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令和３年６月定例会・農水経済委員会（６月１８日）

本日の委員会は、令和３年６月定例会におけ

１、開催年月日時刻及び場所

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

令和３年６月１８日
自

午前 １０時３３分

至

午前 １０時４５分

於

委 員 会 室 ４

間討議であります。
審査の方法等について、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。

２、出席委員の氏名
委
副

員
委

長

久保田将誠

君

長

山口

経正

君

員

溝口芙美雄

君

〃

坂本

智徳

君

〃

外間

雅弘

君

〃

西川

克己

君

〃

山口

初實

君

〃

川崎

祥司

君

〃

吉村

洋

君

〃

山本

由夫

君

〃

堤

典子

君

員

委

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないようですので、そのように進める
ことにいたします。
それでは、ただいまから、委員会を協議会に
切り替えます。
しばらく休憩いたします。
― 午前 １０時３４分 休憩 ―
― 午前 １０時４４分 再開 ―
【久保田委員長】 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

３、欠席委員の氏名
な

といたします。

し

ほかにご意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

４、委員外出席議員の氏名
な

ほかにないようですので、これをもって本日

し

の農水経済委員会を閉会いたします。
５、審査の経過次のとおり

大変お疲れ様でした。

― 午前 １０時３３分 開会 ―

― 午前 １０時４５分 散会 ―

【久保田委員長】 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、西川委員、山本委員のご
両人にお願いいたします。
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１、開催年月日時刻及び場所

福重

武弘

君

黒島

航

君

０分

新産業創造課長
新産業創造課企画監
（海洋・環境産業担当）
経営支援課長

吉田

憲司

君

令和３年７月１日
自

午前１０時

至

午後

３時４４分

若者定着課長

宮本浩次郎

君

於

委 員 会 室 ４

雇用労働政策課長
雇用労働政策課企画監
（産業人材対策担当）

井内

真人

君

川口

博二

君

２、出席委員の氏名
委員長（分科会長）

久保田将誠

君

６、審査事件の件名

副委員長（副会長）

山口

経正

君

○予算決算委員会（農水経済分科会）

委

溝口芙美雄

君

第97号議案

〃

坂本

智徳

君

令和3年度長崎県一般会計補正予算（第5号）

〃

外間

雅広

君

（関係分）

〃

西川

克己

君

〃

山口

初實

君

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第17号）

〃

川崎

祥司

君

（関係分）

〃

吉村

洋

君

〃

山本

由夫

君

令和2年度長崎県農業改良資金特別会計補正

〃

堤

典子

君

予算（第2号）

員

報告第4号

報告第6号

報告第7号
令和2年度長崎県林業改善資金特別会計補正

３、欠席委員の氏名
な

予算（第2号）

し

報告第8号
令和2年度長崎県県営林特別会計補正予算

４、委員外出席議員の氏名
な

（第4号）

し

報告第9号
令和2年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計

５、県側出席者の氏名
産業労働部長
産業労働部政策監
（産業人材育成・県内定着
促進・働き方改革担当）
産業労働部政策監
（新産業振興担当）
産業労働部次長
産業労働部参事監
（大学連携推進担当）
産業政策課長
企業振興課長
企業振興企画監
（企業誘致推進担当）

補正予算（第2号）
廣田

義美

君

村田

誠

君

三上

建治

君

宮地

智弘

君

森田

孝明

君

松尾

義行

君

末續

友基

君

令和2年度長崎県港湾整備事業会計補正予算

香月

康夫

君

（第4号）（関係分）

報告第10号
令和2年度長崎県小規模企業者等設備導入資
金特別会計補正予算（第2号）
報告第13号
令和2年度長崎県長崎魚市場特別会計補正予
算（第1号）
報告第17号
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なお、予算及び予算にかかる報告議案につき
７、付託事件の件名

まして、予算決算委員会に付託されました予算

○農水経済委員会

及び報告議案の関係部分を農水経済分科会にお

（1）議 案

いて審査することになっておりますので、本分

な

し

科会として審査いたします案件は、第97号議案

（2）請 願
な

「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第5号）」
し

のうち関係部分ほか8件であります。

（3）陳 情

次に、審査方法についてお諮りいたします。

・海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

・長崎県長崎市飲食店時短要請 感染の広がり

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

ステージ5、県内全域に「医療危機事態宣言」
発令に伴い酒類業者に対する支援金の支給を

と存じますが、ご異議ございませんか。

求める要望書

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

・要望書

【久保田委員長】 ご異議ないようですので、そ

・新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急

のように進めることといたします。

要望について

これより、産業労働部関係の審査を行います。

・芦辺港瀬戸浦の防波堤の防護柵の延長工事に

分科会に入ります前に、理事者側から、今回

ついての要望
・令和4年度

お配りしております審査順序のとおり行いたい

の委員会から新たに出席することになった幹部

県の施策等に関する重点要望事

職員の紹介を受けることにいたします。

項

【廣田産業労働部長】 おはようございます。

・要望書

産業労働部の新任幹部職員のうち、今回の委

・新型コロナウイルス感染症対策に関する要望

員会から新たに出席する職員を紹介させていた

書
・令和4年度

だきます。

国政・県政に対する要望書

・「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求

〔各幹部職員紹介〕

める意見書」の採択を求める陳情書

以上でございます。よろしくお願いいたしま
す。

８、審査の経過次のとおり

【久保田委員長】 ありがとうございました。
それでは、これより審査に入ります。

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【久保田分科会長】 まず、分科会による審査を

【久保田委員長】 ただいまから、農水経済委員

行います。

会及び予算決算委員会農水経済分科会を開会い

予算にかかる報告議案を議題といます。

たします。

産業労働部長より、報告議案説明をお願いい

それでは、これより議事に入ります。

たします。

今回、本委員会に付託されました案件はござ
いませんが、陳情10件の送付を受けております。
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資料といたしましては、予算決算委員会農水

等に想定を超える期間を要したこと等により、

経済分科会関係議案説明資料でございます。お

事業の年度内完了が困難となったことによるも

手元にご用意いただければと思います。

のであります。
以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

資料の1ページをご覧ください。

終わります。

今回、ご審議をお願いいたしております議案

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

は、報告第4号「知事専決事項報告『令和2年度
長崎県一般会計補正予算（第17号）』」のうち

ます。

関係部分、報告第10号「知事専決事項報告『令

【久保田分科会長】以上で説明が終わりました

和2年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特

ので、これより報告議案に対する質疑を行いま

別会計補正予算（第2号）』」であります。

す。
質疑はありませんか。

これらは、先の2月定例県議会の予算決算委

【川崎委員】 おはようございます。

員会において、専決処分により措置することに
ついて、あらかじめご了承をいただいておりま

令和2年度長崎県一般会計補正予算の概要と

した、令和2年度予算の補正を3月31日付けで知

いう資料の25ページにあります産業人材育成

事専決処分させていただくものであり、その概

奨学金返済アシスト事業費について、お尋ねを

要についてご説明いたします。

いたします。これは数年前から取り組んでおら

一般会計の歳入予算、歳出予算は記載のとお

れるものと承知をしておりますが、現在どうい

りであり、この歳出予算の主な内容は、長崎県

った状況で、利用状況といいますか、ご説明い

新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮

ただきたいと思います。

協力金補助金の実績確定に伴う長崎県新型コロ

【宮本若者定着課長】アシスト事業につきまし

ナ ウイル ス感染拡 大防止 協力金 事業費 21億

ては、平成28年度から事業を実施しておりまし

9,027万5,000円の減、中小企業向け制度資金の

て、まず予算絡みのところでいきますと、基本

貸付額の実績確定に伴う金融対策貸付費139億

的には、企業からの寄附金と県の一般財源を用

2,282万円の減などによるものであります。

いまして、それを基金に積み立てております。

次に、小規模企業者等設備導入資金特別会計

その積立額につきましては、この5年間で3億

について、歳入予算、歳出予算は記載のとおり

6,800万円程度になっています。その内訳が、企

であり、この主な内容は、高度化資金償還金の

業からの寄附金と県の一般財源というところに

増などによるものであります。

なっています。

最後に、「令和2年度長崎県一般会計歳出予

一方で、奨学金を返済して、返済支援を受け

算繰越明許費繰越計算書報告」のうち関係部分

る学生といいますか、卒業した後に実際は支援

については、合計38億7,579万7,000円を計上し

をするんですけれども、その認定状況でいいま

ており、その内容は、記載のとおりでございま

すと、今まで5年間、令和2年度、今回認定した

す。

ばかりのものも含めますと、毎年55人を認定し
ておりまして、275人を認定しているところで

繰越の主な理由は、国の経済対策及び新型コ

す。

ロナウイルス感染拡大の影響を受けて事業実施
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ということを感じました。少し先を見た事業な

実際これをいつ支援するのかといいますと、
長崎県内の対象企業に就職して3年を経過した

ので難しい部分があろうかと思いますけれども、

時に、まず1回目の支援を行うこととしており

そういったところが大事なポイントというか、

ます。制度ができて、ちょうどこの令和3年3月

課題が見えてきたんじゃないかと思いますので、

末で3年を迎え、今年度、初めて4年目に突入し

引き続き、よろしくお願いいたします。

た卒業生がいらっしゃいますので、今年度から

この寄附については、7ページの若者定着課

実際の支援が始まるということになります。ち

の労働費寄附金、ここの部分がその対象の寄附

ょっと細かいんですけれども、3年たった後に

額でしょうか。確認です。

一回、支援額の半分を補助して、6年いると、

【宮本若者定着課長】 ここのページが、まさに

もう半分というふうになっています。ちなみに

そのとおりでございます。ただ、少し数字がわ

今年度、いわゆる支援をもらえる人が9人の予

かりにくくて、繰り返し申しますけれども、ア

定で、もともと認定を受けた時に15人いて、9

シスト基金で、いわゆる歳出として基金に積み

人が実際補助ということで、その差し引きの6

立てるお金は寄附金と一般財源を積み立てるん

人というのが、例えば県内には残ったけれども

ですけれども、寄附金のほうが、技術的な話で

対象業種外に就職したり、あるいは結果として

すけれども、県内企業からの寄附金は、若者定

県外に就職したり、そういった状況でございま

着課の歳入として受けるというふうになってお

して、今回の補正予算に関しましては、この25

ります。県外企業が、例えば長崎県出身の社長

ページでいきますと、
もともと寄附金2,000万円、

さんで東京で活躍されている人とかが寄附する

一般財源4,000万円で、毎年6,000万円を予定は

ような企業については、企画部のほうが歳入計

しているんですけれども、若干、寄附金のほう

上課になっておりまして、ただ、その県外の社

が2,000万円に届きませんで、
その数字が大体こ

長さんが、これは奨学金返済のために使ってく

の178万4,000円、事務費もちょっと入っていま

ださいと言った場合には、歳入課は私どもでは

すけれども、そういったところの届かなかった

ありませんけれども、若者定着課で、積立てを

分の減というところになっております。

行っております。
今回ここで専決額が1,097万円

【川崎委員】 細かく説明、ありがとうございま

となっていますのは、県内からは結果として少

した。

なかったと、ただ一方で、歳入計上課が変わり

長崎出身の人材を県内に定着ということで、

ますけれども、県外からいただいた分は、歳出

奨学金の返済アシストですから、非常に期待を

としては、積立金として私どものほうで計上い

しているところでありましたけれども、先ほど

たしますので、入りと出が数字が非常に複雑に

は、今年度でいけば、15人認定だったものが、

なっていますけれども、そういったところにな

6名の方は、なかなか対象業種にならなかった

っております。それがどこに相当するかという

ということですので、やはり認定の時期に、し

と、若者定着課から見たから場合には、この7

っかりと学生の皆様にもご理解をいただいて、

ページのそこが相当するということになります。

県内就職、指定された業種にしっかりと定着で

【川崎委員】 ようやく意味がわかりました。企

きるようなフォローということも必要なのかな

業版ふるさと納税として受けた分が、いわゆる
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若者定着課じゃないところのほうに入っている

【川口雇用労働政策課企画監】就職氷河期世代

のでと。私は、1,097万円も、やっぱりなかなか

については、国と県、連携して取り組んでいる

ご理解がいただけてなかったのかなというふう

ところですけれども、実績としては、県の事業

なことを感じたわけですが、それで理解をいた

としては、正規雇用実績が131名就職というこ

しました。

とになっております。

逆に、県外の企業は、そういった意味で非常

【川崎委員】一度試算をしていただいたことが

に積極的にやっていただいて、もともと県内の

あったと思うんですが、いわゆる県内の対象者

企業にメリットがあるものだと思ってはいるの

がざくっと1万人というようなことも報告をい

ですが、寄附をしていただいている企業数とい

ただいたことがありました。うち131名と。そ

うのはおわかりになりますか。

れ以外の方もおられるのかもわかりませんが、

【久保田分科会長】 しばらく休憩いたします。

そう考えていくと、より一層力を入れていくべ
きことなのかなと考えておりますので、だんだ

― 午前１０時１２分 休憩 ―

ん年齢も進んでいって、就職もしづらいような

― 午前１０時１２分 再開 ―

状況になってこようかと推測もされますので、

【久保田分科会長】 再開します。

ぜひ力を入れて取り組んでいただきたく、よろ

【宮本若者定着課長】 この5年間の累計でござ

しくお願いします。

いますけれども、同じ企業が2回とかあります

最後に、32ページのプロフェッショナル人材

が、県内が123社でございまして、県外が90社

戦略拠点事業費でございますが、これは人材を

でございます。一つは、企業版ふるさと納税は

求める中小企業の方に、ある組織を介して人材

税額控除が大きいとか、そういったところで寄

を紹介するという事業と承知をしておりますが、

附がしやすい環境というところもあろうかとは

こちらについては、どの程度マッチングが進ん

思っています。数とすれば、県内企業からのほ

で、つまり、中小企業の方が求める人材がきち

うが多い状況にはなっております。

んと採用まで至っているのか、お尋ねをいたし

【川崎委員】 わかりました。ぜひ県内の企業に

ます。

もご協力を積極的に働きかけていただいて、企

【川口雇用労働政策課企画監】 令和2年度の目

業版ふるさと納税のほうがメリットがあるとい

標は23名でした。これに対して、33名確保がで

うことであれば、そういった仕組みも県内企業

きているということでございます。

に向けても何か考えなければいけないのではな

【川崎委員】 ありがとうございます。そうする

いかと思いますので、よろしくお願いいたしま

と、目標に対しては、大きくクリアをしている

す。

という状況ですね。

次に、31ページの人材確保総合支援事業費、

ある意味、Ｕターン、Ｉターン施策にもつな

就職氷河期世代人材マッチング事業費のことで

がってくるかと思いますし、そこで中小企業の

すが、これも本当に一生懸命取り組んでいただ

方が、より活性化ができれば、非常にすばらし

いて、ありがたいところでありますが、実績は

い取組かと思いますので、引き続き、よろしく

いかがでございましょうか。

お願いをいたします。
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【久保田分科会長】ほかに質疑はありませんか。

ました。今回の第 3 波におきましては、国の制

【吉村委員】 1〜2 点。

度もそうですけれども、各店舗ごとの支給とい

関係議案説明資料の 2 ページで、新型コロナ

うことになりましたので、そこでもまた数字が

ウイルス感染拡大防止協力金事業 21 億 9,000

つかめていないという部分がございまして、結

万円の減、せっかく予算の手当てをしたのに、

果的に、今回 7,155 店舗の申請ということでご

ここまで減少してしまったという、その中身に

ざいまして、当初の想定の 1 万店舗からすると、

ついて、お知らせいただければと思います。

数値としてはかなり落ちたという状況で、当初

【松尾産業政策課長】ただいまご質問がござい

の予算立てをする際に、そういった数値の把握

ました長崎県新型コロナウイルス感染拡大防止

ができていなかったということでの減額という

協力金事業費でございますけれども、これはい

ことでございます。

わゆる第 3 波、令和 2 年 12 月から令和 3 年 1

【吉村委員】 今、産業政策課長の説明もそれな

月の感染拡大を受けまして、県下全域の飲食店

りにわかるんですけれども、新型コロナの感染

に 1 月 20 日から 2 月 7 日までの時短営業を要

防止という、今までに、少なくとも私が生きて

請し、これに協力していただいた飲食店に対し

きた間にあまり経験がない、そういうところで

て協力金を支給したものでございます。

素早い対応とか、的確な把握をしなければいけ

当初の算定といたしまして、
スナック、
バー、

ないのに、それは国の対応の遅れもある、そこ

カラオケボックス、それから一般食堂と、
「食品

が予算を持ってこないと、地方自治体単独では

衛生法」に基づきます食品営業許可を受けてい

できないというところもよくわかるんだけれど

る店舗を想定して、こちらが県下に約 1 万店舗

も、やはりどうしても場当たり感というか、時

あるということで当初算定をしたところでござ

間がないのでばたばたとやりましたというのが

います。この時は、一日当たり 4 万円で、19

見え隠れして、予定のところに行き渡らなかっ

日間で 76 万円という一律の支給でございまし

たということがあるんじゃなかろうかというの

た。この際用いた 1 万店につきまして、その中

が懸念されるわけです。

には 20 時以降の営業は行っていない昼間だけ

だから、ここの概要のところに、所要見込み

の店舗、あとテークアウト、デリバリーの専門

に基づく補正と書かれると、見込みに基づいて

であったり、それから一定営業許可というのが

補正をしたのかなと、もうちょっと表現を変え

最長 7 年までということで、大体 5 年ぐらいの

てほしいと思うのですが、見込みがうまくでき

期間があると伺っておりますけれども、既に事

なかったので補正をせざるを得ないようになっ

業をやっていないとか、そういったこともござ

たということだろうと思います。

いまして、正確な数値が把握できなかったと。

だから、的確な見込みをきちっとやって、そ

昨年の 4 月から 5 月にかけて、いわゆる第 1

れが関係各所に行き渡るように、今後の方策と

波の時に、休業要請を行った際には、飲食店だ

して徹底していただきたい。そうしなければ、

けではなく、スナック、クラブ、遊興施設など

営業許可の話がさっきも出ておりましたが、結

を含んで約 5,600 件の実績がありましたが、こ

局、現況でもやめていく人がかなり出て、それ

の時は 1 事業者 30 万円限りということであり

を守っていかないと、次、ポストコロナと言う
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けれども、そういう時に、そういう店舗がなく

無利子化、これは日本政策金融公庫の分も含め

なっておったらポストコロナも何もないわけで

て無利子化の対応等をやっている中で、国から

すから、そこら辺に苦心していただきたいと思

も、通常よりもきちんと事業者のことを考えて

いますので、よろしくお願いします。

積極的に融資に取り組むように、相談に対応す

もう一点、その下の 139 億円ですけれども、

るように、あるいは融資後のリスケについても、

これもいつも言うわけですが、元の分母も大き

条件変更についても、しっかりと対応するよう

いんですけれども、139 億円減額補正となった

にという通知文書も何度か出たりしております。

中身ということについても、ご説明をいただけ

私どもも、日々金融機関や信用保証協会と話を

ればと思います。

する中で、ぎりぎりのところまで踏み込んでや

【吉田経営支援課長】県の制度融資におきまし

っているとお聞きをしておりまして、一定そう

て、銀行が貸付けを行う原資の一部を県が預託

いう実態があると認識をしております。

をしているという部分でございます。通常、2

一方で、国の実質無利子というのは、金融機

月補正で、大体見込みの中で多い分については

関にとっては、保証がつくということで、金融

落としていくということをしておりまして、例

機関の負担は生じないんですけれども、もし代

年ですと五、六十億円ぐらい落としているよう

位弁済になった時は、県とか保証協会には損失

な状況にございます。令和 2 年度は、コロナ禍

補償が生じてきます。今回、コロナ禍で、国の

の中で、この緊急資金繰り支援資金、特に国の

ほうでそこの割合を、県や保証協会の負担割合

実質無利子化の制度等の活用もありまして、年

を下げてはいますけれども、それでも 2％とか

末、年度末、
そのあたりの需要がどう動くのか、

3％というところが損失補償が生じた際の負担

これは感染状況にもよるんですけれども、そう

となりますので、そこは一定審査をしながら、

いったところで緊急資金繰り支援資金について

なおかつ国や国内の状況をしっかり見極めなが

は 2 月補正を行わなかったということで、この

ら対応していただいたということで理解をして

139 億円ほどは、丸々緊急資金繰り支援資金用

おります。

に積んでいたお金ということになっております。

【吉村委員】経営支援課長の言うのはよくわか

【吉村委員】 中身は、構造はわかっているんだ

ります。ただ、そこをすぐすんなり素直に「わ

けれども、その枠を大きく取ってもらっていた

かりました」では通らせ切れないところもあっ

というのはありがたいんだけれども、それがそ

て、こういう質問になるんだけれども、焦げつ

こまで使う必要がなかったという、多めに取っ

いたら代位弁済をしなければいけないと。だか

ておったものだからこうという話になるんだろ

ら、そういうリスクもあるんですよ、そういう

うけれども、その裏側には、もう借りられない

中で、いろんな申入れは県としてもやっており

とか、そういうところがなかったのかというよ

ますと。でも、やっぱりそこは数％であったり、

うな検証はされたのかなと思いますが、いかが

国の生活困窮者への貸付制度とかを考えると、

ですか。

国も、あらかじめ何割かは焦げつくのを見込ん

【吉田経営支援課長】県の制度融資で言うとこ

で貸していいですよなんていう話が聞こえてき

ろの緊急資金繰り支援資金、あるいは国の実質

たりするじゃないですか。そうすると、そこら
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辺も、そこまで言わないけれども、もうちょっ

際には、全市町と協力して、ほとんどのところ

と踏み込んでやってもらえないものかなと。そ

が、ベースとしましては 50％以上のところに共

れを信用保証協会に対しても言ってほしいけれ

同して、私どものほうから 10 万円、市から 10

ども、国に対しても、そこら辺、もう少し柔軟

万円ということで、さらに市町のほうでそこに

に対応できるようにやってもらえないかという

上乗せをしていただいたり、横出しをしていた

申入れをもう少し強くやってほしいと思うわけ

だいたということで、大半が 20％以上にしてい

です。だから、そこら辺、今後とも念頭に置い

ただいたと思います。財源のことを言うのもあ

てやっていただきたいと思います。

れなんですけれども、はじめから 20％から要件

それから、さっき忘れていたんだけれども、

にするかというと、なかなかちょっと難しいと

産業政策課長、いろんな残が残ったと。周知徹

ころもありますので、前回のように、これはま

底もできなかったというのもあるだろうし、そ

だ現状ではそう明確なことは申し上げられませ

の周辺状況を考える時に、もう一つ、50％の壁。

んけれども、市町と連携して、上乗せなり何な

前年度、前々年度比 50％減だったら出します、

りして 20％とか 30％、そういったところから

これが市町だったら大体 20％になっているわ

やっていくというような形が今後も取れれば、

けです。だから、県は今、国に合わせていると

一緒にやっていければ、そういったことを考え

言うけれども、市町に合わせてくれれば、市町

ていきたいと思いますけれども、私ども単独と

と一緒になって上乗せができるという、この前

いうことになると、50％ということで今のとこ

のものでも、できるのになと思うわけです。

ろは考えております。

50％、50％と下がってきていると、それは事業

【吉村委員】 結局、予算もあるし、いろいろ悩

は成り立たないわけだから、それが 20％下がっ

みはいっぱいあると思うけれども、行政の一つ

ても、50％の後、20％下がっても、これもいよ

の力として、苦しい中、頑張っている県下のい

いよというところなんだけれども、市町がそこ

ろんな事業者が元気が出るためには、そこの思

までやっていると。国から直接市町に行く交付

い切りとか、判断、そういうものがやっぱり必

金でやっているものだから、そこで主体が市町

要と思うので、そういう意味では、
早い判断で、

になるのだけれども、そこら辺は市町とも連携

迷わずに、いい結果に結びつくというところを

を取って、連携ができてよかったという思いは

考えてもらいたいと思うし、それから市町と一

あるんです。だけれども、それなら一緒に減少

緒になってやるというのは、一回の手続で 2 つ

率も合わせていただけるともっとありがたいと、

分の支援がもらえるということで、申請の簡素

感謝度合いがアップするんだけれども、そこら

化にもつながって、そこら辺を市町の窓口にお

辺はどうでしょうか。

願いすれば手続もスムーズに済むので、市町の

【松尾産業政策課長】 こうした事業を今まで 1

率に合わせて、市町窓口で県が一緒になってや

年以上やっておりまして、確かに 50％以上とい

っていくというようなことで今後はいろんな取

うのがかなりハードルが高いというお話は数々

組を構築していただきたいと思うんですが、最

いただいてきた中でございます。事業継続支援

後に産業労働部長、どうですか。

給付金のことでございますけれども、第 3 波の

【廣田産業労働部長】事業者に対する事業継続
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に係る支援のご質問でございますけれども、事

きる事業があれば連携をやっていくということ

業者に対する支援ということになりますと、国

で対応してまいりたいと考えております。

の事業があり、県の事業、そして市町の事業と

【久保田分科会長】ほかに質疑はありませんか。

いうことで、それぞれの役割分担の中で構築を

【山本(由)委員】 私も今の事業継続支援給付金

しております。それで、
財源といたしましては、

のことで、議案外でと思ったんですけれども、

当然、県なり市町については国の交付金を活用

今出ましたので、ここでさせていただきます。
説明資料のほうで言うと 12 ページになりま

してやるということになります。
それで、この間、市町との連携ということを

すけれども、長崎県事業継続支援給付金事業費

私たちも念頭に置いて市町と話をしてまいりま

13 億 4,368 万 5,000 円ということで、これは結

した。それで、先ほど申し上げた第 3 波の分に

局、繰越で一旦確定をさせるというような形だ

ついては、市町との連携の下にやれたというこ

と思うんですけれども、現在、各市において、

とでございます。その過程の中で、市町でそれ

もう既に申請が終わったところ、それから終わ

ぞれのお考えがあるということがございました。

っていないところというのが島原市、南島原市、

そういうことから、県は 50％として、市町の

そういったところがまだ 7 月まで申請をしてい

ところが 30％なり、20％なり、50％で県と同

ると思うんですけれども、直近で何件申請が出

じというところもあったのは事実でございます。

ているのか、そして今回、この数字にした根拠
というのを教えていただけますでしょうか。

そこで、これは今回の事業継続に係る支援金
だけではないんですけれども、全体のコロナ対

【松尾産業政策課長】 当初、算定としまして、

策ということになりました時に、市町において

1 万 5,000 件程度想定をしておりまして、これ

は、大方給付金的なものが非常に多かったとい

が経済センサスをもとに、事業者へのアンケー

う思いを感じております。私ども県においては、

ト等をこちらでも取ったりしておりますので、

事業継続に対する給付金というものは当然行い

特に落ち込みが大きいと思われる卸・小売であ

ましたけれども、それ以外に、感染対策に係る

りましたり、生活関連、そういったところの事

設備関係の整備に係る支援でありますとか、事

業者数の 3 割ないし 5 割の事業者を見込んで、

業再構築に係る支援、そういった多岐にわたる

1 万 5,000 件と、当初はそういった考えでおり

事業を構築したわけでございます。そういった

ました。

ことから、事業継続も一つの事業者支援でござ

先ほど委員おっしゃられましたとおり、始ま

いますけれども、それ以外にも、事業再構築な

りましたのが、市町によりますけれども、早い

り、そういった多岐にわたる支援事業を限られ

ところで 2 月、3 月から、それから 4 月になっ

た交付金の予算の中で編成をしたわけでござい

て受付を開始した市町もございます。言われま

ます。

したとおり、大半は 5 月、6 月で大体終わるん

ただ、今後につきましては、委員言われる市

ですけれども、7 月まで申請期間を延長してや

町の連携ということは、私どもも非常に大切な

っていただいているところもございます。

ことだと十分認識いたしておりますので、今後

現状としましては、申請件数が 9,663 件とい

も引き続き、市町の意見を伺いながら、連携で

うことで、今後の見込みも含めまして、1 万
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１,000 件程度になろうかと考えております。当

結局、50％以上でやりますよ、それをどんど

初の 1 万 5,000 件から考えますと、7 割程度の

ん広げると、ものすごい数になるんじゃないか

申請ということになっております。

と思っていたんだけれども、これはあくまでも

【山本(由)委員】 わかりました。

島原市の例なので全体かどうかわかりませんけ
れども、意外にこの層がそんなになかったかも

この業種別の申請状況、大体この業種が多い

しれないというふうに思います。

とかというふうに傾向がありましたら、ご説明

お話ありましたけれども、業界団体等から、

をお願いします。
【松尾産業政策課長】まだ全部終わっておりま

50％未満のところにも何とか支援がいただけ

せんが、今来ている分につきまして大体の業種

ないかというふうな話で、先ほどご答弁ありま

を見ましたところ、全県下的に多いのが、卸・

したけれども、各市において、7 月末には大体

小売が 2 割程度ということで最も多い状況でご

出そろうと思いますので、その中で、こういっ

ざいます。次に、理容室や美容室、クリーニン

た 50％未満のところに大概のところはしてい

グ業などの生活関連サービス、こうしたところ

るんだろうと思いますので、そういったデータ

が次いで多いという格好になっております。例

的なものを取っていただいて、思ったより予算

えば離島でありましたら、水産業関係の数値が

の範囲内でできるんじゃないかというふうなこ

極端に多いといったような地域もあることから

とがあれば、ぜひご検討いただきたい。この

若干差はありますけれども、全体として見ます

50％以上についても、執行率で言うと大体 70％

と、卸・小売、それから生活関連サービスとい

ぐらいではないか、結果論ですけれども 30％ぐ

ったところが多くなっております。

らい余裕があったということであれば、そうい

【山本(由)委員】 ありがとうございます。

った枠的なものは可能ではないのかなと思うん

島原市の例を申し上げますけれども、島原市

です。ですから、そういったところで、そうい

は、実はまだ申請を続けているんですけれども、

うデータ的なところも含めて、50％未満の事業

先週現在で 489 件ということで、予算に対する

者の支援というのもご検討いただけないか。先

執行率で言うと 76％ぐらいということで、少し

ほどご答弁ありましたけれども、再度お願いし

高いのかなと思うんですけれども、一方で、先

ます。

ほど吉村委員が言われたんですけれども、売上

【松尾産業政策課長】 委員ご指摘のとおり、当

減少率が 20％から 50％というところについて、

初はなかなか数字の把握というのができなかっ

ほかの市でもありますけれども、島原市におい

たところでございますけれども、協力金にして

ても 20％から 50％については、市単独で 10 万

も、この事業継続の給付金にしましてもデータ、

円という形で支給しております。この集計がし

実績というのが大体出てまいりましたので、そ

てありまして、結局、20％以上減少したところ、

うしたところで、今おっしゃられたとおり、事

50％以上も含んで申請している中で、この 20％

業継続支援給付金のほうは当初が 16 億円ほど

から 50％の部分が 36％ということで、50％以

組んでおりましたので、そこからいくと額的に

上が 64％ぐらいと。20％から 50％というのが

は落ちております。そうしたところも含めて、

36％ということで、思っていたよりも低いなと。

最終的な実績を見ながら、例えば 20％まででき
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るかどうかわかりませんけれども、そういった

たします。

ところの研究もしてまいりたいと考えておりま

【廣田産業労働部長】産業労働部関係の主な報

す。

告事項についてご説明いたします。

【山本(由)委員】 ぜひご検討をお願いしたい。

資料といたしましては、農水経済委員会関係

せっかく今回いろんな形で実態が見えてきた部

説明資料と、その追加 1、追加 2 がございます。

分があるんだろうなと。今まで数字だけ見えて

お手元にご用意いただければと思います。

いたものが、実際やってみたら、非常に現実的

本日ご報告いたしますのは、新型コロナウイ

な話が出てきただろうなというふうに思います

ルス感染症拡大の影響を受けた事業者への支援

ので、そこも含めたところのデータの蓄積をし

について、佐世保重工業株式会社（ＳＳＫ）へ

ていただければと思いますので、併せてよろし

の支援について、経済・雇用の動向について、

くお願いします。

県内企業のデジタルトランスフォーメーション

【久保田分科会長】ほかに質疑はありませんか。

（ＤＸ）の推進について、グリーン社会の実現

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

に向けた県内産業の振興について、海洋エネル

【久保田分科会長】 ほかに、質疑がないようで

ギー関連産業の創出について、企業誘致の推進

すので、これをもって質疑を終了いたします。

について、食料品製造業の振興について、サー

次に、報告議案に対する討論を行います。

ビス産業の振興について、事業承継の推進につ

討論はありませんか。

いて、若者の県内就職促進について、
「第 11 次

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

長崎県職業能力開発計画」の策定について、
「長

【久保田分科会長】 討論がないようですので、

崎県行財政改革推進プラン」に基づく取組につ

これをもって討論を終了いたします。

いてであります。
このうち、新たな動きについて、主なものを

報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ご説明申し上げます。

ので、採決を行います。

当初版の 1 ページをお開きください。

報告第4号のうち関係部分、及び報告第10号
は、原案のとおり、承認することにご異議ござ

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け

いませんか。

た事業者への支援について）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

た事業者への支援につきましては、
「感染拡大防

【久保田分科会長】 ご異議なしと認めます。

止と県民生活の安全・安心確保」及び「県内の

よって、報告議案は、原案のとおり、それぞ
れ承認すべきもの決定されました。

社会経済活動の回復・拡大」の両立を図るため、

【久保田委員長】 次に、委員会による審査を行

県議会でご承認をいただきました施策を中心と

います。

し、これまで各種施策を講じてきたところであ
ります。

産業労働部においては、今回、委員会付託議

資金繰り支援、製造業への支援、飲食店等の

案がないことから、
所管事項説明後、
陳情審査、

サービス産業事業者への支援、雇用の維持・創

所管事項について質問を行います。

出への支援に関する主な実績につきましては、

産業労働部長より、所管事項説明をお願いい
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こととされております。

記載のとおりでありますが、感染症流行の先行
きが見通せない状況にあることから、今後とも

こうした中、
「グリーン成長戦略」において成

個人消費や企業生産の動向、雇用環境など、県

長産業と位置付けられる半導体関連産業につい

内中小企業に与える影響を注視し、国の施策も

ては、県内でも事業拡大の動きが続いておりま

最大限活用しながら、それぞれの分野において

す。去る 4 月 16 日には、半導体材料のシリコ

適時適切に必要な施策を講じてまいります。

ンウェーハ製造で世界屈指のシェアを誇る株式

次に、3 ページの中段をお開きください。

会社ＳＵＭＣＯ及びＳＵＭＣＯ ＴＥＣＨＸＩ

（佐世保重工業株式会社（ＳＳＫ）への支援に

Ｖ株式会社から、大村市にある工場に、高精度

ついて）

ウェーハの生産に対応した新たな設備投資を行

去る 2 月、事業の再構築及び希望退職者の募

うとの発表がなされており、100 人以上の雇用
創出が期待されるところであります。

集を発表されましたＳＳＫにつきましては、希
望退職者を 5 月末で取りまとめられたところで

また、4 月 20 日には、諫早市のソニーセミコ

あり、現在、県としては、希望退職者の県内に

ンダクタマニュファクチャリング株式会社長崎

おける早期再就職に向けて、佐世保市、ハロー

テクノロジーセンターの増設棟の竣工式が行わ

ワーク、産業雇用安定センターなど関係機関と

れました。同工場は、スマートフォンのカメラ

連携して、受け入れ先となる企業への求人の促

に使用される半導体画像センサーで世界のトッ

進を行っているところであります。

プシェアを誇る最新鋭の工場であり、1,000 人
規模の新たな雇用に繋がっているものと考えて

また、関連する協力企業においては、今後受

おります。

注の減少が想定されるため、県産業振興財団に
よる商談会等の取引マッチングを強化するとと

さらに、5 月 28 日、竣工した同工場をさらに

もに、新たな受注を獲得するための設備投資等

拡張する旨の発表があり、今回の増設について

について、国や県の支援制度の紹介などを行っ

も、数百名規模の新たな雇用が期待されること

ております。

から、県としては、こうした規模拡大の動きを

今後とも、関係機関と情報共有を図りながら、

半導体関連産業の更なる集積に結び付けるため、
引き続き、立地環境の整備や人材確保にかかる

必要な支援を行ってまいります。
5 ページをお開きください。中段でございま

支援等に努めてまいります。
7 ページをお開きください。上段でございま

す。
（グリーン社会の実現に向けた県内産業の振興

す。

について）

（海洋エネルギー関連産業の創出について）
2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、

国においては、昨年 10 月、2050 年までに温
室効果ガスの排出を全体としてゼロにし、グリ

国において再生可能エネルギーの最大限の導入

ーン社会や脱炭素社会の実現を目指す「2050

が図られております。そうした中、本県には、

年カーボンニュートラル」を宣言され、12 月に

広大な海域があり、洋上風力発電の導入ポテン

は「グリーン成長戦略」を策定のうえ、経済と

シャルが高い地域であることや、造船関連産業

環境の好循環を生み出すための政策を推進する

が集積していることから、海洋エネルギー関連
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産業を本県の新たな基幹産業とすることを目指

3 年 3 月卒の県内大学生の県内就職率は、前年

し、専門人材の育成をはじめ、中核企業を中心

同期比 3.0 ポイント増となる 40.8％と 5 年ぶり

とした企業群の創出やアンカー企業の誘致に向

に上昇に転じたところであります。
引き続き、若者の県内就職促進に向け全力を

けた取組等を推進しております。

傾注してまいります。

洋上風力発電の商用フィールド創設について
は、令和元年 12 月に再エネ海域利用法に基づ

その他の項目につきましては、記載のとおり
でございます。

き、五島市沖が国内初の促進区域に指定された
ところですが、去る 6 月 11 日、国から商用事

また、本日お手元にお配りいたしました追加

業を実施する事業者を選定した旨の発表があり

2 につきましては、最新となる 5 月の有効求人

ました。

倍率の発表が一昨日 6 月 29 日にあったため、
時点修正を行ったものであります。

全国に先駆け、本県海域において浮体式の商
用事業が実施されることは、海洋エネルギー関

なお、
「政策等決定過程の透明性等の確保及び

連産業の基幹産業化を目指す本県にとって大き

県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

な弾みになるものであり、本県での海洋エネル

に基づく提出資料、補足説明資料「令和 4 年度

ギー関連産業のサプライチェーン構築につなが

政府施策に関する提案・要望について」、補足説

るよう、五島市や関係機関と連携しながら、取

明資料「第 11 次長崎県職業能力開発計画の策

り組んでまいります。

定について」のあわせて 3 種類を事前に配付さ

9 ページをお開きください。中段でございま

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

す。

終わります。

（若者の県内就職促進について）
令和 3 年 3 月に卒業した高校生の県内就職率

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

については、キャリアサポートスタッフによる

ます。

きめ細かな就職支援に加え、秋口以降の未内定

【久保田委員長】 ありがとうございます。

者に対するフォローアップに取り組んだことや、

次に、雇用労働政策課長より補足説明を求め

コロナ禍における地元志向の高まりなどにより、

ます。

速報値で、前年比 3.9 ポイント増となる 69.5％

【井内雇用労働政策課長】 私からは、第 11 次

となっており、過去最高であった令和 2 年 3 月

長崎県職業能力開発計画の策定について、説明

卒の 65.6％をさらに上回る見込みとなってお

をさせていただきます。
資料につきましては、令和 3 年 6 月定例県議

ります。
一方、大学生においては、新型コロナウイル

会農水経済委員会補足説明資料（産業労働部）

ス感染症の影響に対応するため、これまで対面

の、説明事項が「第 11 次長崎県職業能力開発

式で実施してきた企業面談会等をいち早くオン

計画の策定について」でございます。よろしい

ライン対応に切り替え、学生と企業の交流機会

でしょうか。

を確保するなどの対策を講じたことや、コロナ

こちらの 1 ページをお開きください。

禍における地元志向の高まりなどもあり、令和

まず、1 番としまして、職業能力開発計画の
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や社会環境の変化があっておりまして、これら

位置づけなどでございます。

に対応できる訓練が必要であること。

国が策定します職業能力開発基本計画に基づ
きまして、各都道府県におきましては、職業能

そして 3 つ目としまして、生産年齢人口の減

力開発の基本となる計画を策定するよう、職業

少などがあっている中、高齢者の皆様、あるい

能力開発促進法に定められております。

は若い世代をはじめ、誰もが活躍できる社会を
見据えた訓練が必要であることでございます。

計画策定の事項としては、労働力の動向、職
業能力開発の目標、さらに施策の基本となる方

4 ページ目をお開きください。

向性などとなっており、計画期間は、令和 3 年

3 つの方向性に基づく施策の概要についてお

度から 7 年度までの 5 年間となっております。

示しをしております。既に取組が始まっている

次に、2 番、県の計画策定に向けた今後のス

部分とともに、今後具体な取組を検討していく
部分もございます。

ケジュールでございます。
今回、県議会農水経済委員会に素案を報告さ

離職者の再就職に向けた職業訓練とともに、

せていただきました後、事業主あるいは労働者

在職者のスキルアップにつながる訓練などにつ

の代表で構成される長崎県職業能力開発審議会

きましても、業界や労働者のニーズに応じた取

における議論でありますとか、パブリックコメ

組を進めてまいりたいと考えております。

ントの結果などを踏まえ最終案を作成し、再び

あわせて、下のほうにございますが、ジョブ・

9 月議会に報告をしました上で、10 月の完成を

カードなどを活用した職業能力評価であります

目指すものでございます。

とか、ＳＮＳを活用した訓練の情報発信などに

2 ページ目をお開きください。

つきましても強化を図ってまいります。
右側の 5 ページをご覧ください。

上段に計画のねらいを記載しております。新
型コロナウイルスの影響が残る不安定な雇用情

各数値目標を記載しております。職業訓練の

勢の中、デジタル化の進展、あるいは職業人生

受講者の数でありますとか、訓練後の就職率な

の長期化などの環境変化を踏まえまして、本県

ど、より多くの皆様が適正な職業訓練を受け、

産業人材の育成や一人ひとりの職業人生の実現

就職につなげていく観点から、これらの目標を

に向けた能力開発を推進する、基本的な方向を

設定したいと考えております。
なお、本計画の素案につきましては、別紙と

示すものとしまして、今回の計画を策定するも

してお配りをしておりますので、併せてご覧い

のでございます。
3 ページをご覧ください。

ただければと存じます。
以上で私からの説明を終わります。

計画策定の視点、方向性として、3 点ござい

【久保田委員長】 ありがとうございました。

ます。
1 つ目でございます。新型コロナの影響が続

以上で説明が終わりましたので、次に、陳情
審査を行います。

く中、これに対応した職業能力開発が必要であ

配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

るということがございます。

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

次に、2 つ目でございますが、デジタル化、

ます。

あるいは新たな基幹産業の創出など、産業構造
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で、都市部が賃金が高いので、ずっと都市部で

審査対象の陳情番号は、22、24、26、30、
33、35、37、以上 7 件です。

の就労を求めて地元を離れる若者が非常に多い

陳情書について、
何かご質問はありませんか。

という傾向は非常に拍車がかかっていると思い

【堤委員】 陳情番号37番、「『最低賃金の改

ますし、この賃金の低さというのがそれの大き

善と中小企業支援の拡充を求める意見書』の採

な原因になっていると思います。
労働力を確保して地域経済を活性化するため、

択を求める陳情書」というのが出されています
けれども、これについてお尋ねします。先日6

そして都市部への一極集中を分散する上でも、

月22日から、中央最低賃金審議会において、今

やはり最低賃金の引上げとか、地域間格差の縮

年度の最低賃金改定の目安についての議論が始

小というのは非常に重要な課題であると思いま

まったということ、そして県内でも、来週の月

すけれども、今、コロナ禍で、観光とか、宿泊、

曜日、7月5日から労働局で第1回の最低賃金の

飲食業が深刻な打撃を受けていますけれども、

審議会が開催されると聞いています。今、県内

ワクチン接種が進んでいけば、県内の経済もこ

の最低賃金はＤランク、そして全国で下から2

れからは回復に向かっていくものと思います。

番目の793円という状況です。これが今まで4年

県として、最低賃金引上げに関して、どのよう

連続20円以上の引上げとなっていたのが、昨年

な働きかけをしてこられたのか、これまでもさ

は、コロナ禍による経済悪化で、雇用を守るこ

れていると思いますけれども、どういうふうな

とのほうが最優先されて、過去10年間では最低

ことをされて、今年はどうなのかをお尋ねした

の引上げ額であったと聞いています。

いと思います。

この793円を計算してみますと、法定労働時

【井内雇用労働政策課長】委員おっしゃられま

間週40時間として、1か月、例えば173時間働い

すように、持続的な県内の経済成長に向けまし

ても月収が13万7,189円、年収で164万6,268円

ては、企業の生産性向上、業績アップの成果を

となります。ワーキングプアのラインが年収

働く人に分配することで、賃金が上がって、需

200万円と言われているのに、この200万円に遠

要が拡大をして、そういう成長と分配の循環を

く及ばない水準で、この金額では、労働者が賃

図るということが重要であると考えております。

金だけで自分の生活を維持したり、将来のため

特に、長崎県におきましては中小企業の割合が

に貯蓄をしたりということは到底困難だと思い

高くなっておりまして、魅力ある雇用環境を整

ます。

えて、しっかりと人材を確保していくためにも、
最低賃金の引上げというのは重要であると考え

それから、この793円は、東京が一番高いで
すけれども1,013円と、220円開きがありますし、

ております。

全国平均は902円で、これからも109円の開きが

県としましては、最低賃金の決定自体は、先

あります。福岡と比べても49円の開きがありま

ほど委員おっしゃられました長崎地方最低賃金

す。先日、国勢調査の速報値が公表されました

審議会で議論をされて、決定がされるというも

けれども、長崎県の人口は5年前より6万4,000

ので、ここには県は入っておりません。しかし

人減少ということで、今、本当に人口減少、そ

ながら、平成26年から長崎地方最低賃金審議会

して自然減だけではなく、社会減が大きい状況

に対しまして、県として、先ほど申し上げたよ
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あると思っております。

うな最低賃金の引上げが重要であるという趣旨
と、それを含めた十分なご議論をいただきたい

あと、加えまして、なかなか対面での面談と

という意見書を提出しております。今年度にお

いいましょうか、企業との話をする際に、リモ

きましても、今からになりますが、対応につい

ートでの面談を強いられているというふうな状

て検討してまいりたいと考えております。

況もありまして、なかなか詳細な説明がしづら

【堤委員】 ご答弁ありがとうございました。

いというふうな現状もあろうかと思っています。

平成26年からずっと意見書を出されている

しかしながら、こうした状況なんですが、感

ということで、審議会の公労使の委員の皆さん

染症の拡大が一定落ち着けば、速やかに誘致活

で審議されることにはなると思いますけれども、

動を展開して、順調に誘致が進むように、我々

中小企業は最低賃金を引き上げても企業経営が

としては、市町と連携しながら、今、企業との

行っていけるように、国に対して、県のほうか

接点をつないでいるというふうな状況でござい

ら中小企業への十分な支援策を求めていただき

ます。経済活動が落ち着けば、企業への働きか

たいと思いますし、今後とも、労働者の健康で

けをスムーズに再開しまして、引き続き、市町、

文化的な生活を確保するため、そして地域経済

産業振興財団と連携して誘致に当たりたいと思

の健全な発展を促すため、最低賃金の引上げが

っております。

非常に重要であると、十分に議論して、本当に

【溝口委員】 わかりました。

そういうものが達成できるように取り組んでほ

今、なかなかコロナ禍で、やはり難しいので

しいということを求めて、働きかけを強めてい

はないかとは思っているんですけれども、その

ただきたいと思います。よろしくお願いいたし

リモート関係で、何件かやり取りができている

ます。

のかどうか、何件か候補があるのかどうか、そ

【久保田委員長】ほかに、
質問はありませんか。

こら辺についてお尋ねをしたいと思います。

【溝口委員】 20ページの企業誘致等の推進に

【香月企業振興課企画監】 活動の状況ですが、

ついてです。佐世保から陳情が上がっているん

相浦工業団地に限らずというふうなことになろ

ですけれども、ウエストテクノ佐世保は4年半

うかと思いますが、継続的に以前から働きかけ

ぐらいで完売ができたんですけれども、佐世保

を、県下の工業団地をご紹介しつつ、リモート

相浦工業団地が令和元年10月から分譲に入っ

で、関係性を切らさないようにつなぐ意味でも、

ているんですけれども、まだ候補が上がってき

こちらの最新の工業団地の情報ですとか、人材

ていないような状況なんです。このことについ

の状況、長崎県の発展の状況など、タイムリー

て、現状どのようになっているのか、お尋ねし

な情報を届けながら、リモートを活用してこち

たいと思っております。

らの状況を説明している状況でございます。

【香月企業振興課企画監】ご質問がありました

【溝口委員】私は相浦工業団地のほうを尋ねて

相浦工業団地への誘致の状況でございますが、

いるんですけれども、リモート関係で、ちゃん

現在、コロナ禍の状況にあって、なかなか経済

とした連絡が取れている会社が何件かあるのか

情勢の先行きが不透明な中、企業側も設備投資

どうか。県全体は、企業誘致としていろいろ実

には慎重にならざるを得ない面というのが一つ

績も上がってきていると思うんですけれども、
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令和元年10月からということで、もう3年近く

【川崎委員】 22 番の陳情について、お尋ねい

になるんですけれども、その辺についてお尋ね

たします。酒類販売の事業者さんからの要望書

をしているんですけれども、何件か候補が上が

でありますが、まず率直な受け止めをお尋ねし

っているのかどうか、そこら辺。

たいと思います。

【香月企業振興課企画監】 失礼しました。具体

【松尾産業政策課長】 この酒類販売組合、それ

的に何件とかいうふうなところはちょっと申し

から別途、酒造の販売の組合のほうからも口頭

上げにくい面もございますが、しっかりＰＲを

でそういった申入れはございますけれども、確

して、情報を継続的に届けている相手というの

かに飲食店の時短でありますとか、休んでおら

はおります。そこは引き続き力を入れていきた

れるところは休んでおられますので、そうした

いと思っています。

ところでかなりお酒の販売というのは減ってい

【溝口委員】リモートで候補を募っているとい

るということで、直接的な影響が大きいという

うことは事実だということで、何件かはあるん

ことでは、かなり厳しい状況であるということ

ですね。

は認識しております。

【廣田産業労働部長】企業誘致のお尋ねでござ

【川崎委員】様々な支援は県も組んでいただい

いますけれども、今、委員は相浦工業団地につ

て、飲食店、そしてそこに納入をされる方たち

いてということでお話があっています。ただ、

にも行っているんでしょうけれども、まさに基

私どもが企業誘致を図る際に、
県内に工業用地、

準もなかなか厳しいし、支援する金額も十分じ

何か所かございますので、そういった候補地が

ゃないということは、こういった皆様方の生の

あるよということで企業に広くお声かけをする

声が直接届けられているということは、しっか

と。そして、様々にその工業用地にそれぞれの

りと認識をしていただきたいと思います。
この陳情書も、ほかにも壱岐市長さんとか、

立地環境、水の問題でありますとか、交通アク
セスの問題、そういったものがございますので、

対馬のほうからも、飲食に関わる要望が軒並み

企業側が、その中で相浦が適地と考えられるの

来ているということから、よくよく状況をつか

か、またはそのほかの地域に考えられるのかと

んでいただきたいと思います。

いうことでございますので、そういった意味で、

この 22 番陳情書の次のページにあるところ

相浦の工業団地を候補として検討されているよ

なんですけれども、やはりイメージとして、お

うな企業はあるんですけれども、現在のところ、

酒が悪者になっているようなところが多分にあ

立地にまでは至っていないということでござい

るように思っているんです。報道を見ても、こ

ます。

こに指摘していますように、飲むことが悪いん

【溝口委員】 ぜひ早急に、それで製造業を求め

じゃないなくて、飲み方に問題があるんだと。

ていると思うので、そこら辺について、しっか

これは所管が違うかもわかりませんが、認証

りとした対策をして、早く誘致できるように努

制度もできて、県もそこに取り組んでくれてい

力をしていただきたいと思っております。よろ

るということは十分承知しているものの、やは

しくお願いいたします。

りここは部局横断的に、飲食店の皆様への活性

【久保田委員長】ほかに、
質疑はありませんか。

化、ひいては酒類販売の皆様、あとはお酒その
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ものを造っている皆様たちに及ぶような支援を、

援というのをやってまいりました。そして、今

より一層強化していくべきだと。先週も、我々

回の第三者認証制度ということで、適正に対応

も公明党の会派で要望書を知事宛てに出させて

された店については、県として認証を与えると。

いただきましたけれども、ＧｏＴｏイートがあ

そして、認証を取るための設備整備については

るじゃないかとか、そういうふうに思われてい

一定の支援を行うということで、飲食店側に万

るかもわかりませんけれども、やはり利用者の

全の対策を取ってもらうというのをやっており

マインドというところ、今回の第三者認証制度

ます。

における、皆様がどういった認識を持たれてい

そして、あとは消費喚起の部分でございます

るのかということを考えると、やっているけれ

けれども、先ほどお話がありましたＧｏＴｏイ

ども、それをしっかりと効果が出るものにして

ートということで、これは国の事業ということ

いく必要性があるわけで、物産ブランド推進課

になっておりますけれども、県内の事業者がそ

も県産酒の促進とかやっておられるかもわかり

れを受託して販売促進を図ると。しかしながら、

ませんが、ここは県産酒に限らないと。ほかの

この間、感染拡大があったものですから、販売

お酒のことも書いてあると思います。

促進について、あまり積極的な働きかけという

ちょっとだらだらと申し上げましたけれども、

のは十分やれていないところがございますので、

要は、飲食店の活性化に向けて、いま一度、し

一定感染状況が落ち着きましたら、その販売促

っかりと一つ一つお店のことも見ていきながら、

進について、私ども県も十分協力しながら販売

適切に状況分析と、しかるべき活性化策、これ

を促進してまいろうかと思います。
具体的には、利用期間が延長になりまして、

を取り組んでいただきたい、このように思いま
すが、ぜひご見解を。

12 月 15 日まで使えるようになります。それで、

【廣田産業労働部長】飲食店に対する支援のご

販売額ですけれども、全体で 100 億円の販売予

質問でございますけれども、やはりこの間、コ

定額に対して、あと 70 億円販売可能というこ

ロナ禍が長期化する中で、飲食店が大きな影響

とで、これをまず売って、それを県内の飲食店

を受けているということは十分認識いたしてお

で活用いただくのが一番の飲食店に対する支援

ります。

かなと考えております。そのほか、各市町が市

それで、今現在、飲食店に安心してお客さん

町独自で、第三者認証を取得した事業者に対す

が入るということが最終的には飲食店の振興に

るクーポン券の発行とか、そういったこともさ

つながることかと思っております。そういうこ

れておりますので、県と、そして県内市町と十

とから、飲食店側の感染防止対策をまずやって

分な連携を図りながら、飲食店の振興に取り組

いただく、そして消費者側が安心して行けるよ

んでまいりたいと考えております。

うに、消費者の需要喚起、消費喚起、そういっ

【川崎委員】 ありがとうございます。
各市町が認証制度を取得した飲食店に関して

た両面でやっていく必要があろうかと思ってお

支援をということについては、ＧｏＴｏイート

ります。
それで、
飲食店側の支援については、
この間、

に、またさらに上乗せということについては大

換気設備とか、そういった設備整備に対する支

変にありがたいところでありまして、飲食店さ
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んからすると、認証制度は非常にいいんだと。

ていただきたいと思いますが、いま一度、産業

しかし、それに向けての設備投資、支援はいた

労働部長のご見解をいただければと思います。

だいているものの、10 万円上限ということもあ

【廣田産業労働部長】委員ご指摘ありました県

ったりして、こういった投資をやる、そして認

民への周知というところが重要だと思います。

証制度を取得した、じゃ、お客さんが本当に来

それで、私どもも、この間の飲食店に対する

るのかというところが次の心配事なんです。Ｇ

感染拡大がある中で、一定の自粛要請等もかけ

ｏＴｏイートを控えていますよ、予算もまだ 70

てきた部分もございますので、今後、感染状況

億円ありますよという話でありますが、そこに

が落ち着いて、安心して第三者認証も取得され

向けて、お客様が本当に行っていただけるのか

ると、そういった状況がありましたら、やはり

というところ。お客様に対しても、安心なんで

そういったことをしっかり県民の方に周知をし

すよと、こういったことで、ご協力しながら、

て、飲食店への利用が促進されるような取組と

ぜひご利用くださいという、そういった啓発も

いうことをやっていきたいと思っております。

必要かなと思っているんです。要は、今、飲食

【久保田委員長】ほかに、質疑はありませんか。

店に行くということ自体が非常に「あなた、行

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

くの」というようなことがまだ一般的にあるん

【久保田委員長】ほかに質問がないようですの

です。言葉はちょっと悪いかもわかりませんが、

で、陳情につきましては、承っておくこととい

悪者になっちゃっているんですよ。そこを何と

たします。
次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

かみんなで乗り越えていくということ、いわゆ

といたします。

るマインドの問題を少し力を入れていただきた

事前通告をされた委員の方で、ご質問はあり

いと思っています。

ませんか。

一気に何もかも詰め込んで云々という、そん
な乱暴なことを言っているわけじゃないんです。
適正にやっておられる店に、適正な数、お客様

しばらく休憩します。
― 午前１１時２２分 休憩 ―

が回転をしていくと何とか回っていくわけで、

― 午前１１時２３分 再開 ―

そういったところをぜひ力を入れていただきた
いと思いますし、また県の職員の皆様は、いろ

【久保田委員長】 再開します。

いろ制約もあられるんだろうと思いますが、例

【山口(初)委員】 質問させていただきます。
通告しました案件は、五島市沖における洋上

えば歓送迎会の時期も、恐らく、全くそういっ

風力発電についてであります。

たことができない中、事業者さんも一番期待を
されているその時期に、いわゆる収入を上げる

このことにつきましては、温室効果ガスの排

ことができなかったということも本当に多くの

出量を2050年までに実質ゼロにすると、我が国

方から聞いておりますので、どうか県の職員の

の目標設定の鍵ということで、洋上風力は位置

皆様も、安全対策をやっていきながら、利用促

づけをされているわけであります。
今年2月の県議会一般質問におきましても、

進を図っていただきたいと思います。

浮体式洋上風力発電事業によるエネルギーの地

そういったマインドの部分も何とか力を入れ
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産地消を目指す環境省の地域の脱炭素化ビジネ

市江島沖、対馬の海域というのも有望になって

スについて、対馬市が採択されたということに

くるかと思いますが、ぜひ県としては、今後の

伴う今後の取組について質疑を交わしたところ

長崎県のある意味での基幹産業として位置づけ

でありますが、まず、この五島市の案件であり

て、しっかり誘致をして、どんどん2050年に向

ますけれども、対馬市のその後の状況について、

けての施策を取っていければと思いますし、や

お尋ねをいたします。

っていただきたいと思うところであります。

【黒島新産業創造課企画監】対馬市の洋上風力

そういうことで、五島市沖の関係で、聞くと

の実証事業の関係でございますが、対馬市が事

ころによると、8基ほど洋上風力を設置すると

務局となりまして、今年度から協議会、地元と

いうような計画になっているようでありますが、

の意見調整を始められたところでございまして、

この8基分の電力の総量、一般的にどの程度の

今年度に入りまして、その協議会が1回開催さ

市町の電力を補えるのか、この辺について、ざ

れたという状況でございます。今後、またスケ

くっとした感じでいいですから、ご答弁をいた

ジュール等の調整が行われまして、協議会が実

だきたいと思います。

施されていくと伺っております。

【黒島新産業創造課企画監】 まず、洋上風力発

【山口(初)委員】 今回、五島市沖における洋上

電の区域の指定についてでございますが、洋上

風力発電事業の選定が行われたということで、

風力発電事業につきましては、まずは地元の自

産業労働部からメモも頂いているところであり

治体が前向きな意向を持っていること、そして

ますけれども、今回のいわゆる選定についての

その関係する漁業者の方をはじめとした地域関

関係なんですが、洋上風力発電事業というのは、

係者の理解があること、そうしたところにつき

まさにこれからの事業であるということを考え

まして、県としましては地元の自治体、市町と

れば、もう1つ2つ公募のグループがあってもよ

一緒になりまして洋上風力発電の区域指定につ

かったのではないかと思いますが、結果として

いて進めていくというところで考えております。

は1者応札のようですね。そういうことで、長

したがいまして、そういった地元のご理解がま

崎県内においては、ほかの地域あるいは海域に

ずは必要不可欠だということで考えております。

おいても事業展開の計画はないのか、お尋ねを

そして、次の五島市沖の出力につきましてで

いたします。

ございますが、委員ご発言のとおり、発電設備

【黒島新産業創造課企画監】県内におきまして

の出力規模につきましては0.21万キロワットの

は、促進区域が五島市沖が選定されておりまし

風車が8基ということで発表がされているとこ

て、委員お話にありましたとおり、事業者が決

ろでございます。この風車の稼働によりまして、

定しているという状況でございます。また、有

市内の電力消費量に含める再生可能エネルギー

望な区域に、西海市の江島沖が選定されており

の発電率に基づき五島市が試算した推計値によ

まして、促進区域指定に向け、現在、地元関係

りますと、五島市の再生可能エネルギーの自給

者、国、県含めたところで協議が進められてい

率は、現在の約50％から、約80％程度に上昇す

るという状況でございます。

る見込みとなっております。

【山口(初)委員】 それは五島市沖あるいは西海

【山口(初)委員】 わかりました。ということは、
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ます。

五島市沖でできた電気は、電気に色がついてい
るわけじゃありませんが、五島市が使っていい

そういうことで、いずれにしても、これから

と思います。ただ、この関係では中部電力とか

先の洋上風力発電設備になるわけですが、この

関西電力が絡んでいるのですが、九電は名を連

設備の製造についてですが、当初、県の報告の

ねていないようなんですが、いずれにしても、

中にも述べられておりましたけれども、いわゆ

電気をそれぞれ送るとすれば、九電の設備を借

る基幹産業としてやっていけると。そうすれば、

用する形になると思います。そうした時に、現

できるだけ多くの県内企業にそれぞれの部品

設備と新しくできる洋上風力発電との取り合い

等々を製造していただきたいと思うわけですが、

の関係で、新たな設備が必要になってくるので

その辺については積極的に取組をしていかなけ

はないかと推定をしますけれども、その辺につ

ればならないと思うんですが、その製造に関わ

いては、どういうふうに考えられておりますか。

る県内企業へのあっせんといいますか、誘致、

【黒島新産業創造課企画監】五島市沖の洋上風

その辺について、今の段階、どういうふうな状

力について発電された電力につきましては、現

況になっていて、今後どうしようとされている

在の既存の系統、九州電力が管理しております

のか、お尋ねをいたします。

海底ケーブル、そうしたところから九州本土へ

【黒島新産業創造課企画監】県におきましては、

の電力につながれるということで伺っておりま

これまで海洋再生可能エネルギー関連産業につ

す。そうしたところから、今、実際の計画、ど

きまして、次の基幹産業化を目指して取組を進

のような計画になるかというところにつきまし

めてきたところでございます。その取組といた

ては、あくまで国のほうが審査をされている状

しましては、長崎海洋産業クラスター形成推進

況でございまして、私ども、詳細については承

協議会と連携いたしまして、中核企業の育成で

知しておりませんが、そうした新しく海底ケー

ありますとか、洋上風力発電の関係企業からの

ブルを引くといったところはないのではないか

セミナー、そういったところで情報収集等をい

というところで考えております。

たしまして、関係情報を県内企業にお知らせを

【山口(初)委員】 当初考えたのは、五島市を

しているというところでございます。

100％以上補えたら、余った分は、今の送電線

今年度からは、新たに同協議会へコーディネ

を逆流させて本土のほうに持ってこなければい

ーターを配置いたしまして、発電機メーカー、

けないと。そうなると、今の能力としてどうか

発電事業者といった方々からヒアリングを行い

なというのもあったものですからお尋ねをした

まして、今後の発注の状況や情報につきまして、

ところでありますけれども、五島の今使ってい

県内企業へお知らせするとともに、ビジネスマ

る電力の半分程度は賄えると。
そうすれば、
今、

ッチングを図ってまいりまして、洋上風力発電

本土から送っている電気は半分送ればいいとい

事業への県内企業の参入、そしてそこからの受

うことになるわけでありますから、そっちの送

注の拡大を目指してまいりたいと考えておりま

電線に関わる絡みでは、特に問題ないのではな

す。

いかと思います。あと電圧調整等々をどうする

【山口(初)委員】 県内造船というのはかなり厳

のかという細かい話はあるのだろうと思ってい

しい状況、もう皆さん、ご承知のとおりなんで
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すが、ここを少しでも補って、将来につなげて

【井内雇用労働政策課長】 まず、長崎県緊急雇

いくという施策は長崎県としてしっかり取って

用維持助成金の制度の内容でございますが、新

いただきたいと思いますので、ぜひよろしくお

型コロナの影響を受けます県内中小企業の雇用

願いをしたいと思います。

維持を図るために、国の雇用調整助成金の支給
決定を受けた企業に対する本県独自の上乗せ助

そして、新たな五島沖、西海市沖あるいは対

成でございます。

馬沖等々についても、どんどんやっていけるよ
うに、県にも努力をしていただきたいと思いま

現在、国の雇用調整助成金につきましては特

すので、よろしくお願いをしておきます。これ

例措置が取られておりまして、中小企業が支払

は要望です。

う休業手当に対する助成率については、今年 1

【久保田委員長】 それでは、午前中の会議はこ

月以降に解雇がない企業に対しては、国が 90％

れにてとどめ、しばらく休憩いたします。

助成するとなっております。企業には 10％の負

午後は、13時30分から委員会を再開いたしま

担が生じるところでございますが、県としまし
ては、この企業負担の 2 分の 1 に相当する全体

す。

の 5％を支援するものでございます。なお、解

― 午前１１時３４分 休憩 ―

雇がある場合につきましても、先ほど 90％と申

― 午後 １時２９分 再開 ―

し上げた国の助成割合が 80％になりまして、事

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

業者負担残り 20％の半分の 10％を県が支援す

午前に引き続き、所管事務一般に対する質問

るということで、助成としては、いろんなパタ

を行うことといたします。

ーンがあるところでございます。

事前通告をされた委員の方で、ご質問はあり

【川崎委員】 ありがとうございました。

ませんか。

この上乗せも、事業者の皆様から大変ありが

【川崎委員】 まず、長崎県緊急雇用維持助成金

たいというお声もいただいているところであり

について、お尋ねをいたします。部長説明にも

まして、令和 2 年度の支給実績は 524 件、約

ありましたように、国の雇用調整助成金に長崎

6,000 万円という支出の報告をいただいており

県独自の上乗せをするという制度ということは

ますが、今後、回復すれば、あまり利用もなく

承知をいたしております。雇用調整助成金につ

なってくると思うものの、まだまだという感じ

いては、多くの皆様が利用されて、まだまだ回

もありますので、この国の雇用調整助成金にリ

復しない中、雇用維持のためには継続をしてほ

ンクをした形で今後も県の緊急雇用維持助成金

しいという根強い声はあるものの、断続的に国

が継続をしていくものなのか、確認をいたしま

も発表するというような中で、先行き不安を持

す。

っておられる事業者さんも多くおられるという

【井内雇用労働政策課長】委員おっしゃられま

ことについては、ぜひ認識をいただきたいと思

すように、この雇用調整助成金につきましては、

います。

企業が雇用を維持する上で大きな役割を果たし

そういった中で、まず本県の助成金制度の概

ているところでございます。この特例措置がな

要について、ご説明いただきたいと思います。

くなった場合は、解雇あるいは雇い止めが増え
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のある在籍型出向の支援も並行して進めてまい

ることも懸念をされるところでございます。
この 9 月以降の国の特例措置の取扱いにつき

りたいと考えております。

ましては、現在、国で検討が進められておりま

【川崎委員】国の動向が明確じゃない中におい

して、7 月中に発表される予定でございますが、

て、先ほど、国の負担が 3 分の 2 と減じた場合

雇用情勢を踏まえて検討とされておりまして、

というか、通常ラインになった時は、県も相当

最終的に 9 月以降どうなるかというのが非常に

な財政負担というご説明もいただきましたが、

不透明な状況でございます。

やはり希望が持てる制度ということについては、
引き続き十分検討して、対策は案としてでも持

本県の上乗せ助成につきましては、先ほど、
県の実績が令和 2 年度、6,000 万円とありまし

ち合わせていただきたいと思います。

たが、令和 2 年度、県内の雇用調整助成金実績

あわせて、在籍型出向についての説明もいた

の金額が 153 億円という規模でございます。例

だきました。この制度が使えるということであ

年とは比較にならないほど大きくなっていると

りましたけれども、認知度も少ないし、在籍し

ころでございますが、従来、雇用調整助成金の

つつ出向ですから、これまでにないような仕組

助成割合は中小企業 3 分の 2 でございます。残

みということで、やはり抵抗もあられるんだろ

り 3 分の 1、特例措置がなくなったら事業者負

うと思います。しかしながら、人材育成という

担は 3 分の 1 になるという、直ちにそうなるか

観点もおっしゃられましたが、違う職種のこと

どうかはわからないんですけれども、仮に、県

を経験するということは、その人にとっては、

がこの 3 分の 1 相当を支援するとすれば、50

最初はきついかもわからないですけれども、い

億円とか、そういう規模感になるところでござ

ろんな世界を見るということは成長につながっ

います。かなり財政負担が厳しい状況が見込ま

ていくと。これはいいことだと思います。そう

れるところでございますが、この雇用調整助成

いった観点からも、普及促進ということについ

金の上乗せ助成の継続、あるいはその他の対策

ては努めていただいて、まさに経営者にしてみ

も含めて、幅広に検討していく必要があるのか

ると、人件費で大変な状況の中に、人材育成も

なと考えております。

しつつ、一方では人件費の抑制も図られるとい

一方で、国においては、同じく雇用維持を図

うところであれば、こういった制度も活用しな

る方策として、在籍型出向を後押しする産業雇

がら雇用維持、そして人材育成、ぜひ普及に取

用安定助成金というものが創設をされたところ

り組んでいただきたいと思います。

でございます。県としては、雇用調整助成金と

次に通告をしていました分は、県内の洋上風

同じようなスキームで上乗せ助成を実施するこ

力発電の状況でございますが、先ほど山口(初)

ととしております。現在、この在籍型出向の認

委員からも質問がありましたので、概ね理解は

知がまだまだ不足する部分がございますので、

したものの、五島沖におけます洋上風力発電の

まずはセミナーによる制度周知でありますとか、

ことについて絞ってお尋ねをいたします。

社会保険労務士による労務管理の支援などを進

報道によりますと、仮称ではありましたけれ

めているところでございます。この雇用維持だ

ども合同会社の社名まで伺っておりまして、6

けではなくて人材育成などにもつながる可能性

者のコンソーシアムで進めていくということで
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ありました。まず、先走った話で恐縮ですが、

でございますので、そうしたところを踏まえま

商用ということを目指しているわけですが、い

して協議会を進めてまいりたいと考えておりま

つからこれが商用ベースに乗っていくのか、計

す。

画をお尋ねしたいと思います。

【川崎委員】 ここまで来ると、いつスタートで

【黒島新産業創造課企画監】 まず、委員お話し

すかということは気になるし、ぜひ県もしっか

ございましたとおり、五島市沖の洋上風力発電

りと後押しをしていただいて、少しでも早く商

につきましては、先般、選定事業者が決定され

用ベースに乗っていただけるようにご努力いた

まして、今後、協議が開始されていくという形

だきたいと思います。
そして、これも重複の質問になろうかと思い

になっております。
今後のスケジュールにつきましては、選定事

ますが、部長説明でも指摘があります海洋エネ

業者が、これまで促進区域を指定の際に、地元

ルギー関連産業のサプライチェーン構築、これ

関係者、国、そういった方々を含めた協議会を

は非常に期待をされるところでありますが、6

開催いたしまして、促進区域指定に向けた意見

者コンソーシアムの中には、なかなか地元の企

の取りまとめ等を行ってきたところでございま

業の名前が見つからなかったということについ

す。今後につきましては、選ばれた事業者もそ

ては、どんなになっているのだろうという不安

の協議会の中に入りまして、協議会の中で事業

も持っているところでありまして、この県内企

計画等を説明され、具体的なスケジュールなど

業の参画、サプライチェーンの構築、これに向

がその時に判明するものとなっております。そ

けて県としてどう取り組むのか、お尋ねをいた

の際に、発電計画について、構成員の皆様から

します。

特段の異論がございませんでした場合は、その

【黒島新産業創造課企画監】 今回、コンソーシ

後、経済産業省によるＦＩＴ、売電価格の認定

アムのほうが発電事業者として選定されており

がございまして、その後、国土交通省による海

ますが、今後そのコンソーシアムのほうから、

域占用許可を経まして、工事に着手という形に

調査、計測でありますとか、設計、製造、据付

なっております。したがいまして、その協議会

け、施工、維持管理といった各分野の発注がな

の議論、その中でのご異論等がないのが前提で

されるものと考えております。私どもといたし

ございまして、その後、事業認定、許可に進む

ましては、そういった各分野の発注について、

という形になっておりますので、具体的なスケ

県内企業に受注をしていただくというような取

ジュールにつきましては、その協議の中で定め

組を行ってまいりたいと考えております。

られてくるものとなっておりますので、今の時

そうした取組の支援につきましては、これま

点といたしましては、その計画が示されていな

で長崎海洋産業クラスター形成推進協議会と連

い状況でございますので、スケジュール、いつ

携して行ってまいりましたほか、今後、午前中

ぐらいから着工になるというのは、現時点では

の山口(初)委員の時にも発言させていただきま

未定となっております。しかしながら、地元に

したが、コーディネーターにより、より一層、

つきましても、できる限り早く事業を着工して

海洋エネルギー関連産業の共同受注体制の構築

いただきたいというご意見も伺っているところ

を加速化させる取組を行っているところでござ
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います。そうした取組を経まして、この五島沖

センターでは、試作加工を行って、そこで生産

の洋上風力発電事業につきましても、県内企業

したものをテスト販売するといったことが可能

の受注拡大を目指してまいりたいと考えており

になっております。この狙いといたしましては、

ます。

もともとテストマーケティング等のソフト事業

【川崎委員】 ありがとうございました。

で、県のほうでは、市場と企業との関係性、よ
り付加価値が高い売り込み方をしていくという

最後に、食品開発支援センターについて、お

ところを支援していたところでございましたが、

尋ねいたします。
先週、センターを視察させていただきました。

一方で、最適な加工技術を選定したり、また新

本当にすばらしい衛生環境というか、保健所の

たな加工技術を開発したりするというところが

指導もしっかりされて、まさにこのコロナの中

なかなか支援ができなかった部分でございまし

において不安を抱くところも見事にクリアをさ

た。そういった関係性もございましたことから、

れた立派な施設でありました。機材も 70 種類

今回、食品開発支援センターをつくりまして、

あるということで、一つ一つ丁寧にご説明をい

まずどういった加工が最適なのかと、最終的に

ただきましたが、最新のマシンも導入されて、

コストを下げるのは、どういった加工が最もい

まさに食品開発の支援にふさわしい設備である

いかというところを判断していただき、それで

と、高く評価をいたします。多くの方もこちら

一旦試作をして販売すると。そういった中で、

のほうに視察をされていると、興味を持ってお

市場の反応を見ながら改良していくというサイ

られるということで、大変すばらしいことだと

クルを回していきながら、よりよいものをつく

思います。

っていただくことを支援するような施設になっ
ているところでございます。

そういった中において、開発支援だから、私
も、そこでその名のとおりの支援があるという

【川崎委員】サイクルということがありました

ことは十分わかって行ったものの、一つ踏み込

けれども、まさに開発したけれども、なかなか

んだ形ですばらしいなと思ったのは、そこで商

先に進みませんでした、というところに再度改

品を開発から一歩踏み込んで製造までいって、

良を加える再開発支援といいますか、そういっ

販売に資する、そういったことで 10 日間連続、

たことからサイクルを回していって軌道に乗せ

丸ごとお貸ししますよと、そのようなお取組に

るということについては、非常にすばらしいお

ついては、私も、行政機関としたら踏み込んだ

取組だと思いますし、力を入れていただきたい

形で、よかったなと思っているんですが、これ

と思います。
そういった中において、始まったばかりです

はどういった狙いでこの取組をなさっておられ
るのか、まず特筆すべきポイントといいますか、

ので、まだまだ実績はこれからなんだろうと思

あればご紹介いただきたいと思います。

いますが、多くの県民の皆様、事業者の皆様に

【福重新産業創造課長】川崎委員におかれまし

ご利用いただいて、ここから日本に、また世界

ては、先日、
センターをご視察いただきまして、

にまで販路が見つかるような立派な製品ができ

誠にありがとうございました。

れば大変うれしいと思っているところです。
こういったセンター、すばらしい施設ができ

委員から先ほどご案内がありましたとおり、
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たわけでありますから、そういった意味でブラ

する予定にしておりました。今回の一般質問で

ンド化といいますか、センターで誕生したもの

もそのことは質問なされた議員もおられました

が、しっかりと世に出て、事業者さんの収益に

し、今回、有効求人倍率が 1.04 倍という産業労

貢献していますよというところから、何か一つ

働部長の委員会の資料もありますが、コロナが

このセンターから生まれたものということを訴

発生して、一昨年、昨年度、どのような推移が

求する取組ということについても、ぜひご検討

されているのか、お聞きしたいと思います。

いただきたいと思いますが、ご所見を賜りたい

【井内雇用労働政策課長】長崎労働局から毎月

と思います。

発表されております本県の有効求人倍率でござ

【福重新産業創造課長】センターで支援して生

いますが、コロナ前になります令和元年の 12

まれた商品のＰＲというのは、今後の利用者を

月時点では 1.17 倍でございました。その後、コ

掘り起こすために非常に大切なものと思ってお

ロナの影響により低下を続けまして、令和 2 年

ります。かつ、こういったことが支援できます

9 月には 0.89 倍にまで低下をいたしました。そ

といった例をわかりやすくお示しするというこ

の後、緩やかな上昇傾向にございまして、直近

とも、
「ああ、これはうちも使えるんだ」という

の 5 月におきましては、先ほど委員おっしゃら

ところを生産者であるとか、食料品製造業の皆

れましたように、1.04 倍でございました。この

様にご理解いただくために、そういったきめ細

1.04 倍は 3 月から、3 月、4 月、5 月と 3 か月

かい周知というのはやはり必要になってくるか

この水準が続いているところでございます。
ただ、1 倍を超えている求人が求職を上回る

と思っております。
現時点では、例えば、もともと工業技術セン

状況は続いてはいるのですが、求人の数自体を

ターのほうで支援して開発された商品等は、ロ

見ますと、コロナ前の水準までには及んでおら

ビーに展示しているのですが、そういった展示

ず、特に宿泊、飲食サービスがコロナ前の水準

をより充実すること、またセンターが関わって

までには到達していない状況でございます。県

商品開発をしたもの、もしくはブラッシュアッ

内の雇用情勢については、今後も注視していく

プを行って、より売れるようになったものとい

必要があると考えております。

った事例等も、今後パンフレット等にまとめて、

【西川委員】 特に長崎市は観光業、飲食などが

利用者拡大のツールとして活用していきたいと

時短も含めて影響を受けていると思いますが、

いうことを現在考えているところでございます。

失業者という数字は何か把握されておりますか。

【川崎委員】ぜひここから多くのいい製品が世

それと、県の施策などにもよって就職なされた

に出て、長崎の食材を使った製品が世に出て、

方の数。雇用労働政策課以外の産業労働部内の

また事業者の活性化につながるようにご努力い

各部署のいろんな失業対策とか、事業継続など

ただきたいと思います。

の事業にも関連して救われた方というか、再就

【久保田委員長】 ほかに質問はありませんか。

職された方とか、そういう数字などがわかって

【西川委員】 私は、令和元年度以降のコロナ禍

おったら、教えていただきたいと思います。

の中で失業者が増えたり、また有効求人倍率の

【井内雇用労働政策課長】新型コロナの影響に

推移がどうなっているのかということでお聞き

よります解雇者及び解雇予定も含んだ数なんで
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すが、今年 6 月 18 日までの累計になりますが、

のところに「飲食店等のサービス産業事業者へ

1,942 人という数字になっております。業種別

の支援」ということで、県内のサービス産業事

に見ますと、宿泊、飲食業、製造業、卸、小売

業者に、事業継続や再起に向けて、感染予防対

業などが多くなっているという状況でございま

策もですけれども、それと別に、新商品や新サ

す。

ービスの開始などに取り組む事業者に対しての

こういうコロナの離職者があっているという

補助を行ってきたというのがあるのですが、こ

中で、離職された方々に対しては、長崎労働局

のところをもう少し詳しくご説明をお願いした

はじめとした関係機関と連携をして、職業訓練

いと思います。

をよりきめ細かくやっていくというところがま

【吉田経営支援課長】 経営支援課のほうで、非

ずございます。そして、コロナの影響により離

接触サービス対応支援補助金というものを構え

職された方を雇用された事業者の方に対しては、

まして事業を施行しております。この事業は、

昨年の 9 月補正で予算計上いたしました離職者

今、言葉としては出てきましたが、サービス産

雇用支援事業という補助事業になりますが、こ

業事業者の事業継続、再起に向けた取組や3密

れによりまして令和 2 年度では 209 社、雇用創

を回避する新しい生活様式に対応するための非

出人数として 264 人の支援を行ったところでご

接触サービスの導入等を支援することを目的と

ざいます。

して実施しております。全部で183社に対して、

【西川委員】大体現状把握させていただきまし

計約8,700万円の補助金を交付しております。そ

たが、高等技術専門校とか、また短期の就職教

の業種は、多い順に申し上げますと、飲食店が

育とか、違う業種への就職可能な教育、そうい

35％、卸・小売業が21％、宿泊業が12％等とな

うことなどは何かなされた事業があれば、教え

っておりまして、この3業種で7割を占めている

ていただければと思います。

状況となっております。

【井内雇用労働政策課長】職業訓練の中におき

【堤委員】非接触で事業を継続していくための

まして、高等技術専門校では、長崎、佐世保両

支援ということで今、ご説明いただきまして、

校になりますが、民間事業者への委託訓練とい

飲食、卸・小売、宿泊など合わせて、そういう

う形で、離職者の方に対する訓練を従前から行

ものが7割を占めているということですけれど

っているところでございます。令和 2 年度にお

も、非接触でのことが中心になるのですか。こ

きましては、約 1,200 人の離職者の方の再就職

こに書かれているのは、新商品とか新サービス

に向けた支援を行ったところでございます。

という言葉もあるわけですけれども、こういっ

【西川委員】まだまだ厳しい余波が出てくるか

たものに当たるものもあるのでしょうか。

もわかりませんので、そういう就職や新しい技

【吉田経営支援課長】事業の趣旨としましては、

術などの取得のためにも、産業労働部一体で頑

新商品・新サービスの開発も対象とするという

張っていただければと思います。ありがとうご

ことでございます。実際の事例としまして、今

ざいました。

の3つの業種以外にも様々な事例はございます

【久保田委員長】 ほかに質問はありませんか。

ので、代表例という言い方が適切かどうかわか

【堤委員】 私のほうから、説明資料の2ページ

らないんですけれども、例えば、飲食店がテー
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クアウトを開始するに当たりまして、消耗品の

います。

購入とか、チラシの作成等の初期費用、あるい

【川口雇用労働政策課企画監】新聞報道であり

は店舗に商品の受渡し専用窓口をつくる時の施

ましたことについては、6月23日に開催されま

工費用といったものに利用している例ですとか、

した、ながさき就職氷河期世代支援プラットフ

小売店がアクリル板やパーティションを設置し

ォーム会議の中で、長崎労働局から、ハローワ

たり、あるいは消毒液やマスクなどの消耗品の

ーク紹介による正社員就職件数、これは目標で

購入に利用した例、あるいは宿泊施設が空気清

2,400件ということに対して、昨年度の実績が

浄機の購入とか、客室にテレワーク環境を整備

1,347件ということで、これはハローワークを通

するために電源を設置したり、Ｗｉ-Ｆｉ環境を

して職業紹介をされた件数ということでござい

整備する場合に利用した、こういった事例がご

ます。地域ごとに言いますと、ハローワーク長

ざいます。

崎の管内が419件と一番多く、それから大村、

【堤委員】 ありがとうございました。今のご説

諫早、佐世保というふうな順になっております。

明で、非接触のサービス関連ですけれども、テ

県として、どのような支援を行ってきている

ークアウトができるような整備、いろんなもの

かということなんですけれども、このプラット

を準備したり、あるいは宿泊施設でテレワーク

フォームの中で労働局と連携して行っていると

ができるような環境整備を行ったということで

ころですけれども、県としましては、令和2年

すね。わかりました。

度から、人材活躍支援センターに、氷河期世代

コロナによって、いろいろな今まで想定して

の就職を支援するための採用力向上支援員を2

いなかったようなサービスというか、対応をし

名増員しまして、企業に対して就職氷河期世代

ていかなければいけないということで、本当に

の雇用を働きかけているところでございます。

皆さん大変と思うんですが、事業を引き続き続

併せて、企業に対しては、就職氷河期世代を採

けていって、雇用を守るとか、あるいは今、大

用する際のポイント等を説明するセミナーを今

分減収にはなっていると思うんですけれども、

年1月から2月にかけて行ったというところで

そういった事業者に対する支援が引き続き続い

ございます。併せて、労働局としては、同じく

ていくように、よろしくお願いしたいと思いま

西洋館にあるハローワーク長崎西洋館センター

す。

に、就職氷河期世代専用窓口を設置して、きめ
細かな対応をしているということと、助成金に

それからもう一点、就職氷河期世代の支援に

ついても、専用の助成金が設置されているとい

ついて、お尋ねをしたいと思います。

うことで、国と連携して就職を促進していると

先日の新聞報道で、労働局のほうで、県も関
わっている支援組織の目標値、22年度までに

ころでございます。

2,400件支援するという目標が定められていて、

【堤委員】 県内で目標に対して5割達成という

その5割をもう初年度で達成をしたというよう

ことは非常にすばらしいと思うんですけれども、

な報道がされています。これについて、この中

ただ就職氷河期世代というのは1万人ぐらいで

身、それから県としてどのように関わってこら

すか、まだまだたくさんいらっしゃるというこ

れたのかというようなことをお尋ねしたいと思

とで、まだそういったところに就職というとこ
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補正分についてお伺いをします。

ろまでつながっていない皆さんもたくさんいる
かと思うんですけれども、支援の対象者、例え

6 月 28 日に申請受付を開始されているよう

ば非正規の不安定雇用の人もいれば、無業の人

ですけれども、その内容で、申請の要項を見ま

もいたり、ひきこもりだったりというのもあり

したら、5 月 31 日にこの分科会でやり取りをし

ますけれども、その中で、非正規とか、正規雇

て理解した内容と少し異なっているのではない

用を目指している皆さん、そういったところの

か、条件が厳しくなっているのではないかとい

皆さんの抱えている問題というようなことはつ

うふうなものがありましたものですから、3 点

かんでいらっしゃるのでしょうか。

挙げさせていただきます。

【川口雇用労働政策課企画監】就職氷河期世代

1 点目が、給付額について、前回の段階では、

の方々に対しては、昨年、アンケートを取った

5 月または 6 月の売上が 50％以上減少している

ところでございまして、意向調査をしておりま

事業者に最大 20 万円というふうな書き方だっ

す。求職者のほうの特徴としては、転職を繰り

たんです。売上減少額は上限ですけれども、今

返している方が結構多いということがありまし

回、4 月から 6 月ということで対象は広がって

て、その中で、スキルとか経験が蓄積されない

いるのですが、1 か月当たり上限 10 万円で、2

といった問題があると思っております。また、

か月まで申請できるというふうに形が変わって

採用する企業のほうについても、正規労働の経

いるということ。

験がない方とか、あるいは転職履歴の多い方を

2 点目は、申請時の添付書類についてなんで

敬遠する傾向があるのではないかと思っており

すけれども、ここはその時点ではちょっとまだ

ます。

はっきりしていなかったという部分があるかも

【堤委員】就職氷河期世代の人を採用する上で

しれないんですけれども、今回の要項では、添

のいろんなポイントとか、セミナーをされたと

付書類について、顧客データまたは自ら調査し

先ほど言われましたけれども、企業のほうも、

た顧客調査の結果で 50％以上が長崎市居住の

そういう方たちを雇用するというのは大変と、

顧客であることを証明する書類ということが入

ハードルが高いという思いはあるのかもしれな

っております。その顧客調査の資料の例として、

いですけれども、うまくマッチングしていける

何月何日に、どこの市の人にサービスを提供し

ように、これからも支援をしていっていただき

たというのをお客様に聞いて記録をして、その

たいと思いますし、これからコロナでそういう

中で、長崎市の人が 50％以上であるということ

人がまだ増えてくるという可能性もあるかと思

を計算して示すというふうな例示がされていま

いますので、今後ともよろしくお願いしたいと

す。これは現実的に、かなり厳しいのではない

思います。

かと感じます。今、並行して行われている国の

【久保田委員長】 ほかに質問はありませんか。

月次支援金においては、外出自粛等の関係では、

【山本(由)委員】 それでは、私のほうで通告し

50％以上が緊急事態宣言等の対象都道府県か

ています長崎県事業継続支援給付金についてと

ら来訪しているかどうかということについては

いうことで、午前中、2 月補正分については分

Ｖ-ＲＥＳＡＳなどの統計データでいいんだと。

科会で質疑をさせていただきましたので、5 月

長崎県については、一部例外がありましたけれ
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ども、申請時には証明書類等は添付しなくてい

いけないんじゃないかということで、4 月、5

い、保存書類でいいんだと。もちろん後日検査

月、6 月の中で、実際のところは、時短の要請

があった場合はチェックしますよということで

をかけましたのが 41 日間ということで 3 か月

あるけれども、少なくとも申請時には要らない

に満たない日数ということでございますので、

となっているのに対して、県の要項は国よりも

長崎市と調整する中で、4 月、5 月、6 月のうち

非常に厳しいと。これで申請自体を諦める事業

で 2 か月分という形で、しかも、2 か月で 20

者が多くなるのではないかということを危惧し

万円という形ではなくて、国の月次支援金と同

ております。また、これをすることによって、

じやり方で、それぞれの月で計算をしていただ

チェックに膨大な時間と労力が必要になって、

いて、1 か月で言えば 10 万円ということになり

結果として、対象者への支給も遅れてしまうの

ますけれども、合わせて上限に達すれば 20 万

ではないかと感じています。

円という形でさせていただいたところでござい

3 点目が、事業者の周知方法なんですけれど

ます。

も、この周知とか、申請書類の配付について、

それから、添付資料のほうでございますけれ

県のホームページ以外では、諫早市、西海市、

ども、確かに国の月次支援金等につきましては、

長与町、時津町の 4 つの市町の役所とか会議所、

ＲＥＳＡＳ等ビッグデータを用いて、4 月から

商工会の窓口だけに申請書類を置くというふう

5 月の分が今、募集が、出ておりますけれども、

な形になっております。これだと、前回、4 市

5 月に関して言うと、長崎県全体は人流が 50％

町以外も対象になりますよというふうなことに

下がっているので、旅行関連業者、これには飲

関して言うと、ちょっと違うのではないかと。

食店、宿泊とかが入っておりますけれども、そ

ほかの市町というのは、結局、周知を流してい

れを使えば対象となりますというようなお話で

ないんじゃないかというふうに感じています。

ございますけれども、これについて私どものほ

以上、今 3 点ご指摘を申し上げましたけれど

うでは、人流がどれだけ減少したかなどのビッ

も、この給付額それから添付書類、周知方法に

グデータは持ち合わせていないというところも

ついて、どういうふうに決めていったのかとい

ございまして、何らかの資料というものは必要

うことについて、ご説明をお願いします。

になってくるのではないかと。今回、長崎市の

【松尾産業政策課長】委員ご指摘のございまし

時短要請ということになりましたので、そうし

たように前回の委員会におきまして、5 月、6

たところで長崎市との間でのやり取りというと

月分について 20 万円上限というようなお話は

ころは何らかお示しをしていただきたいという

させていただきました。確かにその時点では、

ことで、そういった添付書類を求めているとこ

第 3 波の時のやり方を踏襲してというふうに考

ろでございます。

えておりましたので、そのような形で答弁をさ

それから、周知につきましてですけれども、

せていただきましたけれども、その後、長崎市

前回の委員会において、業種も限定しませんし、

とも調整をしていく中で、時短要請をかけたの

地域も限定しませんということは申し上げてお

が 4 月 28 日から 6 月 7 日ということですので、

りましたけれども、実際の人の動き、お客さん

長崎市のほうとしましては、4 月も入れないと

といいますか、そうしたところでいきますと、
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ある程度、近隣ということも考えられましたの

ことで、今のような整理をいたしているところ

で、情報としては全体に流しておりますけれど

でございます。
この制度につきましては、要項等の配付も行

も、申請書類を近隣の市町だけに置いていると
いうことになりますので、これにつきましては、

ったところでございますので、各方面のご意見

今回そういったお話もございますので、21 市町

等も踏まえて、見直すべきところがあれば見直

全体に置けるようにやっていきたいと思ってお

すということで検討してまいりたいと考えてお

ります。

ります。

【山本(由)委員】 時間がないので端的に言いま

【山本(由)委員】 要項については、これまでの

すけれども、結局、飲食店は厳しいから、そこ

ほかの事業についても、何月何日現在というこ

に協力金があって、ただ、それ以外の取引先と

とでずっと更新をしてきて、これはＱ＆Ａも同

か関連業者も厳しいけれども、直接の協力金と

じだと思いますので、そこはぜひやっていただ

いうか、交付金がないので、こういうふうな支

きたい。証拠書類は一切なしでいいですよとは

援金が設けられたという本来の経緯があるわけ

言わないけれども、一方では国にある程度合わ

ですよね。その中で、今回の要項とか周知方法

せている、こっちは国より厳しいというのはど

では、今のままだったら、結局、隣接する 4 市

うかと思いますので、そこはぜひお願いしたい

町以外では、知らない人が多くなると。対象に

と思います。

なる 4 市町でも申請が非常に厳しいというふう

次に、サービス産業事業再構築支援事業につ

な印象が強くて、この事業の目的というのが達

いてなんですけれども、先ほどの説明資料の中

せられないんじゃないかと思います。先ほど、

で、申請が 140 件、審査を経て 52 件というふ

何らかの証拠が必要だというふうなことで今の

うなご説明がありましたけれども、具体的に、

形を取っておられるということですけれども、

どのような内容が 52 件の中にあるのかという

私から見ても、ちょっと現実的ではないという

のをポイントだけ教えていただけますか。

ふうに思います。

【吉田経営支援課長】 応募 140 件のうち、認

これについては、
要件であったり、
申請方法、

定事例が 52 件ということで、グループ申請を

周知方法については早急に見直していただきた

認めておりますので、事業者の数としては 62

い。決して関係ないところまで増やせというこ

社となっております。業種としましては、多い

とではありませんので、長崎市が中心ではある

順に、卸売・小売業が 32％、宿泊業が 26％、

けれども、それ以外のところも当然影響を受け

飲食店が 19％ということで、この 3 つで 77％

ているんだということで、早急に見直してほし

を占めているというふうな状況にございます。

いと思うんですけれども、産業労働部長、どう

取組事例は様々でございますけれども、幾つ

ですか。

か挙げますと、建設業者や卸売業者など異業種

【廣田産業労働部長】先ほど産業政策課長がご

の事業者が連携して、共同でファストフード店

説明いたしましたように、今回の事務手続を検

を出店する取組、宿泊事業者が耕作放棄地を市

討する中で、あくまでも公金を支出するという

民農園に転換して経営するとともに、農作物の

ことから一定の証拠書類が必要であろうという

生産、販売に参入する取組、介護事業者がキッ
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チンカーによる移動販売を開始する取組などの

事業趣旨を周知した上で、場合によっては 9 月

事例がございます。

補正を念頭に検討を進めるというふうな形で検

【山本(由)委員】 わかりました。

討してまいりたいと考えております。

この事業が、国は国で中小企業等事業再構築

【山本(由)委員】 ありがとうございます。確か

促進事業というのがあって、今もずっと募集を

にいろんな事業があって、先ほどの感染防止

していて、
これが総額 1 兆円あるということで、

云々とかというのもあって、消耗品をこっちで

今後も何回もされると。ただ、これが下限が 100

使ってみたり、あっちで使ってみたりというよ

万円であったり、そういったものがあるので、

うなことが多分あるんだろうと思うんです。た

それ以下の部分を拾おうということでつくられ

くさんメニューがあるので、どこかで拾ってあ

た事業ということで、非常にいい事業だと理解

げないといけないだろうと思いますし、先ほど

をしています。ただ、結局、100 万円以上とな

言いましたけれども、この事業の中では、その

ると、3 分の 2 補助とした場合に 150 万円の事

中でも金額の小さいものを拾うという意味では

業、ですから自己負担として 50 万円以上かか

非常にいい事業だと思いますので、ただ事業趣

ってくるというふうなことがあるので、そうい

旨を理解してなくて何でもかんでも申請すると

う大きなものではないけれども、やりたい、今

いうケースがあったのかもしれないですけれど

後ポストコロナで前向きにやっていこうという

も、そこはわかりやすく説明していただくこと

中で、これ自体を今後、
要件等もまた見た上で、

で、少し先が見えてきている状態なので、今か

補正予算等で追加募集をする考えがないのか、

ら、先ほどの事業継続支援給付金みたいに、ま

お伺いしたいんです。

ずは交付をする、救済するというところから、

【吉田経営支援課長】委員からご指摘ありまし

次に進もうというところを支援するという趣旨

たように、この事業は、国の事業を狙うには金

だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。

額的に負担が大きいというふうなところを主に

3 点目に、若者の県内就職についてなんです

考えている事業でございますけれども、事業の

けれども、これも説明資料にありましたけれど

趣旨としては、コロナの緊急対応ですとか、環

も、今年 3 月卒業生については、高校生が 69.5％

境整備を経て、先を見据えた取組をしっかり支

と過去最高だ、大学生についても 40.8％という

援していくんだという方向性も県としては示し

ことで 5 年ぶりに上昇に転じたということで、

たいという思いの中で組んでおります。

これは総合計画の目標もクリアをしているとい

今回、140 社から 50 社ほどが認定をされて

うことで、このご努力については本当に敬意を
表する次第です。

いるという状況で、それ以外の事業が採択でき
なかった、あるいは実際に商工団体からも、追

その中で、説明資料にも概要は記載されてい

加募集をぜひやってほしいというふうなお声も

るんですけれども、それぞれ高校生、大学生に

お聞きしております。ただ、先ほど申し上げま

ついて、特記すべき、これがポイントになった

した事業趣旨にかなうような申請が実はそれほ

のではないかということがありましたら、そこ

ど多くなかったというのも実態でございますの

をご紹介いただけますか。

で、例えば、セミナーとかを開いて、しっかり

【宮本若者定着課長】 高校、大学について、ち
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ょっと率が上がったと思われるポイントのとこ

という集計をしているんです。その中で、7 校

ろをご説明したいと思います。

の卒業生のうち、
就職者は 235 名ですけれども、

高校生でございますが、令和 2 年度につきま

県内就職率が 57％、島原市内への就職率が 22％

しては、就職する生徒が多い高校にキャリアサ

ということで、いずれも前年を上回っているん

ポートスタッフを配置しておりますけれども、

ですけれども、県内就職率自体は県平均の先ほ

元年度から 2 年度になる時に、特に工業高校に

どの 69.5％は下回っているというふうな状況

ついて、今まで、工業高校と何とか高校という

にあります。ちなみに、その生徒さんを島原市

併任をしていたものを、工業高校については基

内在住者ということで限定すると、県内就職率

本的に専任になるような体制強化を図って、よ

は 51％、市内就職率は 26％ということで、こ

りきめ細かな対応ができるようになったという

れも前年は上回っているという状況にあります。

のが一番大きなポイントかと思っております。

先ほどお話がありましたとおり、今年 3 月の

それから、そういった高校の体制整備しますと

高校生の県内就職率は前年を上回っているし、

ともに、これは過去からやっておりますけれど

総合計画の目標もクリアをしているということ

も、本庁のほうからも、そういった高校の現場

ですけれども、これを地域別に見た時に、長崎

をずっと回って意見交換をしながら取り組んだ

市など企業が集積しているところと、そうでな

ことが大きかったのかなと思っております。そ

い離島・半島とかいうところではやっぱり差が

ういったところが高校生としては一番大きなと

あるだろうと。そういう中で、振興局単位とか、

ころかと思っております。それと、コロナによ

地域別の県内就職率、地域内就職率というよう

る地元志向の高まりというのもあったところだ

な状況については把握されているのかどうか、

と思っております。

お伺いします。

大学生につきましては、結局、去年のコロナ

【宮本若者定着課長】地域別ということでいけ

が始まった時から、基本的に、企業訪問して説

ば、振興局別に把握しております。数字を申し

明会とかでリアル面談ができなかったものです

上 げ さ せ て い た だ き ます 。 ま ず 、 県 全 体 が

から、我々も早めにオンライン説明会とかに切

69.5％、長崎振興局管内が 73.8％、県央振興局

り替えて、それを見ていただけているというこ

管内が 70.9％、島原振興局管内が 62.0％、県北

とも一つ大きなことかと思っております。あと、

振興局管内が 69.8％、五島振興局 65.3％、壱岐

大学生についても、コロナによる地元志向とい

振興局 37.1％、対馬振興局管内が 45.9％と、そ

うのはあったと思っております。

ういった状況になっております。

【山本(由)委員】 ありがとうございました。

【山本(由)委員】 ありがとうございました。な
かなか今までそういう数字が出てこなかったし、

次に、地域別の県内就職率ということでお伺
いをしたいんですけれども、これも島原市の事

当然把握されていたと思うんですけれども、決

例で申し訳ないのですが、島原市においては、

して競争を、ここは低いから、高いからいいと

島原市内の私立高校、定時制を含む 6 校、それ

か悪いとかということではなくて、それを比較

から隣の国見高校まで入れた 7 校について、市

することによって、この地域は何が足りないん

内の就職率、それから県内就職率、県外就職率

だろうかというふうなことを地域全体として挙
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げていくということがあると思いますので、そ

やっておりますけれども、結局、そこは未内定

こは引き続きお願いをしたいと思います。

者になるんですけれども、私どもも令和元年度

島原振興局では、毎年 6 月に、島原半島地域

から、会場ではないんですけれども、私どもの

企業説明会を開催しています。私も大体毎年行

ほうで県内企業の 10 月時点における採用計画

って、今年も行ってきたんですけれども、今年

に対するまだ足りない数字、それを企業ごとに

は 49 の会社と 300 人の生徒が参加をしていま

リストアップしておりまして、それを学校現場

す。その中で特に感じたのは、年々企業側がＰ

にやって、学校現場では、この企業が空いてい

Ｒが非常に熱心というんですか、趣向を凝らし

るから、この生徒はここにといったような丁寧

ているという感じなんです。今、賃金が低いと

な、きめ細かな対応をさせていただいていると

いうことで、賃金はこうですよとか、トータル

思っているところでございまして、それが奏功

ではこうですというふうな説明を非常に丁寧に

してこの 2 年間、上がってきているというとこ

しているということで、何とかして地元で採用

ろもございますので、その上で、近年、そうい

したいという意欲が伝わってきます。

った労働局主催の長崎、佐世保会場の人数、参

これは労働局のほうになるんでしょうけれど

加生徒も、そういったこともあって減ってきて

も、長崎市と佐世保では、11 月に高校生向けの

いるというところもございますので、今直ちに

合同企業面談会が行われているんですけれども、

そういったものを開催しようというところより

島原のものは説明会であって、そこがきっかけ

も、今の取組で、もうちょっと維持、上げてい

にはなるんですけれども、その後、実際に就職

きたいと思っているところでございます。

活動というのが始まっている中で、少し途切れ

【山本(由)委員】 ありがとうございました。

てしまうというふうな嫌いがあるんです。です

1 つは、先ほどご答弁いただいたのは非常に

から、先ほど、県央あたりも少し上がってきて

よかったと思うんですけれども、地域内の就職

います。県央とか島原半島、
これはできれば別々

率という視点を持つことで、もちろん会社の問

がいいんですけれども、まとめたような形で、

題が大きいんでしょうけれども、その地域内の

長崎、佐世保と同じような形の面談会、第 1 次

就職率が低い原因と、その改善策というのが少

が残念ながらうまくいかなかった人たちも含め

し見えてくる面があるんだろうと思いますし、

て、そういうことができないかと思うんですけ

地域内の就職率が上がれば、当然、県内の就職

れども、いかがですか。

率も上がってくるわけで、逆に言うと、島原半

【宮本若者定着課長】合同企業面談会というこ

島みたいな地域は、例えば、地域内に就職でき

とで、10 月に、現状では長崎と佐世保で行われ

なければ長崎市、佐世保に行くかというと、熊

ておりますが、これにつきましては 10 月とい

本やら福岡に飛んでいくんですね。だから、そ

うところが一つポイントになるんですけれども、

ういった意味で、何とか地元に残せないかなと

高校生は、民間企業を受ける場合は、9 月 16

いうふうな感じのものを持っておりますので、

日が試験になりまして、そういったところで一

今ご説明があった令和元年からの未充足情報を

度落ちた人のためにというとあれですけれども、

随時提供したというのは非常に大きいんだろう

そういった人のために 10 月に長崎と佐世保で

と思うんですけれども、そこにまた実際に対面
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で幾つかの会社があって、そこで面談をして決

よる影響と対策についてということでございま

めれるというふうなのがやっぱり効果的なんだ

すけれども、今回、県、国のいろいろな対策に

ろうと思いますので、そこも含めてご検討いた

よって、飲食店とかサービス産業あるいは観光

だきたいと思いますし、いろいろ振興局とか市

業者に対してのいろんな施策は執り行われてき

と連携した地域内就職の取組の強化というのを

て、時短営業の方には協力金が支払われて、少

ぜひお願いしたいと思うんですけれども、最後

人数でしているところは、かなりよかったんじ

に政策監、いかがですか。

ゃないかと思うんですけれども、多くの従業員

【村田産業労働部政策監】県内就職につきまし

を抱えてやっている業者は大変厳しい状況じゃ

ては、若者定着課を設置しまして 4 年目になり

ないかと思いますけれども、その辺についての

ます。この間、高校あるいは大学などの現場に

把握をしている部分について、お尋ねしたいと

おきましては、県内就職への理解が進みました

思います。

し、きめ細かな就職の相談あるいは支援といっ

【松尾産業政策課長】この時短要請協力金につ

たこと、それから地元の企業におかれましては、

きましては、午前中もお話ししましたが、12 月

早期の求人票の提出でありますとか、継続した

から 1 月のいわゆる 3 波の時に対しての支援金、

求人、あるいは職場環境の改善といったことに

これは一律 76 万円ということと、それから現

積極的に取り組んでいただいてきたといったこ

在、長崎市においては延長を 2 回いたしました

とも大きなこの成果につながってきているもの

ので、1 期、2 期、3 期ということで支給をする

と思います。

という形になっておりまして、今回は、一律で

こうした取組をさらに進化させつつ、今、委

はなく、売上で段階的に分類して支給をすると

員ご指摘のあった点も加味しながら、今後の取

いう形になっております。

組を進化させて、基本的な、地道な取組につい

前回は一律でしたので、いろいろ全国的にご

ては継続しながら、さらに県内就職の促進に努

不満があったということで、国のほうとしまし

めてまいりたいと考えております。

ても、段階的にということで、最低一日 2 万

【久保田委員長】 それでは、1 時間経過をいた

5,000 円の売上から、最高が７万 5,000 円とい

しましたので、ここでしばらく休憩を取りたい

うことで、さらに大企業に対しては一日 20 万

と思います。

円までということで、段階的な支給ということ

14 時 45 分に再開いたします。

になっております。
前回、その割合がどうなっているかというよ

― 午後 ２時３０分 休憩 ―

うなことを吉村委員からもご指摘がございまし

― 午後 ２時４５分 再開 ―

て、今まだやっている最中ではあるんですけれ

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

ども、今出てきている分で見ますと、最低額の

休憩前に引き続き、所管事務一般に対する質

一日 2 万 5,000 円というところが 82％ぐらいに

問を行うことといたします。

なります。
それから、2 万 5,000 円から 7 万 5,000

ご質問はありませんか。

円の範囲というのが 11％ぐらいになります。そ

【溝口委員】新型コロナウイルスの感染拡大に

れ以上のところが 3〜4％と、大企業が 1％、2％
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ぐらいのところになってきまして、状況として

をしておりますので、その店舗としては、7,155

は、長崎市だけになりますけれども、今出てい

店舗ということになっております。

る範囲で見ますと、
段階的な支給ということで、

【溝口委員】 今回、飲食店とかサービス業関係

そのような割合となっております。

は、取引業者もやっていると思うんですけれど

そのあたり、最高額でも、たくさん従業員を

も、ほかにも事業はあるんですけれども、コロ

抱えておられるところは足りないというお声も

ナで影響を受けたという声は県のほうには聞こ

あろうかと思いますけれども、今のところは、

えていないのですか。その辺について、お尋ね

国のそういった交付金、これは特に時短要請の

したいと思います。

協力推進枠ということで、8 割は国のほうから

【松尾産業政策課長】 そのあたり、飲食業の時

来て、あと 1 割ずつを市町と県とで 2 割持って

短営業によりまして、午前中も陳情のところで

いるわけですけれども、
先ほど言われたように、

もお話をしましたけれども、酒の販売店であり

小規模なところは、ある程度余裕というか、お

ますとか、酒造メーカー、そういったところか

声としても、若干過ぎたものがあったと、そう

らも直接お声をいただいておりますし、さらに

いうお話はいただきましたけれども、大きな何

その周辺の生活衛生、例えば、おしぼりであっ

十人も抱えているようなところから実際そうし

たり、そういったような業界からは、前回もそ

たヒアリングを受けたということはございませ

うですけれども、影響があっているので、それ

んので、そこら辺の状況としては、把握をして

と長崎市だけではなくて全県下に影響があって

おりません。

いるのだからというようなお声は、たくさんい

【溝口委員】 今回協力金を支払った業者数と、

ただいているところでございます。

それから金額について、大体どのくらい、6 月

【溝口委員】 飲食店関係等、サービス業なんか

の半ばぐらいまで統計を取っているのかどうか

に関係する事業者だけが、そういう苦情的なも

わかりませんけれども、5 月いっぱいかその辺

のがあっているのか、ほかにもいろいろな業種

で、大体この 1 年間ぐらいのものがあれば、そ

がありますよね。そういうほうからコロナの影

れでなかったら、今回の 3 波以降の長崎だけで

響は受けていないのかどうか、その辺について、

すけれども、大体金額的にどのくらいになって

県のほうは、どのように把握をしているのです

いるのか、お尋ねしたいと思います。

か。

【松尾産業政策課長】既に支給が終わっており

【松尾産業政策課長】 私どもも 4 月に独自で

ますのが、第 3 波分の 1 月、2 月の分に対して

アンケートを取って、900 社ほどから回答を得

ということでございますけれども、これは予算

ておりますけれども、その中でも、全体としま

的には、支給額としましては、大体 50 億円ぐ

して、1 月から 3 月の売上高の対前年比で減少

らいの支給となっております。

したところがどれくらいあるかというようなこ

【溝口委員】業者数的にはわかっているのです

とを調べました時に、80％は減少したというお

か。

声をいただいておりますし、4 月から 6 月、先

【松尾産業政策課長】 今回、長崎市もそうです

行きについても、どう考えるかということでお

けれども、事業者というより、店舗ごとに支給

尋ねをしたところ、40％の事業者の方からは、
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今後も減少であるというようなお声をいただい

わけでございます。今後の支援策でございます

ております。それと、
先ほど言いましたように、

けれども、先ほど産業政策課長が言いましたよ

実際に事業者の方からヒアリングをしたりして、

うに、事業継続に対する給付金的な支援という

周辺事業者、先ほど言いましたお酒等だけでは

のは、今のところ考えていないところでござい

なく、生活関連サービス、例えば、中に入って

ますけれども、今後の経済回復期を見据えた支

おります代行運転でありますとか、多岐にわた

援というものについては、製造業につきますと、

る業種の方からも、そういったことで売上が減

アフターコロナを見据えて、半導体であります

っているということのお声はいただいていると

とか、航空機、そういった成長分野に進出する

ころでございます。

場合の新たな獲得でありますとか、投資等、そ

【溝口委員】 時短営業という形の中で、いろい

れに対する支援をしていきたいと思っています。

ろな業種に影響が出てきていると思うんですけ

これは補正予算なり、当初予算でもう既に事業

れども、その影響を受けた業者に対して、県の

化し、動き出しております。

ほうとして、何か対策を考えているのかどうか、

先ほどもご説明いたしましたように、サービ

お尋ねしたいと思います。

ス業等についても、新たな事業展開、事業再構

【松尾産業政策課長】 これにつきましては、1

築をやる事業者に対する支援というものは考え

月、2 月の 3 波の時には、全県下的に時短要請

ておりますので、総じて言いますと、今後、回

をかけまして、それに基づきます影響のあった

復期を見据え、そしてアフターコロナというこ

周辺事業者に対しても、全県下で支援金という

とになりますと、今までの事業形態、そういっ

ことで支援をしてまいったところでございます

たところでは、なかなか事業継続が難しい業種

けれども、今回、今やっております長崎市の分

もあろうかと思います。そういったところには、

につきましては、先ほど来、お話があっており

新たな事業展開とか、再構築、そういったもの

ますけれども、あくまでも長崎市内の事業者と

を視野に入れてご検討いただきたいと思ってお

の取引と人流の影響等ということで、かなり狭

ります。それにつきましては国のほうでも手厚

い範囲にはなってくると思いますが、全県下的

い支援策を講じておりますし、併せて県のほう

に、また同じように支援金を給付するというよ

でも、先ほどご説明したような支援策というも

うな状況には、今のところ考えておりません。

のを講じてまいりたいと考えております。

【溝口委員】協力金とかそういうことではなく

そのようなことから県内企業の回復、拡大、

て、そういう人たちに対する県の施策、対策、

そういったものを支援してまいりたいというこ

そこら辺を何か考えているのかということなん

とで考えております。

です。

【溝口委員】 今、産業労働部長から説明があり

【廣田産業労働部長】飲食店に限らず県下のコ

ましたように、各種支援をしていくということ

ロナの影響を受けた事業者に対する支援という

に対して、いろんな国からのメニューとか、県

ことでございますけれども、これまで昨年来、

自体がつくっているメニューがあると思うんで

様々な形で感染防止対策に対する支援でありま

すけれども、それを業者の方々に伝えていかな

すとか、事業継続に対する支援等々やってきた

いと、それが通っていかない部分があるんです。
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せっかく対策があるのに、何もわからなかった

ろな施策があります、例えば企業説明会がいつ

という人たちがいるんですけれども、そのよう

頃あるとか、午前中もありましたけれども、ア

な人たちに、どういうふうな形で広報活動して

シスト助成金もありますとか、そういったこと

いくのかですね。

が一つです。要するに、大学生の子供を持つ保

【廣田産業労働部長】 これまでも、県のホーム

護者に対してアプローチして、そこから子供に

ページとか、県の広報媒体を通じてとか、市町

も伝えてくださいというやり方が一つはござい

を通じて、あるいは県内の商工団体、業界団体

ます。

を通じて周知をしてきております。委員ご指摘

それから、例えば、私どもがこの春先からず

のように、様々な事業があるものですから、な

っと県内就職、企業の説明会をオンラインでや

かなか事業者の方々から、わかりにくいという

っているんですけれども、それについて、長崎

ご指摘をいただいているところでございます。

県出身の大学生が多いところの大学の就職課に、

そこで、今まだ計画段階でございますけれど

県庁として、こういうものをやりますので長崎

も、本議会が終わりました時に、改めて周知を

県出身の学生にお伝えくださいというようなや

徹底いたしたいと思っています。どういう方法

り方。

でやるかということは、従来どおり、ホームペ

【溝口委員】 就職、あるいはＵターン関係につ

ージとか、業界団体等を通じて周知を図ってい

いていろいろな対策は今のような形になると思

こうかと思いますけれども、それに併せまして、

うんですけれども、そっちのほうじゃなくて、

私ども職員が県内各地に出向きまして、業界団

県から、高校を卒業して、入学している人をあ

体等の状況をお伺いすると同時に、こういった

る程度、把握していますかという話と、それか

支援制度というものをきめ細かにお知らせし、

ら今答えてもらったところにやっていかなけれ

周知徹底を図っていきたいと考えているところ

ばいけないと思うんですけれども、それを把握

でございます。

していなかったら、多分、Ｕターンするための

【溝口委員】 よろしくお願いいたします。

対策も打てないと思うんですよね。だから、そ
こら辺がどうなっていますかということを聞い

それでは、次に若者の県内就職促進について
ですけれども、先ほども山本(由)委員のほうか

たんです。

らいろいろと質問がありました。ただ、高校を

【宮本若者定着課長】 失礼いたしました。

卒業して、大学にそれぞれ県外に行っている

まず、県内高校生が大学に進学する人数です

方々というのをどのように把握しているのか、

けれども、大体 5,500 人おりまして、1 年前の

お尋ねをしたいと思います。

数字でございますけれども、そのうち 2,200 人

【宮本若者定着課長】高校を卒業して県外に進

が県内の大学で、差し引きの 3,300 人が県外に

学した大学生に対する対応というところでござ

就職しているというところでございます。

いますけれども、これにつきましては対策とい

【溝口委員】その 3,300 人のうちの、ある程度、

たしましては、私どものほうで、大学生の子供

行くところを調べるような形も言っていました

を持つ保護者に、知事からの手紙ということで

よね。どこに行きますかとか、そういう調べ方

送りまして、その中に、県内就職促進のいろい

をするとか言っていたんですけれども、ある程
- 39 -

令和３年６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）（７月１日）

度、その 3,300 人の方々が、どこの方向に行っ

【久保田委員長】 ほかに質問はありませんか。

ているというのは、把握しているんですか。

【吉村委員】 それでは、何点か質問させていた

【宮本若者定着課長】 それは、私どもの調査と

だきます。
まず、再生可能エネルギーというふうに出し

いいますか、国のほうの調査で大体行きどころ
がわかっておりまして、
一番多いのが福岡県で、

ておりましたが、時間がないので、五島沖に絞

3,300 人のうちの 1,200 人ぐらい行っているよ

って、五島沖風力発電、これが 6 月 11 日付け

うな状況でございます。

で国土交通省から発表がありました。この事業

【溝口委員】 そのような方々に対して、先ほど

者、戸田建設以下 6 者の合同会社ですけれども、

若者定着課長が言った答えは、追跡調査をしな

これを見て、先ほどからもいろいろ質問があり

がら県内の企業をアピールするという形を取っ

よりましたが、私の個人的な感想としては、何

ていかなければいけないと思うんです。だから、

で地元の業者が入っていないのかだろうかとい

その辺について、今後、Ｕターン対策として、

うのが最初の疑問です。例えば三菱重工でも何

どのようにやっていくかということを検討して

でもあるのに、そういうものが全然入っていな

いただきたいと思います。そのことについて、

いというのはいかがなものかと。それはサプラ

何か県のほうとしての考え方はございますか。

イチェーンと言うのですが、最初からサプライ

【宮本若者定着課長】県外対策といたしまして

チェーンだけで考えていていいのかなと、そう

は、先ほどは、保護者に対する手紙、あるいは

いう姿勢で長崎県はいいのかなというふうな疑

今年度から、大手ナビサイトを使いまして、私

問が出てくるわけですが、それについて感想が

どもが個人情報とかは取れませんけれども、大

あれば、お伺いをしたいと思います。

手ナビサイトのほうでは、長崎県出身の学生、

【黒島新産業創造課企画監】今回選定されたコ

あるいは長崎県を就職希望しているというとこ

ンソーシアムにつきましては、戸田建設株式会

ろがわかりますので、そういった方に、私ども

社、エネオス株式会社、大阪ガス株式会社、関

の企業説明会がいついつあるというようなこと

西電力株式会社、株式会社インペックス、中部

を、そういったことを新たに今年度、力を入れ

電力株式会社と、委員がおっしゃったように 6

てアナウンスをさせていただいているところで

者のコンソーシアムになっております。おっし

ございます。

ゃるとおり地元の企業については含まれていな

【溝口委員】 わかりました。

いところでございますが、私どもといたしまし

若い人たち、県外に出た人たちにＵターンし

ては、これまで基幹産業へ向けた取組というこ

てもらったり、Ｉターンしてもらったりして増

とで、こういった発電事業者から発注される事

やしていかないと、この長崎県の人口というの

業、そういったところにつきまして県内企業が

がだんだん減少していくだけだろうと思ってい

受注を高めて売上を上げていく、そしてそこで

るんです。だから、その辺について、ぜひ若者

新たな雇用が生まれていくといったところを目

を定着させるような施策を今後も一生懸命取っ

指してきているところでございます。
今回のコンソーシアムのつくりにつきまして

ていただきたいと思っておりますので、よろし

は、企業の方々のお考えでこういったコンソー

くお願いいたします。
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シアムを組まれているところと考えております

じゃないかと思いますけれども、産業労働部長、

ので、私どもにつきましては詳細は承知してい

どうですか。

ないところでございますが、こうした事業をき

【廣田産業労働部長】海洋エネルギー関連産業

っかけといたしまして、県内企業の受注拡大に

を一つの成長産業と捉えまして、長崎県におけ

向けて取組を進めてまいりたいと考えておりま

る基幹産業化というものには取り組んできてお

す。

ります。

【吉村委員】 今の答弁を聞いておって、それで

そういった中で、この海洋につきましては、

いいのかなと、傍観しておっていいのかなと。

いわゆるアンカー企業、そしてサプライチェー

ここの代表は戸田建設ですね。戸田建設とは樺

ンとなるような企業ということがあるわけでご

島沖から何年付き合っておりますか。そこら辺

ざいますけれども、やはりアンカー企業という

のつながりをもうちょっと強く持って、育てて

ことになりますと、ある程度、規模の大きい事

おかなければいけなかったんじゃないかと私は

業者であるとか、そういったものが要件として

思いますけど。そして、こういう会社が入って

必要になろうと思います。そういうことで、私

おりました、という傍観的意見では甚だ情けな

どもも、アンカー企業、県内にはなかなかその

いと思いますよ。ですから、こういうものを捉

企業はないという状況にございますので、そう

えて、
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備

いった企業をできれば長崎県内に誘致をしたい

に係る海域の利用の促進に関する法律」
、この中

という思いを持って取り組んでいるところでご

の法第 15 条 1 項の規定に基づき審査を行いま

ざいます。そこの誘致ということになりますと、

したと書いてあるわけですが、15 条というのは

いろいろその工場等々の問題等もありまして、

中身は何と書いてあるかわかっているんですか、

なかなかまだ進んでいないという状況でござい

いかがですか。

ます。

【久保田委員長】 しばらく休憩します。

しかしながら、サプライチェーンということ
になりますと、今後、この6つのコンソーシア

― 午後 ３時 ８分 休憩 ―

ムで構成はされておりますけれども、実際ここ

― 午後 ３時 ８分 再開 ―

で調査とか設計、据付け、製造とか、そういっ

【久保田委員長】 再開します。

た事業は直接やる部分と、それをほかの企業に

【吉村委員】 後で調べておってください。そこ

任せるということがあろうかと思いますので、

の中には、地元の会社を入れてはいけないとは

今回の五島のことにつきましては、戸田建設を

書いてないんです。こういう会社しかだめとか

中心として、大手の電力会社であるとか、石油

を書いてないんです。だから、積極的にそうい

関係の会社であるとか、コンソーシアムを組ま

うところに入らないですかという働きかけを県

れておりますけれども、今後事業が進む中で、

としてやってほしかったというふうに思います。

先ほど申し上げた調査、測量、そして設計、製

そこからまたサプライチェーンがつながってい

造、据付け、施工、そして維持管理という工程

くんだろうと。最初からサプライチェーンとぶ

があるわけでございますけれども、そこの中に

ら下がることだけ考えていても話にならないん

は県内企業に参入をいただきたいということが
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ございます。そういったこともございまして、

リンスタンドが今、いろんな意味で重要な役割

長崎海洋産業クラスター形成推進協議会、そう

を持っているわけですが、ガソリンを使わない

いうものを産官学で県内の企業等も含めまして

車ばかりになると、これは生計が立たないよう

構築をしておりますので、そういった中で、こ

になっていくわけで、ここをどうにか存続させ

の事業に関わりを持つような働きかけを行って

なければいけないと。国は毎年出すやつで、官

いきたいということで考えております。

公需で書いているわけですよね。地域のガソリ

【吉村委員】言葉は長々と答弁いただきました

ンスタンドは守らなければいけない。それで、

が、積極性を持って、このチャンスをつかまえ

2019年かに長崎県もようやくまた県の石油商

ていくという姿勢を持ってもらうように。造船、

業組合と随意契約で地域を守るという、いろん

今、ちょっと傾きよる長崎県の主力産業だけれ

な役割を持っているのでやってきたのですが、

ども、でも、風力発電ということについては、

守れないようになってくるんじゃないかという

造船もその技術力があるんだということを書い

心配があるわけです。そういう意味で、産業の

てあるわけです。しかし、逆に三菱あたりはプ

振興という観点から、県として何らかの支援が

ラント工事もやるわけですよね。それで、例え

できないかと考えるんですが、いかがでしょう

ばボイラー、タービンとかそういうものでも生

か。

計をなしているわけです。でも、再生エネルギ

【吉田経営支援課長】委員の今の趣旨とそうよ

ーとなったら、そういうボイラーとかタービン

うな形になるかどうかあれなんですが、サービ

の仕事はなくなるわけです。だから、そこを変

スステーションの現状と支援の在り方について

えていくような構造にしなければいけないので、

ということで考えましたところをお伝えしたい

そのためにもつかまえていかなければいけない

と思います。
まず、全国的に人口減少が進み、地域の購買

ということなんです。
それと、一つ懸念は、国は最初にかじを切っ

力が低下をしていきますので、地域住民の生活

て、再生可能エネルギーに進まなければいけな

に関連するサービスの提供維持が困難となった

いわけですけれども、着床式がまだメイン。五

地域あるいは困難になりつつある地域が生じて

島沖は浮体式の海上風力だから、ここがどれだ

いると認識をしておりまして、ご指摘のサービ

け進むのかというのが、スケジュール表が載っ

スステーションの数についても、減少している

ているんだけれども、浮体式はまだずっと研究

状況を承知しております。このような地域は住

で、着床式がどんどん進んでいくということも

民の生活利便性が低下し、過疎化が進み、最終

あるので、そこら辺、国に認定を受けたという

的には集落の崩壊につながる懸念があると考え

ところをとらまえて、どんどん進めるようなこ

ております。
このことについては、基本的には地域住民や

とを念頭に置いてやっていただきたいと思いま

地域自治体自らが主体となって、地域住民の生

す。
それに関連して、次に行きますが、再生可能

活をどうやって守るかを考えることが必要であ

エネルギーとか水素、そういうことになってい

り、その対策は、基本的には地域政策や福祉政

くわけですね。そうすると、地域におけるガソ

策を含む広い観点で行われるべきものと考えて
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ほかの維持、存続をさせていかなければいけな

おります。
一方で、この問題は大都市の一部を除く全国

いというためには産業労働部も一緒になって、

的な共通の課題であるということで、サービス

どういうことがやれるか、こういうことを一緒

ステーションにつきましては、資源エネルギー

にやったら相乗効果が出てきて、地域の振興に

庁において、住民拠点サービスステーションの

つながっていくか、安全・安心の確保につなが

整備という形での取組が進められております。

っていくかということになると思うので、それ

資料の中には、企業、地域住民や地元市町が主

をもう少し深めながら研究をしていっていただ

体となって総合生活サービス拠点化を目指すよ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

うな取組、地域参加型の運営体制の構築、ビジ

次ですが、企業誘致関係です。

ネスモデルの大胆な見直しといったアプローチ

ずっとこれまでの経過があるだろうと思いま
すが、オフィス系と製造系と2つに、いわゆる

が載っておりました。
私どもといたしましては、このような動きを

ビルに呼ぶか、工業団地に呼ぶかという形が大

注視しながら、国の先ほど来出ております事業

きく分けてあるんだろうと思いますが、これま

再構築補助金をはじめとする補助制度等の活用

での長崎県の中で、特に長崎市と佐世保市を比

など、事業者の前向きな取組に対する支援に取

較すると、長崎市はオフィス系、佐世保市は製

り組んでまいりたいと考えております。

造系となるのかなと思うんですけれども、大体

【吉村委員】 今、答弁にあったように、いろん

そこの動向について簡単にお知らせいただけれ

なところにまたがるわけです。だから、あえて

ばと思います。

産業振興という観点からと言ったんだけれども、

【香月企業振興課企画監】近年の進出の傾向で、

ここにも今ちょうど経営支援課長が答弁したよ

直近5年間、平成28年から令和2年までの状況で

うなことがまさに書いてあるわけで、しかし、

ご説明をいたしますと、実際に進出があって、

出しているところは経済産業省なんです。だか

4,070人という5年間の雇用計画数となってお

ら複雑になってくるんだけれども、地域づくり

りまして、長崎市が1,991人、佐世保市が1,518

といったら総務省かもしれない。しかし、そこ

人で、両市で全体の86.2％ということで、2つの

と一緒になってやらんばことやということにな

市が中心ということが言えるかと思います。加

るわけです。

えまして、長崎市の場合、そのうちオフィス系

それで、県もこの組合と災害協定を結んでい

が9割を超えております。佐世保市の場合が、

る。いろんな災害があった時に、協力し合いま

オフィス系が7割で、製造業が3割というふうな

しょうと。
給油をするとか、
いろんな安全とか。

状況がございます。

そういうもので、国の補助事業で災害対応型給

【吉村委員】 佐世保も今頃は7割はオフィス系

油所整備促進事業とかいうのがあるわけですね。

になっているんですね。諫早も工業団地造成も

だから、そういうものに乗せながら、所管は県

完成して、販売になりよるんだけれども、この

で言ったら危機管理監ですと言うかもしれない

誘致については、産業振興財団も一緒になって

けれども、そことも連携しながら、そういう整

これまでやって、今の5年間の実績で、倍近く

備については危機管理監でやるけれども、その

の実績が出ておりますと、大変いい結果が出て
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それから、もう一つ、小規模事業者対策の予

いるんだけれども、この1年間2年間というとこ
ろがコロナ関係でなかなか進まないというのは、

算措置状況ということでお尋ねするんですが、

先ほどからも説明があったので大体わかるわけ

まず前も言ったんですけれども、以前は小規模

ですが、そういう中にあっても、ニュース等で

事業者関係に国の予算が直接その名目で来てい

は、契約が成立しました、何人の雇用が発生し

たわけです。でも、三位一体の改革から一般交

ますというニュースが出ているわけです。だか

付税化されたわけです。だから、予算自体が国

ら、そういう意味では、コロナだからなかなか

からどれぐらい来るかそこから直接見えなくな

できないですよばっかりは言っておれないとい

ってきたわけです。国は出していると言う、県

う思いがあるんだけれども、その中で、佐世保

は、そんなには来ていないですよと言う、とな

市にあっては、特に小佐々のウエストテクノに

っているんじゃないかという疑問が出てくるの

ついてはすぐ売れたと。時期もよかったと、こ

ですが、交付税措置の見える化ということをや

うなるかもしれないのですが、相浦の工業団地

っていただきたいと思うんですが、そこら辺、

について、先ほども溝口委員からもありました

できますか。

が、なかなか売れないと。ちょうどタイミング

【松尾産業政策課長】委員が今言われました交

も悪かったとなるのかもしれないですが、それ

付税の、特に商工行政費の単位費用ということ

でも話がどんどん進まないといけないのだろう

であろうかと思いますけれども、毎年上がるわ

と。私は、小佐々のウエストテクノが販売に入

けではございませんけれども、こうした情報に

る時の朝長市長の言葉が今でも耳について離れ

つきましては、私どもも経済産業省であったり、

ないわけです。水のない企業を呼ばないと、水

中小企業庁、九州経済産業局とも常に連携はし

がないのだから佐世保はどうもならんと。その

ておりますし、説明会、担当者会議等でも、今

ようなことを言っていても企業誘致はできない

回そういうことで単位費用が上がるというよう

わけです。だから、そういうのもあって、なか

な情報というのは、常に入れているところでご

なかならんのかなと思うんですが、現況、具体

ざいます。

的にいろいろ申し上げるわけにもいかないとい

そうした情報があります時には、私どもも予

う話になるのですが、それはそうでしょうけれ

算確保に向けて財政当局に対しても主張すべき

ども、早期にあそこが販売できるように。あそ

ところは主張しておりますけれども、ただ最終

この着手はかなり早かったんです。事業を計画

的には交付税といいますのが一般財源として措

されてから、着手して、完成するまで。県もそ

置されるということで、こちらの算定する需要

こに補助を出しているわけですから、それなり

額がそのまま全てこちらの予算に充てられるか

の責任を持って誘致をやらなければいけないと

というと、なかなかそうではない、やはりそれ

思いますので、窓口は産業振興財団あたりがな

ぞれの事情の中で事業の優先順位、そういった

るわけでしょうから、佐世保市とももっと連携

ことも考えつつ予算配分されているというとこ

を図って、早急にあそこに企業が進出してくる

ろで、そういった単位費用が上がるような情報

ように要望しておきたいと思いますので、よろ

ということは持っておりますけれども、そこら

しくお願いします。

辺が委員ご指摘のように、どのように振り分け
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られているかということを完全に明確に私ども

を実行していただいているわけでございます。

も把握しているという状況ではございません。

その後、今回のコロナ禍も含めまして、いろん

【吉村委員】よか答えなら長う言うてもよかと

な状況の変化が生じているところは十分認識し

ばってん、あまりようなか答えは長う言うても

ておりますので、一度そのあたりの計画をつく

何もならん。以前もこの単位費用の資料を作っ

った時の状況と現状等々について精査させてい

てもらったことがあるんですけれども、また最

ただいて、どういう形がいいのかというものを

新のものを出していただければと思います。

検討させていただければと思っております。

これは何で言うかというと、どこの自治体に

【吉村委員】そこら辺は県と連合会と意見の交

でも一般財源化して来ているわけです。それで、

換をしていただいたりして現状の把握に努めて

それぞれあるんですよ。例えば、佐世保市でも

いただいて、それを反映していただければと思

図書基準とかあって、そこが来るんだけれども、

いますので、よろしくお願いします。

全額そこに持っていけないとか、財政がこうこ

それと、最後、商工会も市町村合併で、昔は

うだからとか、いろいろな理由をつけて、そう

79あったものが、今は20しかないようになって

いうふうになりがちなところがあるので、そこ

いるわけです。ということはどういうことかと

ら辺は注視しておいてくださいという意味で言

いうと、建物はそのまま残っているわけです。

っております。

要らないようになった建物は、もう老朽化して

それから、コロナ関係で団体としての事務的

いるので解体しなければいけないと言うけれど

なものでの商工会の事務量が増えてきた。おか

も、これを造る時には、これは昭和50年ぐらい

げで会員の皆さんとか、それ以外の皆さんまで

の話ですから、建設補助というのが国で制度が

助かって、いわゆる前さばきができるので、政

あったんですが、一旦これが建設し終わったら、

策金融公庫あたりも非常に助かっておりますと

この制度は終わっております。今度は老朽化し

いう話になる。ただ、そのサービスをするため

た施設を長寿命化するか、建て替えるかという

には、事務量が増加した分、事務員の数を増や

ことを考えなければいけないわけです。それに

さなければどうにもならない。ここまで連合会

対する助成措置というのが現在のところないと

も頑張ってきたんだけれども、ここで一旦見直

いう状況なので、そこら辺も併せて連合会、連

しをかけてやらざるを得ないんじゃないかと思

合会も全国連とか、中小企業庁とかにも要望は

っているわけですが、それについて産業労働部

するんですけれども、そういうことの制度化に

長、どうですか。

向けて、いろんな意見の交換なりをしていただ

【廣田産業労働部長】委員お話しいただいたよ

きたいと思うんですが、いかがですか。

うに、県内の中小、小規模事業者に寄り添った

【松尾産業政策課長】委員おっしゃられたとお

支援を行っていただいている商工会につきまし

り、多くの建物が老朽化しております。おっし

ては、大変大きな役割を担っているものと認識

ゃられたように、今のところ、そういった解体

しております。この間、商工会等と本県の財政

とか修繕の補助というのがございません。その

状況を踏まえまして、人員配置の見直しという

辺、今おっしゃられたとおり、全国連とかにも

ものを話合いし、計画を策定、そして今、それ

要望はされているかと思いますけれども、私ど
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もとしましても、各県どういった取組をされて

造業者の方々両方からあったんですけれども、

いるのかとか、そういったところは今後調査研

農産物を加工して、乾燥して、急速冷凍するよ

究をさせていただきたいと考えております。

うなことができないかといった主に加工に関し

【吉村委員】今言った建設補助が終わったとい

ての相談が多く見られたところでございます。

うところから老朽化が進んでいるわけです。今、

【山口(経)副委員長】 農産物等を原材料とした

ほとんどの建物が、言ってみれば、建て替え期

加工食品の高付加価値化を支援しますというふ

に入ってきているわけです。ですから急がなけ

うに、こういうパンフレットができているわけ

ればいけないというのがあるんですが、商工会

ですね。そういった中で、農産物をどう食品加

も補助団体なので、そんなに余裕があるわけじ

工やって商品化していくかという形が大きく期

ゃないわけです。なので、そこら辺を考え方を

待されるわけですけれども、農業関係では、6

早急に取りまとめをしていただければありがた

次化ということで推進をしておって、農産物を

いと思いますので、よろしくお願いします。

原料として、どう付加価値を高めていくかとい

【久保田委員長】 ほかに質問はありませんか。

うことを一つの課題にしているわけで、そうい

【山口(経)副委員長】 先ほど川崎委員からもお

った中で、この食品開発支援センターの役割と

尋ねがあっておりました食品開発支援センター

いうのをお聞かせいただきたいと思います。

について、私なりに質問をさせていただきたい

【福重新産業創造課長】 これは例えば、いろい

と思います。

ろ6次化に際して課題となってくる部分という

まず、この支援センターが4月1日から開所さ

のは、市場に流した際に量が確保できるのか、

れて、コロナの影響もあって、これまで約80件

あるいは、ちゃんとコスト削減ができて利益が

の問合せ、それから約20件の視察があったとい

得られるようなものになるのかといったところ

う報告があっておりますけれども、技術支援の

が課題とお伺いしているところでございます。

分野において、どういった相談があったのか、

生産量の確保につきましては、例えば、生産者

分野別にお知らせいただければと思います。

の方が、たくさん加工してもらう製造業者がな

【福重新産業創造課長】食品開発支援センター

かなかないといったところについては、製造業

において、5月末までに実際具体的に対応した

者とマッチングをセンターのほうで行いますし、

技術関係の相談例についてご紹介を申し上げま

逆に、製造業者のほうが材料を確保したいとい

すと、例えば、生産者の方々から農産物の1次

ったニーズにつきましても、生産者を紹介する

加工、乾燥とか粉末化に関しての相談であると

といったマッチングを行うことで、そういった

か、または、1次加工した後、レトルト、殺菌

量の確保といったところの支援をしてまいりた

して商品化したいといった相談であるとか、ま

いと思っているところでございます。

た食品の水分量であるとか、破断強度の測定と

また、当センターは、営業許可を取得して、

いった、ちょっと専門的な内容等もございまし

試作した商品を販売することが可能な施設にな

た。それ以外では、
食料品製造業の皆様からは、

っておりますので、例えば、加工機を購入する

例えば、風味であるとか、食感、保存性等の改

前に、そこでお試しで試作して、加工法を確立

善に関しての相談であるとか、また生産者と製

して、最終的に、これはいけるなという感触を
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得た後で設備を本格導入してもらう、こういっ

については、生産者と食料品製造業者のマッチ

たことに取り組んでいただくことで、最終的に

ングといったところが主になってくると思いま

コストダウンにつながり、市場競争力を確保で

すので、センターのほうで生産者、食料品製造

きるといったところもセンターのほうで支援で

業者両方支援していく中で、今でも一定そうい

きると考えております。

ったデータの蓄積はあろうかと思いますけれど

なお、商品化のめどが立った時点で、自社で

も、今後支援を行っていく中で、そういった業

最適な設備等を導入する際におきましては、企

者の情報等も蓄積しつつ、より高度な支援を行

業振興課の長崎フード・バリューアップ事業で

っていきたいと思っております。

あるとか、国の補助事業の活用というのを勧め

【山口(経)副委員長】 それから、加工原料の安

てまいりたいと考えているところでございます。

定供給といったものがロットにつながっていく

【山口(経)副委員長】 まさにおっしゃった6次

わけで、農業者の場合は、1次加工で原料の安

化の問題点というのが、コストダウンとロット

定供給という部分に対して資する部分が結構あ

の供給なんです。商品のアイデアはよくても、

ると。その先の製造から販売までの部分を違う

それがなかなか製品化して販売ルートに乗って

業者さんが得意としていると。そういったこと

いかないといったものが課題になっておって、

のさっき言われたマッチング、そこが一番大事

農産物等を加工して付加価値を上げようという

かと思います。

試みはいいんですけれども、長続きがしなかっ

それで、安定供給なんですけれども、そこが

たり、いろいろ課題を抱えております。先ほど

1次加工の技術が非常に重要になってこようか

おっしゃったマッチングにおいて、食品加工に

と思うんです。そういう1次加工の技術開発と

優れた技術を持っていらっしゃる業者さんに、

いうことに力を入れていただきたいんですけれ

こういう作り方があって、それをコスト低減の

ども、いかがでしょうか。

ために作っていただけないかとか、そういった

【福重新産業創造課長】 農産物の1次加工の技

ことのマッチングが一番大事になってこようか

術開発につきましては、食品開発支援センター

と思うんです。ですから、その辺をここの食品

の中でも重点的に取り組んでいくべきテーマの

開発支援センターの役割として、技術開発だけ

一つだと考えております。実際にそういったニ

じゃなくて、販売、企画まで支援してくださる

ーズがある技術につきまして、しっかり捉えた

わけですから、そこら辺を今から力を入れてい

中で、生産者もしくは食料品製造業者のニーズ

ただきたいと思うんですけれども、いかがでし

もしっかりとつかみながら、技術開発の支援に

ょうか。

努めてまいりたいと考えております。

【福重新産業創造課長】事業者間のマッチング

【山口(経)副委員長】 それから、機能的食品と

につきましては、フードクラスターのほうで生

いう言葉もございますけれども、これは県立大

産者と製造業者のマッチングをやったり、また

のほうでも、いろんな成分の研究をやったり、

食料産業クラスターのほうで商社流通と食料品

そういう形で研究なさっておられます。そして、

製造業者のマッチング等もやっていると思って

実際に商品化までした例もございます。そうい

います。先ほど副委員長がおっしゃったところ

ったことで、県内総ぐるみでかかる必要もあろ
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うかと思いますので、そういった研究分野に対

委員がご質問なさっておられました、こういう

しての連携を図っていく、呼びかけをやってい

製品ができましたと、事例をしっかり示しなが

くということも重要かと思いますけれども、そ

ら、それを内に向けても、外に向けてもＰＲし

の点についてはいかがでしょうか。

ていくということも一つ非常に大事かと思いま

【福重新産業創造課長】副委員長からご案内あ

す。ですから、食品開発支援センターのこれか

ったとおり、機能性食品の開発等については、

らの運営に対しましても、いろんな期待が県内

例えば、既に食品開発支援センターのほうで戦

から高まっているということをご認識の上、や

略プロジェクトとして取り組んでおります「認

っていただきたいと思います。最後に産業労働

知機能の維持改善に資する高溶解ヘスペリジン

部長、いかがでしょうか。

食品の開発」といったものがございまして、こ

【廣田産業労働部長】 今回、食品開発支援セン

の研究は、例えば摘果して廃棄される青みかん

ターを開設したわけですけれども、これは目的

を有効活用するために、機能性成分であるヘス

としましては、県内の農産物、水産物を高付加

ペリジンの水への溶解性、水への溶けやすさを

価値のある商品としてつくり上げて、それを販

高めるための製造技術を確立することを一つの

売促進を図ることによって、農業者なり、食品

目的としている研究でございまして、本研究に

加工業者なり、そういったものの振興を図ると

際しましては、長崎大学や長崎県立大学と連携

いう目的でつくったところでございます。この

しながら研究を進めております。今後、こうい

目的に資するためには、先ほどからご指摘をい

ったセンターを運営していく中で、様々な専門

ただいていますように、広く関係者の方に知っ

家、外部人材の協力を得ながら進めていくとい

ていただくということが最も大切だと思ってお

ったところを関係各課と協議をしながら進めて

りますので、これまでも様々な形で周知を行っ

おりまして、外部人材として登録している中に

ておりますけれども、さらに周知の徹底を図り

は、長崎大学で水産食品学であるとか、栄養学

たいと考えております。そして、その上で、農

を専門とされている教授であるとか、県立大学

業者の方、食品加工業者の方、そしてまたそれ

で機能性表示食品関連の専門の教授等もご協力

を販売する業者の方、それをマッチングするこ

をいただく予定となっておりますので、こうい

とによって、成果を大きくするということに注

った大学との連携もしっかり取りながら、高付

力していきたいと考えているところでございま

加価値食品の開発といったところの支援をして

す。

まいりたいと考えております。

【久保田委員長】ほかに質問がないようですの

【山口(経)副委員長】 この食品開発支援センタ

で、産業労働部関係の審査結果について、整理

ーが開設されて間もないということで、期待も

したいと思います。
しばらく休憩いたします。

大きいわけでありまして、農業分野に関しまし
ても、そういう期待があるわけです。そういっ

― 午後 ３時４３分 休憩 ―

たことをこれからどう結びつけて、オンリーワ

― 午後 ３時４３分 再開 ―

ンの製品をいかに創り出していくかということ

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

なんです。また、その創り出した製品を、川崎
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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
時から委員会を再開し、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。
大変お疲れさまでした。
― 午後 ３時４４分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所
令和３年７月２日
自

午前１０時

３分

至

午後

於

委 員 会 室 ４

３時３２分

水産加工流通課長

渡邉

孝裕

君

水産加工流通課企画監
（国内外流通対策担当）

齋藤周二朗

君

漁港漁場課長

川口

末寿

君

漁港漁場課企画監
（漁場・環境担当）

一丸

俊雄

君

総合水産試験場長

中村

勝行

君

２、出席委員の氏名
委員長(分科会長)

久保田将誠

君

副委員長(副会長)

山口

経正

君

委

溝口芙美雄

君

〃

坂本

智徳

君

〃

外間

雅広

君

〃

西川

克己

君

〃

山口

初實

君

〃

川崎

祥司

君

〃

吉村

洋

君

〃

山本

由夫

君

〃

堤

典子

君

員

６、審査の経過次のとおり
― 午前１０時 ３分 開議 ―
【久保田委員長】 おはようございます。
これより、水産部関係の審査を行います。
【久保田分科会長】 まず、分科会による審査を
行います。
予算議案を及び報告議案を議題といたします。
水産部長より、予算議案及び報告議案説明を
お願いいたします。
【斎藤水産部長】本日もよろしくお願いいたし
ます。
水産部関係の議案等についてご説明いたしま

３、欠席委員の氏名
な

す。
し

「予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明
資料」の1ページをお開きください。

４、委員外出席議員の氏名
な

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

し

97号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予算
（第5号）」のうち関係部分、報告第4号

５、県側出席者の氏名
水

産

専決事項報告「令和2年度長崎県一般会計補正
晃

君

予算（第17号）」のうち関係部分、報告第9号

水 産 部 次 長

小田口裕之

君

知事専決事項報告「令和2年度長崎県沿岸漁業

水 産 部 次 長

川口

和宏

君

改善資金特別会計補正予算（第2号）」、報告

水産部参事監（漁港漁場
計画・漁場環境担当）

高原

裕一

君

第13号

漁

長

佐古

竜二

君

長崎魚市場特別会計補正予算（第1号）」、報

漁業振興課長

吉田

誠

君

告第17号

漁業取締室長

尾田

一将

君

県港湾整備事業会計補正予算（第4号）」のう

水産経営課長（参事監）

岩田

敏彦

君

ち関係部分であります。

政

部

知事

課

長

斎藤
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2年度長崎県長崎魚市場特別会計補正予算（第1

はじめに、第97号議案「令和3年度長崎県一

号）」についてご説明いたします。

般会計補正予算（第5号）」のうち関係部分に

これは、管理運営に係る事業費の確定等に伴

ついてご説明いたします。
歳出予算は3,600万円を計上しております。

い、歳入、歳出それぞれ2,199万4,000円を減額

補正予算の内容についてご説明いたします。

いたしております。

漁場環境悪化に対する影響緩和緊急対策交付

次に、報告第17号

知事専決事項報告「令和

2年度長崎県港湾整備事業会計補正予算（第4

金事業費について。

号）」のうち関係部分についてご説明いたしま

大型外国船沈没という想定し得ない要因によ

す。

る急激な漁業環境の悪化を踏まえ、地元市町が

収益的収入・支出の内容につきましては、記

座礁船の撤去に併せて実施する現場海域での漁

載のとおりでございます。

業回復等に資する取組を緊急的に支援するため
の経費として、漁場環境悪化に対する影響緩和

4ページ目をお開きください。

緊急対策交付金事業費3,600万円を計上してお

「令和2年度長崎県一般会計歳出予算繰越明
許費繰越計算書報告」のうち関係部分について

ります。

ご説明いたします。

次に、先の2月の定例県議会の予算決算委員

繰越額につきましては、記載のとおりであり

会において専決処分により措置することについ

ます。

て、あらかじめご了承いただき、3月31日付を

繰越の主な理由につきましては、国の経済対

もって専決処分させていただきました事項の報

策及び令和2年9月の台風による災害復旧工事

告であります。
知事専決事項報告「令和2

に対処するため、先の2月定例県議会において

年度長崎県一般会計補正予算（第17号）」のう

予算計上した事業や、施工計画・設計及び工法

ち関係部分についてご説明いたします。

変更による工事の遅延で、年度内に完成が困難

まず、報告第4号

になった工事について、適正な事業実施期間を

歳入歳出予算につきましては記載のとおりで

確保するためのものであります。

あります。
3ページに移りまして、歳出予算の主なもの

以上をもちまして、水産部関係の議案等の説
明を終わります。

は、現年漁港災害復旧費（公共）の精算等に伴

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

う減や離島漁業再生支援事業の精算等に伴う減

ます。

などによるものであります。
次に、報告第9号

【久保田分科会長】 ありがとうございました。

知事専決事項報告「令和2

それでは、次に、漁港漁場課長より補足説明

年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算

を求めます。

（第2号）」についてご説明いたします。
これは、貸付金の減額等に伴う、歳入、歳出

【川口漁港漁場課長】 私から、補正予算及び繰

それぞれ3,636万6,000円を減額いたしており

越明許費について補足してご説明させていただ

ます。

きます。

次に、報告第13号

まず、お手元に配付しております資料1「予

知事専決事項報告「令和
- 51 -

令和３年６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）（７月２日）

お手元に配付しております「予算決算委員会

算決算委員会農水経済分科会補足説明資料 令
和3年度6月補正予算（案）について」をご覧く

農水経済分科会補足説明資料

繰越事業理由別

ださい。

調書」の1ページをご覧ください。

1枚めくっていただきまして、漁業環境悪化

こちらは、令和3年6月定例県議会繰越計算書

に対する影響緩和緊急対策交付金についてご説

報告のうち、4ページに記載されております農

明いたします。

林水産業費の関係部分、及び6ページに記載さ
れております災害復旧費の関係部分を理由別に

本事業の目的は、大型外国船沈没という想定

整理しております。

し得ない要因による漁業環境の悪化により影響
を受けている地域への緊急的支援として、市町

上段の表は、令和2年度から令和3年度への繰

が作成する再生計画に基づく事業に対し、県が

越について、繰越理由別に繰越件数、繰越額を

交付金を交付して地域漁業の底支えを図るため

示しております。全体で94件、85億7,650万

の予算を措置しようとするものであります。

8,000円でございます。

去る令和2年9月12日、パナマ国籍の貨物船が

主なものといたしましては、②の施工計画・

対馬三ツ島沖の浅瀬で座礁・沈没、その後、船

設計及び工法変更による遅れでありますが、こ

舶所有者とは連絡が取れず、対馬の重要な藻場

れは長崎漁港の水産流通基盤整備事業において、

や磯場に、沈没した船の本体や散乱した部材が

既設荷捌所の解体工事の遅延に伴い、新設荷捌

放置されて、地元漁業者の操業に支障が生じ、

所の電気工事と管工事の発注が遅れ、適正な工

水産物の漁獲量が減産するとともに、藻場が損

期が確保できなくなったものなどで、37件、17

傷し、生育阻害による水産資源が減少するなど、

億4,586万2,000円となっております。

地場の水産業に対して悪影響が生じております。

次に、⑤のその他でありますが、2月の経済

このような状況に対応するため、地元市町が

対策補正、昨年9月の台風災害、新型コロナウ

沈没した船の撤去に併せて実施する現場海域周

イルスの影響により遅れたもので、47件、63億

辺の漁獲回復等に資する取組を緊急的に支援す

4,176万1,000円となっております。
参考といたまして、下段に、最近3か年間の

るために要する経費として3,600万円を計上し

繰越状況及び前年度との比較を記載しておりま

ております。
具体的には、沈没船による急激な漁場環境の

す。令和2年度は、経済対策補正予算や災害等

悪化で生じた影響を緩和するために、市町が地

によるものを除きますと、昨年度から件数で6

域の実情に応じて作成する漁獲回復や漁場改善

件の減、金額で14億7,357万5,000円の減となっ

に資する事業を実施するための再生計画を県が

ております。

承認し、計画に基づく事業の実施に必要な経費

2ページから7ページまでは漁業水産基盤整

に対して交付金を交付し、側面から支援すると

備費などの予算科目別に繰越理由の区分、事業

いうものであります。

名、繰越理由等を記載しております。

以上で補正予算の説明を終わります。

説明は以上でございます。

続きまして、繰越明許費の漁港漁場課関係部

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま
す。

分についてご説明いたします。
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【久保田分科会長】 ありがとうございました。

時化により船体は破損して、船首部、そして船

以上で説明が終わりましたので、これより予

尾部、船橋部などに分割され、海底に散在して
いる状況とのことです。

算議案及び報告議案に対する質疑を行います。

また、この沈没場所は、上対馬の三ツ島の北

質疑はありませんか。
【坂本(智)委員】 ただいま、部長からと漁港漁

側に当たるわけですが、船体の一部は島の東側

場課長から説明がございました。私の地元でも

や南側までも漂着しているとお聞きしておりま

ございますので、質問をさせていただきます。

す。
【坂本(智)委員】 非常にいい漁場でありまして、

上対馬町の三ツ島沖の浅瀬に大型の外国船が
沈没したことは、地元から聞いて知っておりま

対馬の人はもちろんよくわかっているんですけ

した。沈没した場所は、サザエの好漁場であり

れども、なかなか皆さん方には理解できないか

まして、特に鰐浦というところは長ひじきが、

もしれません。委員の皆様方には理解できない

今はあんまりとれないそうですけれども、長ひ

のかもしれませんが、非常にすばらしい漁場で

じきが有名でして、それがとれた時にはものす

あるんですよ。

ごくにぎわう、地元としてもにぎわうんです。

それが、間もなく12月に入りますと、すぐイ

今はあんまりとれないのでにぎわいがないそう

ザリが始まりまして、この船が沈んでいる鰐浦

なんですけれども、漁業者も大変迷惑をしてお

地区、そのお隣の豊地区、そして泉地区という

るところでありまして、また、この島の周辺に

ところは潜ってはだめなんですよ。箱眼鏡で見

はアラカブなどを漁獲しております延縄、ある

ながら、矛で突いて漁をするという、それを「イ

いは刺し網等の漁業もあり、そういった漁業に

ザリ」と地元では言うんですけれども、そのイ

も影響が出てきていると聞いております。この

ザリ漁業が盛んなところでして、もう今年は絶

ほかにも沈没船による悪影響が、今後、様々な

対だめですよね。12月1日からもう始まるんで

形で出てくるのではないかと、大変危惧をされ

す。その間、夏ぐらいまでに飛び飛びであるみ

ているところでありますが、この船は、現在、

たいですけれども、全然だめだったみたいです

どのようになっているのか、お尋ねをいたしま

よ、1年間ですね。
上対馬の漁業者にとっては生活がかかってい

す。
【一丸漁港漁場課企画監】委員のお尋ねがあり

ることなので、この沈没船を何とかしてほしい

ました当該船舶は、昨年9月に上対馬の三ツ島

というのは切実な思いでありまして、これを受

の浅瀬に座礁して、その後、水深5から10メー

けて、今年1月には、対馬市の漁業協同組合長

トルのところに沈没いたしました。

会から対馬市あてに船体の引き揚げについて検
討してほしい旨の要望も出されたところである

この船、残存する燃料はほとんどなくて、幸

というふうに聞き及んでおります。

いなことに油濁事故には至りませんでしたが、

沈没場所付近の水揚げ減少といった影響も放

所有者とは今も連絡が取れずに放置されたまま

置期間が長引けば長引くほど膨らんでくるわけ

となっております。
地元対馬市が、民間の会社に相談して、今年

でございまして、さらに、先ほどの答弁からす

5月に潜水調査を行ったところでございますが、

ると、沈没した場所だけでなく、ほかのところ
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にも影響が出始めているということでございま

ているのか教えてほしいと思います。

すので、一刻も早く撤去が必要だと思いますが、

【一丸漁港漁場課企画監】 今、委員からお尋ね

撤去についての見通しはどうなっておりますか

がありました再生計画でございますが、その内

お尋ねいたします。

容といたしましては、例えば漁場が悪化したと

【一丸漁港漁場課企画監】 今、委員がお話にな

いうことであれば、その保全のための取組とい

りましたように、今年1月に対馬市の漁業協同

ったことが考えられますし、また、操業ができ

組合長から撤去の要望が出されて、対馬市と県

なくなって水揚げが減ってしまったということ

とで撤去に向けての検討を行ってまいりました。

であれば、近くに魚礁を整備して漁獲効率を上

本来は、船主が撤去するのが原則ではありま

げたり、また、種苗を放流して資源を増やすこ

すが、海上保安庁が続けている船主の捜索でも、

とで水揚げの増加を図るといったような取組が

なかなか進展が見られない中、このまま放置す

考えられます。

るというわけにもまいりませんので、やむを得

この計画の作成と実施につきましては対馬市

ず、船主に代わって対馬市が事業主体となって

で行っていただきますが、実施の際には、市の

撤去することとし準備を進めているところでご

財政的な負担が生じますので、その部分に対し

ざいます。

て県は交付金を出すという形で側面から支援を
したいと考えております。

対馬市は、国庫補助事業であります水産環境
整備事業を活用して撤去することとしておりま

【坂本(智)委員】 対馬市が沈没船を撤去し、さ

して、この6月市議会に補正予算を計上し、今

らに、この沈没船で生じた影響の緩和に向けて

後、撤去工事を速やかに着手するものと思いま

頑張ろうとしているのであれば、そこは県とし

す。

ても、ぜひしっかりと財政支援をすべきだとい

【坂本(智)委員】 ただいま、沈没船の撤去に向

うふうに思います。

けての話が前に進んでいるというお話をお聞き

今回の取組について、財政的な支援以外にも

し、地元が望んでいたことでありますので、少

市への助けが必要と思うのですが、その点はど

し安堵いたしております。

のように考えているのか、お尋ねをいたします。

しかしながら、撤去がなされたとしても、そ

【一丸漁港漁場課企画監】委員のご指摘のとお

れで問題が全て解決するわけではありませんの

り、財政的な支援以外の部分も非常に大切な部

で、昨年の9月にこの船が沈没して放置された

分と考えております。県もこの件に積極的に関

ことにより、これまでの間に様々な影響が出て

わって、そういった部分でも対馬市と一緒にな

きていることは明白であります。そういった影

って問題の解決を目指したいと考えております。

響への対応も速やかに行っていくことが重要と

例えば、これまでも船主の捜索など、必要な

考えますが、どのような対策を考えておられる

要請を海上保安部に対して行うとともに、座礁

のか、お尋ねをさせていただきます。

船の撤去をするために、いろんな法的な整理と
か手続など、そういった必要な情報を収集、整

特に、漁港漁場課長の補足説明では、再生計

理したうえで対馬市に提供しております。

画に対して支援を行うということでありました

また、今後、対馬市が再生計画を作っていく

が、その再生計画とはどのような内容を想定し
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わけですが、その計画を作成するに当たっても、

去すべきということで判断いたしまして、今般、

効率的な実施が図られるように一緒になって考

対馬市が撤去するということになっているとこ

えてまいります。

ろでございます。

【坂本(智)委員】 最後にしますが、この事業は、

【川崎委員】 緊急を要しますから、支出につい

沈没船によって生じた問題を解決するために必

ては一定理解するものの、やはり認識のように

要な事業であるということを理解させていただ

船主が行うべき回復の事業なわけでありまして、

きました。ぜひ、事業の実施に当たっては、地

このコストについてはしっかりとその原因者に

元の要望をよく聞いていただき、一日も早く沈

負ってもらうということについては、徹してや

没船の撤去とその影響緩和対策にしっかりと取

っていただきたいと。

り組んでいただきますようにお願いを申し上げ、

ただ、一方では、海上保安庁が調査するけれ

上対馬沖の沈没船対策に関する質疑を終了させ

ども、いまだ発見できないということから、昨

ていただきます。どうありがとうございました。

年の9月に発生をして、かなりの月日がたって
いる中において困難を極めているんだろうと。

よろしくお願いいたします。
【久保田分科会長】 それでは、ほかにございま

そうすると、いわゆる国に対してもそういった

せんか。

ところをしっかり認識をしてもらうという国際

【川崎委員】同じく漁場環境悪化に対する緊急

的な観点から求めていく必要もあろうかと思い

対策交付金についてお尋ねいたします。

ますが、そういう対応についてすべはないのか、
お尋ねいたします。

坂本(智)委員から切実な漁業者の皆様のお声
をご紹介いただいて、本当にこの事業を速やか

【一丸漁港漁場課企画監】この案件が発生いた

に展開し、一日も早い漁場の回復を何としても

しまして、私どももずっと国にご相談をしてま

成し遂げていただきたい、そのように思います。

いりました。相手の国がパナマということでご

そういった中で、違う観点での質問でありま

ざいますので、パナマに対して何かできないの

すが、そもそも原因をつくったのは大型外国船

か、また、国際上の枠組みはないのかというこ

の沈没ということであって、先ほど来説明があ

とで国にお尋ねをしてきたところでございます。

りますように、本来なら船主が全て責任をとっ

実は、国際的にこういった沈没船、座礁船の

てやるべきことであると、そういうことだと考

放置がいろいろ問題になってきておりまして、

えているんですが、まず、県の認識をお尋ねい

国際的な枠組みの中ではナイロビ条約という条

たします。

約がございまして、そこで本来は対応できるも

【一丸漁港漁場課企画監】委員のご指摘のとお

のでございます。

り、まずは船主が本来撤去をするべきものと思

しかしながら、このナイロビ条約に加入する

います。この案件が発生して以降、私どもも海

ためには、実は国内法の整備が必要でございま

上保安部に相談しながら船主を探してまいりま

して、日本が国内法を整備できたのは、令和元

したが、なかなかその行方がわからないという

年5月、船舶油濁損害賠償補償法という法律を

状況でございます。

改正することでこのナイロビ条約に加入できる
という準備が整ったということでございます。

そういう中にあっては、やむを得ず行政で撤
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この補償法の改正が行われて施行されたのが

部分で懸念もあるわけで、そういったところに

令和2年10月1日ということでございまして、実

ついてしっかりと裏付けをもって処分に当たっ

はこの座礁船が沈没したのは9月でございます

ているのか、確認いたします。

ので、残念ながらこれに間に合っておりません。

【一丸漁港漁場課企画監】今回の案件は、本来、

こういう状況の中で、さらに続けて外務省や

管理区域であればそういった管理の法令に基づ

国土交通省にもずっと相談を続けているところ

いてやっていくわけですが、そういった海域に

でございますが、国の見解としては、今回の沈

該当しないので、民法の697条、これを適用す

没船は条約が効力を持つ前の事案であることか

ることによって、行政が撤去するということは

ら、残念ながら適用外ということで、あくまで

可能と考えております。当然、船主が見つかっ

も船主を探して責任を求めていくしか方法はな

た場合には、その後の責任についても求めてい

いと、こういう状況でございます。

くということで、顧問弁護士などにもご相談し

【川崎委員】 国際的な課題があって、ナイロビ

ながら、問題がないと私たちは認識しておりま

条約があって、国内法の整備を整えていくとい

す。

う、いわゆる地球規模での課題がある中に今の

【川崎委員】 ありがとうございました。よく中

ことが進んでいるということは理解いたしまし

身はわかりました。

たが、わずかの期間で間に合わなかったという

いずれにしても、漁場の回復というところが

ことであります。やはりそういった課題があっ

最大の目的でありますので、速やかに施策を講

たということを踏まえても、引き続きしっかり

じていただいて、漁場の回復に取り組んでいた

と求めていくべきところは求めていくという姿

だきたいと思います。
以上です。

勢は崩さないでいただきたいなと思いますが、
今後、どういうふうにこのコストの回収につい

【久保田分科会長】 ほかにございませんか。

て取り組むのか、いま一度ご見解を賜りたいと

【吉村委員】同じような質問で関連なんですけ

思います。

れども、今の沈没船の撤去です。

【一丸漁港漁場課企画監】 今後も引き続き、国

坂本(智)委員の話を聞いておっても、もう一

にご相談しながら、海上保安庁の方も毎週、ず

日も早くこれを引き揚げて問題の解決を図らん

っと捜索を続けると言ってくださっていますの

といかんというのは、私も同じ気持ちでござい

で、そういった情報を引き続きしっかり確認し

ます。
そういう中で、しかしながら、行政がそこに

ながら、できる限りの努力を続けてまいりたい
と思います。

携わっていくとなると、それなりのルールがあ

【川崎委員】 最後にいたします。

ってやらんといかんということになるんだろう

一方、別に船主側に立って話をするわけでは

と思いますけれども、今、川崎委員からもあっ

ないんですが、言っても日本の資産でもない、

ておりましたが、そこら辺を多少つまびらかに

対馬市の資産でもない、誰の国内の人の資産で

しておきたいと。こういうことがしょっちゅう

もない、そういった船体を撤去・処分というこ

起こるというわけではなかろうとは思うんです

とに関して大丈夫なのという、一方では法的な

が、今回、初めてこういうケースに我々も遭遇
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したわけで、どういう対応をすればいいのかと

すが、簡易代執行というのも初めて聞いたわけ

いうところが疑問になってくるわけです。

ですけれども。
いずれにしろ、行政がそういうふうに代理し

今聞いておって、民法697条によると、いわ
ゆる今からやろうとすることは行政代執行みた

て執行してやるということは必要かと思うので、

いなものかなと、感じとしては思うんですが、

それは妥当性があると思うわけですが、この資

それが民法697条によるということになるのか

料を見て、3,600万円ですけど、この3,600万円

なと思うんですが、再度いかがですか。

を支出するに当たって、ここに事業イメージと

【一丸漁港漁場課企画監】委員から今ご指摘が

いうのが書いてありますね。これで再生計画と

ありました行政代執行というのは、何らかの法

いうのを市町がつくって県に提出する。県が計

令に基づく、撤去命令が出されたような場合に

画を承認して、初めて交付金による支援ができ

行えるものでございます。このような沈没に当

るという、やっぱりこういう手続を踏まんばい

たって、まずは海洋汚染防止法という法律がご

かんということになるわけですかね。事故が起

ざいまして、海洋環境の保全に著しい障害があ

こった。ぱっと対応してやらんばいかんたいと

る場合には、その海洋汚染防止法に基づく撤去

いうのに、この再生計画とは何じゃろかいと思

命令が出るということになります。その撤去命

ったら、漁獲回復とか漁場改善に資する事業と

令が出て、さらに船主が撤去に応じない場合に

いうのを計画せんばいかんわけですね。計画す

は、今、委員ご指摘のあった行政代執行、その

るだけでも時間がかかる。やっぱりそういう手

行政代執行法第2条に基づいて撤去することに

続を踏まんと、これはできないということにな

なります。

るんですか、いかがですか。

しかしながら、その海洋汚染防止法というの

【一丸漁港漁場課企画監】委員から今お尋ねが

は、本来、船舶からの油や有害物質などの排出

あっているのは、つまり座礁船撤去とはちょっ

規制に主眼が置かれた法律でございまして、海

とまた違う側面で、影響が出てきているわけで

上保安庁からは今回の沈没船についてはそうい

すから、その影響緩和のために何らかの対策を

った油の流出が認められず、海洋環境の保全に

とっていく必要があろうということで、そこに

著しい障害があるとは言えないことから撤去命

は交付金を支出するということになるわけです

令が出せないというふうに聞いております。

から、やはりきちんとしたある程度の計画、考
え方を整理していただいて、それに基づいて県

こういう中で放置もできないので、そういっ

は交付金を支出したいと考えております。

た場合に、どうしてもそういう命令が出ないと
いうケースにおいては、やむを得ず緊急の対応

委員からお尋ねがあったように、迅速にやっ

が必要な場合ということで、先ほど川崎委員に

ていく必要がございますので、長々とこの計画

ご説明した民法第697条に基づいて撤去する。

立案に時間をかけるつもりはございません。お

これは行政代執行とはちょっと違いますが、簡

おむねのところは、もう今まで、実は座礁船が

易代執行のような、県または市が代わりになっ

沈没して以降、対馬市とはずっと協議を重ねて

て行うということでございます。

きておりますので、そういった中で、おおよそ

【吉村委員】わかったようなわからんようなで

こういった計画が必要であろうということで、
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速やかにこの再生計画についても立案し、交付

ゃけど、隣から違う、違うと言われる。その沈

金の支出の準備を進めてまいりたいと思います。

没船の撤去費用は別なの。そうね、それをちょ

【吉村委員】その交付金を国からいただかんば

っと教えて。

いかんので、こういう作業をせんばいかんとな

【一丸漁港漁場課企画監】 今回、少し整理させ

るんじゃろうと思いますけど、この財源内訳は

ていただきますと、対馬市が沈没船を撤去する

一般財源3,600万円となっているわけですが、こ

のは、今回のこの事業とは別の事業で、国が支

の全体事業費が幾らかかって、国から交付金で

援する形で対馬市が直接行います。

幾らきて、一般財源を幾ら出さんばいかんとか、

今回は、それとは違う影響緩和の部分をご提

そういう財源内訳をお知らせいただけませんか。

案させていただいているところです。

全額なんですか。

【吉村委員】 参考までに、議案じゃないけど、

【一丸漁港漁場課企画監】 今回、この分科会に

ということは、この3,600万円というのは、撤去

ご提案させていただいている漁場環境悪化に対

じゃなくて荒れた漁場を回復するということに

する影響緩和緊急対策交付金というのは、県独

かかる費用。撤去費用は別。でも、撤去せんと

自で制度化しようとしているものでございます

回復できんとやけんね。撤去費用は大体どれぐ

ので、国からの交付金ということはございませ

らいかかって、どこがどういう負担割合になる

ん。全て県の一般財源で準備しようとしており

のか、ちょっと教えてくれんね。

ます。

【一丸漁港漁場課企画監】撤去費用に関しては、

ただ、一方、対馬市が実施する座礁船撤去の

実際にこれから進んでみないとわからないとこ

事業に関しては、国の水産環境整備事業費を使

ろでございますが、3億6,000万円ぐらいはかか

うということで、それぞれ使える予算をしっか

るものというふうに対馬市の方では考えている

り活用しながら、それでできない部分を県が支

ようでございます。そのうちの半分1億8,000万

援しようとしているところでございます。

円は国が補助するという形で、残りが地元負担

【吉村委員】 併せて、市に対しては国から幾ら

ということでございます。

くるのかというのを言ってくれれば。足らざる

【吉村委員】 結構かかるんですね。3,600万円

を県がそこに上乗せするわけやろう、今の説明

で引き揚げられるとかと思ったんですよ。かか

なら。

りますな。わかりました。

【一丸漁港漁場課企画監】 委員のお尋ねは、座

今日議題になっていることは、いわゆる引き

礁船撤去の部分であろうかと思いますが、その

揚げて漁場を回復するという一連の流れの中の

座礁船の撤去事業費のうちの半分が国の水産環

話ということで理解をしながらですが、これを

境事業費による補助金でございます。残りが地

この3,600万円の事業を対象とできるための要

元負担になるわけですが、その地元負担に対し

件というのが、幾つかお話を聞いたんですが、

ては、また放置船の撤去ということで特別交付

大型船で影響が大きいというのを、おおむね

税による支援がございます。地元負担の8割を

500トン以上と、こう考えてあるわけです。こ

交付金で賄えるというふうに考えております。

の500トンということを決定した根拠というの

【吉村委員】まだわかっとらんとのごとあっち

はどこにあるのかというのをお知らせいただけ
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ればと思います。

しております。

【川口漁港漁場課長】しっかりと規定されてい

【吉村委員】ここら辺でちょっと気になるとこ

るものは実はありません。既存の法令等を活用

ろは、そんなら480トンぐらいやったらどうや

しまして決めております。ただ、港湾に停泊す

ったっちゃろうかとか思うわけですが、おおむ

る際の錨泊地の指定が必要だったり、係留場所

ね500トンというわけじゃなくて500トンと書

の届け出を必要とする場合の対象船舶を500ト

いてあるのが、そこら辺もう少し詳しく教えて

ン以上というふうに港則法では規定されており

くれんですか。

ます。

【川口漁港漁場課長】一応港則法にははっきり
と500トン以上と書いております。

また、長崎県の港湾管理条例においても、港
湾への入港届が必要な対象船舶を500トン以上

【吉村委員】 そしたら、499トンやったらだめ

の大型船舶ということで、一般に大型船という

なわけね。対象にならんということになるわけ

ことで500トン以上が位置づけられているもの

ね。そがん思うとくよ。

と水産部としては認識いたしまして、一定規模

【川口漁港漁場課長】 一応水産部としては500

以上の船という考え方は、大型船舶の基準を

トン以上で今回は規定しております。

500トン以上ということで定めさせてもらって

【吉村委員】 そこら辺は、今後、そう多くもな

おります。

いとかもしれんけど、ちゃんと線引きはしとか

【吉村委員】 港則法というのが出てきて、それ

んといかんね。

に倣ってやりよるのかなと。港の地図を見ると、

さっき川崎委員の質問の時にもありましたが、

佐世保市なんかも入り口の方に線が引いてある

ナイロビ条約、ここに日本が加入しとらんやっ

んです。港湾法と港則法と２つ線が重なったり

たと。だから、こういう手続ができなかったと。

重なっとらんやったりするんですが、ここで港

ようやくナイロビ条約に加盟がでけたと、日本

則法というここに根拠を持ってきたところはど

がね。だから、今後はこういうことが手続を踏

ういうことでしょうか。

まんでもできるようになりますと。

【川口漁港漁場課長】 根拠といいますか、港則

これがもう半年以上たっておるわけですね、

法というのは船舶の航行に支障があるようなと

去年の9月だけん。このナイロビ条約に入って

ころに設定をされております。その中で船舶の

なかったからこれだけ長期にわたってしまった

規定というのをされていると思うんですが、例

ということで理解していいんですかね。今後は、

えば長崎港に入ってくる場合とかに、狭い航路

もしこういうことがあった場合に、この対馬の

ですので、実際クルーズ船が入ってくる際には、

すばらしい漁場が荒れて、被害を受けとるとい

行き会いと言って、入ってくるのと出ていくの

うのに時間がかかるということはないわけです

が交差する船の規定もされておりまして、やは

ね。

り片側通行しかだめよとか、そういうような形

【一丸漁港漁場課企画監】 今、委員のご指摘が

をとっておるんですが、そういうのが500トン

ありましたように、残念ながら今回のケースは

ということで、ほかの船に支障を及ぼす船が

ナイロビ条約には間に合ってなかったわけでご

500トンという形で決められているものと認識

ざいます。
- 59 -

令和３年６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）（７月２日）

ナイロビ条約におきましては、その条約の中

方が幾ら負担、県の方が幾ら負担ということで

で、難破物の除去を円滑に行うために、まず影

1億円とか2億円の事業になってくると思うん

響を受けている国と船舶の登録間でまず協議を

ですけれども、今回、3,600万円でということに

するという仕組みがございます。そういった協

なれば、市の方としては使い道はいいかもわか

議にも国際間の問題ですぐに早くかかれるよう

らんけれども、大きな計画というのはつくられ

になりますし、また、
一番大きいところとして、

ないような形になってくると思うんです。今回

仮に船主が逃げたとしても、撤去にかかった費

のこの漁場回復というのは、浅瀬の周辺の整備

用については保険会社に直接請求できるという

ということで3,600万円で足りるだろうという

規定に変更されます。

ことで、県の方として交付したということにな
るんですか。

ですから、相手国にはすぐに開示を求めて、
そして、保険会社に直接どんどん話をしていく

【一丸漁港漁場課企画監】 今回、対馬市にとっ

ということができるので、今まで以上にこうい

てもこういう大型沈没船、外国船の沈没という

う問題は速やかに解決していくものと思います。

ことで想定していなかった事態のため、やむを

【吉村委員】今の話で多少安心をするといいま

得ず緊急的に座礁船撤去に対して財政負担が生

すか、この長崎県内の海域の中でこのような事

じているわけでございます。そういうことも考

故があった場合にそのような対処ができるとい

慮いたしまして、再生計画にも一定の自主的に

うことは、一つの漁民の皆さん方の安心の確保

負担する分が対馬市には出てきていますので、

につながるんだろうと思いますけれども。

使いやすいような形で交付金を支援するという
ことでございます。

とは言うものの、いろんなそういう対処が、
手続とかが幾らかでも時間がかかってしまうと、

この交付金は、地元が様々な事業を実施する

皆さんが大変不安になるので、時間的にも事務

際に、いろんな補助制度があれば基本的にはそ

の手続をかけないように、迅速にやっていただ

れをまず活用し、その残りの地元負担に対して

くようにというのを要望して終わっておきます。

この交付金を活用していただくということでご

【久保田分科会長】 ほかにございませんか。

ざいますので、県としましてはこの3,600万円で

【溝口委員】 今回、漁場の悪化ということで交

十分何とかなるというふうに考えております。

付金という制度を使った根拠はどのようなこと

【溝口委員】 わかりました。ただ、漁場回復と

ですか。

いうことになれば、船を撤去するだけでも漁場

【一丸漁港漁場課企画監】 今回、影響を受けた

回復ということになってくるわけですよね。そ

対馬市内において、いろんな回復策が考えられ

うしたら、それにも使っていいという形になる

るわけでございますが、地元の実情に応じて、

んですか。撤去費用に充ててもいいですよとい

対馬市の考え方に基づいていろんな事業を構築

う形ですか。

しやすいように、速やかにこの問題を解決して

【一丸漁港漁場課企画監】 この座礁船撤去は、

いく必要がございますので、そういった意味で

別に水産環境整備事業があって、その中で残り

交付金という形をとらせていただきました。

の地元負担に対しては特別交付税という措置が

【溝口委員】 普通は再生計画をつくって、市の

ございます。ここにまた県の支援の交付金を充
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ててしまうと、その分特別交付税が減ってしま

けていただきながら、この事業を速やかに進め

うという仕組みになってございますので、そこ

ていただいて、そして回復に努めていただくよ

に充てるのは得策ではないと考えております。

う要望しておきたいと存じます。
【久保田分科会長】 ほかにございませんか。

ですから、例えば魚礁整備だったら魚礁整備
の補助金を国や県で支援しますが、その一部が

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

地元負担になりますので、その部分に対して交

【久保田分科会長】ほかに質疑がないようです

付金を使っていただくというようなことも可能

ので、これをもって質疑を終了いたします。
次に、予算議案及び報告議案に対する討論を

かと思います。

行います。

【溝口委員】 わかりました。そうしたら、環境

討論はありませんか。

整備のためには、ある程度対馬市が計画する分

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

に自由に使っていいですよという形で交付金と
したわけですね。

【久保田分科会長】 討論がないようですので、

【久保田分科会長】 ほかにございませんか。

これをもって討論を終了いたします。
予算議案及び報告議案に対する質疑・討論が

【外間委員】 質問ではないんですけれども、実

終了しましたので、採決を行います。

は平成7年だったと思いますが、県単独で沿岸
整備の漁場費用が2億強積まれまして、その浚

第97号議案のうち関係部分、報告第4号のう

渫の仕事、即ち北九十九島の養殖汚泥の海底の

ち関係部分、報告第9号、報告第13号及び報告

浚渫・除去という県単独の仕事があった際に事

第17号のうち関係部分については、原案のとお

故がありまして、400トン積みのバージ船が沈

り可決・承認することにご異議ございませんか。

没をしてしまいました。その時にかかったサル

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ベージの費用等は数千万円ということで、対馬

【久保田分科会長】 ご異議なしと認めます。

の今回の事件についても他人事ではないという

よって、予算議案及び報告議案は、原案のと

ことで聞かせていただきました。当然ながら、

おり、それぞれ可決・承認すべきものと決定さ

その沈没に関するサルベージを含めた除去費用

れました。

は、国が特別で8割近く面倒を見ていただくと

【久保田委員長】 次に、委員会による審査を行

いうありがたい法律もあって、対馬は速やかに

います。

それを撤去し、漁場の回復のために県が単独で

水産部においては、今回、委員会の付託議案

3,600万円を積んで、
この漁場回復のためにやる

がないことから、所管事項説明後、陳情審査、

という事業についての今回の分科会における補

所管事項について質問を行います。
水産部長より所管事項説明をお願いいたしま

正の議案というふうに理解をさせていただきま
した。よろしければ、そういった県単独におい

す。

て民間と、当時ははっきりと、パナマ船籍云々

【斎藤水産部長】 資料は、「農水経済委員会関

ではなくて、明確に責任者がいて、そういう処

係説明資料」と、同資料の（追加1）がござい

理事項があったという事案がありましたので、

ますので、お手元にご用意いただければと思い

参考までにそういったお話もぜひ事例として受

ます。
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このほか、影響を受けている漁業者が経営を

議案外の主な所管事項についてご説明いたし

継続できるよう、国の経営継続補助金を活用し、

ます。
今回、ご報告いたしますのは、説明資料（追

中食・内食など、新しい生活様式に向け漁獲物

加1）に記載しております新型コロナウイルス

を出荷するための加工機器の導入やネット販売

感染症における県の対応について、説明資料に

の促進などに対し、市町と連携し支援を行って

記載しております、令和元年海面漁業・養殖業

おります。

産出額（確報）について、令和2年海面漁業・

また、経営の維持が困難な漁業者を対象とし

養殖業生産量（概数）について、クロマグロの

た農林漁業セーフティーネット資金や、漁業近

資源管理について、
漁業所得向上対策について、

代化資金などの制度資金の円滑な活用を進める

YouTube動画コンテストについて、令和2年の

ため、相談窓口を本庁及び各振興局水産課に配

クロマグロ養殖について、令和2年度のノリ養

置し、相談内容を関係機関に迅速につなげるな

殖について、水産物の輸出実績について、長崎

どの資金繰り対策を講じているところでござい

俵物認定委員会について、真珠養殖について、

ます。

総合水産試験場における取組成果について、
「長

今後も、新型コロナウイルス感染症が県内水

崎県行財政改革推進プラン」に基づく取組につ

産業に与える影響を注視しながら、市町や関係

いてであります。

団体と連携し、各種対策の活用を進めるととも

このうち主な事項についてご説明いたします。

に、状況の推移に応じて浜が求める新たな施策

説明資料（追加1）の1ページをお開きくださ

の検討を行うなど、厳しい状況を乗り切るため、
しっかりと取り組んでまいります。

い。

説明資料の1ページをお開きください。

新型コロナウイルス感染症に係る県の対応に

令和2年海面漁業・養殖業生産量（概数）に

ついて。

ついてでございます。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、緊急事
態宣言等の発出による外出自粛や飲食店休業で、

農水省は、去る5月28日に令和2年の概数を公
表しているところでございます。

外食向け水産物の需要が低迷し、価格が低迷す
るなど、本県水産業にも大きな影響が出ており、

本県海面漁業・養殖業生産量は、25万トンで、

漁業者をはじめ、漁業関係者の経営は厳しい状

前年から2万5,000トン、約9％減少いたしまし

況となっております。

て、全国における生産量の順位は、前年同様、
北海道、茨木県に次ぐ第3位となっております。

そのため、県におきましては、流通販売対策
として、昨年度から養殖魚を中心に学校給食等

海面漁業の生産量は、22万8,000トンで、前

への食材提供、ネットを利用した取引の送料無

年から2万3,000トン、9％減少しております。

償化、水産物の試供品配付によるＰＲや地元ホ

まいわしの生産量が1万4,000トン、74％増加し

テルにおける新メニューの開発などの取組支援

たものの、かたくちいわしが1万2,000トン、

を行い、さらに今年度は、天然魚等の地元や都

31％の減、さば類が2万3,000トン、32％減少し

市部の量販店における販売促進キャンペーンな

たことが主な要因であります。なお、生産量が

ど、商流確保の取組支援を行っております。

全国1位の魚種は、あなご類、まあじ、かたく
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ちいわし、たい類、いさき、さざえとなってお

4ページをお開きください。

ります。

YouTube動画コンテストについて。

海面養殖業の生産量は、2万2,000トンで、前

漁業就業者の減少と高齢化が進行する中、県

年から2,000トン、10％減少しており、主要魚

では高校生等の若者をターゲットに漁業への就

種ではぶり類、ふぐ類がやや減少、くろまぐろ

業意欲を喚起することを目的として、令和元年

も1,600トン、22％減少しております。なお、

度から「長崎県漁業の魅力発信YouTube動画コ

生産量が全国1位の魚種は、ふぐ類、くろまぐ

ンテスト」を実施しております。
2回目の開催となる令和2年度は、11点の動画

ろ、ぶり、かんぱちを除くその他のぶり類とな

が出品されました。動画の制作者は県内の高校

っております。
3ページをお開きください。

生をはじめ、若手漁業者や飲食店など非常にバ

漁業所得向上対策について。

ラエティに富んでおり、このコンテストが多く

平成27年度から、経営改善や新たな事業展開

の方に漁業への興味を持っていただくきっかけ
になっていると考えております。

を目指す漁業者を対象として、県や市町、系統
団体で構成する経営支援協議会と、長崎県中小

出品された動画は、長崎県のYouTube公式ア

企業診断士協会に設置した「経営指導サポート

カウント「長崎がんばらんばチャンネル」で公

センター」が連携して、個別の経営計画策定指

開し、出品動画の視聴回数及び高評価数と、若

導を行うとともに、この計画の具体化に必要と

手漁業者による審査会の得点を合計して、審査

なる機器整備等の支援を行ってまいりました。

を行いました。12月から3月初旬まで全作品合

さらに、平成30年度からは所得向上対策の加

わせ約19万回再生され、最優秀賞には「漁師に

速化を図るため、市町、漁協等との連携を強化

は夢がある」というテーマで制作された平戸市

し、国の「浜の活力再生プラン」や県の「地域

の若手漁業者の作品、優秀賞には長崎市内の寿

別施策展開計画」に基づき、先駆的な漁法や漁

司店と、県内の高校生が制作した2作品を選定

労技術などの導入を支援するとともに、経営指

し、去る3月30日に県庁において表彰式を開催

導・支援で育成した収益性の高いモデル経営体

したところであります。

の取組事例の普及を図るなど、スピード感をも

今後も、動画やSNS等、様々な手法を効果的

って優良経営体の育成を進めてまいりました。

に活用して県内漁業の魅力発信に努め、新規漁
業就業者の確保を推進してまいります。

この結果、平成27年度から6年間で592経営体
の経営計画を策定することができ、多くの経営

6ページをお開きください。

体が県事業や国事業を有効に活用しながら所得

水産物の輸出実績について。

向上に取り組んでおります。

本県水産物の輸出については、これまで同様、
県と関係団体が連携し、東アジアや北米を中心

本年度からは、最先端機器やＩＣＴを活用し

に積極的な取組を進めております。

た次世代型漁業を目指した経営指導を推進する
とともに、これまで策定された経営計画のフォ

中国向けには、現地でのニーズが高い大型の

ローアップ活動を強化しながら、今後とも漁業

養殖マグロや季節に応じた旬の天然魚、米国向

者の所得向上を進めてまいります。

けには養殖ブリフィーレや大型の養殖マアジを
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輸出するなど、輸出先のニーズに応じた魚づく

究や技術開発に取り組み、研究成果が県内漁業

りや、安定供給のための出荷体制づくり等を通

者等の利益に還元されるよう、努めてまいりま

じて水産物の輸出拡大に努めてまいりました。

す。
その他の事項の内容については、記載のとお

令和2年度の輸出実績は、新型コロナウイル

りであります。

ス感染症拡大の影響を受け、主に空輸による生

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

鮮水産物の輸出が減少したことなどにより、輸
出 金 額 は 昨 年 度 よ り 約 2.5 億 円 減 の 約 28 億

ります。

5,000万円となっております。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま
す。

今後も、安全・安心で高品質な本県水産物の

【久保田委員長】 ありがとうございました。

輸出を促進し、適正な魚価の形成による生産者

以上で説明が終わりましたので、次に陳情審

所得の向上に取り組んでまいります。
7ページをお開きください。

査を行います。

総合水産試験場における取組成果について。

配付いたしております陳情書一覧表のとおり

総合水産試験場では、有明海タイラギ資源の

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い
ます。

回復に向け、福岡、佐賀、熊本の有明4県で連

審査対象の陳情番号は、16番、24番、29番、

携し、人工種苗の生産と移植技術の開発に取り

30番、35番、36番でございます。

組んでおります。

陳情書について、何かご質問はございません

令和2年度は、浮遊幼生初期の大量へい死を
抑えるため、選別方法や飼育装置の改良及び独

か。

自の栄養強化剤の添加により、これまでで2番

【外間委員】 陳情番号30番の市営水産業振興

目に多い約7万個の稚貝を生産し、現在、約1万

施設改修等に対する支援策の拡充ということで

4,000個を中間育成しております。引き続き、種

佐世保市から、昭和41年から行っている水産セ

苗の量産と中間育成の技術向上に努めてまいり

ンターの改修について格段のご高配をいただき

ます。

たい旨陳情が上がっております。これは、もう

また、水産加工においては、春先に大量に漁

どなたもご存じのとおり、佐世保湾における制

獲されるブリの付加価値向上を目的としたねり

限水域84％を抱える佐世保の水産漁業活動を

製品化技術の開発に取り組んでおり、一般的な

やっていくうえでは、こういう種苗を育てる水

水洗いの工程を省略すると歩留まりが高くなる

産センターの必要性があって、ほかの漁場とは

とともに、ねり製品原料として利用できること

ちょっと違った形での水産センターということ

を明らかにしました。

で、大変金額も大きく、事業費が21億円という

これらの成果をもとに、長崎市内の蒲鉾業者

ことで、これを改修するに当たる金額の事業採

が県内で初めてブリを主原料としたねり製品を

択というのも予算の関係で厳しいというふうに

開発し、ギフト商品等として販売しております。

佐世保市から伺っております。何とか県を通し

今後も、関係機関と連携しながら、漁業・養

て国に対して格段のご高配をいただきたく要望

殖業・水産加工業の所得向上につながる調査研

が上がっていると理解をいたしております。ど
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うかこれについて、特にほかの漁場と違った形

【岩田水産経営課長】 国の補助金に対して、県

での大きな事業計画でもございますし、本年度

による上乗せ補助も財政支援してほしいという

は2億円の要望ということで聞いておるんです

のも確かに要望の中に入っております。ただ、

けれども、何とかこの事業採択に向けて、ぜひ

これにつきましては、県全体の全庁的な見直し

水産部から、担当所管からのコメントをいただ

の中で、平成29年から県の継ぎ足しを廃止して

きたいと思うんですけれども、いかがでござい

いるという事情がございます。なかなかこの継

ましょうか。

ぎ足しにつきましては、非常に困難であるとい

【岩田水産経営課長】委員ご指摘の分につきま

うふうに、要望に来られた際にも、そこはご回

しては、まず、国の水産業強化支援事業という

答させていただいているところでございます。

ことでの採択を目指しておりますが、国の方で

【溝口委員】 ただ、佐世保の水産業振興施設に

この予算が非常に厳しく、額が少ないというこ

ついては、国の方としては公社の方もあるかも

ともありまして、まず一つは県から政府施策要

しれませんけれども、代わってやっているんじ

望の中で予算を確保してくださいというお願い

ゃないかと思うんですよ。だから、ほかの施設

を国の方にしているところです。

と一緒ということではなくて、佐世保市が第二

それから、事業の中身につきましては、佐世

の都市ということであれば、長崎県の関係とし

保市の担当の部局の方と十分今までもずっと協

て少しは補助の上乗せをしてもいいんじゃない

議をしております。令和3年度につきましては、

かと私は思うんですけれども、その考え方につ

予算の状況と事業の内容の中身にちょっと問題

いては、絶対にだめということになるわけです

がありまして、令和4年の採択に向けて、今、

か。

鋭意努力をしているところでございます。

【岩田水産経営課長】確かに通常の漁協などで

【外間委員】この間、
国の予算枠が少ないから、

される分と違いまして、広く佐世保の方に種苗

余りにも大きいので採択は難しいということで

供給していただいている施設です。種苗生産施

翌年度に回すんだということであります。冒頭

設は県にもありますし、長崎市もあって、佐世

申し上げたように、制限水域にかかっていると

保市もあるんですけれども、県のセンターと役

ころでの稚魚放流ということで、水産センター

割分担をしながら種苗生産しているところです。

の存在は非常に大きいものでありますし、何と

先ほどの繰り返しになるんですけれども、継

しても県のお力をかりて、国へのご要望がいき

ぎ足し補助につきましては、財政的な問題があ

ますように、くれぐれもよろしくお願いいたし

りまして、なかなか厳しいところがありますけ

ます。

れども、例えば総合水産試験場と連携して、種

【溝口委員】 今の関連ですけれども、国に対し

苗の安定生産に向けた技術開発ですとか、そこ

ては県と一緒になって、今、陳情しているとい

ら辺の協力は今後もさせていただきますので、

うことですけれども、県による上乗せの補助と

魚病診断も併せてなんですけれども、そこら辺

いうこともお願いがきていると思うんですけれ

で今後とも協力はさせていただきたいと考えて

ども、その辺についての考え方をお尋ねいたし

おります。

ます。

【溝口委員】そこら辺の協力は普段からしても
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らっているということはわかるんですけれども、

ける問題点をご説明いただきたいと思います。

やはり今回、新しく建て替えるということで21

【吉田漁業振興課長】外国人の方の県内への受

億円という大きな金額なんですよね。その中で

け入れ状況につきましては、技能実習で98名、

県がある程度前向きに考えて検討していく形を

特定技能で16名、またマルシップの方で約50名

とってもおかしくないんじゃないかと私は思う

近くだったと思います。

んですよ。だから、だめですねということでは

今回、コロナ禍の中で、私どもも受け入れさ

なくて、政治判断として、知事とかにある程度

れている会社にいろいろお話を聞きますと、ま

言ってやっていただけないのかどうか。それは

ず、現地でのPCR体制の問題、国内に入ってき

私たちが言わないとだめなのか。水産部の方と

てから2週間とかの隔離の問題、来る際も、そ

してのそういう要求の仕方というのはないので

の他コロナ禍の中で様々な問題が発生している

すか。

と。当初はこの月に来るところが、2か月遅れ

【岩田水産経営課長】現状では非常に厳しいと

て入ってくることになったとか、そういった実

は思っておりますけれども、委員からそういう

態はお伺いしながら把握しているところでござ

ご指摘があったことを踏まえて、部内でも検討

います。

させていただこうと思っています。

【川崎委員】 これはコロナのことでしょうか。
何か、日常的なことのように見受けられますが。

それともう一つ、二十数億円というお話が先
ほどからあっているんですけれども、全体では

30番です。

確かにその金額になっておりますが、佐世保市

【吉田漁業振興課長】 失礼いたしました。30

の方では国の水産庁の方の事業はそこまで全体

番、適正な待遇を確保するといったところをこ

ではなくて、防衛施設庁の方の事業と合わせて

ちらの組合として行政の方に求めていると認識

されていますので、全額を水産庁事業とおっし

をいたしました。
まず、特定技能につきましては、現在のとこ

ゃっているわけじゃないということはご理解い
ただきたいと思います。

ろ国内で働かれている方と同じ待遇で受け入れ

【溝口委員】ちょっと前向きに検討だけはして

なければならないというように法律の定めがな

いただけるという形ですけれども、県北の中心

されております。これは就労受け入れでござい

としての大事な施設でありますので、ぜひその

ます。
技能実習につきましても、様々な会社の方も

辺についてもご検討いただきたいと思っており
ます。よろしくお願いいたします。

特定技能と同じように、来られる外国の方にき

【川崎委員】 16番の陳情の30番、外国人漁船

ちんと配慮をしながら受け入れているのが本県

員・外国人技能実習生の権利擁護についてとい

の現状であると理解をしております。

う陳情がきておりますが、これは恐らく全国的

【川崎委員】 そうしましたら、県内で特別に大

に要望されていることかとは思いつつも、長崎

きな問題が発生してないということの認識でよ

でも外国人の労働者には様々な課題、人権的な

ろしいですね。

問題ということが報じられているわけですが、

今後も、外国の方のお力をおかりしないと、

ここで求められていることに関して、県内にお

やはり国内の漁業、長崎の漁業の振興もなかな
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か難しいところもあろうかと思いますので、し

辺対策補助金とか、そういうのを使う78条とい

っかりと目配せをしていただきながら、ご配慮

うのがあるんですが、それと水産庁、これは国

いただきたいと思います。

から費用を持ってくるというので、それは佐世

いま一度、特定技能の方が、今、長崎に何名

保市の努力ですよね。

とおっしゃいましたか。再度確認です。

例えば、さっきの話を聞きよったら、防衛省

【吉田漁業振興課長】 特定技能の方は16名で

の補助事業も使えるのでとか、そういう言葉が

ございます。

ちょこちょこ出てきよったもんだから、それは

【久保田委員長】 陳情書について、ほかにござ

それで国からくる金だけんか、佐世保市が8億

いませんか。

8,000万円ということになるわけですが、
結局こ

【吉村委員】 重ねてになるので、どうかなと思

れが防衛省だけで出るなら3分の2の補助率と

うんですが、今、話を聞いていて、佐世保市の

考えると、せめてこれを防衛省と水産庁と合わ

陳情のこの水産種苗施設の改修等に対する支援

せたところで、水産庁のやつを3分の2に引き上

で、計画事業は21億7,300万円と書いてあるん

げるぐらいに県が上乗せ補助をしてやるという

ですが、このうちの細部がわかっていればお知

ぐらいのことを、ここでやりよる事業の中身を

らせいただきたいと思うんです。改修、新設、

考えると、やっぱり考えるべきじゃないかと。

どういうふうになっているのか。もう元年から

さっきは考えてもいいんじゃないですかぐらい

事業は始まっとっちゃけんか、わかっとるでし

言いよらしたけど、考えるべきと思うわけよ。

ょう。補助対象の補助率、大体県が出そうと思

だから、そこは前向きに、もう事業が始まって

うとらんけん、いっちょん考えとらんとね。

おるんだから、検討を加えて、一応少なくとも

【久保田委員長】 しばらく休憩いたします。

2分の1になるぐらいの県の上乗せというとこ
ろを目指して検討を進めていただきたいと思う

― 午前１１時１５分 休憩 ―

んですが、いかがですか。

― 午前１１時１６分 再開 ―

【岩田水産経営課長】 現状で国費が2分の1で

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

すので、それにつきまして、先ほど全庁的に平

【岩田水産経営課長】全体の中で防衛省の事業

成29年度から県費の継ぎ足し廃止とはなって

の方で9億9,400万円、これにつきましては補助

おりますけれども、今回の事業につきましては

率が3分の2となっております。

額もちょっと大きいというところがありまして、

水産庁の事業利用を考えておられますのが、

個別に少し検討をさせていただければと思って

2億5,800万円、これについては国費2分の1でご

おります。ただ、なかなか難しい状況にはござ

ざいます。

います。

残りの8億8,000万円程度は佐世保市が単独

【吉村委員】最後の一言を言わんならよかった

でというふうに計画を立てられている状況でご

のにとなるやろう。目標設定は、あくまでも、

ざいます。

私が言うのは設定だけど、先ほどから聞いとる

【吉村委員】 よくわかりました。当然、佐世保

とあまり前向きな答弁じゃなかったから、つい

市は自衛隊とか米軍とかあるので、防衛施設周

つい言うてしまわんばごとなっとやけど。こう
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いう大事な事業で、水産関係も長崎県の大きな

をされるんだろうと。そう考えますと、このコ

産業の一つなんだけん、それを佐世保市がこう

ロナ対策というのがどうなっているのかという

やって、金額が大きいからとかじゃないのよ。

ことについて疑問もあるわけでございます。

金額には関係なくて、県の姿勢を示してやらん

特に、政府が、11月までに希望者には接種を

といかんのやけん。そういう意味で早急に積極

終えたいとする中で、そういった外国人漁業就

的に検討を進めるようにお願いしておきます。

労者に対して、このワクチンが行き渡るのかど

【久保田委員長】ほかに陳情についてございま

うなのか、非常に疑問に思うわけでありますが、

せんか。

まず、こういったことに関して県の認識をお尋
ねいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
【久保田委員長】ほかに質問がないようですの

【佐古漁政課長】外国人の乗組員関係のワクチ

で、陳情につきましては承っておくことにいた

ン接種でございますけれども、漁業形態はいろ

します。

いろございますが、例えば沖合漁業等、多くの

ここでしばらく休憩いたします。

乗組員が漁船に乗り込んで、閉鎖された空間の

再開は、11時30分といたします。

中でかなりの長い日数操業を続けるという形態
もございます。そうした時に、万が一、船内で

― 午前１１時２０分 休憩 ―

感染者が発生するということになりますと、も

― 午前１１時２９分 再開 ―

ちろん代替の要員もすぐ手配できるわけではご

【久保田委員長】 それでは、再開いたします。
次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

ざいません。漁業の生産活動というのがストッ
プしてしまうという状況も考えられます。

といたします。

ですから、一般の事業所よりも、なお一層感

事前通告をされた委員の方で、ご質問はござ

染防止対策というのには留意をしていかなけれ

いませんか。

ばならないというふうに思っています。

【川崎委員】 では、通告の分についてお尋ねい

その中で、やはりワクチンの接種というのが

たします。

切り札になるというふうに考えておりますので、

先ほど外国人の漁業者に関する人権擁護とい

外国人のワクチン接種が円滑に進みますように、

う角度で陳情もあって、様々お尋ねをいたしま

水産部の対応としましては、接種券の発行とい

したが、先ほど特定技能だったり、技能だった

うのは地元の市町が権限として持っております

り、そういった形で就労されている方以外にも

ので、具体的な例で申し上げますと、長崎市内

多くの方がこの長崎にお見えになってお仕事を

の沖合漁業については私どもも県の福祉保健部

されるというケースもあろうかと思います。

と情報共有、連携をしながら、長崎市に対して

そういった中において、今現在、コロナの問

接種券の発行というのをお願いしたところでご

題で、新たに入国をされた方に関しては非常に

ざいます。現在、長崎市において検討をいただ

厳しい規制もしながらやっているとは思います

いているということでございますので、タイミ

が、そういった中において、この就労者につい

ングの問題はあろうかと思いますけれども、最

てはいろんな形で国内に入ってこられてお仕事

終的にはワクチン接種ができる状況になるとい
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うことを期待しているという状況でございます。

な港とかでそういった問題が発生すると、大変

【川崎委員】 いわゆる居住されている方、つま

主要産業に大きなダメージを与えるわけでして、

り接種券がきちんと自治体から発行される外国

そこは接種券を待って、それはくればいいです

人漁業者については、時期がくれば、それはい

よ、くればいいですけれども、そうじゃない時

ずれ接種できるんでしょう。

にはどのような対策をとっていくべきかという

今、説明いただいた方については、恐らく今

ことは真摯に検討しておくべきことだろうと思

から長崎に来てお仕事をされる方のことかと思

うんですが、その辺についての県の見解を確認

っております。その辺、長崎市にも働きかけを

いたします。

しながら、発行していただくよう働きかけをさ

【佐古漁政課長】委員がおっしゃられた隙間の

れているということでありましたが、少し具体

部分ですね、ここにつきましても国が示してお

的に、11月までに終えようとしている中におい

りますＱ＆Ａの中でも、市町の判断で接種券と

て、今後、どのようなことが今計画をされて、

いうのは発行が可能という考え方を示されてお

つまり接種券の発行対象にならない、なってな

りますので、私ども水産部としても、それぞれ

い、そういった漁業者が、今後どのような形で

の市町に対して働きかけ、もちろん働きかけを

長崎で就労をしていこうとされているのか。11

して終わりということではなくて、その結果を

月というところも念頭に入れながらご説明いた

しっかりフォローしながら、漏れる方が出てこ

だきたいと思います。

ないように、万が一、生じた場合の影響につい

【佐古漁政課長】現時点で全体的な計画という

ては私も委員と全く同じ考えでございますので、

ものを立てているという状況ではございません

そういうことが生じないようにしっかり取り組

けれども、個別のご相談をいただいた案件につ

んでまいりたいというのが今の考えでございま

いては、水産部としましても、しっかり外国人

す。

の方を含めてワクチン接種が可能になるように、

【川崎委員】同じ思いということでは共有をい

それぞれの市町に対してお願いをしたうえで実

たしますが、万が一ということも考えてやって

現できるように取り組んでまいりたいというふ

いただければと思うんです。これはもう福祉保

うには考えております。

健部の範疇ではあるんでしょうが、この長崎県

【川崎委員】たらればの話であってはいけませ

が設置した大規模接種会場においては、県の優

んが、仮に長崎市で、恐らく国に対しても様々

先接種の規定に基づいて、接種券がない方にも

な確認をされながらやっておられるんだろうと

予備があれば、余裕があれば、それぞれの団体、

思いますが、まさに接種券が届いてはじめて接

協会とかにご紹介しながら接種をしている状況

種につながるということ、そういった認識でお

があります。そういったところも横断的に少し

ったんですけれども、仮に接種券が届かない場

相談をしながら進めていただければと思うんで

合、恐らく隙間にはまっているところがあるん

す。

じゃないかなと思うんですね、制度にのっかっ

いずれにしても、私の思いとすれば、まず長

てなくて隙間にはまっているのが。そういった

崎の漁業を守るんだというところをしっかりと

ことから、この長崎の漁業を守る。もし、様々

皆さんも考えていただいて、最善の策をとって
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いただきたいと思います。よろしくお願いいた

長期化するということも念頭に置きながら対策

します。

を講じていただきたいと思います。

次に、コロナ禍における水産物の需要低迷対

そういった中で非常に期待されるのはインタ

策ですが、一般質問にしろ、先ほどの部長説明

ーネット販売、これも取り組んでおられるとい

にしろ、随分説明は聞いておりますので、努力

うことは承知をいたしておりますが、このイン

をしていただいていることについては敬意を表

ターネット販売の現況といいますか、状況がど

しますが、
いま一度、
もうまとめて結構ですが、

のような状況か、お知らせいただきたいと思い

全体的な対策、取組についてお尋ねをいたしま

ます。

す。

【渡邉水産加工流通課長】ネット通販について

【渡邉水産加工流通課長】 コロナについては、

は、昨年度も国の事業を使いまして、水産物国

先ほど部長からも話があったように、この影響

内流通促進緊急対策事業という事業でネット販

によってインバウンドの減少、輸出の停滞、外

売の事業を行ってきたところで、養殖業者、漁

食需要の減少ということで大変影響を与えて、

協、県漁連等が取り組んで、送料の無償化を含

水産物の価格が低下する等々の被害があったと

めてネット販売、ホームページを立ち上げて実

ころでございます。

施してきているところでございます。

これについては、昨年からずっとこういう影

6業者の方々が取り組んで、中には、2業者の

響を受けて、養殖業について滞留するところを

方々はこれまでの5倍以上の効果が出たという

何とか流そうということで新たな事業を立ち上

ことでお伺いしているところでございます。

げて実施し、また、この水産物のPRや新メニュ

【川崎委員】 インターネット販売、ネット通販

ーの開発、
そのようなものを行いながら、
また、

は、非常に期待が持てるところであろうかと思

保管・調整等の事業を行いながら、何とかこの

います。いろんな事業者が取り組んで、これを

難局を乗り越えていこうということで進めてき

活用して活性化できるように、さらに支援をし

たところでございます。

ていただきたいと思います。

ただ、現状として、再度こういうふうな緊急

そういった中で、魚と言えば長崎ということ

事態宣言というのも出された中で、一時的には

ですから、その辺の仕組みが整えば、私はかな

少しずつ戻りつつはあったんですが、また価格

りの広範囲で需要があるんだろうと思っていま

が低迷してまいりまして、令和元年と比較する

す。その中で、他県もいろいろ取組を一生懸命

と、やはり天然魚の高級魚については2〜3割、

やっていくはずなんですね。

一般魚についても、この時期になって1〜2割の

そういった中で、さらにそれを上回る、価値

影響を及ぼしているということが価格の動きを

を高めて上回って取り組んでいくという意味で

見て出ている状況でございます。それに対して、

は、いろんな深化が必要なんだろうと思います

しっかりとまた補正等を使ってやっていきたい

が、そういった中で、やはり長崎は鮮魚という

ということで考えております。

ことで、鮮度を保つということについても一生

【川崎委員】 完全収束をしておりませんので、

懸命取り組んでいただきたいというところであ

これまで打っていただいた手、さらにもう少し

りますが、この鮮度の保持を中心とした長崎鮮
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おります。

魚の価値、維持向上、そういったものについて

そういった中に、平成26年が50億円という売

の取組をご紹介いただきたいと思います。
【齋藤水産加工流通課企画監】付加価値向上の

上に対して、目標を2027年（令和9年）までに

取組の事例といたしましては、まず、下五島の

74億円に上げていくという目標が示されてい

方では五島〆の匠というような制度をつくりま

ます。

して、血抜きとか神経抜きとか冷やし込み、そ

こういった中、コロナ禍で入札会が中止にな

ういったことの実技講習を受けた生産者を認定

った時期もあって、生産量が前年並みだったけ

する形にして、それでもって五島産の魚の鮮度

れども、生産額は前年を下回ったという報告も

向上であるとか、PR、イメージアップとか、販

先ほど部長説明にあったわけですが、今現在、

売の体制の強化といったところに取り組んでお

どのような状況にあるんでしょうか。このコロ

りますので、そういったところを県としても支

ナ禍においてどういった状況にあるのかお尋ね

えているという状況でございます。

いたします。
【渡邉水産加工流通課長】真珠につきましては、

また、松浦の魚市場におきましては、平成28
年度から昨年度にかけて、高度衛生の閉鎖型の

先ほど委員がおっしゃいましたように、真珠の

施設を整備しておりますけれども、その中で獲

振興計画を作成して、しっかりと生産額を上げ

ってから出荷するまで、全てを高度衛生の管理

ていこうということで進めておりましたけれど

のもとにやっていくという形で、特に温度管理

も、当然コロナの影響で、委員ご指摘のとおり

の徹底のためにシャーベット氷などを導入いた

入札会が一昨年から中止されて、真珠は入札会

しまして、そういったところの取組にも支援を

がないとお金が入らない。これが入らないと運

している状況にございます。

営経費が出てこないということなので、それが

【川崎委員】ぜひそういったところもアピール

非常に大きな影響を及ぼしたということでござ

ポイントとしてしっかりと訴えていただくと、

います。

また売上向上につながっていくと思いますので、

その間、様々な真珠組合、対馬、長崎にござ
いますけれども、その真珠組合が運営資金等の

よろしくお願いいたします。
最後に真珠の養殖についてお尋ねいたします。

支援を行って、何とかその経営を支えながら進

部長説明でもあった内容でありますが、長崎

めてきている中で、昨年の年度末から、3月頃

県は真珠振興計画というものを2019年度から9

から入札会が始まりまして、今年度の6月まで

年間の計画として策定をされていると承知をい

やっと入札会が行われて、何とか入札でのお金

たしております。

をいただいて運営が回るようになってきたとい
う現状でございます。

真珠生産額は、平成15年が81億円あったもの
の、リーマンショックで低迷をして、その後回

ただ、やはり非常に品質、2級品と言われる

復はしたものの、平成28年が52億円ということ

ようなものについては、なかなか価格が上がら

が振興計画に記載されておりまして確認いたし

ないと。これは海外での消費が非常に真珠とい

ました。県内の海面養殖生産額の17％も占める

うのは大きいものですから、外国全体がコロナ

と、非常に重要な産業であると認識をいたして

により宝飾品として購入するという意欲がなか
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なか進まないという中で、やはり価格を上がら

【岩田水産経営課長】真珠の養殖業者全体の数

ないという現状で今進んでいるところでござい

につきましては、漁業センサスで見るとやっぱ

ます。

り減少傾向にございます。ただ、担い手の状況

これに対しては、しっかりと支援というか、

につきましては、先日、対馬と長崎の真珠組合

技術的なところから、またそういう資金面の方

の方にお聞きしたところ、幸い8割方は後継者

から、様々な支援を行ってこの難局を乗り越え

が確保できていると。やっぱり技術の継承をそ

ていきたいと考えているところでございます。

この経営体の中でしっかりやられているところ

【川崎委員】最後におっしゃった支援ですけれ

はきっちり残って、跡取りの方もいらっしゃる

ども、もう少し具体的に、これもかなり頑張ら

ということでお聞きしております。

ないと振興計画どおりにはいかないでしょう。

それから、特に対馬なんかは、真珠の青年部

そういった意味で、より具体的な支援対策を講

活動とかで皆さん切磋琢磨しながらやられてい

じるべきと考えますが、いかがでしょうか。

ますので、かなりいい状況ではないかと思って

【渡邉水産加工流通課長】生産の安定と品質向

おります。

上を目指して、当然、対馬の真珠組合、長崎の

【久保田委員長】 それでは、午前中の審査はこ

真珠組合等といろんな議論をして、技術的な面

れにてとどめ、午後は1時30分より再開いたし

だけではなくて、施設の整備や漁場観測等の機

ます。

器を入れて、漁場の環境を見ながら技術をよく

― 午前１１時５１分 休憩 ―

していく、生産の状態をよくしていくと、そう

― 午後 １時３０分 再開 ―

いう面でしっかりと支援を行っていこうという

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

ことで考えております。

午前に引き続き、所管事務一般に対する質問

当然、今後も、国、関係団体とお話をしなが

を行うことといたします。

ら、生産基盤の強化、技術的なサポート、経営

事前通告をされた委員の方で、ご質問はござ

指導等について支援をして、この計画の目標達
成に向けて進めていきたいというふうに考えて

いませんか。

おります。

【堤委員】 私の方から2点お尋ねします。

【川崎委員】よくよく生産者の方と協議をして、

長崎県水産業就業支援フェアということで、

成果が上がる対策を講じていただきたいと思い

先月、文書をいただいていましたけれども、7

ます。

月1日開催ということだったので、昨日実施さ
れたと思いますが、どういう状況であったのか、

そういった中で、今、漁業者も担い手がなか
なか厳しい状況になっているという中において、

お尋ねします。

この真珠養殖の世界もどうなのかということも

【岩田水産経営課長】 昨日、長崎鶴洋高校で午

確認をしたいところでありますが、どのような

後開催させていただきました。県内の高校3年

形で人材確保、育成、そして非常に歴史的にあ

生、4校から、ほぼ鶴洋高校の生徒さんなんで

るこの産業を、どう守っていくのかお尋ねをい

すけれども、48名参加いただきまして、出展団

たします。

体は沿岸漁業、大中型まき網など23団体から来
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ていただいて、それぞれ説明をしていただきま

ところの紹介をされていると。自分の会社に入

した。

るのではなくて、例えば五島市にはこういう漁

【堤委員】昨年よりも参加者は少なくなってい

業がありますと、一本釣りに興味があるようで

るのではないかと思いますけれども、そのあた

したら、誰か紹介いたしますので来て修行をし

りの事情というのはどういうことなんでしょう

ませんかというような紹介をされているという

か。

ことでございます。

【岩田水産経営課長】 昨年は、3年生が72名参

【堤委員】 そうしますと、五島ならば五島の漁

加されていたんですけれども、今年は四十何名

業者のところに弟子入りをされませんかという、

ということで、少し減っているところですが、

そういうお話なんですね。
先ほど、高校生以外も含めての180名の新規

その理由まで分析できておりません。申し訳あ
りません。

参入ということでしたけれども、高校新卒の数

【堤委員】 このフェアは、水産業への就業を促

とかは把握されていないんでしょうか。

すということでのフェアと思うんですけれども、

【岩田水産経営課長】そこは後で調べさせてい

毎年、本県の高校新卒者で漁業や水産業に就職

ただこうかなと思っております、180名の中の

している数というのはどのくらいあるんでしょ

高校生ですね。
少し話があれなんですけれども、昨年、同じ

うか。
【岩田水産経営課長】新規に漁業に就業してい

ようにフェアをしております。そこに来た高校

ただいた方については、我々の課の方で聞き取

生が、先ほど72名と申しましたけれども、その

りをしている中では、令和2年度は180名が新規

うち14名は県内の水産業界に実際就職をして

に漁業に就業していただいております。

いただいていると。その14名のうち12名は、こ

【堤委員】 そうしますと、フェアに参加をした

のフェアの出展業者に就職をしたというような

生徒さん以外でも、県内のいろんなところで就

実績が上がっております。

職をされているということですね。

【堤委員】 そうしますと、昨年の72名のうち

それから、昨日の出展事業者の中に、雇用で

14名が水産業に従事して、フェア参加者が12名

はなくて独立して漁業を行うような中身の方も

だったということは、このフェアの意義という

あったように思いますけれども、その辺の状況

か、非常に大きかったのかなと思います。
長崎鶴洋高校というのは、県内で唯一水産科

というのはどういったことでしょうか。
【岩田水産経営課長】 先ほど、私が180名と申

がある高校ですけれども、私も高校のホームペ

し上げましたけれども、それは県内の漁業に入

ージを見たら、就職者のうちで漁業・水産業と

った方で、高校生に限ったものではございませ

いうのは3番目ぐらいに多くて、過去のもので

んでした。申し訳ございません。

見たら工業・造船業が23％、食品・調理販売が

昨日、一般の漁業へのというのは、例えば五

17％、その次が漁業・水産業15％、あと商船・

島の漁業伝習所というところでは、一般の漁業

海運が13％ということで、必ずしも水産業関係

者も募集して、どなたかの、例えば一本釣り漁

の就職が多いわけではないということ。それか

師さんの弟子に入って研修をすると、そういう

ら、大学や専門学校への進学も、3年生の中で3
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分の1ぐらいはあっているということですけれ

象は、国が許可をしている、漁場が県境を越え

ども、水産県長崎として、唯一の水産科がある

広範囲にわたる沖合漁業や、長い日数をかけて

高校ということで、将来の長崎県の水産業を担

行われる遠洋漁業で、船の大きさも20トンを超

う人材の育成ということでは非常に重要な学科

える大きな漁船が対象となっております。

であり、重要な任務を担っているというか、そ

海上保安庁は、県及び国が許可をしている漁業

ういうことではないかと思っています。

をともに対象としておりますが、海上保安庁は

今、本当に漁業・水産業に新規参入というの

漁業だけじゃなくて、海難事故とか密航とか、

は減ってきている状況ではありますけれども、

海上安全等の多岐にわたる業務を行っていると

やはり新規の漁業者の確保に向けて、これから

いうことでございます。
また、外国漁船の取締りについては、国の取

も取組を進めていただきたいと思います。

締り機関が行うことになっておりまして、県の

それから、もう一点、漁業取締船と調査船の

取締船が外国漁船の違反を発見した場合は、国

ことについてお尋ねをしたいと思います。

の取締り機関へ通報するというような対応をと

あんまり記憶には残ってなかったんですけれ
ども、最初の委員会の概要説明の時に取締船に

っているところでございます。

ついては説明をされたということです。これま

【堤委員】 県の取締船は、沿岸、日帰り、長く

で5年間の達成状況ということで、その取締船

て2〜3日、20トン未満、中型まき網などまでと

と調査船について108ページに触れてあったん

いうことで、県をまたぐような広い部分につい

ですけれども、まず、漁業取締船についてお尋

ては水産庁の取締船が担当しているということ

ねしたいんですが、わからないことばかりなの

ですね。
この県の取締りの海域というのは、どのあた

で、初歩的な質問になりますが、水産庁にも漁
業取締船というのがあると思うんですけれども、

りになるんでしょうか。

水産庁の取締船と都道府県の取締船のすみわけ

【尾田漁業取締室長】 海面には、陸域のように

というのはどんなふうになっているんでしょう

都道府県の明確な区域はございませんが、本県

か。

の取締船が哨戒をしている海域としましては、

【尾田漁業取締室長】 まず、国の取締り機関に

壱岐の東方から対馬沖合、そして五島西方、男

は水産庁と海上保安庁がございます。

女群島周辺、五島灘の南方、そして有明海まで
を範囲として取締り活動を行っております。

まず、県の取締室の主なる取締り対象でござ
いますけれども、これは県が許可をしている漁

しかしながら、漁業には様々な種類がござい

業を操業する漁船で、主に長崎県の沿岸域にお

まして、例えば長崎県と福岡県がそれぞれ許可

いて日帰りで行える沿岸漁業、あるいは2日か

を出しているイカ釣り漁業は、海面を有効に活

ら3日で行われる中型まき網漁業などの一部の

用するために、関係県の間で協定を結んでおり

沖合漁業で、大体船の大きさとしましても20ト

まして、沖合では相互入会の操業を行っている

ン未満の漁船が対象ということになっておりま

という実態がございます。
このような実態から、水産庁による県の取締

す。

りの範囲の見解につきましては、漁業全般につ

一方、国の取締機関である水産庁の主なる対
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いて範囲を決めることは漁業の特殊性により問

また、知事許可漁業の許可につけた制限条件

題があるので、個々の漁業の実態に照らして妥

違反も、今まで10万円だったのが30万円という

当な解決を図るのが望ましい。また、各県の地

ことで、罰則が引き上げられております。

先海面であると考える部分の外側、沖側につき

これら罰則が強化されたことにより、今後、

ましては、これを共同に操業し得る海面として

密漁の防止効果が高まるものと期待していると

使用されるのが妥当という見解が出されており

ころでございます。
このようなことから、取締船の哨戒活動にお

ます。
よって、このようなことから、本県の漁業取

いて、これら罰則が強化されたという水産庁が

締りは、様々な漁業種類毎の操業区域を勘案し

パンフレットをつくっておりますので、そんな

ながら取締りを行っているということでござい

パンフレットを直接取締船から、たも網を使っ

ます。

て漁船に配って、こういうことで罰則が強化さ

【堤委員】事前にお尋ねした時に地図もいただ

れていますから違反等はしないようということ

いたんですけれども、今、ご説明を聞いても言

で法令順守の指導を実施しているところでござ

葉だけではなかなか頭に入ってこないところが

います。

あるんですが、個々の状況に応じて対応すると

【堤委員】本当に規則を守って操業している漁

いうか、ある程度の範囲は決まっているけれど

業者が迷惑をこうむったり被害を受けたり、あ

も、相互入会のところがあるということですね。

るいは水産資源が不当に密漁されたりというこ

それから、昨年12月に施行された改正漁業法

とがないように、取締りもだんだんに検挙数は

で、取締りについても厳罰化されたのかと思う

低くなっているというか、改善をされているよ

んですけれども、県の漁業調整規則も改正をさ

うなデータがあるようですけれども、実際のと

れていると思います。そういった取締りに関し

ころ、やはり今回の罰則・罰金が厳しくなった

ての影響というのはどういうふうになっている

ということでの影響というのは、いい方の影響

んでしょうか。

は出てくると思うんですけれども、これまでの

【尾田漁業取締室長】 漁業法の改正は、平成

中での検挙の件数とか、いろいろなところの変

30年12月の臨時国会で成立し、令和2年12月に

化をしてきたというのは、どういったことによ

改正漁業法が施行されております。

るものかお尋ねします。

その中で、今委員からありましたとおり、ま

【尾田漁業取締室長】 今、ご質問がありました

ず、組織的な悪質な密漁が行われているナマコ

違反情報と検挙件数の推移でございますけれど

等については、罰金の上限が3,000万円と個人に

も、10年前の平成22年と令和2年と比較します

対する罰としては最高の罰金が設定されており

と、違反情報件数は92件から42件と46％までな

ます。

っております。また、検挙件数につきましては、
平成22年が28件だったものが、令和2年は5件と

また、無許可操業や禁止漁業、あるいは許可

18％までそれぞれ減少しております。

の制限条件内容の違反も、罰金の上限が、今ま

この違反情報、検挙件数の減少について、そ

では10万円から200万円であったものが300万

の原因は何かということですが、これだという

円となっております。
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特定はできておりませんけれども、推測の一つ

の実践を学ばせるなどして、取締り能力の維持

でございますけれども、平成20年から24年にか

向上に努めているところでございます。

けて、ウォータージェット高速船3隻を建造し

【堤委員】 不法な操業をする人たちに対して、

まして、暗視カメラ等の高性能の機器を装備し

それを上回るような取締りをしていかないとい

た速力40ノット以上、時速にすれば80キロ以上

けないということで、日々、様々なご苦労をさ

の高速取締船を毎日1隻以上、常時出動させる

れていると思いますけれども、今後とも効果的

体制が確立されたことが一つの要因になってい

な取締りに取り組んでいただきたいと思います。
もう一点、取締船と並んで調査船の効果的な

るんじゃないかと思っております。
ただ、一方で、最近の漁業取締室に届く違反

運航体制の検討ということで書いてある中に、

情報の内容を分析いたしますと、沿岸近くのア

調査船を平成21年進水、令和元年度から1隻で

ワビやサザエ等の潜水器密漁などの情報は減少

の調査体制に変更しましたというのがあるんで

しております。また、一方で、沖合域の底びき

すけれども、これについてのご説明をお願いし

網やまき網などの情報は依然として多く寄せら

たいと思います。

れているという状況にございます。

【中村総合水産試験場長】 水産試験場では、平
成30年度まで調査船2隻を保有して海洋調査に

また、検挙した漁船の実況見分、装備等を確

当たっておりました。

認するんですけれども、そうすると、高性能レ
ーダーを搭載しているという事実もございます。

現在残っているのが、99トンの大型の調査船

このようなことから、違反情報、検挙件数の

「鶴丸」と申しまして、乗組員10名、沖合域や

減少の原因の一つとしましては、これら漁船の

水深200メートル以上の深海での調査や試験が

航海能力の向上に伴って、より沖合、より広範

できるようになってございます。今、本県の調

囲へ出漁が可能になったことによって、県の取

査の中心となっております。

締船のパトロールの監視の目がなかなか行き届

一方で、この行革プランの中で削減した調査

きにくくなっているのではないかと。それと、

船は「ゆめとび」という名称で、調査船として

またレーダー等の性能向上により、取締船が察

は小型の19トンの船でございまして、大きめの

知されやすくなったのではないかと考えている

沿岸漁船と同等の大きさです。主に内湾とか浅

ところでございます。

い海で、環境調査や漁業技術の改良の実証等に

そのようなことから、
その対策としましては、

使ってきたところでございますが、この効率化

違反情報を精査して、パトロール内容を評価、

の対象となった理由といたしましては、資源管

改善による重点取締海域の設定等を行って、そ

理の推進というのが最近重視されてきていまし

こでの取締り、あるいは沖合海域を主として取

て、能率的な漁法とか、漁業技術の開発試験と

締っている水産庁や、あるいは海上保安庁と連

いう機会が減少してまいりましたのが一つ。そ

携による取締り対応を行っているところでござ

れから、漁船そのものも大型化をして速度も速

います。

くなってきておりますので、例えば調査船は実

さらに、漁業取締船の乗組員を警察学校等へ

は余り船足が速くないものでございますので、

短期に入校させて、警察官の方々と一緒に捜査

例えば漁船を使った方が効率的に行われる場合
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も増えてきたということがございます。一番大

委員からご説明がありましたように、気象庁の

きな理由としましては、この小型船は既に17年

資料を見ますと、九州の西方海域を含む東シナ

経過して、耐用年数が12年のところ、5年以上

海の北部の海面水温というのは、令和2年度ま

経過をいたしましたので、老朽化も進んでいた

での最近の100年間で1.25度ほど上昇をしてい

ということもございまして、1隻体制という格

るというふうにデータが出ております。
先ほどもございましたように、国の方でもこ

好で、調査の一部は漁船借り上げを行って進め
ていくということにしたものでございます。

ういう対策の検討を開始したところでございま

【堤委員】 説明ありがとうございました。1隻

して、最近では、全国的なサンマ、サケ、スル

体制になっても、調査は問題なくて、そして、

メイカの漁獲減少というのが問題となってござ

必要に応じて漁船を借り上げて調査を行ってい

いまして、国の方で不漁問題に関する検討会と

くということですね。そういうことで、経費の

いうのを設けて、令和3年6月に報告書が出され

削減であったり、様々なところが改善をされて

たところでございます。
その中には、従来捕れていた魚が捕れずに、

いるということですね。わかりました。ありが

捕れていなかった魚が捕れる状態が続くという

とうございます。

ことは、これは温暖化や海洋環境の変化などに

以上で終わります。
【久保田委員長】 ほかにございませんか。

起因する資源の変動だろうと見られるというふ

【山口(初)委員】 それでは、通告をいたしてお

うにしておりまして、今後も継続していく可能

りました地球温暖化に伴う漁業、漁場環境変化

性があるものというふうにしております。
本県の場合は、今のところ漁獲物の構成が大

についてということでお尋ねをいたします。
これは毎日新聞の記事で、いわゆる地球温暖

きく変わるというような状況ではございません

化の関係を記述されているんですが、１℃の重

けれども、漁獲量がスルメイカのように減少し

みが全く違うと。温暖化で不漁、魚種の分布域

ているものがあって、それらを対象としていた

が変化していると。魚が捕れないのは、地球温

漁業者にとってはやはり影響がございますし、

暖化が一因と。政府が気候変動を意識した漁業

これから長期化するのではないかという懸念も

対策の策定に本格的に乗り出す。乱獲防止が主

いたしているところでございます。
ただ、一方では、南方系の魚類がちらほら見

眼だったこれまでの水産行政から転換をし、地
球温暖化を見据えた対策づくりに軸足を移すと。

えると、生息域が拡大しているというような可

あらゆる産業セクターで温室効果ガス削減を求

能性もあって、例えばクエだとか、アカハタだ

められる中、漁業の世界でも脱炭素が加速しそ

とか、シイラといったものがまとまって捕れる

うだという記事でありますけれども、このこと

といったような状況も見られておりまして、こ

を水産部としては、長崎県としてどのように受

れらを狙って操業される漁業者も出てきている

け止めて、どのようなことが必要であるか、マ

というふうに聞いております。
長崎県の沿岸漁業は、ご承知のとおり多種多

クロ的な話になってくるんですが、お尋ねをし
たいと思います。

様な漁業が営まれておりますので、水産試験場

【中村総合水産試験場長】 ただいま、山口(初)

でも環境や対象魚種の変化に応じた的確な漁場
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の選択とか、複数の漁業種類の組み合わせがで

食べる魚の活動が活発になり、その活動も長期

きるように、漁海況情報の提供とか漁業技術の

化して海藻がなかなか戻ってこないといったよ

改良などで対応していきたいと考えてございま

うな状況があると聞いております。

す。

【山口(初)委員】 近海の漁業の影響については

【山口(初)委員】 お聞きしたいことは、大方ご

そういう状況だと思いますが、遠洋漁業につい

答弁いただいたようなんですが、少しお尋ねを

ての影響というのは、この長崎県には直接影響

します。

はしてないんでしょうか。

先ほどもおっしゃったように、いわゆる日本

【中村総合水産試験場長】長崎県にもサンマを

近海の海水温が上昇する。そうすることによっ

中心に捕っておられる漁業者もいらっしゃいま

て、それが漁獲量に影響すると言われておりま

して、その方は東北での操業に影響があると思

すが、今、南方の魚がすみやすい環境にあるわ

いますし、それからサンマも実は長崎周辺まで、

けでありますが、北の魚はすみにくい状況にな

やせたサンマになりますが、下ってきて定置網

ったと。ここ長崎の関係ではないんですが、サ

に入って、例えば缶詰の材料なんかにも使われ

ンマが捕れなくなったと聞くけれども、それぞ

ているということもございますので、そういっ

れ近隣国の乱獲だけではなくて、こういう環境

た影響も長崎にはあるんじゃないかと思ってお

変化が影響しているんではないかと言われてい

ります。

るわけであります。長崎県の漁獲高については

【山口(初)委員】 一般的に海流の関係なんでし

報告にもありますけれども、海面漁業全体で2.5

ょうけれども、あるいは温暖化の関係なんでし

万トン、マイナス9％減少していると。それか

ょうけれども、漁業にとって南の方が今ちょっ

ら、養殖が2.2万トン、全体で10％は減少してい

と厳しいと言われて、北の方はいいということ

るということを記載してありますけれども、具

を言われているんですが、長崎県の漁業の操業

体的な近海漁業の影響を、いま少し魚種を含め

者、いわゆる経営体の変化というのは、ここ近

た状況について教えていただけますか。

年どういう状況になっているんですか。

【中村総合水産試験場長】もう少し詳しい温暖

【岩田水産経営課長】地球温暖化の影響による

化の影響ということでございますが、例えば全

経営体がどう変化したかというところまで今把

国では、ブリやマグロの分布域や回遊経路が変

握しておりませんというか、実態として何かが

化しています。北海道でブリが捕れるようにな

変わっているというのは、表には現れていない

ったというようなこともございます。

ところです。ただし、今後、温暖化等で魚種が

それから、これは全国的に藻場を構成する種

少し変わってきた場合はその魚を捕った方が、

類が変わってきたということも言われています。

組み合わせてやった方がいいよねというような

それから、本県の周辺でいきますと、例えば

ことがあれば、それに必要となる機器などは、

有明海では南方系のナルトビエイというのが入

水産部の方で支援を、個人の漁獲のための装備

ってきて、アサリやカキに食害が発生している

を支援して、漁業の多角化によって南の方の魚

ということもございます。

も捕るように、経営的には支援をしていこうと
は思っております。

それから、イスズミとかアイゴなどの海藻を
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【山口(初)委員】 九州で言うと、大分あたりの

れの所得階層ごとに所得自体を上げていこうと

サワラが非常に獲れにくくなったというような

いうような施策を今頑張ってやっているところ

ことを言われていますが、そのことは温暖化が

でございます。

影響しているのではないかとも言われているん

【山口(初)委員】 私自身、水産業についてはち

ですけれども、そのことについてはどう思われ

ょっと疎い方なんですが、水産県長崎県ですか

ますか。

ら、やはりきちっと経営ベースをしっかりしな

【中村総合水産試験場長】 全体としては、確か

がら、長崎県の漁業を元気にしていくというの

に温暖化も影響は当然あるだろうと思っており

が皆さんの努めだと思いますので、ぜひよろし

ますけれども、例えばアジ、サバ、イワシとい

くお願いします。

いますのは、これは長期的に変動をもともとし

非常にローカルの細かい話ですが、今、磯焼

ている魚もございます。そういうものでは、マ

けというのをよく聞くんですが、この磯焼けと

イワシが増えてくるとカタクチイワシが捕れな

温暖化の影響、あるいはどういうふうにこの磯

くなるといったようなこれまでの現象もあるの

焼けを判断されているのか、お聞きしたいと思

で、一概にそれが温暖化かどうかというのはな

います。

かなか難しいところはあるというふうに認識し

【一丸漁港漁場課企画監】磯焼けに温暖化がど

ております。

う影響しているかというお尋ねでございますが、

【山口(初)委員】 わかりました。温暖化の話は

先ほど総合水産試験場長の答弁の中にも少しそ

ちょっと抜きにして、長崎県全体の漁業の状況

れに触れた部分がございましたが、委員が思っ

として、やはり漁業に携わる皆さんがどう変化

ていらっしゃるように、海水温の上昇によって

しているかというのも極めて重要な部分ではな

藻場の衰退というのは影響を受けていると考え

いかなと思うんですが、要は漁業を主体とする

ております。例えば、近年で言いますと、平成

経営体の近年の変化というのを、長崎県として

25年、28年ぐらいに夏場高水温があったわけで

どのように捉えておられるのかなと。いわゆる

すが、そういった中でアラメ、カジメが大量に

将来のためにもそのことを、現実をきちっとつ

流出するという現象が見られておりまして、今、

かんでおく必要があると思うんですが、いかが

海藻が周年繁茂する四季藻場から、そういった

でしょうか。

ものが減少して春から初夏のみに繁茂する春藻

【岩田水産経営課長】経営体の中で所得の状況

場に遷移するといったことが起きていたり、ま

で見ますと、例えば所得が300万円を超えるよ

た、南方系の海藻の分布域の北上も見られてお

うなところは非常に少ないと。その代わり高齢

ります。

化というのと相まって、所得が100万円以下と

また、魚類の食害というものも顕在化してお

いう方が非常にたくさんいらっしゃる。そこに

りまして、これも幾らか海水温の上昇に影響を

つきましては、我々としましては、例えば300

受けていると思っておりますが、これが藻場の

万円の水揚げをされている方はもっと上の方を

減少に大きな影響を与えているというふうに考

目指して経営計画をつくるなりして、もっと所

えております。

得を上げていきましょうということで、それぞ

【山口(初)委員】 そういうことで、磯焼けは漁
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業にとって極めて重要であると認識するんです

これを合計したというんでしょうか、沿岸漁家

が、これを防ぐ特効薬というか手法というか、

の平均漁労所得が216万円となっていたんです

そういうものにはどういうものがあるんですか。

けれども、これを国と同じベースで比較をした

【一丸漁港漁場課企画監】自然界のことですの

本県の沿岸漁業漁家の平均漁労所得というのは

で、なかなか特効薬というわけにもまいりませ

幾らになっているのか、説明をお願いします。

んが、やはり対策はしっかりとっていく必要が

【佐古漁政課長】 今、山本(由)委員がおっしゃ

あると考えております。

いました国の統計データにつきましては、都道

私どももこういう水温環境の変化を受けて、

府県別の数字が公表されておりませんので、私

こういった高水温に適応できる海藻種に増殖の

どもも手元にはないんですけれども、水産部と

対象種をシフトしていくということを考えてお

してはこれとは別のデータ、平成25年度から浜

りますとともに、食害魚から藻場を守るための

の活力再生プランという地域全体で漁業所得の

いろんな対策をとっていこうとしております。

向上を目指そうという事業ですけれども、ここ

【山口(初)委員】 いわゆる温暖化に伴う関係魚

に参加していただいている経営体の平均所得と

の漁業、漁場の環境変化もあると思いますが、

いうものをフォローし、また、水産業振興基本

日々、それぞれの漁業者との連携の中で具体的

計画の中でも指標にしています。

に手を打っていくというのも極めて大事だと思

こちらの数字で申し上げさせていただきます

いますから、近未来の長崎県の漁業の振興のた

と、令和元年度の実績として、県全体で212万

めに、しっかり皆さん頑張っていただければと

円という数字になっております。これは前年比

思います。

で89％ということで、若干1割程度減少してお
ります。

以上です。

また、先ほどの国の216万円につきましては、

【久保田委員長】 ほかにありませんか。
【山本(由)委員】 私の方から2点通告をさせて

前年比で79％、約2割程度減っておりますので、

いただいております。

浜プランの効果というのが、数字のうえでは見

1点目が島原市における浜の活力再生プラン

てとれるのかなというふうに私自身は認識をし

の実績と今後の所得向上対策についてというこ

ているところです。

とですけれども、その前に県全体の漁業所得の

【山本(由)委員】 水産庁では全国を出している

現状について確認をさせていただきたいんです。

から、それぞれのデータは本来あるんですよね。

先日発表された令和2年度の水産白書という

あるんだけど、国で出しているから県の方はわ

のを見たんですけれども、この中で令和元年の

からないという話なんですかね。

沿岸漁船漁業を営む個人経営体の平均漁労所得

【佐古漁政課長】国が非公表の扱いをしており

は169万円と。これに漁労外事業所得を加えた

ますので、バックデータとしてお持ちであるこ

事業所得が188万円となっていました。

とは間違いないかとは思いますけれども、これ

同じく令和元年の海面養殖業を営む個人経営

は以前おりましたセクションでも同じような話

体の平均漁労所得は491万円ということで、去

がございまして、ただ、国が持っております統

年から大分下がっていたりするんですけれども、

計のバックデータを提供いただくというのが非
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常に手続等大変な状況で、必ず提供いただける

ましては、島原漁協の方で策定をされておりま

かどうかもわからないという、そういうもどか

す。所得向上の目標につきましては、平成26年

しいところはございます。

度を基準年としまして、一経営体当たり87万円

【山本(由)委員】 その辺はまた別の機会にご相

のものを令和2年度に97万円、伸び率で11％の

談したいと思います。

増加という目標を立てておりました。ただ、残

本題に入りますけれども、この長崎県の令和

念ながら、令和元年度につきましては実績が71

3年度からの水産業振興基本計画では、海区毎

万円ということで、厳しい状況になっておりま

に平成26年から30年の一経営体当たりの平均

した。

漁業所得額、これはさっき言われた浜の活力再

所得が減少した要因ですけれども、地域の方

生プランの参加者ということになると思うんで

に聞き取った結果で申し上げますと、海水温の

すけれども、これと7年の目標額が掲載されて

上昇によるワカメの不漁ですね。それから、長

いるんです。当然海区によって大きな差があっ

期的な傾向ですけれども、ガザミの不漁といっ

て、特に有明海地区については平均漁業所得が

たものが減少の要因ということになっておりま

103万5,000円と、海区毎で見た時に一番低くな

す。ただ、一方で、ヒジキの資源管理等に取り

っていると。

組んだ結果、水揚げが増加したといったような、
一部で効果もあらわれているというのが現状で

県の方では、説明資料、先ほどありましたけ

ございます。

れども、浜の活力再生ブランとか県の地域別施
策展開計画等で所得向上対策に取り組んでおら

今後の対策につきましては、浜プランの中に

れるんですけれども、一方で先月の11日の離

方向性を記載しておりますけれども、地元で今

島・半島地域振興特別委員会の中で、浜の活力

検討されていますのが、ガザミの加工、手軽に

再生プランの参加漁業者の県全体の平均所得は、

食べられるような加工ができないか。これで付

平成26年から30年平均の239万4,000円に対し

加価値を向上させる。あるいはクルマエビの出

て、令和元年は212万4,000円と減少していると。

荷調整を行うことで単価のアップを図る。それ

その中でも、島原市、雲仙市、南島原市の島原

から、ワカメの生産拡大等の取組を検討してお

地域という括りでは、平成26年から30年の平均

りますので、県といたしましても、こういった

が101万5,000円、これに対して令和元年度は83

地域の取組を、技術の指導等を含めましてしっ

万2,000円と大きく減少しています。

かりバックアップしてまいりたいと考えており
ます。

そこで、浜の活力再生プランは地域毎になる
と思うんですけれども、特に低いとなっていま

【山本(由)委員】 わかりました。2点目もちょ

す島原市における浜の活力再生プランの取組と

っと関連がありますので2点目の方にいきます。

実績、今後の所得対策、これは島原市の場合、

島原漁協の経営改善計画についてということ

多分令和2年度までが第1期だったと思うんで

で、島原漁協につきましては令和元年に経営改

すけれども、第2期に向けた所得向上対策につ

善計画というのを立てているんですけれども、

いてお尋ねをします。

この初年度の実績が、今おっしゃったような部

【佐古漁政課長】島原市内での浜プランにつき

分も含めて計画を下回ったということ。それに
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加えて、この計画の柱になっていましたジオア

ような検討もなされたというふうには聞いてお

ワビの養殖について、いわゆる令和の豪雨によ

りますけれども、やはり新しい事業に取り組む

る海水塩分の低下ということで、主たる養殖場

に当たっては、イニシャルコストもございます

の方のジオアワビ8万3,000個が全滅をしたと

し、その後のランニングコストもございます。

いうことで壊滅的な打撃を受けたこともありま

そういう中で、その時点では収支の見通しを

して、従来の計画の達成が現実的ではなくなっ

立てることができなかったと。そういったこと

たということで、経営改善の変更計画書という

で今年の3月に、組合員総会で今の計画の了承

のを策定されています。

を得たというのが状況でございます。

ただ、この計画書というのを見ましたけれど

今の計画の中でも、来年度、令和3年度から

も、ほとんどが人件費であったり、経費の削減

は全体で黒字に転換をして、令和12年度に繰越

であったり、遊休資産の売却といったような、

欠損金を解消するという計画になっております。

いわゆる経費を減らす方の計画で、収益を拡大

ですから、私の現時点の考えとしましては、ま

させていくということについての具体的なもの

ず、ここ数年、2〜3年かもしれませんけれども、

が見当たらなかった。むしろ、加工事業という

まずは足元をしっかり固める、黒字転換にまず

のをやっていた部分を廃止したり、自営養殖の

いっていただくということが最優先かなという

施設の廃止、縮小というものが計画をされてい

ふうに思っています。
ただ、一方で、島原漁協の組合長さんも、今

ます。
県では、
アワビの養殖、
被害対策については、

後はいろんな事業をやりたいという強い思いも

昨年、アワビ種苗の購入費用の助成をいただい

持っていらっしゃいますので、少し足元を固め

ておりますし、経営改善に係る資金的な支援で

たうえで、じゃ、どういう展開ができるのか、

あったり、それから技術的な支援であったり、

県内のほかの漁協の優良事例等も参考にしなが

また、事務的な支援であったり、たくさんのご

ら、組合の方としっかり相談をしながら、まず

支援をいただいているんですけれども、今回の

は地元でどう考えられるかというところにはな

経営改善変更計画について、特に収益拡大に向

りますけれども、そういう具体が出てくれば、

けた支援についてはどのように検討されて、ど

水産部のいろんな支援制度がございますので、

のように取り組もうとされているか、改めてに

しっかり支援していきたいとは思っております。

なるかもしれませんけれども、もう一度ご説明

【山本(由)委員】 島原漁協においても、今、漁

をお願いします。

政課長からお話があったとおり、組合長はじめ

【佐古漁政課長】現在の島原漁協の経営改善計

いろんなアイデアは持っていらっしゃるような

画でございますけれども、委員おっしゃるとお

んですけれども、なかなか具体化できてないと。

り、基本的にはコストを削減する、それから、

一つには高齢者の方が多いということもあった

組合員に対して増資等の協力を求めるという内

り、事務的な基盤が揺らいでいたりとか、ある

容になっております。

いは後継者が非常に少ないという形で、やっぱ

今の計画を検討する途中経過の中では、いろ

り全体的にマンパワー、人的なパワーが足りな

んな収益確保のための事業ができないかという

いなというふうに感じております。どうしても
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目玉、先ほどの所得、これは漁協の経営もそう

くとかというレベルではないんじゃないかと思

だし、組合員の所得、先ほどご説明があったみ

いますので、そういった目玉的なものを含めて

たいに70万円とかという所得は、今、高齢者の

アイデアを出すところからご支援をいただけれ

方で年金等、そういったところで何とかやって

ばと思いますけれども、再度ご答弁をお願いで

いらっしゃるのかもしれないんだけど、これか

きますか。

らやろうとした時に、この所得はとてもじゃな

【佐古漁政課長】委員おっしゃいましたように、

いけどできるような状態じゃないということで、

島原漁協の正組合員、先ほど申し上げた浜プラ

今、島原でも100万円を超えていない方が3分の

ンに参加されている方の年齢構成で申し上げま

2ぐらい多分いらっしゃるんだろうなと思いま

すと、65歳以上の方が75％、8割程度でござい

すけれども、超えていらっしゃる方も、先ほど

ます。こういった年齢構成を考えますと、今い

あった300万円を超えているかというと、ちょ

らっしゃる方ももちろんですけれども、外から

っとそういう状況じゃないだろうと思っていま

新規就業で入っていただくというのも重要なの

す。

かなと。別の漁協にはなりますけれども、令和
2年、180名の新規就業者のうち1名が島原市内

素人考えなんですけれども、島原市に魚を目

で新規就業しております。

的に観光客が来るようなお店というのが何店も
あります。あと、昨年ですか、水産製品の品評

もう一つ、私は少しチャンスではないかと思

会、県の水産加工振興祭の品評会で農林水産大

っておりますのが、新幹線の西九州ルートが開

臣賞を受賞している缶詰の製造会社があるわけ

業すれば、今度、鹿児島ルートとトライアング

です。こういったところも県内の水産物を使っ

ルでの人の動きというのは少し太くなってくる

て缶詰にしていこうというのを3年ぐらい前か

んじゃないかと思っております。そのうえで島

ら力を入れていこうとなさっていらっしゃいま

原半島というのが、そのトライアングルの底辺

す。そういったところを何とか活用できないの

になります。熊本側からすれば島原市が入り口

かなと。

になります。例えば、数年後かもしれませんけ

そもそも総合水産試験場であったり、振興局

れども、漁協に余裕が出てくるような状況にな

の普及センターであったり、そういった方もい

れば、観光産業との連携でお客様に地のものを

らっしゃるだろうと、また、多分県には水産の

食べていただくような場所を一緒になってつく

アドバイザーという方もいらっしゃるかと思う

るとか、そういうことも可能性として十分考え

ので、そういった方のアイデアもご提案をいた

られると思っておりますので、そういうことも

だいて、その中で地元の方からこれならやって

含めてしっかりフォローしてまいりたいと考え

みようかというふうな形で、もちろん自発的に

ております。

まず地元の人が考えるのがそうなんですけれど

【山本(由)委員】 特に、去年、ジオアワビとい

も、例えばこの海域ではこれが有望ではないの

うのにかなり期待をされていて、先ほどの缶詰

かとか、こういう取組があるんじゃないかとい

の会社も、その商品を出していたわけですね。

うことを、いろんな形で提供していただいて、

だけど、こういう事態になってしまってなかな

それで少しでも上げていく、何％ずつ上げてい

か、まだ製品化もできていないという状況があ
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ります。ジオアワビ自体も第1養殖場がなくな

魚価の推移などについてお聞きしたいと思いま

ったから、もう第2養殖場の方に特化していく

す。
実は、平戸市でもドル箱的な漁協の組合員さ

という形で、思ったほどの生産量にならないん

んたちが、もう捕ってきても安かったり少なか

だろうと思います。
ただ、これ自体は特徴のある商品でもありま

ったり、「漁に行くといやばい」というような

すし、これ自体も伸ばせるものなら伸ばしてい

寂しい意見も聞こえるようになりました。そう

ただきたいし、ただ、これは全ての漁師さんに

いう中で、コロナに負けないよう頑張ってもら

及ぶわけではありませんから、ほかの漁師さん

いたいんですが、水産部として漁業者に対して

たちにも及ぶような形でぜひご支援をいただき

どのようなエールを送っているのかを含めて、

たいと思います。

この2点についてお尋ねいたします。

最後に、水産部長、去年そういった被害の時

また、対策と主な事業などは、先ほどの山本

にもご視察をいただいて、いろんなご助言をい

(由)委員の質問にもありました浜の活力再生プ

ただいていると思うんですけれども、最後にご

ランとか、県の地域別施策展開計画などについ

所見をいただけますでしょうか。

て関連しますから、重複した分は割愛しても結

【斎藤水産部長】いろいろご意見いただきまし

構です。

て、大変ありがたいところでございます。

【渡邉水産加工流通課長】 コロナについては、

我々といたしましても、今年度から水産業振

もう何度もお話していますように、非常にこの

興基本計画といったものをスタートさせていた

影響が大きくて、価格は天然魚、高級魚につい

だいたところでございます。この中に、特に環

ては3割、2割、一般の魚についても1割、2割下

境変化に強い持続可能な水産業とにぎわいのあ

がっているという状況で厳しいということでご

る漁村づくりといったものを目標にしておりま

ざいます。

す。こういった水産基本計画に沿った形で、委

昨年から様々な補正予算を組んで事業に取り

員ご指摘のとおり、いろいろなアイデアといっ

組んだところですが、まだまだ道半ばかなとい

たものも取り組んで、島原地区をはじめ長崎県

う状況でございます。
こういう中で、昨年度末の補正予算、県産水

の水産の振興といったものを図っていきたいと

産物販売促進緊急事業等を起こして、今現在、

考えております。

この事業に沿って天然魚についてイベントを行

今後ともよろしくお願いいたします。
【山本(由)委員】 引き続きいろいろとご心配を

うところについて支援を行って、魚の流通をよ

おかけしますけれども、どうぞよろしくお願い

くしようということで取り組んでいるところで

します。ありがとうございました。

ございます。今後も、そのような取組を続けて、

【久保田委員長】ほかに通告をされた方でご質

もし、今後まだまだどのようになるのか、先が

問はございませんか。

見通せませんけれども、その状況をしっかり見

【西川委員】委員会の説明資料や皆様の質問で

ながら関係業者、また市町、様々な方々と連携

大体のことはわかったんですが、コロナが言わ

しながら取り組んでまいりたいと考えていると

れ始めてからの魚種による生産高とか、また、

ころです。
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【西川委員】 海面漁業における、要するに養殖

と、なかなか難しい。例えば漁獲量が落ちた一

じゃない漁業における主な魚種の価格の推移な

番の要因は、全体の3割程度を占めていますサ

ど、わかっていたら教えていただければと思い

バ類が3割程度減少しております。こういった

ます。

いわゆる多獲性の魚種になりますと資源動向に

【渡邉水産加工流通課長】天然魚でございます

も影響されますので、一概に全てがコロナの影

けれども、これは令和元年と令和2年の比較と

響ということは言えないんですけれども、おっ

いう形です。高級魚で言えばアマダイなどあり

しゃいますように私どもの方で5月末に漁協を

ますけれども、単価でいけば、令和元年が2,773

通じて実施したアンケートでは、出漁控え、も

円だったものが、令和2年度は平均単価で2,500

う出漁しないという状況が発生している漁協が、

円になっています。アカムツで言えば、5,307

県全体で64漁協ございますけれども、3漁協。

円だったものが4,988円、イセエビで言えば

その前に聞いた時はもう少し多かったんですけ

5,169円だったものが4,874円、タコ類でいけば

れども、5月末では3漁協。あるいは、個別の漁

1,137円が915円という形で、様々な魚種、挙げ

業者からもいわゆる窮状、コロナを受けた非常

ればいろいろありますけれども、やはり単価が

に厳しい状況になっているということもお伺い

下がっているなということでございます。

しておりますので、コロナの影響というのはま

【西川委員】季節や自然界の変異にもよると思

だ継続をしているという状況かなとは思ってい

いますが、漁獲高、量はあんまり変わっていな

るところでございます。
燃油については、今手元に単価までは私が持

いんでしょうか。
それと、よく海岸に行って漁師さんにお話を

っていないんですけれども、平成29年以降、上

聞けば、「もう燃油も高っかとばい」と、燃油

昇傾向にございます。Ａ重油の平均価格で申し

の高騰についても言われるんですけれども、実

上げますと、平成29年が60円を少し上回る程度

際、ここ2〜3年の油代はどのような推移をして

だったんですけれども、平成30年と令和元年度

おりますか。

が1リットル当たり80円前後で推移をしており

【佐古漁政課長】 令和2年の生産量でございま

ます。

すけれども、委員会の冒頭、部長からもご報告

令和2年になりますと、若干落ちて六十数円

申し上げましたが、本県全体の生産量としまし

程度まで落ち着いてはおりますけれども、令和

て25万トンで、前年比で91％という数字でござ

3年につきましては、その影響が出てこようか

います。

ということを思っております。

それから、これは漁協の決算が今ほぼ出そろ

【西川委員】 私も組合長2〜3人に聞いたんで

っておりますけれども、漁協から報告いただい

すけれども、やはり10％以上20％漁獲高が減っ

ています地区内での水揚高、これにつきまして

ているというお話を聞きました。まさに、その

も341億円、これは金額の方ですけれども、341

平均と合致するんですけれども、こういう中で

億円ということで、これも前年と比べますと

気象の変化、要するに水温、気温の高くなった

85％でございます。

ことも大分影響すると思いますが、そういう気
象状況の変化の中で、今からの県の水産業の中

ただ、この現象が全てコロナの影響かという
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で大事なのは、私は通告していませんが、やは

ありましたけれども、積立ぷらすにつきまして

り養殖に力を入れるべきではないか。また、水

は、養殖業者と国の方が支援をしているという

産加工についてももっと力を入れるべきだと思

ところでございます。

います。今回は、その答弁は聞けませんが、そ

もう一つ、養殖共済に入られる場合に、赤潮

ういう中でほかの委員の皆さんが養殖について

に備えての赤潮特約というのに入っておられま

の質問をしておりますので、養殖や水産加工に

す。これにつきましては、国が3分の2、それに

今後力を入れて、付加価値を高めて漁家の所得、

県が3分の1を足して全額負担するという形で

水産業関係者の所得向上のために頑張っていた

支援をさせていただいているところでございま

だければと思います。

す。
それと、融資を行っているところですけれど

終わります。
【久保田委員長】 ここで1時間経過いたしまし

も、運転資金として近代化資金ですとか、ある

たので、しばらく休憩いたします。

いは負債整理資金などを借り入れられる場合に

14時45分に再開いたします。

おいて、基準金利が現在1.6％となっております
けれども、これに県の方が1.3％の利子を補給い

― 午後 ２時３３分 休憩 ―

たしまして、末端0.3％で借りられるように金利

― 午後 ２時４４分 再開 ―

のところで優遇措置をさせていただいていると

【久保田委員長】 それでは、委員会を再開いた

ころでございます。

します。

【溝口委員】 ありがとうございます。ただ、値

休憩前に引き続き、所管事務一般に対する質

段が高い時にはいいんですけれども、こんなに

問を行うことといたします。

下がってくると原価を割っていると思うんです

通告された委員の方でご質問はございません

よね。だから、そこら辺を国に対してでも言っ

か。

てほしいんですけれども、ある程度安定した価

【溝口委員】養殖業の振興についてですけれど

格というのを定められるような支援策ですか、

も、県の方としてはいろいろと養殖業がコロナ

保険とか何とか、そういうものが積立ぷらすと

禍によって動かないということで、今、学校給

いうことでなっているとは思うんですけれども、

食とか、いろんな手だてをして努力をしていた

まだそれよりほかのことができないかなと思う

だいていると思うんです。やはり養殖魚の値段

んですけれども、何か考えはないですかね。

がだんだん下がってきて、特に小規模で運営し

【岩田水産経営課長】もうこれにつきましては

ている人たちが大変だと思うんですよね。その

一般質問の中でも近藤議員からもご依頼があっ

辺について、国の方としては、前回質問した時

ているんですけれども、県ではなかなか難しい

も積立ぷらすとか、いろいろな形で支援をして

とは思うんですけれども、国の方でも、例えば

いるということですけれども、県自体としてど

この魚種は1,000円を最低価格とすると、
それよ

のように支援対策を行っていこうとしているの

り下がった場合は国の方で支援できないかとい

かお尋ねしたいと思います。

うようなことを検討してもらえないだろうかと

【岩田水産経営課長】先ほど委員からご発言が

いうお話が実際にあっております。
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それにつきまして、我々も確かに県でやると

うんです。その被害の総額について、わかる範

いうのは、財政的にとても無理があるような感

囲で、5年くらいの範囲とか、3年とか、そうい

じがありますけれども、どのようなことが検討

う形でもいいですから、その被害額についてお

できるのか、考えさせていただけないかなとは

尋ねをしたいと思います。

思っております。

【渡邉水産加工流通課長】 被害ですけれども、

【溝口委員】私も養殖業を営んでいた一人とし

ここ最近ということで平成31年に伊万里湾で

ては、なかなか価格が安定しないというのが本

5,687万円、令和2年、一昨年ですけれども、薄

当に悩みだったんです。米価なんかは、ある程

香湾で1億3,400万円の被害が起きているとい

度一定の価格を設定されているということで、

う状況でございます。

農業関係と漁業関係はものすごく差があったん

【溝口委員】赤潮というのがどのように発生し

ですよね。今はもう米は自由になっているんで

てきているのかというのが、なかなか究明がで

すかね。そういうことを考えると、なかなか漁

きないんですけれども、県の方として、前回も

業だけということは言えないかもわかりません

言ったと思うんですけれども、原因究明につい

けれども、世界的にTAC制度の関係で、今いろ

てどのように進めていこうとしているのか、お

いろ漁獲制限もされてきているんです。特に、

尋ねをしたいと思います。

県の方としては養殖漁業に力を入れていくとい

【中村総合水産試験場長】赤潮の発生原因とい

うことですけれども、国の方針として区画漁業

いますのは、発生原因となるプランクトンの増

権が空いているところは、大型にも貸しなさい

殖、これはやはり栄養塩や日射量、それから海

という強制的な部分も出てくると思うんです。

水温、流れ、風などの要因が複雑に関係してプ

やはり漁業を育てる、組合を支えていくとい

ランクトンが増殖すると。その増えたプランク

うことになれば、どうしても地元の組合員が必

トンが害を及ぼすような種であれば被害が出て

要になってくると思うんですね。だから、そう

くるといったような状況になってございまして、

いう人たちを育てる意味でも、この養殖業とい

現在まで、まだ直接の発生原因を明らかにする

うのは大変重要な役割を担っているんじゃない

というところまでは至っておりませんが、例え

かと思うんですよ。

ば今、県北の方でカレニア赤潮というのが発生

若い人たちは、陸で寝て、そして養殖で海に

しておりますが、これについては5月下旬から6

行って、そして生活をするというのが若い人た

月上旬にまとまった降水があって、栄養塩の供

ちの望みであると思いますので、ぜひ養殖業に

給があり、さらに水温も20度を超えて、プラン

ついて、小規模でも運営ができていけるような

クトンの増殖に都合のよい条件が重なったため

そういう施策を県の方でも考えて、国と一体と

というふうに考えております。
それから、現在も継続しておりますが、これ

なって努力をしていただきたいと、このように

は珪藻類などの競合する種類、赤潮種と競合す

思っております。
それから、養殖漁業の近くで赤潮がいつも発

る種類が現場に少ないといったようなことも今

生してきているんですけれども、ここ数年間、

回は影響しているんではないかと考えておりま

やはり大きな被害が何件かあってきていると思

す。
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【溝口委員】 赤潮の対策というのは、なかなか

度は自動で有害プランクトンを感知するセンサ

難しいとは思うんですけれども、石灰とかをま

ーの設置だとか、自動で遠隔で撮影をして、そ

いたらよかったとか、そういう話も聞くんです

のデータを送ってもらって、遠隔地から有害種

が、何か原因を究明しないと対策が打たれてい

を即時に検出するといった取組も今行っている

かないと思うんですよね。だから、赤潮の発生

ところでございます。最新の技術とか、赤潮情

する原因というのをある程度究明していただい

報の提供によりまして、被害の軽減に現在のと

て、その対策を現場の人たちに教えていただけ

ころは努めていくと。

るというのが一番いいと思うんですけれども、

原因の究明については、先ほど言いました大

今のところ、対策としては漁場の移動しかない

学等と連携しながら、全国的な組織の対応の中

と思うんですけれども、その辺について、県の

で進めてまいりたいと考えております。

方として、今後、赤潮に対する対策としてどの

【溝口委員】赤潮は予測しない時に出てくると

ような取組をしていこうとしているのか、お尋

思うんですけれども、もし、赤潮が何かの特効

ねしたいと思います。

薬というか、何かで消せるような品物であれば、

【中村総合水産試験場長】 赤潮の対策では、ま

何かを散布するとか何とかして殺していけると

ず、早期発見をするということが一番重要とい

思うんですけれども、その辺については、原因

うふうになっておりますので、現在、主な養殖

的なものはまだ研究の段階で何もわからないん

地域の10地区において、赤潮の自主監視、連絡

ですかね。

体制というのを設けまして、それぞれ情報交換、

【中村総合水産試験場長】先ほど申しました防

観測活動に取り組んでいただいているところで

除剤というのがかなり今普及しておりますが、

ございます。

これは海に投入しますとアルミニウムイオンが

それから、県では、県内8か所に自動観測す

出て、そして細胞を壊すということになってお

るテレメータシステムというのを整備して、こ

ります。今、県内の各地でもスポット的にプラ

れは県のホームページでリアルタイムで漁場を

ンクトンがかたまっているところに、皆さん協

監視する仕組みも整備をしているところでござ

力して粘土剤を散布すると、全くゼロにはなり

います。

ませんが、かなり減るといったような現象が見
えておりますので、こういうのを活用しながら

それから、カレニアにつきましては、海の中
層付近で増殖するということがわかっておりま

取り組んでいきたいと考えております。

すので、この中層に直接赤潮防除剤、これは粘

【溝口委員】 今、カレニア赤潮が発生している

土剤なんですけれども、こういったものを散布

ということですけれども、九十九島の結構近く

する簡易な装置も開発をいたしておりまして、

で発生していると思うんですよね。だから、そ

現場導入を図っているところでございます。

の辺について、もしそういう対策ができるよう

それから、これは少し将来になりますが、被

であれば、指導していただいて、ぜひ漁民の皆

害が大きかった伊万里湾では、九州大学などと

さんがやれるような体制をしていただきたいと

共同で赤潮の接近の予知、予測を目指した試験

思うんですけれども。

に取り組んでいるところでございますし、今年

【中村総合水産試験場長】 実は、この防除剤に
- 88 -

令和３年６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）（７月２日）

ついては、平成29年の伊万里湾で大きな被害が

それから、普及指導センター等と連携しまし

出た頃から、我々も普及指導に努めておりまし

て、現地での学習会等を開催いたしまして、養

て、今回の九十九島でも既にもう取り組んでい

殖業者の技術向上にも現在取り組んでいるとこ

ただいているところでございます。何回か散布

ろでございます。

をして、効果も得られていると聞いております。

【溝口委員】 魚病対策は、大変難しいところも

【溝口委員】 わかりました。そういうものが自

あるんですけれども、やはりワクチンが開発さ

分たちの近くの漁場でも発生していると聞いて

れてから大分よくなったという面もありますが、

いますので、その辺についてまだ防除剤を散布

新しくまた違う意味での魚病が発生してきてい

したとか聞いてなかったので、そういう対策を

ると思うんです。その辺についても漁業者から

しているということであれば、ぜひ相浦漁協の

の陳情があっていると思うので、ぜひその辺に

方にも、近隣の漁協の方にも言っていただいて、

ついても研究していただきたいし、その対策と

九十九島全体にある程度そういう塊があるとい

して、今現在、どのように取り組んでいるのか、

うのを聞いているんですよ。だから、その防除

お尋ねしたいと思います。

剤をまくような指導を是非していただければと

【中村総合水産試験場長】ご指摘がありました

思っておりますので、よろしくお願いしたいと

のはトラフグの養殖に関することだろうと思い

思います。

ますが、現在、重篤になりますと大量にへい死

もう一つ、魚病対策ですけれども、やはり養

することがあるという、通称でやせ病というふ

殖をしていると、それぞれの魚に魚病がいろい

うに呼んでおりますが、そういう病気が目立っ

ろな感じでついてくると思うんです。その魚病

てきているところでございます。

対策について、養殖業者からいろんな要望がき

この疾病自体は以前から存在しているんです

ていると思うんですけれども、その辺について

けれども、いまだに有効な水産用医薬品という

の対策をどのように取り組んでいこうとしてい

のは見つかっていないということで、対策が大

るのか、お尋ねしたいと思います。

変難しい疾病ということになってございます。

【中村総合水産試験場長】委員ご指摘のとおり、

現在、水産試験場では、実は家畜の鶏におい

魚類養殖の経営安定を図っていくうえでは、魚

て類似の寄生虫、これは寄生虫によって発生す

病被害をできるだけ少なくしていくということ

るんですが、類似の寄生虫の被害低減効果があ

が重要な課題となっております。

るという餌料添加物の情報を得まして、昨年度
から試験に取り組んでいるところでございます。

水産試験場では、魚類防疫の専門家を置いて
おりますし、年間200件程度の魚病診断に取り

今年度からは、近畿大学とも連携をいたしま

組んでおります。それによって病原の特定と対

して、複数のそういう飼料添加物の情報を得て、

策への技術指導というのを行っているところで

被害抑制の効果というものを検証していきたい

ございますし、さらに、抗菌剤とか、ワクチン

と考えています。

の使用について使用指導書というのを発行して、

なかなか難しい疾病ではあるんですが、少し

適正使用の指導に関する業務も行っているとこ

でも早く有効な対策の糸口でも見つかるように

ろでございます。

ということで、継続して取り組んでまいりたい
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と考えております。

いかんとか、そういう予測とかは立ててはおら

【溝口委員】 特に、長崎県としては、トラフグ

れなかったんですか。

養殖は全国1位ということで言われております

こうやって調査しました、聞きました、こう

けれども、そういう魚病が発生してくると、な

でしたというのは子どもでもできるような話な

かなかブランド化されていたものが本当に落ち

んじゃけんか、さっきから溝口委員の話にも、

込んでいくということになりますので、ぜひ早

解決に向けて今どういうプロセスでやっている

急にその対策ができるような研究を早めにして

かとかいうのがぱっと出てこないとがっかりく

いただきたいと思っております。よろしくお願

るのよ。だから、お願いしますね。
この長崎県の国への要望、これにも29番で載

いいたします。

っていたので質問させていただいたんですけれ

以上です。
【久保田委員長】ほかに質問通告をされた方で

ども、この3番目の特定技能、こういうことで

質問はございませんか。

いろいろ外国人を登用する。しかし、今、コロ

【吉村委員】 2点ほど挙げておりましたので、

ナでなかなか進んどらんという状況はわかるん

質問させていただきます。

じゃけど、この中でこの前から株式会社エヌと

まず、1点目は外国人材受け入れですが、こ

いうのがあって、
ここに県も追加5,000万円出資

れは先ほどの陳情書にも松浦の市場の荷捌きあ

をしたその理由はわかっておるんじゃけど、そ

たりでの人材不足ということで、いわゆる魚価

ういう中で外国人を雇用していくというところ

の低迷、それから出荷ができないとか、そうい

での、この株式会社エヌの中では、業種あたり

うことが影響を受けよるという話が載っておる

が特定されとるのかなと思うんですが、いかが

わけですが、そういうところで今の状況、人手

ですかね。

が足らないというのがどのような状況で足らな

【岩田水産経営課長】 エヌの方では、そもそも

いと、こうなっているのかというのをまずお聞

農業の分野でされておりますけれども、現在、

かせいただきたいと思います。

漁業分野でも派遣行為ができるというふうにな

【渡邉水産加工流通課長】先ほど委員からご指

っておりまして、今現在、いろいろ動いていた

摘の魚市場については、おっしゃるとおり魚市

だいております。

場では、漁獲物の選別・荷捌き等において非常

【吉村委員】 いろいろというのは、具体的に、

に人手がかかると。そういうところで労働力の

例えば株式会社エヌで農業にも派遣するけど、

不足が生じているということでございます。こ

漁業関係にも派遣をできるようになったので、

の点については、令和2年4月の段階で調査を行

そっちの方にも動いてもらっとるということで

っておりますが、地方卸売市場3か所で85名の

理解していいですか。

不足があるということで卸業者から聞いている

【岩田水産経営課長】少し具体的に申し上げま

ところでございます。

すと、現在、エヌの方では水産業に関する派遣

【吉村委員】 今、具体的に85人とか、それは

と、それから登録支援機関としてのサポートが

調査の結果じゃろうけど、不足が85人というこ

可能というふうになりました。
それで、インドネシアの方と交渉していただ

とやけど、本当であればどれぐらいなからんば
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きまして、今現在、インドネシア人材の14名に

そこまで具体的に話が、どうするかというとこ

つきまして、県内で受け入れする漁業の経営体

ろまでいっていませんが、今後もそういうよう

は決まっております。ただ、このコロナで入国

な協議を進めて、しっかり進めていきたいと考

が制限されて来れていないという状況で今スト

えているところです。

ップしているところでございます。

【吉村委員】今の課長の話でわかるんじゃけど、

【吉村委員】 わかりました。コロナが収束する

やっぱり先ほどから溝口委員の質問の中でも、

と、それの見込みがつくと14名が来れるという

現場の人はなかなかわからんと。わからんで仕

話になるわけですね。それは安心しました。

事をやりよると。だから、そこら辺をご教授く
ださいよみたいな話になるわけね。だから、本

それから、いわゆるエヌばかりじゃなくて、
特定技能というこの資格、これをつけて一段上

当は自分たちも勉強せんといかんのやろうけど、

の仕事ができるというふうに自分なりには解釈

やっぱりこの荷捌き作業とかいうのは、境界線

をしとるんですが、この魚市場の中で荷捌きと

上というか、今課長からもあったように、漁業

か選別、ここら辺について、これが職業的にど

という職種の最終段階か、食品製造業の入り口

こに当たるのかというのがここでも問題になっ

の段階かというそこの境界線上にあるわけね。

とるわけね。やっぱりこの食品製造関係の一環

そういうのを現場の人が判断できるというのは

として扱えればそれがいいんだろうと思うんだ

なかなかないので、そこはやっぱり行政がきち

けれども、そこら辺について、県として国に対

っとリードをして、早期にこういう特定技能の

しても働きかけをやっていかんばいかんと思う

資格を持って就業できるというようなことで急

んじゃけど、そこら辺どのような動きを今され

いでいただきたいと思いますので、よろしくお

ているのかお知らせいただきたい。

願いします。

【渡邉水産加工流通課長】 政府施策要望で、こ

続いて、海岸漂着物ですが、これはぱっと言

の特定技能については、食料品製造業で対応で

うと環境部ですよと、こういう話。でも、環境

きないかということでお願いしているところで

部はなくなったので、代わりに水産部で受けて

ございます。

もらうんですけど、漂着物の対策というと環境

ただ、この点について、そのまま要望しても

関係なんですけど、マイクロプラスチックが魚

だめですので、地元の関係業者、卸の業者、魚

に与える影響というのがこの頃問題になってき

市場と話をして、何とかこれに沿った形のもの

ております。
そこで、そこら辺の調査を行われておるのか

ができないかということをお話はさせていただ
いております。当然、加工業としての対応と、

なと思いますが、いかがでしょうか。

だから、加工に入れる前の作業なんですよと、

【一丸漁港漁場課企画監】 今、委員のご指摘の

そういうふうなことをできないかとか、いろい

とおり、海岸漂着物に関連して、水産サイドで

ろ様々な知恵を出し合いながら、そういう具体

非常に問題になってくるのは、マイクロプラス

的な内容を国に上げていこうということで話を

チックの問題でございます。これについては、

しているところでございます。

基本的にはこういうプラスチック問題を環境省
が中心となって様々な調査研究を行っていると

ただ、近年、さすがにコロナのこともあって、
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ころではございますが、それ以外に水産分野で

言えないんだということになるわけね。だから、

言いますと、水産庁が水産研究教育機構に委託

そこははっきり、まだ問題はないということで

しまして、魚がマイクロプラスチックを食べて、

はないと答弁してもらわんといかんわけね。
それで、この海岸漂着物と言うんですけど、

その影響がどうなのかというところを調査研究

これが昔から議論が分かれるというか、議論が

しているところでございます。
その結果、最近わかってきたことといたしま

あるところだけど、海に浮いているごみ、いわ

しては、まだ実験レベルの段階ではありますが、

ゆる漂流ごみ、それと海岸に漂着した漂着ごみ、

魚がマイクロプラスチックを摂取して、その

これで扱いが違うんですとか、所管が違います

95％以上が25時間以内に直ちに体外に排出さ

とか、いろいろあるわけね。でも、やっぱり一

れるということもわかってまいりました。

番は海にいっぱい浮いているプラスチックとか

また、マイクロプラスチックに有害化学物質

何かの関係のごみがいろんな影響を及ぼしてい

が付着して、そのあたりが一番懸念されていて、

るというのは、もう自明の事実であって、海面

それが魚にどう影響するか、その食べた魚を今

漁業の人たちも非常に困っておるということに

度人間が摂取して問題ないのかというところで、

なるわけだけん、それをやっぱり早急に解決を

その魚が取り込む有害物質の状況を調べた結果、

するということについては、水産部も一緒にな

懸念されるようなレベルから極めて値は小さく

って、環境は今何課になったのかな、そこと取

て、食品としてのリスクは非常に低いといった

組を進めんといかんと思いますので、そういう

ことも研究の中で今わかってきているところで

意味で、知らんじゃなくて、一緒に水産部とし

ございます。

てやれることというのを、漁業者とも漁協とも

【吉村委員】 そうしたら、あれですかね、マイ

意見の交換をし合ってやっていただきたいと思

クロプラスチックの魚に与える影響はほぼない

いますので、よろしくお願いします。どうです

ので問題ないと言っていいわけですか。どうで

か、そこら辺、今後。

すか。

【一丸漁港漁場課企画監】委員ご指摘のとおり

【一丸漁港漁場課企画監】 まだ、水産庁が行っ

でございまして、本体の所管は県民生活環境部

ているのは、ここ数年の研究でございまして、

かもしれませんが、やはり影響を受けるのは魚

完全に結論が出されているわけでもございませ

であり、それを捕る漁業者でございますので、

んし、調べている魚も一部の魚でございます。

しっかり県民生活環境部と連携してやっていき

このマイクロプラスチックの問題は、我が国

たいと思います。当面できることとして、委員

だけでなくて、世界的にいろんな問題になって、

の方からは漂着だけではなくて、漂流もあるで

様々な研究が世界各地で行われてきますので、

はないかというお話もございました。私ども水

そういった知見がどんどん積み重ねられていく

産サイドの事業でもそういう漂流ごみを取る事

ことによって、本当に問題ないのかどうかとい

業もございますし、また、県下各地の漁業者の

うのがしっかり明らかになってくるものという

皆さんと一緒に漂着ごみも一緒に取るというよ

ふうに考えております。

うな取組もやっておりますので、そういったと

【吉村委員】 今の答弁を聞くと、問題ないとは

ころをやりながら、県民生活環境部と連携して、
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しっかりやってまいりたいと思います。

【一丸漁港漁場課企画監】 今、副委員長からご

【久保田委員長】 ほかに通告をされた方で、ま

指摘のありましたタイラギの母貝団地でござい

だ質問をされてない方はいらっしゃいませんか。

ますが、平成29年度からずっと取り組んできて

【岩田水産経営課長】堤委員の方からご質問の

おりまして、有明海4県で13か所に母貝団地と

あった件につきましてお答えをさせていただき

して14万4,000個の稚貝を移植してきたところ

たいと思います。

でございます。

180名の新規就業者がいる中で、高校を卒業

しかしながら、今、副委員長のご発言にもあ

した方が何名かというお尋ねがございました。

りますように、昨年の7月豪雨の影響を受けま

これにつきましては33名、18％ということでご

して、かなりの稚貝が死滅してしまいまして、

ざいます。

有明海4県合計で3万9,000個の生残が3月現在

それから、就業者フェアに昨年72名参加して、

で確認されております。

今年は45名だったんけれども、何か理由がある

目標は2万個を何とか造成しようとしていた

のかということでございましたけれども、これ

ところで、それを上回る母貝はまだ4県全体で

は鶴洋高校の水産科の学生の数そのものが減っ

は残っているんですが、これに甘んじることな

ておりまして、昨年の場合は3年生が76名いら

く、さらにもっと増やしていく必要があると考

っしゃって、そのうち72名が参加されたと。今

えており、7万個の稚貝、種苗なんかもできて

年につきましては、45名在籍されておりまして、

きて、これからますますしっかり移植をしなが

全員が参加されたということでございます。

ら、この母貝を増やしていきたいというふうに

【久保田委員長】 ほかに質問はありませんか

考えております。

【山口(経)副委員長】 最後かと思いますので、

【山口(経)副委員長】 有明海再生の象徴的にこ

よろしくお願いします。

のタイラギの復活が望まれるわけですけれども、

通告が稚苗育成と放流事業についてというこ

なかなかこれは難しいということで、原因につ

とでありますけれども、説明書の7ページに有

いてもノリ養殖の酸の散布であったりとか、潮

明海のタイラギ資源の回復に向けてという形で

流の影響であったりとか、そういったことが言

載っておりまして、一昨年からだったですか、

われておりますけれども、今年度、新たな対策

母貝団地をつくって、そして稚魚というか根付

としてはこの母貝団地をつくるためにどういっ

くような形で、4県合同で対応していくという

たことをやられるんですか。

ことでやっておられましたけれども、昨年は大

【一丸漁港漁場課企画監】 今現在、一番危惧し

雨によって海水の塩分濃度が下がったというこ

ているのは、昨年度の豪雨で低塩分、これによ

とでへい死状態になってしもうたということで、

って死滅したということでございまして、これ

なかなか母貝団地としての対応ができておらん

を回避する策をしっかりとらないといけないと

やったようですけれども、今年度はまた約7万

考えております。

個の稚貝ができましたよということでありまし

まず、一つ目としては、育成の期間中、どう

て、この取組について少しお知らせをいただき

しても降雨で塩分低下にさらされる海域に置い

たいと思います。

てしまうとリスクが大きいわけですから、今回、
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4県で協議いたしまして、リスクが低かった熊

いしたいと思います。

本県に、この雨の影響を受けやすい期間は預託

それから、私の地元である大村湾の放流事業

という形でそれぞれの種苗を預けて、そしてそ

についてお伺いをしたいと思いますけれども、

こで育成するということをし、また返してもら

聞くところによりますと、ヒラメの放流事業が

うという措置を一つとして考えております。

もう終了したということなんです。ヒラメに関

もう一つは、これは長崎県で今取り組もうと

して言えば、大村湾に放流しますと、沿岸域に

していることでございますが、長崎県は死滅し

もずっと回遊していくという形で、もう大村湾

たところがほとんど干潟域でございました。や

のゆりかご機能といいますか、そういったもの

はりそういうところは水深が浅いために塩分低

も十分果たしきるようなものじゃないかと思う

下の影響をすごく受けやすいところなので、今

んです。
ヒラメが大村湾でも大分捕れるようになりま

年度はその反省を踏まえて塩分低下の影響を受
けにくい沖の海底のところに潜水して移植する、

して、自然の循環が生まれていけば放流する必

そういう計画変更を今しようとしているところ

要もないかもしれませんが、まだまだヒラメに

でございます。

関しては放流の必要性があるんじゃないかと思

【山口(経)副委員長】 死滅してしまっただけじ

うんですけれども、その辺いかがでしょうか。

ゃなくて、天然でそのままタイラギが繁殖して

【吉田漁業振興課長】ヒラメの放流につきまし

いるところはないんですか、そういう海域は。

て、その漁獲に占める放流魚の割合、これにつ

【一丸漁港漁場課企画監】天然の稚貝が幾らか

きまして県の方で調査をしております。

立つということも全くないわけではございませ

まず、大村湾で放流したものが大村湾内で漁

んが、今はまだ資源全体が少のうございますの

獲された場合の混入率が51％、その他の海域に

で、その天然発生の稚貝は非常に少ない状況で

も出ていっていると思われますが、西彼海区で

す。そこで、私どもの取組としては、人工で生

は24％、橘湾では16％、また県北では13％、こ

産して、それを親として次の世代を生み出して、

のように大村湾で一定期間、ゆりかご機能の中

また天然の発生が出るようにしていきたいとい

でしっかり育って、それが大村湾の漁獲にもつ

うことでございます。

ながり、外部にもつながっているというところ
でございます。

長崎県海域の中でも、幾らか天然稚貝が見ら

ただいま、ヒラメ共同放流強化支援事業が昨

れたところがございまして、それが先ほど言っ
た沖の海底のところにありましたものですから、

年度末で終了したということについてのお尋ね

やはりそういったところに漁場のいい場所をつ

でございますが、県といたしましては、そうし

くる必要があると考えて、今年の3月に諫早湾

た放流適地や放流サイズ、放流手法、この事業

内に覆砂した漁場をつくりまして、そこにこれ

によりまして、まず1月から3月に全長7センチ

から移植をしていこうというふうに考えてござ

から8センチ、これを有明海、橘湾、大村湾で

います。

放流すると高い回収率が得られると。そういう

【山口(経)副委員長】 ぜひタイラギの母貝団地、

知見を得るために、これまでこの事業を実施し

当初の計画どおりできますようにご努力をお願

てきたところであります。
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単位という形になりますか。

その内容につきましては、すでに漁業者の方
にお知らせしておりますので、今後は、漁業者

【吉田漁業振興課長】先ほどは説明不足で申し

や漁協が自ら、また県のほかの事業も活用され

わけございませんでした。負担する方と受益を

ながら放流に取り組まれるということでござい

受ける方が違うというのが放流の中で大きな問

ます。

題でございます。そういった魚種につきまして

【山口(経)副委員長】 これまで、放流事業には

は、各栽培漁業センターが原価を安くして、供

自治体、あるいは関係機関を中心とする協議会

給する際に県として3割、4割の支援を行ってい

が主体となって放流をやっておりましたけれど

るというところで、栽培推進協議会と連携して

も、大村湾沿岸域だけの協議会では、外に出て

今後も継続をさせていただきます。
一方、対象外になっているものとしましては、

いくということであれば、もう県全体でいろん
な取組をしないと、これは進まないものだと思

地先で受益者がわかっているもの、効果がわか

っております。今後の放流の見通しというのは

っているものということで、例えばアワビやカ

ありますか、ヒラメについて。

サゴ、そういったものにつきましては現在栽培

【吉田漁業振興課長】 まず、おっしゃいました

センターからの支援からはだんだん外れていっ

県内で栽培推進協議会が各種放流事業を行って

ているという現状でございます。

おりまして、それぞれが有機的に連携をしなが

【山口(経)副委員長】 明らかな資源回復が見込

ら放流をやるというのは大切だと考えておりま

める、あるいは漁獲高が増える、そういったと

す。

ころまで行き着くまで放流事業というのは大変
有効な手段だと思いますので、引き続きご支援

県では、県栽培漁業センターが原価を安くし

いただきたいと思います。

て放流種苗を供給する、そこに対して県として

それから、大村湾には、ナマコが特産として

支援を毎年してきているものでございます。
ヒラメにつきましては、市町とか、いろんな

ありますけれども、ナマコの放流も大分盛んに

関係機関からの支援もありまして、直近で言い

やられているわけですけれども、これが水温の

ますと、5万尾ぐらいのオーダーで放流がなさ

関係でしょうか、漁期が年末に重ならないとい

れてきておりますが、県の新規事業でもヒラメ

ったことがあって、放流の効果がなかなかない

放流種苗は対象としておりますので、栽培推進

んじゃないかという声も聞かれるわけですけれ

協議会等に活用を促していきたいと考えており

ども、ナマコの放流についての見通しはいかが

ます。

ですか。

【山口(経)副委員長】 明らかに資源の回復が見

【吉田漁業振興課長】 ナマコにつきましては、

られたという段階までは、まだきてないと思う

近年、15万から25万ぐらいの放流がなされてき

んですね。ですから、県としても放流に対して

ており、これにつきましても栽培漁業センター

どうしても支援をしていかなければならないと。

の方で支援を行っております。今後につきまし

予算面や稚苗の育成、そういったところで大い

ても、同じように支援を続けたいと考えており

に支援をしていただきたいわけですけれども、

ます。

今後、放流というのは、漁協単位とか、自治体

【山口(経)副委員長】 先ほどの地球温暖化じゃ
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ないんですけれども、海水温が下がらないと、

しながら、また、経済性も当然踏まえたうえで

なかなか砂場に出てこずに、網で捕獲ができな

放流効果を高める技術開発というのを水産試験

いということなんですね。水温が高い時期は岩

場としても取り組んでいきたいと考えておりま

場についているものだから、一つひとつ採取す

す。

る必要があると。そういう漁法の効率化がなか

【山口(経)副委員長】 なかなかつかみどころが

なかできないということを聞いているわけです

ない魚種という形で、研究の方も引き続き続け

ね。

ていただきたいと思います。

もともとのナマコの数が多いと、また漁獲も

大村湾の産卵場であるゆりかご機能というも

上がってくるんでしょうけど、なかなか放流し

のを高めるために、ヒラメに限らず、いろんな

てもどうなったのかというのが確かめられない

魚種の放流というのも試験的にもやっていただ

というのが実情のようです。その点については

きたいと思いますし、今後ともそういう研究成

いかがですか。

果を県民の皆さんに還元できるようにご努力い

【中村総合水産試験場長】 ナマコは、実は生態

ただきたいと思います。
終わります。

がよくわかっていないところもありまして、夏
場になりますと、冬場にいたものがいなくなる、

【久保田委員長】 それでは、これで全員終わり

どこかに隠れてしまうといったようなことも実

ましたので、水産部関係の審査結果について整

はございます。

理したいと思います。
しばらく休憩いたします。

これまで、放流の効果を見るためには、標識
をつけて放流をしていましたけれども、ナマコ

― 午後 ３時３１分 休憩 ―

は体が柔らかいので標識をつけるところがござ

― 午後 ３時３１分 再開 ―

いませんでした。最近は、DNAの標識という格

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

好で遺伝子レベルで判断するようになって、よ

これをもちまして、水産部関係の審査を終了

うやく平成27年度からそういう格好の技術が

いたします。

できてきておりますので、今、水産試験場でも
ナマコの親子関係を判別したうえで放流をして

本日の委員会はこれにてとどめ、7月5日（月

調査をするといったところに取り組んでいると

曜日）は、午前10時から委員会を再開し、農林

ころでございます。

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。

これまでの効果といたしましては、例えば放
流する場所は、夏場は藻場の方がいいんだとか、
あるいは秋については小石が点在しているころ

大変お疲れさまでした。
― 午後 ３時３２分 散会 ―

がいいんだと。あるいは14ミリと26ミリを比較
して放流しますと、やっぱり若干大きい方が効
果があるんだといったようなことが、徐々にで
すが、今明らかになってきておりますので、今
後、ナマコの移動とか成長について追跡調査を
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１、開催年月日時刻及び場所
令和３年７月５日
自

午前１０時

０分

至

午後

於

委 員 会 室 ４

４時２５分

２、出席委員の氏名
委員長(分科会長)

久保田将誠

君

副委員長(副会長)

山口

経正

君

委

溝口芙美雄

君

〃

坂本

智徳

君

〃

外間

雅広

君

〃

西川

克己

君

〃

山口

初實

君

〃

川崎

祥司

君

〃

吉村

洋

君

〃

山本

由夫

君

〃

堤

典子

君

員

農業経営課長

溝口

聖

君

農産園芸課長

清水

治弥

君

農産加工流通課長

長門

潤

君

畜

長

山形

雅宏

君

農村整備課長

土井

幸寿

君

諫早湾干拓課長

安達

有生

君

林

長

永田

明広

君

森林整備室長

髙橋

祐一

君

産

政

課

課

６、審査の経過次のとおり
― 午前１０時 ０分 開議 ―
【久保田委員長】 おはようございます。委員会
を再開いたします。
これより、農林部関係の審査を行います。
【久保田分科会長】 まず、分科会による審査を
行います。
予算議案及び報告議案を議題といたします。
農林部長より、予算議案及び報告議案説明を
お願いいたします。

３、欠席委員の氏名
な

【綾香農林部長】 おはようございます。

し

私の方から、農林部関係の議案等についてご
説明をいたします。

４、委員外出席議員の氏名
な

予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

し

資料の農林部の1ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

５、県側出席者の氏名
農

長

綾香

直芳

君

農 林 部 次 長

吉田

弘毅

君

農 林 部 次 長
農林部参事監
(農村整備事業・諫早湾干拓担当)

渋谷

隆秀

君

鈴木

豊志

君

長

小畑

英二

君

農政課企画監

一丸

禎樹

君

団体検査指導室長

村岡

彰信

君

農山村振興課長

村木

満宏

君

農

林

政

部

課

第97号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予
算（第5号）」のうち関係部分、報告第4号 知
事専決事項報告「令和2年度長崎県一般会計補
正予算（第17号）」のうち関係部分、報告第6
号 知事専決事項報告「令和2年度長崎県農業改
良資金特別会計補正予算（第2号）」、報告第7
号 知事専決事項報告「令和2年度長崎県林業改
善資金特別会計補正予算（第2号）」、報告第8
号 知事専決事項報告「令和2年度長崎県県営林
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のであり、歳入・歳出それぞれ569万1,000円を

特別会計補正予算（第4号）」であります。

減額いたしております。

はじめに、第97号議案「令和3年度長崎県一
般会計補正予算（第5号）」のうち関係部分に

4ページをお開きください。

つきましては、歳入予算は国庫支出金500万円

報告第8号 知事専決事項報告「令和2年度長

の増、歳出予算は農業費500万円の増となって

崎県県営林特別会計補正予算（第4号）」につ

おります。

きましては、事業の決定に伴うものであり、歳
入・歳出それぞれ3,363万2,000円を減額いたし

次に、補正予算の内容についてご説明いたし

ております。

ます。2ページをお開きください。

次に、「令和2年度長崎県一般会計歳出予算

農山村活性化対策費について。
中山間地域において稼ぐ仕組みの構築を図る

繰越明許費繰越計算書報告」の関係部分、5ペ

ため、地域の農産物の特性を活かしたブランド

ージにかけての「令和2年度長崎県一般会計歳

化等の取組の支援に要する経費として、農山村

出予算事故繰越計算書報告」及び「令和2年度

活性化対策費500万円の増を計上いたしており

長崎県県営林特別会計歳出予算繰越明許費繰越

ます。

計算書報告」につきましては、それぞれ記載の

次に、先の2月定例会の予算決算委員会にお

とおりであり、後ほど関係課長から補足説明を

いて、専決処分により措置することについてあ

させていただきますので割愛させていただきま

らかじめご了承をいただき、令和3年3月31日付

す。
以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

けをもって専決処分させていただきました事項

ります。

についてご報告いたします。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

はじめに、報告第4号 知事専決事項報告「令
和2年度長崎県一般会計補正予算（第17号）」

ます。

のうち関係部分につきましては、歳入面で、国

【久保田分科会長】 次に、農山村振興課長より

庫支出金等が最終的に確定したこと及び歳出面

補足説明を求めます。

で年、間執行額が確定したことなどに伴うもの

【村木農山村振興課長】 私からは、農山村振興

であり、歳入総額は8億3,745万6,000円の減、

課関係の事業につきまして補足説明をさせてい

歳出総額は13億7,472万3,000円の減となって

ただきます。
予算決算委員会農水経済分科会補足説明資料、

おります。

令和3年度6月補正予算計上事業一覧の1ページ

次に、報告第6号 知事専決事項報告「令和2

をお開きください。

年度長崎県農業改良資金特別会計補正予算（第
2号）」につきましては、事業の決定に伴うも

今回、農山村振興課の補正予算として計上し

のであり、歳入・歳出それぞれ86万6,000円を

ておりますのは、1事業500万円となっておりま

減額いたしております。

す。
2ページをお開きください。

次に、報告第7号 知事専決事項報告「令和2
年度長崎県林業改善資金特別会計補正予算（第

事業概要といたしましては、1に記載のとお

2号）」につきましては、事業の決定に伴うも

り、中山間地域において稼ぐ仕組みの構築を図
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また、繰越理由の主なものでございますが、

るため、地域の農産物の特性を活かしたブラン

上段の表の左側の欄をご覧ください。繰越理由

ド化等の取組を支援するものであります。
具体的には、2に記載のとおり、今回事業実

としましては、「①事業決定の遅れ」によるも

施を要望された大村市が事業主体となり、マー

のが一番多く687件、103億1,145万5,000円とな

ケット調査、消費者動向調査を基に販売戦略の

っており、件数で全体の85.8％、金額で67.4％

検討を行い、所得確保計画を作成した後、ＷＥ

を占めております。
その他の繰越理由としましては、「②計画、

Ｂ等を活用した通信販売に取り組むものでござ

設計及び工法の変更による遅れ」が39件、26億

います。

7,272万円でございます。主なものとしては、畜

補助率については、3に記載のとおり500万円

産クラスター構築事業において、建設用地に多

の定額補助となっております。

量の転石が埋められていることが判明したため、

以上でございます。よろしくご審議賜ります
ようお願いいたします。

工事内容の見直しにより年度内完成が困難とな

【久保田分科会長】 次に、農政課長より補足説

ったものなどであります。
なお、課ごとの繰越額の内訳については、中

明を求めます。

段の表に記載しているとおりでございます。

【小畑農政課長】繰越額について補足説明いた

2ページをご覧ください。これは9月定例会、

します。お手元にお配りしております補足説明

11月定例会及び2月定例会において繰越のご承

資料の繰越事業理由別調書をご覧ください。

認をいただいた繰越額及び課別ごとの内訳を記

繰越額につきましては、9月定例会、11月定

載している表でございます。

例会及び2月定例会においてご承認をいただい

3ページから6ページには、事業ごとに実繰越

たところですが、その後の事業の進捗に伴い繰

の件数及び金額を記載しております。

越額が確定したことから、改めてご説明申し上

恐れ入りますが、1ページにお戻りください。

げます。
なお、繰越計算書報告の7ページから8ページ

一番下の欄をご覧ください。前年度の繰越額

に記載されております農林水産業費及び災害復

と比較しますと、件数で280件の増、金額で39

旧費のうち関係部分の事故繰越につきましては、

億2,590万8,000円の増となっております。
増減の主な理由でございますが、経済対策分

後ほど農産加工流通課長及び森林整備室長から

で件数が18件、金額が9億5,939万円増加し、災

説明させていただきます。

害復旧費で件数が233件、金額が6億5,558万

それでは、説明資料の1ページ、中段の表の

5,000円増加しております。

最下段の計の欄をご覧ください。

また、 経済対策 と災害 復旧費 以外で 23億

農林部の繰越額の合計は、801件、153億130
万3,000円でございます。
そのうち経済対策分が

1,093万3,000円増加しておりますが、これは、

85件、72億963万5,000円、災害復旧分が579件、

新型コロナウイルス感染症の影響によるものの

17億3,060万6,000円であり、金額で経済対策分

ほか、造林事業において施工箇所の境界確定に

が全体の47.1％、災害復旧分が全体の11.3％を

不測の日数を要したものや、治山事業において

占めております。

災害復旧に関連する事業の事業決定の遅れ等に
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森林整備室関係分についてご説明いたします。

よるものが主な要因でございます。
今後は、残る事業の早期執行に向けて最大限

説明資料の8ページをご覧ください。
今回計上いたしておりますのが、森林整備室

努力してまいります。

が所管する治山事業のうち、令和元年災害の復

以上で説明を終わります。
【久保田分科会長】 次に、農産加工流通課長よ

旧工事で発生したもの3件でございます。治山

り補足説明を求めます。

費で2件、林地施設災害復旧費1件、繰越の合計

【長門農産加工流通課長】 続きまして、事故繰

は1億2,769万8,000円となっております。
8ページの1件目でございます。県実施の上槻

越についてご説明いたします。資料につきまし

地区災害関連緊急治山工事2工区において、地

ては、同じ資料の7ページをご覧ください。
今回、ながさき農産物輸出促進事業費で1件、
2億3,036万1,000円を計上しております。

滑り防止工事に必要な鋼管杭を県外工場で製作
することとしておりましたが、新型コロナウイ

本事業につきましては、令和元年度の補正予

ルス感染症拡大防止のための出勤者抑制などの

算として令和2年3月31日に交付決定があり、繰

影響によりまして、工事の使用資材である鋼管

越処理及び翌債承認後、事業者が輸出拡大に向

杭の工場製作に遅れが生じ、年度内の工事完了

けたＨＡＣＣＰ対応レトルト工場の新設及び機

が困難となったものでございます。
9ページをご覧ください。

器の整備について事業着手をしておりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の

2件目は、国の補助事業により佐世保市が実

拡大により、五島市が島外、福岡県との往来を

施している下歌ケ浦地区林地崩壊防止工事にお

自粛した結果、福岡県の事業者による実施設計

いて、工事発注後、土留工設置に必要となる用

の作成が遅れまして、7月1日に入札公告を実施

地について地権者との再調整が生じ、不測の日

いたしましたが、工事作業員の安全を確保して

数を要したため、年度内の工事完了が困難とな

実施する工期が不足するという理由から入札不

ったものです。

調になり、年度内の事業完了が不可能となった

10ページをご覧ください。

ため、やむを得ず事故繰越を行うこととしたも

3件目は、県実施の大宝地区林地荒廃防止施
設災害復旧工事において、施工途中の防潮堤等

のでございます。
なお、九州財務局とは協議済みであり、令和

が、令和2年9月2日に発生した台風9号の波浪に

2年11月10日付で事故繰越の承認をいただいて

より再被災したため、災害復旧方法の検討、手

おります。

戻り工事が生じ、年度内の工事完了が困難とな

今後は、事業の早期完了に向け、最大限努力

ったものです。
なお、3件につきましては福岡財務支局とは

してまいります。
以上でご説明を終わります。よろしくご審議

協議済みであり、令和3年3月25日付で事故繰越
の承認をいただいております。

賜りますようお願いいたします。

上槻地区と大宝地区は工事が完了しておりま

【久保田分科会長】 次に、森林整備室長より補
足説明を求めます。

して、下歌ケ浦地区は今、事故繰越の早期完成

【髙橋森林整備室長】 続きまして、事故繰越の

に向けて最大限努力しているところでございま
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す。以上でございます。

要望調査をとった結果、各学校から上がってき

【久保田分科会長】 ありがとうございます。

たのが約50グラム程度だったということと、も

以上で説明が終わりましたので、これより予

ともと要綱上は上限が3回と設定されておりま

算議案及び報告議案に対する質疑を行います。

して、国に対して要望することによって上限の
撤廃がなされましたので、実際に利用回数は一

質疑はございませんか。
【川崎委員】 報告第4号、知事専決事項報告に

人当たり5回程度まで増えて、一人当たり300グ

ついてお尋ねいたします。

ラムが上限という形でしたけれども、243グラ

資料の34ページにあります農林振興費の中
の長崎県産牛肉学校給食活用推進事業費につい

ム、約250グラム近くの牛肉を供給することが
できたような状況でございます。
それともう1点は、業者への見積り合わせを

てですが、当初の予算額と事業内容について、
まずご説明いただきたいと思います。

行ったことで、牛肉の価格自体も抑えられたと

【長門農産加工流通課長】お尋ねがございまし

いう要因もございまして、価格的には執行率が

た当初の予算額でございますが、事業費につい

66％となったという状況でございます。

ては3億5,718万円を計上しております。

【川崎委員】 事情はわかりました。

事業内容としましては、インバウンドや外食

そうしますと、この機会に長崎産牛肉を児童

需要の減少により在庫が急増している長崎和牛

生徒の皆様が、上限撤廃でマックス5回という

等の需要喚起を図り、生産面への影響を回避す

形で平均243グラム食されたということですけ

るとともに、児童生徒の県内農業の理解醸成に

ど、いろんな感想とか評価とか、そういったも

寄与するため、県内小・中学校、特別支援学校、

のは届いていますか。

義務教育学校、定時制高校等518校において、

【長門農産加工流通課長】食していただいた生

生徒、教員11万7,000人に対して長崎和牛等を

徒からは、「おいしい」とかというお話もいた

提供するものでございまして、一人当たり100

だいたところでございます。

グラムを3回提供するものでございました。

【川崎委員】 それはよかった。まさにそういう

【川崎委員】 そうしますと、2,439万4,000円

子どもの頃から長崎産の和牛を経験していただ

の減額補正は、ある意味、誤差の範囲という認

くことが、しっかりと心の中に残っていくと。

識でしょうか。それとも、なかなか執行がうま

それが、成長してからも誇りに思って食してい

くいかなかったということでしょうか。ご説明

ただく、あるいは皆様にＰＲしていただく、そ

いただきたいと思います。

ういったことにつながっていこうかと思います

【長門農産加工流通課長】執行率につきまして

ので、これを機に、ぜひ給食の分野でもお取り

は、最終事業費としては3億5,700万円で66％程

組みいただきたいと思います。
同じく和牛ですが、38ページの長崎和牛生産

度となっております。
今回専決で2,400万円を落とす前に、2月補正

拡大推進事業費についても減額補正があってい

で約1億円近く減額補正させていただいており

ますが、いま一度、同じような形でご説明をい

ます。

ただければと思います。

要因としましては、一回当たりの牛肉の利用

【山形畜産課長】長崎和牛生産拡大推進事業に

量を100グラムで取っていたんですけれども、

ついては、当初予算が1億4,165万1,000円でご
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ざいました。2月補正でも4,811万9,000円を減

箇所ございまして、先ほどの令和2年度、予算

額させていただいておりまして、今回専決で

で10箇所が完成をいたしました。よって、進捗

2,796万7,000円の減額という流れになってお

につきましては全体で43％進んでいるところ

ります。

でございます。

今回減額になった主な要因としましては、優

【川崎委員】前回の委員会の時に繰越明許につ

良な雌牛を導入する家畜導入事業というのがご

いて確認いたしましたら、18件3億1,000万円と

ざいまして、これについては県の単独事業のほ

いう説明があったと記憶をしております。理由

か国の増頭奨励金がございまして、この重複を

は、材料の不足や工法の変更に時間を要したと

しないと、国の増頭奨励金を優先するというこ

いう説明でありました。

とで、国の増頭奨励金が確定したのが2月で、

ため池が豪雨や地震によって決壊をすると住

予定していた増頭に対する家畜導入事業の予算

民や住居に被害を及ぼすおそれがあることから、

が1,546万円マイナスになったと。

対策は急いでやらなきゃいけないんだろうと思

そのほかに肥育の導入事業もございまして、

っています。

これは肥育牛を増頭した場合に交付する事業で
すが、それで480万円のマイナス。

週末、静岡県の熱海で、梅雨の時期の1か月
の雨量が2日間で降ると、こういうことが起こ

それから、全国和牛能力共進会に対する負担

るので、地震による決壊よりも豪雨による決壊

金を県から支出しておりますが、昨年、県の共

の方が格段に比率が大きいと国も言っているわ

進会がコロナの関係で中止になったことで426

けでありますので、しっかりと対策を急いでや

万9,000円減額しております。

らないといけないと思っているんですが、県内

主なものは以上でございます。

におきまして、堤体にひびが入っているなど危

【川崎委員】 様々、国も消費拡大に向けて予算

険性がある防災重点農業用ため池は、何か所あ

をつけていただいているんですが、重複した増

りますでしょうか。

頭奨励の分があったということで、それは理解

【久保田分科会長】 その前に、すみませんが、

いたしました。

理事者側の方は、答弁する時には立ってからお

そうですね、これは議案外でもやらせていた

願いいたします。中継で答弁者がわかりにくい

だきますので、回していきたいと思います。ま

ということです。

た利用促進に取り組んでいただきたいと思いま

【土井農村整備課長】 県内にため池が2,960箇

す。

所ございます。そのうち、下流域に住居や公共

次に、41ページの農地防災費で、ため池整備

施設がございまして決壊した時に被害を及ぼす

事業についてお尋ねをいたします。24億3,422

可能性があるため池が、防災重点農業用ため池

万2,000円の予算で行っておられますが、令和2

と位置づけられておりますが、その箇所が全部

年度の事業の進捗状況はいかがだったでしょう

で718箇所ございます。そのうち、堤体にひび

か。

は入っておりませんが、余裕高不足であったり

【土井農村整備課長】ため池整備事業につきま

漏水等があるなど危険なため池が189箇所とな

しては、現在採択されて実施中の箇所数が94箇

っております。

所ございます。令和元年度までの完了地区は30

【川崎委員】 深刻なところはないにしろ、189
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箇所は対策が必要と県が認識をされているとい

【川崎委員】新型コロナウイルス感染症も大分

うことでした。

落ち着いた地域も多くありますので、速やかに。

国が、2021年3月まで、つまり今年の3月まで

県民の皆さんは、非常に意識も高いと思いま

に防災工事推進計画を策定するように求めてい

す。自分のことは自分で守らんといかんという

たと承知しておりますが、策定状況はどのよう

意識も高まってきているはずですので、ぜひそ

になっていますでしょうか。

こは、大変かと思いますけれども、進めていた

【土井農村整備課長】防災工事推進計画につき

だければと思います。

ましては、令和3年3月23日に策定済みでござい

先ほど、189箇所に対策が必要という説明で

ます。

ありましたが、今後どのような形で、いつまで

【川崎委員】 策定されているので、それに基づ

をめどに対策を講じて、いわゆる安心・安全な

いて計画を推進していくということですね。

地域づくりに取り組んでいただけるのか、今後

その中で一つ確認ですが、使われていない防

の取組についてお尋ねいたします。

災重点農業用ため池があるんでしょうか。

【土井農村整備課長】今後の対策につきまして

【土井農村整備課長】 718箇所のうち、使用さ

は、まずは人命を守るという観点から、地域住

れていないため池につきましては、昨年1か所

民が豪雨の際に速やかに避難できるように、ハ

廃止しましたが、廃止予定を含めて全部で6箇

ザードマップの作成を急ぎたいと思っておりま

所ございます。

す。

【川崎委員】使われていなくて対策が必要なと

防災対策の工事につきましては、現在、採択

ころが6箇所もあるということですから、様々

されて実施中の地区が62箇所ございます。予算

な権利関係もあるんでしょうけれども、早目に

を確保して、対策工事を早急に進めてまいりた

推進をしていただければ。農業に直接被害とい

いと考えております。

うか、水の供給とかないということでしょうか

【川崎委員】ぜひ速やかに取り組んでいただい

ら、まず手掛けていただければと思っています。

て、時間がかかる、コストもかかるのはよくわ

国はハザードマップの策定も求めているわけ

かりますけど、県民の命をしっかりと守ってい

ですが、前回、コロナで地域の座談会が開催で

ただきたいと思いますので、よろしくお願いい

きていないことから、ハザードマップもまだき

たします。以上です。

ちんと整備ができていないという説明だったか

【久保田分科会長】ほかに質疑はございません

と思います。その後の推進はどうでしょうか。

か。

【土井農村整備課長】ハザードマップ作成につ

【吉村委員】 まず、今ずっと川崎委員も質問さ

きましては、昨年、コロナの関係で集落座談会

れよったですが、3月補正の専決分を見よって、

を開催することができずに、繰越等を行ってま

初歩的というか、僕の頭が足らんとやろうと思

いりました。

うけど、支出で「年間所要見込みに基づく補正」

7月に入りましてコロナの状況も落ち着きま

とずっといっぱいあるよね。少額のものもあれ

したので、佐世保市以外の南島原市、西海市、

ば、結構大きい金額のものもあるとやけど、
「年

東彼杵町、佐々町につきましては、ワークショ

間所要見込みに基づく補正」って、どういう意

ップを開催しているところでございます。

味かをまず教えてくれんかね。
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【小畑農政課長】「年間所要見込みに基づく補

と思います。

正」のご説明ですけれども、基本的には2月補

それはそうやけど、金額の多寡はあれどと言

正の時点で概ね見込みを立てまして、年度間の

うけど、もっとできんやったのかなと思うわけ

執行額をある程度見込み、その時点で確実に落

よ。「年間所要見込みに基づく補正」と書いて

とせるものは補正して落とすということで進め

あるものだけん、予算を組んでおったのに、な

ております。

んでそがん大きく減額補正をするのかなと、も

その結果として、事業費が2月補正以降で若

っと仕事をしてくれればよかったのにと思う。

干上下がございますので、そういったものにつ

当初予算と、要らなくなったという、そこら

いては、年間所要見込み額に基づく補正という

辺にもっと事業ができたんじゃないかと思うん

形で整理をさせていただいております。

じゃけど、どうですか。

額の多寡につきましては、それぞれ2月時点
で見込めなかったもの等もございますので、そ

【小畑農政課長】事例を挙げてご説明した方が
わかりやすいかと思います。

ういったものが今回専決の中で大きく数字とし

農政課の分でいきますと、19ページの中ほど

て表れております。

に企画調整費で競争的研究資金導入促進事業費

【吉村委員】 頭の足らんもんじゃけんね、隣の

がございますが、6,022万5,000円と多額の減額

溝口委員はよくわかっておると言わすけど。

となっております。これにつきましては、大学

2月の補正をして、それ以降に確定したもの

や他の試験研究機関、企業と連携して、国とか

について補正を加えているんだという説明だっ

国の研究機関が実施する公募型の研究資金に応

たかなと思って見ております。

募をしているんですけれども、本来、毎年12月

そうすると、この専決の補正と、繰越事業理

の時点で大体公募等が終わっておりますので、

由別調書にいろんな理由で繰越してあるけど、

確定して2月補正で落とすんですが、今年度は

こことの関係とか、つながりがあるのかなと思

コロナの影響で、国の公募期間が1月まで延長

うんだけど、いかがですか。

されたものがございまして、当然できるだけ資

【小畑農政課長】 今回の2月補正につきまして

金を獲得したいということで、2月補正で落と

は、ほぼ減額だと思いますけれども、年度内に

せるものは落としたうえで、残っているものは

執行予定だったもので、結果として執行しなか

残して引き続き取っていこうという形で思って

ったものを予算から落として年度の決算額をま

いたんですけれども、結果的に採択されなかっ

とめているんですが、繰越事業につきましては、

たものが複数ございまして6,000万円ほど減額

翌年度にまたがって事業執行を引き続き行って

になったものでございます。

いくものでございます。例えば建設工事とか災

ほかにも多分、いろいろと諸事情がありまし

害復旧とか、令和2年度の事業が諸事情で翌年

て、2月で本来は落とすべきところが落ちてい

度、令和3年度にまたがって執行する必要があ

なかったものがありまして、額が大きくなって

るものについて、事業の繰越という形で整理を

いるものが含まれております。

させていただいております。

【吉村委員】農林部で特にその字が多いものだ

【吉村委員】最終決算と繰越の関連性の中で専

からね。今の課長の説明を聞くと、「年間所要

決処分の補正も関連があると考えていいのかな

見込みに基づく補正」という言葉自体が何か合
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わんみたいな気がするんじゃけど、それは私だ

この要因といたしましては、ほかの市町から

けかなと思うけど。何か別の言葉で書いてもら

は、この事業の成果目標が10％の販売額の向上

えれば。事業概要だけん、あれけど。もともと

ということと、現在のコロナ禍の中で、なかな

余計に予算をつけておったけど、年間の所要見

か先が見通せない状況もあるということで、今

込みがこうなったのでこうですという、何かそ

回は見合わせたと伺っております。

こら辺が、言葉の話なんじゃけど。

【吉村委員】今の理由でわからんこともないん

中身は今の課長の説明だけど、どうですかね、

じゃけど、大村市だけが手を挙げてくれたと。

「年間所要見込みに基づく補正」という書き方、

ただ、国の3次補正で、時間的な余裕もなか

これでいいのかね。どうかね課長、ちょっと教

ったんじゃないかと思う。だから国も、こうい

えて。

うのを当初予算の時点で事業の枠組みをしてく

【小畑農政課長】委員ご指摘の趣旨はよく理解

れればいいんじゃろうけど、「出たぞ、さあど

できます。この言葉だけで減額の内容を説明す

うですか」と言ったって、どこもなかなか手を

るのはかなり難しいお話でして、理解もいかな

挙げきらんという現状になるんじゃろうと思い

いかなと思います。

ます。

ただ、通例的にこういった形で整理をさせて

大村市が今度やって、この事業自体は、今後

いただいたものでございますので、例えば表記

も国の事業として継続していくものですかね。

の仕方については、議会事務局とも相談をしな

どうですか。

がら、より妥当なものにしていくことは可能だ

【村木農山村振興課長】これは補正予算として

と思いますので、そういった形で整理できれば

措置されておりますので、今年度の補正の中で

と思います。

措置されるかどうかについてはまだよくわかり

【吉村委員】 検討してみてください。僕以外の

ませんが、この事業は、新たな販路を拡大する

人はそんなに思わっさんとかもしれんけど、何

ことで農家の皆さん方の所得向上につなげてい

となく、ちょっと違和感があるので。

くという大事な事業でございますので、国の方

それから、中山間地域所得確保推進事業の説

には、総額で1億円というところもございまし

明がさっきあったんですが、全国で20地区、総

たけれども、この事業の継続的な措置並びに予

額1億円の国の補助事業に長崎県から1箇所、大

算の増額等について要望してまいりたいと考え

村市に最大500万円の国の定額補助があるわけ

ております。

です。

【吉村委員】これは農家の販売額の向上につな

これが大村市に決まった経緯というか、そこ
ら辺をもう少しお知らせいただけんでしょうか。

がることが想定されるので、続けてほしいとい
うこと。

【村木農山村振興課長】この事業につきまして

この事業内容を見ると、マーケットの調査と

は、国の第3次補正予算で1月28日に決定された

か消費者動向調査とか販売戦略の検討とか、こ

予算でございます。その後、各市町に対しまし

ういうのは結局、事業主体は大村市だけど、農

て、要綱、要領等をご説明しながら推進を図っ

家とかがそこに関わってくるのか。例えば、調

てきたところでございますが、結果的に大村市

査会社に頼んで成果物を出させて、これに向か

のみの要望でございました。

って取組を進めましょうというだけなのか、そ
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こら辺の中身をもう少し教えてくれんですか。

500万円プラスアルファというふうなことが考

【村木農山村振興課長】まずはコンサル会社に

えられんとかなと思うけど、そこら辺は検討さ

委託をしまして消費動向調査、マーケット調査

れたかどうか。

をいたします。その結果をもとに市の方で所得

【村木農山村振興課長】今回の事業につきまし

確保計画、販売戦略等を練っていきます。その

ては、県及び市が上乗せということは考えてお

段階で、これに取り組む受益者である農家の方

りません。

もその場に入っていただいて、皆さんで協議を

ただ、今、県では、集落や地域の顔となる産

して次につなげていくというふうな流れでござ

品づくりを進めております。その中で集落、地

います。

域に入りまして、皆さん方と一緒に、例えば高

【吉村委員】 コンサルの調査をもとに、市と農

来の「幻のそば」とか、外海の「ゆうこう」と

家が一緒になって計画を作成するということね。

か、そういった産物を今からつくっていこうと

作成して、通信販売の試行、販路拡大の取組

今年から動いております。その中である程度商

ということになるんじゃろうけど、そこら辺に

品化のめどが立ってきましたら、こういった事

ついては新たな手当てがあるのか、結局、この

業を活用しながら、産品づくりをさらに進めて

500万円の中でそこまでしてしまいなさいとい

まいりたいと考えております。

うのか、そこら辺はどうですか。

【吉村委員】新たな産品を創出するというとこ

【村木農山村振興課長】ネット販売については、

ろまで考えているわけね。そうなると、500万

既存の民間が運営している産直ネットに参入を

円で、定額でできるのかというところが出てく

したうえで、その中でやはり他県の産地との競

るんじゃないかなと思います。

合になりますので、大村市の産物をしっかりと

これを積極的に進めて、今回は大村市だけや

ＰＲすることで、全国の皆様方に大村市の産物

けど、県内全域に拡大をしていくことを考える

を買っていただく仕組みにつなげていくと大村

ならば、やはり県、市町合わせて、もう少しこ

市から伺っております。

こにプラスアルファをして具体化していくこと

【吉村委員】 それなら、基本的には500万円の

も考えておかんばいかんとじゃないかなと。当

中でそこまで完成させなさいというわけね。

然そういう要求が途中で出てくるんじゃなかろ

そういうふうに考えると、国は定額で500万

うかと思います。その時に、それじゃ、こうい

円、20か所に試験的にやりましたというような

うことでやりましょうというような心構えをし

話になるとよね。

ておってもらいたいと、この事業を見る時に思

そうしたら、今も課長からあったけど、全国

うんですが、いかがですか、そこら辺について。

的に競合していくんですよと。そうならば長崎

【村木農山村振興課長】この事業のまだ不十分

県は、そこに一歩抜け出すことに取り組まない

な点とか、大村市がやっていく中で課題等がご

といかんわけね。

ざいましたら、国の方にも追加する措置がない

そうしたら、国から定額でくるんだけど、都

のかというところも要望してまいりたいと思い

道府県を通して、また市町村を通してという左

ますし、県、市、地元が一体となって産品づく

下の絵づらで、長崎県の場合は県がプラス幾ら、

りを進めていく中で、県の支援、あるいは市の

市町村がプラス幾らとして、事業費全体額は

支援が必要なのか、そういったところは今後検
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討しながら進めてまいりたいと思います。

の関係で影響を受けた繰越事業の、現在の工事

【吉村委員】 ありがとうございます。

進捗状況ですが、6月の第3週の時点で工事の柱

いつも言うけど、農林の予算だから、農林だ

及び屋根等の基礎工事は終了しておりまして、

けでやります。でも、やりよることはマーケッ

外観は概ね完成しております。これは先ほどご

ト調査とか、販売戦略の検討とか、新たな販路

説明したＨＡＣＣＰ関係の施設で、現在は内装

開拓とかとなると、例えば産業労働部とか地域

の工事に取りかかっており、進捗度としては全

振興部とか、いろいろ関わってくるわけね。県

体の約6割程度の進捗状況となっています。

産品を販売、拡大していくというようないろん

【髙橋森林整備室長】 森林整備室関係では、先

な団体が県内にもあって、そういうところとの
情報交換も忘れんようにやって、連携の中で効
果を高めるようにしていただきたいと思います
が、そこまで考えておられるかどうか。
【村木農山村振興課長】この産品づくりを県と
しても進めていくうえで、農林だけではなく、

ほど事故繰越の方でご説明申し上げました対馬
市の上槻地区の関係の鋼管杭の製作が遅れてお
りましたけれども、工事自体は完了いたしてお
りますので、そこの地区については100％とい
うことでございます。
そのほか、地滑り防止工事で用地交渉ができ

産業労働部なり関係部署とも連携を密にしなが
ら、一体となって進めてまいりたいと考えてお

なかったものがございますが、そこも順次工事
を進めておりまして、ほぼ完成に近づいている

ります。
【久保田分科会長】ほかに質疑はございません

ところでございます。

か。

【土井農村整備課長】その他の繰越につきまし

【山口(経)副会長】 繰越明許費の関係でお尋ね

て、ハザードマップ作成については、コロナの

をしたいと思います。

影響で集落座談会ができないということで繰越

先ほどの説明で、
コロナの影響というのが「そ

しておりますが、先ほど申したとおり7月から

の他」の事由になっておりますけれども、事故

再開をして、順調に進めてまいりたいと思って

繰越の中にもあります。対前年比でいくと、そ

おります。

の他が29件、約23億円の影響があったというこ

工事につきましても、新年度に入りまして順

とです。昨年のコロナで、経済活動の抑制でこ

調に進んでいるところでございます。

ういう影響が出たというふうに見てとれます。

【山口(経)副会長】 コロナが長期化して影響が

コロナの影響で、繰越して3か月たっており

及んでいるわけで、ほかの所管する部でもコロ

ますけど、その後の進捗はどうだったでしょう

ナの影響という形で繰越した分が結構多かった

か。（「ちょっとお時間を」と呼ぶ者あり）

わけです。そういう中で経済活動が抑制されて

【久保田分科会長】 しばらく休憩します。

しまうと、資材高騰という形まで見えてきて、

― 午前１０時４９分 休憩 ―

余計な心配かもしれんですけれども、資材高騰

― 午前１０時４９分 再開 ―

によって契約額の見直しという形まで懸念され
るんじゃないかと思っておりましたので、こう

【久保田分科会長】 再開します。
【長門農産加工流通課長】新型コロナウイルス

いう質問をしたわけですが、そういう契約額の
変更というような事案はなかったと捉えてよろ
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しいですか。

このコロナ禍ではございますけれども、事業進

【小畑農政課長】委員ご懸念の件ですけれども、

捗をしっかりしながら進めていきたいというふ

工事契約について、新型コロナウイルス感染症

うに考えております。

の影響に伴いまして、一部の建設資材の単価上

【久保田分科会長】 ほかにございませんか。

昇は見られる現状がございます。しかしながら、

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

現在のところ、農林部関係の建設工事の施工に

【久保田分科会長】 それでは、ほかに質疑がな

直接影響が出ているという状況にはございませ

いようですので、これをもって質疑を終了いた

ん。

します。

しかし、仮にそういったものが進みまして工
事に影響が出るといった場合には、契約書の中

次に、予算議案及び報告議案に対する討論を
行います。

に、請負代金等が物価の動向に応じて不適当に

討論はございませんか。

なった場合には請負代金額の変更を請求できる

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

という規定を設けておりますので、そういった

【久保田分科会長】 討論がないようですので、

形で対応させていただきたいと考えております。

これをもって討論を終了いたします。

【山口(経)副会長】 多少の影響はあったけれど
も、契約額の変更をする事案はなかったと捉え

予算議案及び報告議案に対する質疑・討論が
終了しましたので、採決を行います。

てよろしいですね。

第97号議案のうち関係部分、報告第4号のう

コロナの影響で不測の事態ということなので、

ち関係部分、報告第6号乃至報告第8号について

繰越については仕方ないかなという思いはして

は、原案のとおり可決・承認することにご異議

おりますけれども、経済対策とか、いろんなほ

ございませんか。

かの事業も出てきましたので、本当に忙しかっ

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

た部分が結構あったのかなというふうに推察を

【久保田分科会長】 ご異議なしと認めます。

いたしております。

よって、予算議案及び報告議案は、原案のと

そういう中で、県民の皆さん方が一番求めて
いらっしゃる、こういう工事に対しての事業の

おり、それぞれ可決・承認すべきものと決定さ
れました。
1時間近くたちましたので、ここで休憩し、

進捗をしっかり早めていただければと思います。
その点について、部長、いかがでしょうか。

再開を11時10分といたします。

【綾香農林部長】 繰越をした案件、それから今

しばらく休憩いたします。

年度新たに取り組もうとしている案件も含めま

― 午前１０時５６分 休憩 ―

して、公共工事等については、地域経済の活性

― 午前１１時１１分 再開 ―

化に大変寄与する効果もございますし、先ほど
副会長がご懸念された資材の高騰が招かれる前

【久保田委員長】 それでは、再開いたします。

に、なるべく早く、工事費を抑制した段階で工

次に、委員会による審査を行います。

事がしっかり完了できて、低コストで地域にし

農林部においては、今回、委員会付託議案が

っかり経済効果を及ぼすよう、
できるだけ早く、

ないことから、所管事項説明後、陳情審査、所
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談などを実施したことに加え、産地とＪＡが就

管事項について質問を行います。
農林部長より、所管事項説明をお願いいたし

農希望者を受け入れて研修を実施する「産地主

ます。

導型就農ルート」の取組を「ＪＡ長崎せいひ」

【綾香農林部長】 私の方から、農林部関係の議

や「ＪＡ壱岐市」で開始したことや、雇用型経

案等についてご説明いたします。

営体など儲かる農業経営体の育成が進んできた

「農水経済委員会関係議案説明資料 農林部」

結果、新規就農者266名、新規雇用就業者348
名、合計で614名を確保することができました。

並びに同資料の「追加1」をご覧ください。
今回、ご報告いたしますのは、新型コロナウ

今後は、「産地主導型就農ルート」の取組を

イルス感染症拡大による本県農林業への影響に

県内各地域に拡大し、県内外からのＵＩターン

ついて、新規就農者・新規雇用就業者の確保に

者等の就農を促進する「地域に呼び込む」対策

ついて、農林分野における外国人材のリレー派

を強化するとともに、県内農業高校や農業大学

遣について、県内におけるミカンコミバエの誘

校等との連携による農家子弟等を対象にした先

殺と防除の実施について、農林産物輸出の取組

進農家研修や農業法人等への就農相談会などの

について、第12回全国和牛能力共進会鹿児島大

「地域にとどめる」対策、他産業に従事してい

会「肉牛の部」子牛の受け渡しについて、優秀

る県内外の後継候補者に就農情報を提供し、就

な県有種雄牛「晴太郎」「晴久」について、「な

農意欲を喚起していく「地域に呼び戻す」対策

がさき森林環境税」について、諫早湾干拓事業

の3対策を積極的に取り組むことで、新規就農

の開門問題等について、「長崎県行財政改革推

者や新規雇用就業者のさらなる確保・育成に努

進プラン」に基づく取組についてでございます。

めてまいります。
次に、農業分野における外国人材のリレー派

そのうち、主な事項につきましてご報告いた

遣についてでございます。

します。

本県における農業分野での外国人材の活用に

まず、農水経済委員会関係議案説明資料の1

つきましては、令和元年12月から株式会社「エ

ページをお開きください。
新規就農者・新規雇用就業者の確保について

ヌ」が派遣業務を開始し、5月31日現在、カン
ボジア国の47名を派遣しており、また、面接済

でございます。
本県の基幹的農業従事者は、高齢化の進行に

みで入国準備中の120名が、新型コロナウイル

伴い、2020年農林業センサスでは2万5,107人と

ス感染症拡大に伴う入国制限が解除され次第、

平成27年に比べ21％減少しており、本県農業の

県内産地へ派遣される予定となっております。

維持・発展のため、新規就農者313名、新規雇

「エヌ」では、農繁期である11月から5月ま

用就業者301名、合計614名の確保を目標として

での間だけ外国人材を活用したいという本県の

取組を進めているところです。

多くの農業者の声に対応するため、本県の農閑

令和2年度においては、長崎県新規就農相談

期に当たる6月から10月が反対に農繁期となる

センターやながさき移住サポートセンター等の

長野県・北海道へ派遣する「リレー派遣」に取

関係機関と連携し、東京・大阪での就農相談会

り組むために、先の県議会において、「エヌ」

やコロナ禍を踏まえたオンラインによる就農相

の長野県・北海道への事業所設置に必要となる
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「ながさき森林環境税」につきましては、県

県の増資について承認をいただいたところです。
現在、長野県においては、6月に「エヌ」の

民の皆様に森林整備にかかる費用を広く負担し

支店を開設し、既に6名の外国人材を派遣して

ていただくことで森林づくりにご参加いただき、

いるところであり、また、北海道においても支

将来にわたり継続して公益的機能を発揮できる

店開設の準備を進め、7月から4名の外国人材の

森林の維持造成に努めていくことを目的として、

派遣を予定しているところです。

平成19年度に創設をし、以来、5年ごとに効果

今後も、「エヌ」による外国人材の確保・派

検証を行いながら、現在、平成29年度から令和

遣が進むように、県としても関係機関と連携し、

3年度の5年間とする3期目の事業に取り組んで

住居の確保等、外国人材の就労環境の整備など

いるところであります。
第3期の5年間におきましては、荒廃した人工

を支援することによって、本県農業者のニーズ
に即した労働力の確保を図り、
産地の維持拡大、

林を経営が可能な森林とするための伐捨間伐を

農業者の規模拡大、所得向上に努めてまいりま

1,374ヘクタール、農山村地域における市町・集

す。

落と連携した里山林の整備を187ヘクタール、

次に、農水経済委員会関係議案説明資料の4

高性能林業機械による効率的な搬出間伐を行う
ための作業道を1,197キロメートル開設するな

ページをお開きください。
第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会「肉牛

ど、森林の公益的機能の維持向上を図るととも

の部」子牛の受け渡しについてでございます。

に、地域の森林づくりや県産材の利用促進に向

鹿児島県で令和4年10月に開催される第12回

けた市町提案による地域の独自性と創意工夫に

全国和牛能力共進会「肉牛の部」へ出品するた

よる多様な取組、県民参加による森林整備や森

め、県内各地で育成・選抜された60頭の候補牛

林学習等への支援などにより、森林ボランティ

を、去る4月27日に、優れた技術を持つ県内の

アとして延べ4万73人が参加するなど、社会全

15名の肥育農家へ受け渡しました。

体で支える森林づくりの推進に取り組んでいる

受け渡し後は、全国和牛能力共進会長崎和牛

ところであります。

推進協議会の出品対策委員による毎月の巡回を

県としましては、今年度をもって、第3期の

行い、農家ごとの飼養管理マニュアルや超音波

課税期間及び事業期間が終了することから、令

画像診断装置による脂肪交雑等の肉質診断に基

和4年度以降の森林環境保全事業についての基

づく飼養管理の確認と管理を徹底し、最終的に

本方針案を取りまとめているところであり、今

は7頭の県代表牛を選抜することとしています。

後は、9月の定例県議会でのご意見やパブリッ

今後も、推進協議会と連携しながら、鹿児島

クコメントの実施による県民の皆様のご意見を

大会での日本一奪還に向けて出品対策の強化に

賜りながら、今後の森林環境保全事業のあり方

努めてまいります。

について検討してまいりたいと考えております。
詳細につきましては、後ほど担当課長より補

次に、農水経済委員会関係議案説明資料の5

足説明をさせていただきます。

ページをご覧ください。

最後に、本日配付させていただきました農水

「ながさき森林環境税」についてでございま
す。

経済委員会関係議案説明資料（追加1）の県内
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におけるミカンコミバエの誘殺と防除の実施に

現在、ミカンコミバエの定着及び蔓延防止の

ついては、後ほど担当課長より補足説明をさせ

ため、ミカンコミバエのオスのみを引き寄せて

ていただきます。

殺虫するテックス板という資材を設置するなど

その他の事項の内容につきましては記載のと

防除対策を強化するとともに、防除を行う地域
の農業者及び住民の皆様に、防除への理解と発

おりであります。
よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

生源となる果実の除去などを呼びかけていると
ころです。

ます。

テックス板につきましては、別紙2のチラシ

【久保田委員長】 次に、農産園芸課長より補足
説明を求めます。

の右下の写真にあるような、4.5センチ四方の大

【清水農産園芸課長】 本日、追加でお配りいた

きさの板でございまして、これを針金で木の枝

しました補足説明資料、「県内における『ミカ

に括り付けるなどにより設置をしております。

ンコミバエ』の誘殺と防除の実施について」を

補足説明資料1ページに戻りまして、防除体
制でございます。

ご覧ください。1ページ目でございます。

ミカンコミバエがトラップで捕獲された場合、

ミカンコミバエは、体長7ミリほどの小型の
ハエの一種でありまして、中国、東南アジア等

捕獲地点から半径5キロ圏内にトラップを増設

に分布し、現在、国内には定着しておりません

し、侵入の警戒レベルを高めるとともに、捕獲

が、植物防疫法上、かんきつ類やビワ、その他

地点から2キロ圏内にテックス板を設置し、ミ

の果菜類等に大きな被害をもたらす重要害虫に

カンコミバエのオスを集中的に防除して繁殖を

指定されています。

防ぎます。

例年、梅雨前線や台風等の強風により国内に

現在、長崎市の潮見町及び飯香浦町、対馬市

飛来するため、従来より、誘引剤を入れたトラ

厳原町、西海市大瀬戸町並びに佐世保市吉井町

ップを県内各地に設置し、農林水産省の植物防

において、この初動防除を実施しております。

疫所と県が連携して侵入を警戒しており、侵入

さらに、1日に同一地域の3地点以上で捕獲さ

が確認された場合には、国内への定着を防ぐた

れるなど高い密度や頻度で捕獲された場合や果

めの防除対策を実施しております。

実被害が確認された場合には対策を強化し、テ

本県におけるミカンコミバエの捕獲状況でご

ックス板の設置地域を捕獲地点から半径5キロ

ざいますが、昨年は1頭でございましたが、本

圏内に拡大するとともに、発生源となる果実を

年は5月25日に捕獲された後、7月1日までの間

園地や庭先に放置しないよう依頼することとし

に長崎市、対馬市、時津町、西海市及び佐世保

ております。
また、薬剤が雨に流れやすいため、作業は梅

市で合計18頭が捕獲されています。
これまでの捕獲地点は、補足資料の別紙1の

雨明け後になりますが、捕獲地点から半径50メ
ートル圏内に、ミカンコミバエのオス・メスを

地図に星印で表示をしております。
なお、本年は、本県以外でも鹿児島県、熊本
県、直近の情報では沖縄県でも捕獲されており

問わずに殺虫できるベイト剤という薬剤を散布
することとしております。
現在、長崎市の西海町及び多以良町、時津町

ます。
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と長与町の一部において、初動防除を強化して

る木造・木質化の取組を支援する「ながさ木・

おります。

なごみの街づくり」の進捗率が低い状態となっ

別紙1につきましては、現在までの捕獲地点

ております。
中段の「2

と、防除を行っている5キロ圏内のエリアを記

ながさき森林環境税の成果」で

ございますが、（1）にこれまでの事業の実績

載した地図でございます。
別紙2は、防除を実施していることを住民の
皆様にお知らせしているチラシ、そして別紙3

をそれぞれ項目ごとに記載しており、その成果
を（2）に記載しております。
森林環境税を活用した7,312ヘクタールの伐

は、産卵場所となる採り残した果実を園地や庭
先に放置せず、埋設または処分するよう呼びか

捨間伐による森林の持つ水源涵養、地球温暖化
防止、県土の保全の3つの機能を貨幣価値に換

けているチラシです。
これらのチラシにつきましては、市町を通じ
て自治会単位でお知らせしているほか、農協の
生産部会等を対象とした説明会や県ホームペー
ジへの掲載を通じて、県民の皆様にお知らせし
ているところであります。

算いたしますと、年間約106億円の効果を発揮
しているところでございます。
また、森林ボランティア活動に参加された方
は、平成19年度の森林環境税の創設から令和2
年度までの14年間で延べ18万4,000人、森林ボ
ランティア登録団体数は、税導入前の平成18年

県といたしましては、ミカンコミバエの蔓延
を何としても阻止するため、今後とも国や市町、
関係団体と連携し、侵入の警戒と早期の防除に

の13団体から42団体へと3倍に増加しており、
森林保全に対する県民の参加と理解促進につな
がったものと考えております。

全力で取り組んでまいります。

2ページをご覧ください。

以上で補足説明を終わります。

「3

ながさき森林環境基金の運用状況（見

【久保田委員長】 次に、林政課長より補足説明

込み）」でございますが、第3期の積立金が約

を求めます。

19億5,000万円に対して、取崩額が20億1,000万

【永田林政課長】 私の方から、ながさき森林環

円、最終的な基金の残高は、令和3年度末で約1

境税につきまして、「令和3年6月定例県議会、

億9,000万円となる見込みとなっております。

農水経済委員会補足説明資料、「『ながさき森

その下の4、今後の見直しのスケジュール

林環境税』について」という資料でご説明をさ

（案）でございます。ここには記載はございま

せていただきます。

せんが、令和3年2月に県政モニターを対象とし

まず、1ページの一番上の1、第3期ながさき

た県民アンケートを実施しております。その中

森林環境保全事業の進捗状況を表に記載してお

では、森林の荒廃や森林の機能の低下の現状を

ります。左の事業が、第3期で取り組んだ事業

6割の方が認識し、森林環境税の継続について、

のメニュー、その横に目標、実績見込、達成率

8割の方が理解を示している結果となっており

となっております。

ます。

その中の上から2番目の農山村地域における

今後は、7月に外部有識者からなるながさき

市町・集落と連携した里山林整備を行う「環境

森林環境基金管理運営委員会に意見を聞き、8

保全林緊急整備」、下から2つ目、県産材によ

月に基本方針案を取りまとめ、9月に本委員会
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において基本方針案をご説明、ご意見を賜りた
いと考えております。

佐世保2期地区の道清田ため池、二反田ため
池、鳥越ため池につきましては、現在のところ

その後、10月のパブリックコメントを経て、

75％の進捗でございます。

11月定例県議会にながさき森林環境税条例改
正案を上程するスケジュールを考えております。
以上で補足説明を終わります。

それと流矢ため池につきましては、令和2年
度当初までの進捗率で12％となっております。
【吉村委員】 どうせ説明するなら、そこに加え

【久保田委員長】以上で説明が終わりましたの

て、予定どおり進捗していきよるのかというと

で、次に陳情審査を行います。

ころまで言うてもらえばよかとばってん、どが

配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

んか。パーセントは出たけど、これは大体、事

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

業予定に遅れんようにできよるのかどうかとい

ます。番号は24番、30番、35番、36番の4つで

うところよ。

す。

【土井農村整備課長】佐世保地区につきまして

陳情書について、何かご質問はございません

は、令和4年度までの予定で進めておりますが、

か。

現在のところ84％ですので、何とか予定どおり

【吉村委員】 30番の佐世保市からの陳情の39

でいけると思っております。

ページ、2番の地域防災・減災事業の促進につ
いて。

佐世保2期地区につきましては、令和5年度を
工期として進めているところで、現在のところ

先ほど川崎委員からも、防災ため池の緊急性

これも順調にいっております。

が指摘されよったんですけど、佐世保市におい
ても結構あって。

流矢につきましては令和元年度に採択をされ
まして、令和4年度の完成を予定しております

最初にため池調査をやった時、例えばＡから

が、現在のところ12％ですので、少し遅れてい

Ｄまでとか段階をつけて、一番危ないのがＡと

るのかなというところでございます。

すると、それは公表できないとなっておったわ

【吉村委員】 陳情としては、早期完成に向けた

けよ。公表すると、その下に住んでいる人たち

事業費の確保をお願いしてあるんだけど、大体

が「怖か」となるたいね。だから内緒にしてお

予定どおりに進捗はしていますと。それと、農

かんばとかと言ったけど、もうそういう段階で

業の作付から刈取りまでとかのスケジュールに

はないと、対策を打たんばいかんということで

合わせてやらんばいかんけん、そういう意味で

やりよるんですけど。

はちょっと前後するんじゃろうと思いますけど、

事業概要で7か所進んでおるんですが、この

今が危険なわけよね。完成して初めて危険がな

進捗状況についてお知らせをいただければと思

くなるわけだけんが、そこは工事中においても

います。

危険がないようなということを念頭に置いてや

【土井農村整備課長】佐世保市の要望に関して、

っていただきたい。

ため池の進捗状況ということでございます。

大体順調ということですけど、一日でも早い

まず佐世保地区の六郎ため池、柳の本、赤新

完成ということで取組を進めていただきたいと

田ため池につきましては、令和2年度までの進

お願いしておきます。

捗率で84％となっております。

【久保田委員長】 ほかにございませんか。
- 113 -

令和３年６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）（７月５日）

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

が3名、面積は0.2ヘクタール、収穫量は0.24ト

【久保田委員長】ほかに質問がないようですの

ンだったということですが、その後、増加をし

で、陳情につきましては承っておくことといた

て2017年には23名、14ヘクタール、収穫量はな

します。

んと50トンまで拡大をしたという取組が紹介

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと
といたします。

されていました。農家の方も、そういったおい
しい食べ物を子どもさんたちに食べていただい

事前通告をされた委員の方で、ご質問はござ
いませんか。

て大変うれしいと、まさに誇りに思っておられ
るお取り組みだというふうに思いました。

【川崎委員】 まず、給食用食材への県産品使用
の促進についてお尋ねいたします。

毎日こういった農薬を抑えた、あるいは無農
薬の食材を給食に提供することは非常に困難だ

先ほどは和牛の取組についてご説明いただい
て、このコロナを契機に、少し県産品を体験し

とは思いつつも、このような取組が実際に各地
で行われている状況でございます。

ていただこうということで、いい流れができた
のかなというふうに思っています。

まず、こういったことに対しての県の認識を
問いたいと思います。

近年、児童生徒の皆様の食物アレルギーの問

【村木農山村振興課長】学校給食におきまして、

題が重要な課題となっていまして、給食はほと

有機農産物に関わらず地元の農産物を活用する

んど小・中学校ですから、あまり県議会の方で

ことは、新鮮な食材の供給と、子ども、生徒の

議論することはないんですけれども、多くの声

農林水産物や郷土への理解促進につながるとい

を承っているところです。

う食育推進の観点から、大変重要な取組である

先般、国産で農薬が少ない、あるいは無農薬

と認識をしております。

でつくられた農産物の利用で安心できる給食提

一方で、県内で有機農産物、あるいは農薬等

供を行ってほしいと、保護者の団体の方が、な

を地域の慣行より半減している特別栽培農産物

んと8,277名の署名を携えて県の教育委員会に

を生産されている団体、あるいは個人の農家の

要望書を提出されました。

方に現状をお聞きしましたところ、学校給食以

これは、子を持つ親としては、安心・安全な

外で販路が既に確立をしていると、現状では学

給食が提供されているかと、日々、給食の素材

校給食には供給されていないと伺っているとこ

とか献立表とかをチェックをしながら、こうい

ろです。

ったものが食べられませんと学校に通知をする

また、以前、有機農産物を栽培されている団

こともあって大変負担もあるし、何よりも学校

体の方、あるいは個人の方が、地元の小学校等

の先生、さらに作り手の方も、児童生徒の命を

に取引ができないかと協議をした経緯がござい

守るという観点から、全員が目くばせ、気くば

ますが、有機農産物の生産そのものが安定しな

せをしている状況かと思っております。

いと、あるいは価格が若干上がるということで

そういった中で千葉県のいすみ市で、給食で
使用するご飯の全量を無農薬、無化学肥料の有

取引にはつながらなかったとお聞きしていると
ころでございます。

機米に改めたということを知りました。スター

県といたしましては、委員からも紹介がござ

トしたのは2013年でございまして、当初は農家

いました千葉県のいすみ市など他県の事例を市
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町へ情報提供をするとともに、例えば「県内ま

ります。そう考えますと、ＵＩターンの促進、

るごと長崎県給食」を11月に設定しております

作り手の転入、そういった皆様方が求めて来ら

ので、その場で限定的に使用できないかといっ

れる。人口減少に悩む長崎県として一つの切り

た具体的な提案を市町に働きかけできないかも

口といいますか、そんなことも考えられるかと

含めて、教育庁とも協議をしてまいりたいと考

いうふうに思います。ぜひ推進を取り組んでい

えております。

ただきたいと思いますが、いま一度、ご見解を

【川崎委員】 極めて前向きなご回答で、大変あ

賜りたいと思います。

りがとうございます。

【村木農山村振興課長】 今、委員からご紹介が

ご指摘のとおり生産が安定しない、価格が上

ございました、安全・安心な食材提供を推進し

がるということは、別に長崎だけの話ではなく

ている自治体にＵＩターンが促進されている状

て、千葉県にしても同じことだと思います。

況について情報収集をしていきながら、地域づ

そう考えていく中に、先ほどくしくも言われ

くり推進課など関係部局とも共有、あるいは協

た子どもさんたちの食育、そして健康を守る、

議して、今後の市町への推進についても具体的

命を守るという観点から、こういった取組に県

に何かできないか、そういったことを検討して

内の皆様も何とか取り組んでいただけるような

まいりたいと考えております。

環境づくりといいますか、意識の改革、そして

【川崎委員】ぜひ流れをつくっていただければ

様々な支援、そういったことについてもご検討

と思います。何もしなければ何も起こらない。

いただきたいと思います。

取り組んでいくことによって新たな流れが出て

海外でフランスは、2022年までに給食食材の
有機比率、オーガニックの比率を50％にすると

くると思います。ぜひチャレンジをお願いした
いと思います。

法律で決めているそうです。韓国は2021年、今

次に、農業分野におけるドローンの活用状況

年から全ての小・中・高校でオーガニックの給

についてお尋ねいたします。前回もドローンの

食を全面施行と、海外は進んでいるなと、国挙

件については説明をいただきましたし、意見も

げてということではあるものの。日本では比較

申し述べたところでありますが、鳥獣害対策で

にならないぐらい低い状況で、ぜひ意識改革も

ドローンが何とか使えないものなのかと、素人

図ってほしいと思います。

ながら思いつきレベルでいろいろ考えるんです。

就農者も、なかなか人手不足でありながら、

ぜひドローンを鳥獣害対策で使っていただきた

一方では若手の意欲のある方がおられると考え

いと思うんですが、現在の県内における状況は

ると、こういう安心・安全な食材を自治体が採

いかがでしょうか。

用してくれるとなれば、就農者の意欲というか

【村木農山村振興課長】本県においてのドロー

新たに取り組んでみようという流れも出てくる

ンの活用状況でございますが、ドローンに赤外

かと思います。

線カメラを搭載いたしまして、イノシシの生息

また、聞くところによると、そういう取組を

状況調査に取り組んでいるところです。イノシ

している自治体に、安心だから、安全だからと

シが生息しているかどうか、初期段階で把握す

いって転入までされると、アレルギーとか切実

ることが可能であり、初動の被害対策を講じる

な問題で転入をされる事例もあるやに聞いてお

うえで有効であると考えております。
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【川崎委員】 そこから一歩踏み込んで、ぜひ、

の概要につきましては、抑止工、地滑りを止め

農作物への被害から守るのが農林部の役目と承

る工事の杭打ち28本、地滑りの原因となります

知しているものの、普通の民家の庭先まで出て

地下水を排除する水抜きボーリング10本、崩壊

くる、身の危険を感じるところもありまして、

部の土砂撤去と法面保護工の法枠工2,600平方

部局横断的なことになってしまうのかもわかり

メートルの実施を予定しておりまして、7月現

ませんが、ぜひそういった観点で、ドローンと

在、杭打ち工事については完成をしております。

かＩＣＴを活用しながら賢く鳥獣害対策に取り

引き続き、水抜きボーリング工事を本年9月末

組んでいただきたいと思います。ぜひ、こうい

までの工期で実施をしているところでございま

った取組を強化してほしいと思いますが、いま

す。さらに、年度末までには崩壊部の土砂撤去

一度ご見解をいただきたいと思います。

の実施を予定しておりまして、崩壊部の法面保

【村木農山村振興課長】 まず、ドローンの活用

護工につきましては、令和4年度に着工し、令

につきましては、国の試験研究機関などが行い

和4年度末の完成を見込んでおります。

ます技術開発の情報収集に努めながら、本県で

【川崎委員】 昨年7月、ちょうど1年前ですね、

利用可能な技術については実証導入等を進めて

本当に大変な災害でした。速やかに着手をして

まいりたいと考えております。

いただきましたが、なかなか広範囲ということ

併せまして、ＩＣＴを活用した有害鳥獣対策

もあるし、難工事なんでしょう。当初、今年度

ということで、スマートフォンのアプリを活用

の完成だったのが、今の説明では来年度、1年

いたしまして、捕獲従事者がイノシシを捕獲し

延びたということであります。ぜひ速やかに、

た時に写真を撮影しますと、いつ、どこで、誰

安全・安心な地域づくりにお取り組みいただき

がどのような個体を捕獲したかがクラウド上に

たいと思います。

保存されるとともに、地図上に即座に地図化さ

最後に、コロナ禍における農産物の需要低迷

れるということで、移動傾向を踏まえたわなの

対策ということでお尋ねいたします。全体的な

設置なり、あるいは捕獲の強化といった戦略的

話は、一般質問等、また部長説明でも伺いまし

な活用を推進していきたいということで、本年

たので、大体理解をいたしましたが、とりわけ

度から、県内で捕獲に従事される方に実際に触

花きについては非常に深刻であると思っており

ってそれを実感してもらって、来年度以降、本

まして。

格的な普及を図ってまいりたいと、今まさに進

新型コロナウイルス感染症経済対策特別委員

めているところでございます。

会に委員外で私も参加をさせていただいて、オ

【川崎委員】その取組も以前にお聞かせいただ

ンラインでしたけれども、長崎花き園芸農業協

きました。いろんなアイデアを駆使して、機材

同組合から実情を伺いました。

も駆使して、先進の技術も駆使しながら対策を、
ぜひ検討をお願いしたいと思います。

県も、下のフロアで販売促進に取り組んだり
しておられるんですが、なかなかですね、この

次に、長崎市の赤首地域の地滑り対策工事の

コロナで様々な行事が縮小されたり、抑制され

概要と進捗についてお尋ねいたします。

たりする中で消費が減っているということでし

【土井農村整備課長】 昨年7月6日から7日の豪

て、特に主要の輪菊、これは葬儀の縮小で厳し

雨により発生しました赤首町の地滑り対策工事

い状況が継続しているという説明をいただきま
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した。

流通業者で構成しております長崎県花き振興協

私は、コロナが収まれば元に戻るという期待
もありつつ、新たな生活スタイルが文化や価値

議会が新しくホームページを起ち上げる際の支
援をさせていただきました。

観まで変えてしまうんじゃないかと非常に懸念

先日の新型コロナウイルス感染症・経済対策

をしていまして。つまり、収束してももう需要

特別委員会におきましても、そのホームページ

が戻らないんじゃないかと、葬儀のあり方とか、

の内容充実といったお声があったところです。

そういったものが戻らないんじゃないかという

また、需要の変化に対応した新たな品種の導入

懸念をしていまして、いずれ収束すればという

など、前向きな取組を進めていくことが重要だ

期待感もありつつも、こうなってくるとなかな

というお話がありました。

か、さらに厳しい状況が継続していくわけです

県といたしましても、このような現場の皆様

から、文化の変更というか価値観の変更という

の声をよくお聞きしながら、今後どのような対

ことに非常に懸念をしております。

応が可能か、よく検討してまいりたいと思いま

まず、県の認識を問いたいと思います。

す。

【清水農産園芸課長】 今、委員からご指摘があ

【川崎委員】 最後に意見だけ。

りました花きに対する新型コロナウイルス感染
症の影響でございます。

現場の方が、恐らく今の空気感を捉えておら
れると思います。よく意見を聞いていただいて。

需要の変化は、イベントや葬儀の縮小のみな

需要が戻れば別にいいんですけど、そのままと

らず、その一方で巣篭り需要と言われる家庭需

いうのを非常に心配しております。ぜひ、その

要の増加、それから非接触型の販売ということ

空気感をしっかりつかんでいただきながら、次

でネット販売の増加というような形で花きの分

の対策を講じていただければと思いますので、

野でも表れているかと思います。

よろしくお願いいたします。以上です。

これがどの程度固定化するかは、なかなか読
み切れないところはありますけれども、その可

【久保田委員長】午前中の審査はこれにてとど
め、午後は1時30分より再開いたします。

能性はあると考えておりまして、そうした需要

しばらく休憩いたします。

の変化への対応は非常に重要なことだと思って

― 午前１１時５５分 休憩 ―

おります。

― 午後 １時３０分 再開 ―

【川崎委員】 需要の変化に対応するために、ネ
ット販売等のご紹介がありましたけど、葬儀と

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

か大規模にやっていたところが、家族葬でやっ
てしまったのでお知らせしますというのが最近

午前に引き続き、所管事務一般に対する質問
を行うことといたします。

よく、パターンとしてあってですね。これが定

事前通告をされた委員の方で、ご質問はあり

着をすると消費に結びつかないと懸念している

ませんか。

ので、そういったことに対する認識をというこ

【吉村委員】 まず、スマート農業の現況につい

とだったんですが、いま一度。

て質問したいと思います。国要望にも書いては

【清水農産園芸課長】 昨年度も、この需要の変

あるんじゃけど、もう何年か前からずっとスマ

化への対応の一つといたしまして、花の生産者、

ート農業にいろいろ取り組んできよるとやけど、
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そこら辺がどがんなって、今後、もう少しどう

スマート農業の実証に取り組んでまいりました。

いうふうに具体化していくとかなというところ

いろんなシステムを入れているんですけど、そ

が気になるものだけん、お知らせをいただけれ

の中でも遠隔操作カメラによる放牧牛の監視と

ばと思います。

か、音響装置での牛の呼び寄せであるとか、遠

【一丸農政課企画監】スマート農業の現況につ

隔操作のゲートによって牧区を移動する技術、

いて、ご説明させていただきます。

こういったものの実用化が確認されたところで

まず、これまでの取組についてですが、本県

ございます。

では、収量の向上、省力化、低コスト化などを

現在、この実証の結果をもとに、県内のスマ

目的に、平成29年度からいちごなどの施設園芸

ート放牧技術の普及に取り組んでおりまして、

の環境制御技術、平成30年度からは水稲、バレ

昨年度において西海市で、放牧場に監視カメラ

イショなどのスマート農業の技術の開発、改良

を付けて牛の行動を確認するいったものも、県

実証に取り組んでまいりました。

の単独事業、補助率2分の1の事業を創出して推

また、令和元年度からは国のスマート農業実

進をしているところでございます。

証プロジェクトを活用し、生産者、企業、ＪＡ、

【吉村委員】 推進はしよるとじゃろうけど、具

県が一体となって、ミカン、ブロッコリー、ビ

体的な成果を聞きたいわけよ。これぐらい所得

ワ、アスパラガスなどの品目で実証に取り組ん

が上がったとか、出荷量が増えたとか、そうい

でおります。

う具体的なところを答弁していただければあり

さらに、一部の市町におきましては、国の事

がたいんじゃけど。そこが今、準備ができてお

業を活用し、生産者や関係機関などを構成員と

らんとかもしれんけど、後もってでいいですか

したスマート農業に関する協議会を設置し、実

ら、そういう資料を作ってもらえればと思いま

演会等を実施しながら、地域に合ったスマート

す。

農業の実証、普及にも取り組んでいるところで

畜産の部分で、この前から宇久の市場を閉め

ございます。

て平戸口の市場に統合しましたね。そして毎月、

【吉村委員】 県の国要望を見ると、書いてある

市を開催するようになりました。キャトルステ

のが、なかなかわからんっちゃけど。

ーションを増築して、離島ばかりではなくて、

例えば、もう何年前になるかね、小値賀でス

繁殖農家の牛をそこにある程度置いて、質の高

マート畜産、放牧か、ああいうことをやります

いところで均一化して市に出すと、価格に反映

と。それから、オランダ型農業のハウス栽培の

されていくということになるわけよね。

長崎版のものとか、そういうことをこれまでず

いろんなことが考えられると思うんだけど、

っとやってきよったけど、その成果とかを全然

具体的な数字で、これがこういう効果が上がっ

聞かんままにここにきよるなと思って、そこら

たというところがなかなか見えてこんもんだけ

辺についてはいかがですか。

んが、頑張ります、頑張りますではいかんと思

【山形畜産課長】小値賀町でのスマート放牧の

うので。

取組でございます。県では、平成27年から小値

さっきの大村の500万円の国の事業でも、農

賀町において、牛舎から離れたところで、遠隔

業新聞を見よったら、地域商社が経済の活性化

地で操作をしながら肉用牛の飼育をするという

と、これは地銀が出資をして地域商社をつくる
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と、そして儲かる農業をやるというわけよ。そ

ストラクターを、これまで464名育成をしてき

ういういろんなものがふくそうしておるわけよ

ております。

ね。それを取りまとめて、つないで、シンプル

地元の要望に対してどうなのかというところ

にわかりやすくして、よって儲かる農業につな

は、ここ2〜3年につきましては地元の要望どお

いでもらいたいと思うので、よろしくお願いを

りに事業が実施できていると把握しているとこ

したいと思います。

ろでございます。

続いて、有害鳥獣対策についてお尋ねをした

【吉村委員】 そこら辺、把握はされているんだ

いと思います。有害鳥獣対策のこれまでの実績

ろうとは思いますけれども、なかなか被害が収

をまずお知らせいただけんですか。

まらんというのがあって。

【村木農山村振興課長】対策の実績でございま

実は昨日も、県北地域の状況を視察して回っ

すが、令和2年度につきましては、防護柵439キ

たんじゃけど、やっぱり水稲やね。農家の精神

ロの整備を支援しております。捕獲につきまし

構造の中心を構成するのは、やっぱり水稲栽培

ては、現在精査中ではございますけれども、過

よね。そこが全然できんとなると、もう生産意

去最高となります4万7,000頭余りのイノシシ

欲がなくなっていくということで、捕獲と防護

の捕獲に対して支援をしているところでござい

とあるけど、捕獲も当然しながら防護もせんと

ます。

いかん。

いずれにしましても、市町、地元の要望に基

ワイヤーメッシュについては14年の耐用年

づいて事業が実施できているところでございま

数と国が勝手に決めてくれているんじゃけど、

す。

これをもっと短縮する要望を強くやらんといか

【吉村委員】具体的には出てこんのがちょっと

ん。そういうふうにせんと、もう今はさびて、

残念ですが。

それを付け替えたいけれどもできない。

ワイヤーメッシュの総延長、これまで何千キ

それとか、最初に対策をぱっと急いでやらん

ロか何万キロかわからんけど、
やってきました。

といかんから全体を、圃場何十枚分とかを一遍

これは国の補助事業でやるよるんだけど、なか

に囲うておらすわけよ。それで事業が一回完結

なか100％要求どおりには出てこない。そうい

しているものだけんが、それでは効果がないけ

う状況を踏まえて、地域の要望がどれぐらい通

ん、その中を細分化していこうとすると、それ

ってきよるのかというところについてはどうで

はできませんと、14年待ってくださいと、こう

すか。

いう話。

【村木農山村振興課長】今まで防護柵につきま

だから、そういうのは避けて、すぐにでも対

しては、延べ1万5,000キロメートルを整備して

応できるような態勢をとらんといかんので、国

いるところでございます。

に対してもっと強く要望をして、答えを早く出

それと、イノシシとのすみ分け対策につきま
しては、129か所の緩衝帯整備をしているとこ

すよう努力をしていただきたいと思いますので、
お願いします。

ろでございます。

それと、この頃、県北の方もシカが出てくる

併せて人材育成といたしまして、地域の実態

ようになって、野生動物もたまらんとやけど、

に応じて対策を指導するイノシシ対策Ａ級イン

シカも顔を見ればかわいかとやけど、そうやっ
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て被害が出ると、もうたまらんわけよ。

ちゃんと料理して出すと高級料理になっていく

それで、ワイヤーメッシュの上にネットを張

わけよね。この前から新聞とかを見よると、諫

るという事業があるんじゃけど、この事業をや

早のイノシシ肉を味わってとか出よるんじゃけ

ろうとすると、今年から計画して来年の予算に

ど、江迎も昔から立派なイノシシ肉を出しよる

のせて要望してとなると、どんどん遅れていく

わけ。グラム450円もするんだけど、うまい。

わけ。それとコストということもあるので、昨

ここが一緒にやりよる事業で、宿場町構想と

日、見て回りながら、簡易にこうやればどうに

いうのでやりよるんじゃけど、残念ながらそこ

かならんとやろうかという農家からの提案もあ

にイノシシのジビエ料理とかというのが全然の

るわけよ。そういうのをすぐ実現してやると、

ってこんと。これは農林がしよる事業ではない

農家の人たちもやる気が少し出てくるかもしれ

んじゃけど、農林もその中に入って、こういう

んとたいね。

料理もつくってくださいよというようなことを

だから、地域を決めて実証試験みたいにやっ

やらんといかんと思うんだけど、そういうとこ

て、国の補助金でやるというんじゃなくて県単

ろの取組について、ご意見を。

で手当てをしていく。多額な費用がかかるわけ

【村木農山村振興課長】 まず、ジビエの振興に

じゃないので、実証試験だけん。そういう実証

つきましては、地域資源の有効活用によりまし

試験というようなやり方を使って少しずつ対策

て地域の活性化、そして所得向上につながる重

をするというのも一つの手だろうと思うので、

要な取組であると認識しております。

そこら辺は地域の農家の人たちと意見交換をし

このため現在、国の交付金を活用いたしまし

ながら、すぐ取り組んでいただきたいと思うん

て、食肉処理業者が地元の飲食店と連携したジ

ですが、いかがですか。

ビエフェアの開催や新メニューの開発など、そ

【村木農山村振興課長】 今、委員からご指摘が

ういった取組に対して支援しているところでご

ございましたように、防護対策としてワイヤー

ざいます。今後もジビエの振興のために、国の

メッシュ等の導入は進めておりますけれども、

制度も積極的に活用しながら、地元市町にも積

一方でコストを縮減することは大変重要である

極的に推進をしてまいりたいと考えております。

と考えております。

【吉村委員】 ありがとうございます。いつも連

昨日、委員が現場を見回られたといことです

携してねと言うけど、何となくその連携がうま

けれども、県としましても、県内の現場での取

くいっておらんというのがあるので、こういう

組状況について、地元の方とも意見交換をしな

記事を見ると、そこら辺をもうちょっとやって

がら、実態を把握したうえで関係機関と協議し

ほしいと思いますので、よろしくお願いいたし

まして、実証試験の実施について検討してまい

ます。

りたいと考えております。

次に林業についてお伺いをするんですが、時

【吉村委員】そこら辺はすぐにできることなの

間がないので、一つ一つ聞かれんとですが、先

で、そういう整理をして対応をしていただきた

ほどからもあったように伐捨間伐から搬出間伐

いと思いますので、よろしくお願いします。

になって、今度は全伐をしていかんばいかんと

それからジビエについてです。これも有害鳥

やけど、そこら辺の状況について、木の値段が

獣対策として、イノシシの肉とかシカの肉とか、

安いので、全伐して新しい苗を植えるところに

- 120 -

令和３年６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）（７月５日）

うまく回りよらんとかなと思うんだけど、そこ

ぱりこれは深刻ね。少しお金が入るばいと思う

ら辺の状況について、ちょっとお知らせをいた

ておらした人たちが、スズメの涙に。スズメの

だければと思います。

涙でもあったけん、よかったというぐらいの話

【髙橋森林整備室長】 今、ご質問のありました

やけど。そうすると、次を植えて回していこう

搬出間伐でございますが、令和元年度が最新版

という意欲がそがれてくるので、そこら辺も対

のデータでございまして、ながさき森林環境税

策を。

を活用した搬出間伐への支援とか作業道の開設、

ネットを張りますよと言うけど、山の何ヘク

それから高性能林業機械の導入といったところ

タールというところをずっと巻くというのも大

で、令和元年度は5年前の1.7倍となります2,081

変だろうし、そこら辺、現場の森林組合とも意

ヘクタールに増加しております。

見交換をやって、どういう効果的な対策がある

委員がおっしゃいました全伐、主伐と県では

のかを考えていただければと思います。

言いますけど、これも5年前の4.5倍となる59ヘ

それと、地域で頑張る林業農家の人たちもお

クタールに増加しております。これによりまし

られるけど、高度な機械の導入について、リー

て、令和元年度の木材の生産量も1.8倍となる16

ス事業とか補助事業があるのを知らなかったり

万8,000立米に増加しております。

する。これも併せて。

主伐後の植栽は、一番高かった昭和50年代か

やる気のある林業農家なので、どんどん仕事

ら約6分の1の木材価格になっておりまして、経

をしてもらいたい。しかし、そういう補助事業

費の問題もありまして、なかなか進んでいない

とかを知らんので、例えばハーベスターとか何

のが現状でございます。

千万円とかするものを、ちょっとでも補助があ

今後進めていくためにどういった支援の必要

れば、どんどん仕事が進んでいくわけよね。そ

があるのかとか、コストの削減、そういったと

ういうことの周知についても意を用いていただ

ころで取り組んでまいりまして、関係団体と一

きたいと思います。この前感じたことで、よろ

緒に進めていきたいと考えております。

しくお願いしたいと思います。

【吉村委員】 価格との関係もあるし、県行造林

それから、これはこの前からちょっと冗談め

の契約をしているわけですね。それが安いので

かしに言いよるとやけど、長崎県民の森の運営

売れんしと延ばしていきよると、高くなればい

は林政課がやりよるわけね。県民の森の年間行

いけど、そこら辺も林業農家の人たちとよく話

事表が載っておったわけよ。森に親しむ、そし

をしながらやらんといかんなと感じるので、そ

て子どもたちの森林に対する気持ちを醸成して

こら辺の意見交換はやっていただきたいと思い

いくと、そういう事業なわけよね。これはいい

ます。

事業やなと思ったんじゃけど、次に思ったのが、

それと、県北の山を全伐、主伐して、苗を植
えたとよ。そいばってん、シカの被害よ。伐採

これならちょうど合うのがあるなと。というの
は、世知原少年自然の家となるわけよ。

した木は、伐採するんじゃけん、40年とかたっ

あそこは教育委員会が所管しているわけね。

とるわけよね。しかし全部チップになったと。

千々石少年自然の家と、佐世保青少年の天地、

いわゆる丸太で売れない。なぜかというと、シ

それと世知原少年自然の家、3つ一緒に一つの

カの被害に遭っているからということで、やっ

管理者でやりよる。果たしてこれでいいとかな
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と。それぞれの施設のカラーがあるわけよね。

ていただければありがたいと思います。引き続

役割とか違うのよ、それぞれ。

き情報の収集とか意見交換をやっていただきた

世知原少年自然の家の場合は、自然に親しむ、

いと要望しておきます。

森林に親しむ、緑を大切にする、そういうこと

あともう一つ、諫干を言おうと思うとりまし

が醸成される施設なのよ。そういうことを考え

たが、時間がオーバーしましたので、ほかの委

ると、教育委員会にやっておけばよかばいとい

員も諫干については質問があられるようで、こ

うんじゃなくて、これは積極的に農林部林政課

こで終わらせていただきます。

で運営をすればいいんじゃなかろうかと思うん

【久保田委員長】 ほかに、通告をした方。

じゃけど、部長、どがんですか。

【山口(初)委員】 通告をしておりましたので質

【綾香農林部長】 3月の委員会でも、委員から

問させていただきます。

ご質問、ご提案がなされましたけれども、世知

ミカンコミバエの防除、蔓延防止については、

原少年自然の家につきましては、県の行財政改

午前中に農産園芸課長からしっかりご説明いた

革プランの中で、財政上の理由を主として、佐

だいたんですが、少しお尋ねします。

世保青少年の天地と、機能は持たせたうえで移

このことについては、私の地域はミカンの産

管すると、そして統合していくという方向が決

地で、ＪＡを通じて、ミカンコミバエについて

まっている状況にございます。

のチラシが各戸に配布をされたところです。そ

そういうこともございまして、現時点で農林
部林政課での所管は困難と言わざるを得ません

ういうことで、各地域の皆さんに周知がなされ
た状況にあるんです。

けれども、教育庁と地元の皆様との話し合いが

これは歴史が古いようなので、少し昔のこと

進んでいると思いますので、その中で農林部と

を聞いてみます。昭和43年から根絶作業を始め

して何か、例えば県民の森のソフト面での運営

て、昭和61年に一応、根絶させたというご報告

の手法とか、そういう面も含めましてご協力で

をいただいています、この18年間程度でですね。

きるものがございましたら、ぜひご協力はさせ

その当時、どの程度の被害があったものかと

ていただきたいと思っております。

いうのをお尋ねしたいんですが。

【吉村委員】 今、部長が言うことはわかったう

【清水農産園芸課長】ミカンコミバエにつきま

えで言いよるんじゃけど、教育委員会の考え方

しては、歴史をさかのぼりますと、大正8年に

の裏には行財政改革の窓口が関わって、どうに

沖縄本島で発見されたという経緯があります。

か減らしてくださいとかなんとかかんとかで、

その後、南西諸島、小笠原諸島等に蔓延し、防

本来の役割を理解したうえで、その施設をどう

除活動、根絶事業が始まったのは昭和43年から

するのかというところが欠けてきているんじゃ

ということになっております。

ないかと。そこを補完できるのが地域の皆さん

昭和61年にかけて防除作業、先ほど申し上げ

であり、農林部でもあるんじゃなかろうかと思

たテックス板を地道に設置を続けて、繁殖を防

うので、そういう話し合いがこれから行われる

いで根絶をしたと、沖縄での根絶が昭和61年と

中で農林部としても、全然よその畑の話という

いうことであります。

んじゃなくて、自分たちにも何かできることが

それ以降は定着、蔓延は国内ではないという

あるのかもしれんということで注視をしておっ

ことですが、先ほど補足説明させていただきま
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したように、台風とか梅雨前線で毎年のように

ですが、いかがでしょうか。

風に乗って飛来をしてくるので、その侵入を警

【清水農産園芸課長】 実は難しいご質問で、必

戒し防除をするという対策をやっております。

ずしも1頭放置されたからといって直ちに作物

【山口(初)委員】 昭和61年に根絶をしてから、

への被害が生じるかというと、なかなかそうと

今は令和3年ですね、30数年経過をしているん

も言いきれないところであります。

ですが、その間にはこの種の被害等の特別なこ

このミカンコミバエは、熟した果実に産卵、

とはあったんでしょうか。

卵を産みつけます。卵を産みつけた後、幼虫が

【清水農産園芸課長】 その間は、毎年のように

かえって、幼虫が果実を食い荒らすことで被害

定着して被害があるということではありません。

が発生します。大体、1頭が1回の産卵で十数個

近年ですと平成28年、5年ほど前に鹿児島県の

の卵を産むといわれていまして、1回だと十数

奄美大島で発生といいますか、なかなか防除を

個ですが、繰り返し産卵をすることがあるので、

しても収まらないという状況になりまして、そ

もしも交尾をしたメスが産卵をし、幼虫がかえ

の際には緊急防除ということで農林水産省から

って成虫になるとすると、10倍以上の倍率で増

改めて告示が出まして、果実を島から移動させ

えていくというようなことは考えられます。

ない、要は果実が出荷できなくなる事態が生じ

【山口(初)委員】 そういう面では、早期に退治

ました。その際には、寄主植物となる果実の移

しておかんといかんなと思います。イノシシ1

動を制限したうえで、先ほどのテックス板を改

頭とミカンコミバエと、どっちが被害が大きい

めて設置をして防除を徹底し、当時はおよそ半

のかなと地域の人たちと話をする状況もあるん

年、6か月ほどをかけて発生を抑えたというふ

ですけれども。

うに聞いております。

ミカンの関係からいけば、カミキリムシとか

【山口(初)委員】 そういう状況の中で今年度発

の退治のための奨励金等々が出よったんですが、

生を見たわけですが、ご説明いただいたように

ミカンコミバエについては、その制度は全然考

7月1日現在で県内で18頭出ているということ

えられていないんですか。

ですが、7月1日から今日まで4〜5日たっていま

【清水農産園芸課長】イノシシとの比較があり

すが、その後はないんですか。

ましたが、ミカンコミバエについては今現在は

【清水農産園芸課長】 本年は7月1日までで18

飛来したものが見つかっている状況で、果実の

頭、本県で確認されておりますが、7月2日以降

被害までは見つかっておりません。そういう意

は新たな発見はありません。

味では、まだ作物被害は発生していない状況で

【山口(初)委員】 18頭が確認をされているとい

す。

うことです。

ミカンコミバエの防除に当たりましては、テ

これはちょっと俗な質問になるんですけれど

ックス板を人海戦術で設置をして防除を行うと

も、このミカンコミバエを1頭、そのまま放置

いうことになっております。このテックス板と

したとして、トマト、スイカ、キュウリと、こ

いう資材は国の植物防疫所から提供していただ

ういうところが今の時期の作物だろうと思うん

いていますので、県及び生産者の方の負担はな

ですが、1頭で及ぼす被害の想定はできている

いということであります。

んですか。ちょっと見逃すことはあると思うん

【山口(初)委員】 わかりました。
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私も現物を見たことがないんです。皆さんが

伊木力第3地区というのを諫早市で実施して

おっしゃるには、どうやって見分けるのかとい

おりますが、これは従前の名称では農免農道と

う話になりましてね。ここはちょっと聞いてお

いう言い方をしておりましたが、現在は基幹農

こうかという感じで今お聞きするんですが、そ

道という言い方をしております。

のポイントというか、あったら教えてください。

それともう1地区、壱岐市の立石地区で実施

【清水農産園芸課長】 例えばミカン園で、ある

をしておりますが、これにつきましては一般農

いは畑で小さなハエを見つけた時に、それがミ

道という形になっております。

カンコミバエであるかどうかを見分けるのは、

【山口(初)委員】 そういうことで、伊木力第3

ちょっと難しいことかもしれません。

地区の関係についてお尋ねをします。

姿かたちでいえば、本日お配りいたしました

今の状況、いわゆる完成見通しを含めての状

補足説明資料につけているチラシに写真があり

況をお知らせいただけますか。

ます。別添3のチラシです、体長7ミリほどの小

【土井農村整備課長】 伊木力第3地区につきま

さなハエで、拡大すると、このような形になっ

しては、本年度、1億2,400万円をいただきまし

ています。

て農道工265メートルを予定しておりますが、

ミバエは何種類かありますけれども、黄色い

全体延長が約3キロメートルほどございまして、

模様がついているのがミカンコミバエの特徴だ

令和5年度の完成を目指して、進捗率が57％と

と言われておりまして、一つの目安にはなるか

いうところになっております。用地交渉が難航

と思いますが、なかなか外に飛んでいるのを見

しておりましたが、昨年、
それが解決しました。

分けるのは難しいかと思います。

それまで片方から農道工事ができませんで、

【山口(初)委員】 わかりました。一般的に、こ

少々遅れておりますので、なるべく予算を確保

れがそうだと見分けるのは、素人目には難しい

して早期完成を目指してまいりたいと思います

かなと思いますが、写真を見ると特徴的なもの

が、2年ほど、もう少しかかりそうな感じでご

はあるような気はします。ありがとうございま

ざいます。

した。増やさないように、とにかくよろしくお

【山口(初)委員】 用地買収にかなりご苦労いた

願いします。

だいたことは十分承知しているんですが、用地

次に移ります。農免農道の整備状況について
ということで通告していましたが、農免農道の

が整う関係から、ぜひ早期に整備をやっていた
だきたいと思います。

話を個別にする前に、いわゆる農道といわれる

伊木力の状況はそうですが、川棚と壱岐の関

ものについて、農免農道、広域農道、一般農道、

係の、完成見通しを含めて状況を教えていただ

あるいは基幹農道という形で言われていますけ

けますか。

れども、この類分けを、大体わかっているつも

【土井農村整備課長】川棚西部地区につきまし

りなんですが、概略を教えていただけますか。

ては、全体延長が6,049メートルございますが、

【土井農村整備課長】委員ご指摘の農道の種類

現在の進捗率が54％でございます。完了年度を

ですが、現在、県内では3か所、農道を実施し

令和6年度の目標で今頑張っているところでご

ておりまして、川棚町の川棚西部地区が広域農

ざいます。

道という位置づけで実施をしているところです。
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体延長950メートルで実施をしておりまして、

験がございます。これは国内、国外でも実施し

進捗率が96％でございます。これは令和4年度

ておりまして、国内の方は国内で受験をしてい

の完成を目指して今、頑張っているところでご

ただき、国外の方はその国で受けていただいて、

ざいます。

資格を取ってから在留資格の申請をして、特定

【山口(初)委員】 そういうことで、計画に準じ

技能ということで入国して就労していただくこ

て整備が進んでいると理解します。

とになろうかと思っております。

壱岐は間もなく終わるとしますと、今後の農

【山口(初)委員】 どこで、どういう形で、その

道の新たな取組はどのように考えられているの

資格を与える試験をするのかについて、少し教

か、お尋ねします。

えてください。

【土井農村整備課長】 農道については、現在実

【溝口農業経営課長】 まず、技術的なものは、

施中の3地区のほかには、新規計画をしている

農業に関しましては全国農業会議所というとこ

農道はない状況でございます。

ろがしております。こちらが実施主体として試

【山口(初)委員】 わかりました。農家を取り巻

験を実施し、海外においても相手国とも調整し

く環境、高齢化もあって、
こういう農道整備等々

ながらさせていただいていると。

でやりやすい農業をサポートしてやらんといか

日本語につきましては、日本語のＮ4のレベ

んと思いますので、今後ともしっかりお願いを

ルの試験を受けていただく、それも当然海外、

します。

国内で受けることになっております。

あと1点、特定技能外国人の受け入れについ

【山口(初)委員】 そういうことで、日本全国に

て通告をしました。人手不足もありまして、や

特定技能の方が何人おられて、長崎県内で何人

はり外国人の労働者の方に加勢してもらわにゃ

が特定技能所持者なのか、教えていただけます

いかんという状況の中で、特定技能という制度

か。

も今は設けられています。

【溝口農業経営課長】 特定技能、3月に法務省

技能試験とか日本語の試験に合格した人、そ

が発表しておりますが、全国で2万2,000人以上

れから技能実習2号を良好に終了したことで5

の方が働いておられると、うち長崎県は276人

年間の就業が可能になるわけでありますが、ま

となっております。これは全14産業でございま

ず、技能実習生が特定技能を得るための手順と

す。うち農業につきましては、国内で3,359人、

いいますか、その関係からいくと、どこで試験

本県内では153名が就労しているというふうに

をするのか、資格は誰がどういう形で与えるの

報告されております。

かという制度について、いま少しご説明いただ

【山口(初)委員】 長崎県内においても150名を

けますか。

超える外国人の方が、特定技能をもって就労さ

【溝口農業経営課長】技能実習からの特定技能

れているということです。

へは、基本、試験はなくて、良好に終了した場

ちょっと話が変わりますが、これは農業と直

合はそのまま上がることができる、技能実習の

接関係ないと思うんですが、マスコミ、テレビ

方はそのまま特定技能に移ります。

等で、ミャンマーのサッカー選手が亡命をした

技能実習を受けておられない方は、今おっし

いということで報じられているんです。なかな

ゃったように日本語の試験、それから技術の試

か簡単にはいかんのかなということも報道され
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ています。

【溝口農業経営課長】委員ご指摘のとおりでご

手法として、技能実習生として採用して、そ

ざいまして、昨年1月から入国ができない状況

の後、特定技能を取得してもらって、更新をし

になっております。したがいまして、技能実習

て5年程度は在留できるわけです。その後、ミ

の方で特定技能に上がる方はおられますけれど

ャンマー国が落ち着くでしょうから、帰国でき

も、新しい方が入って来られない状況でござい

るのではないかと思うんです。これはある種、

ます。

合法的ではないかなと思うんですが、農業に就

私どもの進めているエヌにつきましても、カ

くかどうかは別にして、このやり方はどうなん

ンボジア等から入れようと進めておりますけれ

ですか。合法的とは思うんですが、ちょっと難

ども、外国人は入って来られないという状況に

しい話かもしれんけど。

なっています。

【溝口農業経営課長】ただいまのミャンマーの

農家の方は、今の状況をご理解いただいて、

サッカー選手の話につきましては、いわゆる普

作付の計画を若干縮小する手続をとったり、現

通の就労ではございませんで一時的なもの、い

在の既存のメンバーで時間外等を含めながら、

わゆる特定活動というようなものでございます。

そこは対応していただいているところですが、

これは、技能実習で雇止めしているところ、

影響は出てきているところでございます。

例えば会社が技能実習を続けられなくなった場

【山口(初)委員】 いずれにしても、県内の農業

合、現在、コロナが起こっておりますので、こ

者も外国人労働者の皆さんを頼りにしている部

の暫定措置の期間を半年とか1年間もつとなっ

分があるので、オリンピックもあるんですけれ

ております。この間に、特定技能で就労を目指

ども、これはもう極めて大事なことだと思いま

す方は、その資格を取っていただいて特定技能

す。それはコロナが落ち着くことを希望しなが

に移るということで。

らですね。時間がきましたので、これ以上話が

今、コロナの状況もございますので、このよ

できませんので終了したいと思います。よろし

うに一部に緩和しながら進めていくよう国が施

くお願いします。ありがとうございました。

策をとられていますので、その手続を相談しな

【久保田委員長】 ほかにございませんか。

がら進めていくことになろうかと思っておりま

【堤委員】 2項目の事前通告をしておりました

す。

ので、ご質問します。

【山口(初)委員】 ありがとうございました。

午前中の説明で、ながさき森林環境税のこと

コロナについても最後にお聞きしようと思っ

について、第3期の森林環境保全事業の進捗状

たんです。今、コロナの関係で外国人の方、技

況で、2項目の環境保全林緊急整備、6項目のな

能実習生含めて行き来がかなり難しい部分があ

がさ木・なごみの街づくりについて、今年度の

ると思うんです。それがどのような状況なのか。

見込み値を含めても達成率が低いということで

後でエヌの話とかが出ると思うんですが、一般

した。この達成率が低い2つの項目について、

的な話で結構です。コロナ禍が、技能実習生あ

説明をお願いします。

るいは特定技能の外国人の入国に関わって、今

【永田林政課長】午前中に補足説明いたしまし

どういう状況にあるのかというのを教えていた

たけれども、2項目、非常に達成率が低い事業

だけますか。

がございます。
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1つ目、環境保全林緊急整備事業につきまし

の利用拡大というのは非常に重要な事業である

ては、主に荒廃した里山林等の整備を行う事業

と認識しておりますので、現在、関係者や関係

でありまして、事業の実施に当たりましては事

団体のご意見を伺っているところでございまし

業区域を面的に取りまとめる必要がありますが、

て、令和4年度以降のながさき森林環境税の方

森林の所有規模が零細であること、不在地主や

向性について基本方針案を取りまとめ、そのあ

共有名義が多いことから、同意の取得や境界の

り方を検討していきますが、それと並行いたし

確定が困難ではないかということは当初から想

まして、事業の内容についても、皆様からいた

定していたところでございます。

だきましたご意見が反映できるような形で事業

このため、同意取得などの地域を取りまとめ

の組立を今後考えていきたいと考えております。

る活動に対する補助を行い、事業の要望のある

【堤委員】令和元年度ながさき森林環境税取組

地域から優先的に事業を推進するなどの対策を

の報告という冊子があります。この中でも、今

とってきたところでございますが、事業区域を

ご説明があったようなことで達成率が低くなっ

面的に取りまとめることが想定以上に困難で、

ていると触れられていたように思います。

平成29年から令和元年までに事業対象、事業を

入口に戻るんですけど、環境保全林緊急整備

やっていきたいとご要望が約2,000ヘクタール

で、間伐等整備という一覧表があって、市町別

あったんですが、3か年で実施できたのが140ヘ

があって、事業区分として環境保全林整備、里

クタール、6％程度しかできなかったというこ

山林整備、生活環境保全林整備と区分がされて

とで、面的に取りまとめることが非常に難しか

いるようですが、この違いを説明していただけ

ったことが主な要因となっております。

ないでしょうか。

それともう1点、ながさ木・なごみの街づく

【永田林政課長】そこに記載しています環境保

り事業が達成率38％ということでございます。

全林整備というものは、森林経営計画という森

ＰＲ効果の高い、利用者の多い民間施設や民間

林組合、事業体等が立てる計画がございますが、

の教育施設、保育スペースなどの壁や床の木質

その区域内で間伐をする分については、もう一

化、椅子などの木製品の導入にかかる経費を支

つ前の未整備森林緊急整備という形でやってい

援する事業でございました。

まして、その区域外の人工林の間伐を行ってい

達成率の低い理由といたしましては、保育所、

る事業でございます。

保育園など教育施設については国の有利な補助

里山林の整備につきましては、いわゆる天然

事業が活用できるケースがあったこと、また、

林、民家近くの広葉樹などの里山の整備を行う

事業所等では工期とか材料の搬入の時期とか、

事業です。

県産材をどれだけ使いなさいとかという要件が

生活環境保全林整備につきましては、以前、

結構ありまして、施主、施行者としては、そう

森林公園として整備したところがございまして、

いった要件に縛られずに事業をしたいというこ

大村でいうと諏訪ノ森であるとか、裏見の滝と

とで、ご相談が10件あって1.5件ぐらいが事業ま

か、そういった整備をしているところについて

でいったと、ご相談はあるものの、なかなか実

のリニューアルをする事業を実施しているとこ

施までは至らなかったということでございます。

ろでございます。

今後につきましては、里山林の整備、県産材

【堤委員】 今のご説明で区分はわかりました。
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規模が小さくて零細で、地域を取りまとめる

とです。今後、また皆さんの意見を聞きながら

ことに補助をしているけれども、なかなか進ま

進めていかれるとは思うんですけれども、どう

ないと、本当にご苦労されていると思うんです

いった要件が一番ネックになっているんでしょ

が、これについては、もっと画期的なといいま

うか。

すか、他県とかで実施されている好事例とか、

【永田林政課長】 要件として県産材を8割程度

事業を進めるのに有効だというようなことはな

は使ってくださいと、それが決まった段階で、

いものか、お尋ねします。

床材とか壁材を発注します。

【永田林政課長】 人工林、人が植えたスギ・ヒ

壁材だったら、そんなに強度は要らないので

ノキ林においても、所有者不明であるとか境界

県内の製材工場でもできるんですけれども、床

不明ということで、かなり特定に手間取ってい

材であればそれ相当の強度が要るので県外の製

ます。こと里山林となったら、誰の山かわから

材工場に発注をすると、そうしたらどんどん、

ないというのがかなりあって。以前は集落など

どんどん時間がかかっていくので、そこまで時

で管理されていたりしてわかっていたんですけ

間をかけてしなくてもいいかなというお話を聞

ど、それもなかかなできていないという状況で、

いています。

他県においても同様な形で、なかなか難しいと
いう状況にございます。

あと、どうしても書類をつくるのが面倒と、
県産材を使わなくても木質化できるというお声

今後は、令和元年12月に閣議決定されたもの

もありますので、次期からは、県産材を使うこ

で、全ての固定資産台帳を内部利用できると。

とについて、木造の良さを提言できる建築士を

地方公共団体が森林所有者等に関する地方税関

養成しております。養成された建築士を通じて、

係情報を内部利用することが可能になりました

しっかりとＰＲをしていくこと。また、書類の

ので、そういったものを活用しながら、市町と

関係についても、そういう方がしっかりと作成

連携しながら、所有者の特定というか、固定資

することで一定は伸びていくのかなと思ってい

産台帳でいわゆる管理者、誰に話をすればいい

ますけれども、まだまだそれでも足らない部分

のかがわかってくると思いますので、そういっ

はあろうかと思いますので、実際に施行された

たものも活用しながら進めていくことで、少し

施工業者や施主にもしっかり話を聞いて、対応

でも進捗を伸ばしていきたいと考えております。

を考えていきたいと思っております。

【堤委員】 閣議決定された内容に従って、今後

【堤委員】時間がかかったり書類が面倒という

進めていきたいというご答弁でした。

ことですけれども、コストの面でも高くなるこ

里山が荒れ放題になっているのを整備する必

とがあるんでしょうか。

要があるし、午前中からずっと話題になってい

【永田林政課長】県産材と材料を指定すること

る有害鳥獣対策という面でも非常に重要と思い

で一部、やっぱりコストは高くなるとお聞きし

ますので、しっかり進めていただきたいと思い

ております。

ます。

【堤委員】 県民の皆さんに県産材、県でとれた

それと、ながさ木・なごみの街づくりで、事
業要件を見直したけれども、皆さんがこれに手

ものを利用していただくのは本当に大事なこと
だと思います。

を挙げていただくことが厳しいというようなこ
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間500円、法人からも集めています。森林に対

契約を結んでおりますが、この平成30年3月ま

する県民の理解を深めるとか、森林を守る意識

でで契約が終了して、所有者である長崎県農業

の醸成をこれによって図ってきたところは非常

振興公社が利用権の再設定をしていないにも関

に大きいと思うんです。そして、長崎県の森林

わらず、土地を返還していない2経営体につい

を次の世代にしっかり引き継いでいくためにも、

て、長崎県農業振興公社で農地の明渡しを求め

保全事業は大変大事な事業だと思います。

て行っているのが土地明渡し訴訟でございます。

そういう中、先ほど吉村委員からもお話があ

そしてもう1点、賦課金の関係につきまして

りましたけれども、
県立世知原少年自然の家は、

は、農業振興公社が土地改良区に納めている賦

本当に自然と触れ合う施設としてあるわけです

課金がございますが、本来は農地を耕作されて

が、県民の森林に対する理解を深めるとか、森

いる方が納めるものでございます。これについ

林を守り育てるという意識の醸成のためにも、

て、いわばその2者が不法に占有している状況

ぜひそういったところを活用した取組ができな

なものですから、公社が、その分について賦課

いかというふうに思っています。

金の支払いをいわば立て替える形になっており

今後、第4期の事業の計画を進めていかれる

ますので、その請求の訴訟を起こしているもの

に当たって、県民の森林に対する意識を高める

でございます。

ための有効な取組を検討する中に、そういった

【堤委員】 そこら辺はわかるんですが、この2

施設の活用なども考えていただけたらと思って

つの業者が次の契約をされなかった事情は、県

います。

の方ではどういうふうに掴んでいらっしゃるん

2点目、諫早湾干拓事業について。

ですか。

毎回、委員会ごとに、資料の中で諫早湾干拓

【安達諫早湾干拓課長】 2者の契約の更新をし

について触れられています。開門するのしない

なかった理由についてでございますが、最終的

のということは横に置いて、今、2つの事業者

に公社と2者との間では合意に至らず、契約を

が裁判になっています。営農者に対する土地改

終了したというものでございます。

良賦課金相当額の支払いを求めるための提訴に

合意に至らなかった点でございますが、1者

ついてという資料を前にいただいています。説

につきましては、再設定の手続におきまして、

明の中にもありました。

リース料の支払いに関する同意書というものが

この2つの事業者のことが私もあまりよくわ

ございますが、これの提出を拒み、同意書は、

からないので、どういう経過をたどってこんな

営農を希望する入植者の方が等しく提出してい

ことになっているのか、お尋ねをします。

ただいているものですけれども、これを提出し

【安達諫早湾干拓課長】 2件の訴訟に関しての

ていただけなかったものです。

お尋ねです。

もう1者につきましては、経営の審査の過程

諫早湾干拓農地は、所有者である長崎県農業

で提出されました経営計画につきまして、裏付

振興公社と営農者との間で農地のリース契約を

けとなる直近の決算書などの資料が出されない

結んでおりまして、その期間は5年となってお

ということで、十分な資料が提出されなかった

ります。5年ごとに公社と営農者で契約を結ぶ

ために、外部の委員で構成される審査委員会が、

ことになっておりまして、最近では平成30年に

経営計画の実現が見込めないという判断をした
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ものでございます。公社は同者に対しまして、

す。

理解を得るために繰り返し圃場や事務所を訪れ

【堤委員】 干拓地の排水対策のことで、適切な

て、丁寧に説明を行って資料等の提出を求めた

管理が行われても問題が生じているところには

ところでございますけれども、理解が得られな

工事が計画されているとありますけれども、不

かったということでございます。

適正な管理をされている営農者がどのくらいあ

それで、この2者につきましては、公社と営

るのか、お尋ねします。

農者との間で平成30年からの契約が行われな

【安達諫早湾干拓課長】諫早湾干拓の排水不良

かったということでございます。

の改善につきましては、営農者自身が管理を行

【堤委員】リース料の支払いについて同意書を

ってもなお排水性が悪い農地につきまして、排

提出されなかった、それから経営計画、決算資

水の整備を行っております。

料などを提出されなかったということですね。

暗渠洗浄を管理者が行っていない農地は、平

それと別に、カモの被害とか、調整池からの

成29年に調査をいたしましたところ、5圃場、

寒さの害ですか、そういったことも主張されて

10.3ヘクタールが洗浄未施工ということでござ

いたように思うんですが、その点はどうですか。

います。

【安達諫早湾干拓課長】 委員ご指摘のとおり、

【堤委員】 残りは、別の時にお聞きしたいと思

この2者につきましては、平成30年1月30日に、

います。以上です。

潮受け堤防の内側の調整池から飛来するカモに

【久保田委員長】 ここで、1時間たちましたの

よる食害が起きているということで、県、公社

で休憩をします。再開は2時50分といたします。

や国は対策を怠ったとして、損害賠償と開門請

暫時休憩します。

求の訴訟を起こしているところでございます。

― 午後 ２時４０分 休憩 ―

その訴訟の中で、加えて冷害、熱害とか排水

― 午後 ２時５０分 再開 ―

不良を理由にした損害賠償を求めています。
【久保田委員長】 堤委員、残り1分ちょっとで

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

す。

【安達諫早湾干拓課長】 先ほど、堤委員の質問

【堤委員】 ほかの農業者は、こういった被害は

の中で、暗渠管の洗浄管理が行われていない圃

言われていないんでしょうか。

場と面積について、5圃場、10.3ヘクタールとご

【安達諫早湾干拓課長】例えばカモ食害につき

答弁いたしましたけれども、誤りでありまして、

ましては、令和元年度、諫早市で1,950万円の被

平成28年度の聞取り調査の結果、28圃場、96.9

害が発生しておりますので、ほかのところでも

ヘクタールで暗渠洗浄等の管理が行われており

被害はあっています。ただ、冷害、熱害につい

ませんでした。

ても同様でございますが、自然の災害でござい

ただ、その後、平成30年度から随時、暗渠洗

ますので、基本的には営農者自らが被害対策を

浄等を行われているところでございます。

行うことが基本かということでございます。

【久保田委員長】ほかに質問はございませんか。

それに関しまして、関係する財政上の支援及
び対策にかかる指導や助言に、県や関係市町が

【山本(由)委員】 まず1つ目が、高収益作物次
期作支援交付金についてお伺いします。

一体となって取り組んでいるところでございま
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響で需要が減少し市場価格が低落するなどの影

した。

響を受けた野菜、花き、果樹、茶などの高収益

その結果、本県では、野菜や花きなどの農家

作物について、次期作に取り組む生産者を支援

2,368戸が対象となり、19億2,400万円の交付金

する高収益作物次期作交付金が創設をされまし

が交付されたというのが昨年の次期作支援交付

た。

金の活用状況でございます。

この交付金につきましては、当初、多くの農

【山本(由)委員】 今度は第4次というんですか

家の方が申請されましたけれども、想定を超え

ね。今年に入ってもコロナが収束をしないとい

る多くの申請があったということで、国が10月

うことで、1月には東京、大阪など大都市で緊

に交付金の運用の見直しを行われたと。この結

急事態宣言が発令されたため、高収益作物につ

果、多くの農家の方に交付金が交付されなくな

いて次期作に取り組む農業者を支援する次期作

ったり、減額されたりと混乱が生じたと。この

支援交付金が再度創設をされて、6月18日から

結果、本事業の開始から10月までの間に既に新

第4次公募が開始されたと伺っております。

たに施設の整備とか資材の購入等を行った人に

今回の交付金の内容と、去年の第3次との相

対して、それに限って取得費や、かかり増し経

違点、それから県内でどれくらいの件数と金額

費等の支援がなされる追加措置がとられたとい

が見込まれるかということにつきましてご説明

うふうに伺っております。

をお願いします。

そこで、昨年10月の見直しの内容と、混乱に

【清水農産園芸課長】ただいま行われておりま

よる本県農業者への影響、そして最終的な交付

す第4次公募は、国の令和2年度第3次補正予算

件数と金額の実績についてお伺いをします。

の残額を使って実施されているものであります。

【清水農産園芸課長】高収益作物次期作支援交

第4次公募の内容としましては、今回は対象

付金についてのお尋ねでございます。当初、こ

となる品目自体が絞り込まれたことが一つの相

の次期作支援交付金は、個々の農業者がコロナ

違点です。つまり、今年1月の緊急事態宣言の

によって減収したかどうかを問わず、減収した

再発令に伴って、今年1月から3月までに、需要

品目の野菜なり果実なりの次期作に取り組んだ

の低迷によって市場取扱額が平年比で2割以上

農業者に対し、10アール5万円などの定額で支

減少した品目を対象にするということになりま

援をする仕組みで始まりました。

した。これによりまして、全国一律で対象にな

ただ、昨年10月の運用見直しによりまして、

るのが切り花、メロン、つまもの類、香酸柑橘

品目としてだけでなく、申請する個々の農業者

の4つでございまして、そのほか都道府県域で

の方がコロナにより減収を受けていることが要

別途、データがそろっていれば対象になる品目

件に加わりまして、減収したかどうかの証拠書

があり得るということで、対象品目が絞り込ま

類も必要になっております。

れたというのが相違点の1点目です。

またその後、救済措置としまして、個々の農

また、支援の水準につきましても、昨年の10

家がコロナにより減収したかを問わず、10月の

月の見直しでは、コロナによる減収の範囲内と

運用見直しまでに次期作交付金を見込んで機械

いうことで減収の10割が上限となっておりま

なり肥料なりに投資した部分については、その

したが、今回はコロナによる減収額の8割を上

投資額を対象に支援をするということになりま

限として支援することとなりました。これは国
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の収入保険の補填水準を超えないようにという

まして都道府県ごとに追加をしている品目は、

ことで、このような水準で上限が設定されてい

都道府県がデータをそろえて農林水産省に相談

るという違いがございます。

をし、財務省の了解を得て追加した品目という

本県におきましては、今回の4次公募で切り

ことになりますが、これは実は、全国的にどの

花の生産者が対象になると考えております。今、

県でどの品目が追加になったというのは公表さ

公募中ですので、まだ申請者、申請金額は固ま

れておりません。

っておりませんが、切り花の生産者は本県で約

各県のホームページ等でわかる範囲で調べま

300名おられますので、最大で300名の活用を見

したところ、九州では宮崎県でプチベール、沖

込んでいるところでございます。

縄県でセルリー、水前寺菜、クレソン、埼玉県

【山本(由)委員】 第4次の公募の中で、全国で

でうど、かいわれ大根等々、静岡県でえびいも、

支援対象品目となる高収益作物とは別に、都道

岡山県で黄にらといったものが対象になってお

府県単位で支援対象品目となる高収益作物とい

ります。これらの品目については、豊作という

う区分があります。

ことではなくて、特定の販売先との間での売上

全体がわからなかったので断片的になります
けれども、例えば佐賀県ではトマト、熊本県で

が減少したというデータがそろったものと考え
られます。

ホウレンソウとかセロリと、他の都道府県で支
援対象品目となっているんです。

あくまで要件として豊作により市場価格が下
落した品目は除くということになっております。

例えば長崎県で考えたときに、今回の第4次

通常の市場出荷をしている野菜につきましては、

募集では、前回までは対象品目になっていた野

豊作で出荷量が多くなると価格が下がるという

菜が入っていないと。これについては、今回の

関係にあります。例えば本県においては、レタ

要綱の中に「豊作等の影響によらず」という文

スがこの冬、価格が下がりました。それはやは

言が新たに入ったからではないかと言われてい

り出荷量が多くなって、多くなった時期に価格

るんです。

が下がる、逆に出荷量が少なくなった時期に価

本県は、農業産出額の部門別で見た時に野菜

格が上がるという関係にあります。そういうこ

が最も多い。特に島原半島では基幹農業という

とで、本県では野菜は対象に加える申請をして

ことで、昨今の価格下落で大きな打撃を受けて

おりません。

いると聞いております。また、この多くが農協

なお、野菜につきましては野菜価格安定制度

等を通じて大阪方面に特に出荷をされています

という事業がありまして、市場価格が下落した

ので、豊作の影響はもちろんあるんでしょうけ

場合に国と県と生産者が積み立てた基金の中か

れども、コロナの影響も受けているのではない

ら補給金が支払われます。実際にこの冬、レタ

かと思うんです。

スあるいはだいこん等についてはこの補給金が

地域特有の影響として野菜を対象にできなか

支払われて、市場価格の下落に対するセーフテ

ったのか、そのあたりで野菜を対象品目に追加

ィネットとして機能しているところでございま

している都道府県はないのか、そこをお伺いし

す。

ます。

【山本(由)委員】 データをそろえてということ

【清水農産園芸課長】 今回の第4次募集におき

ですけれども、一般的に確かに豊作だと聞いて
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いるんですけれども、大阪という地区を考えた

な印象を持っています。

時に、やっぱりコロナのまさに震源地というか、

確かに保険であったり、共済であったり、そ

そういったところでもあるわけで、数字的に、

の他の制度で救済できる部分はあるかと思うん

この部分が豊作で、この部分がコロナと分ける

ですけれども、こういった状況を、収束に向か

ことは難しいかもしれないけれども、多分にそ

っているとはいえ、まだわからない部分もあり

の影響を受けているんだろうと思うんです。全

ますので、そこのところをできるだけ細かく拾

部ではないけれども、その影響を受けているん

ってあげていただきたいというふうに思います

だということで申請はできなかったのかなとい

ので、ここではそれだけ要望をしておきます。

うふうな疑問があるんですけれども、もう一度

次に、2項目でながさき農林業・農山村構造

いいですか。

改善加速化事業についてということで。

【清水農産園芸課長】 今回、本県におきまして

これは昨年度までは新構造改善加速化支援事

も、この第4次公募に当たりまして、品目の追

業という形で行われていたものと理解をしてい

加をするかどうかと議論いたしました。その過

ます。旧制度といいますか、これが平成28年度

程で生産者団体、全農とか花き農協にご相談を

から5年間、県単独事業で行われているんです

し、野菜等で、豊作の影響ではなくコロナの影

が、この5年間の予算額と実績額、成果につい

響で価格が下がっている品目はないかと確認い

てご説明をお願いします。

たしました。野菜以外でも、花であれば切り花

【小畑農政課長】 平成28年度より実施いたし

以外で鉢物、鉢花なども価格が下がっていない

ております新農業構造改善加速化支援事業の5

かと確認をいたしましたところ、いただいたデ

年間の実績等でございますが、この5年間で、

ータの中では2割以上の減収、市場取扱高の減

補助金額が約10億円で、144件の事業が採択さ

少が認められなかったことから、追加で申請を

れております。その内訳といたしましては、野

しなかったということでございます。

菜、花卉、果樹の園芸用ハウスが113件で約8割

【山本(由)委員】 ちょっとずれますけれども、

を占めている状況でございます。最終的には、

2月補正で県が行った事業継続支援給付金、島

163件の要望に対しまして144件、採択率でいき

原市あたりもまだ今、受付をしているんですけ

ますと約9割の事業が採択できました。

れども、1月または2月の売上が20％以上減少し

事業の要望が多くあり、採択にならなかった

た事業者を集計した中で、農業者が6分の1ぐら

事業もございましたけれども、新規就農者とか

い。全体760件ぐらいあるんですが、うち127

認定農業者の方が、生産施設や農業機械等の生

件が農業者ということで、これも豊作の影響と

産基盤の整備推進に当たって、十分活用してい

言うてしまえばそれまでなんですけれども、小

ただいたものと理解いたしております。

売業に次いで業種的に2番目に売上が減少した

【山本(由)委員】 次に聞こうと思っていたんで

と多かったんです。私は、一般的に農業は、花

すけど、5年間で163件の申請があったと言われ

とかを除けばあまり影響は受けていないと思っ

たですね。採択が144件ということで、約20件

ていたんだけれども、やっぱりそれなりの影響

が採択をされていないわけです。この不採択、

が、単に豊作で片づけるだけじゃなくて、どう

採択されなかった農業者について、その後どう

もコロナの影響もあるんじゃないかというふう

いうフォローをされたかということをお伺いし
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ます。

と。

【小畑農政課長】事業の要望が多かったため採

要望がありましたのは、例えばスイカの場合

択にならなかった事業につきましては、国庫事

に、旧事業で基礎事業費が反当たり627万円と

業への誘導とか、市町単独事業での実施、もし

なっていて、これはＡＰハウスという定番のパ

くは事業内容について見直し等を図っていただ

イプハウスの規格を想定したものだと聞いてい

きまして翌年度の事業で実施をするなど、そう

ます。ところが、地元の施設栽培で多く見られ

いった対応でできるだけ補助事業の対象として

る春白菜、スイカその他の品目の作型の場合、

推進をしてまいっております。

ＡＰハウスだと台風などに弱くて2作目に対応

【山本(由)委員】 令和3年度から新しい事業に

できないと、多くの農家が強度の高いＨＫタイ

変わっているわけですけれども、従来の事業と

プとかＳＲＨタイプといわれる規格を導入して

との違い、それから現時点での令和3年度の取

いると聞いています。この規格だと総事業費が

組状況についてお伺いします。

反当たり1,400万円、1,450万円と必要になって

【小畑農政課長】 令和3年度の事業につきまし

くると。一方で基礎事業費が627万円で、基礎

ては、先ほどの改善加速化支援事業の後継事業

事業費に対する補助率5分の2では、実際には5

となります、ながさき農林業・農山村構造改善

分の1以下になってしまう、8割以上が自己負担

加速化事業という形で実施をしております。こ

になってしまうというふうに聞いております。

れまでの事業の中で一定、所得向上、産地づく

市からも、この品目別の基礎事業費の金額を、

り、規模拡大等には寄与してまいりましたが、

各地域の農業の実情に即したハウス規格に見直

担い手の減少等に伴い、産地や集落の維持が困

して、基礎事業費の上乗せをお願いできないか

難となっているような状況が進んでおりますの

というふうな要望が出されています。この点に

で、さらなる担い手の確保のために、新規就農

ついての県のご見解をお聞かせください。

者や事業者などの多様な担い手に対する支援が

【小畑農政課長】基礎事業費についてのお尋ね

必要という課題を持っておりましたので、それ

ですけれども、園芸用ハウスの導入に当たりま

に対応いたしまして、令和3年度の事業におき

しては、現在、附帯施設の高機能化等もあり、

ましては、新たに集落への移住者の確保や、集

総事業費の増加傾向が見られます。

落自らが地域資源を活用し生産活動に取り組む

そのため、生産者にとって過剰な投資を抑制

活動を支援するメニューを創設いたしておりま

する意味合いとか、一方では、限られた県の県

す。

単事業でございますので、財源を広く農業者に

併せまして、離島部でのハウス導入の要件緩

活用してもらうという意味合いもございまして、

和についても一定見直しをしておりまして、そ

それぞれの品目の栽培に最低限必要なハウスの

ういった形で担い手の確保を推進していこうと

規格、暖房機、換気施設、保温資材等の10アー

いうことで進めております。

ル当たりの費用を積算したものを基礎事業費と

【山本(由)委員】 従来の新構造改善加速化支援

して設定し、令和元年度から適用しております。

事業では品目別に基礎事業費というのが設定さ

先ほど委員からお尋ねがございましたように、

れていて、実際の事業費ではなくて、基礎事業

例えば白菜については、通常は露地やトンネル

費に対して5分の2などの補助が行われている

の栽培が中心でございますが、実際に島原地区
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においては白菜とスイカ、キュウリなど複数品

していますから、一律に下げていくということ

目を栽培する事業もございますので、単純に白

ではなくて、予算の縛りがあるから、なかなか

菜での基礎単価でいきますと補助上限額に引っ

難しいと、上乗せとかができないということだ

かかって、実際の設定に対しての補助は十分で

と思います。個別に対応できるというふうに私

はないと伺っていますけれども、やはり先ほど

は理解しましたので、そこはぜひお願いしたい

の基本的なスタンスでいきますと、過剰な投資

と思います。全体的な予算に関しても、県単事

にならないようにということも一つあろうかと

業の中で成果が出ているものという理解の中で、

思います。

できるだけ削減幅を抑える取組もぜひお願いし

そういった複数の品目を単年度に連続して行

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

う場合については、その中での主要な作物の基

す。以上です。

礎事業費を採用いたしまして、それを補助事業

【外間委員】 その他は削除をいたします。

の対象とするというようなことも考えられます

収益性向上に向けた6次産業化の取組につい

ので、それについては個々の事情を踏まえまし

て、現状と課題、その取組についてのお尋ねを

て柔軟に対応してまいりたいというふうに考え

いたしますが、私の体験に基づいて少しお話を

ております。そこは品目などの地域の実情とか、

させていただきたいと思います。

ハウス資材の時勢、もしくはその事業の実績等

実は1990年に、生産法人の認可をいただいて、

を見ながら、装備や単価が実際に見合うような

サラリーマン4人で農業を始めまして、じゃが

検証を行ったうえで、状況に応じて、いろいろ

いも5トン、だいこんを3,000本、烏骨鶏、米、

な基礎事業費の見直し等も行っていこうと思っ

そういったことを年ごとにやっていったんです

ておりますので、そこはご相談いただければと

が、作物をつくることの難しさ、まして素人、

いうふうに考えています。

民間でそういうことをやった経験から、農作物

【山本(由)委員】 先ほど、国庫の利用という話

は簡単にもうからないという体験をいたしまし

があったんですけど、基本的には国庫の要件に

た。

なかなか合わせきれない、厳しいというか、そ

議員になって、6次産業化というものについ

ういうことがあるからこの事業が非常に人気が

て、生産から加工、流通まで、行政の一定の支

あるんだろうと理解をしています。

援を受けながらやっていけば、相当な農作物の

先ほど、
予算の話が出ましたけれども、
これ、
じわじわと減っていますよね。5年前に2億円を

生産向上、所得向上につながっていく大きな期
待を感じることができました。

超えていたようなものが1億9,000万円、1億

それは、皆さんと一緒に、京都の伏見区の九

8,000万円、1億6,000万円というような形で、

条ねぎの生産畑、その加工場、ねぎのカット工

もちろん県単独事業の見直しということはある

場、そして流通、販売のスーパー、デパート、

んだろうと思うんですけれども、この事業が、

そういったところまでの、生産から販売に至る

いわゆる農業所得の向上はもちろんですけれど

までの一貫した企業努力によって、当初売上目

も、地域の活性化であったり人口減少対策であ

標1億円が7年後には10億円と、今では目標200

ったり、そういったものに実際に効果を上げて

億円ということで、鹿児島県、長野県、こうい

いると、施策として非常に効果が高いと理解を

った業者と連携をして、価格の決定権を持つよ
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うになったというふうな一番の喜びの部分まで、

設ともに有機ＪＡＳの認証を受けて、付加価値

6次産業化にもてる期待と可能性は非常に大き

をつけた生産体制を作り上げてきているという

いものであるというふうに感じたところであり

ことで、最終的に売上がどのくらいまで上がっ

ました。

たのかという部分を私どもは把握していません

問題は、こういったリスクを抱えること。私

けれども、青果用で約200トンのかんしょの出

も経験したことですけれども、人件費は当然な

荷、加工用で160トン、合計360トンを生産され

がら払わなければいけないし、赤字を抱える。

まして、全国の小売店や生協、大手コンビニ等

しかしながら、毎年同じような製品、作物を提

に販売していくことで、現在の従業員の方がパ

供しなければいけないというこの大きなリスク、

ート等を含めて約36名が雇用されていると、こ

自然相手の中で大変難しいところでもあります。

ういった地域の活性化にも寄与している優良事

そういったことを考えた時に、質問は、実際

例がございます。

に本県でそのような優良の事例はあるのか。た

【外間委員】大成功事例というふうに受け止め

だいまの九条ねぎのような、生産から販売まで

させていただきました。雇用の創出にもつなが

やって、実際に売上を上げて収益を上げている

っている、パートも含めて36名の職員と、一つ

というふうな事例がありましたら、お聞かせい

のかんしょを通して6次産業化の成功事例では

ただきたいと存じます。

ないかと、大変ありがたく課長の答弁をお聞か

【長門農産加工流通課長】外間委員からお話が

せいただきましたが、そこに至る県としての関

ありました6次産業化の取組でございますが、

与は、どのような形で下支えといいますか、そ

農産物の市場出荷のみでは得られない、加工な

ういった方々に対してのお手伝いができたもの

どの付加価値をつけることで、農家の所得向上

か、その辺の具体的なことについてお話をお聞

が見込まれます。そのほかにも、例えば加工を

かせいただきたいと存じます。

することによって業務を拡大する、雇用が増え

【長門農産加工流通課長】 まず、かんしょの栽

ていくだけでなくて、農閑期に加工業務をする

培面積を拡大していかなければいけないと、自

ことで労働の均一化を図っていくメリットもご

作地自体は小さかったので、自作地以外の圃場

ざいます。こういった部分で所得向上や雇用の

を約20ヘクタール借りていく中で農地中間管

創出、地域の活性化につながるということで、

理機構を活用し、振興局を中心に市や農業委員

県としても推進しているところでございます。

会の方々と連携しながらマッチングを支援する

先ほど、優良事例があるかというお話でござ

ことで、40ヘクタールのうちの約20ヘクタール

いましたが、流通までにつなげているような優

を借り受けることができたという状況です。

良事例としては、五島の農業生産法人がござい

また、私どもが国の補助金を使いまして6次

まして、この生産法人は、40ヘクタールの農地

化サポートセンターを設置しており、そこから

を利用いたしまして、かんしょの生産をしてい

民間の専門のプランナーの方々を派遣して商品

らっしゃいます。加えてかんしょの加工施設を

の企画や加工技術のアドバイスをするとともに、

造りまして、そこで加工の製造、販売を行って

商談会への出展にも支援をさせていただいたと

いるところでございます。

ころです。

さらに、輸出まで見据えて、生産圃場とか施
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性化交付金を活用しまして平成30年度に整備

して、その現状と課題についてお尋ねをいたし

をしましたけど、その際の整備計画の作成支援

ます。

を行いました。輸出につきましても体制構築を

知っている限り、海外への農作物の輸出は大

図るために、令和2年度からの3年間、国のグロ

変貧弱、非常に少ないものでありまして、何と

ーバル産地づくり推進事業を活用するための計

しても本県のおいしい、武器になる、付加価値

画作成支援を行ったり、輸出協議会によるバイ

の高い農作物を、東アジアや東南アジア等に積

ヤーとのマッチング等の支援をさせていただい

極的に輸出ができる、そのようなことをいつも

ているところでございます。

思っておりますけれども、本県の農作物の輸出

【外間委員】聞きなれない言葉が幾つか出てき

に関する現状、課題、その取組状況についてお

ました。

尋ねをいたします。

農地中間管理機構で20ヘクタールの土地の

【長門農産加工流通課長】本県の農産物の輸出

仲介をしたと。それは、どこかの空いている土

に関する現状と課題ということでございますが、

地を、かんしょを栽培する企業に仲介すると。

まず、本県内で輸出に取り組む農業者や事業者

その中間管理機構というのは、国の機関か、

の方々はまだまだ少ない状況でございます。こ

県が単独で持っておられるんでしょうか。

ういった方々が実際に輸出をやってみようとか

【溝口農業経営課長】農地中間管理機構につき

取組の拡大を図るために、現在、農業団体、農

ましては、現在、各都道府県に1か所設置とな

業法人、流通関係者、市町とで構成した長崎県

っておりまして、本県は県農業振興公社を指定

農産物輸出協議会を設置いたしまして、ここを

しております。その中で公社から市町に委託し

中心に輸出に関する情報の提供やテスト輸出、

て事業を進めているところでございまして、そ

商談会参加への支援、そういったものに取り組

こで斡旋、いわゆる受け手と出し手の間を取り

んでいるところでございます。

持ちまして、農地を担い手に集約して、集積し

主な輸出品目につきましては、いちごやみか

て、うまく活用をしていこうと7年ぐらい前か

ん、びわ、牛肉等で、主な輸出国としましては

ら活動しているところでございます。

香港やシンガポール、台湾等の東南アジア方面

【外間委員】 農地中間管理機構の活用で、相手

ですけれども、輸出量の7割が香港という現状

業者のマッチングに寄与できたと。6次化サポ

でございます。

ートセンターからプランナーを派遣して、商品

令和2年度につきましては、新型コロナウイ

の開発等を支援したと、県としての関与という

ルスの感染拡大の影響で輸出拡大の取組が制限

ことで一定理解をさせていただきました。その

された状況でございますが、例えば国内で開催

ような成功事例を、ぜひとも今後、長崎で、ど

された貿易商談会のオンラインでの参加に対す

うしてもリスクが大きいということで、なかな

る支援とか、本県と取引がある輸出業者の方々

か前に進めていけない方々の背中を押すような

と一緒になって連携して、相手先国で長崎フェ

6次産業化は、大きな収益事業につながるもの

アをしてもらうとか、そういった取組をするこ

と期待ができますので、ぜひとも、この6次産

とによって、輸出額につきましては前年並みの

業化を大いに進めていただきたいと思います。

4億3,000万円を維持したところでございます。

それから、海外事務所の農作物の取扱いに関
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きオンラインでの商談会の参加促進や、産地や

そういったところをうまく使って、本県のびわ、

輸出業者のマッチングに取り組んでまいります

いちご、こういったものを販売することはでき

とともに、新型コロナウイルス感染症拡大の収

ないものかなと。海外の人は、梨もりんごもみ

束が見えた折には、海外バイヤーを産地の方に

かんも、これは長崎のもの、これは佐賀のもの、

招聘したり、そういった取組を進めることによ

これは福岡のものという感覚ではなくて、日本

って輸出拡大を図ってまいりたいというふうに

のものとして受けてくれるわけでありますから、

考えております。

九州というくくりで海外事務所をうまく利用し

【外間委員】 ありがとうございました。一定理

ながら販売展開ができれば、もうちょっとうま

解ができました。

くいくものか。

議員になって海外のデパートやスーパーを視

当時の議長にもご相談をして、九州議長会議

察した際に、本県の作物があるのかどうかの確

や九州知事会議でも、そういった販売戦略を展

認をついついいたします。やっぱり自分の県の

開していくことはできないものかと問題提起を

ものが販売してあると大変うれしくて、その金

したこともございましたけれども、なかなか地

額も確認し、こういう作物がたくさん海外に、

域間競争も厳しくて、福岡の「あまおう」にも

特に東アジア、東南アジア等のデパートを盛り

負けられないわけでありますから、そうそう本

上げていけばいいんですが、行くところ、行く

県の手の内を相手先に見せるというわけにもい

ところ、熊本とか福岡とか他県のものばかりで、

かないというもどかしさもあるかと思います。

なぜ本県のものがあまりないのかなと。これは

難しいとは思いますけれども、九州は一つと

やっぱり、今、課長がお話しになったようなと

いうくくりで、協働して輸出の取組を進めては

ころで、こういった輸出をやるバイヤーも含め

いかがかと思うのですが、いかがでございまし

て、現状と課題ということでご答弁をいただい

ょうか。

た内容が、どうもうまくいっていないのかなと

【長門農産加工流通課長】九州は一つというふ

も感じながら。

うな取組に関して、ご説明させていただきます。

議員同士で九州未来創造会議という会をつく

九州、山口一体となって、海外での農林水産

って、福岡を中心に10年近く、「九州はひとつ」

物や食品の認知度向上、輸出拡大を図ることを

というくくりで、様々なこういった販売をうま

目的に、福岡県が事務局になりまして、九州地

く展開して、観光とか、農作物となった時に、

域戦略会議輸出分科会が平成29年度から設立

海外事務所をうまく利用できないものなのかな

されました。各県が連携して海外でのＰＲ、販

というふうに思っておりまして。

促活動に取り組んでいるところでございます。

調べたところ、九州で海外に事務所や派遣事

実は令和2年度に、1月から2月の28日間、香

務委託、こういったものを抱えている。本県は

港の無印良品、ＭＵＪＩ（むじ）で九州フェア

上海とソウルに事務所がございますが、例えば

という形で開催をさせていただきまして、本県

福岡県はサンフランシスコ、フランクフルトに

でもいちごとミニトマトを出品して販売促進Ｐ

も派遣事務所を持っておられて、実は九州全部

Ｒ活動をさせていただきました。

で、そういう派遣、委任事務所、独自の出先の

九州各県様々、気候も似ていますので、いろ

事務所を合わせますと何と43か所ございます。

んな同じような品目が出てまいりますけれども、
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九州が一体となって、こういう九州の産物があ

理解しているんですけど、686億円ですか、こ

るんだという形で、フェアでＰＲをさせていた

ういった数値をどうやってつくっていくのかと

だいておりまして、本年度も10月以降に香港や

なった時に、やはり女性の関わり方というのを

シンガポール、こういったところでフェアをす

根本的に変えていくしかないんじゃないかと。

ることを計画しているところでございます。

女性の市場、女性の求めるものが、これからの

委員おっしゃいます海外事務所や委託事務所

世界の経済の市場の中に大きく広がっていく時

の活用ということにつきましては、やはりそれ

に、需給のミスマッチにならないように、女性

ぞれの県の事情もございまして、そこを活用す

の活躍する場をもっともっと、別の角度でつく

るのはちょっと難しいかと思いますけれども、

っていくべきであるというふうな認識で質問通

今後とも九州・山口各県と、こういった取組を

告をさせていただきました。

通じて九州は一つ、オール九州という形で取組

現状は、経理部門とか女性の役割はここだと

を進めることで、効果的な輸出促進を図ってま

いうふうなお話でもありましたし、あるいは数

いりたいというふうに考えております。

値を具体的に、理屈抜きに農林部も7％という

【外間委員】 ありがとうございました。今、最

ふうに、他県よりもさらに2％以上大きい数値

後に課長がおっしゃった、難しいということで

目標を掲げて、女性の働き方に関する具体的な

ありますけれども、これはトップ同士が腹をく

数値を掲げてのお話もお聞かせいただきました

くって決めてやっていけば、もしかしたら前に

ので、これからの農林部における女性の活躍と

進んでいく、その切り口として、課長からお話

いう分野の内容については、また私もしっかり

をいただいた香港で行われた九州フェアとか、

と勉強をして、どうしたらこの分野において女

これは大変いいことであり、こういったイベン

性が輝いていけるものなのか、そんなことを感

トをこれからも重ねていただいて、日本のおい

じながら、この間お聞かせいただきましたので、

しくて新鮮で甘くてすばらしい農作物がアジア

数値については一定理解をいたしましたので、

の人たちに安定供給できれば、さらに現状と課

この内容の質疑、答弁はなしということで、以

題を解決できる大きなきっかけになっていくの

上で私の質問は終わらせていただきます。

ではないかと大いに期待をして、当然議員とし

【久保田委員長】 ほかにございませんか。

ても働きかけに努力をさせていただきたいと思

【溝口委員】 株式会社エヌについてです。

いますので、今後ともよろしくお願いをいたし
ます。

当初、令和元年に設立する時には、長崎県だ
けに外国人就農者を募って派遣するということ

もう一つありました、女性の活躍推進と働き

で設立したと思うんです。その時に大体400名

方改革についてでありますが、実はこれは産業

ぐらいは需要があるんじゃないかということで

労働部、水産部からも聞き取りを行いまして、

したが、現在、大体どのくらいの必要性が出て

それぞれの各部門別に知事が一定、所得向上に

きているのか、お尋ねしたいと思います。

ついても数値目標を立てて、製造業、サービス

【溝口農業経営課長】 エヌでございますが、現

業、観光業、農業、水産業、それぞれ令和7年

在、特定技能外国人を国内に47人入れて取り組

度までの目標を掲げ、農業部門も93億円の増額

んでいるところでございます。その後も受け入

を令和7年度までにやられるというふうに私は

れに向けた手続を進めておりますけれども、新
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型コロナウイルスの影響によりまして、現在は

していると聞きますので、合わせた事務所の設

進んでいないところでございます。

置になると理解しております。

主要な受入国としましてはカンボジア国等と

【溝口委員】 先ほど、入国手続準備中が120名

なております。相手国で面接から雇用契約、在

と言ったんですけど、それは大体どこですか。

留資格の申請というような一連の手続をした、

カンボジアか、インドネシアか。

いわゆる入国の準備は120名を超える方々をし

【溝口農業経営課長】カンボジアとインドネシ

ている状況でございます。

ア、半々ぐらいでございます。

一方、受け手の方も、現在、地元の農業者の

【溝口委員】 昨日の水産部で、インドネシアの

方から120名を超える発注をいただいています。

人たちを14人ぐらい派遣しているという話を

現状は農家の方も少し様子見もあるんですけれ

聞いたんですけど、それはエヌの方から派遣を

ども、この後、コロナが収束しますと、人材等

しているんですか。

の確保につきましては進んでいくものと考えて

【溝口農業経営課長】 先ほど申しました120人

いるところでございます。

のうちには、水産関係も10名を超える方々を予

【溝口委員】 最初、とっかかりの時に400名ぐ

定しているとお聞きしております。

らいは必要になるんじゃないかと聞いたような

【溝口委員】 エヌの経営状態がですよ。外国人

気がするんですけれども、コロナ禍で今のとこ

を派遣する業務ですから、エヌ自体の経営がど

ろ、まだまだ要望が出てこないという形なんで

のようになっているのか、お尋ねしたいと思い

すかね。

ます。

カンボジアからの47名の派遣をしていると

【溝口農業経営課長】 現在47名の派遣をして

いうことですけど、47名の方々は今、どこに派

おりまして、今後120名の方々が入ってきます

遣をしているのかお尋ねします。

と、ランニング的には、回していくことが可能

【溝口農業経営課長】 現在、一部リレー派遣と

であり経営は安定していくのではないかと思い

いうことで長野にも6名出しております。それ

ますけれども、当然設立当初からのかかった経

以外の方々につきましては、島原のＪＡや法人

費もございますので、今後、それらを見ながら

が主体のところが7割近くになっておりまして、

進めていくことになるということでございます。

それ以外に、例えば諫早とか五島地域のＪＡや

【溝口委員】利益の分岐点というのがあると思

法人に派遣を行っています。

うんです。大体何名ぐらいを派遣したら、利益

【溝口委員】 前回、2月補正で5,000万円の増

が少し出る形になるんですか。

資をしたんですけれども、その時に事務所を設

【溝口農業経営課長】コロナの状況によります

置ということでした。今派遣しているのは長野

けれども、先ほど言いましたように170〜180

県だけと理解していいわけですか。

名前後派遣しますと、経営が安定する段階にな

【溝口農業経営課長】外国人を派遣するに当た

っていくんじゃないかなというふうに思ってい

りましては、近くに事務所等の設置が必要でご

るところでございます。

ざいます。いざ派遣が始まってから手続を行う

【溝口委員】 令和元年からで、今度の12月で2

ということで、長野につきましては設置を終わ

年になると思うんです。赤字になって負債がた

りまして、北海道につきましては今月に予定を

まってくると、なかなかそれを取り戻せなくな

- 140 -

令和３年６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）（７月５日）

るんじゃないかと思うんですけれども、その辺

【溝口委員】 わかりました。それが長く続くと

について、県としてはどういうふうな形で携わ

赤字がたまってきて、追加増資とかなんとかを

っていこうとしているのか、お尋ねしたいと思

お願いせざるを得ないような形になってくるん

います。

じゃないかと思うんです。

【溝口農業経営課長】 県では、例えば前回一部

その辺について、部長はどのように考えてい

入ってきた時に、コロナのために2週間待機し

ますか。

なければいけない状況がございまして、いろい

【綾香農林部長】先ほど農業経営課長からも申

ろ経費がかかるところがございます。そのよう

しましたが、損益分岐点130名に対して、今は

なところを含めまして、私どもとしては支援を

まだ47人しか働いておりません。これとは別に

するところは支援してまいりたい。

120名が国外で待機しています。その方が入っ

当然エヌとしましても、経営の問題がござい

てくれば170名近くになりますので、損益分岐

ますので、経費節減に向けた取組等は行うとお

点はクリアをします。同等の受注をもう既に県

聞きしておりますので、そういうのを含めまし

内の農家からいただいていますので、外国人が

て、エヌの要望に対しまして支援してまいりた

来れば、そこに派遣をするマッチングまで今は

いというふうに考えております。

できているところでございます。

【渋谷農林部次長】 先ほど、損益分岐点のお話

ただ、その外国人がいつ入ってこられるかと

がありました。今、エヌの方からご報告を受け

いうところが、残念ながら見通しが立っており

ているのは、130名を超えると収益が出てくる

ませんので、エヌとしましては、金融機関から

と聞いておりますので、今後入国が再開されま

低利の運転資金を借入れる手はずを整えており

して、今の受注件数が派遣できるようになると

まして、そちらを一旦運転資金として、ショー

黒字に変わっていくと認識しております。

トしそうな場合にはお借りした上で回しながら、

【溝口委員】 今、120名の外国人を準備してい

そして入国ができてから稼いでお返しをしてい

るということです。早く日本に迎えて派遣して

くということで、その辺の資金繰りの手当ても

いかないと、だんだん、だんだん赤字がたまる

しっかりめどを立てておりますので、私どもも

ことになるんです。その辺について、めどとし

心配はしておらず、早く入国できることを願っ

ては大体いつごろまでに、準備している120名

ている状況でございます。

の方々を日本に呼ぼうとしているのかお尋ねし

【溝口委員】 わかりました。ただ、120名が来

ます。

て、すぐにマッチングができればいいんですけ

【溝口農業経営課長】 現在、正直言いましてコ

れども、その辺についてはもう完全に準備はで

ロナの関係で入国できていない状況でございま

きているんですか。

す。これにつきましては、今後の見通しがなか

【溝口農業経営課長】 現在、120名に対しては

なかわからないところではございます。

受注を受けておりまして、そのあてというのは

ただ、今後、ワクチン等を含めましてコロナ
の収束を見据えて、それが開き次第にすぐにで

当然しております。その中で、入ってくるとい
うこと。

も入れるような形で取り組んでまいりたいと思
っております。

ただ、当然ガイダンスとか、そういうことも
ございますので、手続については一定のことを
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行いながら、速やかな入国、そして就労に向け

が行われていない状況でございます。

た取組をしていきたいと考えております。

【溝口委員】 2業者が使用していた耕作地は何

【溝口委員】 もう一つ、国との関係があるのか

ヘクタールですか。

わかりませんけど、当初はベトナムの方を受け

【安達諫早湾干拓課長】 休憩をお願いします。

入れていこうという動きがあったんですけど、

【久保田委員長】 暫時休憩します。

ベトナムのことについてはどのようになってい

― 午後 ３時４９分 休憩 ―

るんですか。

― 午後 ３時４９分 再開 ―

【溝口農業経営課長】 現在、私ども、ベトナム
の農大とはずっとやり取りをさせていただいて

【久保田委員長】 委員会を再開します。

おります。ただ、相手国、ベトナム国の方から

【安達諫早湾干拓課長】 2者の面積は41.5ヘク

なかなか、特定技能につきましてはカンボジア

タールでございます。

国ほど熱心ではないという状況でして、ベトナ

【溝口委員】今問題になっている賦課金の滞納

ム農大そのものの、いわゆる特定技能の送り出

額とか、リース料の滞納とか、1者ごとには問

しということに対して資格もとれないというよ

題があるかもわかりませんので、2者の合計は

うな状況もございまして、ベトナム国、農大と

どのくらいになっているんですか。

は協議をさせていただきながらも、なかなか前

【安達諫早湾干拓課長】まず土地リース料の損

には進んでいないという状況でございます。

害金は、平成29年度分の滞納が250万円ござい

【溝口委員】せっかく株式会社エヌを起ち上げ

ます。それと平成30年4月から令和2年度までの

たんですから、外国人を派遣していくという特

3か年度分のリース料相当額を合計しますと、

殊な業務ですから、ぜひそれを成功させるよう

2,657万円の損害額が生じております。

に、皆さん方で努力をし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。

それから賦課金につきましては、1者分が年
間209万円でございます。1者分が81万円で、合

それから諫早湾干拓です。現在、2事業者が

計290万円でございますので、平成30年度から

賦課金の滞納をしているということですけれど

令和2年度までの賦課金相当額は合計で872万

も、耕作地の総面積は大体どのくらいあるんで

円でございます。

すか。

【溝口委員】 わかりました。そうしたら、両方

【安達諫早湾干拓課長】諫早湾干拓地の農地は

で3,500万円ぐらいになっているということで

666ヘクタールございます。

すね。

【溝口委員】 666ヘクタールある中で、契約者

この2者のほかには、もうないのかどうか。

が何人ぐらいいるのか、そして全て契約ができ

【安達諫早湾干拓課長】 この2者以外に、現在

ているのか、お尋ねしたいと思います。

入植されている方でのリース料の滞納はござい

【安達諫早湾干拓課長】 現在の経営体の数は

ません。ただ、過年度、これまでに入植されて

35経営体ございます。農地で耕作放棄されてい

いた方の滞納は、4経営体で2,963万円ございま

るところはございません。

す。

ただ、先ほどから話になっております2者が
占有している土地があります。そこだけ貸付け

【溝口委員】 賦課金についてはないんですね。
【安達諫早湾干拓課長】 賦課金については、県
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の農業振興公社が立て替えをしているものはな

残りの1経営体につきましては、土地明け渡

いということでございます。

しの訴訟をしているところの1経営体でござい

【溝口委員】土地改良区が出している分はない

ますので、訴訟の中で債権の回収に努めていき

と言ったのか、そこら辺がちょっとわからなか

たいと考えております。

ったんですけど。

【溝口委員】このように多額の滞納が出ている

【安達諫早湾干拓課長】 今、農業振興公社が土

ということであれば、入植する時に、ある程度

地改良区に対して賦課金の立て替えはないとい

の厳密な審査をやっていかないと、このように

うことでございますが、土地改良区に対して過

なってくると思うんです。先ほど聞いた中では、

年度に入植されていた営農者が滞納されている

現在の35者についてはそういうことは全然あ

分はございます。金額につきましては、平成21

っていませんということです。

年度以降令和2年度までの間で2,503万円とお

何年か前にもそういう問題があって、5年1回

聞きしております。

の更新時に、滞納があったらもうやめてもらい

【溝口委員】 そうしたら、合計したら9,000万

ますよという契約書まで交わした方がいいんじ

円ぐらい、1億円近くなっているような形です

ゃないかと言っていたと思うんです。その辺に

けれども、その辺の回収はどのように努力して

ついての話を契約する時にやっているのかどう

いこうとしているのか、お尋ねしたいと思いま

か。

す。

【安達諫早湾干拓課長】 現在、5年ごとに契約

【安達諫早湾干拓課長】 まず、裁判を起こして

する際には、契約更新時にリース料の滞納があ

いる分、先ほどから申し上げております2者に

った場合、リース契約の更新をしないとか、あ

つきましては、賦課金も含めまして裁判の中で

るいは、途中で滞納があった場合にも裁判例に

債権の回収を行っていきたいと考えています。

基づいて裁判を起こしますよといったようなこ

リース料を滞納されている方のうち2経営体

とについて同意をしていただく同意書について、

については、農業振興公社が既に裁判を起こし

今は全部の経営体から同意書をとることにして

て判決をいただいております。ただ、差し押さ

おります。

える財産がないために、強制執行ができない状

【溝口委員】 今、同意書を取るという話をして

態でありまして、引き続き定期的な面談を行っ

いますということですけど、今まで取っていな

て債権の回収に努めていきたいと考えておりま

かったんですか。

す。

【安達諫早湾干拓課長】 平成30年の契約の更

リース料の滞納は4経営体ございまして、2経

新の時から同意書を取るようにしております。

営体につきましては既に裁判で判決をいただい

ただ、この内容については、平成25年度の更新

ておりますけれども、財産がない状態でござい

の時にも、同意書という形では取らなかったん

ます。

ですけれども、口頭で、今申し上げたようなリ

残りの1経営体については、督促をしている

ース料の確実な納付についてご説明を申し上げ

にもかかわらず支払いがされておらず、引き続

て、入植者の理解をいただいているところでご

き定期的な面談を行って債権の回収に努めてい

ざいます。

きたいと考えております。

【溝口委員】 終わりにしますけど、口頭で言い
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渡すと書類に残らないわけですから、口頭だっ

しかしながら花きにつきましては、各種イベ

たから、いや、それは約束していないですよと

ントの中止や規模縮小により需要が低迷してお

いうことになるかもわかりません。だから、や

り、時期によっては出荷本数が減少している状

はり書類で交わしていかないといけないんじゃ

況が見受けられます。

ないかと思うんです。

なお、価格面については以前からお知らせし

部長、そこら辺についてお尋ねをしたいと思

ているとおりで、昨年春から秋にかけて、和牛

います。

枝肉や花き等の価格が2割から3割下落したほ

【綾香農林部長】 先ほど平成25年の再設定時

か、木材価格も一時的に2割程度下落しており

のことを申しましたけれども、その次の平成30

ます。しかしながら、現時点におきましては、

年の再設定の時から、同意書をしっかりいただ

各種対策の効果とか家庭消費の拡大などもあり、

くというふうに改めております。その同意書の

多くの品目でコロナ禍の前の水準まで回復して

提出に応じてくれなかった方には利用権の設定

おります。

をしておりませんので、そういうことで明渡し

一方で輪菊につきましては、種々説明をして

訴訟をさせていただいている状況で、法的な措

おりますけれども、葬儀等の縮小などにより需

置にまで訴えながら、そういう方については立

要の低迷が続いており、完全に回復しきってい

ち退いていただきたいというふうに考えており

ないというような状況でございます。

ます。

【西川委員】この春のたまねぎとじゃがいもの

【溝口委員】本当に素晴らしい諫早湾干拓の農

価格について、例年と比べて高かったか、安か

地でございますので、ぜひ、使う人たちには喜

ったか。生産量の関係もあると思いますが、わ

んで使っていただけるように、でも、そういう

かっておればお答えいただきたいと思います。

滞納をする人たちには厳しい措置をやっていく

【清水農産園芸課長】 ばれいしょは、北海道、

ことをお願いして、私の質問を終わらせていた

鹿児島、長崎という産地リレーをしておりまし

だきます。頑張ってください。

て、本年産につきましては、その産地リレーが

【西川委員】 私も2件通告しておりました。時

比較的うまくいったということで、平年を上回

間も大分過ぎたようですし、コロナ禍における

る価格で推移をしております。

農業生産高とか主要作物の価格の推移等につき

たまねぎについては、すみませんが、今手元

ましては、午前中の川崎委員の質問にも少しあ

にないので、確認してお答えいたします。

りましたので、簡単にいいですから、お答えい

【西川委員】 実は、この春はたまねぎも豊作と

ただきたいと思います。

聞いていたんです。佐賀の白石などを中心に、

【小畑農政課長】 コロナ禍での農業生産高、出

諫早平野方面が安いというような噂を聞いてお

荷量と主要作物の価格の推移でございますが、

りましたので、その辺がどのように農家の所得

園芸品目につきましては、統計結果等が出され

に関係したかなと思ったわけですけど、数字が

ていないため、その動向は正確に把握できませ

すぐに出ないなら、後から教えていただければ

んが、畜産物について県で把握したデータにお

いいです。

いては、子牛、肥育牛、豚の出荷頭数の減少は

【渋谷農林部次長】 市況等を見てみますと、早

見られておりません。

生の時期、4月の時期に一旦、佐賀産と長崎産
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が競合しまして値段が落ちたんですが、その後、

【久保田委員長】 ほかに、通告をされた方で質

中生から晩生にかけてはまた単価が上がって、

問をされていない方。

6月の一番多い時期については平年並みの単価

【山口(経)副委員長】 ちょっと、早く終われと

とわかっております。

いう熱い視線を感じておりますので、手短にや

【西川委員】 了解しました。そして安堵しまし

りたいと思います。答弁も簡潔にお願いいたし

た。

ます。

次に、コロナ対策についての主な事業と、そ

部長の説明にございましたが、新たな就農者

の成果など、2年度以降から何か効果が出てき

の取組として産地主導型就農ルートが上がって

たとわかったところがあれば教えていただきた

おります。「地域に呼び込む」、「地域にとど

いと思います。

める」、「地域に呼び戻す」という3の取組を

【小畑農政課長】昨年のコロナ禍を受けまして、

やられておりまして、新たな取組という形で期

農業団体や市町と連携いたしまして、影響を受

待も大きいんじゃないかと思います。

けた生産者の皆様が、資金繰り対策をはじめ持

今年、ＪＡ長崎せいひ、あるいはＪＡ壱岐市

続化給付金など国の制度を活用できるよう、相

で始まっておりますので、この内容について具

談対応とか各種支援対策に取り組んでおります。

体的にご説明をお願いいたします。

その中で生産対策といたしましては、優良な

【溝口農業経営課長】新規の産地主導型の取組

肥育牛生産に向けた経営体質強化とか、野菜や

でございますが、本県は新規就農対策に取り組

花きなどの高収益作物を生産する農家への次期

んで昨年は266名の新規就農者を確保しました。

作への取組、経営を継続する農家の機械設備の

地元の農家の出身の方が非常に多くなっており

導入等への支援を行ってまいりました。

ます。ＪＡや産地の取組が非常に大きな貢献を

一方で、消費拡大対策として、これも既にご

していただいているところでございます。

説明いたしましたが、県内の学校給食に対しま

このため、県の中で打ち合わせをしながら、

して県産牛肉、もしくは県産の地鶏等を各学校

新たな研修機関をＪＡが立ち上げて、新規就農

へ提供したほか、花きにつきましては、県庁や

者を産地も含めてしっかり受け止めてもらうと

各支庁、長崎駅における装飾などに取り組んで

いうことで取り組んだところでございます。

おり、また、県内量販店での長崎和牛等県産食

県下7つのＪＡがございますが、昨年はＪＡ

材の販売促進、県内小学校への花の展示などを

長崎せいひとＪＡ壱岐市でスタートいたしまし

実施してまいりました。

て、ＪＡ長崎せいひではいちご、畜産を含めて

具体的な数値を挙げてこの効果をというのは
難しゅうございますけれども、こうした取組を

7名、ＪＡ壱岐市ではいちご2名ということで、
9名の研修受入実績になっております。

含めまして、出荷量や価格は、多くの品目でコ

本年度につきましては島原雲仙市や長崎西海、

ロナ禍の前の水準まで回復をしております。一

ＪＡ五島で取組を進めておりまして、県下7Ｊ

定、関係団体からも評価をしていただいている

Ａで将来的に進めていきたいというふうに考え

ような状況でございます。

ております。

【西川委員】大方、
お話を聞いて安心しました。

【山口(経)副委員長】 生産部会まで巻き込んだ

終わります。

実践型の研修もやられているとお聞きしており
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ます。生産部会が絡むとなりますと、担い手と
しての期待も大きいということになります。

一方、県の就農支援センターを諫早に置いて
おりますので、こことよく情報を共有しながら、

新規就農の場合、親元就農、それから農家出

新規就農者をしっかり確保していきたいと、一

身の方が途中で帰ってくる定年帰農とか、いろ

緒になって進めていきたいというふうに考えて

んな形で農家の後継ぎ、担い手となる形が多い

おります。

と思います。農家出身の方々がどういった形態

【山口(経)副委員長】 親元就農であっても、こ

で就農しているか、そこら辺の分析をされてい

の研修機関の中で給付金を受けられる形になる

ますか。

わけですか。

【溝口農業経営課長】 昨年は266名が入ってき

【溝口農業経営課長】 実は、少し縛りがござい

たところでございますが、このうちＩターン、

まして、先ほど農業次世代人材投資資金の話を

遠くから入ってこられた方が15名でございま

しましたけど、まずは就農準備に関する準備型

す。県内の出身で県外におられてＵターンで帰

がございますが、こちらにつきましては就農者

ってこられた方が33名でございます。一番多い

が5年以内に経営を継がなければいけないとい

のが、県内におられる方がつくということ、こ

う規則がございます。それは親元就農でも出る

れが183名でございます。

と。

あとは新規、いわゆる農大とか、そういうル

ただし、経営開始型は独立自営で新規就農す

ートで入ってこられる方がおられまして、合わ

る場合、リスクがある、いわゆる基盤がないと

せますと266という数字になるということでご

ころに新規就農で入ってくる制度でございます

ざいます。

ので、品目が変われば対象ですけれども、同じ

【山口(経)副委員長】 今後、県内のＪＡでも

であれば対象にならないことになっておりまし

徐々に広げていこうということですけれども、

て、こういった部分は政府施策要望とかを含め

農協の取組について、どういったご指導といい

まして皆様の要望を国にも伝えながら進めてい

ますか、農協の就農型のルートに任せるのか、

きたいと考えております。

それとも、こうした方がいいですよという指導

【山口(経)副委員長】 就農者に対するいろんな

をやるのか、いかがですか。

手厚い支援があるわけですが、先ほど言われた、

【溝口農業経営課長】 これにつきましては、Ｊ

就農して部門別に開始すれば支援が受けられる

Ａと一緒になって検討させていただいておりま

ということですけれども、果樹の場合は永年作

して、例えば農業次世代人材投資事業、いわゆ

物でありまして、そこで別の部門を開始すると

る準備金ということで国の方の新規就農者の支

いうのはなかなか難しい状況になってきている。

援策がございます。
これを受けるに当たっては、

私のところも息子が跡を継いでくれましたけ

一定のカリキュラム等を組まなければいけない、

れども、そのままの状態で経営を渡したという

時間を持たなきゃいけないということになって

形になって、そこら辺の支援が全然なかったわ

いますので、この辺も併せて現場サイドで話し

けです。

て、また、研修に当たりましても、研修のカリ

そういった場合、果樹農家は永年作物である

キュラムの中には地元の普及員等も入って進め

という部分が、ちょっとばかり考え方が欠落し

ていくということでございます。

ているんじゃないかと思うんですけれども、い
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かがでしょうか。

名ではまだ足りないと思っておりまして、その

【溝口農業経営課長】 おっしゃいますように、

ためにもＪＡのお力も産地部会のお力も借りな

果樹につきましては永年作物でございまして、

がら、県だけではなく関係機関総出で農業の後

何年もかけて農家が育ててきた品目でございま

継者、産地の後継者をしっかり確保して、長崎

す。それが代がわりする時に野菜にかわるとい

の農業が安定的に発展するような姿を目指して、

うものでは決してございません。産地を継続的

今後も一生懸命頑張っていきたいと思っており

に維持していくことは必ず大事なことでござい

ます。

ます。これにつきましては、国に対する要望は

【山口(経)副委員長】 第1次産業と言われる農

当然させていただきながら、県としましては進

林水産業は、地域基盤、集落基盤の基となって

めていきたい。

おりますので、人口減少対策とか、いろんな形

また、一方で、国の新たな事業としまして、
経営を継続した後に一部、100万円程度交付さ

で影響してまいりますので、ぜひしっかりやっ
ていただきたいと思います。

れる国と市が持つ事業も今年度にできましたし、

それから、ながさき森林環境税についてであ

私どももまた、産地の中で農地を遊休しないよ

ります。これは前に質問があっておりましたの

うな取組としまして、施設等の関係の流動化に

で、なるだけ重複しないようにやりたいと思い

対する事業も今回設けておりますので、いろん

ます。

な事業を組み合わせながら、国には要望しなが

今、ＮＨＫの朝ドラがあっております。それ

ら、県としてはしっかり取り組んで、農家の皆

が海と森と空のつながりという形で、森林環境

様が親元で就農できるようにしていきたいとい

税に対して応援するような朝ドラになっている

うふうに考えております。

んじゃないかというふうに思います。

【山口(経)副委員長】 今回の産地主導型就農ル

森と海のつながりというのをしっかりとＰＲ

ートは、新たな取組として、ＪＡとか、その中

をしていただきたい。長崎県は閉鎖性海域、代

の生産部会とか、積極的に関わって担い手を増

表的には大村湾、有明海、そして伊万里湾、そ

やしていくという形で、非常にいい取組じゃな

ういった本当に環境を大事にしなければいけな

いかと思いますので、ここをもっと広く展開し

い海を有しております。その中で森林環境税と

ていただくということで、部長、最後に見解を

銘打って、森林のことに力を入れているという

お示しいただきたいと思います。

形に見えてしまうわけで、海と森のつながりを

【綾香農林部長】 本県の農業後継者、ＪＡ、就

もうちょっとＰＲをしてほしいと思っておりま

農者、見た目は順調に、5年前と比較して100名

す。自然林、それから人工林がございますが、

以上増えております。160名が260名ということ

自然林がしっかりと水をためる力、あるいは栄

で、5年間で100名、単年度の数が増えておりま

養分を外に水として徐々に流していく力、いろ

す。

んな形であるわけです。

これは今までの施策もあるんですけれども、

人工林に対して、なぜ森林環境税を使うかと

それでもなお認定農業者がまだ減少傾向にあり

いうことが、伐捨間伐なりで人工林の中に日を

ますので、そこを埋めていくには新しい血を今

当てて、下草、あるいは低灌木を生やして、自

まで以上に入れていかなければならない。260

然災害にも強く、そしてまた栄養分の堆積もあ
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ってというような役割を果たすんですよと、し

そしてまた、里山林の入札を行った際に、人

っかりとアピールをしていただきたいんです。

力施工であるために、それが単価として合わな

ちょっとアピールが、私に言わせれば、へたく

いということで入札不調になったりしておりま

そかなというふうに思っておりますので、この

す。ですから、里山林の整備に一番小型の重機

辺についてはいかがでしょうか。

が使えるように、そこに道路をつけて、あとは

【永田林政課長】 副委員長ご指摘のとおり、人

遊歩道的に使っていただくといった工夫が必要

工林を間伐することによって機能を回復、維持

じゃないかと思うんですけれども、いかがでし

させるということを我々は訴えているところで

ょうか。

ございますけれども、先ほど言われた海との関

【永田林政課長】里山林の整備が進んでいない、

係に関しては、なかなか上手にＰＲできていな

達成率が低いことは先ほどご説明をさせていた

いのが現実でございます。

だきました。重機を入れるということもありま

山に雨が降ると、土壌の養分と合わせて海に

すけれども、里山林整備を始めたのが、第3期

流れ込みますので、一定、海に対する影響もあ

に特出しをしてやっております。その中で、地

るということは、しっかり何らかの形でＰＲを

域の住民の方とか、いろんな方とご相談をしな

していきたいと。

がら、最終形はこういうふうにしましょうとい

ただ、数字的に出すのがかなり難しゅうござ

うことで進んでいたんですけれども、1年たっ

います。平成19年度に森林環境税を導入させて

て山に入ろうと思ったら、ご指摘のとおり、等

いただきました折に、漁業者と一緒に漁民の森

高線状には歩けるけれども、上の方に上ってい

とかという活動をしていました。今、森林ボラ

けない現状があったと、それを地元で管理する

ンティア支援センターがございますので、そう

のはなかなか厳しいよというご指摘も受けてお

いうところでしっかり音頭をとっていただきな

ります。

がら連携をして、山と海がしっかりつながって

そういったご意見も伺いながら、今後は、現

いるということのアピールをしていく取組も今

場によって、勾配によって重機が入る山なのか、

後はやっていきたいというふうに考えておりま

もし入らない山であれば歩道をつけるといった

す。

工夫もやっていきたいと思っております。

【山口(経)副委員長】 それから、これもご指摘

それともう1点、不調・不落の件でございま

にありましたけれども、荒廃した里山林の整備

すが、確かに人工林を切るのと違いまして、竹

という形で23％の進捗に終わっているようで

を切ったり広葉樹を切る、特にバランスの悪い

す。住民の皆様に身近な里山林を整備すること

広葉樹を切るのは非常に危険であったり、技術

が、非常に大事になってこようかと思うんです。

を要する作業となっています。

所有者の問題とか、地元の合意とか、そういっ

不調・不落に対しては、業者ともしっかり意

たところが進捗にちょっと障害になったという

見交換をして、ここの部分が設計では非常に不

ことでしたけれども。

足している、こういうところをもうちょっと見

里山林の整備で、切り捨ててそのままの状態

ていただかないとできないというご意見も伺っ

で、後に入って行かれない形でやっていらっし

ておりまして、昨年度に不調・不落で終わった

ゃる事例もあります。

ところについては、そういった意見を取り入れ
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て歩掛りを見直して、再度発注をして事業を進

― 午後 ４時２４分 休憩 ―

めているところですので、ある程度、合意形成

― 午後 ４時２４分 再開 ―

が取れたところについては一定進めさせていた

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

だいています。
今後も、そういった皆様のご意見を伺いなが
ら、よりよい里山林整備を進めてまいりたいと

閉会中の委員会活動について、何かご意見は
ありませんか。

思います。

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)副委員長】 この事業を、住宅地に隣

【久保田委員長】 それでは、正副委員長にご一

接した大木を切ってくれる里山整備事業という

任願いたいと存じます。

ふうな勘違いをなさっておられる方も多いわけ
です。そうじゃなくて、里山林として地域、集

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。

落で、それをずっと管理をしながら森に親しん

大変お疲れさまでした。

でくださいよと、あるいは子どもたちに、これ
が環境保全に大事なんだという勉強の場にして
くださいよと、そういった当初の目的をしっか
りと意味合いを持たせてやっていただければと
お願いをしておきます。終わります。
【久保田委員長】これで全員の質問が終わりま
した。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をしたいと思いま
す。
しばらく休憩いたします。
― 午後 ４時２２分 休憩 ―
― 午後 ４時２２分 再開 ―
【久保田委員長】 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。
引き続き、委員間討議を行います。
理事者退席のため、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 ―
【久保田委員長】 委員会を再開いたします。
閉会中の委員会活動について協議したいと思
いますので、しばらく休憩いたします。
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