
 

 

 

 

 

耕作放棄地の問題について  

                近年は、農業従事者の高齢化による労働不足

や、土地は持っているが農業従事者ではない人の増加により、耕作放

棄地が増加している。①当市における耕作放棄地の実態 ②再生利用

が可能な荒廃農地と再生が困難と見込まれる荒廃農地の推移について 

③耕作放棄地の発生防止及び解消の取り組みについてお伺いしたい。 

耕作放棄地は年々増加しており、

ごみの不法投棄を招いたり、妨害虫や雑草の発生源にもなったりして

いることから、もはや農業だけに限定される問題でなくなってきてい

る。農業委員会では、毎年農地利用状況調査、いわゆる農地パトロー

ルを実施、荒廃農地の実態把握を行っている。耕作放棄地になった農

地を再び耕作可能な状態に戻すには多大な労力や時間、費用など必要

となってくることから、市や関係機関と連携を密にし、情報共有を図

りながら、耕作放棄地の発生防止や解消に積極的に取り組んでまいり

たい。 

いきいき 活力ある東かがわ市！  わくわく あなたと創る未来！ 
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地域の皆様のお困り事に取り組ませていただいております。 ぜひ、お声をお聞かせください！ また市政に対するご意見・ご要望もお寄せください！ 

宮脇 美智子 プロフィール 

〇生年月日 ／ 昭和 36年 4月 21日生   

〇家   族 ／ 夫、娘二人の四人家族 

〇学   歴 ／ 高松第一高等学校、大阪芸術大学（音楽学部）卒業 

〇資   格 ／ 小・中学校教員免許 

・（一般財団法人）いじめから子供を守ろうネットワーク相談員 

・(一般財団法人）障害児支援「ユー・アー・エンゼル！」相談員 

・（NPO）不登校児支援スクール「ネバー・マインド」 

〇令和元年 東かがわ市議会議員（１期目） 

（１，２年目） 

・建設経済常任委員会 副委員長   

・総務常任委員会 

（３年目～） 

・予算審査特別委員会 副委員長  ・議会広報公聴特別委員会 副委員長 

・議会改革推進会議 事務局  ・民生文教常任委員会  ・ICT 推進部会 

みやわきみち子の  

 

新型コロナウィルスの猛威により、私たちの生活も

今までとは大きく変化してしまいましたが、皆様に

おかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 

2019年 4月から市議会議員として仕事をさせてい

ただき、早いもので議員一期目の任期も二年が経

ち、折り返しを迎えました。（一期は四年間となり

ます。）いつも温かいご支援、ご指導本当にありが

とうございます。 
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12月議会 一般質問 
2020年 

（令和 2年） 

質問 宮脇 

 
      

 
答弁 農業委員会会長 

 
   地元の農家を守り、農業従事者を増やし、

バトンを次の世代へつなぐために大谷地区では農業団

体を作り、耕作放棄地になっている場所を耕作地へと

変えるために活動をしていました。このような取り組

みが東かがわ市全体へと広まることで、少しでも耕作

放棄地の減少につながるのではないかと感じました。 
１ 

コロナ禍の影響により、人と人とのつながりが感じに

くくなりがちですが、これからも皆様の安心、安全と

幸福、発展に向けて、人の温もりが感じられる生活を

生み出してまいれますよう、皆様のお声を丁寧にお聴

きしながら、全力で取り組んでまいります。今後とも

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

東かがわ市議会議員  宮脇
みやわき

 美智子
み ち こ

 

about:blank


2020年 12月 定例会 

1. 中国北京市「海淀外国語実験学校」との交流について （4Pに一連の経緯をまとめて記載） 

 

2. コロナ禍における自殺防止対策について 

【質問】宮脇 

コロナウイルス感染症拡大の影響で、７月か

らの全国の自殺者数が３か月連続で前年を上

回っている。本市の現状と自殺防止の取組に

ついて／経済苦境や DV 被害で苦しむ女性救

済の取り組み／子どもへの取り組み／相談窓

口の周知、民間との連携、ボランティアの養成

について。 

【答弁】 

平成 30 年度に市の自殺対策計画を

策定。本年は、心の健康相談窓口の

周知を市広報紙、HPで行い、事業者

向け経営窓口も設置。子ども向けに

は手紙の相談を実施し、専用電話で

のライン相談も開始した。 

【私の所見】 

自殺を防止し、尊い人

生を全うしていただ

くための、包括的支援

と、自ら道を切り開い

ていっていただける

ような心の支援をし

ていきたい。 

 

2021年 3月 定例会  

1. 価値観を同じくする国との、新たな学校間交流の推進について 

【質問】宮脇 

全４回、中国共産党の管理下にある北京市海

淀外国語実験学校と本市の子供たちとの交流

中止を求める質問を行ってきた（４Ｐ参照）

が、市は交流を続行する姿勢。海淀との交流を

中止し、価値観を同じくする民主主義国家であ

り親日国である「台湾」との交流を検討する考

えはないか。 

【答弁】 

台湾ほか、様々な国との交流につい

ても、自国や外国の歴史、文化の理

解と尊重、コミュニケーション能力

向上、互いの立場や考えを尊重する

態度の育成などにつながると考え

る。情報収集に努める。 

【私の所見】 

政治と教育は別では

ない。交流続行は中国

共産党の人権弾圧の

肯定となる。善悪の判

断を教えるのも大人

の役割。 

 

2. 鳥獣被害対策について 

【質問】宮脇 

猿やイノシシ等による農作物への被害（鳥獣

被害）対策について伺う。野生鳥獣による人身

被害の発生状況、捕獲実績、鳥獣被害に関する

情報提供、捕獲団体の活動状況、耕作放棄地や

雑木林等鳥獣の住処への対策、ICT 活用によ

る鳥獣捕獲技術向上と狩猟者確保の取り組み

は？ 

【答弁】 

鳥獣を寄せ付けない環境づくり、侵

入防止策整備、捕獲奨励を基本方針

とし、被害対策実施隊の有効活用で

対策を講じている。告知端末での注

意喚起、狩猟免許の取得者への補助

金交付などで、被害を防止してい

る。 

【私の所見】 

被害防止の積極的な取

り組みに感謝したい。鳥

獣被害対策の必要性を

多くの地域でまだまだ

伺っている。今後の課題

解決に期待と支援をし

ていきたい。 

 

3. とらまる図書館跡を子ども科学館として利用できないか 

【質問】宮脇 

昨今の小中学校の教育の現状としては、理科

の実験など体験型、実習型の授業時間が不足

気味であり、実感を伴った科学の理解が得ら

れにくい。そこで、物理と工学（ものづくり）を

メインとした、子どもも大人も楽しみながら学

べる体験型の学習支援施設の設置を提案した

い。 

【答弁】 

子どもたちの学習の機会を増やし

ていくという観点では非常に良い

アイデア。現在白鳥バイパス事業詰

所として一部利用中。今後、施設の

状況や費用対効果などを総合的に

検討して判断していきたい。 

【私の所見】 

ものづくり等に興味

関心を持つ児童生徒

が増えれば、将来的に

新たな産業を生み出

す人材養成につなが

っていくと考える。 

２ 



2021年 6月 定例会 

1. 新型コロナウイルス感染症に係る様々な問題について 

【質問】宮脇 

ワクチン接種の進捗と今後の課題／コロナ差

別の防止についてどんな取り組みをしている

か／相談窓口はどうなっているか／経済対策

などの課題について。失業や自殺が増加して

いる状況についてどう対策を打つか／高齢者

の見回り、免疫向上策の周知についてはどう

か。 

【答弁】 

ワクチン接種は計画通り進んでい

る。コロナ差別の防止についても市

広報誌による啓発記事を今までに

８回掲載。経済対策としては、引き

続き事業者への支援が必要だと認

識しており、免疫向上策についても

啓発している。 

【私の所見】 

ワクチンの治験は確

定されているもので

はない。副反応や死亡

例などの正しい情報

も得られることが必

要と考える。 

 

2. ICT化が進むことによる教育や市民生活への影響について 

【質問】宮脇 

一点目は、GIGA スクール構想の実現に向け

ての進捗ならびに児童の心身の健康を守るた

めの取り組みについて。二点目は、ICT教育の

一方、温もりある教育に費やす時間の確保に

ついての見解。三点目は、経済状態や健康状態

を含む個人情報保護と、それが監視社会につ

ながる懸念にどう答えるか。 

【答弁】 

ICT 危機の活用については目標を設

定して計画的に行っていく。児童の

心身の健康は適切な機器の利用を

徹底して守っていくと共に温かみ

のある授業も推進する。セキュリテ

ィ対策は国主導の対策に本市も従

う。 

【私の所見】 

情報活用能力を追求

する一方、教育のデジ

タル化による読解力

や思考力の低下、ネッ

ト依存等の弊害も現

実問題である。 

 

3. プレゼンフェスティバル in東かがわ市（仮称）を開催しては 

【質問】宮脇 

栃木県那須町では、毎年、グループで自分たち

の住むまちの特産物を PRしたり、新たなもの

づくりの挑戦をプレゼンしたりする「プレゼ

ンフェスティバル」を行っている。プレゼン能

力を高めると共に、子どもたちの、地域を愛す

る心、自主性や主体性、創造性をはぐくむフェ

スティバルを開催してはどうか。 

【答弁】 

学習指導要領の一つの柱として、主

体的で対話的で深い学びの実現に

向けた授業改善の推進がある。提案

があったプレゼンフェスティバル

も一つの手法として考えられ、地元

を再発見できる機会として検討す

る。 

【私の所見】 

具体的に自分たちの

町の PRに取り組むこ

とで、故郷を好きにな

り、新たな夢を実現す

る大人に成長しても

らいたい。 

 

4. 北京市海淀外国語実験学校が所有する物品の管理について （4Pに一連の経緯をまとめて記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでに取り組んだ 地域の皆様のお困り事 

☝ ガードレールを設置しました 

👇 道路をアスファルトで 

綺麗に舗装しました 

☝  

車のタイヤがよく 

ぶつかる場所に 

ポールを設置しました ３ 

引き続き皆様のお声をお聞かせ

ください！ 

 
※ これらの他にもたくさんあります。 

HPでも紹介しております！ 



中国北京市「海淀外国語実験学校」との交流に関する一般質問 まとめ 

前回 2020年 9月定例会より後の質問を時系列で報告させていただきます。 

 

2020年 12月 定例会 

北京市「海淀外国語実験学校」との交流について 

【質問】宮脇 

9月議会で市長より交流継続の答弁後、市民、県外、

海外からも交流中止を求める意見が多数寄せられ

たことを受け、本市内において独自にアンケート調

査実施。（大内地区 130名、白鳥地区 148 名、引田地区 142 名／

計 420 名）●海淀学校との交流を知らない 83％●交

流反対 54％（内白鳥地区 75％）／賛成 5％／どち

らともいえない 21％／わからない 20％など。寄せ

られた住民の生の声を伝え、質問に臨む。 

市民の声を受け止める意向はあるか／不安の声が

多数上がる中あえて交流を進める理由は何か／福

栄小学校跡への海淀学校の拠点化中止（3 月議会答

弁）の市長による地元住民への説明が行われないの

は何故か（説明会は 1 年後の 3/22.23 に行われ

た）／国際社会は、中国の人権弾圧や知的財産摂取

などを注視、各国、各学校等が協定などを見直す

中、交流を続けることが本市の子ども達への正しい

人権教育になるのか。 

 【答弁】 

心配している方々や交流の継続に反対している方々

がいることは確認できた。今後、新型コロナウイルス

感染症の状況や社会情勢なども考慮しながら、御意見

も参考に交流の在り方について検討したい／合同学

習や部活動体験、地域行事への参加、歴史や文化、産

業の学習など、幅広い分野での交流となっており、双

方の児童生徒にとって大きなメリットがある／説明

会については、できるだけ早い開催を考え、協議を重

ねたが、コロナウイルス感染症の状況を鑑み、開催を

見合わせている／中国に関する様々な情報は承知し

ているが、人権教育として、差別の不合理を認識し、

人権尊重、人権意識の向上に向けた教育や啓発を行っ

ている。（市長） 

児童生徒同士の交流は、相手を知る良い機会で、自ら

が判断し行動できる豊かな人権感覚、人権意識を持っ

た人格形成につながるものと考える。（教育長） 

 

 

2021年3月 定例会 価値観を同じくする民主主義国家の新たな学校間交流を提案。            ※２Pの１を参照 

2021年 6月 定例会 

海淀外国語実験学校が所有する物品の管理について 

【質問】宮脇 

3月 22.23日に行われた福栄地区「市民と市長の対話会」

において、国際交流の在り方や公有財産管理規則等の対

話のなかで、同校が持参したボート十数艇を本市の公共

施設に保管中という市長の発言に関し、住民より交流再

開への不安からの相談を受け質問に臨む。 

ボートの所有者は誰であるのか／管理者は東かがわ市だ

ったのか／管理者が変わったなら、その経緯を住民に納

得いく形でご説明いただけるか。 

 【答弁】 

一昨年（2019 年）7 月、海淀外国語実験学校の

ヨット・トライアスロン部が本市の児童と交流

の際、ジュニア向けヨット 8 艇を持参した。当

時は、今後の交流活動の予定があったため、同

校の要望を受け、空きスペースがある市の施設

に一時的に保管していたが、交流活動を実施し

ていない状況下の現在は、既に搬出されており、

物品管理については、関与していない。 

 

 

 

 

 

初当選させていただいた一昨年（2019 年）の 7 月、中国の海淀学校と本市との交流、廃校後の福栄小

学校を拠点化する話が進んでいることを知り、私の心に戦慄が走りました。以後、新参者であることは重々

承知のうえ、子どもたちと本市を守らなければならない一心で「交流中止」を一貫して訴えて参りました。

私は、未来を担う子どもたちには、本当の意味で基本的人権に基づく善悪の判断や、人を尊び、自国や故

郷を愛し、だからこそ他国も尊重できる自助と利他の精神を培ってもらいたいと心から願っています。 
４ 

2020年 9月議会にて、市長、教育長は海淀との交流続行を

宣言。その後、ネットで知った方の全国からのご心配や抗議

のメール・電話等が市役所へ届きはじめました。 

 

初等教育の段階において中国共産党の指導下にある学校との交流の危険性において再三

交流中止を求める質問を行って参りましたが、本質問後、市長より「議論が平行線の

為、最も課題だと感じている点について答弁を求める」との【反問】を受けました。 

 


