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本日の委員会は、令和３年１１月定例会にお

１、開催年月日時刻及び場所

ける本委員会の審査内容等を決定するための委

令和３年１１月２６日
自

午前 １３時５８分

至

午前 １４時０４分

於

委 員 会 室 ４

員間討議であります。
審査の方法等について、お諮りいたします。
審査の方法は、委員会を協議会に切り替えて
行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

２、出席委員の氏名
委
副

員
委

ご異議ないようですので、そのように進める

長

久保田将誠

君

長

山口

経正

君

員

溝口芙美雄

君

〃

瀬川

光之

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

それでは、本日協議いたしました委員会の審

〃

堤

典子

君

査内容については、原案のとおり決定されまし

員

委

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 １３時５９分 休憩 ―
― 午前 １４時０３分 再開 ―
【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

たので、この後、理事者に正式に通知すること
といたします。

３、欠席委員の氏名
な

ほかにご意見はございませんか。

し

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかにないようですので、これをもって本日

４、委員外出席議員の氏名
な

の農水経済委員会を閉会いたします。

し

大変お疲れ様でした。
５、審査の経過次のとおり

― 午前 １４時０４分 散会 ―

― 午前 １３時５８分 開会 ―
【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、瀬川委員、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

企業振興課長

末續

友基

君

令和３年１２月９日

企業振興課企画監
（企業誘致推進担当）

香月

康夫

君

新産業創造課長

福重

武弘

君

新産業創造課企画監
（海洋・環境産業担当）

黒島

航

君

経営支援課長

吉田

憲司

君

若者定着課長

宮本浩次郎

君

雇用労働政策課長

井内

真人

君

雇用労働政策課企画監
（産業人材対策担当）

川口

博二

君

自

午前１０時１３分

至

午後

於

委 員 会 室 ４

３時１２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

〃

瀬川

光之

君

６、審査事件の件名

〃

外間

雅広

君

〇農水経済分科会

〃

西川

克己

君

第127号議案

〃

山口

初實

君

令和3年度長崎県一般会計補正予算（第16号）

〃

川崎

祥司

君

（関係分）

〃

吉村

洋

君

〃

山本

由夫

君

７、付託事件の件名

〃

堤

典子

君

〇農水経済委員会

員

（1）議 案
３、欠席委員の氏名
な

第136号議案
し

長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例の一部を
改正する条例

４、委員外出席議員の氏名
な

第137号議案

し

長崎県営土地改良事業分担金徴収条例の一部
を改正する条例

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）
産業労働部参事監
（大学連携推進担当）

第141号議案
廣田

義美

君

村田

誠

君

公の施設の指定管理者の指定について
第142号議案
公の施設の指定管理者の指定について

三上

建治

君

（2）請 願

森田

孝明

君

な し

工業技術センター所長

橋本

亮一

君

窯業技術センター所長

宮本

智美

君

産業政策課長

松尾

義行

君

（3）陳 情
・県の施策に関する要望書
・令和4年度 離島・過疎地域の振興施策に対す
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次に、審査方法についてお諮りいたします。

る要望書

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

・新型コロナウイルス感染症対策に関する要望

の順に行うこととし、部毎にお手元に配付して

書
・要望書

おります審査順序のとおり、産業労働部、農林

・要望書

部、水産部の順に行うことといたしたいと存じ

・要望書

ますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

・要望書
・令和4年度

【久保田委員長】 ご異議ないようですので、そ

林業施策・予算に関する要望書

のように進めることといたします。

・令和4年度 森林・林業・木材産業の施策要望

これより、産業労働部関係の審査を行います。

書

審査に入ります前に、委員の皆様にお諮りい

・要望書

たします。
本日、審査を行う第127号議案「令和3年度長

８、審査の経過次のとおり

崎県一般会計補正予算（第16号）」のうち関係
― 午前１０時１３分 開会 ―

部分と、委員会付託である第141号議案「公の
施設の指定管理者の指定について」は、関連が

【久保田委員長】 おはようございます。

あることから、まず、予算議案及び第141号議

これより、農水経済委員会及び予算決算委員

案について説明を受け、一括して質疑を行い、

会農水経済分科会を開会いたします。

その後、予算議案についての討論・採決を行う

なお、宮地産業労働部次長から、欠席する旨

こととします。

の届けが出されておりますので、ご了承をお願

そして、委員会開催後、第141号議案につい

いいたします。

て討論・採決を行うことといたしたいと存じま

それでは、これより議事に入ります。

すが、ご異議ございませんか。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

136号議案「長崎県地方卸売市場長崎魚市場条

【久保田委員長】 それでは、そのように進めさ

例の一部を改正する条例」のほか3件でありま

せていただきます。

す。
そのほか陳情10件の送付を受けております。

次に、理事者側から試験研究機関の幹部職員
の紹介を受けることにいたします。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

【廣田産業労働部長】 おはようございます。

員会に付託されました予算議案の関係部分を農

産業労働部の試験研究機関の幹部職員を紹介

水経済分科会において審査することになってお

いたします。

りますので、本分科会として審査いたします案

〔各幹部職員紹介〕

件は、第127号議案「令和3年度長崎県一般会計

以上でございます。

補正予算（第16号）」のうち関係部分でありま

よろしくお願いいたします。

す。

【久保田委員長】 ありがとうございました。
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担を設定するものであります。

【久保田分科会長】 それでは、分科会による審

なお、「令和3年11月定例県議会予算決算委

査を行います。
予算議案を議題といたします。

員会農水経済分科会補足説明資料」を事前に配

産業労働部長より、予算議案及び第141号議

付させていただいております。
以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

案について説明をお願いいたします。

終わります。

【廣田産業労働部長】産業労働部関係の議案に

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ついてご説明いたします。

ます。

資料といたしましては、「予算決算委員会農
水経済分科会関係議案説明資料」でございます。

【久保田分科会長】 次に、新産業創造課長より

お手元にご用意いただきたいと思います。

補足説明をお願いいたします。

1ページをお開きください。

【福重新産業創造課長】 それでは、私より佐世

今回、ご審議をお願いいたしております議案

保情報産業プラザの指定管理者の指定につきま
してご説明申し上げます。

は、第127号議案「令和3年度長崎県一般会計補

「予算決算委員会農水経済分科会補足説明資

正予算（第16号）」のうち関係部分であり、そ

料」の産業労働部をお手元にご準備願います。

の内容についてご説明いたします。

まず、1ページ目をお開きください。

歳出予算は記載のとおりであり、職員給与費

当施設でございますが、1に記載のとおり情

関係既定予算の過不足の調整に要する経費であ

報関連産業の集積を目指し、産業構造の高度

ります。
（債務負担行為について）

化・多様化、そして雇用創出による本県経済の

債務負担行為の内容についてご説明いたしま

活性化を進める拠点といたしまして、平成19年
10月に佐世保市に設置したものでございます。

す。
◎新産業創造課

当施設の概要につきましては、2に記載のと

「佐世保情報産業プラザ管理運営負担金」は、

おりで、所在地は佐世保市崎岡町、情報関連企

佐世保情報産業プラザの管理運営に要する経費

業向けの貸しオフィスや、創業を目指す、また

について、令和4年度から令和8年度までの債務

は創業間もない情報関連企業等が入居する創業

負担として、4億7,807万3,000円を措置しよう

者育成室を整備しており、建物は第1棟と第2棟

とするものであります。

の2つに分かれております。

◎雇用労働政策課

第1棟は鉄筋コンクリート造りの3階建て、企

「長崎で輝く！人材マッチング事業費」は、

業向け貸しオフィスとしては延べ床面積2,344

令和4年度の長崎県人材活躍支援センターにお

平米、このほか1部屋22平米の創業者育成室が3

ける就職支援業務の実施に要する経費について

部屋ございます。
第2棟は、鉄筋コンクリート造り2階建て、企

債務負担を設定するものであります。

業向け貸しオフィスは延べ床面積996平米とな

「プロフェッショナル人材戦略拠点事業費」

っております。

は、県内企業が求める専門人材の紹介業務の実

今回、提案しております指定管理者は、佐世

施に要する令和4年度の経費について、債務負
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保市ハウステンボス町が本社のハウステンボ

ので、これより予算議案及び第141号議案に対

ス・技術センター株式会社でございます。

する質疑を行います。
質疑はありませんか。

指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月
31日までの5年間でございます。

【川崎委員】 おはようございます。

指定管理者が行う業務につきましては、5に

長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点事業

記載のとおり、（1）から（4）までございます。

費についてお尋ねいたします。債務負担行為と

施設の使用許可、使用料の徴収に関する業務、

いうことで限度額を示されておりますが、まず、

施設及びその附属施設の保守管理、
維持・修繕、

この事業がどういった内容なのか、概要につい

その他運営に関して必要な業務でございます。

てお尋ねいたします。

続きまして資料2ページ目をお開きください。

【川口雇用労働政策課企画監】 当事業は、県内

指定管理者の選定に当たりましては、金融機

中小企業に対して、新商品開発、あるいは新規

関、情報産業関係団体、施設の運営・管理者、

販売開拓など、新たな取組に中小企業が乗り出

産業支援機関、地元佐世保市、そして県が選定

す場合に、そういったノウハウを持った人材を

委員となりまして審査を行いました。

獲得するために、その支援を行うというもので
ございます。

その選定の経過といたしましては、まず、本
年7月28日から8月30日において募集を行いま

【川崎委員】中小企業が求める人材をつなげて

したところ、1者から応募がありまして、応募

いくという事業でしょうが、県内企業は今現在

内容につきまして、選定委員会で審査をした結

どの程度利用されていますでしょうか。

果、当該施設の公平な運営、事業計画に沿った

【川口雇用労働政策課企画監】当事業の目標と

安定的な事業推進ができる能力があると判断し

しましては、第1期総合戦略、これは平成27年

まして、ハウステンボス・技術センター株式会

から30年までですけれども、これの雇用実績を

社を指定管理者の候補者に決定したものでござ

ベースにしまして、今、令和2年度から第2期総

います。

合戦略期間に入っておりますけれども、令和2

選定委員会で審査を行った評価項目及び評価

年度の目標を23名の獲得ということにしてお

結果の一覧表につきましては、次の3ページ目

ります。以降、令和3年度、今年度は27名とい

に掲載のとおりでございます。

うことで、令和7年度までは各年27名を獲得し
ていくという目標を立てて事業を実施している

満点の6割が合否の基準としておりまして、

ところです。

採点の結果は7割5分を超える評価となってお

令和2年度につきましては、23名の目標に対

ります。

して33件の成約があったということになって

債務負担額につきましては、指定管理予定期

おります。

間の5年分、4億7,807万3,000円を計上させてい

県内企業が求める人材ですけれども、令和2

ただいております。
以上で私からの補足説明を終わります。

年度の実績を見てみますと、営業とか内部事務

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

といったものが最も多くて、それに次いでシス

【久保田分科会長】以上で説明が終わりました

テムエンジニアとか、あとは企画、設計、研究
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それで、人材のニーズというものについては、

職、機械や設備の技術者といった方々が求めら
れております。

最近、情報化が進展するということで、いわゆ

【川崎委員】 次に、そういった職種をお尋ねし

るデジタル人材の確保・育成というのが課題と

ようと思っておりました。説明いただいてあり

いうことになっております。
そういうことも踏まえまして来年度、現在も

がとうございました。
今、令和2年度の実績でいくと、目標を大き

そういった取組を強化しているところでござい

く超える成約だったというご説明だったと思い

ますけれども、来年度以降についても、さらな

ます。特に、ＩＴ系の人材を求める企業も多く

る取組の強化を図って、県内企業における人材

いらっしゃるやに聞いておりますが、まさに長

の確保・育成を図ってまいりたいと考えている

崎も県立大学にすばらしい学科もあるわけで、

ところでございます。

そういった皆様方が県外に出られている、卒業

【川崎委員】 ぜひ、その辺の取組をいただきた

生が出られているという実態から、一方、地元

いと思います。企業を回っていくと、なかなか

ではそういった方々も求めておられるというと

来ないんですよということは一般的に多く聞く

ころを、もっともっときちんと結びつけていく

声です。どういった人材かとなると、今おっし

取組を強化すべきだと思うんですね。新卒の方

ゃられたような技術を有している人材かと思い

の取組とはちょっと違うのかもわかりませんが、

ます。そういった方々がなかなか入社していた

求めている人材がいらっしゃって、プロフェッ

だけないんだったら、やはり素養を持った人、

ショナルですから、新卒はそうじゃないのかも

そういう能力がある人をしっかりと育成をして

わかりませんが、そういったところまで視野を

いくという考え方に企業が立っていただければ、

広げていただいて、求めている人材が自社で育

それはいい流れもできていくんだろうと考えま

成をしていけるように、素養は持っている方が

すので、ぜひそういった新たな事業構築なのか

卒業されるわけでしょうから、ぜひそういった

もわかりませんけれども、ぜひお取組をお願い

結びつけを頑張っていただきたいんですが、部

したいと思います。
以上です。

署が違うのかもわかりませんけれども、ぜひこ
れについてのご見解を求めたいと思います。

【久保田分科会長】ほかに質疑はございません

【廣田産業労働部長】県内中小企業における人

か。

材の確保というご質問でございますけれども、

【吉村委員】今の川崎委員の質問とも重なるん

この取組につきましては、令和2年4月に産業労

ですけれど、この長崎県人材活躍支援センター、

働政策課内に人材活躍支援センターという組織

これも人材を就業させるための支援業務という

を設けまして、今、取り組んでいるところでご

ことよね。それと（2）が、今度はプロフェッ

ざいます。そこのセンターにおきましては、先

ショナル人材を、戦略拠点事業費としてあるけ

ほどお話がございました情報人材とか、そうい

れども、人材の採用ということをやると。ここ

ったところも含めて県内の幅広い業種の企業に

ら辺の大きく違うところは何か。似たような感

おける人材の確保、そういったものを支援する

じがするんだけれども、どこら辺がどう違うの

ということで行っております。

か、根本的なところでお尋ねしたいんです。こ
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ういう似たような名前がいっぱいあるもんだけ

れは一番上に設定理由が書いてあるけど、来年

んが、それぞれ皆さん方はポイントを絞ってこ

の4月1日から、年度当初から始められるように

ういう事業を構築しとらすとやろうと思うけれ

配慮をして今回債務負担行為をやるんだと、切

ど、ちょっとわかりづらいので、そこら辺から

れ目がないようにということだろうと思うけど。
そうすると、今回の債務負担の設定でも十分

ちょっと説明してくれんですか。
【川口雇用労働政策課企画監】 まず、「長崎で

間に合っていくということを思うんじゃけど、

輝く！人材マッチング事業」のうちの人材活躍

この（1）の当初設定687万円というのはどうい

支援センター、ここについては求職者の立場か

う意味で設定してあったのか、その必要性とい

ら、仕事を探している方、求職者が県内企業に

うか、妥当性というところを説明していただき

就職したいということを支援するものでござい

たいと思います。

ます。

【川口雇用労働政策課企画監】 まず、人材活躍

一方、プロフェッショナル人材戦略拠点、こ

支援センターは、長崎市川口町の西洋館に設置

れは企業が欲しい人材の採用を支援するという

しているわけでございますけれども、当初、平

ことですので、結果的には求職者が県内企業に

成26年に「長崎県総合就業支援センター」とい

就職するということと一緒でございますけれど

う名称でスタートしております。この時から西

も、求職者の立場からの支援と企業側からの支

洋館に置いているわけですけれども、求職者の

援ということで行っております。

ための支援機関ですので、場所は一定長期間固

【吉村委員】 私の頭が悪いのかわからんけど、

定してやっていくという方針で、当初設定しま

（1）人材活躍支援センターの方は、長崎県で

した687万円の債務負担というのは、そこの場

働く人材を使ってくれる事業者というところに

所が4月1日から切れ目なく3月31日まで契約で

紹介していくという、働きたいという人の相談

きるようにということで、その場所の賃料だけ

を受けるということでいいのかというのと、

の債務負担でございました。

（2）プロフェッショナル人材は企業が欲しが

人材活躍支援センターというのは、今年度は

っている人材を、この業務を受託する事業者が

直営で行っておりますので、その他の人件費等

仲介して人材を紹介するということになるのか、

は債務負担をとらずに、2月議会終了後、雇用

具体的には。そこら辺、もうちょっと説明をお

の手続をとるとということで、債務負担行為は

願いします。まず、それでいいのかどうか。

とっておりませんでした。
ところが、今年度、令和4年度の予算を検討

【川口雇用労働政策課企画監】先ほどおっしゃ
るとおりでございます。

する中で、この相談員については専門の事業者

【吉村委員】 そうすると、今度（1）の債務負

のノウハウを活用した方がうまく回っていくの

担が、当初設定が687万円とあって、今回債務

じゃないかというふうな検討になりまして、令

負担を設定するのが3,800万円で、合わせて

和4年度からは委託をしたいと考えております。

4,487万円と。ここが、当初から設定してあった

ということで、運営方法を直営から委託に変

この687万円というのが何なのかというと、
（2）

えるということで、そのための契約準備を今年

も今回債務負担行為をやります、4,000万円。こ

度中にしたいということで新たに設定をさせて
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いただいたということでございます。

評価方式の一般競争入札に変えたところでござ

【吉村委員】 わかりました。直営から委託に変

います。

えるということで債務負担を組んだわけですね。

現在、これを受託していただいている事業者
については、県内の事業者が受託されておりま

この委託先とかは、もう決定しているんです
か。今から決定するんですか。

して、本来の事業としてはコンサルタント業を

【川口雇用労働政策課企画監】委託先について

されている事業所になっております。

は、こういった相談を業にしている事業者を想

【吉村委員】 今の説明の最後の方で、平成27

定しておりますけれども、これについては、今

年から始めて、今までは直営でやってきたわけ

議会終了後から公募に入りまして、契約に入っ

ですか。

ていきたいと思っております。

【川口雇用労働政策課企画監】直営で行ったの

【吉村委員】 わかりました。委託先は、まだ決

は平成28年度だけです。それから平成29年度か

まってないと。想定はされるんじゃろうけど、

らは委託ということで行っておりますけれども、

そういう相談業務を業としている事業者という

委託先はいずれも今年度の事業者と同じところ

のは、県内に大体どれぐらいあるんですか。

が続いております。

【川口雇用労働政策課企画監】一定調べてみま

【吉村委員】 わかりました。そしたら、平成

したけれども、この規模で相談業務を受けられ

28年度のみ直営でやって、あとは委託をして、

る事業者は県内には見当たらないということで、

これまで県内の同じ事業者にずっと委託をして

県外を含めて公募をしたいと考えております。

きた。そして、今度、それを総合評価方式にと。

【吉村委員】 そしたら、県内におらんというの

これまではどうしていたのか、普通の入札、そ

は、なかなか辛さがあるなと思うけど、（2）

れとも随契ですか。

のプロフェッショナル人材となると、今度はま

【川口雇用労働政策課企画監】 令和2年度まで

た少し高度な人材となるので、これもいよいよ

は1者随契ということでやっておりました。令

長崎にそういう仲介をするような受託事業者と

和3年度から、総合評価式の一般競争入札とい

いうのがおるのかなと思うんですけれども、こ

うことにしております。

れについてはどうですか。

【吉村委員】 ねちねち聞くのも何だけど、そし

【川口雇用労働政策課企画監】プロフェッショ

たら、これまでずっと、平成28年からだけんか

ナル人材戦略拠点事業については、平成27年か

5年したと。随契でやってきて、今回、総合評

らスタートした事業でございます。ちなみに、

価落札方式に変えて入札を行うということにな

全国でいくと東京と沖縄以外は全ての県が行っ

ったきっかけをお知らせいただけますか。

ている事業ということでございます。

【川口雇用労働政策課企画監】先ほど申し上げ

平成27年当初から、やる時は委託だったり直

ましたように、この事業について、一定事業内

営だったり、ちょっと相手先の決定方法が変わ

容が定着してきたということで、1者随契を続

ってきたりしているんですけれども、もう一定

けることも競争性の観点からよくないというこ

期間が過ぎて、この事業というのが定着してき

とで、総合評価式の一般競争入札に契約方法を

たということで、令和3年度、今年度から総合

切り替えたということでございます。
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【吉村委員】定着してきたので総合評価落札方

わゆる都市部の長崎、佐世保、諫早、大村とい

式の入札方式をとるというところら辺が、いま

ったところに基礎自治体が運営する同様の施設

いち意味がわからんとやけど、定着しとらん時

があるのかなと思うんですが、その辺は把握し

には随契でやって、定着してきたのでというと

ておられますか、お願いします。

こら辺が、事業自体がなかなか波に乗ってこん

【福重新産業創造課長】基礎自治体の方でこう

ので、もっと違う業者を求めてと言われるとわ

いった創業支援専門の施設として整備されてい

かるんじゃけど、一定事業が安定してきたので

るという事例につきましては、ただいま吉村委

入札に変えましたというのは、ちょっとどうか

員からご案内がありました佐世保市、これは以

なと思ったりもしますが、どがんですかね。

前、駅のそばにあったんですけれども、今は松

【川口雇用労働政策課企画監】 1点修正をさせ

浦町、より市の中心部の方に移転しております

ていただきます。この事業は、平成27年度から

佐世保市産業支援センターがございます。これ

の事業でございます。平成27年度と28年度は県

以外の同様の施設につきましては、我々の方で

の直営ということでございましたので修正をさ

は把握していないところでございます。

せていただきます。

【吉村委員】 佐世保市だけなんですかね。私も

それから、一定事業が定着してきたのでとい

個人的には調べてないので、ほかのところも何

うことで先ほどご答弁しましたけれども、あく

か似たような感じのやつがあったりするような

までも、この事業者の受託に競争性を持たせる

感じなんですけど。

ということが主眼でございます。内部でも、1

佐世保市の場合、インキュベーション施設、

者随契についてはなるべくなくすようにという

何部屋かあったと思うんですけれども、そこら

方針もございますので、そういった方針を受け

辺と今度の県の情報産業プラザというのが、役

て競争性を持たせる総合評価式の一般競争入札

割として佐世保市がやっているのとどういうふ

に変えたということでございます。

うに違うのかというのをお知らせいただければ

【吉村委員】わかりました。
私なりに解釈して、

と思います。

この事業がある程度安定をしてきて、効果があ

【福重新産業創造課長】佐世保市の産業支援セ

ると。なので、これをもう少しステップアップ

ンターにつきましては、インキュベーションル

するために入札方式をとって、よりよい事業者

ームが5部屋ございます。一方、県の情報産業

の選択ということを、幅を広げていくというこ

プラザにつきましても創業者育成室という部屋

とに理解したいと思います。最初からそのよう

が3部屋ございまして、そういった新たなビジ

に言ってもらうとわかりやすいんじゃけど。

ネスを支援するといった部分につきましては、
委員ご指摘のとおり共通する部分もあると認識

それから、次、佐世保情報産業プラザ、私も

をしているところでございます。

一応佐世保市におるもんだけん、これ崎岡町の
工業団地内にある施設と思いますけれども、佐

一方で、違いはと申しますと、県の産業支援

世保市は佐世保市で似たような施設を持っとる

プラザにつきましては、情報産業関連の業種と

わけよね。何だったかな、昔、鯨瀬のところに

いうところに制限を設けておりますが、市につ

あったんじゃけど。ああいう施設が、県内、い

きましてはそういった条件を設けていないとい
-9-

令和３年１１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）（１２月９日）

うところ、
また、
ロケーションにつきましても、

方で支援することも可能ですし、逆の方も、よ

市の施設が市街地にあり、県施設は崎岡町にあ

り創業関係に特化した内容につきましては、ひ

るということで、入居者の利便性、地域につき

ょっとしたら市の産業支援センターの方が得意

ましても大きな違いがあると考えております。

な分野もあろうかと思っていますので、いずれ

【吉村委員】 地域性とか、いろいろはわかるん

にしても、それぞれ、特に県のプラザの方につ

じゃけど、大体似たような感じの事業とも言え

きましてはＩＴ関連の支援に特化しているとい

るわけね。たまたまこの県の施設は崎岡の工業

う部分がございますので、ここは入居者に限ら

団地内にあって、そこら辺との連携がとれるの

ず、佐世保市内もしくは県内全域の情報関連の

かなと思うんじゃけど。だから、まずは連携の

創業者の支援ということが可能と認識しており

あり方、例えば市の産業支援センターと、この

ます。

県が運営している情報産業プラザというのが、

【吉村委員】 もう一つ、今回、指定管理者を指

どんな形で連携したりしながら相乗効果を生み

定するに当たって、5番目の指定者が行う業務、

よるのかなということを思うわけよね。それぞ

使用の許可、使用料の徴収、プラザ及び附属設

れ別々で勝手にやりよりますじゃいかんとかな

備の維持修繕、そのほかプラザの運営に関して

と。そこら辺、佐世保情報産業プラザがなけれ

知事が必要と認める業務と、こうあるわけね。

ばならないんだという根拠というのか、そうい

かなり幅が広いんやけど、指定管理者がやるこ

うのをもう少しお知らせいただければと思いま

とというのが、使用の許可というのはただ許可

す。

の手続をするだけで、実際にここの施設を借り

【福重新産業創造課長】市の産業支援センター

てするという決定する部分は、意思決定はどこ

と県の情報産業プラザにつきましては、佐世保

がするのか、ここの指定管理者がやるのか、県

市の方が中心に整備しております創業支援ネッ

がやるのか、そこら辺ははっきりしているんで

トワーク会議というものがございまして、そう

すか。

いった中でお互い連携をしながら進めていって

【福重新産業創造課長】創業者育成室等の入居

いるところでございます。

の審査につきましては、情報産業プラザの方で

主に市の産業支援センター、こちらの方にも

入居者の審査を行いまして、その内容について

支援担当の方がいらっしゃるとのことで、こう

県の方に報告がございまして、県の方でそれを

いった方々が創業支援をしていらっしゃる一方

確認することで最終的に入居者の決定という処

で、商工会議所も近くにございますことから、

理をしているところでございます。

そちらとの連携などもやっていると。

【吉村委員】 そこら辺で幅が広すぎて、このプ

県の情報産業プラザにつきましては、主にＩ

ラザの維持修繕とかというところまでこのハウ

Ｔ関連の支援について特化しておりまして、そ

ステンボス・技術センター株式会社というのは

ういった専門のセミナー等もやっているところ

できるんだろうかと思うけど、その辺はどうで

がございますので、例えば、市の産業支援セン

すか。今までずっと一緒のごとやってきよるけ

ターの方にＩＴに関しての支援が必要な入居者

んできるんですという話になるとかな。

がいらっしゃいましたら、ここは県のプラザの

【福重新産業創造課長】この施設につきまして
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は、どちらかというと建物の管理、オフィス施

ていただくことになっておりますが、入居した

設の維持管理というところがメインになってお

企業につきましては、その後、一般の貸事務所

ります。入居企業では、600名近くの方々が雇

に移転するなど、より事業拡大が実現している

用されておりますが、その97％が誘致関係の企

企業もございますので、そういった創業と誘致

業ということで、こういった方々が安定的な事

企業の受け皿となって安定的な雇用をこのエリ

業を行うためのビル管理というところを主眼と

アにもたらしているというところで、引き続き

しておりまして、それ以外の創業者の支援であ

この施設につきましては重要なものと考えてお

るとか、そういった部分につきましてはそれほ

ります。

ど業務の比率的には高くないというふうに認識

今後も、より一層こういった情報産業プラザ

しているところでございまして、基本的にこう

の機能を県内に波及させるために、施設管理者

いった施設管理ができる業者であれば、対応で

におきましては、セミナーであるとか自主企画

きる事業であると認識しております。

等、より積極的な活動をしていただきたいと考

【吉村委員】 わかりました。

えているところでございます。
【吉村委員】最後と言ったけど、最後の最後に。

最後に、せっかくですから、この情報産業プ
ラザ、結構前からやっているんですよね。現指

今の話で、大体この施設がなければならないん

定期間が平成29年から令和4年までで、これま

だという有効性もわかるし活用状況もかなりの

でやってきて、ここの施設の有用性というか、

レベルで、雇用者も600人程度生まれていると

特に利用者の数とか、この育成室の貸出し状況

いう話ですが、ここの崎岡の工業団地を造る時

とか、そこら辺と今後の展望まで含めて最後に

に附随してこの施設はできたのかなと、歴史的

取りまとめて答弁をしていただけませんか。

に見ると。とは思いますが、県内の工業団地を

【福重新産業創造課長】この情報産業プラザは、

あちこちに造成しよりますよね。後からも出て

もともと佐世保市の南部の方にこういった大規

くるけれども、工業団地造成というのも拡充し

模なオフィスビルがなかったというところに、

ていくという方向性にあるようです。どこの工

佐世保ニューテクノパークという工業団地のそ

業団地にもこういう施設をつくっていくことは

ばにオフィス系の雇用も創出しようということ

できんじゃろうと思いますが、県内全域のそう

で整備されたものでございます。実際、整備さ

いうところがこの施設を活用できるような利便

れた後に、ほぼ直後でございますが、大手企業

性の確保といいますか、そういうことを今後周

等、今のところ誘致企業3社が入居いただいて、

知しながら、県内の特に誘致企業、地場企業も

その入居以降、安定的な事業を進めていただい

含めて利活用の促進に努めていただきたいと思

た結果、現在、600名近くの雇用が生まれてお

います。
以上です。

るというところで、これは非常に貴重な雇用の
場、重要な役割を果たしていると認識しており

【久保田分科会長】ほかに質疑はございません

ます。

か。

また、創業者育成室につきましても、こちら

【西川委員】事業の効果などの資料をよく見て

は施設の関係上、性質上、期限を決めて入居し

なかったもんですから、改めて質問しますが、
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先ほどの人材マッチング事業とプロフェッショ

れましたか。

ナル人材戦略事業の成果、年間どれくらいの方

【久保田分科会長】 しばらく休憩いたします。

に就業のお手伝いができたのか、また、求人の

― 午前１１時 ０分 休憩 ―

お手伝いができたのか、その成果を5年間分ぐ

― 午前１１時 ０分 再開 ―

らい教えていただければと思います。
【川口雇用労働政策課企画監】人材活躍支援セ

【久保田分科会長】 再開いたします。

ンターの就職支援業務について、まずご説明い

【川口雇用労働政策課企画監】 先ほど、就職さ

たします。

れた方が914人と申し上げましたけれども、委

成果指標としては、当該年度の新規登録者の

員おっしゃったようにセンターの中は、私ども

うち就職決定した方を分子として、当該年度の

が所管しております若年者等のコーナー、それ

新規登録者で割るというもので、令和2年度の

から部署は違いますけれども、男女参画・女性

目標は72％と設定しておりました。当該年度の

活躍推進室が所管しております女性支援コーナ

新規登録者のうち新規に就職した数が72％と

ーというふうに中で分かれております。
私どもの若年者の方にも女性が来られるとい

いうことで設定しておりましたけれども、令和
2年度についてはコロナの影響がございまして、

うことで、女性だけの集計というのができてい

求職者の来所控えとか、あるいは対面サービス

ないんですが、男女参画・女性活躍推進室の所

を控えてくださいというお願いをしたというこ

管の女性就業支援コーナーの方では311名の方

ともあって、令和2年度の実績は59.9％、目標

が就職されたということになっております。

72％に対して59.9％ということで目標を下回

914人のうちの311人が女性のコーナーの方か

っております。

ら就職されたということでございます。

令和2年度、当該年度の新規登録者は1,525人

【西川委員】 男性の就業もさることながら、や

で、それが分母です。そのうち就職した方が914

はり今からは女性の力も要りますし、また、生

人ということで59.9％となっております。

活していくために女性も収入が要ると思います

5年程度とおっしゃいましたが、手元に資料

ので、できるだけ女性の働く場の紹介、マッチ

がございませんので、とりあえずは令和2年度

ングができて、成果が上がるように頑張ってい

を申し上げます。

っていただければと思います。
終わります。

それから、プラザの方は、先ほども申し上げ
ましたとおり、令和2年度の目標が23件に対し

【久保田分科会長】ほかに質疑はございません

て33件の成立ということで、ここは目標達成を

か。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

しております。
【西川委員】 特に西洋館の場所は、女性の方が

【久保田分科会長】ほかに質疑がないようです

小さな子どもを連れてでも訪問して求職、自分

ので、予算議案及び第141号議案に対する質疑

が就職したい仕事を見つけることができるよう

を終了いたします。

な配慮もなされておりましたが、先ほどの令和

次に、予算議案に対する討論を行います。

2年度914人の中で、女性の方はどれくらいおら

討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

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】 討論がないようですので、

（ＤＸ）の推進について、航空機産業の状況に

これをもって討論を終了いたします。

ついて、海洋エネルギー関連産業の創出促進に
ついて、燃料電池船の譲与について、サービス

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

産業の振興について、企業誘致の推進について、

ので、採決を行います。
第127号議案のうち関係部分については、原

県内定着の促進について、産業人材の確保・育

案のとおり可決することにご異議ございません

成にかかる取組について、研究事業評価に関す

か。

る意見書について、施策評価の実施について、
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

事務事業評価の実施について、第2期長崎県ま

【久保田分科会長】 ご異議なしと認めます。

ち・ひと・しごと創生総合戦略の達成状況につ
いてであります。

よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

このうち、新たな動きについて主なものをご

ものと決定されました。

説明いたします。

【久保田委員長】 次に、委員会による審査を行

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受

います。

けた事業者への支援について）

議案を議題といたします。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け

まず、産業労働部長より総括説明をお願いい
たします。

た事業者への支援につきましては、「感染拡大

【廣田産業労働部長】産業労働部関係の議案に

防止と県民生活の安全・安心確保」と「県内の

ついてご説明いたします。

社会経済活動の回復・拡大」の両立を図るため、

資料といたしましては、「農水経済委員会関

県議会でご承認をいただきました施策を中心と

係議案説明資料」の当初版とその追加1がござ

し、それぞれの分野において支援を行っており

いますので、お手元にご準備いただければと思

ます。

います。

去る8月から9月の感染拡大の際に要請した

当初版の1ページをお開きください。

営業時間短縮などにご協力いただいた事業者に

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

対する協力金や、要請の影響を受け、売上げが

第141号議案「公の施設の指定管理者の指定に

減少した酒類販売事業者などの県内事業者に対

ついて」でありますが、先ほど分科会にてご説

する給付金については、市町と連携しながら、

明いたしましたので、説明を省略させていただ

速やかな支給に向け取り組んでいるところであ

きたいと思います。

ります。
今後とも、新型コロナウイルス感染症が及ぼ

次に、議案外の主な所管事項についてご説明

す影響と経済活動の動向を注視するとともに、

いたします。

アフターコロナも見据えながら、関係機関と連

本日ご報告いたしますのは、新型コロナウイ

携し、適時適切に必要な対策を講じてまいりま

ルス感染症拡大の影響を受けた事業者への支援

す。

について、佐世保重工業株式会社（ＳＳＫ）へ

4ページをお開きいただきたいと思います。上

の支援について、経済・雇用の動向について、
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また、11月10日には、東京都に本社を置くＳ

段でございます。
（航空機産業の状況について）

ＣＳＫニアショアシステムズ株式会社が、長崎

新型コロナウイルス感染症の影響により、世

市への立地を決定されました。同社は、大手自

界の航空需要の回復には相当の期間が必要とさ

動車メーカー等のシステムを開発されており、

れるなど、航空機産業は厳しい状況にあります

3年間で100人を雇用して、車載システムの開発

が、本県においては、コロナ禍にあっても事業

などを行うこととされております。

の拡大に向け、積極的な動きが見られており、

今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化を

本年10月に開催された国際的な展示商談会で

目指して、地元自治体や関係機関と連携しなが

ある「エアロマート名古屋」には、「長崎県航

ら、企業誘致の推進に力を注いでまいります。

空機産業クラスター協議会」の会員企業が参加

その他の項目については、記載のとおりでご

し、技術力のアピールやニーズ等の情報収集を

ざいます。

行ったところであります。

なお、「政策等決定過程の透明性等の確保及

また、11月には、「長崎県航空機産業クラス

び県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

ター協議会」総会を開催し、経済産業省航空機

に基づく提出資料を事前に配付させていただい

武器宇宙産業課長の特別講演をはじめ、昨年11

ております。

月にエンジン部品を製造する新工場が完成した

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

三菱重工航空エンジン株式会社や県内航空機産

終わります。

業の中核を担う企業から取組の紹介をいただき

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ました。今回の総会には、本県企業に加え、東

ます。

京都の企業も参加いただくなど注目度も上がっ

【久保田委員長】以上で説明が終わりましたが、

ており、多くの参加者による意見交換が活発に

第141号議案に対する質疑は終了しております

行われ、本県の航空機産業の発展に向けた勢い

ので、討論を行います。

を改めて確認する機会となりました。

討論はございませんか。

今後とも、アフターコロナの本格的な需要回

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

復を見据え、引き続き県内航空機産業の振興に

【久保田委員長】 討論がないようですので、こ

努めてまいります。

れをもって討論を終了いたします。

5ページをお開きいただきたいと思います。

議案に対する討論が終了しましたので、採決

下段でございます。

を行います。

（企業誘致の推進について）

第141号議案は、原案のとおり可決すること

去る10月18日、長野県に本社を置くサクラ精

にご異議ございませんか。

機株式会社が、長崎市への立地を決定され、10

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

月25日に立地協定を締結いたしました。同社は、
医療機関向けの洗浄・滅菌装置を製造されてお

【久保田委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、議案は原案のとおり可決すべきもの

り、5年間で10人を雇用して、洗浄・滅菌装置

と決定されました。

の研究開発を行うこととされております。

次に、提出のありました「政策等決定過程の
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透明性等の確保などに関する資料」について、

【久保田委員長】以上で説明が終わりましたの

説明をお願いいたします。

で、次に、陳情審査を行います。

【松尾産業政策課長】 私からは、「政策等決定

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので

議等の拡充に関する決議」に基づきます産業労

ご覧願います。
審査対象の陳情番号は、78、79、84、90、

働部関係の状況についてご説明をさせていただ

91です。

きます。

陳情書について、何かご質問はございません

お手元にお配りしております「農水経済委員

か。

会提出資料産業労働部」をご覧ください。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

いずれも、今回ご報告いたしますのは、令和
3年9月から10月におけるものでございます。

【久保田委員長】 それでは、質問がないようで
すので、陳情につきましては承っておくことと

まず、1ページでございます。補助金内示一

いたします。

覧表でございます。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

県が箇所づけを行って実施いたします個別事

といたします。

業に関しまして、市町に対して内示を行った間

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

接補助金であり、1件を掲載しております。
次に、2ページでございます。

どに関する資料」についてご質問はありません

1,000万円以上の契約状況一覧表でございま

か。
【山本(由)委員】 「政策等決定過程の透明性等

して、該当の1件を掲載しております。
次に、3ページから13ページでございます。

の確保などに関する資料」の6ページからにな

こちらは、知事及び部局長等に対する陳情・要

るんですけれども、買い物弱者対策への支援制

望のうち、県議会議長あてにも同様の要望が行

度の拡充についてということで、これは先ほど

われたものに対します県の対応状況を整理した

の陳情にも入っていて、その回答ということに

ものでございます。

なるんでしょうけれども、この中の8ページの
方に取組の事例ということで、買い物送迎を含

産業労働部関係の計5項目について掲載をい

む地域交通機関の確保として「チョイソコうん

たしております。
次に、14ページでございます。こちらは附属

ぜん」という雲仙市の取組が紹介をされていま

機関の会議結果2件であり、その詳細につきま

す。島原市の方でも同様のコミュニティバスを

しては、15ページ及び16ページに記載をしてお

市内全域で本格運行をしています。
コミュニティバスのことでちょっとお伺いを

ります。
最後に、別紙でございますが、物品管理室や

したいんですけれども、この島原市の事例が、

営繕課が契約手続を代行しております1,000万

実は今年の10月から島原鉄道の路線バスが、ほ

円以上の契約案件について、参考資料として添

とんどもう路線が廃止になったということを受

付しているものでございます。

けまして、今まで運行していたコミュニティバ
スについて、その運行方式を大幅に見直したと

以上で説明を終わらせていただきます。
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をして、こういうやり方というのは積極的に検

いうものです。
1点目は、路線を決めて定時運行をする形か

討してみてはどうかと思うんですけれども、い

ら、路線を廃止して指定の停留所間を自由に運

かがでしょうか。

行するという形に変えて、停留所についても、

【吉田経営支援課長】 今、山本(由)委員からお

従来199か所だったものを251か所に大幅に増

話がありました買い物弱者対策ですけれども、

やして、新しく停留所になったところは商業施

ここに記載がありますように、福祉保健部と

設と病院関係が多いんです。

我々産業労働部と地域振興部、それぞれが協力

もう一つが、乗車の30分前までに電話、また

をしてやっていくということで、資料としまし

はネットで予約をすることで、自分の都合のよ

ては、8ページの下の方にあります2番、これが

い時間に希望の場所に行けるようになっていま

産業労働部、経営支援課が商店街振興の中で買

す。

い物弱者支援にも使える事業を行っているとい
うところでございます。

対象については、今、島原市内全域で、料金

今、委員からお話がありました買い物送迎を

については市内を2つのエリアに分けているん
ですけれども、同じエリア間であれば200円と。

含む地域交通手段の部分につきましては、地域

エリアを越えた場合も1回400円ということで、

づくり推進課が取り組んでいる事業でございま

こういう見直しをした結果、利用者については

して、しっかりその辺の情報を共有しながら、

昨年度1年間で大体700人ぐらいだったものが、

集落対策等の観点も含めてどうやっていくかと

10月の1か月間だけで2,900人、それから11月に

いうことを普段から話をしておりますので、こ

ついても約3,400人ということで、
非常に大幅に

ういうご意見があったということをお伝えした

増えているんです。

いと考えております。
【山本(由)委員】 なんで経営支援課かなと思い

バスについては、全部で7台あって、この運

ながら質問してしまいました。

行については市内のタクシー会社が受託をして

ただ、一事例として今紹介をしましたが、か

いるということになります。

なりいいなと私は正直思っていますので、ご検

私がちょっとびっくりしたのが、この運行経
費なんですけれども、これは交付税措置を活用

討をよろしくお願いします。

することで、ちょっと粗い算出なんですが、年

【久保田委員長】 ほかに「政策等決定過程の透

間大体5,000万円ぐらいかかるだろうと思うん

明性等の確保などに関する資料」についてご質

です。そのうち8割ぐらいが交付税措置という

問はございませんか。

ことになると、1,000万円ぐらいの費用でこれが

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

運行できるんじゃないかという試算になります。

【久保田委員長】ほかに質問がないようですの

もちろんいろんな問題があるんですけれども、

で、次に、所管事務一般についてご質問はござ

買い物弱者をメインとする生活維持対策として、

いませんか。

これは本来は地域振興部の部分になるのかもし

委員一人当たり20分を目安にお願いします。

れないんですけれども、買い物弱者という意味

所管事務一般について、ご質問はございませ
んか。

では産業労働部、あるいは福祉保健部とも連携
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【川崎委員】 令和3年度事務事業の評価結果に

方が、正規の雇用とか、望む職業に就いておら

ついてお尋ねいたします。

れないんだろうと推測をされますが、残り1年、
どのような形でこういった皆様方にお応えをし

資料の6ページに、まず就職氷河期世代人材
マッチング事業費、これは見直し区分が改善と

ていくのか、お尋ねいたします。

いうことになっています。令和4年度までの事

【川口雇用労働政策課企画監】おっしゃるよう

業ということでありますが、現在、どの程度成

に、1万人程度いるという統計がございます。
まず、企業の方に、就職氷河期世代というこ

果が出ているのか、お尋ねいたします。
【川口雇用労働政策課企画監】 令和2年度から

とで敬遠されるということがないように、企業

の事業になります。県としては、就職氷河期世

の方に就職氷河期世代の方もきちんと仕事がで

代の方々の就職先の開拓、それからそこのマッ

きる方がいらっしゃいますし、そういう企業の

チングということで進めておりまして、令和2

掘り起こしをやっていくと。

年度については正規雇用実績が131名というこ

それから、支援策、これは労働局の支援策で

とです。訪問した企業、働きかけた企業が131

助成金等ございますので、そういったものを活

名の方を雇用されたということでございます。

用しながら就職できるように支援をしていきた

【川崎委員】訪問した企業が131で、そこに131

いと考えております。

名採用が決まったということですか。

【川崎委員】 恐らく年齢からすると40歳ぐら

【川口雇用労働政策課企画監】訪問した企業は

いの方でしょうか、対象の方がですね。年々年々、

延べて297社、実でいくと34社です。そこに131

企業に最初から勤めていれば、もちろん中堅で

名の雇用がされたということです。ちなみに、

頑張っている世代なんでしょうが、なかなか正

目標としては、45人としておりました。

規でなければ役職的にもそう高いところに就い

【川崎委員】 そうすると、延べはいいとして、

ておられないということも想像するわけで、そ

34社に131名だから、1社あたり3名、4名ですか。

う考えてみますとスキル、そういったものがき

【川口雇用労働政策課企画監】 すみません、数

ちんと身についているかということを考えれば、

字を間違えておりました。236社、実数で訪問

もう一日一日が勝負みたいな感じなんだろうと

をしております。

思っていまして、これは繰り返しになりますけ

【川崎委員】 では、236社を訪問して、131名

れども、約1万人、その中で県がつかんでいる

の方が雇用ということですね。ということは、

のが131人、そう考えると、かなり力を入れて

半分近くの会社の方にはご理解いただいたと、

これに取り組んでいかないと、心配しているの

マッチングできたということですね。

は、あと30年すると、いわゆる離職をする年代

令和4年度までですから、あと1年間というこ

になってくる。つまり、公的社会保障にお世話

とではありますが、私は、以前、推計何名ぐら

になるというところになった時に、年金を納め

いおられるんですかとお尋ねした時に、調査も

ているのかということが出てこようかと思いま

難しいんでしょうけれども、就職氷河期の世代

すし、様々な将来不安というものが考えられる

の方が約1万人県内におられるというふうに聞

わけです。これはなかなか顕在化していないと

いていました。そう考えると、まだまだ多くの

思いますが、今、きちんと職に結びつけていく
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ことの大切さ、そういったことを当事者につい

をしているところですが、この機能強化という

ても理解もしていただかないといけないと思い

のはどういったことが想定をされているんでし

ますが、そういった啓発からしっかりと取り組

ょうか。

むことが大事なんだろうと思います。これはぜ

【福重新産業創造課長】CO-DEJIMAにおきま

ひしっかりと力を入れてやっていただきたいん

しては、平成31年3月に設置いたしまして、そ

ですが、この改善ということについて、
来年度、

れ以降、積極的なイベントの開催であるとか、

どういうふうに取り組んでいかれるのか、お尋

その存在自体をＰＲすることによりまして、現

ねいたします。

時点、今年の11月末時点で利用者も延べ1万人

【川口雇用労働政策課企画監】今年度の事業と

を超えるなど、一定その存在につきましては県

してホームページをつくったところでございま

内の方でも周知できたものかと思いますし、ス

すけれども、こういう制度がございますという

タートアップとは何か、またはスタートアップ

ものを入れても、なかなか理解が進まないとこ

の支援をしている拠点として、一定認知いただ

ろもございますので、例えば就職氷河期世代の

いたものと認識しているところでございます。

方を採用された企業の方に、今どういうことで

一方で、改善点といたしまして、このコロナ

働いていらっしゃるとか、あるいは就職氷河期

禍にあって、設置当初、リアルのイベントを開

世代で就職して仕事をされている方に、自分は

催することを中心として集客をしていた部分が、

こういうことで就職できて、こういう仕事を今

なかなかリアルの、実際に人を集めてのイベン

頑張っているとか、そういった体験談を載せて

トができなくなったというところがございまし

いくことで、今ちょっと躊躇されている方も就

て、目標である集客の利用者人数というところ

職活動に踏み出していただくようにしたいと思

を達成できてないような状況にございます。
こちらにつきまして、今年度もオンラインを

っております。
【川崎委員】しっかりと取り組んでいただきた

活用してやっている部分があるんですが、ここ

いと思います。残り1年間でどうするんだとい

につきまして、もっと、より重点的にやってい

うところは、よくよく精査をして、しっかりと

かなければいけないなと考えているところでご

力を入れて、ホームページの情報も大事でしょ

ざいます。

うけれども、具体的に接していくというような

また一方で、このCO-DEJIMAの中には、イ

激励、アドバイスもしていただきながら企業に

ンキュベーションルームを5室設けておりまし

結びつけていく、就職に結びつけていくお取組

て、そこにスタートアップに入居していただく

をぜひよろしくお願いいたします。

という形をとっております。こちらにつきまし

次、12ページの長崎県スタートアップ強化支

ては、令和2年度の実績について、目標として

援事業ですが、この見直し区分も改善となって

おります3件を達成しております。これまでも5

おりまして、とりわけCO-DEJIMAの機能強化

者が入っていただいて退去してもらっているほ

や専門性向上を図るためというところの記述が

か、現在、それ以外にも4者が入っていただい

ございます。

て事業を進めていただいているところでござい

CO-DEJIMAの取組については、非常に期待

ますが、こういった企業について、より成長し
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ていただくための個社支援というものが現時点

アンケートは企業振興課の方で11月に実施

で ち ょ っ と 足 り て な い部 分 が ご ざ い ま す 。

したところでございますけれども、ものづくり

CO-DEJIMAの中にも専門家を擁しまして、都

の製造業におきましては全体の58％が影響あ

度、希望に応じて専門家のアドバイスができる

りというような回答をされております。

といった仕組みを設けているところではござい

それから、商工団体等に対しての聞き取り、

ますが、よりそういったスタートアップの企業

これは相談件数、今のところ5件ということで

にニーズ等をヒアリングしたところ、資金支援

少ない状況ではございますけれども、燃料代で

であるとか、人脈の紹介の支援であるとか、そ

ありますとか、資材費の上昇、製造コストの増

ういった部分のニーズがかなり高いし、実際、

嵩、そういった相談が寄せられているというふ

そういった資金の需要を満たすことによりまし

うに聞いております。

て成長が促進できるといったところが言われて

特に、一例をご紹介しますと、団体への相談

いる部分でございますので、来年度につきまし

内容としましては、クリーニングの関係で燃油

ては、専門家の体制の充実や資金調達のお手伝

が上がってコストが上がっているといったよう

いといったところについての強化を図ってまい

な状況でありますとか、あとは造船関係で、こ

りたいと考えているところでございます。

れは直接燃油なのかどうなのかわかりませんけ

【川崎委員】 先ほど、プロフェッショナル人材

れども、鋼板などの資材関係の値上がりが激し

の話もありましたけれども、まさにそういった

いといったような状況を聞いておりますので、

ところに今おっしゃられた資金、そして人脈形

私どもとしましても、こういった燃油高騰が

成、そういったことに関してアドバイスができ

徐々に事業者に対して影響を与えているという

る方、そういったご専門のまさにプロを配して

ことについては認識をしております。

いきながら、さらに機能強化を図っていただい

【川崎委員】 ぜひ、この委員会で、さっきアン

て、多くの長崎の方に起業をしていただいて、

ケートを実施されたとおっしゃっていましたけ

新たな分野にチャレンジしていただく、そこで

れども、それも報告すべきじゃないかと思うん

また雇用を生んでいただく、そういったいい流

ですね。多くの方が気にしておられ、実際にア

れを非常に期待しておりますので、よろしくお

ンケートしたうちの58％、約6割の方が影響あ

願いいたします。

りと。それは明らかにありますよ。それはぜひ

次に、あまり触れなかったんですけれども、

きちんと調べて報告をしていただきたいと思い

燃油高騰における中小企業への影響ということ

ますし、だから次、どういった支援をすべきな

について、産業労働部としてどう捉えておられ

のかということがおのずと出てくるかと思うん

るか、お尋ねいたします。

ですね。燃油を直接購入する、消費されている

【松尾産業政策課長】今回の燃油高騰に関しま

方についてはストレートにそれはあるのかもわ

して、私ども産業労働部では、製造業において

かりませんが、そこが高いので、例えばいろん

はアンケートを実施したり、商工団体等にそう

な商品を運搬してお届けするのに、そこがまた

いった相談の内容等を聴取しているところでご

価格に転嫁されて資材高騰、結局いろんな方た

ざいます。

ちが必ず影響を受けているのは間違いないと思
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っていまして、かなり痛手をこうむっておられ

から出てくるものではなくて、事前に印刷した

るんだろうと。コロナもそうなんでしょうけれ

生券といいますか、冊になったものを送料無料

ども、じわじわとこれが長く続いているところ

でお送りするといった仕組みで一応県下全域を

で、国会でもこの辺は非常に話題に上っている

カバーできるようにということではやってきた

とは思ってはおりますが、一日一日やっぱり大

ところでございます。

事なので、ぜひここはよくよく調査をして、ご

【川崎委員】送ってくれるのは非常にありがた

支援の策を講じていただきたいのと、ぜひ議会

いサービスですけれども、コンビニがないエリ

にも報告をいただきたいと思いますので、よろ

アの方にはきちんと周知がいっているんでしょ

しくお願いいたします。

うか。

次に、GoToイートの件なんですけれども、こ

【松尾産業政策課長】 これにつきましては、私

れは一般質問でも部長が答えておられましたの

どもも商工団体でありますとか、そういったと

で、大体のことは聞いております。国の事業だ

ころには、去年の10月29日から長崎県では発売

から云々ということはないんですが、ただ、利

を始めた当初から周知を行っておりますがやっ

用を促進してくださいという呼びかけがある一

ていく中で周知が足りないといったようなこと

方、利用できる環境について確認をしたいんで

もありましたので、途中から民間で受託した企

すが、私が知る範囲では、チケットはコンビニ

業の方が、テレビでのＣМというのを多く打ち

で事前登録、あるいは直接そこの機械で操作を

出すようになりましたので、そこからテレビの

して購入ということを認識しているんですが、

周知の影響といいますか、そういったところで

まずそれでいいのかということと、であればど

は伸びてきているというところはございますけ

の地域、県下21市町、どこでもこれは購入でき

れども、やはりどうしても店舗がないところと

るような環境になっているんでしょうか。

いうのはなかなか行き届かないところはあるか

【松尾産業政策課長】 まず、購入の方法につき

と思っております。

ましては、今、委員からお話がありましたとお

【川崎委員】 国の事業だから、県に対して云々

り大手コンビニ1社と、これは農林水産省と県

ということじゃないんですけれども、いわゆる

内の民間企業が直接契約をして実施をしており

県民の平等性ということを考えて、まさに今か

ますけれども、そこの受託企業とコンビニ大手

らシーズンじゃないですか。感染も本当に皆様

1社とが契約をしまして、おっしゃるように当

の協力で落ち着いている状況であり、まさに書

初は事前の登録等が必要だったんですけれども、

き入れ時のこのシーズンに、利用促進というこ

今はその店舗に出向いていただければ、そのま

とも呼びかけておられる一方で、やはり平等性

まその機械で買えるという形になっております。

を欠くということについてはあってはならない
ことなんだろうと思います。

おっしゃったように、店舗がないエリアがご
ざいます。離島は最近ちょっとでき始めてはお

せっかくですから、そういったものを利用し

りますけれども、例えば本土でも松浦地区とか

いただいて、さらに地元の、自分が住む地域の

平戸地区とか、そういったところにございませ

お店で利用ができるような、そういった好循環

んので、そうしたところに対しましては、機械

を真摯に、この期間が勝負だと思うんですよ、
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12月、1月というのが。そんなに長くやる事業

【久保田委員長】ほかに所管事務一般について、

でもないでしょう。そう考えると、今、大変重

ご質問はございませんか。

要な時期だと思いますので、ぜひそこについて

【堤委員】 議案説明資料の2ページのところに

お取組を、決意のほどをお伺いします。

ＳＳＫへの支援についてとありますけれども、

【松尾産業政策課長】今おっしゃったように店

10月末までのところで希望退職者がどのくら

舗がないところになかなか届かないということ

いいらっしゃって、どのくらいの再就職が決定

で、私どもも10月ぐらいまで少し関わりが薄か

されているのか、その辺のところをお尋ねした

ったところもありましたので、当初から生券を

いと思います。

対面販売した方がよく売れるんじゃないかとい

【川口雇用労働政策課企画監】 まず、ＳＳＫ本

うことは随分受託事業者へアドバイスしてきた

体・子会社のところでは、募集の結果248名の

んですが、なかなかコストがかかるということ

希望者が集まったということでございます。

で業者の方が渋ったと申しますか、そういった

この離職者対策については、市、県、労働局

経緯もありました。ただ、今言われたように、

等と関係機関で連絡会議をつくっておりまして、

忘年会、新年会、そういったシーズンでござい

その中でいろんな施策の情報共有等を行ってい

ますので、できるだけ生券を多く新たに印刷を

るところでございます。

して、商工会議所などでも売れるような形で、

まず、248名のうち半数ぐらいが10月末で離

手の届くような形をとっていきたいと、そのよ

職されたと、数字については申し上げられませ

うに考えております。

んけれども。その半数ぐらいの6割の方が、再

【川崎委員】 最後に、若者の離職防止で、これ

就職が決定されたということでございます。

も一般質問でしましたけれども、人間関係に悩

【堤委員】 248名中、半数が退職されて、6割

んで離職するケースが多いというご答弁があっ

が再就職をされた。この6割というのは、ほぼ

たんです、若者の定着の問題で。そこを未然に

ほぼ県内の企業などへの就職ということでよろ

どう防止をしていくかということも、やはり突

しいんでしょうか。

っ込んでやっていく必要があろうかと思います

【川口雇用労働政策課企画監】佐世保市が多い

が、そういった取組はありますか。

んですけれども、佐世保市も含んで県内に約8

【川口雇用労働政策課企画監】若者の定着につ

割程度の方が就職されております。

いては今年度から事業に取り組んでおりまして、

【堤委員】 約8割の方が佐世保市を中心とした

主に2つございます。一つは企業に対して、企

県内に就職をされていると。やっぱり生活の基

業の人事担当者とか、そういった方々に対して

盤が佐世保を中心としたところにあると思うの

アドバイザーを派遣してアドバイスをすると。

で、県内を希望される方が多いかなと思います

もう一つは、実際の新入社員、1年目の方とか、

が、中には県外にも行かれているということで

1年目から3年目の方とか、そういった方々に働

すね。

くうえで大事なこととか、あとは仲間づくりと

今後、まだ再就職先が決まっていない方がい

か、そういったものを進めるためのセミナーを

らっしゃると思うんですが、その辺の取組はど

取り組んでおります。

んなふうになるのか、大体どのくらいの方が今
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後再就職していかれるのか、お尋ねします。

逆に民間信用調査会社が把握した段階で債権整

【川口雇用労働政策課企画監】離職者の状況に

理等の時期も見ながら整理をしているというと

つきましては、業務が終わったところから徐々

ころで、前後若干ずれますので、我々としては

に離職が始まっていくという状況で、来年の5

この年間で50件を下回っている状況というと

月ぐらいまで順次離職される方が出てこられる

ころで例年並みというふうに捉えております。

とお聞きしています。

リーマンショック以降、大体ここ数年、今申し

年齢が高い方、60代とか50代といった方々は

上げたような感じで、50件以下で推移をしてい

失業保険がございますので、自分の技術を活か

る状況にございます。

せるところとか、そういったところをじっくり

【堤委員】 わかりました。負債総額1,000万円

探されているという状況で、若い方々がやはり

以上の企業ということで、毎年50件未満の企業

再就職に積極的に取り組まれているということ

倒産があっているということですね。
その次です。事務事業の評価結果についての

です。
対策としては、先ほど申しましたように、関

冊子がありますが、3ページの労使関係安定指

係機関と連携しまして、求人を出していただく

導費というのがあります。そこで県内の民間事

企業の掘り起こし、そういったところの紹介等

業所に労働条件などの現状を把握するために、

をしていくということにしております。

基礎資料を得るため1,300事業所を対象に労働

【堤委員】 わかりました。希望する皆さんが、

条件等の実態調査を行ったとあるんですが、調

しっかり再就職できるように、これからも取組

査項目の見直しを適宜進めるという見直しの方

をよろしくお願いいたします。

向性というのが示してあるんですが、それはど
ういった中身なのかということをお尋ねしたい

それから、あと幾つかあるんですが、2ペー
ジの経済雇用の動向のところで、8月から10月

と思います。

まで直近3か月間の企業倒産件数が17件で、前

【井内雇用労働政策課長】こちらにあります労

年と比べて11件増加になっているとあります

働条件実態調査につきましては、毎年実施をし

けれども、この辺の背景というか、どういった

ているところでございます。委員ご指摘の調査

ことなのか、わかればお願いします。

項目の見直しにつきましては、令和2年から令

【吉田経営支援課長】 県では、倒産件数としま

和3年の見直しの例で申し上げますと、例えば

しては民間の信用調査会社が取りまとめた負債

新型コロナが雇用に与える影響がどういうもの

総額1,000万円以上のものを数字として扱って

か、雇用調整助成金の活用状況であるとか、出

おります。この数字をちょっと申し上げますと、

向の状況とか、さらにはテレワークとか、そう

平成29年が31件、平成30年47件、平成31年、

いうものをどれぐらい活用されているか。

令和元年ですが38件、令和2年が41件、令和3

あるいは、高齢者雇用安定法が改正されまし

年は10月末で36件という数字になっておりま

て、今年度、令和3年4月から70歳までの就業、

す。

そういう環境をつくることが努力義務になって

この8月、9月、10月という捉え方をした時に

おります。それに対する対応状況がどうである

非常に増えているという見方なんですけれども、

かというような見直しを随時行っていくところ
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でございます。

向で期間が出ているので中断されていたりとか、

【堤委員】 わかりました。そうしたら、その時

そういったところになります。単純に9割る15

その時の経済状況や社会情勢、
法律の改正とか、

にしますと6割ちょうどで、11割る15にします

そういうことを受けての見直しということです

と73％ということです。やっぱり幾らかは、ま

ね。了解しました。

だ初年度なのでどれくらい出ていくかというの

それから、同じ3ページの一番下に産業人材

はわからないんですけれども、そこら辺も見な

育成奨学金返済アシスト事業がありますが、応

がら、ひとつ隙間があるんじゃないかというこ

募者は増加をしていて、認定数は50人でしたか、

とは考えられるということです。

一定しているけれども、既認定者が対象外企業

あと、これが成り立つには、やっぱり寄附金

（県内他業種、県外）へ就職している事例もあ

と一般財源の積み立てで成り立っているところ

ることから、認定者数増に向けた仕組みの構築

もありまして、今、企業様の寄附金の方が、結

に向けて検討を進めていくとあります。

局この1〜2年がコロナでよくわからないとい
うこともあって推測は非常に難しいところがご

認定、内定をしていても、該当しない業種と

ざいます。

か、それから県外へ就職するとなると、この内
定は取り消しになるかと思うんですが、大学入

そういったところを総合的に勘案しながら、

試みたいに、認定数を増やしておくより、認定

認定者数の増加というところは検討していかな

数は一応決めておいて、補欠内定みたいなこと

きゃいけないなと思っています。その際、今、

で順位をつけて、内定者が取り消されたら繰り

委員のおっしゃったような、例えば補欠とか、

上げて内定するとか、そういう仕組みもあるか

そこも含めたところで検討していきたいと思っ

と思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

ております。

【宮本若者定着課長】 毎年50名を目安として、

【堤委員】 応募者が増えているということは、

結果としてこの5年間、単年度55名認定してき

こういう事業が学生の皆さんに周知されていっ

ておりまして、確かに応募者は近年、周知も効

ているということで、それは大変結構なことだ

いてきたのか増加傾向、そういったところを書

と思います。ただ、認定者がだんだん増えてい

かせていただいております。

くと、財源の問題も課題になってくると思いま

認定者、今回、就職して3年たって初めて補

すので、本当にうまく回っていくように、しっ

助金を出したところなんですけれども、その人

かりとした制度設計をよろしくお願いしたいと

の母数になる数字が15人でありました。結果、

思います。

今年度はお金を出した人は9人です。その差が、

それから、同じ事務事業の評価結果の12ペー

委員おっしゃったように県外に就職したり、県

ジにヘルスケア産業創出促進事業がありまして、

内であっても対象業種外と。もうちょっと言う

今年度で終了となっているんですが、一方、終

と、結果9人なんですけれども、事務的な話に

了のところで令和4年度以降も引き続き事業計

なりますが15分の9という数字がありますけれ

画策定と事業の実践に向けた取組の支援を継続

ども、その前に15分の11という数字があって、

するとあります。

11と9の2人分は県内に入ったんだけれども、出

そして、長崎県政策評価委員会の意見及びそ
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れに対する県の考え方という横長の資料の1ペ

された時に、成果目標、成果指標として支援し

ージ、ヘルスケア関連分野の新たなサービスの

たところで売上げがアップした事業者の割合を

事業化の支援について、5件を支援したけれど

指標としているということにつきまして、委員

も、達成状況が25％。結局その達成というのが

からは、これが本当に細かく分離して把握でき

支援事業者のうち前年比で売上げがアップした

るのかというご意見がありまして、やり取りが

事業者の割合だと。前年と比べて売上げがアッ

あったんですけれども、一応なかなか難しいん

プした事業者の割合が25％ということになっ

ですけれども、この取組の中で売上げが増加し

ていますが、これについて、より適切な指標が

たところを押さえていきたいと考えております

ないかどうかを検討して、適切な指標設定に努

ということをご説明したら、それはそこで固め

めていただきたいという意見がついています。

てしまうのではなくて、引き続き事業に取り組

この2つのことについて、どういう状況なの

みながら、事業自体も動いていく、事業者も動

かということをお尋ねしたいと思います。

いていくという中で、常によりよい指標を考え

【吉田経営支援課長】 まず、事務事業評価の方

ながらやってくださいということを言われまし

ですけれども、これは事務的な話ですが、県の

たので、それに沿って今後そういう指標設定に

予算事業として引き続きやっていくのかどうす

努めていきたいということを書いたものでござ

るのかという観点から、一応事業をやる時に終

います。

期設定というものをやるようになっておりまし

【堤委員】 ありがとうございました。

て、この事業も今回終期がくるという中で、こ

売上げだったら数字として目に見えるので、

れをさらにこれだけで拡充していくのかとか、

わかりやすくはありますけれども、やっぱり高

あるいはほかの分と一緒にするのかとか、そう

齢社会、これからますます高齢化が進む中でヘ

いう考え方がいろいろあるんですけれども、

ルスケア産業というのは本当にこれから期待の

我々としましては、ヘルスケア産業の支援とい

できる、様々な取組ができる分野ではないかと

うものを特出しして実施する事業としては一旦

思いますので、今後ともしっかり取組をよろし

終了をしようということで、この事務事業評価

くお願いいたします。
以上で終わります。

では終了としております。
ただ、この事業の取組の中で、研究機関であ

【久保田委員長】 それでは、午前中の審査はこ

るとか、県内外の事業者との連携、そういった

れにてとどめ、午後は1時30分より再開いたし

ことをワークショップ等で促しまして、一緒に

ます。
しばらく休憩いたします。

なって新しい産業創出をやっていくと。やはり
新しい産業をつくるに当たって、県内の事業者

― 午前１１時５８分 休憩 ―

がどういう形でやるのがいいのか、そういった

― 午後 １時３０分 再開 ―

ことを見極めながら、引き続き支援をしていき

【久保田委員長】 それでは、再開いたします。

たいということで、この見直しの方向のところ

午前に引き続き、所管事務一般についての質

にはそういった趣旨を書いております。

疑を行います。

この事業が外部の政策評価委員会の中で評価
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【松尾産業政策課長】 いわゆる第3波の時が、

どなたか質問はございませんか。
【山本(由)委員】 2項目お伺いします。

想定としましては1万2,797事業者で、実際の支
給件数が9,815件ということになっております。

まず、事業継続支援給付金事業についてなん
ですけれども、現在、8月、9月影響分の事業継

【山本(由)委員】 2回目の方もわかりますか。4

続支援金について、従来は対象が売上げ50％以

月〜6月が第3波になるのかな。1月〜2月分と4

上減少した事業者だったのを、30％以上50％未

月〜6月分と2回じゃないですか。

満減少した事業者にも拡大した形で行われてい

【松尾産業政策課長】 申し訳ございません。長

ます。

崎市を対象にしたものですが、4,000事業者を想
定して、支給が3,484件ということになってござ

受付事務については各市町で行われていて、
見ますと申請期限は長いところは来年1月末ま

います。

でとなっているようですけれども、長崎市、諫

【山本(由)委員】 わかりました。
今度は、今やっている分の50％以上減少した

早市、大村市、長与町などでは11月末で終了し

事業者については、国の月次支援金を利用する

ているみたいです。

ということになっております。

そこで、改めてなんですけれども、この事業

この問題については、前回の委員会で指摘を

の想定件数と、直近での申請状況などの実績が
わかりましたらお願いします。

させていただきまして、対応いただいたことに

【久保田委員長】 しばらく休憩します。

感謝を申し上げます。ありがとうございました。
そこで、今回の分の月次支援金の申請状況と

― 午後 １時３１分 休憩 ―

いうのを、もし把握しておられましたお願いし

― 午後 １時３１分 再開 ―

ます。

【久保田委員長】 委員会を再開します。

【松尾産業政策課長】 申し訳ございません。申

【松尾産業政策課長】事業継続支援給付金でご

請件数というところで言いますと、ちょっと国

ざいますけれども、想定が5,000事業者で、予算

の制度ということもございますし、オンライン

の方が5億円ということで計上をしております。

で入力されるような申し込み方法になっており

先ほど委員からもございましたとおり、一番

ますし、国の方が昨年の持続化給付金等につい

申請期間が長いところで1月末ということで、

ても情報を全く出していただけないという状況

それぞれ終わった市町もございますけれども、

にあります。今回、私どももサポートセンター

まだ集計が全てそろっておりませんので、そこ

が長崎市にしかないということで、佐世保市の

については申し訳ございません。

方には委託でサポートを実施して、それから島

【山本(由)委員】 そうしたら、これもおさらい

原の商工会議所と振興局の方で10月15日から

になるんですけれども、この事業継続支援給付

11月末ぐらいまでサポートをさせていただい

金については今年2回、1月、2月影響分と4月〜

たところですけれども、そこにいらっしゃった

6月影響分とされているんですけれども、改め

相談者の件数ということで言いますと、島原が

て、これの想定件数と実績というのはわかりま

延べで50社、それから佐世保が150社程度とい

すか。

うことで、長崎会場の数字の方はよくわかりま
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せんが、大体それくらいの方々がお見えになら

付金につきましてはかなりＣМ等も打たれてい

れた状況でございます。

たかと思うんですが、月次支援金の方はそうい

【山本(由)委員】 わかりました。

った状況ではございませんでしたので、私ども
の方で独自で、国の制度ではありますけれども、

それから、国については、この月次支援金に
ついては9月末で緊急事態宣言は終わっている

新聞広告を行うようなこともしてまいりました。

んだけれども、1か月ぐらいはまだ影響がある

復活支援金につきまして、細かくこれから決

ということで、月次支援金は10月末までやりま

まっていくことかと思いますけれども、私ども

すと。一方で、11月から来年3月について、こ

として要望を国の方にぜひしたいと思っており

れは今、予算案ということなんですけれども、

ますのが、今回、県独自でサポートをしたとい

売上げが前年または前々年比30％以上減少し

う経緯もあることから、持続化給付金の時には

た事業者に対して、地域とか業種を限定せずに

8商工会議所全地区にサポート会場を設けられ

最大250万円を支給する事業復活支援金という

て、それから、商工会議所地区ではないところ

のが予定されているみたいなんですけれども、

にはキャラバン隊といったようなことで、サポ

この事業復活支援金は中小企業庁のホームペー

ートをかなり手厚くしていただいたので、今度

ジには出てくるんですね。ただ、まだ決定はし

の復活支援金につきましても同じように、ある

てないということだと思うんですけれども、今

いはそれ以上にサポートをしていただけるよう

の段階で把握されている内容と、もしこれが実

に、まだ知事会とかそういったところでは要望

施された場合、多分国がやるんだろうと思うん

しておりませんけれども、先日も内閣府の方か

ですけれども、その場合の周知等も含めた県の

ら何か意見がないかということでお尋ねがあっ

対応についてお尋ねします。

たので、そういったようなことも要望している

【松尾産業政策課長】 今、ご質問がございまし

ところでございますので、県としてこれが実施

た事業復活支援金でございますけれども、これ

されるに当たっては、周知ももちろん県の事業

につきましては、私どももまだホームページと

と併せてやっていきたいとも思っていますし、

か、そういったところで見られる程度の情報し

このあたりのサポートについても国に要望して

かございません。

まいりたいと考えております。

50％以上減の場合に、個人で最大50万円、法

【山本(由)委員】 もう今おっしゃったとおりで、

人の場合は売上げによって最大250万円という

国がやっています月次支援金に関しては、当初

ことで、30％から50％のところも個人で30万円

見込んだよりもはるかに周知が進まなかったと

から、法人で最大150万円ということで、11月

いうことで、国の方が後から新聞の一面広告を

から3月の5か月分を一括して支給するという、

使ったりして出しているという状況がありまし

それぐらいの情報しか今のところ持っておりま

た。
今回、いろんな形で月次支援金を使えたのは、

せん。
これにつきまして、今回の月次支援金もそう

一つは枠があったからという部分もあろうかと

ですけれども、特に国の方でも周知というのが

思いますけれども、それは結果的にそういうこ

あまりされませんでしたので、昨年の持続化給

とであったので、今言われたサポートセンター
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とか、そういったところ、とにかく国である程

記載がありました。この締め切り自体は11月末

度やってもらわんといかんところはあると思い

と理解しております。現時点での申請件数と、

ますので、そこは県の方からも言っていただき

認定はまだ終わってないかもしれませんけれど

たい。

も、今現在の申請件数と認定件数というのがわ
かっていればお知らせください。

それから、今回、もし事業復活支援金がなさ
れるということであれば、結構業種とか地域を

【吉田経営支援課長】このサービス産業の事業

限定しないという形になっています。今までの

再構築事業につきましては、1次の後に2次募集

いろんな事業、支援金であったり、今まさにや

をやったという形で、捉え方としては、もう現

っている分、市が20％から30％補助してみたり、

在、1次、2次合わせてというふうな形で捉えて

月次支援金と両方出ますという市があってみた

おります。

りというふうな形で、業者さんにとっては不公

1次が採択53件だったんですけれども、2次が

平感を感じる、もらっているんだけれども、も

52件で、合わせて105件の事業を採択しており

っともらっている人がいるという形で不公平感

まして、業種的には飲食店、卸・小売業、宿泊

がかなりある。

業、この3つで約8割という状況にございます。
市町別は、2次の時に雲仙、南島原の災害に

一方で、業種によっては、自分たちももう少
し支援してよというふうな声がかなりあります。

加点制度を設けたり、あるいは飲食店に対して

ですから、先ほど私が2番目に月次支援金の状

の加点制度等を行ったこともありまして、市町

況とか、できるだけそういうのを把握してくだ

別で言うと長崎市、大村市、雲仙市あたりが多

さいと申し上げたのは、できるだけ漏れがない

いという状況にございます。

ようにしていただきたいという趣旨ですので、

【山本(由)委員】 ありがとうございました。今、

国自体も、次に質問しますけれども、基本的に

累計とか、1次、2次合わせて認定が、私はさっ

はそういう支援、血を止めるというんですかね、

き11月の初旬で53件と言ったのが105件とおっ

補塡するというよりも、新しい動きの方にシフ

しゃいました。申請の方は何件ですか。

トしたいんだろうけれども、ただ、ウィズコロ

【久保田委員長】 しばらく休憩します。

ナと言っても、まだそこまで回復してないとい

― 午後 １時４３分 休憩 ―

う中では、そういったところの支援というのは
どうしても必要な部分があるかと思いますので、

― 午後 １時４３分 再開 ―

引き続き注視をよろしくお願いしたいと思いま

【久保田委員長】 再開いたします。

す。

【吉田経営支援課長】 申し訳ありません。

次に、サービス産業事業再構築支援事業費に

申請につきましては、1次が140件に対して採

ついてなんですけれども、これについても2回

択52件ということで前回ご報告しております

目ですね。一度やっていただいて、要望があっ

けれども、2次が申請78件に対して採択が53件

てまた再度していただいた事業なんですけれど

ということで、1次、2次合わせた分としまして

も、ホームページを見ましたら、11月8日更新

は、申請が218件、採択が105件ということでご

の段階で申請が78件、採択が53件というふうに

ざいます。
- 27 -

令和３年１１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）（１２月９日）

【山本(由)委員】 あくまでも1次というのは前

て、先ほど申し上げたような飲食店とか、その

回のということですね。了解しました。

時にどういう状況にあるかということを踏まえ

それでは、次に、この事業については国が同

ながら、今現在、やりますとは言えないんです

様の趣旨で行っている中小企業等事業再構築促

けれども、必要性は認識をしておりますので、

進事業を補完するということで県独自で行って

そういったことを踏まえながらしっかり対応し

いただいているんですけれども、これも国の今

てまいりたいと考えております。

度の第3次の補正予算案の方で令和4年度以降

【山本(由)委員】 ありがとうございました。

も、内容を一部改定してこの事業を継続すると

今現在行っている国の事業再構築促進事業で

いうふうに予定されているようですけれども、

すけれども、これについては採択事例について、

この事業の内容と今後の見通しですね。

もちろん申請者の了解を得たうえで、採択事例

それから、もし国がこれをやるということに

はその事業転換のパターンであったり、業態転

なった時に、県もまたそこを補完するような形

換のパターンであったり、新分野展開のパター

で再度やられる考えがあられるのか、そこをち

ンであったりというのを事例紹介という形で具

ょっとお聞かせください。

体的にそこのサイトの中で載せてあるんですね。

【吉田経営支援課長】国の事業再構築補助金に

県のサービス産業事業再構築支援事業につい

つきましては、下限が100万円から、上限が通

ても、これは今やっていらっしゃるパンフレッ

常枠で、従業員数によって変わるんですが、最

トの中に例という形で一部載っているんですけ

大8,000万円ということで、
比較的大きな事業の

れども、事業者の方にとっては、例えば専業で

再構築を支援するとしております。

ずっと一つの商売をされている方は、そこの道

一方で、県内企業はなかなかそこまでの負担

は究めていらっしゃるんでしょうけれども、な

ができないということで、上限100万円の制度

かなか新しいことをやる時には何をどういうふ

を設けたというのが経緯としてはございます。

うにしたらいいかわらかないというところがお

国の方は、現在、4回目の公募を行っており

ありなんだろうなと思いますので、こういう事

ますけれども、今回の予算につきましては、以

例があるよというものが、たくさん事例がある

前の補正で1兆1,500億円の予算で5回公募をす

と、自分もこれだったらできるというふうな形

る予定と。そのうちの3回が結果が発表されて

のヒントになるのかなと思いますので、今後、

おりまして、本県企業の採択数が178件となっ

引き続きやられるかどうかというのは、まだこ

ております。4回目が今公募中、5回目が来年に

れからでしょうけれども、国と同じような形で、

予定されていると。

可能な限りそういう事例を実際に、今こんな例

一方で、経済対策におきましても、国の予算

がありますというのが確かに載っているので、

が約6,000億円を予定されていると聞いており

これ自体でも多少はわかるんですけれども、も

ますので、単純にいけば、あと3回ぐらい来年

う少し具体的な形で、差し支えない範囲で事例

度募集があるのかなと考えております。

紹介という形をされたら、もっと取り組もうと
いう形も出てくるんじゃないかと思うんですけ

県内企業の事業再構築というのが、なかなか

れども、この点どうでしょうか。

進んでいないというふうに認識をしておりまし
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くお願いいたします。

【吉田経営支援課長】県の補助制度等を活用さ

以上です。

れて、どういう成功事例があるかということに
つきましては、この事業に限らず、優良事例、

【久保田委員長】 ほかにございませんか。

成功事例をしっかり周知をして、皆さんもそう

【山口(初)委員】 大きく2点お尋ねしたいと思

いう動きが必要だということ、あるいは補助制

います。

度にしっかり関心を持っていただくということ

4ページの議案外の関係なんですが、海洋エ

が必要だと思っておりますので、機会を捉えて

ネルギー関連産業の創出関係、これは6月議会

そういう周知を図ってまいりたいと考えます。

でも一定お尋ねしております。これは西海市の

【山本(由)委員】 コロナ収束後の今後を見据え

江島に特定して記述されてありますけれども、

た形で、国の方もできるだけ新しい、前向きな

再生エネルギーとして今注目もされております

方に進んでいこうと今から取り組んでいかれて

し期待もされているところだと思います。
そのためには漁業と共存共栄をしなければな

いると。
県においても、県内の中小企業であったり、

らない、あるいは地域振興に寄与するというこ

小規模事業者であったり、そういったところの

とが大きくあるわけですが、この中でそれぞれ

立ち直りというんですかね、新たな展開に向け

留意事項の説明という記述があるんですが、具

てぜひご支援をしていただきたいと思いますの

体的にどういうことを、それぞれ地域の皆さん

で、今申し上げたような、真似するということ

の理解を得るための説明だと思うんですが、簡

ではないかもしれませんけれども、ヒントにな

単で結構ですから教えていただけますか。

るようなものというのをご紹介いただければと

【黒島新産業創造課企画監】県及び西海市から

思いますので、よろしくお願いします。

の洋上風力発電に対する留意事項の説明という

これはデジタルトランスフォーメーションの

ところでございますが、県の方からは、委員も

ところでもこの説明書に載っていて、ＤＸの身

おっしゃいましたように漁業者との漁業協調に

近な導入事例とか成功事例を体験できる機会が

ついて漁業者の声をしっかりと把握していただ

少ないのが課題であるというふうに認識をされ

きたいというところですとか、環境に対するも

ていらっしゃいます。これも当初からなかなか

の、また、世界遺産の関係がございますので、

わかりにくいと、具体的にイメージが、自分の

世界遺産に対する評価について留意をしていた

ところでどういうふうに参考になるんだろうか

だきたいというところでございます。

というところがなかなかわかりにくいというの

また、西海市の方につきましても、やはり地

があるので、今もう既に課題認識を持って、具

域振興という観点から、この計画において今後

体的にクリーニング屋や塾、自動車学校や旅館

の振興策について検討をしていただきたい、ま

とか、伴走型でやっていらっしゃるということ

た地元の皆様への説明を通じてしっかりと理解

ですので、それについてもできる限りこんな事

を得ていただきたいというような説明をさせて

例がありましたよという形で、それぞれの事業

いただいたところでございます。

者に近いような形でご紹介いただければと思い

【山口(初)委員】 そういう状況の中で、当然地

ます。これは要望にしておきますので、よろし

元の漁業者の皆さんからも、それぞれ県に、あ
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るいは市に、国に要望があるんだと思います。

【山口(初)委員】 地域の活性化といいますか、

そのことについて具体的にどういう要望をなさ

県の活力造成に向けてこのことは大事だと思い

れているのかご見解をいただきたいと思います。

ますので、ぜひしっかり取組を進めていただき

【黒島新産業創造課企画監】地元の漁業者から

たいと思います。

の要望につきましては、しっかりこの事業につ

もう一点、これは本当に質問だけになるんで

いて地元の皆さん方の意見を聞いていただきた

すが、1,000万円以上の契約の中にマルチマテリ

い、漁業に対する影響調査をしっかり行ってい

アル3次元造形装置というのが今回ありますけ

ただきたいと、そういったお話がこの協議会の

れども、ざっと素人なりに考えて、異なる材料

中ではなされたところでございます。

の新構造なんだろうなと思うんです。これには

【山口(初)委員】 そういうことで、それぞれ地

接着技術とか軽量化の技術とかが付随してある

元の理解を得ながら進めていくことになるんで

のかなと思うんですけれども、これは具体的に

すが、第3回の協議会を間もなくやられるとい

どういうもので何に使うのか、単純な質問で申

うことになっております。このことは、大きく

し訳ないんですが、お伺いします。

は今後のスケジュールにのっとった話し合いに

【橋本工業技術センター所長】ご質問いただき

なっていくんだろうと思うんですが、この地域

ましたマルチマテリアル3次元造形装置であり

における見通しといいますか、規模等々につい

ますけれども、これは今一般的に3Ｄプリンタ

て、今お話しできることがあったら教えていた

ーと言っている装置でございまして、従来、例

だけますか。

えば新製品を作るための模型を作るということ

【黒島新産業創造課企画監】 今年度中に第3回

になると、非常に手間をかけておりました。そ

協議会の開催に向け、今、国、県、市並びに漁

れから、少量生産というのが今までは非常に効

業者様等々と調整をさせていただいているとこ

率が悪かったわけなんですが、この3Ｄプリン

ろでございます。

ターという装置を使うことによって、まず、プ

この江島沖についての規模につきましては、

ロトタイピングといいますけれども、試作品を

国からお話がありましたとおり、出力規模が最

作るのも簡単になり、あるいは製造現場で使う

大30万キロワット程度を見込まれているとい

部品に合わせた把持の道具とか、いろんなもの

うところでございます。

が作りやすくなってまいりました。

今後、協議会において、意見の取りまとめが

今までは、私どものところでは樹脂だけの3

なされた後には、促進区域に指定をされ、その

Ｄプリンターを使っておりましたが、これがも

後、事業者の公募が始められるという形になっ

うメーカーの方で今後部品は一切供給できない

てございます。

のでメンテナンスも打ち切りですというような

スケジュールにつきましては、意見取りまと

話がありまして、それであればこれを機会に利

め後決まっていくものというところでございま

用者の要望の多い、複数の材料を使えるような

すので、今の時点では明確な、いつぐらいまで

3Ｄプリンターに更新しようということで、こ

に区域の指定が行われるというところもまだ定

のたび購入するものでございます。
これまで、例えば鋳造メーカーとか、いろん

められておりません。
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なところが使ってくださっていますし、それか

と思いますので、しばらくは併存するような形

ら、今後、さらに、例えば小規模の新しいベン

になると思います。

チャー企業のようなところもこれを使っていた

【山口(初)委員】 せっかくいいものを導入され

だけるのではないかというふうに期待している

る思いますので、有効に使って新しい技術をど

ところでございます。

んどん長崎県としても開発していっていただけ

【山口(初)委員】 というと、具体的な使い方と

ればと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。

しては、基本設計の前の検討設計みたいな感じ
に使うという形になるんですか。

【久保田委員長】ほかに所管事務一般について

【橋本工業技術センター所長】幾つかの使い方

の質問はありませんか。

がございます。第一は、
まず図面で設計をして、

【吉村委員】 今ので山口(初)委員、すみません、

実際にそれが使いやすいかどうか、組み立てる

大変丁寧な答弁で関心するんじゃけど、肝心な

こともできるかとか、いろんなチェックをする

ところがちょこっと抜けて、なんかもやもやす

ためにプロトタイピングということで試作をい

るので。
マルチマテリアルだけんか、マテルアルとは

たします。
それから、第2の使い方としては、少量生産

どんなマテリアルかというのをまず説明をして

の場合に、今までですと、いちいち金型を作っ

もらわんと、今までは樹脂だけだったけど、樹

て初期コストの非常に大きいような形で作って

脂以外のこともできるんじゃろう、
材質、材料。

おりましたけれども、この装置に適合するよう

それから、これを使うに当たっては、利用料と

なものについては、そういう手間なしに一品生

か何かというのはこれまでどおりなのかどうか

産のような形で作ることができるというもので

というところの2点をお聞かせください。

ございます。ただ、まだ現在、強度が必ずしも

【橋本工業技術センター所長】材料でございま

万全ではありませんので、使い道というのをう

すが、私の先ほどの説明が間違っておりまして、

まく選びながら使っていくということになりま

樹脂は樹脂なんですが、幾つかの樹脂を組み合

す。

わせて使えるという装置になっております。具

【山口(初)委員】 大体わかったような感じです。

体的には、透明な樹脂、それから強度のあるＡ

わかりました。

ＢＳ材料、それから、今までですと色がつけに
くかったんですが、3色のカラーをつけること

具体的には、この機械装置そのものはどこに

ができるという装置になっております。

設置するんですか。
【橋本工業技術センター所長】私どものセンタ

それで、利用料金でございますが、今、手元

ーの2階にデザイン研究室というところがあり

に資料がありませんので、実際にこの供用が始

ます。これまでもそこに設置して利用者に使っ

まりますのはこの後でございますので、現在、

ていただいておりましたけれども、新しい装置

導入の費用ですとか、それから様々なコストを

をリプレースするという形で同じ部屋で使って

計算して、これから料金を設定するところでご

いくようにしたいと思います。
ただ、
過渡期は、

ざいます。

今までの装置を使いたいという利用者もあるか

【吉村委員】 わかりました。よろしくお願いし
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ます。できたら、後でその利用料金表とか、ほ

ど、「コロナ禍で倒産が大幅減、歴史的低水準」

かの機械も併せて参考に見てみたいので、資料

と書いてあるわけよ。でも、その後に「倒産リ

で出していただければと思います。

スクはリーマン並み」と。「破綻懸念企業は全

それと、先ほどの質問を聞きよって、倒産件

国30万社の可能性」と。これは帝国データバン

数のところやけど、この答弁で年間50件未満で

クが調べた資料だけんか、いわゆる法人。個人

例年並みと判断するという大まかな言葉があっ

とかなんか入っとらんわけよね。だから、そう

たんじゃけど、それについて、見方としては長

いうのを入れると、この長崎県内の今後の動き

崎県内の倒産件数というのはそう変わりはなく

は注視しておかんと、やっぱりなかなか厳しい

て、増える要素はないんだと見ているのかどう

と。

か、もう一回お知らせいただきたいと思います。

先ほどから、今度、国の新年度予算でまた手

【吉田経営支援課長】 倒産につきましては、件

当てをするというような、さっきの250万円と

数で私は申し上げましたけれども、その中身で

かという話が出よったけど、そういうことでて

ありますとか、あるいはその倒産がほかの企業

こ入れがぐっとなされると、ある程度持ちこた

の経済活動等に与える影響、そういったところ

えるのかなと思うけど、もうここの資料でいく

も総合的に判断する必要があると思っておりま

と、2015年、有利子負債、月商倍率が4.4倍だ

す。

ったのよ。それが今、2020年度は5.41倍に増え

先ほどは、件数について例年と同じぐらいの

とるわけ。だから、これを見ると、今時点で倒

水準で推移しているということを申し上げまし

産はしとらんけど、もう足が一歩かかっとると

たけれども、かねてから、いろんな大手信用調

いうようなところが増えとるという話になるわ

査機関とかも予断を許さないというふうな表現

けよね。

がなされております。今回も、新聞記事にも「既

なんで今までその倒産がないかというと、い

に返済がスタートしている企業もあり、資金繰

わゆるコロナ関連の資金供給、これによってや

りの悪化で、今後、倒産、廃業を選択する企業

っぱり助かったということで、利子がゼロとか、

が増える可能性もある」というコメントですと

支払いを2年間ぐらい猶予するとか、日銀のコ

か、やはり足腰の弱い企業を中心に廃業や倒産

ロナの資金繰り対策、コロナオペというのを初

する企業が徐々に増加するのではないかという

めて見たけれども、コロナのオペなのかわから

コメントも出ております。

んけど。そういうので今はもっているけど、破

我々も、今、数字は少ないから安心ですとい

綻懸念企業の割合というのは7.5％ぐらいに上

うことを決して申し上げているのではなくて、

がってきとると。これがやっぱり実情だろうと

しっかりと金融機関や商工団体に状況を聞きな

思うので、そこら辺、もっと注視をして県内の

がら、資金面等で対策が打てる分についてはし

経済状況というのをつかんどってもらいたいと

っかり構えていきたいと考えております。

思いますので、よろしくお願いします。
それから、ＳＳＫですけれども、このＳＳＫ

【吉村委員】そこまで言っておけばよかったん

を支援せんばいかんと、こう言葉では書いてあ

じゃけど、そこが抜けとったもんだから。

るけど、実際具体的に再就職ぐらいしか字が出

ここに帝国データバンクの資料があるんやけ
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てこんのよね。国が造船業界に対策をやろうと

この大きな造船所を2つも抱える長崎県として

いう話を耳にしたり、記事で見たりしたんだけ

は、そういうのを国に積極的に申し入れをして

ど、そこら辺、何か県として把握をされており

実現していくということをやっていただきたい

ますか。

と思います。そういうのが再雇用ばかりじゃな

【末續企業振興課長】 ただいま、吉村委員から

くて、造船所自体の経営が安定していくという

ご質問がございました。まず、国の方の支援の

ところへの手だてもしていただきたいと思いま

状況でございますけれども、造船の基盤強化に

すので。

向けて法改正をやられまして、いわゆる基盤計

ＳＳＫの支援の中にこの「ふくおかクリエイ

画を認定するという、認定された企業には金融

ト株式会社」という文字が出てくるんじゃね。

支援であるとか、様々な支援があるという制度

ここの親会社は福岡造船。それで、これが2018

を国が設けていらっしゃいます。

年、2004年に長栄造船という長崎にあった造船
所を買収して長崎工場というのを造っとる。そ

県内からは、今ご質問がありました佐世保重
工業も名村造船と同じグループとして、名村造

して、2018年に渡辺造船の株を100％購入して、

船が今計画を上げられて認定をされたというこ

もう自分の会社にした。そういうので、長崎と

とがホームページ上で公表されておりました。

も縁が深い会社みたいなんじゃけど、福岡造船

ただ、今の国の支援の予算を見ますと、例え

というのは。ＳＳＫは、結局名村のグループ傘

ば環境対応の技術開発であるとか、成長分野に

下に入ってしまって、今度はこのふくおかクリ

向かっていくような取組については補助支援が

エイト株式会社が来て、これは福岡の会社やけ

あるんですが、例えば佐世保重工業のように少

ど、もうばらばらになるんじゃなかろうかと心

し縮小するような動きの中で支援するような補

配がよぎるわけよね。そうならないように長崎

助支援メニューというのは実はございませんで、

県の地場の造船所という、ここら辺をしっかり

我々としても、そこは国土交通省の方になりま

ビジョンを描いてバックアップをしていただき

すけれども、そういった実情も具体的にご説明

たいと思います。よろしくお願いします。

して、今後の国のご支援等も検討いただくよう

それから、どれかの報告書に燃料電池船、こ

にお願いを、私自身が今月国交省に参りまして

れをこの前から言いよったので、最終的に確認

お願いをする予定にしております。

させていただきますけど、これを五島沖の洋上

【吉村委員】 そういう予定があれば、なおさら

風力発電所の事業者へ譲与すると。譲与という

よかったので頑張ってやってきてくださいよ。

意味はどういうことかなと思うんじゃけど。そ

韓国とか中国に日本の造船が負けたのは、韓国、

れとこの譲与する時にどういう両者での話し合

中国は国が直接船主に貸し付けをやって、低利

いというか、まず、譲与となった理由、ここか

で融資するから自分のところで船を造ってくだ

ら聞かせてください。

さいと。そういうことを日本はしなかったから

【黒島新産業創造課企画監】燃料電池船の譲与

だんだん負けていったんじゃね。だから、国が

につきましては、これまで平成28年度に環境省

遅ればせながらそういう制度を創設しようとい

から県が無償譲渡を受けまして、船舶のデータ

う流れの中にあるんだろうと思います。だから、

取得等を目的といたしまして運航を行ってまい
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【黒島新産業創造課企画監】この活用につきま

っておりました。
その後、五島市内において保管をしておりま

しては、この五島フローティングウィンドパワ

したが、なかなかその活用、運航につきまして

ー、譲与先につきましては、現在五島市にござ

特殊な運航の方法が必要ということで、活用が

います洋上風力発電、1基建ってございますが、

できていなかったというところでございまして、

そちらの方の管理をなさっております。その視

これまで五島市を中心といたしまして譲渡の協

察等について活用したいということでございま

議等を行ってまいっておりました。

して、今後、五島におきましては、今建ってい

今年度、環境省と五島市を含め協議を行って

るものと別に8基洋上風力が新たに建ちまして

まいりまして、環境省から県が無償譲渡を受け

ウインドファームができ上がるということで、

ておりますが、改めて県が譲与する場合につき

今後、さらに視察に来られる方が増えるという

ましては、無償譲渡であり、なおかつ公益性が

ところもございますので、そうしたところに活

あるもの、また、環境省といたしましては、燃

用いただけると考えてございます。

料電池船の特殊性から、その運航に当たって事

また、この燃料電池船につきましては、漁船

故等がないようにしっかり運航ができる者に譲

型の燃料電池船としまして、日本で初めての燃

与をしていただきたいというお話がございまし

料電池船でございます。今後、カーボンニュー

て、県と環境省、そして製造を行いました戸田

トラルの研究等も進む中、この研究や実証、そ

建設、また五島市等を含めて協議を行ってまい

ういったものにも活用したいというところでご

ってございました。

ざいまして、我々としても商用として使われる
ものではなく、あくまで公益の高いものに活用

その際、この戸田建設が100％子会社として

されるということを伺ってございます。

おります五島の洋上風力発電を運用しておりま
す五島フローティングウィンドパワー合同株式

したがいまして、そうしたところから今回譲

会社から、譲与を受けたいというお話がござい

与を決めさせていただいたところでございます。

まして、環境省と県の方で協議をいたしまして、

また、補足でございますが、これまで、私ど

この五島フローティングウィンドパワー合同会

もとしましても、ぜひ県内で活用いただきたい

社へ無償で譲与を行ったというところでござい

ということを考えておりましたので、五島市の

ます。

洋上風力発電の視察等を中心で使われるという

【吉村委員】 環境省も入っておるので、長崎県

ことでございますので、五島市内で引き続き保

が譲渡を受けたとはいえ、そこら辺の影響力は

管をされて使われるということも伺っておりま

まだ残っておるというのが今の話でわかって、

す。また、譲与につきましては、五島市にも意

なので無償で譲渡するんじゃけど、その後の例

見をお伺いしたところ、五島市といたしまして

えば公益性とか、ここでいろいろと、まだ研究

も、カーボンニュートラルについて市全体で取

開発材料とするとか書いてあるんじゃけど、具

組を進めていく中において、この燃料電池船が

体的にそこら辺、何か文書で取り交わすとか、

五島市内で活用されることについては、そうし

きちっとした形で残すということはしてありま

たＰＲ効果も非常に高まるというご意見を頂戴

すか。

したところでございます。
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【吉村委員】 だから、そういうのを何かの形に

的な立地提案」というところをちょっとお知ら

残るものとして残しているかというのを、どう

せいただければと思います。

ですか。

【香月企業振興課企画監】本県の強みを活かし

【黒島新産業創造課企画監】使用目的につきま

た企業誘致がどういったものかというお尋ねで

しては、先ほど私がご説明させていただいたと

ございますが、全般的に、企業にとっては受注

ころ、物品の譲与の契約書の中にも記載してお

者、発注者との関係がありますので、事業をま

りますし、譲与申請書の中にも相手方から記載

ず継続させないといけないということで、非常

をされているというところでございます。

に災害リスクに対するＢＣＰの対応力というの

また、公益性のところにつきましては、今後

を強化したいというお考えをお持ちなので、例

3年間、活用実績の報告をいただいて、公益性

えば長崎県の災害リスクの低さというようなも

がしっかりあるものについて活用されたかとい

のがＢＣＰの適地というふうなＰＲをさせてい

うのを確認をするようにしております。

ただいたり、分野によって、特に今はコロナ禍

【吉村委員】これは水素をつくらんといかんけ

において、長崎大学の感染症に対する知見とい

んね。現状、今からどうやって水素をつくるの

うのが強みになるということで、これは我々長

かなと思うけど、そこら辺はクリアできとるの

崎県特有なものということで特に力を入れて取

かな。いかがですか。

り組んでいきたいと思う中で、医療関連だとそ

【黒島新産業創造課企画監】水素の製造につき

ういったものをＰＲしながら誘致活動をしてお

ましては、具体的に今後どういった形でしてい

ります。

くかというところは、私どもも承知していない

【吉村委員】 今聞かせていただき、ちょっと後

ところでございますが、今後、五島市を含め3

付けっぽいところもあるなと思いましたけど。

者でお話をさせていただく時に確認をしたいと

工業団地の部分で「競争力のある工業団地の

思っております。

整備」というのはどういう整備ですか。

【吉村委員】 よろしくお願いしておきます。

【香月企業振興課企画監】もともと工業団地の

あと、企業誘致特別強化対策事業、それから

整備につきましては市町が主体となって整備を

市町営工業団地整備支援事業というのが18ペ

しておりまして、我々は分譲収入で賄えない部

ージにあるけど、この2つは同じとは言わんけ

分の一部を支援しているという中で、やはり進

ど、似たような感じのところで括れる事業やろ

出する企業、業種によって求められるインフラ

うと思うんじゃけど、企業誘致の特別強化対策

の条件というのは様々異なるところではあるん

事業ということで、現状を維持しますとなって

ですけれども、例えばインターまでの距離とか、

おります。本県の強みを活かした効果的な立地

面積なり、インフラだと水の問題ですね、そう

提案などを通して、積極的な企業誘致に取り組

いったものを備えた場所、競争力というのをい

むと。「本県の強みを活かした」と書いてある

かに確保していくかというものが重要でござい

んじゃけど、隣の事業内容も「見直しを含む本

まして、そういった視点を持って引き続き市町

県の強みを活かした効果的な」と、同じ文章な

と連携して工業用地の確保に努めていきたいと

んじゃけど、この「本県の強みを活かした効果

考えているところでございます。
- 35 -

令和３年１１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）（１２月９日）

【吉村委員】 最後にしますが、ちょうど今、水

私ども産業労働部だけでは解決できない問題と

の話が出てきました。ここの事業内容の方では

いうことで認識しておりまして、土木部とも

「工業用水道の整備」と書いてあるわけよね。

常々協議を重ねているところでございます。

県北の方は、なかなか、何回も何十回も話すよ

そして、この連携を深めたいという思いがご

うに水がないところ、佐世保市は特に。そこで

ざいまして、去る1か月ほど前に、土木部長と

工業団地を造っても、水がなければ競争力のあ

私含めまして、関係課長で協議をもったところ

る工業団地の造成になるのかというところがあ

でございます。それで、それぞれの課題の共有

るので、やっぱりここは石木ダムの早期完成と

でありますとか、そういったことをやって、そ

いうのがどうしてもポイントになってくるわけ

れをどう対応していくかという協議を行ったと

よ。だから、これを土木部だけに任せてやっと

ころでございますので、今後もそういった協議

るわけじゃなかろうと思うけど、これはもう全

を密に行いまして、課題解決に努めてまいりた

庁的に取り組むテーマとして、マターとして、

いと考えているところでございます。

いわゆる水の確保、これがないと団地だけ造っ

【吉村委員】 水だけではなくてと、いろんな要

ても限定されてしまうでしょう。だから、そう

素があると部長は言ったけど、いろんな要素を

いう意味で連携をとって進めるようにやってい

全部包含しとかんと、やっぱりそこは競争力の

ただきたいと思います。最後に部長、どうです

ある工業団地とはならんと私は思うわけよ。だ

か、その石木ダムについて。

から、やっぱり水を使わん企業というのはない、

【廣田産業労働部長】企業誘致にかかります工

全然使わん企業とかはないんだけんか、やっぱ

業団地の造成のご質問でございますけれども、

りそこは注力して今後とも取組を進めていただ

工業団地、いろいろな立地環境というのがござ

きたいと思います。
以上です。

います。先ほどからご意見がありますように工
業用水の問題、この工業用水ということになり

【久保田委員長】ここでしばらく休憩いたしま

ますと、半導体でありますとか、医療関連であ

す。
2時40分から再開します。

りますとか、そういったものが必要となる業種
かと思っております。

― 午後 ２分２６分 休憩 ―

ただ、工業用水が全てではございませんので、
水をあまり使わない業種というのもございます

― 午後 ２時４０分 再開 ―
【久保田委員長】 再開いたします。

ので、水の確保が困難な工業団地についてはそ

休憩前に引き続き、所管事務一般についての

ういった業種を誘致するということで対応して

質問を行います。

いるところでございます。

質問はございませんか。

それで、土木部との連携というお話がござい
ましたけれども、私どもとしましても、工業団

【山口(経)副委員長】 企業誘致について質問さ

地を造るに当たりましては、道路インフラの問

せていただきます。先ほど、吉村委員からもあ

題でありますとか、先ほど申されるような工業

りましたので、なるだけかぶらないようにした

用水の問題、様々な問題がございます。それは

いと思います。
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今回の議案外の報告の中にも2件の企業誘致

共同研究のことを併せてご検討いただいたり、

について報告があっております。見るところ、

進出して連携してものづくりを進めていくうえ

順調に推移しているようですけれども、雇用の

で必要となる県内企業なんかもご紹介をしなが

場の確保とか、県内企業とのマッチングとか、

ら企業誘致を働きかけておりまして、その中で

そういうことにおいても成果が出ているようで

タイミングを見て、トップセールスなども含め

ありまして、評価をしたいと思います。

て誘致活動を行っている状況でございます。

そこで、まず、近年における誘致の実績、製

【山口(経)副委員長】 県内企業との結びつきと

造業とオフィス系に分けて、それぞれご説明い

いうのが非常に長崎県内の経済にとっても大事

ただければと思います。

なこと、発展に欠かせないというふうに思うわ

【香月企業振興課企画監】近年における実績に

けですけれども、引き続き、誘致するだけでは

ついてでございますが、昨年度までを期間とし

なくて、ビジネスマッチングといいますか、そ

て総合計画の中で取り組んだ実績についてご説

ういった方面の支援もしてほしいわけですけれ

明させていただければと思っております。

ども、現在、誘致企業と県内企業が連携をして
いる好事例についてお示しをいただければと思

平成28年から令和2年まで5か年間で2,700人
という雇用創出の目標を掲げて誘致に取り組ん

います。

でまいりまして、結果50件の誘致が実現し、

【香月企業振興課企画監】連携の事例というこ

4,070人の雇用創出ということにつながってお

とでございまして、医療関連分野の事例をご紹

ります。

介させていただければと思います。医薬品の製

オフィス系が全体の4分の3、75％に当たる

造装置関連の誘致企業と県内企業が連携しても

3,090人です。製造系が980人という内訳になっ

のづくりを進めております。県内企業の金属加

てございます。

工の技術力を活かしてということでございます

【山口(経)副委員長】 企業誘致とすれば、やは

が、誘致企業のアドバイスをもとに、さらに県

り他県との競争ということで、先ほど吉村委員

内企業の方が技術力を高められて、新しい取引

から本県の強みをどう活かしていくんだという

に発展しまして、その結果、県内企業は工場を

質問があっておりまして、その強みを最終的に

新たに新設するという動きにつながった事例で

経営陣までアピールしないとなかなか届かない

すとか、先ほど、今日の委員会の中でも部長か

んじゃないかと思っております。最終的にはト

らご説明がありましたが、ＳＣＳＫニアショア

ップセールスが必要かと思うんですけれども、

システムズという企業がございまして、ここは

その強みをどう表現しているのかお聞かせいた

車に搭載する車載システムの開発などを行うん

だきたいと思います。

ですけれども、進出を検討いただく段階から、

【香月企業振興課企画監】何を強みにというよ

もともと長崎県内の企業と連携して開発を進め

うなところ、先ほどＢＣＰの適地ということを

たいということで、地場の情報系の会社と面談

申し上げましたが、併せて県内の大学等で育成

をしながら進めていただいておりまして、来年

されている人材のお話ですとか、関連分野の例

夏頃、事務所を開設される予定なんですが、引

えば大学の先生なんかと面談をしていただいて、

き続きビジネスマッチングを展開しながら、県
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内企業と誘致企業の連携した取組が進むように

本県経済を支える次なる基幹産業の創出という

努めてまいりたいと考えております。

ことが課題となっております。

【山口(経)副委員長】 企業誘致は、雇用の創出

そういった中で、基幹産業の核となる企業誘

だけではなくて、新しい基幹産業の育成という

致を進めているところでございます。そういう

形も非常に大事になってこようかと思うんです

中で、様々な施策を展開しているわけでござい

けれども、どのような考えで製造業の誘致をこ

ますけれども、今現在のところ、分野として考

れから進めようとしているのかお聞かせくださ

えておりますのが幾つかございます。
まず、世界的な需要拡大の中で、国内投資も

い。
【香月企業振興課企画監】製造業の誘致につき

活発であります半導体の関連する企業が一つあ

ましては、やはり県内企業への波及効果が期待

ろうかと思います。そしてまた、コロナ禍にお

できる企業を誘致するという考えで誘致をして

いて国内回帰の動きが出ております医療関連、

おります。誘致して、さらに地元の企業と連携

これが2つ目。そして、3つ目といたしまして、

が進むようにして、その後ビジネスマッチング

県内企業の新規参入が拡大しております航空機

等の支援を引き続き展開していくというところ

産業、こういったものを基幹産業に育て上げる

で取り組んでおりまして、県内にサプライチェ

ということで鋭意取り組んでいるところでござ

ーンをつくっていくために、県内企業だけでは

います。
それで、先ほどから副委員長からご指摘があ

なかなか賄えない部分を誘致企業、企業を呼ん
で、そこにまた県内企業が連携してつながって、

っておりますように、ただ、誘致企業だけでは

県内でサプライチェーンを形成して基幹産業の

県内経済の底上げにならないということがござ

育成というものにつなげていきたいという思い

いますので、そことの取引関係、いわゆるサプ

で取り組んでおります。

ライチェーン、そういったものを形成していく

【山口(経)副委員長】 サプライチェーンという

ということで、誘致企業と県内企業、そういっ

こともわかるわけですけれども、工業団地を市

たものが相まって、それぞれの産業分野の集積

町で整備して、県も支援をしていくということ

につなげてまいりたいということで考えており

なので、そういったところで企業の集積という

ます。

か、諫早市の例で言えばソニーが、今また新し

先ほどからご説明しておりますように、サプ

い投資を始めるとか、そういった核になる企業

ライチェーンの核となる企業誘致に当たりまし

がいて、そこらでまた企業の集積が始まってく

ては、やはり工業団地の整備というものが必要

るという好循環が生まれるようなんですけれど

になってまいりますので、そういったインフラ

も、最後に部長、企業集積についてどのように

環境をまずやって、そして、企業誘致に当たっ

お考えでしょうか。

ては、やはり県内企業に取引関係のある企業が

【廣田産業労働部長】先ほどから担当企画監が

あるかということも大きな点でございます。そ

ご説明いたしておりますように、本県において

ういったことから、地域の特性もそれぞれ踏ま

は、長年、本県経済を支えてまいりました造船

えながら産業集積を図って、本県の基幹産業に

業、これが一時の勢いを失っている状況の中で、

育てていきたいと考えているところでございま
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す。

せていただきたいと思うんですけれども、全国

【山口(経)副委員長】 新しい基幹産業を育てる

と比較できるのが1年前の分しかございません

という意味で過渡期にきているかと思いますの

ので、令和2年3月卒業生で富山県と比較してみ

で、ぜひ先を見据えて企業誘致、あるいは県内

たいと思います。
富山県というのは、令和2年3月卒業生が

企業の育成、そういったことに力を入れていた

94.3％の県内就職率、全国2位です。1位はちな

だきたいと思います。

みに愛知県ですけれども、富山県も地方部で長

終わります。

崎県と似ているかなというところもありまして、

【久保田委員長】 ほかにございませんか。

富山県との比較でいってみます。

それでは、委員長を交代します。
【山口(経)副委員長】 久保田委員長、どうぞ。

まず、人口とか高校生の数でいきますと、長

【久保田委員長】 それでは、私の方から、先の

崎県の令和2年度の国勢調査の人口は約131万

一般質問で時間がなく再質問できなかったので

人でございまして、そのうち高校生が1万2,161

質問します。

人、その中で就職した人が3,475人、これを割り
算いたしますと、28.6％の高校生が就職してい

まず、県内の高校生の就職率ですけれども、
69.9％ということで、過去最高の数字だと思う

るという数字になります。
その3,475人のうち、県内に就職した人が

んです。ただ、全国順位で言うと40位、九州で
は4位ということで、まだまだ全国的に見れば、

2,279人、この割り算で1年前、65.6％という数

順位だけ見ると低い方なのかなと。

字が出てきます。

全国平均が80％ということで、長崎が約70％、

一方で富山県でございますが、富山県の令和

この10％の差というのは縮めることができる

2年国勢調査の人口は約104万人です。長崎より

ものなのか。あるいは、この10％の差の分析を

少ない。高校生の数は9,192人、長崎より少ない。

どのようにされているのかなと思いますが、ど

就職した人は1,955人で長崎より少ない。ただ、

うでしょうか。

この1,955人と9,192人を割り算しますと21.3％

【宮本若者定着課長】 まず、全国平均が80.8％

の人が就職している。逆に言うと、79％の人が

という数字でございます。今が最高で69.9％と

進学、あるいは浪人とかも含めてなんですけれ

いうところで、確かに10％程度差があります。

ども、そういった形になっておりまして、長崎

その10％の差の分析というところになりま

の方が28.6％で就職する割合が多いなというと
ころはあろうかと思います。

すけれども、大きくは人口に比例する高校生の

ちなみに、富山県で就職した1,955人のうち、

数、そしてその高校生がどれくらい就職してい
るのか、その逆は進学ということになるんです

県内就職が1,843人、これを割り算いたしますと

けれども、そういった観点の見方。それから産

94.3％になると。そういう数的なところもある

業構造。産業構造と言っても一番わかりやすい

かなと。

のは、高校生一人に対してどれくらいの求人が

もう一方で、産業構造といいますか、一人の

あるのかといったところになろうかと思ってお

高校生にどれくらいの求人票が届いているかと

りまして、少し全国と比較できる数字で答弁さ

いう視点で見てみますと、長崎県は、いわゆる
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製造業、建設業いろいろではあるんですけれど

はいかないんですが、少なくとも今の70％を維

も、全部ひっくるめまして一人の就職を希望す

持していただいて、少しでも上げていただくよ

る高校生に対して1.45人分の求人がきておりま

うにお願いします。

す。富山県の場合が2.61人。全国の平均を見て

次に、長崎市の企業誘致でお尋ねしたいんで

みますと2.53人。その中で高校生の県内就職率

すけれども、このコロナ禍でオフィス系の需要

に影響を及ぼすであろうと言われているのは、

が減っているというのを報道などで目にするこ

やっぱり製造業でございまして、製造業の高校

とがあるんですが、今後のオフィス系の企業の

生一人に対する求人倍率を見てみますと、長崎

誘致というのをどのように考えておられるのか、

県は1.07人、富山県が1.96人、全国平均は1.79

お尋ねします。

人ということで、高校生一人に対して求人数が

【香月企業振興課企画監】 コロナ禍にあって、

違うなというところがございまして、求人倍率

例えばテレワークなどの定着で働く場所を問わ

が高いというのは、やはり高校生の選ぶ幅が大

ないということで、必ずしも毎日毎日出勤をし

きいというところがございます。給料だけじゃ

なくて済むという考え方で、オフィスのあり方

ないんですけれども、そこだけ見るわけじゃな

をいろいろと企業側が見直すといいましょうか、

いんですけれども、やっぱり大きな求人の中か

考え方を変えているという報道があっているの

ら自分に合うところを見つけやすい傾向にある

は、先ほど委員長からのご質問にあったとおり

ということは言えるのかなと思っております。

なんですが、そうした中で、これまで企業が間

あと、そういった製造業の内訳の中で、やっ

接部門といいましょうか、人事とか経理とか、

ぱりよその県の方が高いのかなというふうには

そういう事業所を運営していくために必要とな

見ています。

る事務の部分をどうするのかということで、こ

そういったことから、直ちに全国平均は8割

れまで社内で取り組んでいたものが、テレワー

なんですけれども、長崎の方が80％に簡単にそ

クを通して、必ずしも会社でやらなくてもいい

うなるかというと、なかなかそれは難しいのか

という見立てで、地方にそういった事務の代行

なと思っています。

をするような企業、通称ＢＰОサービスという

そういった中で我々は現場のキャリアサポー

言われ方をしますが、そういったところへのア

トスタッフに県内のいい求人を紹介していると

ウトソーシングの流れは加速しておりまして、

いうところなんですけれども、今後はやはり求

今、県内にもＢＰＯ関連の企業が立地して、現

人内容も企業側の努力といいますか、そこら辺

にさらなる規模拡大という動きも出てきている

も非常に重要になってまいりますので、ここに

ような状況でございます。
我々としては、コロナが落ち着いたとしても、

ついては既に企業側の方にも働きかけておりま
すけれども、引き続き、我々もそういった状況

一旦会社の中でやらなくていいというものの中

を説明しながら、直ちにはいかないにしても、

で進められているアウトソーシングの流れとい

地道に企業側の方にも話をしていく必要がある

うのは、関係企業の方にお聞きしても、需要は

のかなと思っております。

まだまだ続くというようなご意見も伺っていま

【久保田委員長】 そうしたら、簡単に80％に

すので、こういったところも含めてオフィス系
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企業の需要というのは引き続きあるということ

回各地でやっております。その中でテレワーク

で力を入れて取り組んでいきたいと考えている

を紹介して、このテレワークを導入することが

ところでございます。

魅力ある職場づくりにつながるんだという、そ

【久保田委員長】 今の答弁で、オフィス系の需

ういう面での普及も図っていこうと考えており

要が減っていると。主に都会の方だと思うんで

ます。あと、社内の環境整備については、社会

すが、その分外注というか、それで地方に流れ

保険労務士アドバイザーを各社に派遣をすると

てくる傾向もあるというふうに理解してよろし

か、そういう支援というものもしていきたいと

いですね。わかりました。

考えております。

今度、コロナ禍での働き方というのも大分変

このテレワークというものは、今後、コロナ

わってきていると思うんですが、県庁も変わっ

が完全に収束しても、完全になくなるものでは

ていると思うんですが、民間企業がどれくらい

ないと考えております。かといって、テレワー

変わっているのかという現状を把握しているの

クで全て完結するものでもないと考えておりま

であれば教えていただければと思います。

す。テレワークとリアルのハイブリッドと申し

【井内雇用労働政策課長】今の誘致の答弁の中

ますか、いいとこどりで、そういう働き方とい

にもございましたが、働き方として、目に見え

うものが今後出てくるのではないかと考えてお

る形でどこが変わったかと言われると、まず、

ります。

テレワークというものが一般に普及をしたとい

【久保田委員長】コロナが終わったからといっ

うところが最も変わったところかなと考えてお

て、もとどおりの働き方に戻るのではなくて、

ります。

この間に発見した新しい働き方とか、気づいた

昨年度、テレワークの導入ということで一躍

働き方を導入して、それが定着していくという

脚光を浴びまして、当初は感染症対策の緊急的

ふうになっていくという答弁に聞こえました。

な措置として在宅という形でのテレワークが主

ありがとうございます。

流であったんですが、今はそれにとどまらず、

最後に食品開発支援センターですが、先般、

会議や商談など、幅広く活用できるものだと、

当委員会でも視察に行って、新しく商品化され

そのあたりで働き方が変わっているということ

たり、またいろんな立派な機械もあって、
今後、

であるかと考えております。

ああいうのを活用してどんどんどんどん県内の

【久保田委員長】 現状、わかりました。

食品、あるいは企業の振興をしていかないとい

アフターコロナとなった場合、アフターコロ

けないと思うんですが、今後の取組はどのよう

ナも働き方というのは変わってくると思うんで

に考えておられるのか、お尋ねをいたします。

すが、どのように変わっていくと考えておられ

【橋本工業技術センター所長】先日ご視察いた

ますか。

だきまして、どうもありがとうございました。

【井内雇用労働政策課長】先ほどのテレワーク

これまでも工業技術センター、それから農林

の面でご説明をさしあげますと、我々が働き方

技術開発センターで、それぞれ食品開発という

改革を推進するうえで、例えば今年度ですが、

のはある程度やっていたんですが、今までは連

魅力ある職場づくりの研修会というものを複数

携が弱かったということがあります。
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業者が多いので、もちろんいろんな事業者のご

次年度に向けて、2つの項目について申し上

支援をするんですが、特にレストラン、料亭等

げたいと思います。
一つは、今までちょっとつながりの弱かった、

に、そちらの味を冷凍食品、あるいはレトルト

全庁的な食品事業者の支援というのを、今年か

食品にしませんかというようなチラシをつくっ

らもう既に始めておりますけれども、これは引

てお配りをして、何件かご試作をいただいて、

き続きやっていきたいと思っております。

その中から製品化までたどり着きそうなものが
上がってきているところです。

我々にできるのは、技術の部分だけの支援に

来年については、我々の期待としてはアフタ

なります。今の世の中、生産者がいいと思って
いても、なかなかそれだけでは売れませんので、

ーコロナで来県者が増える、あるいは新幹線開

本当に消費者の方がこれがいいと思ってくださ

業によって来県者が増えるということを今考え

るものを作らないと作っただけで終わってしま

ておりまして、そういうお客さんに向けての土

います。このために、我々としては、外部の専

産物の新規のもの、あるいは既存商品のブラッ

門家に委嘱をしまして、
例えば県内で売るのか、

シュアップということを来年の一つの取組とし

大消費地で売るのか、それから自家で消費して

て考えているところでございます。

もらうのか、あるいはお進物にするのかとか、

【久保田委員長】 実際、私も見て、ほかの委員

それから若い人に買ってもらうのか、お年寄り

も立派な建物だというのは思っていらっしゃる

に買ってもらうのかというような分析から始め

と思います。ただ、県民の皆さん方がこの建物

て、商品の考え方をつくったうえで、私どもの

の存在を知らない方もいらっしゃいますので、

センターで試作をし、それから性状を分析し、

ぜひ周知をしていただいて活用して、本県の活

さらに県外のマーケットに出していくことを積

性化にもつながっていくと思いますので、ぜひ

極的に進めるというふうにしたいと思っていま

とも周知の方を要望して私の質問を終わります。

す。

【山口(経)副委員長】 委員長を交代します。

このために、我々のセンターと、それから産

【久保田委員長】ほかに質問がないようですの

業労働部の中では企業振興課とがタイアップし

で、産業労働部関係の審査結果について整理し

まして、一緒に情報交換をしたり、あるいは企

たいと思います。
しばらく休憩いたします。

業振興課のテストマーケティングとか、商談会
参加等のサービスを利用させていただいており

― 午後 ３分 ８分 休憩 ―

ます。

― 午後 ３時１１分 再開 ―

産業労働部に限定せず、さらに農林部の農産

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

加工流通課、文化観光国際部の物産ブランド推

これをもちまして、産業労働部関係の審査を

進課、それから、材料によっては総合水産試験

終了いたします。

場のご協力を得るような形で、スタートから出

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

口まで一貫してご支援できるように続けていき

時から委員会を再開し、農林部関係の審査を行

たいと思っています。

います。

今年に関しては、コロナで困っておられる事
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本日は、これをもって散会いたします。
お疲れさまでした。
― 午後 ３時１２分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所
令和３年１２月１０日
自

午前１０時

０分

至

午後

於

委 員 会 室 ４

２時５５分

２、出席委員の氏名

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

産

政

課

課

委員長(分科会長)

久保田将誠

君

森林整備室長

髙橋

祐一

君

副委員長(副会長)

山口

経正

君

農林技術開発センター所長

中村

功

君

委

溝口芙美雄

君

〃

瀬川

光之

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 ０分 開議 ―
【久保田委員長】 おはようございます。
委員会及び分科会を再開いたします。
これより、農林部関係の審査を行います。
審査に入ります前に、委員の皆様にお諮りい
たします。
本日、審査を行う第127号議案「令和3年度長
崎県一般会計補正予算（第16号）」のうち関係

３、欠席委員の氏名
な

部分と、委員会付託議案である第142号議案「公

し

の施設の指定管理者の指定について」は、関連
があることから、まず、予算議案及び第142号

４、委員外出席議員の氏名
な

議案について説明を受け、一括して質疑を行い、

し

その後、予算議案についての討論・採決を行う
こととします。

５、県側出席者の氏名
農

林

部

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

農 政 課 長
農政課企画監
(スマート農業・技術普及担当)

小畑

英二

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

そして、委員会再開後、第142号議案につい
て討論・採決を行うことといたしたいと存じま
すが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
【久保田委員長】 それでは、そのように進めさ
せていただきます。

一丸 禎樹 君

【久保田分科会長】 まず、分科会による審査を
行います。
予算議案を議題といたします。
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費8,400万円の増、緊急治山費7億8,876万3,000

農林部長より、予算議案及び第142号議案に
ついて説明をお願いいたします。

円の増、自然災害防止費3億3,923万6,000円の

【綾香農林部長】 おはようございます。

増、林業施設災害復旧費4億5,800万円の増を計
上いたしております。

私の方から、農林部関係の議案についてご説

2ページの終わりから3ページにかけてをご

明いたします。

覧ください。

予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

（価格安定対策費について）

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、

野菜価格安定対策事業の生産者補給金に係る

第127号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予

補助金の再造成額（県負担分）が、当初予算計

算（第16号）」のうち関係部分であります。

上額を上回る見込みのため、不足額の補正に要
する経費として、
価格安定対策費2,390万円の増

歳入予算は、合計11億88万円の増、歳出予算
は、合計16億5,616万1,000円の増となっており

を計上いたしております。

ます。

（職員給与費について）
農林部職員の給与費について、既定予算の過

まず、歳入予算についてご説明いたします。

不足の調整として、合計3,773万8,000円の減を

（分担金及び負担金について）
自然災害防止費に係る負担金の増の伴い、分

計上いたしております。

担金及び負担金9,700万円の増を計上いたして

（繰越明許費について）
繰越明許費については、国の交付決定の遅れ

おります。
2ページをお開きください。

や計画、設計及び工法の変更による工事の遅延
等により、年度内に適切な工期が確保できない

（国庫支出金について）

ことから、記載のとおり設定するものでありま

山地治山費、緊急治山費、林業施設災害復旧

す。

費に係る国庫負担金及び国庫補助金の増、職員

4ページをお開きください。

給与費に係る国庫負担金及び国庫補助金の増に

（債務負担行為について）

伴い、国庫支出金10億583万8,000円の増を計上
いたしております。

長崎県民の森管理運営負担金に係る令和4年

（諸収入について）

度から令和8年度までに要する経費として、3億
904万5,000円を計上いたしております。

職員給与費に係る受託事業収入の減に伴い、

以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

諸収入195万8,000円の減を計上いたしており

ります。

ます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

次に、歳出予算の主なものについてご説明い
たします。

ます。

（令和3年8月の大雨による被災への対応につ

【久保田分科会長】 次に、農産園芸課長より補

いて）

足説明をお願いいたします。

令和3年8月の大雨により被災した、荒廃山地、

【清水農産園芸課長】 おはようございます。
11月補正予算、野菜生産出荷安定対策費につ

林道施設の復旧に要する経費として、山地治山
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説明資料の3〜5ページをご覧ください。

いてご説明します。

資料記載分が、今回、補正予算で計上してい

補足説明資料「令和3年度11月補正予算計上

る森林整備室分の事業及び一覧でございます。

事業一覧」をご覧ください。
1ページの野菜生産出荷安定対策費に2,390

いずれも本年8月の大雨により被災した荒廃

万円を計上しております。具体的な内容につき

山地や地すべり箇所、林道施設の復旧を行うも

ましては、2ページをご覧ください。

のでございます。
6ページをご覧ください。

本事業は、野菜の価格が著しく低落した場合

復旧治山費でございます。写真は、南島原市

に、国・県・生産者が積み立てた資金から、生

深江町内野地区でございます。

産者に補給金を交付することで、生産者の経営

山腹斜面の崩壊した土砂が国道57号線上方

に及ぼす影響を緩和し、もって野菜の生産及び

の渓流に堆積しておりまして、降雨によって、

出荷の安定を図るものです。
これは、野菜生産出荷安定法という法律に基

下流の深江川へ流出するおそれがあるため、国

づき行われており、資金を積み立てる際の県の

の補助事業により、県営で土留工等の設置を実

負担金は義務負担となっております。

施するものでございます。復旧治山費として
8,400万円を計上しております。

この資金につきまして、昨年の冬から本年の
春にかけてレタスやだいこんの価格が大幅に下

7ページをご覧ください。

落し、補給金の交付額が増加したことにより、

災害関連緊急治山費でございます。写真は、
小浜町小地獄地区です。

県の負担金が当初予算を約1,700万円上回るこ

崩壊した土砂が直下の人家や宿泊施設、市道

ととなりました。

に流下し、人家全壊2戸、死者3名等の被害が発

また、本年4月に国が公表した補償基準額の

生した場所でございます。

改定により、冬にんじんや冬レタスの積立単価
が上昇したこと、さらには、春夏にんじん、冬

斜面には不安定な土砂が残っており、再崩壊

にんじん、冬レタスにかかる令和3年度分の加

の危険があるため、国の補助事業により県営で

入数量が増加したことにより、県の負担金が、

法枠工等の設置を実施するものでございます。

当初予算を約690万円上回ることとなりました。

災害関連緊急治山費は、このほかにも3か所、
合計4か所、5億2,999万5,000円を計上しており

その結果として、不足することとなった令和
3年度の県の負担金計2,390万円について、補正

ます。
8ページをご覧ください。

予算に計上したものです。

災害関連緊急地すべり防止費でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし
ます。

写真は、南島原市南有馬町大抜地区でございま

【久保田分科会長】 次に、森林整備室長より補

す。
大抜地区地すべり防止区域で発生した地すべ

足説明をお願いいたします。
【髙橋森林整備室長】 続きまして、森林整備室

りによりまして、農地や市道が被災した箇所で

関係事業につきまして、お配りしております補

ございます。地すべり地内には、依然として不

足説明資料に基づいてご説明いたします。

安定な状態で土塊が残っておりまして、土砂の
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私の方から、農林部関係の繰越明許費につい

流出により、下流の集落等へ被害を及ぼすおそ

てご説明いたします。

れがあるため、国の補助事業により、県営でア
ンカー工等の設置を実施するものでございます。
災害関連地すべり費は、このほかにも1か所、

お手元にお配りしております補足説明資料
「繰越事業理由別調書」の1ページをお開きく
ださい。

合計2か所、2億5,876万8,000円を計上いたして

今回、計上しておりまのは、表の右から2つ

おります。
9ページをご覧ください。

目の項目、今回計上欄に記載のとおりであり、

県営自然災害防止事業です。写真は、東彼杵

一番下の合計で35件、23億6,957万3,000円とな
っております。

郡波佐見町岳辺田地区でございます。
崩壊した土砂により直下の家屋等が被災した

9月定例会にて承認いただきました額と合わ

箇所でございます。斜面には不安定な土塊が残

せますと、57件、35億3,203万1,000円となって

っておりまして、再崩壊のおそれがあるため、

おります。
繰越理由といたしましては、表の上段にあり

土留工等の設置を行うものです。
県営自然災害防止事業は、このほかにも7か

ます、①事業決定の遅れによるものが18件、13

所、合計8か所、3億3,923万6,000円を計上いた

億4,321万1,000円でございます。これは主に災

しております。

害関連緊急治山費や災害関連緊急地すべり防止

10ページをご覧ください。

費等において、本年8月の大雨により被災した

3年災害復旧費でございます。これは、被災

荒廃山地や地すべり箇所の復旧に当たり、国の

した林道施設を従前の機能に回復させるため、

事業決定後の着手となり、年度内に適正な工期

復旧事業を行うものでございます。写真は、西

が確保できないため、繰越を行うものでありま

海市西彼杵半島線です。

す。

林道の法面及び路体が崩壊したため、国の災

次に、②計画、設計及び工法の変更による遅

害復旧事業で西海市が施工主体となり、林道施

れによるものが4件、5億7,107万7,000円でござ

設の復旧を実施するものでございます。

います。これは主に農業大学校施設整備費にお

このほかにも、今回の補正予算によりまして、

いて、ウッドショックの影響により木材の確保

6市町10路線、17か所、合計11路線、19か所の

が困難となり、設計の見直し等を行う必要が生

被災した林道施設を復旧するため、4億5,800万

じたことから、年度内に適正な工期が確保でき

円を計上いたしております。

ないため、繰越を行うものであります。
次に、③地元との調整に日時を要したものが

以上、森林整備室分として16億6,999万9,000

2件、5,565万円でございます。これは主に復旧

円を補正予算に計上いたしております。

治山費において先行工事にかかる仮設道の復旧

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし
ます。

について、土地所有者との調整に不測の日数を

【久保田分科会長】 次に、農政課長より補足説

要し、連続して施工する当工事の着手が遅れた

明をお願いいたします。

ことから、年度内に適正な工期が確保できない

【小畑農政課長】 おはようございます。

ため、繰越を行うものであります。
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【久保田分科会長】 次に、林政課長より補足説

次に、④用地補償交渉の遅れによるものが1
件、6,420万円でございます。これは基幹水利施

明をお願いいたします。

設ストックマネジメント事業において、用地の

【永田林政課長】 私の方から、
「長崎県民の森」

借地契約に当たり、登記名義人死亡により相続

指定管理者の指定についての補足説明をさせて

調査に不測の日数を要したことから、年度内に

いただきます。
資料は、令和3年11月定例県議会農水経済委

適正な工期が確保できないため、繰越を行うも

員会補足説明資料「公の施設の指定管理者の指

のであります。
次に、⑤その他の理由によるものが10件、3

定について（長崎県民の森）」でございます。

億3,543万5,000円でございます。これは主に担

本案件は、長崎県民の森の指定管理者の指定

い手育成畑地帯総合農地整備事業や復旧治山費

期間が令和3年度をもって満了することから、

等において入札の不調・不落により、年度内に

来年度からの5か年間における指定管理者の指

適正な工期が確保できないため、繰越を行うも

定について、事件議案の第142号議案として提

のであります。

案するとともに、予算議案として、その運営負
担金の債務負担行為を計上するものでございま

また、2ページから5ページに事業別内訳とい

す。

たしまして、繰越箇所、事業内容等をまとめて

資料の1ページをご覧ください。

おります。
今後は、残る事業の早期完成に向け、最大限

長崎県民の森は、県民に森林とのふれあいの

努力してまいりたいと存じます。以上でござい

場を提供することにより、森林及び林業につい

ます。

ての理解並びに森林愛護精神の高揚を図ること

【綾香農林部長】先ほどの私からの議案の説明

を目的としており、長崎市、西海市にまたがる

に加えまして、第142号議案についてご説明を

382ヘクタールの広さを有し、資料に記載のと

追加させていただきます。

おり、各種広場やキャンプ場等を設置しており
ます。

農水経済委員会関係議案説明資料の1ページ

指定管理者候補としましては、諫早市にあり

をお開きください。第142号議案「公の施設の

ます一般社団法人長崎県林業コンサルタントを

指定管理者の指定について」でございます。

候補として挙げております。

第142号議案「公の施設の指定管理者の指定

指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月

について」は、長崎県県民の森条例に基づき、

末までの5年間でございます。

「長崎県民の森」の管理運営を行う指定管理者

指定管理者が行う主な業務は、施設の維持管

を公募した結果、1者から申請があり、学識経

理、運営に関する業務となっております。

験者等6名の委員会からなる指定管理者選定委

選定にあたっての評価の観点につきましては、

員会において、書類審査、応募者からのプレゼ
ンテーション、質疑応答等による選考結果を踏

県民の森の目的等を理解した上で、管理運営方

まえ、一般社団法人長崎県林業コンサルタント

針が計画されているか、森林・林業の啓発やイ

を指定管理者として指定しようとするものであ

ベント企画がなされ、利用促進につながる提案

ります。以上でございます。

などを記載しているかどうかについて審査をい
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質疑はありませんか。

たしました。
2ページをご覧ください。

【川崎委員】 おはようございます。災害関連緊

応募・公募に当たっては、
県のホームページ、

急治山費について、お尋ねいたします。

県公報及び林業関係広報誌に加え、今回は指定

先ほども説明がありました雲仙の小地獄の災

管理者募集サイトにより周知を図った上で、7

害なんですが、3名の方が亡くなる大変痛まし

月13日から応募要領の配布を開始し、8月31日

い災害で、改めてお悔やみ申し上げたいと思い

まで応募を行ったところ、1法人から応募がご

ます。
その下には、結局、民家が2軒ですか、さら

ざいました。
この応募を受け、学識経験者、運営・地域振

に宿泊施設にも土砂が流れ込んで、いまだに休

興関係者、財務関係の専門家の6名から構成さ

業状況という中において、復旧が急がれるわけ

れた指定管理者選定委員会において、応募者か

ですが、今後どういうふうな対策を進めていか

ら提出された運営方針や事業計画書等の書類審

れるのか、具体的にお尋ねいたします。

査、プレゼンテーション、質疑応答を行い、評

【髙橋森林整備室長】小地獄地区につきまして

価観点を踏まえながら審査・採点した結果、一

は、応急対策と観測体制を整備するということ

般社団法人、長崎県林業コンサルタントについ

で、まず、応急対策といたしまして、土砂が流

て、6人の委員の平均点が、100点満点中75.5点

れ出さないように、大型土のうの設置を完了し

となり、指定管理者として適当であると認めら

ております。それから、谷筋には水が下流に流

れる点数となったため、候補者として選定いた

れ出さないように排水管も完了しております。
それから、観測体制と避難体制を整備すると

しました。
選定の理由としましては、下の8に記載して

いうことで、亀裂が発生しております箇所に、

おりますとおり、県民の森の管理運営に関する

移動箇所と移動しない箇所、そこにワイヤーを

基本的な考え方を踏まえた取組や自主イベント

張りまして、そこを観測しながら、もし異常が

の開催、また、県民に安全・安心で快適なサー

発生した場合には、早急な避難ができるように

ビスが提供できる計画等が評価できることから、

ということで、メールと警報機で住民の方、下

県民の森を適切に運営できる能力を有している

方の宿泊施設、それから雲仙市、島原振興局、

と判断したものでございます。

県庁、そういったところで連絡体制、避難体制
を強化しております。

なお、冒頭にもご説明いたしましたが、予算
議案として、指定管理期間でございます5年間

現在、当初予算を活用させていただいて、測

分の運営負担金3億904万5,000円の債務負担行

量、それから設計を実施しておりまして、その

為を計上しております。

成果を基に年度内、3月以降に崩壊した箇所の
復旧工事に着手できるように進めております。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

今回、災害関連緊急治山費におきましては、

す。
【久保田分科会長】以上で説明が終わりました

崩壊箇所についての国の事業採択を受けており

ので、これより予算議案及び第142号議案に対

まして、この流域全体につきましては、次年度

する質疑を行います。

以降、通常予算で全体の調査をしながら復旧し
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ていくということで、事業を進めております。

ふうに思っているんですけど、長崎県として相

【川崎委員】 できることはやっていただいて、

続に関わって、行き着くまでに、事業に着手す

大変感謝を申し上げます。ただ、いかんせん災

る手前の部分でめちゃくちゃ時間がかかってい

害も大規模であり、繰越明許も説明がありまし

るわけで、このあたりについてどのような対策

たけど、次年度に持ち越し、また、来年度予算

といいますか、努力をなさっておられるのか、

でも検討していかなきゃいけないというご説明

お尋ねいたします。

だったと思います。

【土井農村整備課長】相続が登記されていない
土地がかなりの数ありますが、それについては、

観測体制もとっていただいているということ
ですが、非常に不安が続くということについて

事業着手前に相続の調査をして、事前準備をし

は、これは明らかだと思います。ぜひ、これは

ながら事業に着手するように心がけております

一刻も早く安心して住める、また、宿泊施設も

が、今回の場合、借地だったものですから、そ

利用ができる、そういった地域に仕上げていっ

この分が少し遅れたということになります。

ていただきたいと思います。いわゆるスピード

基本、基盤整備とか、どの事業も一緒なんで

アップを図って、何とか体制をとっていただき

すが、相続人をしっかり調べて、関係者を全部

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

洗い出して契約をしていくという準備を、今、

す。

各地方機関でやっているところでございます。

続いて、繰越明許の分で、相続に関わること

【川崎委員】全庁的な話になると思うんですけ

で事業が遅れるという説明がありましたが、相

れど、こういった問題は日本国中あるわけで、

続は、所有者不明とかそういった類いの分でし

地方の課題というものを国に対する要望活動と

ょうか。農村整備課の用地補償交渉の遅れの分

いいますか、そんな動きは、県としてとられて

です。五島三井楽地区。

いるんでしょうか。

【土井農村整備課長】委員ご質問の用地補償交

【土井農村整備課長】 現在、もう国の方で法改

渉の遅れにつきましては、工事に必要な用地の

正をされておりまして、それにつきましては、

借地契約に当たりまして、登記名義人が死亡し

相続の義務化とかそういうのが検討をされてい

ておりました。そこの相続調査をして、借地を

まして、今後は、幾分解消していくのではない

契約するために、相続人を探すための、それに

かと思っております。

少し時間がかかったということで不測の日数が

【川崎委員】 相続の義務化、そうかもしれませ

かかり、適正な工期の確保が困難となったため

んが、亡くなったら、そこでまたぱたっと止ま

に繰越しを行うものでございます。

るということは往々にしてあるわけで、当然、

【川崎委員】 ということは、相続をされる方は

財産ですから、勝手にするということはいけな

見つかったということですね。見つかったとい

いわけで、そこは非常に壁があるということは

うことであればいいとして、恐らくこの類いっ

承知しておりますが、どんどんそういったとこ

て、今からいっぱい出てくるんじゃないかと思

ろも、実情も伝えていっていただいて、こうい

っていまして、日本全体の問題なんだろうと思

ったことで、例えば災害に関わる事業を進める

いますが、国も少しこの辺は動きがあるという

に当たってストップするというのが、東日本大
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震災の時の復興でも大分問題になったというふ

【清水農産園芸課長】本年度分につきましては、

うに考えておりますので、そこは努力をお願い

今のところ10月までの交付があります。春夏に

したいと思います。

んじんを中心に、1億6,300万円が交付されてい

【久保田分科会長】 ほかにございませんか。

るという状況です。

【山本(由)委員】 おはようございます。野菜生

ただ、今回の補正につきましては、昨年の冬

産出荷安定対策費のことで、数字を確認させて

から春にかけて、年度としては令和2年度にな

いただきたいんです。

りますけれども、そちらで交付された冬レタス

当初で3億1,100万円、補正で2,390万円とい

とか、秋冬だいこんでの交付額で不足した分も

うことで、今回2,390万円ということですけど、

1,700万円ございますので、それも合わせて、今

結局、県の負担が20％であったり、57.5％とか

回補正をするということになります。

あるみたいですけれど、今回のことによって造

【山本(由)委員】 ちょっと時期のずれがあるん

成額の総額、全体の総額というのは幾らになる

ですね。
教えていただきたかったのは、全体の生産者

んでしょうか。
【清水農産園芸課長】この資金につきましては、

の中でどれくらいの方が交付を受けているのか

国、県、生産者が積み立てて造成をしておりま

というのをお聞きしたいんですけど、それはわ

す。その資金は、
年によって変動はありますが、

かりますか。

およそ50億円となっておりまして、その中で県

【清水農産園芸課長】この野菜価格安定制度に

負担分が約10億円となっております。

つきましては、現在、本県で30品目、59産地で

この県負担10億円のうち、毎年の所要額、発

加入をされております。これは産地の規模です

動額等に応じた県の再造成額について、当初予

とか、あと共販、共同で出荷をしている割合等

算に予算を計上しているわけであります。それ

の要件を満たした産地が指定、あるいは登録さ

が令和3年度につきましては、当初予算で3億

れておりますが、それなりの規模で生産をして

1,156万5,000円ということになっております。

いる主たる品目の主たる産地についてはカバー

それに対して、今回、2,390万円を補正し、3億

できているというような状況です。

3,500万円とすることで、
おおよそ県の負担分の

【山本(由)委員】 今、品目は30で、生産地が59

おおよそ10億円ということで、総額からすれば、

ということだったんですが、交付された人とい

若干の修正になりますけれども、どうしても令

うか、影響を受けて、全体はこれぐらい入って

和3年度分で県が負担しなければいけないこと

らっしゃって、そのうちどれぐらいの方が交付

から、今回、補正をさせていただくということ

を受けたかとかというのはわかるんですか。

でございます。

【清水農産園芸課長】 申し訳ございません。手

【山本(由)委員】 今、よくわかってなくてすみ

元に生産者数までの数字がございませんので、

ません。

確認して、またご報告いたします。
【山本(由)委員】 わかりました。後で結構です。

この補給金、交付額が増加したことによって
というふうな説明があるんですけれども、今年

よろしくお願いします。

度の補給金、交付額の件数と金額というのは。

【久保田分科会長】ほかに質疑はございません
- 51 -

令和３年１１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）（１２月１０日）

か。予算議案及び第142号議案に対する質疑は、

ましては、過疎地域の持続的発展の支援に関す

ほかにございませんか。

る特別措置法及び防災重点農業用ため池に係る

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

防災工事等の推進に関する特別措置法の施行に

【久保田分科会長】 予算議案及び第142号議案

伴い、所用の改正をしようとするものでありま

に対する質疑を終了いたします。

す。
次に、第142号議案については、先ほどご説

次に、予算議案の討論を行います。

明をしたとおりでございます。

討論はありませんか。

続きまして、議案外の主な報告事項について、

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
【久保田分科会長】 討論がないようですので、

ご説明いたします。
農水経済委員会関係議案説明資料 農林部並

これをもって討論を終了いたします。

びに同資料の追加1、追加2をご準備お願いいた

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

します。

ので、採決を行います。
第127号議案のうち関係部分については、原

今回、ご報告をいたしますのは、令和3年度

案のとおり、可決することにご異議ございませ

第60回農林水産祭天皇杯の受賞について、野生

んか。

鳥獣による被害の状況について、県内における
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

「ミカンコミバエ」の誘殺と防除の実施状況に

【久保田分科会長】 ご異議なしと認めます。

ついて、長崎四季畑の認証商品の決定について、
第12回全国和牛能力共進会長崎県推進大会に

よって、議案は、原案のとおり、可決すべき
ものと決定されました。

ついて、鳥インフルエンザ対策の強化について、

【久保田委員長】 次に、委員会による審査を行

優秀な県有種雄牛「真乃介」について、「なが

います。

さき森林環境税」について、諫早湾干拓事業の

議案を議題といたします。

開門問題等について、令和5年度以降の諫早湾

まず、農林部長より総括説明をお願いいたし

干拓農地の利用の検討について、事務事業評価

ます。

の実施について、研究事業評価に関する意見書

【綾香農林部長】農林部関係の議案等について

について、施策評価の実施について、第2期長

ご説明いたします。

崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状
況についてであります。

農水経済委員会関係議案説明資料 農林部の
1ページをお開きください。

そのうち主な事項について、ご報告いたしま

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

す。
まず、農水経済委員会関係議案説明資料の1

第137号議案「長崎県営土地改良事業分担金徴
収条例の一部を改正する条例」、第142号議案

ページ目をお開きください。

「公の施設の指定管理者の指定について」であ

（令和3年度第60回農林水産祭天皇杯の受賞に

ります。

ついて）

まず、第137号議案「長崎県営土地改良事業

令和3年度第60回農林水産祭多角化経営部門

分担金徴収条例の一部を改正する条例」につき

において、大村市の「有限会社シュシュ」が、
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これまで延べ3,200名を動員し、雄の成虫を誘殺

栄えある「天皇杯」を受賞されました。
令和3年度農林水産祭では、令和2年7月から

するテックス板を約28万枚設置したほか、8月

令和3年6月までに行われた農林水産祭参加行

から11月下旬にかけて有人ヘリを用いてテッ

事207件において、農林水産大臣賞を受賞した

クス板を約20万枚散布する航空防除も併せて

345点のうち、農産・蚕糸、園芸、畜産、林産、

実施したところです。また、寄生果実が確認さ

水産、多角化経営及びむらづくりの7部門にお

れた地域では、住民や生産者の皆様のご協力を

いて、その性質・内容が抜群で広く社会の賞賛

得ながら、100トンを超える摘果みかんなどの

に値するものとして、「天皇杯」が各部門1点

不要果実の処分を行い、まん延防止対策に最大

ずつ授与されております。

限取り組んできたところです。

今回の「天皇杯」受賞は、農業交流施設「お

これらの対策の効果に加えて、ミカンコミバ

おむら夢ファームシュシュ」を拠点とし、農産

エは、気温13度以下では発育できないとされて

物直売所や加工・販売・レストラン、食育・農

いることから、今後は気温の低下に伴い、収束

業体験、農家民泊、観光農園など多角的な事業

していくものと考えておりますが、本県農業に

展開により年間49万人を集客、積極的な商品開

影響を及ぼすことがないよう、引き続き監視し、

発と販路開拓に取り組んだことで、地域活性化

防除対策に取り組んでまいります。

や農業者の所得向上に寄与したほか、就農希望

また、今年度の取組を検証し、来年度以降、

者に対する農業実習を実施することによる農業

万が一捕獲が確認された場合には、より効率

後継者の確保・育成や、社内における女性の活

的・効果的にまん延防止対策が実施できるよう、

躍促進などに貢献していることが高く評価され

国や関係機関と一体となって事前準備に努めて

たものであります。

まいります。
次に、農水経済委員会関係議案説明資料の4

県といたしましては、全国に通じるトップク
ラスの取組を県内全域へと波及させることで、

ページ目をお開きください。

本県農林業・農山村の活性化と農業者の所得向

（「ながさき森林環境税」について）
県では、平成19年度に「ながさき森林環境税」

上に努めてまいります。

を創設し、これを財源として、「環境重視の森

次に、農水経済委員会関係議案説明資料（追
加2）の1ページ目をお開きください。

林づくり」と、「県民参加の森林づくり」の視

（県内における「ミカンコミバエ」の誘殺と防

点に基づいた施策に取り組んでまいりましたが、

除の実施状況について）

今年度をもって第3期（平成29年度から令和3年

重要害虫であるミカンコミバエにつきまして

度）の事業期間及び課税期間が終了することか

は、本年5月25日に初めて捕獲が確認されて以

ら、令和4年度以降の取扱いの方向性を示した

降、これまでにトラップ調査で128頭が捕獲さ

「「ながさき森林環境税」についての基本的な

れているほか、幼虫が侵入している寄生果実が、

考え（案）」を取りまとめ、去る9月定例県議

民家の柿等の落下果実で12件確認されており

会においてご意見をお伺いするとともに、広く

ます。

県民の皆様からご意見をいただくため、10月8
日から11月8日までの32日間にわたりパブリッ

そのため、国や市町、
関係団体と連携のうえ、
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クコメントを実施し、13名から延べ14件のご意

和5年度以降の利用権再設定等に向けた基本方

見が寄せられたところであります。

針を今年度内に策定することとしております。
詳細につきましては、後ほど担当課長より補

パブリックコメントの主な内容といたしまし

足説明をさせていただきます。

ては、未整備森林解消に向けた支援の継続や主

その他の事項の内容につきましては、記載の

伐・再造林の推進、
シカなど獣害対策への支援、
森林ボランティア団体等の活動支援の拡大など、

とおりであります。
よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

税の使途に対する提案と併せて、森林環境税の

ます。

理解促進を図る取組も一層進めるべきとのご意

なお、本日、Ａサイズの資料を配付させてい

見をいただいたところです。
県といたしましては、県議会や県民の皆様か

ただいております。こちらのカラーの資料でご

らのご意見を踏まえ、課税期間を令和4年度か

ざいますけれども、こちらは、全世帯広報誌「つ

ら5年間延長したうえで、引き続き「ながさき

たえる県ながさき」の最新号12月号になります

森林環境税」を活用して、ＳＤＧsやカーボンニ

が、全国に誇る長崎の農林業に関する特集記事

ュートラルなどの社会的要請に対応し、森林や

であります。
この中で県内の農家、
林業従事者が、若い方々

里山の整備、木育の促進、県産材の利用拡大な
ど、県民の皆様にその活用状況を発信しながら、

も含めて頑張っておられることを県民の皆様に

各種施策を推進してまいりたいと考えておりま

ご紹介する内容となっておりますので、ぜひご

す。

覧いただきますよう、お願いを申し上げます。
また、12月15日水曜日、来週の水曜日からは、

次に、農水経済委員会関係議案説明資料（追
加2）の1ページ目をお開きください。

県政広報テレビ番組「みジカなナガサキ」にお

（令和5年度以降の諫早湾干拓農地の利用の検

いても、スマート農林業のテーマで、県内の若

討について）

い農業従事者の頑張りが放送されますので、そ
ちらも併せてご紹介をさせていただきます。以

令和5年度以降の諫早湾干拓農地の利用権再
設定等については、農業関係者の代表や法律の

上でございます。

専門家、学識経験者等11名からなる「諫早湾干

【久保田委員長】以上で説明が終わりましたが、

拓農地の利用権再設定等に関する検討委員会」

第142号議案に対する質疑は終了しております

を設置し、10月12日から12月1日までの間、計4

ので、第137号議案に対する質疑を行います。
質疑はございませんか。

回にわたって、「リース方式の継続の有無」、
「利用権設定における審査目的の明確化」、
「一

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次審査（スクリーニング）の徹底」、「余剰農

【久保田委員長】 質疑はないようですので、こ

地における審査の優先順位」などの課題につい

れをもって質疑を終了いたします。

てご検討いただき、去る12月1日に報告書の素

次に、議案に対する討論を行います。

案が取りまとめられたところであります。

討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

今後は、検討委員会からの正式な報告書の提

【久保田委員長】 討論がないようですので、こ

出を受け、県及び県農業振興公社において、令
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に係るテックス板の購入が2件でございます。

れをもって討論を終了いたします。

次に、11ページをご覧ください。

議案に対する討論が終了しましたので、採決

委託につきましては、11ページに記載の13件

を行います。

であり、12ページから21ページにその入札結果

第137号議案及び第142号議案は、原案のとお

一覧表を添付いたしております。

り、可決することにご異議ございませんか。

次に、22ページをご覧ください。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

工事につきましては、22ページから23ページ

【久保田委員長】 ご異議なしと認めます。

に記載の43件であり、24ページから87ページに

よって、議案は、原案のとおり、それぞれ可

その入札結果一覧表を添付いたしております。

決すべきものと決定されました。

なお、全体の件数は58件でございます。

次に、提出のありました「政策等決定過程の

次に、資料は飛びますけれども、88ページを

透明性等の確保などに関する資料」について、

ご覧ください。

説明をお願いいたします。

陳情・要望に対する対応状況でございますが、

【小畑農政課長】「政策等決定過程の透明性等
の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、令

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

和3年9月から令和3年10月までの間に県議会議

した農林部関係の資料について、ご説明いたし

長宛てにも同様の要望が行われたものに関しま

ます。

して、88ページから108ページに県の対応を記
載いたしております。

農水経済委員会提出資料 農林部をお手元に

最後に、資料109ページをご覧ください。

お願いたします。

附属機関等会議結果報告につきましては、令

まず、資料の1ページをご覧ください。
補助金内示状況につきまして、令和3年9月か

和3年9月から令和3年10月までの実績は2件で

ら令和3年10月までの実績について、ご説明い

あり、その内容については、110ページから111

たします。

ページに記載のとおりでございます。

直接補助金は1ページから4ページに記載の

なお、別紙といたしまして、物品管理室で実

長崎県移住体験宿泊費補助金など30件でござ

施しております集中契約のうち、農林部関係で

います。

1,000万円以上の契約案件について、参考資料と

また、間接補助金は5ページから9ページに記

して配付いたしております。

載のながさき農林業・農山村構造改善加速化事

以上で説明を終わります。

業補助金など46件であり、直接補助金と間接補

【久保田委員長】 次に、諫早湾干拓課長より補

助金の合計は76件でございます。

足説明をお願いいたします。

次に、資料の10ページをご覧ください。

【安達諫早湾干拓課長】 それでは、令和5年度

1,000万円以上の契約状況につきまして、令和

以降の諫早湾干拓農地の利用の検討について、

3年9月から令和3年10月までの実績についてご

補足説明をさせていただきます。
お手元の補足説明資料「令和5年度以降の諫

説明いたします。

早湾干拓農地の利用の検討について」をご覧く

まず、10ページに記載のミカンコミバエ防除
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が基本方針に即しているかを確認し、経営が安

ださい。
1ページをご覧ください。

定しており、リース料を確実に支払うことが見

諫早湾干拓農地は、平成20年に営農が開始さ

込まれるかを評価することを明文化するとの意
見が取りまとめられております。

れ、5年を1期として設定している諫早湾干拓農
地の利用権については、平成30年4月からの第3

次に、③スクリーニング（審査の効率化、重

期の利用権の設定期間が令和5年3月までとな

点化）についてですが、営農者から申請にかか

っており、令和5年4月からの営農者を選定する

る提出書類が多く、申請が煩雑なので簡素化し

ための第4期の営農者の選定を行うための県及

てほしいとの要望もあり、既に公社及び県に提

び公社の基本方針を策定するため、去る10月12

出されている決算資料等をもとに1次審査を行

日、外部有識者による「諫早湾干拓農地の利用

うとの意見が取りまとめられております。

権再設定等に関する検討委員会」を設置して、

次に、④余剰農地における審査の優先順位に

利用権再設定等の基本方針について検討いただ

ついてですが、現在の第3期の期間において、

いているところです。

解約により公社に返還された農地について、次

2の委員会の構成ですが、検討委員会は、日

の公募までの期間、農地を有効利用するため、

本農業経営大学校の堀口校長を委員長として、

入植している営農者へ暫定的に営農をしていた

農業者代表、学識経験者、金融機関、弁護士な

だく期間限定貸付を行っています。公募では、

ど11名で構成しております。

原則新規参入者を優先することとしていますが、

3の検討委員会の検討の概要です。検討委員

この期間限定貸付がされている場合においては、

会は、10月12日から12月1日まで全4回の検討を

新規参入者と同等に期間限定貸付も審査するこ

終えて、12月1日に報告書の素案が取りまとめ

との意見が取りまとめられております。
これは期間限定貸付を受けている経営体は、

られたところでございます。
その主な内容です。今回の報告書の素案の内

その農地の営農のために機械、雇用を確保して

容について、リース方式の継続の有無について

おり、継続の期待への配慮が必要であること、

の議論と、これまでの基本方針との主な相違点

干拓地の営農では、農業経営力のある営農者に

を中心にご説明させていただきます。

よって安定的に継続されるべきなどの理由です。

①リース方式の継続の有無についてですが、

今後のスケジュールでございます。今後、県

第4期においてもリース方式を継続するとされ

及び公社は、検討委員会からの提言に、本日い

ております。理由は、コロナ禍にあって農産物

ただくご意見を踏まえ、今年度末をめどに県と

価格の下落等の課題がある中で、営農者の資金

公社で利用権の再設定に向けた基本方針の策定

繰りを考慮すべきこと、また、リース方式を継

を予定しております。その後は、令和4年度前

続してほしいという営農者の意見が多いことか

半に再設定の申出書を受け付け、また余剰農地

らも、引き続きリース方式を継続するとの意見

については、令和4年度後半に公募を行い、令

が取りまとめられております。

和5年4月利用権の設定を行う予定としており

2ページの②利用権再設定審査の目的の明確

ます。
なお、3ページからは、検討委員会の報告書

化についてですが、審査の目的は、営農希望者
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ていただいておりますが、今回、有機農業をテ

の素案全文になっております。
以上で補足説明を終わらせていただきます。

ーマに掲げていただいています。過去にも行っ

【久保田委員長】以上で説明が終わりましたの

たというふうに伺っておりますが、過去と今回

で、次に陳情審査を行います。

の違いについて、ご説明いただきたいと思いま
す。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表
のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

【清水農産園芸課長】県政世論調査におきまし

ご覧願います。

て、有機農産物について調査を行っております
のは、令和3年度の前が、5年前の平成28年に実

審査対象の陳情番号は、78、85、90、92、
93、94でございます。

施しております。

陳情書について、
何かご質問はありませんか。

その結果といたしまして、全般的な傾向、例

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

えば有機農産物に関心があるという県民の方が

【久保田委員長】 質問がないようですので、陳

過半を占める、ですとか、その関心を持つ根拠

情につきましては、承っておくことといたしま

として安全・安心、あるいは健康によいという

す。

イメージがあるということ。ただ、課題として

ここで、しばらく休憩いたします。

価格が高いというようなご意見が多いと、こう

11時05分から再開いたします。

いう全般的な傾向については同様でございます。
ただ、今回、令和3年度の調査につきまして

― 午前１０時５５分 休憩 ―

は、性別、男女別あるいは年齢別の分析もなさ

― 午前１１時 ５分 再開 ―

れている点が前回との違いでございます。

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

その年齢別の傾向を見ますと、有機農産物に

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

対して安全・安心と、あるいは健康によいとい

といたします。

うイメージを持つのは、比較的高い年齢層、40

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

代以上の年齢層の方がそういう回答が多いとい

どに関する資料」について、質問はありません

うことに対しまして、若い年齢層、例えば20歳

か。

以下の方は環境によいといったようなイメージ
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

を持っている方が多いと、回答が多いというよ

【久保田委員長】 質問がないようですので、次

うな傾向があっております。

に、議案外所管事務一般についての質問に入り

【川崎委員】 ありがとうございました。私も資

ますが、1人当たり20分を目安によろしくお願

料を拝見させていただいて、全く同じ感じを受

いします。

けておりました。前回も環境の負荷というとこ

それでは、議案外について質問はございませ

ろで質問もさせていただいて、非常に環境にい

んか。

いというところ、おいしいとか、新鮮とか、安

【川崎委員】 前回の委員会に続いて、有機農業

全とかということについては、大体皆さんわか

の推進ということでお尋ねいたします。

っていらっしゃるけど、環境にいいというとこ

今回、県政世論調査という資料を議会に配っ

ろまでつながるかなと思ったら、20歳未満の方
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に対しては、非常に高い率で理解が進んでいる

しつつ、県内の地域で、こういった消費面まで

ということはうれしく思っているところでござ

含めた有機農業の先進産地づくりを進めてまい

います。

りたいと考えております。

この環境の負荷ということについては、9月

【川崎委員】 ありがとうございました。取り組

の議会では、「閉鎖性水域が多く、また水源を

むに当たって課題ということで、前回確認をし

地下水に頼っている地域もあることから、特に

た中では、やはり生産面のコストが増すという

本県では、水質保全のために農業生産現場での

ことでいけば、除草や長い労働時間、収量や品

化学肥料、農薬の低減が求められている」と、

質が不安定であると、販売面に関しても、その

こういう答弁もいただいたところでありまして、

生産コストの転嫁のために販売価格が高い、先

まさにこういったところから、非常に合致した

ほどの県政世論調査の結果そのものだというふ

取組なんだろうというふうに思っております。

うに思います。

よって、20代の方は非常にありがたいなと思

一方で、今ご説明いただいた国のみどりの食

っておりますが、それ以上の年代の方にも、地

料システム戦略の交付金を利用しながら促進を

球に優しい、環境負荷の軽減に資すると、そう

図っていくということでありましたが、2050年

いったところでの啓発にもぜひお取り組みいた

までに、国全体とすれば、0.1％の作付面積を

だきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

25％、いずれにしても高い目標なんですね。生

【清水農産園芸課長】 委員ご指摘のとおり、有

産者だけでなく、先ほどの消費する側の意識も

機農産物の市場拡大を図っていくこと、これは

醸成をしていく、双方相まって、この目標に向

重要な課題と認識しておりまして、その際に、

けて取り組んでいただきたいと思うんですが、

地球温暖化対策を含めた環境への負荷が軽減さ

意欲ある生産者にチャレンジをする後押しをす

れる、環境にいい取組だと、そういう意識を広

る、そういった支援ということについても、国

げていくことは非常に重要な方策かと考えてお

はあるんでしょうが、県もぜひ取り組んでいた

ります。

だきたいなと思うんです。

県としましては、国が本年5月に定めました

視察で五島に行かせていただいて、かんしょ

「みどりの食料システム戦略」、それに基づい

の取組、これは本当に有機農業、オーガニック

て国の方でも、令和3年度補正予算及び令和4年

の象徴みたいな形で、いいお取り組みをされて

度概算要求におきまして、みどりの食料システ

いたなと思っています。そこで生産された商品

ム戦略推進交付金というものを計上しておりま

は、赤ちゃんも食するものも作っておられて、

す。

大変人気がある商品という説明をなさっておら
れました。

その中で、有機農業の先進的な産地づくりと
いう取組を支援するメニューがございまして、

世の中、やっぱりそういうふうになってきて

この中では、有機農業の生産から消費まで一貫

いるんだろうと思っているんですね。そういっ

して、有機農産物の拡大を図るモデル的な先進

た中でぜひチャンスを、若い生産者にもつくっ

地区づくりを進めていくこととしております。

てあげていただきたいなと。ぜひ、そういった

本県におきましても、こういった予算を活用

チャレンジをする環境づくり、そういったとこ
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ろの構築をお願いしたいと思いますが、ご見解

得をしながら進めておられる。虫食い状態でと

を賜ります。

いうことで、効率的なことについては課題もあ

【清水農産園芸課長】国のみどりの食料システ

るんでしょうが、そういうふうに積極的に耕作

ム戦略の中で、有機農業につきましては、2050

放棄地というところの情報を得ながらなさって

年までに取り組む面積を、全国で100万ヘクタ

おられる、頑張っておられるなということを感

ールにするという意欲的な目標が掲げられてお

じました。
そういった意味でも、部内でも横断的に、ぜ

ります。

ひお取り組みをお願いしたいなと思いますので、

この目標実現に向けて、同じくこのみどりの
食料システム戦略の中では、2030年までに実践

よろしくお願いします。

技術の体系化、省力技術の開発などを進めて有

次に、養鶏産業についてお尋ねいたします。

機農業に取り組む農業者の底上げ、その拡大を

鶏卵生産者の経営についてでありますが、国

図ること。その上で、2040年までに、農業者の

においては経営の安定対策事業というのがある

多くが取り組むことができる技術体系を確立し、

んですね。鶏卵価格が下がった場合には、価格

この2050年の目標達成に向けて取り組んでい

差の補填を行う。
また、さらに下がった場合は、

くということとしております。

成鶏の更新に当たって長期の空舎期間を設け、

このようにイノベーションを前提として技術

需給改善を推進することで、鶏卵生産者の経営

開発、革新的な技術開発をした上で、この意欲

と鶏卵価格の安定を図るという事業があると承

的な目標達成に取り組んでいくというのが、こ

知しております。

のみどりの食料システム戦略の位置づけであり

こういった中において、令和3年度予算は51

ますし、本県におきましても、今後、有機農業

億7,400万円が計上されています。これは、実は

の取組を拡大していく上で、今後の技術開発、

牛や豚などの他の畜産種と比べては、予算額と

その技術の普及を通じて取組を拡大していくこ

すると大幅に脆弱なような感じがいたします。
一方、生産価格だけ見ると、肩を並べるぐら

とが重要と考えております。
今回、みどりの食料システム戦略推進交付金

いあるわけで、日常食する大変大事な食料だと

の中でも、従前の慣行の栽培体系から有機栽培、

いうふうに思っているんですが、こういった形

あるいは特別栽培への転換を図る際の地域の取

で予算が脆弱という感じを受けているんですけ

組をサポートする、そういったメニューがござ

れども、鶏卵事業者の事業安定が、このような

いまして、先ほど委員からご指摘がありました

状況で図られているのか、お尋ねをいたします。

五島での取組などは、本当にうまくかんしょで

【山形畜産課長】鶏卵生産者経営安定対策事業

有機栽培に転換していった取組だと思いますが、

でのお尋ねでございます。

こういった取組を県内の各地でしっかり実証し

先ほど予算については、令和3年度の予算が

て定着させていく、そういった取組を進めてい

51億7,400万円、それに対して、例えば牛マル

きたいと考えております。

キンという肉用牛肥育経営安定交付金が977億

【川崎委員】 大変力強いお言葉でありました。

円、また、豚マルキンと言いますけれども、養

五島の事例でいくと、耕作放棄地をどんどん取

豚経営安定対策交付金が168億円という国の予
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算になっております。それから見ると、鶏卵生

181円、過去を見ますと、平成23年は183円と、

産者経営安定対策事業というのは、確かに少な

確かに、年によって上下しているところです。

いというのは事実だというふうに思っています。

ただ、この補填基準価格の算定根拠というの

ただ、畜種によって生産構造も異なりますので、

は公表されていないので、明確な理由というの

その予算額のみで比較するというのはなかなか

ははかりかねるんですけれども、この補填基準

難しいのかなと思っております。

価格というのは、鶏卵生産者経営安定対策事業

鶏卵については、ほかの畜種と比べまして、

の実施要領において、鶏卵の生産条件、需給事

非常に生産サイクルが短いということ、それか

情、その他の経済状況を考慮して定めるという

ら、国内での自給率が97％程度ということで、

ふうになっておりますので、毎年度、生産コス

ほぼ国内で賄われている。非常に大きな、企業

トに見合って再生可能な水準に設定されている

的な経営も多くて、わずかな需給の変動が大き

ものというふうに考えております。

な価格の変動に関係してくる、つながってくる

【川崎委員】 じわじわと下がっているのは、非

ということで、過去にも、生産が過剰になると

常に気になるところでありまして、これから注

卵の値段が下がるというふうな状況があってお

視をしていきたいなと思っています。
法的な裏づけといいますか、サポート、後ろ

ります。
そういう性格からすると、鶏卵については、

盾といいますか、そういったところでお尋ねを

現行のこの制度が、価格差補填事業と空舎延長

したいんですが、先ほど野菜の話もありました

事業と、要は、鶏を淘汰して生産を抑えるとい

けど、法律の後ろ盾があって安定化を図ってい

うことですけど、この二本を柱として鶏卵生産

くということがありました。

者の経営安定、それから、鶏卵の需給安定を図

一方、牛、豚などは、畜産安定法という法律

っているものというふうに私も理解をしており

があって、これも後ろ盾があります。鶏につい

ます。

てはないんですね。一方で、資料も以前配って

ただ、価格の下落が続いた場合においては、

いただきました、鳥インフルエンザというよう

基金が枯渇ということも過去ございましたので、

な脅威にもさらされている中において、後ろ盾

そういう点については、引き続き需給状況に応

がないというのは、どういった理由なんでしょ

じて予算の確保が必要であるというふうに考え

うか。

ております。

【山形畜産課長】なかなか難しい質問なんです

【川崎委員】 説明いただきましたが、この事業

けれども、養鶏に関しては、昭和35年に養鶏振

ですけれど、補填基準価格というのも、平成28

興法というのもつくられておりまして、これに

年度以降低減傾向にあるわけでして、ここはま

基づいて養鶏の振興を図っているというふうな

た、今の説明とすると、また別の要素があるの

ところがあります。過去に、この養鶏振興法の

かなと思いますが、これはなぜ低減傾向にある

中に価格安定制度も含めるべきじゃないかとい

んでしょうか。

う議論もされたというふうには理解しておりま

【山形畜産課長】補填基準価格につきましては、

す。
一方、畜産経営の安定に関する法律、畜安法

先ほど平成28年が189円、これが令和3年度は
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については、肉用牛、肉豚、それから加工原料

生産者が積み立てた資金から生産者への補填金

乳、指定乳製品というのがそこの中に入ってお

が交付される制度ですが、こちらへの加入を、

ります。肉用牛や酪農といいますのは、経営基

今、推進しているところでございます。

盤が脆弱な中小規模が、国内生産の一定割合を

もしこのセーフティネット対策に加入いただ

担っているということ、それから、国際化の進

ければ、その補填金が支払われることによって、

展、輸入が増えると。先ほど鶏卵については自

施設園芸の生産者の方は、補填金をもらえば、

給率がほぼ、国内が高いと。そこら辺の違いが

過去の平均的な価格で燃油を購入したのと同じ

あって、この法律の位置づけについても違って

ような状況になるということで、過去の平均以

いるのではないかというふうに考えております。

上に値上がりした分の影響は緩和できると考え

【川崎委員】 法律のことですから、これは国に

ております。

聞かないといけないと思いますが、今の説明を

【久保田委員長】 ほかに、議案外についての質

踏まえて、私もさらに勉強していきたいなと思

問はございませんか。

っております。

【吉村委員】 何点か聞かせていただきます。
まず、政策等決定過程の資料の中の陳情の99

次に、原油価格の高騰の影響についてお尋ね

ページだけど、畜産です。この何年か前に低コ

します。
昨日も産業労働部でもお尋ねしたんですが、

スト牛舎を導入しますと。なかなか県も補助金

農業の分野、農林業の分野でも多分に影響があ

を出すのが大変だからというので、機能は変わ

っていると思います。全体的に結構なんですが、

らずにコストだけ下げるようなことを、いろん

原油価格の高騰がどういった影響を及ぼしてい

な材料を共同購入したりして、そういうことを

るのか、お尋ねをいたします。

やるようにしていきますというような話があっ

【清水農産園芸課長】燃油価格高騰による農業

たけど、最近は建設単価が上がってきている。

への影響ということでございます。

ここら辺のかみ合わせはどうなっているのかな
と。

農業のうちで施設園芸、ハウスの中で暖房を

まず、低コスト牛舎がどれぐらい広がってい

たいて野菜等を生産する、その施設園芸農家の

っているのか、その状況についてお知らせをい

経営への影響というのが考えられます。

ただきたいと思います。

この施設園芸、品目によってばらつきはあり
ますが、農業経営費のおよそ2割から3割程度が

【山形畜産課長】 牛舎整備については、畜産ク

光熱動力費を占める。この光熱動力費のほとん

ラスター事業等で整備を進めております。平成

どが、施設園芸農家の場合は燃油代ということ

28年以降、牛舎関係についても、肉用牛関係で

で、経費の中の大きな割合を占める光熱動力費

94件の事業を整備してきているところであり

が、この燃油価格の高騰によりましてコスト増

ます。

になっているというような影響が考えられます。

その中でコストの削減を進めていこうという

県としましては、国の施設園芸セーフティネ

ことで、令和元年6月に低コスト牛舎の仕様書

ット構築事業、こちらは燃油価格が、過去7年

というのを作成しまして、コストを下げて建物

中5年平均を一定水準上回った場合には、国と

を建てるようにということで推進をしてきてお
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合せて効率化をしていくというのは大事なこと

ります。

だから、それはお互いに共通認識を持ちながら、

その結果、このクラスター事業等で建てた肉
用牛舎の単価を見てみますと、500平米未満の

今後も続けてもらいたいと思うんだけど、その

規模、一般的な規模になろうかと思いますけれ

下に補助単価というのがあるんですが、基準単

ども、これでいきますと、平成30年度を100％

価と特認単価、これがどういうことで決定され

とした時に、平成31年度が98.7％、令和2年度

るのか。長崎県の場合、これが特認単価であれ

が84.7％ということで、単価の低下が見られて

ば、平成30年からは3万8,000円となっているわ

おります。

けね。基準単価だと2万9,000円で、まだまだコ

【吉村委員】 今の答弁で、低コスト牛舎の導入

スト高ということになるわけよね、平均価格か

というのがある程度効果が上がっているんです

らすると。だから、そこら辺の兼ね合い、特認

よということで理解ができるんですが、ここの

単価という単価を適用できる農家というのはど

資料を見てみると、やっぱり単価が上がってい

れぐらいあるんですか。

るものだから、令和2年度の単価がようやく平

【山形畜産課長】 クラスター構築事業の中で、

成26年度の単価に並んだというぐらい、その間

補助の要件の中に、この上限単価というのが定

はずっと上がっていてね。なので、これを下げ

められておりまして、牛舎でいけば、基準単価

る努力というのは、低コスト牛舎で、例えばそ

が平米当たり2万9,000円、それから、特認とい

れ以前の牛舎と比べて繁殖農家とか、肥育農家

うことで、それにより難い場合は3万8,000円ま

もですけれど、声というのは、この牛舎で問題

で認めることができますということで、例えば

ないんですよという声で済んでいるのかどうか

離島であるとか、特殊な事情がある場合は、事

というのは、いかがですか。

前にそういう説明をして、この特認単価で実際

【山形畜産課長】牛舎そのものがお金を生むわ

にやっております。

けではありませんので、生産者もコストを下げ

先ほど令和2年度の単価が下がっていると言

たいという意識は当然あると。ただ、そう言い

いましたけれども、平均すると3万5,731円とい

ながら、建築士等にお願いして、農家の方にそ

うことで、この基準単価は超えていますけれど

ういう知識がないものですから、建築士の方が、

も、特認単価よりは下回っているという実態に

従来の牛舎等とか、近隣の整備した牛舎をまね

なっております。

て整備していると。

【吉村委員】地理要件とかそういうのが入るん

そういう中で、特に全農の建築士とかと低コ

だろうと思いますけれども、なるべくそういう

ストの仕様書を一緒に検討してきましたので、

ことが適用できるような、国の基準があるから

その中で、設計する建築士の方に、こういうコ

簡単にはいかんとなるんでしょうが、農家のた

ストを下げることが可能だという意識を持って

めにできるところは、行政がやれるところはそ

いただいて、その設計に当たっていただいてい

ういうところにも力を入れて、なるべく補助を

るというのが大きな要因じゃないかと考えてお

持ってくるということをやっていただきたい。
せっかくここに、皆さんに配っていただいた

ります。

「真乃介」という但馬系の種牛が、いいのがで

【吉村委員】生産者と行政と一緒になって力を
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きているようだから、来年の鹿児島全共に向け

【吉村委員】なかなか進みよらんというのが現

て楽しみなので、頑張っていただきたいと思い

状かなと思うんですが、今、室長の最後の方の

ます。

言葉でちょっと引っかかってしもうたんですが、

それから、次ですが、これは12月3日の長崎

県下一農協というのは、農協にとっては経営基

新聞とかにもいろいろ載っていたんですが、熊

盤、財政基盤が強い、それと、いろんなものを

本の14農協が24年度に統合すると、一県下一農

共同することで合理化ができると。その合理化

協になるということが決定したんだという記事

というのは、施設の共同利用とかでのコスト削

が載っていたんですが、長崎県も県下一農協と

減とか、そういうことが期待はできるんですが、

いうことで、以前進められていたんじゃないか

今度は、農家サイドにしてみると、いわゆる農

と思うんですが、現状については、把握されて

協を利用しようという時のサービス度合いが下

いるところで結構ですので、お話しいただけな

がると。やっぱりながさき西海農協でも、支店

いでしょうか。

を大分廃止して、そして金融車を1台つくって

【村岡団体検査指導室長】県内のＪＡグループ

回すとかいうんだけど、その回る時間に農家が

につきましては、平成9年度のＪＡ合併構想が

来られるかとか、いろいろ話はあるんですよ。

決議されておりまして、その中で平成12年度に

だから、こういう記事を見ると、いい面だけ

7地区、7農協を達成するということが決議され

が書かれるわけですね、こうやって県下一農協

ておりまして、結果的にずれまして、平成17年

で大きくなっていくとこうなんだと。でも、大

に長崎、西彼の3農協の合併を最後に、7農協を

分なんかは2農協あるわけですよね、別々に団

達成しております。

体が。

その後、全国的にもさらに合併を進めるとい

そういうことを考えると、やっぱり農家の意

う動きの中で、県内のＪＡグループも、平成31

見というのを取り込む場面というのを県として

年3月28日の長崎県ＪＡ大会におきまして、圏

もつくっていただいて、どういう形が両者にと

域農協の構想策定に具体的に検討に着手すると

って一番いいのかというところは、常に頭に入

いうことが決議されております。その後、組織・

れて、そういう話の時には、県も参画していた

事業再編協議会、あるいは総務企画担当部長会

だきたいと思いますので、よろしくお願いしま

議が数回開催されて、合併についての議論がな

す。

されているとお聞きしています。

最後ですけれども、この前から五島に用件が

ただ、具体的な進展についてもお伺いしてい

あって行って、この県庁でも出ますが、五島で

るんですけれども、合併についての向き合い方

は「五島茶」と書いた缶入りのお茶が出たわけ

が、各農協で温度差があるということで、いま

です。「そのぎ茶」、「世知原茶」と3種類あ

一つ具体的な進展があっているというふうには

るわけね。それで、ふっと思って、これは全部

お聞きしておりませんが、県といたしましては、

リンアイジュースでつくりよるわけよね。それ

引き続き、持続可能なＪＡ経営基盤の強化・・

で、生産のワンロットが多分大きいんだろうと。

を踏まえて、ＪＡの努力の活動を支援してまい

なので、そこでできよるお茶っ葉を使ってつく

りたいと考えております。

りよるわけではないんやろうなと言うたら、い
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や、絶対ここのお茶っ葉でつくりよりますと課

ントですとか、本年度は学校で、小・中学校、

長が言うたもんだから、そうねと言って調べて

あるいは高校でお茶の淹れ方教室などを開くこ

いたら、ここにずっと出てきたんですけれども、

とによって、若い世代にも、本県がお茶の産地

そのぎ茶が団地としては一番大きくて、約400

である、そして、こういういいお茶をこうやっ

ヘクタールで440トンぐらいのお茶がと、あと、

ておいしく飲めるんだというようなことをしっ

五島茶と世知原茶というところが大体70ヘク

かりお伝えして、今後の消費拡大につなげてい

タールと100ヘクタールで30トン前後というと

きたいと思っております。

ころ。この3種類をやっているんだけど、これ

【吉村委員】 まあ、通り一遍の答弁なんじゃけ

がお茶農家に聞いても、全然反応が返ってこん

ど、全部合わせると、年間約140万本ぐらいの

わけですたい。これをやりよることで何が期待

缶のお茶が売れよるわけね。それで、宣伝にも

できるかという、そこら辺がお茶農家も、この

なるしと。やっぱりこれをこうやってデザイン

サービスをやりよることでどんどん出て売上に

して、専用の缶をつくって専用につくっていく

つながりよるんだと言っていただくとうれしい

とすれば、それなりの費用がかかるので、県も

んですけど、そこら辺、平成30年から比較する

茶業振興協議会に対して、こういう缶入りのお

と、令和2年度、ずうっと減少傾向にある、こ

茶をつくるということについての費用負担とい

の出荷がね。だから、そこら辺を考えると、取

うのはどうなっているんですか。

組としてはどうなんじゃろうかと考えるんです

【清水農産園芸課長】この缶入りのお茶をつく

が、その点について、茶業振興という面からど

るに当たっての原材料費、あるいはパッケージ

のように考えておられるか、お願いしたいと思

の費用等に対して直接的に県から支援している

います。

ものではございませんが、ＰＲですね、先ほど

【清水農産園芸課長】委員からご指摘がありま

も申し上げました県産茶のＰＲの中には、こう

したように、そのぎ茶、世知原茶、五島茶とい

いった缶入りのお茶も使ってのＰＲというのも

う缶入りのお茶で本県産のお茶をＰＲしている

含まれておりますので、県としても、そういう

ところであります。

県産茶をＰＲしていくという側面での支援をし
ていきたいと考えております。

ただ、茶の生産農家になかなかそのことが伝
わってないというご指摘は、真摯に受け止めな

【吉村委員】 気づかんやったけど、ちゃんと持

ければいけないと思っております。

ってきとったとね、そこに。それは五島茶、大
したもんや、五島の人が喜ばすばい。

ただ、茶については、本県産のお茶を振興す
るに当たって、やはり消費拡大、ＰＲをする、

全体的に茶業振興協議会というのに対して、

そして消費者の方の認知度を上げて、より多く

県の補助もいったりしよるわけね。そういう全

買っていただくようにするということが重要だ

体の事業で考えると、このお茶には全くいって

と考えております。

ないんですよとばかりは言えないところもある

本県では、県及び関係市町、あるいは産地と

し、せっかく今、これを宣伝のツールに使える

ともに茶業振興協議会という協議会を設立いた

んだとか、いろいろあるんだから、もう少しこ

しまして、その中で、本県産のお茶の販売イベ

れが広まるような、そこで見せておくだけじゃ
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なくて、もっと広がるようなやり方、
生産者は、

お力をお借りして、できるだけ本県の農林水産

「缶入りお茶、どげんね」と、世知原が私の町

業に関する予算だけではなくて、施策の進め方

の隣だから聞いたら、この12万5,000本ぐらい

等のアドバイス等も、ご助言等もいただきなが

つくるのに377キロの茶葉が使ってある。生産

ら、しっかりと進めていかなければと思ってお

量は90トン、
計算したら約1.2％ぐらいの量なん

ります。

です。だから、ここに売っても値段も安かしと

そういう観点で、大臣にご就任されて以来、

か、何となくそこら辺がまだかみ合ってないよ

私も二度、直接農林水産大臣室をお訪ねして、

うな気がしている。ここに出したら、少なくと

様々なことについてご要望とか意見交換をさせ

も直で出せれば、それなりの金額で売れるんだ

ていただいておりますので、今後も事あるごと

ろうから、そこら辺、もっと生産者とも理解を

にご訪問させていただいて、予算の獲得、それ

深めることをやって広めていただきたいと、右

からアドバイス等も賜りながら、本県の農家、

肩下がりでだんだんしょぼしょぼになったって

農村がしっかり発展するように頑張ってまいり

いかんしと思うのでね。

たいと考えております。
今後も、力強い応援を期待しているところで

それと、お茶の産地でもあるわけですから、
そういう意味で、対外的に県外にでも売って出

ございます。

せるような製品づくりというのを、今後も生産

【外間委員】 ありがとうございました。その大

者と一緒になって考えていただきたいと思いま

臣が早速、11月20日にご来県していただきまし

すてので、よろしくお願いします。

て、諫早湾干拓事業の現地の視察、そして、知

【外間委員】 1点、おつき合いのほどよろしく

事をはじめ皆様方との意見交換が行われたとい

お願いいたします。

うふうに聞いておりまして、その際に、この諫

この委員会に直接関係がございます、本県選

早湾の干拓事業につきましては、歴代の農林水

出の金子原二郎参議院議員が農林水産大臣にご

産大臣の談話にもありますように、本県選出の

就任をされました。私自身、ご本人の大臣就任

金子大臣におかれては、この諫早湾の開門問題

を心からお喜びを申し上げ、まさにこの所管に

についてどのようなご見解をなされたのか、農

関わる本県の農林業、水産業の振興・発展に寄

林部長にお伺いをいたします。

与していただくべく、ご活躍を期待したいとこ

【綾香農林部長】 金子大臣は、知事ご在任中か

ろでございますけれども、農林部長、所管の部

ら、この諫早湾干拓事業については、大変ご尽

長として、大臣就任をどのように受け止めてい

力をされた方でございます。今回、ご訪問にな

ただいておられるのか、ご所見をいただきたい

られて、諫干での営農の状況をまずご視察され

と存じます。

ました。それから、会場を移して、地元の背後

【綾香農林部長】 金子原二郎農林水産大臣は、

地にお住まいの諫早の市民の代表の方々とも意

本県選出ということもあられるんですけれども、

見交換、それから漁業関係の方とも意見交換を

農林水産業に関して幅広い知見、豊富な、卓越

いただきました。

した知識、それから経験をお持ちでございます。

まず、干拓農地を見られて、「自分が知事在
任中に比べると、非常にハウスが増えて、営農

本県の農林業を進めていく上においては、ぜひ
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がしっかり定着してきているなあ」というご発

― 午前１１時５０分 再開 ―

言をいただいて、営農者からも、しっかり経営

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

が安定してきたと。特に、平成29年4月に、当

午前中の審議はこれにてとどめ、午後は1時

時の大臣が、「開門しない方向で基金による和

30分から再開いたします。

解を目指す」という政府の方針をはっきりと明
言いただいた以降、農業経営にしっかり打ち込

― 午前１１時５１分 休憩 ―

めるようになったと、雇用もしっかり、それか

― 午後 １時３０分 再開 ―

ら施設整備もしっかりできるようになったとい

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

う営農者からの発言を聞いて、大臣も一定納得

休憩前に引き続き、議案外の所管事務一般に

いただいたと思います。

ついて、ご質問はございませんか。

それから、特に背後地にお住まいの方が、防

【堤委員】 議案説明資料の7ページのところに

災の観点から、今年の豪雨災害においても、諫

施策評価の実施についてとありまして、令和元

早の方で浸水、洪水がほとんどなかったという

年の生産農業所得のことが書かれていて、基準

ことで、諫早大水害で、それ以降も前後も、昔

年の平成25年から196億円増の593億円となっ

から諫早市民が大変苦労してきて、本当に大切

たと、大変目標よりも大きく上回っているわけ

な命とかも、お亡くなりになった方もいる中で、
諫早湾干拓事業があったおかげで、今は安心し

ですけれども、ここのところの数字の積み上げ
は、調べてみたんですが、生産農業所得という

て眠ることができると地元の住民の方からご発

のは計算式があって、農業総生産額にいろんな

言があって、それについても、防災効果につい

ものを掛けたり割ったり、そういうことでなっ

て、やっぱりよかったというご発言を、再確認

ているんですけど、どういう数字が積み上がっ

いただいたところでございます。

てこの593億円になっているのか、ご説明をお

漁業者の方も、せっかく安定した漁場をこの

願いしたいと思います。

まま振興していきたいのでということでご発言

【小畑農政課長】生産農業所得につきましては、

があって、そういうことも踏まえて、しっかり

国の統計資料に基づいて数値については確認し

対応していきたいと、開門しない方向で基金に

ておりますけれども、基本的な考え方といたし

よる和解を目指すという従来の大臣の方向性を

ましては、農業で得られた総収益、農業経営に

ご確認、ご発言いただいたところでございます。
【外間委員】 ありがとうございました。歴代大

よって得られた収益の総額の中から、農業経営
にかかるコスト、一切の費用を除いたものにプ

臣の談話を踏襲すべく、開門しない方針のもと

ラスして、補助金等の分は収入としてカウント

で、基金による解決が最良であるということで、
有明海再生の取組を進めていくお考えを農林部

いたしましたものを生産農業所得という形で捉
えております。

長から確認をいたしました。

【堤委員】私も大体そういうところは目を通し

【久保田委員長】 しばらく休憩いたします。

てみたんですけれども、この593億円、令和元
年度の実績値ということですが、基準年が397

― 午前１１時５０分 休憩 ―
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億円で、令和2年の目標値が469億円となってい

うことで、若干年によって数字は上下していま

ます。しかし、「総合計画チャレンジ2020」の

すけれども、そうしたら、いろいろな取組が功

評価調書を見ますと、基準年、平成25年397億

を奏してそういう結果になったということかな

円で、平成28年にはもう598億円の実績で、後

と、喜ばしいことであると思います。

ずっと高い数字がきているわけですが、この令

今後、また設定をされる時に、難しいんでし

和2年の469億円という目標の数値はちょっと

ょうけれども、あまり乖離しないような、もう

低かったんではないかと思うんですけれども、

少し上の目標を定めて、さらに頑張っていただ

基準年を基にして、平成28年に、平成27年とか

きたいなということを思いました。

26年はわかりませんけれども、もう600億円近

それと鳥インフルエンザが、今、他県で、熊

い実績が上がっているわけですが、ここのとこ

本などでも確認をされたというふうに聞いてい

ろの増え方というのはどういうことが要因とし

ますけれども、本県は、去年も今年もそういう

てあるのか、お尋ねします。

ことがなくて、本当に幸いだと思っていますが、

【小畑農政課長】 総合計画チャレンジ2020に

2月の定例会で聞いた時に、養鶏農家が114戸と

つきましては、当然、策定した年度の時点にお

いうふうに、たしかお聞きしたように思います。

いての数値を基に目標を立てることになってお

今回、家禽農家が、戸数が145戸ということで、

りますので、ここで言いますと、平成27年に策

養鶏業者が増えているのか、または鶏以外のそ

定しておりますけれども、ただ、その当時の時

ういったものも含めて145戸になっているのか、

点での生産農業所得の数値といいますのは、ま

その辺をお尋ねしたいんですけれども。

だ、平成25年当時のもので、数値としては出て

【山形畜産課長】本年度の鳥インフルエンザの

おりませんので、その数値をベースに、その後

発生については、11月10日に秋田県で発生して

の5年間の数値の目標を立てるということにな

以降、本日までに7県、8事例の発生が見られて

っております。今、掲載してあるように、419

います。九州では鹿児島県、熊本県ということ

億円というのを当時の時点で目標として設定し

です。

たということで、実績については、その後、具

対象の農家数ですけれども、100羽以上とか、

体的に取組を進める中で、結果といたしまして

1,000羽以上とか、
国に提出する基準等もあって、

生産所得が伸びてきたという状況が続いていま

若干のぶれがありますけれども、今回、消石灰

すので、その分だけ乖離ができている状況でご

を配布したり、確認をしている農家数というの

ざいます。5年前の目標が、あくまで当時の時

は、鶏卵・鶏肉として出荷する出荷用の鶏とし

点のベースでの考え方ということになっている

て飼っている戸数が145戸ありますということ

のが現状でございます。

で、廃業等によって若干減っている場合もあり

【堤委員】そうしますと、
確定している数値が、

ますけれども、これが、現在我々が把握して指

2〜3年前のものしかないので、そこをベースに

導している農家数になります。

して想定すると、この469億円という目標を設

【堤委員】 わかりました。出荷用の鶏を飼って

定したということですね。わかりました。

いる戸数が145戸ということですね。
それから、対策として会議を開催したり、消

どんどん右肩上がりに増えていっているとい
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石灰を配布して防疫に努めていらっしゃるとい

いったものを徹底して、今指導しているところ

うことですけれども、野鳥が感染していても、

でございます。

鶏が感染していなければ全羽処分したりとかは

【堤委員】それぞれの施設で自分たちで対策を

されないということを前にお聞きしましたが、

講じて、そういう侵入を防ぐということをされ

野鳥に触れた、例えば小動物などが感染して、

ているということですね。わかりました。

施設の中に入り込んで鶏が感染するということ

まだまだ油断できないと思いますけれども、

も考えられると思うんですけれども、そういっ

全国的には、長崎はそんなにたくさんのシェア

た対策というのは、それぞれの農場とかで徹底

を持ってないというお話でしたけれども、鹿児

をされているのか、どんなふうな取組をされて

島とかはやっぱり大規模にたくさん養われてい

いるのか、お尋ねしたいと思います。

て、そして、出水の鶴とか、渡り鳥の越冬地も

【山形畜産課長】 鳥インフルエンザ、鳥がかか

あるので、そういうところは大変だと思います

る病気ではあります。ですから、国内に持ち込

が、これからも十分に防疫に努めて、侵入を防

まれるルートとしては、海外から、要はウイル

いでいただきたいと思います。以上です。

スを保有した鳥が渡りによって日本に入ってき

【久保田委員長】 ほかに質問はありませんか。

て、それが直接鶏舎に入る場合もあるし、先ほ

【山本(由)委員】 基本的な内容で恐縮ですけれ

ど委員がおっしゃられるように、ふんを小動物

ど、まず、農業次世代人材投資事業に関してお

あたりが体につけて、それが畜舎の中に持ち込

伺いをします。

まれる可能性が高いということで、特に野鳥が

これまでも一般質問で少しやりとりを聞いて

集まるような水辺に近いような農場は、そうい

いたんですけれども、経営開始型の中の、親の

う発生率が高いものと考えております。

経営をそのまま引き継ぐ親元就農については支

農家の対策ですけれども、まずは、消石灰を

援の対象になっていないと。令和4年度、今計

配ったというのは、
鶏舎の敷地の周辺ぐるりと、

画をされている新規就農者経営発展支援事業に

建物の周りを1メートルぐらいの間隔で消石灰

ついては、金額も増えるし、親元就農も対象に

をまいて、例えば小動物がそこを歩いて渡って

なるというふうにやり取りを聞いていたんです

いく時に消石灰によって消毒され病気を持ち込

けれども、そもそも今の次世代人材投資事業で、

まないようにするということとか、また、農場

例外的に家族経営協定とかで、親元就農であっ

においては、例えばネズミとか、そういうもの

てもこれの適用受けている方と、やっぱりそう

が入らないように、隙間があれば、それをきっ

いうのがないから、親元就農だから受けられて

ちり塞いでもらったり、網を補修してもらった

ない方というのがどれくらいいらっしゃるのか

り、そういうことをやってもらうし、
それから、

というのはわかりますか。

車とか、従業員の長靴とか、手とか指とか、そ

【溝口農業経営課長】 今、ご質問がございまし

ういうところからも侵入する可能性があるので、

た、農業次世代におけます現状の制度の経営開

鶏舎の敷地に入る時は消毒をしっかりする。人

始型ということでございますけれども、今おっ

間であれば、ちゃんと着替えをして、長靴なん

しゃられましたとおり、親元就農の新規就農の

かも鶏舎ごとに履き替えて消毒をすると、そう

方につきましては対象にはなっていないという
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い部分があるというお話で、今もおっしゃった

ところでございます。
比率というのは、ちょっとあれなんですけれ

んですけど、もう一つ、この新しい事業の財源

ども、基本は、いわゆる親元以外の新規就農の

について、今まで全部国庫負担であったものを

方というのが対象になっていると。一部、先ほ

地方自治体の方にも負担を求めるような話とい

どありましたけれども、経営リスクを、新規就

うふうに聞いているんですけれども、この辺の

農と同等のリスクをとっていく。例えばほかの

ところというのは、いかがですか。

品目等をされると、新たな品目に取り組まれる

【溝口農業経営課長】今おっしゃいましたとお

というようなことについては対象になっている

り、現状につきましては、国庫100％で対応し

ということでございます。

ていただいているところでございますけれども、
今、国から説明がきている中におきましては、

数は確認させていただきますが、そう多くな
いというふうに、基本考えております。

2分の1、残りにつきましては地方で負担をする

【山本(由)委員】 わかりました。そうすると、

というようなことで、地方も一緒になって考え

今回、新しくできる方については、そういった

ていただくことで新規就農を盛り上げていきた

ところも全部対象になるということで、ほとん

いということで、農水省の方からは説明を受け

どの方が適用になるよう、そのまま親と一緒に

ているということでございます。
若干、財政的なものもありますので、今それ

やるような親元就農であっても対象になるとい
うふうに理解していいんですか。

につきましては、知事会等を含めて議論しなが

【溝口農業経営課長】現行制度につきましても、

ら、対象を国庫100％にしていただくようなこ

要件が若干ございまして、例えば世帯の所得

とも含めてお願いしているような状況でござい

600万円の上限があるとか、そういうものもご

ます。

ざいます。

【山本(由)委員】 わかりました。やっぱり農業

親元就農については、現在の事業では対象に

経営者の確保、要は、後継者がいるんだけど、

なりませんけれども、今度の新しい制度では、

継がないからやめる。逆に言うと、後継者の立

一応対象になるということで聞いておりますけ

場からすると、継ごうか継ぐまいかとかという

れども、ただ、5年以内に継承しなければいけ

人にとってはきっかけになるのかなというふう

ないとか、いろいろと要件がついてきます。600

に思います。

万円についても、そのまま引き継がれるという

財源の話は私も知らなかったので、690万円

ようなことを受けておりますので、国の方の制

が1,000万円になる部分を地方なのかなと思っ

度が、まだ見えないところが結構ございますけ

ていたんですけど、今おっしゃったように、2

れども、一定の制限はありますけれども、親元

分の1とかという話が出ているということで、

就農だからできなくなったのができるようにな

それについては知事会の方で要望されていると

ったというのは、事実でございます。

聞いておりますので、何とか勝ち取っていただ

【山本(由)委員】 ありがとうございました。新

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

しい経営発展支援事業については、この間、部

次に、農地耕作条件改善事業について、お伺
いします。

長のご答弁の中でも、まだ詳細がわかっていな
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これも基本的な内容で申し訳ないんですけど、

【山本(由)委員】 今、ある一定の区域が工業地

この事業の内容と、県内の実績というのがあり

域になっていて、用途地域が指定されていて、

ましたら、ご紹介をお願いします。

その隣は白地になっているんですね。だから、

【土井農村整備課長】農地耕作条件改善事業に

そうなってくると、この部分を、用途地域を外

つきましては、事業費が200万円以上、主体が2

して白地にして、そしてそこを農業振興地域と

人以上で、暗渠排水とか、狭地直しとか、そう

かにするしか方法は今はないということですか。

いう工事ができるような事業になっております。

【土井農村整備課長】都市計画区域については、

県内の実績につきましては、諫早の小野平野

基本、市のほうが指定をしておりますので、そ

とか森山の干拓地で暗渠排水、それとか、雲仙

ちらの方でしっかり議論をいただいて、都市計

の干拓地の暗渠排水、それと、諫早湾干拓の中

画区域の指定が外れて農振農用地を指定されれ

の暗渠排水とか、あと、琴海の暗渠排水とか、

ば対象になるということになります。

各種やっているところです。

【山本(由)委員】 現状の制度としては理解しま

【山本(由)委員】 結構、件数としてあるんです

したので、何かほかに方法がないか、考えられ

ね。何件というのはあれですけど、結構あると

ないかなと。やっぱり用途地域をべたっと組ん

いうことですね。わかりました。

でしまっているところがあって、ちょうど今も

農村整備課の方に、個別事例になってしまう

農振地域と境がわからなくなっているところは

んですけど、工業地域内にある一団の農地につ

結構ありますので、何かいい方法はないかと考

いて、ある程度まとまっているんだけれども、

えてみたいと思いますので、お知恵をお借りし

結局、線引き区域になっていて、用途地域がつ

たいと思います。よろしくお願いします。

いているものだから、これについては適用にな

最後に、「四季畑」についてなんですけれど

らないというふうに聞いているんだけれども、

も、一般質問でも質問させていただいて、令和

耕作放棄地をとにかく解消せんばいかんという

2年度の販売額が6億8,900万円で、商品数は109

観点で、この要件というのを緩和できないのか

というふうなご答弁をいただきました。今回の

というふうにご要望というか、ご相談をいただ

事務事業の評価結果についてというのを見てい

いたんですけれども、これはやっぱり現実には、

たら、これは14ページになるんですけれども、

このままでは難しいというふうに理解したらよ

長崎四季畑魅力発信事業費の中で、認証商品の

ろしいんですか。

8割を占める小規模商品、販売額500万円以下と

【土井農村整備課長】耕作条件改善事業を含め

いうふうな記載があっているんですけれども、

て、私どもが行う基盤整備につきましては、農

要は、上位2割は500万円を超えているというこ

振農用地内の農用地が対象でございまして、都

とだと思いますけれども、500万円を超える上

市計画区域の用途区域については対象になりま

位2割、それから500万円以下についても、例え

せん。ただ、都市計画区域の中の白地の部分、

ば300万円から500万円とか、100万円から300

用途が指定されてないところで農振農用地がか

万円とか、100万円以下というふうな形で、商

ぶっているところについては対象となるとうこ

品ごとの販売の分布状況というのを教えていた

とになっております。

だけないでしょうか。
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【長門農産加工流通課長】長崎四季畑につきま

と答えられた方が、60代の女性が約41％、次い

しては、販売が伸び悩み、販売額500万円未満

で50代、40代の割合が高くなっている状況です。

の商品が全体の約8割を占めている中で、その

併せて、四季畑を購入された方を対象に、
「ど

内訳としまして、500万円から300万円の売り上

ういった方たちが購入されましたか」というア

げがあるのが約12％、300万円から100万円の商

ンケート調査を実施したところ、四季畑の購入

品が約16％、100万円以下という商品が53％、

者の約8割が女性の方で、年代別で言いますと、

合わせて81％で、約8割という状況でございま

10〜20代の方が約10％、30代の方が16％、40

す。

代で21％、50代で23％、60代が23％というこ
とで、40〜60代の女性の方が約6割を占めてい

また、残りの2割の分ですが、1,000万円から
500万円までの商品が約6％、1,000万円以上の

ると、そういう状況がわかりました。
こういった結果を踏まえまして、40代から60

商品が約13％という状況になっているところ
でございます。

代の女性に対して、四季畑が持つ安全性とか、

【山本(由)委員】 ありがとうございました。商

県産農産物を活用していることをＰＲしていく

品数は、だから、令和2年度で109ありますので、

ことが、四季畑の販売額向上や認知度向上につ

このうち13％ですから、15ぐらいの商品は

ながっていくものと考えて、40代から60代の女

1,000万円を超えているというふうに理解しま

性をターゲットとしたところでございます。

した。

【山本(由)委員】 わかりました。大変わかりや
すかったと思います。

次に、この評価結果のところに、認証商品を
購入している40代から60代の女性をターゲッ

一方で、この間、私が一般質問させていただ

トに絞り込んだＰＲというふうに書いてあるん

いた中で、四季畑の認知度について、県内が

ですけれども、この40代から60代の女性をター

35％、首都圏・関西圏11％というふうにご答弁

ゲットとした根拠、それから、多分、購買年代

をいただいています。私は、やっぱり認知度向

とか男女別の分布があるんだろうと思うんです

上を含むＰＲの強化ということで、食のポータ

けれども、そこについてご説明をいただけます

ルサイトができないかということをご提案いた

か。

しました。

【長門農産加工流通課長】 40代から60代の女

今の認知度というのをまず上げて、認知はさ

性をターゲットにした理由ということですが、

れているけれど、購買につながってないという

まず、農林水産省の方が、平成29年3月に食育

ところをどうするかというふうな手順だろうと

に関する意識調査という形で、「食品を選択す

いうふうに思うんですね。ですから、40代から

る際に重視することは何か」という質問のアン

60代、今の購買実績、もう一つは安全性とかそ

ケート調査がされております。その中で「安全

ういったところも評価されているから、今の購

性を重視する」と答えられた方が、50代の女性

買実績だけではないんだけれども、やっぱり一

が76％と最も高く、次いで60代の女性、40代の

般的にスーパーとかで買い物をされるのも40

女性という形で割合が高くなっている状況です。

代から60代の女性が多いというのは大体定番

また、「地場産にこだわって選択して購入する」

だと思うんですね。ですから、認知度を向上さ
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せていく中で、例えばこの商品を県内の県民の

するとか、そういうリーフレットを40代〜60代

方に売るのか、県外の方に売るのか、あるいは

が集まる場所に関わらず、県民の皆様が集まる

自家消費用で買うのか、それから贈答とかギフ

ような公共施設において手軽に取ってもらえる

トとかそういうのでやるのかによっても、当然

ような取組をしたり、あと、カタログ販売する

販売戦略は変わってくるだろうというふうに思

ことで、認知度向上につなげてまいりたいと考

います。

えています。委員がおっしゃられましたように

ですから、そういった40代から60代をターゲ

贈答用、日用使い、そういったもののいろんな

ットにするというのはいいんですけれども、じ

商品のカテゴリーが当然あると思います。それ

ゃ、それ以外についても認知度を上げながら、

につきましては、商品の特性に合った販売先、

それから販売先を見ながら、どこに売り込むの

そういうのを踏まえて、四季畑が県民に愛され

かというふうなところで取組を進めていってい

るような商品という形で販売の働きかけをして

ただきたいと思いますけれども、その点につい

まいりたいと考えているところでございます。

てはいかがですか。

【山本(由)委員】 ありがとうございました。実

【長門農産加工流通課長】 40代から60代の女

は、昨日、産業労働部のこの委員会の中に工業

性に対して四季畑の持つ安全性とか県産農産物、

技術センターの所長がいらっしゃっていて、食

そういったものをＰＲし、限られた予算の中で

品開発支援センター絡みの話の中でも、まさに

より効果的にＰＲしていくことが大事というこ

今、私が言おうとしていたことをおっしゃった

とで、そのターゲット層にまず興味を引いてい

んですよ。
県内に売るのか、外に売るのかとか、

ただく。そういう意味では、四季畑商品の魅力

自家用なのか、もうまさに同じことをおっしゃ

を伝える動画とかを見ていただく時間帯でのメ

ったんですね。
そこが、外部の方は、多分デパートの方とか

ディア発信、そういったものをＰＲ対策として

コンビニなんですかね、いわゆる当用買いの方

強化してまいりたいと考えています。
ただ、一方、委員がおっしゃられますように、

からギフト用の方まで、いろんな生産の段階か

認知度向上をしていくためには、当然、いろん

ら販売の段階までいろんな方が入ってらっしゃ

な方に買っていただくということが必要になっ

って、そういうのをご協力してやっていきたい

てまいります。実際、手軽に手に取っていただ

というようなお話をやってらっしゃったので、

く、手軽に買っていただく、まず四季畑を知っ

これは新規の商品だけじゃなくて、既存の商品

て購入していただくということが重要かと考え

も多分できるんだと思いますので、そういった

ているところでございます。

ところも活用していただきながら、部局横断と

先日もご答弁させていただきましたけれども、

言いましたけれども、そういった形で、もっと

実際、四季畑がどこで買えるかという部分もあ

売れると思いますので、ぜひ頑張っていただけ

りますので、手軽に買えるように、四季畑の購

ればと思います。よろしくお願いします。あり

入場所がわかるようなリーフレット、例えばリ

がとうございました。

ーフレットの中にＱＲコードをつけて、そこか

【清水農産園芸課長】 午前中、山本(由)委員か

ら飛べばネット販売先が見られるような取組を

らご質問がありました、野菜生産出荷安定対策
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費、野菜価格安定制度の加入農家数について、

す。そのときに、電気ショックを与えて豚を失

遅くなりましたが、ご報告申し上げます。

神させるなり死亡させて、それを埋却するとい

令和3年度の本県のこの制度への加入農家数、

う時に使うということで、今まで本県で保有し

延べ5,772戸になります。
本県の野菜栽培農家数、

てなかったものですから、今回、もし発生した

これは実数ですが、8,579戸ありますので、それ

時のために10台購入しまして、万が一発生した

なりのシェアで、この野菜価格安定制度に加入

時の初動がしっかりとれるように対応していき

いただいているような状況です。

たいと考えております。
【山口(初)委員】 ということは、これは何台分、

ちなみに、本年10月末までに発動した、交付
実績があった産地の農家数ですが、
2,185戸とい

1台ですか。どこに設置するのか、場所の関係

うことで、これはまだ10月末までの段階であり

もあるかなと思うんですが。

ますが、これだけの農数が野菜価格安定制度の

【山形畜産課長】 台数は10台購入します。こ

恩恵を受けているというような状況でございま

れは移動式の機械でして、実際、発生した農場

す。

に持ち込んで作業するということになります。

また、資金造成額について、私、全体で50億

県の備蓄をしている資材の倉庫が諫早の方に

円、うち県の負担分が10億円と申し上げました

ありますけれども、そこに備蓄をしておいて、

が、正確に申し上げますと、国、県、生産者合

発生したらその農場に搬入するということにし

わせた令和3年度の資金造成額は49億5,627万

ております。

1,000円、そして、うち県が支払った額について

【山口(初)委員】 ということは、豚だけでなく

は10億4,981万8,000円ということで、午前中の

て、これは多用途に使えそうですね。どうなん

補正予算の分を合わせると、これだけの資金造

ですか。

成をすることになります。

【山形畜産課長】 この機械は、一応、牛・豚用
ということになっております。

以上、ご報告申し上げます。
【久保田委員長】 ほかにありませんか。

【山口(初)委員】 わかりました。ただ、この電

【山口(初)委員】 2点、お尋ねをいたしますが、

殺機と見た時に、ちょっと考えるところがある

一つは、1,000万円以上の契約の関係です。畜産

んですけども、もう少しネーミング、機械その

課の方で電殺機というものを1,300万円、
導入さ

ものには何とか装置とかいう形で銘板をつけれ

れようとしていますが、この字面を見た感じで

ば、やることは同じでも、もう少し違うのかな

大体のイメージはつくんですが、目的、用途に

という気もしないわけではないんですが、その

ついてお知らせください。

辺のご見解はいかがですか。

【山形畜産課長】 1,000万円以上の集中契約と

【山形畜産課長】 商品名が、可搬式電殺機とい

いうことで、会計課を通じて入札した分で、今

うことになっておりますので、そのとおり入札

回、電殺機ということで、これは、先ほど鳥の

させていただいたところでございます。

話が出ましたが、今度は豚熱とか口蹄疫とか、

【山口(初)委員】 わかりました。もし何らかの

要は、牛とか豚の病気が発生した時に、やっぱ

タイミングでそういう表示等々の時には、考え

り同じように殺処分ということが必要になりま

る余地もあるのかなと思いますが、それはお任
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早かったと思うんですね。だんだん南部の方ま

せしますので、よろしくご検討ください。

で増えてきた状況で、今、一定収まっている状

次に、ミカンコミバエの関係について、再度

況にあるかなと思うんですが、このテックス板

お尋ねをします。

の効果は当然あったと思うんですね、農家の方

今、それぞれの農家におきましては、柿が終

もそうおっしゃっています。

わって、大体、今はみかんがピークと。みかん

この48万枚を県内、地域的にどういう散布を

は、種類によって、今は年明けてからも収穫が
あるんですけれども、大体今が一番ピークの時

されたのか、これはわかりますか。

だというふうに思っております。

【清水農産園芸課長】今年のミカンコミバエの

そういうことで、ミカンコミバエを誘殺する

発生状況ですが、まず5月、最初が長崎市から

ということで128頭を捕獲したと、あと、柿の

始まりまして、次に梅雨末期、7月上旬から中

落下果実で12件ということのご報告があって

旬にかけて長崎市から西海市、そして、一部対

いまして、テックス板を28万枚設置し、20万枚

馬でも誘殺が確認されました。その後、8月の

をヘリコプターでという記載がございますけれ

中旬の豪雨以降、佐世保でも確認されるように

ども、そのテックス板をどういうふうに購入さ

なって、その後9月の台風以降には諫早でも、

れたのかなと見てみますと、9月に2,156万円、

多良見で確認されたというような状況です。

10月に1,320万円そこそこの契約がなされてい

その7月、あるいは8月、9月には、1週間に10

るようですけれども、これはミカンコミバエが

頭以上確認された週もありましたが、最近は1

だんだん増加してきたために、2回に分けて購

週間に1頭とか2頭、そして12月に入ってからは、

入されたものか、これは1回でもよかったんじ

今のところ確認されてないというような状況に

ゃないかと思っているんですけど、その辺はい

あります。

かがでしょうか。48万枚ですから、一遍につく

テックス板の設置エリアにつきましては、ト

るのも大変だったのかなと思いますが、その経

ラップ調査で誘殺をされた地点の周囲5キロ圏

緯を教えてください。

内にこのテックス板を設置しております。この

【清水農産園芸課長】テックス板につきまして

ため、市町別に何枚というような集計はしてい

は、製造して供給している業者が鹿児島での1

ないんですけれども、この誘殺が確認されたエ

社で、そこから調達をしているような状況でご

リアに設置をしているということで、そういう

ざいます。今年はフル稼働で生産をしていただ

意味では非常に幅広い、長崎市から西海市、そ

いておりまして、ほぼ受注生産に近い状況にな

して北部は佐世保市、あと諫早市、大村市とい

っております。このため、9月、10月と、1か月

ったあたりに設置をしているような状況です。

分を見通して、計画的に次の1か月、来月はこ

【山口(初)委員】 そういうことで、記載されて

れだけ必要だという分を注文して、契約をして

いるように、ハエですから、南の方で発生する

購入したと、そういうような状況でございます。

ハエですから、寒さには弱いんだと思います。

【山口(初)委員】 このミカンコミバエ、5月ぐ

そういうことで、13度を下ると発育できないと

らいから捕獲が始まりまして、今日に至ってい

いうことですね。そうだろうと思いますが、冬

るわけですが、県内だけで言うと、県北の方が

を越すのがおるかもしれんし、また来年、新し
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い風に乗ってこっちにやってくる可能性もある

自生している分が結構あるんです。それともう

わけですね。そのときに、128捕獲できていま

一つは、高齢化のために、ビワの木を植えたけ

すが、今のところ、そう目に見えた農作物の被

ど、管理はできてないという部分もありますの

害というのはなかったというふうに認識してい

で、ここに県として何か手を打っといてもらい

いんだろうと思うんですけれども、農家の皆さ

たいという地域の要望もございまして、これは

んがおっしゃるのには、とにかく早めに手を打

年明け早々、何らかの処置をしとった方がいい

ってほしいということです。

のかなと。

どういうことを言われているかというと、一

ただ、そこにはお金もかかるので、そのこと

番早い作物は、どうしても来年の5月ぐらいに

を含めて検討してもらうようにできないかとい

ビワが出ると。そのときには対策を十分にして、

うこともおっしゃっていますので、その辺につ

そこから広がらんようにしてほしいということ

いてもご検討いただけますか。

をおっしゃっています。

【清水農産園芸課長】 産卵場所なり、あるいは

そういうことで、来年の対策として、一応め

餌となるものを減らすという意味で、今年も不

どとしてどういうふうなお考えなのか、お聞か

要果実、落ちた果実ですとか、あるいは摘果を

せいただけますか。

したみかんですとか、そういったものの処分と

【清水農産園芸課長】ミカンコミバエにつきま

いうのを、予防的な措置として実施をしており

しては、冬場、先ほど13度を下回りますと、も

ました。それにつきましては、例えばみかんに

う発育できない、要は成虫になっても動けなく

ついては、多良見もそうですし、佐世保のあた

なるので、飛び回らなくなるというような事態

りでも予防措置として、摘果みかんを回収して

になります。

処分をしていただいたところです。

ただ、冬場も暖かい日が、時にはあるかもし

今後のビワについてなんですけれども、同様

れないということで、今後、冬の期間も通じて

に、発生源、産卵源、あるいは餌となるものを

トラップ調査につきましては実施をする。それ

減らすという意味では、落下果実を放置しない

によって、まだ飛んでいる、生き残っている成

というようなことは重要かと思います。今後、

虫がいないかというのはしっかり監視をしてま

少なくとも落下果実を放置しないでくださいと

いります。

いうのは、今年はチラシをつくってお願いして
まいりましたが、引き続き春にも、そういった

そして、その後の春における対策なんですけ
れども、こちらは今、国の植物防疫所等とも調

措置はできるだけやってまいりたいと思います。

整をしておりまして、少なくともしっかり監視

【山口(初)委員】 ぜひお願いしたいんですが、

を続けて、万が一、また春に誘殺が確認されれ

要は、山にそのままあるビワとか、そういう果

ば、テックス板の設置も含めて対応をとってい

樹があるわけですね。それを、やっぱり元を断

くということになろうかと思います。

つ意味においては、処分がどうかというふうに

【山口(初)委員】 要は、繁殖する元を断てば一

言われていますので、そのことについては、そ

番、これは広がっていかんのですが、どうして

れぞれ関係先と調整していただいて、手を打て

もビワあたりは、俗にいう自然用といいますか、

る状況をつくってほしいなと思っています。
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【山口(初)委員】 それぞれ生産者の皆さんは、

もう一つ、教えてください。テックス板の効
果、農家さんがそれぞれテックス板を設置され

このミカンコミバエには、本当に神経とがらせ

ているんですが、大気にさらしているわけです

て、みんなで守ろうという姿勢を持っています

から、雨にも触れているわけですね。どれくら

から、ぜひ抜かりなく、よろしくお願いをして

いの効果があるのかなというのも知っておきた

おきたいと思います。

いところなんですが、どうでしょうか。

【久保田委員長】ほかに質問はございませんか、

【清水農産園芸課長】テックス板の効果のある

議案外の所管事務一般について。

期間ですけれども、一般に1か月程度と言われ

【溝口委員】 追加1の1ページですけど、野生

ております。やはりそのテックス板には揮発性

鳥獣による被害の状況についてということで、

の誘因成分、殺虫剤が含まれていますので、日

令和2年度が2億9,500万円ということで、ピー

に当たったり、雨に当たったりして揮発してし

ク時よりか4割減っているんですけれども、1億

まうものですので、およそ1か月程度の効果と

5,400万円の増加があったということですが、こ

いうふうに考えております。

れは地域については、どこの地域になるわけで

【山口(初)委員】 1か月だということになると、

すか。

ある意味では、果実が実るシーズンというのは、

そして、特にイノシシによる水稲の被害が拡

種類もいろいろあって、5月から秋口まである

大したということですけれども、水稲の被害と

わけですね。だとすると、ワクチンじゃないけ

併せてお尋ねをしたいと思います。

ども、2回目、3回目も、流行を加味しての話に

【村木農山村振興課長】 令和2年度の鳥獣被害

はなるでしょうけれども、そうしておかんとい

につきましては、今、委員のご指摘のとおり、

かんのかなという気もしますので、そのことも

前年度に比べ1億5,000万円程度増加しており

含めてご検討をお願いしておきます。

ます。

【清水農産園芸課長】テックス板の効果がおよ

この増加した鳥獣はイノシシが主体となって

そ1か月程度ということを踏まえまして、本年

おりまして、イノシシの被害額の増加額が約1

も、特に早く見つかった長崎市などにおいては

億1,000万円ということで、増加した額全体の約

数次にわたり、1か月以上たったら、もう一回

7割を占めております。そのほとんどが水稲の

設置をするというような形で繰り返し設置をし

被害ということになっております。
地域的には県北地域が主体となっております

ておりました。
冬場になって飛び回らなくなれば、飛んでこ

が、この増加した要因は、これまでイノシシの

なければテックス板も殺虫効果はありませんの

被害がない地域において新たに、そこに防護柵

で、冬場はテックス板を新たに更新する必要は

が整備されていなかったこと、あるいは防護柵

ないと考えておりますが、来年も、もし誘殺さ

が整備された地域におきましても、防護柵の管

れた場合には、しっかりその誘殺地点の周囲に

理が不十分であったというふうなことで、防護

設置をし、必要ならばその更新をしていくとい

柵の下部、あるいは水路等の隙間から水稲の圃

うことで対応していくことになろうかと思いま

場に侵入したことで被害額が増加したというこ

す。

とで、市町の方からも伺っているところでござ
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います。

れておりますので、実績については、今年度末

【溝口委員】県北地域ということですけれども、

に整理されるということになります。

地域の名前をあまり言われないのかわかりませ

【溝口委員】イノシシの対策はいいんですけれ

んけれども、防護柵にしても、ワイヤーメッシ

ども、シカとかほかの動物たちもあるというこ

ュになっているのかどうかわかりませんが、対

とですけれども、その辺についての対策は、指

策については、1万5,000キロメートルに及ぶ防

導者を育てなくていいのかどうか、そこら辺に

護柵を今からでも設置していくということです

ついてはどのように考えているんですか。

けど、現在で大体何万キロメートルぐらい防護

【村木農山村振興課長】指導者の育成につきま

柵が張られているのか、お尋ねしたいと思いま

しては、まずはイノシシのインストラクター制

す。

度はございますが、それに加えまして、インス

【村木農山村振興課長】電気柵と防護柵の内訳

トラクタープラスというのがございまして、イ

は手元に数字はございませんので、後ほどご報

ノシシに加えて、近年問題となっておりますシ

告をさせていただきたいと思いますが、昨年度

カとか、アライグマとか、そういった生態を知

は430キロ程度、本年度の計画としましては、

っていただきながら、対策はどうするのかとい

540キロ程度整備されているところでございま

う知識を学んでいただくことで、ほかの鳥獣に

す。

対しても指導的役割を発揮していただくという
育成を進めているところでございます。

今回、被害があった地域におきましては、国
の交付金を活用いたしまして防護柵を整備した

【溝口委員】 ありがとうございます。野生の鳥

ところでございます。柵の管理が不十分であっ

獣による被害が続いていっているんですけれど

たところにおきましては、市町、ＪＡ等、振興

も、やはりメッシュですか、柵というのが結構

局なり、関係機関が集落点検の支援を行いまし

効果的で、今回、県北の方は、去年よりかは少

て、補修、補強等が図られたということで、本

なくなったということで、対策が早かったとい

年度の10月末時点の被害額につきましては、令

うことで、大変よかったと思っております。で

和2年度に比べまして大幅に減少しているとい

も、まだまだほかの被害もあっていくかもわか

うことで市町から報告があっております。

りません。

【溝口委員】 わかりました。特にイノシシの被

それで、森林税の徴収をまた、これから5年

害が多かったということですけれども、これか

間やっていくんですけれども、いろいろな使途

らイノシシの指導者を、Ａ級インストラクター

については、大体森に関係するのに使っていく

を520名育成していくということですけれども、

と思うんですけれども、パブリックコメントで、

今現在、何名ぐらいになっているんですが。

シカとか何とかの対策にも使えないかというこ

【村木農山村振興課長】インストラクターの今

とですけれども、その辺のことについては、何

年度の研修は、今実施しておりますので、最新

か検討しているのでしょうか、お尋ねしたいと

の数値が、令和2年度末で520名となっておりま

思います。

す。

【永田林政課長】 今、委員からお話がありまし
たとおり、パブリックコメントにおいても鳥獣

今年度も、各地域から希望される方が受講さ
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被害、特に森林におきましては、対馬のシカと

の森林づくり事業というのもございますので、

いうのが大きく出ています。県北地域でもシカ

市町からしっかりと提案をいただければ、そう

の被害が出ているということと、新たに主伐を

いったものにも応えていけるかと考えていると

して植栽しても、結局シカに食われてしまうの

ころでございます。

で、どうしてもネットが要るということで、そ

【溝口委員】 わかりました。ながさき森林環境

ういった鳥獣被害についても、持続的に森林の

税も、徴収するようになってからかなり長くな

機能を発揮させるためには、そういったものが

ってきているんですけれども、まだあと5年間

必要じゃないかというご意見もいただいており

続けていくということであれば、やはりその税

ますので、事業の中で防鹿ネットの設置などを

を有効に使っていただきたいなと思っておりま

支援対象として検討してまいります。例えばス

すので、要望としておきたいと思います。

ギ、ヒノキを切って苗木を植えた場合には、国

それから、第12回の全国和牛能力共進会が来

庫補助事業で対象になりますので、そういった

年の10月に鹿児島県であるということですけ

ものは国庫補助事業でやりますし、対象になら

れども、その準備について、大体どのように整

ない部分について市町としっかりと打合せをし

えてきたのか、お尋ねしたいと思います。

ながら、事業化という形で取り組んでいきたい

【山形畜産課長】 今、委員からありましたとお

と考えております。

り、来年10月、鹿児島県の方で5年に一度開催

【溝口委員】 わかりました。シカとは言わず、

される、全国和牛能力共進会が開催されます。

ほかのいろいろな被害があることについては、

出品区分が、県の種雄牛若雄の区というのが1

森林税を使っていけるような対策を考えていか

区あります。そのほか、雌牛です。それから、

ないといけないと思うんですけれども、その辺

肉質で争う肉牛の部という8の出品区分がござ

については、今後、まだ検討の段階だろうと思

います。この8の出品区分に県から20頭出品を

うんですけれども、その辺について、今後どの

する計画。
それからあと、
特別区ということで、

ように検討していくのか、お尋ねしたいと思い

農業高校・農業大学校の学生さんが出品する区

ます。

に1頭出品することができますので、合わせて

【永田林政課長】 先ほども申しましたとおり、

21頭の出品牛を確保するために、まずは指定交

今、事業の組み立てをしているところでござい

配、計画的に優良な雌牛なり、去勢牛の肥育牛

ます。

の素牛を生産するための指定交配というのをず

そういった事業の中で、先ほど言った人工林

っとやってきまして、実際その子牛が生まれて

の伐採の後には、国庫補助が使えますけれども、

きて、肥育の部については、今年の6月に繁殖

例えば里山林を整備した後については、国庫補

農家の方から肥育農家の方に60頭受け渡しを

助の対象となりませんが、里山林を整備して苗

して、今、15戸の優秀な肥育農家の方で肥育を

木を植えて、また鳥獣害を受けては一緒なんで、

されています。

そういったものに、いわゆるセットで使えるよ

それから、雌牛の部については、随時生まれ

うな形で事業化を考えていきたいと思っていま

てきますので、それを農協の指導員とか地域の

すし、あと、市町が提案していただくふるさと

普及指導員が現場を回って、非常に発育のいい
- 78 -

令和３年１１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）（１２月１０日）

とか質のいい子牛については、極力販売をせず

【溝口委員】長崎県大会でせっかく優勝したの

に農家の方に残していただいて、来年年明けて、

で、できれば、九州で鹿児島という近いところ

各地域の選抜会というのをずっとやっていきま

であるので、今回、ぜひ日本一をとれるように

すけれども、その選抜を経て、最終的には、県

努力していただきたいと思っております。要望

の代表牛選考会というのを来年の7月に実施す

としておきます。

るように計画をしております。

【久保田委員長】 ほかに、議案外に関する質問
はございませんか。

この中で、先ほど申しました、種牛の部につ
いては13頭を選んでいくと。それから、肉牛の

【山口(経)副委員長】 2点ばかり質問させてい

部については、今、60頭肥育をしていただいて

ただきたいと思います。

おりますけれども、これを順次、毎月巡回をし

鳥インフルエンザの対策について、先ほど堤

て発育等調査をしておりますけれども、これを

委員からもありましたけれども、緊張感を持っ

来年の春、4月ぐらいに1次選抜ということで25

て、今、農林部では対応なさっておられること

頭ぐらいまで選抜、その後、7月から8月にかけ

と思いますけれども、養鶏が採卵、食肉という

て、最終的に7頭まで絞り込むということで、

ふうに分かれておるわけですけれども、飼い方

今準備を進めているところでございます。

も違うわけですね。採卵の場合はケージ飼いで、

【溝口委員】 ありがとうございました。来年の

外との通気もよくすると。食肉のいわゆるブロ

7月までに7頭に絞っていくということでござ

イラーの場合は、窓のない鶏舎という形になり

いますけれども、前回の大会の時に、移動につ

ますから、そういう対策がしやすいかと思うん

いて、結構まずかったのではないかという話を、

ですけれども、まず、採卵が何百万羽、食肉が

遠かったので、そういうことをちょっと聞いた

どれくらい、羽数をお聞かせいただければと思

んですけれども、大会に向けての移動について

います。

は、大体何か月前ぐらいから移動していこうと

【山形畜産課長】 国の統計で、1,000羽以上の

考えているのか、お尋ねしたいと思います。

農場の数になりますけれども、採卵鶏が176万

【山形畜産課長】 移動については、大会の直前

3,000羽、それから肉用鶏、ブロイラーが305万

に運び込むということになります。

羽飼育されております。
【山口(経)副委員長】 羽数がかなり多いわけで、

前回、宮城県ということで遠かったというこ
ともあって、輸送計画というのを立てていて、

鳥インフルが入ってくれば打撃がひどいという

途中で休憩をさせながら、水を飲ませたり餌を

ことになりますので、十分な対策が必要だと思

与えたりということで、たしか2日ぐらいかけ

うんですけれども、これまで消石灰を配布して、

て運んだんですけれども、今回は鹿児島県とい

消毒に努めるようにということでされておりま

うことで、距離的には長崎県からは比較的近い

すけれども、消石灰の有効期間がどれくらいな

というふうに思っています。あくまで直前に運

のか、そして、次の計画はどうなのか、そこを

び込むということで、なるべく牛に負担がない

お聞かせいただきたと思います。

ように準備を進めてまいりたいと考えておりま

【山形畜産課長】 農場での消毒については、ま

す。

ずは農家自らがやるというのが基本でございま
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すけれども、全国的な広まりの状況であるとか、

【山形畜産課長】 器具とか、車両とか、それぞ

九州各県、特に近県で発生した時の対応等考え

れに応じて消毒のやり方も変わってきますし、

て、今シーズンについては、11月17日から11

また気温が低くなると、夏場と違って消毒が効

月26日、県下一斉の緊急消毒ということで消石

きにくいというふうに言われていますので、き

灰を配付させていただいたということでござい

ちんとした濃度を冬場はやっぱり工夫する必要

ます。

があるとか、そういった細かい注意点もありま
す。

消石灰の有効期限、どれくらい消毒効果があ
るかということについては、大体1か月程度と

それから、手指にアルコールとか、そういう

いうふうに言われております。ただ、当然雨に

のを使い分けるということで、一部は家畜保健

当たって流れてしまったりすれば効果がありま

所の方からも、もし農家で足りない時には補充

せんので、そういう場合は、農場の方でしっか

をしたりということもやりながら、こういうふ

りまた補充をしていただく必要があるというこ

うにやってくださいねということで指導も併せ

とでございます。

て、そういった取組もしております。

それから、今後の対応ですけれども、先ほど

まずは、そういう正しい使用法をしっかり農

言いましたとおり、定期的な補充なり管理とい

家の方に周知しまして、病気が発生しないよう

うのは農場の方でしていただく必要があります

に、予防対策に取り組んでいきたいと思ってお

けれども、昨シーズンも全国的にはやったとい

ります。

うことで、1回目は、今年と同じように県単独

【山口(経)副委員長】 対策のしっかりした周知

で実施したんですけれども、昨年は12月の末に、

も大事で、農家自らの努力も大事ということで

全国一斉の消毒を国が、消毒命令という形でや

ありますけれども、行政の支援という形で、そ

りました。これは、国庫の対象でできました。

ういう消毒に関する経費について、少しでも支

今後の発生状況にもよりますけれども、こう

援ができれば、農家としても助かるなという思

いった取組ができないか、国に対しても要望を

いがしておりますので、その点はご検討いただ

していきたいと考えております。

きたいと思っております。

【山口(経)副委員長】 農家自らもそういういろ

それから、もう一点です。午前中に川崎委員

んな消毒とか、入れないような努力は大変必要

からもあっておりしたけれども、有機農産物の

になろうかと思いますけれども、それに応じて

件でございます。

やっぱり経費もかかるわけで、ぜひ国庫として

有機農産物といっても、一般の生産物と有機

対応できるように、ご努力いただきたいという

農産物と付加価値をつけながら販売していくと

ふうに思います。

いう形になっていきますけれども、全てが有機

そしてまた、消石灰だけではなくて、網の設

農産物になるかといったら、そうじゃないとい

置であるとか、あるいは消毒液の散布であると

うふうに思っております。どれくらいのパーセ

か、そういったこともあろうかと思いますけれ

ント、割合を有機農産物が占めるのがいいのか

ども、消毒の手段として、ほかに考えられる点

なと私たちも考えてみるんですけれども、なか

がありますでしょうか。

なか答えが出んとですよね。
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そういう中で、県として、有機農産物の普及

外といいますか、資料の添付がありまして、研

について、どれくらいの目算でおられますか。

究評価に関する意見書がついておりますけれど

【清水農産園芸課長】 県におきましては、第3

も、本センターでも経常研究、県の単独事業で

期農林業・農山村活性化計画の中で、有機栽培

研究した内容が21課題ございます。

と特別栽培、つまり化学肥料・化学農薬を半減

その中で、今ありましたような有機農業とい

した特別栽培を合わせた面積として、令和7年

いますか、持続型の農業、環境保全型の農業と

度に2,100ヘクタールまで伸ばしていこうとい

いった面での取組も相当数やらせていただいて

う目標を立てているところです。

おります。
特に、先ほどから話題になっていますように、

ただ、国はみどりの食料システム戦略で2050
年の目標、かなり高い目標を立てておりまして、

やっぱり農業経営が成り立ないといかんという

県としては、まだ2050年の目標までは立ててい

ことで考えますと、やはり品種だと思っており

ないところですが、午前中の答弁で申し上げた

ます。品種に病害虫の抵抗性をしっかりと持た

ように、技術開発と併せて、そういう技術をし

せてやることで、農薬の使用回数も減らすこと

っかりと現場で、各地域で実証し定着させてい

ができますし、なおかつ、多収性の要素を入れ

く、そういう取組を進めることによって、化学

ることによって農業経営が安定していくという

肥料・化学農薬にできるだけ依存しないような

ことで、今回、この研究評価調書にあります中

栽培体系を広げていく、そういうことが重要か

でも、バレイショとか、カーネーションとか、

と考えております。

特にバレイショにおいては、ＤＮＡマーカーを

【山口(経)副委員長】 環境面から見れば、そう

活用して、4つの病害虫への抵抗性を一遍に持

いう有機栽培というのがいいということはわか

たせるという技術もうまくできておりますし、

っております。しかしながら、農業経営として

そういった技術を活用することで、育種に10年

見れば、やっぱり反収を上げて、そしてコスト

かかりますけれども、それを5年ぐらいで、さ

をできるだけ抑えて、経営として成り立つよう

らにそういう抵抗性を持つ品種を開発すること

にやっていかないと、持続可能な食料生産とい

ができるような方向性で研究を進めているとこ

うことができないわけですよね。そういった中

ろでございます。
この間、育種ではカーネーションとか、そう

で、有機農産物だけが特化してというわけには

いった品種でも高温耐性を持つとか、温暖化に

いかない事情もございます。

対応した品種とか、そういったものも開発がで

先ほどありました、そういう技術ですね、技

きているところでございます。

術の開発が必要になってこようかと思うんです
けれども、せっかく農林技術開発センターの所

さらに、先ほどからありますように、生物農

長がお見えですので、そういう栽培の技術の研

薬といいますか、天敵活用ですね。毎年、天敵

究開発、そして、農薬面でも生物農薬といった

を放すんじゃなくて、土着天敵という形で、ず

のが期待されていますけれども、今の現状の研

っとそこに天敵がいるというような体系を確立

究を教えていただけますか。

しつつありますし、まだコスト的に見合うかど

【中村農林技術開発センター所長】 今回、議案

うかといったところはありますけれども、そう
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いった天敵を活用することで、これも農薬の回

ったようなことが生じます。今でも畜産農家と

数を減らすことができるというような、そうい

耕種農家を結びつけて堆肥の利用を進めるため

った研究開発も行っているところでございます。

のマッチング等に取り組んでおりますが、今後

また、草生栽培ということで、山口(経)副委

は、そういった広域流通もできるような形で、

員長もよくご存じだと思いますけれども、果樹

例えばですが、まだ一部の取組にとどまってお

関係でもそれをやることで品質の安定向上も図

りますが、堆肥をペレット化して広域流通がで

れると、併せて、土着天敵の活用もできるとい

きるようにするといったような方策も考えてい

う栽培法も確立しているところでございます。

く必要があるかというふうに考えております。

ほかにもたくさんございますけれども、今、

【山口(経)副委員長】 材料としては、畜産から

話題になっていますような有機といいますか、

出る、廃棄される糞尿、そしてまた、森林から

持続型とか、緑の食料とか、ＳＤＧsとか、こう

樹皮、バーク堆肥ですね、これも材料になろう

いったキーワードにかなうような研究開発に、

か思いますので、その辺が流通販売の体制とい

私たちは今後とも取り組んでいき、何よりも生

いますか、有機肥料はこうなんだということを、

産性を上げる、農家の所得向上につながるとい

体制づくりをしていかんと、有機肥料だけの活

う研究開発を進めてまいりたいと思いますので、

用というのはなかなか広まっていかないと思い

今後とも、どうぞよろしくお願いします。

ます。ですから、そういう体制づくりにも、県

【山口(経)副委員長】 ありがとうございました。

の指導を発揮していただきたいというふうに思

「品種に勝る技術なし」という言葉があります

っております。

けれども、そういう耐病性、耐虫性の品種を開

そしてまた、少農薬、有機肥料使用、そうい

発しておるということでございまして、早くそ

ったことが農家全体に普及していけば、それは

の成果が出るように期待をいたしております。

有機栽培という形になっていきますから、そう

それから、化学肥料をなるだけ使わないとい

いうことを指導するのであれば、体制づくりと

う点では、有機肥料の供給体制が一番問題かと

いうのをひとつ十分やっていただきたいと思う

思うんです。誰しも自然に優しい肥料を使いた

んですけれども、最後に、部長、ご見解をお聞

い、化学肥料抜きでやりたいという思いはいっ

きしたいと思います。

ぱいあるわけですけれども、有機肥料の供給源

【綾香農林部長】 有機農業、特別栽培等環境に

が、なかなか大量に消費するまでには供給の体

配慮した農法を、今後、県としてもしっかり進

制がなってないというふうに思っておりますけ

めていかなければと思っています。
そのためには、先ほどからご答弁していると

れども、そういう有機肥料に対しての考え方は
いかがですか。

おり、技術開発によって農家が、精神論ではな

【清水農産園芸課長】副委員長ご指摘のとおり、

くて、しっかりその技術を入れることで一般的

有機肥料を使うに当たっては、例えば畜産の堆

に取り組める、普通の技術として取り組めるよ

肥を活用するというのがありますが、畜産の産

うな社会にもっていかなければならないと思っ

地とそれを使う産地が、例えば離れていると、

ております。そうすることで生産も、農家も取

輸送の問題、輸送に手間とコストがかかるとい

り組めるし、消費者にとっても容易に購入でき
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る、普通に農産物の安全性が増していくと。そ

本委員会において意見書提出を提案いたします。

して、しっかり農家も所得が確保できるという

委員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

ような農業を取り巻く環境の整備に向けて、し

お願い申し上げます。

っかり関係各方面とも調整をして、協議をして、

【久保田委員長】 ただいま、外間委員から説明

体制づくり等にも取り組んでまいりたいと考え

がありました、「国営諫早湾干拓事業潮受堤防

ております。

排水門を開門しないとの方針を堅持した上で真

【久保田委員長】 それでは、次に、自由民主党・

の 有 明 海 再 生 を 目 指 すこ と を 求 め る 意 見 書

県民会議、自由民主党会派より、「国営諫早湾

（案）」について、ご質問はございませんか。

干拓事業潮受堤防排水門を開門しないとの方針

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

を堅持した上で真の有明海再生を目指すことを

【久保田委員長】 それでは、討論に入ります。
討論はございませんか。

求める意見書（案）」の提出の提案を受けてお

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

りますので、事務局より文案の配付をお願いい

【久保田委員長】 討論がないようですので、こ

たします。

れをもって討論を終了いたします。

〔意見書（案）配付〕

意見書の提出について採決を行います。

それでは、外間委員から、意見書（案）提出

本提案のとおり意見書（案）を提出すること

についての提案、趣旨説明等をお願いします。

にご異議ございませんか。

【外間委員】ご提案をさせていただきます意見
書についての趣旨説明を行わせていただきます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
【久保田委員長】 ご異議なしと認めます。

国営諫早湾干拓事業は、その完成後、防災効
果が十分に発揮されまして、昨年の7月及び本

よって、「国営諫早湾干拓事業潮受堤防排水

年の8月の豪雨においても大きな被害はなく、

門を開門しないとの方針を堅持した上で真の有

ようやく高潮・洪水の危険から解放されたと、

明海再生を目指すことを求める意見書（案）」

地元の方から大変評価をされております。

については、提出することに決定されました。
なお、体裁の修正等についてはいかがいたし

開門問題をめぐる訴訟におきましては、令和

ましょうか。

元年6月に最高裁から「開門を認めない」との

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

方向性が示されております。

【久保田委員長】 それでは、正副委員長にご一

また、国は、平成29年4月の農林水産大臣談

任願います。

話では、開門によらない基金による和解を目指

それでは、ほかに質問がないようですので、

すことが最良の方策であると表明をされていま

農林部関係の審査結果について整理したいと思

す。

います。

県議会といたしましては、諫早湾干拓事業に

しばらく休憩いたします。

対する地元の皆様の評価、これまでの経緯を踏
まえて、そして今回、改めて国に対して「開門

― 午後 ２時５４分 休憩 ―

しないとの方針」を堅持した上で、真の有明海
再生を目指すことを強く要望するとの趣旨から、
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【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。
本日の審査はこれにてとどめ、12月13日月曜
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。
お疲れさまでした。
― 午後 ２時５５分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所
令和３年１２月１３日
自

午前１０時

０分

至

午後

於

委 員 会 室 ４

１時４７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

農

長

綾香

直芳

君

産業労働部次長

宮地

智弘

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

〃

瀬川

光之

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

林

部

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。
委員会及び分科会を再開いたします。
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。
予算議案を議題といたします。

３、欠席委員の氏名
な

水産部長より、予算議案説明をお願いいたし

し

ます。
【斎藤水産部長】本日もよろしくお願いいたし

４、委員外出席議員の氏名
な

ます。

し

水産部関係の議案について、ご説明いたしま
す。

５、県側出席者の氏名
水

産

晃

君

水 産 部 次 長

小田口裕之

君

水 産 部 次 長

川口

和宏

君

水産部参事監（漁港漁場
計画・漁場環境担当）

高原

裕一

君

漁

長

佐古

竜二

君

漁業振興課長

吉田

誠

君

漁業取締室長

尾田

一将

君

水産経営課長（参事監）

岩田

敏彦

君

政

部

課

長

斎藤

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、
第127号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予
算（第16号）」のうち関係部分であります。
歳入予算は、国庫支出金16億3,754万7,000円
の増、合計16億3,754万7,000円の増。
歳出予算は、水産業費12億9,865万2,000円の
増、公共土木施設災害復旧費15億8,500万円の
増、合計28億8,365万2,000円の増となっており
ます。
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「水産環境整備費（工事県債）」は、令和4

歳入予算の主な内容についてご説明いたしま
す。

年の魚礁及び増殖場の効果調査に要する経費と

（国庫支出金について）

して、1億2,600万円を設定しようとするもので
あります。

国庫支出金については、本年9月の台風14号
により被害を受けた漁港関係施設の早期復旧を

「水産生産基盤整備費（工事県債）」は、令

図るため、国庫負担金16億3,700万円の増を計

和4年度の小値賀漁港ほか2漁港における浮桟

上しております。

橋屋根設置工事等に要する経費について、5億
100万円を設定しようとするものであります。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

「機能保全事業費（工事県債）」は、令和4

（職員給与費について）
水産部職員の給与費について、関係既定予算

年度の小値賀漁港における浮桟橋補修工事に要

の過不足の調整により、水産業総務費134万

する経費について、1,500万円を設定しようとす

8,000円の減を計上いたしております。

るものであります。
「漁港海岸自然災害防止事業費（工事県債）」

（漁港災害復旧費について）
本年9月の台風14号により被害を受けた漁港

は、令和4年度の岩瀬浦漁港における護岸改良

関係施設の復旧に関する経費として、漁港災害

工事に要する経費について、4,900万円を設定し

復旧費15億8,500万円の増を計上いたしており

ようとするものであります。
以上をもちまして、水産部関係の議案の説明

ます。

を終わります。

（水産生産基盤整備費について）

よろしくご審議、賜りますようお願いいたし

本年9月の台風14号により被害を受けた漁港
関係施設の改良工事に要する経費として、水産

ます。

生産基盤整備費13億円の増を計上いたしてお

【久保田分科会長】 次に、漁港漁場課長より補

ります。

足説明をお願いいたします。

（繰越明許費について）

【川口漁港漁場課長】 私から災害関係予算、ゼ

次に、繰越明許費についてご説明いたします。

ロ国債、ゼロ県債予算、繰越明許費について、

年度内に適正な工期が確保できないことから、

続けて補足説明をさせていただきます。
まず、お手元にお配りしております資料1「予

漁港災害復旧費19億8,500万円として、繰越明

算決算委員会農水経済分科会補足説明資料 令

許費を設定しようとするものであります。

和3年度災害関係予算（案）について」をご覧

また、さきの定例会において設定した繰越明

ください。

許費について、県営漁港水産基盤整備費23億
3,552万9,000円の増、市町村営漁港水産基盤整

1ページをお開きください。

備費2億6,723万1,000円の増として、繰越明許

本年9月に来襲した台風14号により被災を受

費を設定しようとするものであります。

け、11月補正予算が必要となった事項をご説明

（債務負担行為について）

いたします。
まず、上段の3年災害復旧費【公共事業】に

次に、債務負担行為についてご説明いたしま

ついて、2漁港、2か所の漁港の防波堤、護岸を

す。
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下段の赤枠表示の中に、「ゼロ県債」という

従前の機能に回復させる費用として15億6,500

記載がありますが、正しくは「ゼロ国債」でご

万円を計上しております。
続きまして中段の3年災害復旧費【単独事業】

ざいます。双方ともでございますが、大変申し

について、上記平戸市の防波堤災害の復旧に必

わけありません。訂正をお願いいたします。

要な測量調査設計費として2,000万円を追加計

それでは、ご説明に入りたいと思います。

上しております。

1ページをお開きください。

続きまして下段の漁港関係災害関連事業費に

ゼロ国債は、翌年度に予算化する国庫補助事

ついて、上記平戸市の防波堤災害において、一

業について、当該年度の支出を伴わずに前倒し

連の構造物の強化を図り、再度災害防止を図る

して発注するために、国の承認を得て設定する

費用として13億円を新たに計上しております。

国庫債務負担行為であります。

2ページをお開きください。

ゼロ県債は、当該年度の支出を伴わずに前倒
して発注するために、県が独自に設定する債務

代表的な箇所である宮ノ浦漁港の災害復旧、

負担行為であり、翌年度に予算化する単独事業

災害関連事業についてご説明いたします。

が対象となります。

宮ノ浦漁港の西防波堤において、台風波浪の

設定の主な目的は、漁業活動に影響しない時

影響により、全長303メートルのうち120メート

期や風浪に著しい影響を受ける前に海上工事を

ルが倒壊する被害が発生しております。
復旧は、倒壊区間のみを原形に復旧するとい

完成させる必要がある工事、魚礁や藻場造成の

うものではなく、倒壊部を含めた一連区間の

効果の検証を前倒しして行う必要がある調査な

180メートルにおいて堤体幅を広げるなど、機

どについて、効率的かつ効果的な事業実施を図

能を強化した構造で復旧を行っていくこととし

ろうとするものなどであります。
2ページをお開きください。

ております。
3ページには災害箇所図、4ページには詳細な

設定額は、ゼロ国債として、早期の事業着工

被災箇所一覧表について、既定予算で対応する

が必要な県営漁港4か所、漁場の効果調査2件に

7月、8月豪雨も含めたものを掲載しております

おいて、県予算ベースで6億4,200万円を、ゼロ

ので、ご覧ください。

県債として、早期の事業着工が必要な県営漁港

災害関連予算については以上でございます。

1か所において、県予算ベースで4,900万円を計

続きまして、ゼロ国債・ゼロ県債予算につい

上しております。
主な箇所の概要を説明いたします。

てご説明いたします。

4ページをお開きください。

資料は、資料2「予算決算委員会農水経済分
科会補足説明資料 令和3年11月ゼロ国債予算

ゼロ国債を設定する小値賀漁港でございます。

（案）及びゼロ県債予算（案）について」にな

小値賀漁港では、品質の高い水産物の出荷と

りますが、説明に入ります前に、記載内容に一

就労環境の改善を目指し、浮桟橋及び岸壁に屋

部誤りがありましたので訂正をお願いいたしま

根を設置するものであります。
屋根の設置には、鋼材の確保が必要となりま

す。
5ページと6ページの箇所別資料になります。
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受けられていることから、早期に鋼材を手配し、

円で、全体の約60％を占め、次いで②施工計

年度内の完成を目指すものであります。

画・設計及び工法変更による遅れが22件、22億
4,967万5,000円で、約39％となっております。

8から9ページをお開きください。

なお、上段括弧書きは、さきの9月議会で承

同じくゼロ国債を設定する漁場の効果調査で

認いただいた件数、金額でございます。

ございます。
魚礁や増殖場の機能発揮状況を把握するため、

続きまして、9月議会から増額になった主な
理由についてご説明いたします。

長崎南地区ほか4地区で、魚礁及び増殖場の効

まず、②施工計画・設計及び工法の変更によ

果調査を行う予定であります。
魚礁の効果調査では、年間を通じた利用状況

る遅れでございますが、長崎漁港の岸壁上に屋

を詳細に把握するため、年度当初から調査を行

根を設置する工事におきまして、契約後、全国

う必要があります。

的な鋼材需要の高まりにより納入が遅れること

また、増殖場の効果調査では、藻場の繁茂期

が判明し、年度内の完成が困難となったものな

である春の季節の調査が重要であることから、

どの理由で繰越が増加し、22件、22億4,967万

いずれも4月に調査に着手するために発注を前

5,000円となっております。
次に、③地元との調整による遅れでございま

倒しするものであります。
10ページをお開きください。

すが、島原市の湯江漁港の泊地浚渫工事におい

ゼロ県債を設定する新上五島町の岩瀬浦漁港

て、契約後、ノリの生産者から、当該工事の施
工時期は、工事の濁水によりノリの生育に影響

でございます。
岩瀬浦漁港では、台風時の高潮による背後家

する可能性があるため施工を待ってほしいとの

屋の浸水被害を防止するため、護岸のかさ上げ

要請があり、工事を一時中止することとし、年

等を行うものであり、台風が多発する9月より

度内の完成が困難となったもので1件、4,017万

前に工事を完成させるものであります。

円となっております。

3ページには、事業箇所図、5ページから７ペ

次に、④その他台風災害、コロナの影響によ

ージまでは、その他の事業概要を記載しており

る遅れでございますが、先ほど説明いたしまし

ますが、説明は省略させていただきます。

た災害復旧工事の発注が、災害査定額決定後と
なるため、工事の年度内での適正工期が確保で

以上、ゼロ国債、ゼロ県債予算の説明を終わ

きないなどの理由で繰越しが増加し、6件、35

ります。

億1,500万円となっております。

続きまして、資料3「予算決算委員会農水経
済分科会補足説明資料【繰越事業理由別調書】」

下段に参考として、経済対策補正と災害に伴
う繰越しを除く最近3か年間の繰越状況を記載

をご覧ください。

しております。

1ページをお開きください。

2ページから6ページまでは、予算科目別に繰

上の表は、繰越理由別に件数と繰越額を表し

越理由、事業名、箇所名、工事概要等を記載し

た表であります。

ております。

主なものは、④その他台風災害と新型コロナ

各表の上段には、県予算額、繰越額を予算科

ウイルスの影響による遅れが6件、35億1,500万
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水産部関係の議案について、ご説明いたしま

目別にまとめております。

す。

なお、繰越しを予定している事業につきまし

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

ても、引き続き、執行管理の徹底など工事の早

第136号議案「長崎県地方卸売市場長崎魚市場

期完成に努めてまいります。

条例の一部を改正する条例」であります。

私からの補足説明は以上でございます。よろ
しくご審議賜りますよう、お願いいたします。

本議案については、長崎魚市場高度衛生化荷

【久保田分科会長】以上で説明が終わりました

さばき施設の整備に伴い、西棟のほか、新たに

ので、これより予算議案に対する質疑を行いま

東棟3期及び魚函保管庫に設置された関係業者

す。

向けの現場詰所の使用料を定め、区分名称の変
更を行うため所要の改正をしようとするもので

質疑はございませんか。

あります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
【久保田分科会長】 質疑がないようですので、

続きまして、議案外の主な所管事項について
ご説明いたします。

これをもって質疑を終了いたします。

今回、ご報告いたしますのは、新型コロナウ

次に、討論を行います。

イルス感染症にかかる県の対応について、日

討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

中・日韓水産関係交流について、漁業技術ベー

【久保田分科会長】 討論がないようですので、

スアップ講座について、長崎魚市場事業経営戦

これをもって討論を終了いたします。

略について、長崎県水産加工振興祭について、
第9回長崎発「旨い本マグロ祭り」について、

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

鯨食文化の伝承に関するイベントについて、研

ので、採決を行います。
第127号議案のうち関係部分については、原

究事業評価について、事務事業評価の実施につ

案のとおり可決することにご異議ございません

いて、施策評価の実施について、「第2期長崎

か。

県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状
況についてであります。このうち主な事項につ

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

いてご説明いたします。

【久保田分科会長】 ご異議なしと認めます。

説明資料の1ページをお開きください。

よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ
きものと決定をされました。

（新型コロナウイルス感染症にかかる県の対応

【久保田委員長】 次に、委員会による審査を行

について）
新型コロナウイルス感染者数の減少に伴い、

います。
議案を議題といたします。

9月末には全国的に緊急事態宣言が解除され、

まず、水産部長より総括説明をお願いいたし

これ以降11月1日までに関係都道府県での営業
時間短縮要請も全て撤廃された状況にあります。

ます。
【斎藤水産部長】 資料は、「農水経済委員会関

これを受け、県内の主な漁協に漁獲物の取引

係説明資料」と同資料の（追加１）がございま

価格など、流通動向等の状況変化について調査

す。お手元にご用意いただければと思います。

を行った結果、一部では単価の上昇など市況回
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復の兆しがうかがえる明るい情報もありますが、

者の経験や技術、勘をデジタル化し、ＡＩ解析

依然として魚の安値が継続しており、時短営業

によりピンポイントの漁場提案を行うシステム

解除の影響は感じられないといった声も多く、

や、ＧＰＳの位置情報と魚群探知機の水深情報

漁業者をはじめ漁業関係者の経営は引き続き厳

から独自に3Ｄの海底地形図を作成できる最先

しい状況にあります。

端の船舶機器、あるいは水産現場におけるドロ

このため、本年9月に補正予算で増額した「県

ーンの活用など、2日間にわたって全8テーマの

産水産物販売促進緊急対策事業」により、販売

講座を開催し、受講者からは「いろいろな最先

促進キャンペーンなどによる県産水産物の商流

端技術に触れ、新しい発想や発見が得られた」、

確保を図るべく、10月末には県内量販店の大型

「漁師初心者なので全て勉強になった」、
「様々

店舗オープンに合わせ、鮮魚や加工品等の販促

な地域の方との交流の場を増やしてほしい」な

強化イベントなどの取組支援を行ったところで

どの感想が寄せられたところであります。

あり、今後は県内量販店だけでなく、漁協直売

今後も、このような集中講義のほか、各種集

所や県外量販店での販売促進キャンペーンなど

会への講師派遣や実機を搭載した船舶を使った

も随時展開してまいります。

現地講習会など、様々な形で「漁業技術ベース
アップ講座」を開催し、水産現場へのスマート

引き続き、新型コロナウイルス感染症が県内
水産業に与える影響を注視し、状況の推移に応

水産業の導入を促進してまいります。

じて浜が求める新たな対策の検討を行うなど、

（長崎魚市場事業経営戦略について）
長崎県地方卸売市場長崎魚市場は、昭和33年

厳しい状況を乗り切るため、しっかりと取り組

に長崎県が開設し、魚市場特別会計により運営

んでまいります。

を行ってまいりましたが、近年は取扱量・金額

説明資料の3ページをお開きください。

の減少による使用料収入の低迷や、施設の老朽

（漁業技術ベースアップ講座について）

化による修繕費の増加等により厳しい経営状況

去る10月20日、21日の2日間、県庁で令和3

が続いております。

年度「漁業技術ベースアップ講座」の集中講義

こうした中、公営企業の経営健全化を図るた

を開催いたしました。

め、総務省からの通知に基づき、今般、経営戦

この講座は、水産業振興基本計画の基本目標

略を策定いたしました。

である“環境変化に強く収益性の高い魅力ある
漁業経営体の育成”の実現に向け、最先端の漁労

本経営戦略では、現在整備が進められている

機器やＩＣＴ技術を活用した生産活動の効率化

高度衛生化施設を活用した魚価向上や輸出拡大、

や省力化等について学んでいただき、本県水産

また効率的な修繕計画による経費削減などに取

業のスマート化を促進しようとするもので、今

り組み、令和3年から13年までの間で、取扱量

回は、漁業技術習得中の研修生からベテランま

及び金額の増加と使用料収入の増加を目指すこ

でスマート漁業に関心ある漁業者16名をはじ

ととしております。
今後とも、当該経営戦略に基づき、長崎魚市

め、関係市町の職員など県内各地から約30名に

場の経営健全化を進めてまいります。

参加いただきました。

続いて、説明資料（追加1）の1ページをお開

集中講義では、長年蓄積されたベテラン漁業
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ジをご覧ください。

きください。

本条例の改正理由につきましては、長崎魚市

（長崎県水産加工振興祭について）
本県水産加工品の品質向上と県民へのＰＲを

場の施設使用者から徴収する使用料を施設ごと

目的に、「第59回長崎県水産加工振興祭」とし

に定めており、昨年度までに施設整備した西棟

て水産製品品評会と即売会を開催いたしました。

の現場詰所と事務所の使用料を定めておりまし

去る11月29日に開催された品評会では、乾製

たが、今年度新たに東棟3期及び魚函保管庫が

品部門、ねり製品部門、塩干・みりん干・塩蔵

供用開始となるため、本条例の別表にある施設

部門、調味加工品・漬物部門、デザイン部門の

使用料の区分名称を変更するものでございます。

計5部門に出品された422点が審査され、優秀な

改正の内容につきましては、これまで空調設

製品32点に農林水産大臣賞、水産庁長官賞など

備の有無で、現場詰所と事務所としておりまし

7賞が授与されております。

たが、今回、空調設備のある卸売場西棟現場詰

また、即売会について、昨年度は新型コロナ

所使用料を西棟に限定せず、卸売場現場詰所使

の影響でインターネットによるＷＥＢ即売会を

用料（空調設備あり）とし、空調設備のない卸

開催いたしましたが、今年度は、品評会入賞製

売場西棟事務所使用料については、西棟を削除

品の展示と合わせて佐世保市において12月4日

し、事務所を現場詰所として、卸売場現場詰所

から5日まで、長崎市内において12月10日から

使用料（空調設備なし）と変更するものでござ

12日まで開催し、多くの県民の皆様にご来場い

います。
なお、金額につきましては、空調設備がある・

ただいたところであります。
今後とも、本県水産加工品の品質の良さにつ

なしで分けておりまして、1平方メートル当た

いて、さらに認識を深めていただくよう取り組

り一月につき700円、空調設備がなしというこ

んでまいります。

とで600円とし、金額に変更はございません。
補足説明は以上でございます。よろしくご審

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

議賜りますようお願いいたします。

ります。

【久保田委員長】以上で説明が終わりましたの

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

で、これより議案に対する質疑を行います。

す。

質疑はありませんか。

【久保田委員長】 次に、水産加工流通課長より
補足説明をお願いいたします。

【溝口委員】 この卸売市場の条例を、金額は全

【渡邉水産加工流通課長】 私の方からは、「長

然変わらないのになぜ変えなければいけなかっ

崎県地方卸売市場長崎魚市場条例の一部を改正

たのか。それとも仲買の方々から、はっきり明

する条例」について、補足説明させていただき

記してやれと言われたのかどうか、そこら辺に

ます。

ついてお尋ねしたいと思います。

お手元に配付しております資料4「令和3年11

【渡邉水産加工流通課長】 前回、西棟だけを整

月定例県議会農水経済委員会補足説明資料 第

備して、その中の現場詰所事務所ということで

136号議案『長崎県地方卸売市場長崎魚市場条

条例を改正したところでございますが、今回、

例の一部を改正する条例』」についての1ペー

西棟、東棟、長崎魚市場全体ということになり
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よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

ましたので、西棟現場詰所と、「西棟」という

のと決定をされました。

名前を書いていた部分を削って、卸売場現場詰

次に、提出がありました「政策等決定過程の

所ということでございます。

透明性等の確保などに関する資料」について説

あともう一つは、前回、西棟の事務所という
ことで書いておりましたけども、使用の方法を

明をお願いします。

見ると、片方は、卸売業者の方々が中心に使う

【佐古漁政課長】 それでは、「政策等決定過程

選別作業員の休憩所等で事務所とされていたも

の透明性等の確保及び県議会議員との協議等の

のが、生産者などが休憩する場所、また、いろ

拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提出

んな資材を置く場所ということで、空調を置く

いたしました水産部関係の資料についてご説明

か、置かないかという差でございましたので、

いたします。
お手元にお配りしております「農水経済委員

中身としては非常にわかりにくいという声もあ

会提出資料」をご覧ください。

ったので、今回、現場詰所という同じような形

まず、補助金内示一覧表につきまして、本年

で統一したものでございます。
【溝口委員】 わかりました。ただ、700円と600

9月から10月の直接補助金の実績は、1ページか

円ということで金額変わらなかったということ

ら2ページまでに記載のとおり、地域を担う漁

ですけども、大体100円の差ぐらいで採算は取

協機能強化支援事業費補助金など計14件とな

れるということになるんですか。

っております。

【渡邉水産加工流通課長】 100円の差で空調が

なお、事業概要の欄につきましては、10月の

あるか、ないかの差も埋め合わせて対応できる

決特分科会における山口初實委員からのご指摘

ということでございます。

を踏まえして、具体的に記載するよう改めてお

【久保田委員長】 ほかに質疑ございませんか。

ります。
次に、1,000万円以上の契約状況につきまして、

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
【久保田委員長】ほかに質疑がないようですの

9月から10月までの実績は、3ページから7ペー

で、これをもって質疑を終了いたします。

ジに記載のとおり、建設工事が27件、54ページ

次に、討論を行います。

から55ページに記載のとおり、建設工事に係る

討論はありませんか。

委託が計8件、60ページに記載のとおり、建設
工事以外が計2件となっております。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なお、このうち入札に付しましたものにつき

【久保田委員長】 討論がないようですので、こ

ましては、入札結果一覧表をそれぞれ添付させ

れをもって討論を終了いたします。
議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

ていただいております。
次に、陳情・要望に対する対応状況につきま

採決を行います。

して、知事及び部局長に対する陳情要望のうち、

第136号議案は、原案のとおり可決すること

県議会議長宛てにも同様の陳情・要望が行われ

にご異議ございませんか。

たものにつきましては、新上五島町からの県の

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

施策に関する要望書など計2件となっておりま

【久保田委員長】 ご異議なしと認めます。
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いたしまして、その下の3項目を掲げ、その取

す。
これに対する県の対応につきましては、資料

組を結果といたしまして、令和2年から令和13

の63ページから108ページにかけて記載のとお

年にかけて、取扱量・金額につきましては、令

りでございます。

和2年の9万トン、287億円から令和13年には12

最後に、附属機関等会議結果報告につきまし

万トン、355億円に、使用料収入につきまして

ては、109ページから111ページに記載のとおり、

は、1億4,800万円から1億8,900万円に増加する

長崎県漁業経営改善計画認定審査委員会等、計

計画でございます。

2件となっております。

県といたしましては、この経営戦略に基づき、
より計画的かつ効率的な魚市場運営を行い、魚

説明は以上でございます。よろしくお願い申
し上げます。

市場関係者はもとより、主な出荷者である漁業

【久保田委員長】 次に、水産加工流通課長より

者の水産向上につなげていきたい所存でござい

補足説明をお願いいたします。

ます。
以上で、長崎県地方卸売市場長崎魚市場事業

【渡邉水産加工流通課長】本日報告いたします

経営戦略の報告を終わらせていただきます。

「長崎県地方卸売市場長崎魚市場事業経営戦

よろしくお願いいたします。

略」において、お手元の資料に基づいてご説明

【久保田委員長】以上で説明が終わりましたの

いたします。

で、次に陳情審査を行います。

長崎魚市場の運営については、県が開設者と
なり、長崎魚市場特別会計による運営を行って

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

いる中、公営企業の経営健全化という観点から

のとおり陳情書の送付を受けておりますので、

の総務省の要請に基づき、今般、経営戦略を策

ご覧願います。
審査対象の番号は、69、78、90、91です。

定するものでございます。

陳情書について何かご質問はございませんか。

長崎魚市場の現状といたしましては、以西底
引き網漁業の減船やまき網漁業等の漁獲減、輸

【西川委員】 陳情78について、燃油高騰、セ

入水産物の取扱高減等により、取扱高は減少を

ーフティーネットもあると思いますが、やはり

続けており、量、金額とも平成2年をピークに

私たちが漁民の方に会うと、
「どうかしてくれ、

約3分の1の取扱いとなっております。

どうかしてくれ」と、「もう出漁しきらん」と
いうような話があります。

また、現在、高度衛生化施設を整備中であり、

県も枠があって、どうしようもないところも

令和5年度末に完成予定となっているところで

あって、国次第のところもあるかと思いますが、

ございます。
さて、経営戦略の内容についてですが、期間

漁業者の困窮について何とか県で支援策を考え

を令和3年度から13年度までとし、基本方針と

られないものか、また、どれくらい困窮してお

して、1、産地間競争力の強化・推進、2､安全・

ると取っておられるのかお尋ねしたいと思いま

安心なブランドとしての魚価向上、3､中国をは

す。

じめとする東アジアへの輸出拡大、4､特別会計

【佐古漁政課長】 燃油高騰についての、まず漁

への健全化の4項目を掲げ、投資・財政計画と

業者の影響でございますけども、全体的に水揚
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げの数字等、比較の数字というのは、今、把握

り、あるいは今回新たに支援を講じるという趣

まではできていないんですけども、私どもの方

旨もございますので、市町に対しても、県の方

で、県内に64漁協がございますけれども、アン

からもぜひ検討をお願いしたいという話は今差

ケートという形で今の状況についてお伺いをい

し上げているところでございます。

たしました。回答をいただいた中で約9割の漁

【西川委員】 直接、燃油高騰対策、つまり油代

協が、やはり燃油高騰の影響があるという回答

を幾らか出すということは、今のところ県とし

をしていただいています。

てはできないというのは私も承知しております。

具体的に申し上げると、委員おっしゃるよう

しかし、何とかして漁業者に操業意欲を持たせ

に漁業者の方の操業意欲の低下というのがやは

るため、さあ漁に出るぞという気持ちにさせる

り多いんですけれども、さらに具体的に申し上

ために何か違う方法で支援、浜の活性化プラン

げれば、例えば出漁しても操業、いわゆる漁場

にそういう支援事業はないかもわかりませんが、

探索を従来ほどはできないと、探索の範囲が非

何か漁業者及び漁協を通しての意欲を持たせる

常に狭くなっている。その結果が、水揚げ等の

ような支援策など、長崎県は水産県ですから、

減少というのにもつながっているんだろうと思

水産業の衰退は県民の所得の低下とか、また、

います。

人口流出にもつながりますので、できるだけ水

実際、私も新上五島町の旅館の方とお話しす

産業をやめたい、やめるという人が出ないため

る機会がございましたけども、魚がなかなか手

にも、県も何かで加勢しますよという姿勢、つ

に入りづらいということがあるようです。

まりそれは支援事業だと思いますので、何か違
う項目でも考えていただいて、お願いできれば

一方で、長崎市内の宿泊施設の経営者の方に
聞くと、そこまで入手できないという状況では

と思いますが、案外といったらおかしいですが、

ないというようなお答えもいただいていますけ

深刻なところまできていると思いますよ。水産

ども、やはり漁業種類によって影響の大きさと

部長、何かいい考えありませんか。

いうのは少し異なっているのかなという認識は

【斎藤水産部長】 ご指摘のとおり、特に今燃油

持っておりますけども、いずれにしても、全体

高騰だけでなくコロナという非常に危機的な状

としてこの燃油の影響というのが生産者の経営

況があって、まさに漁業者の方々にとってはダ

を圧迫している。もともとコロナの影響で、業

ブルパンチになっているような状況だと認識し

種によっては魚価安というのが今も続いている

ております。

状況にある中での燃油高騰ですので、漁業者の

水産物を安定供給していくというのは、やは

所得の向上という、我々が一番目指すところで

り県の責務と、仕事の一つというふうなことで

すけども、それに向けて水産部としてどういっ

ございますので、この場で燃油以外のところで

た対応ができるか、今も燃油の価格の状況はし

こうするとか、具体的なところまでは申せませ

っかり注視しながら、並行して検討していると

んが、漁政課長も申したとおり、現在の水産部

ころではございます。

内で何かできるかといったことを検討している
状況でございます。

参考までにですけども、県内の市町でも、こ

【西川委員】丁寧で優しい対応をしていただき

れは従来からですけども、独自の支援を講じた
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入できるようになっていると。

ますよう、お願いして終わります。

漁業の方は、現在、年に1回、年度末にしか

【久保田委員長】ほかに陳情についてありませ
んか。

入れないというふうな形で、国の方なんでしょ

【山本(由)委員】 政策等決定過程のところでご

うけれども、漁業についても年度途中で、例え

質問しようと思ったんですけど、今、西川委員

ば年に3回とかというふうな形で加入できるよ

の方からご質問いただいたので、関連というこ

うにならないかという声をお聞きしているんで

とで質問させていただきます。

すけども、この点についての見解はいかがです
か。

先般の長崎新聞の記事に、農業ですけども、
コスト縮減対策会議というのが県庁で開かれて、

【佐古漁政課長】 農業につきましても、例年は

これは施設園芸のセーフティーネット構築事業

年1回の募集ということで聞いております。

の加入者についてなんですけれども、平成15年

漁業も、毎年3月が申し込みの期間で、いず

は800戸以上あったけども、その後、燃油価格

れも、これまでは年1回の募集というふうに聞

が安定をしたために半減をしたと。今後、やっ

いております。今年度については、農業分野の

ぱり加入への周知を徹底するように呼びかけた

方では追加募集というのを2回やって、年間3回

というふうな記事が載っていたんですね。

の募集というふうに聞いております。

燃油の価格自体は同じでしょうから、今のセ

私自身、この情報を知ったのが12月に入りま

ーフティーネット構築事業の加入者の状況と加

してからで、なぜ漁業の方で同じような柔軟な

入率というのを、ここでお伺いしてよろしいで

対応ができなかったかなという思いは持ってお

しょうか。

ります。

【佐古漁政課長】現在の加入者で申し上げます

先ほど西川委員から県独自の対策というご提

と、
3,404人が漁業経営セーフティーネット事業

案もいただいておりまして、農業で柔軟な対応

に加入をしている。このうち漁協正組合員が

ができている中で漁業ができてないというとこ

3,122名でございまして、
漁協の正組合員全体が

ろについては、水産部として制度を検討してい

7,700名程度ございますので、
正組合員で考える

く時には、考慮に入れて考えたいと思っていま

と、県全体で約4割の方が加入をしているとい

す。
加えて、関係機関に、この制度を所管してい

う状況でございます。
もちろん燃油の使用量の多寡というのが海区

る社団法人がございますので、そういったとこ

ごとに違っておりますので、海区ごとには加入

ろに対しても柔軟な対応をお願いしていくとい

率が高いところから非常に低いところがあると

うことも考えないといけないかなと思っており

いうのが現状でございます。

ます。

【山本(由)委員】 わかりました。

【山本(由)委員】 ありがとうございました。

それから農業との比較でしょうけど、施設園

先ほどの課長の答弁の中で県内の市町ではと

芸の方のネットワーク事業というのが、令和3

いうお話があって、佐世保市が、今回、加入者

年度については、今、第三次募集をして期間を

以外の方でも来年以降入るという意思のある方

延長しているということで、年度の途中でも加

については、12月から1リットル当たり10円補
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助しますというのをしているというふうにお聞

があるので、こういう制度があれば、それを使

きをしています。

って燃油価格というのを、要するに補塡とか、

この政策等決定過程の話になるんですけども、

ピンチになった時にそういう制度を活用すると、

県としては、省エネ型漁業への転換促進である

これは基本だと思うんですよ。基本だけれども、

とか、先進的な漁法とか、漁労技術の導入の支

やはり加入状況が低いと。

援などの燃油価格に影響されにくい漁業経営体

一つは、今言った加入、入りやすいように要

への転換を図っていきますよというのが基本方

望なりで変えていくと、あるいは加入促進を図

針のようですけれども、実際に転換が進んでい

るというふうなことで、これは漁連と連携して

るのかというと、まだそこまでやっぱり十分い

呼びかけていくということも考えております。

っていないんじゃないかなというふうに、個々

さらに、先ほど申しましたのは、これはいろ
いろ今までやってきたんだけれども、コロナと

の漁師さんを見ていると思うんですね。
だから、そういった意味で、転換は転換で進

いう異常な状況で、今現在、即応的に何ができ

めていかないといけないけども、そうじゃない

るのかと。これについては西川委員にご回答さ

方については、やっぱり何らかの救済というか、

せていただいたとおり、今、水産部の中で検討

自助努力はした、当然、加入するというふうな

を進めているところでございます。

自己負担も取っていただかないといけないでし

【久保田委員長】ほかにご質問はございません

ょうけども、そういったもののリスクを取った

か。

方については、やっぱり支援ができるような方

【山口(経)副委員長】 セーフティーネットの関

法というのを県として考える、あるいはなかな

係で今議論があっておりますので、私もセーフ

か難しいということであれば、もっと国に対し

ティーネットの関係でお聞きしたいと思います。

て強くお願いすることはできないのかなという

加入状況が低調であるということなんですけ

ふうに思うんですけど、部長の方にお聞きして

ども、その要因と、これからどう促進していく

よろしいですか。

のかというのを一つお聞きしたいと思うんです

【斎藤水産部長】 まず、制度の改善とセーフテ

けども。

ィーネット事業というのは、国がやってますの

【佐古漁政課長】 加入率が、全県平均で40％

で、セーフティーネット事業も発足以来、実は

ということですので、この加入率が低くとどま

発動ラインを下げるとか、より使いやすくなる

っている要因としては、やはり燃油使用料が少

ように変えてきているというのは、実績がござ

ない漁業者の方は、なかなかメリットを感じら

います。

れないというようなこともあるようです。発動

先ほど漁政課長が申しましたとおり、農業と

がなされない期間が、直近で2年間ほど、昨年

比べて水産は使い勝手どうなっているんだとい

度の第4四半期からは3期連続発動されており

うことで、今後いろいろ意見を聞きながら使い

ますけども、その前に2年間程度発動がなされ

勝手がよくなるように、そこは要望なりを考え

ない時期もあったということで、その間に脱退

たいと思います。

をされる方というのもいたようです。
ですから、一番はちょっと感覚的なお話にな

あともう一つ、もちろんセーフティーネット
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って恐縮ですけども、やはり積み立てて、それ

私ども本庁職員ももちろんですけども、水産関

が自分にどう返ってくるかというメリットを感

係の地方機関のマンパワーも使いながら、ある

じられていない方が多いのかなと思っておりま

いはセーフティーネットの説明会というような

すので、今回、私どもも漁業者の方のご意見を

形、これはこれで必要かもしれませんけども、

聞いた時に、一つおもしろい考え方としてなん

例えば普及センターの方では様々な指導を日々

ですけども、これは国と漁業者が1対1で負担を

行ってますので、漁業者の方と直接お話をする

して補塡金が下りてまいりますので、漁業者の

機会に合わせて、そういうわかりやすい説明と

方が1積み立てれば、発動されたら、いわゆる

いうのを努めると、これが幾らかでも加入促進

同額が一緒に戻ってくるわけですね。考え方と

につながるのではないかなと思ってますので、

しては金利100％の貯金をしていると、そうい

今後しっかり取り組んでまいりたいと思ってい

う受け止め方をされている漁業者もいらっしゃ

ます。

います。

【山口(経)副委員長】 それから、個人加入とグ
ループ加入というのがあるということがわかっ

ですから、私どもは、これまではどちらかと

ております。

いうと県漁連に、この加入促進というのはお願
いをしてきたわけですけれども、これからは県

そのグループ加入には、事務費も支払われる

もしっかり役割を果たして、浜回りを漁連と一

ということなので、もし使用料が少ないような

緒にやりながら、先ほどのようなセールスとい

漁協、そういったところもグループ加入して、

うか、こういう制度なんですよというところを、

漁協がそういう取りまとめをして事務費をいた

漁業者の皆さんにわかりやすい形でお伝えをし

だくというのが、一番漁業者のためになるんじ

ながら、一人でも多くの方に加入をしていただ

ゃないかと思いますので、その点の普及につい

くという動きを取ってまいりたいと思っていま

てもしっかりとやっていただきたいと思います。

す。

終わります。

【山口(経)副委員長】 使用料が少ないところが、

【久保田委員長】 ありがとうございます。
ほかに陳情書についてご質問ございませんか。

積み立てても合わんのじゃないかと。さっきお
っしゃったメリットが少ないという形の中です

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

けども、段階的に年間の使用料に応じたり、積

【久保田委員長】ほかに質問がないようですの

立金の単価も7段階から選択できるという制度

で、陳情につきましては承っておくことといた

になっておりますので、その辺はしっかり周知

します。
次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

なさって、もっと使用料の少ない方々にも、そ

といたします。

ういうメリットがありますよということを十分

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

表現しながら、加入促進をやっていただきたい
と思うんですけど、いかがでしょうか。

どに関する資料」について、質問はありません

【佐古漁政課長】 とにかくわかりやすく、直接

か。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

お伝えしないと、この制度の有効性というのは
なかなかご理解いただけないと思ってますので、
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に所管事務一般について質問はありませんか。

の最先端の機器を見たい、情報を知りたいとい

委員一人当たり20分を目安によろしくお願い

うことで、そういうことをやらせてもらってお

いたします。

ります。
それから、下五島でやった際には、定置網で

【堤委員】 まず、漁業技術ベースアップ講座に

の最先端のものが知りたいというようなことで、

ついてお尋ねをします。
今年度の講座、集中講義を開催されたという

地元の要請に合わせて、こちらの方で講師の方

ことがありますけれども、この漁業技術ベース

も選ばせていただいて、それぞれ実行させてい

アップ講座というのは、いつから、今までどれ

ただいております。

くらい開催されているのか、参加者の数とか、

【堤委員】 わかりました。そうすると行った先

そういったところをまずお尋ねしたいと思いま

の漁業者の皆さんの要望というか、こういうこ

す。

とを知りたいという声を生かした講座をされて

【岩田水産経営課長】ベースアップ講座につき

いるということですけども、その開催の回数と

ましては、今年度から実施をしております。

か、開催場所とか、そういうのは何か計画が年

1回目を7月27日、31名を対象に1回やってお

間でされているのかどうなのかお尋ねします。

ります。その次に10月7日に16名、10月14日に

【岩田水産経営課長】 基本的には、県内各地区

5名、10月20、21日に22名、さらに11月5日に8

を回ってやりたいと思っておりますので、希望

名、11月16日に23名、11月19日に5名、11月24

があれば、当然、複数回でも、我々の方は出向

日に15名でやっております。トータルで125名

いて講座をさせていただきたいと思っておりま

の方を対象に、これまでやってきているところ

す。

で、今後もまた年度内に予定をしております。

【堤委員】わかりました。各地区で回りながら、

【堤委員】 今年度からスタートということで、

要望があれば再度ということで、本当にそうい

何回にも分けてされたということです。この中

うことを知りたい漁業者の皆さんにしっかり応

身というか、今回はというか、大体はスマート

えていただくような、そして参加した人の声も

水産業を進めていくということでの講座になっ

幾つか紹介してありますけれども、やはり得る

ているのかなと思いますけども、どういった内

ところが多かった講座であったかなと思います

容を今までずっとされてきたのかお尋ねします。

ので、これからもしっかり取り組んでいただき

【岩田水産経営課長】 10月20、21日につきま

たいと思います。

しては、県庁の方に集まっていただきましてや

それから、もう一点、この資料の6ページに、

っております。それ以外は、例えば10月7日は

「第2期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦

諫早市の諫早湾漁協の方でしております。その

略の進捗状況について」があるんですが、この

際は、受講される方に事前に意見を聞きまして、

中で終わりの方に、「漁業者の所得向上と持続

どういう内容がいいですかということでやって

可能な生産体制の整備」ということで、「1経

おります。

営体当たりの平均漁業所得が基準年比7％向上
するなど一定の効果が現れている」ということ

例えば、諫早の場合は、カキの養殖が盛んで

が書かれています。

すので、カキの自動選別ですとか、自動掃除機
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の立場で何を進めていくか。

このことについて、資料のどこに、そういう

漁業者で申し上げると、漁をして水揚げをす

のが表れているのかなと私はわからなかったん
ですが、そこを、まず質問します。

る時間を、例えば短縮して鮮度のいい形で水揚

【久保田委員長】 しばらく休憩します。

げをする、そのことが付加価値向上につながる。
漁協においては、その水揚げしたものを、いか

― 午前１１時 ０分 休憩 ―

に鮮度のいい形で流通に乗せていくか。市町と

― 午前１１時 ０分 再開 ―

か県の役割としましては、そういう付加価値の

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

高い販売をするために共同利用施設の整備を支

【佐古漁政課長】今回、
お配りしております「ま

援するとかですね。

ち・ひと・しごと創生総合戦略評価調書」がご

これは、地域ごとに、資源管理ももちろんそ

ざいますけども、そちらの20ページの一番上の

うですけども、それぞれの取組がございますの

ＫＰＩになりますけども、1経営体当たりの平

で、数も多いのでなかなか難しいのですが、端

均漁業所得で申し上げて、基準年が5か年平均

的に言うと、地域全体が、関係者が役割分担を

239万4,000円から令和2年の実績として257万

しつつ、いかに、最終的には漁業者の所得向上

3,000円ということで、下の103％というのは目

を図っていくかというところで、認識を共有し

標に対する達成率でございますので、基準値か

て進んでいくためのプランでございます。

らしますと7％の伸びということになっており

【堤委員】 ありがとうございました。それぞれ

ます。

の担当のところで様々に努力を重ねられて、総

【堤委員】 探しきれなかったですけど、確かに

合的に結果として実績値を上げられたというこ

20ページに、わかりました。

とで本当にすばらしいと思います。取り巻く状

平均漁業所得が7％向上というのは、本当に

況がなかなか厳しい中で皆さんが頑張っていら

成果を上げているということですけれども、こ

っしゃるというのがわかりましたので、さらに、

の中身については、幾らかは書いてありますけ

県としても取組の後押しをよろしくお願いした

れども、もう少し詳しく説明いただければと思

いと思います。終わります。

いますが。

【久保田委員長】ここでしばらく休憩いたしま

【佐古漁政課長】 こちらにつきましては、進捗

す。11時15分から再開いたします。

状況の分析の欄にも記載をしておりますけども、
浜の活力再生プランというものを、県内のそれ

― 午前１１時 ６分 休憩 ―
― 午前１１時１５分 再開 ―

ぞれの地域で作成をいただきまして、我々、
「浜
プラン」という言い方をしておりますけども、

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

そのプランの中では、それぞれの地域の漁業の

休憩前に引き続き、所管事務一般について質

特色を生かしながら、関係者、関係者と申しま

疑応答を行います。

すのは、もちろん生産者もございますし、
漁協、

ほかにご質問はありませんか。

それから地元の市町、そういった関係者が、そ

【川崎委員】長崎魚市場事業経営戦略について、

の地域全体で所得向上を図るために、それぞれ

説明もいただいたところでありますが、確認も
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っているということで分析しております。

含めてお尋ねをいたします。
水揚げ数量と金額、グラフ化されてわかりや

【川崎委員】 ありがとうございます。開設当時

すくなっていますが、3分の1程度に下がってい

あった以西底引きについては、漁業者自体が減

るという大幅な減少ですけど、特に水揚げにつ

少となると、大幅な増ということは今後もなか

いては平成14年、15年、16年、このあたりで1

なか難しいんだろうと。あとは現状の漁業者の

回ぐっと底を打って、額については平成18年、

中において、いかに、この魚市にお魚を集めて

ここまでが急激な減少状況だというふうに思い

くるかという工夫かというふうに思って、その

ますが、いま一度、この減少の理由、分析につ

目玉が高度衛生化事業なんだろうと理解はして

いてお尋ねいたします。

おります。

【渡邉水産加工流通課長】長崎魚市場の水揚げ

資料の5ページには、長崎魚市の主な財源で

については、平成元年に現在地に施設を移転し

ある受託物使用料、施設使用料というのがあっ

て、平成2年に22万9,000トン、905億円という

て、「受託物使用料については、卸売業者と連

数字を出しているという状況で、その後ずっと

携をして、高度衛生化荷さばき施設整備により

下がっていると。今現時点では12万トン、直近

期待される他の市場との差別化を活かした集荷

では9万トンまで下がってしまったという現状

増大に努めます」という記載がありまして、ま

です。

さに高度衛生化事業が完成に向けて進んでいる

この内容については説明させていただきまし

んでしょうが、これが非常に今期待をされると

たけども、以西底引き網の減船というのが非常

ころなんですけど、他の市場と衛生化レベル、

に大きいものがあります。

長崎県というのはどのようなレベルに位置する

ちなみに、平成元年の時には以西底引きは20

のか、お尋ねをいたします。

社の201隻ありました。それが、今、令和2年は

【渡邉水産加工流通課長】高度衛生管理施設と

2社の8隻になってしまっている。以西底引きは、

いうことで、水産庁が基準等を示しております。

昔は中国沿岸域まで操業していたわけですけど

長崎魚市場はレベル2ということで、ほかの市

も、ＥＥＺ等々の問題があって、そこまで行け

場も、そのようなレベルで、今、整備を進めて

なくなって漁獲もできないということで、だん

いるところは行っております。特に、最近では

だん、だんだん減船になったと。

豊洲市場とか、それ以外での産地市場でも同じ

もう一つは、まき網漁業の漁獲量の減少とい

ような高度衛生管理施設整備を行っていると。

うのがあります。特に大きいのはマイワシの減

ただ、今、整備を行っていないところは、昔

少ということで、長崎県では平成3年度に40万

ながらの魚市場の形態をしておりまして、その

トンのマイワシが捕れていました。それが平成

部分で高度衛生管理施設整備を進めているとこ

9年には887トンということで激減をしてます。

ろは、そのような施設よりも優位に立っている

数年で激減して、その後、このマイワシは上が

と考えているところでございます。

ることなく推移しています。それに代わるよう

【川崎委員】まさに今整備を進めているわけで

にアジ、サバ等々が増えたり、減ったりという

すから、最上位レベルであってしかるべきと、

ことで、若干の増減を繰り返しながら現状に至

それに向けて進んでいるということについては、

- 100 -

令和３年１１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）（１２月１３日）

競争力をしっかりと維持をしているということ

果もいただきまして、そういう意味で、衛生管

でありますが、これは完成をすることによって

理に対する非常に強い思いがある。消費者にも

集まってくる。逆に言うと、完成しないので、

非常に関心があるということで、価格のアップ

どこかに行っているということなんだろうと思

につながるだろうと考えております。
また、長崎魚市場は、やっぱり輸出というこ

いますが、ここのところをもうちょっとわかり

とで昔から取り組んでおります。中国輸出につ

やすくご説明いただきたいんです。
高度衛生化によって、当然、魚価が上がって

いて。これまで中国からも衛生管理の面で様々

いく。今後の輸出の面についても、高度衛生化

な要求がございましたが、以前の施設であれば、

のレベルを求められている中において、長崎の

その要求に応えられない状態が生じて、輸出が

市場が、魚市場がかなり高い精度を持って取り

なかなか進まなくなる可能性がありました。た

組んでいけるということでありますから、これ

だ、今回、この衛生管理施設を整備することに

ができると、こういうことに間違いなくなるん

よって、ＨＡＣＣＰに対応するぐらいの施設に

ですよと。それがあって、この計画なんだろう

なっておりますので、それを受けて、中国も、

と思いますが、いま一度、ここのところを詳し

この施設では大丈夫だと。国も登録をして、
今、

くご説明いただきたいと思います。

輸出が順調に進めるようになったというところ

【渡邉水産加工流通課長】高度衛生化をするこ

で、そういう意味で高度衛生管理施設整備の意

とによって、当然、経済的な効果ということを

味があると、今後の集荷アップにもつながるの

求めて、それが集荷につながるというように考

ではないかと考えているところでございます。

えております。その一番最たるものが魚価のア

【川崎委員】 輸出の面については、また後ほど

ップだということになるのですが、この点につ

伺いますが、先ほど衛生化によって魚価が上が

いては様々な調査・研究等行なわれてまして、

っても購入すると、非常に意識ということにつ

一定の高度衛生管理をすることによって、一定

いてはうれしいところではありますが、農林部

の価格アップ、もしくは、今現在この社会情勢

で有機農業の質疑を何度もしていく中に、なか

ですから単価を上げるというのはなかなか難し

なか広まっていかない一つの理由が、安心安全

い状況ではありますけれども、その中であって

で欲しいんだけど、高いんだということが如実

も衛生管理をすることによって今の価格を維持

にアンケート調査で出ているんです。一方、今

することができるというような調査報告もござ

のアンケート調査であれば6割の方がご理解さ

います。

れている。

ちなみに、水産庁が消費者に漁港の衛生管理

実際、長崎というのは、新鮮で安心安全な魚

に関するアンケートというのを取られておりま

というのが、ある意味ベースにあるもんですか

して、そのアンケートを取った内容の8割の方

ら、上がっちゃうと、「えっ」というのがやっ

が、「水産物を購入する際に漁港の衛生管理に

ぱり正直なところがあって、だから長崎以外の

対する情報があれば参考にする」と。また、約

消費者に向けてもどんどん発信をしていくとい

6割の方が、「衛生管理対策を行った結果の価

うことが大事なんだろうというふうに思います

格が上昇しても購入する」というアンケート結

が、まさに上がるということに関して、果たし
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て、これが競争力がどうなのかということにつ

加価値を向上させたいという考え方もございま

いても非常に疑問なところがあるわけです。

すので、その点については、魚市場だけではな

上がると、生産者の方は、もちろんプラスに

くて生産者、または漁協、市町村も含めて、皆

転じていくわけでありますが、果たしてそれが

さんと協力しながらブランド化をして、魚価を

消費者に向けて、きちんと理解が得られるのか。

アップする方向のものも考えていかなければな

大消費地に持っていくというところの戦略も掲

らないと。差別化を図っていくような形のもの

げていく必要があるんだろうと思いますが、今

を考えていこうということで進めているところ

一度、魚価が上がるということと、間違いなく

でございます。

きちんとそれが国内に、長崎の魚市を通じて展

【川崎委員】 決して、私、高度衛生化を否定し

開ができるというようなところ、こういったこ

ているとか、そんなことではなくて、これによ

とが大事だと思うんですよね。ご答弁をお願い

って生産者も、さらに消費者も安心安全で、い

します。

いものをということがかみ合えば一番いいんだ

【渡邉水産加工流通課長】魚価が上がるという

ろうと思っているんですが、なかなかやっぱり

ことに対しては、委員ご指摘のように、やはり

そこが難しい課題で、皆様方がチャレンジして

消費者の方々は敏感に反応すると考えておりま

いただく分野なんだろうと思います。
今おっしゃったように、魚価を安定というか、

す。
特に、今のこの状況の中で、これはほかのも

逆に下げない、若干でも上がって、きちんと商

のにも共通ですけれども、単価が上がらないと

品もあればということが狙いだと思うんですが、

いうことで、生産者はじめ流通業界の方々も苦

まさに、ここに書かれている経営戦略というの

しんでいるというのが現状です。

が一つの目玉となってあるわけで、本当にこれ

そういう中で、高度衛生管理施設整備をする

を計画どおりに進めていけるような工夫は、先

意味としては、今の段階では魚価をもっと上げ

ほどブランド化の話もありましたけど、ぜひし

ることはなかなか難しいだろうと。ただ、魚価

っかりとお取組をいただきたいなと思います。

が上がらないにしても、衛生管理をしてないも

もう一つ、効果的・効率的な管理の実施とい

のと、しているものとは区別がされるんだと。

う点で、ＩＣＴを活用してスマート化による市

だから衛生管理をしていれば、
今の魚価を保つ、

場取引の効率化・省人化ということであります

もしくは若干アップは狙えるかもしれないけど

が、この辺のところはどのようなことをイメー

も、これから衛生管理しないものは、その差別

ジされているのか、お尋ねいたします。

化によって値段が下げられる可能性があると、

【渡邉水産加工流通課長】高度衛生管理施設の

逆の意味でですね。そういう意味で、衛生管理

中でのスマート化ということであれば、長崎県

というのは非常に大事だと考えているところで

内でいけば、今年度初めにできた松浦魚市場等

す。

で電子入札化というか、画面に入札状況を入れ

ただ、水産加工流通課として、それだけをや

て、それを見て札を入れるというような取組も

っているわけではなくて、それぞれの魚、長崎

進めようとしております。そういうことができ

県の魚というブランドを売りにして、やはり付

れば、現場での作業、また、タブレット等を使
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うようなことができれば省力化できるんじゃな

【齋藤水産加工流通課企画監】 まず、輸出につ

いかというのが一つのイメージとしてございま

きましては、これまでは国内流通で少し余剰が

す。

あったものを輸出に向けていたというような流

現在の長崎魚市場では、そういうような施設

れがあったかと思いますけども、今後は有効な

整備が進められておりませんけれども、今年度

市場であるということで、積極的に、そちらを

からＩＣＴを活用したスマート化について、何

向いてやっていく必要があるのではないかなと

とか長崎魚市場でもできないかということで検

いうことが基本にあるかと思っております。
そういった中では、やはり相手先国のニーズ

討を始めて、今調査を行っているところでござ

に合わせた形での必要となる施設の整備である

います。
その内容を受けて、今後、入船状況や水揚げ

とか、あとはどういった水産物を出していくか

状況、電子処理で、タブレットでの入札ができ

というところの中で相手国との交渉をしたりと

るかどうかは別にして、そういうふうなものが

か、そういったことで輸出ができるフィールド

可能かどうかを現地の関係者とも話をしながら

をきちんとつくっていきながら、輸出に取り組

計画をつくり上げて、今後それができるのであ

む業者のニーズも踏まえながら対応していきた

れば施設整備も進めていければなということで

いと考えているところでございます。

今進めているところでございます。

【川崎委員】 先ほど高度衛生化のところでも、

【川崎委員】 まだまだ、ここは少し具体性に乏

海外に向けては、ある意味、高度衛生化をした

しいのかなと、今そういう感じを受けました。

ところから出すお魚ということについては最低

ＩＣＴ化を進めていって、世の中の流れです

限のところであり、それを海外の人たちも、あ

から、ある意味、ＤＸでしょうからやっていた

る意味、当たり前というところであろうかと思

だきたいと思いますし、一方では、そのことに

いますが、そういったところでブランド化の話

よって雇用が失われるというのは、なかなかつ

もあったと思うんですね。
今後、どのような形で、どういった分野を狙

いて回る話で悩ましいところではありますが、
ぜひここも経営戦略を立てる上ではやっぱり避

っておられるのかお尋ねいたします。

けて通れない課題だと思いますので、しっかり

【齋藤水産加工流通課企画監】ブランド化につ

とご検討いただきたいと思います。

きましては、今、中国国内で長崎鮮魚というブ

次に、事務事業評価についてですが、9ペー
ジの長崎産水産物輸出倍増事業費についてお尋

ランドが一定確立されているというふうに私も
理解をしているところでございます。
さらに、実は相手の取引先の方から、より具

ねをいたします。
この事業自体は、終了ということであります

体的な、いわゆる売りをするためにストーリー

が、今後、さらに見直しを図って当然力を入れ

性が語れて売れるような商品が提案できないか

ていかなればいけない分野だと思います。

というお話もいただいておるところでございま

まず、全体で伺いますが、どのような形で水

す。
そういった中では、例えば小長井のカキの「華

産物輸出の増加に向けて取り組んでいかれるの
かお尋ねいたします。

漣」で言えば、その「華漣」という名前ととも
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に、この「華漣」というのがカキの品評会で日

【久保田委員長】所管事務一般についてのご質

本一に輝いているということもあって、そうい

問、ほかにございませんか。

ったところも売り込みをするという形で、長崎

【山本(由)委員】 そしたら手短に質問します。
島原漁協への支援の関係なんですけども、6

鮮魚のさらに奥深いもう一つのブランドですね、
少し個別のブランド、そういったところを前面

月にも質問させていただいたんですけれども、

に出しながら打っていくというようなことも、

先月の離島・半島地域振興特別委員会で島原漁

今後検討していこうと考えているところでござ

協のジオアワビの養殖場を視察をしてまいりま

います。

した。これにつきましては、漁政課長、それか

【川崎委員】 今、中国のお話があって、長崎鮮

ら水産加工流通課長にも来ていただきまして本

魚、これはしっかり定着をしているというふう

当にありがとうございました。

に思うんですね。今おっしゃったカキの話もそ

このジオアワビについては、令和2年7月の大

うですが、次々にいろんなものに今度取り組ん

雨で第一陸上養殖場のアワビが全滅したという

でいかれるんだろうと思います。

ことで、水産部長にもお越しいただいて、ご支

そういった中において、共通するキーワード

援をいただいたところではあるんですけれども、

は、長崎ということなんでしょうね、新鮮とい

そういう中で視察してきまして、今は第二養殖

うことなんでしょうね。ここを少し強調された

場の方に特化をして進めているということです。

戦略といいますか、
長崎をきちんと売っていく、

結局、去年の7月の大雨の影響で、もともと

そういうふうなところをお取り組みになると、

あった経営改善計画を、また、新たに変更した

例えば俵物の話もあると思いますし、
俵物だと、

形で経営改善変更計画ということで、ご指導い

すみません、なかなか長崎でぴんとこないです

ただいて取り組んでいるところですけれども、

けど。長崎で恐らく勝てるんだと思うんですよ、

メインになるのは経費の削減とか、そういった

長崎で勝てると思うんです。そこをぜひお取り

ところになるんですけれども、当然、改善して

組みをいただきたいと思うんですが、いかがで

いくためには一定の販売額、売上額というのを

しょうか。

キープしていかなくちゃいけない。その中の一

【齋藤水産加工流通課企画監】長崎はやはり観

つがアワビであるんですけれども、この変更計

光という面もございますので、部局間の連携の

画の中にアワビの拡大というんですか、そうい

中で観光とか、そういった意味も含めて、長崎

った計画が入っているのかどうかというのをま

という名前を、もちろん中国の方に浸透させて、

ずお伺いしたい。

それでもって長崎に来ていただいて、食べてい

【佐古漁政課長】 島原漁協におきましては、令

ただいて、そして帰った時に、また長崎のもの

和3年度から、今年度から15年間の経営改善計

を食べたいということで、向こうで長崎の、ま

画に取り組んでいるところでございます。

た鮮魚を食べたり、お求めいただいたりという

基本的に、島原漁協が策定をしております今

ような形で、うまく長崎が浸透していくように

の計画というのが、事業規模を縮小して経営の

部局間の連携をしながらやっていきたいと思っ

安定化を図るというのが基本的な考え方になっ

ております。

ておりまして、アワビ養殖につきましても、民
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営の養殖場に集約するということで、今後15年

的に行うことによって、年間を通じて1回、2回、

間の計画の中でアワビ養殖の拡大という考え方

3回というふうな形で捕れるようなものであれ

は、現状では入っていないという状況でござい

ば、経営的にも安定してくるんでしょうけれど

ます。

も、その部分の技術開発についてはまだまだ課

【山本(由)委員】 ありがとうございました。縮

題が多くて、現在開発中ということで考えてお

小均衡というんですかね、足元を固める、経営

りますので、そういうふうなものを見ながら、

自体の体制が非常に整ってないところがあるか

この可能性については探っていきたいと考えて

ら、そこをやっていくというのはもちろん、そ

おります。

こがベースにならないと先に進まないというこ

【山本(由)委員】 ありがとうございました。や

とではあるんですが、一方で何か新しいものが

っぱり簡単にいくものではない、何かいいのが

ないのかということで、ご覧になったように、

あったから、すぐできるとかという話でもない

まだ一職員の案ではあるんですけれども、ウニ

んでしょうけれども、先ほど漁政課長が10年、

ができないかということを、その時も説明をし

15年というふうな形で見ておられるというこ

ていました。

とで、今、県南の水産業普及指導センターでは、

県内では、壱岐市が九州大学と連携をして新

島原漁協だったらアサリだと、有明漁協だった

たなウニの養殖の実証実験を始めているという

らカキだということで試験を始めておられるん

ふうに記事等で拝見をしているんですけれども、

ですかね、今から始められるんですかね。

こういうのを島原でもできないのかなと単純に

そういった形で、新しいものの可能性を探っ

思ったんですけど、この辺の可能性というのは

ていただく。その中でウニというのが、やたら

いかがですか。

よさそうな感じがしたものですから、そういっ

それから、今の壱岐の実証実験の状況という

たものも当然、短期間でできるものではないん

のも併せてお聞かせいただけますか。

でしょうけれども、可能性として、特に水域に

【渡邉水産加工流通課長】確かに委員がご指摘

合ったものも含めてご指導いただきたいと思い

のように、壱岐の方でウニの養殖というのが行

ます。

われております。壱岐では3か所ほどウニの養

6月にお聞きした時も、水産部長の方から振

殖を行っておりまして、その中でそれぞれ試験

興計画に沿っていろんな可能性に取り組んでい

的に陸上養殖で2万個とか3万個、4万個のウニ

きたいというようなご答弁もいただいておりま

を飼育して生産していくということで、現在の

すので、短期的ということではないかもしれな

ところでは、まだ出荷という形で成果をいただ

いんですけれども、引き続き、ご支援をお願い

くような話になっておりませんけれども、飼育

をして終わりたいと思います。ありがとうござ

の試験を行っておると聞いております。

いました。

その可能性ですけれども、ウニについては、

【久保田委員長】 ありがとうございます。

基本は年に1回、産卵期があって、その時に生
殖腺が大きくなってウニの身になるというふう
に考えております。そういうふうなものを試験
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あるけど、何もこういう魚市場整備をやらなく

― 午前１１時４２分 再開 ―

て、そのままやったら、もっとずっと下がって

【久保田委員長】 委員会を再開します。

いくのかなと思うけど、そこら辺が、そういう

【吉村委員】 質問させていただきます。
この地方卸売市場の件ですけど、まず、平成
23年から25年までで高度衛生化施設の整備関

資料の作り方をしてあれば、ここまで言わんけ
ど、そうでもないんだろうなと。
漁獲でいくと、平成29年から令和2年までの

係で総事業費幾らだったか、思い出さんとやけ

この落ち込み方が一番ひどいのよね、角度的に

ど、教えてくれんですか。
【渡邉水産加工流通課長】 総事業費は121億円

は。その後は計画的に少しずつ上がるというこ
とになるとやけど、平成29年から令和2年の減

でございます。
【吉村委員】 121億円ね。それだけかけて整備
をして高度化施設、それから製氷施設、いろん
なことをやって、いわゆる魚価が上がるように

少というのは、何が影響しているというふうに
分析されておりますか。
【渡邉水産加工流通課長】 平成29年から令和2
年までの減少の点については、令和2年、令和1

やっていこうとしてあるわけよね。
それで、左下の表を見ると、平成2年から比
べると、がたっと落ちて大変やなというのがわ
かるとやけど、右側の目標を見ると、取扱量、
金額、使用料収入の増と、こういう目標設定を
してあるとやけど、ここら辺が令和2年からを
基準年にして13年にはこうしますと出てるけ
ど、これだけの費用をかけて、費用対効果とい
うか、そういうことで考えると、これぐらいの
目標設定でいいのかなと思うけど、その点につ

年というのは、私たちとしてはコロナの影響が
大きいなと考えております。特に、令和元年か
ら2年にかけて単価が全く上がらないという状
態が続いておりまして、その部分で収入も減っ
てしまったというのが大きな原因だと考えてお
ります。
【吉村委員】 コロナですね、こういうところに
もそういうのが影響を及ぼしているわけですね。
わかりました。
それで、121億円かけて整備をして、さっき

いてはどうですか。
【渡邉水産加工流通課長】その点については計
画をつくる時に、当然、水揚げアップと単価の
向上等、あと様々な効率化と衛生管理をする費
用等を勘案して費用対効果を出しておりますの
で、その点については問題ないと考えておりま

使用料とかも出よったけど、取扱高が減ると使
用料も減るということにはなるんじゃろうと思
うけど、令和2年の1億4,700万円から13年度に
は1億8,900万円と、施設もよくなって漁獲量も、
恐らく扱い高が増えるだろうと想定する中で、
この差を引いてみると4,200万円しか差がない

す。
【吉村委員】 個人的には、もう少し高く設定し

わけよね、使用料。これはもうちょっと上がる
んじゃなかろうかと思うけどどうですかね。こ

ていただきたいなと。
長崎県の人口が減りよるというのを大分先に
設定をして100万人とか、何もせんなら、もっ
と減るんだということで、そういう設定をして

れも、こんくらいしか数字は出らんやったんで
すかね。
【渡邉水産加工流通課長】使用料収入について
は、今現在の施設使用料と受託物使用料、水揚
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げに沿って使用料が上がるという話なんですけ

かけて水揚げをしてくださいというような、営

ども、その部分が令和13年には1億8,900万円と

業ですけども、そういうことを行って長崎魚市

いうことになります。

場の優位性を生かした誘致を進めて、そういう

この点については、まずコロナが回復すると

形でしっかりと水揚げを上げていきたいという

いう前提のものと、もう一つは高度衛生管理施

のが、この数字だとご理解いただければと思い

設整備が完成すれば、しっかりと衛生管理され

ます。

た魚介類が市場に回るようになると。そういう

【吉村委員】 言うことはようわかるし、市場の

ところで魚価がアップしていくだろうというこ

経営と漁業者の所得の向上とか、漁獲高を増や

とで、こういうような使用料に影響して増えて

していくというと、またいろいろ関連がありな

いくだろうと考えております。

がら、別の世界やっけんね、魚市場だけがもう

【吉村委員】もっと増えるんじゃなかろうかと、

ければいいという話ではないので、そうではな

こう言うたんやだけど、魚価も上がって、扱い

いんだけど、やっぱり希望的にもう少し目標を

高も上がれば、4,200万円ぐらいしか上がらんと

高く持ってやっていただきたい。
だから、そういう意味では、遠いところに目

かなと思ったんじゃけど、どうですか。
【渡邉水産加工流通課長】委員ご指摘のように、

標値を設定しとるけど、ローリングかけて、毎

もう少し上がらないのかということでございま

年その辺の数値によって見直していくというこ

すが、この水揚量のアップについては、水産振

ともやっていただきたいと思いますので、お願

興基本計画がございますけれども、大きく上が

いします。
それから、さっきから1経営体当たりの平均

るんじゃなくて、今の水揚量を維持しようとい

漁業所得というのが出よったんですが、実績値

う考え方であります。
長崎魚市場も、それに近いような形で、この

が令和2年度で257万円と、達成率が103％で順

12万トンというのは、平成26年から平成30年度

調と書いてあるんだけど、これは平均漁業所得

までの平均値を当てて、その数字までは、まず

だから平均売上げではないとかなと思うんだけ

維持をするような形で書かせていただいており

ど、その辺どうですか。

ます。

【佐古漁政課長】売上げから費用を引いたもの

ちなみに、長崎魚市場の水揚取扱量を増やそ

で所得ということでございます。

うとすれば、漁獲量がある程度一定なのに、こ

【吉村委員】 所得ですね、純粋な。よく農業と

こを上げてしまうと、ほかの魚市場の漁獲とい

漁業を比較して考えるという時があるんだけど、

うか、ものを取ってこなければならないという

農業は所得1,000万円を目標に置いて、1,000万

ことになりますので、そういう意味で、ここを

円稼げる農家をつくりましょうと。既になって

極端に上げるという話ではなくて、私たちとし

いるところが何％、それから600万円から1,000

ては長崎県内全域の魚市場の水揚げを見ながら、

万円の間で1,000万円を目指すという農家が

この程度じゃないかと。

何％と、ずっと出てきよるんだけど、それに比

ただ、それだけでは、当然、水揚げアップと

べると漁業はえらい低過ぎるよなと何回見ても

いうのはできませんので、他県の生産者に働き

思うんだけど、その辺の中の構造については、
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農業の純所得とあまり変わらんと見ておるのか

をしておりますのは、浜の活力再生プランとい

どうなのか、その辺をお聞かせいただきたい。

う地域での計画に参加している方の漁業所得と

【佐古漁政課長】農業と比較した場合の分析と

いうことになります。

いうところまではできておりませんけども、こ

例えば令和元年で申し上げますと、県北地域

れは農業も同じかもしれませんが、漁業の場合

が500万円、対馬地域が300万円、県央・県南に

は組合員の高齢化というのが非常に著しい部分

なりますと100万円程度という数字でございま

もありまして、海区ごとに、例えば500万円以

すので、偏りがあって、平均がこの250万円な

上の所得を上げられている方の割合が多い地域

んですけども、今、委員がおっしゃられた全国

もございますし、あるいは県南地域のように、

の数字と比べた時に、長崎県の全体が全国より

所得がほかの地域と比べると200万円に届かな

もいいというところまでは言えないかとは思う

いという経営体もあったりというような状況も

んですけども、非常に頑張っていらっしゃって、

ございます。

所得を大きく上げている方もいらっしゃるとい

これは例えばですけども、年金を受給しなが

うところが現状かなと思います。

ら漁業をやって何がしかの収入を得られている

【吉村委員】 もう一つ、この水産庁のやつに個

方も、数としては一定割合いるというようなこ

人経営体と会社法人と2つ載っておるのよ。個

とで、全体として見ますと、平均的には250万

人経営体は、漁労所得は2％、対前年比で増え

円前後という状況になっているものと考えてお

たと、令和元年から令和2年に比較して2％増え

ります。

たと、漁労所得は235万円となり2％増。会社経

【吉村委員】そういう話でなかなかつかみづら

営は、漁労利益はマイナス4,212万円となり、前

いというか、所得がね。でも、見ておると農業

年に比べ767万円のマイナス幅が拡大したとな

よりもいつも低いので、この20ページのやつは

っておる。この意味がようわからんとやだけど、

平均値を取ってあるわけよね。ここで農水省の

こういう数字を県のあなたたちの方でつかんど

データが出ておるんだけど、令和2年のやつが、

るかどうか、つかんでおったら教えていただき

沿岸漁家の平均が177万円と出ておる。沿岸漁

たい。

船漁家が112万円、海面養殖漁家が、これは大

【岩田水産経営課長】県内の分につきましては、

きくて527万円と。この数字がどこからきてお

いろいろ分析はしているんですけども、全国の

るのか、私はようわからんとけど、令和2年の

分は見ておりませんので、委員がご覧になった

実績値257万円というのは、長崎はいいのかな

資料を後で見せていただければ考えさせていた

と見るわけね、これは全国の経営体別の平均を

だこうかと思います。

取ってあるんだろうけど。この辺を見て長崎の

【吉村委員】 全国というか、こういう経営体で

漁業はもうかっておると判断できるとかなと思

長崎県内でもそういうことがあるのかなと。経

うけど、どうですか。

営基盤は強化せんばいかんというとに、法人経

【佐古漁政課長】先ほども申し上げましたけど

営は赤字というのがおかしいなと思ったもんだ

も、地域別での所得の高い、低いというのは顕

から。

著な状況もございまして、今、この資料に記載
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おる、「中西部太平洋マグロ類委員会第18回年

高ですね、金額も減るということは、当然そこ

次会合の結果について」というのをもろうたん

に従事されている、そこで生活されている方も

だけど、この中で「15％増となりました」と、

いるんですが、その方々も、それに比例して減

よかったなとなるんじゃけど、うち2本が、

っていると考えてよいでしょうか。

4,882トンが5,614トンになってプラス732トン、

【渡邉水産加工流通課長】水揚げの減少等に沿

これは全国で、全国と言うても中西部太平洋マ

って、同じように関係の漁業者の方、仲買の方

グロだから中西部太平洋の域なんじゃろうけど、

とか、そういう方々もやっぱり減っている傾向

長崎県にはどれぐらい配分されるんじゃろうか

でございます。

と、長崎県の中でもどういう配分のされ方がす

【久保田委員長】 そうなりますと、今は令和3

るんじゃろうかと思うところがあるもんだから、

年で、これは13年で、横ばい状態がずっと続い

時間もきたので後で教えていただければと思い

ていくということなんですが、これが平成2年

ますので、
よろしくお願いします。
終わります。

みたいなところまで上がるというのは、人口的

【久保田委員長】 それでは、午前中の審査はこ

にもきついのかなと思うんですが、魚離れとい

れにてとどめ、午後は1時30分より再開いたし

いますか、だんだん、だんだん魚を食べなくな

ます。お疲れさまでした。

ってきているとか、調理しにくいとか、そうい
った面も、これを助長しているところというの

― 午後 零時 零分 休憩 ―

はあるんでしょうか。

― 午後 １時３０分 再開 ―

【渡邉水産加工流通課長】魚離れとかという話

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

が現在出ているところではございますが、水揚

休憩前に引き続き、所管事務一般について質
疑応答を行います。

げ量等については、当然、魚を捕る方々、漁業
者の方々は一生懸命捕って流しているんですが、

ほかに質問はございませんか。

そういう部分は、実は単価が上がらない。流通

委員長を交代します。

量に合わせて消費量が同じような形態であれば

【山口(経)副委員長】 委員長、発言をどうぞ。

よかったんでしょうけど、消費量も下がってい

【久保田委員長】魚市の水揚げとかが減ってき

るので上がらないという状態で、複合的にその

ているというこの表なんですけども、これは全

あたりは関係していると思いますので、魚離れ

国的にも同じような傾向があるんでしょうか。

だけが水揚げの減少に関わっているという議論

【渡邉水産加工流通課長】全国的にどうかと言

ではないと考えているところです。

えば、以西底引き等については、若干ほかの地

【久保田委員長】 最後にお尋ねしますが、複合

区とは違いますが、巻き網のイワシの減少等に

的な要因であるんでしょうけども、魚離れを回

ついては全国的に、このような形で減少してい

復させるような何か方策といいますか、例えば

るということで、ほかの地区もやはり同じよう

学校給食で魚をどんどん食べてもらうとか、何

な下がり方をしている、アジなんかを捕ってい

か工夫といいますか、そういったことは今後取

るところはですね。

り組む予定はございませんか。

【久保田委員長】 水揚げ高が減少したり、売上

【齋藤水産加工流通課企画監】 「魚離れ」とい
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う言葉は、従来からずっと言われてきているよ
うには感じております。

― 午後 １時３６分 再開 ―
【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

ただ、一方で、例えば回転寿司とかになりま
すと非常に人気があるというところを見れば、

これをもちまして、水産部関係の審査を終了
いたします。

値段的なところも、やっぱりそういう面もいろ
いろあるのではないかなと考えているところで

引き続き、閉会中の委員会活動などの委員間
討議を行います。

ございます。

理事者退室のため、しばらく休憩いたします。

そういった中で、魚食普及という点ではやは
り小さい頃からの食生活といったところが非常

― 午後 １時３７分 休憩 ―

に影響があるかなと思いますので、小中学生の

― 午後 １時３８分 再開 ―

水産の料理教室であるとか、そういったところ

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

でもっと魚に親しむような機会を与えて、小さ
い頃からなるべく水産物を食べていただくよう

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。

なことも必要だと考えますし、また、若い奥さ
ん方に料理もしていただかなきゃいけませんの

― 午後 １時３９分 休憩 ―

で、そういったところも含めた親子の料理教室

― 午後 １時３９分 再開 ―

もやっていくようなことで進めていきたいと考

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

えております。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

【久保田委員長】それでは最後に要望ですけど

ありませんか。

も、今、企画監が言われたように水産物の普及
とか、魚は外では食べるけど、家では食べない
という方が結構いらっしゃると思いますので、

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕
【久保田委員長】 それでは、正副委員長にご一
任願いたいと存じます。

家庭でのそういう調理をしていただけるような、
そういうふうな何か取組をして、水産県である
以上、消費とか、県内で皆さん食べられるよう

委員改選前の定例会における委員会は、本日
が最後となりますので、閉会に当たり理事者の
出席を求めております。

に、そういうふうに取り組みをしていただけれ

理事者入室のため、しばらく休憩いたします。

ばと思います。
― 午後 １時４０分 休憩 ―

以上で私の質問を終わります。

― 午後 １時４０分 再開 ―

【山口(経)副委員長】 委員長を交代します。
【久保田委員長】 それでは、ほかに質問がない

【久保田委員長】 委員会を再開いたします。

ようですので、水産部関係の審査結果について
整理したいと思います。
しばらく休憩いたします。

委員改選前の定例会における委員会は、これ
が最後となりますので、閉会に当たりまして一
言ご挨拶を申し上げます。
令和3年長崎県議会の定例会における最後の

― 午後 １時３６分 休憩 ―
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委員会でありますので、閉会に当たり、一言挨

活躍を祈念申し上げまして、ご挨拶とさせてい

拶を申し上げさせていただきます。

ただきます。

2月定例会で農水経済委員会委員長に選任さ

本当にありがとうございました。（拍手）
次に、理事者を代表して斎藤水産部長から挨

れ、これまで約10か月にわたり、委員会審査、
決算審査、現地調査などを実施してまいりまし

拶を受けることといたします。

た。

【斎藤水産部長】関係部局を代表いたしまして、

この間、山口経正副委員長をはじめ、各委員

一言お礼のご挨拶を申し上げます。

の皆様には、ご助言、ご協力を賜り、また、理

久保田委員長、山口経正副委員長をはじめ、

事者の皆様方には誠意あるご対応をいただきま

委員の皆様方には各部局が抱える重要な諸課題

した。

に対しまして、様々な観点からご意見、ご提言

おかげをもちまして、委員長としての重責を

をいただき、厚くお礼を申し上げます。
県においては、人口減少や地域活力の低下な

果たすことができたことを心から厚く御礼を申

ど構造的な課題の解決に向けて、今年度から新

し上げます。
本委員会では、産業労働及び農林水産業にわ

たな県総合計画であります「長崎県総合計画チ

たる幅広い分野を所管しております。新型コロ

ェンジ＆チャレンジ2025」や各部門別計画であ

ナウイルス感染症拡大予防の観点から、委員会

ります「ながさき産業振興プラン2025」、「長

審査において時間短縮や理事者の出席を制限す

崎県水産業振興基本計画」、「第3期ながさき

るなど、対策を講じながら活発な議論を重ねて

農林業・農山村活性化計画」に基づき、県民や

まいりました。

企業、団体、大学、市町等の皆様と相互に連携・

各部においては、コロナ禍により厳しい状況

協働しながら、諸課題を乗り越えるために積極

が続いている事業者の回復、拡大に向けた事業

的にチャレンジし、一つ一つのチャンスを確実

をはじめ、令和3年度から取組がスタートした

に地域や経済の活性化に結びつけるよう力を注

県総合計画や各部局の個別計画に係る事業など、

いできているところであります。
具体的には、新型コロナウイルス感染症対策

地域経済の活性化に向けた議論を重ねてきたと

として、3部それぞれが所管する分野において、

ころであります。
県内の景気については、新型コロナウイルス
感染症の影響から、引き続き厳しい状況にあり

感染症の影響を受けた事業者に対する事業継続
等への支援を実施いたしました。
また、個別分野として産業労働分野について

ますが、今後も「力強い産業を創造する長崎県」
を目指し、さらなる若者の県内定着促進や新産

は、若者の県内定着促進や産業人材の育成、成

業の創出、効果的な企業誘致、農林水産業の新

長分野の新産業創出、製造・サービス産業の生

規就業者の確保や県産農水産物の流通・販売の

産性向上と成長促進、効果的な企業誘致。
水産業については、環境変化に強い経営体の

強化などの各種施策に、なお一層のご尽力をお

育成や養殖業の成長産業化、県産水産物の国内

願いしたいと存じます。
最後になりますが、県政の今後ますますの発
展と、委員の皆様、理事者の皆様のご健勝とご

外での販売力強化、多様な人材の活躍による漁
村の活力創出など。
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農林業では、スマート農林業による生産性向
上、コスト削減対策、ハウス、牛舎、農地など
の生産基盤整備や規模拡大対策、さらには農産
物の流通販売対策、農山村地域における移住・
定住の促進対策や地域ビジネスの展開などを行
ってきたところであり、今後も力強い産業を創
造する長崎県を目指し、より効果的な施策に取
り組んでまいります。
これまで本委員会でいただいたご意見、ご提
言を踏まえ、本県の未来を切り開く新たな施策
や県民所得向上対策など、様々なプロジェクト
について関係機関との連携を図りながら、戦略
的かつ積極的に展開してまいりたいと考えてお
ります。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、
本県経済にも大きな影響を及ぼしているところ
であり、引き続き、市町や関係機関とも連携の
上、アフターコロナを見据えて、県内の社会経
済活動の維持・回復に必要な対策を積極的に推
進してまいりたいと考えております。
最後に、委員の皆様方におかれましては大変
ご多忙と存じますが、お体に十分ご留意いただ
き、今後とも県政の発展のため、ご指導いただ
きますようよろしくお願いいたします。
1年間、誠にありがとうございました。
（拍手）
【久保田委員長】 ありがとうございました。
これをもちまして、農水経済委員会及び予算
決算委員会農水経済分科会を閉会いたします。
大変お疲れさまでした。
― 午後 １時４７分 閉会 ―
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