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○岩﨑副議長 次に、前原議員。 

〔前原議員質問席へ〕 

○前原議員 公明党の前原茂です。私は、令和元年９月定例会におきまして、一般質問と

して、１、投票率の向上について、２、災害時の情報伝達について、３、スマート農業に

ついて、以上、大要３点について質問させていただきます。 

 それでは、最初に、投票率向上について伺います。この投票率向上については、今まで

も何度か質問させていただきました。その都度、投票率向上のための提案をさせていただ

きましたが、最初は期日前投票の宣誓書の書式の簡素化、次に、郵送される投票入場券の

裏面に期日前投票の宣誓書を印刷、そして、このたびの参議院選挙より、商業施設での期

日前投票の設置でありました。その都度、提案を受け入れてくださった選挙管理委員会に

は感謝いたします。市民の皆様が投票しやすい環境を整えることこそ、投票率向上につな

がると確信してのことでございます。 

 それでは、質問に移ります。ことしの７月２１日に実施された参議院選挙の投票率につ

いてお伺いいたします。全国、鳥取県、米子市の投票率についてお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。今回の参議院議員選挙の全国の投票率は４

8.８０％、鳥取県の投票率は４9.９８％、本市の投票率は４8.０９％でございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 全国の投票率が４8.８０％、県が４9.９８％、本市が４8.０９％ということ

で、本市が一番低い状況になってます。全国よりマイナス0.１７ポイント、県よりマイナ

ス1.８９ポイントとなります。このことについて、どのように分析しているのか、お伺い

いたします。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。投票率が全国、県平均より本市の投票率が

低くなっていることについてですが、鳥取県内の状況を見ますと、市部の投票率は低い傾

向にあり、これは郡部に比べて、市部には多くの若い世代が集中していることが影響して

いると考えられます。この若い世代の投票率が低いため、県平均の投票率に比べて本市の

投票率が低くなっているものと分析しております。このたびの参議院選挙が全国平均より

下回りましたことは、合区といった特殊性も影響していると推測されるところであります。

以上です。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 今回の選挙区が合区であったということも理由ということでございますが、

また、若い世代が近隣町村に比べて米子市には比較的多いということで、したがって、若

年層の投票率を上げることが本市の投票率を上げることということがよくわかりました。 

 次に、投票率を考える上で、期日前投票が重要であります。全国的に期日前投票が増加

傾向にあります。２０１６年の参議院選挙では、全国では約1,５９７万人であった期日前
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投票が今回は１０８万人ふえ、1,７０６万人となり、有権者全体の１6.０１％、期日前投

票所自体も２０１６年より約４００個増加され、5,７１３カ所の期日前投票所と報道され

ています。２０１７年の衆議院選挙では、台風２１号の接近が予測されたため、過去最高

の2,１３７万人の方が期日前投票されました。今後一層期日前投票の割合が増加すること

が予測されます。それでは、本市における期日前投票の投票率はどうであったのか、２０

１６年、平成２８年の参議院選挙と比べてどのぐらい増加しているのか、お伺いいたしま

す。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。本市における期日前投票の投票率につ

いてですが、今回の参議院選挙では、本市においては、全投票者数５万9,２３９人のうち、

３0.６９％の方が期日前投票を利用されており、前回、平成２８年でございますけども、

その参議院選挙では２5.７０％でしたことから、期日前投票を利用された方の率は5.６２

ポイント上昇し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 わかりました。 

 次に、今回商業施設であるホープタウンに７月１９、２０日に期日前投票所を設置いた

しました。両日における投票者数は市役所、淀江支所と比べてどうであったのか、お伺い

いたします。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。ホープタウンに期日前投票所を開設した期

間についての各期日前投票所の利用者数についてですが、市役所本庁舎での投票者数は 2,

１４７人、淀江支所が1,１４９人、ホープタウンが2,２５０人でありました。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 本庁舎での全体の期日前投票の数というのを教えていただけませんでしょう

か。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 今回の参議院議員の選挙におきましては、本庁舎が１万1,

３１５人の来庁を得ております。前回が１万3,３５８人でした。以上です。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 数字合ってますかね、それ。平成２８年度が本庁舎は１万3,３８５人、令和

元年、ことしの選挙が１万1,３１５人、逆に読んだような気がするんですけども。 

○岩﨑副議長 いま一度答弁されますか。足立選挙管理委員会事務局長。 

○足立選挙管理委員会事務局長 投票率が今回下がってますもので、人数でいいますと、

逆転しているような次第でございます。ただ、投票に来られた方の全体の投票者数から見

た期日前投票所を利用された方のパーセントというのは、先ほど委員長が申し上げました

ように、パーセンテージは約5.６２ポイントほど上昇してございます。失礼いたしました。
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人数は合ってございます。今回の本庁舎の期日前投票の投票者数は１万1,３１５人で、前

回の参議院よりも2,０７０人減っております。それから、淀江支所は4,６１７人となって

ます。すみません、以上です。 

○岩﨑副議長 よろしいですか。前原議員。 

○前原議員 失礼しました。わかりました。 

 本庁舎は約１６日間、期日前投票が７月の５日から期日前投票が始まってますので、１

６日間ということで、単純計算すると７００人前後が来られたということですし、ホープ

タウンは２日間しかありませんので、大体1,１２５人かな、来られたということになりま

す。これによって、大分混雑が回避できたのではないかなと私自身も思っております。 

 それでは、今回初めて商業施設での投票となりましたけども、市民の反応はどうであっ

たのか、お伺いいたします。聞いていることがあれば、聞いている声があればお聞かせく

ださい。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。市民の反応についてですが、投票のつ

いでに買い物ができてよかったとか、市街地の渋滞に巻き込まれず、スムーズに投票でき

たというような声が寄せられているところでございます。以上です。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。おおむね良好ということでございます。 

 商業施設での期日前投票は、投票しやすい環境であり、家族で投票に行きやすいという

ことになります。総務省が出している１８歳選挙権に関する意識調査の報告書では、子ど

ものころに親が行く投票についていったことのある人のほうがない人より投票した割合が

２０％以上高いというデータが出ています。つまり、小さなお子さんを連れて選挙をして

いる親の姿を見せることによって、投票に行くという、当たり前のことであるという、投

票することが当たり前であるという意識が育てられるのではないでしょうか。非常に好評

であったホープタウンでの期日前投票は２日間でありましたが、今後、期間を延ばす考え

はあるのか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。今後の期間の延長でございますが、延伸も

含め、有権者の方への周知、投票所内のレイアウトの改善など、当該期日前投票所の充実

を図りたいと考えております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 次に、若者の投票率向上について伺います。総務省の抽出データによると、

今回の衆議院選挙での若者の投票率は２０１６年７月の参議院選挙よりも下がっています。

２０１６年の選挙のときの１８歳の投票率は５1.１７％、１９歳は３6.６６％であったの

に、今回の選挙では１８歳が３4.６８％、１９歳が２6.７９％と、かなり下がっています。

１８歳、１９歳の平均投票率はマイナス１4.１２ポイントということになります。２０１
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６年、平成２８年の参議院選挙から１８歳選挙権がスタートし、まさに１０代の有権者の

注目が高かったためと推測されますが、本市では、１８歳、１９歳の投票率はどうであっ

たのか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。本市の投票率ですが、平成２８年４月の参

議院選挙時の１８歳の投票率は５0.６０％、１９歳で３6.８３％、１８歳、１９歳の平均

投票率は４3.７７％でした。今回の参議院選挙は１８歳の投票率は１8.９２％減の３1.６

８％、１９歳は１5.０２％減の２1.８１％、１８歳、１９歳の平均投票率は１6.９７％減

の２6.８０％でした。以上です。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 もうこれもやはり全国平均よりも下がっているということが明らかに数字的

にはわかります。やはり若者の投票率を向上させなきゃいけないということがここでもよ

くわかります。 

 次に、若年層の投票率を向上させる方法として、若者やマスコミから今インターネット

を利用した投票、ネット投票の声が聞こえてきています。総務省でもインターネット投票

について研究されると聞いておりますが、インターネット投票のメリットとデメリットに

ついてお聞かせください。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。総務省においても、インターネット投票の

研究が行われているとそく聞していますが、サイバー攻撃や大規模な自然災害などへの備

え、投票の秘密や個人情報保護などの投票システムの安全性の確保、法整備など、多くの

課題があり、すぐに実現するものではないと考えております。メリットとしましては、投

票所へ出向く手間が省け、投票率が低い若者や外出が困難な高齢者の投票率の向上に伴い、

全体の投票率の向上につながるものと考えられます。デメリットといたしましては、投票

の受け付けや立会人等の人の監視がないことから、成り済まし投票の温床になることや投

票システムの故障による選挙無効などが考えられるところです。以上です。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。バルト三国と呼ばれるフィンランドの南に並ぶ３つの国の１

つで、エストニアという国があります。このエストニアで２０１９年３月に世界で初めて

国政選挙がインターネットによる期日前投票を行いました。結果的には国外居住者のネッ

ト投票も含めて、投票者の４3.８％がインターネットで投票しています。しかし、直近の

選挙と実は投票率が大差なく、投票率の向上には貢献できてないということがわかりまし

た。これからのことだと思いますし、先ほど選挙管理委員長のほうからありましたように、

やはりサイバー攻撃等、インターネットの脆弱性に若干問題があるのかなというふうに思

います。まだまだこれからだというふうに私自身も思っております。 

 それでは、市の選管で行われている若年層向けの取り扱いについて、どのようなことを
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されているのか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。若年層に向けての取り組みについてですが、

主に取り組んでおりますのは、市内の高校へ出向いて行う出前講座です。平成２７年から

取り組みを行い、平成３０年度末までに延べ２９校で実施しており、平成３０年度の実績

は８校で実施したところであります。また、成人式において、選挙啓発のパンフレットの

配布や中学校の生徒会選挙への投票箱等機材の貸し出しを行い、少しでも身近に選挙を感

じてもらえるよう取り組んでまいっております。以上です。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 すみません、先ほど取り扱いと言いました、取り組みですね、若年層向けの

取り組みです。失礼いたしました。 

 ありがとうございます。若年層の投票率を上げるのは地道な努力が要るのかもしれませ

ん。若者自身が同世代の人に働きかけるのも１つの手だと思います。他市では、選挙コン

シェルジュと呼ばれる選挙啓発の学生支援スタッフに選挙啓発運動を行っています。松山

市では高校生、専門学生、大学生の約３０人で構成された選挙コンシェルジュが選挙啓発

のため、選挙のＣＭをつくったり、地元テレビでそのＣＭを流したり、市報や公式のホー

ムページ、ＳＮＳ、街頭で啓発運動を行っています。若者が同世代の人たちに選挙啓発を

行う、この選挙コンシェルジュというものも本市で検討できないのか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。選挙コンシェルジュについての検討はして

おりませんが、同じ若い世代からの投票への働きかけは効果的なことであると思いますの

で、今後啓発活動に若い世代を取り込む方法について考え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 あっさり考えてないというふうに言われましたけども、ぜひともそれにかわ

るものを考えていただきたいなと思います。 

 ８月１日に米子市議会と米子高専の学生による意見交換会が高専キャンパスで行われま

した。議会から多くの議員が参加されて活発な意見交換ができたと思います。私も参加さ

せていただきましたが、議員１人と学生５人程度の小グループに分かれて話し合ったとき

に、選挙に行った学生と行かなかった学生にそれぞれ理由を聞きました。その理由として

は、親に行けと言われたから行った、バイトで時間がなくて行けなかった、家族で行った、

誰に入れていいかわからなかったから行かなかったなど、さまざまでした。期日前投票の

ことを知らなかった学生もいました。同世代の若者が若者の目線で啓発を行うことは有効

なものではないかと思いますので、ぜひ具体的に策を考えていただきたいなというふうに

要望いたします。 

 次に、高専の加藤教授が行ったアンケートの結果をメールでいただきました。米子高専

の学生３年生から５年生、１８歳以上の２９２人が回答しています。選挙に行った学生の
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内訳は、１８歳４4.６２％、１９歳５0.４４％、２０歳５3.４９％、加藤教授の主権者教

育の反映しているのか、実に高専の約５０％以上の学生が投票に行っています。次のアン

ケートの問いの中で、投票に行った学生に対して、誰と投票に行ったかの設問では、家族

と行ったとの回答が７０％でありました。今後若者の投票を促すために、家族で投票に行

こうという働きかけが重要であると思いますが、見解をお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。家族で投票に行こうという働きかけに

関しましては、一定のデータの裏づけもあり、効果が期待できるものと感じております。

今後啓発活動を行っていく中で、機会を捉えながら働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。なお、選挙法においても、従来は幼児だけとか、年齢制限がありましたけども、

現在は同伴する年齢層に比較的枠が広がってまいっておりますので、家族同伴での投票行

動というのは今後ふえてまいるものというふうに考えております。以上です。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 北九州選挙管理委員会では、平成２９年１２月に学識経験者や大学生、ＰＴ

Ａ関係者等で構成する投票環境の向上に関する検討会を設置し、投票環境の向上方策等に

ついてのレポートを出しています。その中に主権者教育が重要である、投票に行かない親

の姿を見て子どもが行かなくなっている。それを食いとめるには教育しかない。最近の親

世代は選挙に関心がなく、投票に行くことの大切さを家庭で教えるのは難しい。学校を活

用して啓発するしかない。学校で習ったことを家庭で保護者に話すので、保護者の啓発に

もなると記述がありました。私は、国民の半数が投票しない選挙は異常であり、民主主義

の危機であると思います。かつて、島根県、鳥取県は全国でも投票率が高い地域でありま

した。残念ながら、今回の選挙では全国平均よりも低い状況です。投票は権利であり、義

務ではありません。しかし、自分たちの生活や未来をよくするための選挙です。若者の政

治離れが進行していけば、若者の政治的影響力も低下し、社会の沈滞化が進んでいきます。

私たちはもっと真剣に若者と向かい合うべきであります。若い人が自分の未来を託し、投

票に行く、それが当たり前の世の中にしていかなければいけません。選挙管理委員会にお

かれましては、市民、なかんずく若者が投票しやすい環境により一層配慮をしていただき

ますようお願い申し上げて、次の質問に移ります。 

 次に、災害時の情報伝達についての質問に移ります。災害列島日本、今やどこで災害が

起きても不思議ではない状況になっています。近隣の県の豪雨災害や大地震のニュースを

見るたびに他人事ではなく、日ごろの防災訓練や防災対策の重要性をひしひしと感じてい

ます。最近では、８月２８日からの前線に伴う大雨により、佐賀県、長崎県では１時間に

１００ミリを超える雨が降り、多くの被害が発生しています。最近、近隣の方からよく防

災行政無線が聞こえない、聞こえづらいとの苦情を聞きます。もし大規模災害が発生した

場合、的確に情報が伝達するのか疑問に思うことがたびたびあります。そこで、お聞きい

たしますが、この防災行政無線の役割は何か、基本的な質問でありますが、お聞かせくだ
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さい。 

○岩﨑副議長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 お尋ねの防災行政無線の役割につきましては、基本的に住民の皆様に

対して防災情報を提供するための伝達手段の１つでございますが、そのほか、あんしんト

リピーメール、米子市ホームページやテレビ、ラジオなどの多様な手段により防災状況の

提供を行っ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 それはわかるんですけども、やっぱりネット環境を持たないお年寄りにとっ

て防災無線というのは１つの重要なツールであるということは確かだと思います。 

 次に、防災行政無線の放送の内容と年間の放送回数はどの程度なのか、お伺いいたしま

す。 

○岩﨑副議長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 防災行政無線の放送内容と回数についてでございますが、気象や災害

情報、避難情報、避難所情報などの防災情報を提供しておりますが、ほかには、行方不明

者情報、あるいは防犯情報などの放送も行っておりまして、平成３０年度、１年間の放送

回数につきましては、これらで３６回ございました。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 この放送機材使って地域の行事等の連絡とか、地域によっては葬儀の連絡等

がありますので、実際はもっと多い感じがします。平成３０年度は３６回ということなの

で、単純に月平均３回程度ということになると思いますけども、それでは、現在デジタル

化が進められている防災行政無線でありますが、よく聞こえない、聞こえづらいと声を聞

きますが、その場合、どのような対処しているのか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 防災行政無線、聞き取りづらいという場合の対策についてでございま

すが、まず、デジタル化によりまして音質や音達範囲が飛躍的に改善されるものでは必ず

しもないということは申し上げておきますが、我々もいろいろな地域から聞き取りづらい

という話を幾つかいただきます。そういったことがあった場合は、まず現場に出向いて状

況を確認して、状況によっては業者に依頼をし、音量や角度の調整を行うことにより、改

善には努めております。しかし、防災行政無線だけによります防災情報などの周知にも限

界がございますので、市民の皆様には、例えばフリーダイヤルの緊急放送テレホンサービ

ス、こういったもので聞き直しをしていただくほか、先ほども申し上げましたけど、あん

しんトリピーメール、米子市ホームページ、テレビ、ラジオなどで防災情報を取得してい

ただくよう、日ごろ周知に努めてき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 今回、私も地域の方から防災行政無線が聞きづらいという声をいただき、緊

急放送テレホンサービスを御紹介いたしました。この緊急放送テレホンサービスについて
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伺います。この緊急放送テレホンサービスの年間の利用者数の推移について教えてくださ

い。 

○岩﨑副議長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 緊急放送テレホンサービスの利用者数についてでございますが、記録

が残っておりますのが、古いもので平成３１年２月からでございまして、令和元年８月ま

での月平均の利用者数を計算いたしますと、約２００件ございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 ２００件ということです。かなり需要はあるのかなと私自身は思っておりま

す。 

 次に、この緊急放送テレホンサービスの周知方法としてどのような方法があるのか、伺

います。また、このサービスを広く市民に知ってもらうため、ステッカーやマグネットを

作成し、希望者に配布する考えはないのか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 周知方法についてでございますが、これまでフリーダイヤルの電話番

号を市報、市ホームページ、全戸配布の米子市くらしのガイドやごみ分別収集カレンダー、

あるいは本年４月に全戸配布いたしました洪水ハザードマップへの掲載などを重ねて行う

とともに、職員が出向きます防災出前講座等の際にも資料の配布などを行いまして、周知

を行っているところでございます。議員御提案のステッカー、マグネットの配布というこ

とですが、これは現在考えておりませんで、できますれば、市民の皆様方にはぜひこれま

でお知らせしておるフリーダイヤルの番号、こういったものを各自電話帳登録するなどの

工夫をいただけたらありがたいな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 ごみカレンダー、きょう持ってきました。ここに書いてあるんですね。ちょ

っと見ていただくとわかるんですけど、何とかのコマーシャルじゃありませんけど、見え

ない、小さくて見えないって飛ばしたくなるような大きさなんですけども、これ、大きさ

が６ミリ掛ける８センチです。これ、お年寄りが見えますかね。私はちょっとこれは不親

切じゃないかなって正直思っております。また、先ほど言った出前講座の中で配っている

切り取り可能なというやつですね、これです。これをもらって、切り取って張るというの

も何か少し寂しいなと私自身思ってるんですけども、去年の７月議会で、同会派の矢田貝

議員も同じような質問してます。そのときは、同様な答えで、やはりつくらないという回

答でしたけども、私は、このように災害が非常に多くなってきて、また、放送の回数も非

常に多いし、ぜひともつくっていただきたいなと思っております。非常にお金がかかると

言われればかかるかもしれませんけども、例えば名刺サイズのカードみたいなものも１つ

の有効な手段じゃないかなと思います。これを渡されて、切って、どっかに張れというの

も酷な話じゃないかなと私は思うんですけども、市長、ちょっとどのようなお考えか、お

聞かせください。 
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○岩﨑副議長 伊木市長。 

○伊木市長 やはり防災行政無線の内容が聞き取りづらいというのは、私も本当によく言

われる苦情の１つでございます。もう聞き取りづらいものだという、我々は認識をしっか

り持って、その対応策を考えねばならないという中では、議員言われるように、いわゆる

テレホンサービス、これの周知というものは絶対にしておかなければいけないだろうと思

っております。そうした意味におきまして、今、議員が言われたような、何かグッズとい

うか、そういうような形で配布をするということは、検討したいというふうに思いますし、

それと、今、議員の質問をお聞きしながら、この番号を何度も読んでいて、何かいい語呂

はないだろうかと思って、０１２０－３１０－４７５、４７５は米子でいいと思うんです

けども、３１０、災害ゼロ米子って読めるのかなというふうに思いました。そういうよう

な呼び方も含めて、周知を徹底を図っていきたい、そのように思っております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 ありがとうございます。私も先ほど話の中にあった、ひとり暮らしの８０代

のおばあさんのところにこれを持っていきました。非常に持っていったときに恥ずかしか

って、えっと思って、もうちょっといいのないのというふうに担当課のほうに聞きました

けど、ありませんときっぱり言われまして、人に優しいというのはやっぱりこういうこと

なんじゃないかなって。１つ１つやっぱり市民の声を聞いて、何が今必要か、本当に小さ

なことかもしれませんけども、そういった方が万が一大きな災害、大変な災害に遭われた

ときに、そこに電話してしっかり確認がとれる、緊急避難ができるような形でお願いした

いなと思っております。 

 次に、防災行政無線が聞こえづらい一部の地域に戸別受信機を使用していた経緯があり

ますが、デジタル化によってアナログ対応の戸別受信機が使用できなくなります。新たに

デジタル型の戸別受信機の貸し出しは検討できないのか、お伺いいたします。 

○岩﨑副議長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 新たな戸別受信機の貸し出しについてとのことでございますが、これ

まで防災行政無線システムは、旧米子市と旧淀江町で異なる機器を使用していたため、３

年前からですか、今回のデジタル化を進めてまいっております。これは市内全域を一元運

用するとともに、情報伝達方法を屋外拡声機によるものとしたものでございまして、現時

点において新たな戸別受信機の貸し出しについては特に予定はしておりません。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 戸別受信機のかわりに受信できる範囲が比較的狭いＦＭ波を使って、コミュ

ニティ放送を使って、防災ラジオがあります。この防災ラジオは、ふだんは通常のラジオ

として利用でき、行政から住民に対して連絡事項がある場合に、コミュニティＦＭ放送と

連携して行政からの操作によりラジオを自動起動させて、必要な情報を伝えることができ

るラジオです。６月議会で門脇議員からも御提案がありました。それでは、伺いますが、

先ほどの戸別受信機とこの防災ラジオの違いについて教えてください。 
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○岩﨑副議長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 戸別受信機と防災ラジオの違いについてでございますが、電波を受信

端末で受け取りまして、防災無線放送を聴取するという機能自体は同一でございます。戸

別受信機が市所有の親局、無線室から送信した電波を直接受信するのに対しまして、防災

ラジオは、先ほども議員紹介されましたけど、ＦＭラジオ放送局を経由して送信する点で

違いがございます。また、戸別受信機は固定式であるのに対して、ラジオは持ち運びが可

能という特徴がございます。さらに、防災ラジオを活用している他市などの状況などから

見ますと、戸別受信機に比べまして、防災ラジオのほうが安価ではないのかなと考えられ

ますが、防災ラジオの導入には、電波を市の無線放送室からラジオ局のほう、送信してラ

ジオを自動起動させるという新たな仕組みの構築が必要でありまして、この辺の分の経費

というものが別途、ラジオの購入価格に上乗せで相応の経費は必要となろうかというふう

に考えております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。戸別受信機単体と防災ラジオ単体の金額を本当は聞きたかっ

たんですけども、自分が調べたところによると、他市の自治体で公表されてる情報を見る

と、デジタル対応の戸別受信機で約５万円で、アンテナ代と設置工事費がかかって、約８

万円ぐらいかかるのかなと思いますし、それに対して、防災ラジオ単体ですと、平均的な

もので大体8,０００円から9,０００円程度ですので、１０分の１程度の、これは機械だけ

ですけども、機械単体だけですけども、１０分の１程度の費用でおさまるのかなと思って

おります。 

 防災ラジオを市民に無償で貸し出す自治体や一部有償で販売する自治体がふえています。

千葉県市原市では、市民に2,０００円で販売し、神奈川県平塚市では2,５００円、厚木市

では4,０００円、海老名市では3,０００円、そして、鳥取県では3,０００円というふうに

聞いております。本市でも、そのような考えはないのかお伺いいたします。 

○岩﨑副議長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 防災ラジオの販売等、検討についてでございますが、先ほども議員も

申されましたけども、さきの６月定例会におきまして、門脇議員の質問に対しまして、市

長のほうが、防災ラジオについては防災行政無線を補完できるツールの１つとして関心を

持っており、検討する旨、答弁されたところでございまして、事務方といたしましては、

既に鳥取市などの先進地の事例を調査研究するなどの検討に着手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 ぜひとも早急の検討をお願いしたいなと思っております。 

 東日本大震災発生時に避難した人が一番大変に思ったのは、正しい情報を得るというこ

とでした。その中で一番役立ったというのが、ラジオだということです。携帯電話は基地

局の故障とか、通じないっていうことがあって、また、ネット環境もそこではなかったと
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思いますし、テレビもテレビ自体が壊れていたということもございますので、ラジオとい

うのは、非常に、電池もございますので、単独で動くことができるということで、ラジオ

の重要性というのがここで広まったのかなと思います。 

 先ほども紹介しましたけども、南海トラフの関係だと思うんですけども、四国、それか

ら東海あたり、非常に防災ラジオというのが普及しております。こういった形で、震災が

起きたときに着実に正しい情報を市民に伝えるということがラジオの役目だと思いますし、

また、私たち行政の方々に対しましても同じようにお願いしたいなと思っております。 

 なお、この防災ラジオには、耳の不自由な方でも文字表示がオプションでつけられるタ

イプもありますので、ぜひ導入を御検討お願い申し上げまして、次の質問に移ります。 

 最後に、スマート農業についての質問に移ります。 

 農林業センサスによると、日本の基幹的農業従事者は、昭和３５年の1,１７５万人をピ

ークとして、平成３０年には１４５万人まで減少し、最盛期の８分の１になっています。

なおかつ、そのうち６５歳以上が９８万7,０００人、農業従事者の約７割以上が高齢者と

いうことになります。担い手不足が続く農業現場において、スマート農業は農業の現場を

変えてしまう可能性を帯び、今、関係者の注目を集めています。 

 それでは、このスマート農業とはどのようなもので、また、その必要性についてお伺い

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 スマート農業はどのようなものであるかという御質問でござ

います。 

 スマート農業とは、ロボット技術や情報通信技術を活用いたしまして、省力化、精密化、

高品質生産を実現する新たな農業でございます。また、その必要性についてでございます

けれども、スマート農業への取り組みは農作業における省力化、労力の軽減化を進め、ま

た、栽培技術力の継承、収益の向上といった農業のさまざまな課題を解決する今後の農業

の発展のために必要なものである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 私が調べたところ、具体的に今、実証実験を全国で６９カ所でされてるとい

うことであります。どんなことをしてるかというと、ＧＰＳを利用して自走、自動走行す

る無人のトラクターや田植え機、コンバインなど、また、ドローンを利用した施肥、肥料

をドローンでまくんですね。また、農薬散布、これは今までの２分の１から３分の１の作

業時間でできると言われています。また、センシングと呼ばれるドローンで高性能カメラ、

マルチスペクトルを搭載して生育状況を把握します。特に圃場の生育むらや病害虫などを

記憶して部分的な追肥や薬剤の散布の必要性を教えてくれます。また、ＡＩやＩｏＴを活

用した２４時間体制での水田の自動水管理システムやビニールハウスなどの施設園芸では

温度管理や湿度、二酸化炭素の濃度の管理システム、また、ドローンやセンサーの情報を

蓄積し、収穫の的確時を教えるシステムなどがございます。 



－ 12 － 

 それでは、県下で行われているスマート農業の実証実験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 県下で実施されているスマート農業の実証実験についてでご

ざいます。 

 本年度は、県内で八頭町、南部町、日南町で実施してございます。そのうち、県西部の

取り組みといたしましてお話しさせていただきたいと思いますけれども、南部町では、法

人が省力水管理技術実証、生育判断技術実証、ＧＰＳガイダンス自動操舵システムの実証

を実施しております。また、日南町ですけれども、法人がドローンによる播種や除草剤散

布、土壌センサー搭載田植え機での最適な施肥量の自動制御、収穫物の収量を記録、見え

る化する収量コンバインなどの技術実証を実施す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 八頭町では、農水省の実証実験に選ばれて、平成２９年度より法人がドロー

ンによる病害虫防除、地元センシングによる稲の葉の色から土壌肥沃度を調査して圃場管

理に活用しています。５月１５日に、日南町でスマート農業の実証実験を行われましたけ

ども、本市の職員はその場に参加した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 ５月１５日に鳥取県が日南町でのスマート農業の実証実験を

いたしました。それについて、米子市は参加したのかというお尋ねでございますけれども、

県からの御案内がなかったため、情報を把握することができませんで、実証実験には参加

していない状況でございます。ただし、今後米子市でもスマート農業の導入を検討してい

くに当たり、国や県などから積極的に情報収集に努めたいというぐあいに思っております。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 この日南町の法人ですが、経営者、従業員が全て２０代から３０代と若く、

今回は県と鳥取大学と連携して実証実験を行っています。 

 実験の内容ですけども、ドローンを使った播種、特にこれ、鉄でコーティングしてるん

ですね。稲の苗をドローンからまくと、直まきですると。鉄でコーティングするっていう

のは、鳥が食べないように水田の中に鉄をコーティングした種をドローンで直まきしてい

くという実験ですけども、それから、ドローンを利用した除草剤散布、施肥、防除の一連

の作業を行い、省力化を図る試験。次の試験は、土の成分を測量しながら、適量の元肥を

施用して田植えを同時に行う可変施肥田植え機、これも無人です。稲の葉の色を判定して

適量施肥を行う管理機、倒伏程度と収量を記録するコンバインなど、機械体系の効果を確

認する試験、そして、ラジコン除草機での畦の草刈り作業の省力化を図る試験など、この

３つの試験を行っております。多分この秋口にコンバインを使った収穫作業が発生します。

このときに、さっき言った倒伏の程度と収量を記憶するコンバインも使うと思います。稲

刈りは稲が倒れると非常に収穫しづらくなります。次の年のためにどこが倒れているか、

どうして倒れているかというのをこのコンバインが情報を送って、翌年のためにそれを役
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立てるというための記憶なんですね。これはＩｏＴとかＡＩを使ったものでございます。

非常に日南町、若い方が積極的にこういうことをされているんですね。ぜひとも、本市に

おいても、このスマート農業の導入について考えていただきたいと思いますけども、その

見解をお伺いいたします。 

○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 本市におけるスマート農業の導入についてでございます。 

 現在、国や県が進めてございます実証実験には、本市の農家は参加されておられません

けれども、大規模農家や興味を持っている農家さんへ引き続き情報提供を行っていきたい

というぐあいに思っています。それによりまして、今後導入を検討される農家もあるので

はないかと期待してるところでございます。 

○岩﨑副議長 前原議員。 

○前原議員 現在、農業用のドローンの最大の積載量ってのは、大体今２４キロって言わ

れてます。飛行継続距離っていうのが１０分から１５分程度で、価格は１００万円を今切

っています。ただ、日南町で導入したのは約３００万円ぐらいのものだったっていうふう

に聞いてますけども、先ほど言いましたけども、施肥、それから農薬散布するドローンと

センシングをするドローンは今、別なんですけども、あるメーカーが両方兼用できるもの

を今開発してるということですけども、今は単純に２台必要になっちゃうのかなと思いま

す。特にセンシングするドローンなんですけども、これは自動運転でＧＰＳで圃場の位置

を確認して、勝手に飛んで勝手に記憶します。さっき言ったように、高性能カメラを使っ

て圃場の状況を確認します。例えば、生育むらがここで起きている、来年にかけてここの

ところを気をつけようとか、また、病害虫がここの部分で発生しているから、ここの分に

関しては防除しなければいけないという、すごく早く、多分１日１回ぐらい飛ばせば、か

なりの情報量が積めるんじゃないかなと思います。こういったものをしっかり使って農業

していくということになります。 

 そして、また、農水省のほうでは、２０２５年には農業現場による普及を目指しており

ます。今後もう少し価格が開発されて、安くなるんだろうと私自身も思っておりますが、

非常にスマート農業に可能性を今感じております。今後、本市の白ネギなんかの栽培にも、

防除なんかにもドローンが使えるんじゃないかなと思います。大体１ヘクを防除するのに

３０分程度でできる。今まで1.５時間かかったものが３０分程度でできるという、約３分

の１のことができますので、今後そういった形でしっかり注視していかなければいけない

なと思っております。 

 そこで、最後にお尋ねいたしますけども、今後、本市における農業用のドローン購入や

オペレーター教習などに関する補助の考えはない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 農業用ドローン購入やオペレーター講習に対する補助につい

てでございます。 
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 現在、議員さんがおっしゃられましたように、実証実験の段階でございまして、今後の

補助事業の創設については、国の動向をまず注視しているところでございます。それと、

あとは、実証実験の成果によりまして、さまざまな活用方法が明確になると考えておりま

して、導入の費用対効果などの要件やニーズの把握に努めまして、県やＪＡ等と協議した

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 スマート農業で農業のあり方も大きく変わるんだろうなと私自身は思ってお

ります。私たちが生きていく上で必要不可欠な穀物や野菜という食物を育てる農業、土を

耕し、水を管理し、植物という自然の恵みを気候や天候といった不確実性な環境の中で育

むという高度な知識と技術と経験が求められてきた農業ですが、人が操作しなくても自動

で作業可能なロボットの登場により、長時間の作業が可能になれば、これまで人為的に広

げてこられなかった圃場の規模拡大につながることだと思います。また、複数の作業が行

われるために生産量も増加します。人件費もかからず、従来よりもきめ細やかな栽培が可

能になる。何よりも農業のノウハウや技術をデータ化することによって経験値のない人で

も農作業が可能になる、これが文字どおりスマート農業なのではないかと思います。どう

か当局におかれましては、十分な情報収集をお願い申し上げ、他市町村におくれをとらな

いようお願い申し上げます。私の質問、以上で終わりたいと思います。 


