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○前原議員 公明党の前原茂です。令和元年１２月定例会の一般質問として、私は、１、

市役所の窓口対応について、２、ひきこもり支援について、３、農業振興について、以上、

大要３点について質問させていただきます。 

 最初に、市役所の窓口対応について伺います。 

 市役所の中で一番混雑するのは１階フロアです。１階には市民課、生活年金課、保険課、

障がい者支援課、子育て支援課、長寿社会課、福祉課、それと消費生活相談と１０の窓口

があります。そして、市民の方が最も多くの窓口に行かなくてはいけないのは、身内の方

がお亡くなりになったときの死亡の関連の手続のときではないでしょうか。 

 そこでお尋ねいたしますが、死亡届について、届け出期間、届け出地、届け出者につい

て、どのような規定になっているのかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 死亡の届け出についてのお尋ねでございます。 

 戸籍法の規定によりますと、届け出期間は死亡の事実を知った日から７日以内、届け出

地は死亡された方の本籍地、死亡地または届け出人の住所地の市町村役場でございます。

届け出人につきましては、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地

の管理人、同居していない親族、後見人等でございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 届け出人に関してはかなり広くあるのだなというふうに初めて知ったんです

が、それでは、届け出人について、ここで言う親族というのは何親等までの方を言うのか、

また、先ほど述べられた対象者以外の方の届け出に関して可能なのかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 親族の範囲等についてのお尋ねでございます。 

 親族につきましては、６親等内の血族、配偶者及び３親等内の親族でございます。届け

出をされる方につきましては、届け出書に記載上の不備がなければ戸籍法に定める届け出

人以外の方が持参することも可能でございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 今、死亡届についてお伺いしましたけども、死亡に伴う届けについて、例え

ば健康保険証とか介護保険などの手続について、そのほかの人の届け出、近隣の人などの

届け出は許されるのかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 失礼しました。１つ先ほどの答弁、訂正させてやってくださいませ。

３親等内の親族と申し上げましたが、正しくは３親等内の姻族でございます。失礼いたし

ました。 

 次に、届け出人についてでございます。御質問の件でございますが、あらかじめ記載の

してある届け出書を持参される場合につきましては、委任状等必要ございませんで、ほと

んどの手続が代理人でできる状況でございますが、委任状が必要な場合といたしましては、
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本人確認が必要なもの、例えば死亡記載の戸籍の請求ですとか、そういった証明の交付の

場合等々が委任状等が必要な場合になります。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。死亡に伴う手続について、本市の場合は最大幾つの担当課と、

それと書類の数ですね、幾つ必要になるのか教えてください。 

○岩﨑副議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 死亡届に伴う手続についてでございますが、市役所において手続し

ていただくもののうち、死亡時の手続につきましては２項目、死亡後の手続につきまして

は、最大１４課で２５項目となっておりまして、亡くなられた方により違いがございます

が、市民課以外の手続としましては、国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者など健康

保険証の手続、介護保険証の手続、市税関係の手続等がございます。各課の手続に必要な

書類の枚数につきましては１枚ないし２枚でございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。最大で１４課と２５項目ということでいいんですね。 

 それでは、それらの手続をする場合におよそどのぐらいの時間を要するのかお伺いいた

します。 

○岩﨑副議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 手続に要する時間についてのお尋ねでございます。 

 死亡時における市民課での手続、埋火葬許可証の発行につきましては、本籍、住所とも

米子市内の方の場合につきましては、１５分から２０分程度いただいております。市外の

方の場合は、それぞれの市町村役場に照会が必要となりますので、４０分程度いただいて

おるところでございます。また、死亡後の手続につきましては、亡くなられた方の状況や

窓口の混雑状況にもよりますが、１課につき、おおむね５分から１０分程度いただいてお

りまして、一般的な通常のケースの場合ですと、全て回っていただくのにおおむね１時間

はいただいておるところでございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 死亡届については理解できるんですけども、死亡届のほかの手続に関して、

後日という形になると思うんですけども、これ１時間でおおむね終わるとはとても思えな

くて、私も経験がありまして、私の義母が亡くなったとき、また知り合いの方の付き添い

で来ました。大体２時間から３時間程度はかかると思います。一般的にちょっと調べたん

ですけど、ほかの市役所の例でも２時間以上かかっているようでございます。そしてまた、

他の市役所のホームページには、必要な書類などを持っていかなかった場合はその日では

終わらないこともありますので注意してくださいというふうに書いてありますし、とても

この１時間程度で終わるとは思えないんですけども、部長、統計をとられての答弁なので

しょうか、教えてください。 

○岩﨑副議長 朝妻市民生活部長。 
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○朝妻市民生活部長 モデルのケースとしまして、資産がない場合ですとか、そういった

簡単な場合の平均的に必要なということを申し上げたところでございまして、長い方につ

きましては、おっしゃられますようにかなりの時間を頂戴しているところでございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 １時間では到底終わらないというのが正直なところだと思うんですよね。実

は、答弁書を何回もつくり直してきて、１つの課で最初は１０分から１５分、次は５分か

ら１０分という形で、何回かつくり直されてこられて、昨日、突然１時間で終わりますと

いう、来たんですけども、これちょっと意図がよくわからなくて、やはりさまざまなケー

スがありますし、世帯主さんのときもありますし、かなり時間がかかると思いますので、

その辺をちょっと認識を改めていただきたいなと思います。 

 この死亡届に関しまして、月何件程度あるのかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 死亡届の件数についてでございます。 

 平成３０年度の実績でいいますと、一月当たり１４０件、年間で1,７０３件ございまし

た。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 一月１４０件ということになりますと、１日当たり６件から７件ということ

になります。そうしますと、１日に６件か７件の遺族の方が手続のために市役所に来られ

ている。その方が２時間か３時間程度の時間を要して市役所の中に滞在されるということ

になります。本市では、この方々のためにどういう対応をしてるのかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 死亡関連の手続につきましては、ただいまは各課の窓口に御案内を

して手続をしていただいてるところでございますが、時間もかかりますので、窓口で受け

付けをしていただいた後、次の部署に御案内する等で時間の短縮等に努めているところで

ございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。これはたしか米子市が死亡届を届けられた方に対して渡す書

類だと思います。こういった形で死亡届に関するお知らせというのを渡しているんですけ

ども、今回ちょっと私も思ったんですが、実は神戸市ではかなり分厚い死亡届に関する

「おくやみ手続きご案内」という冊子を出されてます。非常に詳しいんですけども、そこ

までとは思わないんですけども、もうちょっとわかりやすいものがつくれないのかなと思

いました。 

 そこで調べたところ、石川県の白山市ですが、こういう形でこういう御案内を出されて

います。何が言いたいかというと、ここにお持ちいただくものっていうのが書いてありま

して、何を持っていけばいいかとか明確にありまして、そして届け出を出される方のもの

に必要なものとか、お亡くなりになりになった方の名義のものっていう形できちっと書い
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てありまして、ここには担当課が書いてありまして、多分行かなければいけない担当課の

ところに丸をしてくれて、市の職員が誘導してくれるのかなと思いますけども、こういっ

た形で他市ではこういうものを作成しております。本市でもこういうことができないのか

お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 今、市民課のほうでお渡ししております死亡届に関する手続につき

ましては、文字も小さく非常に見にくいところもございますので、他市の事例を参考にし

ながら、見やすいものに、使いやすいものに変えてまいりたいと存じます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。ぜひとも市民の方が、時間もなるべく短縮して滞在時間を少

なくしていただければありがたいなと思います。 

 全国では、配偶者や親族が亡くなった後に遺族が行う行政手続の負担を軽くしようと専

門の案内窓口を設置する動きが広がっています。お悔やみコーナーという名称で行われて

います。大分県別府市では平成２８年５月から実施、死亡に関する届け出は最大１３課の

６０種類を超える書類が存在、余りの種類の多さに若手職員から改善策が提案されました。

別府市では、遺族から１枚の届け出書をもとに死亡に関する各課の届け出を一括で作成補

助し、手続が必要な課を選別いたします。必要書類を作成した後に担当課へ御案内するコ

ンシェルジュ方式を行っています。これによって従来の半分以下の時間が短縮されていま

す。また、松阪市や三田市では、お悔やみコーナーの窓口だけで申請や手続が１カ所でで

き、移動が要らないワンストップ方式を取り入れています。コンシェルジュ方式とワンス

トップ方式というのがあるんですけど、どちらの市も市民の満足度が高く、受け付けの時

間の短縮を実現しています。本市において、同様にお悔やみコーナーのような市民サービ

スの向上するようなことが展開できないものかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 辻総務部長。 

○辻総務部長 お悔やみコーナーの本市での導入ということについてのお尋ねでございま

す。 

 他の自治体におきまして、個人の情報を聞き取り、必要な窓口を案内する方法や該当す

る申請書等に故人の氏名、住所等を印字して遺族の申請書記入に伴う負担を軽減するなど

の取り組みがなされておりまして、本市におきましても、住民の視点に立ったわかりやす

く負担の少ない窓口の構築について、今、鋭意検討中でございます総合窓口の設置とあわ

せて検討してまいりたいと考えております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 きのう質疑の中でも出ましたけども、総合窓口、またスマート窓口という形

で検討されてるということですので、この死亡に関する手続に関しましても、市民の方が

長時間お待ちすることのないよう、そういう期待をいたしております。ただ、この導入に

は何年かかかると思いますので、その間につきましては、市民の方にわかりやすく御案内
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できるように、先ほど示したような形で資料をつくっていただければありがたいなと思い

ます。 

 次の質問に移ります。続いて、大要２点目、ひきこもり支援について伺います。 

 先ほど同僚議員の矢田貝議員から同様の質問がございましたが、私はちょっと他市の事

例を通して質問したいと思っております。 

 私の場合はちょっと大人のひきこもりについて質問させていただきます。８０５０問題

と呼ばれる社会問題が今深刻化しています。８０代の親が５０代のひきこもりの子の面倒

を見るという問題です。背景にあるのは子どものひきこもりです。１９８０年代から９０

年代、ひきこもりは一般的に１０代から２０代の若い方の問題として捉えられていました。

しかし、それから約３０年が経過して、当時の子どもたちが４０代、５０代になり、その

子どもの世話を長年見守ってきた親も当然のように後期高齢者になっていく。こうした親

子が社会から孤立し、生活が立ち行かなくなってしまう深刻なケースが目立ち始めていま

す。 

 昨年の１月に、札幌市のアパートの一室で８２歳の母親と５２歳の娘が栄養失調により

衰弱死するという事件がありました。近所の人によると、娘は１０年以上ひきこもり状態

で母親は地域とのつながりを避けるように暮らしていたといいます。医療や福祉の支援を

全く受けていなかったと見られています。また、ことしの５月に、川崎市でスクールバス

を待っていた児童、保護者２０人が５１歳の男によって殺傷されたという事件がありまし

た。犯人の男は長期にわたるひきこもり状態で、家族との会話が全くなかった状態と言わ

れています。 

 昨年度、政府は初めて全国的な規模で中高年のひきこもり実態調査を行っていますが、

その調査目的と調査対象、調査内容についてお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 昨年度実施されました全国のひきこもり実態調査についてでござい

ますが、社会生活を円滑に営む上で困難のある方に対する支援を効果的に推進するために、

地域における実態を把握して、今後のひきこもり対策の基礎資料とする目的で実施された

ものでございます。調査対象は満４０歳から満６４歳までの方でして、調査内容は外出の

目的や頻度、ひきこもりの状態になった年齢やきっかけ、ひきこもり状態が継続している

期間などでございます。調査は5,０００人を無作為に抽出して、調査員による訪問調査が

行われたというところでございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。それでは、ことしの１月に鳥取県でも実態調査の結果が発表

になっていますが、この実態調査について、本市においてはどのような形で実施されたも

のかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 本市の調査についてでございますが、全国の調査とは別に、昨年度、
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鳥取県が各市町村を通じて実態調査を実施されたものでございまして、本市におきまして

は、民生児童委員に調査をお願いしたほか、社会福祉協議会や障がい者支援課で対応いた

しました相談に基づいて回答いたしました。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。それでは、全国調査や県の調査で判明した全国、県内、米子

市内のひきこもりの人数についてお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 調査の結果についてでございますが、昨年度の全国調査では、ひき

こもり状態の方は全国で６１万人と推計されております。また、鳥取県の調査の結果によ

りますと、県全体で６８５人、米子市で９１人でございました。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 この全国調査と県内の調査の対象年齢層が違ってて一概に比較はできないん

ですけども、全国調査については、ひきこもりの４０歳から６４歳が６１万人、本市の調

査では、１５歳から５９歳のひきこもりと見られる方が９１人という調査結果ということ

でよろしいですね。 

 しかし、実はこれは秋田県山本郡藤里町というまちがあるんですが、ここで２０１０年

に約１年半をかけて社会福祉協議会が全戸調査を行った結果、１８歳から５５歳までのひ

きこもりの方が１１３人存在したという報告があります。人口3,８００人のまちに１３人

ということになると、人口の約３％に当たります。本市においても９１人との報告ですが、

それ以上存在することが容易に予測されます。家族にひきこもりがいることは、世間体を

気にする余りその存在を隠し、周囲に相談しない家族が多いのではないでしょうか。それ

では、この調査に明らかになった内容についてお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 この調査で明らかになった内容についてでございますが、ひきこも

り状態の方の４分の３以上が男性で、年代では４０歳代が一番多いことがわかりました。

また、３０歳代以上の半数以上がひきこもりの期間が１０年を超えることですとか、不登

校や退職、人間関係がうまくいかなかったことなどがきっかけで引きこもり、４割以上の

方が誰にも相談していないということが明らかになりました。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 かなり深刻な問題だと思います。 

 内閣府の調査分析では、ひきこもりになったきっかけとして、退職したが３ 6.２％、人

間関係がうまくいかなかったが２1.３％、病気が２1.３％、職場になじめなかった１9.

１％、就職活動がうまくいかなかった6.４％となっています。特に明らかになった点とし

て、４０歳から４４歳の層では就職氷河期と言われています。これらが影響してるのでは

ないかと政府では見ております。現在政府が行っている就職氷河期支援プロジェクトもこ

のような背景があることが推測されます。また、ひきこもり期間ですが、７年以上にわた
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る人が４７％、３０年以上という人が６％を占めています。県内では１０年以上が多いと

いうことですか、ひきこもりは長期化してることがわかります。 

 欧米のように成人したら独立するのが当然な社会と違って、日本では成人しても家にい

ることが多々あります。この日本独特の生活環境がひきこもりを促してしまっている点も

長期化の原因と分析できます。 

 それでは、現在本市のひきこもり相談件数は年間どの程度あるのかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 本市の相談件数につきましては、昨年度２０件のひきこもりに関す

る御相談を受けまして、そのうち成人が１９人でございました。今年度、相談窓口を広報

などで周知したこともありまして、新規の相談件数も少しずつふえてきている状況でござ

います。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 次に、本市で行われてるひきこもりに対する支援は具体的にどのようなこと

が行われているのかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 本市のひきこもりに対する支援についてでございますが、御家族か

らの御相談が大半でございますので、御家族への支援として定期的に個別の面談を重ねて、

御家族の情緒面の混乱や負担感を取り除き、心の余裕を得て落ちついて考えることができ

るように支援しております。また、御本人への対応を御家族とともに考えながら、状況に

よっては家庭訪問を行っている状況でございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 相談できる家族はまだよいのですが、先ほども言いましたけども、なかなか

一歩を踏み込めずに相談できない家族や本人がいらっしゃる、行政に相談することはとて

もハードルが高いと思います。 

 先ほど紹介した秋田県の藤里町の社会福祉協議会では、平成２２年より「こみっと」支

援事業を実施しています。正式名称は「引きこもり者及び長期不就労者及び在宅障害者等

支援事業」と言います。非常に長いんですけども、この「こみっと」というのは、秋田弁

で、心安らぐ、小ぢんまりとしたという意味だそうです。この支援事業では訪問からスタ

ートしています。この訪問はアウトリーチと言うそうですが、５年間の訪問支援によって

３１人が自立し、その後、自立が進み、１１３人いたひきこもりの４分の３以上が自立で

きたという実績があります。ぜひとも本市でもアウトリーチ型の支援事業というのを考え

ていただきたいなと思っておりますが、この辺について、ちょっとこれは事前に通告はし

てないんですが、市長はどんなふうにお考えかお伺いいたします。アウトリーチ型の支援

事業について。 

○岩﨑副議長 伊木市長。 

○伊木市長 今このひきこもりになった原因ですとか、あるいはひきこもり者に対する実
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態調査や支援の話をいただきました。秋田県藤里町の事案も事例を出していただきまして

紹介をいただいたわけですけれども、本市においても、そうしたアウトリーチ型というこ

とになるかどうかはわかりませんけれども、それに近いものは当然考えていかなければい

けないというふうに思っております。さまざまな原因があるとは思いますけれども、まず

は引きこもっている方とどういう形でコンタクトをとれるかきちっと模索をし、そしてコ

ンタクトをとったならば、そうした方々に対してどういった支援が要るかということをい

ろいろ勘案をしながら進めていきたいというふうに考えております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 大変ありがとうございます。すみません、事前通告してありませんでしたが、

ありがとうございました。 

 次に、近年ひきこもりと発達障がいとの関連性が取り上げられています。ことしの１０

月に発達障がいとひきこもりをテーマにしたシンポジウムが名古屋市で開かれました。そ

の発表の中でひきこもり外来を受診した人たちを対象に調べたところ、３２％が発達障が

いという診断がされてるという内容がありました。シンポジウムでは、専門家から発達障

がいによって社会性やコミュニケーションに問題があることで、ほかの人と比べて支援を

求めにくい現状があるため、支援の輪から見過ごされている人も多いのではないだろうか

という指摘が出ました。また、厚労省が２００７年から２００９年にかけて行った調査で

も、山梨県内などの精神保健福祉センターにひきこもりの相談に来られた当事者１４８人

のうち、発達障がいの診断を受けた割合は約３５％という結果が出ております。 

 ＮＨＫの番組にひきこもりを特集している「クローズアップ現代＋」というのがありま

す。私も見たんですが、１０月３０日放映の分で「長引くひきこもりの陰で～見過ごされ

る中高年の発達障害～」というテーマがありました。この番組の中で当事者やその家族か

ら数多くの意見が寄せられたのですが、ひきこもりと発達障がいの関係でありました。小

さいころからのいじめがきっかけでひきこもりになった。３０代で発達障がいとわかった。

つまずいた原因がもっと早くわかっていればここまで人間関係に悩まなかったのでは。家

族が精神科の受診に拒否感を示し診断が受けられなかった。調べてみると、ひきこもりイ

コール全ての人が発達障がいということではないものの、以前から医療関係者や支援の現

場ではその関係性について指摘されていたことがわかったと。また、発達障がいが見過ご

されたままひきこもりが長期化し、合併症などで苦しむケースや間違った対応でより事態

が深刻化してしまうケースもあったと。早い段階で適切な支援を受けていればひきこもり

の長期化が避けられるのではないかと私自身も思っております。発達障がいが疑われる子

どもたちや若者たちに対する対応として、必要に応じて受診を勧めることも必要ではない

かと思いますが、所見をお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 発達に課題があるお子さんや若者への対応についてでございますが、

本市では、昨年度から５歳児健診を開始したところでございます。これにより発達に課題
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のある子どもさんに対しましては、早期に支援を開始することで、生きづらさを感じるこ

となく社会生活を送ることができるようになることを期待してるところでございます。し

かし一方で、高校生や大学進学、就職などでつまずいて引きこもってしまう若者への支援

につきましては、慎重に対応する必要があるというふうに考えております。受診勧奨を御

本人や御家族が受け入れられる状況であるかを十分に見きわめて、医療機関や支援者への

不信感で支援が途切れることがないように注意をする必要があるというふうに考えており

ます。 

 また、ひきこもりにつきましては、市報やホームページ、その他、若者が受け取りやす

い情報発信を工夫しまして、継続して周知に取り組んでいく必要があるというふうに考え

ております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 私たち公明党議員団では、ひきこもり支援をテーマに、１０月に山口県宇部

市に行政視察をさせていただきました。宇部市は、人口約１６万5,０００人で、ひきこも

りの推定人数は６００人となっています。平成２７年度から、ひきこもり相談支援充実事

業を市内のＮＰＯに委託しています。その委託先であるＮＰＯ法人ふらっとコミュニティ

は、山口大学ｲｶﾞｸﾌﾞの山根俊恵教授を中心として、５人体制でひきこもり相談窓口、家族

支援、訪問支援、居場所づくり、就労準備支援、精神科医等へのスーパーバイズなどを行

っております。年間５００件から７００件の相談を受け、家族への心理教育を月１回、延

べ年間４０回から５０回行っています。昨年度は、１３人が復職、復学できたという実績

があります。また、先日、行かせていただいた南部町では、まちと社会福祉協議会と社会

福祉法人が連携して、古民家の施設、いくらの郷を拠点として、農業、林業体験を通じて、

ひきこもりの青年に寄り添いながら、自信とやる気を引き出し、実績を上げています。本

市でもそのような体制づくりについて検討できないものか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 本市の相談支援体制づくりについてでございますが、現在、本市で

は、保健師が御相談を受けまして、御家族や御本人との関係づくりを根気強く行っている

ところでございますが、今後は、鳥取県や民間で不登校やひきこもり支援をされている団

体などとも協力をして、複数の機関で相談対応や情報共有ができるような体制をつくりた

いというふうに考えているところでございます。 

 また、今年度から、県が設置されましたｾｲﾌﾞひきこもり生活支援センターの体制が強化

されまして、社会福祉士や臨床心理士の資格を持った専門職員が常駐しておられます。セ

ンターでは、個別相談や家族の会の開催のほか、社会参加、体験支援や就労体験のコーデ

ィネートなど、ひきこもりからの回復に向けた具体的な提案もしておられ、実績として年

間１０件程度の職場体験の支援から、その七、八割を就労や進学につなげておられるとこ

ろでございます。ひきこもりの方の状況によって、相談しやすい場所、相談しやすい先は

さまざまだというふうに思いますので、部局全体で相談援助に取り組むとともに、ほかの
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支援機関の力も十分に活用しながら、お一人お一人丁寧に実効性のある支援を行っていき

たいと考えております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。 

 ひきこもりは関係性の病と言われています。学校との関係、会社との関係、家族との関

係、社会との関係、なぜうまくいかないのか、苦しんでいるのは当事者であり、家族であ

り、なかんずく親御さんです。家の中に引きこもっている人は世間からは見えません。声

を出せない当事者を、家族を助ける仕組みをつくらなければいけないと思います。もっと

アウトリーチ型の支援ができる体制づくりを検討していただきたいと要望いたしまして、

次の質問に移ります。 

 最後の質問に移ります。農業振興についてお伺いいたします。 

 ２０１８年３月に、東京オリンピック・パラリンピックの選手村で提供される食材の調

達基準として、持続可能性に配慮した農作物の調達基準を組織委員会が発表しました。こ

の調達基準は、①食材の安全を確保するため、農産物の生産に当たり、日本の関係法令等

に照らして適切な措置が講じられていること、②周辺環境や生態系と調和のとれた農業生

産活動を確保するため、農産物の生産に当たり、日本の関係法令等に照らして、適切な措

置が講じられていること、③作業者の労働安全を確保するため、農産物の生産に当たり、

日本の関係法令等に照らして適切な措置が講じられていること、つまり、農産物を供給す

るのにおいて、品質と安全性だけでなく、土壌や水といった環境に配慮し、労働安全など

が担保されているよい農業であることが条件になりました。この条件に合致しているのが

ＧＡＰ、ＧＡＰ、Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ、直訳すると

よい農業の実践ということです。 

 それでは、お聞きいたしますが、このＧＡＰについては、幾つか種類がありますが、そ

の種類と導入メリットについてお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長 ＧＡＰの種類についてと、導入のメリットのお尋ねでござい

ます。 

 ＧＡＰについてでございますけれども、ＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ、グローバルＧＡＰ

の３種類がございます。ＪＧＡＰとＡＳＩＡＧＡＰですけれども、一般財団法人日本ＧＡ

Ｐ協会が策定した日本初のＧＡＰ認証でございます。日本国内でおいて主要なＧＡＰとい

うことでございます。なお、ＡＳＩＡＧＡＰですけれども、日本ＧＡＰ協会が、ＧＦＳＩ、

世界食品安全イニシアチブ承認の国際規格として展開しているものでございます。グロー

バルＧＡＰでございますけれども、ドイツのフードプラスｼｬが策定しているものでござい

ます。ＧＡＰの国際的な基準でございます。 

 次に、導入のメリットについてでございますけれども、先ほど前原議員さんがおっしゃ

られましたように、ＧＡＰとは、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農業経営管
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理の５つを柱として取り組むものでございます。ＧＡＰ認証を取得することでさまざまな

リスク管理を行うことができ、安全な農産物の供給、環境保全への取り組みなどが進める

ことができるようになり、消費者からの信頼の獲得につながるものと考えております。結

果といたしまして、国内、国外を問わず、市場での競争力の強化につながる有効な手段と

もなるこということでございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 るるありがとうございました。 

 日本では、このＪＧＡＰ、それからＡＳＩＡＧＡＰ、グローバルＧＡＰの３種類とある

ということですが、安心安全で環境に優しく、フェアトレードと言われているように、働

いた人に公平に対価が支払われることになっている、労働環境についても、人権が守られ

てるということが条件になっています。まさに現在、世界で推進されているＳＤＧｓ、持

続可能な開発目標に合致する農業であります。 

 大手スーパーでは、プライベートブランドの農産物を２０２０年までに１００％ＧＡＰ

管理する目標を策定された。また、同時に大手飲料メーカーでは、緑茶飲料の原料茶葉は、

全てＧＡＰ認証取得のものしか、取引基準として扱わないというふうに発表しております。

この茶葉の生産地である静岡県は、国内で最も多く認証を受けています。ことしの３月末

現在で、ＡＳＩＡＧＡＰとＪＧＡＰを合わせて1,６７１の農場が取得しています。今後、

市場では、ＧＡＰ認証を基準とするものがふえることが予測されます。 

 それでは、鳥取県内のＧＡＰの取得状況はどうなっているのか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長 県内のＧＡＰの取得状況についてのお尋ねでございます。 

 県内でＧＡＰ認証してる経営体ですけれども、先ほど申しました３種類のＧＡＰで、現

在、令和元年の１１月１日現在で１０件ございます。ただし、１つの経営体で複数の種類

の取得等もございますので、実質８件、８の経営体であるということでございます。 

 簡単に触れさせていただきますと、倉吉にある鳥取県立農業大学校が梨でグローバルＧ

ＡＰを取得しておられます。次に、ﾎｳｷ町の伯耆のきのこが、シイタケとキクラゲでＡＳ

ＩＡＧＡＰを取得しております。さらに、ﾖｼﾀﾞ農園さんが、コマツナとミズナとホウレン

ソウでＡＳＩＡＧＡＰとＪＧＡＰを取得しておられます。次に、倉吉の大江農産が米でＪ

ＧＡＰを取得しておられるということでございます。 

 次に、米子市、米子市は１件だけなんですけれども、ローソンファーム鳥取さんが大根

でＪＧＡＰを取得しておられるということ。さらに、八頭町の田中農場さんが米とネギで

ＪＧＡＰを取得しておられます。鳥取市の愛ファクトリーさんが、アイスプラント、クレ

ソン、バジル、パセリ等でＪＧＡＰを取得しておられます。 

 最後ですけれども、鳥取市の鳥取県立鳥取湖陵高等学校が、トマトでＪＧＡＰを取得し

ておられるということでございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 
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○前原議員 詳しくありがとうございました。 

 １０件ということで、先ほどの静岡県が1,６７１、鳥取県１０件ということで、かなり

少ない状況です。私が聞いた情報によると、大山町のブロッコリー生産者３名が、今、Ｊ

ＧＡＰ申請中で、１名は認証が届いたというふうに聞いておりますけども、ブロッコリー

部会では、明年のオリンピック・パラリンピックで食材用として利用されることを期待し

ているそうです。 

 県内の食材が選手村で使用されることで、世界に日本の農産物をアピールできる絶好の

機会です。本市において、まだ１件しかない状態ですけども、このたびのオリンピックに

は到底間に合わないと思われますけども、今後、国内外に米子の食材をアピールするため、

ＪＧＡＰの取得を進める必要があります。このＪＧＡＰを取得するために必要な期間とそ

の費用についてお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長 ＪＧＡＰ取得に必要な期間と費用についてでございます。 

 まず、必要な期間ですけれども、認証取得のための準備段階といたしまして、圃場、倉

庫、資材の管理、安全管理など、申請が行える状態にするまでに半年から１年程度要する

とのことでございます。さらに認証申請につきましては、審査、認証機関が国内に８機関

あるようでございますけれども、現在、非常に多くの申請があるところで、受け付けから

審査まで二、三カ月ほど要する状況にあるとのことでございます。 

 また、必要な費用についてでございますけれども、認証取得のための設備改修、資材導

入費用、圃場の残留農薬、水質、土壌等に必要な分析費用、さらにＩＣＴサービス利用料

や研修指導費目など、さまざまな費用が必要となりますので、認証されようとする農家そ

れぞれの状況で経費は異なるところでございます。なお、審査自体に必要な経費、費用と

いたしましては、一例としまして、審査料が６万8,０００円、実地審査に伴う審査員の旅

費、宿泊費等の実費が必要になるということでございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 かなりの時間と、また費用も要るということがわかりました。なかなか小さ

い農家の方、生産者の方ではなかなか難しいのかなと正直なところですが、中堅から大き

な方、また、若い方にこのＪＧＡＰを取っていただいて、国内での鳥取県の農産物をアピ

ールしていただきたい、また、世界に向かってアピールしていただきたいと思っておりま

すけども。 

 それでは、現在、この取得について補助があるのか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長 ＧＡＰ認証取得に係る補助の有無についてでございます。 

 現在、鳥取県が、鳥取県ＧＡＰ取組・認証拡大推進事業という補助事業名で、認証取得

に必要な環境整備や審査費用を支援する事業を実施しているところでございます。内容と

いたしましては、認証に向かう農業者に対しまして、その認証取得に要する費用について、
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グローバルＧＡＰでは２９万5,０００円、ＡＳＩＡＧＡＰでは１５万円、ＪＧＡＰでは１

３万円を上限といたしました定額補助及び認証審査に要する審査員の旅費の２分の１の補

助と、以上のような制度がございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。 

 それでは、本市のＧＡＰ取得についてのその必要性についての認識と、今後の取り組み

についてお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長 ＧＡＰ取得の必要性についての認識と、今後の取り組みにつ

いてでございます。 

 生産物の販売競争力を高めることのみではなく、生産物そのものの安全性の観点からも、

生産者には積極的に取り組んでいただきたいと考えているところでございます。 

 今後の取り組みについてですけれども、県やＪＡが普及啓発に取り組んでおられますの

で、市としても、県やＪＡと連携してできる支援を行ってまいりたいというぐあいに考え

ております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 最後のとこがすごく気になって、このできる支援を行ってまいりたい、ＪＡ、

県と連携してということですが、できる支援というのは何ですか。 

○岩﨑副議長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長 今現在の、県やＪＡと連携しまして、農業者に対する普及啓

発に対することに関しまして、ヒアリング等を行って、考えてみたいなというぐあいに思

います。そこでニーズを把握して、できる支援を模索してみたいというぐあいに考えてお

ります。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。 

 それでは、市内の生産者が取得を希望した場合に、市の補助というのは考えられないの

か、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長 ＧＡＰ取得を希望した場合の市の助成についてでございます

けれども、ＧＡＰ取得につきましては、先ほど申しましたように、国の支援を活用いたし

ました鳥取県ＧＡＰ取得認証拡大推進事業がございますので、現在のところ、助成は考え

ていないところでございます。今後、現在の補助対象以外で支援のニーズが出てまいりま

したら、県やＪＡと協議してみたいと考えております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 この認証の期間というのが２年間で、その後また審査があって、２年継続、

更新という形になるそうです。この際、また、多分最初ほどお金はかかんないと思うんで
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すけども、認証に関して費用がかかるということで、多分、この更新についての補助とい

うのがまだメニューができてないと思いますので、県と協議していただいて、ぜひとも進

めていただきたいなと思います。ＧＡＰっていうのは、本当にこの新しい考え方で、付加

価値をつけるというものではありません。ただ、農家が本当にこのしっかりおいしいもの

をつくっていく、安全なものをつくっていく、これの２つだったんですが、そのもう１つ

に、このきちっとした労働環境をつくっていくという、この３つ、３本立てでやっていく、

そして、国際競争力をつけていくんだという考え方なんですね。そういった形で農業のあ

り方を変えていくものだと思います。国主導でやっておりますが、このＧＡＰが根づくよ

うに私自身も祈っております。ぜひとも、米子市まだ１件しありませんので、担当課、し

っかりこの連携をとっていただきまして、若い方、特に若い方に進めていただいて、ＧＡ

Ｐを取っていただいて、新しい農業のあり方、また、この社会での責任、責任というか、

きちっとした形で雇用ができるということをお願いしたいなと思っております。ぜひとも

このＧＡＰに関しまして、今後も、私自身も質問していきたいなと思いますので、担当課

の方は情報を本当にこのアンテナを高くして情報を得ていただきたいなと思います。そう

祈りまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 


