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令和３年第１回定例会（２月議会）

農林水産委員会（分科会）会議録
書記 藤 澤 直 洋 録

招集年月日時 令和３年２月１日（月曜日）

予算特別委員会終了後

招 集 場 所 議事堂 農林水産委員会室

本定例会（２月議会）における案件（委員会）

１ 議案第２１号

令和２年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担の変更について

２ 議案第２２号

令和２年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担の変更について

３ 議案第２３号

令和２年度林道事業に要する経費の一部負担の

変更について

４ 議案第６１号

秋田県漁港管理条例の一部を改正する条例案

５ 議案第７３号

財産の貸付けについて

６ 議案第７４号

令和３年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担について

７ 議案第７５号

令和３年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担について

８ 議案第７６号

令和３年度林道事業に要する経費の一部負担に

ついて

９ 議案第９０号

令和２年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担の変更について

10 議案第９１号

令和２年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担の変更について

11 議案第９２号

令和２年度林道事業に要する経費の一部負担の

変更について

12 付託案件以外の所管事項

本定例会（２月議会）における案件（分科会）

１ 議案第１号

令和２年度秋田県一般会計補正予算（第１２

号）（農林水産部の関係部門）

２ 議案第３号

令和２年度秋田県就農支援資金貸付事業等特別

会計補正予算（第１号）

３ 議案第３２号

令和３年度秋田県一般会計予算（農林水産部の

関係部門）

４ 議案第３５号

令和３年度秋田県就農支援資金貸付事業等特別

会計予算

５ 議案第３９号

令和３年度秋田県林業・木材産業改善資金特別

会計予算

６ 議案第４１号

令和３年度秋田県沿岸漁業改善資金特別会計予

算

７ 議案第８６号

令和２年度秋田県一般会計補正予算（第１３

号）（農林水産部の関係部門）

８ 議案第９９号

令和２年度秋田県一般会計補正予算（第１４

号）（農林水産部の関係部門）

令和３年２月１日（月曜日）

本日の会議案件

１ 会議録署名員の指名

２ 審査日程

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 佐 藤 信 喜

副委員長 薄 井 司

委 員 川 口 一

委 員 小 松 隆 明

委 員 鈴 木 真 実

委 員 土 谷 勝 悦

委 員 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課 今 野 武 俊

農林水産部農林政策課 三 浦 竜

会 議 の 概 要

午前１０時４２分 開会

出席委員

委 員 長 佐 藤 信 喜

副委員長 薄 井 司

委 員 川 口 一

委 員 小 松 隆 明

委 員 鈴 木 真 実
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委 員 土 谷 勝 悦

委 員 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

委員長

ただいまから、農林水産委員会を開会します。

本日の委員会を開きます。

初めに、会議録署名員を指名します。第１回定例

会２月議会を通しての会議録署名員には、小松委員、

松田委員を指名します。

次に、委員会の審査日程についてお諮りします。

審査日程案及び付託議案一覧表を配付しており

ますので、これらを御覧ください。審査日程案につ

いて、御意見等ございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

審査日程は、原案のとおり決定して御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

審査日程は、原案のとおりとすることに決定され

ました。なお、審査の進捗状況によっては、審査日

程からずれることがあり得ますので、あらかじめ御

承知おきください。

本日はこれをもって散会し、２月１０日水曜日、

予算特別委員会終了後に委員会及び分科会を開き、

補正予算関係の審査を行います。

散会します。

午前１０時４４分 散会
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令和３年２月１０日（水曜日）

本日の会議案件

１ 分科会会議録署名員の指名

２ 議案第１号

令和２年度秋田県一般会計補正予算（第１２

号）（農林水産部の関係部門）

（趣旨説明・質疑）

３ 議案第３号

令和２年度秋田県就農支援資金貸付事業等特別

会計補正予算（第１号） （趣旨説明・質疑）

４ 議案第２１号

令和２年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担の変更について （趣旨説明・質疑）

５ 議案第２２号

令和２年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担の変更について （趣旨説明・質疑）

６ 議案第２３号

令和２年度林道事業に要する経費の一部負担の

変更について （趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課 今 野 武 俊

農林水産部農林政策課 三 浦 竜

会 議 の 概 要

午後２時１分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

農業経済課長 福 田 正 人

農業経済課販売戦略室長 草 彅 郁 雄

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 藤 村 幸司朗

水田総合利用課

秋田米ブランド推進室長 加賀谷 由 博

園芸振興課長 本 藤 昌 泰

畜産振興課長 畠 山 英 男

農地整備課長 舛 谷 雅 広

水産漁港課長 工 藤 輝 喜

林業木材産業課長 沼 倉 直 人

森林整備課長 戸 部 信 彦

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び予算特別委員会

農林水産分科会を開きます。

初めに、分科会会議録署名員を指名します。第１

回定例会２月議会を通しての分科会会議録署名員に

は、小松分科員、松田分科員を指名します。

本日は、農林水産部の補正予算関係の議案の審査

を行います。

議案第２１号、議案第２２号、及び議案第２３号、

以上３件を一括議題とします。

また、分科会では、議案第１号のうち農林水産部

に関係する部門、及び議案第３号に関する審査を行

います。

農林水産部長の説明を求めます。

農林水産部長

【部局関係説明書により説明】

委員長（会長）

次に、関係課室長の説明に移りますが、先に、雪

害対策関係以外の部分について説明を聞き、次に、

雪害対策関係の部分について説明を聞き、最後に、

一括して質疑を行います。

まず、雪害対策関係以外の部分について説明を

求めます。

農林政策課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

農業経済課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

農業経済課販売戦略室長
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【議案〔１〕及び補正予算内容説明書により説

明】

農山村振興課長

【議案〔１〕及び補正予算内容説明書により説

明】

水田総合利用課長

【議案〔１〕及び補正予算内容説明書により説

明】

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

【補正予算内容説明書により説明】

園芸振興課長

【議案〔１〕及び補正予算内容説明書により説

明】

畜産振興課長

【議案〔１〕及び補正予算内容説明書により説

明】

農地整備課長

【議案〔１〕、議案〔５〕及び補正予算内容説明

書により説明】

水産漁港課長

【議案〔１〕、議案〔５〕及び補正予算内容説明

書により説明】

林業木材産業課長

【議案〔１〕及び補正予算内容説明書により説

明】

森林整備課長

【議案〔１〕、議案〔５〕、補正予算内容説明書

及び提出資料により説明】

委員長（会長）

次に、雪害対策関係の部分について説明を求めま

す。

農林政策課長

【当日配付資料により説明】

園芸振興課長

【提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います

が、その前に暫時休憩します。

再開は、午後３時１０分とします。

午後２時５６分 休憩

午後３時 ８分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

議案に関する質疑を行います。質疑は、各課室一

括して行います。

土谷勝悦委員（分科員）

今、部長から説明を受けましたが、今回の一般会

計補正は５１億７,６５０万円の減額です。５１億

円は大分大きな数字だと思いますが、去年と比較し

てどのくらいの大きさか教えてください。

また、事業の計画に基づいて予算を立てていると

思いますが、ある程度の不用額は出てしまうものだ

と思います。しかし、いろいろな事業の中で、完遂

できない部分や、あるいは国庫補助金など、国によ

る補填があることもあると思いますが、５１億円も

減額になると、もしかすれば、県があまり仕事をし

なかったのかと思われてしまいます。ですから、な

ぜ５１億円も減額補正額が出たのかを、もう少し詳

しく、私たちが納得できるように説明してください。

農林政策課長

昨年同時期の補正は、１３億９,１８７万円の減

額でしたので、今年度はそれと比べれば３０億円以

上多いことになります。昨年度は、このタイミング

で農林基金（農林漁業振興臨時対策基金）に２０億

円を積み増しする増額補正を行っていますので、そ

れを加味する必要があると思います。基本的には２

月補正で、様々な請け差（予算と実際の請負額との

差のこと。）や実績減などを補正しますが、今回の

補正前の農林水産部全体の現計予算額が約５５８億

円ですので、それに比べると約９％ほどで、金額と

してはやや大きいのですが、請け差や実績減の範囲

内であると考えています。

もう１点、今年については、９月補正でコロナ交

付金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金）を使って、なるべく有利な国費に移し替え

ましたが、その結果として今回の２月補正で減額し

ている部分が幾つかありますので、そうした点が今

年度の特殊要素であると思います。

土谷勝悦委員（分科員）

予算を立てるときには大体何％くらいの不用額が

出ると見積もって組むと思いますが、減額補正をす

るにしても、５１億円はあまりに大きな数字です。

恐らくいろいろな事情があると思いますが、コロナ

関係でどれくらい国からの補填があって 使える

お金、使えないお金はあると思いますが、使えると

して、それが何億円もあって、このような大きな不

用額が出たと想像していますので、できれば後で資

料を 今説明できるとすれば今でもいいですが、

この事業では国から予算が来たなどと分かる資料を

出してほしいと思います。

農林政策課長
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今年度は、４月、５月、７月、更には９月と４回

にわたり、コロナ対策の補正予算を組んでいます。

コロナ対策の補正予算としては、４回の補正を全て

合算すると３７億円ほどになりますが、ほぼ全てが

コロナ交付金を使ったものです。それが全て当初予

算の一般財源の置き換えというわけではなく、当初

は実施しようと思っていなかったものの、コロナが

発生したことによって、行わなければならない手当

てが当然ありますし、先ほどの説明にもあったよう

に、夢プラン（新時代を勝ち抜く！農業夢プラン応

援事業）の代替事業への移行や、植物工場の計画の

凍結、あるいは逆にパック御飯の事業（コメ・コメ

加工品輸出拡大緊急対策整備事業）を行うことにな

るなど、いろいろな要素があり、今一概には申し上

げられませんが、いずれ今年度、農林水産分野でコ

ロナ交付金を使ったコロナ対策としては、３７億円

ほどの予算を計上しています。

土谷勝悦委員（分科員）

農業夢プランなどは農家が要望している部分なの

で、ある程度予算を使って、なるべく不用額を出さ

ないようにと思っています。今の説明を聞いて、も

う少し農家のために使ってくれたほうがよかったと

思っていますが、その辺りは何とかならなかったの

ですか。例えば要望の何％くらいをこなしたのか

１００％であればそれはそれでよいですが を

教えてください。

水田総合利用課長

夢プラン事業については、令和２年度当初予算で

３億４,０００万円ほどを計上して、そのうち今回

７,６００万円の減額を提案しています。その差額

分は既に執行していたため、９月補正で財源の振替

をして、経営力強化緊急支援事業という、夢プラン

に限りなく近い、補助率を２分の１にした新たな事

業を提案しました。補助率が３分の１である夢プラ

ン事業よりも有利になるように、あるいは市町村の

協調助成が間に合わないことも想定したものです。

そちらを３億円ほど予算措置して、ほぼ執行してい

ますので、合わせると５億五、六千万円近くの予算

を使っていて、当初予算より２億円近く多く執行し

ています。

土谷勝悦委員（分科員）

分かりました。そのようなチャンスがあったら、

なるべく農家の要望に応えてもらいたいと思います。

川口一委員（分科員）

今土谷委員から、決算見込み等による五十数億円

の減額について指摘がありましたが、減額の主な内

容が分かるようにまとめた資料を示してもらえれば

納得できると思います。

先ほどの説明の中で、仙北市のレタス工場の計画

見直しにより、産地パワーアップ事業が１０億円の

減額とのことでした。５０億円の中の１０億円とい

えば大変大きな数字ですので、そうした部分をしっ

かりと提示してもらえればよいと思います。植物工

場の件も、今の社会情勢によって事業ができなくな

り、非常に残念ですが、大館市、鹿角市、次は仙北

市という段取りで 羽後町の工場は撤退したわけ

ですが 将来性のある工場ができると期待してい

ました。またいずれチャンスが来ると思いますので、

これから事業計画の見直しをして、また事業ができ

るようにしてほしいと思います。

薄井司委員（分科員）

今の土谷委員の質疑に関連しますが、提出資料２

ページに、秋田牛等の提供数量の減と記載されてい

ます。予算審査のときには全県の各学校に十分に配

慮しながら、いっぱい供給するとの説明でしたが、

実際に蓋を開けてみれば半分とのことで、受け入れ

る側で要らなくなるような、何か特別な状況でもあ

ったのですか。

畜産振興課長

この取組に関しては、５月の補正予算で、全県

２５市町村の学校で供給しようと積極的に こう

した予算を国が作ったのは初めてでしたので、県と

しても積極的に、１人１回１００グラムを３回まで

という枠をフルに使いたいと考え、２億２,０００

万円ほどの予算を計上しました。県でも初めての取

組でしたので、県の教育庁と連携するのはもちろん

ですが、この事業の周知について、直接各市町村と

各市町村の教育委員会に出向き、説明と誘導を図り

ました。また、秋田牛等ですので、秋田牛だけでは

なくて、地元の生産者の励みになるように、鹿角牛

などほかの牛肉も使うことなど、いろいろな周知を

図りながら実施しました。

ただ、今回５割、６割にとどまった要因として一

番大きいのは、１回当たりの使用量が、１００グラ

ムの計画に対して５５グラムにとどまったことです。

実際には、供給した人数は当初の２２万人を上回る

２４万人でしたし、供給回数も３回が３.５回まで

増えていますが、１回当たりの供給数量が５割から

６割くらいにとどまったことが一番大きく影響しま

した。

それについても、給食の提供方法の実績を見ると、

牛肉の場合はカレーとハヤシライスと牛丼の３つが

上位でしたが、カレー、ハヤシライスというと、市

販のカレールーの裏側の表示を見ても、１人当たり

の目安は大体３５グラムや４０グラムと書いていま

す。そうした意味では、学校の児童生徒を見ればも

ちろん食べ盛りの中学生もいますが、小学校１年生

なども含めて平均して５５グラムですので、言い訳

がましいのですが、目安に比べれば食べてもらえた

のではないかと思っています。
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周知や利用促進については、月を追うごとに浸透

している状況で、最初の７月、８月は２００キロ、

４００キロ程度でしたが、今月については約４トン

と、右肩上がりで伸びています。来月で終わること

になっていて、残念ではありますが、食育も併せて

行うことができたのではないかと思っています。

薄井司委員（分科員）

詳しい説明で、内容は分かりました。ただ、いろ

いろな根拠があって１００グラムの計画を立てて予

算化をしたのだと思いますが、本来の目的は秋田牛

の需要の落ち込みを回復させることだと思いますの

で、それが１億円も落ちたことは、農家にとっては

期待が外れて、相当影響があったと思いますが、い

かがですか。

畜産振興課長

生産者から、今薄井委員の指摘のような話は聞い

ていません。逆に、こうした事業があると生産者の

団体に説明する中で、生産者自ら市町村や市町村の

教育委員会に対して、うちの牛肉を使ってもらいた

いと、積極的なアプローチがあったことは聞いてい

ます。

鈴木真実委員（分科員）

今の質疑に関連して伺います。この事業を実施す

ることによって、エンドユーザーが増えて出口が広

がり、たまっていた農畜水産物が減ったと思います

が、生産者や業界の方が、この事業による実績につ

いて、どんな評価や感想を持っているのかを伺いま

す。

農業経済課長

県産牛や水産物など、どちらかというと高級な食

材を初めて学校給食に提供したことで、いろいろな

方面から評価を受けていますが、まず秋田牛につい

ては、地元の精肉店から、これまで利用のなかった

学校から発注を受けて、新たな販路につながったと

いうようなうれしい意見を頂いています。学校給食

ではふだん供給できない食材ですので、生徒だけで

はなく教職員も含めて、非常に喜ばれたとのことで、

手応えを感じているといったことでした。

また、水産物についても、県産の様々な水産物を

提供できる機会で、ありがたかったとの感想のほか、

内陸部の学校からは、秋田県ではこのような魚が獲

れるという理解が非常に深まったとの評価がありま

した。

生産者はもちろんですが、間に入っている方、あ

るいはこの給食を食べた皆さんからも高い評価を頂

いています。

鈴木真実委員（分科員）

食べた方の感想は、県内でも大変良かったと思い

ますが、一方で、コロナ禍で食材の在庫が非常に増

えたため、それをさばくためにどうするのかという

視点の事業だったと思います。それについては、各

業界の実績として、どのくらい在庫が減ったのかを

分析していますか。

水産漁港課長

水産物について説明します。魚の製品重量にする

と１３トン、原料換算にすると３４トン程度を消化

しています。原料の買取り価格で換算すると、約

５,０００万円程度の買取りをしている計算になり

ます。

畜産振興課長

牛肉の関係では、今回の１年間で約１３トンを使

用したことになります。１３トンというと、秋田牛

をはじめとする全県の肉用牛の約１％に相当するく

らいのボリュームで、相当な量だと認識しています。

また、その量を消費したことで、在庫が解消され

て、牛肉の枝肉価格が上昇しています。具体的には

４月が一番低く、１,７００円前後だったのが、直

近の１月の枝肉価格は２,３００円前後まで回復し

ていますので、その意味でも一定の効果があったと

考えています。

土谷勝悦委員（分科員）

恐らく学校でも大変喜んだと思いますが、また続

けてほしいという要望はなかったのですか。

農業経済課長

先ほど大変喜ばれた話をしましたが、こうした機

会をこの後も要望する声はあります。

土谷勝悦委員（分科員）

続けるつもりはありますか。

畜産振興課長

先ほど農業経済課長が答弁したとおり、子供から

も教職員からもよかったとの意見を、当課でももら

っています。特に休み明けの子供が学校に行きたく

ないときに、給食に牛肉があると出てくるといった

話もあり、いろいろな意味でよいきっかけになった

と思っています。

今回の国の３次補正予算で、学校給食の事業も一

部続くことは把握しています。ただ、昨年の１０月

から２割以上価格が下がったものに関しては、来年

度も対象にするとの話ですので、先ほど述べたよう

に、牛肉に関しては今のところ価格が回復してきて

いるので、もしもこの先また値段が２割以上下落す

るようなことがあれば、また積極的に活用させても

らいたいと思っています。

水産漁港課長

水産については、水産加工業者が、今回新たに給

食向けに商品開発をしていますが、学校からもこう

した取組を続けてほしいと言われていることから、

今回は無料でしたが、有料で今後も供給できるよう

に努力していきたいと聞いています。

土谷勝悦委員（分科員）
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喜ばれるのであれば、県としても続けたほうがよ

いと思いますので、考えてほしいと思います。

川口一委員（分科員）

大雪の被害について伺います。今日の当日配付資

料と先ほどの説明で、状況が大体見えてきましたが、

被害総額が２６億円という膨大な額に上っていて、

まだこの先も増えていくとのことでした。農林水産

委員会も先月の２７日に、平鹿・雄勝地域に調査に

入って、実際に雪による被害を見てきましたが、本

当に大変なことになっていました。農業生産用施設

等の被害額の内訳を見ても、平鹿管内が１２億

２,０００万円で、今提示された総被害の半分が平

鹿管内に集中しています。一般質問等でも雪害の被

害についていろいろと出ましたが、農林水産部で早

めに予算対応してくれているので、被害に遭われた

農家も一安心ではないかと思います。

先ほど農林政策課長から、今回は被害防止対策事

業を予算措置して、樹園地復旧支援事業と施設等復

旧支援事業は追加提案で示すとの説明がありました。

当初予算も出てくると思いますが、この追加提案の

予算の規模をある程度示してもらえますか。

農林政策課長

当日配付資料②番、③番の事業については、この

後追加提案を予定しています。今はまだ、予算額を

幾らと申し上げる立場にはありませんが、過去の対

策と比べても遜色のないように、また、足りなくな

ることがないように、計算しています。

川口一委員（分科員）

いずれにしても、農家やいろいろな団体の要望に

応じられるような提案をしてもらえればありがたい

と思います。１０年に１度の雪の被害ですから、今

後のやる気等、いろいろな面でも、農家がまた営農

を続けていけるような体制を今から組んでもらいた

いと思います。先月の県内調査では、実際の被害状

況を見て、ただごとではないと思いましたので、私

たち委員もいろいろな提案をしながら、進んでいけ

るような委員会であればよいと思います。課長から

もう一言お願いします。

農林政策課長

今回の被害対策について、まず先月の１３日に閉

会中審査の場で案を示して、また、今回資料の①番

については正式に提案しました。過去の記録を２月

５日に更新するなど、１０年前と比べても大変な雪

の量ですし、しかも早い時期からずっと積もってい

ますので、農家も大変不安な気持ちがあると思いま

すし、なかなか先が見えない感覚もあるのではない

かと思います。少しでも被害防止に向けて、除雪あ

るいは融雪に取り組んでもらいたいと考えています。

あるいは、万が一被害に遭ってしまったとしても、

県、市町村、あるいは国の事業も使って復旧を全力

でサポートする県の姿勢を前面に示すことで、営農

意欲が失われないように、精いっぱいサポートして

いきたいと考えています。

川口一委員（分科員）

実は雄勝地域の方から電話をもらったのですが、

葉たばこのハウス（農業用ハウスのこと。）もかな

り倒壊して、まだ雪に埋もれて全体が見えてこない

と話していました。ちょうど令和２年のたばこの販

売が、今盛岡市のリーフセンター（日本たばこ産業

株式会社のＪＴ東北リーフセンターのこと。）で行

われています。県南が２月末で、県北はもう終わり

ましたが、そういう販売を控えた中での大雪です。

また、たばこ栽培の場合、来年の営農は３月から雪

を寄せて、そして疫病の段取りをしなければ間に合

いません。その辺のことも頭に入れておいてほしい

と思いますが、いかがですか。

園芸振興課長

葉たばこについては、県としても中山間地域では

重要な換金作物であると考えています。現在の販売

額も約１１億円で、県内の農作物の中でも６位とい

う順位ですので、しっかりと対応できるように考え

ていきたいと思っています。

小松隆明委員（分科員）

農林政策課長から、今後への考え方を大体聞きま

した。今回は１０年ぶりくらいの災害ですから、参

考のために伺いますが、前回は何年の豪雪で、その

十年ほど前の災害の際の被害額は何十億円くらい

たしか５８億円と記憶していますが ですか。

農林政策課長

ちょうど１０年前の、平成２２年から平成２３年

にかけての大雪の際には、指摘のように５８億円の

被害額になっています。うち３８億円が果樹の樹体、

２０億円が施設関係です。今回は、果樹の樹体が入

っていない状態で既に２６億円で、施設関係では前

回の被害を超えてしまっています。１月１３日の委

員会の場では、前回をなるべく超えることがないよ

うにと述べましたが、残念ながら超えてしまってい

るのが現状です。

小松隆明委員（分科員）

答弁から察すると、残念なことに今回の災害規模

は前回を上回るであろうと推定して間違いないです

か。

農林政策課長

果樹の樹体の被害額がこの後どのくらいになって

しまうかに左右されてくると思います。果樹の栽培

面積自体も減少していますので、その辺の兼ね合い

を考える必要があると思います。

また、１０年前の被害を教訓にして、生産者も圃

場に通って除雪をしていると伺っていますので、今

回の①番の事業で少しでも後押しして、施設の被害
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は超えてしまいましたが、せめて果樹の樹体の被害

額は前回を上回らないようにできればよいと考えて

います。ただ、最終的な被害の合計は、前回並みに

はなってしまうと思います。

小松隆明委員（分科員）

願わくば前回よりも被害が小さく済めばそれにこ

したことはありませんが、果樹農家が経営意欲をな

くすような局面も考えられますので、被害に応じた

救済措置を充実させて、被害者に寄り添って、かゆ

いところまで手が届くような対応をしてもらいたい

と思います。

松田豊臣委員（分科員）

農地中間管理総合対策事業について伺います。２

億円強の減額になっていますが、賃貸借面積はどの

ように推移すると見込んでいますか。

農林政策課長

農地中間管理機構では、年間３,０００ヘクター

ルの権利移転を目標に掲げて、平成２６年の創設当

時から活動していますが、令和元年度は、国の制度

が変わったこともあり、１,９２７ヘクタールにと

どまっています。

権利移転は冬になってからが最盛期ですので、今

盛んに行っています。令和２年度については、昨年

の１,９２７ヘクタールは超えるものと見込んでい

ますが、目標の３,０００ヘクタールまで届くかど

うかは予断を許さない状況で、２,４００から

２,５００ヘクタールくらいまでいけばよいと思っ

ています。

松田豊臣委員（分科員）

２,４００から２,５００ヘクタールを想定してい

るとのことですが、この面積をどのように評価して

いますか。

農林政策課長

年間３,０００ヘクタールの集積を目標に掲げて

いますが、これは、令和５年度に県内の担い手への

農地集積率を９０％にするという目標に向けて、年

間ではこのくらいと逆算して設定したものです。一

口に９０％と言っても難しいところはあると思いま

すが、その階段を少しずつ上るために、１,０００

ヘクタールでも２,０００ヘクタールでも集積を進

めていくことが必要だと考えています。

なお、令和元年度時点の集積率は７５.４％です。

松田豊臣委員（分科員）

今後の話ですが、来年度からどのような施策を主

流に、３,０００ヘクタールまで近づけようと考え

ていますか。

農林政策課長

平成２６年から農地中間管理機構の仕組みが始ま

り、平場のそれなりに条件がよいところについては、

集積が一段落したと言えばそのような雰囲気もある

と思います。この後、中山間地域あるいは条件不利

地域についても集積を進めていくことが必要になっ

てくると思います。そのために圃場整備と連携して

圃場整備をすればそこの法人に集積する形にな

りますので、圃場整備と農地集積を進めて、そこで

高収益作物を栽培する、いわゆる「あきた型ほ場整

備」を推進していくことがまずは大前提になると考

えています。

佐藤信喜委員（分科員）

内説（予算内容説明書）の説明の中で、国庫補助

事業に関して、国の予算内示による補正が結構出て

きましたが、国側から、予算を付けられないので減

額してほしいという方向だったのか、それとも単純

に秋田県側で事業量がこなせなかったのですか。い

ろいろなパターンがあると思いますが、造林補助事

業の部分が気になりました。今回は国の予算が厳し

いパターンもあると思いますので、どのような経緯

で減らされたのかを教えてください。

林業木材産業課長

造林補助事業について、３億円程度の減額と説明

しましたが、来年の造林補助をどのくらい実施する

か、関係する森林組合や事業体、あるいは市町村に

対して、県で要望量の調査をしています。ある程度

実績を踏まえながらですが、要望はもちろん受けて、

国にほぼ同じ形で要望します。今回の場合も、実際

に要望を出して、予算を議決されているものの、国

から３億円ほど減額の内示がなされて、未達になっ

た形です。

佐藤信喜委員（分科員）

国の事業は、一度受けられなくなると、また翌年

はその実績に合わせて減らされていくイメージがあ

ります。当初予算の要望はもう終わっていると思い

ますが、その次の年度に向けて、この後いろいろな

形で、地域の事業体とも相談して、要望活動が必要

であればしっかりと行ってもらいたいと思います。

農林水産部森林技監

造林補助事業という名前ですが、内容は植栽だけ

ではなくて、下刈り、間伐、それに伴う森林作業道

の整備などが全部一緒になった事業です。

先ほど林業木材産業課長から答弁したように、要

望自体を ある程度精査はしますが 基本的に

は国にそのとおり要望しますが、それと国の予算額

の乖離が３億円くらいあったのが実態です。国庫補

助金自体は一気に増えるわけではなく、徐々に増や

してもらっているのに対して、山の資源の充実など、

事業の要望自体の伸びるスピードが相当速まってい

ます。

執行段階については、先般の一般質問でもいろい

ろな質問をいただきましたが、今一番大切だと思っ

ている再造林の部分については、基本的には全部予
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算を付けています。３億円も足りないのでどうして

も足りないところもありますが、いわゆる保育の部

分については、国から来なかった分少し遅らせてほ

しいという話をしています。

また、今年度については何回か補正予算を組みま

したが、そもそも先ほど述べた間伐や、伐採して丸

太を生産する作業が、需要の減退に伴って、特に夏

から秋にかけてある程度抑制されたため、結果的に

はそれほど大きく足りないことはなかったのではな

いかと考えています。

佐藤信喜委員（分科員）

コロナ禍の当初のころ森林組合から、なかなか木

が搬出できないので、逆に造林に振ってもらえない

かとの要望も受けていましたが、そのような内容で

あれば仕方ないので、納得しました。

今回はコロナ禍での施業で、なかなか思うように

いかなかったと思いますし、これが来年、再来年ど

のように変わるか分かりませんが、秋田県の山林を

しっかりと管理していく上で重要なものであると思

いますので、計画性を持って頑張ってもらえればと

思います。

委員長（会長）

審査の途中でありますが、本日はこれをもって散

会し、２月１２日金曜日、午前１０時３０分から委

員会及び分科会を開き、引き続き補正予算関係の議

案の審査を行います。

散会します。

午後３時５３分 散会
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令和３年２月１２日（金曜日）

本日の会議案件

１ 議案第１号

令和２年度秋田県一般会計補正予算（第１２

号）（農林水産部の関係部門） （質疑）

２ 議案第３号

令和２年度秋田県就農支援資金貸付事業等特別

会計補正予算（第１号） （質疑）

３ 議案第２１号

令和２年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担の変更について （質疑）

４ 議案第２２号

令和２年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担の変更について （質疑）

５ 議案第２３号

令和２年度林道事業に要する経費の一部負担の

変更について （質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課 今 野 武 俊

農林水産部農林政策課 三 浦 竜

会 議 の 概 要

午前１０時２８分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

農業経済課長 福 田 正 人

農業経済課販売戦略室長 草 彅 郁 雄

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 藤 村 幸司朗

水田総合利用課

秋田米ブランド推進室長 加賀谷 由 博

園芸振興課長 本 藤 昌 泰

畜産振興課長 畠 山 英 男

農地整備課長 舛 谷 雅 広

水産漁港課長 工 藤 輝 喜

林業木材産業課長 沼 倉 直 人

森林整備課長 戸 部 信 彦

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

１０日に引き続き、農林水産部の補正予算関係の

議案の審査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

農林政策課長

【１０日の質疑に関連して追加説明】

委員長（会長）

ただいまの説明、１０日の説明及び議案に関する

質疑を行います。質疑は、各課室一括して行います。

土谷勝悦委員（分科員）

今の説明で分かりましたが、特に産地パワーアッ

プ事業で大分つまずいたことが大きいと感じます。

ただ、私たちにとって、５１億円の減額補正はとて

つもない金額ですので、今後いろいろと予算を組む

場合には、その辺の考え方を加味しながら、本当に

よい形の予算を組んでほしいと要望します。

次に災害についてですが、これから一番心配なの

は果樹関係のことだと思います。前回平成２２年辺

りの大雪のときは、わい化栽培のリンゴがネズミに

やられる被害が多く、苗木が死んでしまうことから、

たしかあのときは苗木の補助もしたと思います。今

のリンゴ栽培を見ていると、農家がだんだん年を取

ってきて、山の奥でのリンゴ栽培は難儀になってき

ているので、手前の水田を利用したわい化栽培など

の形態に変わってきている印象ですが、わい化栽培

の場合、ネズミにやられることが多いと思いますの

で、今後、苗木の補助などを県で考えているのかど

うかを教えてほしいと思います。

園芸振興課長



- 11 -

委員の指摘のとおり、本県のわい化率は今は３割

くらいですが、これからは省力化を見据えてわい化

率を高めていこうと、県でも推進しています。

平成２２年のときは、苗の無償配付など、いろい

ろな対策をしました。当時は秋田紅あかりなどの県

のオリジナル品種を広く普及させていくため、そう

した品種について無償提供していた経緯があります

が、現在はオリジナル品種もそれなりに普及してき

たため、今回はそのような苗の無償配付は考えてい

ません。被害が広がった場合は、改植や補植という

形で対応したいと考えています。

土谷勝悦委員（分科員）

今のところは考えていないということですか。こ

れから被害が大きくなれば、考えるべきではないか

と思いますが、いかがですか。

園芸振興課長

改植などで対応はしていこうと考えています。当

日配付資料の事業概要の、②の樹園地復旧支援事業

の補植・改植のところで、苗木等の支援をしていこ

うと考えています。

土谷勝悦委員（分科員）

ハウス関係で伺います。保険に入っている農家も

何割かいると思いますが、新しくハウスを建てるに

しても、今までと同じ２１インチや２３インチとい

った太さのパイプでないと保険が下りないという話

を聞きました。それが事実かどうかは私はよく分か

りませんが、この前現地視察に行ったときは、今ま

での細いパイプでは、これからまたこのようなこと

が起きた場合に恐らくもたないので、ある程度太い

パイプで建てたほうが雪害には強くなるとの話も県

からありました。もし保険が下りないとすれば、県

の考え方と保険会社の考え方が矛盾すると思います

が、いかがですか。県の進め方として、パイプを太

くすることは私も賛成ですが、そうした指導を県が

行う場合に、保険に入っている農家がパイプを太く

したくても、もし保険が下りないのであればどうな

るのかと心配すると思いますので、どのような見解

でいるのかを教えてください。

農業経済課長

ハウスを対象にしている園芸施設共済についての

指摘だと思います。この共済については、委員も十

分御承知かと思いますが、何ミリのパイプを使って

いるかによって、それぞれ単価が決まっています。

骨なら骨だけの共済金額は幾らと計算して、これく

らいの補償になると示したものについて加入してい

るものですから、壊れた段階でその分は支払われる

ことになっています。その後太いパイプで建て替え

るかということはまた別の問題で、現在所有してい

るものに対する共済金という考え方であると聞いて

います。

土谷勝悦委員（分科員）

もしかすれば私の勘違いかもしれませんので、共

済がそうなっているのであれば、私も一安心です。

聞いた話によると、同じパイプの太さでないと保険

金が下りないということを言う方もいましたので、

その辺が今の説明のとおりであれば、よろしいかと

思います。

川口一委員（分科員）

関連で伺います。今回の大雪によって、農作物で

は、野菜や花卉 セリ、ホウレンソウ、コマツナ、

菌床シイタケ等で３,３８７万円の被害がありまし

た。農業共済の収入保険の関係で、水稲共済に入っ

ている人はよいのですが、その他の品目についての

収入保険の加入率はどのような状況ですか。

農業経済課長

収入保険が始まって、令和３年で加入期間が３年

目を迎えますが、年々加入者は増えていて、直近の

数字では１,８１１経営体が収入保険に加入してい

ると聞いています。

川口一委員（分科員）

もちろん被害によって収入保険が適用されるわけ

ですが、適用される保険の内容や金額がどのような

ものか把握していますか。

農業経済課長

令和元年度までの支払いについては数字がありま

すが、令和２年度分の被害については、まだはっき

りした数字はありません。例えばキノコを栽培して

いる方の販売額はどれくらいかといったことをこれ

から計算して、支払われていくことになると思いま

す。

川口一委員（分科員）

この収入保険があるかないかで、生産者の負担の

割合が大分違ってくると思いますので、今土谷委員

が指摘したパイプハウス等も含めて、加入率がどの

状況にあるのか 前の豪雪被害のときの保険の加

入状況は、必ずと言っていいくらい委員会で指摘さ

れていますから、前の豪雪のときよりは加入率がか

なりアップしているなどと、その辺の数字をしっか

りと出してほしいと思います。

農業経済課長

収入保険の加入率の考え方はなかなか難しいので

すが、例えば事業主体である農業共済組合では、目

標とする加入者数を決めています。これは収入保険

の要件となる青色申告を行っている農家の約２５％

が加入することを当面の目標としていて、それにつ

いてはほぼ１００％を超える状況になっています。

それでも、青色申告をしている方のまだ２５％程度

で、県内の認定農業者は約１万経営体ありますが、

青色申告をしている方は７,０００経営体くらいと

のことですので、全体を見ると、認定農業者のうち
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の１８％くらいが加入しているような状況です。

川口一委員（分科員）

分かりました。パイプハウス等もかなりの被害が

出ていますから、これから農業を営む上で、加入率

が更に促進されるような方向に行ってもらえればよ

いと思いますが、いかがですか。

農業経済課長

今年の雪害を受けて、収入保険制度は非常に重要

なセーフティーネットだとますます感じています。

農業共済組合でも一生懸命周知していますが、まだ

不十分なところもありますので、県でも一緒になっ

て昨年協議会を立ち上げて、作戦会議を開いていま

す。例えば新しいパンフレットで、農家や果樹農家

の具体的な声も入れて、非常に助かったというよう

な話を書いていますし、県ではいろいろな現場での

講習会なども行っています。機会を見て、地域振興

局等で講習会をやる場合は収入保険のパンフレット

も活用しながら、広く進めていくようにしています。

川口一委員（分科員）

いろいろな保険制度があって、メガ団地やクラス

ター事業のように、新しく立ち上げる方が加入する

ことを義務づけられているようなものもあります。

これを機会に、加入していない方に更に加入促進を

して、安全な営農ができる方向にしてもらえれば大

変ありがたいと思います。

もう一つ、資料の横に「これまでにない被害」と

して、一番下に、「過去の豪雪を乗り越えたパイプ

ハウスも倒壊」したと書いていますが、過去の豪雪

を乗り越えたパイプハウスは、かなり劣化したり、

耐久性が弱いハウスのことだと思います。１０年前

に比べて、そういうハウスが倒壊しているわけです

から、過去の豪雪を乗り越えたという非常に貴重な

文章ですが、私はいかがなものかと思って見ていま

すが、いかがですか。

農林政策課長

前回の平成２２年あるいは平成２５年のときに、

今回のように育苗ハウスが次々と倒壊して、春の作

業に向けて建てるのが間に合わないといった声は恐

らくなかったと思いますし、十五野（横手市十文字

町十五野新田）のホウレンソウの団地が百四十何棟

全滅したという被害もあります。あそこも確かにも

う耐用年数は過ぎているかもしれませんが、１０年

前には特にそういった被害はなかったという意味合

いでこのように書きました。

川口一委員（分科員）

これ以上は申し上げませんが、これから改修をし

ながら、またパイプハウス等を建設していくわけで

すから、パイプ自体の耐久度をもう少し強化した素

材を開発していくなど 今までに経験のないよう

な雪の降り方ですから、こういうことを見据えて、

もう少し強度のある資材を開発して、使用していく

ような方向性にしてもらったほうがよいと思います

が、その辺はいかがですか。

農林政策課長

この復旧事業については、今後また追加提案する

形になりますが、その際には原状復旧だけではなく、

同じことが起きても潰れない、災害に強い産地にな

るように、改良復旧の視点を入れながら、促進して

いきたいと考えています。

川口一委員（分科員）

よろしくお願いします。

佐藤信喜委員（分科員）

関連ですが、今復旧の話が出ていました。ハウス

の解体などの話も少し出ましたが、これだけ大規模

な面積、施設棟数のものを一気に解体していくには、

農家だけの力ではマンパワーが不足している部分が

あると思います。

県内には解体工事業協会であったり、各地域を見

ると、解体を行っている小さな企業や個人経営者も

います。オール秋田でこの復旧に向かうのだという

ことで、県南地区だけではなくて県北からでも応援

に行ってもよいと言ってくれる方もいましたので、

県の大きな組織だけではなく、是非とも各地域の方

々を使って、まずは解体して、更地にすることが先

決だと思います。

その後に今度は建て方になりますが、パイプハウ

ス事業者も数が多いわけではないと思いますので、

協力しながら作り上げていくような体制を検討でき

ればと思っていました。今後の考え方にはなります

が、現段階でその点まで踏み込んで考えているのか

伺います。

農林水産部次長（齋藤正和）

確かに今佐藤委員が御指摘のとおり、マンパワー

不足が非常に課題であることは、以前から話が出て

います。私も関係課長と一緒に、各資材メーカーや、

先ほどおっしゃった解体工事業協会などを回って、

いろいろとお願いをしてきました。全県組織のとこ

ろに話をすると、傘下にもいろいろと伝わるだろう

ということで、これからそういった作業、仕事がた

くさん出てくるので、この後の協力をよろしくお願

いしたいという話をしてきました。

早速そうしたところから、地方の各傘下に連絡を

してくれて、体制を取ると言ってくれましたが、や

はり業者の数が限られているという話で、特にパイ

プハウスを建てる人は、県内にも一人親方が六、七

人くらいしかいないとのことで、新しく建てるにし

ても解体するにしてもなかなか人がいないのが実態

のようです。そこはできるだけ頑張って皆で人を集

めて協力してくれるという話を頂きましたので、今

後とも連携しながら取り組んでいきたいと思ってい
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ます。

あまり話をすると次の追加提案の分野になってし

まうので、これを提案してからということになりま

すが、いずれマンパワーの不足については、そうし

た調整活動をしていくような取組を考えています。

できるだけ速やかに再建していきたいのですが、現

実問題としては１００％回復するにはちょっと時間

が掛かると感じています。

佐藤信喜委員（分科員）

私も十五野団地の状況を見ました。あれは４年計

画で整備されたパイプハウスで、逆にこれから先の

話もやはり４年くらい掛かる可能性もあると認識し

ていますが、ただ、メガ団地として、そしてまた今

の園芸の振興という目的もあって進めてきているわ

けですから、確かに面積的に大変厳しいですが、一

日も早く回復させてやるという気持ちで取り組んで

もらえるように要望して、この質問については終わ

ります。

雪害対策緊急支援事業を全体的に見ると、④の無

利子資金の融通の中で、農業・漁業経営フォローア

ップ資金と出ていますが、今回の暴風雪の中で、漁

師の方が使っている浜小屋などへの被害はなかった

のでしょうか。

水産漁港課長

漁協が使用している建物が一部損壊したと聞いて

いますが、特に建物の被害の報告は受けていません。

かなりの高波が押し寄せましたが、全般に漁協の施

設に関しても、水面下のところではどうなっている

かまだ分かりませんが、見た目上は特に被害の報告

はない状況です。

佐藤信喜委員（分科員）

実は男鹿方面では、浜小屋が少し損傷したという

話も伺っています。漁業者が使用している浜小屋は、

確かに軽作業を行うだけかもしれませんが、網を直

したり、仕掛けを作ったり、収納したりといった形

で使われていて、漁業生産にとっては重要な施設で

す。そういったところの被害調査を、対象市町村に

対して声がけをしながら、吸い上げた上で、それを

この後の支援事業につなげていけるのかどうかを今

後検討してもらえればありがたいと思いますが、そ

の点についてはいかがですか。

水産漁港課長

そういった情報が届いていませんでしたので、委

員の意見を参考にして、今後もう少し踏み込んだ調

査をこちらからして、検討していきたいと考えます。

農業経済課長

今の質問に関連して補足しますが、無利子の資金

の件で、漁業経営と書いています。これからもし漁

業経営者が被害を受けたということになれば、もち

ろんこの資金で対応することになります。

過去には平成２４年の春に爆弾低気圧の影響です

ごく風が吹いたときがあり、あのときにも対策の資

金を措置しました。そのときは１億６,０００万円

くらいの資金需要があったのですが、実はそのうち

９,４００万円は、男鹿市の北浦の漁業者が網を切

られて大分被害を受けた分ですので、半分以上を漁

業経営者が活用しました。そういう事例があります

ので、名前のとおり農業と漁業経営の両方を支援す

る仕組みになっています。

松田豊臣委員（分科員）

今回の雪害対策緊急支援事業について、対象者は、

資料に農業者、農業法人、任意組織、ＪＡ等と記載

されていますが、どのくらいを想定した予算になっ

ているのですか。

水田総合利用課長

施設等復旧支援事業から先に説明します。

被害報告の２６.８億円に合わせると、３,７００

棟くらいのパイプハウスの被害があり、この被災し

た方 市町村長から被害の認定を受けた方を基本

的に対象者としていく考え方を持っています。まだ

何経営体という形では説明できませんが、そうした

市町村の認定を受けた方を対象にしていくという考

え方です。

松田豊臣委員（分科員）

今回の予算はどのような計算を根拠としているの

ですか。

園芸振興課長

今回樹園地等被害防止対策事業で１億２,０００

万円を計上しています。一つは、融雪剤の散布で、

樹園地等全体で７４０町歩くらいを積算していて、

大体４,０００万円くらいの事業費ベースで散布を

考えています。また、除雪に関わる経費として、特

に県南は果樹地域が多いので、６７０町歩くらいを

想定して、大体１億９,０００万円ほどの事業費を

見込んでいますので、（１）の樹園地等の融雪や除

雪は、補助金ベースで１億１,７００万円ほどです。

また、（２）の樹園地等へのアクセスの確保では、

事業量的には１００か所程度を見込んでいます。積

算では事業費ベースで７００万円ほどで、補助金ベ

ースで３５０万円を見込んでいます。

松田豊臣委員（分科員）

先ほど、市町村からの認定によるとの説明があり

ましたが、市町村の認定数が増えればこの額が増え

ると認識してよいですか。

水田総合利用課長

３番の事業については、この後追加提案の中で詳

しく説明していくことになりますが、これまでこう

した被災があった場合には、まずは市町村が一番農

業者等の状況に詳しいので、市町村長の認定を大き

な要件にしてきたという経緯があります。この後新
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たに追加提案する事業についても、これまでと同じ

ような考え方で進めていくことを今検討している状

況で、いずれ認定を得れば事業の対象にできていく

ものと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

その認定の要件を教えてもらうことはできますか。

水田総合利用課長

前回の平成２９年のときの要件では、２０％以上

の被害を受けた方というような要件設定をしていた

り、その時々によって被害程度については少し前後

することはありますが、その辺は、過去の例も踏ま

えつつ検討したいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

その認定要件はどこが決定するのですか。市町村

ですか。

水田総合利用課長

過去の例では、市町村の農林部局で判断をして、

市町村長が認定をする形になります。

松田豊臣委員（分科員）

各市町村ごとに多少なりともいろいろな要件が違

う場面が出てくるかもしれないということですか。

水田総合利用課長

県で一定の割合を示しますので、ばらつきがない

ように取扱いをしてきているものと思います。過去

の例に倣って、今回も同じような形で進めていきた

いと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

今回、（１）の樹園地等の融雪や除雪という項目

があります。除雪に係る雇用労賃とのことですが、

実際、労賃や人の手配は潤沢に行われていますか。

園芸振興課長

樹園地では、誰でも除雪に入れるわけではなく、

ある程度樹園地の環境等を把握した人ということで、

例えば生産者同士でお互いに協力しながら除雪に入

るなどといった形で現在進められていると聞いてい

ます。

松田豊臣委員（分科員）

横手の山間部に行ってきたのですが、除雪ができ

る人が本当にいなくて、大雪が毎日降り続いたこと

もあって、非常に大変だという話を実際に聞いてき

ました。当然労働者の数が減ることも想定されてい

ますが、それに対する対応は、県で何か考えていま

すか。

園芸振興課長

労働力の確保については、例えばＪＡの無料職業

紹介所を通じてのあっせんや、農協青年部に呼びか

けをするなど、いろいろ協力依頼をしていますが、

現段階では農家同士で樹園地の除雪に入っているよ

うな現状だと聞いています。

松田豊臣委員（分科員）

現状として、ほぼ除雪は終了しているのですか。

それともまだその過程にいる段階ですか。

園芸振興課長

２月５日現在で、現場にいろいろと聞いてみたと

ころ、降ったりやんだりして、また積雪も増えてい

るとのことですが、樹園地では大方６割、７割くら

いは除雪に入っている状況と聞いています。

松田豊臣委員（分科員）

今回予算が成立したときに、その支払いはいつく

らいの時期になりますか。労働者にとっても早くも

らったほうが当然意欲の低減等に対応できると思い

ますが、いかがでしょうか。

園芸振興課長

予算成立した後、市町村でいろいろな状況を取り

まとめて、申請していただければ、なるべく速やか

に払えるものは払っていきたいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

できるだけ年度内にお願いしたいと思います。

もう一つ、国からもいろいろと支援対策が出てい

て、恐らく次の追加補正で提案されると思いますが、

農家の方に直接お伺いした中で、今後農地又は果樹

園をしっかりと整備していくときに、農薬補助が必

要だという話が一部ありました。そうした農薬補助

に対する検討には今後入っていくのかどうかを教え

てください。

園芸振興課長

果樹の枝折れなどによって、いろいろな病害虫や

病気の発生も懸念されるため、この辺は今後追加提

案する③の施設等復旧支援事業の中で、いろいろな

農薬資材等の支援をしていきたいと考えています。

また、国でもそうした支援がありますので、そのよ

うな国の事業を使いながら支援していきたいと考え

ています。

鈴木真実委員（分科員）

今の松田委員の質問に追加して確認ですが、今回

の新規の樹園地等被害防止対策事業等も、既に事業

を実施している方もいるので、遡って支払われるこ

とになるのですか。

園芸振興課長

１２月１４日から大雪が始まったのですが、そこ

からの大雪に対する取組に対して経費を支援するの

が基本的な考え方です。ただ、例えば融雪剤を事前

に春や夏から買っている場合、それを１２月１４日

以降に融雪に使ったことが確認できれば、令和２年

４月１日以降に買った資材も対象にしていきたいと

考えています。

鈴木真実委員（分科員）

今の説明では、非常に丁寧な対応だと思いますが、

先ほどのように、既に６割から７割除雪作業が進ん

でいるとのことであれば、今回のこの事業に掛かっ
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た農家の負担分は大きかったと思いますので、そこ

を十分丁寧に支援してほしいと思います。

併せて、⑤番の技術対策の徹底について、「損傷

した樹体の早期回復」、「改植後の適正な肥培管

理」ということで、事業の開始以降、現状の把握等

を含めて、非常に煩雑な作業が出てくると思います。

特に平鹿、雄勝地域は、県職員やＪＡの職員の作業

がたくさんあると思いますので、資料に示すとおり

にいろいろな方々が連携して今回の緊急対策に当た

るのであれば、例えば、県職員の配置、確保につい

て、仕事上においても非常に負担が大きくなるので

はないか、作業量が多くなるのではないかと思いま

すが、県としてどのように考えていますか。

農林水産部次長（齋藤正和）

仕事の分担については、年によって濃淡があると

思いますので、人事異動で様々な調整をすることは

あるかと思います。いずれ果樹担当、果樹試験場と

いった関係するスタッフが、県南を中心に、指導を

強化していかなければならないと思いますし、特に

地元に果樹試験場もありますので、果樹試験場のメ

ンバーや、各農林部で普及担当をしている果樹担当

といったメンバーで英知を結集して、現場で対応し

ていきたいと思っています。講習会や研修会は、必

要があればこれまでも随時行っていましたが、こう

して災害を受けたことについての研修会は、特にこ

れから行っていかなければなりませんので、充実さ

せていきたいと思っています。

鈴木真実委員（分科員）

従来の体制で取り組んでいくとの説明だと思いま

すが、どうか農家の方々のためにも、職員が過重業

務にならず、スムーズに災害が復旧されるように、

柔軟に取り組んでもらいたいと思います。これは本

当にこちらからのお願いですので、よろしくお願い

します。

農林水産部次長（齋藤正和）

昔は２００人もいた普及指導員が今は１００人体

制になり、大分少なくなってきている中で、果樹担

当も各農林部に１人若しくは２人という形で運営し

ています。それを果樹だけ増やすわけにもいかない

ほかの作物との通常のバランスもありますので、

なかなか大きく変えることはできませんが、ベテラ

ンの果樹担当もいますので、若い人、ベテランの人

がセットになって、何とか頑張っていきたいと考え

ています。

また、補助事業の事務的な作業も恐らくこれから

出てくると思います。できるだけ国の事業、県の事

業がばらばらにならないように、同じ様式を使うな

ど、そういったものをうまく組み合わせて、できる

だけ現場の方々が動きやすいようにこれから工夫し

ていきたいと思っています。

鈴木真実委員（分科員）

どうか農家の方々にとっても、書類等が非常に簡

略化されて、それでいながら正確なものとなるよう

な、そういう分かりやすい様式等や要綱等にしてほ

しいと思います。

それから、資料のポンチ絵の左側に、被害の特徴

として、１２月のとき、それから１月１１日と２月

５日の最深積雪の状況についても書かれていますが、

２月５日の降雪と強風によって、大分また被害がひ

どくなったのかどうか伺います。１月のときと比較

してどのくらい被害がひどくなったのか状況を把握

していますか。

農林政策課長

１２月に一度に降って、年末から年始にかけてま

た大きく降りましたが、今回の被害は、基本的には

その降雪が中心になっていると受け止めています。

ただ、２月の上旬にもまたかなり降りまして、資料

では２月８日時点で２６.８億円の被害となってい

ますが、２月８日時点で５日の被害が全てとらえら

れているかというとそうではない可能性もあります

ので、引き続き被害状況の把握に努めていきたいと

考えています。

水田総合利用課長

２月８日時点で２６.８億円という数字になりま

したが、５日の分が入ったからというよりは、以前

から被害を受けて調査されてきたものについて、よ

うやく被害が全壊なのか半壊なのか実態が分かって

きたものです。特に横手市からですが、数字がやっ

と上がってきて、一気に被害額が膨らんだ経緯があ

ります。２月５日に確かに積雪深としては記録を更

新したのですが、その後の低温の期間が短かったこ

ともあり、意外とすぐに雪が下がるような傾向もあ

りました。むしろ一番最初に降ったときの被害のほ

うが圧倒的に被害額として大きく、最深積雪のとき

は、ハウスが更に潰れるような状況ではなかったと

伺っています。

鈴木真実委員（分科員）

メガ団地、サテライト団地など、いろいろと集積

された大きな農業法人などで被害があって、資料の

５ページに写真も掲載されていますが、水稲の育苗

の施設を手がけている個人 認定農業者ではない

個人農家からもハウスが潰れたという声をたくさん

聞いています。そういう方々について、農業共済に

入っていない人がたくさんいるのですが、今回の③

番のパイプハウス等の復旧の支援は、例えば１棟の

ハウスであっても該当するものなのかどうかを伺い

ます。

水田総合利用課長

現在検討中ですが、復旧しようという意欲のある

方については基本的に支援するという考え方です。
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これまでの平成２２年や平成２５年の雪害でも同じ

ような考え方でしたが、復旧しようという意欲を持

っている全員を、県の事業の中では支援していこう

という基本的な考え方を踏襲して取り組んでいきた

いと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

それを聞いて非常に安心しました。農家の意欲が

なくならないように頑張ってください。予算的な制

限もあるでしょうし、大変なことは分かりますが、

秋田の農業を守りたいという方々の意は最後まで酌

んでもらいたいと思います。

薄井司委員（分科員）

大雪等の「等」のところで伺います。本来であれ

ば強風被害は、単独であれば相当な被害額として報

道されるところだと思います。今回は大雪のほうが

大変な状況ということで、大雪被害が前面に出てい

ますが、沿岸部あるいは能代山本地域ではビニール

ハウスの被害が非常に多くて、こうした数字になっ

ていると思います。その補償や支援の在り方につい

て、私は雪害と同等の対応をしていただけるものと

思っていますが、強風被害を受けた施設についてど

のように対応を考えていますか。

水田総合利用課長

これも過去の例を先に説明しますと、これまで県

の単独事業の中でも、ビニールだけの損壊について

は補助の対象にしてこなかった経緯がありますので、

委員の認識とそこは少し違うところかと思います。

あわせて、ハウスが破損している 要は半壊し

ている状態であれば、一緒に措置することができま

すが、ビニールのみの破損については対象にしてこ

なかった経緯があり、これまでの事業の流れの中で

新しい事業についても検討を進めていますので、そ

の辺はもしかすると認識が違ってくるかもしれませ

ん。

薄井司委員（分科員）

分かりやすく言えば、被害の件数は上がっている

が、実際にその被害額に見合うだけの支援はできな

いという話ですか。

水田総合利用課長

確かに件数が６７１棟、ビニール破損だけの被害

額が全体の約１８％あります。ただビニールだけで

あれば、骨材が傷んでいないこともあって、それほ

どの大きな額ではないと捉えています。どちらかと

いうと２年か３年に一遍は交換していく消耗品的な

意味合いもあって、どうしてもビニールだけとなる

と、こちらの事業でこれまでは対象にしてこなかっ

た経緯があるとの説明をさせていただきました。

また、共済制度についても、骨だけでなくて被覆

資材も対象になっています。掛けていらっしゃる方

は、今の時期にハウスを張っているとすれば、恐ら

く被覆資材についても別途加入していると思います

ので、そちらも共済での補償の対象になってくるた

め、事業費と保険的な意味合いを考えると、これま

では補助の対象にはしてこなかったという流れにな

っています。

薄井司委員（分科員）

それぞれの市町村から上がってきた数字だと思い

ますが、市町村でも対応は同じで、ビニールの剥離

の部分については対象としない方針になっているの

ですか。

水田総合利用課長

これも過去の例になってしまいますが、市町村に

よっては、ビニールの破損のみでも補助の対象にす

る市町村もあったと記憶しています。

薄井司委員（分科員）

過去はそうであったかもしれませんし、前例を踏

襲することも非常に大事だとは思いますが、今回の

風の害、あるいは雪の害について、今まで以上の支

援をしていきたいという考え方で来ている中で、そ

こは柔軟な対応はできませんか。

農林水産部長

委員の最初の質問は、雪害と同じ対応をしてほし

いとの話だったと思いますが、その意味では雪害と

同じ対応です。雪害であっても、ビニールだけの場

合はこれまでも対象にしてきていませんし、今回も

そこまで対象にしようとは、今のところは考えてい

ません。それというのは、ビニール破損は日常的に

必ずあるわけです。ちょっとした風が吹いてビニー

ルが破損したという報告は非常に多く、先ほど課長

も言いましたが、基本的に消費財なので、そこまで

するのはどうなのかという思いがあります。

もう一つ、骨材が傷むと生産的にはすごくダメー

ジが大きく、経費的な打撃もですし、それによって

営農が影響を受ける場合もあります。また、被害の

大きさもありますので、その意味で今回は災害復旧

対策として支援します。いろいろな台風などで、日

常的にパイプハウスは壊れていますが、それに対し

て逐一支援しているかというとそうではありません。

被害の大きさなどを踏まえての対応にもなりますの

で、ある程度のところは自助の部分で対応していた

だくことなのではないかと考えています。今ビニー

ルも支援すると、この後いろいろな場面でビニール

が破損したとの話が出てきて、それはどうなのかと

いう感じもしますので、そこは御理解いただきたい

と思います。

薄井司委員（分科員）

分かりやすい説明、ありがとうございました。

川口一委員（分科員）

先ほど融雪資材の話がありました。今まで融雪の

資材といえば、薫炭などを使ってきましたが、この
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たびの雪害によって、新しく開発した融雪の資材は

ありますか。

園芸振興課長

今回平鹿 主に県南で使っている融雪剤は、鶏

ふん炭という資材を主に使っていると聞いています。

そのほかに、報道もされましたが、無人ヘリを使っ

て融雪剤を空中散布していて、これは手散布の６分

の１くらいの時間で非常に簡単にできます。そこで

散布に使われている資材がヤシ殻の炭です。これま

で薫炭などがメジャーでしたが、今平鹿地域では鶏

ふん炭を使ったり、無人ヘリでヤシ殻の炭を使った

りといった散布の状況になっているようです。

川口一委員（分科員）

今はスマート農業等で、ドローンがいろいろな箇

所で使われていますが、融雪に関してもドローンの

活用が行われているのか、行われていないのか、そ

の辺はいかがですか。

園芸振興課長

今把握しているのは無人ヘリを使った散布です。

当然ドローンも、今後は恐らくいろいろな資材や積

載量の関係などに応じて使われてくると思いますが、

現時点では無人ヘリで行っている状況です。

川口一委員（分科員）

現地に行ったときも、農家の方々が、除雪等で大

分疲れて融雪まで手が回らない状況だと話していま

した。無人ヘリが全県にいっぱいありますから、是

非活用して、応援してもらって、一気にやってしま

う体制を構築してもらえれば、幾らかでも春の雪解

けが早くなるのではないかと思います。その辺は無

人ヘリの組合、同好会がありますから、手分けして

取り組んでもらえれば大変ありがたいと思いますが、

いかがですか。

園芸振興課長

国内の中でも秋田県は無人ヘリの整備体制が取ら

れている状況です。今後もこうした大雪被害がまた

あろうかと思いますが、組織等が速やかに無人ヘリ

で対応できるような体制なども取りながら、融雪、

雪害対応を進めていきたいと考えています。

川口一委員（分科員）

ドローンも含めて、新しい技術を作っていくよう

なことをしてもらえれば大変ありがたいと思います。

佐藤信喜委員（分科員）

森林学習施設管理運営費の件で伺います。この施

設のことについては、この内容で理解はできるので

すが、農林水産部全体の中で指定管理をしている施

設となるとこの施設だけなのですか。それともほか

にも管理をお願いしている施設があって、そちらは

対象にならないといった違いがあるのですか。

農林政策課長

農林水産部の指定管理施設は３つあります。１２

月議会でも、それぞれ指定管理者の候補を決めさせ

ていただきました。この森林学習交流館のほかに、

岩館漁港のシャワー（岩館漁港海岸休憩施設）、大

潟村の生態系公園（農業研修センター生態系公園）

の２つがあります。残り２つについては、利用料金

収入と指定管理料の併用制ではない施設ですので、

今回この対象になるのは森林学習交流館のみです。

佐藤信喜委員（分科員）

飽くまでも利用料金収入を得ている森林学習交流

館だけが今回の対象 これは農林水産部だけでな

く、全部局に該当する形で予算が動いているという

ことでよいですか。

農林政策課長

この予算そのものについては、総務課で全庁一元

的に対応しています。利用料金収入と指定管理料の

両方を併用している施設について今回対応するとい

う仕切りをしています。

佐藤信喜委員（分科員）

最後に、部長に伺いたいと思います。１月２４日、

横手平鹿、雄勝地域に葉梨農林水産副大臣が参りま

した。私も要望活動に同行したのですが、そのとき

に知事はじめ部長も大変いいことを要望していたと

思いました。あのときに部長が話していたことには、

農家の種別 要は兼業や専業といったものを抜き

にした考え方で何とかできないでしょうかという要

望も含んでいました。

来週にはもう追加補正の話になってしまいますが、

あれから国とのやり取りの中で、部長が要望したも

のを含みながら話が動いているか、その辺をお知ら

せください。

農林水産部長

先ほどの鈴木委員の話とも少し重なる部分があり

ますが、我々がふだん行っている政策は、いわゆる

担い手に施策を集中する形で、ある程度区別した形

で行っています。しかし、災害対策の場合は、災害

はみんな一緒ですので、担い手だから、規模が小さ

いからといったことは関係ありません。それは今ま

での災害対策もそうですし、これからもそうですが、

そこで人による区別をすることはないと思います。

今回も全くその考え方はありません。

ただ、国のいろいろな災害対策の事業の発動の仕

方を見ると 毎回違いますが 豪雨などで農地

災害になって、全国的にある程度大きな被害額にな

ってくると、国も同じように、被害を受けた農家を

すべからく同じ仕組みで支援する場合があります。

もう一つ、ある程度局所的な被害であれば、経営体

育成支援事業のような、担い手を対象とした事業の

予算の枠を使って支援対策を打ってくる場合があり、

実は今回は恐らく後者の担い手の経営体育成支援事

業が発動されるのだろうと勝手ながら予測しました。
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そうなると、実際に現場に当てはめたときに、国は

担い手だけを支援しますが、県はそれに追従するわ

けにもいきませんので、予算の組み方が非常にテク

ニカルでややこしくなることもあり、災害ではあま

り担い手かどうかに関係なく支援してほしいという

趣旨で話をしました。

その結果 ほかの県も恐らくいろいろとそのよ

うなことを要望していたと思いますが すべから

く対象になるような事業ではなかったものが、いろ

いろな国のツールを使いながら、「担い手の場合は

これを使います。そうではない方はこちらを使えま

す。」という形で、広く網羅されるような形になっ

てきています。あとは今我々が仕組んでいる事業と、

この後もう少し詳細が分かってくれば、そこで国と

合わせてどうやって隙間を埋めたり重ねたりしよう

かという作業を今行っているところです。細かいと

ころは追加提案のときに説明したいと思います。

御質問の件については、おおむね国も精いっぱい

応援してくれていると受け止めています。

佐藤信喜委員（分科員）

ありがとうございます。あの場で副大臣に対して

しっかりと発言してもらったことで、そのようにな

っているのではないかと思います。農家に寄り添っ

て、オール秋田で取り組んでいけるように、いろい

ろと事務手続から何から大変でしょうが、御尽力の

ほどよろしくお願いします。

小松隆明委員（分科員）

先ほどの鈴木真実委員に対する水田総合利用課長

の答弁の中で少し気になることがありました。小さ

い規模のハウスで、意欲がない人というような言い

方の答弁をされたと思います。悪い意味ではないと

思いますが、私が一番心配しているのは ある程

度小規模で、高齢の人たちは、この災害を契機とし

て営農を断念するような心配があるという意味合い

を含んだ答弁だったのでしょうか。

水田総合利用課長

意欲のある方を支援していくというニュアンスで

答弁しましたが、それはハウスを復旧しようとする

気持ちのある方と考えていただければと思います。

やめてしまう方については、撤去費などを補助する

かという話になると、そこはまた少し議論が変わっ

てきてしまいますので、まずは立ち上がる方を全員

応援したいという意味で使った言葉でした。

農林水産部長

復旧しようとする人はみんな応援するから、やめ

ると言わないで頑張ってほしいという意味で言って

いるものです。

小松隆明委員（分科員）

私もそういう意味で理解していますので、よろし

くお願いします。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、農林水産部の補正予算関係の議案に関す

る質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、２月１５日月曜日、

予算特別委員会終了後に委員会を開き、補正予算関

係の付託議案について討論・採決を行います。

散会します。

午前１１時３８分 散会
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令和３年２月１５日（月曜日）

本日の会議案件

１ 議案第２１号

令和２年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担の変更について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

２ 議案第２２号

令和２年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担の変更について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

３ 議案第２３号

令和２年度林道事業に要する経費の一部負担の

変更について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 佐 藤 信 喜

副委員長 薄 井 司

委 員 川 口 一

委 員 小 松 隆 明

委 員 鈴 木 真 実

委 員 土 谷 勝 悦

委 員 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課 今 野 武 俊

農林水産部農林政策課 三 浦 竜

会 議 の 概 要

午後１時３４分 開議

出席委員

委 員 長 佐 藤 信 喜

副委員長 薄 井 司

委 員 川 口 一

委 員 小 松 隆 明

委 員 鈴 木 真 実

委 員 土 谷 勝 悦

委 員 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、各委員からの発言通告がありませんので、

補正予算関係の付託議案に関する質疑は終局したも

のと認めます。

それでは、補正予算関係の付託議案について討論

・採決を行います。

議案第２１号、議案第２２号及び議案第２３号、

以上３件を一括議題とします。

まず、討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

採決します。

議案第２１号ほか２件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定して御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

議案第２１号ほか２件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案

件のうち、補正予算関係の案件の審査は、全て終了

しました。

本日はこれをもって散会し、明日、予算特別委員

会終了後に委員会及び分科会を開き、国補正予算関

係等の議案の審査を行います。

散会します。

午後１時３５分 散会
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令和３年２月１６日（火曜日）

本日の会議案件

１ 議案第８６号

令和２年度秋田県一般会計補正予算（第１３

号）（農林水産部の関係部門）

（趣旨説明・質疑）

２ 議案第９０号

令和２年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担の変更について （趣旨説明・質疑）

３ 議案第９１号

令和２年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担の変更について （趣旨説明・質疑）

４ 議案第９２号

令和２年度林道事業に要する経費の一部負担の

変更について （趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課 今 野 武 俊

農林水産部農林政策課 三 浦 竜

会 議 の 概 要

午前１１時２０分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

農業経済課長 福 田 正 人

農業経済課販売戦略室長 草 彅 郁 雄

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 藤 村 幸司朗

水田総合利用課

秋田米ブランド推進室長 加賀谷 由 博

園芸振興課長 本 藤 昌 泰

畜産振興課長 畠 山 英 男

農地整備課長 舛 谷 雅 広

水産漁港課長 工 藤 輝 喜

林業木材産業課長 沼 倉 直 人

森林整備課長 戸 部 信 彦

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

昨日追加提案された国補正予算等対応分の補正予

算関係の議案に関する審査を行います。

議案第９０号、議案第９１号及び議案第９２号、

以上３件を一括議題とします。

また、分科会では、議案第８６号のうち農林水産

部に関係する部門に関する審査を行います。

初めに、農林水産部長の説明を求めます。

農林水産部長

【部局関係説明書により説明】

委員長（会長）

次に、関係課長の説明を求めます。

農林政策課長

【議案〔６〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

農山村振興課長

【議案〔６〕及び補正予算内容説明書により説

明】

水田総合利用課長

【議案〔６〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

園芸振興課長

【議案〔６〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

畜産振興課長

【議案〔６〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

農地整備課長

【議案〔６〕、議案〔１０〕、補正予算内容説明

書及び提出資料により説明】

水産漁港課長

【議案〔６〕、議案〔１０〕及び補正予算内容説
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明書により説明】

林業木材産業課長

【議案〔６〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

森林整備課長

【議案〔６〕、議案〔１０〕、補正予算内容説明

書及び提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

審査の途中ですが、昼食のため休憩します。再開

は、午後１時３０分とします。

午前１１時５９分 休憩

午後 １時２８分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前の説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は、各課一括して行います。

鈴木真実委員（分科員）

午前中の説明の確認をさせてください。水田総合

利用課の補助資料の一番最後のページにある雪害対

策緊急支援事業の補助スキームについて、国の持続

的生産強化対策事業があって、２月４日から３月５

日まで、資材の購入等について公募していると説明

がありました。国の事業では３つの条件があって、

それに該当しない部分を県独自の施策で補助すると

の説明がありましたが、その３つの条件が何であっ

たのかをもう一回教えてください。

水田総合利用課長

付託議案関係資料の１５ページに国の主な支援策

がありますが、まず持続的生産強化対策事業を御覧

いただくと、記載しているものでは施設等の資材と

いう書き方をしています。これは、要は組立て費は

入らないということで、部材のみが補助対象になっ

ているということです。

それから、この事業の関連でもう一つ話しますと、

記載はされていませんが、作目転換あるいは規模拡

大あるいは施設の増強のいずれかに該当しないとこ

の事業を使えないことになりますので、そこがもう

一つのポイントです。

【「すみません、もう一回」と呼ぶ者あり】

水田総合利用課長

作目の転換、規模の拡大、施設の増強 要はパ

イプを太くしたり、補助パイプを入れたりするなど

機能の強化です。

【「機材の増強ですね」と呼ぶ者あり】

水田総合利用課長

はい。それから、隣の強い農業・担い手づくり総

合支援交付金については、助成対象が担い手 中

心経営体に限るという条件になっています。それぞ

れの事業ごとに３つほど要件があるというのは、そ

ういった意味での説明でした。

鈴木真実委員（分科員）

その中で、この前の補正予算関係の、この場での

質疑でもありましたが、共済金の取扱いについて伺

います。この前の説明のときに私は、掛金を納めて

いる方は、その部分ももらえるし、それから県や国

の補助も、両方もらえると理解したのですが、それ

でよろしいですか。

水田総合利用課長

共済金の取扱いについて説明します。

まず、支払われる共済金ですが、その半分は国費

です。まずそこが一つ押さえていただきたい部分で、

支払われる共済金の中に半分は国のお金が入ってい

ることになります。

それから、強い農業・担い手づくり総合支援交付

金について説明しますと、１０分の３ 建てる経

費の３０％を国がまず補助します。共済金のうち半

分が国費だと話しましたが、丸々国から３０％頂い

て、支払われる共済金のうち国の分の２分の１を足

したときに、事業費の２分の１を超えてしまう場合

には、今の被災のほうの国の補助金を２分の１にな

るまで減らす仕組みになっています。

つまり施設費の共済金の支払いが一番多いパター

ンでは、経費１００に対して８０％出てきます。そ

のうち半分の４０％は国費だと考えて、全体の半分

までしか国の補助金は出ないことを考えると、共済

金の４０に、残り１０％しか補助金が出てこない仕

組みになっている事業です。この図で、パイプハウ

ス等生産施設の国事業併用タイプの「国」のところ

に、３０％から１０％と書いているのは、建てて間

もないものについては非常に高い共済金が出て、そ

の分国費が入っていますので、その部分で、国の補

助金として出る部分が１０％まで圧縮されてしまう

ケースがあるため、こういった傾斜が付く状況にな

っているという意味です。

鈴木真実委員（分科員）

強い農業・担い手づくり総合支援交付金について

は、一番高い共済金をもらえる方は８０％までもら

えて、そのうち２分の１の４０％が国から出ている

お金だから、国の補助金は最大でも残りの１０％に

なることがここに書かれているということですね。

ですから、国は１０％から３０％までという書き方
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になっていると理解してよいですね。分かりました。

これを申請した対象となる農家は、国から最大限

のお金がもらえると理解してよいですか。

水田総合利用課長

説明が足りませんでした。国が１０％の場合、全

体として６０％まで補助するのが基本的な考え方で

す。残り５０％を県と市町村がそれぞれ２対１の割

合で負担するような考え方を今持っていまして、そ

の場合県の３３.３％と市町村の１６.６％を足すと、

国は１０％ですが、補助率としては６０％までいき

ます。そのほかに共済金として丸々８０％の部分が

出てきますので、自己負担は実質ゼロになる仕組み

になっています。

もう一つ補足しますと、そうした結果、復旧の事

業費を超えてしまう場合が出てくるのですが、そう

したときには、超えた部分を県と市町村の比率２対

１で下げて、事業費の中に収めて、プラスになるこ

とのないように調整をすることにしています。

川口一委員（分科員）

私もよく分からないのですが、共済に入っている

農家のハウスは、丸々自己負担はないという解釈で

よいのですか。

水田総合利用課長

そういうパターンもありますが、加入して時間が

経過してしまっている場合は、もともとの資産価値

の５割まで評価が下がっていて、それの８割しか出

てこないということですので、実は４割くらいしか

出てこない場合もあります。そういった場合は幾ら

かの自己負担が発生する試算になっています。

川口一委員（分科員）

私のパイプハウスは３０年たってもびくともしま

せんが、５年か１０年か分かりませんが耐用年数は

あると思います。新しく加入したところはゼロなの

だが、段階を踏んで、古いハウスについては幾らか

の自己負担があるという解釈でよいですか。

水田総合利用課長

そのとおりです。

川口一委員（分科員）

新たにハウスを再建する場合は、新しいハウスと

古いハウスでは持ち出しが違ってくるわけですから、

ハウスによっては、幾らかの負担がある農家が増え

てくると理解してよいですか。

水田総合利用課長

共済金は建てる建てないにかかわらず出てくるわ

けですが、今説明してきたのは新しいハウスを建て

る場合の事業ですので、委員の御指摘のとおりです。

土谷勝悦委員（分科員）

例えばそういう場合に、共済に入らない方が出て

くる可能性もあるのではないですか。

もう一つ、今まで共済に入っていて、４０％でも

５０％でも、ある程度の評価額で下りる可能性があ

る場合に、今回潰れたから今度はパイプハウスを太

くするとなると、値段が非常に高くなる可能性があ

ると思います。その高いハウスに対する補助金にな

るのか、それとも今までのパイプハウスの評価での

補助金になるのか、その辺はどのようになりますか。

水田総合利用課長

まず、共済加入の話ですが、国の事業も県の事業

も活用して復旧する以上は、新たな施設については

共済に加入していただくことを条件にしていますの

で、全員に加入していただく形になります。

それから、従来よりもパイプを太くして丈夫なハ

ウスを造りたい場合ですが、まず事業の対象にして

いくことは国も県も同じで、その内容については認

めていこうという考え方です。したがって、新しい

強靱なハウスの事業費に対して補助率が掛かってい

くことになりますが、実は県では上限事業費を設定

することにしています。上限事業費についてはここ

に記載がないのですが、育苗ハウスであれば平米当

たり幾らと、それぞれの適正な価格を県で調査して、

設定しています。カローラがレクサスになってしま

うとうまくないところもありますし、強靱化にも程

度があるだろうということで、県の補助事業上の上

限事業費を設定していますが、ただそれは、そこで

補助金が打ち切られるというだけで、建てるのを認

めないということではありません。できるだけ方向

性としては認めて、その上で一定の枠をはめさせて

もらうような制度設計にしています。

土谷勝悦委員（分科員）

そうすると、例えば育苗ハウスで、普通２３ミリ

や２５ミリのパイプを使っているとして、２５ミリ

でも潰れてしまった部分もありますが、それ以上の

何ミリくらいまでは認めるのですか。そこが一番問

題だと思うのです。恐らくハウスは、太くなれば太

くなるほど値段が倍々みたいに高くなっていくと思

います。ある程度潰れないハウスを建てるとすれば、

２５ミリ以上の径でなければならないと思いますが、

そこをどこまで認めるのですか。

水田総合利用課長

上限事業費の考え方を先に説明しますと、水稲育

苗用ハウスであれば平米当たり税抜き４,１４０円

です。それから、園芸用のハウスですと６,２９０

円、これも平米当たりの税抜きです。このような形

で単価を設定していまして、人によって径の大きさ

は様々ですが、例えば園芸用であれば、メガ団地等

で周年的に作物を栽培するようなハウスを建て直す

のに十分な単価を設定しています。

また、水稲用育苗ハウスについても 以前は潰

れたハウスには１９ミリなどかなり細いものもあっ

たかと思いますが ２２ミリや２５ミリという径
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の大きさだけで決めているわけではなく、ピッチの

大きさだったり、広さだったり、あるいは支柱を立

てたり、真ん中に補強パイプを入れるなど、いろい

ろなパターンがあるものですから、そういったもの

に対応できる価格設定をしています。

土谷勝悦委員（分科員）

いずれにしても潰れないハウスづくりを一番に考

えていかなければならないと思います。

それから、私も農業をしている関係上、これを言

っていいのか悪いのかと思っていて、この際仕事で

すから言いますが、ハウスを普通に建てれば結構丈

夫だと思うのです。ただ、実際には、半間、１間と

幅広にして建てている例がよく見られます。そうす

るとどうしても幅が広くなるから、上からの重さに

は弱くなります。その辺の指導をしていかないと、

また同じような建て方をしてまた潰れる可能性もあ

ると思います。幅広にすると苗も多く生えて、どち

らかというと農家にとってはありがたい造り方にな

りますが、正規の造り方をしないと、もしかすると

弱いのかなと思うので、そこは気を付けて指導した

ほうがよいと思います。

私にもハウスが２棟ありますが、１棟が駄目にな

って、値段には大分関心があるのです。まず大体分

かりました。

水田総合利用課長

確かにピッチを少し広げてしまったために潰れた

という事例も今回ありましたので、そういった意味

でも、適正なハウスの強度が保てるような建て方を

指導していきたいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

関連で、教えてください。国の支援策を見ますと、

今回は事前着工も認められるとのことですが、それ

は今回の支援策のどこかに記載されていますか。

水田総合利用課長

県も同じ考え方で、１２月１４日以降の大雪、暴

風雪等の被害を受けたものについて支援対象にして

いきたいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

先ほどの自己負担額や補助率の話ですが、下のパ

イプハウス等生産施設の図は、飽くまでも共済保険

に加入している方の例として記載されている内容で

すか。

水田総合利用課長

共済に入っている方もいますし、入っていない場

合も、国、県、市町村で６割の補助率は変わりませ

ん。国が３０出して、それに対して県が２０、市町

村が１０という場合、一番左側に書いている数字が、

いわゆる共済を全く加味していない数字になります

ので、共済加入していない方でも自己負担は４０％

で対応できるという説明の図にしています。

松田豊臣委員（分科員）

国事業併用タイプと県単独タイプの違いは何です

か。

水田総合利用課長

補助率が５０から６０に高まりますので、できれ

ば国の事業を使ってもらえるように誘導していきま

すが、冒頭鈴木委員からお尋ねをいただいたように

国の様々な条件があり、国の要件に合致しないもの

がどうしても出てきます。そうした方々については、

補助率５０％の県単独タイプで対応していくことに

なります。

松田豊臣委員（分科員）

分かりました。

それから、今回のパイプハウス等の対応について

は、当然撤去も入ってくると聞いていますが、撤去

費は生活環境部の経費になるのでしょうか。国では

環境省の負担になっていると聞いています。

水田総合利用課長

国の事業説明の中にそのようなことが整理されて

書かれていますが、いったん圃場から集積所まで運

ぶ分については農水省の事業で対応します。ある程

度集積した場所から処理業者のところに運ぶ分につ

いては環境省の事業で対応するという整理になって

いまして、急ぐ場合 圃場から直接処理業者のと

ころに運ぶような場合については農水省で対応する

という整理がされています。

松田豊臣委員（分科員）

通常の場合はいったん集積場に集めて、そこから

環境省といいますか、生活環境部で対応していく格

好になるのでしょうか。

水田総合利用課長

実は今のところ、撤去の進め方等については、雪

消がまだということもあって、これから調整に入っ

ていくところです。集積所をどこに設置するかも含

めて、ＪＡ等のこれからの対応になっていくと考え

ています。

松田豊臣委員（分科員）

今回の補正予算ですが、事業概要の図の、樹園地

復旧支援事業と施設等復旧支援事業の説明を伺って、

離農させないような支援をしっかりと行っていこう

という話だと思いますが、その辺への対応は今回何

かありますか。

水田総合利用課長

この事業そのもので、離農させない対策を講じて

いるわけではありませんが、実際問題としまして、

今ＪＡにおいては、被災した個々の農業者と面談を

しながら、例えばハウスが潰れてしまった場合、ハ

ウスの復旧をどうしていくか、苗をどう対応するつ

もりなのかといった調整を個別に進めています。そ

れが間もなく一巡するようなＪＡもあれば、これか
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ら始めるＪＡもありますが、県としてはこういった

支援策があるから頑張っていこうといったことをＪ

Ａに丁寧に説明しています。ＪＡには、そういった

支援策を示しながら、丁寧に農家との面談に当たっ

てもらっているところで、問合せ等については各地

域振興局でも対応をしている状況です。

松田豊臣委員（分科員）

今回の補正予算は手厚い内容になっていると思っ

ていますが、今言いましたように、離農させない仕

組みをしっかりと構築してもらいたいと思います。

薄井司委員（分科員）

関連ですが、農家の人が補助金をもらうまでのス

ケジュールの流れをどのように考えているのか教え

てほしいと思います。

水田総合利用課長

雪害対策緊急支援事業の仕組みは、市町村が実は

大きなポイントを握っていまして、市町村において

この事業の申請を行うことになります。したがって、

まずは被害があったことを市町村にお知らせいただ

くことからスタートすると思います。その際、市町

村では、写真や共済の確認等によって、被災の状況

の証明書を出さなければなりませんので、そういっ

たところを確認していくという流れになります。

一方で、資材をいろいろと発注していくことにな

ると、ハウスの注文であったり、それから、この後

自分で苗を作れないので、どうも間に合いそうにな

いということであれば、苗の注文をＪＡにしていく

ことになります。ＪＡで受けたものは、ＪＡから市

町村に情報提供されて、計画書が作られていく流れ

になりますので、農家の方には被害報告を市町村に

上げていただき、事業費の算定等に当たってはＪＡ

に行っていただくという、２か所歩かなければなら

ないわけですが、そういった形で進めていくことに

なると思います。

薄井司委員（分科員）

ＪＡに入っていない人もいる可能性がありますが、

そういった人はどのような対応をすればよいですか。

水田総合利用課長

先ほどの１５ページの補助スキームの中で、基本

的な考え方として、国事業を使った場合を考えてい

ますが、ＪＡ等という形になっています。これは、

農家３戸以上ということですので、農協の組合員で

はない方については、例えば集荷業者単位になるの

かどうか分かりませんが、別途３戸以上のまとまり

を作っていただかないとこの事業を活用できないこ

とになります。県の地域振興局でも、事業の対象に

乗せていくためのそういった組織化のようなところ

も指導していきたいと考えています。

薄井司委員（分科員）

３戸以上となれば、集荷業者などに同じく加盟し

ていればよいのですが とにかく何か分からなか

ったり被害があったりすれば地域振興局に問合せを

して、それで対応してもらうことにしたほうがよい

ということですね。

制度がいろいろと絡み合っていて、普通の災害と

また少し違うと思いますので、そこはうまくやって

もらいたいのですが、いかがですか。

水田総合利用課長

確かに国の制度が一律に全員を対象にしたもので

はないため、いろいろなパターンが出てくるので、

複雑な印象になってしまうことはあろうかと思いま

す。昨日、県政協議会の中でこの内容を各会派に提

示しましたが、実は同日の午後から、市町村、ＪＡ

を集めた会議を開催して、この内容について、担当

者レベルのもう少し細かい情報をつないだという経

緯があります。

飽くまでも議会で承認いただければという条件付

きの説明でしたが、まずは各市町村、ＪＡに覚えて

いただいて そこが農家に一番近いところですの

で 説明できるように情報提供したところです。

当然それでも足りない部分が出てきますので、各地

域振興局をはじめ、水田総合利用課、園芸振興課も

含めて、本庁でも対応していく体制を取りますので、

いろいろな問合せに丁寧に対応したいと考えていま

す。

鈴木真実委員（分科員）

先ほど伺った農業共済に戻りますが、去年農業共

済と議員との情報交換会があったときに、たしか部

長から、メガ団地に入っていたり、夢プランを使っ

ている農家には、共済の保険に加入してもらってい

るとの発言があったと思いますが、そう理解してよ

いですか。

農林水産部長

共済に聞くと、今園芸関係を手がけている方のハ

ウスはほぼ共済に入っている状況です。前回の１０

年前のときにはまだそれほど共済に入っていなかっ

たと思いますが、あれから災害対策を打って共済に

入るようにしたことと、それ以降夢プラン、メガ団

地関係では全部共済に入っていただいていることも

あっての状況だと思います。

鈴木真実委員（分科員）

メガ団地や夢プランを使って施設を立ち上げる当

初は農業共済に入るかもしれませんが、毎年の更新

だと思いますので、その確認はいかがですか。

水田総合利用課長

夢プラン事業等で施設を建てる場合は加入条件に

していますので、引き続き入っていると信じている

状況ですが、毎年確認しているわけではありません。

農林水産部長

先ほども言いましたが、共済組合によれば園芸関
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係はほとんど共済に入っているとのことですので、

継続して入っていると理解してよいと思います。

農業経済課長

例えば平鹿管内で被害報告を確認している実態の

数字を見ますと、これは２月３日現在ですが、園芸

用ハウスで３７６棟が被害報告しています。そのう

ち３７６棟 １００％が共済加入となっています

ので、最初に事業の要件があって加入した農家も、

引き続き加入しているものと思われます。

鈴木真実委員（分科員）

先ほどの資料の１５ページの、パイプハウス等生

産施設のところにある国事業併用タイプなどは、自

己負担率も少ないし、被災した農家にとってはよい

のではないかと思います。ただ、先ほど農業共済で

出るお金の半分は国から出るとの説明でしたが、共

済に入っていない人への国からの拠出との差額が高

くなったり低くなったりするのであれば、最初から

農業共済に入って掛金を納めていれば、国民の税金

ではなく共済で負担される分が多くなり、今回のよ

うな三次補正予算による持ち出しが少なくなるので

はないかと思いますが、いかがですか。

水田総合利用課長

国のスキームを先に説明します。国は、共済に入

っていない人の取扱いについては共済に入っている

ものとみなして、その分出てくるであろう共済金の

分を引いてお金を拠出する仕組みになっています。

つまり、実際に国から出てくるお金は、共済に入っ

ていない人がいる場合、みなしで出てくるため、そ

の分少なく済んでしまっていることになると思いま

すので、復旧に当たっては自己負担がむしろ増えて

いくことになります。要は全額国の補助というわけ

ではありませんので、どうしても共済に入っていな

い場合は補償しなくても済んでしまうわけですし、

その部分はみなして、補助金も出さないわけですか

ら、国の持ち出しは少なくて済むことになると思い

ます。

鈴木真実委員（分科員）

ということは、先ほど土谷委員が言った、入らな

くても……

【何事か呼ぶ者あり】

委員長（会長）

暫時休憩します。

午後２時 ５分 休憩

午後２時１２分 再開

委員長（会長）

再開します。

鈴木真実委員（分科員）

農業共済に加入するようにという指導を国も県も

たくさんしていますが、農業共済に入ることによっ

て、こういう災害に遭ったときにメリットがあるよ

うな仕組みであってほしいと思います。そのように

なっていますか。

農林水産部長

この仕組みの制度設計の根っこの部分から説明さ

せてください。国の事業には資料に示すとおり２つ

の形があって、それぞれ対象者が違ったり、組立て

が対象になる、ならないなどと補助対象が違ったり、

パッチワークのような形で出てきたものですから、

そのまま県でかさ上げをすると恐らく現場が混乱し

ますので、６割くらいの補助率になるようにという

形で設計したものです。

なぜそこが６割なのかというと、この図にある自

己負担４０％というのは、共済に入っていない人の

自己負担になります。ただ、共済の加入者は、物件

の耐用年数によって支払われる共済金の額は違いま

すが、例えば新しいハウスは、ほぼ自分の持ち出し

なしに再建できます。一方で耐用年数が過ぎていて

も、４０％ではなくて大体半分の２０％くらいで再

建できるという形で、共済加入のメリットを持たせ

るように設定しています。

逆にこの６０％の補助率をどんどん上げていくと、

共済に加入していなくても、何かあったときには県

と国の支援があるとなれば、共済に入る理由がなく

なって、マイナスの方向になってしまいます。そ

のため、加入したメリット感を出せるように、６０

％という形で設定しています。

鈴木真実委員（分科員）

よく分かりました。

川口一委員（分科員）

事業の概要の中で、国の支援策や補助スキームは

大体分かりましたが、一番右にある復旧の考え方の、

災害に強い改良復旧の促進が大事だと思います。こ

の雪で潰れなかったハウスもたくさんあると思うの

です。先ほど土谷委員のハウス２棟も大分疲れてき

ているとの話がありましたが、そういうハウスも、

この支援で支柱を立てることによって、これからま

た１０年先も営農ができると感じますが、その辺を

もう一回説明してください。

水田総合利用課長

今回の雪害を受けて、各市町村やＪＡから被害の

状況の話を聞いたところ、こうした雪にあっても潰

れなかった事例も確かにあって、そういったところ

は支柱を使うなど、様々な補強の仕方に特徴があっ

たと聞いています。したがって、この後に復旧して

くるハウスについては、そうした優良事例も活用し

て、克雪につなげていきたいと考えています。

川口一委員（分科員）
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これから１０年先も、こういう大きな雪の被害が

また来るかもしれませんから、それに向けて補強を

するところはして、いろいろな対策を指導すること

も大事ではないかと思います。それと同時に、先ほ

ど言いましたが、対象にならないようなハウスも出

てくるとすれば、それはそれとして、また何らかの

考え方で応援してもらえれば大変ありがたいと思い

ますが、その辺はいかがですか。

園芸振興課長

今、農業用ハウスの強靱化として、例えばハウス

に中柱を立てたり、パイプを太くして雪害に強くし

たりする補助率２分の１の国の事業があります。引

き続き来年度以降もその国の事業がありますので、

そういうものを使いながら県内のハウスの強化に取

り組んでいきます。あわせて、パンフレットも作っ

ていますので、講習会などを実施しながら、意識啓

発もしていきたいと思っています。

川口一委員（分科員）

農家の皆さんもそういう考え方の下でこれから営

農して、自分でできるところは自助で対応していく

のが大事ではないかと思います。この項については

質問を終わります。

佐藤信喜委員（分科員）

果樹棚の部分ですが、これは国事業併用タイプも

県単独タイプも７５％と同じ支援です。これは、県

としても差を付けずに、再建に向けて農家にしっか

りと頑張ってほしいとの思いがあって同じ７５％に

したのですか。

園芸振興課長

果樹は、一度被害を受けると復旧するまで１０年

くらいかかるため、通常の作物と違うことから、手

厚い支援が必要になってくるということで、市町村

と合わせて７５％の補助率にしています。

また、こうして国と県単を同じ率にしているのは、

例えば果樹棚の復旧で国の事業を使うとすれば、各

地域にある果樹産地協議会が策定した計画に位置づ

けられた担い手であることが必要になってきます。

ただし、そういった地域協議会を設置していないの

が県内で１０市町村ほどあります。そうした市町村

の中で果樹棚の復旧をするとなると、国庫事業を使

って７５％のところと使わないところで率が違って

くれば不公平感がありますので、同じ率の７５％に

設定しています。果樹棚については共済はないので、

手厚い支援をしていきたいという考えの下で、この

ような補助率を設定しています。

佐藤信喜委員（分科員）

例えば農家側が、「申請手続が面倒なので、県単

独タイプでお願いします。」と言った場合、それで

も７５％出すということですか。

園芸振興課長

それはきちんと要綱の中で、国の事業に該当する

ものは、そちらで対応することという一文を入れて

います。例えば手続が面倒だから県単に来るという

ことは、要綱の中では想定しておらず、全て国に誘

導するという考えです。

佐藤信喜委員（分科員）

分かりました。補助率だけ見るとどうしても、も

う少し国事業のほうを、県と市町村で８割でも９割

でも上げてやって、自己負担をもう少し減らしても

よいのではないかと思ったのですが、一律で７５％

できたものはできたもので多分どちらも一緒の

ものになると思いますし、その中で支援があるのは

皆さん７５％で、その内訳について、事業をどう使

うかは行政としてうまくやるという理解でよいです

か。

園芸振興課長

委員御指摘のとおりです。これから再生して、き

ちんと産地として確立してもらいたいという思いで、

国庫事業に回らない地域も同じレベルで支援して、

生産意欲の低下をなるべく防いでいきたいという考

え方で設定しています。

鈴木真実委員（分科員）

今回このように雪害で大変な状況の中で、様々な

補助をしていく県側の対応は大変ありがたいと思い

ますが、例えば今年の７月、８月くらいまでに収穫

できないなどの状況が判明した場合に、県としては

どのように考えていますか。今まで１００取れたも

のが１００取れないようなことが、果樹などではあ

るのではないかと思いますが、そういう場合に県と

してはどのように対応しますか。平成２２年当時も

そういう方がいたのではないかと思いますが、その

ときにはどのような対応をしたのかも含めて、考え

を教えてください。

水田総合利用課長

資料１２ページの事業内容の（２）のイですが、

次期作物等営農支援と記載しています。一時的な露

地品目等への変更という記載がありますが、これは

４月中のハウスの復旧が難しいなどの理由によって、

ハウスが建った例えば８月以降にやむを得ず作物を

変更して作付したり、あるいは今年は復旧がかなり

遅くなりそうなので、その間は取りあえず露地で何

かを植えて、幾らかでも今年の収入を得ようとする

方について、種苗資材費等を応援する事業で、２分

の１の支援内容で考えています。

資材が届かなかったり、ハウスを建てる人がいな

くてなかなか思いどおりに建てられなかったりして

いる方については、自分の責任というよりも周りの

影響が大きいものですから、通常の３分の１ではな

くて、手厚い支援ということで２分の１で応援した

いと考えています。
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鈴木真実委員（分科員）

再建を図る意味において、そういうことも大事だ

と思いますので、何とかいいものを たくさんの

方がこれを使うようになればまた問題も出てくるか

と思いますが、そのときはまた新たな手を考えて、

鋭意頑張ってほしいと思います。

農林水産部次長（齋藤正和）

今までの雪害対策の質疑のまとめになればと思っ

てお話しします。一番最初に松田委員から御指摘の

あったとおり、せっかく今まで農業をしてきたのに、

これを機会にやめてしまう人を一人でも少なくした

いとの思いで、とにかく今回被害があったが頑張っ

てみようという、応援のメッセージとなる事業を仕

組んでいます。農家の方々に分かってもらって、頑

張ろうという気持ちになってもらおうとしているも

のですので、まずは早く周知をしたいと思います。

確かに今の鈴木委員の御指摘のように、収入が落

ちるのではないかということもありますので、何と

か次のステップで再生産するための種苗代、資材代

も支援して、次にやれることをやってもらいたいと

考えています。同じ品目は作れないかもしれないが、

違うものでもいいからチャレンジしてみようという

人や、ハウス栽培ができなくても露地栽培で収入を

得ようという人など、新しいことに取り組もうとし

ている人を応援していきたいと思っています。

いずれ、そういった対策をしますが、果樹などは

すぐには収入が今までどおりにはならないと思いま

す。改植する場合は、改植部分について、１年５万

５,０００円を未収益期間の４年間補助する制度が

あります。改植すればそれが使えますが、改植でな

く木をつないだりしても、今までどおりの収穫量は

確保できないかもしれません。いずれそういった減

収は仕方ない部分もあると思いますが、何とかそこ

は少しでも早く回復するように我々も指導していき

たいし、農家にも頑張ってもらいたいと思います。

今回の教訓として、ハウスの強靱化もありますが、

収入の保障も考えた場合に、今の国の収入保険制度

もやはり大事だと思いますので、これもこれから加

入を促進していかなければならないと思います。恐

らく農家の方々も、収入保険に入っていれば良かっ

たと思っていますので、そういった対策もこれから

促進していきたいと思います。

委員長（会長）

雪害関係の質問はないですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは、その他ではないですか。

川口一委員（分科員）

畜産クラスター関連事業について伺います。この

中で今回は大きく豚舎と牛舎の整備が載っています。

いよいよ北秋田市七日市に大きくポークランドが進

出して事業展開するとのことで、ようやく動き出し

たなと思いましたが、これは当初の計画の半分規模

の事業展開という理解でよいですか。

畜産振興課長

今、委員御指摘のように、ポークランドの５番目

の農場という形で、今回の事業を計上しています。

ポークランドとしては、来年、再来年の２か年にわ

たって、母豚２,５００頭規模の経営をしたいとの

希望があり、そのうち１,０００頭分を来年度この

事業を活用して実施するという内容です。

川口一委員（分科員）

大規模養豚事業に関しては、これまで秋田県内で

事業展開をしたいということでしたが、なかなか場

所が見つからなくて、それが長年の課題だったと思

います。今回は、久しぶりの県内での事業展開では

ないですか。

畜産振興課長

ポークランドの今回の農場に関しては、実は５年

前から計画があって、ずっとその場所探しも含めて、

県としてもサポートしていますので、正にようやく

というところです。そういう意味では、御指摘のと

おり久しぶりのことだと考えています。

川口一委員（分科員）

これまでなかなか県内で適正な場所が見つからな

くて、また、環境アセスメントの問題でなかなか同

意も得られなかったのですが、このたびは非常によ

い場所に設置されたと思います。関連の事業がこれ

からもまだ出てくると思いますから、市町村と県が

一体になっていろいろな事業展開をしてほしいと思

います。

関連して、今度は牛ですが、秋田市河辺にまた一

つ大きな畜産団地が展開するとのことでした。前に

整備した寿牧場も河辺でなかったかと思いますが、

この近くに展開していくのですか。

畜産振興課長

東風牧場（株式会社東風牧場）の経営者はもとも

と鳥海町出身の方で、御指摘の寿牧場の専務と高校

の同級生でした。いずれも河辺にありますが、鳥海

町の牛舎がダムで水没する事情があり、鳥海町から

牛を連れてきて、河辺の大張野に寿牧場の旧牛舎を

借りて今経営をしています。ただ、今後は牛舎を新

設して、自分で一貫経営をしたいという経緯での予

算計上です。

川口一委員（分科員）

こういう大型畜産団地ができるとき、豚の場合は

いろいろな伝染病の関係で、既存の養豚団地との距

離についての問題が前からありましたが、そういう

点は、北秋田市七日市の豚舎は大体クリアしている

のですか。
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畜産振興課長

今のポークランドについては、近くに大きな養豚

場がありますが、１０キロ程度離れていますので、

もし万が一のことがあっても支障ないとのことです。

川口一委員（分科員）

それはそれとして、河辺の牧場もその点を鑑みな

がらいろいろと事業展開して頑張ってほしいと思い

ます。この２つの事業を見れば、令和３年の畜産ク

ラスター事業もかなりいい線を行っているのではな

いですか。追加補正でまた出てきた事業ですが、こ

ういうやる気のあるところには、畜産のみならず頑

張ってほしいと思っています。

もう一つ、畜舎の建築ですが、県産材 秋田の

木をふんだんに使って建築してほしいと思っていま

す。仙北の草彅畜産だったと思いますが、県産材を

使って立派な牛舎ができたわけですから、そういう

点で、この２つの事業も秋田の木を最大限利用して、

利用促進につなげてほしいと思いますが、その辺は

いかがですか。

畜産振興課長

委員御指摘の仙北で、今年度は５０頭規模の繁殖

牛舎を建てていますが、それは林業木材産業課と連

携して整備したもので、１３８立米のうちの約半分

である６８立米を県産材を使って建てています。

来年度取り組むこの２つの事業も、ノースランド

（株式会社ノースランド）については今実施設計を

しているところですが、県の働きかけによって、県

産材を利用して建てたいという方向で今進めていま

す。東風牧場については事業が採択になった後に実

施設計に入るわけですが、県産材の利用を誘導して、

利用拡大を図りたいと考えています。

川口一委員（分科員）

こういう事業があれば秋田の木を使っていこうと

いう話は前からいろいろな委員会でありましたので、

この件に関してもよろしくお願いします。

これは農林水産部とは違いますが、私の地元の鹿

角小坂の高等学校３校の統合高校が、これから設計

に入っていきます。３５億円くらいの予算規模の学

校統合がこれから進んでいきますが、それに対して

も木材を使ってほしいと前から再三話してきました

ので、部長からも、何とか教育委員会に一声かけて

もらって、立派な木材校舎にしてほしいと思います

が、その辺はいかがでしょうか。

農林水産部長

公共建築物に県産材を使っていこうという庁内の

協議会がベースにあります。特に鹿角の統合校は、

その本場のようなところですので、教育庁に要望す

るとともに、こちらからもアイデアや新しい部材も

あるかもしれないので、その辺を情報提供しながら、

よいものにしていきたいと思います。

土谷勝悦委員（分科員）

秋田県のメガ団地構想は全国的にも大変評価が高

くて、本当にすごいなと思っていますが、いろいろ

なメガ団地を見学に行くと、どうも道路が舗装され

ていない部分があって、ハウスからハウスの間を収

穫物を運ぶ場合でも、ある程度動線は舗装するべき

ではないかといつも思います。実際に大曲のトマト

団地に私が行ったときは全然舗装されていなくて、

ああいう生ものを運ぶときに、トラックやいろいろ

な車で砂利道を走ると、物に傷がついてしまうと感

じます。メガ団地をしっかり造るとすれば、簡易舗

装でもよいと思いますが、道路整備をしっかりと行

った上で農業経営をしてもらう仕組みづくりを、メ

ガ団地構想の中では取り入れていくべきではないか

といつも感じています。なぜ道路舗装まで予算化し

ないのかといつも思っていますが、その辺はできな

いのか、やればできるのかも併せて教えてください。

園芸振興課長

メガ団地に当たっては、施設内 畑の中につい

て、今は整備を行っています。幹線道路から離れて

いるメガ団地までの舗装は、メガ団地事業の中での

整備はなかなか難しいところがあるので、その辺は

市町村などと連携しながら 例えば市道であれば

市町村で行っている事例が平鹿でも見られます。ま

ずは畑の中等で、品質に影響しないための整備はし

ていくということで、今のところは進めています。

土谷勝悦委員（分科員）

人の口に入るものを作っているのですが、雨が降

ったときに長靴を履いて仕事して、その長靴の泥の

ままハウスの中に入っていかなければならないのを

私も何回も見ています。これからメガ団地を造ると

すれば、ある程度簡易舗装でも、しっかりした環境

整備をしていくことも頭の中に入れてほしいと思い

ますので、その辺は皆さんもよく考えてほしいと要

望します。

農地整備課長

メガ団地を造成するときに圃場整備と一緒に造成

するケースがありますが、そのときに圃場整備の事

業制度の中で、今委員が指摘したような簡易舗装な

どをしているケースがあります。例えば大館市の上

川沿地区や鳥海の平根地区は、地元の要望で、既存

の舗装している市町村道、県道からハウスや高収益

の畑作、畑地までは簡易舗装しているケースがあり

ます。地元の要望をきちんと酌み取って、今委員が

指摘したような荷痛み防止とほこりの防止なども含

めて行っているケースがあります。

中仙中央地区の場合は圃場整備が終わった後にメ

ガ団地が入ってきたので、一回補助金を掛けたとこ

ろに入ってくるという意味では、水田扱いになって

いて、なかなか舗装しにくいケースもあるのですが、
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そのときもメガ団地の事業で、もう少し目潰し材な

どを入れて、砂利の中でも運搬に極力支障のないよ

うに対応してきている状況です。

土谷勝悦委員（分科員）

それを皆さんの頭の中に入れて考えてほしいとい

う要望をして、これは終わります。

もう一つだけ教えてください。補正予算内容説明

書の３３ページに松くい虫被害木等の除去とあって、

久しぶりに松くい虫の文言を見ましたが、今、松く

い虫はどのような状況になっていますか。松も大分

少なくなって、寂しくなった感じがしますが、実際

に秋田県の松はどのような状況になっているのか教

えてほしいと思います。

森林整備課長

県内の松くい虫被害の状況は、ここ数年は大体横

ばい状態で推移していますが、山本地区の海岸林の

被害がなかなか抑え切れなくて特に心配しています。

まだ被害が出ているのですが、国から大臣命令とし

て１００％国の補助金を頂いて防除しています。特

に海岸林については、県民の暮らしに非常に密接に

関わるところなので、引き続き防除に努めていきた

いと思っています。

土谷勝悦委員（分科員）

前に私が農林水産委員会にいたときに、松くい虫

に強い松の育成を、大分真剣味で頑張っていました。

あれは今どのような状況になっていますか。松くい

虫に強い松を作る取組がありましたよね。

森林整備課長

委員が指摘しているのは、恐らく抵抗性マツのこ

とだと思います。県の林業研究研修センターで、か

なり前から研究しているのですが、県内産の抵抗性

マツがまだ１品種しか認定されていなくて、これも

近々種子を生産できるような状況になっていますが、

どうしてもこの松が、松くい虫には強くてもほかの

害虫に弱かったり、気温などの環境に弱ければ大き

くならないこともあって、ある程度遺伝子的に多様

性を持たせていきたいと考えています。１品種では

なくて、更に何品種も認定できるように積極的に研

究して、なるべく早めに海岸の松くい虫跡地に植林

できるような形になればよいと思っています。

土谷勝悦委員（分科員）

今、コロナのワクチンがいろいろと開発されてい

ますが、是非松くい虫のワクチンのような松を作っ

て 松のある景色は日本の情緒を誘う、よいもの

ですから、秋田県で松が全然ないような状況はあま

り好ましくないと思いますので、何とか頑張ってよ

い抵抗性マツを作ってほしいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

基本的なところを伺います。

この付託議案資料の２ページ目と３ページ目の事

業の一番最初の説明に、地域農業再生協議会という

文言が出ています。これについては、各地域でいろ

いろな活動をしていると思いますが、全県各市町村

の全部にあるのかどうか、それからどんな機能を果

たしていて、その効果はどうなのか、現状で県とし

て感じているところを教えてほしいと思います。

農林政策課長

昔はいわゆる水田協議会、担い手協議会、耕作放

棄地協議会が各市町村にあったわけですが、それが

平成２３年か平成２４年頃に統合して、各市町村に

１つの農業関係の協議会として地域農業再生協議会

が組織されています。鹿角市と小坂町は１つの協議

会になっていると思いますが、基本的には全ての市

町村に置かれており、米の転作の推進、それからこ

ういった様々な補助事業の受皿となって、市町村と

ＪＡあるいは関係機関が構成する事業の推進母体と

して活躍していただいていると考えています。

鈴木真実委員（分科員）

組織の中身は分かりましたが、地域で果たしてい

る役割はどのような 前とは違ってこのようにな

っているとか、特にこの地域においてはこんな活動

があって目覚ましい効果を上げているなどというと

ころがあれば教えてほしいと思います。

農林政策課長

平成３０年の政策転換以来変化があるかもしれま

せんが、基本的には生産数量目標の配分 今であ

れば目安の提示ということになると思いますが、米

の生産数量関係の事務が事業の大きな中身になって

くると思います。

それから、例えば９月の補正予算で、いわゆる夢

プラン事業のコロナ交付金版のようなものを水田総

合利用課で予算化して執行していますが、そういっ

た事業もこの地域農業再生協議会に受けてもらって

います。例えば市町村を経由しようとしますと、市

町村の臨時議会で、補正予算の措置が必要だったり

して、どうしても時間が掛かる部分がありますが、

この地域農業再生協議会を通すことによって機動的

な対応ができるメリットもありますので、そこのタ

イミングや事業内容に応じて対応していただいてい

ると考えています。

鈴木真実委員（分科員）

今お米についての調整等もやっていただいている

との話を伺いましたが、特に米余りの状況が今明ら

かになっているところで、それについて、ここの果

たす役割が大きい気がします。それについてはどの

ようなことが現在行われているのか教えてください。

水田総合利用課長

地域農業再生協議会においては、県が設定した各

地域の生産の目安を踏まえながら、実需とどのくら

い契約しているかといった地域の事情を加えて新た
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に設定をしていて、そこからまた各集荷業者に数値

を配分して、農家にも配分していく形になっていま

す。

一方で、どのように主食用の米から主食用以外に

作付の転換を進めていくのかという辺りについては、

国の施策もそうですし、県も当初予算の中で明日以

降説明することになりますが、そうした施策で、主

食用米と遜色のない水準の収入になるように様々な

制度の活用を促そうとしていて、今盛んに農家に対

して、「こういった制度があるので使ってみません

か。」というＰＲを進めているところです。それが

間もなく国の３次補正等については、２月末くらい

を一つのめどとして、例えば水田のリノベーション

事業の形で 飼料用米は対象になりませんが、加

工用米や輸出用米で、ある程度売り先が決まったも

のを生産する場合には、通常の助成金よりも高めに、

１０アール４万円という数字等で新しい事業を展開

していますので、そういった事業の活用などについ

て、その地域の再生協議会が中心になって進めてい

くことも大きな役割であろうと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

関連して、産地パワーアップ関連事業について伺

います。物流施設を何か所か設置するとの話ですが、

県内における物流施設の充足率といいますか、今は

どのくらいあるものですか。必要に応じて造ってい

くと思いますが、現段階において何か所くらい必要

で、今何か所くらい整備されていますか。

園芸振興課長

提出資料３ページの産地生産基盤パワーアップ関

連事業の物流化施設ですが、野菜等については、県

内では十文字（横手市十文字町）などに拠点施設が

今あります。それとは別に今ここで述べている物流

化施設は、秋田ふるさと農協管内で、今まで８か所

くらいの野菜の集出荷所があったものを１つに集約

して、野菜関係ではコールドチェーン 今までは

常温、低温、常温という形で温度差が出てきて、品

質低下が非常に懸念されていたため、低温物流化が

できるように、今まで８か所くらいのものを、１つ

の物流の拠点を作って、この事業で集約化していく

ものです。

松田豊臣委員（分科員）

秋田県内において、このような施設を今後造って

いく計画はありますか。

園芸振興課長

農協単独で、例えば倉庫が古くなってきて、１つ

に集約化していくというケースも今後考えられると

思いますが、全農等の県域枠でこういった拠点を

例えば今十文字に野菜の集出荷所がありますが、

ほかの地域にもそういった拠点を作っていこうなど

といった動きが今あるとは聞いています。

松田豊臣委員（分科員）

製品の品質の安定化で、当然コールドチェーンは

必要な発想だと思いますが、非常にコストアップに

なるとも一方で聞いています。そういう中にあって、

コストに見合った施設としての物流網を県内で整備

していく計画がもしあるのであれば、ある程度のス

パンで計画をしていったほうが、秋田県にとっても

ブランド化の一つの手助けになる気がしますが、そ

の点はいかがでしょうか。

農林水産部次長（齋藤正和）

確かにこういった施設を効率的に使ったほうが、

トラックドライバーも少ない中で、非常に効率的に

運搬できて、コストの低減につながるでしょうし、

商品の管理的にも非常によいことは間違いないので、

こういった施設を再整備していくのは大事だと思い

ます。

ただ、今、県もＪＡグループも県１ＪＡ構想を掲

げて、統一、統合に向けて今進めている最中で、安

易にそういったものを造って固定資産を増やすわけ

にもいかないということもありますので、まずは県

１ＪＡ構想の中で、既に各農協で手を挙げて、集約

するような施設があるか調査して、よいものだけは

推進していくことになっています。将来これから１

ＪＡ構想になった段階で、どういった広域流通をし

ていくなどをまだ詰めていないところなので、そう

いったことを詰めた段階で、オール秋田の流通体系

が出てくるのかなと思います。まずは当面急がなけ

ればならない厳しい施設が出てきているので、そう

いったところを今回整備していくということで、徐

々に進めていく形になると思います。

委員長（会長）

ほかによろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で国補正予算等対応分の補正予算関係の議案

に関する質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、明日午前１０時に委

員会及び分科会を開き、当初予算関係の議案の審査

を行います。

散会します。

午後２時５６分 散会
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令和３年２月１７日（水曜日）

本日の会議案件

１ 議案第３２号

令和３年度秋田県一般会計予算（農林水産部の

関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 議案第３５号

令和３年度秋田県就農支援資金貸付事業等特別

会計予算 （趣旨説明・質疑）

３ 議案第３９号

令和３年度秋田県林業・木材産業改善資金特別

会計予算 （趣旨説明・質疑）

４ 議案第４１号

令和３年度秋田県沿岸漁業改善資金特別会計予

算 （趣旨説明・質疑）

５ 議案第６１号

秋田県漁港管理条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明）

６ 議案第７３号

財産の貸付けについて （趣旨説明・質疑）

７ 議案第７４号

令和３年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担について （趣旨説明）

８ 議案第７５号

令和３年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担について （趣旨説明）

９ 議案第７６号

令和３年度林道事業に要する経費の一部負担に

ついて （趣旨説明）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課 今 野 武 俊

農林水産部農林政策課 三 浦 竜

会 議 の 概 要

午前９時５８分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

農業経済課長 福 田 正 人

農業経済課販売戦略室長 草 彅 郁 雄

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 藤 村 幸司朗

水田総合利用課

秋田米ブランド推進室長 加賀谷 由 博

園芸振興課長 本 藤 昌 泰

畜産振興課長 畠 山 英 男

農地整備課長 舛 谷 雅 広

水産漁港課長 工 藤 輝 喜

林業木材産業課長 沼 倉 直 人

森林整備課長 戸 部 信 彦

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

議案第６１号、議案第７３号、議案第７４号、議

案第７５号及び議案第７６号、以上５件を一括議題

とします。

また、分科会では、議案第３２号のうち農林水産

部に関係する部門、議案第３５号、議案第３９号及

び議案第４１号に関する審査を行います。

農林水産部長の説明を求めます。

農林水産部長

【部局関係説明書により説明】

委員長（会長）

次に、関係課室長の説明に移りますが、説明及び

質疑は、１２課室を２つのグループに分けて進行さ

せていただきます。

それでは、１つ目のグループ、農林政策課、農業

経済課、農業経済課販売戦略室、水田総合利用課、

水田総合利用課秋田米ブランド推進室、園芸振興課

及び畜産振興課関係の審査を行います。

関係課室長の説明を求めます。
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農林政策課長

【議案〔３〕、議案〔５〕、当初予算内容説明書

及び提出資料により説明】

農業経済課長

【議案〔３〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

農業経済課販売戦略室長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

水田総合利用課長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

園芸振興課長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

畜産振興課長

【議案〔３〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

審査の途中ですが、暫時休憩します。再開は午前

１１時２５分とします。

午前１１時１５分 休憩

午前１１時２３分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前の説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課室一括して行います。

土谷勝悦委員（分科員）

今、説明を受けて、いろいろな部分で農業関係の

予算を組んでもらって、本当にありがたいと思って

います。ただ、１つだけ、ずっと前から感じている

のですが、今農業は比較的大型化 メガ団地もそ

のとおりですし、集落営農や法人化など、農業はだ

んだん大きくなってきています。私が一番感じるの

は 税金を集めて、それを農業でも何でも還元し

ていく場合、広く浅くという基本があると思います

が、今はどうも大型農業にシフトされていて、昔は

荘園や地主制度があった日本が今農地改革で平らに

なって、それがまた同じ地主制度のような感じの農

業形態にだんだんなっていくのかなとずっと思って

いました。

それが県でなく国の方向として、スマート農業を

するにしてもそれなりの金は掛かりますし、普通の

小さい農業ではとてもでないですが、スマート農業

にすぐ飛びつくわけにもいきません。実際補助金を

出していくにしても、大型化されている部分に対し

ては補助金も出していく形になっていると思います

が、それは国の考え方が日本の国全体をそのように

大型化していく方向になっているのですか。近郊農

業の場合はそうではないような気がするのです。そ

んなに土地が集まるわけでもないし、近郊農業の野

菜関係などの複合経営はもともとそれで御飯を食べ

ているところがあると思いますので、離れている北

海道や東北といったところを大型化していこうとす

る狙いがあるのかどうか、その辺の全体的な大きな

話を聞きたいと思います。

農林政策課長

大きな話ですので答えになるかどうか分かりませ

んが、大規模化が進んでいて、施策もそちらのほう

にどちらかといえば集中しているという御指摘かと

思います。規模拡大を誘導している部分ももちろん

あると思いますし、それから実態として、どうして

も高齢化と離農が進んでいるため、いや応なしに規

模拡大している部分もあり、その両面があると思い

ます。

国の政策としてという話になりますと、稼げる農

業をつくるためには、一定の経営規模がどうしても

必要です。家族経営であればある程度のやり方はあ

ると思いますが、雇用を生み出して、給与を払って、

それで生活できる人を何人か雇うとなれば、それな

りの経営規模、あるいはそれなりの販売金額が必要

になりますので、土地利用型であれば規模拡大せざ

るを得ませんし、それから逆に集約型の施設園芸な

どであれば単収を上げる、あるいは高品質化を求め

て技術を高めていくなど、いろいろなアプローチが

あると思います。

今御指摘がありましたスマート農業についても、

土地利用型であれば経営規模を大きくするためのス

マート農業になると思いますし、それから施設園芸

であればより精緻にデータを活用して、なるべく少

ないコストで高収益を得るために単位面積当たりの

収量、収入を上げていく、そのどちらかのアプロー

チになっていくのかなと思います。

国民全体から集めた税金を一産業に投入するとい

う大きな話になってしまいますと、どうしても全て

一様にまくのではなくて、全体としてはある程度施

策誘導的に対象を定めて、そこに交付することにな

ってくると思いますが、産業政策としてそういった

流れがある一方で、地域政策を車の両輪として進め

ることで 地域政策として例えば農地水や多面的

機能の交付金など、様々な施策がありますので、そ

の両面を、国の施策もうまく活用しながら、県とし
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ては進めていく必要があると思っています。

それから、国では食料・農業・農村基本計画を５

年ごとに改定していますが、それが昨年の３月に見

直されています。その中で、安定供給のために、経

営体や担い手を確保、育成していく、あるいは農地

集積を進めていくという項目もありますが、その一

方で農村を振興していく 中山間であっても、あ

るいはやや条件不利なところであっても、そこにき

ちんと人が住み続けていけるような条件整備との両

面で推進していくことになっていますので、その施

策を活用しながら進めていきたいと考えています。

土谷勝悦委員（分科員）

どうしても人手不足といったことを考えると、機

械が人に代わるというか、スマート農業を進めてい

かなければならない部分があるので、日本の国がそ

ういう方向に行かなければならないことは理解しま

す。ただ、それが進んだ場合に、農村に人がいなく

なる、子供たちがいなくなるのは何となく 私は

農業が近代化して、大型農業が増えてくることによ

って、人手も要らなくなるし、農村に人がだんだん

いなくなってしまうことを懸念しています。大きな

農業をつくるならつくるでよいですが、１,０００

万円農家をある程度増やしていくことによって、農

業に携わる人が農村に残っていくという考え方のほ

うがよいといつも思います。これは私が言ってもど

うしようもない話で、日本がそのような方向に向か

っていると思うので、あまり気にしないでください。

農林水産部長

農政の流れを私の記憶の中で振り返ってみれば、

確かに戦後の自作農から始まってきて、それが大き

く変わったのは、平成の初めの頃だったか昭和の後

半だったか、新農政プランをたしか国が出してきて、

そこで初めて何十町歩という大きな農業と、担い手

をつくるという方向性が出されました。その後認定

農業者制度が具体的に出てきて、その後で食料・農

業・農村基本法が平成１２年か１３年に出てきて、

その基本法で大きく農政の法律的な方向が変わった

と受け止めています。

その基本法には何が書かれているかというと、効

率的な農業経営体が大宗を担う生産構造をつくると

いったことで、そのために先ほど農林政策課長が述

べたように施策を集中していく 広く薄くから、

ピンポイントにと言えばおかしいのですが、施策の

集中などと言われ出したのもたしかその頃からでは

ないかと思います。

国の法的なものはそうなってきましたが、それは

なぜそうしなければならなかったのかというと、恐

らく将来にわたって農業を残していくためには、自

作農ではこのままでは続かないので、農業を職業と

してやっていけるような形にしないと早晩先がなく

なるという 就業者の減少だったり高齢化だった

りという背景があって、必然的な流れとしてそうな

ったのではないかと思います。無理にそうしている

わけではなくて、それなりの背景があったのではな

いかと思います。

就業者が減ってきている中で持続させていくので、

土地が集積してくると大きくなるという必然性もあ

りますし、意図的に大きな担い手をつくっていくこ

ともあって、土地利用型の場合は、おのずと規模を

大きくしていく形になってくると思います。一方で、

都市近郊など施設園芸では、必ずしも大きさ、広さ

という規模ではなくて、もっと集約化していくこと

があると思います。大型化するにしても集約化する

にしても、共通するのは恐らく効率性だと思います。

どちらにしても効率性を追求していくことによって、

若い人が就農して、子供を育てて、大学まで入れて

やれるような農業をつくっていけます。それができ

ればおのずと日本の農業が存続してくると思います

ので、我々も複合化などいろいろと取り組んでいま

すが、突き詰めて考えれば、若い人が農業に入って

こられるような形をつくることが一番の究極の狙い

だと思っています。

そして御指摘のように、規模を拡大していけば人

は要らなくなるわけです。逆に言えば、大潟村の

１５町歩の計算では、秋田県に１万戸いればよいこ

とになってしまいます。そうすると農村が存続でき

ないというジレンマに陥ってくるので、そこはどう

考えなければならないかというと、米や豆で考えれ

ば、確かに１５町歩、２０町歩くらいは１人ででき

る時代だと思いますが、そうではなくて、人を減ら

さないで養う力を付けなければならないというとこ

ろで、土地利用型は徹底的に効率化して少ない人数

でやっていき、一方で園芸を入れて、そこに手間を

かけさせて、その手間賃で地域に還元していくスタ

イルもあります。今の集落営農が正にそういう形で、

２町歩の人が２０人いて、その２町歩の人の後継者

がずっといるかというと、これはなかなか難しい話

ですが、４０町歩の一個の会社をつくってしまえば、

その会社さえ存続していれば、その地域の農地は守

られていくわけです。そのような形で人をとにかく

出さずに養う力を付けることが恐らく大事ではない

かと思っています。

そういう中で、１ページの重点推進事項の中にも

プロ経営体の育成と書いていますが、これは実はそ

の辺を狙ったものです。今の農業法人の経営を分析

してみると、１億円を超えてくるくらいで、若い人

が毎年高校から就職して、雇っている法人もありま

すので、１億円プレーヤーになるくらいの経営体を

もう少しつくらなければならないと考えています。

５,０００万円から１億円のクラスから、１億円プ
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レーヤーをつくることを狙ったもので、経営顧問も

入れながら少し変えてみようかと思っています。す

ることはささやかかもしれませんが、一応眼目はそ

の辺にあるわけですので、決して小さい農家を否定

しているのではありません。どうすれば農業が残っ

ていくのかを考えてのことであるということ、大き

な考え方としてはそういう形になります。

土谷勝悦委員（分科員）

言っていることは分かります。分かりますが、ず

っと農業をやってきて、どうもしっくりこない部分

があります。日本の国は同じ歴史が繰り返されて、

それこそ荘園制度、地主制度、また大型農業のトッ

プクラスが増えていくのかなと感じます。

それはそれとして、これから大型農業をしている

人も小さい農業をしている人も守りながら秋田県農

業をやっていくと思いますが、そこで生きている伝

統のある農村や集落もある程度頭の中で考えながら、

農業者に対する応援を農林政策課でしていかなけれ

ば、農村もだんだん廃れていくとの思いがあります。

そこは皆さんの頑張りだと思いますので、よろしく

お願いして、このことはこれで終わります。

小松隆明委員（分科員）

今農林政策課長並びに部長から答弁いただいたわ

けですが、土谷委員の質問に関しては、どの国も成

長していくためには高次産業 ２次産業、３次産

業へと発展させなければならない中で、日本のよう

に３７万平方キロと狭く、可住面積が１５％くらい、

農地も含めて住宅地も含めてそのくらいしかない国

では、どうしても小規模経営の宿命下にあったと思

います。

しかし、今から三、四十年前に、私は堺屋太一さ

んが書いた本を読んで納得したわけですが、当時日

本の農林省が目指している将来の農家の経営面積が

３０ヘクタールであるという書き出しの本でした。

先ほど部長から大潟村の規模であれば秋田県で１万

戸あればよいとの答弁がありましたが、今から３０

年も前の話ですが、そうすると地域社会が崩壊して

いくという警鐘の書でもあったわけです。農業人口

が少なくなるということは、郵便局も商店も要らな

くなり、地域が衰退していく政策であるので、どち

らかといえば批判的な本でした。

残念ながら事態はその本のままに進行していて、

先般私も一般質問をしましたが、実は農業政策と言

いながら、私の考えでは農村政策だと思っています。

したがって、平場では一定程度の、あるいは米や大

豆などは広大な面積、経営規模が必要でしょうが、

中山間地などの条件不利地においては狭い農業経営

でもそこそこの収入、あるいはなりわいを立てられ

るような農業が望ましいと常々思っています。決し

て農林省の政策が間違っていたと私は思っていなく

て、時代の要請もあってそのような政策をせざるを

得なかった気がしますが、一方で、私も中山間地で

生活していますが、中山間地の農家、農地が廃れて

いって、この間の一般質問のような状況を呈してい

るわけです。これは国益上も非常にマイナスですし、

１０年後を予測した先日のＮＨＫの特集番組で、

２０３０年には世界の農地が温暖化で減少して、恐

らく飢餓の時代が来るだろうという恐ろしい内容を

放送していましたが、そのためにも耕作放棄地や、

農地として生かせるものは、多少税金を使っても、

保持していく必要があるのではないかと私は常々強

く思っています。その点について、参考にするため

の答弁をいただければ大変ありがたいと思います。

農林政策課長

今御指摘いただいたことについては、正に私も実

感しています。私自身も新潟県の大分山奥の出身で、

１０戸くらいしかない集落でした。今はもう１戸か

２戸しかありません。当時は田んぼだったところも、

実際今はもうぼうぼうになっているような状況で、

そういったところから出てきてしまった人間として、

じくじたる思いもあります。

先ほどのお話の状況が全国に広がってしまいます

と、いざというときに食べられない国になってしま

いますので、最低限の生産力はきちんと国として維

持しなければならないと思いますし、そのための生

産基盤となる農地はしっかりと維持していかないと

いけないと思います。

ただ、その農地についても、今あるものを全て残

していけるのかというと、なかなか現実的には難し

いだろうと思います。水がかりが悪いところや、戦

後の開拓で無理して開いたところもあると思います

ので、そこは手をかければ維持できるのか、あるい

は手をかけても難しいのか、その辺を考えながらや

っていく必要があると思っています。

先ほども少し食料・農業・農村基本計画の話をし

ましたが、昨年の３月に改定されたその計画の中で

も、いわゆる担い手施策もありますが、地域政策と

して、人が農村に安心して住み続けられるための条

件整備や、そのための活力の創出ということで、例

えば条件不利地域での農業だけでは、もしかすれば

収入として足りないかもしれませんが、農業にプラ

スして、いわゆる半農半Ｘ 全てでできるかは分

かりませんが、農業だけではなくてほかのものも組

み合わせて、一つの家族がきちんと食べていけるよ

うな生活をつくっていくといったことも書かれてい

ます。現にその後、昨年の夏頃から、半農半Ｘ、あ

るいは農地の維持管理をどうしていくかといったこ

とについて、今正に国でも検討が進められていると

伺っています。ある程度その結論が見えてくれば、

次はそのための施策も出てくるだろうと思いますの
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で、そういったものを県としては最大限使っていき

たいと考えています。

小松隆明委員（分科員）

私は農家ではありませんが、農業は自分の時間を

自由につくれるのです。少なくともサラリーマンな

ど一定程度１日の大半の時間を拘束される職業

皆さんの職業もそうです よりも、時間的に見る

と、自分の時間を自由につくれるすばらしい職業で

す。なおかつ国民の食生活を担うという、本当に崇

高な職業だと思います。

私は、日本の農産物が本当に安いと常々感じてい

ます。これは農業だけでなく１次産業が、グローバ

ル化の時代の中でなかなか外国と競争していけない

からそうなっているかもしれません。「外国から入

ってくる食料よりは、自国で生産した食料を高くて

もいいから買うのだよ。」と、「安心安全なのは自

国産の食料ですよ。」ということを、もう少し国あ

るいは関係者がもっと消費者教育をして、国内産の

ものの価値を見直す必要もあるのではないかと思い

ますが、その点についてはいかがでしょうか。

農林政策課長

正に御指摘のとおりだと思います。いずれ自給率

４０％を切っている現状では、全てを国産で賄えて

いませんが、その中でも国産品の価値あるいは品質

といったものを消費者側により伝えていく努力は、

国全体でも必要だと思いますし、あるいはそれぞれ

産地単位でも行って、産地間競争に少しでも打ち勝

っていくという、いろいろなアプローチが必要だろ

うと感じます。

小松隆明委員（分科員）

そうなってもらいたいという願望を申し上げたわ

けですが、そうなれば恐らく黙っていても若い人が、

農業をやりたいと参入してくると思います。非常に

難しいことかもしれませんが、是非国の 課長も

やがて本省に帰る立場の人でしょうから、日本の農

政全体を虫の目でなく鳥の目で見るような農政を展

開してもらいたいと思います。魅力ある農業という

のは言葉では簡単でも、実際は難しいと思いますが、

あるべき方向性としては間違いないのではないかと

思っていますので、最後に部長から一言答弁をお願

いします。

農林水産部長

安藤課長の繰り返しになってしまうかもしれませ

んが、いずれ我々も、いかに農村に住んでもらうか

を 先ほど話した効率化も進めていく方向になる

のでしょうが、その中で人を外に出さないように、

若しくは新しく人を呼び込めるようにするにはどう

すればよいかというのは大きなテーマです。来年度

はまた新しい計画をつくることになると思いますが、

その中ではそういう視点も入れて物を見ていかなけ

ればなりません。そういう意味で、半農半Ｘなど国

のいろいろな動きもあるので、その流れを踏まえた

形になると思います。

今はリモートワークや、いろいろなフレックスタ

イム制など、サラリーマンの働き方がどんどん変わ

ってきているので、そういう意味でいうと、先ほど

小松委員が指摘したように農業は割と自由だし、兼

業の組み合わせとして意外と合うのではないかと思

います。お金を得るために出稼ぎに行って農業をす

るところから始まっている昔の兼業ではなくて、も

う少し新しく、積極的に余暇を利用して農業も少し

やってみて、定年になったら本格的に農業をやると

いったこともあるのではないかと思います。その辺

は今後の検討課題として、どうすれば人を呼び込め

るのかも考えていかなければならないと思います。

消費者教育という話でしたが、最近はいろいろと

農産物や加工食品について、加工原料の原産国を表

示させたり、野菜であれば産地を表示させようとい

う流れになってきています。それはある意味国産を

選べるような環境をつくるといいますか、言い方は

悪いのですが、外国産との見えない障壁を作ってい

る形なのではないかと思います。その中で我々の商

品がどれだけ付加価値があるのか、差別化されてい

るのかというのは勝負の世界なので、そこは付加価

値が取れるように 例えば今は枝豆のようにロッ

トをまとめてみたり、ある程度ロットをまとめると

今度はいいものができてくるので、プレミアム的な

ものを作ってみたりという形で、販売戦略の中でい

ろいろと対応していくことになると思います。

委員長（会長）

審査の途中ですが、昼食のため休憩します。再開

は午後１時３０分とします。

午前１１時５４分 休憩

午後 １時２９分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和
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農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

農業経済課長 福 田 正 人

農業経済課販売戦略室長 草 彅 郁 雄

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 藤 村 幸司朗

水田総合利用課

秋田米ブランド推進室長 加賀谷 由 博

園芸振興課長 本 藤 昌 泰

畜産振興課長 畠 山 英 男

農地整備課長 舛 谷 雅 広

水産漁港課長 工 藤 輝 喜

林業木材産業課長 沼 倉 直 人

森林整備課長 戸 部 信 彦

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、議案に関する質疑を行います。

佐藤信喜委員（分科員）

資料３ページのスマート農業推進関連事業につい

て伺います。

このスマート園芸加速化事業の先端技術研修会だ

ったりスマート農業相談窓口は、受けたい農家がこ

の窓口に対して直接行ったり、研修会も地域振興局

単位で開催して、それに対して興味のある農家や法

人が直接申し込んで行ったりする形ですか。

園芸振興課長

まず、スマート農業はここ数年県内でもいろいろ

な実証をしていて、国でもスマート農業は力を入れ

て、これから普及していこうという状況にあります。

農業者の皆さんに実際にスマート農業を見て、自分

で触れて、理解していただくために、これまでも実

証圃に農家の人を呼んできています。

その中において、今度はスマート農業相談窓口を

県内８か所の地域振興局に置いて、より現場に近い

ところで、例えば農家の質問や相談に乗れるような

業務をまず担ってもらいます。また、イ、ウのとお

り実証圃もいろいろこれから設置していきますので、

そういった各地域の実証圃への指導、助言などをま

ず各８地域振興局で担ってもらいます。

また、先端技術研修会では、例えばこういった実

証圃で、農家に実際にその機械を見ていただいたり、

あるいは先進地の事例を勉強したりといった形で、

より今度は現場への普及をしていくことを念頭に置

きながら、こういった設置や研修も行っていきたい

と考えています。

佐藤信喜委員（分科員）

実証圃の関係では、能代市でも水稲の実証をして

いたと思いますが、あのときはたしか面積の縛りが

ありました。見学に行った法人や大規模農家の方も

いましたが、将来的にスマート農業を実践したいが、

今はまだ小規模で、まして集約化されていない農地

しか経営していないという農家も広く集めて、こう

いう将来の姿を目指しているという理解を深めてい

く場として設置されるべきだと思います。

そういった中では、大規模農家や法人だけではな

く、それに準ずるような方々、若しくは本当に小規

模でも、受けてみたいとか相談したいということで

あれば、そういった方々にも広く周知するような取

組にしてもらえれば大変ありがたいと思いますが、

その点についてはいかがでしょうか。

園芸振興課長

佐藤委員の指摘のとおりだと思っています。スマ

ート農業のいろいろな実証や展示を組んでいますが、

各地域にあるいろいろな地域課題をまず解決するた

めに、イのような現地課題解決の実証圃を設けて、

そこである程度実証した結果、成果が出たものであ

れば次のステージに移ります。例えばウのプロジェ

クト事業で、実証成果を横展開するためのステージ

としてモデル展示をして、より多くの方々に見ても

らって、それをよしと感じる農家を多くつくって、

今度は普及段階のステージに入っていくような感じ

でスマート農業の設計を考えています。より多くの

方々にまず見てもらって、理解してもらって、普及

に努めていきたいと考えています。

佐藤信喜委員（分科員）

その点についてはよろしくお願いします。

あわせて、スマート農業の行き着く先というのは、

ある程度整備された圃場 これは基盤整備を推進

していかなければなりませんし、更に集約も必要だ

と思います。そういった点では、もちろん園芸振興

課だけではなくて農地整備課であったり、課をまた

いだ取組が必要ではないかと思っていますので、こ

れを機に、基盤整備の部分や、ほかに必要な部分の

知識を農家に広く伝えていくような取組につなげて

もらえればありがたいとお願いを申し上げて、質問

を終わります。

農林政策課長

今回、いろいろな課の事業をまとめて１枚にして

紹介したわけですが、それぞれきちんと連携を取り

ながら進めていきたいと考えています。

令和２年度から農林政策課にスマート農業推進監

という職を置いています。農林水産部内の様々な課

にまたがる実証や様々な事業の横串を刺す意味もあ

りますし、また、例えば県立大学や、あるいは産業

労働部といったところとの連携も今後出てくると思

いますので、そういった部局をまたぐ調整の部分に

ついても配慮しながら取り組んでいきたいと考えて

います。
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その活動の中で、令和２年度中にスマート農業の

導入指針を作成しようとしていまして、年度内には

ホームページなどで公表できるように準備を進めて

いるところです。今どういった技術があって、どう

いった効果が見込めるのかを、まずはカタログ的な

ものになるかもしれませんが、農家に示しながら、

スマート農業の推進を図りたいと考えています。

佐藤信喜委員（分科員）

正に求めていた答えがそのまま出たので、本当に

ありがたいです。

次に、農業夢プラン応援事業との連携というか、

この拡充の部分ですが、これについては、現段階で

どういったものが要望されているのかお知らせいた

だけますか。

水田総合利用課長

農業夢プランに対するスマート関係の要望という

ことで承りたいと思います。例えば自動走行するた

めにトラクターに後付けする自動操舵の装置も出て

きていますし、また、大豆等の防除に使うドローン

等の要望なども多くなってきています。

そのほか園芸関係でも、キュウリ等の施設栽培の

Ｖ字回復を進めるために新しい技術が推奨されてお

り、そういったところの導入に向けての事業要望な

ども各地区から出てきている状況です。

佐藤信喜委員（分科員）

この点については、農家側からすごく要望のあっ

たものですので、今回は５,０００万円という予算

の中でやっていくわけですが、途中の情報を拾って

いく中で、この後もし要望が多いようであれば、ま

た補正予算という話も前向きに考えていって、県若

しくは国が指し示していくような将来のあるべき姿

に向かっていけるように頑張ってほしいと思います。

水田総合利用課長

今年度の９月補正においても、コロナ関連の交付

金を活用して、経営力強化緊急支援事業を新たに立

ち上げたりしましたが、そういった中にもスマート

農業の関連を盛り込んだ上で、事業展開をしたとい

う経緯があります。今後も国の補正予算等をうまく

活用しながら、農家が使いやすく、また導入が可能

になるような事業の補正等に努めたいと考えていま

す。

土谷勝悦委員（分科員）

７ページの農地中間管理総合対策事業について伺

います。今回も大体同じくらいの予算を組んでいま

すが、昨年度、最初の辺りはすごく活発に土地も動

いたと思いますが、今の状況の中で、来年度、実際

にどれくらいの面積の移動がありそうですか。貸し

手、受け手があると思いますが、受け手の状況の部

分で、私はこれからますます大変になってくると思

いますが、その辺はどのような状況になっているか

教えてください。

農林政策課長

まず、農地集積の現状ですが、令和２年はまだ途

中なので、令和元年度末の時点で、担い手への農地

集積率が秋田県は７５.４％となっています。令和

５年に９０％という大変高い目標を掲げているわけ

ですが、まずはそれを目指して今頑張っています。

令和２年度については、まだ年度末で、農地が今

ちょうど動いている時期ですので、確定的なことが

なかなか申し上げにくいですが、機構（農地中間管

理機構）では３,０００ヘクタールという目標を掲

げています。その目標までいくかどうか見守りたい

と思いますが、少なくとも２,４００から２,５００

くらいには今年はいくのではないかと見ています。

ただ、御指摘いただいたように、制度が始まって

最初、平成２６年、平成２７年頃は、平場のほうで

結構動いたわけですが、それが一段落といいますか、

一巡したような部分もあり、今後は中山間や、条件

不利地域の集積を進めていくことになります。そう

なりますと、出し手はいても受け手がいないことが

どうしても問題になってきます。そんな中でも、例

えば平成３０年からは農家負担がない圃場整備事業

機構を使うという条件はありますが、面積要件

もやや緩和されて、中山間でも取り組みやすい圃場

整備事業も出てきました。圃場整備をすれば、まず

法人を設立して、そこに集積、集約することになり

ますので、圃場整備と農地集積と、あとは高収益作

物をそこで作って、きちんと食べていける農業にす

るというあきた型ほ場整備をまずは進めていきたい

と考えています。

土谷勝悦委員（分科員）

農地中間管理機構から農地を借り受けて大型農業

をしている方が結構いるのですが、借り受けたのが

団塊の世代の人が多くて、ある程度年を取って、な

かなか思うようにいかない部分と、これは前にも言

ったことがあると思いますが、亡くなってしまった

ときなどにどうするかという不安要素もあるにはあ

るのです。

また、私が見る限り、あまりにも受け過ぎて、田

植の時機を逸して、それこそずっと遅くまで田植を

するなど、なかなか土地を有効活用できない団体も

あるようです。確かに農地中間管理機構で、農業を

まとめてやる人に貸出しするのはいいのですが、実

際にそれをある程度有効活用できるかできないかを

見守ることも、今後必要になってくるのではないか

と思います。

特に今はカメムシの問題があります。普通に栽培

していても、隣がそういう状況で消毒などの手が回

らないと、どうしても等級が下がったり、ひどいと

きには等外になったりします。飼料米などを作って
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いる方も結構いるので、最終的にはそういう周りに

迷惑をかけるという状況も見られるのです。ですか

ら、そこをうまく指導したり、ある程度見守ってい

かないと、お互いの農家同士が、けんかまではいか

ないにしても、交流が悪くなってしまう部分も出て

くると思います。皆さんはこの制度の下でいろいろ

と取り組んでいるので、何とかいい方法はないかと、

もう少し考えてほしいと思います。

農林政策課長

今御指摘いただきましたように、農地集積したと

して、ではそこでどういった営農をするのかもセッ

トで考えていく必要があるだろうと思います。営農

面については、各普及担当から営農指導も行います

し、経営面の指導も行っていきたいと思います。

また、受け手の方が亡くなってしまったり、法人

の経営がうまくいかなくなって、受け手が急にいな

くなってしまうケースもあると伺っています。そう

いった場合であっても、そこの農地がそのまま荒れ

てしまうことがないように近隣でなるべくうまく引

き受けて それについては機構だけというよりは、

地元の集落や農業委員会、市町村、地域振興局がう

まく連携を取って、そこの農地がぽつんと空くこと

がないようにこれまでも取り組んできていますし、

今後も営農指導も含めて行っていきたいと考えてい

ます。

土谷勝悦委員（分科員）

そういう方向でお願いしたいと思います。

１５ページの農産物グローバルマーケティング推

進事業について伺います。輸出するというのは、次

のページの県産農産物販売力強化支援事業も関連が

あると思いますが 日本で米が余っているので、

外国に売るのが一番よいのではないかと思います。

売る方法をなかなか日本で確立できないのか、売れ

ないのか、その辺がよく分かりませんが、もう少し

力を入れて、例えばいろいろな組織をつくって、海

外のバイヤーとの接点を見つけて、積極的に売り出

していくべきです。

私たちはおいしいからあきたこまちを食べている

のですが、中国の富裕層や、そういう外国の方でも、

舌は大体同じだと思います。中国４,０００年の歴

史の中華料理を食べれば、私たちはおいしいと思い

ますから、中国の人がおいしい料理を食べているの

であれば、あきたこまちだって絶対おいしいと感じ

ると思います。最初は１週間くらい無料で食べさせ

て、それから売り出しても 一回おいしいものを

食べると、おいしくないものにはなかなか戻れない

ように人間の舌はできていると思うので、その辺は

もう少し何かやり方があるような気がします。

そういうのは、たしか研修で九州に行ったときに、

農林課の中に輸出何とか課というようなものがあっ

たような気がします。そういうところへ行ったこと

はありますが、それくらいのファイトを燃やして

おいしい米なら、これからサキホコレも出てくる

し、そういうものをばんばん売り出すような室でも

何でもつくって、頑張ってほしいと思いますが、そ

ういうものをこれからつくる予定はあるかないか、

やる気があるかないかを教えてください。

農業経済課販売戦略室長

組織改正の予定はないのですが、農産物の輸出に

関しては、当方販売戦略室が中心になって輸出の促

進に取り組んでいます。東北他県に比べれば、輸出

額はまだ全然足りないのですが、それでも平成２８

年には１億円程度の輸出額であったものが、令和元

年度には２億８,０００万円まで伸びているという

ことで、着実に増加傾向には向かっています。

そうした中で、特に輸出額の大きいのは米であり

まして、大体８割、９割方を米が占めています。全

農での大ロットの輸出もあれば、農業法人も割と小

口の単位ですが、様々な国に１,２００トンばかり

の量が行っています。海外でのあきたこまちの評価

も大変高く、食べてみれば、一般に海外で流出して

いる米と比べて、やはり日本の米は非常においしい

ということで、高い評価を頂いています。これは米

に限らず、今力を入れている例えばリンゴや牛肉も

しかりだと思います。非常に品質が高く、おいしい

というのが県産農産物の強みであると考えているの

ですが、一方でまだ海外では認知度、知名度が低い

ので、今これから一生懸命ＰＲ、プロモーションを

かけていって、知名度を上げて、消費者やバイヤー

から指名買いされていくような努力を続けていき、

輸出の拡大促進に努めていかなければならないと思

います。

それから、冒頭御指摘がありましたように、伸ば

すためには、当然海外への販路を切り開いていかな

ければなりません。輸出についてはこれまでもいろ

いろな形で取組をした結果、東アジア、タイ、台湾、

香港、それからシンガポールにそれぞれ、米や青果

物などの輸出を連携してやっていただく輸出事業者

とのつながりができていますので、資料にも出して

いますが、来年度以降も新たなパートナーをつくり

つつ、また既存のパートナーとの連携も更に深めな

がら、海外への販路を開拓していくのが一つです。

また、生産面での対策も非常に重要だと考えてい

ます。香港のように割とフリーな形で出せる国であ

ればいいのですが、やはり検疫の関係で、農薬の基

準が日本より厳しかったり、害虫が入れば一発で輸

出がストップしたりしてしまうなど、いろいろな生

産面での対応が必要になってきます。その国その品

目に応じた防除体系や栽培方法といったものをまず

は県でしっかり確立して、それから農家に落とし込
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んで、取組農家を増やして、その上で組織化を進め

ていくといったように、生産と販売の両面から下り

ていくことが重要ではないかと考えています。

土谷勝悦委員（分科員）

難しいことは分かるのですが、行き詰まったら海

外に向けて出してやるのが一番よいと思います。日

本酒は結構海外に行っていますから、そういうのと

タイアップしたり、そういう日本酒を扱っている方

からバイヤーを紹介してもらったり、やり方は結構

あると思います。その辺をもう少し研究して、なる

べく海外に売れるようにしてほしいと要望して終わ

ります。

鈴木真実委員（分科員）

今の販売戦略室は、国外や海外への展開によって、

販売額も量も増やしていくのが最大のミッションだ

と思いますが、昨年に比べて、予算等については大

分減っているような気がします。その点について

今室長が、売上げを上げていく必要性を強くおっ

しゃっているにもかかわらず、予算額を減らしても

それができるのかどうかを教えてほしいと思います。

農業経済課販売戦略室長

本年度の予算と来年度の予算を、グローバルマー

ケティング推進事業で比べた際に１,０００万円以

上減額になっていると思います。これは、令和２年

度にシンガポールで、大手の非常に大きい有名なデ

パートでの大々的なイベントを計画しており、トッ

プセールスをかけて、できた道筋を更に広げて、県

産農産物の売り込みを図っていこうという計画でし

た。ただ、今般のコロナ禍で、そのイベントはもち

ろん、シンガポールに行くこと自体ができない状況

で、９月補正において全額を減額したという状況で

した。

ただ、やめたわけではなくて、同じく９月補正で、

シンガポールの大手デパートに入っているテナント

の中や、ＥＣサイト（インターネット上で商品やサ

ービスを販売するためのウェブサイトのこと。）な

どで、実際に県産品の食材を使ったメニューを提供

してもらう形でつながりは付けています。

来年度予算を今回検討する際に、シンガポールの

状況も、コロナについては６万人弱という累計感染

者数で、シンガポール政府が不要不急の出歩きを厳

しく禁止しているなど、様々な制約もあるので、同

じような予算規模で同じような内容を提案すること

はできなかったのが実情です。ただ、シンガポール

への販路は、沖縄の輸出事業者と連携したことによ

って数年前からできた販売ルートですが、それが途

切れたわけではありませんので、沖縄での取組を少

してこ入れしながら、シンガポールの様子も見つつ、

地道な商談活動、売り込みは続けていく内容にして

います。

したがって、１,０００万円以上の減額にはなる

のですが、今年度のシンガポール事業分を除いて比

較すれば、数百万円の増という形で２,２００万円

を計上しています。

鈴木真実委員（分科員）

コロナという本当に希有な災害の中にあって、海

外との商いは非常に厳しいものがあるとは思います

が 先ほどから午前中の話もありましたが、大規

模農家がよいのかどうか、大型化がよいのかどうか、

いろいろあるとは思いますが、エンドユーザーのと

ころにたくさん県内の物を売っていくとの視点に立

ったときに、販売戦略室の役割は非常に大きいと思

います。

先ほどの福岡に行ったときにですが、販売戦略の

ための専門的な職員がいて、その熱い思いは私たち

みんなで聞いてきたのですが、やはりそういうとこ

ろがないと、一生懸命農家が頑張って作ったものを

うまく販売していくことができないことにも通じま

す。それから将来にわたる 知事もよく、今後コ

ロナの後に特に考えなければならないこととして、

食料関係の事業等については、もっと秋田県として

展開しなければならないということを言っています

が、そういう点から見ると、この室全体の予算規模

が減った部分を例えば県産農産物販売力強化支援事

業等に切り替えて、例えばＳＮＳなどをいろいろと

使ってできなかったものかと思います。ＰＲするこ

とから始まるのではないかと思いますが、その点に

ついて ただ単にシンガポールを減らしただけで

あれば、そこにはちょっと納得がいかないところが

ありますが、いかが判断していますか。

農業経済課販売戦略室長

室の業務としては、まず輸出を伸ばす事業、それ

と内説にも１つありますが、例えば首都圏などの実

需者のニーズと、現場の供給体制をマッチングさせ

る仕事が２つ目、もう一つは委員会資料にも出して

いるように農家個々の販売力を強化していくこと、

この３本立てで仕事、業務を進めています。

マッチングについては、予算規模としては非常に

小さいものですが、令和元年度 令和２年度はま

だ集計中で出ていません であれば８４１件ほど

の商談がありました。この商談というのは、実際農

産物の流通というのは、農協や市場を経由して売っ

ていくのが王道であることは間違いないわけですが、

農家としては、外食や企業と結びついて、直接販売

をして、販路を複数に広げていきたいという要望が

たくさんあります。そういったニーズに応えるため

に、東京事務所に企業開拓員、それから当室にマッ

チング推進員という専門の職員を置いて、双方のニ

ーズをすり合わせながら、販売ルートを見つけてい

くといったことを８４１件ほど、令和元年度に行い
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ました。

全部が全部うまくいったわけではなくて、成約に

至ったのはほぼ半分の４２０件です。半分でも私と

しては高いと思っているのですが、その結果９億円

ほどの販売額に結びついています。ですから、いか

に農家のためにこの仕事が還元されているかという

その効果を考えれば、予算規模は小さいのですが、

決して業務としては小さいわけではないと捉えてい

ます。

輸出についても、基本的な政策としては、いいも

のをたくさん作って、国内で確固たる地位を築いて、

産地間競争に打ち勝っていくのが大原則だと思いま

す。ですが、長い目で見れば、日本全体が人口減少

で、市場規模が縮小していきます。一方で、海外に

目を向ければ、食料需要が今後１.７倍まで増えて

いくという観測もある中で、新しい需要を確保する

ための方策として、今後輸出が非常に大きいウエー

トを占めてくると思います。

何でも輸出でよいということではなくて、農業経

営の一つの選択肢として持つべきではないかという

スタンスで進めていくのがよいのではないかと考え

ています。特に今般のコロナで、今まで普通に売れ

ていたものが突然売れなくなったという話も聞きま

すので、先ほど述べたマッチングの話で、国内の様

々な方面に販売のチャンネルを広げていくことと併

せて、農業経営の一つの選択肢として輸出にも取り

組んでいくことがあってもよいのではないかと考え

ています。

鈴木真実委員（分科員）

販売戦略室ができてから何年たちましたか。

農業経済課販売戦略室長

平成２７年からですので、今年で６年目です。

鈴木真実委員（分科員）

次長でも部長でも、これまでの６年間の成果につ

いてはいかが考えていますか。

農林水産部長

初代室長でしたが 販売戦略室ができたのは平

成２７年ですが、もともとその前に観光文化スポー

ツ部ができたときに、農産物、食品の販売系を一個

にまとめるという方向性がありました。それまでは

流通経済課や農業マーケティング室で販売の部分を

若干所管していたのですが、観光文化スポーツ部に

集約した経緯があって、一時期農林水産部から売る

ことの実質的な仕事がなくなりました。うまいもの

販売課で全部やる形になって、数年やったのですが、

やはり加工食品と農産物は、同じ食べ物でも、売る

相手もルートも違うのでなかなかうまくいきません

でした。

もう一つは農業法人が出てきて、ある程度の量を

持ち始めていますが、そうすると農協、市場に出す

ものと、自分でもっと付加価値を取りにいきたいも

の 要は市場に出せば皆同じ十把一からげの値段

になってしまいますが、もっとこだわって作ったも

のなので、直接売りたいなどという要求は当然出て

くるわけです。そこに対応するためにはどうするか

というところから始まって、やはり農林水産部の中

に売るためのアンテナがなければ アンテナのな

いものづくりをしていてはよくないということで、

平成２７年に販売戦略室ができました。

そもそもそのときは、市場流通は市場流通でよい

ので、いろいろな法人の細かいオーダーに対応して

いって販売力を付けさせ、そこから生産量を引き出

すような流れをつくることが販売戦略室の業務でし

た。その中の一番大きい業務がマッチングで、先ほ

ど草彅室長が説明しましたが、年間８００件ほど商

談して、４００件くらいが成約し、それが六、七年

積み重なってきていますので、今農業法人に行けば、

業務用で作ったり出荷するのは当たり前のようにな

ってきています。当時はあまり当たり前ではなかっ

たのです。それが当たり前になったのは、１つは販

売戦略室と東京事務所にそれぞれ人を置きながら取

り組んできた成果なのではないかと思います。

もう一つは、輸出ですが、伸びたり縮んだり一進

一退です。そもそもの話をすると、例えば米であれ

ば、国内の値段が良ければみんな国内に出したがり

ます。要は、この前までは値段が良かったのですが、

そうすれば国内に出したがって、わざわざ安くして

海外に出す必要がなくなります。また、リンゴなど

果樹ものであれば、国内に引き合いが強ければ、わ

ざわざ今目の前のお客さんを絞って国外に出す必要

はないこと、そして豊作だったり不作だったりとい

うものに左右されて、なかなか海外向けに売る形に

はなっていないというのが今までの実態、現状です。

今例えば販売戦略室の事業でいくと、提出資料１５

ページの（３）は、輸出規制対応産地ということで、

飽くまでも輸出向けの産地、品目を作っていこうと、

やっと今動き出してきました。米についても、先ほ

ど土谷委員の指摘もありましたが、外国に行けば、

日本のあきたこまちを１００とすれば、カリフォル

ニアのあきたこまちが５０で、中国のあきたこまち

が２５という値段構成になっています。なかなか売

り込みやバイヤーとのネットワークだけで売れる代

物ではなくて、超高級品になっていますので、なか

なかそこのマーケットは開けないため、もっと下の

マーケットをつくろうと もっと多重性の品種を

作って、業務用で向こうで使えるような、値段を抑

えた形で、でも日本産のものをということで、これ

は全農に中心になって取り組んでもらっています。

今後はそういう形で、最初から輸出をにらんだ生

産をしていくことにかじを切ろうということで、今
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だんだん輸出のほうにシフトしてきていると感じて

います。

鈴木真実委員（分科員）

この６年間で様々なことをしてきたことは分かり

ましたが、どんどん世界は早く変わっていますので、

それに対応したような、もっと先に進んだことを県

民も求めています。付加価値があったり、ブランド

だったり、そういう県内のものをどんどん売れるよ

うに望んでいますので、私としては販売戦略につい

ては強力に進めていただきたいと思います。東北の

中でも一番伸びたと言えるような取組をしていくこ

とで、我々秋田県の様々な課題に何か対応していけ

る、問題解決に少しでも近づけるのがこの農林水産

部ではないかということをお話ししたいと思います。

まず、今後頑張ってほしいと思います。来年度予

算は決まっているのでしょうが、その中でも新たな

展開をして、新たな種をまいていってほしいです。

節々に何かいろいろなことが起こるように頑張って

ほしいというのが私のお願いです。

農業経済課販売戦略室長

大変ありがとうございます。御指摘のように、世

界の流行や動きが日々変わっている中で、今何が海

外で求められていて売れるのかといった、マーケテ

ィングを重視した商品開発が非常に重要だと考えて

いますので、常にいろいろなアンテナを張って、海

外の情報を常に現場に落とし込みながら、生産サイ

ドでも、また、我々の販売ルートの開拓についても

臨機応変に、時流に乗り遅れないように頑張ってい

きたいと考えています。

農林水産部長

先取りというほどのものではないかもしれません

が、例えば１５ページの（２）に、「沖縄を拠点と

した」とあります。一般質問でも何件か質問があっ

たのですが、結局秋田県の農産物を海外に出すとき

に、圧倒的に十分な物量があるのは恐らく米くらい

で、ほかは、国内を主にしながらリスクヘッジとし

て少し海外に販路を持つか、若しくは付加価値とし

て販路を持つ形で、どうしても国内に重きを置いた

形になっています。そんなに大きなロット量でいけ

るほどの 青森県のリンゴのように、国内に入れ

てしまえばだぶついて大変なことになるような、そ

こまでのものはないので、飽くまでも付加価値を求

めていくという路線でいくべきなのかなと思います。

そうなってくると例えば農業法人は、ある程度小

さなロットであっても、きらりと光るものは輸出で

きるという、大砲ではなくて機関銃で細かく撃って

いくような体制をつくっていくことがいいのかなと

考えています。先ほど述べた「沖縄を拠点とした」

というのが正にそれで、国内から沖縄までの物流網

を持っているし、沖縄から海外への物流網も持って

いるし、海外向けに合うように、調理したり加工し

たり一次処理したりするような加工施設も持ってい

るという商品開発力のある会社と販売戦略室でずっ

と 割と早い時期から秋田県は結びついています。

本当はそこを拠点にして、もう今年辺りからどんど

ん取り組んでいるはずでしたが、世の中がこの状態

ですので……。そういう意味では、その会社とうま

く結びついているというのは全国的にはそれほどな

いので、もう少しコロナが落ち着いてくればそうい

う形で動き出して、いろいろな農家のきらりと光る

ものも海外に出せるような状況をつくっていくこと

をにらんだ取組を今していると御理解いただければ

ありがたいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

地域の農業法人等も、販売に大変力を入れている

ところ、入れていないところ、格差がはっきりして

います。若い人たちがネットを駆使している法人、

企業もありますが、先ほど部長が少しおっしゃった、

今県と一緒に取り組んでるという、きらりと光るよ

うな企業というのを、差し支えない範囲で紹介して

いただけるものでしょうか。

農業経済課販売戦略室長

会社ができて５年ほどと、まだ若いベンチャー企

業ですが、沖縄を拠点に、特に東アジアへの販路と

全国主要都市から沖縄への船便を中心とした物流網

があります。それから、部長が答弁したように、農

産物をカットしたり、ある程度向こうの嗜好に合わ

せて味つけをしたりといった一次加工した形で出せ

る施設を持っている企業との結びつきができていま

す。付託議案資料の（２）の沖縄の事業については、

ポップアップストア（プロモーションの一環として

期間限定で出店する店舗のこと。）の設置と書いて

いますが、こういった取組をその業者に委託して進

めていきたいと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

具体的な名前は教えてもらえないですか。

農業経済課販売戦略室長

本体は株式会社ＭＩＺＵＴＯＭＩですが、その役

員をしていた方が１００％出資の子会社をつくりま

して マーケティングと輸出関係に特化した株式

会社ＨＡＰＴＡＫという子会社ですが、そちらの会

社と連携した取組になっていくと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

県内にもそういう企業が生まれてくるようにやっ

ていただきたいと思いますが、そういう芽はありま

すでしょうか。県内企業ではどうですか。

農業経済課販売戦略室長

直接大々的に輸出に取り組んでいる企業の情報は

承知していません。いきなりこの秋田から、東京で

あれ、沖縄であれ、その企業と直接取引することは、
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ないわけではないのでしょうが、卸も含めて県内の

業者をいったん経由した形で輸出するルートも多々

あります。県内の企業、業者とも十分連携をしなが

ら、農家の立場に立った輸出ルートの開拓を進めて

いきたいと思っています。

鈴木真実委員（分科員）

生産と販売の両面をにらんだ動きが求められてい

ますので、頑張っていただきたいと思います。

佐藤信喜委員（分科員）

関連して伺います。過去に議会の視察で、シンガ

ポール、マレーシア、タイに行ったときに、シンガ

ポールだったと思いますが、おにぎり屋がありまし

た。それを経営しているところが日本から米をどう

やって輸入しようかというときに、「輸出企業も必

要だ。シンガポールで輸入する会社も必要だ。」と

いうことから、全て自前でそれぞれの会社を立ち上

げて輸出入をして、自分たちで加工して販売してい

るとのことでした。確かに今は先ほど言ったとおり、

ロットを確保していけるからこそ沖縄であったり、

大きな輸出業者に頼ってしまうわけですが、例えば

ジェトロに行けば、県内でも輸出に関して登録して

いる企業は結構あると思います。そういったところ

と連携しながら、よく使われる言葉ですが、オール

秋田で取組ができるかどうか できるできないは

調べていった結果だと思いますが、輸出する企業も、

秋田にある会社に携わってもらえるのであれば大変

ありがたいことだと思っていますが、それは検討材

料としてください。

提出資料に大潟村農産物・加工品輸出促進協議会

と書かれていますが、秋田の物を積極的に輸出した

い県内企業はあると思うのです。昔、訪ロ青年ビジ

ネスチャレンジ事業に参加して、秋田とロシアの航

路を活用して輸出に取り組もうとしている秋田県内

の商工会の青年部とロシアに行って、どんなものを

取引できるか視察しましたが、当時農業関係の販売

をしている方々も二、三人参加していました。この

方々もロシアへどんなものを輸出できるかと、いろ

いろな視点を持って参加されていたと思います。た

だ、自らが代表となって取り組むとすれば、ロット

の問題などの課題があるため、結局輸出までは至っ

ていないのですが、そういったところでオール秋田

で取り組めるのであれば、例えば１社が米だけとい

った取組をしていけるのではないかという気がしま

す。

ロシアではあきたこまちが並んでいたのですが

並んでいるといっても、２キロの袋が二、三十個

並んでいるくらいですが、これでも並んでいるとい

う表現になると思います。どこまで量的な取扱いを

するかは別として、県内で手を挙げたい企業があれ

ば、そこを例えば県が支援しながら、相談をして、

もしできるようであれば幾らか支援していくような

取組もできればいいと思います。これは今すぐとい

うことではなく、将来的に検討していただければ大

変ありがたいと思いますが、その点についてはいか

がでしょうか。

農業経済課販売戦略室長

県産農畜産物の輸出促進を進めるための整理とし

て、ロットに着目しますと、比較的大きなロットで

出しているのが全農を中心とした米、リンゴと牛肉、

若干の桃、比内地鶏といった品目に絞られています。

リンゴについても、全農が香港向けに、２０トン程

度ですが出しています。それが県内としては比較的

大きめのロットです。

それ以外に、個人の農家あるいは法人が個別の単

位で小さいロットで輸出している取組もあります。

それはそれとして意欲的な取組ですので、我々も一

生懸命応援をしていますが、小ロットで送る際の課

題として、委員の御指摘のように物流の経費が非常

にかさむこと、それから小規模で出しても、県産の

何々というリンゴだという知名度がないものですか

ら、ただ出せば売れるものではないこと、この２つ

が小さいロットで輸出する際の大きな課題だと捉え

ています。

その答えの一つとして、なぜ沖縄を起点に今年、

来年と事業を進めているかといいますと、先ほどの

説明の繰り返しになるのですが、連携している企業

が国内と海外に向けた物流網を持っているので

直に取引しようとすれば注文のたびに秋田から海外

に向けて荷物を送らなければならないので、非常に

効率が悪いのですが、東京の晴海ふ頭まで送れば、

そこから沖縄に船便で安く届けることができます。

沖縄にある程度のストックをためておくことができ

れば、小口であれ、大口であれ、その都度比較的安

い料金で送ることができる体制が築けるのではない

かと考えています。加えて、沖縄は国際物流ハブを

持っていますので、空輸するのであれば、ほぼ料金

が掛からない形で送れる場合があることもメリット

の一つと考えています。

知名度の向上については、様々な企業とも連携し

ながら、海外の嗜好をこれまでもいろいろとマーケ

ティングで調べてきました。日本ではあまり値段が

付かない小玉のリンゴであっても、こういうもので

あれば日本よりは高く換金できるなどという調査を

してきましたし、これからも少し深めていきながら、

小口であってもしっかり経営に対応できるような方

法で農家の取組を後押ししていきたいと思っていま

す。

農林水産部長

補足します。県内の輸出企業の育成についてだと

思いますが、なぜ我々が沖縄を使うかというと、今
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室長が言いましたが、そもそも国家プロジェクトと

して沖縄を物流のハブにする構想があって、そのプ

ロジェクトに乗っています。先ほど言ったＭＩＺＵ

ＴＯＭＩもいろいろな国の助成制度を使いながらそ

こでやっている会社で、秋田でそれができるかと言

われると全然次元の違う話になってしまうので、や

はり国家プロジェクトの一環であることが理由の１

つです。

また、県内の輸出企業を考えたときに、海外に輸

出するためには船に乗せるか飛行機で飛ばすかどち

らかしかありません。トラックで持っていくわけに

はいかないので、どちらかしかないわけです。秋田

県で考えると、飛行機で持っていくといっても、そ

れほど貨物を積んで飛ぶような飛行機ではないので、

残るのは秋田港です。秋田港から持っていくとなる

と、定期航路があるところで、ウラジオストクのほ

うになっていくのですが、ロシアにもたしか県内の

米が年間二、三十トンくらい出しているはずです。

それも最初のころは商業貿易課の助成制度も使いな

がら、現地での販促は販売戦略室で応援しながら、

その企業を応援して、それが今も続いている状況だ

と思います。

前に県内でも秋田港から台湾や香港に輸出をしよ

うとして、リンゴなどを持っていったりしたことは

ありますが、結局船を回してくるのにすごく時間が

掛かりました。コストもかかるし、釜山でコンテナ

を乗り換えると、そこで荷痛みが発生してしまうの

です。コンテナをつり上げて、また船に乗せ換えた

りすると、リンゴの荷痛みや食品のロスが激しくて、

海外に持っていって百貨店で蓋を開けたときにすご

く傷んだものが多く、なかなか難しい リンゴの

季節は冬ですが、冬は海が厳しい状況なので、なか

なか難しいのです。チャレンジしたことはあります

が、その辺が難しいため、結局は船で出すときには

横浜から、飛行機で出すときは沖縄から出す形に大

体なっているのが実情だと思います。

前にロシアにも一回リンゴを持っていったことが

ありますが、向こうのリンゴの管理が悪くて、リン

ゴが悪くなってしまい、クレームが来てお金を払っ

てもらえなくなったなど、いろいろとトラブルがあ

って、青果物は難しいと撤退した経緯があります。

お米はまだやり取りがあるので、秋田港から出せる

ものについては商業貿易課と一緒になって、取り組

もうとする人には応援してきている状況ですし、こ

れからも取り組もうとする人がいれば、そういう形

で応援していくことになります。

薄井司委員（分科員）

関連して伺います。今の輸出の関係で、先ほどは

生産者にもいろいろ対応して、貿易の条件や体制を

整えているとの話でしたが、それ以外に、例えば生

産する段階で、ロットの話も出てきていますが、ど

のような事業を並行してやっているのかを伺いたい

と思います。

農業経済課販売戦略室長

付託議案資料にある事業内容の（３）、輸出規制

対応産地体制整備事業は、今年度も取り組んでいる

事業の継続なのですが、今年度は台湾向けのリンゴ

を生産するために 台湾では残留農薬の基準など

が日本の基準と少し違うので、その基準に対応でき

るような防除体系をまずは確立しなければなりませ

ん。いきなり農家にやらせるわけにはいきませんの

で、県のかづの果樹センターで防除体系を実施して、

これならいけるという確信を得た上で、かづの果樹

センターのリンゴを実際に試験的に台湾に輸出して、

好評を得ています。来年は、県で確立した防除体系

を農家段階に落とし込んで、実際に農家にその防除

方法でリンゴを作っていただいて、農家自ら輸出に

出していただこうと考えています。

並行して、台湾向けの桃も検討しています。かづ

の果樹センターで、１年ずらすような形で来年は桃

の防除体系、栽培技術をまず県で実証した上で、再

来年以降、農家に落とし込んで、台湾向けの桃の輸

出体制を固めていきたいと考えています。

薄井司委員（分科員）

輸出の体制をつくるのは分かりました。今ちょう

ど桃の話やロットの話が出ましたが、実際に生産す

る量や、生産する人を確保できるのかどうかが大変

重要と思っています。以前人手不足の話を聞いたこ

とがあったので、その辺から一緒に並行しながら、

生産すること自体にある程度目も向けていかなけれ

ば駄目ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

農業経済課販売戦略室長

台湾向けのリンゴは実は初めて取り組んだわけで

はなく、１０年ほど前も鹿角を中心に一回出したこ

とがあったようですが、栽培、防除体系がいろいろ

と難しく、気を遣うことから、いったん途切れまし

た。今また過去の課題をもう一回整理して、「きち

んとできますよ。」と農家に示して、再度挑戦しよ

うとしているわけですが、なかなか実際は、今年度

の事業でも台湾の状況や技術の確立情報を農家に示

しながら、来年度もやってもらうようにお願いして

いるのですが、すぐ飛びついてくるような状況では

ありません。輸出に向けた課題をいかに、「これは

クリアできるのですよ。」と、「輸出することで農

業所得の向上にもつながるのですよ。」と、そのメ

リットをしっかりと農家に理解していただけるよう

に、説明会や研修会で説いて歩いて、一人でも多く

の農家の掘り起こしをして、最終的には組織化まで

持っていくことが我々の狙いです。

実際、リンゴの輸出といっても、個人で出してい
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る人の名前を挙げろと言われれば、実は数名しかい

ないのが現状ですので、まずは産地として形づくる

ためには、取組農家を一人でも多く増やしていくこ

とが大きな課題だと思っています。

薄井司委員（分科員）

まずは、足元をしっかりと固めてから 出口の

ほうもしっかりやって、それとともに足元のところ

を、地元の協会と密に協議しながら、ある程度予算

の確保もしていかないと、いきなり「農家の皆さん

はこれをやってくれ。」と言われても、経費がいっ

ぱい掛かった割には手取りが少なくなったとなれば

元も子もない話になるので、そこは十分協議しなが

らやってほしいと思います。

松田豊臣委員（分科員）

先ほど冒頭に話がありましたスマート農業の件で

すが、３月をめどに指針等がホームページにアップ

されるという話を伺いました。本当にありがとうご

ざいます。

その中に生産性に関する指針も網羅されていくの

でしょうか。飽くまでもスマート農業の目的は、生

産性の向上が大きな柱だと思っているのですが、そ

ういったところの内容も加味されていくのですか。

農林政策課長

正に今現在作成中ですが、それぞれこの技術を入

れれば、例えば労働時間が何％くらい圧縮できると

か、あるいは時間がこのくらい少なくても済むとか、

あるいは施設園芸であれば、単収の向上がこのくら

い見込めるとか、メーカーのカタログ値に近いもの

になってしまう部分もあるかもしれませんが、こう

いった効果が見込めるというものについてはお示し

したいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

それとともにコストパフォーマンスといいますか、

実際に高額な費用が投入されるように思いますが、

それに対して見合うのかどうかといったことも、今

回の指針で網羅されるのでしょうか。

農林政策課長

正に今御指摘の視点が本当に大事だと感じていま

す。令和元年度から今年度までの２年間で、大仙市

で水稲と大豆の一貫体系の実証、それから男鹿市で

は小菊の実証を国のプロジェクトを使って行ってい

ます。その２つについては、経営評価も併せてプロ

ジェクトの中で行うことにしていますので、その経

営面から見てどのくらいの効果があったのかと、導

入するとすればどのくらいの規模以上が適正なのか

といったことについても、網羅的には難しいかもし

れませんが、現時点で得られているもの、あるいは

試算して得られそうなものについては、御紹介はし

たいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

スマート農業に関して、県としてどうしたらよい

のだというところも今回の指針として掲載されるの

でしょうか。

農林政策課長

スマート技術を活用して、今後の秋田県の農業は

このようになってほしいという思いを込めて今作っ

ていますので、目標といったところではないかもし

れませんが、スマート技術を活用することによって、

例えば土地利用型であれば経営規模の限界を少しで

も超えていくことや、施設物であればより高収益な

経営を目指していくことといった目指すべき姿

定量的なものではなくて概念的なものになるかもし

れませんが、スマート技術を入れることによってこ

ういった姿になってほしいというものは示したいと

考えています。

松田豊臣委員（分科員）

それを見たときに、農家の方々の意欲を沸き立た

せるような内容にしてほしいと思いますので、よろ

しくお願いします。

変わって、３３ページのメガ団地等大規模園芸拠

点育成事業について伺います。令和３年度で各園芸

メガ団地が４０か所、しいたけ団地が１０か所、合

計５０か所になるわけですが、令和３年度が終わっ

た段階で、この整備事業を施した面積はどのくらい

になるのでしょうか。

園芸振興課長

メガ団地を整備した面積ですか。

【「はい」と呼ぶ者あり】

園芸振興課長

後ほどお知らせします。

松田豊臣委員（分科員）

それとともに全体の農業面積における割合も教え

てほしいと思います。

質問を変えます。この事業は、令和３年度で一応

最終年度になりますが、今後この事業は非常に重要

な事業だと、当然農業生産額を拡大する意味では必

要な事業だと思いますので、令和４年度以降はどの

ような形になっていくのか教えてほしいと思います。

園芸振興課長

メガ団地は令和３年度までですが、令和４年度は

新しい総合計画や今度の農林水産ビジョンなど、計

画策定の時期になりますので、令和３年度中にこれ

までの事業の検証等をして、いろいろと今後の方向

性を考えていきたいと思います。ただ、本県の強み

の農業を強化するためには、園芸や畜産にシフトし

ていくという方向性は、新しい計画でも恐らく変わ

らないと考えています。

そういう中において、メガ団地は、ある程度現場

に広く浸透してきています。また、農家や農業団体

のやる気を引き出していますので、今この段階、現
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状で看板を下ろすことはなかなか厳しいのではない

かと思っています。

ただし、今後の在り方を考えるに当たって、今は

基本的には平場等で整備を中心に実施していますが、

今後は例えば中山間地域でも圃場整備を進めていく

方向になっていますので、中山間地域の辺りでも園

芸振興を図れるように新たな視点も入れながら、園

芸産地の振興を図っていく方向で考えています。

松田豊臣委員（分科員）

部長、その辺はどのような形なのでしょうか。

農林水産部長

今課長が言ったとおりですが、今回の知事答弁の

中でも、今までの成果 メガ団地だったり畜産の

団地だったりが秋田県をずっと押し上げてきました。

こういう基本路線は踏襲しつつ、スマート農業、圃

場整備を進めていくという答弁をしていますので、

方向性としてはそうなると思いますし、この後も圃

場整備を毎年８００ヘクタールずつすることになっ

ているので、当然ながらそこで園芸振興もセットに

なるのは自然な考え方だと思います。

その中でも先ほど課長が述べたように、今度は中

山間地域のほうも進めていくので、そうなったとき

にメガという面的な大きさは取れるのかという、物

理的な問題もあります。その辺は考えていかなけれ

ばいけないので、中山間地域の圃場整備したところ

の園芸振興をどうするかが、これからのテーマにな

ると考えていて、どのようにしようかと今いろいろ

頭のトレーニングをしています。方向性はこのまま

この形でいくことになると思います。

松田豊臣委員（分科員）

秋田県の農業で、これからの食料基地ということ

を考えたときに、生産の拡大に非常に大きな意味合

いがあると思っていますので、是非ともよろしくお

願いします。

別の質問ですが、新品種米の話について、１点だ

け教えてください。提出資料３２ページの令和３年

度スケジュールを見ると、プレデビューキャンペー

ンが１１月から始まっていくとの説明ですが、ブラ

ンドとして、また今後の展開を考えたときに、一番

重要なファクターは価格だと思うのです。価格の設

定について、いつの段階でどのように決めていく考

えですか。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

正に委員の御指摘のとおり、価格をどうするかが

ブランド化戦略（秋田米新品種ブランド化戦略）の

最も重要な肝の一つであると認識しています。昨年

３月にブランド化戦略を策定し、その戦略において

は、新潟県産の一般コシヒカリ並みの価格 首都

圏における店頭小売価格でいえば、あきたこまちが

４００円を下回るくらいですが、新潟の一般コシヒ

カリは４５０円くらいで、これくらいのところをま

ずは目標にスタートし、消費者の評価と信頼を積み

重ねていくことによって少しずつアップしようとい

うことを大まかな方向性として進めることになると

思います。

松田豊臣委員（分科員）

具体的には、１１月くらいに価格を決定すると思

いますが、そのときに今室長が説明したような形で

いったん走っていくことになるのですか。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

もしかしたら農家の概算金についてのことかと思

いますが、今は全農秋田県本部ともいろいろ話をし

ていまして、まずは小売価格は、その戦略で打ち出

された方向性に沿った形で設定することになると考

えています。ただ、農家概算金がどれくらいになる

かについては、流通段階でお世話になる卸売業者や

小売業者の利益も十分に確保しなければならないの

で、すぐには出せません。恐らく８月頃に、全農の

運営委員会の中で協議が始まって、実際に概算金が

出てくるのは９月以降になると考えています。

松田豊臣委員（分科員）

最初の値段というのは非常にインパクトがあるも

のですから、本当にしっかりと審議をしていただき

たいと思いますのでよろしくお願いします。

委員長（会長）

審査の途中ですが、暫時休憩します。再開は午後

３時とします。

午後２時４９分 休憩

午後２時５８分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、議案に関する質疑を行います。

園芸振興課長

先ほどの松田委員からの御質問ですが、令和３年

度までのメガ団地のトータルの面積は、６６０ヘク

タールになります。全体の野菜等の面積に占める割

合は２６％ほどになります。

鈴木真実委員（分科員）

提出資料３３ページのメガ団地等大規模園芸拠点

育成事業について、先ほど松田委員から、令和３年

度の後はどうするのかという非常によい質問があり

ました。それに対して部長から、平場だけではなく
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て、今度は中山間地域にも何かやるべきことを考え

ていきたいといった答弁があり、私は、非常にあり

がたい発言だったのではないかと思います。平場に

おいては、田んぼの流動化によって、７５．４％が

担い手に集中していて、令和５年度までに９０％集

積したいという目的があると先ほど話がありました

が、受け手がありがたがっていて集積が進んでいる

のは平場の農地で、中山間地域はなかなか皆渋い顔

をしている状況にあります。

そういう中で、中山間地域の奥のほうで取り組む

とのことだったのですが、どのようなことを考えて

いますか。これから考えることだと思いますが、非

常に期待したい事業だと思いますので、よろしいで

しょうか。

園芸振興課長

中山間地域で圃場整備を進めていくといっても、

やはり平場に比べて面的な大きさは全然違うと思い

ます。その中で、いかにして園芸振興を図っていく

かとなると、ある品目を作るにしても１地域だけで

はロット等が不足するので、できれば広域連携で、

例えばＡ地区、Ｂ地区、Ｃ地区で栽培技術を統一し

て、ある程度売り先も定めながら そういった意

味で広域連携でロットを集めて、１つの品目を作り

上げていくような考え方です。これまではどちらか

というと平場で大規模面積で支援してきたとありま

すが、これからは中山間地域でも、きらりと光るよ

うな品目を支援していくというようなメッセージも

込めながら取り組んでいきたいと思います。

だからといって、平場から手を離すわけではなく

て、その辺は平場と中山間地域でめり張りを付けな

がら、今後の事業を考えていかなければならないの

ではないかと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

本当に高齢者が多くなっていて、耕作されていな

い農地も多くなっていく中で、そういう今後の在り

方の提案は、もしここでたくさんの農家の方が聞い

ていれば喜ぶのではないかと思います。

令和４年度から取り組むので、来年度に動くので

はないかと思いますが、提出資料１ページ、２ペー

ジ目の重点推進事項ではどの辺りを指しているのか、

見ても分からないので、教えてください。

園芸振興課長

２ページの６の①、一番下のところですが、「中

山間地域におけるオール秋田での園芸振興」という

ところで、中山間対策として、そういったことも取

り組んでいきたいと今考えています。

鈴木真実委員（分科員）

メガ団地も、秋田型メガ団地という言葉がありま

すよね。秋田型何でしたか。

農林政策課長

農地集積と圃場整備を併せてあきた型ほ場整備と

先ほど答弁させていただきました。

鈴木真実委員（分科員）

あきた型ほ場整備という言葉が本当に自慢できる

言葉として全国でも評価されていますので、これも

また、秋田型中山間農業みたいなものをどうかつく

り上げていってほしいと思います。

それで、これに私が賛同していますのは、先ほど

農林政策課長から、農地集積が７５％実績として上

がってて、令和５年度には９０％を目指すという話

がありましたが、農家からは、「集積するのはよい

が受け手がいなくなっている。高齢化している。」

と聞きます。先ほどの、高齢化や死亡など３つくら

いの不安要素がある中で、皆さんから集約型の集積

ということを要望されるのですが、これについては

どのくらい進んでいるのですか。これが必要だとい

うことは皆さん誰もが分かっていると思いますが、

現状はどうなっているのか教えてほしいと思います。

農林政策課長

集積と集約で言い分けています。集積については

正に担い手が農地を耕作しているかどうか、集約に

ついては面的にまとまっているかということで使い

分けています。集約についてはなかなか数量で表す

ことが難しくて、指標としてなかなか言いづらいの

ですが、ただ現状として、御指摘のように、集積は

進んでも面的にまとまっていないので、結局あちら

こちらと移動に時間が掛かって、コストもかかると

いう実態があると思います。

昨年の春夏秋に農業公社（公益社団法人秋田県農

業公社）で各市町村にキャラバンをかけて、農業公

社の理事長が自ら各市町村首長を訪れて、機構の活

用であったり、農地集積であったり、あるいは５年

後、１０年後のその地域の農業をどう考えるのだと

いう話も併せて各市町村を回りました。その中でも

同じように、集積は進んでいるが、集約がなかなか

難しいという問題提起をこちらからもしていますし、

先方の市町村からもあります。受ける人は仮に１法

人であったとしても、出し手の農家があちらにもこ

ちらにもいるような現状からだんだん集約が始まっ

ていきますので、一朝一夕に面的にまとめることは

難しいのが現状と思っています。

ただ、そのきっかけとして、圃場整備が入れば法

人を立ち上げてそこに面的に 圃場の形から変え

て面的にまとめることもできますので、圃場整備の

力は大変大きいと感じています。

鈴木真実委員（分科員）

今あきた型ほ場整備をやると、受益者負担もゼロ

になるという一番列車のようなところがありますの

で、どうかそこが進むようにやってほしいと思いま

す。
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先ほどの園芸振興課の中で１つ例がありまして、

五城目町でタマネギを生産している法人があります。

そこに若者が就職 ほかのこともしているのです

が、若者が新規就農してきて、そこの地域に２人入

ったそうです。そういう波及効果、好影響がもたら

されるよい事例ではないかと思いますので、最初は

点かもしれませんが、それが線になって、面につな

がっていくように頑張ってほしいと思います。

園芸振興課長

いろいろと広域的に取り組んで、ある程度の価格

を得られるような品目はどういったものかというの

は今後検討していきますが、そういったことも踏ま

えて、若者も意識しながら考えていきたいと思って

います。

川口一委員（分科員）

今回の当初予算は骨格予算ということで、各部局

ともかなり厳しい内容になっていると思いますが、

農林水産部にしてみれば、骨格予算の割に、県の基

幹産業である農業にかなり重点的に予算配分してく

れたのではないかと思います。その点はどうでしょ

うか。

農林政策課長

今御指摘いただいたように、令和３年度予算は骨

格予算として全庁的に組んでいまして、全庁全ての

予算を見ると、前年度と比べて３％の減です。

農林水産部については、実は当初予算だけを比べ

ていくと１３％ほど減少していますが、これは飽く

までも当初予算の分で、昨日審議いただいた補正予

算に、実際には繰り越して令和３年度に執行する補

正予算が相当付いています。この補正予算と当初予

算を一体に実際は執行していきますので、この執行

ベースで考えると、骨格予算でありながら、ほぼ前

年並みの実際執行ベースを確保していますので、現

場の要望に十分に対応できる予算措置の準備はでき

たと考えています。

川口一委員（分科員）

これまでいろいろな補正予算等を計上してもらっ

て、その辺のやりくりの中身は私はよく分かりませ

んが、補正を合わせると前年度ベースほどの事業を

しているのではないかと思います。４月からすぐ執

行できるとのことで、ありがたい予算になっている

と思います。

令和３年度の農林水産部重点推進事項の中で、こ

れまで頑張ってきて非常に成果の上がった分野の実

績や事業成果が出ていました。これからは第３期プ

ラン（第３期ふるさと秋田元気創造プラン）の総仕

上げとして令和３年度は頑張っていくとのことです

が、およそこの３期プランの総仕上げに、皆さんが

考えていたようなところまで来ているのか、来てい

ないのか、まだもう一年あるのですが、その辺はど

うでしょうか。

農林政策課長

現プランの目標として、いろいろな項目があるわ

けですが、その中には既に目標達成しているものも

ありますし、まだ達成していないものもあります。

農業を全体として見たときに、農業産出額を、平成

３３年ですので令和３年に、１,８８８億円にする

という目標をこの３期プランをつくる時点では掲げ

ていました。農業産出額はどうしても遅れて出てき

ますので、今はまだ平成３０年分がやっと明らかに

なって、恐らく間もなく平成３１年分 令和元年

分が出ると思います。プランの目標を達成している

かどうかについては、あと２年くらい待たないと正

確な評価はできませんが、恐らく令和元年も農業産

出額は上がっていると期待していますので、３期プ

ランで掲げた目標に対して、もちろん分野によって

様々な凸凹はあるにせよ、方向性としてはあるべき

姿に向かって進んでいるのではないかと評価してい

ます。

川口一委員（分科員）

これまでも本県の農業産出額をアップさせるため

にいろいろな事業を立ち上げて、その成果が着実に

数字として出てきたわけですから、今課長が話した

とおり期待をしているわけですが、皆さんと農家の

方々の目標に対する意識の高揚が成果として現れて

きていると思います。これをまた、３期プランの先

を見据えて頑張っていけば、東北最下位からの脱出

ができるわけですから、いろいろなコロナの影響も

ありますが、集中と選択として各地域振興局単位で

戦略作物をもう立ち上げていますので、そういうと

ころを伸ばしていくような戦略をとってもらえれば

ありがたいと思いますが、その点はどうでしょうか。

農林政策課長

全体の目標としては、先ほど農業産出額を申し上

げましたが、例えば日本一を目指して、枝豆やシイ

タケやネギなどを頑張っていくこともその中にあり

まして、令和元年で枝豆は日本一を奪還しましたし、

シイタケも３冠王を達成しました。こういったこと

が恐らく実際の現場にも、オール秋田での頑張りで

その目標を達成したというメッセージにもなると思

っていますので、引き続きこの路線を推進していき

たいと思います。

川口一委員（分科員）

秋田米をリードするサキホコレがデビューして、

ここに来てこの計画が、今の米政策の米余りの状況

にこれから入っていくような感じがしますが、基本

的には当初の計画から変更しないでこのままいくと

いう認識でよいのですか。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

令和元年辺りまでは、米価の値上がり、それから
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の高値という、米販売にとっては望ましい状況が続

いていて、令和２年産からやや下がり目です。この

傾向は各産地の主要銘柄のみならず、高級米にも該

当する話で、近年デビューした高級米の中でも値を

下げているものがあります。

ただ、そうした中にあって、例えば山形県のつや

姫や、北海道のゆめぴりか、こうした米は価格の維

持に成功しています。その背景には、例えば安定し

た高い品質の米だけを出荷することによる消費者の

信頼であったり、厳格な生産量のコントロールによ

り品薄感を醸し出して値段を維持する需給管理があ

ります。こういうところは正にサキホコレの、先ほ

ど述べたブランド化戦略の骨格です。この方針を適

格に推進することで、苦しい中ではありますが、十

分高級米市場に定着していけるものと思っています。

川口一委員（分科員）

普通の米と違って、ブランド化に重点的に取り組

みながら、そしてまたあきたこまちはあきたこまち

で優れた米ですので、そういう中での米の戦略とい

いますか、新しいお米を計画どおりどんどん伸ばし

ていって、秋田米の銘柄を更に確立していく方向で

進んでほしいと思っています。ただ先ほど松田委員

からも、米の値段をこれからどのように位置づける

のだと指摘がありました。新潟県のコシヒカリとの

間に挟めようとするような答弁でしたが、その辺を

重視しながら、ある程度の価格を維持して売ってい

くような販売スタイルにしてほしいと思いますので、

その点についてもう一度お願いします。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

秋田米をリードする、将来的には全国のトップを

目指す高級米としてブランドを育て上げていきたい

と考えています。まずは、新潟県産一般コシヒカリ

並みの値段からスタートし、将来的には全国トップ

レベルの価格帯を狙っていきます。この方針につい

ては、情勢の変化はありますが、今後の基本的な取

組の方向性として、このまま続けたいと考えていま

す。

川口一委員（分科員）

現在米をめぐる情勢がかなり厳しい状況にあると

思っていましたので、令和３年度の先行作付、そし

て４年度の一般作付を、面積を確保しながらどんど

ん走っていってほしいと思います。農家にとって先

行き不透明にならないような方向性で力を入れて進

めてほしいと思いますし、米農家の方々もいろいろ

なことを考えながら基本に沿って取り組んでほしい

と思います。

この米政策の中で、今度は主食用米から飼料用米

への転換が重要になると思います。新規事業で主食

用米から飼料用米に切り替えていくとのことで、こ

れは水稲作付転換面積支払のイメージ図のように、

収入合計は１反歩１２万２００円をめどにしている

とのことですが、主食用米の令和３年度の値段がど

う左右されるかに備えてこういう事業を出してきた

と思うのです。

これは、今まで作付した主食用米の面積のおよそ

何％くらいを飼料用米に求めているのか、その辺の

数字があったら教えてください。

水田総合利用課長

主食用米が大体７万ヘクタールほどありまして、

飼料用米が令和２年で１,５７４ヘクタールですの

で、かなり少ない割合になります。過去には、平成

２８年ですが、一番多かった年で３,１５３ヘクタ

ールというときがありますので、まずは３,０００

ヘクタール程度までは、実績が既にありますので、

対応できるものと見込んでいます。

川口一委員（分科員）

主食用米の値段によって、米農家も、今年の米の

作付をどうしようかと今悩んでいる時期だと思いま

すが、平成２８年度の３,５００ヘクタールまで持

っていくとすれば、地域性があると思うのです。私

の地元の県北では、畜産農家等に飼料用米が提供さ

れて、いろいろな銘柄の畜産物が生産されています

から、これはもう少し広く、県北一円くらいのスタ

イルに持っていってほしいのですが、そういう点を

県ではどのように考えていますか。

水田総合利用課長

今年の飼料用米の作付面積は、トップのほうから、

大館市、鹿角市、北秋田市という形で、やはり県北

が多くなっています。ただ、そうは言っても主食用

米がかなりだぶつきそうな見通しになっていますの

で、この２９ページの新たな事業については、県北

だけではなくて、県内に広く推奨していきたいと考

えています。

川口一委員（分科員）

そうしなければ、なかなか飼料用米にシフトして

いく米農家が生まれないと思います。ＪＡから米の

作付の計画を早く提出するように指導があったり、

主食用米の買上げについて説明があったりするのが

今の時期であろうと思いますので、こういう取組を

早く出して農家に浸透させていき、主食用米から飼

料用米に転換して、それでだぶつきを抑えるのはよ

い施策だと思います。そういう点で、これまでやっ

てきた経験もあるわけですから、更に伸ばしてほし

いと思っています。

それから、畜産のほうが残っていますので伺いま

す。このたび鹿児島県で開催される和牛の全共（第

１２回全国和牛能力共進会）のスケジュールが大体

見えてきましたが、鹿児島全共に向けた秋田県の取

組等は、順調にこれまで推移してきましたか。

畜産振興課長
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鹿児島全共は、再来年度の１０月ということで、

それに向けたスケジュールは示したとおりですが、

それに向けた今年の実施分は順調に進んでいますし、

来年度も記載のとおりです。上位入賞を目指して頑

張るのは前回と同様ではありますが、前回と違うと

ころは、やはり改良が進んでいまして、もちろん秋

田県だけではなく全国レベルも上がっているわけで

す。ただ、それを全国で一堂に会して比較する場が

なかなかないため、どの程度かは正直言ってなかな

か分かりません。

ただ、４０ページに記載しているスケジュールの

中に書いた１、２、３、６、７、８という区に今回

秋田県で出品するのですが、その中の例えば８区

これは２回前の大会で秋田県が第２位を獲得した

分野です には義平福の直系の息子の牛を出しま

す。７区は新たに設けられた区で、オレイン酸とい

った脂肪の質を評価する群になるわけですが、ここ

は義平福の孫を出品するということで、いずれ義平

福の直系もその孫についても、今までにないくらい

レベルが高いということが１つ目です。

それから、２つ目は、今回出品に向かう生産者の

方々が、まず長崎（第１０回大会）で入賞した３人

はもちろん取り組みますし、そのほかにもう３人取

り組みますが、その方々も全国の枝肉共励会等で優

秀な成績を収めている方ですし、宮城（第１１回大

会）では初めてだった方も今回２回目になりますの

で、経験値が上がっているところは今回の強みだと

思っています。

３つ目としては、繁殖農家の方々に協力いただい

て、前回よりも もっと言うと前々回よりもです

が 出品牛を作出するときに若い雌に集中して種

つけをして、今子牛が生まれてきています。若い雌

ですと乳量が多いので、子牛の発育がより順調にな

るところが評価されますし、もちろん若ければ若い

ほど改良が進んでいるということもあります。

以上のように、よい種雄牛ができている、そして

肉牛の生産者の方々も経験値がある、それから若い

雌からたくさん生まれているといったところを今回

の強みとして、この後順調に進めていければと考え

ています。

川口一委員（分科員）

早いもので長崎の全共からもう１０年が経とうと

しています。今思い出せば本当に長崎ですばらしい

成績を残して、その後仙台ではちょっと残念な結果

でしたが、是非また来年の鹿児島全共は、畜産農家

のみならず、県民が楽しみにしているオリンピック

ですから、頑張ってほしいと思います。

畜産農家の方々も、若手の後継者がかなり増えて

きていて、そういう点では心強いところがあると思

いますので、よろしくお願いしたいのですが、ただ、

１年に１回行われている畜産まつり（あきたの畜産

・市場まつり）も、去年はコロナの影響で中止にな

って、なかなか一堂に会してのお祭りがなくなって

います。何らかの形でまたその地域が盛り上がりを

見せるような企画をしていただければ大変ありがた

いのですが、いかがですか。

畜産振興課長

いつもと違って規模を縮小して開催したので、な

くなったと認識されてしまったようです。今年度に

関しては、義平福の顕彰碑の除幕式を兼ねて、その

傍らで、コロナを考慮した形で小ぢんまりと開催さ

せてもらっています。いずれ市場まつりも、それと

同時開催した顕彰碑並びに牛を集めた展示研修会も

それぞれ関心が高く、来年はできれば、コロナ一過

の後で、例年以上に盛大に開催して、それを中心に

しながら、また生産者の意欲向上につながるように

進められればと思っています。

川口一委員（分科員）

大変失礼しました。委員長が出席して、除幕の席

にいたことは聞いていましたので、大変申し訳ない。

義平福の立派な顕彰碑もできて、その息子等も頑張

っていますから、県産牛の種雄牛造成事業等にも力

を入れていかなければ……。他県はもっと頑張って

いるわけですから、今まで以上に取組を強化してほ

しいと思います。

小松隆明委員（分科員）

今畜産振興課長から大変心強い見通しを聞きまし

た。振り返ってみますと、前回の宮城全共の後、当

時の課長にその反省を聞いてみたときに、雌牛の部

分がちょっと力がなかったためにこういう結果にな

ったと反省の弁を述べた後に頭を丸めたので、大変

思い出に残っています。いずれそのときに担当課長

が言われたように 先ほどの説明を聞いて意を強

くしたわけですが そういう点に関しては、反省

点を踏まえて改良に改良を重ねてほしいと思います。

やってみなければ分かりませんが、来たるべき鹿児

島全共はそれなりの出展をして、好成績を収められ

るだろうと解釈してもよろしいでしょうか。

畜産振興課長

前課長が宮城全共での反省をしっかり踏まえて道

筋を付けてくれました。そのおかげで今、３９ペー

ジの（２）にある繁殖雌牛資質向上事業で、県内の

よい雌牛を確実に保留したり、県外からよい牛を引

っ張ってきたり 義平福のお母さんももともと鹿

児島県から連れてきた牛ですし、そういった意味で

も雌牛を充実させることを、宮城全共以降ずっと強

力に行っていますので、間違いなく雌牛のレベルは

上がっていると考えています。

成績上位というところは、今後頑張らせていただ

きたいと思います。
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薄井司委員（分科員）

関連ですが、４０ページの（２）の事業の

５,０７４万２,０００円の予算の関係で、委託料の

３,８７４万６,０００円はどのような委託といえば

よいか、どんな形で支出されているのですか。

畜産振興課長

ここは、３９ページの（２）のウの受精卵の安定

供給と繁殖技術向上支援という部分になります。県

有牛飼養管理委託４２頭とありますが、県で雌牛を

４２頭所有していて、この所有している雌牛を農業

公社に委託して飼養管理をしていただいています。

飼養管理していただいている雌牛に県有牛の優秀な

精液を付けて、そこから受精卵を回収して、県内の

肉用牛農家あるいは酪農家によい受精卵を供給して、

その後によい肥育素牛あるいは繁殖素牛を生産する

といったことに使っている予算です。

薄井司委員（分科員）

農業公社で全部やっているということ これを

１頭当たりで計算するとかなりの単価になりますが、

技術的に難しいものなのですか。

畜産振興課長

４２頭預かっているということ 当然３６５日

預かります。この中には人件費も含まれますし、飼

料代も含まれますし、繁殖牛を適正に管理して分娩

をさせたり、人工授精をしたりといった技術的なこ

とも含まれます。その意味では、固定費が大分掛か

るところなのですが、少しずつ減らさせてもらって

いるのが実情で、何とかぎりぎりのラインで今やっ

ていただいている状況です。

薄井司委員（分科員）

分かりました。引き続きこの後も、農業公社と協

力しながらやっていくということでよろしいですね。

当初予算内容説明書の１０２ページですが、研究

活動費のところに、新規課題として２４課題との記

載があります。試験場で行っていると思いますが、

主なものとして、どんな課題が新規で上がっていま

すか。

農林政策課長

研究活動費として２億４,０００万円を計上して

いまして、新規課題もその中にあります。主なもの

を紹介しますと、例えば農業試験場であれば、最近

密苗栽培が広まってきていますので、密苗栽培に対

応した防除体系の研究開発であったり、あるいは労

働力不足が全ての作目で課題になっていますので、

労働力不足に対応した園芸振興の方策を探るもの、

それから、これは外部資金を活用することになりま

すが、今、枝豆日本一を掲げて頑張っているわけで

すが、収穫の際のロスが少し多いと聞いていますの

で、新型のコンバインの現地実証などといったこと

に取り組もうとしています。

いずれ新規課題と申しても、全く新規かというと

そうでもないものもかなりあります。研究課題は、

３年から５年くらいのスパンで１回研究を行います

が、その期間で終わり切らない課題も多々あります

ので、その次の第２クールとして、３年から５年く

らいの期間をまた設けて、引き続きの研究ですが、

新規課題として取り組むものも中にはあります。

薄井司委員（分科員）

細かい話をして申し訳ないですが、継続課題はど

のようなものですか。

農林政策課長

継続課題については、例えば、令和元年から令和

５年までの間をこの課題の期間として設定したもの

であれば、来年度は３年目ですので、継続課題とい

う扱いになります。

薄井司委員（分科員）

各施設でいろいろな研究をしているのですが、や

はり研究した成果はそれぞれ役に立てていかないと

駄目だと思いますので、例えばこういう試験結果に

基づいて、ここの役に立っている、結果が現れてい

るという分かりやすい例がもしあれば教えてくださ

い。

農林政策課長

例えば平成２２年から極良食味米の開発に取り組

んだ結果、昨今名称発表したサキホコレの、令和４

年のデビューにつながっているということがありま

す。今最も県民に親しまれている研究開発の成果と

すれば、まずはそういったものがあるかと思います。

また、そのほかにも例えば花粉が出ないシンテッ

ポウユリが昨年度デビューしています。それから枝

豆ではオリジナル品種も次々出てきていますし、ス

イカのチッチェシリーズも出てきていますので、そ

ういった育種関係では特に成果が現場にも出てきて

いると感じています。

薄井司委員（分科員）

去年と比べればすごく予算を落とされています。

いろいろな形で成果が出ている状況の中で５００万

円くらい落ちていますが、課題を解決していくため

の事業への影響はないのですか。

農林政策課長

この研究活動費は、令和２年度当初予算では２億

４,５００万円ほどでした。今回の令和３年度では

２億４,０００万円となっていますので、２.２％ほ

どの減少となっています。研究活動費については、

内訳を見ますと、１億７,０００万円くらいが諸収

入ということになっています。

県の一般財源で行う研究ももちろんありますが、

どうしても財政的に厳しい状況もありますので、外

部資金を獲得して、その外部資金を活用した試験研

究を拡大してきているのが実情です。来年度の計画
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を立てた上で、この２億４,０００万円で今計画し

ているものが賄えるという前提で計上しています。

薄井司委員（分科員）

１億７,０００万円も集めてくるのは、研究する

よりもすごく労力が必要ではないかと思いますが、

主にどういったところから研究費を集めてきている

のですか。

農林政策課長

大きなものは、国の研究機関である農研機構（国

立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

の資金を有効に使わせていただいているものが多い

と思います。

薄井司委員（分科員）

分かりました。かなり成績をしっかりと出さない

と、今度はなかなか採択されないことも出てくると

思いますので、今後も研究成果を、世の中にサキホ

コレのように出していただければと思います。

鈴木真実委員（分科員）

水田総合利用課長に、新規事業ですので、すごく

大事かと思って質問します。先ほど川口委員から、

２９ページの水田作付転換緊急推進事業の質問があ

りました。これは余剰米について非常に危惧してい

て、その点について県としても一手を打ったという

ことですが 余剰米というか、余り米というので

すか。

【「在庫」と呼ぶ者あり】

鈴木真実委員（分科員）

在庫米を減らすために、いろいろと販売もするの

ですが、国でも何か事業があるとのことですので、

説明してもらえますか。

水田総合利用課長

確かに今需給が緩んでいますので、できるだけ主

食用米を作らないようにと、様々な政策が打たれて

います。国の事業を少し説明しますと、水田リノベ

ーション事業という事業があります。飼料用米では

なくて、加工用米や輸出用米といったものに転換を

して、いわゆる実需ときちんとつながった売り先が

あるお米であれば、１０アール４万円を支援すると

いう制度が新しくスタートしています。

主なものはそういった形になっていますが、ほか

にも２月補正の追加提案で示しましたが、大豆の生

産力を上げようと、大豆の団地化を進める取組や、

新しい技術に取り組めば１０アール１万５,０００

円で応援して、機械物は２分の１で応援するという

ような、要は米以外のものにつながるような大きな

２本立ての事業が示されている状況です。

鈴木真実委員（分科員）

県内の農家の方々はみんなそれを知っているもの

でしょうか。

水田総合利用課長

国のホームページ等のＰＲと、それから県でも、

各市町村の地域農業再生協議会を通じて、ＰＲに努

めているところですので、市町村、ＪＡはもちろん

ですが、通じて農家の方々にもこういった情報はつ

ながっているかと思います。

鈴木真実委員（分科員）

先ほどの金額を聞いただけでも、県が今回提案し

ている１万５,０００円の交付金と比較して、４万

円となると飛びつくような気がしますが、それは申

請すればすぐもらえるものでしょうか。

水田総合利用課長

実は普通の生産調整絡みの補助金であれば、例え

ば飼料用米を作った人はほとんどの方が先ほど説明

したお金がもらえる仕組みであることが多い中で、

先ほど説明した水田リノベーション事業については、

各再生協議会ごとにポイント制で採択が決まってく

る事業です。つまり採択になった再生協議会管内の

農家はもらえますが、採択にならなかった再生協議

会の農家はもらえないということが起こり得る事業

です。全国で２７０億円という予算規模で、これは

決して多い額ではありませんので、非常に競争率が

高くなるものと見込んでいます。

鈴木真実委員（分科員）

では、秋田県内の農家のほんの一部の地域農業再

生協議会ではもらえて、あとは駄目になる可能性も

あるわけですね。これは仕方がないのですか。

水田総合利用課長

これは国の事業の中での話で、県が独自の財源を

持っているわけでもありませんので、やむを得ない

部分があると認識しています。

鈴木真実委員（分科員）

農林水産委員としては、皆もらえればよいと非常

に思いますが、国の予算、県の予算がいろいろあり

ますので、農家の方が最大限納得して進めるように、

それから幾らでもお金を助成してもらえることは望

んでいると思いますので そうではなくても経営

というのは苦しいので 十分配慮してもらいたい

と思います。

それで、国の事業は、一方的に示された事業なの

ですか。

水田総合利用課長

国の予算ですので国会審議を経て出てきているわ

けですが、この情報については、かなり前から出て

きたというよりは、主食用米からの転換をどう進め

るかという大きな政策課題の解決策の一つとして、

今年度の第３次補正予算と一緒に、一体的に示され

てきた経緯があります。

鈴木真実委員（分科員）

分かりました。そういう形もあり得るということ

ですね。これもまた緊急で、単年度予算と考えても
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よろしいのですか。

水田総合利用課長

来年度はありますが、再来年度 令和４年度に

あるかどうかは、今の段階ではまだ明らかにされて

いません。

薄井司委員（分科員）

先ほど川口委員から財政的な質疑があって、執行

ベースで前年並みという状況であったと思います。

この中身を見てみますと、基金から結構取り崩して

いるという内容だと思いますが、令和２年度末で大

体どれくらいの基金が積み立てられていたのですか。

農林政策課長

農林基金のお話でよろしいでしょうか。

薄井司委員（分科員）

農林漁業振興臨時対策基金です。

農林政策課長

まず基金全体として、平成３０年から３０、３１、

３２、３３の４年間で７０億円を積んでいます。こ

のうち平成３０年で１８億円くらい、令和元年で

１７億円、令和２年では１３億円ほどを執行する予

定ですので、残りが２０億円ちょっととなります。

薄井司委員（分科員）

今現在、令和３年度末で２０億円が残る計算です

よね。

農林政策課長

令和３年の執行を見ずに、令和２年度末で２０億

円くらいが残っていることになります。

薄井司委員（分科員）

いろいろな事業を組み立てる上で、基金を非常に

有効に使ってきたと思いますが、令和３年度に執行

して、今度令和４年度になれば、恐らく歳入の面で

も予算がかなりきつくなってくるのではないかと思

います。令和３年度末にある程度積み立てて次の段

階にいけるように、財源を確保する方向で行かなけ

れば……

【「１００億積めばいい」と呼ぶ者あり】

薄井司委員（分科員）

１００億円積めという意見もありますが まず、

そこはある程度積んでいかないと、農業に力を入れ

ている中で担保するものがなければなかなか難しい

と思うのですが、いかがですか。

農林政策課長

この農林基金は条例に基づいて設置していまして、

現条例での設置期限としては令和３年度末までの基

金ということになっています。基金自体は平成２３

年から設けていまして、２回ほど延長していると思

いますが、前回平成２９年に延長した際には、米の

生産数量目標の配分の仕組みが変わって、その後自

走するまでもう少し期間が必要だということと、そ

れから未来への投資も必要だということで、４年間

延長させていただいた経緯があります。

現在３期プランがまだ１年残っているわけですが、

おおむね順調に進んできていると評価をしていまし

て、現在の時点では、基金については、このまま条

例どおり令和３年度末にいったんなくなるものと考

えています。

基金があってもなくても、いずれやっていかなけ

ればならないことは、令和３年度までと令和４年度

以降で変わるわけではないと考えていますので、仮

に基金がなくなったとしても、その分一般財源で必

要な分をきちんと手当てすることには変わりないも

のと考えています。

薄井司委員（分科員）

課長が話したことはよく分かりますが、交付税の

関係を含めて、一般財源はかなり厳しくなることが

想定されます。県庁全体の話になると思いますが、

やはり基金をつくってという、一歩踏み込んだ形で

確保するような体制を整えていくのも一つの方法だ

と思います。部長、今の段階でその辺りをどのよう

に考えていますか。

農林水産部長

名前が臨時対策基金なので、それがいつまでもあ

るのかと言われると、それは違うのだろうなと思い

ます。これは、もともと平成２２年ころに政権交代

があって、米のいろいろな政策ががらっと変わって

きたため、その激変緩和をしなければならないとこ

ろからそもそも始まったものです。そこで数百億円

積んで、その後今度はＴＰＰの問題があったり、米

政策の切替えがあったり、国の農政の大きな転換期

の中でも発展できるようにと、ある程度財源を積ん

で、３年なり４年なり一定期間のメニューを示して、

県の農業を前に進めていくという趣旨がもともとあ

ります。そう考えると、令和４年から何か特殊事情

があるのかと言われると、今のところは、コロナは

コロナで交付金で使わせていただいて、いろいろと

対策をしているので、なかなか対外的に説得できる

ような環境はないのではないかというのが一つです。

また、基金を積んで、ある程度複合型生産構造の

流れをつくっていく意味では、いろいろな経済情勢

の相場観の中で、値段が安かったり高かったり様々

あるので、農業産出額は動くのだろうと思います。

ただ基盤整備は、年間５００ヘクタールでやってき

たものを途中から８００に伸ばしていますし、メガ

団地も来年度で５０団地、畜産団地も５０団地でき

るので、インフラ、生産基盤という意味ではできて

きていると認識しています。そういうことを考える

と、なかなか農業だけを基金でという環境には今は

ないのではないかというのが率直なところで、あと

は一般的な政策の中で、県の財政をどうやって折り

合いを付けていくかということになるのだろうと思
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います。

知事も指摘していますが、やはりこれからは食料

が大変だと ＮＨＫの番組でも取り上げています

し、先々を見れば、今のように満腹以上の物が食べ

られる状況はそんなに長く続かないのではないかと

いうのも実感としてあると思います。そこは我々も、

政策を組む中で、絞るところは絞らなければならな

いかもしれませんし、突っ込むところは突っ込むと

いう形で、もっと進めていく方向で予算や在り方な

どを考えていくことになろうかと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、第１グループの当初予算関係の議案に関

する質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、明日、午前１０時に

委員会及び分科会を開き、第２グループの当初予算

関係の議案の審査を行います。

散会します。

午後３時５８分 散会
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令和３年２月１８日（木曜日）

本日の会議案件

１ 議案第３２号

令和３年度秋田県一般会計予算（農林水産部の

関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 議案第６１号

秋田県漁港管理条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明・質疑）

３ 議案第７４号

令和３年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担について （趣旨説明・質疑）

４ 議案第７５号

令和３年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担について （趣旨説明・質疑）

５ 議案第７６号

令和３年度林道事業に要する経費の一部負担に

ついて （趣旨説明・質疑）

６ 農林水産部関係の付託議案以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課 今 野 武 俊

農林水産部農林政策課 三 浦 竜

会 議 の 概 要

午前９時５８分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

農業経済課長 福 田 正 人

農業経済課販売戦略室長 草 彅 郁 雄

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 藤 村 幸司朗

水田総合利用課

秋田米ブランド推進室長 加賀谷 由 博

園芸振興課長 本 藤 昌 泰

畜産振興課長 畠 山 英 男

農地整備課長 舛 谷 雅 広

水産漁港課長 工 藤 輝 喜

林業木材産業課長 沼 倉 直 人

森林整備課長 戸 部 信 彦

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

第２グループの、農山村振興課、農地整備課、水

産漁港課、林業木材産業課及び森林整備課の当初予

算関係の議案の審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

農山村振興課長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

農地整備課長

【議案〔５〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

水産漁港課長

【議案〔５〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

林業木材産業課長

【議案〔３〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

森林整備課長

【議案〔５〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課一括して行います。

土谷勝悦委員（分科員）

提出資料５２ページの林業木材産業課ですが、

（３）の先進的造林技術実践事業について伺います。

下刈りなどの省力化に向けた事業とのことですが、

実際、今秋田県で伐採した後の再造林は一つの課題
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になっていて 再造林もそのとおりだと思います

し、下刈りや間伐などもあると思いますが この

先進的造林技術という部分は面白い取組ではないか

と、今話を聞いて感じたものですから、もう少し詳

しく教えてほしいと思います。

林業木材産業課長

今回、先進的という言葉を取り入れて、まずは県

有林の中で実践しようという発想でやっています。

今再造林が進まないということが言われているわけ

ですが、「こういうコスト低減の方法をやっている

ところがあるよ。」と、実際に県有林を使って見て

もらえればよいかなという発想です。

植栽をするときも、低コストという中では、低密

度の植栽がよく、昔はヘクタール３,０００本で植

えていた時代があったわけですが、今は２,５００

本とか、だんだん下がってきている状況にあります。

そういう低密度の植生のほか、下刈りも、皆伐する

ときに再造林一貫作業システムという形で、切った

ら、切った機械がそこにいるうちに植えてしまおう

ということが今行われています。それから、苗木も

今はいろいろ選抜が進みまして、育ちの早い苗木と

いったものもあります。そういうものも導入してい

ったりしながら あとは機械化です。木材を搬出

するときの機械は、今は高性能林業機械が大分導入

されていますが、植えるほうというか、保育の関係

ではまだなかなか進んでいません。特に下刈りは進

んでいない状況にありますので、そのような機械が

できましたら、事業体の皆さんなどに来てもらいな

がら、デモンストレーションをしていきましょうと

いうところで、事業を提案しました。

土谷勝悦委員（分科員）

今の話を聞くと様々な試験をしながら造林技術を

高めていくような事業だと思いますが、そういった

試験的に秋田県の林業を高めるための技術の向上を

目指した予算は今までなかったのですか。全然なか

ったのか、それともあっても少しなのか、まとめて

今やるのか、その辺も併せて教えてください。

林業木材産業課長

個々のいろいろな先進的な取組は、各試験場など

で実施されています。今回は、そういうものを一堂

に集めた形で見てもらうというか、今まで分かれて

いたものをまとめて見てもらうためのフィールドの

整備ということです。

土谷勝悦委員（分科員）

そうすればそこはモデル地区として、いろいろな

方々に見てもらっても大丈夫な場所なのですか。

林業木材産業課長

太平八田のこの場所については、林道が走ってい

まして、舗装もされているようなところです。比較

的緩やかなところで、山を歩かなくてもすぐ見ても

らえそうな場所を選定していくことにしています。

土谷勝悦委員（分科員）

私たちの視察の候補地にもなるのですか。

林業木材産業課長

来年度はまず伐採をするというところで、植栽ま

でできるように、地ごしらえなどをしながらですが、

来年はそういう段階になると思います。

それから、下刈りになれば、５年、６年、７年く

らいかけて行いますし、それからだんだん大きくな

ればまたという形ですので、一、二年で終わりでは

なくて、ある程度大きくなるまで、３０年、５０年

くらいになると思いますが、そのようなスケール感

で取り組んでいくものです。

土谷勝悦委員（分科員）

杉の木を植えるときに、肥料を使っているところ

を私はあまり見たことはないのですが、肥料関係は

どのようになっていますか。全然使わないでそのま

ま大きくするのか、それとも肥料を使う部分がある

のかどうかを教えてほしいと思います。

林業木材産業課長

植生するときには、周りに有機質肥料などをちょ

っとまいて、周りを掘って入れて埋め戻す形で、足

で踏んだりして、それでまず終わりです。その後の

肥料は、今はやっていません。昔は、肥料をまけば

早く育つのではないかという研究があったのですが、

今はまずそういうことではなくて、普通であれば肥

料をまかないで、土地の自力で大きくなっています。

土谷勝悦委員（分科員）

肥料関係は、林業会計であまり予算的に出てこな

いので、肥料は全然使わないのかなと今まで思って

いたのですが、今は有機質の肥料 県でもシイタ

ケを取った後の残りを肥料化したり、汚泥を肥料化

したりと、いろいろこれから取り組まなければなら

ない部分が結構あると思いますので、そういった肥

料化したものを林業に回してもよいと思います。田

んぼなどでも使うとは思いますが、山にも使ったほ

うがよいです。木に使って成長が良ければ、効率が

よいと思います。県としても処分で困る場合も出て

くると思うので、そうしたことは考えられないでし

ょうか。農林サイドと林業サイドと両方の課題だと

思うのですが、そういうことができないかどうか、

教えてください。

園芸振興課長

菌床シイタケの廃菌床の堆肥化ということで、今

現在農業関係では、水稲やホウレンソウなどで堆肥

を散布している事例があります。あとは農業サイド

では果樹のマルチ（畑の畝を覆う資材のこと。）に

使うなどの活用をしていますが、木に堆肥化するこ

とは、林業センター（秋田県林業研究研修センタ

ー）かどこかで検討されているかどうか、私は把握
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していませんが、その辺も含めて堆肥化の検討材料

の一つになるのかなと思います。

土谷勝悦委員（分科員）

畑や田んぼに入れて有機質肥料にするにしても、

毎年入れると、入れ過ぎになって害が出てくること

もあるので、最終的には処分に困る場合も出てくる

と思うのです。ですから、山に使えるのだったら山

に使うように、ある程度そういう研究も一つはして

みてもよいのではないかと 先進的という文言が

出てきているので、そういう研究をしてみてもよい

のかなとふと思ったので、聞きました。

園芸振興課長

堆肥化と併せて、林業センターでは廃菌床をペレ

ットにして燃料化することも研究しています。堆肥

化については林業センターでどういう研究をしてい

るか、私は承知していないのですが、堆肥化のほか

に燃料化も、処理の対応を今研究している状況です。

林業木材産業課長

山に杉などが植わっていますが、大体は肥料を使

わないで、そのまま葉っぱが落ちて腐食した自然の

肥料の中で育っていきます。また、あまり大きくす

ると、目が粗くなってしまう部分もありますので、

肥料は使われていない状況です。

土谷勝悦委員（分科員）

毎年使うわけでなく、例えば植えるときや、それ

こそ５年から１０年に１回あれば使うくらい 人

手も金も掛かるので、それくらいしか多分できない

と思うのです。

農林水産部森林技監

肥料についてですが、かつて非常に木の値段が高

かったときは、林地肥培という言葉があるのですが、

場所によっては植えるときに肥料を使ったという歴

史的な経緯はあります。今でも治山事業などで非常

に劣悪な林地条件のところで植生を回復しなければ

ならないようなときは、肥料を使う場合もあります。

普通の林地で造林をするときに肥料を使うとなる

と、１つはコストの問題が非常に大きいです。苗木

が１本大体百何十円、コンテナ苗も二百何十円程度

しますので、それに肥料代を加算すると非常に造林

コストがかさみます。それから、もう一つ労力の問

題もあります。今でも多少機械で苗木を近くまで運

ぶことはあるのですが、実際に植えるところまでは、

苗木袋に苗を入れて、それを背負って、くわを持っ

て、植える場所まで行って、くわで植穴を掘った上

で１本ずつ埋めていくのがほぼ主流です。そこに肥

料という別の資材を導入するのは、なかなか労力面

でも厳しいと思います。その２つを考え合わせます

と、肥料を使って成長量が多少良くなったとしても、

多分割に合わないのが実際の問題だと思います。

もし肥料をうまく使うとすれば、今でもいろいろ

なところで使っていると思いますが、今コンテナ苗

というものができています。コンテナの中に培土が

あるのですが、林地に植えた後も効果が持続するよ

うな肥料をそういったところにうまく使えば、ひょ

っとすると可能性としてはあると思いますが、植え

る箇所に肥料を持っていくのは現実的ではないと考

えています。

土谷勝悦委員（分科員）

今ふと思ったのですが、ドローンがもっと性能が

良くなって、重い物の運搬ができるようになれば、

ドローンを使って植える場所に肥料を持っていくよ

うなこともだんだんできるようになるかもしれませ

ん。研究材料として提案しますので、是非やってほ

しいと思います。

佐藤信喜委員（分科員）

今、ほだ木の肥料化についてお話がありましたが、

シイタケ栽培の使用済みのほだの廃棄は非常に課題

になっていると思います。ほだを作るときにはおが

粉を使って作って、それに菌を入れるために一回浸

して あの中には、シイタケの菌やキノコの菌が

浸透しているわけです。それを例えばそのまま木に

やると、またそちらに菌が移っていくイメージがあ

るのですが 実際のところは分かりませんが

そういったものを、実際に山林の中で使える肥料と

して開発できるのか、使えるのかどうかの調査や検

討をしていくことは可能なのでしょうか。

林業木材産業課長

森林技監も話していましたが、山でそのようにま

くことは多分まだなくて、公園や庭などに植えられ

た木に肥料として使えないかという方向ではないか

と思います。林業センターでは、山のほうで利用す

ることは目的としていませんので、それはちょっと

難しいと思います。

佐藤信喜委員（分科員）

その件については理解しました。

先ほど課長から成長の早い苗木の話が出ていまし

たが、これは通常の苗木とどのくらいの違いがある

のですか。秋田杉の良さは目の細かさですが、成長

が早くなるということは目が粗くなっていくという

イメージで捉えればよいのか、その辺を詳しく教え

てください。

林業木材産業課長

先進的ということでこのような話をしていますが、

今全国で、精英樹という成長の早い木を掛け合わせ

た、更に成長の早いエリートツリーという木ができ

ています。今その杉ができてきている段階なので、

それが１０年後、２０年後、どのようになるのかは

ちょっと分かりません。

先ほど私が言ったのは、植栽して下刈りをすると、

それにお金が結構掛かりますので、その下刈りの期



- 57 -

間ができるだけ短くなるように、上長成長というの

ですが、早く高くなるような木が今研究されて、植

えられてきているという状況になっています。

佐藤信喜委員（分科員）

成長という観点から選抜されてきたよいものを使

っていく これも分かるのですが、農業やいろい

ろな分野で、例えば酵素を使って成長を早めるなど、

独自に取り組んでいる方々もいると思います。そう

いった中で、北海道の釧路市で取り組んでいる会社

ですが、例えば麦などの種子に酵素をかけて、それ

を播種した後に比較していくと、成長が著しく違っ

てくるという研究をしている団体があります。そう

いった技術がもし杉の苗木などで使えるのであれば、

何か成長促進の一端になって、下刈りのコストの低

減を図れるといったことにつながるのではないかと

思います。選抜された木もそうですが、人為的に成

長を早めていくような研究もしていくことは可能で

しょうか。

農林水産部森林技監

先ほど成長の早いエリートツリーという言葉を使

いましたが、国では特定母樹という言葉で呼んでい

ます。その成長具合がどれくらいかについては、周

りにある普通の杉の大体１.５倍以上の材積の成長

を示すものを特定母樹として指定しています。

その選抜の方法は、例えば今林業研究研修センタ

ーでもその系統の開発をしていますが、基本的に秋

田県の山の中で明らかに成長のよいものを集めてき

て、そこから選抜しますので、それなりに秋田杉の

特徴は残しながら成長がよいものが開発されつつあ

るという状況です。

それから、先ほど苗木のところにいろいろな工夫

をしたらよいのではないかという指摘がありました

が、正に苗木の問題も非常に今、これから再造林の

中で取り組んでいかなければならない問題です。ど

ういった方法があるのかは、我々もこれから勉強し

ていかなければなりませんが、一般論としては、苗

木の段階でなるべく資質の高い苗木をうまく生産す

る それをなるべく低コストで生産することによ

って、先ほど述べた苗木代を少しでも下げます。下

げれば、同じ２,０００本、３,０００本を植えても、

下げた分だけ造林コストが下がりますし、更に成長

がよい分、これまで５回、６回やっていた下刈りが

ひょっとすると１回、２回で済むかもしれません。

そういった効果が非常にいろいろな段階で出てき

ますので、その辺りもこれから苗木の業者などと一

緒になって努力していかなければなりませんし、も

う一つ、それが本当に効果があるのかを所有者や林

業事業体に理解していただかなければなりません。

今回の先進的造林技術実践事業などの具体のフィー

ルドで、こういったエリートツリーを植えたら、例

えば下刈りが何回くらい削減できましたとか、こう

いった形で非常に速成で苗木を作っても、きちんと

成長しますとか、そういったものを目で見られるよ

うにすれば、普及も非常に早く進むのではないかと

いう狙いでこういった事業を仕組ませていただきま

した。

小松隆明委員（分科員）

今の質疑は、林業の先進的技術の開発という項目

で、土谷委員の地元でシイタケの廃菌床の利活用が

問題になっている関係から、そういうものの肥料を

活用して林業に反映させたらいかがなものかという

土谷委員の質疑に端を発したと思いますが、私は、

この林業の事業の眼目は、やはり低コスト化、ある

いは今森林技監が答弁したように、なるべく早く成

長して伐期に達するような早生樹の開発のための先

進的研究なのではないかと理解しています。

廃菌床の処理の問題も大きな社会問題になってい

ると思いますが、これは私は、農業のほうに活用す

べき事案なのではないかと思っています。ちなみに、

私の認識では、今秋田県の杉の伐期の適期は５０年

になっています。かつては国有林は６０年の伐期で

したが、今は５０年くらいのはずです。そして、九

州の木は大体４０年くらいと認識しています。更に、

ニュージーランドなどでは３０年で伐期になるよう

な早く成長する木があり、それが結果的には低コス

トにつながって、世界の競争にも対抗できる、ある

いは国内の産地間競争にも対抗できることから、そ

ういう研究を行っているのではないかと思っていま

すが、林業木材産業課長の見解はいかがでしょうか。

林業木材産業課長

小松委員から今、早生樹の話もありましたが、そ

ちらについても、今国有林でもユリノキなどの研究

がされているところで、そういうものを試してはど

うかということもあるかと思います。

それから、エリートツリーについては、まだ緒に

就いたばかりで、なかなか進んでいない状況です。

小松隆明委員（分科員）

試験研究ですので、なかなかその成果あるいは答

えは短兵急には出ない問題だと思っています。多様

な意見を反映させていきながらも、この研究は怠ら

ないように頑張ってもらいたいと思っていますが、

その点についてはいかがでしょうか。

林業木材産業課長

県有林という公の場所を利用しながら、そこであ

る程度いろいろな研究 １つではなくて、いろい

ろなことをチャレンジして、その結果を皆さんに見

てもらいたいと思います。成功する場合だけではな

いと思いますが、このようにしたらこうなったとい

うところを皆さんが見に行けるような場所でもある

ので、今後はそういうことを整備しながら、再造林
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の推進に向かっていきたいと思います。

小松隆明委員（分科員）

その結果が林家、いわゆる山林所有者に還元され

るような結果につながることを期待していますので、

何とかこの後も頑張っていただきたいと思います。

川口一委員（分科員）

農山村振興課に伺います。提出資料１９ページの

日本型直接支払交付金事業ですが、これは事業年度

が平成１２年度からと、長年にわたって事業が継続

ということで、これほど長い継続事業はあまりない

のではないかと思います。いろいろな農業の継続事

業があると思いますが、これは長いほうに入ります

か。

農林政策課長

日本型直接支払制度については、たしか平成１２

年に国の中山間地域等直接支払制度が始まったので

はないかと記憶しています。それが恐らく（２）の

平成１２年からの事業年度になっています。県の農

業関係の様々な施策がありますが、例えば夢プラン

事業であれば平成１２年からちょうど同じようなタ

イミングで始まっています。いずれこれについては

大変息の長い、ベーシックで真に必要な事業として、

これまで継続しているものと承知しています。

農林水産部次長（中西滋樹）

若干補足しますと、中山間地域や多面的機能の支

払制度が、過去平成１２年や平成１９年から始まっ

ているわけですが、これはその後たしか平成２４年

か平成２５年に法制化されていると思います。その

ときに日本型直接支払の制度は、今後とも基本的に

はこういう下支えをする制度として、国としてもし

っかり支援していくのだと、法律を立てて取り組ま

れている事業になっていますので、今後とも継続的

にこの制度でしっかりと下支えをしていきたいと考

えています。

川口一委員（分科員）

私がなぜこれを今持ち出したかというと、昨日土

谷委員と小松委員から、農業を取り巻く日本の情勢、

国際情勢等のお話がされましたが、平成１０年以降、

日本の農業の大きな転換期を迎えて、いろいろな法

制度ができてきたところから、私はこの制度が国と

して大きく動いてきたのではないかと思いました。

今まであまり目を通してこなかったのですが、その

時代の背景を見れば、今までの小さい農業から大規

模農業へ転換していく構図が見えてくると思うので

す。平成１２年といったら、２０年以上前の事業で

すが、今の農村を見ると、大規模圃場になって、農

業の経営体、農業法人、いろいろな組織が大きく生

まれ変わってきて、そういう中で日本型直接支払交

付金事業は、大きな役割を担ってきたのではないか

と思っています。

特に中山間地域等直接支払交付金は一番大きいと

思います。これがなければ、今の中山間の農村の風

景はもう耕作放棄地以上の荒れ放題になっていたの

ではないかという思いでの質問です。令和元年、令

和２年、令和３年の今までの実績と計画があって、

秋田県においても令和３年は１,００４組織という、

１,０００台に乗ろうとしていますが、この良い制

度をまだ使っていない協議会、地域等が県内ではま

だあるのですか。

農山村振興課長

日本型直接支払交付金については、秋田県に耕地

面積が１４万７,０００ヘクタールほどありますが、

そのうちの７割ほどがこの交付金を活用して、農地

の維持活動や生産活動を行っている状況ですので、

残りの３割程度も協定を組んで、この資金を活用し

てもらいたいと思います。

川口一委員（分科員）

私の地域でもこれに加入して、皆さん仕事をして

いるわけですが、残りの３割は、加入しなくても自

分たちで、その地域の環境保全をきちんとしている

と理解してよいですか。

農山村振興課長

７割程度ということで、全国的に見ても秋田県の

加入の割合は非常に高いほうとなっています。残り

の３割については、制度を活用しないで自主的に活

動して維持をしているような状況もありますが、最

近では人口減少や、高齢化の問題によって、少し荒

れている農地もありますので、そういった意味では

少し、そういった維持ができていないところもある

と承知しています。

川口一委員（分科員）

昔は、農道の整備や草刈りといえば、建設業者な

どに委託して、いろいろな仕事をしてもらった時代

がありましたが、今度は農家が自らその地域の環境

を守るということですから、私はこういう事業を継

続してほしいと思っています。

それで、昨日からも大規模農業、メガ団地、クラ

スター事業等でいろいろな話がありましたが、間違

いなく農村の農業戸数は減っています。しかし、農

村に残っている方々が、お年寄りを含めてまだいっ

ぱいいますから、そういう方々に事業に参画しても

らって、そして法人等の経営に参画して、その土地

を守っていくような日本型農業を確立してほしいと

思いますが、その辺はどう考えていますか。

農林水産部次長（中西滋樹）

正にそういった視点を取り込むべくしてこの事業

が出来上がったという経緯です。特に多面的機能支

払は、農業者だけでこれからやれることではないの

で、地域住民を巻き込むことがこの事業の大きな特

徴です。婦人会の方だったり、あるいはほかの自営
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の方だったり、そういった近隣の農業以外の方も積

極的に巻き込んで、その地域の活動の中に参画して

いただくことがこの事業を立ち上げたときの大きな

目的でした。正にそうしたことをこれからも引き続

き行っていくことが重要だと思っています。

先ほど一番最初に農村地域の下支えということで、

下支えという言葉を何度も使わせていただきました。

正にそうした形で、農地を維持していく、更にはそ

の地域に住んでいただくためには、こうした活動を

それぞれの地域でしっかり行っていくことが一番の

下支えになる部分だと思っていますので、それが法

制化されて、今後も続いていくことは一つの大きな

農政からのメッセージだと思っています。

また、先ほど課長から、３割くらい使っていない

ところがあると答弁しましたが、この大きな原因は

人だと思います。その地域をまとめていける、ある

いはこの多面的にしても中山間にしても、どうして

も事務手続が出てきます。こうしたものをこなして

いただける人がなかなかいない地域では、こうした

取組が難しい部分があります。ですので、こうした

ところについては、我々としては広域化を図って、

今事務をしているところにもう少し周りのエリアを

巻き込んでもらうための活動を市町村とも連携しな

がら地道に進めていって、なるべく多面的機能支払

で地域を支えていただけるところが増えるように、

今後も努力したいと考えています。

川口一委員（分科員）

今次長からよい話が出ましたが、事務の手続が大

変難儀だということで、私の地元では、役場のＯＢ

や農協を退職したＯＢといった方々が事務作業をし

て、そして農家の方々は労力を提供するというスタ

イルで、いろいろと連携してやっています。非常に

うまく地域の方々が活用している良い事例ですので、

何かの機会に発表してもらいたいと思いますが、い

かがでしょうか。

農山村振興課長

３年に１度ですが、これに関わるフォーラムを実

施しています。来年度フォーラムの実施を予定して

いまして、各地域の優良事例であったり、県外から

講師を呼んで、広域化の取組であったり、継続のた

めの非常に有効な取組について紹介してもらうよう

なこともしています。

川口一委員（分科員）

一声かけてもらえれば、よい事例を紹介しますの

で、よろしくお願いします。これについては終わり

ますが、それをもって秋田の里地里山を守り継ぐプ

ロジェクト事業に結びついていくものだと思います。

そして、昨日の説明でも移住定住する方々も秋田

県も増えてきたとのことですから、そういう全体の

方々を巻き込んで、日本型直接支払のこういう事業

に参画してもらって、そして盛り上げていければ、

地域の活性化にもなるし、都会から移住定住してき

た方々も、地域の方々といいあんばいにコミュニケ

ーションを取れていくすばらしい事業だと思います。

黙っていれば人は集まってこないし、地域の方々

が移住定住の方々にも声を掛け合いながら、そして

土日の休みのときに合わせて仕事もできるわけです

から、そういう環境づくりをしてほしいと思います。

課長から、もう一度力強い答弁を頂いて終わりたい

と思いますが、いかがでしょうか。

農山村振興課長

現在の農山村地域、特に中山間地域においては、

人口減少や高齢化によって非常に閉塞感があって、

農業を継続するにしても非常に困難な状況になって

いると考えています。そういった意味で、日本型直

接支払制度を活用して、農業者のみならず地域の住

民と一緒になって、農地を維持する活動や地域の活

性化を図る活動を継続していくことを進めていきた

いと思っています。県で進めている里地里山事業

（秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト事業）も

ありますし、秋田の里づくり総合支援事業（魅力あ

る秋田の里づくり総合支援事業）も元気中山間事業

（元気な中山間農業応援事業）も準備しています。

地域外から移住した方も含めて、これまでは地域と

の結びつきが弱いところがありましたが、今回は何

回も足を運ぶような仕組みづくりをして、そこの地

域に関心を持ってもらって、地域を守り、そこに住

み続けていただくような施策を総合的に行い、地域

を維持する取組を支援していきたいと考えています。

川口一委員（分科員）

これからまた時代が変わっていくと思いますから、

地域の実情に合った農業をしていかなければなりま

せんので、そういういろいろな農家の声を国に大き

く発信してもらいたいと思います。

事業内容の（２）の これも継続ですが 中

山間水田畑地化整備事業について伺います。これは

いろいろな小規模の事業だと思いますが、中山間地

域の田んぼにしても畑にしても、まだ昔の基盤整備

のようなところが多くて、暗渠などがなかなか進ん

でいない箇所が多々あると思います。今の時代は、

大規模区画整備をしたところは畑地化に向けた暗渠

排水等が大分進んでいると思いますが、この事業に

関して、市町村からの要望は結構多いのですか。

農山村振興課長

中山間水田畑地化整備事業については、毎年二、

三地区から要望があり、令和３年度においても６地

域で実施する計画となっています。平成２６年度か

ら実施していますが、令和２年度までの合計で８６

ヘクタールほど、水田から畑地に転換 暗渠排水

や客土工を施工して転換して、様々な地域に合った
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農作物の作付が始まっています。

昨日鈴木委員が例として、五城目町でニンニク栽

培で新規就農された方を取り上げられましたが、そ

こもこの事業を活用して、ニンニク栽培の基盤づく

りをしています。

川口一委員（分科員）

何を作るにしても、排水が良くなければいい作物

は取れませんから、そういう点でこの事業も強力に

推し進めてほしいと思いますので、よろしくお願い

します。

最後にしますが、里地里山を守り継ぐプロジェク

ト事業について伺います。目標の数値を５０にして

きて、ようやく５１をクリアしました。その背景で

はいろいろと難儀したところもあると思いますが、

このプロジェクトに参画するような秋田県の箇所は

まだまだあるのでしょうか。

農山村振興課長

一つの目標として５０と設定したのですが、今後

も上積みを図りたいと考えています。地元の目から

見てこんなものかなと思っていても、外から見ると

非常にすばらしい景観を持っている地域もあります

ので、そういった地域でまだ手が挙ってきていない

ところがあれば推薦していただけるように、市町村

に対しても働きかけをしている状況です。

来年度については、１０地域ほどを指定したいと

考えています。

川口一委員（分科員）

委員会でも男鹿の地区に１回視察に行ったことが

あります。

どこの里山もすばらしいと思いますが、県内でナ

ンバーワンの里山といえばどこですか。２つ、３つ

挙げていただければと思います。

農山村振興課長

なかなか申し上げにくいところではありますが

棚田を中心に指定している状況ですが、他県には

正に棚田というような段々畑的な棚田が多いものの、

県内にはあまりない中で、そういったところを見ら

れる地域としては藤里町の横倉があります。そこが

一番最初に指定したところでもあり、見栄えがよい

と考えています。

川口一委員（分科員）

全国でもよく棚田で地域おこしをしていますが、

テレビ等でも映えます。ですから、棚田のそういう

風景があったらもっと生かして、都市との交流を深

めながら頑張ってほしいと思いますので、指導をよ

ろしくお願いします。

鈴木真実委員（分科員）

非常にいい質問を川口委員がされて、非常に勉強

になりました。

１つだけ頂きたい資料があります。先ほどこの交

付金（日本型直接支払交付金）を活用しているのは

７割で、全国でもすごく高いとの答弁がありました。

ただ、残っている３割をどうにかすることも私たち

議員の役割ですし、それから市町村との連携、県と

の連携の状況を把握することも非常に大事だと思い

ます。県内の２５市町村の実施率あるいは活用率の

資料はありますか。

農山村振興課長

ありますので、後ほど提供させていただきます。

鈴木真実委員（分科員）

数値化したものを見ると私たちの呼びかけも違っ

てくると思います。今後これには協力していきたい

ですし、継続していて本当によい事業だと思います

ので、頑張らせていただきたいと思います。

農山村振興課長

全体の取組は７０％ですが、そういった取組を支

援する推進組織として、県と市町村、農業公社、そ

して農協が会員となっており、毎年事務局を中心に

市町村や各組織を回って、継続のほか、新規を取り

込むような活動もしていますので、そういった形で

重点的に取り組んでいきたいと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

共に頑張りたいと思います。よろしくお願いしま

す。

薄井司委員（分科員）

先ほどの川口委員の、守りたい秋田の里地里山の

質疑に関連して伺います。私の記憶によれば自然保

護課でもこういう事業をやっていて、パンフレット

を作成していると聞いたことあるいは見たことがあ

りますが、何か情報は入っていますか。

農山村振興課長

詳しい状況は分かりませんが、環境省で、環境的

な側面から、同じようなタイトルで、里地里山の保

全をするような活動をしていると承知しています。

薄井司委員（分科員）

パンフレットが作られているので見たのですが、

内容は恐らくかなり重なっている部分があると思っ

ています。ですから、ある程度ボリュームが多くな

って、例えば県外向けにアピールするような場合は、

そこと一緒になって、例えば写真データの取り込み

など、いろいろと一緒にできる部分があるのではな

いかと思ったので、担当の課と検討して、できるこ

とがあればやっていただきたいと思います。

農山村振興課長

内容については詳しく存じていませんが、自然保

護課と情報を共有しながら、できるところはやって

いきたいと思います。

また、里地里山の事業に関連しますが、棚田地域

振興法が昨年度法制化されました。全国のすばらし

い景観を有するような里地里山を指定して、そこで
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行う活動を支援するような取組が実際に行われてい

ますので、そういったところに県の里地里山地域も

指定して、広く全国的に発信していきたいと考えて

いますし、個別の県内の里地里山地域においても、

首都圏等へのプロモーションをしたり、里地里山カ

ードを配布したりといったＰＲ活動、普及啓発に努

めているような状況もあります。

鈴木真実委員（分科員）

提出資料２１ページの元気な中山間農業応援事業

ですが、昨日から非常に中山間農業について私も目

覚めていまして、今までの関連で伺います。１の

（１）の中山間地域資源活用プラン策定事業として、

今年度５６万１,０００円の予算でプランを策定す

るとのことですが、これはいつからつくられている

のですか。

農山村振興課長

元気な中山間農業応援事業については、第２期の

ふるさと秋田元気創造プラン、ふるさと秋田農林水

産ビジョンの中で創設した事業です。平成２６年度

から策定して、令和元年度まで５５地域のプランを

策定している状況です。

（※６１ページで発言訂正あり）

鈴木真実委員（分科員）

令和元年度となると、今年度はどうなのでしょう

か。

農山村振興課長

令和２年度まで５５地域で策定していまして、令

和２年度については２地域で策定しています。来年

度も、今のところは２地域で要望があるという状況

です。

（※６１ページの発言を訂正）

鈴木真実委員（分科員）

プランなので、全体の 全県のプランがあるの

かと思ったのですが、そうではなくて、各市町村ご

とにプランを立てていると理解してよいですか。

農山村振興課長

元気な中山間農業応援事業については、旧市町村

単位でエリアを設定して、その区域を対象として事

業を行いますので、その地域ごとに、市町村が地域

の農業者や農協と連携してプランを策定することと

なっています。

鈴木真実委員（分科員）

市町村が主体となってＪＡや地域でつくるとのこ

とですが、県の関わりはどのようになりますか。

農山村振興課長

策定は市町村主体ですが、県としてもいろいろな

事業の活用の方法について、下支えというか、サポ

ートをしているような状況です。

鈴木真実委員（分科員）

すみません、先ほど何プランができていたという

答弁でしたか。

農山村振興課長

平成２６年度から令和２年度までで、５５プラン

を策定しています。

鈴木真実委員（分科員）

プランを策定したことによる進捗状況や成果につ

いてはどんな感覚を持っているのか、率直なところ

を教えてください。

農山村振興課長

事業としては、販売額を１０％以上増加すること

を目標に取り組んでいます。令和元年度の集計です

が、平成２７年度から平成２９年度まで２７９の経

営体が事業を実施した実績が出ています。成果とし

ては、まず販売額については、事業実施前が全体で

１７億円程度のものが、事業実施後においては２６

億円程度ということで、１.５倍くらいになってい

ます。

また、作付面積についても、９００ヘクタールの

ものが１,２２０ヘクタールほどということで、三

百、四百ヘクタールほど畑地の作付面積が増加して

いる状況です。

鈴木真実委員（分科員）

何の作付面積でしょうか。

農山村振興課長

主に園芸作目の作付面積です。

鈴木真実委員（分科員）

分かりました。では、令和３年度は幾らのプラン

が追加されるのでしょうか。

農山村振興課長

現在のところ２地域から要望が上がってきていま

すので、２地域を予定しています。

鈴木真実委員（分科員）

どことどこになりますか。

農山村振興課長

今のところは、大館市の早口地域と横手市の三又

地域から要望が上がっています。

鈴木真実委員（分科員）

中山間地域の関係では、様々な角度からいろいろ

な取組をしていることが昨日、今日にわたって分か

りましたので、是非よいプランをつくって、継続す

るようにお願いしたいと思います。

佐藤信喜委員（分科員）

関連で１つだけ、日本型直接支払交付金の関係で

伺います。この多面的機能の区分では組織数が実績

見込みで減っていて、面積は増えているので、これ

が先ほど次長が話していた統合なのだと思います。

また、中山間地域に関しては協定数も面積も減って

いて、でも令和３年度にはまた増やしていく計画で

あるなど、数字の上下がありますが、令和２年度の

予算と令和３年度を比較すると、マイナスになって
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いる気がします。計画の面積は多くなっているのに、

なぜ予算は減っているのか、その辺の経緯を教えて

ください。

農山村振興課長

提出資料１９ページ、２０ページの予算案につい

ては３つの交付金がありますが、まずは環境保全型

農業支援対策を計上しない 本体交付金が今は計

上されていないため減額になっています。

多面的機能や中山間地域等については、当初予算

は要望が今後増加することを見込んで計上していま

すが、今年度はそこまで到達しなかったので、実績

として面積が減となっている状況です。

佐藤信喜委員（分科員）

実績見込みとのことですが、令和元年度の実績に

合わせて令和２年度も当初予算を取っていて、結果

的に減ってしまったので、ここに実績見込みを記載

していると認識してよいですか。

農山村振興課長

そのとおりです。

佐藤信喜委員（分科員）

そうした実績見込みがあるので来年度はまた増や

していきたいという考えだと思います。

それで、中山間地域等の事業ですが 私も平成

２４年の法制化以降のことは分からなくてうろ覚え

ですが もともとこれは５年くらいの長きにわた

る協定を結んで、その集落で取り組んでいくという

意思表示をするわけですよね。それが年度途中に令

和２年度の実績見込みで減るというのは、この時点

で切り替えられた協定もあるということでしょうか。

それとも単純に、高齢化が進んでどうしても取り組

めないからやめるという方向で減っているのか、そ

ういった点はどのように感じていますか。

農山村振興課長

多面的機能支払については広域化によって組織数

が減っていますが、中山間地域等の交付金について

は平均の面積が１０ヘクタール以下の協定が半分程

度を占めています。そこで営農する人数も限られて

いますので、例えば亡くなってしまったりして、活

動をやむなく終えるところもあります。また、近く

の多面的機能の組織もありますので、そういったと

ころと統合する事例もあります。

令和２年度からの第５期対策の中で活動継続に向

けて話合いを続けて、なるべく継続するような取組

を協議会とともに進めていますが、なかなか継続ま

で向かえない組織があります。５年間の協定期間で

はありますが、２年目から活動してもらえるような

啓発活動も併せて実施している状況です。

佐藤信喜委員（分科員）

そういう事由であれば減少していくことも致し方

ない部分があると思いますが 中山間地域となる

と沢ごとになどと集落が離れていることがあります

が、できることであれば統合をしながら、より良い

方向に向かっていただくようにお願いして、終わり

ます。

委員長（会長）

審査の途中ですが、昼食のため休憩します。再開

は午後１時３０分とします。

午前１１時５２分 休憩

午後 １時２９分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

農業経済課長 福 田 正 人

農業経済課販売戦略室長 草 彅 郁 雄

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 藤 村 幸司朗

水田総合利用課

秋田米ブランド推進室長 加賀谷 由 博

園芸振興課長 本 藤 昌 泰

畜産振興課長 畠 山 英 男

農地整備課長 舛 谷 雅 広

水産漁港課長 工 藤 輝 喜

林業木材産業課長 沼 倉 直 人

森林整備課長 戸 部 信 彦

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、議案に関する質疑を行います。

松田豊臣委員（分科員）

提出資料４４ページの秋田の漁業人材育成総合対

策事業について伺います。

令和３年度で３年目になりますが、令和元年度と

今年度の状況についてまずは教えてください。

水産漁港課長
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令和２年度に関しては、独立型で８名、雇用型で

８名が研修を受けています。そのうち研修を終えて

いる方が５名いまして、そのうち４名はそのまま就

業している状況です。

それから、令和元年度については、独立型で４名、

雇用型で３名が研修を受けています。そのうち４名

が就業している状況です。

松田豊臣委員（分科員）

過去の実績に比べて令和３年度の事業内容は少し

人数が増えている格好だと思いますが、そういった

意味で非常に重要な事業だと思っています。

一番最後のウェルカム秋田！移住就業応援事業に

ついて、漁業未経験者を中心としながらの２週間程

度の事業だと記載されていますが、農業と同様の感

覚で、体験型の漁業コースみたいなものを考えては

いないでしょうか。

水産漁港課長

県内在住者向けと県外の方向けのトライアル基本

研修を用意していますが、どちらも２週間程度の入

門研修です。県外の方も２コースに分けて、４名を

対象に入門研修を行います。

松田豊臣委員（分科員）

多くの方が挑戦できるような、手軽に入っていけ

るようなコースも考えてほしいと思います。

もう一つ伺いたいのは外国人の労働者について

この事業とは別になるかもしれませんが、外国人

の就業についての考えを教えてもらえますか。

水産漁港課長

県で特にあっせんなどはしていませんが、県内の

漁業経営でも外国の方を雇用している企業があり、

そこは県外の漁協を通して雇用していると聞いてい

ます。これからは人手不足ということで、そういっ

たニーズはあると思いますが、その辺りは海外の方

も含めて人手を増やしていきたいと思っています。

松田豊臣委員（分科員）

労働力の確保の観点からも、県としても積極的に

外国人の雇用、就労についても進めてほしいと思っ

ています。

もう１つだけ、提出資料４６ページの未来につな

ぐ豊かな海づくり推進事業について伺います。１番

目の事業内容の中で、秋田の地魚消費拡大事業は本

年度の当初予算に比べて大幅な減額で計画されてい

るように感じますが、それはどのような理由による

ものでしょうか。

水産漁港課長

こちらは、今まで大規模なイベントを開催してい

ましたが、その大規模なイベントは一旦終了して、

引き続きこういったスーパーマーケットと連携した

キャンペーンを続けていきたいと思います。イベン

トに関しては、ほかの大きいイベントに便乗してブ

ースを設けさせてもらうなどして、引き続き行って

いきたいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

決してこの事業を縮小する意味合いではなく、そ

ういったイベントを少なくしつつ、形を変えながら

進めていくと認識してよろしいでしょうか。

水産漁港課長

おっしゃるとおりです。

松田豊臣委員（分科員）

もう１つ、この事業の中で４番目の水産物オンラ

イン販売支援事業の内容をもう少し教えてください。

水産漁港課長

現在でも漁業者が活け締めや神経締めといった魚

の付加価値を上げるような取組をしているわけです

が、現在の普通の流通ルートですと、せっかく付加

価値を高めても消費者になかなか伝える手段がない

ので、ネットを活用して、直接消費者に届けたいと

そうすれば地元に残るお金も増えていくという

ことで、この事業を企画しています。

状況としては、コロナの影響でオンライン販売は

伸びていますので、タイミング的にはちょうどよい

のではないかと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

オンライン販売は基本的にｅコマース（コンピュ

ータネットワークを介した電子商取引のこと。）と

いうことでよろしいですか。

水産漁港課長

ｅコマースという単語がよく分からなくて……。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午後１時３８分 休憩

午後１時３８分 再開

委員長（会長）

再開します。

水産漁港課長

オンラインについてイメージしていただきたいの

は、今スマートフォンのアプリでそういう販売サイ

トがありますが、そういったものに漁業者が魚を掲

載して、消費者に選んでもらって、販売します。そ

れはお客さんと対話型になっていて、いろいろな消

費者の意見なども反映できるような仕組みになって

いますので、販売者に対してファンが付いていき、

場合によっては常に順番待ち状態になっているよう

な例もありますので、そういった形で仕組んでいき

たいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

恐らくやっていると思いますが商工会と連携をし
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ながら、県が窓口となって漁業関係の商品を全国、

全世界に発信できるような体制が必要だと思います

が、いかがでしょうか。

水産漁港課長

そういう考えもあるかと思いますが、今回はまず

県内でもオンライン販売の成功例をつくって、それ

をモデルにしてほかの方々にも意欲を持っていただ

きたいということで提案しています。

松田豊臣委員（分科員）

こういったコロナ禍ですから、できれば接触しな

い形で展開できる方法を県として力強く推進をして

いただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

佐藤信喜委員（分科員）

関連で伺います。確かにアプリでいろいろ販売し

ている若手漁業者もいますが、今回の販売支援では

冷蔵設備、給排水設備、広告経費という助成対象が

ある中で、対象者は漁業者等が３件 この３件は

どのような地域を想定していますか。例えば県北、

中央、県南で１か所ずつなのか それと対象の漁

業者はどういう世代なのか、その辺を教えてくださ

い。

水産漁港課長

対象としては、底引きの方、定置網の方、それか

ら釣り漁業の方の３件を想定しています。それぞれ

魚種や販売方法などが変わってくると思いますが、

その３件についてはお互いに、どんな売り方がよい

のか、どんな反応があったかといった情報を共有し

て、売り方を最適化してグレードアップしていきた

いと考えています。

佐藤信喜委員（分科員）

分かりました。そういうことであれば、この３件

をとにかく進めていって、将来的にはもっと広がり

を見せるような事業にしてもらえれば大変ありがた

いと思います。

ブランド水産物創出支援事業も含めた全体的な話

として、今こうして見ると鮮度保持装置や冷蔵設備

などといった助成対象が書いていますが、未来につ

なぐ豊かな海づくり推進事業は飽くまでも生鮮の状

態で取引を進めていくという考え方の事業ですか。

水産漁港課長

ブランド水産物創出事業に関しては、水産加工の

商品を作るための支援事業です。

佐藤信喜委員（分科員）

加工機器も対象に書いているので、そうですね。

それで、私は大学の頃に千葉県の勝浦市に住んで

いたのですが、当時魚屋でアルバイトをしていまし

た。あの辺はカツオがメインということもあって、

カツオなどの生魚をよく扱っていたのですが、同時

に干物も相当扱っていました。

ところが、県内を見るとどこに行っても生魚は売

っていますが、加工の部分はまだ弱いのかなと思う

ところもあるので、この事業を進めながら今あるも

のを伸ばすこと、そしてまた新たな展開等も考えて

いるのかについて聞かせてほしいと思います。

水産漁港課長

確かに県内の商品として干物はそれほどは出回っ

ていないと思いますが、令和２年度の事業で、マダ

イとオキギスという比較的高級な魚の一夜干しの商

品開発を行っています。

この事業は平成２８年から実施していて、今まで

１５件の商品開発をしていますが、そのうち１３件

については今でも販売中で、うち４件は量販店で販

売され、かなり数量的にも多く出ている商品となっ

ています。委員の指摘のようにそういった加工分野

も非常に重要ですので、引き続き支援して、振興に

つながるようにしていきたいと考えています。

佐藤信喜委員（分科員）

加工や販売の部分も重要であると思っています。

そういったところを事業で支えていくのも重要です

が、やはりＰＲが最も大事ではないかと思います。

ＰＲも、事業者だけが県外や県内の方々へＰＲする

のではなく、県内の一般消費者が、「秋田にはこん

な商品があるのでお土産にしよう」などという形で

広がりを見せるようなＰＲ活動につなげてもらえれ

ば大変ありがたいと思います。

薄井司委員（分科員）

先ほどの水産物オンライン販売支援事業は新規事

業で今回計上されていますが、この対象者はある程

度実績のある人たちなのですか。

水産漁港課長

実績といいますか、既にそういったことをしてい

る方もいますが、この対象はそうではなく、これか

ら参入する方を対象にしたいと考えています。

薄井司委員（分科員）

イメージとしては、生のものを新鮮な形で販売す

るのが一番消費者にとっては受けるのかなと思いま

すが 広告経費は分かるような気がしますが、冷

蔵設備や給排水設備についてはどういう考え方をし

ていますか。

水産漁港課長

鮮魚販売ですので衛生基準をクリアしなければな

らないため、こういう設備が必要となります。漁業

者がオンライン販売をしたいと言った場合に、その

コストがかかることが一番のネックではないかと考

え、支援していきたいということです。

薄井司委員（分科員）

これらをそろえれば、大体見積もりとしてどれく

らいの事業額になりますか。

水産漁港課長
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２００万円程度掛かるであろうということで、そ

の２分の１の１００万円を限度に支援したいと考え

ています。

薄井司委員（分科員）

分かりました。初期投資の半分は負担するので頑

張ってもらいたいとのことでした。この後はいろい

ろな事例報告や関係の許認可手続の説明会を開催す

るとのことですが、どういった形で開催する予定で

すか。

水産漁港課長

そういったオンラインサイトを経営している方や、

先行して取り組んである程度成功している方を講師

にして、こういったことができるとか、こういった

法手続があるといった具体的な手法に関して講習会

を実施して、よりスムーズに参入できるようにして

いきたいと考えています。

薄井司委員（分科員）

何回を予定していますか。１回だけで終わってし

まう予定ですか。

水産漁港課長

回数としては３回ですが、実際に参入される方が

決まれば、それ以外にもいろいろな打合せをして、

フォローアップしていきたいと考えています。

薄井司委員（分科員）

先ほど佐藤委員からも質問がありましたが、場所

は県北、中央、県南などと分けてやるのですか。そ

れとも秋田市など１か所でやるのか、そういう検討

はいかがですか。

水産漁港課長

研修会の場所に関しては参入希望者の状況を見ま

すが、予定しているのは３名ですので それ以外

にも興味のある方に見ていただきたいということも

ありますので、今は県北、中央、県南という３つの

地区で研修会を実施したいと考えています。

薄井司委員（分科員）

分かりましたが、話を聞いていればほんの数名程

度しか集まらないのかなというイメージですが、い

かがですか。

水産漁港課長

この事業に興味を示している方はやはり若手の方

ですので、人数は限られてくると思います。ただ、

成功例をつくることで、少しでも販売の選択肢を増

やしていきたいと考えています。

佐藤信喜委員（分科員）

予算内容説明書の１３０ページ、森林病害虫等防

除対策事業について伺います。これは先日の、たし

か山本地域での松くい虫被害についての説明の中で

も話されていたと思いますが、この松くいの被害量

の現状に関しては、横ばいなのか、減少傾向なのか、

それとも増加しているのか、その辺はどのように捉

えていますか。

森林整備課長

松くい虫の被害量について、おとといの委員会の

ときには横ばい状態と説明しましたが、あえて正確

に言うと若干下がっています。被害量は少なくなっ

てはいますが、今までの実績を見ると年度によって

多くなったり少なくなったりして、劇的に減らすこ

とはなかなか難しい状況になっています。

佐藤信喜委員（分科員）

多分事業が始まったのは平成９年くらいだったと

思いますが、その頃から事業費の推移は 例えば、

今は下降ぎみかもしれませんが、被害量が増えてい

っても予算の限りがある中で事業を進めていかなけ

ればなりません。被害量は変わっていなくても事業

区域が狭くなったなどといった状況はありますか。

森林整備課長

松くい虫はまず由利管内から秋田県に入ってきて、

瞬く間に海岸線を中心に、中央地域や男鹿地域、山

本地域という形で全県に広がっていきました。南の

由利管内と中央管内は、全く被害がないわけではな

いですが、松林自体がそもそも少なくなってきたこ

ともあって落ち着いてきています。ただ、心配して

いるのが山本地域で、被害先端地域と言っています

が、そこがまだ増えています。農林水産大臣命令の

予算で１億円ほど頂いて、県としては非常に助かっ

ていますが、そういったところを中心に事業費を厚

くして、伐倒駆除や薬剤散布を実施している状況で

す。

佐藤信喜委員（分科員）

この大臣命令もいつなくなるか分からない中で、

でもこうして継続していただいているのは大変あり

がたいことだと、私も地元の議員として本当にお礼

を申し上げたいのですが、今回は国庫補助事業の部

分が金額的には結構下がっていました。これはどう

いう理由で 被害量が減ったとか、処理本数が減

ったとか、その辺を教えてください。

森林整備課長

前の年度に予算要求をしますが、次の年になって

みなければ、実際に松くい虫の被害がどれくらい増

えているか、減っているかは分かりません。それで

もし爆発的に増えた場合は、国にお願いして予算を

取って、それで防除していかないと次年度以降大変

なことになるので、一応多めに予算を要求して、次

の年度に入ったときの被害状況を見ながら対応して

いる状況です。たまたま横ばい状態、下降状態にな

っていましたので、それで現実に合わせたような形

で来年度の予算を要求しているため少し減ったよう

には見えるのですが、もし来年被害が増えているよ

うであれば、国に要望しながら補正予算で対応して

いかなければならないと思っています。
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佐藤信喜委員（分科員）

予算の取り方は毎年同じような形で進んできたと

いうことでよろしいですね。

森林整備課長

そのとおりです。

佐藤信喜委員（分科員）

能代市においては風の松原 これも国有林とい

うことで、地域のボランティアの方々も一生懸命守

りたいとの思いがあります。そして、三種町であっ

たり、当然男鹿市から由利本荘市やにかほ市まで、

海岸では飛砂防備という、地域住民が暮らす上で本

当に守っていただきたい松林がありますので、この

事業を継続した上で頑張ってほしいと思っています。

それで、これまでのいろいろな松くいに関する事

業であったり、これからどうあるべきかという辺り

を齋藤俊明次長に伺いたいと思います。

農林水産部次長（齋藤俊明）

松くい虫の被害については、最先端地域というこ

とで能代管内で歯止めをかけようとしているところ

です。今後重点的に最先端地域で防除して、他県へ

の広がりを見せないような形にしなければならない

ということが、大臣命令もかかっていますので、使

命だと思っています。今後も防除対策については力

を入れて取り組んでいきたいと思っています。

佐藤信喜委員（分科員）

その点についてはよろしくお願いします。

予算内容説明書１３１ページの森林ＧＩＳ高度化

事業と森林情報デジタル化推進事業について伺いま

す。この具体的な中身について、ＧＩＳ（Ｇｅｏｇ

ｒａｐｈｉｃ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔ

ｅｍの略。地理情報システムのこと。）とは森林簿

と地籍図といったものを重ねていくことだと思いま

すが、この予算内ではどの程度のエリアをカバーで

きるのかを教えてください。

森林整備課長

森林ＧＩＳについては、森林資源情報と地図情報

を合わせた形で、画面上で把握できるというなかな

かすばらしいシステムだと思っています。これは一

応全県的に網羅していますので、特にどこの地域と

いうわけではなく、ある程度民有林を全部カバーす

るような形になっています。

佐藤信喜委員（分科員）

分かりました。そうすれば、ＧＩＳ高度化事業と

デジタル化推進事業はどういう違いがあるのですか。

森林整備課長

２番目の森林情報デジタル化推進事業については、

９月補正で航空レーザ計測のために１億円を要求し

て、予算を認めてもらった経緯がありますが、これ

の来年度版として、１億３,２００万円で実施した

いというものです。

佐藤信喜委員（分科員）

ＧＩＳや森林情報は昔からあったことだと思いま

す。それがやっと森林情報がデジタル化されてきて

いる気はしますが、本来であれば課税の部分であっ

たり、土地台帳の部分だったり、いろいろな分野と

の連携が図れれば本当はいいのです。それぞれ事業

を行うに当たっては、省庁別、分野別になってしま

うのですが、森林情報をしっかりすることは例えば

所有者を把握していったり、事業の遂行につなげて

いったりするのに本当に重要であると考えています。

秋田県においては、事業者の育成であったり、本

当に林業関係については造林補助金も積極的に活用

して取り組んでいますし、造林の部分についてもこ

うして予算が付いてきています。この森林ＧＩＳ等

を含めて、これから将来的に秋田県はどういった形

に向かっていきたいのかについて、また齋藤次長に

お聞きしたいと思います。どうあるべきかといった

ところをお聞かせください。

農林水産部次長（齋藤俊明）

まず初めに、森林ＧＩＳ等や航空レーザ計測につ

いては、森林資源を把握するために最近普及してき

たものです。特にレーザ計測については、今年度の

補正から県も取り組んでいますが、これは森林資源

を把握するための肝の事業であると考えています。

いろいろな林道や路線の設計では、これをベース

にしながら線形を考えたり、あるいは再造林の適地

を探してみたりすることが可能になると考えていま

すので、今後も引き続き取り組んでいって、十分な

森林情報を把握して、それを林業の振興に役立てて

いかなければならないと考えています。

佐藤信喜委員（分科員）

デジタル化は非常に費用も掛かっていくことです

が、整備していくことで様々なものにつながってい

くことは間違いないので、まずこの点についても頑

張ってほしいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

提出資料４３ページをお開きください。農業農村

整備事業ということで、農山村振興課と農地整備課

関係のハード事業だと思います。これについて、ま

ず１つ目に、農地整備課全体で１７０億円くらいが

骨格予算で付いていますが、これは例年に比べてい

かがなものでしょうか。

農地整備課長

委員も御存じのとおり、農業農村整備事業は、前

年度の補正予算を繰り越して使う分と当該年度の当

初予算で確保する分の２つを合わせて当該年度の執

行予算となっていますが、今回は国でも補正予算を

１.２倍に伸ばしたことから、県でも昨年度の補正

予算に比べると１.３倍を確保しています。

例年ですと前年度補正の割合は全体の４割くらい
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ですが、今年度は国土強靱化債などの有利な地方財

政措置があてがわれましたので、大体５割弱くらい

を補正予算で確保しました。骨格予算で６月に新規

事業に回る分もありますので、全体事業費は昨年度

に比べると３０億円くらいプラスになる予定になっ

ています。

鈴木真実委員（分科員）

６月補正で３０億円増額されると２００億円くら

いになるということでよろしいですか。

農地整備課長

６月補正に回るのは飽くまでも新規事業の分で、

事業費にすると２５億円くらいですが、前年度の補

正予算と今回の当初予算でプラス５億円くらいは確

保できていて、６月補正を入れるとトータルでプラ

ス３０億円くらいになる予定ということです。

鈴木真実委員（分科員）

（１）の経営体育成基盤整備事業は新規性のある

ものというか、新しい施設がメインなのですか。

（２）、（３）には「老朽化した」という文言が付

いているのですが、そこら辺の区別について教えて

ほしいと思います。

農地整備課長

（１）の経営体育成基盤整備事業は、いわゆる県

営ほ場整備事業のことで、令和３年度の新規地区も

５地区くらいを予定していますが、県全体で６２地

区動くことになります。圃場整備事業は着手してか

ら完了するまで七、八年かかりますので、大方は継

続地区の予算になります。

鈴木真実委員（分科員）

（２）と（３）は。

農地整備課長

これも同じで、老朽化施設を改良整備していく意

味ではそのとおりですが、飽くまでも着工してから

完了するまでは４年、５年かかりますので、予算の

ウエートは継続地区のほうが多くなります。

鈴木真実委員（分科員）

あきた型ほ場整備が非常に注目されて、皆さんで

どんどんやりましょうという論調で事業が進められ

ていますが、この（２）と（３）の老朽化した農業

水利施設やため池などというのは、感触として県内

全体でどのくらいあるのかを教えてください。

農地整備課長

県全体の基幹的水利施設は、ため池を除くと大体

１,５００か所くらいありますが、その施設ごとに、

コンクリート構造物では３０年、４０年などといろ

いろな標準耐用年数があります。その標準耐用年数

については既に４割くらいの施設で超えているとい

う事実がありますので、それを管理する土地改良区

や市町村にとっては水利施設を整備していくことも

大きな課題になっています。あきた型ほ場整備はも

ちろん重要事業として推進していきますが、（２）

の基幹水利施設ストックマネジメント事業も今一生

懸命進めていこうとしているところです。

また、ため池に関しても、議員立法の特別措置法

（防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に

関する特別措置法）が昨年の１０月に施行されてい

ます。ため池については、今までは利水者の立場か

ら老朽ため池を整備してきていますが、飽くまでも

今度は防災上の観点から、下流に人家や公共施設が

あるものについては、今後５年、１０年かけてしっ

かり整備していこうと、予算措置などを支援するこ

とが議員立法で打ち出されました。これには先ほど

述べた国土強靱化債なども補正予算で付いています

ので、こちらもかなり一生懸命取り組んでいく流れ

になってくると思います。

鈴木真実委員（分科員）

このストックマネジメント事業は、農家の方々も

非常に聞き慣れた言葉ですが、あきた型ほ場整備を

する場合は受益者負担は少なくて、このストックマ

ネジメント事業については非常に高いイメージがあ

ります。現状はこのまま１９地区で実施となってい

ますが、この方々からいろいろな要望の声は聞こえ

ないものでしょうか。

農地整備課長

委員が指摘のとおり、この事業は今まで県営事業

を中心に行ってきました。国でも令和２年度に、地

方公共団体の負担を示すガイドラインを出している

のですが、このストックマネジメント事業のような

更新整備についても、もっと県や市町村が負担して

いくという方向性のガイドラインですので、我々も

来年度からは、市町村の了解も得ながら、農家負担

の軽減になるように制度改正をしていこうと今準備

しています。

また、団体営事業（市町村、土地改良区等が事業

実施主体となる事業のこと。）というのがこれまで

なかったのですが、団体営事業についても国で支援

するような事業が打ち出されて、予算もある程度確

保できましたので、団体営事業についても補助事業

を制度化できるように ６月以降の新規の扱いに

なりますが 要求もしているところです。

鈴木真実委員（分科員）

今のお話から、来年度に新規の予算として、６月

にまた新しい芽出しがあるようですので、それに期

待したいと思います。激しい老朽化がいろいろなと

ころで見られますので 調べただけでも４割ある

とのことですので 何か災害があったときに備え

て、国土強靱化を目指すにはこの事業も非常に大切

だと思いますので、鋭意頑張っていただきたいと思

います。

農地整備課長
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国の国土強靱化の３か年対策（防災・減災、国土

強靱化のための３か年緊急対策）は今年で終わる予

定で、県でも延長を要望していましたが、令和３年

度から令和７年度まで５か年継続するということで、

予算も１５兆円規模と打ち出されています。ため池

もそうですが、基幹的な水利施設についても、そう

いう有利な予算をしっかりと活用して、地元の要望

に応えていきたいと思っています。

鈴木真実委員（分科員）

期待しています。

４８ページのウッドファーストあきた推進事業の、

ウッドファーストなあきたの住まいづくり促進事業

ですが、令和２年度の予算の執行率はどのくらいに

なりますか。現在見通せる範囲で教えてください。

林業木材産業課長

今年度の対象として４００戸を予定していますが、

今年は４００戸全部の対象に補助できることになっ

ています。

鈴木真実委員（分科員）

令和２年度はこの４００戸は全部補助できるので

すね。それだけ需要があると考えてもよろしいです

か。

林業木材産業課長

この事業を行うに当たり、今年度は何件くらいと

いう計画を春先辺りに出してもらうのですが、そう

いうところでは結構棟数が出てきて、４００戸と記

載しているところも６００戸などと出てきています。

各工務店グループのところで取りまとめをして

グループの中に会員がいるので取りまとめたものが

上がってくるのですが、その時点では、今年住宅を

建ててくれる顧客の数がまだはっきり分かっていな

い状態で、感覚的に例年並みとか、それよりも少し

上でといった形で出てきます。昨年度はその計画よ

り少し下がったのですが、そういうことがありまし

たので今年はいろいろと連携を取っており、４００

戸はあるという見込みであれば、多分それくらいあ

ると考えられると思います。

鈴木真実委員（分科員）

今年度は４００戸でしたし、来年度も４００戸で、

同じ数字で計上していると考えてよろしいですね。

林業木材産業課長

そのとおりです。

鈴木真実委員（分科員）

我々はよく秋田建築労働組合や秋田建設技能組合

などいろいろな技能を持っている方々の組合との話

合いがあるのですが、やはりウッドファーストあき

たに非常に期待する向きがあります。今回それに対

する何らかの要求があって応えたような部分はあり

ますか。

林業木材産業課長

昨年度は、様式が若干難しいといった話があって

対応した経緯がありますが、今年度の場合は最初の

要望を受けたときに、「これはよい事業なので続け

てください。」といったことを言われた記憶があり

ます。

鈴木真実委員（分科員）

来年度継続してくださるので、ますますいい使わ

れ方を期待したいと思いますが、この事業の県外版

が５１ページの新規事業のあきた材販路拡大事業だ

と思ってよろしいですか。

林業木材産業課長

今年度、こちらのウッドファーストの事業の県外

版という形で実施していますが、来年度から独立し

た形で新たに販路拡大事業として実施するものです。

鈴木真実委員（分科員）

県外版を設けた背景を教えてください。

林業木材産業課長

県外版については、５年間やってきた最初の取組

が一回終了しているところですが、また新たな視点

を設けて、こちらに独立したということです。

前の県外版の取組では、施主に利用ポイントの形

で付与して、それを県産品に交換してもらうという

やり方でしたが、今回新たにこちらに独立させたの

は、工務店や住宅メーカーを補助対象にするという

ところが変わったところです。

それから、前のときには県外住宅を対象にしてい

たのですが、今年度からは非住宅の分野であっても、

内装のほうであればそういうこともできるように間

口を広げています。

それから、言っておきたいのですが、今回はあき

た材パートナーというものに登録してもらうことを

考えています。県外で今県産材を使ってくれている

人や、これから使ってくれる人に登録してもらって、

その人たちがあきた材のＰＲの拠点、窓口になって、

一緒にやっていこうということで、もう少し押し出

した形で新規事業を立ち上げました。

鈴木真実委員（分科員）

非常にいいなと思っています。本当に木材産業や

森林関係の事業者の皆さんは、このコロナ禍で非常

に大変な状況であることをじかに訴えてきます。そ

ういう中での新たな視点での取組は、今は小さな点

かもしれませんが、先ほど言ったように県外のメー

カーや様々なところに呼びかけることによって広が

る一つのきっかけにもなればよいと思いますので、

これが成果としてどういうものだったかについてい

いことが聞けるように、事業を十分に練ってほしい

と思います。

土谷勝悦委員（分科員）

予算内容予算書の１２２ページの小水力発電施設

整備事業は１億円くらい予算が減っていますが、ど
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ういう理由で減ったのですか。

農地整備課長

現在、小水力発電事業は県内で３地区ほど動いて

いるのですが、今年度の予算を調整して、早めに小

水力発電設備を製作するために１億２,０００万円

ほど繰り越して使っている分があります。当初予算

同士で比較すると１億円くらい減ったように見えま

すが、今年度の予算を有効活用して使っている分が

１億２,０００万円ありますので、それを含めます

と昨年度当初予算と遜色ないような予算を確保して

います。

土谷勝悦委員（分科員）

この前テレビで見ましたが、何かすばらしい小水

力発電ができたとのことでした。皆さんは分かると

思いますが、そういうものをこれからいろいろと設

置する予定はないのですか。

農地整備課長

多分委員が言われているのは県の鎧畑発電所で、

県内にある東北小水力（東北小水力発電株式会社）

と早稲田大学と県が３者で新しいらせん式の発電施

設を造った話だと思います。あれのいいところは小

さな落差 例えば農業用水路でも応用可能という

ことで、まずは今年１年かけて、鎧畑発電所で、そ

の産学官３者でいろいろなデータを出していくとの

ことでした。そういう情報を集めて 我々も今ま

で水量や落差などのいろいろな可能性調査をできる

ところから徐々にやってきて、大体やり尽くしたと

いうと大げさですが、調査する候補地も少なくなっ

てきましたので、そういう有利な新しい発電設備の

情報を取り入れて、農業用水路などに生かしていけ

ないかをこれから研究していきたいと思います。

土谷勝悦委員（分科員）

今は成瀬ダムもできつつあるので、その成瀬ダム

関連の水を引き込む田んぼもたくさんあると思いま

す。そういう意味では、そちらのほうで設置できる

ような場所はないのですか。この仙北平野しかない

のか、それとも可能性としてはいろいろなところで

できそうなのかを教えてください。

農地整備課長

これまでの選定基準 落差や水量、年間を通し

て水利権があるかという問題などをトータルで含め

ますと、可能性調査でゴーサインが出るようなとこ

ろは今やっているところで大体着手したことになり

ますが、先ほどの新しいシステムで、もう少し小さ

な落差でもできるように開発されました。また、管

理面では、水路のごみ問題も徐々に新しいシステム

が解決してきています。現地でそれに対応できるか

はすぐには分かりませんが、全県一律にそういう新

しいタイプの施設で可能性を探っていくことはでき

ると思います。再生可能エネルギーも大事な視点で

すので、利用できるものは利用していきたいと考え

ています。

土谷勝悦委員（分科員）

可能性があるとすればやってほしいと思いますの

で、何とかその辺を研究してみてください。

川口一委員（分科員）

今の鈴木委員、土谷委員のお話の関連で伺います。

まず農地整備課ですが、小水力については分かりま

した。鹿角でも前にやっていたと思いますがそれは

いいとして その下のほうのため池等整備事業で

すが、先ほどいろいろと課長から議員立法等の話を

聞かせてもらいました。国土強靱化が５年間延長し

て、これがスタートしたということで、林野庁では

緑の強靭化という名前で呼んでいるようです。昨年

度と今年度のため池等整備事業を見れば、先ほどお

話がありましたが、大体１１億３,０００万円くら

いの減額になっていますね。令和２年度と令和３年

度を比べればそうでしょう。これくらいの減額とい

うことは、またこれからため池等について新たな予

算が措置されるのかなと思いますが、どうですか。

農地整備課長

これから付くというよりも、先ほど申しましたと

おり国の補正予算で、国土強靱化に対する措置が今

回手厚くなっていましたので、我々も補正予算で確

保しました。昨年は７億５,０００万円ですが、今

年度は補正予算で２３億円くらい確保しました。新

規については６月に出すため、ため池についても執

行予算はトータルで６億円くらい昨年度よりは増え

る予定です。

川口一委員（分科員）

大変減額の幅が大きかったものですからチェック

を入れておいたのですが、それはそれとして分かり

ました。

それから、公特事業（公害防除特別土地改良事

業）が令和３年は該当なしとのことですが、公特事

業は県内事業がほぼ終息したと理解してよいのです

か。

農地整備課長

御指摘のとおり令和２年度で鹿角第二地区が終了

しまして、今のところは今後新しい地区が出てくる

予定はありません。

川口一委員（分科員）

この公特事業もいろいろと、大変長年かかって、

鹿角地区も大変皆さんの世話になりました。カドミ

ウム米が多く発生する状況だったのですが、この頃

はこういう事業の成果が鹿角地区でも出て、カドミ

ウム米の汚染のｐｐｍの基準 ０.４でしたか

を下回って、今年も数量が少ないという報告が出

されました。あとはこの事業は終わったのですが、

これからまたそうしたカドミウム米を出さないよう
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な工夫をしていかなければなりません。今度は所管

事項審査に出てくるカドミウムを吸わない品種の開

発がまた着々と進んでいるようですから、それはそ

れとして、地域の営農の管理を農家自ら汗を流して

いく必要があると思っていますが、その辺はどう考

えていますか。

農地整備課長

我々も、ハード整備としては終わったのですが、

その後の営農に関しては普及サイドと連携してしっ

かりとフォローしています。不都合があったりした

らしっかりと指導して、指定解除になって初めて完

了と思っていますので、その辺は新しい品種の問題

や深水管理などいろいろな方法の指導を普及サイド

にお願いして、工事後もしっかりとフォローしてい

きたいと思っています。

川口一委員（分科員）

基盤整備事業は目標に対して順調に進んでいると

思いますが、県内の進捗率は大体何十％くらいまで

きていますか。

農地整備課長

令和２年度の面工事分を入れて、水田面積を分母

にすると７０.４％になりました。やっと７割を超

えたのですが、これから中山間地中心にまだ要望が

ありますので、１００％とは言いませんが、地元の

要望があるところは重点施策としてこれからしっか

りと進めていきたいと思っています。

川口一委員（分科員）

７０.４％とのことですが、１年間に何％くらい

のアップを目標値として、国に対して要求していま

すか。

農地整備課長

今の第３期ビジョン（第３期ふるさと秋田農林水

産ビジョン）から、年間の整備目標面積を８００ヘ

クタールに上げています。それまでは５００ヘクタ

ールだったのですが、今年度も８００ヘクタールを

超えていますし、令和３年度も８００ヘクタールく

らいあって、その次年度までは８００ヘクタールで

いく流れです。率に換算すると０.６％くらいのレ

ベルですが、まずは今要望があるところはこなして

いきたいと考えています。

川口一委員（分科員）

ここ五、六年は整備の予算が国からしっかりと措

置されているのではないかと思いますが、年間大体

８００町歩という数字が出ているわけですから、こ

の線を崩さないような予算を国に対して要求してい

く必要があると思います。その辺、国ではいいあん

ばいにまだ予算措置が続く段取りになっていますか。

農林水産部次長（中西滋樹）

御指摘のとおり、ここ数年はかなり国の予算も付

いています。簡単に当初と補正の合計の金額を並べ

ますと、令和元年が６,４５１億円、令和２年が

６,５１５億円で、実は令和３年の国の予算が

６,３００億円ということで２００億円ほど減って

います。これは何が減っているかというと、ＴＰＰ

対策予算が補正予算にあったのですが、これが５年

目までは大体９００億円から１,０００億円の間を

キープしていたのです。これが６年目に入り、その

ＴＰＰ予算の圃場整備が７００億円に減っています。

ですので、やはり補正予算はいつまで続くか分から

ないというのが基本的な考え方だと思うのです。

一方で、強靱化という部分は今後５年間で１５兆

円ということで、５年間は続くだろうという大きな

道しるべができたと思っています。そういう意味で

は、ＴＰＰ予算の部分は、我々としては今後も是非

維持していってほしいと思いますが、これは国の予

算編成の中でどうなっていくか見通せない部分があ

ります。農地整備課長からも話がありましたが、予

算があるうちに要求して、できる部分はしっかりと

終えていくことを基本的な考え方として持ちながら、

積極的に予算要求も推進していきたいと考えていま

す。

川口一委員（分科員）

お話を聞いて、一安心とはいきませんが、これか

ら汗を流していかなければならないと思います。

最初に農地整備課長から、八郎潟の国営かんがい

排水事業は予算は別だと 後で所管審査で出てき

ますが 説明がありました。その国営の事業と今

の基盤整備等の当初予算の事業と、これから予算が

２つ合わさればかなり膨らんでくると思いますが、

一方で国営の事業がどんどん予算化されてくれば、

今まで行っていた当初予算の基盤整備事業の予算が

ダウンするような傾向になるのではないかと思いま

す。そういう見方についてはいかがですか。

農林水産部次長（中西滋樹）

基本的に国が予算配分するときに、国が行う直轄

事業分と、県あるいは市町村が行う補助事業の大き

なシェアを内々で分けます。そのときに毎年その数

字が大きく動くと事業の進捗に大きな差が出てしま

うので、国としても予算配分をするときにはそのシ

ェアをある程度守ると思いますし、我々も国営分だ

けが伸びて補助の分の予算が付かなかったら支障が

出ますので、その辺りは国に対してしっかり要望し

ていきたいと思っています。これから正に御指摘の

とおり、国営事業も終わりに向かうところもあれば

始まるところもありますが、圃場整備は引き続きあ

る程度の推進をしていかなければなりませんので、

その辺はしっかりとバランスを持った予算要求をし

ていきたいと考えています。

川口一委員（分科員）

是非そういうところを頑張ってやってもらわなけ
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れば、片方が増えても片方が減額されて、帳尻が全

然合わなくなってきます。今の森林環境税の関係で、

当初林野の公共予算が減らされるのではないかと懸

念して、前にも委員会で発言したことがあったと思

いますが、林野においても公共予算を減らさないよ

うな運動をして、皆さんも国に対して要求したと思

います。ですから、農地整備のほうも今の八郎潟の

国営事業が大事業になってくるでしょうから、そう

いうところを見比べながら、今次長が話したとおり

是非公共は公共でしっかりと予算化してもらえるよ

うに、国に対して大きな声で要求してほしいと思い

ますが、部長、締めてください。

農林水産部長

いろいろと心配は尽きないですし、先が見えない

こともありますが、本県のいろいろな予算獲得の段

取りについて、一番分かりやすく言えば、中西次長

がここにいることが我々にできる最大の段取りでは

ないかと思います。議員の先生からもいろいろなル

ートで予算獲得の際には御尽力いただいていますし、

これからもよろしくお願いしたいと思います。

川口一委員（分科員）

最後としますが、長年かけてやってきたわけです

から、これからまた先を見据えて、秋田の農業を良

くするためにみんなで力を合わせてやっていくほう

が、国も予算化してくれるのではないかという思い

での発言でしたので、よろしくお願いをして、終わ

りたいと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、第２グループの当初予算関係の議案に関

する質疑を終了します。

次に、請願、陳情等はありませんので、農林水産

部関係の所管事項の審査を行いますが、説明補助者

の入れ替えのため、暫時休憩します。

再開は午後２時４５分とします。

午後２時３６分 休憩

午後２時４５分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

水田総合利用課長

【提出資料「カドミウム低吸収品種「あきたこま

ちＲ」について」により説明】

園芸振興課長

【提出資料「秋田県市町村未来づくり協働プログ

ラム～八峰町プロジェクト～「おがる八峰しいたけ

プロジェクト」事後評価について」により説明】

農地整備課長

【提出資料「国営かんがい排水事業「八郎潟」地

区の概要について」により説明】

水産漁港課長

【提出資料「ハタハタの漁獲状況と今後の対応に

ついて」により説明】

森林整備課長

【提出資料「秋田林業大学校における林業トップ

ランナー養成研修の取組状況について」により説

明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及び所管事項についての質疑を行

います。質疑は各課室一括して行います。

川口一委員（分科員）

先ほどの質疑を踏まえてですが、カドミウム低吸

収品種「あきたこまちＲ」というすばらしい品種が

開発されました。カドミウム地帯であった鹿角地域

においては、私のみならず鹿角地域の全域の方々が

非常にありがたい品種が開発されたということを言

っていました。サキホコレも良かったのですが、カ

ドミウムを吸わない品種ができたことで、これから

また鹿角の稲作農家にとって弾みが付くと思ってい

ます。一般の作付まで、今年度を含めてまだ４年く

らいありますよね。ですから、資料に書いてあると

おりいろいろな課題がありますが、そういう課題を

一つ一つ克服しながら、立派な品種としてデビュー

してほしいと思います。

これまでの経緯を見れば、平成２４年から育種の

試験研究が執り行なわれてきたとのことで、そうい

う点では長年の研究開発が必要だと思いますが、時

期的には、これは短期間で集中して育成したと理解

してよいですか。

水田総合利用課長

コシヒカリ環１号が品種登録されてからスタート

していますので 平成２３年の品種登録になって

いますので、それ以降スタートしています。また、

戻し交配（掛け合わせによって生じた雑種後代とそ

の先代を交配する育種技術のこと。）を重ねるわけ

ですが、秋田県ではお米は１作しか取れませんので、

沖縄県の石垣島へ出かけて沖縄県の農業試験場の協

力も頂きながら、１年に２回交配を進める作業も行
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いつつ、これまでの育成を進めてきています。

川口一委員（分科員）

雪の降る地帯と南の石垣島 沖縄が一緒になっ

て開発したということで、今までも大冷害の年で種

子が足りない場合は、沖縄で種子を育てたことが他

県でありました。そういう点では、南の暖かい地方

ともいろいろと協力し合いながら研究開発が必要だ

と、今の話を聞いて思いました。

先ほども申し上げましたが、幾らこういう新しい

品種ができても農家の生産体制をきちんと管理して

それがまた低コストにつながっていくわけです

から、そういう点をきめ細かくやってほしいと思っ

ています。この品種は自家採種は行わないとのこと

ですから、それは徹底をして 中には自分で採種

してまた使っている品種もあると聞いていますので、

その辺はサキホコレと同様にしっかりと守ってもら

えるようにしていただければありがたいと思います

が、いかがですか。

水田総合利用課長

カドミウムを吸わないことがあきたこまちＲの一

番の特性ですが、自家採種をするとその一番の特性

が失われてしまいますから、特にこの自家採種につ

いては、一番の目的がカドミウムを吸わないことで

あることを徹底して農家に説明して、守っていただ

けるように指導を重ねていきたいと考えています。

川口一委員（分科員）

先ほども公特事業で、いろいろな基盤整備等を事

業化してきた話がありましたが、あきたこまちＲを

一般作付すれば、県内では何万ヘクタールくらいの

面積に拡大していくことになりますか。そんなにな

いですか。

水田総合利用課長

カドミウムの低吸収化に向けた湛水管理をしてい

るところが約１万８,０００ヘクタールあります。

これを全てあきたこまちＲで賄うことにはならない

と思いますが というのは、実はめんこいな、ゆ

めおばこなど、業務用に回せるようなほかの幾つか

の品種も併せて進めているところで、あきたこまち

Ｒよりは遅れてデビューすることになりますが、す

ぐ１年後、２年後辺りにできればデビューさせたい

と考えています。それらを幾つかの組合せの中で農

家に選択していただき、あきたこまちＲに偏ってし

まうことがないような体制をつくりながら進めてい

きたいと考えています。

栽培の特性については、カドミウムを吸わない根

の受容体があるようなのですが、同時にマンガンも

吸わない特性があります。マンガンはどうしても必

要な要素ですので、この辺をうまく栽培管理してい

かないと生育に影響が出る部分もあります。その栽

培管理の仕方のマニュアルなども今併せて開発して

いるところですので、その進み具合と併せて、作付

する面積等についてはこの後検討していきたいと考

えているところです。

川口一委員（分科員）

１万８,０００ヘクタール 北のほうでは、鹿

角もかなり面積が大きいですから、多分それに該当

すると思います。今までは湛水管理を深水にして、

カドミウム米を出さないのが基本で、かなり農家も

営農で苦労した面がありました。正直言って、大変

苦労したのです。必ずカドミウムの検査をしながら

出荷していますから、あなたのところのｐｐｍは幾

らであるとデータがどんどん入ってくるわけで、そ

れに基づいて圃場は管理を徹底しなさいということ

でしたから、是非ひとつ、これを機にまた秋田米の

安全安心を見ながら進めていただければ大変ありが

たいと思います。農家の方々に期待を持たせるよう

に、「こういうものも出てくるよ。」とＰＲしてい

ただければ大変ありがたいと思いますので、よろし

くお願いします。

土谷勝悦委員（分科員）

あきたこまちＲの場合、収穫して、検査は当然し

ますよね。検査した場合に、普通の米と一緒に出荷

しても大丈夫ですか。

水田総合利用課長

まず、あきたこまちＲの流通については、今ちょ

うどその制度が変わるところなのですが、現制度で

説明しますと、あきたこまちとあきたこまちＲは同

じ品種群設定にさせていただこうと考えています。

要は消費者が買う際には、どちらか分からないとい

うか、あきたこまちとして流通できるようにセット

しようと考えているところです。

また、カドミウムが入っているかどうかの検査に

ついては、今回のあきたこまちＲがカドミウムをほ

とんど吸わないという特性ですので、幾つかのサン

プリング調査はすることになりますが、本格流通す

るまでの間にそういった検査を重ねて、本格流通す

る段階では、そういった区分流通や検査をしなくて

もいいような状態に持っていきたいと考えています。

土谷勝悦委員（分科員）

それから、今までカドミウムが発生している水田

は、絶対にあきたこまちＲを植えるという、ある程

度きつい縛りがないと、もしかすると変に混ざって

しまう場合が出てくる可能性もあると思います。そ

れにカドミウムが出る場合、毎年出るわけでもなく

て、３年に１回出たり５年に１回出たりする水田も

あると思うのです。そういう水田もやはり縛りをき

つくして、あきたこまちＲを作付してもらうという

厳しさを何かつくらなければならないと私は思いま

すが、そこら辺は県ではどのように考えていますか。

水田総合利用課長
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まずは、農家の皆様にあきたこまちＲという品種

を知っていただいて、非常に作りやすいものだと

要は出穂後も湛水管理をするとなると、稲刈りの

ときにかなりぬかるむ状態での作業になると思いま

すが、そういった湛水の苦労から開放されるという

ところを分かっていただくと、かなりこの品種のメ

リットを農家の方に実感していただけると考えてい

ます。そういったところを地道にきちんとお知らせ

していくことで、農家の皆様からもこれはよい品種

だと御理解をいただいて、作付していただけるもの

と考えていますので、本格デビューするまでの間に、

まずはそういった地道な周知活動を通してきちんと

農家の方に理解してもらえるように努めたいと考え

ています。

土谷勝悦委員（分科員）

食べる人の健康第一だと思いますので、県として

もある程度の厳しさは必要だと思います。どのよう

な形で縛りを付けるのかは今想像がつかないですが、

人間の健康に関することですから、そういう厳しさ

もある程度は必要ではないかと思いますので、そこ

ら辺は何か考えてほしいと思います。

水田総合利用課長

作るほうの立場からだけ話してしまいましたが、

確かに土谷委員の御指摘のとおり、消費者にしてみ

れば、全くカドミウムが含まれていない安全なお米

が欲しいという気持ちは当然だと思います。まずは

１万８,０００ヘクタールという土地はもう押さえ

ていまして、農地の所有者、耕作者も押さえていま

すので、ある程度の厳しさといったところも踏まえ

て、どういった基準を設けるかはまたこの後検討さ

せていただきますが、そういった方々にきちんと作

ってもらえるように働きかけていきたいと思ってい

ます。

薄井司委員（分科員）

八峰町のおがる八峰しいたけプロジェクトの件で、

今回の成果指標と達成状況について伺いますが、菌

床シイタケの関連加工食品等の開発とは、どういっ

たものを開発していたのですか。

園芸振興課長

オイル漬け専門の業者が八峰町にありますが、そ

こでシイタケを使ったオイル漬け これはフラン

ス料理の前菜で付くような、オイルにシイタケを漬

けたものです を作っています。あるいはタプナ

ードというシイタケをペースト状にしたものですが、

例えば牛ヒレやトーストに塗って食べたりするとの

ことで、これはＡＮＡの国際線にも採用されたもの

です。また、バーニャカウダ これはよくイタリ

ア料理で食べるのですが、シイタケを細かく刻んで、

それをディップソースにして温野菜などに付けて食

べるものです。それから、ハッピーマッシュ（ハッ

ピーマッシュ株式会社）というところで、だし汁な

どに使う乾燥シイタケのスライスを加工しています。

こういった４品を作って、シイタケをどんどん売り

出していこうとしています。

薄井司委員（分科員）

４種類今取り組んでいますが、例えば販売実績や、

どれくらいもうけているかという状況は把握してい

ますか。

園芸振興課長

その辺の数値は、民間の専門店のデータなので今

手元にはないのですが、ＡＮＡに採用されて、これ

からどんどん売り出していくとのことで、これから

本格的になっていくと思います。このプログラムの

中でもＰＲ活動として、例えば東京の商店街で今空

き店舗になっているところを借りて、販促をかけて

いくといった取組もしていますので、これから多分

売れていくと思います。

私も食べてみたのですが、ちょっと塩辛くて非常

においしいものなので、これから売れていくのでは

ないかと思っています。

薄井司委員（分科員）

八峰町も一緒に応援しながらやっていると思いま

すが、県も引き続きどういった形で支援していこう

と考えていますか。

園芸振興課長

まず、八峰町でも、町単独でいろいろな市場開拓

をしたり、また引き続き、今４品ですが、更にまた

１品を開発していく動きがあります。町でも補助を

出しながら、商品開発や市場開拓をしていきます。

一方、県でも販売戦略室、あるいは東京事務所に

は企業開拓員もいますので、そういった流れでいろ

いろな商品を提案して、広く実需者に分かっていた

だけるように県としては関わっていきたいと思って

います。

鈴木真実委員（分科員）

私の地元の、国営かんがい排水事業「八郎潟」地

区の概要について、思いをはせながらお話しさせて

いただきたいと思います。

大潟村ができて５０周年のお祝いがあって、それ

からもう三、四年たっているわけですが、その中で、

国営かんがい排水事業は非常に入植者の方々 第

１、第２世代の方々から、今はもう第３世代になっ

ていますが にとっては、物すごく熱望した事業

でした。その中で、ここまでたどりつけたというこ

とで、先ほど川口委員がおっしゃったように、大潟

村の村民の方々が、皆本当に村を挙げて喜んでいる

ような状況です。

特に事業費は４８８億円掛かります。加えて、今

後進めていくに当たって、資料の参考２のところで

また４７億円という事業費がこれに付加されるので
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すか そういうことで、非常に農家の方々にとっ

ては大変だと思ったのですが、予定負担区分もこの

パーセンテージに落ち着いたということで、県の皆

さんの頑張りには、地元を代表する議員としてもあ

りがたいと思っています。

この事業は、今後の大潟村の在り方 ずっと稲

作のトップランナーとして走ってきたところで、今

後またどういうことをするかという大きな位置づけ

の事業になると思いますので、今後また大潟村の村

民の方々にも本当に頑張っていただきたいと思って

います。今までの様々な歴史があった中で、こうい

う事業について、今の段階でこうして話すことがで

きるようになったのも、本当に皆さんの頑張りだと

思いますので、心から御礼を申し上げたいと思いま

す。

これからのことになると思いますが、一番上のと

ころに「水質保全機能の増進を図る」という部分が

あります。自然環境との両立という視点もあると思

いますが、これについてどのような見通しがあるの

か、大変難しい話だと思いますが、教えてください。

農地整備課長

まず、鈴木委員が御指摘のとおり、大潟村の国営

事業は基本的な調査を１０年前から行ってきて、本

当に村の悲願だと思っていますので、採択にこぎ着

けたことは我々も本当にありがたく、うれしく思っ

ているところです。

先ほどの水質保全機能については、この事業は基

本的には幹線用水路を全て改修するのがメインです

が、一部排水路の拡幅をしたり、排水路の末端に砂

や泥を沈殿する沈砂地というものを設けて、水質を

改善することもこの工種の中に入っているため、そ

れも水質改善の効果につながります。それから、一

番は、今現在幹線用水路が老朽化して、一律ではな

い凸凹に沈下しているせいで、下流末端まで水をか

けるために約３割の無駄な水を流している状況です。

それが国営事業ですっかり整備されることによって、

今の３割の無駄な水が減らされることで、幹線排水

路に排水される水そのものも軽減される効果があり

ます。この水質保全機能の増進には、用水路の整備、

管水路の整備、排水路の整備がともに寄与します。

鈴木真実委員（分科員）

どのような形で効果が現れてくるのか予想があま

りできませんが、八郎湖の残存湖の水質の透明さを

求める声は非常に高いので、そういう面からも、是

非とも最新の技術も取り入れてこれから取り組んで

ほしいと思います。

これから令和３年から令和２４年度まで２２年間

の工期に入る中で、いろいろなよい設備や機器等が

どんどん出てくると思いますが、毎年のように契約

を結ぶことになるのですか。業者やメーカーに発注

したり、工事契約したりする部分については、今後

はどのような契約の仕方になっていくのでしょうか。

農地整備課長

国営なので詳細は分からないのですが、発注の仕

方は県と同じで、普通に入札して 国営なので規

模はある程度大きいと思いますので、１回で何件、

何十件という発注を、毎年度配分された予算で優先

順位を決めて発注していくことになると思います。

鈴木真実委員（分科員）

最新の設備等も加味されて交換されていきながら、

工事が進められると考えてよろしいですか。

農地整備課長

今現在入っている老朽化した施設を撤去して、そ

こに新しい まずここは、幹線用水路の８５％を

パイプラインにする計画ですが、そういう新しいも

のが順次入っていくことになると思います。

鈴木真実委員（分科員）

２２年間という長い期間ですので、滞ることなく

工事が進められることをお祈りして、私からもあり

がたいという気持ちを表したいと思います。

川口一委員（分科員）

森林整備課の秋田林業大学校について伺います。

これは大変数値が良くて、卒業生の方々も県内で一

生懸命頑張っていると思います。５期生の修了生の

内訳を見ても、林業会社に９名就職とのことで、現

場に出て活躍している若い方々が今増えていると感

じます。これは非常によい傾向に向いてきているの

ではないかと思っていまして、一般質問等で私も話

したのですが、どこの現場に行っても必ず高性能林

業機械等のすばらしい機械を若い人たちが操縦して

いる状況でした。この取組の成果が徐々に現れてき

ているのではないかと思っていますが、その辺はど

う見ていますか。

森林整備課長

委員のおっしゃるとおり、我々も、現場で即戦力

として活躍している若者がどんどん増えているとい

う現実は、非常に喜ばしいことだと思っています。

確かに今までの林業の現場というと、どうしても年

配の方が多く、せっかく若い人が入っても、年代差

のギャップを感じて辞めていくのを何人も見てきて

いますので、今この林業大学校を卒業した１５名か

ら１８名 数的にはそれほど多くはないかもしれ

ませんが、秋田県の林業の現場をすごく活性化させ

ているのだとしみじみと感じています。この取組を

ずっと続けていけば、もっと秋田の林業現場が若者

でいっぱいになって、また違う若者が林業の現場に

来るという波及効果もあるので、非常に期待してい

ます。

川口一委員（分科員）

これまで１期生から５期生まで８１名の方々が卒
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業したわけですから、今年、来年で１００人を超え

るわけです。ですから、徐々に幅広く現場でも頑張

ってほしいと思いますが、林業大学校の開校は、秋

田県は全国において何番目でしたか。たしか２番目

くらいだったと私は記憶しているのですが、どうで

したか。

森林整備課長

東北でいきますと、たしか山形県のほうが先だっ

たのですが、秋田県も２番目ということで、次に岩

手県、宮城県と進んで、来年は青森県でも開校する

という話を聞いています。

（※７８ページで発言訂正あり）

川口一委員（分科員）

大変失礼しました。東北ではなくて、全国で上か

らどの辺であったのかと思って、たしか私の記憶で

は上のほうだったと まず、いいです。

私も東京などに行くと、「秋田県の林業学校は頑

張っているね。」と言われることがあります。全国

の県から秋田県の林業大学校に関してかなり関心が

あるような話も聞いていますが、やはり他県からも

そういういろいろな聞き取りはあるのですか。あま

りないですか。

森林整備課長

宮崎県は秋田県よりも早く林業大学校ができたの

ですが、ちょっと場所を変えて新規に開校したいと

いうときに、秋田林業大学校に視察に来ました。秋

田林業大学校は秋田市に近いですが、宮崎県のは山

のほうにあったらしく、それを秋田のように比較的

町なかにしたほうがよいのではないかという関心を

持って視察に来られました。北海道からも来ました

し、秋田県は意外と先進地として評価されていると

思っています。

川口一委員（分科員）

是非自信を持って対応して、どんどんＰＲしても

らいたいと思います。今年の入校の状況を見てもよ

い数字が出ていましたので、これを機にまたどんど

ん頑張ってほしいという気持ちですが、嶋田技監、

いかがですか。

農林水産部森林技監

委員がおっしゃるとおり、林業大学校は、我々と

しても秋田県の中でトップランナーと考えています

し、全国でもトップランナーの一つではないかと自

負しています。

先ほど課長からも、若い人が林業全体の活性化に

寄与しているのではないかというような話がありま

したが、まさしくそう思っています。単に高性能林

業機械を操作するのにたけた人間が増えたのみなら

ず、いろいろな工夫をするのは若い人のほうが多分

得意ですし、やる気もあると思いますので、そうい

う人たちを少しでも増やしていきたいということで

す。とりわけ今までと違った 午前中の質疑でも

ありましたが、いろいろな先端技術がこれから恐ら

く林業の現場でも出てくる中で、若い人たちが創意

工夫をしやすくなるような環境を整えることも、ひ

ょっとしたらこれから引き続き全国のトップランナ

ーでいるためには必要なことではないかと思います。

我々の学校を見学して、あるいは参考にして、今

全国で相次ぎ開校している学校でも、恐らく高性能

林業機械などは我々と同様に一生懸命研修させてい

ると思いますが、もう一つ先を見れば、そういう先

端技術を円滑に受け入れられるような人材もこれか

ら意識して育てていかなければならないのではない

かと思っています。補正予算でも要望して認めてい

ただいたのですが、例えばそういう機材の整備や、

あるいはこれも午前中に話がありましたがＧＩＳを

使えるようにするなど、そういった分野のほうもこ

れから伸ばしていくことは、将来のトップランナー

であるための道筋ではないかと考えています。

川口一委員（分科員）

いずれにしても、林業を成長産業にしていく中で、

いろいろな団体の方々と協力していかなければトッ

プランナーを守っていくことはできないわけですか

ら、今まで以上に皆さんと協力し合いながら頑張っ

ていこうと思っての質問でした。よろしくお願いを

して、終わります。

薄井司委員（分科員）

今の関連ですが、資料に参考として就職状況が付

いています。この人たちはずっと継続して就職して

いるのか、それとも離職しているのかの追跡調査を

もししているのであれば、どういう状況なのかを教

えていただきたいと思います。

森林整備課長

県でも追跡調査をしています。最近ですが、残念

ながら体の調子が悪くなって、健康上の理由で林業

関係に就職できなかった方が１名ほどいますが、残

りは現場でばりばり働いています。

薄井司委員（分科員）

就職状況も国際教養大学並みの１００％になって

いることから考えれば、今回の選考で漏れた人もい

ますが、こうして若手が必要とされている環境の中

で、定員の枠を多少広げることはできないものでし

ょうか。

森林整備課長

私も今年面接官として、一人一人の熱意といった

ものを聞きました。残念ながら定員１８名というこ

とで、せっかく申し込んできても残念ながら入るこ

とができなかった人がいて、非常にもったいないと

思いました。

我々も、情報提供によるフォローとして、労働対

策基金（公益財団法人秋田県林業労働対策基金）に
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相談すれば、もしかすると林業のいろいろな情報を

もらえるかもしれないという一文を入れて、「林業

に就職したいという熱意を感じたので、もし関心が

あればこちらに連絡してください。」というような

紙を１枚送りました。その結果１人の方が、是非県

で実施している研修を受けたいということで、研修

を受けたという実績があります。恐らくこの１名の

方は、林業に進まれるものと期待しています。

それから、林業大学校ができた頃の定員は１５名

でした。議会からも、このようなよい研修制度があ

るなら定員を増やしたらどうかということで、３名

増やして１８名にした経緯があります。これ以上増

やせれば一番よいのですが、林業大学校は現場研修

が多く、先生の人数など今の体制を考えると目が行

き届かないので、頑張っても１８人が限界だと考え

ています。林業は研修であっても非常に危険な作業

が伴いますので、安全のことを考えると今の１８人

が最適な人数だと思っています。

薄井司委員（分科員）

開校によって、林業に関心を持つ若い人がいると

いう結果、実績が大分現れてきていますので、今後

もそういった若い人を林業の場に送り込めるように、

是非頑張っていただきたいと思います。

森林整備課長

教育庁で調査したところ、高校生の県内就職希望

割合７５％という数字が出ています。県内で就職し

たいという高校生が増えていますし、首都圏にいっ

たん就職した方が今回のコロナの問題で秋田県に帰

ってきたいということで、林業大学校に入りたいと

いう方が結構いました。ふるさと回帰の流れも非常

にありますので、そういった人たちに１人でも多く

林業の世界に入っていただけるように、引き続き努

力していきたいと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、所管事項に関する質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、２月２２日月曜日、

午前１１時からの予算特別委員会終了後に委員会を

開き、２月１５日提案分の補正予算関係の付託議案

について、討論・採決を行います。

また、同日午後の予算特別委員会終了後に委員会

及び分科会を開き、２月２２日追加提案分の議案の

審査を行います。

散会します。

午後３時４２分 散会
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令和３年２月２２日（月曜日）

本日の会議案件

１ 議案第９０号

令和２年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担の変更について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

２ 議案第９１号

令和２年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担の変更について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

３ 議案第９２号

令和２年度林道事業に要する経費の一部負担の

変更について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

４ 議案第９９号

令和２年度秋田県一般会計補正予算（第１４

号）（農林水産部の関係部門）

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課 今 野 武 俊

農林水産部農林政策課 三 浦 竜

会 議 の 概 要

午前１１時４分 開議

出席委員

委 員 長 佐 藤 信 喜

副委員長 薄 井 司

委 員 川 口 一

委 員 小 松 隆 明

委 員 鈴 木 真 実

委 員 土 谷 勝 悦

委 員 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、各委員からの発言通告がありませんので、

２月１５日提案分の補正予算関係の付託議案に関す

る質疑は終局したものと認めます。

それでは、付託議案について討論・採決を行いま

す。

議案第９０号、議案第９１号及び議案第９２号、

以上３件を一括議題とします。

まず、討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

採決します。

議案第９０号ほか２件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定して御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

議案第９０号ほか２件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案

件のうち、２月１５日提案分の補正予算関係の案件

の審査は、全て終了しました。

ここで暫時休憩し、午後の予算特別委員会終了後

に委員会を再開し、分科会を開き、本日追加提案さ

れる議案の審査を行います。

暫時休憩します。

午前１１時 ５分 休憩

午後 ２時２４分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 佐 藤 信 喜

副委員長（副会長） 薄 井 司

委 員（分科員） 川 口 一

委 員（分科員） 小 松 隆 明

委 員（分科員） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 土 谷 勝 悦

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛
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農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

農業経済課長 福 田 正 人

農業経済課販売戦略室長 草 彅 郁 雄

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 藤 村 幸司朗

水田総合利用課

秋田米ブランド推進室長 加賀谷 由 博

園芸振興課長 本 藤 昌 泰

畜産振興課長 畠 山 英 男

農地整備課長 舛 谷 雅 広

水産漁港課長 工 藤 輝 喜

林業木材産業課長 沼 倉 直 人

森林整備課長 戸 部 信 彦

委員長（会長）

委員会を再開し、分科会を開きます。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

森林整備課長

２月１８日木曜日に開催されました所管事項の審

査での川口委員からの御質問に対する答弁の訂正を

お願いします。

川口委員から、秋田林業大学校は全国で何番目に

できたものかという質問があり、全国の順番につい

ては不明なものの東北では山形県に次いで２番目で

あると答弁しましたが、正しくは秋田県が１番目で

したので、訂正させていただきます。大変申し訳あ

りません。

なお、全国での順番については、秋田林業大学校

は現在２０校ある林業大学校のうち１１番目の開校

となっていますので、よろしくお願いします。

（※７５ページの発言を訂正）

委員長（会長）

次に、本日提案された補正予算関係の議案に関す

る審査を行います。

分科会において、議案第９９号のうち農林水産部

に関係する部門に関する審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

農林政策課長

【補正予算内容説明書により説明】

農業経済課長

【補正予算内容説明書により説明】

水田総合利用課長

【補正予算内容説明書により説明】

畜産振興課長

【補正予算内容説明書により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課一括して行います。

土谷勝悦委員（分科員）

補正予算内容説明書１５ページの比内地鶏需要回

復緊急対策事業について伺います。学校給食や、そ

のほかいろいろな対策を練って、比内地鶏の販売の

回復のために県でも一生懸命力を尽くしたと思いま

すが、実際にやってみて、結果的に大分好転したと

か、まだ好転しないとか、反省点がいろいろとある

と思います。その辺について教えてほしいと思いま

す。

畜産振興課長

今回のこの事業については、４月補正以降ずっと

計上させていただき、承認をいただいて進めていま

す。前年度末に８１トンあった在庫を、各種対策で

５２トン減らして２９トンとする数値目標を掲げて、

各種取組を進めてきました。その中に学校給食があ

ったり、社食・中食の事業があったりしますが、実

績としては１２月末で既に２８トンまで在庫が減っ

ていまして、当初の予定よりも３か月前倒しで在庫

が減ったという状況になっています。

ただ、現状を見ますと、一部まだ生産調整を実施

している産地があります。最終的には減産をしなく

てもいいようにするのが目指すところですので、今

後も今回の事業を契機として、各市町村であったり、

生産者団体であったり、独自の取組がありましたの

で、そういうところをいま一度バックアップしなが

ら、最終的にコロナの前の状況に戻れるように支援

していきたいと考えています。

土谷勝悦委員（分科員）

私も頑張りは頑張りで良かったと思っていて、こ

の頃スーパーへ行くと、前はそんなに比内地鶏の姿

は見えなかったのですが、今はよく売られています。

私もどちらかというと好きなほうで、例えばうどん

やそばのだしに使うと本当においしくて、買って家

族全員で食べますが、硬過ぎるのでもう少し軟らか

い段階で出荷できるような工夫はできないものか教

えてください。

畜産振興課長

比内地鶏は放し飼い、平飼いですから、どうして

も肉質は通常のブロイラーなどと比べると硬いとい

うか、歯ごたえがあると捉えています。鶏の種類を

変えて交配すればそういうところも改善されるのか

もしれませんが、そこは比内地鶏の特徴と理解して、

こういう形でこの後進めていくつもりでいます。

ただ、今回は著名な料理人のタサン志麻さんとい

う、ＮＨＫやいろいろな民放の料理番組で活躍して
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いる人に協力を頂いて、１２月に１度県内にお越し

いただき、いろいろな調理をしてもらいました。比

内地鶏は硬いですが、そういう鶏肉であっても軟ら

かく、それからまた今までのきりたんぽなどではな

い別の形での調理方法などもチャレンジして、レシ

ピも作っていただきました。先ほど御指摘いただい

た量販店、小売店では、今も２月のフェアを実施し

ていますが、そういった食べ方も併せて提供しなが

ら、この後消費拡大に努めていきたいと考えていま

す。

土谷勝悦委員（分科員）

消費拡大が一番大事だと思いますので、これから

も宣伝を大にして、なるべく販売できるように要望

して終わります。

鈴木真実委員（分科員）

３か月前倒しで、２９トンの目標よりも更に２８

トンまで在庫が減ったとの説明があった中で、もう

一つ、その後には独自の取組もあったとのことでし

た。学校給食のように話題になったものだけでなく、

独自の取組もあったと説明がありましたが、目立つ

ような独自の取組とは何であったのか、効果的なも

のがあったら教えてください。

畜産振興課長

市町村の独自の取組のことで話しました。４月議

会で県予算を承認いただいたことが契機になったと

私は考えていますが、大館市でも比内地鶏の消費拡

大のため、鶏肉を値下げして買えるようにしたり、

冬場には贈答用や自家消費用のローストチキンを作

る取組をしたところもありました。県の事業がきっ

かけになったと思っていますが、いろいろな取組が

あっての２８トンと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

コロナ禍の様々大変な中でまた新たな芽が出てき

たというか、工夫して付加価値を付けて売るところ

が生まれてきたと思います。井川町にも比内地鶏を

加工して、生の肉を売るところがありましたが、Ｊ

Ａが協力したり、それから様々な方面 各企業に

直接売るなど新たな販売路を見つけて、在庫がほぼ

ゼロ近くになったという、大変喜ばしい事態があり

ました。従来のものでなくてまた新しい道筋ができ

てきたと思っていますが、いかがですか。

畜産振興課長

今回の取組の量的な話をすると、一番多かったの

はセブンイレブン（株式会社セブン－イレブン・ジ

ャパン）で、お弁当やおにぎりで２０トンくらい販

売していますし、去年のゴールデンウイークのとき

にはジャパネット（株式会社ジャパネットたかた）

で６トンくらい販売しています。これが１番、２番

の大きな消費で、反響も大きかったと思っています。

今、委員が指摘した井川町の比内どり食品（比内

どり食品有限会社）も、外食が閉ざされたことから

地元の農協とタッグを組んで、県庁の食堂にも卸し

ていますが、湖東農協で作ったお弁当などのような

小売向け、家庭内消費向けに一生懸命取り組んで、

今はほとんど在庫がない状態にまできていて、うれ

しく思っているところです。

そういう新たにできたルートですが、外食がこの

後まだ不透明なところもありますので、家庭内消費、

小売に力を入れながら、再開したときにもルートが

確保されるように支援していきたいと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

比内地鶏に限らずほかも同じことだと思いますの

で、県としての取組は多様に多角的に、農林水産部

も自らきっかけをつくっていっていただきたいと思

いました。

小松隆明委員（分科員）

関連ですが、農業経済課の学校給食の事業がまず

２,３００万円の減額、それから今の比内地鶏の事

業も９１０万円の減額です。実はおととい、一杯飲

みの席に呼ばれて、肉屋さんから焼肉用の牛肉を買

ったのですが、キロ１万円以上するかなと思ったら

６,７００円でした。おいしくごちそうにはなりま

したが、予算内容説明書から推測してみると高級な

肉ほど値段が下がっていて、牛や比内地鶏の肥育業

者は経営的に大変なのではないかと臆測をしたので

すが、現状はどうでしょうか。

畜産振興課長

大きく２つ、肉用牛と比内地鶏の生産者というこ

とで、肉用牛の特に肥育経営については、委員御指

摘のとおりなかなか容易でないのが正直なところで

す。今年の４月が一番枝肉の底値で、以降徐々にで

はありますが、回復してきています。その回復とい

うのは、今はまたストップしていますがＧｏ Ｔｏ

イート（新型コロナウイルス感染症の影響を受ける

飲食店の需要回復を図る国の事業のこと。）や、そ

れから後は家庭内消費が通信販売などいろいろなル

ートで少しずつ回復してきていて、１１月、１２月

辺りは、去年の同じ月を比べても、去年を上回るく

らいまできています。１月もまあまあというところ

ですが、いかんせん４月から１０月までのマイナス

が大きく、国の経営安定対策のマルキン制度（肉用

牛の標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合

に、生産者に対し差額の９割を交付する国の制度の

こと。）で補填はされているのですが、まだ厳しい

状況が続いています。

それに関連して、子牛市場の価格もまだ一度も去

年を超えていないので、少し厳しい状況は続いてい

ると考えています。

比内地鶏については、販売の特殊性もあって１羽

辺り単価は大体２,０００円前後で変わらないです
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が、生産調整をしている分所得が下がってきている

ことがこの後心配されるところです。

小松隆明委員（分科員）

今の課長の答弁は、私が心配しているよりもいい

状態の報告だと思います。いずれ子牛が高い 繁

殖農家の単価が高ければ肥育農家にしわ寄せがいく

わけで、大変だと思っています。限度のあることで

しょうが、何とか行政でできる限りの支援をしてい

ただければと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、本日提案された補正予算関係の議案に関

する質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、３月４日木曜日、予

算特別委員会終了後に委員会を開き、当初予算関係

の付託議案について討論・採決を行います。

散会します。

午後２時４２分 散会
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令和３年３月４日（木曜日）

本日の会議案件

１ 議案第６１号

秋田県漁港管理条例の一部を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

２ 議案第７３号

財産の貸付けについて

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

３ 議案第７４号

令和３年度県営土地改良事業に要する経費の一

部負担について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

４ 議案第７５号

令和３年度水産基盤整備事業に要する経費の一

部負担について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

５ 議案第７６号

令和３年度林道事業に要する経費の一部負担に

ついて（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 佐 藤 信 喜

副委員長 薄 井 司

委 員 川 口 一

委 員 小 松 隆 明

委 員 鈴 木 真 実

委 員 土 谷 勝 悦

委 員 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課 今 野 武 俊

農林水産部農林政策課 三 浦 竜

会 議 の 概 要

午後１時３１分 開議

出席委員

委 員 長 佐 藤 信 喜

副委員長 薄 井 司

委 員 川 口 一

委 員 小 松 隆 明

委 員 鈴 木 真 実

委 員 土 谷 勝 悦

委 員 松 田 豊 臣

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 齋 藤 俊 明

農林政策課長 安 藤 鷹 乙

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、各委員からの発言通告がありませんので、

当初予算関係の付託議案に関する質疑は終局したも

のと認めます。

それでは、当初予算関係の付託議案について討論

・採決を行います。

議案第６１号、議案第７３号、議案第７４号、議

案第７５号及び議案第７６号、以上５件を一括議題

とします。

まず、討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

採決します。

議案第６１号ほか４件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定して御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

議案第６１号ほか４件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案

件の審査は、全て終了しました。

本日の委員会を終了します。

散会します。

午後１時３３分 散会


