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西村委員

　公明党の西村でございます。よろしくお願いいたします。

　まず、さがみロボット産業特区の取組について伺ってまいります。

　さがみロボット産業特区の様々な取組をスムーズに進める上で、地域住民の生

活支援ロボットに対する理解を促進し、あわせて地域の機運を盛り上げることが

大切であると、これは我が会派の谷口議員が本会議で質問をさせていただいた内

容でございます。

　その折に、知事の方からは、本会議で、地元の行政や経済団体を中心に、さが

みロボット産業特区の盛り上がりが生まれてきた旨の答弁を頂戴いたしました。

現在、地元の行政や経済団体で、どのような取組が行われているのか、具体的に

教えてください。

産業振興課長

　具体例で申し上げますと、例えば厚木市につきましては、ロボットの研究開発

の費用の２分の１、上限を 50 万円に設定しておりますが、それを助成するような

制度を設けております。また、茅ヶ崎市をはじめとしまして、幾つかの自治体で

は、御自分のエリアで民間の企業に働き掛けまして、実証実験ができるような場

所を確保し、実証実験を御自分の市町でやれるような、そういう動きをされてい

ます。

　また、それ以外のところにおきましても、商工会、商工会議所が窓口になりま

して、地域内で優れた技術を持っているような企業の掘り起こしを今進めており

まして、そういった動きをオープンイノベーションにつなげていこうというよう

な形で、御自分のところの企業が活躍できる場をつくっていくという動きが生ま

れております。

西村委員

　県は、そういった地元の行政であるとか、経済団体の取組に対して、どういっ

た支援を行っているのか、あるいは今後、どういう支援を行おうと考えていらっ

しゃるのか。

産業振興課長

　それぞれの支援をする場面によって変わってくるのかなというふうに思います

けれども、例えば、研究開発を進めるようなところの企業の掘り起こしをしてい

るという段階であれば、その企業に対して、技術的なアドバイス、こちらの方を

産業技術センターを中心に行わせていただいて、様々な他の優れた技術と合わせ

てロボットが作っていけるような、そういうサポートをしたいと考えております。

　また、実証実験に近いようなところの企業と接点を持っているようなところで

あれば、その実証の場の設定等、あるいはどういう実証実験を行い、改良してい

けばいいのかといったアドバイスをさせていただけるものと考えております。



西村委員

　具体的な、経済的な援助というのは無理なんでしょうか。

産業振興課長

　私ども、県の方では、直接的な財政支援というものは、措置してございません。

そのかわり、国の方で、様々な競争的な補助金がございますので、そちらの方が

獲得できるようなサポート、そして申請に当たってのサポートの他に、関係省庁

の方への働き掛け、そういったところで、その部分をサポートさせていただこう

と考えております。

西村委員

　規制緩和においても、それぞれの分野で縦割り行政のいわば弊害と言っていい

と思います、そのせいで進まないと、また、こういった助成制度というのも、実

は縦割りに阻まれている、あるいは情報が結び付きにくいということがあると思

いますので、どうぞしっかり地元行政との連携をとって、ありとあらゆる手段を

講じていただけますように、どうぞよろしくお願いいたします。

　また、知事は、行政や団体を中心とした今の地元の機運の盛り上がりを、地域

住民まで広げていくことが大切であり、生活支援ロボットを身近に感じてもらう

ための様々な取組を進めるという答弁もしてくださいました。

　知事の答弁の中に、厚木青年会議所主催のイベントもその中の一つということ

であったんですけれども、身近に感じてもらうための取組というのは、具体的に

どういったものだったのか、また参加者の方々がどういう反応だったのか、教え

てください。

産業振興課長

　これは、厚木の青年会議所ＪＣが企画した小中学生向けのイベントでございま

した。知事は、その朝、トップバッターという形でステージに上がりまして、そ

の中で、やはり自分のお話だけをずっとするんではなくて、最前列に小さいお子

さんがたくさん並んでいましたので、そういったお子さんに対して語りかけるよ

うな形で、しかもロボットをたくさん持ち込みまして、知事の講演の中では三つ

ほどロボットを出しまして、それを実際に見てもらって、触ってもらって、動か

してもらってというような形で、本当に身近に感じられるような機会をつくらせ

ていただいたところでございます。

　例えば、アザラシ型のロボットなども持ち込みましたけれども、それについて

は、知事が抱きかかえるだけではなくて、最前列のお子さんを、最初のうちはス

テージに呼んで触らせていたんですが、そのうちどんどん回して構わないという

ような形で、どんどん広げていったということで、最初のうちは、他のところの

展示のところにも小さなお子さんがいらしたんですけれども、気がつくと、知事

の周りに皆さん集まっているというような状況で、非常に盛り上がったというふ

うに感じております。

西村委員

　我が会派も、本会議場にロボットを持ち込ませていただきまして、大変お騒が



せをいたしましたが、しかし、注目度はやはり高まったのではないかなというふ

うに感じております。

　国際戦略総合特区の承認前でありましたが、つくばに行かせていただいたとき

に、つくばの限定されたエリアでしたが、セグウェイで自由に走れると、道路交

通法ではまだ縛られないものですから、運転免許を持っている、ヘルメットを装

着しているという独自の約束事は決めておりましたけれども、そういうことが、

街並みであると、やはり地元の方々の注目は相当高まるなというのを実感をさせ

ていただいた次第です。

　直接的に生活支援ロボットの開発につながらないかもしれない、しかし、その

ことによって、機運は高まるし、また次の開発者である子供たちの注目というの

も、またこれ、熱いものがあると思いますので、今後も展開をしていただきたい

と思います。

　そして、もう一つ、身近に感じてもらうための取組という意味では、谷口議員

も本会議の質問の中で、一つの例で御紹介をしたんですけれども、全自動で排泄

物を処理するロボット、これは私どもの団で見てまいりましたけれども、この話

をさせていただくと、私も直接様々に御意見を頂きました主婦を中心に、やはり

実際に家庭で介護に当たっている方々の介護ロボットに対する関心というのは、

非常に高いというのを実感しております。介護福祉施設で実証実験を行うという

ことは、承知をしておりますし、また港南区の病院や介護施設で、ショーウイン

ドウ的に展開をしていただいているというのも承知をしているんですけれども、

家庭で介護をしている人に対しては、どういった普及を図っていこうというふう

に考えていらっしゃいますか。

産業振興課長

　私どもが進めております生活支援ロボットの中には、介護、医療という部分と、

それから一人暮らしの高齢者の生活を、安全・安心、快適なものにしていくとい

うようなところがございまして、今のお話は、そのちょうど中間にあるのかなと

いう感じがいたします。ですので、ふだんは介護施設等で実証等を行いますけれ

ども、そういった際には、例えば、多くの方々にモニターとして参加していただ

いて、家庭から出てきていただいて、モニターという形で様々な意見を言ってい

ただく、あるいは公開実証以外にも、様々な展示、あるいは実体験ができるよう

なものを作ってまいりますので、そういうところにおいでいただいて、数多く、

様々な機器があるかと思いますので、そういうのに触れていただくような機会を

つくってまいりたいと考えております。

西村委員

　実体験をしていただく、一度使っていただく、見ていただく、これも重要だと

思うんですけれども、介護であるとか生活支援というのは、生活の中で実感をす

るものであると私は考えておりますので、どうぞ、それぞれの御家庭の中で使っ

ていただけるような体制も検討していただけますように、よろしくお願いいたし

ます。



　最後に、谷口議員が本会議の再質問をいたしました、さがみロボット産業特区

のキャラクター、ＰＲ大使の取組の状況について、確認をさせてください。

産業振興課長

　現在、関連する機関と調整といいますか、お願いを始めているところでござい

ますけれども、なるべく神奈川県にゆかりのある方といいますか、愛着を持って

いただいている方、そして知名度、好感度の高いような方々にお願いしていけれ

ばというふうに考えておりますので、またその辺りが詰まってまいりましたら、

議会の方に御報告させていただけると思います。

西村委員

　出演料の安い方というのも、知事がおっしゃっていましたけれども、あるいは

人じゃなくて、ロボットということも考えられるのかもしれません。

　要望を申し上げます。

　さがみロボット産業特区の取組に対する地元の期待、それから機運が盛り上が

りつつあることを確認させていただきましたけれども、まだまだ十分でないこと

も、これまた事実でございます。この地域の方々もそうなんですが、実は、さが

みロボット産業特区の地元以外の方々は、ほとんど御存じないというのが現状だ

と思います。先だって、私の地元の川崎区の、ある会社に訪問させていただきま

した。こちらではＪＡＸＡの部品を作っていらっしゃいます。でも、自分たちは

川崎区だから関係ないんだろうという、大変冷ややかな反応でいらっしゃいまし

た。特区が、エリアが広がるということは、ちょっと今は難しいのかなと思いま

すが、このさがみロボット産業特区の取組が、広く全県に波及をできるような、

そしてより広く全県の皆様から応援をしていただけるような対応をしていただけ

ますようにお願いをいたしまして、この質問を終わらせていただきます。

　続いては、栽培漁業について伺わせていただきたいと思います。

　水産資源を維持、増大させるためには、つくり、育てる漁業である栽培漁業の

役割が大きいことを承知しております。栽培漁業の現状と今後の展開について、

経済効果の観点を踏まえながら、何点か伺わせていただきたいと思います。

　まずは、神奈川県の海でもマダイやヒラメなど、稚魚が放流されているという

ことですが、これらの魚種が選ばれた理由と、放流による経済効果が、どのよう

に表れているのか伺います。

水産課長

　まず、この魚種が選ばれた理由でございますけれども、現在、マダイをはじめ

といたしまして、ヒラメ、アワビ、サザエ、マコガレイなどの稚魚を、生産して

放流しております。これらの魚種が、神奈川県のまず地先で漁獲されている魚種

であるということ、近年、資源の減少が著しいという、漁業者からの要望も非常

に高く、また水揚げ時に単価が非常に高く、いわゆる経済価値が高い、こういう

点を考慮いたしまして選定しております。

　それから、経済効果でございますけれども、まずマダイについては、昭和 50 年

代、20 トン台まで減少をいたしました。その後、稚魚を放流することによって、100



トンまで回復いたしまして、現在、いわゆるマダイ全体が取れた中での、いわゆ

る放流魚は、30 から 70％含まれているということで、非常に放流効果は上がって

いるということが言えます。

　また、ヒラメについても、漁獲量が、昭和 62 年から平成２年には、30 トンまで

減少いたしましたけれども、その後、放流によって、現在は 60 トン前後で維持し

ております。今までの調査結果では、やはり同じく、取れたもののうち、10％か

ら 25％は放流魚であるということで、やはり効果が見られるということでござい

ます。

　最後に、アワビでございますけれども、アワビは非常に単価が高い貝種でござ

いますけれども、漁獲量が 20 トン前後を現在維持しております。漁獲量の約９割

が、もう既に放流貝で占められているということで、これについても、資源を維

持するためには、やはりこの栽培漁業が不可欠だということが言えると思います。

西村委員

　今、マダイが昭和 50 年 20 トンから 100 トンになったと、いつから放流を始め

られたら、これぐらいになったんですか。

水産課長

　昭和 53 年から放流してございます。

西村委員

　今伺っていても、高級魚だなというイメージがあるんです。そして、たしか昨

年度、自民党会派さんの質問で、トラフグということが、本会議の答弁で出てき

たかというふうに記憶しているんですけれども、このトラフグについての栽培漁

業の現状をお聞かせいただけますか。

水産課長

　トラフグは、委員御指摘のとおり、非常に高級魚でございます。今までは、試

験的な稚魚放流をやってまいりました。横須賀で、いわゆるはえなわによって漁

獲されているわけでございますけれども、平成 15 年では 585 キロ水揚げがあった

んですが、試験放流によりまして、平成 23 年では 2,329 キログラム、約４倍に水

揚げが上がっているということで、一定の成果が見えてきたということが言える

と思います。

　現在の計画では、平成 26 年度までに、毎年 20 ミリメートル以上の稚魚を 10 万

匹放流する目標を持っております。放流試験では、他県産の稚魚を入手いたしま

して、現在放流してきたんですけれども、今後は、城ヶ島にございます県の水産

技術センターが入手した卵を、卵から今度はふ化させて、実際に自分のところで

稚魚にして、それを大量に飼育して放流するという技術開発を現在進めておりま

す。

　そういうことで、同時に、放流場所とか放流時期、放流方法なども、その条件

を解明するための調査も今現在やっているところでございます。

西村委員

　トラフグなんですが、やはり単価が高いということで、他県でも結構研究をさ



れているようでございます。今、課長から卵をふ化させるという、次の段階に入

ったという御答弁があったんですけれども、長崎県、それから富山県、こういっ

たところでは、より単価の高いトラフグの雄の養殖、あるいは雄の確率を高くふ

化をさせるという研究が、県の水産試験場で始まっているようなんですけれども、

こういった取組について、神奈川県としてどうお考えになられますか。

水産課長

　今、お話のございました、いわゆる長崎県と、あるいはその他の県で行われて

いる、いわゆるトラフグの産卵性、ふ化の研究方法でございますけれども、基本

的には、養殖を対象に考えられているかと思っております。本県の場合は、相模

湾、それから東京湾を見ていただくように、入り江が非常に少なく、また島数も

ないので、養殖にはなかなか適している漁場はございません。ということで、本

県の場合は、いわゆる定点の海の力を借りるということで、いわゆる稚魚を放流

して、それを大きくしてもらって、最終的には漁獲するという方法をとっていま

すので、現時点では、そういう方法よりも、いかに安定的に稚魚を、例えば 20 ミ

リサイズまで育てるとかというところに重点を置いて、また、放流場所はどこで

もいいわけではございませんので、どこに放流する、その時期もどこがいいのか

というのを、同時に研究しながらやっております。

西村委員

　特に長崎県の方は、養殖がメインでやはり考えていらっしゃるようでございま

すが、富山県の近畿大学の水産研究所の方は、ふ化のときの水温によって、差が

生じるということで、研究を進めていらっしゃるようです。私がしつこく食いつ

くのは、やはり１匹の単価が大きく違ってくる、悲しいかな、トラフグは卵巣は

食べられませんので、白子があるかないかで違ってくると。それから、京浜臨海

部ライフイノベーション国際戦略総合特区も擁していますが、高タンパクという

のが、医薬品、そしてまた化粧品、こういったものにも開発が進められていると、

こういった我が県の立地から考えれば、一つ選択肢というか、研究の一つの道筋

としてお考えをいただけたらなというふうな希望を持つところでございます。

　少なくとも、今、試みていただいていることによって、海も潤うし、そして何

よりも仕事をしていらっしゃる方々に潤いが行くことを心から祈念をいたしまし

て、より一層、栽培漁業、力を入れていただけますよう、お願いをいたしまして、

この質問を終わります。

　続いては、ただいまのトラフグもいわばブランド化という側面から私はお話を

させていただいたつもりなんですけれども、やはり消費者としては、品質を購入

する際にブランドに注目をしてしまいます。そうした中で、県内農産物を販売す

るにあっては、ブランド化の効果は大きいと考えます。そこで、どのように神奈

川ブランドを地域経済の活性化に寄与していくようにするのか、伺ってまいりま

す。

　まず、かながわブランドのうち、農水産品のブランドには、どのようなものが

あり、全部で何点あるのか、お知らせください。



かながわブランド戦略担当課長

　かながわブランドでございますが、統一の生産、出荷基準を守り、一定の品質

を確保しているなど、細かな要件を満たして登録された農林水産物やその加工品

であり、現在、87 点ございます。このうち、農水産品は 67 点が登録されておりま

す。

西村委員

　今、要件を満たしたものというのがあるんですが、具体的に、例でも結構です、

どういった要件を満たしたら、かながわブランドとして承認されるんでしょうか。

かながわブランド戦略担当課長

　かながわブランドの登録要件は、二つありまして、一つは基本要件、もう一つ

が個別の要件ということになっておりまして、基本要件といたしましては、組織

的な生産体制で行っているか、商品に特性があるか、一定品質が確保されている

かというようなことを書類審査で審査いたします。個別要件に関しましては、防

除履歴とか、薬品等を使っていないかというようなことを審査する形になってお

ります。

　この書類審査を通りましたものが、二次審査、いわゆる食味の審査、実際に審

査員に食べていただいて審査するという過程をとりまして、最終的に審査を通り

ましたものが、ブランドとして登録されるということになっております。

西村委員

　登録されたことによって、どのぐらい需要が高まるのか、あるいは売り上げが

上がるのかというのは、分かっていますか。

かながわブランド戦略担当課長

　具体的な数値としては、データは持っておりませんけれども、生産者さん、特

に水産加工物が前年度、かながわブランドということで登録されまして、そのロ

ゴマークをパッケージに印刷して売ったところ、消費者の方の信頼性が高まった

ということで、売り上げもかなり伸びた、かなりがというのが何倍なのか、何十％

なのか把握はしていないんですが、かなり売り上げが伸びたということで、うれ

しい報告を頂いております。

西村委員

　今後、より多く生産者の方々にも取り組んでいただけるためにも、ある程度数

字を把握された方がいいのではないかなと。このブランドをとることによって、

これだけ売り上げが上がった事例があるということで、より多くの方が関心を持

っていただいて、参加をしていただけるのではないかなと思いますので、要望さ

せていただきます。

　さて、農産品のブランドのうち、県の試験研究機関で研究開発されブランド化

に至ったものというのは、あるんでしょうか。

農業振興課長

　県の技術センターで育成した品種、たくさんありますけれども、そのうち、品

種そのものがブランドになったものは三つあります。一つは、湘南レッド、もう



一つは、おおやま菜漬の元になる大山そだちという品種、それから三つ目がかん

きつの湘南ゴールド、この３品種です。

　それ以外の品種が、ナスのサラダ紫とか、ネギの湘南一本とか、ディップルラ

ベンダーとか、スイートピーとか、この辺、それぞれありますが、品種そのもの

がブランドになるのではなくて、各地域で、いわゆる地域ブランドのけん引役と

して活躍をしております。

西村委員

　ただいま伺った県の育成品種というのは、開発、商品化までに、どのぐらいの

期間がかかったんでしょうか。

農業振興課長

　私も３品種ほど作りましたが、早ければ５年、しかし通常は 10 年ぐらい必要に

なります。

西村委員

　経費というのは分かりますか。

農業振興課長

　１回計算したことがございます。職員の給料を入れてどうか、あるいは研究室

としてどうかというのはありますが、金額的にはフィックスできない数値でござ

います。基本的には、こんなに安くできるのかなと思った記憶はございます。申

し訳ございません。

西村委員

　県内農産物を、かながわブランドとして育てて、地域経済の活性化に寄与して

いくようにするためには、かながわブランドとして登録された、その後も、その

魅力は更に高めていく必要があるというふうに考えます。

　県として、具体的にどのように支援をしていかれるんでしょうか。

かながわブランド戦略担当課長

　かながわブランド登録品の消費拡大や、地域経済の活性化に向けましては、安

定なショップサイト、これはインターネット上にありますが、かなさんの畑の中

の旬のえりすぐり産品とか、レシピコンテストコーナー、夏には親子レシピコン

テストとかもやっておりますので、そちらで積極的にＰＲ活動に努めております。

　また、県のたよりのトップページに掲載したり、かながわブランドサポート店

などの小売店、飲食店などに対して、かながわブランド登録品を使ったメニュー

提案を行うなど、食材としての活用を促しております。

　また、ホテル等へのスイーツなどの商品開発、要するにスイーツに使う原材料

としての提案をするなど、ブランド登録品の魅力を高める取組を積極的に行って

まいりたいと思っております。

西村委員

　これまた、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区、川崎の研究所

であるＬｉＳＥの中に、ＫＡＳＴの研究室が移転をしてきて、その中の一つに、

健康アンチエイジングプロジェクトというのがございまして、こちらは、より細



かに、これまでと違った角度から機能性食品であるとか、化粧品であるとか、こ

ういったものの機能、あるいは安全性というのをチェックするということを研究

されていらっしゃるんですけれども、これの経費がどのぐらいかかるのかという

のは分かりませんが、こういう研究と合わせて、食品の新たな栄養素であるとか、

こういったことが打ち出せれば、これまでのかながわブランドだけではない、ス

ペシャルかながわブランド健康版のようなものが打ち出せるんじゃないのかなと、

素人考えではあるんですけれども、そのように思っております。

　神奈川県の総力を生かして、神奈川県の農産物が広く受け入れられるよう、要

望をさせていただきまして、私の質問を終わります。


