2名、職場環境・業務が負担が2名、

病気が1名、ハラスメントを受けたが1名という

結果でございます。 

 5の（2）をご覧ください。ハラスメントの有

無については、調査に協力いただいた4名のう

ち、有りと回答した方が3名で、このうち1名は

ご本人が受けたと回答され、ハラスメント無し

と答えた方が1名でございました。 

 県は、この調査結果について、8月31日の漁

業公社取締役会において内容を説明し、環境改

善の取組の促進を強く要請いたしました。 

 その結果、取締役会では再発防止に努めるこ

とを改めて確認し、社員への指導の中で発生し

ましたハラスメントと捉えられる行為によって

社内の信頼関係に影響を与え、混乱を生じさせ

たということを理由として、関与した2名の幹

部職員について、懲戒処分とすることを決定い

たしました。 

 県といたしましては、社員との交流や技術指

導等の機会を増やすなど、漁業公社への関与を

強化しており、ハラスメント防止等に関する要

綱の周知徹底と、これまで以上に職場環境の改

善に取り組むよう指導、支援してまいります。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 次に、漁港漁場課長より、補足説明をお願い

します。 

【中田漁港漁場課長】 公共事業の再評価につい

て補足説明させていただきます。 

 資料は、補足説明資料、資料4「公共事業の

再評価について」でございます。 

 1ページをご覧ください。 

 今回、県全体で再評価対象として21事業、事

後評価対象として3事業について、長崎県公共

事業評価監視委員会よりご審議をいただき、い

ずれも原案の対応方針どおり認めるという答申

をいただいております。この中に水産部関係の

1事業が再評価の対象として含まれてございま

す。 

 2ページをご覧ください。 

 審議の経過についてですが、去る6月15日に

第1回審議、7月27日に第2回審議として現地調

査と詳細審議が行われ、8月30日に答申をいた

だいたところでございます。 

 3ページをご覧ください。 

 こちらは県全体の再評価対象事業数一覧でご

ざいます。水産部関係は一番上に記載されてい

る市町営事業の1事業が対象となっております。 

 4ページには、具体的な事業名や事業概要等

を記載しております。これは対馬市の漁港整備

事業である豊玉東地区水産生産基盤整備事業が

対象となっており、前回の再評価から5年が経

過をした現時点で事業を継続しているというこ

とから再評価の対象となっております。 

 審議においては、漁船数の減少などの地域情

勢の変化を踏まえ、事業内容を見直した上で事

業を継続という県の対応方針を説明し、原案ど

おりの答申をいただいております。 

 5ページと6ページには位置図を、7ページ以

降にはそれぞれの計画図を添付してございます。 

 県といたしましても、公共事業の効率的・効

果的な執行に努めるとともに、市町に対して適

切な助言等を行ってまいります。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 次に、6月の委員会で回答を求めていた項目

について、説明をお願いします。 
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【西漁政課長】 補足説明資料の6「常例検査の

あり方について」をご覧いただきたいと思いま

す。資料の1ページをご覧ください。 

 委員意見の欄に記載のとおり、6月の委員会

におきまして、漁協の常例検査のあり方につい

て検討し、報告するようにとのご意見がありま

したので、ご報告いたします。 

 まず、1、本庁と地方機関の役割分担でござ

いますが、補助金については地方機関が事務執

行を担っておりますが、事業採択の決定は本庁

が行っておりまして、また、常例検査、漁業許

可、漁船登録等の各種業務については、地方機

関が各事務執行を担っており、本庁においても

特別な案件は地方機関とともに対応しておりま

して、いずれの場合も本庁、地方機関、それぞ

れ法令等に基づいて適正に実施しているところ

でございます。 

 2、農林部、水産部の検査対象の比較でござ

います。 

 農林部の団体検査室の対象組合は20組合で、

うち離島地区は9組合、一方、水産部の対象組

合は74組合で、うち離島地区は30組合で、検査

については2年に一度実施しておりまして、対

象組合等に違いがあるという状況でございます。 

 3、水産部における検査技術向上の取組につ

いてでございます。 

 国主催の研修等による職員の検査技術の向

上・平準化、また本庁職員が講師となる研修会

等の実施による専門性の向上、情報交換に努め

るとともに、地方機関の検査に本庁から専従職

員を派遣するなどの取組により、技術向上を行

っているところでございます。 

 4、今後の水産部における検査の充実強化と

いうことでございます。 

 今後の常例検査につきましては、基本的には

現在の体制を維持しながら、職員の検査技術の

向上に努めていきたいと考えておりますが、や

はり各漁協に対して適切な指導を行っていくた

めには検査の充実強化というのは重要であると

考えておりますので、今回の委員意見を踏まえ

まして、地方機関の検査体制の充実強化を図る

ために、本庁職員が参加する合同検査の実施に

ついて検討をしてまいりたいと考えております。 

【岩田水産加工流通課長】 補足説明資料の7

「長崎魚市場の活性化対策について」をご覧い

ただきたいと思います。 

 1枚めくっていただきまして、1枚目に長崎魚

市場の年度別の取扱金額の数字を掲載しており

ます。これにつきましては、この次のページに

あります魚市場の活性化策につきましてご説明

をさせていただきます前に、7月3日に開催され

ました農水経済委員会におきまして、魚市場の

施設使用料の減少理由の質問に関して、平成27

年度の取扱額が約350億円に対しまして、平成

28年度は約300億円に減少しましたと私が答弁

しておりましたが、この内容につきまして、ま

ずご報告をさせていただきたいと思います。 

 前回の委員会におきまして、年度の取扱額の

統計が手元にない状況の中で、使用料等をもと

にしまして、その場で計算して取扱額を答弁し

ておりました。委員会終了後、改めて確認いた

しましたところ、大きな計算間違いをしており

まして、実際の取扱額につきましては、今配付

しております資料の1枚目にありますとおり、

平成27年度の取扱金額は約347億円で、平成28

年度は、約333億円でございました。誤った数

字を答弁してしまったこと、また、皆様への修

正報告が遅くなりましたことにつきまして、お

詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでし

た。 
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 資料の2ページ目の長崎魚市場の活性化対策、

Ａ4の横になりますけれども、これについてご

説明させていただきたいと思います。一番上の

2つ、現状と課題を右と左に書いております。 

 左側の現状ですけれども、長崎魚市場につき

ましては、現在の新三重に平成元年に移ってい

るんですけれども、平成元年10月に開場して、

もう28年を経過しております。取扱量、金額と

もに平成2年をピークに減少しており、近年は

横ばい。今申し上げましたように、平成27年は

約347億円、平成28年は約333億円で14億円下

がっております。 

 この平成28年の減少の大きな原因ですけれ

ども、以西底びき網等による漁獲減が約13.4億

円、まき網漁業におけるアジなどの漁獲減が9.3

億円などとなっております。 

 課題につきましては、右に書いておりますけ

れども、例えば上から2つ目、水揚げが減少す

る中で、流通経路の多様化が進んで、市場外流

通、市場外流通といいますのは、例えば市場を

通さずに大手スーパーに直接出荷されるとか、

そういうものです。そういうものが拡大してい

ると。 

 それから、産地間競争が激化していると申し

上げますのは、例えば、アカムツは石川の市場

の方が高く売れるので、長崎ではなく石川の方

に直接出しますよというような産地間競争とい

うのが非常に激化していると。 

 それから、消費者が求める安全・安心な魚を

供給できる体制が必要であるとか、下の方にあ

りますけれども、市場労働者の方が高齢化して

人手不足が発生しているという課題がございま

す。 

 そこで、真ん中に書いておりますけれども、

魚市場を活性化するためには、価格形成力の向

上、産地間競争力の向上対策が必要と考えてお

ります。 

 これらの対策としまして、下に3つ枠を書い

ておりますけれども、まず一番左、魚市場施設

の機能を強化すること、それから、真ん中の市

場への集荷対策を行うこと、右にあります販

路・流通対策を行うことと考えております。 

 左側ですけれども、市場施設の機能強化につ

きましては、現在やっております魚市場の高度

衛生化、これは平成32年度の完成に向けて順次

施設整備を進めているところでございます。 

 その下の方に高度な衛生管理と書いておりま

すが、衛生管理施設をつくるだけじゃなくて、

魚市場関係者とともに、高度衛生管理を徹底す

る管理体制をソフト的にもつくり上げていくと

いうことも同時にやっているところであります。 

 それから、真ん中の魚市場の集荷対策でござ

いますけれども、まず一つは県内の水産物につ

きましては、各種生産団体、これは漁協等です

けれども、そこと協議して長崎魚市への出荷を

促すと。 

 それから、県外の船、例えば宮崎のカツオ船

などがあるんですけれども、これら県外船につ

きましては、卸業者と県と連携しながら渉外活

動を行っていこうと考えております。 

 それから、水揚げ機能の向上につきましては、

水揚げのスピードアップということで、例えば

まき網漁業で揚がったものを選別する機械が今

4台ございますけれども、これを順次、新しい

ものに今更新をかけているところでございます。

これによりまして水揚げがスピードアップする

ということと、現在、機械が古くて修理などで

止まっているんですけれども、スピードアップ

が行われると。 

 それから、選別作業員の確保が非常に難しく
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なっているんですけれども、閉鎖型になること

によりまして、例えば冬の寒い状況の中でも壁

がありますので作業環境は非常によくなる、そ

れから、先ほどの選別機の機能向上によりまし

て、拘束時間が短くなるということもございま

す。これをやっていこうと。 

 それから、流通・販売対策ですけれども、販

路対策といたしまして、魚市場の仲卸業者の方

の販売力強化ということで、各種商談会への参

加を支援する。あるいは国内外の本県の水産物

のフェアを開催して、それに参加していただく

と。もう一つは魚食普及、食べてもらうという

ことで魚食普及・情報発信ということで魚市場

協会における料理教室の開催ですとか、おさか

な祭の開催なども支援していきたいと考えてお

ります。 

 これらによりまして、なかなか積み上げるこ

とは難しいんですけれども、ここ何年かで一番

取扱額が大きかった350億円を確保しようとい

うことで活性化策を考えました。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。 

【西漁政課長】 農水経済委員会提出資料の「政

策等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議

員との協議等の拡充に関する決議」に基づく提

出資料の水産部関係をご覧いただきたいと思い

ます。 

 まず、補助金内示一覧表につきましては、平

成29年6月から8月の直接補助金の実績につき

ましては、1ページから8ページに記載しており

ますとおり合計で55件、間接補助金の実績は9

ページに記載しておりますが、合計で8件とな

っております。 

 次に、1,000万円以上の契約状況につきまして

は、平成29年6月から8月までの実績は、10ペー

ジに記載しておりますとおり建設工事以外が6

件、13ページから14ページにかけて記載してお

ります建設工事が21件、51ページから52ページ

に記載しております建設工事にかかる委託が

28件ということになっております。なお、この

うち入札に付したものにつきましては、入札結

果一覧表を添付しております。 

 次に、陳情・要望に対する対応状況につきま

しては、知事及び部局長に対する陳情・要望の

うち、県議会議長あてにも同様の要望が行われ

たものにつきましては5件となっておりまして、

これに対する県の対応状況は資料の72ページ

から93ページに記載しているとおりでござい

ます。 

 最後に、附属機関等会議結果報告につきまし

ては、平成29年6月から8月までの実績について

は、94ページから96ページに記載しております

とおり合計で2件となっております。 

 以上でございます。 

【大久保委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。 

 お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。 

 陳情書について、何かご質問はございません

か。 

【山田(博)委員】 陳情番号32番の「さんご漁の

公平な審議を求める会」、五島の方からきてい

るんですけれども、この陳情に関して、見解を

まず聞かせていただきたいと思います。 

【中村漁業振興課長】 このさんご漁業の許可に

関するご要望につきましては、前回の委員会で
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も説明をさせていただいたものでございます。 

 五島振興局の許可で、定数5のさんご漁業の

許可がございますが、その更新に当たりまして、

さんご漁業の許可を希望した漁業者の一部の方

が、漁協の調整結果によって県に許可申請がで

きなかったということで、五島振興局のさんご

漁業の許可処分に不公平、不明確な点が見受け

られるとして、6月26日付で県議会議長あて、3

名の漁業者の方からまず要望書が出されました。 

 我々といたしましては、五島振興局に事実関

係を確認いたしましたところ、期限内に申請さ

れた5名の方の書類を振興局として適正と認め、

全員に許可・認可を行ったものであって、適切

に処理したものと、我々としてはその件につい

ては判断をしておりますが、前回の委員会で議

論がありましたとおり、県としては改めてご不

満のある方がいらっしゃるということで、所属

の漁協の組合長に、その選定の経過等々につい

て丁寧に説明をしていただき、理解をいただく

ようにお願いをしたところでございます。 

 漁協については、8月8日に五島振興局同席の

もとで、この要望を上げられた3名の方に対し

て、これまでの経過を説明するとともに、将来

的には、新たに参画したいという方も加えた共

同経営方式などもご提案しながら説明をしたと

伺っております。漁協からの聞き取りでは、一

定の理解を得たものと伺っていたところでござ

います。 

 ところが、今回、また9月15日付で、前回ご

要望された3名のうち1名の方から、関係者の署

名と一緒に同様の要望書が県議会議長あてに出

されたというのが経過でございます。 

 県といたしましては、先ほども言いましたよ

うに、経過や漁協の考え方などについて、引き

続き丁寧にその方にご説明をしていただきたい

ということで、強く漁協の方に促してまいりた

いと考えております。 

【山田(博)委員】 そうしたら、今回の陳情書が

きているのは、3名の中の1名だけからきていま

すということで理解していいわけですか。3名

の方から前あったわけですね。その方々の署名

をもってきているけれども、その中の一人から

しか、こういった公平な審議を求めるというこ

とではきていませんと、県当局はまずは理解し

ているとうことでいいわけですか。それは大切

なところですから、スタート時点ですので確認

させていただきたいと思います。 

【中村漁業振興課長】 要望書を見せていただい

た分には、1名の方と、それから「関係する方

の署名を添えて」という文言になっておりまし

て、この署名は何名の方ですかと確認いたしま

したら、151名の方の署名がついていたという

ことは確認をしております。 

【山田(博)委員】 151名の中に、前回のいろい

ろな問題があった方が含まれているか、含まれ

ていないかを確認されたかどうか、それをお答

えください。 

【中村漁業振興課長】 議会事務局の方にお尋ね

をしましたが、個人の住所等情報が入っている

ので、漁業振興課の方には提出はできませんと

いうことでしたので、内容については確認でき

ておりません。 

【山田(博)委員】 そうしたら、確認ができてな

いにもかかわらず、前回は3人の人がおったけ

れども、今回は一人しか、公平な審議を求める

会からはきていませんという話があっておりま

すけれども、その話は通らないんじゃないです

かということをお尋ねしたいと思います。 

【中村漁業振興課長】 前回の署名は、署名をも

ってということで3名の方の名前が下に上がっ
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ておりまして、母印も押されたものが私どもの

手元にきましたので、その時点で3名の方々と。

そして、実際に漁協にお尋ねしても、その3名

の方々にご説明をしたということでしたので、

3名という確認をしています。 

 今回については、要望書のところには代表者

の方お一人の名前しか確認できておりません。

それ以外の方については、「関係する者の署名

をもって」という表現になっておりましたので、

直接の要望者ではないのではないかと判断をい

たしたものでございます。 

【山田(博)委員】 それは判断なんでしょう。あ

くまでも判断ですね。その署名の中に入ってい

るとなれば、どうされますか、漁業振興課長。

前回は3人おったけれども、今回は一人なんで

すよという言い方というのは、きちんと確認し

た上で話をしてもらわないと、ここは公の場で

すから。 

 私は、委員長にお願いして休憩してもらって、

確認しますよ。私は、実は地元だから、この話

を聞いているんですよ。前回は3人だけど、署

名が一人しかないから、残りの2人は関係あり

ませんとか、そういった署名の確認もせずに、

自分たちのそういった判断を通すというのは、

いかがなものかと思いますよ。見解を聞かせて

いただけますか。 

【中村漁業振興課長】 関係がないということは

申し上げておりませんで、私たちの手元にきた

資料から判断して、前回は3名であり、今回は1

名であったということを申し上げたわけです。 

【山田(博)委員】 漁業振興課長、自分たちの判

断というのは、それは撤回していただけません

か。今回、3人の人が話をして署名もしている

わけですよ。それは委員長、そこまでおっしゃ

るんだったら、その要望書書面をもって再度確

認していただきたいと思うんですよ。これだけ

百何人の署名があって、何とかお願いしますと

言っているにもかかわらず、たった一人、代表

者一人しかいませんでしょうと、そんな曖昧な

ことを言われてはたまったもんじゃありません

よ、県民の皆さんの大切な署名がきているわけ

だから。それを一人しかきていませんよ、対象

者は一人しかいませんから、残りの2人は、簡

単に言うと知ったことじゃありませんというふ

うにしかとられないわけだから。 

 それは委員長、采配して、署名を確認してく

ださいよ。これは大事なところだからね。お願

いします。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午前１１時１５分 休憩 ― 

― 午前１１時２０分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開いたします。 

【山田(博)委員】 漁業振興課長におかれまして

は、大変お忙しい中、申し訳ございませんけれ

ども、さんご漁の公平な審議を求める会の方々

は、百五十数名の署名をもってきておりますの

で、どういった関係者がいるかというのを再度

調査した上で、この陳情書を改めて検討してい

ただきたいと思います。その調査に基づいて、

私は再度午後から質問させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 付け加えて申し上げますけれども、漁業者の

方々も、忙しい中、これだけの署名を集めると

いうのは大変なことなんです。それだけの強い

思いがあるということを理解した上でしっかり

と要望書の精査をしていただきたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 委員長におかれましては、さすがにすばらし

い采配をいただきました。五島の漁業者にしっ
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かりお伝えしておきたいと思います。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【西川委員】 私は、この前の要望書の時から思

っていたんですが、地元の漁協の考え方で県は

決めたと思うんですね。今回についても、地元

の漁協との何かやりとりはしましたか。もし、

やりとりしていたら、差し支えなかったらその

内容を、答えられる部分だけは教えていただけ

ればと思います。 

【中村漁業振興課長】 この許可は5隻に限定さ

れた許可でございまして、今年の5月31日で許

可期間が一旦終了するということで、新たに更

新という時期を迎えたわけです。その時点で5

隻の許可を持っている方に、漁協が継続する意

思がありますかというお尋ねをしたところ、1

名の方が廃業なさるという話があったそうです。 

 一方で、この許可については隻数が限定され

ていますから、ほかにもやりたい方がいらっし

ゃったということで、漁協の方にできないかと

いうご相談が1名の方から、早くからあってい

たそうでございます。漁協の方としては、1つ

枠が空くということになりましたので、その漁

業のご希望がある、あるいはその漁業に対応で

きる船をお持ちの方4名に対して、一応こうい

う状況であるということをご説明した上で、1

名の方が早くからご要望をしておったので、そ

の方を優先してやりますというふうなことを何

度か説明をしたと聞いております。結果として、

漁協としては定数内の5隻に絞って許可申請を

されてきたと。県は、それに基づいて許可をし

たという経過でございましたが、その説明を受

けた4名の方の中の3名の方については、やはり

許可を受けたかったという要望が強かったもの

と判断をしているところでございます。 

 漁協としては、何度かこれらの方々に事情を

説明して、理解を得る努力はしてきているんだ

けれども、いまだにご了解をいただけない方も

いらっしゃると伺っております。 

【西川委員】 前回の説明でも、船がある程度大

きくて、エンジンの馬力が強くなければだめだ

とか、ある程度の人数がいなければだめだと、

少し遠洋まで行くのでとかいうお話は聞いてお

りました。それで、実は各漁協の許認可の件で

は、定置網のこととか、自分がしたいのに許可

が出ないとか言われるんですけれども、そうい

う漁民の不満を解消するために漁協はいろいろ

と話し合いをしていると思いますが、この順番

制などについて県はアドバイスしていないのか。

それで、地元漁協の話し合いで、例えばあと1

期待ってくれとか、ローテーションで、今して

いない方が希望していたら、次の更新時には優

先的にしますとか、そういう指導とか、話し合

いがなされてないのか、どうでしょうか。 

【中村漁業振興課長】 一般的に漁協の方では、

いろいろご苦労なさって調整をされている例は

聞き及んでおります。 

 今回の件につきましても、漁協としては次の

3年後を目指して共同経営化、新たにしたい人

と一緒に経営をしていくといったようなことも

ご提案をして、一定理解は得られましたという

ことだったんですが、実態としてはこういうこ

とになってしまったということでございます。 

【西川委員】 今日現在、地元漁協での、今して

いる人と、今は許可を持っていないけど、本当

はすぐにでもしたいという方との話し合い、そ

れがうまくまとまっていないから、今回また要

望が出たわけですね。そういう地元漁協、また

は五島市などの協力について、県も含めて何か

話し合いをもったことがないのか、また、今後

もたれる用意があるのか、お知らせください。 



平成２９年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２８日） 

- 123 - 

【中村漁業振興課長】 直近では、8月8日に五

島振興局も入って、それらのご要望の方と漁協

と一緒になって話し合いをしたと。その中で、

一つの方法として共同経営化についても将来考

えていきましょう、あるいは途中で廃業になっ

た場合は、追加して許可をしていきましょうと

いったような話し合いがなされていると伺って

おります。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

【山田(博)委員】 委員長の采配ですけれども、

大体午前中の審査は一旦終わるのじゃないかと

思うんですけれども、午後から調査していただ

く前に、さんご漁業の許可条件というのを委員

の皆さん方に資料をお配りしていただいて、そ

の上で議論を深めた方がいいと思いますので、

漁業振興課長におかれましては、この5隻のさ

んご漁業の許可条件がありますので、その資料

をお配りした上で、午後からこの陳情をしっか

りと議論させていただきたいと思います。 

 そうすることによりまして、この陳情の中身

を、なぜこういった漁業者が経営が大変厳しい

中で新たに取り組んでいこうと、また頑張って

いこうと、そういった中でこれだけの多くの署

名が集まって、今回、県議会の八江議長、農水

経済委員会は大久保委員長ということで、これ

は大変期待をもって署名をしていると私も十分

理解しておりますので、大久保委員長に対して

は、大変期待をもって今回の審議を五島の漁業

者は楽しみにしております。委員長におかれま

しては、ぜひご配慮いただいてやっていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午前１１時２８分 休憩 ― 

― 午前１１時３１分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 ほかに質問がないようですので、陳情につき

ましては承っておくこととします。 

 午前中の審査はこれにてとどめ、午後1時30

分から委員会を再開し、議案外の所管事務一般

に対する質疑を行うことといたします。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午前１１時３２分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 なお、渡辺委員より出席が遅れる旨の連絡が

あっておりますので、ご了承ください。 

 議案外の所管事務一般に対する質問を行うこ

とといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。 

【山田(博)委員】 さっきの陳情審査を引き続き

午後からもやりたいということで資料請求をし

ているわけですから、陳情審査からやっていた

だきたいんです。 

【大久保委員長】 まず、委員長の進行に従い、

「政策等決定過程の透明性等の確保などに関す

る資料」の審査が終わった後に所管外一般でや

りますから、ご了承ください。 

 暫時休憩します。 

 

― 午後 １時３１分 休憩 ― 

― 午後 １時３２分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 質問はございませんか。 

【山田(博)委員】 漁政課にお尋ねしたいんです
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が、平成29年度の有明海特産魚介類生育環境調

査にかかる業務委託をされています。これは随

意契約となっていますが、毎年されているのか。

どういった経過で今日までされているのか。ま

た、契約内容というか、調査内容を説明してい

ただけますか。 

【長嶋総合水産試験場長】 有明海の特産魚介類

環境調査に関するものですけれども、これは有

明海のアサリ資源が減少してきておりまして、

それを3カ年で調査して、資源回復に向けての

増養殖手法の開発ということで業務委託する内

容でございます。 

 プロポーザル方式で業者を募りまして、増養

殖、それから調査内容についての提案を受けて

採択しており、今年度が3年目、最終年度にな

ります。 

【山田(博)委員】 今のところ、この調査した結

果でどのような成果が生まれているか、説明し

ていただけますか。 

【長嶋総合水産試験場長】 有明海のアサリ資源

については、小長井沖、それから瑞穂沖でアサ

リの資源がこのところずっと減少してきており

ます。ピーク時に比べて3分の1、4分の1という

状況でございます。 

 その原因を3カ年かけまして、環境要因、そ

れから餌の問題、それらを踏まえまして原因を

特定した後に、どのような形で増殖が可能なの

かということで調査を継続してきておりますが、

技術開発面の成果といたしましては、アサリに

つきましては、これまでの増養殖手法を踏まえ

て網袋の中に砂を入れまして、その中でアサリ

の稚貝を育成して増やしていくという網袋式の

増殖手法が有効であるという方向性が出てきて

おります。 

 これらを踏まえまして、網袋の中で稚貝を少

しでも大きくして、そして数をとりまして、そ

れを放流するとともに、その一部につきまして

は養殖の方にもっていって、養殖手法としても

この方法で養殖しながら増産体制ができないか

ということで、そちらについては今度別の事業

で取り組みながら、アサリの増殖、養殖の両面

から資源の回復につなげていきたいと考えてお

ります。 

【山田(博)委員】 今回、3年の調査期間で、環

境とかを含めてするということでありますけれ

ども、今後、どういったスケジュールでこの調

査結果に基づいてやられていくのか、そのスケ

ジュール感を教えていただけますか。 

【長嶋総合水産試験場長】 今、この事業が3年

目の半ばまでかかっております。残された期間

があと半年ほどございますけれども、アサリの

成長は、寒くなって水温が下がった冬場が一番

成長の時期でございますから、あと半年間で、

これまでのやり方で、現場でどのような成長な

り、増産の状況が実際になされているのかとい

う現状把握をいたしまして、それを取りまとめ

た上で、先ほど申しました網袋式の養殖につき

ましては、これは国からの予算で動いています

けれども、県単独の予算の方に切り替えるなど

して、現場の方に普及を図っていきたいと考え

ておりまして、実際の実証事業につきましては、

来年度以降に現場におろしながら、生産者の方

と一緒になって増産につなげていきたいと考え

ております。 

【山田(博)委員】今の説明を聞いて、総合水産

試験場の大変すばらしい取り組みだなと思いま

した。これは小長井沖と瑞穂沖と言われました

けれども、そういった先進的な取組を、これか

らもぜひ頑張っていただきたいと思っておりま

す。そういった姿勢を、小長井、瑞穂も大切で
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すけれども、離島の方にもしっかりと向けて頑

張っていただきたいと思っております。この研

究成果が、漁業者の所得向上、また県民所得向

上につながるように、ぜひ頑張っていただきた

いと思います。 

【大久保委員長】 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかに質問がないようですの

で、次に、議案外所管事務一般について、質問

をお受けいたします。 

【松島委員】 前回もちょっと触れたんですが、

今回、補足説明資料で出していただいておりま

す「漁業経営の実態把握・分析と効果的施策の

立案について」お尋ねします。 

 公的なデータがないということで、国の施策

の浜の活力再生プランで得たデータを活用して

実態を把握していくというものですが、今回、

補足説明資料の2ページに本県の各地域の漁業

者の平均所得というのを載せていただいており

ます。 

 今回のこの資料は、7月の離島・半島地域振

興特別委員会で出されたものと同じでしょうか。

私はその委員会に所属しておりませんので、議

事録で確認したんですが、その時に出された資

料と同じものか。そしてまた、ここに書いてあ

る県南地域というのは、島原半島のことなのか、

確認します。 

【西漁政課長】 今回、資料として提出してご説

明させていただいた2ページの平均所得につい

ては、委員ご指摘のとおり離島・半島地域振興

特別委員会に提出した資料と内容としては同じ

ものでございます。 

 それから、県南地域につきましては、地域と

しては島原半島の各漁協が対象となっておりま

す。 

【松島委員】 そこで、各地域の平均所得につい

てお聞きしますが、地域別では、平成27年度、

対馬地域がナンバーワンで約442万円と。県南

地域、今、島原半島の各漁協と言われましたが、

県南地域が一番低くて、平成27年度は約100万

円。対馬地域と県南地域では4倍以上も平均所

得に差があるんですが、この要因はどのように

分析されていますか。 

【西漁政課長】 各漁業者の漁業種類ごとの実態

の詳細については、今後データを提供していた

だいた上で、把握・分析していくわけですけれ

ども、全体的な傾向といたしましては、やはり

大規模な法人であります養殖業や中型まき網が

参加している地域が比較的大きくなっていると

考えておりますので、例えば、対馬地域につい

てはクロマグロの養殖や、はえ縄漁業の大規模

な漁業者がいるということで全体を引き上げて

いると認識しておりますし、県南地域について

は、他の地域に比べまして、比較的零細な漁業

者の方が多くいらっしゃるということで、傾向

的にはそういう状況があると現時点では認識し

ております。 

【松島委員】 平均所得の伸び率で見ても、対馬

地域がナンバーワンでして、平成25年約274万

円から平成27年に約442万円と1.5倍ほど平均

所得が伸びて、県内においては伸び率もナンバ

ーワンですが、この要因というのは、先ほど、

地域ごとに比較して規模の違いを傾向としてお

っしゃいましたが、対馬地域だけを平成25年、

26年、27年と見て1.5倍近く伸びている、この

要因は何かあるんですか。 

【西漁政課長】 対馬地域については、大きな傾

向としてはやはりクロマグロの養殖業が大きな

伸びを示しておりますので、この影響が一番大

きいと認識しております。 
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【松島委員】 前回の委員会で新規就業者の議論

をしました。新規就業者が平成28年度170名ほ

どだったと思います。そのうち一番多いのが対

馬でした。対馬で新規が一番増えているという

ことでしたが、とすると、今おっしゃったよう

にクロマグロの養殖が大きな伸びをし、平均所

得を上げ、同時に新規就業者の方も増えている、

そのような現状ですか。 

【川口経営支援室長】 先ほど漁政課長が申しま

したクロマグロの伸びも一点ありますけれども、

対馬海域においては、現在、アカムツのはえ縄

漁業とか、アマダイも一定利益を確保できると

いうことで、個人漁業者の経営が非常に安定し

ているというところも一因でございます。 

 新規就業者を見ますと、大きな受け皿であり

ますマグロ養殖業者の方に就業されるという方

もいらっしゃいますけれども、独立を目指した

一本釣りとか、はえ縄の漁業に就く新規就業者

も多うございまして、そこに弟子入りをして、

離島再生交付金等の交付金を使い、ハード面で

の初期投資の軽減、それと県、国の研修事業を

使いまして、スムーズに研修を受けて着業され

るという事例も多くなっております。 

【松島委員】 頼もしいなとは思うんですけれど

も、何とかほかの地域も伸びてほしいなと。そ

れは従事する人とともに、平均所得も伸びてほ

しいという思いで質問し、その周辺状況を今お

聞きしているんですが、県全体の平均所得、平

成27年度約242万円、これは他県との比較はで

きないんですか。 

【西漁政課長】 平成27年度の長崎県全体の平

均は242万5,000円ですが、全国的な平均で見ま

すと、一経営体当たりの平均所得が254万2,000

円ということで、全国平均よりは一人当たりの

平均所得は若干下回っている状況というのが、

統計的な数字としてはございます。 

【松島委員】 全国平均が出ているということは、

それは浜の活力再生プランのデータに基づいて

各県も平均所得の数値を出しているんですか。 

【西漁政課長】 各都道府県で浜の活力再生プラ

ンをそれぞれ策定しておりますので、その中で

全国的な数字が確認できるということでござい

ます。 

【松島委員】 そしたら、全国の一覧を出してい

ただければと思います。これが、より実態に近

づいた公的データでしょうから、全国的な一覧

をいただきたい。 

 感想としては、やっぱり全国平均にいってな

いのかというのが今日わかりましたけれど、水

産県としては悔しいですね。やはり全国平均は

超えたいなと、何としても超えなければいけな

いという思いを強くします。 

 浜の活力再生プランは、長崎県では47地域、

5,582経営体、これは73％を占めているわけで

すが、部長説明ではこれらのデータをもとに、

これから地域ごとに重点的に取り組むべき対策

を盛り込んだ施策展開計画を策定するというこ

とでありますが、いつまでに地域ごとの施策展

開計画を策定されるのか、お聞きします。 

【西漁政課長】 47地域を一度に策定というの

は、なかなか難しいので、まずは本年度に幾つ

かの地域についてモデル的に計画を策定した上

で、次年度以降にそのモデルケースを参考にし

た上で各地域に広げていきたいと思っておりま

す。 

 先ほどの全国的な数値については、公表され

た数値ではございません。聞き取りによりそれ

ぞれお聞きした数値で、全ての県が出揃ってい

るわけではございませんので、整理する数字に

ついては検討させていただきたいと思います。 
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【松島委員】 整理した後、できれば次の委員会

前までにご報告いただければと思います。その

理由は、一番実態に近いものの公的データとし

て他県と比較したいという思いです。 

 それで、今年度中に施策展開計画をモデル地

区でつくると言われました。さあ、どの地域を

つくるのか興味深いところなんですけれども、

浜の活力再生プランでも、読み込むとそれぞれ

の地域で方針や取組内容が書かれていますが、

それと今度つくろうとされる施策展開計画はど

う違うのか、お聞きします。 

【川口経営支援室長】 浜の活力再生プランにお

きましては、各浜がどういうことをやりたいと

いうことが項目別に並んでおります。今回つく

る施策展開計画につきましては、そのやりたい

ことを、具体的にどういう県の事業で支えてい

けるのか、例えば、個人漁業者であれば経営支

援事業、まき網・定置網雇用型漁業であれば雇

用型漁業の具体的な施策を打ちながら経営改善

を図っていくということで、より具体的に、重

点対象者を決めながら施策を打ち込んでいくと

いうことで、この施策展開計画につきましては

県が作成するということにしております。 

【松島委員】 説明資料にあります「浜の活力再

生プラン以上の所得向上を目指す（地域ごとに

目標値設定）」と、非常に期待をいたすところ

ですが、目標値、所得向上の数値を入れるとい

う意味なのか。でも、今後、所得額は多分算出

できないでしょうから、目標値として何を設定

されるのか、お聞きします。 

【川口経営支援室長】 所得目標につきましては、

それぞれの浜の活力再生プランでトータルで

10％所得を向上させるという計画にしており

ます。それをより確実に進めるために、先ほど

申しました県の施策を打ち込んでいきたいとい

うことでございます。 

【松島委員】 浜の活力再生プランの件は理解し

ています。10％以上上げることを確認するため

には、再度、また上がったかどうか、所得額の

調査をされるということですね。 

【川口経営支援室長】 この浜の活力再生プラン

の進捗状況につきましては、毎年国の方に報告

義務がございまして、浜の方に調査をかけまし

て、所得を把握していくということでございま

す。 

【松島委員】 おおむね理解しました。 

 7月の離島・半島地域振興特別委員会では、

各地域ごとの対策を漁政課長が述べられていた

かと思います。今後、この施策展開計画をしっ

かりつくり上げて、より各地域の対策を深くし

ていただきたい。 

 平均所得が一番高いところ、一番低いところ

をしっかり見ていただいて、所得向上を偏りな

く実現していただきたいと思います。 

 以上です。 

【山田(博)委員】 それでは、6月の委員会でも

問題になりました長崎県漁業公社の職場環境の

改善について、つまり漁業公社で起きましたハ

ラスメントについてお尋ねしたいと思います。 

 先ほど、部長説明がありましたけれども、今

回、「社内の信頼関係に影響を与え、混乱を生

じさせたことを理由として、これに関与した2

名の管理職を懲戒処分とした」ということにな

っております。この懲戒処分をした2名という

のは、どういった管理職なのか。また、懲戒処

分の内容を詳しく説明していただきたい、この

2点をまずお答えいただけますか。 

【中村漁業振興課長】 今回は、漁業公社の取締

役会におきまして、県の調査結果を8月31日に

ご報告したわけです。その中で、取締役会とし
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て、過去に県の調査の中で10名の方からハラス

メントを受けた、あるいは見聞きしたという回

答があったということ、今回、また新たな追加

調査の中で3名から確認されたということもご

ざいまして、取締役と管理職の2名を処分する

ことが必要であるという判断に至ったものと承

知をいたしております。 

 処分の内容でございますが、1名につきまし

ては減給、もう一名につきましてはけん責、こ

れは県の訓告に相当するものというふうに伺っ

ております。 

【山田(博)委員】 取締役というのは、どういっ

た役職になるんですか。管理職というのもよく

わかりませんので、それを具体的に説明してい

ただけますか。 

【中村漁業振興課長】 役職については、取締役

常務ということでございます。それから、もう

一名の方は部長という役名がついております。 

【山田(博)委員】 そうすると、常務ということ

になりますと、これは代表権のある方になるわ

けですね。代表権、管理職ということになりま

すけれども、それ以外の方の処分は特段なかっ

たかどうかというのをお尋ねしたいと思います。 

【中村漁業振興課長】 懲戒処分は、この2名の

方でございます。 

【山田(博)委員】 そうすると、いいですか、こ

の漁業公社を管理している水産部の方としては、

この2名が懲戒処分になったということですが、

それに対してどのように考えているのか、見解

を聞かせていただきたいと思います。 

【中村漁業振興課長】 県といたしましては、こ

れらの再発防止と職場環境改善の指導を引き続

きしていきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 いやね、私は今回が初めてだ

ったらわかるんですけれども、平成26年11月に、

私はこの前の委員会でも言いましたけれども、

最初にあったのは私の地元の五島の人だったん

です。その相談を県当局に私はしていたんです。

していたにもかかわらず、今日までこんなに問

題が大きくなったから、私はこの質問をあえて

させていただいているんです。この方のご両親

からも、自分の子どもが辞める時には、二度と

こういったことがないように県当局もしっかり

やってくださいという話をしてもらいたいとい

うことで私は話をしまして、県当局もその時に

真摯に受け止めてやりますということで話を受

けとりました。それは間違いないか、まず、お

答えください。 

【中村漁業振興課長】 私どもの方で把握してお

りますのは、当時、山田(博)委員から、公社の

職員で休んでいる方がいらっしゃると。この休

職についての手続がどうなっているのかという

お問い合わせをいただいたのは記録として残っ

ております。 

【山田(博)委員】 私が誠心誠意言ったことがそ

れに残っていなかったわけですね。ちょっとね、

私も怒り心頭だよ。極端に言うと、自分たちに

都合が悪いことは記録に残していなかったとい

うことだな。言語道断じゃないですか、これは。 

 ということは、明らかになったのは、少なく

ともこの漁業公社の方に、その当時、百歩譲っ

てそういったことがあったとしても、県当局と

しては、この記録に、平成29年の7月3日に宅島

委員長の時、漁業振興課からいただいた資料の

中には、ちゃんと「平成26年10月に退職届を提

出したＡ社員から、『上司のパワハラ行為が原

因でうつ病を発症』との書面が公社に提出され

た」ということでありますけれども、この時に、

そのパワハラでそういったことがあったという

認識は十分されたかどうかというのをお尋ねし
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たいと思います。 

【中村漁業振興課長】 前回の委員会の時にも提

出しておりますが、この報告を受けまして、県

としてはハラスメントが疑われる事案があると

いうことは認識をいたしています。ただ、その

後については、当面経過を注視しようというこ

とで注視をしておったというのが事実でござい

ます。 

【山田(博)委員】 そうしますと、委員の皆さん

方もわかったと思うんですよ。平成26年10月に

そういった事案が発生して、それを認識してお

りながら、注視していて、結果的には今回の大

きな問題になったということです。 

 ということは、いいですか、水産部長、今回、

この時からずっと経過している中で、ただ単に

この公社の管理職2名だけを懲戒処分すればい

いという話にはならんのじゃないかと私は言っ

ているわけです。なぜならば、さっき言ったよ

うに、平成26年11月からそれはわかっていたわ

けだから。わかっていた結果、こうなったので

あれば、その漁業公社の常務の方と管理職の2

名だけを処分するだけではいけないのじゃない

かと私は言っているんです。それについて、次

長のお二人、私の質問に対して見解を聞かせて

いただけませんか。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ２時 １分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ３分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【中村漁業振興課長】 今、山田(博)委員からご

指摘がありましたように、平成26年の時点でそ

ういう事実については確かに把握をしておりま

した。ただ、こういう事態になるというのは想

定されてなかったことでございますが、会社内

にこのような行為が存在して、それを原因とな

って会社を退職せざるを得なくなったというお

話があることに対しては、公社に密接に関係し

ます我々県といたしましては、もっと早い段階

で対応できていればという思いは強く感じてい

るところでございます。 

 今回の事態を深く反省いたしまして、今後も

公社に対する関与を強化していきたいと思いま

すし、県と社員との意見交換の頻度を高めて、

一生懸命再発防止に取り組んでいきたいと考え

ております。 

【山田(博)委員】 私は、実はこの事件があって、

平成26年10月に退職されたご両親のところに

行ったんですよ。そうしたら、ご両親は、「先

生、覚えていただいていたんですね」と、その

時言われたのが、「自分の息子がもう辞めたか

らいろいろ言いたくないけれども、あの時、こ

ういうふうにきちんとしておけば、ああいった

ことはなかったのにね」ということを涙ながら

に訴えていたわけですよ。やっぱり子を思う親

の気持ちというのは私もわかるわけです。その

時にしっかりと対応しておけば、こんなことに

はならなかったわけだよ。 

 ましてや、私が言ったあの時の記録はたった

それしかなかったのかと、私も残念です、あれ

だけあなた方に言ったんだから。今回、深く反

省して、二度とこういったことがないようにし

てもらいたいですよ。 

 この長崎県漁業公社を所管しているのは長崎

県水産部ですよ。今、当初の報告書を見たら、

所管している水産部として、もうちょっと気持

ちがこもってもよかったんじゃないかと思って

いるわけです。だから、あえて言わせていただ

きました。 

 水産部に対して処分を求めるとか何とかじゃ
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ないんです、言葉がほしかったわけです、気持

ちがほしかったわけです。だから、あえて言わ

せていただいたわけでございます。ぜひご理解

をいただきたいと思っております。 

 それに関して、あと2～3点、この漁業公社の

件でお尋ねします。これは一部の新聞社に出て

いるんですが、今回の問題があってから社員に

何も説明していないということですが、ちゃん

と社員の方には説明したかどうかというお尋ね

が一つ。 

 そして、公社がハラスメント防止要綱を3月

に策定したというのがありますけれども、これ

は間違いないかどうか、その2点をまずお答え

いただけますか。 

【中村漁業振興課長】 まず、ハラスメント防止

等の要綱については、3月29日の取締役会で決

議をされております。 

 それから、社員への説明の件でございますが、

漁業公社に確認をいたしましたが、制定後、4

月21日には社内の掲示板と社内の休憩室に相

談窓口を設置いたしましたということを周知す

るためのチラシを掲示されております。それか

ら、この同じ日に県の方の相談窓口の担当者2

名が漁業公社を訪問いたしまして、この相談窓

口設置を周知するために、公社の職員と一緒に

職場を巡回させていただき、何かあれば相談を

してくださいということを社員の方に伝えてお

ります。一定の周知は図られているものと思っ

ておりますが、今回、改めて公社の方に確認い

たしましたところ、この要綱の全文を社員に配

付するというところまでは行っていなかったと

いうことでございましたので、県といたしまし

ては、改めて周知徹底を図ることを要請したと

ころでございます。 

【山田(博)委員】 私は、今回、この公社の問題

で、働きやすい職場環境にするために相談窓口

を設けたことをチラシで休憩室に張っています

よと、要綱はきちんと社員の皆さん方に渡して

いませんでしたから、後から配付しますよとい

うことは、担当課の課長としてこれで了とする

のか、どう思われますか。これだけ問題になっ

て、本来であれば、窓口はこうなったよときち

んと説明して、誠意を見せるのが一番あるべき

姿じゃないかと思うんです。その証として、要

綱も社員お一人おひとりに説明していないんだ

から、これが本当にこれから改善するという漁

業公社の姿として、皆さんが納得できるかとい

うと、漁業振興課長、誰が見ても誰が聞いても

納得しないと思うんですが、いかがですか。 

【中村漁業振興課長】 ただいま、委員ご指摘の

とおり、我々もこのような要綱をせっかくつく

ったものでありますので、やっぱりきちんと周

知しておく必要はあろうかということで、改め

て指導をしたところでございます。 

 漁業公社では、既に社員を一度集めまして、

これまでの経過や、先ほど出ました懲戒処分を

行ったことを社員の皆さんにご説明したという

ことですし、それから、この要綱につきまして

も配付をいたしております。それから、併せて

要綱の中に、年に1回、ハラスメントに関する

アンケートを実施するということを謳っており

ますので、そのことについても協力してくださ

いということで、管理職から社員に説明したと

聞いております。 

【山田(博)委員】 一部のマスコミが「隠ぺい体

質は変わらず」と書いていましたけれども、今

の状況であれば、こう書かれてもおかしくない

と思いますよ。これは漁業振興課長として、そ

の改善をしっかりやってもらわないと、水産県

長崎の県漁業公社でこういうことがあったとい
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うことは、まことに残念ですよ。そう思いませ

んか。この質問に関しては、ほかの委員からも

質問があると思います。私も限られた質問時間

ですので、これで終わります。 

 続きまして、県の常例検査のあり方について、

先ほど漁政課長からご報告いただきましたので、

それに関して質問します。 

 水産業協同組合法では、「行政庁は、出資組

合の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常

例とし、帳簿検査、その他の検査をしなければ

ならない」と書いてあります。これは間違いな

いかどうか、それをまずお答えください。 

【西漁政課長】 水産業協同組合法第123条第4

項において、毎年1回常例検査をしなければな

らないとなっており、本県におきましては、県

の実施要綱において、「常例検査は、原則とし

て全面検査により、2年に1回周期で実施する」

ということにしておりまして、これに基づいて

常例検査を実施しているところでございます。 

【山田(博)委員】 そうしましたら、水産業協同

組合法では毎年1回常例検査をしないといけな

いとなっているんですが、長崎県の場合には2

年に1回しかやってないと理解していいわけで

すね。 

【西漁政課長】 本県におきましては、県内の漁

協の組合数等を考慮して、県の実施要綱におい

て2年に1回というのを定めて実施していると

ころでございます。 

【山田(博)委員】 そこで、一部のマスコミで、

この時期に有明漁協に常例検査が入ったと報道

されています。大体、常例検査というのは総会

前に入ったりするんですけれども、この有明漁

協に常例検査が入ったのはなぜかというと、今

年の漁協組合の総会が開かれずに、マスコミで

は、多額の損失が出たのかとか、会計書類を調

べるようになっているということですけれども、

それは間違いございませんか。 

【西漁政課長】 この有明漁協につきましては、

今、委員からお話がございましたように、通常

であれば6月下旬に総会が開かれるわけでござ

いますけれど、それが開かれなかったというこ

とで、その後、県漁連の方でいろいろ会計の指

導をされたわけですけれども、なかなか決算の

状況が合わないということがございましたので、

県といたしましても、8月、それから現在の9月

において常例検査を実施して、内容の把握に努

めております。その結果を踏まえて、今後、改

善指導をしていきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 普通こういった事態というの

は、通常あり得るか、あり得ないか、それをお

答えください。 

【西漁政課長】 通常であれば、当然会計処理に

ついては法令等に従ってすべきでございますし、

総会が開けるように決算については整えた上で、

その総会の承認を得る必要があると思っており

ますので、通常はあり得ないことであると考え

ております。 

【山田(博)委員】 ということは、一言で言いま

すと、この漁協組合にこの時期に常例検査が入

っているということは、異常事態の、会計処理

に当たっているということで理解していいのか

どうか、それをお答えいただけますか。 

【西漁政課長】 今回のように決算書類が整わず

総会が開かれない状態というのは、通常ではな

いことであると認識いたしております。 

【山田(博)委員】 ちなみに、県内の漁協組合で

過去にこういったことがあったかどうか、そこ

だけお答えください。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 
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― 午後 ２時１５分 休憩 ― 

― 午後 ２時１５分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【西漁政課長】 一時的に決算関係書類の整理に

時間を要して総会が延びるということはござい

ますけれど、開かれない状態が長く継続すると

いうことは、これまでになかったことであると

いうふうに認識しております。 

【山田(博)委員】 そうですよね。今回のように、

長崎県で漁協組合の総会が開かれずに常例検査

が実施されるというのは、私も県議会議員を十

数年させていただいていますけれども、こちら

の宮内委員も経験がなかったと思いますよ。こ

れは次の委員会にどういった状況かというのを

きちんと報告していただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 一旦質問を終わりたいと思います。 

【麻生委員】 今回、太平洋クロマグロの資源管

理の問題が大きくなっています。この前、壱岐

を訪ねた時、6月、7月が休業ということで休ま

れておりました。漁ができないんだということ

で、それ以降、またこういう形で管理が厳しく

なりました。なおかつ、国際的な状況で、さら

に厳しくなってきて、資源管理をやるというこ

とになりました。 

 現場で聞くと、自分たちは漁に出たいけれど

も、こういうヨコワの状況が厳しくなってきた

と。今後、漁業をやっていく中で、先ほど松島

委員の方から、漁業の生産性、漁業者の年収の

問題の質問がありました。今後予想される状況

として、どういった対策が出てくるんだろうか

と。そして、今後、こういう人たちに対して対

策がとれるのかどうか。関連企業、漁協の皆さ

ん、影響が大きいので、その考え方も教えても

らえませんか。 

 併せて、今、イカが不漁ですよね。そうなる

と、勝本町なんかも大変厳しい状況になるんじ

ゃないかなと。離島の就労を担っているのは、

養殖業の大手はいいかもしれないけれど、沿岸

の漁民の皆さんは大変厳しい状況になってきて

いると。これを30年まで待ってくださいとか、

資源が回復するまで待ちなさいということにな

ると、一遍に就労されている方たちも生活でき

なくなっていくでしょうし、どういう形でやっ

ていけばいいのかということがあると思うんで

す。 

 今後、現場として、水産庁から、規制して捕

るなということで徹底は浜でされるんでしょう

けれども、片一方では生活があるわけですね。

そういった意味での対策を県として今後どのよ

うにしようとされているのか、お尋ねしたいと

思います。 

【中村漁業振興課長】 国際ルールとはいえ、こ

のように制限をかけられているということで、

現場の声としては、大変経営は厳しいという声

はあちこちで我々も聞いているところでござい

ます。ただ、やはり資源を回復して、将来にわ

たってクロマグロ資源を有効に活用していこう

という意味では、国際機関が合意してやってい

るところでございますので、これについてはや

はり協力をし、管理を徹底していく必要がある

と考えております。 

 現在、漁協の中で一つ工夫して取り組んでい

ることは、割当量がありますが、それを先取り

競争にならないように、今、個人ごとに漁獲量

を割り振って、これはIＱ制度といったような格

好になりますが、それに準じた形で、個人ごと

に割り振って、値段のいい時に捕っていこうと

いうことで、少しでも所得につながるような努
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力を今、壱岐や対馬の方でされております。そ

ういう取組をまず広げていきたいということと、

それから、公的制度としては何度も申し上げて

まいりましたけれども、漁業経営安定対策とい

うことで、共済制度と組み合わせた収入補てん

制度もございますので、それの加入促進につい

て、引き続き啓発指導をしていきたいと考えて

おります。 

 それから、クロマグロに代わって、新たな漁

業種類に転換していきたいという方もいらっし

ゃいますので、そのような方については経営支

援室の事業と連携して指導、助言に努めていき

たいと考えております。 

【麻生委員】 一部沿岸漁業者と、要は大型まき

網漁業者、こことの確執がどうしてもあるんじ

ゃないかと思っております。政治的には、まき

網漁業者といいますか、そういう漁業者の方が

捕る量が多くて、なおかつ沿岸の零細の人たち

が厳しい状況になってきているんですよ。どっ

ちかというと、県の立場としては、沿岸漁業者

に対する指導はできるけど、まき網だとか、大

型漁業者に対しては、なかなか政治的な状況が

あって指導が行きわたっていないんじゃないか

と思っているところです。 

 今後、県として、こういう零細な漁業者を守

りながら、国境離島新法もできて、地元で生活

してくださいと、まさに自分たちが体を張って

やってもらっているところに対して確執が出て

きているんじゃないかと思っているんです。 

 そういった中で、今、死活問題が出てきてい

るので、さっき漁業振興課長はいろいろ言われ

ましたけれども、私たちとしては、明確な指導

をしてもらわないと、本当に現場で話を聞くと、

一生懸命守っていらっしゃるんですよ、自分た

ちの出荷量も。勝本なんかで聞いた話では、皆

さん漁業の中でしっかり割り振られていますよ。

そういったところもあるので、私はきちっとそ

ういったところをどう今後されるのか、方向性

を見い出してやらないと。おじゃましたら就業

されている方が60歳を超えている方が多いん

ですよ。あと4～5年すると、退職だとか、漁に

ならないと。そうすると、関連業者が全部疲弊

してしまうんですよ。漁船をつくっているとこ

ろとか、修理するところとか。そういう島を守

っている人たちの漁業を取り巻く環境も全部疲

弊すると思うんですよ。その人たちの明確な方

向性の導き、指導にぜひ取り組んでいただきた

い。ロードマップじゃないけれども、今はまず

ここをやるんだということをつくっていただい

て、そういったものについての取組ができてい

るのかどうか、考え方も含めて教えてもらえま

すか。 

【中村漁業振興課長】 前段の大型まき網船との

関係でございますが、これは長年、いろいろト

ラブルも多かったんですが、しかし、最近では、

五島、壱岐、対馬、それぞれの沿岸漁業者と大

型まき網の漁業者の話し合いをする機会を水産

庁と我々が中心になって設定をしております。 

 操業状況につきましては、今のところ、比較

的円満にいっていると聞いております。ただ、

やっぱり大きな船でたくさん捕るということに

対する沿岸漁業者のお気持ちも十分わかります

ので、これからも引き続き、そういうトラブル

がありましたら、水産庁と連携して、間に入っ

て調整をしていきたいと思っております。 

 それから、クロマグロにつきましては、今回、

大型まき網漁業も自分の持っている枠500トン

を国の方に差し出して、250トンを小型漁の方

に振り分けるというような配慮も一定程度して

いただいておりますので、これからも引き続き
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国の方にその点を、沿岸漁業者の声を伝えなが

ら対応していきたいと思っております。 

 それから、全体の漁業所得につきましては、

漁政課長がお答えしましたように所得を把握し、

それに対する個別の漁業種類ごとの施策をいろ

いろ検討しながら、長崎県の全体の所得向上に

つなげていきたいと思っております。 

【麻生委員】 ぜひ、今までの浜の活用の問題を

含めて、今ありましたように、まさに離島で頑

張っていらっしゃる人たちは高齢化しておりま

すし、ぜひしっかりしたプランをつくっていた

だいて、2～3年先、資源が戻ってくる状況、そ

して、中には対馬なんかよく頑張っていらっし

ゃって、クロマグロの大型マグロをつくってい

る方もおられますよ。しかし、それは一部の方

だったと思っていますので、皆さんが生活でき

るような状況をぜひ示していただきたい。そこ

が県の水産部の皆さんの役目だと私は思ってお

りますので、どうか現場の皆さんに寄り添って、

明確な指導を、漁協の皆さんとしていただくこ

とをお願いしたいと思います。以上です。 

【渡辺委員】 漁業公社の関係で確認させていた

だきたいと思います。 

 この常務の人は銀行から来たというのを前回

聞いていたんですが、何歳の人ですか。 

【中村漁業振興課長】 65歳と伺っております。 

【渡辺委員】 要するに、この4年間で11名辞め

て、明らかにハラスメントがあったという実態

の中で、この4年間に11名辞めたということは、

管理職としての能力というんですか、65歳なら

ば、銀行業界に言って代わりの人を派遣しても

らうことはできないのか。65歳といったら、い

いかげん交代してもいい年じゃないんでしょう

か。そういう対策をとってもらわないと、抜本

的な解決にならないと私は思うんですが、その

辺の見解はいかがですか。 

【中村漁業振興課長】 前回もご説明いたしまし

たが、現在の常務につきましては、2期4年のお

約束で着任していただきました。実はこの6月

でその任期がいっぱいで、ご本人も退職の意向

でございましたが、その後任をその民間企業に

お願いしておりましたところ、ぎりぎりの段階

になって、今回は適任者がいないというご返事

をいただきました。そのために、急遽、次の後

任が見つかるまでという条件のもとで、現在、

継続をしていただいているところでございます。 

 併せまして、県としては、今、後任人事を急

いでいろいろなところと調整をしているところ

でございます。 

【渡辺委員】 それだったら、早急にそういう対

策を県の方としてしっかりとしていただくよう

に要望して終わりたいと思います。 

【宅島委員】 午前中の分科会では、あえて発言

をしませんでした。予算については、無事通っ

てよかったと思っております。 

 赤潮対策については、県も水産部、また知事

はじめ、すぐに対策をとっていただいて、県の

単独予算で約6,000万円の事業費を計上してい

ただいて、大変感謝をしております。 

 地元の方たちも喜んでいると思いますけれど

も、また2次被害とか、おさまってはおります

けれども、経営的な被害もまだまだこれから出

てくると思いますので、注視をして、いざとな

れば、また県の単独予算で補正予算を組むなり

の覚悟を持って臨んでいただきたいと思います。 

 また、先ほどから漁業公社の話が出ておりま

すけれども、先般、参考人招致で漁業公社の社

長に来ていただいて、この委員会で議論をさせ

ていただきました。その時にも、しっかり再発

防止の意見をお聞きしておりますので、どうか
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二度とこのようなことがないように、水産部と

しても注視をしていただきたいと思います。 

 それと、全く別の話になるんですけれども、

ここ最近よくテレビで出てくるんですが、宮崎

県でのチョウザメの養殖、全国的にもわっと取

材等々行かれて、今から伸びる産業だというこ

とで取り上げられております。長崎県において

は、例えばチョウザメの研究とかはされている

んでしょうか。総合水産試験場長にお聞きした

いと思います。 

【長嶋総合水産試験場長】 本県でチョウザメの

研究はやっておりません。 

【宅島委員】 長崎県自体、島原半島なんかでも

水が大変豊富で、そんなに設備費がかからない

ような地形とか、土地とかあります。かなりい

い値段でキャビアとかを日本から世界に輸出を

しているような状況が始まっていると聞いてお

ります。まだまだ、やっと成功事例が出てきた

という状況なので、日本でもやれるということ

が見えてきたので、二番煎じになるかもしれま

せんけれども、可能性としては世界に輸出でき

る商品を生産できるということで考えれば、長

崎県は大きな産地になるんじゃないかと思いま

すけれども、その意見をもとにちょっとご見解

を聞かせていただければと思います。 

【長嶋総合水産試験場長】 チョウザメの研究に

つきましては、委員ご指摘のとおり、宮崎県で

はかなり以前から、もう10年以上になると思い

ますが、続けてやってこられています。その成

果がようやく最近実り出したものとお聞きして

おります。水の問題、それから、宮崎県は山の

中で養殖されておりますけれども、親魚をロシ

アだったか、極東の方から仕入れて研究されて

いるとお聞きしております。 

 ただ、これまでの長い積み重ねがあって今が

あります。我々がこれから追いかけてどこまで

やれるかわかりませんけれども、まずは宮崎県

の方から情報を取りまして、そこらあたりの現

状をきちっと踏まえた上で検討してまいりたい

と思います。 

【宅島委員】 ありがとうございます。キャビア

と聞くと、海水で育てるというイメージが我々

はあるんですけれども、山の中で、真水で養殖

できるんですね。だから、中山間地の多い本県

にとっても、絶対チャンスがあると思ったので、

水産部長、ぜひチョウザメにも興味を持ってい

ただいて、研究していただければと思います。 

 それと、今回、いろんな漁港施設も被害に遭

われて、補正予算の計上もあっておりましたけ

れども、特に、今後、老朽化してやり直さなけ

ればいけない大きな漁港とかございますか。 

【中田漁港漁場課長】 今現在、機能診断という

のを行っておりまして、その結果に基づいて必

要な改良については、今後、対応していきたい

と考えております。 

【宅島委員】 大事な港がしっかりしてないと、

漁師さんたちも安心して仕事ができませんので、

しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 とにかく県民所得の向上を知事も大きな柱に

掲げられております。水産にかかわる人たちの

漁業所得をいかにして上げるか、これは水産部

に課せられた使命だと思いますので、どうか皆

さん方が知恵を絞って、所得向上につながるよ

うに頑張っていただきたいと要望して終わりま

す。ありがとうございました。 

【外間委員】 漁業公社につきまして1点意見を

述べさせていただきます。 

 前回の委員会に引き続き、漁業公社について

委員からのご指摘を聞いておりまして、ますま

すこの漁業公社の組織の隠ぺい体質、あるいは
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組織のあり方にやはり問題があるということを

感じ取りました。現在、役員は、監査役を含め

て12名中11名が非常勤でございます。そして、

正社員、非正規雇用、季節雇用というふうに複

雑に職員の組織も多様化していると。前回、副

知事はこの会社の代表取締役として、組織のあ

り方についてしっかりと見直すという力強いお

言葉をいただいて、一定了としておりましたが、

やはりこのような組織が隠ぺい体質や、あるい

はパワハラ等を含む問題を引き続き起こすおそ

れがあると。しっかりとこの組織の体制のあり

方というものを、60％出資している県としては

その責任は重いと私は思っておりますので、最

後に水産部長、漁業公社について、副知事に代

わってのご見解をいただいて終わりたいと思い

ます。 

【坂本水産部長】 私も今年の6月から非常勤で

はありますが、漁業公社の取締役の一人として、

本件の問題については関わってきました。委員

ご指摘のように、いろいろ問題を抱えている公

社でございますけれども、長崎県の水産業の振

興を底支えするという重要な役割を果たしてい

る組織でございます。 

 県といたしましても、これまで以上に積極的

に関与して、皆さんが働きやすい職場づくり、

あとは経営改善を図る、委員からご指摘のあっ

たいろいろな方々、雇用の形態、そういったと

ころも見直していく必要もございますので、引

き続き県としてもできる限りの支援を行ってま

いる所存でございますので、ぜひともその点ご

理解いただければと考えております。 

【中島(浩)委員】 経営改善ということで、これ

から後任人事があって、しかるべき人が現場の

主導を握られて、しっかりと経営改善をしてい

かなければならないと思っております。 

 そこで、これまでの退職者も含めて、技術者

の方が現状足りているのか。と申しますのも、

例えば、いろんな病気が発生したりしました。

そういうのは、管理上、そういった技術者がし

っかりと足りているのかというのを思います。 

 もう一点、施設が、衛生上、いろんな形で老

朽化しているのではないか。その辺がはっきり

わかっているのであれば、その辺も設備投資、

改修なりをやっていかなければならないのでは

ないかと思っております。 

 1点気になるのがクルマエビです。これは種

苗放流事業として橘湾も放流をやっていたんで

すけれども、これも中止になっております。こ

れは確認ですけれども、深江の漁協の方のクル

マエビの稚魚もこれに該当するのかなと思うん

ですけれども、一度お話をお伺いした時に、こ

れはウイルス性の疾病、ＰＡＶというんですか

ね、これは一度そういうのが発生してしまうと、

そこの水槽ではもう種苗生産はできないという

ことでしたので、この事業はもう終わってしま

うのかなと。そうなってくれば、ほかの事業で

その分をカバーしていかなければならないのか。

それとも、新たな整備投資をして、クルマエビ

も地元でしっかりと放流できたり、販売したり

できるのか、その辺をお伺いしたいと思います。

（発言する者あり） 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ２時３８分 休憩 ― 

― 午後 ２時３８分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【中村漁業振興課長】 まず、1点目の技術者の

関係でございますが、今日ご報告しました11名

が退職されております。その代りには9名の方

をまた採用しております。ただ、若い方が多く
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て、経験という点からいったら、今、鍛えてい

る最中でございますので、これからしっかりそ

こも含めて指導していきたいと思っております。 

 それから、施設の老朽化でございますが、県

の栽培漁業センターは昭和53年にできた施設

でございますので、もう約40年近く経っており、

老朽化も目立っております。ただ、最低限必要

なところは、順次、国の予算などを使いながら

更新をしているところでございます。 

 最近では、平成25年に3億6,000万円かけて魚

類棟、あるいはナマコ棟などを新設いたしまし

た。それから、今年度は種苗生産の要でありま

す水を浄化するろ過槽を、これも2億7,000万円

かけて整備をすると。厳しい中にありながらも、

国の予算を活用しながら、そのように施設の整

備を進めていきたいと考えております。 

 それから、クルマエビについては、委員ご指

摘のとおり、ウイルス性の疾病が出て需要に応

えることができませんでした。現在、漁業公社

としては、当面クルマエビを再開する見通しは

ございません。九州の他県に非常に大手でやっ

ていらっしゃるところがあって、価格的にも競

争しなければならないという事情もあります。

地元にはご迷惑をかけるところでございますが、

やむを得ない措置として、クルマエビについて

は、当面やっていかないという状況になってご

ざいます。 

【中島(浩)委員】 ご報告のとおり、9名の方を

新たに採用ということで、恐らくこの仕事とい

うのは非常に技術に長けていないと、こういっ

た病気が起きたりするかもしれませんので、ぜ

ひしっかりとした教育、指導をしていただきた

いのと、設備もその都度更新しておられるとい

うことです。しかし、本体が40年近く経ってい

るということであれば、しっかりと設備点検と

か、必要な措置は行って、経営改善に取り組ん

でいただきたいと思いますので、その辺は要望

しておきたいと思います。 

【近藤副委員長】 私は、要望を一ついたします。 

 上五島は、養殖業者が結構多いんです。その

中でこの公社を頼っているところはかなり多い

んです。それで、この公社からのご意見、ご指

導等を直接聞いて、そこで一生懸命養殖業を営

んでいる方も結構おられるんです。だから、漁

業者に対しての漁業公社の役割といいますか、

信頼度というのは結構高いものだと私は思いま

す。地元で話をしたら、そういうご意見が出て

くるんです。 

 そういう中でこういう問題が出てきたのはち

ょっと残念なんですけれども、ここは公社を長

崎県がしっかり支えていただいて、やっぱり漁

業者はそれを信用して生活を営む養殖をやって

いますから、今からこういう問題が出ないよう

に、また、もっとみんなに信用されるような、

現在も技術とかは信頼されているんですから、

そういうのをしっかり漁業者に伝えていくよう

な公社にしていただければと思います。これは

要望です。終わります。 

【大久保委員長】 しばらく休憩します。 

 再開を午後3時といたします。 

 

― 午後 ２時４３分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ０分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 ほかに質問はございませんか。 

【山田(博)委員】 先ほど、陳情番号32番に関し

て資料提供をいただきましたので、この資料の

説明をしていただきたいと思います。 

 ポイントを絞ってお願いしたいのですが、ま

ず、さんご漁業の許可申請にかかる提出書類を
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具体的に。特に事業報告書または計画書という

ところを詳しく説明していただきたいのと、現

在、さんご漁業の許可を持っている5つの船舶

の水揚げが平成20年から出ておりますけれど

も、これは水揚量しか入っておりません。操業

日数も含めて明確にお答えいただきたいと思い

ます。 

【中村漁業振興課長】 午前中の資料提出要求に

基づきまして、お手元に漁業振興課と書いた資

料をお配りいたしております。 

 まず、1ページがさんご漁業許可方針という

ことで五島振興局が作成しているものでありま

す。この中には許可の対象者、操業区域、2ペ

ージにいきまして操業期間、許可の期間、許可

の条件というものが書いてあります。 

 3ページ目が許可の切り替えに当たりまして

公示しました5隻が許可の限度ですよという定

数を示した告示でございます。 

 それから、4ページ目が、この許可申請に当

たって必要な提出書類ということになっており

まして、長崎県漁業調整規則第7条第1項及び同

条第6項の規定に基づき、下に書いてある提出

書類を求めているところでございます。その中

には、申請書、申請理由書等々の中身と、先ほ

ど山田(博)委員がご指摘の事業報告又は計画書

となってございます。 

 5ページ目が、現在許可を出している船舶の

名前の一覧表、5隻ということでございます。 

 それから、6ページ目が最近の水揚状況、漁

獲報告から拾い上げたものでございまして、漁

獲報告は水揚量を報告してくださいということ

ですので、操業日数については把握をしており

ません。 

【山田(博)委員】 それでは、お尋ねしますけれ

ども、漁業振興課長、事業報告書又は計画書と

いうのは、具体的にどういったものを記入する

のか、説明していただけますか。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ３時 ３分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ９分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【中村漁業振興課長】 許可の申請に当たって必

要な書類の中の事業計画及び事業報告について

の内容でございますが、事業計画書につきまし

ては事業を実施する主体名、資金計画、それか

ら収支計画を記載していただきます。事業報告

書については、使用した船舶、それから収入の

状況、支出の状況を記載していただくというこ

とになっております。 

【山田(博)委員】 そうすると、漁業振興課長に

お尋ねします。 

 事業計画書は資金計画とか収支だと、事業計

画もそうですけれども、その中で平成20年から

平成26年は、これはゼロだったんですね。平成

27年は57キロ、平成24年は142キロありますけ

れども、この中でお尋ねしたいのは、今、さん

ご漁業の許可をされている船のうちの水揚量が

ゼロだった船は何隻だったのか、お答えくださ

い。 

【中村漁業振興課長】 この実績は、5隻のうち

の1隻のものでございます。 

【山田(博)委員】 この水揚量というのは、1隻

の分しか提出していないんですか。確認ですけ

ど、もう一度お願いします。 

【中村漁業振興課長】 残りの4隻については、

漁獲実績がないという報告をいただいておりま

す。 

【山田(博)委員】 そうしたら、いいですか、委

員の皆さん、おわかりですか。先ほど、事業報
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告書、事業計画書、船を維持するには収入がな

いといけない。その中で許可は3年ごとに更新

しないといけない。その収入がないにもかかわ

らず、今日に至っているわけですね。 

 それで、漁業振興課長としては、収入・支出

が過去10年近くほかの船は水揚量ゼロだった

んですね。その切り替えをする時に、そのまま

ずっとしていたということを認めたということ

なんですね。もう一度言います。このさんご漁

業の許可を申請する時に提出する事業報告、事

業計画書には資金計画とか、事業をする時の収

入がないといけないわけですね。その過去10年

間、収入がゼロだったんです。何回も切り替え

をしているにもかかわらず、それでも許可をし

たと私は理解するわけでございますが、間違い

ございませんか、それだけお答えください。 

【中村漁業振興課長】 この許可に関する申請書

については、さんご漁業に限ったもので申請を

してきますので、収入・支出については他の漁

業をやっている場合は、別途そういうものがあ

るかと認識をいたしております。 

【山田(博)委員】 漁業振興課長、そんなに話を

すり替えないでくださいよ。私が言っているの

はさんご漁業に関して言っているんですよ。ゼ

ロか、ゼロじゃないかを確認しているかと言っ

ているわけです。いかがですか。 

【中村漁業振興課長】 実績について報告をいた

だいていますので、この4隻についてはゼロだ

ということは報告を受けております。承知して

おります。 

【山田(博)委員】 そうすると、事業計画は、収

入がないのにやって、これを許可するというの

は、許可のあり方として精査をしているのかと。

ましてや、操業日数はどれだけあるのか。操業

しても水揚げがない場合もあるかもしれません

けれども、操業日数は確認してないわけですね、

漁業振興課長、しているか、してないか、それ

だけお答えください。 

【中村漁業振興課長】 操業日数は確認をしてお

りません。漁獲実績報告書という格好で報告を

いただいております。 

【山田(博)委員】 そういった中で、この許可の

あり方について、漁業者の方としては本当に操

業の意欲があるのかないのか、いいですか、水

産部長、これを見ていただいておりますか。過

去10年以上収入がないんです。その中で切り替

え、切り替えして、資金繰りだ、事業計画だと

いうことで出して、これを認めているわけです

よ。今、私が質問しているのは、本当に操業意

欲があるとしてこれを許可しているのか、その

許可は活かされているのか検証しないといかん

のじゃないかと言っているわけですよ。果たし

て、それをした上でこの許可の更新をやってい

たかというのをお尋ねしているわけです。それ

はいかがですか、漁業振興課長。 

【中村漁業振興課長】 今回の切り替えに当たり

ましては、書類の審査と併せて操業意欲を直接

聞き取りをいたしましたし、着業検査といいま

して、実際に船がさんご漁業に着業できるか、

準備ができているかということも確認した上で

許可をしております。 

 漁業調整規則においては、申請者が適格性を

有する者でない場合は不許可にするという条項

がありますが、漁獲実績がないということだけ

の理由をもって、それを不許可とすることはで

きないと考えております。 

【大久保委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ３時１５分 休憩 ― 

― 午後 ３時１６分 再開 ― 
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【大久保委員長】 委員会を再開します。 

【山田(博)委員】 漁業振興課長、先ほど話があ

りましたけれども、今回は操業意欲があるかど

うかをチェックしましたけれども、今まではし

てなかったわけですね。お尋ねしますが、今回

はしたということは、今まではしていなかった

ということですね。 

【中村漁業振興課長】 申請書類の審査、それか

ら着業検査は、五島振興局で実施しているもの

と判断しております。 

【山田(博)委員】 と思いますじゃなくて、確認

してからしっかり言ってくださいよ。今言われ

たことは確認しましたか、漁業振興課長。なぜ

かというと、この水揚量だって、過去5年しか

わかりませんと言いながら、長崎新聞の平成27

年9月1日に過去10年間の漁獲量が掲載されて

いるじゃないかといったら、あなたたちは初め

て私に答えたじゃないですか。 

 水産部長、水産部としてよくないところはこ

こですよ。資料請求しているのに、「わかりま

せん、わかりません」と言って、マスコミには

答えていて、県議会議員が追及したら出すと、

そんなことをしたらいかんよ。漁業振興課長、

今言ったのは確認してくださいよ。確認した上

で言っているか、言ってないか、それだけお答

えください。 

【中村漁業振興課長】 今回の切り替え以前の分

については、再度確認をしたいと思います。 

【山田(博)委員】 ぜひそういうふうにお願いし

たいと思います。 

 これは前任者である水産部次長、このやりと

りを聞いていて、この許可のあり方というのは、

ただ単に許可を持っているよりも、きちんと見

直しをしないといかんのじゃないかということ

を私は言っているわけですよ。 

 今回のやりとりを聞いて、私は後で議事録を

きちんと見て漁業者の方と話をしたいと思いま

すけれども、許可のあり方として、手続上、こ

れを不許可にする条件がないとできないとかと

いう話がありましたけれども、操業意欲がある

かということをもっときちんと精査しないとい

かんのじゃないかと私は言っているわけですよ。

今まで、操業も何もしてないような状況の中、

これは近藤副委員長、このさんご漁業の許可と

いうのは5隻しかもらえないんです。ほかのも

のとは全然違うんですよ。大切な許可の権限が、

これを意欲がある人にも、きちんと公平にわか

るようにしないといかんと言っているわけです

よ。既得権益みたいにするよりも、有効活用で

きる漁業許可であるべきじゃないかと私は言っ

ているわけです。水産次長、見解をお聞かせい

ただけますか。 

【髙屋水産部次長】 今の件に関しましては、以

前も一度お話ししたことがございますが、私ど

も県知事許可のあり方として、なぜ許可漁業に

なっているかというと、効率漁法が非常に多い

わけですね。ですから、一旦禁止をして、禁止

を解除して許可をするということです。ただし、

その範囲内であれば、効率漁法であるから、漁

家経営にとってはプラスであるという判断をす

べきだと思います。 

 そういった中で、実際高齢化であるとか、そ

の他何らかの事情で許可を持っているにもかか

わらず、既得権益のような形で眠ってしまって

いる許可があるのではないかという反省をいた

しまして、その時お話ししたとおりでございま

すけれども、調査をいたしまして、後継者とか、

新規着業者の問題もありますので、確かに意欲

がある方々がいらっしゃるのであれば、その眠

っている許可は本人から強引に引きはがすこと
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はできませんので、当然漁協も間に入っていた

だいて、ご理解の上で、「私は高齢で海に出ら

れないから後継者がいるならば譲るよ」という

ような形にもっていくように、県も積極的にそ

こは関与して許可のあり方は見直していこうと

いう方針で今臨んでいるところでございます。 

【山田(博)委員】 それはごもっともですね。そ

うしたら次長、今回のさんご漁業の許可に関し

てもそういった方針で臨んでいかれると理解し

ていいわけですか。これは以前から操業のあり

方というのは全部わかっていたと思うんですよ、

一番わかっているのは出先なんですから。それ

を本庁はわかりませんということじゃないと思

うんですよ。 

 今、水産部次長が言われるのはごもっともで

す。おっしゃるとおりです。それで漁業振興課

長も、今後、そういった方針でさんご漁業の許

可に臨んでいかれるのか、お答えいただきたい

と思います。 

【中村漁業振興課長】 漁協と相談しながら、現

在の5隻の方の操業状況を確認しながら対応し

ていきたいと思います。 

【山田(博)委員】 ぜひお願いします。本当に操

業意欲があって一生懸命やっているわけです。

もったいないじゃないですか。委員の皆さん方

もわかるように、ほかの4隻の方は水揚げが過

去10年なかったんですよ。それも5隻しかない

貴重なさんご漁業の許可なんです。これを私が

質問しているのは、もっともだと思うんですよ。

特に離島県長崎、水産県長崎で、この漁業許可

のあり方をきちんと審議するのは政治家の務め

なんです、要望書がきているわけだから。この

中身を見たら、皆さん方も十分ご理解いただい

たのではないかと思います。決して、我を通し

ているとか何かじゃなくて、本当に長崎県の水

産のあり方を直すための一つの事例として、ぜ

ひご理解いただきたいと思っております。 

 続きまして、他県との操業区域制限について

事前通告しておりますので、お尋ねしたいと思

います。 

 これは壱岐海域におきまして、佐賀県と長崎

県の海区の漁業の操業に関する覚書というのを

昭和38年12月6日にされております。それ以降

に何度か改正されて、最近は平成9年に改正に

なっていると思いますが、間違いないか、それ

をお答えいただけますか。 

【中村漁業振興課長】 委員のご指摘の中身は、

長崎県と佐賀県がまき網漁業の入漁について覚

書を交わしたものでございます。今、山田(博)

委員からありましたように、一番最初が昭和38

年12月に契約を締結し、その後、昭和41年改正、

それから昭和63年改正、それから平成9年に改

正という格好で現在まで続いているものでござ

います。 

【山田(博)委員】 今、長崎県の漁業者も大変厳

しい漁業環境の中、取り組んでいるわけですけ

れども、この平成9年からもう20年経っている

わけですね。それで、改めて関係者の方々の意

見を聞きながら、まき網漁業の入会操業に関す

る覚書を、双方が納得いくように、もう時間も

経過していますから、改めて意見を聞きながら

取り組むべきと私は思いますが、いかがでしょ

うか。 

【中村漁業振興課長】 最後に佐賀県から本県の

方に入漁があったのが平成12年10月まででご

ざいました。それ以降はお互い入漁していない

という状況でございます。まき網の漁というの

は、水産資源の状況によって大きく変動します

ので、今は双方とも入漁しておりませんが、今

後、漁の模様によっては入漁する可能性が全く
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ないとは言えないものでございます。 

 ただ、山田(博)委員ご指摘のとおり、まき網

漁業を取り巻く環境の変化もございますので、

見直しの必要があるのか、関係する漁協、長崎

県まき網漁協、それから覚書の相手方である佐

賀県からご意見を伺ってみたいと思っておりま

す。 

【山田(博)委員】 水産部長、今日見たらわかる

でしょう。一日ずっと答弁されるのは漁業振興

課長ですよ。この委員会が終わったら労をねぎ

らっていただけませんか。本当に私は中村課長

とは親しくしているけれども、たまたまこの担

当をしているから質問しているだけです。本当

に申し訳ございません。別にあなたが嫌いとか

言っているわけじゃないんですよ。あなたを大

変評価しているけれども、たまたま担当課長で

すので、ご理解いただきたいと思っております。 

 続きまして、監査のあり方について、常例検

査の件で質問します。先ほど、漁協組合の監査

は、水産業協同組合法におきましては年に1回

となっているんですね。しかし、現在は2年に1

回ということになっております。漁政課長、今

後もそのようにやっていくのか、それだけお答

えいただけますか。 

【西漁政課長】 現在の漁協の数、県の体制の中

では、現在の2年に1回というのを基本的には維

持していきたいと思っております。ただ、今後、

漁協の状況も変化していく可能性がありますの

で、その辺は時代の変化に応じて、どういった

対応が必要かというのは、常に検討していきた

いと考えております。 

【山田(博)委員】 漁政課長、いいですか、水産

漁業協同組合法では年に1回になっているんで

す。その法律に基づいて、行政庁は年に1回に

なっているんです。しかし、長崎県は2年に1回

しかしませんと。これが妥当か妥当じゃないか

というのを、私は頭が悪くてわからんから、次

長がお答えください。これが妥当と思いますか。

組合法は年に1回となっているんです。長崎県

は2年に1回しているんです。 

【髙屋水産部次長】 お答えします。 

 実は、私も組合金融班の担当をしておりまし

た時期もございまして、その件については水産

庁ともやりとりをしたことがございます。そこ

の条項の解釈につきましては、法令上1年とな

っているけれども、例えば漁協対検査員のマン

パワーの問題、もしくは遠隔地にある時に対す

る予算上の問題等があって、年に1回必ずでき

ないという事情がある場合は、必ずしも1年に1

回でなくても、法令的には認められるという解

釈を私は水産庁からいただいた覚えがございま

す。 

【山田(博)委員】 わかりました。次長がいただ

いたわけですね。漁政課長は今の貴重な解釈を

いただきましたか。髙屋次長は、組合金融班の

担当の時にいただいたそうです。あなたはいた

だいたか、いただいていないか、それをお答え

ください。 

【西漁政課長】 私は、水産庁から直接そういう

お話を聞いたことはございませんけれども、た

だいま髙屋次長がお話した見解に従って、現在、

本県においては2年に1回していると認識をい

たしております。 

【山田(博)委員】 わかりました。では、水産庁

のどこの部署か後で教えてください。私も確認

します。これは大切なところだから。 

 それで、常例検査のあり方で、本庁と地方機

関の役割分担とありますけれども、「補助金に

ついては地方機関が事務執行を担っているが、

事業採択の決定は本庁が行っている」とありま
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す。では、お尋ねしますけれども、この常例検

査をやる課はどこにあるのか、補助金の事業採

択の決定権があるのはどこの課にあるのか、そ

の2つをお答えください。 

【西漁政課長】 まず、常例検査の担当課につい

ては、漁政課の中に組合金融班がございますの

で、漁政課でございます。 

 補助金については、それぞれの担当課でいろ

んな補助金がございますので、それぞれの担当

課において、いろいろな手続を経て意思決定を

していると認識しております。 

【山田(博)委員】 では、事業採択の補助金は、

漁政課はあるのか、ないのか、それをお答えく

ださい。 

【西漁政課長】 一つの例で申し上げますと、漁

政課においては新水産の補助金がございます。

新水産の手続につきましては、漁業者、漁協か

ら計画が地方機関を通じて上がってまいりまし

て、漁政課の方で取りまとめて、審査会を部内

でつくり、各課長が中に入って、複数の目で見

た上で補助金の採択については検討し決定をし

ているという状況でございます。 

【山田(博)委員】 そうすると、事業採択をする

新水産は1年間に何件あって、どれだけの漁協

組合から受けて決定しているか、大体数はわか

りますね。いいです、漁政課長、数を言えとか、

そんないじわるなことは言いません。多分頭に

入っていますから、いいんです。 

 漁政課長、そうしますと、補助金の検査をす

るところは漁政課、補助金を採択するのも漁政

課、それではっきり言ってできるのかと。 

 水産部長、いいですか、農林部はこういった

組合の監査をするところは団体検査室として独

立しているんです。だから、水産部も、本来で

あれば独立した組織を持ってきちんとやった方

がよろしいんじゃないかと思うんです。 

 なぜならば、先ほど髙屋次長がおっしゃった

ように組合金融班がやっていますね、その組合

金融班を所管する課長は誰かといったら漁政課

長でしょう。新水産の補助金の採択をする課長

は誰かというと漁政課長でしょう。これで果た

して常例検査が、何か問題がありましたか、次

長、答弁したいのだったら、どうぞ。 

 そういった中で、果たして常例検査をすると

いうのはどうかというのがあるんです。ここは

やっぱり、この場で組織のあり方というのを、

知事部局でも水産部でも検討しないといかん大

きな課題の一つだと思いますので検討していた

だきたいと思います。せっかくですから、漁政

課長の隣の木山次長、この件について何か見解

がありましたら、ぜひお答えください。 

【木山水産部次長】 委員ご指摘の中で、先ほど

漁政課長が具体的な補助金のお話をさせていた

だきましたけれども、予算の所管等につきまし

ては新水産については漁政課となっております。

先ほど申し上げましたとおり、新水産の審査会

におきましては、漁政課長も当然入っておりま

すけれども、委員長は私が務めさせていただい

ておりまして、そのほかにもう一人の次長も入

っておりますし、参事監も入っております。全

ての課長の同席のもとに、各1件ずつの案件に

ついて、要綱に適合しているかどうかという部

分について審査はさせていただいております。 

 また、組織についてお話がございましたけれ

ども、午前中にもお答えしましたとおり、水産

部と農林部の違いはございますけれども、効率

的に、公平・公正に検査等は実施しなければい

けないというところは当然でございますので、

大きな組織の考え方については、今後も研究は

引き続きさせていただきます。 
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【山田(博)委員】 研究というのは、大体しない

んだもんな、大体しないんだよな。それはそれ

でいいというわけではないけれども、これは独

立性を持たないといかんわけですから。審査の

あり方としてはそれでいいんですよ。所管して

いる漁政課として、そこの中に補助金の採択を

するところと検査をするところが一緒の課の中

にあるというのはいかがなものかと言っている

わけです。それで、問題ありませんと、ちゃん

とやるんですというのであれば、それはまた次

の委員会でしっかりここは議論をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 私は、何度も言いますが、これは農林部方式

でやらないといかんと思っているんです。水産

部長、最後にこの件に関して質問します。 

 水産庁は組織上、私が言ったように独立して

いませんか。どうですか。なぜなら、国は会計

検査があるでしょう。あれは完璧に独立してい

るんですよ。水産部長、私と漁政課長とのやり

とりを聞いて、この検査のあり方について見解

を聞かせていただけますか。 

【坂本水産部長】 会計検査は事業の会計検査と

いうことでして、今回議論になっているのは組

合に対する検査ということでございますので、

意味合いが異なります。水産庁における常例検

査の所管部署につきましては、手元に資料を持

ち合わせておりませんので、委員にはのちほど

説明させていただきます。 

【山田(博)委員】 改めて、それは水産部長、あ

なたの部下から、また詳しい状況を説明してい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。時間がきたので、一旦終わります。 

【大久保委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかに質問がないようですの

で、（発言する者あり）まだ質問を続けますか。 

【山田(博)委員】 時間もきておりますので、短

く終わりたいと思います。 

 サメによるマグロ養殖の被害状況というのを

事前通告しておりますので、お答えいただきた

いのと、漁協組合の高齢化に伴う採用状況につ

いて、まず、この2点をお答えいただけますか。 

【中村漁業振興課長】 県内全てのクロマグロ養

殖業者43業者、50事業所にアンケートを実施さ

せていただきました。その結果、サメによる被

害がありと回答がございましたのは、五島の4

つの事業所からサメによる被害があるというこ

とでしたが、被害の内容は養殖生けすの網が破

られたということで、人的被害や養殖魚の逃亡

や死亡という被害はなかったと伺っております。 

【西漁政課長】 まず、県内の漁協の高齢化の現

状でございますが、平成28年度末における60歳

以上の組合員の割合は、県全体で72％、本土地

区が70％、離島地区が73％ということで、離島

地区が若干高齢化率が高いという状況でござい

ます。 

 今後の対応状況というか、見通しでございま

すが、過去5年間の状況を単純に活用して算出

いたしますと、5年後には組合員が約30％程度

減、10年後には約半数ほど減する、現時点で単

純に計算しますと、その可能性も考えられるの

ではないかと考えております。 

 今後の対応状況でございますが、大きな方向

性としては、組合の組織強化・再編に取り組ん

でいく必要があると考えておりまして、現在、

漁協の何らかの合併協議の組織が県内に8地区

ございまして、その中で参加漁協としては合計

しますと31漁協で何らかの合併に向けた協議

がなされておりますので、その地区を中心にし
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て、県の活動経費における支援とか、合併後の

施設整備における支援とか、そういった支援を

最大限活用して合併協議の取組を支援していき

たいと考えております。 

【山田(博)委員】 漁業振興課長におかれまして

は、サメによるマグロ養殖の被害状況のアンケ

ートをしたということでありますので、それを

後でいただけませんか。事前にもらっていたら

こんな質問をする必要はなかったんです。 

 漁協組合員の高齢化に伴う件ですけれども、

今の状況がわかっているのであれば、今後どの

ような対応を水産部として考えているのか、ま

とめて次の委員会に報告していただけませんで

しょうか。 

 続きまして、あと3つです。今、被害を受け

ている漁業者がいる中で、漁船保険の支払いま

での期間が長くなっておりまして、漁業者は大

変困っているという声が多く寄せられておりま

す。この漁船保険の対応状況について、確認し

ていただきたいと事前に通告しておりますが、

答弁をいただきたいと思います。 

 また、現在、漁業者の新たな漁具や漁法によ

って、漁業者の所得向上をどのように取り組ん

でいるのか、具体的な事例を示していただきた

いと思います。 

【中村漁業振興課長】 1問目の漁船保険の関係

でございますが、日本漁船保険組合長崎支所の

方にお尋ねをいたしました。この4月から全国

一つの組織に合併されたわけですが、合併によ

って事務手続が大きく変わったということはな

いというご返事でございました。 

 保険金の支払いまでの期間というのは、事故

の内容とか、窓口業務を行っている漁協からの

関係書類の提出状況とか、そういった個別の事

案によって異なってきますということですが、

保険金請求を受理してから支払いまでの期間は、

今までに比べて、平均してみれば延びたところ

はないのではないかというご返事でございまし

た。一般論として、保険金の支払いには審査や

査定というのが必要になってくるでしょうし、

複雑な事故の場合は時間を要することもあろう

かと思われます。漁船保険というのは、当事者

間の契約でございまして、個人情報でもありま

すので、審査の状況等については、できました

ら、ご本人様が直接漁船保険組合の方にお尋ね

いただく必要があるのではないかと思っており

ます。 

【川口経営支援室長】 新たな漁具・漁法による

漁業者の所得向上対策でございますが、これに

つきましては、個人の経営指導ということで平

成27年度から取組を行っております。平成27年

度につきましては、15名の方が経営改善計画を

策定されまして、それに基づいて現在取組を行

われておりますが、新たな漁法を新規に入れた

という方が1名、それと4名の方が今まで操業さ

れてなかった時期にイカ釣り漁業を導入された

という事例がございます。 

 平成28年度につきましては、3名の方が新規

の漁業に取り組んだということでありますとか、

4名の方が魚種拡大に取り組んだという事例が

ございます。 

【山田(博)委員】 新たな魚種として4名の方が

導入されたということですけれども、その方々

は、将来、どれだけの所得向上につながるかと

いうのを後で資料をいただけませんか。具体的

に今取り組んでいる経過も含めて、後で資料と

してお願いしたいと思います。 

 先ほどの漁船保険の対応状況ですけれども、

確かに個人情報があっていろいろ言えないとい

うこともあるかもしれませんが、これは漁業者
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の生活に直結することですから、速やかに事務

手続をしてもらうように、これは漁業振興課か

ら各漁協組合に要請をしていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 最後に、参事監、今、対馬海峡地区の国直轄

フロンティア事業というのがありますね。この

スケジュールは今後どのようになっていくかと

いうのを明確にお答えいただき、11月定例会に

どこまで調査設計しているところが報告できる

か、お答えいただきたいと思います。 

【中村水産部参事監】 国直轄のフロンティア事

業の今後のスケジュールについてのお尋ねでご

ざいます。 

 国では、本年9月から10月にかけまして、整

備予定箇所、この予定箇所というのは対馬沖、

美津島の黒島灯台の東約14キロのところにご

ざいます。その設置予定箇所において、まずは

流況、水質、深浅測量、地質調査、そして生物

の環境調査、これらの調査を現在実施中でござ

います。9月から10月にかけて実施中というこ

とでございます。 

 今後のスケジュールですけれども、その調査

結果を取りまとめまして、今年度中にマウンド

の詳細な構造設計を行うということで水産庁か

らお伺いしておりますし、そのスケジュールに

ついてもホームページ等で公表されているとこ

ろでございます。 

 なお、現地調査、先ほどの水質、深浅測量、

生物調査、これらの現地調査に当たりましては、

8月に県と国が一緒になって、現地の漁業関係

者の方々に具体の内容でありますとか、場所で

ありますとか、そういった説明をしてきたとこ

ろでございます。 

【中村漁業振興課長】 漁船保険組合の長崎支所

の方にそういうお話を伝えさせていただきたい

と思います。 

【山田(博)委員】 漁業振興課長、最後だと言っ

て参事監への質問で終わったのではないんです

よ。私が言っているのは、漁船保険の方は事務

手続を各漁協組合がするのであれば、漁協組合

の方で速やかな事務手続をして、この漁船保険

の支払いが速やかにできるようにしてもらいた

いということを各漁協に要請していただきたい

ということを言っているわけでございます。大

変お疲れで申し訳ございませんけれども、しっ

かりやっていただきたいと思います。 

 今回、いろんな委員から質問がありまして、

重たい質問があったと思うんです。皆さん方に

大変申し訳なかったんですが、私も地域を回っ

ていて、とにかく、いかに水産部の方々に期待

している声が大きいかということをご理解いた

だいて、今後の業務に励んでいただきたいと思

います。よろしくお願いします。質問時間をた

くさんいただきまして、ありがとうございまし

た。 

【大久保委員長】 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ほかに質問がないようですの

で、水産部関係の審査結果について、整理した

いと思います。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ３時４７分 休憩 ― 

― 午後 ３時４７分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 これをもちまして、水産部関係の審査を終了

いたします。 

 この後、委員間討議を行いますが、理事者退

室のため、しばらく休憩します。 

 



平成２９年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２８日） 

- 147 - 

― 午後 ３時４８分 休憩 ― 

― 午後 ３時４９分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 今定例会で審査しました内容について、10月

4日の予算決算委員会における分科会長報告及

び10月6日の本会議における委員長報告の内容

について協議を行います。 

 それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。 

 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うこととしたいと存じますが、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 ご異議ないようですので、そ

のように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 

― 午後 ３時５０分 休憩 ― 

― 午後 ３時５１分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開いたします。 

 農水経済分科会長報告及び農水経済委員会委

員長報告については、協議会における委員の皆

様の意見を踏まえ、報告させていただきます。 

 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いので、しばらく休憩します。 

 

― 午後 ３時５２分 休憩 ― 

― 午後 ３時５２分 再開 ― 
 

【大久保委員長】 委員会を再開します。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ございませんか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【大久保委員長】 それでは、正副委員長にご一

任願いたいと思います。 

 これをもちまして、農水経済委員会及び予算

決算委員会農水経済分科会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 

 

― 午後 ３時５３分 閉会 ― 
 

 



農水経済委員会委員長　　大久保　潔重

１　請　　願

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 2 号
「駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長」に関
する請願

採 択

計　　１件（採択　　１件）

番　　号 

記

農 水 経 済 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成２９年９月２８日

　　　　議長　　八江　利春　　様
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委    員    長    大久保  潔 重   

副  委  員  長    近 藤  智 昭 

署   名   委   員     渡 辺  敏 勝 

署   名   委   員    西 川  克 己 

 

 

 

 

 

書  記   馬  場  雄  志 

 

書  記   濵  本  美 穂 子 

 

速  記   (有)長崎速記センター 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 付 資 料 
 

 

 

 














































































