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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年９月１０日 

自  午前１１時００分 

至  午前１１時０９分 

於  委 員 会 室 ４ 

 
 

 

２、出席委員の氏名 

委 員 長 山口 経正 君 

副 委 員 長 髙橋 勝幸 君 

委    員 中島 廣義 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   前田 哲也 君 

 〃   山本 啓介 君 

    〃    吉村 正寿 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１１時００分 開会 ― 

 

【山口委員長】 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、中島廣義委員、前田委員

のご両人にお願いいたします。 

 次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。 

 本日の委員会は、平成30年9月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。 

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。 

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時０１分 休憩 ― 

― 午前１１時０８分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開いたします。 

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。 

ほかにご意見はございませんか。 

ほかにないようですので、これをもって本日

の農水経済委員会を閉会いたします。 

大変お疲れ様でした。 
 

― 午前１１時０９分 散会 ― 
 

 

 

 

 

 



平成３０年９月定例会・農水経済委員会（９月１０日） 

 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 日 目 
 

 

 
 



平成３０年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２５日） 

- 3 - 

１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年９月２５日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時５２分 

於  委 員 会 室 ４ 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山口 経正 君 

副委員長(副会長) 髙橋 勝幸 君 

委    員 中島 廣義 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   前田 哲也 君 

 〃   山本 啓介 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

 吉村 正寿 君 

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

産業 労働部 長 平田 修三 君 

産業労働部政策監 下田 芳之 君 

産業労働部次長 貞方  学 君 

産業労働部次長 村田  誠 君 

産業 政策課 長 大庭 茂雄 君 

企業 振興課 長 宮地 智弘 君 

企業振興課企画監 佐倉 隆朗 君 

新産業創造課長 井内 真人 君 

経営 支援課 長 吉田 憲司 君 

若者 定着課 長 小林  純 君 

雇用労働政策課長 吉村 邦裕 君 

 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（農水経済分科会） 

第107号議案 

 平成30年度長崎県一般会計補正予算（第2号） 

 （関係分） 

 
 

７、付託事件の件名 

〇農水経済委員会 

（1）議 案 

 なし 

（2）陳 情 

・平成31年度 国政・県政に対する要望書 

・平成31年度 離島振興の促進に関する要望等

の実現について 

・諫早市政策要望(九州新幹線西九州ルート（長

崎ルート）の着実な整備について 外） 

・要望書（長崎県の施策に関する要望について） 

・「生涯現役社会」を実現するシルバー人材セ

ンターの決意と支援の要望 

・要望書（幹線道路網の整備促進について外） 

・要望書（寄附講座「離島・へき地医療学講座」

の継続について 外） 

・要望書（県市一体となったＭＩＣＥ誘致・受

入の推進について 外） 

・平成30年度森林・林業・木材産業の施策要望

書 

 
 

８、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開会 ― 
 

【山口委員長】 おはようございます。 
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 ただいまから、農水経済委員会及び予算決算

委員会 農水経済分科会を開会いたします。 

 なお、吉村(正)委員から欠席する旨の届が出

されておりますので、ご了承をお願いいたしま

す。 

 なお、中村委員から、所用により、本委員会

への出席が遅れる旨連絡があっておりますので、

ご了承をお願いいたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、委員会付託議案はありませんが、陳情

9件の送付を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を農

水経済分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第107号議案「平成30年度長崎県一般会

計補正予算（第2号）」のうち関係部分であり

ます。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部ごとに、お手元にお

配りしております審査順序のとおり行いたいと

存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 これより、産業労働部関係の審査を行います。 

【山口分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題とします。 

 産業労働部長より、予算議案説明をお願いい

たします。 

【平田産業労働部長】 おはようございます。 

 産業労働部関係の議案についてご説明をいた

します。 

 「予算決算委員会農水経済分科会関係議案説

明資料」の産業労働部をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第107号議案「平成30年度長崎県一般会計

補正予算（第２号）」のうち関係部分でありま

す。 

 補正予算につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

 その内容について、ご説明をいたします。 

 新産業創造課、洋上風力発電関連産業の集積

拡大に向けて、産学が連携した専門人材の育成

や共同研究開発による企業の技術力向上支援に

要する経費として、洋上風力発電関連産業創出

促進事業費1億1,521万円の増を計上いたして

おります。また、本事業につきましては、別途

補足説明資料を配付させていただいております。 

 以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山口分科会長】 次に、新産業創造課長より補

足説明を求めます。 

【井内新産業創造課長】 資料は「平成30年9月

定例県議会予算決算委員会農水経済分科会補足

説明資料（産業労働部）」でございます。 

 本日、事前にお配りした資料で一部不鮮明な

箇所がございましたので、差し替え版を机の上

に置かせていただいております。そちらをお手

元にご準備をお願いいたします。 

 では、まず、1ページをご覧ください。 

 洋上風力発電関連産業創出促進事業費、9月

補正予算額1億1,521万円についてご説明いた

します。 

 1、事業目的でございますが、今後、導入が

見込まれる洋上風力発電において、産学が連携
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した専門人材の育成や共同研究開発による企業

の技術力向上を支援することによりまして、本

県関連産業の県内外からの受注拡大や雇用創出

を目指すものでございます。 

 次に、2番、事業内容について、こちらは大

きく3つございます。 

 まず、（1）の海洋エネルギー産業拠点形成

構築1,384万円としまして、県、大学、産業界、

金融機関を構成員とする推進会議を設立しまし

て、事業実施の牽引役として中心的な役割を果

たす事業責任者を配置することなどによりまし

て、事業の推進体制を構築するものでございま

す。 

 次に、（2）の産学共同研究8,377万5,000円

としまして、洋上風力発電の導入時に必要な海

域を観測する技術の開発でありますとか、導入

後のメンテナンス技術の高度化など、関連産業

の受注獲得に必要な産学共同研究を実施するこ

とによりまして、県内企業の技術力向上を図っ

てまいります。 

 そして、（3）の専門人材の育成1,759万5,000

円としまして、長崎大学等を中心に洋上風力発

電産業を担う専門人材の育成を行うものでござ

います。 

 続いて2ページをご覧ください。 

 今回の補正予算事業につきましては、国の交

付金事業でございます地方大学地域産業創生事

業を活用するものでございます。補正予算額1

億1,521万円のうち、国の交付金は7,449万

9,000円となっております。 

 この2ページの右上に楕円で、県、大学、産

業界とございますが、これらで構成する推進会

議を開催しまして、計画、事業内容について協

議の上、国へ申請を行っているところでござい

ます。現在、国において審査が行われておりま

して、最終的な結果は10月中旬頃になる見込み

でございます。 

 続いて3ページをご覧ください。 

 こちらは事業全体の戦略、流れを示したもの

でございます。薄い大きい紫色の矢印が左から

右にございますが、左から「1．県内企業の技

術力向上」、「2．クラスター形成・新事業を

展開」、「3．アンカー企業の創出」、4番とし

て「サプライチェーンの構築」までがございま

す。 

 今回の事業により、アンカー企業が発電事業

者から一括して受注し、県内企業に発注をする

サプライチェーンの構築、洋上風力発電の産業

拠点化を目指してまいります。 

 次に、4ページをお開きください。 

 この資料の左上の方に四角囲いで「分野」と

いう文字がございます。風車設置前の調査・計

測、風車タワー部分や基礎部分の開発・製造、

据え付け施工、そして、風車設置後のオペレー

ション、О＆Ｍと書いておりますが、オペレー

ションとメンテナンス、この4つの関連産業分

野におきまして、県内企業の各分野における専

門人材の育成や産学連携による共同研究を進め

ることによりまして、受注の拡大と雇用の創出

につなげてまいります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

【山口分科会長】 説明が終わりましたので、こ

れより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【山田(博)委員】 おはようございます。 

 先ほど新産業創造課長からいろいろとご説明

いただきまして、ありがとうございました。幾

つか私から質問させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 



平成３０年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２５日） 

- 6 - 

 まず最初に、この事業の主たる場所というん

ですか、そこを改めて確認の意味で質問させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

【井内新産業創造課長】 具体的に洋上風力発電

が設置される場所としましては、まず、県内に

おきましては五島市沖、西海市沖が想定をされ

るところでございます。 

 九州においては、北九州等がございますが、

この事業では、県内だけではなくて、全国の洋

上風力発電関連の事業、需要を取り込んでいき

たいと考えております。 

【山田(博)委員】 そうしますと、今のところ、

五島市と西海市の方を考えていらっしゃるとい

うことでありますが、県当局としては、この両

市で主たるフィールド事業ということで考えて

いるということで間違いないかどうか、お答え

いただけますか。 

【井内新産業創造課長】 洋上風力発電におきま

しては、県内におきましては今の2カ所を想定

しております。 

【山田(博)委員】 そうしますと、またさらにお

聞きしたいと思うんですが、産学共同研究とい

うことで、魚類養殖基盤構築事業ということで、

今、水産部と連携してやられていると思うんで

すが、今、フィールドで話がありました西海市

と五島市の状況を説明していただけますでしょ

うか。 

【井内新産業創造課長】 こちらの魚類養殖基盤

構築事業につきましては、水産部と長崎大学の

方が主となって実施をされるところでございま

すが、こちらは沖合養殖を想定しております。

五島市の方で実施をするということで水産部の

方から、あくまで見込み、予定なんですが、お

聞きしております。 

【山田(博)委員】 西海市はどうなんですか。今、

五島市では沖合養殖をするということですが、

西海市はしないんですか。 

【井内新産業創造課長】 西海市でしないという

ことではございません。五島市だけということ

も逆にございませんで、今、ちょっと具体に話

があるところは五島市というところで、西海市

で実施しないということはございません。 

【山田(博)委員】 いいですか、まず、この産学

共同研究ということで3つの項目があるわけで

すね。その3つの項目の中に魚類養殖基盤構築

事業とあるわけでしょう。 

 ではお尋ねしますけれども、予算は幾らあり

ますか。 

【井内新産業創造課長】 こちらの予算額としま

しては、2,625万円でございます。 

【山田(博)委員】 2,625万円の予算を計上して

おきながら、今、五島市と西海市で魚類養殖基

盤構築事業というのはどういった内容でされて

いるかという質問に対して今の答弁ではいかが

なものかと思いますので、再度、新産業創造課

の方でしっかりと水産部の方に確認をしていた

だきたい。いいですか。 

 2,625万円の予算を計上しておきながら、その

中身がどういうふうになっているかというのは、

ぴしゃっと明確な内容がないと先に進まないわ

けでございますので、ある程度の根拠をもって

この2,625万円の予算が計上されているわけで

しょうから、今、答弁が難しいようでございま

すので、当委員会が終わるまでに答弁できるの

であれば答弁していただきたい。 

 それとも、自分たちはよくわからんから、こ

れは水産部に丸投げしていいるので水産部で聞

いていただきたいということであれば聞きます

し、そういったことがありますから、後ででも
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結構ですからですね。今、答弁するんですか。 

【井内新産業創造課長】 この事業としましては、

漁業との共生に向けた基盤構築ということがま

ずございます。 

 その上で、洋上風力エネルギーファームでの

沖合養殖に向けた種苗の生産技術の開発を進め

ようとするものでございます。 

 具体的な種苗といたしましては、今後、成長

が見込まれる養殖魚の海外輸出を想定しており

まして、その中で高値で取引をされるアカハタ

をモデルとして取り組むことを想定していると

ころでございます。 

【山田(博)委員】 アカハタという魚種も決まっ

て、そのアカハタの養殖をここでするというこ

とで、漁業者も関係して協議した上でそういう

話になったんですか。それは五島市じゃなくて、

西海市も同じような形でやられているのかどう

か、お尋ねしたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 その点については、確

認させてください。 

【山田(博)委員】 ですから、後でいいですから

ね、そういうことで。 

 では、今回、専門人材育成ということであり

ますけれども、これは大変いい、結構なことだ

と思うんですが、この専門人材育成ということ

は、大体何人の方々を育成されていくのかとい

うのをお尋ねしたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 こちらの事業で専門人

材を50名程度育成したいと考えております。 

【山田(博)委員】 50名ですね。では、50名の内

訳は、どういった内訳を考えているのか、おわ

かりですか。 

 次の2ページに、地方大学地域産業創生事業

についてとありますけれども、大学、大学とな

っていますけれども、最近はやはりしっかりと

した高校生もいらっしゃるわけですね。地元の

西海市内の高校生とか、五島市内の高校生も一

緒になってこういったことを取り組むべきじゃ

ないかと思うんですけれども、それはどうでし

ょうか。ご意見を聞かせていただきたいと思い

ます。 

【井内新産業創造課長】 本事業の専門人材の育

成におきましては、大学生、あるいは大学院生

ということで、専門性が特に高い分野であると

考えているところでございます。 

 この事業による高校生に対する育成というも

のは、想定はしていないところです。 

【山口分科会長】 しばらく休憩します。 

 

― 午前１０時１８分 休憩 ― 

― 午前１０時１８分 再開 ― 
 

【山口分科会長】 再開します。 

【井内新産業創造課長】 50名の内訳につきま

しては、修士課程5名、博士課程5名、その他40

名、残りが学部学士でございます。 

 長崎大学を中心にいたしますが、学部の内訳

としましては工学部が20名、環境学部が20名、

水産学部が10名となっております。 

【山田(博)委員】 これは考え方の違いと思いま

すけれども、長崎大学の学生を中心にするとい

うのであれば、いいですか、長崎大学の水産学

部や工学部、環境学部の方に地元の子どもたち

が行くように導くというのも大切なことだと思

うんですよ。 

 最近、文部科学省も、高校と地域の産業と一

体となって地方創生に取り組んだらどうかとい

うことで全国で募集が始まっているんですね。

だから、これは高度な人材育成だからといって

大学生に話をすればいいというものじゃないと

思うんです。地元の子どもたちが地元の大学に
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行って、それを学ぶというのが道筋として大切

だと思うんですよ。 

 では、新産業創造課長にお尋ねしますけれど

も、例えば北海道の子どもが長崎大学に来まし

たと。工学部に入ってこの洋上風力発電に興味

を持ってやってもらうのと、いいですか、五島

の子どもたちが、西海市の子どもたちが、長崎

県の子どもたちが、この長崎大学に行って洋上

風力発電に高校時代から触れ合って、大学に進

学して長崎大学でこれをやろうというのと、ど

っちがいいのかというのをお尋ねしたいと思い

ます。この観点からすると、長崎県の五島市と

西海市でこういったことをやっているのであれ

ば、ぜひその五島市と西海市、まずは長崎県の

子どもたちにそういった洋上風力に少しでも触

れ合う機会を持ってもらって、長崎大学に進学

してもらって、この洋上風力発電の事業をやっ

てもらうのがベストだと思いませんか。だから、

私は地元の高校生もしたらどうですかと言って

いるわけですよ。 

 確かに専門性は専門性ですけれども、今、世

界各国、相手にしているのは大学生だけじゃな

いんです。今、高校もやっていますからね。ぜ

ひ、その考えをもう一度聞かせていただきたい

と思っております。いかがでしょうか。 

【井内新産業創造課長】 委員おっしゃるように、

地元の子どもたちにこういう取組があっている

ということを認識していただくということは非

常に重要であると考えております。 

 県としましても、今後、こういう事業を進め

ていくということで、子どもたちも含めて広く

周知をしてまいりたいと考えております。 

【山田(博)委員】 3ページに「洋上風力の関連

産業の事業戦略」とありますけれども、これは

あくまでも地元企業を中心としながら、地元の

雇用が生まれるようにするという考え方は間違

いないかどうかお尋ねしたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 委員おっしゃるように、

アンカー企業のもと、サプライチェーンを構築

しまして、県内の企業でこの事業を獲得してい

こうとするものでございます。 

【山田(博)委員】 そうすると、地元企業の中に

雇用が生まれて、これがきっかけになって地元

の高校生が海洋再生可能エネルギーの関連産業

に携わるというのが一番いいと思いませんか。

それはどうですか。 

【井内新産業創造課長】 地元の学生が地元企業

に就職をして、洋上風力関連産業を進めていく

ということについては、私どもももちろんそう

いう姿がベストであろうかと考えております。 

【山田(博)委員】 そうでしょう。 

 そうしますと、やはりこれは専門性があるか

らといって大学からするということもどうかと

思います。その大学に行く前の高校生の時から

こういったことに関心を持ってもらって、一人

でも多くの長崎県の高校生が地元の大学に進学

していただいてやってもらうと。 

 先ほど、専門人材育成ということで長崎大学

の学生のことを言われましたけれども、工学系

とか何かというのは、長崎大学だけじゃなくて

長崎総科大学というのがありますよね。そこは

想定してないと理解していいですか。 

【井内新産業創造課長】 長崎総合科学大学にお

きましては、設計の分野でご協力をいただく想

定をしております。 

 ただ、国のこの事業の仕組み上、直接的には

定員の充足率の要件がございまして、総科大学

が直接的に参画するということはできないとこ

ろでございます。 

【山田(博)委員】 それは事前の調整をして、後
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で総科大学の生徒も本当は参加したかったんだ

けれども、できなかったということがないよう

に、今の答弁であれば、国の事業の枠組みでど

うしても仕方なかったということで理解してい

いわけですね。それは仕方ないですけれども、

長崎大学の生徒じゃないといけないというのは

ちょっと残念なことです。いずれにしても、地

元の子どもたちが少しでも触れ合う機会がある

ように、高校生の時からしっかりとそれをやれ

るように、ぜひお願いをしたいと思います。改

めて、もう一度お尋ねしたいと思います。いか

がですか。 

【井内新産業創造課長】 洋上風力の取組を進め

るに当たりまして、県内事業者が中心になって

こういう取組を進めていくということについて

は、広く周知を図ってまいりたいと考えており

ます。 

【山田(博)委員】 ぜひそういった仕組みをしっ

かりやっていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 私ばかり質問できませんので、一旦終わりた

いと思います。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【西川委員】 この洋上風力発電に関しては、海

洋エネルギー産業ということではこれが一番の

手段だと思います。 

 しかし、今まで潮流発電とか、海水温温度差

発電とか、または海上のソーラーも含めて検討

されたと思います。そのような中での取捨選択

で風力発電に絞られたのか。また、その他の方

法は、今後、研究の段階にならないのか。そし

て、将来、それが産業化されないのか。その辺

の判断はどのようになされましたか、説明をお

願いいたします。 

【井内新産業創造課長】 委員おっしゃるように、

海洋再生エネルギーにはさまざまな種類がござ

います。その中で、今回、洋上風力発電という

ことでさせていただいておりますが、洋上風力

発電につきましては、実証の段階から商用化の

段階に全国的に進みつつあるところでございま

す。 

 また、全国的に見ましても、今後の10年間で

多くの洋上風力発電が実際に設置をされる具体

な見通しがあるところでございます。 

 そういう状況の中で、また国においてもエネ

ルギー計画の中で再生可能エネルギーを増やし

ていく、主力電源にしていく、その中で洋上風

力発電も主たる役割を担っていくというところ

がございます。洋上風力発電については、産業

化に一番近いものにあるのではないかと考えて

おりまして、今回の事業に至った次第でござい

ます。 

 潮流発電等につきましては、現在、県内で実

証をしているところでございます。まだ実証段

階というところでございます。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【山本(啓)委員】 今、いろいろとやりとり、説

明を含めて行われた中で、そもそもこの新産業

の取組の中で、この洋上風力発電が国の実証フ

ィールドの選定から始まって、一定五島沖の部

分でそれらのプロセスを経て、県内のサプライ

チェーンを構築するためのアンカーとして県外

からというこのスキームがあって説明を受けて

いるわけです。 

 まず、そもそも、ものづくりの層の方々が、

新しく新産業等を取り入れた上でサプライチェ

ーンを構築するだけの、現在のものづくりの

方々を網羅する受注とか、仕事内容とか、その

ボリュームがこの産業にあるんだと踏んでのこ

とだと思うんですけれども、その部分について、
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将来的なスキームについても含めて、いま一度

説明をいただきたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 洋上風力発電におきま

しては、先ほども少し申し上げたんですが、現

時点で調査をしている国内の案件が430万キロ

ワット、具体に申し上げますと、大きめの風車

に換算しますと約860台分が見込まれるところ

でございます。建設費ベースでは2.4兆円、運転

維持費では20年で1.9兆円規模に当たるところ

でございます。これを長崎県内の企業がサプラ

イチェーンを組んで取りにいこうというものに

なります。 

【山本(啓)委員】 まさしく、規模感をしっかり

と見据えた上で県内に取り込んで、県内の実績

のあるものづくりの方々に、これらの産業にし

っかりと加わっていただいて、引き続き製造業

の牽引をしていただこうという戦略を今説明い

ただいたんだと思います。 

 このアンカー企業の部分ですけれども、国内

外からと、先般のやりとりにおいても、部長答

弁からも、この海洋風力発電については既に海

外の企業からもやりとり、連携をさせていただ

いていますと、ここの中にも書いてありますけ

れども、あの説明以降、さらにこれらの新たな

海外との連携や県外との連携で、何かご説明い

ただけるような情報があればいただきたいと思

います。 

【井内新産業創造課長】 海外の事業者が、県海

域の中で洋上風力発電を検討されているという

案件はございます。まだ具体な検討をされてい

るという状況でございます。 

 また、このアンカー企業につきましては、県

内の地場の大手の企業がアンカー企業となって、

そこが一括して受注をすることで県内のサプラ

イチェーンとともに進めていくということを考

えております。 

【山本(啓)委員】 メインとなる企業が既に県内

にあって、そして、この事業をしっかりと牽引

していただけるということで少し安心をいたし

ました。そういった民間の取組があり、また、

人材育成等含めて、県外からも新たな力を取り

込んでいく事業であるというところを確認いた

しましたので、ぜひとも、製造業は県勢浮揚の

メインであろうかと思いますので、引き続きこ

れらについての力を傾注していただきたいと思

うわけですけれども、その中で1点質問させて

いただくんですが、専門人材の育成の部分であ

ります。 

 先ほど50名という明確な数字が出てまいり

ました。ほかの委員からは、すそ野を広げる意

味で県内の若年層についてもこれらの技術や科

学に触れていくことで志望というものも増えて

いくのであろうという趣旨であったと思います。 

 この関連産業創出促進事業費という形で、今

回、こういう明確な目的を持って付けている予

算でありますが、今後、県内のメインの、製造

業のメインの、先ほどから何回も言っています

けれども、経済浮揚のメインになっていくこの

事業の取組に、今回の補正額にとどまらず、人

材育成も含めて継続性のある予算をこの計画の

中でやっていくのか、この規模感も含めて、目

指すマーケットの部分においては2028年から

のフェーズ3までに書いてあるわけですから、

これらの予算、これからの予算措置についても

将来的なものも含めて最後にご答弁いただきた

いと思います。 

【井内新産業創造課長】 予算におきましては、

毎年度の予算編成の中で議論をしていくという

のはもちろんですけれども、その中で県だけで

はなくて、大学、地元産業界との負担を分かち
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合いながら進めていくことを想定しております。 

 現在、事業総額の規模感でございますが、こ

の交付金事業は、国の事業は5年間を想定して

おります。そのもととなる事業計画については

10年間の計画がございます。 

 この5年間で申し上げますと、事業費の総額

は約14億円程度を想定しております。ただ、予

算措置については、毎年の議論の中で決めてい

くものでございます。 

【山本(啓)委員】 最後に部長からご答弁いただ

ければと思うんですけれども、今の説明の中で、

単年度予算審査をしておりますので、将来的な

ものを求めた部分、少し無理があったのかなと

は思うんですが、しかしながら、これから、造

船やプラントと比肩する産業として新産業の取

組、そして、そのメインのトップバッターとし

てこの洋上風力発電の取組があろうかと思いま

すので、予算についての部分で産学官の取組と

いうのを掲げながらも、分かち合ってではなく

て、県が国からのものもしっかりと引っ張って

きながら、県がしっかりと応分の負担を賄いな

がら、リーダーシップを発揮して、これらを県

内のしっかりとした産業に位置づけるんだとい

った部分について力強いご発言をいただきなが

ら答弁を賜りたいと思います。 

【平田産業労働部長】 新たな産業をつくってい

くという中で、県と、あるいは長崎市も含めて

ですし、町も含めてですけれども、それと産業

界、大学がしっかり連携する。その中で、私ど

もはしっかりとリーダーシップをとりながら、

先ほど担当課長も申し上げましたけれども、あ

る程度数年間にわたっての事業計画というのも

現時点で計画はしているところでございますの

で、そのことも含めて各界とも協議を進めなが

らしているところでございます。 

 今回の事業の立ち上げにつきましても、私ど

もリーダーシップをとりながら、大学とよく協

議をして進めてきたところでございますので、

引き続きこの産業の推進につきましては、継続

的に県としてのリーダーシップを取りながら進

めてまいりたいと考えております。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【前田委員】 細かな質問を2点して、その後ま

た引き続き、もう少し根本的な質問をさせても

らいたいと思います。 

 まず、今回補正予算が上がっていますが、3

番の専門人材育成については、次のページのよ

うな制度の中でやるということでこの時期とい

うのはわかるんですけれども、この1番と2番に

ついて、なぜ補正予算で上げてきているのか、

まずそこについてご答弁いただきたいと思いま

す。 

【井内新産業創造課長】 このたび、国の交付金

事業を活用するに当たりまして、その要件とし

まして、予算措置を9月補正、あるいは6月補正

で計上されるものを対象とするという決まりが

ございまして、そのため、今回、9月補正でさ

せていただいているところでございます。 

【前田委員】 ということは、この秋口になった

ら来年度の予算編成に入っていくんだと思うん

ですけれども、来年度はこの予算の額というか、

規模感というのはどんな形になるんですか。 

【井内新産業創造課長】 来年度の規模感といた

しましては、約でございますが、事業費総額と

しまして3億5,000万円程度を想定しておりま

す。 

【前田委員】 財源内訳はわかりました。非常に

大きな金額だと思うんですけれども、個別に1

点だけですね。 

 1番の海洋エネルギー産業拠点形成構築とい
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うことで、①番と②番という形で説明がなされ

ておりますけれども、この具体的な推進会議の

事業責任者、あと「産学官連携コーディネータ

ー2名を配置し」となっていますが、どういう

方をイメージすればいいのかということと、こ

の方々がこの推進会議を進めていくのか。これ

から先、このフェーズが進む中で、ずっとこの

方々、この組織が中心となって進めていくと理

解すればいいんですか、その辺、もう少し詳し

く説明してください。 

【井内新産業創造課長】 まず、事業責任者でご

ざいますが、事業実施において中心的な役割を

果たしまして、産学官の連携や構築を維持する

ことができる方ということでございます。 

 具体的に申し上げますと、長崎海洋産業クラ

スター形成推進協議会の理事長でございまして、

長崎経済同友会の代表幹事でもあられる協和機

電工業の相談役であられます坂井俊之氏でござ

います。 

 また、産学連携コーディネーターとしまして

は、この事業責任者と連携をしまして事業の推

進を図っていくと、産学官の調整ができる方、

また、その業界に精通をされている方というこ

とで、こちらについては公募したいと考えてい

るところでございます。 

 また、この推進会議につきましては、補足説

明資料の2ページの方にイメージ図がございま

す。県、大学、産業界と3つ楕円がございます。

この推進会議につきましては、今回の事業の国

への申請だけではなくて、今後の事業推進をグ

リップしていく、そういう組織、会議でござい

ます。 

【前田委員】 3ページにあるような事業戦略を

推進していくのが、この組織という理解をして

いいんですか。 

 そうなった時に、今おっしゃったような方が、

今まで随分と努力されているというか、活動さ

れていることは承知した上なんですけれども、

先ほど申し上げたように来年度の予算規模でも

3億5,000万円ぐらいになるという話の中で、そ

れぞれ、これからまたいろんな新しい事業を立

ち上げていくと思うんですが、そういったもの

に対しての県のリードの仕方というのは、その

推進会議とのバランスというんですかね、その

施策推進の実行部隊というか、その中核という

のは県ということで理解していいんですか。 

【井内新産業創造課長】 この推進会議の立ち上

げ及び運営につきましては、首長がリーダーシ

ップを発揮してという前提でございます。県が

リーダーシップをとって、事業を推進していく

に当たりましては、先ほどの事業責任者等が中

心になって進めていくというものでございます。 

【前田委員】 わかりました。 

 その上で確認させてもらいたいんですが、そ

もそも海洋再生可能エネルギーを本県の新産業

として取り組みたいというのは、以前から取り

組んでいる内容で、その担当の部署とか課もあ

ったと思うんですね。それが組織改編の中で、

新産業創造課の中に組み込まれましたよね。だ

からというわけじゃないんですけれども、これ

からの事業戦略自身を否定するつもりはないん

ですけれども、これまで5年、6年取り組んでき

た内容についての成果とか検証、進捗の確認と

いうのが私自身は全くできていないんですけれ

ども、このフェーズに入っていくのは結構です

けれども、これまでの再生可能エネルギー関連

産業自体の取組というんですかね、そこはどん

な評価をしているのかというのと、他県に先駆

けてということでやっていますけれども、その

他県との比較の中で、まだ長崎が先頭を走って
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いるという認識でいいんですか。 

 これまでの成果というものをしっかり見せて

いただかないと、なかなかこの先のことを頑張

ってくださいとはならないのかなと思っている

んですけれども、その辺について。ここの答弁

と、なおかつ足らなかったら議案外でも資料等

を準備しながら説明してほしいということを思

っていますが、いかがでしょうか。 

【井内新産業創造課長】 海洋再生エネルギーの

取組につきましては、実証フィールドの指定を

国から平成26年度に受けまして、そこにおける

実証事業の展開を進めてまいりました。並行し

てその誘致も進めてまいったところでございま

す。そこに県内企業が参加をすることで技術の

向上に努めてきたという段階でございます。 

 また、長崎大学との共同研究でありますとか、

そういうところでの技術の蓄積も進めてきたと

ころでございます。 

 さらには、中核となる企業の共同受注体制の

構築支援というもの、こちらは今年度からの取

組なんですが、こちらについても進めてきたと

ころでございます。 

 3ページの補足説明の資料で申し上げますと、

濃い丸が左から1、2、3、4とございますが、こ

の中で1ないし2のところに今ある、この基本部

分ができつつあるという段階でございます。こ

れをもとに今後の取組をさらに発展をしていき

たいというものでございます。 

【前田委員】 答弁としてはそういうことで了と

しますけれども、議場でも質問した経緯がある

んですが、3期目に向かって中村知事が、ロボ

ット、ＩｏＴ、新産業を頑張りたいんだという

話の中で、当然先行して再生可能エネルギーに

取り組んでいるんだから、そこもしっかりやっ

てほしい旨、もちろんそれはきちんとやります

ということだったんだけれども、そういう意味

で言えば、今のような答弁も含めて、今までの

取組の検証なり成果というものをしっかりとし

た形で見せていただきたいと思っているので、

議案外で、これまでの流れを含めた、またそこ

には当然コストもかかっていますから、その成

果というものを一遍示してほしいと思います。 

 その上でですが、ここに活路を見い出してや

っているということは非常に評価します。しか

し、それは個々の、今回の場合は洋上風力発電

ということできていますけれども、海洋産業を

長崎県で起こしていくんだという意味の中にお

いては、ここにあるような人材育成も含めて、

もっと多岐な取組の中での洋上風力の取組がそ

の中の一つとしてあるという見方を私はしてい

て、そうであるならば、本県として、新たな産

業としての海洋産業をどう起こしていこうかと、

もっと大もとの取組というものがあって、それ

が産業労働部だけじゃなくて、例えば水産関係

なんかにも、こういう事業を展開するとか、教

育委員会の方に言って子どもたちの教育をどう

していくかとか、そういう枝葉になってくると

思うんですが、そもそもの海洋産業をしっかり

した県内の基幹産業として育てていこう、つく

っていこうという目論見的な全体の図というか、

そういうものは今あるんですか。そこだけ最後

に質問します。 

 新産業創造課長というよりも、部長、その辺

については部としての考え方をお示しいただき

たいと思います。 

【平田産業労働部長】 まず、結論から申し上げ

まして、今の時点でそういう海洋産業を起こし

ていこうという目論見があるかということにつ

いては、まだないというところでございます。 

 私どもの考えとして、ではそういう発想はな
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いかというご質問に対しては、実はこの洋上風

力発電の事業を考えます折にも、もっと幅広く

海洋産業という中での位置づけということでの

議論も当初あっての話ではあったんですけれど

も、実際に成果を出していくためには、私ども

としても的を絞らなければ成果が出しにくいと

いうところもあり、先ほど課長も言いましたけ

れども、最も市場化に近づいているこの事業の

中で事業を組み立てていったところでございま

す。 

 ただ、一方で、例えばこの事業の中にも入っ

ておりますけれども、洋上風力に関しましては、

海洋の調査、あるいはデータ集めという海洋に

関する調査・計測、データの収集、その解析、

その利用というところが入ってまいります。こ

れは、入口としては洋上風力発電でやるわけで

すけれども、かなり汎用性のある技術になって

くるものだろうと思っています。 

 そのほかの設置等に関しましても、洋上での

技術の開発につながっていくであろうというこ

とでございまして、今回の事業を入口として、

そういう長崎県の強みである海洋を活かす産業

というものの形成にもつながっていくことを考

えてはおります。 

 特に、水産部との間では、これもまた洋上風

力発電を推進していく上では漁業との調整、協

調というのが必然になってまいりますので、そ

ういう分野についても連携をしていって、トー

タルとしての海洋の産業等を振興していくとい

う部分での貢献という面で協議をしているとこ

ろでございます。 

【前田委員】 率直なご答弁をいただいて恐縮し

ておりますけれども、部長が言ったように、や

っぱり全体としての構築は多分必要だと思うん

ですね。その中でこの洋上の分はどういうふう

に取り組んでいくかという話になると思うので、

ここにピンポイントを絞ってやることは、全然、

これまでの取組からすれば、さらに先行すると

いう意味では私は可としますが、多額な金額、

組織であったり、予算がこれから発生するとい

う意味の中では、全体の中の位置づけたものを

しっかりやってほしいし、願わくば、それが海

洋産業の全般的な基幹産業として起こしていく

んだというふうになればいいなと思っています。 

 なぜこんなことを言うかというと、結局、部

署のまたがりもあるんでしょうけれども、その

ためには、どこか人が集う拠点が要ると思うん

ですよ。ここに書いている拠点というのは、組

織の拠点であって、明らかにどこかの場所をイ

メージしながら、そこで海洋産業が種々取り組

まれているんだというものが必要だと思ってい

ます。 

 そういうことからすれば、これまでも国の方

に要望している、国の研究施設であったり、も

しくはそういったものに特化した学校とかを、

誘致的なものも含めてやっていくことが非常に

わかりやすい、目に見えるんじゃないかと思っ

ていますので、そういうことも考えた上で、ぜ

ひ部長の方では、大変な作業になるかと思いま

すが、庁内の方でそういった構想をまとめてい

ただくことを要望して、一旦私の質問は終わり

たいと思います。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【中村委員】 今、各委員からいろいろ質問があ

りましたけれども、当然この実証フィールドは

今後どういう展開になっていくか、それによっ

ては、今後、未来的にもすばらしい業種になる

可能性も秘めているものだとは思っています。 

 ただ、この実証フィールドを含めて、この海

洋風力発電、これが本県の経済に何らかの形で
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貢献できるような形をとるということも大事だ

と思うんです。そのためには当然メンテナンス

を、できれば県内の企業でやるべきだと私は思

うんですけれども、現状、風力発電に対して、

実証フィールドを含めて、県内の企業でメンテ

ナンスができる企業というのはあるんですか。 

【井内新産業創造課長】 こちらメンテナンスに

おきましては、具体に県内の企業が中心になっ

て取組を進めていこうとしているところがござ

います。逆に、現段階でも、県外の仕事をこの

県内の企業が取ってきてやっているという事例

もございます。 

【中村委員】 県内に、今、何社ぐらいあります

か。 

【井内新産業創造課長】 メンテナンスの中核企

業が五島の会社なんですが、1社ございまして、

そこが県内の企業グループで取り込みを進めて

いこうとしております。そのグループが、五島

の会社と、ほかに3社ございまして、今の段階

ではその4社で進めていこうというところでご

ざいます。 

【中村委員】 私はあるのかなということを心配

しておったわけですけれども、現在の目測でい

けば4社ぐらいあると。 

 ただ、この経過によっては、全国的に、また

全世界的に拡散していく可能性は非常にあると

思うんですよ。メンテナンス的にはこれが洋上

ということですから、塩害を含めていろんなシ

ビアな条件の中でやっていくものだと思うので、

恐らくこれからはメンテナンス的なものが非常

に重要になってくると思うんです。 

 今、4社ということを言われましたけれども、

これから拡大していく分野だと思いますので、

ぜひ県内の企業にこのメンテナンス的なものを

含めてこのノウハウを、バックアップしていた

だきながら、専門的な分野に拡大できるような

状況をつくっていただきたいと思いますので、

ぜひ担当課の方も県内の企業の方たちに、全て

にわたったメンテナンス的なものができるよう

な企業を育成していただきたいと思いますので、

よろしくお願いしておきます。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【髙比良委員】 質問に入る前に要望というか、

そこからなんですが、今後の長崎県の地域経済

を牽引していくような新たな基幹産業の創出と

いうのが必須だと私は思っているんです。その

ためには、基本的にはこれまでの培った技術だ

とか、海洋県長崎の立地条件とか、そういうこ

とを勘案した時に、例えば再生可能エネルギー

のプラントをはじめとする全ての海洋構造物の

生産拠点化を図る、これにチャレンジをしてい

くというのが一番肝要なことだと思っているん

です。 

 そういう意味では、先ほど全体的なところま

でどう進めるかという、そこのロードマップを

まだつくってないという話なんだけど、これは、

もうそろそろ産業労働部として本腰を入れて、

今回の事業はこれで洋上風力発電ということに

限定しているんだけれども、そこの総合的な取

組について、本当にこれまで以上に知恵を絞っ

て、人を得て、あるいは他者の力も引き出しな

がら、本当に死に物狂いでハングリー精神で取

り組んでいくと、こういうふうにやっていかな

いと、なかなか具体的な成果は出てこないと思

うんですよ。もう待ったなしになっていると思

っているんです。私は、今までそのことを大き

な声でずっと訴えている。だから、ぜひそうい

う取組に踏み出すようにお願いしたいと思って

います。そういう中での一環だという位置づけ

で理解をしたいと思っています。 
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 具体的な質問として、いろいろ書いておられ

るんだけれども、まず、長崎大学とか、海洋ク

ラスター形成推進協議会とかと一緒になってや

っていきますという話なんだけれども、それで、

坂井さんを事業責任者にと。連携コーディネー

ターの2人は公募しますという話ですが、長崎

大学の本気度というか、どこを窓口としてどれ

だけの体制でここに関わっていこうとしている

のか。ここに書いておられる中身、共同研究と

か人材育成、これに長崎大学がどういうスタッ

フを持ってやっていこうとしているのか。ある

いは、長崎大学だけなのか。クラスター形成推

進協議会を構成するメンバーは大抵知っていま

すが、そこは当然だけれども、アンカー企業と

いうのが出ているので、そこははっきり言って

三菱しかないと思っているんですよ。三菱が参

画をするかしないか。いずれにしても、企業形

成にはいろいろあるけれども、基本的には全て

の海洋構造物を生産していくといった方向性は

持っているんです。 

 だから、今こそアンカー企業としてさらに役

割を高めてもらうというか、そして、これまで

の持っているノウハウといったものを、海外の

ノウハウに負けないような、さらに磨きをかけ

るという取組を、先進的、先駆的にやっていく

というか、引っ張っていくというか、そうでな

いとなかなか難しいと思っているんだよ、実際

のところは。 

 本当に他に一歩先んじる取組としては、長崎

大学が本気でどこまでやろうとしているのかと

いうこと、そのために人材をどう集めてここに

関わらせようとしているのかというのと、三菱

がいかに積極的に参画をして、自らの問題とし

てここに取り組もうというそこの取組方、やり

方をしっかり醸成をして手を結ばないと、なか

なか難しいと思っているんですが、この辺につ

いてはどうですか。 

【井内新産業創造課長】 まず、長崎大学につい

てでございますが、長崎大学においては平成28

年に海洋未来イノベーション機構を設置して、

これについては工学部、水産学部から人を出し

て研究組織をつくって取組を進めてまいりまし

た。 

 今回、事業を進めるに当たって、大学院の改

革も伴うものでございまして、もちろん長崎大

学としても自らの負担もありますし、当然真剣

にというか、前向きに進めて、主体となって取

組を進めていこうとされているものでございま

す。 

 また、三菱につきましては、三菱重工海洋鉄

鋼がこのアンカー企業になればということも想

定を考えておりますが、その三菱の方も船だけ

ではなくて、こういう海洋構造物についても、

洋上風力のこういうものについてもしっかり取

り組んでいくんだというところで、社長自らも

お考えを示されているところでございます。 

【髙比良委員】 イノベーションのそういう組織

を知っていますが、その人たちが、実際の先生

たちがオールジャパンで見た場合の海洋構造物

の共同研究、いろんな研究開発、技術研究開発

というか、あるいは成果というか、そういった

ものでの水準、この事業をやっていこう、いろ

いろ最終的な設計から施工まで全部あるんです

が、そういった一連の分野に対して、各技術分

野ごとに目利きができる、そういうテクノクラ

ートの方はどうなのか。オールジャパンの中で

の水準はどうでしょうかという話。 

 それと三菱の話、海洋鉄鋼の話をしていただ

いたんだけれども、非常に腹を据えてやってい

こうと、そこで抱負を述べていただいているん
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ですが、具体的にこういうことでやっていこう

としているんだけれども、この中に三菱として

はどこまで本気に、あるいは自らのリーダーシ

ップをもって参画をしていただけるかという、

あるいは三菱研究所をどう活かしていくかとい

うもの、人も出すという形で、さっき高校生と

いう話があったけれども、そういうことにどこ

まで関わっていただけるか。これは社長、三菱

造船所の長だけじゃなくて、やっぱり丸の内の

方にもしっかり話をして、とにかく長崎でこれ

をやる、長崎に投資をしてください、長崎の生

きる道というのは、まさにこれしかありません

ということで、より食指を伸ばしてもらうとい

うか、そういう積極的な関与、関わり方をきち

んと確保するというのは非常に大事だと思って

いるんですが、その点、長崎大学の先生たちの、

すみませんが、その水準がどうなのかというの

と、三菱の本気度がどうなのかという、そこら

辺については今どういう状況にありますか。 

【井内新産業創造課長】 長崎大学におきまして、

先ほどご紹介させていただきましたイノベーシ

ョン機構なんですが、技術水準におきましても、

例えば海外、台湾の洋上ウィンドファームのプ

ロジェクトに参画をされております。その中で

海洋牧場への取組の顧問に就任をされたりとい

うこともしておりますので、技術的には相当の

レベルがあると認識をしております。 

 また、三菱におきましても、今回、国の事業

を出すに当たりまして、三菱の香焼にこういう

施設が実際にあると。すぐこういう海洋物の製

作に使えるものがあるというところも強くアピ

ールをした上での事業でございまして、三菱と

しましても関与していただくものと思っており

ます。 

【髙比良委員】 長崎大学が学の部分で中心にな

るというか、あそこが窓口になるという話なん

だけれども、例えば大学としての参画じゃなく

ても、県内にいる優秀な人たち、先生たちもお

られるわけですよね、お考えのように。端的に

言って総合科学大学の木下先生ですか、この方

はもう海洋工学に関してはスペシャリスト、オ

ールジャパンの中でも指折り何人かに入ると思

います。そういう人もどんどん参画をしてもら

う。ほかにもおられると思いますよ、研究所の

方にも。あるいは、長崎大学の元教授、名前を

出して失礼ですけれども、川口勝義先生とか、

特にこういうものに関わっている。いろいろ関

わってきているほかの大学、それから今はもう

元教授という人ではあるけれども、実績という

か、参画をしていただければ非常に有能な働き

を示してくれるだろうという人がおられるので、

そういう人材はとにかく全てを集めるというぐ

らいの意気込みでぜひやってもらいたいと思っ

ています。 

 もう一点、産学共同研究とか人材育成、人材

育成でマット50人をと、そこら辺を目標にする

という話なんだけれども、具体的な成果目標と

いうのを明確にしていく必要があると思うんで

すよね。いろいろこれまで予算も投入をしなが

らやってきたけれども、結局はなかなか難しか

ったというのがある。 

 だから、そういうこれまでの取組と、その結

果としての成果はどうだったかというのは検証

を、取組方を中心とした検証をしていく中で、

より効率的で成果の上がる、そういうやり方に

改革をしていくというのがとっても大事だと思

うんです。 

 だから、そういう意味では、例えば共同研究

の中でいろいろ書いていますが、具体的にここ

は絶対に成果としてあらわすんだということを
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明確に、この5年間でやるんだということをロ

ードマップでしっかりつくっておくということ

が必要だと思っているんですよ。 

 例えば、県内企業が開発した観測装置の商品

化を目指し、改良等となっていますが、これは

観測装置を今後5年間で商品化するということ、

あるいはアクセス船及び移乗支援装置の開発じ

ゃなくて、支援装置を開発する、それから、そ

の次も探知技術を開発する。その次も水中無人

機を開発する。あるいはその次もＭＥ活用モデ

ルケースを構築する。だから、これを目指すわ

けですよね。そういうのを明確にして、そこの

開発をする、具体的に何をどれだけ開発するの

かというのをぶら下げておくというような事業

実施に当たっての目標の立て方というか、意気

込みというか、そこを明確にする必要があると

思っているんです。そのことについて、関わる

人たち全てが共通認識として力を合わせるとい

うことが必要だと思っているんですが、この辺

についてはどうですか。 

【井内新産業創造課長】 委員おっしゃるように、

先ほどの木下学長をはじめとして、言葉はあれ

なんですけれども、使える方はどんどん巻き込

んでいくという姿勢で進めていきたいと考えて

おります。 

 こちらの事業の成果目標としましては、売上

を当然上げていくというのがございます。この

事業としては5年事業ですけれども、5年後の姿、

ＫＰＩとしては、その5年間、単年度で81億円

の売上を上げていきたいと考えております。 

【髙比良委員】 とにかく一歩踏み出していこう

という事業ですから、何としても成功してもら

いたいと思っているし、このことが次の事業の

大きな牽引役になるといったことで本当に期待

をしているし、そのためにこれまで以上の汗を

かいて、死に物狂いで取り組んでほしいと思う

ものだから、いろいろ申し上げさせていただい

ているんです。 

 それで、こういうことをやりながら、一番最

初冒頭で言った全ての海洋構造物の話にちょっ

とだけ戻るんですが、この洋上の風力発電だけ

ではなくて、ご案内のように潮流発電について

もクラスター形成推進協議会の中でもいろいろ

幾つかの検討をしてみたり、勉強したりとか、

いろいろやっているんだけれども、今の方向性

としては、海中タービンといった大型のものに

ついては、例えばオープンハイドロ社とか、Ｅ

ＭＥＣで使っているものとか、そういったもの

を導入しようとしているんです。そうじゃなく

て、そういうものを自ら長崎でつくっていくと

いったことを三菱が積極的にやっていくという

ような、そっちにならないと本当の意味での地

域経済への貢献というか、なかなか出てこない

と思うので、こういった事業も通した中で、ほ

かにもいろいろ素材があるわけですから、ウィ

ングを少し広げて、やっぱりステップ・バイ・

ステップというか、順番という話ではなくて、

もう総合的に取り組んでいこうということにつ

いて、一定大変だけれども、やっぱり関係する

企業に対するてこ入れというのを、産業労働部

としてぜひ頑張ってやってもらいたいと思いま

すので、そのことを最後にお願いしておきたい

と思います。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【西川委員】 今回、補正ででもこのような予算

が計上されたことは喜ばしいことだと思ってお

ります。 

 さて、スコットランドだったか、アイルラン

ドだったか、ヨーロッパや北欧の先進事例を視

察に行ってから数年経ちました。その間、実証
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事業としての考え方を今まで検討してきたと思

いますが、そのような中でヨーロッパなどの先

進地にどれくらい遅れをとっているのか。また、

そういう先進地の事例でマイナス面も見てきて

いると思いますが、今後の事業展開につきまし

て心配なところとか、また、先進地の事業とし

てどのような面で成功しているかとか、そうい

うところをもう少し説明してください。 

【井内新産業創造課長】 洋上風力の分野におき

ましては、一般的にでございますが、欧州と比

べまして日本はその導入が10年遅れていると

言われております。 

 今回の事業におきましても、欧州が先行して

おりますので、その知見というのは活用してま

いりたいと考えております。 

 例えば、イギリスのエジンバラ大学でありま

すとか、そういうところの専門家を招聘して、

人材の育成にも資する取組をしていきたいと考

えているところでございます。 

 欧州の技術、知見をそのまま日本に活かせる

かというと、そうでもない面がございまして、

例えばヨーロッパの方は遠浅の海が多いのに対

して、日本近海は遠浅が少なくてすぐ深くなる

とか、あと気象がヨーロッパは比較的穏やかな

のに対しまして、日本は冬場は季節風が強かっ

たり、夏場は台風が来たりというところがござ

います。そういう欧州の使えるところは活用し

ながら、それを日本版にアレンジをして、今後

取組を進めていきたいと考えております。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【山田(博)委員】 それでは、他の委員の質問の

途中で席を外しておりましたので、大変申しわ

けございませんが、ダブりましたらご了承いた

だきたいと思います。 

 この資料の3ページにフェーズ1とフェーズ2、

フェーズ3とあるんですが、このフェーズ1、2、

3で、それぞれ、現段階で県当局がどれだけの

投資というか、予算なりを見込んでいらっしゃ

るのか。また、それがどのような経済波及効果

をもたらすと見込んでいらっしゃるのか、それ

ぞれお答えいただきたいのと、将来的に海洋再

生可能エネルギー関連産業の事業の会社が協議

会をつくっておりますね。それをフェーズ1、

フェーズ2、フェーズ3でどれくらい増やしてい

こうと思っているのか、そこも含めてお答えい

ただけますか。 

【井内新産業創造課長】 今回のこの国の交付金

事業としましては、5年間を想定しております。

その5年間の事業費の総額としましては約14億

円を想定しております。 

 この事業を進めるに当たっての成果指標、Ｋ

ＰＩとしましては、関係産業の売上としまして、

5年後には、単年度でございますが、81億円を

実現したいと考えております。 

 それから、こちらの推進会議の構成員としま

しては、県、長崎大学、産業界としては海洋ク

ラスター協議会、金融としては十八銀行、親和

銀行、県の商工会議所連合会で構成をしている

ところでございます。 

 この推進会議はこういうメンバーで進めてい

くんですが、この事業に参画する県内の事業者

をどんどん増やしていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

【山田(博)委員】 そうしますと、今、フェーズ

1、フェーズ2、フェーズ3の方では、取り立て

て目標は設定してないけれども、当面の5年間

で国と県を合わせて14億円の投資をすると。売

上を81億円ということでありますけれども、現

在、どれぐらいの売上があって、今現在、関連

企業がどれくらいあるのか。5年後に売上が81
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億円あるということは、ある程度の関連事業の

会社というのをどれだけ想定するというのは予

定をされているでしょうから、そこをきちんと

お答えいただきたいんですが、よろしいでしょ

うか。 

【井内新産業創造課長】 洋上風力発電の売上に

つきましては、現状では1億円程度が実態でご

ざいます。 

 また、これに関わる企業の数としましては、

海洋クラスター協議会への参画企業が約六十数

社ございます。こちらの企業を中心に、これを

さらに増やしていくというところが目指すとこ

ろなんですが、この企業を中心に今後進めてい

きたいと考えております。 

【山田(博)委員】 ということは、確認ですけれ

ども、現在、洋上風力関連で1億円の売上があ

りますと。関連する会社は60社ということで、

5年後には大体14億円ぐらいを国と県で投資し

て、最終的にその売上は81億円を目指していく

ということです。事業者というのは大体60社を

中心に考えているということでありますけれど

も、これは別にほかのところから来ても問題な

いわけでしょう。受け入れを拒むわけじゃない

でしょう。そういうことですね。わかりました。 

 それと、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3

では、今のところ、こういうふうに大まかに、

フェーズ1では県内海域での海洋エネルギーの

発電事業を2022年までやって、2027年、要する

にそれから5年後には近隣海域での発電事業を

やって、それ以降はフェーズ3で2028年には国

内海域とアジアでの発電事業をやるということ

になっていますけれども、構想があって、現段

階、5年の目標しかないということで理解して

いいわけですか。そこをきちんと明確にお答え

いただきたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 交付金事業としては5

年間になるんですが、それに当たっての10年間

の計画を策定しております。その10年後になり

ますが、単年度で221億円の売上を実現したい

という目標がございます。 

【山田(博)委員】 221億円ですね。そういうこ

となんですね。事業者はそういったことですね。 

 そうすると、いいですか、これはただでさえ

人手不足ということになってくると、先ほど産

業労働部長が、私が最初に質問した時に、高校

生も含めていろいろ議論していたわけですね。

高校生を特段ということではなく、大学等とい

うならわかるんですけれども、大学生を大学と

協議しながらと言われましたけれども、産業労

働部長、私の最初の議論を踏まえると、「等」

というのが入ってもいいんですか。最初に新産

業創造課長と議論したことを全く含んでいなか

ったのか。うっかりしてそれを言い漏らしたの

かどうかということがあるので、最初に私は高

校生も含めた上でこういった事業を進めたらど

うでしょうかという話をしていたんですけれど

も、部長としては、私の最初の新産業創造課長

との議論を十分聞いていただいていると思うん

ですが、そこを踏まえた上で、もう一度認識を

聞かせていただきたいと思います。 

【平田産業労働部長】 まず、この事業につきま

しては、長崎大学と産業界と県とが連携をして

高度な専門人材を育成していくということ、プ

ラス、それを長崎の産業に活かしていくという

ことが大きな目的でございまして、メインとし

て大学との連携ということになっているわけで

ございます。 

 その一方、委員がおっしゃいますように、地

元での高校生、あるいは小中学生に対して、長

崎で、あるいは地元の五島、あるいは西海市で
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こういう事業が行われているということを周知

していくということは、子どもたちの地元の誇

りでもありましょうし、地元定着を推進してい

くという意味でもそれは大事なことであろうと

思っております。その点につきましては、この

事業ということではございませんけれども、ほ

かのクラスター協議会の事業でありますとか、

そのほかに事業もございます。一緒に連携をし

ながら周知を図っていくということも今後考え

ていきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 ぜひしっかりとこれをやって

いただきたい。地元でこういったことをやって

いるのは、地域の誇りでもありますし、いい事

業でございますので、やっていただきたいと思

います。 

 先ほど、水産の件はわかりましたか。まだ時

間がかかりますか。かかるのだったらかかるで

後でいいですけど、いかがですか。 

【井内新産業創造課長】 この事業については、

長崎大学と県の水産部の方が協議をしてという

ところで構築をしているところでございます。 

 地元とどこまでというのは、ちょっと確認が

できていないところです。 

【山田(博)委員】 これは一言で言うと、二千数

百万円の予算計上をしてやっているわけですか

ら、きちんと中身が把握できるような状況にし

っかりやっていただきたいと思っております。 

 私はちゃんと言っていたんですけれども、大

して難しい話じゃないと思ったんですけれども、

後日というか、この委員会が終わるまでには詳

しい説明をいただきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いします。限られた委員会

の審査でございますので、また時間を取って説

明していただきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【前田委員】 先ほど質問した本県の取組という

のは、日本の中でトップランナーというところ

での位置づけでいいんですか。 

【井内新産業創造課長】 申しわけございません。

本県の取組につきましては、北九州でも港湾区

域での風車設置というものを進めておりますが、

その他一般海域を含めたところでの取組としま

しては、全国で先行しているものと考えており

ます。 

【前田委員】 全国の中で先行しているのであれ

ば、先ほどずっとほかの委員への答弁も聞きな

がら感じていたんですけれども、860台分、2.4

兆円を取りにいくのは国内だけじゃなくて、海

外からも取りに来るんですよ、多分。先ほどの

新産業創造課長のお話でいくと、欧州と比べた

ら10年遅れであるというお話も答弁であった

し、さりとて欧州型の技術というものが、日本

のこの環境に照らした時に、即それが適用でき

るかというと、そこには課題があるというお話

がある中で、これからの10年ぐらいの取組を、

本県はやっていって結構だと思うんだけれども、

その際に、ここの3ページの方向性の中にまさ

しくあるように、海外の先進企業との業務提携

というか、海外のもう既に進んだ技術が入って

きた時に、どうそこと一緒になって、ジョイン

トしてこの仕事を取りにいくかということが多

分一つの大きな課題になると思っています。そ

ういう意味でいけば、海外企業との業務提携に

向けて、既に並行した作業として、そこにアク

ションを起こしていく、そして、その中で各企

業の中での日本版というものに加わっていかな

いと、なかなか、ここの最後にあるようなサプ

ライチェーンをつくれればいいけれども、これ

はこれで理想としながらも、具体的な話とすれ
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ば、海外の先進企業との業務提携にも今から手

をつけていくという作業が当然必要だと思うん

ですが、そのあたりについてはどんな考え方を

お持ちですか。 

【井内新産業創造課長】 本事業については、国

内のみならず、アジアの市場を目指していくと

いうところでございますが、委員おっしゃるよ

うに、国内の企業単独で海外に打っていくとい

うのは難しい面があるかもしれません。その中

で、今、具体に海外展開に向けて海外の企業と

どういった業務提携をという検討はできていな

いところではございますが、そういうところも

含めて検討してまいりたいと考えております。 

【前田委員】 海外展開をしていくことも当然目

標になっていると思うんですが、海外の前に、

国内のこの860台分、これは国内の数字でしょ

う。これをどう取りにいくかという話の中でい

けば、さっきのような日本の、長崎だけじゃな

いですよ、日本の現況というものが10年遅れで

技術が大幅に遅れているということであれば、

この戦略を練りつつ、かつ海外の企業との業務

提携をしっかりやって、そこの企業ごとの課題

をしっかりと県内の企業が解決できることによ

って、海外が入ってきても、その中で本県の仕

事ができるというか、仕事を確保するというこ

とが大切なことだと思うんですが、そういう意

味で私は質問しているんですが、海外展開はそ

の次だと思っていますけれども、いかがですか。 

【井内新産業創造課長】 この3ページの資料に

ございますように、まず、県内、そして近隣、

国内と、その先にはアジアでございますが、理

想としては県内の企業で全ての事業を取り込ん

でというところなんですが、その状況に応じて

海外のそういう企業と一緒に進めていくという

こともあるかなと、そこは今はちょっと具体な

ものはないんですが、そういう段階におきまし

ては、海外企業との業務提携等も含めたところ

での検討が必要になろうかと考えています。 

【前田委員】 あるかなではなくて、両建てでや

っていかなきゃいけないんじゃないかというこ

とを私はお尋ねしているんですが、今の新産業

創造課長の答弁は、県としてもその必要性とい

うか、認識は今のところないと受け止めてよろ

しいんですか、部長。 

【平田産業労働部長】 私どもの考えとして、ま

ず、この洋上風力発電ですけれども、先ほど西

川委員のご質問にも答えましたが、ヨーロッパ

が先行しているわけでございます。 

 風力発電の設備を製造する技術を持っている

メーカー、あるいは風力発電事業をプロジェク

トとして行うノウハウというのは欧州にあるわ

けでございます。 

 一方で、日本の市場化というのは今からとい

うことになってくるわけでございまして、私ど

もが今考えております専門技術でありますとか、

専門人材の育成というのは、まさにヨーロッパ

のプロジェクトを推進していくのと同じ目線で

日本でやるためにはこれが必要だと、そういう

人材を育成していくということで推進していく

と。 

 さらに、先ほど課長も申し上げましたが、ヨ

ーロッパの技術をそのまま導入するだけでは、

気候も条件も全て違いますので、日本としての

必要性をその中に加味していくということで、

実際に風力発電事業を行う事業者、これは民間

の発電事業者、あるいはそこに設置をする洋上

風力発電の機械、まさに風車を製造するメーカ

ー、その技術というのももちろんあるわけです

けれども、それを使ってプロジェクトを進めて

いく現実の技術をできる体制をこちらで構築し
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ていこうということでございます。 

 ですから、今、前田委員が言われたように、

海外との連携というのは、ある意味、今後の市

場化の中では必然になってくると私たちは思っ

ています。発注者、あるいは事業者が海外の資

本である可能性は大いにあると。その時に入っ

てくる技術が、海外の技術であるということも

大いにあり得ると思っています。 

 それを、ただ、海外から来て、よくわからな

い人たちがやっていくということではなくて、

それを日本の中で進めていくためには、日本サ

イドでのパートナーが必ず要ると考えているわ

けでございまして、私たちは長崎県の企業がま

さにそのパートナーになろうということでござ

います。 

 ですから、ここに書いておりますサプライチ

ェーンを組もうという、あるいはそのお客様と

なるのは、もちろん国内の電力事業者、国内の

風力発電メーカーもあるでしょうけれども、海

外からの参入ということも当然あり得るものと

考えておりまして、そういう視点を視野に入れ

て、国際的な条件を、設置・施工の条件、ある

いはプロジェクト推進の条件を満たせるような

技術を長崎が先行してつけていこうということ

によって、市場の獲得能力を高めていこうとい

う考えでございまして、考え方としては、先ほ

どから前田委員からおっしゃっていることと私

たちが考えていることは大きく違ってはいない

と考えております。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第107号議案のうち関係部分については、原

案のとおり可決することにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。 

【山口委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 産業労働部においては、今回、委員会付託議

案がないことから、所管事項についての説明及

び提出資料に関する説明を受けた後、陳情審査、

所管事項についての質問を行います。 

 まず、産業労働部長より、所管事項説明をお

願いいたします。 

【平田産業労働部長】 産業労働部関係の議案以

外の主な所管事項について、ご説明をいたしま

す。 

 本日、ご報告いたしますのは、経済・雇用の

動向について、地場企業の支援について、ロボ

ット・ＩｏＴ関連産業の支援について、地方大

学・地域産業創生交付金について、サービス産

業の振興について、企業誘致の推進について、

大学等発ベンチャー創出支援事業等による投資

先8社の株式売却について、県内定着の促進に

ついてで、内容につきましては記載のとおりで

あります。 

 そのうち、新たな動きなど、要点を絞ってご

紹介をいたしたいと思います。 

 まず、1ページ下の方でございます。 
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 地場企業の支援について。 

 地場企業の支援については、去る8月10日、

本県航空機関連産業の育成を図るため、県内外

の企業や関係団体で構成する「長崎県航空機産

業クラスター協議会」を設立いたしました。 

 本協議会においては、海外バイヤーの招聘及

び展示会出展等を行うほか、企業や大学等と連

携し、高度技術の研究・開発支援などを実施し

てまいります。 

 今後、県内企業の技術力向上などの取組を促

進し、県内にサプライチェーンの創出を図り、

本県航空機関連産業の振興に努めてまいります。 

 続きまして、ロボット・ＩｏＴ関連産業の支

援について。 

 ロボット・ＩｏＴ関連産業の育成を図るため

に設立した「長崎県次世代情報産業クラスター

協議会」の事業として、去る8月7日に先端技術

導入のためのセミナーを開催し、ロボットシス

テム導入等の専門家による講演やＩｏＴ関連シ

ステムなどの展示を行い、先端技術導入の意識

醸成を図りました。 

 また、大手ロボットメーカー等と連携して、

ロボット操作や工場のロボット化、ＩｏＴ化に

向けたコンサルティングに関する技術習得講座

を開催するとともに、10月からは長崎大学と連

携し、ＩｏＴを活用したサービスの創出に必要

な先端技術習得講座を開講することとしており、

引き続き専門人材の育成にも取り組んでまいり

ます。 

 今後、先端技術を提供する企業と活用する企

業との連携促進やロボット・ＩｏＴ関連分野に

おけるシステム開発、実証試験に対する支援を

行うことにより、技術の活用や事業拡大、新た

なサービスの創出等を目指してまいります。 

 続いて3ページの下段をお願いいたします。 

 企業誘致の推進について。 

 去る7月9日、ＦＷＤ富士生命保険株式会社と、

クレインハーバー長崎ビルへの移転・拡大に関

する立地協定を締結いたしました。同社は、来

年1月頃の事業開始を予定されており、将来的

にはＩＴ業務や保険契約業務などの移管も検討

されております。 

 また、9月3日には、トランスコスモス株式会

社が、佐世保市に新たに事業拠点を開設するこ

とを決定されました。 

 今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化に

つながるよう、地元市町や関係機関と連携しな

がら、企業誘致の推進に努めてまいります。 

 続きまして、大学等発ベンチャー創出支援事

業等による投資先8社の株式売却について。 

 平成15年度から19年度に長崎県産業振興財

団が実施した大学等発ベンチャー創出支援事業

等によるベンチャー支援に関し、ベンチャー支

援外部専門家委員会から、平成29年2月に提言

書が提出されました。 

 提言書における株式の売却価格や売却時期に

ついての提言を踏まえ、同年2月定例会の本委

員会において、当該株式の売却を進めていく旨

の報告を行うとともに、財団において支援先と

の株式売却の協議を進めてまいりました。 

 その結果、先月までに、債務超過でない3社

のうち1社については投資額、2社については公

認会計士による算定額を基準に、事業運営に支

障のない範囲で協議した額で売却するとともに、

債務超過の5社については備忘価格で売却し、

大学等発ベンチャー創出事業等により投資した

株式全ての売却が完了いたしました。 

 県としましては、今後とも、創業・起業の促

進が地域経済の活性化にとって重要であること

に鑑み、直接投資以外のさまざまな支援施策等
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を効果的に実施し、財団や市町とも連携しなが

ら、創業・起業支援施策の推進に取り組んでま

いります。 

 続きまして、県内定着の促進についてでござ

います。 

 今春卒業した高校生の県内就職率については、

先月、文部科学省が発表した学校基本調査の速

報値によると、61.6％と、県総合計画における

平成29年度の目標値を1.4ポイント下回る結果

となり、さらにきめ細かな取組が必要であると

考えております。 

 来春卒業予定の高校生については、7月末現

在における求人数は、昨年度を184人上回り、

記録の残る平成11年度以降で過去最高の4,497

人となり、県内企業の採用に向けた活動も広が

っていることから、学校と連携して県内就職促

進に取り組んでまいります。 

 一方、平成29年度の実績が目標を大きく下回

った大学生の県内就職率向上に向けた新たな取

組として、去る6月25日から7月9日までの15日

間、「Work！ながさきキャンペーン」と銘打

ち、各種広報による啓発や、学生と企業の交流

会、保育の仕事合同面談会などを集中的に実施

したところ、合計で延べ350名の学生と194社・

施設の参加がありました。あわせて、「Ｎなび」

登録や「合同企業面談会」などを実施してござ

います。 

 このような取組により、多くの学生に県内企

業の魅力等の情報を提供することができたもの

と考えておりますが、さらに就職活動前の早い

段階から、大学生と企業が接する機会を創出す

るなど、若者の県内就職促進に全力を傾注して

まいります。 

 このほか、オフィス系企業等の3分野を対象

とした、ながさき輝く人材雇用創造プロジェク

ト事業の支援、また、製造業、情報サービス業

等の4分野を対象とした地域創生人材育成事業

の支援により、平成29年度、それぞれ記載のと

おりの雇用を創出いたしております。引き続き、

雇用の創出に取り組んでまいります。 

 その他の事項につきましては記載のとおりで

あります。 

 また、「政策等決定過程の透明性等の確保及

び県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

に基づく提出資料について、説明資料を配付さ

せていただいております。 

 以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山口委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて、説明をお願いいたします。 

【大庭産業政策課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づく産業労働部関係の状況

について説明いたします。 

 お手元にお配りしております「農水経済委員

会提出資料 産業労働部」をご覧ください。 

 まず、1ページでございます。 

 補助金内示一覧表でございます。 

 これは、県が箇所づけを行って実施する個別

事業に関し、市町に対し内示を行った補助金で

あり、間接補助金として、地域拠点商店街支援

事業補助金の計3件を掲載しております。 

 次に、2ページから7ページでございます。 

 これは、知事及び部局長等に対する陳情・要

望のうち、県議会議長あてにも同様の要望が行

われたものに対する県の対応状況を整理したも

のでございます。産業労働部関係の5件につい
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て掲載しております。 

 次に、8ページから9ページでございます。 

 これは、附属機関等の会議結果で、2件とな

っており、その内容については掲載のとおりで

あります。 

 以上で説明を終わります。 

【山口委員長】 以上で説明が終わりました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 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、

ご覧願います。 

 審査対象の陳情番号は、20番、22番、26番、

27番、35番となっております。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

【前田委員】 陳情番号35番の五島市からの要

望ですけれども、この中の提案・要望にある3

番目、再生可能エネルギーの導入・拡大に向け

た海底ケーブル等の基幹送電網の整備に対する

国への働きかけ、今般、こういう形で、もう今

までも何度か上がっていると思うんですが、こ

の要望に対しては、県としては国に政府施策要

望を多分していると思うんですけれども、その

後の進捗とか見通しについてご答弁いただきた

いと思います。 

【山口委員長】 休憩いたします。 

 

― 午前１１時４１分 休憩 ― 

― 午前１１時４１分 再開 ― 
 

【山口委員長】 再開します。 

【井内新産業創造課長】 申しわけございません。

こちらの海底ケーブルの基幹送電網の整備に対

する国への働きかけにつきましては、政府施策

要望の一つとしまして継続して要望をしている

ところでございます。今年度におきましても、

6月の要望時に盛り込んでおります。 

 国におきましても、今後、再生可能エネルギ

ーを導入するに当たって、現在の送電網を、今、

緊急用にとってある分を効率的に活用できない

かというところの検討を進めておられるところ

でございます。 

【前田委員】 五島市から要望が出る以前に、県

としても国に対して、今おっしゃったように政

策要望をしているわけですよね。こういう要望

に至った現状というものが、地元においてどう

いう状況になっているかというのを少し説明い

ただきたいのと、具体的に今、緊急のところを

使えないかという検討をお願いしているという

答弁があったようですけれども、その辺は政府

施策要望でした中で、関係の省庁において、ど

れぐらい反応というか、こちらの県の要望がか

ないそうな状況にあるのか、もう少し詳しく説

明をいただきたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 五島と本土間の海底ケ

ーブル、松島―奈良尾線がございまして、その

容量については今、ほぼ空きがない状況でござ

います。ただ、一方で、海底ケーブルの新設に

は多額の投資が必要になるというところで、国

に対して要望を継続してやっているところでご

ざいます。 

 国におきましても、この点については問題意

識を十分持っておられます。よく日本版コネク

ト＆マージと言われておりますが、そういうも

のの導入に向けて、それの一環として送電網の

有効活用を、国の担当の話によると、今年度か

ら具体に何かできないかというところのお話は

伺っているところです。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 私の地元の五島市から陳情で

上がっておりますけれども、この要望の3項目

ですね。今、これは海洋再生可能エネルギーと
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いうことでありますけれども、特に、3番の再

生可能エネルギーの導入・拡大に向けた海底ケ

ーブル等の基幹送電網というのは、将来的に対

応ができるような状態になっているか、なって

ないか、そこだけまずお答えいただけますか。 

【井内新産業創造課長】 国におきましても、再

生可能エネルギーの発電を全発電における割合

を22％から24％に増やしていこうと、具体的な

目標を掲げているところでございます。 

 一方で、こういう実際のケーブルが、送電網

があいてないという問題があるわけなんですが、

そこのあたりも国の方としては真摯に受け止め

をされております。その中で、先ほども少し申

し上げたんですが、送電網の効率的な活用がで

きないかというところの検討も具体的に進めて

おられます。 

【山田(博)委員】 効率的なことができるか、で

きないか検討していると言っていますけれども、

最終的には検討をいつまでにして、ある程度の

結論が出ないと、現在考えている再生可能エネ

ルギーに対応ができない状態になるわけでしょ

う。そうすると、最終的な結論時期というのは

いつになるのか、それをまずお答えいただけま

すか。 

【井内新産業創造課長】 再生可能エネルギーの

割合を上げていこうという具体的な年度につき

ましては、2050年までに22％から24％に引き上

げるということでエネルギー計画の中に明示を

されております。 

 九州でも、本土との系統をつないで、そうい

う送電網を増やす技術開発ができないかという

ところの九州電力の取組とかも現在進めておら

れます。 

【山田(博)委員】 ですから、これは間に合うの

か、間に合わないのかと聞いているんですね。

今、洋上風力を五島沖でやっていますよね。そ

のスケジュールは決まっているわけでしょう。

その海底ケーブルの基幹送電網というのが、そ

の計画に間に合うのか間に合わないかというの

がポイントなんですね。それをお尋ねしている

んですけれども、いかがですか。 

【井内新産業創造課長】 戸田建設において今進

められている案件につきましては、現在、計画

の中に含まれているというところで、その実現

に当たって支障が直ちにあるというものではご

ざいません。 

【山田(博)委員】 それは大丈夫なんですね、現

時点ではですね。わかりました。 

 そうすると、今現在、五島沖で計画している

再生可能エネルギーの分は、これは新たに海底

ケーブルを新設しないとできないというわけじ

ゃないということですね。わかりました。 

 それで、海域占用期間というのは、今、県当

局としてはどのような状況を認識されているの

か、それをお答えいただけますか。 

【井内新産業創造課長】 こちらの直接的な所管

は土木部になるんですが、現条例におきまして

は、3年許可での更新となっております。 

【山田(博)委員】 それはわかりますけれども、

国の法律等は、所管課としてそれをどこまで把

握しているかというのをお尋ねしたいと思いま

す。 

【井内新産業創造課長】 国の法律におきまして

は、最大30年間の民間事業者による長期占有許

可というものを想定しております。この法律に

ついては、まださきの国会で提出されたんです

が、まだ成立には至っていないという状況でご

ざいます。 

【山田(博)委員】 では、そういった状況までし

か把握してないということですね。わかりまし
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た。 

 それでは、大村市から食品加工センターの大

村市への設置ということですけれども、この現

状はどのようになっているか、それをまずお答

えいただけますか。 

 これは農林部になるんですか。ちょっと勘違

いしておりました。大変失礼しました。 

 では、陳情番号22番の諫早市の新産業団地の

整備事業でありますけれども、この進捗状況と

いうのを説明していただけますか。 

【佐倉企業振興課企画監】 諫早における新産業

整備事業の進捗でございますが、現在、6月の

補正予算で前倒しということで予算を計上、県

の支援として予算を計上しているところでござ

いますが、現状、諫早市の方におかれましては、

設計・施工の起工の段階で、まだ工事等につい

ては未着手という状況で、これから設計・施工

等の設計が始まると伺っております。 

【山田(博)委員】 これは大体予定のスケジュー

ル感で進んでいるということで理解していいの

かどうか、そこだけお答えください。 

【佐倉企業振興課企画監】 現状、想定どおりの

スケジュールで進んでおります。 

【山田(博)委員】 わかりました。 

 それでは、全国離島振興協議会から出ており

ます陳情20番のうちの15です。再生可能エネル

ギーの対策の促進についてということでありま

すけれども、これはちょっと陳情の中身という

のが専門過ぎてわかりにくいので、どういった

ことを言われているのか、簡単に説明していた

だけますか。 

【井内新産業創造課長】 まず、離島振興法17

条の3でございますが、ここにおきましては自

然的特性を活かしたエネルギーを利用すること

が、社会的、経済的環境に応じたエネルギーの

安定的かつ供給の確保等、そういうものを適切

に配慮するものとするという規定がございます。

これに基づき、離島の中でも、本土と系統がつ

ながっていない壱岐であり対馬であり、そうい

う離島において蓄電池、あるいは水素によるエ

ネルギー貯蔵、海底ケーブル等の整備について、

電力の安定供給に資するもの、そういう取組を

実現、強化することというものでございます。 

【山田(博)委員】 そうしたら、これは離島振興

法でこういうふうにうたわれていて、長崎県で

言うと壱岐と対馬の方で、要するに五島と同様

に、簡単に言うと、ケーブルをつないでこうい

うことをしないといけないんだということ、離

島振興法第17条の3というのはそういったこと

を言われているのかどうかお尋ねしたいと思い

ます。簡単に言うと、そういったことかどうか

ということをお尋ねしたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 離島振興法におきまし

ては、系統が接続されていない離島と、そこに

限定はされていないんですけれども、離島にお

けるエネルギーの安定的な供給、確保というも

のに適切な配慮をするものとするという定めが

ございます。 

【山田(博)委員】 では、これは担当課としてい

つ頃把握されたのか、把握されてないのか、そ

れをお答えいただけますか。 

 この状況というのは、私も勉強不足で今わか

ったんですけれども、離島振興法でこういった

ことがうたわれていたというのは、担当課とし

てはこれに関する政府施策要望なりを今までし

たことがあるかないか、そこだけお答えいただ

けますか。 

【井内新産業創造課長】 政府施策要望において

は、海底ケーブル等の整備、あるいは蓄電池等

の整備というところの項目は盛り込んでいると
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ころでございます。従来からしております。 

【山田(博)委員】 いやいや、いいですか、五島

はなっているわけですね。じゃ、壱岐と対馬は

五島みたいにケーブルをつないでないから、簡

単に言うと、壱岐と対馬の方を五島と同じよう

にしてくださいということで国に対して政府施

策要望しているかどうかというのをお尋ねして

いるんです。 

 私は見ていたけれども、そういったことを聞

いてなかったからお尋ねしているんです。そこ

だけお答えください。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午前１１時５４分 休憩 ― 

― 午前１１時５４分 再開 ― 
 

【山口委員長】 再開いたします。 

 午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時

30分から再開いたします。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１１時５５分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

 午前中に引き続き、審査を行います。 

 午前中、陳情書についての審査の途中でした

ので、答弁から始めたいと思います。準備はよ

ろしいですか。 

【井内新産業創造課長】 再生可能エネルギー対

策の促進についてということで要望があってお

りますが、再生可能エネルギーの利用の推進に

ついて適切な配慮をするものとすると、離島振

興法の17条の3に定められているところでござ

います。 

 政府施策要望におきましては、発電、熱利用、

蓄電池や水素の活用をしたエネルギーマネジメ

ントシステム等の技術開発と設備導入を支援す

ること、あるいは再生可能エネルギーの系統接

続量を拡大するため、送電網の整備・強化を図

ることの要望を本年行っているところでござい

ます。 

【山田(博)委員】 午前中、政府施策要望には入

っているということでありましたけれども、先

ほど新産業創造課長が政府施策要望の文面を読

み上げておりましたけれども、私の認識と県当

局の認識は違うんじゃないかと思うんですね。

今回の全国離島振興協議会から上がっておりま

す再生可能エネルギー対策の促進のところは、

長崎県が政府に要望している内容とちょっと意

味合いが違うんじゃないかと思うわけでござい

ますので、再度、内容を調査して、来年度の政

府施策要望にはきちんとこういった趣旨を、今

回、全国離島振興協議会から上がっている再生

可能エネルギーの利用の推進について適切な配

慮をするものという趣旨を踏まえた要望をして

いただきたいと思っております。 

 実際、壱岐や対馬で、太陽光とか、再生可能

エネルギーが実際できないわけですね。それは

なぜできないかという状況というのは十分把握

されていると思いますので、新産業創造課にお

かれましては、来年度の政府施策要望に適切な

対応をしていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いしたいと思います。それにつ

いて何か見解なりがありましたら聞かせていた

だきたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 再生可能エネルギーの

系統接続量拡大については、主に離島を想定は

しているところなんですが、要望の記載につき

ましては検討してまいります。 

【山田(博)委員】 文面を見たら、そういったの

が読み取れる人と読み取れない人もいるでしょ
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うから、読み取れるような表現に、わかりやす

い表現をもって要望をしていただきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

【井内新産業創造課長】 文面については検討し

てまいります。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 この資料の中の9ページを見

ていただきましょうか。9ページに県立高等技

術専門校の中長期計画の方向性というところが

あります。これは大体どういったスケジュール

をもってこういう審議がされているのか、まず、

それをお答えいただけますでしょうか。 

【吉村雇用労働政策課長】 この職業能力開発審

議会の時の議題として「県立高等技術専門校の

中長期計画の方向性について」というのを掲げ

ております。 

 ここで「中長期計画」という表現、これはも

しかしたら、若干適切でないというか、わかり

にくい表現だったかなと反省しているところで

ございますけれども、いわゆる総合計画や産業

振興プランのような冊子での計画の策定を企図

したものではなく、現在、高等技術専門校が抱

える課題ですとか、今後、高等技術専門校のあ

り方を見直していく際のポイントについて意見

をお伺いしたということで、中長期的な高等技

術専門校のあり方についてという意味合いでご

理解いただければと考えているところでござい

ます。 

 内容につきましては、比較的短期に検討して

いくべきもの、それから中期、長期にわたって

検討していくべきものが少し混在した内容とな

ってございます。 

【山田(博)委員】 そうしますと、今の見解なり

答弁でいきますと、この県立高等技術専門校の

中長期計画の方向性というのは、要は今後のあ

り方ということであります。まず、この中身を

質問していく前に、どのようなスケジュール感

の捉え方をされているのか、それをまずお答え

いただけませんでしょうか。そこがはっきりし

ないと中身の話がしにくいものですから、どう

ぞよろしくお願いします。 

【吉村雇用労働政策課長】 この時の審議会の資

料の内容といたしましては、例えば民間教育訓

練機関との役割分担でございますとか、地元企

業の視点に立脚した訓練科の配置、あるいは財

政健全化に向けた運営コストの軽減、こういっ

たものについて記載をしてございます。その他

もろもろございますけれども。 

 この中で、例えば短期課程の見直し、こうい

ったものについては随時行っていく、あるいは

普通課程につきましても数年程度をめどに、そ

の時々のニーズに応じて見直していくというこ

とで考えてございます。 

【山田(博)委員】 要は、わかりやすく言うと、

必要に応じて計画を実行していくと理解してよ

ろしいわけですね。 

 委員長、私は、実は事前にいただきまして、

これは委員の皆さん方にも審議を深めてもらう

上で大切なことですので、実際、今回、この長

崎県職業能力開発審議会で議論された県立高等

技術専門校の中長期計画の方向性の案というの
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が実際あるわけですね。この案を各委員の皆さ

ん方に理事者の方から配付していただいた上で、

これはしっかりと審議をしたいと思っておりま

す。これは大切なところですのでね。中身を見

たらちょっとびっくりするようなことをいろい

ろ書いておりましたので、これは委員長、理事

者は用意はしていると思うんです。これでして

ないというわけはないでしょうから。さすがオ

ーケーしましたから、用意しているでしょうか

らお配りした上でまた質問していきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

【山口委員長】 資料を準備したということであ

りますので、しばらく休憩します。 

 

― 午後 １時３９分 休憩 ― 

― 午後 １時４０分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

【山田(博)委員】 この中の最後のページですが、

まずは項目の7を見ていただきたいと思います。

授業料等のあり方とあるんですね。要は、県の

財政が大変厳しいというのは理解しているわけ

ですが、この中で授業料の有料化というのを議

論しているわけでございます。私としては、今、

県内の普通高校、公立高校は、授業料は無償化

になっているわけでございます。今現在、この

高等技術専門校というのは授業料は無料になっ

ているわけです。県の財政が厳しいからといっ

て、こういった授業料の有料化を進めていこう

という議論がスタートされているわけでござい

ます。 

 この中で、委員の皆さんにご理解いただきた

いのは、各都道府県に現在こういった高等技術

専門校で授業料がどのような捉え方をされてい

るかというのをアンケートをとっていただきた

いということになっているわけですが、その次

の項目に校名変更というのがあるんですね。校

名変更というのは、少しでも慣れ親しんでほし

いとか、また、これからも、この高等技術専門

校の入校生を増やす意味では一定の理解はでき

るわけですが、この授業料についてはどうかと

いうのがあるわけでございます。 

 まず、県当局として、この議論はされたとい

うことでありますけれども、この審議会の中で

は大体2つ大きく意見が分かれているわけです

ね。一つはある程度取ったらいいんじゃないか

ということ、一方では、時代のことを考えれば、

現状の無料化の方でどうかということがあって

いるわけでございます。 

 その議論を深くする前にちょっとお尋ねした

いんですが、先ほど、部長説明で、県内の高校

生の就職率が61.6％だったですね。高等技術専

門校の県内企業に対する就職率というのは何％

あるか、それをまずお答えいただけますか。 

【吉村雇用労働政策課長】 平成30年3月の修了

生の県内就職率は86.2％でございました。 

【山田(博)委員】 いいですか。先ほどの部長説

明では、県内の高校生は61.6％で、高等技術専

門校は86.2％ですね。この数字の違いを担当課

長としてどう思われるか、まずお答えいただけ

ますか。 

【吉村雇用労働政策課長】 県内の高校、あるい

は大学の県内就職率に比べて、非常に高い数字

と認識しておりまして、若者の県内定着に一定

の役割を果たしているものと考えてございます。 

【山田(博)委員】 そうですよね。今、長崎県の

財政は大変厳しいというのは理解しているわけ

ですね。その中で審議会の方々も真っ二つの意

見があるということでありますけれども、私と

しては普通高校でも授業料無償化ということで

国、文部科学省はやっているんだ。その中で、
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今、県民所得が大変厳しい長崎県、その中で授

業料を有料化するのはどうかと思うわけね、こ

れは。ここはしっかりとした審議をして、慎重

にやっていただきたいと思うんですよ。 

 今、この高等技術専門校の入学者、大体定員

に対してどれだけの倍率があるのか、それも含

めてお答えいただきたい。これは簡単に審議会

に上げて、有料化を認めましたからといっても、

そう簡単なものじゃないですよ。これは慎重に

やらないと、さっき言ったように、県内の普通

高校では県内への就職率が60％台の中で、高等

技術専門校の方は約86％ですからね。これは大

変すばらしい成績を残しているわけでございま

す。この状況を今後も維持していく上で、その

一つの要因としては授業料の無料化が大きな要

因を占めているんじゃないかと思うわけでござ

いますから、しっかりとそこは取り組んでいた

だきたいと思うんですが、見解を聞かせていた

だけますか。答弁を含めてお願いします。 

【吉村雇用労働政策課長】 まず、応募状況、入

校状況についてのお尋ねがございました。 

 平成30年4月入校の際の入校定員は、両校合

わせて290名でございましたけれども、これに

対して応募者数が364名の応募率125.5％とい

う数字でございます。入校数につきましては

268名で、入校率92.4％でございます。 

 現在、高等技術専門校の授業料は無料でござ

います。これにつきましては、募集の際にも一

つの大きな売りとしているのはご指摘のとおり

でございまして、この無料であるということが

入校促進につながっているのは間違いがないと

考えてございます。 

【山田(博)委員】 それで、この状態を維持して

いただきたいと私は思うわけですね。 

 確かに、県の財政は厳しいということであり

ますので、一つ提案ですけれども、高等技術専

門校の修了生を、県内企業とか、ぜひここの優

秀な人材がほしいといういろんな企業とか、団

体があるわけですから、ぜひこの高等技術専門

校を財政的に支援をする、普通高校ならサポー

ター制度とか、クラウドファンディングとかあ

りますから、そういったものを活用して、ぜひ

高等技術専門校のバックアップをしていただく

よう方向性を考えていただきたいと思います。 

 ただ単に、財政が厳しいから生徒からお金を

取るんじゃなくて、実際これだけの優秀な人材

が欲しいということで県内の企業とかいて、な

おかつ県内就職が高い高等技術専門校ですから、

このあり方はしっかりと守っていただきたい、

堅持していただきたいと思うんですね。担当課

長としてぜひやっていただきたいと思うんです。

これは課長としては頑張っていると思うんです

よ。頑張ってないわけないですから、間違いな

く。ですから、ここは部長、課長と私のやりと

りを聞いてどう思われるのか。 

 私が政治家を志した思いというのは、自分が

なりたい職業、自分がなりたい夢を達成する社

会づくりを目指して、私は今日まで政治家を志

したわけです。その中の大事なところですから、

ぜひこれは守っていただきたいと思うんです。

産業労働部長も、確かに県職員として夢と希望

を持って県庁に入って、長崎県の発展のために

寄与するということで県職員として、今は押し

も押されぬ産業労働部長となっているわけです

から、ぜひ見解を聞かせていただきたいと思い

ます。 

【平田産業労働部長】 今、議論になっておりま

す件につきましては、まさに委員おっしゃるよ

うなさまざまな課題というものが想定をされる

わけでございます。 
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 一方で、もうご案内のように、本県の財政状

況、それから他県の情勢等を考えますと、私ど

もとしてもやはりこの点について検討を避ける

わけにはいかないというのも同時にあるという

ところでございます。 

 いずれにしましても、さまざまな課題を踏ま

えながら、各関係機関の皆様に幅広くご意見を

伺いながら、授業料のあり方を含めた今後の高

等技術専門校のあり方につきましては慎重に検

討してまいりたいと考えてございます。 

【山田(博)委員】 部長、2年、３年とかじゃな

くて、もう慎重に取り組んでいただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思

います。 

 もう一つ、この中に大変ありがたい、先ほど

私が企業の支援をサポートしたらどうかという

中で、指導体制のあり方の中にも、これは外部

講師を活用するとありますから、それを踏まえ

た上でぜひそういったのも活用していただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いした

いと思います。部長からそういった話がありま

したのでね。 

 この中にもう一つ、壱岐や対馬からの入校生

を増やしてほしいというのがありますけれども、

担当課長、これはどうなんですか。実際そうな

のかどうかというのをお尋ねしたいと思います。 

 もう一つ、長崎県研究事業評価委員会とあり

ますけれども、この中に航空宇宙関連産業の技

術的な取組と県産ブリの付加価値向上という2

つの技術の評価がありますけれども、これに携

わって、協議会なり団体の動きがあるのかない

のか、お尋ねしたいと思います。2つお願いし

ます。 

【吉村雇用労働政策課長】 まず、審議会で壱岐、

対馬について言及がございました。壱岐、対馬

については、福岡が近いということで委員の問

題意識があったものだと考えております。この

資料に書いてございますとおり、壱岐、対馬に

限らず、五島も含め、あるいは本土部も含め、

各高等技術専門校の職員が手分けをして、各高

校を直接回って入校のお願いをしているところ

でございます。 

 ちなみに、今年4月の入校生、全部で両校合

わせて268名おりますけれども、この中で五島、

壱岐、対馬を含めました離島からの入校生は16

名となってございます。 

【井内新産業創造課長】 研究事業評価委員会に

つきましてですが、その中で航空機・宇宙関連

産業の技術の高度化に向けた事業、研究につい

て評価を受けております。 

 この研究につきましては、工業技術センター

と長崎大学、それと県内民間企業も一緒に参画

をして進めていくものでございます。 

 県産ブリの付加価値向上の方につきましても、

水産試験場が中心となりまして、漁協などが参

画をして進めていくものでございます。 

【山田(博)委員】 まず、雇用労働政策課長から

答弁がありましたけれども、壱岐、対馬、五島

で入校生268名のうち16名ということで大変少

ない。これは過去数年、こういった状態にある

んですか。あるからこういった状況が続いてい

るんですかね。 

 逆に、今、離島からは少ないということであ

ったんですけれども、例えば離島の希望者はど

こに行かれているのか、そういったものも分析

されているんですか。もともと離島の子どもた

ちが、中学の卒業生なり高校卒業生でもいいん

ですけれども、ここに行かずに別のところに行

っているのか。もともとそういった専門校に行

く希望者が少ないのか。現状、どのように把握
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しているかというのをお答えいただきたいと思

います。 

 先ほど、新産業創造課長からお話がありまし

たけれども、今の団体という形で研究をされて

いると理解していいんですね。後でまた詳しく

別の機会にお聞きしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

【吉村雇用労働政策課長】 離島の高校を卒業し

た子どもたちが、そのほかにどんなところに行

っているのかというお尋ねでございますが、申

しわけございません、その点についてのデータ

は把握ができておりません。 

【山田(博)委員】 後日、調べてご報告いただけ

ますでしょうか。審議会でこういうふうに言わ

れているんですから、そのバックデータがない

と議論が進まないでしょうから、遅かれ早かれ、

そういったバックデータがあった方がよろしい

んじゃないかと思いますので、よろしくお願い

します。 

 もう一つ校名変更とありますけれども、この

校名変更と先ほどの授業料のあり方もそうです

けれども、先ほど中長期でいつになるかわから

んということでありましたけれども、授業料は

幾ら議論してもいいんです。ずっと先延ばしに

してもらって結構ですけれども、校名変更とい

うのは、ある程度めどを、大体いつごろという

のは決めていらっしゃるのかどうか、そこをお

尋ねしたいと思います。 

【吉村雇用労働政策課長】 校名につきましては、

現時点で変えるという方向性が定まったわけで

はございませんで、変える必要があるのかどう

かも含めてご意見を頂戴しているところでござ

います。したがって、何年度から名称変更とい

うものは、現在、定まったものはございません。 

【山田(博)委員】 わかりました。私ばかり質問

できませんので、一旦終わりたいと思います。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ほかに質問がないようですので、

次に、所管事務一般について、質問はありませ

んか。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 １時５７分 休憩 ― 

― 午後 １時５８分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開いたします。 

 ほかに質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 それでは、先ほど議案外の部

長説明もありましたけれども、長崎県航空機産

業クラスター協議会とありますね。これは大変

有意義な協議会を立ち上げられたなということ

でありましたけれども、この状況の今後のスケ

ジュール感とか、説明をまずいただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

【宮地企業振興課長】 今、委員からお尋ねがご

ざいました長崎県航空機産業クラスター協議会

でございますが、部長がご説明申し上げました

とおり、今年の8月10日に県内外の団体、59機

関の賛同を得ましてクラスター協議会を立ち上

げたところでございます。 

 航空機産業につきましては、世界的に非常に

産業として伸びていると。背景としましては、

旅客需要が年率5％伸びているということで、

世界的にも非常に成長しているということ、国

内におきましても、足元1.8兆円程度の規模が

2030年には3兆円を超えるような規模にしよう

と、国もリードをしているという状況でござい

ます。 

 このような中、私ども先般から申し上げてお

ります造船プラントで培った県内企業様の高い
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技術力、金属加工を中心として高い技術力を有

してございますので、そういう技術を活用して、

本県内に航空機産業のサプライチェーンや集積

を図っていきたいというものでございます。 

【山田(博)委員】 そうしますと、長崎県航空機

産業クラスター協議会の今後の目標ですね、会

員を今後どれだけ増やしていくとか、売上をど

れだけして、雇用をどれだけ増やしていくとか、

そういった企業振興課としては目標を持ってい

らっしゃると思いますので、ないということは

ないでしょうから、それをお答えいただきたい

と思います。 

【宮地企業振興課長】 まず、先ほど申し上げま

した59機関のうち、今時点で県内の41企業にご

参加をいただいてございます。まずはこの41の

企業様の中で、実際にビジネスにつながるよう

な取組を推進したいと思ってございます。そう

いう取組の中で、自然と数については増加して

いくものと思ってございます。 

 目標観でございますが、先ほど申し上げまし

た国の目標が足元、これは2015年の数字でござ

いますけれども、1.8兆円が、2030年には3兆円

と、1.7倍程度増加させたいという国の目標もご

ざいます。 

 私どもとしましては、今後、10年程度でこれ

を超えるぐらいのスピードで成長を図っていき

たいと思っているところでございます。 

【山田(博)委員】 具体的な数字というか、目標

がなかったんですね。わかりました。これをい

ろいろと見たら、これは航空機産業クラスター

協議会というのは平成30年ですが、今の話では

2015年から国はあっていたわけですね。という

と3年前から動いていたわけですね。スタート

が若干遅れたんじゃないかと思いますけれども、

本来であればスタートを一緒にしないといかん

かったわけですね。ここがちょっとですね。つ

くらないよりもつくって、1歩、2歩進んでいる

ということで、これからもぜひ頑張っていただ

きたいと思っております。 

 しかし、国が今から大体10年後には3兆円と、

そういうふうにあるということであれば、県当

局もしっかりとした目標設定をして取り組んで

いただきたいと思っておりますが、要望にかえ

させていただきます。 

 続きまして、ロボットに関する特別教育とい

うことで、先般、この委員会で視察に行った時、

ロボットに関する特別教育は大変勉強になりま

した。今、このロボット教育に関して、県当局

も、長崎県次世代情報産業クラスター協議会と

いうのを立ち上げておりますね。 

 それで、私としては、県内の就職率を高める

上でも、また、県内企業のそういったロボット

産業を振興する上でも、このロボットに関する

特別教育というのを、この協議会と一緒になっ

て、ぜひ県内の高校や専門校と提携して取り組

んでいただきたいと私は思うわけでございます

が、見解を聞かせていただきたいと思っており

ます。 

 というのは、事前に調べてもらいましたら、

今日お聞きしましたら、全国の工業高校ではロ

ボットに対する特別教育は実施してないという

ことです。そうであれば、まず先駆けて我が長

崎県でしっかりと、工業高校なり高等技術専門

校でも取り組んでいただきたいと思っておりま

す。まずは、先駆けてやるというのが今後の企

業誘致にもつながるんじゃないかと思います。

どうですか、企業振興課長。 

 これは企業振興課長とロボット教育というの

は一緒くたですよ。ですから、企業振興課に答

えてほしいと言っているわけじゃないんですけ
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れども、新産業創造課長、どうですか。これは

企業誘致をするのに大きな要素になると思うん

ですよ。長崎県の教育現場では、全国ではまだ

ないロボット教育をやっているんだと、やろう

としているとなれば、企業誘致の要素として、

大きなポイントになるんじゃないかと思うんで

すよ。それを踏まえて新産業創造課長と企業振

興課長に、私の意見に関して見解を聞かせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【井内新産業創造課長】 ロボットの教育につき

ましては、操作実習という形で県内の工業高校

でしている箇所が、長崎工業高校と島原工業高

校において実施をしております。 

 しかしながら、法に基づく特別教育について

は実施をしていないところでございます。こう

いう機会を増やしていく、あるいは特別教育を

学校で実施するかにつきましては、県内の企業

とか、あるいは学校のニーズを踏まえて、所管

する教育庁、あとクラスター協議会とともに検

討していきたいと考えております。 

【宮地企業振興課長】 先ほど、委員からお尋ね

がございましたロボット産業の振興でございま

すが、企業誘致につきましては、まず、長崎の

人材の優秀さが企業誘致推進の原動力になると

思っておりますので、そういう人材が育って、

企業誘致が進んで、また、地場企業も、先ほど

申し上げましたように航空機と同様、金属加工

の技術をお持ちになられてロボット関連のお仕

事もされているところもございますので、そう

いうふうな地場、誘致一体となってロボット分

野においても産業振興が進むように努めてまい

りたいと思っております。 

【山田(博)委員】 新産業創造課長、このロボッ

トに関する特別教育はぜひ取り組んでいただき

たいと思っております。私は最近、委員会の視

察で行って、委員長、副委員長の導きがいいの

か、議会事務局の導きがいいのか、大変視察に

行って大きな成果をいただいているわけですね。

5月に県内企業を視察させていただいた時も、

地元の企業と離島の縫製工場との連携をして、

地元の方は産業労働部の皆さん方に大変感謝し

ているわけでございまして、離島への企業の誘

致は難しい中で、企業に対して請負業務をいた

だいたということで、大変感謝の声が私のとこ

ろに届いているわけでございます。そういった

点でこのロボットに関する特別教育も皆さん方

と一緒になって、視察先で大きな勉強になりま

したので、ぜひこれは次の委員会までにある程

度の報告ができるような経過をいただければと

思いますが、新産業創造課長、先ほど企業振興

課長が言ったように、これが今後の企業誘致に

大きく寄与する点であるという答弁もあったわ

けですから、ぜひそういう点では今後の経過を

ご報告いただきたいと思うんですが、いかがで

しょうか。 

【井内新産業創造課長】 県内企業のニーズであ

りますとか、あるいは各所の意見、声を踏まえ

まして検討してまいります。 

【山田(博)委員】 よろしくお願いします。途中

経過もずっと報告していただけますね。 

 自然エネルギーが各離島でどれだけ活用され

ているか。先ほど離島振興法の規定に基づいて

適切に、再生可能エネルギーが利用できるよう

に適切な配慮をするということでありましたけ

れども、壱岐、対馬、五島、新上五島町で再生

可能エネルギー、つまり自然エネルギーがどの

ような需要をもって利用されているのか、それ

をお答えいただけますか。 

【井内新産業創造課長】 九州電力や市町へのヒ

アリングによりますと、今、委員おっしゃった
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各地域の電力消費量に対する再生可能エネルギ

ーの発電の割合につきましては、壱岐が10％程

度、対馬が7％程度、五島市が36％程度となっ

ております。新上五島町につきましては、町で

需要量の把握ができていなかったために不明で

ございます。 

【山田(博)委員】 それで、今、この離島という

のは自然災害があった場合に、今回、北海道で

大規模な停電があって電力供給のもろさという

のが大きく報道されたわけですが、こういった

離島の場合の電力の供給というのは、今後、災

害があった場合にどのように取り組まれていく

予定があるのか。また、現状としてはどういう

状況の取組をされているのかを、お答えいただ

けますでしょうか。 

【井内新産業創造課長】 今回の北海道の停電が

あったものにつきましては、電力の需要と供給

のバランスが崩れたために、そのことによって

電源が停止して全域停電に至ったものでござい

ます。 

 現状を申し上げますと、再生可能エネルギー

につきましても、送配電網に、全体の中に組み

込まれておりまして、全体としての需給バラン

スで運用をされております。そのために、災害

時において、再生可能エネルギー単独での電力

の供給はできない現状がございます。 

 その中で再生可能エネルギーの活用を図ると

いう観点から、先ほどの政府施策要望にもござ

いましたが、エネルギーマネジメントシステム

の技術開発と設備の導入支援を国に対して求め

ているところでございます。 

【山田(博)委員】 では、現在、壱岐や対馬で、

五島でもそうですが、災害があった場合には自

然エネルギーというのは活用できないという状

況になっているんですか。それは技術的にでき

てないということで理解していいわけですね。 

 今、技術開発中なのか、そこまでお答えいた

だけますか。 

【井内新産業創造課長】 災害対策として、再生

可能エネルギーの活用を図るという取組は、現

在なされておりません。 

【山田(博)委員】 技術的な開発が全くされてな

いのか、今、開発中なのか、もうあるのか、そ

ういったことを含めてお答えいただけますか。

そういったことをお尋ねしているんです。 

【井内新産業創造課長】 県内の企業で蓄電池の

開発を進めておられるところがございます。そ

れは災害対策という観点ではないんですが、一

定自立した、太陽光の電源を蓄電池に蓄えまし

て、それを有効に活用していくという取組が進

められているところがございます。こういうも

のについては、災害時においても一定活用でき

るのではないかと考えております。 

【山田(博)委員】 だから、私が聞いたのは、国

の方で技術的にそれがされているか、されてな

いかというのをお尋ねしているんです。民間で

はそういったものがありますよというのはわか

るんですが、そこだけお答えいただけますか。 

【井内新産業創造課長】 全国の例を申し上げま

すと、福島県の東松山市で実施されております

スマート防災エコタウンというものがございま

す。こちらは小規模範囲での電力供給システム

を、蓄電池を活用して災害時に自立した電源を

確保しようというものでございます。 

【山田(博)委員】 いいですか、新産業創造課長、

私がお尋ねしているのは、今、国の方に再生可

能エネルギー、自然エネルギーが使えるように

技術的な開発をお願いしますと要望しているわ

けでしょう。その要望している状況の中身がど

ういったレベルにあるかというのをお答えいた
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だきたいと言っているわけです。そういうこと

をお尋ねしているんです。 

 では、後でお答えいただけますか。ほかの委

員からも質問があるでしょうから、一旦終わり

たいと思います。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【中村委員】 今回、請願が上がっているんです

けれども、その中身が「改正健康増進法の円滑

な施行を推進するための請願書」なんですよ。

今回のこの請願については、担当は文教厚生委

員会になるんですけれども、ただ、提出された

たばこ耕作組合と販売組合連合会、また、衛生

協同組合とか、こういう方たちから、多岐にわ

たって請願の内容が入っているものですから、

その中で産業労働部に関係あるところがあるも

のですから、それについて質問させていただけ

ればと思っています。 

 今回、この請願にありました中身というのが、

本年の7月25日に改正健康増進法というのが公

布、2020年4月1日から施行されるわけです。こ

の中身は、宿泊等いろいろなサービスがあり、

娯楽業とか医療とか福祉、こういうものがサー

ビス業の中に入ってくるんですけれども、非常

にこの業種の方たちがこの健康増進法の中身に

ついて、原則として禁煙に対応が必要という部

分があるものですから、それについて非常にシ

ビアな現状になっておられまして、その対応に

ついて、国では、要するに喫煙室の設置等にか

かわる費用の助成や税の優遇措置を制度化し、

負担軽減に努めているのでありますけれども、

その事業者の方たちには相当な不安が生じてい

るわけです。平米数によりましては喫煙室をつ

くらなければならない。しかし、つくるために

はそれだけの諸費用がかかってしまう。そうい

うことについて、非常に困っておられます。 

 ただ、しかし、これは産業労働部としては当

然この事業種の方たちとか、その従業員の方た

ちにまで、とりあえず周知をまずしなければこ

れが施行できないわけですね。この周知に関し

て、産業労働部としてどのような体系をとって

これから周知活動をされようと思っているのか、

そこを聞きたいんです。よろしくお願いいたし

ます。 

【吉田経営支援課長】 健康増進法の改正に伴う

事業者の負担への対応についてのお尋ねでござ

います。 

 委員からご紹介がありましたとおり、国にお

きましては受動喫煙防止対策助成金ということ

で、上限が100万円の助成金でございますけれ

ども、助成制度を設けており、平成30年度は33

億円の計上をされているところでございます。 

 さらに、受動喫煙対策にかかる設備を取得し

た場合には、特別償却等の税の優遇措置、特別

償却30％または税額控除7％の選択ということ

で優遇措置も設けておりますので、これらの制

度につきまして、商工団体等の協力を得ながら、

各団体のホームページや、団体が主催する会議

等を通じまして周知を図っていきたいと考えて

おります。 

【中村委員】 今言われたのは、担当課としての

周知に対する当然の行動だと思うんですけれど

も、ただ、私が心配しているのは、先ほど言っ

たサービス業、この中には先ほど言いましたよ

うに宿泊業、娯楽業、医療・福祉、いろんな業

種が入っていますよね。この業種の方たちは、

営業時間がばらばらなんですよね。結局、昼間

もやっているところもあれば、夜だけのところ

もあるし、また24時間続けてやっているところ

もあるしということで、確かに事業主の方たち

にはある程度の理解はできると思うんですよ、



平成３０年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２５日） 

- 39 - 

周知すればですね。ところが、中身については、

やっぱり従業員の方たちにもある程度把握をし

てもらわなくては、その成果に到達することは

到底できないですよね。 

 そういう意味で、そういうばらばらな事業者

の方たちがたくさんいる中で、どうすればしっ

かり周知ができると考えていますか。 

【吉田経営支援課長】 商工団体への周知としま

して、商工会議所や商工会の会員事業所への周

知というものに加えまして、中小企業団体中央

会とも連携して、業界団体等を通じた会員事業

所への周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 特に、料飲業関係の組合につきましては、前

回の請願におきましても請願人となられており

ますので、そういった事業所の組合を通じまし

て徹底を図ってまいりたいと考えております。 

【中村委員】 ありがとうございました。ただ、

今言った部分で、本当にそれが徹底した周知が

できるのかというのは非常に心配しています。

最終的に、今回の健康増進法にのっとった中で、

平米数含め、いろんな意味で最終的に完全にこ

の喫煙室を整備できるのかというのは非常に心

配なところですよね。やっぱり分煙というのは

しなければならないものだし、完全化しなけれ

ばならないものだと思うんです。 

 以前私もたばこを吸っていました。今はやめ

て10年以上になります。ただ、やっぱり食事中

とか、隣にたばこの煙が入ってきたりすれば、

食事の味も変わってきますし、そういうところ

も、皆さんたちもわかると思うので、ぜひ周知

をしていただきたい。 

 もう一つですけれども、今、これは国の補助

金でやっていますよね。ところが、先ほど私が

言ったように、この県内には、小規模の店舗も

たくさんあるわけでして、そういう業者が、先

ほど言ったようにおいしい料理を食べてもらう

ために分煙化をしたいとお願いをされたり、い

ろんな意味で今後いろんな問題が生じてきてお

願いが出てくると思うんですよ。だから、私は

そういうお願いに対して、県として何らかの形

で対応していただきたいと思うものですから、

国と別に、できれば県としての支援策を独自に

検討することはできないのかということを考え

ているんですけれども、その辺についてどうで

すか。 

【吉田経営支援課長】 先ほど説明しましたとお

り、現時点では、まずは国が規制に対応する助

成制度というものを構えておりますし、あと適

用につきまして、飲食店につきましては資本金

5,000万円未満かつ客席面積100平方メートル

以下の場合は、別に法律で定める日までの間、

経過措置を設けるということで、標識を掲げる

ことで適用除外というふうにもされております

ので、そういったことも含めまして、先ほど申

し上げました業界団体等を通じて周知徹底を図

り、もし事業者からの声がありました場合には、

関係する福祉保健部等にも伝えてまいりたいと

考えております。 

【中村委員】 喫煙者と非喫煙者、この方たちが

同時に同じ場所にいて、いろんなことができる

ような環境にするのが義務だと私は思っていま

すので、そういうところについて、ぜひ担当課

として率先して今回の広報については入ってい

ただきたい。 

 ただ、産業労働部に関係ないんですけれども、

この喫煙については県庁でも以前から問題があ

っていまして、現在も一緒だと思うんです。一

般質問で私も言いましたけれども、要するに喫

煙する職員はたくさんいらっしゃいますよね。
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現在、こっちの行政棟と議会棟には、喫煙室が

屋上と1階にしかありませんよね。これは今で

も非常にストレスのたまる対象になっていると

思うんですよ。それと就労時間にも影響すると

思うんです。これは管財課の問題だと思うんだ

けれども。 

 ただ、私が一つ疑問に思ったのは、警察の庁

舎には全階に喫煙室があるんですよ。こっちの

行政棟と議会棟には喫煙室がないんですよ。な

ぜかなと、何の権力があって県警のところには

全階あるのかなと思ったんですけれども、ただ

つくりの問題だそうでして、ビルのつくりが、

真ん中が煙突の代わりになっていまして、それ

で県警の方には全部の階に喫煙室があるんです。

ただ、それがわかっているのであれば、なぜこ

っちもそうつくらなかったのかなと私は思った

んですよね。 

 一般質問でも、私は、知事室の横に日本一の

喫煙室をつくりなさいと言った立場ですからね。

やっばり喫煙をされる方にとっては1時間に一

遍ぐらい喫煙をしなければ、ストレスがずっと

たまっていくわけですよ。だから、それを私は

何とか解決したい。 

 だから、今回の健康増進法に対しても、例え

ば、これまでは公共施設の中には喫煙室をつく

ることはできませんでしたよね。ところが、今

回、この改正によって何らかの形で分煙の形を

すればできるんじゃないかと私は思ったものだ

から、今質問させてもらっているんです。 

 そういうところで、ぜひ管財課、そして福祉

保健部、関係部署の方たちとも相談をしながら、

この行政棟と議会棟については、何らかの形で

解決もしなければならない問題じゃないかと、

将来的には思っているんですけれども、ぜひそ

ういうところを含めながら、今回、新たに改正

されましたので、そこら辺をにらんでいって、

先ほど言いましたように、喫煙者と非喫煙者の

方たちがともに共生できるような環境をつくっ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いしておきます。 

【吉田経営支援課長】 前回の請願におきまして

も、急速に、一方的に喫煙者の権利が損なわれ

るということはよろしくないという趣旨での請

願だったと思います。今回もこの趣旨を踏まえ

まして、健康増進法が適正に施行されて、喫煙

者、非喫煙者が共生できるような環境づくりに

産業労働部としてできることを行っていきたい

と考えております。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【前田委員】 部長の所管事項説明の中で、サー

ビス産業の振興について、今回、報告があって

おります。平成25年から27年の県民所得の向上

に向けて、知事が、サービス産業についてもこ

れからしっかり取り組んでいきたいということ

でしたが、その時の実績が目標に多分達してな

かったという認識をしているんです。そこの数

値をもう一遍述べていただきたいのと、その上

で、この任期中に、こういった推進協議会とい

うものを今回立ち上げておりますけれども、目

論見的にはこういったものの協議会で話したよ

うな内容で、施策、事業を展開していって、今

般、目標値を達成できるのかどうか、その進捗

状況についてお尋ねをしたいと思います。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時２９分 休憩 ― 

― 午後 ２時２９分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

【前田委員】 時間がかかる間、別の質問をさせ

ていただきます。 
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 産業人材の育成戦略ということで、コンソー

シアムをつくって取り組んでいることは理解し

ているんですが、なかなか産業人材の育成のそ

れぞれの業種ごとの課題、現状と課題認識、そ

れから、それに向けて取り組んでいる戦略や事

業というものが、総括的に議会において報告さ

れたという記憶が私はありませんので、この進

捗状況について、そして、その上でワーキング

とかを進めていく中での課題と認識について、

事前に少しお話しておりましたので、ご答弁を

いただきたいと思います。 

【小林若者定着課長】 ただいま、委員よりご質

問のございました「長崎県産業人材育成産学官

コンソーシアム」についてでございます。その

コンソーシアムの下に業種ごとのワーキンググ

ループが4つぶら下がっております。具体的に

は、機械・金属系製造業の人材育成推進ワーキ

ンググループ、オフィス系企業、宿泊業、情報

サービス業、こちらの4種類になっております。 

 まず、業種ごとの課題ということでございま

したので、機械・金属系製造業に関しましては、

工業会ですとか、産業団体等もございますので、

ある程度人材育成についての取組等、ほかの業

種に比べると進んでいるところはございます。

ただ、まだまだ進んでいない小さな企業等もご

ざいますので、こちらについては頼める講師リ

スト、例えば研修についてのノウハウがないよ

うな業界、会社もございますので、そういった

ところ、簡単に頼めるような外部講師のリスト

の作成だとか、そういったところを進めており

ます。 

 オフィス系企業については、企業が求めるス

キルの習得機会が不足していると。オフィス系

企業ですと、例えばコールセンター等コミュニ

ケーションが多うございますので、こちらの企

業が求めるレベルのコミュニケーションスキル、

そういったものが必要ということがございまし

たので、そういったスキルの習得機会の充実等

に向けた議論を進めております。 

 また、宿泊業につきましては、どちらかとい

うと人材育成の前の段階の人材確保が困難だと

いう話を受けておりますので、何とかして企業

の処遇改善等も含めてできることがないかとい

う議論を進めているところでございます。 

 情報サービス業もオフィス系企業と似ている

ところではございますけれども、企業が求める

スキルというのが、ほかの業種に比べて高うご

ざいますので、そこのスキルの習得に向けた研

修の充実だとか、そういった議論が進められて

いるところでございます。 

【前田委員】 種々、分野ごとの課題の認識や取

組というものが、今、若者定着課長から答弁が

あったわけですけれども、実際、私の周囲の民

間事業者にお話をいろいろ聞いても、今言った

ようなことが本当に長崎の中小企業に事業とし

て活用されているのかというのは、ほとんど聞

こえてこないんですよ。 

 そういうことを踏まえた上で、戦略の各項目

の取組状況を報告して進捗を管理するというこ

とが推進の方針の中にうたわれていますけれど

も、その辺の進捗管理はしっかりできているん

ですか。できているとするならば、少しそうい

った資料を提出していただきたいと思っており

ますけれども、いかがですか。 

【小林若者定着課長】 産業別のワーキンググル

ープ、今年度6月から8月にかけて全て実施をし

てございます。その中でスケジュール等を含め

て業界団体、各ワーキンググループに参加され

ている企業も含めてスケジュール感というのは

共有させていただいております。 
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 さらに、またワーキンググループ、2回目の

ものが年度末に向けて開催されるところでござ

いますので、そういったところでもしっかりと

事業の進捗管理をしながらやっていきたいと考

えております。 

【前田委員】 第1回のコンソーシアムを私も傍

聴させていただいた記憶があるんですが、第1

回はもう2年ほど前の話じゃないですか。そこ

からワーキングを分けて、全体でこうなったと

いう紹介があって、それぞれの方がワーキング

に分かれてやっていて、この事業は今いま始ま

ったことじゃないですよね。そうだとするなら

ば、進捗の状況というのが当然あるはずなんで

すけれども、今の話を聞くと、今からやるとい

う理解をすればいいんですか。 

【小林若者定着課長】 毎回、毎回、ワーキング

グループをやるごとに、会議結果等はホームペ

ージ等に掲載はしております。まとめたものと

いうのがどこまで出せるかを含めて、こちらで

検討させていただきます。 

【前田委員】 いずれにしても、私たち議会とか、

委員会の方でも把握したいので、そこは後日、

提出をお願いしたいと思います。 

 まだもうちょっと時間がかかりますか。大丈

夫ですか。 

【大庭産業政策課長】 サービス産業全体の純生

産、県民所得の伸びでございますが、今年の4

月に政策企画課の方から県議会議員各位にお配

りした資料の中でも記載しております。平成22

年の1兆3,615億円から1兆3,905億円、これは平

成27年でございますが、290億円の増加がなさ

れております。 

 平成28年の数字につきましては、現在、集計

中でございます。 

【前田委員】 いきなり大きな話で恐縮なんです

が、本県がサービス産業についても切り込んで

いくんだよといった当初の立ち上げから、結果

として今290億円という額が出てきましたけれ

ども、本県が施策を打ち込んだことによる成果

というのは、どういう評価をされておりますか。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時３７分 休憩 ― 

― 午後 ２時３７分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

【前田委員】 答弁を待つ間、時間がありません

ので、太陽光発電について質問したいと思いま

す。 

 買い取り価格が段階的に下がっていく中で、

一定県内の太陽光発電の立ち上げというのも一

区切りついているのかなと思っているんですけ

れども、その中で私は懸念して、過去において

少し個人的に質問したことは、他県においては

太陽光発電の発電量の全部を電力会社が引き受

けてないというか、接続されてないという事態

が発生しているということを聞きまして、本県

においてもそのような、まず太陽光発電での容

量が幾らなのかという話と、具体的には九電に

なると思うんですが、九電による接続の希望が

県内から幾ら上がっていて、それが幾ら接続し

ているかということについて、改めて正式な場

で確認をさせていただきたいと思います。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時３８分 休憩 ― 

― 午後 ２時３９分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

【平田産業労働部長】 お尋ねのうちの1点です。

サービス産業の生産額が伸びたことについて、

これが県の施策を打ち込んだ成果と思うかどう
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かということですけれども、サービス産業全体

としましては、もちろん観光等々による観光産

業関連の増加ということもありますので、それ

は県全体の施策としての観光振興策による効果

というものはもちろんあるかとは思うんですけ

れども、産業労働部としてやっております先ほ

どからのサービス産業生産性向上推進協議会、

こういう取組が全体としての伸びにどれほど貢

献したかという意味で申し上げますと、それは

個々の企業の生産性の増加にはつながっている

かとは思いますけれども、マスとしての、全体

としての増加にどれほど大きな貢献があったと

いう分析を明確に主張することは難しいだろう

と思っております。 

【前田委員】 当初、中村知事が、サービス産業

についても県民所得向上という切り口の中で施

策を打ち立てていきますという話をされた時に、

当然目標値を立てたと思うんですね。それに対

する平成27年度末、正確に言えばそれが2年遅

れで平成29年度の数値という形で出てくるん

でしょう。しかし、その施策を打つ限りは、そ

の効果というものが全体として引き上げたとい

うことよりも、その施策を打ったことによって

何がどう変わったかということをあらわしてい

かないと、なかなか施策の継続性を含めて検証

することが非常に難しいと思っているんです。 

 では、聞き方を変えて、今、部長の方から生

産性向上計画の策定の支援という言葉が出てき

ましたけれども、これは生産性向上計画が策定

できている企業というのは、今幾つぐらいある

んですか。 

【吉田経営支援課長】 生産性向上計画という言

葉でございますけれども、現在、サービス産業

の振興につきましては、例えばネット通販の支

援、あるいは宿泊業の生産性向上の支援という

ような形で複数分野において進めている事業と、

サービス産業全体の生産性向上の取組を進めて

いくという形での取組を行っております。 

 生産性向上につきまして、宿泊業につきまし

ては、最初の意識啓発セミナーから計画策定セ

ミナー等を通じまして、実際に生産性向上計画

をそれぞれの事業者が策定をして、その中で有

望なものにつきましては県が補助金を出しまし

て、その実践を支援していくという形で行って

いるところでございます。今年度の宿泊業につ

きましては、今現在、まさにそういう計画を一

緒になってつくっていこうという状況にござい

まして、ここ何年か続けている事業ですけれど

も、それ以外でも生産性向上の計画をつくって

実践していくという形を今後考えていく必要が

あるのではないかと思っているところでござい

ます。 

【前田委員】 難しい分野なので、そこに挑戦さ

れるということ自体、評価はしていいと思うん

ですが、先ほど答弁があったような何兆円単位

での生産額で290億円上がったとかという話で、

それを成果とすることはなかなかぴんとこない

ので、やっぱり今のような説明もありましたけ

れども、もう少しサービス産業の振興について

ということで、それぞれの事業によってどんな

成果、どんな効果、もしくは何年後にどういう

ＫＰＩを立てるかというのを明確に示していか

ないとなかなか難しいと思っています。 

 もうちょっと例えて聞きますけれども、全体

という話が出ていましたが、物流コストを下げ

るということに対しては、このサービス産業振

興、所得を向上していく中では一番大きな課題

だと思っていますが、物流コストを下げていく

ということについては、どんな取組をやられて

いるんですか。 
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【吉田経営支援課長】 物流コストの削減をテー

マとした取組につきまして、生産性向上の中で

個々の事業者が計画をつくって実践するという

ことはあろうかと思いますけれども、物流費を

下げるということをテーマとした事業という組

み立ては行っていないところでございます。 

【前田委員】 物流コストを下げるということに

ついてどう取り組むかというのは、過去に私が

一般質問の中でして、しっかりと取り組んでい

くといった答弁が出ていたと思いますが、とい

うことは県自体としては物流コストを下げると

いうことについては、行政としての取組はなさ

ってないという理解をしていいですか。 

【吉田経営支援課長】 現在、私どもの経営支援

課の事業の中で物流費の軽減ということではご

ざいませんけれども、県庁内におきまして、そ

れぞれの必要に応じた事業がなされているもの

と認識をしております。 

【山口委員長】 あと残りの答弁はできますか。 

【吉田経営支援課長】 例えば、農産物の加工流

通ということでは農産加工流通課とか、水産物

の加工流通につきましては水産加工流通課とい

う形で所管している中で対応されているのでは

ないかと考えております。 

【井内新産業創造課長】 九州電力のデータにな

ります。太陽光の接続状況でございますが、九

州全体、離島を除く地域におきまして803万キ

ロワットが接続済みでございます。地域別の内

訳については、不明でございます。 

【前田委員】 今の答弁は、九州管内で803万キ

ロワットの接続ということですが、私が質問し

たのは、長崎県内でどれだけあって、その全て

が接続されているか否かという質問をしたわけ

ですけれども、そちらの方は数字は出ないんで

すか。 

【井内新産業創造課長】 県別のデータはござい

ません。ただ、壱岐などで出力制御が本年度に

入ってもあったということは承知しております。 

【前田委員】 多分県内での接続希望の数字とい

うのは出ているんじゃないですか。その接続希

望が出ていれば、それがどれだけつながったか

というのは、多分九州電力に確認すればわかる

という認識を私はしているんですけれども、今、

壱岐の話が一部出ましたけれども、県内全体と

しての接続というものが十分できているかとい

うことについては、どう言えばいいのかな、も

ちろん太陽光の設備投資をした人に関わる話な

のでお尋ねしているんですが、その辺をもう少

しきちっと精査すべきではないですか。 

【井内新産業創造課長】 申しわけございません。

数字としては九州全体の数字しかないところで

ございます。 

【前田委員】 ですから、他県においてはそうい

う状況の中で、設備投資した方の中で、当てが

外れたと言ったらおかしいですけれども、電力

会社とのやりとりの中で非常に困っていらっし

ゃるような現状もあるように聞いていますので、

本県としても、そのような状況があるのか、な

いのか確認し、あるようであれば、これは個々

の人たちが交渉するというよりも、県が窓口と

なってしっかり、再生可能エネルギーを推進し

ようという立場で行政は取り組んできたわけで

すから、そこまで含めて確認をし、その中でそ

ういう事態が発生しているとするならば、積極

的に県が間に入って、電力会社側と調整すべき

ことだと私は思っているので質問しているんで

すが、今承知してないことは理解しますけれど

も、今後、そのような調査であったり、その中

での事態が現状思わしくないような状況がある

んだったら、そこは積極的に行政が間に入って
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ほしいということで質疑をしているんですが、

そういう考えがあるのかどうかをご答弁いただ

きたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 現在、私どもの方で再

生可能エネルギーの導入を進めているものは、

海洋再生エネルギーでありますとか、風力を含

めての推進に、それの産業化に向けた取組を進

めているところでございます。太陽光につきま

しては、九州は全国的にも普及が進んでいると

いう状況ではあるんですが、今、委員おっしゃ

るようなことが県としてどこまでできるのかと

いうところも含めて検討してまいりたいと考え

ております。 

【山口委員長】 もう一つ、一番最初の質問に対

して答弁があってないんですけれども、準備で

きましたか。 

【吉田経営支援課長】 先ほど、宿泊におきまし

ての生産性向上の計画策定ということで申し上

げましたけれども、平成28年度に10社、平成29

年度に9社が生産性向上の計画を策定し、その

実践を進めているところでございます。今年度

については、まだ支援先、計画の策定中でござ

いまして、10社程度に対して計画策定のコンサ

ルタントによる支援を今現在行っているところ

でございます。 

【山口委員長】 前田委員、もう一回最初の質問

をしてもらっていいですか、内容がわかってい

ないようですから。最初の質問に対する答弁が

返ってきてないでしょう。それで保留になった

でしょう。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時５２分 休憩 ― 

― 午後 ２時５２分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

 時間の関係でしばらく休憩をしたいと思いま

す。 

 15時10分まで休憩します。 

 

― 午後 ２時５３分 休憩 ― 

― 午後 ３時１０分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

 所管事務一般について、ほかに質問はありま

せんか。 

【山本(啓)委員】 2問質問をいたします。 

 1つ目は、午前中にも補正予算の中で審議が

なされましたが、新産業の取組について少し確

認だけをさせていただきたいと思います。 

 午前中の審査においては、予算でございまし

たので、その内容、海洋再生可能エネルギーに

ついての取組について、部長から、また所管の

担当者から、一定ロードマップ的なものやスキ

ームの中身のご説明がありました。 

 私は、6月の一般質問においては、この造船

業やプラントに並ぶ新たな長崎県の製造業の牽

引として新産業というものを知事は掲げている

と。この取組については、しっかりと全庁的な、

または長崎県下の製造業も巻き込んだロードマ

ップの策定が必要ではなかろうかという提案を

させていただき、答弁は、今年中にそのまとめ

をしたいという答弁でありました。その中の一

つが今日の海洋についての取組であると理解を

しているところです。 

 しかしながら、この海洋再生可能エネルギー

の取組についての説明があったということは、

これ一つはカテゴリーとして今確立していると

いうことであろうかと思いますので、このほか

にざっと新産業と言っていたあの中身は、ほか

に何がセパレートして分けられているのか、ご

説明いただきたいと思います。 



平成３０年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２５日） 

- 46 - 

【井内新産業創造課長】 県としましては、新た

な産業分野としまして、今委員がおっしゃった

海洋産業をはじめとしまして、そのほかにロボ

ット・ＩоＴでありますとか、あと航空機産業

関係を考えております。 

【山本(啓)委員】 ロボット・ＩоＴ、そして航

空機産業と、この航空機産業には今の時点では

宇宙航空は含まれていないということを事前に

伺っておりますが、これらの取組、ロードマッ

プをつくっていく上で、その可能性を、エアロ

スペースのことは入っているんですか、いや、

今のところ入っていません、今のところ入って

いないという話は、ロードマップという先々何

十年、何年先のものをつくっていく上で、今の

時点では入っていないけれども、これからそう

いった部分の可能性を否定するものではないと、

そういったジャンルの今の飛躍的な進み方から

すると、そういったものを限定的に取り組むわ

けではないというふうに願いたいんですが、一

つひとつについて、多方面にわたる視野を狭め

ることなくロードマップの作成に当たっている

のかどうか、確認したいと思います。 

【宮地企業振興課長】 今、委員お尋ねがござい

ました航空機の関係でございますけれども、今

時点では宇宙というものはクラスターの中では

議題には上ってございません。 

 その理由としましては、先ほど山田(博)委員

の方にもご説明を申し上げましたけれども、民

間航空機の世界で、この何年かで非常に大きな

需要がくるということと、国の方針、国内で航

空機産業を根づかせたいという国の方針もござ

いまして、まず企業様方と、先ほど山本(啓)委

員がおっしゃいましたけれども、県下の製造業

を巻き込んだということで、私どもも実際にビ

ジネスにならないと、なかなかこういうクラス

ターとしての具体的な取組は進まないんだろう

ということを思ってございまして、まずは目の

前の仕事を取るというところに注力をしたいと

思ってございます。 

 一方で、宇宙という話も、当然、我々も聞い

ておりますけれども、なかなか今時点で、私ど

もの県内企業がそこでビジネスを大きくしてい

くというのはちょっと難しいということで、順

番としましては、民間航空機の世界でまず10年、

ここで国全体の伸び以上の伸びを県内で起こし

ていきたいと今思っているところでございます。 

【山本(啓)委員】 理解します。先ほど海洋エネ

ルギーの際は860台の受注、そして2.4兆円だっ

たですか、数字が明確に打ち出されました。そ

のような形で、今後、年内中にＡＩやＩоＴ、

そして航空機関連産業においても、そういう数

字がしっかりと示されて、ロードマップが出て

くるのかというところの確認が一つ。 

 今、企業振興課長からご説明をいただいた、

私はエアロスペースのことを例に挙げただけで、

それに拘った話ではないんですが、しかしなが

ら、どの産業においても航空機関連産業にはよ

くエアロスペースがついていますので、恐らく

受注先というか、そういったところが同じよう

な形の会社が固まっているんだろうなとぼやっ

と理解していたものですから、そこまで制限す

る必要があるのかなと。しかし、今は明確な数

字を示して、ひとまずそういった目標を立てて

やっていきたいと。それぞれのものにそういう

数字が入ったロードマップが、6月に聞いて年

内という回答をもらっていますので、いつです

かということは聞きませんが、そういったもの

が入ったものになるのかどうか、お尋ねしたい

と思います。 

【貞方産業労働部次長】 企業振興課と新産業創
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造課にまたがりますので、私からご答弁申し上

げます。 

 まず、年内にできるかどうかということです

が、これはもちろん、そういうふうな答弁を本

会議の場でいたしておりますので、当然そこに

出せるように、今、鋭意詰めているところでご

ざいます。 

 それぞれの分野に、海洋であれ、ＩоＴ・ロ

ボットであれ、航空機であれ、それぞれ民間の

協議会を組成いただいて、県と民間と、場合に

よっては学も一緒になって、今、鋭意進めてい

るところでございますので、必ずそこでお示し

を、年内にお示しをしたいということを考えて

おります。 

 それから、ＫＰＩ等についてでございますが、

例えば海洋であれば5年後、10年後の売上高、

そこから派生する産業連関表等で積算した雇用

人員、そういったところもＫＰＩに盛り込めな

いか検討しているところでありますので、ロボ

ット・ＩоＴや航空機関連についても、そうい

ったところのＫＰＩが出せないかということを

現在検討しているところでございます。 

【山本(啓)委員】 ＫＰＩの中に先ほどの受注高

とか、数字も含めたものであると理解をします。 

 最後に、これは県庁とそれぞれの産業の協議

会のみで、県内のそういう産業の協議会と県庁

のみでこれらを思案しているわけではないです

よね。もう少し、例えば視野の広い立場に置か

れている専門的な方とか、世界的なそういった

情勢にお詳しい方とか、そういった方もしっか

りと巻き込んだ位置づけで検討されているか、

そこを最後に押さえさせてください。 

【貞方産業労働部次長】 県内のリソース、経営

資源とか、研究者にも一定限界もある部分もあ

りますので、そういった足らざる部分について

は、県外も含めた、いろんな大学の先生であっ

たり、業界でいろいろと指導的な立場をとられ

ている方についても適宜ご参画をいただきなが

ら詰めているところでございます。 

【山本(啓)委員】 ぜひ具体的な内容が示された

ロードマップの作成を希望したいと思います。 

 次に、一般質問でも他の議員の方からござい

ました、本日は陳情の中にもございましたシル

バー人材センターの取組について、少しお尋ね

をし、確認をさせていただきたいと思います。 

 これは今回、法律の改正によって、県の裁量

権が幾分広くなって多くなったと。それで、ぜ

ひ会員に近い県が、今後はその地域ごとにしっ

かりと状況を見ながら、適した内容で運用して

いくところに県が少し入っていくのかなという

ふうに理解をしたところなんですけれども、ち

ょっと一般質問とかぶると思いますので、具体

的な説明は了解、共有しているということを前

提で質問させていただきます。 

 これらの県の裁量権が増えるということを前

提と考えるならば、やはり本県の場合は陸続き

ばかりではございませんし、離島・半島が多い

非常に特異な地形でございます。それぞれの市

町において、会員の取組やシルバー人材センタ

ーの取組というのは少し差があるのかな、また

は、依存度とか、また民間の方々への影響とか

も差があるのかなと普通に考えれば思うわけで

すけれども、まず、県として、それぞれ21市町

における会員の数、または、1年間の例えば1回

以上の就業率とか、そういったものを21市町ご

とに把握されているかどうか、確認をさせてく

ださい。 

【吉村雇用労働政策課長】 現在、シルバー人材

センターは全部で19ございます。小値賀町には

シルバー人材センターがございませんので、21
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市町全部が把握できているわけではございませ

ん。それと長与町、時津町が合同でシルバー人

材センターをつくっているという形もございま

すが、基本的にシルバー人材センターごとの会

員数、あるいは活動状況というのは把握をして

いるところでございます。 

 会員数が平成29年度末、今年の3月末現在で

5,897名、県下でございます。この方たちの実際

のセンターとしての就業状況でございますけれ

ども、平均したところで一人当たり年間88.5日

ぐらい業務に当たっておられるということでご

ざいます。各拠点シルバーごとのデータも把握

はしてございます。 

【山本(啓)委員】 語尾がよく聞こえなかったん

ですけれども、本県においては19のセンターが

あると。小値賀町にはありませんと。長与町と

時津町が一つでやっておりますと。平成29年の

会員数が5,897名で、県下全域の一人当たりの平

均就業率が88.5日という説明をいただいたと思

うんですが、19センターごとのこれらの数字に

ついては、県としては把握してないという答弁

だったのでしょうか。 

【吉村雇用労働政策課長】 把握はしています。 

【山本(啓)委員】 19センターのそれぞれの内容

についても把握をしておりますと、その集計が

先ほどのものだということだったんですね。了

解しました。できましたら、また別の時で結構

ですので、その数字を一覧表か何かでいただけ

れば、可能であればお願いしたいと思います。 

 それらは、今後、県の裁量権が増え、これら

のシルバー人材センターの運営についてさまざ

まな部分で改善していくところがあれば改善し

ていくと。活用を促進するところは活用してい

くと。引き続き、県庁各課及び地方機関に対し

て活用を周知しているということで、この説明

資料にも、陳情・要望に対する対応要旨につい

てもございます。 

 その中で、今19センターのそういった状況を

見て、県として、この仕組み、システム、それ

ぞれの19全体、同じような結果はなかろうと思

いますので、まず県としてどのように分析され

ているのか。前提として、私は、やはり冒頭申

し上げたように、それぞれに依存度の違いや格

差や事情や都合があろうかと思っているもので

すからお尋ねしておりますので、分析、評価を

いただきたいと思います。 

【吉村雇用労働政策課長】 委員ご指摘のとおり、

各拠点シルバーごとに状況というのはさまざま

でございます。 

 各市町の高齢者の人口の何％がシルバー人材

センターに加入しているかというデータは、現

在、手元に市町ごとにはございませんけれども、

例えば長崎市においては正会員数936名に対し

て、佐世保市では1,016名ということで、長崎市

の方が人口規模は大きいのに会員数が若干少な

いといったような状況がございます。 

 あるいは、先ほど申し上げた一人当たりの年

間就業日数、これについてもエリアごとに見ま

すと、50日を下回っているところから110日を

上回っているところまで、さまざまでございま

す。 

 これについては、例えば産業構造が違って、

1次産業が盛んなところ、1次産業の比率が大き

いところは、60歳を超えても、高齢になっても

現役で自分のところで働ける方が多いとか、そ

ういう産業構造ごとの違いもございましょうし、

実態ベースとして各拠点シルバーの取組の状況

ですとか、あるいは地域におけるシルバー人材

センターへの発注のニーズ、このあたりも違う

部分があろうかと考えてございます。 
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【山本(啓)委員】 例えば、今お示しいただきま

した長崎市においては936名、佐世保市におい

ては1,016名とおっしゃったんですか。1,016名

ですね。 

 この場合、不勉強で申しわけないですが、ど

ういう流れになっているかわからないんですけ

れども、936名の会員で受けた仕事、断ってい

る仕事があるのか。要は、こなせているのかど

うか。そういった意味の分析というのはされて

いるんですか。要は、仕事はあるけれども、会

員の数が少なくて少しままならない状況がある

ところもあるとか、いやいや、仕事が少なくて

会員の方が多いところがあるんだと、そこまで

少し踏み込んでご回答いただけますか。 

【吉村雇用労働政策課長】 申しわけありません。

今この場で、各地域ごとにどうなのかというこ

とについては持ち合わせがございませんけれど

も、全体的な話として、従来ですと、例えば庭

木の剪定ですとか、草刈りだとか、そういった

仕事ニーズがそこそこあったわけですけれども、

今度、高齢者の方もだんだん態様が変わってき

て、事務系で就業されていて定年された方なん

かが増えてきていて、従来やってきたような庭

木の剪定とか、草刈りだとか、そういったもの

を希望される方が少なくなっていると。結果的

にお断りするケースもあるといったようなこと

はお聞きしております。 

【山本(啓)委員】 ぜひ会員に近い部分で県がこ

れから見ていく上においては、それぞれの地域

のそういった事情をしっかりと分析、把握され

ながら、どこもが一律のものでなくてもいいの

かなと私は思っていますし、法律の定める中で

あれば、それぞれの地域ごとのシルバー人材セ

ンターのあり方というのがあるのかなとも思い

ますので、ぜひそういった部分で、地域におい

てそういった方々が活躍できる場をしっかりと

確保されることを希望して終わりたいと思いま

す。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ３時２９分 休憩 ― 

― 午後 ３時２９分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

 ほかに質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 手短に終えたいと思います。 

 高等技術専門校の件でお尋ねしたいんですが、

最近、外国の方が専門学校の方に留学をしたり

しているんですけれども、高等技術専門校とい

うのは、定員が、受験は多いんですけれども、

最終的に入学する人が少ないということです。

これは基本的に、これから労働人口不足という

ことで、外国人の留学生というのを高等技術専

門校としては受け入れが可能なのか。今後、そ

れを含めてやられていくのか、見解を聞かせて

いただきたい。また、方向性を、どういう考え

があるのか聞かせていただきたいと思います。 

【吉村雇用労働政策課長】 まず、高等技術専門

校への外国人の受け入れでございますけれども、

これは当然適正な在留資格を持っているという

ことが前提にはなりますけれども、受け入れは

可能でございます。ただ、現在までのところ、

佐世保、長崎両校に実績を聞いているんですけ

れども、今のところ受け入れの実績はこれまで

ないということで聞いております。 

【山田(博)委員】 受け入れはないけれども、今

後、可能性としてはどのようにしていくか。や

っていくのか、やっていかないのか、そこを聞

かせていただきたいと思います。 

【吉村雇用労働政策課長】 就業人口、生産年齢
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人口が減って、人手不足がどんどん進行してい

くという中で、県内の各企業は人採りに相当な

苦労をなさっております。そういった中で、高

等技術専門校で学びたいという訓練候補生とい

いますか、そういった方たちと高等技術専門校

を修了した外国人の修了生を活用したいという

企業のニーズがマッチをしてまいりますれば、

当然高等技術専門校で取り組んでいくと。 

 ただ、やはり基本的には日本人ばかりでござ

いますので、言葉の問題等々が出てくるかもし

れませんけれども、そういったものが出てきた

際には、校とも協議しながら受け入れていきた

いと考えてございます。 

【山田(博)委員】 するかしないのか、はっきり

わからないですね。もうちょっと明確に、要は、

今の時点では、やはり委員会だから、どこから

どういうふうに質問するかというのは勉強して

おかないといかんわけですから、担当課長とし

て、現時点ではお答えしにくいのであれば、次

の委員会までに明確な方針なりを、関係機関と

協議した上で回答していただきたいと思います

が、いかがですか。今、難しいのであれば、そ

ういった形で回答なりをいただければと思うわ

けですが、いかがですか。 

【吉村雇用労働政策課長】 少なくとも現在の時

点において積極的に外国人向けに高等技術専門

校に入りませんかといったようなＰＲ等々を行

っていないのは事実でございます。 

 先ほど申し上げたように、地元企業、あるい

は外国人のニーズというものが前提になってく

ると考えておりますので、企業さんたちの話も

聞いてご報告をしたいと考えます。 

【山田(博)委員】 来年の募集要項とか、スケジ

ュール感からすると、いつまでにある程度方針

を決めないといけないというのがあるでしょう。

そうすると、次の委員会までに報告ができて、

それでするとなったら、来年の4月に間に合う

のかどうかということがありますから、そこを

含めて、そこだけお答えいただけますか。来年

の入校に向けてした場合に、11月の委員会での

答えで間に合うのか、間に合わないのか、募集

要項もあるでしょうから、そこをお答えいただ

けますか。間に合わないのであれば、次の年、

再来年にするかですね、そこをお答えいただけ

ますか。 

【吉村雇用労働政策課長】 高等技術専門校の募

集要項については、例年5月ぐらいから配布を

しております。 

 要項の中身については、当然その直前の4月

ぐらいに最終的なものが固まってまいりますの

で、11月の委員会で間に合うか、間に合わない

かということでいけば、スケジュール的には間

に合うと考えております。 

 ただ、中身によりけり、外国人を受け入れる

ために、例えば特別な手当てが必要といったよ

うな状況になれば、ちょっと厳しい場面も出て

くると思いますけれども、内容的なことだけで

ございますれば、間に合うと考えております。 

【山田(博)委員】 ぜひそういうふうにお願いで

きればと思うわけでございます。 

 続きまして、新産業創造課長にお尋ねしたい

んですが、先ほど他の委員の議論を聞いていた

ら、企業振興課長も答弁しておりましたけれど

も、要は航空機関連産業の協議をつくるか、つ

くらないといって、今はお話をお聞きしたら、

航空機産業の方にクラスター事業を今つくって

いるわけですね。航空機産業の方にやっている

わけですね。 

 今、この研究事業評価では、航空・宇宙関連

産業にまたいっているわけでしょう。先ほどの
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やりとりをお聞きしましたら、航空機産業の方

を一生懸命やるという話だったですね。 

 航空・宇宙の方は、まだ先がどれだけなるか

というのはわからないという見解がありました。

しかし、新産業創造課長、この政策等決定過程

の透明性等に関する提出資料の中の8ページで

は、航空・宇宙関連産業の市場獲得に向けた加

工技術をやりなさいとなっているわけでしょう。

今、県当局もそれに力を入れると言っているわ

けでしょう。 

 そうすると、私は何を言いたいかというと、

この技術開発を今やっているわけでしょう。も

う一歩も二歩も踏み込んでいるわけでしょう。

そうしますと、航空機産業を頑張るのはわかる

んです。しかし、加工技術も今、一歩も二歩も

踏み込んでやって、高い評価を受けているので

あれば、航空・宇宙産業の方もやはり一歩も二

歩も、協議会をつくったりすべきじゃないかな

と、普通は思うわけでございます。 

 確かに企業振興課長がおっしゃるように、こ

の航空機産業は最近ある程度見通しが立ってい

るからやるべきだということは十分わかるんで

す。しかし、技術的なことはもう民間企業でど

んどん進んでいるわけですから、そうすると、

ある程度の航空・宇宙産業の方もしっかり取り

組むべきじゃないかと私は思うわけでございま

すので、次の委員会までに、宿題としてここは

一歩も二歩もやるべきじゃないかと私は思うわ

けでございます。 

 いずれにしても、産業労働部長、私はこの産

業労働部というのは、特に先を一歩も二歩も見

据えたことをやらないといけないということで、

大変担当課長なり職員は相当勉強しないといけ

ないと思うんですね、部長もそうですけれども。

いろんな民間企業とやりとりをしながら、ぜひ

これからもしっかり取り組んでいただきたいと

思っております。 

 この航空機産業クラスター協議会というのは、

他の県は進んでいるんですね。担当課長として

はやることがたくさんあって、なかなか追いつ

けなかったんでしょうけれども、とにかく少な

い人員でこれからも積極的に協議会を立ち上げ、

県内企業の産業を引っ張っていただきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 大体産業労働部には政策監と次長が2人でし

ょう。助さん、格さん、弥七みたな人がいっぱ

いいるわけですから、ぜひこれからも、どなた

が助さん格さんかわかりませんけれども、貞方

次長あたりがおれが格さんとか助さんとか思っ

ているかもしれませんけれども、しっかり部長

を支えて頑張っていただきたいと思っておりま

す。 

 本当につくづく思うのは、産業労働部として

は相当少ない人員で長崎県の産業の育成をしっ

かりやらないといけないところでございますの

で、基本的に頑張っていただきたいと思ってお

ります。答弁は要りませんので、宿題を、11月

の委員会である程度方向性をいただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。終

わります。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【前田委員】 さっき聞き漏らしておったので、

最後に一つだけ確認させてください。 

 委員会資料で、部長が、文書になっている説

明を省略された大学等発ベンチャー創出支援事

業等による投資先8社の株式売却について、も

う少し詳しい説明を求めたいんですが、この流

れは委員会の方でも了承していたので、これは

これで結構なことなんですけれども、この4ペ
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ージの最後にあるように、株式全ての売却が完

了したということで、ちょっと記憶が定かじゃ

ないのは、当時、産業振興財団として幾らまず

出資をして、最終的に備忘価格も含めて売却し

たということで、これは要は損失を出したとい

うことでしょうから、売却が幾らになって、ど

れほどの損失が出たのかを、まず答弁していた

だきたいと思います。 

【井内新産業創造課長】 投資先８社についてで

ございますが、8社合計の投資額としましては、

2億1,300万円になります。これに対して、今回

完了した売却額につきましては、2,031万4,600

円になります。その差が1億9,268万5,400円と

なります。 

【前田委員】 損益が出たということは今答弁い

ただきましたけれども、売却先はどこですか。 

【井内新産業創造課長】 主にこの投資先8社に

買い取っていただきました。財団の株を買い取

っていただいたところでございます。 

【前田委員】 以前からこの件に関しては多分経

過説明もあっていたと思うんですが、買い取り

という形で進めるということを議会で説明して

いましたか。当時は、民間のどこか別のところ

に売却するという方針じゃなかったですか。違

いましたか。 

【井内新産業創造課長】 平成29年2月に外部委

員会の提言書が出されました。その提言書の内

容としましては、投資先企業に買い取っていた

だくという前提でございます。 

【前田委員】 すみません。そうしたら、それは

私の勘違いだと思うんですが、その上でお尋ね

したいんですけれども、ページが改まったとこ

ろには、県としましても、今後ともということ

で力を入れてやりたいということでるる述べら

れております。 

 じゃ、今回、売却が完了したということの中

で、県がやらなきゃいけない作業として私が思

うことは、立ち上げの時に出資したこと、これ

は全国的にもこのベンチャー創出支援というの

は取り組まれていますので、このこと自体は、

もちろんベンチャー支援の中では当然だったと

思うんですけれども、そのベンチャーの事業と

して成功しなかった要因の分析というのは、当

然それぞれの当事者の中の問題だという認識を

しつつも、その要因分析をすること、もしくは

立ち上がった以降の県として、産業振興財団と

しての支援のありようがどうだったのかという

ことをしっかり検証を行わないと、次に活かせ

ないという認識を持っています。 

 なおかつ、全国の状況を確認したいんですが、

国がこういう施策を打ち出す中で、多分全国ど

の大学もこのベンチャー企業の立ち上げ、ベン

チャーの立ち上げというのはやってきたと思う

んですが、本県におけるこういった、ある意味

挫折したような形ですけれども、他県でこれが

黒字化したとか、本県同様の形になったとか、

他県のそういったものの分析というのはきちん

とされているんですか。 

【井内新産業創造課長】 この事業がこういう結

果に至ったというところの分析としましては、

当時、財団のインキュベーションマネージャー

が一人で支援をしていたというところに限界が

あったとか、あと県と財団との情報共有が不十

分であった。そのことによる連携が欠けていた

ところがあるということが検証というか、反省

点としてあるところでございます。 

 全国の大学発ベンチャーの支援、他県の状況

につきましては、すみません、詳しくは把握し

ておりません。 

【前田委員】 最後に1点、他県の状況も私は確
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認しておくべきだと思っていて、それは2つの

意味があって、一つは大学自体の取組というか、

当事者たちの取組がどれほど本県で展開したの

と違っていたのかという分析が必要だと思いま

すし、当然これは他県の自治体も支援している

わけですから、今おっしゃった一人の人材の話、

それが大きいとしていますが、それだけではな

くて、県として、もっと言えばこれは市も関わ

ってくる話だと思うんですが、もっと違った支

援の仕方があれば、まだよかったんじゃないの

かということも考えられますので、そこは終わ

ったことということじゃなくて、しっかりとフ

ィードバックしながら検証していって、今後に

活かしていくべきだと思いますけれども、その

あたりはいかがでしょうか。 

 併せて、今、答弁の中では出てきませんでし

たけれども、こういうものを展開していく場合、

やはり金融機関の知恵というか、助言というか、

そういうものなり、もしくは金融機関による経

営計画の関わり方、そういったマネジメントが

しっかりできてなかったことが非常に問題だと、

私はそういう思いがいたしているわけですけれ

ども、そういった新たな展開とか、他方でのサ

ポートも含めたところで、一度これはそれだけ

の損失を出していることが、ある意味いい教訓

として活かされるためにも、もうちょっとしっ

かりした事業施策の構築を今すべきだと思いま

すが、その点について、何か見解等考えが、来

期に向けてあればご答弁いただきたいと思いま

す。 

【井内新産業創造課長】 他県の状況につきまし

ては、今後を見据えた上でしっかり検証してま

いりたいと考えております。 

 それから、金融機関等の知恵も取り込むべき

というところなんですが、さきの補正予算でご

承認いただきましたスタートアップ拠点の中で

も、金融機関のノウハウ、資金面も含めてです

が、そういうものも取り込んでいければと考え

ているところでございます。 

【前田委員】 まさに、今後展開するスタートア

ップの事業ですけれども、委員会視察が終わっ

た後に、ちょっと福岡の方の同種の施設等を見

学させていただき、話も聞かせていただきまし

たが、そういう取組に比べたら、本県の今の出

島会館の中でやろうとしていることは、まだま

だ足りないというか、非常に不足しているもの

があると思いますので、先行事例もありますか

ら、そういったこと、もしくは今回のことも検

証しながら、よりよい形でニーズに応えてほし

いということを最後に要望しておきたいと思い

ます。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【久野委員】 私の方から資料の提出ができれば

ということでお願いをしたいと思います。 

 一つは、企業というのは中小企業あって初め

て大企業というふうにいつも私は思っているん

です。中でも工事の発注とか、物品の発注、こ

れは県内の中小企業の皆さん方を最優先にされ

ていると私も思っているところであります。 

 そこで、県の発注額がどれくらいあるのか。

そのうち、県内の中小企業の契約額はどれくら

いなのか。 

 もう一つは、物品についても全体額のうち、

いわゆる中小企業の契約額はどれくらいなのか。

そのあたりの資料があれば提出を、後でも結構

ですけれども、お願いしたいと思います。 

 それから、もう一点は、本県が実施している

中小企業向けの融資制度があります。それぞれ

の制度がどれくらい活用されているのか。申し

込み件数がどれくらいなのか、いわゆる融資額



平成３０年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２５日） 

- 54 - 

はどれくらいなのか、そういうところの数字が

わかれば、後で結構ですけれども、ぜひひとつ

資料の提供をお願いしたいと思います。できま

すか。 

【大庭産業政策課長】 県内企業の発注額の件で

すけれども、県の工事請負金額につきましては、

平成29年度の全体金額が828億5,300万円ござ

います。このうち、県内企業との契約金額が679

億500万円で、全体の82％となっております。

このうち、中小企業がどのくらいかということ

につきましては、後ほど資料を提供させていた

だきたいと思います。 

【吉田経営支援課長】 融資についてのお尋ねで

ございますけれども、県の制度資金ということ

で融資実績について、後日資料でまとめて提出

したいと思います。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ほかに質問がないようですので、

産業労働部関係の審査結果について整理したい

と思います。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ３時５１分 休憩 ― 

― 午後 ３時５１分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

 以上をもちまして、産業労働部関係の審査を

終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は8時50

分集合で、午前9時に県庁を出発して、長崎市

内で現地調査を実施後、午後1時30分から委員

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 ３時５２分 散会 ― 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 日 目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年９月２６日 

自  午後 １時３１分 

至  午後 ４時４３分 

於  委 員 会 室 ４ 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山口 経正 君 

副委員長(副会長) 髙橋 勝幸 君 

委    員 中島 廣義 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   前田 哲也 君 

 〃   山本 啓介 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

 吉村 正寿 君 

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

水 産 部 長 坂本 清一 君 

水 産 部 次 長 西  貴史 君  

水 産 部 次 長 髙屋 雅生 君 

水 産 部 参 事 監 中村  隆 君 

漁 政 課 長 黒﨑  勇 君 

漁 業 振 興 課 長 中村 勝行 君 

漁業振興課企画監 森川  晃 君 

漁 業 取 締 室 長 松本 啓一 君 

水 産 経 営 課 長 川口 和宏 君 

水産加工流通課長 岩田 敏彦 君 

漁 港 漁 場 課 長 中田  稔 君 

漁港漁場課企画監 平野 慶二 君 

総合水産試験場長 長嶋 寛治 君 

 

６、審査の経過次のとおり 

 

― 午後 １時３１分 開議 ― 
 

【山口委員長】 皆さん、こんにちは。 

 午前中の調査はお疲れさまでした。 

 皆様のご協力のおかげで現地調査がスムーズ

に終わりましたので、感謝申し上げます。 

 それでは、委員会及び分科会を再開します。 

 なお、吉村(正)委員から欠席する旨の届が出

されておりますので、ご了承をお願いいたしま

す。 

 これより、水産部関係の審査を行います。 

【山口分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題とします。 

 水産部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。 

【坂本水産部長】 水産部関係の議案についてご

説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第107号議案「平成30年度長崎県一般会計補正

予算（第2号）」のうち関係部分であります。 

 歳入予算は、国庫支出金1,040万円の増、合計

で1,040万円の増、歳出予算は、水産業費1,500

万円の増、公共土木施設災害復旧費2,300万円の

増、合計で3,800万円の増となっております。 

 歳入予算の内容についてご説明いたします。 

 国庫支出金につきましては、本年6月から7月

の集中豪雨及び台風7号による災害によりまし

て被害を受けた漁港施設の早期復旧を図るため、
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災害復旧費国庫負担金1,040万円の増を計上い

たしております。 

 歳出予算の内容についてご説明いたします。 

 水産業費についてでございますが、新規就業

者の確保・育成を図るため、就業前研修に関す

る研修生の生活費や指導経費等への支援を実施

する経費といたしまして、浜の魅力発信漁業就

業促進総合支援事業費1,500万円の増を計上い

たしております。 

 公共土木施設災害復旧費についてでございま

すが、本年6月から7月の集中豪雨及び台風7号

による災害により被害を受けた漁港施設の早期

復旧を図るため、漁港災害復旧費2,300万円の増

を計上いたしております。 

 次に、債務負担行為につきましてご説明いた

します。 

 水産生産基盤整備費につきましては、尾崎漁

港における沖防波堤への浮体製作工事に要する

経費について、平成31年度までの4億2,000万円

の債務負担行為を設定しようとするものであり

ます。 

 次に、漁業近代化資金利子補給費は、平成30

年度中に総額28億円の範囲内で承認を予定し

ております融資額について、7億円を増額し、

平成31年度以降の利子補給に要する経費を措

置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

を終わります。 

 よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

【山口分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【山田(博)委員】 午前中は、どうもお疲れさま

でした。 

 今回、水産部関係の予算で聞きたいんですけ

れども、水産業費で、これは新規就業者の確保・

育成を図るため、就業前研修に関する研修生の

生活費や指導経費等の支援を実施する経費とし

て上がっております。こういったのは漁業協同

組合を通じた形でやられるのかどうか、まず、

確認をさせていただきたいと思います。 

【川口水産経営課長】 この研修の仕組みにつき

ましては、県が2分の1、市町村が2分の1支出し

ておりますので、市の方を通して研修費を支給

するという形になっております。 

【山田(博)委員】 そうすると、漁業協同組合と

の関係はどうなるのか、それをお答えいただけ

ますか。 

【川口水産経営課長】 研修生を受け入れるに当

たって、各市町で担い手協議会というものをつ

くっております。それは基本的に市が事務局に

なっておりますが、その担い手協議会の中に漁

業協同組合の専務や、参事に入っていただき、

それと指導者となる漁業者、地域のリーダーで

ある漁業士、県の普及センターの所長等が入っ

て、受け入れるかどうかを協議した上で研修生

に支援をする仕組みとなっております。 

【山田(博)委員】 そうしますと、いいですか、

私が平成29年の9月定例会、農水経済委員会に

おきまして、有明漁協の機能が全然進んでいな

いんじゃないかと。要するに総会も開かれない

ような状態の中で大変な状況になっているとい

うことで、これは去年の9月28日に状況をある

程度説明していただきました。 

 その時は、常例検査が適切に、十分な対応が

できてなかったということで漁協の総会を開け

ず、常例検査が実施されているのは大変遺憾な

ことということで、私は随時報告してください

という話をしていたんですよ。ところが、今に

なって、マスコミでは有明漁協が機能不全だと
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いうことで大変な状況になっているんです。 

 私は、今回の予算でこういった新規の漁業者

がある場合は、この有明漁協のような場合はど

うなるのかと。昨日から私の地元の漁業者も、

新聞等で有明漁協のことが報道されて、同じ漁

業者として大変だと、こんなことがなぜ起きた

のかと、信じられないと、自分たちも子や孫に

漁業をさせたいのに、県のこういった事業があ

るにもかかわらず、その新規就業とか何もでき

ないんじゃないかと、私の地元の漁業者でも大

変心配する声が上がっているわけです。 

 今回、有明漁協とかは、こういった新規漁業

者の育成を図る場合はどうなるのかというのを

お答えいただきたいと思っているんです。 

 今、職員も退職、役員も全部退職、こんな状

態ではこういった事業を使えないんじゃないか

と思っているんですよ。それをお答えいただけ

ますか。今回の場合どういうふうになってしま

うのか、この有明漁協の場合はですよ。今述べ

たように、組合の方と一緒にやっていかないと

できないということでありましたから、その場

合に有明漁協の中でそういった声が上がった時、

どういう対応ができるのか、どういうふうなこ

とをしていこうとしているのか、それをお答え

いただきたいと思っております。 

【川口水産経営課長】 このたびの有明漁協のこ

のような事態は、私の所管外ではありますが認

識をしております。今、委員がご指摘のように、

このような事態に陥った時に、新規就業者の受

け入れはどうなるのかという部分につきまして

は、これまでこういう事例は、はっきり言って

ございませんでした。 

 仕組みとしては、先ほども申し上げたように、

市が担い手の受け入れの事務局となって、中心

に回っている事業でございますので、新規就業

者の生活支援とか、技術習得には支障が出ない

ように、市を中心に漁協も当然かんではくるん

ですが、実際にその漁業のための技術指導とい

うのは、漁業者が直接船の上で実施しておりま

す。そういう漁業者の選定を含め、地元にはリ

ーダー格の漁業者もいらっしゃいますので、新

規就業者がこういう事態に陥ってもスムーズに

研修が受けられるように進めていきたいと考え

ております。 

【山田(博)委員】 じゃ、お尋ねしますけど、今

回、有明漁協の中で、こういった新規就業をし

たいという声が上がっているか上がっていない

か、それを調査されているかされてないか、そ

こをお答えいただけますか。 

【川口水産経営課長】 現時点で有明漁協から新

規に就業者の研修を受けたいという要望はござ

いません。 

【山田(博)委員】 実際、こういった状態であれ

ば、受けたくてもどこに相談していいのかわか

らない状況だと思うんですよ。 

 委員長、私は去年の9月にこの話をして、あ

る程度経過を報告してくださいと言っていたん

ですね。 

 委員長も副委員長もご覧のとおり、新聞やテ

レビで、テレビはどうか知らんけど、新聞で報

道されているわけですね。しかし、今回の部長

説明にこれがあるかというとなかったんです。

これはとんでもないことよ。今、水産経営課長

がおっしゃったように、前例がないことであっ

て、水産県長崎でこんなことをしたんだから。

本来であれば、ちゃんとした、特別に集中審査

を開いて、別の機会を設けてこの件は議論しな

いといかんと思うんです、委員長。議案外で話

をしてもいいと私は思うんですが、かつて去年

の9月からずっとこの経過の報告がなかったん
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です。話していたんです。それは間違いなかっ

たですね、県当局としては。去年の9月の議会

で私が話をした時に、こういったことがないよ

うに、状況を、経過を報告してくださいという

話をしておりましたけれども、そういった質問

はありましたね。そういうふうに経過報告をす

るということになっていたか、なってなかった

か、そこだけお答えください。 

【西水産部次長】 平成29年の9月定例会の委員

会の質疑の中で、今、山田(博)委員がおっしゃ

ったようなやりとりがあったということは議事

録で確認をしております。 

【山田(博)委員】 委員長、それでね、これは議

案外の方になってくるので、これは委員長、副

委員長、前代未聞なんだよ、これ。だから、私

としては、委員会が始まる前に、委員長、副委

員長に話をしたかったわけですが、今回、水産

業の新規就業者の件に関しても、今から漁業を

やりたいという人に対して、有明漁協は機能不

全になっているからできないわけだ、極端に言

えばね。そういった中で、一人でも多くの県民

の皆さんが漁業をしたい、お父さん、お母さん、

おじいちゃん、おばあちゃんとやりたいという

ことをしっかりとやっていかないといけないわ

けですから、その点では、これは委員長、副委

員長におかれましては、別の機会なりに、この

有明漁協の、これは県の漁業の検査のあり方と

して大きな問題なんですよ、今までなかったこ

とですから。現在は県漁連の方でやられている

そうですので、これは、また後で、私も時間が

ありましたら議案外で質問させていただきたい

と思うんですが、基本的にこれはしっかりとし

た審議をすべきだと思いますが、いかがでしょ

うか。後で委員の皆さんに諮っていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

【山口分科会長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 １時４４分 休憩 ― 

― 午後 １時５０分 再開 ― 

 

【山口分科会長】 分科会を再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第107号議案のうち関係部分につきましては、

原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 １時５１分 休憩 ― 

― 午後 ２時１０分 再開 ― 

 

【山口委員長】 それでは、再開します。 

 次に、委員会による審査を行います。 

 水産部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明及び提

出資料に関する説明を受けた後、陳情審査、所

管事項についての質問を行います。 

 その前に、先ほどの有明漁協の件について、
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経過をしたためた資料があるということであり

ますので、最初にお配りいたします。 

〔資料配付〕 

【山口委員長】 まず、水産部長より、所管事項

説明をお願いいたします。 

【坂本水産部長】 水産部関係の議案外の報告事

項について、ご説明いたします。 

 「和解及び損害賠償の額の決定について」で

ございます。 

 公用車での交通事故により、国土交通省が管

理するガードパイプに損傷を与えた事案につき

まして、専決処分させていただいたものでござ

います。 

 当案件は、平成30年7月5日、総合水産試験場

職員が、西九州自動車道佐世保インターチェン

ジの出口において、ガードパイプに衝突し損傷

を与えたもので、44万7,120円を賠償金とした

ものでございます。 

 それから、先ほど委員長よりお話のあった、

有明漁協の問題につきまして、1点ご報告させ

ていただきます。 

 この問題は、個人情報保護及び有明漁協の利

益に配慮しつつ、事実関係と県の対応につきま

して、その差し支えない範囲内でご報告させて

いただくものでございます。お配りしている資

料に基づきまして、黒﨑漁政課長より、報告さ

せていただきます。 

【黒﨑漁政課長】 それでは、先ほどお手元に配

付させていただいた資料に基づきまして、私か

らご報告をさせていただきます。 

 ここに直接明記はいたしておりませんが、有

明漁協の外郭を参考までに申し上げます。28年

度末のデータでございますけれども、組合員数

144名、うち正組合員135名、准組合員が9名で

ございます。出資金が9,400万円、販売取扱高が

約1億3,300万円の漁協でございます。 

 有明漁協の主な事業はノリでございます。ま

た、若干イイダコを漁獲されていると伺ってお

ります。 

 長崎県では、ノリ養殖がトータルで13経営体

ございますが、その過半をこの有明漁協が生産

をしていると聞いております。付加的な情報で

ございました。 

 ペーパーの方に戻ります。平成29年度から問

題が起こっており、8月31日に通常総会を開催

し、不明朗な会計処理が原因で、平成28年度の

決算報告は否決となっております。 

 これを受けまして、同年8月から9月、直ちに

県は常例検査を実施し、通常総会の早期開催を

指導させていただきました。 

 結果的には12月21日にようやく通常総会の

開催にこぎつけ、平成28年度の決算報告と平成

29年度の事業計画を賛成多数で承認を取られ

ということでございます。 

 続いて、平成30年度に入りまして、通常どお

りの検査、あるいは面談等を通じて、通常総会

の開催が危ぶまれているのではないかというこ

とを認識し、直ちに指導を開始いたしておりま

す。 

 平成29年度の決算が非常に難渋していると

いう漁協の要請を受け、同年6月4日から7日に

かけて、集中的に決算関係の書類等を確認する

ということについて、県漁連と連携をとり実施

しております。 

 しかしながら、同漁協は6月23日の理事会で、

6月中の通常総会、これは定款で自ら定めてお

られるものですから6月中という話になるんで

すけれども、6月中の通常総会の開催を断念さ

れました。 

 そうこうするうちに、その間も使途不明金の
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解明について指導をずっと続けておったさなか

ではありましたけれども、同年8月27日に有明

漁協の組合員の皆さんや、グループから全役員

の改選請求、水協法では改選と言っております

けれども、いわゆるリコールでございます。そ

の請求が漁協に到着をしました。 

 同年9月14日に臨時総会を開催することで進

んでおりましたけれども、それを待たず、前日

の13日までに役員全員が漁協に辞表を提出さ

れました。 

 予定どおり14日に改選請求にかかる臨時総

会は開催されましたが、既に役員全員から辞表

が出されていたため、改選する対象がいないと

いうことになり、改選請求は成り立たなくなっ

ております。その場で、すぐさま協議会に切り

替えて、今後の改選手続について組合員の皆さ

んに説明がなされたと聞いております。 

 新聞報道にもございましたけれども、同年9

月20日には、残っておりました漁協の職員2名

もあわせて退職をされるということになり、新

聞報道のとおり、今、機能不全に陥っている状

況が続いているということでございます。 

 事実関係は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

【坂本水産部長】 以上、有明漁協の経緯につい

てのご説明でございます。 

 補足しますが、有明漁協の組合員の方々が

日々の漁業活動に支障がないよう、市または漁

連と連携しながら、漁協機能ができる限り維持

できるよう、県としても取り組んでまいる所存

でございます。 

 引き続きまして、議案外の主な所管事項につ

いてご説明いたします。 

 農水経済委員会関係説明資料をお開きくださ

い。 

 松浦市沿岸における今期の赤潮の動向等につ

いてでございます。 

 昨年8月、松浦市沿岸では赤潮が広範囲に発

生し、養殖魚に大きな影響を及ぼしました。 

 県では、今後の赤潮被害の軽減対策に資する

ため、本年4月に赤潮対策ガイドラインを策定

し、県内全漁協と市町に配付いたしました。 

 また、6月以降、観測地点数を増やすなど、

地元と共同して、高頻度で漁場観測を実施した

ところです。 

 今期の赤潮は、6月初旬に福島南東海域で初

見されて以来、観測結果の迅速な周知や餌止め、

赤潮防除剤の散布の指導など、赤潮の拡大防止

に努めてまいりました。 

 その後、台風7号の接近などにより、一時期

は広範囲に赤潮が拡大いたしましたが、8月中

旬以降、赤潮はほぼ確認されなくなりました。

今後とも地元と連携して、漁場観測の強化によ

る赤潮の早期発見と防除対策指導に努めるとと

もに、佐賀県側との連携強化や漁場環境改善調

査に取り組んでまいります。 

 次に、クロマグロの資源管理についてでござ

いますが、6月末までの第3管理期間の30キロ未

満の小型魚の消化率は全国で99.5％、本県で

75.4％となり、いずれも漁獲上限を超過するこ

となく終了しております。 

 第3管理期間における小型魚の残枠は、7月か

らの第4管理期間以降に関係道府県の残枠に応

じて配分されることとなっております。本県で

は、当初割当513.7トンに対して、残枠の約8割

となる119.1トンが追加配分されておりまして、

残りの2割は第5管理期間に追加で配分される

見込みです。 

 水産庁では、大型魚についても、国の留保枠

からの追加配分を決めておりまして、本県は当
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初割当93.9トンに対して58.6トンが追加される

見込みであり、現在、県では小型魚、大型魚と

も関係海区に割当てるための県計画の見直しを

進めているところです。 

 水産庁では、9月上旬に開催された国際会議

において、漁獲上限の15％拡大を提案したとこ

ろでありますが、残念ながら合意には至ってお

りません。 

 県といたしましては、引き続き県計画に基づ

く適切な資源管理の実施を指導していくととも

に、県漁連などと連携して、沿岸漁業への重点

配分、資源利用における公平性の確保、漁業経

営の維持・安定への支援など、漁業者の声を国

に訴えてまいります。 

 次に、魚市場の高度衛生管理に向けた施設整

備についてでございます。 

 水産物の高品質化による産地間競争力の強化

や輸出拡大を目的として、高度衛生管理に対応

した魚市場、荷さばき施設等の整備を進めてお

ります。 

 長崎魚市場では、今年3月に、本県では初め

てのまき網漁業対応の衛生管理型荷さばき施設

となる西棟Ⅰ期荷さばき所が竣工し、9月下旬

の供用開始に向け、現在、魚体選別機などの付

帯施設の整備を実施しているところです。 

 一方、松浦魚市場では、国の補正予算で計上

された「水産物輸出拡大施設整備事業」を活用

して、昨年の仕向け作業場の整備に続き、本年

度は荷さばき施設の新築工事に着工しています。

引き続き、市や市場関係者と連携し、工事の円

滑な進捗に努めてまいります。 

 次に、台風7号及び7月豪雨による水産関係被

害及びタイラギ人工種苗のへい死についてでご

ざいます。 

 去る7月3日に本県に最接近した台風7号及び

7月6日から7日にかけての大雨は、西日本を中

心に各地に多大な被害をもたらしました。 

 本県水産関係の被害につきましては、台風7

号により漁協事務所などの共同利用施設や漁港、

海岸施設などの被害が105件で計1億5,100万円、

定置網の破損など漁具の被害が16件で約2億

2,500万円、転覆やブリッジ破損など、漁船の被

害が29隻で約200万円となっており、養殖関係

では、牡蠣筏などの破損が18基、マグロのへい

死などが2件で約1億1,600万円の被害となって

おります。 

 被害報告の多かった五島地区では、幹部職員

による現地での状況把握を行うとともに、現地

相談会を開催し、被害の実態や復旧の考え方を

聞き取っております。 

 7月の大雨による被害は、漁協が養殖するア

ワビのへい死約240万円などとなっております。 

 また、有明海の漁業振興を図るためにタイラ

ギの資源回復に向けた「母貝団地」の造成に取

り組んでいましたが、諫早湾小長井地先の干潟

域に移植した約2,000個体のタイラギ種苗が、大

雨による海水の低塩分化によりほぼ全滅し、瑞

穂地先の干潟域に昨年度移殖した約400個体も

へい死を確認いたしました。今後は、へい死の

実態や原因を究明し、再度「母貝団地」の造成

を目指してまいります。 

 以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

【山口委員長】 次に、提出のありました「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について、説明をお願いいたします。 

【黒﨑漁政課長】 お手元の資料について、説明

をさせていただきます。 

 「政策等決定過程の透明性等の確保及び県議
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会・議員との協議等の拡充に関する決議」に基

づき本委員会に提出いたしました水産部関係の

資料についてご説明いたします。 

 まず、補助金内示一覧表でございます。1ペ

ージでございます。 

 平成30年6月から8月の直接補助金の実績で

ございますけれども、1ページから3ページに記

載しております養殖産地育成計画総合推進事業

など33件、4ページに記載いたしております間

接補助金の実績は新水産業経営力強化事業など

10件でございます。 

 次に、1,000万円以上の契約状況につきまして、

平成30年6月から8月までの実績は、5ページか

ら6ページにかけて記載のとおり8件ございま

すけれども、これは全て建設工事以外の契約で

ございます。このうち入札に付したものにつき

ましては、7ページから11ページにかけまして

入札結果一覧表をそれぞれ添付いたしておりま

す。 

 建設工事にかかる実績につきましては、12ペ

ージから16ページに記載のとおり30件ござい

ます。このうち入札結果一覧表につきましては、

17ページから、少し飛びますが61ページにかけ

て付けております。 

 建設工事にかかる委託の実績につきましては、

62ページから64ページに記載のとおり14件で

あります。このうち入札に付したものは、65ペ

ージから78ページにかけて添付いたしており

ます。 

 次に、陳情・要望に対する対応状況につきま

しては、79ページになりますが、知事及び部局

長に対する陳情・要望のうち、県議会議長あて

にも同様の陳情・要望が行われたものにつきま

しては、今回、松浦市ほか4件でございまして、

これに対する県の対応は資料の79ページから

96ページにかけて記載のとおりでございます。 

 最後に、附属機関等会議結果報告につきまし

ては、97ページになりますけれども、平成30年

6月から8月までに会議を行った実績としまし

ては、長崎県漁業経営改善計画認定審査委員会

の1件であります。 

 報告は以上でございます。 

【山口委員長】 以上で説明を終わります。 

 次に、陳情審査を行います。 

 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、

ご覧願います。 

 審査対象の陳情番号は19、20、22、27、35

番であります。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 それでは、まず、最初に陳情

番号の19番、大村湾栽培漁業の推進についてと

あります。簡単に言うと、この中にナマコの増

殖に関した技術の研究を推進するとありますけ

れども、これは現時点でどういった機関でどう

いった活動をされているか、お答えいただけま

すか。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時３２分 休憩 ― 

― 午後 ２時３３分 再開 ― 

 

【山口委員長】 再開します。 

【山田(博)委員】 できれば、これは事前の要望

書が上がっているわけですから、答えられるよ

うにお願いしたいと思います。 

 続きまして、陳情番号の20番の中にあります

6番の水産振興関係事業の促進についてとある

んですが、この中の（6）番に外国と接する海

域での離島漁業者の安全操業、安全航行の確保

のための取締りを強化するとともに、離島の海
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洋資源及び自然環境に重大な影響を及ぼす外国

船によるサンゴ等密漁対策を強化することとあ

りますが、一昨年の8月に水産庁で、これは水

産部のご協力をいただいて国の方に要望してい

ただいたおかげで、水産庁による長崎県産のサ

ンゴの調査をしていただいたわけでございます

が、その調査等を踏まえて、今後どのようにさ

れていくのか、お答えいただきたいと思ってお

ります。わからない。 

 これもわからないですか。私が陳情書に書い

ていることを聞いているのに、これもわからな

いですか。いかがですか。わからなかったら、

また別の質問をしていきますけど。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時３４分 休憩 ― 

― 午後 ２時３４分 再開 ― 

 

【山口委員長】 再開します。 

【山田(博)委員】 水産部長、これはあくまでも

要望書ですから、事前通告というか、こういっ

た要望書が上がって聞かれることになっていま

すので、ぜひそれは答えられるようにしていた

だけませんでしょうか。さっきもありましたけ

れども、普通あり得ないんじゃないかと思いま

すけど。そういうことで一旦終わりたいと思い

ます。私が質問しているんですけれども、お答

えができない。そんな難しい話じゃないんです

けど、答えられないような状況みたいですので。 

【黒﨑漁政課長】 委員がご指摘の部分の陳情・

要望は、私が先ほど説明した資料の何ページに

なりますでしょうか。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時３５分 休憩 ― 

― 午後 ２時３９分 再開 ― 

 

【山口委員長】 それでは、再開します。 

 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 

【山田(博)委員】 この資料の92ページに有明海

及び橘湾の再生に関する長崎県計画とあるんで

す。沈船魚礁を有明海沿岸に行うということで

すが、この沈船魚礁というのはどういった魚礁

を指すのか、お答えいただけますでしょうか。 

【平野漁港漁場課企画監】 要望の沈船魚礁とい

うのは、地元から鋼製魚礁のような、鉄の船の

設置が要望されているんですけれども、事業の

実施主体や使用する船舶の手配などが未定であ

ることの中で別表6に残されているもので、こ

この中では鉄製の漁船ということになっており

ます。 

【山田(博)委員】 ＦＲＰ船はだめなんですか。

ＦＲＰ船は上がってなかったですか。 

【平野漁港漁場課企画監】 別表6を平成5年3月

に策定しているんですけれども、その前の地元

の要望という中では、鋼製の船ということで要

望が上がってきて入れております。 

【山田(博)委員】 それは平成5年ですね。今何

年ですか。もう平成30年ですね。25年前のこと

を今言っているんですね。ということは、いい

ですか、25年経って、その後、いろんな時代も

変わっているわけですから、今、鉄製の船を探
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すのは難しいぐらいなんですね。そうすると、

鉄船はよくてＦＲＰ船がだめということはない

でしょうから、そこをもう一回。25年前のこと

を言っているわけですから、今は平成30年です

ね。どういった沈船魚礁を希望されるかという

のを確認されたらどうかと思いますが、いかが

でしょうか。 

【平野漁港漁場課企画監】 ちょっと訂正させて

ください。別表6に関しましては平成15年3月の

策定でございます。すみません、間違いました。 

 それで、今、山田(博)委員がおっしゃいまし

たように、平成15年に策定しているんですけれ

ども、今年は平成30年、15年経っている中で、

なかなか鉄の船が見つからないのであれば、ほ

かの船でというようなことを言われているわけ

なんですけれども、この前の段階で、地元はど

うしても鉄の船がいいということで、私どもは

鉄の船だろうと考えているというのが1点と、

もう一つこの別表6の位置づけというのがござ

いまして、実は別表の5ぐらいまであるんです

けれども、この別表6の位置づけは地元から要

望があった事業のうち、事業実施主体、事業規

模、実施時期等が未定であるもの、それ以外に、

技術面や費用、効果に課題があるもの、県で対

応可能な事業規模を上回っているものなど、県

と国で協議の上、実施する必要がある事業を整

理したものでございます。この沈船魚礁は、事

業の実施主体や使用する鉄船の手配が未定であ

るということの中で、15年経った中でも引き続

き残っているという位置づけになっております。 

【山田(博)委員】 そうしたら、また大きな問題

ですね。15年経ってもいまだに進んでいないと

いうことなんですね。そうしたら、早くしない

といかんですね。 

 だから、有明海と橘湾の再生に関する計画は

15年経ってもまだ進んでいないのがこれだけ

もあるということは、これまた大きな問題でご

ざいますので、速やかにしっかりとやっていた

だきたいと思っているわけでございます。 

 15年前の計画がいまだに進んでいないとい

うのがここで明らかになったわけでございます

から、しっかりと対応していただきたいと思い

ます。これは担当の次長はどちらですか。お答

えいただけますか。 

【西水産部次長】 この県計画の位置づけにつき

ましては、先ほど企画監が申し上げたとおりで

ございまして、平成15年に策定いたしましたも

ので、別表については1から5までさまざまな事

業を掲載しており、毎年地元等からの要望を踏

まえて、計画自体は改定をしていっております。

ただ、この別表6については、先ほど企画監か

ら答弁申し上げたとおり、なかなか実現が難し

いものを整理したものでございますので、今後

とも地元の要望等を踏まえまして、県としてど

ういった事業を実施していくべきかということ

については、水産庁といろいろと協議いたしま

して進めていきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 実現が難しいのをまとめてこ

ういうふうになりましたということであれば、

最初からこんな難しいことをやっていたんです

か。そういうことになりますね。これは難しい

事業を別表6ということでまとめていらっしゃ

るわけでしょう。そういうことでしょう。 

【西水産部次長】 平成15年に策定した当時は、

先ほど申し上げたような課題がございまして、

今後、国と県で協議の上、実施を検討する必要

がある事業として整理されたものでございます。

今後のいろいろな状況の変化、あるいは地元の

要望等を踏まえて事業を実施できるものから対

応してまいりたいと考えております。 
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【山田(博)委員】 そうすると、この沈船魚礁と

いうのは、鉄船がなかったらＦＲＰ船をどうだ

ろうかということで確認していただけませんで

しょうか。よろしいですか。 

【西水産部次長】 地元の要望、あるいは現状を

確認した上で今後の対応については検討したい

と考えております。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【前田委員】 5ページの確認ですけれども、

1,000万円以上の契約状況一覧の中の1番目の

アサリ増養殖手法の実証と餌料環境改善手法の

検討調査業務が随意契約となっています。 

 まず、この内容を少し、実証と検討調査業務

の説明をいただきたいのと、1,737万7,200円に

なっていますけれども、この契約金額の妥当性

はどういうふうにして確認したのかということ。 

 もう一点は、この調査業務を今年やった後、

どういう形で来年度以降、場所を含めてこの調

査業務が反映されるのかということについて、

少し説明を求めたいと思います。 

【長嶋総合水産試験場長】 アサリの増養殖手法

の実証と餌料環境改善手法の検討調査業務委託

につきましては、今年度から随意契約というこ

とで契約を結ばせていただいております。 

 契約の相手方であります日本ミクニヤにつき

ましては、平成19年から有明海海域のアサリの

関係の調査業務等をやっている業者でございま

して、アサリについてこの海域で最も多くの知

見とデータを有している業者でございます。 

 平成27年から平成29年までの3カ年間につき

ましては、この海域におけるアサリがかなり大

量に夏から秋にかけてへい死したものですから、

そのへい死の原因特定、そして餌料環境をどう

やって改善してアサリを成長させていくのか、

さらにアサリの増養殖対策と、この大きな3つ

の点についてプロポーザルの企画提案を行なっ

たところ、唯一この業者のみが企画提案書を提

出して、3年間採択して、その実績を踏まえて、

今回随意契約になっております。 

 金額の妥当性につきましては、1年間を通し

ましてアサリの餌料環境を、水温を含めまして

環境問題、餌の生物もプランクトンの問題等を

詳細に調べ、そのデータを集約して分析すると

いうことのほか、アサリのへい死原因につきま

しては、ちょうど今頃、夏から秋にかけまして

アサリのへい死がどうやって起きるのかという

あたりを調べていくような調査の積み上げでご

ざいます。 

 さらに、増殖対策といたしまして、ようやく

アサリにつきましては網袋式養殖ということで、

何とか増殖手法が見つかりつつありますので、

そこらあたりを実証しながら、そのデータを積

み上げて今後の増殖対策につなげていきたいと

考えております。これらの合計金額を契約額と

して示させていただいております。 

【前田委員】 そうしたら、この金額の根拠とい

うのは、人夫というか、誰が何時間ということ

ではなくて、その調査、その調査の積算があっ

て、その積み上げと理解していいんですか。ち

ょっと今の説明では、いま一つどうやってこの

金額が確定したかというのはよくわからないん

ですが、いわゆる向こうからの積み上げた積算

資料的なものを認めたということで理解してい

いんですかね。 

 それと一番聞きたいのは、金額もさることな

がら、じゃ、平成27年から29年まで3カ年やっ

てきて、そして平成30年その次のステップに進

んで、こういう業務をやった後どういうふうに、

これは試験場の中で完結するようなことなんで

すか。 
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 それとも、この手法というものが、どこかの

漁協か何かに提供されるんですか。そこを確認

したいんですけれども。 

【長嶋総合水産試験場長】 この業務の最終的な

出口といたしましては、今、減少しております

アサリ資源を何とか増やすために、網袋式養殖

手法によりましてアサリを増やす技術がある程

度見えてきておりますので、これを実証して、

最終的にはそれを現場の漁協におろしていき、

生産性向上につなげていくところでございます。

その出口がようやく見えつつあるという段階で、

今年度はその最終段階に近い実証試験を行って

いくところでございます。 

 もう一つ、積算につきましては、随意契約で

ございますので、県の方で積み上げをしており

ます。1,700万円の積み上げといたしまして、調

査に必要な準備工の予算、そして、先ほど申し

ました3つのアサリのへい死対策、餌料対策、

増殖対策、このあたりに幾らかかるか。そして、

最終的に分析等含めまして報告書の作成に幾ら

かかるか、それの積み上げとして1,700万少々の

金額を積み上げております。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【西川委員】 11ページの入札結果一覧表を見

ているんですけれども、一般競争入札ですが、

この経緯を教えてくれますか。 

【平野漁港漁場課企画監】 これは、貧酸素対策

調査業務で、この経緯は、諫早の中でアサリが

貧酸素で大きな被害を過去に起こしたため、そ

の対策を練っていく中で生まれたものでござい

ます。もうここ何年か継続しているものでござ

います。底層に酸素を供給してアサリが死なな

い程度に酸素濃度を上げて、夏場、貧酸素でア

サリが死ぬ時期をやり過ごすということを、今

2カ所でやっている状況でございます。 

【西川委員】 それで、漁協と業者が2つなんで

すけれども、この共同企業体でやるのは今度が

初めてじゃないんですか。ですから、このよう

な形態で、共同企業体で前にもやったことがあ

るんですか。何年か前からずっと似たような事

業をしていたんですか、その辺を。 

【平野漁港漁場課企画監】 現在のような形の組

み方は、漁協と台船を持っている2業者になる

んですけれども、これはたしか昨年からこうい

うジョイントを組むような形でやっていると。

ただ、それ以前も、実際、こういう形ではない

んですけれども、貧酸素対策というものは漁協

を中心にやってきております。 

【西川委員】 その入札の形態は一般競争入札の

ままで、これで差し支えないんですよね、確認

ですけれども。 

【平野漁港漁場課企画監】 これは、これまでプ

ロポーザルで行った経緯もございまして、実際

そういう形でやる中で、そういう経緯も踏まえ

て、広く一般競争入札という形で臨んでいる状

況でございます。ただ、特殊な業務内容でござ

いますので、なかなか手を挙げて参加される方

が少ない状況でございます。 

【西川委員】 最後にしますが、近くの会社とか、

または組織とかで、これに応札は全然ないんで

すか。要するに1企業体だけしかないんですね。

ほかからというのは難しいんですか。要するに

透明性が保たれているかということで問題にな

らないかということです。地元との関係があっ

たりして特殊だと思いますが、ほかにいろいろ

な、悪く言えば疑惑とか、そういうことは全然

起こらないで、透明性の確保ができていること

と取っていいですか。 

【平野漁港漁場課企画監】 その点に関しまして

は、しっかりと透明性というのが担保されてい
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るものであるとは理解しております。また、今

回に限りましては一般競争ですので、どなたで

も参加できるものです。広く一般競争という形

ですので、競争はできていると考えております。 

【西川委員】 それで、この貧酸素対策の事業は、

私も何回か農水経済委員会に所属していたんで

すが、今日気づいたので。ほかの応札がなかっ

たのか。ずっとこのような形、1つの企業体だ

ったんですか。本当に入札があったのか、公募

はしていると思いますけれども。 

【中村水産部参事監】 今の件を補足させていた

だきます。この貧酸素対策調査業務共同企業体

というのは、実際、この1者しか一般競争入札

をして手を挙げた方はいらっしゃいませんでし

た。 

 これはなぜかといいますと、今までは、おっ

しゃるように特殊な業務で、地元の漁協を中心

に調整も要りますし、技術も高度であるという

ことから、この1者のプロポーザルという形態

でやっておりました。しかしながら、県では、

その知見の蓄積などもありますので、ほかでは

できないかということもありまして、今回、一

般競争入札という形にさせていただいたところ

です。 

 結果的に、やはり1者しかできなかったとい

うことで、これは高度な技術、そして調整問題

が大変だということで、結果論として一般競争

入札はしましたが、1者ということでございま

した。 

【西川委員】 わかりました。しかし、この3つ

の会社の企業体でやっているんですけれども、

そういう難しい技術とかノウハウがあると思い

ます。しかし、公平を保つために複数の応募が

ある方がいいんですけれども、どうしてもでき

ない。そうした場合のこの事業に対する積算の

根拠などについては、水産部としてはまともだ

ととっておられればそれでいいんですけれども、

その辺についてはどうでしょうか。 

【中村水産部参事監】 この事業は、先ほどの説

明にもありましたとおり複数年やっております。

それまでの蓄積の中でどのような機械が必要か、

そして、どのような人が必要なのか、日数はど

のくらいだという知見がございますので、そう

いった知見をもとに、県の方で積算いたしまし

たので、積算は適切であると思っております。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 時間がありませんので、後で

資料をいただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 補助金の中の1ページの養殖産地育成総合推

進事業ということで、奈留地区マアジ産地協議

会とありますけれども、この要綱と名簿を後で

いただけますでしょうか。 

 続きまして、2ページに経営構造改善事業補

助金とあるんですが、これは五島市の玉之浦の

小浦の方でやるということになっていますけれ

ども、この事業の説明を後でいただけますでし

ょうか。 

 続きまして、3ページの長崎県海産物販路拡

大対策事業実行委員会とあるんですが、このメ

ンバーと要綱を後でいただけますでしょうか。 

 続きまして、4ページの経営構造改善事業と

いうことで五島ふくえ漁協協同組合が小泊でや

っている漁船保全修理設備の説明をいただけま

すでしょうか。後で資料でいいですから。 

 最後に、先ほど質問がありましたけれども、

アサリの養殖の実証と調査業務とありますけれ

ども、これは以前からやっていましたよね。こ

れはいつからやっておりますか。まず、それを

お答えいただけますか。もう数年前からやられ
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ているんじゃないかと思うんですが。 

【長嶋総合水産試験場長】 平成27年からプロ

ポーザル式でやっております。 

【山田(博)委員】 平成27年からですね。これは

調査業務で関心があるところですが、報告書と

いうのは上がっていますか。私たちに見せてい

るか見せてないか、どっちですか。 

【長嶋総合水産試験場長】 委員の方々には、ま

だお見せしておりません。 

【山田(博)委員】 これは見せられないんですか。

見せることはできるんですか。見せられるんだ

ったら、後で勉強させていただきたいので、資

料をいただけませんか。いいでしょうか。約

1,700万円かかっていますからね。3年間でしょ

う。調査報告はすごいものが上がっていると思

いますので、見せていただいて勉強したいと思

います。それはよろしいですか。 

【長嶋総合水産試験場長】 3カ年間の報告書、

かなり分厚いものがありますけれども、その中

から最後のまとめの部分だけでも3カ年分ご用

意したいと思います。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ほかに質問がないようですので、

次に、所管事務一般について、質問はありませ

んか。 

【山田(博)委員】 先ほど委員長からご配慮いた

だいて、漁政課から有明漁協についての経過を

説明していただいたわけでございますが、現時

点で、今、使途不明金というのがどれぐらい出

ているのか、まずそれをお尋ねしたいと思いま

す。 

【黒﨑漁政課長】 新聞報道にも出ておりました

けれども、まず、平成28年度分と29年度分でご

ざいます。2つございます。 

 平成28年度分については約850万円、それか

ら29年度、ここの部分は新聞報道等で数百万円

という記事が出ておりますけれども、これは現

在精査中で確定的なものはございません。 

【山田(博)委員】 わかりました。 

 今、平成28年度850万円出たということであ

ります。まず、今、組合員が144人いらつしゃ

いますね。売上が1億3,000万円あるという中で、

まず県当局として、これだけの組合員がいらっ

しゃって、売上がこれだけあるとなれば、漁業

者の漁業経営について大変な影響が出るわけで

すね。これは今、事務所がストップしているわ

けでしょう。金融取り扱いもできないとなれば、

少なくとも漁業者が漁業を営むことができない

んじゃないかということになりますけれども、

そういった日常の漁業者の販売等にも支障を来

すと思われるわけですが、そこも含めて県当局

は今後どのようにして、こういった組合の支援

というか、組合と関わりをもっていくのか、お

答えいただけますか。 

【黒﨑漁政課長】 ご指摘のとおり、今、漁協事

務所の閉鎖によりまして、今後、漁業者へはい

ろんな面で影響が出てまいります。 

 具体的には、燃油、漁業用資材の供給に関連

する購買事業、それから漁業者の水揚げ物を販

売する販売事業などがもともと漁協がやってい

る事業でございます。それが事務所の閉鎖等に

より、直接利用できないということで、漁業者

への影響が懸念されているところでございます。 

 このため、私どもとしましても、非常にここ

は重要な押さえどころでもあると認識をいたし

ておりまして、現場の生産活動にできるだけ影

響がないよう、直ちに県漁連の方に、現場での

生産活動が維持できるよう協力要請を行ったと

ころでございます。 
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 これは県漁連からの情報ではございますけれ

ども、県漁連でも、この事態を踏まえて、すぐ

に対応会議を開催する予定と聞いております。

できるだけ漁業者の生活、生産活動に支障が出

ないように、今後とも県漁連と連携を密にして、

対応をさせていただきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 有明漁業協同組合が閉鎖して

もう何日経ちますか。いつから閉められている

かというのはご存じですか。 

【黒﨑漁政課長】 実質的には9月21日から閉鎖

の状態に陥ったと認識しております。 

【山田(博)委員】 それだったら大変なことです

よ。9月21日からもう1週間近くなれば、もう漁

業経営はできないわけですね。これは早急に、

少なくとも燃油の購入、漁業資材を購入できる

ようにしないといけないわけですから、この業

務をどこでしてもらうか、早急にしないといけ

ないわけですよ。それはどう考えておられます

か。これが1週間、2週間続いて、これは仕方な

いんですよ、何とか再開して頑張っていますよ

とか、そういう話にはなりませんもの。そこは

明確に答弁していただきたいと思います。 

【黒﨑漁政課長】 船の油の供給につきましては、

直接組合員が民間会社から供給をいたしておる

と聞いております。 

 ほかにも漁業資材、それから、ここはノリの

養殖が主力と申し上げましたけれども、今後、

秋から冬にかけましてノリの収穫、販売が出て

まいりますけれども、それには影響がないよう

に、直ちにどういった販売ルートを確定して臨

時的にやっていくかというのは、今後、県漁連

が中心になりまして検討していただくと聞いて

おりますので、私どももそことの連携を密にし

て対処してまいりたいと考えております。 

【山田(博)委員】 購買と、あといろんな補助金

申請とか、いろいろあるわけですね。漁業協同

組合がこんな状態だとできないわけですね。 

 まず、購買の方は県漁連が代行してあげまし

ょうとなりましたということでクリアできたと

しても、今度いろんな補助金などの申請があり

ますね。そういったものはどういった形でやら

れるのかというのをお答えいただけますか。こ

れは大事なところですから、よろしくお願いし

ます。 

【黒﨑漁政課長】 今後、いわゆる各種の漁協が

事業主体になる補助事業等もあろうかと思いま

す。このままですと、漁協が事業を担えないこ

とになりますので、いろんな意味で間接的にも

直接的にも組合員の方に支障が出てまいります。

その補助事業をどうするか、これはまだ具体的

にどういった事業があるかについても、今、調

査中でございまして、詳細に確定しているわけ

じゃございませんけれども、引き続き、影響が

最小限になるように対処してまいりたいと考え

ております。 

【山田(博)委員】 確認ですけれども、このまま

の状態が続けば、有明漁業協同組合というのは

一種の解散の状態ですよね。漁業者の中では、

解散になったら漁業権とかがどうなるのかと、

自分たちの債権はどうなるのかと。この状態で

あれば、漁業協同組合の解散状態に等しいんじ

ゃないですか、はっきり言えば。だって、職員

もいない、役員もいないんですから。事実上の

解散状態ということで認識していいんじゃない

ですか、漁協組合員からしたら。どうですか。 

【黒﨑漁政課長】 もともと、今のような状態に

なった経緯の中で、直接の発端になりましたの

が、いわゆる現執行者の経営姿勢に対する不満

から改選請求が出て、役員がお辞めになって、

それに連れ添う形で職員がお辞めになっている
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という状況でございます。したがいまして、半

数以上の署名があり改選請求がなされているわ

けですけれども、現在、そういう漁民の一般組

合員の経済と生活の安定を図る措置を緊急に講

じるほか、実質的に辞任をされて改選がなされ

ているわけですから、新執行体制を一日も早く

決めるように、地元の方々と鋭意協議を重ね、

必要に応じて指導させていただいているような

状況でございます。 

【山田(博)委員】 実は、これは去年の9月の委

員会で話した時、これは次長の方でお答えいた

だきたいと思うんですよ。この状態になって、

今からいろんな調査をしていきますとかいう話

がありますが、去年の9月から大変な状態にな

っていたわけね、これ。 

 私は何が言いたいかというと、漁業公社もそ

うだったでしょう。漁業公社もいろんな問題が

あって、ちゃんと対応してくださいと言って、

簡単に言うと、やっていきますと言ったけど、

ああいった問題が出てきた。この有明漁業協同

組合の件も去年の9月に私は話をしたんだよ。

そして、こういった状態じゃないですか。私と

しては、私も反省していますよ、あの時ずっと

やればよかったなと。この状態じゃないですか。 

 それで、一番かわいそうなのは漁業者ですよ。

今の状態であれば、事実上の解散状態だから、

今後どういうふうにしていくかというのを、本

来であれば去年の9月にこういった状態が考え

られたんだよ。今になったら、今からやります

と、これは後手後手に回っているもん。これは

次長、今後、しっかり明確にした有明漁協をど

ういうふうにしていくか、再生計画なり、しっ

かりとしたビジョンを出してもらいたいですよ、

少なくとも次の委員会までに。 

 調査、調査じゃ話にならんよ、これは去年の

9月から話していたんだから、私が話していた

んだよ。そして、皆さん方からは、その後、何

もなかったんだから。なかった結果、今日こう

なったんだから。深く反省してもらいたいよ。

それを含めて、次長、ちょっと答えていただけ

ませんか。 

 私は、今後どのようにするか、きちんとした

明確な答弁と今日に至ったことを、担当課長と

してしていたわけでしょう。そこはしっかりと

答えていただきたいよ。 

 私も本当反省しているんですよ。あの時から

どうなったんですかと確認すればよかったなと

思っているんです。あれから大分委員会もあっ

たからね。私もちょっとこれは反省せんといか

んなと思っているんですけれども。それはどう

ですか、次長、お答えください。 

【西水産部次長】 昨年の決算の状況から、県と

いたしましても、継続してできる限りの指導は

してきたわけでございますけれども、今年度に

入ってからも、先ほどからご報告させていただ

いたような状況になってしまっているというこ

とは、県としても反省すべき点はあると認識を

いたしております。 

 基本的な考え方は、先ほど漁政課長が答弁し

ましたとおり、まずは漁業者の方々の生産活動

にできるだけ支障がないように、あらゆる措置

を講じて対応していくということ、それから一

日も早く漁協の執行体制を確立して正常な運営

をしていただくことを取り組んでいただきたい

と考えておりますし、県としても漁連等と連携

して取り組んでまいりたいと考えております。 

 それから、議会への報告につきましては、基

本的には情報の管理については慎重に取り扱う

べきものがございますので、そこは踏まえなが

ら、できる限り整理した上で、今後、対応状況
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についてご報告させていただきたいと考えてお

ります。 

【山田(博)委員】 今の状態を踏まえるのであれ

ば、この有明漁協の支援対策本部なりを立ち上

げて、協議会なり、そういった会を立ち上げて

しっかりやっていただきたいよ、これは。水産

県長崎で、今までの歴史になかったと思うよ。

いろんな組合の問題があって、ごたごたがあっ

たとしても、ここまで、今まで私も県議会議員

をしているけど、見たことも聞いたこともない

ね。 

 これはどうですか、支援協議会なり対策本部

を立ち上げて、しっかりと全面的にやるぐらい

の、県庁挙げてやるぐらい、水産部挙げてやっ

てもらいたいですよ。こんなことは前代未聞だ

よ、次長どうですか。この支援会議なり、協議

会なり、本部を立ち上げて全面的に支援をする

ということをやっていただきたいよ。どうです

か。それぐらいの決意を持ってやるぐらいにな

らないといかんよ、部長でも次長でも、どちら

でも答えていただけますか、この件は。 

【坂本水産部長】 有明漁協の現在の状況を踏ま

えまして、もう既に水産部内では市や漁連との

連携を図りながら対策を講じているところでご

ざいます。既にもう緊急的な対応という形で体

制はつくった上で各種調整を行っております。

特に、組合員の方々の日々の漁業活動に支障が

ないよう、特にそういった緊急避難的な対応に

つきましては、関係機関と十分な連携をとりな

がら、遺漏なく対応してまいる所存でございま

す。 

【山田(博)委員】 ということは、水産部長が、

この支援なり何かの最高責任者として全面的に

支援していくということで理解していいんです

かね。そこだけお答えください。 

【坂本水産部長】 有明漁協の問題につきまして

は、私の方にも逐一情報が上がって、部全体と

して対応しているところでございます。引き続

き、組合の再建に向けて取り組んでまいる所存

です。 

【山田(博)委員】 ほかの質問も通告していたも

のですから、ちょっと別のことを質問したいと

思います。 

 今度東京オリンピックがありますね。東京オ

リンピックで長崎県産の食材提供の意向につい

てということで調査がきておりますけれども、

その調査の方をどのように今後やっていくのか、

それをお答えいただけますか。 

【岩田水産加工流通課長】 オリンピックへの食

材提供につきましては、内閣官房の東京オリン

ピック・パラリンピック推進本部事務局並びに

農林水産省の方から意向調査がきております。 

 今回は、鮮魚についての調査依頼です。県と

しましても、その食材を提供することは、県の

水産物をＰＲする絶好の機会と考えております

ので、市町とも連携しながら、広範囲の方々に

これから周知をして、意向調査を実施したいと

思っております。 

 現在、募集の仕方といいますか、資料を全部

準備しているところでございます。 

【山田(博)委員】 これは鮮魚だけなんですか。

例えば加工とか何かはやっていかないんですか。

これは県当局としては俵物とかいろいろあるわ

けですね。そういったものをしっかりとＰＲし

ていただきたい。今からやると言ったって、こ

れは10月5日が締め切りじゃなかったんですか。

もう期間がないね。早く頑張っていただかない

といけないわけですね。それはどうですか。今

後どのようにするか、そういったことを含めて

お答えいただけますか。 
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【岩田水産加工流通課長】 今回、調査がきてお

りますのは鮮魚についてでございます。加工品

については、実際に出展する業者といいますか、

レストラン等が直接手配をすると今のところ聞

いております。 

 ですから、今回調査がきておりますのは鮮魚

について、長崎県からどういうものが提供でき

ますかというリストを提供して、そのリストを

実際使う方が見て、いろいろ協議が始まるとい

う状況でございます。 

 先ほど言われましたように、調査期間が非常

に短くなっておりますので、明日、明後日中の

つもりで発送の準備を今しているところでござ

います。 

【山田(博)委員】 わかりました。 

 続きまして、長崎魚市場の活性化対策という

のを、以前、水産加工流通課でつくっていただ

きましたけれども、その取組の進捗状況をお答

えいただけますか。 

【岩田水産加工流通課長】 魚市場の活性化対策

といたしましては、主に3つ掲げておりました。

1つ目は施設の機能強化、2つ目が魚市場の集荷

対策、3つ目が販路・流通対策としておりまし

た。 

 この1つ目の施設の機能強化対策につきまし

ては、本日も視察で見ていただきましたけれど

も、高度衛生化対策ということで工事を順次し

ております。この中で西棟、東棟の整備も今や

っているところでございます。これによりまし

て、安全・安心な水産物の提供が図られるもの

と考えております。 

 それから、2番目の魚市場の集荷対策につき

ましては、これも今日見ていただきましたけれ

ども、まき網の水揚げ処理速度をアップするた

めに、大型の魚体選別機を新たに整備し、9月

末、今月末ですけれども、利用を開始する予定

にしております。この効率化により、生産者の

利便性が向上すると考えております。 

 それから、県外船による水揚げ増加を図るた

めに、実は平成30年1月、卸売業者とともに宮

崎の生産者のところに長崎魚市への水揚げにつ

いて依頼に一緒に行ったところでございます。 

 それから、販路・流通対策につきましては、

水産物のフェアへの参加、これら地産地消等も

含みまして、料理教室やお魚祭りを開催してお

りまして、水産物の消費の増加や販路拡大につ

いて努力をしているところでございます。 

【山田(博)委員】 時間がきましたので、一旦終

わりたいと思います。 

〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ３時２４分 休憩 ― 

― 午後 ３時２５分 再開 ― 

 

【山口委員長】 再開します。 

 ほかに質問はありませんか。 

【前田委員】 そう強く山田(博)委員から言われ

ると、それ以上のものは私も追っかけてきたわ

けじゃないんですけれども、ただ、今、一連の

やりとりを聞いていて少し感じていることに基

づいて質問をします。 

 昨年からこのような事態が発生する中で、県

も情報をつかみながら対応してきたということ

ですけれども、昨年の時点で約850万円と言わ

れている不足金額が出た状態で決算が承認され

ていますよね。ただし、その当時は、理由が判

明してないということですが、その時にも県等

は、ここの30年度の経緯にあるような決算関係

の書類確認等についてはチェックをされたとい

うことでしょうか。その上で理由がわからない
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ということは、県もわからなかったという理解

をしていいんですか。 

【黒﨑漁政課長】 平成28年度につきましては、

先ほど申し上げた850万円の使途不明金、現金

勘定が不突合という状態となっております。ひ

とまず決算では棚上げをさせていただき、組合

員から決算の承認をもらったということでござ

います。ただし、その中身がわからないという

形のままでございますので、これは引き続き究

明をしていくというのが当時の決算に当たって

の条件であったと認識をしております。 

【前田委員】 いま一つしっくりこないのは、昨

年の時点でそういう形で不明金、不明朗な会計

で約850万円という金額まで出たけれども、理

由がわからないということであった。ただ、そ

の時には、もう県はそのことを承知して接触し

ていたんですよね。 

 そういうことであるならば、本来は、そこで

もう少しきっちりした指導や確認等しておけば、

先ほど答弁があった、平成29年は精査中という

ことですけれども、平成29年の不明朗な金額と

いうのは出てこなかったんじゃないかなと私は

思っているんですけれども。そこで棚上げして

決算だけ認めさせた中で進めたために、結局、

抜本的な原因がわからず、そのことに対する改

善もできなかったので、29年も同じようなこと

での不明金が発生し、こういった、ある意味最

悪の状況になったという理解をしているんです。 

 言い方を変えれば、じゃ、本年6月の4～7日

に決算関係書類確認等を漁協の要請を受けて協

力したということなんですが、この時点におい

て守秘義務もある、個人情報もあるでしょうけ

れども、ある程度金額は別としながらも、不明

な不足金額というか、その原因というものが何

であるかということは、もう県の方では了解し、

そのことの改善に向けて取り組めるという認識

をしていいんですか。 

 先ほどの答弁のやりとりを聞くと、最終的に

は新役員を決め、総会を開くように指導してい

るということだけが残ってしまって、県として

この解決に向けてどんな努力をしたかというの

が、あまりはっきり伝わってこないんですけれ

ども、さっき年度またぎのことも言って、その

当時きちんとやっておけば、29年は同じような

状況にならなかったんじゃないのかということ

も含めてご答弁いただきたいと思います。 

【黒﨑漁政課長】 6月の4～7日にかけて、県漁

連とともに集中的に事態を解明するためにチー

ムを派遣して事に当たらせましたが、当時、会

計処理を担っていた、もう個人的な情報になり

ますので名前等は一切控えさせていただきます

けれども、その職員がお辞めになったというこ

とも重なってご協力が得られず、事態がわから

ないままになっているということでございます。 

 引き続き解明に当たっている段階ではござい

ますけれども、これが進まないようであれば、

最終的にはその現金の不突合の部分を日常の経

営、いわゆるよく言う放漫経営による部分なの

か、あるいは何か事件があるのか、ちょっとそ

こはまだ全然見えておりませんけれども、そこ

らを峻別しながら、いずれにしても、前執行体

制及び有明漁協の組合員の皆さんがどう責任を

分担するのかという議論は不可避になるのでは

ないかなとは思っております。 

【前田委員】 県は県の中でしっかりやれること

をやってきたんだと思うんですが、やっぱり依

然としてちょっと、部長が先ほどの山田(博)委

員への答弁の最後に、しっかりこれから臨んで

いくということだったので、そのことに期待し

たいと思いますが、ただ、今のような経緯の中
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で、もう少し県が踏み込めていたのじゃないの

かなという思いと、もう一つは一向に上部の組

織である県漁連のそれまでの動きというのが全

く伝わってこない中で、やはり一義的には県漁

連が指導とか、きちんとするような立場にある

と私は思っているので、今後、県漁連とも連携

をしっかり果たしながら、早期に解決、そして

最終的には今困っておられる漁民の方の救済に

ついて努力してほしいということを最後に要望

しておきたいと思います。 

 別の形ですが、こういった形で県下に漁協が

ある中で、以前から総合計画の中で漁協の統廃

合が進んでいませんよねという指摘をさせてい

ただいております。 

 この有明漁協に直結した話ではないんですが、

やはり水産業の衰退の中で、各漁協の体力とい

うか、会員数も減り、取り扱いも減る中で、ま

してや収支も、当然、以前からの借金も返せて

ないような状況も含めて、私は小規模な漁協に

なればなるほど経営の状況というのは厳しいと

思うんですよね。しかし、そのことをもってし

て合併が進まないということになってしまうと、

それはまた負のスパイラルに入っていくわけだ

から、やはり以前から言っているように、もう

少し県が、そこは県漁連ともきちんと協議をし

ながら、他県にあるような漁協の合併というも

のをしっかりと進めていく。そして、その中で

財務体質に問題があるんだったら、そこの改善

をすること。そして、当然、漁協同士の合併の

話になると、お互いの持ち分の話になってきま

すから、そういう困難があるかと思いますが、

そこを乗り越えて合併していかないと、やはり

こういったような厳しい漁協の中で、また改め

てこういうことが起こり得る可能性は十分にあ

ると思っていますので、その合併についてどの

ように今後取り組んでいこうとしているのか、

その決意も含めてご答弁いただきたいと思いま

す。 

【黒﨑漁政課長】 今、私ども、漁協の合併、い

わゆる組織の再編につきましては、先ほど出ま

したけれども、系統団体である長崎県漁連と連

携を密にして推進をしていくという体制をとっ

ております。 

 かつて漁業協同組合合併促進法という法律に

基づくアクションプラン、これが19年で一応の

終了をしておりますが、その時に国の目標が全

国で250の漁協に集約するということでしたけ

れども、結果的には1,100余りの漁協合併にとど

まっております。 

 そういう中で、本県も、当時110ぐらいに、

進めてきましたけれども、今現在は、国も、数

値目標を掲げていませんが、合併の阻害要因で

ある漁協の財務格差、これが広がっております

ので、その原因である、小規模漁協であること、

組合員の皆さんの高齢化が進んでいることなど

を解消し、人口も減っているということもあっ

て、最終的には合併を引き続き進めていくとい

う姿勢は、今現在も持っているところでござい

ます。現在は、系統もそうですけれども、明確

な数値目標を掲げるのではなくて、その合併の

阻害要因である、経営不振漁協の経営改善に重

きを置いて、漁協の連携から始まって、最終的

には合併に結びつけていきたいということで、

平成28から平成32年度までの長崎県水産業振

興基本計画に基づいて、漁協の合併はもとより、

漁協が連携する、連携事業の取組を広めること

についても、鋭意取り組んでいるところでござ

います。 

【前田委員】 非常に痛みを伴うというか、当事

者にしたら厳しいことだと思うんですけれども、
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そこを乗り越えて頑張っていかなければ、やっ

ぱりこれから続く後継の方々が安心して働ける

ということにならないと思うので、他県におい

てはもう1県1漁協というところが幾つもあり

ますから、そういうことも含めて取り組んでほ

しいということを要望しておきます。 

 今日の午前中、高度衛生化について魚市場を

視察調査させていただきました。そういう場を

設けていただいた委員長に感謝いたします。 

 ただ、もともと提案もしながら実施していた

だいたわけですけれども、現状の見学というか、

視察はさせてもらいましたけれども、今現在、

工事が進む中で、向こうの社長もおっしゃって

いましたけれども、順次やっていく中で、一つ

ひとつの中で問題点が出てきますよねと、そう

いうことをフィードバックしながら次の工事に

入っていければいいんじゃないかというお話を

する中で、今現在、視察した中での高度衛生化

に対して現場の方々が認識されている問題点や

課題、それから、現場の声としてどういう声が

上がっているのか、そういうことに対して、じ

ゃ、行政としてどう対応していこうとしている

のか。高度衛生化の工事は平成32年度で終わる

んですかね。 

 そういうことを見た時に、今まさにそういう

問題点があるとするならば、そこを共通認識と

して取り組んでいかなければいけない時期だと

思っていますので、今日の視察の総括という意

味も含めて、理事者サイドがつかんでいる現場

の要望、それに対してどう取り組んでいくか、

全般的な答弁をいただきたいと思います。 

【岩田水産加工流通課長】 午前中の視察は、あ

りがとうございました。 

 先ほど委員からご指摘がありましたとおり、

今、工事を進めている中で、魚市場の関係者か

らいろいろご要望等があっております。その主

な内容と、現在の対応状況についてご説明させ

ていただきます。 

 まず、要望の内容ですけれども、本日最初に

見ていただきました東棟の1期施設ができて、

使ってみて、湿度、温度が非常に高いと、それ

から、一部、床が滑るという意見もいただいて

おります。 

 次にもう一つ、電気代金のコストを削減する

ために太陽光発電が導入できないかという要望

もいただいております。 

 それから、これは高度衛生化とは少し外れる

んですけれども、本日視察はしていただいてお

りませんが、仲卸棟の屋根の老朽化で雨漏りが

しているので対策をしてくれというお話もいた

だいております。 

 それから、その仲卸棟自体の高度衛生化をど

うするのか、今回の工事の予定に入っていない

ということなので、これをどうするのかという

要望もいただいております。 

 もう一つ、老朽化をしている活魚センターも

高度衛生化の対象に入っておりませんので、こ

れはどうするのかという要望をいただいている

ところです。 

 次に、現在の対応状況について順番に説明さ

せていただきますけれども、今日見ていただい

たⅠ期の施設が高温で高湿度で滑るということ

につきましては、スポットクーラーですとか、

強制換気ですとか、除湿機とか、ランニングコ

ストを検討した結果、強制換気がコストが一番

低く、効果もあるだろうということで、今後の

施設につきましては、これを設置するというこ

とで設計を進めております。 

 それから、床につきましても、東棟の第Ⅰ期

の反省点を踏まえまして、滑らない、ちょっと
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ざらざらした施設、本日見ていただきました西

棟のまき網のところがそうなっておりますけれ

ども、滑らない床、それから色も灰色というこ

とでさせていただいております。 

 それから、太陽光発電につきましては、太陽

光発電を設置した場合の初期投資を除いて維持

管理に幾らかかるのかという試算をしました。

そうしますと、維持管理費用について電力の販

売で回収するという前提で計算したところ、九

州電力から買う電気が今1キロ当たり大体12円

ですけれども、全てそれよりも高いという結果

が出ました。そういうことで、それは使用者に

負担をかけることになりますので、太陽光発電

によるコスト削減は非常に困難であると考えて

おります。 

 仲卸棟の雨漏り対策ですが、これにつきまし

ては、本年度、予算を付けていただきまして、

現在、設計がほぼ終わり、10月に入札をして本

年度中に完成、仲卸棟の屋根を修復する予定に

しております。 

 それから、仲卸売場の高度衛生化についてで

すが、これにつきましては民間の方が占有して

売場を使われますので、公共事業の対象外とな

っております。今般、水産庁の平成31年度の予

算の概算要求が今出ております。この中で出荷

のために共同で利用する立て替えなどは新たに

補助の対象とするという予算案が出ております。

これにつきましては12月にこの予算の概算決

定がありますので、その内容を踏まえて、今後、

関係者と協議をしていきたいと考えております。 

 最後ですけれども、老朽化している活魚セン

ターにつきましては、この必要性や事業効果、

それから運用をどうするのかということを検証

しながら、前向きに検討してまいりたいと考え

ております。 

【前田委員】 るる答弁をいただきましたが、今

日、視察に行くということになっていたので、

本来ならば、今言ったような要望とか対応につ

いては、ペーパーか何かで配っていただいて現

地で説明してほしかったんですけれども、今の

説明でほぼ理解しました。 

 その中で、特に一番大事だと思っている仲卸

棟の高度衛生化ですが、今日の部長説明の3ペ

ージに、「供用開始されますと、本県では初め

てのまき網漁業対応の衛生管理集荷型荷さばき

施設となり」と書いていますが、今日、現地を

見せてもらって、電動リフト、ああいうものを

使ってやるということですが、あそこの棟から

出た魚は仲卸棟に運ばれるわけですね。そうな

った時に、出るところまでは条件をクリアして

いると思うんですが、出た先の仲卸棟に、この

9月末から稼働した場合に、その魚は高度衛生

という意味での条件をクリアするんですか。ま

ず、端的にそこをお聞かせください。 

【岩田水産加工流通課長】 そこはクリアしてお

りません。 

【前田委員】 じゃ、高度衛生化ということでの

価値を上げるということでいけば、最終的な出

荷のところをクリアさせなければいけないわけ

ですが、素人でわからないんですけれども、仲

卸棟からの出荷の状態で高度衛生化をクリアさ

せるというのは、どういう条件になっているん

ですか。 

【岩田水産加工流通課長】 仲卸棟につきまして

も高度衛生化をクリアするとなりますと、今日

見ていただいた施設のように閉鎖型になりまし

て、車も全部消毒して入る、電動フォークに入

るという状況が最低限必要になってくると思い

ます。 

【前田委員】 以前から指摘する中で、最初の荷
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揚げしたところ、そこだけ高度衛生化しても意

味ないですよね、流通までですよねという話を

ずっとしてきていて、今日、やっと仲卸棟につ

いての概算という話が出てきましたけれども、

これは県としても、当然、高度衛生化を完了さ

せるためには仲卸棟の高度衛生化もやるんだと

いう認識を持っていいですか。 

【岩田水産加工流通課長】 当然、最終的に必要

であると認識しております。ただ、やる、やら

ないにつきましては、予算といいますか、この

事業でやるということが今確定しておりません

ので、どの事業でということは申し上げられな

い状況でございます。ただ、必要であるという

ことは、当然、認識しております。 

【前田委員】 必要であるという認識は、多分、

以前から変わってないと思うんですが、その取

組が非常に弱かったと思います。現場の方々の

ご意見もあったんでしょうけれども、たまさか、

こうやって平成31年度の概算が出てきたから

よかったけれども、こういうのがない中で、じ

ゃ、どうやって高度衛生化を図るのかといった

突っ込んだ議論はやられてなかったんだろうと

思います。今回、幸いにして平成31年度概算案

が出てきましたが、これもタイムスケジュール

を考えたら、もうぎりぎりのタイミングなので、

当然、仲卸の当事者の方々の負担ということも

含めた時に、かなり話し合いが必要だと思いま

すので、その点は早急に詰めて行っていただい

て、11月定例会等でそういった検討した内容、

進捗についても報告することを求め、私の質問

を終わりたいと思います。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【山本(啓)委員】 クロマグロの資源管理につい

て少し確認をさせていただきたいと思います。 

 先ほどの説明の中において、確認というか、

事実関係として申し上げるのは、クロマグロに

ついて、今、漁獲量の資源管理のＴＡＣ制度の

中にあるというところがまず一つ前提として置

かれるわけですけれども、先ほどの説明の中で

は、小型魚については第4管理期間に入って、

そして、本県で当初割当の513.7トンに対して、

残の8割となる119.1トンが追加されると。そう

いった部分もあわせながら、今後、県計画の見

直しを進める、イコール、小型魚、大型魚とも

に関係海区に割り当てるための中身について見

直しを進めていくよという説明であったと理解

をします。 

 国のＴＡＣ制度の中で、今後見直しをしてい

く理由は、これまでの小型魚、大型魚ともに、

資源管理のあり方において、やはり漁業者の方

から大きな不満がよく聞こえてきたと。そうい

う中において、国は、世界的な取組の資源管理

でありますが、国としてのＴＡＣ制度をどう良

好に運営していくかということで、現場の声を

聞きましょうということであろうかと思います

が、今、この見直しの取組が具体的にどのよう

な方向性で進められているのか。そこには、国

がまず示すガイドラインの前提となるものもあ

ろうかと思います。それらをもって漁業者のも

とに行って、県がどのような形で計画の見直し

の取組をしているか、少し説明していただきた

いと思います。 

【中村漁業振興課長】 ただいま、山本(啓)委員

からお話がございましたように、平成30年から

小型魚についてもＴＡＣに入りました。それか

ら、今年から改めて大型魚についても各都道府

県に配分をするという新しい局面に入ってござ

います。 

 この委員会でも説明してまいりましたけれど

も、第3管理期間では北海道の大量漁獲等によ
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って長崎県が大きな迷惑をこうむったというこ

とがあって、相当国の方にも要望していったわ

けですが、小型魚の余った分については翌期以

降にきちんと上乗せをしますということで、部

長説明にございましたように、大きな上乗せを

していただいたところでございます。 

 それから、大型魚につきましても、国の方か

ら配分数値が示されたわけですが、その示され

た直後に、全国で沖合漁業と沿岸漁業と比べた

時に、やっぱり沿岸漁業の就業者が多いのに比

べて割り当てが少ないのではないかというよう

な大きなご不満の声が出ました。水産庁では検

討を進めましたし、また、自民党からも、沿岸

漁業者に支援策を求めるといった提言もなされ

たところでございます。 

 それを受けて、水産庁では、大型魚について

も、国が留保していた分を、このたび追加で配

分をいたしたところです。 

 このため、長崎県では、当初の大型魚の割り

当てに比べて1.6倍程度の割り当てをいただい

たという状況でございます。 

 漁獲量の割り当てにつきましては、国も県も、

基本的には漁獲実績に基づいて現在割り当てを

行っているところでございます。 

 長崎県の場合は、海域が広く、県に割り当て

られた分を5つの海区に割り当てをしてござい

ます。この5つの各海区の割り振りにつきまし

ては、それぞれの各海区の漁業者、組合長会等

にそこの配分を委ねているところでございます

が、一部の漁業者からは、均等割りになった時

点では、専業者と副業者がおって、専業者に不

利だというようなお声もあって、配分方法につ

いては一定の指針を示してほしいというお話が

ございました。 

 これを受けまして、水産庁では、9月7日付を

もって配分方法のガイドラインを各都道府県に

通知をされたというところでございます。 

 このガイドラインの中では、均等割りする方

法、実績で割り振りする方法、あるいは一定期

間先取りをして、途中でまた見直す方法などの

パターンを示しながら、メリット、デメリット

をお示しいただいたところでございます。 

 県は、直ちに漁協の方にそれを通知いたしま

して、参考にしていただくよう、今、指導、助

言をしているところでございます。漁協から相

談があった時には、そのガイドラインを参考に

して、配分等についてこれから進めていきたい

と思っています。 

 それから、今後については、国の水産政策審

議会の中に、マグロの配分方法について検討す

る小委員会のような部会を設置していただいて

おります。その中で長崎県の漁業者を含めて、

沿岸漁業者の意見を国の方に伝えていくという

ことになっております。学者の方を含めて、3

人の方で今後の配分方法について検討されてま

いりますので、県といたしましても、その状況

を見守っていきたいと考えております。 

【山本(啓)委員】 一定、今、水産庁から、そし

て県、各漁協、通達があって取り組んでいる内

容については確認をいたしました。 

 9月7日の水産庁発表のガイドラインを前提

として、その中には今後の割り当てのあり方に

ついてもいろいろな方法があるということも踏

まえて提案がなされたものがあって、そして今、

組合長会を通じて各漁協でということで理解し

ました。 

 それぞれのセクション、セクションで責任あ

る立場の方々が責任ある取組をしていただいて

いることは理解をします。しかしながら、これ

まで第4期間、過去の3期の管理期間までの間、
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小型魚についてもどうしても決定事項と現場の

声のギャップがあったと。埋まらない。全国一

律で見てはだめだ。だけど、それぞれで見てい

こう。いや、任せているんですよと、それぞれ

の現場に任せているんですよと。しかし、現場

では不満の声が出てくると。 

 今回も、水産庁は新たなものを示したかのよ

うに見えますが、実際は組合長会をと、各漁協

でと。 

 私は、漁業者の声というのを、もう少し今の

段階で、今の段階ですら間に合いますから、こ

の新たな制度の中の運用の仕方について、もう

少し聞くべきだと思うんですね。 

 先ほどおっしゃった実績というのは、いつの

実績を示すんだと。それ一つとっても、恐らく

地域によって違いますよね。 

 また、例えば、うちの島は、勝手にやったと

言われればそれまでかもしれませんけれども、

産卵期における漁獲制限をしようと、自主努力

で自主制限をしていた時期もありますよ。そう

したら、その時期は捕ってないわけですから、

そういう年数は捕り控えているわけですから漁

獲量は低いですよね。 

 または、地域によっては、回遊魚ですから、

そういった都合もありますよね。 

 このクロマグロの生態の部分と、縦に長い日

本という国の地理的な要素と、それぞれの気候

の話とか、そういったものをしっかり加味して、

現場の声を聞くというのが一番重要な話だと私

は思うんですね。それが今の説明では、果たせ

ているようで果たせてないような気がしますが、

いかがですか。 

 先ほど、最後の方でご答弁されました審議会

で話をしていくので、今後伝えていきますと言

われましたが、その場にそういった漁業者、現

場に近い人が席を連ねることにはならないんで

すか。水産庁は、あくまでも水産庁と専門家と

有識者で決めると言っているんですか。漁業者

がそういう席に座る、組合長が代表して聞くと

か、そういう場所に現場の声を届けるような、

そんな新しい審議会にはならないんでしょうか。

併せて答弁をお願いします。 

【中村漁業振興課長】 前段の声は、我々も浜を

回った中で、やはり組合長会の決定と実際の現

場の声が若干違うといったようなことも伺って

おりますが、やはり漁協ごとに配分する場合に

は一定の苦しさもあるんだろうと思います。そ

の辺につきましては、引き続き我々も声を聞き

ながら、組合長会等への助言、指導に努めてい

きたいと考えております。 

 それから、水産政策審議会の小分科会につき

ましては、今度、関係の沿岸漁業者を呼んで声

を聞く機会を設けるということで、長崎県から

も数名参加することが決まっておりますので、

その中から直接長崎県の漁業者の声をそこに訴

えていくということを伺っております。 

【山本(啓)委員】 漁業者と組合長会の意見が一

致しないこともあるということですね。 

 審議会において、漁業者が長崎県から3名出

席する形になろうかと思うということですね。 

 そこで、ぜひ現場の声をと思うんですが、今

の段階で漁業者の方が県や国から説明を受けた

ということを私は聞かないんですけれども、今

の段階で浜回りというのは、組合長さん方にお

会いすることだけなんですか。漁業者の方たち

にお会いしたり、そういう場があったんでしょ

うか。 

【中村漁業振興課長】 今回の小型魚、大型魚の

追加配分のルールにつきましては、各海区の組

合長会の会長、あるいは組合長会の方に説明を
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してまいりました。この件について直接漁業者

に、説明する機会はございませんでした。 

【山本(啓)委員】 県下全域、津々浦々あるわけ

ですから、大変な作業であるということも、大

変な取組になることも理解しますが、しかしな

がら、いざ問題が起きて、漁業者の声が高まっ

たら、皆さんは漁業者を目の前に説明に回るじ

ゃないですか。それは常に問題が起きた後です

よ。起きた後に、漁業者の不満を聞くために足

を運ぶじゃないですか。しかし、その後の結果

は、さほどの変わりはないじゃないですか、決

定して水産庁が決めたことなんでということで。

やっぱり前に行くべきじゃないですか、もう第

4管理期間に入ったのであれば。過去3回がそう

であったならば、不満が起きる前に、その不満

の根源となる何かしらのものを、組合長会も尊

重しつつ、しかしながら漁業者にも向き合うよ

うなところに足を運んで説明をして、事をなす

前にですよ。その必要性を感じるんですけれど

も、いかがですか。 

【中村漁業振興課長】 これまでのクロマグロの

いろいろなご意見、ご不満等々を踏まえますと、

今、山本(啓)委員ご指摘のとおり、できる限り

我々も浜の声を吸い上げていくという気持ちは

一緒でございますので、これからもその気持ち

を持って当たっていきたいと考えております。 

【山本(啓)委員】 やるとおっしゃっていただい

たんですかね。気持ちの表明だけではなかった

と思うんですけれども、浜回り、漁業者と向き

合う会を、問題が起きる前にやっていただきた

いと。今から動き出す前にしていただきたいと

いうことを思うんですが、例えば、漁業者の方々

が不満をというような表現になるんです。私も

そう言いますからそうなんですけれども、本県

は、水産県ですよ。部長とのやりとりで一般質

問でもありました。所得向上の話の中に漁業者

の分も入っているんですかと。じゃ、漁業者一

人当たりの所得ってどれぐらいなんですかと。

それは国にこういった制度がありますからそれ

を活用して調べていきますと。漁業者の所得を

調べて、それを上げていくように努力するうち

に入っていきますというやりとりを、かつてさ

せていただきました。 

 1次産業の水産業は、まさしく本県の戦力で

すよ。それをどう引き上げていくか、その取組

を皆さんとともにやっている話なので、不満を

解決するというだけ、表だってはそうかもしれ

ませんけれども、違うんですよね、本県の戦力

である水産業をどう守り、どう引き上げていく

かという話ですよ。その中でクロマグロのこと

をやりとりしていると。 

 説明の中に、後半、「水産庁では、親魚、資

源量がゆっくり回復傾向にあるとの国際機関に

よる資源評価の結果に基づき」という書きぶり

がございます。水産庁が話をしているけれども、

その中身には「国際機関による資源評価の」と

いうことですね。これもずっとやりとりをさせ

ていただいているので、少し残りの時間でやり

とりさせていただきたいんですが、沿岸漁業者

はこれまでも産卵期における漁獲制限を訴えて

いますね。それは、なぜならば、卵を持ってい

るわけですから、その期間を捕り控えることこ

そが資源回復への近道だと。それはもう素人の

私でも常に思うし、これまでもそういうやりと

りをさせていただきました。 

 同時に、産卵期と言われる5月、6月、7月に

おいて、沖合の漁獲量が上がっていますよね、

これまでもそうですけど。その事実関係をひと

つ確認させていただきたい。本県として、クロ

マグロの水揚げ高で、産卵期と言われる5月、6
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月、7月の沖合の漁獲量は上がっているという

のを確認されているのかどうか。 

【中村漁業振興課長】 主として日本海では、夏

場、まき網によってそういう産卵を控えた親魚

を捕るという漁業がございます。長崎県に水揚

げされているかどうかというのは把握をしてお

りませんが、山陰地方においては毎年のように

漁獲がされているという事実は把握しておりま

す。 

【山本(啓)委員】 もちろんそうです、それを聞

いているんです。では、本県もその事実は確認

していると。我が国は、沖合の漁業、まき網に

おいては、産卵期と思われる時期に、卵を持っ

た親魚をまいていると。その時期に漁獲量が上

がっているという事実は確認されているんです

ね。 

 水産庁は、そこを科学的根拠がないと。彼ら

を捕り控えることが親魚の量を増やすことにつ

ながらないということを言っていて、なぜそこ

まで抗弁できるのかよくわからないんですけれ

ども、そこはどちらともわからないという事実

ですよね。それがそうであるとも言えないし、

そうではないとも言えない事実はありますね。 

 だから、本県は、昨年、一昨年続いてですか、

国際機関に対して、産卵期における漁獲制限が

親魚の加入量に影響するかどうかを国際機関に

調べてくれという要望をされていますよね。そ

れは今の状況といったら一度確認したいと思い

ますが、どうなんですか。 

【中村漁業振興課長】 ただいま、山本(啓)委員

からお話がありましたように、本県の沿岸漁業

者から、産卵期、あるいは産卵期を控えた親魚

を捕ることによって、結果として産卵する量が

減って、それが資源に影響するんではないかと

いう声がございます。そのことについては、水

産庁と漁業者の意見交換会の場でも何度となく

発言をされているようでございます。 

 県といたしましても、現在の小型魚保護の取

組は一定妥当であるという評価をしている一方

ではございますが、ただいまご指摘がありまし

たように、漁業者が求めます産卵期の親魚の漁

獲規制の効果を含めて、国において、より精度

の高い資源評価をしてほしいということで、こ

れまでも申し上げてきたところでございます。 

 実は、国の方では、長崎県を含めたそういう

産卵期の制限の話を受けて、国の水産研究所で

は産卵期の漁獲が資源に及ぼす影響、あるいは

海洋環境と加入量の関係など、これらについて

研究に現在取り組んでいると伺っているところ

でございますので、県としてもこれらの研究の

成果を早く入手したい、それから、漁業者に情

報提供など、丁寧な説明をしていきたいと考え

ているところでございます。 

【山本(啓)委員】 なぜこういう全体の話をする

かと言えば、先ほどの話に戻るんですけれども、

本県は水産県として、水産業を大切な主力産業

として位置づけているわけですね。そのことに

よって離島や半島という隔絶された地域にもし

っかりと継続性のある産業で担い手をつくり、

担うことによって、そこに就業率のあるものを

つくろうと、維持しようと取り組んでいるわけ

ですね。 

 であれば、他地域において、他海域において、

本海域に流れてくるであろう資源を、産卵する

前に捕られたら、それは本県に、やっばり長崎

県としてはしっかりと国に物申さなければいけ

ない話だと理解しているから強く求めているわ

けであります。 

 水産庁は、先ほどから言うように、産卵期に

おける親魚の制限、捕り控えは親魚の加入につ
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ながらないというのを前提にやっていますよね。

でも、冷静に考えてみても、幼魚、30キロ以下

の小型魚を捕り控える理由は何か。彼らが30キ

ロ以上になって、大型化して親魚になった時、

これらが多くならないと次につながらないんだ

と。そうしたら、それよりも、産卵期の漁獲制

限をする方が効果がないと言っているわけです

から。でも、産卵期の親魚を捕り控えて、次の

年、次の年と卵を産むわけでしょう。それが小

型魚を守るよりも効果がないというのは、そも

そもおかしな話ですよ。数字の出し方もおかし

いですよね。 

 ぜひ、本県としては、本県の海域に回遊して

くるであろう日本海沖における産卵場の保全、

これらもしっかりと引き続き訴えていただきた

いと思います。 

 もう時間がないので、今、最後に言った産卵

期における漁獲制限に対する水産庁への訴え、

そして新たなＴＡＣに取り組むに当たっての審

議会に対する漁業者の出席、そして、今回の取

組に対しての組合長会や漁協というところにと

どまらない、漁業者への直接の説明、要するに、

物事、問題や不満が起きる前に、先に説明をし、

しっかりとお声を聞くという作業をするという

ことを、最後に少し確認をして、次長、責任あ

るご答弁を賜りたいと思います。 

【髙屋水産部次長】 漁業振興課長が申し上げま

したとおりでございまして、繰り返しになるか

もしれませんが、やはり私どもこれまでも水産

庁に黙っていたわけではなくて、山本(啓)委員

ご承知のとおり、かなりのことを申し上げてき

ました。共済のことに関しても、積立プラスに

しても、十分でないにしても、何かしら我々長

崎県の声は届いたものと理解する部分もござい

ます。 

 それは漁業者の声がもとになっているわけで

ございまして、今、委員からご指摘がございま

した、まだまだ管理期間は続きますので、漁業

振興課長が申しましたとおり、これからも引き

続き、細かく浜の声を拾いながら、漏らすこと

なく、軽視することなく、慎重に水産庁の方に

声を届けて、地元の漁業者が安心して早く十分

にマグロが漁獲できるような資源量を確保でき

るまで努力を続けていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ４時 ８分 休憩 ― 

― 午後 ４時２０分 再開 ― 

 

【山口委員長】 委員会を再開します。 

 ほかに質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 2巡目でございますので、早

目に適切な答弁をいただいて終わりたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 先ほどの有明漁協の話でありますけれども、

現在、有明漁協みたいな状態の、総会が開けな

くて、検査の方で再度調査をしないといかんよ

うな漁協組合があるのかないのか、そこだけお

答えください。 

【黒﨑漁政課長】 現在、把握している限りでは

有明漁協のみでございます。 

【山田(博)委員】 わかりました。 

 続きまして、先般、本会議でＦＲＰ漁船の廃

船について話をしておりました。水産部長の答

弁では、ＦＲＰ船を裁断して、今、出していま

すと言われましたね。あれは麻生議員の本会議

の質問に対してでしたか。それは間違いござい

ませんね。 

 例えば、五島の方でＦＲＰ船を裁断してそれ

を島外に持っていくということを言っていまし
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たけれども、ああいった答弁をしたのは記憶に

ありますよね。そこだけお答えください。 

【坂本水産部長】 一般質問の中で麻生議員のご

質問に対して、ＦＲＰ漁船を裁断して運送費の

コスト低減を図るといった趣旨の答弁をいたし

た記憶がございます。 

【山田(博)委員】 水産部長、私もこれに関心が

あって、今までこれはやったことがないんです。

だって、700万円の予算がありましたけれども、

過去3年間執行されてないんだよ。だから、あ

の答弁はいかがなものかと思いましたよ。これ

は担当するのは課長ですか、企画監ですか、聞

いていたけれども、あの答弁で本当にいいと思

いますか。実際やっていないんだから。今まで

700万円の予算が3年間あったけれども、使って

ないんだから、ああいった答弁を水産部長にさ

せるのはどうかと思ったよ。お答えください。 

【平野漁港漁場課企画監】 確かに昨年度まで予

算計上しながら、なかなかやれなかったという

ことではあったんですけれども、今年は五島市

で、協議会を10月に立ち上げるという予定で、

今粛々とやっておりますので、今年はぜひとも、

この前の一般質問の答弁どおりの形で事業を進

めていきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 企画監、あれは誰が聞いても

そんなふうにやっていると勘違いするじゃない。

あんな答弁をなぜ水産部長にさせるの。私は恥

ずかしかったよ。長崎県の職員として、なんで

あんな答弁をさせるんですか。実際やっていな

いじゃないか。いかにもやっているようなこと

を答弁させて、国から来た、こんな優秀な坂本

部長になぜあんな答弁をさせるのか。これは水

産部長、後で部下と話してください。大変申し

わけございません。私は長崎県として恥ずかし

いよ。私は本会議であれを聞いていて、本当に

嘘つくなと言いたかったよ。しかし、部長の立

場もあるから、今回、こういうふうに言ったけ

れども、なぜあんな答弁をさせるんですか。そ

ういうことを言っておきたいと思います。企画

監、後で水産部長にどうしてああいった答弁を

させたのか、言っておきませんか。 

 少なくとも、この3年間か4年間、700万円計

上があったけれども、一銭も使っていないんだ

よ。にもかかわらず、なぜあんな答弁をさせる

んですか。本当、私は長崎県の県議会議員とし

て、あんなことを水産部長に答弁させるなんて

恥ずかしいかぎりだったよ。これは一言言って

おきたいと思います。 

 続きまして、ＦＲＰ漁船の廃船を魚礁にした

場合の効果ということでありましたけれども、

先日、企画監からもらった、環境省からマイク

ロプラスチックとか何とかという話がありまし

た。今、五島沖に水産庁が平成24年と25年に、

マイクロプラスチックの魚礁を投下しておりま

すね。 

 環境省が、いいですか、平成22年からプラス

チックの漂流、海底ごみの実態調査をして、マ

イクロプラスチックについても平成26年から

調査をやっているということでありました。 

 要は、こういったＦＲＰ船を魚礁に使うのは、

こういった環境の問題とか何かあるから使えな

いということで水産庁として見解があるのかど

うか、それをまずお答えいただきたいと思いま

す。 

【平野漁港漁場課企画監】 ＦＲＰ漁船というの

は、本来、所有者責任において処分すべきもの

というふうに認識されておりますけれども、確

かに国の方におかれましては、平成25年度に水

産庁で作成されたＦＲＰ沈船魚礁のガイドライ

ンというものが出されております。その後、平
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成27年にＧ7のエウマル・サミットというもの

で合意されました首脳宣言において、海洋にお

けるごみというのが世界的な問題であるという

ことが問題提起されておりまして、その中身と

いうのが、マイクロプラスチックというのが非

常に大きな問題であるといったことが取り上げ

られております。だから、ＦＲＰ漁船を使った

魚礁化というのは、環境面で非常に問題がある

んだということで慎重に進めていかなといけな

いと国の方も捉えておりますし、県の方もそう

いうふうに捉えております。 

【山田(博)委員】 そうしたら、水産庁で五島沖

にした魚礁は、では、速やかに撤去していただ

けますか、そういう見解があるのであれば。企

画監、それは水産庁に、この前の委員会ではＦ

ＲＰ漁船は魚礁として大変な効果があるという

ことで答弁がありましたけれども、実際、魚礁

としてあるわけですから、速やかに引き上げて

もらうように話をしてみませんか。 

 なぜならば、今、マイクロプラスチックのそ

ういった問題があるから、ＦＲＰ船は魚礁に適

さないということであるのであれば、速やかに

国に対して引き上げてもらうように要望してい

ただけませんか。いかがですか。 

【平野漁港漁場課企画監】 現在問題になってい

るマイクロプラスチック化の問題というのは、

そのＦＲＰという単体が、例えば紫外線に当た

るとか、波浪で20年後、30年後という形で細か

く分断された時に細かくなるということで、確

かに五島の奈留の方には平成24年、25年度にＦ

ＲＰの漁船を使って魚礁が入れられております。

将来このＦＲＰが崩れてきて、マイクロプラス

チック化する時に問題になるんだろうと捉えて

おりますので、今まさしくそういう小さくなっ

たマイクロプラスチックが魚にどういう悪い影

響を与えるかというような問題の調査が、環境

省は平成26年から、水産庁では今年度からそう

いう生物への影響という調査が、まさしく基礎

的な調査が進められております。そういったと

ころの答えがしっかり出てからでないと、実際、

入れてすぐ粉々になるかということはございま

せんので、また、奈留の方に沈めたＦＲＰの魚

礁につきましては、私ども漁協に聞いたところ

では、まだ魚の蝟集効果があるということは聞

いておりますので、そういうふうに壊れるよう

なことは、現在のところはないと捉えておりま

す。 

【山田(博)委員】 ということは、企画監、ＦＲ

Ｐ漁船の廃船が魚礁としてだめだとは、今の時

点では言えないということですね、今の答弁で

あれば。そこをしっかりと答弁していただきた

いと思いますよ。それはどうですか。 

【平野漁港漁場課企画監】 今、ＦＲＰの中古船

というか、古い船を魚礁に使うことの問題点と

いうのは、環境面に与える影響が、今まさに問

題提起されて、よく分かっていないというとこ

ろが問題でございます。 

【山田(博)委員】 ですから、今の時点で魚礁と

して使えないということは断言できないという

ことでしょう。そこだけお答えください。 

【平野漁港漁場課企画監】 確かに、今は断言は

できませんけれども、一旦、海底の深いところ

に入れますと、これが、例えば建設資材のアス

ベストの問題もそうなんでしょうけれども、つ

くった当時は大丈夫でも、いざ、人の健康に影

響がある、魚に影響があるとわかった段階で、

建物だとすぐ壊せるんでしょうけれども、一旦

海の中に入れてしまいますと、その回収に莫大

なお金がかかるということの中で、今、そのＦ

ＲＰ漁船を魚礁化して入れるということは、少
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し待つべきではなかろうかなという捉え方をし

ております。 

【山田(博)委員】 そういったことがわかれば、

わかっていただければいいんですね。 

 あと、ふるさと納税の取組状況についてお尋

ねしたいんですけれども、長崎県のふるさと納

税の中でどれだけ水産物が取扱いされているか

というのをお尋ねしたいと思います。 

 ノトイスズミという魚の駆除に関して県当局

の取組状況を教えていただきたいのと、あと対

馬海峡地区における湧昇流漁場整備事業につい

てもお答えいただけますか。 

【岩田水産加工流通課長】 ふるさと納税におけ

る水産物の取扱いの割合ですけれども、県の税

務課にお聞きしたところ、県が返礼品を送る場

合の平成29年度の水産物の割合は、全体の約4

割と聞いております。 

 それから、各市町にも一応電話で聞き取りを

しましたところ、水産物の割合が少ないところ

では極端に0.2％というところもございました。

ただ、多いところでは8～9割が水産物の返礼品

になっています。もう一つ、水産業が盛んな離

島の市町、離島地域では40％を超える状況にな

っておりました。 

【山田(博)委員】 水産加工流通課長、後で各市

町の割合というのを各委員の皆さん方にも出し

ていただけませんか。今日はせっかくマスコミ

の方も来られているので、出していただきたい

と思います。 

 そういう状況を踏まえて、水産加工流通課と

しては今後どのようにふるさと納税の水産物の

割り当てを増やしていこうと考えているのか聞

かせていただきたいと思っております。その役

割を担うのが岩田水産加工流通課長でございま

すからお答えください。 

【岩田水産加工流通課長】 ふるさと納税の返礼

品で水産物をぜひ使っていただきたいという思

いはあります。ただ、各市町におきましては、

市町の考えの中で当然動かれる話であります。 

 それから、県におきましては、所管が県の税

務課になりますけれども、我々としては当然水

産物をできるだけ使っていただきたいと。その

中で県の場合は、県内の幅広いものを使ってい

ただくということで、例えば俵物というのをぜ

ひ商品として推していきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 ちょっと今の答弁では物足り

ないですね。水産加工流通課というのは、長崎

県の水産物の販路拡大をしていくわけですから、

海外に売るのも大切だけれども、まずは国内で

す。足元にいかに売るかというのは大事ですか

ら、そこに今の答弁ではだめだから、もうちょ

っと勉強していただいて、次の委員会までに明

確な目標値を立てて頑張っていただきたいと思

います。いかがですか。 

【岩田水産加工流通課長】 返礼品につきまして

は所管が違うということはあるんですけれども、

担当の課の方ともお話をさせていただきたいと

思っております。 

【平野漁港漁場課企画監】 委員が先ほどノトイ

スズミの駆除のお話があったんですけれども、

この駆除に関しましては、藻場の保全を目的と

して実施する場合で、ノトイスズミ等の食害生

物の駆除などを支援するものとしましては、そ

れぞれに要件というものはあるんですけれども、

交付金事業である水産多面的機能発揮対策事業、

離島漁業再生交付金事業を活用して実施するこ

とは可能でございます。 

 具体例としましては、五島の崎山の事例とし

まして、ノトイスズミのトラップというものを

使って、非常に高い効果を上げておりますし、
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これは昨年までが離島再生交付金を使いまして、

今年から水産多面的機能発揮対策事業を使って

実施しておりますので、活用できるということ

でございます。 

【中村水産部参事監】 国直轄の漁場整備、フロ

ンティア漁場整備についてのお尋ねでございま

した。このフロンティア漁場整備事業について

は、排他的経済水域で行われる増殖や漁獲を期

待するものであります。 

 進捗状況ですけれども、事業費42億円で、平

成29年から33年度までの計画でありまして、30

年度から本格的に石材等によるブロックの製作

などの工事が行われております。 

 本年度、平成30年度は約7億3,000万円の工事

等が行われることになっておりまして、事業費

ベースの進捗状況としては約20％という状況

になっております。 

【山田(博)委員】 先ほどの対馬の海域の湧昇流

ですね。この今後の進捗のスケジュールを後で

いただけませんでしょうか。よろしいですか。

どうもありがとうございます。そこまでいって

いるんですね。 

 先ほどのノトイスズミの駆除は多面的機能発

揮対策事業と離島再生交付金が使えるというこ

とで、各漁協や各市町の担当者がよく理解して

いないみたいですので、ぜひこれは通知を出し

ていただけませんか、こうして使えますよとい

うことでですね。ぜひお願いしたいと思ってお

りますので、よろしいでしょうか。 

 続きまして、もう時間がありませんので、真

珠養殖において、外国人労働者を活用していた

だきたいという話がきているんですが、それに

ついて見解を聞かせていただきたいのと、あと、

新水産業経営力強化事業とありますね。これは

各漁協の方々にお聞きすると、大変使い勝手が

悪いと。要するに書類を何枚も書けと言われた

ら、なかなか事業をやっていけないということ

でありますので、これを活用できるような方向

性をしっかりと取り組んでいただきたい。これ

は事前に話はしておりますけれども、見解を聞

かせていただけますか。 

【中村漁業振興課長】 真珠養殖業における外国

人の活用についてのご質問でございますが、漁

業や養殖業の世界では、外国人の受け入れにつ

いては技能実習制度が現在活用されております。 

 ただし、養殖業においては、現在、2年以上

の研修が可能な技能実習2号の対象となってお

りますのは、ホタテガイ、マガキの養殖作業の

みとなっておりまして、魚類養殖や真珠養殖業

については現在対象となっておりません。 

 魚類養殖では、昨年から本県の魚類養殖の団

体が全国の業界団体の方に要望いたしまして、

現在、水産庁とか、外国人技能実習機構などと

協議を進めているところでございます。 

 一方、真珠養殖業でございますが、技能実習

制度を使いたいという声があるものの、一方で

は真珠については外国産真珠と国産の真珠との

競合の問題もございまして、技術の流出を懸念

する声もあります。県内に2つの真珠養殖漁協

がございますので、それぞれの実情やご意見を

伺いながら、魚類養殖団体が進めているのと同

様に、全国組織を通じた動きにつながっていけ

るようにこれから相談していきたいと考えてお

ります。 

【川口水産経営課長】 水産業経営力強化事業に

つきましては、今年度から前期対策を引き続き

新規事業として推進をしております。当該事業

が浜の活力再生プランと地域別施策展開に位置

づけられて、その取組が漁業者の所得向上につ

ながる、もう一点は所得向上の数値目標が設定
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されていることを要件にしております。特に、

2番目の所得向上の目標というのが非常に現場

にわかりにくいということでございますが、こ

れにつきましては施設の導入によって、事業実

施後の3年間の所得効果をきちんと記載してい

ただくことになっております。 

 ただ、この所得向上の取組については、各地

域の漁業実態がさまざまであることから、地域

の実態に応じて生産増や経費減の効果と、それ

による漁業者の所得向上の効果を整理していた

だくということで、市町に対しましてもそれぞ

れ具体例を示しまして、丁寧にご説明して事業

推進に支障がないように対応させていただきた

いと考えております。 

【山田(博)委員】 もう時間がありませんので、

改めて新水産業経営力強化事業というのは、漁

業者の使い勝手がいいように、先ほどおっしゃ

ったように各漁業協同組合で実態が違いますか

ら、ぜひ組合に応じて取り扱いがしやすいよう

にしっかり取り組んでいただきたいと思ってお

ります。 

 時間がありませんので、先ほど漁業振興課長

が言った養殖業における外国人労働者ですが、

真珠養殖の方々も、ぜひ外国人労働者を活用し

たいという要望があっていますので、しっかり

と対応できるように、今後取組をお願いしたい

と思っております。要望しておきたいと思いま

す。 

 あと質問ができなかった五島産キビナのブラ

ンド化について、県内河川流域における水産動

物の採捕の制限について、漁業就業促進総合支

援事業について、クロマグロの漁獲証明につい

てというのは、委員会が終わり次第、各課の方

でわかりやすい資料を提供していただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。それは

部長、よろしいですか。どうぞよろしくお願い

したいと思います。 

 委員長、そういうことで、どうもありがとう

ございました。終わります。 

【山口委員長】 ほかに質問がないということで

ありましたので、水産部関係の審査結果につい

て整理したいと思います。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ４時４２分 休憩 ― 

― 午後 ４時４２分 再開 ― 

 

【山口委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、水産部関係の審査を終了

いたします。 

 本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、農林部関係の審査を

行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

― 午後 ４時４３分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年９月２７日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時３１分 

於  委 員 会 室 ４ 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山口 経正 君 

副委員長(副会長) 髙橋 勝幸 君 

委    員 中島 廣義 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   前田 哲也 君 

 〃   山本 啓介 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

 吉村 正寿 君 

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

農 林 部 長 中村  功 君 

農 林 技 術 開 発 

セ ン タ ー 所 長 
荒木  誠 君  

農 林 部 次 長 岡本  均 君 

農 林 部 次 長 綾香 直芳 君 

農 林 部 参 事 監 
（農村整備事業・ 
諫早湾干拓担当） 

山根 伸司 君  

農 政 課 長 吉田 弘毅 君 

農山村対策室長 川口 健二 君 

農 業 経 営 課 長 宮本  亮 君 

農地利活用推進室長 村里 祐治 君 

農 産 園 芸 課 長 渋谷 隆秀 君 

農産加工流通課長 長岡  仁 君 

畜 産 課 長 山形 雅宏 君 

農 村 整 備 課 長 西尾 康隆 君 

諫早湾干拓課長 藤田 昌三 君 

林 政 課 長 内田 陽二 君 

森 林 整 備 室 長 永田 明広 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【山口委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 なお、吉村(正)委員から欠席する旨の届が出

されております。 

 また、中村委員から文教厚生委員会での請願

審査のため、本委員会への出席が遅れる旨、連

絡があっておりますので、ご了承をお願いいた

します。 

 また、団体検査指導室長が本委員会を欠席し、

事務取扱として、岡本農林部次長が対応する旨

の届が出ておりますので、ご了承願います。 

 それでは、これより、農林部関係の審査を行

います。 

【山口分科会長】 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。 

 農林部長より予算議案説明をお願いいたしま

す。 

【中村農林部長】 おはようございます。 

 農林部関係の議案について、ご説明いたしま

す。 

 「予算決算委員会農水経済分科会関係議案説

明資料」の農林部の1ページ目をお開きくださ

い。 
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 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第107号議案「平成30年度長崎県一般会計補正

予算（第2号）」のうち関係部分でございます。 

 歳入予算は1億9,696万円の増、歳出予算は5

億6,284万円の増となっており、歳出予算の内容

につきましては、まず、決壊等の災害の未然防

止と安定的に農業用水を確保するため、ため池

の改修工事を行う経費として、ため池等整備費

2億8,560万円の増を計上いたしております。 

 また、1ページ目の下段から2ページ目にかけ

まして、6月から7月の集中豪雨及び台風7号に

伴い発生した海岸漂着ごみの処理に対応するた

めの経費として、海岸保全費924万円の増、山

地崩壊地の復旧に要する経費として、自然災害

防止費2億6,800万円の増を計上いたしており

ます。 

 以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山口分科会長】 次に、農村整備課長より、補

足説明を求めます。 

【西尾農村整備課長】 私から、農村整備課関係

の事業につきまして、お配りしております補足

説明資料「平成30年度9月補正予算計上事業一

覧」に基づいてご説明いたします。 

 資料の1ページに記載されていますのが、今

回、補正で計上しております農村整備課関係の

事業及び地区の一覧でございます。 

 平成30年度7月豪雨、通称「西日本豪雨」で

は、本県を含め11府県で大雨特別警報が発令さ

れ、各地に甚大な被害を及ぼしております。 

 その対策として、国では、平成30年度の予備

費により、被災地の早期復旧支援対策を打ち出

したところでありまして、本県におきましても

この予備費を有効活用することで農村地域にお

ける防災・減災対策を推進したいと考えており

ます。 

 このことから、ため池整備事業及び海岸保全

事業の7地区に合計2億9,484万円の補正予算を

計上させていただいております。 

 今回の補正により、平成30年度の農業農村整

備事業は、平成29年度補正予算と平成30年度の

現年度予算を合わせた年間実質予算が事業費ベ

ースで88億円となり、前年度を2億円程度上回

ることとなります。 

 次に、今回、補正予算を計上させていただく

主要事業について、写真でご説明をさせていた

だきます。 

 資料2ページをご覧ください。 

 諫早市で実施中の西出口地区の写真です。本

事業では、決壊等の災害の未然防止と安定的に

農業用水を確保するために、国の予備費を活用

し、ため池の改修工事を行います。今回の補正

で西出口地区ほか5地区において、堤体工や測

量設計を実施する予算として合計2億8,560万

円を計上しております。 

 続きまして、3ページをご覧ください。 

 西日本豪雨や台風7号により、諫早湾におい

て海岸に漂着ごみが打ち上げられた写真でござ

います。今回の補正では、この漂着ごみを撤去

し、焼却処分するための予算として924万円を

計上しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【山口分科会長】 次に、森林整備室長より、補

足説明を求めます。 

【永田森林整備室長】 私から、第107号議案「平

成30年度長崎県一般会計補正予算（第2号）」
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の森林整備室関係事業についてご説明をいたし

ます。 

 同じ資料の4ページをご覧ください。 

 自然災害防止費でございます。 

 この事業は、集中豪雨などにより発生した山

腹崩壊地等の復旧に際し、国の採択基準を満た

さない箇所の復旧を行うものでございます。 

 自然災害防止費につきましては、当初予算と

して1億2,570万円を計上しておりましたが、先

ほどご説明がありました6月から7月の集中豪

雨及び台風7号により県内各地で災害が発生し、

これらの復旧に要する費用が新たに必要となり

ました。 

 年度当初から実施を予定していた箇所と、今

後必要見込みとなる額を合わせて、事業費で3

億9,370万円が必要となったため、当初予算を差

し引いた不足額2億6,800万円を補正予算とし

て計上しております。 

 5ページをご覧ください。 

 県営工事で県営自然災害防止事業の実施を予

定しております対馬市厳原町久和地区の被災の

状況の写真でございます。右側が復旧のイメー

ジ写真となっております。 

 6ページをご覧ください。 

 補助営自然災害防止事業で復旧を計画してお

ります平戸市迎紐差町垣洗川地区でございます。

同じく右側が復旧後のイメージとなっておりま

す。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

【山口分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【山田(博)委員】 おはようございます。 

 それでは、この予算議案の分でお尋ねしたい

と思うんですが、まず、ため池です。これは先

ほど説明があったように、緊急の調査でされた

と思うんですが、以前、決壊のおそれがあると

いうことで、前の予算で全部調べて、新たに今

回わかったということですか。それとも、どう

なんですか、そういったところをお尋ねしたい

んです。 

【西尾農村整備課長】 ため池の点検の件でござ

いますが、ため池につきましては、平成25年度

から27年度にかけて、国の補助事業を活用して

一旦点検をしておりました。その結果で、例え

ば漏水とか、漏水が一番の原因ですが、漏水等

の問題で改修が望まれるというため池が105ケ

所ございました。 

 今回、西日本豪雨によりまして人命等に被害

が出たということで、全国的な緊急点検を実施

しております。ただし、この緊急点検の対象に

つきましては、下流域に人家等があり、人命に

被害を与えるというため池に限って調査を行っ

ております。全国で約9万ケ所、長崎県で936ケ

所、この点検を行い、全国では1,540ケ所が何ら

かの対応が必要という結果が出てございます。 

 長崎県は、そのうち2ケ所が何らかの対応が

必要という結果が出たところです。 

 なお、その2ケ所につきましては、平戸市の2

ケ所でございまして、1ケ所につきましては既

に対応しております。あと1ケ所につきまして

も、平戸市の単独事業の方で対応する予定とい

う状況でございます。 

【山田(博)委員】 ということは、平成25年度か

ら平成27年度の間に、こういったため池の危険

箇所というのは一度把握されたということで理

解していいんですかね、ある程度はですね。 

 国が、西日本豪雨でいろんな自然災害が発生

したので、今回は緊急的な予算を計上するから、
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再度調査をした上で、もう一回危険箇所は出し

なさいということだと理解していいわけですね。

簡単に言うと、そういったことですね。いかが

ですか、お答えいただけますか。 

【西尾農村整備課長】 委員のおっしゃるとおり

でございまして、国の方でそういう危険箇所を

未然に対策を打とうという予備費の活用でござ

います。 

【山田(博)委員】 本来であれば危険箇所という

のは国も全部わかっていたわけですね、農林水

産省も。一遍調査して出しているわけですから。

今回、国がこれを出すから前倒しでやりましょ

うということになったということですかね、一

言で言えば。 

 それで、事故があったからするんじゃなくて、

本来であれば、姿としては、国の方に緊急に危

ないところはしっかりと予算付けしてもらわな

いといけないということですね、裏付けすれば

ね。 

 だから、今回、私たちも新たにこういった事

故とか、自然災害が発生したからといって、国

が予算を出すから、はい、しなさいではですね。

これは県も負担があるんでしょう、負担がね。

県はやりたくても国が付けないからといってで

きないと。今度は、国がやるから、じゃ、緊急

に県も出せと。担当課長としては大変なわけで

すね、はっきり言えば。 

 だから、農林部参事監、そういった実情があ

りますのでね。私の言わんとするところはわか

りますよね。しっかりと、国が出すから長崎県

も出すとか、してほしい時は出さないでいて、

国が出すからとまた右往左往させられたら大変

ですから、これはある程度の方向性をしっかり

として、スケジュール感を持ってやっていただ

かないと、災害が起きたから急にやりましょう

じゃたまったもんじゃないということですね。

だから、山根参事監、そういったことを、現状

を踏まえた上で国に対して、当委員会でこうい

った議論があったということをしっかり伝えて

いただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。 

【山根農林部参事監】 ただいま、委員からお話

がありましたように、ため池の整備というのは

非常に重要でございますので、計画的に整備が

進むように国の方にも伝えてまいりたいと思っ

ております。 

【山田(博)委員】 そういうことで、長崎県も懐

事情がありまして、さっきからずっと農村整備

課長を見ていたら、だんだん、だんだんこの人

はやせ細って大丈夫だろうかと思っているぐら

いですから。 

 続きまして、今度は海岸保全費のことでお尋

ねしたいんです。この写真を見たら相当な漂着

ごみがありますが、この工事は終わったんです

か、終わってないんですか、そこだけお答えく

ださい。 

【西尾農村整備課長】 農地海岸につきましては、

現時点で全て回収を終えております。 

【山田(博)委員】 そうでしょう。ということは、

これは行うじゃなくて、行いましたじゃないで

すか、表現としては。そうでしょう。おかしい

なと思ったんですよね。だって、この写真を見

たら、このままずっとやっているわけないから

ですね、これは専決処分でやってしまったんで

しょう。これは後付けですか。どうなっている

んですか、そのあたりをお尋ねしたいと思いま

す。 

【西尾農村整備課長】 これにつきましては、国

の補助事業を活用して行う事業ですが、国の方

に一応災害ということで応急対策をしてよろし



平成３０年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２７日） 

- 93 - 

いかという許可を得て行っております。そうい

う意味では、今回、9月補正で県の予算上は後

付けという形になっている状況でございます。 

【山田(博)委員】 そういうことですね。わかり

ました。 

 森林整備室長にお尋ねしますが、今回、県営

と補助営というのがありますけれども、県営の

方は後で場所を詳しく教えてもらいたいですね。 

 補助営10カ所とあり、対馬市、南島原市、佐

世保市、平戸市、松浦市とありますけれども、

これは補助営の補助要綱というんですか、受け

入れる市は補助率の要綱なりを定めているとこ

ろですか。私も、今回、質問通告で出しており

ますけれども、その件はどうなっているかとい

うのを含めてお尋ねしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

【永田森林整備室長】 今回、計上させていただ

いています10カ所につきましては、補助の負担

割合を定めています。 

 先ほど委員からご質問いただきました条例の

制定の有無等に関して、今回、市町に調査を行

った結果、県内の21市町のうち、条例等により

負担割合を定めているのが15市町でございま

す。 

【山田(博)委員】 それでは、定めてない6市町

をお答えいただけますか。 

【永田森林整備室長】 負担割合を現在まだ定め

ていない市町につきましては、長崎市、諫早市、

大村市、長与町、東彼杵町、新上五島町の6市

町になります。 

 このうち、東彼杵町につきましては、これま

で事業の実績がないということで負担割合を定

めていませんけれども、他の事業の負担割合を

準用することで事業の実施は可能とお聞きして

おります。 

 また、長与町につきましては、激甚災を指定

した時に実施可能となります国庫補助事業、林

地崩壊防止事業については実施可能という回答

をいただいております。 

【山田(博)委員】 森林整備室長、今回、補助営

ということで10カ所あって、たまたま条例で定

めていたわけですね。定めていなかった場合に

は補助金を出せるか、出せないのか、そこだけ

お答えください。 

【永田森林整備室長】 本事業、自然災害防止事

業におきましては、市町において負担金条例の

制定等が補助要件とはなってなく、地域防災計

画に搭載された被災地において治山事業を行う

場合に補助を行うこととなっておりますので、

市町の判断で事業を実施するのは可能だと考え

ております。 

【山田(博)委員】 地域防災計画に搭載されたと

ころが、災害があった場合にはできるわけでし

ょう。それ以外の場合はどうなるんですか。 

【永田森林整備室長】 先ほど言いました地域防

災計画に搭載されているということでございま

すけれども、災害が起こった後であっても、地

域防災計画を見直していただいて、計画に搭載

いただくということで事業をやっている場合も

ございます。 

 また、先ほど言いました6市町につきまして

も、こちらの方から事業の必要性等についてご

説明をいたしまして、条例の制定については今

後検討していくという回答もいただいておりま

す。 

 我々としましては、補助割合を制定していな

い市町におきましても事業はできるかもしれま

せんけれども、近年頻発する異常気象を鑑み、

早急な復旧が必要ということからすると、やは

りあらかじめ負担割合を定めていた方が事業が
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速やかにできるものと思いますので、今後、市

町に対して条例制定等について、負担割合をし

っかり定めていくように指導してまいりたいと

考えております。 

【山田(博)委員】 この長崎市、諫早市、大村市、

長与町、東彼杵町、新上五島町、今までそうい

った実績がないとか言われますが、備えあれば

憂いなしだからね。例えば新上五島町は、たま

たま県営の事業だったからよかったものの、補

助営だったら時間がかかったわけですね、ない

わけだから。やっぱりこういったことをしっか

りと取り組まないといけないわけですね。 

 ちなみに、森林整備室長はこういった状況が

あったというのは、私から指摘されてわかった

のか、以前からわかっていたのか、どちらです

か、そこだけお答えください。 

【永田森林整備室長】 前回6月議会の時もお答

えしましたけれども、電話等で調査をするとい

う程度では理解をしておりました。ただ、今回

は、市町に伺って状況を把握したところでござ

います。 

【山田(博)委員】 森林整備室長、いいですか、

この自然災害防止工事というのは、県民の皆さ

ん方の生命、財産を守る大事な事業であるわけ

ですね。その中で、要は私から指摘されて調査

したら、そういうことがわかりましたと。本来

であればそういった状況ではいけないわけです

よ。森林整備室長、これからもうちょっと、他

の業務も忙しいかもしれないけれども、この事

業というのは今までもずっとやっていたわけだ

から。やっているにもかかわらず、補助営で、

実際今回10カ所挙がっておきながら、今までず

っとあっていたわけですね。にもかかわらず、

こういった状況だというのは遺憾に思うわけで

すね。 

 いずれにしても、本来であれば、こういった

状況というのはあってはならないわけです。た

またま、私の地元の五島市はなかったけれども、

新上五島町はこんなことがあったということで、

まことに残念です。 

 いずれにしても、今後、速やかに条例を制定

してもらうように頑張っていただきたいと思い

ます。これはどっちの次長が答えるんですか。

お答えください。 

【岡本農林部次長】 今、山田(博)委員からご指

摘がありましたように、最近、突発的な危険災

害も多々起きていますので、速やかな対応がで

きるように、今後、市町と十分打ち合わせして

いきたいと思います。よろしくお願いします。 

【山田(博)委員】 今回、自然災害防止工事の県

営と補助営というのは、県民にとって、地域住

民にとって大変必要な事業でございますので、

速やかに次の委員会までに、各市町がいつまで

に補助営の条例を制定して、速やかに事業がで

きるかというのを報告できるような状態にして

いただけませんか。 

 というのは、地域防災計画に載っていなかっ

たら、後から見直しすればできると言われます

が、後からすればいいというわけじゃないでし

ょうからね。速やかに復旧工事ができるように

しっかりとやっていただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

 私ばかり質問できませんので、一旦終わりた

いと思います。 

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口分科会長】 ほかに質疑がないということ

でありますので、これをもって質疑を終了いた

します。 

 しばらく休憩いたします。 
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― 午前１０時２４分 休憩 ― 

― 午前１０時３９分 再開 ― 
 

【山口分科会長】 分科会を再開いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第107号議案のうち関係部分については、原

案のとおり、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。 

【山口委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 農林部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明及び提

出資料に関する説明を受けた後、陳情審査、所

管事項についての質問を行います。 

 まず、農林部長より、所管事項説明をお願い

いたします。 

【中村農林部長】 農林部関係の議案外の主な報

告事項についてご説明いたします。 

 「農水経済委員会関係議案説明資料」並びに

同資料（追加1）から（追加3）をご覧ください。 

 今回ご報告いたしますのは、台風7号及び平

成30年7月豪雨による農林業被害について、長

崎農林業大賞について、全国茶品評会における

2年連続の日本一の獲得、チャレンジ園芸1000

億推進大会について、千綿女子高等学園の跡地

活用について、壱岐市農業協同組合に対する業

務改善命令の発出について、農業サービス事業

体の設立について、「ながさき森林環境税」に

ついて、鳥インフルエンザの防疫対策の強化に

ついて、諫早湾干拓事業の開門問題について、

諫早湾干拓農地の排水対策等について、公共事

業の事前評価についてでございます。 

 そのうち、主な事項について、要点を絞って

ご報告いたします。 

 まず、当初お配りしております「農水経済委

員会関係議案説明資料」農林部の1ページ目を

お開きください。 

 台風7号及び平成30年7月豪雨による農林業

被害についてでございます。 

 去る7月3日の台風7号による被害状況は、五

島地域を中心に葉たばこ、梨、ぶどう、小菊な

どの農作物被害のほか、ビニールハウス、畜舎

等の施設、農地・農道、林地・林道など、総額

約9億2,300万円となっております。 

 また、7月6日から7日にかけての平成30年7

月豪雨による被害状況は、菊、水稲、みかん等

の農産物、農地・農道、林地・林道で総額約14

億7,200万円となっております。 

 県では、台風襲来に対する技術対策について

の周知に努めるとともに、被害発生後は、農業

団体、市町と連携を図りながら被害の状況把握、

拡大防止に向けた技術指導の実施、農業共済金

の早期支払いや資金相談窓口設置の働きかけ等

を行ってまいりました。特に、被害の大きかっ

た葉たばこについては、ＪＴによる生産者に対

する減収分の補塡とともに、代替作物の作付推

進を図っているところであります。 

 今後は、速やかな災害復旧に努めるとともに、

国から示された支援対策を最大限活用すること

で、産地の一日も早い復旧・復興に取り組んで
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まいります。 

 次に、同資料の2ページ目をお開きください。 

 千綿女子高等学園の跡地活用についてでござ

います。 

 千綿女子高等学園の跡地につきましては、株

式会社平田農場を跡地の活用事業者に決定し、

貸付契約を締結したところであります。 

 本年3月から跡地全体の購入について協議し、

当初、平田農場は、跡地の一括購入に強い意欲

を示していたことから、貸付期間満了後も協議

を続けておりましたが、購入資金の調達が不調

に終わったことを理由に、購入を辞退するとと

もに、営農関係業務についても休止する旨の申

し出があり、県としましてもこの申し出を受理

したところであります。 

 県としましては、地元の東彼杵町等の関係者

とも協議の上、改めて公募による新たな事業者

の選定を行い、今後の跡地の有効利用を検討し

てまいります。 

 次に、「農水経済委員会関係議案説明資料（追

加1）」の2ページ目をお開きください。 

 壱岐市農業協同組合に対する業務改善命令の

発出についてでございます。 

 平成29年度の壱岐市農業協同組合に対する

検査において、特定の大口貯金者に対する優遇

金利の設定に際し、理事の善良な管理者の注意

義務が果たされていなかったこと、借名口座が

開設されていたことなどの改善を要する不適切

な業務運営が確認されました。 

 このため、県といたしましては、今月7日付

で農業協同組合法の規定に基づき、当該組合に

対し、業務改善命令を発出いたしました。 

 当該組合においては、既に今回の案件にかか

る全ての口座を解消し、コンプライアンスマニ

ュアルの周知徹底など、再発防止に向けた取り

組みと併せて、責任解明委員会を立ち上げ、全

容の解明等に努めているとの報告を受けている

ところです。 

 今後は、業務改善命令に基づき、その改善状

況を定期的に確認し、必要な指導監督を行って

いくことといたしております。 

 県といたしましても、これまでの県の検査で

今回の事案を確認できなかったことはまことに

遺憾であり、その後の検査においては、類似案

件の検証を重点事項として検査を行うよう改善

を図っているところであります。 

 今後とも、検査指導体制の改善を図るととも

に、県内農業協同組合の適切な運営のため、指

導監督に努めてまいります。 

 次に、「農水経済委員会関係議案説明資料（追

加3）」の1ページ目をお開きください。 

 農業サービス事業体の設立についてでござい

ます。 

 国家戦略特区を活用した農業分野の外国人就

労につきましては、国の諮問会議ワーキンググ

ループのヒアリング等、対応を重ねてきたとこ

ろですが、当初、平成29年内とされていた第4

次の区域指定については、指定時期が見通せな

い状況となっております。 

 そのため、外国人材等を雇用して農業現場に

派遣するための特定機関である農業サービス事

業体の設立につきましては、当初、本県の区域

指定後を想定しておりましたが、本年6月に国

が定めた、いわゆる「骨太の方針」において「新

たな外国人材の受入れ制度」の創設が明記され、

政府は平成31年4月からの導入を目指している

ことから、県といたしましては、速やかに外国

人材等の派遣を開始できる態勢を整えることが

必要と判断し、区域指定を待たず前倒しで手続

を進めているところであります。 
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 具体的には、同事業体に参画する人材派遣会

社の公募を8月に実施し、1社から応募があり、

現在、出資団体と出資内容等について協議を行

っており、設立後は外国人材等を受け入れ、派

遣する体制整備を進めていくことといたしてお

ります。 

 その他の事項の内容につきましては、記載の

とおりであります。 

 なお、諫早湾干拓事業の開門問題につきまし

ては、補足説明資料を配付させていただいてお

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山口委員長】 次に、諫早湾干拓課長より補足

説明を求めます。 

【藤田諫早湾干拓課長】 諫早湾干拓事業の開門

問題について説明させていただきます。 

 補足説明資料「諫早湾干拓事業の開門問題に

ついて」の1ページをご覧ください。 

 訴訟の状況を時系列にまとめたものでござい

ます。 

 資料中央の黄色部分でございますが、去る7

月30日に福岡高裁判決が出されました請求異

議訴訟の訴えについてご説明いたします。 

 まず、経緯でございますが、平成26年1月9日

の請求異議訴訟の訴えから、左側に矢印が伸び

ております赤色部分でございますが、平成22年

12月6日に、福岡高裁において開門を認める判

決が出され、判決が確定いたしました。 

 そこから矢印が下に伸びておりますが、平成

25年12月24日に、開門判決において勝訴した原

告は、国が開門義務を履行しないため、間接強

制の執行申立てを行い、勝訴いたしました。 

 このため、国は、開門勝訴原告に対して、間

接強制金を支払い続け、その額は累計で12億

3,030万円となっております。 

 黄色部分に戻りますが、これに対し国は、平

成26年1月9日に請求異議訴訟を起こし、確定判

決後に新たに生じた事実関係の変動によって、

開門請求権による強制執行を許さない旨の請求

を裁判所に求めておりました。 

 そこから矢印が下に伸びておりますが、平成

26年12月12日に判決が出され、国が福岡高裁確

定判決の勝訴原告を訴えておりましたが、1審

の佐賀地裁では請求が認められず、国は敗訴し

ておりましたが、一番下の黄色部分でございま

すが、去る7月30日、福岡高裁控訴審において、

国の請求を認める判決が出されたところでござ

います。 

 しかしながら、記載のとおり、去る8月10日、

開門勝訴原告の方々は、これを不服として最高

裁判所へ上告されております。 

 資料の2ページは請求異議訴訟の状況でござ

います。説明は省略させていただきます。 

 資料の3ページでございますが、今回の判決

のポイントでございます。 

 緑色の部分でございますが、漁協の共同漁業

権は、漁業法により10年で消滅するので、黄色

部分の平成22年12月20日の開門判決確定の際

の左下の赤色縁取り矢印の旧共同漁業権は、中

央部分でございますが、平成25年8月31日の共

同漁業権期間満了により消滅している。その後、

新たに免許された右下の緑色縁取り矢印の新共

同漁業権とは別個の権利であって、法的な同一

性を有するものではないので、旧共同漁業権の

平成25年8月31日の消滅とともに、開門請求権

も消滅したとの判断で国の請求を認めたもので

ございます。 

 今後の見通しでございますが、資料の1ペー

ジにお戻りください。 
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 一番左の小長井・大浦訴訟でございますが、

これは漁業者の開門請求等を認めないとする控

訴審判決が出されております。一番下にありま

すとおり、最高裁で審理中でございます。 

 一番右の排水門開放差止訴訟でございますが、

これも一番下にありますとおり、開門を求める

方々が訴訟当事者として参加することを求めた

独立当事者参加申出について、最高裁で審理中

でございます。 

 今回の請求異議訴訟を加えまして、開門問題

に関連する訴訟が3件、最高裁で審理されてい

るところでございます。 

 法律の専門家にお聞きしたところでございま

すが、今後の見通しについては、これら関連訴

訟の関係から想定できないという状況でござい

ます。 

 また、国は、開門を前提としない基金による

解決を目指すという基本方針は変わっていない

とされているところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

【山口委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明をお願いいたします。 

【吉田農政課長】 私からは、「政策等決定過程

の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提

出いたしました農林部関係の資料について、ご

説明をいたします。 

 まず、資料の1ページをお開きください。 

 補助金内示状況につきましては、本年6月か

ら8月までの実績についてご説明をいたします。 

 直接補助金は1ページから10ページに記載の

とおり、長崎県中山間地域等直接支払交付金な

ど合計101件でございます。 

 それから、11ページをお開きください。 

 間接補助金は11ページから20ページに記載

のとおり、新構造改善加速化支援事業補助金な

ど合計117件でございまして、補助金は合計で

218件となっております。 

 続きまして、資料の21ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約状況につきましても、本

年6月から8月までの実績について記載をいた

しております。 

 まず、左上になりますけれども、委託につき

ましては21ページに記載のとおり、合計20件に

なっておりまして、次の22ページから31ページ

にその入札結果一覧表を添付いたしております。 

 32ページをお開きください。 

 工事につきましては、資料の32ページから35

ページに記載のとおり67件でございまして、36

ページから113ページにその入札結果一覧表を

添付いたしております。 

 なお、委託と工事を合わせた合計件数は87件

となっております。 

 ここで、大変申しわけございませんが、資料

の訂正をお願いしたいと思っております。 

 お手元に、本日配付をさせていただきました、

右上に「差し替え分」と書いてあります4枚も

のの資料がお手元にございますでしょうか。 

 提出した資料の入札結果一覧表の記載内容に

誤りがございましたので、お手数ですが、差し

替えをお願いしたいと思っております。 

 まず、「差し替え分」としている資料につき

まして、表紙をめくっていただきまして37ペー

ジとなっておりますが、まず、これからご説明

いたします。 

 入札結果一覧表の右肩の上に赤字で記載をし

ております。予定価格の欄に、当初提出した資

料はここが空欄になっておりまして、今回赤字

で訂正して記載をさせていただいております。
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8,301万8,000円と赤字で記載をさせていただ

いております。 

 また、その下の結果の欄でございますが、赤

字で記載をしておりますとおり、失格の文字が

漏れておりましたので追記をさせていただいて

おります。 

 次に、裏面をご覧ください。これは38ページ

の資料になります。 

 この表につきましては、これも右肩の欄の最

低制限価格のところを赤字で記載をさせていた

だいております。当初配付した資料につきまし

ては、ここの金額が8,226万1,000円となってお

りましたが、記載の誤りでございまして、正し

くは8,305万4,000円と赤字で訂正をさせてい

ただいております。 

 次が、83ページと記載している資料になりま

す。 

 この資料につきましても、右肩の予定価格の

欄と最低制限価格の欄を赤字で記載をさせてい

ただいております。予定価格の欄は、当初配付

いたしました資料では2,990万3,000円となっ

ておりましたが、記載誤りでございまして、正

しくは赤字で記載のとおり2,988万円に訂正を

させていただいております。また、その下の最

低制限価格につきましても、当初の資料では

2,693万5,000円と記載しておりましたが、修正

をさせていただきまして、赤字で記載のとおり

2,718万8,000円に訂正をさせていただいてお

ります。 

 その裏面でございます。84ページの資料にな

ります。 

 これも右肩に赤字で記載をしております予定

価格の欄に記載漏れがありまして空欄となって

おりました。訂正して4,064万9,000円と記載を

させていただいております。 

 最後に、次の85ページと記載しているページ

になります。 

 こちらも右肩の予定価格の欄に赤字で記載を

させていただいておりますが、空欄となってお

りました。訂正して2,984万1,000円と記載をさ

せていただいております。 

 以上が修正になります。 

 今回、議会に提出し、ご審議をいただく資料

につきまして、農林部としてのチェック体制が

十分でなく、こうした複数の訂正があったこと

をお詫び申し上げます。 

 なお、入札自体は適正に執行されていること

は確認しておりますが、今後、こうしたことが

ないよう、資料の確認には細心の注意をはらっ

てまいりたいと考えております。 

 大変申しわけございませんでした。 

 次に、当初配付の資料に戻っていただきまし

て、資料の114ページをご覧ください。 

 陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、県

議会・議長あてにも同様の要望が行なわれたも

のに関して、114ページから132ページに県の対

応を記載しております。 

 最後に、133ページをご覧ください。 

 附属機関等会議結果報告につきましては、本

年6月から8月までの実績は、ながさき森林環境

基金管理運営委員会の1件であり、その内容に

ついては134ページに記載のとおりでございま

す。 

 以上で説明を終わります。 

【山口委員長】 説明が終わりましたので、次に

陳情審査を行います。 

 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

ご覧願います。 
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 審査対象は、19、20、22、25、27、36、41

番でございます。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 陳情番号25番、大村市の方か

らの要望ということで11番、食品加工センター

の大村市への設置についてということで、その

対応状況も記載されているわけですが、今、鋭

意食品加工センターの整備検討をとありますけ

れども、大体目標の今後のスケジュールをお尋

ねしたいと思います。 

【吉田農政課長】 食品加工センターにつきまし

ては、今年度、外部有識者からご意見をいただ

きまして、今、整備計画の案を作成していると

ころでございまして、できるだけ早く議会の方

にもご説明をと思っておりますけれども、もう

しばらくお時間をいただきたいと思っておりま

す。 

【山田(博)委員】 もうしばらくということであ

りますけれども、大体大まかなスケジュールと

いうのは考えていらっしゃるんですか。 

【吉田農政課長】 本年度中には整備計画案を完

成して、議会の方にもご説明したいとは考えて

おります。 

【山田(博)委員】 本年度中に食品加工センター

整備検討案を示して、その後のスケジュールを、

現時点でいいですからお答えいただけますか。 

【吉田農政課長】 整備計画案ができまして、そ

れから基本設計、実施設計と移りますので、こ

の加工センターにつきましては、地域創生交付

金の活用を考えておりますが、実際の完成につ

いては、まだ3年程度は要するのではないかと

は考えております。 

【山田(博)委員】 そうしたら、3年程度を考え

て、ある程度の構想、当初予算で200万円組ん

でいたわけですね。財政当局に対しては、ある

程度の構想のスケジュールと、さらに具体的に

大体どれだけの規模の施設をつくるかというこ

とまでは話はされてなかったんですか。 

【吉田農政課長】 そういった規模等を検討する

ために、外部有識者から意見を聞いて整備計画

案を今詰めているところでございまして、それ

を含めた中で、今後、財政当局との具体的な協

議に入るということになります。 

【山田(博)委員】 わかりました。では、案がで

きましたら、また示していただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。一旦終わりま

す。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 

【山田(博)委員】 先ほどの資料の8ページです。 

 ながさ木・なごみの街づくり事業ということ

で、これは県民の目に触れる機会が多い公共性

の高い民間施設の木質化及び木製品の整備に対

する助成とありますけれども、今回、これは補

助金の番号で言うと78番、79番でありますけれ

ども、これはどういったところに置かれている

んですか。それを説明していただけますか。 

【内田林政課長】 今お尋ねのながさ木・なごみ

の街づくり事業、これは森林環境税を活用した

第3期からの新しい事業でございまして、これ

まで公共施設等を中心に県産材の利活用を推進

するために補助事業をつくっていたんですが、
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今回は、公共施設だけではなくて、それに準じ

るもの、例えば銀行だとか、病院だとか、保育

園だとか、そういった類のものに対しても200

万円を上限に、県産材を使った施設に対して補

助をしているところでございます。 

【山田(博)委員】 ですから、今回2つ挙がって

いますよね。県民の目に触れる機会が多い公共

性の高い民間施設というのは、例えば今回2つ

施設が挙がっていますけれども、どういった場

所に出しているのか説明していただけますか。 

【内田林政課長】 78番の四面みらい開発株式

会社というものは、諫早市の永昌東町商店街の

協同組合の組合員が組織した法人でありまして、

地域の活性化を図るために、空き店舗を改装・

改修して木質化を計画しており、その事業費約

620万円に対して200万円を補助しているもの

でございます。 

 それから、79番の事業名は一緒ですけれども、

これは小浜の株式会社うぐいすや旅館でござい

ますが、店舗内のレストランの改修ということ

で県産材を使った施設に補助をしているところ

でございます。 

【山田(博)委員】 いいですか。公共性の高い民

間施設といって、レストランや空き店舗が県民

の目に触れる機会が多い公共性の高い施設とい

うのは、ちょっとかけ離れているんじゃないか

と思うんですけどね。空き店舗でしょう。例え

ば学校や幼稚園、保育園ならまだしも、空き店

舗やレストランが公共性が高いと言えるかと思

って、この要綱というのを誰がどういうふうに

つくったか。これは審査委員とか決まっている

んですか。ただ単に申請したら、いいですよと

いうことで補助が出るようになっているんです

か。お答えいただけますか。 

【内田林政課長】 補助の要綱を農林部でつくり

まして、審査は林政課でやっております。 

【山田(博)委員】 最終的には、林政課長が決裁

するんでしょうね。 

 私は、公共性の高い施設というのは、最初に

課長が言われた幼稚園、保育園だったらわかる

んですよ。しかし、空き店舗やレストランとか

で、果たして公共性が高いとか言って、そうで

すねと言う人がいるかね。そこを百歩譲って、

例えば林政課以外の人たちがいて、民間の人と

かおって、こうですから、ああですからと言っ

て議論してするのだったらまだわかるけど、林

政課の中で、森林環境税を使って、今の2店舗

をどうですかと言って許しているというのは、

大変申しわけございませんけれども、この2つ

出したところが正解だという人はごくまれだと

私は思います。 

 この担当者はどちらの次長ですか。私との議

論を聞いて、次長はどう思いますか。次長は知

っているでしょうけれども、少なくとも、最初

の幼稚園、保育園だったらわかるけれども、2

店舗にそれでオーケーしますと言ったのは、こ

れはどうかと思うよ。次長、そう思いませんか。

率直に言って、私はそう思いますよ。いかがで

すか。 

【岡本農林部次長】 委員が仰るように幼稚園、

保育園、学校などは公共性の高い施設として理

解を得られやすいと思うんですけれども、空き

店舗の改装につきましても、改装して不特定多

数の方の目に触れる公共性の高い民間施設とし

て利用されるという判断がされて補助されたん

だと思いますので、補助対象を公共施設から民

間の施設まで広げたということで今回の事業を

やっているものと考えています。 

【山田(博)委員】 次長、それは冗談じゃないよ。

森林環境税でこういったところに使っていて、
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認めてくださいと言って、あなた方は冗談じゃ

ないよ、これ。ましてや、今の次長の答弁だっ

たら、なおさら納得いかんね。 

 これは委員長、なぜこういうふうなことにな

ったのか、要綱や審査する審査委員のメンバー

とかを出していただきますよ。冗談じゃないよ、

こんな。林政課としてこんなことをやっていた

のかとびっくりしたよ。あなた方の課としては、

もうちょっと立派なことをやっていると思って

いたけれども、これに関してはいかがなものか

と私は思いますよ。次長としては、部下がやっ

ていることだから、いろいろ言えない気持ちと

いうか、立場というのはわからんでもないけれ

ども、委員長、これは資料をもらってからじゃ

ないと、この話はできませんね。 

 これは誰が見たって、こんなことが許される

もんね。県民からすると、森林環境税がこんな

ふうに使われていると言ったら、これは怒り心

頭だよ。言語道断だよ。びっくりした。 

【岡本農林部次長】 今の委員のご意見も踏まえ

て、この内容について、もうちょっと詳しく説

明させていただきたいと思います。 

【山田(博)委員】 多分、あなたは人がいいから、

部下を思う気持ちはわからんでもないけれども、

これはちょっとどうかと思うよ。 

 林政課としては、少なくとも県産材を使って

もらうための施策として、気持ちがわからんで

もないけれども、公共性の高いということは、

今言ったところはもうちょっとガイドラインを

ぴしゃっとしておかないと。大体レストランと

か、言語道断よ。それだったら、ほかのレスト

ランだってやりたいところはいっぱいあるんだ

から。それで、こういうふうになったらどうす

るのか。 

 ちょっと委員長、大変申しわけございません

けれども、このながさ木・なごみの街づくり事

業で、補助金内示一覧表、直接補助金の78番と

79番における2つ、それぞれ平成30年7月5日、

平成30年8月21日に出されておりますけれども、

この2つの補助金内示におきましては、しっか

りとしたこの補助金における要綱と、補助金を

決定する過程の内部検討会とか、要綱があると

思いますので、それをきちんと当委員会に示し

ていただいた上で、この2つの直接補助金の審

議をさらに深めていきたいと思っておりますの

で、委員長、副委員長におかれましては、担当

課の方に資料請求をお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午前１１時１３分 休憩 ― 

― 午前１１時１３分 再開 ― 
 

【山口委員長】 再開いたします。 

 ほかに質問はありませんか。 

【前田委員】 今、山田(博)委員が言われたのは、

私も全くの同感でありますので、午後質疑をさ

せていただきたいと思います。 

 11ページに新構造改善加速化支援事業補助

金ということで上がっています。園芸用ハウス

整備に対する助成ということに絞って質問させ

てもらいたいんですが、やっぱりこの園芸用ハ

ウス整備が進んでいく中で、この補助金は非常

に有効だという認識をしておりますけれども、

今般、補助が出ている分の金額というか、総計

というのは、これは申請があったものは全部、

補助がおりたという認識をしていいんでしょう

か。それとも、審査する中で漏れたところとい

うか、そういうのがあるのか、少し全体的な申

請状況と採択の状況をお知らせいただきたいと

思います。 
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【吉田農政課長】 新構造改善加速化支援事業に

つきましては、今年度は要望件数としては総数

で42件あっております。 

 そのうち、個人の事情等もあって取り下げた

ものが4件ほどありまして、実質要望として承

っているのは38件になります。 

 38件の中で、随時計画協議等を行わせていた

だいて、内示をしたものを今回ご報告させてい

ただいておりまして、今、実施に向けて協議を

させていただいているのが38件のうち25件あ

ります。今回、そのうちの認定したものを報告

ということで、まだ計画協議として、中身とい

うか、実際詰めているものはありますし、総数

としては予算の関係で全てが対象にできていな

いものもあるということでございます。 

【前田委員】 今の最後の答弁のところですけれ

ども、やっぱり予算の枠というものがあって、

積み残しという言葉が適切かどうかわかりませ

んけれども、計画をそれぞれ確認をお互いする

中、もしくは優先順位というんですか、そうい

うのを決めていく中で、積み残しが毎年出てい

るという理解をしてよろしいんですか。 

【吉田農政課長】 毎年度全てのご要望には応え

られていない状況にございます。 

【前田委員】 では、その上で、今回、個人で特

にされた方なんですけれども、これは一度、こ

ういった補助を得ると、もう何年か先また同じ

ような形でと、何度申請しても、それは構わな

いということになっているんですか。 

【吉田農政課長】 申請をするに当たりまして、

こういった規模拡大をするとかいうものがあっ

て、それを達成して、さらに拡大していくとい

うことであれば、同じ方でも対象にすることは

できるということでございます。 

【前田委員】 そうした中で、同じ方が複数回し

た場合に、初めて出された人との優先度合いと

いうのは、その都度また判断していくというか、

当然新しくやられる方が優先されるみたいなと

ころは要綱で定めているんですか。 

【吉田農政課長】 全体として事業を採択する場

合は、ポイント制をとっておりまして、いろん

な項目で1ポイントからずっと点数を重ねてい

って、高いものから採択をするということにな

っております。新規就農の方についてもポイン

トとしてありますので、全体としては計画の中

でポイントを積み重ねて、高くなれば当然同じ

方でもできるということでありますし、新規の

方だからということではなくて、そういったポ

イントによってやっていくということでござい

ます。 

【前田委員】 わかりました。園芸用ハウス整備

に関する整備を考えたいという人は、結構周囲

にもいらっしゃいますので、全体の中では当然

予算の枠というのはあるんですけれども、積極

的に積み残しがないような形で補助金が出せる

ような予算編成をしていただくことを要望して

おきます。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【西川委員】 今の前田委員の質問に関連してで

すけれども、この11ページから12ページにかけ

ての19件は施設園芸用ハウスに関しての補助

と思いますが、園芸品目、例えばアスパラガス

だとか、いちごだとか、トマトだとか、そうい

う品目について、トマトが何件、いちごが何件

といった品目の区別をお知らせ願いたいと思い

ます。 

 それと、後でいいんですけれども、9ページ

から10ページにかけての林業関係の補助事業

の機械の名前が珍しい、フェラーバンチャーと

か、フォワーダーとか、あんまり聞かない種類
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がありますので、どのような機械なのか、言葉

で言いにくかったら写真などを見せていただけ

ればと思います。 

 以上、2点質問いたします。 

【吉田農政課長】 加速化事業の品目でございま

すけれども、アスパラガスで4件、いちごで3件、

きゅうりで4件、トマトで2件、その他はほうれ

んそうとかいろいろですが、その他の野菜で3

件です。それから、花卉で2件、果樹で1件とな

っております。 

【永田森林整備室長】 機械のことでございます

けれども、一番上にある87番のハーベスタとい

うものが立っている木を伐採する、通常はチェ

ーンソーで伐採するんですけれども、伐採する

機械でございます。 

 その下の91番、フェラーバンチャーというの

は、同じように立っている木を機械がつかんで、

伐採をした後、枝払い、玉切りまでする機械で

ございます。 

 93番、フォワーダーというのは、玉切りをし

て裁断した木材を、一定の林道とか広い道まで

運んでいくのに、途中の作業道を走るキャタピ

ラーのついた運材車でございます。 

 100番のプロセッサーでございますけれども、

これはチェーンソーで伐採して、林道や作業道

脇まで集材したものを、枝を払って玉切りをす

る機械でございます。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 先ほど、ビニールハウスの話

がありました、農政課長が話をされたポイント

制ですね。ポイント制は、あくまでも新規であ

ろうが、現在、農業をやられていようが、ポイ

ント制になっているのでということで議論をさ

れておりましたけれども、それで間違いないん

ですか。 

【吉田農政課長】 項目とすれば、新規就農者の

確保とか、青年農業者対策ということでポイン

トを加算するということもありますので、全体

としては耕作放棄地対策とか、いろんな対策の

ポイントが複数ありまして、その中で新規就農

者とか、後継者対策はポイントがプラスになっ

て、その分だけ有利に事業採択に結びつくとい

う場合もあるということでございます。 

【山田(博)委員】 要は、機会均等になっている

かということを聞きたかったわけです。だから、

大きな農家の方ばかりがビニールハウスをどん

どんつくるんじゃなくて、極端に言うと、機会

均等にできるようになっているかというのをお

尋ねしたかったんです。いかがですか。 

【吉田農政課長】 事業のメニューとして、次世

代の担い手確保対策として後継者型であります

とか、新規就農者を農外とかから受け入れる受

け入れ団体型というようなメニューも設けてお

りますので、そういった中で先ほど言いました、

要は農家後継者でありますとか、農外とか、農

業と別のところから新規参入される方について

もきちんとポイントを付けて、その分ポイント

が高くなるような取組もさせていただいている

ところでございます。 

【山田(博)委員】 わかりました。そこだけ確認

したかったものですから。どうもありがとうご

ざいました。 

 では、農山村対策室長にお尋ねしますけれど

も、やはり農山村対策の補助の鳥獣対策という

のは大変多いわけでございますね。現在、平均

して県内の市町の鳥獣対策の要求に対して、ど

れだけの要求に応えられているかというのをお

答えいただけますか。 

【川口農山村対策室長】 ただいま、市町の要望

額に対してどのような配分を行っているかとい
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うご質問でございますが、平成30年度の鳥獣被

害防止総合対策交付金の要望額の合計といたし

ましては7億8,000万円の要望をいただいてお

りまして、国からの配分額といたしましては5

億6,500万円ということで72.4％の配分を国か

らは受けております。これを市町に、防護柵、

捕獲、免許の研修の支援等に配分しているとこ

ろでございます。 

【山田(博)委員】 そうすると、今年の県内の市

町の要望額は合計して7億8,000万円だと、結果

的に5億6,500万円ですから、72.4％ということ

でありましたが、大体こういった推移で流れが

あるんですか。それをお答えいただけますか。 

【川口農山村対策室長】 例年6割から7割の配

分を国から受けておりまして、今年度につきま

しては、配分が昨年度に比べまして若干上がっ

ているというところでございますが、まだまだ

不足しておりますので、国に対してはしっかり

と要望を引き出しているところでございます。 

【山田(博)委員】 これは驚いたですね。大体県

の要求額の6割から7割しか要求が満たされて

ないということですね。 

 そうしますと、農山村対策室長としては、そ

の配分はどのようにされているかというのをお

尋ねしたいと思います。全部100％できないわ

けでしょう。そしたら、要求額の全体の7割か

ら6割を各市町に流しているのか。それとも市

町の方で戦略的にやっているのか。しゃべりた

くてたまらないんですね、どうぞ。 

【川口農山村対策室長】 これにつきましては、

昨年度の12月に市町に対して1回目の要望額を、

各事業に対しまして要望額を聞いております。

2月にもう一度最終的な要望額をお伺いいたし

まして、それをもとに国に要望して、それをも

とに、配分が国からまいりますので、配分額に

応じまして市町に配分しています。市町の要望

額に対して、国からきた交付金を比率で配分し

ているところでございます。 

【山田(博)委員】 よくわからなかったんですけ

れども、もう一回説明してください。わかりや

すく言ってください。あなたは頭がいいからわ

かるけど、私は頭が悪いからわからんとよ、室

長。全部私に教えるんじゃなくて、県民、極端

に言うと小学生、中学生にわかるような説明を

しないといかんとですよ。あなたから聞いたこ

とを私はまた説明しないといかんのですから。

難しいことを言って私がわからんかったら、ど

うやって小学生、中学生に説明するんですか。

お願いします。 

【川口農山村対策室長】 国からきた交付金を、

市町の要望額に応じて配分をいたしているとこ

ろでございます。市町の全体の要望額の比率で、

県全体の市町の要望額に応じて国からきた交付

金を配分しているというところでございます。 

【山田(博)委員】 ということは、戦略・戦術は

関係なく、ただ言われただけ、極端に言うと機

械的にやっているということになっているわけ

ですね。 

 この前、中村委員が言っていた、イノシシが

佐賀県から来るとかするから他県と連携してや

らないといかんと、大変いいことを言っていた

けれども、そんな戦略・戦術を立てないといか

んよ。室長、イノシシが住民票を持ってないか

ら、佐賀県や福岡県から来るぞとか言って、確

かにこれは、五島に行って言ったんです。そう

したら、「先生、それは誰が言ったっかな」と

言うから、「中村委員といって諫早の県議会議

員たい」と言ったら、「いや、それは山田先生、

言うことは当たり前じゃん。中村先生を応援し

て、そういうふうにしてくれ。そこからこっち
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の五島に来るとかするんだから、しっかりやっ

てもらわんと困るよ」と言われたんです、室長。

だから、言われた要望額に対して国の配分が6

割、7割だからと機械的にやるんじゃなくて、

もうちょっと戦略・戦術を立ててやってもらい

たいというのがあるわけですよ。 

 そうは言っても、室長、いいですか、地元選

出の県議会議員とか、政治家としては地元の顔

もぴしゃっと確保してもらわないといかんとい

うことをお忘れなく。それは忘れては困ります。

それがポイントですよ、まず第一に。戦略・戦

術を考えながら頑張っていただきたいと思って

おります。今後、考えてくださいね、室長。も

う答弁はいいです。あんまり言ったら、また頭

を抱えられたら困りますから、一旦終わります。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ほかに質問がないようですので、

次に、所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。 

【西川委員】 水田畑地化についてお尋ねします。

実は、この補助金で、今年度は畑地化のための

プラン策定や地域資源管理法人設立のための話

し合いに要する経費の補助ができていますが、

そうしますと、実際、水田の排水路などの工事

により排水をよくして、水田の利用率100％以

上にするための事業はどれくらい経ってから始

まる予定ですか。 

 それと、その予算は十分国からも取れるよう

な準備ができているんですか、その辺をお願い

します。 

【渋谷農産園芸課長】 水田畑地化につきまして

は、今年度の事業から始めておりまして、まず、

振興局の各農業地域普及課が12ケ所あります

けれども、そちらの方でモデル地区をつくって

いただきまして、まず、水田の利用率を上げよ

うということで話し合いをするための経費、こ

れは先進的な事例を見に行くとか、あるいは先

生を呼んで勉強会をやる経費として、今広めら

れているところであります。 

 その後、実際、園芸作物を作ろうとなった場

合につきましては、排水対策の事業を農村整備

課の事業を活用しながら暗渠等を入れていきた

いと考えておりまして、これらの計画が上がれ

ば次年度の要望をするという形で支援していこ

うと考えているところです。 

【西川委員】 大体わかりましたが、そうしたら、

その水田には独特の栄養分とかがあろうかと思

いますが、水田を畑地化して、要するに乾燥さ

せて、農作物、園芸をするのに適した作物とは

どんなものがあるのか。推奨作物とか、そうい

うところまでも何かお考えがあるんですか。あ

ったらそれも教えていただきたいと思います。 

【渋谷農産園芸課長】 先ほどモデル地区で取り

組みを開始したと話しましたけれども、実際に

その水田には排水対策等をやってどういう作物

が合うかというものにつきましては、国の園芸

作物転換事業を活用して、これは例えばブロッ

コリーを作ってみたり、アスパラを作ってみた

り、そういう試作の経費に対して100％、定額

の補助がありますので、これについても今年度

5地区、希望が上がっておりまして、もう実際

にそういう試作等も始まったところであります。 

【西川委員】 県が水田畑地化で、もう何年も前

から、特に平戸なんか水田の利用率が悪くて、

県が一生懸命ブロッコリー等の栽培を推奨して

いて、幾らか見かけたことがあるんですけれど

も、やはり農家の所得向上のため、また、稲作

のオフの時の活用には、やはりブロッコリーや

露地野菜は適していると思いますので、今後と
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もできるだけ推奨して頑張っていただければと

思います。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【中村委員】 午前中いなかったものですから質

問し損ねたんですけれども、この干拓の農地の

件ですが、現在、2カ所、明け渡しについて訴

訟されていますよね。今、この明け渡しを求め

ているところの土地というのは現状どうなって

いますか。利用されているんですか。 

【藤田諫早湾干拓課長】 現在、2経営体につき

まして、公社の方で農地の明渡訴訟を行ってい

るところでございますけれども、現在、2経営

体についてはそのまま、現在の農地で、まだ撤

退をしていないという状況でございます。 

【中村委員】 やっぱりしているんですか、作付

してないんですか。 

【山口委員長】 もうちょっと大きな声で。 

【藤田諫早湾干拓課長】 作付を行っております。 

【中村委員】 これは農業振興公社が明け渡しを

求めているわけでしょう。求めている中で営農

をするということは、これはできるの、基本的

に言って、どうなんですか。 

【藤田諫早湾干拓課長】 その辺について法律の

専門家の方にもご相談しながら、仮処分に基づ

いて早期に明け渡しができないかというところ

もご検討いただいたわけですけれども、仮処分

申請の対象にはならないだろうということで、

先方としては利用権はまだ存在するんだという

ことで争っているということでございまして、

現在のところ、そのまま営農を続けているとい

う状況でございます。 

【中村委員】 そうしたら、リース料金というの

はどうなっているの。ちゃんと今も払っておら

れるの、どうなの。 

【藤田諫早湾干拓課長】 平成30年度のリース

料につきましては、平成31年の1月が納期にな

っておりますので、本年度のリース料という分

については、まだ納めていないとかそういうと

ころにはなっておりません。 

【中村委員】 例えば、こういう特殊な形態とい

いますか、本来あってはならないような形態で

すよね。果たしてそれが1月に払ってもらえる

かどうかも確信がないわけでしょう。そういっ

た時に、農地は活用して営農して、それだけの

収益を得るわけでしょう。なんか私たちからし

たら、非常に不合理なんですよ。だから、こう

いう特殊な形態の時には、例えば月払いとか、

そういうものも何らかの形でこれから考えてい

かなくちゃならないんじゃないですか。 

 あなたたちが言っているように、今までカモ

の対策とか、今回の訴訟の原因でありますカモ

の対策、これもまだまだできてないわけでしょ

う。ということは、これから、今後さらに、そ

ういう形の経営者が増える可能性もあるわけで

しょう。 

 そうした時には、国に相談をして、ちゃんと

した農地の賃借、これに対して中身をもう少し

吟味して、ちゃんとした規約を設けないという

と、ちょっとこれから困るところが出てくるん

じゃないの。逆に、もっと提訴が多くなる、訴

訟が多くなる可能性もありますよね。だから、

今後、こういう訴訟が起きないような体制を今

のうちに準備をしておかないと、もっともっと

話が大きくなっていきますよ。 

 それだけの使用料が滞納されるということは

振興公社にとっては非常に大きな打撃ですよね。

そういうことを考えれば、もう少し中身に入っ

ていって、訴訟中だから何もできませんとか、

そういうことじゃなくて、できるような体制を

つくらんといかんのじゃないの。黙って見てい
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ても解決の方法にはならんと思うよ。部長、ど

うですか。 

【中村農林部長】 まず、入植者の方々から訴訟

が起こるということ自体があってはならないこ

とと思っておりまして、私は就任してからすぐ、

地元を割らないこと、入植者の方々としっかり

と一体となって地域で営農をしっかりやってい

くといったところをまずはやっていかないとい

かんということで、営農支援センターを中心に

営農者の方々としっかりと営農がちゃんとでき

るように支援体制を構築すると。先ほど委員か

らご指摘のあったカモ対策についても、しっか

り県、市町、入植者の方々と一緒になってやる

といったことで進めさせていただいているとこ

ろであります。 

 ですので、とにかく地域を割らないというこ

とでやっているつもりなんですけれども、リー

ス料の問題についてもおっしゃるとおり不公平

感があってはならないと私も思っておりますの

で、その点については弁護士等ともしっかりと

協議させていただきながら、対応方針をしっか

りと決めてまいりたいと思います。 

【中村委員】 それで、この農地については自然

現象でいろんな被害も出るというのは、これは

もう間違いないことですよね。そのための準備

というわけじゃないんだけれども、中身が違う

んだけれども、やっぱりいろんな農作物を作る

に当たって、カモの被害も当然なんだけれども、

例えば何らかの形で、まだイノシシとかはそっ

ちに入ってないからいいと思うんだけれども、

これがまた入る可能性もありますよね。そうい

った時には今度は被害がどんどん出てくるわけ

でしょう。そういった時、例えばリース代の月

割りとか、そういうものができていけば、その

被害の時の状況を把握しながら、あなたたちが

考慮して、例えば何月分のあれをどうしましょ

うとか、そういう話もできていくと思うんです

よ。そうしなければ、せっかくあれだけの広大

な農地で営農をされて頑張っている皆さんたち

が、自分たちが予想もつかないようなことで被

害に遭った時に、要するに基金もないわけでし

ょう。 

 だから、早く言えば、今言ったような賃借料

の中身の問題、規約の問題、それとか、今言っ

た基金の問題、こういうのも率先して県が考え

ていって、国と相談をしながらやっていかない

といけないと私は思うんですよ。そうしなけれ

ば、今後、またいろんな問題が出てきた時に、

また一つの問題が出てきて、もうこれがずっと

重なっていくわけでしょう。そうしたら、営農

者の方たちがやる気をなくす可能性もあるわけ

ですよ。 

 だから、そういうところは、あなたたちはい

ろんなノウハウを知っていると思いますから、

一昨年のびわに対しても基金をつくってどうの

こうのという形もやったことがあったでしょう。

今、いろんな形をとっているじゃないですか。

だから、先にそういうものをつくっていってや

る必要があると思うんですよね。ぜひこれだけ

の優秀な職員の方たちがいらして、今までいろ

んな経験をされていると思いますから、ぜひそ

ういうところにも入っていってやってください。 

 それともう一点、以前から言っているんです

けれども、調整池の問題です。私は一般質問で

も言ったし、これまでもいろんな議員からも出

てきたと思うんだけれども、この調整池の浚渫。

浚渫じゃなくても、何らかの形で水質の改善に

ついてはやってほしいと思うんだけれども、ど

うなっているんですか。私は何回も質問してい

るけれども、全然進展してない。そういうこと
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について説明してくれますか。 

【藤田諫早湾干拓課長】 まず、先ほどのリース

料の質問について補足してご説明をさせていた

だきたいと思います。 

 先ほど、土地の明渡訴訟を今公社が行ってい

るというご説明をさせていただきましたが、そ

の中で本年度のリース料についても支払いを求

めると、訴訟の中身の中でそういった請求もさ

せていただいております。 

 それから、仮に撤退したとしても、その後の

4カ月間、これは次の営農者が決まるまで概ね4

カ月程度かかりますので、その4カ月分の賃料

相当額、リース料相当額、それに対しての請求

というのも併せて行っているということを補足

してご説明をさせていただきたいと思います。 

 それから、調整池の水質の問題でございます。

調整池の水質の問題については、環境部の方で

水質保全の行動計画というのを定めておりまし

て、これが現在第3期の行動計画を策定してい

るところでございまして、その中で調整池の水

質対策について、これまで実施してきたもの、

それから新たにできることがないかと、そうい

ったものをいろいろ出しながら、九州農政局の

方でそれをシミュレーションしていただいて、

調整池の水質につなげるような行動計画という

ものを現在検討しているところでございます。 

 調整池の水質につきましては、基本的には諫

早湾干拓事業を実施いたしました国の方が責任

を持つという形になっておりまして、国、農政

局の方とも協議しながら、そういった対策とい

うのも検討させていただいているところでござ

います。 

 併せまして、委員からたびたびご指摘いただ

いております調整池の浚渫、それから、併せて

覆砂ということも出てくるんだろうと思うんで

すけれども、そういったところも国の方には要

望はさせていただいているところではございま

す。引き続き、国の方に実施について環境部と

も一体となって求めてまいりたいと思っており

ます。 

【中村委員】 何回聞いても同じ答えしか返って

こないから、気持ち的に非常に悪いんだけどね。

やっぱり県として、ただ浚渫だけとか、そうい

う言葉で、確かに要望していますよ、私たちも

一緒に行きましたからわかっているんだけれど

も、それだけじゃ足りないと私は思うんだ。こ

れこれ、こういうわけだから、必ずこういうこ

とをやってくださいということをもう少し強く

言わないと。どういう事情で浚渫が一番向いて

いるのかとか、そういうところを自分たちで考

えながらやっていかないと。 

 それと、また、浚渫だけじゃなく、ほかにも

いろんなアイデアが出てくるわけでしょう。そ

ういうところを自分たちから出して、国の方に

強く要望しないというと、これは絶対解決しな

いよ。ずっとこのままの状態だよ。皆さんが言

っているユスリカでも一緒、全く対策してない

じゃないですか。毎年、あの道路を通る人は非

常に困っているんですよ。 

 あなたたちは通らないかもしれない。しかし、

勤務地に向かってあの道路を使っている人たち

は、毎日それに遭う、時期的に考えた時にはね。

これは全然なくならないわけですよ。もう堤防

道路が開通してから何年になりますか。当初か

らその問題は出ているんですよ。でも、全く解

決の糸口がない。 

 国からのお話がいろいろ耳に入ってきますけ

れども、なかなか実践に結びつかない。あれを

やろうとしているんですよ、これをやろうとし

ていると話は聞こえてくる。でも、それがなか



平成３０年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２７日） 

- 110 - 

なか実践に結びつかないのはなぜかなと思って

いるんです。もちろん、私たちの力が足りない

のも一つだと思うんだけど、もう少し各部局と

も力を合わせながら、もう少し中身を濃く、実

践に少しでも近づくような体制をとるようにや

ってくださいよ。参事監、せっかく国から来ら

れてやっているんだから、もう少し独創的な長

崎県のアイデアを入れ込みながら、早急にその

作業に入っていただくような手順を示していた

だきたいと思うんだけれども、どうですか。 

【山根農林部参事監】 ただいま委員の方からお

話がありました調整池の濁り対策の件でござい

ますけれども、環境部とも連携して国の方にき

ちんと働きかけていきたいと思っておりますの

で、進めていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

【山口委員長】 時間の関係もありますので、午

前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休憩い

たします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

 

― 午前１１時４９分 休憩 ― 

― 午後 １時３２分 再開 ― 
 

【山口委員長】 再開いたします。 

【中村農林部長】 午前中のご審議の中で、山田

(博)委員からご指摘のありました、ながさ木・

なごみの街づくり事業につきまして、資料を用

意させていただきましたので、林政課長より、

説明をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

【内田林政課長】 お手元に配付しております資

料をご覧いただきたいと思いますが、その前に、

森林環境税は平成28年度で2期の事業が終わり

ました。それを継続するかどうかということで

評価・検証をして、外部有識者による基金管理

運営委員会にお諮りをしております。その経過

も含めてご説明をしたいと思います。 

 まず、2ページ目ですけれども、基金管理運

営委員会、これは税事業を評価・検証する機関

ということで設置をしております。 

 上から2つ目、第2条ですけれども、「委員会

は、次に掲げる事項について調査審議する。」

ということで、（1）基金を活用した施策に関

すること、（2）公募事業の審査に関すること、

それから（3）基金を活用した事業の成果の検

証に関することというような所掌事務がござい

ます。 

 3ページ目が、平成28年度の委員の名簿でご

ざいまして、公募委員3名を含む15名以内の委

員で構成をされております。 

 4ページ目です。 

 その際に、県から説明をした第3期ながさき

森林環境保全事業の方向性ということで、まだ

細かいところまでは決めずに、一定の方向性だ

けをここでお示しをしております。特に重点化

して取り組む事業ということで、上から2つ目、

県産材の利活用促進。公共建築物等の木質化や

木製品の導入ということでご提案をいたしまし

た。 

 5ページ目でございます。 

 その県の説明に対しまして、委員の評価・検

証結果は、「その他」になりますけれども、2

行目以降、「公共建築物などでの県産材の利用

拡大などを進める」ということでご意見をいた

だいております。 

 それから、6ページ目からが、平成29年度に

なります。基金管理運営委員会の名簿でござい

まして、若干委員が入れ替わっております。 

 そこの中で説明した資料が7ページになりま

す。 
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 一番下の段「6.ながさ木・なごみの街づくり」

ということで、第2期までふるさとの森づくり

という提案型でやってきたものを、県民の目に

触れる機会が多い、公共性の高い民間施設など

の木質化、木製品の導入に対する支援というこ

とでご説明をいたしております。 

 8ページ目が、その説明に対する意見なんで

すけれども、下に四角で囲っております「まと

め」でございます。29年度からの方向性につい

ては、これでいいと、概ね了解したということ

で報告が公表をされております。 

 それから、9ページ目は、平成30年度の出席

者による基金管理運営委員会でございまして、

この際には、10ページ、11ページ目で細かく、

ながさ木・なごみの街づくり事業を説明しまし

た。 

 その際に、どういった周知活動をしてきたか

というところがポイントになってくると思われ

たので、一番最後12ページ目に、文書による通

知、あるいはチラシの配布というものをこのよ

うに実施してまいりましたということでご説明

をしております。 

 それから、別冊になります要綱、要領がお手

元にあると思うのですが、農林部議会提出資料

の「ながさき森林環境保全事業補助金実施要綱」

というものをお配りしております。 

 この中で、上から2段目、第2条、「補助の対

象経費及び補助率」ということで、「補助事業

者は、別表第1に掲げるとおりとする。」とい

うことになっておりまして、5ページ目に、そ

の詳細が書かれておりまして、ながさ木・なご

みの街づくりは、「県民の目にふれる機会の多

い公共性の高い民間施設の木質化、木製品導入

にかかる経費」ということで、「知事が認める

実施経費の2分の1以内（補助金額は50万円以上

を下限とし、200万円を上限とする。ただし、

木製品については100万円を上限とする。）」

ということで、基本的に2分の1補助ということ

で取り組んでいるところでございます。 

 そのさらに細かい要領を定めた「ながさ木・

なごみの街づくり事業実施要領」もさらに添付

しております。 

 「趣旨」のところ、第1条でございますが、2

行目から、県民共有の財産である森林を社会全

体で支えるための森林づくりや県産材の利用等

を促進する必要があるということで、その下、

県産木材の利用を促進するために、民間のＰＲ

効果の高い公的スペースにおいて、木質化ある

いは木製品の導入を支援するということで掲げ

ております。 

 2条、「定義」ということで、「県産木材」

は、県内で生育したスギ・ヒノキ等の丸太を県

内外で加工した製品をいう。 

 さらに、一番ポイントになると思います（2）、

ＰＲ効果が高い公共施設等に準ずるものとして、

「不特定多数の県民が利用する」ということで、

ここに銀行や郵便局、店舗、飲食店等を明示し

ております。 

 それから、2ページをご覧ください。 

 下のほう、「事業実施主体」の第4条になり

ますが、（3）に「県及び市町の県産木材のＰ

Ｒ活動に協力できること。」という条文を入れ

ております。 

 それから、3ページ目でございますが、補助

の対象施設としましては、木質の場合は、木質

化をする面積が合計で50平米以上、さらに（2）

で、県産材の使用率は、総使用量の80％以上を

使うということで、ここで県産材の利用を義務

付けているところでございます。 

 さらに、4ページ目ですけれども、「適正な
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管理等」という上から3項目め、第10条になり

ますが、2、事業実施主体は、必要に応じて標

識等を設置することにより、森林環境税を活用

した事業を実施したということを周知するとい

う内容になっております。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

【山田(博)委員】 ながさ木・なごみの街づくり

事業実施要領ですけれども、担当課として、店

舗、飲食店、宿泊施設というのがありますね。

いわゆる民間のＰＲ効果の高い公的スペースと

いうところで、それ以外のところは民間の銀行、

郵便局、交通機関待合室、学校、幼稚園、保育

所、病院などをいうというのはわかるのですが、

民間のＰＲ効果の高い公的スペースで、店舗、

飲食店、宿泊施設と。例えば、これがトイレと

かならまだ使うところはわかるけれども、これ

をつくる時に、どういった決定をされたか、ど

ういうふうにこれをつくったのか、それを説明

していただけますか。要領をつくる際の過程を

説明していただけますか。 

【内田林政課長】 まず、先ほど説明した、なが

さき森林環境保全事業補助金実施要綱という大

きな税を活用した事業の組み立てがございまし

て、その細部をここの実施要領の中で規定した

というものでございます。特に、民間のＰＲ効

果の高い公的スペースということで、公共施設

だけではなくて、民間もそれに準じたＰＲ効果

の高いものを採択できるように、「不特定多数

の県民が利用する」という文言を入れておりま

す。ここの具体例を書いていますのは、銀行、

郵便局、店舗、飲食店というのは、全て「民間

の」というのがかかってまいります。これは林

政課内で決裁をしたものでございます。 

【山田(博)委員】 「民間のＰＲ効果の高い公的

スペース」というのは、「不特定多数の県民が

利用する」というんでしょう。「民間のＰＲ効

果の高い公的スペース」、店舗か飲食店か宿泊

施設がＰＲ効果の高い公的スペースということ

を、果たして言えるのかどうかというのがある

わけです。これは言えますか。林政課としては

言えるということなんですね。これは確認です。 

【内田林政課長】 不特定多数の人が出入りする

ということで、宿泊施設においては特にロビー、

それから病院関係も待合室で、当然場所を限定

しておりますが、不特定多数の方々が利用する

ということで設定をしているところでございま

す。 

【山田(博)委員】 そうしたら、飲食店も待合室

ですか。飲食店とか店舗も待合室を含んでいる

んですか。それをお答えいただけますか。 

【内田林政課長】 飲食店、店舗も、それぞれこ

れは「不特定多数の県民が利用する」というこ

とで、全体を対象にしております。 

【山田(博)委員】 そうしたら、不特定多数とか

言うのであったら、別にこんな細かいどこどこ

とか書く必要なかったんじゃないですか。そう

いうふうに全部一緒くたにするのであればです

ね。そうしたら、逆に言えば、そこまでおっし

ゃるのであれば具体的な店舗とか書く必要はな

かったんじゃないかと思うんです。私がこれを

見たら、誰が見たって、民間の銀行、郵便局の

待合室とかとあるけれども、店舗とか飲食店、

宿泊施設、待合室とかと書いていればいいけれ

ども、これは単なる店舗とか飲食店としか書い

てないんですか。それで、不特定多数と言うけ

れども、店舗には買い物客しか行かない。宿泊

施設の飲食店は食べに行くけれども、これは不

特定多数にはならないでしょう。これはどう見

たってね。待合室となったらわかるけれども。 
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 林政課で決裁して、当時の次長とか部長にこ

れはお見せしているんですか。 

【内田林政課長】 それぞれの段階で、検討段階、

平成28年度はこういう事業をやっていくとい

う方向性を示し、それから平成29年度の具体的

な内容も、部内で協議をして、了解を得ており

ます。 

【山田(博)委員】 そうしたら、農林部としてこ

れを見たということですね。林政課じゃなくて、

農林部の次長とか部長が全部決裁して、これで

オーケーしたということですね。担当次長、間

違いないですか。さっきの答弁ではそうじゃな

かったから言っているわけですよ。どうですか。 

【岡本農林部次長】 書類上の決裁は林政課なん

ですけれども、方向性というのは農林部で検討

されておりまして、この中身につきましては、

パンフレットがついていますけれども、この内

容について、先ほど説明申しました基金管理運

営委員会のほうでは、こういうことをやるとい

うことで説明をさせていただいて、委員会の了

解をいただいているということです。 

【山田(博)委員】 私が言っているのは、課とし

ては、これでいこうといって、次長とか部長の

決裁をもってやったかやっていないかとお聞き

しているんです。林政課長がそんなに言うから、

確認で今聞いているわけですよ。お願いします。 

【内田林政課長】 先ほどご説明しました、なが

さき森林環境保全事業の補助金の実施要綱は部

の決裁でございます。その下に実施要領がある

わけですが、両方あわせて説明をし、実施要綱

のほうは部内決裁、それから実施要領のほうは

課内決裁になります。 

【山田(博)委員】 そうしたら、やっぱり違うん

じゃないですか。大もとの、ながさき森林環境

保全事業補助金実施要綱は確かにごもっともで

す。しかし、その細部に至った、ながさ木・な

ごみの街づくり事業実施要領というのがありま

すけれども、これを「民間のＰＲ効果の高い公

的スペース」というのは、トイレとか待合室だ

ったらわかるんです。しかし、単なる店舗、飲

食店、宿泊施設となったら、待合施設とまでは

書いていないわけだから、そういった宿泊施設

の、例えば、皆さんがいろいろあって、待合室

だったらわかるけれども、そんなものを書いて

ないもの。単に宿泊施設、飲食店、店舗と書い

ているんですから。さっき聞いたら、ながさ木・

なごみの街づくり事業実施要領は課でしている

けれども、部長とか次長の決裁はおりてないと

いうことは間違いないのでしょうと確認してい

るわけですよ。それをイエスかノーかでお答え

いただきたいと言っているわけです。それはど

うですか。 

【内田林政課長】 ながさき森林環境保全事業補

助金の実施要綱は部長決裁でございます。それ

から、ながさ木・なごみの街づくり事業要領は

林政課長決裁でございます。 

【山田(博)委員】 そうしたら、担当農林部次長、

普通誰が見たって、これはどうかと思うよ。農

林部次長はそう思いませんか。私が見たら、普

通そう思ってもおかしくないと思うんだけれど

も、農林部次長、それは率直な意見を聞かせて

いただきたいと思うんです。 

【岡本農林部次長】 先ほど申しましたように、

これは基金管理運営委員会で方向性を出して、

公共施設以外の民間の施設でも不特定多数の方

から見えるところに県産材を使ってＰＲをやろ

うという方向性が決まった中で、先ほど申しま

したように、実施要綱をつくりまして、具体的

に「病院など」ということで示していますけれ

ども、「など」で広く読むと思うんですが、い
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ろんな方の目につくところという趣旨でやって

いると思います。単なる限定されたところでは

なくて、より多くの方に見ていただこうという

ことでつくっておりまして、県産材を、8割以

上利用するとか、非常にレベルの高い制限がか

かっていまして、それを満たしているところを

対象としていると。単に場所だけを限定してい

るのではなくて、利用面積とか、利用率を定め

て、それなりのレベル、必要性が発揮できる制

限をかけているということでやっていると理解

しています。 

【山田(博)委員】 農林部次長、民間のＰＲ効果

の高いスペースと言ったらわかるわけです。「公

的スペース」が入っているから私は言っている

わけです。それで考えてみないですか。誰だっ

てそう思うと思うよ。 

 そうしたら、今まで平成29年度、今年度、先

ほどありましたけれども、何カ所ぐらいしたん

ですか。 

【内田林政課長】 平成29年度は4カ所でござい

ます。 

【山田(博)委員】 平成29年度は4カ所だとあり

ますけれども、どういうふうな部類なのか、平

成30年度は何カ所で、どれぐらいの部類してい

るかお答えいただけますか。 

【内田林政課長】 平成29年度は、銀行等の金

融機関が3カ所、宿泊施設が1カ所、それから平

成30年度は、今回ご報告をしました2件でござ

います。 

【山田(博)委員】 銀行というのはどこですか。

待合施設ですか。それと宿泊施設1カ所という

のは、どういったところをしたのか教えていた

だけますか。 

【内田林政課長】 銀行は、ロビーでございます。

それから、宿泊施設は、その宿泊施設に付随す

るレストランの木質化を支援しております。 

【山田(博)委員】 私もどうかと思うけれども、

農林部次長、この要綱とかで、定義というのは

ちょっと書き方を工夫する必要があるんじゃな

いかと思うんです。これは誤解を招くから。こ

のやっていることがだめとは言わないんですよ。

これは確かに必要性はわかるんです。わかるけ

れども、「公的スペース」という、「公的」と

いうのは、うまく表現がね。そういうふうにし

なければいけないというのはわからんでもない

のですが、ここは林政課長、書き方としては、

要綱の見直しを考えたほうがよろしいんじゃな

いかと思うんです。「公的スペース」というの

がなければ、それだったらスムーズに皆さん、

いいですけれども、「ＰＲ効果の高い公的スペ

ース」というのは、普通どんなものを想像する

かというと、郵便局とか銀行の待合室はわかる。

宿泊施設で、道の駅とかで、トイレとかは不特

定多数が使うから。しかし、店舗や飲食店は、

どう見たってご飯を食べに来る人、店に買い物

に来る人だから、そこをちょっと考えたらどう

かと思っているんですけれども、そこはどうで

すか。 

【岡本農林部次長】 今の委員のご指摘を踏まえ

まして、木材のＰＲは引き続きやっていきたい

と思いますので、県民の皆さまに対して誤解の

ないように検討はしていきたいと思います。基

金管理運営委員会のほうの意見も聞きながら、

間違いないように取扱いをやっていきたいと思

います。 

【山田(博)委員】 この趣旨は私は大いに賛同し

ているんですよ。この定義のところを、もうち

ょっと誤解がないようにされたらどうかという

ことなんです。ここはやっぱり、ここもして、

あそこもしてという気持ちはわからんでもない
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んですけれども、「公的スペース」というのを

どういうふうに捉えるかというと、人それぞれ

の考え方も違うでしょうから、そこは線引きが

難しいから、それはおかしいんじゃないかと言

われた時に、いろいろ問題が出てきますから、

ここの書き方をちょっと工夫したらどうかとい

うことを私は言っているわけでございます。 

 ましてや、これを課内で決めてしてね。部全

体できちんとそういったものは意思の統一とい

うか、されたらよかったんじゃないかと思うわ

けです。そういったことで、一旦終わりたいと

思います。 

【山口委員長】 この件に関して、ほかに質問は

ありませんか。 

【前田委員】 補助対象施設ということの条件だ

け見させてもらうと、県産材を使ってもらうこ

とが目的でしょうから、ハードルが低いという

か、これに該当する案件が結構出てくるんだろ

うなと思っているんですけれども、平成29年度

4件で、平成30年度2件ということですが、この

申請の件数は上限というか、予算の枠というの

があるんですか。 

【内田林政課長】 あくまでも予算の範囲内とい

うことですので、平成29年度の予算が1,000万

円、それから今現在、平成30年度が2,000万円

の予算を持っているところでございます。 

【前田委員】 例えば、方向性で取り組む項目の

中で、ずっとありますよね。子どもたちへの森

林教育とか、県民意識の啓発、この辺は予算は

幾らあるんですか。 

【内田林政課長】 具体的に子どもたちの支援と

いうことで、さまざまなメニューがございます。

1つは、市町が提案する、ふるさとの森づくり

というのがあるんですけれども、（発言する者

あり）4,800万円です。 

【前田委員】 森林環境税、継続した中での使い

方というのは、より有効に使ってほしいと思う

し、税金として集めているのですから、当然、

それが県民に対してオープンにしなければいけ

ないと思っています。そういうものを見た時に、

趣旨はわかるんだけれども、さっき山田(博)委

員からも出ていましたけれども、こういった内

容で促進を図るということが、ほかに何か手法

としてないのかなという気がしているんです。 

 そもそも県産材の利活用というのは、当然長

崎県として、林政の施策の中では大きな課題だ

と思うんですが、この利活用を促進するに当た

って、一遍この環境保全事業というのを外れて、

利活用促進という意味での大きな枠の中で、例

えば、他県にあるような利活用を促進するよう

な条例とか要綱というのは長崎県はあるのです

か。 

【内田林政課長】 県の条例はございませんが、

国が公共建築物等の木材の利用促進方針という

のを打ち出しています。それに準じて長崎県の

公共施設も県産材を使った木造木質化を推進す

るという方針を平成23年に制定しております。

それに基づいて、21の市町も全部公共建築物等

の推進方針を策定いたしております。 

【前田委員】 それはそれで結構なことですけれ

ども、森林環境税を集めてこういうことに取り

組むということであれば、施策として、ぽんと

こういうことをやるということよりも、県産材

の利用促進を図るために、どういった大きな枠

の中で、どういったいろんな項目を取り組んで

いくか、みたいなものが多分必要だと思ってい

て、公共施設は結構だけれども、そういう意味

でいけば、そういう要綱が必要だと思うし、他

県で見られるような条例化みたいなものの中で

考えるのだったら、これもすとんと落ちてきま
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すけれども、何かその場その場の皆さんの意見

の中から出たような事業を「じゃ、これをやり

ましょう」みたいな形で審議会の中では通して

いますけれども、その費用対効果を含めてもろ

もろ考えた時には、これからずっとやっていく

のであれば、この案件だけではなくて、そうい

ったことについての検討が必要だと思うので、

他の委員の意見も踏まえながら、来年に向けて、

そういった視点も含めて検討してほしいという

ことを要望して、終わります。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 先ほど、私はこの要綱をする

時は、見直しというか、誤解がないようにする

というふうにあったから、これは来年度に向け

て、ぜひしていただきたいと思うんです。それ

はどうですか。 

 この事業は、私は大変いい事業だと思ってい

るんです。だから、これだけの、極端に言うと、

条件としては、ちょっと厳しいところはありま

すものね。それでもやっぱりこういうふうに使

っていただくということでやっていますので。

だけれども、「高い公的スペース」というのを

どういうふうに扱うかというのが大変難しいと

ころですから、要綱の見直しを、今年度はこれ

をやってしまっていますから、そこはしっかり

見直しをしていただきたいと思うんですが、見

解を聞かせていただけますか。 

【中村農林部長】 ご提言ありがとうございます。

今、山田(博)委員から、それからまた前田委員

からもご指摘ありましたけれども、県内の森林

が伐期に来ておりまして、今から大量に伐り出

していって、それをどう流通させていくかとい

ったところは大きな課題でございます。その中

で、県内の木材の流通、サプライチェーンの構

築等にも事業をやっております。ですから、今

後の木材活用について、特に、県内で県産材を

使っていただくといった大きな流れを当然つく

っていかなければいけないということでござい

ますので、公共建築だけではなくというご提言

をいただきましたし、全体の大きな流れの中で

木材、県産材をしっかり皆様に使っていただく

ような考え方、その中で、今回ご指摘いただい

た税の事業の中身についても見直すべきは見直

し、誤解のないようにといいますか、貴重な財

源でございますので、そういった趣旨をしっか

り考えながら、また県議会の皆様それから県民

の皆様からもご意見いただきながら、いい方策

をとってまいりたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ほかに質問がないようですので、

所管事務一般の質問に戻ります。 

 質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 それでは、幾つかお尋ねした

いと思います。 

 先ほど話がありました諫早湾干拓事業に関連

して、現在、リース料未納がどれだけになって

いるのか、あと現在、これは確認も含めて、リ

ース契約の状況を教えていただけますでしょう

か。 

【村里農地利活用推進室長】 お尋ねの諫早湾干

拓事業のリース料の滞納状況でございますけれ

ども、現在、撤退者、4経営体ございます。そ

れと、利用権を認めていない経営体が1経営体

で、総額3,002万円の滞納額ということになって

おります。現入植者につきましては滞納はござ

いません。 

【山田(博)委員】 そうすると、現在、3,002万

円のリースの滞納があるわけですね。これは1
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経営体の分がそうあるということで理解してい

いんですか。もう一度、詳しく説明していただ

けますか。 

【村里農地利活用推進室長】 3,002万円でござ

いますけれども、合計5経営体分でございます。

平成24年度に2経営体、平成28年度に2経営体が

撤退をしています。それが4経営体、あと利用

権を認めていない経営体ということで、先ほど

も話題になりましたけれども、明渡訴訟の対象

となっております経営体が1経営体、合わせて5

経営体分でございます。 

【山田(博)委員】 そうすると、特に、平成24年

からの2経営体の分、あと平成28年度の2経営体、

それぞれ滞納分というのが幾らか金額はわかり

ますか。 

【村里農地利活用推進室長】 内訳でございます

けれども、平成24年度撤退の分で、2経営体で

1,560万円、平成28年度撤退分の2経営体合わせ

て1,186万円でございます。 

【山田(博)委員】 そうすると、特に、平成24年

度分の1,500万円、これがもう何年もなっている

わけですね。回収見込みとか、今後、この状態

が続いて、回収のあり方というのはどんなにし

ていくか、それをお答えいただけますか。 

【村里農地利活用推進室長】 平成24年度撤退

をされた2経営体につきましては、法的手続を

とりまして、債権を確定いたしました。弁護士

を通じまして財産調査等を行ったところ、現時

点、差し押さえ、徴収できるような財産状態で

はないということでございます。ただ、督促と

催告は行っておりまして、今後とも、回収に向

けた取組をしていくところでございます。 

【山田(博)委員】 先ほど中村委員の話がありま

したけれども、基本的に、契約をする際には、

こういった未納、滞納分がないように保証人を

つくるとか、対応は契約をした時はなかったの

ですか。 

【村里農地利活用推進室長】 平成20年度に第1

期の入植が始まっておりますけれども、第1期

の分については、保証人でありますとか、誓約

書等の取扱いはなかったということで理解して

おります。 

【山田(博)委員】 そうしたら、これは第1期の

分の滞納がこうなっているわけですね。間違い

ありませんか。 

【村里農地利活用推進室長】 平成24年度撤退

者につきましては、第1期の平成20年度入植の

方でございます。 

【山田(博)委員】 そうすると、平成28年度分は

1,200万円ぐらいになっていましたけれども、そ

れはどうなっているんですか。それは保証人と

か、滞納者に対する債権が回収できるようにな

っているんですか。それをお答えください。 

【村里農地利活用推進室長】 平成28年度撤退

されました2経営体につきましてですけれども、

1経営体につきましては、計画を立てられまし

て、今、分割による支払いをいただいておりま

す。もう1経営体につきましては、現時点、督

促等をやっておりますけれども、支払いに応じ

ていただけない状況でございます。 

【山田(博)委員】 平成28年度の分は、契約する

時に、保証人とか、担保をある程度してなかっ

たんですか。2回目の時には、そういったこと

をきちんとするというふうになっていたんです

よ。それで、今の状態で2回目の平成28年度の

分が、その滞納をしているとか、催促、督促を

しているとかじゃなくて、払わなかったら保証

人とかに行くようになっていたんだ。これは担

当次長、お答えください。 

【岡本農林部次長】 山田(博)委員が言われまし
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たように、2期目の設定の時に、審査委員会の

中で、経営が好ましくないことについては、前

もって1年分のリース料を納入してもらうとか、

連帯保証人等をとるようにしていました。 

【村里農地利活用推進室長】 撤退されました2

経営体につきまして、誓約書等は正式にあれで

すけれども、必要に応じて保証金を預かるよう

な形にはなっておりますので、その対象である

かどうか、確認をさせていただきたいと思いま

す。申しわけございません、手元で確認できま

せん。 

【山田(博)委員】 わかってからですね。農林部

次長が言われたように、平成28年度の切り替え

の時にそういうふうになっていたはずなんです

よ。それを今、滞納しているとか、督促してい

るとかいう状態であれば、普通そういったもの

はあってはならないわけですよ。例えば、平成

24年度の分は今の話でわかるんですよ。しかし、

平成28年度は切り替えていますから、同じよう

な今説明された2経営体の状況というのは普通

あってはならないと私は思うわけです。それは

調べていただきたいと思います。 

 続きまして、今回、農協の問題が出てきまし

たね。農業協同組合の業務改善命令というのが

ありましたけれども、大まかに2つお聞きした

いことがありまして、農林部次長、検査があっ

たのは、これは去年の12月ぐらいにわかったん

でしょう。そうしたら、今これを報告に当たっ

てというのは、この経過として、報告できなか

ったかどうかというのを1つお聞きしたいのと、

もう一つ、金利優遇は平成13年でしたか。それ

で、これをやっていた時から今日まで、国と県

が何回、いつ頃入ったか、まずその2つを説明

していただけますか。 

【岡本農林部次長】 まず、検査から始まって、

今回の業務改善命令までの流れでございますけ

れども、検査が11月7日に終了しています。そ

れから検査内容をまとめまして、農協に対する

検査書というのを出すわけですけれども、これ

が昨年の12月28日に農協に通知を行っていま

す。県が指摘した内容について、農協自体とし

て確認が終わったのが平成30年の3月末でござ

います。それからその内容を国と協議しながら、

どういう対応をするかという検討を行い、農協

も、県が指摘したことについて確かに間違いな

いという回答をいただいて、今回の業務改善命

令の発出ということになっております。 

 それと、この案件がいつからあったのかとい

うことですけれども、農協からの報告では、平

成13年頃から確認されていることを聞いてお

りまして、国との合同調査は平成13年と平成20

年度に入っております。 

【山田(博)委員】 2つ私が言いたいのは、これ

は11月7日にわかって、壱岐の農業協同組合が

認めたのは今年の3月末日でしょう。今はもう9

月になって、10月になるわけですね。要は、半

年近くなっていて、それがまず議会に対して報

告なりが遅かったのはいかがなものかというの

が1つあるということです。 

 これは組合とのやりとりとかあって難しいこ

とがあったと思うんですが、農協の検査という

のは、もともとはまずは国から言われているん

でしょう。それをお尋ねしますけれども、私は

いろいろと勉強しているけれども、農協の経営

指導というのは、大体国が大まかにやって、県

とかの中央会とかなんか、いろいろしてくださ

いというふうになっていると思うんです。検査

というのは大もとは、主体は国でしょう。それ

をまずお答えください。 

【岡本農林部次長】 本来、国が主体となってと
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いうことですけれども、これが農業協同組合法

の第98条1項により県の所管となっており、県

が県内の7農協について検査を実施するという

規定がございまして、県が実際責任を持ってや

るとなっております。 

【山田(博)委員】 ですから、国の農協法で県の

ほうでやりなさいとなっているでしょう。だか

ら、大もとは国でしょう。 

 それで、今回、指摘は平成13年からやってい

るということで、その間に平成13年に入って、

平成20年、3回やっているんだ。私は今回、県

のほうもあれですけれども、国は何をしておっ

たかと言いたいんです。国の傘下にあったんだ

よ。国と同じに入った時に、同じような指摘、

一緒になって見ていたわけでしょう。国から言

われたとおりに見ておったわけでしょう。それ

だけお答えください。イエスかノーかでお答え

ください。余計なことはいいですから。 

【岡本農林部次長】 国との要請調査にあっては、

国が主体となってやります。 

 もう一点、何で報告が遅くなったのかという

お叱りを受けたんですけれども、これは長崎県

の農林業団体等検査規則というものがございま

して、検査の内容については本来、守秘義務が

課せられております。今回、改善命令を出すと

いうことで、必要最小限の情報を提供するとい

うことで、この改善命令を出したことによって、

皆様に情報提供できるという状況になったとい

うことをご理解いただきたいと思います。 

【山田(博)委員】 それはわかりました。 

 それで、今回、国のほうにもこれは言いたい

んです。農業協同組合に業務改善命令を出さざ

るを得ない状況に至った。平成13年から平成30

年の間に少なくとも3回国が入っているわけで

す。逆に私が言いたいのは、国はどういった検

査をしていたかと。国が入る時には、県はあく

までも国の後をついてやっているだけでしょう。

そうなのか、そうじゃないのか、そこだけお答

えください。 

 それでは、ほかの質問をしたいと思います。

台風7号と平成30年7月豪雨による農林業の被

害について、今回、莫大な被害が出て、合わせ

て23億9,500万円となっています。 

 それで、お尋ねしたいのは、農業共済金の早

期支払いというのがあっていますけれども、今

回、共済金の支払い金額と支払い状況はどうな

っているかというのをお尋ねしたいと思います。

お答えいただけますか。 

【渋谷農産園芸課長】 県下全部での農業共済金

の総額は2,919万6,000円ということになって

おりまして、9月上旬に支払いは終わっており

ます。 

【山田(博)委員】 被害が23億9,500万円だった

けれども、農業共済金の支払いは2,900万円だっ

たんですね。9月に支払いが全額もう終わって

いるということですね。間違いないですか、そ

こだけお答えください。 

【渋谷農産園芸課長】 被害総額というのは、農

業用の施設以外に、例えば、畑とかを含めての

被害でございますので、それ以外のハウスとか、

そういうものに対する共済の支払い金というの

が2,900万円程度ということになっております。 

【山田(博)委員】 それで、今回被害を受けた農

家の方がどれぐらいいらっしゃって、共済にど

れぐらい入っていたかというのはわかりますか。 

【渋谷農産園芸課長】 今回の被害の引き受け棟

数については、全体で8,000棟入られたうちの、

被害があったものが約400棟ということになっ

ています。ただ、被害を受けた方のうち何件共

済に入っていらっしゃらなかったということに
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ついては、把握をしておりません。 

【山田(博)委員】 今回、この被害に対して復旧

する時に、国から補助金を出す時には、共済の

加入が条件になるということを言っていますけ

れども、これは間違いないですか。 

【渋谷農産園芸課長】 今回の被災につきまして

は、被災農業者向けの経営体育成支援事業とい

うものが国のほうで準備されておりまして、今

ちょうど国に要望額を出したところですが、支

援を受けられる方については、要件として、そ

の後の農業共済加入というのが義務付けられて

おります。 

【山田(博)委員】 そういった状況だというのが

わかりまして、いろいろと質問したいのですが、

時間が来たので、一旦終わりたいと思います。 

【岡本農林部次長】 先ほどの山田(博)委員の質

問でございますけれども、要請検査をした場合

は、国が検査の主体になります。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【西川委員】 9月21、22日に田平、平戸口中央

家畜市場で子牛の競り市がありました。髙橋副

委員長と私、時間の許す限り見学させていただ

きました。2日間で800頭程度の子牛が出され、

そしてそのうち雌が344頭、去勢が469頭出てお

って、ほぼ前回並みの平均価格、雌が68万5,000

円ぐらい、去勢が81万4,000円ぐらいと、まあ

まあの成績だったと思います。 

 さて、県内のこういう高値安定ですが、肥育

農家が苦労しているんじゃないかと思います。

それと、繁殖農家は雌牛の入れ替え、確保とか、

そういう中で、先ほどの補助金でも、畜産クラ

スターで牛舎とか、導入とかで支援をいただい

ておりますが、増頭がどれくらいできているも

のか。せめて平成28年から平成29年か、平成29

年から平成30年にかけて、繁殖農家そして肥育

農家の増頭状況などを示してください。 

【山形畜産課長】 クラスター事業につきまして

は、本県は平成27年から取り組んでおり、増頭

規模ですけれども、平成29年までに、繁殖牛で

2,676頭規模、それから肥育系で508頭規模の牛

舎整備を行っております。この計画については、

5年間の計画の中で牛舎を埋めていくという計

画にしておりまして、毎年、例えば繁殖であり

ますと、2,676頭に対して、年ごとに大体その5

分の1ずつ埋めていくということになります。

平成30年度の計画としては、大体550頭程度の

増頭を見込んでおります。また、肥育牛舎につ

いては100頭程度の増頭を見込んでいるという

ことになります。 

【西川委員】 繁殖農家、肥育農家の規模、つま

り、補助金申請というか、実態が、ほぼ要望ど

おりいっているのか、そしてまた県や各市、ま

たＪＡの増頭計画に沿っていっているのか、状

況がいいのか悪いのかお尋ねします。 

 それと、あと一つは、今回、久しぶりに私も、

5月、7月行ってなかったので、牛の流れがあっ

と言う間に「金太郎3」の人気が上がって、「平

茂晴」が何かもういないみたいな感じの流れが

できている。そういう中で、県内産の血統の流

れについて、どのように把握して、またそれを

今後どのようにしていくのか、ひいては鹿児島

全共までにどのように持っていくのか、そうい

うお考えがあったら教えてください。 

【山形畜産課長】 まず、クラスター事業の要望

の実態でございますが、県のから国のほうに申

請をしまして、これまで100％採択をしていた

だいております。 

 それから、県につきましても、繁殖牛を3万

頭まで持っていこうということで今、計画をし

ておりますけれども、それに対しまして、繁殖
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雌牛の頭数でございますけれども、平成29年度

の県の調べでございますが、2万8,972頭まで伸

びております。一時期減っていたわけですけれ

ども、平成28年以降、クラスター事業の取組で

増加に転じておりますので、引き続き、こうい

った施策を進めながら、目標に向かって進めて

まいりたいと思っております。 

 それから、各市、ＪＡとも畜産クラスター計

画というのをつくっておりまして、その計画に

沿って、増頭する希望の農家にしっかり支援を

していくという取組を進めているところでござ

います。 

 それから、種雄牛の動向でございますけれど

も、先ほどお話がありましたとおり、やはり肉

質のいい、増体性のある種雄牛のほうに人気が

あるといいますか、意向があります。特に、子

牛が高いので、肥育農家も、発育がよくて、枝

肉重量がとれる種雄牛ということで、先ほどの

「金太郎3」の評価が高くなっていると思って

おります。「平茂晴」号につきましては、非常

に高齢で、昨年亡くなりましたけれども、これ

につきまして、ほぼ在庫が今年いっぱいという

ところでございまして、来年以降、配付する在

庫がないという状況ですので、速やかに次の世

代といいますか、新しい種雄牛のほうにも移行

していくということで、そこら辺については農

協とか授精師さんとお話をしながら、今後こう

いった種雄牛を使っていきましょうと。特に、

肉質のいい但馬系、発育のいい鳥取の系統、そ

れから糸桜系統という、この3つの系統をバラ

ンスよく配合しながら、斉一性の高い子牛がで

きるようにということで取り組んでおります。 

 その中で、鹿児島全共に向けてということで

すけれども、昨年、宮城大会が終わりました。

特に、宮城大会の中でも、交雑脂肪の質のとこ

ろで長崎県は特別賞もいただいて、一定今まで

の改良の方向性は間違ってなかったのかと思っ

ておりますし、新しい鹿児島大会の基準をずっ

と今つくっておりますけれども、その中で、脂

肪の質を評価していくような出品区をつくって

いくということで伺っております。そういう中

では、今までの取組を進めながら、全共対策に

ついても、肥育農家と一緒に進めてまいりたい

と思っております。 

【西川委員】 ありがとうございました。引き続

き、増頭がなって、3万頭、計画になるように

頑張っていただきたいと思います。 

 それと、スマート牛舎ができて、広々と、そ

して飼いやすい、飼育農家の方が仕事しやすい

ような状況なんですけれども、実は、7月の台

風で、完成したばかりの牛舎の屋根が飛んだと

いうふうなことが起きました。それぞれ関係者

のご協力で、すぐに修繕ができたようですけれ

ども、それは確かに台風だったかもわからない

のですけれども、今、1つ心配があるのは、牛

舎の設計単価が余りにも現実離れして安いと。

そういうことで建築業者が相当泣いているとか、

そういう話も聞くんです。それで、実際、農家

の声、そしてまた建設業者の声など、どのよう

にとられているのか。それと、ＪＡとか市町、

そして農林部畜産課の価格設定はどのように考

えているのか。私は、もう少し余裕を持たせて

くれたら、もっといい牛舎ができるのではない

かと思うんですけれども、その辺どうでしょう

か。 

【山形畜産課長】 台風の被害等があった場合は、

基本的には建物の保険に入っているというのを

条件にしておりますので、基本、その保険を使

って修繕をするということになっております。 

 それから、建設単価のことがございました。
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年々建設コストが高くなっているというのは実

態として私どもも把握しておりますし、それに

合わせて国の補助単価も、県のほうからも要請

をして引き上げをさせていただいています。た

だ、そう言いながらも、コストが余りにも高く

なると、生産者の負担も当然多くなりますから、

そこは決してそれを容易にすることではなくて、

コストを下げていくということも非常に大事だ

と考えております。ただ、入札で落ちないとか

いうことになると困りますので、そこは適正な

単価の中で、設計業者と生産者と農協と話し合

いをしながら、極力補助の範囲でおさまるよう

にということでは話し合いをしておりますけれ

ども、農家の要望によっては、それをオーバー

する事例も実際出てきております。そういうこ

とで、今後も、どこまでが適正な標準的な仕様

なのかというのも県のほうで設定をしながら、

農家の意見ばかり聞いて、余り過剰な牛舎にな

っても、そこはよろしくないというふうに思っ

ておりますので、コストを下げるための取組と

いうのも、特に、仕様書あたりはしっかりつく

り込んで、それを皆さんにも理解してもらって

進めていきたいと考えております。 

【西川委員】 離島の建設の場合に、何回か不落

があったというお話も聞いているんです。それ

と、生コンももちろん島にない。だから、例え

ば平戸の場合、平戸市のほうから、本島からフ

ェリーで持っていくとか、いろいろ苦労もして

いるようなんです。それで、長崎県は離島・半

島、それから山間部と交通便も悪いところがあ

りますし、また牛舎を建てるところは案外不便

な人里離れたというようなところが多いと思い

ますので、その辺、水産部で言えば、よく浜回

りという言葉があります。農林部の皆さんも、

振興局などの方を含めて、農家回りをしている

と思いますが、どうか今後とも、畜産農家とか

園芸農家、回っていただいて実態把握、そして

県の考え方の普及など、頑張っていただければ

と思います。 

 終わります。ありがとうございました。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【前田委員】 農業分野における外国人の就労の

現況について、質問させていただきたいと思い

ます。 

 知識が薄いので教えてほしいのですが、まず

現況確認として、本県が国家戦略特区の区域指

定をまだ受けていない中で、本県の農家で外国

人が就労しようとする場合は、今は、技能実習

生の分でしか働くことができないと思っている

のですが、そうなのかということと、県内の農

業分野における技能実習生の数について、まず

一度答弁いただきたいと思います。 

【宮本農業経営課長】 委員お尋ねの件ですけれ

ども、現状では、農業分野については技能実習

生のみとなっています。就労ではなくて技能実

習生ですので、ちょっと扱いが雇用とは別にな

ります。 

 それと、もう一つ、技能実習生の人数ですけ

れども、最新で平成28年の数字になりますけれ

ども、388人となっております。 

【前田委員】 これは多分、以前にも質問したと

思うのですが、平成28年の数字で388人が県内

の農家に技能実習生として就労しているという

理解をしましたけれども、これから人材がまだ

まだ足りないという話の中で、この技能実習生

という制度を使ってのニーズというか、実際は

もっと欲しいんだという声を聞くわけですけれ

ども、それはどれぐらいというふうに把握され

ているのですか。 

【宮本農業経営課長】 先ほど委員からもお話し



平成３０年９月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２７日） 

- 123 - 

ありましたとおり、今後は雇用という形に移し

ていきたいという話もありまして、技能実習生

がどれぐらい要るかということでは最新では要

望はつかんでおりませんけれども、外国人材の

活用という話で申し上げますと、昨年11月に農

業経営課のほうで調査した中では、年間300人

程度の外国人材を雇用したいという要望をいた

だいております。 

【前田委員】 それはいろんな制約がある、制限

がある技能実習生ということではなくて、雇用

としてのニーズとして年間300人あるという理

解をしました。 

 そうしたら、技能実習生としては、もうこれ

以上増やそうということは各地域の方々も考え

ていないというふうに受け止めていいのですか。 

【宮本農業経営課長】 技能実習生については、

今までの経緯もあるので、農業者の中には、法

人を中心に、当面は活用していこうという話も

あると思いますけれども、委員お話しのように、

技能実習生については、例えば、周年雇用が必

須になるとか、あとは例えば作業のできる分野

とか、ほかにもいろいろな制約がある面があり

ますので、そういったことを考えると、今後は

外国人の新たな制度の雇用というふうに移って

いくのではないかと思っております。 

【前田委員】 今、技能実習生を受け入れる場合

は、受け入れの団体とかありますよね。そこか

ら出していると思うんですけれども、まずそう

いう団体があるということが現況であって、技

能実習生の388人ですけれども、この賃金とい

うのは平均すると幾らだという把握をされてい

るのですか。 

【宮本農業経営課長】 個別で賃金がどうなって

いるかという数字は、それぞれの経営体の対応

にもよるので、今、手元に資料はございません。 

【前田委員】 そういう現況がある中で、本県と

しては、いち早く農業分野の外国人の就労を、

雇用という形ですね、目指すべき戦略特区を使

った区域指定を多分最初から目指してきていた

と思うんですが、当初の話では、第4次の区域

指定が今年中、この秋ぐらいにも出るんじゃな

いかということで、そこを待ちたいというお話

だったと思うんですが、そもそも、大変申しわ

けない言い方なんですけれども、本来はイの一

番にとってほしかった区域指定だったんですけ

れども、この第3次までの区域指定に漏れたと

いうことについて、そしてその上で今回、第4

次で出しているものについては、私の認識の中

では、農業だけではなくて、ミドルクラス等の

人材も含めて計画を練り直して提出してあると

認識しているんですけれども、3次までで漏れ

て、4次の区域指定をとる際に、農業分野の中

で何か計画の見直しを行っていたのかどうか、

まずそこをお尋ねしたいと思います。 

【宮本農業経営課長】 現状、まだ4次指定を受

けていないということですけれども、まず去年

12月に集中受付期間があった時に、委員お話し

がありましたように、農業分野だけではなくて、

ほかの分野も含めて提案をしております。農業

分野については外国人の活用がメーンなんです

けれども、その際に、例えば土地利用のあり方

とか、そういった提案も含めて総合的にやって

おります。ところが、現状なかなか4次指定が

されないということで、ご懸念のとおりなんで

すけれども、現状といたしますと、3次指定か

ら既にもう2年以上過ぎているということで、

その後、諮問会議のほうで4次指定が正直、足

踏みになっているという面がありまして、我々

としても早くしてほしいということで、直近で

は7月にも平田副知事が内閣府に出向き、ヒア
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リングを受けています。ただ、そちらのほうも

各自治体のヒアリングが8月末まで続いており

まして、まだその後は見通せていないという状

況にあります。 

【前田委員】 そういう経緯とか取組の努力は敬

意を表するのですが、ただ、もう国のほうでど

んどん、どんどん外国人の就労について規制が

緩和になっていますよね。そういうことも含め

て、今日ご説明があったように、農業サービス

事業体設立に向けて今進んでいるということな

んですけれども、わからないのは、事今の段階

になって、区域指定をとる意味合いは非常に薄

れているような気がするんですけれども、それ

でもなおかつ国の規制緩和以上に区域指定をと

ることのメリットというのは、どういうところ

があるのですか。 

【宮本農業経営課長】 委員お話しのとおり、今、

政府のほうでは、新たな外国人の利用の制度は

検討されているところでございますが、一方で、

そちらについては今年の秋の臨時国会に上がる

ということで、まだこれからの未定の部分が多

いということがまずあります。それから、国家

戦略特区の活用につきましては、区域指定を受

ければ、その後、農業サービス事業体を設立す

る中で、3カ月程度で外国人材派遣を進められ

るということで、現場からは、少しでも早くと

いう話がありますので、一方の制度は、現実ま

だいつになるかわからない面もあるので、そこ

は一方でにらみつつ、まずはしっかり特区を活

用して、できるだけ早く現場での外国人の活用

を進めていきたいと考えております。 

【前田委員】 国の制度が動いていく中で、区域

指定は引き続き目指したいということですが、

ただ、国の制度が変わることを前提としながら、

今回、さっきご報告があったように、農業サー

ビス事業体自身は、もう公募型のプロポーザル

の募集要項をつくって、もう1社の応募があっ

たということで、そこを対象として早期の設立

を目指しているというふうに理解するわけです

けれども、お昼休みに要項を担当の方からいた

だいたので、それに沿って2～3質問したいので

すが、プロポーザルへの参加条件として、平成

30年4月現在で厚生労働省から委託を受けた認

証委員会が認定した優良派遣事業者であるとい

う項目が入っていますけれども、この優良派遣

事業者というのは本県に存在するのですか。 

【宮本農業経営課長】 存在します。今回のプロ

ポーザルで応募する際の要件として、本店また

は支店が長崎県内にあることとということで、

あらかじめ調べたところ、県内にそれに該当す

るものが7社あるということで確認をしており

ます。 

【前田委員】 その上で、そのそれぞれ7社ある

ところが、条件としては、当然これは共同出資

を募りながら、いわゆる1つの団体として申し

込むということですけれども、結果として、さ

っき報告があったように、1社からしか応募が

あってませんよね。公募型のプロポーザルです

から、複数あった中で比較検討する中で、優位

なところを決めることが望ましいと思うんです

が、7社もある中で1社しか応募がなかったとい

うことは、どんなふうに受け止めているのかと

思っていて、ずっともろもろ見ていたら、まだ

まだこの時点でそこまで急いで農業サービス事

業体を設立しなければいけないのかなというの

はちょっと疑問があるんです。そういうところ

を含めたところでご答弁いただきたいのと、そ

の事業支援計画作成の前提条件として、派遣ス

タッフの賃金は原則800円1時間、そして派遣単

価は原則1,200円とするとなっているのですが、
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これはさっき言った技能実習生の賃金はわから

ないということですが、相場観的には、これか

ら人材に入ってくださいという時に対しての最

低これだけは払ってほしいというふうなところ

で線引きされている、これは国の基準ですか。

その点をお尋ねします。 

【宮本農業経営課長】 まず、人材派遣会社の募

集の話ですけれども、先ほど7社と申し上げま

したけれども、このプロポーザルはホームペー

ジで公募をしましたが、それとあわせて7社全

社に、個別に公募をスタートしたことをお伝え

しております。その上で、各社ご検討された結

果で、応募されたのが1社だということだと思

っております。それぞれのご判断があったので

はないかと思っております。 

 それから、もう一つお話のありました賃金の

関係になりますけれども、こちらは特に国から

示されているということではないんですけれど

も、時給としての県内の最低賃金から見ると大

体七百数十円ですので、800円というのが一つ

の線かなということで、プロポーザルの提案に

当たって、一定の内容も受けた上でないと収支

計画も含めて試算ができないということもあり、

設定させていただいたものでございます。 

【前田委員】 派遣スタッフの人数として、1年

目が外国人材を50人、国内人材を20人から30

人、2年目からどんどん、どんどん増やしてい

くということが前提になっていますけれども、

国内人材も就労させてほしいという話の中では、

そういった設定自身がどうだったのかというの

と、さっき、7社のほうにお尋ねしたけれども、

結果として1社しか手が挙がらなかったという

のは、その手を挙げなかったところの手を挙げ

なかった理由というのは確認されていますか。 

【宮本農業経営課長】 そこまでは確認しており

ません。 

【前田委員】 私は、準備として早目、早目にし

ていくのは、国内で競争になるでしょうからい

いとは思うのですが、そういった意味では、1

社しか応募がなかった中で設立を進めていると

いうところは、もうちょっと慎重であっていい

のかなと思っていて、なぜほかの6社が手を挙

げなかったのか、手を挙げなかったことに対し

て、県として、いま一つ受け止めて、もう一遍、

そこに何か考えるようなことができなかったか

というのはちょっと疑問を感じますので、その

点はぜひ、追っかけてでもいいですから、どう

して手を挙げなかったかということについては

確認をしてほしいと思います。 

 言わんとしたいことは、地域指定を受けるこ

とが今は一番いいんでしょうけれども、ただ、

そうした中で、もう国のほうも規制緩和をどん

どん、どんどん進めていますので、乗り遅れる

ことがないようにしていただきたいと思います

が、さっき言ったような形の賃金等も含めて、

私は、そういう金額設定で人が集まるのかなと

いうことも思ったりしていますので、その辺は

今後も検討しながら進めていってほしいという

ことを要望としたいと思います。 

 もう1問だけ質問させてください。県の農林

部として、特に、農業の施策とか事業を打つ中

で、現場の方の声を聞くという作業の中では、

中央会とかＪＡの方とかも当然連携とりながら

やっていると思うんです。そうした中で、例え

ば、ニュースを見ると、まさにこの就労の件で

すけれども、福岡、佐賀、大分の3県ＪＡが連

携をとって農作業員を融通し、人手不足を解消

しているというような取組を始めたというよう

なニュースを知ったわけですが、これは承知し

ていましたか。 
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【宮本農業経営課長】 記事があるのは拝見しま

した。 

【前田委員】 今後も、こういった情勢も含めて、

長崎も入ってくれたらよかったのになと思って

この記事を見ていたんですけれども、ＪＡさん

のほうから見て、一例を挙げて、高齢化が進ん

でいく中で、農業者の方々の課題とか悩みもさ

まざまあると思うんです。私は直近で相談を受

けたのは、ＪＡ長崎の日吉のガソリンスタンド

と伊木力のガソリンスタンドがもう廃業してい

ます。直近で相談を受けたので、そこから動き

始めて、全然間に合わなかったんですけれども、

実を言うと昨日で廃業されていて、今日からス

タンドは動いていません。それで、通常にガソ

リンを入れる方は、ほかに移動すれば困らない

んですけれども、高齢の方で農業をされている

方で車を持たない方が結構いらっしゃるみたい

で、その方たちがてきめん困られているんです。

ＪＡはＪＡとして、経営の改革とか、運営上の

ことでそういったことをやっていたと思うんで

すが、よくよく聞くと、2年前からそのことは

もう地元のほうにお伝えしていたということで、

そういったことを考えた時に、もう少しこの2

年間、情報のキャッチが早ければ、過疎地にお

けるガソリンスタンドの閉鎖というのは全国的

な問題にもなっていて、国のほうでも、ガソリ

ンスタンドの過疎地対策ハンドブックみたいな

ものもつくりながらやっている中で、この件を

企画振興部の地域づくり推進課のほうに相談に

行ったんですけれども、結局、長崎と相談する

中で、農業のことだから農林部にこれから相談

しますということだったんですけれども、本来

こういうことは、仮にＪＡと連携がとれている

ならば、こういう情報も察知しながら、県とし

て、ガソリンスタンドの過疎地対策というのは

取り組んでほしかったなと、その窓口となるべ

きところは、もしかすると農林部だと思ってい

たんですけれども、この件に関して状況を知っ

ていたかということと、こういうものはＪＡさ

んとの中で話題に上がっていたかということと、

現に過疎地における高齢者のところで今、こう

いう困った事態が発生しているのですが、何か

県として支援できるようなことがないのかと思

って質問をさせてもらっているんです。もろも

ろ幾つかありますけれども、ご答弁いただきた

いと思います。 

【岡本農林部次長】 まず、廃止について、県の

ほうに情報が入っていたかということですけれ

ども、今のところ、情報が入っていたかどうか

確認できていませんので、調べさせてください。 

【前田委員】 情報を承知していたかどうかとい

うことは、知らなかったということだと思うん

ですが、しかし、よく調べてほしいんですけれ

ども、多分これまでもほかであっていると思っ

ていて、今年についてはこの2カ所になってい

て、昨日で閉鎖しているんですけれども、もし

かすると今後も、これはＪＡだけに限らず、ス

タンドという意味で閉鎖するのかなと思ってい

て、それは農業のほうから見たら、農業だけで

はなくて、ほかのまさしく私が相談に行った企

画振興部とか、産業労働部とか、そういうとこ

ろにも通じると思うのですが、どこも窓口がな

いものですから、まずもって相談を受けた、て

きめん困られている方が高齢で車を持たない農

業者ということですので、質問させてもらった

のですが、ぜひその辺を確認をとりながら、農

林部としてリードしてできることがあれば、何

か対応を考えてほしいのですが、そういったこ

とに取り組んでいただけるかどうかだけでもご

答弁いただきたいと思います。 
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【中村農林部長】 農協は地域の社会インフラと

しての重要な位置付けだと私たちも思っており

ます。要は、社会インフラといいますのが、今

ご指摘のありましたガソリンスタンドであった

り、信用の窓口、そういったところでの重要性

があるものと考えております。地域において、

社会インフラとして存続をしていただきたいと

いう気持ちは私どもも思っておりまして、ＪＡ

グループとの意見交換の中でも、そういったも

のも話題になるところでございます。 

 ただ、地域の社会インフラとして持続性ある

もの、安定性のあるものといったことで考えま

すと、ＪＡグループの中でも、やっぱり経営と

いった問題、財務基盤を強化していくといった

面で、統廃合とか、なくすとか、当然そういう

ものも出てまいります。できるだけ地域の皆様

にご不便をかけないようなといったことについ

ては私たちも一緒に考えてまいりたいと思って

おりますけれども、経営状況ということもござ

いますので、それについては地域との折り合い

をつけるような形をしていただくように、私た

ちからもお話はさせていただきたいと思ってお

ります。 

【前田委員】 ありがとうございます。ぜひ取り

組んでほしいと思うんですが、結局、よその事

例を見ていると、ただ引き続きＪＡに続けてく

れという話ではなくて、地域として、地域コミ

ュニティーとしてそこを引き継いで運営すると

か、行政が財政支援する、そういった方法で頑

張れているところが多々ありますので、本来だ

ったら2年前にそのことを察知していれば、い

ろんな形で相談でき、もしかすると今、維持で

きていたのかなという思いもしますので、ぜひ

この質問を機会として、おっしゃったような社

会インフラですよね。そういったものについて

の確認と、今後の検討というものを行ってほし

いことを要望します。ありがとうございました。 

【山口委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時５４分 休憩 ― 

― 午後 ２時５４分 再開 ― 
 

【山口委員長】 再開します。 

【村里農地利活用推進室長】 先ほど山田(博)委

員から、諫干の平成28年度撤退者につきまして、

保証人、保証金の取扱いについてのご質問です

けれども、結論から申しまして、平成28年度撤

退者につきましては、保証人、保証金はとって

おりません。これにつきましては第2期の平成

25年、3期の平成30年につきましても、新たに

入植される方につきましては連帯保証人ないし

は1年間のリース料相当額の保証金の納入を条

件として付しております。しかし、平成20年、

第1期から入られている方につきましては、再

設定の審査の段階で、経営改善に問題がありま

すとか、一定の見直しが必要というような内容

であった場合に同様の条件を付しておりますが、

平成28年度撤退者2経営体につきましては、こ

の条件にも該当しなかったということで、平成

25年再設定の折にも、保証人、保証金の徴取を

していないという状況でございます。 

【山口委員長】 しばらく休憩し、15時10分か

ら再開します。 

 

― 午後 ２時５６分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ９分 再開 ― 
 

【山口委員長】 再開します。 

 ほかに質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 お尋ねしますけれども、先ほ

ど、平成13年から平成30年までに、今回まで3

回入ったわけですね。そうしますと、3回入っ
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た中で、国が主体的にやっていくわけでして、

その3回目でやっと今回、国との要請検査でわ

かったということで理解していいわけですか。 

【岡本農林部次長】 おっしゃるとおり、過去2

回では発見できておりませんで、今回、国のほ

うに入っていただいた検査で、問題の件が確認

できたということでございます。 

【山田(博)委員】 そうしますと、今回、県の指

導体制の改善を図るということになっています

けれども、どのように改善をされていくのか。

逆に私は、これは国のほうにも聞きたいんです。

2つお答えいただけますか。国の分はなかなか

お答えにくいでしょうけれども、まずは県のほ

うをお答えいただきたいと思います。 

【岡本農林部次長】 委員の発言があったように、

国のほうで今回の案件を発見していただいたわ

けでございますけれども、県の検査のやり方に

ついては、いままでは重点項目として検査して

いる内容が、職員の横領とか、そちらのほうを

重点的にやっていたわけですけれども、今回、

特別な金利の設定とか、借名口座の事例を参考

に検査の重点としてやっていくこととしており

ます。国に対しては、毎年一緒に調査をやって

いただくように県から要請しているわけでござ

いまして、今後も、積極的に国に対しては検査

の合同実施を要請していきたいと、また国の各

種研修においても、職員を参加させていただい

て、県としての検査能力の向上に努めてまいり

たいと思っております。 

【山田(博)委員】 県の検査のやり方については

わかったのですが、国に対して、3回入っても

らって、3回目に国はわかったわけだから、言

っておってください。県はこれから頑張るけれ

ども、国のほうもしっかりやってくださいとい

うことをお伝えいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、質問通告をしている中で、太陽光

発電事業に伴う林地開発の許可の、現在、許可

をしておきながら着工されていない面積と件数

をお答えいただけますか。 

【内田林政課長】 林地開発というのは、県が策

定いたしました地域森林計画の対象地内で開発

行為を1ヘクタールを超える箇所について行う

ものでございまして、これまで平成25年1月か

ら、全体で40件ほど許可をしてまいりました。

そのうち、今ご質問がありました未着手の箇所

は1カ所、6.5ヘクタールでございます。 

【山田(博)委員】 これは6.5ヘクタールという

のは、いつ許可を出されている件ですか。 

【内田林政課長】 平成29年12月に許可した分

でございます。 

【山田(博)委員】 それでも半年以上がたってい

るわけですね。そうすると、許可としては、今

までとは大分許可のあり方も変えて、速やかに

着工できるようになっているわけですね。これ

は状況はどのようになっているかというのは把

握されておりますか。 

【内田林政課長】 許可条件の中で、速やかに着

工できない場合は、その理由を明確に県のほう

へ届け出ることということが明文化されており

まして、それによりますと、事業計画を精査し

ているということをお聞きしております。 

【山田(博)委員】 着工を許可する時に、事業計

画というのはきちんと確認した上でやっている

わけですよね。それで、改めてそういったこと

があるというのはいかがなものかとなるわけで

す。そこはきちんと県のほうでも指導すべきじ

ゃないかと思うんですが、いかがですか。 

【内田林政課長】 先日、新聞等にもありました

とおり、九州電力が今現在、出力の規制をする
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というところが記事になっております。実際、

九州電力の管内で、これは4月29日のデータと

いうふうに新聞記事に載っていましたが、九州

全体の需要量の約8割が太陽光ということで、

委員ご承知のとおり、昼間は盛んに発電はする

んですけれども、夜、発電を停止してしまいま

す。それから、曇天、雨天の時にも出力が落ち

ますので、そういう不安定な部分がやはりある

というところで、九州電力は出力規制をやろう

ということが先日の新聞記事に載っていました。

その辺を踏まえながら、企業として、これから

どうやっていくのかというところを今、調整、

議論をしているというふうに伺っております。 

【山田(博)委員】 その件に関しては、また後で

詳しくお尋ねしたいと思います。 

 それでは、現在、東京オリンピック長崎県産

材の食材提供の意向について、どのように取り

組まれているか、お尋ねしたいと思います。 

【長岡農産加工流通課長】 現在、2020年の東

京オリンピック・パラリンピックにおける食材

供給に関する意向調査というのが国から県のほ

うに来ております。今回につきましては、農林

部関係としましては、農産物、畜産物、林産物

の生鮮が対象でございます。部署につきまして

は、内閣官房東京オリンピック・パラリンピッ

ク推進本部事務局、農林水産省から来ていると

ころでございます。 

 今回の調査でございますけれども、供給意向

のある食材の種類や量などを調査することを目

的としておりまして、今後決定されます飲食提

供事業者へ提供されるものと聞いているところ

でございます。現在、オリパラ大会の食材提供

につきましては、本県産農畜産物、林産物のＰ

Ｒの絶好の機会と考えておりまして、ＧＡＰ認

証事業者、農業団体、農協、専門農協、県農業

法人協会、特用林産物事業者、農業高校等へ調

査の文書を発出したところでございます。また、

生産者へ広く周知することが重要と考えており

まして、市町へは周知依頼を行わさせていただ

くとともに、県ホームページにも掲載をいたし

たところでございます。 

【山田(博)委員】 その周知して決まったものを

後でいただけませんでしょうか。よろしくお願

いしたいと思います。 

 続きまして、離島での家畜伝染病とかがあっ

た場合の緊急の対策をどのように取り組まれて

いるのか、それを報告していただけますか。 

【山形畜産課長】 家畜の伝染病ということで、

口蹄疫とか、鳥インフルエンザ、そういう病気

がございます。この伝染病の発生に備えて、防

疫作業に必要な資材というのを確保する必要が

あるわけですが、離島におきましては、その地

域の最大規模の頭数の防疫作業が行われるだけ

の資材を各離島ごとに備蓄をしておりまして、

仮に発生をした場合には、その備蓄資材をしっ

かり活用して防疫作業に当たるということにし

ております。 

【山田(博)委員】 そうすると、例えば、壱岐市

と五島市、どのような形で保管されているのか

説明していただけますか。 

【山形畜産課長】 各地区ごとに頭数がそれぞれ

違いますので、例えば五島地域でありましたら、

最大規模ということで、牛でいくと300頭、豚

でいくと7,000頭、鳥でいくと1万羽、こういっ

たところで発生をしても大丈夫なように備蓄資

材、例えば防護服であるとか、消毒用の薬品、

そういったいろいろな資材がございますけれど

も、それを既に購入して備蓄をしているという

ことです。場所は、家畜保健衛生所、五島にお

いては、旧五島畜産技術センター等に備蓄して
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おります。 

【山田(博)委員】 わかりました。 

 あとは資料とかでいただいているので、最後

にもう一度、県全体のふるさと納税の取扱い状

況、農林部の説明をしていただけますか。 

【長岡農産加工流通課長】 ふるさと納税返礼品

の平成29年度のアイテム数でございますけれ

ども、全体で238アイテムと聞いているところ

でございます。うち農産物関係が61アイテムご

ざいます。また、売上金額でございますけれど

も、全体で約1,250万円と聞いておりまして、う

ち農産物が170万円となっているところでござ

います。 

【山田(博)委員】 担当課としては、この数字を

どう思われますか。 

【長岡農産加工流通課長】 ふるさと納税の返礼

品と申しますのが市町を含めまして、農業所得

の向上とか、ＰＲのところで、非常に重要な位

置付けとなっている中で、まだまだアイテム数

等を増やすことが可能ではないかと考えており

ますので、我々としましても、税務課と連携を

とりながら、品目数の拡大等に努めてまいりた

いと考えているところでございます。 

【山田(博)委員】 品目のアイテムもさることな

がら、ふるさと納税というのは、取扱い金額を

増やすように、担当課である税務課、そもそも、

ふるさと納税はアイテムとか、何がいいかとい

うのは税務課がわかるのかなと思うわけです。

わからないのにやっているんだというんだから、

これがまたね。今言ったアイテムを何と何があ

るかと税務課に聞いたんですよ。税務課は、何

とか協会とかに丸投げですよと言うんですから。

何をやっているかといったら、何とか協会にお

願いしていますから、そこで選んでもらうんで

すよと言うんですから、これじゃ話にならない

わけです。担当課として、これはしっかりやっ

ていただきたいと思いませんか。どうですか、

こんな現状なんですよ。これはご存じでしたか。 

【長岡農産加工流通課長】 アイテム数、数字に

つきましては税務課と情報は共有させていただ

いているところでございます。 

【山田(博)委員】 そこで、担当課としては、今

の取扱い金額とアイテム数で、とにかく一番は

金額ですよね。ほかの県、ほかの市とか言うの

もなんだけど、ふるさと納税で70億円とか言っ

ているんですよ。長崎県は1億何千万円だから

話にならないわけですよ。県として、いい商品

は出しているんですよ。しかし、それがふるさ

と納税で返礼品として需要が高まってくるかと

いうと、そうじゃないわけだ。ぜひ頑張ってい

ただきたい。これは担当次長はどちらですか。 

【綾香農林部次長】 ふるさと納税、私も、ある

農業関係の納品業者のほうに税務課と一緒に出

向きまして、取扱いメニューの拡大をお願いし

て、それが8月だったんですけれども、9月にな

って、出品数が増えるところまで幾らか来てい

ます。そもそも長崎県には魅力ある農産物が非

常に多くあります。市町のふるさと納税との役

割分担の中で、すみ分けを幾らかやっておりま

すけれども、その中でも、まだまだ拡大できる

余地はあると思いますので、今後も税務課と連

携をして、農林部としても、ふるさと納税の返

礼品のメニューの拡大、取扱い額の向上によっ

て県税収入のアップに努めていきたいと考えて

おります。 

【山田(博)委員】 ぜひ頑張っていただきたいと

思うんです。農産加工流通課が農林部の新たな

財源の確保をできる部署ですから期待している

わけですよ。今まで何かといったら畜産課が目

立っていたけれども、そういったところは農産
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加工流通課が目立たないといけないわけですよ。

この前、五島海陽高校がつくったパンがあった

でしょう。17万個売って農林部の底力を見せた

わけですから。 

 事前通告している質問は大体終わりましたの

で、委員長、どうもありがとうございました。 

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ほかに質問がないようですので、

農林部関係の審査結果について、整理したいと

思います。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ３時２５分 休憩 ― 

― 午後 ３時２５分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、農林部関係の審査を終了

いたします。 

 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。 

 理事者退室のため、しばらく休憩いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

― 午後 ３時２６分 休憩 ― 

― 午後 ３時２７分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開いたします。 

 本定例会で審査いたしました内容について、

10月3日の予算決算委員会における農水経済分

科会長報告及び10月5日の本会議における農水

経済委員長報告の内容について協議を行います。 

 それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。 

 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたします。ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 

― 午後 ３時２８分 休憩 ― 

― 午後 ３時２９分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開いたします。 

 農水経済分科会長報告及び農水経済委員長報

告につきましては、協議会における委員の皆様

の意見を踏まえ、報告させていただきます。 

 次に、予算決算委員会農水経済分科会の決算

審査の日程については、お手元に配付しており

ます日程（案）のとおりでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 ご異議ないようですので、その

ように決定させていただきます。 

 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩します。 

 

― 午後 ３時３０分 休憩 ― 

― 午後 ３時３０分 再開 ― 
 

【山口委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見あ

りませんか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山口委員長】 それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。 

 これをもちまして、農水経済委員会及び予算

決算委員会農水経済分科会を閉会いたします。 

大変お疲れさまでした。 

 

― 午後 ３時３１分 閉会 ― 
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