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平成２８年度政務活動実施成果報告書 

いばらき自民党 

 

＜政務活動の主な内容＞ 

 

 ○（仮称）茨城県家庭教育を支援するための条例（案）の策定 

  １．目的 

   いじめや不登校など子供達の問題行動が後を絶たず、家庭の教育力の低下が指摘され

る中、各家庭が改めて子供達の基本的生活習慣の確立や規範意識の醸成など、家庭本

来の機能を取り戻せるよう、社会全体が一体となって家庭教育を支援していく必要が

あるため、家庭教育支援条例の制定に取り組んだ。 

 

  ２．活動時期 

   平成２８年４月～平成２９年３月 

 

  ３．主な訪問先 

   平成２８年５月１１日、先行県の１つである、群馬県庁を訪問し「ぐんまの家庭教育

応援条例」の概要等について意見交換会を行った。 

 

  ４．活動内容 

   平成２７年１０月に家庭教育支援に関するプロジェクとチーム（ＰＴ）を設置し、平

成２８年度は家庭教育支援条例の制定を目標に、年８回の勉強会に取り組んだ。 

 

  ５．成果等 

   議員提案により茨城県家庭教育を支援するための条例が、平成２８年第４回定例会で

可決・成立した。平成２８年３月に策定された「いばらき教育プラン」に、特に生涯

にわたる人格形成の基盤を培う乳幼児期に、家庭のしつけの徹底を含む就学前教育・

家庭教育に重点的に取り組むことが盛り込まれたが、会派政調会の家庭教育支援条例

をめぐる議論の反映と受け止めている。 

   県教育庁は本年４月、教育長直轄の就学前家庭教育推進室（８人体制）を新設した。

同条例の制定や教育プランを踏まえた組織改革である。 

   同条例の制定以降、家庭教育や就学前教育の充実などが一般質問等で議論されるケー

スが多くなるなど議会活動の活性化につながっている。 

 

 

 ○（仮称）茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例（案）の策定 

１．目的 

   県では、県動物の愛護及び管理に関する条例に基づいて、動物愛護管理推進計画を策
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定し、犬や猫などの適正飼養の普及啓発に努めているが、特に犬の殺処分頭数が長年

にわたって全国ワーストなど、憂慮すべき状況にある。このためまず動物指導センタ

ーに収容される犬猫の頭数自体を減らしていこうとする、いわゆる入り口対策の重要

性を踏まえ、既存の条例とは別に、犬猫殺処分ゼロを目指すことに特化した条例の制

定に向けて取り組んだ。 

 

  ２．活動時期 

   平成２８年４月～平成２９年２月 

 

  ３．主な訪問先 

   平成２８年１０月２５日、神奈川県を訪問し「県生活衛生課からの事業説明」と、「横

浜市動物愛護センターでの動物行政の現状説明と意見交換会」を行った。 

 

  ４．活動内容 

   平成２７年９月に動物愛護（犬猫殺処分ゼロ）に関するプロジェクトチーム（ＰＴ）

を設置し、平成２８年度は犬猫殺処分ゼロを目指す条例の制定を目標に、年９回の勉

強会に取り組んだ。 

 

  ５．成果等 

   議員提案により茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例案が、平成２８年第４回定例会で

可決・成立した。同条例の策定作業の過程でも、ＰＴの取り組みが新聞等で報道され

たこともあって、県やボランティア、県民などの動物愛護の意識が高まり、犬猫の譲

渡件数が増え、その結果殺処分頭数が減少している。同条例の制定を受けて、平成２

９年度当初予算案に計上された「犬猫殺処分ゼロを目指すプロジェクト事業」の予算

が少ないとして、第１回定例会の予算特別委員会でＰＴメンバーが３千万円を増額す

る修正案を提出、全会一致で採択された。地方自治法第９７条第２項に基づく議会の

増額修正権を本県議会で初めて行使したもので、こうした取り組みも成果の１つに挙

げられるだろう。同条例制定後、一般質問等で動物愛護をめぐるテーマが取り上げら

れる機会が増えるなど、議会活動の活性化に寄与している。 

 

 

 ○少子化対策に関する山梨県視察調査 

１．目的 

   全国的に少子化が進んでいるなかで、先進的な対策を行っている山梨県を視察調査す

ることで、本県の少子化対策の参考とする。 

 

  ２．活動時期 

   平成２８年１０月１７日～１０月１８日 
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  ３．主な訪問先 

   子育て支援施設「つどいの広場ゆうゆうゆう」（山梨県笛吹市） 

   山梨県議会議事堂（山梨県甲府市） 

   健康科学大学産前産後ケアセンター「ママの里」（山梨県笛吹市） 

 

  ４．活動内容 

   子育て支援施設「つどいの広場ゆうゆう」では、施設職員から施設の説明を受けると

共に、施設を視察する。山梨県議会では県子育て支援課職員から、山梨県の少子化対

策のうち、子育て支援の取り組みについて説明を受けると共に、意見交換会を行う。

健康科学大学産前産後ケアセンター「ママの里」では、県健康増進課職員や同センタ

ー職員から県の取り組みや施設の説明を受けると共にセンター内を視察する。 

 

  ５．成果等 

   少子化対策は、結婚や出産、子育てなど社会全体で総合的な取り組みを強化していか

なければならない喫緊の課題である。しかし地方自治体の取り組みは、財政的な制約

もあり本県自慢の出会いサポートセンターのように、長の姿勢や考えなどにより施策

が限定的になっているようだ。その点でいえば、今回視察した山梨県は少子化対策の

先進県として知られるだけあって、子育て支援施設や産前産後ケアセンターには、全

国からの視察が相次ぐなど注目を集めている。特に産前産後ケアに特化した取り組み

は、安心して子供を産み育てられる環境づくりに大いに寄与する画期的なものであり、

本県でも結婚支援の次の課題として注視していくべきものと考えられる。定例会では

毎回、少子化対策が議論の的となっており、今回の視察がそうした議論の深化につな

がることが期待されるところである。 

 

 

 ○港湾振興議員連盟「タイ王国」視察調査 

１．目的 

   常陸那珂港区を結ぶ定期コンテナ航路の誘致を図るため「タイ王国」の情報収集と、

今後の茨城港湾のＰＲ活動を行う。また今の荷物の取り扱い状況等について意見交換

会をし、茨城港湾の今後の利便性向上の取り組みを得る。そのため大手船会社の本県

港湾利用者である荷主や本県進出企業等を訪問する。また新たに整備されたレムチャ

バン港を訪問し、港湾の役割分担の状況を把握し将来に向けての茨城港湾の取り組み

を学ぶ。 

 

  ２．活動時期 

   平成２８年５月２９日～６月２日 

 

  ３．主な訪問先 
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   「船会社 商船三井 ＭＯＬ タイ事務所」 

   「ＪＥＴＲＯ バンコク事務所」 

   「レムチャバン港 ＴＩＰＳ」 

   「小松水産 タイランド工場」 

   「クボタ タイ工場」 

   「ＬＩＸＩＬ タイ工場」 

 

  ４．活動内容 

   現在、常陸那珂港区の「中国・ベトナム定期コンテナ航路」や、鹿島港の「韓国・中

国定期コンテナ航路」が休止となっているため、航路の再開、新規航路の開設にあた

っては、インセンティブ制度等を活用して、北関東沿線の荷主へ働きかける必要性が

あり、荷主からは、リードタイム、コスト、定期便数が十分でないとの意見がある。

このため、リードタイム等でメリットがありニーズが高い、中国及び東南アジア向け

直行航路の誘致を図るため、本県企業や船会社等との情報収集及び意見交換会を行っ

た。また４月よりＭＯＬ（商船三井）が、常陸那珂港区に国際フィーダー航路を開設

することになったのは、クボタが筑波工場からの輸出貨物（農機具パーツ）を、常陸

那珂港区で在庫調整した後、東京港経由で欧州に出荷したいとの意向によるもの（韓

国向け貨物は常陸那珂から直接輸出）であり、常陸那珂での初めての邦船社によるサ

ービス開始となるため、業界の関心も高く、邦船社限定の荷主も常陸那珂港区を利用

する可能性も出てきたが、クボタ以外の貨物も増やしていかないと航路の継続は困難

であるため、このポートセールスでは、本県企業も中国に次ぎ多数進出しているので

ＰＲ活動とＭＯＬ航路等の利用を働きかけて来た。また河川港で都心に位置するバン

コク港の制約を解消（交通渋滞の一因、後背地の拡張に物理的な制約）するため、バ

ンコク港の外港として新たに整備されたレムチャバン港を訪問し、本県の港湾振興の

参考とした。 

 

  ５．成果等 

今回は、ジェトロ及びレムチャバン港は情報収集であり、商船三井ＭＯＬは情報収

集兼船社としての荷主への考え方。ＬＩＸＩＬ・クボタ・小松水産は、茨城県に立

地している各現地日本企業の現状を踏まえた上での、常陸那珂港利用の可能性をそ

れぞれ確認できた。 

  ＬＩＸＩＬ・クボタ・小松水産は各荷主で特徴はあるが、小松水産は海外の場合タ

イへの展開がメインで、伺った状況からは常陸那珂港区利用の交渉の余地がある。

またタイで既に販路を構築しており、この販路を利用させていただき、笠間焼等県

の物産品を併せて流通させる等、新たな物流も可能性もある。 

  ＬＩＸＩＬ・クボタの２社のタイでの現況、またタイ～日本の現状が伺えたと共に、 

各荷主の港湾決定への条件が確認できた。 

  またレムチャバン港の視察より、常陸那珂港と似ている点が（都心からの距離・港
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の成り立ち等）見受けられる。その点タイでのコンテナデポのあり方については、

茨城県、またＬＩＸＩＬ、クボタ等で研究・実施しているラウンドユースの参考に

出来る点が多いと考えられる。 

  今回の結果を元に、今後も当港区の新規利用や利用拡充を図るために、今後におい

て会派政調会、県の委員会、県内及び北関東の輸出関連企業や、今後輸出を考えて

いる企業等との懇談や意見交換会を開催し、地元発展に寄与出来るのではと考える。 

 

 

 ○スポーツ振興議員連盟「岩手国体開会式場」視察調査 

  １．目的 

   ２０１９年「いきいき茨城ゆめ国体」開催に向け、笠松運動公園競技場を改修して使

用するにあたり、岩手国体でも同じような競技場を改修して使用するため、開会式全

体の準備に係る問題点や現地役員・選手の意見を直接聴取し、茨城国体の準備に向け

ての参考とするため現地にて調査活動をする。 

 

  ２．活動時期 

   平成２８年９月３０日～１０月２日 

 

  ３．主な訪問先 

   「北上総合運動公園陸上競技場」開会式会場 

   「岩手県営運動公園」女子サッカー競技場 

   「盛岡市アイスアリーナ」体操競技場 

 

  ４．活動内容 

   選手や役員が宿泊する施設の利用状況から交通移動の利便性の調査をはじめ、開会式

会場でのシャトルバスの乗降場所の状況や競技場までの誘導路。仮設トイレや選手が

式典開催まで待機する各県のテントと県ごとに結団式を行っているグランドの状況。

出展による飲食店の状況から天皇陛下がご臨席してから会場周辺の警備状況。改修し

た競技場の仮設スタンドの状況。競技場内で開催されているイベントの状況。各県の

選手入場が終了するまでの暑さ対策の問題。各競技場のグッズ販売店出店状況等の調

査活動を行う。 

 

  ５．成果等 

   茨城国体の成功に向けて、毎年各都道府県で開催される国体の開会式式典の開催状況

を、実際の現場を視察することにより大変参考となっている。特に活動内容で述べた

ように、宿泊先から競技場まで全てにおいて実際の現場で体験してみないとわからな

いことが多くあった。今後議員連盟としても茨城国体に向けての準備を進める中で、

現地での関係者や参加団体、各選手との意見を聴取し課題や現場の状況を把握するこ
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ともできたので参考となった。この視察を踏まえ議会の特別委員会や県の体育協会、

県国体・障害者スポーツ大会局、また各市町村との国体に向けての準備の進め方等に

ついて意見交換をしていくことになる。特に今回の選手や役員との懇談では、宿泊施

設の確保から競技場までの移動手段の問題や時間の関係を指摘されたので、選手の立

場を考えながら準備を進めることが必要と感じた。また仮設スタンドの設置やグラン

ド内での日よけテント等については大変参考になりました。 

 

 

 ○空港振興議員連盟「静岡県航空自衛隊浜松広報館エアパーク」・「富士山静岡空港」視察

調査 

  １．目的 

   開港７年目を迎える茨城空港の更なる利用促進・振興方策を検討するために視察調査

する。 

 

  ２．活動時期 

   平成２８年１１月４日～１１月５日 

 

  ３．主な訪問先 

   静岡県「航空自衛隊浜松広報館エアパーク」 

「富士山静岡空港」 

 

  ４．活動内容 

   エアパークは、航空自衛隊が全面的に設置運営するテーマパークともいえるものであ

り、施設の展示物は充実されており、入場者数が年間４０万人を超えるということで、

浜松基地の一角に外部施設として設置されており、基地との一体感が魅力になってい

る。そのため茨城空港の将来を見据えての航空博物館設置に向けて調査する。 

   また富士山静岡空港では、搭乗者が年々増加して２年後をめどに行政による管理から

民間による民営化を目指しており、ターミナルの増築や航空博物館・ホテルの整備を

予定し、航空機産業の誘致検討をしていることも視察調査する。 

 

５．成果等 

航空自衛隊百里基地の防衛上の役割をＰＲすることは、国民の防衛意識の向上の観点 

から重要である。茨城空港の航路や、茨城県のＰＲ(観光名所、農産物、産業など)を

するために有用であり、より一層のにぎわいの創出が期待できるし「市町村の日」を

設定しイベント開催の場にもなりうる。共用空港の特性を活かし、航空博物館等の設

置を実現するために、航空自衛隊と茨城県が共同で運営することが望ましいことであ

る。設置場所としては茨城空港ターミナルビルの隣接地が望ましく施設内には、浜松

基地のエアーパークを参考に人気の設備や機材を導入し、展望デッキや飲食施設を併
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設することである。特に退役自衛隊機を多く導入するために、航空自衛隊の特段の協

力が必要となるが、施設の維持に当っては、有料とし、民間への管理委託を通して効

率的な運営を図るのが望ましい。当施設は、恵まれた交通アクセスを活かした本来の

観光名所として、首都圏や北関東などから多くの来訪者が期待できることであり、他

の観光名所とのリンクを図り、新たな巡回ツアーが創出できる。市町村や民間団体な

どの協力により、さらに新たな本県の観光客の増加を期待できる。現在静岡空港にお

いても、航空博物館整備に向けて既に事業者募集の段階にあり、茨城空港では、共用

空港の特色を活かして、すみ分けをして航空自衛隊との交渉を速やかに開始すべきで

ある。以上視察調査にて大変参考になった。 

また富士山静岡空港では、茨城空港（平成２２年３月）より１０か月早く開航（平成

２１年６月）したが、富士山のネームバリューもあり、茨城空港を搭乗者数、入場者

数ともに上回っている。世界中に有名な富士山を活かした、愛称「富士山静岡空港」

（地方空港としての正式名称は「静岡空港」）をフルに使用している。茨城空港も世界

中から誘客できるような愛称を検討すべきであろう。地方空港民営化の流れの中で、

経営方針を再検討する必要がある。その前提として、経営状態、波及効果を県民に分

かりやすく公表する必要がある。茨城空港構想時からあった空港と一体となった周辺

開発、活性化を図る「常陸平野開発整備構想」を改めて爼上に上げ、練り直す必要が

ある。工業団地への企業誘致、工業団地の貨物ターミナル化、航空産業の拠点づくり

などを進めるべきである。搭乗・到着手続きに要する時間の短縮、レストランの充実、

免税店等販売店の拡充など搭乗者、見学者の利便性を図る必要もあり、荒天時におけ

る搭乗対策を改善する方法として、可動式エプロンルーフの整備について検討を進め

ることである。航空自衛隊との共用空港の特色を活かした航空博物館（茨城空港ＰＲ

館）を設置して、にぎわいと茨城観光の拠点とするよう検討をするべきである。東京

オリンピック開催に向けた位置づけと、役割を明確にして対応することである。（羽田、

成田の補完機能の明確化、プライベートジェットなど） 

以上のことを踏まえて、後日茨城県知事に要望書を議員連盟として提出した。 

 

 

 ○スポーツ振興議員連盟「長野冬季国体スケートリンク」視察調査 

  １．目的 

   ２０１９年「いきいき茨城ゆめ国体」開催に向けた、冬季競技団体関係者との準備に

係る問題点や、現地役員・選手の意見を聴取する。また県内に通年利用可能なスケー

トリンク整備計画の実現に向け、現地施設の調査活動を行う。 

 

  ２．活動時期 

   平成２９年１月２８日～１月２９日 

 

  ３．主な訪問先 
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   「やまびこスケートの森アイスアリーナ」 

   「オリンピック記念アリーナ エムウェーブ」 

 

  ４．活動内容 

   ２０１９年に茨城県を会場として、第７４回国民体育大会が開催されることが決定さ

れており、いばらき自民党スポーツ振興議員連盟としても、国体障害者スポーツ大会

の成功と天皇杯獲得に向けて、県の国体・障害者スポーツ大会推進調査特別委員会に

所属しているメンバーが中心となり、茨城国体成功に向けて競技力向上や施設の整備

等について活動を行っております。その中でも、将来の茨城県におけるスポーツ振興

の課題の一つとして、冬季スポーツがあげられ、県内で練習等ができるアイスアリー

ナの整備に関する問題であります。現在は笠松運動公園内にあるアイスアリーナで、

競泳プールと兼用し年間約２千万円の費用をかけて、冬季のみ使用しているのが現状

の中で、県水泳連盟と県スケート連盟他、冬季スポーツ団体から、専用の競泳プール

と専用のアイスアリーナをそれぞれ整備していただき、通年使用できる環境にしてほ

しいとの要望を、このスポーツ振興議員連盟に対しても、冬季スポーツ３団体から「ア

イスアリーナの整備」の要望があり、県の冬季スポーツの振興や競技力向上の観点か

らも、課題解決に向けての競技施設の整備が求められている。そのような中で、2019

年「いきいき茨城ゆめ国体」の開催に向けて、県体育協会関係者や冬季競技団体関係

者との将来の施設整備のことや、冬季国体に向けての準備に関わる問題点等を調査す

るため、今回長野県の冬季国体での、現地役員や選手等の意見を聴取する。また県内

に通年利用可能なスケートリンク整備計画の実現に向け、長野県の「やまびこスケー

トの森アイスアリーナ」、「オリンピック記念アリーナエムウェーブ」の施設関係者と

の意見交換会や施設の視察を行い、今後議員連盟としても将来の実現に向けて色々な

面からの調査活動を行うため調査活動を行った。 

 

  ５．成果等 

   今回岡谷市の「やまびこスケートの森アイスアリーナ」と、長野市の「オリンピック

記念アリーナエムウェーブ」を視察しました。岡谷市のやまびこスケートの森アイス

アリーナについては、岡谷駅から約５㎞とタクシーで２０分程度の立地という環境で

あり、アイスショーなどで観客を集客する施設ではないが、選手強化や県民のアイス

スポーツ振興に大いに寄与している。また施設内の宿泊施設を利用し、他の地域から

の合宿利用がなされており、コンパクトなアイスアリーナではあるが充実した施設と

いえ、将来県内で整備計画するためには大変参考となりました。今後は、わが会派の

「スポーツ振興議員連盟」としても、水泳とプールとスケートリンクを兼用としてし

か利用できない現状を踏まえ、県民の幅広いスポーツ振興と健康増進を考えたとき、

県として予算面を考えていただき、整備の必要性を感じます。また今後、国体障害者

スポーツ大会推進調査特別委員会や、会派政務調査会などで審査の参考にすると共に、

充実に向けて議論をしていきたいと思います。長野市のエムウェーブに関しては、施
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設の規模が大きすぎて、県内のスケートリンク整備計画には考えられませんが、エム

ウェーブ競技場内の施設等には大変参考になることがありました。また現地では県代

表選手等の意見も聞くことができました。 

茨城県にはスピードスケートの練習をする施設がなく、年間通して半年以上は海外を

はじめ、北海道や長野県にて練習をしており、民間企業がその選手等かかる経費を持

たなければならない。今後茨城県でも、冬季スポーツに力を入れていくには、良い選

手を呼び練習場所の確保が必要である。そのため県からの補助やスポンサーの援助が

必要であり、特に民間企業が選手の就職支援を支えていかなければならない。また茨

城県内の大学でも冬季スポーツに力を入れる必要がある。せめて年間通して練習がで

きるスケートリンクでもあれば良い。笠松運動公園の施設は、プール専用として使用

し、別にスケートリンク専用の施設を考えてほしいとの意見も聞くことが出来ました。 

以上のことを踏まえ、この通年利用可能なスケートリンクの整備に関する要望は、県

の方にも提出してあります。 

 

 

 ○北海道「小樽市」「余市町」と岩手県「柴波町」への行政視察（中村議員） 

  １．目的 

   小樽市においては、小樽市健康増進計画「第２次健康おたる２１ 健康つくりについ

て語り合うワールドカフェ」「小樽まちづくりエントリー制度」についての視察調査。

余市町においては「六次産業化推進のまち」についての視察調査。柴波町においては

「オガール標準コース都市再開発事業、公民連携による公共施設整備とまちづくり」

についての視察調査を行う。 

 

  ２．活動時期 

   平成２８年５月１７日～５月１９日 

 

  ３．主な訪問先 

   北海道小樽市「小樽市役所」・「余市町役場」 

   岩手県柴波町「オガール柴波株式会社」 

 

  ４．活動内容 

   小樽市役所での「第２次健康おたる２１ 健康つくりについて語り合うワールドカフ

ェ、健康づくり推進ネットワーク会議」についての、事業の概要・経費・これまでの

経過と成果・今後の計画・道との関わり取り組みについてと、「小樽まちづくりエン

トリー制度」についての事業実施の背景・運営方法・実績・行政への反映方法と取り

組み状況。余市町役場での「六次産業化推進のまちについて」の、これまでの経過と

実績（道からの支援）・事業実施による効果と成果・課題・今後の方針。オガール柴

波株式会社での「都市再開発事業、公民連携による公共施設整備とまちづくり」オガ
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ール標準コースについての、会社の概要・オガールプラザ・ベース・タウンの概要、

エリア内視察、民間連携手法の導入についての県とのかかわり方について視察調査。 

 

  ５．成果等 

   小樽市健康増進計画では、市民一人ひとりが充実した毎日を過ごし、豊かで楽しみの

ある人生を実現することを目的としており、そのため平成２４年１０月に「新しい健

康づくりについて話し合うワールド・カフェ」を開催し、市民２５名を対象に意見を

出し合った。その後、平成２７年７月から医師会や青年会議所などと共に、小樽市健

康増進計画「第２次健康おたる２１」の推進母体として「小樽市健康づくりネットワ

ーク会議」について、年２～３回の予定で開催している。 

   また「小樽まちづくりエントリー制度」については、市民が主体的かつ自主的にまち

づくりに参加することができるよう、市民参加のための仕組みの整備及び充実を図る

こととし、審議会等の設置には住民基本台帳から無作為に抽出した市民を対象に公募

による委員を加えるものである。課題として「審議会によっては応募者がない場合が

ある」「働き盛りの世代や若年層の参加が少ない」「女性の参加率の低さ」があげられ

る。取手市との人口的には大差がないものの、年間７５０万人の観光客が訪れる街と

して、高齢化が進むなか健康に重点を置いた政策の推進と市民の意見を尊重して市政

を展開して行こうという前向きさが十二分感じられ、古き良き趣のある街に新しい息

吹が感じられた。 

   余市町六次産業化推進のまちについては、人口減少と高齢化、農業者のリタイヤの進

行と後継者不足、農業労働力が減少する中遊休農地の増加が進むなか、新規就農対策

として、余市町新規就農活動支援センターを設置し、相談や研修を実施し、研修生の

受け入れによる滞在謝金及び指導謝金の助成や、アパートの補助をしている。またク

リーン農業の推進や都市と農村の交流の推進を行っている。その中で六次産業化とは、

１次～３次産業が一体となり、総合産業として発展していくものであり、余市町では

以前から生産者や事業者が地場産品を活用した商品開発が進められている。農業部

門・水産部門など余市のイメージアップが図られていますが、ワイン産業の進行が六

次産業化の取り組みとしています。また仁木町と連携したワイン産業の振興及び新規

就農者の増加を図るワインツーリズムプロジェクトを実施している。六次産業化の取

り組みは、広大な自然だから可能というわけでなく、その地の魅力を発掘し次世代に

繋がる農業、また生産者の発想がいかに行政と地域が結び合い関わるかが重要と実感

しました。 

   柴波町の公民連事業による「柴波中央駅前都市整備事業」オガールプロジェクトにつ

いては、市民からの新駅設置運動がおこり、寄付活動によって約２.７億円が集まり

全額地元負担によって平成１０年に柴波中央駅が開業したことによるものです。 

   まず駅前の土地を取得し図書館や町役場建て替え等の開発を計画したが凍結となり、

地元民間の力を借り平成２１年に公民連基本計画を策定し議決され、その計画に基づ

きオガール柴波(株)を設立した。プロジェクトの第一号は岩手県フットボールセンタ
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ーであります。次がオガールプラザの建設により、図書館・交流センター・柴波マル

シェが入る複合施設。次が資金調達の証券化であり、最大の特徴は親会社や自治体と

事業が切り離されていてその事業が生み出すキャッシュフローだけで返済や配当が

行われることにある。もしテナントが集まらなくても町には損失は及ばない。また民

間複合施設としてオガールベースも建設され、バレーボール専用アリーナが人気を博

しており、併設してビジネスホテルもある。念願だった町役場の新設もＰＦＩによっ

て完成し、来年には保育所もエリア内に開所予定になっていて、官民連携としてプロ

ジェクトの計画はほぼ完成となる。行政の財政負担を減らし民間の活力を導入した柴

波町の取り組みはこれからの行政のおこなう開発行為に様々な可能性を感じる。 

 

 

 ○和歌山県すさみ町「イノシシ活用」視察調査（石井議員） 

  １．目的 

   本県の県北山間地域を中心とする山里地域において、狩猟をされる皆さんの高齢化に

よる担い手不足や、東日本大震災の発生における東京電力福島第一発電所の原発事故

などの影響で、猪の駆除が進まず、猪が急増し農業や国土における被害が発生してい

るため、猪対策が急務となっているために視察調査し対策の参考とする。 

 

  ２．活動時期 

   平成２８年１１月２４日～１１月２６日 

 

  ３．主な訪問先 

   「道の駅すさみ」 

   「和歌山県畜産試験場」 

   「ホテルベルベデーレオーナー」 

   「(株)イブファーム」 

 

  ４．活動内容 

   イノブタを活用した食事を提供する「道の駅すさみ」に伺い、観光協会様よりイノブ

タ料理に関する説明と意見交換会を行い、また「和歌山県畜産試験場」では、イノブ

タへの取り組みや概要等について、場長と生産環境部からの説明と意見交換会。ホテ

ルに戻っては、ホテルのオーナーより癖のないイノブタ料理の説明と調査。   

「(株)イブファーム」では、すさみ町商工会様から、町のイノシシの現状等について

の意見交換会をしました。特に今回の調査内容としては、猪豚のブランド化に取り組

んだ背景と時期、猪の生息状況と被害状況の取り組み、生産体制についての飼育方法・

食肉加工体制・品質管理体制や、地域活性化対策についてのブランド化の効果・取扱

店舗・お土産としての開発・今後の展開、また学校給食への利用や県と町並びに事業

者の連携や役割分担等を調査する。 
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  ５．成果等 

   和歌山県すさみ町は、公共交通が充実されていない過疎地域であるなか、新たに「道

の駅すさみ」を整備し、昨年９月に津波対策など防災拠点も兼ねて町が国の補助金を

活用してオープンした。観光協会が入っており各種イベントを行政や商工会と連携し

て展開している。観光協会の予算は町からの補助金と会員の会費で運営されており、

厳しい予算の中で運営している。ここで販売されている「イブの恵み（Ｆ１イノブタ）」

と「イブ美豚（Ｂ１イノブタ）」が有名である。畜産試験場ではイノブタ研究につい

ては、昭和４３年に雄の猪を寄贈したことに始まり、４５年にイノブタ場誕生し、４

９年に公の機関として全国に先駆けて国の補助を受けイノブタ研究が開始された。イ

ノブタを「Ｆ１イノブタ」と名付け県が推奨するイノブタの交配方法は父となる雄イ

ノシシと母となるデュロック種又はバークシャー種を交配させＦ１イノブタが作ら

れる。特徴として産子数が平均８頭で飼育期間が生後１０ヶ月飼養して、体重を１０

キロとしている。肉には臭みが無くあっさりして特に脂肪が甘く美味しくバラツキ場

が少ないなどの特徴がある。しかし問題としても繁殖成績の不安定・夏場の受胎率低

下・野生イノシシの疾病オーエスキー病・初めての人には手に取りにくい等の課題が

ある。またト畜場が整備されていないため、大阪市に持ち込み枝肉として食肉業の許

可を所得される農家に戻され、精肉やソーセージやハムなどに加工されて商品化され

ている。その中で安定的な生産が見込める商品開発がなされ「Ｂ１イノブタ」を作り

出した。また猟友会や駆除隊の現状は、高齢化が進み人口の減少により、担い手不足

が深刻な状況にある。 

 

 

 ○福島県農業先進事例調査（石井議員） 

  １．目的 

   山間地域における耕作放棄地の利活用と農地集約についてや、イノシシ被害対策の農

業先進地域調査のため、「東和地ワインプロジェクト」「新ブランドｉｎｏＤＡＴＥの

イノシシ革製品の商品化」「みらい百菜館（んめーべ）の概要」「花木栽培の農業を観

光資源として活用する先進地」「農地中間管理事業を活用した集落営農の取り組み」

等について調査し意見交換会を行った。 

 

  ２．活動時期 

   平成２９年２月２３日～２月２４日 

 

  ３．主な訪問先 

   福島県二本松市「ふくしま農家の夢ワイン(株)」、伊達市「伊達市農林業振興公社」 

「ＪＡふくしま未来みらい百菜館んめーべ」「花見山公園」、白河市「農事組合法人入

方ファーム」 
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  ４．活動内容 

   ふくしま農家の夢ワイン(株)では、 東和地ワインプロジェクトについて、特区申請に

向けて東和果実酒研究所を設立し、特区が認定されて夢ワイン(株)を設立し、オリジ

ナルワインを誕生させ、６次産業化整備支援事業を利用しての製造場の拡張を行い、

他地域の果実酒請負製造で永久免許を交付し現在に至っていることを調査しました。

また伊達市農林業振興公社の新ブランドｉｎｏＤＡＴＥのイノシシ革製品の商品化

については、福島原子力事故の影響で、イノシシ精肉の摂取制限により流通ができず

問題となり、肉以外の有効活用を想定し、イノシシの革製品の商品化として、多数の

製品を制作している状況を調査しました。またＪＡふくしま未来みらい百菜館んめー

べでは、地産地消を推進され農産物や加工品の販売実績が着実に伸びており、その概

要等について説明を受けました。花見山公園では、花木栽培の農業を観光資源として

活用する先進地として、花木農地を公園として一般開放することで、春先の花のシー

ズンのみで約３０万人の観光客が訪れる、農業と観光を結ぶ先進地を視察しました。

また農事組合法人入方ファームでは、農地中間管理事業を活用した集落営農の取り組

みについて、集落内３つの組織がそれぞれに農業活動をしていたものを統合し、入方

ファームを設立し、農地中間管理事業を活用しながら、耕作放棄地など受託農地の拡

大を図り、担い手不足の中で水稲栽培に取り組んでいる状況を調査してまいりました。 

 

  ５．成果等 

   ふくしま農家の夢ワイン(株)では、補助金を上手く活用し課題となっている、耕作放

棄地解消を行うと共に、特産物となる地域ブランドのワインを生み出した取り組みは

大変素晴らしいと感じた。しかし、高級感を持つようなワインづくりや品質、そして

販売力に今後の課題が見受けられた。茨城県でも耕作放棄地解消が課題であります。

また伊達市農林業振興公社では、イノシシ被害対策の取り組みは、地域の課題解決の

取り組みの一つとして大変素晴らしい事例であると思います。その中で課題もいくつ

かあり、一番に挙げられるのが採算性の問題があり、革を製品化するのには、現在は

加工前の鞣しを請け負っている業者が、東京都と大阪府の２社しかおらず、１頭当た

り輸送コストまで入れると、１６,０００円程度になり高額となってしまうという課

題があります。しかし我々茨城県においても、イノシシ被害は年々増加しており、現

在は山間地域のみならず平地にまで被害が拡大されており、会派政調会にもイノシシ

対策プロジェクトチームが設置されるなど深刻な状況であり、伊達市農林業振興公社

の事業は大変参考となりました。またＪＡふくしま未来ファーマーズマーケットみら

い百菜館んめーべでは、概要について資料の提供と店舗売り場において、搬入や回収

方法・品ぞろえの体制など伺い意見交換ができ、品ぞろえの充実と品質確保が顧客の

満足度を高め、安心して購入していただくことが重要であり、販売力を高めることに

なるとお聞きし、まさしく重要な視点であると思いました。地産地消の推進について

本調査を参考としてまいります。また花見山公園は花木栽培の農業を観光資源として

活用する、先進地としては我々が住む県北山間地域においても、山林が荒廃し耕作放
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棄地が増える問題があり、このような花見山の取り組みは大変参考となり、県北山間

地域振興にも寄与できるものであります。また農事組合法人入方ファームでは、その

取り組みは集落の規模も纏めやすい集落件数であり、農事組合法人はもとより、農地

所有者がしっかりと収入が得られる仕組みとなっており、本当に素晴らしいモデル事

業と思いました。我々の住む山間地域においても、同様の儲かる農業ができる集落は

あるとは思います。以上のような調査活動を踏まえて、今後の委員会や会派政調会な

どの審査に役立てて参りたいと思います。 

 

 

 ○全国災害ボランティア議員連盟伊豆大島の土砂＆火山対策研修（先崎議員） 

  １．目的 

   全国ボランティア議員連盟の企画による、「伊豆大島の土砂＆火山対策」研修に参加。

「台風２６号災害の概況」をはじめ、３コマの研修により「災害現場と砂防施設」を

はじめ、４コマの視察を行い、全国から参加した県市町村議員と情報・意見交換会を

行った。 

 

  ２．活動時期 

   平成２９年１月３１日～２月３日 

 

  ３．主な訪問先 

   大島町役場にて研修、また災害現場と砂防施設、三原山溶岩流堤、火山博物館、溶岩

導流堤現場視察 

 

  ４．活動内容 

   初日の研修としては大島町町長はじめ、伊豆大島火山防災連絡事務所技術館様より

「台風２６号災害の概況」について、大島社会福祉協議会様より「災害ボランティア

活動の実際」について講演をいただき、午後からは災害現場と砂防施設を視察し、大

島支庁から説明をいただきました。夜にはお互い各県参加者との情報交換会を開催し

ました。二日目の研修は、火山調査官・防災対策室長から「火山対策についての、火

山監視体制と火山活動の現状や町の火山防災対策」について講演をいただき、「三原

山溶岩流堤」・「火山博物館」・「溶岩導流堤」の現場研修にては、伊豆大島ジオパーク

推進委員会委員より説明をいただきました。 

 

  ５．成果等 

   平成２５年台風２６号による伊豆大島土砂災害の際には、住民に対する非難勧告、命

令の判断の重要性を大島町長自ら伺い、そのため情報収集体制の大切さを再認識した。 

   また火山島である大島で、昭和６１年の噴火災害の際、島民約１万人が迅速かつ安全

に島外に避難できた状況について説明を受け、当時から３０年以上経った現在、当時
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と違った環境の中で高齢化している災害経験者を含めた経験をどう活かしていくか、

自主防災会の組織化・コミュニティのあり方や、津波・台風など複合災害への対処の

仕方についても、地域の特性に合わせ検討していくことを学び、貴重な機会となりま

した。 

 

 

 

 


