
平成 27 年第 1回定例会	 環境農政常任委員会	 

平成 27 年 3 月 3 日	 

髙橋(稔)委員	 

	 はじめに環境学習教材の作成につきまして伺ってまいります。地球温暖化対

策教育の中に 410 万円強の環境教育学習教材作成事業費が計上されております

ので、関連して伺ってまいります。	 

	 まず、学校現場におきます環境学習はどのように取り扱われているのか伺っ

てまいります。	 

環境計画課長	 

	 平成 23 年 10 月に環境保全活動・環境教育推進法が改正されまして、学校教

育における環境教育と教育を通じました環境保全活動が一層推進されることと

なりました。また環境学習が充実された新学習指導要領が平成 23 年度から順次

小中高で設けられました。社会、理科、技術家庭、総合的な学習の時間、そう

いった授業の中で身近な自然観察、地球温暖化、資源エネルギーの問題などを

取り扱っております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 今回、予算案に新規事業として計上されているわけですけれども、どのよう

なものを考えておられるのか、確認させていただきます。	 

環境計画課長	 

	 地球温暖化対策を中心とした環境問題につきましては、小中高校において学

校教育の授業として取り組んでいただくために、教員が授業で教材として利用

しやすいような構成とした教材を作成しまして、ウェブサイト等に掲載する予

定です。内容につきましては、例えば温暖化、自然環境などの分野ごとに分け

るとともに、さらにシーンごとの区切りでありますとか、そういったものを細

かく分けまして、動画を見て児童、生徒が考えられるような問いかけ方式にす

るような、そんなことも教材として利便性が高いものになるだろうと思います

ので、検討してまいる考えです。またスマートエネルギー計画を推進しており

ます本県の状況を踏まえまして、再生可能エネルギーの利用の促進を取り入れ

るなど、本県ならではの特色を出していきたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 小中高ということになりますと３バージョンあるということでいいんでしょ

うか、それとも小学校低学年用とか高学年用とか、小中高一体のものというの

は考えにくいんですけれども、その辺はどうですか。	 

環境計画課長	 

	 内容につきましては、今後、編集委員会をつくりまして検討してまいります

が、これまで教育委員会の教員等と接触している中では、必ずしも映像として

は分けなくても設問の内容といったところの段階に応じて分けていく、そんな

ことでもいいのではないかというような意見を頂いておりますので、今後その

辺は詰めていきたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 設問で工夫するということですけれども、小学生から高校生までということ

になると、かなり難易度においても、理解度においても差があると思うので配



慮していただきたい。	 

	 環境教育というのは身近なものというか、楽しいなというか、やっぱり引き

付けるということが大事だと思います。まず見た瞬間についていけないという

ことになると、環境教育の狙いとそごを来してもまずいと思いますので、是非

引き付ける、そういう遡及性のあるものに配慮していただきたいと思います。	 

	 それで、これまでも環境エネルギー学校の派遣事業によりまして、環境教育

の支援を行ってきたと思いますけれども、今回、環境教育学習教材を作成する

意図というのを改めてもう一回確認させてください。	 

環境計画課長	 

	 環境に配慮した行動を自然にとることができるようになるためには、小さい

ときからの習慣付け、それから学校における環境学習が大切です。これまで県

では環境エネルギー学校派遣事業を実施しまして、実施した学校から、学校だ

けではなかなか準備できる内容でないので、地球温暖化について考えるきっか

けとなった、というような感想を頂いておりまして、好評であります。ただ、

これは企業、団体に講師をお願いすることから、基本的には年度初めに講師の

方と調整をしていることから、年度途中で教員がこれから実施したいといった

ときに、必ずしも御希望に沿えないようなこともあります。そういうことから

学校の方の派遣事業と合わせて、教材が常に提供されることを実現させるため

に、環境教育を推進する上で有効だろうということで、今回環境教材を作成す

ることとしたものでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 派遣ということになると限定性があるので、動画などウェブサイトで広くみ

んなが学習できるような環境をつくることは今日的な動きだと思うんです。そ

れを是非ＩＣＴ教育の中で十分リンクさせて頑張っていただきたいと思います。

教育委員会でもＩＣＴの環境が整ってきていますので、この辺で工夫していた

だきたいと思います。	 

	 先ほどの本県ならではのスマートエネルギー構想もしっかり盛り込むと発言

されましたけれども、ずっと質疑で取り扱ってこられています。例えばＰＭ2.5

の発生原因ですとか、そういう今日的なテーマというか、まだ決着を見てない

ものについても触れていくんでしょうか。	 

環境計画課長	 

	 その辺になりますと、学校教育の中で取り扱われるということが大事ですの

で、高校生ぐらいであれば今日的な問題ということで扱っていいのかもしれま

せんが、小学生レベルでどこまでそこを扱えるのか、教育委員会の方と相談を

しながら決めていきたいと考えています。	 

髙橋(稔)委員	 

	 ＰＭ2.5 はなかなかどういうものなのか分からないですよね。我々は委員会で

勉強させていただいているから、発生原因を含めて、どういうことに起因して

いるのかということが概略的にはつかめますけれども、本質的にはなかなか

我々も理解できていないんで、本当にそういう先進的な知見も高校生辺りにな

れば、また中学生も理解度が増してくるかもしれませんので、是非頑張ってい

ただきたいなと思うところです。	 



	 そこで、せっかく教材を作っても、現場のニーズ、児童、生徒のニーズにマ

ッチしているかどうかというのは大切だと思うんですが、授業で使っていただ

きたい、また使いやすい、そういう教材作成に当たって、学校の授業で正に使

えるような工夫、これは先ほど編集委員会というお話もありましたけれども、

どのように考えていらっしゃいますか。	 

環境計画課長	 

	 作成した教材を現場で使っていただくために、教員のニーズを把握しながら

使いやすいものにしないといけないと考えております。そこで教員等を構成メ

ンバーとします編集委員会を設置しまして、教材の項目の設定であるとか監修、

それから教材を活用するためのマニュアルを編集委員会において検討してきた

いと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 これまでも様々なＮＰＯなどから、環境学習の教材が提供された経緯もある

と聞いてますので、そういったものもしっかり踏まえて、情報がバージョンア

ップしていくようにお願いしたいと思います。	 

	 せっかく現場のニーズに合った教材ができたとしても、先ほど来申し上げま

した現場の教員がうまく使えるかどうか、教員が教材の使い方などを理解して

活用していくことができるかどうか、このＩＣＴ教育の中で教職員に対しての

働き掛けについて、教育の最大環境は教員であると言われておりますので、こ

の辺の働き掛けはどう行っていくのか伺います。	 

環境計画課長	 

	 環境教材をいかに授業で使っていただけるかということは、教員の方にいか

に使いこなしていただけるかということが大事ですので、教員研修、これはＩ

ＣＴ研修もありますし、中学校になると理科の研究会、そういったところを通

じまして、この動画教材の活用方法について御案内するとともに、教育委員会

とその辺は連携しながら取り組んでいきたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 新アジェンダ21の改訂の議論が自民党の質疑でも明らかにされておりました

けれども、新アジェンダ 21 かながわの中に、中期的な行動計画ということで盛

り込まれておりまして、ここの行動指針の項目 10 との整合が気になるところで

すが、こういうことについては、どういうふうに考えていますか。	 

環境計画課長	 

	 今回、新アジェンダ 21 かながわを改訂しまして、スマイルマークを付けたも

のが子供でもできる行動メニューになりますが、そういったものを集めまして、

子供用に一定の寄与をしていこうということを考えておりますので、そういっ

たことをリンクしながら、また今までやっております環境エネルギー派遣授業

におきましても、派遣をするには、マイアジェンダ登録を御案内しています。

そういうことで、アジェンダの取組と環境教育、そういったものはリンクして

考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 せっかくの施策展開ですから、こういう長期的なビジョン、中期的な行動計

画、そして新アジェンダの行動指針 10、環境への関心を高め、学び行動する人



を増やしますという指針を掲げているわけですから、今おっしゃったようにし

っかりリンクしていただけるものと思います。ここで気になったのがエコスク

ールで、今取り組んでいらっしゃる厚木市、藤沢市の小学校等の活動事例も紹

介されていますけれども、環境教育基金、ＦＥＥの活用によって、エコスクー

ルへの展開とか世界的な視野を広げつつ、地域で行動する、こういう基本論が

大事かなと思うんですけれども、この辺のことについて何か御見解があればお

伺いします。	 

環境計画課長	 

	 今回、事例等で紹介しています小学校でやっているところは、校長先生や地

域が環境問題に特に関心をもって、先進的に取り組んでいただいているところ

でありますので、環境教育を推進するときには、そういった先行した事例等を

御案内させていただく、あと学校長会がございますので、そういったところで

御案内するなど、取組を広げていく配慮もしていきたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 せっかく環境教育基金のことを取り上げていらっしゃるわけですから、グロ

ーバルでありローカルなものをお願いしたいと思いますけれども、この環境学

習教材は深いと思うんです。しっかりと取り組むと、やはり神奈川の環境の一

層の醸成はもちろんのこと、地球規模に膨らんでいくでしょうし、小さいとき

からしっかりそういうことが育っていくように、是非頑張っていただきたいと

要望しておきます。	 

	 続きまして、ＰＣＢポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の推進について何点か伺

います。	 

	 先ほどアンケート調査をするとおっしゃっていました。回収率が気になりま

すけれども、この種のアンケートというのは回収率をどのくらい見込むんでし

ょうか。	 

廃棄物指導課長	 

	 平成 25 年度に国がモデル調査ということでやった結果ですが、約 16 万 8,000

事業所にアンケートをした回収率が約 53％、半分程度ということでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 53％というのは必ずしも高くはないですね。先ほどの答弁ですと、国から示

された資料に基づいて本県が行うということですけれども、本県は回収率はど

のくらいを想定するんですか。	 

廃棄物指導課長	 

	 国ではこの調査を平成 25 年度よりも前にやっておりまして、やはり回収率が

半分程度ということで、本県の場合でも回収率はその程度になるのではないか

と考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 ということは、半分程度の人がＰＣＢ廃棄物処理について理解してないのか、

事の重大性に気付いていて非協力なのかということになるんですけれども、半

分程度の回収ということになると、よほどアンケート調査を工夫しないと厳し

いと思うんですけれども、事前事後で何か工夫するんですか。	 

	 



廃棄物指導課長	 

	 アンケートにつきましては、国のマニュアルに沿って事業者等へ送付するこ

とになりますが、事前にアンケート対象事業者の分類とか、業界を通じた周知

とかも含めて、アンケートやる際に事前周知も併せて行い、少しでも回収率を

上がるように目指します。	 

髙橋(稔)委員	 

	 事前周知が大事だと思うんです。先ほどの予算額でどこまでできるかなと思

って伺っていたんですけれども、事あるごとに県の広報などを使って、こうい

うアンケートをやろうと思っていますという呼び掛けをするお考えがあるので

しょうか。	 

廃棄物指導課長	 

	 県のたよりで、毎年１回ＰＣＢの関係を掲載しておりますので、そういった

部分も使いながら周知をしていきたいと考えています。	 

髙橋(稔)委員	 

	 是非お願いします。	 

	 それでは、未回答の事業者にはどう対応していくんでしょうか。	 

廃棄物指導課長	 

	 未回答の事業者に対しては、電話連絡、文書の再送付などによって督促を図

っていくことを考えております。ただ、そうしてもなかなか確認ができない、

連絡とれない状況があると思いますので、事業者にできる限り直接最後は確認

をとるなどして、把握できないということのないようにやっていきたいと考え

ております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 直接出向いて、限られた職員のマンパワーで頑張っていくということですか

ら大変な労作業になると思うんですけれども、やはり届出を行わない事業者、

処理を行わない事業者に対して適正処理を進めることが狙いでしょうから、ア

ンケート調査が狙いじゃないんで、適正処理をどう指導していくのか、そもそ

も指導の強制力、もっと言うと調査に対する強制力ということにもなるんです

が、どこかに強制力を絡ませていかないと、なかなか難しいと思うんですけれ

ども、その辺はどういう状況になるんでしょうか。	 

廃棄物指導課長	 

	 ＰＣＢ廃棄物を保管しているにもかかわらず、届出を行っていない方はＰＣ

Ｂ特別措置法に基づいて罰則か規定されております。最後は罰則になるわけで

すけれども、実際には指導を行って、届け出ていただくということが最優先と

考えております。また廃棄物処理法では報告を求めることができる規定もあり

ますので、そういうのを含めて強制的な調査というものも最終的には考えてお

ります。	 

髙橋(稔)委員	 

	 使用中の事業者に対して、使用を停止させる、つまり使っているものを廃止

させる法的措置というのはあるんですか。	 

廃棄物指導課長	 

	 使用中の事業者に対しては、現時点でその使用を廃止させるという法的な措



置はございません。	 

髙橋(稔)委員	 

	 そうすると片や罰則規定があるけれども、使用している場合にはなかなか法

的な措置はとれないというこのジレンマがありますよね。しかし、適正処理を

していただかなければいけないということになってきますと、その事業者のモ

ラルに任せるということではなかなか厳しいと思うんです。漏れなくＰＣＢ廃

棄物を処理していくために、未処理の事業者や使用を廃止しない事業者をしっ

かり把握して、啓発を行って、最終的には結局強制力を働かせないと難しいか

と思うんですけれども、どういう見解ですか。	 

廃棄物指導課長	 

	 処理期限内に処理できないものについては、改善命令を発して処理を行うと

いう命令をかけることになります。しかし、先ほど委員がおっしゃったように、

使用中の機器については法的措置がとれません。こういう課題は本県だけでは

なく、全国的な課題でございますので、処理がしっかり終わるように、国に対

して処理の体制の更なる整備とか、こういう課題への対応を要望しておるとこ

ろです。国においても、未処理事業者への対応については課題であると認識し

ておりますので、今後検討していくということを聞いております。本県として

も、他の自治体と連携しながら、更に国に働き掛けて、法的整備などを要望し

ていきたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 アンケートの調査の中で、現在使用中であるということと、例えばこういう

課題があってなかなか適正処理ができないなど、記述式の部分があってしかる

べきかなと思うんですけれども、アンケート内容には盛り込まれているんでし

ょうか。	 

廃棄物指導課長	 

	 アンケートにつきましては、まず使用しているか、使用を終えているか、ト

ランス、コンデンサにつきまして持っているか、持っていないかを順番に聞い

ていきます。課題とか意見という欄は今のところ国のマニュアルに示したもの

にはございません。	 

髙橋(稔)委員	 

	 各事業者において課題があると思うんですよ。その課題をどうお互いに解決

して、いきなり罰則にいかないように、適正指導するワンクッションが置かれ

ているとしたら、その課題を把握して共有化していかないと、適正指導ができ

ないと思うんですけれども、それは記述式があってしかるべきではないかと思

うんですけれども、神奈川バージョンがあっていいんじゃないですか、いかが

でしょうか。	 

廃棄物指導課長	 

	 今回の調査は国がマニュアルを示して、県独自でやるものですので、県とし

ましても、そういうものを含めて記載などに工夫をしていきたいと考えており

ます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 先ほど申し上げました適正処理を目指して頑張っていただきたいと思います。	 



	 ところで、今回この県計画は３月末にまとめて公表していくことになってい

るようですが、ＰＣＢ廃棄物の処理を推進し、法定処理期限より前倒しで設定

されている計画的処理完了期限に処理が終了する必要があると思います。計画

的処理完了期限までの時間は長いようで短いと思いますが、この期限内に確実

に処理を行っていくためには、進捗管理も重要だと考えますが、進捗管理はど

のように行っていくんでしょうか。	 

廃棄物指導課長	 

	 県計画は３月末にまとめて公表していく予定でございます。進捗管理につき

ましては、毎年度の保管事業者からの届出とか、来年度から実施する掘り起こ

し調査の結果、それから中間貯蔵・環境安全事業(株)での処理の状況などを整

理いたしまして、定期的にＰＣＢ廃棄物の保管、処理の状況を把握し、今後の

処理計画など見通しを立てて進めていきたいと考えております。最終的には平

成 39 年３月までの期間ですが、計画的処理完了期限を踏まえまして、１年でも

早くその処理が終了するように、県内の政令市、１都３県、関係事業者等と連

携して推進して、取り組んでいきたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 適正な進捗管理に努めていただくことを要望しておきたいと思います。	 

	 これは私の私見ですけれども、例えば独立行政法人のＰＣＢ環境再生保全機

構があります。ＰＣＢ廃棄物処理基金がその中に造成されていると思いますけ

れども、例えば先ほどのアンケート調査の中で、課題でなかなか負担の部分が

厳しいとか、搬出の収集運搬の経費負担が厳しいとか、そういう御意見が出て

きた場合に、この廃棄物処理基金の目的の中にそういうことが盛り込まれてい

るんでしょうか。	 

廃棄物指導課長	 

	 独立行政法人環境再生保全機構というのは、ＰＣＢの基金を管理しまして、

中小企業等に対する助成を行うというような仕事をしております。この助成作

業の手続というのは中間貯蔵・環境安全事業(株)が行い、処理料金の割引き等

が行われております。実際に割引とかＰＲは、中間貯蔵・環境安全事業(株)が

行い、我々県はそうした助成が十分使用されるように周知していくことになっ

ております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 機構のスキームはあると理解していいわけですね。それにしっかりのっとっ

て県が指導をしていくということで理解をしました。いずれにしても、県のそ

ういった事前の周知、この辺が非常に大事と思いますので、アンケート調査に

は遺漏のないように取り組んでいただくわけですけれども、そういう事業者の

課題に耳を傾けていただいて、適正処理ができるように御配慮いただきたいと

要望しておきます。	 

	 続きまして、卸売市場整備に対する支援について何点か伺ってまいります。	 

	 補正予算の総括表の説明の中で、卸売市場整備推進費で 14 億 7,000 万円強の

大幅な増額補正がされておりました。他は減額補正がある中で大変目立ってい

る増額補正であります。したがいまして、この卸売市場整備推進事業の概要と

平成 26 年度におきます実施内容について伺います。	 



農業振興課長	 

	 卸売市場整備推進費は、卸売市場法に基づき農林水産大臣が策定する中央卸

売市場整備計画に基づき、計画的に実施する中央卸売市場の施設の整備に対し

て、国の交付金を活用して助成する事業でございます。平成26年度については、

横浜市中央卸売市場の再編整備として、横浜市が行う本場の水産物卸売場の低

温化、温度を低くするための改修、横浜市中央卸売市場の食肉市場の汚水処理

施設の老朽化に伴う改修に対して補助を行うための事業として実施しておりま

す。	 

髙橋(稔)委員	 

	 先ほども申し上げましたように、当初の事業規模と比べまして、補正額 14 億

7,500 余万円ということで増額補正が示されておりますけれども、今回補正予算

を編成するに至った理由を改めて伺います。	 

農業振興課長	 

	 このたび補正をお願いしておりますのは、先ほど申しました二つの事業のう

ち、横浜市中央卸売市場本場の水産物卸売場の改修に関わるものでございます。

同市場の水産卸売市場の卸売場の整備については、平成 25 年度から平成 27 年

度までの３箇年の事業にわたり、平成 25 年度は実施設計、平成 26 年度と平成

27 年度は実際の工事をするという予定でございました。計画では平成 27 年度の

整備に補助金の所要額で 15 億 8,600 余万円について、国の平成 27 年度の当初

予算から交付いただくということで実施する予定でございました。しかし、国

の平成27年度当初予算で交付金を配分することが難しいというような情報が国

の方から入ってきました。そのため、県としましては横浜市と連携しながら横

浜市中央卸売市場の再編整備が国の計画に基づいて進めているものであり、再

編といいますのは、横浜の場合、南部市場と本場があるんですが、そちらの再

編ということもありましたので、そのためにも施設整備が必要であるというこ

となどを国に理解していただけるように努力してまいりました。その結果、本

年に入りまして、国から平成 26 年度予算を追加交付して整備するという方向で

お示しがありましたので、このたび補正をお願いしております。	 

	 なお、追加交付の対象については、平成 27 年度に工事ということで明許繰越

についてもお願いしております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 そういう意味では追加交付が受けられて、結論的にはよかったと思うんです

けれども、国において平成 27 年度当初予算において措置できなくなったという

のが大きな原因ですが、なぜそういうことなのか、分かる範囲で伺います。	 

農業振興課長	 

	 １点目としましては、これは横浜市中央卸売市場が原因でございますが、平

成 26 年度の工事の着手が遅れたということで、その分平成 27 年度に行われる

工事分が増えてしまったということで、それに伴って平成 27 年度分の補助金の

所要額が当初より増えてしまうということがございます。	 

	 ２点目としましては、これは全国的な問題でございますが、平成 27 年度につ

いては東京都中央卸売市場の豊洲移転に伴う本格的な整備工事が始まるという

こともありまして、全国的に中央卸売市場の整備が重なっているということも



ございまして、国全体の交付金の交付における必要な所要額が大幅に増えてい

るということで、横浜市側の都合で増えてしまった平成 27 年度に増える分につ

いて、配分が難しいと言われております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 工事着工の遅れも、資材高騰ですとかいろいろなこともあるでしょうし、そ

ういう様々な国と地方の要因が重なっていることなんでしょうけれども、平成

27 年度当初の、国の予算が獲得できないという中で、先ほども伺いましたけれ

ども、県、横浜市の努力によってこういう形になったと思うんですけれども、

この辺は横浜市とも連携とりながら、国への要望活動をかなり頑張ったんだな

という気もしますが、どういう対応をとったのか、もう一度確認させてくださ

い。	 

農業振興課長	 

	 この事業については、平成 25 年度から既に着手しているということと、先ほ

どもお話ししましたが、横浜の南部市場の再編とも絡んでくるということがご

ざいまして、途中で延期と言いますか、そういうこともなかなか難しいという

ことがございました。そういう状況でございましたので、横浜市と連携をとり

ながら、所管しております関東農政局はもちろんのこと、農林水産省の本省の

担当官にその必要性等、支援が必要だということを十分理解していただいて、

また、これは市の方でやっていただいたんですが、本省の担当者を市場に呼び

まして、現場を見ていただいて、必要性を十分認識していただいて、必要性を

訴えていただいたということもございまして、そういうことのおかげで追加交

付になったと思っております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 豊洲に立派な市場ができると、かなり豊洲への吸収力が高まってくるのかな

という心配もありますけれども、横浜の本場の機能性と言いますか、この辺の

高まりとともに、一層の市場性を発揮することが求められると思うんですけれ

ども、今回の 14 億 7,000 万円強で、先ほどのお話ですと水産棟の冷却設備とい

うことですけれども、抜本的な本場の課題解決になるんですか。	 

農業振興課長	 

	 今回の低温化の施設ですけれども、売り場そのものの全体をクーラーがかか

るという理解でいいかと思うんですが、そのようにすることで、当然夏場でも

水産物の品質がよくなるということで、その部分の競争力、そういう部分につ

いては出てくると思います。ただ、今委員言われましたように、豊洲が非常に

大きい新しい施設ができるということで、そことの競争という部分が出てくる

かと思います。ただ、横浜市本場については 900 万県民を抱える拠点にもなる

ということもございますので、その辺を十分ＰＲしながら、きちんと県民の方

に供給していくという部分もありますので、横浜市と連携をとりながら市場の

機能を発揮できるようにしていきたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 今回のことは、横浜市と神奈川県との連携事業です。非常に功を奏した好事

例だと思うんですけれども、今おっしゃったように、県内のマーケットについ

ては大変大きな位置を持っている市場だと思いますので、是非この整備事業を



バネにして一層の充実が図っていけるような、これは本当に一里塚、マイルス

トーンにしか過ぎないということを想定しておいていただきたいと要望したい

んですが、もちろんそういう思いでしょうけれども、豊洲に新しいのがそのう

ちできてきますけれども、少しそこまでまだ時間がありますから、しっかりそ

ういう市場性を横浜市とともに協力しながら高めていくことが大事だと思うん

です。	 

	 ところで、着工が少し遅れたという話があったんですけれども、平成 27 年度

内に本来の想定した事業は完了するんでしょうか。	 

農業振興課長	 

	 遅れた理由ですが、再編に伴って南部市場から移ってくる協議等で若干時間

がかかってしまったということで、その分当初の着工が遅れたということでご

ざいます。それで、横浜市におきましても、施工業者とスケジュール調整を行

って、平成 27 年度中に完成できると聞いております。また今回、当初予算の対

応ですと少なくとも国の交付決定がくるまで工事ができなくなってしまうんで

すが、今回補正を認めていただければ、その調整の期間が要らなくなるという

ことで、工事の空白期間が生じなくなるということもございますので、以上の

ことから、県としましても平成27年度中に本事業が完了すると考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 明許繰越ということでちゃんとつないでいくわけですから、遺漏ない形でや

っていただけることを確信しております。いずれにしましても、本来の事業が

整備促進されますように、強く要望しておきたいと思います。	 

	 ところで、今南部からの移転に伴うという話もあったので、南部市場もかな

り様変わりしてくるということですけれども、あそこには花き部がありまして、

非常に重要なマーケットを抱えていまして、これについても南部にそのまま残

るというようなことを聞いていますけれども、県として南部市場における花き

部について何らかの支援ができないのかどうか、また、そもそも花き部の方向

性について確認させていただきます。	 

農業振興課長	 

	 南部市場の花き部についてでございますが、横浜市の再編整備計画では、花

き部については平成27年４月に中央卸売市場へ転換を図るとされておりまして、

南部市場にあるのは今、野菜と花と水産があるんですが、花についてのみ残っ

て、中央卸売市場として業務を続けていくという計画になっております。なぜ

花き部が残ったかでございますが、まず現在の商圏の関係で、横浜市の南部、

三浦半島の方の商圏としてかなりのウエイトを占めるということで、その関係

で残ったと聞いております。現在、中央卸売市場の改正に当たっては県の許可、

知事の許可が必要となっておりますので、現在、横浜市中央花き卸売協同組合

から中央卸売市場の開設許可申請、また卸売業２者から卸売業許可申請が提出

されておりまして、平成 27 年４月に開所できるような方向で現在審査を進めて

いるということでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 食と花、環境農政局の大事なキーワードだと思います。しっかり花きにおい

ても配慮していただいて、大田市場との競合も心配されます。大田市場も活況



を呈していくかもしれませんし、一層、本県の花き市場について、神奈川のマ

ーケットをにらんで、是非本県の市場力を発揮できますように、当局の更なる

御指導を要望しておきたいと思います。	 

	 続きまして、農地中間管理事業の平成27年度の取組について何点か伺います。	 

	 農業公社の体制が非常に気になるところです。この農地中間管理機構である

農業公社の体制を強化し、自民党からも質問しておりました、意欲ある担い手

への農地集積をしていく必要があると思うが、現在職員体制はどうなっている

のか確認させてください。	 

担い手支援課長	 

	 今年度の職員体制でございますが、常勤職員２名と非常勤職員３名、計５名

となっております。非常勤職員のうち１名を農地中間管理事業の専従職員とし

て充てているということでございます。	 

	 なお、非常勤職員のうち三浦に駐在して農地の売買事業を担当していた１名

につきましては、本年１月末で退職しまして、現在は常勤職員２名、非常勤職

員２名の計４名という体制になっております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 かなりぜい弱といったら失礼かもしれませんけれども、人数は少ないけれど

も、パワーはある、１人で 10 人前なんだとおっしゃるかもしれないんですが、

そうは言っても広大な神奈川県内で、マンパワーは限られているというのは大

変なことだと思います。平成 27 年度に向けてどの程度の体制強化を考えておら

れるのか確認させていただきます。	 

担い手支援課長	 

	 農業公社の体制強化ということでございますが、中間管理事業の専従職員に

つきましては、非常勤職員を１名増員して２名体制にし、さらに事務的な業務

を補助するアルバイトの採用などについても考えていきたいと思います。また

公社が行う農地中間管理事業関係の業務でございますが、こちらについては各

市町村、農業委員会等が持っております農家ですとか農地の情報がないとでき

ませんので、協力をしていただける市町村につきましては、業務委託の実施で

すとか、委託契約は結ばないまでも協力していただけるところもございますの

で、そういったところに業務協力をお願いしながら、推進体制の強化を図って

いきたいと考えています。	 

髙橋(稔)委員	 

	 協力していただける市町に業務委託ということですけれども、具体的にどの

ような業務を委託されるのか確認させていただきます。	 

担い手支援課長	 

	 市町村に委託できる業務ということでございますが、例えば中間管理事業に

関する相談窓口の設置、それから農地の出し手、貸していただける農地の掘り

起こしですとか、農地の場所、権利関係の確認、農地の出し手農家との交渉で

すとか契約事務、さらには賃借料の収受、支払い、農地の管理などとなってい

ます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 権利関係の確認というのは、市町よりも場合によっては関連団体、例えば司



法書士会とか行政書士会などのプロ集団の力を借りるのもよいかと思いますが

いかがでしょうか。	 

担い手支援課長	 

	 業務の委託につきましては、委託する業務が適切に行える組織等であれば、

県の承認を受けた上で実施できることになっていますので、具体的に農業公社

の側からそういった書類申請があれば、県の方で審査した上で、判断していき

たいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 是非それをお願いしたいと思います。サムライ稼業の方々は毎日行っている

わけですから、すぐ活力ある動きをしてくれるはずですし、是非考えていただ

きたいと思います。	 

	 業務委託は全ての市町村に対して実施するんでしょうか。またＪＡなど市町

村以外への業務委託はどのように考えているのか、先ほどの質問と合わせて、

もう一度確認させていただきます。	 

担い手支援課長	 

	 市町村への業務委託でございますが、委託に当たっては市町村の同意を得た

上ですることになっております。中間管理事業の実施対象市町村ということに

なりますと、29 市町になるわけですが、そのうち、まず 10 の市町に委託可能な

業務を全部または一部の委託を進めていきたいと考えています。それから市町

村以外への業務委託でございますが、先ほど委員の方から司法書士等というお

話もございましたが、その他に農協ですとか土地改良区、さらには市町村の農

協、農家で組織する地域の協議会組織などにも委託が可能となっておりますの

で、10 市町以外の中では、地域の状況等踏まえながら、引き続きそういったと

ころへの働き掛けを行っていきたいと考えています。	 

髙橋(稔)委員	 

	 一部の市町では独自の事業、制度による農地の貸し借りや、農家への支援制

度を設けているところがあると認識しております。そのような市町との事業の

すみ分けや連携など、平成 27 年度の取組についてどのように考えておられるの

か伺っておきます。	 

担い手支援課長	 

	 委員からお話がありましたとおり、一部の市町では農地の貸し借りを円滑に

進めるため、貸したい農地の情報と農地を借りたい農家の情報をデータベース

化するなどして、貸付希望の情報を借りたい方に提供する事業を先行して実施

しているところがございます。このような事業を実施しているところにおきま

しては、最終的には市町の事業を使うか、農地中間管理事業を使うか、これは

それぞれの農家の判断ということになるわけですが、県農業公社としましては、

農地中間管理事業をできるだけ活用していただけるよう、市町とも調整しまし

て、農業公社が農地の借り手側、借りたい農家と同じように登録させていただ

き、その該当市町から貸付希望農地を情報収集を行いながら、農地を貸したい

方については、一定の要件を満たせば機構集積協力金が交付されること、また

貸し借りのための事務手続、賃借料の徴収、支払いなどは農業公社が間に入っ

て行うというメリットを丁寧に説明しながら、来年度以降、事業を進めていき



たいと考えます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 県内の協力していただける市町、ＪＡ、そして関連団体と調整するのは御苦

労が多いと思います。ましてや横浜市のように先行して独自施策を設けてやっ

ているところや、非常に農業委員会とのコンタクトも強い市町に、県が協力を

求めて事業推進していくというのは大変な御苦労があると思うんです。そうい

う中でも、県とタッグを組むことによるメリットを示すことは非常に重要と思

うんですけれども、例えば規制を緩和するとか、県の農業施策に関する膨大な

情報をうまく活用するなどの工夫は一層の連携を増していく要素にもなってく

るかと思うんですけれども、そういうことを戦略的に考えていく発想などはな

いでしょうか。	 

担い手支援課長	 

	 農地中間管理事業とセットで、例えば県の事業等優先的に採択する、しない

と、そういったことについては現段階では考えておりません。ただ、中間管理

事業そのものは国の制度でございますが、国においては例えば農地の基盤整備

事業、こういった一部の事業については、中間管理事業とセットで取り組まな

いと予算等の優先配分に色を付けるなどの動きも出てきておりますので、そう

いった中でなるべくこの事業を活用していただけるように、県としては進めて

いきたいと思います。	 

髙橋(稔)委員	 

	 他県ですけれども、ある農業委員会の方と懇談したときに、これからのいろ

いろな施策を農業委員会としても展開していかなければいけないけれども、災

害対応を一つの農業施策のキーワードにしているということを聞きました。例

えば横浜市は防災協力農地とかいう制度を設けています。先ほど言ったのは他

県の農業委員会の方ですけれども、防災、災害対応、そういうことを県が上位

計画に見定め、念頭に置きながら農家と接していく、中間管理事業を展開して

いくのもいいのではないかなと思ったんですけれども、私見ですけれども、課

長の見解があれば伺いたい。	 

担い手支援課長	 

	 中間管理事業は平成 26 年度からスタートして、まだ間もない事業ということ

で、いろいろと課題が多い中で進めているわけですが、今後も事業の進捗、進

み具合等踏まえながら、まずはやっていきたいと思っています。また来年度に

向けては、今年度の実績を踏まえて、例えば茅ヶ崎、伊勢原、中井町は比較的

事業を進めていただいていますので、こういったところをモデル地区に設定を

させていただきまして、そこでの取組を優良事例として研修会等を通じて他地

域へ紹介しながら、事業の横展開を図っていきたいと考えます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 次に、里地里山の保全について伺います。	 

	 里地里山保全の取組について伺ってまいります。都市部であっても里山はあ

ると思いますけれども、資料に示されました県内分布図を見ますと、横浜市な

どの都市部には地域選定がされてないように見えますが、なぜでしょうか。	 

	 



農地保全課長	 

	 横浜市に地域選定がないのは、県の補助金のスキームに乗りにくいというと

ころがございます。県の団体への補助金の仕組みでございますが、まず地域の

実情に精通した地域の人たちが主体となった活動によりまして、里地里山等の

保全が図られると認められる地域を、市町村からの申出によりまして県が認定

いたします。そして、その地域の中で団体が土地所有者と活動に関する協定を

締結してもらいまして、その協定に対して県が認定する、それに対して補助を

するという仕組みになっております。この仕組みでございますけれども、平成

20 年に施行しました里地里山の保全等に関する県条例に基づくものでございま

して、地域選定というのが、団体への補助金の前段階という意味合いがござい

ます。	 

	 一方、横浜市では従来から市単独事業によりまして、緑地や農地の保全の活

動に対して支援をしてきております。また、その活動の主体は地域の人たちと

いうよりは、一般の市民が中心となっております。そういう関係で決して横浜

市に里地里山がないというわけではなくて、県の補助金のスキームには乗りに

くいということで、今のところ地域選定が行われていないということです。な

お、川崎市、藤沢市では１地区、地域選定がなされているところでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 横浜市だけ見放されているというわけではなく、横浜市が独自のものを持っ

ているということで理解しました。	 

	 それでは、県が支援している団体は現在幾つありまして、その数は増えてい

るんでしょうか。また団体とはどんな人たちで構成されて、どんな活動をされ

ているのか、併せて確認させてください。	 

農地保全課長	 

	 県が条例に基づき支援を行っている団体ですが、現在 18 団体ございます。５

年前の平成 22 年３月末では８団体、毎年２団体程度増加してございます。	 

	 団体の構成ですが、保全等の活動が適切かつ継続的に行われるように、地域

の実情をよく知っている土地所有者、地域住民が主体となって組織をされてお

ります。こうした地域住民の他にも、援農などを行う地域の外の一般市民の方

も参画してございます。	 

	 活動につきましては、田んぼや畑、雑木林など農林地の再生活動の他、希少

な生き物の生育環境の保全活動ですとか、観察会ですとか稲作体験などの一般

県民の方に里地里山の魅力を実感してもらう取組などが行われております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 団体の活動の中で特徴的な取組があれば是非紹介していただきたい。また、

県はこれまで団体にどのような支援をしてきたのか、支援内容は団体が活動す

る上で効果的な支援になっているのか、併せて伺います。	 

農地保全課長	 

	 まず、特徴的な取組としまして、一つは地域資源を生かした都市農村交流の

事例がございます。例えば小田原市東栢山地域ですとか、相模原市の小松城北

地域、南足柄の大雄町では、菜の花ですとかコスモス、ザルギクなどを協定地

に植栽しまして、お祭りなどで人を呼び込んで、摘み取りですとか地域の農産



物の販売などにつなげております。	 

	 また、教育分野の取組ということで、次世代を担う子供たちの学習の場とし

て活用している事例がございます。例えば平塚市の土沢地域では、雑木類を整

備しまして、市内の幼稚園や保育園の遊び場として開放しております。また相

模原市の小松城北地域では、地域の小学校の総合学習の場として農作業の体験

を行っております。また企業と連携した取組もございます。例えば小田原市の

東栢山地域では、箱根のホテルと連携しまして、宿泊者に田植え、稲刈りを体

験してもらっています。また秦野市の蓑毛地域では、鉄道会社と連携しまして、

自然体験教室を開催しております。また厚木市七沢地域とか相模原市の小松城

北地域では、会社の社員研修ですとか福利厚生活動の場ということで、農林地

の再生など社員自らが労働力として提供しております。	 

	 県の支援でございます。県では、活動団体が行う農林地の保全・再生等の取

組に対して必要な経費の一部を助成しております。補助金でございますが、チ

ェーンソーや草刈機などの資機材の購入、機械の燃料代、肥料などに使われる

ほか、自然観察会、農業体験などの開催経費等に使われております。補助金額

ですけれども、平均しますと１団体当たり約 40 万円と少額ではございますが、

昨年度、団体にアンケートをとったところ、機械や工具の整備ができて助かっ

たという声ですとか、運営組織や会員の意欲の向上につながったという意見も

頂いております。また、そういった補助金の支援だけではなく、組織立ち上げ

等のアドバイスですとか、先ほど申しました里地里山の保全に協力したい企業

とのマッチングとかも行っております。企業の方からは、イベントですとか環

境学習などに対する資金あるいは人材の援助等を行っていただいて、団体の活

動の充実が図られております。こうした補助金とかアドバイスというのは、県

としましては、団体が活動する上で効果的な支援と考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 やはり参加していただく県民の理解がポイントだと思いますが、県民理解の

増進に向けてどういう工夫がされているのか伺っておきたいと思います。	 

農地保全課長	 

	 県では里地里山シンポジウムですとか、子ども里地里山体験学校の開催、県

ホームページによりまして県の取組ですとか活動団体の情報提供をしておりま

して、県民の参加と理解に努めているところでございます。	 

	 工夫というところでございますけれども、里地里山に余り関心のない人たち

のアプローチが大事と考えております。昨年 12 月にフェイスブックページを開

設しまして、若い世代をターゲットとして、里地里山に関する分かりやすくて

親しみやすい情報の発信を始めたところでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 資料の中にコーディネーター派遣とありますけれども、これはどのような取

組なのか、併せて実績も確認させていただきます。	 

農地保全課長	 

	 活動団体ですけれども、人材ですとか資金の不足という課題を抱えておりま

す。そこで今年度から新しい取組として、里地里山保全活動や施策等に精通し

ている大学、研究機関、ＮＰＯ等の人をコーディネーターとして団体へ派遣し



まして、団体が抱えている課題の解決に向けて、現地に入って団体の話を聞い

て、様々な提案、アドバイス等を行っております。今年度につきましては、補

助事業を開始してから５年経過した四つの団体に対しまして、アドバイスを行

っておりまして、人材不足ですとか生態系の保全の課題に対する助言を行って

きております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 ところで、資料に川崎市黒川におけるボランティアによる稲刈りとあります

が、ボランティア保険の加入だとか、その辺のセーフティネットは確立されて

いるんですか。	 

農地保全課長	 

	 資料にございます県で行っている子ども里地里山体験学校は県の取組ですの

で、県の方で保険をかけてございます。団体が行っている活動についても、同

様に保険をかけていると聞いております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 新規事業として、里地里山保全効果に対する学際的研究事業費が計上されて

いますけれども、学際的研究の内容について伺います。	 

農地保全課長	 

	 この研究でございますが、県が毎年行っている大学発・政策提案制度という

のがございます。大学側から様々な分野の政策提案を知事にプレゼンテーショ

ンを実際にしまして、大学と県が共同で事業を実施するという制度になってお

ります。その事業を活用しまして、横浜国立大学の方から、団体の保全活動が

里地里山の多面的機能の発揮にどのような効果があるか検証するという提案が

ありまして、採択されたものでございます。平成 27 年、平成 28 年の２箇年間

で横浜国立大学の教員と学生がそれぞれチームをつくりまして、地域経済、景

観形成、保健福祉、環境、教育などの分野におきまして、県内の活動団体の取

組を調査しまして、効果を検証するものでございます。	 

	 なお、成果の活用方法ですが、団体の方から従来から自分たちの活動が里地

里山の保全に役立っているのか、それを知りたいというお話がありました。そ

こで、この成果につきましては、その結果を活動団体にフィードバックするこ

とによって、自分たちの活動を見つめ直すきっかけにしていただきたいと思っ

ております。また県民の参加促進という意味もございます。この結果を広く県

民に、ホームページですとかフェイスブック等で発信しまして、参加促進につ

なげていきたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 先ほどの環境教育ではありませんけれども、里地里山保全効果の中には、地

域環境の改善と言いますか、そういう視点もあるかなと思いますけれども、里

地里山の保全効果の学際的研究と先ほどの環境教育とのマッチング、これにつ

いては答えは求めませんけれども、思考しておいていただければということを

要望しておきたいと思います。	 

	 様々伺ってまいりましたけれども、県は里地里山の保全の取組に今後どのよ

うに県として取り組んでいこうと考えていらっしゃるのか、決意を伺っておき

たいと思います。	 



農地保全課長	 

	 県内で里地里山の適切な保全が広がって、良好な景観形成ですとか、委員の

お話にありました環境保全、そういった多面的機能が発揮されて、次世代に引

き継いでいくには、直接的な効果が高い取組としましては、里地里山の保全等

を行う団体が増えて、そしてその団体が継続的に活動を行っていくことと考え

ております。そこで県では、まず団体を増やす取組として、地域の実情に精通

しておりまして、地域の農林業の振興をしている市町村との連携を強化してい

きたいと考えております。これまでアンケート調査ですとか担当者会議をする

などしまして、県の取組を丁寧に説明して、聞き取りですとか意見交換等を行

ってきております。その結果、今年度、新たにこれまで認定した団体のない川

崎市と箱根町で１団体ずつ協定を認定することができました。さらに県の条例

制定後、相模原市と厚木市でも県と同様な条例を制定しております。そうした

市町村とも連携していきたいと思っております。あと単独で独自に緑地、農地

の保全に取り組んでいる市町村もございます。そういった市町村と連携してい

きたいと思っております。	 

	 また、団体の継続的な活動への支援もこれから進めていきたいと思っており

ます。先ほどお話をさせていただきましたコーディネーターの派遣につきまし

て、引き続き助言等を行っていきたいと思っております。また地域の人たちが

中心となった取組については、団体の取組はどうしても限界があると思ってお

ります。外部の力と連携することも効果的と考えております。そこで、里地里

山の保全活動に関心のある企業と人材や資金が不足している団体とのマッチン

グ等もこれからも続けていきたいと思っております。	 

	 また、一般県民の参加を促進するため、体験学校、シンポジウムの開催、フ

ェイスブック等の情報発信に努めていきたいと考えております。県としまして

は、こうした取組を進めまして、県内の里地里山の保全が一層進むように取り

組んでいきたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 点在している里地里山ですけれども、今のお話を伺っていましたら、だんだ

ん頭の中で立体感が出てきまして、点在している里地里山のマネジメントをし

っかりコーディネーター等にやっていただくわけですが、連携する市町村とと

もに、県が主導で保全推進するサミットなどで問題提議を図りながら、一層活

動が盛り上がっていくような仕組みを講じていただくことを要望しておきたい

と思いますし、また人とかそういう面では、人材バンクとか、そういうデータ

ベース化もあってよいと思いますので、先ほど農地のところでも同じ発想を持

ったんですけれども、やっぱりデータベース化がこれから大事な視点かなと思

いますので、里地里山、農地についての一層のデータベース化の充実を要望し

ておきたいと思います。	 

	 最後に、畜産技術センターにおける新技術、ＯＰＵ技術を既に実用化した県

はあるのか、まず確認させていただきます。	 

畜産課長	 

	 ＯＰＵの実用化の件でございますが、当方で把握している範囲で生産現場で

実施されているというのは岡山県と宮崎県の２県でございます。	 



髙橋(稔)委員	 

	 この技術は、農家が所有している優良な牛から短期間で複数の優良後継牛を

作るという御説明でございました。そういうメリットがあるということですけ

れども、リスクもあるのか御見解を伺います。	 

畜産課長	 

	 ＯＰＵは牛の卵巣に針を刺して卵子を採るということでございますので、術

後に卵巣が癒着し、その後の繁殖に支障が起こるリスクが考えられます。しか

しながら、技術を習熟することによって、このリスクは十分最小限に押さえら

れると考えております。本県においてこれまで実施してきました中で卵巣が癒

着した事例の発生はございません。	 

髙橋(稔)委員	 

	 今日の日経新聞に、本県の畜産技術センターの技術をもってすれば、新開発

目白押しと夢が高まっているとのことで、肉用鶏の開発商品化、非常に全国に、

全世界に発信されてすばらしいという思いがいたしました。今度はＯＰＵとい

うことで、リスクもしっかり念頭に置きながら新技術を開発していく不断の挑

戦に敬意を表するところでありますけれども、このＯＰＵ技術を利用するに当

たり倫理規定みたいなものはあるんですか。	 

畜産課長	 

	 ＯＰＵの技術は体外受精を伴うわけでございますが、人の分野においては体

外受精の取扱いについては、倫理的観点から学会が見解を示し、指針を定め、

その遵守を求められていますが、家畜の分野においては、特段倫理規定という

ものはございません。	 

髙橋(稔)委員	 

	 実証研究として農家の牛を使って実施するということですが、対象農家はど

のくらいを想定していらっしゃるんでしょうか、農家の農場で実施するのか、

その辺のプロセスについても確認させていただきます。	 

畜産課長	 

	 平成 27 年度は、３戸の農家で実施を考えているところでございます。採取し

た卵子は非常に短時間でその活力が失われるということがございます。迅速に

安定した環境に置かないと、その後の受胎に影響がありますので、農家の牛を

畜産技術センターに搬入していただいて、そこで実施してまいりたいと考えて

おります。	 

髙橋(稔)委員	 

	 卵子の採取や体外受精から受精卵移植まで、全て今おっしゃったように畜産

技術センターの技術者が実施するという理解でよろしいですか。	 

畜産課長	 

	 卵子の採取とその卵子を体外受精させて、移植可能な受精卵まで培養する、

それを凍結保全をしていくということになります。そこまでを畜産技術センタ

ーで技術者が実施していきたいと考えおります。実際フィールドで凍結保存し

た受精卵を借り腹の牛に現場で移植するのは民間の獣医師が行う予定でござい

ます。	 

	 



髙橋(稔)委員	 

	 そうすると民間の獣医師がフィールドで実施するに当たっては、比較的容易

にできるんでしょうか。	 

畜産課長	 

	 ＯＰＵで子供を複数作っていくこの技術を細かく分けますと、卵巣から卵子

を採る技術、それを受精卵にして受精卵を移植する受精卵移植というこの技術

の二つが重なっています。受精卵移植の技術はもうできてございまして、現在、

神奈川県でいうと家畜農業共済組合の診療獣医師が実際行ってございますし、

民間の個人の獣医師でも受精卵移植をやっている実態がございますので、そこ

とうまく連携をしながらこの事業を進めていきたいと考えています。	 

髙橋(稔)委員	 

	 冒頭伺いましたけれども、リスクを念頭に置くと、やっぱりそういう共済事

業と連携して、ある程度しっかりしたフォロー策も念頭に置きながらやってい

かなければいけないということだと思います。着床前スクリーニングという言

葉があるんですけれども、リスク回避のためにもそういったことが頭に浮かん

だのですが、そういうことに関してはどういう御見解をお持ちですか。	 

畜産課長	 

	 人の受精卵の染色体に異常がある場合、なかなか着床しないというようなこ

とが起こりますが、これは家畜の分野においても同様でございます。人では染

色体の数に異常のないものだけを選んで子宮に戻すという着床前スクリーニン

グの臨床研究をこれからやっていくという発表がつい最近あったと記憶してご

ざいます。家畜の分野では、特段倫理規定はございませんが、これまで岡山、

宮崎でも着床前スクリーニングを実施しておりません。今回の事業の中でも実

施することも今のところ考えていません。	 

髙橋(稔)委員	 

	 神奈川県の技術ある畜産技術センターは一歩先を行くというか、リスクを回

避するというか、そういう角度というのが今のところなくても、将来的にあっ

ていいかなという思いで今答弁を伺ったんですけれども、是非そういうことも

念頭に置きながら、新技術開発にいそしんでいただくことを要望しておきたい

と思います。	 

	 ２年間かけて実用化に向けて取り組むとそく聞していますけれども、実用化

後はこの技術を民間に移転し、実施していくお考えなのか、拡大戦略と言いま

すか、多角化と言いますか、この辺の御見解を伺います。	 

畜産課長	 

	 ＯＰＵの実施のためには超音波装置や超音波画像診断機などの特殊機材の投

資が必要でございます。それとＯＰＵ技術に習熟した技術者を確保するという

こと、この技術は新しい技術でございますので、そうたくさん技術者がいない、

このようなことが現実の問題としてございます。当方の事業は２年間の実証が

終わった後、実用化においても当面の間、畜産技術センターの技術者がＯＰＵ

を実施して、確実なる受胎率を確保していきたいと思っています。また移植に

ついては、民間の獣医師と連携体制を構築していきたいと考えておりますので、

当面はその推進体制で実用化等も進めていきたいと思っています。	 



髙橋(稔)委員	 

	 優良後継牛の確保を中核とした生産基盤の強化、これが命題だと思いますの

で、しっかり御努力いただくことを要望いたします。	 


