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令和元年度沖縄県振興審議会 

第４回農林水産業振興部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年10月10日(木)10:00～12:00 

２ 場 所 沖縄県庁６階 第２特別会議室 

３ 出席者 

 【部会委員】   

  部会長  内藤  重之  琉球大学教授   

  副部会長 普天間 朝重  沖縄県農業協同組合代表理事理事長   

  委  員 上原  亀一  沖縄県漁業協同組合連合会代表理事会長   

  専門委員 具志  純子  沖縄県生活協同組合連合会副会長理事   

  専門委員 嵩原  義信  沖縄県農業協同組合中央会常務理事   

  専門委員 谷口  真吾  琉球大学教授   

  (欠席)  

       山城  隆則  沖縄県中央卸売市場協会会長   

       宮城  園子  沖縄県農業協同組合女性部会長   

       立原  一憲  琉球大学教授   

 【事務局等】    

  農林水産部：新里農政企画統括監、新垣班長(農林水産総務課)、 

        下地流通・加工推進課長、前門営農支援課長、仲村畜産課長、 

喜屋武糖業農産課長、仲村村づくり計画課長、平田森林管理課長、 

        能登水産課長、玉城園芸振興課長 

   

１.沖縄県振興審議会 第４回農林水産業振興部会 

 (1)開会 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 定刻となりましたので、これより沖縄県振興審議会第４回農林水産業振興部会を開催い

たします。 

 進行役を務めます農林水産総務課の新垣でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、沖縄県農林水産部農政企画統括監 新里勝也から御挨拶を申し上げます。よ
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ろしくお願いします。 

 (2)農林水産部農政企画統括監挨拶 

【事務局 新里農政企画統括監】 

 ハイサイ。おはようございます。 

 本日は４回目となりますけれども、主に基盤整備と離島振興について御審議いただきた

いと思っております。貴重な御意見、御提言を賜りたいと思いますのでひとつよろしくお

願いします。 

 次回、第５回で締めとなりますけれども、今、事務局ではいろいろ指摘いただいた件を

検討しているところでございます。きょうもまたひとつよろしくお願いします。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 新里統括監、どうもありがとうございました。 

 それでは、これより審議に入りたいと思いますが、本日、宮城園子委員、山城隆則委員、

立原一憲委員につきましては、都合により御欠席となっております。 

 続きまして、資料の確認をお願いいたします。お手元の次第にあります配付資料一覧を

御確認ください。 

 まず、沖縄県振興審議会第４回農林水産業振興部会次第。 

 沖縄県振興審議会第４回農林水産業振興部会配席図。 

 資料1-1 沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書 第３章 所掌

箇所一覧。 

 資料1-2 沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書 第４回農林水

産業振興部会 第３章 所掌本文(抜粋)。 

 資料２ 沖縄21世紀ビジョン基本計画等検証シート。 

 資料３ 第３回農林水産業振興部会の意見に対する審議結果(案)について。 

 資料４ 第４回農林水産業振興部会の意見書について。 

 資料５ 調査審議の進め方。 

 資料６ 検討テーマ及び検討項目について。 

 以上となります。よろしいでしょうか。 

 それでは、審議に入ります。沖縄県振興審議会運営要綱第３条第３項の規定により、部

会長が会務を総理することとなっておりますので、内藤部会長に議事進行をお願いいたし

ます。 
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【内藤部会長】 

 改めましておはようございます。 

 それでは、今回は第４回の部会ですが、次第により議事を進めさせていただきます。 

 本日の審議事項次第にあります(2)沖縄 21 世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点

検報告書(素案)の審議に先立ちまして、事前説明事項として、資料５の調査審議の進め方

と、資料２の検証シートについて一括して事務局より説明をお願いします。よろしくお願

いします。 

 (3)事務局より説明 

  ①調査審議の進め方 

  ②沖縄 21 世紀ビジョン基本計画等検証シートについて 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 それでは、事務局より本日の調査審議の進め方について御説明させていただきます。 

 まず、本日の調査審議対象についてお配りしております資料1-1をごらんください。 

 こちらが総点検報告書における本日の審議箇所の一覧となっております。左端の章とあ

わせてごらんください。 

 まず、第２回の部会以降、御審議いただいております第３章につきましては、上段の基

本施策 1-(1)自然環境の保全・再生・適正利用のイ 陸域・水辺環境の保全から、下段の

基本施策３-(12)離島の特色を生かした産業振興と新たな展開のオ 交流と貢献による離

島の新たな振興まで、７項目の施策展開において記載がございます。 

 次に、第４章及び第５章でございます。まず第４章につきましては、基地問題の解決と

駐留軍用跡地利用や離島の条件不利性克服と国益貢献など４つの固有課題ごとに沿った整

理。 

 第５章につきましては、北部・中部・南部・宮古・八重山の各圏域ごとに沿った整理で

成果や課題が記載されております。 

 先ほどの第３章とは異なり、この第４章、第５章の取り扱いにつきましては、各部会の

判断となっておりますが、事務局といたしましては、農林関係に特化した記述も多いこと

から、第３章の御審議とあわせて御意見を頂戴できればと考えております。 

 なお、本日の調査審議につきましては、各委員の皆様には事前に報告書について御確認

いただいていること、記載内容につきましては、重複しているところもありますため、時

間の関係上、このうち第３章の３-(7)-カ 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤
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整備及び３-(12)-イからオまでの４項目について事務局より説明、御審議いただくととも

に、第５章の圏域別展開について、事務局より説明、御意見をいただく形とさせていただ

きます。 

 次に、調査審議の進め方ですが、お手元の資料５、調査審議の進め方をごらんください。 

 １ページから２ページまでの検証シートの構成などにつきましては、前回までの部会で

御説明しておりますので割愛させていただきます。 

 なお、この検証シートの目的としましては、各委員の皆様に総点検報告書の文案の背景

など要点をつかんでいただくことで、文案の審議をより効果的なものとする位置づけとし

ております。 

 ３ページをごらんください。本日の流れについて御説明いたします。まず、審議前の事

前説明として、検証シートについて説明いたします。その後、検証シートの内容について

各委員から確認したい点などの御質問がございましたら、各事業担当課より説明する形と

いたします。これらの事前説明や内容の御確認の後、御審議いただく流れとしております。 

 それでは、引き続き検証シートの説明に入らせていただきます。お手元の資料２、検証

シートをごらんください。まず１ページ、施策展開、３-(7)-カ 亜熱帯・島しょ性に適合

した農林水産業の基盤整備でございます。こちらの施策展開では、成果指標として、１．

農業用水源施設整備量から７．更新整備された浮魚礁までの７項目について、令和３年度

までの目標値と達成状況等が整理されております。 

 次に政策ツールの御説明をさせていただきます。まず、農業用基盤整備関連としまして

は、上段の国営かんがい排水事業において、地下ダムや貯水池等の新規水源施設や基幹的

な農業水利施設の整備をしたものを活用いたしまして、下段の県営かんがい排水事業によ

るかんがい施設の整備、県営畑地帯総合整備事業や経営体育成基盤整備事業において、不

整形な田畑の整形や集積化、また事業主体が市町村となりますが、農山漁村活性化対策整

備事業や農業基盤整備促進事業において、田畑の整形、かんがい用の施設整備など小規模

な受益を対象に総合的な整備を実施しております。 

 次に、林業関係の基盤整備でございます。一番下段の造林事業となりますが、多面的機

能の高度発揮のための造林等を実施しております。 

 次の２ページをお開けください。水産業関連の基盤整備でございます。上段の水産生産

基盤整備事業において、岸壁等係留施設の耐震化等を実施。水産環境整備事業においては、

浮魚礁を更新整備。漁村地域整備交付金においては、漁村再生計画に基づく漁港や漁村等
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の総合的な整備。水産物供給基盤機能保全事業においては、老朽化した施設の機能保全対

策等を実施しております。いずれも達成状況としましては、達成、または概ね達成となっ

ております。 

 次に１ページ目に戻ります。背景・要因の分析について御説明させていただきます。右

欄をごらんください。まず(1)農業用水源施設整備量となります。実施したかんがい排水事

業等により平成 30 年度までに２万 4,133ha の水源施設整備を行ったものの､軟弱地盤等の

技術的課題や用地取得に必要な地元合意形成に時間を要したこと、所要額が確保できなか

ったことが成果指標の進展遅れに影響したものと考えられる。 

 次に(2)かんがい施設整備量です。実施したかんがい排水事業等により安定的なかんがい

用水確保に向け平成 30 隼度までに１万 8,942ha のかんがい施設整備を行ったが､水源整備

の遅れやかんがい施設整備に必要な地元合意形成に時間を要したこと、所要額が確保でき

なかったことが成果指標の進展遅れに影響したものと考えられる。 

 (3)ほ場整備量です。実施した県営畑地帯総合整備事等により平成 30 年度までに２万

614ha のさとうきびを主とする畑作物ほ場を整備したことにより成果指標の進展が図られ

ている。 

 ２ページ、(4)造林面積です。達成率は 65％であり､造林面積が減少したのは､国立公園

の指定や世界自然遺産推薦等により､収穫伐採の小面積化等､自然環境への配慮した森林施

業に取り組むこととなったことが背景にある。 

 (5)流通拠点漁港の陸揚岸壁の耐震化量。水産流通基盤整備事業等において､水産物の安

定供給に資する岸壁の耐震化整備を計画的に実施したことで順調に推移した。 

 (6)漁船が台風時に安全に避難できる岸壁整備量。水産生産基盤整備事業等において､台

風等の荒天時における漁船の安全係留を可能とする波除堤や防風施設等を計画的に整備し

たことで順調に推移した。 

 (7)更新整備された浮魚礁数。水産物の安定供給､操業時間短縮､及び燃油節減を図る浮魚

礁の更新整備は､中層型魚礁については計画どおり整備できた｡表中層浮魚礁については水

産庁と構造に係る協議に時間を要し､年度内に整備ができなかった。 

 以上となっております。 

 続きまして３ページをお開けください。検証シート、施策展開番号３-(12)-イ 離島の

特色を生かした産業振興と新たな展開における農林水産業の振興です。 

 成果指標としましては、１．さとうきび生産量(離島)から６．ほ場整備量(整備率)(離島)
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まで６つの成果指標が設定されております。 

 次に、政策ツールについて御説明します。まず生産振興関連でございます。上段のさと

うきび生産政策において、高性能農業機械導入の補助。災害に強い栽培施設の整備・高機

能型栽培施設の導入において、高機能型栽培施設を導入。園芸作物ブランド産地の育成に

おいて、技術支援、生産条件整備等の取り組み。農林水産物流通条件不利性解消事業にお

いて、本土向けに出荷する農林水産物の輸送コストへの補助。特定病害虫特別防除事業に

おいて、特定病害虫の進入警戒調査、侵入防止防除対策。 

 ４ページは基盤整備関連となりますが、かんがい排水事業において、かんがい用の水源

整備。県営畑地帯総合整備事業において、田畑の整形や集積化。また、市町村事業となり

ますが、農山漁村活性化対策整備事業において、田畑の整形、かんがい用施設の小規模受

益の総合的な整備等を実施しております。 

 続いて畜産関係になりますが、畜産担い手育成総合整備事業において、飼料生産基盤の

整備と農業用施設の整備。沖縄離島型畜産活性化事業において、賃貸式集合畜舎の整備。

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業において、機械導入の支援等を実施しておりま

す。これらの取り組みによる成果指標の達成状況でございます。 

 ３ページにお戻りください。背景・要因の分析でございます。(1)さとうきび生産量(離

島）です。さとうきび生産量は､平成 30 年度実績においては気象災害等の影響により 61.6

万トンとなったが､目標達成に向けて着実に取り組みが進みつつあり､平成 28 年度実績は

76 万トンと目標値以上となり､直近３年間の平均でも 66.6 万トンと目標に近づいている。

また､離島におけるさとうきび生産は、農業機械導入の促進等による生産性の向上に伴い､

農家 1戸当たりの経営面積及び収穫面積も増加傾向にある。 

 (2)家畜頭数(離島）。各離島とも生産農家の高齢化等によって､飼養戸数が減少している

とともに､農家１戸当たりの飼養頭数は増加しており規模拡大が進んでいる状況である｡特

に､肉用牛飼養頭数の６割を占めている宮古･八重地域では規模拡大が顕著である。また､

山羊の飼養戸数及び頭数は顕著に増加している。 

 (3)園芸品目生産量(離島）です。各品目とも栽培技術の向上や施設・機械整備等により

生産環境は整いつつあるが､高齢化､生産資材の高騰が規模拡大の阻害要因となっているた

め進展遅れの状況にある。野菜では､構成品目の変化によりオクラ､ゴーヤー等軽量品目の

生産量増加とトウガン等重量品目の減少により、生産量そのものは減少したが､生産額は増

加傾向にある。花きでは､主力のキク類において､摘蕾等に手間を要する輪ギクは減少して
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いるが､規模拡大が比較的容易な小ギクとスプレーギクが増加している。 

 ４ページ、果樹では､主力のパインアップルとマンゴーにおいて果樹面積と生産量ともに

基準年と比べ増加しているが､目標には至っていない｡その要因として、パインアップルで

は､比較的小玉で高品質な生食用品種への転換が進んでいること｡マンゴーでは､実績年

(H28)が近年稀に見る不作となり､生産量が例年の６割程度となったことが挙げられる。 

 基盤整備です。(4)農集用水源整備量(離島）。実施したかんがい排水事業等により、平成

30 年度までに１万 8,107ha の水源施設整備を行ったものの､軟弱地盤等の技術的課題や用

地取得に必要な地元合意形成に時間を要したこと､所要額が確保できなかったことが成果

指標の進展遅れに影響したものと考えられる。 

 (5)かんがい施設整備量(離島）。実施したかんがい排水事業等により安定的なかんがい用

水の確保に向け、平成 30 年度までに１万 4,601ha のかんがい施設整備を行ったことで成果

指標の進展が図られている。 

 (6)ほ増整備量(離島)。実施した県営畑地帯総合整備事業等により、平成 30 年度までに

１万 3,866ha のさとうきびを主とする畑作物ぼ場を整備したことで成果指標の進展が図ら

れている。 

 ５ページをお開けください。検証シートは最後となります。３-(12) 離島の特色を生か

した産業振興と新たな展開のエ 離島を支える多様な人材の育成・確保のシートにつきま

しては、他部局の成果指標及び政策ツールもあわせて併記されている形となっております

ので、農林水産関連について抜粋して御説明いたします。 

 まず成果指標でございます。農林関係の成果指標につきましては、２．離島における新

規就業者数(累計)となっております。 

 次に政策ツールとしましては、６ページ目に新規就農一貫支援事業がございます。こち

らにおいて就業相談等に対応する人材の配置、研修受入体制の強化、就農５年未満の新規

就業者等に対する農業用機械等の助成支援等を実施してまいりました。進捗状況としては、

達成見込みとなっております。 

 次に成果指標の達成状況でございます。５ページ目の背景・要因の(2)をごらんください。

(2)離島における新規就農者数(累計）。離島地域において､平成 24 年度から沖縄県新規就農

一貫支援事業等に取り組み､新規就農者は平成24年度から７年間で累計966名､年間平均で

138 名の新規就農者の育成、確保を図った｡また､宮古・八重山地区においては､新規就農者

が順調に推移していることから、目標年次には成果目標の達成ができると見込んでいる。 
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 以上が検証シートの説明となります。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、報告書の審議に先立ちまして、検証シートの内容等で確認しておきたい点な

ど、御質問はありますでしょうか。 

 どうぞ。 

【谷口専門委員】 

 (資料2)１ページ目、政策ツールの中の一番下でも成果指標のところでもいいのですが、

４番の造林面積のところです。この数値の確認をしたいのですが、１年間の実績なのか、

ある年からの累計の実績なのか。それが１つ。 

 それから県の所有している森林だけなのか、市町村有林も全て入るのか、民有林も入る

のかについての説明をお願いします。 

【事務局 平田森林管理課長】 

 最後に質問をなさった県有林なのか、市町村有林なのか、これは県有林の造林も市町村

補助金の造林も含まれております。あとは一部、森林組合と民間でやっているものもあり

ます。 

 成果指標のところを説明しますが、基準値が平成22年4,906ha、これは復帰後の累計にな

っておりまして、それに対して目標値を令和３年度で5,346haを目標としています。10年間

で440haを造林する目標になっていまして、年間約44haの造林を行う形になっています。 

 上の成果指標で見ますと、440haに対して平成30年度の実績が288haになっています。

288÷440ha、４年間なので65％の進捗率の形になっています。 

 下は平成30年の目標値は44ha、これは440を10年間で割って、年間44haの造林の目標に対

して、平成30年の実績が年間35haということで、約80％の実績になって概ね達成の数字に

なっています。 

【谷口専門委員】 

 大変よくわかる説明で納得しましたが、沖縄県全体の市町村有林、県有林等から民間所

有林は、人が一度手をかけた人工林というか、造林地であることはどこかに注釈で入れて

ほしいと思います。 

 なぜかというと、沖縄県の県土の森林所有の面積が少ない場所で、ここまでのレベルで

一括りの造林事業をソフト・ハードを含めてやっているのは、ほかの都道府県に比べても
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かなり高い造林地の達成率かと思います。そこを別に強調する必要はないのですが、人が

一度手をかけた人工林、あるいは天然生林、要するに天然林以外のものを全てここにある

のは、どこかに注釈があったらいいので検討してください。 

【事務局 平田森林管理課長】 

 ありがとうございました。わかりました。工夫して記載できるようにしたいと思います。 

【内藤部会長】 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ここは報告書の前提になるところですので、特によろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に、(2)沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書(素案)

の審議に入りたいと思います。資料1-1と資料1-2について事務局より説明をお願いします。 

 (4)審議 

  ①沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書(素案) 

  第３章 基本施策の推進による成果とその対策 

  (テーマ)①亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興 

      ・亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 

      ②離島の特色を生かした産業振興と新たな展開 

      ・農林水産業の振興 

  第４章 克服すべき沖縄の固有課題 

  (テーマ)①離島の条件不利性克服と国益貢献（第３章の内容と重複） 

       ・農林水産業の振興 

  第５章 圏域別展開 

  (テーマ)①圏域の特色を生かした産業の振興（農林水産業の振興） 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 それでは、まず本日の調査審議事項、沖縄 21 世紀ビジョン基本計画総点検報告書第３章

について御説明いたします。お手元の資料 1-2 をごらんください。こちらが総点検報告書

全体版冊子から本日の調査審議対象箇所を抜粋したものとなっております。 

 それでは、各項目について御説明いたします。なお、冒頭の調査審議の進め方で御説明

しましたとおり、時間の都合上、523 ページから 596 ページの３-(7) 亜熱帯性気候等を

生かした農林水産業の振興のカと(12) 離島の特色を生かした産業振興と新たな展開のイ、
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エ、オの以上、４項目について要約する形で説明させていただきます。 

 初めに、施策展開 3-(7)-カ 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備となり

ます。報告書は 523 ページの 19 行目以降、あわせて 524 ページの中段の主な成果指標の状

況とあわせてごらんください。 

 県では農林水産業の振興を図るため、沖縄の特性に応じた農業生産基盤の整備などに取

り組んでまいりました。これらの成果などとして、まず、農業生産基盤の整備については、

干ばつ被害の解消や農産物の収量増大及び品質向上を図るため、農業用水源整備やかんが

い施設の新設整備と長寿命化対策を実施しました。これらの取り組みによって、平成 29

年度までのかんがい施設整備量は１万 8,831ha（48.8％）と前進しましたが、技術的課題

の解決や地元合意の形成など、一層の推進が必要である。 

 次に、森林・林業生産基盤の整備については、森林の持つ多面的機能の維持・増進を図

るため、過密化した人工林において除伐や複層林化のための樹下植栽などを実施した。こ

れらの取り組みにより、荒廃原野等の要造林箇所が減少しているものの、平成 29 年度まで

の造林面積は 5,159ha となり、目標達成に向け引き続き推進が必要であります。 

 次に、水産業生産基盤の整備と漁場環境の保全については、重点整備を行ってきた南大

東漁港の基本施設が完成、平成 31 年２月に供用を開始したほか、主要な漁港を中心に、防

波堤や防風施設等を整備してきました。これらの取り組みにより、漁船が台風時などに避

難できる岸壁整備量(整備率)は、平成 29 年度までで 5,765ｍ(73％)と目標達成に向け前進

しております。そのほか、漁港施設の老朽化対策や耐震化、就労環境の改善、共同利用施

設などの整備も進んでいるところであります。 

 さらに、マグロ類などを効率的に漁獲できる浮魚礁の更新整備について、平成 29 年度で

35 基(49.3％)と増加しており、目標達成に向けて漁業者調整を含め一層の推進が必要です。 

 次に、32 行目、課題及び対策です。農業生産基盤の整備については、引き続き農業用水

源とかんがい施設を整備するとともに、農地の整形や集積化、営農施設等の整備が必要で

す。また、施設の戦略的な長寿命化対策、近年増加傾向にある局地豪雨等天災に対する防

災減災対策、就農人口に対応した管理省力化や管理費用軽減等の新たな取り組みも必要で

す。 

 森林・林業生産基盤の整備については、本島北部及び八重山地域の森林の適正な整備及

び保全・管理を図るとともに、中南部地域の荒廃原野などにおける森林の早期復旧が必要

です。 



 11

 次に、水産業生産基盤の整備と漁場環境の保全について、流通拠点漁港においては、流

通機能の強化に資する荷さばき施設等の整備が必要です。また、漁港施設の老朽化対策や

耐震化、防波堤や防風施設のほか、就労環境改善のための防暑施設などの整備が必要です。 

 漁場施設については、浮魚礁の更新整備や沿岸域資源の減少などに対応した漁場整備が

必要です。 

 引き続き施策展開３-(12) 離島の特色を生かした産業振興と新たな展開のイ 農林水

産業の振興について説明いたします。報告書は 588 ページの 11 行目以降、また 589 ページ

中段の主な成果指標の状況とあわせてごらんください。 

 県では、離島・過疎地域の農業を支えるさとうきびの振興と、特色を生かした農林水産

業の振興に取り組んできました。これらの成果などとして、まず、さとうきびの振興につ

いては、増産及び生産の効率化を図るため、ハーベスタ等の農業機械の導入支援、優良種

苗の普及・促進のための種苗ほの設置、また、製糖企業の経営の合理化・安定化のため、

製造コストに対する助成や製糖設備の更新及び施設の建て替え、また、国においても、さ

とうきび増産基金の造成及び基金を活用した病害虫対策やかん水対策等を推進してきまし

た。 

 なお、平成 29 年度の離島におけるさとうきび生産量は、高齢化等に伴う農家戸数の減少

や気象災害などにより、61.9 万トンと基準値を下回っている状況にあります。 

 次に、離島の特色を生かした農林水産業の振興については、園芸品目の安定生産と品質

向上に資する栽培施設等の整備支援や各種技術実証展示ほの設置等を実施したほか、市場

からの遠隔地である不利性解消のため、輸送コストの一部補助などを実施しました。これ

らの取り組みにより、離島の花きの生産量は、平成22年の4,600万本から増加したものの、

野菜の生産量については、気象災害に強い栽培施設の導入支援などにより、安定生産に寄

与した一方、高齢化等に伴う農家戸数の減少や気象災害などにより基準値から減少してい

る状況にあります。 

 農林水産業の基盤整備については、国営の伊江地区及び宮古伊良部地区における農業用

水源整備などにより、平成 29 年度までの離島におけるかんがい施設整備量は、１万

4,505ha(55.8％)と前進しているものの、技術的課題の解決や地元形成などの推進が必要で

す。 

 また、畜産の基盤整備については、草地造成、牛舎等の施設整備を行ったことで、離島

地域の肉用牛飼養頭数は、県全体の６割を占める状況となっております。 



 12

 水産業の基盤整備については、重点的整備を行ってきた南大東漁港の基本施設が完成、

平成 31 年２月に供用を開始したほか、主要な漁港施設の長寿命化対策や岸壁等の耐震整備、

防波堤の改良などの取り組みによって、流通機能の確保や水産物の安定供給、定期船の大

型化に対応可能となりました。 

 また、農林漁業の６次産業化については、農産加工等や衛生管理や原価計算等の研修会、

販路開拓支援や加工機材への補助を実施しました。 

 課題及び対策です。42 行目からお願いします。さとうきびの振興については、引き続き

機械化の推進、優良種苗の安定供給、肥培管理による品質・収量の向上に取り組むととも

に、受託組織等の育成、農地の利用集積、生産基盤の整備、農業共済等の加入促進のほか、

地力増進対策等を推進する必要があります。 

 また、製糖業企業の経営の安定化・合理化にあたっては、気象災害等の影響緩和対策、

製糖設備の合理化、製造コストの不利性緩和などのほか、働き方改革に適応した宿舎整備

や省力化設備の導入などの労働環境の改善に取り組む必要があります。 

 次に、離島の特色を生かした農林水産業の振興については、生産の増大及び経営の安定

化、効率的な流通体制の構築に引き続き取り組む必要があります。 

 まず、園芸作物については、市町村、出荷団体等の連携を強化し、定時・定量・定品質

の出荷ができる拠点産地の形成を支援するほか、流通対策の強化については、家畜の輸送

体制強化や流通施設の整備、輸送コスト低減等、流通条件の不利性解消に引き続き取り組

む必要があります。 

 農業の基盤整備については、貯水池等の農業用水源の開発、かんがい施設等の生産基盤

整備や施設の長寿命化及び防災・減災対策、防風・防潮林の整備・保全等を計画的に推進

する必要がある。 

 水産業の基盤整備については、引き続き漁港・漁場施設、水産物の生産・加工・流通体

制の整備、消費者ニーズに対応した品質管理・衛生管理体制の強化のほか、災害に強い漁

港・漁村づくりに取り組む必要があります。 

 最後に、農林漁業の６次産業化については、農商工連携等による付加価値の高い農産物

及び農産加工品の生産・販売等を促進する必要がある。 

 引き続き、同じく施策展開３-(12)-エ 離島を支える多様な人材の育成について説明い

たします。なお、本施策の記載については、農林水産業のほか、他産業等も網羅した内容

となっているため、農林水産業関連の箇所を抜粋する形で説明いたします。報告書は 592
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ページの 14 行目以降、また 593 ページの下段の主な成果指標の状況とあわせてごらんくだ

さい。 

 県では、離島を支える多様な人材の育成のため、担い手の育成・確保などに取り組みま

した。これらの成果などとして、34 行目、農業の担い手・後継者の育成・確保については、

コーディネーターによる就農相談、新規就農者に対する資金の交付、機械・施設整備等の

初期投資支援などに取り組みました。これらの結果、毎年約 100 人の新規就農者の育成・

確保され、離島における新規就農者数(累計)は、平成 29 年度までの累計で 833 人と目標達

成に向け推進している状況であります。 

 次に、課題及び対策です。594 ページの 11 行目、離島地域における農業従事者の高齢化

が進み担い手が不足していることから、引き続き、農林水産業や関連産業を支える地域の

ニーズに応じた多様な担い手育成・確保が必要です。今後も継続して離島の新規就農者数

を確保するため、非農家出身の青年層への営農可能な環境整備や就農予定者への資金の交

付、経営技術向上を支援する必要がある。また新規就農者の円滑な農用地の確保に向けた

雇用就農を推進する必要がある。 

 最後に第３章の最後となります施策展開３-(12)-オ 交流と貢献による離島の新たな振

興について説明いたします。報告書は 595 ページの４行目以降をごらんください。 

 県では、交流と貢献による離島の新たな振興のため、島しょ性を生かした技術開発など

を推進した。これらの成果などとして、27 行目、亜熱帯性地域における病害虫の防除技術

開発を踏まえ、ナスミバエの発生状況調査及びまん延防止・被害防除の実施に取り組んだ

結果、被害状況の把握、被害軽減が図られたほか、イモゾウムシ等の根絶防除の取り組み

により、久米島でのアリモドキゾウムシの根絶を達成した。 

 次に、課題及び対策です。596 ページの 21 行目、島しょ性を生かした技術開発の推進に

ついては、離島からも積極的に発信し、離島の新たな振興へとつなげていく必要がある。

具体的には、病害虫の防除技術開発について、果菜類・果実類の県外出荷が可能となって

いることから、防除の強化とともに、イモゾウムシ等の早期根絶に向けた技術の確立を図

る必要がある。 

 以上で第３章の説明を終了いたします。 

 引き続き長時間の説明となり大変恐縮ですが、報告書 701 ページ以降の第５章について

説明させていただきます。こちらについては時間の関係もありますため、構成を中心に簡

単に御説明させていただきます。 
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 まず北部圏域は 707 ページに記載がございます。その中で農林水産業の振興としまして

は、パインアップル産業の体質を強化、経営安定のための優良種苗増殖、強化型パイプハ

ウスの整備。 

 また畜産関係については、優良種雄牛の確保や原種豚の生産・譲渡等の実施。リュウキ

ュウマツの病害虫対策のほか、さとうきび振興対策、各種基盤整備の成果等が網羅されて

おります。 

 次に、中部圏域は 720 ページに記載がございます。その中で、園芸品目の安定生産と品

質向上に資する取り組みやさとうきび振興対策、農業基盤整備の新設整備や機能保全対策、

水産業における近海魚介類の資源管理方策や漁港・浮魚礁等の更新についての成果が記載

されております。 

 南部圏域は 732 ページです。その中で、畜産副産物の循環サイクル確立に向けた高度処

理施設の整備や糸満漁港への高度衛生管理荷捌き施設の取り組み。 

 園芸品目の安定生産と品質向上に資する取り組みやさとうきび振興対策、各種基盤整備

として、南大東漁港の整備等の成果が網羅されております。 

 また、734 ページには、課題としまして、貯水池等の農業用水源整備の必要性、離島地

域におけるさとうきび増産や農水産物のブランド化の必要性について記載しております。 

 次に宮古圏域は 741 ページ、その中で、宮古食肉センターや含蜜糖製糖工場の建替え、

園芸品目の安定生産と品質向上に資する取り組みやさとうきび振興対策、各種基盤整備と

して、かんがい施設やほ場整備による農地の集積化、水産業における近海魚介類の支援管

理方策や漁港・浮魚礁等の更新、浮桟橋の整備についての成果が網羅されております。 

 743 ページには課題として、農林水産物等の高付加価値化の推進の必要について記載し

ております。 

 最後になります。八重山圏域は 750 ページ、その中で、八重山食肉センターや含蜜糖製

糖工場の建替え、パインアップル産業の体質強化、経営安定のための取り組みのほか、園

芸品目の安定生産と品質向上、さとうきび振興対策、各種基盤整備として、かんがい施設

等の新設整備や機能保全対策、水産業における近海魚介類の資源管理方策やつくり育てる

漁業の推進、漁業取締船の取り組み、漁港・浮魚礁等の更新などについての成果が網羅さ

れております。 

 753 ページの課題としまして、肉用牛のブランド化の推進やパイン等の生産性の向上、

農業用水源整備の必要性について記載しております。 
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 事務局からの説明は以上となります。それでは、御審議、また御意見などよろしくお願

いいたします。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいまの件につきまして御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

【谷口専門委員】 

 まず、523 ページの 36 行目、森林・林業生産基盤の整備について、「過密化した人工林

において除伐等を行った」ということですが、実際は除伐と間伐の両方行っています。 

 除伐は目的樹種として植栽した樹種以外のものを伐採する行為で、間伐は植栽した目的

樹種と同じ樹種を間引く形です。除伐・間伐の違いがありますので、森林行政がよく使っ

ている「除・間伐」の方法ではなくて、「除伐と間伐」を行ったという形できちっと成果を

書くべきではないかと思います。 

 37 行目の「複層林化のための樹下植栽を実施した。」これは確かに土砂流出防止や水源

涵養の機能を高める行為ではあるのですが、それ以外にまだ取り組みが十分ではないかも

しれませんが、伐採の期限を長くすると。本来は 35 年、40 年で伐採する標準伐期を倍に

したり延ばそうとしていることを先駆的にやっておられます。要するに長伐期、伐採の期

間を短くしないで長くしていくことです。経済行為としての損失を考えても、そちらのほ

うがいいからということで長伐期の対応もここに記すべきではないかと思います。 

 造林面積については、先ほどの検証シートの中で説明は大変よくわかったのですが、39

行目の「荒廃原野等の要造林箇所が減少し」というのも確かにそのとおりではあるのです

が、造林未済地という言葉を使うことはできませんか。 

 誰が悪いわけでもないのですが、例えば農地として、あるいは宅地として、そういうと

ころに開発された場所があります。ホテルを建てるということで開発された場所に対して、

開発が中止になったら森林に戻す。実際に県はそこに造林している場合もありますので、

荒廃原野等の要造林箇所が減少したということだけではなく、本来は造林未済地などにも

造林しないといけないけれども、造林が進んでいないから、先ほどの最初の検証シートに

ありました伐採面積が少なくなっている。国立公園に指定されたから将来的に世界遺産の

登録も見込まれているところの要因を全部入れて減少している。 

 要するに減少しているのが悪いことだと私は思えないのですが、それについての蓄積量
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が平成 29 年はこうだったので、達成に向けての推進が必要だということをはしょらないで

きちっと書く必要があると思いました。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 私もここに関連して、523 ページの 39～41 行目の「造林面積については、荒廃原野等の

要造林箇所が減少しているものの、平成 29 年度に 5,159ha となるなど、目標値の達成に向

けて一層の推進が必要である。」という文章は何が言いたいのかよくわからないです。 

 要造林箇所が減少しているから 5,159ha にとどまったと言いたいのでしょうか。それと

も減少しているけれども、5,159ha に増えたということが言いたいのでしょうか。補足を

いただければと思います。 

 谷口委員の意見とあわせて御回答をいただければと思います。 

【事務局 平田森林管理課長】 

 今の御意見から、要造林箇所が減少はしているが、平成 29 年度には 5,159ha、達成率で

は 65％ですが、減少しているが、一応、達成はしているというニュアンスです。まだまだ

目標値は達成していませんので、一層の促進は必要であるということです。文章の表現に

ついて工夫したいと思っております。 

 谷口委員の意見の中で、除伐等のところで「等」に、御意見のとおり、間伐が入ってい

ます。除伐と間伐がありますので、「除・間伐」という言葉に修正したいと思います。 

 造林化についても、機能の発揮が求められている森林について複層林化をやっています。

そういう森林については委員の御指摘のとおり、長伐期化の方向に向けて用材生産のため

の施業をしています。機能と長伐期化の両方がありますので、その辺も追記できるように

したいと思っております。 

 荒廃原野等の要造林箇所の減少のところで、造林未済地、造林未了地もあって、やる場

所が結構ございます。荒廃原野等々につきましては、例えば宮古島の海岸線等で森林地域

ではギンネム等がはびこって荒廃化しているような場所のことを書いているのですが、そ

ういう場所はどんどん整備して減少しつつあります。 

 例えばやんばるの北部地域等では、過去にゴルフ場等で林地開発をして中止になって放

置されている未済地、未了地もございます。県有林の中で復帰前に民間で農園として貸し

付けしているのが最近どんどん返還されています。そういう場所を県林で造林しています。

そういう場所も結構あります。その辺を含めまして、39～41 行目は表現を少し工夫してい
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きたいと思っています。ありがとうございます。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 ほかにいかかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【嵩原専門委員】 

 少し長かったので飛び飛びになってしまうのですが、まず524ページの31行目以降の課題

及び対策の38行目の「農業用施設における戦略的な長寿命化対策」という表現があるので

すが、これはどういう意味なのか捉えにくい。戦略的とは何なのかがわかりにくいと思い

ます。 

 その下の行の同じく「就農人口の推移に対応した管理省力化や管理費用軽減等」とある

のですが、その後ろには「社会情勢の変化に対応した新たな取り組み」とある。いわんと

するところが捉えにくい。就農人口の推移とは、高齢化のことなのか、人口動態的な動き

を言っているのだと思いますが、もう少しわかりやすい表現にしたらいいのではないかと。

内藤先生も意見が出ていたと思いますが、そこの表現をもう少し理解しやすいように工夫

をしたらいかがかと思いました。 

 次は、588ページの農林水産業の振興成果等とあります。全体的にそうですが、「離島・

過疎地域」という表現になっていますが、過疎地域というキーワードで括っていいのかな

と。例えば宮古・八重山と周辺離島とは少し状況が違うところもあると思いますが、一括

りにしていって、現状の認識としてはピントが外れないかなというのが少し気になるとこ

ろです。全体的にはそうです。 

 同じ588ページの25行目にさとうきびの生産状況が書いてあるのですが、高齢農家が減少、

気象災害があったのもそのとおりですが、夏植面積割合の減少などによって生産量が減っ

ているくだりになっています。はたしてそうなのか。確かに株出しが増えてきているのは

宮古などに顕著に見られるわけですが、それが量の減少の要因の１つなのかどうか。自然

災害に弱いところは多少あるかもしれませんが、逆に宮古は株出しを増やすことで量が増

えた実績もあったと思います。そこら辺の表現は適切なのかどうかをもう１回確認をお願

いしたいと思います。 

 それから同じページの31行目、32行目にかけて、一括交付金を活用して輸送コストの一

部を補助したとさらっと書いてありますが、まさにここは不利性解消事業のところですが、
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生産サイドからすればこの事業は大きく評価しているところでもあって、その効果の意味

ではなかなかあらわれていないところもあるかもしれませんが、生産者の心理的な面で非

常に大きい効果があります。 

 例えば花の生産農家の後継者が増えてきたと、将来見通しが立つからという話も以前は

あったのですが、この事業の成果なり、本県において大きく寄与しているところを書いた

らどうか。国からもこの事業に関してはかなり意見があるとも伺っていますが、逆に地元

からはアピールをすべき取り組みではないかという気もしますので、書きぶりを少し付け

加えたらどうかと思います。 

 これに対して、590ページで課題対策の中にも関連して20行目あたりに表現があるのです

が、同じようにさらっと書いています。さらっと書くのはいいかもしれませんが、この事

業の貢献度合いをもう少し考慮してはいかがかと思いました。 

 もう少しあります。594ページに、今度は担い手・後継者の確保の欄で、19行目から、離

島のことだと思いますが、「地域において農業を経験していることで、円滑な農用地の確保

に資することから、従業員として就農する雇用就農を推進する必要がある。」と。この雇用

就農というキーワードは何に対してのものなのか。例えば製糖工場の従業員としてのもの

なのか、農業生産法人に対して、まずは従業員として入っていったらどうかということな

のか、受け皿が少し見えづらいところがあるのではないかと思います。 

 素人が行ってやれる世界ではないことはよくわかるのですが、ここはもう少し丁寧に書

いたほうがいいのではないかと。実際に製糖工場の季節工で行って、そのまま居着いて農

業を始めている事例などはあるのですが、そういうことをおっしゃっているのかどうか。

そういうケースもあるのであれば、もう少し具体的に書いてもいいのではないかと思いま

した。とりあえずここまでです。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 私も先ほどあったように同じような指摘をさせていただいていますが、524ページの38

～40ページは基盤整備のことですので、これは新規就農の推移に対応した管理省力化や管

理費用軽減等とは、この農業施設の管理省力化や管理費用軽減という意味かということと、

社会情勢の変化に対応した新たな取り組みも必要であるというところが具体性に欠けると

思います。 

 それから588ページの25行目は、私も夏植面積割合の減少によって基準値より下回ってい
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る。後のところでは、減少しているという書き方がありましたけれども、夏植面積が減っ

て、春植えはそれほど増えていないのかもしれないのですが、株出しが増えると、単年度

当たりでは収量は増えるのではないかなと思いますので、これが適当なのかは疑問に思う

ところです。 

 あわせて御回答をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

【事務局 仲村村づくり計画課長】 

 指摘があった524ページの38～40行について御説明したいと思います。 

 まず最初に、老朽化の進行した農業用施設の戦略的な長寿命対策の御質問があったので

すが、これは農業用施設、特に市場へ影響が与えるのが、かんがい用水などを与えるよう

な水路等だと思いますが、これまで整備したのは多数あります。結構古くなっているのも

ありますが、それは古いものから順序よく直していく、長寿命化する意味ではなくて、営

農に一番影響を与えるようなところをまず探し出して優先的に長寿命化対策をしていく意

味で戦略的という言葉を使っていると思います。これはわかりづらいので表現については

少し検討したいと思っております。 

 続きまして39行目の就農人口の推移に対応した省力化や管理費用軽減、社会情勢の変化

に対応という取り組みの話ですが、実際のところ、就農人口は減少している中で、耕地面

積は約４万haぐらいありますが、以前の復帰前後は約６万人近くいた就農人口が今は２万

人ぐらいなので、数が少ない中でもきちんと耕作できるように、ほ場の大区画化をすると

か、要するに機械化に対応できるような、機械化で効率よくできるような意味で書いてい

るのですが、その辺はわかりづらいようなので、表現については少し検討したいと思いま

す。以上でございます。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 先に書いてあるみたいですので、お願いします。 

【事務局 喜屋武糖業農産課長】 

 588ページのさとうきびの夏植面積割合の減少という表現でございますが、離島というこ

とで、御承知のとおり、宮古島がさとうきびの生産の約４割を占めている中で、宮古地域

全体の株出しの割合は、例えば27、28年期は2,900haぐらいだったのが、30、31年期には1,700

ということで、確かに夏植えは減っております。 
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 ただ、委員御指摘の株出しがその分、増えていますので、「夏植面積割合の減少」の表現

については、株出しのデータ等も見ながら、表現については修正、あるいは工夫したいと

思います。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

【事務局 下地流通・加工推進課長】 

 流通・加工推進課です。 

 588ページと590ページで、流通条件、不利性解消事業について、後押しをいただくよう

な御意見をいただいたと思います。先生のお話を伺って、貢献度合いを前向きに書き加え

て修正させてください。 

 実は県議会でも最近、この事業に対しての質問が非常に増えておりまして、非常に関心

が高い事業だと認識しております。よろしくお願いいたします。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 嵩原委員、よろしいでしょうか。 

【嵩原専門委員】 

 先ほど糖業農産課でさとうきびの現状についての御説明がありましたが、生産量が減っ

ているのは、実は高齢化によって管理作業ができなくなってきている、農家のパワーが落

ちてきているのが背景にあるのです。そういうところにも少し触れておいたほうがいいと

思います。 

【事務局 前門営農支援課長】 

 594ページは、製糖工場なのか、それとも新規就農者なのか、記述がわかりづらいという

御指摘がありましたけれども、農地を持たない新規就農者に関する記述の件でございます。

地域で農地を持たないものですから、例えば法人等で就農して、地域で従業者として就農

して、その後、のれん分け的な意味合いであったり、そのまま雇用就農で推進する必要が

あるということでございますけれども、記述がわかりづらいですので少し工夫していきた

いと思います。よろしいでしょうか。 

【嵩原専門委員】 

 雇う主体はどこなのかが見えにくいということです。新規就農者を雇って経営採算を取

れている生産法人は離島ではあまりいないのではないかと思います。そちらの育成もまた
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別途必要だと思いますが、表現がもう少し必要ではないかと思います。 

【事務局 前門営農支援課長】 

 わかりました。表現を少し工夫していきたいと思います。 

【内藤部会長】 

 では、検討をお願いします。 

 具志委員、どうぞ。 

【具志専門委員】 

 わからないので質問します。588ページの強化型パイプハウスの気象災害に強い栽培施設

の導入ということですが、これはそれほど台風に強いのかどうか。 

 それともう１つ、導入するときにはどのぐらい支援してもらえるのかを教えてほしいで

す。 

【事務局 玉城園芸振興課長】 

 このハウスにつきましては交付金の予算が使われておりまして、８割の補助で対応して

おります。台風に強いというより災害に強いという表現をしておりまして、ビニールを張

って台風に対抗する形ではございません。台風がきたらビニールは巻き上げて中にネット

を張りまして、中の作物の被害を軽減していく考え方の施設でございます。 

【内藤部会長】 

 よろしいですか。 

 では、ほかに御意見はいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【谷口専門委員】 

 524ページや525ページにつながる話ですが、きょうは立原委員がいらっしゃらないので

私が言っていいことかどうかわかりませんけれども、漁業施設、港湾等の防波堤や防潮施

設をつくってきた、係留がうまくいくようになったとか、台風等荒天時の話なども詳細に

記載されていて、この部分は大変いいと思います。 

 アーサやモズクなどの栽培漁業の施設整備については触れなくていいのかということで

す。これは専門外なので私が言う話ではないのですが、少し気になりましたのでどういう

考えなのかを確認したいと思います。 

【内藤部会長】 

 御回答はいかがでしょうか。 
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【事務局 能登水産課長】 

 基盤整備の部分ではなじまないのかなという感じもいたします。栽培漁業の促進は別の

ところで記載させていただいていますので、そういうところでフォローできるのかなと考

えております。 

【谷口専門委員】 

 栽培漁業に関して、我々は樹木の場合は稚樹と言ったりするのですが、稚魚の資源を、

種苗の生産などもこういうところには入らないのでしょうか。 

【事務局 能登水産課長】 

 県では栽培漁業センターで種苗生産をやっておりまして、それも別の場所で記載してご

ざいますので、基盤整備とは少し違う部分かなと思います。 

【谷口専門委員】 

 ついでに、525ページの１行目の森林のことです。「中南部地域の荒廃原野などにおける

森林の早期復旧が必要である」の言葉尻ですが、荒廃原野は先ほどお話がありました造林

未済地や未了地がありますが、そういう場所をうまく整理してもらって、「森林の早期復旧」

がよくわからなくて、例えば早期の森林再生という形にしたほうがよくて、森林を復旧す

るという意味がわかりにくかったので、そこを確認したいと思います。 

【事務局 平田森林管理課長】 

 この行については、中南部地域のギンネム林等で在来種に更新していないような荒廃原

野を記載しているのですが、確かに早期復旧がわかりづらいので表現を工夫していきたい

と思います。 

【谷口専門委員】 

 ページを進めます。590ページの農業の基盤整備にもいろいろよく出てくるのですが、26

行目の「防風・防潮林の整備・保全等を計画的に」は、農業的にはよくわかるのですが、

もう少し分けてもいいのかなと考えています。要するに耕地防風林や農地防風林という言

葉があるわけで、それと海岸防災林、海岸防風林、あるいは海岸防潮林、林学的には海岸

防災林が一般的ですが、そことの違いを明確にしたほうがいいと思います。 

 離島にも関係しますが、防災林や防潮林、例えば南大東の防風・防潮林は、いわゆる農

地防風林・防潮林は、私どもが見ると幅が狭かったり、樹高は今、植えたばかりなのであ

れですが、幅が狭いなといつも感じていて、農地保全や宅地保全のための防風林・防潮林

と、島全体を囲む海岸防災林とは少し意味が違うと思いますので、この辺をもう少し限定
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して書くような形になったほうがわかりやすいと思いました。意見です。 

【内藤部会長】 

 ここは農業の基盤整備についてというところですので、これはこれでいいのかなと思い

ますが、ほかのところにそのような文言を入れられたらいいのかなと思います。 

【谷口専門委員】 

 農地防風林という言葉は基本的にないのですか。私は耕地防風林という言い方をよくし

ているのですが、そのような表現は違和感があるのでしょうか。 

【事務局 仲村村づくり計画課長】 

 今、委員がおっしゃるとおり、畑の周りを囲っているのを普通、我々は防風林と言って、

防潮林は国土保全的な考えで海岸線にやるものを防潮林と使い分けをしているので、確か

に農業基盤のところに防風林・防潮林の両方を書くと、それぞれ施設の目的が違うので、

その辺については事務局として相談して、書き方について検討したいと思います。ありが

とうございました。 

【谷口専門委員】 

 592ページの離島を支える多様な人材の育成のところも農業の担い手や後継者育成の話

は丁寧に書いてありますが、沖縄島、いわゆる沖縄本島も含めて離島地域の林業について

の新規就農者は幾らかいると思いますので、ここは農業だけではなく、農業をやっている

人が林業を支えているのは事実ですが、林業のことも書いていただければと意見として述

べます。 

【内藤部会長】 

 水産もあわせて御検討いただければと思います。 

 どうぞ。 

【上原委員】 

 圏域別展開のところで少しだけ検討していただきたい部分があります。地区別の北部・

中部・宮古・八重山という圏域別の振興策については、高付加価値商品や資源管理等々、

港の整備、魚礁の設置等々ということで、この４地区については、ほぼ同じような書きぶ

りをしているのですが、南部地区だけにはそういう書きぶりがほとんどなくて、南部地区

は当然、水産物の流通拠点なので重点地区ということで衛生管理型の施設整備があると書

いていますが、資源管理への取り組みや新商品開発等の部分の表現が南部地区だけ抜け落

ちていると思います。 
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 南部地区においても豊かな海づくり大会ということで、資源管理についても積極的に取

り組んでいるところですので、南部においても水産漁業者や漁協が取り組んでいる部分も

少し入れ込んでいただければと思います。具体的に文言をということではないのですが、

５つを比べると南部だけ抜け落ちていると感じますので、そこら辺に少し追加していただ

ければと思います。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 圏域の記載の整合性の話ですが、南部地区でも同じような取り組みをやっておりますの

で、実施課と調整しまして内容を検討させていただく形で対応いたします。 

【内藤部会長】 

 お願いします。 

 ほかに御意見はいかがでしょうか。 

【普天間副部会長】 

 幾つかあるのですが、例えば588ページの13～14行目、離島・過疎地域のさとうきび振興

や離島の特色を生かしたという表現があるのですが、離島の特色といって、さとうきびや

園芸品目がどうの、一括交付金で不利性解消がといろいろ触れているのですが、離島のも

う１つの特徴である米については、全体的に一切触れていないのだが、米対策はやってこ

なかったのかというのが疑問です。米対策は一切触れていないが、どこかで触れる必要が

ないのかどうか。まず１点目をお願いします。 

【事務局 喜屋武糖業農産課長】 

 米の担当もしているのでお答えいたします。 

 確かに普天間委員のおっしゃるとおり、米の振興対策の記載が抜けている部分がありま

す。基本的に国の経営安定対策事業等を活用した交付金の支援をやっている中で、確かに

県の取り組みが書かれていないので、その辺は県の取り組み等も少し検証しながら、特に

離島の伊平屋、伊是名、北部、あるいは石垣、西表等がございますので、その辺は記載を

工夫させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

【普天間副部会長】 

 離島によっては米は大激減して、離島から米がなくなるのではないかという危機的な状

況の離島もあります。この辺はしっかり記述をしながら、次のビジョンにつなげていくこ

とをお願いしたいと思います。 

 それと592ページの39～40行目、新規就農者は着実に推進しているということですが、先
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ほど嵩原委員からもありましたけれども、宮古・八重山の本島側と周辺離島、あるいは本

島の周辺離島は全然違うのではないか。例えば毎年約100人、あるいは累計で833人、これ

は離島ごとの実績はあるのですか。 

 例えば宮古や八重山の大きい島ならそうかもしれないが、小さい離島の新規就農者はど

うなっているのか、この辺はどうですか。 

【事務局 前門営農支援課長】 

 離島の新規就農者の件は、年に１回、新規就農者や青年農業者の実態調査を実施してお

ります。市町村ごとの推移はうちの営農支援課でまとめております。離島は一括りにはで

きません。宮古島市や石垣市の新規就農者については、例えば平成30年では石垣市は81人、

平成29年では宮古島市59人、石垣市49人など伸びている離島もあります。近くの離島では

現状維持など少し差がございますので、その辺は各地区の指導農業士や就農コーディネー

ト等と連携しながら離島ごとの分析等もしながら、また支援していきたいと思っています。 

 また、農でグッショブ会議ということで地区で新規就農者に対してどう支援していくか、

その部分もありますので地区ごとも考えていけたらなと思っています。 

【普天間副部会長】 

 宮古や八重山、石垣市はいろいろなブランド品があって、あるいは海外のインバウンド

が来るので、農業の園芸品目などは結構有望であるわけです。だから新規就農者が来ると

ころもあるわけです。八重山のパインは製菓用になっていろいろな品目の商品開発がされ

ているわけですから、相当力が入っているわけです。 

 ところが、新規就農者の若い人たちが来れない小さい離島が山ほどあります。例えばＪ

Ａも伊平屋島、伊江島、粟国島、与那国島等も製糖工場を持っていますよね。新規就農と

言っても粟国島には来ないわけです。ところが、農家は今のところはいる。でも減少して

いる、高齢化している状況にあるわけです。そうすると、農地がどんどん遊休化していく

わけです。遊休化した農地をどう集積するかといったら、高齢化している農家は、自分の

ところだけで精いっぱいで、遊休化したところは見られない。新規就農者が来るような地

域ではないわけです。そこをどう評価していくのかということを今回、やっておかないと、

小さな離島はたくさんあるわけですが、次のビジョンでそのような離島対策はどうするの

かに結びついていかないわけです。そこは離島という一括りではなくて、ある意味、宮古、

石垣の大きい離島以外の離島をもう少し分析してくれないと評価が難しいと思います。 

 それと741ページの８～10行目、宮古食肉センターを整備した、宮古牛のと畜解体が可能
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となってよかった、センターの機能充実につながっている。これは本当ですか。 

 宮古食肉センターは第三センターで運営されていますが、経営自体はうまくいっている

のか。むしろ悪化しているのではないか。経営の維持継続は可能なのか。この辺は実際に

どうですか。機能は充実したけど、経営としては成り立っているのか、成り立っていない

のか。 

【事務局 仲村畜産課長】 

 委員から質問がありました宮古食肉センターの件は、宮古食肉センターにかかわらず、

沖縄本島の主要な２カ所の食肉センター、それから石垣・宮古の食肉センターに関しては、

委員の御指摘のとおり、豚のと畜頭数、牛のと畜頭数が減っていることもありまして、運

営的には非常に厳しい状況があります。それで我々といたしましては、基盤整備等々を進

めまして増頭対策に力を入れています。 

 それぞれ同じ課題を抱えておりますので、今年度は本島２カ所、宮古・八重山の食肉セ

ンターの意見交換会を開催しまして、食肉センターと自治体を含めた形の連携強化会議を

設置しまして、共通の課題に対しての機能連携、人材も含めた連携という形で課題分析を

して、それぞれに対応する施策を打ち出すことで取り組みを進めているところです。 

 書きぶりにつきましては、少し表現が足りない部分もありますのでぜひ検討させていた

だければと思っております。 

【普天間副部会長】 

 そういう意味では豚について触れないとわかりにくくなるわけです。豚の頭数がいない

と食肉センターは維持できないわけです。ただ豚の増頭対策を検討する、これからやるつ

もりと言うけれども、豚舎をつくるのは大変です。周辺の地域の人たちの承諾が必要、説

明会をやるとみんな反対。それで僕らも県の食肉センターは断念したところもあるわけで

す。周りに集落があるのかというぐらいかなりの過疎地域でさえ、みんなに反対されるわ

けだから、これは簡単ではない。 

 先ほどの検証シートの中でも、肉用牛の頭数が６割を占めている宮古・八重山で規模拡

大が顕著である。山羊についても頭数が顕著に伸びていると書いてあるのですが、豚につ

いては全く触れていない。ところが、後ろには食肉センターは全部機械も入れかえて順調

に機能していると。結局、食肉センターを語るのであれば豚を語らないとつながらないわ

けです。 

 ここは大きな問題で、次の10年計画が新たなビジョンで、一体、この豚はどうするのか
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が大きな問題になるので、そこをしっかりここで検証しておいてもらいたいと思います。 

【事務局 前門営農支援課長】 

 補足してよろしいですか。先ほどの離島の新規就農者、青年農業者の育成の部分ですが、

政策ツールとして農業次世代人材投資事業や新規就農一貫支援事業という事業をしていま

す。一括りに離島という表現をしてしまったわけですが、農業次世代人材投資事業では、

平成30年度は例えば伊江村、伊是名村、伊平屋村、そして南大東村、北大東村、竹富町、

与那国町などで経営を開始して５年以内の方に資金を支援しています。 

 また、新規就農一貫支援事業では、初期投資、スタートアップということで施設や機械

などの整備をしているのですが、同じく宮古島市、石垣市はもちろん、北大東村、竹富町、

伊平屋村などの新規就農者の実績等がありますので、市町村、または関係機関と支援をし

ていきたいと思います。 

【事務局 仲村畜産課長】 

 委員から御指摘がありました食肉センターの件に関しては、食肉センターの収益性から

考えると、牛よりは豚が大部分を占めていますので、少し工夫して記述できるかどうか、

事務局側と検討を進めたいと思います。 

 それと養豚振興も委員おっしゃるように、補助事業等々いろいろ照会して進めているの

ですが、地域の理解や環境面で非常に難しい場面がありまして、離島も沖縄本島、ほぼ全

ての地域がそのような状態になっていますので、養豚振興についても丁寧に進めていける

ように話し合い等々を進めているところです。どうもありがとうございます。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【嵩原専門委員】 

 全般的な話で言っておきたいことがあるのですが、さとうきびに関しては、離島で基幹

作物で重要なんだと、あちこちに記述が出てくるのですが、現状を見ますと、いよいよ高

齢化が最終盤に差し掛かっていて離農が始まっています。宮古でもそうですし、沖縄本島

も先駆けてそういう状況があります。今までどおりのやり方で機械化でハーベスタを入れ

る取り組みだけでは、あと５年から10年のうちで沖縄のさとうきびは衰退してしまうので

はないかというぐらいの状況に差し掛かっているだろうと思っています。 
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 ここが転換期です。要は世代を交代するというか、今までやってきたような生産の形を

変えていかないとキビ作は維持できなくなっているわけで、そのために何が大事なのかと

いうと、やはり農地です。生産基盤をいかに引き継いでいくのか。その上で今までみたい

に規模の小さいさとうきびの生産では採算も取れないので、ここで農地バンクの事業も活

用して農地の集積にもっと力を入れてやらないといけない。 

 ＩＴスマート農業に対応するために、ほ場の整形はまた必要だろうと思いますが、ここ

で新しい流れにのっていかないと、さとうきびの生産基盤は失われていってしまうのでは

ないかと思うので、それに関する記述をもう少し書き込んでほしいと思います。 

 あとは、担い手のところで、高齢農家がリタイアした後は誰が担い手になるかというと、

生産法人です。キビの単作ではなかなか採算が取れない。収支がうまく回らないので、い

ろいろな複合の形も必要でしょうし、また製糖工場が出資しての生産法人も必要でしょう

し、場合によってはＪＡの作業受託、これは植えつけから収穫まで完全にやるパターンも

出てきていますので、新しく主体となるところに対する支援の記述が必要だろうと思いま

す。今が転換期にあるんだというところがわかるような表現が必要ではないかと、これか

ら先の話を語るのであればそちらが大事だと思いました。それが１つ。 

 もう１つは細かい話で恐縮ですが、先ほどから担い手の話が出ています。594ページの17

行目あたりから、特に非農家出身のうち青年層において、新規就農者を呼びかけるにはこ

こをターゲットにしてやっていこうという姿勢がうかがえるわけですが、ここが一番確保

しにくいところでもあって、実は前回、前々回の資料などを見ていたら、農業の担い手と

して女性の就農者を活用するとか、さらにリタイアしたぐらいの人だろうと思いますが、

高齢の方たちを活用してという表現なども入っています。そこにも広げておかないと、非

農家出身の青年層は今は募集してもなかなか来ないだろうと思ったりもするので、表現を

少し検討してもらったらどうかなと思います。 

【事務局 前門営農支援課長】 

 担い手の部分ですが、多様な担い手の育成ということで、青年就農者ももちろんですが、

中高年者、そして女性農業者、また加工も含めた連携をする農業者ということで、多様な

担い手ということで、前回、３回目の記述と少し合わせた形で表現を変更していきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

【普天間副部会長】 

 今のところは、要するに非農家出身のうち青年層は、離島の場合は地域の人ではないで
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す。要するに離島の子どもたちは本島に就職しても親は戻ってこいと言わないです。むし

ろ子どもたちが親に対して、そろそろ本島の俺のところに来いよという状況です。 

 ここで言う非農家出身の青年層は、農業をやったことのない人で、離島出身ではない人

です。そうすると、生活面をどう支えるのかがもう１つのポイントになって、特に宿舎で

す。離島宿舎はほとんどない。我々農協も職員が定年退職していくと、地域に若い者がい

ませんから、本店から送り込んでいるわけです。最大の問題が宿舎がないことです。 

 だから、青年たちを送り込むという、いろいろな経営技術の指導や資金などはあるけれ

ども、そもそも泊まるところがない。この辺は宿舎確保が課題であると書いて、次のプロ

ジェクトでのアパートなりをつくっていくことに結びつけられないのか。その辺はどうで

すか。 

【内藤部会長】 

 全国的には移住・定住対策として空き家の活用をよくしていますが、沖縄の離島でもそ

れが必要になってくると思いますがいかがでしょうか。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 普天間委員の御意見はいろいろ難しい課題があるので、中で議論させていただいて、ど

のような表現ができるのか。Ｉターン対策のところかなと思いますが、表現を少し検討し

たいと思います。 

【普天間副部会長】 

 農業の問題だけではなくて、離島そのものの問題だと思います。県内でも離島振興法み

たいなものをつくるべきなのか、日本の離島振興法に沖縄も適用させていくべきなのかわ

からないけれども、そのような動きがあるわけですよね。その意味からすると、今回、我々

は農林水産振興部会ですが、離島過疎地域振興部会もあるので合同会議も必要だと思いま

す。その辺をお願いします。 

【内藤部会長】 

 離島過疎地域振興部会にもお伝えいただければと思います。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 県外からのＩターンも含めた確保について御意見があったことは意見書の中で申し送

りしたいと思います。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 
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 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【谷口専門委員】 

 嵩原委員や普天間委員からの話にもつながっていくことかもしれませんが、農地の集積

は私らも森林関係の専門家としてもそうであってほしいと思っています。 

 中山間地域や山地の標高の高いところに耕地があることが結構いろいろな弊害を、そこ

できちんと生産していたらいいのですが、放置された場合はいろいろな弊害があることも

経験としてあります。 

 ここでの議論かどうかわかりませんが、農林水産業の基盤整備で考えますと、沖縄本島、

離島も含めまして、あまりにも森林面積、緑が少ない。外部、内地から来た人間としてい

つも思うことです。道路の緑化や樹林帯の基盤整備は、沖縄県は道路の単位距離当たりの

植栽した本数や種類は日本で一番多いということで、街路樹の対策は、沖縄らしい景観形

成の対策は、道路緑化で空港からこちらでやろうとしているところがあって、内閣府を中

心にそこはかなり進んでいると思っています。 

 農林水産を考えていく場合に、森林面積が明らかに少ないと思います。都市部での緑化

というか、公園の街路樹を含めた緑化の面積を増やしていくことを、ここでの話ではない

かもしれませんが、先ほどの耕地防風林・防潮林、農地防風林・防潮林、海岸防災林等の

面積も含めて増やしていくような努力を今後のビジョンの中に明確にうたってほしいと思

います。 

 離島、宮古、八重山、石垣にしてもあまりにも緑が少なくて、よくこれで農業生産がで

きるなと思ったりします。ある程度緑の面積を増やすことによって、防風や防潮の効果は

かなり強いものがありますので、そこの確保をきちっとしていって、森林管理課が書いて

ありましたが、ギンネムなどの荒廃原野等もすぐにでも森林再生していくような状態を仕

組みとしてつくっていくこと、もっと森林の面積を増やしていくことが島しょである沖縄

の特殊性として、樹高が８～10ｍ近い樹林帯をつくっていくことを全体計画の中に入れて

もらえたらうれしいです。次の21世紀ビジョンの中には盛り込んでいく必要があると思い

ますので、意見として発言します。 

【内藤部会長】 

 御意見ということで検討していただきたいと思います。 

 公園の緑化のところは基盤整備部会になりますか。そちらにも意見照会していただけれ
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ばと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 私のほうからも意見を述べたいと思います。 

 524ページの基盤整備の課題及び対策の36行目、「農家の経営安定を図るため、農地の整

形や集積化、営農施設等の整備が必要である」の営農施設等の「等」に入っているのかも

しれませんけれども、経営の安定を図るためには、営農施設だけではなくて、集出荷施設

や貯蔵保管施設や販売施設も重要だと思いますので、少し追記してはどうかと思います。 

 588～589ページ、先ほど検証シートのところでありましたけれども、さとうきびは基準

値よりも現状値は若干下がっている。あるいは園芸作物、特に野菜は基準値よりも減少し

ていると書かれていますけれども、先ほどの検証シートでは、さとうきびは目標を達成し

ている年もあったり、過去３年間を見るとかなり増加していますので、特にさとうきびに

ついては台風の影響を大きく受けますので、ただ単に直近の単年度で比べるのがいいのか

どうかを検討していただきたいと思います。 

 野菜については離島ですので、ある程度日持ち性のあるような野菜に限られる。そうい

うものが優位な面もありますけれども、輸送のことを考えると軽量高単価のものが不利性

は小さいと思いますので、そういうものを振興していくのは非常に重要だと思います。 

 現実にトウガンなどの重量野菜が減って、軽量野菜が増えているということですので、

単に重量が増えている、減っているよりも、金額がどうなのかも重要だと思いますので、

成果指標のところでは書きにくいかもしれませんけれども、文章の中にそれも盛り込んで

はどうかと思います。 

 それと先ほど普天間委員、嵩原委員からもありましたけれども、離島はこれまでさとう

きび中心のところが多いですが、さとうきびだけでは厳しくなってきますので、畜産や園

芸作物をもっと増やしていく必要があると思います。畜産については、肉用牛、繁殖牛経

営については好調ですが、豚だけではなくて、それ以外の酪農や養鶏についてもなかなか

厳しくて、宮古は酪農もなくなってしまっているので、そのあたりはどうしていくのかも

きっちり書き込んでいただければと思います。 

 もし御回答があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 今のキビと野菜と畜産について、御意見を踏まえて記載を検討させていただきます。よ

ろしくお願いします。 
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 先ほどの谷口委員の御意見に対して少し補足になりますが、21世紀ビジョン基本計画の

中では土木建築部がメインになりますが、施策の花と緑あふれる県土の形成の中で県民の

緑化活動件数や１人当たりの公園面積、道路緑化延長等が成果目標となっていて、その中

でやっておりますので、御意見があったことをお伝えさせていただきます。 

【内藤部会長】 

 よろしいですか。 

【谷口専門委員】 

 はい。 

【内藤部会長】 

 そろそろ時間ですので、もうお１つぐらいお聞きしたいと思いますけれども、御意見は

いかがでしょうか。よろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、この部分についてはここまでとしたいと思います。 

 前回、第３回の部会におきまして委員の皆様からいただきました御意見に対する県の対

応状況につきまして事務局から説明をお願いしたいと思います。 

第３回農林水産業振興部会の意見に対する審議結果(案)について 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 それでは、第３回の部会において御意見として出てきたものについて、時間が非常に差

し迫っているところもあるので、大変申しわけないのですが割愛して御紹介させていただ

きます。 

 資料３をごらんください。左側に番号が振られております。番号１として、水産業の就

業者数が基準値に満たない状況なので、着実に前進という表現はどうかということについ

て、少し御意見を踏まえて、減少しているものの、いろいろな取り組みで新規就業者数が

増加するなどの成果があらわれているという表現に修正を検討させていただきたいと思い

ます。 

 次に３番、林業･木材産業の担い手育成については､林業事業体に対する新たな生産方式

の導入ですが、少し具体的にという御意見がございましたので、担い手育成については、

林業事業体に対する環境に配慮した収穫伐採手法の導入､木材流通体制の強化等による生

産コストの縮減と収益性の向上及び労働安全指導を実施する｡｣という具体的な記載を検討

しているところです。 
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 ２ページ目の８番、松くい虫の天敵昆虫放飼以外も天敵害虫の開発もいろいろやってい

るので、こういったものも挙げる必要があるのではないかということについては、「南根腐

病の薬剤防除技術の開発｣を取り組んでいるというところも、さまざまな取り組みについて

も追記する方向で検討しています。 

 次に12番、農薬の適正使用について、直売所等の農家が直接持ち込みの農作物への取り

組みはどうやっているかも記載も加えてほしいということで、部会において御回答させて

いただいたのですが、報告書の中で直売所や卸売市場に出荷する生産者等を対象に幅広く

実施したという形で記載を検討している状況です。 

 ３ページの13番、特定家畜伝染病の国内への侵入防止対策について、山城委員から、重

要性を強調したほうがいいということで、畜産経営や地域産業に甚大な影響を及ぼすこと

から､国と連携した水際防疫や迅速な初動防疫体制の構築などに万全を尽くすという表現

を検討しています。 

 ４ページの16番、ＧＡＰの取り組みについて、輸出に取り組む産地としては必須の取り

組みということで、取りに行くことを強調してはどうかということで、認証取得の支援と

いう形で、表記を検討しているところです。 

 18番、女性･高齢者の主体的な経営ということで、きょうも少し議論が出てきましたが、

｢高齢化が課題｣と書いている中で、｢主体的に経営｣は少し矛盾があるのではないか。青年

層や壮年層にターゲットを当てる積極的な対策が必要との記載が必要ではないか。高齢者

をうまく活用するような方策も必要ではないかという御意見もございましたので、女性農

業者を含む幅広い年齢層からの担い手の確保に向けた栽培技術､加工･販売開拓や経営管理

等の各種研修の充実や､高齢者等の熟練農業者の技術やノウハウの伝承・共有体制の構築が

必要であるという表現を検討しているところです。 

 ５ページの22番、スマート農業についてもう少し具体的に書く必要があるのではないか

ということで、ＩｏＴ等の先端技術を活用して､超省力･高品質･高生産を実現する｢スマー

ト農業｣を導入するなど､少し具体的に書いていく形を検討しております。 

 23番、水産物について、糸満の施設整備などについて記述してはどうか。水産業に関す

る安全･安心についての記載が必要ではないかということで、糸満漁港での取り組みも含め

て内容を検討しているところでございます。 

 駆け足ですが、以上となっております。また一読いただいて、何か御意見がございまし

たら事務局まで御連絡をいただければと思います。 
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【内藤部会長】 

 委員の皆さん、これを見ていただいて御意見がありましたら事務局に御連絡をいただき

たいと思います。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】  

 追加でございます。 

 資料４をごらんください。本日出てきた御意見も含めて資料４で整理しているところで

ございますが、３ページの農林水産業部会とは別にさまざまな部会を実施しておりますが、

総合部会で報告書に書いているデータや成果指標を、検証シートは時点のずれや成果指標

の主な成果もあるけれども、ビジョン基本計画上の成果指標全体がないのではないかとい

う御意見がございましたので、時点の修正や必要な成果指標の追加などの作業は、報告書

の中でさせていただきたいと思います。御報告という形になります。 

【内藤部会長】 

 きょうはこれで対応していただくということでよろしいですよね。 

 ありがとうございます。 

 それでは、本日の審議は以上ですけれども、確認です。第５回はこれまでのいろいろな

意見が出た内容につきまして、事務局で修正部分などを出していただいているものについ

て審議していくことになると思いますが、１～３回についてはこれまでの会議で出してい

ただいた審議結果(案)をもとに検討することになりますでしょうか。それともきょうの分

も含めて新たに案を出していただくことになりますでしょうか。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 １～３回、また本日のものは第５回で同じような形で御報告させていただきますが、第

５回の審議の中では、第１回から第４回で出てきた意見を踏まえた修正文案をごらんいた

だく形で進めたいと思います。 

【内藤部会長】 

 新たにお送りいただけるということですか。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 事前にまたごらんいただいて、事前に御意見をいただきながら進めていきたいと思いま

す。 

【内藤部会長】 

 わかりました。ありがとうございます。 
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 それでは、長くなりましたが、本日の部会をこれで終わりたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

 (5)閉会 


