
政務活動報告書

報告者 川 内 聖 二

日 時 平成２９年１月２６日(木)～１月２８日(土)

場 所 平成２９年１月２７日 永田町衆議院第二議員会館１２１８号室

平成２９年１月２８日 墨田区東京消防庁本所防災館

研修内容 農林水産省次年度事業に対する説明と意見交換会

防衛省次年度事業に対する説明と意見交換会

防災体験および意見交換会

参加者

田口好秋、田中政司、大島恒典、田中平一郎、辻 浩一、川内聖二、宮崎良平、生田健児

活動理由

嬉野市の基幹産業であるお茶をはじめ、中山間地域の問題点や、集落営農の法人化に対する問

題や次年度の事業等を農林水産省に伺い、防衛省には佐賀空港オスプレイ配備計画問題や、隣

接する諸国の動向について説明を伺った。

また、昨年は全国的に自然災害が多発する一年で、緊急時の対応や対処について東京消防庁本

所防災館で実習を兼ね研修を行なった。

視察内容

対応者 農林水産省生産局 地域対策官付 茶業復興推進班 課長補佐 井上 俊樹 氏

◎ 茶をめぐる情勢 ９時３０分～１０時３０分

「我が国におけるお茶生産の位置付け」 お茶は生葉の収穫後、産地で荒茶に加工され消費地に

おいて製茶にブレンドして販売されている。荒茶の段階では約1,000億円の産業規模で、主要産地

順は、静岡、鹿児島、三重県、京都府、福岡県であり、上位３県で全国の栽培面積の約７割を占めて

いる。生産の特色としては、「せん茶」を主体とする静岡県、鹿児島県、宮崎県、「かぶせ茶」の生産

では、三重県、福岡県、「玉緑茶」の生産が多いのは、佐賀県、熊本県、「玉露」や「抹茶」の生産が

多い京都府など、県ごとに特色ある茶生産が行なわれている。

「荒茶価格の動向」 価格については、ペットボトル緑茶飲料の需要の伸びに呼応する形で、平成１

６年まで上昇したが、その後の需要の停滞により荒茶価格も低迷している。また、お茶の価格は「茶

種による価格差」「茶期による価格差」等が大きく、これに品質に応じた価格差が加わるため、農家に

よっては大きな差がでる。

「お茶の需要創出の取り組み（ターゲットを明確化した商品開発・販売）」 ターゲットとする年齢層や



性別を明確にしたうえで、パッケージや商品の開発を行い販売方法等を工夫した取り組みが行なわ

れている。２番茶等、茶価の低迷する時期の茶葉の高付加価値化を目指して紅茶に加工し国内志

向や健康、安全・安心への意識が高い消費者向けの取り組みを進めている。

「お茶の需要創出の取り組み（ブランド化による差別化）」 福岡県八女市の産地では、平成２７年度

より施行された地理的表示保護制度（G I）を活用して「八女伝統本玉露」のブランド化を目指す取り

組みが始まっている。

「小中学生を対象としたお茶文化の普及」 毎年度、児童、学生を対象にお茶の淹れ方などを指導し、

学校教育の中でお茶文化について学んでもらうためのマニュアルを整備する。

「輸出拡大に向けた環境整備の取り組み」 輸出相手国に対し、我が国で使用されている主要な農

薬の残留農薬の基準の設定申請を進めると共に、有機栽培の推奨や相手国の残留農薬基準をクリ

アする防除体系の確立を推進し、輸出に対応した生産技術や産地のブランド化と輸出手続きに知見

のあるアドバイザー（普及指導員等）の育成を推進する。

「お茶の改植について」 茶園の約３割が樹齢３０年以上で老園化し、収量や品質の低下が懸念され

る。栽培されている品種は「やぶきた」が８割を占め、摘採期が集中し、荒茶加工作業の集中化と摘

み遅れによる品質低下、風味が画一化するなどの弊害。このため、平成２３年度より改植の促進の支

援事業を実施している。

「お茶の新技術について」 抹茶の需要増大に対応した生産性の高いてん茶炉や減農栽培向けの

防除機械など、新たな技術導入を促進する。

「お茶の振興に関する法律について」 お茶の振興に関する法律が、平成２３年４月に施行され国は、

地方公共団体に対し必要な情報提供、助言、財政上の措置等を講じるように努めている。

以上のとおり国のお茶に対する考えを茶業復興推進班 課長補佐より説明を受けた。

◎ 中山間地地域対策事業について １０時３０分～１１時３０分

対応者 農林水産省 農村振興局 農村政策部 地域振興課 中山間地域室

課長補佐（直接支払企画班担当） 高嶋 正幸 氏

「中山間地域直接支払制度について」 農林水産省は、農地や集落を将来にわたって守っていくた

め、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を国および地方自治体により支援を行う

制度として、平成１２年度から実施している。平成２７年度からは、第４期対策（平成２７年度から平成

３１年度）が開始され、地域で取り組んでいる農業生産活動とし洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景

や生き物の住みかを守るといった広く国民全体におよぶ効果をもたらす取り組みである。

この様な取り組みの重要性に鑑み、中山間地域等直接支払制度では、国が費用の半分を負担し、

地方自治体を通じた支援を行なわれている。

また、中山間地域等においては、高齢化や人口減少が著しく、農業や集落の維持を懸念する声も

あるので、この制度を有効に活用し、農業生産の維持を通じて多面的機能の確保や地域の活性化

に結びつけていきたいと考えているそうだ。次に平成２９年度予算事業としていくつか説明を伺った。



○ 中山間地農業ルネッサンス事業（中山間地農業特別支援対策）

地域の創意工夫にあふれる取組や支援制度の活用事例の紹介、専門知識を有するもの等によ

るきめ細かな営農指導、地域を牽引していくリーダーの確保、育成等を推進するための都道府県等

の活動を支援する。

○ 多様で豊かな農業と美しい活力ある農山村の実現に向けた支援事業

中山間地における農業の集積や高収益作物の導入など、経営規模の大小に関わらず意欲ある農

業者を支援する。併せて加工・販売等による就業機会の確保を支援し、また、観光、福祉、教育等と

連携した都市農村交流や農村への移住・定住に向けた取組を推進する。

○ 地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承支援事業

農地水・水路等の推進の維持管理を行う協働活動を支援する多面的機能支払交付金等による取

組を推進し、兼業農家も含めた小規模な農業者も地域の重要な一員として支援する。これは、中山

間地域等直接支払交付金と連携して取組を推進する。

以上、中山間地域対策事業の説明を伺った。

◎ 水田フル活用について １１時３０分～１２時００分

対応者 農林水産省 政策統括官付 穀物課 水田農業対策室 土地利用型農業推進班

企画官 舘 麻里亜 氏

国は、29年産も、２７・２８年産同様に３０年産に向けた予行演習として需要に応じた生産を推進する。

平成３０年産からも各産地が行政による生産数量目標の配分に頼らず、主体的に作付を判断できる

ように、引き続き、きめ細かい情報提供を行なうとともに、水田活用の直接支払交付金を活用した水田

フル活用を推進すると伺った。

○ 水田フル活用に向けた支援

1. ３０年産以降も水田活用の直接支払交付金により水田フル活用を支援。

2. ３０年産以降も収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）は実施。

3. 米の直接支払交付金は２９年度産までの時限措置。

○ きめ細かい情報提供

1. 全国ベースの受給見通しやマンスリーレポートによるきめ細かい情報提供の充実。

（県、地域毎の作付動向の中間公表3月、5月・各産地銘柄の需要実績等が一層見える化）

2. キャラバンを通じた各産地への働きかけ。

上記のような国からの支援処置や情報提供を踏まえ、需要に応じた生産の推進を行なう。

各産地・生産者は、自らの農産物の販売実績等も分析し、どのような作物をどれだけ生産し、誰にど

のように販売するのかという戦略に基づき、需要に応じた生産を推進する。



※ 豊作等の場合には、米穀周年提供・需要拡大支援事業により対応する。

３０年産以降も都道府県、市町村が参画した農業再生協議会は存続し、地域の水田でどの作物を

推進するかという水田フル活用ビジョンを引き続き策定する。

［ まとめ感想 ］

今回、農林水産省生産局の茶業復興推進班課長補佐より「茶をめぐる情勢」の講義を受け、本市と

しては、消費拡大の為にまずは生産者・茶商・JA等のお茶関係者と行政が十分に話し合いを行い、

お茶のブランド化の取り組みを行ってもらいたいと思った。講義でも話されたようにお茶のブランド化

により、リーフ茶やペットボトル等の需要拡大と、販売業者の意見等を取り入れての新しい商品の開

発を研究されたらどうかと強く感じたところであった。

次に、地域振興課中山間地域室課長補佐から「中山間地域直接支払制度」の説明を受け、これま

で、協定農地の全てに対して交付した交付金の遡及返還が求められてきたが、平成２８年度から協定

農地の一部で耕作放棄が発生した場合、当該農地に対してのみの交付金の遡及返還となり、他の協

定者に対し迷惑を掛けないように見直された。よって協定農地の個人の負担が軽減され、今まで以

上に「中山間地域直接支払制度」の申請がしやすくなったので、利用してもらいたいと思った。

また、２９年度事業で「中山間地農業ルネッサンス事業」とし、傾斜地などの条件不利性地や鳥獣被

害の増加等、厳しい状況に置かれている地域を元気にするための事業費に４００億円を計上される。

最後に水田農業対策室土地利用型農業推進班の企画官より「水田フル活用に向けた支援」の説明

を受け国は、３０年産以降も「水田活用の直接支払交付金」による支援を行い、収入減少影響緩和対

策を実施するそうだが、生産者の高齢化や担い手不足による耕作放棄地の増加をどこまでくい止め

ることができるか、今後の重要な問題点と思う。

◎ 尖閣諸島周辺における 中国の海洋進出に対する自衛隊の対応 １３時３０分～１５時３０分

及び佐賀空港配備について

対応者 大臣官房審議官（防衛法制、防衛力整備、防衛白書担当） 土本 秀英樹 氏

防衛省整備計画局 防衛計画課業務計画第一班 二等陸佐 川宿田 州成 氏

大臣官房審議官より自衛隊は３６５日、北海道周辺海域、日本海、東シナ海の警戒監視活動を海

自P-３C哨戒機で毎日１回行なっていると説明があった。

中国海軍の活動状況とし、国有の領土である尖閣諸島周辺海域を独自の主張により、公船（コースト

ガード）により領海侵入を断続的に実施し、昨年６月には戦闘艦艇を、初めて尖閣諸島周辺の接続

水域に入域させ、その後立て続け情報収集艦による領海内航行を実施し事態を一方的にエスカレ

ートさせている。

また、中国軍艦艇は、今年の5日に津軽海峡、１０日には対馬海峡を通過し中国側としては、「日本

海において、任務遂行のため同海域を航行中の海軍艦艇編隊と艦艇・航空機による協働訓練を実

施した。これは、年度計画内の定例の手配であり、如何なる特定の国家地域、目標も対象とせず、関

連国際法及び国際的実践に合致しており、今後も引き続き実施していく。」という発言をしている。日

本の対応としては、中国艦艇に対して警戒監視を行い、現場においては同艦に対し呼びかけを実

施するばかりだ。



○ 自衛隊の体制整備

これまで沖縄本島以外に陸上自衛隊は配置されてなかったが、平成２８年３月に与那国島に与那

国沿岸監視隊等を配置し現行の南西航空混成団を廃止し、平成２９年度中に航空方面隊の新編を

計画している。

○ 水陸起動団の新編

防衛大綱、中期防において島々への侵攻があった場合、速やかに上陸・奪回・確保するための本

格的な水陸両用作戦能力を新たに整備するため、連帯規模の複数の水陸両用作戦部隊等から構

成される水陸機動団を新編することを規定した。

※水陸機動団 相浦駐屯地（団本部）・玖珠駐屯地・湯布院駐屯地・崎辺分屯地（仮称）新設

○ 佐賀空港配備の部隊の規模・理由について

オスプレイ１７機と市街化が進む目達原駐屯地に所在するヘリコプター約５０機を加えた合計約７０

機と隊員約７００から８００名程度を配置される。理由としては、我が国防衛上の有用性、配備のため

の十分な地積の確保、市街化が進む既存の自衛隊飛行場周辺の負担軽減など様々な観点から、

自衛隊飛行場や民間飛行場を対象に検討を重ねた結果、佐賀空港を配備先として判断した。

（理由）

1. 水陸機動連隊予定（相浦駐屯地）に近く、島々部等へ迅速かつ効率的に輸送に適している。

2. V-22 オスプレイの運用に必要な滑走路を有している。

3. 目達原駐屯地から近く、配備されているヘリコプターの移設先として活用しうる。

自衛隊訓練空域の範囲とし高度訓練 試験空域 １５ヶ所 低高度訓練 ９ヶ所 超音速飛空域 １

ヶ所が日本の上空にあり九州上空には、試験空域はなく五島列島上空に一部あって空中給油訓練

等も想定はされていない。

［ まとめ感想 ］

今回、防衛省より現在の近隣諸国に対しての対応等を伺った。中国は２０１２年９月に尖閣諸島を

国有化宣言した後、国際法違反行為で月に３回、中国の公船が領海侵入を行い。北朝鮮は、日本

海の排他的経済水域にミサイルを着弾させるという行為を行っている現状である。

防衛省は佐賀空港にオスプレイ配備を計画し協議されているが、今後のアメリカの方向性も分らな

い中、私としては隣国に近い空港として長崎、大分と連携して水陸機動団の新編には協力しなけれ

ばならないと思う。基地配備は、隣国に対し抑止力にもなり、災害時には九州地区をフルカバーでき

る位置で沖縄基地の負担軽減にもなると思う。小さな島国、日本としては過去の戦争を反省し二度と

起こさないためにも国民全体で協力していかなければと強く思う。

視察内容

対応者 本所防災館 東京消防庁 本所都民防災教育センター 課長代理 白井正敏 氏

◎ 大切な命を守る

災害大国日本で暮らす我々は、幾度と無く繰り返される災害から多くの教訓を学んだ。しかし、い

かに科学技術が発達しようとも「自然災害」の予知や発生を防ぐことは困難であり、その脅威はいつも

我々の身の周りに降りかかってくるか分からない。



首都直下型地震や南海トラフを震源域とした大規模地震の発生が危惧されている中、東日本大震

災の発生から５年が経過し、阪神淡路大地震から２２年が経過した。こうした中で、我々に求められる

ことは、過去の災害と真摯に向き合い、尊い犠牲から得た教訓を災害に対する備えと対策に活かし

ていくことである。

防災館は、住民の安全な暮らしをめざし、楽しみながら地震の揺れの体験、初期消火や応急救護、

火災の煙からの避難要領など、防災に関する知識や技術を学んでいく体験施設で、自治体の防災

訓練や、学校や企業の新入社員に対する防災教育などにも活用され効果をあげている。東京消防

庁では、防災教育施設が池袋防災館、本所防災館、立川防災館と３施設を各地区に配置してある。

1. 地震・水害の恐ろしさを体験できる。地震・都市型水害の体験コーナー。

2. 火災への対処方法を学習する。 煙・消火・応急手当の体験コーナー。

3. 風雨を体験し、災害の知識を習得する。川の手地域・地震の液状化実験・暴風雨の体験コーナ

ー。

4. 災害をリアルな映像と音や振動で体感する。 防災シアター・防災ゲームコーナー。

「経験に勝る防災はない。」 防災館には、このように災害や防災を経験できる施設を設置してあっ

た。

［ まとめ感想 ］

これまで九州では地震が起きないと思っていたが、昨年の４月に熊本大分地震が起き沢山の方が

亡くなられ、いまでも仮設住宅での生活を余儀なくされている。

今回、本所都民防災教育センターで初めて直下型地震の体験を受けてきたが、いざとなれば人間

は何もできないと感じた。また、消火活動や心肺蘇生そして火災時の煙に対しての避難方法を体験

して得るものがあった。九州地区では、佐賀県と宮崎県だけが体験型の防災センターが設けて無い

ようだが、今後は佐賀県にも施設を設けて子どもたちにも早く緊急時の体験をさせ、自助、共助の考

え方を学ばせるべきではないかと強く感じた。


